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(57)【要約】
　本発明は、無線通信システムにおける非同期式ハイブ
リッド自動再送要求プロセスアイデンティティーを転送
するための方法及び装置を提供するためのものである。
本発明は、２つの該当する符号語の各々のプロセスアイ
デンティティーの少なくとも２つのセットの間にリンク
方式が構築される。第１プロセスアイデンティティーが
第１符号語の第１プロセスアイデンティティーセットう
ちから選択される場合、第１プロセスアイデンティティ
ー及び構築されたリンク方式により第２プロセスアイデ
ンティティーが誘導されることもできる。最終的に、第
１プロセスアイデンティティーにより表示された第１転
送チャンネルを用いて第１パケットが第１符号語から転
送され、第２プロセスアイデンティティーにより表示さ
れた第２転送チャンネルを用いて第２パケットが第２符
号語から転送される。また、第１プロセスアイデンティ
ティーのみを含む制御メッセージが転送される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワークにおける通信方法であって、
　２つの各々の該当符号語の少なくとも２セットのプロセスアイデンティティーの間にリ
ンク方式を構築するステップと、
　第１符号語の第１セットのプロセスアイデンティティーのうち、第１プロセスアイデン
ティティーを選択するステップと、
　前記第１プロセスアイデンティティー及び前記構築されたリンク方式に従って第２符号
語の第２セットのプロセスアイデンティティーのうち、第２プロセスアイデンティティー
を選択するステップと、
　無線端末を経由して、前記第１プロセスアイデンティティーにより表示された第１転送
チャンネルを用いて前記第１符号語から第１パケットを転送し、前記第２プロセスアイデ
ンティティーにより表示された第２転送チャンネルを用いて前記第２符号語から第２パケ
ットを転送し、前記第１プロセスアイデンティティーを含む制御メッセージを伝送するス
テップを含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第１セットのプロセスアイデンティティーと前記第２セットのプロセスアイデンテ
ィティーとの間のリンク方式は下記の式により構築され、
　ＰＩＤ２＝ＰＩＤ１＋８
　ここで、ＰＩＤ１は前記第１セットのプロセスアイデンティティーでのプロセスアイデ
ンティティーを表し、ＰＩＤ２は前記第２セットのプロセスアイデンティティーでのプロ
セスアイデンティティーを表すことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１セットのプロセスアイデンティティーと前記第２セットのプロセスアイデンテ
ィティーとの間のリンク方式は下記の式により構築され、
　ＰＩＤ２＝１６－ＰＩＤ１
　ここで、ＰＩＤ１は前記第１セットのプロセスアイデンティティーでのプロセスアイデ
ンティティーを表し、ＰＩＤ２は前記第２セットのプロセスアイデンティティーでのプロ
セスアイデンティティーを表すことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記制御メッセージは、前記プロセスアイデンティティーの転送レイヤへのマッピング
を示すレイヤマッピングフィールドに対する符号語を含むことを特徴とする請求項１に記
載の方法。
【請求項５】
　レイヤマッピングフィールド“０”に対する前記符号語は、第１転送レイヤで転送され
る前記第１符号語に前記第１プロセスアイデンティティーがマッピングされ、第２転送レ
イヤで転送される前記第２符号語に前記第２プロセスアイデンティティーがマッピングさ
れることを表し、
　レイヤマッピングフィールド“１”に対する前記符号語は、前記第２転送レイヤで転送
される前記第２符号語に前記第１プロセスアイデンティティーがマッピングされ、前記第
１転送レイヤで転送される前記第１符号語に前記第２プロセスアイデンティティーがマッ
ピングされることを示すことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１パケットと前記第２パケットを異なる周波数サブバンドで転送するステップを
さらに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　無線ネットワークにおける通信方法であって、
　２つの各々の該当符号語の少なくとも２セットのプロセスアイデンティティーフィール
ドと任意のセットのプロセスアイデンティティーフィールドとの間にリンク方式を構築す
るステップと、
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　前記任意のセットのプロセスアイデンティティーフィールドのうち、プロセスアイデン
ティティーフィールドを選択するステップと、
　前記選択されたプロセスアイデンティティーフィールドと前記構築されたリンク方式に
従って、第１符号語の第１セットのプロセスアイデンティティーのうち、第１プロセスア
イデンティティーを選択し、第２符号語の第２セットプロセスアイデンティティーのうち
、第２プロセスアイデンティティーを選択するステップと、
　無線端末を経由して、前記第１プロセスアイデンティティーにより表示された第１転送
チャンネルを用いて前記第１符号語から第１パケットを転送し、前記第２プロセスアイデ
ンティティーにより表示された第２転送チャンネルを用いて前記第２符号語から第２パケ
ットを転送し、前記選択されたプロセスアイデンティティーフィールドを含む制御メッセ
ージを伝送するステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記プロセスアイデンティティーフィールドと前記第１及び第２セットのプロセスアイ
デンティティーとの間での前記リンク方式は、下記の表により構築され、

【表１】

　ここで、ＰＩＤフィールドは任意のプロセスアイデンティティーフィールドを表し、Ｐ
ＩＤ１は前記第１セットのプロセスアイデンティティーを表し、ＰＩＤ２は前記第２セッ
トのプロセスアイデンティティーを表すことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　無線ネットワークにおける通信方法であって、
　任意セットのプロセスアイデンティティーフィールド、任意セットの差動プロセスアイ
デンティティー、及び２つの各該当符号語の少なくとも２セットのプロセスアイデンティ
ティーの間にリンク方式を構築するステップと、
　前記任意セットのプロセスアイデンティティーフィールドのうち、プロセスアイデンテ
ィティーフィールドを選択し、前記任意セットの差動プロセスアイデンティティーのうち
、差動プロセスアイデンティティーを選択するステップと、
　前記選択されたプロセスアイデンティティーフィールド、前記選択された差動プロセス
アイデンティティー、及び前記構築されたリンク方式により、第１符号語の第１セットの
プロセスアイデンティティーのうちの第１プロセスアイデンティティーを選択し、第２符
号語の第２セットのプロセスアイデンティティーのうちの第２プロセスアイデンティティ
ーを選択するステップと、
　無線端末を経由して、前記第１プロセスアイデンティティーにより表示された第１転送
チャンネルを用いて前記第１符号語から第１パケットを転送し、前記第２プロセスアイデ
ンティティーにより表示された第２転送チャンネルを用いて前記第２符号語から第２パケ
ットを転送し、前記選択されたプロセスアイデンティティーフィールド及び前記選択され
た差動プロセスアイデンティティーを含む制御メッセージを伝送するステップを含むこと
を特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記プロセスアイデンティティーフィールド、前記差動プロセスアイデンティティー、
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及び前記第１及び第２セットのプロセスアイデンティティーの間の前記リンク方式は、下
記の表により構築され、
【表２】

　ここで、ＰＩＤフィールドは前記任意のプロセスアイデンティティーフィールドを表し
、ＰＩＤ１は前記第１セットのプロセスアイデンティティーを表し、ＰＩＤ２は前記第２
セットのプロセスアイデンティティーを表し、ＤＰＩＤは前記差動プロセスアイデンティ
ティーを表すことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　無線ネットワークにおける通信方法であって、
　第１符号語の第１セットのプロセスアイデンティティーのうち、第１プロセスアイデン
ティティーを選択するステップと、
　第２符号語の第２セットのプロセスアイデンティティーのうち、第２プロセスアイデン
ティティーを選択するステップと、
　無線端末を経由して、前記第１プロセスアイデンティティーにより表示された第１転送
チャンネルを用いて前記第１符号語から第１パケットを転送し、前記第２プロセスアイデ
ンティティーにより表示された第２転送チャンネルを用いて前記第２符号語から第２パケ
ットを転送するステップと、を含み、
　制御メッセージは、前記第１プロセスアイデンティティー及び前記第２プロセスアイデ
ンティティーを含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　無線ネットワークにおける通信方法であって、
　２つの各々の該当符号語の少なくとも２セットのプロセスアイデンティティーの間にリ
ンク方式を構築するステップと、
　無線端末で、第１パケット、第２パケット、及び前記第１パケットが転送される第１転
送チャンネルを含む第１プロセスアイデンティティーを含む制御メッセージを受信するス
テップと、
　前記第１プロセスアイデンティティー及び前記構築されたリンク方式により第２プロセ
スアイデンティティーを決定するステップと、
　前記無線端末で、前記第１プロセスアイデンティティーに該当する情報を用いて前記第
１パケットをデコーディングし、前記第２プロセスアイデンティティーに該当する情報を
用いて前記第２パケットをデコーディングするステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１３】
　前記第１セットのプロセスアイデンティティー及び前記第２セットのプロセスアイデン
ティティーの間の前記リンク方式は、下記の式により構築され、
　ＰＩＤ２＝ＰＩＤ１＋８
　ここで、ＰＩＤ１は前記第１セットのプロセスアイデンティティーでのプロセスアイデ
ンティティーを表し、ＰＩＤ２は前記第２セットのプロセスアイデンティティーでのプロ
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セスアイデンティティーを表すことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１セットのプロセスアイデンティティー及び前記第２セットのプロセスアイデン
ティティーの間の前記リンク方式は、下記の式により構築され、
　ＰＩＤ２＝１６－ＰＩＤ１
　ここで、ＰＩＤ１は前記第１セットのプロセスアイデンティティーでのプロセスアイデ
ンティティーを表し、ＰＩＤ２は前記第２セットのプロセスアイデンティティーでのプロ
セスアイデンティティーを表すことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　無線ネットワークにおける通信方法であって、
　２つの各々の該当符号語の少なくとも２セットのプロセスアイデンティティーと任意セ
ットのプロセスアイデンティティーフィールドの間にリンク方式を構築するステップと、
　無線端末で、第１パケット、第２パケット、及びプロセスアイデンティティーフィール
ドを含む制御メッセージを受信するステップと、
　前記制御メッセージの前記プロセスアイデンティティーフィールド及び前記構築された
リンク方式により第１プロセスアイデンティティー及び第２プロセスアイデンティティー
を決定するステップと、
　前記無線端末で、前記第１プロセスアイデンティティーに該当する情報を用いて前記第
１パケットをデコーディングし、前記第２プロセスアイデンティティーに該当する情報を
用いて前記第２パケットをデコーディングするステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　前記プロセスアイデンティティーフィールド及び前記第１及び第２セットのプロセスア
イデンティティーの間の前記リンク方式は、下記の表により構築され、
【表３】

　ここで、ＰＩＤフィールドは前記任意プロセスアイデンティティーフィールドを表し、
ＰＩＤ１は前記第１セットのプロセスアイデンティティーを表し、ＰＩＤ２は前記第２セ
ットのプロセスアイデンティティーを表すことを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　無線ネットワークにおける通信方法であって、
　任意セットのプロセスアイデンティティーフィールド、任意セットの差動プロセスアイ
デンティティー、２つの各々の該当符号語の少なくとも２セットのプロセスアイデンティ
ティーの間にリンク方式を構築するステップと、
　無線端末で、第１パケット、第２パケット、及びプロセスアイデンティティーフィール
ド及び差動プロセスアイデンティティーを含む制御メッセージを受信するステップと、
　前記制御メッセージでの前記プロセスアイデンティティーフィールドと前記差動プロセ
スアイデンティティー、及び構築されたリンク方式により第１プロセスアイデンティティ
ー及び第２プロセスアイデンティティーを決定するステップと、
　前記無線端末で、前記第１プロセスアイデンティティーに該当する情報を使用して前記
第１パケットをデコーディングし、前記第２プロセスアイデンティティーに該当する情報
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を使用して前記第２パケットをデコーディングするステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１８】
　前記プロセスアイデンティティーフィールド、前記差動プロセスアイデンティティー、
及び前記第１及び第２セットのプロセスアイデンティティーの間の前記リンク方式は、下
記の表により構築され、
【表４】

　ここで、ＰＩＤフィールドは前記任意プロセスアイデンティティーフィールドを表し、
ＰＩＤ１は前記第１セットのプロセスアイデンティティーを表し、ＰＩＤ２は前記第２セ
ットのプロセスアイデンティティーを表し、ＤＰＩＤは前記差動プロセスアイデンティテ
ィーを表すことを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　無線ネットワークにおける通信方法であって、
　無線端末で、第１パケット、第２パケット、及び前記第１パケットを転送する第１転送
チャンネルを示す第１プロセスアイデンティティーと前記第２パケットが転送される第２
転送チャンネルを示す第２プロセスアイデンティティーとを含む制御メッセージを受信す
るステップと、
　前記無線端末で、前記第１プロセスアイデンティティーに該当する情報を用いて前記第
１パケットをデコーディングし、前記第２プロセスアイデンティティーに該当する情報を
用いて前記第２パケットをデコーディングするステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項２０】
　無線ネットワークにおける無線端末であって、
　２つの各々の該当符号語の少なくとも２セットのプロセスアイデンティティーの間のリ
ンク方式を格納するメモリユニットと、
　前記第１プロセスアイデンティティー及び前記構築されたリンク方式により、第１符号
語の第１セットのプロセスアイデンティティーのうち、第１プロセスアイデンティティー
を選択し、第２符号語の第２セットのプロセスアイデンティティーのうち、第２プロセス
アイデンティティーを選択するプロセスアイデンティティー選択ユニットと、
　前記第１プロセスアイデンティティーにより表示された第１転送チャンネルを用いて前
記第１符号語から第１パケットを転送し、前記第２プロセスアイデンティティーにより表
示された第２転送チャンネルを用いて前記第２符号語から第２パケットを転送し、前記第
１プロセスアイデンティティーを含む制御メッセージを伝送する前端処理ユニットと、を
含むことを特徴とする無線端末。
【請求項２１】
　無線ネットワークにおける無線端末であって、
　任意セットのプロセスアイデンティティーフィールドと２つの各々の該当符号語の少な
くとも２セットのプロセスアイデンティティーの間にリンク方式を格納するメモリユニッ
トと、
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　前記選択されたプロセスアイデンティティーフィールド及び前記構築されたリンク方式
により、前記任意セットのプロセスアイデンティティーフィールドのうち、プロセスアイ
デンティティーフィールドを選択し、第１符号語の第１セットのプロセスアイデンティテ
ィーのうち、第１プロセスアイデンティティーを選択し、第２符号語の第２セットのプロ
セスアイデンティティーのうち、第２プロセスアイデンティティーを選択するプロセスア
イデンティティー選択ユニットと、
　前記第１プロセスアイデンティティーにより表示された第１転送チャンネルを用いて前
記第１符号語から第１パケットを転送し、前記第２プロセスアイデンティティーにより表
示された第２転送チャンネルを用いて前記第２符号語から第２パケットを転送し、前記選
択されたプロセスアイデンティティーフィールドを含む制御メッセージを伝送する前端処
理ユニットと、を含むことを特徴とする無線端末。
【請求項２２】
　無線ネットワークにおける無線端末であって、
　任意セットのプロセスアイデンティティーフィールド、任意セットの差動プロセスアイ
デンティティー、及び２つの各々の該当符号語の少なくとも２セットのプロセスアイデン
ティティーの間のリンク方式を格納するメモリユニットと、
　前記選択されたプロセスアイデンティティーフィールド、前記選択された差動プロセス
アイデンティティー、及び前記構築されたリンク方式により、前記任意セットプロセスア
イデンティティーフィールドのうち、プロセスアイデンティティーフィールドを選択し、
前記任意セットの差動プロセスアイデンティティーのうち、差動プロセスアイデンティテ
ィーを選択し、第１符号語の第１セットのプロセスアイデンティティーのうち、第１プロ
セスアイデンティティーを選択し、第２符号語の第２セットのプロセスアイデンティティ
ーのうち、第２プロセスアイデンティティーを選択するプロセスアイデンティティー選択
ユニットと、
　前記第１プロセスアイデンティティーにより表示された第１転送チャンネルを用いて前
記第１符号語から第１パケットを転送し、前記第２プロセスアイデンティティーにより表
示された第２転送チャンネルを用いて前記第２符号語から第２パケットを転送する前端処
理ユニットと、を含み、
　制御メッセージは、前記選択されたプロセスアイデンティティーフィールド及び前記選
択された差動プロセスアイデンティティーを含むことを特徴とする無線端末。
【請求項２３】
　無線ネットワークでの無線端末であって、
　２つの各々の該当符号語の少なくとも２セットのプロセスアイデンティティーの間のリ
ンク方式を格納するメモリユニットと、
　第１パケット、第２パケット、及び前記第１パケットが転送される第１転送チャンネル
を示す第１プロセスアイデンティティーを含む制御メッセージを受信する少なくとも１つ
のアンテナと、
　前記第１プロセスアイデンティティー及び前記構築されたリンク方式により、第２プロ
セスアイデンティティーを決定するプロセスアイデンティティー決定ユニットと、
　前記第１プロセスアイデンティティーに該当する情報を用いて前記第１パケットをデコ
ーディングし、前記第２プロセスアイデンティティーに該当する情報を用いて前記第２パ
ケットをデコーディングするデコーディングユニットと、を含むことを特徴とする無線端
末。
【請求項２４】
　無線ネットワークにおける無線端末であって、
　任意セットのプロセスアイデンティティーフィールドと２つの各々の該当符号語の少な
くとも２セットのプロセスアイデンティティーの間のリンク方式を格納するメモリユニッ
トと、
　第１パケット、第２パケット、及びプロセスアイデンティティーフィールドを含む制御
メッセージを受信する少なくとも１つのアンテナと、
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　前記制御メッセージでの前記プロセスアイデンティティーフィールド及び前記構築され
たリンク方式により、第１プロセスアイデンティティー及び第２プロセスアイデンティテ
ィーを決定するプロセスアイデンティティー決定ユニットと、
　前記第１プロセスアイデンティティーに該当する情報を用いて前記第１パケットをデコ
ーディングし、前記第２プロセスアイデンティティーに該当する情報を用いて前記第２パ
ケットをデコーディングするデコーディングユニットと、を含むことを特徴とする無線端
末。
【請求項２５】
　無線ネットワークにおける無線端末であって、
　任意セットのプロセスアイデンティティーフィールド、任意セットの差動プロセスアイ
デンティティー、及び２つの各々の該当符号語の少なくとも２セットのプロセスアイデン
ティティーの間のリンク方式を格納するメモリユニットと、
　第１パケット、第２パケット、及びプロセスアイデンティティーフィールド及び差動プ
ロセスアイデンティティーを含む制御メッセージを受信する少なくとも１つのアンテナと
、
　前記制御メッセージでの前記プロセスアイデンティティーフィールドと前記差動プロセ
スアイデンティティー及び前記構築されたリンク方式により、第１プロセスアイデンティ
ティー及び第２プロセスアイデンティティーを決定するプロセスアイデンティティー決定
ユニットと、
　前記第１プロセスアイデンティティーに該当する情報を用いて前記第１パケットをデコ
ーディングし、前記第２プロセスアイデンティティーに該当する情報を用いて前記第２パ
ケットをデコーディングするデコーディングユニットと、を含むことを特徴とする無線端
末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムにおける非同期式ハイブリッド自動再送要求（Automatic 
Repeat request；ＡＲＱ）アイデンティティー（identity）を転送する方法及び装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　データ転送中、特に無線データ通信中には、エラーが必然的に発生して転送データの品
質が減少する。したがって、エラーを訂正するためにこのデータは再転送することになる
。
【０００３】
　自動再送要求（ＡＲＱ）では、データ転送のためのエラー制御方法として、データ通信
の信頼性を獲得するために受信確認（acknowledgment）及びタイムアウト（timeout）を
用いる。受信確認は、データフレームを正確に受信したことを示すために受信機により送
信機に転送されたメッセージである。
【０００４】
　通常、送信機がタイムアウトが発生する前（即ち、データフレームを転送した後、適切
な時間以内）に受信確認を受信しなかった場合、データフレーム内のデータが正確に受信
されるまで、または所定の再転送回数を超えてエラーが持続すれば、送信機はこのフレー
ムを再転送する。
【０００５】
　ハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）は、ＡＲＱエラー制御方法の変形の１つで、特に無線
チャンネル上で通常のＡＲＱ方式より良好な性能を発揮するが、これによって、具現にお
ける複雑性が増加するようになる。ＨＡＲＱバージョンのうちの１つは、ＩＥＥＥ ８０
２．１６ｅ標準に記述されている。
【０００６】
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　ＨＡＲＱプロトコルは、同期式ＨＡＲＱプロトコルと非同期式ＨＡＲＱプロトコルとに
更に細分化できる。同期式ＨＡＲＱプロトコルでは、再転送は固定時間間隔毎に発生する
ようになり、制御情報は第１サブパケット転送と共に転送しさえすればよい。しかしなが
ら、同期式ＨＡＲＱの短所は、再転送のタイミングが予め定まっているので、再転送サブ
パケットが好ましいチャンネル状態にスケジューリングできないということである。また
、再転送時の有力なチャンネル状態に従って、変調、コーディング、及びリソースフォー
マットを再転送時に適合させることができない。
【０００７】
　非同期式ＨＡＲＱプロトコルにおいて、再転送タイミング、コーディング、及びリソー
スフォーマットは、再転送時の有力なチャンネル及びリソース状態に従って適宜になされ
ることができる。しかしながら、制御情報は全てのサブパケットと共に転送される必要が
ある。各サブパケットと共に制御情報を転送することによって、転送タイミング、変調、
コーディング、及び割り当てられたリソースが調節できる。
【０００８】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ＬＴＥ（Long Term Evolution）
システムでは、最大２つの符号語（codeword）が２個、３個、または４個のＭＩＭＯレイ
ヤの転送に使われる。また、ＨＡＲＱプロセスアイデンティティーは、Ｎ－チャンネルＨ
ＡＲＱシステムにおけるチャンネルのＩＤを示すために使われる。例えば、３－ビットプ
ロセスＩＤは８ ＳＡＷチャンネルでの同時動作を可能にする。
【０００９】
　２つのサブパケットの各々がＨＡＲＱ転送方式を用いて二つの各々の該当符号語から転
送される場合、転送ランク（rank）は再転送時に２から１に変更されることもできる。仮
に、２つのサブパケットがランク－２で第１転送時に０（ＰＩＤ＝０）のプロセスＩＤを
用いた場合、単一の符号語のみがランク－１で再転送できる。これは、単一のＰＩＤ下で
の単一のサブパケットがランク－１で再転送できるためである。第２符号語の転送は、そ
の後で始めから開始されなければならない。これは、ランク－２で以前に転送されたサブ
パケットの損失をもたらすようになる。
【００１０】
　 二つの各々の該符号語から２つのサブパケットの各々がＨＡＲＱ転送方式を用いて転
送される場合、転送ランクは再転送時に１から２に変更されることもできる。仮に、第１
サブパケットがプロセスＩＤ ０を利用し、一方、ランク－１で第１転送時に第２サブパ
ケットがプロセスＩＤ １を用いる場合、与えられたサブフレームで単一符号語がランク
－１に転送できるので、２つのサブフレームで２つの符号語がランク－１に転送される。
この２つの符号語が異なるハイブリッドＡＲＱプロセス上で転送されるため、この２つの
符号語に対する再転送はランク－２で実行できることに留意しなければならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、無線通信用の改善された方法及び装置を提供することにある。
【００１２】
　本発明の他の目的は、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロセスアイデンティテ
ィーを効果的に転送するための改善された方法及び装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一態様によれば、２つの該当する符号語の各々のプロセスアイデンティティー
の少なくとも２つのセットの間にリンク方式が構築される。第１プロセスアイデンティテ
ィーが第１符号語の第１プロセスアイデンティティーセットのうちから選択される場合、
第１プロセスアイデンティティー及び構築されたリンク方式により第２プロセスアイデン
ティティーが誘導されることもできる。最終的に、第１プロセスアイデンティティーによ
り表示された第１転送チャンネルを用いて第１パケットが第１符号語から転送され、第２
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プロセスアイデンティティーにより表示された第２転送チャンネルを用いて第２パケット
が第２符号語から転送される。また、第１プロセスアイデンティティーのみを含む制御メ
ッセージが転送される。
【００１４】
　制御メッセージは、符号語の転送レイヤへのマッピングを示すレイヤマッピングフィー
ルドに、符号語を含むこともできる。
【００１５】
　第１パケット及び第２パケットは、異なる周波数サブバンド上で転送されることもでき
る。
【００１６】
　本発明の第２形態によれば、リンク方式は任意セットのプロセスアイデンティティーフ
ィールド、及び２つの該当符号語の各々の少なくとも２セットのプロセスアイデンティテ
ィーの間に構築される。プロセスアイデンティティーフィールドが任意セットのプロセス
アイデンティティーフィールドの間から選択される場合、第１プロセスアイデンティティ
ー及び第２プロセスアイデンティティーは、選択されたプロセスアイデンティティーフィ
ールド及び構築されたリンク方式により誘導される。最後に、第１プロセスアイデンティ
ティーにより表示された第１転送チャンネルを用いて第１パケットが第１符号語から転送
され、第２プロセスアイデンティティーにより表示された第２転送チャンネルを用いて第
２パケットが第２符号語から転送される。また、選択されたプロセスアイデンティティー
フィールドを含む制御メッセージが転送される。
【００１７】
　本発明の更に他の態様によれば、リンク方式が任意セットのプロセスアイデンティティ
ーフィールド、任意セットの差動プロセスアイデンティティー、及び二つの各々の該当符
号語の少なくとも２つのプロセスアイデンティティーの間に構築される。したがって、任
意セットのプロセスアイデンティティーフィールドの間でプロセスアイデンティティーフ
ィールドが選択される場合、及び任意セットの差動プロセスアイデンティティーのうち、
ある差動プロセスアイデンティティーが選択される場合に、第１プロセスアイデンティテ
ィー及び第２プロセスアイデンティティーは、選択されたプロセスアイデンティティーフ
ィールド、選択された差動プロセスアイデンティティー、及び構築されたリンク方式によ
り誘導されることもできる。最後に、第１プロセスアイデンティティーにより表示された
第１転送チャンネルを用いて第１パケットが第１符号語から転送され、第２プロセスアイ
デンティティーにより表示された第２転送チャンネルを用いて第２パケットが第２符号語
から転送される。また、選択されたプロセスアイデンティティーフィールド及び選択され
た差動プロセスアイデンティティーを含む制御メッセージが転送される。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）送受信機チェーンを示す概略図である。
【図２】サブパケットを生成するための方式を示す概略図である。
【図３】無線通信システムにおけるハイブリッドＡＲＱ方式の例を示す概略図である。
【図４】同期式ハイブリッドＡＲＱ方式を示す概略図である。
【図５】非同期式ハイブリッドＡＲＱ方式を示す概略図である。
【図６】多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）送受信機チェーンを示す概略図である。
【図７】単一符号語ＭＩＭＯ方式を示す概略図である。
【図８】多重符号語ＭＩＭＯ方式を示す概略図である。
【図９】３ＧＰＰ ＬＴＥシステムにおける２－レイヤ送信用多重符号語ＭＩＭＯ方式を
示す概略図である。
【図１０】３ＧＰＰ ＬＴＥシステムにおける３－レイヤ送信用多重符号語ＭＩＭＯ方式
を示す概略図である。
【図１１】３ＧＰＰ ＬＴＥシステムにおける４－レイヤ送信用多重符号語ＭＩＭＯ方式
を示す概略図である。
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【図１２】８－チャンネル非同期式ハイブリッドＡＲＱ方式を示す概略図である。
【図１３】２つの符号語からのサブパケットの例を示す概略図である。
【図１４】ランクが再転送時に２から１に変更される場合の、ＨＡＲＱ再転送の例を示す
概略図である。
【図１５】ランクが再転送時に１から２に変更される場合の、ＨＡＲＱ再転送の例を示す
概略図である。
【図１６】本発明の原理に従う第１実施形態であって、ランクが再転送時に２から１に変
更される場合の、ＨＡＲＱ再転送の例を示す概略図である。
【図１７】本発明の原理に従う第２実施形態であって、ランクが再転送時に１から２に変
更される場合の、ＨＡＲＱ再転送の例を示す概略図である。
【図１８】本発明の原理に従う第３実施形態であって、ランクが再転送時に１から２に変
更される場合の、ＨＡＲＱ再転送の例を示す概略図である。
【図１９】本発明の原理に従う他の実施形態であって、ランクが再転送時に１から２に変
更される場合の、ＨＡＲＱ再転送の例を示す概略図である。
【図２０】本発明の原理に従う更に他の実施形態であって、ランクがランク－１及びラン
ク－２の間で変更される場合の、ＨＡＲＱ再転送の例を示す概略図である。
【図２１】本発明の原理に従う更に他の実施形態であって、ＭＩＭＯランクがランク－１
及びランク－２の間で変更される場合の、異なるＭＩＭＯレイヤ及び異なるＯＦＥＤサブ
バンド上でのＨＡＲＱ再転送の例を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　次の詳細な説明及び添付図面を参照して本発明がより完壁に理解され、それに従う多く
の利点が容易に明らかになる。添付図面で同一参照符号は同一または類似の要素を示す。
【００２０】
　図１は、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）送受信機チェーンを示す。ＯＦＤＭ技術を用
いる通信システムにおいて、送信機チェーン１１０で、制御信号またはデータ１１１が変
調器１１２により変調され、直列／並列（Ｓ／Ｐ）変換機１１３により直列から並列に変
換される。逆方向高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）ユニット１１４は、周波数ドメインから
時間ドメインへ信号を転送するために用いられる。循環前置符号（cyclic prefix；ＣＰ
）またはゼロ前置符号（ＺＰ）がＣＰ挿入ユニット１１６により各々のＯＦＤＭシンボル
に付加されて多重経路フェーディングによる衝撃を回避または緩和させる。結果的に、信
号はアンテナ（図示せず）または固定ワイヤーやケーブルのような送信機（Ｔｘ）前端処
理ユニット１１７により転送される。受信機チェーン１２０では、完壁な時間と周波数同
期が獲得されたと仮定して、受信機（Ｒｘ）前端処理ユニット１２１により受信された信
号がＣＰ除去ユニット１２２により処理される。高速フーリエ変換（ＦＦＴ）ユニット１
２４は、以後の処理のために受信された信号を時間ドメインから周波数ドメインに変形す
る。
【００２１】
　ＯＦＤＭシステムにおける全体バンド幅はサブキャリヤと呼ばれる狭帯域周波数単位に
分割される。サブキャリヤの数はシステムで用いられたＦＦＴ／ＩＦＦＴサイズＮと同一
である。一般に、周波数スペクトルの縁での幾つかのサブキャリヤは、ガードサブキャリ
ヤとして確保されるため、データ用に用いられたサブキャリヤの数はＮより小さい。一般
に、ガードサブキャリヤの上にはどんな情報も転送されない。
【００２２】
　ハイブリッド自動再送要求（ＡＲＱ）は再転送方式であって、送信機は冗長符号化され
た情報（即ち、サブパケット）を少しずつ送信する。図５に示すように、送信機１３０で
、まず情報パケット（Ｐ）がチャンネルコーダ１３１に入力されて、チャンネルコーディ
ングを実行する。結果的に、コーディングされたビットストリームはサブパケット生成器
１３２に入力されて、小さな単位、即ち、サブパケットＳＰ１、ＳＰ２、ＳＰ３、及びＳ
Ｐ４に分割される。ハイブリッドＡＲＱ再転送は、冗長シンボルを含むか、または以前の
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転送とは相異するか、同一シンボルやコーディングされたビットの複写物であるコーディ
ングされたビットを含むことができる。同一情報の複写物を再転送する方式をチェース（
Ｃｈａｓｅ）結合という。チェース結合の場合、図４に示すように、サブパケットＳＰ１
、ＳＰ２、ＳＰ３、及びＳＰ４が全て同一である。再転送されたシンボルやコーディング
されたビットが以前の転送とは異なる方式を、一般的には増加冗長方式という。
【００２３】
　ハイブリッドＡＲＱプロトコルの例を図３に示す。第１サブパケットＳＰ１を送信機１
３０から受信した後、受信機１４０は受信された情報パケットをデコーディングしようと
する。成功的でないデコーディングの場合、受信機１４０はＳＰ１を格納し、否定受信確
認（ＮＡＣＫ）信号を送信機１３０へ転送する。ＮＡＣＫ信号を受信した後、送信機１３
０は第２サブパケットＳＰ２を転送する。第２サブパケットＳＰ２を受信した後、受信機
１４０はＳＰ２を以前に受信されたサブパケットＳＰ１と結合し、結合された情報パケッ
トを共にデコーディングしようとする。任意の地点で、例えば、仮に情報パケットが成功
的巡回冗長チェック（ＣＲＣ）による指示により成功的にデコーディングされる場合、受
信機１４０は送信機１３０にＡＣＫ信号を送信する。図３の例で、情報パケットは３個の
サブパケットＳＰ１、ＳＰ２、及びＳＰ３を受信及び結合した後、成功的にデコーディン
グされる。次のサブパケットを送信する前に送信機はＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を待つので、
図３に示したＡＲＱプロトコルは一般的にストップ－アンド－ウェイト（stop-and-wait
）プロトコルという。ＡＣＫ信号を受信した後、送信機は同一または異なるユーザに新た
な情報を続けて転送できる。
【００２４】
　Ｎ－チャンネルストップ－アンド－ウェイト（ＳＡＷ）同期式ハイブリッドＡＲＱ（Ｈ
ＡＲＱ）プロトコルの例を図４に示す。図４の例で、Ｎは４に等しいと仮定する。同期式
ＨＡＲＱプロトコルの場合に、再転送は固定された時間間隔で発生する。Ｎ＝４で、第１
サブパケットがタイムスロット１で転送される場合、第１サブパケットの再転送は、スロ
ット５、９、及び１３のみで発生できる。プロセスの数はＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバッ
クに必要な時間により決まる。送信機が１つのＨＡＲＱプロセスでフィードバックを待っ
ている場合、送信機は第２サブパケットのような他のデータパケットを転送できる。Ｎ－
チャンネルストップ－アンド－ウェイト（ＳＡＷ）の場合、１つのパケットを転送するＮ
個のＳＡＷチャンネルの各々によって、Ｎ個の平行した情報パケットがＮ個のＳＡＷチャ
ンネルを経由して転送できる。再転送のタイミングが予め決まっているため、制御情報が
第１サブパケット転送と共に転送されさえすればよいことが同期式ＨＡＲＱプロトコルの
利点の１つである。しかしながら、同期式ＨＡＲＱの短所は、再転送のタイミングが予め
決まっているため、再転送サブパケットが好ましいチャンネル状態でスケジューリングで
きないということである。また、再転送時に有力なチャンネル状態に従って、変調、コー
ディング、及びリソースフォーマットを再転送時に適合させることができないということ
である。
【００２５】
　Ｎ－チャンネルストップ－アンド－ウェイト（ＳＡＷ）非同期式ハイブリッドＡＲＱ（
ＨＡＲＱ）の例を図５に示す。非同期式ＨＡＲＱの場合、再転送タイミング、変調、コー
ディング、及びリソースフォーマットは、再転送時に有力なチャンネル及びリソース状態
に従って適合させられることができる。しかしながら、制御情報は図５に示すように、全
てのサブパケットと共に送信される必要がある。各サブパケットと共に制御情報を転送す
ることによって、転送タイミング、コーディング、及び割り当てられたリソースが調整で
きるようになる。
【００２６】
　多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）方式は、多重転送アンテナ及び多重受信アンテナを用い
て無線通信チャンネルの容量及び信頼性を改善する。ＭＩＭＯシステムは、Ｋ（ここで、
Ｋは転送（Ｍ）及び受信アンテナ（Ｎ）の最小個数、即ち、Ｋ＝ｍｉｎ（Ｍ、Ｎ））を有
する容量において線形的増加を保証する。４Ｘ４のＭＩＭＯシステムの単純化した例を図
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６に示す。この例で、４個の異なるデータストリームが４個の転送アンテナから分離され
て転送される。転送された信号は、４個の受信アンテナで受信される。４個のデータスト
リームを回復させるために、幾つかの型式の空間信号プロセシングが受信された信号に対
して実行される。空間信号プロセシングの例には、転送されたデータストリームを回復す
るために連続的干渉消去原理を用いるＶ－ＢＬＡＳＴ（vertical Bell Laboratories Lay
ered Space-Time）がある。ＭＩＭＯ方式のその他の変形例には、幾つかの種類の空間－
時間コーディングを転送アンテナの両端に実行する方式（例えば、Ｄ－ＢＬＡＳＴ（diag
onal Bell Laboratories Layered Space-Time））及び空間分割多重アクセス（ＳＤＭＡ
）のようなビームフォーミング（beam forming）方式が含まれる。
【００２７】
　単一－符号語ＭＩＭＯ方式の例を図３に示す。単一－符号語ＭＩＭＯ転送の場合、巡回
冗長検査（ＣＲＣ）が単一情報ブロックに付加され、例えばターボコード及びＬＤＰＣ（
low-density parity check）を用いるコーディング、及び、例えばＱＰＳＫ（quadrature
 phase-shift keying）変調方式による変調が実行される。コーディング及び変調された
シンボルは、多重アンテナを介して転送されるように逆多重化される。
【００２８】
　図４に示した多重符号語ＭＩＭＯ転送の場合、情報ブロックは小さな情報ブロックに逆
多重化される。個々のＣＲＣは、これら小さな情報ブロックに付加され、コーディングを
分離し、変調はこれら小さなブロックに対して実行される。変調後に、これら小さなブロ
ックは、より小さなブロックに各々逆多重化され、該当アンテナを介して転送される。多
重符号語ＭＩＭＯ転送の場合に、異なる変調及びコーディングが個々のストリームに利用
できるので、いわゆるＰＡＲＣ（Per Antenna Rate Control）方式をもたらすことに留意
しなければならない。また、符号語が全体信号から消去される前にＣＲＣ検査が各符号語
に実行されるため、多重符号語転送は、より効率的なポスト－デコーディング干渉消去が
可能になる。このように、正確に受信された符号語のみ消去されるので、消去プロセスで
の任意の干渉伝播が回避される。
【００２９】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ＬＴＥ（Long Term Evolution）
システムでは、最大２つの符号語（codeword）が２個、３個、または４個のＭＩＭＯレイ
ヤの転送に用いられる。図９に示すように、ランク－２または２個のレイヤの転送に対し
、符号語－１（ＣＷ１）がレイヤ－０から転送され、ＣＷ２はレイヤ－１から転送される
。図１０に示すように、ランク－３または３個のレイヤの転送に対し、符号語－１（ＣＷ
１）はレイヤ－０から転送され、ＣＷ２はレイヤ－１及びレイヤ－２から転送される。図
１１に示すように、ランク－４または４個のレイヤの転送に対し、符号語－１（ＣＷ１）
はレイヤ－０及びレイヤ－１から転送され、ＣＷ２はレイヤ－２及びレイヤ－３から転送
される。
【００３０】
　３ＧＰＰ ＬＴＥシステムにおいて、３－ビットＨＡＲＱプロセスアイデンティティー
（ＩＤ）が用いられる。プロセスＩＤは、Ｎ－チャンネルストップ－アンド－ウェイトＨ
ＡＲＱにおけるチャンネルのＩＤのことをいう。３－ビットプロセスＩＤは、８個のＳＡ
Ｗチャンネルでの同時動作を可能にする。図１２の例で、初期サブパケットＳＰ１は、プ
ロセスＩＤが０（ＰＩＤ＝０）を有するプロセス上でサブフレーム＃０で転送される。再
転送ＳＰ２及びＳＰ３は、サブフレーム＃７及びサブフレーム＃１５で実行される。８個
のＨＡＲＱプロセスによって、再転送の間の最小時間は８サブフレームになる。
【００３１】
　２つの符号語からのサブパケットの例を図１３に示す。各々の符号語は４個のサブパケ
ットから構成されることと仮定する。サブパケットは、３ＧＰＰ ＬＴＥシステムで用い
られた循環バッファーレートマッチングの内容にある冗長バージョン（redundancy versi
on；ＲＶ）といわれる。サブパケットまたはＲＶは、受信機からのＡＣＫ／ＮＡＣＫフィ
ードバックに応答して転送される。
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【００３２】
　ランクが転送時に２から１に変更される場合の、図１３に示した２つの符号語のＨＡＲ
Ｑ再転送の例を図１４に示す。２つの符号語からのサブパケットの転送が初めの試みで失
敗したと仮定する。ランクがサブパケット再転送時に１に変化したように、単一の符号語
のみランク－１で再転送できる。これは、プロセスＩＤが０（ＰＩＤ＝０）である同一プ
ロセス数を用いた２つのサブパケット及び単一ＰＩＤの下で単一サブパケットがランク－
１で再転送できるためである。第２符号語の転送は、その後で、サブパケットＳＰ２１の
転送によって、始めから開始されなければならない。これは、以前にランク－２で転送さ
れたサブパケットＳＰ２１の損失をもたらす。
【００３３】
　可能なハイブリッドＡＲＱフィードバックメッセージフォーマットが、＜表１＞に列挙
される。
【００３４】
【表１】

【００３５】
　ランクが再転送時に１から２に変更される場合の、ＨＡＲＱ再転送の例を図１５に示す
。単一符号語が与えられたサブフレームにおいてランク－１で転送できるため、２つの符
号語が２つのサブフレームにおいてランク－１で転送される。２つの符号語が再転送を必
要とすると仮定する。また、ＭＩＭＯランクは１より大きいランクに変更されて２つの符
号語の転送を可能にすることと仮定する。２つの符号語が異なるハイブリッドＡＲＱプロ
セス上で転送される必要があるため、２つの符号語に対する再転送はランク－２で実行で
きないことに留意する。
【００３６】
　本発明では、ランクが再転送時に変更される場合に、再転送をスケジューリングするこ
とを可能にする方式を開示する。
【００３７】
　本発明の原理に従う第１実施形態において、ランク－２転送で、第２のＣＷのプロセス
ＩＤが第１符号語のプロセスＩＤにリンクされる。これは、ＣＷ２に対するＰＩＤが＜表
２＞に示すように、ＣＷ１から誘導される一方、ランク－２転送の間、制御メッセージに
おいてＣＷ１ ＰＩＤの表示のみを必要とする。この方式は、ＭＩＭＯランクが図１６に
示すように２から１に変更される場合の、ＨＡＲＱ再転送を考慮する。図１６に示すよう
に、第１転送はランク－２転送である。第１転送で、ＣＷ１に対するＰＩＤ１が明示的に
転送され、ＣＷ２に対するＰＩＤ２が＜表２＞に基づいてＰＩＤ１から誘導される。第２
転送（再転送）で、ランクがランク－２からランク－１に変更される。このランク－１転
送では、ＣＷ２に対するＰＩＤ１及びＣＷ２に対するＰＩＤ２の間に如何なるリンクもな
いので、ＰＩＤ１及びＰＩＤ２の両方とも明示的にランク－１で転送される。＜表２＞は
、ランク－１転送ではなくランク－２転送のみのためのものである。ランク－１での利用
可能なプロセス表示の数は１６であり、ランク－２での利用可能なプロセス表示の数は８
である。しかしながら、このＨＡＲＱ再転送はランク－１でのＰＩＤフィールドがランク
－２でのＰＩＤフィールドより１－ビット長いことを必要とする。例えば、０から７まで
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３－ビットＰＩＤがランク－２で用いられる場合、０から１５までのＰＩＤを示す４－ビ
ットのＰＩＤがランク－１で必要とされる。
【００３８】
　図１６の例で、４個の符号語からのサブパケットがランク－２（２つの同時符号語転送
を可能にする）の２つのサブフレームで転送される。図１６で、ＣＷ３に対するＰＩＤ３
とＣＷ４に対するＰＩＤ４の間のリンク方式は、ＰＩＤ１とＰＩＤ２との間のリンク方式
と同一なものであることに留意する。４個の符号語の全ては否定的に受信確認されてＨＡ
ＲＱ再転送を要求することと仮定する。一方、ランクは１に変更されるので、４個の符号
語からの次のサブパケットが、各サブフレームで転送された１つのサブパケットを有する
４個のサブフレームで転送される。ハイブリッドＡＲＱプロセスＩＤ（ＰＩＤ）の数がラ
ンク－２でよりランク－１で２倍さらに大きいので（ランク－１で１６個のＰＩＤである
反面、ランク－２では８個のＰＩＤ）、サブパケットはサブフレーム毎に１つのサブパケ
ットを有するランク－１で再転送できる。本発明の原理は、２つ以上の符号語が多重符号
語ＭＩＭＯを用いて同時に転送される場合に拡張できる。例えば、ＭＩＭＯ符号語の数が
４の場合、４個の符号語に対してＨＡＲＱ方式には全体的に３２個のチャンネルがあるの
で、３－ビットプロセスＩＤがランク－４で４個の符号語の転送に用いられることができ
、これら４個の符号語に対するサブパケットがＰＩＤを４倍以上提供することで、ランク
－１で転送できる。同様に、４個の符号語が同時に転送された２個の符号語を有するラン
ク－２で転送される場合、ランク－２でのＰＩＤサイズは４－ビットになることができる
。ランク－２転送の場合に、ＰＩＤ１とＰＩＤ２との間の第１リンク方式があり、ＰＩＤ
３とＰＩＤ４との間に第２リンク方式がある。
【００３９】
【表２】

【００４０】
　＜表２＞で、ＣＷ２（ＰＩＤ２）に対するプロセスＩＤは、下記のようにＣＷ１（ＰＩ
Ｄ１）に対するプロセスＩＤにリンクされる：
【００４１】
　ＰＩＤ２＝ＰＩＤ１＋８　　（１）
【００４２】
　ＣＷ１とＣＷ２との間をリンクさせるハイブリッドＡＲＱ ＰＩＤのための他の関数も
利用できる。他の例を＜表３＞に示す。ここで、ＣＷ２プロセスＩＤ（ＰＩＤ２）は、下
記のようにＰＩＤ１にリンクされる：
【００４３】
　ＰＩＤ２＝１６－ＰＩＤ１　　（２）
【００４４】
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【表３】

【００４５】
　本発明の原理に従う第２実施形態において、ランクが再転送時に１から２に変更される
場合の、本発明の原理に従うＨＡＲＱ再転送の例を図１７に示す。プロセスＩＤの利用は
、＜表３＞に従うことと仮定する。４個のサブパケットがランク－１で４個の異なる転送
ブロック（符号語）から転送されることと仮定する。ランクが２に変更される場合の再転
送時に、ＰＩＤ＃７とＰＩＤ＃８に転送されたサブパケットは、＜表３＞でのマッピング
により許容されるように、ランク－２で共にスケジューリングできる。しかしながら、元
のＰＩＤ＃５とＰＩＤ＃６に転送されたサブパケットは、この組み合せが＜表３＞でのマ
ッピングにより許容されないので、共にスケジューリングできない。＜表３＞での同一列
の２つのプロセス表示は、許容された組み合せであることに留意する。
【００４６】
　本発明の原理に従う第３実施形態において、ＣＷ１とＣＷ２に対するプロセスＩＤは＜
表４＞のように単一３－ビットフィールドから誘導される。ＣＷ１は奇数ＰＩＤを利用し
、ＣＷ２は偶数ＰＩＤを利用する。この方式では、２つのサブパケットのＰＩＤが＜表４
＞の同一列に存在する場合、ランク－１からランク－２への２つのサブパケット再転送の
同時スケジューリングを許容する。図１８に示すように、ＣＷ１（ＳＰ１１）に対するＰ
ＩＤ１は４であり、ＣＷ２（ＳＰ２１）に対するＰＩＤ２は５である。ＰＩＤ＃４とＰＩ
Ｄ＃５は＜表４＞で同一列に存在するので、各々の該当符号語であるＣＷ１及びＣＷ２の
再転送はランクが１から２に変更される場合、共にスケジューリングできる。しかしなが
ら、この方式では、プロセスＩＤが同一列に存在しない場合、プロセスＩＤのサブパケッ
トの再転送を許容しない。例えば、ＰＩＤ＃４とＰＩＤ＃５が＜表３＞で同一列に存在し
ないので、ＰＩＤ＃４及びＰＩＤ＃５のサブパケットはランク－２で共に再転送できない
。
【００４７】

【表４】
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【００４８】
　本発明の原理に従う第４実施形態において、全体ＰＩＤフィールドと差動プロセスＩＤ
（ＤＰＩＤ）フィールドが２つの符号語転送に用いられる。ＣＷ２ ＰＩＤとＣＷ１ ＰＩ
Ｄをリンクする１－ビットＤＰＩＤの例を＜表５＞に示す。ＤＰＩＤフィールドが‘０’
に設定される場合、下記の関係によって与えられたように、ＣＷ１ ＰＩＤは偶数となり
、ＣＷ２ ＰＩＤは奇数となる：
【００４９】
　ＰＩＤ２＝（ＰＩＤ１＋１）ｍｏｄ１６、ここで、ＤＰＩＤ＝‘０’　　（３）
【００５０】
　ＤＰＩＤフィールドが‘１’に設定される場合、ＣＷ１とＣＷ２のＰＩＤは全て偶数と
なる。しかしながら、下記の関係によって与えられたように、ＣＷ２に対するＰＩＤは２
だけシフトされる：
【００５１】
　ＰＩＤ２＝（ＰＩＤ１＋２）ｍｏｄ１６、ここで、ＤＰＩＤ＝‘１’　　（４）
【００５２】
　この原理は、ＤＰＩＤフィールドに対し、１－ビット以上を用いてさらに拡張できる。
例えば、２－ビットＤＰＩＤフィールドの場合、ＣＷ１とＣＷ２ ＰＩＤは、次のように
リンクできる：
【００５３】
　ＰＩＤ２＝（ＰＩＤ１＋１）ｍｏｄ１６、ここで、ＤＰＩＤ＝‘００’　（５）
【００５４】
　ＰＩＤ２＝（ＰＩＤ１＋５）ｍｏｄ１６、ここで、ＤＰＩＤ＝‘０１’　（６）
【００５５】
　ＰＩＤ２＝（ＰＩＤ１＋９）ｍｏｄ１６、ここで、ＤＰＩＤ＝‘１０’　（７）
【００５６】
　ＰＩＤ２＝（ＰＩＤ１＋１３）ｍｏｄ１６、ここで、ＤＰＩＤ＝‘１１’　（８）
【００５７】
　ＤＰＩＤフィールドが大きくなるほど、ＭＩＭＯランクが元の転送と再転送との間で変
更される場合、ハイブリッドＡＲＱ再転送にはより大きい柔軟性が許容される。
【００５８】
【表５】

【００５９】
　本発明の原理に従う第５実施形態において、３－ビットプロセスＩＤは２つの符号語転
送（ランク－２以上）で用いられ、４－ビットプロセスＩＤは１つの符号語転送（ランク
－１）で用いられる。しかしながら、レイヤマッピング（ＣＬＭ）ビットに対する余分の
符号語は２つの符号語転送に用いられる。このビットが設定される場合、このビットは、
図１９に示すように、符号語のマッピングをレイヤにフリップさせる。ＣＬＭビットが‘
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０’に設定される場合、例えば、ＰＩＤ＃６とＰＩＤ＃７は＜表４＞に従って各々レイヤ
－１（ＣＷ１）とレイヤ－２（ＣＷ２）に移動する。一方、ＣＬＭビットが‘１’に設定
される場合、ＰＩＤ＃６とＰＩＤ＃７は、図１９に示すように、レイヤ－２（ＣＷ２）と
レイヤ－１（ＣＷ１）に移動する。このように、全体ビット数が単一符号語と２つの符号
語転送との間で同一であり、これはランク－１に対して４－ビットプロセスＩＤ、ランク
－２以上に対して３－ビットプロセスＩＤ＋１－ビットＣＬＭ表示となる。
【００６０】
　本発明の原理に従う第６実施形態において、２つの４－ビットプロセスＩＤ（全体８－
ビット）は２つの符号語転送に用いられ、＜表６＞に与えられた通り、単一４－ビットプ
ロセスＩＤは単一符号語転送に用いられる。この方式では、ランクが変更されて、ある時
には単一符号語が転送され、他の時には２つの符号語が転送できる場合、再転送時にスケ
ジューリングとサブパケットのペアリングでの全体的な柔軟性を許容するようになる。図
２０に示した例を考慮して、このような柔軟性を説明する。ランク－２で転送された４個
のサブパケットはランク－１での再転送を必要とすることと仮定する。４－ビットＰＩＤ
はランク－１で利用可能であるので、４個の符号語が４個のサブフレームで転送されるこ
とができ、各々の符号語は現在のＰＩＤを必要とする。ＩＤが０及び３であるプロセス上
のサブパケットはまた失敗し、またランク－２で再転送される。各々の符号語は自体に４
－ビットプロセスＩＤを有しているので、これら２つの符号語からサブパケットがランク
－２で共にスケジューリングできる。
【００６１】
【表６】

【００６２】
　図２１に示した本発明の原理に従う第７実施形態において、互いに異なるレイヤ上で転
送された２つの符号語からの再転送は、ＯＦＤＭで異なる周波数サブバンド上にスケジュ
ーリングできる。まず、４個のサブパケットがランク－２で２つのレイヤと２つのサブフ
レームの上に転送される。４個のサブパケットのうち、２つは失敗し、２つのＯＦＤＭサ
ブバンド上のランク－１で単一レイヤに再転送される。２つの新たなサブパケットＳＰ５
１とＳＰ６１は、各々０と９のＰＩＤの２つのサブバンドにスケジューリングされる。各
々３と９のＰＩＤに対するＳＰ３２とＳＰ６１は、単一サブフレームでランク－２の２つ
のレイヤに再転送される。周波数ドメインでの再転送を許容することによって、２つのサ
ブパケットは単一サブフレームで同時にスケジューリングできるので、再転送の速度が増
加し、パケット転送の遅延は低減する。各々０と９のＰＩＤにスケジューリングされたサ
ブパケットＳＰ５１とＳＰ６１の場合と同様に、２つのサブパケットを他のサブバンド上
に転送することが可能になる。＜表１＞に与えられたランク－２転送の２つの符号語に対
する同一ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバック構造は、２つのサブパケットが異なるサブバン
ドにスケジューリングされる場合に利用できる。この２つの場合で、２つの符号語に対す
る２－ビットＡＣＫ／ＮＡＣＫが必要である。
【００６３】
　本発明の原理の上記実施形態、即ち、プロセス表示を転送する方法は、ランクが元の転
送と再転送との間で変更される場合の非同期式ＨＡＲＱ転送のみに適用されたものである
。
【００６４】
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　本発明は好ましい実施形態と関連して説明したが、特許請求範囲により規定されたよう
に、本発明の範囲を逸脱しない限り、変形及び変更が可能であることを当業者は明確に理
解することができる。
【符号の説明】
【００６５】
　１１０　　送信機チェーン
　１１１　　データ
　１１２　　変調器
　１１３　　Ｓ／Ｐ変換機
　１１４　　逆方向高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）ユニット
　１１６　　ＣＰ挿入ユニット
　１１７　　送信機前端処理ユニット
　１２０　　受信機チェーン
　１２１　　受信機前端処理ユニット
　１２２　　ＣＰ除去ユニット
　１２４　　高速フーリエ変換ユニット
　１３０　　送信機
　１３１　　チャンネルコーダ
　１３２　　サブパケット生成器
　１４０　　受信機

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】
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