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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、またはＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態となること
ができるユーザ機器（ＵＥ）に接続可能な少なくとも一つの無線ネットワーク制御局（Ｒ
ＮＣ）を含むＵＭＴＳ陸上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）において、前記ＵＥ
からデータ送信を開始するためのユーザ機器（ＵＥ）での方法であって、前記方法は、
　前記ＵＥによってアップリンクセル更新メッセージに、送信されるデータのトラフィッ
ク量が予め設定された閾値以上であるかどうかを示す情報を有する遅延低減情報を導入す
る工程と、
　前記ＵＥによって前記アップリンクセル更新メッセージを送信する工程と、
　前記アップリンクセル更新メッセージにおける前記遅延低減情報によって、前記ＵＥを
、前記ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態またはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態から直接に前記ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ
状態に移行させるための情報を有する前記ＲＮＣからメッセージを受信し、これによって
ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への直接の移行を容易にする工程とを有することを特徴とする方法
。
【請求項２】
　ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、またはＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態となること
ができるユーザ機器（ＵＥ）に接続可能な少なくとも一つのＲＮＣ（無線ネットワーク制
御局）を有するＵＭＴＳ陸上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）において、前記Ｒ
ＮＣからデータ送信を開始するためのＲＮＣでの方法であって、前記方法は、
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　前記ＲＮＣによって呼出メッセージに、情報パラメータとして、物理及び転送チャネル
構成パラメータと、コード割当及び無線ベアラ構成と、識別子パラメータＵ－ＲＮＴＩの
内のいずれかを含む遅延低減情報を含ませる工程と、
　前記ＲＮＣによって前記呼出メッセージを送信し、前記呼出メッセージに含まれる前記
遅延低減情報によって、前記ＵＥを、前記ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態またはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状
態から直接に前記ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させる工程とを有することを特徴とする方
法。
【請求項３】
　ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、またはＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態となること
ができるユーザ機器（ＵＥ）に接続可能な少なくとも一つのＲＮＣ（無線ネットワーク制
御局）を有するＵＭＴＳ陸上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）において、前記Ｒ
ＮＣからデータ送信を開始するためのＲＮＣでの方法であって、前記方法は、
　前記ＲＮＣによってダウンリンクメッセージに、情報パラメータとして、物理及び転送
チャネル構成パラメータと、コード割当及び無線ベアラ構成と、識別子パラメータＵ－Ｒ
ＮＴＩの内のいずれかを含む遅延低減情報を導入する工程と、
　前記ＲＮＣによって前記ダウンリンクメッセージを送信する工程と、
　前記遅延低減情報を含む以前に送信されたダウンリンクメッセージに対するポインタを
含んだ呼出メッセージを前記ＲＮＣによって送信し、前記ポインタが指示する遅延低減情
報によって、前記ＵＥを、前記ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態またはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態から直接
に前記ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させる工程とを有することを特徴とする方法。
【請求項４】
　ＵＭＴＳネットワークにおいて無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ、１０２）に接続可能
であり、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態、または
ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態となることができアップリンクセル更新メッセージを処理する手段
を有するユーザ機器（ＵＥ、１０８）であって、
　前記アップリンクセル更新メッセージに、送信されるデータのトラフィック量が予め設
定された閾値以上であるかどうかを示す情報を有する遅延低減情報を導入する手段と、
　前記アップリンクセル更新メッセージを送信する送信器と、
　前記アップリンクセル更新メッセージにおける前記遅延低減情報によって、前記ＵＥ（
１０８）を前記ＵＲＡ＿ＰＣＨまたはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態から直接に前記ＣＥＬＬ＿Ｄ
ＣＨ状態に移行させるための情報を含むメッセージを前記ＲＮＣ（１０２）から受信する
受信器とを有することを特徴とするユーザ機器。
【請求項５】
　ＵＭＴＳネットワークと、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、ＣＥＬＬ＿Ｆ
ＡＣＨ状態、またはＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態となることができ、呼出メッセージを処理する
ための手段を含む複数のユーザ機器（ＵＥ、１０８）とに接続可能な無線ネットワーク制
御局（ＲＮＣ、１０２）であって、
　前記呼出メッセージに、情報パラメータとして、物理及び転送チャネル構成パラメータ
と、コード割当及び無線ベアラ構成と、識別子パラメータＵ－ＲＮＴＩの内のいずれかを
含む遅延低減情報を含ませる手段と、
　前記呼出メッセージを送信し、前記呼出メッセージに含まれる前記遅延低減情報によっ
て、前記ＵＥを、前記ＵＲＡ＿ＰＣＨまたはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態から、直接に前記ＣＥ
ＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させる手段とを有することを特徴とする無線ネットワーク制御局
。
【請求項６】
　ＵＭＴＳネットワークと、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、ＣＥＬＬ＿Ｆ
ＡＣＨ状態、またはＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態となることができ、呼出メッセージを処理する
ための手段を含む複数のユーザ機器（ＵＥ、１０８）とに接続可能な無線ネットワーク制
御局（ＲＮＣ、１０２）であって、
　前記ダウンリンクメッセージに、情報パラメータとして、物理及び転送チャネル構成パ
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ラメータと、コード割当及び無線ベアラ構成と、識別子パラメータＵ－ＲＮＴＩの内のい
ずれかを含む遅延低減情報を導入する手段と、
　前記ダウンリンクメッセージを送信する手段と、
　前記遅延低減情報を含む以前に送信されたダウンリンクメッセージに対するポインタを
含んだ呼出メッセージを送信し、前記ポインタが指示する遅延低減情報によって、前記Ｕ
Ｅを、前記ＵＲＡ＿ＰＣＨまたはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態から、直接に前記ＣＥＬＬ＿ＤＣ
Ｈ状態に移行させる手段とを有することを特徴とする無線ネットワーク制御局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は移動体通信ネットワークの方法及び構成に関する。特に、本発明はＵＭＴＳ無
線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）におけるデータ送信の初期化に関係した時間遅延
を低減させるための方法及び構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は全地球的移動体電話システム（ＵＴＭＳ）を示している。ＵＴＭＳネットワーク
はインターネットと、例えば、ＧＳＭシステムのような他の移動体ネットワークと、図１
においてＰＯＴＳとして示された固定電話通信綱のような他のネットワークに接続可能な
コアネットワーク（ＣＮ）１００を含む。ＣＮ１００はＵＭＴＳ無線アクセスネットワー
ク（ＵＴＲＡＮ）に属する複数の無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）１０２に接続される
。各ＲＮＣ１０２は一つ以上の基地局を含む複数のノードＢ１０４を制御する。各基地局
は、領域、即ち、セル１０６をカバーし、前記セル内で移動端末にサービスを行なうため
に構成される。結局、ユーザ機器（ＵＥ）として言及される複数の移動端末１０８もまた
、一つ以上の基地局１０４に接続される。
【０００３】
　ＵＴＲＡＮにおいて、ユーザ機器（ＵＥ）はそのユーザのアクティビティに依存して複
数のＲＲＣ状態の内の一つの状態にあることができる。これらの状態はアイドルモード、
ＵＲＡ＿ＰＣＨ、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ、及びＣＥＬＬ＿ＤＣＨを含み
、この順番でユーザアクティビティが増加していくようにリストされている。
【０００４】
　ＣＥＬＬ＿ＰＣＨとＵＲＡ＿ＰＣＨ状態では、何の通信も可能ではなく、最小の無線及
びバッテリ資源が消費される。ＵＥが送信するデータを有する時、ＵＥはアップリンクデ
ータが利用可能であるということを示唆するセル更新メッセージをＵＴＲＡＮに送信する
必要がある。ＵＴＲＡＮがＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態またはＵＲＡ＿ＰＣＨ状態でＵＥに送信
するデータを有する時、ＵＴＲＡＮはそのＵＥに呼出メッセージを送信する必要があり、
ＵＥはセル更新メッセージで応答し、自分が位置するセルを示す。
【０００５】
　ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態では、通信は可能であるが、この状態で用いられる共有チャネ
ルの特性のためにデータ速度は低速で、往復時間は長い。この状態でのＵＥは、ＣＥＬＬ
＿ＰＣＨ／ＵＲＡ＿ＰＣＨに比べて無線資源をより多く消費するが、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨに
比べて消費する資源は少ない。
【０００６】
　ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態では、ＵＥは、高速データ速度と短い往復時間での通信が可能で
あること示唆する利用可能な専用チャネルをもつ。
【０００７】
　ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態では、ＵＥは、データ速度と往復時間の観点からは最良のユーザ
性能を提供するが、例えば、電力とコードとの観点からは最も多くの資源を消費する。従
って、データ送信が中断される時、ユーザをもっと低い状態に移動させることが必要であ
るかもしれない。多くのアプリケーションでの代表的なケースとは、データバースト送信
が開始される時、ＵＥがＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態またはＵＲＡ＿ＰＣＨ状態となるようにデ
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ータ送信をほとんど発生させないことである。このことは、良好なユーザ性能をもつため
に、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ／ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行するための
遅延が最小となる必要があるということを意味する。もし、アプリケーションが少ないデ
ータオブジェクトを送信するなら、状態を変化させるための時間はＤＣＨでのデータ送信
速度よりユーザ性能にもっと重大な影響をもつであろう。プッシュ－ツウ－トーク（ＰＴ
Ｔ）サービスは一例であり、この場合には、多少少ないオブジェクトがたまに送信される
だけである。このサービスは、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ／ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態の端末がトークバ
ーストの受信器であれば、ネットワーク側からバーストで開始することができる。このサ
ービスにおいて、（ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への移行を含む）データオブジェクトを送信す
るための遅延は、その大部分は、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ／ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態からＣＥＬＬ＿
ＤＣＨ状態に移行するための時間によって決定される。
【０００８】
　ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ／ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態のＵＥがアップリンクデータを送信する必要が
ある時、代表的なシグナリングシーケンスが図２に示されている。ステップ１で、ＵＥは
自分が送信に利用可能なアップリンクデータをもっていることを示すセル更新メッセージ
を送信する。ステップ２では、ＵＴＲＡＮはセル更新メッセージを確認応答するセル更新
確認メッセージを送信することで応答し、ＵＥがデータ送信可能なＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状
態に入るように命令する。ステップ３で、ＵＥはＵＴＲＡＮ移動情報確認メッセージを送
信してセル更新確認メッセージに確認応答する。これでＵＥがＲＡＣＨでデータを送信す
ることが可能となる。即ち、ＵＥはＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態にある。３ＧＰＰ技術仕様で
トラフィック量として示される利用可能なデータ量が設定された閾値以上であれば、ＵＥ
はその利用可能なデータ量に関してＵＴＲＡＮに通知するために、測定レポートを送信す
る（ステップ４）。ＵＴＲＡＮが測定レポートを受信する時、ＵＴＲＡＮは、ＲＡＣＨが
非常に制限された性能しかないので、ＵＥをＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させることを決
定することができる。従って、ＵＴＲＡＮは、ステップ５で無線ベアラ再構成メッセージ
を送信してＵＥをＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させる。ステップ６では、ＵＥは受信され
たメッセージに確認応答する無線ベアラ再構成確認メッセージで応答する。これで、ＵＥ
はＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に入り、ＤＣＨでデータを送信することができる。
【０００９】
　同様に、図３はＣＥＬＬ＿ＰＣＨ／ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態のＵＥが、ダウンリンクデータ
を受信する必要がある時の代表的なシグナリングシーケンスを示す図である。ステップ１
で、ＵＥは呼出メッセージを受信する。ＵＥはそのような呼出メッセージに応答する。ス
テップ２で、ＵＥは呼出メッセージを受信したことを示すセル更新メッセージを送信する
ことで、呼出メッセージに応答する。ステップ３で、ＵＴＲＡＮはセル更新メッセージを
確認応答するセル更新確認メッセージを送信することで応答し、ＵＥがデータ送信可能な
ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態に入るように命令する。ステップ４で、ＵＥはＵＴＲＡＮ移動情
報確認メッセージを送信してセル更新確認メッセージに確認応答する。これで、ＵＥがＦ
ＡＣＨでデータを受信することが可能となる（即ち、ＵＥがＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態にあ
る）。ＲＮＣでこのＵＥのためにバッファリングされる利用可能なデータ量（３ＧＰＰ技
術仕様ではトラフィック量として示される）が、ＵＴＲＡＮによって評価されたように十
分に高ければ、ＦＡＣＨが非常に制限された性能しかないので、ＵＴＲＡＮはＵＥをＣＥ
ＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させることを決定することができる。従って、ＵＴＲＡＮはＵＥ
をＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させるために、ステップ５で無線ベアラ再構成メッセージ
を送信する。ステップ６で、ＵＥは受信されたメッセージに確認応答する無線ベアラ再構
成完了メッセージで応答する。これで、ＵＥはＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に入り、ＤＣＨを介
してデータを受信することができる。
【００１０】
　ＵＥをＣＥＬＬ＿ＰＣＨ／ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させる
ための別の代替案を図４を参照して説明する。この代替案によると、セル更新確認メッセ
ージで直接的にＵＥをＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行するように命令することが現在の３Ｇ
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ＰＰ技術仕様で可能である。これは図４に示されているようなシグナリングシーケンスの
結果となる。この代替案では、ＵＴＲＡＮは、ステップ２でセル更新確認メッセージによ
ってＵＥが既にＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態となるように命令する。ＵＥは、ステップ３で無線
ベアラ再構成完了メッセージで応答した後、ＤＣＨを介してデータの送信を開始すること
ができる。
【００１１】
　同様に、図５は、ＵＴＲＡＮが送信を開始したケースにおいて、ＵＥをＣＥＬＬ＿ＰＣ
Ｈ／ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させるための代替的シグナリン
グシーケンスを示す。ここで、ＵＴＲＡＮは、ステップ３でセル更新確認メッセージによ
ってＵＥが既にＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態となるように命令する。ＵＥは、ステップ４で無線
ベアラ再構成完了メッセージで応答した後、ＤＣＨを介してデータの受信を開始すること
ができる。
【００１２】
　図３で上述したＵＥが送信を開始した場合のための代替的なシグナリングシーケンスは
、通常のシーケンスより非常に高速である。実際に、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ／ＵＲＡ＿ＰＣＨ
状態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行するための時間は半分以下となり得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、この代替的シーケンスはまた、ＵＴＲＡＮがＵＥの送信に利用可能なデ
ータ量について何の情報ももたないという問題を伴う。セル更新メッセージはただ、“ア
ップリンクデータ送信”の場合において、セル更新に対する原因を示す原因値を含むだけ
である。
【００１４】
　これは、ＵＴＲＡＮがＵＥのＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行することが必要であるか、ま
たは望まれているかどうかに対して分からないまま、ＵＥをＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行
させなければならないということを意味する。少ないデータ対象に対して、ＣＥＬＬ＿Ｆ
ＡＣＨ状態での送信時間は、ＤＣＨチャネルをセットアップするための比較的に大きい遅
延のために、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態での送信時間より小さい。従って、利用可能なデータ
量が小さい時、ＵＥがＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行されれば、これは実際にユーザ性能を
低下させることになる。ユーザをＤＣＨに移行させることがネットワーク資源を消費する
ことと仮定すれば、必要のない時、ＵＥがＤＣＨに移行されれば、これらの資源が浪費さ
れる。
【００１５】
　また、図５に戻ると、前記図面で説明したＵＴＲＡＮが開始した送信に対する代替的な
のシグナリングシーケンスが図３のシーケンスよりもいくらか高速のように思われる。し
かしながら、ＵＴＲＡＮは、ＵＥに対するダウンリンクバッファについての情報全てを有
し、ＵＥがＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行すべきであるという呼出タイプ１メッセージをい
つ送信するのかを既に分かっているので、ＵＥがＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態へと移行続ける前
に、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態を介してＵＥを作動させる必要がない。ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ
状態でのセル更新手順（図５のステップ２及び３）を実行することは、いくつかのユーザ
によって用いられる共通チャネルに基づいてメッセージが競合して送られるので、実質的
に多くの時間がかかる。従って、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でこれらステップを取り除くこ
とで、ＵＥがＣＥＬＬ＿ＰＣＨ／ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に直接に
移行すれば、シーケンスをもっと高速にできる。このより高速なシーケンスは、現在のと
ころ３ＧＰＰ技術仕様ではサポートされていない。
【００１６】
　発明の要約
　従って、本発明の目的は、データ送信の開始で遅延時間を低減させるための方法及び構
成を達成することにある。
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【課題を解決するための手段】
【００１７】
　従って、本発明の課題は、請求項１、９、及び１７の特徴を有する方法によって解決さ
れる。また、この課題は、請求項３４及び４９の特徴を有するＲＮＣによって、及び請求
項１８及び３３の特徴を有するＵＥによって解決される。
【００１８】
　本発明に従うＵＥでの方法は、ＵＥによってデータ送信開始メッセージに遅延低減情報
を導入する工程と、そのＵＥによって前記データ送信開始メッセージを送信する工程と、
前記データ送信開始メッセージにおける前記遅延低減情報によって、前記ＵＥをＵＲＡ＿
ＰＣＨ状態またはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態から、直接にＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させる
ための情報を含むＲＮＣからのメッセージを受信する工程とを有し、データ送信開始での
遅延を低減することを可能としている。
【００１９】
　本発明に従うＲＮＣでの方法は、そのＲＮＣによってデータ送信開始メッセージに遅延
低減情報を導入する工程と、そのＲＮＣによって前記データ送信開始メッセージを送信す
る工程と、前記データ送信開始メッセージにおける前記遅延低減情報によって、ＵＥをＵ
ＲＡ＿ＰＣＨ状態またはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態から直接にＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行さ
せるための情報を含むＲＮＣからの更なるメッセージを送信する工程とを有し、データ送
信開始での遅延を低減することを可能としている。
【００２０】
　本発明に従うＲＮＣでの方法は、フォワードアクセスチャネル（ＦＡＣＨ）を介してセ
ル更新確認メッセージを送信する工程と、ＵＥをＵＲＡ＿ＰＣＨまたはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ
状態から直接にＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させる工程とを含み、データ送信開始での遅
延を低減することを可能としている。
【００２１】
　本発明に従うＲＮＣは、データ送信開始メッセージに遅延低減情報を導入する手段と、
そのデータ送信開始メッセージにおける遅延減少情報によって、ＵＥをＵＲＡ＿ＰＣＨま
たはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態から直接にＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させる手段とを有し、
データ送信開始での遅延を低減することを可能としている。
【００２２】
　本発明に従うＲＮＣは、フォワードアクセスチャネル（ＦＡＣＨ）を介してセル更新確
認メッセージを送信する手段と、ＵＥをＵＲＡ＿ＰＣＨまたはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態から
直接にＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させる手段とを有し、データ送信開始での遅延を低減
することを可能としている。
【００２３】
　本発明に従うＵＥは、データ送信開始メッセージに遅延低減情報を導入する手段と、前
記データ送信開始メッセージを送信する送信器と、前記データ送信開始メッセージにおけ
る遅延低減情報によって、ＵＥ（１０８）をＵＲＡ＿ＰＣＨまたはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態
から直接にＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移動させるための情報を含むＲＮＣ（１０２）からの
メッセージを受信するための受信器とを有し、データ送信開始での遅延を低減することを
可能としている。
【００２４】
　本発明に従うＵＥは、フォワードアクセスチャネル（ＦＡＣＨ）を介してセル更新確認
メッセージを受信する手段と、ＵＥをＵＲＡ＿ＰＣＨまたはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態から直
接にＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させる手段とを有し、データ送信開始での遅延を低減す
ることを可能としている。
【００２５】
　好適な実施例は従属項によって定義される。
【００２６】
　本発明の他の目的、利点、及び特徴は、添付図面及び請求項と関連付けて考慮する時、
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次の本発明の詳細な説明から明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明の方法及び構成は、図１に示されているように、ＵＴＭＳネットワークにおいて
実現することができる。無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）１０２は、ＵＴＭＳネットワ
ークと、ＵＲＡ＿ＰＣＨ、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ、またはＣＥＬＬ＿Ｄ
ＣＨ状態となることができる複数のユーザ機器（ＵＥ）１０８に接続可能である。
【００２８】
　データ送信の開始での遅延を低減させるための本発明の目的は、ＵＥをＵＲＡ＿ＰＣＨ
またはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態から直接にＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させることで達成さ
れる。それは、データ送信を開始するユニット、即ち、ＵＴＲＡＮのＵＥまたはＲＮＣか
らのデータ送信開始メッセージの送信によって達成される。そのデータ送信開始メッセー
ジは、ＵＥがＵＲＡ＿ＰＣＨまたはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態から直接にＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状
態へ移行するために用いられる遅延低減情報を有する。
【００２９】
　従って、本発明に従うＲＮＣは、データ送信開始メッセージを処理する手段と、そのデ
ータ送信開始の遅延低減情報を受信する手段とを含む。ＲＮＣはさらに、データ送信開始
メッセージにおける遅延低減情報によって、ＵＥをＵＲＡ＿ＰＣＨまたはＣＥＬＬ＿ＰＣ
Ｈ状態から直接にＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させる手段を有する。
【００３０】
　従って、本発明に従うＵＥは、データ送信開始メッセージを処理する手段と、データ送
信開始メッセージに遅延低減情報を導入する手段とを有する。そのＵＥはさらに、データ
送信開始メッセージを送信する送信器と、そのデータ送信開始メッセージにおける遅延低
減情報によって、ＵＥ１０８をＵＲＡ＿ＰＣＨまたはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態から直接にＣ
ＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移動させるための情報を含むＲＮＣ１０２からのメッセージを受信
する受信器とを有する。
【００３１】
　ＵＥがデータ送信を開始
　本発明の一実施例によれば、データ送信開始メッセージは、ＵＥによって送信されるア
ップリンクセル更新メッセージである。そのセル更新メッセージは、トラフィック量測定
で拡張できるということが知られている。しかしながら、エアインタフェースの制限とセ
ル更新がＲＬＣトランスペアレントモードで送信されるという事実のために、必要とされ
る程度にまでそのメッセージサイズを拡張することは望ましくない。
【００３２】
　上述した問題の解決策は、メッセージサイズを著しく増加させることなく、トラフィッ
ク量についてある遅延低減情報を提供するようにしてセル更新メッセージを修正すること
である。その概念的な思想とは、トラフィック量を明示的に示す代りに、例えば、トラフ
ィック量が以前に設定された閾値以上であるかどうかが、閾値に関係して示されることで
ある。この閾値はＵＴＲＡＮによって構成可能である。
【００３３】
　通常、もしトラフィック量が、閾値と、セル更新メッセージにフラグを設定するために
用いられる測定レポートの送信の契機となるために用いられるのと潜在的には同じ値とを
超過するならば、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態で測定レポートが送信されるようにＵＥのトラ
フィック量測定が構成される。この方法は、ダウンリンクシグナリングが変更される必要
がないことを意味する。しかしながら、セル更新メッセージの閾値はまた、別々にも構成
され得る。
【００３４】
　トラフィック量情報に加えて、例えば、アップリンクデータがユーザ無線ベアラで利用
可能であるか、或はシグナリング無線ベアラで利用可能であるかについて更なる遅延低減
情報を示すことは有益である。また、これは一実施例に従うセル更新メッセージでも示さ
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れる。この追加的情報があることの利点は、シグナリング無線ベアラでの送信が時間的に
延長されることが期待されないので、データがシグナリング無線ベアラからくると、ＵＴ
ＲＡＮがＵＥをＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させないように選択することができる点にあ
る。
【００３５】
　ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態及びＵＲＡ＿ＰＣＨ状態からのＤＣＨセットアップ時間を減少さ
せるため、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への直接的な切り替えを行うことができることが本発明
の目的である。直接的な切り替えを容易にするため、本発明は、例えば、ＵＥが好ましく
はトラフィック量測定の契機となる閾値と同じである設定閾値以上のトラフィック量を有
しているかどうかを示すためにＣＥＬＬ＿ＵＰＤＡＴＥメッセージのフォーマットを変更
することを提案している。それはもはや一つのＲＬＣ　ＰＤＵにフィットしないように利
用可能なＵＬトラフィック量についての情報をもつ改善されたＣＥＬＬ＿ＵＰＤＡＴＥメ
ッセージのサイズの顕著な増加を示唆するので、代替案とは、そのトラフィック量が、例
えば、トラフィック量測定のために構成されたトラフィック量の閾値以上であるかどうか
をフラグで表示することである。この情報は、ＵＥがＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行すべき
かどうかという決定でＵＴＲＡＮを支援するために充分に考慮され、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ／
ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への直接的な移行を容易にできる。
【００３６】
　次に、前記情報を指示するための二つの考えられる実施例を非限定的な例として説明す
る。
【００３７】
　本発明の一実施例において、遅延低減情報はセル更新メッセージの拡張で指示される。
例えば、ＵＥのトラフィック量が閾値以上であれば、セル更新メッセージは、フラグ、例
えば、閾値との関連性を示す１ビットで拡張される。トラフィック量がＳＲＢ（シグナリ
ングベアラ）またはＲＢ（無線ベアラ）（或は両方）で利用可能であるかどうかを区別す
ることができるために潜在的には第２のビットが用いられる。これによりメッセージ拡張
のコーディングに要求されるものなどを含むいくつかのビットを有するようにメッセージ
サイズを拡張させる。
【００３８】
　本発明の他の実施例では、現在のところ予約されたコードポイントを用いる。現在のセ
ル更新メッセージには、いくつかの余分の値、即ち、現在は用いられていないが現存する
メッセージコーディングで送信できるコードポイントがある。従って、例えば、トラフィ
ック量が閾値以上であれば、そのトラフィック量を示すためにセル更新メッセージで予約
されたコードポイントの一つを用いることが本発明の可能な実施例となる。潜在的には、
最大いくつかのコードポイントが用いられ、トラフィック量がＳＲＢまたはＲＢ（または
両方）で利用可能であるかどうかを区別することができる。例えば、コードポイントＩは
ＲＢで閾値以上のトラフィック量を示すことができ、コードポイントIIはＳＲＢで閾値以
上のトラフィック量を示すことができ、コードポイントIIIは、ＳＲＢとＲＢの両方で閾
値以上のトラフィック量を示すことができる。この方法は、メッセージサイズをまったく
増加させない。
【００３９】
　本発明に従う方法により、トラフィック量が大きい場合、ユーザ機器を迅速にＣＥＬＬ
＿ＤＣＨ状態に移行させることと、そのトラフィック量が少ない場合、ユーザ機器をＣＥ
ＬＬ＿ＦＡＣＨ状態に移行させることが可能になる。この方法は、ＤＣＨセットアップ時
間を著しく減少させるＤＣＨ状態への直接的な移行を容易にする。従って、この方法は、
データが送信される必要がある時、例えば、ウェブサーフィン時、ＵＥが通常、ＣＥＬＬ
＿ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態である場合にアプリケーションに対する性能を非常に改善すること
ができる。
【００４０】
　ＵＴＲＡＮがデータ送信を開始
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　ＵＴＲＡＮが開始したＣＥＬＬ＿ＰＣＨ／ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状
態への移行が実行される時、本発明に従えば、ＵＥは、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でＵＴＲ
ＡＮとＵＥとの間でのメッセージが交換なく、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に直接に移行する。
従って、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ／ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への移行は、
呼出メッセージが本発明の他の実施例に従うＤＣＨ構成を含むので、もっと高速となる。
この結果、図６に示されているようなシグナリングシーケンスとなる。この実施例では、
ＵＴＲＡＮは、ステップ１の呼出タイプ１でのメッセージであるデータ送信開始メッセー
ジによって、ＵＥがすぐＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態となるように命令する。ＵＥは、ステップ
２で無線ベアラ再構成完了メッセージで応答した後、ＤＣＨを介してデータ受信を開始す
ることができる。この解決策を可能とするために、多数の情報要素が呼出タイプ１のメッ
セージに追加される必要がある。実際に、図５においてセル更新確認に存在する内容は、
呼出メッセージに追加することが有益であるかもしれない。また、セル更新確認の内容に
比べて、呼出タイプ１メッセージに用いられるアイデンティティは、Ｕ－ＲＮＴＩであり
、Ｃ－ＲＮＴＩではない。
【００４１】
　データ送信開始メッセージの遅延低減情報の例である呼出タイプ１メッセージは、本発
明のこの実施例に従えば、
　物理チャネル及び送信チャネル構成パラメータと、周波数、ＵＬ＿ＤＰＣＨ情報（例え
ば、スクランブルコード、拡散因子、ＴＦＣＩ構成）、ＤＬ＿ＤＰＣＨ情報（例えば、拡
散因子、速度マッチング、電力オフセット）、ＤＬ＿ＲＬ情報（例えば、プライマリＣＰ
ＩＣＨ）、電力制御構成、及び潜在的なＨＳ－ＤＳＣＨ構成のようなコード割当及び無線
ベアラ構成である。
【００４２】
　ＲＢと送信チャネルとに関係した他のいくつかの情報も有益であるかもしれないが、呼
出タイプ１メッセージが送信モードで送信され、分割または再送信なしにサイズが制限さ
れる必要があるので、決定的な情報だけがここにリストされている。
【００４３】
　なお、ＵＥがＵＲＡ＿ＰＣＨ状態である時、ＵＥが位置したセルは通常知られないので
、本発明はこのシナリオに対しての使用は制限される。これはＵＲＡに属する全てのセル
において、ＵＥのための専用チャネルを確立しないためにＵＥが位置したセルで呼出メッ
セージをいつ送信するのかをＵＴＲＡＮが既に知る必要があるからである。もちろん、こ
れは実行可能であるが、もしかすると無線資源の無駄使いを意味することにもなる。
【００４４】
　従って、本発明は、特に、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨでのＵＥに有益である。ＵＲＡ＿ＰＣＨで
のＵＥに対して、ＵＥがセルでの自分の存在を比較的最近にＵＴＲＡＮに知らせる場合に
有益である。
【００４５】
　次に、呼出タイプ１メッセージの拡張で遅延低減情報を示すための二つの考えられる実
施例を非限定的な例として説明する。
【００４６】
　明示的な指示：呼出タイプ１メッセージは、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態への直接的な移行を
実行するために必要な明示的な情報で拡張される。
【００４７】
　暗示的な指示：呼出タイプ１メッセージで空間を節約するため、ＵＥをＣＥＬＬ＿ＰＣ
Ｈ／ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態に移行させる以前に送信されたダウンリンクメッセージ（例えば
、ＲＢ再構成メッセージ）は、遅延低減情報、即ち、後の段階でＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態へ
の直接的な移行を実行するために必要な構成の全体または一部を含む。呼出タイプ１メッ
セージそれ自身は長い時間以後に送信されることができ、ＵＥが用いるべき実際のコード
と既に送信された物理チャネル構成に対するポインタとの内、少なくともいずれかを有す
るのみである。
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【００４８】
　ＤＣＨ情報を有する呼出メッセージを拡張するための代替案として、ＦＡＣＨの代りに
セル更新確認メッセージが変更されて呼出チャネルを介して送信される（図５のステップ
１）。この方法は、トラフィック量が大きい場合、ＵＥがＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に速く移
行することを可能にする。この方法は、ＤＣＨセットアップ時間を著しく減少させるＤＣ
Ｈへの直接的な移行を容易にする。この方法は、データがＵＥに送信される必要がある時
（例えば、ＰＴＴ（プッシュ－トウ－トーク）サービス）、ＵＥが通常ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ
／ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態である場合でのアプリケーションに対する性能を非常に向上させる
ことができる。
【００４９】
　従って、本発明に従うＲＮＣは、呼出チャネル（ＰＣＨ）を介してＵＥに呼出メッセー
ジを送信する手段と、そのＵＥからのセル更新メッセージを受信する手段とを有する。Ｒ
ＮＣはさらに、フォワードアクセスチャネル（ＦＡＣＨ）を介してセル更新確認メッセー
ジを送信する手段と、ＵＥをＵＲＡ＿ＰＣＨまたはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態から直接にＣＥ
ＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させる手段とをさらに有する。
【００５０】
　従って、ＵＥはＲＮＣからの呼出チャネル（ＰＣＨ）を介して呼出メッセージを受信す
る手段と、ＲＮＣにセル更新メッセージを送信する手段とを有する。そのＵＥはさらにフ
ォワードアクセスチャネル（ＦＡＣＨ）を介してセル更新確認メッセージを受信する手段
と、ＵＥをＵＲＡ＿ＰＣＨまたはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態から直接にＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態
に移行させる手段とをさらに有する。
【００５１】
　図面及び説明において本発明の代表的な好適な実施例が開示されており、特定の用語が
用いられているが、それらは一般的に説明的な意味だけに用いられているので、本発明を
限定するために用いられているのではない。本発明の範囲は請求の範囲によって明らかに
される。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】ＵＴＭＳネットワークを模式的に示す図である。
【図２】従来技術に従うＵＥが送信を開始したケースで、ＵＥをＣＥＬＬ＿ＰＣＨ／ＵＲ
Ａ＿ＰＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させるためのシグナリングシーケンスを
示す図である。
【図３】ＵＴＲＡＮが送信を開始したケースで、ＵＥをＣＥＬＬ＿ＰＣＨ／ＵＲＡ＿ＰＣ
Ｈ状態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させるための通常のシグナリングシーケンスを示
す図である。
【図４】ＵＥが送信を開始したケースで、ＵＥをＣＥＬＬ＿ＰＣＨ／ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態
からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移行させるための代替的シグナリングシーケンスを示す図で
ある。
【図５】ＵＴＲＡＮが送信を開始したケースで、ＵＥをＣＥＬＬ＿ＰＣＨ／ＵＲＡ＿ＰＣ
Ｈ状態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移動させるための代替的シグナリングシーケンスを示
す図である。
【図６】ＵＴＲＡＮが送信を開始したケースで、ＵＥをＣＥＬＬ＿ＰＣＨ／ＵＲＡ＿ＰＣ
Ｈ状態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態に移動させるための改善したシグナリングシーケンスを
示す図である。
【図７】ＤＣＨに用いられる物理チャネル構成を前もって構成し、ＵＴＲＡＮが送信を開
始したケースで、ＵＥをＣＥＬＬ＿ＰＣＨ／ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態からＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状
態に移動させるための改善したシグナリングシーケンスを示す図である。
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