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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムのＵＥ（ユーザー端末）に用いられるＡＣＫ／ＮＡＣＫ（肯定応答／
否定応答）バンドリングを改善する方法であって、
　複数のダウンリンクサブフレームに対応するフィードバック信号を伝送するために用い
られるアップリンクサブフレームに割り当てられたアップリンクグラントを受信し、前記
ＵＥのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ（時分割複信アップリンク／ダウンリンク）構成値が０とされ
る段階と、
　ダウンリンクアサインメントを運ぶ最近のＰＤＣＣＨ（物理ダウンリンク制御チャネル
）シグナリングにより指示されたＤＡＩ（ダウンリンクアサインメントインデックス）に
基づいて、前記ＵＥがダウンリンクアサインメントを受け損なったかどうかを判断する段
階と、を含む、ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングを改善する方法。
【請求項２】
　前記方法は更に、
　前記複数のダウンリンクサブフレームにおいてＰＤＳＣＨ（物理ダウンリンク共用チャ
ネル）伝送が実行されない場合に、前記アップリンクサブフレームにおいて前記フィード
バック信号を伝送しない段階を含む、請求項１に記載のＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングを
改善する方法。
【請求項３】
　前記アップリンクグラントはＤＣＩ（ダウンリンク制御情報）フォーマットが０のＰＤ
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ＣＣＨシグナリングで運ばれる、請求項１または２に記載のＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリン
グを改善する方法。
【請求項４】
　無線通信システムのＵＥに用いられるＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングを改善するための
通信装置であって、
　プログラムを実行するＣＰＵ（中央処理装置）と、
　前記ＣＰＵに結合され、前記プログラムを記憶する記憶装置と、を含み、前記プログラ
ムは、
　複数のダウンリンクサブフレームに対応するフィードバック信号を伝送するために用い
られるアップリンクサブフレームに割り当てられたアップリンクグラントを受信し、前記
ＵＥのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値が０とされる段階と、
　ダウンリンクアサインメントを運ぶ最近のＰＤＣＣＨシグナリングにより指示されたＤ
ＡＩに基づいて、前記ＵＥがダウンリンクアサインメントを受け損なったかどうかを判断
する段階と、を含む、通信装置。
【請求項５】
　前記プログラムは更に、
　前記複数のダウンリンクサブフレームにおいてＰＤＳＣＨ（物理ダウンリンク共用チャ
ネル）伝送が実行されない場合に、前記アップリンクサブフレームにおいて前記フィード
バック信号を伝送しない段階を含む、請求項４に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記アップリンクグラントはＤＣＩフォーマットが０のＰＤＣＣＨシグナリングで運ば
れる、請求項４または５に記載の通信装置。
【請求項７】
　無線通信システムのＵＥに用いられるＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングを改善する方法で
あって、
　複数のダウンリンクサブフレームに対応するフィードバック信号を伝送するために用い
られるアップリンクサブフレームに割り当てられたアップリンクグラントを受信し、前記
ＵＥのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値が０とされる段階と、
　前記ＵＥが前記複数のダウンリンクサブフレームの中から検出したＰＤＳＣＨ伝送の数
量に基づいて、前記複数のダウンリンクサブフレームにおいて前記フィードバック信号が
形成されたダウンリンクサブフレームの数量を判断する段階と、を含む、ＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋバンドリングを改善する方法。
【請求項８】
　前記ＵＥは変数Ｕ＿ＤＡＩと変数Ｎ＿ＳＰＳを保持し、変数Ｕ＿ＤＡＩは前記複数のダ
ウンリンクサブフレームにおいて対応するＰＤＣＣＨシグナリングを有するＰＤＳＣＨ伝
送の数量を示し、変数Ｎ＿ＳＰＳは前記複数のダウンリンクサブフレームにおいて対応す
るＰＤＣＣＨシグナリングを有しないＰＤＳＣＨ伝送の数量を示す、請求項７に記載のＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングを改善する方法。
【請求項９】
　前記複数のダウンリンクサブフレームにおいて前記フィードバック信号が形成されたダ
ウンリンクサブフレームの数量を判断する段階は、
　前記複数のダウンリンクサブフレームにおいて前記フィードバック信号が形成されたダ
ウンリンクサブフレームの数量を、前記変数Ｕ＿ＤＡＩと前記変数Ｎ＿ＳＰＳの和とする
段階を含む、請求項８に記載のＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングを改善する方法。
【請求項１０】
　無線通信システムのＵＥに用いられるＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングを改善するための
通信装置であって、
　プログラムを実行するＣＰＵと、
　前記ＣＰＵに結合され、前記プログラムを記憶する記憶装置と、を含み、前記プログラ
ムは、
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　複数のダウンリンクサブフレームに対応するフィードバック信号を伝送するために用い
られるアップリンクサブフレームに割り当てられたアップリンクグラントを受信し、前記
ＵＥのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値が０とされる段階と、
　前記ＵＥが前記複数のダウンリンクサブフレームの中から検出したＰＤＳＣＨ伝送の数
量に基づいて、前記複数のダウンリンクサブフレームにおいて前記フィードバック信号が
形成されたダウンリンクサブフレームの数量を判断する段階と、を含む、通信装置。
【請求項１１】
　前記ＵＥは変数Ｕ＿ＤＡＩと変数Ｎ＿ＳＰＳを保持し、変数Ｕ＿ＤＡＩは前記複数のダ
ウンリンクサブフレームにおいて対応するＰＤＣＣＨシグナリングを有するＰＤＳＣＨ伝
送の数量を示し、変数Ｎ＿ＳＰＳは前記複数のダウンリンクサブフレームにおいて対応す
るＰＤＣＣＨシグナリングを有しないＰＤＳＣＨ伝送の数量を示す、請求項１０に記載の
通信装置。
【請求項１２】
　前記複数のダウンリンクサブフレームにおいて前記フィードバック信号が形成されたダ
ウンリンクサブフレームの数量を判断する段階は、
　前記複数のダウンリンクサブフレームにおいて前記フィードバック信号が形成されたダ
ウンリンクサブフレームの数量を、前記変数Ｕ＿ＤＡＩと前記変数Ｎ＿ＳＰＳの和とする
段階を含む、請求項１１に記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＡＣＫ／ＮＡＣＫ（肯定応答／否定応答）バンドリングを改善する方法及び通
信装置に関し、特にＵＥでダウンリンクグラント（ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）を受け損
なうかどうかを正確に判断してＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を返送することを可能にする、無線
通信システムのＵＥ（ユーザー端末）においてＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングを改善する
方法及び通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）無線通信システムは、第三世代移
動通信システム（例えばＵＭＴＳ（汎用移動通信システム））をもとに確立されたアドバ
ンスド高速無線通信システムである。ＬＴＥ無線通信システムはパケット交換のみサポー
トし、そのＲＬＣ（無線リンク制御）層とＭＡＣ（媒体アクセス制御）層は基地局（ノー
ドＢ）とＲＮＣ（無線ネットワークコントローラ）に個別に設ける必要がなく、同一の通
信ネットワークエンティティーに統合できるので、システム構造が比較的に簡単である。
【０００３】
　ＬＴＥシステムはＦＤＤ（周波数複信）とＴＤＤ（時分割複信）という２種類の複信方
式をサポートし、両者のフレーム構造は互いに異なるようにされている。ＦＤＤモードで
は、長さ１０ｍｓの無線フレームは１０個のサブフレームに分けられ、サブフレームごと
に２つのスロットが含まれ、各スロットの長さは０．５ｍｓである。ＴＤＤモードでは、
長さ１０ｍｓの無線フレームごとに長さ５ｍｓのハーフフレームが２つ含まれ、各ハーフ
フレームは、長さ１ｍｓの一般サブフレーム４つと、１つの特別サブフレームからなる。
特別サブフレームは、ＤｗＰＴＳ（ダウンリンクパイロットタイムスロット）、ＧＰ（ガ
ードピリオド）、及びＵｐＰＴＳ（アップリンクパイロットタイムスロット）という３つ
の特別スロットからなる。そのうちＤｗＰＴＳはダウンリンク制御信号の送信に用いられ
、ＵｐＰＴＳはアップリンク制御信号の送信に用いられ、ＧＰはダウンリンクからアップ
リンクへの変換に用いる保護時間間隔である。この３つの特別スロットは全長１ｍｓに固
定されるが、各々の長さはネットワークの実際要求に応じて設定することができる。
【０００４】
　ＦＤＤモードに比べて、ＬＴＥシステムのＴＤＤモードは種々のアップリンク／ダウン
リンク時間割当をサポートする。言い換えれば、非対称のアップリンク／ダウンリンク伝
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送要求を満足させるために、アップリンク／ダウンリンク時間比を１：１に限らず、サー
ビスの種類に応じてアップリンク／ダウンリンクサブフレームの割当比率を調整すること
ができる。例えば、現在の仕様によれば、ＴＤＤモードには６種類のアップリンク／ダウ
ンリンクサブフレーム構成割合が定められており、これらはそれぞれ、上位層が指示した
６つのＴＤＤアップリンク／ダウンリンク構成値（ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ　ｃｏｎｆｉｇｕ
ｒａｔｉｏｎ）０～６により制御される。ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値の定義と対応するア
ップリンク／ダウンリンク時間割合については関連の技術仕様を参照すればよく、ここで
説明を省略する。
【０００５】
　アップリンク伝送とダウンリンク伝送に用いるサブフレームの数量は、ＴＤＤ　ＵＬ／
ＤＬ構成値によって異なる。ダウンリンクサブフレームの数量がアップリンクサブフレー
ムの数量より大きい場合、複数のダウンリンク伝送フィードバック信号を、対応するアッ
プリンクサブフレームにおいて実行するしかない。言い換えれば、ＨＡＲＱ（ハイブリッ
ド自動リピート請求）をサポートするために、ＵＥは対応するアップリンクサブフレーム
において、受信したダウンリンクパケットに対応する複数のＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を送信
しなければならない。この場合、アップリンクサブフレームにおいて送信すべきビット数
を減らすために、従来の技術ではＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング技術を導入している。同
技術はＡＣＫまたはＮＡＣＫ信号１つのみで複数のダウンリンクパケットのＨＡＲＱフィ
ードバックを実行し、アップリンク／ダウンリンクの非対称性による問題を解決する。注
意すべきは、以下はＡＣＫまたはＮＡＣＫ信号を伝送するアップリンクサブフレームを共
通サブフレーム（ｃｏｍｍｏｎ　ｓｕｂｆｒａｍｅ）と称し、この共通サブフレームに対
応する１組のダウンリンクサブフレームをバンドルサブフレーム（ｂｕｎｄｌｅｄ　ｓｕ
ｂｆｒａｍｅ）と称する。
【０００６】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング技術では一般に、バンドルサブフレームにおいて受信し
たパケットのＡＣＫまたはＮＡＣＫ信号に対してＡＮＤ論理演算を実行し、共通アップリ
ンクサブフレームにおいて伝送するフィードバック信号を生成する。例えば、バンドルサ
ブフレームにおいて受信したパケットのフィードバック信号がすべてＡＣＫ信号であれば
、ＵＥは共通アップリンクサブフレームにおいてＡＣＫ信号を送信し、受信したすべての
パケットを確認する。それに反して、バンドルサブフレームにおいてダウンリンクパケッ
トのフィードバック信号がＮＡＣＫ信号であれば、ＵＥは共通アップリンクサブフレーム
においてＮＡＣＫ信号を生成し、すべてのパケットを再送するように求める。
【０００７】
　また、ダイナミックスケジューリングされたアップリンクグラントまたはダウンリンク
アサインメントの有無を検出し、それにより対応するアップリンクサブフレームにおいて
ＰＵＳＣＨ（物理アップリンク共用チャネル）伝送を実行するか、または対応するダウン
リンクサブフレームにおいてＰＤＳＣＨ（物理ダウンリンク共用チャネル）伝送を実行す
るために、ＵＥは各アップリンクサブフレームまたはダウンリンクサブフレームに対して
ＰＤＣＣＨ（物理ダウンリンク制御チャネル）をモニタリングしなければならない。ネッ
トワークから割り当てられたダウンリンクアサインメントを受け損なえば、ＵＥは対応す
るダウンリンクサブフレームにおいて受信すべきダウンリンクパケットがあることを知ら
ないので、対応するフィードバック信号を生成しない。この場合、共通サブフレームにお
いて伝送されるフィードバック信号は、受信したパケットのフィードバック信号のみによ
り生成されるので、ネットワークではＵＥがダウンリンクアサインメントの受信欠落によ
りパケットの受信に失敗したことを知ることができない。そうなると、ネットワークはパ
ケットの再送を行わず、物理層にとってパケットが紛失する。
【０００８】
　ダウンリンクアサインメントの受信欠落によるパケットの紛失を避けるために、従来の
技術ではＰＤＣＣＨシグナリングの中に、受信すべきダウンリンクアサインメントの数量
をＵＥに指示し、ＵＥでＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を正確に返送することを可能にする長さ２
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ビットのＤＡＩ（ダウンリンクアサインメントインデックス）フィールドを追加している
。
【０００９】
　ＤＡＩフィールドの意味はＰＤＣＣＨシグナリングのフォーマットによって異なる。Ｄ
ＣＩ（ダウンリンク制御情報）フォーマットが０のＰＤＣＣＨシグナリング（例えば共通
サブフレームに割り当てるアップリンクグラントを運ぶＰＤＣＣＨシグナリング）では、
ＤＡＩフィールドはバンドルサブフレームにおけるＰＤＳＣＨ伝送のすべてのダウンリン
クサブフレームの数量を示し、これはＵＥにおいて変数Ｖ＿ＵＬ＿ＤＡＬとされる。言い
換えれば、変数Ｖ＿ＵＬ＿ＤＡＩの値は、ダイナミックスケジューリングされたＰＤＳＣ
Ｈ伝送（すなわち対応するＰＤＣＣＨシグナリングを有するＰＤＳＣＨ伝送）と、事前定
義されたＰＤＳＣＨ伝送（すなわち対応するＰＤＣＣＨシグナリングを有しないＰＤＳＣ
Ｈ伝送、例えばＳＰＳ（セミパーシステントスケジューリング）伝送）とを含む。
【００１０】
　ＤＣＩフォーマットが１、１Ａ、１Ｂ、１Ｄ、２、及び２ＡのＰＤＣＣＨシグナリング
（例えば共通サブフレームに割り当てるダウンリンクアサインメントを運ぶＰＤＣＣＨシ
グナリング）では、ＤＡＩフィールドはバンドルサブフレームにおいて、現在のダウンリ
ンクサブフレームまで累積した対応するＰＤＣＣＨシグナリングを有するＰＤＳＣＨ伝送
の数量を示し、これはＵＥにおいて変数Ｖ＿ＤＬ＿ＤＡＬとされる。
【００１１】
　なお、ＵＥは変数Ｕ＿ＤＡＩと変数Ｎ＿ＳＰＳも保持する。変数Ｕ＿ＤＡＩは、バンド
ルサブフレームにおいて現在のダウンリンクサブフレームまでダイナミックスケジューリ
ングされたＰＤＳＣＨ伝送の数量を記録する。変数Ｎ＿ＳＰＳは、バンドルサブフレーム
において現在のダウンリンクサブフレームまで事前定義されたＰＤＳＣＨ伝送の数量を記
録する。
【００１２】
　そうすると、ＰＤＣＣＨシグナリングを検出するたびに、ＵＥはそのＤＡＩをＵＥ自身
が保持している変数Ｕ＿ＤＡＩ及び変数Ｎ＿ＳＰＳと比較することによって、ネットワー
クから割り当てられたダウンリンクアサインメントを受け損なったかどうかを判断するこ
とができる。また、共通サブフレームでアップリンク伝送を実行するとき、ＵＥもそれを
利用し、バンドルサブフレームにおいてフィードバック信号が生成したダウンリンクサブ
フレームの数量（変数Ｎ＿ｂｕｎｄｌｅｄで示される）を判断することができる。
【００１３】
　注意すべきは、ＰＤＣＣＨシグナリングで運ばれるＤＡＩフィールドは２ビットしかな
い。そのため、現在の仕様では、変数Ｖ＿ＵＬ＿ＤＡＩとＶ＿ＤＬ＿ＤＡＩは値１～４で
示される。しかし、バンドルサブフレームに含まれるダウンリンクサブフレームの数量は
０～９であるため、現行の仕様ではモジュラ演算を利用し、変数Ｖ＿ＵＬ＿ＤＡＩ及びＶ
＿ＤＬ＿ＤＡＩとダウンリンクサブフレームの数量を関係させる。例えば、値１で１、５
、または９個のダウンリンクサブフレームを示し、値２で２または６個のダウンリンクサ
ブフレームを示し、値３で３または７個のダウンリンクサブフレームを示し、値４で０、
４、また８個のダウンリンクサブフレームを示す。
【００１４】
　現行の仕様によれば、共通サブフレームでアップリンク伝送を実行しない場合、ＵＥは
共通サブフレームに割り当てられたアップリンクグラントを受信しないので、ダウンリン
クアサインメントを運ぶＰＤＣＣＨシグナリングにより指示されたＤＡＩ（すなわち変数
Ｖ＿ＤＬ＿ＤＡＩ）に基づいて、ダウンリンクアサインメントを受け損なったかどうかを
判断するしかない。変数Ｖ＿ＤＬ＿ＤＡＩと変数Ｕ＿ＤＡＩが一致せず、すなわち
【数１】



(6) JP 5199223 B2 2013.5.15

10

20

30

40

50

　の場合では、ＵＥが少なくとも１つのダウンリンクアサインメントを受け損なったと判
断する。
【００１５】
　ＵＥが共通サブフレームでアップリンク伝送を実行し、このアップリンク伝送がＤＣＩ
フォーマットが０のＰＤＣＣＨシグナリングに基づいて調整される場合、すなわちＵＥが
ネットワークから共通サブフレームに割り当てられたアップリンクグラントを受信した場
合では、ＵＥはアップリンクグラントを運ぶＰＤＣＣＨシグナリングにより指示されたＤ
ＡＩ（すなわち変数Ｖ＿ＵＬ＿ＤＡＩ）に基づいて、ダウンリンクアサインメントを受け
損なったかどうかを判断する。変数Ｖ＿ＵＬ＿ＤＡＩと変数Ｎ＿ＳＰＳが一致せず、すな
わち
【数２】

　の場合では、少なくとも１つのダウンリンクアサインメントを受け損なったと判断し、
ＵＥは共通サブフレームにおいてＮＡＣＫ信号を生成しなければならない。また、ＵＥは
バンドルサブフレームにおいてフィードバック信号が生成されたダウンリンクサブフレー
ムの数量（すなわち変数Ｎ＿ｂｕｎｄｌｅｄ）を変数Ｖ＿ＵＬ＿ＤＡＩの値に設定する。
変数Ｕ＿ＤＡＩと変数Ｎ＿ＳＰＳの和が０であり、かつ変数Ｖ＿ＵＬ＿ＤＡＩの値が４で
あれば、バンドルサブフレームにＰＤＳＣＨ伝送がないので、ＵＥはＡＣＫ信号またはＮ
ＡＣＫ信号を送信する必要がない。
【００１６】
　ＵＥが共通サブフレームでアップリンク伝送を実行し、このアップリンク伝送がＤＣＩ
フォーマットが０のＰＤＣＣＨシグナリングに基づいて調整されなかった場合、換言する
とＵＥが予め割り当てられたアップリンクグラントでＰＤＳＣＨ伝送を実行した場合では
、ＵＥはダウンリンクアサインメントを運ぶＰＤＣＣＨシグナリングにより指示されたＤ
ＡＩ（すなわち変数Ｖ＿ＤＬ＿ＤＡＩ）に基づいて、ダウンリンクアサインメントを受け
損なったかどうかを判断するしかない。変数Ｖ＿ＤＬ＿ＤＡＩと変数Ｕ＿ＤＡＩが一致せ
ず、すなわち
【数３】

　の場合では、ＵＥが少なくとも１つのダウンリンクアサインメントを受け損なったと判
断する。また、ＵＥはバンドルサブフレームにおいてフィードバック信号が生成されたダ
ウンリンクサブフレームの数量（すなわち変数Ｎ＿ｂｕｎｄｌｅｄ）を変数Ｕ＿ＤＡＩと
変数Ｎ＿ＳＰＳの和に設定する。変数Ｕ＿ＤＡＩと変数Ｎ＿ＳＰＳの和が０であれば、バ
ンドルサブフレームにＰＤＳＣＨ伝送がないので、ＵＥはＡＣＫ信号またはＮＡＣＫ信号
を送信する必要がない。
【００１７】
　しかし、現在の仕様によれば、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値が０の場合、ＤＣＩフォーマ
ットが０のＰＤＣＣＨシグナリング（すなわちアップリンクグラントを運ぶＰＤＣＣＨシ
グナリング）にはＤＡＩフィールドが存在しない。したがって、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成
値が０の状態でＤＣＩフォーマットが０のＰＤＣＣＨシグナリングを受信すれば、ＵＥは
ダウンリンクアサインメントを受け損なったかどうかを判断できず、または共通サブフレ
ームにおいてＡＣＫもしくはＮＡＣＫ信号を送信すべきかどうかを判断できない。のみな
らず、ＵＥはバンドルサブフレームにおいてフィードバック信号が生成されたダウンリン
クサブフレームの数量（すなわち変数Ｎ＿ｂｕｎｄｌｅｄ）も正確に判断できない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１８】
　本発明はＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングを改善する方法及び通信装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明では、無線通信システムのＵＥ（ユーザー端末）に用いられるＡＣＫ／ＮＡＣＫ
（肯定応答／否定応答）バンドリングを改善する方法を開示する。同方法は、アップリン
クサブフレームに割り当てられたアップリンクグラントを受信し、アップリンクサブフレ
ームが複数のダウンリンクサブフレームに対応するフィードバック信号を伝送するために
用いられ、ＵＥのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ（時分割複信アップリンク／ダウンリンク）構成値
が０とされる段階と、ダウンリンクアサインメントを運ぶ最近のＰＤＣＣＨ（物理ダウン
リンク制御チャネル）シグナリングにより指示されたＤＡＩ（ダウンリンクアサインメン
トインデックス）に基づいて、ＵＥがダウンリンクアサインメントを受け損なったかどう
かを判断する段階とを含む。
【００２０】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥに用いられるＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング
を改善するための通信装置を開示する。通信装置は、プログラムを実行するＣＰＵ（中央
処理装置）と、ＣＰＵに結合され、プログラムを記憶する記憶装置とを含む。プログラム
は、アップリンクサブフレームに割り当てられたアップリンクグラントを受信し、アップ
リンクサブフレームが複数のダウンリンクサブフレームに対応するフィードバック信号を
伝送するために用いられ、ＵＥのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値が０とされる段階と、ダウン
リンクアサインメントを運ぶ最近のＰＤＣＣＨシグナリングにより指示されたＤＡＩに基
づいて、ＵＥがダウンリンクアサインメントを受け損なったかどうかを判断する段階とを
含む。
【００２１】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥに用いられるＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング
を改善する方法を開示する。同方法は、アップリンクサブフレームに割り当てられたアッ
プリンクグラントを受信し、アップリンクサブフレームが複数のダウンリンクサブフレー
ムに対応するフィードバック信号を伝送するために用いられ、ＵＥのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ
構成値が０とされる段階と、ＵＥが複数のダウンリンクサブフレームの中から検出したＰ
ＤＳＣＨ伝送の数量に基づいて、複数のダウンリンクサブフレームにおいてフィードバッ
ク信号が形成されたダウンリンクサブフレームの数量を判断する段階とを含む。
【００２２】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥに用いられるＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング
を改善するための通信装置を開示する。通信装置は、プログラムを実行するＣＰＵと、Ｃ
ＰＵに結合され、プログラムを記憶する記憶装置とを含む。プログラムは、アップリンク
サブフレームに割り当てられたアップリンクグラントを受信し、アップリンクサブフレー
ムが複数のダウンリンクサブフレームに対応するフィードバック信号を伝送するために用
いられ、ＵＥのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値が０とされる段階と、ＵＥが複数のダウンリン
クサブフレームの中から検出したＰＤＳＣＨ伝送の数量に基づいて、複数のダウンリンク
サブフレームにおいてフィードバック信号が形成されたダウンリンクサブフレームの数量
を判断する段階とを含む。
【００２３】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥに用いられるＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング
を改善する方法を開示する。同方法は、アップリンクサブフレームに割り当てられたアッ
プリンクグラントを受信し、アップリンクサブフレームが複数のダウンリンクサブフレー
ムに対応するフィードバック信号を伝送するために用いられる段階と、アップリンクグラ
ントを運ぶＰＤＣＣＨシグナリングにＤＡＩが含まれるかどうかを判断する段階と、ＤＡ
Ｉに基づいて、ＵＥがダウンリンクアサインメントを受け損なったかどうか、及び複数の
ダウンリンクサブフレームにおいてフィードバック信号が形成されたダウンリンクサブフ
レームの数量を判断する段階とを含む。
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【００２４】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥに用いられるＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング
を改善するための通信装置を開示する。通信装置は、プログラムを実行するＣＰＵと、Ｃ
ＰＵに結合され、プログラムを記憶する記憶装置とを含む。プログラムは、アップリンク
サブフレームに割り当てられたアップリンクグラントを受信し、アップリンクサブフレー
ムが複数のダウンリンクサブフレームに対応するフィードバック信号を伝送するために用
いられる段階と、アップリンクグラントを運ぶＰＤＣＣＨシグナリングにＤＡＩが含まれ
るかどうかを判断する段階と、ＤＡＩに基づいて、ＵＥがダウンリンクアサインメントを
受け損なったかどうか、及び複数のダウンリンクサブフレームにおいてフィードバック信
号が形成されたダウンリンクサブフレームの数量を判断する段階とを含む。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】無線通信システムを表す説明図である。
【図２】無線通信装置のブロック図である。
【図３】図２に示すプログラムを表す説明図である。
【図４】本発明の実施例による方法のフローチャートである。
【図５】本発明の実施例による方法のフローチャートである。
【図６】本発明の実施例による方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　図１を参照する。図１は無線通信システム１０を表す説明図である。無線通信システム
１０は望ましくはＬＴＥシステムであって、概してネットワークと複数のＵＥからなる。
図１に示すネットワークとＵＥは無線通信システム１０の構造を説明するために用いるに
過ぎない。実際、ネットワークは要求に応じて複数の基地局、ＲＮＣ（無線ネットワーク
コントローラー）を含みうる。ＵＥは携帯電話、コンピュータシステムなどの装置である
。
【００２７】
　図２を参照する。図２は無線通信装置１００のブロック図である。無線通信装置１００
は図１に示すＵＥを実施する。説明を簡素化するため、図２では無線通信装置１００の入
力装置１０２、出力装置１０４、制御回路１０６、ＣＰＵ（中央処理装置）１０８、記憶
装置１１０、プログラム１１２及びトランシーバー１１４のみ示している。無線通信装置
１００において、制御回路１０６はＣＰＵ１０８を用いて記憶装置１１０に記録されたプ
ログラム１１２を実行し、無線通信装置１００の動作を制御し、入力装置１０２（例えば
キーボード）でユーザーが入力した信号を受信し、出力装置１０４（スクリーン、スピー
カーなど）で映像、音声などの信号を出力する。無線信号を受発信するトランシーバー１
１４は受信した信号を制御回路１０６に送信し、または制御回路１０６による信号を無線
で出力する。言い換えれば、通信プロトコルに当てはめれば、トランシーバー１１４は第
一層の一部とみなされ、制御回路１０６は第二層と第三層の機能を実施する。
【００２８】
　図３を参照する。図３は図２に示すプログラム１１２を表す説明図である。プログラム
１１２はアプリケーション層２００と、第三層インターフェイス２０２と、第二層インタ
ーフェイス２０６を備え、第一層インターフェイス２１８と接続されている。第三層イン
ターフェイス２０２はＲＲＣ（無線リソース制御）層インターフェイスを含み、リソース
制御を実施する。第二層インターフェイス２０６はＲＬＣ（無線リンク制御）層インター
フェイスとＭＡＣ（媒体アクセス制御）層インターフェイスを含み、リンク制御を実施す
る。第一層インターフェイス２１８は物理接続を実施する。
【００２９】
　ＬＴＥ無線通信システムのＴＤＤモードにはＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング技術が導入
されている。同技術は１つのＡＣＫまたはＮＡＣＫ信号のみで複数のダウンリンクパケッ
トのＨＡＲＱフィードバックを実行し、アップリンク／ダウンリンクの非対称性による問
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けるために、ＰＤＣＣＨシグナリングには、受信すべきダウンリンクアサインメントの数
量をＵＥに指示し、ＵＥでＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を正確に返送することを可能にする長さ
２ビットのＤＡＩフィールドが設けられている。
【００３０】
　しかし、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値が０の場合、ＤＣＩフォーマットが０のＰＤＣＣＨ
シグナリング（すなわちアップリンクグラントを運ぶＰＤＣＣＨシグナリング）にはＤＡ
Ｉフィールドが存在しない。したがって、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値が０の状態でＤＣＩ
フォーマットが０のＰＤＣＣＨシグナリングを受信すれば、ＵＥはダウンリンクアサイン
メントを受け損なったかどうかを判断できず、対応するアップリンクサブフレームにおい
てＡＣＫまたはＮＡＣＫ信号を送信すべきかどうかも判断できない。
【００３１】
　以上に鑑みて、本発明の実施例では、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値が０の状態でＡＣＫ／
ＮＡＣＫバンドリングの動作を改善するために、前記プログラム１１２にフィードバック
バンドリング改善プログラム２２０を設ける。図４を参照する。図４は本発明の実施例に
よる方法４０のフローチャートである。下記方法４０は、無線通信システム１０のＵＥに
おいてＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング動作の改善に用いられ、フィードバックバンドリン
グ改善プログラム２２０としてコンパイルすることができる。方法４０は以下のステップ
を含む。
【００３２】
　ステップ４００：開始。
　ステップ４０２：アップリンクサブフレームに割り当てられたアップリンクグラントを
受信する。このアップリンクサブフレームは、複数のダウンリンクサブフレームに対応す
るフィードバック信号を伝送するために用いられる。ＵＥのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値は
０とされる。
　ステップ４０４：ダウンリンクアサインメントを運ぶ最近のＰＤＣＣＨシグナリングに
より指示されたＤＡＩに基づいて、ＵＥがダウンリンクアサインメントを受け損なったか
どうかを判断する。
　ステップ４０６：終了。
【００３３】
　以上の方法４０によれば、ＵＥはＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値が０の状態でアップリンク
サブフレームに割り当てられたアップリンクグラントを受信する。このアップリンクサブ
フレームは、複数のダウンリンクサブフレームに対応するフィードバック信号を伝送する
ために用いられる。言い換えれば、アップリンクサブフレームはＡＣＫ／ＮＡＣＫバンド
リングの共通サブフレームであり、複数のダウンリンクサブフレームはそれに対応するバ
ンドルサブフレームである。ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値が０の状態では、アップリンクグ
ラントを運ぶＰＤＣＣＨシグナリングにＤＡＩフィールドが存在しないため、本発明の実
施例によるＵＥは、ダウンリンクアサインメントを運ぶ最近のＰＤＣＣＨシグナリングに
より指示されたＤＡＩに基づいて、ダウンリンクアサインメントを受け損なったかどうか
を判断する。
【００３４】
　言い換えれば、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値が０の状態では、受信したアップリンクグラ
ントを運ぶＰＤＣＣＨシグナリングにＤＡＩフィールド（すなわち変数Ｖ＿ＵＬ＿ＤＡＩ
）が存在しないため、ＵＥはダウンリンクアサインメントを運ぶ最近のＰＤＣＣＨシグナ
リングにより指示されたＤＡＩ（すなわち変数Ｖ＿ＤＬ＿ＤＡＩ）に基づいて、ダウンリ
ンクアサインメントを受け損なったかどうかを判断する。例えば、変数Ｖ＿ＤＬ＿ＤＡＩ
と変数Ｕ＿ＤＡＩが一致せず、すなわち
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【数４】

　の場合では、少なくとも１つのダウンリンクアサインメントを受け損なったと判断し、
ＵＥは共通サブフレームにおいてＮＡＣＫ信号を生成しなければならない。
【００３５】
　同じく、ＵＥは変数Ｖ＿ＵＬ＿ＤＡＩに基づいてバンドルサブフレームに含まれるＰＤ
ＳＣＨ伝送の数量も判断できない。この場合、本発明の実施例では変数Ｕ＿ＤＡＩと変数
Ｎ＿ＳＰＳの和に基づいて、ＵＥが共通サブフレームにおいてＡＣＫ信号またはＮＡＣＫ
信号を伝送すべきかどうかを判断するしかない。変数Ｕ＿ＤＡＩと変数Ｎ＿ＳＰＳの和が
０であれば、バンドルサブフレームにＰＤＳＣＨ伝送がないので、ＵＥはＡＣＫ信号また
はＮＡＣＫ信号を送信する必要がない。変数Ｖ＿ＵＬ＿ＤＡＩ、Ｖ＿ＤＬ＿ＤＡＩ、及び
変数Ｕ＿ＤＡＩの定義について先行技術の説明を参照すればよく、ここで説明を省略する
。
【００３６】
　したがって、本発明の実施例ではＵＥがダウンリンクアサインメントを受け損なったか
どうかを正確に判断し、共通サブフレームにおいてＡＣＫ信号またはＮＡＣＫ信号を返送
することができる。
【００３７】
　図５を参照する。図５は本発明の実施例による方法５０のフローチャートである。下記
方法５０は、無線通信システム１０のＵＥにおいてＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング動作の
改善に用いられ、フィードバックバンドリング改善プログラム２２０としてコンパイルす
ることができる。方法５０は以下のステップを含む。
【００３８】
　ステップ５００：開始。
　ステップ５０２：アップリンクサブフレームに割り当てられたアップリンクグラントを
受信する。このアップリンクサブフレームは、複数のダウンリンクサブフレームに対応す
るフィードバック信号を伝送するために用いられる。ＵＥのＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値は
０とされる。
　ステップ５０４：ＵＥが複数のダウンリンクサブフレームの中から検出したＰＤＳＣＨ
伝送の数量に基づいて、複数のダウンリンクサブフレームにおいてフィードバック信号が
形成されたダウンリンクサブフレームの数量を判断する。
　ステップ５０６：終了。
【００３９】
　以上の方法５０によれば、ＵＥはＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値が０の状態でアップリンク
サブフレームに割り当てられたアップリンクグラントを受信する。このアップリンクサブ
フレームは、複数のダウンリンクサブフレームに対応するフィードバック信号を伝送する
ために用いられる。言い換えれば、アップリンクサブフレームはＡＣＫ／ＮＡＣＫバンド
リングの共通サブフレームであり、複数のダウンリンクサブフレームはそれに対応するバ
ンドルサブフレームである。ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値が０の状態では、アップリンクグ
ラントを運ぶＰＤＣＣＨシグナリングにＤＡＩフィールドが存在しないため、本発明の実
施例では、ＵＥがバンドルサブフレームの中から検出したＰＤＳＣＨ伝送の数量に基づい
て、バンドルサブフレームにおいてフィードバック信号が形成されたダウンリンクサブフ
レームの数量を判断する。
【００４０】
　ＵＥがバンドルサブフレームの中から検出したＰＤＳＣＨ伝送の数量は、ダイナミック
スケジューリングされたＰＤＳＣＨ伝送（すなわち対応するＰＤＣＣＨシグナリングを有
するＰＤＳＣＨ伝送）と、事前定義されたＰＤＳＣＨ伝送（すなわち対応するＰＤＣＣＨ
シグナリングを有しないＰＤＳＣＨ伝送）とを含み、両者はそれぞれ変数Ｕ＿ＤＡＩと変
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数Ｎ＿ＳＰＳで示される。
【００４１】
　簡単に言えば、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値が０の状態では、ＵＥが受信したアップリン
クグラントを運ぶＰＤＣＣＨシグナリングにはＤＡＩフィールド（すなわち変数Ｖ＿ＵＬ
＿ＤＡＩ）が存在しないため、本発明の実施例では、ＵＥがバンドルサブフレームの中か
ら検出したＰＤＳＣＨ伝送の数量（すなわち変数Ｕ＿ＤＡＩと変数Ｎ＿ＳＰＳ）に基づい
て、バンドルサブフレームにおいてフィードバック信号が形成されたダウンリンクサブフ
レームの数量（すなわち変数Ｎ＿ｂｕｎｄｌｅｄ）を判断する。たとえば、本発明の実施
例ではバンドルサブフレームにおいてフィードバック信号が形成されたダウンリンクサブ
フレームの数量を変数Ｕ＿ＤＡＩと変数Ｎ＿ＳＰＳの和とすることができる。
【００４２】
　したがって、本発明の実施例ではバンドルサブフレームにおいてフィードバック信号が
形成されたダウンリンクサブフレームの数量を正確に判断し、ＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリ
ングの動作を改善することができる。
【００４３】
　図６を参照する。図６は本発明の実施例による方法６０のフローチャートである。下記
方法６０は、無線通信システム１０のＵＥにおいてＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリング動作の
改善に用いられ、フィードバックバンドリング改善プログラム２２０としてコンパイルす
ることができる。方法６０は以下のステップを含む。
【００４４】
　ステップ６００：開始。
　ステップ６０２：アップリンクサブフレームに割り当てられたアップリンクグラントを
受信する。このアップリンクサブフレームは、複数のダウンリンクサブフレームに対応す
るフィードバック信号を伝送するために用いられる。
　ステップ６０４：アップリンクグラントを運ぶＰＤＣＣＨシグナリングにＤＡＩが含ま
れるかどうかを判断する。
　ステップ６０６：ＤＡＩに基づいて、ＵＥがダウンリンクアサインメントを受け損なっ
たかどうか、及び複数のダウンリンクサブフレームにおいてフィードバック信号が形成さ
れたダウンリンクサブフレームの数量を判断する。
　ステップ６０８：終了。
【００４５】
　以上の方法６０によれば、ＵＥはまずアップリンクサブフレームに割り当てられたアッ
プリンクグラントを受信する。このアップリンクサブフレームは、複数のダウンリンクサ
ブフレームに対応するフィードバック信号を伝送するために用いられる。言い換えれば、
アップリンクサブフレームはＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングの共通サブフレームであり、
複数のダウンリンクサブフレームはそれに対応するバンドルサブフレームである。次に、
本発明の実施例ではアップリンクグラントを運ぶＰＤＣＣＨシグナリングにＤＡＩが含ま
れるかどうかを判断する。最後に、本発明の実施例ではアップリンクグラントにより指示
されたＤＡＩに基づいて、ＵＥがダウンリンクアサインメントを受け損なったかどうか、
及びバンドルサブフレームにおいてフィードバック信号が形成されたダウンリンクサブフ
レームの数量を判断する。
【００４６】
　望ましくは、本発明の実施例ではＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値が１～６とされた場合に、
アップリンクグラントにＤＡＩが含まれると判断する。したがって、ＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ
構成値が１～６とされた状態では、本発明の実施例によるＵＥはアップリンクグラントに
より指示されたＤＡＩ（すなわち変数Ｖ＿ＵＬ＿ＤＡＩ）に基づいて、ＵＥがダウンリン
クアサインメントを受け損なったかどうか、及びバンドルサブフレームにおいてフィード
バック信号が形成されたダウンリンクサブフレームの数量を判断することができる。
【００４７】
　言い換えれば、本発明の実施例ではＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値が１～６とされた場合に
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なったかどうか、及びバンドルサブフレームにおいてフィードバック信号が形成されたダ
ウンリンクサブフレームの数量（すなわち変数Ｎ＿ｂｕｎｄｌｅｄ）を判断する。したが
って、本発明の実施例ではＴＤＤ　ＵＬ／ＤＬ構成値が０とされた場合に生じる誤判断を
防止できる。
【００４８】
　まとめて言えば、本発明の実施例は、ＵＥがダウンリンクアサインメントを受け損なっ
たかを正確に判断してＡＣＫまたはＮＡＣＫ信号を返送するのを可能にするために、無線
通信システムのＵＥにおいてＡＣＫ／ＮＡＣＫバンドリングの動作を改善する方法を提供
する。
【００４９】
　以上は本発明に好ましい実施例であって、本発明の実施の範囲を限定するものではない
。よって、当業者のなし得る修正、もしくは変更であって、本発明の精神の下においてな
され、本発明に対して均等の効果を有するものは、いずれも本発明の特許請求の範囲に属
するものとする。
【符号の説明】
【００５０】
１０　無線通信システム
１００　無線通信装置
１０２　入力装置
１０４　出力装置
１０６　制御回路
１０８　ＣＰＵ
１１０　記憶装置
１１２　プログラム
１１４　トランシーバー
２００　アプリケーション層
２０２　第三層インターフェイス
２０６　第二層インターフェイス
２１８　第一層インターフェイス
２２０　フィードバックバンドリング改善プログラム
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