
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
試験装置からダウンリンク・データを受信する手段と、前記試験装置にアップリンク・デ
ータを送信する手段とを備えている移動局のデータ・チャネルの機能性を試験する方法で
あって、
前記試験装置から受信したある一定のプロトコル・レベルのコマンドに応じて前記移動局
は、前記試験装置から受信したダウンリンク・データを前記アップリンク方向に前記試験
装置にループバックするためにデータ・チャネル試験ループを確立し、かつ
試験中に、前記移動局におけるダウンリンク・データの受信及びアップリンク・データの
送信は、前記プロトコル・レベル以下で機能的に実行されることを特徴とする方法。
【請求項２】
前記試験装置から受信したある一定のプロトコル・レベルの前記コマンドに応じて、前記
移動局は、前記試験装置と移動局との間に確立された接続についての通知が前記プロトコ
ル・レベルよりも高いプロトコル・レベルに送られないような試験モードに設定されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記プロトコル・レベルは、レイヤー３ＲＲレベルであることを特徴とする請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
前記試験ループが確立された場合に、ダウンリンク・データは、前記試験装置から前記移
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動局に送られかつ前記ダウンリンク・データは、前記試験ループにより前記試験装置にア
ップリンクでループバックされ、かつ前記ダウンリンク・データのオリジナル・コンテン
ツは、前記移動局におけるビット・エラー比を測定するためにアップリンク方向で前記試
験装置に送り戻された前記データのコンテンツと比較されることを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
前記受信したダウンリンク・データをベースバンドに変換する手段と、前記ベースバンド
に変換されたデータを復調し、解読し、かつチャネル・復号する手段とを備えている移動
局において、前記ダウンリンク・データは、前記復調及び解読の後で、しかしチャネル復
号の前に前記アップリンク方向にループバックされることを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項６】
バースティ送信を用いて通信システムの移動局は、ダウンリンク・データ・チャネルで受
信したバーストに含まれる情報ビットをある一定のアップリンク・バーストにループバッ
クすることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
前記受信したダウンリンク・データをベースバンドに変換する手段と、前記ベースバンド
に変換されたデータを復調し、解読しかつチャネル・復号する手段とを備えている、移動
局において、前記ダウンリンク・データは、前記復調、解読及びチャネル復号の後で前記
アップリンク方向にループバックされることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
データ・チャネルのデータ・フレームを用いる通信システムの移動局は、ダウンリンク・
データ・フレームをエラー・フリーで受信した場合に、ダウンリンク・データ・チャネル
で受信したデータ・フレームに含まれる情報ビットをある一定のアップリンク・データ・
フレームにループバックし、かつダウンリンク・データ・フレームを誤って受信した場合
には、アップリンク・インジケータ・データ・フレームを発生することを特徴とする請求
項７に記載の方法。
【請求項９】
前記アップリンク・インジケータ・データ・フレームは、情報ビットの代わりにゼロ・ビ
ットによって構成されていることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
一度前記試験ループが確立されたならば、ダウンリンク・チャネルのある所定のタイムス
ロットで受信したデータは、アップリンク・チャネルのある所定の最も重要なタイムスロ
ットにループバックされることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
ダウンリンク及びアップリンク・チャネルから構成されたエンティティは、ＨＳＣＳＤチ
ャネルであり、前記アップリンク・チャネルの前記所定の最も重要なタイムスロットは、
前記アップリンク・チャネルの主アップリンク・タイムスロットであることを特徴とする
請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
ダウンリンク及びアップリンク・チャネルから構成されたエンティティは、ＧＰＲＳチャ
ネルであり、前記アップリンク・チャネルの前記所定の最も重要なタイムスロットは、前
記アップリンク・チャネルのＰＡＣＣＨタイムスロットであることを特徴とする請求項１
０に記載の方法。
【請求項１３】
前記試験ループが確立された場合には、双方向性であると規定された全てのタイムスロッ
トは、アップリンク方向にループバックされ、かつ一方向性ダウンリンク・タイムスロッ
トは、無視されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
前記ダウンリンク・フレームの全てのダウンリンク・タイムスロットがループバックされ
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るか、又は前記アップリンク・フレームがもはやアップリンク・タイムスロットを利用可
能ではなくなるまで、前記試験ループが確立された場合には、前記ダウンリンク・フレー
ムの第１のダウンリンク・タイムスロットは、前記アップリンク・フレームの第１のアッ
プリンク・タイムスロットにループバックされ、前記ダウンリンク・フレームの第２のダ
ウンリンク・タイムスロットは、前記アップリンク・フレームの第２のアップリンク・タ
イムスロットにループバックされる、等を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
試験装置からダウンリンク・データを受信する手段と、前記試験装置にアップリンク・デ
ータを送る手段とを備えている移動局であって、　ある一定のプロトコル・レベルのコマ
ンドに応じて前記試験装置から受信したダウンリンク・データを前記アップリンク方向に
前記試験装置にループバックする手段を備え、前記ルーピィングが前記プロトコル・レベ
ル以下で機能的に行われるように構成されることを特徴とする移動局。
【請求項１６】
前記コマンドがある所定のプロトコル・レベルのコマンドであり、かつ前記コマンドの受
信に応じて、前記移動局がそれが試験装置と移動局との間で確立された接続の通知を前記
プロトコル・レベルよりも高いプロトコル・レベルに送らないような試験モードに入るよ
うに構成されるように、ある一定のプロトコル・スタックによりプロトコルの制御下で動
作するように構成されることを特徴とする請求項１５に記載の移動局。
【請求項１７】
受信したダウンリンク・データをベースバンドに変換する手段、ベースバンドに変換され
た前記データを復調する復調器、前記復調されたデータを解読する解読ブロック、及び前
記復調されかつ解読されたデータをチャネル・デコーディングするチャネル・デコーダと
、
アップリンク・データをチャネル・エンコーディングするチャネル・エンコーダ、前記チ
ャネル・エンコードされたアップリンク・データを暗号化する暗号ブロック、前記暗号化
されたチャネル・エンコードされたアップリンク・データをベースバンド発振に変調する
変調器、結果として得られたアップリンク信号を送信周波数に変換しかつ該信号を送信す
る手段を備えており、
前記ダウンリンク・データを前記アップリンク方向にループバックする前記手段は、前記
解読ブロックの出力から前記暗号化ブロックの入力への接続を確立する手段を備えている
ことを特徴とする請求項１５に記載の移動局。
【請求項１８】
受信したダウンリンク・データをベースバンドに変換する手段、ベースバンドに変換され
た前記データを復調する復調器、前記復調されたデータを解読する解読ブロック、及び前
記復調されかつ解読されたデータをチャネル・デコーディングするチャネル・デコーダと
、
アップリンク・データをチャネル・エンコーディングするチャネル・エンコーダ、前記チ
ャネル・エンコードされたアップリンク・データを暗号化する暗号ブロック、前記暗号化
されたチャネル・エンコードされたアップリンク・データをベースバンド発振に変調する
変調器、結果として得られたアップリンク信号を送信周波数に変換しかつ該信号を送信す
る手段を備えており、
前記ダウンリンク・データを前記アップリンク方向にループバックする前記手段は、前記
チャネル・デコータの出力から前記チャネル・エンコーダの入力への接続を確立する手段
を備えていることを特徴とする請求項１５に記載の移動局。
【請求項１９】
ＨＳＣＳＤ機能を備えたＧＳＭ移動局であることを特徴とする請求項１５に記載の移動局
。
【請求項２０】
ＧＰＲＳ機能を備えたＧＳＭ移動局であることを特徴とする請求項１５に記載の移動局。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
（発明の属する技術分野）
本発明は、一般に無線装置の機能性を試験することに関する。特に、本発明は、無線装置
のデータチャネルの機能性を試験することに関する。本発明の説明は、特に無線装置の機
能性の試験に認可されたタイプに注目するが無線装置の機能性は勿論、他の関連 (コネク
ション )、例えば、製品開発、製造、修理及びサービスの間でも同様に試験される。
【０００２】
（従来の技術）
第２世代ディジタル携帯無線システムまでは、移動局は、主に電話でありかつ送信される
情報は、主にディジタル音声であった。ある一定の通称、トラフィック・チャネルは、移
動局と基地局との間の無線接続の音声送信に対して特定されていたし、かつ該トラフィッ
ク・チャネルの特性は、ディジタル音声の典型的な特徴により最適化されていた。しかし
ながら、拡張が第２世代システムに対して計画されそして特に第３世代移動無線システム
が紹介されるときには、移動局の使用は、より多様化される。第２世代拡張の良い例は、
ＧＳＭ（ Global System for Mobile telecommunications:移動通信用グローバル・システ
ム )拡張、具体的には、ＴＤＭＡフレームの多重タイムスロットが端末と基地局との間の
接続に割り当てられるような、ＨＳＣＳＤ（ High Speed Circuit Switched Data:高速回
路切換データ）、先に用いられた回路切換え接続の代わりに基地局と端末との間のパケッ
ト切換え接続に基づく、ＧＰＲＳ（ General Packet Radio System: 汎用パケット無線シ
ステム )、及び変調方法及びチャネル・コーディングを変えることによって従来技術のシ
ステムよりも基地局と端末との間でかなりの高速瞬時送信レートを達成する、ＥＤＧＥ（
Enhanced Data rates for GSM Evolution:ＧＳＭエボルーション用増強データ・レート）
として計画されているシステムである。ＧＳＭは、９００ＭＨｚ、１８００ＭＨｚ，及び
１９００ＭＨｚ動作周波数における全てのその異なるバージョンを一般に称するが、後者
２つは、ＤＣＳ１８００及びＤＣＳ１９００（１８００／１９００ＭＨｚにおけるディジ
タル通信システム）とも呼ばれている。
【０００３】
更に多様化された移動通信では、データ送信は、今日よりもさらに重要性を有する。デー
タは、ディジタル音声よりも一般的に送信情報と称される。データ送信は、一般的にリア
ルタイムではなく、ディジタル音声よりもエラー修正及び送信レート変動に関して全く異
なる要求事項を有していることによって特徴付けられる。データ送信は、移動無線システ
ムの端末がコンピュータのような個別のデータ処理補助装置が接続される移動局を備えて
いる場合に特に用いられる。データ送信に対しては、移動通信システムは、特性がデータ
送信に対して最適化される特別のデータ・チャネルを特定する。
【０００４】
端末装置のデータ・チャネル関連情報を試験することは、問題が有ることが立証されてい
る。データ・チャネルは、個別のデータ端末装置（ＤＴＥ）が端末アダプタ（ＴＡ）を介
して端末装置として機能している移動局（ＭＳ）に局所的に接続されたような図１による
状況において従来用いられていた。試験中、シミュレーション・システム（ＳＳ）は、移
動無線システムをシミュレートする。データ・チャネルの機能性を試験することは、ＳＳ
とＤＴＥ間にＭＳを介してワーキング・データ・リンクを確立して、データ送信を必要と
する同時実行アプリケーションを提供するということを必要とする。問題のアプリケーシ
ョンは、ＤＴＥでアクティブでなけらばならずかつそれはＳＳでシミュレートされなけれ
ばならず、試験における余分な複雑性を結果として生ずる。更に、ＧＳＭ仕様０５．０５
は、、チャネル・コーディングに関するデータ・チャネルに対するかなり高いコーディン
グ利得を特定し、それは、試験されるべきビット数が容易にかなり大きくなるということ
を意味する。これは、結果として、試験の存続期間に加算される。
【０００５】
（発明が解決しようとする課題）
個別のデータ端末装置及びそこで実行するアプリケーションに対する必要性（ニーズ）並
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びに長い試験時間は、タイムアウトが対象のアプリケーションで発生するので又はデータ
・チャネルで観察されたエラーの数がアプリケーションで特定された閾値を超えるので、
データ端末装置が試験に対して確立されたデータ接続をドロップするということを結果と
して容易にもたらす。更に、ダウンリンク方向のデータ端末装置によって受信されたフレ
ームをビット毎にＳＳからアップリンク方法のＳＳにループ・バックする汎用試験プラク
ティスは、通常、データ・チャネルの典型的なアップリンク・フレーム番号付けを混乱さ
せて、データ端末装置にデータ・コールを切断させる。更に、問題は、データ・チャネル
で送信された情報が、基地局と移動局との間の無線接続に対して複数の連続して又は近接
して配置されたバーストに分割されなけらばならないより高いレベルのユニットを備えう
るという事実から生起される。情報のエラー無し受信即ち送信を確保できるようにするた
めに、データ端末装置は、かなりの数のフレームを復号（デコード）しかつそれらの中の
データを再編成しなければならない。この全ては、従来の方法によるデータ・チャネルの
機能性の試験が移動局自体の動作よりもほとんど移動局に接続されたデータ端末装置及び
端末アダプタの動作を試験するということにに導く。これは、特に移動局に認可されたタ
イプに関する試験を考慮する場合には不適切である。
【０００６】
切断問題に対する解決策は、ＤＴＥ動作の方向で検索された、即ち、長い接続時間及びフ
レーム番号付けの混乱に対する通常の応答がそのままにされているように特別試験モード
が特定されたことである。しかしながら、これは、移動局を試験することを意図した試験
の結果が、データ送信装置及びその動作を制御しているソフトウェアが正確に機能するか
どうかに大きく依存するという問題を取り除かない。
【０００７】
本発明の目的は、試験が移動局の動作を意図するように指向されたように移動局のデータ
・チャネルの機能性を試験するための方法を提供することにある。本発明の別の目的は、
データ・チャネルの動作が上記した方法で試験することができるような移動局を提供する
ことにある。
【０００８】
（課題を解決するための手段）
本発明の目的は、データが外部データ端末装置介して移動しないように試験されたデータ
・チャネルに関するダウンリンク・データを移動局のアップリンク方向にループ・バック
するために必要な機能（関数）を特定することによって達成される。
【０００９】
本発明による方法は、試験装置から受信したある一定のプロトコル・レベルのコマンドに
応じて移動局は、試験装置から受信したダウンリンク・データをアップリンク方向に試験
装置にループバックするためにデータ・チャネル試験ループを確立し、かつ試験中に、移
動局におけるダウンリンク・データの受信及びアップリンク・データの送信は、プロトコ
ル・レベルによって制御されて実行される。
【００１０】
また、本発明は、プロトコル・レベルによって制御され、ある一定のプロトコル・レベル
のコマンドに応じて試験装置から受信したダウンリンク・データをアップリンク方向に試
験装置にサイクリングする手段を備えている移動局に指向される。
【００１１】
（発明の実施の形態）
本発明によれば、試験状況を制御している通信プロトコルは、試験モードでは、必要な低
いプロトコル・レベル接続だけが移動局と移動無線システムをシミュレートしている試験
装置との間で開かれるように変更される。外部データ端末装置を移動局に接続ことの必要
性がないし、より高いプロトコル・レベルが確立された接続を承知していたという意味で
適当なデータ接続を確立することの必要性もない。より高いプロトコル・レベルがあらゆ
るデータ接続を承知していないので、それらに関するい機能（関数）は、接続を時期尚早
にドロップしない。試験データは、適当な試験データをアップリンク方向にループ・バッ
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クする移動局に試験装置からダウンリンクで転送される。
【００１２】
移動局の様々な機能を試験するために、移動局においてどのくらいの“深さ”でアップリ
ンク方向の試験データのルーピング・バックが発生するかが異なる本発明の複数の実施例
を開示することができる。ここで、深さとは、ダウンリンク試験データがアップリンクに
ループ・バックされる前に移動局において通る構成要素及び／又は機能（関数）の数のこ
とを称する。好ましい実施例は、例えば、試験データのループバック、受信の後、復調、
及び暗号化に対する暗号解読、変調及び送信、及び受信の後、復調、暗号解読及びチャネ
ル符号化に対するチャネル復号化、暗号化、変調及び送信を含む。
【００１３】
本発明は、データ・チャネル機能性の試験を、例えば、移動局タイプ認可試験との関係に
おいてそれらの動作が証明されるべきそれらの移動局部分に指向することを可能にする。
更に、試験装置は、より簡単に作ることができかつ試験は、データ端末装置の動作によっ
てもたらされる困難性を回避する。試験装置と試験された移動局との間の接続が試験の最
中に切断されないということは、本発明の更なる効果である。本発明の更なる効果は、異
なる製造業者によって用いられる試験方法がより一層均等化され、試験の信頼性を改善す
るということである。
【００１４】
（実施例）
ここで、本発明は、例として示された好ましい実施例及び添付した図面を参照してより詳
細に説明される。
【００１５】
上記従来技術の説明に関連して、図１を参照したので、以下の本発明の説明及びその好ま
しい実施例では、参照は、図２から図５について主になされる。図において同様な素子は
、同様な参照符号によって示される。
【００１６】
図２は、試験される移動局２０２が既知の方法で試験装置２０１に接続される構成を示す
。後述する目的のために、移動局２０２が、試験目的のために特に設計された加入者識別
モジュール（ＳＩＭ）２０３を備えているということは、有利であり、ＳＩＭは、移動局
で一般的用いられるＳＩＭカードのようなスマート・カード又は移動局のＳＩＭインタフ
ェースとＳＩＭの動作をシミュレートする特別な装置との間の必要な接続を確立するため
の特別のＳＩＭシミュレータのようなものでありる。ＳＩＭシミュレータとＳＩＭの動作
をシミュレートする装置との組合せが外部データ端末装置を試験される移動局に接続する
こととは比較にならない（匹敵しない）ということに注目すべきである。前者は、移動無
線システムの仕様書で規定された試験装置の一部でありかつその動作は、データ・チャネ
ルの機能性を試験するために外部データ端末装置を移動局に接続することに関して従来技
術の説明に開示された問題を含まない。
【００１７】
本発明によれば、移動局２０２は、ある一定のダウンリンク・データ・チャネルで受信し
たデータは、アップリンク方法にループバックされるということを意味する、試験ループ
２０４を規定する。試験ループは、ダウンリンク・データを処理することを意図した構成
要素及び機能チェーンのある一定の点から、アップリンク・データを処理することを意図
した構成要素及び機能チェーンの点への論理的な接続である。後で、試験ループを用いて
アップリンクでループバックされるデータをより詳細に開示する。
【００１８】
図３は、本発明を適用することができる移動局のブロック図を示す。図３の移動局は、移
動電話であるが、しかし本発明の適用性は、移動電話にあらゆる意味において限定される
ものではない。インタフェース３０１は、それを介して（試験の場合に試験装置によって
生成される）ダウンリンク無線フレームが移動局に指向されるアンテナ・インタフェース
である。ブロック３０２は、一般に、それにより受信無線周波数信号がベースバンドに変
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換される全ての既知のＲＦ及びＩＦ部分を表す。ベースバンド信号の情報は、復調器３０
３で再構築されかつ潜在的な暗号は、暗号解読ブロック３０４で暗号解読される。このポ
イント３０５に続いて、受信情報の処理は、それがシグナリング、ディジタル化された音
声又はデータを備えているかどうかにより分岐する。シグナリング・チャネル情報は、チ
ャネル・デコーダ３０６に指向されかつそこから、マイクロプロセッサでありかつ移動電
話の動作を制御する、制御ブロック３０７に指向される。アップリンク・シグナリング・
チャネル情報は、制御ブロック３０７で生成されかつブロック３０８でチャネル－符号化
される。ポント３０９に続いて、チャネル－符号化されたアップリンク・シグナリング情
報は、ちょうどあらゆる他のアップリンク情報のように処理される、即ち、それは、暗号
化ブロック３１０で暗号化され、変調器３１１でベースバンド発振に変調され、かつ送信
分岐のＲＦ部分を一般に表しているブロック３１２で無線周波数にミックスされ、その後
でそれがアンテナ・インタフェース３１３を介して送信される。アンテナ・インタフェー
ス３０１及び３１３は、アップリンク及びダウンリンク情報のミキシングが適当なデュプ
レックシング・ブロック（図示省略）によって防げるならば、一つでありかつ同じもので
ありうる。
【００１９】
ダウンリンク・ディジタル音声は、音声チャネルのためにチャネル・デコーダ３１４にポ
イント３０５から指向され、かつ該デコーダによって生成された信号は、更にブロック３
１５で音声デコード（復号）される。ポイント３１６及び３１７は、それによりディジタ
ル音声情報を試験装置で監視できる通称ディジタル・オーディオ・インタフェース（ＤＡ
Ｉ）の一部を形成する。ＤＡＩを考慮せずに、音声情報をスピーカ（拡声器）３１９によ
って再生可能なアナログ形式に変換するＤ／Ａ変換器３１８への音声デコーダ３１５から
の直接接続が存在する。アップリンク方向ではマイクロフォン３２０は、Ａ／Ｄ変換器３
２１でディジタル化されそしてＤＡＩを介して試験装置に指向することができる音声をピ
ックアップする；ＤＡＩのこの部分は、ポイント３２２及び３２３によって表される。デ
ィジタル音声は、また、ブロック３２１から直接音声エンコーダ３２４にそしてそこから
音声チャネルのためにチャネル・エンコーダ３２５にそして更にそこから情報の処理がア
ップリンク・シグナリング情報について上述されたように継続するポイント３０９に指向
されうる。
【００２０】
ダウンリンク・データ・チャネル情報は、ポイント３０５からデータ・チャネルのための
チャネル・デコーダ３２６に指向される。移動電話が外部データ端末装置と一緒に用いら
れる場合又は移動電話が従来技術の方法を用いて試験される場合には、チャネル -復号化
データ・チャネル情報は、ポイント３２７を介して端末アダプタ３２８にそして更に外部
端末装置３２９に指向される。同様に、アップリンク・データ・チャネル情報は、アップ
リンク・シグナリング情報に対して上述したようにポイント３０９からアンテナ・インタ
フェース３１３に向かって進むデータをチャネル -符号化するデータ・チャネルのために
チャネル・エンコーダ３３１にデータ端末装置３２９から端末アダプタ３２８及びポイン
ト３３０を介して指向される。
【００２１】
図３に示すブロックは、実際の移動電話では別々である必要はないが、しかし例えば、チ
ャネル符号化（コーディング）及び復号化（デコーディング）ブロック３０６、３０８、
３１４、３２５、３２６及び３３１は、それがシグナリング、音声又はデータを処理して
いるかどうかにより異なる方法で動作すべくプログラムされる一つの回路で実現すること
ができる。しかしながら、それが移動電話の動作を説明することを支援するので個別のブ
ロックとして図３に示したブロックを示すことは、慣習である。
【００２２】
ダウンリンク方向からアップリンク方向へのデータ・チャネル関連データの本発明による
ループバックは、その機能性が試験されるべき部分により図３の多くのポイントで実行す
ることができる。この特許出願は、本発明の二つの例示的実施例を説明する。第１の実施
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例では、試験ループは、線３３２によって示されるように、ポイント３０５からポイント
３０９へのデータ・チャネル関連データのループバックを表わす。第２の実施例では、試
験ループは、線３３３によって示されるように、ポイント３２７からポイント３３０への
データ・チャネル関連データのループバックを表わす。
【００２３】
試験ループは、試験された移動局が試験装置から受信するある一定のコマンドによって確
立される。これらのコマンドの背景及び処理を説明するために、図４を参照して該移動無
線システムの仕様書に規定された例示的な移動無線システムのプロトコル・スタックの一
部を次に簡単に説明する。それは、本発明に関して重要性を有さないグラフィック明瞭化
のために図面でマイナーな簡略化を行なったけれども、ＥＴＳ  ＧＳＭ０４．０７で特定
されるような、ＧＳＭシステムの通称レイヤー３プロトコルに対するシグナリング・アー
キテクチャである。
【００２４】
図４の最も低いプロトコル・レイヤー４０１は、複数の個別の論理チャネルを介して下方
向接続を有するＲＲ（ Radio Resource Management:無線リソース・マネージメント）レイ
ヤーである。これらのチャネルは、ＲＡＣＨ（ Random Access Channel:ランダム・アクセ
ス・チャネル）、ＢＣＣＨ（ Broadcast Control Channel:放送制御チャネル）、ＡＧＣＨ
＋ＰＣＨ（ Access Grant Channel/Paging Channel:アクセス・グラント・チャネル /ペー
ジング・チャネル）、ＳＤＣＣＨ（ Standalone Dedicated Control Channel:スタンドア
ロン専用制御チャネル）、ＦＡＣＣＨ（ Fast Associated Control Channel:高速関連制御
チャネル）及びＳＡＣＣＨ（ Slow Associated Control Channel:低速関連制御チャネル）
である。無線リソース・マネージメントに関連するチャネルは、ＲＲブロック４０２に関
連しておりかつ他のチャネルは、ＲＲ－ＳＡＰ（ RR Service Access Point:ＲＲサービス
・アクセス・ポイント）を介してＭＭ（ Mobility Management:移動性マネージメント）レ
イヤー４０３である次のより高いプロトコル・レイヤーに接続される。そのレイヤーでは
、端末移動性マネージメントに関連するチャネルは、ＭＭブロック４０４に接続されかつ
他のチャネルは、レイヤー４０５に更に上方向にそれらのＳＡＰを介して指向される：コ
ール制御に関連する接続は、ＭＭＣＣ－ＳＡＰを通ってレイヤー４０５のＣＣ（ Call Con
trol:コール制御）部分に移動し、補助サービスに関連する接続は、ＭＭＳＳ－ＳＡＰを
通ってレイヤー４０５のＳＳ（ Supplementary Services:補助サービス）に移動し、かつ
ショート・メッセージに関連する接続は、ＭＭＳＭＳ－ＳＡＰを通ってレイヤー４０５の
ＳＭＳ（ Short Message Services:ショート・メッセージ・サービス）部分に移動する。
レイヤー４０５のＣＣ、ＳＳ、及びＳＭＳ部分及びレイヤー４０３のＭＭブロック４０４
は、図に示していない次のより高いプロトコル・レベルへの接続を有する。
【００２５】
本発明による移動局試験が開始された場合、試験される移動局が既知の方法で試験装置及
び試験ＳＩＭに接続にされる図２による構成がまず確立される。移動終結（ mobile termi
nating:ＭＴ）無線リンクは、図５に示すように試験される移動局と試験装置との間で確
立される。試験装置は、オンである、移動局に、ページング・チャネル（ＰＣＨ）でペー
ジング・リクエスト５０１を送り、かつ移動局は、ＲＡＣＨチャネルで送られたチャネル
・リクエスト５０２に応答する。その後、試験装置は、移動局に対する異なる命令を含み
うる、即時割り当てメッセージ (immediate assignment message)５０３を送る。移動局は
、実際にページング応答でありかつＳＤＣＣＨチャネルに送られる、ＳＡＢＭ（ Set Asyn
chronous Balanced Mode:セット非同期バランス・モード）メッセージ５０４を試験装置
に送る。試験装置は、それが受信したＳＡＢＭメッセージを肯定 (確認）応答するために
無番号肯定（確認）応答（ unnumbered acknowledge:ＵＡ）５０５を用いる。
【００２６】
図５に示すメッセージのコンテンツ及びフォームは、ＧＳＭ０４．０８の仕様書にほとん
ど特定されている。しかしながら、あるメッセージは、将来の拡張に対してリザーブされ
た部分を有し、その部分は、本発明を供すべくメッセージを役立たせるために利用するこ
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とができる。特に、即時割り当て５０３は、最初の２つのビットがオクテット (octet)の
残り (rest）のコンテンツを示すような通称レスト・オクテット (rest octets)を含む。（
米国において）本発明の出願を行ったその日に、レスト・オクテット最初の２つのビット
の値のバリュー１１及び１０がリザーブされたが、バリュー０１及び００は、未使用であ
る。本発明の好ましい実施例によれば、これらのバリューの少なくとも一つは、即時割り
当て５０３に応じて試験される移動局がそれ自体を特別試験モードに設定しなければなら
ないということを示すためにリザーブすることができる。試験モードは、移動局と試験装
置との間のＲＲ－レベル接続が確立されていたとしても、移動局のプロトコル・スタック
のＲＲレイヤー（図４のレイヤー４０１）は、ＭＭレイヤー（図４のレイヤー４０３）へ
の上方向接続についての表示を送らないように有利に規定される。ＭＭレイヤー及びその
上のプロトコル・レイヤーは、確立された無線接続の肯定応答を有さない場合には、例え
ば接続におけるエラーを監視することを試みる、それらのある監視機構特性により、それ
らは、接続をドロップすることを試みない。
【００２７】
そこで、試験モードは、試験されるべき移動局がデータ・チャネルに切り替わるべく命令
されかつレイヤー３シグナリングによりそのまま維持されるということを意味する。上述
した試験モードの規定及び実際における規定の認識は、移動局がその制御ブロック（図３
の参照符号３０７）の制御下で全て動作するので、当業者によって実施することが容易で
ある。その結果、制御ブロックは、そのディスポーザルにおけるメモリ手段に記憶された
プログラムを実行するマイクロプロセッサである。ある一定のレイヤー３コマンドの受信
に応じて通知がより高いプロトコル・レイヤーに送られないようにそのプログラムが書か
れている場合には、移動局は、本発明により所望の方法で動作すべく構成される。
【００２８】
図５による方法で接続が確立された場合には、試験装置は、試験されている移動局に、接
続を気付かない（接続を非承知の）より高いプロトコル・レベルの参加を必要としないコ
マンドを送ることができる。以下、試験装置が移動局に復調及び解読の後でデータ・チャ
ネルで送信されたダウンリンク・データを、即ち、図３においてマーキングを参照して、
矢印３３２によって示されるようにポイント３０５からポイント３０９に、ループバック
してほしい場合をまず説明する。簡略化のために、この試験ループは、Ｇループと称する
ことができる。例として、試験されるべきデータ・チャネルがＨＳＣＳＤチャネル、即ち
、データを無線フレームの二つ以上のタイムスロットに配置できるようなものである場合
について特に考えてみよう。そのようなチャネルは、また、多重スロット・チャネルとも
称される。
【００２９】
まず、試験装置は、そのコマンドを CLOSE_Multi-slot_loop_CMDと称することができる、
データ・チャネルに関連する試験ループ・クロージング・コマンドを送る。クロージング
・コマンドは、移動局が、それに基づきループがＧループであるということが分かる識別
子を含みうる。代替的に、 CLOSE_Multi-slot_loop_CMDメッセージが特定の識別子を含ま
ない場合には、それがＧループのクロージングをオーダーするということを特定すること
ができる。それによって送られたメッセージが宛先に到達するということを証明すること
ができる試験装置に対して、それは、移動局がタイマーに設定されたある一定時間内にメ
ッセージに肯定応答しなければならいないように、メッセージの送付に関連してタイマー
を有利に始動する。移動局は、 CLOSE_Multi-slot_loop_ACKと呼ぶことができる肯定応答
メッセージを用いて受信したメッセージに肯定応答する。肯定応答メッセージを受信した
ならば、試験装置は、該タイマーを停止する。移動局は、肯定応答の送付からある一定の
期間、試験ループをクローズする。先に特定したある一定の機能との互換性は、ある一定
の値が該期間に対して特定されるということを要求しうる。ＧＳＭシステムの場合には、
該期間に対して有利な値は、レポーティング・ピリオドと称されるもの、即ち、１０４無
線フレームの長さに対応する、ＳＡＣＣＨチャネルのブロックの持続時間である。更に、
試験ループが既にクローズされているか又はアクティブ無線接続が図５による方法で確立
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されていない場合には、移動局が CLOSE_Multi-slot_loop_CMDメッセージを無視しうると
いうことを特定することは、有利である。
【００３０】
Ｇループがクローズされると直ぐに試験装置は、試験データを送ることを開始できる。試
験は、情報ビットが所望の“ロー・データ”、即ち、その受信が試験されるビット・コン
ビネーションを含むような試験バーストを試験装置が発生するように実行されるのが好ま
しい。機能的に、データ送信及び受信は、レイヤー１と呼ばれる物理的プロトコル・レベ
ルで発生する。原理的には、試験は、移動局のより高いプロトコル・レベルを含む必要が
ない。しかしながら、レイヤー１は、移動局の動作の制御に関連するコマンドを含まない
が、しかし該コマンドを受信しかつ翻訳するために移動局は、レイヤー３でも同様にアク
ティブでなければならない。しかしながら、本発明によれば、  通常の動作ではアクティ
ブ接続についての情報が接続を介して送信されたデータに関連するアプリケーション・レ
イヤーまでの全てのプロトコル・レイヤーを含むという事実にも係らず、試験モードの移
動局は、これより高いプロトコル・レベルに通知を送らない。
【００３１】
Ｇループがクローズされた場合には、移動局は、ダウンリンク・データ・チャネルで受信
した全てのバーストの情報ビットをある一定のアップリンク・バーストに原則としてルー
プ・バックする。ここではバースティ送信が想定されている。同じ原理は、送信が連続で
あるような状況に適用すべく容易に一般化することができる；これは、コード分割多重ア
クセス（ code division multiple access:ＣＤＭＡ）方法を利用しているシステムにおけ
る移動局の試験を特に考える。例示的ＧＳＭシステムでは、各バーストは、通称スティー
リング・フラグ (stealing flags)を除いて、ループバックするために１１４情報ビットを
有する。ループバックは、通称受信ダウンリンク・バーストのミドアンブル (midamble)の
コンテンツに依存しないのが好ましい。アップリンク・バーストでは移動局は、それがい
ずれにしろ用いるであろうミドアンブルを用いる。
【００３２】
試験装置は、移動局によって送られたアップリンク・バーストを受信しそして受信したバ
ーストの情報ビットを試験装置によって処理できるようにそれらを復調しかつ解読する。
ビット・エラー比（ＢＥＲ）を計算するために、試験装置は、受信した情報ビットをそれ
が移動局に送ったロー・データと比較する。ダウンリンク・バーストが端末装置に配送さ
れる信号レベルは、変数であり試験装置によって監視されたビット・エラー比は、特に低
い信号レベルにおける移動局の受信機の感度を記述する。ある一定の最小感度が移動局に
要求されるということは、タイプ認可試験の典型であり、所与の信号レベルにおいてビッ
ト・エラー比が所定の制限値を越えてはならないということを意味する。
【００３３】
試験が終わりそうなときには、試験装置は、例えば OPEN_Multi-slot_loop_CMDと呼ばれる
特別なコマンド・メッセージにより移動局に試験ループをオープンさせることができる。
移動局が一度に一つのアクティブ試験ループだけを有しうるということが特定されている
場合には、メッセージの試験ループを識別することは必要ではない。移動局は、試験ルー
プをオープンして例えば、 OPEN_Multi-slot_loop_ACKと呼ばれる肯定応答メッセージでそ
れが受信したメッセージに肯定応答する。試験ループがオープンされると移動局は、試験
モードから通常動作モードに戻る。
【００３４】
次に、変調、解読及びチャネル・デコーディングの後で、試験装置が移動局にデータ・チ
ャネルで送信されたダウンリンク・データを、即ち、図３において矢印３３３によって示
されるように、ポイント３２７からポイント３３０に、ループバックしてほしい場合をま
ず説明する。簡略化のために、この試験ループは、Ｈループと呼ぶことができる。試験さ
れるデータ・チャネルをＨＳＣＳＤチャネルとする。試験装置は、それに基づき移動局は
ループがＨループであるということが分かる識別子をここで含むのが好ましい、 CLOSE_Mu
lti-slot_loop_CMDメッセージを送る。数種類のデータ・チャネルがありうる場合には、
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問題のデータ・チャネルもまた識別されなければならない。再度、試験装置は、メッセー
ジが送られるとタイマーを有利に開始し、かつ移動局は、タイマーに設定されたある一定
期間にメッセージに肯定応答しなければならない。移動局は、 CLOSE_Multi-slot_loop_AC
Kでメッセージに肯定応答しかつ試験装置は、該タイマーを停止する。移動局は、肯定応
答の送付からある一定期間で試験ループをクローズする。該一定期間は、Ｇループの場合
に上述したのものに等しいのが好ましい。
【００３５】
Ｈループによる動作は、データがアップリンクでループバックされる前にチャネル・デコ
ーディングが実行される場合に、移動局が受信したデータ・フレームがデータ・フレーム
に含まれるチェックサムにより明らかにされるエラーを含むかどうかを試験することがで
きるという点でＧループのそれとは異なる。全てのエラー－フリー受信データ・フレーム
のコンテンツは、同じデータ・チャネルに属しているアップリンク・データ・フレームに
ループ・バックされかつそれらのアップリンク・データ・フレームは、チャネル・エンコ
ーダに供給される。移動局が間違ったデータ・フレームを検出した場合には、それは、ア
ップリンク・データ・フレームがチャネル・エンコードに供給される前に例えば適当なア
ップリンク・データ・フレームをゼロで満たすことによって試験装置に通知する。ＧＳＭ
システムでは、移動局は、フレームがＦＡＣＣＨチャネルに関連するデータを含むという
ことを、スティーリング・フラグの値に基づきデコーディングに関連して検出することも
可能である。本発明は、試験状況におけるそのようなフレームの処理を制限しない。有利
な解決策は、アップリンク及びダウンリンクＦＡＣＣＨチャネルの両方を試験状況におい
て通常に動作させることであり、ダウンリンクＦＡＣＣＨチャネルに属しているフレーム
の受け取り対して試験応答を特定しない。同じことは、ＳＡＣＣＨにも適用する。Ｈルー
プのオープニングは、上述したＧループのオープニングと同じ方法で実行される。
【００３６】
上記では移動局が試験ループのクロージング後にアップリンクで全ての受信データをルー
プバックすると言った。しかしながら、これは、ほんの一般的な原理である。データ・チ
ャネルは、一般的に、アップリンク方向とダウンリンク方向との間で非対称でありうる、
即ち、多重スロット・チャネルは、例えば、フレーム毎にアップリンク・タイムスロット
よりも多くのダウンリンク・タイムスロットを有しうる。これを考慮に入れると、Ｇルー
プの場合及びＨループの場合の両方における利点的な動作は、二つの代替メカニズムを含
み、かつ試験装置は、その一つのメカニズムが起動されるその CLOSE_Multi-slot_loop_CM
Pメッセージで示すことができる。
【００３７】
第１のメカニズムによれば、移動局は、所与のダウンリンク・タイムスロットで受信した
データを、ＨＳＣＳＤでは主アップリンク・スロットと呼ばれかつＧＰＲＳではアップリ
ンクＰＡＣＣＨタイムスロットと呼ばれるアップリンク・チャネルのある一定のタイムス
ロットにループバックする。そのルーピング・バックが従って特定されるダウンリンク・
タイムスロットは、タイムスロットＸと呼ばれる。本発明は、タイムスロットＸの仕様を
限定しない。
【００３８】
第２のメカニズムによれば、移動局は、ある一定の規則に従ってアップリンク方向におい
て可能な限り多くの受信ダウンリンク・タイムスロットのコンテンツをループバックする
。ＨＳＣＳＤ及びＧＰＲＳに対して利点的な規則は、以下の通りである：
＊ＨＳＣＳＤ：全ての双方向性タイムスロットをループバックしかつ一方向性ダウンリン
ク・タイムスロットを無視する。この構成は、ＨＳＣＳＤにおいて特定される、双方向性
タイムスロットとの論理関連を維持する。
＊ＧＰＲＳ：フレームの第１のダウンリンク・タイムスロットで開始しかつそれを第１の
アップリンク・タイムスロットにループバックする。フレームの全てのダウンリンク・タ
イムスロットがループバックされるか又はもはやアップリンク・タイムスロットが利用可
能でなくなるまで、フレームの第２のダウンリンク・タイムスロットを第２のアップリン
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ク・タイムスロットにループバックする、等である。
【００３９】
以下の一般的規則は、全てのデータ・チャネル試験ループに適用されるのが好ましい：
－受信ダウンリンク・データの順番は、ループバックにおいて保存されること、
－一つの OPEN_Multi-slot_loop_CMDメッセージは、全てのアクティブ・データ・チャネル
試験ループをオープンすること、
－新しい多重スロット・チャネル・タイムスロット構成に対する割り当ては、既存の試験
ループをオープンするために OPEN_Multi-slot_loop_CMDメッセージによって先行されるこ
と、
－試験に対する正しい構成を確保することは、試験装置の責任である、
－データ・コールの切断は、 OPEN_Multi-slot_loop_CMDメッセージと同じ方法で試験ルー
プをオープンすること、
－送信パワーを変えることにより、新しいチャネル割り当て又はハンドオーバーが試験ル
ープに影響を及ぼさないこと、
－試験装置は、新しいチャネル割り当て、ハンドオーバー又は再構成が、試験ループに影
響を及ぼすタイムスロット構成を含まないということを確保すること、
－上記第１のメカニズムが用いられかつ現行タイムスロット構成に属さないタイムスロッ
トが新しいタイムスロットＸとして特定された場合には、移動局は、タイムスロットＸの
新しい仕様を無視しかつネガティブ肯定応答を送ること；試験ループ状態を変えないこと
、
－一度試験ループがクローズされたならば、新しい CLOSE_Multi-slot_loop_CMDメッセー
ジが先のものをオーバーライドすること（複数の CLOSE_Multi-slot_loop_CMDメッセージ
は加算されない）、
－データ・コールが切断されかつ試験ループが従ってオープンされる場合には、別の CLOS
E_Multi-slot_loop_CMDメッセージを送る必要はない、
－データ・チャネル試験ループは、問題のデータ・チャネルだけに影響を及ぼし、例えば
、ＦＡＣＣＨ又はＳＡＣＣＨチャネルの動作には影響を与えない、そして
－データ・チャネル試験ループは、可能な他の同時試験ループの動作に影響を与えないし
それらに依存もしない。
【００４０】
以下の表１～表４は、上記コマンドに対する好ましいフォームを示す。表において、Ｍは
、“強制的存在 (mandatory presence)”を表す。Ｖは、“値 (value)”を表す。情報素子
の長さは、オクテットで与えられる。
【００４１】
【表１】
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ＣＨＣ、チャネル・コーディング
００＝チャネル・コーディング不要、起動すべき試験ループは、Ｇループ
０１＝チャネル・コーディング要、起動すべき試験ループは、Ｈループ
他の値は、リザーブされる
ループ・メカニズム
０００＝メカニズム１
００１＝メカニズム２
他の値は、リザーブされる
ＴＮ、タイムスロット番号
タイムスロット番号は、ループ・メカニズムがメカニズム２を表す場合にだけ用いられる
ＴＮフィールドは、仕様書に規定されるようにタイムスロット番号の２進表現として符号
化される
ＧＳＭ０５．１０
範囲：０～７
【００４２】
【表２】
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ＣＨＣ、チャネル・コーディング
００＝チャネル・コーディング不要、起動すべき試験ループは、Ｇループ
０１＝チャネル・コーディング要、起動すべき試験ループは、Ｈループ
他の値は、リザーブされる
ループ・メカニズム
０００＝メカニズム１
００１＝メカニズム２
他の値は、リザーブされる
エラーＩｎｄ．エラー・インディケータ
０＝連続的に接続されたマルチ－スロット・チャネル試験ループ
１＝失敗したマルチ－スロット・チャネル試験ループ接続
【００４３】
【表３】
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【００４４】
【表４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４５】
ある一定のシステム又は装置に関連付けられるこの特許出願において示した名前及び仕様
は、例として与えられたものであり、移動局がデータ・チャネルで動作することができる
ような全ての移動通信システムにおける本発明の適用性に影響を及ぼさない。更に、本発
明は、特許請求の範囲によって規定される発明的アイデアの範疇内にて多くの方法で変更
されうる。例えば、試験モードにおける試験ループのクロージング及び移動局のセッティ
ング、並びに試験ループのオープニング及び移動局を通常のモードに戻すことは、本発明
の変更において、試験装置によって送られるコマンドによるよりも他の方法で認識されう
る。これらの機能は、移動局のスイッチ又はコネクタを所望の位置に設定することによっ
て、マニュアル的に実行されることも考えられうる。しかしながら、試験フリュエンシー
及び自動化に関する限り、試験装置によって送られるコマンドを用いてこれらの機能を実
行することができるということは、有利である。
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【図面の簡単な説明】
【図１】　従来技術による試験を示す図である。
【図２】　本発明の原理を説明する図である。
【図３】　本発明による移動局のブロック図を示す。
【図４】　データ通信プロトコルのプロトコル・レベルのアーキテクチャを示す図である
。
【図５】　本発明による方法を説明する図である。

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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