
JP 5291246 B2 2013.9.18

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中継ノードがアクセスノードからの伝送を逃すことを防止する方法であって、
　１０ミリ秒周期性がマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（Ｍｕ
ｌｔｉｃａｓｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ：ＭＢＳＦＮ）サブフレームに対して使用される場合に、該アクセスノードから該中
継ノードまでのアップリンク許可と、該アクセスノードから該中継ノードまでの肯定応答
／否定応答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）との間の時間を１０ミリ秒に等しく設定する
ことと、
　４０ミリ秒周期性がＭＢＳＦＮサブフレームに対して使用される場合に、データパケッ
トが逃されると、該アクセスノードが非同期のアップリンク再伝送のための許可を該中継
ノードに送信し、および該中継ノードが該アップリンク再伝送のための該許可を受信する
と、該中継ノードが該逃したデータパケットを再伝送することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記逃された伝送は、さもなければ前記アップリンク許可の８ミリ秒後に送信されてい
たであろうＡＣＫ／ＮＡＣＫである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫが逃された理由は、前記アクセスノードが該ＡＣＫ／ＮＡＣＫを
前記中継ノードに送信しようと試みたのと同じときに、該中継ノードが１つ以上のユーザ
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エージェントに伝送する予定であったからである、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記アクセスノードから前記中継ノードまでの前記アップリンク許可と、前記ＡＣＫ／
ＮＡＣＫとの間の前記時間は、該アップリンク許可の時間から、該中継ノードから該アク
セスノードまでのアップリンク伝送の時間までの４ミリ秒と、該中継ノードから該アクセ
スノードまでの該アップリンク伝送の時間から、該ＡＣＫ／ＮＡＣＫの時間までの６ミリ
秒とを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　無線電気通信システムにおけるアクセスノードであって、
　１０ミリ秒周期性がマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（Ｍｕ
ｌｔｉｃａｓｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ：ＭＢＳＦＮ）サブフレームに対して使用される場合に、該アクセスノードから中継
ノードへのアップリンク許可と、該アクセスノードから該中継ノードへの肯定応答／否定
応答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）との間の時間を１０ミリ秒に等しく設定するように
構成されるプロセッサであって、該プロセッサは、４０ミリ秒周期性がＭＢＳＦＮサブフ
レームに使用される場合に、データパケットが逃されると、非同期のアップリンク再伝送
のための許可を該中継ノードに送信するようにさらに構成される、プロセッサを備える、
アクセスノード。
【請求項６】
　前記アクセスノードから前記中継ノードまでの前記アップリンク許可と、前記ＡＣＫ／
ＮＡＣＫとの間の前記時間は、該アップリンク許可の時間から、該中継ノードから該アク
セスノードまでのアップリンク伝送の時間までの４ミリ秒と、該中継ノードから該アクセ
スノードまでの該アップリンク伝送から、該ＡＣＫ／ＮＡＣＫの時間までの６ミリ秒とを
含む、請求項５に記載のアクセスノード。
【請求項７】
　無線電気通信システムにおける中継ノードであって、
　１０ミリ秒周期性がマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（Ｍｕ
ｌｔｉｃａｓｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ：ＭＢＳＦＮ）サブフレームに対して使用される場合に、アクセスノードから肯定応
答／否定応答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を受信するように構成されるプロセッサを
備え、該アクセスノードから該中継ノードまでのアップリンク許可と、該アクセスノード
から該中継ノードまでの該ＡＣＫ／ＮＡＣＫとの間の時間が１０ミリ秒に等しく設定され
、該プロセッサは、４０ミリ秒周期性がＭＢＳＦＮサブフレームに使用される場合に、デ
ータパケットが逃されると非同期のアップリンク再伝送のための許可を該アクセスノード
から受信するようにさらに構成され、該プロセッサは、該中継ノードが該アップリンク再
伝送のための該許可を受信すると、該逃したデータパケットを再伝送するようにさらに構
成される、中継ノード。
【請求項８】
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫが、さもなければ逃されたであろう理由は、前記アクセスノード
が該ＡＣＫ／ＮＡＣＫを前記中継ノードに送信しよう試みたのと同じときに、該中継ノー
ドが１つ以上のユーザエージェントに伝送する予定であったからである、請求項７に記載
の中継ノード。
 
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本明細書で使用されるように、用語「ユーザエージェント」および「ＵＡ」は、場合に
よっては、電気通信能力を有する携帯電話、携帯情報端末、手持ち式またはラップトップ
コンピュータ、および類似のデバイス等の無線デバイスを指す場合がある。そのようなＵ
Ａは、デバイスと、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）アプリケーション、汎用加入者識別
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モジュール（ＵＳＩＭ）アプリケーション、または可撤性ユーザ識別モジュール（Ｒ－Ｕ
ＩＭ）アプリケーションを含む、その関連汎用集積回路カード（ＵＩＣＣ）とから成る場
合がある。代替として、そのようなＵＡは、そのようなモジュールを伴わないデバイス自
体から成る場合がある。他の場合において、用語「ＵＡ」は、デスクトップコンピュータ
、セットトップボックス、またはネットワークアプライアンス等の、同様の能力を有する
が輸送可能ではないデバイスを指す場合がある。用語「ＵＡ」はまた、ユーザに対する通
信セッションを終了することができる、あらゆるハードウェアまたはソフトウェア構成要
素を指すことができる。また、用語「ユーザエージェント」、「ＵＡ」、「ユーザ機器」
、「ＵＥ」、「ユーザデバイス」、および「ユーザノード」は、本明細書では同義的に使
用される場合がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　電気通信技術が進化するにつれて、これまで不可能であったサービスを提供することが
できる、より高度なネットワークアクセス機器が導入されてきた。このネットワークアク
セス機器は、従来の無線電気通信システムにおける同等の機器の改良であるシステムおよ
びデバイスを含む場合がある。そのような高度または次世代機器は、ロングタームエボリ
ューション（ＬＴＥ）等の進化型無線通信基準に含まれてもよい。例えば、ＬＴＥシステ
ムは、従来の基地局よりもむしろ、進化型ユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク
（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ(Ｅ－ＵＴＲＡＮ)）ノードＢ（ｅＮＢ）、無線アクセスポイント
、または同様の構成要素を含む場合がある。本明細書で使用されるように、用語「アクセ
スノード」は、受信および伝送範囲の地理的地域を作成して、ＵＡまたは中継ノードがシ
ステムにおける他の構成要素にアクセスすることを可能にする、従来の基地局、無線アク
セスポイント、またはＬＴＥ　ｅＮＢ等の無線電気通信システムの任意の構成要素を指す
。アクセスノードは、複数のハードウェアおよびソフトウェアを備えてもよい。
【０００３】
　用語「アクセスノード」は、アクセスノードまたは別の中継ノードによって作成される
受信範囲を拡張または強化するように構成される、無線ネットワーク内の構成要素である
中継ノードを指さない。アクセスノードおよび中継ノードは両方とも、無線通信ネットワ
ーク内に存在し得る無線構成要素であり、用語「構成要素」および「ネットワークノード
」は、アクセスノードまたは中継ノードを指してもよい。構成要素は、その構成および配
置に応じて、アクセスノードまたは中継ノードとして動作する場合があると理解される。
しかしながら、構成要素は、無線通信システムにおける他の構成要素にアクセスするため
に、アクセスノードまたは他の中継ノードの無線受信範囲を必要とする場合のみ、「中継
ノード」と呼ばれる。加えて、２つ以上の中継ノードが、アクセスノードによって作成さ
れる受信範囲を拡張または強化するために直列的に使用されてもよい。
【０００４】
　ＵＡ、中継ノード、およびアクセスノードの間でデータを運ぶ信号は、周波数、時間、
および符号化パラメータ、ならびにネットワークノードによって特定される場合がある他
の特性を有することができる。特定の１組のそのような特性を有する、これらの要素のう
ちのいずれかの間の接続をリソースと呼ぶことができる。用語「リソース」、「通信接続
」、「チャネル」、および「通信リンク」は、本明細書では同義的に使用される場合があ
る。ネットワークノードは、一般的には、それが任意の特定のときに通信している各ＵＡ
または他のネットワークノードに対する異なるリソースを確立する。
　本発明は、例えば、以下の項目を提供する。
（項目１）
　中継ノードがアクセスノードからの伝送を逃すことを防止する方法であって、
　１０ミリ秒周期性がマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（Ｍｕ
ｌｔｉｃａｓｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏ
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ｒｋ：ＭＢＳＦＮ）サブフレームに対して使用される場合に、該アクセスノードから該中
継ノードまでのアップリンク許可と、該アクセスノードから該中継ノードまでの肯定応答
／否定応答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）との間の時間を１０ミリ秒に等しく設定する
ことと、
　４０ミリ秒周期性がＭＢＳＦＮサブフレームに対して使用される場合に、データパケッ
トが逃されると、該アクセスノードがアップリンク再伝送のための非同期許可を該中継ノ
ードに送信し、および該中継ノードが該アップリンク再伝送のための該許可を受信すると
、該中継ノードが該逃したデータパケットを再伝送することと
　を含む、方法。
（項目２）
　前記逃された伝送は、さもなければ前記アップリンク許可の８秒後に送信されていたで
あろうＡＣＫ／ＮＡＣＫである、項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫが逃された理由は、前記アクセスノードが該ＡＣＫ／ＮＡＣＫを
前記中継ノードに送信しようと試みたのと同じときに、該中継ノードが１つ以上のユーザ
エージェントに伝送する予定であったからである、項目２に記載の方法。
（項目４）
　前記アクセスノードから前記中継ノードまでの前記アップリンク許可と、前記ＡＣＫ／
ＮＡＣＫとの間の前記時間は、該アップリンク許可の時間から、該中継ノードから該アク
セスノードまでのアップリンク伝送の時間までの４ミリ秒と、該中継ノードから該アクセ
スノードまでの該アップリンク伝送の時間から、該ＡＣＫ／ＮＡＣＫの時間までの６ミリ
秒とを含む、項目１に記載の方法。
（項目５）
　無線電気通信システムにおけるアクセスノードであって、
　１０ミリ秒周期性がマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（Ｍｕ
ｌｔｉｃａｓｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ：ＭＢＳＦＮ）サブフレームに対して使用される場合に、該アクセスノードから中継
ノードへのアップリンク許可と、該アクセスノードから該中継ノードへの肯定応答／否定
応答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）との間の時間を１０ミリ秒に等しく設定するように
構成されるプロセッサであって、該プロセッサは、４０ミリ秒周期性がＭＢＳＦＮサブフ
レームに使用される場合に、データパケットが逃されると、アップリンク再伝送のための
許可を該中継ノードに送信するようにさらに構成される、プロセッサを備える、アクセス
ノード。
（項目６）
　前記アクセスノードから前記中継ノードまでの前記アップリンク許可と、前記ＡＣＫ／
ＮＡＣＫとの間の前記時間は、該アップリンク許可の時間から、該中継ノードから該アク
セスノードまでのアップリンク伝送の時間までの４ミリ秒と、該中継ノードから該アクセ
スノードまでの該アップリンク伝送から、該ＡＣＫ／ＮＡＣＫの時間までの６ミリ秒とを
含む、項目５に記載のアクセスノード。
（項目７）
　無線電気通信システムにおける中継ノードであって、
　１０ミリ秒周期性がマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（Ｍｕ
ｌｔｉｃａｓｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ：ＭＢＳＦＮ）サブフレームに対して使用される場合に、アクセスノードから肯定応
答／否定応答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を受信するように構成されるプロセッサを
備え、該アクセスノードから該中継ノードまでのアップリンク許可と、該アクセスノード
から該中継ノードまでの該ＡＣＫ／ＮＡＣＫとの間の時間が１０ミリ秒に等しく設定され
、該プロセッサは、４０ミリ秒周期性がＭＢＳＦＮサブフレームに使用される場合に、デ
ータパケットが逃されるとアップリンク再伝送のための非同期許可を該アクセスノードか
ら受信するようにさらに構成され、該プロセッサは、該中継ノードが該アップリンク再伝
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送のための該許可を受信すると、該逃したデータパケットを再伝送するようにさらに構成
される、中継ノード。
（項目８）
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫが、さもなければ逃されたであろう理由は、前記アクセスノード
が該ＡＣＫ／ＮＡＣＫを前記中継ノードに送信しよう試みたのと同じときに、該中継ノー
ドが１つ以上のユーザエージェントに伝送する予定であったからである、項目７に記載の
中継ノード。
（項目９）
　無線電気通信システムにおけるアクセスノードであって、
　第１の利用可能なマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（Ｍｕｌ
ｔｉｃａｓｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ：ＭＢＳＦＮ）サブフレームにおいて、肯定応答／否定応答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ）を中継ノードに送信するように構成されるプロセッサを備え、該ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
は、該中継ノードからのアップリンク伝送の少なくとも４ミリ秒後である、アクセスノー
ド。
（項目１０）
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫが、さもなければ逃されたであろう理由は、前記アクセスノード
が該ＡＣＫ／ＮＡＣＫを前記中継ノードに送信しようと試みたのと同じときに、該中継ノ
ードが１つ以上のユーザエージェントに伝送する予定であったからである、項目９に記載
のアクセスノード。
（項目１１）
　前記アクセスノードがＡＣＫ／ＮＡＣＫを前記中継ノードに伝送する次の機会の前に、
該中継ノードが複数のアップリンク伝送を該アクセスノードに送信する場合に、該複数の
アップリンク伝送のうちの第１の伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫは、該中継ノードからの
対応するアップリンク伝送の少なくとも４ミリ秒後である第１の利用可能なＭＢＳＦＮサ
ブフレームに配置され、該複数のアップリンク伝送のうちの第２の伝送に対するＡＣＫ／
ＮＡＣＫは、次の利用可能なＭＢＳＦＮサブフレームに配置される、項目９に記載のアク
セスノード。
（項目１２）
　無線電気通信システムにおける中継ノードであって、
　第１の利用可能なマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（Ｍｕｌ
ｔｉｃａｓｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ：ＭＢＳＦＮ）サブフレームにおいてアクセスノードから肯定応答／否定応答メッセー
ジ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を受信するように構成されるプロセッサを備え、該ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫは、該中継ノードからのアップリンク伝送の少なくとも４ミリ秒後である、中継ノー
ド。
（項目１３）
　前記アクセスノードがＡＣＫ／ＮＡＣＫを前記中継ノードに伝送する次の機会の前に、
該中継ノードが複数のアップリンク伝送を該アクセスノードに送信する場合に、該複数の
アップリンク伝送のうちの第１の伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫは、該中継ノードからの
対応するアップリンク伝送の少なくとも４ミリ秒後である第１の利用可能なＭＢＳＦＮサ
ブフレームに配置され、該複数のアップリンク伝送のうちの第２の伝送に対するＡＣＫ／
ＮＡＣＫは、次の利用可能なＭＢＳＦＮサブフレームに配置される、項目１２に記載の中
継ノード。
（項目１４）
　前記アクセスノードがＡＣＫ／ＮＡＣＫを前記中継ノードに伝送する次の機会の前に、
該中継ノードが複数のアップリンク伝送を該アクセスノードに送信する場合に、該複数の
アップリンク伝送に対する複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫは、該中継ノードからの該複数のアッ
プリンク伝送のうちの最後の伝送の少なくとも４ミリ秒後である第１の利用可能なＭＢＳ
ＦＮサブフレームにおいて該中継ノードに送信される単一のＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送に集約
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される、項目１２に記載の中継ノード。
（項目１５）
　無線電気通信システムにおけるアクセスノードであって、
　中継ノードが該アクセスノードに送信したアップリンク伝送に対して、肯定応答／否定
応答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を該中継ノードに伝送するように構成されるプロセ
ッサを備え、該アクセスノードが該中継ノードへのアップリンクリソースを許可する、す
べてのマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ
／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＭＢＳＦ
Ｎ）サブフレームに対して、該アクセスノードが該ＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送することがで
きる対応するＭＢＳＦＮサブフレームがすでに割り当てられている、アクセスノード。
（項目１６）
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫが、さもなければ逃されたであろう理由は、前記アクセスノード
が該ＡＣＫ／ＮＡＣＫを該中継ノードに送信しようと試みたのと同じときに、該中継ノー
ドが１つ以上のユーザエージェントに伝送する予定であったからである、項目１５に記載
のアクセスノード。
（項目１７）
　前記アップリンク許可ＭＢＳＦＮサブフレームと前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレームと
の間のマッピングは、ＭＢＳＦＮ構成中に前記アクセスノードから前記中継ノードへと明
示的に信号表示される、項目１５に記載のアクセスノード。
（項目１８）
　無線電気通信システムにおける中継ノードであって、
　該中継ノードがアクセスノードに送信したアップリンク伝送に対する該アクセスノード
からの肯定応答／否定応答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を受信するように構成される
プロセッサを備え、該アクセスノードが該中継ノードへのアップリンクリソースを許可す
るすべてのマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（Ｍｕｌｔｉｃａ
ｓｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＭＢ
ＳＦＮ）サブフレームに対して、該アクセスノードが該ＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送すること
ができる対応するＭＢＳＦＮサブフレームがすでに割り当てられている、中継ノード。
（項目１９）
　前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫが、さもなければ逃されたであろう理由は、前記アクセスノード
が該ＡＣＫ／ＮＡＣＫを該中継ノードに送信しようと試みたのと同じときに、該中継ノー
ドが１つ以上のユーザエージェントに伝送する予定であったからである、項目１８に記載
の中継ノード。
（項目２０）
　前記マッピングは、上層信号表示において信号表示され、該上層信号表示は、
　無線リソース制御信号表示と、
　媒体アクセス制御要素と
　のうちの少なくとも１つを備える、項目１８に記載の中継ノード。
（項目２１）
　無線電気通信システムにおける中継ノードであって、
　該中継ノードがアクセスノードに伝送している同じサブフレームにおいて、ユーザエー
ジェント（ＵＡ）がデータパケットを該中継ノードに伝送するときに、否定応答メッセー
ジ（ＮＡＣＫ）を該ＵＡに送信するように構成されるプロセッサを備える、中継ノード。
（項目２２）
　前記中継ノードは、該中継ノードがアップリンク許可を前記ＵＡに提供し、および該中
継ノードが前記アクセスノードから伝送を受信したサブフレームの後に、前記ＮＡＣＫを
８つのサブフレームに送信する、項目２１に記載の中継ノード。
（項目２３）
　前記中継ノードが前記ＮＡＣＫを前記ＵＡに送信する場合、該中継ノードは、該ＮＡＣ
Ｋが「スマート」ＮＡＣＫであることを該ＵＡに知らせる指標を含む、項目２１に記載の
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中継ノード。
（項目２４）
　前記ＵＡは、前記指標を受信すると、
　前記データパケットが最初に伝送された冗長性バージョンと、
　該データパケットが以前に伝送された冗長性バージョンと、
　冗長性バージョン０と
　のうちの１つを使用して、該データパケットを再伝送するように構成される、項目２３
に記載の中継ノード。
（項目２５）
　ユーザエージェント（ＵＡ）であって、
　中継ノードがアクセスノードに伝送している同じサブフレームにおいて、該ＵＡがデー
タパケットを該中継ノードに伝送すると、該中継ノードから否定応答メッセージ（ＮＡＣ
Ｋ）を受信するように構成されるプロセッサを備える、ＵＡ。
（項目２６）
　前記中継ノードは、該中継ノードがアップリンク許可を前記ＵＡに提供し、および該中
継ノードが前記アクセスノードから伝送を受信したサブフレームの後に、前記ＮＡＣＫを
８つのサブフレームに送信する、項目２５に記載のＵＡ。
（項目２７）
　前記中継ノードが前記ＮＡＣＫを前記ＵＡに送信するときに、該中継ノードは、
　前記データパケットが最初に伝送された冗長性バージョンと、
　該データパケットが以前に伝送された冗長性バージョンと、
　冗長性バージョン０と
　のうちの１つを使用して、該データパケットを再伝送するように該ＵＡに知らせる指標
を含む、項目２５に記載のＵＡ。
（項目２８）
　無線電気通信システムにおける中継ノードであって、
　固定間隔でのみアクセスノードに伝送するように構成されるプロセッサを備え、ユーザ
エージェント（ＵＡ）から該中継ノードへの伝送が、該中継ノードから該アクセスノード
への固定された伝送が発生するサブフレームにおいては禁止される、中継ノード。
（項目２９）
　前記中継ノードは、ＭＢＳＦＮサブフレームにおいてデータを前記ＵＡに伝送すること
を禁止されるが、該中継ノードは、該ＵＡが該中継ノードに伝送することを禁止されるサ
ブフレームより４ミリ秒前に該ＭＢＳＦＮサブフレームが発生しない場合に、該ＭＢＳＦ
Ｎサブフレームにおいてアップリンク許可を該ＵＡに提供することが許可される、項目２
８に記載の中継ノード。
（項目３０）
　複数組のサブフレームが、前記中継ノードから前記アクセスノードへの周期的な伝送に
対して指定され、８ミリ秒間隔は、各組における該サブフレーム中維持され、前記ＵＡか
ら該中継ノードへの伝送は、該周期的な伝送が発生するサブフレームにおいては禁止され
る、項目２８に記載の中継ノード。
（項目３１）
　無線電気通信システムにおけるアクセスノードであって、
　中継ノードから伝送を受信するように構成されるプロセッサを備え、該伝送は、固定間
隔でのみ発生し、ユーザエージェント（ＵＡ）から該中継ノードへの伝送は、該中継ノー
ドから該アクセスノードまでの固定された伝送が発生するサブフレームにおいては禁止さ
れる、アクセスノード。
（項目３２）
　前記固定間隔は、８ミリ秒である、項目３１に記載のアクセスノード。
（項目３３）
　前記固定アップリンク伝送に対するアップリンク許可は、該アップリンク許可より前の
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最も近いマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（Ｍｕｌｔｉｃａｓ
ｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＭＢＳ
ＦＮ）サブフレームであるＭＢＳＦＮサブフレームにおいて発生し、該ＭＢＳＦＮは、該
固定アップリンク伝送より少なくとも４ミリ秒前である、項目３１に記載のアクセスノー
ド。
（項目３４）
　前記ＵＡから前記中継ノードへの前記伝送は、該ＵＡが該中継ノードに伝送することを
禁止されるサブフレームの４ミリ秒前に、該中継ノードが該ＵＡに伝送しないことを確実
にすることによって発生することが禁止される、項目３１に記載のアクセスノード。
（項目３５）
　複数組のサブフレームは、前記中継ノードから前記アクセスノードへの周期的な伝送に
対して指定され、８ミリ秒間隔は、各組における該サブフレーム中維持され、前記ＵＡか
ら該中継ノードまでの伝送は、該周期的な伝送が発生する該サブフレームおいては禁止さ
れる、項目３１に記載のアクセスノード。
（項目３６）
　無線電気通信システムにおける中継ノードであって、
　該中継ノードがデータ伝送に対応する肯定応答／否定応答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ）をアクセスノードに伝送する次の機会の前に、該アクセスノードがデータの多重伝送
を該中継ノードに送信する場合に、複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫを集約するように構成される
プロセッサであって、該中継ノードは、単一のサブフレームにおいて該集約されたＡＣＫ
／ＮＡＣＫを該アクセスノードに送信するようにさらに構成されるプロセッサを備える、
中継ノード。
（項目３７）
　前記アクセスノードは、前記中継ノードへのどのダウンリンク伝送が、該ダウンリンク
伝送に対する前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫが集約されることを許可されるのかを該中継ノードに
明示的に知らせ、該集約されるＡＣＫ／ＮＡＣＫを該アクセスノードに伝送するために、
どのサブフレームを該中継ノードが使用するべきかを該中継ノードに明示的に知らせる、
項目３６に記載の中継ノード。
（項目３８）
　前記アクセスノードは、指標を含み、該指標は、前記中継ノードへの各ダウンリンク伝
送を伴い、該指標は、該ダウンリンク伝送に対する前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫが集約されるこ
とができるかどうかを示す、項目３６に記載の中継ノード。
（項目３９）
　前記指標が、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫが集約されることができないことを示す場合に、該
ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、後の伝送のために保留され、該指標が、該ＡＣＫ／ＮＡＣＫが集約
されることができないことを示す場合に、該ＡＣＫ／ＮＡＣＫおよび任意の保留されたＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫは、該アクセスノードに伝送される、項目３８に記載の中継ノード。
（項目４０）
　前記アクセスノードは、前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫを復号することにおける自身の試みが、
前記中継ノードの該ＡＣＫ／ＮＡＣＫの伝送と同期していないことを検出した場合に、該
アクセスノードは、任意の保留されたＡＣＫ／ＮＡＣＫが該アクセスノードに伝送される
ことを示す複数の指標を該中継ノードに送信する、項目３９に記載の中継ノード。
（項目４１）
　前記集約されたＡＣＫ／ＮＡＣＫは、他のアップリンクデータと同じサブフレームにお
いて伝送される、項目３６に記載の中継ノード。
（項目４２）
　無線電気通信システムにおけるアクセスノードであって、
　単一のサブフレームにおいて集約される肯定応答／否定応答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ）を中継ノードから受信するように構成されるプロセッサを備え、該集約されるＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫは、該中継ノードがデータ伝送に対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫを該アクセスノ
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ードに伝送する次の機会の前に、該アクセスノードがデータの多重伝送を該中継ノードに
送信する場合に、複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫから形成される、アクセスノード。
（項目４３）
　前記アクセスノードは、中継ノードに、該中継ノードへのどのダウンリンク伝送が、該
ダウンリンク伝送に対する前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫが集約されることを許可されるかを明示
的に知らせ、該集約されたＡＣＫ／ＮＡＣＫを該アクセスノードに伝送するために、どの
サブフレームを該中継ノードが使用するべきかを該中継ノードに明示的に知らせる、項目
４２に記載のアクセスノード。
（項目４４）
　前記アクセスノードは、指標を含み、該指標は、前記中継ノードへの各ダウンリンク伝
送を伴い、該指標は、そのダウンリンク伝送に対する前記ＡＣＫ／ＮＡＣＫが集約される
ことができるかどうかを示す、項目４２に記載のアクセスノード。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　本開示をより完全に理解するために、添付の図面および発明を実施するための形態と併
せて理解される、以下の簡単な説明を参照し、類似参照数字は、類似部品を表す。
【図１】図１は、本開示の実施形態による、中継ノードを含む無線通信システムを図示す
る概略図である。
【図２】図２は、中継ノードを往復するダウンリンク伝送の時系列の概略図である。
【図３】図３は、本開示の実施形態による、中継ノードを往復するダウンリンク伝送の時
系列の概略図である。
【図４】図４は、中継ノードを往復するダウンリンク伝送の時系列の代替的な概略図であ
る。
【図５】図５は、本開示の代替実施形態による、中継ノードを往復するダウンリンク伝送
の時系列の概略図である。
【図６】図６は、本開示の代替実施形態による、中継ノードを往復するダウンリンク伝送
の時系列の概略図である。
【図７】図７は、本開示の実施形態による、ＭＢＳＦＮサブフレームおよび対応するＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫサブフレームのマッピングの概略図である。
【図８】図８は、本開示の実施形態による、「スマート」ＮＡＣＫの使用を図示する複数
の時系列の概略図である。
【図９】図９は、本開示の実施形態による、中継ノードからのアップリンク伝送とＵＡか
らのアップリンク伝送との間の衝突を回避するための技法を図示する、複数の時系列の概
略図である。
【図１０】図１０は、本開示の代替実施形態による、中継ノードを往復するダウンリンク
伝送の時系列の概略図である。
【図１１】図１１は、本開示のいくつかの実施形態を実装するために好適なプロセッサお
よび関連構成要素を図示する。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　最初に、本開示の１つ以上の実施形態の例示的な実装を以下に提供するが、開示された
システムおよび／または方法は、現在公知であるか、存在しているかに関わらず、任意の
数の技術を使用して実装されてもよいことを理解されたい。本開示は、本明細書に図示さ
れ、説明される例示的な設計および実装を含む、以下に図示される例示的な実装、図面、
および技術に限定されるべきではなく、同等物の全範囲とともに、添付の特許請求の範囲
の範囲内で修正されてもよい。
【０００７】
　図１は、本開示の実施形態による、中継ノード１０２を含む無線通信システム１００を
図示する概略図である。無線通信システム１００の実施例は、ＬＴＥまたはＬＴＥ－Ａｄ
ｖａｎｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）ネットワークを含み、開示および請求された実施形態の全て
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は、ＬＴＥ－Ａネットワークにおいて実装することができる。中継ノード１０２は、ＵＡ
１１０から受信された信号を増幅または再送し、修正された信号をアクセスノード１０６
において受信させることができる。中継ノード１０２のいくつかの実装では、中継ノード
１０２は、ＵＡ１１０からデータを伴う信号を受信し、次いで、データをアクセスノード
１０６に伝送するように新しい信号を生成する。中継ノード１０２はまた、アクセスノー
ド１０６からデータを受信し、データをＵＡ１１０に送達することができる。
【０００８】
　中継ノード１０２は、ＵＡ１１０が、セルに対するアクセスノード１０６と直接通信す
るよりもむしろ、中継ノード１０２と通信することができるように、そのセルの縁付近に
配置される場合がある。無線システムにおいて、セルは、受信および伝送範囲の地理的地
域である。セルは、相互に重複することができる。一般的な実施例では、各セルと関連づ
けられた１つのアクセスノードがある。セルのサイズは、周波数帯域、電力レベル、およ
びチャネル状態などの要因によって決定される。中継ノード１０２等の中継ノードは、セ
ル内の受信範囲を向上するために、またはセルの受信範囲のサイズを拡張するために使用
することができる。加えて、ＵＡ１１０は、セルに対するアクセスノード１０６と直接通
信するときにＵＡ１１０が使用し得るよりも速いデータ転送速度で中継ノード１０２にア
クセスすることができるので、中継ノード１０２の使用は、セル内の信号のスループット
を向上させ、したがって、より高いスペクトル効率を創生することができる。中継ノード
１０２の使用は、ＵＡ１１０がより低い電力で伝送することを可能にすることによって、
ＵＡのバッテリ使用量を減少させることもできる。
【０００９】
　中継ノードは、１層中継ノード、２層中継ノード、および３層中継ノードといった３種
類に分けることができる。１層中継ノードは、本質的に、増幅およびわずかな遅延以外の
修正を伴わずに伝送を再伝送することができるリピータである。２層中継ノードは、それ
が受信する伝送を復号し、復号の結果を再符号化し、次いで、再符号化されたデータを伝
送することができる。３層中継ノードは、完全無線リソース制御能力を有することができ
、したがって、アクセスノードと同様に機能することができる。中継ノードによって使用
される無線リソース制御プロトコルは、アクセスノードによって使用されるものと同じで
あってもよく、中継ノードは、一般的にはアクセスノードによって使用される一意のセル
同一性を有してもよい。例示的な実施形態は、主に、２層または３層中継ノードに関係し
ている。したがって、本明細書で使用されるように、用語「中継ノード」は、特に具体的
に記述がない限り、１層中継ノードは指さない。
【００１０】
　ＵＡ１１０が中継ノード１０２を介してアクセスノード１０６と通信しているときに、
無線通信を可能にするリンクは、３つの明確に異なる種類であると言える。ＵＡ１１０と
中継ノード１０２との間の通信リンクは、アクセスリンク１０８上で発生すると言われる
。中継ノード１０２とアクセスノード１０６との間の通信は、中継リンク１０４上で発生
すると言われる。中継ノード１０２を通過することなく、ＵＡ１１０とアクセスノード１
０６との間を直接通る通信は、直接リンク１１２上で発生すると言われる。
【００１１】
　データは、一連のサブフレームにおいて、アクセスノード１０６、中継ノード１０２、
およびＵＡ１１０の間で伝送され、それぞれ一般的には、１ミリ秒（ｍｓ）の継続時間を
有する。１０個の連続サブフレームが、１つの無線フレームを備える。各サブフレームは
、比較的長いデータ領域が後に続く、比較的短い制御領域から成る。制御領域、または物
理的ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）は、一般的には、１つから４つの直交周波
数分割多重（ＯＦＤＭ）符号から成る。データ領域、または物理的ダウンリンク共有チャ
ネル（ＰＤＳＣＨ）は、相当に長くなり得る。
【００１２】
　いくつかのサブフレームは、マルティメディアブロードキャスト／マルチキャストサー
ビス（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｓｅｒｖｉｃ
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ｅ(ＭＢＭＳ)）をサポートするために、ＰＤＣＣＨ領域にユニキャスト制御データを、Ｐ
ＤＳＣＨ領域にマルチキャスト／ブロードキャストデータを含有する。歴史的理由により
、そのようなサブフレームは、マルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワー
ク（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ(ＭＢＳＦＮ)）サブフレームとして知られている。ユニキャストシステムで
は、サブフレームがＭＢＳＦＮサブフレームとして構成される場合、サブフレームは、Ｐ
ＤＣＣＨ領域のみにデータを含有し、ＰＤＳＣＨ領域にはデータがない。非ＭＢＳＦＮサ
ブフレームでは、データは、一般的には、サブフレームの継続時間の全体を通して伝送さ
れる。ＭＢＳＦＮサブフレームでは、中継ノード１０２は、ＰＤＣＣＨ領域の継続時間の
みにわたってダウンリンクデータを伝送する。次いで、中継ノード１０２は、残りのサブ
フレームについて、そのダウンリンク伝送機を無効にし、そのダウンリンク受信機を有効
にする。種々の技術および経費の理由により、中継ノード１０２は、一般的には、同じ周
波数帯域内で同時にデータを伝送および受信することができない。したがって、中継ノー
ド１０２は、一般的には、中継ノード１０２がＰＤＣＣＨデータの伝送を完了し、そのダ
ウンリンク伝送機を無効にし、そのダウンリンク受信機を有効にした後のみ、ＭＢＳＦＮ
サブフレームにおいてアクセスノード１０６からデータを受信することができる。
【００１３】
　ＭＢＳＦＮサブフレームは、無線フレームの１、２、３、６、７、または８において発
生することができる（インデキシングは０で始まる）が、必ずしもこれらのサブフレーム
の全てで発生するとは限らない。アクセスノード１０６は、どのサブフレームがＭＢＳＦ
Ｎサブフレームになるかを特定し、その情報を中継ノードおよびＵＡに信号表示する。こ
れは、上層制御信号表示を介して行うことができる。アクセスノード１０６は、ＭＢＳＦ
Ｎサブフレームにおいてのみ、データを中継ノード１０２に伝送し、よって、中継ノード
１０２の視点から、ＭＢＳＦＮサブフレームを受信サブフレームと見なすことができる。
中継ノード１０２からＵＡ１１０へのダウンリンク伝送は、無線フレームのサブフレーム
０、４、５、および９において発生しなければならず、残りのサブフレームにおいて発生
してもよい。したがって、中継ノード１０２の視点から、サブフレーム０、４、５、およ
び９を強制伝送サブフレームと見なすことができる。
【００１４】
　中継ノード１０２がＭＢＳＦＮサブフレームにおいてアクセスノード１０６から受信し
得るデータの中には、データをアクセスノード１０６に伝送するために中継ノード１０２
が使用することができるリソースを中継ノード１０２に通知するアップリンク許可がある
。中継ノード１０２がデータをアクセスノード１０６に送信することを希望するときに、
中継ノード１０２は、リソース要求をアクセスノード１０６に送信することができる。次
いで、アクセスノード１０６は、中継ノード１０２へのダウンリンク伝送において、その
データをアクセスノード１０６に送信するするために中継ノード１０２が使用することが
できるリソースを、中継ノード１０２に割り当てることができる。つまり、ＭＢＳＦＮサ
ブフレームにおいて、アクセスノード１０６は、中継ノード１０２がアクセスノード１０
６へのアップリンク上で使用することができる、特定の１組の周波数パラメータおよび他
の特性を伴う通信チャネルの使用を、中継ノード１０２に許可する場合がある。同様に、
中継ノード１０２は、データを中継ノード１０２に送信するためにＵＡ１１０が使用する
ことができるアップリンクリソースを、ＵＡ１１０に許可することができる。
【００１５】
　ハイブリッド自動再送要求（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ(ＨＡＲＱ)）は、アクセスノード１０６、中継ノード１０２、およびＵＡ１１
０の間のデータ伝送で使用される場合があるエラー制御方法である。ＨＡＲＱでは、付加
的なエラー検出および訂正ビットが、データ伝送に追加される。伝送の受信者が伝送され
たビットをうまく復号することができる場合には、受信者は、符号化されたビットと関連
づけられたデータブロックを受け入れる。受信者が伝送されたビットを復号できない場合
は、受信者は再伝送を要求する場合がある。例えば、アクセスノード１０６からのダウン
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リンク伝送を受信すると、中継ノード１０２は、エラー検出ビットを復号しようとする。
復号が成功した場合、中継ノード１０２は、データ伝送と関連づけられたデータパケット
を受け入れ、肯定応答（ＡＣＫ）メッセージをアクセスノード１０６に送信する。復号が
成功しなかった場合、中継ノード１０２は、バッファの中にデータ伝送と関連付けられた
データパケットを配置し、否定応答（ＮＡＣＫ）メッセージをアクセスノード１０６に送
信する。以降、ＡＣＫメッセージまたはＮＡＣＫメッセージは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫと呼ば
れる。
【００１６】
　アクセスノード１０６がアップリンク許可を中継ノード１０２に与えるとき、または中
継ノード１０２がアップリンク許可をＵＡ１１０に与えるとき、許可を受信する構成要素
は、一般的には、４ｍｓ後のアップリンク上で伝送する。伝送される構成要素（すなわち
、許可を提供した構成要素）は、一般的には、伝送の４ｍｓ後にＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送
構成要素４を返信する。したがって、アップリンク許可からＡＣＫ／ＮＡＣＫまでの一般
的な往復時間は８ｍｓである。
【００１７】
　ＭＢＳＦＮサブフレームは、ＭＢＳＦＮサブフレームのパターンがどれくらいの頻度で
繰り返されるかに応じて、１０ｍｓまたは４０ｍｓの周期性を有することができる。あら
ゆる無線フレームにおける同じサブフレームがＭＢＳＦＮサブフレームであるとき、周期
性は１０ｍｓである。例えば、一連の無線フレームのあらゆる無線フレームにおけるサブ
フレーム１および７がＭＢＳＦＮサブフレームである場合、ＭＢＳＦＮ周期性は１０ｍｓ
となる。代替として、一連の無線フレーム内のＭＢＳＦＮサブフレームのパターンは、４
０ｍｓ毎に繰り返される場合がある。例えば、第１の無線フレームにおけるサブフレーム
１および７が、ＭＢＳＦＮサブフレームとなる場合があり、第２の無線フレームにおける
サブフレーム２および８が、ＭＢＳＦＮサブフレームとなる場合があり、第３の無線フレ
ームにおけるサブフレーム３が、ＭＢＳＦＮサブフレームとなる場合があり、第４の無線
フレームにおけるサブフレーム６が、ＭＢＳＦＮサブフレームとなる場合がある。次いで
、このＭＢＳＦＮサブフレームのパターンは、第５の無線フレームから開始して繰り返さ
れる場合がある。そのような場合において、ＭＢＳＦＮサブフレーム周期性は４０ｍｓと
なる。
【００１８】
　中継ノード１０２は、さもなければ中継ノード１０２に対する受信サブフレームとなる
ものの最初のいくつかの符号において、参照信号、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、およびアップリン
ク許可をＵＡ１１０に伝送することができる。そのような情報を伝送した後、中継ノード
１０２は、アクセスノード１０６からデータを受信するように受信モードに切り替わる。
【００１９】
　いくつかのＨＡＲＱ関連問題が、アクセスリンク１０８および中継リンク１０４におい
て発生する伝送間の対立を伴って発生する場合がある。いくつかの問題は、アクセスノー
ド１０６からの伝送を逃した中継ノード１０２に関係する場合があり、他の問題は、ＵＡ
１１０からの伝送を逃した中継ノード１０２に関係する場合があり、他の問題は、複数の
ＡＣＫ／ＮＡＣＫの伝送に関係する場合がある。
【００２０】
　中継ノードがアクセスノードからアップリンク許可を受信した８ｍｓ後に、中継ノード
が偶然ダウンリンク上でＵＡに伝送する予定である場合、中継ノードのＵＡへの伝送とア
クセスノードからの中継ノードのＡＣＫ／ＮＡＣＫの受信との間で干渉が発生する。より
具体的には、アップリンク許可を受信した４ｍｓ後、中継ノードは、アップリンク上でア
クセスノードに伝送する。アップリンク伝送の４ｍｓ後、アクセスノードはＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫを中継ノードに送信する。中継ノードがすでに、その時に（例えば、サブフレーム０
、４、５、９において）ダウンリンク上でＵＡに伝送する予定であった場合、中継ノード
は、同時に、アクセスノードからのダウンリンク上でＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信し、ダウン
リンク上でＵＡに伝送する必要がある。中継ノードが同時に同じ周波数帯域上で受信およ
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び伝送することができないので、中継ノードは、アクセスノードからＡＣＫ／ＮＡＣＫを
受信しない。
【００２１】
　この問題は、アクセスノードからの中継ノードによるダウンリンク受信および中継ノー
ドからＵＡへのダウンリンク伝送の時系列が図示されている図２において説明される。こ
の実施例では、サブフレーム１および７が、ＭＢＳＦＮサブフレームである。つまり、中
継ノードは、サブフレーム１および７において、アクセスノードからダウンリンク上でデ
ータを受信することができる。サブフレームにおいてダウンリンク上で受信する能力は、
そのサブフレームにおける文字「ＲＸ」によって表される。他の実施例では、他のサブフ
レームがＭＢＳＦＮサブフレームとなり得る。また、１０ｍｓのＭＢＳＦＮ周期性も、こ
の実施例で示されている。つまり、サブフレーム１および７は、あらゆる無線フレームに
おけるＭＢＳＦＮサブフレームである。中継ノードからＵＡへのダウンリンク伝送は、上
記で説明されるように、サブフレーム０、４、５、および９において発生しなければなら
ない。サブフレームにおけるダウンリンク上で完全サブフレームを伝送する要件は、その
サブフレームにおける文字「ＴＸ」によって表される。他のサブフレームも、中継ノード
からＵＡへのダウンリンク伝送に使用することができる。
【００２２】
　この実施例では、中継ノードは、サブフレーム１においてアクセスノードからアップリ
ンク許可を受信する。４ｍｓ後、サブフレーム５において、中継ノードは、アップリンク
上でアクセスノードに伝送する。（中継ノードを往復するアップリンク伝送の時系列の一
部分のみが図に示されている。）中継ノードがアクセスノードに伝送した４ｍｓ後、アク
セスノードは、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを中継ノードに送信する。つまり、アクセスノードは、
サブフレーム９においてＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する。しかしながら、中継ノードからＵ
Ａへのダウンリンク伝送がすでに、サブフレーム９において発生する予定であった（すな
わち、ＭＢＳＦＮサブフレーム構成は、無線フレームにおけるサブフレーム０、４、５、
９内にあり得ない）。中継ノードは、同時にＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信することと、ＵＡに
伝送することとできないので、中継ノードは、アクセスノードがサブフレーム９において
送信するＡＣＫ／ＮＡＣＫを逃す。
【００２３】
　実施形態では、アクセスノードからのＡＣＫ／ＮＡＣＫを逃す中継ノードの問題を解決
するために、マルチモードＨＡＲＱ伝送スキームを使用することができる。つまり、解決
法は、ＭＢＳＦＮサブフレーム周期性が１０ｍｓである場合に対処する一部、およびＭＢ
ＳＦＮサブフレーム周期性が４０ｍｓである場合に対処する一部といった、２つの部分を
含む。
【００２４】
　ＭＢＳＦＮサブフレーム周期性が１０ｍｓである場合に、同期再伝送が使用される。同
期再伝送では、構成要素が、データパケットを伝送した別の構成要素からＮＡＣＫを受信
した後の特定されたときに、データパケットを再伝送する。実施形態では、アクセスノー
ドから中継ノードへのＨＡＲＱ伝送のタイミングは、標準の４ｍｓ後よりもむしろ、中継
ノードからアクセスノードへのアップリンク伝送の６ｍｓ後に、アクセスノードがＡＣＫ
／ＮＡＣＫを中継ノードに送信するように修正される一方で、中継ノードは常に、アップ
リンク許可が受信された４ｍｓ後にデータをアクセスノードに伝送する。別の実施形態で
は、中継ノードが、サブフレームｋにおいてアップリンク許可を受信し、中継ノードが、
サブフレームｋ＋ｍにおいてデータをアクセスノードに伝送する一方で、アクセスノード
は、サブフレームｋ＋１０（ここでｍは１０未満である）においてＡＣＫ／ＮＡＣＫを中
継ノードに送信する。このように、アップリンク許可の時間からＡＣＫ／ＮＡＣＫの時間
までの往復時間は、１０ｍｓである。このようにＡＣＫ／ＮＡＣＫのタイミングを変更す
ることは、周期性が１０ｍｓである場合、中継ノードがダウンリンク上で伝送しようとし
ているときに、アクセスノードが決してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信しないことを確実にする
。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは常に、中継ノードがアップリンク許可を受信した１０ｍｓ後に送信
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され、アップリンク許可を受信することは常に、ＭＢＳＦＮサブフレームにおいて発生す
る。周期性が１０ｍｓであるので、アップリンク許可の１０ｍｓ後に発生するサブフレー
ムもＭＢＳＦＮサブフレームとなり、そのＭＢＳＦＮサブフレームにおいてＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫを受信することができる。
【００２５】
　図２と同じＭＢＳＦＮサブフレームパターンおよび周期性を有する中継ノードダウンリ
ンク時系列を示す、この部分的解決法の実施例が図３に図示されている。中継ノードは再
び、サブフレーム１においてアクセスノードからアップリンク許可を受信し、サブフレー
ム５において４ｍｓ後にアップリンク上で伝送する。（中継ノードアップリンク伝送の時
系列の一部分のみが示されている。）この実施形態では、中継ノードがアップリンク上で
アクセスノードに伝送した６ｍｓ後に、アクセスノードがＡＣＫ／ＮＡＣＫを中継ノード
に送信する。つまり、ここでは往復時間が１０ｍｓであるので、アクセスノードは、アッ
プリンク許可を提供した１０ｍｓ後にＡＣＫ／ＮＡＣＫを中継ノードに送信する。これは
、次の無線フレームのサブフレーム１にＡＣＫ／ＮＡＣＫを配置する。第１の無線フレー
ムのサブフレーム１のように、第２の無線フレームのサブフレーム１がＭＢＳＦＮサブフ
レームであるので、中継ノードはＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信することができる。
【００２６】
　この部分的解決法は、周期性が４０ｍｓであるときに適切ではない場合がある。その場
合、１組の４つの連続無線フレームにおける各無線フレームは、ＭＢＳＦＮサブフレーム
の異なるパターンを有する場合がある。アクセスノードから中継ノードへのＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫが、常に各無線フレームの同じサブフレームにおいて発生するように設定される場合
、ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、１つの無線フレームにおける「受信」サブフレームにおいて発生
する場合があるが、そのサブフレームは、その１組の４つの無線フレームのうちの他の３
つのうちの１つ以上における「伝送」サブフレームとなる場合がある。したがって、上記
のv干渉問題が発生し得る。
【００２７】
　例えば、サブフレーム１は、４つの連続無線フレームのうちの第１の無線フレームにお
けるＭＢＳＦＮサブフレームとなる場合があり、中継ノードは、そのサブフレームにおい
てアップリンク許可を受信する場合がある。上記で説明されるように、往復時間が１０ｍ
ｓに設定される場合、アクセスノードは、次の無線フレームのサブフレーム１においてＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫを中継ノードに送信する。しかしながら、次の無線フレームは、異なるＭ
ＢＳＦＮサブフレームパターンを有する場合があり、その無線フレームのサブフレーム１
は、中継がダウンリンク上で伝送する予定であるサブフレームとなる場合がある。中継ノ
ードは、同時にＡＣＫ／ＮＡＣＫを受信し、ダウンリンク上で伝送することができず、Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫが逃される。
【００２８】
　したがって、実施例では、ＭＢＳＦＮサブフレーム周期性が４０ｍｓである場合に、非
同期再伝送が使用される。非同期再伝送では、構成要素が、元のデータパケット伝送後の
（固定された時間よりもむしろ）恣意的な時間に、データパケットを再伝送するように命
令されてもよい。より具体的には、この実施形態の解決法の部分では、アクセスノードは
、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを中継ノードに送信しない。代わりに、アクセスノードは、再伝送が
必要とされるときに、アップリンク再伝送のための許可を中継ノードに送信し、再伝送が
必要とされないときには、許可を送信しない。中継ノードがアップリンク再伝送のための
許可を受信すると、中継ノードは、許可を再伝送の要求と見なし、対応する予定されたア
ップリンク「伝送」サブフレームにおいて逃したデータパケットを再伝送する。ＡＣＫ／
ＮＡＣＫを逃す中継ノードの問題は、この場合にアクセスノードが決してＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋをしないので排除される。
【００２９】
　したがって、この実施形態での完全な解決法は、２つの可能なＭＢＳＦＮ周期性の各々
に対して異なるモードによって、マルチモードＨＡＲＱ伝送を使用することである。ＭＢ
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ＳＦＮ周期性が１０ｍｓである場合は、同期再伝送および１０ｍｓ往復時間が使用される
。ＭＢＳＦＮ周期性が４０ｍｓである場合は、非同期再伝送が使用され、アクセスノード
は、ＮＡＣＫよりもむしろアップリンク許可を送信することによって、再伝送の必要性を
中継ノードに知らせる。別の実施形態では、非同期再伝送は、１０ｍｓおよび４０ｍｓ両
方のＭＢＳＦＮ周期性に該当する。つまり、１０ｍｓ周期性が使用されるか、４０ｍｓ周
期性が使用されるかにかかわらず、データパケットが逃されると、アクセスノードは、ア
ップリンク再伝送のための非同期許可を中継ノードに送信し、中継ノードがアップリンク
再伝送のための許可を受信すると、中継ノードは、逃したデータパケットを再伝送する。
【００３０】
　代替実施形態では、アクセスノードにアップリンク伝送を送信した後に、アクセスノー
ドからのＡＣＫ／ＮＡＣＫを逃す中継ノードの問題が、異なる方式で対処される。この場
合、アクセスノードは、現在の手順の下で行われ得るように中継ノードからアップリンク
伝送を受信した４ｍｓ後にＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信すことをしない。代わりに、アクセス
ノードは、中継ノードからのアップリンク伝送の少なくとも４ｍｓ後である第１のＭＢＳ
ＦＮサブフレームにおいて、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを中継ノードに送信する。
【００３１】
　例えば、無線フレームにおけるサブフレーム１および７が、ＭＢＳＦＮサブフレームで
あり、アクセスノードが、サブフレーム１においてアップリンク許可を中継ノードに送信
する場合、中継ノードは、サブフレーム５において、４ｍｓ後にアップリンク上でアクセ
スノードに伝送する。次いで、アクセスノードは、次の無線フレームにおけるサブフレー
ム１となる、４ｍｓ以上後である次のＭＢＳＦＮサブフレームにおいて、ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋを中継ノードに送信する。ＡＣＫ／ＮＡＣＫが常にＭＢＳＦＮサブフレームにおいて伝
送されるので、中継ノードが伝送する予定であるサブフレームにおいてＡＣＫ／ＮＡＣＫ
を受信しようとする中継ノードによって、なんらの対立も引き起こされない。
【００３２】
　アクセスノードがＡＣＫ／ＮＡＣＫを中継ノードに伝送する次の機会の前に、中継ノー
ドが複数のアップリンク伝送をアクセスノードに送信できることが可能である。アクセス
ノードは、アップリンク伝送の各々に対してＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信する必要があるが、
必ずしも同じサブフレームにおいてＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信することが可能ではなくても
よい。図４は、サブフレーム１および２が、アップリンク許可が中継ノードに提供される
ＭＢＳＦＮサブフレームである実施例を図示する。次いで、中継ノードからアクセスノー
ドへのアップリンク伝送は、サブフレーム５および６において４ｍｓ後に発生する。アッ
プリンク伝送より少なくとも４ｍｓ遅い次のＭＢＳＦＮサブフレームが、次の無線フレー
ムのサブフレーム１にあるので、サブフレーム５および６において発生したアップリンク
伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫは、先の解決法の下では、サブフレーム１において発生す
る場合がある。しかしながら、現在の手順の下では、２つのＡＣＫ／ＮＡＣＫが同じサブ
フレームにおいて発生することはできない。
【００３３】
　そのような状況は、２つの異なる方法のうちの１つによって対処される場合がある。一
実施形態では、第２のアップリンク伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫを、予定されたＡＣＫ
／ＮＡＣＫをすでに持たない次のＭＢＳＦＮサブフレームまで遅延させることができる。
これは、サブフレーム５において発生したアップリンク伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫが
、次の無線フレームのサブフレーム１において発生し、サブフレーム６において発生した
アップリンク伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫが、次の無線フレームのサブフレーム７にお
いて発生する、図５に図示されている。この実施形態は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの返信の遅延
を加え得るが、ＡＣＫ／ＮＡＣＫコーディングのための現在の手順には、なんらの修正も
必要とされない。
【００３４】
　代替実施形態では、複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫを単一のＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送に集約する
ことができる。これは、サブフレーム５および６において発生したアップリンク伝送に対
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するＡＣＫ／ＮＡＣＫの両方が、サブフレーム１において発生する単一のＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ伝送に集約される、図６に図示されている。この実施形態は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫの返信
の遅延を回避するが、ＡＣＫ／ＮＡＣＫコーディングのための現在の手順への変更を必要
とし得る。
【００３５】
　アップリンク伝送をアクセスノードに送信した後に、アクセスノードからのＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫを逃す中継ノードの問題は、別の代替実施形態において、さらに別の方式で対処さ
れる。この場合、アクセスノードが中継ノードへのアップリンクリソースを許可する任意
のＭＢＳＦＮサブフレームについて、中継ノードが許可されたリソース上でアクセスノー
ドに送信したアップリンク伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫを、中継ノードがアクセスノー
ドから受信することができる対応するＭＢＳＦＮサブフレームが割り当てられる。アップ
リンク許可ＭＢＳＦＮサブフレームとＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレームとの間のマッピング
は、ＭＢＳＦＮ構成中にアクセスノードから中継ノードに明示的に信号表示されるか、ま
たはある規則によって暗示的に定義されることができる。
【００３６】
　図７は、ＭＢＳＦＮサブフレーム間のそのようなマッピングの実施例を図示する。この
実施例では、ＭＢＳＦＮサブフレーム２は、アップリンク許可が発生するサブフレームと
して指定され、サブフレーム１３は、サブフレーム２において許可されたアップリンク上
での伝送のためにＡＣＫ／ＮＡＣＫが返信されるサブフレームとして指定される。同様に
、サブフレーム１３、２２、および３３は、アップリンク許可サブフレームとして指定さ
れ、サブフレーム２２、３３、および２はそれぞれ、対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫサブフレ
ームとして指定される。他の実施例では、ＭＢＳＦＮサブフレームと対応するＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫサブフレームとの間の他のマッピングを使用することができる。マッピングは半静
的となり得て、アクセスノードから中継ノードへマッピングを送信するために使用される
信号表示は、無線リソース制御（ＲＲＣ）信号表示または媒体アクセス制御（ＭＡＣ）制
御要素等の上層信号表示となり得る。
【００３７】
　上記で説明される実施形態は、アップリンク伝送をアクセスノードに送信した後に、ア
クセスノードからのＡＣＫ／ＮＡＣＫを逃す中継ノードの問題に対処するための別個の解
決法として提示されているが、これらの解決法は、種々の組み合わせで組み合わせること
ができると理解されたい。
【００３８】
　ＵＡが中継ノードに伝送しようとするのと同時に、中継ノードがアクセスノードに伝送
するときに、別の問題が発生する場合がある。場合によっては、中継ノードは、アクセス
ノードからアップリンク許可を受信した後に、アップリンク上でデータをアクセスノード
に送信している場合があり、他の場合においては、中継ノードは、ダウンリンク上でアク
セスノードからデータを受信した後に、アップリンク上でＡＣＫ／ＮＡＣＫをアクセスノ
ードに送信している場合がある。いずれか一方の場合において、中継ノードがアクセスノ
ードに伝送している同じサブフレームにおいて、ＵＡが中継ノードに伝送しようとすると
、中継ノードは、ＵＡからの伝送を逃す。
【００３９】
　上述のように、さもなければ中継ノードに対する受信サブフレームとなるものの最初の
いくつかの符号の中で、中継ノードが制御情報をＵＡに伝送することができるので、この
ことが生じ得る。制御情報を伝送した後に、中継ノードは、残りのサブフレームにおいて
アクセスノードからデータを受信することができる。中継ノードがアップリンク許可をＵ
Ａに提供する場合、ＵＡは一般的には、４ｍｓ後に発生するサブフレームにおいて中継ノ
ードに伝送する。中継ノードがアクセスノードからデータまたはアップリンク許可を受信
すると、中継ノードは、４ｍｓ後に発生するサブフレームにおいてＡＣＫ／ＮＡＣＫまた
はデータをアクセスノードに送信する。したがって、中継ノードがアップリンク許可をＵ
Ａに提供する同じサブフレームにおいて、中継ノードがアクセスノードからデータまたは
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アップリンク許可を受信すると、ＵＡが中継ノードに伝送しようとしている同じサブフレ
ームにおいて、中継ノードがアクセスノードに伝送しようとする。中継ノードは、そのよ
うな衝突が発生すると、ＵＡからの伝送を逃す。
【００４０】
　実施形態では、この状況は、中継ノードが自身がＵＡからの伝送を逃したことを知って
いる場合に、ＵＡに「スマート」ＮＡＣＫを送信する中継ノードによって、対処すること
ができる。中継ノードは、アップリンク許可をＵＡに提供するときに、ＵＡが４ｍｓ後に
中継ノードに伝送することを知っている。中継ノードはまた、アクセスノードから伝送を
受信するときに、中継ノードが４ｍｓ後にアクセスノードに伝送することも知っている。
したがって、中継ノードは、同じサブフレームにおいてアップリンク許可をＵＡに提供し
、アクセスノードから伝送を受信するときに、４ｍｓ後に衝突が発生し、中継ノードがＵ
Ａからの伝送を逃すことを知っている。実施形態では、中継ノードがこの理由によりＵＡ
からの伝送を逃したことを知っている場合に、中継ノードは、ＵＡにスマートＮＡＣＫメ
ッセージを送信する。スマートＮＡＣＫメッセージは、推定衝突の４ｍｓまたは４サブフ
レーム後に送信することができる。次いで、ＵＡは、４ｍｓまたは４サブフレーム後に、
逃したデータパケットを中継ノードに再伝送することができる。ＮＡＣＫは、ＵＡからの
伝送が衝突によって逃されたことを認識している中継ノードに基づいているので、「スマ
ート」と呼ぶことができる。
【００４１】
　ＵＡから中継ノードに伝送されるデータパケットは、一般的には、特定の冗長性バージ
ョンを使用する。データパケットが再伝送される必要がある場合、再伝送は、初期伝送で
使用されたものとは異なる冗長性バージョンを使用する場合がある。次いで、異なる冗長
性バージョンを伴う２つのパケットは、データが適正に復号される可能性を増大させるた
めに組み合わされる場合がある。適応再伝送が使用されるとき、中継ノードは、どの冗長
性バージョンを再伝送に使用するかをＵＡに明示的に信号表示する。非適応再伝送が使用
されるとき、再伝送に使用される冗長性バージョンは、冗長性バージョンの周期的サイク
ルによって決定される。例えば、０－２－１－３のサイクルが使用される場合には、冗長
性バージョン０が初期伝送上で使用され、冗長性バージョン２が第１の再伝送上で使用さ
れ、冗長性バージョン１が第２の再伝送上で使用され、冗長性バージョン３が第３の再伝
送上で使用される。冗長性バージョン０は、一般的には、復号目的に対して他の冗長性バ
ージョンよりも多くの情報および良好な情報を含むので、一般的には冗長性バージョン０
が初期伝送上で使用される。冗長性バージョンについての付加的な情報は、全ての目的の
ために参照することにより本明細書に組み込まれる、３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐ
ａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　（３ＧＰＰ）　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ　（ＴＳ）　３６．２１２で見出すことができる。
【００４２】
　ＵＡから中継ノードに伝達されるデータパケットが上記で説明される理由で逃され、後
に再伝送されるときに、第１のデータパケットが決して受信されず、したがって、再伝送
されたデータパケットと組み合わせることができないことが分かっている。つまり、再伝
送の理由は、中継ノードが初期データパケットを復号できないことではなく、中継ノード
が初期データパケットを全く受信しなかったという事実である。
【００４３】
　実施形態では、中継ノードが上記で説明される理由でデータパケットを逃し、ＵＡにス
マートＮＡＣＫを送信するときに、ＵＡは、初期伝送上で使用された同じ冗長性バージョ
ンを使用して、データパケットを再伝送する。より具体的には、冗長性バージョン０が、
一般的に初期伝送上で使用され、一般的により良好な性能を提供するので、ＵＡがスマー
トＮＡＣＫを受信した後にＵＡがデータパケットを再伝送するときに、冗長性バージョン
０が使用される場合がある。代替として、ＵＡは、以前の伝送上で使用された冗長性バー
ジョンを使用して、データパケットを再伝送することができる。例えば、ＵＡが冗長性バ
ージョン０を使用してデータパケットを伝送するが、中継ノードがパケットを復号するこ
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とができない場合には、ＵＡは、冗長性バージョン２を使用して再伝送する場合がある。
中継ノードが（例えば、アップリンク衝突により）再伝送されたパケットを受信できない
場合、ＵＡは、再び冗長性バージョン２を用いて再伝送する。これは、冗長性バージョン
０を用いて伝送されたデータパケットと組み合わされた後に、さらなる多様性を提供する
。そのような場合には、冗長性バージョン０を用いて再伝送することは、ＨＡＲＱ結合の
ために、なんらののパリティビット多様性も提供することはできない。
【００４４】
　実施形態では、中継ノードがＵＡにスマートＮＡＣＫを送信するときに、中継ノードは
、ＮＡＣＫがスマートＮＡＣＫであることをＵＡに知らせる指標を含む場合がある。指標
を受信すると、ＵＡは、適切な冗長性バージョンを用いて再伝送することを知っている。
例えば、ＵＡは、指標を受信すると、初期冗長性バージョン、以前の冗長性バージョン、
または冗長性バージョン０を用いて再伝送するように構成される場合がある。代替として
、指標は、初期冗長性バージョン、以前の冗長性バージョン、または冗長性バージョン０
を用いて再伝送するようにＵＡに明示的に命令する場合がある。
【００４５】
　これらの実施形態は、図８に図示されている。サブフレーム１では、中継ノードがアク
セスノードからダウンリンク伝送を受信する。場合によっては、ダウンリンク伝送は、ア
クセスノードからのアップリンク許可となる場合があり、他の場合においては、ダウンリ
ンク伝送は、アクセスノードからのダウンリンクデータ伝送となる場合がある。また、サ
ブフレーム１では、中継ノードは、アップリンク許可をＵＡに提供する。４ｍｓ後、サブ
フレーム５では、ＵＡは、中継ノードがサブフレーム１において提供したアップリンク許
可を使用して、アップリンク上で中継ノードに伝送しようとする。また、サブフレーム５
では、中継ノードは、アップリンク上でアクセスノードに伝送しようとする。サブフレー
ム１におけるアクセスノードから中継ノードへのダウンリンク伝送がアップリンク許可で
あった場合において、サブフレーム５における中継ノードからの伝送は、データ伝送であ
る。サブフレーム１におけるアクセスノードから中継ノードへのダウンリンク伝送がデー
タ伝送であった場合において、サブフレーム５における中継ノードからアクセスノードへ
の伝送は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫである。
【００４６】
　中継ノードは、サブフレーム５では、中継ノードがアップリンク上でアクセスノードに
伝送しようとしているのと同時に、ＵＡがアップリンク上で中継ノードに伝送しようとし
ており、ＵＡからの伝送が逃されることを知っている。したがって、ＵＡからの伝送の４
ｍｓ後に、サブフレーム９では、中継ノードは、ダウンリンク上でスマートＮＡＣＫをＵ
Ａに送信して、サブフレーム５における伝送が逃されたことをＵＡに知らせる。ＮＡＣＫ
は、サブフレーム５で発生した衝突を認識している中継ノードに基づくので、「スマート
」と呼ぶことができる。スマートＮＡＣＫを受信した４ｍｓ後、次の無線フレームのサブ
フレーム３において、ＵＡは、サブフレーム５で以前に伝送されたデータを再伝送し、中
継ノードは、再伝送を受信する。
【００４７】
　代替実施形態では、中継ノードがアクセスノードに伝送している同じサブフレームにお
いて、ＵＡが中継ノードに伝送しようとするときに、ＵＡからの伝送を逃す中継ノードの
問題に対処するために、別の技法が使用される。この技法では、中継ノードからアクセス
ノードへのアップリンク伝送は、８ｍｓ毎等の定期的な間隔で発生するように固定される
。次いで、ＵＡから中継ノードへのアップリンク伝送は、これらのときに発生することが
禁止される。このように、中継ノードからアクセスノードへのアップリンク伝送およびＵ
Ａから中継ノードへのアップリンク伝送は、決して同時に発生しない。
【００４８】
　中継ノードからアクセスノードへのアップリンク伝送が、固定されたときに発生するの
で、アクセスノードからのアップリンク許可とアクセスノードへのアップリンク伝送との
間の一般的な４ｍｓ間隔に修正が必要とされる場合がある。実施形態では、アクセスノー
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ドから中継ノードへのアップリンク許可は、中継ノードからの固定アップリンク伝送より
も可能な限り短時間前にあるが、固定アップリンク伝送の４ｍｓ以上前であるＭＢＳＦＮ
サブフレームにおいて発生する。例えば、固定アップリンク伝送がサブフレーム７におい
て発生する予定である場合、およびＭＢＳＦＮサブフレームがサブフレーム３において発
生する場合、固定アップリンク伝送のためのアップリンク許可は、サブフレーム３におけ
るＭＢＳＦＮサブフレームにおいて発生する。固定アップリンク伝送がサブフレーム７に
おいて発生する予定である場合、およびＭＢＳＦＮサブフレームがサブフレーム３におい
て発生しないが、サブフレーム２において発生する場合、固定アップリンク伝送のための
アップリンク許可は、サブフレーム２におけるＭＢＳＦＮサブフレームにおいて発生する
、等である。固定アップリンク伝送がサブフレーム９において発生する予定である場合、
およびＭＢＳＦＮサブフレームがサブフレーム６、７、または８において発生する場合、
これらのサブフレームは固定アップリンク伝送の４ｍｓ未満前にあるので、固定アップリ
ンク伝送のためのアップリンク許可は、これらのＭＢＳＦＮサブフレームのうちのいずれ
かにおいて発生しない。
【００４９】
　また、中継ノードからアクセスノードへのアップリンク伝送が発生する固定サブフーレ
ムにおいて、ＵＡから中継ノードへのアップリンク伝送が禁止されることを確実にするた
めに、中継ノードがデータおよびアップリンク許可をＵＡに送信する手順に修正が必要と
される場合がある。より具体的には、ＵＡが中継ノードに伝送することを禁止されるサブ
フレームにおいて、データまたはアップリンク許可をＵＡに送信することが禁止されたサ
ブフレームにおいて、ＵＡにＡＣＫ／ＮＡＣＫまたはデータを中継ノードに伝送させるの
で、中継ノードは、そのようなサブフレームの４ｍｓ前にデータまたはアップリンク許可
をＵＡに送信するべきではない。加えて、サブフレームがＭＢＳＦＮサブフレームである
ので、中継ノードがデータをＵＡに伝送しないが、ＵＡが中継ノードに伝送することを禁
止されているサブフレームが４ｍｓ後に発生しないので、中継がアップリンク許可をＵＡ
に提供することができる、いくつかのサブフレームがあってもよい。
【００５０】
　アクセスノードからの中継ノードによるダウンリンク受信および中継ノードからＵＡへ
のダウンリンク伝送の時系列がＲ－ＤＬと標識され、中継ノードからアクセスノードへの
アップリンク伝送の時系列がＲ－ＵＬと標識され、中継ノードからＵＡへのダウンリンク
伝送の時系列がＡ－ＤＬと標識され、ＵＡから中継ノードへのアップリンク伝送の時系列
がＡ－ＵＬと標識される、この実施形態の実施例が図９に図示されている。
【００５１】
　この実施例では、中継ノードは、Ｒ－ＵＬ時系列において文字Ｃで標識された定期的な
８ｍｓ間隔において、アップリンク上でアクセスノードに伝送する。これらの固定中継ノ
ードアップリンク伝送の間の衝突を防止するために、ＵＡは、これらのサブフレームにお
いて中継ノードに伝送することを禁じられる。ＵＡが伝送することを禁じられるサブフレ
ームは、Ａ－ＵＬ時系列における文字Ｇで標識される。サブフレームと関連付けられるＵ
ＡのアップリンクＨＡＲＱ過程番号も、Ａ－ＵＬ時系列に示されている。ＵＡが「Ｇ」サ
ブフレームにおいて伝送することができないので、これらのサブフレームにおけるアップ
リンクＨＡＲＱ過程は利用可能とならない。この実施例では、「Ｇ」サブフレームがＨＡ
ＲＱ過程０と関連付けられるので、ＨＡＲＱ過程０が失われる。中継ノードがアクセスノ
ードに伝送し、ＵＡが中継ノードに伝送することを禁止される、「Ｃ」サブフレームが、
ＨＡＲＱ過程の１つのサイクルと同じ８ｍｓ間隔で発生するので、同じＨＡＲＱ過程が、
ＨＡＲＱ過程の全サイクルから失われる。
【００５２】
　中継ノードが、定期的に離間された「Ｃ」サブフレームにおいてアップリンク上でアク
セスノードに伝送するために、アップリンク許可がアップリンク伝送のために中継ノード
に提供される、サブフレームが、上記で説明されるように特定される必要があり得る。ア
ップリンク許可は、Ｒ－ＤＬ時系列における文字Ｂで標識されるＭＢＳＦＮサブフレーム



(20) JP 5291246 B2 2013.9.18

10

20

30

40

50

において発生する。中継ノードがダウンリンク上でＵＡに伝送しなければならないサブフ
レームは、Ｒ－ＤＬ時系列において文字Ａで標識される。
【００５３】
　図９の実施例では、「Ｃ」サブフレームは、サブフレーム０、８、１６、２４、および
３２で発生する。サブフレーム８で発生する「Ｃ」サブフレームについて、中継ノードは
、サブフレーム３においてアクセスノードからアップリンク許可を受信する。サブフレー
ム８より４ｍｓ以上前にあるサブフレーム８に最も近いサブフレームは、サブフレーム３
である。これは、ＵＡへのダウンリンク伝送が行われなければならない「Ａ」サブフレー
ムであるので、サブフレーム４はＭＢＳＦＮサブフレームにはなり得ない。サブフレーム
８より４ｍｓ以上前にある、次に最も近いサブフレームは、サブフレーム３である。その
サブフレームは、「Ａ」サブフレームではないので、そのサブフレームは、ＭＢＳＦＮサ
ブフレームとして指定され、サブフレーム８におけるアップリンク伝送のためのアップリ
ンク許可は、サブフレーム３において行われる。
【００５４】
　サブフレーム１６で発生する「Ｃ」サブフレームについて、中継ノードは、サブフレー
ム１２においてアクセスノードからアップリンク許可を受信する。サブフレーム１３は、
サブフレーム１６により近く、ＵＡへのダウンリンク伝送が行われなければならない「Ａ
」サブフレームではないが、サブフレームがサブフレーム１６における「Ｃ」サブフレー
ムより４ｍｓ未満前にあるので、サブフレーム１３は、この実施例ではＭＢＳＦＮサブフ
レームとして使用することはできない。
【００５５】
　サブフレーム２４で発生する「Ｃ」サブフレームについて、中継ノードは、サブフレー
ム１８においてアクセスノードからアップリンク許可を受信する。サブフレーム２４より
４ｍｓ以上前にある、サブフレーム２４に最も近い２つのサブフレームは、サブフレーム
１９および２０である。これらの両方は、ＵＡへのダウンリンク伝送が行われなければな
らない「Ａ」サブフレームであるので、これらはＭＢＳＦＮサブフレームにはなり得ない
。サブフレーム２４より４ｍｓ以上前にある、次に最も近いサブフレームは、サブフレー
ム１８であるので、そのサブフレームは、ＭＢＳＦＮサブフレームとして指定され、サブ
フレーム２４におけるアップリンク伝送のためのアップリンク許可は、サブフレーム１８
において行われる。
【００５６】
　サブフレーム３２で発生する「Ｃ」サブフレームについて、それが「Ｃ」サブフレーム
よりも可能な限り短時間前にあるが、「Ｃ」サブフレームの少なくとも４ｍｓ前にあるサ
ブフレームであり、「Ａ」サブフレームではないので、中継ノードは、サブフレーム２８
においてアクセスノードからアップリンク許可を受信する。
【００５７】
　同様に、サブフレーム０で発生する「Ｃ」サブフレームについて、そのサブフレームが
「Ｃ」サブフレームより４ｍｓ前にあり、「Ａ」サブフレームではないので、中継ノード
は、以前の１組の４つの無線フレームのうちのサブフレーム３６においてアクセスノード
からアップリンク許可を受信する。
【００５８】
　ＵＡが中継ノードに伝送することを禁止されている、Ａ－ＵＬ時系列における「Ｇ」サ
ブフレームは、中継ノードがアクセスノードに伝送する、Ｒ－ＵＬ時系列における「Ｃ」
サブフレームと一致するように配説される。これらの「Ｇ」サブフレームにおいて、ＵＡ
から中継ノードへの伝送が発生しないことを確実にするために、Ａ－ＤＬ時系列で示され
るような中継ノードからＵＡへのダウンリンク伝送は、適切に配設される必要があっても
よい。中継ノードがＭＢＳＦＮサブフレームにおいてアクセスノードから伝送を受信する
ので、中継ノードからＵＡへのダウンリンクデータ伝送はＭＢＳＦＮサブフレームにおい
て発生することができず、中継ノードがデータをＵＡに伝送する同じサブフレームにおい
て、中継ノードはアクセスノードから伝送を受信することができない。
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【００５９】
　Ａ－ＤＬ時系列におけるＤおよびＦと標識されたサブフレームは、ＭＢＳＦＮサブフレ
ームと一致するので、「Ｄ」および「Ｆ」サブフレームにおいて、中継ノードからＵＡに
ダウンリンク上でデータを伝送することはできない。「Ｆ」サブフレームがＡ－ＵＬ時系
列における「Ｇ」サブフレームの４ｍｓ前に発生するので、ＵＡが「Ｇ」サブフレームに
おける許可されたアップリンク上でデータを伝送することを防止するために、「Ｆ」サブ
フレームにおいて中継ノードからＵＡにダウンリンク上でアップリンク許可が伝送される
べきではない。つまり、データもアップリンク許可も、「Ｆ」サブフレームにおいて中継
ノードからＵＡに送信されるべきではない。しかしながら、「Ｄ」サブフレームは「Ｇ」
サブフレームの４ｍｓ前に発生せず、よって、許可されたアップリンク上で伝送されるデ
ータが、中継ノードからアクセスノードへのアップリンク伝送と一致しないので、アップ
リンク許可は、「Ｄ」サブフレームにおいて中継ノードからＵＡに伝送されてもよい。
【００６０】
　Ａ－ＤＬ時系列における「Ｅ」サブフレームは、ＭＢＳＦＮサブフレームではないが、
Ａ－ＵＬ時系列における「Ｇ」サブフレームの４ｍｓ前に発生する、サブフレームである
。データ伝送がＡＣＫ／ＮＡＣＫを「Ｇ」サブフレームにおいて伝送させ、アップリンク
許可がデータ伝送を「Ｇ」サブフレームにおいて送信させるため、データもアップリンク
許可も、「Ｅ」サブフレームにおいて中継ノードからＵＡに送信されるべきではない。
【００６１】
　他の実施形態では、サブフレームが定期的な８ｍｓ間隔を維持する限り、８、１６、２
４、３２等以外のサブフレームを、アクセスノードへの中継ノードアップリンク伝送のた
めに指定することができる。そのような場合において、異なるアップリンクＨＡＲＱ過程
が失われる。例えば、サブフレーム５、１３、２１、２９等は、アクセスノードへの中継
ノード伝送のために逆転させることができ、中継ノードへのＵＡ伝送は、これらのサブフ
レームにおいて禁止することができる。そのような場合において、ＨＡＲＱ過程５が失わ
れることが図９から分かる。
【００６２】
　実施形態では、定期的な８ｍｓ間隔が各組におけるサブフレーム間で維持される、複数
組のサブフレームを、アクセスノードへの中継ノードアップリンク伝送のために指定する
ことができる。例えば、サブフレーム８、１６、２４、３２等は、アクセスノードへの中
継ノード伝送のために逆転させることができ、サブフレーム５、１３、２１、２９等も、
アクセスノードへの中継ノード伝送のために逆転させることができる。中継ノードへのＵ
Ａ伝送は、これらのサブフレームの全てで禁止することができる。この実施形態は、衝突
を伴わずに中継ノードがアクセスノードに送達するためのより多くの機会を提供するが、
複数のＨＡＲＱ過程があらゆるＨＡＲＱサイクルから失われる。この実施例では、ＨＡＲ
Ｑ過程０および５は利用不可能となる。
【００６３】
　アクセスノードは、中継ノードがアクセスノードへのデータ伝送に対する対応するＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫを伝送する次の機会の前に、ダウンリンク上でデータの多重伝送を中継ノー
ドに送信する場合がある。中継ノードは、ダウンリンク伝送のそれぞれに対するＡＣＫ／
ＮＡＣＫをアクセスノードに送信する必要があり得るが、中継ノードが別々にＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫを伝送することは効率的ではない場合がある。実施形態では、中継ノードは、ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫを集約し、単一のサブフレームにおいてそれらを中継ノードに送信する場合
がある。アクセスノードは、どのようにして集約を行うかを中継ノードに知らせる必要が
あり得、代替実施形態では、アクセスノードがそうすることができる２つの異なる方法が
ある。
【００６４】
　一実施形態では、アクセスノードは、中継ノードへのどのダウンリンク伝送が、ＡＣＫ
／ＮＡＣＫを集約させることができるか、および集約されたＡＣＫ／ＮＡＣＫをアクセス
ノードに送信するために、どのサブフレームを中継ノードが使用するべきかを中継ノード
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に明示的に伝える。例えば、図１０に示されるように、中継ノードは、サブフレーム１、
２、および３においてアクセスノードからデータを受信する場合がある。アクセスノード
は、これらのサブフレームにおいて伝送されるデータに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫがともに
集約されることを、中継ノードに明示的または暗示的に（例えば、いくつかの所定の規則
によって）知らせる場合がある。アクセスノードはまた、集約されたＡＣＫ／ＮＡＣＫが
アクセスノードに返信されるサブフレームを、中継ノードに明示的または暗示的に（例え
ば、いくつかの所定の規則によって）知らせる場合もある。この実施例では、アクセスノ
ードは、集約されたＡＣＫ／ＮＡＣＫがサブフレーム７において返信されることを特定し
ている。他の実施例では、アクセスノードは、他のサブフレームにおいて伝達されるデー
タに対するＡＣＫ／ＮＡＣＫが集約されるべきであることを特定する場合があり、かつ集
約されたＡＣＫ／ＮＡＣＫが返信されるサブフレームとして別のサブフレームを特定する
場合がある。アクセスノードはまた、集約されたＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送するために使用
されるリソースを、中継ノードに明示的または暗示的に（例えば、いくつかの所定の規則
によって）知らせる場合もある。
【００６５】
　代替実施形態では、アクセスノードは、中継ノードへの各ダウンリンク伝送を伴う１ビ
ット指標を含む。指標は、そのダウンリンク伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫを集約するこ
とができるか、またはダウンリンク伝送の通常４ｍｓ後に伝送されるべきかを示す。例え
ば、指標に対する１つの値は、「４ｍｓ後に伝送しない」を示すことができる。つまり、
この値は、指標が含まれるダウンリンク伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫが、後のＡＣＫ／
ＮＡＣＫを用いた集約のために保留されるべきであることを示す。指標に対する別の値は
、「４ｍｓ後に伝送する」を示すことができる。つまり、この値は、指標が含まれるダウ
ンリンク伝送に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫ、および集約されている任意の他の以前のＡＣＫ
／ＮＡＣＫが、ダウンリンク伝送が受信された４ｍｓ後に伝送されるべきであることを示
すことができる。
【００６６】
　この実施形態では、中継ノードが指標を逃す場合、集約されたＡＣＫ／ＮＡＣＫは、そ
れらの同期化を失い得る。例えば、「４ｍｓ後に伝送する」指標が逃された場合、中継は
、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送するために次の「４ｍｓ後に伝送する」指標を待つが、アクセ
スノードは、第１の「４ｍｓ後に伝送する」指標の後に送信されるべきであったＡＣＫ／
ＮＡＣＫと仮定するものを復号しようとする。この状況を改善するために、ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫを復号することへの試行が、中継ノードのＡＣＫ／ＮＡＣＫの伝送と同期していない
ことを、アクセスノードが検出することができる場合、アクセスノードは、複数の「４ｍ
ｓ後に伝送する」指標を送信することによって回復するこことができる。代替として、こ
の状況は、ｅＮＢが「４ｍｓ後に伝送する」指標を周期的に送信する場合に、回避される
場合がある。
【００６７】
　どのようにして集約を行うかについて、アクセスノードが中継ノードに知らせるいずれ
か一方の方法では、集約されたＡＣＫ／ＮＡＣＫは、定期的なアップリンクデータと同じ
サブフレームにおいて伝送することができる。多重入出力（ＭＩＭＯ）が使用される場合
において、各伝送は、２つの符号語から成ることができ、定期的データの符号語を用いた
集約されたＡＣＫ／ＮＡＣＫの多重化は、いくつかの異なる方法で行うことができる。例
えば、サブフレーム１に対する第１のＡＣＫ／ＮＡＣＫは、中継ノードからアクセスノー
ドへの定期的データ伝送の符号語１を用いて多重化することができ、次いで、サブフレー
ム２に対する第２のＡＣＫ／ＮＡＣＫは、符号語２を用いて多重化することができる。次
いで、このパターンは、サブフレーム２および３に対するＡＣＫ／ＮＡＣＫについて繰り
返すことができる。別の実施例では、サブフレーム１に対する第１のＡＣＫ／ＮＡＣＫ、
サブフレーム２に対する第１のＡＣＫ／ＮＡＣＫ、およびサブフレーム３に対する第１の
ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、定期的データ伝送の符号語１を用いて多重化することができる。次
いで、このパターンは、符号語２について繰り返すことができる。他の多重化方法が、当
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業者に明らかであってもよい。
【００６８】
　ＵＡ１１０、中継ノード１０２、アクセスノード１０６、および上記で説明される他の
構成要素は、上記で説明される作用に関連する命令を実行することが可能である、処理構
成要素を含む場合がある。図１１は、本明細書に開示される１つ以上の実施形態を実装す
るために好適な処理構成要素１３１０を含む、システム１３００の実施例を例示する。プ
ロセッサ１３１０（中央プロセッサユニットまたはＣＰＵと呼ばれてもよい）に加えて、
システム１３００は、ネットワーク接続デバイス１３２０と、ランダムアクセスメモリ（
ＲＡＭ）１３３０と、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）１３４０と、二次記憶装置１３５０と
、入力／出力（Ｉ／Ｏ）デバイス１３６０とを含む場合がある。これらの構成要素は、バ
ス１３７０を介して相互に通信する場合がある。場合によっては、これらの構成要素のう
ちのいくつかは、存在しなくてもよく、または相互と、あるいは示されていない他の構成
要素との種々の組み合わせで組み合わされてもよい。これらの構成要素は、単一の物理エ
ンティティ内、または２つ以上の物理エンティティ内に位置する場合がある。プロセッサ
１３１０によって講じられるものとして本明細書で説明されるいずれの措置も、プロセッ
サ１３１０単独によって、または、図中に示されるか、あるいは示されていない１つ以上
の構成要素と併せてプロセッサ１３１０（デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）１３８０の
ような）によって、講じられる場合がある。ＤＳＰ１３８０が別個の構成要素として示さ
れているが、ＤＳＰ１３８０は、プロセッサ１３１０に組み込まれる場合がある。
【００６９】
　プロセッサ１３１０は、それがネットワーク接続デバイス１３２０、ＲＡＭ１３３０、
ＲＯＭ１３４０、または二次記憶装置１３５０（ハードディスク、フロッピー（登録商標
）ディスク、または光ディスク等、種々のディスクベースのシステムを含む場合がある）
からアクセスする場合がある、命令、コード、コンピュータプログラム、またはスクリプ
トを実行する。１つのＣＰＵ１３１０のみが示されているが、複数のプロセッサが存在し
てもよい。したがって、命令が、プロセッサによって実行されるものとして論議されても
よいが、命令は、同時に、順次、あるいは別様に１つまたは複数のプロセッサによって実
行されてもよい。プロセッサ１３１０は、１つ以上のＣＰＵチップとして実装されてもよ
い。
【００７０】
　ネットワーク接続デバイス１３２０は、モデム、モデムバンク、イーサネット（登録商
標）デバイス、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）インターフェースデバイス、シリア
ルインターフェース、トークンリングデバイス、光ファイバ分散データインターフェース
（ＦＤＤＩ）デバイス、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）デバイス、符号分
割多重アクセス（ＣＤＭＡ）デバイス、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケー
ションズ（ＧＳＭ（登録商標））無線送受信機デバイス等の無線送受信機デバイス、マイ
クロ波アクセス用の世界的相互運用性（ＷｉＭＡＸ）デバイス、および／またはネットワ
ークに接続するための他の公知のデバイスの形態を成してもよい。これらのネットワーク
接続デバイス１３２０によって、プロセッサ１３１０が、情報を受信する場合があるか、
またはプロセッサ１３１０が情報を出力する場合がある、インターネット、あるいは１つ
以上の電気無線通信ネットワークまたは他のネットワークと、プロセッサ１３１０が通信
することを可能にしてもよい。ネットワーク接続デバイス１３２０はまた、無線でデータ
を伝送および／または受信することが可能な１つ以上の送受信機構成要素１３２５を含む
場合もある。
【００７１】
　ＲＡＭ１３３０は、揮発性データを記憶するために、およびおそらくプロセッサ１３１
０によって実行される命令を記憶するために使用される場合がある。ＲＯＭ１３４０は、
一般的には二次記憶装置１３５０のメモリ容量よりも小さいメモリ容量を有する、不揮発
性メモリデバイスである。ＲＯＭ１３４０は、命令、および命令の実行中に読み出される
データを記憶するために使用される場合がある。ＲＡＭ１３３０およびＲＯＭ１３４０両
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方へのアクセスは、一般的には、二次記憶装置１３５０よりも高速である。二次記憶装置
１３５０は、一般的には、１つ以上のディスクドライブまたはテープドライブから成り、
ＲＡＭ１３３０が全ての作業用データを保持するのに十分大きくない場合、データの不揮
発性保存用に、またはオーバーフローデータ記憶デバイスとして使用される場合がある。
二次記憶装置１３５０は、プログラムが実行用に選択される時、ＲＡＭ１３３０へロード
されるプログラムを記憶するために使用されてもよい。
【００７２】
　Ｉ／Ｏデバイス１３６０は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、タッチスクリーンディスプ
レイ、キーボード、キーパッド、スイッチ、ダイヤル、マウス、トラックボール、音声認
識装置、カードリーダ、紙テープ読取機、プリンタ、ビデオモニタ他の公知の入出力デバ
イスを含んでもよい。また、送受信機１３２５は、ネットワーク接続デバイス１３２０の
構成要素である代わりに、またはそれに加えて、Ｉ／Ｏデバイス１３６０の構成要素であ
ると見なされる場合がある。
【００７３】
　実施形態では、中継ノードがアクセスノードからの伝送を逃すことを防止する方法が提
供される。方法は、１０ミリ秒周期性がマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネ
ットワーク（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＭＢＳＦＮ））サブフレームに使用されるときに、アクセスノー
ドから中継ノードへのアップリンク許可と、アクセスノードから中継ノードへの肯定応答
／否定応答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）との間の時間を１０ミリ秒に等しく設定する
ステップを含む。方法はさらに、４０ミリ秒周期性がＭＢＳＦＮサブフレームに使用され
るときに、データパケットが逃されるとアップリンク再伝送のための非同期許可を中継ノ
ードに送信するアクセスノードと、中継ノードがアップリンク再伝送のための許可を受信
すると、逃したデータパケットを再伝送する中継ノードとを含む。
【００７４】
　別の実施形態では、無線電気通信システムにおけるアクセスノードが提供される。アク
セスノードは、１０ミリ秒周期性がマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネット
ワーク（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＭＢＳＦＮ））サブフレームに使用されるときに、アクセスノードか
ら中継ノードへのアップリンク許可と、アクセスノードから中継ノードへの肯定応答／否
定応答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）との間の時間を１０ミリ秒に等しく設定するよう
に構成される、プロセッサを含む。プロセッサはさらに、４０ミリ秒周期性がＭＢＳＦＮ
サブフレームに使用されるときに、データパケットが逃されるとアップリンク再伝送のた
めの許可を中継ノードに送信するように構成される。
【００７５】
　別の実施形態では、無線電気通信システムにおける中継ノードが提供される。中継ノー
ドは、１０ミリ秒周期性がマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（
Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ（ＭＢＳＦＮ））サブフレームに使用される場合に、アクセスノードから肯定応
答／否定応答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を受信するように構成されるプロセッサを
含む。アクセスノードから中継ノードへのアップリンク許可と、アクセスノードから中継
ノードへのＡＣＫ／ＮＡＣＫとの間の時間は、１０ミリ秒に等しく設定される。プロセッ
サはさらに、４０ミリ秒周期性がＭＢＳＦＮサブフレームに使用されるときに、データパ
ケットが逃されるとアップリンク再伝送のための非同期許可を前記アクセスノードから受
信するように構成される。プロセッサはさらに、中継ノードがアップリンク再伝送のため
の許可を受信すると、逃したデータパケットを再伝送するように構成される。
【００７６】
　別の実施形態では、中継ノードがアクセスノードからの伝送を逃すことを防止するため
の方法が提供される。方法は、中継ノードからのアップリンク伝送の少なくとも４ミリ秒
後である、第１の利用可能なマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク
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（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ（ＭＢＳＦＮ））サブフレームにおいて、肯定応答／否定応答メッセージ（Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ）を中継ノードに送信する、アクセスノードを含む。
【００７７】
　別の実施形態では、無線電気通信システムにおけるアクセスノードが提供される。アク
セスノードは、中継ノードからのアップリンク伝送の少なくとも４ミリ秒後である、第１
の利用可能なマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（Ｍｕｌｔｉｃ
ａｓｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（Ｍ
ＢＳＦＮ））サブフレームにおいて、肯定応答／否定応答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ
）を中継ノードに送信するように構成される、プロセッサを含む。
【００７８】
　別の実施形態では、無線電気通信システムにおける中継ノードが提供される。中継ノー
ドは、中継ノードからのアップリンク伝送の少なくとも４ミリ秒後である、第１の利用可
能なマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ／
Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＭＢＳＦＮ
）サブフレームにおいて、アクセスノードから肯定応答／否定応答メッセージ（ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ）を受信するように構成されるプロセッサを含む。
【００７９】
　別の実施形態では、中継ノードがアクセスノードからの伝送を逃すことを防止するため
の方法が提供される。方法は、アクセスノードが中継ノードへのアップリンクリソースを
許可する、あらゆるマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（Ｍｕｌ
ｔｉｃａｓｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ：ＭＢＳＦＮ）サブフレームについて、アクセスノードが肯定応答／否定応答メッセー
ジ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を伝送することができる対応するＭＢＳＦＮサブフレームを、中
継ノードが許可されたリソース上でアクセスノードに送信したアップリンク伝送に対する
中継ノードに割り当てるステップを含む。
【００８０】
　別の実施形態では、無線電気通信システムにおけるアクセスノードが提供される。アク
セスノードは、中継ノードがアクセスノードに送信したアップリンク伝送のために、肯定
応答／否定応答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を中継ノードに伝送するように構成され
るプロセッサを含み、アクセスノードが中継ノードへのアップリンクリソースを許可する
、あらゆるマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（Ｍｕｌｔｉｃａ
ｓｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＭＢ
ＳＦＮ）サブフレームについて、アクセスノードがＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送することがで
きる、対応するＭＢＳＦＮサブフレームが割り当てられている。
【００８１】
　別の実施形態では、無線電気通信システムにおける中継ノードが提供される。中継ノー
ドは、中継ノードがアクセスノードに送信した、アップリンク伝送に対するアクセスノー
ドからの肯定応答／否定応答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を受信するように構成され
るプロセッサを含み、アクセスノードが中継ノードへのアップリンクリソースを許可する
、あらゆるマルチキャスト／ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（Ｍｕｌｔｉｃａ
ｓｔ／Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＭＢ
ＳＦＮ）サブフレームについて、アクセスノードがＡＣＫ／ＮＡＣＫを伝送することがで
きる、対応するＭＢＳＦＮサブフレームが割り当てられている。
【００８２】
　別の実施形態では、中継ノードがユーザエージェント（ＵＡ）からの伝送を逃すことを
防止する方法が提供される。方法は、中継ノードがアクセスノードに伝送している同じサ
ブフレームにおいて、ＵＡがデータパケットを中継ノードに伝送すると、ＵＡに否定応答
メッセージ（ＮＡＣＫ）を送信する中継ノードを含む。
【００８３】
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　別の実施形態では、無線電気通信システムにおける中継ノードが提供される。中継ノー
ドは、中継ノードがアクセスノードに伝送している同じサブフレームにおいて、ユーザエ
ージェント（ＵＡ）がデータパケットを中継ノードに伝送すると、ＵＡに否定応答メッセ
ージ（ＮＡＣＫ）を送信するように構成されるプロセッサを含む。
【００８４】
　別の実施形態では、ユーザエージェント（ＵＡ）が提供される。ＵＡは、中継ノードが
アクセスノードに伝送している同じサブフレームにおいて、ＵＡがデータパケットを中継
ノードに伝送すると、中継ノードから否定応答メッセージ（ＮＡＣＫ）を受信するように
構成されるプロセッサを含む。
【００８５】
　別の実施形態では、中継ノードがユーザエージェント（ＵＡ）からの伝送を逃すことを
防止する方法が提供される。方法は、固定間隔のみで中継ノードからアクセスノードに伝
送するステップを含む。方法は、中継ノードからアクセスノードへの固定された伝送が発
生するサブフレーム中に、ＵＡから中継ノードへの伝送を禁止するステップをさらに含む
。
【００８６】
　別の実施形態では、無線電気通信システムにおける中継ノードが提供される。中継ノー
ドは、固定間隔のみでアクセスノードに伝送するように構成されるプロセッサを含み、ユ
ーザエージェント（ＵＡ）から中継ノードへの伝送は、中継ノードからアクセスノードへ
の固定された伝送が発生するサブフレームにおいては禁止される。
【００８７】
　別の実施形態では、無線電気通信システムにおけるアクセスノードが提供される。アク
セスノードは、中継ノードから伝送を受信するように構成されるプロセッサを含み、伝送
は、固定間隔のみで発生し、ユーザエージェント（ＵＡ）から中継ノードへの伝送は、中
継ノードからアクセスノードへの固定された伝送が発生するサブフレームにおいては禁止
される。
【００８８】
　別の実施形態では、複数の肯定応答／否定応答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を管理
する方法が提供される。方法は、中継ノードがデータ伝送に対する対応するＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫをアクセスノードに伝送する次の機会の前に、アクセスノードがデータの多重伝送を
中継ノードに送信する場合に、複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫを集約し、単一のサブフレームに
集約されたＡＣＫ／ＮＡＣＫをアクセスノードに送信する中継ノードを含む。
【００８９】
　別の実施形態では、無線電気通信システムにおける中継ノードが提供される。中継ノー
ドは、中継ノードがデータ伝送に対する対応する複数の肯定応答／否定応答メッセージ（
ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）をアクセスノードに伝送する次の機会の前に、アクセスノードがデー
タの多重伝送を中継ノードに送信する場合に、複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫを集約するように
構成されるプロセッサを含む。プロセッサは、単一のサブフレームにおいて集約されたＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫをアクセスノードに送信するようにさらに構成される。
【００９０】
　別の実施形態では、無線電気通信システムにおけるアクセスノードが提供される。アク
セスノードは、中継ノードから単一のサブフレームにおいて集約された肯定応答／否定応
答メッセージ（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を受信するように構成されるプロセッサを含み、集約
されたＡＣＫ／ＮＡＣＫは、中継ノードがデータ伝送に対する対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫ
をアクセスノードに伝送する次の機会の前に、アクセスノードがデータの多重伝送を中継
ノードに送信する場合に、複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫから形成される。
【００９１】
　３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　（３ＧＰ
Ｐ）　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　（ＴＳ）　３６．２１２は、
全ての目的で参照することにより本明細書に組み込まれる。
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【００９２】
　本開示においていくつかの実施形態を提供してきたが、開示されたシステムおよび方法
は、本開示の範囲から逸脱することなく、多数の他の特定の形態で具体化されてもよいこ
とを理解されたい。本実施例は、限定的ではなく例示的と見なされ、本明細書で提供され
る詳細に限定されることを意図しない。例えば、種々の要素または構成要素を、別のシス
テムに組み入れるか、または一体化してもよく、あるいは、ある特徴を省略するか、また
は実装しなくてもよい。
【００９３】
　また、離散したものまたは別個のものとして種々の実施形態において説明および例示さ
れる技術、システム、サブシステム、および方法は、本開示の範囲から逸脱することなく
、他のシステム、モジュール、技術、または方法と組み合わせても、または一体化しても
よい。連結もしくは直接連結または相互に通信するように図示または説明される他のアイ
テムは、電気的、機械的、またはその他の方法かどうかにかかわらず、何らかのインター
フェース、デバイス、または中間構成要素を介して、間接的に連結または通信してもよい
。変更、置換、および改変の他の例は、当業者によって解明可能であり、本明細書で開示
される精神および範囲から逸脱することなく行うことができる。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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