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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムの送信側で少なくとも１つの第１チャネルが第２チャネルにマッピン
グされるＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層でデータを処理す
る方法であって、
　前記方法は、
　前記少なくとも１つの第１チャネルを介して受信される少なくとも１つの上位階層デー
タブロックを含め、複数のフィールドを含むヘッダを含めることにより、ＭＡＣ階層デー
タブロックを構成することであって、前記複数のフィールドの各々は、上位階層データブ
ロックを識別するために使用される少なくとも２つのタイプの情報を独立して識別し、前
記少なくとも２つのタイプの情報は、前記少なくとも１つの上位階層データブロックのサ
イズおよび論理チャネル情報を含む、ことと、
　前記第２チャネルを介して下位階層に前記ＭＡＣ階層データブロックを伝送することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの第１チャネルは論理チャネルであり、前記第２チャネルは伝送チ
ャネルである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数のフィールドの各々は、各論理チャネルのために含まれる、請求項１に記載の
方法。
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【請求項４】
　前記論理チャネル情報は、論理チャネル識別子である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　同一の論理チャネルを介して伝送される全ての上位階層データブロックに１つの共通論
理チャネル識別子を付加することをさらに含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも２つのタイプの情報は、さらに、ＭＡＣ－ｄフローを含む、請求項２に
記載の方法。
【請求項７】
　前記伝送チャネルは、Ｅ－ＤＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ）である、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ヘッダは、前記少なくとも１つの第１チャネルの各々を介して受信される上位階層
データブロックの数を示すフィールドをさらに含み、前記少なくとも１つの第１チャネル
は、論理チャネルである、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　無線通信システムの受信側で少なくとも１つの第１チャネルが第２チャネルにマッピン
グされるＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層でデータを処理す
る方法であって、
　前記方法は、
　前記第２チャネルを介して下位階層からＭＡＣ階層データブロックを受信することであ
って、前記ＭＡＣ階層データブロックは、複数のフィールドを含むヘッダを含み、前記複
数のフィールドの各々は、少なくとも１つの上位階層データブロックを識別するために使
用される少なくとも２つのタイプの情報を独立して識別し、前記少なくとも２つのタイプ
の情報は、前記少なくとも１つの上位階層データブロックのサイズおよび論理チャネル情
報を含む、ことと、
　前記複数のフィールドの各々により識別される前記少なくとも２つのタイプの情報を用
いて前記少なくとも１つの第１チャネルを介して上位階層に、前記ＭＡＣ階層データブロ
ック内の前記少なくとも１つの上位階層データブロックを伝送することと
　を含む、方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの第１チャネルは論理チャネルであり、前記第２チャネルは伝送チ
ャネルである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記複数のフィールドの各々は、各論理チャネルのために含まれる、請求項９に記載の
方法。
【請求項１２】
　前記論理チャネル情報は、論理チャネル識別子である、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　同一の論理チャネルを介して伝送される全ての上位階層データブロックに１つの共通論
理チャネル識別子を付加することをさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記少なくとも２つのタイプの情報は、さらに、ＭＡＣ－ｄフローを含む、請求項１０
に記載の方法。
【請求項１５】
　前記伝送チャネルは、Ｅ－ＤＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ）である、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ヘッダは、前記ＭＡＣ階層データブロックに含まれる前記少なくとも１つの第１チ
ャネルの各々を介して伝送される上位階層データブロックの数を示すフィールドをさらに
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含み、前記少なくとも１つの第１チャネルは、論理チャネルである、請求項９に記載の方
法。
【請求項１７】
　無線通信システムの送信側で少なくとも１つの第１チャネルが第２チャネルにマッピン
グされるＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）のＭＡＣ（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層でデータを処理する方法であって、
　前記方法は、
　前記少なくとも１つの第１チャネルを介して受信される少なくとも１つの上位階層デー
タブロックを含め、複数のフィールドを含むヘッダを含めることにより、ＭＡＣ階層デー
タブロックを構成することであって、前記複数のフィールドの各々は、上位階層データブ
ロックを識別するために使用される少なくとも２つのタイプの情報を識別し、前記少なく
とも２つのタイプの情報は、前記少なくとも１つの上位階層データブロックのサイズおよ
び論理チャネル情報を含む、ことと、
　前記第２チャネルを介して下位階層に前記ＭＡＣ階層データブロックを伝送することと
　を含む、方法。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つの第１チャネルは論理チャネルであり、前記第２チャネルは伝送チ
ャネルである、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　無線通信システムにおいて用いられる装置であって、前記装置は、アンテナと、ＲＦ（
Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）モジュールと、データブロック処理ユニットとを備え
、前記データブロック処理ユニットは、
　前記少なくとも１つの第１チャネルを介して受信される少なくとも１つの上位階層デー
タブロックを含め、複数のフィールドを含むヘッダを含めることにより、ＭＡＣ階層デー
タブロックを構成することであって、前記複数のフィールドの各々は、上位階層データブ
ロックを識別するために使用される少なくとも２つのタイプの情報を独立して識別し、前
記少なくとも２つのタイプの情報は、前記少なくとも１つの上位階層データブロックのサ
イズおよび論理チャネル情報を含む、ことと、
　前記第２チャネルを介して下位階層に前記ＭＡＣ階層データブロックを伝送することと
　を実行するように構成される、装置。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの第１チャネルは論理チャネルであり、前記第２チャネルは伝送チ
ャネルである、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記複数のフィールドの各々は、各論理チャネルのために含まれる、請求項１９に記載
の装置。
【請求項２２】
　前記論理チャネル情報は、論理チャネル識別子である、請求項１９に記載の装置。
【請求項２３】
　前記データブロック処理ユニットは、同一の論理チャネルを介して伝送される全ての上
位階層データブロックに１つの共通論理チャネル識別子を付加するようにさらに構成され
る、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記少なくとも２つのタイプの情報は、さらに、ＭＡＣ－ｄフローを含む、請求項２０
に記載の装置。
【請求項２５】
　前記伝送チャネルは、Ｅ－ＤＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ）である、請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記ヘッダは、前記少なくとも１つの第１チャネルの各々を介して受信される上位階層
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データブロックの数を示すフィールドをさらに含み、前記少なくとも１つの第１チャネル
は、論理チャネルである、請求項１９に記載の装置。
【請求項２７】
　無線通信システムにおいて用いられる装置であって、前記装置は、アンテナと、ＲＦ（
Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）モジュールと、データブロック処理ユニットとを備え
、前記データブロック処理ユニットは、
　前記第２チャネルを介して下位階層からＭＡＣ階層データブロックを受信することであ
って、前記ＭＡＣ階層データブロックは、複数のフィールドを含むヘッダを含み、前記複
数のフィールドの各々は、少なくとも１つの上位階層データブロックを識別するために使
用される少なくとも２つのタイプの情報を独立して識別し、前記少なくとも２つのタイプ
の情報は、前記少なくとも１つの上位階層データブロックのサイズおよび論理チャネル情
報を含む、ことと、
　前記複数のフィールドの各々により識別される前記少なくとも２つのタイプの情報を用
いて前記少なくとも１つの第１チャネルを介して上位階層に、前記ＭＡＣ階層データブロ
ック内の前記少なくとも１つの上位階層データブロックを伝送することと
　を実行するように構成される、装置。
【請求項２８】
　前記少なくとも１つの第１チャネルは論理チャネルであり、前記第２チャネルは伝送チ
ャネルである、請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記複数のフィールドの各々は、各論理チャネルのために含まれる、請求項２７に記載
の装置。
【請求項３０】
　前記論理チャネル情報は、論理チャネル識別子である、請求項２７に記載の装置。
【請求項３１】
　前記データブロック処理ユニットは、同一の論理チャネルを介して伝送される全ての上
位階層データブロックに１つの共通論理チャネル識別子を付加するようにさらに構成され
る、請求項３０に記載の装置。
【請求項３２】
　前記少なくとも２つのタイプの情報は、さらに、ＭＡＣ－ｄフローを含む、請求項２８
に記載の装置。
【請求項３３】
　前記伝送チャネルは、Ｅ－ＤＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ）である、請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記ヘッダは、前記ＭＡＣ階層データブロックに含まれる前記少なくとも１つの第１チ
ャネルの各々を介して伝送される上位階層データブロックの数を示すフィールドをさらに
含み、前記少なくとも１つの第１チャネルは、論理チャネルである、請求項２７に記載の
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、データ処理方法に係り、より具体的には、ＭＡＣ階層でデータを処理する方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、従来技術による移動通信システムであるＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏ
ｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）の網構成図である。
ＵＭＴＳシステムは、大きく、端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ；以下、‘ＵＥ’と
略す。）、ＵＭＴＳ無線接続網（ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃ
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ｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；以下、‘ＵＴＲＡＮ’と略す。）及び核心網（Ｃｏｒｅ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ；以下、‘ＣＮ’と略す。）で構成される。ＵＴＲＡＮは、一つ以上の無線
網副システム（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｓｕｂ－ｓｙｓｔｅｍｓ；以下、‘ＲＮＳ
’と略す。）で構成され、各ＲＮＳは、一つの無線網制御機（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ；以下、‘ＲＮＣ’と略す。）とこのＲＮＣによって管理され
る一つ以上の基地局（以下、Ｎｏｄｅ　Ｂ）とで構成される。一つのＮｏｄｅ　Ｂには一
つ以上のセル（Ｃｅｌｌ）が存在する。
【０００３】
　図２は、端末とＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）間の無線インターフェースプロトコル（Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｔｅ
ｒｆａｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の構造を示す図である。ここで、端末は、３ＧＰＰ（３
ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）無線接続網規
格を基盤とする。図２の無線インターフェースプロトコルは、水平的に、物理階層（Ｐｈ
ｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ）、データリンク階層（Ｄａｔａ　Ｌｉｎｋ　Ｌａｙｅｒ）及
びネットワーク階層（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｌａｙｅｒ）に区分され、垂直的には、データ情
報伝送のためのユーザー平面（Ｕｓｅｒ　Ｐｌａｎｅ）と制御信号（Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ
）伝達のための制御平面（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｌａｎｅ）とに区分される。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間相互接続（Ｏｐｅｎ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ；ＯＳＩ）基準モデルの下位３個階層に基づい
てＬ１（第１階層）、Ｌ２（第２階層）、Ｌ３（第３階層）に区分されることができる。
【０００４】
　第１階層である物理階層は、物理チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を用
いて上位階層に情報伝送サービス（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｓｅｒ
ｖｉｃｅ）を提供する。物理階層は、上位にある媒体接続制御（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層とは伝送チャネル（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
を通じて連結されており、この伝送チャネルを通じて媒体接続制御階層と物理階層間のデ
ータが移動する。そして、相異なる物理階層の間、すなわち、送信側と受信側の物理階層
間は、物理チャネルを通じてデータが移動する。
【０００５】
　第２階層の媒体接続制御（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；以下、‘Ｍ
ＡＣ’と略す。）は、論理チャネル（Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を通じて、上位
階層である無線リンク制御（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層にサービスを
提供する。ＭＡＣは、管理する伝送チャネルの種類によってＭＡＣ－ｂ、ＭＡＣ－ｃ／ｓ
ｈ、ＭＡＣ－ｄ、ＭＡＣ－ｅなど、多数の副階層に区分されることができる。
【０００６】
　図３は、Ｅ－ＤＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）のた
めのプロトコルモデルを示す図である。図３に示すように、Ｅ－ＤＣＨを支援するＭＡＣ
－ｅ副階層は、ＵＴＲＡＮと端末のＭＡＣ－ｄ副階層下位にそれぞれ存在する。ＵＴＲＡ
ＮのＭＡＣ－ｅ副階層は、Ｎｏｄｅ　Ｂ及び各端末に存在する。一方、ＵＴＲＡＮのＭＡ
Ｃ－ｄ副階層は、該当端末の管理を担当するＳＲＮＣ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＲＮＣ）、及び
各端末に存在する。
【０００７】
　上記のように、従来技術においてＥ－ＤＣＨを支援するためのＭＡＣ階層は、ＭＡＣ－
ｄ副階層、ＭＡＣ－ｅｓ副階層及びＭＡＣ－ｅ副階層によって構成される。一方、一つの
端末であっても、同時にデータを伝送できるデータチャネルが只一つであるわけではなく
、なお、それぞれのデータチャネルは、相異なるサービス品質に設定される。ここで、サ
ービス品質は、データのエラー率、伝送遅延時間などを意味し、これは、データチャネル
を利用するように設定されたそれぞれのサービスの要求事項に従う。すなわち、音声サー
ビスとインターネットサービスがある場合、それぞれのサービスの要求事項が異なるため
、データを伝達する下位チャネルの設定は異なってくる。
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【０００８】
　特に、各チャネルを通じて伝送されるデータの量が常に一定であるわけではなく、伝送
されるデータの量が経時変化する。Ｅ－ＤＣＨに挙げて説明すると、端末には一つのＥ－
ＤＣＨが設定され、特に、特定時間には一つのデータチャネルのみＥ－ＤＣＨにマッピン
グされるように設定されると、データ伝送効率の低下、無線チャネル資源の無駄使いを招
くことにつながる。具体的には、特定時間にＥ－ＤＣＨが１０００ビットのデータを伝送
できると仮定し、当該特定時間にＥ－ＤＣＨを使用するように設定された特定データチャ
ネルには５００ビットのデータがあり、別のデータチャネルには３００ビットがある場合
、前記Ｅ－ＤＣＨを特定時間に一つのデータチャネルのみマッピングされるようにすると
、当該Ｅ－ＤＣＨは最大の効率で使用されず、無線資源の無駄使いやデータの伝達遅延に
つながることになる。
【０００９】
　特定時間には一つのデータチャネルのみがＥ－ＤＣＨにマッピングされるように設定さ
れると、データ伝送効率の低下、無線チャネル資源の無駄使いを招くことになる。具体的
に説明すると、特定時間にＥ－ＤＣＨが１０００ビットのデータを伝送できると仮定する
。この例で、特定時間にＥ－ＤＣＨを使用するように設定された特定データチャネルには
５００ビットのデータがあり、別のデータチャネルには３００ビットがある。特定時間に
１０００ビットのデータを伝送できるＥ－ＤＣＨを、同じデータ量を伝送するために相異
なる２個のチャネルを使用せずに８００ビットのデータを伝送するために用いると、該Ｅ
－ＤＣＨは最大の効率で使用されず、無線資源の無駄使いやデータの伝達遅延を招くこと
につながる。
【００１０】
　したがって、無線資源効率を上げるために、ＭＡＣ－ｄ／ＭＡＣ－ｅｓ／ＭＡＣ－ｅの
各副階層を通過する度に、それぞれの上位階層のデータブロックを組み合わせて下位階層
のデータブロックとすることが好ましい。この場合に、受信側が送信側から一つのデータ
ブロックを受信して多数の上位階層のデータブロックに正確に分解するためには、送信側
は、受信側へデータブロックを正確に分解できるように情報を提供しなければならない。
このような情報をマッピング情報（ｍａｐｐｉｎｇ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）という。
【００１１】
　このマッピング情報がデータブロックの組み合わせを詳細に説明すればするほど受信側
でのデータブロック分解には有利になるが、このマッピング情報は上位階層のユーザーデ
ータではなく制御情報に過ぎないため、過度に多くなると伝送チャネルの資源を無駄使い
する結果を招く。したがって、マッピング情報は、下位チャネル（例えば、伝送チャネル
）の資源を最小限に使用しながらも受信側での正確なデータブロック分解を可能にするよ
うに構成することが好ましい。すなわち、マッピング情報はごく最小限のビット数を持つ
か、最小限の下位チャネルの資源を使用しながら最大限のデータを含むことができるよう
に構成することが要求される。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　したがって、本発明は、上記従来技術の限界及び不利な点に起因する一つ以上の問題を
実質的に解決するための、ＭＡＣ階層でデータを処理する方法と関連する。
【００１３】
　本発明の一目的は、無線通信システムの送信端で一つ以上の第１チャネルが第２チャネ
ルにマッピングされるＭＡＣ階層でデータを処理する方法を提供することにある。
【００１４】
　本発明の他の目的は、無線通信システムの受信端で一つ以上の第１チャネルが第２チャ
ネルにマッピングされるＭＡＣ階層でデータを処理する方法を提供することにある。
【００１５】
　本発明のさらに他の目的は、無線通信システムの送信端で一つ以上の第１チャネルが第
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２チャネルにマッピングされるユーザー機器のＭＡＣ階層でデータを処理する方法を提供
することにある。
【００１６】
　本発明の追加的な利点、目的及び特徴は、一部は以下の詳細な説明で説明され、一部は
以下説明に基づいて当該技術分野における通常の知識を持つ者にとっては明白なもので、
本発明の実行によって明らかになるであろう。上記発明の目的、他の利点は、添付の図面
の他、ここに作成された説明及び請求項で指摘された構造によって実現され、得られるこ
とができる。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　以上の目的及び他の利点を得るために、そして、発明の目的に応じてここに具体化され
且つ概略説明される、無線通信システムの送信端で一つ以上の第１チャネルが第２チャネ
ルにマッピングされるＭＡＣ階層でデータを処理する方法は、前記一つ以上の第１チャネ
ルを通じて受信される一つ以上の上位階層データを含み、２タイプ以上の情報を指示する
フィールドを含めて一つ以上のフィールドを含むヘッダを付加することによってＭＡＣ階
層データブロックを構成する段階を含む。そして、前記第２チャネルを通じて下位階層に
前記ＭＡＣ階層データブロックを伝送する段階を含む。
【００１８】
　本発明の他の様態として、無線通信システムの受信端で一つ以上の第１チャネルが第２
チャネルにマッピングされるＭＡＣ階層でデータを処理する方法は、前記第２チャネルを
通じて下位階層からヘッダを含むＭＡＣ階層データブロックを受信する段階を含む。ここ
で、前記ヘッダは、２タイプ以上の情報を指示するフィールドを含めて一つ以上のフィー
ルドを含む。そして、前記２タイプ以上の情報を用いて前記一つ以上の第１チャネルを通
じて上位階層にＭＡＣ階層データブロックに含まれる一つ以上の上位階層データブロック
を伝送する段階を含む。
【００１９】
　本発明の他の様態として、無線通信システムの送信端で一つ以上の第１チャネルが第２
チャネルにマッピングされるユーザー機器のＭＡＣ階層でデータを処理する方法は、前記
一つ以上の第１チャネルを通じて受信される一つ以上の上位階層データを含み、２タイプ
以上の情報を指示するフィールドを含めて一つ以上のフィールドを含むヘッダを付加する
ことによってＭＡＣ階層データブロックを構成する段階を含む。そして、前記第２チャネ
ルを通じて下位階層に前記ＭＡＣ階層データブロックを伝送する段階を含む。
【００２０】
　本発明の以上の、そして他の目的、特徴、様相及び利点は、添付の図面に基づいて行わ
れる以下の本発明の詳細な説明からより明確になる。以上の一般的な説明及び以下の本発
明の詳細な説明はいずれも例示的で且つ説明的なもので、請求範囲によって発明の追加的
な説明が提供されることと理解しなければならない。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の思想または範囲を逸脱しない限度内で本発明を様々に修正及び変更できること
は、当業者にとって明白である。したがって、本発明は、添付する特許請求の範囲及びそ
の均等範囲内で提供される修正及び変更を含むことは無論である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の好ましい実施形態、添付された図面に表された例について詳細に説明す
る。図面中、同一の構成要素には可能な限り同一の参照番号を共通使用するものとする。
【００２３】
　図４は、Ｅ－ＤＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）のた
めのプロトコルモデルを示す図である。図４で、ＤＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ）とＥ－ＤＣＨはいずれも、一つの端末が専用する伝送チャネルである。特に、Ｅ
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－ＤＣＨは、端末がＵＴＲＡＮにデータを上り伝送するために用いられるが、ＤＣＨに比
べて高速で上りデータを伝送できる。データを高速で伝送するようにするために、Ｅ－Ｄ
ＣＨは、ＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　ＡＲＱ）とＡＭＣ（Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ｍｏｄｕｌａ
ｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ）、Ｎｏｄｅ　Ｂ制御スケジューリング（Ｎｏｄｅ　Ｂ
Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ）などの技術を使用する。
【００２４】
　Ｅ－ＤＣＨを支援するために、Ｎｏｄｅ　Ｂは端末に、端末のＥ－ＤＣＨ伝送を制御す
る下り制御情報を伝送する。下り制御情報は、ＨＡＲＱのための応答情報（ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ）とＮｏｄｅ　Ｂ制御スケジューリングのためのＥ－ＤＣＨ資源割当情報などを含む
。一方、端末は、Ｎｏｄｅ　Ｂに上り制御情報を伝送する。上り制御情報は、Ｎｏｄｅ　
Ｂ制御スケジューリングのためのＥ－ＤＣＨ資源割当要請情報（Ｒａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、端末バッファー状態情報（ＵＥ　Ｂｕｆｆｅｒ　Ｓｔａ
ｔｕｓ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、端末電力状態情報（ＵＥ　Ｐｏｗｅｒ　Ｓｔａｔｕ
ｓ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）などを含む。
【００２５】
　Ｅ－ＤＣＨのために、ＭＡＣ－ｄとＭＡＣ－ｅ間にはＭＡＣ－ｄフロー（ｆｌｏｗ）が
定義される。このとき、専用論理チャネルはＭＡＣ－ｄフローにマッピングされ、ＭＡＣ
－ｄフローは伝送チャネルＥ－ＤＣＨにマッピングされ、伝送チャネルＥ－ＤＣＨは再び
物理チャネルＥ－ＤＰＤＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にマッピング（ｍａｐｐｉｎｇ）される。
【００２６】
　ＭＡＣ－ｄ副階層は、特定端末に対する専用伝送チャネルであるＤＣＨ（Ｄｅｄｉｃａ
ｔｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の管理を担当し、ＭＡＣ－ｅ／ＭＡＣ－ｅｓ副階層は、高速の
データを上り伝送するために用いられる伝送チャネルであるＥ－ＤＣＨ（Ｅｎｈａｎｃｅ
ｄ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の管理を担当する。現在、端末ではＭＡＣ－
ｅ副階層とＭＡＣ－ｅｓ副階層が明確に区分されていない。
【００２７】
　送信端ＭＡＣ－ｄ副階層は、上位階層、すなわち、ＲＬＣ階層から伝達されたＭＡＣ－
ｄ　ＳＤＵ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）からＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵ（Ｐｒｏｔ
ｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）を構成し、受信端ＭＡＣ－ｄ副階層は、下位階層から受
信したＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵからＭＡＣ－ｄ　ＳＤＵを復元して上位階層に伝達する役割を
担う。あるいは、受信側のＭＡＣ－ｄ副階層は、下位階層から受信したＭＡＣ－ｄ　ＰＤ
ＵからＭＡＣ－ｄ　ＳＤＵを識別または分離する。このとき、ＭＡＣ－ｄは、ＭＡＣ－ｄ
フローを通じてＭＡＣ－ｅ副階層と互いにＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵを交換したり、ＤＣＨを通
じて物理階層と互いにＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵを交換する。受信端ＭＡＣ－ｄ副階層は、ＭＡ
Ｃ－ｄ　ＰＤＵに添付されたＭＡＣ－ｄヘッダ（ｈｅａｄｅｒ）を用いてＭＡＣ－ｄ　Ｓ
ＤＵを復元し、これを上位階層に伝達する機能を担う。
【００２８】
　送信端ＭＡＣ－ｅ／ＭＡＣ－ｅｓ副階層は、上位階層、すなわち、ＭＡＣ－ｄ副階層か
ら伝達されたＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵらからＭＡＣ－ｅｓ　ＰＤＵを構成し、ＭＡＣ－ｅｓ　
ＰＤＵからＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵを構成する。ＭＡＣ－ｅｓ　ＰＤＵは、一つの論理チャネ
ルを通じて伝達されるＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵによって構成されることができる。ＭＡＣ－ｅ
　ＰＤＵは多数のＭＡＣ－ｅｓ　ＰＤＵによって構成されることができるので、二つ以上
の論理チャネルを通じて伝達されるＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵによって構成されることができる
。また、送信端ＭＡＣ階層で上位階層ＰＤＵから下位階層ＰＤＵを構成する過程でヘッダ
（ｈｅａｄｅｒ）が追加される。該ヘッダには、上記マッピング情報を含む様々な制御情
報が含まれることができる。受信端ＭＡＣ－ｅ副階層は、下位階層、すなわち、物理階層
から受信したＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵからＭＡＣ－ｅｓ　ＰＤＵを復元し、受信端ＭＡＣ－ｅ
ｓ副階層はＭＡＣ－ｅｓ　ＰＤＵからＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵを復元してＭＡＣ－ｄに伝達す
る役割を担う。このとき、ＭＡＣ－ｅは、Ｅ－ＤＣＨを通じて物理階層と互いにＭＡＣ－
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ｅ　ＰＤＵを交換する。
【００２９】
　前述のように、受信端が送信端から一つのデータブロック（例えば、ＭＡＣ－ｅ　ＰＤ
Ｕ）を受信して多数の上位階層のデータブロック（例えば、ＭＡＣ－ｅｓ　ＰＤＵやＭＡ
Ｃ－ｄ　ＰＤＵ）に正確に分解するためには、当該送信端は、当該受信端にデータブロッ
クを正確に分解できるようにマッピング情報（ｍａｐｐｉｎｇ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
）を伝送しなければならない。該マッピング情報は、データブロックのヘッダ（ｈｅａｄ
ｅｒ）に含まれて前記受信端に伝送されることが好ましい。
【００３０】
　図５は、ＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵのデータフォーマットの一例を示す図である。図５に示す
ように、ＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵは、ＭＡＣ－ｅヘッダ部分とデータ部分とで構成される。デ
ータ部分には少なくとも一つのＭＡＣ－ｅｓ　ＰＤＵが含まれることができ、図５は二つ
のＭＡＣ－ｅｓ　ＰＤＵが含まれる例とした。ＭＡＣ－ｅヘッダにはマッピング情報が含
まれる。図５で、マッピング情報１及びマッピング情報２はそれぞれ、ＭＡＣ－ｅｓ　Ｐ
ＤＵ１及びＭＡＣ－ｅｓ　ＰＤＵ２に関するマッピング情報である。
【００３１】
　また、ヘッダ部分は多様なフィールドを含む。すなわち、フィールドは、データブロッ
クのサイズ、下位階層データブロック内の上位階層データブロックの数、及び下位階層デ
ータブロックから上位階層データブロックを活性化して識別するための論理チャネル識別
子などの多様な情報として説明されることができる。このようなフィールドまたは情報が
ないと、データブロックは識別しにくくなるはずである。より具体的に、図５を参照する
と、ＭＡＣ－ｅヘッダ部分は多様なフィールドを含むことができる。特に、上記フィール
ドのうち一つは、データ部分のデータを識別したり説明するための情報を含むことができ
る。このフィールドは、例えば、論理チャネル、ＭＡＣ－ｄフロー及び関連したＭＡＣ－
ｅｓ　ＰＤＵに連結されるＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵなどを識別できる。また、他のフィールド
は、連続するＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵ組み合わせの大きさ、ＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵの数及び論理
チャネルの識別子のような他の情報を識別できる。
【００３２】
　一方、上記マッピング情報は、下位チャネル（すなわち、伝送チャネル）の資源を最小
限に使用しながら受信端でデータブロックを正確に分解できるようにすることが好ましい
。すなわち、当該マッピング情報は、ごく最小限のビット数を持つか、最小限の下位チャ
ネルの資源を使用しながら最大限のデータを含むことができるように構成することが要求
される。
【００３３】
　マッピング情報のうちの特定情報は、効果的なマッピング情報を構成するために必要に
なることができる。マッピング情報は、チャネルを識別するための情報、データブロック
のサイズを識別するための情報、及びデータブロックの数に対する情報を含むことができ
る。情報の各タイプに対する細部事項は、以下に詳細に説明される。
【００３４】
　本発明の実施例として、マッピング情報の大きさを最小化するために様々な方法を考慮
することができる。まず、マッピング情報はチャネルを区分するのに必要な情報を含まな
ければならない。すなわち、多数の上位チャネル（例えば、論理チャネル）を通じて伝達
された多数の上位階層データブロックを、一つの下位階層データブロックに構成すると、
マッピング情報は、当該下位階層データブロックを構成する上位階層データブロックがど
のような論理チャネルを通じて伝達されたデータブロックなのかをわからねばならない。
また、マッピング情報は、各論理チャネルを通じて伝達された上位階層データブロックの
サイズまたは代案として下位階層ブロック内の各上位階層データブロックの境界に関する
情報を提供可能でなければならない。すなわち、マッピング情報は、一つの下位階層デー
タブロック内でどの部分がどの論理チャネルを通じて伝達されたデータなのかを知らせな
ければならない。このような情報がないと、受信端は一つの下位階層データブロックがど
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のチャネルのデータブロックのデータの組み合わせなのかはわかるが、受信端はチャネル
識別情報及び／またはデータブロックのサイズに対する情報がないため、それぞれのチャ
ネルに正確にデータを伝達してくれることはできない。
【００３５】
　チャネルを識別するための情報及びデータブロックのサイズを識別するための情報に加
えてマッピング情報は上位階層データブロック数を含むことができる。以下、データブロ
ック数について述べる。
【００３６】
　マッピング情報の大きさを最小化するためにチャネル識別と関連した情報が低減されう
る。より具体的に、上位階層データブロック（例えば、ＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵ）論理チャネ
ルを通じて伝送されるときにヘッダを含む。ヘッダは、含まれるデータブロックと関連す
る多様な情報に含まれる一つ以上のフィールドを含む。例えば、フィールドは、論理チャ
ネル、ＭＡＣ－ｄフロー及び関連したＭＡＣ－ｅｓ　ＰＤＵと連結されるＭＡＣ－ｄ　Ｐ
ＤＵのサイズを含む（以下、このフィールドは“データ説明フィールド”と称する。）。
【００３７】
　また、ヘッダは、例えば、サイズインデックスと関連するＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵ情報を含
むフィールドを含むことができる。このフィールドは、連続したＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵセッ
トのサイズを識別するフィールドであるサイズインデックス、論理チャネル識別子と同じ
ＭＡＣ－ｄに多数の論理チャネルが伝送されうる場合に論理チャネルの識別子を提供する
フィールドである論理チャネル識別子、データ説明フィールド値に相応する連続したＭＡ
Ｃ－ｄ　ＰＤＵの数を識別するためのフィールドであるＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵの数を含むこ
とができる。
【００３８】
　データ説明フィールド及び論理チャネル識別子、ＭＡＣ－ｄフロー及びＰＤＵサイズ間
のマッピングは、上位階層で提供される。また、提供されうる下位階層ブロックサイズ（
例えば、伝送ブロックサイズ）で量子化されるため、データ説明フィールドは、特定ＭＡ
Ｃ－ｅ　ＰＤＵに連結されるＭＡＣ－ｅｓ　ＰＤＵがそれ以上ないことを指示するために
ＭＡＣ－ｅヘッダの末端に添付されることができる。
【００３９】
　本来、ヘッダの各フィールドは、少なくとも１ビットで表現される。これら多数の情報
フィールドは、相対的に大きい数のビットを持つヘッダを招くことができる。サイズ情報
フィールドは、サイズインデックス（３ビット）、ＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵ数（７ビット）及
びフラグ（１ビット）の総１１ビットで構成される。同時に、１４ビットで構成される論
理チャネルＩＤのサイズは、論理チャネルの数及びＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵ数によって可変す
る。サイズ情報フィールド及びヘッダ内の論理チャネル識別子の大きさが著しく有意であ
ることは明らかである。
【００４０】
　論理チャネル識別子フィールドの機能は、ＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵがどの論理チャネルと関
連するのか識別する上で必要である。しかし、論理チャネル識別子フィールドが各ＭＡＣ
－ｄ　ＰＤＵ内に含まれている必要はない。すなわち、ヘッダサイズの増加は、ＭＡＣ－
ｄ　ＰＤＵの数に直接的に相応するということを意味する。一つのＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵが
同一の論理チャネルからのＭＡＣ－ｄ　ＰＤＵを一つ以上含む事実から、論理チャネル識
別子が一つの論理チャネルからのＭＡＣ　ＳＤＵの各シリーズ当たり一つずつ含まれるこ
とができる。言い換えると、同一の論理チャネルに属する全てのＭＡＣ－ｄ　ＳＤＵのた
めに共通論理チャネル識別子が一つのみ添付されることができる。実際に、共通論理チャ
ネル識別子を一つ持つということは、ＭＡＣ－ｄ　ＳＤＵが同一の論理チャネル識別子フ
ィールド値を持つので、受信端に曖昧な問題を引き起こさない。
【００４１】
　あるいは、サイズインデックスフィールドは、ＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵのサイズを減らすた
めに論理チャネル識別子フィールドを参照することによって、ヘッダから除外されること
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ができる。言い換えると、これは、論理チャネル識別子フィールドと関連した論理チャネ
ルからのＰＤＵサイズを推測することによってわかる。
【００４２】
　要するに、ＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵヘッダ内の同じ論理チャネルのためのＭＡＣ－ｄ　ＰＤ
Ｕのために論理チャネル識別子を１回のみ含め、ＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵヘッダ内にサイズイ
ンデックスフィールドを含めないことで、マッピング情報のサイズを低減できる。
【００４３】
　データブロックのヘッダの余計なフィールド情報を減らしたり除去してマッピング情報
サイズを低減することに加えて、データブロックはより效果的に用いられることができる
。上述したように、マッピング情報のうちの一つは、データブロックのサイズまたは各デ
ータブロックのデータ量を識別する情報を含む。該マッピング情報に含まれる一つの論理
チャネルを通じて伝達されたデータの量に関する情報は、次のような方法によって表現さ
れることができる。まず、一つのチャネルからのデータの量そのものを直接知らせる方法
がある。すなわち、一つの下位階層データブロックに第１論理チャネルを通じて伝達され
たデータが１００ビットある場合、１００ビットがあると直接知らせてやる方法である。
この場合、一つのチャネルからのデータを表現するのに必要なマッピング情報の量は、一
つの下位階層データブロックが含むことができるデータの最大量にしたがって増加する。
すなわち、下位階層データブロックが伝達可能なデータ量の最大値が１００００ビットな
ら、チャネル情報を知らせるためのマッピング情報は少なくともｌｏｇ２１００００＝１
４ビットにはなるべきである。
【００４４】
　もう一つの方法は、一つの上位階層データブロックを、サイズまたはデータ量が異なる
データブロックの集合と見なす方法である。すなわち、一つの上位階層データブロックよ
りも小さいサイズデータブロック（または、データ量）を持つデータブロックの大きさの
組み合わせを指定しておき、その個数で当該上位階層データブロックのデータの量を表示
する方法である。例えば、１００ビットの上位階層データブロックを表現する方法は、１
０ビットの大きさを持つデータブロック１０個、または、２０ビットの大きさを持つデー
タブロックの５個の組み合わせなどがありうる。この場合、送信端と受信端間で、１０ビ
ットまたは２０ビットなどのような基準データ量を、小さい量のデータによって表現され
うるインデックス（ｉｎｄｅｘ）とマッピングさせることとあらかじめ設定しておくと（
例えば、１０ビットは‘１’に、２０ビットは‘２’にマッピング）、該上位階層データ
ブロックのデータ量は当該インデックスによって表現されることができるため、マッピン
グ情報の大きさが小さくなることができる。
【００４５】
　上記過程で、各チャネルの特性を考慮することも可能である。例えば、伝達されるデー
タ量の少ない第１論理チャネルに対しては、１０ビットを‘１’、２０ビットは‘２’に
マッピングさせ、伝達されるデータ量の多い第２論理チャネルに対しては、５０ビットを
‘１’、１００ビットを‘２’に指定する等の差別化を図ることができる。下記の表１に
は、各チャネルからのデータブロックの大きさに対するマッピング情報におけるインデッ
クスに対する例を示す。
【００４６】
【表１】

　上記の例で、特定チャネルに対してはデータの単位大きさを可変させずに固定すること
ができる。すなわち、当該特定チャネルに対してそのチャネルからのデータのブロック大
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きさが常に一定であると、送信端と受信端は、上記のように互いに単位データブロックの
大きさに対する情報を一つのデータブロックを交換する度に確認する過程が省かれる。そ
の代わりに、単にどのチャネルのデータなのかを知るとデータの単位大きさがわかる。し
たがって、前記特定チャネルに対して、そのチャネルの特性に応じて、上記のようなマッ
ピング情報を互いに伝達せずにデータブロックを構成したり、データブロックを分解する
ことが可能である。
【００４７】
　少なくとも一つの上位階層データブロックを一つの下位階層データブロックに構成する
か、または、その逆の過程で、前記少なくとも一つの上位階層データブロックの大きさの
みを知ることは意味がない。すなわち、当該上位階層データブロックの大きさだけでなく
、該上位階層データブロックの個数に対する情報がある場合に限って、受信側で一つの下
位階層データブロックでの各チャネルのデータの量を正確に把握することができる。
【００４８】
　もう一つの方法として、少なくとも一つの上位階層データブロックによって一つの下位
階層データブロックを構成する場合、一つの論理チャネルを通じて伝達された上位階層デ
ータブロックのデータ量を二つ以上のインデックスによって表現できる方法を考慮できる
。例えば、表１で、一つの下位階層データブロックを構成するときに第１論理チャネルの
データが５００ビットあると仮定する。ここで、これに対してインデックス１、すなわち
、１００ビット単位のデータブロック５個によって５００ビットのデータ量を表現する方
法を挙げることができる。すなわち、同一のインデックスを通じて当該上位階層データブ
ロックのデータ量を表現する方法がありうる。他の方法としては、２００ビット、すなわ
ち、インデックス２に該当する一つのデータブロックと３００ビット、すなわち、インデ
ックス３に該当する一つのデータブロックを用いて５００ビットを定義する方法がある。
一番目の方法は、一つの下位階層データブロックを構成するにおいて、一つのインデック
ス用いると、それぞれの上位階層データブロックの大きさを表現するのに必要なマッピン
グ情報の情報量が多数のインデックスを用いる時よりも小さいという利点があるが、上位
階層データブロックのデータの量によって、上位階層データブロックのデータ量を正確に
満たせないという場合が生じうるという欠点がある。例えば、第２論理チャネルに１３０
ビットがある場合、インデックス１のみによって上位階層データブロックのデータ量を表
現すると、５０ビット×３＝１５０ビットであるから２０ビットの無駄使いが生じる。し
かし、インデックス２とインデックス３によって当該上位階層データブロックのデータ量
を表現すると、６０＋７０＝１３０ビットであるから正確に当該上位階層データブロック
のデータ量を具現可能になる。
【００４９】
　上述したように、下位階層データブロックのマッピング情報に含まれるべき別の情報は
、当該下位階層データブロックのデータ量を表現するための各インデックスにマッピング
されるデータブロックの個数である。上記の例で、５００ビットの上位階層データブロッ
クが第１論理チャネルを通じて伝達された場合、マッピング情報として当該上位階層デー
タブロックが当該第１論理チャネルを通じて伝達されたという情報と、当該上位階層デー
タブロックのデータ量がインデックス１によって表現されるという情報のみを知らせるこ
とによっては、受信側が下位階層データブロックから当該上位階層データブロックを正確
に再構成することができない。すなわち、５０ビットデータブロックが幾つあるかも知ら
せなければならない。該インデックスが指示する値は、上記のようにデータブロックの大
きさ情報にも、または、チャネルの特性に関する他のパラメーターにもなりうる。
【００５０】
　マッピング情報の大きさを最小化するための他の方法として、上位階層データブロック
の伝送されるチャネルの指示情報及び該上位階層データブロックのデータ量と関連した情
報を、送信端及び受信端間に既設定されたインデックス（ｉｎｄｅｘ）によって表現する
方法を考慮できる。この場合には、上位階層データブロックの伝送されるチャネルの指示
情報まで既設定されたインデックスによって表現するという点が、上記の別の方法と異な
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る。ここで、インデックスは、ヘッダ内のフィールドとして考慮されることができる。
【００５１】
　すなわち、一つのインデックスによって一つの下位階層データブロックに含まれた上位
階層データブロックがどのチャネルから伝送されてきたデータかを知らせ、また、どれく
らいの大きさをもつデータかを知らせるように送信側及び受信側間にあらかじめ約束によ
って設定しておき、当該マッピング情報として既設定されたインデックスを利用する方法
である。例えば、ＭＡＣ階層を媒介として一つの伝送チャネルに第１論理チャネルと第２
論理チャネルがマッピングされた場合、第１論理チャネルには構成可能な３個の大きさ組
み合わせがあり、第２論理チャネルには構成可能な５個の大きさ組み合わせがあると仮定
する。この場合、チャネル指示情報とデータの大きさに対する情報をそれぞれマッピング
情報にコーディングすると、チャネル指示情報は１ビット、データ大きさ情報は３ビット
が必要である。すなわち、総４ビットが必要となる。しかし、チャネル指示情報とデータ
大きさ情報を一つのインデックスで表現してコーディングする場合、可能な総組み合わせ
数は８であるから、３ビットのインデックスによって表現できる。したがって、マッピン
グ情報の大きさを最小化できるわけである。
【００５２】
　本発明は、移動通信システムで記述されているが、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇ
ｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）や無線通信機能を搭載したノートブックのための無線通
信システムでも適用が可能である。また、本発明を記述する用語は、ＵＭＴＳのような無
線通信システムの範囲に限定されず、本発明は、ＴＤＭＡ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ
　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＦＤＭＡ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）などのように別の無線インターフェース及び物理階層を用
いる無線通信システムにも適用可能である。
【００５３】
　本発明の内容は、ソフトウェア、ファームウエア、ハードウェアまたはこれらの組み合
わせにおいて具現可能である。すなわち、本発明の内容は、ハードウェアでコードや回路
チップ及びＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅ
ｄＣｉｒｃｕｉｔ）のようなハードウェアロジックを用いて具現される、または、コンピ
ュータプログラミング言語を用いてハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、
テープのようなコンピュータが読取可能な格納媒体、及び光ストレージ、ＲＯＭ（Ｒｅａ
ｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）やＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）
でコードとして具現される。
【００５４】
　当該コンピュータが読取可能な媒体に保存されたコードは、プロセッサによって接近及
び実行可能である。本発明の内容が具現されたコードは、伝送媒体を通じて接近可能であ
るか、ネットワーク上のファイルサーバを通じて接近可能である。このような場合、コー
ドが具現された装置は、ネットワーク伝送ラインのような有線伝送媒体、無線伝送媒体、
信号伝送、無線信号、赤外線信号などを含むように構成される。
【００５５】
　図６は、本発明を実施する無線通信装置の構成図である。同図で、無線通信装置１００
は、マイクロプロセッサやデジタルプロセスのようなプロセシングユニットモジュール１
１０とＲＦモジュール１３５、電力制御モジュール１０６、アンテナ１４０、バッテリ１
５５、ディスプレイモジュール１１５、キーパッド１２０、ＲＯＭ、ＳＲＡＭ、フラッシ
ュメモリのような格納モジュール１３０、スピーカー１４５、及びマイクロホン１５０を
備える。
【００５６】
　ユーザーは、キーパッド１２０のボタンを押下することによって電話番号のような命令
情報を入力するか、マイクロホン１４５を用いて音声を活性化させる。プロセシングユニ
ットモジュール１１０は、ユーザーが要求する機能を行うために、当該命令情報を受信し
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てプロセスする。また、該機能を行うのに必要なデータを格納モジュール１３０から検索
して用い、プロセシングユニットモジュール１１０は、ユーザーの命令情報と格納モジュ
ール１３０から検索したデータを、ユーザーの便宜のためにディスプレイモジュール１１
５にディスプレイさせる。
【００５７】
　プロセシングユニットモジュール１１０は、音声通信データを含む無線信号を伝送する
ようにＲＦモジュール１３５に当該指示情報を伝達する。ＲＦモジュール１３５は、無線
信号を送受信するために送信機と受信機を含み、該無線信号は最終的にアンテナを介して
送受信される。ＲＦモジュール１３５は無線信号を受信すると、プロセシングユニットモ
ジュール１１０で当該無線信号をプロセシングできるようにするために無線信号を基底帯
域周波数に変換させる。この変換された信号は、スピーカー１４５を通じて伝達されたり
、読取可能な情報として伝達される。
【００５８】
　ＲＦモジュール１３５は、ネットワークからデータを受信したり、無線通信装置から測
定したり発生した情報を伝送するのに用いられる。格納モジュール１３０は、無線通信装
置から測定したり発生した情報を保存するのに用いられ、プロセシングユニットモジュー
ル１１０は、無線通信装置からデータを受信したり、受信したデータを処理したり、処理
されたデータを伝送するのに好適に用いられる。
【００５９】
　本発明による無線通信装置は、図４に示すように、多数の階層（ｌａｙｅｒ）によって
構成されるプロトコルスタックを持つことができる。ＵＥの媒体接続制御（ＭＡＣ：Ｍｅ
ｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　ｃｏｎｔｒｏｌ）階層は、上記少なくとも一つの上位チャネル
を通じて伝達される上位階層データブロックを、当該媒体接続制御階層のデータブロック
に含める手段と、該媒体接続制御階層のデータブロックに含まれた当該上位階層データブ
ロックが伝達された上位チャネルの指示情報及び各上位階層データブロックのデータ量（
ａｍｏｕｎｔ）と関連した情報を含むマッピング情報（ｍａｐｐｉｎｇ　ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ）を、当該媒体接続制御階層のデータブロックに含める手段と、当該媒体接続制
御階層のデータブロックを当該下位チャネルを通じて下位階層に伝達する手段と、を備え
て構成されることを特徴とする。これらの各手段はソフトウェアまたはハードウェアー的
に具現可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】従来通信システムのＵＭＴＳの網構造を示す図である。
【図２】ＵＥとＵＴＲＡＮ間に位置する無線プロトコルの構造を示す図である。
【図３】Ｅ－ＤＣＨのためのプロトコルモデルを示す図である。
【図４】Ｅ－ＤＣＨのためのプロトコル階層を示す図である。
【図５】ＭＡＣ－ｅ　ＰＤＵのデータフォーマットの一例を示す図である。
【図６】本発明を実施する無線通信装置の構成を示す図である。
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