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(57)【要約】
【課題】ＲＴＴを測定し、前記測定されたＲＴＴによっ
て制御タイマー値を設定することで、データブロック伝
送を一層効率的に制御できる各データブロックの伝送を
制御するための方法及び装置を提供する。
【解決手段】受信装置に往復時間測定要請を伝送する段
階と；前記往復時間測定要請に応答して、前記受信装置
から往復時間測定応答を受信する段階と；前記往復時間
測定要請の伝送時間及び前記往復時間測定応答の受信時
間に基づいて往復時間を決定する段階と；を含み、前記
往復時間測定要請は第１識別子を含み、前記往復時間測
定応答は第２識別子を含み、前記往復時間は、前記往復
時間測定要請及び往復時間測定応答を処理するための処
理遅延を含むことを特徴とするデータブロック伝送制御
方法を構成する。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムでデータブロック伝送を制御する方法において、
　受信装置に往復時間測定要請を伝送する段階と；
　前記往復時間測定要請に応答して、前記受信装置から往復時間測定応答を受信する段階
と；
　前記往復時間測定要請の伝送時間及び前記往復時間測定応答の受信時間に基づいて往復
時間を決定する段階と；を含み、
　前記往復時間測定要請は第１識別子を含み、前記往復時間測定応答は第２識別子を含み
、前記往復時間は、前記往復時間測定要請及び往復時間測定応答を処理するための処理遅
延を含むことを特徴とするデータブロック伝送制御方法。
【請求項２】
　前記往復時間によってデータブロック再伝送禁止区間及びデータブロック再伝送区間の
うち少なくとも一つ以上を決定する段階をさらに含み、
　前記データブロック再伝送禁止区間は、データブロックを再伝送するためのデータブロ
ック再伝送要請の前記伝送を禁止する区間で、
　前記データブロック再伝送区間は、データブロックを再伝送するためのデータブロック
再伝送要請の前記伝送を開始する区間であることを特徴とする請求項１に記載のデータブ
ロック伝送制御方法。
【請求項３】
　連続的なデータブロック再伝送要請の間の前記時間が少なくとも前記往復時間以上にな
るように、データブロックの受信が確認されるときまで周期的にデータブロック再伝送要
請を伝送する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のデータブロック伝送制
御方法。
【請求項４】
　前記データブロックは、確認モード無線リンク制御プロトコルデータユニットを含むこ
とを特徴とする請求項１に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項５】
　前記第１識別子は、前記第２識別子と同一であることを特徴とする請求項１に記載のデ
ータブロック伝送制御方法。
【請求項６】
　前記第１識別子及び前記第２識別子は、シーケンス番号であることを特徴とする請求項
１に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項７】
　前記第１識別子が前記第２識別子と同一であるときのみに前記往復時間を決定する段階
をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項８】
　前記往復時間によって往復時間伝送禁止区間及び往復時間伝送区間のうち少なくとも一
つ以上を決定する段階をさらに含み、
　前記往復時間伝送禁止区間は、次回の往復時間測定要請の伝送を禁止する区間で、
　前記往復時間伝送区間は、次回の往復時間測定要請の伝送を開始する区間であることを
特徴とする請求項１に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項９】
　前記往復時間測定要請の前記伝送時間は、システムフレーム番号及び連結フレーム番号
のうち少なくとも一つ以上を含むことを特徴とする請求項１に記載のデータブロック伝送
制御方法。
【請求項１０】
　状態ＰＤＵ及びピギーバックされた状態ＰＤＵのうち一つに前記往復時間測定要請を含
む段階をさらに含み、
　前記往復時間測定応答は、状態ＰＤＵ及びピギーバックされた状態ＰＤＵのうち一つに
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含まれることを特徴とする請求項１に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項１１】
　前記無線通信システムは、前記受信装置からのデータ受信確認を支援することを特徴と
する請求項１に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項１２】
　無線通信システムでデータブロック伝送を制御する方法において、
　受信装置にデータブロックを伝送する段階と；
　前記データブロックの受信が前記受信装置によって確認されない場合、前記受信装置に
前記データブロックを再伝送する段階と；を含み、
　前記データブロックの再伝送は、前記受信装置に第１識別子を含む往復時間測定要請を
伝送し、前記受信装置から第２識別子を含む往復時間測定応答を受信し、前記往復時間測
定要請及び往復時間測定応答の処理における処理遅延を考慮して、前記往復時間測定要請
の伝送時間と前記往復時間測定応答の受信時間との間の差を決定することで周期的に更新
される往復時間にしたがうことを特徴とするデータブロック伝送制御方法。
【請求項１３】
　前記データブロックが受信されていないことを指示する状態語を伝送する前記受信装置
をさらに含み、前記往復時間の更新は、前記状態語の伝送後に予め決定された時間区間内
に何らの応答も受信されない場合、前記受信装置によって開始されることを特徴とする請
求項１２に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項１４】
　前記データブロックが受信されていないことを指示する状態語を伝送する前記受信装置
をさらに含み、前記往復時間の更新は、予め決定された回数を超える前記状態語の再伝送
回数後に何らの応答も受信されない場合、前記受信装置によって開始されることを特徴と
する請求項１２に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項１５】
　前記データブロックが受信されていないことを指示する状態語を伝送する前記受信装置
をさらに含み、前記データブロックが前記状態語の伝送後に受信されると、前記受信装置
によって前記往復時間の更新が開始され、前記データブロックは、予め決定された往復時
間より短い時間区間内に受信され、前記時間区間は、前記データブロックの以前伝送と前
記データブロックの次の再伝送との間の時間を示すことを特徴とする請求項１２に記載の
データブロック伝送制御方法。
【請求項１６】
　前記往復時間によってデータブロック再伝送禁止区間及びデータブロック再伝送区間の
うち少なくとも一つ以上を更新する段階をさらに含み、前記データブロック再伝送禁止区
間は、前記データブロックを再伝送するためのデータブロック再伝送要請の前記伝送を禁
止する区間で、前記データブロック再伝送区間は、前記データブロックを再伝送するため
のデータブロック再伝送要請の前記伝送を開始する区間であることを特徴とする請求項１
２に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項１７】
　前記データブロックは、確認モード無線リンク制御プロトコルデータユニットを含むこ
とを特徴とする請求項１２に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項１８】
　前記第１識別子及び第２識別子は、シーケンス番号であることを特徴とする請求項１２
に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項１９】
　前記往復時間は、前記第１識別子が前記第２識別子と同一であるときのみに更新される
ことを特徴とする請求項１２に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項２０】
　前記往復時間は、往復時間伝送禁止区間及び往復時間伝送区間のうち少なくとも一つ以
上によって周期的に更新され、前記往復時間伝送禁止区間及び往復時間伝送区間は、予め
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決定された往復時間に基づいたもので、前記往復時間伝送禁止区間は、次回の往復時間更
新を禁止するためのもので、前記往復時間伝送区間は、次回の往復時間更新を開始するた
めのものであることを特徴とする請求項１２に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項２１】
　無線通信システムでデータブロック伝送を制御する通信装置において、
　受信装置に往復時間測定要請を含むＲＦ信号を伝送するように調節される伝送ユニット
と；
　前記往復時間測定要請に応答して、前記受信装置からの往復時間測定応答を含むＲＦ信
号を受信するように調節される受信ユニットと；
　前記往復時間測定要請の伝送時間及び前記往復時間測定応答の受信時間に基づいた往復
時間を決定するように調節される処理ユニットと；を含み、
　前記往復時間測定要請は第１識別子を含み、前記往復時間測定応答は第２識別子を含み
、前記往復時間は、前記往復時間測定要請及び往復時間測定応答を処理するための処理遅
延を含むことを特徴とするデータブロック伝送制御装置。
【請求項２２】
　前記処理ユニットは、前記往復時間によってデータブロック再伝送禁止区間及びデータ
ブロック再伝送区間のうち少なくとも一つ以上を決定するようにさらに調節されることを
特徴とし、
　前記データブロック再伝送禁止区間は、データブロックを再伝送するためのデータブロ
ック再伝送要請の前記伝送を禁止するための区間で、
　前記データブロック再伝送区間は、データブロックを再伝送するためのデータブロック
再伝送要請の前記伝送を開始するための区間であることを特徴とする請求項２１に記載の
データブロック伝送制御装置。
【請求項２３】
　前記処理ユニットは、連続的なデータブロック再伝送要請の間の前記時間が少なくとも
前記往復時間以上になるように、データブロックの受信が確認されるときまでデータブロ
ック再伝送要請を周期的に伝送するために、前記伝送ユニットを制御するようにさらに調
節されることを特徴とする請求項２１に記載のデータブロック伝送制御装置。
【請求項２４】
　前記処理ユニットは、シーケンス番号として前記第１識別子を設定するようにさらに調
節されることを特徴とする請求項２１に記載のデータブロック伝送制御装置。
【請求項２５】
　前記処理ユニットは、前記第１識別子が前記第２識別子と同一であるときのみに前記往
復時間を決定するようにさらに調節されることを特徴とする請求項２１に記載のデータブ
ロック伝送制御装置。
【請求項２６】
　前記処理ユニットは、前記往復時間によって往復時間測定禁止区間及び往復時間測定伝
送区間のうち少なくとも一つ以上を決定し、前記往復時間測定禁止区間によって次回の往
復時間測定要請が禁止され、前記往復時間測定伝送区間によって次回の往復時間測定要請
が開始されるように、前記伝送ユニットを制御するようにさらに調節されることを特徴と
する請求項２１に記載のデータブロック伝送制御装置。
【請求項２７】
　前記処理ユニットは、前記往復時間測定要請内で前記往復時間測定要請の前記伝送時間
を含むようにさらに調節されることを特徴とする請求項２１に記載のデータブロック伝送
制御装置。
【請求項２８】
　前記処理ユニットは、前記往復時間測定応答内の伝送時間と前記往復時間測定応答の前
記受信時間との間の差を計算することで、前記往復時間を決定するようにさらに調節され
ることを特徴とする請求項２１に記載のデータブロック伝送制御装置。
【請求項２９】
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　前記処理ユニットは、状態ＰＤＵ及びピギーバックされた状態ＰＤＵのうち一つに前記
往復時間測定要請を含み、状態ＰＤＵ及びピギーバックされた状態ＰＤＵのうち一つから
前記往復時間測定応答を抽出するようにさらに調節されることを特徴とする請求項２１に
記載のデータブロック伝送制御装置。
【請求項３０】
　前記処理ユニットは、複数の往復時間測定要請の前記伝送時間及び複数の往復時間測定
応答の前記受信時間に基づいて決定された複数の往復時間の平均を計算することで、前記
往復時間を決定するようにさらに調節されることを特徴とする請求項２１に記載のデータ
ブロック伝送制御装置。
【請求項３１】
　前記処理ユニットは、複数の往復時間測定要請を連続的に伝送するために、前記伝送ユ
ニットを制御するようにさらに調節され、前記複数の往復時間測定要請は、それぞれ同一
の第１識別子を有することを特徴とする請求項２１に記載のデータブロック伝送制御装置
。
【請求項３２】
　前記処理ユニットは、連続的に受信された複数の往復時間測定応答を処理するようにさ
らに調節され、前記複数の往復時間測定応答は、それぞれ同一の第２識別子を有すること
を特徴とする請求項２１に記載のデータブロック伝送制御装置。
【請求項３３】
　前記無線通信システムは、前記受信装置からのデータ受信確認を支援することを特徴と
する請求項２１に記載のデータブロック伝送制御装置。
【請求項３４】
　無線通信システムでデータブロック伝送を制御する方法において、
　伝送装置から往復時間測定要請を受信する段階と；
　前記往復時間測定要請に応答して受信装置に往復時間測定応答を伝送する段階と；を含
み、
　前記往復時間測定要請は第１識別子を含み、前記往復時間測定応答は第２識別子を含む
ことを特徴とするデータブロック伝送制御方法。
【請求項３５】
　前記データブロックは、確認モード無線リンク制御プロトコルデータユニットを含むこ
とを特徴とする請求項３４に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項３６】
　前記第１識別子は、前記第２識別子と同一であることを特徴とする請求項３４に記載の
データブロック伝送制御方法。
【請求項３７】
　前記第１識別子及び第２識別子は、シーケンス番号であることを特徴とする請求項３４
に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項３８】
　前記往復時間測定要請は、前記往復時間測定要請の前記伝送時間をさらに含むことを特
徴とする請求項３４に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項３９】
　前記往復時間測定要請の前記伝送時間は、システムフレーム番号及び連結フレーム番号
のうち少なくとも一つ以上を含むことを特徴とする請求項３８に記載のデータブロック伝
送制御方法。
【請求項４０】
　前記往復時間測定応答内に前記往復時間測定応答の前記伝送時間を含む段階をさらに含
むことを特徴とする請求項３４に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項４１】
　前記往復時間測定要請は、状態ＰＤＵ及びピギーバックされた状態ＰＤＵのうち一つに
含まれ、状態ＰＤＵ及びピギーバックされた状態ＰＤＵのうち一つに前記往復時間測定応
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答を含む段階をさらに含むことを特徴とする請求項３４に記載のデータブロック伝送制御
方法。
【請求項４２】
　前記往復時間測定要請を受信する段階は、複数の往復時間測定要請を連続的に受信する
段階を含み、前記複数の往復時間測定要請は、それぞれ同一の第１識別子を有することを
特徴とする請求項３４に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項４３】
　前記往復時間測定応答を伝送する段階は、複数の往復時間測定応答を連続的に伝送する
段階を含み、前記複数の往復時間測定応答は、それぞれ同一の第２識別子を有することを
特徴とする請求項３４に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項４４】
　前記無線通信システムは、前記受信装置からのデータ受信確認を支援することを特徴と
する請求項３４に記載のデータブロック伝送制御方法。
【請求項４５】
　無線通信システムでデータブロック伝送を制御する通信装置において、
　伝送装置から往復時間測定要請を含むＲＦ信号を受信するように調節される受信ユニッ
トと；
　前記往復時間測定要請に応答して、前記伝送装置に往復時間測定応答を含むＲＦ信号を
伝送するように調節される伝送ユニットと；を含み、
　前記往復時間測定要請は第１識別子を含み、前記往復時間測定応答は第２識別子を含む
ことを特徴とするデータブロック伝送制御通信装置。
【請求項４６】
　前記処理ユニットは、連続的なデータブロック再伝送要請の間の前記時間が少なくとも
決定された往復時間以上になるように、データブロックの受信が確認されるときまでデー
タブロック再伝送要請を周期的に伝送するために、前記伝送ユニットを制御するようにさ
らに調節されることを特徴とする請求項４５に記載のデータブロック伝送制御通信装置。
【請求項４７】
　前記処理ユニットは、シーケンス番号として前記第２識別子を設定するようにさらに調
節されることを特徴とする請求項４５に記載のデータブロック伝送制御通信装置。
【請求項４８】
　前記処理ユニットは、前記往復時間測定応答内で前記往復時間測定応答の前記伝送時間
を含むようにさらに調節されることを特徴とする請求項４５に記載のデータブロック伝送
制御通信装置。
【請求項４９】
　前記処理ユニットは、状態ＰＤＵ及びピギーバックされた状態ＰＤＵのうち一つから前
記往復時間測定要請を抽出し、状態ＰＤＵ及びピギーバックされた状態ＰＤＵのうち一つ
に前記往復時間測定応答を含むようにさらに調節されることを特徴とする請求項４５に記
載のデータブロック伝送制御通信装置。
【請求項５０】
　前記処理ユニットは、複数の往復時間測定応答を連続的に伝送するために、前記伝送ユ
ニットを制御するようにさらに調節され、前記複数の往復時間測定応答は、それぞれ同一
の第２識別子を有することを特徴とする請求項４５に記載のデータブロック伝送制御通信
装置。
【請求項５１】
　前記処理ユニットは、連続的に受信された複数の往復時間測定要請を処理するようにさ
らに調節され、前記複数の往復時間測定要請は、それぞれ同一の第１識別子を有すること
を特徴とする請求項４５に記載のデータブロック伝送制御通信装置。
【請求項５２】
　前記無線通信システムは、前記受信装置からのデータ受信確認を支援することを特徴と
する請求項４５に記載のデータブロック伝送制御通信装置。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データブロックの伝送を制御するための方法及び装置に関するものである。
本発明は、広範囲な適用に適しており、具体的には、往復時間（ｒｏｕｎｄ　ｔｒｉｐ　
ｔｉｍｅ；ＲＴＴ）を測定し、前記測定されたＲＴＴを用いてタイマーを設定することで
、データブロック伝送を一層効率的に制御するのに適している。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、汎用移動通信システム（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｌｅｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｓｙｓｔｅｍ；ＵＭＴＳ）のネットワーク構造を示す図である
。図１を参照すると、汎用移動通信システム（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅ
ｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｓｙｓｔｅｍ；以下、ＵＭＴＳと称する。）は、使
用者装置１（以下、ＵＥと称する。）、ＵＭＴＳ地上無線接続ネットワーク２（ＵＭＴＳ
　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ；以下、ＵＴＲ
ＡＮと称する。）及び核心網３（ｃｏｒｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ；以下、ＣＮと称する。）を
含む。ＵＴＲＡＮ２は、一つ以上の無線ネットワークサブシステム４（ｒａｄｉｏ　ｎｅ
ｔｗｏｒｋ　ｓｕｂ－ｓｙｔｅｍ；以下、ＲＮＳと称する。）を含み、各ＲＮＳは、無線
ネットワーク制御器５（ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ；以下、Ｒ
ＮＣと称する。）、及び前記ＲＮＣによって管理される一つ以上の基地局６（ｂａｓｅ　
ｓｔａｔｉｏｎ；以下、Ｎｏｄｅ　Ｂと称する。）を含む。Ｎｏｄｅ　Ｂ６は、一つ以上
のセルを含む。
【０００３】
　図２は、ＵＥ１とＵＴＲＡＮ２との間のＵＭＴＳ無線プロトコルの構造図である。図２
に示すように、無線インターフェースプロトコルは、水平的には物理階層、データリンク
階層及びネットワーク階層を含み、前記無線インターフェースプロトコルは、垂直的には
データ情報伝送のための使用者平面、及びシグナリング伝送のための制御平面を含む。図
２のプロトコル階層は、通信システムで広く知られた開放型システム相互接続（ｏｐｅｎ
　ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ；ＯＳＩ）標準モデルの下位３個の階
層に基づいてＬ１（第１階層）、Ｌ２（第２階層）、及びＬ３（第３階層）に分けられる
。前記無線プロトコル階層は、無線領域でのデータ伝送を活性化させるために、ＵＥ１及
びＵＴＲＡＮ２の全てに一対として存在する。
【０００４】
　第１階層としての物理階層は、物理チャネルを使用して上位階層への情報伝達サービス
を提供する。物理階層は、データが媒体接近制御（ｍｅｄｉｕｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｏｎ
ｔｒｏｌ；ＭＡＣ）階層と物理階層との間で伝達される伝送チャネルを通して、物理階層
上の媒体接近制御（ｍｅｄｉｕｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｏｎｔｒｏｌ；ＭＡＣ）階層に連結
される。各伝送チャネルは、チャネルの共有可否によって専用伝送チャネル及び共用伝送
チャネルに分類される。データは、異なった物理階層の間で伝送され、より具体的には、
伝送側の物理階層と受信側の物理階層との間で各物理チャネルを通して伝送される。
【０００５】
　第２階層の媒体接近制御（ＭＡＣ）階層は、論理チャネルを通してＭＡＣ階層上の無線
リンク制御（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ；以下、ＲＬＣと略称する。）階層
にサービスを提供する。第２階層のＲＬＣ階層は、信頼できるデータ伝送を支援し、上位
階層から送られたＲＬＣサービスデータユニット（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ
；ＳＤＵ）の分割と連接を行う。
【０００６】
　ＭＡＣ階層及び物理階層は、伝送チャネルを通してデータを交換する。第２階層（Ｌ２
）は、ＭＡＣ階層、無線リンク制御（ＲＬＣ）階層、放送／マルチキャスト制御（ｂｒｏ
ａｄｃａｓｔ／ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｃｏｎｔｒｏｌ；ＢＭＣ）階層及びパケットデータ
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集中プロトコル（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ
；ＰＤＣＰ）階層を含む。
【０００７】
　ＭＡＣ階層は、論理チャネルと伝送チャネルとの間でのマッピングを制御し、無線資源
の割当及び再割当のためのＭＡＣパラメータの割当を提供する。ＭＡＣ階層は、論理チャ
ネルを通して無線リンク制御（ＲＬＣ）階層と呼ばれる上位階層に連結される。
【０００８】
　多様な論理チャネルは、伝送される情報のタイプによって提供される。一般的に、制御
チャネルは、制御平面の情報を伝送するために使用され、トラフィックチャネルは、使用
者平面の情報を伝送するために使用される。
【０００９】
　ＭＡＣ階層は、伝送チャネルによって物理階層に連結され、ＭＡＣ－ｂ副階層、ＭＡＣ
－ｄ副階層、ＭＡＣ－ｃ／ｓｈ副階層、ＭＡＣ－ｈｓ副階層及びＭＡＣ－ｅ副階層に分け
られる。ＭＡＣの分離は、管理される伝送チャネルのタイプにしたがう。
【００１０】
　ＭＡＣ－ｂ副階層は、ＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を管理し、これ
は、システム情報の放送を制御する伝送チャネルである。ＭＡＣ－ｃ／ｓｈ副階層は、複
数の端末によって共有される順方向接続チャネル（ｆｏｒｗａｒｄ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｈ
ａｎｎｅｌ；ＦＡＣＨ）またはダウンリンク共有チャネル（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒ
ｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ；ＤＳＣＨ）などの共用伝送チャネルを管理したり、アップリンク
では、無線接続チャネル（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ；ＲＡＣＨ）を管
理する。ＭＡＣ－ｄ副階層は、専用チャネル（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ；Ｄ
ＣＨ）を管理し、これは、特定の端末のための専用伝送チャネルである。ＭＡＣ－ｈｓ副
階層は、ダウンリンク及びアップリンクで高速データ伝送を支援するために、高速データ
伝送のための伝送チャネルＨＳ－ＤＳＣＨ（ｈｉｇｈ　ｓｐｅｅｄ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）を管理する。ＭＡＣ－ｅ副階層は、アップリンクデータ
伝送のための伝送チャネルＥ－ＤＣＨ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｃｈａ
ｎｎｅｌ）を管理する。
【００１１】
　無線リンク制御（ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ；以下、ＲＬＣと略称する。
）階層は、各無線ベアラのサービス品質（ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　ｓｅｒｖｉｃｅ；以下
、ＱｏＳと略称する。）の保障を支援し、該当するデータの伝送を制御する。ＲＬＣ階層
は、ＲＢの固有のＱｏＳを保障するために、各ＲＢに一つの独立的なＲＬＣエンティティ
を残しておく。３個のＲＬＣモードは、多様なＱｏＳを支援するために提供される。３個
のＲＬＣモードは、透明モード（ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｍｏｄｅ；以下、ＴＭと略称
する。）、非確認モード（ｕｎａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｄ　ｍｏｄｅ；以下、ＵＭと略称
する。）、及び確認モード（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｄ　ｍｏｄｅ；以下、ＡＭと略称す
る。）である。
【００１２】
　また、ＲＬＣは、下位階層が無線領域にデータを伝送できるように、データ大きさを調
節することを活性化する。調整されたデータ大きさを活性化させるために、ＲＬＣは、上
位階層から受信されたデータを分割して連接する。
【００１３】
　ＰＤＣＰ階層は、ＲＬＣ階層上に位置し、相対的に小さい帯域幅を有する無線領域で効
率的にＩＰｖ４またはＩＰｖ６などのＩＰパケットを使用してデータを伝送することを活
性化する。このために、ＰＤＣＰ階層は、無線領域で伝送効率を増加させるために、必須
的なデータヘッダー情報を伝送させる機能であるヘッダー圧縮を行う。
【００１４】
　ヘッダー圧縮がＰＤＣＰ階層の基本機能であるので、ＰＤＣＰ階層は、パケットサービ
スドメイン（以下、‘ＰＳ　ｄｏｍａｉｎ’と略称する。）のみで存在する。また、一つ
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のＰＤＣＰエンティティは、効果的なヘッダー圧縮機能を各ＰＳサービスに提供できるよ
うに、各ＲＢのために存在する。
【００１５】
　ＢＭＣ（放送／マルチキャスト制御）階層は、ＲＬＣ階層の上に位置する。ＢＭＣ階層
は、セル放送メッセージをスケジュールし、特定のセル内に位置したＵＥに放送を行う。
【００１６】
　第３階層の最も低い部分に位置した無線資源制御（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌ；ＲＲＣ）階層は、制御平面内のみで定義され、無線ベアラ（ｒａｄｉｏ　
ｂｅａｒｅｒｓ；ＲＢｓ）の設定、再設定及び解除と一緒に、論理チャネル、伝送チャネ
ル及び物理チャネルを制御する。ＲＢは、ＵＥ１とＵＴＲＡＮ２との間でデータ伝送のた
めに第１階層及び第２階層によって提供される論理的経路である。一般的に、ＲＢの構成
は、特定のサービスを提供するために必要なプロトコル階層及びチャネルの特徴を定義す
ることを意味し、それらのために個々の特定のパラメータ及び動作方法を設定することで
ある。
【００１７】
　ＲＬＣ階層の基本的な機能は、各ＲＢのＱｏＳ及び対応するデータ伝送を保障すること
である。ＲＢサービスは、第２階層が上位階層に提供するサービスであるので、全体の第
２階層はＱｏＳに影響を与える。しかし、ＲＬＣ階層は、ＱｏＳに最も大きな影響を与え
る。
【００１８】
　ＲＬＣ階層は、ＲＢの固有なＱｏＳを保障するために各ＲＢに独立的なＲＬＣエンティ
ティを提供し、３個のモード、具体的にＴＭ、ＵＭ及びＡＭを提供する。前記３個のＲＬ
Ｃモードは、支援されるＱｏＳ内で互いに異なるので、それらの詳細な機能のみならず、
それらの動作方法も異なる。そのため、ＲＬＣ動作モードが考慮されるべきである。
【００１９】
　ＴＭ　ＲＬＣは、ＲＬＣプロトコルデータユニット（以下、ＰＤＵと略称する。）を構
成するにおいて、上位階層から伝達されたＲＬＣサービスデータユニット（以下、ＳＤＵ
と略称する。）に如何なるオーバーヘッドも付けていないモードである。ＲＬＣは、ＳＤ
Ｕを透明に伝送するので、ＴＭ　ＲＬＣと呼ばれる。
【００２０】
　上記のような透明な特性のために、ＴＭ　ＲＬＣは、使用者及び制御平面内で多様な役
割を行う。使用者平面では、ＲＬＣ内でのデータ処理時間が短いので、ＴＭ　ＲＬＣは、
回線サービスドメイン（以下、ＣＳ　ｄｏｍａｉｎと略称する。）内で音声またはストリ
ーミングデータなどの実時間回線データ伝送を行う。制御平面では、ＲＬＣは、ＲＬＣ内
に如何なるオーバーヘッドもないので、不特定のＵＥからのＲＲＣメッセージのアップリ
ンク伝送またはセル内の全てのＵＥからのＲＲＣメッセージ放送のダウンリンク伝送を制
御する。
【００２１】
　透明なモードとは異なって、非透明モードは、ＲＬＣ内にオーバーヘッダーが付加され
るモードである。非透明モードは、伝送されたデータに対する確認をしない非確認モード
（ＵＭ）及び伝送されたデータに対する確認をする確認モード（ＡＭ）に分類される。
【００２２】
　シーケンス番号（ｓｅｑｕｅｎｃｅ　ｎｕｍｂｅｒ；以下、ＳＮと略称する。）を含む
ＰＤＵヘッダーを各ＰＤＵに付着することで、ＵＭ　ＲＬＣによって、受信側は、どのＰ
ＤＵが伝送過程で損失されるかを決定することができる。このような特性によって、ＵＭ
　ＲＬＣは、使用者平面では、放送／マルチキャストデータ伝送、ＰＳドメインの音声（
ＶｏＩＰなど）及びストリーミングデータなどの実時間パケットデータの伝送を主に行い
、制御平面では、セル内で特定のＵＥまたは特定のＵＥグループに伝送された、確認が必
要でないＲＲＣメッセージの伝送を主に行う。
【００２３】
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　ＡＭ　ＲＬＣは、ＵＭ　ＲＬＣの場合と同様に、ＳＮを含むＰＤＵヘッダーを付着する
ことで各ＰＤＵを構成する非透明モードである。しかし、ＡＭ　ＲＬＣは、受信側が伝送
側によって伝送された各ＰＤＵを確認するという点でＵＭ　ＲＬＣと異なる。
【００２４】
　受信側は、伝送側が受信側によって受信されていないＰＤＵの再伝送を要求できるので
、ＡＭ　ＲＬＣでＰＤＵ受信を確認する。再伝送機能は、ＡＭ　ＲＬＣの最も大きな特徴
である。
【００２５】
　ＡＭ　ＲＬＣの目的は、再伝送を通してエラーのないデータ伝送を保障することである
。このような特徴によって、ＡＭ　ＲＬＣは、使用者平面では、ＰＳドメインのＴＣＰ／
ＩＰなどの非実時間パケットデータの伝送を主に制御し、確認が必須的な制御平面でのセ
ル内で、特定のＵＥに伝送されるＲＲＣメッセージの伝送を制御する。
【００２６】
　ＴＭまたはＵＭ　ＲＬＣは、単方向通信に使用される反面、ＡＭ　ＲＬＣは、ＡＭ　Ｒ
ＬＣ内の受信側からのフィードバックによって両方向通信に使用される。両方向通信は、
主にポイントツーポイント通信に使用されるので、ＡＭ　ＲＬＣは、専用論理チャネルの
みを使用する。したがって、一つのＲＬＣエンティティは、ＴＭまたはＵＭ　ＲＬＣ内で
は伝送または受信構造を含む反面、ＡＭ　ＲＬＣでは、一つのＲＬＣエンティティ内に伝
送側及び受信側が存在する。
【００２７】
　ＡＭ　ＲＬＣの複雑性は、再伝送機能による。ＡＭ　ＲＬＣは、伝送／受信バッファの
みならず、再伝送管理のための再伝送バッファを含んで多様な機能を行う。多様な機能は
、流れ（ｆｌｏｗ）制御のための伝送／受信ウィンドウ、伝送側が受信側の対応するＲＬ
Ｃエンティティからの状態情報を要請し、受信側が伝送側の対応するＲＬＣエンティティ
にそのバッファ状態を報告するための状態報告を要請し、状態情報を伝達するための状態
ＰＤＵを要請し、データ伝送効率を増加させるためにデータＰＤＵ内に状態ＰＤＵを挿入
することでピギーバッキングを要請するときのポーリング（ｐｏｌｌｉｎｇ）と関連して
いる。
【００２８】
　リセットＰＤＵは、ＡＭ　ＲＬＣエンティティが動作中に深刻なエラーを発見すると、
相手側のＡＭ　ＲＬＣエンティティの全ての動作及びパラメータのリセットを要請するた
めに要求される。リセットＡＣＫ　ＰＤＵは、前記リセットＰＤＵに対する応答のために
要請される。
【００２９】
　上記のような機能を支援するために、ＡＭ　ＲＬＣは、多様なプロトコルパラメータ、
状態変数及びタイマーを必要とする。状態情報報告でデータ伝送制御のために使用される
ＰＤＵ、状態ＰＤＵ及びリセットＰＤＵは、制御ＰＤＵと呼ばれ、使用者データの伝送の
ために使用されるＰＤＵは、データＰＤＵと呼ばれる。
【００３０】
　具体的に、ＡＭ　ＲＬＣによって使用されるＰＤＵは、二つのタイプに分類される。第
一のタイプはデータＰＤＵで、第二のタイプは制御ＰＤＵである。制御ＰＤＵは、状態Ｐ
ＤＵ、ピギーバックされた状態ＰＤＵ、リセットＰＤＵ及びリセットＡＣＫ　ＰＤＵを含
む。
【００３１】
　上述したように、制御ＰＤＵは、リセット手順のために使用される。前記リセット手順
は、ＡＭ　ＲＬＣ動作中にエラー条件に対する応答として使用される。
【００３２】
　例えば、エラー条件は、相互間に使用されたシーケンス番号が互いに異なるか、ＰＤＵ
またはＳＤＵ伝送がカウント制限を経過して失敗したときに充足される。前記リセット手
順を通して、受信側のＡＭ　ＲＬＣ及び伝送側のＡＭ　ＲＬＣは、環境変数をリセットし
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、その後に通信が再び可能になる。
【００３３】
　伝送側のＡＭ　ＲＬＣなどのＡＭ　ＲＬＣエンティティがリセット手順を初期化するこ
とに決定すると、現在使用される伝送方向ハイパーフレーム番号（ｈｙｐｅｒ　ｆｒａｍ
ｅ　ｎｕｍｂｅｒ；以下、ＨＦＮと略称する。）値はリセットＰＤＵ内に含まれ、前記リ
セットＰＤＵは、受信側のＡＭ　ＲＬＣのような、相手側の対応するＡＭ　ＲＬＣエンテ
ィティに伝送される。リセットＰＤＵを受信した受信側のＡＭ　ＲＬＣは、その受信方向
のＨＦＮ値を再設定した後、シーケンス番号などの環境変数をリセットする。
【００３４】
　その後、受信側のＡＭ　ＲＬＣは、リセットＡＣＫ　ＰＤＵ内にその伝送方向ＨＦＮを
含み、その後、伝送側のＡＭ　ＲＬＣにリセットＡＣＫ　ＰＤＵを伝送する。前記リセッ
トＡＣＫ　ＰＤＵを受信すると、伝送側のＡＭ　ＲＬＣは、その受信方向ＨＦＮ値を再設
定した後、環境変数をリセットする。
【００３５】
　図３は、ＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵの構造を示す図である。図３に示すように、ＡＭ　ＲＬ
Ｃ　ＰＤＵは、ＡＭ　ＲＬＣエンティティが使用者データまたはピギーバックされた状態
情報及びポーリングビットを伝送しようとするときに使用される。使用者データ部分は、
８ビット整数倍として構成され、ＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵヘッダーは、２オクテットシーケ
ンス番号で構成される。ＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵのヘッダー部分は、長さ指示子を含む。
【００３６】
　図４は、状態ＰＤＵの構造を示す図である。図４に示すように、状態ＰＤＵは、異なっ
たタイプのＳＵＦＩを含む。状態ＰＤＵの大きさは、多様であるが、前記状態ＰＤＵを伝
送する論理チャネルの最も大きなＲＬＣ　ＰＤＵの大きさに限定される。
【００３７】
　前記ＳＵＦＩは、受信側で如何なるタイプのＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵが受信されるか、ま
たは、受信側で如何なるタイプのＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵが受信されないかを確認するため
に用いられる。前記ＳＵＦＩは、タイプ、長さ及び値を指示する３個の部分で構成される
。
【００３８】
　図５は、ピギーバックされた状態ＰＤＵの構造を示す図である。図５に示すように、ピ
ギーバックされた状態ＰＤＵの構造は、状態ＰＤＵの構造と類似している反面、予約され
たビット（Ｒ２）がＤ／Ｃフィールドに取って代わるという点で異なる。前記ピギーバッ
クされた状態ＰＤＵは、ＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵ内に充分な空間があれば挿入される。前記
ＰＤＵタイプ値は、‘０００’に固定される。
【００３９】
　図６は、リセットＡＣＫ　ＰＤＵの構造を示す図である。図６に示すように、リセット
ＰＤＵは、１ビットシーケンス番号（ＲＳＮ）を含む。リセットＡＣＫ　ＰＤＵは、受信
されたリセットＰＤＵ内に含まれた前記ＲＳＮを含むことで、受信されたリセットＰＤＵ
に対する応答として伝送される。
【００４０】
　‘Ｄ／Ｃフィールド’は、該当するＰＤＵが制御ＰＤＵであるか、データＰＤＵである
かを指示する。‘ＰＤＵタイプ’は、制御ＰＤＵのタイプを指示し、具体的には、該当す
るＰＤＵがリセットＰＤＵであるか、状態ＰＤＵであるかを指示する。‘シーケンス番号
’値は、ＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵのシーケンス番号情報を指示する。
【００４１】
　‘ポーリングビット’値は、状態報告のための要請が受信側になされると設定される。
‘拡張ビット（Ｅ）’値は、次のオクテットが長さ指示子であるかどうかを指示する。‘
予約ビット（Ｒ１）’値は、リセットＰＤＵまたはリセットＡＣＫ　ＰＤＵのために使用
され、‘０００’にコーディングされる。‘ヘッダー拡張ビット（ＨＥ）’値は、次のオ
クテットが長さ指示子であるか、データであるかを指示する。前記‘長さ指示子’値は、
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境界がＰＤＵのデータ部分内の異なったＳＤＵの間に存在すると、境界の位置を指示する
。‘パッド（ＰＡＤ）’部分は、パッディング領域で、ＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵ内で使用さ
れない。
【００４２】
　ＡＭ　ＲＬＣエンティティ内で受信エラーを減少させる方法は、次のように説明される
。ＵＭ　ＲＬＣまたはＴＭ　ＲＬＣとは異なって、エラーのないデータ伝送は、ＡＭ　Ｒ
ＬＣで重要である。
【００４３】
　具体的には、受信側が、伝送側によって伝送されたＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵを成功的に受
信することに失敗すると、伝送側は、成功的に受信されるまで前記ＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵ
を継続的に伝送する。受信側は、伝送側に前記ＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵの受信または失敗を
知らせる。前記情報内に含まれたものは、状態ＰＤＵまたはピギーバックされた状態ＰＤ
Ｕである。
【００４４】
　図７は、第一の例題による既存のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵ伝送方法を示すフローチャート
である。図７に示すように、伝送側ＲＬＣは、１番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵ、２番目の
ＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵ及び３番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵを伝送する。
【００４５】
　２番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵが伝送中に損失されると仮定すると、受信側ＲＬＣは、
２番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵを受信することができない。したがって、受信側ＲＬＣは
、２番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵが損失されたと決定し、状態ＰＤＵを通して伝送側に２
番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵが受信されていないことを知らせる。
【００４６】
　伝送側は、受信側から受信された前記状態ＰＤＵに応答して、２番目のＡＭ　ＲＬＣ　
ＰＤＵを再伝送する。受信側が、再伝送された２番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵを成功的に
受信すると、ＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵ伝送手順が終了する。
【００４７】
　図７に示すように、ＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵが受信されていないか、伝送側が受信側ＡＭ
ＲＬＣ　ＰＤＵをポーリングするか、または、受信側伝送区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓ
ｔａｔｕｓ＿ｐｅｒｉｏｄｉｃ）が満了すると、受信側は、前記状態ＰＤＵを伝送する。
伝送区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿ｐｅｒｉｏｄｉｃ）は、受信側が状態Ｐ
ＤＵを周期的に伝送できるように提供され、前記受信側は、伝送区間タイマー（Ｔｉｍｅ
ｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿ｐｅｒｉｏｄｉｃ）が満了する時ごとに前記状態ＰＤＵを伝送する。
【００４８】
　しかし、前記状態ＰＤＵは、データを含まずに、制御情報のみを含む。データを含むＡ
Ｍ　ＲＬＣ　ＰＤＵとは異なって、状態ＰＤＵは、実際のデータレートを低下させる。し
たがって、状態ＰＤＵが頻繁に送られることを防止するために、伝送禁止区間（Ｔｉｍｅ
ｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿Ｐｒｏｈｉｂｉｔ）タイマーなどのタイマーが使用される。
【００４９】
　前記伝送禁止区間（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿Ｐｒｏｈｉｂｉｔ）タイマーは、受信
側が状態ＰＤＵを伝送する時ごとに初期化される。伝送禁止区間（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔ
ｕｓ＿Ｐｒｏｈｉｂｉｔ）タイマーが活性化される間、受信側には、状態ＰＤＵを伝送す
ることが禁止される。
【００５０】
　図８は、第二の例題による既存のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵ伝送方法を示すフローチャート
である。図８に示すように、受信側は、２番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵが損失されたと決
定し、状態ＰＤＵを伝送する間、伝送区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿ｐｅｒ
ｉｏｄｉｃ）及び伝送禁止区間（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿Ｐｒｏｈｉｂｉｔ）タイマ
ーを開始する。
【００５１】
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　５番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵを受信すると、受信側は、４番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤ
Ｕが損失されたと決定する。しかし、前記伝送禁止区間（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿Ｐ
ｒｏｈｉｂｉｔ）タイマーが満了していないので、受信側は、２番目のＰＤＵが損失され
たと決定したにもかかわらず、状態ＰＤＵを伝送しない。
【００５２】
　また、図８に示すように、２番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵの再伝送も失敗する。しかし
、受信側は、伝送側から２番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵが再伝送されたかどうかを決定す
ることができない。再伝送された２番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵが損失される場合もあり
、２番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵでの損失を指示するために、受信側によって予め送られ
た状態ＰＤＵが損失されるか、伝送側に伝達されない場合もある。したがって、受信側は
、２番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵの損失を指示するために、伝送側に状態ＰＤＵを再び送
る。
【００５３】
　伝送禁止区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿Ｐｒｏｈｉｂｉｔ）は、状態ＰＤ
Ｕを再伝送するための区間を決定する。以前の例題で、伝送禁止区間タイマー（Ｔｉｍｅ
ｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿Ｐｒｏｈｉｂｉｔ）が満了すると、受信側は、再び伝送側に状態ＰＤ
Ｕを直ちに伝送する。
【００５４】
　伝送禁止区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿Ｐｒｏｈｉｂｉｔ）が満了するの
で、状態ＰＤＵを伝送するＡＭ　ＲＬＣ上に制限はない。前記再伝送された状態ＰＤＵを
受信すると、伝送側は、２番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵを再伝送する。したがって、受信
側は、ＡＭ　ＲＬＣの動作では、エラーなしにデータを受信することができる。
【００５５】
　図９は、第三の例題による既存のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵ伝送方法を示す図である。図９
に示すように、伝送禁止区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿ｐｒｏｈｏｂｉｔ）
がなく、伝送区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿ｐｅｒｉｏｄｉｃ）が非常に短
い値に設定されていると仮定する。
【００５６】
　受信側は、伝送側から再伝送された２番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵを受信する前に、２
番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵの損失を指示する状態ＰＤＵを再び送る。したがって、伝送
側は、前記再伝送された２番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵも伝送中に損失されたと決定し、
２番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵを再び伝送する。しかし、受信側が２番目のＡＭ　ＲＬＣ
　ＰＤＵの最初の再伝送を成功的に受信すると、２番目のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵの２番目
の再伝送は、不必要に無線資源を浪費する。
【００５７】
　その反面、伝送区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿ｐｅｒｉｏｄｉｃ）が非常
に長い値に設定されると、伝送側が再伝送を試みる前の遅延は増加する。前記増加した遅
延によって、ＱｏＳ（ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　ｓｅｒｖｉｃｅ）が低下する。
【００５８】
　伝送区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿ｐｅｒｉｏｄｉｃ）または伝送禁止区
間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿Ｐｒｏｈｉｂｉｔ）の値が、受信側にＡＭ　Ｒ
ＬＣ　ＰＤＵを伝送した後に、ＵＥの伝送側が該当する状態応答を受信するのに必要な時
間に一層近接するように設定されると、システム性能が強化される。伝送側が受信側から
の該当する状態応答を受信するのに必要な時間は、往復時間（ｒｏｕｎｄ－ｔｒｉｐ　ｔ
ｉｍｅ；以下、ＲＴＴと略称する。）という。
【００５９】
　既存の方法で、伝送区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿ｐｅｒｉｏｄｉｃ）ま
たは伝送禁止区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿ｓｔａｔｕｓ＿Ｐｒｏｈｉｂｉｔ）の値は、Ｕ
Ｅ及びサービングＲＮＣ（以下、ＳＲＮＣと略称する。）が一番最初にＲＢを設定すると
きに決定され、前記値は、ＳＲＮＣによって一方的に選択される。しかし、ＳＲＮＣは、
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ＵＥへのＡＭ　ＲＬＣのデータ伝送のための測定値がないので、ＳＲＮＣは、正確なＲＴ
Ｔ値を選択することができない。したがって、伝送区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔ
ｕｓ＿ｐｅｒｉｏｄｉｃ）または伝送禁止区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿Ｐ
ｒｏｈｉｂｉｔ）の値は、正確な値に設定されない。
【００６０】
　また、ＵＥが各セルの間で継続的に動き、ＵＥまたは基地局のプロセッサ負荷が変動す
るので、ＲＴＴ値は変わる。したがって、伝送区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔｕｓ
＿ｐｅｒｉｏｄｉｃ）または伝送禁止区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿Ｐｒｏ
ｈｉｂｉｔ）の値を継続的に更新する必要がある。しかし、これら値は、ＳＲＮＣのＲＲ
Ｃによって決定されてＵＥのＲＲＣに提供され、ＵＥのＲＲＣは、ＵＥのＲＬＣに使用す
る値を知らせる。
【００６１】
　また、各ＲＲＣの間でのシグナリングは、多くの時間がかかり、タイマー値は、ＲＢの
基本的な特性である。したがって、これら値が変化するときごとに、複雑なＲＢ再設定過
程が要求される。結果として、伝送区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿ｐｅｒｉ
ｏｄｉｃ）または伝送禁止区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿Ｐｒｏｈｏｂｉｔ
）の不正確な値は、ＲＬＣ性能を低下させ、ＲＲＣを使用する既存のシグナリングは、Ｒ
ＬＣ性能も制限する。
【００６２】
　したがって、往復時間（ＲＴＴ）を測定し、前記測定されたＲＴＴを使用してタイマー
を設定することで、データブロック伝送を一層効率的に制御するためのシステムが必要と
なる。本発明は、上記のような必要に対して取り扱う。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００６３】
　本発明の付加的な特徴及び長所は、次の説明を通して展開されるもので、部分的に前記
説明によって明白になり、本発明の練習を通して習得される。本発明の目的及び他の長所
は、この文書の付加された図面のみならず、記述された説明及び特許請求の範囲で具体的
に指摘された構造によって実現・獲得されるだろう。
【００６４】
　したがって、本発明は、従来方法の制限及び短所による一つ以上の問題を本質的に回避
するデータブロック伝送制御のための方法を指向する。本発明の目的は、ＲＴＴを測定し
、前記測定されたＲＴＴによって制御タイマー値を設定することで、データブロック伝送
を一層効率的に制御できる各データブロックの伝送を制御するための方法及び装置を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
【００６５】
　本発明の一様相において、無線通信システムでデータブロック伝送を制御する方法が提
供される。前記制御方法は、受信装置に往復時間測定要請を伝送する段階を含み、前記往
復時間測定要請は第１識別子を含み、前記往復時間測定要請に応答して、前記受信装置か
ら往復時間測定応答を受信する段階を含み、前記往復時間測定応答は第２識別子を含み、
前記往復時間測定要請の伝送時間及び前記往復時間測定応答の受信時間に基づいて往復時
間を決定する段階を含み、前記往復時間は、前記往復時間測定要請及び往復時間測定応答
を処理するための処理遅延を含む。
【００６６】
　前記方法は、前記往復時間によってデータブロック再伝送禁止区間及び／またはデータ
ブロック再伝送区間を決定する段階をさらに含み、前記データブロック再伝送禁止区間は
、データブロックを再伝送するためのデータブロック再伝送要請の前記伝送を禁止する区
間で、前記データブロック再伝送区間は、データブロックを再伝送するためのデータブロ
ック再伝送要請の前記伝送を開始する区間であることが考慮される。前記方法は、連続的
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なデータブロック再伝送要請の間の前記時間が少なくとも前記往復時間以上になるように
、データブロックの受信が確認されるときまで周期的にデータブロック再伝送要請を伝送
する段階をさらに含むことが考慮される。
【００６７】
　前記データブロックは、確認モード無線リンク制御プロトコルデータユニットを含むこ
とが考慮される。さらに、前記第１識別子は、前記第２識別子と同一であることが考慮さ
れる。前記第１識別子及び前記第２識別子は、シーケンス番号であることが好ましい。
【００６８】
　前記方法は、前記第１識別子が前記第２識別子と同一であるときのみに前記往復時間を
決定する段階をさらに含む。前記方法は、前記往復時間によって往復時間伝送禁止区間及
び／または往復時間伝送区間を決定する段階をさらに含み、前記往復時間伝送禁止区間は
、次回の往復時間測定要請の伝送を禁止する区間で、前記往復時間伝送区間は、次回の往
復時間測定要請の伝送を開始する区間であることがさらに考慮される。
【００６９】
　前記方法は、前記往復時間によって待機区間を決定する段階をさらに含み、前記待機区
間は、前記往復時間測定応答が受信されない場合、前記往復時間測定要請の再伝送を開始
するための区間であることが考慮される。前記方法は、前記往復時間測定要請が再伝送さ
れるときごとに前記待機区間を増加させる段階をさらに含むことが考慮される。
【００７０】
　前記方法は、前記往復時間測定要請が再伝送されるときごとに前記第１識別子の値を増
加させる段階をさらに含むことが考慮される。前記方法は、前記往復時間測定要請が再伝
送されるときごとに再伝送回数を増加させる段階と、前記往復時間測定応答が受信される
前に前記回数が予め決定された値に到達すると、それ以上前記往復時間測定要請を再伝送
しない段階とをさらに含むことが考慮される。
【００７１】
　前記方法は、前記往復時間測定要請内に前記往復時間測定要請の前記伝送時間を含む段
階をさらに含むことが考慮される。前記往復時間測定応答は、前記往復時間測定応答の前
記伝送時間をさらに含むことが考慮される。
【００７２】
　前記往復時間を決定する段階は、前記往復時間測定応答の前記伝送時間と前記往復時間
測定応答の前記受信時間との間の差を計算する段階を含むことが考慮される。さらに、前
記往復時間測定要請の前記伝送時間は、システムフレーム番号及び／または連結フレーム
番号を含むことが考慮される。
【００７３】
　前記方法は、状態ＰＤＵまたはピギーバックされた状態ＰＤＵのうち一つに前記往復時
間測定要請を含み、状態ＰＤＵまたはピギーバックされた状態ＰＤＵのうち一つに前記往
復時間測定応答を含む段階をさらに含むことが考慮される。さらに、前記往復時間を決定
する段階は、複数の往復時間測定要請の前記伝送時間及び複数の往復時間測定応答の前記
受信時間に基づいて決定される複数の往復時間の平均を計算する段階を含むことが考慮さ
れる。
【００７４】
　前記往復時間測定要請を伝送する段階は、複数の往復時間測定要請を連続的に伝送する
段階を含み、前記複数の往復時間測定要請は、それぞれ同一の第１識別子を有することが
考慮される。前記往復時間測定応答を受信する段階は、複数の往復時間測定応答を連続的
に受信する段階を含み、前記複数の往復時間測定応答は、それぞれ同一の第２識別子を有
することがさらに考慮される。前記無線通信システムは、前記受信装置からのデータ受信
確認を支援することが好ましい。
【００７５】
　本発明の他の様相において、無線通信システムでデータブロック伝送を制御する方法が
提供される。前記方法は、受信装置にデータブロックを伝送する段階と、前記データブロ
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ックの受信が前記受信装置によって確認されない場合、前記受信装置に前記データブロッ
クを再伝送する段階とを含み、前記データブロックの再伝送は、前記受信装置に第１識別
子を含む往復時間測定要請を伝送し、前記受信装置から第２識別子を含む往復時間測定応
答を受信し、前記往復時間測定要請及び往復時間測定応答の処理における処理遅延を考慮
して、前記往復時間測定要請の伝送時間と前記往復時間測定応答の受信時間との間の差を
決定することで周期的に更新される往復時間にしたがう。
【００７６】
　前記方法は、前記データブロックが受信されていないことを指示する状態語を伝送する
前記受信装置をさらに含み、前記往復時間の更新は、前記状態語の伝送後に予め決定され
た時間区間内に何らの応答も受信されないとき、前記受信装置によって開始されることが
考慮される。前記方法は、前記データブロックが受信されていないことを指示する状態語
を伝送する前記受信装置をさらに含み、前記往復時間の更新は、予め決定された回数を超
える前記状態語の再伝送回数後に何らの応答も受信されないとき、前記受信装置によって
開始されることがさらに考慮される。
【００７７】
　前記方法は、前記データブロックが受信されていないことを指示する状態語を伝送する
前記受信装置をさらに含み、前記データブロックが前記状態語の伝送後に受信されると、
前記受信装置によって前記往復時間の更新が開始され、前記データブロックは、予め決定
された往復時間より短い時間区間内に受信され、前記時間区間は、前記データブロックの
以前伝送と前記データブロックの次の再伝送との間の時間を示すことが考慮される。前記
方法は、前記往復時間によってデータブロック再伝送禁止区間及び／またはデータブロッ
ク再伝送区間を更新する段階をさらに含み、前記データブロック再伝送禁止区間は、前記
データブロックを再伝送するためのデータブロック再伝送要請の前記伝送を禁止する区間
で、前記データブロック再伝送区間は、前記データブロックを再伝送するためのデータブ
ロック再伝送要請の前記伝送を開始する区間であることがさらに考慮される。
【００７８】
　前記データブロックは、確認モード無線リンク制御プロトコルデータユニットを含むこ
とが考慮される。前記第１識別子及び第２識別子は、シーケンス番号であることがさらに
考慮される。
【００７９】
　前記往復時間は、前記第１識別子が前記第２識別子と同一であるときのみに更新される
ことが考慮される。前記往復時間は、往復時間伝送禁止区間及び／または往復時間伝送区
間によって周期的に更新され、前記往復時間伝送禁止区間及び往復時間伝送区間は、予め
決定された往復時間に基づいたもので、前記往復時間伝送禁止区間は、次回の往復時間更
新を禁止するためのもので、前記往復時間伝送区間は、次回の往復時間更新を開始するた
めのものであることがさらに考慮される。
【００８０】
　本発明の他の様相において、無線通信システムでデータブロック伝送を制御する通信装
置が提供される。前記装置は、受信装置に往復時間測定要請を含むＲＦ信号を伝送するよ
うに調節される伝送ユニットと、前記往復時間測定要請に応答して、前記受信装置からの
往復時間測定応答を含むＲＦ信号を受信するように調節される受信ユニットと、前記往復
時間測定要請の伝送時間及び前記往復時間測定応答の受信時間に基づいた往復時間を決定
するように調節される処理ユニットとを含み、前記往復時間測定要請は第１識別子を含み
、前記往復時間測定応答は第２識別子を含み、前記往復時間は、前記往復時間測定要請及
び往復時間測定応答を処理するための処理遅延を含む。
【００８１】
　前記処理ユニットは、前記往復時間によってデータブロック再伝送禁止区間及び／また
はデータブロック再伝送区間を決定するようにさらに調節され、前記データブロック再伝
送禁止区間は、データブロックを再伝送するためにデータブロック再伝送要請の前記伝送
を禁止する区間で、前記データブロック再伝送区間は、データブロックを再伝送するため
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にデータブロック再伝送要請の前記伝送を開始する区間であることが考慮される。前記処
理ユニットは、連続的なデータブロック再伝送要請の間の前記時間が少なくとも前記往復
時間以上になるように、データブロックの受信が確認されるときまでデータブロック再伝
送要請を周期的に伝送するために、前記伝送ユニットを制御するようにさらに調節される
ことが考慮される。
【００８２】
　前記処理ユニットは、シーケンス番号として前記第１識別子を設定するようにさらに調
節されることが考慮される。前記処理ユニットは、前記第１識別子が前記第２識別子と同
一であるときのみに前記往復時間を決定するようにさらに調節されることが考慮される。
【００８３】
　前記処理ユニットは、前記往復時間によって往復時間測定禁止区間及び／または往復時
間測定伝送区間を決定し、前記往復時間測定禁止区間によって次回の往復時間測定要請が
禁止され、前記往復時間測定伝送区間によって次回の往復時間測定要請が開始されるよう
に、前記伝送ユニットを制御するようにさらに調節されることが考慮される。前記処理ユ
ニットは、前記往復時間によって待機区間を決定し、前記往復時間測定応答が受信されな
いとき、前記待機区間によって前記往復時間測定要請の再伝送が開始されるように、前記
伝送ユニットを制御するようにさらに調節されることが考慮される。
【００８４】
　前記処理ユニットは、前記往復時間測定要請が再伝送されるときごとに前記待機区間を
増加させるようにさらに調節されることが考慮される。前記処理ユニットは、前記往復時
間測定要請が再伝送されるときごとに前記第１識別子の値を増加させるようにさらに調節
されることが考慮される。
【００８５】
　前記処理ユニットは、前記往復時間測定要請が再伝送されるときごとに再伝送回数（Ｃ
ｏｕｎｔ）を増加させ、前記往復時間測定応答が受信される前に前記回数が予め決定され
た値に到達すると、前記往復時間測定要請がそれ以上再伝送されないように、前記伝送ユ
ニットを制御するようにさらに調節されることが考慮される。前記処理ユニットは、前記
往復時間測定要請内で前記往復時間測定要請の前記伝送時間を含むようにさらに調節され
ることが考慮される。
【００８６】
　前記処理ユニットは、前記往復時間測定応答内の伝送時間と前記往復時間測定応答の前
記受信時間との間の差を計算することで、前記往復時間を決定するようにさらに調節され
ることが考慮される。前記処理ユニットは、状態ＰＤＵまたはピギーバックされた状態Ｐ
ＤＵ内に前記往復時間測定要請を含み、状態ＰＤＵまたはピギーバックされた状態ＰＤＵ
から前記往復時間測定応答を抽出するようにさらに調節されることが考慮される。
【００８７】
　前記処理ユニットは、複数の往復時間測定要請の前記伝送時間及び複数の往復時間測定
応答の前記受信時間に基づいて決定された複数の往復時間の平均を計算することで、前記
往復時間を決定するようにさらに調節されることが考慮される。前記処理ユニットは、複
数の往復時間測定要請を連続的に伝送するために、前記伝送ユニットを制御するようにさ
らに調節され、前記複数の往復時間測定要請は、それぞれ同一の第１識別子を有すること
がさらに考慮される。
【００８８】
　前記処理ユニットは、連続的に受信された複数の往復時間測定応答を処理するようにさ
らに調節され、前記複数の往復時間測定応答は、それぞれ同一の第２識別子を有すること
が考慮される。前記無線通信システムは、前記受信装置からのデータ受信確認を支援する
ことがさらに考慮される。
【００８９】
　本発明の他の様相において、無線通信システムでデータブロック伝送を制御する方法が
提供される。前記方法は、伝送装置から往復時間測定要請を受信し、前記往復時間測定要



(18) JP 2008-536381 A 2008.9.4

10

20

30

40

50

請に応答して受信装置に往復時間測定応答を伝送することを含み、前記往復時間測定要請
は第１識別子を含み、前記往復時間測定応答は第２識別子を含む。
【００９０】
　前記データブロックは、確認モード無線リンク制御プロトコルデータユニットを含むこ
とが考慮される。前記第１識別子は、前記第２識別子と同一であることがさらに考慮され
る。前記第１識別子及び第２識別子は、シーケンス番号であることが好ましい。
【００９１】
　前記往復時間測定要請は、前記往復時間測定要請の前記伝送時間をさらに含むことが考
慮される。前記往復時間測定要請の前記伝送時間は、システムフレーム番号及び／または
連結フレーム番号を含むことがさらに考慮される。
【００９２】
　前記方法は、前記往復時間測定応答内に前記往復時間測定応答の前記伝送時間を含む段
階をさらに含むことが考慮される。前記往復時間測定要請は、状態ＰＤＵまたはピギーバ
ックされた状態ＰＤＵ内に含まれ、前記往復時間測定応答は、状態ＰＤＵまたはピギーバ
ックされた状態ＰＤＵ内に含まれることがさらに考慮される。
【００９３】
　前記往復時間測定要請を受信する段階は、複数の往復時間測定要請を連続的に受信する
段階を含み、前記複数の往復時間測定要請は、それぞれ同一の第１識別子を有することが
考慮される。前記往復時間測定応答を伝送する段階は、複数の往復時間測定応答を連続的
に伝送する段階を含み、前記複数の往復時間測定応答は、それぞれ同一の第２識別子を有
することがさらに考慮される。前記無線通信システムは、前記受信装置からのデータ受信
確認を支援することが好ましい。
【００９４】
　本発明の他の様相では、無線通信システムでデータブロック伝送を制御する通信装置が
提供される。前記装置は、伝送装置から往復時間測定要請を含むＲＦ信号を受信するよう
に調節される受信ユニットと、前記往復時間測定要請に応答して、前記伝送装置に往復時
間測定応答を含むＲＦ信号を伝送するように調節される伝送ユニットとを含み、前記往復
時間測定要請は第１識別子を含み、前記往復時間測定応答は第２識別子を含む。
【００９５】
　前記処理ユニットは、連続的なデータブロック再伝送要請の間の前記時間が少なくとも
予め決定された往復時間以上になるように、データブロックの受信が確認されるときまで
データブロック再伝送要請を周期的に伝送するために、前記伝送ユニットを制御するよう
にさらに調節されることが考慮される。前記処理ユニットは、シーケンス番号として前記
第２識別子を設定するようにさらに調節されることが考慮される。
【００９６】
　前記処理ユニットは、前記往復時間測定応答内で前記往復時間測定応答の前記伝送時間
を含むようにさらに調節されることが考慮される。前記処理ユニットは、状態ＰＤＵまた
はピギーバックされた状態ＰＤＵから前記往復時間測定要請を抽出し、状態ＰＤＵまたは
ピギーバックされた状態ＰＤＵのうち一つに前記往復時間測定応答を含むようにさらに調
節されることが考慮される。
【００９７】
　前記処理ユニットは、複数の往復時間測定応答を連続的に伝送するために前記伝送ユニ
ットを制御するようにさらに調節され、前記複数の往復時間測定応答は、それぞれ同一の
第２識別子を有することが考慮される。前記処理ユニットは、連続的に受信された複数の
往復時間測定要請を処理するようにさらに調節され、前記複数の往復時間測定要請は、そ
れぞれ同一の第１識別子を有することがさらに考慮される。前記無線通信システムは、前
記受信装置からのデータ受信確認を支援することが好ましい。
【００９８】
　本発明の付加的な特徴及び長所は、下記の説明を通して展開されるもので、部分的に前
記説明を通して明白になり、本発明の練習を通して習得されるだろう。上述した本発明に
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対する一般的な説明と以下の詳細な説明は、全て例示的及び説明的なもので、請求された
ような本発明に対する追加的な説明が提供される。
【００９９】
　本発明の実施例は、付加された図面を参照する各実施例に対する下記の詳細な説明を通
して本技術の当業者に明白になり、前記発明は、公開された如何なる特別な実施例によっ
ても制限されない。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１００】
　本発明は、ＲＴＴを測定し、その測定されたＲＴＴによって制御タイマー値を設定する
ことで、データブロック伝送を一層効率的に制御できる各データブロックの伝送を制御す
るための装置及び方法に関するものである。本発明は、移動通信装置に関して説明される
が、往復時間を測定し、その測定された時間による制御タイマー値を設定することで、各
データブロックの伝送を一層効率的に制御することを望む場合に使用される。
【０１０１】
　以下、図面に示した例題である本発明の好適な実施例に対して詳細に説明する。図面に
おける同一の参照番号は、同一部分または対応部分を示すために使用される。
【０１０２】
　本発明は、ＡＭ　ＲＬＣエンティティが、最適の伝送区間タイマー（ｔｉｍｅｒ＿ｓｔ
ａｔｕｓ＿ｐｅｒｉｏｄｉｃ）値及び最適の伝送禁止区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａ
ｔｕｓ＿ｐｒｏｈｉｂｉｔ）値と一緒に動作するようにし、それを通してデータレートを
増加させることでサービスを一層効率的に提供する。本発明は、ＲＬＣエンティティが往
復時間（ＲＴＴ）値を測定し、その測定されたＲＴＴ値を用いて伝送区間タイマー（ｔｉ
ｍｅｒ＿ｓｔａｔｕｓ＿ｐｅｒｉｏｄｉｃ）値及び伝送禁止区間タイマー（ｔｉｍｅｒ＿
ｓｔａｔｕｓ＿ｐｒｏｈｉｂｉｔ）値を設定できるようにする方法を提供する。
【０１０３】
　ＡＭ　ＲＮＣは、ＲＴＴ値を測定するために状態ＰＤＵまたはピギーバックされた状態
ＰＤＵを使用する。具体的には、前記ＲＴＴを測定しようとするＡＭ　ＲＬＣは、相手側
のＡＭ　ＲＬＣにＲＴＴ測定を要求するメッセージを送る。前記メッセージを受信したＡ
Ｍ　ＲＬＣエンティティは、該当する応答を伝送する。
【０１０４】
　前記要請ＡＭ　ＲＬＣは、前記ＲＴＴ測定要請メッセージを送るために、状態ＰＤＵま
たはピギーバックされた状態ＰＤＵを使用する。具体的に、前記ＡＭ　ＲＬＣは、伝送さ
れた状態ＰＤＵまたはピギーバックされた状態ＰＤＵ内に前記ＲＴＴ測定要請（ＳＵＦＩ
）を含む。
【０１０５】
　相手側のＡＭ　ＲＬＣは、ＲＴＴ測定要請メッセージに応答してＲＴＴ測定応答メッセ
ージを伝送するために、状態ＰＤＵまたはピギーバックされた状態ＰＤＵを使用する。具
体的に、ＡＭ　ＲＬＣは、伝送された状態ＰＤＵまたはピギーバックされた状態ＰＤＵ内
にＲＴＴ測定応答ＳＵＦＩを含む。
【０１０６】
　ＲＴＴ測定要請または応答メッセージが無線領域を通して伝送されると、これが無線領
域で損失される。したがって、より正確なＲＴＴ測定のためには、測定側が前記ＲＴＴ測
定応答メッセージを確認できるように、ＲＴＴ測定要請を含むＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵにシ
ーケンス番号が付着される。
【０１０７】
　前記要請ＡＭ　ＲＬＣは、各ＲＴＴ測定要請メッセージにシーケンス番号を付着する。
前記ＲＴＴ測定応答メッセージを受信する場合、ＡＭ　ＲＬＣによって送られたシーケン
ス番号と同一の値が受信されると、前記要請するＡＭ　ＲＬＣは、前記ＲＴＴ測定応答メ
ッセージを処理する。
【０１０８】
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　ＡＭ　ＲＬＣによって送られたシーケンス番号と異なる値を含むＲＴＴ測定応答メッセ
ージが受信されると、前記要請するＡＭ　ＲＬＣは、前記メッセージを消すか、前記メッ
セージを処理しない。
【０１０９】
　前記要請ＡＭ　ＲＬＣは、ＲＴＴ測定要請メッセージが伝送される時間を記録する。Ｒ
ＴＴ測定要請メッセージが受信されるときごとに、前記測定ＡＭ　ＲＬＣは、ＲＴＴ測定
要請メッセージ内に含まれたシーケンス番号を確認する。ＲＴＴ測定応答メッセージを送
ると、前記測定ＡＭ　ＲＬＣは、前記ＲＴＴ測定応答メッセージ内にＲＴＴ要請メッセー
ジからのシーケンス番号と同一の値を含む。
【０１１０】
　実際のＲＴＴ値を測定するために、前記要請ＡＭ　ＲＬＣは、ＲＴＴ測定要請メッセー
ジを送った後、ＲＴＴ測定応答メッセージを待つ。前記ＲＴＴ測定応答メッセージを受信
すると、前記要請ＡＭ　ＲＬＣは、その受信されたＲＴＴ測定応答メッセージ内に含まれ
たシーケンス番号を確認する。
【０１１１】
　前記シーケンス番号がＲＴＴ測定要請メッセージ内のＡＭ　ＲＬＣによって予め送られ
たシーケンス番号と同一であると、前記ＡＭ　ＲＬＣは、前記ＲＴＴ測定応答メッセージ
が受信された時間と、前記ＲＴＴ測定要請メッセージが送られた時間との間の差を決定す
る。その後、前記ＡＭ　ＲＬＣは、前記決定された差を、測定されたＲＴＴ値として使用
する。
【０１１２】
　前記要請ＡＭ　ＲＬＣは、測定の信頼性を増加させ、測定上の多様な要因を除外させる
ために、ＲＴＴ測定過程を複数回施行する。ＡＭ　ＲＬＣは、実際のＲＴＴ測定値として
使用するために測定されたＲＴＴ値の平均を決定する。平均値を決定するとき、ＵＥは、
基地局によって指示された多数のサンプルを使用することができる。
【０１１３】
　その後、前記要請ＡＭ　ＲＬＣは、前記測定されたＲＴＴを伝送禁止区間タイマー（Ｔ
ｉｍｅｒ＿ｓｔａｔｕｓ＿Ｐｒｏｈｉｂｉｔ）値または伝送区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿
Ｓｔａｔｕｓ＿ｐｅｒｉｏｄｉｃ）値として設定することができる。また、これと別途に
、前記要請ＡＭ　ＲＬＣは、基地局によって指示されたパラメータによってその測定され
たＲＴＴを処理することで、伝送禁止区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿ｓｔａｔｕｓ＿Ｐｒｏ
ｈｉｂｉｔ）値または伝送区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｓｔａｔｕｓ＿ｐｅｒｉｏｄｉｃ
）値を設定することができる。
【０１１４】
　図１０は、本発明の一実施例に係るＲＴＴ測定及び設定方法のフローチャートである。
図１０に示すように、伝送側がＲＴＴ測定を開始すると（Ｓ１０１）、ＲＴＴ測定要請メ
ッセージが発生し、シーケンス番号は、前記メッセージ内に含まれて伝送側メモリに記録
される（Ｓ１０２）。前記発生したＲＴＴ測定要請メッセージは受信側に伝送され、ＲＴ
Ｔ測定要請メッセージが伝送される時間は伝送側メモリに記録される（Ｓ１０３）。
【０１１５】
　前記伝送側によって伝送されたＲＴＴ測定要請メッセージを受信すると（Ｓ１０４）、
受信側は、ＲＴＴ測定応答メッセージを伝送側に伝送する（Ｓ１０６）。前記ＲＴＴ測定
要請メッセージを伝送した後、伝送側は、ＲＴＴ測定応答メッセージを待つ（Ｓ１０７）
。前記ＲＴＴ測定応答メッセージを受信すると、伝送側は、ＲＴＴ測定応答メッセージの
受信時間を伝送側メモリに記録する（Ｓ１０８）。
【０１１６】
　伝送側は、その受信されたＲＴＴ測定応答メッセージ内に含まれたシーケンス番号を確
認する（Ｓ１０９）。ＲＴＴ測定応答メッセージ内の前記シーケンス番号が、伝送された
ＲＴＴ測定要請メッセージ内のシーケンス番号と同一であると、前記ＲＴＴは、その記録
された伝送時間及び受信時間を用いて計算される（Ｓ１１０）。
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【０１１７】
　しかし、正確なＲＴＴ測定のためには、前記受信側ＡＭ　ＲＬＣは、ＲＴＴ測定要請を
受信するとＲＴＴ測定応答を直ちに送るべきである。これを達成するために、ＲＴＴ測定
応答メッセージは、伝送禁止区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿ｓｔａｔｕｓ＿Ｐｒｏｈｉｂｉ
ｔ）などの以前の設定制限なしに直ちに伝送される。また、一層効果的な測定のために、
前記伝送側ＡＭ　ＲＬＣは、ＲＴＴ測定要請を送ることに関しては、以前の設定制限から
自由である。
【０１１８】
　図１１は、本発明の一実施例に係るＲＴＴ測定応答ＳＵＦＩを示す図である。図１０及
び図１１に示すように、‘タイプ（ＴＹＰＥ）’は、多様なタイプのＳＵＦＩを識別する
ための識別子で、‘シーケンス番号’は、ＲＴＴ測定要請ＳＵＦＩに該当するＲＴＴ測定
応答ＳＵＦＩを指示する。
【０１１９】
　状態ＰＤＵとは異なって、ＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵのパッディングに取って代わるピギー
バックされた状態ＰＤＵには、付加的なオーバーヘッドがない。したがって、そのＲＴＴ
測定要請メッセージによるオーバーヘッドを減少させるために、ＲＴＴ測定要請メッセー
ジは、ピギーバックされた状態ＰＤＵ内のみに含まれる。
【０１２０】
　しかし、ＲＴＴ測定が非常に頻繁に行われると、システム性能に影響を及ぼすようにな
る。システム性能への影響を減少させるために、ネットワークは、ＡＭエンティティによ
って行われたＲＴＴ測定を制限することができる。ＲＴＴ測定を制限するためには、ＲＴ
Ｔ測定禁止区間タイマーが使用される。具体的に、ＲＴＴ測定要請が送られた後またはＲ
ＴＴ測定過程が完了した後、ＡＭエンティティはＲＴＴ測定禁止区間タイマーを開始する
。前記ＲＴＴ測定禁止区間タイマーが満了する前まで、ＵＥは新しいＲＴＴ測定過程を開
始することができない。
【０１２１】
　ＲＴＴ測定過程の正確性を増加させるために、ＡＭエンティティは、ＲＴＴ測定要請メ
ッセージ及びＲＴＴ測定応答メッセージを連続的に送ることができる。このような方式で
、無線領域で各メッセージを失う確率が低くなり、連続的に送られたメッセージのシーケ
ンス番号もそれぞれ同一である。連続的に送られたメッセージの数は、ネットワークによ
って定められるか、ＵＥに指示される。
【０１２２】
　ＡＭエンティティが周期的にＲＴＴ測定を行うと、実際のＲＴＴ値と、ＵＥによって決
定されたＲＴＴ値との差が増加することを防止することができる。周期的にＲＴＴ測定を
行うために、ＲＴＴ測定周期タイマー（ｐｅｒｉｏｄｉｃ　ｔｉｍｅｒ）が定義される。
ネットワークは、ＵＥにＲＴＴ測定禁止区間タイマーの値及びＲＴＴ測定周期タイマー（
ｐｅｒｉｏｄｉｃ　ｔｉｍｅｒ）の値を知らせることができる。
【０１２３】
　ＡＭエンティティは、ＲＴＴ測定周期タイマー（ｐｅｒｉｏｄｉｃ　ｔｉｍｅｒ）を開
始する。ＲＴＴ測定周期タイマー（ｐｅｒｉｏｄｉｃ　ｔｉｍｅｒ）が満了するときごと
に、ＡＭエンティティはＲＴＴ測定過程を開始する。ＲＴＴ測定過程が完了するときごと
に、ＡＭエンティティは、そのＲＴＴ測定周期タイマー（ｐｅｒｉｏｄｉｃ　ｔｉｍｅｒ
）を再び活性化する。
【０１２４】
　前記ＲＴＴ測定要請メッセージまたはＲＴＴ測定応答メッセージは無線区間で損失され
ることもあるので、ＲＴＴ測定応答メッセージは、ＲＴＴ測定を要請した側に到着しない
場合もある。ＲＴＴ測定待機タイマーは、ＲＴＴ測定要請メッセージを送った側がＲＴＴ
測定応答メッセージを漠然と待つことを防止するために定義される。
【０１２５】
　ＲＴＴ測定応答メッセージを伝送した後、ＡＭエンティティは、ＲＴＴ測定待機タイマ
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ーを活性化させる。ＲＴＴ測定待機タイマーが満了する前にＲＴＴ測定応答メッセージが
受信されない場合、ＡＭエンティティはＲＴＴ測定要請メッセージを再び送る。この再伝
送過程は、無制限に継続されない。再伝送過程を制限するために、ＲＴＴ測定要請再伝送
の回数制限が設定される。
【０１２６】
　各再伝送の曖昧さを除去するために、シーケンス番号は、ＲＴＴ測定要請が再伝送され
るときごとに変わり得る。前記シーケンス番号は、ＲＴＴ測定要請が再伝送されるときご
とに単純に１ずつ増加する。効率を上昇させるために、ＲＴＴ測定要請が再伝送されると
きごとに、ＲＴＴ測定待機タイマーの値は、下位階層の変化に対処するように増加する。
【０１２７】
　ＡＭ　ＰＤＵがＡＭエンティティによって受信されない場合、ＡＭエンティティは状態
ＰＤＵを伝送する。該当する応答が一定の持続時間内で受信されないか、特定のＡＭ　Ｐ
ＤＵが受信されないことを指示する状態ＰＤＵの伝送回数が、予め決定された値を超える
場合、ＡＭエンティティはＲＴＴ測定過程を施行する。また、状態ＰＤＵ内で受信されて
いないことを指示するＡＭ　ＰＤＵが、予め測定されたＲＴＴ値より短い時間または伝送
禁止区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿ｓｔａｔｕｓ＿Ｐｒｏｈｉｂｉｔ）値より短い時間内に
到着する場合、ＡＭエンティティはＲＴＴ測定過程を施行する。
【０１２８】
　また、ＲＴＴ値が更新されるときごとに、ＡＭエンティティは、関連したタイマー値を
更新する。ＡＭエンティティは、ポーリングタイマー（Ｔｉｍｅｒ＿ｐｏｌｌ）またはポ
ーリング禁止区間タイマー（Ｔｉｍｅｒ＿Ｐｏｌｌ＿ｐｒｏｈｉｂｉｔ）などのポーリン
グと関連した値を適切に設定することができる。
【０１２９】
　ＡＭエンティティは、ＲＴＴ測定要請メッセージを伝送するとき、メッセージ伝送の時
間も含むことができる。このような方式で、ＲＴＴ測定要請メッセージ内に含まれた時間
は、両側のＡＭエンティティによって決定される時間である。また、含まれる時間は、一
つのセル内に位置した全てのＵＥに適用される時間基準として、システムフレーム番号（
Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ；以下、ＳＦＮと略称する。）であるか、一つ
のＵＥと一つのＳＲＮＣによって共通的に管理される連結フレーム番号（Ｃｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎ　Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ；以下、ＣＦＮと略称する。）である。
【０１３０】
　したがって、ＲＴＴ測定要請メッセージを受信した一側は、前記メッセージ内に含まれ
た時間と、前記メッセージが受信された時間との間の差を用いて、何れか一方向への伝送
時間を獲得することができる。これと同様に、ＲＴＴ測定応答メッセージの伝送時間が前
記応答メッセージ内に含まれると、ＲＴＴ測定応答メッセージを受信した側は、前記メッ
セージが受信された時間と、前記メッセージ内に含まれた時間との間の差を用いて、ＲＴ
Ｔの一部分を計算することができる。その後、前記ＲＴＴは、その測定された時間値に２
を掛けることで知ることができる。
【０１３１】
　したがって、本発明は、ＲＴＴ値を測定して制御タイマーを設定し、これを通して各デ
ータブロックを一層効率的に伝送する。
【０１３２】
　本技術分野の熟練した者にとって、本発明の本質や範囲を逸脱しない範囲で本発明に対
する多様な修正及び変動がなされることは明白である。したがって、本発明は、添付され
た特許請求の範囲及びその均等範囲に符合する限り、上記のような修正と変動を含むもの
である。
【０１３３】
　本発明は、その本質または必須的な特徴から逸脱せずに多様な形態で具現されるので、
上述した各実施例は、互いに異なった形態で特定されない限り、上述した如何なる詳細な
説明によっても制限されなく、付加された特許請求の範囲内に定義されたように、その本
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にある全ての変更及び修正またはそれら境界の均等物は、付加された特許請求の範囲に含
まれるものである。
【０１３４】
　上述した実施例及び長所は、例示的なものに過ぎなく、本発明を制限するものとしては
解析されない。本発明は、他のタイプの装置にも直ちに適用される。本発明の説明は、例
示的なもので、前記特許請求の範囲を制限しない。多くの他の方法、変更及び変動は、前
記技術分野の当業者にとって明白なものである。前記特許請求の範囲の機能式請求項（ｍ
ｅａｎ―ｐｌｕｓ－ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｃｌａｕｓｅｓ）は、引用された機能を行うため
に、ここで説明された構造を含み、構造的な均等物のみならず、均等的な構造も含む。
【産業上の利用可能性】
【０１３５】
　本発明は、移動通信システムに適用される。
【図面の簡単な説明】
【０１３６】
【図１】汎用移動通信システム（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｌｅｃｏｍｍ
ｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｓｙｓｔｅｍ；ＵＭＴＳ）のネットワーク構造を示す図である。
【図２】ＵＭＴＳ無線プロトコルの構造図である。
【図３】ＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵの構造図である。
【図４】状態ＰＤＵの構造図である。
【図５】ピギーバックされた状態ＰＤＵの構造図である。
【図６】リセットＡＣＫ　ＰＤＵの構造図である。
【図７】既存のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵ伝送方法の第一の例題のフローチャートである。
【図８】既存のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵ伝送方法の第二の例題である。
【図９】既存のＡＭ　ＲＬＣ　ＰＤＵ伝送方法の第三の例題である。
【図１０】本発明の一実施例に係るＲＴＴ測定及び設定方法のフローチャートである。
【図１１】本発明の一実施例に係るＲＴＴ測定応答（ＳＵＦＩ）を示す図である。
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