
JP 6139604 B2 2017.5.31

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）によって実行される方法であって、前記方法は、
　ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態における前記ＷＴＲＵによって、データをＥ－ＤＣＨ（enhanc
ed dedicated channel）を介して送信することと、
　前記データを送信した後、同期手続きＡを実行せずに、前記ＷＴＲＵによって、前記Ｃ
ＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行し、さらなるデータを送信するこ
とと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態からの同じ割り当てられたリソースを使用して前記Ｅ－Ｄ
ＣＨ上で前記ＷＴＲＵによって、前記ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行することに応答して追
加のデータを送信することをさらに備える、請求項１の方法。
【請求項３】
　前記Ｅ－ＤＣＨ上で前記ＷＴＲＵによって、前記ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態において制御情
報を送信することをさらに備える、請求項１の方法。
【請求項４】
　前記ＷＴＲＵによって、前記ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態においてアップリンク送信電力レベ
ルを設定することであって、前記アップリンク送信電力レベルは、前記ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ
状態への移行の前に使用された送信電力レベルに基づく、ことをさらに備える、請求項１
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の方法。
【請求項５】
　前記ＷＴＲＵによって、無線リソース制御（ＲＲＣ）信号に応答してインシンクおよび
アウトオブシンクパラメータを報告することをさらに備える、請求項１の方法。
【請求項６】
　前記ＷＴＲＵによって、アップリンクスクランブリングコード割り当てを受信すること
と、
　前記ＷＴＲＵによって、前記受信されたアップリンクスクランブリングコード割り当て
を使用して前記データを送信することと
　をさらに備える、請求項１の方法。
【請求項７】
　前記ＷＴＲＵによって、送信電力制御（ＴＰＣ）コマンドのためにＦ－ＤＰＣＨ（frac
tional dedicated physical channel）を監視することをさらに備える、請求項１の方法
。
【請求項８】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態において、データをＥ－ＤＣＨ（enhanced dedicated channel
）を介して送信するように構成された送信機と、
　前記データの送信後、同期手続きＡのその後の実行なしに、前記ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状
態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行し、さらなるデータを送信するように構成されたプロ
セッサと
　を備えたＷＴＲＵ。
【請求項９】
　前記送信機は、前記ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態からの同じ割り当てられたリソースを使用
して前記Ｅ－ＤＣＨ上で、前記ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への移行に応答して追加のデータを
送信するようにさらに構成される、請求項８のＷＴＲＵ。
【請求項１０】
　前記送信機は、前記Ｅ－ＤＣＨ上で、前記ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態において制御情報を送
信するようにさらに構成される、請求項８のＷＴＲＵ。
【請求項１１】
　前記ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態においてアップリンク送信電力レベルを設定するように構成
された前記プロセッサであって、前記アップリンク送信電力レベルは、前記ＣＥＬＬ＿Ｄ
ＣＨ状態への移行の前に使用された送信電力レベルに基づく、前記プロセッサをさらに備
える、請求項８のＷＴＲＵ。
【請求項１２】
　無線リソース制御（ＲＲＣ）信号に応答してインシンクおよびアウトオブシンクパラメ
ータを報告するように構成された前記プロセッサをさらに備えた、請求項８のＷＴＲＵ。
【請求項１３】
　アップリンクスクランブリングコード割り当てを受信するように構成された受信機と、
　前記受信されたアップリンクスクランブリングコード割り当てを使用して前記データを
送信するようにさらに構成された前記送信機と
　をさらに備えた、請求項８のＷＴＲＵ。
【請求項１４】
　送信電力制御（ＴＰＣ）コマンドのためにＦ－ＤＰＣＨ（fractional dedicated physi
cal channel）を監視するように構成された前記プロセッサをさらに備えた、請求項８の
ＷＴＲＵ。
【請求項１５】
　システムによって実行される方法であって、前記方法は、
　ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態における無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）からＥ－ＤＣＨ（en
hanced dedicated channel）を介してネットワークデバイスによって、データを受信する
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ことと、
　前記データを前記ネットワークデバイスに送信した後、同期手続きＡを実行せずに、前
記ＷＴＲＵによって、前記ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行し、
さらなるデータを送信することと
　を備える方法。
【請求項１６】
　システムであって、
　ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態における無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）からＥ－ＤＣＨ（en
hanced dedicated channel）を介して、データを受信するように構成された受信機を備え
たネットワークデバイスと、
　前記データの送信後、同期手続きＡのその後の実行なしに、前記ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状
態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行し、さらなるデータを送信するように構成されたプロ
セッサを備えた無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）と
　を備えたシステム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、無線通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１に、ＵＭＴＳ（Universal mobile Telecommunications System）内のエンハンスト
・アップリンク（ＵＬ：enhanced uplink）と共に３ＧＰＰ（Third Generation Partners
hip Project）ＷＴＲＵ（wireless transmit/receive unit）のＲＲＣ（radio resource 
control）サービス状態１００を示す。ＷＴＲＵは、ユーザアクティビティに応じて複数
の状態で動作することができる。次の状態が、ＵＴＲＡ（UMTS Terrestrial Radio Acces
s）　ＲＲＣ（radio resource control）接続モードについて定義されている：ＩＤＬＥ
　１１０、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ　１２０、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ　１３０、ＵＲＡ＿ＰＣＨ　
１４０およびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ　１５０。ＷＴＲＵが遷移できる他の状態は、ＧＰＲＳ（
general packet radio service）パケット転送モード１６０またはＧＳＭ（登録商標）（
global system for mobile communications）接続モード１７０を含む。ＲＲＣ状態遷移
は、ＲＮＣ（radio network controller）パラメータを使用して、ネットワークによって
制御される。一般に、ＷＴＲＵは、単独で状態遷移を実行することを判断しない。
【０００３】
　ＵＴＲＡ　ＲＲＣ接続モード（すなわち、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ
状態、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態、またはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態）にある間のＷＴＲＵモビリテ
ィおよびアクティビティに基づいて、ＵＴＲＡＮ（UMTS Terrestrial Radio Access Netw
ork）は、ＷＴＲＵに、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣ
Ｈ状態、およびＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態の間で遷移するように指示することができる。ＷＴ
ＲＵとＵＴＲＡＮとの間の通信は、ユーザプレーン通信として知られるが、ＣＥＬＬ＿Ｆ
ＡＣＨ状態またはＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態である間に限って可能である。
【０００４】
　ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態では、専用の物理チャネルが、ＵＬおよびダウンリンク（ＤＬ）
内でＷＴＲＵに割り当てられる。これは、ＷＴＲＵでの連続送信および連続受信に対応し
、これらは、ユーザ電力要件に対して過酷な要求をするものになり得る。ＷＴＲＵは、そ
の現在のアクティブセットに従ってセルレベルで知られる。アクティブセットは、ＷＴＲ
ＵとＵＴＲＡＮとの間の特定の通信サービスに同時に用いられる無線リンクのセットであ
る。ＷＴＲＵは、専用（dedicated）トランスポートチャネル、共有（shared）トランス
ポートチャネル、またはこれらのトランスポートチャネルの組合せを使用することができ
る。
【０００５】
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　ＷＴＲＵは、共通チャネル（すなわち、ＦＡＣＨ（forward access channel）、ＲＡＣ
Ｈ（random access channel））を使用するように割り当てられている場合に、ＣＥＬＬ
＿ＦＡＣＨ状態にある。ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態では、専用物理チャネルはＷＴＲＵには
割り当てられず、これは、より低いＵＬおよびＤＬのスループットを犠牲にして、よりよ
い電力消費を可能にする。ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でのダウンリンク通信は、Ｓ－ＣＣＰ
ＣＨ（shared common control physical channel）にマッピングされた共有トランスポー
トチャネル（すなわち、ＦＡＣＨ）を介して達成することができる。ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ
状態でのダウンリンク通信は、ＨＳ－ＤＳＣＨ（high speed downlink shared channel）
を介して達成することもできる。ＷＴＲＵは、ＤＬでＳ－ＣＣＰＣＨまたはＨＳ－ＤＳＣ
Ｈを介して搬送されるＦＡＣＨチャネルを継続的に監視する。ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態で
のアップリンク通信は、ＰＲＡＣＨ（RACH physical channel）にマッピングされたデフ
ォルトの共通トランスポートチャネルまたは共有トランスポートチャネル（すなわち、Ｒ
ＡＣＨ）を介して達成され、このＰＲＡＣＨは、ＷＴＲＵがそのトランスポートチャネル
のアクセス手続きに従っていつでも使用することができる。ＲＡＣＨチャネルは、チャネ
ルを獲得し、送信電力を調整するための電力ランプアップ（ramp-up）手続きを有する競
合ベースのチャネルである。ＷＴＲＵの位置は、ＷＴＲＵが最後にセル更新を実行したセ
ルに従って、セルレベルでＵＴＲＡＮによって知られる。
【０００６】
　ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態の特性は、非常に低いアップリンクスループットを必要とする
アプリケーションによく適することを含む。ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態のもう１つの特性は
、ＣＥＬＬ　ＵＰＤＡＴＥメッセージおよびＵＲＡ　ＵＰＤＡＴＥメッセージの送信など
のシグナリングトラフィックによく適することを含む。ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でのモビ
リティは、ＷＴＲＵによって自律的に処理される。ＷＴＲＵは、独立に測定を行い、キャ
ンプオン（camp on）すべきセルを判定する。ブロードキャストチャネル（ＢＣＨ）から
読み取られるＳＩ（system information）は、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態で使用すべきアッ
プリンクチャネル（ＲＡＣＨ）およびダウンリンクチャネル（ＦＡＣＨおよびＨＳ－ＤＳ
ＣＨ）のセットアップ詳細を含む。
【０００７】
　ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態では、専用物理チャネルはＷＴＲＵに割り当てられない。ＷＴＲ
Ｕは、ＰＣＨ（paging channel）を選択し、関連するＰＩＣＨ（page indicator channel
）を介して選択されたＰＣＨを監視するために不連続受信（discontinuous reception）
を使用する。ＵＬアクティビティは可能ではない。ＷＴＲＵの位置は、ＷＴＲＵがＣＥＬ
Ｌ＿ＦＡＣＨ状態で最後にセル更新を実行したセルに従って、セルレベルでＵＴＲＡＮに
よって知られる。
【０００８】
　ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態では、専用チャネルはＷＴＲＵに割り当てられない。ＷＴＲＵは、
ＰＣＨを選択し、関連するＰＩＣＨを介して選択されたＰＣＨを監視するために不連続受
信を使用する。ＵＬアクティビティは可能ではない。ＷＴＲＵの位置は、ＣＥＬＬ＿ＦＡ
ＣＨ状態の最後のＵＲＡ更新中にＷＴＲＵに割り当てられたＵＲＡ（UTRAN registration
 area）に従って、ＵＲＡレベルで知られる。
【０００９】
　最近の３ＧＰＰ提案は、Ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＲＡＣＨまたはＥ－ＲＡＣＨとも称する、
ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でのＥ－ＤＣＨ（enhanced dedicated channel）の使用の可能性
を確認した。Ｅ－ＤＣＨは、アップリンクスループットを高めるために、３ＧＰＰ規格の
リリース６で導入された。エンハンスト・アップリンクは、要求／グラント原理に基づい
て動作する。ＷＴＲＵは、自身が要求する要求容量の表示を送信し、ネットワークは、そ
の要求に対するグラントで応答する。グラント（grant）は、Ｎｏｄｅ－Ｂスケジューラ
によって生成される。また、ＨＡＲＱ（hybrid automatic repeat request）が、物理レ
イヤ送信に使用される。さらに、新しいＵＬチャネルおよびＤＬチャネルが、Ｅ－ＤＣＨ
をサポートするためにリリース６で導入された。新しいＵＬ物理チャネルは、制御情報に
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使用されるＥ－ＤＰＣＣＨ（E-DCH dedicated physical control channel）およびユーザ
データに使用されるＥ－ＤＰＤＣＨ（E-DCH dedicated physical data channel）である
。新しいＤＬ物理チャネルは、グラントの送信に使用されるＥ－ＡＧＣＨ（E-DCH absolu
te grant channel）およびＥ－ＲＧＣＨ（E-DCH relative grant channel）と、高速レイ
ヤ１肯定応答（ＡＣＫ）／否定応答（ＮＡＣＫ）に使用されるＥ－ＨＩＣＨ（E-DCH HARQ
 acknowledgement indicator channel）である。Ｎｏｄｅ－Ｂ２２０は、絶対グラントと
相対グラントとの両方を発行することができる。グラントは、電力比に関してシグナリン
グされる。各ＷＴＲＵは、サービンググラント（serving grant）を維持し、このサービ
ンググラントを、各ＷＴＲＵはペイロードサイズに変換することができる。リリース６に
ついて、ＷＴＲＵモビリティは、ソフトハンドオーバとアクティブセットの概念とを介し
てネットワークによって処理される。
【００１０】
　プレ・リリース８のＨＳＰＡ（high speed packet access）システムでは、ＷＴＲＵに
シグナリングして、異なる状態の間で遷移させることができる。異なる状態の間の遷移は
、プレ・リリース８ではＥ－ＲＡＣＨなしのシステムについて定義されている。しかし、
ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態およびＩｄｌｅモードでのＥ－ＤＣＨの導入に伴って、ＷＴＲＵ
が、使用可能なＥ－ＤＣＨリソースの処理、物理チャネル手続き、および異なる状態の間
の高速でより滑らかな遷移を可能にすることなど、ＷＴＲＵが状態の間で遷移しつつある
時に発生する問題がある。例えば、現在、ＷＴＲＵがＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態からＣＥＬＬ
＿ＦＡＣＨ状態に遷移する時には、以前のＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態がＥ－ＤＣＨ受信をサ
ポートしなかったので、すべてのリソースが解放される。しかし、この挙動（behavior）
は、セルがＥ－ＤＣＨ送信をサポートする場合に、ＷＴＲＵがＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態から
ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態に移る時に望ましくない可能性がある。
【００１１】
　したがって、ＨＳＰＡシステム内でＥ－ＲＡＣＨを用いてＷＴＲＵ状態遷移を実行する
方法および装置が望まれる。
【発明の概要】
【００１２】
　ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でＥ－ＤＣＨ（enhanced dedicated channel）をサポートする
ＷＴＲＵの状態遷移を実行する方法および装置を開示する。アップリンクデータは、ＣＥ
ＬＬ＿ＦＡＣＨ状態で動作している間にＥ－ＤＣＨを介して送信される。ＷＴＲＵがＥ－
ＤＣＨリソースを割り当てられている間に、再構成メッセージを含むＲＲＣ（radio reso
urce control）信号が受信される。ＲＲＣ再構成メッセージに従って、物理チャネルの再
構成が実行される。ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への遷移が実行され、アップリンクデータが、
Ｅ－ＤＣＨを介してＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態で送信される。インシンク（in-synch）パラメ
ータおよびアウトオブシンク（out-of-synch）パラメータが報告される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　詳細な理解は、例として添付図面と共に与えられる次の説明から得ることができる。
【図１】ＨＳＤＰＡ（high speed downlink packet access）／ＨＳＵＰＡ（high speed 
uplink packet access）を伴うＲＲＣ状態を示す図である。
【図２】複数のＷＴＲＵ、１つのＮｏｄｅ－Ｂ、１つのＲＮＣ、およびコアネットワーク
を含む例示的な無線通信システムを示す図である。
【図３】図２のＷＴＲＵおよびＮｏｄｅ－Ｂを示す機能ブロック図である。
【図４】ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への遷移に関する流れ図であ
る。
【図５】ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態への遷移に関する流れ図であ
る。
【図６】ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態からＵＲＡ＿ＰＣＨ状態への遷移に関する流れ図である
。
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【図７】ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態からＵＲＡ＿ＰＣＨ状態への遷移に関する流れ図である。
【図８】ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態への遷移に関する流れ図であ
る。
【図９】無線リンク障害に起因するＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態へ
の遷移に関する流れ図である。
【図１０Ａ】ＲＲＣ再構成メッセージに起因するＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態からＣＥＬＬ＿Ｆ
ＡＣＨ状態への遷移に関する流れ図である。
【図１０Ｂ】ＲＲＣ再構成メッセージに起因するＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態からＣＥＬＬ＿Ｆ
ＡＣＨ状態への遷移に関する流れ図である。
【図１１】競合なしアクセスを介するＲＲＣメッセージの送信を示す流れ図である。
【図１２】同期手続きを示す流れ図である。
【図１３】スクランブリングコード割当てを示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本明細書で言及される場合、用語「ＷＴＲＵ（wireless transmit/receive unit）」は
、ユーザ端末（ＵＥ：user equipment）、移動局、固定のまたは可動の加入者ユニット、
ページャー、セルラー電話機、携帯情報端末（ＰＤＡ）、コンピュータ、または無線環境
内で動作できる任意の他のタイプのユーザデバイスを含むが、これらに限定はされない。
また、用語「Ｎｏｄｅ－Ｂ」は、基地局、サイトコントローラ、アクセスポイント（ＡＰ
）、または無線環境内で動作できる任意の他のタイプのインターフェース・デバイスを含
むが、これらに限定はされない。
【００１５】
　また、用語「ＭＡＣ－ｉ」、「ＭＡＣ－ｉｓ」、または「ＭＡＣ－ｉ／ｉｓ」は、ＣＥ
ＬＬ＿ＤＣＨ状態およびＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態についてＵＬでのＥ－ＤＣＨ送信をサポ
ートする媒体アクセス制御（ＭＡＣ）サブレイヤを指し、それぞれ「ＭＡＣ－ｅ」、「Ｍ
ＡＣ－ｅｓ」、または「ＭＡＣ－ｅ／ｅｓ」を含むことができるが、これらに限定はされ
ない。
【００１６】
　用語「Ｅ－ＲＡＣＨ」および「ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態で（の）Ｅ－ＤＣＨ」は、ＨＳ
ＰＡ＋システムでアップリンクの競合ベースのアクセスにＷＴＲＵによって使用されるリ
ソースを記述するのに使用される。Ｅ－ＲＡＣＨは、スクランブリングコード、チャネラ
イゼーションコード（channelization code）、タイムスロット、アクセスオポチュニテ
ィ（access opportunity）、およびシグネチャシーケンスの組合せを示す場合もあり、こ
れらは、将来のシステムアーキテクチャでアップリンクの競合ベースのチャネルに関連す
る。Ｅ－ＲＡＣＨは、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、ＵＲＡ＿ＰＣＨ
状態、またはＩｄｌｅモードでのＥ－ＤＣＨの使用を示す場合もある。
【００１７】
　図２に、複数のＷＴＲＵ２１０、１つのＮｏｄｅ－Ｂ２２０、１つのＲＮＣ２３０、お
よびコアネットワーク２４０を含む無線通信システム２００を示す。図２に示されている
ように、ＷＴＲＵ２１０は、Ｎｏｄｅ－Ｂ２２０と通信し、Ｎｏｄｅ－Ｂ２２０は、ＲＮ
Ｃ２３０と通信し、ＲＮＣ２３０は、コアネットワーク２４０と通信する。図２には３つ
のＷＴＲＵ２１０、１つのＮｏｄｅ－Ｂ２２０、および１つのＲＮＣ２３０が示されてい
るが、無線デバイスおよび有線デバイスの任意の組合せを無線通信システム２００に含め
ることができることに留意されたい。
【００１８】
　図３は、図２の無線通信システム２００のＷＴＲＵ２１０およびＮｏｄｅ－Ｂ２２０の
機能ブロック図３００である。図３に示されているように、ＷＴＲＵ２１０は、Ｎｏｄｅ
－Ｂ２２０と通信し、ＷＴＲＵ２１０は、ＷＴＲＵ２１０がＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でＥ
－ＤＣＨをサポートする時に状態遷移の方法を実行するように構成される。
【００１９】
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　通常のＷＴＲＵ内で見つけることのできるコンポーネントに加えて、ＷＴＲＵ２１０は
、プロセッサ２１５、受信機２１６、送信機２１７、およびアンテナ２１８を含む。プロ
セッサ２１５は、ＷＴＲＵ２１０がＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でＥ－ＤＣＨをサポートする
時に状態遷移の方法を実行するように構成される。受信機２１６および送信機２１７は、
プロセッサ２１５と通信する。アンテナ２１８は、受信機２１６と送信機２１７との両方
と通信して、無線データの送信および受信を容易にする。１つのＷＴＲＵ２１０のアンテ
ナ２１８が図３に示されているが、複数のアンテナをＷＴＲＵ２１０に含めることができ
ることに留意されたい。
【００２０】
　通常のＮｏｄｅ－Ｂで見つけることのできるコンポーネントに加えて、Ｎｏｄｅ－Ｂ２
２０は、プロセッサ２２５、受信機２２６、送信機２２７、およびアンテナ２２８を含む
。プロセッサ２２５は、セルがＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でＥ－ＤＣＨをサポートする時に
状態遷移の方法を実行するように構成される。受信機２２６および送信機２２７は、プロ
セッサ２２５と通信する。アンテナ２２８は、受信機２２６と送信機２２７との両方と通
信して、無線データの送信および受信を容易にする。１つのアンテナ２２８が図３に示さ
れているが、複数のアンテナをＮｏｄｅ－Ｂ２２０に含めることができることに留意され
たい。
【００２１】
　図４に、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への遷移に関する流れ図を
示す。ＷＴＲＵ２１０を、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態で動作するように構成することができ
る（４０１）。ＷＴＲＵ２１０は、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態へのＷＴＲＵ２１０の再構成を
示す再構成メッセージを受信する（４０２）。この再構成メッセージは、物理チャネルパ
ラメータの再構成をも示すことができる。この再構成メッセージを、例えば、セル更新確
認メッセージを介してまたはＲＲＣ再構成メッセージの受信を介してシグナリングするこ
とができる。ＷＴＲＵ２１０は、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態で進行中のＥ－ＤＣＨ手続きを
有するかどうかを判定する（４０３）。ＷＴＲＵ２１０が、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態で進
行中のＥ－ＤＣＨ手続きを有する場合には、Ｅ－ＤＣＨリソースは、既にＷＴＲＵ２１０
に割り当てられている。ＷＴＲＵ２１０が、進行中のＥ－ＤＣＨ手続きを有する場合には
、再構成メッセージに基づいて物理チャネルパラメータを再構成する（４０７）。ＷＴＲ
Ｕ２１０は、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に遷移する（４０８）。Ｅ－ＤＣＨ手続きが進行中で
ある場合には、ＷＴＲＵ２１０を、状態遷移の時にインシンク（すなわち、ＣＥＬＬ＿Ｆ
ＡＣＨ状態でのＥ－ＤＣＨ手続き中に確立されるＤＬ物理チャネルと同期している）と考
えることができる。というのは、ＷＴＲＵ２１０が、状態遷移の時にＮｏｄｅ－Ｂ２２０
と共にＲＬを既に確立済みであるからである。したがって、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への状
態遷移時の同期に関連するさらなる遅延を回避するために、ＷＴＲＵ２１０は、同期手続
きＡ（synchronization procedure A）を実行せずに即座にＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に遷移
することができる。３ＧＰＰ　ＴＳ２５．２１４で定義される同期手続きＡは、状態遷移
の前に以前のＲＬが存在しなかった時に実行できる同期手続きである。ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ
状態に遷移する時に、ＷＴＲＵ２１０は、Ｅ－ＤＣＨを介してＵＬデータを送信する（４
０９）。ＷＴＲＵ２１０は、ＵＬ制御情報をＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態でＥ－ＤＣＨを介して
送信することもできる。オプションで、ＷＴＲＵ２１０は、ネットワーク２４０によって
シグナリングされるアクティベーション時刻までＵＬ送信を再開するのを待つことができ
、あるいは、ＵＬ　Ｅ－ＤＣＨフレーム境界を待ち、そこで送信することができる。ＷＴ
ＲＵ２１０は、３ＧＰＰ　ＴＳ２５．３３１で定義されている、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態で
要求される無線リンク同期判断基準を監視することができる。より具体的には、ＷＴＲＵ
２１０は、同期手続きＡのフェーズ２に即座に移ることができ、このフェーズ２で、ＷＴ
ＲＵ２１０は、インシンクパラメータとアウトオブシンクパラメータとの両方を報告する
ことができる（４１０）。ＷＴＲＵ２１０は、これらのパラメータを、上位レイヤ無線リ
ンク監視機能に報告することができる。同期判断基準を、状態遷移の直後に監視すること
ができ、あるいは、これを、ＤＬ物理チャネルが確立された後に実行することができる。
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【００２２】
　ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態で進行中のＥ－ＤＣＨ送信がない場合には、物理チャネルパラ
メータを再構成し（４０４）、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に遷移し（４０５）、同期手続きＡ
を実行し（４０６）、ＵＬデータを送信する（４０９）。ＷＴＲＵ２１０は、Ｅ－ＲＮＴ
Ｉ（enhanced radio network temporary identifier）割当てをネットワーク２４０から
受信し、その割当てに基づいてＥ＿ＲＮＴＩ変数をセットすることができ、このＥ＿ＲＮ
ＴＩ変数は、ＵＬデータ送信に関連する遅延を減らすのに使用される。ＷＴＲＵ２１０を
、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態で使用される変数Ｅ＿ＲＮＴＩを保存するように構成すること
ができる。オプションで、新しいＥ－ＲＮＴＩ割当てが受信される場合に、ＷＴＲＵ２１
０は、変数Ｅ＿ＲＮＴＩを割り当てられたＥ－ＲＮＴＩ値に再構成することができる。Ｗ
ＴＲＵ２１０は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）－ｉ／ｉｓエンティティをリセットするこ
とができる。このリセットは、状態遷移時に自律的に実行することができる。オプション
で、このリセットを、ＭＡＣ－ｉ／ｉｓリセットインジケータを介してＲＲＣ再構成メッ
セージによって明示的に指し示すことができる。
【００２３】
　ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への遷移の時に、ＷＴＲＵ２１０を、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態での
送信の初期ＵＬ送信電力レベルをセットするように構成することができる。ＷＴＲＵ２１
０は、初期ＵＬ送信電力を、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への遷移の前にＷＴＲＵ２１０によっ
て使用されたものと同一のＵＬ送信電力にセットすることができる。代替案では、ＷＴＲ
Ｕ２１０は、ネットワーク２４０によって構成される電力オフセットΔｄＢから初期ＵＬ
送信電力を得ることができる。ＷＴＲＵ２１０は、この電力オフセットを、ＣＥＬＬ＿Ｄ
ＣＨ状態への遷移の前にＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でＷＴＲＵ２１０によって使用された電
力に適用することができる。
【００２４】
　代替案では、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に遷移する時に、ＷＴＲＵ２１０を、同期手続きＢ
（synchronization procedure B）のみを実行するように構成することができる。３ＧＰ
Ｐ　ＴＳ２５．２１４で定義された同期手続きＢは、１つまたは複数のＲＬがアクティブ
セットに追加され、状態遷移の前に存在したＲＬのうちの少なくとも１つが、状態遷移の
後にも存在する時に実行できる同期手続きである。ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に遷移する時に
、ＷＴＲＵ２１０を、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態での送信の初期ＵＬ送信電力をセットするよ
うに構成することができる。ＷＴＲＵ２１０は、初期ＵＬ送信電力を、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ
状態に遷移する前にＷＴＲＵ２１０によって使用されたものと同一のＵＬ送信電力にセッ
トすることができる。代替案では、ＷＴＲＵ２１０は、ネットワーク２４０によって構成
される電力オフセットΔｄＢから初期ＵＬ送信電力を得ることができる。ＷＴＲＵ２１０
は、この電力オフセットを、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への遷移の前にＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状
態でＷＴＲＵ２１０によって使用された電力に適用することができる。
【００２５】
　代替案では、ＷＴＲＵ２１０を、同期手続きＡのみを実行するように構成することがで
き、初期ＵＬ送信電力を、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に遷移する前にＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態
でＷＴＲＵ２１０によって使用されたものと同一のＵＬ送信電力になるように構成するこ
とができる。代替案では、ＷＴＲＵ２１０は、ネットワーク２４０によって構成される電
力オフセットΔｄＢから初期ＵＬ送信電力を得ることができる。ＷＴＲＵ２１０は、この
電力オフセットを、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への遷移の前にＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でＷＴ
ＲＵ２１０によって使用された電力に適用することができる。
【００２６】
　ＷＴＲＵ２１０を、サービンググラントを使用するように構成することができ、このサ
ービンググラントを、同期手続きが実行される場合に、同期手続き中にある値未満になる
ように構成することができる。代替案では、同期手続きは実行されないが、ＷＴＲＵ２１
０のサービンググラントは、物理再構成の後の所定の時間期間の間にある値未満になるよ
うに構成される。いずれにしても、サービンググラントの最大値を、上位レイヤによって
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シグナリングすることができ、例えば、ＳＩＢ（system information block）を介してＲ
ＲＣによってシグナリングするか、再構成メッセージ内でシグナリングすることができる
。代替案では、Ｎｏｄｅ－Ｂ２２０は、上位レイヤによってシグナリングできる所定の時
間期間中に最大値を超えるサービンググラントを発行するのをやめることができる。
【００２７】
　ＷＴＲＵ２１０は、状態遷移メッセージを受信する時に、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態の４
つのＵＬ送信モードのうちの１つである可能性がある。ＵＬ送信モードは、ａ）ＷＴＲＵ
２１０がＥ－ＤＣＨ送信を送信していない、ｂ）ＷＴＲＵ２１０がＰＲＡＣＨプリアンブ
ルを送信している、ｃ）ＷＴＲＵ２１０が衝突解決を実行している、およびｄ）ＷＴＲＵ
２１０が衝突解決に続いてＥ－ＤＣＨを送信している、と定義することができる。ＷＴＲ
Ｕ２１０の挙動を、これらのモードのそれぞれについて指定することができる。さらに、
ネットワーク２４０が、即座の遷移を要求する（すなわち、アクティベーション時刻＝「
ｎｏｗ（現在）」である）場合、またはオプションでネットワーク２４０が将来のアクテ
ィベーション時刻の遷移を要求する場合に、ＷＴＲＵ２１０の挙動を指定することができ
る。
【００２８】
　ＷＴＲＵ２１０が、Ｅ－ＤＣＨ送信を送信していないモードであり、状態遷移メッセー
ジが受信される時に、ＷＴＲＵ２１０を、３ＧＰＰのリリース７およびそれ以前のリリー
スで定義されたアクションを実行するように構成することができる。将来のアクティベー
ション時刻が指定される場合には、ＷＴＲＵ２１０は、オプションで、その将来のアクテ
ィベーション時刻まで、すべてのＲＡＣＨまたはＥ－ＲＡＣＨのアクセスの試みを防ぐこ
とができる。
【００２９】
　ＷＴＲＵ２１０が、ＰＲＡＣＨプリアンブルを送信するモードであり、状態遷移メッセ
ージが受信される時に、ＷＴＲＵ２１０を、そのＥ－ＤＣＨ送信の試みを打ち切るように
構成することができる。将来のアクティベーション時刻が指定される場合に、ＷＴＲＵ２
１０は、オプションで、論理チャネル、送信すべきデータの量、および状態遷移が実施さ
れるまでの時間のうちのいずれかの組合せに基づいて、Ｅ－ＲＡＣＨアクセスを継続すべ
きか否かを判断することができる。代替案では、ＷＴＲＵ２１０は、最後のプリアンブル
を送信した後、再構成メッセージを受信する前に、ＡＩＣＨ（acquisition indicator ch
annel）上で肯定の肯定応答をまたはＥ－ＡＩＣＨ（E-DCH　AICH）上でリソース割当てを
受信する場合に、Ｅ－ＤＣＨ送信を継続することができる。ＷＴＲＵ２１０は、Ｅ－ＲＡ
ＣＨアクセスを打ち切ると判断する前に、ある時間期間（ＴＰ－ａ）だけ待つことができ
る。３ＧＰＰ　ＴＳ２５．２１４で定義されるＴＰ－ａは、プリアンブルの送信からＷＴ
ＲＵ２１０がＡＩＣＨ応答を受信すると期待する時までの時間期間である。ＷＴＲＵ２１
０が、リソース割当ても肯定応答も受信しない場合には、ＷＴＲＵ２１０は、Ｅ－ＲＡＣ
Ｈアクセスを継続しないものとすることができる。
【００３０】
　ＷＴＲＵ２１０が衝突解決を実行するモードであり、状態遷移メッセージが受信される
時には、ＷＴＲＵ２１０を、そのＥ－ＲＡＣＨアクセスの試みを打ち切るように構成する
ことができる。状態遷移の時に、ＷＴＲＵ２１０は、ＨＡＲＱバッファをフラッシュする
ことができ、あるいは、オプションで、ＭＡＣ－ｉ／ｉｓリセットを実行することができ
る。将来のアクティベーション時刻が指定される場合には、ＷＴＲＵ２１０は、オプショ
ンで、論理チャネル、送信すべきデータの量、および状態遷移が実施されるまでの時間の
うちのいずれかの組合せに基づいて、Ｅ－ＤＣＨ送信を継続するか否かを判断することが
できる。
【００３１】
　ＷＴＲＵ２１０が、衝突解決の後にＥ－ＤＣＨ送信を送信するモードであり、状態遷移
メッセージが受信される時に、ＷＴＲＵ２１０を、指定されたアクティベーション時刻に
基づいて構成することができる。
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【００３２】
　アクティベーション時刻が「ｎｏｗ」にセットされている時に、ＷＴＲＵ２１０は、進
行中のＨＡＲＱプロセスを実行している場合がある。ＷＴＲＵ２１０を、進行中のＨＡＲ
Ｑプロセスに関する再送信を完了するように構成することができる。ＷＴＲＵ２１０は、
すべての再送信が完了するまで、ＵＬスクランブリングコードを含むＥ－ＤＣＨリソース
を保持することができる。ＷＴＲＵ２１０は、Ｅ－ＤＣＨリソースでのすべての新しいＨ
ＡＲＱプロセスの開始をすべてやめることができ、新しいデータの送信をすべてやめるこ
とができる。ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への遷移は、最後のＰＤＵ（protocol data unit）が
成功裏に送信された後またはすべての再送信を試みた後のいずれかに行うことができる。
ＷＴＲＵ２１０は、新しいＥ－ＤＣＨリソースに遷移できることをネットワーク２４０に
シグナリングすることができる。この信号は、レイヤ１メッセージまたはレイヤ２メッセ
ージによって送信することができる。状態遷移を命令する前に、ネットワーク２４０は、
この信号を受信するのを待つか、例えば明示的シグナリングを介してまたはタイマの満了
に基づいて、Ｅ－ＤＣＨリソースがネットワーク２４０から解放されるまで待つ。オプシ
ョンで、ＷＴＲＵ２１０は、新しい状態に遷移できることをネットワーク２４０に知らせ
るのではなく、ＨＡＲＱ送信を完了するや否や遷移する。
【００３３】
　将来のアクティベーション時刻が指定される時には、ＷＴＲＵ２１０を、そのアクティ
ベーション時刻に達するまでＥ－ＤＣＨリソースを使用し続けるように構成することがで
きる。ＷＴＲＵ２１０は、アクティベーション時刻まですべての新しい送信を防ぐことが
でき、あるいは、オプションで、アクティベーション時刻の前のウィンドウを、新しい送
信の開始に使用不能としてマークすることができる。このウィンドウのサイズを、指定し
、ネットワーク２４０によって構成し、または最大再送信を含む新しいＰＤＵの送信に要
する最大時間の関数としてＷＴＲＵ２１０によって判定することができる。例えば、新し
いＰＤＵの送信を完了するための最大時間が、アクティベーション時刻の満了の前に残っ
ている時間より長い場合には、ＷＴＲＵ２１０は、新しい送信を可能にすることができな
い。ＷＴＲＵ２１０は、新しい送信を開始すべきか否かの判断を、論理チャネル、送信す
べきデータの量、および状態遷移が実施されるまでの時間の任意の組合せに基づくものと
することもできる。
【００３４】
　状態遷移の時に、ＷＴＲＵ２１０を、進行中のＨＡＲＱプロセスに用いられないＰＤＵ
用のすべてのＨＡＲＱバッファをフラッシュするように構成することができるが、このＷ
ＴＲＵ２１０は、アクティブＨＡＲＱプロセス送信を継続することができる。アクティブ
ＨＡＲＱプロセスを、当座のＥ－ＤＣＨ構成を使用して送信することができ、アクティブ
ＨＡＲＱプロセスは、アクティブＨＡＲＱプロセスが終了するまですべての新しい送信を
防ぐことができる。代替案では、ＨＡＲＱプロセス構成パラメータが、Ｅ－ＤＣＨ　ＨＡ
ＲＱプロセスに関するものと同一である場合に、ＷＴＲＵ２１０は、ＭＡＣ－ｉ／ｉｓリ
セットを実行する必要もＨＡＲＱバッファをフラッシュする必要もなしに、ＣＥＬＬ＿Ｄ
ＣＨ状態でシームレスにＨＡＲＱプロセスの送信を継続することができる。
【００３５】
　ＤＬについて、ＷＴＲＵ２１０は、状態遷移メッセージで指定されたとおりに新しいＤ
Ｌチャネルを構成することができる。ＵＬについて、ＷＴＲＵ２１０は、スクランブリン
グコードを変更することだけができる。ＷＴＲＵ２１０は、Ｅ－ＲＡＣＨリソースに関連
する他のすべてのＥ－ＤＣＨ構成パラメータを使用し続けることができる。最後のＰＤＵ
が、肯定応答されたか最大回数だけ再送信されたかのいずれかになった時に、ＷＴＲＵ２
１０は、新しいＵＬ構成に遷移することができる。ＷＴＲＵ２１０は、新しいＵＬ　Ｅ－
ＤＣＨリソースに遷移したことをネットワーク２４０にシグナリングする必要がある場合
がある。この信号は、レイヤ１メッセージまたはレイヤ２メッセージによって送信するこ
とができる。
【００３６】
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　代替案では、ＷＴＲＵ２１０を、所与のアクティベーション時刻に状態遷移を実行する
ように構成することができる。所与のアクティベーション時刻は、「ｎｏｗ」またはネッ
トワーク２４０によって決定された任意の値にセットすることができる。
【００３７】
　遷移の時に、ＷＴＲＵ２１０は、ＨＡＲＱバッファをフラッシュする、ＨＡＲＱ構成（
すなわち、ＨＡＲＱプロセスの個数、ＨＡＲＱメモリ割当て、またはＴＴＩ（transmissi
on time interval）値）が変化する場合に限ってＨＡＲＱバッファをフラッシュする、Ｍ
ＡＣ－ｉ／ｉｓエンティティをリセットしまたはその代わりにＭＡＣ－ｉ／ｉｓエンティ
ティをリセットするのをやめる、のうちの１つまたは組合せを実行することができる。Ｓ
－ＲＮＣ（serving RNC）内のＭＡＣ－ｉ／ｉｓエンティティが変更されないままである
限り、ＴＳＮ（transmission sequence number）を維持することができる。オプションで
、ＭＡＣ－ｉ／ｉｓエンティティのリセットを、明示的なＭＡＣ－ｉ／ｉｓリセットイン
ジケータがＲＲＣ再構成メッセージ内にある場合に限って実行することができる。
【００３８】
　図５に、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態への遷移に関する流れ図を
示す。ＷＴＲＵ２１０を、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態で動作するように構成することができ
る（５０１）。ＷＴＲＵ２１０は、進行中のＥ－ＤＣＨ手続きがあるかどうかを判定する
（５０２）。Ｅ－ＤＣＨ手続きは、Ｅ－ＤＣＨ送信手続きまたはＥ－ＤＣＨ受信手続きの
うちの１つあるいは両方の手続きを含むことができる。Ｅ－ＤＣＨ送信手続きは、Ｅ－Ｄ
ＰＤＣＨ送信、ＤＰＣＣＨ送信、またはＥ－ＤＰＣＣＨ送信を含むことができる。Ｅ－Ｄ
ＣＨ受信は、Ｅ－ＡＧＣＨ受信、Ｅ－ＨＩＣＨ受信、またはＥ－ＲＧＣＨ受信を含むこと
ができる。進行中のＥ－ＤＣＨ手続きがある場合には、行われつつあるすべてのＥ－ＤＣ
Ｈ送信手続きおよびＥ－ＤＣＨ受信手続きを打ち切る（５０３）。ＷＴＲＵ２１０は、Ｈ
ＡＲＱリソースを解放し（５０４）、ＭＡＣ－ｉ／ｉｓエンティティをリセットし（５０
５）、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態に遷移する（５０６）。進行中のＥ－ＤＣＨ手続きがない場
合には、ＷＴＲＵ２１０は、ＨＡＲＱリソースを解放し（５０４）、ＭＡＣ－ｉ／ｉｓエ
ンティティをリセットし（５０５）、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態に遷移する（５０６）。
【００３９】
　図６に、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態からＵＲＡ＿ＰＣＨ状態への遷移に関する流れ図を示
す。ＷＴＲＵ２１０を、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態で動作するように構成することができる
（６０１）。ＷＴＲＵ２１０は、進行中のＥ－ＤＣＨ手続きがあるかどうかを判定する（
６０２）。Ｅ－ＤＣＨ手続きは、Ｅ－ＤＣＨ送信手続きまたはＥ－ＤＣＨ受信手続きのう
ちの１つあるいは両方の手続きを含むことができる。Ｅ－ＤＣＨ送信手続きは、Ｅ－ＤＰ
ＤＣＨ送信、ＤＰＣＣＨ送信、またはＥ－ＤＰＣＣＨ送信を含むことができる。Ｅ－ＤＣ
Ｈ受信手続きは、Ｅ－ＡＧＣＨ受信、Ｅ－ＨＩＣＨ受信、またはＥ－ＲＧＣＨ受信を含む
ことができる。進行中のＥ－ＤＣＨ手続きがある場合には、行われつつあるすべてのＥ－
ＤＣＨ送信手続きおよびＥ－ＤＣＨ受信手続きを打ち切る（６０３）。ＷＴＲＵ２１０は
、ＨＡＲＱリソースを解放する（６０４）。代替案では、ＷＴＲＵ２１０を、ＨＡＲＱリ
ソースを維持するように構成することができる。ＷＴＲＵ２１０は、ＭＡＣ－ｉ／ｉｓエ
ンティティをリセットする（６０５）。オプションで、ＷＴＲＵ２１０を、ＭＡＣ－ｉ／
ｉｓエンティティを維持するように構成することができる。ＷＴＲＵ２１０は、ＵＲＡ＿
ＰＣＨ状態に遷移し（６０６）、Ｅ＿ＲＮＴＩ変数をクリアする（６０７）。代替案では
、ＷＴＲＵ２１０は、Ｅ＿ＲＮＴＩ変数を維持することができる。代替案では、ＷＴＲＵ
２１０は、プライマリーＥ－ＲＮＴＩ値およびセカンダリーＥ－ＲＮＴＩ値をＮｏｄｅ－
Ｂ２２０から受信することができ、セカンダリーＥ－ＲＮＴＩ値をクリアしながら、プラ
イマリーＥ－ＲＮＴＩ値のみを維持することができる。進行中のＥ－ＤＣＨ手続きがない
場合には、ＷＴＲＵ２１０は、ＨＡＲＱリソースを解放し（６０４）、ＭＡＣ－ｉ／ｉｓ
エンティティをリセットし（６０５）、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態に遷移し（６０６）、Ｅ＿Ｒ
ＮＴＩ変数をクリアする（６０７）。
【００４０】
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　図７に、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態からＵＲＡ＿ＰＣＨ状態への遷移に関する流れ図を示す
。ＷＴＲＵ２１０を、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態で動作するように構成することができる（７
０１）。ＷＴＲＵ２１０は、進行中のＥ－ＤＣＨ手続きがあるかどうかを判定する（７０
２）。Ｅ－ＤＣＨ手続きは、Ｅ－ＤＣＨ送信手続きまたはＥ－ＤＣＨ受信手続きのうちの
１つあるいは両方の手続きを含むことができる。Ｅ－ＤＣＨ送信手続きは、Ｅ－ＤＰＤＣ
Ｈ送信、ＤＰＣＣＨ送信、またはＥ－ＤＰＣＣＨ送信を含むことができる。Ｅ－ＤＣＨ受
信手続きは、Ｅ－ＡＧＣＨ受信、Ｅ－ＨＩＣＨ受信、またはＥ－ＲＧＣＨ受信を含むこと
ができる。進行中のＥ－ＤＣＨ手続きがある場合には、行われつつあるすべてのＥ－ＤＣ
Ｈ送信手続きおよびＥ－ＤＣＨ受信手続きを打ち切る（７０３）。ＷＴＲＵ２１０は、Ｈ
ＡＲＱリソースを解放する（７０４）。代替案では、ＷＴＲＵ２１０を、ＨＡＲＱリソー
スを維持するように構成することができる。ＷＴＲＵ２１０は、ＭＡＣ－ｉ／ｉｓエンテ
ィティをリセットする（７０５）。オプションで、ＷＴＲＵ２１０を、ＭＡＣ－ｉ／ｉｓ
エンティティを維持するように構成することができる。ＷＴＲＵ２１０は、ＵＲＡ＿ＰＣ
Ｈ状態に遷移し（７０６）、Ｅ＿ＲＮＴＩ変数をクリアする（７０７）。代替案では、Ｗ
ＴＲＵ２１０を、変数Ｅ＿ＲＮＴＩを維持するように構成することができる。代替案では
、ＷＴＲＵ２１０は、プライマリーＥ－ＲＮＴＩ値およびセカンダリーＥ－ＲＮＴＩ値を
Ｎｏｄｅ－Ｂ２２０から受信することができ、セカンダリーＥ－ＲＮＴＩ値をクリアしな
がら、プライマリーＥ－ＲＮＴＩ値のみを維持することができる。進行中のＥ－ＤＣＨ手
続きがない場合には、ＷＴＲＵ２１０は、ＨＡＲＱリソースを解放し（７０４）、ＭＡＣ
－ｉ／ｉｓエンティティをリセットし（７０５）、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態に遷移し（７０６
）、Ｅ＿ＲＮＴＩ変数をクリアする（７０７）。
【００４１】
　ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態である間にＥ＿ＲＮＴＩ変数、ＭＡＣ－ｉ／ｉｓエンティティ、
およびＨＡＲＱリソースを維持することを可能にすることによって、ＷＴＲＵ２１０がＣ
ＣＣＨ（common control channel）以外のメッセージのＵＬ送信の場合にＣＥＬＬ＿ＦＡ
ＣＨ状態へのより高速の遷移を実行することを可能にすることができる。
【００４２】
　図８に、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態への遷移に関する流れ図を
示す。ＷＴＲＵ２１０を、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態で動作するように構成することができる
（８０１）。ＷＴＲＵ２１０は、送信すべきＵＬデータがあるかどうかを判定する（８０
２）。送信すべきＵＬデータがない場合には、ＷＴＲＵ２１０は、ネットワーク２４０に
よって別な形で知らされない限り、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態に留まる。送信すべきＵＬデー
タがある場合には、ＷＴＲＵ２１０がＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でＥ－ＤＣＨ送信をサポー
トするかどうかを判定する（８０３）。ＷＴＲＵ２１０がＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でＥ－
ＤＣＨ送信をサポートしない場合には、ＷＴＲＵ２１０は、３ＧＰＰ　ＴＳ２５．３３１
、プレ・リリース８で定義されるレガシーＲＡＣＨを介してセル更新を実行する（８０４
）。ＷＴＲＵ２１０がＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でＥ－ＤＣＨ送信をサポートする場合には
、ＷＴＲＵ２１０は、Ｅ＿ＲＮＴＩ変数がセットされているかどうかを判定する（８０５
）。ＷＴＲＵ２１０は、ネットワーク２４０からＥ－ＲＮＴＩ割当てを受信し、その割当
てに基づいてＥ＿ＲＮＴＩ変数をセットすることができ、このＥ＿ＲＮＴＩ変数は、ＵＬ
データ送信に関連する遅延を減らすのに使用される。Ｅ＿ＲＮＴＩ変数がセットされてい
る場合には、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態に遷移する（８０６）。ＷＴＲＵ２１０は、ＵＬ送
信のためにＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態での共有Ｅ－ＤＣＨリソースを獲得し（８０７）、Ｅ
－ＤＣＨを介してＵＬデータを送信する（８０８）。ＵＬ送信に関連する遅延が減らされ
るのは、ＷＴＲＵ２１０が、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態に遷移し、セル更新手続きを開始す
る必要なしに即座にＵＬデータ送信を開始できるからである。オプションで、ＷＴＲＵ２
１０がＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態であった間に変数Ｅ＿ＲＮＴＩがクリアされ、ＷＴＲＵ２
１０がＣ－ＲＮＴＩ（cell RNTI）およびＨ－ＲＮＴＩ（HS-DSCH RNTI）を有する場合に
は、ＷＴＲＵ２１０を、共通のまたはランダムに選択されるＥ－ＲＮＴＩ値を使用してＵ
Ｌ送信を開始するのにＥ－ＲＡＣＨを使用するように構成することができる。ＷＴＲＵ２
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１０がセットされたＥ＿ＲＮＴＩ変数を有しない場合には、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態に遷
移し（８０９）、ＵＬデータを送信する（８０８）前に、Ｅ－ＤＣＨを介してセル更新を
実行する（８１０）。
【００４３】
　ＷＴＲＵ２１０を、ＡＩＣＨを介してＮｏｄｅ－Ｂ２２０からプリアンブルインジケー
タおよびアクイジションインジケータを受信するように構成することができる。ＷＴＲＵ
２１０を、ＨＳ－ＤＰＣＣＨをセットアップし、ＣＱＩ（channel quality indicator）
フィードバックをＮｏｄｅ－Ｂ２２０に送信するように構成することができる。ＷＴＲＵ
２１０を、ＣＱＩフィードバックをより頻繁に、例えば連続するＴＴＩの際に、送信の始
めに、またはＳＩＢ（system information block）で指定される構成された頻度で、ある
いはＷＴＲＵ２１０内で事前に決定されるサイクルで送信するように構成することができ
る。ＷＴＲＵ２１０を、ＳＩ（scheduling information）フィールドをそのＥ－ＤＣＨ送
信に、およびオプションで後続Ｅ－ＤＣＨ送信に含めるように構成することができる。
【００４４】
　ＷＴＲＵ２１０を、無線リンク（ＲＬ）障害に起因してＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態からＣＥ
ＬＬ＿ＦＡＣＨ状態に遷移するように構成することができ、ここで、ＷＴＲＵ２１０は、
セル更新手続きを実行することができる。ＷＴＲＵ２１０を、ＲＲＣ再構成メッセージに
起因してＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態に遷移するように構成するこ
ともできる。
【００４５】
　図９に、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態への遷移に関する流れ図を
示す。ＷＴＲＵ２１０を、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態で動作するように構成することができる
（９０１）。ＷＴＲＵ２１０は、ＲＬ障害が発生するかどうかを判定する（９０２）。Ｒ
Ｌ障害が発生しない場合には、ＷＴＲＵ２１０は、ＲＲＣメッセージによって別な形で構
成されない限り、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に留まる。ＲＬ障害が発生する場合には、ＷＴＲ
Ｕ２１０は、発生しているＥ－ＤＣＨ送信手続きまたはＥ－ＤＣＨ受信手続きがあるかど
うかを判定する（９０３）。Ｅ－ＤＣＨ送信は、Ｅ－ＤＰＤＣＨ送信、ＤＰＣＣＨ送信、
またはＥ－ＤＰＣＣＨ送信を含むことができる。Ｅ－ＤＣＨ受信は、Ｅ－ＡＧＣＨ受信、
Ｅ－ＨＩＣＨ受信、またはＥ－ＲＧＣＨ受信を含むことができる。進行中のＥ－ＤＣＨ送
信手続きまたはＥ－ＤＣＨ受信手続きがある場合には、これらの手続きを打ち切る（９０
４）。ＷＴＲＵ２１０は、変数Ｅ＿ＲＮＴＩをクリアする（９０５）。ＵＬデュアルセル
動作またはＵＬマルチセル動作が構成されている場合には、ＷＴＲＵ２１０は、１つまた
は複数の副セルに関連するＥ－ＲＮＴＩ値をクリアすることができ、その１つまたは複数
の副セルに関連するＥ－ＤＣＨ送信手続きおよびＥ－ＤＣＨ受信手続きを打ち切ることも
できる。オプションで、ＷＴＲＵ２１０を、ＲＬ障害の後にＷＴＲＵ２１０が再選択しよ
うとしているセルがＲＬ障害の時にＥ－ＤＣＨにサービスしていたセルとは異なる場合に
限って変数Ｅ＿ＲＮＴＩをクリアするように構成することができる。ＷＴＲＵ２１０は、
ＭＡＣ－ｉ／ｉｓエンティティをリセットし（９０６）、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態に遷移
し（９０８）、セル更新メッセージを送信する（９０９）。進行中のＥ－ＤＣＨ送信手続
きまたはＥ－ＤＣＨ受信手続きがない場合には、変数Ｅ＿ＲＮＴＩをクリアし（９０７）
、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態に遷移する（９０８）。
【００４６】
　ＷＴＲＵ２１０を、セル更新メッセージを送信するために、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態で
Ｅ－ＲＡＣＨアクセス手続きを実行するように構成することができる。Ｅ－ＲＡＣＨアク
セス手続きの一部として、ＷＴＲＵ２１０は、Ｅ－ＤＣＨ　ＲＡＣＨアクセス手続きの一
部としてのＥ－ＤＰＤＣＨ、Ｅ－ＤＰＣＣＨ、Ｅ－ＡＧＣＨ、Ｅ－ＨＩＣＨ、またはＥ－
ＲＧＣＨのうちの１つまたは複数の新しい構成を選択することができる。オプションで、
ＷＴＲＵ２１０は、Ｅ－ＲＡＣＨアクセス手続きの一部として選択された新しい構成に従
ってＥ－ＤＰＤＣＨおよびＥ－ＤＰＣＣＨを再構成することができる。オプションで、Ｗ
ＴＲＵ２１０は、Ｅ－ＲＡＣＨアクセス手続きの一部として選択された新しい構成に従っ
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てＥ－ＡＧＣＨ、Ｅ－ＨＩＣＨおよびＥ－ＲＧＣＨを再構成することもできる。
【００４７】
　ＷＴＲＵ２１０を、ＴＴＩ（transmission time interval）と呼ばれるインターバル内
でデータブロックを送信するように構成することができる。ＲＬ障害に起因するセル更新
手続きを開始するためにＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でＥ－ＤＣＨを介する送信を開始する時
に、ＷＴＲＵ２１０がＲＬ障害の前に２ｍｓ　ＴＴＩを使用してＥ－ＤＣＨを介して送信
していた場合に、ＷＴＲＵ２１０を、１０ｍｓ　ＴＴＩを使用するように構成することが
できる。代替案では、ＷＴＲＵ２１０は、３ＧＰＰプレ・リリース６で指定されるように
ＲＡＣＨを介して送信することができる。
【００４８】
　図１０Ａおよび１０Ｂに、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態への遷移
に関する流れ図を示す。ＷＴＲＵ２１０を、Ｅ－ＤＣＨリソースを用いて構成されたＣＥ
ＬＬ＿ＤＣＨ状態で動作するように構成することができる（１００１）。ＷＴＲＵ２１０
は、ＲＲＣ再構成メッセージを受信して、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態に変更し（１００２）
、発生しつつあるＥ－ＤＣＨ送信手続きがあるかどうかを判定する（１００３）。Ｅ－Ｄ
ＣＨ送信は、Ｅ－ＤＰＤＣＨ送信またはＥ－ＤＰＣＣＨ送信を含むことができる。発生し
つつあるＥ－ＤＣＨ送信手続きがある場合には、送信手続きを打ち切る（１００４）。Ｗ
ＴＲＵ２１０は、発生しつつあるＥ－ＤＣＨ受信手続きがあるかどうかを判定する（１０
０５）。Ｅ－ＤＣＨ受信は、Ｅ－ＡＧＣＨ受信、Ｅ－ＨＩＣＨ受信、またはＥ－ＲＧＣＨ
受信を含むことができる。発生しつつあるＥ－ＤＣＨ受信手続きがある場合には、受信手
続きを打ち切る（１００６）。ＷＴＲＵ２１０は、セルがＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でＥ－
ＤＣＨをサポートするかどうかを判定する（１００７）。セルがＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態
でＥ－ＤＣＨをサポートしない場合には、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でＥ－ＤＣＨなしで動
作する（１００９）。セルがＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でＥ－ＤＣＨをサポートする場合に
は、ＷＴＲＵ２１０は、ＭＡＣ－ｉ／ｉｓエンティティをリセットする（１００８）。こ
のリセットは、状態遷移が発生するたびに実行することができる。代替案では、このリセ
ットを、ＲＲＣメッセージからのＭＡＣ－ｉ／ｉｓリセットインジケータを介する明示的
なシグナリングを介して実行することができる。ＷＴＲＵ２１０は、新しいＥ－ＲＮＴＩ
割当てが受信されるかどうかを判定する（１０１０）。新しいＥ－ＲＮＴＩ割当てがＮｏ
ｄｅ－Ｂ２２０から受信される場合には、新しいＥ－ＲＮＴＩ値を割り当てられてＣＥＬ
Ｌ＿ＦＡＣＨ状態で動作する（１０１２）。新しいＥ－ＲＮＴＩ割当てが受信されない場
合には、現在のＥ－ＲＮＴＩ値を使用する。ＷＴＲＵ２１０は、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態
に遷移する（１０１３）。オプションで、ＷＴＲＵ２１０を、ＨＡＲＱバッファをフラッ
シュするように構成することができる。
【００４９】
　ＵＬ　ＲＲＣ再構成完了メッセージをネットワーク２４０に送信し、状態遷移が成功で
あったことを確認するために、ＷＴＲＵ２１０は、Ｅ－ＲＡＣＨを介する競合なしアクセ
スを提供することができる。
【００５０】
　図１１に、ＲＲＣメッセージを送信するための競合なしアクセスの方法を示す。ＷＴＲ
Ｕ２１０を、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、またはＵＲＡ＿ＰＣＨ状
態などの新しい状態に変更するためにＲＲＣ再構成メッセージを受信するように構成する
ことができ、このメッセージは、競合なしＥ－ＤＣＨリソースを含む（１１０１）。ＷＴ
ＲＵ２１０は、新しい状態に遷移し（１１０２）、競合なしＥ－ＤＣＨリソースを使用し
て、ネットワーク２４０にＲＲＣ再構成完了メッセージを送信する（１１０３）。送信さ
れるメッセージは、ＲＲＣ再構成失敗メッセージとすることもできる。オプションで、Ｗ
ＴＲＵ２１０を、競合なしアクセス送信に使用されるブロードキャストされたリソースの
プールからＵＬ物理チャネルリソースを受信するように構成することができる。ＷＴＲＵ
２１０は、ＲＲＣ再構成メッセージで与えられるプリアンブルシグネチャシーケンスを使
用して、事前に決定された送信電力を確立するためのプリアンブル電力ランピングサイク
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ルを開始することができる。ＷＴＲＵ２１０は、ＡＩＣＨメッセージを受信するのを待ち
、その後、競合解決フェーズを実行する必要なしに即座にＲＲＣ再構成完了メッセージを
直ちに送信することができる。
【００５１】
　代替案では、ＷＴＲＵ２１０を、ＡＩＣＨメッセージを待たずに、事前に決定された電
力が確立されるや否やＲＲＣ再構成完了メッセージを送信するように構成することができ
る。ＷＴＲＵ２１０によって使用される電力レベルは、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態に遷移す
る前にＷＴＲＵ２１０が使用していたものと同一の電力とすることができる。代替案では
、ＷＴＲＵ２１０を、初期電力レベル、または最後の送信の電力に対して相対的な、送信
時に使用を開始するための電力オフセットをネットワーク２４０から受信するように構成
することができる。代替案では、初期電力レベルを、事前に構成された電力レベルとする
ことができる。
【００５２】
　ＷＴＲＵ２１０を、ブロードキャストされたリソースのセットへのインデックスの形ま
たは既存のもしくは新しいＲＲＣメッセージの一部として明示的なパラメータを伴う専用
リソース割当てのいずれかの明示的なＥ－ＤＣＨリソースを含む信号をネットワーク２４
０から受信するように構成することができる。ＷＴＲＵ２１０を、その後、同期手続きを
開始するように構成することができる。
【００５３】
　図１２に同期手続きの流れ図を示す。ＷＴＲＵ２１０を、所定の初期電力レベルでＤＰ
ＣＣＨ上で送信するように構成することができる（１２０１）。電力レベルは、絶対値ま
たは以前の送信の電力に対するオフセットとして、ネットワーク２４０から受信すること
ができる。ＷＴＲＵ２１０は、ＴＰＣ（transmit power control）コマンドに関してＦ－
ＤＰＣＨ（fractional dedicated physical channel）を監視する（１２０２）。ＷＴＲ
Ｕ２１０は、電力レベルを高めなければならないことを示すＴＰＣコマンド（すなわち、
「ｕｐ」コマンド）が受信されるかどうかを判定する（１２０３）。このｕｐ　ＴＰＣコ
マンドが受信される場合には、ＷＴＲＵ２１０は、事前に決定された量だけＤＰＣＣＨ上
の電力を増やす（１２０４）。このｕｐ　ＴＰＣコマンドが受信されない場合には、ＷＴ
ＲＵ２１０は、ＴＰＣコマンドに関してＦ－ＤＰＣＨを監視し続ける。ＷＴＲＵ２１０は
、適切な（proper）電力レベルを示すＴＰＣコマンド（すなわち、「ｄｏｗｎ」コマンド
）がＦ－ＤＰＣＨ上で受信されるかどうかを判定する（１２０５）。ｄｏｗｎ　ＴＰＣコ
マンドが受信される場合には、ＷＴＲＵ２１０は、メッセージを送信する（１２０６）。
ｄｏｗｎ　ＴＰＣコマンドが受信されない場合には、ＷＴＲＵ２１０は、固定された量だ
けＤＰＣＣＨ上の電力を増やし（１２０４）、ｄｏｗｎ　ＴＰＣコマンドが受信されるか
どうかを判定する（１２０５）。
【００５４】
　オプションで、より長い同期期間を使用して、電力制御ループが安定するのを助けるこ
とができる。同期期間の持続時間は、事前に構成され、ネットワーク２４０によってＲＲ
Ｃ専用シグナリングを使用してシグナリングされ、またはブロードキャストされるものと
することができる。オプションで、同期手続きＡを使用することもできる。
【００５５】
　ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態またはＩｄｌｅモードでのＥ－ＤＣＨは、ＷＴＲＵ２１０がＣ
ＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でＵＬ送信を用いて応答しなければならないことをネットワーク２
４０が知っている場合にも使用することができる。
【００５６】
　図１３にスクランブリングコード割当ての流れ図を示す。ＷＴＲＵ２１０を、ＣＣＣＨ
を介してＲＲＣメッセージを送信するように構成することができる（１３０１）。ＷＴＲ
Ｕ２１０は、ネットワーク２４０からスクランブリングコード割当てを受信する（１３０
２）。スクランブリングコード割当ては、例えば、ＲＲＣ確認メッセージまたはＲＲＣセ
ットアップメッセージを介して受信することができる。ＷＴＲＵ２１０は、ＵＬ送信に関
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してスクランブリングコードを用いて物理レイヤを構成し（１３０３）、スクランブリン
グコード再構成を示すメッセージがネットワーク２４０から受信されるかどうかを判定す
る（１３０４）。新しいスクランブリングコード構成を示すメッセージが受信される場合
には、ＷＴＲＵ２１０は、ＵＬ送信に関して新しいスクランブリングコードを用いて物理
レイヤを構成する（１３０５）。スクランブリングコード再構成メッセージが受信されな
い場合には、ＷＴＲＵ２１０は、スクランブリングコード再構成メッセージが受信される
まで、現在構成されているスクランブリングコードを用いて継続する。
【００５７】
　実施形態
　１．ＷＴＲＵ内で実施される、状態遷移の方法であって、
　ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態で動作している間に、Ｅ－ＤＣＨ（enhanced dedicated chann
el）を介してアップリンクデータを送信すること、を含む方法。
【００５８】
　２．アップリンク送信用の一時Ｅ－ＤＣＨリソースを割り当てられている間にＲＲＣ（
radio resource control）信号を受信することをさらに含む、実施形態１の方法。
【００５９】
　３．ＲＲＣ信号は、再構成メッセージを含む、実施形態２による方法。
【００６０】
　４．ＲＲＣ信号に含まれる再構成メッセージに従って物理チャネルパラメータを再構成
することをさらに含む、実施形態３による方法。
【００６１】
　５．ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に遷移することをさらに含む、実施形態１～４のいずれか１
つによる方法。
【００６２】
　６．ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への遷移は、ＲＲＣ信号に応答するものである、実施形態５
による方法。
【００６３】
　７．Ｅ－ＤＣＨを介して、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態でアップリンクデータを送信すること
をさらに含む、実施形態１～６のいずれか１つによる方法。
【００６４】
　８．インシンクパラメータおよびアウトオブシンクパラメータを報告することをさらに
含む、実施形態１～７のいずれか１つによる方法。
【００６５】
　９．インシンクパラメータおよびアウトオブシンクパラメータは、物理チャネルパラメ
ータの再構成の際に報告される、実施形態８による方法。
【００６６】
　１０．ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態でのアップリンクデータの送信は、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態
への遷移時に開始される、実施形態５～９のいずれか１つによる方法。
【００６７】
　１１．ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態でＥ－ＤＣＨを介してアップリンク制御情報を送信するこ
とをさらに含む、実施形態５～１０のいずれか１つによる方法。
【００６８】
　１２．インシンクパラメータおよびアウトオブシンクパラメータは、上位レイヤ無線リ
ンク監視機能に報告される、実施形態８～１１のいずれか１つによる方法。
【００６９】
　１３．ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態でアップリンク送信電力レベルをセットすることをさらに
含む、実施形態５～１２のいずれか１つによる方法。
【００７０】
　１４．アップリンク送信電力レベルは、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への遷移の前に使用され
た送信電力に基づく、実施形態１３による方法。
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【００７１】
　１５．アップリンクスクランブリングコード割当てを受信することをさらに含む、実施
形態１～１４のいずれか１つによる方法。
【００７２】
　１６．受信されたアップリンクスクランブリングコード割当てを使用してアップリンク
データを送信することをさらに含む、実施形態１５による方法。
【００７３】
　１７．ＴＰＣコマンドについてＦ－ＤＰＣＨ（fractional dedicated physical channe
l）を監視することをさらに含む、実施形態１～１６のいずれか１つによる方法。
【００７４】
　１８．ＷＴＲＵであって、
　ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態で動作している間に、Ｅ－ＤＣＨ（enhanced dedicated chann
el）を介してアップリンクデータを送信するように構成された送信機、を含むＷＴＲＵ。
【００７５】
　１９．再構成メッセージを含むＲＲＣ（radio resource control）信号を受信するよう
に構成された受信機であって、ＷＴＲＵは、アップリンク送信用の一時Ｅ－ＤＣＨリソー
スを割り当てられる、受信機をさらに含む、実施形態１８のＷＴＲＵ。
【００７６】
　２０．物理チャネルパラメータを再構成するように構成されたプロセッサをさらに含む
、実施形態１８～１９のいずれか１つによるＷＴＲＵ。
【００７７】
　２１．物理チャネルパラメータは、ＲＲＣ信号に含まれる再構成メッセージに従って再
構成される、実施形態１９～２０のいずれか１つによるＷＴＲＵ。
【００７８】
　２２．プロセッサは、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に遷移するように構成される、実施形態１
８～２１のいずれか１つによるＷＴＲＵ。
【００７９】
　２３．ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への遷移は、ＲＲＣ信号に応答するものである、実施形態
２２によるＷＴＲＵ。
【００８０】
　２４．送信機は、Ｅ－ＤＣＨを介して、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態でアップリンクデータを
送信するようにさらに構成される、実施形態１８～２３のいずれか１つによるＷＴＲＵ。
【００８１】
　２５．送信機は、インシンクパラメータおよびアウトオブシンクパラメータを報告する
ように構成される、実施形態１８～２４のいずれか１つによるＷＴＲＵ。
【００８２】
　２６．インシンクパラメータおよびアウトオブシンクパラメータは、物理チャネルパラ
メータの再構成の際に報告される、実施形態２５によるＷＴＲＵ。
【００８３】
　２７．ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態でのアップリンクデータの送信は、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態
への遷移時に開始される、実施形態２２～２６のいずれか１つによるＷＴＲＵ。
【００８４】
　２８．送信機は、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態でＥ－ＤＣＨを介してアップリンク制御情報を
送信するようにさらに構成される、実施形態２２～２７のいずれか１つによるＷＴＲＵ。
【００８５】
　２９．インシンクパラメータおよびアウトオブシンクパラメータは、上位レイヤエンテ
ィティ無線リンク監視機能に報告される、実施形態２５～２８のいずれか１つによるＷＴ
ＲＵ。
【００８６】
　３０．プロセッサは、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態でアップリンク送信電力レベルをセットす
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るようにさらに構成される、実施形態２２～２９のいずれか１つによるＷＴＲＵ。
【００８７】
　３１．アップリンク送信電力レベルは、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への遷移の前に使用され
た送信電力に基づく、実施形態３０によるＷＴＲＵ。
【００８８】
　３２．受信機は、アップリンクスクランブリングコード割当てを受信するようにさらに
構成される、実施形態１８～３１のいずれか１つによるＷＴＲＵ。
【００８９】
　３３．送信機は、受信されたスクランブリングコード割当てを使用して送信するように
さらに構成される、実施形態３２によるＷＴＲＵ。
【００９０】
　３４．プロセッサは、ＴＰＣコマンドについてＦ－ＤＰＣＨ（fractional dedicated p
hysical channel）を監視するようにさらに構成される、実施形態１８～３３のいずれか
１つによるＷＴＲＵ。
【００９１】
　３５．ＷＴＲＵ内で実施される、状態遷移の方法であって、
　進行中のＥ－ＤＣＨ（enhanced dedicated channel）手続きを用いてＣＥＬＬ＿ＦＡＣ
Ｈ状態で動作すること、を含む方法。
【００９２】
　３６．進行中のＥ－ＤＣＨ手続きは、Ｅ－ＤＣＨ送信手続きまたはＥ－ＤＣＨ受信手続
きのうちの少なくとも１つを含む、実施形態３５の方法。
【００９３】
　３７．ＲＲＣ（radio resource control）信号を受信することをさらに含む、実施形態
３５～３６のいずれか１つによる方法。
【００９４】
　３８．ＲＲＣ信号は、状態遷移メッセージを含む、実施形態３７による方法。
【００９５】
　３９．進行中のＥ－ＤＣＨ手続きを打ち切ることをさらに含む、実施形態３５～３８の
いずれか１つによる方法。
【００９６】
　４０．ＨＡＲＱ（hybrid automatic repeat request）リソースを解放することをさら
に含む、実施形態３５～３９のいずれか１つによる方法。
【００９７】
　４１．媒体アクセス制御（ＭＡＣ）－ｉ／ｉｓエンティティをリセットすることをさら
に含む、実施形態３５～４０のいずれか１つによる方法。
【００９８】
　４２．異なるＲＲＣ状態に遷移することをさらに含む、実施形態３５～４１のいずれか
１つによる方法。
【００９９】
　４３．異なるＲＲＣ状態への遷移は、ＲＲＣ信号に応答するものである、実施形態４２
による方法。
【０１００】
　４４．Ｅ－ＤＣＨ送信手続きは、Ｅ－ＤＰＣＣＨ（E-DCH dedicated physical control
 channel）送信、ＤＰＣＣＨ（dedicated physical control channel）送信、またはＥ－
ＤＰＤＣＨ（E-DCH dedicated physical data channel）送信のうちの少なくとも１つを
含む、実施形態３６～４３のいずれか１つによる方法。
【０１０１】
　４５．Ｅ－ＤＣＨ受信手続きは、Ｅ－ＡＧＣＨ（E-DCH absolute grant channel）受信
、Ｅ－ＲＧＣＨ（E-DCH relative grant channel）受信、またはＥ－ＨＩＣＨ（E-DCH HA
RQ（hybrid automatic repeat request）acknowledgement indicator channel）受信のう
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ちの少なくとも１つを含む、実施形態３６～４４のいずれか１つによる方法。
【０１０２】
　４６．異なるＲＲＣ状態は、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態である、実施形態４２～４５のいずれ
か１つによる方法。
【０１０３】
　４７．Ｅ－ＲＮＴＩ（E-DCH radio network temporary identifier）変数をクリアする
ことをさらに含む、実施形態３５～４６のいずれか１つによる方法。
【０１０４】
　４８．異なるＲＲＣ状態は、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態である、実施形態４３～４５のいず
れか１つによる方法。
【０１０５】
　４９．ＷＴＲＵ内で実施される、状態遷移の方法であって、ＷＴＲＵは、ＣＥＬＬ＿Ｆ
ＡＣＨ状態でのＥ－ＤＣＨ（enhanced dedicated channel）送信をサポートし、方法は、
　ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態で動作している間に上位レイヤからデータを受け取ることであっ
て、該データはアップリンク送信を予定されている、受け取ること、を含む方法。
【０１０６】
　５０．Ｅ－ＲＮＴＩ（E-DCH radio network temporary identifier）値が割り当てられ
ているかどうかを判定することをさらに含む、実施形態４９の方法。
【０１０７】
　５１．肯定の判定に応答して、アップリンクデータを送信するためにＣＥＬＬ＿ＦＡＣ
Ｈ状態に遷移することをさらに含む、実施形態４９～５０のいずれか１つによる方法。
【０１０８】
　５２．アップリンク送信のためにＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でＥ－ＤＣＨリソースを獲得
することをさらに含む、実施形態５１による方法。
【０１０９】
　５３．獲得されたＥ－ＤＣＨリソースを使用してＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でアップリン
クデータを送信することをさらに含む、実施形態５１～５２のいずれか１つによる方法。
【０１１０】
　５４．該判定が否定の場合に、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態に遷移すること、をさらに含む
、実施形態４９～５３のいずれか１つによる方法。
【０１１１】
　５５．セル更新メッセージを送信することをさらに含む、実施形態５４による方法。
【０１１２】
　５６．セル更新確認メッセージを受信することをさらに含む、実施形態５４～５５のい
ずれか１つによる方法。
【０１１３】
　５７．セル更新確認メッセージは、Ｅ－ＲＮＴＩ値を含む、実施形態５４～５６のいず
れか１つによる方法。
【０１１４】
　５８．アップリンクデータを送信することをさらに含む、実施形態５４～５７のいずれ
か１つによる方法。
【０１１５】
　特徴および要素を、上記で特定の組合せで説明したが、各特徴または要素を、他の特徴
または要素を伴わずに単独で、または他の特徴または要素を伴うもしくは伴わないさまざ
まな組合せで使用することができる。本明細書で提供される方法または流れ図を、汎用コ
ンピュータまたはプロセッサによる実行のためにコンピュータ可読記憶媒体に組み込まれ
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で実施することができ
る。コンピュータ可読記憶媒体の例は、読取り専用メモリ（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、半導体メモリデバイス、内蔵ハードデ
ィスクおよびリムーバブルディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、ならびにＣＤ－ＲＯＭ
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【０１１６】
　適切なプロセッサは、例えば、汎用プロセッサ、特殊目的プロセッサ、従来のプロセッ
サ、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関
連する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）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）
回路、任意の他のタイプの集積回路（ＩＣ）、および／または状態機械を含む。
【０１１７】
　ソフトウェアに関連するプロセッサを使用して、ＷＴＲＵ、ＵＥ、端末、基地局、ＲＮ
Ｃ、または任意のホストコンピュータ内で使用されるラジオ周波数トランシーバを実施す
ることができる。ＷＴＲＵを、カメラ、ビデオカメラモジュール、ビデオ電話機、スピー
カホン、振動デバイス、スピーカ、マイクロホン、テレビジョントランシーバ、ハンズフ
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）ラジオユニット、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）ユニット、有機発光ダイオード
（ＯＬＥＤ）ディスプレイユニット、ディジタル音楽プレイヤ、メディアプレイヤ、ビデ
オゲームプレイヤモジュール、インターネットブラウザ、および／または無線ローカルエ
リアネットワーク（ＷＬＡＮ）モジュールもしくはＵＷＢ（Ultra Wide Band）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で実施されるモジュールと共に使用す
ることができる。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０Ａ】
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