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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムのＵＥ（ユーザー端末）においてＳＰＳ（セミパーシステントスケジ
ューリング）機能のＨＡＲＱ（ハイブリッド自動リピート要求）プロセスを処理する方法
であって、
　少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスを利用するＳＰＳ機能を設定する段階と、
　前記少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスのうち第一ＨＡＲＱプロセスに対応する、前記
ＵＥのＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ（セミパーシステントスケジューリングセル無線ネットワー
ク一時識別子）に対して指定された第一ＮＤＩ（新規データ識別子）を受信する段階と、
　前記ＵＥのＣ－ＲＮＴＩ（セルネットワーク一時識別子）に対して指定され、かつ前記
第一ＨＡＲＱプロセスに対応する第二ＮＤＩを次に受信すれば、前記第二ＮＤＩが前記第
一ＮＤＩとは同じかそれとも異なるかにもかかわらず、前記第一ＨＡＲＱプロセスの受信
予定の伝送を前記第一ＨＡＲＱプロセスの初回伝送とみなす段階と、を含み、
　前記第一ＨＡＲＱプロセスの初回伝送は新規伝送である、
　ＳＰＳ機能のＨＡＲＱプロセスを処理する方法。
【請求項２】
　無線通信システムのＵＥにおいてＳＰＳ機能のＨＡＲＱプロセスを処理するための通信
装置であって、
　プログラムを実行するＣＰＵ（中央処理装置）と、
　前記ＣＰＵに結合され、前記プログラムを記憶する記憶装置と、を含み、前記プログラ
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ムは、
　少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスを利用するＳＰＳ機能を設定するコードと、
　前記少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスのうち第一ＨＡＲＱプロセスに対応する、前記
ＵＥのＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩに対して指定された第一ＮＤＩを受信するコードと、
　前記ＵＥのＣ－ＲＮＴＩに対して指定され、かつ前記第一ＨＡＲＱプロセスに対応する
第二ＮＤＩを次に受信すれば、前記第二ＮＤＩが前記第一ＮＤＩとは同じかそれとも異な
るかにもかかわらず、前記第一ＨＡＲＱプロセスの受信予定の伝送を前記第一ＨＡＲＱプ
ロセスの初回伝送とみなすコードと、を含み、
　前記第一ＨＡＲＱプロセスの初回伝送は新規伝送である、
　通信装置。
【請求項３】
　無線通信システムのＵＥにおいてＳＰＳ機能のＨＡＲＱプロセスを処理する方法であっ
て、
　少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスを利用するＳＰＳ機能を設定する段階と、
　前記ＳＰＳ機能で、前記少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスのうち第一ＨＡＲＱプロセ
スに対応する、ＵＥに指定された所定伝送を受信する段階と、
　前記ＵＥのＣ－ＲＮＴＩに対して指定され、かつ前記第一ＨＡＲＱプロセスに対応する
ＮＤＩを次に受信すれば、前記ＮＤＩが前記所定伝送におけるＮＤＩとは同じかそれとも
異なるかにもかかわらず、前記第一ＨＡＲＱプロセスの受信予定の伝送を前記第一ＨＡＲ
Ｑプロセスの初回伝送とみなす段階と、を含み、
　前記第一ＨＡＲＱプロセスの初回伝送は新規伝送である、
　ＳＰＳ機能のＨＡＲＱプロセスを処理する方法。
【請求項４】
　無線通信システムのＵＥにおいてＳＰＳ機能のＨＡＲＱプロセスを処理するための通信
装置であって、
　プログラムを実行するＣＰＵと、
　前記ＣＰＵに結合され、前記プログラムを記憶する記憶装置と、を含み、前記プログラ
ムは、
　少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスを利用するＳＰＳ機能を設定するコードと、
　前記ＳＰＳ機能で、前記少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスのうち第一ＨＡＲＱプロセ
スに対応する、ＵＥに指定された所定伝送を受信するコードと、
　前記ＵＥのＣ－ＲＮＴＩに対して指定され、かつ前記第一ＨＡＲＱプロセスに対応する
ＮＤＩを次に受信すれば、前記ＮＤＩが前記所定伝送におけるＮＤＩとは同じかそれとも
異なるかにもかかわらず、前記第一ＨＡＲＱプロセスの受信予定の伝送を前記第一ＨＡＲ
Ｑプロセスの初回伝送とみなすコードと、を含み、
　前記第一ＨＡＲＱプロセスの初回伝送は新規伝送である、
　通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＳＰＳ（セミパーシステントスケジューリング）機能のＨＡＲＱ（ハイブリッ
ド自動リピート要求）プロセスを処理する方法及び通信装置に関し、特に無線通信システ
ムのＵＥ（ユーザー端末）においてＳＰＳ機能のＨＡＲＱプロセスを処理し、データの誤
伝送を防止する方法及び通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）無線通信システムは、第三世代移
動通信システム（例えばＵＭＴＳ（汎用移動通信システム））をもとに確立されたアドバ
ンスド高速無線通信システムである。ＬＴＥ無線通信システムはパケット交換のみサポー
トし、そのＲＬＣ（無線リンク制御）通信プロトコル層とＭＡＣ（媒体アクセス制御）通
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信プロトコル層は基地局（ノードＢ）とＲＮＣ（無線ネットワークコントローラ）に別々
に設けなくてもよく、同一の通信ネットワークエンティティー（例えば基地局（ノードＢ
））に統合できるので、システム構造が比較的に簡単である。
【０００３】
　ＬＴＥシステムにはＤＳ（ダイナミックスケジューリング）とＳＰＳ（セミパーシステ
ントスケジューリング）など２種類のスケジューリング方式がある。ＤＳ方式によれば、
ネットワークはＵＥの流量とＱｏＳ（サービス品質）により、データ送受信用の伝送リソ
ースをＵＥにダイナミックに割り当てる。ＳＰＳ方式によれば、ネットワークはデータを
周期的に生成する上位層アプリケーション（例えばＶｏＩＰ（ボイス・オーバー・インタ
ーネット・プロトコル））にサービスを提供するために、一定の周期で伝送リソースをＵ
Ｅに割り当てることで、ネットワークがＰＤＣＣＨ（物理ダウンリンク制御チャネル）で
制御情報を送信するのを抑制し、システムスケジューリング効率を向上させる。言い換え
れば、ＳＰＳ方式は一定の周期で伝送リソースをＵＥに与えるので、ＵＥがＰＤＣＣＨを
モニターせずとも周期的に伝送を行うこと、そして各周期の伝送が新規データの伝送であ
ることを確保することができる。
【０００４】
　ＤＳ方式の伝送リソースはＵＥのＣ－ＲＮＴＩ（セル無線ネットワーク一時識別子）に
対して割り当てられる。それに対して、ＳＰＳ方式の伝送リソースはＵＥのＳＰＳ　Ｃ－
ＲＮＴＩ（セミパーシステントスケジューリングセル無線ネットワーク一時識別子）に対
して割り当てられる。ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩは、ＲＲＣ（無線リソース制御）層からＳＰ
Ｓに割り当てられる特定のＵＥ　ＩＤ（ユーザー端末識別子）であり、主としてＳＰＳ方
式の伝送リソースを起動または修正する機能、及びＳＰＳの再送を指示する機能がある。
【０００５】
　ＤＳ方式によれば、ＵＥはＰＤＣＣＨシグナリングに含まれるＨＡＲＱプロセスＩＤと
ＮＤＩ（新規データ指示子）フィールドに基づいて、割り当てられた伝送リソースに対応
する伝送が新規伝送か再送かを判断する。ＮＤＩの値が、同じＨＡＲＱプロセスにおいて
前のＮＤＩの値と異なれば新規伝送と判断し、同じＨＡＲＱプロセスにおいて前のＮＤＩ
の値と同じであれば再送と判断する。
【０００６】
　それに対して、ＳＰＳ方式のＮＤＩは定義が異なる。つまり、ＮＤＩの値は、ＳＰＳ　
Ｃ－ＲＮＴＩに対して送信されるＰＤＣＣＨシグナリングの機能を示す。受信したＮＤＩ
の値が０であれば、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩに対して割り当てられるＰＤＣＣＨシグナリン
グはＳＰＳ伝送リソースの起動または修正用のものであり、受信したＮＤＩの値が１であ
れば、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩに対して割り当てられるＰＤＣＣＨシグナリングは、ＳＰＳ
再送のために伝送リソースをＵＥに割り当てられるものである。
【０００７】
　現行の仕様によれば、ネットワークはダウンリンク方向において、ＲＲＣシグナリング
を利用し、ＳＰＳに保留された１または複数のＨＡＲＱプロセスＩＤを設定する。それに
対して、アップリンク方向においては、一定の周期の開始点と周期長を設定すれば、ＳＰ
Ｓに保留された１または複数のＨＡＲＱプロセスＩＤが分かる。しかし、ＤＳ方式によれ
ば、ＳＰＳに保留されたＨＡＲＱプロセスはアップリンクとダウンリンク方向の両方にお
いても使用できる。したがって、それぞれＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩとＣ－ＲＮＴＩに対して
送信されるＰＤＣＣＨシグナリングに含まれる、同じＨＡＲＱプロセスに対応するＮＤＩ
がＵＥで順次受信された場合、ＮＤＩフィールドの定義が異なるので、ＮＤＩフィールド
の値を比較しても意味が無く、場合によってこのような誤比較によりデータ伝送にエラー
が生じうる。
【０００８】
　例えば、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩに対して送信され、特定のＨＡＲＱプロセス（Ｘとする
）でＳＰＳ再送を行うようにＵＥに指示するたＰＤＣＣＨシグナリングがＵＥで受信され
れば、前に述べたように、受信したＮＤＩの値は１となる。その後、Ｃ－ＲＮＴＩに対し
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て送信され、同じＨＡＲＱプロセスＸでデータを伝送するようにＵＥに指示するＰＤＣＣ
Ｈシグナリングを受信すれば、ＵＥはＤＳ方式のＮＤＩを、ＨＡＲＱプロセスＸにおいて
前のＮＤＩ（すなわちＳＰＳ方式のＮＤＩ）と比較するようになる。しかし、前述のよう
に、ＳＰＳ方式のＮＤＩとＤＳ方式のＮＤＩは定義が異なるので、両者の値を比較しても
意味が無く、場合によって誤比較によりデータ伝送にエラーが生じうる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明では、ＳＰＳ機能のＨＡＲＱプロセスを処理し、データの誤伝送を防止する方法
及び通信装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明では、無線通信システムのＵＥ（ユーザー端末）においてＳＰＳ（セミパーシス
テントスケジューリング）機能のＨＡＲＱ（ハイブリッド自動リピート要求）プロセスを
処理する方法を開示する。同方法は、少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスを利用するＳＰ
Ｓ機能を設定する段階と、少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスのうち第一ＨＡＲＱプロセ
スに対応する、ＵＥのＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩ（セミパーシステントスケジューリングセル
無線ネットワーク一時識別子）に対して指定された第一ＮＤＩ（新規データ識別子）を受
信する段階と、ＵＥのＣ－ＲＮＴＩ（セルネットワーク一時識別子）に対して指定され、
かつ第一ＨＡＲＱプロセスに対応する第二ＮＤＩを次に受信すれば、第一ＨＡＲＱプロセ
スの受信予定の伝送を第一ＨＡＲＱプロセスの初回伝送とみなす段階とを含む。
【００１１】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥにおいてＳＰＳ機能のＨＡＲＱプロセスを処
理するための通信装置を開示する。通信装置は、プログラムを実行するＣＰＵ（中央処理
装置）と、ＣＰＵに結合され、プログラムを記憶する記憶装置とを含む。プログラムは、
少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスを利用するＳＰＳ機能を設定する段階と、少なくとも
１つのＨＡＲＱプロセスのうち第一ＨＡＲＱプロセスに対応する、ＵＥのＳＰＳ　Ｃ－Ｒ
ＮＴＩに対して指定された第一ＮＤＩを受信する段階と、ＵＥのＣ－ＲＮＴＩに対して指
定され、かつ前記第一ＨＡＲＱプロセスに対応する第二ＮＤＩを次に受信すれば、第一Ｈ
ＡＲＱプロセスの受信予定の伝送を第一ＨＡＲＱプロセスの初回伝送とみなす段階とを含
む。
【００１２】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥにおいてＳＰＳ機能のＨＡＲＱプロセスを処
理する方法を開示する。同方法は、少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスを利用するＳＰＳ
機能を設定する段階と、ＳＰＳ機能で、少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスのうち第一Ｈ
ＡＲＱプロセスに対応する、ＵＥに指定された所定伝送を受信する段階と、ＵＥのＣ－Ｒ
ＮＴＩに対して指定され、かつ第一ＨＡＲＱプロセスに対応するＮＤＩを次に受信すれば
、第一ＨＡＲＱプロセスの受信予定の伝送を第一ＨＡＲＱプロセスの初回伝送とみなす段
階とを含む。
【００１３】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥにおいてＳＰＳ機能のＨＡＲＱプロセスを処
理するための通信装置を開示する。通信装置は、プログラムを実行するＣＰＵと、ＣＰＵ
に結合され、プログラムを記憶する記憶装置とを含む。プログラムは、少なくとも１つの
ＨＡＲＱプロセスを利用するＳＰＳ機能を設定する段階と、ＳＰＳ機能で、少なくとも１
つのＨＡＲＱプロセスのうち第一ＨＡＲＱプロセスに対応する、ＵＥに指定された所定伝
送を受信する段階と、ＵＥのＣ－ＲＮＴＩに対して指定され、かつ第一ＨＡＲＱプロセス
に対応するＮＤＩを次に受信すれば、第一ＨＡＲＱプロセスの受信予定の伝送を第一ＨＡ
ＲＱプロセスの初回伝送とみなす段階とを含む。
【００１４】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥにおいてＳＰＳ機能のＨＡＲＱプロセスを処
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理する方法を開示する。同方法は、少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスを利用するＳＰＳ
機能を設定する段階と、少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスのうち第一ＨＡＲＱプロセス
に対応する、ＵＥのＣ－ＲＮＴＩに対して指定された第一ＮＤＩを受信する段階と、Ｃ－
ＲＮＴＩに対して前に指定され、かつ第一ＨＡＲＱプロセスに対応する第二ＮＤＩを第一
ＮＤＩと比較し、第一ＨＡＲＱプロセスの受信予定の伝送が新規データの伝送かどうかを
判断する段階とを含む。ＵＥは第一ＮＤＩと第二ＮＤＩを受信する間に、ＳＰＳ　Ｃ－Ｒ
ＮＴＩに対して指定される第三ＮＤＩを受信するか、またはＵＥに指定され、かつ第一Ｈ
ＡＲＱプロセスに対応する所定伝送を受信する。
【００１５】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥにおいてＳＰＳ機能のＨＡＲＱプロセスを処
理するための通信装置を開示する。通信装置は、プログラムを実行するＣＰＵと、ＣＰＵ
に結合され、プログラムを記憶する記憶装置とを含む。プログラムは、少なくとも１つの
ＨＡＲＱプロセスを利用するＳＰＳ機能を設定する段階と、少なくとも１つのＨＡＲＱプ
ロセスのうち第一ＨＡＲＱプロセスに対応する、ＵＥのＣ－ＲＮＴＩに対して指定された
第一ＮＤＩを受信する段階と、Ｃ－ＲＮＴＩに対して前に指定され、かつ第一ＨＡＲＱプ
ロセスに対応する第二ＮＤＩを第一ＮＤＩと比較し、第一ＨＡＲＱプロセスの受信予定の
伝送が新規データの伝送かどうかを判断する段階とを含む。ＵＥは第一ＮＤＩと第二ＮＤ
Ｉを受信する間に、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩに対して指定される第三ＮＤＩを受信するか、
またはＵＥに指定され、かつ第一ＨＡＲＱプロセスに対応する所定伝送を受信する。
【００１６】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥにおいてＳＰＳ機能のＨＡＲＱプロセスを処
理する方法を開示する。同方法は、少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスを利用するＳＰＳ
機能を設定する段階と、ＵＥに対して指定され、ＳＰＳ設定を解除するようにＵＥに指示
するＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩを受信する段階と、ＵＥが少なくとも１つのＨＡＲＱプロセス
に対応するバッファの内容を消去するか、またはＵＥのＣ－ＲＮＴＩに対して指定され、
かつ少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスに対応する次の受信予定の伝送を、少なくとも１
つのＨＡＲＱプロセスの初回伝送とみなす段階とを含む。
【００１７】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥにおいてＳＰＳ機能のＨＡＲＱプロセスを処
理するための通信装置を開示する。通信装置は、プログラムを実行するＣＰＵと、ＣＰＵ
に結合され、プログラムを記憶する記憶装置とを含む。プログラムは、少なくとも１つの
ＨＡＲＱプロセスを利用するＳＰＳ機能を設定する段階と、ＵＥに対して指定され、ＳＰ
Ｓ設定を解除するようにＵＥに指示するＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩを受信する段階と、ＵＥが
少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスに対応するバッファの内容を消去するか、またはＵＥ
のＣ－ＲＮＴＩに対して指定され、かつ少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスに対応する次
の受信予定の伝送を、少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスの初回伝送とみなす段階とを含
む。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】無線通信システムを表す説明図である。
【図２】無線通信装置のブロック図である。
【図３】図２に示すプログラムを表す説明図である。
【図４】本発明の一実施例による方法のフローチャートである。
【図５】本発明の実施例による方法の動作を表す説明図である。
【図６】本発明の他実施例による方法のフローチャートである。
【図７】本発明の実施例による方法の動作を表す説明図である。
【図８】本発明の他実施例による方法のフローチャートである。
【図９】本発明の実施例による方法の動作を表す説明図である。
【図１０】本発明の他実施例による方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
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【００１９】
　かかる方法及び装置の特徴を詳述するために、具体的な実施例を挙げ、図を参照にして
以下に説明する。
【００２０】
　図１を参照する。図１は無線通信システム１０００を表す説明図である。無線通信シス
テム１０００は望ましくはＬＴＥシステムであり、概してネットワークと複数のＵＥ（ユ
ーザー端末）を含む。図１に示すネットワークとＵＥは無線通信システム１０００の構造
を説明するために用いるに過ぎない。実際、ネットワークは要求に応じて複数の基地局、
ＲＮＣ（無線ネットワークコントローラー）を含みうる。ＵＥは携帯電話、コンピュータ
システムなどの装置である。
【００２１】
　図２を参照する。図２は無線通信装置１００のブロック図である。無線通信装置１００
は図１に示すＵＥを実施する。説明を簡素化するために、図２では無線通信装置１００の
入力装置１０２、出力装置１０４、制御回路１０６、ＣＰＵ（中央処理装置）１０８、記
憶装置１１０、プログラム１１２及びトランシーバー１１４のみ示している。無線通信装
置１００では、制御回路１０６はＣＰＵ１０８で記憶装置１１０に記録されたプログラム
１１２を実行し、無線通信装置１００の動作を制御する。無線通信装置１００は入力装置
１０２（例えばキーボード）でユーザーが入力した信号を受信し、出力装置１０４（スク
リーン、スピーカーなど）で映像、音声などの信号を出力する。無線信号を受発信するト
ランシーバー１１４は受信した信号を制御回路１０６に送信し、または制御回路１０６に
よる信号を無線で出力する。言い換えれば、通信プロトコルに当てはめれば、トランシー
バー１１４は第一層の一部とみなされ、制御回路１０６は第二層と第三層の機能を実施す
る。
【００２２】
　図３を参照する。図３は図２に示すプログラム１１２を表す説明図である。プログラム
１１２はアプリケーション層２００と、第三層インターフェイス２０２と、第二層インタ
ーフェイス２０６とを含み、第一層インターフェイス２１８に接続されている。第三層イ
ンターフェイス２０２はＲＲＣ（無線リソース制御）を実施する。第二層インターフェイ
ス２０６はリンク制御を実施し、第一層インターフェイス２１８は物理接続を実施する。
第二層インターフェイス２０６に設けられるＭＡＣ（媒体アクセス制御）エンティティ２
２２は、基地局との間で同時に複数のＨＡＲＱプロセスを実行してパケットを受信すると
同時に、ＳＰＳ機能をサポートする。本発明の実施例では、データの誤伝送を防止するた
めに、プログラム１１２にＨＡＲＱプロセス処理プログラム２２０を設ける。
【００２３】
　図４を参照する。図４は本発明の一実施例による方法４０のフローチャートである。下
記方法４０は無線通信システムのＵＥにおいてＳＰＳ機能を処理するために用いられ、Ｈ
ＡＲＱプロセス処理プログラム２２０としてコンパイルすることができる。
【００２４】
　ステップ４００：開始。　
　ステップ４０２：ＳＰＳ機能を設定する。ＳＰＳ機能は少なくとも１つのＨＡＲＱプロ
セスを利用する。　
　ステップ４０４：ＵＥのＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩに対して指定された第一ＮＤＩを受信す
る。第一ＮＤＩは前記少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスのうち第一ＨＡＲＱプロセスに
対応する。　
　ステップ４０６：ＵＥのＣ－ＲＮＴＩに対して指定され、かつ第一ＨＡＲＱプロセスに
対応する第二ＮＤＩを次に受信すれば、第一ＨＡＲＱプロセスの受信予定の伝送を第一Ｈ
ＡＲＱプロセスの初回伝送とみなす。　
　ステップ４０８：終了。
【００２５】
　以上のように、本発明の実施例ではまずＳＰＳ機能を設定する。ＳＰＳ機能は少なくと
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も１つのＨＡＲＱプロセスを利用する。次に、本発明の実施例ではＵＥのＳＰＳ　Ｃ－Ｒ
ＮＴＩに対して指定された第一ＮＤＩを受信する。第一ＮＤＩは前記少なくとも１つのＨ
ＡＲＱプロセスのうち第一ＨＡＲＱプロセスに対応する。最後に、本発明の実施例では、
ＵＥのＣ－ＲＮＴＩに対して指定され、かつ第一ＨＡＲＱプロセスに対応する第二ＮＤＩ
を次に受信すれば、第一ＨＡＲＱプロセスの受信予定の伝送を第一ＨＡＲＱプロセスの初
回伝送とみなす。
【００２６】
　前述のように、ネットワークはＲＲＣシグナリングでＵＥのＳＰＳ（例えば、少なくと
も１つのＨＡＲＱプロセスに対応するＨＡＲＱプロセスの数量）を設定する。ＤＳ方式の
伝送リソースはＵＥのＣ－ＲＮＴＩに対して割り当てられ、ＳＰＳ方式の伝送リソースは
ＵＥのＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩに対して割り当てられる。ＳＰＳ方式のＮＤＩ、すなわちＳ
ＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩに対して指定されるＰＤＣＣＨシグナリングに含まれるＮＤＩは、主
としてＳＰＳの伝送リソースを起動または修正する機能と、ＳＰＳの再送を指示する機能
など２種類の機能を有する。これは、当業者に周知のため、ここで説明を省略する。
【００２７】
　したがって、それぞれＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩとＣ－ＲＮＴＩに対して送信されるＰＤＣ
ＣＨシグナリングに含まれる、同じＨＡＲＱプロセスに対応する第一ＮＤＩと第二ＮＤＩ
をＵＥで順次受信した場合、本発明の実施例ではＨＡＲＱプロセスの受信予定の伝送を、
ＨＡＲＱプロセスの初回伝送とみなす。
【００２８】
　例えば、図５を参照する。図５は本発明の実施例による方法４０の動作を表す説明図で
ある。ＵＥは時点Ｂ１に、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩに対して送信され、かつＨＡＲＱプロセ
スＸに対応する第一ＮＤＩを受信する。時点Ｅ１とＦ１は予め保留されたＳＰＳリソース
を示す。その後、ＵＥは時点Ｃ１に、Ｃ－ＲＮＴＩに対して送信され、かつＨＡＲＱプロ
セスＸに対応する第二ＮＤＩを受信する。従来の技術で述べたように、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮ
ＴＩに対応するＮＤＩと、Ｃ－ＲＮＴＩに対応するＮＤＩは定義が異なるので、本発明の
実施例では時点Ｃ１のＨＡＲＱプロセスＸの受信予定の伝送を、ＨＡＲＱプロセスＸの初
回伝送とみなす。時点Ｂ１の前（例えば時点Ａ１）に、Ｃ－ＲＮＴＩに対して送信され、
かつＨＡＲＱプロセスＸに対応する第三ＮＤＩの有無を問わず、本発明の実施例では一律
に時点Ｃ１のＨＡＲＱプロセスＸの受信予定の伝送を、ＨＡＲＱプロセスＸの最初伝送（
ｖｅｒｙ　ｆｉｒｓｔ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ、すなわち新規伝送）とみなす。した
がって、本発明の実施例は、ＮＤＩの誤比較により生じるデータ伝送のエラーを防止する
ことができる。
【００２９】
　注意すべきは、仮に第二ＮＤＩの受信後の時点Ｄ１に、Ｃ－ＲＮＴＩに送信され、かつ
ＨＡＲＱプロセスＸに対応する第四ＮＤＩを受信したとすれば、第二ＮＤＩと第四ＮＤＩ
はいずれもＤＳ方式のＮＤＩであるので、ＵＥは第二ＮＤＩと第四ＮＤＩを比較し、ＨＡ
ＲＱプロセスＸの受信予定の伝送が新規データの伝送かどうかを判断する。第四ＮＤＩと
第二ＮＤＩの値が同じであれば、ＨＡＲＱプロセスＸの受信予定の伝送を再送データの伝
送と判断し、第四ＮＤＩと第二ＮＤＩの値が異なれば、ＨＡＲＱプロセスＸの受信予定の
伝送を新規データの伝送と判断する。
【００３０】
　なお、時点Ｃ２に受信したＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩに対して送信され、かつＨＡＲＱプロ
セスＸに対応する第一ＮＤＩは、時点Ｂ２のＳＰＳ再送である。時点Ｆ２とＧ２は予め保
留されたＳＰＳリソースを示す。その後、ＵＥは時点Ｄ２に、Ｃ－ＲＮＴＩに対して送信
され、かつＨＡＲＱプロセスＸに対応する第二ＮＤＩを受信する。この場合、本発明の実
施例では時点Ｄ２のＨＡＲＱプロセスの受信予定の伝送を、ＨＡＲＱプロセスＸの初回伝
送とみなす。時点Ｂ２の前（例えば時点Ａ２）に、Ｃ－ＲＮＴＩに対して送信され、かつ
ＨＡＲＱプロセスＸに対応する第三ＮＤＩの有無を問わず、本発明の実施例では一律に時
点Ｄ２のＨＡＲＱプロセスＸの受信予定の伝送を、ＨＡＲＱプロセスＸの最初伝送（すな



(8) JP 5492944 B2 2014.5.14

10

20

30

40

50

わち新規伝送）とみなす。仮に第二ＮＤＩの受信後の時点Ｅ２に、Ｃ－ＲＮＴＩに送信さ
れ、かつＨＡＲＱプロセスＸに対応する第四ＮＤＩを受信すれば、ＵＥは第二ＮＤＩと第
四ＮＤＩを比較し、ＨＡＲＱプロセスＸの受信予定の伝送が新規データの伝送かどうかを
判断する。
【００３１】
　図６を参照する。図６は本発明の他実施例による方法６０のフローチャートである。下
記方法６０は無線通信システムのＵＥにおいてＳＰＳ機能を処理するために用いられ、Ｈ
ＡＲＱプロセス処理プログラム２２０としてコンパイルすることができる。
【００３２】
　ステップ６００：開始。　
　ステップ６０２：ＳＰＳ機能を設定する。ＳＰＳ機能は少なくとも１つのＨＡＲＱプロ
セスを利用する。　
　ステップ６０４：ＳＰＳ機能で、ＵＥに指定された所定伝送を受信する。所定伝送は前
記少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスのうち第一ＨＡＲＱプロセスに対応する。　
　ステップ６０６：ＵＥのＣ－ＲＮＴＩに対して指定され、かつ第一ＨＡＲＱプロセスに
対応するＮＤＩを次に受信すれば、第一ＨＡＲＱプロセスの受信予定の伝送を第一ＨＡＲ
Ｑプロセスの初回伝送とみなす。　
　ステップ６０８：終了。
【００３３】
　以上のように、本発明の実施例ではまずＳＰＳ機能を設定する。ＳＰＳ機能は少なくと
も１つのＨＡＲＱプロセスを利用する。その後、本発明の実施例ではＵＥに指定された所
定伝送を受信する。所定伝送は前記少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスのうち第一ＨＡＲ
Ｑプロセスに対応する。最後に、本発明の実施例では、ＵＥのＣ－ＲＮＴＩに対して指定
され、かつ第一ＨＡＲＱプロセスに対応するＮＤＩを次に受信すれば、第一ＨＡＲＱプロ
セスの受信予定の伝送を第一ＨＡＲＱプロセスの初回伝送とみなす。
【００３４】
　例えば、図７を参照する。図７は本発明の実施例による方法６０の動作を表す説明図で
ある。ＵＥは時点Ａ３に、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩに対して送信され、かつＨＡＲＱプロセ
スＸに対応するＳＰＳリソースを受信する。時点Ｃ３とＦ３は予め保留されたＳＰＳリソ
ースを示し、そのうち時点Ｃ３の保留されたＳＰＳリソースはＨＡＲＱプロセスＸに対応
するものである。その後、仮に時点Ｄ３に、Ｃ－ＲＮＴＩに対して送信され、かつＨＡＲ
ＱプロセスＸに対応する第二ＮＤＩを受信したとすれば、本発明の実施例では時点Ｄ３の
ＨＡＲＱプロセスＸの受信予定の伝送をＨＡＲＱプロセスＸの初回伝送とみなす。時点Ｃ

３の前（例えば時点Ｂ３）に、Ｃ－ＲＮＴＩに対して送信され、かつＨＡＲＱプロセスＸ
に対応する第三ＮＤＩの有無を問わず、本発明の実施例では一律に時点Ｄ３のＨＡＲＱプ
ロセスＸの受信予定の伝送を、ＨＡＲＱプロセスＸの最初伝送（すなわち新規伝送）とみ
なす。仮に時点Ｄ３の後、時点Ｅ３にＣ－ＲＮＴＩに対して送信され、かつＨＡＲＱプロ
セスＸに対応する第四ＮＤＩを受信したとすれば、第二ＮＤＩと第四ＮＤＩを比較し、Ｈ
ＡＲＱプロセスＸの受信予定の伝送が新規データの伝送かどうかを判断する。
【００３５】
　図８を参照する。図８は本発明の他実施例による方法８０のフローチャートである。下
記方法８０は無線通信システムのＵＥにおいてＳＰＳ機能を処理するために用いられ、Ｈ
ＡＲＱプロセス処理プログラム２２０としてコンパイルすることができる。
【００３６】
　ステップ８００：開始。　
　ステップ８０２：ＳＰＳ機能を設定する。ＳＰＳ機能は少なくとも１つのＨＡＲＱプロ
セスを利用する。　
　ステップ８０４：ＵＥのＣ－ＲＮＴＩに対して指定された第一ＮＤＩを受信する。第一
ＮＤＩは前記少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスのうち第一ＨＡＲＱプロセスに対応する
。　
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　ステップ８０６：前記Ｃ－ＲＮＴＩに対して前に指定され、かつ第一ＨＡＲＱプロセス
に対応する第二ＮＤＩを第一ＮＤＩと比較し、第一ＨＡＲＱプロセスの受信予定の伝送が
新規データの伝送かどうかを判断する。ＵＥは第一ＮＤＩと第二ＮＤＩを受信する間に、
ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩに対して指定される第三ＮＤＩを受信するか、またはＵＥに指定さ
れ、かつ第一ＨＡＲＱプロセスに対応する所定伝送を受信する。　
　ステップ８０８：終了。
【００３７】
　以上のように、本発明の実施例ではまずＳＰＳ機能を設定する。ＳＰＳ機能は少なくと
も１つのＨＡＲＱプロセスを利用する。次に、本発明の実施例ではＵＥのＣ－ＲＮＴＩに
対して指定される第一ＮＤＩを受信する。第一ＮＤＩは前記少なくとも１つのＨＡＲＱプ
ロセスのうち第一ＨＡＲＱプロセスに対応する。最後に、本発明の実施例では、Ｃ－ＲＮ
ＴＩに対して前に指定され、かつ第一ＨＡＲＱプロセスに対応する第二ＮＤＩを第一ＮＤ
Ｉと比較し、第一ＨＡＲＱプロセスの受信予定の伝送が新規データの伝送かどうかを判断
する。注意すべきは、ステップ８０６において、ＵＥは第一ＮＤＩと第二ＮＤＩを受信す
る間に、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩに対して指定される第三ＮＤＩを受信するか、またはＵＥ
に指定され、かつ第一ＨＡＲＱプロセスに対応する所定伝送を受信する。
【００３８】
　例えば、図９を参照する。図９は本発明の実施例による方法８０の動作を表す説明図で
ある。ＵＥは時点Ｂ４に、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩに対して送信され、かつＨＡＲＱプロセ
スＸに対応する第三ＮＤＩを受信する。時点Ｄ４とＥ４は予め保留されたＳＰＳリソース
を示す。その後、時点Ｃ４に、Ｃ－ＲＮＴＩに対して送信され、かつＨＡＲＱプロセスＸ
に対応する第一ＮＤＩを受信する。本発明の実施例では、ＵＥは前にＣ－ＲＮＴＩに対し
て指定され、かつＨＡＲＱプロセスＸに対応する第二ＮＤＩ（例えば時点Ａ４）により、
ＨＡＲＱプロセスＸの受信予定の伝送が新規データの伝送かどうかを判断する。第一ＮＤ
Ｉと第二ＮＤＩの値が同じであれば、ＨＡＲＱプロセスＸの受信予定の伝送を再送データ
と判断し、第一ＮＤＩと第二ＮＤＩの値が異なれば、ＨＡＲＱプロセスＸの受信予定の伝
送を新規データの伝送と判断する。
【００３９】
　また、同じく図９に示すように、ＵＥは時点Ａ５に、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩに対して送
信され、かつＨＡＲＱプロセスＸに対応するＳＰＳリソースを受信する。時点Ｃ５とＥ５

は予め保留されたＳＰＳリソースを示す。その後、仮に時点Ｄ５に、Ｃ－ＲＮＴＩに対し
て送信され、かつＨＡＲＱプロセスＸに対応する第一ＮＤＩを受信したとすれば、本発明
の実施例によるＵＥは、前にＣ－ＲＮＴＩに対して指定され、かつＨＡＲＱプロセスＸに
対応する第二ＮＤＩ（例えば時点Ｂ５）により、ＨＡＲＱプロセスＸの受信予定の伝送が
新規データの伝送かどうかを判断する。第一ＮＤＩと第二ＮＤＩの値が同じであれば、Ｈ
ＡＲＱプロセスＸの受信予定の伝送を再送データと判断し、第一ＮＤＩと第二ＮＤＩの値
が異なれば、ＨＡＲＱプロセスＸの受信予定の伝送を新規データの伝送と判断する。
【００４０】
　言い換えれば、ＳＰＳ機能の起動時、Ｃ－ＲＮＴＩに対して送信されるＮＤＩがＵＥで
受信された場合、本発明の実施例では、前にＣ－ＲＮＴＩに対して送信され、かつ同じＨ
ＡＲＱプロセスに対応するＮＤＩのみ比較し、ＮＤＩの誤比較により生じるデータ伝送の
エラーを防止する。
【００４１】
　注意すべきは、仮に時点Ａ４とＢ５に、Ｃ－ＲＮＴＩに対して指定され、かつＨＡＲＱ
プロセスＸに対応する第二ＮＤＩが無ければ、本発明の実施例ではＨＡＲＱプロセスＸの
受信予定の伝送をＨＡＲＱプロセスＸの初回伝送とみなす。
【００４２】
　図１０を参照する。図１０は本発明の他実施例による方法９０のフローチャートである
。下記方法９０は無線通信システムのＵＥにおいてＳＰＳ機能を処理するために用いられ
、ＨＡＲＱプロセス処理プログラム２２０としてコンパイルすることができる。
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【００４３】
　ステップ９００：開始。　
　ステップ９０２：ＳＰＳ機能を設定する。ＳＰＳ機能は少なくとも１つのＨＡＲＱプロ
セスを利用する。　
　ステップ９０４：ＵＥに対して指定され、ＳＰＳ設定を解除するようにＵＥに指示する
ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩを受信する。　
　ステップ９０６：ＵＥは、前記少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスに対応するバッファ
の内容を消去するか、またはＵＥのＣ－ＲＮＴＩに対して指定され、かつ前記少なくとも
１つのＨＡＲＱプロセスに対応する次の受信予定の伝送を、前記少なくとも１つのＨＡＲ
Ｑプロセスの初回伝送とみなす。　
　ステップ９０８：終了。
【００４４】
　以上のように、本発明の実施例ではまずＳＰＳ機能を設定する。ＳＰＳ機能は少なくと
も１つのＨＡＲＱプロセスを利用する。次に、本発明の実施例ではＳＰＳ設定を解除する
ようにＵＥに指示するＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩを受信する。最後に、ＵＥは、前記少なくと
も１つのＨＡＲＱプロセスに対応するバッファの内容を消去するか、またはＵＥのＣ－Ｒ
ＮＴＩに対して指定され、かつ前記少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスに対応する次の受
信予定の伝送を、前記少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスの初回伝送とみなす。
【００４５】
　したがって、以上のように、ＳＰＳ設定を解除するように指示するＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴ
ＩがＵＥで受信された場合、本発明の実施例では少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスに対
応するバッファの内容を消去するか、またはＵＥのＣ－ＲＮＴＩに対して指定され、かつ
前記少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスに対応する次の受信予定の伝送を、前記少なくと
も１つのＨＡＲＱプロセスの初回伝送とみなし、ＮＤＩの誤比較により生じるデータ伝送
のエラーを防止する。
【００４６】
　簡単に言えば、ＳＰＳ方式のＮＤＩとＤＳ方式のＮＤＩは定義が異なるので、定義の異
なるＮＤＩの誤比較を防ぐために、本発明の実施例では４種類の解決方法を提案している
。第一の方法は、ＳＰＳ　Ｃ－ＲＮＴＩの次のＣ－ＲＮＴＩに対応する受信予定の伝送を
、ＨＡＲＱプロセスの最初伝送とみなす。第二の方法は、予め保留されたＳＰＳリソース
の次のＣ－ＲＮＴＩに対応する受信予定の伝送を、ＨＡＲＱプロセスの最初伝送とみなす
。第三の方法は、前にＣ－ＲＮＴＩに対して送信され、かつ同じＨＡＲＱプロセスに対応
するＮＤＩのみ比較する。第四の方法は、ＳＰＳ設定を解除するように指示するＳＰＳ　
Ｃ－ＲＮＴＩを受信すれば、少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスに対応するバッファの内
容を消去するか、または次のＣ－ＲＮＴＩに対応する受信予定の伝送をＨＡＲＱプロセス
の最初伝送とみなす。したがって、本発明の実施例では誤比較によるデータの誤伝送を防
止することができる。
【００４７】
　まとめて言えば、本発明の実施例ではＳＰＳ機能のＨＡＲＱプロセスを処理し、データ
の誤伝送を防止し、データ伝送の正確性を向上させる方法を提供する。
【００４８】
　以上は本発明に好ましい実施例であって、本発明の実施の範囲を限定するものではない
。よって、当業者のなし得る修正、もしくは変更であって、本発明の精神の下においてな
され、本発明に対して均等の効果を有するものは、いずれも本発明の特許請求の範囲に属
するものとする。
【符号の説明】
【００４９】
１００　無線通信装置
１０２　入力装置
１０４　出力装置
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１０６　制御回路
１０８　ＣＰＵ
１１０　記憶装置
１１２　プログラム
１１４　トランシーバー
２００　アプリケーション層
２０２　第三層インターフェイス
２０６　第二層インターフェイス
２１８　第一層インターフェイス
２２０　ＨＡＲＱプロセス処理プログラム
２２２　ＭＡＣエンティティ
１０００　無線通信システム

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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