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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線インタフェースを介して無線端末からネットワークへ行われるアップリンク通信に
関連して、前記ネットワークへ送信しようとしているデータをバッファに記憶する前記無
線端末において実行される方法であって、
　前記無線端末から前記ネットワークへ送信されようとしているデータを検出するステッ
プと、
　前記検出されたデータについて付与されている優先順位を判別するステップと、
　前記無線端末によって使用される将来のアップリンク無線リソースをスケジューリング
することを決定するステップと、
　前記判別された前記データの優先順位が第１優先順位であれば、アップリンク送信スケ
ジューリング要求を前記ネットワークへ送信するステップと、
　前記判別された前記データの優先順位が、スケジューリング要求を送信しないように設
定されたデータフローに対応した第２優先順位であれば、前記将来のアップリンク無線リ
ソースを使用して当該データを送信するステップと、
　前記バッファが空かどうかを検出するステップと、
　前記バッファが空であることを検出した後で前記バッファが送信対象のデータを受信し
たかどうかを検出するステップと、
　前記検出されたデータが前記第１優先順位を付与されていれば、スケジューリング要求
を送信し、バッファ状態報告を生成し、前記ネットワークからアップリンクスケジューリ
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ンググラントを受信し、前記第１優先順位のデータと前記バッファ状態報告を前記ネット
ワークへ送信するステップと、
　前記検出されたデータが前記第２優先順位を付与されていれば、前記第２優先順位のデ
ータを送信するためのアップリンクリソースが使用可能となるまでは、スケジューリング
要求を前記ネットワークへ送信せず、かつ、前記バッファ状態報告を前記ネットワークへ
送信しないステップと
を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記第１優先順位は前記第２優先順位より高いことを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記優先順位は、論理チャネル、論理チャネルグループ、無線ベアラ、サービス品質、
および、前記データに関連付けられたバッファ状態報告のうち１つ以上に関連付けられて
いることを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１優先順位のデータは遅延の影響を受けやすいデータであり、
　前記第２優先順位のデータはボイス・オーバ・ＩＰ（ＶｏＩＰ）データである
ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記将来のアップリンク無線リソースについて残っている時間が、前記第２優先順位に
関連付けられている所定のタイマー値に等しくなると、前記所定のタイマー値を設定した
タイマーをスタートさせるステップと、
　前記タイマーがタイムアウトしたかどうかを判定するステップと、
　前記データの送信が完了する前に前記タイマーがタイムアウトすると、前記アップリン
ク送信スケジューリング要求を前記ネットワークへ送信するステップと
をさらに有することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記将来のアップリンク無線リソースは周期的な時間間隔で半永続的にスケジューリン
グされるアップリンク無線リソースであり、
　前記タイマー値は、前記周期的な時間間隔と等しいか短い
ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１優先順位を付与されたデータが検出されると、前記第２優先順位と関連付けら
れているタイマー値よりも小さな前記第１優先順位と関連付けられているタイマー値を設
定したタイマーをスタートさせるステップと、
　前記タイマーがタイムアウトしたかどうかを判定するステップと、
　前記データの送信が完了する前に前記タイマーがタイムアウトすると、前記アップリン
ク送信スケジューリング要求を前記ネットワークへ送信するステップと
をさらに有することを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　無線インタフェースを介してネットワークと通信する無線端末において使用される装置
であって、
　前記ネットワークと通信するための無線回路と、
　データを記憶するバッファと、
　前記無線回路と接続されたプロセッサであって、
　　　前記バッファに接続された変調器と、
　　　制御部と
　を備えたプロセッサと
を備え、
　前記制御部は、
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　前記無線端末から前記ネットワークへ送信されようとしているデータを検出し、
　前記検出されたデータについて付与されている優先順位を判別し、
　前記無線端末によって使用される将来のアップリンク無線リソースをスケジューリング
することを決定し、
　前記判別されたデータの優先順位が第１優先順位であれば、前記ネットワークへ送信す
るために前記変調器へ供給されることになるアップリンク送信スケジューリング要求を生
成し、
　前記判別されたデータの優先順位がスケジューリング要求を送信しないように設定され
たデータフローに対応した第２優先順位であれば、前記変調器と前記無線回路を通じて、
前記将来のアップリンク無線リソースを使用して当該データの送信を開始し
　前記バッファが空かどうかを検出し、
　前記バッファが空であることを検出した後で前記バッファが送信対象のデータを受信し
たかどうかを検出し、
　前記検出されたデータが前記第１優先順位を付与されていれば、スケジューリング要求
を送信し、バッファ状態報告を生成し、前記ネットワークからアップリンクスケジューリ
ンググラントを受信し、前記第１優先順位のデータと前記バッファ状態報告を前記ネット
ワークへ送信し、
　前記検出されたデータが前記第２優先順位を付与されていれば、前記第２優先順位のデ
ータを送信するためのアップリンクリソースが使用可能となるまでは、スケジューリング
要求を送信せず、前記バッファ状態報告を前記ネットワークへ送信しない
ことを特徴とする装置。
【請求項９】
　前記第１優先順位は前記第２優先順位より高いことを特徴とする請求項８に記載の装置
。
【請求項１０】
　前記優先順位は、論理チャネル、論理チャネルグループ、無線ベアラ、サービス品質、
および、前記データに関連付けられたバッファ状態報告のうち１つ以上に関連付けられて
いることを特徴とする請求項８または９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第１優先順位のデータは遅延の影響を受けやすいデータであり、
　前記第２優先順位のデータはボイス・オーバ・ＩＰ（ＶｏＩＰ）データである
ことを特徴とする請求項８ないし１０のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、
　タイマーを備えるとともに、
　前記将来のアップリンク無線リソースについて残っている時間が、前記第２優先順位に
関連付けられている所定のタイマー値に等しければ、前記所定のタイマー値を設定したタ
イマーをスタートさせ、
　前記タイマーがタイムアウトしたかどうかを判定し、
　前記データの送信が完了する前に前記タイマーがタイムアウトすると、前記アップリン
ク送信スケジューリング要求を送信する
ように構成されていることを特徴とする請求項８ないし１１のいずれか１項に記載の装置
。
【請求項１３】
　前記所定のタイマー値は、すべてのトラフィックフローに関連付けられた値であること
を特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記所定のタイマー値は、送信されようとしているデータに付与されている特定の優先
順位に関連付けられている値であることを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【請求項１５】
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　前記制御部は、それぞれ異なる優先順位に対応した複数のタイマーを備えていることを
特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記将来のアップリンク無線リソースは周期的な時間間隔で半永続的にスケジューリン
グされるアップリンク無線リソースであり、
　前記タイマー値は、前記周期的な時間間隔と等しいか短いことを特徴とする請求項１２
に記載の装置。
【請求項１７】
　請求項８ないし１６のいずれか１項に記載された無線端末とともに使用される無線基地
局であって、
　無線通信回路に接続されたアップリンク送信スケジューラを備え、
　前記アップリンク送信スケジューラは、スケジューリング要求を受信してグラントし、
アップリンクグラントを使用して送信されたデータを受信するように構成されていること
を特徴とする無線基地局。
【請求項１８】
　無線通信システムであって、
　請求項８ないし１６のいずれか１項に記載された前記装置と、
　請求項１７に記載された前記無線基地局と
を備えることを特徴とする無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、電気通信の分野に関するものであり、そして特に、無線通信端末に対するア
ップリンク・スケジューリングに関する。
【背景技術】
【０００２】
　第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）標準化団体において、ＧＳＭ、
ＨＳＰＡ、およびＬＴＥのような技術が、容量およびサービス範囲の改善とともにより高
いデータレートを提供しているセル方式通信ネットワークのために開発されてきており、
そして現在も進展している。ＬＴＥのアクセス技術は、ダウンリンク（ＤＬ）に対しては
直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）をベースとしており、アップリンク（ＵＬ）に対しては
シングル・キャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）をベースとしている。ダウンリンク（Ｄ
Ｌ）とアップリンク（ＵＬ）双方でのユーザ装置（ＵＥ）への無線リソース割り当ては、
各ＵＥに関連したその時点のトラヒック・パターンおよび無線伝搬特性を考慮して、“高
速スケジューリング”を適応的に使用して行われる。ＤＬとＵＬ双方における無線リソー
スの割り当ては、ＬＴＥではｅＮｏｄｅＢと呼ばれる基地局内にあるスケジューラで行わ
れる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本願における技術は、ＬＴＥおよび、ＬＴＥと同様なアップリンク・スケジューリング
を採用するシステムにおけるＵＬスケジューリングに関する。ＵＬ送信のためにリソース
を割り当てる際の難題の１つは、ＵＬ送信のためにＵＥバッファ内に保留中または待機中
のデータがあることをＵＥがｅＮｏｄｅＢに知らせなければならないことである。ＬＴＥ
内でこれをする１つの方法は、たとえば、ＵＥがｅＮｏｄｅＢにスケジューリング要求（
ＳＲ）を送信することである。ＳＲは、専用ＳＲチャネル（Ｄ－ＳＲ）上または競合ベー
スのランダム・アクセス・チャネル（ＲＡＣＨ）上で送信可能である。Ｄ－ＳＲは、ＵＥ
がＵＬ同期であること、そしてＵＥがＳＲチャネルを物理アップリンク制御チャネル（Ｐ
ＵＣＣＨ）上に割り当てていることを必要とする。これらの手順の双方とも遅延をもたら
す。その場合、ｅＮｏｄｅＢは、ＵＥがＵＬ送信のためにどの時間／周波数リソースを用
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いることになるかに関する情報を含むグラントで応答する。グラントは、物理ダウンリン
ク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で送信される。ｅＮｏｄｅＢにおけるリンク適応機能の
サポートを受けて、トランスポート・ブロックの大きさ、変調方式、符号化レート、およ
びアンテナ体系が選択され、そして選択されたトランスポート・フォーマットが、ユーザ
ＩＤ情報に加えてＵＥに信号で伝えられる。
【０００４】
　ｅＮｏｄｅＢによりグラントされたリソースは、ＵＥから発生するＵＬ送信が様々な分
量のビットを含むことができるように、大きさを可変にできる。少なくとも、ＵＬ送信は
バッファ状態報告（ＢＳＲ）を含むべきである。他の情報がＢＳＲとともに含まれる場合
がある。
【０００５】
　スケジューリング要求（ＳＲ）を送って、ＵＥがＵＬ送信リソースを必要としているこ
とをｅＮｏｄｅＢアップリンク・スケジューラに知らせる。ＬＴＥでは、スケジューリン
グ要求（ＳＲ）をトリガーする工程は、ＬＴＥ内の異なる論理チャネルに関連している。
それらの論理チャネルは通常、同じような特性を共有する論理チャネル群（ＬＣＧ）にグ
ループ化される。さらに具体的には、バッファ状態報告（ＢＳＲ）の送信は、ＵＬデータ
がＵＥ送信バッファ内に到着し、そして当該データがＵＬ送信バッファ内に既に存在して
いるデータに対する優先順位よりも高い優先順位を持つ論理チャネル群（ＬＣＧ）に属し
ている場合にトリガーされる。同様に、ＵＥがその時点の送信時間周期に対して割り当て
られるＵＬリソースを有しないと、スケジューリング要求（ＳＲ）がトリガーされる。こ
のリソースがＵＥに割り当てられていると、専用スケジューリング要求（ＳＲ）（Ｄ－Ｓ
Ｒ）がＰＵＣＣＨ上で送信されるか、またはその代わりに、ランダム・アクセス・スケジ
ューリング要求（ＳＲ）（ＲＡ－ＳＲ）がＲＡＣＨ上で送信される。
【０００６】
　ＬＴＥはまた、ＵＥが何らかの周期性をもってＵＬリソースを割り当てられるセミパー
システント（半永続的）なスケジューリングを用いる機会を提供する。半永続的なスケジ
ューリングの利点は、半永続的なスケジューリングが、あらゆるリソース割り当てに対し
てＵＬグラントの送信を回避することにより、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣ
Ｈ）上の乏しい無線リソースを節約することである。半永続的なスケジューリング設定か
ら利益を受ける可能性のある１つのサービスは、ＩＰ音声（ＶｏＩＰ）である。ＵＥがＶ
ｏＩＰフローまたは同様なものに対して設定されたＵＬ半永続無線リソースを有する場合
、空のバッファに到着する各パケットは、リソースのタイミングがＶｏＩＰデータの到着
と完全に同調していないと、ＲＡ－ＳＲまたはＤ－ＳＲをトリガーする。換言すると、空
のバッファに到着する各パケットがＲＡ－ＳＲまたはＤ－ＳＲをトリガーする瞬間が－Ｖ
ｏＩＰフローに対してＵＬリソースの半永続的スケジューリングを前提とするとＳＲは無
用であるけれども、恐らく多くあるであろう。
【０００７】
　このような状況では、ＵＬスケジューラは、（１）ＶｏＩＰフレーム（通常、半永続的
スケジューリングが既に、近々にあるＶｏＩＰフレームに対する用意ができているリソー
スを有するので、スケジューラがＳＲに応答する必要がない）により、または（２）優先
順位がより高い何らかの（たとえば、スケジューラがＳＲに応答する必要がないシグナリ
ング無線ベアラ（ＳＲＢ）に関連する）データにより、トリガーされるＲＡ－ＳＲまたは
Ｄ－ＳＲを区別できない。スケジューラは、ＵＥからの複数のＳＲをすべて無視するか、
またはすべてのＳＲに対して動的にＵＥの予定を組むかのいずれかである。第１の場合で
は、シグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）データのような、優先順位が高いデータの送信は
、次の半永続的なリソースが生じるまで遅らされる可能性がある。遅らされていた優先順
位が高いデータが次の半永続的リソースを取得すると、その場合、バッファされている、
優先順位が低いデータは、次の半永続的グラントが現われるまで遅らされる。ＶｏＩＰフ
レームがバンドルされる場合、余分な遅延時間が４０ミリ秒またはそれ以上と見込まれ、
受け入れがたい場合がある。第２の場合では、ＰＤＣＣＨグラントとＳＲの双方が大々的
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にとにかく送信されることになるので、半永続的リソース・スケジューリングを使用して
も大して利益がない。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　無線端末からネットワークへの無線インタフェースによるアップリンク通信のための方
法および装置が開示される。無線端末によりネットワークに送信されるデータが、アップ
リンク送信に対してネットワークにスケジューリング要求をトリガーするために検出され
る。検出されたデータに関連した優先順位が決定される。決定された優先順位が第１の優
先順位であると、アップリンク送信スケジューリング要求がネットワークに送信される。
決定された優先順位が第２の異なる優先順位であると、アップリンク送信スケジューリン
グ要求のネットワークへの送信は遅らされるかまたは送信されない。第２の優先順位のデ
ータは、スケジューリング要求を送らないように設定されたデータフローに相当する。好
適な例では、第１の優先順位は、第２の優先順位よりも高い。
【０００９】
　優先順位は、当該データに関連した、論理チャネル、論理チャネル群、無線ベアラ、サ
ービス品質、またはバッファ状態報告のうちの１つ以上に関連する場合がある。第１の優
先順位のデータは遅延に影響を受け易いデータである場合があり、そして第２の優先順位
のデータはＩＰ音声（ＶｏＩＰ）データである場合がある。
【００１０】
　本技術のさらなる態様は、以降のアップリンク無線リソースが無線端末による使用に備
えてスケジューリングされることを決定できるようにする。データは、決定された優先順
位が第２の優先順位であるときに、以降のアップリンク無線リソースを使用して送信され
る。
【００１１】
　本技術の別の態様は、第２の優先順位に関連した所定のタイマー値を有するタイマーを
、以降のアップリンク無線リソースに残存している時間が所定のタイマー値に等しい場合
に起動する。データが送信されている途中にタイマーがタイムアウトする（切れる）と、
アップリンク送信スケジューリング要求がネットワークに送信される。以降のアップリン
ク無線リソースが、周期的な時間間隔で半永続的にスケジューリングされてもよい。さら
に、タイマー値は周期的な時間間隔と同じか、または周期的な時間間隔よりも小さい場合
がある。一つの実施例では、第１の優先順位を持つデータが検出される場合、第１の優先
順位に関連したタイマー値を有するタイマーが起動されてもよい。第１の優先順位に関連
したタイマー値は、第２の優先順位に関連したタイマー値より小さい。データが送信され
ている途中にタイマーが切れると、アップリンク送信スケジューリング要求がネットワー
クに送信される。
【００１２】
　無線端末は通常、ネットワークに送信されることになるデータフローに属しているデー
タをバッファに格納する。無線端末は、送信のためのデータを空のバッファが受信し終え
る時点を検出する。検出されたデータが第１の優先順位に関連していると、バッファ状態
報告（ＢＳＲ）が生成され、そしてネットワークに送信される。アップリンク・スケジュ
ーリング・グラントがネットワークから受信されると、第１の優先順位を持つデータおよ
びバッファ状態報告がネットワークに送信される。検出されたデータが第２の優先順位に
関連していると、バッファ状態報告は、アップリンク・リソースが第２の優先順位に関連
した検出データを送信するのに利用できるようになるまで、ネットワークに送信されない
。
【００１３】
　無線インタフェースによってネットワークと通信する無線端末内で用いるための、上記
に従った装置について説明する。無線端末とともに用いるための基地局はアップリンク送
信スケジューラを含む。アップリンク送信スケジューラは、スケジューリング要求を受信
して、スケジューリング要求をグラント（承認）し、基地局はアップリンク・グラントを
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使用して送信されたデータを受信する。無線端末および基地局を含む無線通信システムが
また、提供される。
【００１４】
　したがって、スケジューリング要求（ＳＲ）は、低い優先順位のデータフロー、論理チ
ャネル群（たとえば、半永続的なリソース割り当てで設定されたＶｏＩＰ）、または他の
グループに対しては禁止されるが、しかしより高い優先順位のトラヒック（たとえば、シ
グナリンク無線ベアラ（ＳＲＢ）に関連したデータ）に対してはなおトリガーできる。こ
れにより、スケジューラがバッファ状態報告（ＢＳＲ）を待たずに異なる優先順位のフロ
ー、またはグループ（たとえば、ＬＣＧ）を識別できるので、より効率的なスケジューリ
ングが可能になる。これはまた、ＵＬスケジューラが、たとえば、データが影響を受け易
いと見なされる場合、ロバストな符号化方式および変調方式を使用してリソースを割り当
てることを選択できることを意味する。別の有益な成果は、遅延の影響を受け易い、高い
優先順位のデータには遅延をより少なくし、そして半永続的なリソースがスケジューリン
グされる場合アップリンクおよびダウンリンクの制御信号を減らす（すなわち、ＳＲおよ
びアップリンク・グラントがより少ない）ことである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、無線通信システムの例を描いた図である。
【図２】図２は、アップリンク・スケジューリング要求に関連した手順を示す信号図の例
である。
【図３】図３は、アップリンク・リソースのスケジューリングおよび使用に関連する、無
線端末で用いるための、非限定的な手順例を示すフロー図である。
【図４】図４は、ＶｏＩＰに対する半永続的アップリンク・リソース割り当ての例および
、ＶｏＩＰデータおよび非ＶｏＩＰデータがスケジューリング要求に関してどのように処
理されるかを説明する図である。
【図５】図５は、ＶｏＩＰパケットに対する半永続的アップリンク・リソース割り当てが
、各送信時間周期で用いられるＶｏＩＰ　ＳＲ禁止時間期間とともにこの端末に割り当て
られている場合に、端末の送信バッファに次々と到着するＶｏＩＰパケットの例を説明す
る図である。
【図６】図６は、ＳＲ禁止タイマーを用いるための、非限定的な手順例を示すフロー図で
ある。
【図７】図７は、無線端末および基地局の一部を説明する、非限定的な機能ブロック図の
例である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下の明細書では、説明のためであって限定する目的ではなく、特定のアーキテクチャ
、インタフェース、技術などのような具体的詳細が説明される。しかしながら、当業者に
は、請求項に記載された技術がこれらの具体的詳細とは異なる他の実施形態において実施
可能であることは、明らかであろう。すなわち、当業者は、本明細書で明示的に説明また
は示されていないが、本発明の技術思想を実施し、そして本発明の技術思想および範囲に
含まれる様々な装置を考案できるであろう。なお、本発明の明細書を無用な詳細で分かり
難いようにしないようにするために、周知のデバイス、回路、および方法の詳細な明細に
ついては割愛する。本発明の原理、態様、そして実施形態ばかりでなく、具体例を列挙し
ている本明細書でのすべての記載は、本発明の構造的均等物および機能的均等物の双方を
包含することを意図している。その上、そのような均等物には、現時点で既知の均等物だ
けでなく今後に開発される均等物、すなわち構造に係らず、同じ機能を行うように開発さ
れる任意の要素を含むことを意図している。
【００１７】
　このように、当業者には本明細書でのブロック図が、たとえば本技術の原理を実施する
回路を説明するための概念図であることを理解できよう。同じように、説明されている様
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々な処理は、コンピュータで読み取り可能な記憶媒体において実質的に表現される場合が
あり、そしてコンピュータまたはプロセッサにより実行できることも理解できよう。
【００１８】
　“プロセッサ”または“制御装置”または“コンピュータ”と名称を付与されている、
または説明されている機能ブロックを含む様々な要素の機能は、専用のハードウェアばか
りでなく、ソフトウェアを実行できるハードウェアを用いることによって提供可能である
。プロセッサにより提供される場合、本機能は、単一の専用プロセッサにより、単一の共
用プロセッサにより、または一部が共用されるか分散される場合のある複数の個別プロセ
ッサにより提供可能である。さらに、“プロセッサ”または“制御装置”にのみ限定され
るわけではなく、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）ハードウェア、ＡＳＩＣハードウェ
ア、リード・オンリ・メモリ（ＲＯＭ）、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、およ
び／または他の記憶媒体を含む場合がある。
【００１９】
　本明細書は、ＬＴＥ標準に従った無線通信システムに焦点を合わせているが、しかし本
技術は一般に、アップリンク・スケジューリング手順を採用する他の無線通信システムに
及ぶ。
【００２０】
　図１は、無線通信システム１０の例を説明するための図である。無線基地局１２は、無
線インタフェースによってダウンリンク方向に、無線端末、移動無線、移動機などとも呼
ばれる複数のユーザ装置（ＵＥ）１４に情報を送信する。アップリンク方向に、ＵＥ１４
は無線インタフェースによって基地局に情報を送信できる。基地局は通常、他の複数の基
地局を含む場合がある無線アクセス・ネットワークの一部である。無線アクセス・ネット
ワークは通例、インターネット、公衆電話網、および同様なものを介してユーザとの通信
を円滑にする他のネットワークと接続される。［発明が解決しようとする課題］の欄で説
明したように、基地局１２には、ある通信プロトコルに従うことにより、ＵＥ１４からの
送信をスケジューリングするスケジューラを備え、稼動中の各ＵＥがアップリンク方向に
データを送信するために基地局のスケジューラにアップリンク無線リソースを要求し、そ
して基地局のスケジューラは通常、無線リソースのアップリンク・グラントを、それらの
リソースが利用できると仮定して、要求しているＵＥ１４に提供することにより応答する
。
【００２１】
　図２は、アップリンク・スケジューリング要求に関連する、非限定的な手順例を示す信
号図の例である。ＵＥは図の左側に示され、そして基地局（ＢＳ）が図の右側に示されて
いる。最初に、ＵＥはこれから送信しようとしているアップリンク・データを送信バッフ
ァに受信する。バッファ内への当該データの受信に対応して、ＵＥはアップリンク・スケ
ジューリング要求（ＳＲ）を生成し、そして当該スケジューリング要求を基地局に送信す
る。基地局は、ＵＥのスケジューリング要求を検出し、そしてそれに応えて、ＵＥが使用
する無線リソースのアップリンク・グラントについてスケジューリングし、そしてそれか
ら当該アップリンク・グラントをＵＥに送信する。基地局からアップリンク・グラントを
受信すると、ＵＥはバッファ状態報告（ＢＳＲ）を生成し、そしてアップリンク・グラン
トを使用してバッファ状態報告とともにバッファしているデータを基地局に送信する。Ｂ
ＳＲがＳＲをトリガーするので、それでＢＳＲは常にＳＲの送信に続いて送信の準備がで
きている。しかし、ＵＬリソースがデータのすべてに適合できる（しかしＢＳＲには適合
できない）と、ＢＳＲは取り消しでき、そうでなければ、ＢＳＲは余裕があるとデータと
ともに送信される。
【００２２】
　アップリンク送信を予定に組むための本手順は、これらの信号メッセージを生成し、そ
して処理するために、一定量のデータ処理オーバーヘッドだけでなく無線帯域幅を必要と
する。また、干渉が引き起こされ、潜在的に他のセルの性能に影響する。この処理オーバ
ーヘッドおよび信号オーバーヘッドは、特に煩わしく、そして必要でさえない場合があり
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、それは、特定のデータフローのためにアップリンクで半永続無線リソースを既にＵＥが
割り当てられている場合である。［発明が解決しようとする課題］で説明したように、半
永続的なリソースが確立されることが多い非限定的な１つの例は、ＩＰ音声（ＶｏＩＰ）
データフローである。本願における技術は、ＶｏＩＰデータのような、ある優先順位のデ
ータまたはあるタイプのデータが、スケジューリング要求を基地局に送信することに関し
て、別の優先順位のデータまたは別のタイプのデータとは異なって処理される場合がある
方法を提供する。
【００２３】
　図３は、このアップリンク・リソースのスケジューリングおよび使用技術に関する、無
線端末で用いるための、非限定的な手順例を示すフロー図である。最初に工程Ｓ１で、通
常、アップリンク送信を求めるスケジューリング要求を開始させる（トリガーする）であ
ろうデータを無線端末がバッファ内に検出する。しかし、スケジューリング要求が発生す
る前に、無線端末がバッファ内のこのデータを送信するためのアップリンク・リソースで
あって、将来使用するために既にスケジューリング済みのアップリンク・リソースがある
かどうか、たとえば、半永続的なリソースが無線端末のデータフローに対して確立されて
いるかどうかの決定がなされる（工程Ｓ２）。アップリンク・リソースがなければ、スケ
ジューリング要求（ＳＲ）が基地局に送信される（工程Ｓ７）。無線端末は基地局からの
アップリンク・グラントを受信するのを待ち（工程Ｓ８）、そしてアップリンク・グラン
トを受信した後でバッファ状態報告（ＢＳＲ）を生成してもよい（工程Ｓ９）。無線端末
は、アップリンク・グラントを使用して、データを基地局に送信し、そしてＢＳＲが生成
されているのであればＢＳＲも基地局に送信してもよい（工程Ｓ１０）。
【００２４】
　他方、アップリンク・リソースが既に無線端末にスケジューリングされていれば、無線
端末はバッファに格納されているデータに付与されている優先順位またはそのタイプを決
定する（工程Ｓ３）。ＬＴＥ型のシステムにおいてデータの優先順位またはタイプを決定
する１つの非限定的な例は、バッファに格納されているデータに関連した論理チャネル群
（ＬＣＧ）を決定することであろう。無線端末はそれから、バッファ内のデータが特定の
優先順位または特定のタイプに関連しているかどうかを判定する（工程Ｓ４）。この非限
定的な例では、特定の優先順位または特定のタイプは、より低い優先順位か、またはＶｏ
ＩＰデータのような特定のカテゴリーのデータに関連した優先順位であってもよい。この
場合、無線端末はスケジューリング要求を基地局に送信しないことを決定し（工程Ｓ５）
、そして単に以降の、既にスケジューリングされているアップリンク・リソースを使用し
てデータを送信する（工程Ｓ６）。一方、データが何らかの他の優先順位、たとえば、よ
り高い優先順位、または何らかの他のタイプのデータに関連しているのであれば、無線端
末がスケジューリング要求を基地局に送信し（工程Ｓ７）、そして工程Ｓ８および工程Ｓ
１０およびオプションとしてまた工程Ｓ９で概説した手順に従う。
【００２５】
　図４によれば、非限定的な例として、時間軸に沿って垂直のハッシュ・マークにより示
されているＶｏＩＰデータフローに対して半永続的なアップリンク・リソース割り当てを
提供する例が説明されている。各時間間隔は、送信時間周期と呼ばれる。図示しているよ
うに、最初のＶｏＩＰパケットが無線端末のバッファに到着し、そして次の半永続的なア
ップリンク・リソース割り当てを使用して送信される。別のＶｏＩＰパケットがバッファ
に到着し、そして次の半永続的なアップリンク・リソースを使用して送信される。しかし
、次の送信時間周期では、非ＶｏＩＰデータが無線端末のバッファに受信される。この場
合、無線端末は、次の半永続的なアップリンク・リソースの割り当てを待たずに非ＶｏＩ
Ｐデータを送信してもよい。つまり、無線端末は、比較的短い時間の間にアップリンク・
グラントが得られることを期待してスケジューリング要求（ＳＲ）を生成し、ＳＲを送信
してもよい。このようにすることで、次にスケジューリングされる半永続的なアップリン
ク・リソースを待たずにまたは使用せずに、非ＶｏＩＰデータを送信できるようになろう
。これにより、非ＶｏＩＰデータが恐らくより早急に送信できるようになるだけでなく、
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さらに、ＶｏＩＰデータを、次の送信時間周期まで遅らせることなく次の半永続的なアッ
プリンク・リソースを使用して送信できるようになるのである。
【００２６】
　別の非限定的な実施例では、データの到着と次の半永続的にスケジューリングされてい
るリソースとの間に余裕ができるようにするために、スケジューリング要求禁止タイマー
を採用する。図５は、無線端末の送信バッファに到着するＶｏＩＰデータフローに関連し
た次々と到着するＶｏＩＰパケットに対して半永続的なアップリンク・リソースが割り当
てられていることを示している。その上、ＶｏＩＰスケジューリング要求（ＳＲ）禁止時
間期間が、後続する半永続的なリソース割り当てにおける各送信時間周期内において適用
される。パケットが送信時間周期内に到着し、そしてＶｏＩＰスケジューリング要求禁止
タイマーが切れると、その場合、スケジューリング要求が無線端末により生成され、そし
て基地局に送信される。そうでなければ、スケジューリング要求はバッファ内のパケット
に対して生成されず、送信されない。
【００２７】
　そのような禁止タイマーは、活発に会話中のＶｏＩＰユーザが一定の間隔で半永続的な
リソース割り当てを有しているＶｏＩＰ型ユーザである状況で、無用なスケジューリング
要求を防止するのに有用である。着信するＶｏＩＰパケットを半永続的なリソース割り当
てにミリ秒ベースで適合させようとするのは可能であろうけれども、そのような場合禁止
タイマーが役立たないであろうし、この水準の詳細度での調整に頼るのは現実的でない、
または勧められない場合がある。ＶｏＩＰパケットが半永続的なリソース割り当ての前に
バッファに到着すれば、スケジューリング要求がトリガーされる（そして無駄になる）。
一方、割り当て処理が終った後にＶｏＩＰパケットがバッファに到着すれば、ＵＬリソー
スは無駄になってしまい、そしてスケジューリング要求がトリガーされる。スケジューリ
ング要求禁止タイマーは、グラントされたＵＬリソース割り当てに関する無用なスケジュ
ーリング要求のトリガーを防止できる。図５は、ＶｏＩＰ　ＳＲ禁止時間期間の間に３つ
のＶｏＩＰパケットが到着し、そして結果として、ＳＲが生成されないことを示す。
【００２８】
　無言のＶｏＩＰユーザに対しては、単に無言情報データ（ＳＩＤ）フレームを送信して
おり、半永続的なリソース割り当ては普通、ネットワークにより無効にされる。それ故、
もはや今後にグラントされるＵＬリソース割り当てがなければ、スケジューリング要求禁
止タイマーは再起動されない。なお、周期的なＳＩＤフレームに対して半永続的なリソー
スを設定することは可能である。そのような場合、禁止タイマーは活発に会話しているＶ
ｏＩＰユーザに対してと同じ理由のために用いられる場合がある。
【００２９】
　タイマー値は、特にＶｏＩＰフレームが集中する状況で、ＶｏＩＰフレームに対するス
ケジューリング要求を回避するように設定されるべきである。しかし、たとえばシグナリ
ング無線ベアラ・データのような高い優先順位のデータに対して長すぎる遅延をもたらす
ほどに、タイマー値は、長く設定されるべきではない。
【００３０】
　図６は、スケジューリング要求禁止タイマーを用いる非限定的な手順例を示すフロー図
である。すべてのトラヒック・フローに関連したタイマー値、またはその代わりに特定の
論理チャネル群またはデータフローの優先順位に関連したタイマー値が、最初に設定され
る（工程Ｓ２０）。それぞれ異なるタイマー値が、それぞれ異なる論理チャネル群／優先
順位のタイプに関連付けられていてもよい。無線端末が送信バッファ内にデータ・パケッ
トを検出し（工程Ｓ２１）、そしてパケット・ヘッダ内の情報から当該パケットの優先順
位または論理チャネル群を決定する（工程Ｓ２２）。パケットの決定された論理チャネル
群または優先順位に対応した関連タイマー値を、無線端末がスケジューリング要求（ＳＲ
）禁止タイマーに設定する（工程Ｓ２３）。このデータフローに対する次の半永続的アッ
プリンク・リソースについて残っている時間が、設定されたタイマー値に等しい場合に、
禁止タイマーが起動される（工程Ｓ２４）。無線端末はその場合、禁止タイマーが切れて
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いるかどうかを決める（工程Ｓ２５）。禁止タイマーが切れていなければ、このデータ・
パケットに対するスケジューリング要求は基地局に送信されない（工程Ｓ２６）。他方、
禁止タイマーが切れていれば、無線端末は、パケットがまだバッファにあるかどうかを判
定する（工程Ｓ２７）。パケットがバッファになければ、パケットの送信が半永続的なア
ップリンク・リソースを通じてすでに完了していると考えられるため、スケジューリング
要求は送信されない。一方、パケットがまだバッファに存在していれば、スケジューリン
グ要求が基地局に送信される（工程Ｓ２８）。
【００３１】
　図７は、上述した本技術を実装するために用いられることが可能な無線端末１４および
基地局１２の一部を説明するための非限定的な例を示す機能ブロック図である。基地局１
２には、無線回路２０に接続された制御装置１６およびアンテナ２２を含む。無線回路２
０には、適切なベースバンド処理回路とともに１つ以上の無線送受信機を含む。制御装置
１６には、とりわけ、アップリンク・スケジューリング要求を受信し、そして適切なスケ
ジューリング・グラントを生成するためのアップリンク・スケジューラ１８を含む。
【００３２】
　無線端末すなわちＵＥ１４には、無線送受信回路３２に接続されたベースバンド・プロ
セッサ３０およびアンテナ３４を含む。ベースバンド・プロセッサ３０には、バッファさ
れたデータ・パケットを、無線回路ブロック３２に提供する前に変調する変調器４０に接
続されている、データ送信バッファ３６を含む。バッファ３６および変調器４０は、デー
タ・パケット検出器４２、論理チャネル群（ＬＣＧ）検出器４４、スケジューリング要求
（ＳＲ）生成器４６、バッファ状態報告（ＢＳＲ）生成器４８、および１つまたは複数の
スケジューリング要求（ＳＲ）禁止タイマー５０を含む制御装置３８に接続されている。
データ・パケット検出器４２はバッファ３６にデータ・パケットがあることを検出し、そ
してＬＣＧ検出器４４はバッファされたパケットの各々の優先順位または論理チャネル群
を、各パケットのヘッダを調べることにより検出する。スケジューリング要求（ＳＲ）禁
止タイマー５０は、検出されたＬＣＧ群に対する適切な関連した値を使用して設定される
。そして関連したパケットがデータ・パケット検出器４２によりバッファ内に検出された
場合、スケジューリング要求（ＳＲ）禁止タイマー５０が起動される。禁止タイマーはま
た、グラントされたＵＬリソースとの関連で起動されることもある。そのような場合、禁
止タイマーが正しく設定されていれば、禁止タイマーは、ＵＬリソース割り当てよりも前
時間の間は無用なスケジューリング要求を防止するべきである。禁止タイマーが切れ、そ
して対応するデータ・パケットがまだバッファ３６にあると、すなわち、スケジューリン
グ要求のトリガー条件がまだ満たされていると、スケジューリング要求生成器４６はスケ
ジューリング要求を生成し、そしてＢＳＲ生成器４８により（好ましければ）生成される
バッファ状態報告とともに変調器４０に提供する。
【００３３】
　様々な実施形態が示され、そして詳細に説明されてきたけれども、請求項は、いかなる
特定の実施形態または例に非限定的な。上記明細書はいずれも、いかなる特定の要素、工
程、範囲、または機能が請求項の範囲に含まれなければならないほどに本質的であること
を意味すると解釈されるべきではない。特許取得主題の範囲は、請求項によってのみ規定
される。法的保護の範囲は、認可された請求項およびそれらの均等物に列挙された文言に
より規定される。単数での要素の言及は、明確にそのように述べていないと“唯一の”を
意味しようとするのではなく、しかしむしろ“１つ以上の”を意味することを意図してい
る。当業者には周知である上述の好適な実施形態の要素に対する、すべての構造的均等物
および機能的均等物は、参照することにより本明細書に明確に盛り込まれ、そして本請求
項により包含されることを意図している。さらに、装置または方法が、本発明により解決
されようとする各々の課題およびあらゆる課題に対処する必要はなく、本請求項により包
含される必要がない。装置または方法が、本技術により解決されようとする各々の課題お
よびあらゆる課題に対処する必要はなく、本請求項により包含される必要がない。文言“
のための手段”または“のための工程”が用いられていないと、３５　ＵＳＣ　§１１２
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の６項を行使することを意図する請求項はない。さらに、本明細書内の実施形態、特徴、
構成要素、または工程は、実施形態、特徴、構成要素、または工程が請求項に列挙される
かどうかに係らず、公知に供されることを意図しない。

【図１】 【図２】
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