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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の肯定応答（ＡＣＫ）または複数の否定応答（ＮＡＣＫ）をバンドルするための上
位レイヤによってサポートされるバンドリングの構成を示すシグナリングを受信すること
と、
　少なくとも１つのサブフレーム内で複数の符号語を受信することと、
　前記複数の符号語を復号することと、
　前記符号語の復号結果に基づいて各符号語のＡＣＫまたはＮＡＣＫを判定することと、
　前記バンドリングの構成に従って、バンドルされたＡＣＫ情報を入手するために、前記
複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫをバンドルすることと、各バンドルされたＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫは、複数の符号語の１つのセットのバンドルされたＡＣＫまたはバンドル
されたＮＡＣＫを備え、前記複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫを前記バンドル
することは、前記複数の符号語のそれぞれのＡＣＫ、ＮＡＣＫ、または不連続伝送（ＤＴ
Ｘ）を入手することと、所定のマッピングに基づいて、前記複数の符号語の複数のＡＣＫ
、ＮＡＣＫ、およびＤＴＸを前記バンドルされたＡＣＫ情報の複数のビットにマッピング
することと、を備える、
　前記複数の符号語のフィードバックとして、前記バンドルされたＡＣＫ情報を送信する
ことと
　を備える、無線通信システムでデータを受信する方法。
【請求項２】
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　前記複数の符号語は、少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム内で受信され、前記
バンドルされたＡＣＫ情報は、アップリンクサブフレームより多数のダウンリンクサブフ
レームを有する非対称ダウンリンク－アップリンク構成を有する時分割複信（ＴＤＤ）シ
ステム内で、アップリンクサブフレーム内で送信される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数の符号語は、ＳＩＭＯ（ｓｉｎｇｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｏｕ
ｔｐｕｔ）伝送を介して複数のサブフレーム内で受信され、１つの符号語が各サブフレー
ム内で受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　複数の符号語の各セットは、１つのサブフレーム内で受信される前記複数の符号語のう
ちの１つまたは複数を含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記複数の符号語は、ＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－
ｏｕｔｐｕｔ）伝送を介して受信され、複数の符号語が各サブフレーム内で受信される、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　複数の符号語の各セットは、１つまたは複数のサブフレーム内で受信される１つまたは
複数の符号語を含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　複数の符号語の各セットは、複数のサブフレーム内で受信されるＭＩＭＯ伝送の１レイ
ヤ内で送信される複数の符号語を備える、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記複数の符号語のうちの少なくとも１つは、ＳＩＭＯ（ｓｉｎｇｌｅ－ｉｎｐｕｔ　
ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ）伝送を介して少なくとも第１のサブフレーム内で受信
され、前記複数の符号語のうちの少なくとも２つは、ＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｉｎ
ｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ）伝送を介して少なくとも第２のサブフレーム
内で受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　複数の符号語の少なくとも１つのセットは、前記第１のサブフレーム内で受信される前
記少なくとも１つの符号語と、前記第２のサブフレーム内で受信される前記複数の符号語
のうちの１つまたは複数とを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫを前記バンドルすることは、
　前記複数の符号語のすべてについてＡＣＫが入手される場合にバンドルされたＡＣＫを
生成することと、
　前記複数の符号語のいずれかについてＮＡＣＫが入手される場合にバンドルされたＮＡ
ＣＫを生成することと
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記バンドルされたＡＣＫ情報は、前記複数の符号語の複数のバンドルされたＡＣＫ／
ＮＡＣＫ、バンドルされたＡＣＫ、またはバンドルされたＮＡＣＫを備え、前記方法は、
　前記複数の符号語についてバンドルされたＮＡＣＫまたは個々のＮＡＣＫが送信される
場合に、前記複数の符号語の再送を受信することと、
　前記複数の符号語についてバンドルされたＡＣＫまたは個々のＡＣＫが送信される場合
に、新しい複数の符号語を受信することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記複数の符号語の前記複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫを前記バンドルすることは、複数
の符号語の各セットの前記バンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを、複数の符号語の前記セッ
ト内の前記複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫに基づいて判定することを備える
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、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　バンドルされたＮＡＣＫが送信される複数の符号語の各セットの再送を受信することと
、
　バンドルされたＡＣＫが送信される複数の符号語の各セットの複数の符号語の新しいセ
ットを受信することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記バンドリングの構成は、静的構成または半静的構成のうちの少なくとも１つを備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　複数の肯定応答（ＡＣＫ）または複数の否定応答（ＮＡＣＫ）をバンドルするための上
位レイヤによってサポートされるバンドリングの構成を示すシグナリングを送信すること
と、
　少なくとも１つのサブフレーム内で複数の符号語を送信することと、
　前記複数の符号語のフィードバックとして、バンドルされたＡＣＫ情報を受信すること
と、なお、前記バンドリングの構成に従って、バンドルされたＡＣＫ情報を入手するため
に、前記複数の符号語の前記複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫはバンドルされ、各バンドルさ
れたＡＣＫ／ＮＡＣＫは、複数の符号語の１つのセットのバンドルされたＡＣＫまたはバ
ンドルされたＮＡＣＫを備え、前記バンドルされたＡＣＫ情報は、前記複数の符号語のそ
れぞれについて入手されたＡＣＫ、ＮＡＣＫ、または不連続伝送（ＤＴＸ）を含んでおり
、前記複数の符号語について入手された複数のＡＣＫ、ＮＡＣＫ、およびＤＴＸは、所定
のマッピングに基づいて、前記バンドルされたＡＣＫ情報の複数のビットにマッピングさ
れる、
　を備える、無線通信システムでデータを送信する方法。
【請求項１６】
　　複数の肯定応答（ＡＣＫ）または複数の否定応答（ＮＡＣＫ）をバンドルするための
上位レイヤによってサポートされるバンドリングの構成を示すシグナリングを受信し、
　　少なくとも１つのサブフレーム内で複数の符号語を受信し、
　　前記複数の符号語を復号し、
　　前記符号語の復号結果に基づいて各符号語のＡＣＫまたはＮＡＣＫを判定し、
　　前記バンドリングの構成に従って、バンドルされたＡＣＫ情報を入手するために、前
記複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫをバンドルし、各バンドルされたＡＣＫ／
ＮＡＣＫは、複数の符号語の１つのセットのバンドルされたＡＣＫまたはバンドルされた
ＮＡＣＫを備え、前記複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫを前記バンドルするこ
とは、前記複数の符号語のそれぞれのＡＣＫ、ＮＡＣＫ、または不連続伝送（ＤＴＸ）を
入手することと、所定のマッピングに基づいて、前記複数の符号語の複数のＡＣＫ、ＮＡ
ＣＫ、およびＤＴＸを前記バンドルされたＡＣＫ情報の複数のビットにマッピングするこ
とと、を備える、
　　前記複数の符号語のフィードバックとして、前記バンドルされたＡＣＫ情報を送信す
る
　ように構成された少なくとも１つのプロセッサ
　を備える、無線通信システムでデータを受信するための装置。
【請求項１７】
　前記複数の符号語は、少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム内で受信され、前記
バンドルされたＡＣＫ情報は、アップリンクサブフレームより多数のダウンリンクサブフ
レームを有する非対称ダウンリンク－アップリンク構成を有する時分割複信（ＴＤＤ）シ
ステム内で、アップリンクサブフレーム内で送信される、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記複数の符号語は、ＳＩＭＯ（ｓｉｎｇｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｏｕ
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ｔｐｕｔ）伝送を介して複数のサブフレーム内で受信され、１つの符号語が各サブフレー
ム内で受信される、請求項１６に記載の装置。
【請求項１９】
　複数の符号語の各セットは、１つのサブフレーム内で受信される前記複数の符号語のう
ちの１つまたは複数を含む、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記複数の符号語は、ＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－
ｏｕｔｐｕｔ）伝送を介して受信され、複数の符号語が各サブフレーム内で受信される、
請求項１６に記載の装置。
【請求項２１】
　複数の符号語の各セットは、１つまたは複数のサブフレーム内で受信される１つまたは
複数の符号語を含む、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　複数の符号語の各セットは、複数のサブフレーム内で受信されるＭＩＭＯ伝送の１レイ
ヤ内で送信される複数の符号語を備える、請求項２０に記載の装置。
【請求項２３】
　前記複数の符号語のうちの少なくとも１つは、ＳＩＭＯ（ｓｉｎｇｌｅ－ｉｎｐｕｔ　
ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ）伝送を介して少なくとも第１のサブフレーム内で受信
され、前記複数の符号語のうちの少なくとも２つは、ＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｉｎ
ｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ）伝送を介して少なくとも第２のサブフレーム
内で受信される、請求項１６に記載の装置。
【請求項２４】
　複数の符号語の少なくとも１つのセットは、前記第１のサブフレーム内で受信される前
記少なくとも１つの符号語と、前記第２のサブフレーム内で受信される前記複数の符号語
のうちの１つまたは複数とを含む、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫを前記バンドルすることは、
　前記複数の符号語のすべてについてＡＣＫが入手される場合にバンドルされたＡＣＫを
生成することと、
　前記複数の符号語のいずれかについてＮＡＣＫが入手される場合にバンドルされたＮＡ
ＣＫを生成することと
　を備える、請求項１６に記載の装置。
【請求項２６】
　前記バンドルされたＡＣＫ情報は、前記複数の符号語の複数のバンドルされたＡＣＫ／
ＮＡＣＫ、バンドルされたＡＣＫ、またはバンドルされたＮＡＣＫを備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　　前記複数の符号語についてバンドルされたＮＡＣＫまたは個々のＮＡＣＫが送信され
る場合に、前記複数の符号語の再送を受信し、
　　前記複数の符号語についてバンドルされたＡＣＫまたは個々のＡＣＫが送信される場
合に、新しい複数の符号語を受信する
　ように構成される、請求項１６に記載の装置。
【請求項２７】
　前記複数の符号語の前記複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫを前記バンドルすることは、複数
の符号語の各セットの前記バンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを、複数の符号語の前記セッ
ト内の前記複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫに基づいて判定することを備える
、請求項１６に記載の装置。
【請求項２８】
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　バンドルされたＮＡＣＫが送信される複数の符号語の各セットの再送を受信し、
　バンドルされたＡＣＫが送信される複数の符号語の各セットの複数の符号語の新しいセ
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ットを受信する
　ように構成される、請求項１６に記載の装置。
【請求項２９】
　前記バンドリングの構成は、静的構成または半静的構成のうちの少なくとも１つを備え
る、請求項１６に記載の装置。
【請求項３０】
　　複数の肯定応答（ＡＣＫ）または複数の否定応答（ＮＡＣＫ）をバンドルするための
上位レイヤによってサポートされるバンドリングの構成を示すシグナリングを送信し、
　　少なくとも１つのサブフレーム内で複数の符号語を送信し、
　　前記複数の符号語のフィードバックとして、バンドルされたＡＣＫ情報を受信し、な
お、前記バンドリングの構成に従って、バンドルされたＡＣＫ情報を入手するために、前
記複数の符号語の前記複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫはバンドルされ、各バンドルされたＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫは、複数の符号語の１つのセットのバンドルされたＡＣＫまたはバンドル
されたＮＡＣＫを備え、前記バンドルされたＡＣＫ情報は、前記複数の符号語のそれぞれ
について入手されたＡＣＫ、ＮＡＣＫ、または不連続伝送（ＤＴＸ）を含んでおり、前記
複数の符号語について入手された複数のＡＣＫ、ＮＡＣＫ、およびＤＴＸは、所定のマッ
ピングに基づいて、前記バンドルされたＡＣＫ情報の複数のビットにマッピングされる、
　ように構成された少なくとも１つのプロセッサ
　を備える、無線通信システムでデータを送信するための装置。
【請求項３１】
　複数の肯定応答（ＡＣＫ）または複数の否定応答（ＮＡＣＫ）をバンドルするための上
位レイヤによってサポートされるバンドリングの構成を示すシグナリングを受信するため
の手段と、
　少なくとも１つのサブフレーム内で複数の符号語を受信するための手段と、
　前記複数の符号語を復号するための手段と、
　前記符号語の復号結果に基づいて各符号語のＡＣＫまたはＮＡＣＫを判定するための手
段と、
　前記バンドリングの構成に従って、バンドルされたＡＣＫ情報を入手するために、前記
複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫをバンドルするための手段と、各バンドルさ
れたＡＣＫ／ＮＡＣＫは、複数の符号語の１つのセットのバンドルされたＡＣＫまたはバ
ンドルされたＮＡＣＫを備え、前記複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫを前記バ
ンドルするための手段は、前記複数の符号語のそれぞれのＡＣＫ、ＮＡＣＫ、または不連
続伝送（ＤＴＸ）を入手するための手段と、所定のマッピングに基づいて、前記複数の符
号語の複数のＡＣＫ、ＮＡＣＫ、およびＤＴＸを前記バンドルされたＡＣＫ情報の複数の
ビットにマッピングするための手段と、を備える、
　前記複数の符号語のフィードバックとして、前記バンドルされたＡＣＫ情報を送信する
ための手段と
　を備える、無線通信システムでデータを受信するための装置。
【請求項３２】
　前記複数の符号語は、少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム内で受信され、前記
バンドルされたＡＣＫ情報は、アップリンクサブフレームより多数のダウンリンクサブフ
レームを有する非対称ダウンリンク－アップリンク構成を有する時分割複信（ＴＤＤ）シ
ステム内で、アップリンクサブフレーム内で送信される、請求項３１に記載の装置。
【請求項３３】
　前記複数の符号語は、ＳＩＭＯ（ｓｉｎｇｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｏｕ
ｔｐｕｔ）伝送を介して複数のサブフレーム内で受信され、１つの符号語が各サブフレー
ム内で受信される、請求項３１に記載の装置。
【請求項３４】
　複数の符号語の各セットは、１つのサブフレーム内で受信される前記複数の符号語のう
ちの１つまたは複数を含む、請求項３３に記載の装置。



(6) JP 5710795 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

【請求項３５】
　前記複数の符号語は、ＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－
ｏｕｔｐｕｔ）伝送を介して受信され、複数の符号語が各サブフレーム内で受信される、
請求項３１に記載の装置。
【請求項３６】
　複数の符号語の各セットは、１つまたは複数のサブフレーム内で受信される１つまたは
複数の符号語を含む、請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　複数の符号語の各セットは、複数のサブフレーム内で受信されるＭＩＭＯ伝送の１レイ
ヤ内で送信される複数の符号語を備える、請求項３５に記載の装置。
【請求項３８】
　前記複数の符号語のうちの少なくとも１つは、ＳＩＭＯ（ｓｉｎｇｌｅ－ｉｎｐｕｔ　
ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ）伝送を介して少なくとも第１のサブフレーム内で受信
され、前記複数の符号語のうちの少なくとも２つは、ＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｉｎ
ｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ）伝送を介して少なくとも第２のサブフレーム
内で受信される、請求項３１に記載の装置。
【請求項３９】
　複数の符号語の少なくとも１つのセットは、前記第１のサブフレーム内で受信される前
記少なくとも１つの符号語と、前記第２のサブフレーム内で受信される前記複数の符号語
のうちの１つまたは複数とを含む、請求項３８に記載の装置。
【請求項４０】
　前記複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫを前記バンドルするための手段は、
　前記複数の符号語のすべてについてＡＣＫが入手される場合にバンドルされたＡＣＫを
生成するための手段と、
　前記複数の符号語のいずれかについてＮＡＣＫが入手される場合にバンドルされたＮＡ
ＣＫを生成するための手段と
　を備える、請求項３１に記載の装置。
【請求項４１】
　前記バンドルされたＡＣＫ情報は、前記複数の符号語の複数のバンドルされたＡＣＫ／
ＮＡＣＫ、バンドルされたＡＣＫ、またはバンドルされたＮＡＣＫを備え、前記装置は、
　前記複数の符号語についてバンドルされたＮＡＣＫまたは個々のＮＡＣＫが送信される
場合に、前記複数の符号語の再送を受信するための手段と、
　前記複数の符号語についてバンドルされたＡＣＫまたは個々のＡＣＫが送信される場合
に、新しい複数の符号語を受信するための手段と
　をさらに備える、請求項３１に記載の装置。
【請求項４２】
　前記複数の符号語の前記複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫを前記バンドルするための手段は
、複数の符号語の各セットの前記バンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを、複数の符号語の前
記セット内の前記複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫに基づいて判定するための
手段を備える、請求項３１に記載の装置。
【請求項４３】
　バンドルされたＮＡＣＫが送信される複数の符号語の各セットの再送を受信するための
手段と、
　バンドルされたＡＣＫが送信される複数の符号語の各セットの複数の符号語の新しいセ
ットを受信するための手段と
　をさらに備える、請求項３１に記載の装置。
【請求項４４】
　前記バンドリングの構成は、静的構成または半静的構成のうちの少なくとも１つを備え
る、請求項３１に記載の装置。
【請求項４５】
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　複数の肯定応答（ＡＣＫ）または複数の否定応答（ＮＡＣＫ）をバンドルするための上
位レイヤによってサポートされるバンドリングの構成を示すシグナリングを送信するため
の手段と、
　少なくとも１つのサブフレーム内で複数の符号語を送信するための手段と、
　前記複数の符号語のフィードバックとして、バンドルされたＡＣＫ情報を受信するため
の手段と、なお、前記バンドリングの構成に従って、バンドルされたＡＣＫ情報を入手す
るために、前記複数の符号語の前記複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫはバンドルされ、各バン
ドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫは、複数の符号語の１つのセットのバンドルされたＡＣＫま
たはバンドルされたＮＡＣＫを備え、前記バンドルされたＡＣＫ情報は、前記複数の符号
語のそれぞれについて入手されたＡＣＫ、ＮＡＣＫ、または不連続伝送（ＤＴＸ）を含ん
でおり、前記複数の符号語について入手された複数のＡＣＫ、ＮＡＣＫ、およびＤＴＸは
、所定のマッピングに基づいて、前記バンドルされたＡＣＫ情報の複数のビットにマッピ
ングされる、
　を備える、無線通信システムでデータを送信するための装置。
【請求項４６】
　複数の肯定応答（ＡＣＫ）または複数の否定応答（ＮＡＣＫ）をバンドルするための上
位レイヤによってサポートされるバンドリングの構成を示すシグナリングを受信するため
のコードと、
　少なくとも１つのサブフレーム内で複数の符号語を受信するためのコードと、
　前記複数の符号語を復号するためのコードと、
　前記符号語の復号結果に基づいて各符号語のＡＣＫまたはＮＡＣＫを判定するためのコ
ードと、
　前記バンドリングの構成に従って、バンドルされたＡＣＫ情報を入手するために、前記
複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫをバンドルするためのコードと、各バンドル
されたＡＣＫ／ＮＡＣＫは、複数の符号語の１つのセットのバンドルされたＡＣＫまたは
バンドルされたＮＡＣＫを備え、前記複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫを前記
バンドルするためのコードは、前記複数の符号語のそれぞれのＡＣＫ、ＮＡＣＫ、または
不連続伝送（ＤＴＸ）を入手するためのコードと、所定のマッピングに基づいて、前記複
数の符号語の複数のＡＣＫ、ＮＡＣＫ、およびＤＴＸを前記バンドルされたＡＣＫ情報の
複数のビットにマッピングするためのコードと、を備える、
　前記複数の符号語のフィードバックとして、前記バンドルされたＡＣＫ情報を送信する
ためのコードと
　を備える、無線通信システムでデータを受信するためのコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４７】
　前記複数の符号語は、少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム内で受信され、前記
バンドルされたＡＣＫ情報は、アップリンクサブフレームより多数のダウンリンクサブフ
レームを有する非対称ダウンリンク－アップリンク構成を有する時分割複信（ＴＤＤ）シ
ステム内で、アップリンクサブフレーム内で送信される、請求項４６に記載のコンピュー
タ可読記憶媒体。
【請求項４８】
　前記複数の符号語は、ＳＩＭＯ（ｓｉｎｇｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｏｕ
ｔｐｕｔ）伝送を介して複数のサブフレーム内で受信され、１つの符号語が各サブフレー
ム内で受信される、請求項４６に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４９】
　複数の符号語の各セットは、１つのサブフレーム内で受信される前記複数の符号語のう
ちの１つまたは複数を含む、請求項４８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項５０】
　前記複数の符号語は、ＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－
ｏｕｔｐｕｔ）伝送を介して受信され、複数の符号語が各サブフレーム内で受信される、
請求項４６に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
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【請求項５１】
　複数の符号語の各セットは、１つまたは複数のサブフレーム内で受信される１つまたは
複数の符号語を含む、請求項５０に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項５２】
　複数の符号語の各セットは、複数のサブフレーム内で受信されるＭＩＭＯ伝送の１レイ
ヤ内で送信される複数の符号語を備える、請求項５０に記載のコンピュータ可読記憶媒体
。
【請求項５３】
　前記複数の符号語のうちの少なくとも１つは、ＳＩＭＯ（ｓｉｎｇｌｅ－ｉｎｐｕｔ　
ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ）伝送を介して少なくとも第１のサブフレーム内で受信
され、前記複数の符号語のうちの少なくとも２つは、ＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｉｎ
ｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ）伝送を介して少なくとも第２のサブフレーム
内で受信される、請求項４６に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項５４】
　複数の符号語の少なくとも１つのセットは、前記第１のサブフレーム内で受信される前
記少なくとも１つの符号語と、前記第２のサブフレーム内で受信される前記複数の符号語
のうちの１つまたは複数とを含む、請求項５３に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項５５】
　前記複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫを前記バンドルするためのコードは、
　前記複数の符号語のすべてについてＡＣＫが入手される場合にバンドルされたＡＣＫを
生成するためのコードと、
　前記複数の符号語のいずれかについてＮＡＣＫが入手される場合にバンドルされたＮＡ
ＣＫを生成するためのコードと
　を備える、請求項４６に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項５６】
　前記バンドルされたＡＣＫ情報は、前記複数の符号語の複数のバンドルされたＡＣＫ／
ＮＡＣＫ、バンドルされたＡＣＫ、またはバンドルされたＮＡＣＫを備え、前記コンピュ
ータ可読記憶媒体は、
　前記複数の符号語についてバンドルされたＮＡＣＫまたは個々のＮＡＣＫが送信される
場合に、前記複数の符号語の再送を受信するためのコードと、
　前記複数の符号語についてバンドルされたＡＣＫまたは個々のＡＣＫが送信される場合
に、新しい複数の符号語を受信するためのコードと
　をさらに備える、請求項４６に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項５７】
　前記複数の符号語の前記複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫを前記バンドルするためのコード
は、複数の符号語の各セットの前記バンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを、複数の符号語の
前記セット内の前記複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫに基づいて判定するため
のコードを備える、請求項４６に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項５８】
　バンドルされたＮＡＣＫが送信される複数の符号語の各セットの再送を受信するための
コードと、
　バンドルされたＡＣＫが送信される複数の符号語の各セットの複数の符号語の新しいセ
ットを受信するためのコードと
　をさらに備える、請求項４６に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項５９】
　前記バンドリングの構成は、静的構成または半静的構成のうちの少なくとも１つを備え
る、請求項４６に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項６０】
　複数の肯定応答（ＡＣＫ）または複数の否定応答（ＮＡＣＫ）をバンドルするための上
位レイヤによってサポートされるバンドリングの構成を示すシグナリングを送信するため
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のコードと、
　少なくとも１つのサブフレーム内で複数の符号語を送信するためのコードと、
　前記複数の符号語のフィードバックとして、バンドルされたＡＣＫ情報を受信するため
のコードと、なお、前記バンドリングの構成に従って、バンドルされたＡＣＫ情報を入手
するために、前記複数の符号語の前記複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫはバンドルされ、各バ
ンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫは、複数の符号語の１つのセットのバンドルされたＡＣＫ
またはバンドルされたＮＡＣＫを備え、前記バンドルされたＡＣＫ情報は、前記複数の符
号語のそれぞれについて入手されたＡＣＫ、ＮＡＣＫ、または不連続伝送（ＤＴＸ）を含
んでおり、前記複数の符号語について入手された複数のＡＣＫ、ＮＡＣＫ、およびＤＴＸ
は、所定のマッピングに基づいて、前記バンドルされたＡＣＫ情報の複数のビットにマッ
ピングされる、
　を備える、無線通信システムでデータを送信するためのコンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許出願は、本願の譲受人に譲渡された、参照によって本明細書に組み込まれている
、２００８年５月７日に出願した米国特許仮出願第６１／０５１，２９６号、名称「ＡＣ
Ｋ／ＮＡＫ　ＲＥＰＯＲＴＩＮＧ　ＩＮ　ＡＳＹＭＭＥＴＲＩＣ　ＴＤＤ　ＩＮ　ＬＴＥ
」に対する優先権を主張するものである。
【０００２】
　本開示は、全般的には通信に関し、より具体的には、無線通信システムで肯定応答（Ａ
ＣＫ）情報を送信する技法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、放送その他な
ど、さまざまな通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらの無線シス
テムは、使用可能なシステムリソースを共用することによって複数のユーザをサポートで
きる多元接続システムとすることができる。そのような多元接続システムの例は、符号分
割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多
元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、および
ＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ－Ｃａｒｒｉｅｒ　ＦＤＭＡ）システムを含む。
【０００４】
　無線通信システムでは、基地局は、ダウンリンクおよびアップリンクでユーザ機器（Ｕ
Ｅ:User Equipment）と通信することができる。ダウンリンク（または、順方向リンク）
は、基地局からＵＥへの通信リンクを指し、アップリンク（または、逆方向リンク）は、
ＵＥから基地局への通信リンクを指す。基地局は、データをＵＥに送信することができる
。ＵＥは、基地局からデータを受信し、処理することができ、ＡＣＫ情報を基地局に送信
することができる。基地局は、ＡＣＫ情報に基づいて、ＵＥにデータを再送すべきか、あ
るいは新しいデータを送信すべきかを判定することができる。ＡＣＫ情報を効率的に送信
することが望ましい。
【発明の概要】
【０００５】
　無線通信システムでＡＣＫ情報をバンドルする技法を本明細書で説明する。この技法は
、報告すべきＡＣＫ情報の量を減らすのに使用することができ、特に、非対称ダウンリン
ク－アップリンク構成を有する時分割複信（ＴＤＤ）システムで適用可能とすることがで
きる。
【０００６】
　ダウンリンクでのデータ伝送の一設計では、ＵＥは、少なくとも１つのダウンリンクサ
ブフレーム内で複数の符号語（codewords）を受信することができる。各符号語を、基地
局によって別々に符号化することができ、ＵＥによって別々に復号することができる。Ｕ
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Ｅは、複数の符号語を復号することができ、符号語の復号結果に基づいて、各符号語の肯
定応答（ＡＣＫ）または否定応答（ＮＡＣＫ）を判定することができる。ＵＥは、バンド
ルされたＡＣＫ情報を入手するために、複数の符号語のＡＣＫおよびＮＡＣＫをバンドル
することができる。ＵＥは、複数の符号語のフィードバックとして、バンドルされたＡＣ
Ｋ情報を送信することができる。
【０００７】
　一設計では、バンドルされたＡＣＫ情報は、複数の符号語に関する単一のバンドルされ
たＡＣＫ／ＮＡＣＫを備えることができる。ＵＥは、複数の符号語に関するＡＣＫおよび
ＮＡＣＫに対する論理ＡＮＤ演算を用いるバンドリングを実行することができる。ＵＥは
、（ｉ）すべての符号語についてＡＣＫが入手される場合にはバンドルされたＡＣＫを、
または（ｉｉ）いずれかの符号語についてＮＡＣＫが入手される場合にはバンドルされた
ＮＡＣＫを生成することができる。ＵＥは、バンドルされたＮＡＣＫが基地局に送信され
る場合には複数の符号語の再送を受信することができ、バンドルされたＡＣＫが送信され
る場合には新しい符号語を受信することができる。
【０００８】
　別の設計では、バンドルされたＡＣＫ情報は、複数の符号語を用いて形成された符号語
の複数のセットに関する複数のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを備えることができる。
各バンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫは、符号語の１つのセットのバンドルされたＡＣＫま
たはバンドルされたＮＡＣＫを備えることができる。ＵＥは、符号語の各セットのバンド
ルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを、そのセット内の符号語のＡＣＫおよびＮＡＣＫに基づいて
判定することができる。ＵＥは、バンドルされたＮＡＣＫが送信される符号語の各セット
の再送を受信することができる。ＵＥは、バンドルされたＡＣＫが送信される符号語の各
セットの符号語の新しいセットを受信することができる。
【０００９】
　本開示のさまざまな態様および特徴を、下でさらに詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】無線通信システムを示す図。
【図２】ＴＤＤシステムの例示的なフレーム構造を示す図。
【図３】ＨＡＲＱを用いるダウンリンク上の例示的なデータ伝送を示す図。
【図４】データを受信するプロセスを示す図。
【図５】データを受信する装置を示す図。
【図６】データを送信するプロセスを示す図。
【図７】データを送信する装置を示す図。
【図８】基地局およびＵＥを示すブロック図。
【詳細な説明】
【００１１】
　本明細書で説明する技法を、符号分割多元接続、時分割多元接続、周波数分割多元接続
、直交周波数分割多元接続、ＳＣ－ＦＤＭＡ、および他のシステムなどのさまざまな無線
通信システムに使用することができる。用語「システム」および「ネットワーク」は、し
ばしば交換可能に使用される。符号分割多元接続システムは、ＵＴＲＡ（Ｕｎｉｖｅｒｓ
ａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）、ｃｄｍａ２０００、その
他などの無線テクノロジを実施することができる。ＵＴＲＡは、ＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂ
ａｎｄ　ＣＤＭＡ）（登録商標）および符号分割多元接続の他の変形を含む。ｃｄｍａ２
０００は、ＩＳ－２０００標準規格、ＩＳ－９５標準規格、およびＩＳ－８５６標準規格
を包含する。時分割多元接続システムは、ＧＳＭ（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）などの無線テクノロジを
実施することができる。直交周波数分割多元接続システムは、Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖ
ｅｄ　ＵＴＲＡ）、ＵＭＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ）、ＩＥＥ
Ｅ　８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ　
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８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）その他などの無線テクノロジを実施す
ることができる。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏ
ｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）の一部である。３ＧＰ
Ｐ　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）およびＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Ａ
ｄｖａｎｃｅｄ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースであり、Ｅ－Ｕ
ＴＲＡは、ダウンリンクで直交周波数分割多元接続、アップリンクでＳＣ－ＦＤＭＡを使
用する。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ、およびＧＳＭ（登録
商標）は、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
」（３ＧＰＰ）という名前の組織からの文書に記載されている。ｃｄｍａ２０００および
ＵＭＢは、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
　２」（３ＧＰＰ２）という名前の組織からの文書に記載されている。本明細書で説明さ
れる技法を、上で述べたシステムおよび無線テクノロジならびに他のシステムおよび無線
テクノロジに関して使用することができる。明瞭にするために、本技法のある種の態様を
、下ではＬＴＥについて説明し、ＬＴＥ用語法を、下の説明の多くで使用する。
【００１２】
　本明細書で説明される技法を、ダウンリンクならびにアップリンクでのデータ伝送に使
用することもできる。明瞭にするために、本技法のある種の態様を、ＡＣＫ情報がアップ
リンクで送信される、ダウンリンクでのデータ伝送について下で説明する。
【００１３】
　図１に、ＬＴＥシステムまたはある他のシステムとすることができる無線通信システム
１００を示す。システム１００は、複数のｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）１１
０および他のネットワークエンティティを含むことができる。ｅＮＢは、ＵＥと通信する
局とすることができ、Ｎｏｄｅ　Ｂ、基地局、アクセスポイントなどと称する場合もある
。ＵＥ　１２０を、システム全体に散在させることができ、各ＵＥを、静止または可動と
することができる。ＵＥを、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局などと称
する場合もある。ＵＥを、セル電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線モデム、無線通信デ
バイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ＷＬＬ（
ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ　ｌｏｏｐ）局などとすることができる。
【００１４】
　このシステムは、時分割複信（ＴＤＤ）を利用することができる。ＴＤＤについて、ダ
ウンリンクおよびアップリンクは、一部の時間にはダウンリンクに、他の時間にはアップ
リンクに使用できる同一の周波数チャネルを共用する。
【００１５】
　図２に、ＴＤＤシステムに使用できる例示的なフレーム構造２００を示す。伝送タイム
ラインを、無線フレームのユニットに区分することができる。各無線フレームは、所定の
持続時間、たとえば１０ミリ秒（ｍｓ）を有することができ、２つの半フレームに区分す
ることができる。各無線フレームを、インデックス０から９までを有する１０個のサブフ
レームに区分することもできる。データ伝送に使用可能な各サブフレームを、２つのスロ
ットに区分することができる。各スロットは、Ｑ個の記号周期を含むことができ、たとえ
ば、拡張サイクリックプリフィックス（extended cyclic prefix）についてＱ＝６記号周
期または通常サイクリックプリフィックス（normal cyclic prefix）についてＱ＝７記号
周期を含むことができる。１つの直交周波数分割多元接続記号または１つのＳＣ－ＦＤＭ
Ａ記号を、各記号周期に送信することができる。
【００１６】
　表１に、ＴＤＤについてＬＴＥによってサポートされる７つのダウンリンク－アップリ
ンク構成をリストする。サブフレーム０および５を、すべてのダウンリンク－アップリン
ク構成のダウンリンクに使用することができ、図２では「ＤＬ」、表１では「Ｄ」と表す
。サブフレーム２を、すべてのダウンリンク－アップリンク構成のアップリンクに使用す
ることができ、図２では「ＵＬ」、表１では「Ｕ」と表す。サブフレーム３、４、７、８
、および９のそれぞれを、ダウンリンク－アップリンク構成に応じてダウンリンクまたは
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アップリンクに使用することができる。サブフレーム１は、ダウンリンクパイロットタイ
ムスロット（ＤｗＰＴＳ）、ガード周期（ＧＰ）、およびアップリンクパイロットタイム
スロット（ＵｐＰＴＳ）からなる３つの特殊フィールドを有する特殊サブフレーム（表１
では「Ｓ」と表す）とすることができる。サブフレーム６は、ダウリンク－アップリンク
構成に応じて、（ｉ）ＤｗＰＴＳのみもしくは３つすべての特殊フィールドを有する特殊
サブフレーム、または（ｉｉ）ダウンリンクサブフレームとすることができる。ＤｗＰＴ
Ｓフィールド、ＧＰフィールド、およびＤｗＰＴＳフィールドは、異なる特殊サブフレー
ム構成について異なる持続時間を有することができる。
【００１７】
　ダウンリンクに使用されるサブフレームを、ダウンリンクサブフレームと呼ぶことがで
きる。アップリンクに使用されるサブフレームを、アップリンクサブフレームと呼ぶこと
ができる。表１は、各ダウンリンク－アップリンク構成の各無線フレーム内のダウンリン
クサブフレームの個数（＃Ｄ）、アップリンクサブフレームの個数（＃Ｕ）、および特殊
サブフレームの個数（＃Ｓ）を与える。図２に示されているように、２Ｑ個の直交周波数
分割多重記号を、各ダウンリンクサブフレームで送信することができ、２Ｑ個のＳＣ－Ｆ
ＤＭＡ記号を、各アップリンクサブフレームで送信することができる。
【表１】

【００１８】
　複数のＮ：Ｍ構成を、ダウンリンクおよびアップリンクについてサポートすることがで
きる。所与のＮ：Ｍ構成について、ダウンリンク－アップリンクサイクルは、Ｎ個のダウ
ンリンクサブフレームおよびＭ個のアップリンクサブフレームを含むことができ、一般に
、Ｎ≧１、Ｍ≧１であり、Ｎは、Ｍと等しくても等しくなくてもよい。ＮがＭと等しくな
いときに、ダウンリンクおよびアップリンクの非対称が存在する。ダウンリンク－アップ
リンクサイクルは、ダウンリンク－アップリンク構成０から２までについて５ｍｓにまた
がることができ、ダウンリンク－アップリンク構成３から６までについて１０ｍｓにまた
がることができる。表１の最後の列は、各ダウンリンク－アップリンク構成のＮ：Ｍ構成
を与える。次のＮ：Ｍ構成をサポートすることができる。　
　・対称　１：１－等しい個数のダウリンクサブフレームおよびアップリンクサブフレー
ム、　
　・ダウンリンク偏重　２：１、３：１、７：２、および８：１－アップリンクサブフレ
ームより多数のダウンリンクサブフレーム、および　
　・アップリンク偏重　１：３および３：５－ダウンリンクサブフレームより多数のアッ
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プリンクサブフレーム。　
主としてＤｗＰＴＳならびに最小限のＧＰおよびＵｐＰＴＳを含むように特殊サブフレー
ム１を構成することによって、ダウンリンク－アップリンク構成５について９：１構成を
入手することができる。
【００１９】
　このシステムは、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）をサポートすることができる
。ダウンリンクでのＨＡＲＱについて、ｅＮＢは、符号語（または符号化されたパケット
）を入手するために、トランスポートブロック（またはパケット）を処理することができ
る。次に、ｅＮＢは、符号語の伝送をＵＥに送信することができ、その符号語がＵＥによ
って正しく復号されるか、最大個数の伝送が送信されるか、ある他の終了条件に出会うま
で、１つまたは複数の追加の伝送を送信することができる。符号語の最初の伝送を、新し
い伝送と呼ぶことができ、符号語の各追加の伝送を、再送と呼ぶことができる。符号語の
各伝送の後に、ＵＥは、符号語を回復することを試みるために符号語のすべての受信され
た伝送を復号することができる。
【００２０】
　図３に、ＨＡＲＱを用いるダウンリンク上の例示的なデータ伝送を示す。各ダウンリン
ク－アップリンクサイクルは、Ｎ個のダウンリンクサブフレームを包含するダウンリンク
伝送周期およびＭ個のアップリンクサブフレームを包含するアップリンク伝送周期を含む
ことができる。一設計では、ｅＮＢは、あるダウンリンク伝送周期のＮ個までのダウンリ
ンクサブフレーム内でデータを送信することができ、ＵＥは、次のアップリンク伝送周期
の１つのアップリンクサブフレーム内でそのデータのＡＣＫ情報を送信することができる
。
【００２１】
　ＵＥは、ｅＮＢに関するダウンリンクチャネル品質を周期的に推定することができ、チ
ャネル品質インジケータ（channel quality indicator、ＣＱＩ）情報を物理アップリン
ク制御チャネル（physical uplink control channel、ＰＵＣＣＨ）上でｅＮＢに送信す
ることができる。ｅＮＢは、ダウンリンクデータ伝送に関してＵＥをスケジューリングし
、ＵＥの変調および符号化方式（modulation and coding scheme、ＭＣＳ）を選択するの
に、ＣＱＩ情報および／または他の情報を使用することができる。ＵＥがスケジューリン
グされるダウンリンクサブフレームごとに、ｅＮＢは、Ｌ個の符号語を入手するためにＬ
個のトランスポートブロック（またはパケット）を処理することができ、ここで、Ｌ≧１
であり、ｅＮＢは、Ｌ個の符号語を物理ダウンリンク共用チャネル（physical downlink 
shared channel、ＰＤＳＣＨ）上でＵＥに送信することができる。ｅＮＢは、物理ダウン
リンク制御チャネル（physical downlink control channel、ＰＤＣＣＨ）上で、ＵＥが
スケジューリングされる各サブフレーム内（図３に示されているように）または第１サブ
フレーム内のみで、ＵＥに関するダウンリンク割当てを送信することもできる。ｅＮＢは
、ＵＥがスケジューリングされない各ダウンリンクサブフレーム内で、ＵＥにダウンリン
ク割当ておよび符号語を送信しないものとすることができる。
【００２２】
　ＵＥは、ＵＥに送信されたダウンリンク割当てがある場合に、これを入手するために各
ダウンリンクサブフレーム内のＰＤＣＣＨを処理することができる。ダウンリンク割当て
が受信される場合に、ＵＥは、ＰＤＳＣＨを処理し、ＵＥに送信されたＬ個の符号語を復
号することができる。符号語ごとに、ＵＥは、符号語が正しく復号される場合にはＡＣＫ
を、符号語が誤って復号される場合にはＮＡＣＫを供給することができる。ＵＥは、下で
説明するように、すべての符号語のＡＣＫおよびＮＡＣＫに基づいてＡＣＫ情報を生成す
ることができ、ＰＵＣＣＨ上でｅＮＢにＡＣＫ情報を送信することができる。ｅＮＢは、
ＮＡＣＫが受信される各符号語の再送を送信することができ、ＡＣＫが受信される各符号
語の新しい符号語の伝送を送信することができる。
【００２３】
　複数のＨＡＲＱプロセスを、ダウンリンクおよびアップリンクのそれぞれについて定義
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することができる。ＨＡＲＱプロセスは、符号語が正しく復号されるまでその符号語のす
べての伝送を伝えることができ、その後、別の符号語の伝送を伝えることができる。ある
ＨＡＲＱプロセスが使用可能になるときに、新しい符号語をそのＨＡＲＱプロセスで送信
することができる。各リンクのＨＡＲＱプロセスの個数は、（ｉ）各ダウンリンク－アッ
プリンクサイクル内のダウンリンクサブフレームの個数およびアップリンクサブフレーム
の個数、ならびに（ｉｉ）各符号語について受信機で必要な処理時間に依存するものとす
ることができる。たとえば、必要な処理時間が３ｍｓである場合に、データ伝送をサブフ
レームｎで送信することができ、対応するＡＣＫ／ＮＡＣＫをサブフレームｎ＋ｋで送信
することができ、ｋ＞３である。表２に、ＬＴＥによってサポートされるダウンリンク－
アップリンク構成ごとのダウンリンクのＨＡＲＱプロセスの個数およびアップリンクのＨ
ＡＲＱプロセスの個数をリストする。
【表２】

【００２４】
　フィードバックとして送信すべきＡＣＫおよびＮＡＣＫの個数は、肯定応答すべきＨＡ
ＲＱプロセスの個数、各ＨＡＲＱプロセスで送信される符号語の個数、ダウンリンク割当
てを肯定応答すべきかどうか、その他などのさまざまな要因に依存するものとすることが
できる。一設計では、ｅＮＢは、各ダウンリンクサブフレーム内に１つのＨＡＲＱプロセ
スの、Ｎ個までのＨＡＲＱプロセスでデータをＵＥに送信することができる。一設計では
、ｅＮＢは（ｉ）ＳＩＭＯ（ｓｉｎｇｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｏｕｔｐｕ
ｔ）伝送を用いる各ＨＡＲＱプロセスで１つの符号語を、または（ｉｉ）ＭＩＭＯ（ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ）伝送を用いる各ＨＡＲＱ
プロセスで複数の符号語を送信することができる。ＭＩＭＯ伝送を介して送信される符号
語を、複数のレイヤにマッピングすることができ、レイヤの個数は、符号語の個数以上と
することができる。したがって、ｅＮＢは、各ＨＡＲＱプロセスで１つまたは複数の符号
語を送信することができる。たとえば、２つの符号語という最大値を、ＭＩＭＯ伝送ごと
に送信することができ、ＵＥは、Ｎ個のダウンリンクサブフレームで０個から２Ｎ個まで
の符号語を受信することができる。ＵＥは、すべての符号語についてＡＣＫ情報を生成す
ることができ、次のアップリンク伝送周期のアップリンクサブフレーム内でＡＣＫ情報を
送信することができる。
【００２５】
　一態様では、ＵＥは、複数（Ｋ個）の符号語についてＡＣＫおよびＮＡＣＫをバンドル
するか組み合わせることができ、Ｋ個すべての符号語に関するバンドルされたＡＣＫ情報
を生成することができる。一設計では、ＵＥは、Ｋ個すべての符号語のＡＣＫおよびＮＡ
ＣＫに対する論理ＡＮＤ演算を用いてバンドリングを実行することができる。ＵＥは、（
ｉ）Ｋ個すべての符号語についてＡＣＫが入手される場合にはバンドルされたＡＣＫを、
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または（ｉｉ）Ｋ個の符号語のいずれかについてＮＡＣＫが入手される場合にはバンドル
されたＮＡＣＫを生成することができる。Ｋ個の符号語のバンドルされたＡＣＫ情報は、
バンドルされたＡＣＫまたはバンドルされたＮＡＣＫを備えることができる。ＵＥは、他
の形でバンドリングを実行することもできる。ＡＣＫおよびＮＡＣＫのバンドリングは、
バンドルされたＡＣＫ情報の量をＫ倍だけ減らすことができる。
【００２６】
　ｅＮＢは、ＵＥからＫ個の符号語のバンドルされたＡＣＫ情報を受信することができる
。バンドルされたＡＣＫが受信される場合には、ｅＮＢは、符号語の次のセットをＵＥに
送信することができる。そうではなく、バンドルされたＮＡＣＫが受信される場合には、
ｅＮＢは、どの符号語がＵＥによって誤って受信されたのかを知らないので、Ｋ個すべて
の符号語を再送することができる。
【００２７】
　一設計では、Ｋ個の符号語を、同時に開始できるＫ個までのＨＡＲＱプロセスで、たと
えば、同一のダウンリンク伝送周期の異なる複数のダウンリンクサブフレーム内で、送信
することができる。次に、Ｋ個の符号語が類似する目標結末を有するように、Ｋ個の符号
語をｅＮＢによって処理する（たとえば、符号化し、インタリーブし、変調する）ことが
できる。目標結末は、符号語の正しい復号の目標確率を達成するのに必要な符号語の伝送
の個数を指す。ｅＮＢは、バンドルされたＡＣＫが受信されるときには必ず、符号語の新
しいセットを送信することができる。
【００２８】
　バンドリングを、さまざまな形で実行することができる。一設計では、バンドリングを
、１つのダウンリンクサブフレーム内で受信されたすべての符号語、たとえば１つのダウ
ンリンクサブフレーム内でＭＩＭＯ伝送を介して受信された２つの符号語のＡＣＫおよび
ＮＡＣＫについて実行することができる。別の設計では、バンドリングを、複数のダウン
リンクサブフレームで受信された複数の符号語、たとえば、各ダウンリンクサブフレーム
内の１つの符号語、の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫについて実行することができる。もう
１つの設計では、バンドリングを、あるダウンリンク伝送周期のすべてのダウンリンクサ
ブフレームで受信された複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫについて実行するこ
とができる。もう１つの設計では、バンドリングを、複数のダウンリンク伝送サブフレー
ムにまたがって同一レイヤ内で送信された複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫに
ついて実行することができる。一例として、Ｎ個のダウンリンクサブフレームのそれぞれ
の２つの符号語のＭＩＭＯ伝送について、１つのバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを、Ｎ
個のダウンリンクサブフレーム内の第１レイヤで送信された複数の符号語について生成す
ることができ、もう１つのバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを、Ｎ個のダウンリンクサブ
フレーム内の第２レイヤで送信された複数の符号語について生成することができる。一般
に、バンドリングを、ＭＩＭＯを伴うまたは伴わない任意の個数のダウンリンクサブフレ
ームで受信された任意の個数の符号語について実行することができる。
【００２９】
　ＵＥは、Ｎ個のダウンリンクサブフレーム内でＫｔｏｔａｌ個の符号語を受信すること
ができ、１つのアップリンクサブフレーム内でこれらのＫｔｏｔａｌ個の符号語のバンド
ルされたＡＣＫ情報を送信することができる。一設計では、ＵＥは、Ｋｔｏｔａｌ個すべ
ての符号語について単一のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを生成することができ、バン
ドルされたＡＣＫ情報は、この単一のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを備えることがで
きる。もう１つの設計では、ＵＥは、Ｋｔｏｔａｌ個の符号語を用いて形成された符号語
の複数のセットについて、符号語のセットごとに１つのバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫ
の、複数のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを生成することができる。次に、バンドルさ
れたＡＣＫ情報は、複数のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを備えることができる。たと
えば、９つの符号語を、表１のダウンリンク－アップリンク構成５を有する９つのダウン
リンクサブフレーム内で９つのＨＡＲＱプロセスで送信することができる。ＵＥは、３つ
のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫ、たとえば、最初の３つの符号語の第１のバンドルさ
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れたＡＣＫ／ＮＡＣＫ、次の３つの符号語の第２のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫ、お
よび最後の３つの符号語の第３のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを生成することができ
る。もう１つの例として、４つの符号語を、表１のダウンリンク－アップリンク構成４ま
たは５を有する４つのダウンリンクサブフレーム内で４つのＨＡＲＱプロセスで送信する
ことができる。ＵＥは、２つのバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫ、たとえば、最初の２つ
の符号語の第１のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫおよび最後の２つの符号語の第２のバ
ンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを生成することができる。
【００３０】
　一般に、バンドルされたＡＣＫ情報は、任意の個数のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫ
を備えることができ、各バンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫは、任意の個数の符号語に関す
るものとすることができる。複数のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫが送信される場合に
は、各バンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫが、同一個数の符号語を包含することができ、あ
るいは、異なるバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫが、異なる個数の符号語を包含すること
ができる。
【００３１】
　一設計では、ＡＣＫおよびＮＡＣＫのバンドリングを、静的または半静的とすることが
でき、たとえば呼セットアップ時に上位レイヤによって構成することができる。もう１つ
の設計では、ＡＣＫおよびＮＡＣＫのバンドリングを、動的とし、たとえば、物理レイヤ
またはある他のレイヤによってＰＤＣＣＨ上で送信されるシグナリングを介して構成する
ことができる。両方の設計について、バンドリングを、ダウンリンク－アップリンク構成
、ダウンリンクでＵＥに送信すべきデータの量、ＭＩＭＯがデータ伝送に使用されるか否
か、送信されるデータのサービス品質（ＱｏＳ）要件、アップリンクでＵＥによってＡＣ
Ｋ情報を送信するのに使用可能なリソースの量、ＵＥによる必要な処理時間、その他など
のさまざまな要因に依存するものとすることができる。たとえば、徐々により多くなるバ
ンドリングを、徐々により非対称になるダウンリンク－アップリンク構成に、またはＡＣ
Ｋ情報のために使用可能なリソースの量と送信すべきデータの量との間の徐々により多く
なるアンバランスに使用することができる。
【００３２】
　一設計では、ＵＥは、Ｋｔｏｔａｌ個の符号語の１つまたは複数のバンドルされたＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫを備えるＡＣＫ情報を送信することができる。別の設計では、ＵＥは、Ｋｔ

ｏｔａｌ個の符号語のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫおよび個々のＡＣＫ／ＮＡＣＫの
組合せを備えるＡＣＫ情報を送信することができる。各バンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫ
は、Ｋｔｏｔａｌ個の符号語の中の複数の符号語を包含することができる。各個々のＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫは、Ｋｔｏｔａｌ個の符号語の中の単一の符号語を包含することができる。
たとえば、個々のＡＣＫ／ＮＡＣＫを、あるタイプのデータ（たとえば、音声などの遅延
に敏感なデータ）に使用することができ、バンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを、他のタイ
プのデータ（たとえば、遅延に耐性のあるデータ）に使用することができる。
【００３３】
　ｅＮＢは、システマティックビット（systematic bit）およびパリティビットの符号語
を入手するために前方誤り訂正（ＦＥＣ）符号（たとえば、ターボ符号）に従って情報ビ
ットのトランスポートブロックを符号化することができる。システマティックビットは、
トランスポートブロック内の情報ビットであり、パリティビットは、ＦＥＣ符号によって
生成される冗長ビットである。ｅＮＢは、符号語を、冗長性バージョン（ＲＶ）０からＮ

ＲＶ－１を割り当てることができる複数（ＮＲＶ個）の符号ブロックに区分することがで
きる。ＲＶ　０を有する最初の符号ブロックは、システマティックビットのみまたは大部
分システマティックビットを含むことができる。ＲＶ＞０を有する各後続の符号ブロック
は、大部分パリティビットまたはパリティビットのみを含むことができ、異なる符号ブロ
ックは、異なるパリティビットを含む。ｅＮＢは、ＰＤＣＣＨ上でダウンリンク割当てを
、ＰＤＳＣＨ上で１つの符号ブロックの伝送をＵＥに送信することができる。
【００３４】
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　ＵＥは、ダウンリンク割当てを入手するためにＰＤＣＣＨを処理することができる。Ｕ
Ｅが、ダウンリンク割当てを受信する場合に、ＵＥは、ＵＥに送信された符号語を回復す
るために、ダウンリンク割当てに従ってＰＤＳＣＨを処理することができる。ＵＥがダウ
ンリンク割当てを検出しない場合には、ＵＥは、ＰＤＳＣＨの処理をスキップすることが
できる。ｅＮＢは、ＰＤＣＣＨ上でＵＥにダウンリンク割当てを送信することができるが
、ＵＥが、ダウンリンク割当てを取りそこなう（たとえば、ダウンリンク割当てを誤って
復号する）場合があり、ＰＤＳＣＨを処理しない。このシナリオを、不連続伝送（discon
tinuous transmission、ＤＴＸ）と呼ぶ場合がある。
【００３５】
　ＤＴＸとＮＡＣＫとの間で区別することが望ましい可能性がある。この場合に、符号語
のフィードバックを、次のうちの１つとすることができる。　
　・ＤＴＸ→ＵＥがＰＤＣＣＨを取りそこない、ダウンリンク割当てを受信しなかった。
　
　・ＡＣＫ→符号語が正しく復号された。　
　・ＮＡＣＫ→符号語が誤って復号された。
【００３６】
　ｅＮＢは、ＤＴＸがＵＥから受信される場合には符号ブロックを再送することができ、
ＮＡＣＫが受信される場合には次の符号ブロックを送信することができる。したがって、
ｅＮＢは、ＤＴＸまたはＮＡＣＫのどちらが受信されるのかに依存して、異なる符号ブロ
ックを送信することができる。ｅＮＢは、ＡＣＫが受信される場合には新しい符号語の符
号ブロックを送信することができる。
【００３７】
　ｅＮＢは、Ｎ個の符号語のＲＶ０を有するＮ個の符号ブロックをＰＤＳＣＨ上で異なる
ダウンリンクサブフレーム内で送信することができ、たとえば図３に示されているように
、ＰＤＣＣＨ上で各ダウンリンクサブフレーム内でダウンリンク割当てを送信することが
できる。これらのＮ個の符号ブロックは、Ｎ個の符号語のシステマティックビットを含む
ことができる。各ダウンリンクサブフレーム内で、ＵＥは、ダウンリンク割当てについて
検出するためにＰＤＣＣＨを処理することができ、ダウンリンク割当てが受信される場合
にはＰＤＳＣＨを処理することができる。ＵＥは、ＵＥによって受信されるすべての符号
語のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを生成し、送信することができる。ｅＮＢは、何個
のダウンリンク割当てがＵＥによって受信されたのかを、バンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋに基づいて知ることはできない。ｅＮＢがバンドルされたＮＡＣＫをＵＥから受信する
場合には、ｅＮＢは、次のオプションを有することができる。　
　１．バンドルされたＮＡＣＫを、Ｎ個すべての符号語のＮＡＣＫを備えるものと解釈し
、ＲＶ　１を有するＮ個の符号ブロックをＵＥに送信するか、　
　２．バンドルされたＮＡＣＫを、Ｎ個すべての符号語のＤＴＸを備えるものと解釈し、
ＲＶ　０を有するＮ個の符号ブロックをＵＥに再送する。
【００３８】
　ｅＮＢがオプション１を実施し、ＵＥが実際にはダウンリンク割当てを取りそこなった
場合には、ＵＥは、システマティックビットを含むＲＶ　０を有するＮ個の符号ブロック
を取りそこない、パリティビットを含むＲＶ　１を有するＮ個の符号ブロックを受信する
ことができる。性能は、パリティビットだけを有する符号語を復号することによって劣化
する可能性がある。
【００３９】
　ｅＮＢがオプション２を実施し、ＵＥが実際にはダウンリンク割当てを受信した場合に
は、ＵＥは、システマティックビットを含むＲＶ　０を有するＮ個の符号ブロックを２回
受信する可能性がある。ｅＮＢは、効果的に、ターボ符号ではなく繰返し符号を使用して
符号語を伝送し、性能は、ターボ符号利得なしで劣化する可能性がある。符号化利得の損
失およびスループットの対応する損失は、多数の符号語のＡＣＫおよびＮＡＣＫが一緒に
バンドルされるとき、たとえば、９：１構成を有するときにより深刻になる可能性がある
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。
【００４０】
　別の態様では、ｅＮＢは、バンドリングに起因するＮＡＣＫとＤＴＸとの間のあいまい
性を説明する形で符号ブロックを生成することができる。一設計では、ＡＣＫおよびＮＡ
ＣＫのバンドリングに起因する符号化利得の可能な損失と戦うために、符号語の各符号ブ
ロックを、システマティックビットとパリティビットとの両方を含むように定義すること
ができる。ｅＮＢは、ＲＶ　０からＮＲＶ－１までを有するＮＲＶ個の符号ブロックを生
成することができる。ＲＶ　０を有する最初の符号ブロックは、システマティックビット
のみまたは大部分システマティックビットを含むことができる。ＲＶ＞０を有する各後続
の符号ブロックは、システマティックビットとパリティビットとの両方を含むことができ
、異なる符号ブロックは、異なるシステマティックビットおよび／または異なるパリティ
ビットを含む。ＲＶ＞０を有する各符号ブロック内のシステマティックビットのパーセン
テージは、上で説明した２つのシナリオに関する性能劣化におけるトレードオフに依存す
るものとすることができる。ｅＮＢは、符号語の伝送ごとに異なる符号ブロックを送信す
ることができる。ＵＥがダウンリンク割当てを取りそこなう場合には、ＵＥは、後続の符
号ブロックからシステマティックビットを受信することができる。ＵＥがダウンリンク割
当てを受信したが、符号語を誤って復号した場合には、ＵＥは、後続の符号ブロックから
パリティビットを受信することができる。
【００４１】
　ＬＴＥは、ＰＵＣＣＨ上のＡＣＫ情報など、アップリンク制御情報（uplink control i
nformation、ＵＣＩ）を送信するための複数のＰＵＣＣＨフォーマットをサポートする。
表３に、ＬＴＥによってサポートされるＰＵＣＣＨフォーマットをリストし、各ＰＵＣＣ
Ｈフォーマットの各アップリンクサブフレーム内で送信できるビット数を示す。
【表３】

【００４２】
　ＰＵＣＣＨフォーマット１ａは、バンドリングなしでＳＩＭＯのＡＣＫ情報の１ビット
を、たとえば１つの符号語のＡＣＫまたはＮＡＣＫのための１ビットを送信するのに使用
することができる。ＰＵＣＣＨフォーマット１ａは、複数の符号語の、たとえばダウンリ
ンク伝送周期の１つまたは複数のダウンリンクサブフレーム内で受信されたすべての符号
語の、１つのバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するのにも使用することができる。
【００４３】
　ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂは、バンドリングなしでＭＩＭＯのＡＣＫ情報の２ビット
を、たとえば、ＭＩＭＯを用いて送信される２つの符号語のそれぞれのＡＣＫまたはＮＡ
ＣＫの１ビットを送信するのに使用することができる。ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂは、
符号語のセットごとに１つのバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫという、符号語の２つまで
のセットの２つまでのバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するのにも使用することが



(19) JP 5710795 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

できる。各セットは、ＭＩＭＯを用いて送信されるすべての符号語を含むことができる。
各セットは、異なる複数のダウンリンクサブフレーム内で送信される複数の符号語を含む
こともできる。バンドリングの量は、Ｎ：Ｍ構成、データ伝送に使用されるダウンリンク
サブフレームの個数、各ダウンリンクサブフレーム内で送信される符号語の個数、ＭＩＭ
Ｏが使用されるか否かなどに依存するものとすることができる。
【００４４】
　ＰＵＣＣＨフォーマット２、２ａ、および２ｂは、ＡＣＫ情報の３つ以上のビットを送
信するのに使用することができる。たとえば、ＡＣＫ情報の１４個までのビットを、ＰＵ
ＣＣＨフォーマット２、２ａ、または２ｂを用いて、０．７以下の符号レートで送信する
ことができる。より少数またはより多数の情報ビットを、ＰＵＣＣＨフォーマット２、２
ａ、および２ｂを用いて、より高いまたはより低い符号レートで送信することができる。
【００４５】
　一設計では、すべてのＨＡＲＱプロセスのＡＣＫ情報を、合同で符号化することができ
る。ＨＡＲＱプロセスあたり１符号語のＳＩＭＯ伝送について、１４個の情報ビットを、
次を送信するのに使用することができる。　
　・８つのＨＡＲＱプロセスのそれぞれのＤＴＸ、ＡＣＫ、またはＮＡＣＫ、あるいは　
　・１４個のＨＡＲＱプロセスのそれぞれのＡＣＫまたはＮＡＣＫ。
【００４６】
　３つの値を、１つの符号語のＡＣＫもしくはＮＡＣＫまたはＤＴＸを伝えるためにＨＡ
ＲＱプロセスごとに使用することができる。合計３８個の値を、８つのＨＡＲＱプロセス
に使用することができ、１４個の情報ビットを用いて伝えることができ、ここで、３８＜
２１４である。代替案では、２つの値を、１つの符号語のＡＣＫまたはＮＡＣＫを伝える
ためにＨＡＲＱプロセスごとに使用することができる。
【００４７】
　ＨＡＲＱプロセスあたり２符号語のＭＩＭＯ伝送について、１４個の情報ビットを、次
を送信するのに使用することができる。　
　・６つのＨＡＲＱプロセスのそれぞれの各符号語のＡＣＫもしくはＮＡＣＫまたはＤＴ
Ｘ、あるいは　
　・７つのＨＡＲＱプロセスのそれぞれの各符号語のＡＣＫまたはＮＡＣＫ。
【００４８】
　５つの値を、両方の符号語のＡＣＫ、両方の符号語のＮＡＣＫ、第１符号語のＡＣＫお
よび第２符号語のＮＡＣＫ、第１符号語のＮＡＣＫおよび第２符号語のＡＣＫ、またはＤ
ＴＸを伝えるためにＨＡＲＱプロセスごとに使用することができる。合計５６個の値を、
６つのＨＡＲＱプロセスに使用することができ、１４個の情報ビットを用いて伝えること
ができ、ここで、５６＜２１４である。代替案では、４つの値を、ＨＡＲＱプロセスごと
に使用することができ、この４つの値は、各符号語のＡＣＫまたはＮＡＣＫを伝えること
ができる。
【００４９】
　別の設計では、各ＨＡＲＱプロセスのＡＣＫ情報を別々に送信することができる。ＨＡ
ＲＱプロセスあたり１符号語のＳＩＭＯ伝送について、各ＨＡＲＱプロセスのＡＣＫ情報
を、ＤＴＸを伴わずに１ビットまたはＤＴＸを伴って２ビットで送信することができる。
ＨＡＲＱプロセスあたり２符号語のＭＩＭＯ伝送について、各ＨＡＲＱプロセスのＡＣＫ
情報を、ＤＴＸを伴わずに２ビットまたはＤＴＸを伴って３ビットで送信することができ
る。
【００５０】
　表３に示されたもの以外のＰＵＣＣＨフォーマットを、１つまたは複数のバンドルされ
たＡＣＫ／ＮＡＣＫのＡＣＫ情報を搬送するために使用することもできる。表３に示され
たＰＵＣＣＨフォーマットの信号を、公に入手可能な３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１、名
称「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃ
ｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡ）；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌｓ　ａｎｄ　Ｍｏｄｕ



(20) JP 5710795 B2 2015.4.30

10

20

30

40

50

ｌａｔｉｏｎ」に記載されているように生成することができる。
【００５１】
　一設計では、バンドリングを、上で説明したようにバンドルされるすべての符号語のＡ
ＣＫおよびＮＡＣＫに対する論理ＡＮＤ演算を実行することによって達成することができ
る。別の設計では、バンドリングを、所定のマッピングに基づいて、すべての符号語のＡ
ＣＫ、ＮＡＣＫ、およびＤＴＸをバンドルされるＡＣＫ情報のＢビットにマッピングする
ことによって達成することができ、ここで、Ｂ≧１である。たとえば、第１符号語のＤＴ
Ｘ、ＡＣＫ、およびＮＡＣＫの３行および第２符号語のＤＴＸ、ＡＣＫ、およびＮＡＣＫ
の３列を有する３×３テーブルを定義することができる。このテーブル内の９つのエント
リのそれぞれを、Ｂ個のバンドルされるビットの２Ｂ個の可能な値のうちの１つを用いて
マークすることができる。たとえば、Ｂを、ＰＵＣＣＨフォーマット１ｂについて２と等
しくすることができ、このテーブル内の各エントリを、「００」、「０１」、「１０」、
または「１１」を用いてマークすることができる。このマッピングは、２つの符号語のＡ
ＣＫ、ＮＡＣＫ、およびＤＴＸの所望のバンドリングを達成するように定義することがで
きる。もう１つの例として、３つの符号語について３×３×３テーブルを定義することが
でき、このテーブル内の２７個のエントリのそれぞれを、Ｂ個のバンドルされるビットの
２Ｂ個の可能な値のうちの１つを用いてマークすることができる。このマッピングは、３
つの符号語のＡＣＫ、ＮＡＣＫ、およびＤＴＸの所望のバンドリングを達成するように定
義することができる。
【００５２】
　図４に、無線通信システム内でデータを受信するプロセス４００の設計を示す。プロセ
ス４００を、受信機によって実行することができ、この受信機は、ダウンリンクでのデー
タ伝送についてはＵＥ、アップリンクでのデータ伝送については基地局／ｅＮＢ、または
ある他のエンティティとすることができる。
【００５３】
　受信機は、少なくとも１つのサブフレームで複数の符号語を受信することができ、たと
えば、複数の符号語に関する特定のＲＶの複数の符号ブロックの伝送を受信することがで
きる（ブロック４１２）。受信機は、複数の符号語を、（ｉ）各サブフレーム内に１つの
符号語がある、複数のサブフレームで、（ｉｉ）ＭＩＭＯ伝送を介して１つのサブフレー
ムで、（ｉｉｉ）ＭＩＭＯ伝送を介して複数のサブフレームで、または（ｉｖ）１つまた
は複数の伝送を介して１つまたは複数のサブフレームで、受信することができる。ダウン
リンクでのデータ伝送の一設計では、受信機は、アップリンクサブフレームより多数のダ
ウンリンクサブフレームを有する非対称ダウンリンク－アップリンク構成を有するＴＤＤ
システム内で、少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム内で複数の符号語を受信する
ことができる。アップリンクでのデータ伝送の一設計では、受信機は、ダウンリンクサブ
フレームより多数のアップリンクサブフレームを有するＴＤＤシステム内で、少なくとも
１つのアップリンクサブフレーム内で複数の符号語を受信することができる。受信機は、
少なくとも１つのＨＡＲＱプロセスで複数の符号語を受信することができ、各符号語のす
べての伝送が、１つのＨＡＲＱプロセスで送信される。
【００５４】
　受信機は、複数の符号語を復号することができ（ブロック４１４）、符号語の復号結果
に基づいて各符号語のＡＣＫまたはＮＡＣＫを判定することができる（ブロック４１６）
。受信機は、バンドルされたＡＣＫ情報を入手するために、複数の符号語のＡＣＫおよび
ＮＡＣＫをバンドルすることができる（ブロック４１８）。受信機は、複数の符号語のフ
ィードバックとして、バンドルされたＡＣＫ情報を送信することができる（ブロック４２
０）。受信機は、複数の符号語が受信された少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム
に関連するアップリンクサブフレーム内で、バンドルされたＡＣＫ情報を送信することが
できる。
【００５５】
　一設計で、バンドルされたＡＣＫ情報は、複数の符号語に関する単一のバンドルされた
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ＡＣＫ／ＮＡＣＫを備えることができる。ブロック４１８の一設計では、受信機は、複数
の符号語のＡＣＫおよびＮＡＣＫに対する論理ＡＮＤ演算に基づいて、バンドリングを実
行することができる。受信機は、（ｉ）複数の符号語のすべてについてＡＣＫが入手され
る場合にはバンドルされたＡＣＫを、あるいは（ｉｉ）複数の符号語のいずれかについて
ＮＡＣＫが入手される場合にはバンドルされたＮＡＣＫを生成することができる。一設計
では、受信機は、バンドルされたＮＡＣＫが複数の符号語について送信される場合に、複
数の符号語の再送を受信することができる（ブロック４２２）。受信機は、バンドルされ
たＡＣＫが複数の符号語について送信される場合に、新しい符号語を受信することができ
る（ブロック４２４）。
【００５６】
　ブロック４１８のもう１つの設計では、受信機は、複数の符号語のそれぞれについてＡ
ＣＫ、ＮＡＣＫ、またはＤＴＸを入手することができる。次に、受信機は、所定のマッピ
ングに基づいて、複数の符号語のＡＣＫ、ＮＡＣＫ、およびＤＴＸを、バンドルされたＡ
ＣＫ情報の複数のビットにマッピングすることができる。受信機は、他の形でバンドリン
グを実行することもできる。
【００５７】
　もう１つの設計では、バンドルされたＡＣＫ情報は、複数の符号語を用いて形成された
符号語の複数のセットの複数のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを備えることができる。
各バンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫは、符号語の１つのセットのバンドルされたＡＣＫま
たはバンドルされたＮＡＣＫを備えることができる。各セットは、（ｉ）１つのサブフレ
ームで受信されたすべての符号語、（ｉｉ）ＭＩＭＯ伝送の１つのレイヤ内で送信され複
数のサブフレームで受信された符号語、または（ｉｉｉ）１つまたは複数のサブフレーム
で受信された符号語を含むことができる。受信機は、符号語の各セットのバンドルされた
ＡＣＫ／ＮＡＣＫを、そのセット内の符号語のＡＣＫおよびＮＡＣＫに基づいて判定する
ことができる。受信機は、バンドルされたＮＡＣＫが送信された符号語の各セットの再送
を受信することができる。受信機は、バンドルされたＡＣＫが送信された符号語の各セッ
トについて、符号語の新しいセットを受信することができる。
【００５８】
　一設計では、受信機は、たとえば呼の開始時に上位レイヤから、ＡＣＫおよびＮＡＣＫ
をバンドルするための静的構成または半静的構成を入手することができる。次に、受信機
は、静的構成または半静的構成に従ってバンドリングを実行することができる。別の設計
では、受信機は、たとえば符号語と共に送信されたシグナリングを介して、複数の符号語
のＡＣＫおよびＮＡＣＫをバンドルするための動的構成を入手することができる。次に、
受信機は、動的構成に従ってバンドリングを実行することができる。
【００５９】
　図５に、無線通信システム内でデータを受信する装置５００の設計を示す。装置５００
は、少なくとも１つのサブフレームで複数の符号語を受信するモジュール５１２、複数の
符号語を復号するモジュール５１４、符号語の復号結果に基づいて各符号語のＡＣＫまた
はＮＡＣＫを判定するモジュール５１６、バンドルされたＡＣＫ情報を入手するために複
数の符号語のＡＣＫおよびＮＡＣＫをバンドルするモジュール５１８、複数の符号語に関
するフィードバックとしてバンドルされたＡＣＫ情報を送信するモジュール５２０、複数
の符号語についてバンドルされたＮＡＣＫが送信される場合に複数の符号語の再送を受信
するモジュール５２２、および複数の符号語についてバンドルされたＡＣＫが送信される
場合に新しい符号語を受信するモジュール５２４を含む。
【００６０】
　図６に、無線通信システム内でデータを送信するプロセス６００の設計を示す。プロセ
ス６００を、送信機によって実行することができ、この送信機は、ダウンリンクでのデー
タ伝送については基地局／ｅＮＢ、アップリンクでのデータ伝送についてはＵＥ、または
ある他のエンティティとすることができる。
【００６１】
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　送信機は、少なくとも１つのサブフレーム内で複数の符号語を受信機に送信することが
できる（ブロック６１２）。送信機は、複数の符号語を（ｉ）各サブフレーム内に１つの
符号語がある、複数のサブフレームで、（ｉｉ）ＭＩＭＯ伝送を介して１つのサブフレー
ムで、（ｉｉｉ）ＭＩＭＯ伝送を介して複数のサブフレームで、または（ｉｖ）１つまた
は複数の伝送を介して１つまたは複数のサブフレームで送信することができる。
【００６２】
　送信機は、複数の符号語のＡＣＫおよびＮＡＣＫに基づいて、受信機によって生成され
たバンドルされたＡＣＫ情報を受信することができる（ブロック６１４）。一設計では、
送信機は、少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム内で複数の符号語を送信すること
ができ、アップリンクサブフレームより多数のダウンリンクサブフレームを有する非対称
ダウンリンク－アップリンク構成を有するＴＤＤシステム内で、アップリンクサブフレー
ム内でバンドルされたＡＣＫ情報を受信することができる。別の設計では、送信機は、少
なくとも１つのアップリンクサブフレーム内で複数の符号語を送信することができ、ダウ
ンリンクサブフレームより多数のアップリンクサブフレームを有するＴＤＤシステム内で
、ダウンリンクサブフレーム内でバンドルされたＡＣＫ情報を受信することができる。
【００６３】
　送信機は、バンドルされたＡＣＫ情報に基づいて、複数の符号語を再送すべきなのか新
しい符号語を送信すべきなのかを判定することができる（ブロック６１６）。一設計では
、バンドルされたＡＣＫ情報は、複数の符号語のＡＣＫおよびＮＡＣＫの論理ＡＮＤに基
づいて受信機によって入手できる単一のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを備えることが
できる。送信機は、複数の符号語についてバンドルされたＮＡＣＫが受信される場合に、
複数の符号語を再送することができる（ブロック６１８）。一設計では、符号語の各再送
は、バンドリングを伴うＮＡＣＫとＤＴＸとの間のあいまい性に起因する性能劣化を軽減
するために、符号語のシステマティックビットおよびパリティビットを備えることができ
る。送信機は、複数の符号語についてバンドルされたＡＣＫが受信される場合に、新しい
符号語を送信することができる（ブロック６２０）。
【００６４】
　別の設計では、バンドルされたＡＣＫ情報は、複数の符号語を用いて形成された符号語
の複数のセットの複数のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを備えることができる。送信機
は、バンドルされたＮＡＣＫが受信された符号語の各セットを再送することができる。送
信機は、バンドルされたＡＣＫが受信された符号語の各セットについて、符号語の新しい
セットを送信することができる。
【００６５】
　図７に、無線通信システム内でデータを受信する装置７００の設計を示す。装置７００
は、少なくとも１つのサブフレーム内で複数の符号語を受信機に送信するモジュール７１
２、複数の符号語のＡＣＫおよびＮＡＣＫに基づいて受信機によって生成されたバンドル
されたＡＣＫ情報を受信するモジュール７１４、バンドルされたＡＣＫ情報に基づいて複
数の符号語を再送すべきなのか新しい符号語を送信すべきなのかを判定するモジュール７
１６、複数の符号語についてバンドルされたＮＡＣＫが受信される場合に複数の符号語を
再送するモジュール７１８、および複数の符号語についてバンドルされたＡＣＫが受信さ
れる場合に新しい符号語を送信するモジュール７２０を含む。
【００６６】
　図５および７のモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電
子コンポーネント、論理回路、メモリ、ソフトウェアコード、ファームウェアコード、そ
の他、またはその任意の組合せを備えることができる。
【００６７】
　図８は、図１の基地局／ｅＮＢのうちの１つおよびＵＥのうちの１つとすることができ
る基地局／ｅＮＢ　１１０およびＵＥ　１２０の設計のブロック図を示す。基地局１１０
は、Ｔ個のアンテナ８３２ａから８３２ｔまでを備えることができ、ＵＥ　１２０は、Ｒ
個のアンテナ８５２ａから８５２ｒまでを備えることができ、一般に、Ｔ≧１およびＲ≧
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１である。
【００６８】
　基地局１１０では、送信プロセッサ８２０が、データ送信装置８１２から１つまたは複
数のＵＥのためのデータを受け取り、各ＵＥのためのデータを処理し（たとえば、符号化
し、変調し）、データ記号をすべてのＵＥに供給することができる。送信プロセッサ８２
０は、コントローラ／プロセッサ８４０から制御情報（たとえば、ダウンリンク割当て）
を受け取り、制御情報を処理し、制御記号を供給することもできる。送信プロセッサ８２
０は、参照信号の参照記号を生成することもでき、参照記号をデータ記号および制御記号
と多重化することができる。ＭＩＭＯプロセッサ８２２は、送信プロセッサ８２０からの
記号（適用可能な場合に）を処理し（たとえば、事前符号化し）、Ｔ個の出力記号流れを
Ｔ個の変調器（ＭＯＤ）８３０ａから８３０ｔまでに供給する。各変調器８３０は、出力
サンプル流れを入手するために、その出力記号流れを処理することができる（たとえば、
直交周波数分割多重のために）。各変調器８３０は、さらに、ダウンリンク信号を生成す
るために、その出力サンプル流れを条件付ける（たとえば、アナログに変換し、フィルタ
リングし、増幅し、アップコンバートする）ことができる。変調器８３０ａから８３０ｔ
までからのＴ個のダウンリンク信号を、それぞれＴ個のアンテナ８３２ａから８３２ｔま
でを介して伝送することができる。
【００６９】
　ＵＥ　１２０では、アンテナ８５２ａから８５２ｒまでが、基地局１１０からダウンリ
ンク信号を受信することができる。各アンテナ８５２は、関連する変調器（ＤＥＭＯＤ）
８５４に受信信号を供給することができる。各変調器８５４は、入力サンプルを入手する
ためにその受信信号を条件付ける（たとえば、フィルタリングし、増幅し、ダウンコンバ
ートし、ディジタル化する）ことができ、さらに、受信記号を入手するために入力サンプ
ルを処理することができる（たとえば、直交周波数分割多重のために）。ＭＩＭＯ検出器
８５６は、Ｒ個すべての復調器８５４ａから８５４ｒまでからの受信記号に対してＭＩＭ
Ｏ検出を実行し、検出された記号を供給することができる。受信プロセッサ８６０は、検
出された記号を処理し（たとえば、復調し、復号し）、ＵＥ　１２０のためのデータをデ
ータ受信装置８６２に供給し、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ８７０に
供給することができる。
【００７０】
　ＵＥ　１２０では、Ｒ個の出力記号流れを入手するために、データ送信装置８７８から
のデータおよびコントローラ／プロセッサ８７０からの制御情報（たとえば、バンドルさ
れたＡＣＫ情報）を、送信プロセッサ８８０によって処理し、ＭＩＭＯプロセッサ８８２
によって事前符号化する（適用可能な場合に）ことができる。Ｒ個の復調器８５４ａから
８５４ｒまでは、Ｒ個の出力サンプル流れを入手するためにＲ個の出力記号流れを処理す
ることができ（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭのために）、さらに、Ｒ個のアンテナ８５２ａか
ら８５２ｒまでを介して伝送することができるＲ個のアップリンク信号を入手するために
、出力サンプル流れを条件付けることができる。基地局１１０では、ＵＥ　１２０によっ
て送信されたデータおよび制御情報を回復するために、ＵＥ　１２０からのアップリンク
信号を、アンテナ８３２ａから８３２ｔまでによって受信し、復調器８３０ａから８３０
ｔまでによって条件付け、処理し、さらに、ＭＩＭＯ検出器８３６（適用可能な場合に）
および受信プロセッサ８３８によって処理することができる。受信プロセッサ８３８は、
復号されたデータをデータ受信装置８３９に供給し、復号された制御情報をコントローラ
／プロセッサ８４０に供給することができる。
【００７１】
　コントローラ／プロセッサ８４０および８７０は、それぞれ基地局１１０およびＵＥ　
１２０での動作を指示することができる。基地局１１０のプロセッサ８４０ならびに／ま
たは他のプロセッサおよびモジュールは、アップリンクでのデータ伝送に関して図４のプ
ロセス４００、ダウンリンクでのデータ伝送に関して図６のプロセス６００、および／ま
たは本明細書で説明される技法に関する他のプロセスを実行し、または指示することがで
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きる。プロセッサ８４０および／または他のプロセッサは、アップリンクでのデータ伝送
についてＡＣＫおよびＮＡＣＫをバンドルすることができる。ＵＥ　１２０のプロセッサ
８７０ならびに／または他のプロセッサおよびモジュールは、ダウンリンクでのデータ伝
送に関して図４のプロセス４００、アップリンクでのデータ伝送に関して図６のプロセス
６００、および／または本明細書で説明される技法に関する他のプロセスを実行し、また
は指示することができる。プロセッサ８７０および／または他のプロセッサは、ダウンリ
ンクでのデータ伝送についてＡＣＫおよびＮＡＣＫをバンドルすることができる。メモリ
８４２および８７２は、それぞれ基地局１１０およびＵＥ　１２０のデータおよびプログ
ラムコードを格納することができる。スケジューラ８４４は、ダウンリンクおよび／また
はアップリンクでのデータ伝送のためにＵＥをスケジューリングすることができ、スケジ
ューリングされたＵＥにリソースを割り当てることができる。
【００７２】
　当業者は、情報および信号を、さまざまな異なるテクノロジおよび技法のいずれをも使
用して表すことができることを理解するであろう。たとえば、上の説明全体を通じて参照
される可能性があるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、記号、およびチップ
を、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光場または光粒子、あるいはその任意の
組合せによって表すことができる。
【００７３】
　当業者は、本明細書の開示に関連して説明されたさまざまな例示的な論理ブロック、モ
ジュール、回路、およびアルゴリズムステップを、電子ハードウェア、コンピュータソフ
トウェア、またはこの両方の組合せとして実施できることを、さらに了解するであろう。
ハードウェアおよびソフトウェアのこの交換可能性を明瞭に示すために、さまざまな例示
的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップを、上では一般にそ
の機能性に関して説明した。そのような機能性がハードウェアまたはソフトウェアのどち
らとして実施されるかは、特定の応用例および全体的なシステムに課せられる設計制約に
依存する。当業者は、説明された機能性を各特定の応用例のためにさまざまな形で実施す
ることができるが、そのような実施判断が、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすと解釈
してはならない。
【００７４】
　本明細書の開示に関連して説明されたさまざまな例示的な論理ブロック、モジュール、
および回路を、汎用プロセッサ、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集
積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）もしくは他の
プログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートもしくはトランジスタ論理、ディス
クリートハードウェアコンポーネント、または本明細書で説明される機能を実行するよう
に設計されたその任意の組合せを用いて実施しまたは実行することができる。汎用プロセ
ッサは、マイクロプロセッサとすることができるが、代替案では、プロセッサを、任意の
従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械とすることが
できる。プロセッサを、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰおよび
マイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連する１つま
たは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成として実施することも
できる。
【００７５】
　本明細書の開示に関連して説明された方法またはアルゴリズムのステップを、ハードウ
ェアで直接に、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、またはこの２
つの組合せで実施することができる。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッ
シュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハード
ディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術分野で既知の任意の他の
形の記憶媒体に常駐することができる。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から
情報を読み取り、これに情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合される。
代替案では、記憶媒体を、プロセッサに一体とすることができる。プロセッサおよび記憶
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媒体が、ＡＳＩＣに常駐することができる。そのＡＳＩＣが、ユーザ端末に常駐すること
ができる。代替案では、プロセッサおよび記憶媒体が、ユーザ端末内に別個のコンポーネ
ントとして常駐することができる。
【００７６】
　１つまたは複数の例示的設計では、説明された機能を、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、またはその任意の組合せで実施することができる。ソフトウェアで実施
される場合に、機能を、コンピュータ可読媒体上の１つまたは複数の命令またはコードと
して格納し、あるいは伝送することができる。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記
憶媒体と、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にするすべて
の媒体を含む通信媒体との両方を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータまたは特殊目的コ
ンピュータによってアクセスできるすべての使用可能な媒体とすることができる。限定で
はなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、
ＣＤ－ＲＯＭもしくは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージもしくは他の
磁気ストレージデバイス、あるいは命令もしくはデータ構造の形で所望のプログラムコー
ド手段を担持しまたは格納するのに使用でき、汎用コンピュータもしくは特殊目的コンピ
ュータまたは汎用プロセッサもしくは特殊目的プロセッサによってアクセスできる任意の
他の媒体を備えることができる。また、すべての接続は、当然、コンピュータ可読媒体と
呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、ウェブサイト、サーバ、または他の遠隔ソースか
ら同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、ディジタル加入者回線（ＤＳＬ）、ま
たは赤外線、ラジオ、およびマイクロ波などの無線テクノロジを使用して伝送される場合
に、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、ＤＳＬ、または赤外線、ラジオ、お
よびマイクロ波などの無線テクノロジは、媒体の定義に含まれる。ディスク（ｄｉｓｋ　
ａｎｄ　ｄｉｓｃ）は、本明細書で使用されるときに、コンパクトディスク（ＣＤ）、レ
ーザディスク、光ディスク、ディジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、フロッピディスク、
およびｂｌｕ－ｒａｙディスクを含み、ｄｉｓｋは、通常はデータを磁気的に再生し、ｄ
ｉｓｃは、レーザを用いてデータを光学的に再生する。上記の組合せも、コンピュータ可
読媒体の範囲に含まれなければならない。
【００７７】
　本開示の前の説明は、すべての当業者が本開示を作るか使用することを可能にするため
に提供される。本開示に対するさまざまな変更は、当業者に直ちに明白になり、本明細書
で定義される包括的原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱せずに他の変形形態に適用
することができる。したがって、本開示は、本明細書で説明される例および設計に限定さ
れることを意図されてはおらず、本明細書で開示される原理および新規の特徴と一貫する
最も広い範囲に従わなければならない。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］　少なくとも１つのサブフレーム内で複数の符号語を受信することと、
　前記複数の符号語を復号することと、
　前記符号語の復号結果に基づいて各符号語の肯定応答（ＡＣＫ）または否定応答（ＮＡ
ＣＫ）を判定することと、
　バンドルされたＡＣＫ情報を入手するために、前記複数の符号語の複数のＡＣＫおよび
ＮＡＣＫをバンドルすることと、
　前記複数の符号語のフィードバックとして、前記バンドルされたＡＣＫ情報を送信する
ことと
　を備える、無線通信システムでデータを受信する方法。
［Ｃ２］　前記複数の符号語は、少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム内で受信さ
れ、前記バンドルされたＡＣＫ情報は、アップリンクサブフレームより多数のダウンリン
クサブフレームを有する非対称ダウンリンク－アップリンク構成を有する時分割複信（Ｔ
ＤＤ）システム内で、アップリンクサブフレーム内で送信される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］　前記複数の符号語が複数のサブフレーム内で受信され、１つの符号語が各サブ
フレーム内で受信される、Ｃ１に記載の方法。
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［Ｃ４］　前記複数の符号語は、ＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ）伝送を介して１つのサブフレーム内で受信される、Ｃ１に記載の
方法。
［Ｃ５］　前記複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫを前記バンドルすることは、
　前記複数の符号語のすべてについてＡＣＫが入手される場合にバンドルされたＡＣＫを
生成することと、
　前記複数の符号語のいずれかについてＮＡＣＫが入手される場合にバンドルされたＮＡ
ＣＫを生成することと
　を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］　前記バンドルされたＡＣＫ情報は、前記複数の符号語のバンドルされたＡＣＫ
またはバンドルされたＮＡＣＫを備え、前記方法は、
　前記複数の符号語についてバンドルされたＮＡＣＫが送信される場合に、前記複数の符
号語の再送を受信することと、
　前記複数の符号語についてバンドルされたＡＣＫが送信される場合に、新しい符号語を
受信することと
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］　前記複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫを前記バンドルすることは、
　前記複数の符号語のそれぞれのＡＣＫ、ＮＡＣＫ、または不連続伝送（ＤＴＸ）を入手
することと、
　所定のマッピングに基づいて、前記複数の符号語の複数のＡＣＫ、ＮＡＣＫ、およびＤ
ＴＸを前記バンドルされたＡＣＫ情報の複数のビットにマッピングすることと
　を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］　前記バンドルされたＡＣＫ情報は、前記複数の符号語を用いて形成された符号
語の複数のセットの複数のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを備え、各バンドルされたＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫは、符号語の１つのセットのバンドルされたＡＣＫまたはバンドルされた
ＮＡＣＫを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］　前記複数の符号語の前記複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫを前記バンドルすること
は、符号語の各セットの前記バンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを、複数の符号語の前記セ
ット内の前記符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫに基づいて判定することを備える、Ｃ
８に記載の方法。
［Ｃ１０］　バンドルされたＮＡＣＫが送信される符号語の各セットの再送を受信するこ
とと、
　バンドルされたＡＣＫが送信される符号語の各セットの符号語の新しいセットを受信す
ることと
　をさらに備える、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１１］　符号語の各セットは、１つのサブフレーム内で受信される、Ｃ８に記載の方
法。
［Ｃ１２］　符号語の各セットは、複数のサブフレーム内で受信されるＭＩＭＯ（ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ）伝送の１レイヤ内で送信さ
れる符号語を備える、Ｃ８に記載の方法。
［Ｃ１３］　少なくとも１つのサブフレーム内で複数の符号語を受信し、前記複数の符号
語を復号し、前記符号語の復号結果に基づいて各符号語の肯定応答（ＡＣＫ）または否定
応答（ＮＡＣＫ）を判定し、バンドルされたＡＣＫ情報を入手するために前記複数の符号
語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫをバンドルし、前記複数の符号語のフィードバックとし
て前記バンドルされたＡＣＫ情報を送信するように構成された少なくとも１つのプロセッ
サ
　を備える、無線通信の装置。
［Ｃ１４］　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記複数の符号語のすべてについてＡ
ＣＫが入手される場合にバンドルされたＡＣＫを生成し、前記複数の符号語のいずれかに
ついてＮＡＣＫが入手される場合にバンドルされたＮＡＣＫを生成するように構成される
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、Ｃ１３に記載の装置。
［Ｃ１５］　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記複数の符号語についてバンドルさ
れたＮＡＣＫが送信される場合に前記複数の符号語の再送を受信し、前記複数の符号語に
ついてバンドルされたＡＣＫが送信される場合に新しい符号語を受信するように構成され
る、Ｃ１３に記載の装置。
［Ｃ１６］　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記複数の符号語のそれぞれのＡＣＫ
、ＮＡＣＫ、または不連続伝送（ＤＴＸ）を入手し、所定のマッピングに基づいて、前記
複数の符号語の複数のＡＣＫ、ＮＡＣＫ、およびＤＴＸを前記バンドルされたＡＣＫ情報
の複数のビットにマッピングするように構成される、Ｃ１３に記載の装置。
［Ｃ１７］　前記バンドルされたＡＣＫ情報は、前記複数の符号語を用いて形成された符
号語の複数のセットの複数のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを備え、各バンドルされた
ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、符号語の１つのセットのバンドルされたＡＣＫまたはバンドルされ
たＮＡＣＫを備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、符号語の各セットの前記バンド
ルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを、符号語の前記セット内の前記符号語の複数のＡＣＫおよび
ＮＡＣＫに基づいて判定するように構成される、Ｃ１３に記載の装置。
［Ｃ１８］　前記少なくとも１つのプロセッサは、バンドルされたＮＡＣＫが送信される
符号語の各セットの再送を受信し、バンドルされたＡＣＫが送信される符号語の各セット
の符号語の新しいセットを受信するように構成される、Ｃ１７に記載の装置。
［Ｃ１９］　少なくとも１つのサブフレーム内で複数の符号語を受信するための手段と、
　前記複数の符号語を復号するための手段と、
　前記符号語の復号結果に基づいて各符号語の肯定応答（ＡＣＫ）または否定応答（ＮＡ
ＣＫ）を判定するための手段と、
　バンドルされたＡＣＫ情報を入手するために、前記複数の符号語の複数のＡＣＫおよび
ＮＡＣＫをバンドルするための手段と、
　前記複数の符号語のフィードバックとして、前記バンドルされたＡＣＫ情報を送信する
ための手段と
　を備える、無線通信の装置。
［Ｃ２０］　前記複数の符号語のＡＣＫおよびＮＡＣＫをバンドルするための前記手段は
、
　前記複数の符号語のすべてについてＡＣＫが入手される場合にバンドルされたＡＣＫを
生成するための手段と、
　前記複数の符号語のいずれかについてＮＡＣＫが入手される場合にバンドルされたＮＡ
ＣＫを生成するための手段と
　を備える、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２１］　前記バンドルされたＡＣＫ情報は、前記複数の符号語のバンドルされたＡＣ
ＫまたはバンドルされたＮＡＣＫを備え、前記装置は、
　前記複数の符号語についてバンドルされたＮＡＣＫが送信される場合に、前記複数の符
号語の再送を受信するための手段と、
　前記複数の符号語についてバンドルされたＡＣＫが送信される場合に、新しい符号語を
受信するための手段と
　をさらに備える、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２２］　前記複数の符号語のＡＣＫおよびＮＡＣＫをバンドルするための前記手段は
、
　前記複数の符号語のそれぞれのＡＣＫ、ＮＡＣＫ、または不連続伝送（ＤＴＸ）を入手
するための手段と、
　所定のマッピングに基づいて、前記複数の符号語の複数のＡＣＫ、ＮＡＣＫ、およびＤ
ＴＸを前記バンドルされたＡＣＫ情報の複数のビットにマッピングするための手段と
　を備える、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２３］　前記バンドルされたＡＣＫ情報は、前記複数の符号語を用いて形成された符
号語の複数のセットの複数のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを備え、各バンドルされた
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ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、符号語の１つのセットのバンドルされたＡＣＫまたはバンドルされ
たＮＡＣＫを備え、前記複数の符号語の前記ＡＣＫおよびＮＡＣＫをバンドルするための
前記手段は、
　符号語の各セットの前記バンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを、符号語の前記セット内の
前記符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫに基づいて判定するための手段
　を備える、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２４］　バンドルされたＮＡＣＫが送信される符号語の各セットの再送を受信するた
めの手段と、
　バンドルされたＡＣＫが送信される符号語の各セットの符号語の新しいセットを受信す
るための手段と
　をさらに備える、Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ２５］　少なくとも１つのコンピュータに少なくとも１つのサブフレーム内で複数の
符号語を受信させるコードと、
　　前記少なくとも１つのコンピュータに前記複数の符号語を復号させるコードと、
　　前記少なくとも１つのコンピュータに前記符号語の復号結果に基づいて各符号語の肯
定応答（ＡＣＫ）または否定応答（ＮＡＣＫ）を判定させるコードと、
　　前記少なくとも１つのコンピュータに、バンドルされたＡＣＫ情報を入手するために
、前記複数の符号語の複数のＡＣＫおよびＮＡＣＫをバンドルさせるコードと、
　　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記複数の符号語のフィードバックとして、
前記バンドルされたＡＣＫ情報を送信させるコードと
　を備えるコンピュータ可読媒体
　を備えるコンピュータプログラム製品。
［Ｃ２６］　少なくとも１つのサブフレーム内で複数の符号語を受信機に送信することと
、
　前記複数の符号語の複数の肯定応答（ＡＣＫ）および否定応答（ＮＡＣＫ）に基づいて
前記受信機によって生成されるバンドルされたＡＣＫ情報を受信することと、
　前記バンドルされたＡＣＫ情報に基づいて、前記複数の符号語を再送すべきなのか新し
い符号語を送信すべきなのかを判定することと
　を備える、無線通信システムでデータを送信する方法。
［Ｃ２７］　前記複数の符号語は、少なくとも１つのダウンリンクサブフレーム内で送信
され、前記バンドルされたＡＣＫ情報は、アップリンクサブフレームより多数のダウンリ
ンクサブフレームを有する非対称ダウンリンク－アップリンク構成を有する時分割複信（
ＴＤＤ）システム内で、アップリンクサブフレーム内で受信される、Ｃ２６に記載の方法
。
［Ｃ２８］　前記複数の符号語が複数のサブフレーム内で送信され、１つの符号語が各サ
ブフレーム内で送信される、Ｃ２６に記載の方法。
［Ｃ２９］　前記複数の符号語は、ＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ－ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ－ｏｕｔｐｕｔ）伝送を介して１つのサブフレーム内で送信される、Ｃ２６に記
載の方法。
［Ｃ３０］　前記バンドルされたＡＣＫ情報は、前記複数の符号語のすべてについてＡＣ
Ｋが前記受信機によって入手される場合にバンドルされたＡＣＫを、または前記複数の符
号語のいずれかについてＮＡＣＫが前記受信機によって入手される場合にバンドルされた
ＮＡＣＫを備える、Ｃ２６に記載の方法。
［Ｃ３１］　前記複数の符号語についてバンドルされたＮＡＣＫが受信される場合に、前
記複数の符号語を再送することと、
　前記複数の符号語についてバンドルされたＡＣＫが受信される場合に、新しい符号語を
送信することと
　をさらに備える、Ｃ２６に記載の方法。
［Ｃ３２］　前記複数の符号語を前記再送することは、
　前記符号語のシステマティックビットおよびパリティビットを備える各符号語の再送を
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　を備える、Ｃ３１に記載の方法。
［Ｃ３３］　前記バンドルされたＡＣＫ情報は、前記複数の符号語を用いて形成された符
号語の複数のセットの複数のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを備え、各バンドルされた
ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、符号語の１つのセットのバンドルされたＡＣＫまたはバンドルされ
たＮＡＣＫを備える、Ｃ２６に記載の方法。
［Ｃ３４］　バンドルされたＮＡＣＫが受信される符号語の各セットを再送することと、
　バンドルされたＡＣＫが受信される符号語の各セットについて符号語の新しいセットを
送信することと
　をさらに備える、Ｃ３３に記載の方法。
［Ｃ３５］　少なくとも１つのサブフレーム内で複数の符号語を受信機に送信し、前記複
数の符号語の複数の肯定応答（ＡＣＫ）および否定応答（ＮＡＣＫ）に基づいて前記受信
機によって生成されるバンドルされたＡＣＫ情報を受信し、前記バンドルされたＡＣＫ情
報に基づいて、前記複数の符号語を再送すべきなのか新しい符号語を送信すべきなのかを
判定するように構成された少なくとも１つのプロセッサ
　を備える、無線通信の装置。
［Ｃ３６］　前記バンドルされたＡＣＫ情報は、前記複数の符号語のバンドルされたＡＣ
ＫまたはバンドルされたＮＡＣＫを備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、バンドル
されたＮＡＣＫが受信される場合に前記複数の符号語を再送し、バンドルされたＡＣＫが
受信される場合に新しい符号語を送信するように構成される、Ｃ３５に記載の装置。
［Ｃ３７］　前記バンドルされたＡＣＫ情報は、前記複数の符号語を用いて形成された符
号語の複数のセットの複数のバンドルされたＡＣＫ／ＮＡＣＫを備え、各バンドルされた
ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、符号語の１つのセットのバンドルされたＡＣＫまたはバンドルされ
たＮＡＣＫを備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、バンドルされたＮＡＣＫが受信
される符号語の各セットを再送し、バンドルされたＡＣＫが受信される符号語の各セット
について符号語の新しいセットを送信するように構成される、Ｃ３５に記載の装置。
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