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(57)【要約】
本発明は、優先順位が低いサービスも一定水準のサービ
ス品質を保障できるようにした移動通信システムにおけ
るトランスポートフォーマット組み合わせ選択に関し、
異なるＱｏＳと異なる優先順位を有するサービスの伝送
時、ＭＡＣ層が各サービスの優先順位を保障すると共に
、ＱｏＳも保障するトランスポートフォーマット組み合
わせを選択する。本発明により、伝送時間間隔内で複数
のデータユニットを伝送するための移動通信装置もまた
提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　決定されたトランスポートフォーマット組み合わせセット及び伝送優先順位から選択さ
れるトランスポートフォーマット組み合わせは、各複数の上位層チャネルからデータユニ
ットを伝送するために存在し、前記複数の上位層チャネルの少なくとも１つは、対応する
最低サービス品質（ＱｏＳ）要求事項を設けており、前記トランスポートフォーマット組
み合わせは、前記少なくとも１つの上位層チャネルに対する最低ＱｏＳを保障するように
選択されることを特徴とする、複数の上位層チャネルから下位層チャネルにデータユニッ
トを多重化することで伝送時間間隔内で複数のデータユニットを伝送するためのトランス
ポートフォーマット組み合わせを選択する方法。
【請求項２】
　前記複数の上位層チャネルは論理チャネルであり、下位層チャネルはコード複合トラン
スポートチャネルであることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記トランスポートフォーマット組み合わせは、前記複数の上位層チャネルの伝送優先
順位を考慮する前に前記少なくとも１つの上位層チャネルの最低ＱｏＳ要求事項を考慮し
て選択されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記多重化は、下位層で行われることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記多重化は、ＭＡＣ層で行われることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記最低ＱｏＳは、最低ビットレート、保障ビットレート、最小伝送遅延の少なくとも
１つを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記最低ＱｏＳは、無線リソース制御層で決定された前記トランスポートフォーマット
組み合わせセットにより保障されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ＭＡＣ層が前記トランスポートフォーマット組み合わせを選択することにより前記最低
ＱｏＳが保障されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記トランスポートフォーマット組み合わせは、データユニットが少なくとも１つの論
理チャネルで伝送される場合にのみ、前記複数の上位層チャネルの伝送優先順位を考慮す
る前に少なくとも１つの上位層チャネルの最低ＱｏＳ要求事項を考慮することにより選択
されることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記複数の上位層チャネルと下位層チャネルは、ＵＴＲＡＮで実現されることを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記複数の上位層チャネルと下位層チャネルは、移動端末で実現されることを特徴とす
る請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記最低ＱｏＳは、ＵＴＲＡＮの無線リソース制御層で決定されたトランスポートフォ
ーマット組み合わせセットにより保障されることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　複数の上位層チャネルの少なくとも１つが対応する最低ＱｏＳ要求事項を設けているか
否かを判断する段階と、
　前記複数の上位層チャネルの少なくとも１つが対応する最低ＱｏＳ要求事項を設けてい
る場合、前記少なくとも１つの上位層チャネルに対する最低ＱｏＳを保障するために、決
定されたトランスポートフォーマット組み合わせセットからトランスポートフォーマット
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組み合わせを選択する段階と
　を含むことを特徴とする、データユニットを伝送するためにそれぞれ異なる伝送優先順
位を有する複数の上位層チャネルから下位層チャネルに前記データユニットを多重化して
伝送時間間隔内で前記複数のデータユニットを伝送するための方法。
【請求項１４】
　前記最低ＱｏＳは、無線リソース制御層で決定された前記トランスポートフォーマット
組み合わせセットにより保障されることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記最低ＱｏＳは、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）層で前記トランスポートフォーマット
組み合わせを選択することにより保障されることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　対応する最低ＱｏＳ要求事項を設けている前記少なくとも１つの上位層チャネルで伝送
されるデータユニットが存在するか否かを決定する段階をさらに含み、
　前記トランスポートフォーマット組み合わせは、データユニットが少なくとも１つの論
理チャネルで伝送される場合にのみ、複数の上位層チャネルの伝送優先順位を考慮する前
に少なくとも１つの上位層チャネルの最低ＱｏＳ要求事項を考慮することにより選択され
ることを特徴とする請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記複数の上位層チャネルは論理チャネルであり、前記下位層チャネルはコード複合ト
ランスポートチャネルであることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記多重化は、前記下位層で行われることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　前記多重化は、ＭＡＣ層で行われることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項２０】
　前記最低ＱｏＳは、最低ビットレート、保障ビットレート、最小伝送遅延の少なくとも
１つを含むことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項２１】
　前記複数の上位層チャネルと下位層チャネルは、ＵＴＲＡＮで実現されることを特徴と
する請求項１３に記載の方法。
【請求項２２】
　前記複数の上位層チャネルと下位層チャネルは、移動端末で実現されることを特徴とす
る請求項１３に記載の方法。
【請求項２３】
　前記最低ＱｏＳは、ＵＴＲＡＮの無線リソース制御層で決定されたトランスポートフォ
ーマット組み合わせセットにより保障されることを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　ＲＦモジュールと、
　アンテナと、
　データ及び制御情報を保存するための保存手段と、
　ユーザに情報を伝達するためのディスプレイと、
　複数の上位層チャネルから下位層チャネルにデータユニットを多重化することにより伝
送時間間隔内で複数のデータユニットを伝送するためのトランスポートフォーマット組み
合わせを選択するプロセシングユニットとを含み、
　決定されたトランスポートフォーマット組み合わせセットと伝送優先順位から選択され
たトランスポートフォーマット組み合わせは、各複数の上位層チャネルからデータユニッ
トを伝送するために存在し、複数の上位層チャネルのうち少なくとも１つは、対応する最
低ＱｏＳ要求事項を設けており、少なくとも１つの上位層チャネルに対する最低ＱｏＳを
保障するようにトランスポートフォーマット組み合わせが選択されることを特徴とする伝
送時間間隔内で複数のデータユニットを伝送するための移動通信装置。



(4) JP 2008-503145 A 2008.1.31

10

20

30

40

50

【請求項２５】
　前記複数の上位層チャネルは論理チャネルであり、前記下位層チャネルはコード複合ト
ランスポートチャネルであることを特徴とする請求項２４に記載の移動通信装置。
【請求項２６】
　前記トランスポートフォーマット組み合わせは、前記複数の上位層チャネルの伝送優先
順位を考慮する前に少なくとも１つの上位層チャネルの最低ＱｏＳ要求事項を考慮するこ
とにより選択されることを特徴とする請求項２４に記載の移動通信装置。
【請求項２７】
　前記多重化は、前記下位層で行われることを特徴とする請求項２４に記載の移動通信装
置。
【請求項２８】
　前記多重化は、ＭＡＣ層で行われることを特徴とする請求項２４に記載の移動通信装置
。
【請求項２９】
　前記最低ＱｏＳは、最低ビットレート、保障ビットレート、最小伝送遅延の少なくとも
１つを含むことを特徴とする請求項２４に記載の移動通信装置。
【請求項３０】
　前記最低ＱｏＳは、無線リソース制御層で決定された前記トランスポートフォーマット
組み合わせセットにより保障されることを特徴とする請求項２４に記載の移動通信装置。
【請求項３１】
　前記最低ＱｏＳは、ＭＡＣ層で前記トランスポートフォーマット組み合わせを選択する
ことにより保障されることを特徴とする請求項２４に記載の移動通信装置。
【請求項３２】
　前記トランスポートフォーマット組み合わせは、データユニットが少なくとも１つの論
理チャネルで伝送される場合にのみ、前記複数の上位層チャネルの伝送優先順位を考慮す
る前に前記少なくとも１つの上位層チャネルの最低ＱｏＳ要求事項を考慮することにより
選択されることを特徴とする請求項３１に記載の移動通信装置。
【請求項３３】
　第１チャネルでデータ及び制御情報インジケータを移動端末に伝送し、第２チャネルで
制御情報を前記移動端末に伝送するための送信器と、
　前記移動端末から情報を受信するための受信器と、
　複数の上位層チャネルから下位層チャネルにデータユニットを多重化することにより伝
送時間間隔内で複数のデータユニットを伝送するためのトランスポートフォーマット組み
合わせを選択するための制御器とを含み、
　決定されたトランスポートフォーマット組み合わせセットと伝送優先順位から選択され
た前記トランスポートフォーマット組み合わせは、各複数の上位層チャネルからデータユ
ニットを伝送するために存在し、前記複数の上位層チャネルの少なくとも１つは、対応す
る最低サービス品質（ＱｏＳ）要求事項を設けており、前記少なくとも１つの上位層チャ
ネルに対する最低ＱｏＳを保障するように前記トランスポートフォーマット組み合わせが
選択されることを特徴とする移動通信端末にサービスを提供するためのネットワーク。
【請求項３４】
　前記複数の上位層チャネルは論理チャネルであり、下位層チャネルはコード複合トラン
スポートチャネルであることを特徴とする請求項３３に記載のネットワーク。
【請求項３５】
　前記トランスポートフォーマット組み合わせは、前記複数の上位層チャネルの伝送優先
順位を考慮する前に前記少なくとも１つの上位層チャネルの最低ＱｏＳ要求事項を考慮し
て選択されることを特徴とする請求項３３に記載のネットワーク。
【請求項３６】
　前記多重化は、前記下位層で行われることを特徴とする請求項３３に記載のネットワー
ク。
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【請求項３７】
　前記多重化は、ＭＡＣ層で行われることを特徴とする請求項３３に記載のネットワーク
。
【請求項３８】
　前記最低ＱｏＳは、最低ビットレート、保障ビットレート、最小伝送遅延の少なくとも
１つを含むことを特徴とする請求項３３に記載のネットワーク。
【請求項３９】
　前記最低ＱｏＳは、無線リソース制御層で決定された前記トランスポートフォーマット
組み合わせセットにより保障されることを特徴とする請求項３３に記載のネットワーク。
【請求項４０】
　前記最低ＱｏＳは、ＭＡＣ層で前記トランスポートフォーマット組み合わせを選択する
ことにより保障されることを特徴とする請求項３３に記載のネットワーク。
【請求項４１】
　前記トランスポートフォーマット組み合わせは、データユニットが前記少なくとも１つ
の論理チャネルで伝送される場合にのみ、前記複数の上位層チャネルの伝送優先順位を考
慮する前に前記少なくとも１つの上位層チャネルの最低ＱｏＳ要求事項を考慮することに
より選択されることを特徴とする請求項４０に記載のネットワーク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃ
ａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）システムと欧州式ＩＭＴ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍ
ｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）－２０００システムにおいて、送信
側の媒体アクセス制御（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：ＭＡＣ）層がチ
ャネル状況に適するようにデータを伝送するためのトランスポートフォーマット組み合わ
せ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ：ＴＦＣ）を選択する
方法に関し、特に、優先順位が低いサービスも一定水準のサービス品質を保障できるよう
にする移動通信システムにおけるトランスポートフォーマット組み合わせ選択方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）は、欧州標準であるＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　
Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）から進化した第３世代移動通信システム
であり、ＧＳＭコアネットワークとＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉ
ｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）技術を基盤としてより向上した無線通信サ
ービスの提供を目標とする。
【０００３】
　ＵＭＴＳの標準化作業のために１９９８年１２月にヨーロッパのＥＴＳＩ、日本のＡＲ
ＩＢ／ＴＴＣ、米国のＴ１、及び韓国のＴＴＡなどは、第３世代移動体通信システムの標
準化プロジェクト（Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒ
ｏｊｅｃｔ：　３ＧＰＰ）というプロジェクトを構成し、ＵＭＴＳの効果的で迅速な技術
開発のために、３ＧＰＰでは、ネットワーク構成要素とこれらの動作の独立性を考慮して
、ＵＭＴＳの標準化作業を５つの技術規格グループ（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐｓ：　ＴＳＧ）に分けて進めている。
【０００４】
　各ＴＳＧは、関連したエリア内で標準規格の開発、承認、及びその管理を担当するが、
そのうち、無線アクセスネットワーク（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：　
ＲＡＮ）グループ（ＴＳＧ　ＲＡＮ）は、ＵＭＴＳにおいてＷＣＤＭＡ接続技術をサポー
トするための新しい無線アクセスネットワークであるＵＴＲＡＮの機能、要求事項、及び
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インタフェースに関する規格を開発する。
【０００５】
　図１は、従来のＵＭＴＳネットワーク構造１を示す図である。１つの移動端末又はユー
ザ装置（ＵＥ）２は、ＵＴＲＡＮ６を介してコアネットワーク４に接続される。前記ＵＴ
ＲＡＮ６は、前記ＵＥ２と前記コアネットワーク４間の通信のための無線接続ベアラの設
定、維持、及び管理を行い、エンドツーエンドのサービス品質要求事項を充足させる。
【０００６】
　前記ＵＴＲＡＮ６は、少なくとも１つの無線ネットワークサブシステム（Ｒａｄｉｏ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍｓ：ＲＮＳ）８から構成され、各ＲＮＳ８は、複数
の基地局又はＮｏｄｅ　Ｂ１２のための１つの無線ネットワーク制御装置（Ｒａｄｉｏ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：ＲＮＣ）１０を含む。所定の基地局１２に接続
されたＲＮＣ１０は、１つのセル内で動作する前記ＵＥ２に提供される共有リソースの割
り当て及び管理を担当する制御ＲＮＣを意味する。１つのＮｏｄｅ　Ｂには、１つ以上の
セルが存在する。前記制御ＲＮＣ１０は、トラヒック負荷、セル輻輳（ｃｏｎｇｅｓｔｉ
ｏｎ）、及び新しい無線リンクの承認を制御する。各Ｎｏｄｅ　Ｂ１２は、前記ＵＥ２か
らアップリンク信号を受信し、前記ＵＥ２にダウンリンク信号を伝送する。各Ｎｏｄｅ　
Ｂ１２は、前記ＵＥ２と前記ＵＴＲＡＮ６を接続するアクセスポイントの役割を果たし、
前記ＲＮＣ１０は、該当Ｎｏｄｅ　Ｂと前記コアネットワーク４を接続するためのアクセ
スポイントの役割を果たす。
【０００７】
　前記ＵＴＲＡＮ６のＲＮＳ８のうち、サービングＲＮＣ１０は、特定ＵＥにサービスを
提供するための専用無線リソースを管理するＲＮＣであり、前記特定ＵＥにデータを送信
するための前記コアネットワーク４とのアクセスポイントである。前記ＵＥ２に接続され
た他の全てのＲＮＣがドリフト（ｄｒｉｆｔ）ＲＮＣであるため、前記ＵＴＲＡＮ６を介
して前記ＵＥと前記コアネットワーク４を接続するサービングＲＮＣ１０は１つのみ存在
する。前記ドリフトＲＮＣ１０は、ユーザデータのルーティングを容易にし、共有リソー
スとして符号を割り当てる。
【０００８】
　前記ＵＥ２と前記ＵＴＲＡＮ６間のインタフェースは、無線アクセスネットワーク規格
に準拠して設定された無線インタフェースプロトコルにより実現されるが、この無線イン
タフェースプロトコルは、例えば、３ＧＰＰ規格で説明された物理層Ｌ１、データリンク
層Ｌ２、及びネットワーク層Ｌ３からなる。これらの層は、通信システムにおいて公知の
開放型システム間相互接続（ＯＳＩ）モデルの下位３層に基づく。
【０００９】
　図２は、従来の無線インタフェースプロトコルの構造を示す。図２に示すように、前記
無線インタフェースプロトコルは、水平的には、物理層と、データリンク層と、ネットワ
ーク層とに区分され、垂直的には、音声信号及びＩＰパケット送信などのデータトラヒッ
クを転送するためのユーザプレーンと、インタフェースの維持及び管理のための制御情報
を転送するための制御プレーンとに区分される。このような無線インタフェースプロトコ
ルは、前記ＵＥ及び前記ＵＴＲＡＮに対（ｐａｉｒ）として存在し、無線区間内でデータ
を伝送する。以下、それぞれの無線インタフェースプロトコル層について説明する。
【００１０】
　第１層である物理層（ＰＨＹ）は、多様な無線伝送技術を用いてデータを無線区間に伝
送する。特に、前記物理層（ＰＨＹ）は、上位層に情報転送サービスを提供し、ＭＡＣ層
とはトランスポートチャネル（ＴｒＣＨ）で接続される。無線区間のデータは、前記トラ
ンスポートチャネルを介して前記ＭＡＣ層と前記物理層間に信頼できるように伝送される
。前記トランスポートチャネルは、チャネルが共有されるか否かによって、専用トランス
ポートチャネルと共用トランスポートチャネルとに区分される。また、データ送信は、相
異なる物理層間、すなわち、送信側（送信器）と受信側（受信器）の物理層間で物理チャ
ネルを介して行われる。
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【００１１】
　第２層は、ＭＡＣ層、無線リンク制御（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：　Ｒ
ＬＣ）層、ブロードキャスト／マルチキャスト制御（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔｉｃ
ａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：ＢＭＣ）層、パケットデータコンバージェンスプロトコル（Ｐ
ａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：ＰＤＣＰ）層を含
む。前記ＭＡＣ層は、多様な論理チャネル（ＬｏＣＨ）を多様なトランスポートチャネル
にマッピングする。また、前記ＭＡＣ層は、複数の論理チャネルを１つのトランスポート
チャネルにマッピングすることにより論理チャネルを多重化する。前記ＭＡＣ層は、論理
チャネルを介して上位ＲＬＣ層に接続され、前記論理チャネルは、転送情報の種類によっ
て、制御プレーンの情報を転送する制御チャネルと、ユーザプレーンの情報を転送するト
ラヒックチャネルとに分けられる。
【００１２】
　前記ＭＡＣ層は、管理するトランスポートチャネルの種類によって、ＭＡＣ－ｂサブレ
イヤ、ＭＡＣ－ｄサブレイヤ、ＭＡＣ－ｃ／ｓｈサブレイヤ、ＭＡＣ－ｈｓサブレイヤ、
及びＭＡＣ－ｅサブレイヤに区分される。ＭＡＣ－ｂサブレイヤは、システム情報のブロ
ードキャストを担当するトランスポートチャネルであるＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）を管理し、ＭＡＣ－ｃ／ｓｈサブレイヤは、他の端末と共有されるＦＡＣ
Ｈ（Ｆｏｒｗａｒｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）やＤＳＣＨ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）などの共用トランスポートチャネルを管理し、ＭＡＣ－
ｄサブレイヤは、特定端末に対する専用トランスポートチャネルであるＤＣＨ（Ｄｅｄｉ
ｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を管理する。また、アップリンク及びダウンリンク高速デ
ータ伝送をサポートするために、ＭＡＣ－ｈｓサブレイヤは、高速ダウンリンクデータ伝
送のためのトランスポートチャネルであるＨＳ－ＤＳＣＨ（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏ
ｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を管理し、ＭＡＣ－ｅサブレイヤは、高
速アップリンクデータ伝送のためのトランスポートチャネルのＥ－ＤＣＨ（Ｅｎｈａｎｃ
ｅｄ　ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を管理する。
【００１３】
　ＲＬＣ層は、各無線ベアラ（Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ：ＲＢ）のサービス品質（Ｑｏ
Ｓ）に対する保障及び該当データの伝送を担当する。ＲＬＣ層は、各ＲＢの固有ＱｏＳを
保障するために、各ＲＢに１つ又は２つの独立したＲＬＣエンティティを含み、多様なＱ
ｏＳをサポートするために、トランスペアレントモード（Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｍｏ
ｄｅ：ＴＭ）、無応答モード（Ｕｎａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｄ　Ｍｏｄｅ：ＵＭ）、及び
応答モード（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｄ　Ｍｏｄｅ：ＡＭ）の３つのＲＬＣモードを提供
する。また、ＲＬＣは、下位層の無線インタフェースでのデータ伝送に適するようにデー
タサイズを調節する役割も果たす。このために、前記ＲＬＣ層は、上位層から受信したデ
ータを分割及び連結する。
【００１４】
　ＰＤＣＰ層は、ＲＬＣ層の上位に位置し、ＩＰｖ４やＩＰｖ６のようなネットワークプ
ロトコルで伝送されるデータを相対的に狭い帯域幅を有する無線インタフェース上で効率
的に伝送するために使用される。このために、前記ＰＤＣＰ層は、データのヘッダ部分で
必要な情報のみを伝送することで無線インタフェースでの伝送効率を向上させるヘッダ圧
縮機能を行う。ＰＤＣＰ層は、ヘッダ圧縮が基本機能であるため、ＰＳ（Ｐａｃｋｅｔ　
Ｓｗｉｔｃｈｅｄ）ドメインにのみ存在し、各ＰＳサービスに対する効果的なヘッダ圧縮
機能を提供するために、１つのＲＢ当たり１つのＰＤＣＰエンティティが存在する。
【００１５】
　前記第２層において、前記ＲＬＣ層の上位に位置するＢＭＣ層は、セルブロードキャス
トメッセージ（ｃｅｌｌ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）をスケジューリングし
、特定セルに位置する端末に前記メッセージをブロードキャストする役割を果たす。
【００１６】
　第３層Ｌ３の最下部に位置するＲＲＣ層は、制御プレーンにおいて定義され、ＲＢの設
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定、再設定、及び解除に関する第１層及び第２層のパラメータを制御し、また、論理チャ
ネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルの制御を担当する。ここで、前記ＲＢ
は、端末とＵＴＲＡＮ間のデータ伝送のために無線プロトコルの第１層及び第２層により
提供される論理パスを意味する。一般に、ＲＢの設定とは、特定サービスを提供するため
に必要なプロトコル層及びチャネルの特性を規定し、それぞれの具体的なパラメータ及び
動作方法を設定することである。
【００１７】
　以下、ＭＡＣ層により行われるＴＦＣの選択方法について説明する。ＴＦＣ選択とは、
時々刻々変化する無線チャネル状況に応じて適切なサイズの伝送ブロック（Ｔｒａｎｓｐ
ｏｒｔ　Ｂｌｏｃｋ：ＴＢ）とその数を選択する機能であり、限られた無線リソースの効
率的な使用を可能にする。ＭＡＣ層は、ＰＨＹ層にトランスポートチャネルで伝送ブロッ
クを伝送するが、トランスポートフォーマット（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｆｏｒｍａｔ：Ｔ
Ｆ）とは、１つのトランスポートチャネルにより伝送されるＴＢのサイズ及び数に関する
規定を意味する。このように、特定トランスポートチャネルに対するＴＦを決定するとき
、ＭＡＣ層は、ＰＨＹ層でのトランスポートチャネル多重化（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）を考慮しなければならない。
【００１８】
　トランスポートチャネル多重化とは、複数のトランスポートチャネルを１つのコード複
合トランスポートチャネル（Ｃｏｄｅｄ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｅ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ：ＣＣＴｒＣＨ）にマッピングすることをいう。前記トランスポートチャネ
ル多重化はＰＨＹ層が行うが、ＭＡＣ層は、ＴＦの決定時に同一のＣＣＴｒＣＨにマッピ
ングされる全てのトランスポートチャネルを考慮しなければならない。ＰＨＹ層により処
理されるデータの量は、ＣＣＴｒＣＨで伝送される量であるため、ＭＡＣ層は、ＣＣＴｒ
ＣＨを考慮して各トランスポートチャネルのＴＦを決定しなければならない。
【００１９】
　ここで、ＴＦの組み合わせをトランスポートフォーマット組み合わせ（Ｔｒａｎｓｐｏ
ｒｔ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ：ＴＦＣ）という。前記ＴＦＣは、ＭＡＣ
層により独自に決定されるのではなく、ＵＴＲＡＮのＲＲＣ層が通知する使用可能なＴＦ
ＴＳのセット（ａ　ｓｅｔ　ｏｆ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｆｌｏｗ　Ｔｅｍｐｌａｔｅｓ：Ｔ
ＦＴＳ）から選択される。すなわち、ＵＴＲＡＮのＲＲＣ層は、ＲＢの初期設定時にＭＡ
Ｃ層に１つのＣＣＴｒＣＨに対して使用可能なＴＦＣを通知し、ＭＡＣ層は、伝送時間間
隔（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ：ＴＴＩ）毎に使用可能な
ＴＦＣのセット（ＴＦＣＳ）から適切なＴＦＣを選択する。端末ＲＲＣがＵＴＲＡＮ　Ｒ
ＲＣからＴＦＣＳ情報を無線インタフェースで受信し、前記受信されたＴＦＣＳ情報を端
末ＲＲＣが端末ＭＡＣ層に通知する。
【００２０】
　ＴＦＣＳのうち各ＴＴＩ内で最適のＴＦＣを選択することがＭＡＣ層の主要機能である
。前記最適のＴＦＣ選択は、２つの段階に分けられる。まず、ＣＣＴｒＣＨに割り当てら
れたＴＦＣＳ内に有効（ｖａｌｉｄ）ＴＦＣＳを構成し、その後、前記有効ＴＦＣＳのう
ち最適のＴＦＣを選択する。前記有効ＴＦＣＳとは、所定ＴＦＣＳにおいて該当ＴＴＩに
使用可能なＴＦのセットであり、無線チャネル状況が時々刻々変化することにより端末の
最大送信電力も変化するため、構成される。一般に、伝送可能なデータ量は、送信電力の
大きさに比例するので、使用可能なＴＦＣＳは、最大送信電力により制限される。
【００２１】
　最適のＴＦＣとは、このように、最大送信電力により制限された有効ＴＦＣＳにおいて
伝送されるデータを最適に伝送できるＴＦＣを意味する。しかし、ここで、最適のＴＦＣ
は、有効ＴＦＣＳにおいて、データ伝送量に基づいて選択されるのではなく、論理チャネ
ルの優先順位（Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ）に基づいて選択さ
れる。論理チャネルには１から８までの優先順位が設定され（１が最高の優先順位である
）、複数の論理チャネルが１つのトランスポートチャネルに多重化され、複数のトランス
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ポートチャネルが１つのＣＣＴｒＣＨに多重化される場合、ＭＡＣ層は、優先順位が高い
論理チャネルデータを最適に伝送できるＴＦＣを選択する。
【００２２】
　図３は、ＴＦＣを選択する一般的な方法を示す。図４は、複数の論理チャネルと複数の
トランスポートチャネルが１つのＣＣＴｒＣＨに多重化される構造を示す。ＭＡＣ層によ
るＴＦ選択過程を図４を参照して説明する。図４は、ＣＣＴｒＣＨに３つの論理チャネル
（ＬｏＣＨ）と２つのトランスポートチャネル（ＴｒＣＨ）がマッピングされるケースを
示し、さらに、ＬｏＣＨ１とＬｏＣＨ２がＴｒＣＨ１に多重化されるケースを示す。ここ
で、ＬｏＣＨ１の優先順位は１、ＬｏＣＨ２の優先順位は５、ＬｏＣＨ３の優先順位は３
であり、ＬｏＣＨ１の優先順位が最も高い。
【００２３】
　ＭＡＣ層は、各ＴＴＩ内でＴＦＣＳから最適のＴＦＣを選択する。ＴＦＣＳは、図４に
示すように、ＭＡＣ層が決定するのでなく、ＲＲＣがＲＢを設定するときにＲＲＣからＭ
ＡＣ層に伝送される。図４において、１６個のＴＦＣが定義されているが、それぞれのＴ
ＦＣは、ＴＦＣインデックスという識別番号を有する。括弧内の数字（ｘ，ｙ）は、元来
は、サイズ１のＴｒＣＨ１のＴＢの数、サイズ２のＴｒＣＨ２のＴＢの数を意味するが、
ここでは、全てのＴＢのサイズが同一であることが好ましい。従って、括弧内の数は、Ｔ
ｒＣＨ１のＴＢの数、ＴｒＣＨ２のＴＢの数である。
【００２４】
　図４に示すように、ＲＬＣのＴｘ　Ｂｕｆｆｅｒ１、Ｔｘ　Ｂｕｆｆｅｒ２、Ｔｘ　Ｂ
ｕｆｆｅｒ３は、それぞれ送信待機中の３つ、４つ、２つのデータブロック（ＴＢ）を有
し、また、最大送信電力の制限により最大１０個のＴＢを伝送できると仮定すると、ＭＡ
Ｃ層は、図５の方法により最適のＴＦＣ（ＴＦＣＩ＝１１）を選択する。
【００２５】
　以下、図５の最適ＴＦＣ選択方法を図３を参照して詳細に説明する。図５に示すように
、１６個のＴＦＣが提供されると（１）、限定された送信電力により最大１０個のＴＢを
伝送できる。従って、ＭＡＣ層は、所定ＴＦＣＳ（２）からＴＦＣＩ＝１３及びＴＦＣＩ
＝１５を除いて有効ＴＦＣＳを構成する（Ｓ１１）。ＴｒＣＨ１とＴｒＣＨ２の各ＴＢの
和が１０を超過するため、ＴＦＣＩ＝１３，１５は除外される。例えば、ＴＦＣＩ＝１３
の場合、ＴｒＣＨ１に６つのＴＢが、ＴｒＣＨ２に６つのＴＢが存在する。従って、Ｔｒ
ＣＨ１とＴｒＣＨ２のそれぞれのＴＢの和は１２になり、これは、伝送できる最大のＴＢ
の数である１０を超過するため、有効ＴＦＣＳ（２）を構成するとき、ＭＡＣ層はＴＦＣ
Ｉ＝１３を除く（２）。
【００２６】
　ＭＡＣ層は、前記構成された有効ＴＦＣＳのうち、各トランスポートチャネル別にＲＬ
ＣのＴｘ　Ｂｕｆｆｅｒに保存されているＴＢの総数より多くのＴＢを伝送するＴＦＣを
除く。このように、トランスポートチャネルのデータ量より大きいＴＦＣを除く理由は、
トランスポートチャネルのデータ量より大きいＴＦＣを選択した場合、前記ＲＬＣは、デ
ータなしにパディングのみから構成されたＴＢを生成しなければならず、これは、無線リ
ソースの浪費の原因となるためである。
【００２７】
　図４を参照すると、ＴｒＣＨ１は、Ｔｘ　Ｂｕｆｆｅｒ１（３ＴＢ）とＴｘ　Ｂｕｆｆ
ｅｒ２（４ＴＢ）に保存されたＴＢを加算した７ＴＢから構成され、このようなＴＢは、
それぞれＬｏＣＨ１とＬｏＣＨ２でＴｒＣＨ１に伝送される。従って、ＭＡＣ層は、ＴＦ
ＣＩ＝１４であるＴｒＣＨ１のＴＢ数が８つであり、８が図４のＴｒＣＨ１のＴＢの総数
（７ＴＢ）を超過するため、ＴＦＣＩ＝１４は除かれる。同様に、図４のＴｒＣＨ２は２
ＴＢを有し、ＴＦＣＩ＝９とＴＦＣＩ＝１２のＴｒＣＨ２のＴＢの数がそれぞれ４ＴＢで
あり、２ＴＢを超過するため、ＭＡＣ層は、ＴＦＣＩ＝９とＴＦＣＩ＝１２を除く。この
ように、ＭＡＣ層は、ＴＦＣＩ＝９、１２、１４を除いて新しい有効ＴＦＣＳを構成する
（３）（Ｓ１２）。
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【００２８】
　ＬｏＣＨ１が最優先順位１を有するため、ＭＡＣ層は、ＬｏＣＨ１に基づいて新しい有
効ＴＦＣＳを構成する。ＬｏＣＨ１が３ＴＢを有するので、ＭＡＣ層は、ＬｏＣＨ１のデ
ータを最適に伝送できるＴＦＣを選択する。ここで、ＭＡＣ層は、各ＴＦＣＩに対するＴ
ｒＣＨ１のＴＢの数が３より大きいため、ＴＦＣＩ＝６、７、８、１０、１１を選択する
。従って、新しい有効ＴＦＣＳ（４）は、前記段階（３）で構成されたＴＦＣＩ＝０，１
、２、３、４、５を除いて構成する（Ｓ１３）。
【００２９】
　ＭＡＣ層は、次の最高の優先順位のＬｏＣＨ３に基づいて新しい有効ＴＦＣＳを構成す
る。ＬｏＣＨ３が２ＴＢを有するので、ＭＡＣ層は、ＬｏＣＨ３のデータを最適に伝送で
きるＴＦＣを選択する。ここで、ＭＡＣ層は、各ＴＦＣＩに対するＴｒＣＨ２のＴＢの数
が２より大きいか、２と同一であるため、ＴＦＣＩ＝８、１１を選択する。従って、新し
い有効ＴＦＣＳ（５）は、前記段階（４）で構成されたＴＦＣＩ＝６、７、１０を除いて
構成する。
【００３０】
　ＭＡＣ層は、次の最高の優先順位を有するＬｏＣＨ２に基づいて新しい有効ＴＦＣＳを
構成する。ＬｏＣＨ２が３ＴＢを有するので、ＭＡＣ層は、ＬｏＣＨ２のデータを最適に
伝送できるＴＦＣを選択する。ここで、ＭＡＣ層は、有効ＴＦＣＳ（５）に残ったＴＦＣ
ＩのうちＴｒＣＨ１の最大のＴＢ数を有するため、ＴＦＣＩ＝１１を選択する。従って、
ＭＡＣ層は、前記段階（５）で構成されたＴＦＣＩ＝８を除いて新しい有効ＴＦＣＳ（６
）を構成する（Ｓ１３～Ｓ１４）。
【００３１】
　有効ＴＦＣＳを構成しない論理チャネル、すなわち、有効ＴＦＣＳに含まれない論理チ
ャネルが存在すると（Ｓ１５）、ＭＡＣ層は、段階（４）に進み、有効ＴＦＣＳに含まれ
ない論理チャネルが存在しないと、ＭＡＣ層は、構成された有効ＴＦＣＳのうち任意のＴ
ＦＣを最適ＴＦＣとして選択する（Ｓ１６）。ここでは、有効ＴＦＣＳ内にはＴＦＣが１
つしか存在しないので、ＴＦＣＩ＝１１が最適ＴＦＣ６として選択される。結局、ＴＴＩ
内で伝送されるＴＢの数は、各論理チャネル別にＬｏＣＨ１＝３、ＬｏＣＨ２＝３、Ｌｏ
ＣＨ３＝２となる。
【００３２】
　前述した方法で段階（２）と段階（３）の順序は逆になることがある。
【００３３】
　一般的なトランスポートフォーマット組み合わせ選択方法においては、ＭＡＣ層が論理
チャネルの優先順位に基づいてＴＦＣを選択する。すなわち、優先順位が最も高い論理チ
ャネルのデータを最適に伝送できるＴＦＣが選択され、優先順位が低い論理チャネルのデ
ータは全く伝送できないこともある。
【００３４】
　図４を参照して上記の問題を説明すると、最も高い優先順位のＬｏＣＨ１のＴＢ量が７
である場合、図５のような方法により、ＭＡＣ層は、ＴＦＣＩ＝１４＝（８，０）を選択
する。従って、前記ＴＴＩ内で伝送されるＴＢの数は、各論理チャネル別にＬｏＣＨ１＝
７、ＬｏＣＨ２＝１、ＬｏＣＨ３＝０となる。この過程を図６に示す。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３５】
　このように、伝送できるデータが存在するにもかかわらず、高い優先順位の論理チャネ
ルデータの伝送によりデータを伝送できなくなる状況をスターベイション（ｓｔａｒｖａ
ｔｉｏｎ）という。一般的なＴＦＣ選択方法のように論理チャネルの絶対的な優先順位に
基づいてＴＦＣを選択すると、スターベイション状況が必ず発生するという問題があった
。
【００３６】
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　このようなスターベイションは、ある特定サービスの品質を著しく低下させる要因とし
て作用する。例えば、オーディオストリーミングのようなリアルタイムパケットサービス
の場合は、所定量のデータが続けて伝送される必要があるが、論理チャネルの優先順位に
よってスターベイションが発生すると、長時間伝送できないパケットは、必要なくなって
廃棄されるので、サービス品質が低下する。
【００３７】
　本発明は、このような問題を解決するために提案されたものであり、本発明の目的は、
異なる優先順位と異なるＱｏＳを設けているサービスを伝送するとき、ＭＡＣ層が各サー
ビスの優先順位だけでなく、ＱｏＳも考慮してトランスポートフォーマット組み合わせを
選択することにより、優先順位が低いサービスも一定水準のＱｏＳを保障できる、移動通
信システムにおけるトランスポートフォーマット組み合わせ（ＴＦＣ）選択方法を提供す
ることにある。
【００３８】
　本発明のさらなる長所及び利点は後述する発明の詳細な説明に記述されるが、一部はそ
の記述内容から明確になるか、又は、本発明を実施することにより理解されるであろう。
本発明の目的と長所は、特に、発明の詳細な説明及び請求の範囲並びに添付図面に開示さ
れた構成により実現及び達成される。
【課題を解決するための手段】
【００３９】
　このような目的を達成するために、複数の上位層チャネルから下位層チャネルにデータ
ユニットを多重化することで伝送時間間隔内で複数のデータユニットを伝送するためのト
ランスポートフォーマット組み合わせを選択する方法において、決定されたトランスポー
トフォーマット組み合わせセット及び伝送優先順位から選択されるトランスポートフォー
マット組み合わせは、各複数の上位層チャネルからデータユニットを伝送するために存在
し、前記複数の上位層チャネルの少なくとも１つは、対応する最低限のサービス品質（Ｑ
ｏＳ）要件（以下、最低サービス品質（ＱｏＳ）要求事項という）を設けており、前記ト
ランスポートフォーマット組み合わせは、前記少なくとも１つの上位層チャネルに対する
最低ＱｏＳを保障するように選択される。好ましくは、前記複数の上位層チャネルは論理
チャネルであり、下位層チャネルはコード複合トランスポートチャネルである。
【００４０】
　本発明の一態様において、前記トランスポートフォーマット組み合わせは、前記複数の
上位層チャネルの伝送優先順位を考慮する前に前記少なくとも１つの上位層チャネルの最
低ＱｏＳ要求事項を考慮して選択される。前記多重化は、下位層で実行できる。前記多重
化は、ＭＡＣ層で実行できる。
【００４１】
　本発明の他の態様において、前記最低ＱｏＳは、最低ビットレート、保障ビットレート
、最小伝送遅延の少なくとも１つを含む。前記最低ＱｏＳは、無線リソース制御層で決定
された前記トランスポートフォーマット組み合わせセットにより保障される。しかしなが
ら、前記最低ＱｏＳは、ＭＡＣ層で前記トランスポートフォーマット組み合わせを選択す
ることにより保障されることもある。好ましくは、前記トランスポートフォーマット組み
合わせは、データユニットが少なくとも１つの論理チャネルで伝送される場合にのみ、前
記複数の上位層チャネルの伝送優先順位を考慮する前に少なくとも１つの上位層チャネル
の最低ＱｏＳ要求事項を考慮することにより選択される。
【００４２】
　好ましくは、前記複数の上位層チャネルと下位層チャネルは、ＵＴＲＡＮで実現される
。または、前記複数の上位層チャネルと下位層チャネルは、移動端末で実現される。ここ
で、前記最低ＱｏＳは、ＵＴＲＡＮの無線リソース制御層で決定されたトランスポートフ
ォーマット組み合わせセットにより保障される。
【００４３】
　本発明の他の実施形態において、データユニットを伝送するためにそれぞれ異なる伝送
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優先順位を有する複数の上位層チャネルから下位層チャネルに前記データユニットを多重
化して伝送時間間隔内で前記複数のデータユニットを伝送するための方法は、複数の上位
層チャネルの少なくとも１つが対応する最低ＱｏＳ要求事項を設けているか否かを判断す
る段階と、前記複数の上位層チャネルの少なくとも１つが対応する最低ＱｏＳ要求事項を
設けている場合、前記少なくとも１つの上位層チャネルに対する最低ＱｏＳを保障するた
めに、決定されたトランスポートフォーマット組み合わせセットからトランスポートフォ
ーマット組み合わせを選択する段階とを含む。
【００４４】
　本発明の一態様において、前記最低ＱｏＳは、無線リソース制御層で決定された前記ト
ランスポートフォーマット組み合わせセットにより保障される。そうでない場合は、前記
最低ＱｏＳは、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）層で前記トランスポートフォーマット組み合
わせを選択することにより保障される。
【００４５】
　本発明の他の態様において、対応する最低ＱｏＳ要求事項を設けている前記少なくとも
１つの上位層チャネルで伝送されるデータユニットが存在するか否かを決定する段階をさ
らに含み、前記トランスポートフォーマット組み合わせは、データユニットが少なくとも
１つの論理チャネルで伝送される場合にのみ、複数の上位層チャネルの伝送優先順位を考
慮する前に少なくとも１つの上位層チャネルの最低ＱｏＳ要求事項を考慮することにより
選択される。
【００４６】
　好ましくは、前記複数の上位層チャネルは論理チャネルであり、前記下位層チャネルは
コード複合トランスポートチャネルである。前記多重化は、前記下位層で行われる。好ま
しくは、前記多重化は、ＭＡＣ層で行われる。
【００４７】
　前記最低ＱｏＳは、最低ビットレート、保障ビットレート、最小伝送遅延の少なくとも
１つを含む。前記複数の上位層チャネルと下位層チャネルは、ＵＴＲＡＮで実現される。
または、前記複数の上位層チャネルと下位層チャネルは、移動端末で実現される。ここで
、前記最低ＱｏＳは、ＵＴＲＡＮの無線リソース制御層で決定されたトランスポートフォ
ーマット組み合わせセットにより保障される。
【００４８】
　さらに、本発明の他の実施形態において、伝送時間間隔内で複数のデータユニットを伝
送するための移動通信装置は、ＲＦモジュールと、アンテナと、データ及び制御情報を保
存するための保存手段と、ユーザに情報を伝達するためのディスプレイと、複数の上位層
チャネルから下位層チャネルにデータユニットを多重化することにより伝送時間間隔内で
複数のデータユニットを伝送するためのトランスポートフォーマット組み合わせを選択す
るプロセシングユニットとを含み、決定されたトランスポートフォーマット組み合わせセ
ットと伝送優先順位から選択されたトランスポートフォーマット組み合わせは、各複数の
上位層チャネルからデータユニットを伝送するために存在し、複数の上位層チャネルのう
ち少なくとも１つは、対応する最低ＱｏＳ要求事項を設けており、少なくとも１つの上位
層チャネルに対する最低ＱｏＳを保障するようにトランスポートフォーマット組み合わせ
が選択される。
【００４９】
　さらに、本発明の他の実施形態において、移動通信端末にサービスを提供するためのネ
ットワークは、第１チャネルでデータ及び制御情報インジケータを移動端末に伝送し、第
２チャネルで制御情報を前記移動端末に伝送するための送信器と、前記移動端末から情報
を受信するための受信器と、複数の上位層チャネルから下位層チャネルにデータユニット
を多重化することにより伝送時間間隔内で複数のデータユニットを伝送するためのトラン
スポートフォーマット組み合わせを選択するための制御器とを含み、決定されたトランス
ポートフォーマット組み合わせセットと伝送優先順位から選択された前記トランスポート
フォーマット組み合わせは、各複数の上位層チャネルからデータユニットを伝送するため
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に存在し、前記複数の上位層チャネルの少なくとも１つは、対応する最低サービス品質（
ＱｏＳ）要求事項を設けており、前記少なくとも１つの上位層チャネルに対する最低Ｑｏ
Ｓを保障するように前記トランスポートフォーマット組み合わせが選択される。
【００５０】
　上記の本発明の一般的な記載及び後述する詳細な記載は例示的なものであり、請求項の
範囲に記載の本発明を具体的に説明するためのものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５１】
　以下、添付図面を参照して本発明の好ましい実施形態を説明する。
【００５２】
　本発明は、特定サービスが最低品質サービス（ＱｏＳ）を要求する場合、ＭＡＣ層が最
適ＴＦＣを選択するとき、低い優先順位を有する前記サービスにスターベイションが発生
しないようにトランスポートフォーマット組み合わせを選択する方法を提供する。そのた
めに、本発明は、以下のような２つの方法を含む。第１の方法は、特定サービスの最低Ｑ
ｏＳを考慮してＴＦＣＳを構成する方法であり、第２の方法は、特定サービスの最低Ｑｏ
Ｓを考慮してＴＦＣＳを選択する方法である。
【００５３】
　前記第１の方法は、ＲＲＣ層が特定サービスのＲＢを設定する場合、前記特定サービス
が最低ＱｏＳを要求すると、ＱｏＳを保障できるＴＦＣＳを構成する方法である。ここで
、最低ＱｏＳとしては、最低ビットレート又は最低遅延などがあり、主に、音声やストリ
ーミングデータなどのアルタイムサービスのために要求される特性である。ＲＲＣ層は、
最低ＱｏＳを保障できるＴＦＣＳを構成し、特定サービスのＲＢが最初に設定される度に
、又は、論理チャネルやトランスポートチャネルのマッピング構造が変更されるときのよ
うにデータ伝送中にＲＢを再設定する度に、新しいＴＦＣＳを構成してＭＡＣ層に伝送す
る。
【００５４】
　本発明によると、ＬｏＣＨ１とＬｏＣＨ２がウェブブラウジングのようなインタラクテ
ィブ（ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ）タイプのサービスを提供する状態で、ＬｏＣＨ３に新し
いオーディオストリーミングサービスを提供する場合、ＲＲＣは、オーディオストリーミ
ングサービスの最低ＱｏＳを考慮してＴＦＣＳを構成する。前記オーディオストリーミン
グサービスの前記要求された最低ＱｏＳがＴＴＩ毎に少なくとも１つのＴＢを伝送するこ
とを要求する場合、ＲＲＣは、図７のようにＴＦＣＳを構成する。図７に示すＴＦＣＳは
、少なくとも１つのＴＢを伝送できるＴＦＣのみから構成されたＴＦＣＳである。
【００５５】
　図８は、図７において、ＬｏＣＨ１のＴＢの数が３であるときに最適のＴＦＣを選択す
る方法を示す。図９は、図７において、ＬｏＣＨ１のＴＢの数が７であるときに最適のＴ
ＦＣを選択する方法を示す。
【００５６】
　図７のように、ＴｒＣＨ２のＴＢの数が「０」であるＴＦＣが除かれたＴＦＣＳの場合
、ＭＡＣ層は、ＬｏＣＨ１のＴＢが３である場合は、図８の方法でＴＦＣＩ＝６＝（６，
２）を選択し、ＬｏＣＨ１のＴＢが７である場合も、図９の方法でＴＦＣＩ＝６＝（６，
２）を選択するので、ＬｏＣＨ３は、スターベイションなしにデータを続けて伝送できる
。
【００５７】
　しかし、前記第１の方法は、次のような特徴がある。第１に、データ伝送は無線チャネ
ル環境の影響を受け、場合によっては、データ伝送が停止される。このように、データ伝
送が停止する状態をブロック化状態（ｂｌｏｃｋｅｄ　ｓｔａｔｅ）という。前記ブロッ
ク化状態のとき、ＭａｘＰｏｗｅｒはＴＢを有しない（ＭａｘＰｏｗｅｒ＝０ＴＢ）ため
、エンプティ（ｅｍｐｔｙ）ＴＦＣを有するＴＦＣＩ＝０＝（０，．．．，０）が選択さ
れてデータ伝送が停止する。しかし、本発明による第１の方法は、このようなエンプティ
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ＴＦＣが存在しないため、図８の段階（２）の有効ＴＦＣＳにはいずれの可用（ｖａｌｕ
ａｂｌｅ）ＴＦＣも存在しなくなり、従って、プロトコルのエラーが発生するという問題
がある。
【００５８】
　第２に、論理チャネルが最低ＱｏＳを要求しても実際に伝送するデータがない場合もあ
り得る。この場合、ＭＡＣ層は、前記第１の方法により少なくとも１つのＴＢを伝送する
ＴＦＣを選択する。従って、ＲＬＣがパディングブロックを生成するか、プロトコルエラ
ーが発生する。これは、図７のＬｏＣＨ３のＴＢが０であるケースに対応し、図８の段階
（５）の有効ＴＦＣＳにはいずれの可用ＴＦＣも存在しなくなるため、プロトコルエラー
が発生する。
【００５９】
　第３に、ＲＢを設定又は再設定する度に新しいＴＦＣＳが構成されなければならないの
で、無線シグナリングオーバーヘッドが増加する。その理由は、以下の通りである。ＴＦ
ＣＳは、基本的にＵＴＲＡＮ　ＲＲＣ層により構成され、端末は、前記構成されたＴＦＣ
Ｓを無線で受信する。ＲＢが設定又は再設定される度に前記ＴＦＣＳが再構成されると、
その度にＴＦＣＳ情報が無線で伝送されなければならないので、シグナリングオーバーヘ
ッドが増加する。
【００６０】
　以下、本発明による向上した最低ＱｏＳを考慮してＴＦＣＳを選択する第２の方法を説
明する。この第２の方法は、第１の方法と同一のＴＦＣＳ構成を有するが、ＭＡＣ層が最
適ＴＦＣを選択するとき、該当論理チャネルの優先順位の前に最低ＱｏＳを考慮して選択
するという点が第１の方法と異なる。前記第２の方法は、ＲＲＣ層又はＲＬＣ層などの上
位層がＭＡＣ層に特定論理チャネルの最低ＱｏＳの保障のための指示（Ｉｎｄｉｃａｔｉ
ｏｎ）情報を提供する。以下、図１０を参照して第２の方法について説明する。
【００６１】
　図１０は、本発明により、特定論理チャネルの最低ＱｏＳの保障をＲＲＣ層又はＲＬＣ
層などの上位層がＭＡＣ層に指示するプロトコル層の構造を示す。図１１は、図１０にお
いて、ＬｏＣＨ１のＴＢの数が３であるときに最適のＴＦＣを選択する方法を示し、図１
２は、図１０において、ＬｏＣＨ１のＴＢの数が７であるときに最適のＴＦＣを選択する
方法を示す。図１３は、本発明により、最低ＱｏＳを保障するＴＦＣを選択する方法を示
す。一般的なＴＦＣ選択方法に比べると、本発明は、特定論理チャネルの最低ＱｏＳを考
慮してＴＦＣＳを構成する方法（図１３のＳ２３～Ｓ２９）をさらに含む。
【００６２】
　図１０に示すように、ＲＲＣ層のような上位層がＬｏＣＨ３の最低ＱｏＳ＝１ＴＢ／Ｔ
ＴＩであることを保障するための指示をＭＡＣ層に伝送すると、ＭＡＣ層は、ＬｏＣＨ１
のＴＢの数が３であるとき、図１３の方法でＴＦＣＩ＝６＝（６，２）を選択し、ＬｏＣ
Ｈ１のＴＢの数が７であるときも、図１２の方法でＴＦＣＩ＝６＝（６，２）を選択する
。従って、第１の方法と同様に、ＬｏＣＨ３はスターベイションなしにデータを続けて伝
送できる。
【００６３】
　以下、図１１を参照して第２の方法について詳細に説明する。ＭＡＣ層は、ＴＦＣＳ（
１）から最大送信電力（ＭａｘＰｏｗｅｒ）を超過するＴＦＣＳを除いて有効ＴＦＣＳ２
を構成する。すなわち、ＴｒＣＨ１のＴＢとＴｒＣＨ２のＴＢの和が１０ＴＢ（最大送信
電力の場合、伝送可能なＴＢの数）を超過するＴＦＣを前記設定されたＴＦＣＳから除い
て有効ＴＦＣＳを構成する。
【００６４】
　従って、ＭＡＣ層は、各トランスポートチャネル別に上位層のＴｘ　Ｂｕｆｆｅｒに保
存されたＴＢの総数より多いＴＢを伝送するＴＦＣを除いて有効ＴＦＣＳ（図１１の（３
））を構成する（図１３のＳ２２）。
【００６５】
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　ＭＡＣ層がＲＲＣ層から特定論理チャネルの最低ＱｏＳを保障するための指示を受信し
た場合、すなわち、最低ＱｏＳを保障しなければならない論理チャネルが存在する場合（
図１３のＳ２３）、ＭＡＣ層は、前記特定論理チャネルのＱｏＳを保障するＴＦＣＳを構
成しない論理チャネルのうち優先順位が最も高い論理チャネルを選択し（図１３のＳ２４
）、前記選択された論理チャネルで伝送されるデータ量を確認する（図１３のＳ２５）。
【００６６】
　図１０に示すように、最低ＱｏＳを保障しなければならない論理チャネルがＬｏＣＨ３
であるので、ＭＡＣ層は、ＬｏＣＨ３を選択し、前記選択されたＬｏＣＨ３で伝送される
データ量を最低ＱｏＳ＝１ＴＢ／ＴＴＩと比較する。前記選択されたＬｏＣＨ３で伝送さ
れるデータ量が最低ＱｏＳ＝１ＴＢ／ＴＴＩより少なくないと、前記ＭＡＣ層は、前記有
効ＴＦＣＳからＬｏＣＨ３の最低ＱｏＳを保障できないＴＦＣを除いてＱｏＳ保障ＴＦＣ
Ｓを構成する（図１３のＳ２６、図１１の（４）、図１２の（４））。
【００６７】
　しかし、前記ＬｏＣＨ３で伝送されるデータ量が最低ＱｏＳ＝１ＴＢ／ＴＴＩより少な
いと、ＭＡＣ層は、前記有効ＴＦＣＳからＬｏＣＨ３のデータ伝送を保障できないＴＦＣ
を除いてＱｏＳ保障ＴＦＣＳを構成する（図１３のＳ２７）。
【００６８】
　ＱｏＳ保障ＴＦＣＳに含まれない論理チャネルが残っている場合、ＭＡＣ層は、図１３
の段階（Ｓ２４）に戻り、ＱｏＳ保障ＴＦＣＳに含まれない論理チャネルが残っていない
場合、ＭＡＣ層は、ＱｏＳ保障ＴＦＣＳを有効ＴＦＣＳとして構成する（図１３のＳ２９
）。その後の過程は、図３に示す一般的なＴＦＣ選択方法と同一である。
【００６９】
　より具体的に説明すると、本発明の第２の方法により、論理チャネルで伝送されるデー
タ量と関係なく最低ＱｏＳのみを考慮してＱｏＳ保障ＴＦＣＳを構成する場合、本発明に
よる第１の方法の第２の問題のように、伝送されるデータがないときは、ＲＬＣ層がパデ
ィングブロックを生成するか、プロトコルエラーが発生する。従って、論理チャネルに最
低ＱｏＳが定義されていても、ＱｏＳ保障ＴＦＣＳを構成するときは、図１３の段階（Ｓ
２５）のように該当論理チャネルのデータ量も考慮されなければならない。
【００７０】
　本発明において、異なる優先順位と異なるＱｏＳを設けているサービスを多重化して伝
送するとき、ＭＡＣ層が各サービスの優先順位だけでなく、ＱｏＳも考慮してＴＦＣを選
択することにより、優先順位が低いサービスも一定水準のＱｏＳが保障される。
【００７１】
　本発明において、ＭＡＣ層がＴＦＣを選択すると、最低ＱｏＳが保障されるとともに、
論理チャネルで伝送されるデータ量を考慮してＴＦＣを選択することにより、パディング
ブロック又はプロトコルのエラーの発生が防止される。
【００７２】
　図１４は、本発明の移動通信装置４００、すなわち、本発明の方法を行う携帯電話のブ
ロック図である。移動通信装置４００は、マイクロプロセッサやデジタルシグナルプロセ
ッサなどのプロセッシングユニット４１０と、ＲＦモジュール４３５と、パワーマネジメ
ントモジュール４０６と、アンテナ４４０と、バッテリ４５５と、ディスプレイ４１５と
、キーパッド４２０と、フラッシュメモリ、ＲＯＭ、ＳＲＡＭなどの保存手段４３０と、
スピーカ４４５と、マイク４５０とを含む。
【００７３】
　ユーザは、キーパッド４２０のボタンを押すことにより、又は、マイク４５０のボイス
アクティベーションにより、電話番号のような指示情報を入力する。前記プロセッシング
ユニット４１０は、前記指示情報を受信及び処理して前記電話番号のダイヤリングのよう
な適切な機能を実行する。動作データは、前記機能を実行するために前記保存手段４３０
から検索される。また、前記プロセッシングユニット４１０は、ユーザの便宜のためにデ
ィスプレイ４１５に前記指示情報及び動作情報を表示する。
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【００７４】
　前記プロセッシングユニット４１０は、前記ＲＦモジュール４３５に指示情報を登録し
、音声通信データを含む無線信号を伝送することなどにより通信を開始する。前記ＲＦモ
ジュール４３５は、受信器及び送信器を備えて無線信号を送受信する。前記アンテナ４４
０は、前記無線信号の送受信を容易にする。無線信号を受信すると、前記ＲＦモジュール
４３５は、前記プロセッシングユニット４１０が処理できるように前記無線信号をベース
バンド周波数に伝送及び変換する。前記処理された信号は、スピーカ４４５などにより聴
き取り又は読み出しできる情報出力に変形される。
【００７５】
　前記プロセッシングユニット４１０は、他のユーザから受信したメッセージと他のユー
ザに送信したメッセージなどのメッセージヒストリデータ（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｈｉｓｔｏ
ｒｙ　Ｄａｔａ）を保存手段４３０に保存し、前記ユーザが入力したメッセージヒストリ
データに対する条件付き要求を受信し、前記保存手段４３０から条件付き要求に該当する
メッセージヒストリデータを読み出すために前記条件付き要求を処理し、このようなメッ
セージヒストリデータをディスプレイ４１５に出力する。また、前記保存手段４３０は、
送受信メッセージなどのメッセージヒストリデータを保存する。
【００７６】
　図１５は、本発明の実施形態によるＵＴＲＡＮ５２０のブロック図を示す。ＵＴＲＡＮ
５２０は、１つ又はそれ以上の無線ネットワークサブシステム（ＲＮＳ）５２５を含み、
それぞれのＲＮＳ５２５は、無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）５２３と該ＲＮＣ５２
３により管理される複数のＮｏｄｅ　Ｂ（基地局）５２１を含む。また、ＲＮＣ５２３は
、無線リソースの割り当て及び管理を担当し、コアネットワーク４に対してアクセスポイ
ントとして動作する。さらに、前記ＲＮＣ５２３は、本発明の方法を行うために使用され
る。
【００７７】
　Ｎｏｄｅ　Ｂ５２１は、アップリンクで端末４００の物理層により送信された情報を受
信し、ダウンリンクで前記端末にデータを送信し、前記端末４００のためのＵＴＲＡＮ５
２０のアクセスポイント又は送受信器として動作する。前記移動通信装置４００は、前記
プロセッシングユニット４１０又は他のデータ／デジタルプロセッシングユニットのみを
使用して実現することもでき、外部サポート論理（ｅｘｔｅｒｎａｌ　ｓｕｐｐｏｒｔ　
ｌｏｇｉｃ）と共に使用して実現することもできることは当業者にとって明白である。
【００７８】
　本発明によると、移動通信端末のユーザは、複数の上位層チャネルから下位層チャネル
にデータユニットを多重化することにより、伝送時間間隔内で複数のデータユニットを伝
送するためのトランスポートフォーマット組み合わせを選択することができ、決定された
ＴＦＣＳ及び伝送優先順位により選択される前記トランスポートフォーマット組み合わせ
は、各複数の上位層チャネルからデータユニットを伝送するために存在し、複数の上位層
チャネルの少なくとも１つは、対応する最低ＱｏＳ要求事項を設けており、前記少なくと
も１つの上位層チャネルに対する最低ＱｏＳを保障するようにトランスポートフォーマッ
ト組み合わせが選択される。
【００７９】
　本発明は、無線通信に関連して説明されたが、無線通信特性を備えたＰＤＡ及びラップ
トップコンピュータのような移動装置を使用する他の無線通信システムにも適用できる。
また、本発明を説明するために使用された特定用語は本発明の権利範囲をＵＭＴＳなどの
特定無線通信システムに限定するものではない。本発明は、さらに、ＴＤＭＡ、ＣＤＭＡ
、ＦＤＭＡ、ＷＣＤＭＡなどの他の無線インタフェース及び／又は他の物理層を使用する
他の無線通信システムにも適用できる。
【００８０】
　本実施形態は、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、又はこれらの組み合わ
せを生産するための標準プログラム及び／又はエンジニアリング技術を利用して製造方法
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、装置、又は製造物として実行できる。ここで、「製造物」という用語は、ハードウェア
ロジック（例えば、集積回路チップ、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ
　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉ
ｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）など）、コンピュータ可読媒体（例えば、ハード
ディスクドライブ、フロッピー（登録商標）ディスク、テープなどの磁気記録媒体）、光
記録装置（ＣＤ－ＲＯＭ、光ディスクなど）、又は揮発性／不揮発性メモリ装置（例えば
、ＥＥＰＲＯＭ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ファームウェア、プ
ログラムロジックなど）において実行されるコードやロジックを示す。
【００８１】
　コンピュータ可読媒体内のコードはプロセッサにより接続及び実行される。本実施形態
を実行するコードは伝送媒体を通じて、又はネットワーク上のファイルサーバから接続す
ることもできる。その場合、前記コードが実行される製造物は、ネットワーク転送ライン
、無線伝送媒体、空中を伝播する信号、無線波、赤外線信号などの伝送媒体を含む。もち
ろん、当該技術分野における通常の知識を有する者であれば、本発明の要旨を逸脱しない
範囲においてこのような形態の多様な変形が可能であり、前記製造物が公知の情報伝達媒
体も含むことができるという点を理解すると思われる。
【００８２】
　本発明の思想や重要な特性から外れない限り、本発明は多様な形態で実現することがで
き、前述した実施形態によって限定されるものでなく、むしろ請求の範囲に記載の本発明
の思想や範囲内で広く解釈されるべきであり、本発明の請求の範囲内で行われるあらゆる
変更及び変形、並びに請求の範囲の均等物は本発明の請求の範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
　発明の理解を容易にするために添付され、本明細書の一部を構成する図面は、本発明の
多様な実施形態を示し、明細書と共に本発明の原理を説明する。図面において同一符号を
付す本発明の特徴、構成要素、及び様態は、１つ以上の実施形態において同一、同等、又
は類似した特徴、構成要素、及び様態を示す。
【図１】一般的なＵＭＴＳネットワーク構造を示す図である。
【図２】前記ＵＭＴＳで使用される一般的な無線インタフェースプロトコルの構造を示す
図である。
【図３】ＭＡＣ層がＴＦＣを選択する方法を示す図である。
【図４】複数の論理チャネルと複数のトランスポートチャネルが１つの無線チャネルに多
重化されることを示す図である。
【図５】最優先順位の論理チャネルのＴＢの数が３であるときにトランスポートフォーマ
ット組み合わせを選択する方法を示す図である。
【図６】最優先順位の論理チャネルのＴＢの数が７であるときにトランスポートフォーマ
ット組み合わせを選択する方法を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態により、特定論理チャネルの最低サービス品質が保障される
ように上位層がトランスポートフォーマット組み合わせセットを構成する方法を示す図で
ある。
【図８】図７で構成されたトランスポートフォーマット組み合わせセットにおいて、最優
先順位の論理チャネルのＴＢの数が３であるときに最適ＴＦＣを選択する方法を示す図で
ある。
【図９】図７で構成されたトランスポートフォーマット組み合わせセットにおいて、最優
先順位の論理チャネルのＴＢの数が７であるときに最適ＴＦＣを選択する方法を示す図で
ある。
【図１０】本発明の一実施形態により、上位層が特定論理チャネルの最低サービス品質保
障をＭＡＣ層に指示する方法を示す図である。
【図１１】本発明の一実施形態により、上位層の最低サービス品質保障の指示により、最
優先順位の論理チャネルのＴＢの数が３であるときに最適ＴＦＣを選択する方法を示す図
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である。
【図１２】本発明の一実施形態により、上位層の最低サービス品質保障の指示により、最
優先順位の論理チャネルのＴＢの数が７であるときに最適ＴＦＣを選択する方法を示す図
である。
【図１３】本発明の一実施形態により、最低サービス品質が保障されるようにＭＡＣ層が
トランスポートフォーマット組み合わせを選択する方法を示す図である。
【図１４】本発明の一実施形態により、最低サービス品質が保障されるようにＭＡＣ層が
トランスポートフォーマット組み合わせを選択する端末を示す図である。
【図１５】本発明の一実施形態により、最低サービス品質が保障されるようにＭＡＣ層が
トランスポートフォーマット組み合わせを選択するネットワークを示す図である。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】
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【図１４】 【図１５】
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