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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムのＵＥ（ユーザー端末）においてスケジューリングリクエスト（ＳＲ
）プロシージャとランダムアクセス（ＲＡ）プロシージャの相互作用を改善する方法であ
って、
　ＳＲプロシージャをトリガーする段階と、
　前記ＵＥにＰＵＣＣＨ（物理アップリンク制御チャネル）が既に配置されていれば、新
規伝送のために割り当てられたアップリンク伝送リソースを受信するまで、またはＤ－Ｓ
Ｒ（専用スケジューリングリクエスト）メッセージの送信回数が所定回数に達するまで、
前記ＰＵＣＣＨで前記Ｄ－ＳＲメッセージを繰り返して送信する段階と、
　前記Ｄ－ＳＲメッセージの送信回数が前記所定回数に達しており、且つ前記ＳＲプロシ
ージャに対応するＲＡプロシージャを実行する前に、前記ＵＥに割り当てられたすべての
所定伝送リソースの使用を停止する段階と、を含み、
　前記ＵＥに割り当てられたすべての所定伝送リソースはＳＰＳ（セミパーシステントス
ケジューリング）伝送リソースを含む、ＳＲプロシージャ・ＲＡプロシージャの相互作用
を改善する方法。
【請求項２】
　前記アップリンク伝送リソースはＵＬ－ＳＣＨ（アップリンク共用チャネル）リソース
である、請求項１に記載のＳＲプロシージャ・ＲＡプロシージャの相互作用を改善する方
法。
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【請求項３】
　前記方法は更に、
　前記ＳＲプロシージャに対応するＲＡプロシージャを実行する前に、前記ＵＥに配置さ
れたすべてのＰＵＣＣＨを解放する段階を含む、請求項１または２に記載のＳＲプロシー
ジャ・ＲＡプロシージャの相互作用を改善する方法。
【請求項４】
　前記所定回数は、ＲＲＣ（無線リソース制御）層で設定されるパラメータＤＳＲ＿ＴＲ
ＡＮＳ＿ＭＡＸにより定められる、請求項１から３の何れか１項に記載のＳＲプロシージ
ャ・ＲＡプロシージャの相互作用を改善する方法。
【請求項５】
　無線通信システムのＵＥにおいてＳＲプロシージャとＲＡプロシージャの相互作用を改
善するための通信装置であって、
　プログラムを実行するＣＰＵ（中央処理装置）と、
　前記ＣＰＵに結合され、前記プログラムを記憶する記憶装置と、を含み、前記プログラ
ムは、
　ＳＲプロシージャをトリガーするコードと、
　前記ＵＥにＰＵＣＣＨが既に配置されていれば、新規伝送のために割り当てられたアッ
プリンク伝送リソースを受信するまで、またはＤ－ＳＲメッセージの送信回数が所定回数
に達するまで、前記ＰＵＣＣＨで前記Ｄ－ＳＲメッセージを繰り返して送信するコードと
、
　前記Ｄ－ＳＲメッセージの送信回数が前記所定回数に達しており、且つ前記ＳＲプロシ
ージャに対応するＲＡプロシージャを実行する前に、前記ＵＥに割り当てられたすべての
所定伝送リソースの使用を停止するコードと、を含み、
　前記ＵＥに割り当てられたすべての所定伝送リソースはＳＰＳ伝送リソースを含む、通
信装置。
【請求項６】
　前記アップリンク伝送リソースはＵＬ－ＳＣＨリソースである、請求項５に記載の通信
装置。
【請求項７】
　前記プログラムは更に、
　前記ＳＲプロシージャに対応するＲＡプロシージャを実行する前に、前記ＵＥに配置さ
れたすべてのＰＵＣＣＨを解放するコードを含む、請求項５または６に記載の通信装置。
【請求項８】
　前記所定回数は、ＲＲＣ層で設定されるパラメータＤＳＲ＿ＴＲＡＮＳ＿ＭＡＸにより
定められる、請求項５から７の何れか１項に記載の通信装置。
【請求項９】
　無線通信システムのＵＥにおいてＳＲプロシージャとＲＡプロシージャの相互作用を改
善する方法であって、
　ＳＲプロシージャをトリガーする段階と、
　前記ＵＥにＰＵＣＣＨが既に配置されていれば、新規伝送のために割り当てられたアッ
プリンク伝送リソースを受信するまで、またはＤ－ＳＲメッセージの送信回数が所定回数
に達するまで、前記ＰＵＣＣＨで前記Ｄ－ＳＲメッセージを繰り返して送信する段階と、
　前記Ｄ－ＳＲメッセージの送信回数が前記所定回数に達しており、且つ前記ＳＲプロシ
ージャに対応するＲＡプロシージャを実行する前に、前記ＵＥのすべてのＨＡＲＱ（ハイ
ブリッド自動リピート要求）バッファの内容を消去する段階と、を含み、
　前記ＵＥのすべてのＨＡＲＱ（ハイブリッド自動リピート要求）バッファの内容は、Ｓ
ＰＳ（セミパーシステントスケジューリング）伝送リソースを含む、ＳＲプロシージャ・
ＲＡプロシージャの相互作用を改善する方法。
【請求項１０】
　無線通信システムのＵＥにおいてＳＲプロシージャとＲＡプロシージャの相互作用を改
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善するための通信装置であって、
　プログラムを実行するＣＰＵと、
　前記ＣＰＵに結合され、前記プログラムを記憶する記憶装置と、を含み、前記プログラ
ムは、
　ＳＲプロシージャをトリガーするコードと、
　前記ＵＥにＰＵＣＣＨが既に配置されていれば、新規伝送のために割り当てられたアッ
プリンク伝送リソースを受信するまで、またはＤ－ＳＲメッセージの送信回数が所定回数
に達するまで、前記ＰＵＣＣＨで前記Ｄ－ＳＲメッセージを繰り返して送信するコードと
、
　前記Ｄ－ＳＲメッセージの送信回数が前記所定回数に達しており、且つ前記ＳＲプロシ
ージャに対応するＲＡプロシージャを実行する前に、前記ＵＥのすべてのＨＡＲＱバッフ
ァの内容を消去するコードと、を含み、
　前記ＵＥのすべてのＨＡＲＱ（ハイブリッド自動リピート要求）バッファの内容は、Ｓ
ＰＳ（セミパーシステントスケジューリング）伝送リソースを含む、通信装置。
【請求項１１】
　無線通信システムのＵＥにおいてＳＲプロシージャとＲＡプロシージャの相互作用を改
善する方法であって、
　ＲＡプロシージャをトリガーする段階と、
　前記ＲＡプロシージャを実行する前に、前記ＵＥに割り当てられたすべての所定伝送リ
ソースの使用を停止する段階と、を含み、
　前記ＵＥに割り当てられたすべでの所定伝送リソースはＳＰＳ（セミパーシステントス
ケジューリング）伝送リソースを含む、ＳＲプロシージャ・ＲＡプロシージャの相互作用
を改善する方法。
【請求項１２】
　前記ＲＡプロシージャは、前記ＵＥにＰＵＣＣＨが配置されていない状態でＳＲプロシ
ージャによりトリガーされる、請求項１１に記載のＳＲプロシージャ・ＲＡプロシージャ
の相互作用を改善する方法。
【請求項１３】
　無線通信システムのＵＥにおいてＳＲプロシージャとＲＡプロシージャの相互作用を改
善するための通信装置であって、
　プログラムを実行するＣＰＵと、
　前記ＣＰＵに結合され、前記プログラムを記憶する記憶装置と、を含み、前記プログラ
ムは、
　ＲＡプロシージャをトリガーするコードと、
　前記ＲＡプロシージャを実行する前に、前記ＵＥに割り当てられたすべての所定伝送リ
ソースの使用を停止するコードと、を含み、
　前記ＵＥに割り当てられたすべでの所定伝送リソースはＳＰＳ（セミパーシステントス
ケジューリング）伝送リソースを含む、通信装置。
【請求項１４】
　前記ＲＡプロシージャは、前記ＵＥにＰＵＣＣＨが配置されていない状態でＳＲプロシ
ージャによりトリガーされる、請求項１３に記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はスケジューリングリクエスト（ＳＲ）プロシージャとランダムアクセス（ＲＡ
）プロシージャーの間の相互作用を改善する方法及び通信装置に関し、特に無線通信シス
テムのＵＥ（ユーザー端末）においてＳＲプロシージャとＲＡプロシージャーの間の相互
作用を改善し、ＵＥでＳＲプロシージャに対応するＲＡプロシージャーを実行するときに
ＵＥのアップリンク伝送エラーまたはＲＡプロシージャの失敗を防止する方法及び通信装
置に関する。



(4) JP 5171765 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）無線通信システムは、第三世代移
動通信システム（例えばＵＭＴＳ（汎用移動通信システム））をもとに確立されたアドバ
ンスド高速無線通信システムである。ＬＴＥ無線通信システムはパケット交換のみサポー
トし、そのＲＬＣ（無線リンク制御）通信プロトコル層とＭＡＣ（媒体アクセス制御）通
信プロトコル層は基地局（ノードＢ）とＲＮＣ（無線ネットワークコントローラ）に別々
に設けなくてもよく、同一の通信ネットワークエンティティー（例えば基地局（ノードＢ
））に統合できるので、システム構造が比較的に簡単である。
【０００３】
　ＬＴＥシステムでは、ｅＮＢ（エンハンスドノートＢ）などのＥ－ＵＴＲＡＮ（エボル
ブドＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク）は無線リソースを割り当てることで、ＵＥ
に伝送リソースを与え、ネットワークへのデータのアップリンク伝送、及びネットワーク
からのデータのダウンリンク伝送を可能にする。無線リソースの割り当て方式としては、
所定リソース割り当て方式とダイナミックリソース割り当て方式という２種類がある。所
定リソース割り当て方式によれば、ネットワークはＲＲＣ（無線リソース制御）シグナリ
ングで無線リソースを割り当てるので、ＵＥは一定のデータ量を有するデータ（例えば音
声データ）を周期的に伝送できる。ＵＥは周期的なＴＴＩ（送信時間間隔）において、割
り当てられた無線リソースを利用してデータをアップリンクかダウンリンク伝送すること
で、ネットワークとデータを交換する。一方、ダイナミックリソース割り当て方式によれ
ば、ネットワークは同じセルにあるＵＥの数量、流量、及びＱｏＳ（サービス品質）によ
って、無線リソースをＵＥにダイナミックに割り当てる。また、ＵＥはＰＤＣＣＵ（物理
ダウンリンク制御チャネル）をモニターして制御シグナリングを受信することで、ダウン
リンクまたはアップリンクの伝送リソースを取得する。
【０００４】
　ダイナミックリソース割り当て方式によれば、ＵＥにアップリンク伝送のデータがある
が、利用できるＵＬ－ＳＣＨ（アップリンク共用チャネル）リソースがない場合では、Ｕ
Ｅはアップリンクデータを伝送するために、ＳＲプロシージャでアップリンク伝送リソー
スを割り当てるようにネットワークに求める。ＵＥにＰＵＣＣＨ（物理アップリンク制御
チャネル）リソースが既に配置（ｃｏｎｆｉｇｕｒｅ）されれば、ＳＲメッセージはＰＵ
ＣＣＨで送信される。さもなければ、例えばＵＥにＰＵＣＣＨリソースがないか、または
配置されたＰＵＣＣＨリソースが無効になった場合では、ＲＡプロシージャでアップリン
ク伝送リソースを割り当てるようにネットワークに求めなければならない。ＰＵＣＣＨリ
ソースはＵＥ専用の伝送リソースであるので、ＰＵＣＣＨで送信されるＳＲメッセージは
専用スケジューリングリクエスト（Ｄ－ＳＲ）メッセージとも呼ばれる。それに対して、
ＲＡプロシージャで送信されるＳＲメッセージは、ランダムアクセススケジューリングリ
クエスト（ＲＡ－ＳＲ）メッセージと呼ばれる。
【０００５】
　現行の仕様によれば、スケジューリングプロシージャがトリガーされると、ＵＥにＰＵ
ＣＣＨリソースが既に配置されていれば、ＵＥは、新規伝送のために割り当てられた伝送
リソースをネットワークから受信するまで、またはＤ－ＳＲメッセージの送信回数が所定
パラメーターＤＳＲ＿ＴＲＡＮＳ＿ＭＡＸを超えるまで、ＰＵＣＣＨでＤ－ＳＲメッセー
ジを周期的に送信する。Ｄ－ＳＲメッセージの送信回数が所定パラメーターＤＳＲ＿ＴＲ
ＡＮＳ＿ＭＡＸを超えれば、ＵＥのアップリンク伝送に問題が発生したかもしれない。例
えば、ＰＵＣＣＨリソースが無効になったか、またはアップリンクタイミングと同期しな
くなり、ＵＥから送信されるＤ－ＳＲメッセージがネットワークに正常に受信・復号され
ない問題である。この場合、ＵＥはＤ－ＳＲメッセージの送信を止め、配置されたＰＵＣ
ＣＨリソースを解放し、ＲＡプロシージャでＳＲメッセージを送信しなければならない。
前記パラメータＤＳＲ＿ＴＲＡＮＳ＿ＭＡＸは、ＲＲＣシグナリングにより設定される。
【０００６】
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　しかし、ＵＥにネットワークから予め割り当てられた周期的伝送リソース（例えばＳＰ
Ｓ（セミパーシステントスケジューリング）伝送リソース）があった場合、Ｄ－ＳＲメッ
セージの送信回数がパラメータＤＳＲ＿ＴＲＡＮＳ＿ＭＡＸを超えれば、ＵＥのアップリ
ンク伝送に問題が発生したかもしれない。このとき、前記周期的伝送リソースを引き続き
利用すれば、送信が失敗したり他ＵＥへの妨害が生じうる。一方、ＵＥがＲＡプロシージ
ャでＳＲメッセージを送信した場合では、割り当てられた所定の周期的伝送リソースがＲ
Ａプロシージャのメッセージ２で運ばれるＵＬ－ＳＣＨリソースと衝突し、ＲＡプロシー
ジャのメッセージ３が割り当てられた所定の周期的伝送リソースを誤用してデータのアッ
プリンク伝送を行い、ＲＡプロシージャの失敗によりＵＥがアップリンク伝送リソースを
取得できない場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、ＵＥでＳＲプロシージャに対応するＲＡプロシージャーを実行するときに発
生しうるアップリンク伝送エラーまたはＲＡプロシージャの失敗を防止するために、ＳＲ
プロシージャとＲＡプロシージャーの間の相互作用を改善する方法及び通信装置を提供す
ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明では、無線通信システムのＵＥ（ユーザー端末）においてスケジューリングリク
エスト（ＳＲ）プロシージャとランダムアクセス（ＲＡ）プロシージャの相互作用を改善
する方法を開示する。同方法は、ＳＲプロシージャをトリガーする段階と、ＵＥにＰＵＣ
ＣＨ（物理アップリンク制御チャネル）が既に配置されていれば、新規伝送のために割り
当てられたアップリンク伝送リソースを受信するまで、またはＤ－ＳＲ（専用スケジュー
リングリクエスト）メッセージの送信回数が所定回数に達するまで、ＰＵＣＣＨでＤ－Ｓ
Ｒメッセージを繰り返して送信する段階と、Ｄ－ＳＲメッセージの送信回数が前記所定回
数に達すれば、ＳＲプロシージャに対応するＲＡプロシージャを実行する前に、ＵＥに割
り当てられたすべての所定伝送リソースの使用を停止する段階とを含む。
【０００９】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥにおいてＳＲプロシージャとＲＡプロシージ
ャの相互作用を改善するための通信装置を開示する。通信装置は、プログラムを実行する
ＣＰＵ（中央処理装置）と、ＣＰＵに結合され、プログラムを記憶する記憶装置とを含む
。プログラムは、ＳＲプロシージャをトリガーする段階と、ＵＥにＰＵＣＣＨが既に配置
されていれば、新規伝送のために割り当てられたアップリンク伝送リソースを受信するま
で、またはＤ－ＳＲメッセージの送信回数が所定回数に達するまで、ＰＵＣＣＨでＤ－Ｓ
Ｒメッセージを繰り返して送信する段階と、Ｄ－ＳＲメッセージの送信回数が前記所定回
数に達すれば、ＳＲプロシージャに対応するＲＡプロシージャを実行する前に、ＵＥに割
り当てられたすべての所定伝送リソースの使用を停止する段階とを含む。
【００１０】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥにおいてＳＲプロシージャとＲＡプロシージ
ャの相互作用を改善する方法を開示する。同方法は、ＳＲプロシージャをトリガーする段
階と、ＵＥにＰＵＣＣＨが既に配置されていれば、新規伝送のために割り当てられたアッ
プリンク伝送リソースを受信するまで、またはＤ－ＳＲメッセージの送信回数が所定回数
に達するまで、ＰＵＣＣＨでＤ－ＳＲメッセージを繰り返して送信する段階と、Ｄ－ＳＲ
メッセージの送信回数が所定回数に達すれば、ＳＲプロシージャに対応するＲＡプロシー
ジャを実行する前に、ＵＥのすべてのＨＡＲＱ（ハイブリッド自動リピート要求）バッフ
ァの内容を消去する段階とを含む。
【００１１】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥにおいてＳＲプロシージャとＲＡプロシージ
ャの相互作用を改善するための通信装置を開示する。通信装置は、プログラムを実行する



(6) JP 5171765 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

ＣＰＵと、ＣＰＵに結合され、プログラムを記憶する記憶装置とを含む。プログラムは、
ＳＲプロシージャをトリガーする段階と、ＵＥにＰＵＣＣＨが既に配置されていれば、新
規伝送のために割り当てられたアップリンク伝送リソースを受信するまで、またはＤ－Ｓ
Ｒメッセージの送信回数が所定回数に達するまで、ＰＵＣＣＨでＤ－ＳＲメッセージを繰
り返して送信する段階と、Ｄ－ＳＲメッセージの送信回数が所定回数に達すれば、ＳＲプ
ロシージャに対応するＲＡプロシージャを実行する前に、ＵＥのすべてのＨＡＲＱバッフ
ァの内容を消去する段階とを含む。
【００１２】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥにおいてＳＲプロシージャとＲＡプロシージ
ャの相互作用を改善する方法を開示する。同方法は、ＲＡプロシージャをトリガーする段
階と、ＲＡプロシージャを実行する前に、ＵＥに割り当てられたすべての所定伝送リソー
スの使用を停止する段階とを含む。
【００１３】
　本発明では更に、無線通信システムのＵＥにおいてＳＲプロシージャとＲＡプロシージ
ャの相互作用を改善するための通信装置を開示する。通信装置は、プログラムを実行する
ＣＰＵと、ＣＰＵに結合され、プログラムを記憶する記憶装置とを含む。プログラムは、
ＲＡプロシージャをトリガーする段階と、ＲＡプロシージャを実行する前に、ＵＥに割り
当てられたすべての所定伝送リソースの使用を停止する段階とを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】無線通信システムを表す説明図である。
【図２】無線通信システムの無線通信装置のブロック図である。
【図３】図２に示すプログラムを表す説明図である。
【図４】本発明による方法のフローチャートである。
【図５】本発明による方法のフローチャートである。
【図６】本発明による方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　かかる方法及び装置の特徴を詳述するために、具体的な実施例を挙げ、図を参照にして
以下に説明する。
【００１６】
　図１を参照する。図１は無線通信システム１０を表す説明図である。無線通信システム
１０は望ましくはＬＴＥシステムであり、概してネットワークと複数のＵＥ（ユーザー端
末）を含む。図１に示すネットワークとＵＥは無線通信システム１０の構造を説明するた
めに用いるに過ぎない。実際、ネットワークは要求に応じて複数の基地局、ＲＮＣ（無線
ネットワークコントローラー）を含みうる。ＵＥは携帯電話、コンピュータシステムなど
の装置である。
【００１７】
　図２を参照する。図２は無線通信システムの無線通信装置のブロック図である。無線通
信装置１００は図１に示すＵＥを実施するために用いられる。説明を簡素化するために、
図２では無線通信装置１００の入力装置１０２、出力装置１０４、制御回路１０６、ＣＰ
Ｕ（中央処理装置）１０８、記憶装置１１０、プログラム１１２及びトランシーバー１１
４のみ示している。無線通信装置１００では、制御回路１０６はＣＰＵ１０８を用いて記
憶装置１１０に記憶されたプログラム１１２を実行し、無線通信装置１００の動作を制御
し、入力装置１０２（例えばキーボード）でユーザーが入力した信号を受信し、出力装置
１０４（スクリーン、スピーカーなど）で映像、音声などの信号を出力する。無線信号を
受発信するトランシーバー１１４は受信した信号を制御回路１０６に送信し、または制御
回路１０６による信号を無線で出力する。言い換えれば、通信プロトコルに当てはめれば
、トランシーバー１１４は第一層の一部とみなされ、制御回路１０６は第二層と第三層の
機能を実施する。



(7) JP 5171765 B2 2013.3.27

10

20

30

40

50

【００１８】
　図３を参照する。図３は図２に示すプログラム１１２を表す説明図である。プログラム
１１２はアプリケーション層２００と、第三層インターフェイス２０２と、第二層インタ
ーフェイス２０６とを含み、第一層インターフェイス２１８に接続されている。第三層イ
ンターフェイス２０２はＲＲＣ（無線リソース制御）を実施する。第二層インターフェイ
ス２０６はＲＬＣ（無線リンク制御）層とＭＡＣ（媒体アクセス制御）層を含み、リンク
制御を実施する。第一層インターフェイス２１８は物理接続を実施する。
【００１９】
　ＬＴＥ無線通信システムにおいて、ＵＥにアップリンク送信されるデータがあるが、利
用できるＵＬ－ＳＣＨリソースが無かった場合では、ＭＡＣ層はアップリンクデータを伝
送するために、ＳＲプロシージャでアップリンク伝送リソースを割り当てるようにネット
ワークに求める。ＳＲプロシージャがトリガーされると、ＵＥにＰＵＣＣＨリソースが既
に配置されていれば、ＰＵＣＣＨでＳＲメッセージを送信する。さもなければ、例えばＵ
ＥにＰＵＣＣＨリソースがないか、または配置されたＰＵＣＣＨリソースが無効になった
場合では、ＲＡプロシージャでＳＲメッセージを送信しなければならない。
【００２０】
　それに鑑みて、本発明の実施例では、ＵＥでＳＲプロシージャに対応するＲＡプロシー
ジャーを実行するときにＵＥのアップリンク伝送エラーまたはＲＡプロシージャの失敗を
防止するために、ＳＲプロシージャ・ＲＡプロシージャ相互作用改善プログラム２２０を
設ける。図４を参照する。図４は本発明による方法４０のフローチャートである。下記方
法４０は無線通信システムのＵＥにおいてＳＲプロシージャとＲＡプロシージャの相互作
用を改善するために用いられ、ＳＲプロシージャ・ＲＡプロシージャ相互作用改善プログ
ラム２２０としてコンパイルすることができる。
【００２１】
　ステップ４００：開始。
　ステップ４０２：ＳＲプロシージャをトリガーする。
　ステップ４０４：ＵＥにＰＵＣＣＨが既に配置されていれば、新規伝送のために割り当
てられたアップリンク伝送リソースを受信するまで、またはＤ－ＳＲメッセージの送信回
数が所定回数に達するまで、ＰＵＣＣＨでＤ－ＳＲメッセージを繰り返して送信する。
　ステップ４０６：Ｄ－ＳＲメッセージの送信回数が所定回数に達すれば、前記ＳＲプロ
シージャに対応するＲＡプロシージャを実行する前に、前記ＵＥに割り当てられたすべて
の所定伝送リソースの使用を停止する。
　ステップ４０８：終了。
【００２２】
　以上のように、ＳＲプロシージャがトリガーされると、ＵＥにＰＵＣＣＨリソースが既
に配置されていれば、ＵＥは新規伝送のために割り当てられたアップリンク伝送リソース
を受信するまで、またはＤ－ＳＲメッセージの送信回数が所定回数に達する（例えばＲＲ
Ｃ層により設定されたパラメータＤＳＲ＿ＴＲＡＮＳ＿ＭＡＸに達する）まで、ＰＵＣＣ
ＨでＤ－ＳＲメッセージを繰り返して送信する。Ｄ－ＳＲメッセージの送信回数がパラメ
ータＤＳＲ＿ＴＲＡＮＳ＿ＭＡＸを超えると、本発明の実施例によるＵＥは前記ＳＲプロ
シージャに対応するＲＡプロシージャを実行する前に、割り当てられたすべての所定伝送
リソースの使用を停止する。
【００２３】
　Ｄ－ＳＲメッセージの送信回数がパラメータＤＳＲ＿ＴＲＡＮＳ＿ＭＡＸを超えれば、
ＵＥのアップリンク伝送に問題が発生したかもしれない（例えばＰＵＣＣＨリソースが無
効になったか、アップリンクタイミングと同期しなくなり、ＵＥから送られたＤ－ＳＲメ
ッセージがネットワークにより正常に受信・復号されない）。この場合、本発明の実施例
ではＳＲプロシージャに対応するＲＡプロシージャを実行する前に、割り当てられたすべ
ての所定伝送リソース（例えばＳＰＳ伝送リソース）の使用を停止し、ＵＥが引き続き周
期的伝送リソースを利用してアップリンク伝送を行い、伝送が失敗するのを防止する。ま
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た、本発明の実施例は、ＲＡプロシージャのメッセージ３が割り当てられた所定の周期的
伝送リソースを誤用するのを防止し、ＵＥでアップリンク伝送リソースを取得できないの
を改善する効果がある。
【００２４】
　したがって、Ｄ－ＳＲメッセージの送信回数が所定回数を超え、ＲＡプロシージャでＲ
Ａ－ＳＲメッセージを送信した場合、本発明の実施例では配置されたすべてのＰＵＣＣＨ
リソースを解放し、割り当てられたすべての所定周期的伝送リソースの使用を停止するこ
とで、ＵＥのアップリンク伝送エラーやＲＡプロシージャの失敗を防止する。
【００２５】
　注意すべきは、本発明の実施例では、実際の要求に応じて、使用を停止された割り当て
られた所定周期的伝送リソースを、ＲＡプロシージャの完成後に再び使用することが可能
である。これも本発明の範囲に属する。
【００２６】
　図５を参照する。図５は本発明による方法５０のフローチャートである。下記方法５０
は無線通信システムのＵＥにおいてＳＲプロシージャとＲＡプロシージャの相互作用を改
善するために用いられ、ＳＲプロシージャ・ＲＡプロシージャ相互作用改善プログラム２
２０としてコンパイルすることができる。
【００２７】
　ステップ５００：開始。
　ステップ５０２：ＳＲプロシージャをトリガーする。
　ステップ５０４：ＵＥにＰＵＣＣＨが既に配置されていれば、新規伝送のために割り当
てられたアップリンク伝送リソースを受信するまで、またはＤ－ＳＲメッセージの送信回
数が所定回数に達するまで、ＰＵＣＣＨでＤ－ＳＲメッセージを繰り返して送信する。
　ステップ５０６：Ｄ－ＳＲメッセージの送信回数が所定回数に達すれば、前記ＳＲプロ
シージャに対応するＲＡプロシージャを実行する前に、前記ＵＥのすべてのＨＡＲＱ（ハ
イブリッド自動リピート要求）バッファの内容を消去する。
　ステップ５０８：終了。
【００２８】
　Ｄ－ＳＲメッセージの送信回数が所定回数を超えれば、ＵＥのアップリンク伝送に問題
が発生したかもしれない（例えばＰＵＣＣＨリソースが無効になったかアップリンクタイ
ミングと同期しなくなることにより、ＵＥから送られたＤ－ＳＲメッセージがネットワー
クにより正常に受信・復号されない）。前記方法４０に比べて、本発明の実施例ではＳＲ
プロシージャに対応するＲＡプロシージャを実行する前に、ＵＥのすべてのＨＡＲＱバッ
ファの内容を消去し、ＵＥがアップリンク伝送を行い（例えば非適応再送（Ｎｏｎ－ａｄ
ａｐｔｉｖｅ　ｒｅｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）方式でＨＡＲＱバッファのデータを再送
するか、またはダウンリンク受信データのＡＣＫ／ＮＡＣＫ制御メッセージを返信する）
、アップリンク伝送が失敗するのを防止する。もっとも、方法４０と５０は以上に限らず
、同じ実施例として合併してもよい。
【００２９】
　注意すべきは、前掲実施例は本発明の例示に過ぎない。ＲＡプロシージャを実行する前
に、割り当てられた所定の伝送リソースを解放するかまたは使用を停止し、ＲＡプロシー
ジャのメッセージ２で運ばれるＵＬ－ＳＣＨリソースと衝突するのを防ぐ動作ならば、す
べて本発明の範囲に属する。
【００３０】
　図６を参照する。図６は本発明による方法６０のフローチャートである。下記方法６０
は無線通信システムのＵＥにおいてＳＲプロシージャとＲＡプロシージャの相互作用を改
善するために用いられ、ＳＲプロシージャ・ＲＡプロシージャ相互作用改善プログラム２
２０としてコンパイルすることができる。
【００３１】
　ステップ６００：開始。
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　ステップ６０２：ＲＡプロシージャをトリガーする。
　ステップ６０４：前記ＲＡプロシージャを実行する前に、ＵＥに割り当てられたすべて
の所定伝送リソースの使用を停止する。
　ステップ６０６：終了。
【００３２】
　以上のように、ＲＡプロシージャがトリガーされた（例えばＵＥにＰＵＣＣＨが配置さ
れていない状態で、ＳＲプロシージャによりＲＡプロシージャがトリガーされた）後、本
発明ではＲＡプロシージャを実行する前に、ＵＥに割り当てられたすべての所定伝送リソ
ースの使用を停止し、ＵＥのアップリンク伝送エラーやＲＡプロシージャの失敗を防止す
る。
【００３３】
　まとめて言えば、本発明の実施例では、ＵＥがＳＲプロシージャに対応するＲＡプロシ
ージャを実行した場合に発生しうるＵＥのアップリンク伝送エラーやＲＡプロシージャの
失敗を防止するために、ＳＲプロシージャとＲＡプロシージャの相互作用を改善する方法
を提供する。
【００３４】
　以上は本発明に好ましい実施例であって、本発明の実施の範囲を限定するものではない
。よって、当業者のなし得る修正、もしくは変更であって、本発明の精神の下においてな
され、本発明に対して均等の効果を有するものは、いずれも本発明の特許請求の範囲に属
するものとする。
【符号の説明】
【００３５】
１０　無線通信システム
１００　無線通信装置
１０２　入力装置
１０４　出力装置
１０６　制御回路
１０８　ＣＰＵ
１１０　記憶装置
１１２　プログラム
１１４　トランシーバー
２００　アプリケーション層
２０２　第三層インターフェイス
２０６　第二層インターフェイス
２１８　第一層インターフェイス
２２０　ＳＲプロシージャ・ＲＡプロシージャ相互作用改善プログラム
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