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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データチャネルを介して送信エンティティから受信エンティティにデータを再送するた
めにＨＡＲＱプロトコルが使用される無線通信システムにおいて、前記受信エンティティ
によって行われる再送モード制御方法であって、
　前記送信エンティティからデータパケットを受信するステップと、
　前記データパケットの受信が成功か否かを判断するステップと、
　干渉レベルが所定の閾値干渉レベル以上であるか否かを判断するステップと、
　前記データパケットの受信が成功でないと判断された場合に、前記干渉レベルが前記所
定の閾値干渉レベル以上であるか否かに応じたフィードバックメッセージを、前記送信エ
ンティティに送信するステップと、を備え、
　前記フィードバックメッセージは、前記干渉レベルが前記所定の閾値干渉レベル以上で
ある場合に、前記受信データパケットの再送データパケットがスケジューリングされるこ
とを前記送信エンティティに示すＮＡＣＫ－Ｓフィードバックメッセージであり、
　前記フィードバックメッセージは、前記干渉レベルが前記所定の閾値干渉レベル未満で
ある場合に、前記フィードバックメッセージを受信してから所定期間後に前記受信データ
パケットの再送データパケットを送信することを前記送信エンティティに示すＮＡＣＫフ
ィードバックメッセージであり、
　前記送信エンティティを含む複数の送信エンティティのデータ送信をスケジューリング
するステップと、
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　前記干渉レベルが前記所定の閾値干渉レベル以上である場合に、前記複数の送信エンテ
ィティからの新規データ送信のスケジューリングを停止するステップと、
　を更に備える、再送モード制御方法。
【請求項２】
　前記スケジューリングのステップは、前記干渉レベルが前記所定の閾値干渉レベル未満
に低下すると継続される、請求項１記載の再送モード制御方法。
【請求項３】
　データチャネルを介して送信エンティティから受信エンティティにデータを再送するた
めにＨＡＲＱプロトコルが使用される無線通信システムにおいて、前記受信エンティティ
によって行われる再送モード制御方法であって、
　前記送信エンティティからデータパケットを受信するステップと、
　前記データパケットの受信が成功か否かを判断するステップと、
　干渉レベルが所定の閾値干渉レベル以上であるか否かを判断するステップと、
　前記データパケットの受信が成功でないと判断された場合に、前記干渉レベルが前記所
定の閾値干渉レベル以上であるか否かに応じたフィードバックメッセージを、前記送信エ
ンティティに送信するステップと、を備え、
　前記フィードバックメッセージは、前記干渉レベルが前記所定の閾値干渉レベル以上で
ある場合に、前記受信データパケットの再送データパケットがスケジューリングされるこ
とを前記送信エンティティに示すＮＡＣＫ－Ｓフィードバックメッセージであり、
　前記フィードバックメッセージは、前記干渉レベルが前記所定の閾値干渉レベル未満で
ある場合に、前記フィードバックメッセージを受信してから所定期間後に前記受信データ
パケットの再送データパケットを送信することを前記送信エンティティに示すＮＡＣＫフ
ィードバックメッセージであり、
　送信される前記フィードバックメッセージが、前記ＮＡＣＫ－Ｓフィードバックメッセ
ージである場合に、前記送信エンティティに前記再送データパケットの送信に対するリソ
ースを割り当てるために前記送信エンティティにスケジューリング割り当てを、スケジュ
ーリング関連制御チャネルを介して、前記ＮＡＣＫ－Ｓフィードバックメッセージを送信
してから所定の時間間隔内に送信するステップを更に備える、再送モード制御方法。
【請求項４】
　前記送信エンティティが送信時間間隔において送信することができるデータ量を決定す
る、前記送信エンティティの送信フォーマットコンビネーションサブセットを制御するス
テップと、
　前記干渉レベルが前記所定の閾値干渉レベル以上である場合に、前記送信エンティティ
の前記送信フォーマットコンビネーションサブセットを制限するステップと、
　を更に備える、請求項１から請求項３のいずれかに記載の再送モード制御方法。
【請求項５】
　前記フィードバックメッセージを送信するステップは、前記受信データパケットの受信
が成功と判断された場合に、前記受信データパケットの受信が成功であることを示すＡＣ
Ｋフィードバックメッセージを前記送信エンティティに送信し、
　前記送信エンティティから前記ＡＣＫフィードバックメッセージまたは前記ＮＡＣＫフ
ィードバックメッセージに対する応答としてスケジューリング要求を受信した場合に、前
記受信データパケットの再送データパケットのスケジューリング割り当てを前記送信エン
ティティに送信するステップと、
　前記再送データパケットを受信するステップと、
　を更に備える請求項１から請求項４のいずれかに記載の再送モード制御方法。
【請求項６】
　前記フィードバックメッセージは、一つの制御チャネルを介して送信される、請求項１
から請求項５のいずれかに記載の再送モード制御方法。
【請求項７】
　前記フィードバックメッセージの情報は、スケジューリング関連制御情報と統合され、
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一緒に符号化される、請求項６記載の再送モード制御方法。
【請求項８】
　前記フィードバックメッセージを送信するステップは、前記受信データパケットの受信
が成功と判断された場合に、前記受信データパケットの受信が成功であることを示すＡＣ
Ｋフィードバックメッセージを前記送信エンティティに送信し、
　前記ＮＡＣＫ－Ｓフィードバックメッセージは、前記ＡＣＫフィードバックメッセージ
および前記ＮＡＣＫフィードバックメッセージのいずれとも異なるＯＶＳＦ符号を用いて
シグナリングされる、請求項１から請求項７のいずれかに記載の再送モード制御方法。
【請求項９】
　データチャネルを介して移動端末から基地局にデータを再送するためにＨＡＲＱプロト
コルが使用される無線通信システムにおける基地局であって、
　前記移動端末からデータパケットを受信する受信手段と、
　前記受信データパケットの受信が成功か否かの判断と、干渉レベルが所定の閾値干渉レ
ベル以上であるか否かの判断と、を行う処理手段と、
　前記データパケットの受信が成功でないと判断された場合に、前記干渉レベルが前記所
定の閾値干渉レベル以上であるか否かに応じたフィードバックメッセージを、前記移動端
末に送信する送信手段と、を備え、
　前記フィードバックメッセージは、前記干渉レベルが前記所定の閾値干渉レベル以上で
ある場合に、前記受信データパケットの再送データパケットがスケジューリングされるこ
とを前記移動端末に示すＮＡＣＫ－Ｓフィードバックメッセージであり、
　前記フィードバックメッセージは、前記干渉レベルが前記所定の閾値干渉レベル未満で
ある場合に、前記フィードバックメッセージを受信してから所定期間後に前記受信データ
パケットの再送データパケットを送信することを前記移動端末に示すＮＡＣＫフィードバ
ックメッセージであり、
　前記処理手段は、前記移動端末を含む複数の移動端末のデータ送信をスケジューリング
し、前記干渉レベルが前記所定の閾値干渉レベル以上である場合に、前記複数の移動端末
からの新規データ送信のスケジューリングを停止する、
　基地局。
【請求項１０】
　データチャネルを介して移動端末から基地局にデータを再送するためにＨＡＲＱプロト
コルが使用される無線通信システムにおける基地局であって、
　前記移動端末からデータパケットを受信する受信手段と、
　前記受信データパケットの受信が成功か否かの判断と、干渉レベルが所定の閾値干渉レ
ベル以上であるか否かの判断と、を行う処理手段と、
　前記データパケットの受信が成功でないと判断された場合に、前記干渉レベルが前記所
定の閾値干渉レベル以上であるか否かに応じたフィードバックメッセージを、前記移動端
末に送信する送信手段と、を備え、
　前記フィードバックメッセージは、前記干渉レベルが前記所定の閾値干渉レベル以上で
ある場合に、前記受信データパケットの再送データパケットがスケジューリングされるこ
とを前記移動端末に示すＮＡＣＫ－Ｓフィードバックメッセージであり、
　前記フィードバックメッセージは、前記干渉レベルが前記所定の閾値干渉レベル未満で
ある場合に、前記フィードバックメッセージを受信してから所定期間後に前記受信データ
パケットの再送データパケットを送信することを前記移動端末に示すＮＡＣＫフィードバ
ックメッセージであり、
　前記送信手段は、送信する前記フィードバックメッセージが、前記ＮＡＣＫ－Ｓフィー
ドバックメッセージである場合に、前記移動端末に前記再送データパケットの送信に対す
るリソースを割り当てるために前記移動端末にスケジューリング割り当てを、スケジュー
リング関連制御チャネルを介して、前記ＮＡＣＫ－Ｓフィードバックメッセージを送信し
てから所定の時間間隔内に送信する、
　基地局。
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【請求項１１】
　データチャネルを介して移動端末から基地局にデータを再送するためにＨＡＲＱプロト
コルが使用される無線通信システムであって、
　少なくとも一つの請求項９または請求項１０記載の基地局を備える、
　無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、再送モード制御方法、基地局および無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｗ－ＣＤＭＡ（広帯域符号分割多元接続）は、第３世代無線移動体通信システムとして
の使用に標準化されたＩＭＴ－２０００（国際移動体通信）の無線インタフェースであり
、柔軟且つ効率的な方法で音声サービスやマルチメディア移動体通信サービス等の各種サ
ービスを提供する。日本、欧州、米国および他国における標準化機構は、Ｗ－ＣＤＭＡに
ついての共通の無線インタフェース仕様を作成するべく、第３世代パートナーシッププロ
ジェクト（３ＧＰＰ）と呼ばれるプロジェクトを合同で組織した。
【０００３】
　ＩＭＴ－２０００の標準化欧州版は、一般的にＵＭＴＳ（ユニバーサル移動体通信シス
テム）と呼ばれる。ＵＭＴＳの仕様の最初のリリースは、１９９９年（リリース９９）に
発行された。一方、リリース４およびリリース５においては、標準に対する幾つかの改良
が３ＧＰＰによって標準化され、リリース６の範囲においては、更なる改良に関する議論
が行われている。
【０００４】
　ダウンリンクおよびアップリンクの個別チャネル（ＤＣＨ）、並びにダウンリンク共有
チャネル（ＤＳＣＨ）は、リリース９９およびリリース４において定められている。その
翌年以降、開発者らは、マルチメディアサービスまたはサービス全般を提供するために、
高速非対称アクセスが実行されなくてはならないことを認識した。リリース５では、高速
ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）が導入されている。この新しい高速ダウン
リンク共有チャネル（ＨＳ－ＤＳＣＨ）は、ＵＭＴＳ無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ
）から、ＵＭＴＳ仕様においてユーザ機器と呼ばれる通信端末までのダウンリンク高速ア
クセスをユーザに提供する。
【０００５】
　ハイブリッドＡＲＱ方式
　非リアルタイムサービスの誤り検出の最も一般的な技法は、前方誤り訂正（ＦＥＣ）と
組み合わせた自動再送要求（ＡＲＱ）方式、いわゆるハイブリッドＡＲＱに基づく。巡回
冗長検査（ＣＲＣ）が誤りを検出した場合、受信器は追加ビットまたは新しいデータパケ
ットを送るよう送信器に要求する。別の既存の方式より、ストップアンドウェイト（ＳＡ
Ｗ）および選択再送（ＳＲ）連続ＡＲＱが移動体通信において最も頻繁に使用されている
。
【０００６】
　データユニットは、送信前に符号化される。再送されるビットによって、三つの異なる
タイプのＡＲＱが定められる。
【０００７】
　ＨＡＲＱタイプＩでは、受信した誤りのあるデータパケット、いわゆるＰＤＵ（パケッ
トデータユニット）は廃棄され、当該ＰＤＵの新しいコピーが別途再送、復号化される。
当該ＰＤＵの古いバージョンおよび新しいバージョンが合成されることはない。ＨＡＲＱ
タイプＩＩを用いると、再送される必要のある誤りのあるＰＤＵは廃棄されず、後の復号
化のために送信器により供給される幾らかの増加冗長性（incremental redundancy）ビッ
トと合成される。再送ＰＤＵは、より高い符号化率を有することがあり、受信器で記憶さ
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れた値と合成される。つまり、再送毎に僅かに冗長性が加えられる。
【０００８】
　最後に、ＨＡＲＱタイプＩＩＩはタイプＩＩと略同じパケット再送方式であるが、全て
の再送ＰＤＵが自己復号化可能である。つまり、ＰＤＵは、前のＰＤＵと合成されること
なく復号化可能であることを意味する。複数のＰＤＵが極度に損傷を受けて再利用可能な
情報が殆どない場合、自己復号化可能なパケットを有利に使用することができる。
【０００９】
　チェイス合成を用いる場合、再送パケットは同一のシンボルを有する。この場合、多数
の受信パケットはシンボル毎に、またはビット毎に合成される（非特許文献１参照）。こ
れら合成された値はそれぞれのＨＡＲＱ処理のソフトバッファに記憶される。
【００１０】
　パケットスケジューリング
　パケットスケジューリングは、共有媒体への参入を許可されたユーザに対して送信機会
および送信フォーマットを割り当てるのに使用される無線リソース管理アルゴリズムであ
る。スケジューリングは、パケットベースの移動体無線ネットワークにおいて、スループ
ット／容量を最大化するために適応変調符号化と組み合わせて使用することができる（例
えば望ましいチャネル条件のユーザに送信機会を割り当てることにより）。ＵＭＴＳにお
けるパケットデータサービスは、ストリーミングサービスにも使用され得るが、双方向お
よび背景のトラフィッククラスに対しても適用可能である。双方向クラスおよび背景クラ
スに属するトラフィックは、非リアルタイム（ＮＲＴ）トラフィックとして扱われ、パケ
ットスケジューラによって制御される。パケットスケジューリング方法は下記によって特
徴付けられる。
【００１１】
　●スケジューリング期間／頻度：ユーザが時間的に前もってスケジューリングされる期
間
　●サービスの順番：ユーザがサービスを受ける順番（例えば、ランダムな順番（ラウン
ドロビン）またはチャネル品質（Ｃ／Ｉまたはスループットに基づく）に従う）
　●割り当て方法：リソースを割り当てる基準（例えば、キューに入れられた全てのユー
ザに対し、割り当て間隔当たり同じデータ量、または同じ電力／符号／時間リソース）
【００１２】
　アップリンクのパケットスケジューラは、３ＧＰＰ　ＵＭＴＳ　Ｒ９９／Ｒ４／Ｒ５で
は無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）とユーザ機器との間で分配される。アップリ
ンク上では、異なるユーザによって共有されるべきエアインタフェースリソースは、ノー
ドＢ（Node B）での合計受信電力であり、従って、スケジューラのタスクは電力をユーザ
機器間で割り当てることである。現在のＵＭＴＳ　Ｒ９９／Ｒ４／Ｒ５仕様において、Ｒ
ＮＣは、各ユーザ機器に異なるトランスポートフォーマット（変調方式、符号化率等）の
セットを割り当てることでアップリンク送信中にユーザ機器が送信することができる最大
レート／電力を制御する。
【００１３】
　このようなＴＦＣＳ（トランスポートフォーマットコンビネーションセット）の確立お
よび再設定は、ＲＮＣとユーザ機器との間の無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージング
を用いて実現される。ユーザ機器は、割り当てられたトランスポートフォーマットコンビ
ネーションの中から、自身の状態、例えば、利用可能な電力およびバッファ状態に基づい
て自発的に（autonomously）選択することができる。現在のＵＭＴＳ　Ｒ９９／Ｒ４／Ｒ
５仕様では、ユーザ機器のアップリンク送信に課せられる時間の制御はない。スケジュー
ラは、例えば、送信時間間隔（transmission time interval）に基づいて動作することが
できる。
【００１４】
　ＵＭＴＳ構成
　ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）の高レベルＲ９９／４／５構成は図１に
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示される（http://www.3gpp.orgから入手可能な非特許文献２参照）。ネットワーク要素
は、コアネットワーク（ＣＮ）１０１と、ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク（ＵＴ
ＲＡＮ）１０２と、ユーザ機器（ＵＥ）１０３とに機能的にグループ化される。ＵＴＲＡ
Ｎ１０２は、全ての無線関連機能を取り扱う役割を担い、ＣＮ１０１は外部ネットワーク
に呼およびデータ接続をルーティングする役割を担う。これらネットワーク要素の相互接
続は、オープンインタフェース（Ｉｕ、Ｕｕ）によって定められる。ＵＴＭＳシステムが
モジュール式であるため、同じタイプのネットワーク要素を数個有することが可能である
ことに注意する。
【００１５】
　図２は、ＵＴＲＡＮの現在の構成を例示する。幾つかの無線ネットワークコントローラ
（ＲＮＣ）２０１、２０２がＣＮ１０１に接続されている。各ＲＮＣ２０１、２０２は、
一つのあるいは幾つかの基地局（ノードＢ）２０３、２０４、２０５、２０６を制御し、
これらはユーザ機器と通信する。幾つかの基地局を制御するＲＮＣは、当該基地局に対す
るコントローリングＲＮＣ（Ｃ－ＲＮＣ）と呼ばれる。Ｃ－ＲＮＣを伴って制御される基
地局のセットは、無線ネットワークサブシステム（ＲＮＳ）２０７、２０８と呼ばれる。
ユーザ機器とＵＴＲＡＮとの間の各接続に対して、一方のＲＮＳがサービングＲＮＳ（Ｓ
－ＲＮＳ）となる。Ｓ－ＲＮＳはコアネットワーク（ＣＮ）１０１とのいわゆるＩｕ接続
を維持する。図３に示すように、必要な場合には、ドリフトＲＮＳ（Ｄ－ＲＮＳ）３０２
が、無線リソースを供給することでサービングＲＮＳ（Ｓ－ＲＮＳ）３０１をサポートす
る。それぞれのＲＮＳは、サービングＲＮＣ（Ｓ－ＲＮＣ）、およびドリフトＲＮＣ（Ｄ
－ＲＮＣ）と呼ばれる。Ｃ－ＲＮＣおよびＤ－ＲＮＣは同一であることが可能であり、ま
たしばしばそうであるため、Ｓ－ＲＮＣまたはＲＮＣの略記が使用される。
【００１６】
　拡張アップリンク個別チャネル（Ｅ－ＤＣＨ）
　個別トランスポートチャネル（ＤＴＣＨ）のアップリンクエンハンスメントは、現在３
ＧＰＰ技術仕様グループＲＡＮによって研究されている（http://www.3gpp.orgから入手
可能な非特許文献３参照）。ＩＰベースのサービスの使用がより重要になるため、ＲＡＮ
の受信可能範囲（coverage）およびスループットを改善し、アップリンク個別トランスポ
ートチャネルの遅延を減少させる要求が高まってきている。ストリーミング、双方向およ
び背景のサービスは、この拡張アップリンクから得られるであろう。
【００１７】
　一つの拡張は、ノードＢ制御（Node B controlled）スケジューリングと関連して適応
変調符号化方式（ＡＭＣ）を使用することであり、従って、Ｕｕインタフェースの拡張で
ある。既存のＲ９９／Ｒ４／Ｒ５システムでは、アップリンクの最大データレート制御は
ＲＮＣにある。ノードＢにおけるスケジューラを再配置することにより、ＲＮＣとノード
Ｂとの間のインタフェース上でのシグナリングにより生ずる待ち時間が縮小され、それに
より、スケジューラはアップリンク負荷の時間的な変化により迅速に応答することができ
る。これにより、ＲＡＮとのユーザ機器の通信における全体的な待ち時間が縮小される。
従って、ノードＢ制御スケジューリングは、アップリンク負荷が減少した際にはより高い
データレートを迅速に割り当てて、アップリンク負荷が増加した際にはアップリンクデー
タレートを制限することで、アップリンク干渉をより良く制御し、ノイズ上昇の変動を平
滑にすることができる。受信可能範囲およびセルスループットは、アップリンク干渉をよ
り良く制御することで改善される。
【００１８】
　アップリンク上の遅延を減少させるために考えられる別の技法は、他のトランスポート
チャネルと比べて短いＴＴＩ（送信時間間隔）の長さをＥ－ＤＣＨに導入することである
。Ｅ－ＤＣＨでの使用に関して、現在、２ｍｓの送信時間間隔の長さが調べられており、
他のチャネルでは、一般に、１０ｍｓの送信時間間隔が使用されている。ＨＳＤＰＡにお
ける重要な技術の一つであるハイブリッドＡＲＱも拡張アップリンク個別チャネルのため
に考慮されている。ノードＢとユーザ機器との間のハイブリッドＡＲＱプロトコルは、誤
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りのある受信データユニットを迅速に再送することを可能にし、従って、ＲＬＣ（無線リ
ンク制御）再送の回数および関連する遅延を減少させる。これにより、エンドユーザが経
験するサービスの品質が改善され得る。
【００１９】
　上述の拡張をサポートするために、以下ではＭＡＣ－ｅｕと呼ばれる新しいＭＡＣサブ
レイヤが導入される（非特許文献４参照）。以下により詳細に説明する新しいサブレイヤ
のエンティティは、ユーザ機器およびノードＢに配置することができる。ユーザ機器側で
は、ＭＡＣ－ｅｕは、上位レイヤデータ（例えば、ＭＡＣ－ｄ）をその新しい拡張トラン
スポートチャネルに多重化するとともにＨＡＲＱプロトコル送信エンティティを動作させ
る新しいタスクを実行する。
【００２０】
　ユーザ機器におけるＥ－ＤＣＨ　ＭＡＣ構成
　図４は、ユーザ機器側での典型的なＥ－ＤＣＨ　ＭＡＣ構成全体を示す。新しいＭＡＣ
機能エンティティつまりＭＡＣ－ｅｕ５０３がＲｅｌ／９９／４／５のＭＡＣ構成に追加
される。ＭＡＣ－ｅｕ５０３エンティティは図５により詳細に示される。
【００２１】
　ユーザ機器からノードＢに送信されるべきデータパケットを搬送するＭ個の異なるデー
タフロー（ＭＡＣ－ｄ）が存在する。これらのデータフローは、異なるＱｏＳ（サービス
品質）、例えば、遅延および誤りについての要件を有してもよく、ＨＡＲＱインスタンス
の異なる構造を必要とし得る。従って、データパケットは、異なる優先度キューに記憶さ
れ得る。ユーザ機器およびボードＢにそれぞれ位置するＨＡＲＱ送受信エンティティのセ
ットはＨＡＲＱ処理と称される。スケジューラは、異なる優先度キューにＨＡＲＱ処理を
割り当てる際にＱｏＳパラメータを考慮する。ＭＡＣ－ｅｕエンティティは、レイヤ１シ
グナリングを介してノードＢ（ネットワーク側）からスケジューリング情報を受信する。
【００２２】
　ＵＴＲＡＮにおけるＥ－ＤＣＨ　ＭＡＣ構成
　ソフトハンドオーバ動作では、ＵＴＲＡＮ側のＥ－ＤＣＨ　ＭＡＣ構成におけるＭＡＣ
－ｅｕエンティティはノードＢ（ＭＡＣ－ｅｕｂ）およびＳ－ＲＮＣ（ＭＡＣ－ｅｕｒ）
にわたって分配される。ノードＢ内のスケジューラは、アクティブユーザを選択し、命令
されたレート、提示されたレート、または、送信に許可されるＴＣＦＳ（トランスポート
フォーマットコンビネーションセット）のサブセットにアクティブユーザ（ＵＥ）を制限
するＴＦＣ（トランスポートフォーマットコンビネーション）閾値を決定しシグナリング
することで、レート制御を実行する。
【００２３】
　各ＭＡＣ－ｅｕエンティティが一つのユーザ（ＵＥ）に対応する。図６では、ノードＢ
のＭＡＣ－ｅｕ構成がより詳細に示される。各ＨＡＲＱ受信器エンティティには、未着の
（outstanding）再送からのパケットのビットを合成するために一定量または一定領域の
ソフトバッファメモリが割り当てられることに注意する。一旦パケットの受信が成功する
と、パケットは、上位レイヤへの順番通りの配信（in-sequence delivery）を提供する並
べ替えバッファに送られる。記載した実施態様によると、ソフトハンドオーバ中、並べ替
えバッファはＳ－ＲＮＣに存在する（http://www.3gpp.orgから入手可能な非特許文献５
参照）。図７では、対応するユーザ（ＵＥ）の並べ替えバッファを備えるＳ－ＲＮＣ　Ｍ
ＡＣ－ｅｕ構成が示される。並べ替えバッファの数は、ユーザ機器側の対応するＭＡＣ－
ｅｕエンティティにおけるデータフローの数に等しい。データおよび制御情報は、ソフト
ハンドオーバ中、アクティブセット内の全てのノードＢからＳ－ＲＮＣに送られる。
【００２４】
　必要なソフトバッファサイズが使用ＨＡＲＱ方式に依存すること、例えば、増加冗長性
（ＩＲ）を用いるＨＡＲＱ方式がチェイス合成（ＣＣ）を用いるものよりも多くのソフト
バファを必要とすることに注意する。
【００２５】
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　Ｅ－ＤＣＨシグナリング
　特定の方式の動作に必要なＥ－ＤＣＨに関連する制御シグナリングは、アップリンクお
よびダウンリンクのシグナリングを含む。シグナリングは、考慮されるアップリンクエン
ハンスメントに依存する。
【００２６】
　ノードＢ制御スケジューリング（例えば、ノードＢ制御タイムアンドレートスケジュー
リング（time and rate scheduling））を可能にするために、ユーザ機器は、データをノ
ードＢに送信するためにアップリンクで何らかの要求メッセージを送らなくてはならない
。要求メッセージは、ユーザ機器の状態情報、例えば、バッファ状態、電力状態、チャネ
ル品質推定値等を含む。要求メッセージは、以下ではスケジューリング情報（ＳＩ）と称
される。当該情報に基づいて、ノードＢはノイズ上昇を推定し、ＵＥをスケジューリング
することができる。ノードＢからＵＥにダウンリンクで許可メッセージが送られると、ノ
ードＢはＵＥが送ることができる最大データレートおよび時間間隔のＴＦＣＳをＵＥに割
り当てる。許可メッセージは、以下ではスケジューリング割り当て（ＳＡ）と称される。
【００２７】
　アップリンクでは、ユーザ機器は、送信パケットを正しく復号化するために必要なレー
トインジケータメッセージ情報、例えば、トランスポートブロックサイズ（ＴＢＳ）、変
調符号化方式（ＭＣＳ）レベル等をノードＢにシグナリングしなくてはならない。更に、
ＨＡＲＱが使用される場合、ユーザ機器は、ＨＡＲＱに関連する制御情報をシグナリング
しなくてはならない（例えば、ハイブリッドＡＲＱ処理番号、ＵＭＴＳリリース５では新
規データインジケータ（ＮＤＩ：New Data Indicator）と称されるＨＡＲＱシーケンス番
号、冗長バージョン（ＲＶ）、レートマッチングパラメータ等）。
【００２８】
　拡張アップリンク個別チャネル（Ｅ－ＤＣＨ）で送信されたパケットの受信および復号
化の後、ノードＢは、ダウンリンクでそれぞれＡＣＫ／ＮＡＫを送ることで送信が成功し
たか否かをユーザ機器に通知しなくてはならない。
【００２９】
　Ｅ－ＤＣＨ　－　ノードＢ制御スケジューリング
　ノードＢ制御スケジューリングは、アップリンクにおいてより高いセルスループットを
提供し、受信可能範囲を拡大させるために、アップリンク電力リソースのより効率的な使
用を可能にすることが見越される、Ｅ－ＤＣＨの技術的特徴の一つである。「ノードＢ制
御スケジューリング」なる用語は、ＲＮＣによって設定される制限内で、ＵＥが好適なＴ
ＦＣを選択することができるＴＦＣのセットをノードＢが制御する可能性を意味する。Ｕ
Ｅが一つのＴＦＣを自発的に選択するＴＦＣのセットは、以下では「ノードＢ制御ＴＦＣ
サブセット」と呼ばれる。「ノードＢ制御ＴＦＣサブセット」は、図８に示されるように
、ＲＮＣによって設定されるＴＦＣＳのサブセットである。ＵＥは、リリース５　ＴＦＣ
選択アルゴリズムを用いて「ノードＢ制御ＴＦＣサブセット」から好適なＴＦＣを選択す
る。十分な電力マージンおよび十分な利用可能なデータがあり、且つ、ＴＦＣがブロック
された状態でないことを前提として、「ノードＢ制御ＴＦＣサブセット」内のどのＴＦＣ
がＵＥによって選択されてもよい。Ｅ－ＤＣＨについてのＵＥ送信をスケジューリングす
るために二つの基本的なアプローチがある。全てのスケジューリング方式は、ＵＥにおけ
るＴＦＣ選択の管理として見ることができ、ノードＢが当該処理および関連するシグナリ
ング要件にどのように影響を及ぼし得るかという点が主に異なる。
【００３０】
　ノードＢ制御レートスケジューリング
　このスケジューリングアプローチの原理は、高速ＴＦＣＳ制限制御によってユーザ機器
のトランスポートフォーマットコンビネーション選択を制御し制限することをノードＢに
させることである。ノードＢは、ユーザ機器が好適なトランスポートフォーマットコンビ
ネーションを自発的に選択することができる「ノードＢ制御サブセット」を、レイヤ１シ
グナリングによって拡大／縮小することができる。ノードＢ制御レートスケジューリング
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（rate scheduling）では、全てのアップリンク送信は並行に行われ得るが、ノードＢに
おけるノイズ上昇閾値を超えない十分に低いレートで行われる。それにより、異なるユー
ザ機器からの送信が時間的に重複し得る。レートスケジューリングでは、ノードＢは、ア
ップリンクＴＦＣＳだけを制限することができ、ＵＥがＥ－ＤＣＨ上でデータを送信する
時間については制御しない。同時送信するＵＥの数をノードＢが認識しないため、セルに
おけるアップリンクノイズ上昇の精確な制御が可能ではない（http://www.3gpp.orgから
入手可能な非特許文献３のバージョン１．０．０参照）。
【００３１】
　ノードＢとユーザ機器との間のレイヤ１シグナリングによるトランスポートフォーマッ
トコンビネーション制御を可能にするために二つの新しいレイヤ１メッセージが導入され
る。レート要求（ＲＲ）は、ユーザ機器からノードＢにアップリンクで送られる。ＲＲに
より、ユーザ機器は、「ノード制御ＴＦＣサブセット」を一ステップ拡大／縮小するよう
ノードＢに要求することができる。更に、レート許可（ＲＧ）は、ノードＢからユーザ機
器にダウンリンクで送られる。ＲＧにより、ノードＢは、例えばアップ／ダウンコマンド
を送ることで「ノードＢ制御ＴＦＣサブセット」を変更することができる。新しい「ノー
ドＢ制御ＴＦＣサブセット」は、次に更新されるまで有効である。
【００３２】
　ノードＢ制御タイムアンドレートスケジューリング
　ノードＢ制御タイムアンドレートスケジューリングの基本原理は、ノードＢにおける所
望の合計ノイズ上昇を超えないように、所与の時間にユーザ機器のサブセットが送信する
ことを（理論的にのみ）可能にすることにある。「ノードＢ制御ＴＦＣサブセット」を一
ステップ拡大／縮小するためにアップ／ダウンコマンドを送る代わりに、ノードＢは、明
示的なシグナリングを通じて、例えばＴＦＣＳインジケータ（ポインタでもよい）を送る
ことで、トランスポートフォーマットコンビネーションサブセットを任意の許可された値
に更新することができる。
【００３３】
　更に、ノードＢはユーザ機器が送信することを許可される開始時間および有効期間を設
定することができる。異なるユーザ機器に対する「ノードＢ制御ＴＦＣサブセット」の更
新は、多数のユーザ機器からの送信が時間的に重複することを可能な限り回避するために
、スケジューラによって調整することができる。ＣＤＭＡシステムのアップリンクにおい
て、同時送信は常に互いと干渉し合う。従って、Ｅ－ＤＣＨ上でデータを同時に送信する
ユーザ機器の数を制御することで、ノードＢは、セルにおけるアップリンク干渉レベルを
より精確に制御することができる。ノードＢのスケジューラは、例えば、ユーザ機器のバ
ッファ状態、ユーザ機器の電力状態、およびノードＢにおける利用可能な全受信干渉電力
（ＲｏＴ）マージン（interference Rise over Thermal margin）に基づいて、送信時間
間隔（ＴＴＩ）当たり送信することが許可されるユーザ機器と、対応するＴＦＣＳインジ
ケータとを決定することができる。
【００３４】
　二つの新しいレイヤ１メッセージは、ノードＢ制御タイムアンドレートスケジューリン
グをサポートするために導入される。スケジューリング情報更新（ＳＩ）は、ユーザ機器
からノードＢにアップリンクにおいて送ることができる。ユーザ機器がノードＢにスケジ
ューリング要求を送る必要性があると判断すると（例えば、ユーザ機器のバッファで新規
データが発生する）、ユーザ機器は必要なスケジューリング情報を送信する。このスケジ
ューリング情報を用いて、ユーザ機器は、その状態、例えば、そのバッファ占有率および
利用可能な送信電力に関する情報をノードＢに提供する。
【００３５】
　スケジューリング割り当て（ＳＡ）は、ノードＢからユーザ機器にダウンリンクで送信
することができる。スケジューリング要求を受信すると、ノードＢは、スケジューリング
情報（ＳＩ）と、ノードＢでの利用可能なＲｏＴマージン等のパラメータとに基づいて、
ユーザ機器をスケジューリングすることができる。ノードＢは、スケジューリング割り当
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て（ＳＡ）において、ＴＦＣＳインジケータ、並びにユーザ機器によって使用されるべき
後続の送信の開始時間および有効期間をシグナリングすることができる。
【００３６】
　ノードＢ制御タイムアンドレートスケジューリングは、前述したようなレートだけ制御
されるスケジューリングと比べてより精確なＲｏＴ制御を提供する。しかしながら、ノー
ドＢにおける干渉のより精確な制御は、レート制御スケジューリングと比べて、より多く
のシグナリングオーバーヘッドおよびスケジューリング遅延（スケジューリング要求およ
びスケジューリング割り当てメッセージ）を費やすことにより得られる。
【００３７】
　図９には、ノードＢ制御タイムアンドレートスケジューリングでの一般的なスケジュー
リング手順が示される。ユーザ機器がＥ－ＤＣＨでのデータの送信にスケジューリングさ
れることを望むとき、最初にスケジューリング要求をノードＢに送る。ここでは、Ｔｐｒ

ｏｐは、エアインタフェース上での伝搬時間を示す。スケジューリング要求の内容物は、
例えば、ユーザ機器のバッファ状態および電力状態に関する情報（スケジューリング情報
）である。スケジューリング要求を受信すると、ノードＢは得られた情報を処理して、ス
ケジューリング割り当てを決定する。スケジューリングは、処理時間Ｔｓｃｈｅｄｕｌｅ

を必要とする。
【００３８】
　ＴＦＣＳインジケータ並びに対応する送信開始時間および有効期間を含むスケジューリ
ング割り当ては、ダウンリンクにおいてユーザ機器に送信することができる。スケジュー
リング割り当てを受信すると、ユーザ機器は、割り当てられた送信時間間隔においてＥ－
ＤＣＨ上で送信を開始する。
【００３９】
　Ｅ－ＤＣＨは、アップリンクでのユーザ機器による他の送信の混合物と共存しなくては
ならないため、レートスケジューリングまたはタイムアンドレートスケジューリングのい
ずれか一方の使用は、利用可能な電力によって制限され得る。異なるスケジューリングモ
ードが共存することにより、異なるトラフィックタイプを提供する際に柔軟性を与えるこ
とができる。例えば、少量のデータおよび／またはＴＣＰのＡＣＫ／ＮＡＣＫのようなよ
り高い優先度を有するトラフィックは、タイムアンドレート制御スケジューリングを用い
る場合と比べて、自発送信（autonomous transmission）を伴うレート制御モードだけを
用いて送られ得る。このようなレート制御モードでは、より少ない待ち時間およびより小
さいシグナリングオーバーヘッドを伴う。
【００４０】
　Ｅ－ＤＣＨ　－　ハイブリッドＡＲＱ
　ノードＢ制御ハイブリッドＡＲＱは、誤りのある受信データパケットの迅速な再送を可
能にすることができる。ユーザ機器とノードＢとの間の高速再送は、上位レイヤの再送の
回数と関連する遅延とを減少させることができ、それにより、エンドユーザが知覚する品
質を改善することができる。
【００４１】
　ＨＳＤＰＡのダウンリンクＨＳ－ＤＳＣＨに使用される方式同様に、多数のストップア
ンドウェイト（ＳＡＷ）ハイブリッドＡＲＱ処理を有するプロトコル構造が、Ｅ－ＤＣＨ
に使用されるが、アップリンクとダウンリンクとの間の差により動機付けられる適当な変
更を必要とする（３ＧＰＰ　ＴＲ３５．８９６参照）。
【００４２】
　ＮチャネルＳＡＷ方式は、Ｎ個の並行なＨＡＲＱ処理を含み、各処理はウィンドウサイ
ズ１の選択再送ＡＲＱ（ＳＲ）に相当するストップアンドウェイト再送プロトコルとして
機能する。ユーザ機器は各送信時間間隔において単一のＨＡＲＱ処理でのデータの送信し
かできないと仮定される。
【００４３】
　図１０には、Ｎ＝３のＨＡＲＱ処理を有する典型的なＮチャネルＳＡＷプロトコルが例
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示される。ユーザ機器は、ノードＢにアップリンクのＥ－ＤＣＨにおいてデータパケット
１を送信している。この送信は、第１のＨＡＲＱ処理で行われる。エアインタフェースの
伝搬遅延Ｔｐｒｏｐの後、ノードＢはパケットを受信し、復調および復号化を開始する。
復号化が成功したか否かによって、ＡＣＫ／ＮＡＣＫがユーザ機器にダウンリンクで送ら
れる。
【００４４】
　本実施例では、ノードＢは、ノードＢにおいて受信パケットを復号化し処理するのに必
要な時間を示すＴＮＢｐｒｏｃｅｓｓ後にＡＣＫをユーザ機器に送る。ダウンリンクでの
フィードバックに基づいて、ユーザ機器は、データパケットを再送するか、新規データパ
ケットを送信するかを決定する。同じＨＡＲＱ処理において応答（ＡＣＫ）を受信して次
の送信時間間隔を送信する間にユーザ機器に利用可能な処理時間はＴＵＥｐｒｏｃｅｓｓ

と称される。
【００４５】
　本実施例では、ユーザ機器は、ＡＣＫを受信するとデータパケット４を送信する。ラウ
ンドトリップタイム（ＲＴＴ）は、アップリンクにおけるデータパケットの送信と、当該
パケットに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを受信した際の、当該パケットの再送
または新規データパケットの送信との間の時間を示す。利用可能なＨＡＲＱ処理の欠如に
よる遊休期間（idle period）を回避するために、ＨＡＲＱ処理の数ＮがＨＡＲＱラウン
ドトリップタイム（ＲＴＴ）と一致することが必要である。
【００４６】
　既知および未知の送信タイミングを考慮して、同期および非同期のデータ送信を区別す
ることができる。非同期データ送信を伴う再送プロトコルでは、データブロックまたはＨ
ＡＲＱ処理を識別するために明示的なシグナリングが用いられ、同期データ送信を伴うプ
ロトコルでは、データブロックまたはＨＡＲＱ処理は、データブロックが受信された時点
に基づいて識別される。
【００４７】
　ＵＥは、例えば、再送の場合にデータパケットの正しい軟合成を確実にするために、非
同期送信を伴うプロトコルにおいて明示的にＨＡＲＱ処理番号をシグナリングしなくては
ならない。非同期データ送信を伴うＨＡＲＱ再送プロトコルの利点は、システムに与えら
れる柔軟性である。ノードＢのスケジューラは、例えば、セルにおける干渉状況と、対応
するＥ－ＤＣＨサービスの優先度またはＱｏＳパラメータのようなパラメータとに基づい
て、Ｅ－ＤＣＨでのデータ送信のための期間およびＨＡＲＱ処理をＵＥに割り当てること
ができる。
【００４８】
　非同期ＨＡＲＱフィードバック情報を有する再送プロトコルは、シーケンス番号（ＳＮ
）、またはフィードバックメッセージの他の明示的な識別情報を用いる一方、同期ＨＡＲ
Ｑフィードバック情報を有するプロトコルは、例えばＨＳＤＰＡにおけるように、フィー
ドバックメッセージの受信時間に基づいてフィードバックメッセージを識別する。フィー
ドバックは、ＨＳ－ＤＳＣＨを受信して一定の時刻が経過した後にＨＳ－ＤＰＣＣＨで送
られてもよい（http://www.3gpp.orgから入手可能な非特許文献６参照）。
【００４９】
　前述したとおり、非同期データ送信を伴う再送プロトコルにより、ノードＢは、スケジ
ューリングについて更なる柔軟性を有することができる。スケジューリング割り当ては、
例えば、ＵＥから送られるスケジューリング情報、およびセルにおける干渉状況に基づく
ことができる。ノードＢのスケジューラによるアップリンク干渉の更なる制御を可能にす
るために、再送に配慮した様々なスケジューリングアプローチを考慮しなくてはならない
（http://www.3gpp.orgから入手可能な例えば非特許文献７参照）。
【００５０】
　出願人による同時係属欧州出願「同期再送を伴うＨＡＲＱプロトコル」（２００３年１
２月１９日出願の特許文献１）に開示されている非同期アップリンクで同期再送を伴う再
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送プロトコルは、一つのアプローチであり、それにより、スケジューラはセルにおけるノ
イズ上昇を一層制御することができる。Ｅ－ＤＣＨでの新規データパケットの送信は、ス
ケジューリングの柔軟性という利点を維持するために非同期により行われるが、再送はＮ
ＡＣＫを受信してから所定時刻後に行われる。同期再送を伴う再送プロトコルの利点は、
使用されるスケジューリングモードにも依存し得る。
【００５１】
　レート制御スケジューリングモード（rate controlled scheduling mode）では、ノー
ドＢはＴＦＣＳだけを制御することができ、ＵＥはアップリンク送信に対する適当なＴＦ
Ｃを選択する。ノードＢはＵＥの送信時間を制御することができない。また、ＵＥの再送
タイミングについての制約もない。同期再送を伴う再送プロトコルを用いると、ノードＢ
は、ＵＥがいつ再送を送るかを正確に知ることができ、従って、アップリンクリソースを
確保することができる。後者により、ノードＢは、セルにおけるアップリンク干渉をより
精確に制御できるようになる。
【００５２】
　タイムアンドレート制御スケジューリングモード（time and rate controlled schedul
ing mode）では、ノードＢは、データパケットの初回送信、およびそれに関連する再送を
スケジューリングする。再送が同期式に送られる場合、ノードＢは、再送をスケジューリ
ングする必要をなくすことができるため、シグナリングオーバーヘッド、およびノードＢ
内のスケジューラの処理時間が著しく削減される。図１１には、タイムアンドレート制御
スケジューリングモードにおけるＥ－ＤＣＨでの送信が示される。再送は、ＮＡＣＫを受
信してからＴｓｙｎｃ後に送られる。従って、ＵＥは、再送のためにスケジューリング割
り当て（ＳＡ）の許可チャネルを監視する必要がない。
【００５３】
　このシナリオでは再送が常にＮＡＣＫを受信してから送られる（Ｔｓｙｎｃ）ため、Ｕ
Ｅ側では遅延による利点が得られる。再送もスケジューリングされる場合、ノードＢは保
留中の再送をスケジューリングする代わりに他のＵＥに送信リソースを割り当てることが
できる。
【００５４】
　前述したとおり、非同期データ送信および所定時刻後の同期再送を伴うＨＡＲＱ再送プ
ロトコルは、例えばＥ－ＤＣＨでの送信のために想定される。
【００５５】
　同期再送を伴う再送プロトコルから得られる思想および恩恵は、前項で説明している。
しかしながら、幾つかの状況では、同期再送は問題を生ずる場合がある。
【００５６】
　セルにおける干渉状況が膨大なトラフィックにより危機的な状態となると、多くの送信
が誤って受信される可能性が高い。従って、幾つかの同時Ｅ－ＤＣＨ送信は、結果として
対応する数の再送を生ずる。同期再送を伴うＨＡＲＱプロトコルを用いる際、ノードＢは
再送タイミングを制御できないため、これは深刻な問題を引き起こし得る。ＣＤＭＡシス
テムのアップリンクでは同時送信は互いと干渉し合うため、特定の時刻に多数の再送があ
るとセル内のアップリンク干渉が増大する。
【００５７】
　更に、ＵＥは、パケットの送信を成功させるために、セル内の大きな干渉の結果として
、再送の電力を増大することがある。これは、アップリンクのノイズ上昇を更に増大させ
る。システムスループットを最大化するためには、最大セル負荷の近くで動作することが
ＣＤＭＡにおいて有利である。しかしながら、これは、干渉の高速変化中に輻輳および不
安定性を生じさせ得る。
【００５８】
　別のシナリオでは、高干渉レベルにより再送と並行に送ることができない高優先度デー
タを他のＵＥが送信しなくてはならない状況もある。
【特許文献１】欧州特許出願第０３０２９４１１．０号
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【非特許文献１】D. Chase, "Code combining: A maximum-likelihood decoding approac
h for combining an arbitrary number of noisy packets", IEEE Transactions on Comm
unications, Col. COM-33, pages 385-393, May 1985
【非特許文献２】3GPP TR 25.401: "UTRAN Overall Description"
【非特許文献３】3GPP TR 25.896: "Feasibility Study for Enhanced Uplink for UTRA 
FDD (Release 6)"
【非特許文献４】3GPP TSG RAN WG1, meeting #31, Tdoc R01-030284, "Scheduled and A
utonomous Mode Operation for the Enhanced Uplink"
【非特許文献５】3GPP TSG RAN WG1, meeting #31, "HARQ Structure", Tdoc R1-030247
【非特許文献６】3GPP TR 25.848: "Physical Layer Aspects of High Speed Downlink P
acket Access", version 5.0.0
【非特許文献７】3GPP TSG TAN WG#35, "Relationship between scheduling and HARQ", 
Tdoc R1-031224
【発明の開示】
【００５９】
　本発明は、前述の問題を少なくとも一つ克服するために再送モードの制御を提供するこ
とを目的とする。
【００６０】
　この目的は、独立請求項の内容によって解決される。本発明の有利な実施の形態は従属
請求項の内容である。
【００６１】
　本発明の一態様によると、干渉が危機的な状況における同期再送の問題は、ＵＥにダウ
ンリンクにおいて送られるノードＢからの追加的なフィードバック情報により緩和される
。再送のスケジューリングに関するこのフィードバック情報は、ＨＡＲＱフィードバック
情報と統合され得る。
【００６２】
　本発明の実施の形態によると、データチャネルを介して送信エンティティから受信エン
ティティにデータを再送するためにＨＡＲＱプロトコル等の再送プロトコルが使用され得
る無線通信システムにおいて再送モードを制御する方法が提供される。本実施の形態によ
ると、受信エンティティは送信エンティティからデータパケットを受信することができ、
データパケットの受信に成功したか否かを判断することができる。例えば、セル内の干渉
が危機的な状況では、異なるＵＥからの多数のデータパケットの受信に成功しない可能性
が高い。これらのＵＥが同期再送を行う場合、セルにおいて比較的高い干渉レベルが再送
の送信時に生ずるであろう。
【００６３】
　データパケットの受信に成功していないと判断される場合、受信エンティティは、干渉
レベルが所定の閾値干渉レベル以上か否かを判断することができる。例えば、アップリン
干渉レベルが測定され得る。
【００６４】
　次に、フィードバックメッセージを送信エンティティに送信することができる。このフ
ィードバックメッセージは、判断される干渉レベルが所定の閾値干渉レベル以上である場
合に、受信データパケットの再送データパケットがスケジューリングされることを送信エ
ンティティに通知する。判断される干渉レベルが所定の閾値干渉レベル未満である場合、
フィードバックメッセージは、フィードバックメッセージを受信してから所定期間後に受
信データパケットの再送データパケットを送信することを送信エンティティに通知する。
【００６５】
　より具体的には、受信エンティティは、送信エンティティのデータ送信をスケジューリ
ングすることができる。再送データパケットは、受信データパケットの再送でもよい。ま
たは、再送データパケットは、一つ以上の再送データパケットを以前に受信に失敗した受
信データパケットと軟合成した後に復号化することが可能となるようなより高いレベルの
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冗長性をその受信データパケットに与える情報だけを有するものであってもよい。
【００６６】
　別の実施の形態によると、受信エンティティは、その送信エンティティを含む複数の送
信エンティティのデータ送信をスケジューリングすることができる。また、干渉レベルが
所定の閾値干渉レベル以上である場合、受信エンティティは、複数の送信エンティティか
らの新規データ送信のスケジューリングを停止することができる。本実施の形態は、送信
エンティティに対するタイムアンドレート制御スケジューリングモードに特に適用可能で
ある。
【００６７】
　干渉レベルが所定の干渉レベル未満に低下すると、受信エンティティによるスケジュー
リングは継続可能である。
【００６８】
　上述した通り、「ノードＢ制御ＴＦＣＳ」を制御することでノードＢ制御スケジューリ
ングを実行することができる。本発明の別の実施の形態によると、受信エンティティは、
同様のメカニズムを用いてアップリンク干渉を減少させることができる。受信エンティテ
ィは、送信エンティティの送信フォーマットコンビネーションサブセットを制御すること
ができ、ここで、この送信フォーマットコンビネーションは、とりわけ、送信エンティテ
ィが送信することができるデータ量を決定するものであり、受信エンティティは、判断さ
れる干渉レベルが所定の閾値干渉レベル以上である場合には、送信エンティティの送信フ
ォーマットコンビネーションサブセットを制限することができる。本実施の形態は、レー
ト制御スケジューリングモードにおける送信に特に適している。
【００６９】
　本発明の更なる実施の形態によると、受信エンティティは、再送がスケジューリングさ
れることをフィードバックメッセージが示す場合、送信エンティティへの受信データパケ
ットの再送のためのリソースを割り当てるためにスケジューリング割り当てを送信エンテ
ィティに送信することができる。スケジューリング割り当ては、例えば、スケジューリン
グ関連制御チャネル（scheduling related control channel）を介して送信することがで
きる。送信エンティティは、フィードバックメッセージに基づいて、干渉レベルが閾値よ
り高いことを認識することができ、例えば所定の期間にわたって、自発的なデータ送信を
行わず、またはスケジューリング要求も行わないようにすることができる。
【００７０】
　本発明の更なる実施の形態では、受信エンティティは、データパケットの受信成功を示
すフィードバックメッセージを、またはフィードバックメッセージを受信してから所定期
間後に受信エンティティに再送データパケットを送信するように示すフィードバックメッ
セージを、送信エンティティに送信する。
【００７１】
　送信エンティティは、スケジューリング関連制御チャネルを監視して、再送のためのス
ケジューリング割り当てを受信することができない場合もある。従って、送信エンティテ
ィは、受信エンティティにスケジューリング要求を発することができる。
【００７２】
　従って、受信データパケットのためのスケジューリング要求は、フィードバックメッセ
ージに応答して送信エンティティから受信することができ、受信エンティティは、スケジ
ューリング要求に応答して受信データパケットの再送のためのスケジューリング割り当て
を送信エンティティに送信することができる。更に、受信データパケットの再送は受信エ
ンティティにて受信することができる。受信エンティティが、データパケットの受信成功
を確認する肯定的フィードバックを送信エンティティに送信した場合、再送データパケッ
トは、受信時に廃棄される。
【００７３】
　更に、スケジューリング割り当ては、フィードバックメッセージを送信してから所定の
時間間隔以内に送信することができる。この時間間隔は、例えばタイマにより制御するこ
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とができる。
【００７４】
　本実施の形態によると、本発明は、データパケットの受信成功を示すフィードバックメ
ッセージを受信エンティティが送信したにもかかわらず、送信エンティティが、例えば送
信誤りにより、受信失敗を示すフィードバックメッセージを受信して、この偽のフィード
バックメッセージに応答して動作するといった問題に取り組む。また、否定的フィードバ
ックであるＮＡＣＫが、干渉が危機的な状況における否定的フィードバックであるＮＡＣ
Ｋ－Ｓとして送信エンティティによって誤って解釈される場合に、本実施の形態は、この
特定の問題を解決する解決策を提供することができる。
【００７５】
　フィードバックメッセージを送信する方法は様々である。干渉レベルを考慮してフィー
ドバックメッセージに導入される追加情報を、ＨＡＲＱフィードバック（ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ）と統合することができる。例えば、ＨＡＲＱフィードバックに対して、新しいフィー
ドバックフォーマットであるＮＡＣＫ－Ｓを含む別の符号語を使用することができる（例
えば下記の表を参照）。
【００７６】
　統合されたフィードバック（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ／ＮＡＣＫ－Ｓ）を、例えばスケジュー
リング制御シグナリングのような他のシグナリング情報と統合することもできる。後者の
場合、統合されたフィードバックおよび他のシグナリング情報を一緒に符号化することが
できる。
【００７７】
　別の代替例では、この追加フィードバックを、ＨＡＲＱフィードバック（ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ）とは異なるＯＶＳＦ符号、即ちチャネルでシグナリングすることができる。
【００７８】
　それにより、データパケットの受信成功または失敗を示すフィードバックメッセージは
、一つの制御チャネルを介して送信され得る。更に、フィードバックメッセージ内の情報
を、スケジューリング関連制御情報と統合することができ、一緒に符号化することができ
る。
【００７９】
　代替的には、本発明の更なる実施の形態は、セル内の干渉レベルに依存して否定的フィ
ードバックメッセージを拡散する複数の異なる拡散符号、例えばＯＶＳＦ符号を使用する
ことを提案する。それにより、フィードバックメッセージを、フィードバックメッセージ
によって示されるフィードバックモードに応答して別のＯＶＳＦ符号を用いて拡散するこ
とができる。再送がスケジューリングされることを示す追加フィードバックメッセージ（
ＮＡＣＫ－Ｓ）を、ＨＡＲＱプロトコルフィードバック情報（ＡＣＫ、ＮＡＣＫ）とは違
う拡散符号、例えばＯＶＳＦ符号を用いてシグナリングすることができる。
【００８０】
　別の実施の形態によると、本発明は、データチャネルを介して送信エンティティから受
信エンティティにデータを再送するためにＨＡＲＱのような再送プロトコルを使用するこ
とができる無線通信システムにおいて再送モードを制御する方法を提供する。
【００８１】
　この方法によると、送信エンティティは、受信エンティティにデータパケットを送信す
ることができ、受信エンティティからフィードバックメッセージを受信することができ、
ここで、このフィードバックメッセージは、送信データパケットの再送データパケットが
スケジューリングされるか否か、またはフィードバックメッセージを受信してから所定期
間後に送信データパケットの再送データパケットを受信エンティティに送信するか否かを
示す。フィードバックメッセージに示される選択対象に従って、送信エンティティは、再
送処理を停止することができ、スケジューリング割り当てメッセージのためのスケジュー
リング関連制御チャネルを監視し、またはフィードバックメッセージを受信してから所定
期間後に受信エンティティに再送データパケットを送信することができる。
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【００８２】
　本発明の更なる実施の形態では、再送がスケジューリングされることをフィードバック
メッセージが示す場合、送信データパケットに関する再送のためのスケジューリング割り
当てのスケジューリング関連制御チャネルを、送信エンティティによって監視することが
できる。
【００８３】
　別の実施の形態によると、受信エンティティにおける消費電力を低減させるために、ス
ケジューリング関連制御チャネルを、フィードバックメッセージを受信してから所定の時
間間隔にわたって監視することができる。当然のことながら、例えば、消費電力が問題で
ない場合、この制御チャネルは常に監視され得る。
【００８４】
　更なる実施の形態では、送信エンティティは、送信データパケットの再送に関するスケ
ジューリング割り当てを受信することができる。
【００８５】
　更に、例えばスケジューリング割り当てに応答して、送信エンティティは、受信したス
ケジューリング割り当てに示された時点に送信データパケットを受信エンティティに再送
することができる。
【００８６】
　別の実施の形態によると、送信エンティティは、受信したフィードバックメッセージに
示される場合、フィードバックメッセージを受信してから所定期間後に受信エンティティ
に再送データパケットを送信することができる。
【００８７】
　本発明の実施の形態では、再送がスケジューリングされることを示すフィードバックメ
ッセージを受信してから所定の時間間隔内にスケジューリング割り当てが受信されない場
合、送信エンティティは、受信エンティティにスケジューリング要求を送信することがで
きる。スケジューリング要求の送信に応答して、送信エンティティは、受信エンティティ
からスケジューリング関連制御チャネルを介してスケジューリング割り当てを受信するこ
とができ、スケジューリング割り当てに示された時点に送信データパケットを受信エンテ
ィティに再送することができる。
【００８８】
　本発明の別の実施の形態では、フィードバックメッセージがデータパケットの受信成功
を示す場合に、送信エンティティは、送信データパケットのためのスケジューリング割り
当てのスケジューリング関連制御チャネルを監視することが提案される。送信データパケ
ットのためのスケジューリング割り当てを受信すると、送信エンティティは、スケジュー
リング割り当てに示された時点に送信データパケットを受信エンティティに再送する。
【００８９】
　更なる実施の形態では、送信エンティティは、送信データパケットの再送データパケッ
トがスケジューリングされることを示すフィードバックメッセージを受信すると、データ
の自発送信またはスケジューリング要求、即ち、受信エンティティによってリソースが送
信エンティティに明示的に割り当てられていない送信を、所定の時間間隔にわたって、ま
たは受信エンティティによって示される期間にわたって停止する。
【００９０】
　更に、本発明は、データチャネルを介して移動端末から基地局にデータを再送するため
にＨＡＲＱ再送プロトコルが使用される無線通信システムにおける基地局を提供する。本
実施の形態によると、基地局は、移動端末からデータパケットを受信する受信手段と、受
信データパケットの受信に成功したか否かを判断する処理手段とを備えることができ、処
理手段は、データパケットの受信に成功していないと判断した場合、干渉レベルが所定の
閾値干渉レベル以上であるか否かを判断するよう構成され得る。更なる実施の形態による
と、再送をスケジューリングするか否か、または同期送信を続けるか否かを判断するため
の指標として、予測される再送回数が考慮され得る。
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【００９１】
　基地局は、処理手段がデータパケットの受信に成功していないが判断した場合に、移動
端末にフィードバックメッセージを送信する送信手段を更に備えることができ、このフィ
ードバックメッセージは、判断される干渉レベルが所定の閾値以上である場合、再送がス
ケジューリングされることを移動端末に示し、また、このフィードバックメッセージは、
判断される干渉レベルが所定の閾値干渉レベル未満である場合、フィードバックメッセー
ジを受信してから所定期間後に基地局に再送データパケットを送信することを移動端末に
示すものである。
【００９２】
　本発明の別の実施の形態では、受信エンティティに関連する上述の様々な実施の形態で
説明した、再送モードを制御する方法を実行するよう構成される基地局が提供される。
【００９３】
　本発明の別の実施の形態は、データチャネルを介して移動端末から基地局にデータを再
送するためにＨＡＲＱ再送プロトコルが使用される無線通信システムにおける移動端末を
提供する。移動端末は、受信エンティティにデータパケットを送信する送信手段と、受信
エンティティからフィードバックメッセージを受信する受信手段と、再送がスケジューリ
ングされるか否か、または、フィードバックメッセージを受信してから所定期間後に受信
エンティティに再送データパケットを送信することをフィードバックメッセージが示すか
否かを判断する処理手段と、を備えることができる。
【００９４】
　送信手段は、フィードバックメッセージを受信してから所定期間後に送信データパケッ
トの再送データパケットを受信エンティティに送信するよう構成される。
【００９５】
　本実施の形態によると、送信手段は、フィードバックメッセージに応答して動作する。
【００９６】
　本発明の別の実施の形態は、上述の再送モードを制御し且つ送信エンティティに関連す
る様々な方法のいずれかに参画するよう構成される移動端末を提供する。
【００９７】
　更なる実施の形態では、本発明は、データチャネルを介して移動端末から基地局にデー
タを再送するためにＨＡＲＱ再送プロトコルが使用される無線通信システムを提供する。
本実施の形態によると、システムは、上述の少なくとも一つの基地局と、少なくとも一つ
の移動端末とを備える。
【発明を実施するための最良の形態】
【００９８】
　以下では、本発明を添付の図面を参照してより詳細に説明する。図中、同様のまたは対
応する細部には同じ参照番号が付与される。
【００９９】
　前述の通り、本発明の一態様によると、干渉が危機的な状況における同期再送の問題は
、ノードＢからダウンリンクにおいてＵＥに送られる追加フィードバック情報を用いるこ
とで緩和することができる。
【０１００】
　追加フィードバック情報は、例えば、誤りのある受信データパケットの（再）スケジュ
ーリングを示す否定応答の形態、ＮＡＣＫ－Ｓ（ｃｈｅｄｕｌｅ）で送信され得る。ノー
ドＢでデータパケットが誤って受信され、且つ、セル内のアップリンク干渉状況が例えば
膨大なトラフィックにより危機的である場合、この新しいフィードバック情報ＮＡＣＫ－
Ｓを、対応するＵＥにノードＢからダウンリンクでシグナリングすることができる。ＮＡ
ＣＫ－Ｓは、否定的フィードバックを受信してから所定の時間Ｔｓｙｎｃ後にデータパケ
ットの再送を送らずに（同期再送）、スケジューリング割り当てのスケジューリング関連
ダウンリンク制御チャネル（スケジューリング許可チャネル）を監視するようＵＥに通知
する。
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【０１０１】
　それにより、ノードＢからの否定的フィードバックに応答して所定の時間間隔後に同期
して再送を送る代わりに、ＵＥは、受信に失敗したデータパケットに対して、ＵＥにいつ
再送を行うかを示すスケジューリング割り当てをスケジューリング関連制御チャネルで待
つよう指示され得る。ＵＥは、再送のためのスケジューリング要求を送信する必要がない
ため、アップリンクにおけるシグナリングオーバーヘッドが削減され、スケジューリング
遅延が縮小される。
【０１０２】
　本発明の一実施の形態によると、ノードＢは以下のように動作することができる。パケ
ットが誤って受信され、且つ、セル内のアップリンク干渉状況が危機的である場合、ＮＡ
ＣＫ－Ｓがダウンリンクでシグナリングされ得る。従って、セル内のアップリンク干渉レ
ベルは、例えば、ノードＢでデータパケットが誤って受信されたこと応答して測定される
、あるいは、ノードＢによって継続的に監視されてもよい。ＵＥにフィードバック情報を
供給するフィードバックメッセージＮＡＣＫ－Ｓは、ＮＡＣＫを受信してからＴｓｙｎｃ

後にデータパケットの再送を送らずに、スケジューリング割り当てメッセージを待つよう
ＵＥに通知する。ノードＢは、後で、セル内のノイズ上昇状況が新しいデータトラフィッ
クを可能にする時点に、再送をスケジューリングするのが最適である。
【０１０３】
　ＵＥにＮＡＣＫ－Ｓを送ることに続いて、ノードＢは、タイムアンドレート制御モード
でスケジューリングが実行される場合はＥ－ＤＣＨで新規データ送信のためにＵＥをスケ
ジューリングすることを停止することができ、レート制御スケジューリングモードでは、
ＵＥの自発送信によって生ずるアップリンク干渉を制限するために、「ノードＢ許可ＴＦ
Ｃサブセット（Node B allowed TFC Subset）」を制限してもよい。ＵＥの新規データ送
信のスケジューリングは、例えば、一旦アップリンク干渉レベルが所定の閾値干渉レベル
未満に低下すると継続される。
【０１０４】
　次に、本発明の一実施の形態によるＵＥの動作を説明する。一旦ＮＡＣＫ－ＳがＵＥに
よって受信されると、ＵＥは、そのデータパケットの再送を停止する。更に、再送のスケ
ジューリング割り当てのスケジューリング関連ダウンリンク制御チャネルを監視する。
【０１０５】
　ＵＥは、セルにおける現在のアップリンク干渉状況が危機的であることをフィードバッ
ク情報（ＮＡＣＫ－Ｓ）から知ることができる。従って、ＵＥは、スケジューリングがレ
ート制御モードで実行される場合に自発的にＥ－ＤＣＨ上でデータを送信することが禁止
され、または、新しいデータ送信のためのスケジューリング要求を送ることが禁止される
。
【０１０６】
　図１２には、ＮＡＣＫ－Ｓのシグナリング並びに対応するＵＥの挙動およびノードＢの
挙動に関する実施例が示される。データパケット１の復号化が失敗すると、ノードＢはＮ
ＡＣＫ－ＳをＵＥにシグナリングする。再送のためのスケジューリング割り当てメッセー
ジは、スケジューリング関連制御チャネルの一例である許可チャネルでシグナリングされ
る。変数Ｔｓｃｈｅｄはスケジューラの処理時間を示す。
【０１０７】
　ＮＡＣＫ－Ｓのシグナリングは、当該パケットの再送について同期モードから非同期モ
ードに切り換えることをＵＥに通知するものである。即ち、データパケットが誤って受信
されたことを示すフィードバックを受信してから所定期間が経過すると自発的に再送デー
タを送信する（同期再送）のではなく、ＵＥは、再送データパケットのためのエアインタ
フェース上のリソースを許可するノードＢからのスケジューリング割り当てを待たなくて
はならない（非同期再送）。ノードＢは、ＵＥの再送をスケジューリングする。従って、
ノードＢは、いつ、また、どのＵＥがエアインタフェース上のリソースを許可されるかを
判断する際に、アップリンク干渉情報を考慮して、スケジューリング割り当てを用いる。
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【０１０８】
　ダウンリンクにおいて追加フィードバック情報を導入することで、ノードＢはエアイン
タフェースリソースを一層制御することが可能となり、干渉が危機的な状況に対してより
良好に反応してこれを克服することが可能となる。しかしながら、この制御は、例えばス
ケジューリング割り当てがＮＡＣＫ－Ｓに追加送信されるため、ダウンリンクにおいて追
加的なシグナリングを費やすことにより得られる。更に、ＵＥは、スケジューリング割り
当てのスケジューリング許可チャネルを監視しなくてはならない。これは、消費電力を増
大させ得る。
【０１０９】
　ＵＭＴＳの現在の標準化の進展では、２レベルのフィードバック、即ち、肯定応答と、
否定応答（ＮＡＣＫ）とがダウンリンクにおけるＥ－ＤＣＨに対して予測される。１ビッ
トの応答表示を符号化する一つの可能性は、繰り返し（repetition）符号化、例えば表示
ビットの１０個のコピーである。ＮＡＣＫ－Ｓのための第３のレベルを導入することは、
フィードバック情報の信頼性を低下させ得る。
【０１１０】
　異なるメカニズムを、１ビットのＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を拡張するために使用すること
ができる。例えば、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号に対して異なる拡散符号、例えば直交可変拡散
率（ＯＶＳＦ：Orthogonal Variable Spreading Factor）符号を用いるという解決策もあ
ろう。この符号の使用は、シグナリングされてもよく、または予め定められてもよい。Ｕ
Ｅは、ＨＡＲＱフィードバック情報を得るために全通りのＯＶＳＦ符号を監視し逆拡散す
ることができる。
【０１１１】
　本方式の別の具現化では、簡単な繰り返しを用いる代わりにＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号に対
して異なる符合語を用いることができる。ＡＣＫ／ＮＡＣＫシグナリングの符号語を追加
的なＮＡＣＫ－Ｓ信号と用いる例を以下の表に示す。
【０１１２】
【表１】

【０１１３】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ－Ｓ／ＮＡＣＫフィードバックを、ダウンリンクにおいて更なる制御
信号、例えばスケジューリング関連制御シグナリングと同期して、送ることも可能である
。この場合、制御情報は、一緒に符号化され得る。ターボ符号または畳み込み符号のよう
な誤り訂正符号は、制御情報の符号化に適用することができる。
【０１１４】
　次に、スケジューリング割り当てメッセージ送信のタイミングの特徴をより詳細に説明
する。図１２に示すように、ノードＢはダウンリンクにおいてＮＡＣＫ－Ｓに加えてスケ
ジューリング割り当て（ＳＡ）を送信する。ＮＡＣＫ－Ｓを受信すると、ＵＥは、ＳＡメ
ッセージのスケジューリング関連制御チャネルを監視する。制御チャネルの監視に必要な
ＵＥの消費電力を最適化するために、ＳＡメッセージに対して特定のタイミングが定めら
れる。
【０１１５】
　図１３は、スケジューリング割り当てメッセージを送信するタイミングを示す。図１３
に示す本発明の実施の形態では、ＴＳＡｍａｘは、ＮＡＣＫ－Ｓを受信してからＳＡメッ



(20) JP 4691510 B2 2011.6.1

10

20

30

40

50

セージの制御チャネルをＵＥが監視する最大期間を示す。ＵＥ側のタイマは、ＮＡＣＫ－
Ｓが受信されてから直ぐに開始され、このときタイマはＴＳＡｍａｘに等しく設定される
。ＵＥは、タイマが切れるまで制御チャネルを監視することができる。ＵＥにおけるタイ
マに応じて、ノードＢにおけるタイマはダウンリンクでＮＡＣＫ－Ｓがシグナリングされ
ると直ぐに、即ち、ＵＥにＮＡＣＫ－Ｓが送信されると開始される。ノードＢは、タイマ
が切れない限りＵＥにＳＡメッセージを送ることができる。
【０１１６】
　本発明の更なる実施の形態によると、ＵＥがスケジューリング関連制御チャネルを常に
監視することも可能である。例えば、ＵＥで十分な電力リソースが利用可能である場合、
当該動作が可能となる。
【０１１７】
　本発明の更なる態様は、ＵＥにおいてフィードバック情報が誤って解釈された場合の提
案ＨＡＲＱプロトコルの動作である。
【０１１８】
　追加フィードバック情報（ＮＡＣＫ－Ｓ）がＨＡＲＱフィードバック信号（ＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ）と統合された場合、ＵＥは、チャネルの歪みによりシグナリングされたフィード
バック（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ／ＮＡＣＫ－Ｓ）を誤って解釈し得る。以下に、ある特定のフ
ィードバックが誤って解釈された場合のノードＢのＵＥ挙動を説明する。
【０１１９】
　第１のシナリオでは、ノードＢは、正しく受信したデータパケットを復号化し、ＵＥに
ＡＣＫを送る。しかしながら、チャネル歪みにより、ＵＥはＮＡＣＫ－Ｓを受信する。本
発明の上述の実施の形態で説明したように、ＵＥがＮＡＣＫ－Ｓを受信する場合、スケジ
ューリング関連制御チャネルでスケジューリング割り当てメッセージを予想する。図中、
ＴＳＡｍａｘは、ＮＡＣＫ－Ｓを受信してからＵＥが制御チャネルを監視する最大期間を
示す。
【０１２０】
　スケジューリング割り当てメッセージがＴＳＡｍａｘ内で受信されない場合、ＵＥは、
劣悪なチャネル状態のためにスケジューリング割り当てを逃したか、ノードＢがＡＣＫま
たはＮＡＣＫを送りフィードバックがＵＥによって誤って解釈されたかのいずれかである
。従って、ＵＥは再びデータパケットに対するスケジューリング要求を送り、ノードＢは
スケジューリング要求を受信すると送信をスケジューリングする。ＵＥがＡＣＫをＮＡＣ
Ｋ－Ｓと誤って解釈した場合、既に正しく受信されたデータパケットは再送され、受信時
に受信側のノードＢによって廃棄されてもよい。
【０１２１】
　次に、ＵＥがＮＡＣＫ－ＳをＡＣＫと誤って解釈する場合を考える。本実施の形態では
、ノードＢは、受信データパケットの復号化が成功しなかった後にＵＥにＮＡＣＫ－Ｓを
シグナリングする。例えば、エアインタフェース上での歪みにより、ＵＥはシグナリング
されたＮＡＣＫ－Ｓの代わりにＡＣＫを受信する。通常、ＵＥは、ＡＣＫを受信すると新
しいパケット送信に対するスケジューリング要求を送信する。従って、前の誤受信データ
パケットは、上位レイヤの再送により再送されなくてはならず、著しい遅延を生ずる。
【０１２２】
　この問題を解決するために、ノードＢは、ＮＡＣＫ－ＳがＵＥにシグナリングされた場
合に再送に対するスケジューリング割り当てメッセージを送信することができる。ＡＣＫ
が受信された場合でもＵＥがＴＳＡｍａｘにわたってスケジューリング関連制御チャネル
を監視すると、ＵＥは制御チャネル上でスケジューリング割り当てメッセージを受信する
ことで誤った解釈を検出することができる。それにより、ＵＥはスケジューリング割り当
てを受信すると再送を送る。上位レイヤ再送は必要なくなるため、上位レイヤ再送によっ
て生ずる遅延が回避される。しかしながら、このシナリオの場合、ＵＥは、誤った解釈を
検出するためにＡＣＫを受信した後にスケジューリング割り当てメッセージに対する制御
チャネルを監視し、それにより、ＵＥの消費電力が増加される。



(21) JP 4691510 B2 2011.6.1

10

20

30

40

50

【０１２３】
　更なるシナリオでは、ＵＥによってＮＡＣＫがＮＡＣＫ－Ｓとして誤って解釈されるこ
とが考えられる。ノードＢがダウンリンクでＮＡＣＫをシグナリングし、ＵＥがＮＡＣＫ
－Ｓを受信する場合、ＵＥ挙動は、ＡＣＫとＮＡＣＫ－Ｓの誤解の場合と同じになる。Ｕ
Ｅは、ＴＳＡｍａｘ内でスケジューリング割り当てメッセージも受信しなかった後、再送
に対するスケジューリング要求を再び送る。ノードＢはＵＥにＮＡＣＫをシグナリングし
たため、再送はＮＡＣＫを受信してからＴｓｙｎｃ後に送られなくてはならない。ノード
Ｂは、再送に対するリソースを確保し、更なるスケジューリング決定を考慮する。フィー
ドバックの誤った解釈により、確保されたリソースが無駄になる場合もある。
【０１２４】
　図１４は、本発明の実施の形態による再送モードを制御するフロー図を示す。ステップ
１４０１において、移動端末は、ノードＢにデータパケットを送信する。ステップ１４０
２において、ノードＢは、データパケットを受信し、ステップ１４０３において、データ
パケットの受信に成功したか否かを判断する。
【０１２５】
　データパケットが誤りなしで受信された場合、ステップ１４０４においてノードＢは応
答ＡＣＫを生成して送信し、受信の成功を移動端末に通知する。
【０１２６】
　誤りがデータパケットの送信で生じた場合、ステップ１４０５においてノードＢは、セ
ルにおける現在の干渉レベルが所定の閾値干渉レベル以上であるか否か、即ち、セル内の
干渉が危機的な状態が存在するか否かを判断する。干渉レベルが閾値未満である場合、ス
テップ１４０６においてノードＢは移動端末にＮＡＣＫを送信し、パケットの受信が成功
しなかったことを示し、データパケットの同期再送を要求する。
【０１２７】
　ノードＢは、セルにおける干渉レベルが閾値以上であるとステップ１４０５において判
断すると、ステップ１４０７においてＮＡＣＫ－Ｓが生成され移動端末に送信される。前
述したとおり、ＮＡＣＫ－Ｓは移動端末にデータパケットの受信が成功でないことを示し
、同期再送を提供する代わりに再送に対するリソースを許可するスケジューリング割り当
てを待つよう移動端末に指示する。
【０１２８】
　フローは、ブロック１４０８に進み、ノードＢは受信が成功しなかったデータパケット
に関連する再送に対して同じリソースを許可し、それらが処理されおよび／または解釈さ
れるブロックを示すために、移動局にスケジューリング割り当てを送信する。
【０１２９】
　更に、高い干渉状況におけるフィードバックメッセージに続く送信スケジューリング割
り当てがフィードバックメッセージを送信してからある時間間隔後に実行されることも可
能である。この時間間隔は、例えば、ノードＢにおけるタイマによって制御されてもよい
。対応するタイマがＵＥに設けられてもよく、関連する制御チャネルを監視する、または
、スケジューリング割り当ての受信を予想する時間間隔を決定することを可能にする。割
り当てがこの時間間隔内に受信されない場合、ＵＥは再送に対するスケジューリング要求
を送信してもよい。これは、上述の通り、偽のフィードバックメッセージに対してプロト
コルロバスト性を導入することに特に適用可能である。
【０１３０】
　端末側では、送信したデータパケットに対するフィードバックメッセージはステップ１
４０９において受信される。次に、ステップ１４１０において、移動端末は、どのタイプ
のフィードバックがノードＢによって送られたかを判断する。データパケットの受信がノ
ードＢで成功した場合、ＡＣＫが受信され、移動端末はステップ１４１１においてノード
Ｂに次のデータパケットを送信し続ける。
【０１３１】
　データパケットの受信が成功せず、ノードＢのセルにおける干渉レベルが許容可能であ
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、移動端末はフィードバックメッセージ（ＮＡＣＫ）を受信してから、即ち、ステップ１
４１２において同期再送を提供してから所定の期間が経過した後に再送データパケットを
送り続ける。
【０１３２】
　データパケットの受信が成功でなく、ノードＢのセルにおける干渉レベルが許容可能で
ない場合、ノードＢはＮＡＣＫ－Ｓを発する。この場合、移動端末は、スケジューリング
関連制御チャネルを監視し、ステップ１４１３において当該チャネルを介してデータパケ
ットの再送に対するスケジューリング割り当てを受信する。スケジューリング割り当てか
ら情報を抽出すると、ステップ１４１４において、移動端末は、ノードＢに再送を発する
。
【０１３３】
　図中の点状の矢印が移動端末とノードＢとの間のデータパケットまたはフィードバック
メッセージの送信を示し、それらが処理および／または解釈されるブロックを示すことに
注意する。
【０１３４】
　本発明は、非同期データ送信および同期再送を伴うＨＡＲＱ再送プロトコルが想定され
る場合に特に適用可能である。更に、本発明は、ＨＡＲＱタイプＩＩおよびタイプＩＩＩ
、即ち、データパケットの軟合成および再送を用いるＨＡＲＱに特に適用可能である。
【０１３５】
　本発明が、基礎となるアクセスネットワーク構造、例えば、進化型ＵＴＲＡＮ構成また
はリリース９９／４／５ＵＴＲＡＮ構成と無関係に用いることもできることに注意する。
【０１３６】
　更に、本発明は、本発明の実施の形態によるＥ－ＤＣＨ上でのタイムアンドレートスケ
ジューリングモードでのデータ送信に用いられることに注意する。
【図面の簡単な説明】
【０１３７】
【図１】ＵＭＴＳの高レベル構成を示す図
【図２】ＵＭＴＳ　Ｒ９９／４／５によるＵＴＲＡＮの構成を示す図
【図３】ドリフトおよびサービング無線サブシステムを示す図
【図４】ユーザ機器におけるＥ－ＤＣＨ　ＭＡＣ構成を示す図
【図５】ユーザ機器におけるＭＡＣ－ｅｕの構成を示す図
【図６】ノードＢにおけるＭＡＣ－ｅｕの構成を示す図
【図７】ＲＮＣにおけるＭＡＣ－ｅｕの構成を示す図
【図８】ノードＢ制御スケジューリングのトランスポートフォーマットコンビネーション
セットを示す図
【図９】タイムアンドレート制御スケジューリングモードの動作を示す図
【図１０】３チャネルストップアンドウェイトＨＡＲＱプロトコルの動作を示す図
【図１１】同期再送を用いるＨＡＲＱプロトコルの送信タイミングを示す図
【図１２】本発明の実施の形態によるＮＡＣＫ－Ｓフィードバックメッセージのシグナリ
ングおよび結果として生ずる送信を示す図
【図１３】本発明の実施の形態によるスケジューリング割り当てメッセージの送信のタイ
ミングを示す図
【図１４】本発明の実施の形態による再送のタイミングを制御するためのフロー図
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