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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）の中で媒体アクセス制御（ＭＡＣ）エンティティリセ
ット要件を検出する方法において、
　所定の数のランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）再試行を検出するステップと、
　前記所定の数のランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）再試行の前記検出をすると、Ｍ
ＡＣレイヤよりも上位の１つ以上のレイヤへ、ＭＡＣレイヤリセット要件を示すステップ
と、
　前記ＭＡＣレイヤよりも前記１つ以上の上位のレイヤへ、ＭＡＣエンティティリセット
要求を送信するステップと、
　前記１つ以上の上位のレイヤのうちの少なくとも１つから、前記リセット要求の肯定応
答を受信するステップと、
　前記ＭＡＣエンティティの少なくとも１つのプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）の送
信を一時停止するステップと、
　前記ＭＡＣエンティティの少なくとも１つのサービスデータユニット（ＳＤＵ）の多重
化および組み立てを一時停止するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　ＭＡＣ再構成要求を送信するステップと、
　１つ以上のＭＡＣパラメータ値を含むＭＡＣ再構成コマンドを受信するステップであっ
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て、前記１つ以上のＭＡＣパラメータ値は、１つ以上のランダムアクセスチャネル（ＲＡ
ＣＨ）パラメータ値を含む、ステップと、
　前記１つ以上のＭＡＣパラメータ値に基づいて、前記ＭＡＣエンティティを再構成する
ステップと、
　前記１つ以上のＭＡＣパラメータ値を適用するステップと
　を備え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１つ以上のＭＡＣパラメータ値は、ハイブリッド自動再送信要求（ＨＡＲＱ）プロ
セスパラメータをさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つ以上のＭＡＣパラメータ値は、半永続スケジューリング（ＳＰＳ）パラメータ
値をさらに含むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つ以上のＭＡＣパラメータ値は、不連続受信（ＤＲＸ）パラメータ値をさらに含
むことを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＷＴＲＵが、前記再構成コマンドを読み込むステップおよび変更されたパラメータ
値を判断するステップをさらに備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　タイマーを調整するステップと、
　カウンタを調整するステップと、
　再構成完了メッセージを送信するステップと
　をさらに備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　タイマー再初期化に基づいて、更新されたタイマー値を適用するステップと、
　カウンタ再初期化に基づいて、更新されたカウンタパラメータ値を適用するステップと
　をさらに備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　システムフレーム番号（ＳＦＮ）に基づいて、前記１つ以上のＭＡＣパラメータ値を適
用するステップをさらに備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項１０】
　送信時間間隔（ＴＴＩ）に基づいて、前記１つ以上のＭＡＣパラメータ値を適用するス
テップをさらに備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関する。
【０００２】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）のＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　
Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）プログラムの目的には、新しいＬＴＥの設定および構成のための新
しい技術、新しいアーキテクチャ、および新しい方式を開発することが含まれている。こ
れによって、改善されたスペクトル効率、短縮された待ち時間、および無線リソースの利
用改善を実現することで、より低いコストで、より機敏なユーザの使用感、ならびに高機
能なアプリケーションおよびサービスをもたらすことができる。
【０００３】
　図１は、従来技術によるＥ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏ
ｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ　（ＵＭＴＳ）　Ｔｅ
ｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）１００の概観を示し
ている。図１に示すように、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１００には、３つのｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）
１０２が含まれているが、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１００には任意の数のｅＮＢを含めることがで
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きる。ｅＮＢ１０２はＸ２インターフェイス１０８によって相互に連結されている。また
、ｅＮＢ１０２は、Ｓ１インターフェイス１０６によってモビリティ管理エンティティ（
ＭＭＥ）１１２およびサービスを提供するゲートウェイ（ＳＧＷ）１１０を含むＥＰＣ（
Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）１０４に接続されている。
【０００４】
　図２は、従来技術によるＬＴＥユーザプレーンのプロトコルスタック２００を示してい
る。プロトコルスタック２００は無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）２１０に位置し、パケ
ットデータ制御プロトコル（ＰＤＣＰ）２０２、無線リンク制御（ＲＬＣ）２０４、媒体
アクセス制御（ＭＡＣ）２０６、および物理レイヤ（ＰＨＹ）２０８を含む。また、プロ
トコルスタック２００は、ｅＮＢ（図示せず）に存在することもできる。
【０００５】
　図３は、図２のＷＴＲＵ２１０のＬＴＥコントロールプレーンプロトコルスタック３０
０を示している。コントロールプレーンプロトコルスタック３００は、非アクセス層（Ｎ
ＡＳ）３０２および無線リソース制御（ＲＲＣ）３０４を含む。また、ＰＤＣＰ３０６、
ＲＬＣ３０８、およびＭＡＣ３１０を含み、これらはともにレイヤ２サブレイヤ３１２を
形成する。
【０００６】
　必要に応じて、ＭＡＣエンティティをリセットまたは再構成することができる。ランダ
ムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）パラメータなど、ＭＡＣエンティティのパラメータの１
つまたは複数が変更されると再構成が発生する。ＭＡＣリセット手順は、ハンドオーバ、
セルの再選択、無線リソース制御（ＲＲＣ）接続の再確立、およびＷＴＲＵがＲＲＣ接続
状態からＲＲＣアイドル状態に移るときに実行することができる。
【０００７】
　ＭＡＣエンティティのパラメータは、上位レイヤによって再構成することができる。Ｒ
ＡＣＨパラメータが上位レイヤによって再構成されると、次回ランダムアクセス手順が開
始されたときに、ＷＴＲＵは新しいＲＡＣＨパラメータの使用を開始することができる。
これは、たとえば、ランダムアクセスプリアンブルおよびそれらの対応するＲＡ－ＲＮＴ
Ｉ（ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ－ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉ
ｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）の伝送のための物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）リソ
ースの利用可能な組（ｓｅｔ）が変更されたかどうかを含むことができる。これはまた、
ランダムアクセスプリアンブルのグループおよび各グループ内の利用可能な１組のランダ
ムアクセスプリアンブルを変更することを含むことができる。たとえば、ランダムアクセ
スプリアンブルのグループを選択するのに必要なしきい値、送信時間間隔（ＴＴＩ）ウィ
ンドウを得るのに必要なパラメータ、パワーランプ係数（power-ramping factor）、最大
プリアンブル送信パワー、初期プリアンブル送信パワー、メッセージハイブリッド自動再
送信要求（ＨＡＲＱ）送信の最大数、プリアンブル送信カウンタ、およびバックオフパラ
メータなど、他のパラメータを変更することができる。他の変更されたパラメータについ
ては、ＷＴＲＵは、パラメータの再構成された値を直ちに使用し始めることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　図４は、従来技術に従ってＭＡＣエンティティ４００をリセットする方法を示している
。ステップ４０２で、ＷＴＲＵはすべてのハイブリッド型自動再送要求（ＨＡＲＱ）バッ
ファをフラッシュする。ステップ４０４で、ＷＴＲＵはＣＵＲＲＥＮＴ＿ＴＸ＿ＮＢカウ
ンタを初期化する。このカウンタは、現在バッファ内にあるＭＡＣプロトコルデータユニ
ット（ＰＤＵ）に対して行われた伝送の数をカウントする。ＷＴＲＵは、すべてのＨＡＲ
Ｑプロセスに対してカウンタをゼロに設定する。ステップ４０６で、分解および逆多重化
エンティティがフラッシュされる。ステップ４０８において、ＷＴＲＵは、ランダムアク
セス手順が進行中かどうかを検出する。進行中の場合は、ステップ４１０において、ＷＴ
ＲＵは進行中のランダムアクセス手順を中断する。ステップ４１２において、ＷＴＲＵは
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メッセージバッファをフラッシュし、ステップ４１４において、プリアンブル送信カウン
タをゼロに初期化する。ステップ４１６で、ＷＴＲＵは、競合解決のためのタイマー（ｃ
ｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｔｉｍｅｒ）の期限が切れたと判断して、
セル無線ネットワーク仮識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）を破棄することができる。Ｃ－ＲＮＴＩ
　ＭＡＣ制御要素を含むアップリンクメッセージまたは高次レイヤから渡されたＷＴＲＵ
競合解決ＩＤに関連付けられたアップリンクメッセージが伝送された後で、競合解決のた
めのタイマーは、ＰＤＣＣＨ上でＷＴＲＵが監視する連続する物理ダウンリンク制御チャ
ネル（ＰＤＣＣＨ）サブフレームの数を指定する。ステップ４１８で、たとえば、時間同
期タイマー（ｔｉｍｅ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｔｉｍｅｒ）、オンデュレーションタイマ
ー（ｏｎ－ｄｕｒａｔｉｏｎ　ｔｉｍｅｒ）、ＤＲＸ無効タイマー、ＤＲＸ再伝送タイマ
ー、ＤＲＸショートサイクルタイマー、定期的なバッファ状態報告（ＢＳＲ）タイマー、
およびパワーヘッドルーム（ＰＨＲ）タイマーなど、ＷＴＲＵは多くのタイマーを調整す
ることができる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）において媒体アクセス制御（ＭＡＣ）エンティティを
リセットおよび再構成するための方法および装置を開示する。これはＭＡＣリセットまた
は再構成要求を送信するＷＴＲＵの送信機を含むことができる。ＷＴＲＵの受信機は、Ｍ
ＡＣリセットまたは新しいＭＡＣパラメータ値を含む再構成コマンドを受信することがで
きる。ＷＴＲＵは、ＭＡＣ再構成コマンドから得られた新しいＭＡＣパラメータ値に基づ
いてＭＡＣエンティティを再構成するか、またはすべてのＭＡＣパラメータをリセットす
ることができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）において媒体アクセス制御（ＭＡＣ）
エンティティをリセットおよび再構成するための新規な方法および装置が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】従来技術によるＥ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒ
ｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）の概観を示す図である。
【図２】従来技術によるＬＴＥユーザプレーンのプロトコルスタックを示す図である。
【図３】図２のＷＴＲＵのＬＴＥコントロールプレーンのプロトコルスタックを示す図で
ある。
【図４】従来技術によるＭＡＣエンティティをリセットする方法を示す図である。
【図５】複数のＷＴＲＵおよびｅＮｏｄｅ　Ｂ（ｅＮＢ）を含む無線通信システムを示す
図である。
【図６】図５の無線通信システムのＷＴＲＵおよびｅＮＢの機能ブロック図である。
【図７】一実施形態によるＭＡＣ再構成の方法を示す信号図である。
【図８】一実施形態によるＭＡＣ再構成の方法を示す図である。
【図９】一実施形態によるＲＡＣＨまたはＤＲＸのパラメータを再構成する方法を示す図
である。
【図１０】一実施形態によるＳＰＳパラメータを再構成する方法を示す図である。
【図１１】一実施形態によるＭＡＣリセットの方法を示す図である。
【図１２】他の実施形態によるＭＡＣリセットの方法を示す図である。
【図１３】一実施形態によるＲＡＣＨパラメータをリセットする方法を示す図である。
【図１４】一実施形態によるＤＲＸパラメータをリセットする方法を示す図である。
【図１５】一実施形態によるＳＰＳパラメータをリセットする方法を示す図である。
【図１６】一実施形態によるＨＡＲＱパラメータをリセットする方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
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　以下、「無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）」という用語は、ユーザ装置（ＵＥ）、移動
局、固定または移動可能な加入者端末、携帯無線呼出装置、携帯電話、携帯情報端末（Ｐ
ＤＡ）、コンピュータ、あるいは無線環境において動作可能なその他のあらゆる種類のユ
ーザ用装置を含むが、これらには限定されない。以下、「基地局」という用語は、Ｎｏｄ
ｅ－Ｂ、サイトコントローラ、アクセスポイント（ＡＰ）、あるいは無線環境において動
作可能なその他のあらゆる種類の接続装置を含むが、これらには限定されない。本明細書
に開示する方法は、任意の順序に実行することができ、特定の実施形態に示した順序に限
定されるものではない。
【００１３】
　図５は、複数のＷＴＲＵ５１０およびｅＮｏｄｅ　Ｂ（ｅＮＢ）５２０を含む無線通信
システム５００を示している。図５に示すように、ＷＴＲＵ５１０はｅＮＢ５２０と通信
する。図５には、３つのＷＴＲＵ５１０および１つのｅＮＢ５２０が示されているが、無
線通信システム５００には、無線機器および有線機器の任意の組み合わせを含めることが
できることに留意されたい。
【００１４】
　図６は、図５の無線通信システム５００のＷＴＲＵ５１０およびｅＮＢ５２０の機能ブ
ロック図６００である。図５に示すように、ＷＴＲＵ５１０はｅＮＢ５２０と通信する。
ＷＴＲＵ５１０は、ＰＨＹエンティティ、ＭＡＣエンティティ、ＲＲＣエンティティ、お
よびＲＬＣエンティティを用いて構成される。ＷＴＲＵ５１０はそれぞれ、エンティティ
のそれぞれとの間でメッセージを受信および送信するようにさらに構成されている。
【００１５】
　一般的なＷＴＲＵに見られるコンポーネントに加えて、ＷＴＲＵ５１０は、プロセッサ
６１５、受信機６１６、送信機６１７、およびアンテナ６１８を含む。また、ＷＴＲＵ５
１０はユーザインターフェイス６１８を含むことができ、ユーザインターフェイス６１８
は、ＬＣＤスクリーンまたはＬＥＤスクリーン、タッチスクリーン、キーボード、スタイ
ラス、または他の典型的なＩ／Ｏデバイスを含むことができるが、これらに限定されるも
のではない。また、ＷＴＲＵ５１０は、揮発性および不揮発性のメモリ６１９だけでなく
、ＵＳＢポート、シリアルポートなど他のＷＴＲＵへのインターフェイス６２０を含むこ
とができる。受信機６１６および送信機６１７は、プロセッサ６１５と通信する。無線デ
ータの送信および受信を容易にするために、アンテナ６１８は、受信機６１６および送信
機６１７の両方と通信する。
【００１６】
　一般的なｅＮＢに見られるコンポーネントに加えて、ｅＮＢ５２０は、プロセッサ６２
５、受信機６２６、送信機６２７、およびアンテナ６２８を含む。受信機６２６および送
信機６２７は、プロセッサ６２５と通信する。無線データの送信および受信を容易にする
ために、アンテナ６２８は、受信機６２６および送信機６２７の両方と通信する。ｅＮＢ
５２０は、ＰＨＹエンティティ、ＭＡＣエンティティ、およびＲＲＣエンティティを用い
て構成される。
【００１７】
　ＭＡＣ再構成
　ＲＲＣエンティティは、ＭＡＣエンティティを再構成することができる。プロセスを開
始するために、ＭＡＣエンティティは、ＲＲＣエンティティに信号を送信し、再構成を要
求、すなわちトリガーすることができる。以下に記載したイベントのいずれでも、ＲＲＣ
が再構成コマンドをＭＡＣに送信するようにＭＡＣに要求させることができる。
　ａ．ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）の再試行の所定のしきい値に達した。
　ｂ．予約済みの専用ＲＡＣＨプリアンブルの期限が切れる。
　ｃ．会話区間（talk spurt）から無音区間へのＳＰＳ移行。
　ｄ．無音区間から会話区間へのＳＰＳ移行。
　ｅ．不連続受信（ＤＲＸ）機能が、ＷＴＲＵとｅＮＢとの間の同期を失う。
　ｆ．送信時間間隔（ＴＴＩ）バンドリング再伝送の障害。
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　ｇ．データの再送信の数が、許可されている再送信の最大数を超える。
　ｈ．ＷＴＲＵのバッファの１つまたは複数がフル（ｆｕｌｌ）、またはフルになりそう
である（１つまたは複数のしきい値を使用して決定）。これはバッファ全体、論理チャネ
ルごとのバッファ、ＭＡＣバッファ、または上位レイヤバッファを含むが、限定されるも
のではない。
【００１８】
　たとえば、ＭＡＣ再構成手順は再構成要求をｅＮＢに送信することによりＷＴＲＵによ
って開始することができる。ＷＴＲＵは、ＲＲＣまたはＭＡＣ通信要素（ＣＥ）を通して
ＭＡＣ再構成要求をｅＮＢに送信することができる。再構成要求は、ＭＡＣ再構成要求の
理由を示す理由値、再構成されるＭＡＣエンティティの同定、再構成される機能の印（in
dication）、および再構成されるパラメータの印を含むことができる。
【００１９】
　あるいは、再構成手順は、ｅＮＢによって開始してＷＴＲＵに信号で送ることができる
。ｅＮＢは、ＲＲＣメッセージ／情報要素（ＩＥ）をＷＴＲＵに送信することができる。
これを受けて、ＷＴＲＵは、ＲＲＣメッセージで示される情報に基づいてＭＡＣ再構成を
実行することができる。
【００２０】
　図７は、一実施形態によるＭＡＣ再構成７００の方法を示す信号図である。図７に示す
ように、ＷＴＲＵ７０２およびｅＮＢ７０４は、ＭＡＣエンティティを再構成するために
ＭＡＣ　ＣＥ（７０６、７０８、７１０）を送信および受信することができる。ＭＡＣ再
構成がＷＴＲＵ７０２のＭＡＣエンティティから要求されたときに、ＭＡＣ　ＣＥ（７０
６、７０８、７１０）を使用することができる。ＭＡＣ　ＣＥ（７０６、７０８、７１０
）は、ＭＡＣ再構成７０６を要求するＭＡＣ　ＣＥ、ＭＡＣ再構成７０８の受信を承認す
るＭＡＣ　ＣＥ、およびＭＡＣ再構成プロセス７１０の完了を確認するＭＡＣ　ＣＥを含
む。また、ＭＡＣ　ＣＥは再構成パラメータを含むことができる。
【００２１】
　図８は、一実施形態によるＭＡＣ再構成８００の方法を示している。ステップ８０２で
、ＷＴＲＵのＭＡＣエンティティは、ＲＲＣ信号またはＭＡＣがそのパラメータを再構成
するべきであることを示すＭＡＣ　ＣＥを受信する。ステップ８０４で、ＭＡＣエンティ
ティは、初期値、デフォルト値、またはＭＡＣ　ＣＥもしくはＲＲＣ信号に含まれている
値へとＭＡＣ状態変数を再構成する。ステップ８０６で、ＭＡＣエンティティは、ＭＡＣ
　ＣＥまたはＲＲＣ信号に含まれている値へとＭＡＣパラメータを再構成する。ステップ
８０８で、ＷＴＲＵは、たとえば、ＤＲＸサイクルの再構成に関連付けられているオンデ
ュレーションタイマーや無効タイマーなど、ＭＡＣエンティティの再構成された機能に関
連付けられているタイマーを開始、停止、または再開する。ステップ８１０で、ＷＴＲＵ
は、たとえば、ＲＡＣＨプリアンブルの再試行の数など、ＭＡＣエンティティの再構成さ
れた機能に関連付けられているカウンタを停止および／または再開する。ステップ８１２
で、ＷＴＲＵは、再構成手順の完了をｅＮＢに確認し、ステップ８１４で、ＷＴＲＵは、
再構成の完了を上位レイヤに示す。
【００２２】
　再構成されたＭＡＣエンティティのパラメータの新しい値は、ＭＡＣエンティティが新
しい値を受信した直後には適用されないことがある。ＭＡＣ再構成は、ＲＲＣまたはＭＡ
Ｃ　ＣＥメッセージと同期させることができる。ＲＲＣまたはＭＡＣ　ＣＥメッセージは
、新しいパラメータ値の有効化の時間の明示的または暗示的な指示（indication）を含む
ことができる。あるいは、有効化は、送信時間間隔（ＴＴＩ）またはシステムフレーム番
号（ＳＦＮ）に基づかせることができる。たとえば、ＲＲＣまたはＭＡＣ　ＣＥメッセー
ジは、ＳＦＮまたはＲＲＣもしくはＭＡＣ　ＣＥメッセージが送信または受信された最後
のＴＴＩに関するＴＴＩの数と調整できる新しい値の有効化と同期（align）させること
ができる。
【００２３】
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　図９は、一実施形態によるＲＡＣＨまたはＤＲＸのパラメータ９００を再構成する方法
を示している。ステップ９０２で、ＷＴＲＵは、ＲＡＣＨパラメータまたはＤＲＸパラメ
ータの再構成メッセージを受信する。ステップ９０４で、ＷＴＲＵは、再構成メッセージ
から再構成されたＲＡＣＨパラメータまたはＤＲＸパラメータを読み込み、再構成された
パラメータが変更された値かどうかを判断する。ステップ９０６で、ＷＴＲＵは、要求さ
れたパラメータが新しい値に構成されているかどうかを判断する。要求されたパラメータ
が新しい値に構成されていない場合は、ステップ９０８で、ＷＴＲＵは、要求されたパラ
メータを初期値またはデフォルト値にリセットする。そうでない場合は、ステップ９１０
で、ＷＴＲＵは、古いパラメータ値を新しいパラメータ値に置き換える。
【００２４】
　新しいパラメータ値がＲＡＣＨに対するものである場合、次回ＲＡＣＨ手順が開始され
たときに値が適用される。また、ＷＴＲＵとｅＮｏｄｅ－Ｂとが同期されたときに、ＷＴ
ＲＵは、専用のＲＡＣＨ手順の新しいパラメータを適用するように構成することができる
。
【００２５】
　新しいＤＲＸタイマー値に対して、ＷＴＲＵは、次のＴＴＩで新しいパラメータを適用
したり、または古いタイマーの期限が切れるまで待機して、タイマーが開始されるときに
新しいタイマー値を適用したりすることができる。
【００２６】
　図１０は、一実施形態によるＳＰＳパラメータ１０００を再構成する方法を示している
。ステップ１００２で、ＷＴＲＵは、ＳＰＳに対する再構成メッセージを受信する。ステ
ップ１００４で、ＷＴＲＵは、再構成が会話区間（talk-spurt）状態から無音状態への移
行か、または無音状態から会話区間状態への移行かを検出する。移行が会話区間から無音
状態へのものである場合、ステップ１００６で、ＷＴＲＵは、会話区間状態に対して構成
された無線リソースを解放し、ステップ１００８で、ＷＴＲＵは、無音区間に対して使用
される無線リソースまたはパラメータを構成する。
【００２７】
　ステップ１００４で、再構成が会話区間状態から無音状態へのものであることをＷＴＲ
Ｕが検出すると、ステップ１０１０でＷＴＲＵは無線リソースを設定する。ステップ１０
１２で、ＷＴＲＵは、会話区間状態に対するパラメータを構成する。
【００２８】
　古い構成の解放および新しいパラメータ値の構成は、すぐ次のＴＴＩにおいて実行する
ことができる。あるいは、再構成されたパラメータに対する値の有効化のタイミングは、
再構成メッセージで伝達される有効化時間に基づかせることができる。
【００２９】
　再構成が既存の会話区間のパラメータに対するのもであるとＷＴＲＵが検出した場合、
または再構成が現在の会話区間の延長に対するものである場合、ＷＴＲＵは、現在の構成
が終了した後に永続的伝送（persistent transmission period）を継続することができる
。あるいは、パラメータが現在の会話区間の延長に対して再構成される場合、新しいパラ
メータは、延長された永続的伝送期間に使用するべきである。
【００３０】
　ＷＴＲＵがＨＡＲＱプロセスに対する再構成メッセージを受信すると、ＷＴＲＵは、構
成されたＨＡＲＱプロセスのＨＡＲＱバッファをフラッシュすることができる。次に、構
成されたＨＡＲＱプロセスに対してＣＵＲＲＥＮＴ＿ＴＸ＿ＮＢをゼロに初期化すること
ができる。そして最後に、ＷＴＲＵは、次のＴＴＩに、または再構成メッセージに示され
た有効化時間に基づいて、再構成された値を適用することができる。
【００３１】
　ＭＡＣリセット
　ＭＡＣリセットについては、ＭＡＣエンティティは、ＭＡＣリセットが必要であること
をＲＲＣエンティティに示すことができる。ＭＡＣリセットの理由は、ＭＡＣ再構成の理
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由と異なっていても良い。ＭＡＣリセットは、たとえば、ハンドオーバ、セルの再選択、
または接続されているモードからアイドルモードへのＲＲＣ状態の遷移などによってトリ
ガーすることができる。ＭＡＣリセットの他のトリガーは、次を含むことができる。
　ａ）ＲＡＣＨ再試行の所定数に達する。
　ｂ）予約済み専用ＲＡＣＨプリアンブルの期限切れ。
　ｃ）ＤＲＸ機能がＷＴＲＵとｅＮＢとの間の同期を失う。
　ｄ）データの再送信数が許可されている再送信の最大数を超える。
　ｅ）無線リンク障害。
　ｆ）ＭＡＣリセットを示すハンドオーバコマンドが伝送される。
　ｇ）隣接するセルがソースセルより優れた信号品質を提供していることを測定が示し、
ＷＴＲＵがハンドオーバ要求を送信することを決定する。
　ｈ）隣接セルがソースセルより優れた信号品質を提供していることを測定が示し、ＷＴ
ＲＵがセルの再選択を実行することを決定する。
　ｉ）制御要素（ＣＥ）の再送信の数が、許可されている再送信の最大数を超える。およ
び／または
　ｊ）トークンバケット（ＰＢＲまたは集約ＭＢＲ（Ａｇｇｒｅｇａｔｅ－ＭＢＲ）に使
用）が問題を示している。たとえば、１つまたは複数のトークンバケットが、指定した時
間／しきい値を超えてゼロ（０）以下の状態を維持する、および／またはＷＴＲＵのバッ
ファの１つまたは複数がフル（ｆｕｌｌ）である、もしくはフルになりそうであるなどで
ある。
【００３２】
　また、他のイベントがＭＡＣリセットをトリガーすることもある。
【００３３】
　図１１は、一実施形態によるＭＡＣリセット１１００の方法を示している。ステップ１
１０２で、ＭＡＣエンティティはＭＡＣリセット要求をＲＲＣに送信する。ステップ１１
０４で、タイマー（Ｔｍａｃ＿ｒｅｓｅｔ）が開始される。タイマーは、ＭＡＣエンティ
ティごとに特有なものでも良い。ステップ１１０６で、ＷＴＲＵは、タイマーの期限が切
れるのを待機することも、またはＲＲＣエンティティからの指示を待機することもできる
。ＲＲＣエンティティからの指示（indication）は、リセット要求の肯定応答および／ま
たはＲＲＣによって開始されるリセット手順の確認でも良い。ステップ１１０８で、ＷＴ
ＲＵは、リセットされるエンティティからの任意のＭＡＣ　ＰＤＵの送信を保留する。ス
テップ１１１０で、ＷＴＲＵは、リセットの前に送信された任意のＭＡＣ　ＳＤＵのバッ
ファをフラッシュする。ステップ１１１２で、ＷＴＲＵは、ＭＡＣ　ＳＤＵの多重化およ
び組み立てを保留する。ステップ１１１４で、ＷＴＲＵは、リセットされるＭＡＣエンテ
ィティによる任意のＭＡＣ　ＰＤＵの受信を保留する。これは、任意の受信したＭＡＣ　
ＰＤＵを破棄することによって発生することができる。ステップ１１１６で、カウンタ（
Ｃｍａｃ＿ｒｅｓｅｔ）が増分または減分される。カウンタは、リセット要求の数をカウ
ントする。このカウンタは、ＭＡＣエンティティごとに特有のものでも良い。ステップ１
１１８で、ＷＴＲＵは、ＭＡＣエンティティのパラメータを、それらが最初に構成された
値にリセットする。
【００３４】
　図１２は、他の実施形態によるＭＡＣリセットの方法を示している。図１２において、
ステップ１２０２で、受信するＭＡＣエンティティは、受信するＲＲＣエンティティから
コマンドを受信してＭＡＣエンティティをリセットする。ステップ１２０４で、ＷＴＲＵ
は、少なくとも１つのＭＡＣ状態の変数を初期値／デフォルト値またはリセット要求で構
成された値へとリセットする。ステップ１２０６で、ＷＴＲＵは、構成可能なパラメータ
をそれらの構成された値またはリセット要求で受信した新しい値へとリセットする。ステ
ップ１２０８で、ＭＡＣエンティティに関連付けられているタイマーは、必要に応じて停
止および／または再開される。ステップ１２１０で、ＷＴＲＵは分解および逆多重化を停
止する。ステップ１２１２で、ＷＴＲＵは、ＭＡＣエンティティの送信側のＨＡＲＱ転送
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バッファからＨＡＲＱ　ＰＤＵを破棄し、破棄した対応するＭＡＣ　ＳＤＵの上位レイヤ
に通知する。ステップ１２１４で、ＷＴＲＵは、ＭＡＣエンティティの送信側のＳＤＵ転
送バッファからＭＡＣ　ＳＤＵを破棄し、破棄したＳＤＵの上位レイヤに通知する。
【００３５】
　ＭＡＣリセットの完了に続けて、通知を受信した後、ＲＬＣエンティティなどの上位レ
イヤは、たとえば、送信のためにＳＤＵをその下のＭＡＣエンティティに再び渡す。ＭＡ
Ｃエンティティの送信側では、ＭＡＣ　ＳＤＵは、ＭＡＣエンティティのＳＤＵ転送バッ
ファから破棄されない。上位レイヤは、たとえば、ＨＡＲＱ　ＡＣＫなどを通じて、ピア
のＭＡＣエンティティによって受信が承認(acknowledge)されていないすべてのＳＤＵに
ついて通知される。通知を受信した後、上位レイヤは、それらのＳＤＵを送信のためにＭ
ＡＣエンティティに再び渡す。ＭＡＣエンティティは、リセット手順の完了をＲＲＣに確
認し、リセットの完了を上位レイヤに示すことができる。これらの動作は、ＭＡＣがＲＲ
Ｃに指示を提供した直後に実行することもできる。
【００３６】
　ｅＮＢは、ＭＡＣリセットメッセージにＣ－ＲＮＴＩを含めることができる。無線リン
クの障害の後に、ＷＴＲＵは、ＭＡＣリセットメッセージを受信し、Ｃ－ＲＮＴＩがオリ
ジナルのソースセルと同じであることを検出することができる。次に、ＷＴＲＵは、無線
リンク障害の前と同じセルと通信していて、以前に構成したパラメータを上書きする必要
がないと判断することができる。しかし、ＷＴＲＵが異なるＣ－ＲＮＴＩを検出した場合
、ＷＴＲＵは、異なるセルと通信していて、オリジナルのパラメータを新しく構成したパ
ラメータでリセットするべきであると判断することができる。
【００３７】
　ＭＡＣリセットのタイミングは、ＲＲＣメッセージと同期させることができる。ＲＲＣ
メッセージは、リセットのタイミングまたはリセットの有効化の明示的または暗示的な指
示（indication）を含むことができる。あるいは、リセットのタイミングは、ＴＴＩまた
はＳＦＮに基づいて達成することができる。たとえば、ＲＲＣメッセージとＭＡＣリセッ
トとの間の同期は、ＳＦＮまたはＲＲＣメッセージが送信または受信された最後のＴＴＩ
に関するＴＴＩの数と調整する（align）ことができる。
【００３８】
　ｅＮＢがＷＴＲＵのＭＡＣエンティティをリセットする場合、ＳＰＳ、ＤＲＸ、または
ＲＡＣＨなど、ＭＡＣリセット手順には、特定のＭＡＣ機能のリセットを含めることがで
きる。図１３は、一実施形態による専用のＲＡＣＨリセット１３００の方法を示している
。ステップ１３０２で、ＷＴＲＵは進行中の専用ＲＡＣＨプロセスを中断する。ステップ
１３０４で、ＷＴＲＵは、予約済み専用ＲＡＣＨプリアンブルのタイマーの期限が切れる
ように強制する。ステップ１３０６で、専用のプリアンブル送信カウンタはゼロに初期化
される。ステップ１３０８で、予約済み専用ＲＡＣＨプリアンブルはフラッシュされ、新
しいプリアンブルと置き換えられる。ステップ１３１０で、タイミング同期タイマー（ｔ
ｉｍｉｎｇ　ａｌｉｇｎｍｅｎｔ　ｔｉｍｅｒ）は期限が切れたかのように処理される。
ステップ１３１２で、ＷＴＲＵとｅＮＢとが同期されたときに、専用のＲＡＣＨ手順の新
しいパラメータが適用される。
【００３９】
　図１４は、一実施形態によるＤＲＸリセット１４００の方法を示している。ステップ１
４０２で、ＷＴＲＵはＭＡＣリセット指示(indication)を高次レイヤに送信する。ステッ
プ１４０４で、ＷＴＲＵはＳＲ／ＢＳＲをｅＮＢに送信することをやめる。ステップ１４
０６で、ＷＴＲＵは、オンデュレーションタイマーの期限が切れたかどうかを判断する。
期限が切れた場合は、ステップ１４０８で、ＷＴＲＵはＭＡＣリセットメッセージを検出
する。ステップ１４１０で、ＷＴＲＵは、オンデュレーションタイマー値が新しい値にリ
セットされたかどうかを判断する。リセットされた場合は、ステップ１４１２で、新しい
値が適用される。リセットされなかった場合は、ステップ１４１４で、古い値は変更され
ない。ステップ１４１６で、すべての新しい値は、次のオンデュレーションの最初に適用
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される。
【００４０】
　ステップ１４０６で、ＷＴＲＵがＭＡＣリセットメッセージを受信する前に、オンデュ
レーションタイマーの期限が切れていない場合は、ステップ１４１８で、ＷＴＲＵはＭＡ
Ｃリセットメッセージを検出する。ステップ１４２０で、ＷＴＲＵは、オンデュレーショ
ンタイマー値が新しい値にリセットされたかどうかを判断する。リセットされた場合は、
ステップ１４２２で、新しい値が適用される。リセットされなかった場合は、ステップ１
４２４で、古い値は変更されない。ステップ１４２６で、経過したオンデュレーション期
間を考慮することによって、現在のＴＴＩにおいて、または次のＴＴＩからすべてのパラ
メータの新しい値が直ちに適用される。
【００４１】
　ステップ１４２８で、ＷＴＲＵは、ＰＤＣＣＨ送信を受信したとき、またはＳＲを送信
する必要があるときに、新しい値またはオリジナル値のいずれかを用いてＤＲＸ無効タイ
マーを始動する。あるいは、ＷＴＲＵが実行中にＭＡＣリセットメッセージを受信した場
合、現在のＴＴＩまたは次のＴＴＩからＤＲＸ無効タイマーを再開することができる。
【００４２】
　ステップ１４３０で、ＷＴＲＵは、実行中の場合はＤＲＸ再送信タイマーを停止する。
新しい値がリセットされると、その後は始動されたときに新しいタイマー値が適用される
。また、ＷＴＲＵは、実行中の場合はＤＲＸショートサイクルタイマーを停止することが
できる。新しい値がリセットされると、その後は始動されたときに新しいタイマー値が適
用される。また、ＷＴＲＵは、実行中の場合はＤＲＸロングサイクルタイマーを停止する
。新しい値がリセットされると、その後は始動されたときに新しいタイマー値が適用され
る。最後に、ステップ１４３２で、ＷＴＲＵは、新しいタイミングおよびアクティブ時間
に従って、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）／ＳＲＳを伝送する。
【００４３】
　図１５は、一実施形態によるＳＰＳリセット１５００の方法を示している。ステップ１
５０２で、ＷＴＲＵはＭＡＣリセット指示（indication）を上位レイヤに送信し、オプシ
ョンとして現在のＳＰＳ送信を停止する。ステップ１５０４で、ＷＴＲＵは、ＳＰＳに対
するＭＡＣリセットメッセージを受信する。ステップ１５０６で、ＷＴＲＵは、ＳＰＳの
予約済みＨＡＲＱプロセスをすべて解放する。ステップ１５０８で、ＷＴＲＵは、すべて
の予約済みＨＡＲＱプロセスのバッファをフラッシュする。ステップ１５１０で、ＷＴＲ
Ｕは、すべての予約済みＨＡＲＱプロセスの再送信用のカウンタを初期化する。ステップ
１５１２で、ＷＴＲＵは、ＳＰＳに関連付けられているすべてのタイマーをリセットする
。ステップ１５１４で、ＷＴＲＵは、すべての予約済みＨＡＲＱプロセスのパラメータを
リセットする。ステップ１５１６で、たとえば、バンドリングやＲＶ値に使用されるＴＴ
Ｉの数など、ＷＴＲＵは、ＳＰＳに使用されるＴＴＩバンドリングパラメータをリセット
する。ステップ１５１８で、ＷＴＲＵは、新しいＨＡＲＱ　ＩＤを用いてＳＰＳを構成す
る。
【００４４】
　ＷＴＲＵがＭＡＣリセット指示を上位レイヤに伝送した後のアップリンク（ＵＬ）ＳＰ
Ｓについては、ＷＴＲＵはすべてのＵＬ　ＳＰＳ伝送を保留し、リセットメッセージを待
機することができる。
【００４５】
　図１６は、一実施形態によるＭＡＣリセットの一般的なＨＡＲＱプロセスを示している
。ステップ１６０２で、ＷＴＲＵはＨＡＲＱバッファをフラッシュする。ステップ１６０
４で、ＷＴＲＵは、再送信の数など、すべてのＨＡＲＱ関連のパラメータを初期化する。
ステップ１６０６で、ＷＴＲＵはＲＶ値をリセットする。ステップ１６０８で、ＷＴＲＵ
は、ＴＴＩバンドリングパラメータをリセットする。
【００４６】
　実施形態
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　実施形態１
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）の媒体アクセス制御（ＭＡＣ）エンティティを再構成
する方法であって、ＭＡＣ再構成の要求を含む第１の制御要素を送信するステップと、Ｍ
ＡＣ再構成の要求の承認を含む第２の制御要素を受信するステップと、ＭＡＣ再構成完了
メッセージを含む第３の制御要素を送信するステップと、を含む方法。
【００４７】
　実施形態２
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）の媒体アクセス制御（ＭＡＣ）エンティティを再構成
する方法であって、ＭＡＣ再構成要求を送信するステップと、新しいＭＡＣパラメータ値
を含むＭＡＣ再構成コマンドを受信するステップと、ＭＡＣ再構成コマンドの新しいＭＡ
Ｃパラメータ値に基づいてＭＡＣエンティティを再構成するステップと、を含む方法。
【００４８】
　実施形態３
　ＭＡＣパラメータ値は、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）パラメータ値を含み、
パラメータ値はＲＡＣＨ手順の開始に応じて適用される実施形態２に記載の方法。
【００４９】
　実施形態４
　ＭＡＣパラメータ値は、ハイブリッド型の自動再送信要求（ＨＡＲＱ）プロセスパラメ
ータを含む実施形態２または３に記載の方法。
【００５０】
　実施形態５
　ＭＡＣパラメータ値は、ＳＰＳパラメータ値を含む実施形態２～４のいずれか１項に記
載の方法。
【００５１】
　実施形態６
　ＭＡＣパラメータ値は、不連続受信（ＤＲＸ）パラメータ値を含む実施形態２～５のい
ずれか１項に記載の方法。
【００５２】
　実施形態７
　ＷＴＲＵが、再構成コマンドを読み込み、変更されたパラメータ値を判断するステップ
をさらに含む実施形態２～６のいずれか１項に記載の方法。
【００５３】
　実施形態８
　タイマーを調整するステップと、カウンタを調整するステップと、再構成完了メッセー
ジを伝送するステップと、をさらに含む実施形態２～７のいずれか１項に記載の方法。
【００５４】
　実施形態９
　タイマーの再初期化に基づいて新しいタイマー値を適用するステップと、カウンタの再
初期化に基づいて新しいカウンタパラメータ値を適用するステップと、をさらに含む実施
形態２～８のいずれか１項に記載の方法。
【００５５】
　実施形態１０
　新しいパラメータ値を適用する時間を含むメッセージを受信するステップと、メッセー
ジに基づいて新しいパラメータ値を適用するステップと、をさらに含む実施形態２～９の
いずれか１項に記載の方法。
【００５６】
　実施形態１１
　システムフレーム番号（ＳＦＮ）に基づいて新しいパラメータ値を適用するステップを
さらに含む実施形態２～１０のいずれか１項に記載の方法。
【００５７】
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　実施形態１２
　時間送信間隔（ＴＴＩ）に基づいてパラメータ値を適用するステップをさらに含む実施
形態２～１１のいずれか１項に記載の方法。
【００５８】
　実施形態１３
　ＭＡＣリセット要求を送信するステップと、ＭＡＣリセットコマンドを受信するステッ
プと、ＭＡＣエンティティをリセットするステップと、を含む無線送受信ユニット（ＷＴ
ＲＵ）の媒体アクセス制御（ＭＡＣ）エンティティをリセットする方法。
【００５９】
　実施形態１４
　ＷＴＲＵが、高次レイヤのエンティティからＭＡＣリセット指示を受信するステップを
さらに含む実施形態１３に記載の方法。
【００６０】
　実施形態１５
　ＷＴＲＵが、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）パラメータのＭＡＣリセットコマ
ンドを受信するステップをさらに含む実施形態１３または１４に記載の方法。
【００６１】
　実施形態１６
　ＷＴＲＵが、不連続受信（ＤＲＸ）パラメータのＭＡＣリセットコマンドを受信するス
テップをさらに含む実施形態１３～１５のいずれか１項に記載の方法。
【００６２】
　実施形態１７
　ＷＴＲＵが、ハイブリッド型の自動再送信要求（ＨＡＲＱ）パラメータのＭＡＣリセッ
トコマンドを受信するステップをさらに含む実施形態１３～１６のいずれか１項に記載の
方法。
【００６３】
　実施形態１８
　ＷＴＲＵが、ＳＰＳパラメータのＭＡＣリセットコマンドを受信するステップをさらに
含む実施形態１３～１７のいずれか１項に記載の方法。
【００６４】
　実施形態１９
　媒体アクセス制御（ＭＡＣ）エンティティを再構成するように構成された無線送受信ユ
ニット（ＷＴＲＵ）であって、ＭＡＣ再構成の要求を含む第１の制御要素およびＭＡＣ再
構成完了メッセージを含む第３の制御要素を送信するように構成された送信機と、ＭＡＣ
再構成の要求の承認を含む第２の制御要素を受信するように構成された受信機と、ＭＡＣ
エンティティを再構成するように構成されたプロセッサとを備えたＷＴＲＵ。
【００６５】
　実施形態２０
　媒体アクセス制御（ＭＡＣ）エンティティを再構成するように構成された無線送受信ユ
ニット（ＷＴＲＵ）であって、ＭＡＣ再構成要求を送信するように構成された送信機と、
新しいＭＡＣパラメータ値を含むＭＡＣ再構成コマンドを受信するように構成された受信
機と、ＭＡＣ再構成コマンドの新しいＭＡＣパラメータ値に基づいてＭＡＣエンティティ
を再構成するように構成されたプロセッサとを備えたＷＴＲＵ。
【００６６】
　実施形態２１
　ＭＡＣパラメータ値は、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）パラメータ値を含み、
パラメータ値は、ＲＡＣＨ手順の開始に応じて適用される実施形態２０に記載のＷＴＲＵ
。
【００６７】
　実施形態２２



(13) JP 5750473 B2 2015.7.22

10

20

30

40

50

　ＭＡＣパラメータ値は、ハイブリッド型の自動再送信要求（ＨＡＲＱ）プロセスパラメ
ータを含む実施形態２０または２１に記載のＷＴＲＵ。
【００６８】
　実施形態２３
　ＭＡＣパラメータ値は、ＳＰＳパラメータ値を含む実施形態２０～２２のいずれか１項
に記載のＷＴＲＵ。
【００６９】
　実施形態２４
　ＭＡＣパラメータ値は、不連続受信（ＤＲＸ）パラメータ値を含む実施形態２０～２３
のいずれか１項に記載のＷＴＲＵ。
【００７０】
　実施形態２５
　プロセッサは、再構成コマンドを読み込むようにさらに構成され、変更されたパラメー
タ値を判断する実施形態２０～２４のいずれか１項に記載のＷＴＲＵ。
【００７１】
　実施形態２６
　プロセッサは、タイマーを調整し、カウンタを調整するようにさらに構成され、送信機
は再構成完了メッセージを伝送するようにさらに構成されている実施形態２０～２５のい
ずれか１項に記載のＷＴＲＵ。
【００７２】
　実施形態２７
　プロセッサは、タイマーの再初期化に基づいて新しいタイマー値を適用し、カウンタの
再初期化に基づいて新しいカウンタパラメータ値を適用するようにさらに構成されている
実施形態２０～２６のいずれか１項に記載のＷＴＲＵ。
【００７３】
　実施形態２８
　受信機は、新しいパラメータ値を適用する時間を含むメッセージを受信するようにさら
に構成され、プロセッサは、メッセージに基づいて新しいパラメータ値を適用するように
さらに構成されている実施形態２０～２７のいずれか１項に記載のＷＴＲＵ。
【００７４】
　実施形態２９
　プロセッサは、システムフレーム番号（ＳＦＮ）に基づいて新しいパラメータ値を適用
するようにさらに構成されている実施形態２０～２８のいずれか１項に記載のＷＴＲＵ。
【００７５】
　実施形態３０
　プロセッサは、時間送信間隔（ＴＴＩ）に基づいてパラメータ値を適用するようにさら
に構成されている実施形態２０～２９のいずれか１項に記載のＷＴＲＵ。
【００７６】
　実施形態３１
　媒体アクセス制御（ＭＡＣ）エンティティをリセットするように構成された無線送受信
ユニット（ＷＴＲＵ）であって、ＭＡＣリセット要求を送信するように構成された送信機
と、ＭＡＣリセットコマンドを受信するように構成された受信機と、ＭＡＣエンティティ
をリセットするように構成されたプロセッサとを備えたＷＴＲＵ。
【００７７】
　実施形態３２
　受信機は、高次レイヤのエンティティからＭＡＣリセット指示を受信するようにさらに
構成されている実施形態３１に記載のＷＴＲＵ。
【００７８】
　実施形態３３
　受信機は、ＲＡＣＨパラメータのＭＡＣリセットコマンドを受信するようにさらに構成
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されている実施形態３１または３２に記載のＷＴＲＵ。
【００７９】
　実施形態３４
　受信機は、ＤＲＸパラメータのＭＡＣリセットコマンドを受信するようにさらに構成さ
れている実施形態３１～３３のいずれか１項に記載のＷＴＲＵ。
【００８０】
　実施形態３５
　受信機は、ＨＡＲＱパラメータのＭＡＣリセットコマンドを受信するようにさらに構成
されている実施形態３１～３４のいずれか１項に記載のＷＴＲＵ。
【００８１】
　実施形態３６
　受信機は、ＳＰＳパラメータのＭＡＣリセットコマンドを受信するようにさらに構成さ
れている実施形態１３に記載のＷＴＲＵ。
【００８２】
　実施形態３７
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）の媒体アクセス制御（ＭＡＣ）エンティティを再構成
するように構成されたｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）であって、ＭＡＣ再構成の要求を含む第１
の制御要素およびＭＡＣ再構成完了メッセージを含む第３の制御要素を受信するように構
成された受信機と、ＭＡＣ再構成の要求の承認を含む第２の制御要素を送信するように構
成された送信機と、ＭＡＣエンティティ再構成パラメータを判断するように構成されたプ
ロセッサとを備えたｅＮＢ。
【００８３】
　実施形態３８
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）の媒体アクセス制御（ＭＡＣ）エンティティを再構成
するように構成されたｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）であって、ＭＡＣ再構成要求を受信するよ
うに構成された受信機と、新しいＭＡＣパラメータ値を含むＭＡＣ再構成コマンドを送信
するように構成された送信機と、ＭＡＣ再構成コマンドの新しいＭＡＣパラメータ値を判
断するように構成されたプロセッサとを備えたｅＮＢ。
【００８４】
　実施形態３９
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）の媒体アクセス制御（ＭＡＣ）エンティティを再構成
するように構成されたｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）であって、ＭＡＣリセット要求を受信する
ように構成された受信機と、ＭＡＣリセットコマンドを送信するように構成された送信機
と、ＭＡＣエンティティリセットの要件を判断するように構成されたプロセッサとを備え
たｅＮＢ。
【００８５】
　特徴および構成要素は特定の組み合わせを用いて説明されているが、各特徴または構成
要素は、他の特徴および構成要素を用いずに単独で用いることが可能であり、または他の
特徴および構成要素を用いてもしくは用いずにさまざまな組み合わせで用いることができ
る。本明細書で提供される方法またはフローチャートは、汎用コンピュータまたはプロセ
ッサによって実行するためにコンピュータで読み出し可能な記憶媒体に組み込まれている
コンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアに実装することができる
。コンピュータで読み出し可能な記憶媒体の例としては、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）
、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体記憶装置、
内蔵型ハードディスクおよび取り外し可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、および
ＣＤ－ＲＯＭディスクなどの光学式媒体、ならびにデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）な
どがある。
【００８６】
　適したプロセッサの例を挙げると、汎用プロセッサ、特殊用途向けプロセッサ、従来の
プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコ
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アと共に用いる１つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントロ
ーラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、書き替え可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）回路
、その他の種類の集積回路（ＩＣ）、および／または状態遷移マシーンなどがある。
【００８７】
　プロセッサをソフトウェアと共に使用することで、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）、
移動端末装置（ＵＥ）、端末、基地局、無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）、または任
意のホストコンピュータで使用する無線送受信機（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｔ
ｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ）を実装することができる。ＷＴＲＵは、カメラ、ビデオカメラモ
ジュール、テレビ電話、スピーカーホン、振動装置、スピーカー、マイクロホン、テレビ
の送受信装置、ハンドフリーヘッドセット、キーボード、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）モジュール、周波数変調（ＦＭ）無線装置、ＬＣＤ（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　
ｄｉｓｐｌａｙ）表示装置、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）表示装置、デジタル音楽プ
レーヤー、メディアプレーヤー、ビデオゲームプレーヤーモジュール、インターネットブ
ラウザ、および／または任意の無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）またはウル
トラワイドバンド（ＵＷＢ）モジュールなど、ハードウェアおよび／またはソフトウェア
に実装されたモジュールと共に使用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明は、無線通信に利用することができる。
【符号の説明】
【００８９】
　１０２　ｅＮＢ
　１１０　Ｓ－ＧＷ
　１１２　ＭＭＥ
　２０２　ＰＤＣＰ
　２０４、３０８　ＲＬＣ
　２０６、３１０　ＭＡＣ
　２０８　ＰＨＹ
　３０４　ＲＲＣ
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