
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
多数のＵＥ (User Equipment)に共有されてデータを伝送するダウンリンク物理共通チャン
ネル、前記ダウンリンク物理共通チャンネルと連動して制御データを伝送する専用物理制
御チャンネル、及び使用者データを伝送する専用物理データチャンネルを有するＵＴＲＡ
Ｎ (ＵＭＴＳ (Universal Mobile Terrestrial System)での専用物理制御チャンネルを断続
する装置において、
設定時間の間、前記ダウンリンク物理共通チャンネル及び専用物理データチャンネルを通
じて伝送されるデータが存在しない場合、前記専用物理制御チャンネルに対する断続開始
要求を発生し、前記専用物理制御チャンネルを断続するうち、前記ダウンリンク物理共通
チャンネルを通じて伝送されるデータが発生する場合断続終了要求を発生し、前記断続開
始または断続終了要求によってそれぞれ断続動作を開始または終了する断続開始命令また
は断続終了命令を生成する断続命令生成器と、
前記生成された断続開始命令または断続終了命令を前記専用物理制御チャンネルの特定の
伝送フォーマット組合せ表示シンボルに挿入して該当ＵＥへ伝送する送信器と
を含むことを特徴とする装置。
【請求項２】
前記断続開始命令または断続終了命令を含む伝送フォーマット組合せ表示シンボルの伝送
電力を正常動作の間伝送フォーマット組合せ表示シンボルの伝送電力より設定値以上大き
く設定する制御器をさらに備えることを特徴とする請求項１記載の装置。
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【請求項３】
前記制御器は、断続開始命令または断続終了命令を含む前記特定の伝送フォーマット組合
せ表示シンボルを１個以上のフレームの間反復して伝送することを特徴とする請求項２記
載の装置。
【請求項４】
前記制御器は、前記断続開始命令を含む伝送フォーマット組合せ表示シンボルを伝送した
後、予め設定された断続開始実行時間になると断続動作を開始することを特徴とする請求
項２記載の装置。
【請求項５】
前記制御器は、前記反復して伝送される断続開始命令のうち、最初の断続開始命令を伝送
するとき断続動作を開始することを特徴とする請求項３記載の装置。
【請求項６】
前記制御器は、前記最初の断続開始命令を伝送した後予め設定された断続開始実行時間に
なると断続動作を開始することを特徴とする請求項５記載の装置。
【請求項７】
前記伝送フォーマット組合せ表示シンボルは、ダウンリンク物理共通チャンネルの伝送フ
ォーマット組合せ表示シンボルであることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項８】
前記特定の伝送フォーマット組合せ表示シンボルは、専用物理データチャンネルの伝送フ
ォーマット組合せ表示シンボルであることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項９】
前記制御器は、前記断続動作の間予め設定されたフレーム周期単位で前記特定の伝送フォ
ーマット組合せ表示シンボルを通じて断続開始命令を伝送することを特徴とする請求項４
記載の装置。
【請求項１０】
前記制御器は、前記断続動作の間予め設定されたフレーム周期単位で前記特定の伝送フォ
ーマット組合せ表示シンボルを通じて断続開始命令を前記該当ＵＥへ伝送することを特徴
とする請求項５記載の装置。
【請求項１１】
前記制御器は、前記ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて伝送する信号の伝送電力を
前記伝送フォーマット組合せ表示シンボルの伝送電力を増加させて伝送するフレーム数よ
り１個のフレームが少ないフレームの間のみ、正常の伝送電力より設定値以上大きく設定
することを特徴とする請求項３記載の装置。
【請求項１２】
前記制御器は、前記多数のフレームのうち最初フレームで前記伝送フォーマット組合せ表
示シンボルの伝送電力を設定値以上大きく設定して伝送した後、電力制御ループを復旧す
ることを特徴とする請求項１１記載の装置。
【請求項１３】
前記多数のフレームのうち最初フレームで前記伝送フォーマット組合せ表示シンボルの伝
送電力を設定値以上大きく設定して伝送した後、電力制御ループ復旧区間に対する電力制
御単位を正常の動作区間で電力制御命令に対応する伝送電力より大きく設定することを特
徴とする請求項１１記載の装置。
【請求項１４】
前記電力制御ループ復旧区間は、前記断続動作から正常動作へ遷移する過程で発生する区
間であることを特徴とする請求項１３記載の装置。
【請求項１５】
前記電力制御ループが復旧すると、前記電力制御単位を正常動作区間と同一に設定するこ
とを特徴とする請求項１２記載の装置。
【請求項１６】
前記送信器は、前記断続終了命令を含む伝送フォーマット組合せ表示シンボルの伝送電力
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を正常動作のときのフレームエラー率と同一のフレームエラー率が保持されるように増加
させることを特徴とする請求項１記載の装置。
【請求項１７】
ダウンリンク物理共通チャンネルを共有し、制御データを受信する専用物理制御チャンネ
ル及び使用者データを受信する専用物理データチャンネルを有するＵＥでの専用物理制御
チャンネルを断続する装置において、
専用物理制御チャンネル信号を受信する専用物理制御チャンネル受信器と、
前記受信した専用物理制御チャンネル信号の伝送フォーマット組合せ表示シンボルを分析
して前記伝送フォーマット組合せ表示シンボルが前記専用物理制御チャンネルの断続開始
命令を含む場合、前記専用物理制御チャンネルに対する断続を開始し、前記伝送フォーマ
ット組合せ表示シンボルが断続終了命令を含む場合、前記専用物理制御チャンネルに対す
る断続を終了する断続制御器と
を含むことを特徴とする装置。
【請求項１８】
前記断続制御器は、前記断続開始命令を検出した後予め設定された断続開始実行時間にな
ると断続を開始することを特徴とする請求項１７記載の装置。
【請求項１９】
前記伝送フォーマット組合せ表示シンボルは、前記ダウンリンク物理共通チャンネルの伝
送フォーマット組合せ表示シンボルであることを特徴とする請求項１７記載の装置。
【請求項２０】
前記伝送フォーマット組合せ表示シンボルは、前記専用物理データチャンネルの伝送フォ
ーマット組合せ表示シンボルであることを特徴とする請求項１７記載の装置。
【請求項２１】
前記断続終了命令は、次のフレームに前記ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて受信
するデータの存在を示すことを特徴とする請求項１７記載の装置。
【請求項２２】
前記断続制御器は、断続終了動作を開始した後、電力制御ループ復旧区間で電力制御単位
を正常動作のときの電力制御単位より大きくなるように増加させることを特徴とする請求
項１７記載の装置。
【請求項２３】
前記断続制御器は、前記断続終了動作を開始した後、前記電力制御ループが復旧される場
合、前記電力制御単位を正常動作のときと同一に設定することを特徴とする請求項２２記
載の装置。
【請求項２４】
ダウンリンク物理共通チャンネルを共有し、制御データを受信する専用物理制御チャンネ
ル及び使用者データを受信する専用物理データチャンネルを有するＵＥでの専用物理制御
チャンネルを断続する装置において、
前記専用物理制御チャンネルを断続するうち、ダウンリンク物理共通チャンネル信号を受
信するダウンリンク物理共通チャンネル受信器と、
前記受信したダウンリンク物理共通チャンネル信号が受信されるデータの存在を示す場合
、前記専用物理制御チャンネルに対する断続を終了する断続制御器とからなることを特徴
とする装置。
【請求項２５】
多数のＵＥ (User Equipment)に共有されてデータを伝送するダウンリンク物理共通チャン
ネル、前記ダウンリンク物理共通チャンネルと連動して制御データを伝送する専用物理制
御チャンネル、及び使用者データを伝送する専用物理データチャンネルを有するＵＴＲＡ
Ｎでの専用物理制御チャンネルを断続する方法において、
設定時間の間、前記ダウンリンク物理共通チャンネル及び専用物理データチャンネルを通
じて伝送されるデータが存在しない場合、前記専用物理制御チャンネルに対する断続開始
要求を発生し、前記専用物理制御チャンネルを断続するうち、前記ダウンリンク物理共通

10

20

30

40

50

(3) JP 3748553 B2 2006.2.22



チャンネルを通じて伝送されるデータが発生する場合断続終了要求を発生し、前記断続開
始または断続終了要求によってそれぞれ断続動作を開始または終了する断続開始命令また
は断続終了命令を生成するステップと、
前記生成された断続開始命令または断続終了命令を前記専用物理制御チャンネルの特定の
伝送フォーマット組合せ表示シンボルに挿入して該当ＵＥへ伝送するステップと
からなることを特徴とする方法。
【請求項２６】
前記断続開始命令または断続終了命令を含む伝送フォーマット組合せ表示シンボルの伝送
電力を正常動作の間の伝送フォーマット組合せ表示シンボルの伝送電力より設定値以上大
きく設定することを特徴とする請求項２５記載の方法。
【請求項２７】
前記特定の伝送フォーマット組合せ表示シンボルに挿入される前記断続開始命令または断
続終了命令は、多数のフレームの間反復して伝送することを特徴とする請求項２５記載の
方法。
【請求項２８】
前記断続開始命令を含む伝送フォーマット組合せ表示シンボルを伝送した後、予め設定さ
れた断続開始実行時間になると断続を開始するステップをさらに備えることを特徴とする
請求項２５記載の方法。
【請求項２９】
前記反復して伝送する断続開始命令のうち最初の断続開始命令を伝送する時点で断続動作
を開始するステップとをさらに備えることを特徴とする請求項２５記載の方法。
【請求項３０】
前記最初の断続開始命令を伝送した後、予め設定された断続開始実行時間になると断続動
作を開始するステップをさらに備えることを特徴とする請求項２９記載の方法。
【請求項３１】
前記伝送フォーマット組合せ表示シンボルは、前記ダウンリンク物理共通チャンネルの伝
送フォーマット組合せ表示シンボルであることを特徴とする請求項２５記載の方法。
【請求項３２】
前記特定の伝送フォーマット組合せ表示シンボルは、前記専用物理データチャンネルの伝
送フォーマット組合せ表示シンボルであることを特徴とする請求項２５記載の方法。
【請求項３３】
前記断続動作の間予め設定されたフレーム周期単位で前記特定の伝送フォーマット組合せ
表示シンボルを通じて断続開始命令を伝送するステップをさらに備えることを特徴とする
請求項３２記載の方法。
【請求項３４】
前記断続動作の間予め設定されたフレーム周期単位で前記特定の伝送フォーマット組合せ
表示シンボルを通じて断続開始命令を伝送するステップをさらに備えることを特徴とする
請求項２９記載の方法。
【請求項３５】
前記ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて伝送する信号の伝送電力を前記伝送フォー
マット組合せ表示シンボルの伝送電力を増加させて伝送するフレーム数より１個のフレー
ムが少ないフレームの間のみ、正常の伝送電力より設定値以上大きく設定するステップを
さらに備えることを特徴とする請求項２７記載の方法。
【請求項３６】
前記多数のフレームのうち最初フレームで前記伝送フォーマット組合せ表示シンボルの伝
送電力を設定値以上大きく設定して伝送した後、電力制御ループを復旧するステップをさ
らに備えることを特徴とする請求項３５記載の方法。
【請求項３７】
前記多数のフレームのうち最初フレームで前記伝送フォーマット組合せ表示シンボルの伝
送電力を設定値以上大きく設定して伝送した後、電力制御ループ復旧区間に対する電力制
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御単位を正常の動作区間で電力制御命令に対応する伝送電力より大きく設定することを特
徴とする請求項３５記載の方法。
【請求項３８】
前記電力制御ループ復旧区間は、前記断続動作から正常動作へ遷移する過程で発生する区
間であることを特徴とする請求項３７記載の方法。
【請求項３９】
前記電力制御ループが復旧すると、前記電力制御単位を正常動作区間と同一に設定するこ
とを特徴とする請求項３８記載の方法。
【請求項４０】
前記断続終了命令を含む伝送フォーマット組合せ表示シンボルの伝送電力を正常動作のと
きのフレームエラー率と同一のフレームエラー率が保持されるように増加させることを特
徴とする請求項２５記載の方法。
【請求項４１】
ダウンリンク物理共通チャンネルを共有し、制御データを受信する専用物理制御チャンネ
ル及び使用者データを受信する専用物理データチャンネルを有するＵＥでの専用物理制御
チャンネルを断続する方法において、
専用物理制御チャンネル信号を受信するステップと、
前記受信した専用物理制御チャンネル信号の伝送フォーマット組合せ表示シンボルが前記
専用物理制御チャンネルの断続開始命令または断続終了命令を示す場合、前記断続開始命
令または断続終了命令によって前記専用物理制御チャンネルに対する断続開始動作または
断続終了動作を遂行するステップと
からなることを特徴とする方法。
【請求項４２】
前記専用物理制御チャンネルに対する断続動作は、前記断続開始命令を検出した後、予め
設定された断続開始実行時間になると断続を開始することを特徴とする請求項４１記載の
方法。
【請求項４３】
前記伝送フォーマット組合せ表示シンボルは、前記ダウンリンク物理共通チャンネルの伝
送フォーマット組合せ表示シンボルであることを特徴とする請求項４１記載の方法。
【請求項４４】
前記伝送フォーマット組合せ表示シンボルは、前記専用物理データチャンネルの伝送フォ
ーマット組合せ表示シンボルであることを特徴とする請求項４１記載の方法。
【請求項４５】
前記断続終了命令は、次のフレームで前記ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて受信
されるデータの存在を示すことを特徴とする請求項４１記載の方法。
【請求項４６】
前記断続終了動作を開始した後、電力制御ループ復旧区間で電力制御単位を正常動作のと
きの電力制御単位より大きくなるように増加させるステップをさらに備えることを特徴と
する請求項４１記載の方法。
【請求項４７】
前記断続終了動作を開始した後、前記電力制御ループが復旧される場合、前記電力制御単
位を正常動作のときと同一に設定するステップをさらに備えることを特徴とする請求項４
６記載の方法。
【請求項４８】
ダウンリンク物理共通チャンネルを共有し、制御データを受信する専用物理制御チャンネ
ルを有するＵＥでの専用物理制御チャンネルを断続する方法において、
前記専用物理制御チャンネルを断続するうち、ダウンリンク物理共通チャンネル信号を受
信するステップと、
前記受信したダウンリンク物理共通チャンネル信号が受信されるデータの存在を示す場合
、前記専用物理制御チャンネルに対する断続を終了するステップと
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からなることを特徴とする方法。
【請求項４９】
無線ネットワーク制御器と、前記無線ネットワーク制御器に連結され、多数のＵＥに共有
されてデータを伝送するダウンリンク物理共通チャンネルを有するＮｏｄｅ  Ｂと、前記
ダウンリンク物理共通チャンネルと連動して制御データを伝送する専用物理制御チャンネ
ル及び使用者データを伝送する専用物理データチャンネルを有する移動通信システムでの
専用物理制御チャンネルを断続する方法において、
前記無線ネットワーク制御器が設定時間の間、前記ダウンリンク物理共通チャンネル及び
専用物理データチャンネルを通じて伝送されるデータが存在しない場合、前記専用物理制
御チャンネルに対する断続動作の開始を示す断続指示者を含む断続メッセージを使用者プ
レーンを通じてＮｏｄｅ  Ｂへ伝送し、前記専用物理制御チャンネルに対する断続動作を
遂行するうち、前記ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて伝送されるデータが発生す
る場合、断続動作の終了を示す断続指示者を含む断続メッセージを伝送するステップと、
前記断続メッセージを受信したＮｏｄｅ  Ｂは、前記ＵＥが予め設定された時間に断続開
始または断続終了を遂行するように前記断続指示者を含むＲＲＣシグナリングメッセージ
を前記ＵＥへ伝送するステップと
からなることを特徴とする方法。
【請求項５０】
前記基地局は、前記断続動作の開始または終了を示す断続指示者を特定のチャンネルの伝
送フォーマット組合せ表示にマッピングして前記Ｎｏｄｅ  Ｂから前記ＵＥへ伝送するス
テップをさらに備えることを特徴とする請求項４９記載の方法。
【請求項５１】
無線ネットワーク制御器と、前記無線ネットワーク制御器に連結され、多数のＵＥに共有
されてデータを伝送するダウンリンク物理共通チャンネルを有するＮｏｄｅ  Ｂと、前記
ダウンリンク物理共通チャンネルと連動して制御データを伝送する専用物理制御チャンネ
ル及び使用者データを伝送する専用物理データチャンネルを有する移動通信システムでの
専用物理制御チャンネルを断続する方法において、
前記無線ネットワーク制御器が前記専用物理制御チャンネルに対して断続動作を遂行する
ＵＥがハンドオフを感知すると、前記断続動作を遂行していることを示す断続指示者とと
もに新たな無線リンクの設定を要求する断続メッセージをＮｏｄｅ  Ｂへ伝送するステッ
プと、
前記断続メッセージを受信したＮｏｄｅ  Ｂは、前記断続指示者によって該当ＵＥとハン
ドオフデータを送受信し、新たな無線リンクが設定されたことを前記無線ネットワーク制
御器へ報告するステップと、
前記新たな無線リンクが設定されたことを示す情報を受信すると、無線ネットワーク制御
器で前記新たな無線リンクを通じてＵＥと断続動作を保持するステップと
からなることを特徴とする方法。
【請求項５２】
前記断続メッセージを受信すると、Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記断続メッセージが正常的に受信
されたことを示す応答メッセージを前記無線ネットワーク制御器へ伝送するステップをさ
らに備えることを特徴とする請求項５１記載の方法。
【請求項５３】
前記無線ネットワーク制御器は、前記断続メッセージを伝送した後、予め設定された時間
の間前記応答メッセージが受信されない場合、前記断続メッセージを前記Ｎｏｄｅ  Ｂへ
再伝送するステップをさらに備えることを特徴とする請求項５２記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、移動通信システムに関し、特に、使用者データ伝送容量を増大させるための専
用物理制御チャンネル信号を断続する装置及び方法に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
本願出願人は、次世代移動通信システムであるＵＭＴＳ (Universal Mobile Terrestrial 
System)標準化のために３ＧＰＰ (3rd Generation Partnership Project)に専用物理制御
チャンネル信号を断続する技術を提案したことがある。前記本願出願人が提案した専用物
理制御チャンネル信号の断続技術は、ＵＴＲＡＮ (ＵＭＴＳ (Universal Mobile Terrestri
al System)とＵＥ (User Equipment)との間に設定された専用データチャンネルを通じて所
定の時間の間伝送するデータがなければ、専用物理制御チャンネル信号を断続する技術で
ある。前記専用物理制御チャンネル信号を断続するための提案された技術とは異なり、本
発明は、ＵＴＲＡＮがダウンリンク物理共通チャンネルを通じて多数のＵＥへデータを伝
送し、ダウンリンク専用物理チャンネルを通じて制御データ及び物理チャンネル制御信号
を伝送すると、ＵＥがアップリンク専用物理チャンネルを通じて制御データ及び物理チャ
ンネル制御信号を伝送するダウンリンク物理共通チャンネル／専用物理チャンネル (ＤＳ
ＣＨ／ＤＣＨ )状態で専用物理制御チャンネル信号を断続する装置及び方法に関する。
【０００３】
まず、非同期式ＵＭＴＳ移動通信システムのチャンネル構造を説明する。
【０００４】
前記ＵＭＴＳのチャンネルは、物理チャンネル (Physical Channel)、伝送チャンネル (Tra
nsport Channel)、論理チャンネル (Logical Channel)に区分され、前記物理チャンネルの
うち、ダウンリンクチャンネルの場合は、ダウンリンク物理共通チャンネル (ＰＤＳＣＨ
； Physical Downlink Shared Channel)とダウンリンク専用物理チャンネル (ＤＰＣＨ； De
dicated Physical Channel)とに区分される。前記ダウンリンク専用物理チャンネルは、
ダウンリンク専用物理制御チャンネル (ＤＰＣＣＨ； Dedicated Physical Control Channe
l)とダウンリンク専用物理データチャンネル (ＤＰＤＣＨ； Dedicated Physical Data Cha
nnel)とに区分される。前記ダウンリンク専用物理データチャンネルＤＰＤＣＨ及び前記
ダウンリンク専用物理制御チャンネルＤＰＣＣＨは、１個のスロット内に時間多重化され
た後、対応する直交コードで直交拡散されて他の物理チャンネルと区分され、ＵＴＲＡＮ
の固有のスクランブリングコードで拡散される。前記物理チャンネルのうち、アップリン
クチャンネルの場合、専用物理チャンネル (ＤＰＣＨ )は、アップリンク専用物理制御チャ
ンネル (ＤＰＣＣＨ )とアップリンク専用物理データチャンネル (ＤＰＤＣＨ )とに区分され
る。前記アップリンク専用物理データチャンネルＤＰＤＣＨ及び前記アップリンク専用物
理制御チャンネルＤＰＣＣＨは、対応する直交コードで直交拡散されて相互区分され、対
応する直交コードで直交拡散された信号が加算されて１個のスクランブリングコードで拡
散される。ここで、図１を参照して前記ダウンリンク専用物理チャンネルの構造を説明す
る。
【０００５】
図１は、移動通信システムのダウンリンク専用物理チャンネルの構造を示す。ダウンリン
ク専用物理チャンネルの１個のフレームは、１５個のスロットＳｌｏｔ＃０～Ｓｌｏｔ＃
１４で構成される。前記それぞれのスロットは、ＵＴＲＡＮからＵＥへ伝送される上位階
層のデータを伝送する専用物理データチャンネルと、物理階層制御信号、すなわち、ＵＥ
の伝送電力を制御するための伝送電力制御 (ＴＰＣ； Transmit Power Control)シンボル、
伝送フォーマット組合せ表示 (Transport Format Combination Indicator)シンボル、及び
パイロットシンボルを含む専用物理制御チャンネルＤＰＣＣＨで構成される。図１に示す
ように、前記専用物理チャンネルのそれぞれのスロットは２５６０チップで構成される。
第１データシンボルＤａｔａ１及び第２データシンボルＤａｔａ２は、専用物理データチ
ャンネルＤＰＤＣＨを通じてＵＴＲＡＮからＵＥへ伝送される上位階層のデータを示し、
ＴＰＣシンボルは、前記ＵＴＲＡＮからＵＥへ伝送されるＵＥの伝送電力を制御するため
の情報を示す。前記ＴＦＣＩシンボルは、現在伝送されている１個のフレームの間伝送さ
れるダウンリンクチャンネルがどんな形態のＴＦＣを使用して伝送されたかを示し、パイ
ロットシンボルは、ＵＴＲＡＮが専用物理チャンネルの伝送電力を制御することができる

10

20

30

40

50

(7) JP 3748553 B2 2006.2.22



ように基準を提供する。ここで、ＴＦＣＩに含まれている情報は、ダイナミックパート (d
ynamic part)とセミスタティックパート (semi-static part)とに分類されることができる
が、ダイナミックパートは、伝送ブロックサイズ (transport block size)情報及び伝送ブ
ロック設定サイズ (transport block set size)情報を含み、セミスタティックパートは、
伝送時間間隔 (ＴＴＩ； Transmission Time Interval)、チャンネル符号化方法、符号化率
、スタティックレートマッチング、及びＣＲＣサイズなどの情報を含む。従って、ＴＦＣ
Ｉは、１個のフレームの間伝送されるチャンネルの伝送ブロック数とそれぞれの伝送ブロ
ックで使用することができるＴＦＣに番号を割り当てる。
【０００６】
以下、図２を参照して、アップリンク専用物理チャンネルの構造を説明する。
【０００７】
図２は、移動通信システムのアップリンク専用物理チャンネルの構造を示す。前記ダウン
リンク専用物理チャンネルと同様に、アップリンク専用物理チャンネルの１個のフレーム
は、１５個のスロットＳｌｏｔ＃０～Ｓｌｏｔ＃１４で構成される。前記逆方向専用物理
チャンネルの専用物理データチャンネルＤＰＤＣＨの各スロットは、ＵＥからＵＴＲＡＮ
への上位階層データを伝送し、次のような構造を有する。すなわち、前記スロットは、Ｕ
ＥがＵＴＲＡＮへ伝送するデータを復調するとき、チャンネル推定信号として利用するパ
イロットシンボルと、現在伝送されているフレームの間伝送されるチャンネルがどんなＴ
ＦＣを使用してデータを伝送するかを示すＴＦＣＩシンボルと、送信ダイバーシティ (tra
nsmission diversity)技術を適用する場合、フィードバック情報を伝送するＦＢＩ (FeedB
ack Information)シンボルと、ダウンリンクチャンネルの伝送電力を制御するためのＴＰ
Ｃシンボルとで構成される。
【０００８】
以下、前記アップリンク専用物理チャンネル及びダウンリンク専用物理チャンネルの伝送
電力を制御する過程を説明する。
【０００９】
一番目に、アップリンク専用物理制御チャンネル及びアップリンク専用物理データチャン
ネルの伝送電力を制御する過程を説明する。まず、ダウンリンク専用物理チャンネルのＴ
ＰＣ =００のシンボル値をアップリンク専用物理制御チャンネル及びアップリンク専用物
理データチャンネルの伝送電力を増加させるパワーアップ命令と定義し、ダウンリンク物
理チャンネルのＴＰＣ =１１のシンボル値をアップリンク専用物理制御チャンネル及びア
ップリンク専用物理データチャンネルの伝送電力を減少させるパワーダウン命令と定義し
た後、ＵＴＲＡＮは、ダウンリンク専用物理チャンネルのＴＰＣシンボルを利用してＵＥ
の専用物理制御チャンネル及び専用物理データチャンネル、すなわち、アップリンク専用
物理制御チャンネル及びアップリンク専用物理データチャンネルの伝送電力を制御する。
前記アップリンク専用物理制御チャンネル及びアップリンク専用物理データチャンネルの
伝送電力を増加させるかまたは減少させるかに対する決定は、前記ＵＴＲＡＮがＵＥから
受信するアップリンク専用物理制御チャンネルのパイロットシンボルの信号強度による。
前記パイロットシンボルの信号強度が予め設定された値と同一であるかまたは高い場合、
ＵＴＲＡＮは、前記ＴＰＣシンボルを通じて前記ＵＥにパワーダウン命令を伝送する。そ
の一方、前記パイロットシンボルの信号強度が予め設定された値より低い場合、ＵＴＲＡ
Ｎは、前記ＴＰＣシンボルを通じて前記ＵＥへパワーアップ命令を伝送し、これにより、
ＵＥが適切の伝送電力で前記アップリンク専用物理制御チャンネル及び前記アップリンク
専用物理データチャンネルを伝送することができるようにする。
【００１０】
二番目に、前記ダウンリンク専用物理チャンネルの伝送電力を制御する過程を説明する。
まず、アップリンク専用物理制御チャンネルのＴＰＣ =００のシンボル値を前記ダウンリ
ンク専用物理チャンネルの伝送電力を増加させるパワーアップ命令と定義し、前記アップ
リンク専用物理制御チャンネルのＴＰＣ =１１のシンボル値を前記ダウンリンク専用物理
チャンネルの伝送電力を減少させるパワーダウン命令と定義した後、ＵＥは、前記アップ
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リンク専用物理制御チャンネルのＴＰＣシンボルを利用して前記ダウンリンク専用物理チ
ャンネルの伝送電力を制御する。ウランからの前記ダウンリンク専用物理チャンネルの伝
送電力を増加させるかまたは減少させるかに対する決定は、ＵＥがＵＴＲＡＮから受信し
た前記ダウンリンク専用物理チャンネルのパイロットシンボルの信号強度による。前記ダ
ウンリンク専用物理チャンネルのパイロットシンボルの信号強度が予め設定された値と同
一であるかまたは高い場合、ＵＥは、前記アップリンク専用物理制御チャンネルのＴＰＣ
シンボルを通じて前記ダウンリンク専用物理チャンネルの伝送電力を減少させるパワーダ
ウン命令を伝送する。一方、前記受信されたダウンリンク専用物理チャンネルのパイロッ
トシンボルの信号強度が予め設定された値より低い場合、ＵＥは、前記アップリンク専用
物理制御チャンネルのＴＰＣシンボルを通じて前記ダウンリンク専用物理チャンネルの伝
送電力を増加させるパワーアップ命令を伝送し、これにより、ＵＴＲＡＮが適切の伝送電
力で前記ダウンリンク専用物理チャンネルを伝送することができるようにする。
【００１１】
以下、図３を参照してダウンリンク物理共通チャンネルの構造を説明する。
【００１２】
図３は、移動通信システムのダウンリンク物理共通チャンネルの構造を示す。前記ダウン
リンク物理共通チャンネルの１個のフレームは、１５個のスロットＳｌｏｔ＃０～Ｓｌｏ
ｔ＃１４で構成される。ＵＭＴＳシステムのチップレート (chip rate)は、２ .８４Ｍｃｐ
ｓである。前記１５個のスロットのそれぞれは２５６０チップであり、ＴＰＣ及びＴＦＣ
Ｉを指定するために、専用物理チャンネルと関連してＵＥへ上位階層のデータを伝送する
。前記ダウンリンク物理共通チャンネルは、大量のパケットデータをＵＥのそれぞれに効
率的に伝送するためのチャンネルであり、多数のＵＥが共有する。ＵＥが前記ダウンリン
ク物理共通チャンネルを使用するために、ＵＥとＵＴＲＡＮとの間に別途の専用物理チャ
ンネルが保持されなければならない。すなわち、前記ＵＥとＵＴＲＡＮとの間に前記ダウ
ンリンク物理共通チャンネルと連結されるダウンリンク専用物理チャンネル及びアップリ
ンク専用物理チャンネルが保持されなければならない。前記ダウンリンク物理共通チャン
ネルは、多数のＵＥが共有するので、前記ダウンリンク物理共通チャンネルの使用効率は
、前記ダウンリンク物理共通チャンネルを共有するＵＥが増加すればするほど高くなる。
すなわち、前記ダウンリンク物理共通チャンネルは、多数のＵＥが共有するので、特定の
ＵＥが前記ダウンリンク物理共通チャンネルを使用するために、ダウンリンク及びアップ
リンク専用物理チャンネルを個別的に設定しなければならない。例えば、Ｎ個のＵＥが前
記ダウンリンク物理共通チャンネルを共有すれば、ＵＥのそれぞれは、ダウンリンク及び
アップリンク専用物理チャンネルを１個ずつ設定するので、Ｎ個のＵＥは、Ｎ個のダウン
リンク及びＮ個のアップリンク専用物理チャンネルを使用する。前記ダウンリンク物理共
通チャンネルは、大量のパケットデータを伝送するために物理的に設定したチャンネルで
あり、前記専用物理チャンネルは、前記ダウンリンク物理共通チャンネルと比較して、少
量のパケットデータ及び再伝送関連データ (retransmission-related data)を伝送するた
めに物理的に設定したチャンネルである。
【００１３】
前述したように、ＵＥがパケットデータサービスを受ける場合、前記ダウンリンク物理共
通チャンネル及びダウンリンク専用物理チャンネルが相互連結され、これを図４及び図５
を参照して説明する。
【００１４】
図４は、移動通信システムで専用物理チャンネルのＴＦＣＩの構造を示す。図４に示すよ
うに、ダウンリンク専用物理チャンネルを通じて伝送されるＴＦＣＩ D P C Hシンボルは、前
記ダウンリンク物理共通チャンネルの伝送フォーマットを示す情報である。前記ダウンリ
ンクＴＦＣＩシンボルは、予め定められた時間の後、前記ダウンリンク物理共通チャンネ
ルを通じて伝送されたパケットデータがどんなＵＥへ伝送されるかを示し、ＵＥは、ダウ
ンリンク専用物理チャンネルを継続的に受信して分析することによって、ＵＥの自分に受
信されるべきダウンリンク物理共通チャンネルデータが存在するか否かを識別することが
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できる。ＵＥが受信したＴＦＣＩシンボルが次のフレームのダウンリンク物理共通チャン
ネル上にＵＥの自分が受信するデータが存在することを示す場合、ＵＥは、そのフレーム
でダウンリンク物理共通チャンネルデータを受信しなければならない。そこで、ＵＥは、
ＵＥの自分に伝送したフレームでダウンリンク物理共通チャンネルを通じて受信した信号
の復調及び復号を行ってＵＴＲＡＮが伝送したデータを受信する。また、前記ダウンリン
ク物理共通チャンネルのＴＦＣＩは、前記ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて伝送
されるデータの適切の伝送電力を決定するのに使用され、ＵＴＲＡＮは、前記ダウンリン
ク物理共通チャンネルの適切の伝送電力に基づいて、前記ダウンリンク物理共通チャンネ
ルの伝送電力を決定する。図５を参照して、前述したように、ダウンリンク物理共通チャ
ンネル及びダウンリンク専用物理チャンネルが相互連結される場合、すなわち、ダウンリ
ンク共通チャンネル／専用物理チャンネル (ＤＳＣＨ／ＤＣＨ )状態でダウンリンク物理共
通チャンネル及びダウンリンク専用物理チャンネルの伝送電力を説明する。
【００１５】
図５は、移動通信システムでダウンリンク物理共通チャンネル及びダウンリンク専用物理
チャンネルの連結構造を示す。図５に示すように、通常のダウンリンク共通チャンネル／
専用物理チャンネル (ＤＳＣＨ／ＤＣＨ )状態でのデータ通信は、１個のＵＥが実際にダウ
ンリンク物理共通チャンネルＤＳＣＨを通じてデータを受信する時間が短く、待機時間が
比較的長いサービスに適合である。図５において、前記ダウンリンク共通チャンネルは、
ダウンリンク物理共通チャンネルを、前記専用チャンネルは、専用物理チャンネルを一例
にして説明する。前記ＤＳＣＨ／ＤＣＨ状態でデータ通信を行うＵＥは、待機時間の間電
力制御を通じて適切のチャンネル状態を保持するために、ダウンリンク共通チャンネル、
すなわち、前記ダウンリンク物理共通チャンネルと連結されるダウンリンク専用チャンネ
ルＤＣＨ (すなわち、ダウンリンク専用物理チャンネル信号 )及びアップリンク専用チャン
ネルＤＣＨ (すなわち、アップリンク専用物理チャンネル信号 )を送受信しなければならな
い。前述したように、前記ダウンリンク物理共通チャンネルを保持するために、ＵＥは、
前記ダウンリンク及びアップリンク専用物理チャンネル信号を継続して送受信しなければ
ならなく、バッテリ消耗を引き起こし、ダウンリンク及びアップリンク間の干渉を増加さ
せる。結果的に、前記ダウンリンク物理共通チャンネルを共有するＵＥの数を制限すると
いう問題点があった。
【００１６】
また、ダウンリンク物理共通チャンネルの場合、前記ダウンリンク物理共通チャンネルに
無線資源を割り当てた後、多数のＵＥが前記ダウンリンク物理共通チャンネルを時分割 (T
ime Division)し、前記ダウンリンク物理共通チャンネルに対する無線資源を効率的に使
用するためには、資源管理器が前記ダウンリンク物理共通チャンネルを常に使用するよう
にすることが重要である。しかし、ＵＴＲＡＮからＵＥへ伝送されるデータの発生量及び
データの発生時間は、不規則であり予測が不能であるので、前記ダウンリンク共通物理チ
ャンネルを通じて常にデータを伝送することは不能である。
【００１７】
従って、前記ダウンリンク物理共通チャンネルの効率を増加させるためには、前記ダウン
リンク物理共通チャンネルを同時に使用するＵＥの数を増加させる必要がある。すなわち
、前記ダウンリンク物理共通チャンネルを使用するＵＥの数が増加すれば、予め定められ
た時間の間、前記ダウンリンク物理共通チャンネルを通じてデータが伝送される確率を増
加させる。これにより、前記ダウンリンク物理共通チャンネルの使用効率が増加する。し
かし、ダウンリンク物理共通チャンネルを同時に使用するＵＥの数を増加させるために、
各ＵＥに対してダウンリンク物理共通チャンネルと連結される専用物理チャンネルを設定
する必要がある。その結果、前記専用物理チャンネルの設定及び保持のための無線資源を
要求する。従って、同時に設定されることができる前記専用物理チャンネルの数を制限す
るという問題点があった。
【００１８】
【発明が解決しようとする課題】
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従って、本発明の目的は、一番目に、ダウンリンク物理共通チャンネル及び専用物理デー
タチャンネルを通じて伝送されるデータが存在しない場合、専用物理制御チャンネルを断
続する装置及び方法を提供することにある。
【００１９】
二番目に、ダウンリンク物理共通チャンネルの伝送効率を増加させるために専用物理制御
チャンネルを断続する装置及び方法を提供することにある。
【００２０】
三番目に、断続動作による専用物理データチャンネルの品質低下を補償するために、専用
物理制御チャンネルを断続する装置及び方法を提供することにある。
【００２１】
四番目に、断続動作によるＴＦＣＩシンボルの品質低下を補償するために専用物理制御チ
ャンネルを断続する装置及び方法を提供することにある。
【００２２】
五番目に、断続動作によるダウンリンク物理共通チャンネルの品質低下を補償するために
専用物理制御チャンネルを断続する装置及び方法を提供することにある。
【００２３】
六番目に、断続動作を現在遂行しているＵＥが前記断続動作の終了を要求する専用物理制
御チャンネルの断続装置及び方法を提供することにある。
【００２４】
七番目に、断続開始及び終了メッセージプロトコルを提供して階層間のインタフェースを
提供する専用物理制御チャンネルの断続装置及び方法を提供することにある。
【００２５】
八番目に、断続動作を現在遂行しているＵＥのハンドオフによる断続動作を保持する専用
物理制御チャンネルの断続装置及び方法を提供することにある。
【００２６】
九番目に、使用者プレーンを通じて断続シグナリングを高信頼性で伝送する専用物理制御
チャンネルの断続装置及び方法を提供することにある。
【００２７】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するために、多数のＵＥに共有されてデータを伝送するダウンリンク物理
共通チャンネル、前記ダウンリンク物理共通チャンネルと連動して制御データを伝送する
専用物理制御チャンネル、及び使用者データを伝送する専用物理データチャンネルを有す
るＵＴＲＡＮでの専用物理制御チャンネルを断続する装置において、設定時間の間、前記
ダウンリンク物理共通チャンネル及び専用物理データチャンネルを通じて伝送されるデー
タが存在しない場合、前記専用物理制御チャンネルに対する断続開始要求を発生し、前記
専用物理制御チャンネルを断続するうち、前記ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて
伝送されるデータが発生する場合断続終了要求を発生し、前記断続開始または断続終了要
求によってそれぞれ断続動作を開始または終了する断続開始命令または断続終了命令を生
成する断続命令生成器と、前記生成された断続開始命令または断続終了命令を前記専用物
理制御チャンネルの特定の伝送フォーマット組合せ表示シンボルに挿入して該当ＵＥへ伝
送する送信器とを含むことを特徴とする。
【００２８】
また、前記目的を達成するために、ダウンリンク物理共通チャンネルを共有し、制御デー
タを受信する専用物理制御チャンネル及び使用者データを受信する専用物理データチャン
ネルを有するＵＥでの専用物理制御チャンネルを断続する装置において、専用物理制御チ
ャンネル信号を受信する専用物理制御チャンネル受信器と、前記受信した専用物理制御チ
ャンネル信号の伝送フォーマット組合せ表示シンボルを分析して前記伝送フォーマット組
合せ表示シンボルが前記専用物理制御チャンネルの断続開始命令を含む場合、前記専用物
理制御チャンネルに対する断続を開始し、前記伝送フォーマット組合せ表示シンボルが断
続終了命令を含む場合、前記専用物理制御チャンネルに対する断続を終了する断続制御器
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とを含むことを特徴とする。
【００２９】
さらに、前記目的を達成するために、多数のＵＥに共有されてデータを伝送するダウンリ
ンク物理共通チャンネル、前記ダウンリンク物理共通チャンネルと連動して制御データを
伝送する専用物理制御チャンネル、及び使用者データを伝送する専用物理データチャンネ
ルを有するＵＴＲＡＮでの専用物理制御チャンネルを断続する方法において、設定時間の
間、前記ダウンリンク物理共通チャンネル及び専用物理データチャンネルを通じて伝送さ
れるデータが存在しない場合、前記専用物理制御チャンネルに対する断続開始要求を発生
し、前記専用物理制御チャンネルを断続するうち、前記ダウンリンク物理共通チャンネル
を通じて伝送されるデータが発生する場合断続終了要求を発生し、前記断続開始または断
続終了要求によってそれぞれ断続動作を開始または終了する断続開始命令または断続終了
命令を生成するステップと、前記生成された断続開始命令または断続終了命令を前記専用
物理制御チャンネルの特定の伝送フォーマット組合せ表示シンボルに挿入して該当ＵＥへ
伝送するステップとからなることを特徴とする。
【００３０】
なお、前記目的を達成するために、ダウンリンク物理共通チャンネルを共有し、制御デー
タを受信する専用物理制御チャンネル及び使用者データを受信する専用物理データチャン
ネルを有するＵＥでの専用物理制御チャンネルを断続する方法において、専用物理制御チ
ャンネル信号を受信するステップと、前記受信した専用物理制御チャンネル信号の伝送フ
ォーマット組合せ表示シンボルが前記専用物理制御チャンネルの断続開始命令または断続
終了命令を示す場合、前記断続開始命令または断続終了命令によって前記専用物理制御チ
ャンネルに対する断続開始動作または断続終了動作を遂行するステップとからなることを
特徴とする。
【００３１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による好適な実施形態を添付図面を参照しつつ詳しく説明する。下記の説明
において、本発明の要旨のみを明瞭にするために公知の機能及び構成に対する詳細な説明
は省略する。
【００３２】
図６は、本発明の一実施形態による断続開始命令による専用物理制御チャンネルの断続開
始時点を示す。
【００３３】
すでに図４に説明したように、特定のＵＥがダウンリンク物理共通チャンネルを使用して
いる場合、前記ダウンリンク物理共通チャンネルと連結される専用物理チャンネルがＵＥ
に設定され、前記ダウンリンク物理共通チャンネル及び専用物理チャンネルが相互連結さ
れる場合、前記専用物理チャンネルのＴＦＣＩシンボルは、前記ダウンリンク物理共通チ
ャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hシンボル及び専用物理データチャンネルのＴＦＣＩ D P D C Hシンボ
ルを含む構造を有する。前記ＴＦＣＩシンボルは、ＴＦＣＩ符号化によって符号化された
後無線で伝送される。本発明の実施形態において、前記ダウンリンク専用物理チャンネル
ＤＰＣＨのＴＦＣＩシンボルビットのうち、特定の１個のビットを専用物理制御チャンネ
ルＤＰＣＣＨ (Dedicated Physical Control Channel)を通じて伝送することにより、専用
物理制御チャンネルＤＰＣＣＨの断続を開始せよとの命令と定義されることができる。そ
うすると、ＵＴＲＡＮは、ダウンリンク物理共通チャンネル及び専用物理データチャンネ
ルを通じて特定のＵＥに伝送されるデータが存在しない時間区間が予め定められた時間区
間以上持続する場合、または、システムが他の理由で専用物理制御チャンネルの断続を開
始する必要がある場合、前記ダウンリンク専用物理チャンネルのＴＦＣＩシンボルの特定
の１個のビットを使用して、特定のＵＥに断続開始命令を伝送する。このとき、ＵＴＲＡ
Ｎは、ダウンリンク物理共通チャンネル及び専用物理データチャンネルがＵＥに伝送する
データが存在しない場合、断続開始命令を指示することができる。前記ＴＦＣＩシンボル
は、現在伝送されている１個のフレームの間伝送されるチャンネルがどんな形態のＴＦＣ
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を使用して伝送されるかを示す情報であり、伝送チャンネルの当たり伝送ブロックの数に
対する情報及び伝送ブロックサイズ情報を含む。ここで、断続開始命令として使用される
ことができるＴＦＣＩビットＴＦＣＩ P D S C Hの一例として、前記伝送ブロックの数が‘０
’ではなく、前記伝送ブロックサイズが‘０’であるＴＦＣＩ P D S C HまたはＴＦＣＩ P D S C H

の最大値ＴＦＣＩ M A Xまたは最小値ＴＦＣＩ M I Nを使用することができる。
【００３４】
ＵＴＲＡＮがダウンリンク専用物理チャンネルを通じて前記ＴＦＣＩシンボルの特定のビ
ットを利用して断続開始命令をＵＥへ伝送すると、ＵＥは、受信されたダウンリンク専用
物理チャンネル信号に含まれた特定のＴＦＣＩビットが専用物理制御チャンネルに対する
断続開始命令を示す場合、専用物理制御チャンネルの断続を開始する。そして、ＵＴＲＡ
ＮもＵＥがアップリンク専用物理制御チャンネルの断続動作を開始する時点と合わせてダ
ウンリンク専用物理制御チャンネルの断続動作を開始することができる。また、専用物理
制御チャンネル信号の断続を示す情報、すなわち、断続開始命令がＵＴＲＡＮからＵＥへ
伝送される時点と前記専用物理制御チャンネルの断続が実際開始される時点との間隔は、
システムで可変的に設定されるか、または放送チャンネル (Broadcasting channel)を通じ
て伝送されることができる。前記断続開始命令がＵＴＲＡＮからＵＥへ伝送される時点と
前記専用物理制御チャンネルの断続動作が実際に開始される時点との間隔を固定させると
、前記放送チャンネルを通じて前記断続開始命令が伝送される時点と実際に断続動作が開
始される時点との間隔に対する情報を伝送する必要がない。図６は、専用物理制御チャン
ネルの断続開始命令伝送時点と専用物理制御チャンネルの実際断続開始時点との時間間隔
(以下、“断続開始待機時間”と称する。 )が１フレーム (１０ｍｓ )の場合を示している。
この場合、ＵＴＲＡＮが断続開始命令を伝送すると、ＵＥは、前記伝送時点で１フレーム
の後に実際に断続動作を開始する。しかし、前記のように、専用物理制御チャンネルに対
する断続開始命令が伝送中の誤りによってＵＥへ正常に伝送されなかった場合、前記専用
物理制御チャンネルの断続動作を正常に開始するためには、断続開始命令に対する誤りを
克服しなければならない。前記断続開始命令に対する誤りを克服する過程を図７を参照し
て説明する。
【００３５】
図７は、本発明の他の実施形態による断続開始命令の伝送誤りによる専用物理制御チャン
ネルの断続開始時点を示す。図７に示すように、前記断続開始命令の伝送誤りによる専用
物理制御チャンネルに対する断続開始誤りを除去するために、ＵＴＲＡＮは、前記専用物
理制御チャンネルの断続動作の開始を示す断続開始命令、すなわち、ダウンリンク物理共
通チャンネルのＴＦＣＩシンボルを多数のフレームを通じて反復してＵＥへ伝送する。そ
うすると、ＵＥは、前記多数のフレームを通じて反復して受信された断続開始命令のうち
、一番目の断続開始命令を受信した時点に基づいて実際の断続開始時点を決定する。言い
換えれば、ＵＥは、誤りない断続開始命令を受信した時点に基づいて実際断続開始時点を
決定し、前記断続動作を開始した後受信される断続開始命令を無視する。
【００３６】
前記のように、断続開始命令に対する誤りを克服するための専用物理制御チャンネルの断
続開始時点が図７に示され、ダウンリンク専用物理制御チャンネル上のダウンリンク物理
共通チャンネルのＴＦＣＩシンボルを多数の連続フレーム、例えば、３個の連続フレーム
を通じて反復して伝送する場合、一番目のフレームで誤りが発生する。前記一番目のフレ
ームで誤りが発生したので、ＵＴＲＡＮは、二番目のフレームで断続動作を実際に開始し
、ＵＥは、前記二番目のフレームからの前記断続開始待機時間が経過した時点、すなわち
、三番目のフレームで断続動作を開始する。ここで、断続開始命令の受信時間と断続開始
時間との差は約１フレームである。もちろん、ＵＴＲＡＮが前記専用物理制御チャンネル
に対する断続開始命令を多数のフレームを通じて反復して伝送する場合、前記数回のすべ
ての断続開始命令に誤りが発生すると、ＵＴＲＡＮは、専用物理制御チャンネルに対する
断続動作をすでに開始したとしても、ＵＥは、正常動作を継続して遂行することができる
。従って、ＵＴＲＡＮは、専用物理制御チャンネルに対する断続動作をすでに開始したと
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しても、ＵＥが正常動作を継続して遂行する場合を防止するために、ＵＴＲＡＮは、断続
動作を遂行するうち、専用物理制御チャンネルが断続動作を遂行していることを示すダウ
ンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩシンボルをＵＥに間欠的に伝送する。前記専用物
理制御チャンネルが断続動作を遂行していることを示すダウンリンク物理共通チャンネル
のＴＦＣＩシンボルを伝送する周期及び伝送回数は、ＵＴＲＡＮが可変的に設定すること
ができる。また、専用物理制御チャンネルの断続開始命令に対する誤りを克服するために
、ＵＴＲＡＮは、正常動作する場合のＴＦＣＩシンボルより断続開始を命令するダウンリ
ンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩシンボルの伝送電力を増加させて伝送することによっ
て信頼度を向上させる。本発明の実施形態では、ダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦ
ＣＩ P D S C Hシンボルを使用して断続開始命令を伝送したが、専用物理データチャンネルの
ＴＦＣＩ D P D C Hシンボルを使用して断続開始命令を伝送する場合にも適用されることがで
きる。
【００３７】
以下、図８を参照して、前述した本発明の実施形態によるＵＴＲＡＮの断続開始過程を説
明する。
【００３８】
図８は、本発明の他の実施形態によるＵＴＲＡＮの断続開始過程を示すフローチャートで
ある。ステップ８１１で、ＵＴＲＡＮは、専用物理制御チャンネルの断続開始命令を示す
ダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩシンボルを何回連続して伝送するかを示す伝
送回数Ｎを設定する。ステップ８１３で、前記専用物理制御チャンネルに対する断続開始
条件が満足すれば、すなわち、断続開始要求の発生を感知すれば、ＵＴＲＡＮは、ステッ
プ８１３へ進行する。例えば、専用物理データチャンネル及びダウンリンク物理共通チャ
ンネルを通じて、設定時間の間伝送するデータが存在しない場合、またはシステムの要求
に応じて断続開始要求の発生を感知すれば、ＵＴＲＡＮは、ステップ８１５へ進行する。
ＵＴＲＡＮは、ステップ８１５で過程 [１ ]を開始した後、ステップ８１７へ進行する。こ
こで、前記過程 [１ ]を説明すると次のようである。ステップ８５１で、ＵＴＲＡＮは、前
記断続開始要求が発生するにつれて、予め定められた断続開始待機時間Ｍを設定する。ス
テップ８５３で、ＵＴＲＡＮは、前記予め定められた断続開始待機時間Ｍを待機する。前
記断続開始待機時間Ｍがステップ８５５で経過した場合、ステップ８５９で、ＵＴＲＡＮ
は、ダウンリンク専用物理制御チャンネルの断続を開始する。しかし、前記断続開始待機
時間Ｍがステップ８５５で経過しなかったら、ＵＴＲＡＮは、ステップ８５７で、前記断
続開始待機時間Ｍを持続的に待機する。
【００３９】
前記過程 [１ ]を遂行している間、ＵＴＲＡＮは、ステップ８１７で断続開始命令の伝送を
開始した後、ステップ８１９へ進行する。ステップ８１９で、ＵＴＲＡＮは、前記断続開
始命令を伝送するたび、設定された断続開始命令伝送回数Ｎのダウンカウントを行う。そ
の後、ステップ８２１で、ＵＴＲＡＮは、前記設定された断続開始命令伝送回数Ｎのダウ
ンカウント値がゼロ (０ )に到達したか否かを検査する。前記断続開始命令伝送回数Ｎのダ
ウンカウント値がゼロに到達した場合、これは、設定された回数だけ断続開始命令が伝送
されたことを意味するので、ステップ８２３で、ＵＴＲＡＮは、断続開始命令の伝送を終
了させる。
【００４０】
このような方式にてＵＴＲＡＮが断続開始命令を伝送すると、該当ＵＥは、専用物理制御
チャンネルに対する断続を開始する。これは、図９を参照して説明する。
【００４１】
図９は、本発明の実施形態によるＵＥの断続開始過程を示すフローチャートである。ステ
ップ９１１で、ＵＥは、正常モードで動作するので、断続開始を示すパラメータ Gating_S
tartedは、‘０’に設定される。ステップ９１３で、ＵＥは、前記正常動作モードでダウ
ンリンク専用物理チャンネル信号をフレーム単位で受信した後、ステップ９１５で、ＵＥ
は、断続開始命令が前記受信したフレームに含まれているか否か、すなわち、断続開始命
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令が前記受信したダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩシンボルに含まれているか
を検査する。前記断続開始命令が前記受信したダウンリンク物理共通チャンネルに含まれ
ている場合、ＵＥは、ステップ９１７で、前記断続開始パラメータ値が‘１’ (Gating_St
arted=１ )であるか否かを検査する。ここで、前記断続開始パラメータ値が Gating_Starte
=１であれば、ＵＥが専用物理制御チャンネルに対する断続動作を遂行していることを意
味する。しかし、前記断続開始パラメータ値が Gating_Started=０であれば、ＵＥが正常
動作を遂行していることを意味する。前記検査の結果として、前記断続開始パラメータ値
が Gating_Started=１として貯蔵されている場合、ＵＥが現在断続動作を遂行しているこ
とを意味する。その結果、ＵＥは、ステップ９１３へ戻ってチャンネル信号を受信する。
その一方、前記断続開始パラメータ値が Gating_Started=０として貯蔵される場合、ＵＥ
は、ステップ９１９で、前記断続開始パラメータ値を Gating_Started=１として貯蔵する
。その後、ステップ９２１で、ＵＥは過程 [２ ]を開始する。ここで、前記過程 [２ ]を説明
すれば次のようである。ステップ９２３で、ＵＥとＵＴＲＡＮとの間に予め設定されてい
る断続開始待機時間Ｍを検出する。その後、ＵＥは、ステップ９２７で、前記断続開始待
機時間Ｍが経過したか否かを検査する。その結果、前記断続開始待機時間Ｍが経過した場
合、ＵＥは、ステップ９２９で、前記専用物理制御チャンネルに対する断続を開始する。
しかし、ステップ９２７で、前記断続開始待機時間Ｍが経過しなかったら、ＵＥは、ステ
ップ９２５で前記断続開始待機時間Ｍを待機した後、ステップ９２７へ進行する。
【００４２】
一方、具体的に図面に示されなかったが、専用物理制御チャンネルに対する断続の開始を
上位階層 (３階層 )制御メッセージのうち、物理チャンネルの特性を変更することができる
メッセージを利用して命令することもできる。すなわち、ダウンリンク物理共通チャンネ
ル及び専用物理データチャンネルを通じて予め設定された時間区間の間伝送するデータが
存在しない場合、ＵＴＲＡＮは、専用物理制御チャンネルに対する断続開始命令及び断続
開始待機時間を含む３階層制御メッセージをＵＥへ伝送し、ＵＥは、前記３階層制御メッ
セージを正常に受信することを示す応答信号をＵＴＲＡＮへ伝送して断続動作を初期化す
る。
【００４３】
これまで、専用物理制御チャンネルに対する断続を開始する過程について説明してきた。
以下、現在断続中である専用物理制御チャンネルに対する断続を終了させる過程を説明す
る。
【００４４】
まず、図１０を参照して、本発明の第１実施形態による断続終了命令による専用物理制御
チャンネルの断続終了開始時点を説明する。
【００４５】
図１０は、本発明の第１実施形態による断続終了命令によって発生した専用物理制御チャ
ンネルの断続終了開始時点を示す図である。ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて伝
送するデータが存在する場合、ＵＴＲＡＮは、断続動作をかならず終了させなければなら
ない。しかし、専用物理データチャンネルを通じて伝送する少量のデータが存在する場合
、ＵＴＲＡＮは、専用物理制御チャンネルに対する断続動作を終了させないこともでき、
終了させることもできる。すなわち、専用物理データチャンネルを通じて少量のデータを
伝送しつつ、専用物理制御チャンネルの断続動作を保持することができることを意味する
。従って、断続終了の条件は、ダウンリンク物理共通チャンネルにデータが存在する場合
、または専用物理データチャンネルを通じて伝送される少量のデータが存在する場合にな
る。すなわち、専用物理データチャンネルを通じて伝送する少量のデータが存在する場合
は、断続動作を終了するか、または断続動作を終了することなくデータを伝送することも
できる。図１０に示すように、本発明の第１実施形態による断続終了方法において、ＵＴ
ＲＡＮは、ダウンリンク専用物理チャンネル上のダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦ
ＣＩ P D S C Hシンボルを利用して、ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて受信するデー
タが存在することを示す信号を伝送し、前記ダウンリンク専用物理チャンネル上のダウン
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リンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩシンボルを受信すると、ＵＥは、このような時点か
ら、現在断続動作を遂行している専用物理制御チャンネルに対する断続動作を終了させる
。
【００４６】
前記断続終了命令をＵＥへ伝送する他の例として、ダウンリンク専用物理チャンネル上の
ダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hシンボルのうち、特定のビット値、す
なわち、ＴＦＣＩ P D S C Hの最小値の次にくるシンボル値ＴＦＣＩ M I N＋１、ＴＦＣＩ P D S C H

の最大値の前にくるシンボル値ＴＦＣＩ M A X－１、または伝送ブロック数が‘０’である
ＴＦＣＩ P D S C Hを断続終了命令と予め定義し、その結果、断続動作のうちであるＵＥが前
記断続終了命令を受信すると、断続動作を終了することができる。
【００４７】
前述した方法にて、断続終了を遂行する場合、前記ダウンリンク物理共通チャンネルのＴ
ＦＣＩ P D S C Hシンボルを分析し、専用物理制御チャンネルの電力制御動作を復旧する間、
伝送されるダウンリンク物理共通チャンネルに対する電力制御が不安定になることができ
、これに従って、断続終了動作の信頼性が低下することができる。従って、前記断続終了
 動作の信頼性を向上させるために、専用物理制御チャンネルを断続する状態でダウンリ
ンク物理共通チャンネルを通じて伝送するデータが発生するにつれて、前記断続動作を終
了させる場合、ＵＴＲＡＮは、伝送されるダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D

S C Hフレームのうち、最初伝送されるＮ個のフレームの伝送電力を一般的のＴＦＣＩフレ
ームの伝送電力に比べて一定の程度増加させ、これに対応するダウンリンク物理共通チャ
ンネルの最初 (Ｎ -１ )個のフレームの伝送電力を一般的のダウンリンク物理共通チャンネ
ルフレームの伝送電力に比べて一定の程度増加させる。従って、不安定の電力制御によっ
てダウンリンク物理共通チャンネルデータとダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ

P D S C Hシンボルに対する誤り率の増加を防止することにより、専用物理制御チャンネルの
断続終了動作の信頼性を向上させる。ここで、前記‘Ｎ’は、増加された伝送電力で伝送
されるダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩフレームの数を示し、その個数Ｎは、
チャンネル状況によって適応的に選択可能である。図１０は、前記Ｎが２に設定される例
を示す。
【００４８】
ここで、図１１を参照して、図１０に示すような断続終了命令によるＵＴＲＡＮの断続終
了過程を説明する。
【００４９】
図１１は、図１０の断続終了命令によるＵＴＲＡＮの断続終了過程を示すフローチャート
である。まず、ステップ１１１１で、ＵＴＲＡＮは、専用物理チャンネルＤＰＣＨを送受
信する動作を遂行する。専用物理チャンネル信号を受信した後、ＵＴＲＡＮは、ステップ
１１１３で、前記専用物理チャンネル上のダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D

S C Hシンボルを利用して、次のフレームにダウンリンク物理共通チャンネルを通じて伝送
されるデータが発生したか否かを検査する。その結果、ダウンリンク物理共通チャンネル
を通じて伝送されるデータが発生する場合、ステップ１１１５で、ＵＴＲＡＮは、専用物
理制御チャンネルに対する断続動作を終了する断続終了命令を示すダウンリンク物理共通
チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hシンボルを生成する。ステップ１１１７で、ＵＴＲＡＮは、
前記生成されたダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hシンボルを一般の伝送
電力より高い予め設定された伝送電力で伝送する。ステップ１１１９で、ＵＴＲＡＮは、
前記専用物理制御チャンネルに対する断続動作を終了する。その後、ステップ１１２１で
、ＵＴＲＡＮは、次のフレームにダウンリンク物理共通チャンネルを通じて伝送するデー
タが発生したか否かを検査する。その結果、ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて伝
送するデータが発生する場合、ステップ１１２３で、ＵＴＲＡＮは、ダウンリンク物理共
通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C H及び前記ダウンリンク物理共通チャンネルのフレームを生
成する。ステップ１１２５で、ＵＴＲＡＮは、ダウンリンク物理共通チャンネルの前記生
成されたＴＦＣＩ P D S C H及びダウンリンク物理共通チャンネルの前記生成されたフレーム
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を一般の伝送電力より高い予め設定された伝送電力で伝送する。その後、ステップ１１２
７で、ＵＴＲＡＮは、前記ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて次のフレームに伝送
するデータが発生したか否かを検査する。その結果、前記ダウンリンク物理共通チャンネ
ルを通じて伝送するデータが発生する場合、ステップ１１２９で、ＵＴＲＡＮは、ダウン
リンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C H及びダウンリンク物理共通チャンネルのフレ
ームを生成する。ステップ１１３１で、ＵＴＲＡＮは、前記生成されたダウンリンク物理
共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C H及びダウンリンク物理共通チャンネルのフレームを一般
の伝送電力で伝送する。しかし、ステップ１１２７で、ダウンリンク物理共通チャンネル
を通じて次のフレームに伝送するデータが発生しない場合、ステップ１１３３で、ＵＴＲ
ＡＮは、ダウンリンク物理共通チャンネルのフレームを生成する。ステップ１１３５で、
ＵＴＲＡＮは、前記生成されたダウンリンク物理共通チャンネルを一般の伝送電力で伝送
すると同時に、１個のフレームの間専用物理チャンネル信号を送受信する。ステップ１１
３７で、ＵＴＲＡＮは、ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて次のフレームに伝送す
るデータが発生したか否かを検査する。その結果、ダウンリンク物理共通チャンネルを通
じて伝送するデータが発生する場合、ステップ１１３９で、ＵＴＲＡＮは、ダウンリンク
物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hを生成する。ステップ１１４１で、ＵＴＲＡＮは、
前記生成されたダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hを一般の伝送電力で伝
送した後、ステップ１１２７へ戻る。しかし、ステップ１１３７で、前記ダウンリンク物
理共通チャンネルを通じて伝送するデータが発生しない場合、ＵＴＲＡＮは、ステップ１
１４３で、１個のフレームの間専用物理チャンネル信号を送受信した後、ステップ１１３
７へ戻る。前記伝送電力で伝送されるフレームの数が２である理由は、前述したように、
伝送電力を増加させて伝送されるダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩフレームの
数 (Ｎ )が２であるからである。
【００５０】
また、ステップ１１２１で、ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて伝送するデータが
発生しない場合、ステップ１１４５で、ＵＴＲＡＮは、ダウンリンク物理共通チャンネル
のフレームを生成する。ステップ１１４７で、ＵＴＲＡＮは、前記設定された伝送電力で
前記生成されたダウンリンク物理共通チャンネルのフレームを伝送した後、ステップ１１
３７へ進行する。
【００５１】
図１１を参照して、図１０の断続終了命令によるＵＴＲＡＮの断続終了過程を説明する。
次に、図１２を参照して、図１０の断続終了命令によるＵＥの断続終了過程を説明する。
【００５２】
図１２は、図１０の断続終了命令によるＵＥの断続終了過程を示すフローチャートである
。
【００５３】
まず、ステップ１２１１で、ＵＥは、専用物理チャンネル (ＤＰＣＨ ) 信号を受信し、ス
テップ１２１３で、専用物理データチャンネル (ＤＰＤＣＨ )を上位階層へ伝送する。その
後、ステップ１２１５で、ＵＥは、専用物理チャンネルを通じて受信されるダウンリンク
物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hを分析する。ステップ１２１７で、ＵＥは、前記分
析したダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hがダウンリンク物理共通チャン
ネルを通じて受信するデータが次のフレームに存在することを示すか否かを検査する。そ
の結果、ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて受信するデータが存在する場合、ＵＥ
は、ステップ１２１９へ進行する。ここで、前記ダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦ
ＣＩ P D S C Hは、ＵＴＲＡＮから伝送した断続終了命令、すなわち、次のフレームにダウン
リンク物理共通チャンネルを通じて受信するデータが存在することを示す情報を含む。ス
テップ１２１９で、ＵＥは、専用物理制御チャンネルの断続動作を終了する。その後、ス
テップ１２２１で、ＵＥは、ダウンリンク物理共通チャンネル及び専用物理チャンネルを
受信し、ステップ１２２３で、ダウンリンク物理共通チャンネル及び専用物理データチャ
ンネルを上位階層へ伝送する。ステップ１２２５で、ＵＥは、前記受信した専用物理チャ
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ンネル上のダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hを分析する。ステップ１２
２７で、ＵＥは、前記分析したダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hが次の
フレームにダウンリンク物理共通チャンネルを通じて受信するデータが存在することを示
すか否かを検査する。その結果、ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて受信するデー
タが存在する場合、ＵＥは、ステップ１２２１へ戻る。ダウンリンク物理共通チャンネル
を通じて受信するデータが存在しない場合、ＵＥは、ステップ１２２９で専用物理チャン
ネルを受信する。ステップ１２３１で、ＵＥは、専用物理データチャンネルを上位階層へ
伝送した後、ステップ１２２５へ進行する。
【００５４】
図１０乃至図１２を参照して、本発明の第１実施形態による断続終了過程を説明してきた
。次に、図１３乃至図１５を参照して、本発明の第２実施形態による断続終了過程を説明
する。
【００５５】
図１３は、本発明の第２実施形態による断続終了命令によって発生した専用物理制御チャ
ンネルの断続終了開始時点を示す図である。図１０で説明した本発明の第１実施形態によ
る断続終了過程のように、本発明の第２実施形態による断続終了過程もダウンリンク専用
物理チャンネル上のダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S Cを通じて、ダウンリ
ンク物理共通チャンネルを通じて受信するデータが存在することを示す信号、すなわち、
断続終了命令が受信されると、専用物理制御チャンネルの断続動作を終了するようになる
。しかし、本発明の第１実施形態とは異なり、第２実施形態は、一番目のダウンリンク物
理共通チャンネルフレームの伝送電力を一般の伝送電力より高く設定する必要がない。す
なわち、一番目のダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hを伝送した後、第２
実施形態は、一番目のダウンリンク物理共通チャンネルが伝送される前に電力制御ループ
(Power Control Loop)を迅速に復旧し、その結果、ダウンリンク物理共通チャンネルの伝
送電力を増加させる必要がない。このように、迅速な電力制御ループの復旧のために、Ｕ
ＴＲＡＮ及びＵＥは、断続動作区間と正常動作区間との間に存在する電力制御ループ復旧
区間で電力制御命令に対して電力制御単位を他の区間、すなわち、断続動作区間及び正常
動作区間より高く設定する。ここで、前記“電力制御単位”とは、電力制御ループ復旧区
間で電力制御命令に応じてＵＴＲＡＮ及びＵＥが出力量を変化させる単位である。前記電
力制御ループ復旧区間の長さ及び前記電力制御ループ復旧区間での電力制御単位は、シス
テムでチャンネル状況によって適応的に調整することができる。二番目のダウンリンク物
理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hの伝送電力を１個のスロットの間、一般の伝送電力よ
り高くなるように保持することができ (図１３に示すＤＰＣＨ＃１に対するダウンリンク
物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hを参照。 )、または電力制御ループ復旧区間でのみ高
い伝送電力を保持することもできる (図１３に示すＤＰＣＨ＃２に対するダウンリンク物
理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hを参照。 )。
【００５６】
ここで、図１３の断続終了命令によるＵＴＲＡＮの断続終了過程を図１４を参照して説明
する。
【００５７】
図１４は、図１３の断続終了命令によるＵＴＲＡＮの断続終了過程を示すフローチャート
である。ステップ１４１１で、ＵＴＲＡＮは、１０ｍｓの間専用物理チャンネルＤＰＣＨ
に対する送受信動作を遂行する。ステップ１４１３で、ＵＴＲＡＮは、前記受信した専用
物理チャンネルの専用物理データチャンネルを上位階層へ伝送する。ステップ１４１５で
、ＵＴＲＡＮは、ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて次のフレームに伝送するデー
タが発生したか否かを検査する。その結果、前記ダウンリンク物理共通チャンネルを通じ
て伝送されるデータが発生する場合、ステップ１４１７で、ＵＴＲＡＮは、過程 [３ ]を開
始する。このとき、前記過程 [３ ]は、伝送されるＴＦＣＩシンボルを正常の伝送電力より
高い伝送電力で伝送することにより、断続終了命令の誤り率を減少させる。前記過程 [３ ]
を具体的に説明すると、ステップ１４５１で、ＵＴＲＡＮは、専用物理制御チャンネルの
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断続動作の終了を示す命令を含むダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hを生
成する。ステップ１４５３で、ＵＴＲＡＮは、前記生成したダウンリンク物理共通チャン
ネルのＴＦＣＩ P D S C Hを前記過程 [３ ]の開始時点に与えられた一番目の電力レベル (電力＃
１ )で伝送する。このとき、このようなＴＦＣＩ P D S C H値を保持する時間は、専用物理チャ
ンネルＤＰＣＨの位相がダウンリンク物理共通チャンネルＰＤＳＣＨの位相より先に進む
時間に該当する。この時間値は、１．２５ｍｓの整数倍であり、以下、“ＰＨＡＳＥ”と
称する。ＰＨＡＳＥ＊１．２５ｍｓの間ＴＦＣＩ P D S C Hを前記電力＃１の強さで伝送した
後、ステップ１４５５で、ＵＴＲＡＮは、ＴＦＣＩ P D S C Hを前記過程 [３ ]の開始時点で与
えられた二番目の電力レベル (電力＃２ )の強さで伝送する。このとき、ＴＦＣＩ P D S C Hを
伝送する時間は、１．２５ｍｓ＊ (１５ -ＰＨＡＳＥ )に該当する。前記電力＃２でＴＦＣ
Ｉ P D S C Hを伝送した後、ステップ１４５７で、ＵＴＲＡＮは、ＰＨＡＳＥだけのスロット (
１．２５ｍｓ )を待機した後、ステップ１４５９で、ダウンリンク物理共通チャンネルを
正常の伝送電力で伝送する。
【００５８】
このように、前記過程 [３ ]を開始した後、ＵＴＲＡＮは、ステップ１４１９で、１個のフ
レーム (１０ｍｓ )の間専用物理チャンネル (ＤＰＣＨ )データを送受信する。その後、ステ
ップ１４２１で、ＵＴＲＡＮは、専用物理制御チャンネルに対する断続動作を終了し、電
力制御単位を増加させた後、ＵＥから受信した専用物理データチャンネルを上位階層へ伝
送する。また、ＵＴＲＡＮは、上位階層から伝送されたデータが貯蔵されるバッファの内
容を分析する。ステップ１４２３で、ＵＴＲＡＮは、ダウンリンク物理共通チャンネルを
通じて次のフレームに伝送するデータが存在するか否かを検査する。その結果、ダウンリ
ンク物理共通チャンネルを通じて伝送するデータが存在する場合、ステップ１４２５で、
ＵＴＲＡＮは、前記過程 [３ ]を開始し、このとき、前記電力＃１を増加された電力に設定
し、電力＃２を正常の電力に設定する。前記過程 [３ ]を開始した後、ステップ１４２７で
、ＵＴＲＡＮは、ＰＨＡＳＥスロットの間増加された電力で専用物理チャンネルデータを
送受信する。ステップ１４２９で、ＵＴＲＡＮは、電力制御単位を正常化させ、ステップ
１４３１で、ＵＴＲＡＮは、１個のフレームの残りのスロットの間、一般の伝送電力で専
用物理チャンネルデータを送受信する。その後、ステップ１４３３で、ＵＴＲＡＮは、受
信した専用物理データチャンネル上のデータを上位階層へ伝送する。ステップ１４３５で
、ＵＴＲＡＮは、ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて次のフレームに伝送するデー
タが発生したか否かを検査する。その結果、ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて伝
送するデータが発生する場合、ステップ１４３７で、ＵＴＲＡＮは、電力＃１が正常の電
力に設定され、電力＃２も正常の電力に設定される前記過程 [３ ]を開始する。ステップ１
４３９で、ＵＴＲＡＮは、１個のフレームの間専用物理チャンネルデータを送受信する。
ステップ１４４１で、ＵＴＲＡＮは、受信した専用物理データチャンネル上のデータを上
位階層へ伝送した後、前記上位階層から提供されたデータを貯蔵したバッファを分析する
。
【００５９】
また、図１３の断続終了命令によるＵＥの断続終了過程を図１５を参照して説明する。
【００６０】
図１５は、図１３の断続終了命令によるＵＥの断続終了過程を示すフローチャートである
。まず、ステップ１５１１で、ＵＥは、１個のフレーム (１０ｍｓ )の間、専用物理チャン
ネル (ＤＰＣＨ )信号を送受信する。ステップ１５１３で、ＵＥは、前記受信した専用物理
データチャンネル上のデータを上位階層へ伝送する。ステップ１５１５で、ＵＥは、前記
ダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hを分析する。ステップ１５１７で、Ｕ
Ｅは、前記分析したダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hがダウンリンク物
理共通チャンネルを通じて次のフレームに受信するデータが存在するか否かを検査する。
その結果、ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて次のフレームに受信するデータが存
在する場合、ステップ１５１９で、ＵＥは、専用物理制御チャンネルに対する断続動作を
終了させた後、電力制御単位を増加させる。その後、ステップ１５２１で、ＵＥは、ＰＨ
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ＡＳＥだけのスロットの間専用物理チャンネルのデータを受信する。ステップ１５２３で
、ＵＥは、前記電力制御単位を正常化させた後、過程 [４ ]を開始する。ここで、前記過程
[４ ]を具体的に説明すると、ステップ１５５１で、ＵＥは、１個のフレームの間ダウンリ
ンク物理共通チャンネルＰＤＳＣＨを受信した後、ステップ１５５３で、前記受信したダ
ウンリンク物理共通チャンネルの信号を上位階層へ伝送する。
【００６１】
前記過程 [４ ]を開始した後、ステップ１５２５で、ＵＥは、 (１５ -ＰＨＡＳＥ )だけのス
ロットの間専用物理チャンネルを受信し、その後、ステップ１５２７で、前記受信した専
用物理チャンネルの専用物理データチャンネルを上位階層へ伝送する。その後、ステップ
１５２９で、ＵＥは、前記受信したダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hを
分析した後、ステップ１５３１で、ＵＥは、前記分析したダウンリンク物理共通チャンネ
ルのＴＦＣＩ P D S C Hがダウンリンク物理共通チャンネルを通じて次のフレームに受信する
データが存在するか否かを検査する。その結果、ダウンリンク物理共通チャンネルを通じ
て次のフレームに受信するデータが存在する場合、ステップ１５３３で、ＵＥは、ＰＨＡ
ＳＥ個のスロットの間専用物理チャンネルを受信した後、ステップ１５３５で、前記過程
[４ ]を開始する。その後、ステップ１５３７で、ＵＥは、前記残りのスロット、すなわち
、 (１５ -ＰＨＡＳＥ )スロットに対する専用物理チャンネルを受信した後、ステップ１５
２７へ進行する。しかし、ステップ１５３１で、前記ダウンリンク物理共通チャンネルを
通じて次のフレームに受信するデータが存在しない場合、ステップ１５３９で、ＵＥは、
１個のフレームの間専用物理チャンネルを受信した後、ステップ１５２７へ進行する。
【００６２】
図１３乃至図１５を参照して、本発明の第２実施形態による断続終了過程を説明してきた
。次に、図１６乃至図１９を参照して、本発明の第３実施形態による断続終了過程を説明
する。
【００６３】
まず、図１６は、本発明の第３実施形態による断続終了命令によって発生した専用物理制
御チャンネルの断続終了開始時点を示す図である。図１６に示すように、ダウンリンク専
用物理チャンネル上のダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hのうち、特定の
値を専用物理制御チャンネルに対する断続動作の終了のための断続終了命令と定義する。
ＵＴＲＡＮがダウンリンク物理共通チャンネルを通じてデータを伝送する前、前記断続終
了命令を設定回数Ｎと同じだけＵＥへ伝送する場合、ＵＥは、前記断続終了命令を受信す
ると、専用物理制御チャンネルに対する断続動作を終了する。ＵＴＲＡＮが断続終了命令
を伝送した後、次のフレームから専用物理制御チャンネルに対する断続動作を終了すると
、ダウンリンク物理共通チャンネルを通じてデータの伝送が行われる間発生する不安定の
初期電力制御現象を防止することができる。このとき、断続動作の終了を命令するために
、ＵＥへ伝送されるダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hは、正常の伝送電
力より高い伝送電力を有し、これは、誤り発生率を適正のレベルに保持させる。図１６は
、前記設定回数Ｎ =１である場合、断続動作を終了した後、ダウンリンク物理共通チャン
ネルを通じてデータを伝送するための方法を示す。
【００６４】
図１６に示すように、本発明の第３実施形態による断続終了過程は、不安定の初期電力制
御を防止することができるという長所がある。しかし、前記断続終了命令が伝送上の誤り
によってＵＥに正常に伝送されることができない場合、断続終了動作の信頼性が低下する
。このように、図１７を参照して、断続終了命令の誤りを克服するための断続終了開始時
点を説明する。
【００６５】
図１７は、図１６で発生した断続終了命令の誤りを克服するために、専用物理制御チャン
ネルの断続終了開始時点を示す図である。前述したように、ＵＥが前記断続終了命令の誤
りによって前記断続終了命令を受信することができないとしても、ダウンリンク物理共通
チャンネルを通じてＵＥの自分に伝送されたデータがＵＥによって分析されると、ＵＥは
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、直ちに専用物理制御チャンネルに対する断続動作を終了した後、別途の断続開始命令が
受信されるときまで、正常の動作を遂行する。図１７は、設定回数Ｎ =１であり、断続終
了命令がすべて紛失した場合、ＵＥとＵＴＲＡＮが断続と関連した状態の不一致を克服す
るための誤り克服過程を示す。
【００６６】
そうすると、図１８を参照して、図１６の断続終了命令によるＵＴＲＡＮの断続終了過程
を説明する。
【００６７】
図１８は、図１６の断続終了命令によるＵＴＲＡＮの断続終了過程を示すフローチャート
である。ステップ１８１１で、ＵＴＲＡＮは、１個のフレーム (１０ｍｓ )の間専用物理チ
ャンネル (ＤＰＣＨ )信号を送受信する。ステップ１８１３で、ＵＴＲＡＮは、受信した専
用物理チャンネルの専用物理データチャンネルを上位階層へ伝送する。ステップ１８１５
で、ＵＴＲＡＮは、ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて次のフレームに伝送するデ
ータが存在するか否かを検査する。その結果、伝送するデータが存在する場合、ステップ
１８１７で、ＵＴＲＡＮは、１個のフレームの間専用物理チャンネル (ＤＰＣＨ )信号を送
受信し、断続終了命令を生成した後、前記生成された断続終了命令をダウンリンク物理共
通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hに含ませて伝送する。ここで、前記断続終了命令が含まれ
たダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hは、一般の伝送電力より高い予め設
定された伝送電力で伝送される。ステップ１８１９で、ＵＴＲＡＮは、前記受信された専
用物理データチャンネルを上位階層へ伝送し、断続動作を終了した後、前記過程 [５ ]を開
始する。このとき、前記電力＃１を増加された電力に設定し、電力＃２も増加された電力
に設定する。
【００６８】
ここで、前記過程 [５ ]を具体的に説明すると、ステップ１８５１で、ＵＴＲＡＮは、ダウ
ンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hを生成し、ステップ１８５３で、ＰＨＡＳ
Ｅ個のスロットの間、前記生成されたダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C H

を電力＃１で伝送する。その後、ステップ１８５５で、ＵＴＲＡＮは、前記フレームの (
１５ -ＰＨＡＳＥ )個のスロットの間、ダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C H

を電力＃２で伝送する。ステップ１８５７で、ＵＴＲＡＮは、ＰＨＡＳＥ個のスロットの
間待機した後、ステップ１８５９で、一般の伝送電力で１個のフレームの間ダウンリンク
物理共通チャンネルを伝送する。
【００６９】
その後、ステップ１８２１で、ＵＴＲＡＮは、１個のフレームの間専用物理チャンネルＤ
ＰＣＨを送受信した後、ステップ１８２３で、ＵＴＲＡＮは、前記受信した専用物理チャ
ンネルの専用物理データチャンネル上のデータを上位階層へ伝送する。そうすると、ステ
ップ１８２５で、ＵＴＲＡＮは、ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて次のフレーム
に伝送するデータが存在するか否かを検査する。その結果、ダウンリンク物理共通チャン
ネルを通じて伝送するデータが存在する場合、ＵＴＲＡＮは、ステップ１８２７で、前記
過程 [５ ]を開始し、このとき、前記電力＃１を正常の伝送電力に設定し、電力＃２も正常
の伝送電力に設定する。
【００７０】
ステップ１８２７の過程 [５ ]で、ＵＴＲＡＮは、ステップ１８５３で、一般の伝送電力で
設定されたスロットの間ダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hを伝送し、ス
テップ１８５５でもやはり、前記一般の伝送電力で前記設定されたスロット以外のスロッ
トの間、ダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hを伝送する。
【００７１】
次に、図１９を参照して、図１６の断続終了命令によるＵＥの断続終了過程を説明する。
【００７２】
図１９は、図１６の断続終了命令によるＵＥの断続終了過程を示すフローチャートである
。ステップ１９１１で、ＵＥは、１個のフレーム (１０ｍｓ )の間専用物理チャンネル (Ｄ
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ＰＣＨ )信号を送受信する。そうすると、ステップ１９１３で、ＵＥは、前記受信した専
用物理チャンネルの専用物理データチャンネル上のデータを上位階層へ伝送する。ステッ
プ１９１５で、ＵＥは、前記受信した専用物理チャンネル上のダウンリンク物理共通チャ
ンネルのＴＦＣＩ P D S C Hを分析する。ステップ１９１７で、ＵＥは、前記ダウンリンク物
理共通チャンネルの分析されたＴＦＣＩ P D S C Hが断続終了命令を示すか否かを検査する。
前記分析されたＴＦＣＩ P D S C Hが断続終了命令を示す場合、ステップ１９１９で、ＵＥは
、専用物理制御チャンネルに対する断続動作を終了する。その後、ステップ１９２１で、
ＵＥは、１個のフレームの間専用物理チャンネル (ＤＰＣＨ )データを受信する。ステップ
１９２３で、ＵＥは、前記受信した専用物理チャンネルの専用物理データチャンネル上の
データを上位階層へ伝送する。ステップ１９２５で、前記受信した専用物理チャンネル上
のダウンリンク物理共通チャンネルのＴＦＣＩ P D S C Hを分析する。そうすると、ステップ
１９２７で、ＵＥは、前記ダウンリンク物理共通チャンネルの分析されたＴＦＣＩ P D S C H

がダウンリンク物理共通チャンネルを通じて次のフレームに受信するデータの存在を示す
か否かを検査する。その結果、ダウンリンク物理共通チャンネルを通じて次のフレームに
受信するデータが存在する場合、ステップ１９３７で、ＵＥは、予め設定したスロットの
間専用物理チャンネル信号を受信する。その後、ステップ１９３９で、ＵＥは、過程 [６ ]
を開始させる。
【００７３】
前記過程 [６ ]を具体的に説明すると、ステップ１９５１で、ＵＥは、１個のフレームの間
ダウンリンク物理共通チャンネル (ＰＤＳＣＨ )信号を受信した後、ステップ１９５３で、
前記受信したダウンリンク物理共通チャンネル信号を上位階層へ伝送する。
【００７４】
ステップ１９３９で、前記過程 [６ ]を開始させたＵＥは、ステップ１９４１で、前記設定
されたスロット以外のスロット、すなわち、 (１５ -ＰＨＡＳＥ )スロットの間、専用物理
チャンネルデータを再び受信した後、ステップ１９２３へ進行する。
【００７５】
一方、ＵＴＲＡＮから伝送した断続終了命令が含まれているダウンリンク物理共通チャン
ネルのＴＦＣＩ P D S C Hが無くなったとしても、ステップ１９３１で、前記ダウンリンク物
理共通チャンネルを通じて次のフレームに受信するデータが存在すると判断されると、ス
テップ１９３３で、ＵＥは、前記専用物理制御チャンネルに対する断続動作を終了する。
【００７６】
また、上位階層制御メッセージのうちで、物理チャンネルの特性を変更することができる
メッセージを利用して、専用物理制御チャンネルに対する断続動作を終了せよという命令
を伝送する方法で断続動作を終了させることもできる。このような場合、ＵＴＲＡＮは、
断続終了命令及び実行時間を含む３階層制御メッセージをＵＥへ伝送する。その後、ＵＥ
は、前記３階層制御メッセージを正常に受信したことを示す応答信号をＵＴＲＡＮへ伝送
する。その結果、ＵＴＲＡＮ及びＵＥは、断続動作を終了する。
【００７７】
一方、専用物理制御チャンネルに対する断続動作の間、専用物理データチャンネルの品質
と専用物理データチャンネルの伝送電力との密接の関係を保持することにより、前記専用
物理データチャンネルの品質低下を防止するために、前記専用物理データチャンネルの伝
送電力は、断続動作を遂行する以前の一般の伝送電力より増加させる。すなわち、専用物
理データチャンネルの伝送電力は、断続動作区間でのフレームエラー率 (Frame Error Rat
e；ＦＥＲ )が断続動作を遂行する以前のフレームエラー率と同一に保持されることができ
るように増加されなければならない。
【００７８】
前述した実施形態において、ＵＴＲＡＮは、断続動作の終了を判断し、ＵＥにその断続終
了命令を含むＴＦＣＩ P D S C Hを伝送した後、ＵＥは、前記ＴＦＣＩ P D S C Hを受信してその断
続終了命令によって断続動作を終了する。
【００７９】
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本発明は、断続動作が行われる間、ＵＥから断続終了命令を受信すると、ＵＥが断続終了
動作を遂行する実施形態を参照して説明してきた。次に、図２０を参照して、ＵＥからＵ
ＴＲＡＮへの断続終了の要求を伝送する方法を説明する。
【００８０】
図２０は、本発明の他の実施形態によるＵＥの断続終了要求過程を示すフローチャートで
ある。ＵＥが専用物理制御チャンネルを断続している場合、すなわち、 Gating_Started=
１である場合、ＵＥは、ステップ２０１１で、データバッファを分析する。ステップ２０
１２で、ＵＥは、アップリンク物理データチャンネルＤＰＤＣＨを通じて伝送するデータ
が存在するか否かを検査する。その結果、前記アップリンク物理データチャンネルを通じ
て伝送するデータが存在する場合、ＵＥは、ステップ２０１３で、伝送ブロック (ＴＢ； T
ransport Block)数が‘０’ではなく、伝送ブロックサイズ (Transport Block size)が‘
０’であるＴＦＣＩ D P D C Hを生成する。ステップ２０１４で、ＵＥは、伝送ブロック (ＴＢ
)数が‘０’ではなく、伝送ブロックサイズが‘０’である前記生成されたＴＦＣＩ D P D C H

をＮ個のフレームの間アップリンク物理制御チャンネルを通じてＵＴＲＡＮに反復して伝
送する。ここで、ＵＥが前記生成されたＴＦＣＩ D P D C HをＮ個のフレームの間アップリン
ク物理制御チャンネルを通じてＵＴＲＡＮに反復して伝送する理由は、ＵＥが伝送すべき
データが存在するので、断続動作の終了を要求するためである。このように、前記生成さ
れたＴＦＣＩ D P D C Hを伝送した後、ステップ２０１５で、ＵＥは、ＵＴＲＡＮから受信さ
れる断続終了命令を待機する。一方、ＵＥから伝送ブロックサイズが‘０’であるＴＦＣ
Ｉ D P D C Hを受信すると、ＵＴＲＡＮは、ダウンリンク物理チャンネル及びダウンリンク共
通チャンネルを通じてＵＥへ伝送するデータが存在しないとしても、ＵＥへ断続終了命令
を伝送し、ＵＴＲＡＮの自分も断続動作を終了してＵＥからのデータを受信する。従って
、ステップ２０１６で、ＵＥは、ＵＴＲＡＮから断続終了命令を受信し、ステップ２０１
７で、前記専用物理制御チャンネルに対する断続動作を終了させる。ここで、ＵＴＲＡＮ
は、ＵＥに断続終了命令を含むＴＦＣＩ D P D C Hを一時的に伝送し、その結果、ＵＥ及びＵ
ＴＲＡＮは断続動作を終了する。ＵＥからＵＴＲＡＮへの断続終了要求は、図２０で説明
したように、ＴＦＣＩまたは上位階層からのシグナリングメッセージを利用して遂行され
ることができる。また、断続動作のうちであるＵＴＲＡＮがダウンリンク共通チャンネル
ＤＳＣＨを通じて断続開始命令を含むＴＦＣＩを継続して伝送する場合、ＵＥは、前記断
続開始命令を含むＴＦＣＩを除外した他のＴＦＣＩを受信すると、断続動作を終了するこ
ともできる。
【００８１】
図２１を参照して、ＵＴＲＡＮで断続動作を終了する方法を説明する。
【００８２】
図２１は、本発明のさらに他の実施形態によるＵＴＲＡＮの断続終了過程を示すフローチ
ャートである。
【００８３】
ステップ２１１１で、専用物理制御チャンネルに対する断続動作を現在遂行しているＵＴ
ＲＡＮは、ステップ２１１３で、ＵＴＲＡＮからＵＥへ伝送するダウンリンク共通チャン
ネル (ＤＳＣＨ )データが発生したか否かを検査する。前記データが発生した場合、ＵＴＲ
ＡＮは、前記ダウンリンク共通チャンネルＤＳＣＨを通じて伝送するデータのためのＴＦ
ＣＩ D S C Hを生成して、ステップ２１１５で、前記生成されたＴＦＣＩ D S C HをＵＥへ伝送す
る。ここで、前記ダウンリンク共通チャンネルＤＳＣＨを通じてデータを伝送するために
、ＵＴＲＡＮは、断続終了命令と定義されたＴＦＣＩ D S C H、例えば、伝送ブロックＴＢサ
イズが０であるＴＦＣＩを生成し、前記生成されたＴＦＣＩを伝送する。その後、ステッ
プ２１１７で、ＵＴＲＡＮは、断続動作を終了させる。このように、専用物理制御チャン
ネルに対する断続動作が終了されると、ＵＴＲＡＮは、ＴＦＣＩ D S C HをＵＥへ伝送した後
、ステップ２１１９で、前記ダウンリンク共通チャンネルＤＳＣＨを通じてデータを伝送
する。
【００８４】
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図２２を参照して、図２１で説明したＵＴＲＡＮの断続終了動作に対応するＵＥの断続終
了動作を説明する。
【００８５】
図２２は、本発明のさらに他の実施形態によるＵＥの断続終了過程を示すフローチャート
である。ステップ２２１１で、ＵＥは、専用物理制御チャンネルに対する断続動作を遂行
した後、ステップ２２１３で、ダウンリンク共通チャンネルＤＳＣＨのＴＦＣＩ D S C Hを受
信する。そうすると、ＵＥは、前記受信されたＴＦＣＩ D S C Hビットを分析し、ステップ２
２１５で、断続終了命令が前記ＴＦＣＩ D S C Hビットに含まれているか否かを検査する。そ
の結果、前記断続終了命令が前記ＴＦＣＩ D S C Hビットに含まれている場合、ステップ２２
１７で、ＵＥは、前記専用物理制御チャンネルに対する断続動作を終了した後、前記ダウ
ンリンク共通チャンネルＤＳＣＨを通じてデータを受信する準備をする。ここで、前記断
続終了命令を含むＴＦＣＩビットは、伝送ブロック (ＴＢ )数が‘０’ではないが、伝送ブ
ロックサイズが‘０’であるＴＦＣＩ D S C Hになる。
【００８６】
図２３を参照して、本発明の実施形態による断続開始／終了状態遷移を説明する。
【００８７】
図２３は、本発明の実施形態による断続開始／終了状態遷移図であって、ＴＦＣＩ _ｏｎ
は、断続開始指示者、すなわち、断続開始命令と定義され、ＴＦＣＩ _ｏｔｈｅｒｓは、
断続開始指示者の以外のＴＦＣＩと定義される。前記ＴＦＣＩ _ｏｎは、伝送ブロック数
は、‘０’ではないが、伝送ブロックサイズが‘０’であるＴＦＣＩ P D S C Hと定義される
ことができ、または、ＴＦＣＩの最大値ＴＦＣＩ M A Xまたは最小値ＴＦＣＩ M I Nと定義され
ることもできる。反面、ＴＦＣＩ _ｏｔｈｅｒｓは、ダウンリンク共通チャンネルＤＳＣ
Ｈを通じて伝送するデータが存在する場合、断続動作を終了させ、前記データ伝送を遂行
するためのＴＦＣＩ P D S C Hを伝送し、ＴＦＣＩ _ｏｔｈｅｒｓは、前記ダウンリンク共通チ
ャンネルＤＳＣＨを通じて伝送するデータが存在しないとしても、断続動作を終了しなけ
ればならない場合、前記ＴＢ数が‘０’であるＴＦＣＩを断続終了指示者、すなわち、断
続終了命令と定義されることができ、または、最大値ＴＦＣＩ M A X -１または最小値ＴＦＣ
Ｉ M I N＋１と定義されることもできる。
【００８８】
図２４は、本発明のさらに他の実施形態による断続開始動作が行われる間無線リンク設定
過程を示す信号フロー図である。具体的に、図２４は、無線ネットワーク制御器 (Radio N
etwork Controller；ＲＮＣ )、ＵＴＲＡＮ (以下、“Ｎｏｄｅ  Ｂ”と称する。 )、及びＵ
Ｅ間の断続パラメータ (gating parameter)を設定する過程を示す信号フロー図である。
【００８９】
まず、Ｃｏｎｔｒｏｌ  ＲＮＣ (以下、ＣＲＮＣと称する。 )がセルを設定すると、前記Ｃ
ＲＮＣは、断続指示者 (gating indicator)を含むセル設定要求メッセージを伝送する。し
かし、前記セル設定要求メッセージを受信したＮｏｄｅ  Ｂが断続動作を支援しない場合
、Ｎｏｄｅ  Ｂは、その断続失敗原因として断続動作を支援することができないことを示
す指示者 gating_not_supportedを含んだセル設定失敗メッセージを前記ＣＲＮＣへ伝送す
る。前記Ｎｏｄｅ  Ｂが断続動作を支援する場合は、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記セル設定要
求メッセージに応答して、前記Ｎｏｄｅ  Ｂが断続動作を遂行することができることを示
すセル設定応答メッセージを前記ＣＲＮＣに伝送した後、前記ＣＲＮＣは、対応Ｎｏｄｅ
 Ｂが断続動作を支援することができることを示す情報を貯蔵する。ＵＥは、ＵＥのケイ
パビリティ情報グループ (capability Information group)内に含まれた断続支援指示者 (G
ating support Indicator；ＵＬ )を有するＲＲＣ連結設定確認メッセージをＳＲＮＣへ伝
送する。前記ＲＲＣ連結設定確認メッセージを受信すると、前記ＳＲＮＣは、ＵＥとのデ
ータ通信が行われる間、断続動作を開始することができることを示す情報を貯蔵する。
【００９０】
このように、前記Ｎｏｄｅ  Ｂ及びＵＥは、すべて断続動作を支援することができれば、
断続開始動作のための無線リンク設定過程を必要とする。図２４を参照して、前記無線リ
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ンク設定が行われる間、断続初期化動作を説明する。まず、 Serving ＲＮＣ (以下、ＳＲ
ＮＣと称する。 )が無線リンクを設定すると、ＳＲＮＣは、ＮＢＡＰ／ＲＮＳＡＰメッセ
ージである無線リンク設定要求メッセージ (Radio Link Setup Request Message)または無
線リンク追加要求メッセージ (Radio Link Addition Request Message)を断続パラメータ
とともにＮｏｄｅ  Ｂへ伝送する。前記メッセージを受信すると、Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記Ｒ
Ｌ設定要求メッセージまたはＲＬ追加要求メッセージに含まれた断続パラメータを貯蔵し
、断続動作が開始する場合前記貯蔵された断続パラメータを使用する。また、ＤＲＮＣ (D
rift ＲＮＣ )は、周辺セル情報の一部として、断続動作を支援するか否かを示す指示者を
ＳＲＮＣへ伝送することもでき、ＳＲＮＣは、その情報を貯蔵する。しかし、ＵＥとの無
線リンクを有しているセルのいずれか一つでも断続動作を支援しなければ、ＳＲＮＣは、
断続動作を終了させ、新たな断続動作を開始しない。
【００９１】
図２４に示すように、ステップ２４１１で、ＳＲＮＣは、ＤＲＮＣを通じて無線リンクを
設定するとき、断続率及び断続方向を示すＲＬ設定要求メッセージをＤＲＮＣへ伝送する
。そうすると、ステップ２４１３で、ＤＲＮＣは、Ｎｏｄｅ  ＢへＮＢＡＰメッセージで
あるＲＬ設定要求メッセージを伝送してＮｏｄｅ  Ｂが無線リンクを設定するように要求
する。その後、ステップ２４１７で、ＤＲＮＣからＮＢＡＰメッセージを受信すると、Ｎ
ｏｄｅ  Ｂは資源を割り当て、断続パラメータを貯蔵する。その後、ＤＲＮＣへＲＬ設定
応答メッセージを伝送して無線リンクが設定されたことを示す。ステップ２４１９で、前
記ＲＬ設定応答メッセージを受信すると、ＤＲＮＣは、ＳＲＮＣに無線リンクが設定され
たことを通報し、周辺セルが断続動作を支援するか否かを示す断続支援指示者 (gating su
pport indicator)を伝送することもできる。そして、ステップ２４２１で、ＳＲＮＣに属
したＮｏｄｅ  Ｂは資源を割り当て、断続パラメータを貯蔵した後、ＲＬ設定応答メッセ
ージを伝送することにより、無線リンクが設定されたことをＳＲＮＣに通報する。ステッ
プ２４２３で、ＳＲＮＣは、断続パラメータである断続率及び断続方向を含む無線ベアラ
ー設定 (Radio Bearer Setup)メッセージをＵＥへ伝送する。ステップ２４２５で、ＵＥは
、ＳＲＮＣから受信した断続パラメータを貯蔵し、無線ベアラー設定完了メッセージを前
記ＳＲＮＣへ伝送して無線ベアラーが設定されたことを示す。
【００９２】
一方、本発明の実施形態による断続動作の開始及び終了を遂行する方法では、次のような
３つの方法がある。
(１ ) ＲＮＳＡＰ／ＮＢＡＰシグナリングメッセージ及びＲＲＣシグナリングメッセージ
を利用する方法
(２ ) ＲＮＳＡＰ／ＮＢＡＰシグナリングメッセージ及びＴＦＣＩを利用する方法
(３ ) フレームプロトコル及びＴＦＣＩを利用する方法
【００９３】
一番目に、図２５を参照して前記ＲＮＳＡＰ／ＮＢＡＰシグナリングメッセージ及びＲＲ
Ｃシグナリングメッセージを利用する方法を説明する。
【００９４】
図２５は、ＲＮＳＡＰ／ＮＢＡＰシグナリングメッセージ及びＲＲＣシグナリングメッセ
ージを利用して断続動作の開始及び終了を遂行する過程を示す信号フロー図である。まず
、ＳＲＮＣは、ＮＢＡＰ /ＲＮＳＡＰメッセージであるＲＬ再構成準備 (Reconfiguration 
Prepare)メッセージに断続パラメータである断続指示者を含ませて伝送し、また、ＳＲＮ
Ｃは、断続動作の開始及び終了のために、断続パラメータ及び断続指示者を含むＲＲＣメ
ッセージである無線ベアラー再構成メッセージ、伝送チャンネル再構成メッセージ、また
は物理チャンネル再構成メッセージをＵＥへ伝送する。前記断続動作が現在遂行されてい
ると、前記ＳＲＮＣ及びＵＥは、ダウンリンク共通チャンネルＤＳＣＨ及び専用トラフィ
ックチャンネルＤＴＣＨを伝送しない。すなわち、シグナリングベアラーを除外したすべ
ての無線ベアラーは、伝送一時中止状態 (suspended)で存在する。ここで、断続開始動作
及び断続終了動作は、同期化無線リンク再構成 (Synchronized Radio Link Reconfigurati
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on)手順及び無線ベアラー再構成 (Radio Bearer Reconfiguration)手順が同期化可能の開
始時間を有するので、同期化されて遂行される。すなわち、Ｎｏｄｅ  Ｂ及びＵＥは、断
続開始動作及び断続終了動作を同時に初期化することができる。
【００９５】
図２５を参照して、これを詳細に説明する。
【００９６】
まず、ステップ２５１１で、ＳＲＮＣは、ＤＲＮＣへ断続指示者を含むＲＬ再構成準備メ
ッセージを伝送して断続動作を開始または終了するための準備をする。ステップ２５１３
で、ＤＲＮＣは、断続指示者を含むＲＬ再構成準備メッセージをＮｏｄｅ  Ｂへ伝送して
断続開始または終了動作を要求する。また、ステップ２５１５で、ＳＲＮＣは、前記Ｎｏ
ｄｅ  Ｂへ断続指示者を含むＲＬ再構成準備メッセージを伝送して断続開始または終了動
作を要求する。そうすると、ステップ２５１７で、ステップ２５１３でＲＬ再構成準備メ
ッセージを受信した前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、断続動作を準備し、これをＲＬ再構成準備メッ
セージを利用して前記ＤＲＮＣへ通報する。ステップ２５１９で、前記ＤＲＮＣは、ＲＬ
再構成準備メッセージを前記ＳＲＮＣへ伝送する。また、ステップ２５２１で、断続動作
を準備したＮｏｄｅ  Ｂは、これをＲＬ再構成準備メッセージを利用して前記ＳＲＮＣへ
通報する。ステップ２５２３で、前記ＳＲＮＣは、ＲＮＳＡＰメッセージであるＲＬ再構
成コミット (Radio Link Reconfiguration Commit)を前記ＤＲＮＣへ伝送して予め設定さ
れた時間 (Connection Frame Number；以下、“ＣＦＮ”と称する。 )に断続開始または終
了動作を要求する。前記ＲＬ再構成コミットメッセージを受信すると、ステップ２５２５
で、ＤＲＮＣは、ＮＢＡＰメッセージであるＲＬ再構成コミットメッセージを前記Ｎｏｄ
ｅ  Ｂへ伝送して断続開始または終了動作を要求する。そうすると、ステップ２５２７で
、前記ＳＲＮＣは、ＮＢＡＰメッセージであるＲＬ再構成コミットメッセージを前記Ｎｏ
ｄｅ  Ｂへ伝送して断続動作の開始または終了動作を要求する。また、ステップ２５２９
で、前記ＳＲＮＣは、ＲＲＣシグナリングメッセージである無線ベアラー再構成 (Radio B
earer Reconfiguration)メッセージに断続指示者を含ませてＵＥへ伝送して断続開始及び
終了動作を要求する。従って、ステップ２５３１で、ＵＥは、前記受信した無線ベアラー
再構成メッセージに対する応答メッセージである無線ベアラー再構成完了 (Radio Bearer 
Reconfiguration Complete)メッセージを前記ＳＲＮＣへ伝送し、前記ＣＦＮ値によって
定められた時間に断続動作の開始または終了を遂行する。
【００９７】
二番目に、図２６を参照して、ＲＮＳＡＰ／ＮＢＡＰシグナリングメッセージ及びＴＦＣ
Ｉを利用する方法を説明する。
【００９８】
図２６は、本発明のさらに他の実施形態によるＲＮＳＡＰ／ＮＢＡＰシグナリングメッセ
ージ及びＴＦＣＩを利用して断続動作の開始及び終了を遂行する過程を示す信号フロー図
である。図２６の過程を要約すると、断続動作の開始及び終了を決定する場合、ＳＲＮＣ
は、断続パラメータである断続指示者とともにＮＢＡＰ /ＲＮＳＡＰメッセージであるＲ
Ｌ再構成準備メッセージを伝送する。このようなメッセージを受信すると、Ｎｏｄｅ  Ｂ
は、ＤＰＣＣＨチャンネルを通じて断続動作の開始または終了を指示するＴＦＣＩを伝送
する。断続動作が行われる間、ＳＲＮＣ及びＵＥは、ＤＳＣＨ及びＤＴＣＨチャンネルを
すべて伝送しないように動作することもでき、すなわち、伝送一時中止状態になることが
できる。このとき、シグナリングチャンネルは除外する。無線ベアラーが伝送中止状態に
なることができない場合、断続動作が行われる間、予め指定された伝送フォーマット組合
わせセット (Transport Format Combination Set)がＭＡＣ段で使用されることができる。
このとき、高信頼性を保持するためには、断続動作の開始及び終了のためのＴＦＣＩを反
復して伝送することができる。
【００９９】
これを図２６を参照して詳細に説明する。
【０１００】

10

20

30

40

50

(26) JP 3748553 B2 2006.2.22



まず、ステップ２６１１で、ＳＲＮＣは、断続指示者を含むＲＬ再構成準備メッセージを
ＤＲＮＣに伝送することにより、断続開始及び終了動作の準備を要求する。ステップ２６
１３で、ＤＲＮＣは、断続指示者を含むＲＬ再構成準備メッセージを対応Ｎｏｄｅ  Ｂに
伝送して断続開始及び終了動作の準備を要求する。ステップ２６１５で、ＳＲＮＣは、断
続指示者を含むＲＬ再構成準備メッセージを対応Ｎｏｄｅ  Ｂに伝送して断続開始及び終
了動作の準備を要求する。ステップ２６１７で、Ｎｏｄｅ  Ｂは、断続動作を準備し、断
続動作が準備されたことをＲＬ再構成準備メッセージを伝送することによってＤＲＮＣに
通報する。ステップ２６１９で、ＤＲＮＣは、断続動作を準備し、断続動作が準備された
ことを知らせるＲＬ再構成準備メッセージを伝送することによってＳＲＮＣに通報する。
ステップ２６２１で、Ｎｏｄｅ  Ｂは、断続動作を準備し、断続動作が準備されたことを
知らせるＲＬ再構成準備メッセージを伝送することによってＳＲＮＣに通報する。ステッ
プ２６２３で、ＳＲＮＣは、ＲＮＳＡＰメッセージであるＲＬ再構成コミットメッセージ
をＤＲＮＣへ伝送して断続開始または終了動作の実行を要求する。ステップ２６２５で、
ＤＲＮＣは、ＮＢＡＰメッセージであるＲＬ再構成コミットメッセージをＮｏｄｅ  Ｂへ
伝送して断続開始または終了動作の実行を要求する。ステップ２６２７で、ＳＲＮＣは、
ＮＢＡＰメッセージであるＲＬ再構成コミットメッセージをＮｏｄｅ  Ｂへ伝送して断続
開始または終了動作の実行を要求する。ステップ２６２９で、ＳＲＮＣに属したＮｏｄｅ
 Ｂは、断続動作の開始または終了のために、ＤＰＣＣＨチャンネルを利用して断続動作
の開始または終了を指示するＴＦＣＩビットをＵＥに伝送する。前記ＴＦＣＩを伝送した
後、Ｎｏｄｅ  Ｂは、断続動作の開始または終了を遂行する。前記ＴＦＣＩを受信すると
、ＵＥは、断続動作の開始または終了も遂行する。
【０１０１】
三番目に、図２７を参照して、フレームプロトコル及びＴＦＣＩを利用する方法を説明す
る。
【０１０２】
図２７は、本発明のさらに他の実施形態によるフレームプロトコル及びＴＦＣＩを利用し
て断続動作の開始及び終了のための過程を示す信号フロー図である。図２７の過程を要約
すると、ＳＲＮＣは、断続動作の開始または終了を決定する場合、すべてのＮｏｄｅ  Ｂ
に断続パラメータである断続指示者とともに制御フレームである断続シグナリングを伝送
する。前記メッセージを受信すると、Ｎｏｄｅ  Ｂのそれぞれは、ＤＰＣＣＨチャンネル
を通じて断続動作の開始または終了を指示するＴＦＣＩを伝送する。断続動作が行われる
間、ＳＲＮＣ及びＵＥは、ＤＳＣＨチャンネル及びＤＴＣＨチャンネルを通じてデータを
伝送しないようにすることもできる。しかし、無線ベアラーを一時伝送中止状態にできな
ければ、断続動作のうちであっても、予め定義されたＴＦＣＩをＭＡＣ段で使用すること
ができる。断続開始動作及び断続終了動作は、制御フレームが断続開始及び終了動作のた
めの基準時間として使用されるＣＦＮを含むので、同期的に遂行されることができる。受
信器が断続開始及び終了動作のために使用されるＴＦＣＩを正しく受信するために、前記
ＴＦＣＩを数回伝送することができる。また、ＵＥも断続終了動作を要求するためのＴＦ
ＣＩを使用することができる。
【０１０３】
これを図２７を参照して詳細に説明する。
【０１０４】
ステップ２７１１で、ＳＲＮＣは、断続指示者を含む断続シグナリング制御フレームを伝
送して、断続開始及び終了動作を要求する。ここで、前記断続動作のための断続シグナリ
ングである制御フレームは、使用者プレーン (User Plane)を通じて伝送されることができ
、前記使用者プレーンを通じて前記制御フレームを伝送する場合は、制御プレーンを通じ
て前記制御フレームを伝送する場合に比べて伝送遅延が少ないので、高速の伝送が可能で
ある。ステップ２７１３で、ＤＲＮＣは、前記ＳＲＮＣから制御フレームを受信すると、
断続動作の開始または終了のために、前記Ｎｏｄｅ  Ｂへ前記断続シグナリング制御フレ
ームを伝送して断続開始及び終了動作を要請する。ここで、前記ＳＲＡＮＣから前記Ｎｏ
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ｄｅ  Ｂへ伝送する断続シグナリングである制御フレームを前記使用者プレーンを通じて
伝送することもできる。前記使用者プレーンを通じて前記制御フレームが伝送される場合
、前記制御フレームを前記制御プレーンを通じて伝送する場合に比べて伝送遅延が少ない
ので、高速の伝送が可能である。このように、使用者プレーンの場合、伝送遅延が少なく
て制御フレームの伝送速度は増加するが、前記制御フレームの伝送信頼度を低下させ、そ
の結果、制御フレームは、伝送が行われる間損失されることもある。従って、本発明は、
前記使用者プレーンを通じて断続開始及び終了動作のためのシグナリングを伝送すること
によって伝送速度を増加させつつも、前記シグナリング伝送の信頼性を保証できる断続動
作シグナリング伝送方法を図２８に開示する。また、図２８において、前記使用者プレー
ンを通じた前記断続開始及び終了動作に対する断続指示者の場合、前記使用者プレーンで
使用されるメッセージのうち１つ、例えば、無線インタフェースパラメータアップデート
(Radio Interface Parameter Update)メッセージを選択することができる。このように、
前記使用者プレーン上のメッセージのうち１つを利用して前記断続指示者を伝送する方法
も、図２８を参照して詳細に説明する。
【０１０５】
ステップ２７１５で、ＳＲＮＣは、ＳＲＮＣに属したＮｏｄｅ  Ｂへの断続動作を開始及
び終了する前記断続シグナリング制御フレームを伝送することによって断続開始及び終了
動作を要求する。ステップ２７１７で、ＳＲＮＣに属したＮｏｄｅ  Ｂは、ＤＰＣＣＨを
通じて断続開始または終了動作を示すＴＦＣＩビットを伝送する。前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、
前記ＴＦＣＩを伝送した後、断続動作の開始または終了を遂行する。ステップ２７１９で
、ＤＲＮＣに属したＮｏｄｅ  Ｂは、ＤＰＣＣＨを通じて断続開始または終了動作を示す
ＴＦＣＩビットを伝送する。そこで、前記ＴＦＣＩを受信すると、ＵＥは、前記受信され
たＴＦＣＩによって断続動作の開始または終了を遂行する。
【０１０６】
一方、前記３つの断続開始及び終了方法以外の他の方法でも断続動作の開始及び終了が可
能である。すなわち、一番目に、断続開始動作は、ＲＮＳＡＰ／ＮＢＡＰ及びＲＲＣシグ
ナリングメッセージを利用して遂行され、断続終了動作は、ＲＮＳＡＰ／ＮＢＡＰシグナ
リングメッセージ及びＴＦＣＩを利用して遂行される。二番目に、断続開始動作は、ＲＮ
ＳＡＰ／ＮＢＡＰ及びＲＲＣシグナリングメッセージを利用して遂行され、断続終了動作
は、フレームプロトコル及びＴＦＣＩを利用して遂行される。すなわち、新たな方法は、
前記のような方法のすべてに利用可能である。また、Ｎｏｄｅ  Ｂを再構成するための過
程である図２７のステップ２７１５までは、フレームプロトコルを利用し、ＵＥのために
はＲＲＣメッセージを利用することもできる。
【０１０７】
以下、図２８を参照して、前記使用者プレーンを通じて断続シグナリングを高信頼度で伝
送する方法を説明する。
【０１０８】
図２８は、本発明のさらに他の実施形態による使用者プレーンを通じて断続シグナリング
を伝送するための過程を示すフロー図である。特に、図２８は、図２７のステップ２７１
３、すなわち、ＳＲＮＣからＮｏｄｅ  Ｂへ断続シグナリングメッセージを伝送するため
の過程を使用者プレーンで遂行して信頼度を向上させる。
【０１０９】
まず、図２８に示す本発明の実施形態で、前記断続シグナリング、すなわち、断続動作の
開始及び終了を指示する断続指示者を前記使用者プレーンを通じて伝送される制御メッセ
ージのうち１つ、すなわち、無線インタフェースパラメータアップデートメッセージに含
ませて伝送する。すなわち、前記無線インタフェースパラメータアップデートメッセージ
を構成する最初２個のビットの制御情報で、現在使用されていない二番目のビットを断続
指示者として指定した後、前記二番目のビットを‘１’に設定する。例えば、現在断続動
作が遂行されている場合、前記二番目のビットが‘１’に設定されると、前記断続動作を
終了する。一方、前記断続動作が現在遂行されていない場合、前記二番目のビットが‘１
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’に設定されると、前記断続動作を開始する。本発明は、前記使用者プレーンを通じて伝
送される制御メッセージのうち、無線インタフェースパラメータアップデートメッセージ
に前記断続指示者を含ませて伝送する実施形態を参照して説明したが、前記使用者プレー
ンを通じて伝送される制御メッセージのうち、前記断続指示者が含まれることができる予
備 (reserved)領域が存在すると、ある制御メッセージでも使用することができる。
【０１１０】
以下、図２８を参照して、前記使用者プレーンを通じて断続シグナリングを高信頼度で伝
送する過程を説明する。
【０１１１】
ＳＲＮＣがメッセージ、例えば、前記使用者プレーンの制御メッセージである無線インタ
フェースパラメータアップデートメッセージをＮｏｄｅ  Ｂへ伝送する (ステップ２８１１
)。前記無線インタフェースパラメータアップデートメッセージが前記使用者プレーンを
通じて伝送されるので、メッセージ伝送の信頼性を保証することができない。従って、前
記ＳＲＮＣは、前記無線インタフェースパラメータアップデートを伝送するとともに、前
記ＳＲＮＣの自分の内部に含まれたタイマの駆動を開始して、前記Ｎｏｄｅ  Ｂから前記
無線インタフェースパラメータアップデートメッセージが受信されたことを示す応答メッ
セージを予め設定された時間の間待機させる。ここで、前記ＳＲＮＣが待機する“設定時
間”は、前記無線インタフェースパラメータアップデートメッセージの往復伝送遅延を考
慮した時間 (round trip time)で設定される。
【０１１２】
前記ＳＲＮＣが前記無線インタフェースパラメータアップデートメッセージを伝送すると
、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記無線インタフェースパラメータアップデートメッセージを受
信する。そうすると、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記ＳＲＮＣから受信した無線インタフェー
スパラメータアップデートメッセージのＣＲＣ (Cyclic Redundancy Code)を確認して正常
に受信されたか否かを検査する。前記無線インタフェースパラメータアップデートメッセ
ージが正常に受信された場合、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記ＳＲＮＣへ前記無線インタフェ
ースパラメータアップデートメッセージが正常に受信されたことを示す無線インタフェー
スパラメータアップデート応答 (Radio Interface Parameter Update Response)メッセー
ジを伝送する (ステップ２８１３ )。ここで、前記無線インタフェースパラメータアップデ
ート応答メッセージは、本発明の実施形態で新たに定義したメッセージである。前記無線
インタフェースパラメータアップデート応答メッセージは、前記断続開始及び終了動作を
示す断続指示者を含むメッセージが成功的に受信されたか否かを示す役割を行うメッセー
ジとして、前記断続シグナリング関連メッセージに対する受信を認知することができれば
、前記使用者プレーンから伝送される他の制御メッセージも使用することができる。
【０１１３】
このように、前記Ｎｏｄｅ  Ｂから前記無線インタフェースパラメータアップデート応答
メッセージを受信すると、前記ＳＲＮＣは、前記無線インタフェースパラメータアップデ
ートメッセージが正常に伝送されたことを判断した後、その動作を終了する。しかし、前
記ＳＲＮＣが前記設定時間の内に前記Ｎｏｄｅ  Ｂから前記無線インタフェースパラメー
タアップデート応答メッセージを受信することができなければ、前記ＳＲＮＣは、前記Ｎ
ｏｄｅ  Ｂへ伝送した無線インタフェースパラメータアップデートメッセージが損失され
たことを判断する。そこで、前記ＳＲＮＣは、前記Ｎｏｄｅ  Ｂへ前記無線インタフェー
スパラメータアップデートメッセージを再伝送する (ステップ２８１５ )。従って、本発明
の実施形態による使用者プレーンを通じた断続シグナリング伝送方法は、使用者プレーン
を通じて伝送速度を向上させるのみならず、信頼性も確保することができる。
【０１１４】
図２９は、本発明のさらに他の実施形態による断続動作が行われる間のハンドオーバ過程
を示す信号フロー図である。特に、ＲＮＳＡＰ、ＮＢＡＰ、及びＲＲＣシグナリングメッ
セージを利用して、断続動作が行われる間のハンドオーバ過程を示す信号フロー図である
。
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【０１１５】
図２９の過程を要約すれば、前記ＳＲＮＣが断続動作の間ＤＲＮＣを通じて新たな無線リ
ンクを設定しようとする場合、ＳＲＮＣは、ＤＲＮＣにＲＬ追加要求またはＲＬ追加要求
メッセージを伝送する。このとき、前記メッセージは、断続率及び断続方向などのような
断続情報を伝送し、また、ＤＲＮＣに断続動作が遂行されていることを知らせる指示者を
伝送する。このとき伝送される指示者を断続指示者と称する。前記断続指示者を受信する
と、Ｎｏｄｅ  Ｂは、断続情報、すなわち、断続率及び断続方向に基づいたデータの送受
信を開始することができる。断続動作を終了するために、前記ＳＲＮＣは、断続指示者を
使用することもできる。ハンドオーバの間断続動作を終了すると、前記ＳＲＮＣは、ＵＥ
へ断続指示者を含むＲＲＣメッセージであるアクティブセットアップデートメッセージ (A
ctive Set Update Message)を伝送することができる。
【０１１６】
図２９を参照して、断続動作が行われる間のハンドオーバ過程を詳細に説明する。
【０１１７】
ステップ２９１１で、ＳＲＮＣは、ＤＲＮＣを通じて新たな無線リンクの設定を決定した
後、ＲＮＳＡＰメッセージであるＲＬ追加要求メッセージをＤＲＮＣに伝送する。断続動
作が遂行されていることを知らせる断続指示者を前記メッセージに含ませて伝送する。こ
のとき、前記メッセージに挿入された断続指示者は、断続動作がＯＮまたはＯＦＦである
ことを知らせる指示者である。ステップ２９１３で、ＳＲＮＣから断続情報を受信した場
合、ＤＲＮＣは、ＮＢＡＰメッセージであるＲＬ設定要求メッセージを利用して、前記受
信された情報をＮｏｄｅ  Ｂへ伝送する。このとき伝送される情報は、前記断続指示者で
ある。ステップ２９１５で、前記断続情報を受信すると、Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記受信され
た情報を利用してＵＥとのデータの送受信を開始する。また、無線リンクが成功的に設定
されると、Ｎｏｄｅ  Ｂは、ＮＢＡＰメッセージであるＲＬ設定応答メッセージをＲＮＣ
に伝送する。ステップ２９１７で、ＤＲＮＣがＮｏｄｅ  ＢからＲＬ設定応答メッセージ
を受信した後、ＲＮＳＡＰメッセージであるＲＬ追加応答メッセージをＳＲＮＣへ伝送す
る。ステップ２９１９で、ＳＲＮＣが新たなセルに無線リンクを成功的に設定すると、Ｒ
ＲＣメッセージであるアクティブセットアップデートメッセージを伝送する。前記無線リ
ンクが断続動作を支援しないセルに設定される場合、ＳＮＲＣは、断続動作の終了を知ら
せる断続指示者を含むアクティブセットアップデートメッセージを伝送する。ステップ２
９２１で、ＵＥは、ＳＲＮＣにＲＲＣメッセージであるアクティブセットアップデート完
了メッセージを伝送する。ＵＥは、断続動作が遂行される場合、新たな無線リンクとの送
受信を開始して断続動作を保持する。
【０１１８】
図３０は、本発明のさらに他の実施形態によるＲＮＳＡＰ／ＮＢＡＰシグナリング過程及
びＴＦＣＩを利用して、断続動作が行われる間のハンドオーバ過程を示す信号フロー図で
ある。
【０１１９】
図３０の過程を要約すれば、断続動作が行われる間、ＤＲＮＣを通じて新たな無線リンク
を設定しようとする場合、ＳＲＮＣは、ＤＲＮＣにＲＬ追加要求またはＲＬ追加要求メッ
セージを伝送する。このとき、前記メッセージは、断続情報である断続率及び断続方向な
どを伝送し、また、ＤＲＮＣに断続動作が遂行されていることを知らせる断続指示者を伝
送する。断続指示者を受信すると、Ｎｏｄｅ  Ｂは、断続情報、すなわち、断続率及び断
続方向に基づいてデータの送受信を開始することができる。ハンドオーバのうち、断続動
作を支援しないセルに新たな無線リンクを設定する場合、ＳＲＮＣは、断続動作を終了す
る。従って、断続動作を終了するために、ＳＲＮＣは断続指示者を使用することができる
。ハンドオーバのうち断続動作を終了すると、ＳＲＮＣは、Ｎｏｄｅ  Ｂに対応するシグ
ナリングメッセージを伝送し、Ｎｏｄｅ  Ｂは、断続動作の終了のためのＴＦＣＩを伝送
する。
【０１２０】
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図３０を参照して、前記断続動作の間のハンドオーバ過程を詳細に説明する。
【０１２１】
まず、ステップ３０１１で、ＳＲＮＣは、ＤＲＮＣを通じて新たな無線リンクの設定を決
定した後、ＲＮＳＡＰメッセージであるＲＬ追加要求メッセージをＤＲＮＣへ伝送する。
前記ＳＲＮＣは、断続動作が遂行されていることを知らせる断続指示者を含む前記メッセ
ージを伝送する。このとき、前記メッセージに含まれた断続指示者は、断続動作がＯＮま
たはＯＦＦであることを示す指示者である。ステップ３０１３で、ＤＲＮＣは、ＳＲＮＣ
から断続情報を受信すると、前記受信された情報をＮｏｄｅ  ＢへＮＢＡＰメッセージで
あるＲＬ設定要求メッセージを利用して伝送する。このとき伝送される情報は前記断続指
示者である。ステップ３０１５で、断続情報を受信すると、Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記受信さ
れた情報を利用してＵＥとのデータの送受信を開始する。また、無線リンクが成功的に設
定されると、Ｎｏｄｅ  Ｂは、ＮＢＡＰメッセージであるＲＬ設定応答メッセージをＲＮ
Ｃに伝送する。ステップ３０１７で、ＤＲＮＣがＮｏｄｅ  ＢからＲＬ設定応答メッセー
ジを受信した後、ＲＮＳＡＰメッセージであるＲＬ追加応答メッセージをＳＲＮＣへ伝送
する。ステップ３０１９で、ＳＲＮＣが新たなセルに無線リンクを成功的に設定すると、
ＲＲＣメッセージであるアクティブセットアップデートメッセージを伝送する。前記ＳＲ
ＮＣが断続動作を支援しないＮｏｄｅ  Ｂとの無線リンクの設定を試みた場合、ＳＲＮＣ
は、断続終了過程を開始する。すなわち、前記ＳＲＮＣは、Ｎｏｄｅ  ＢにＲＬ再構成メ
ッセージを伝送し、また、Ｎｏｄｅ  Ｂの断続動作を終了するためのＴＦＣＩを伝送する
。ステップ３０２１で、ＵＥは、ＳＲＮＣにＲＲＣメッセージであるアクティブセットア
ップデート完了メッセージを伝送する。ＵＥは、断続動作が遂行される場合、新たな無線
リンクとの送受信を開始して断続動作を保持する。
【０１２２】
図３１は、本発明のさらに他の実施形態によるフレームプロトコルシグナリング過程及び
ＴＦＣＩを利用して、断続動作が行われる間のハンドオーバ過程を示す信号フロー図であ
る。
【０１２３】
図３１の過程を要約すれば、断続動作が行われる間、ＤＲＮＣを通じて新たな無線リンク
を設定しようとする場合、ＳＲＮＣは、ＤＲＮＣにＲＬ追加要求またはＲＬ追加要求メッ
セージを伝送する。このとき、前記メッセージは、断続情報である断続率及び断続方向な
どを伝送する。ＳＲＮＣが無線リンクを設定しようとする場合、ＳＲＮＣは、Ｎｏｄｅ  
Ｂに断続指示者を含む断続シグナリング制御フレームを伝送して断続動作が遂行されてい
ることをＮｏｄｅ  Ｂに通報する。断続指示者を受信すると、Ｎｏｄｅ  Ｂは、断続情報、
すなわち、断続率及び断続方向に基づいてデータの送受信を開始することができる。ハン
ドオーバのうち、断続動作を支援しないセルに新たな無線リンクを設定する場合、ＳＲＮ
Ｃは、断続動作を終了する。従って、断続動作を終了するために、ＳＲＮＣは、断続シグ
ナリング制御フレームを利用してＮｏｄｅ  Ｂに断続指示者を伝送し、前記Ｎｏｄｅ  Ｂは
、断続動作の終了のためのＴＦＣＩを伝送する。
【０１２４】
図３１を参照して、前記断続動作の間のハンドオーバ過程を詳細に説明する。
【０１２５】
まず、ステップ３１１１で、ＳＲＮＣは、ＤＲＮＣを通じて新たな無線リンクの設定を決
定した後、ＲＮＳＡＰメッセージであるＲＬ追加要求メッセージをＤＲＮＣへ伝送する。
ステップ３１１３で、ＳＲＮＣから断続情報を受信した場合、ＤＲＮＣは、ＮＢＡＰメッ
セージであるＲＬ設定要求メッセージを利用して、前記受信された情報をＮｏｄｅ  Ｂへ
伝送する。ステップ３１１５で、無線リンクが成功的に設定されると、Ｎｏｄｅ  Ｂは、
ＮＢＡＰメッセージであるＲＬ設定応答メッセージをＲＮＣに伝送する。Ｎｏｄｅ  Ｂは
、ＵＥからのデータの受信を開始することができる。ステップ３１１７で、Ｎｏｄｅ  Ｂ
からＲＬ設定応答メッセージを受信した後、ＤＲＮＣは、ＳＲＮＣにＲＮＳＡＰメッセー
ジであるＲＬ追加応答メッセージを伝送する。ステップ３１１９で、ＳＲＮＣは、Ｎｏｄ
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ｅ  Ｂに断続動作が遂行されていることを知らせる断続シグナリング制御フレームを伝送
する。前記断続シグナリング制御フレームに含まれた情報は、断続動作が遂行されている
ことを知らせる断続指示者を含む。前記情報を受信すると、Ｎｏｄｅ  Ｂは、前記受信し
た断続情報を利用してデータの送受信を遂行する。ステップ３１２１で、新たなセルに無
線リンクを成功的に設定した場合、ＳＲＮＣは、ＲＲＣメッセージであるアクティブセッ
トアップデートメッセージを伝送する。ＳＲＮＣが断続動作を支援しないＮｏｄｅ  Ｂと
の無線リンクの設定を試みた場合、ＳＲＮＣは、断続終了過程を開始する。すなわち、Ｎ
ｏｄｅ  ＢにＲＬ再構成メッセージを伝送し、また、Ｎｏｄｅ  Ｂの断続動作を終了するた
めのＴＦＣＩを伝送する。ステップ３１２３で、ＵＥは、ＳＲＮＣにＲＲＣメッセージで
あるアクティブセットアップデート完了メッセージを伝送する。ＵＥは、新たな無線リン
クとの送受信を開始して、断続動作が遂行されると、断続動作を保持する。
【０１２６】
図３２は、本発明のさらに他の実施形態によるフレームプロトコルで使用される断続シグ
ナリング制御フレームの構造を示す。前記断続シグナリング制御フレームは、時間情報を
示すＣＦＮ、断続動作の開始または終了を知らせる断続指示者で構成される。
【０１２７】
前述の如く、本発明の詳細な説明では具体的な実施形態を参照して詳細に説明してきたが
、本発明の範囲は前記実施形態によって限られるべきではなく、本発明の範囲内で様々な
変形が可能であるということは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかで
ある。
【０１２８】
【発明の効果】
以上述べてきたように、本発明は、次のような利点を有する。
【０１２９】
一番目に、ダウンリンク物理共通チャンネル及び専用物理チャンネルが相互連結される場
合、前記専用物理チャンネルの専用物理制御チャンネルを断続して前記ダウンリンク物理
共通チャンネルを使用するＵＥの数を増加させ、これにより、前記ダウンリンク物理共通
チャンネルの資源効率性を増加させる。従って、単位時間の当たりダウンリンク物理共通
チャンネルを通じて伝送されるデータ量を増加させる。
【０１３０】
二番目に、前記専用物理チャンネルの特定のＴＦＣＩシンボルを利用して断続開始及び断
続終了を命令することにより、断続開始及び終了動作に必要な遅延時間を減少させること
ができる。すなわち、上位階層を通じないで物理階層で断続動作を直接遂行することがで
きるので、上位階層メッセージを利用して断続開始及び断続終了の命令を伝送する場合に
比べて断続開始及び断続終了の動作に必要な遅延時間を減少させる。
【０１３１】
三番目に、前記物理階層で断続開始及び終了動作を直接遂行することができるので、ＲＮ
ＣとＵＥとの間の制御信号の交換は不要であり、従って、遅延時間が発生しない。そこで
、Ｎｏｄｅ  Ｂ／ＲＮＣシステムの複雑度を減少させ、システム効率を向上させる。
【０１３２】
四番目に、専用物理制御チャンネルの断続動作の間伝送電力を制御してデータを伝送する
場合、その伝送データの品質劣化を防止することができる。また、断続動作から正常動作
への遷移のとき、電力制御ループを迅速に復旧することにより、断続動作による伝送デー
タの品質劣化を防止することができる。
【０１３３】
五番目に、専用物理制御チャンネルに対する断続動作を遂行するＵＥが前記専用物理制御
チャンネルに対する断続動作の終了を直接要求することができるので、ＵＥの状況に応じ
て断続動作を適応的に遂行することができる。
【０１３４】
六番目に、断続動作の開始及び終了のためのメッセージプロトコルを提供して階層間の断
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続動作の開始及び終了制御によるインタフェースを提供することができる。
【０１３５】
七番目に、使用者プレーンを通じて断続動作の開始及び終了に関連する断続シグナリング
を高信頼性で伝送することができ、また、断続シグナリングの伝送速度を向上させて断続
動作の適応性を増加させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　移動通信システムのダウンリンク専用物理チャンネルの構造を示す図である。
【図２】　移動通信システムのアップリンク専用物理チャンネルの構造を示す図である。
【図３】　移動通信システムのダウンリンク物理共通チャンネルの構造を示す図である。
【図４】　移動通信システムの専用物理チャンネルのＴＦＣＩの構造を示す図である。
【図５】　移動通信システムでダウンリンク物理共通チャンネル及びダウンリンク専用物
理チャンネルの連結構造を示す図である。
【図６】　本発明の一実施形態による断続開始命令による専用物理制御チャンネルの断続
開始時点を示す図である。
【図７】　本発明の他の実施形態による断続開始命令の伝送誤りによる専用物理制御チャ
ンネルの断続開始時点を示す図である。
【図８】　本発明のさらに他の実施形態によるＵＴＲＡＮの断続開始過程を示すフローチ
ャートである。
【図９】　本発明のさらに他の実施形態によるＵＥの断続開始過程を示すフローチャート
である。
【図１０】　本発明の第１実施形態による断続終了命令によって発生する専用物理制御チ
ャンネルの断続終了開始時点を示す図である。
【図１１】　図１０の断続終了命令によるＵＴＲＡＮの断続終了過程を示すフローチャー
トである。
【図１２】　図１０の断続終了命令によるＵＥの断続終了過程を示すフローチャートであ
る。
【図１３】　本発明の第２実施形態による断続終了命令による専用物理制御チャンネルの
断続終了開始時点を示す図である。
【図１４】　図１３の断続終了命令によるＵＴＲＡＮの断続終了過程を示すフローチャー
トである。
【図１５】　図１３の断続終了命令によるＵＥの断続終了過程を示すフローチャートであ
る。
【図１６】　本発明の第３実施形態による断続終了命令による専用物理制御チャンネルの
断続終了開始時点を示す図である。
【図１７】　図１６の断続終了命令誤りを克服するための専用物理制御チャンネルの断続
終了開始時点を示す図である。
【図１８】　図１６の断続終了命令によるＵＴＲＡＮの断続終了過程を示すフローチャー
トである。
【図１９】　図１６の断続終了命令によるＵＥの断続終了過程を示すフローチャートであ
る。
【図２０】　本発明のさらに他の実施形態によるＵＥの断続終了要求過程を示すフローチ
ャートである。
【図２１】　本発明のさらに他の実施形態によるＵＴＲＡＮの断続終了過程を示すフロー
チャートである。
【図２２】　図２１のＵＴＲＡＮの断続終了過程に対応するＵＥの断続終了過程を示すフ
ローチャートである。
【図２３】　本発明のさらに他の実施形態による断続開始／終了状態遷移図である。
【図２４】　本発明のさらに他の実施形態による断続開始動作の間無線リンク設定過程を
示す信号フロー図である。
【図２５】　本発明のさらに他の実施形態によるＲＮＳＡＰ／ＮＢＡＰシグナリングメッ
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セージ及びＲＲＣシグナリングメッセージを利用して断続動作の開始及び終了を遂行する
過程を示す信号フロー図である。
【図２６】　本発明のさらに他の実施形態によるＲＮＳＡＰ／ＮＢＡＰシグナリングメッ
セージ及びＴＦＣＩを利用して断続動作の開始及び終了を遂行する過程を示す信号フロー
図である。
【図２７】　本発明のさらに他の実施形態によるフレームプロトコル及びＴＦＣＩを利用
して断続動作の開始及び終了を遂行する過程を示す信号フロー図である。
【図２８】　本発明のさらに他の実施形態による使用者プレーンを通じて断続シグナリン
グを伝送する過程を示すフロー図である。
【図２９】　本発明のさらに他の実施形態によるＲＮＳＡＰ及びＮＢＡＰシグナリングメ
ッセージ及びＲＲＣシグナリングメッセージを利用して断続動作を遂行するハンドオーバ
過程を示す信号フロー図である。
【図３０】　本発明のさらに他の実施形態によるＲＮＳＡＰ／ＮＢＡＰシグナリング過程
及びＴＦＣＩを利用して断続動作を遂行する間ハンドオーバ過程を示す信号フロー図であ
る。
【図３１】　本発明のさらに他の実施形態によるフレームプロトコルシグナリング過程及
びＴＦＣＩを利用して断続動作を遂行する間ハンドオーバ過程を示す信号フロー図である
。
【図３２】　本発明のさらに他の実施形態によるフレームプロトコルで使用される断続シ
グナリング制御フレームの構造を示す図である。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】
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【 図 ２ ８ 】 【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】 【 図 ３ １ 】
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【 図 ３ ２ 】
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