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(57)【要約】
【課題】無線通信システムにおいてＭＡＣ－ｅｈｓプロ
トコルエンティティーをリセットする方法及び装置を提
供する。
【解決手段】
　ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーは複数のリ
オーダー待ち行列と複数の再組み立てプロトコルエンテ
ィティーを含む。本発明による方法は、リセット要求指
令を受信し、ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティー
をリセットする段階と、前記複数のリオーダー待ち行列
に保存されたすべてのリオーダーＰＤＵ（プロトコルデ
ータユニット）を前記複数の再組み立てプロトコルエン
ティティーに伝送して再組み立てをし、完全なＰＤＵを
上位層プロトコルエンティティーに伝送する段階と、前
記複数の再組み立てプロトコルエンティティーの中で残
存のＰＤＵセグメントをすべて廃棄する段階とを含む。
【選択図】図４
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【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ＭＡＣ－ｅｈｓ（エンハンスド高速
媒体アクセス制御）プロトコルエンティティーをリセットする方法であって、該ＭＡＣ－
ｅｈｓプロトコルエンティティーは複数のリオーダー待ち行列と複数の再組み立てプロト
コルエンティティーを含み、該方法は、
　リセット要求指令を受信し、ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーをリセットする
段階と、
　前記複数のリオーダー待ち行列に保存されたすべてのリオーダーＰＤＵ（プロトコルデ
ータユニット）を前記複数の再組み立てプロトコルエンティティーに伝送して再組み立て
をし、完全なＰＤＵを上位層プロトコルエンティティーに伝送する段階と、
　前記複数の再組み立てプロトコルエンティティーの中で残存のＰＤＵセグメントをすべ
て廃棄する段階とを含む、ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーをリセットする方法
。
【請求項２】
　前記リセット要求指令は、上位層通信プロトコルエンティティーで生成される、請求項
１に記載のＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーをリセットする方法。
【請求項３】
　前記複数のリオーダー待ち行列に保存されたすべてのリオーダーＰＤＵはＭＡＣ－ｅｈ
ｓ　ＰＤＵの中で運ばれ、少なくとも１つのＰＤＵまたはＰＤＵセグメントを含む、請求
項１に記載のＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーをリセットする方法。
【請求項４】
　前記ＭＡＣ－ｅｈｓ　ＰＤＵは、前記ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーで受信
される、請求項３に記載のＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーをリセットする方法
。
【請求項５】
　前記ＰＤＵはＭＡＣ－ｅｈｓ　ＳＤＵ（サービスデータユニット）、ＭＡＣ－ｄ（専用
ＭＡＣ）　ＰＤＵまたはＭＡＣ－ｃ（共通ＭＡＣ）　ＰＤＵである、請求項３に記載のＭ
ＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーをリセットする方法。
【請求項６】
　前記無線通信システムはエボルブドＨＳＰＡ（高速パケットアクセス）システムである
、請求項１に記載のＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーをリセットする方法。
【請求項７】
　無線通信システムにおいてＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーをリセットするた
めの通信装置であって、該ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーは複数のリオーダー
待ち行列と複数の再組み立てプロトコルエンティティーを含み、該通信装置は、
　通信装置の機能を実現する制御回路と、
　制御回路の中に設けられ、プログラムコードを実行して制御回路を制御するＣＰＵ（中
央処理装置）と、
　制御回路の中にＣＰＵと結合するように設けられ、プログラムコードを記憶する記憶装
置とを含み、前記プログラムコードは、
　リセット要求指令を受信し、ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーをリセットする
コードと、
　前記複数のリオーダー待ち行列に保存されたすべてのリオーダーＰＤＵを前記複数の再
組み立てプロトコルエンティティーに伝送して再組み立てをし、完全なＰＤＵを上位層プ
ロトコルエンティティーに伝送するコードと、
　前記複数の再組み立てプロトコルエンティティーの中で残存のＰＤＵセグメントをすべ
て廃棄するコードとを含む通信装置。
【請求項８】
　前記リセット要求指令は、上位層通信プロトコルエンティティーで生成される、請求項
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７に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記複数のリオーダー待ち行列に保存されたすべてのリオーダーＰＤＵはＭＡＣ－ｅｈ
ｓ　ＰＤＵの中で運ばれ、少なくとも１つのＰＤＵまたはＰＤＵセグメントを含む、請求
項７に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記ＭＡＣ－ｅｈｓ　ＰＤＵは、前記ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーで受信
される、請求項９に記載の通信装置。
【請求項１１】
　前記ＰＤＵはＭＡＣ－ｅｈｓ　ＳＤＵ、ＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵまたはＭＡＣ－ｃ　ＰＤＵ
である、請求項９に記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記無線通信システムはエボルブドＨＳＰＡシステムである、請求項７に記載の通信装
置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信システムにおいてＭＡＣ－ｅｈｓ（エンハンスド高速媒体アクセス制
御）プロトコルエンティティーのリセットを改善する方法に関し、特に無線通信システム
のＵＥにおいて残存のＰＤＵ（プロトコルデータユニット）セグメントをすべて廃棄する
ことで、ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーを正確にリセットする方法及び装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　第三世代移動通信技術はＷＣＤＭＡ（広帯域多元分割接続）方式で高スペクトル利用効
率、高カバー率、優れた通話品質と高速のマルチメディアデータ伝送を実現するとともに
、種々のＱｏＳ（サービス品質）要求を満足させ、柔軟性のある双方向通信を実現し、よ
りよい通信品質を提供し、通話中断率を低減させる。
【０００３】
　従来の技術では、ＲＬＣ（無線リンク制御）層から出力されたすべてのＰＤＵ（プロト
コルデータユニット）は長さが同じである。しかし、そうなると帯域幅の使用効率とパケ
ットデータの処理効率が低下し、特に高速伝送システムの応用例、例えば第三世代移動通
信システムのＨＳＤＰＡ（高速ダウンリンクパケットアクセス）とＨＳＵＰＡ（高速アッ
プリンクパケットアクセス）にとっては不利である。したがって、第三世代移動通信シス
テムの高速伝送応用に関して、３ＧＰＰ（第三世代パートナーシッププロジェクト）はＨ
ＳＤＰＡ技術のＭＡＣ（媒体アクセス制御）層について改正を行った。この改正では、可
変長のＲＬＣ　ＰＤＵ（無線リンク制御プロトコルデータユニット）を採用し、ＭＡＣ層
にＰＤＵのセグメント化機能を設けることで、帯域幅の使用効率とパケットデータの処理
効率を向上させ、ＭＩＭＯ（多重入出力）及び高次変調技術など物理層技術による高い伝
送速度を可能にする。
【０００４】
　したがって、従来の技術では、可変長ＲＬＣ　ＰＤＵのセグメント化とリアセンブリ（
再組み立て）をサポートするために、ＭＡＣ層にＭＡＣ－ｅｈｓ（エンハンスド高速ＭＡ
Ｃ）プロトコルエンティティーを新設した。また、データ処理の弾力性を向上させるため
に、前記ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーは、１ＴＴＩ（送信時間間隔）におい
て複数の優先待ち行列のデータをＭＡＣ－ｅｈｓ　ＰＤＵに多重伝送する。ＭＡＣ－ｅｈ
ｓエンティティーの動作方法の詳細については、３ＧＰＰが制定したＭＡＣ通信プロトコ
ル仕様を参照すればよく、ここで説明を省略する。
【０００５】
　図１を参照する。図１は従来のＭＡＣ－ｅｈｓ　ＰＤＵを表す説明図である。ＭＡＣ－
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ｅｈｓ　ＰＤＵには複数のリオーダーＰＤＵ（Ｒ＿ＰＤＵｎ）とそれに対応するＭＡＣ－
ｅｈｓヘッダが含まれている。各リオーダーＰＤＵには、同じ優先待ち行列に対応する、
連続した少なくとも１つのＭＡＣ－ｅｈｓ　ＳＤＵ（サービスデータユニット）、または
ＭＡＣ－ｅｈｓ　ＳＤＵのセグメントが含まれている。ＭＡＣ－ｅｈｓ　ＳＤＵ（すなわ
ち上位層ＰＤＵ）は、ＭＡＣ－ｃ（共通ＭＡＣ）　ＰＤＵまたはＭＡＣ－ｄ（専用ＭＡＣ
）ＰＤＵである。ＭＡＣ－ｅｈｓ　ＰＤＵのヘッダでは、各リオーダーＰＤＵは論理チャ
ネル識別子フィールドＬＣＨ－ＩＤｎ、長さ情報フィールドＬｎ、伝送シーケンス番号フ
ィールドＴＳＮｎ、セグメント化指示フィールドＳＩｎ、及びヘッダ拡張フィールドＦｎ
に対応する。論理チャネル識別子フィールドＬＣＨ－ＩＤｎは各リオーダーＰＤＵに対応
する優先待ち行列を指示し、優先待ち行列と論理チャネルの対応関係は上位層によって定
められる。長さ情報フィールドＬｎは各リオーダーＰＤＵのデータ長を示し、伝送シーケ
ンス番号フィールドＴＳＮｎは、対応する優先待ち行列でリオーダーを行うために、各リ
オーダーＰＤＵの伝送シーケンス番号を示す。セグメント化指示フィールドＳＩｎは再組
み立ての参考として、各リオーダーＰＤＵに含まれたＭＡＣ－ｅｈｓ　ＳＤＵのセグメン
ト化の有無とセグメント化形式を示し、ヘッダ拡張フィールドＦｎは次のリオーダーＰＤ
Ｕの有無を示す。
【０００６】
　したがって、ＵＥでＭＡＣ－ｅｈｓ　ＰＤＵを受信すると、まず各リオーダーＰＤＵに
対応する論理チャネル識別子フィールドＬＣＨ－ＩＤｎと伝送シーケンス番号フィールド
ＴＳＮｎに基づいて、各リオーダーＰＤＵを対応する優先待ち行列に割り当て、リオーダ
ーを行う。各優先待ち行列では、ＵＥで最後に受信したリオーダーＰＤＵが前に保存され
たＭＡＣ－ｅｈｓ　ＳＤＵのセグメントの連続であると判断した場合に、セグメント化指
示フィールドＳＩｎに基づいて、リオーダーＰＤＵと前に保存したＭＡＣ－ｅｈｓ　ＳＤ
Ｕのセグメントを連結するなど再組み立てを行い、完全なＭＡＣ－ｅｈｓ　ＳＤＵのセグ
メントを上位層通信プロトコルに伝送する。
【０００７】
　従来の技術では、上位層通信プロトコルは特定の状況で、ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエ
ンティティーのリセットプロセスを実行するようにＵＥに求め、ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコ
ルエンティティーをリセットする。当該リセットプロセスは、ＨＡＲＱ（ハイブリッド自
動リピート要求）プロセスのバッファをすべて消去（フラッシュ）する段階と、リオーダ
ーリリースタイマーをすべて停止して再起動する段階と、各ＨＡＲＱプロセスの初期伝送
シーケンス番号を設定する段階と、受信ウィンドウの初期範囲を定める段階と、リオーダ
ー待ち行列に保存されたすべてのリオーダーＰＤＵを対応する再組み立て（リアセンブリ
）プロトコルエンティティーに伝送する段階と、リオーダー待ち行列バッファを消去する
段階とを含む。
【０００８】
　従来の技術では、再組み立てプロトコルエンティティーでリオーダー待ち行列のうちす
べてのリオーダーＰＤＵを、前に保存されたＰＤＵセグメントと再組み立てしてから、完
全なＰＤＵを上位層通信プロトコルに伝送する。しかし、従来の技術ではＭＡＣ－ｅｈｓ
プロトコルエンティティーをリセットするときに、再組み立てプロトコルエンティティー
の中で残存のＰＤＵセグメントをすべて廃棄する動作を実行しない。そのため、ＭＡＣ－
ｅｈｓプロトコルエンティティーをリセットした後に受信したリオーダーＰＤＵを、再組
み立てプロトコルエンティティーの中で残存のＰＤＵセグメントと誤って連結し、誤った
データを生成するおそれがある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、無線通信システムにおいてＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーのリセ
ットを改善する方法及び装置の提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】



(5) JP 2008-278496 A 2008.11.13

10

20

30

40

50

【００１０】
　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ＭＡＣ－ｅｈｓ（エン
ハンスド高速媒体アクセス制御）プロトコルエンティティーをリセットする方法を開示す
る。該ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーは複数のリオーダー待ち行列と複数の再
組み立てプロトコルエンティティーを含む。該方法は、リセット要求指令を受信し、ＭＡ
Ｃ－ｅｈｓプロトコルエンティティーをリセットする段階と、前記複数のリオーダー待ち
行列に保存されたすべてのリオーダーＰＤＵ（プロトコルデータユニット）を前記複数の
再組み立てプロトコルエンティティーに伝送して再組み立てをし、完全なＰＤＵを上位層
プロトコルエンティティーに伝送する段階と、前記複数の再組み立てプロトコルエンティ
ティーの中で残存のＰＤＵセグメントをすべて廃棄する段階とを含む。
【００１１】
　本発明では更に、無線通信システムにおいてＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティー
をリセットするための通信装置を提供する。該ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティー
は複数のリオーダー待ち行列と複数の再組み立てプロトコルエンティティーを含む。該通
信装置は、通信装置の機能を実現する制御回路と、制御回路の中に設けられ、プログラム
コードを実行して制御回路を制御するＣＰＵ（中央処理装置）と、制御回路の中にＣＰＵ
と結合するように設けられ、プログラムコードを記憶する記憶装置とを含む。前記プログ
ラムコードは、リセット要求指令を受信し、ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーを
リセットするコードと、前記複数のリオーダー待ち行列に保存されたすべてのリオーダー
ＰＤＵを前記複数の再組み立てプロトコルエンティティーに伝送して再組み立てをし、完
全なＰＤＵを上位層プロトコルエンティティーに伝送するコードと、前記複数の再組み立
てプロトコルエンティティーの中で残存のＰＤＵセグメントをすべて廃棄するコードとを
含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　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。
【００１３】
　図２を参照する。図２は無線通信装置１００のブロック図である。説明を簡潔にするた
め、図２では無線通信装置１００の入力装置１０２、出力装置１０４、制御回路１０６、
ＣＰＵ（中央処理装置）１０８、記憶装置１１０、プログラムコード１１２及びトランシ
ーバー１１４のみ示している。無線通信装置１００では、制御回路１０６はＣＰＵ１０８
を通して記憶装置１１０に記録されたプログラムコード１１２を実行することで、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１
０６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
プロトコルの構造に当てはめれば、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現する。
【００１４】
　図３を参照する。図３は図２に示すプログラムコード１１２を表す説明図である。プロ
グラムコード１１２はアプリケーション層２００と、第三層インターフェイス２０２と第
二層インターフェイス２０６を備え、第一層インターフェイス２１８と接続されている。
信号を発するとき、第二層インターフェイス２０６は第三層インターフェイス２０２から
出力されたデータに基づいて、複数のＳＤＵ２０８を形成してバッファ２１２に保存する
。その後、第二層インターフェイス２０６はバッファ２１２に保存されたＳＤＵ２０８に
基づいて複数のＰＤＵ２１４を生成し、これらのＰＤＵ２１４を第一層インターフェイス
を通して送信先に出力する。それに反して、無線信号を受信するときは、第一層インター
フェイス２１８で信号を受信し、受信した信号をＰＤＵ２１４として第二層インターフェ
イス２０６に出力する。第二層インターフェイス２０６はこのＰＤＵ２１４をＳＤＵ２０
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８に還元してバッファ２１２に保存する。最後に、第二層インターフェイス２０６はバッ
ファ２１２に保存されたＳＤＵ２０８を第三層インターフェイス２０２に送信する。望ま
しくは、無線通信装置１００はエボルブドＨＳＰＡ（高速パケットアクセス）システムで
実施され、第二層インターフェイス２０６は、ＭＡＣ－ｅｈｓ　ＰＤＵを処理するＭＡＣ
－ｅｈｓインターフェイスである。
【００１５】
　特定の状況では、無線通信装置１００は上位層通信プロトコルで生成したリセット要求
指令に基づいて、ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーのリセットプロセスを実行し
、ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーをリセットする。それに鑑みて、ＭＡＣ－ｅ
ｈｓプロトコルエンティティーを正確にリセットし、誤ったＰＤＵを生成して上位層通信
プロトコルに伝送することを避けるために、本発明ではＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンテ
ィティーリセットプログラムコード２２０を提供する。図４を参照する。図４は本発明の
実施例による方法３０のフローチャートである。下記方法３０は無線通信システムにおい
てＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーのリセットに用いられ、ＭＡＣ－ｅｈｓプロ
トコルエンティティーリセットプログラムコード２２０としてコンパイルすることができ
る。
【００１６】
　ステップ３００：開始。
　ステップ３０２：リセット要求指令を受信し、ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティ
ーをリセットする。当該ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーは、複数のリオーダー
待ち行列と複数の再組み立てプロトコルエンティティーを含む。
　ステップ３０４：上記複数のリオーダー待ち行列に保存されたすべてのリオーダーＰＤ
Ｕを上記複数の再組み立てプロトコルエンティティーに伝送して再組み立てをし、完全な
ＰＤＵを上位層プロトコルエンティティーに伝送する。
　ステップ３０６：上記複数の再組み立てプロトコルエンティティーの中で残存のＰＤＵ
セグメントをすべて廃棄する。
　ステップ３０８：終了。
【００１７】
　以上のように、本発明の実施例ではＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーをリセッ
トするときに、複数のリオーダー待ち行列に保存されたすべてのリオーダーＰＤＵを複数
の再組み立てプロトコルエンティティーに伝送して再組み立てをし、完全なＰＤＵを上位
層プロトコルエンティティーに伝送する（例えばデマルチプレクスエンティティーを通し
て対応する論理チャネルに伝送する）。最後に、本発明の実施例では、上記複数の再組み
立てプロトコルエンティティーの中で残存のＰＤＵセグメントをすべて廃棄する。
【００１８】
　そうすると、ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーをリセットした後、上記複数の
再組み立てプロトコルエンティティーの中では前に保存されたＰＤＵセグメントが何も残
らないので、誤ったデータの生成が回避される。
【００１９】
　もっとも、本発明の実施例として、上記方法３０は更に、ＨＡＲＱプロセスのバッファ
をすべて消去する段階と、リオーダーリリースタイマーをすべて停止して再起動する段階
と、各ＨＡＲＱプロセスの初期伝送シーケンス番号、初期受信ウィンドウサイズを設定す
る段階と、リオーダー待ち行列バッファを消去する段階とを含むことができる。これは当
業者に周知のため、ここで説明を省略する。
【００２０】
　まとめていえば、本発明の実施例では、誤ったデータの生成を避けるために、残存のＰ
ＤＵセグメントをすべて廃棄することで、ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーを正
確にリセットする。
【００２１】
　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
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。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。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】従来のＭＡＣ－ｅｈｓ　ＰＤＵを表す説明図である。
【図２】無線通信装置のブロック図である。
【図３】図２に示すプログラムコードを表す説明図である。
【図４】本発明の実施例による方法のフローチャートである。
【符号の説明】
【００２３】
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　プログラムコード
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
２１２　バッファ
２１８　第一層インターフェイス
２２０　ＭＡＣ－ｅｈｓプロトコルエンティティーリセットプログラムコード
【図１】

【図２】

【図３】



(8) JP 2008-278496 A 2008.11.13

【図４】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

