
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワーク制御器 (ＲＮＣ :radio network controller)と接続された基地局 (Node
 B)から使用者端末機 (ＵＥ :user equipment)へ伝送したデータを前記使用者端末機が受信
失敗する場合、前記基地局から前記データを複合再伝送方式 (ＨＡＲＱ： hybrid automati
c retransmission request)を用いて再伝送する装置において、
データの伝送時点又は前記データの再伝送時点を決定するスケジューラと、
前記伝送時点で前記使用者端末機へデータを伝送するように制御し、前記使用者端末機か
ら前記データの再伝送要求を感知すると、前記データを再伝送するように制御するととも
に、前記無線ネットワーク制御器から受信した最大待機時間を設定するように制御し、そ
の後、前記最大待機時間を超過した場合、前記再伝送されたデータの受信失敗による二次
再伝送要求を感知すると、前記データの再伝送を禁止するように制御する複合再伝送制御
器とを含むことを特徴とする前記データ再伝送装置。
【請求項２】
　前記最大待機時間は前記データの種類に応じて決定されることを特徴とする請求項１に
記載の前記データ再伝送装置。
【請求項３】
　前記最大待機時間は前記データの優先順位に応じて決定されることを特徴とする請求項
１に記載の前記データ再伝送装置。
【請求項４】
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　前記複合再伝送制御器は前記最大待機時間内で前記二次再伝送要求を感知すると、前記
データを再伝送するように制御することを特徴とする請求項１に記載の前記データ再伝送
装置。
【請求項５】
　前記最大待機時間は前記使用者端末機に予め設定されているデータ再伝送のための最大
待機時間と同じ値を有することを特徴とする請求項１に記載の前記データ再伝送装置。
【請求項６】
　前記複合再伝送制御器は前記最大待機時間に至ると、前記データを廃棄するように制御
することを特徴とする請求項１に記載の前記データ再伝送装置。
【請求項７】
　移動通信システムで複合再伝送方式を用いてデータを再伝送する装置において、
前記データの再伝送のための最大待機時間を決定して基地局へ伝送する無線ネットワーク
制御器と、
前記最大待機時間を受信し、前記データを使用者端末機へ伝送した後、前記使用者端末機
から前記データの再伝送要求を感知すると、前記データを再伝送するとともに、前記最大
待機時間を設定し、その後、前記最大待機時間を超過した場合、前記使用者端末機から前
記再伝送されたデータの異常受信による前記データの二次再伝送要求を感知すると、前記
データの再伝送を禁止する基地局とを含むことを特徴とする前記データ再伝送装置。
【請求項８】
　前記無線ネットワーク制御器は前記データの種類に応じて前記最大待機時間を決定する
ことを特徴とする請求項７に記載の前記データ再伝送装置。
【請求項９】
　前記無線ネットワーク制御器は前記データの優先順位に応じて前記最大待機時間を決定
することを特徴とする請求項７に記載の前記データ再伝送装置。
【請求項１０】
　前記基地局は前記最大待機時間内で前記再伝送要求を感知すると、前記データを再伝送
することを特徴とする請求項７に記載の前記データ再伝送装置。
【請求項１１】
　前記無線ネットワーク制御器は無線リンクセットアップ要求メッセージを用いて前記最
大待機時間を前記基地局へ伝送することを特徴とする請求項７に記載の前記データ再伝送
装置。
【請求項１２】
　前記無線ネットワーク制御器は無線リンク再構成要求メッセージを用いて前記最大待機
時間を前記基地局へ伝送することを特徴とする請求項７に記載の前記データ再伝送装置。
【請求項１３】
　前記無線ネットワーク制御器は無線ベアラーセットアップ要求メッセージを用いて前記
最大待機時間を前記使用者端末機へ伝送することを特徴とする請求項７に記載の前記デー
タ再伝送装置。
【請求項１４】
　前記無線ネットワーク制御器は無線ベアラー再構成要求メッセージを用いて前記最大待
機時間を前記使用者端末機へ伝送することを特徴とする請求項７に記載の前記データ再伝
送装置。
【請求項１５】
　無線ネットワーク制御器と接続された基地局が使用者端末機へ伝送したデータを前記使
用者端末機が受信失敗する場合、前記基地局から前記データを複合再伝送方式を用いて再
伝送する方法において、
前記使用者端末機から前記データの再伝送要求を感知すると、前記無線ネットワーク制御
器から受信した最大待機時間を前記データの再伝送時点に設定するとともに、前記データ
を再伝送する過程と、
前記最大待機時間を超過した場合、前記使用者端末機から前記伝送された再伝送データの
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受信失敗による二次再伝送要求を感知すると、前記データの再伝送を禁止する過程とを含
むことを特徴とする前記データ再伝送方法。
【請求項１６】
　前記最大待機時間は前記データの種類に応じて決定されることを特徴とする請求項１５
に記載の前記データ再伝送方法。
【請求項１７】
　前記最大待機時間は前記データの優先順位に応じて決定されることを特徴とする請求項
１５に記載の前記データ再伝送方法。
【請求項１８】
　前記最大待機時間内で前記二次再伝送要求を感知すると、前記データを再伝送する過程
をさらに含むことを特徴とする請求項１５に記載の前記データ再伝送方法。
【請求項１９】
　前記最大待機時間は前記使用者端末機に予め設定されているデータ再伝送のための最大
待機時間と同じ値を有することを特徴とする請求項１５に記載の前記データ再伝送方法。
【請求項２０】
　前記最大待機時間に至ると、前記データを廃棄する過程をさらに含むことを特徴とする
請求項１５に記載の前記データ再伝送方法。
【請求項２１】
　移動通信システムで複合再伝送方式を用いてデータを再伝送する方法において、
無線ネットワーク制御器がデータの再伝送のための最大待機時間を決定して基地局及び使
用者端末機へ伝送する過程と、
前記基地局は前記最大待機時間を受信し、前記使用者端末機へ伝送する過程と、
前記使用者端末機は前記最大待機時間を受信し、前記基地局から伝送されたデータを受信
してエラーが存在する場合、前記基地局に前記データの再伝送を要求するとともに、前記
最大待機時間を設定する過程と、
前記基地局は前記使用者端末機から前記データの再伝送要求を感知すると、前記データを
前記使用者端末機へ再伝送するとともに、前記最大待機時間を設定する過程と、
前記使用者端末機は前記最大待機時間内で前記基地局から再伝送されたデータを受信して
エラーが存在する場合、前記データの二次再伝送を要求する過程と、
前記最大待機時間を超過した場合、前記基地局は前記使用者端末機から前記データの二次
再伝送要求を感知すると、前記データの再伝送を禁止する過程とを含むことを特徴とする
前記データ再伝送方法。
【請求項２２】
　前記無線ネットワーク制御器は前記データの種類に応じて前記最大待機時間を決定する
ことを特徴とする請求項２１に記載の前記データ再伝送方法。
【請求項２３】
　前記無線ネットワーク制御器は前記データの優先順位に応じて前記最大待機時間を決定
することを特徴とする請求項２１に記載の前記データ再伝送方法。
【請求項２４】
　前記基地局は前記最大待機時間内で前記二次再伝送要求を感知すると、前記データを再
伝送する過程をさらに含むことを特徴とする請求項２１に記載の前記データ再伝送方法。
【請求項２５】
　移動通信システムで複合再伝送方式を用いてデータを再伝送する装置において、
前記データの再伝送のための最大待機時間を決定して基地局及び使用者端末機へ伝送する
無線ネットワーク制御器と、
前記最大待機時間を受信し、前記データを使用者端末機へ伝送した後、前記使用者端末機
から前記データの再伝送要求を感知すると、前記データを再伝送するとともに、前記最大
待機時間を設定し、その後、前記最大待機時間を超過した場合、前記使用者端末機から前
記再伝送されたデータの異常受信による前記データの二次再伝送要求を感知すると、前記
データの再伝送を禁止する基地局と、
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前記最大待機時間を受信し、前記基地局から受信したデータにエラーが存在する場合、前
記基地局へ前記データに対する再伝送要求を伝送するとともに、前記最大待機時間を設定
し、前記再伝送要求による前記データの受信を前記最大待機時間の間のみ待機する前記使
用者端末機とを含むことを特徴とする前記データ再伝送装置。
【請求項２６】
　前記無線ネットワーク制御器は前記データの種類に応じて前記最大待機時間を決定する
ことを特徴とする請求項２５に記載の前記データ再伝送装置。
【請求項２７】
　前記無線ネットワーク制御器は前記データの優先順位に応じて前記最大待機時間を決定
することを特徴とする請求項２５に記載の前記データ再伝送装置。
【請求項２８】
　前記基地局は前記最大待機時間内で前記二次再伝送要求を感知すると、前記データを再
伝送することを特徴とする請求項２５に前記データ再伝送装置。
【請求項２９】
　移動通信システムで複合再伝送方式を用いてデータを再伝送する方法において、
前記データの再伝送のための最大待機時間を決定する過程と、
前記決定された最大待機時間を基地局及び使用者端末機へ伝送して前記基地局及び前記使
用者端末機が前記最大待機時間を前記データの再伝送に適用するように制御する過程とを
含むことを特徴とする前記データ再伝送方法。
【請求項３０】
　前記最大待機時間は無線リンクセットアップ要求メッセージを通じて前記基地局へ伝送
されることを特徴とする請求項２９に記載の前記データ再伝送方法。
【請求項３１】
　前記最大待機時間は無線リンク再構成要求メッセージを通じて前記基地局へ伝送される
ことを特徴とする請求項２９に記載の前記データ再伝送方法。
【請求項３２】
　前記最大待機時間は無線ベアラーセットアップ要求メッセージを通じて前記使用者端末
機へ伝送されることを特徴とする請求項２９に記載の前記データ再伝送方法。
【請求項３３】
　前記最大待機時間は無線ベアラー再構成要求メッセージを通じて前記使用者端末機へ伝
送されることを特徴とする請求項２９に記載の前記データ再伝送方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は高速順方向パケット接続方式を使用する移動通信システムに係り、特に、エラー
の発生したパケットデータを再伝送する装置及び方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図１は一般的な移動通信システムの構造を概略的に示した図である。前記移動通信システ
ムはＵＭＴＳ (Universal Mobile Terrestrial System)移動通信システムであって、コア
ネットワーク (ＣＮ :Core Network、以下、“ＣＮ”という )１００、複数の無線ネットワ
ークサブシステム (ＲＮＳ :Radio Network Subsystem、以下、“ＲＮＳ”という )１１０，
１２０及び使用者端末機 (ＵＥ :User Equipment、以下、“ＵＥ”という )１３０で構成さ
れる。前記ＲＮＳ１１０，１２０は無線ネットワーク制御器 (ＲＮＣ :Radio Network Cont
roller、以下、“ＲＮＣ”という )及び複数の基地局 (Node B)で構成される。例えば、前
記ＲＮＳ１１０は前記ＲＮＣ１１１、基地局１１３，１１５からなり、前記ＲＮＳ１２０
は前記ＲＮＣ１１２、基地局１１４，１１６からなる。前記ＲＮＣはその動作に応じて Se
rving ＲＮＣ (以下、“ＳＲＮＣ”と称する )又は Drift ＲＮＣ (以下、“ＤＲＮＣ”と称
する )又は Controlling ＲＮＣ (以下、“ＣＲＮＣ”と称する )に分類される。前記ＳＲＮ
Ｃは各ＵＥの情報を管理し、前記ＣＮ１００とのデータ伝送を制御するＲＮＣであり、前
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記ＤＲＮＣはＵＥのデータが前記ＳＲＮＣでない他のＲＮＣを通じて送受信される場合、
前記他のＲＮＣとなる。前記ＣＲＮＣは基地局の各々を制御するＲＮＣである。図１にお
いて、前記ＵＥ１３０の情報をＲＮＣ１１１が管理していると、前記ＲＮＣ１１１は前記
ＵＥ１３０に対するＳＲＮＣとして動作し、前記ＵＥ１３０が移動してＵＥ１３０のデー
タが前記ＲＮＣ１１２を通じて送受信されると、前記ＲＮＣ１１２は前記ＵＥ１３０に対
するＤＲＮＣとなり、前記ＵＥ１３０と通信している基地局１１３を制御するＲＮＣ１１
１は前記基地局１１３のＣＲＮＣとなる。
【０００３】
図１を参照してＵＭＴＳ移動通信システムの概略的な構造を説明した。次に、高速順方向
パケット接続 (ＨＳＤＰＡ :High Speed Downlink Packet Access、以下、“ＨＳＤＰＡ”
と称する )方式を使用する移動通信システムについて説明する。
【０００４】
一般に、前記ＨＳＤＰＡ方式はＵＭＴＳ通信システムで順方向高速パケットデータ伝送を
支援するための順方向データチャンネルである高速順方向共通チャンネル (ＨＳ -ＤＳＣＨ
:High Speed-Downlink Shared Channel、以下、“ＨＳ -ＤＳＣＨ”と称する )とこれに関
連する制御チャンネルを含むデータ伝送方式を総称する。前記ＨＳＤＰＡ方式を支援する
ために適応的変調及びコーディング (ＡＭＣ :Adaptive Modulation and Coding、以下、“
ＡＭＣ”と称する )方式と複合再伝送 (ＨＡＲＱ :Hybrid Automatic Retransmission Reque
st、以下、“ＨＡＲＱ”と称する )方式が提案された。一般に前記ＨＳＤＰＡ方式を使用
する移動通信システムで一つのＵＥに割当て可能な直交可変拡散係数 (ＯＶＳＦ :Orthogon
al Variable Spreading Factor、以下、“ＯＶＳＦ”と称する )コードの最大個数は１５
であり、前記変調方式としてはチャンネルの状況に応じてＱＰＳＫ (Quadrature Phase Sh
ift Keying)、１６ＱＡＭ (Quadrature Amplitude Modulation)及び６４ＱＡＭが適応的に
選択される。下記の説明では説明の便宜上、前記ＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システム
を“ＨＳＤＰＡ通信システム”と称する。さらに、エラーの発生したデータに対して、Ｕ
Ｅと基地局との間で再伝送が行われ、再伝送されたデータをソフトコンバイニング (soft 
combining)することにより、全体的な通信効率を向上させる。すなわち、前記エラーの発
生したデータに対して再伝送されたデータをソフトコンバイニングする方式が前記ＨＡＲ
Ｑ方式であり、その一例としてチャンネル停止 -待機混和自動再伝送方式 (n-channel ＳＡ
Ｗ  ＨＡＲＱ :n-channel Stop And Wait HARQ、以下、“ n-channel ＳＡＷ  ＨＡＲＱ”と
称する )について説明する。
【０００５】
通常的な再伝送 (ＡＲＱ :Automatic Retransmission Request、以下、“ＡＲＱ”と称する
)方式では、ＵＥとＲＮＣとの間で認知 (Acknowledgement、以下、“ＡＣＫ”と称する )信
号と再伝送パケットデータとの交換が行われた。しかし、前記ＨＡＲＱ方式は前記ＡＲＱ
方式の伝送効率を高めるために、次の二種の方案を新たに適用した。その第一の方案はＵ
Ｅと基地局との間での再伝送要求及び応答を行うことであり、第二の方案はエラーの発生
したデータを一時的に貯蔵した後、該当データの再伝送データと結合して伝送することで
ある。さらに、前記ＨＳＤＰＡ方式では、前記ＵＥと基地局の媒体接続制御 (ＭＡＣ :Medi
a Access Control、以下、“ＭＡＣ”と称する )ＨＳ -ＤＳＣＨとの間でＡＣＫ信号と再伝
送パケットデータとが交換される。また、前記ＨＳＤＰＡ方式ではｎ個の論理的なチャン
ネルを構成してＡＣＫ信号を受けない状態で多数のパケットデータを伝送できる前記 n-ch
annel ＳＡＷ  ＨＡＲＱ方式を導入した。前記ＳＡＷ  ＡＲＱ方式の場合、以前のパケット
データに対するＡＣＫ信号を受信しなければ、次のパケットデータを伝送することができ
ない。
【０００６】
したがって、以前のパケットデータに対するＡＣＫ信号を受信した後、次のパケットデー
タを伝送するため、前記ＳＡＷ  ＡＲＱ方式はパケットデータの現在伝送が可能なのにも
かかわらず、ＡＣＫ信号を待機すべき場合が発生するという短所を有する。前記 n-channe
l ＳＡＷ  ＨＡＲＱ方式では前記以前のパケットデータに対するＡＣＫ信号を受けない状
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態で多数のパケットデータを連続的に伝送してチャンネルの使用効率を高める。すなわち
、ＵＥと基地局との間にｎ個の論理的なチャンネルを設定し、特定時間又はチャンネル番
号で前記ｎ個のチャンネルの各々を識別できると、パケットデータを受信する前記ＵＥは
任意の時点で受信したパケットデータがどのチャンネルを通じて伝送されたパケットデー
タであるかをわかることができ、受信順序でパケットデータを再構成するか、該当パケッ
トデータをソフトコンバイニングするなど、必要な動作を行える。
【０００７】
より詳しくは、前記 n-channel ＳＡＷ  ＨＡＲＱ方式はＳＡＷ  ＡＲＱ方式に比べてその効
率を増大させるために、次のような二種の方式を導入した。その第一の方式は受信側でエ
ラーの発生したデータを一時的に貯蔵した後、該当データの再伝送分とソフトコンバイニ
ングしてエラー発生確率を低める方式である。ここで、前記ソフトコンバイニング方式に
はチェースコンバイニング (ＣＣ :Chase Combining、以下、“ＣＣ”と称する )方式と重複
分増加 (ＩＲ :Incremental Redundancy、  以下、“ＩＲ”と称する )方式の二種の方式が存
在する。まず、前記ＣＣ方式では送信側が最初伝送と再伝送に同じフォーマットを使用す
る。最初伝送時にｍ個のシンボルが一つのコーディングブロックを通じて伝送されると、
再伝送時にも同じｍ個のシンボルが一つのコーディングブロックを通じて伝送される。こ
こで、前記コーディングブロックは一つの伝送時区間 (ＴＴＩ :Transmission Time Interv
al、以下、“ＴＴＩ”と称する )で伝送される使用者データを示す。すなわち、最初伝送
と再伝送に同じコーディングレート (coding rate)が適用されてデータが伝送される。し
たがって、受信側は最初に伝送されたコーディングブロックと再伝送されたコーディング
ブロックとを結合し、前記結合されたコーディングブロックを用いてＣＲＣ (Cyclic Redu
ndancy Check)演算を行ってそのエラー発生可否を確認する。
【０００８】
次に、前記ＩＲ方式では最初伝送と再伝送に相異なるフォーマットを使用する。例えば、
ｎビットの使用者データがチャンネルコーディングを通じてｍ個のシンボルに生成される
と、送信側は最初伝送時に前記ｍ個のシンボルのうち、一部のシンボルのみを伝送し、再
伝送時に順次で残余シンボルを伝送する。すなわち、最初伝送と再伝送のコーディングレ
ートを相違にしてデータを伝送する。したがって、受信側は最初に伝送されたコーディン
グブロックの残余部分に再伝送されたコーディングブロックを付加してコーディングレー
トの高いコーディングブロックを構成した後、エラー訂正を行う。前記ＩＲ方式では前記
最初伝送と各々の再伝送分はＲＶ (Redundancy Version、以下、“ＲＶ”と称する )に区分
される。例えば、最初伝送がＲＶ１、次の再伝送がＲＶ２、その次の再伝送がＲＶ３に区
分される。受信側は前記ＲＶ情報を用いて最初に伝送されたコーディングブロックと再伝
送されたコーディングブロックを正常的に結合することができる。
【０００９】
前記 n-channel ＳＡＷ  ＨＡＲＱ方式が前記ＳＡＷ  ＡＲＱ方式の効率を高めるために導入
した第二の方式は次の通りである。前記ＳＡＷ  ＡＲＱ方式では以前のパケットのＡＣＫ
信号を受けなければ、パケットを伝送できないが、前記 n-channel ＳＡＷ  ＨＡＲＱ方式
ではＡＣＫ信号を受けない状態で多数のパケットを連続的に伝送して無線リンクの使用効
率を高める。前記 n-channel ＳＡＷ  ＨＡＲＱ方式ではＵＥと基地局との間にｎ個の論理
的なチャンネルを設定し、明示的なチャンネル番号でそのチャンネルを識別すると、受信
側であるＵＥは任意の時点で受信したパケットがどのチャンネルに属するパケットである
かをわかることができ、受信順序でパケットを再構成するか、該当パケットをソフトコン
バイニングするなど、必要な動作を行える。前記 n-channel ＳＡＷ  ＨＡＲＱ方式を図１
を参照して具体的に説明する。任意のＵＥ１３０と任意の基地局１１５との間に４ -chann
el ＳＡＷ  ＨＡＲＱ方式を適用し、各チャンネルには１から４までの論理的識別子が与え
られると仮定する。さらに、前記ＵＥ１３０と基地局１１５の物理階層には各チャンネル
に対応するＨＡＲＱプロセッサ (以下、“プロセッサ”と称する )を備える。前記基地局１
１５は最初に伝送するコーディングブロックにチャンネル識別子“１”を付加して前記Ｕ
Ｅ１３０へ伝送する。該当コーディングブロックにエラーが発生すると、前記ＵＥ１３０
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はチャンネル識別子を通じてチャンネル１に対応するＨＡＲＱプロセッサ１へコーディン
グブロックを伝送し、チャンネル１に対する否定的認知 (以下、“ＮＡＣＫ (Negative ACK
)”と称する )信号を前記基地局１１５へ伝送する。前記基地局１１５はチャンネル１のコ
ーディングブロックに対するＡＣＫ信号の到着可否にかかわらず、後続くコーディングブ
ロックをチャンネル２を通じて伝送できる。仮に、後続くコーディングブロックにもエラ
ーが発生すると、前記ＵＥ１３０はそのコーディングブロックも対応するＨＡＲＱプロセ
ッサへ伝送する。
【００１０】
前記基地局１１５はチャンネル１のコーディングブロックに対するＮＡＣＫ信号を前記Ｕ
Ｅ１３０から受信すると、チャンネル１へ該当コーディングブロックを再伝送し、前記Ｕ
Ｅ１３０はそのコーディングブロックのチャンネル識別子を通じてＨＡＲＱプロセッサ１
へ前記コーディングブロックを伝える。ＨＡＲＱプロセッサ１は以前に貯蔵したコーディ
ングブロックと再伝送されたコーディングブロックとをソフトコンバイニングする。この
ように n-channel ＳＡＷ  ＨＡＲＱ方式はチャンネル識別子とＨＡＲＱプロセッサを一対
一対応させる方式であって、ＡＣＫ信号が受信されるまで使用者データの伝送を遅延させ
ず、最初に伝送されたコーディングブロックと再伝送されたコーディングブロックを適宜
に対応させうる。
【００１１】
かかるＨＳＤＰＡ方式を使用する移動通信システムではパケットデータの再伝送において
、ＵＥがエラーの発生したパケットデータに対して基地局に再伝送を要求する。この際、
ＵＥは前記再伝送を要求した時点から前記再伝送のために予め設定された時間をＴ１タイ
マーを駆動させて待機する。したがって、前記設定時間内で前記基地局から再伝送を要求
したパケットデータに対する再伝送分が到着する場合、再び前記Ｔ１タイマーをリセット
する。これとは異なり、前記設定時間内で前記基地局から再伝送を要求したパケットデー
タに対する再伝送分が到着しない場合、前記ＵＥは前記ＴＩタイマーをリセットし、リオ
ーダーリングバッファ (Reordering buffer)に受信されているデータを廃棄させる。しか
し、前記基地局は前記ＴＩタイマーが待機する設定時間値を把握していないため、前記設
定時間経過後にも前記再伝送要求パケットデータに対する再伝送を行う。この場合、前記
再伝送分が前記ＵＥで正常的に受信されるとしても廃棄されるため、不必要なパケットデ
ータの再伝送が発生し、これによるシステム伝送資源の浪費が発生するという問題点があ
る。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
したがって、本発明の目的は、移動通信システムでパケットデータ再伝送待機時間に相応
してパケットデータを再伝送する装置及び方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、移動通信システムで不必要なパケットデータの再伝送を防止するパ
ケットデータ再伝送装置及び方法を提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するための本発明は、移動通信システムで複合再伝送方式を用いてデータ
を再伝送する装置において、前記データの再伝送のための最大待機時間を決定して基地局
及び使用者端末機へ伝送する無線ネットワーク制御器と、前記最大待機時間を受信し、前
記データを使用者端末機へ伝送した後、前記使用者端末機から前記データの再伝送要求を
感知すると、前記データを再伝送するとともに、前記最大待機時間を設定し、その後、前
記最大待機時間を超過した場合、前記使用者端末機から前記再伝送されたデータの異常受
信による前記データの二次再伝送要求を感知すると、前記データの再伝送を禁止する基地
局と、前記最大待機時間を受信し、前記基地局から受信したデータにエラーが存在する場
合、前記基地局へ前記データに対する再伝送要求を伝送するとともに、前記最大待機時間
を設定し、前記再伝送要求による前記データの受信を前記最大待機時間の間のみ待機する
前記使用者端末機とを含むことを特徴とする。
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【００１４】
さらに、前記目的を達成するための本発明は、移動通信システムで複合再伝送方式を用い
てデータを再伝送する方法において、無線ネットワーク制御器がデータの再伝送のための
最大待機時間を決定して基地局及び使用者端末機へ伝送する過程と、前記基地局は前記最
大待機時間を受信し、前記使用者端末機へデータを伝送する過程と、前記使用者端末機は
前記最大待機時間を受信し、前記基地局から伝送されたデータを受信してエラーが存在す
る場合、前記基地局に前記データの再伝送を要求するとともに、前記最大待機時間を設定
する過程と、前記基地局は前記使用者端末機から前記データの再伝送要求を感知すると、
前記データを前記使用者端末機へ再伝送するとともに、前記最大待機時間を設定する過程
と、前記使用者端末機は前記最大待機時間内で前記基地局から再伝送されたデータを受信
してエラーが存在する場合、前記データの二次再伝送を要求する過程と、前記最大待機時
間を超過した場合、前記基地局は前記使用者端末機から前記データの二次再伝送要求を感
知すると、前記データの再伝送を禁止する過程とを含むことを特徴とする。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適な実施例を添付図面に参照して詳細に説明する。下記の説明において
、本発明の要旨のみを明確にする目的で、関連した公知機能又は構成に関する具体的な説
明は省略する。
【００１６】
図２は高速順方向パケット接続 (ＨＳＤＰＡ )方式を使用する移動通信システムのパケット
データ再伝送を概略的に示した図である。図２を参照すれば、基地局 (Node B)２１０は高
速順方向物理共通チャンネル (ＨＳ -ＰＤＳＣＨ :High Speed-Physical Downlink Shared C
hannel、以下、“ＨＳ -ＰＤＳＣＨ”と称する )を通じて使用者端末機 (ＵＥ )２２０へパケ
ットデータを伝える。図２には前記基地局２１０が前記ＵＥ２２０へ第１乃至第９パケッ
トデータを伝送する場合を示した。図２に示したように、基地局２１０はＨＳ -ＰＤＳＣ
Ｈを通じてＵＥ２２０へパケットデータを送信し、前記ＵＥ２２０は前記基地局２１０か
ら受信されるパケットデータに対する認知 (ＡＣＫ )信号又は否定的認知 (ＮＡＣＫ )信号を
逆方向 (ＵＬ :Uplink)専用物理制御チャンネル (ＤＰＣＣＨ :Dedicated Physical Control 
Channel、  以下、“ＤＰＣＣＨ”と称する )を通じて前記基地局２１０へ送信する。前記
基地局２１０は前記第１乃至第９パケットデータの各々に伝送シーケンス番号 (ＴＳＮ :tr
ansmission sequence number、以下、“ＴＳＮ”と称する )を割当て、前記ＵＥ２２０は
受信されるパケットデータのＴＳＮを検出してどのパケットデータが受信されるかを識別
する。前記第１乃至第４パケットデータは、例えば、第１チャンネルを通じて複合再伝送
方式 (ＨＡＲＱ )を用いて処理されているパケットデータであり、前記第５乃至第９パケッ
トデータは第２チャンネルを通じてＨＡＲＱ方式を用いて処理されているパケットデータ
である。より詳しく説明すると、前記第１乃至第４パケットデータは同じバッファで処理
されているパケットデータであり、前記第５乃至第９パケットデータは他のバッファで処
理されているパケットデータである。このように前記基地局２１０は第１パケットデータ
から前記ＵＥ２２０へパケットデータを順次に伝送する。前記ＵＥ２２０は前記基地局２
１０から受信されるパケットデータに対してＣＲＣ検査を行って該当受信パケットデータ
が正常的に受信されるかを検査する。その検査結果、受信パケットデータが正常的に受信
される場合、前記ＵＥ２２０は該当パケットデータの正常受信を示すＡＣＫ信号を基地局
へ伝送し、受信パケットデータが正常的に受信されない場合、該当パケットデータの異常
受信を示すＮＡＣＫ信号を基地局２１０へ伝送する。すなわち、図２に示したように、基
地局２１０が第１パケットデータをＵＥ２２０へ送信すると (参照符号２０１ )、前記ＵＥ
２２０は前記第１パケットデータを受信してＣＲＣ検査を行う。その結果、前記第１パケ
ットデータが正常的に受信されない場合、前記ＵＥ２２０はＮＡＣＫ信号を前記基地局２
１０へ伝送する (参照符号２０２ )。その後、前記基地局２１０は前記ＵＥ２２０が伝送し
たＮＡＣＫ信号を受信して前記第１パケットデータを前記ＵＥ２２０へ再伝送する (参照
符号２０４ )。この際、前記基地局２１０はＵＥ２２０が異常受信パケットに対する情報
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を提供しなくても、ＮＡＣＫ信号の受信時点に基づいて自分が伝送したパケットのうち、
どのパケットが異常受信されたかをわかる。したがって、参照符号２０４で説明したよう
に、前記第１パケットデータを再伝送することができる。これとは反対に、前記基地局２
１０が第５パケットデータをＵＥ２２０へ送信した場合（参照符号２０５）、前記第５パ
ケットデータが正常的に受信されたため、前記ＵＥ２２０は基地局２１０へＡＣＫ信号を
伝送する (参照符号２０３ )。
【００１７】
しかし、前記基地局２１０から受信されたパケットデータが正常的に受信されない場合、
前記ＵＥ２２０は物理階層でＣＲＣ検査を通じてＮＡＣＫ信号を前記基地局２１０へ伝送
する。前記ＵＥ２２０は高速媒体接続制御 (ＭＡＣ -hs:Media Access Control-high speed
、以下、“ＭＡＣ -hs”と称する )階層で前記異常受信パケットの次のパケットを受信する
まではＵＥ２２０の自分が備えているタイマーを駆動しない。これを詳細に説明すると、
基地局２１０から同じバッファで伝送された第１パケットデータの異常受信と第２パケッ
トデータの正常受信がＭＡＣ -hs階層で感知されると、ＵＥ２２０は前記第１パケットデ
ータに対する異常受信を認知してＵＥ２２０の自分が備えているタイマーを駆動させて所
定の設定待機時間の間に前記異常受信パケットデータに対する再伝送を待機する。前記Ｕ
Ｅ２２０は自分が備えているタイマーを駆動させ、正常受信パケットに対してはリオーダ
ーリングバッファにバッファリングし、異常受信パケットに対する再伝送を待機する。
【００１８】
上述したように、前記ＵＥ２２０は基地局２１０の同じリオーダーリングバッファから受
信されるパケットは同じリオーダーリングバッファに、他のリオーダーリングバッファか
ら受信されるパケットは他のリオーダーリングバッファに割当てる。ここで、前記ＵＥ２
２０は前記リオーダーリングバッファを割当てる度ごとに、前記リオーダーリングバッフ
ァ別にＴ１タイマーを割当て、前記Ｔ１タイマーが設定されている設定待機時間を待機完
了すると、前記ＵＥ２２０は前記リオーダーリングバッファにバッファリングされている
パケットデータを上位階層へ伝える。例えば、ＴＳＮ＃１に該当するパケットデータが受
信されない状態でＴＳＮ＃２のパケットデータが受信される場合、前記ＵＥ２２０はリオ
ーダーリングバッファを割当てて前記ＴＳＮ＃２のパケットデータをバッファリングする
とともに、前記リオーダーリングバッファにＴ１タイマーを割当てて駆動を開始する。前
記Ｔ１タイマーが前記Ｔ１タイマーに設定されている設定待機時間を待機完了するまで前
記ＴＳＮ＃１のパケットデータが受信されない場合、前記ＵＥ２２０は前記ＴＳＮ＃２と
その後に順次に到着するすべてのパケットデータを上位階層へ伝える。このように前記リ
オーダーリングバッファにバッファリングされているパケットデータのすべてが上位階層
へ伝えられると、前記Ｔ１タイマはリセットされる。これとは反対に、前記Ｔ１タイマー
が前記設定待機時間を完了するまえに前記ＴＳＮ＃１に該当するパケットデータの再伝送
分が受信される場合、前記ＵＥ２２０は前記再伝送されたＴＳＮ＃１のパケットデータ、
前記ＴＳＮ＃２のパケットデータ及びその後に順次に到着するすべてのパケットデータを
上位階層へ伝え、前記Ｔ１タイマーはリセットされる。このように正常的に受信できない
パケットデータが発生する場合、連続的にこのようなバッファリング及び待機動作が反復
される。
【００１９】
ところが、前記Ｔ１タイマーが設定待機時間を待機する間に前記ＴＳＮ＃１のパケットデ
ータの以後に受信されたパケットデータのうち、ＴＳＮ＃４のパケットデータが正常的に
受信されない場合、前記ＵＥ２２０は以前に前記ＴＳＮ＃１のパケットデータに割当てら
れたＴ１タイマーを続けて駆動させ、前記設定待機時間内で前記ＴＳＮ＃１のパケットデ
ータが到達すると、ＴＳＮ＃４のパケットデータの再伝送待機のためにＴ１タイマーをリ
セットして再び前記設定待機時間を待機する。これとは反対に、以前に前記ＴＳＮ＃１の
パケットデータに割当てられたＴ１タイマーを続けて駆動させ、前記設定待機時間内で前
記ＴＳＮ＃１のパケットデータが到達しないと、前記ＵＥ２２０はその時点まで到着した
前記ＴＳＮ＃２、ＴＳＮ＃３のパケットデータをそのまま上位階層へ伝送し、前記ＴＳＮ
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＃４のパケットデータに対してはＴ１タイマーを再び駆動させる。一方、前記Ｔ１タイマ
ーの待機時間を示すＴ１値は前記基地局２１０がＵＥ２２０に知らせることもできる。し
かし、前記Ｔ１値を基地局２１０が識別できない場合、上述したように、ＵＥ２２０が該
当パケットデータ、すなわち、ＴＳＮ＃１のパケットデータに対するすべての処理過程の
終了にもかかわらず、前記基地局２１０は前記ＴＳＮ＃１のパケットデータを前記ＵＥ２
２０へ連続的に送信する場合が発生する。しかし、前記Ｔ１値の最大時間以後に前記ＵＥ
２２０に到達するＴＳＮ＃１のパケットデータは正常的に受信されるとしても、前記ＵＥ
２２０には不必要なパケットデータとなる。したがって、前記ＵＥ２２０は前記ＴＳＮ＃
１のパケットデータを廃棄する。すなわち、前記Ｔ１値の経過後に基地局２１０が前記Ｔ
ＳＮ＃１のパケットデータを再伝送することは無意味になるという問題点がある。
【００２０】
図３は本発明の実施例における機能を行うための基地局側のＭＡＣ -hs階層制御器の構造
を示した図である。図３を参照すれば、ＭＡＣ -hs階層制御器３３０はＨＡＲＱ制御器 /優
先順位キュー制御器 (HARQ controller/Priority queue controller、以下、“ＨＰＣ”と
称する )３４０、スケジューラ /優先順位処理器 (Scheduler/Priority Handler、以下、“
ＳＰＨ”と称する )３５０及び構成制御器 (ＣＣ :Configuration Controller、以下、“Ｃ
Ｃ”と称する )３６０で構成される。ここで、前記ＨＰＣ３４０とＳＰＨ３５０はＵＥが
任意のパケットデータに対してエラーが発生した場合、再伝送を待機するＵＥ側のＴ１タ
イマーの設定待機時間値Ｔ１を有する基地局側のＴ１タイマー (図示せず )を備える。前記
ＨＰＣ３４０はＵＥが伝送する第２専用物理チャンネル (Secondary DPCH、以下、“ Secon
dary ＤＰＣＨ”と称する )を通じて前記基地局が送信した任意のチャンネル信号に対する
ＡＣＫ /ＮＡＣＫ信号を受信すると (参照符号３０１ )、ＨＡＲＱ再伝送バッファ (図示せず
)にバッファリングされているコーディングブロックの除去を命令する。すなわち、前記
ＨＰＣ３４０は任意のチャンネルｘに対するＡＣＫ信号を受信すると、前記チャンネルｘ
に割当てられているＨＡＲＱ再伝送バッファにバッファリングされているコーディングブ
ロックの除去を命令する (参照符号３１６ )。これとは反対に、前記チャンネルｘに対する
ＮＡＣＫ信号を受信すると、前記ＨＰＣ３４０は前記チャンネルｘを通じて伝送されたパ
ケットデータに対する再伝送の必要性をＳＰＨ３５０に通告する (参照符号３１４ )。前記
チャンネルｘを通じて伝送されたパケットデータに対する再伝送の必要性によって、上述
したように、ＵＥ側で前記チャンネルｘを通じて伝送されたパケットデータにエラーが発
生する場合に待機する設定時間Ｔ１値を有するＴ１タイマーの駆動を開始する。ここで、
前記Ｔ１タイマーは０から待機可能な最大値である設定待機時間値Ｔ１まで伝送時区間 (
ＴＴＩ :Transmission Time Interval、以下、“ＴＴＩ”と称する )の単位で増加する。も
ちろん、前記Ｔ１タイマーは時間の単位で増加することもできるが、本発明ではＴＴＩの
単位で増加する場合を例示する。
【００２１】
さらに、前記ＨＰＣ３４０はＳＰＨ３５０から他のパケットデータの伝送に影響を及ぼさ
ない時点で前記エラーの発生したパケットデータ、すなわち、使用者データの再伝送命令
を受信すると (参照符号３１５ )、前記ＨＡＲＱ再伝送バッファ又は優先順位キューに該当
するパケットデータの再伝送命令を伝える (参照符号３１６，３１７ )。同時に、前記ＨＰ
Ｃ３４０は前記再伝送パケットデータを処理するＨＡＲＱチャンネル番号情報、ＲＶ情報
及び新規データ指示子 (ＮＤＩ :New Data Indicator、以下、“ＮＤＩ”と称する )情報を
高速共通制御チャンネル (ＨＳ -ＳＣＣＨ :High Speed-Shared Control Channel、以下、“
ＨＳ -ＳＣＣＨ”と称する )送信機 (図示せず )へ伝える (参照符号３１８ )。ここで、前記Ｒ
Ｖ情報は再伝送されるパケットデータが何番目の再伝送パケットデータであるかを示すた
めの情報である。例えば、最初伝送がＲＶ１、再伝送がＲＶ２、その次の再伝送がＲＶ３
などに区分される。受信側は前記ＲＶ情報を用いて最初伝送分と再伝送分を正確に結合す
ることができる。さらに、前記ＮＤＩ情報は現在伝送されるパケットデータが新たなパケ
ットデータ又は再伝送されるパケットデータであるかを示す情報である。例えば、前記Ｎ
ＤＩ情報が０である場合は新たなパケットデータの伝送を示し、前記ＮＤＩ情報が１であ
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る場合は再伝送されるパケットデータの伝送を示す。
【００２２】
一方、前記ＳＰＨ３５０は前記 secondary ＤＰＣＨを通じて伝送されるチャンネル品質報
告 (ＣＱＲ :Channel Quality Report、以下、“ＣＱＲ”と称する )を受信し (ステップ３０
２ )、前記優先順位キューからバッファ状態を受信し (参照符号３０３ )、  前記ＨＰＣ３４
０から該当パケットデータに対する再伝送可否を受信して次のＴＴＩでＨＳ -ＰＤＳＣＨ
を通じてパケットデータを伝送する優先順位キューを決定する。さらに、前記ＳＰＨ３５
０は前記ＨＳ -ＰＤＳＣＨの伝送時に適用する変調方式 (ＭＳ :Modulation scheme、以下、
“ＭＳ”と称する )情報、ＨＳ -ＰＤＳＣＨチャンネル化コード情報 (以下、“ code info”
と称する )及び前記ＨＳ -ＰＤＳＣＨを通じて伝送するパケットデータの量、すなわち、ト
ランスポートブロックサイズ (ＴＢＳ :Transport Block Size、以下、“ＴＢＳ”と称する
)情報のような制御情報を決定する。前記決定したＭＳ情報、ＴＢＳ情報、 code info及び
前記ＭＳ情報、ＴＢＳ情報及び code infoが伝送されるＨＳ -ＳＣＣＨを示すＨＳ -ＳＣＣ
Ｈの論理的識別子、すなわち、ＨＳ -ＳＣＣＨ  ＩＤを前記ＨＳ -ＳＣＣＨ送信機へ伝える (
参照符号３０８，３０９，３１０，３２０ )。前記ＨＳ -ＳＣＣＨ送信機は前記ＨＳ -ＳＣ
ＣＨ  ＩＤを有するＨＳ -ＳＣＣＨを通じて前記ＭＳ情報、ＴＢＳ情報及び code infoを送
信して該当ＵＥが受信するように制御する。さらに、前記ＳＰＨ３５０はパケットデータ
を伝送する優先順位キュー又はＨＡＲＱ再伝送バッファの識別子とＴＢＳ情報を前記ＨＰ
Ｃ３４０へ伝える (参照符号３１５ )。前記ＴＢＳ情報は６ビット情報であるＴＢＳインデ
ックスなどで表現されうるが、本発明ではその詳細な説明を省略する。
【００２３】
次に、前記ＣＣ３６０はＮＢＡＰ (Node B Application Part、以下、“ＮＢＡＰ”と称す
る )階層から構成情報を受信して (参照符号３１２ )ＭＡＣ -hs階層と物理階層を構成する。
ここで、前記構成情報とはＨＡＲＱプロセスの設定、ＨＡＲＱ再伝送バッファの割当て及
び優先順位キュー構成などに必要な情報と前記ＨＳ -ＳＣＣＨ送信のために必要な制御情
報をいう。前記ＣＣ３６０は前記ＨＳ -ＳＣＣＨ送信関連制御情報と前記制御情報が伝送
されるＨＳ -ＳＣＣＨ  ＩＤを前記ＮＢＡＰ階層及びＨＳ -ＳＣＣＨ送信機へ伝える (参照符
号３１９、３１１ )。さらに、前記ＣＣ３６０は前記ＮＢＡＰ階層から入力される前記構
成情報のうち、ＵＥ識別子をＨＳ -ＳＣＣＨ送信機へ伝送し (参照符号３１１ )、前記ＮＢ
ＡＰ階層から入力される前記構成情報のうち、前記ＵＥが受信可能なＨＳ -ＰＤＳＣＨ用
の直交可変拡散係数 (ＯＶＳＦ :Orthogonal Variable Spreading Factor、以下、“ＯＶＳ
Ｆ”と称する )コードの個数情報を前記ＳＰＨ３５０へ伝える (参照符号３１３ )。
【００２４】
特に、本発明はパケットデータの再伝送のためのスケジューリングをＵＥ側のＴ１タイマ
ーとともに基地局に新たに一つのタイマーを設定して前記ＵＥから受信する任意のパケッ
トデータの正常受信可否に応じて駆動されるように制御することにより、効率的なパケッ
トデータの伝送を可能にする。ここで、前記基地局に具現されるタイマーも前記Ｔ１タイ
マーが待機する設定待機時間値Ｔ１と同じ設定待機時間を待機する。したがって、前記Ｓ
ＰＨ３５０及びＨＰＣ３４０は任意の再伝送パケットデータに対して前記新たなＴ１タイ
マーを駆動した後、前記設定待機時間値Ｔ１に至ると、前記任意の再伝送パケットデータ
に対する再伝送動作を中止して不必要なパケットデータの再伝送動作を取り除く。以下、
説明の便宜上、前記設定待機時間値Ｔ１を待機するＴ１カウンターのうち、ＵＥに備えら
れているＴ１カウンターを“ＵＥ側のＴ１カウンター”と称し、基地局に備えられている
Ｔ１カウンターを“基地局側のＴ１カウンター”と称する。
【００２５】
ここで、前記Ｔ１タイマーのパケットデータ再伝送待機によるパケットデータ再伝送過程
を図４を参照して説明する。図４は本発明の実施例によるパケットデータ再伝送過程を概
略的に示した信号流れ図である。図４を参照すれば、無線ネットワーク制御器 (ＲＮＣ :Ra
dio Network Controller、以下、“ＲＣＮ”と称する )４３０は基地局４２０へ無線リン
クセットアップ要求メッセージ又は無線リンク再構成要求メッセージのようなＮＢＡＰメ
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ッセージを通じて基地局側のＴ１カウンターがパケットデータ再伝送のために待機する最
大待機時間値である“Ｔ１ _max”を伝送する (ステップ４０１ )。ここで、前記無線リンク
セットアップ要求メッセージ又は無線リンク再構成要求メッセージにはパケットデータを
伝送する無線リンク、例えば、ＨＳ -ＰＤＳＣＨに適用される code info情報及びスクラン
ブルコード (scrambling code)情報などが含まれている。前記ＲＮＣ４３０はＵＥ４１０
に一つのリオーダーリングバッファが生成される場合は前記一つのリオーダーリングバッ
ファに割当てられる最大待機時間値Ｔ１ _maxのみ基地局４２０へ伝送するが、前記ＵＥ４
１０に多数のリオーダーリングバッファが生成される場合は前記多数のリオーダーリング
バッファに割当てられるＴ１ _maxのすべてを前記基地局４２０へ伝送すべきである。すな
わち、前記最大待機時間値Ｔ１ _maxはリオーダーリングバッファ別に伝送され、前記最大
待機時間値Ｔ１ _maxは前記ＲＮＣ４３０により決定されて前記基地局４２０へ伝送される
。
【００２６】
ここで、前記ＲＮＣ４２０がリオーダーリングバッファに応じて前記最大待機時間値Ｔ１
_maxを決定する過程を説明すると、次の通りである。
【００２７】
まず、前記ＲＮＣ４３０はリオーダーリングバッファに応じてＴ１タイマー待機時間の最
大待機時間値Ｔ１ _maxを決定するとき、前記リオーダーリングバッファの各々にバッファ
リングされるパケットデータの種類に応じて決定する。すなわち、前記リオーダーリング
バッファにバッファリングされるパケットデータの種類が高速伝送を要求する場合、前記
ＲＮＣ４３０は前記最大待機時間値Ｔ１ _maxを比較的小さい値を有するように決定する。
これとは反対に、前記リオーダーリングバッファにバッファリングされるパケットデータ
の種類が高速伝送よりは正確な伝送を要求する場合、前記ＲＮＣ４３０は前記最大待機時
間値Ｔ１ _maxを比較的大きい値を有するように決定する。例えば、パケットデータの種類
１が interactiveデータであり、パケットデータの種類２が backgroundデータである場合
、前記ＲＮＣ４３０は前記 interactiveデータがバッファリングされるリオーダーリング
バッファの最大待機時間値Ｔ１ _maxを前記 backgroundデータがバッファリングされるリオ
ーダーリングバッファの最大待機時間値Ｔ１ _maxより大きく設定する。ここで、ＵＭＴＳ
トラフィッククラス (traffic class)は Conversational class、 Streaming class、 Intera
ctive class及び background classに分類される。前記 Conversational classは動映像の
ような実時間大容量高速データに割当てられるクラスであり、 Streaming classはＶＯＤ (
video on demand)のようなデータに割当てられるクラスであり、 Interactive classはＷ
ＥＢサービスのようなデータに割当てられるクラスであり、 background classは最下位の
クラスとしてＵＭＴＳトラフィッククラスのうち、最も優先順位が低い。すなわち、前記
interactiveデータサービスを受信しようとするＵＥが前記 backgroundデータサービスよ
り即刻的な情報を得るためである。
【００２８】
さらに、上述した一例では伝送するパケットデータの種類に応じて前記ＲＮＣ４３０が最
大待機時間値Ｔ１ _maxを決定する場合を説明したが、パケットデータの種類のみならず、
パケットデータの優先順位に応じて最大待機時間値Ｔ１ _maxを決定することもできる。す
なわち、前記リオーダーリングバッファにバッファリングされるパケットデータの優先順
位が比較的高い優先順位を有する場合、前記ＲＮＣ４３０は前記最大待機時間値Ｔ１ _max
を比較的小さい値を有するように決定する。これとは反対に、前記リオーダーリングバッ
ファにバッファリングされるパケットデータの優先順位が比較的低い優先順位を有する場
合、前記ＲＮＣ４３０は前記最大待機時間値Ｔ１ _maxを比較的大きい値を有するように決
定する。このように優先順位が低くなるほど、前記最大待機時間値Ｔ１ _maxを比較的大き
い値を有するように決定することは、優先順位の低いパケットデータの場合、前記最大待
機時間値Ｔ１ _maxを比較的小さい値を有するように決定すると、優先順位の高い他のパケ
ットデータの伝送により再伝送時点が遅延されるからである。この場合、ＵＥ側はＴ１タ
イマーの待機時間内でエラーの発生したパケットデータに対する再伝送分が到着せず、前
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記待機時間以後に再伝送分が到着するため、前記待機時間以後に到着した再伝送分を廃棄
する。さらに、再伝送の優先順位が最初伝送の優先順位にかかわらず、比較的高い優先順
位に再調整される場合、前記最大待機時間値Ｔ１ _maxは最初伝送の優先順位にかかわらず
、決定される。また、前記最大待機時間値Ｔ１ _maxは前記ＵＭＴＳトラフィッククラス当
たり許容された最大遅延時間値Ｔ０より小さい値に決定されるべきである。ここで、前記
最大遅延時間値Ｔ０は前記ＵＭＴＳトラフィッククラス当たり予め決定されている値をい
い、特定のトラフィッククラスでデータ伝送遅延を待機できる最大時間値を示す。したが
って、前記最大待機時間値Ｔ１ _maxは各トラフィッククラスの適宜なサービス品質を維持
するように前記最大遅延時間値Ｔ０より小さい値に決定されるべきである。例えば、リオ
ーダーリングバッファにバッファリングされるパケットデータが前記 Streaming classに
該当するデータである場合、前記ＲＮＣ４３０は最大待機時間値Ｔ１ _maxを前記 Streamin
g classに設定されている最大遅延値Ｔ０より小さい値に決定する。
【００２９】
さらに、前記最大待機時間値Ｔ１ _maxは無線リンクセットアップ要求メッセージ又は無線
リンク再構成要求メッセージを通じて伝えられる多数の情報のうち、ＨＳ -ＤＳＣＨ周波
数分割多重 (ＦＤＤ :Frequency Division Duplex、以下、“ＦＤＤ”と称する )情報に含ま
れて伝送されるが、下記の表１にＨＳ -ＤＳＣＨ  ＦＤＤ情報の構造を示した。
【表１】
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【００３０】
表１に示したように、既存のＨＳ -ＤＳＣＨ  ＦＤＤ情報に前記最大待機時間値Ｔ１ _maxを
さらに含ませる。
【００３１】
ここで、前記ＨＳ -ＤＳＣＨ  ＦＤＤ情報を説明すると次の通りである。まず、前記ＨＳ -
ＤＳＣＨ  ＦＤＤ情報は３種のＨＳ -ＤＳＣＨ  ＭＡＣ階層で専用チャンネルを管理するた
めの情報を含む。前記３種の情報は (１ )ＨＳ -ＤＳＣＨ  ＭＡＣ -d(dedicated)流れ情報 (Ｈ
Ｓ -ＤＳＣＨ  ＭＡＣ -d Flow Specific Information)、 (２ )ＵＥ性能情報 (ＵＥ  Capabilit
ies information)及び (３ )ＨＡＲＱ関連メモリ割当て情報 (HARQ memory partitioning)を
含む。前記最大待機時間値Ｔ１ _maxは前記ＨＳ -ＤＳＣＨ  ＭＡＣ -d流れ情報のうち、優先
順位キュー情報 (Priority Queue Information)に含まれる。さらに、前記ＨＳ -ＤＳＣＨ  
ＦＤＤ情報のレンジ (range)バウンド情報は下記の表２に示した通りである。
【表２】
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【００３２】
このように前記無線リンクセットアップ要求メッセージ又は無線リンク再構成要求メッセ
ージを受信した前記基地局４２０は前記無線リンクセットアップ要求メッセージ又は無線
リンク再構成要求メッセージに含まれている前記最大待機時間値Ｔ１ _maxを検出して前記
基地局４２０が備えているリオーダーリングバッファに応じて前記最大待機時間値Ｔ１ _m
axを設定した後、前記ＲＮＣ４３０へ前記無線リンクセットアップ要求メッセージ又は無
線リンク再構成要求メッセージに対する応答メッセージである無線リンクセットアップ応
答メッセージ又は無線リンク再構成応答メッセージを送信する (ステップ４０２ )。その後
、前記基地局４２０はＵＥから受信されるＮＡＣＫ信号による再伝送時にリオーダーリン
グバッファの待機時間を前記受信した最大待機時間値Ｔ１ _maxで管理する。すなわち、前
記基地局４２０は前記無線リンクセットアップ要求メッセージ又は無線リンク再構成要求
メッセージに含まれている情報を用いてＭＡＣ -hs階層と物理階層などを構成する。すな
わち、前記基地局４２０はＨＡＲＱプロセスの設定、ＨＡＲＱ再伝送バッファの割当て及
び優先順位キューの構成などのような動作を行う。
【００３３】
前記基地局４２０から前記無線リンクセットアップ応答メッセージ又は無線リンク再構成
応答メッセージを受信したＲＮＣ４３０はＵＥ４１０へ無線資源制御 (ＲＲＣ :Radio Reso
urce Control、以下、“ＲＲＣ”と称する )メッセージのうち、任意の一つのＲＲＣメッ
セージ、例えば、無線ベアラーセットアップ要求メッセージ又は無線ベアラー再構成要求
メッセージを用いて前記決定した最大時間値Ｔ１ _maxを伝送する (ステップ４０３ )。ここ
で、前記最大時間値Ｔ１ _maxは表１で説明したように、Ｔ１ _max情報を通じて伝送される
。前記ＵＥ４１０は前記ＲＲＣメッセージを受信し、前記ＲＲＣメッセージに含まれてい
る最大待機時間値Ｔ１ _maxを検出して前記ＵＥ４１０が備えているリオーダーリングバッ
ファの待機時間を前記最大待機時間値Ｔ１ _maxで管理する。その後、前記ＵＥ４１０は前
記ＲＮＣ４３０へ前記無線ベアラーセットアップ要求メッセージ又は無線ベアラー再構成
要求メッセージに対する応答メッセージ、すなわち、無線ベアラーセットアップ応答メッ
セージ又は無線ベアラー再構成応答メッセージを伝送する (ステップ４０４ )。このように
前記基地局４２０とＵＥ４１０との無線リンク及び無線ベアラーセットアップ又は再構成
が完了されると、前記基地局４２０とＵＥ４１０との通信が始まる。したがって、前記基
地局４２０は前記ＵＥ４１０からエラーの発生したパケットデータに対するＮＡＣＫ信号
が受信されると、ＨＡＲＱ動作を通じて前記エラーの発生したパケットデータに対する再
伝送を行う。ここで、前記再伝送は前記最大待機時間値Ｔ１ _maxの間のみ行われて不必要
な再伝送を取り除く。
【００３４】
次に、基地局４２０のパケットデータ再伝送動作を図５を参照して説明する。図５は本発
明の実施例による基地局のＨＡＲＱ動作過程を示した順序図である。本発明の実施例によ
る基地局４２０のＨＡＲＱ動作は二種の方法に分けられるが、まず、その第１の方法につ
いて説明する。
【００３５】
図５を参照すれば、ステップ５１１で基地局４２０はＴＳＮが任意の一連番号 (ＳＮ :Seri
al Number、以下、“ＳＮ”と称する )を有するパケットデータをＵＥ４１０へ送信した後
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、ステップ５１３へ進行する。ここで、前記ＳＮについて説明すると次の通りである。ま
ず、上位階層から伝えられた使用者データを無線リンク制御 (ＲＬＣ :Radio Link Control
、以下、“ＲＬＣ”と称する )階層からＭＡＣ階層へ伝えるとき、前記使用者データの量
が前記ＲＬＣ階層とＭＡＣ階層との間の伝送単位であるプロトコルデータユニット (ＰＤ
Ｕ :Protocol Data Unit、以下、“ＰＤＵ”と称する )を超過する場合、前記ＲＬＣ階層は
前記使用者データを前記ＰＤＵの単位で分割する。その後、前記使用者データは多数のＰ
ＤＵに分割されるが、前記多数のＰＤＵの一連順序を示すものがＳＮである。したがって
、前記ＲＬＣ階層は前記分割されたＰＤＵの各々に該当ＳＮを有するヘッダーを含ませて
ＲＬＣ -ＰＤＵを生成する。さらに、前記基地局４２０は前記ＳＮを有するパケットデー
タ、すなわち、ＲＬＣ -ＰＤＵを前記ＵＥ４１０へ送信するとともに、前記パケットデー
タをリオーダーリングバッファにバッファリングする。ステップ５１３で前記基地局４２
０は前記ＳＮを有するパケットデータに対するＵＥ４１０の応答信号、すなわち、ＡＣＫ
信号又はＮＡＣＫ信号の受信を待機して前記ＵＥ４１０から応答信号が受信されると、ス
テップ５１５へ進行する。ステップ５１５で前記基地局４２０は前記ＵＥ４１０から受信
された前記ＳＮを有するパケットデータに対する応答信号がＮＡＣＫ信号であるかを検査
する。その検査結果、前記受信された応答信号がＮＡＣＫ信号でない場合、すなわち、Ａ
ＣＫ信号の場合、前記基地局４２０は前記ＳＮを有するパケットデータがＵＥ４１０で正
常的に受信されたと判断し、ステップ５１７へ進行する。ステップ５１７で前記基地局４
２０は前記Ｔ１タイマーをリセットした後、ステップ５１９へ進行する。
【００３６】
一方、ステップ５１５での検査結果、前記ＵＥ４１０から受信された応答信号がＮＡＣＫ
信号である場合、前記基地局４２０はステップ５２１へ進行する。ステップ５２１で前記
基地局４２０は前記ＳＮを有するパケットデータをＵＥ４１０が正常受信に失敗したため
、再び前記ＳＮを有するパケットデータの再伝送を判断して前記リオーダーリングバッフ
ァにバッファリングされている前記ＳＮを有するパケットデータを前記ＵＥ４１０へ再伝
送した後、ステップ５２３へ進行する。ステップ５２３で前記基地局４２０は前記基地局
側のＴ１タイマーの駆動を開始した後、ステップ５２５へ進行する。ここで、前記基地局
４２０は基地局制御器４３０から受信された最大待機時間値Ｔ１ _maxを適用して前記パケ
ットデータ再伝送のための基地局側のＴ１タイマーの駆動を開始する。その後、前記基地
局４２０はステップ５２５で再び前記ＳＮを有する再伝送されたパケットデータに対する
応答信号を前記ＵＥ４１０から受信待機し、ステップ５２７へ進行する。ステップ５２７
で前記基地局４２０は現在基地局側のＴ１タイマーの待機時間が前記最大待機時間値Ｔ１
_maxより小さいかを検査する。その検査結果、現在基地局側のＴ１タイマーの待機時間が
前記最大待機時間値Ｔ１ _maxより小さくない場合、すなわち、現在基地局側のＴ１タイマ
ーの待機時間が前記最大待機時間値Ｔ１ _maxより大きい場合、前記基地局４２０はステッ
プ５１９へ進行する。
【００３７】
ステップ５１９で前記基地局４２０は前記基地局側のＴ１タイマーの待機時間が既に前記
最大待機時間値Ｔ１ _maxに到達したため、前記リオーダーリングバッファにバッファリン
グされている前記ＳＮを有するパケットデータを廃棄させ、前記ＳＮ値を次のＳＮ値、す
なわち、１が増加した値にアップデートした後、ステップ５２９へ進行する (ＳＮ＝ＳＮ
＋１ )。ステップ５２９で前記基地局４２０は前記１が増加したＳＮ値と同じＴＳＮを有
するパケットデータを前記ＵＥ４１０へ送信してから終了する。ここで、前記基地局４２
０は前記新たなパケットデータを伝送するため、新たなデータを示す情報を前記ヘッダー
に含ませ、前記以前のＳＮ値を有するパケットデータがそれ以上伝送されないことを知ら
せる。一方、ステップ５２７での検査結果、前記基地局側のＴ１タイマーの待機時間が最
大待機時間値Ｔ１ _maxより小さい場合、前記基地局４２０はステップ５３１へ進行する。
ステップ５３１で前記基地局４２０は前記ＵＥ４１０が無応答状態であるかを検査する。
その検査結果、前記ＵＥ４１０が無応答状態である場合、前記基地局４２０はステップ５
３３へ進行して前記基地局側のＴ１タイマーが待機した時間値を１増加させた値に設定し

10

20

30

40

50

(16) JP 3908693 B2 2007.4.25



た後、ステップ５２５へ戻る。さらに、ステップ５３１での検査結果、前記ＵＥ４１０が
無応答状態でない場合、前記基地局４２０はステップ５１５へ戻ってＵＥ４１０から前記
再伝送されたパケットデータに対する応答信号を受信して該当動作を行う。
【００３８】
ここで、前記基地局側のＴ１タイマーが前記最大待機時間値Ｔ１ _maxを待機するまえに前
記再伝送されたパケットデータに対してＡＣＫ信号が受信されるか、又は他のパケットデ
ータに対してＮＡＣＫ信号が受信されると、前記基地局４２０は前記基地局側のＴ１タイ
マーの再駆動を開始する。
【００３９】
次に、第２の方法による基地局４２０のＨＡＲＱ動作を説明する。
前記基地局４２０はＮＡＣＫ信号の受信後に次のＡＣＫ信号を受信する場合、Ｔ１タイマ
ーの駆動を開始する。前記基地局４２０は一つのリオーダーリングバッファで順次にＴＳ
Ｎを割当てて該当パケットデータをＵＥ４１０へ伝送し、ＴＳＮに対してＮＡＣＫ信号の
受信後に次のＴＳＮを有するパケットデータに対して１番目のＡＣＫ信号が受信された場
合、基地局側のＴ１タイマーの駆動を開始する。前記基地局側のＴ１タイマーが前記最大
待機時間値Ｔ１ _maxに到達する前に前記ＡＣＫ信号を受信したパケットデータより小さい
ＴＳＮを有するパケットデータに対するＮＡＣＫ信号を受信したすべてのパケットデータ
に対する再伝送を行い、すべてのデータに対してＡＣＫ信号を受信する場合、前記基地局
側のＴ１タイマーの駆動を終了する。前記基地局側のＴ１タイマーの駆動開始後に前記基
地局側のＴ１タイマーの駆動終了前に前記ＡＣＫ信号を受信したデータより小さいＴＳＮ
を有するＮＡＣＫ信号を受信したすべてのパケットデータに対してＡＣＫ信号が受信され
る場合と、前記該当リオーダーリングバッファに他のパケットデータがＮＡＣＫ信号を受
信してＡＣＫ信号を待機し、前記ＮＡＣＫ信号を受信したデータの以後にＡＣＫ信号を受
信したデータが存在する場合、前記Ｔ１タイマーの駆動を再開する。
【００４０】
次に、本発明の第２実施例を図６を参照して説明する。本実施例では、二つの連続データ
パケットのうち、第１データパケット Packet＃１に対してＮＡＣＫ信号が受信され、第２
データパケット Packet＃２に対してはＡＣＫ信号が受信されるという仮定下でＴ１タイマ
ーの駆動及び中止方法を説明する。図６を参照すれば、前記第１データパケット Packet＃
１に対してＡＣＫ信号が受信されるかを検査する (ステップ６１０ )。前記第１データパケ
ット Packet＃１に対してＮＡＣＫ信号が受信されると、ＡＣＫ信号が次のデータパケット
Packet＃２に対して受信されるかを検査する (ステップ６２０ )。前記 Packet＃２に対して
ＮＡＣＫ信号が受信されると、 Packet＃２に後続くデータパケットに対してＡＣＫ信号が
受信されるかを検査して該当Ｔ１タイマーを開始させる。しかし、前記 Packet＃２に対し
てＡＣＫ信号が受信されると、Ｔ１タイマーを駆動する (ステップ６３０ )。その後、 Pack
et＃１に対してＮＡＣＫ信号が受信される場合は前記 Packet＃１が正常的に受信されない
ことを示す。この場合、前記 Packet＃１の再伝送を要求する (ステップ６４０ )。その後、
前記再伝送が要求されたパケット Packet＃１に対してＡＣＫ信号が受信されるかを検査す
る (ステップ６５０ )。前記再伝送が要求された Packet＃１に対してＡＣＫ信号が受信され
ると、Ｔ１タイマーを終了する (ステップ６６０ )。しかし、ステップ６５０で前記再伝送
が要求された Packet＃１に対してＮＡＣＫ信号が受信されると、ステップ６３０で駆動さ
れたＴ１タイマーの値がＴ１ _max値を超過するかを検査する (ステップ６７０ )。前記Ｔ１
タイマーの値がＴ１ _max値を超過しなければ、 Packet＃１の再伝送を要求する (ステップ
６４０ )。しかし、前記Ｔ１タイマーの値がＴ１ _max値を超過すると、Ｔ１タイマーは終
了される (ステップ６８０ )。
【００４１】
例えば、基地局４２０がＴＳＮ＃１パケットに対してＮＡＣＫ信号を受信し、次のＴＳＮ
＃２パケットに対してはＡＣＫ信号を受信すると、基地局４２０はＴＳＮ＃２パケットの
ＡＣＫ信号を受信した時点でＴ１タイマーを駆動する。基地局４２０はＴ１タイマーがＴ
１ _maxに至るまでは前記ＴＳＮ＃１パケットに対する再伝送を行い、これに対するＡＣＫ
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信号を待機する。仮に、Ｔ１タイマーがＴ１ _maxの間に前記ＵＥ４１０から前記ＴＳＮ＃
１パケットの正常受信に対するＡＣＫ信号を受信すると、Ｔ１タイマーはリセットされる
。仮に、Ｔ１タイマーの駆動時に前記ＴＳＮ＃１パケットデータの再伝送に対する正常受
信を示すＡＣＫ信号を受信しない状態でＴＳＮ＃３パケットに対してＮＡＣＫ信号を受信
し、ＴＳＮ＃４パケットに対してはＡＣＫ信号を受信すると、Ｔ１タイマーはＴＳＮ＃１
パケットデータの再伝送に対する受信のためにＴ１タイマーを動作させ、Ｔ１タイマーが
Ｔ１ _max時間まで駆動する間に前記ＴＳＮ＃１パケットに対するＡＣＫ信号を受信すると
、前記正常受信に失敗したＴＳＮ＃３パケットデータに対するＴ１タイマーを駆動する。
これとは反対に、前記ＴＳＮ＃１パケットデータに対するＡＣＫ信号受信のために駆動し
たＴ１タイマーがＴ１ _maxまでも前記ＴＳＮ＃１パケットデータの正常受信を示すＡＣＫ
信号を受信しなければ、基地局４２０は前記ＴＳＮ＃１パケットデータを廃棄させ、前記
ＴＳＮ＃３パケットデータが正常的に受信されるまで再伝送を行うためのＴ１タイマーを
駆動させる。これは前記ＵＥと再伝送動作において同期を合わせて動作するため、不必要
なパケットの伝送を防止し、再伝送動作を効率的に行える。さらに、本発明の第１実施例
でのように基地局がＮＡＣＫ信号を受信したとき、Ｔ１タイマーを動作させると、具現が
容易であるという長所もある。その上、前記実施例の両方とも再伝送過程において不必要
なパケットの伝送を防止することができる。図３に示したＨＡＲＱ制御器３４０又はスケ
ジューラ３５０の制御に応じてＴ１タイマーを動作させることもできる。
【００４２】
さらに、上述した第１の方法で説明したように、前記基地局側のＴ１タイマーが最大待機
時間値Ｔ１ _maxを待機完了するか、新たにリセットされる場合は新たなパケットデータを
伝送することを示すため、基地局４２０は新たなデータを示す情報を前記ヘッダーに含ま
せ、前記以前のＳＮ値を有するパケットデータがそれ以上伝送されないことをＵＥ４１０
に知らせる。
【００４３】
【発明の効果】
上述した本発明は、高速順方向パケット接続方式を使用する移動通信システムで基地局と
ＵＥの両方にパケットデータ再伝送のためのタイマー、すなわち、Ｔ１タイマーを同じ待
機時間の間、待機させることにより、不必要なパケットデータの再伝送を取り除く。この
ように不必要なパケットデータの再伝送を取り除くことにより、伝送ロードを低減し、シ
ステムの性能を向上させる。
【００４４】
一方、本発明の詳細な説明では具体的な実施例について説明したが、本発明の範囲を逸脱
しない限り、各種の変形が可能なのは明らかである。したがって、本発明の範囲は前記実
施例に限るものでなく、特許請求の範囲のみならず、この特許請求の範囲と均等なものに
より定められるべきである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　一般的な移動通信システムの構造を概略的に示した図である。
【図２】　高速順方向パケット接続方式を使用する移動通信システムのパケットデータ再
伝送を概略的に示した図である。
【図３】　本発明の実施例における機能を行うための基地局側の高速媒体接続制御階層制
御器の構造を示した図である。
【図４】　本発明の実施例によるパケットデータ再伝送過程を概略的に示した信号流れ図
である。
【図５】　本発明の実施例による基地局のＨＡＲＱ動作過程を示した順序図である。
【図６】　本発明の第２実施例による基地局のＨＡＲＱ動作過程を示した順序図である。
【符号の説明】
１００……コアネットワーク
１１１，１１２……無線ネットワーク制御器
１１３，１１４，１１５，１１６……基地局
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１３０……使用者端末機

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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