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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　制御チャネルがダウンリンク共有チャネルへマッピングされる際に、前記ダウンリンク
共有チャネルがネットワーク内のサービスセルから正しく受信されないだろうことを、端
末のモジュールにおいて検出することと、
　前記検出に基づき、前記モジュールによって、前記端末をセルフォワードアクセスチャ
ネル状態へ自律的に移行させることと、
を含む方法。
【請求項２】
　前記方法は、前記端末におけるユーザアクションの必要なしに、前記端末と前記ネット
ワークとの間におけるシグナリング搬送接続を自動再確立することを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記方法は、前記端末が、アクセスチャネル上においてネットワークノードに通知する
ためのアップリンクシグナリングを開始し、適合するセルにおいてダウンリンク共有チャ
ネル再確立を要求することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記方法は、前記ネットワークが、無線リンクを再確立するための手順を開始し、前記
ダウンリンク共有チャネル接続を再確立することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
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　前記方法は、アクティブセットにおいて最も強いセルである前記適合するセルを選ぶス
テップを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記方法は、前記サービスセルからの接続が失われる前に行われた計測に基づいて前記
適合するセルを選ぶステップを含む、請求項３に記載の方法。
【請求項７】
　前記方法は、セル専用チャネルモードで無線リソース制御シグナリング接続を修復する
ために、通常の専用物理チャネルをセットアップするステップを含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項８】
　前記アクセスチャネルはランダムアクセスチャネルである、請求項３に記載の方法。
【請求項９】
　前記ダウンリンク共有チャネルは高速ダウンリンク共有チャネルである、請求項１に記
載の方法。
【請求項１０】
　前記制御チャネルは専用制御チャネルである、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記端末は、前記ダウンリンク共有チャネルが失われたことを検出した後、前記ネット
ワークへ通知しうるように構成される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記モジュールが、前記正しく受信されないだろうことの検出に基づき、ダウンリンク
共有チャネル接続が失われたことを検出することを含み、
　さらに、前記移行したセルフォワードアクセスチャネル状態でシグナル無線ベアラセッ
トアップ手順を開始することを含む、方法。
【請求項１３】
　前記ネットワークが、ダウンリンク共有チャネル接続が失われたことを検出し、前記端
末がセルフォワードアクセスチャネル状態にあると内部で見なし、その後、ハング中の全
ての専用物理チャネルを終了する、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記検出するステップは、前記サービスセルから受信した前記制御チャネル内の情報に
基づいて品質基準を判断するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　端末において、制御チャネルがダウンリンク共有チャネルへマッピングされる際に、前
記共有チャネルがネットワーク内のサービスセルから正しく受信されないだろうことを検
出し、前記端末をセルフォワードアクセスチャネル状態へ自律的に移行させるよう構成さ
れる１つ以上の集積回路を備える、チップハードウェアを含むデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、符号分割多元接続（Code Division Multiple Access; CDMA）に基
づいて第3世代移動体通信規格化プロジェクト（3rd Generation Partnership Project; 3
GPPまたは3GPP2）の一部を形成するユニバーサル移動体通信システム（Universal Mobile
 Telecommunications System; UTMS）を含む、UTMSに関する。
【０００２】
　本発明は、高速ダウンリンクパケットアクセス（High Speed Downlink Packet Access;
 HSDPA）およびHSDPAとともに使用される新しい特徴、いわゆる「部分専用物理チャネル
（Fractional Dedicated Physical Channel; F-DPCH）」を含む、リリース6広帯域CDMA（
「WCDMA」としても知られている）規格に関し、より具体的には、HSDPA/F-DPCHによる失
われたシグナリング接続のリカバリ方法に関する。
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【関連する問題の説明】
【０００３】
　一般に、図1aおよび1bは、当該技術分野で知られているUMTSパケットネットワークアー
キテクチャの基本図を示す。図laにおいて、UMTSパケットネットワークアーキテクチャは
、ユーザ装置（UE）、UMTS地上波無線アクセスネットワーク（UMTS Terrestrial Radio A
ccess Network; UTRAN）、およびコアネットワーク（Core Network; CN）の主要な構造要
素を含む。UE（本明細書においては「端末」とも称する）は、無線（Uu）インターフェー
ス上でUTRANにインターフェースで接続され、一方、UTRANは、（有線）Iuインターフェー
ス上でコアネットワーク（CN）にインターフェースで接続している。図1bは、アーキテク
チャ、特に、それぞれが少なくとも1つの無線ネットワーク制御装置（Radio Network Con
troller; RNC）を含有する複数の無線ネットワークサブシステム（Radio Network Subsys
tem; RNS）を含むUTRANのさらなる詳細を示す。動作中、各RNCは、GSM基地局へのUMTS対
応部分である複数のノードBに接続されることができる。各ノードBは、図1bに示す無線イ
ンターフェース（Uu）を介して複数のUEと無線接続していてよい。あるUEは、1つ以上の
ノードBが異なるRNCに接続されている場合であっても、複数のノードBと無線接続してい
てよい。例えば、図1bに示すUE1は、RNS1のノードB2およびRNS2のノードB3と無線接続し
ていてよく、ここでノードB2とノードB3は隣接するノードBである。これは、例えば、UE1
がハンドオーバー状態にあり、1つのノードBから別のノードBへの接続において変化があ
る場合に生じる。異なるRNSのRNCは、携帯UEが、1つのRNCのノードBに属するセルから別
のRNCのノードBに属するセルへ移動しながら、両方のRNCと交信を保つことを可能にするI
urインターフェースによって接続されることができる。
【０００４】
　リリース6 WCDMA規格は、HSDPAとともに「部分専用物理チャネル（F-DPCH）」の使用を
提供し、これは図1aおよび1bにおいて示されるようにUMTSにおいて実装されることができ
る。特に、図2は、提案されているダウンリンク（DL）内のF-DPCHスロットフォーマット
を示し、DL専用物理チャネル（DPCH）内には、専用物理データチャネル（DPDCH）ビット
を搬送するいかなるデータのためのスペースもないという事実を説明している。例えば、
現在のDPCH無線フレームは、各スロット＃1がDPDCH（データ1）、DPCCH（TPCおよびTFCI
）、DPDCH（データ2）ならびにDPCCH（Pilot）を有する15のスロットを含み、一方、提案
されているF-DPCHスロットフォーマットは、それぞれがTx OFFに関連してTPCおよびPilot
の何らかの配置を有する5つの異なるオプション1～5（オプション4は当該規格に採用され
た）を含み、ここで伝送はオフであるが、図示するようにDPDCHビットはオフではない。
【０００５】
　実際に、F-DPCHの原理は、ダウンリンク方向において専用物理制御チャネル（DPCCH）
のみを有し専用物理データチャネル（DPDCH）を全く有しないことであり、したがって、
制御シグナリングを搬送する論理チャネル、専用制御チャネル（DCCH）（無線リソース制
御（RRC）シグナリング等）を含むダウンリンク内のすべてのトラフィックは、HSDPA上に
（例えば、HS-DSCH上に）搬送されるであろう。
【０００６】
　このアプローチに関連する問題は、ソフトハンドオーバーエリア内のセルエッジにおい
て、端末は単一の無線基地局装置（Base Transceiving Station; BTS）（HS-DSCHはソフ
トハンドオーバーにあることができないため）のみからHS-DSCH以外のいくつかの無線リ
ンクを受信している場合があることである。リリース5規格において、HS-DSCHを持つサー
ビスセルが弱くなってきたことを計測が示す場合、ダウンリンクPDCH（DPCCHおよびDPDCH
によって形成され、したがってデータ搬送性能を有するDPCH）に伝送された制御‐シグナ
リング‐搬送論理チャネルDCCHを使用して、別のセルから来るHS-DSCHを再構成する制御
メッセージをトランスポートすることができる。これは、UEがSHO内にある際には同じDPD
CHコンテンツがソフトハンドオーバーに関与するすべてのセルから伝送されるが、HS-DSC
Hは1つのセルのみから伝送され、したがって1つのセルからのシグナリングを失うことは
ダウンリンクDPDCH上に伝送されたチャネルの受信に影響を及ぼさないからである（以下
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の図1d参照）。ここで制御シグナリングを配信するDCCHがHS-DSCHへマッピングされ、HS-
DSCHを伝送するこのセルが確実なシグナリング伝達には弱くなりすぎる（かつ、最悪の場
合には適合するセルのアクティブセットから失われる）場合、いくつかのセルから生じる
DPCHがあるが端末のためにダウンリンク内のシグナリングを搬送する可能性はなく、した
がって、ネットワークが端末の受信をそれが失われたHS-DSCHからどこか他の場所へ再構
成する機構がないという状況が展開する。常にDPCH上にある（かつHS-DSCH上には絶対に
ない）DCCHをマッピングすることによって問題は単純に回避できるが、この状況はリリー
ス5規格であっても生じる（例えば、DCCHがHS-DSCHへマッピングされる場合）。しかしな
がら、F-DPCHを使用すると、シグナリング伝達HS-DSCHを使用する以外に利用可能なオプ
ションはなく、したがって問題は避けられない。
【０００７】
　例えば、図1cは特に、CELL_DCH状態の場合にDCCHがどのようにしてHSDPAまたはDCHチャ
ネルのいずれかへマッピングされるか、また同時に、CELL_FACH状態の場合にDCCHがどの
ようにしてマッピングされるかを示し、一方、図1dは、HS-DSCHが常に1つのセルのみから
伝送されることを示す。動作中、DCCHがDPCHとともに伝送されると、SHO内においてすべ
ての無線リンクを使用して伝送され、したがってDCCH接続を切断しない1つの無線リンク
を失うが、DCCHがHS-DSCHとともに伝送されると、SHO内において無線リンク（Radio Link
; RL）が失われ、次いでDCCH接続が失われ、CELL_FACHへ移行して、ここで、CELL_FACE状
態ですべてのUEによって共有されるフォワードアクセスチャネルを使用してDCCHが送信さ
れることによって回復されることができる。
【０００８】
　この問題に解決策を提供する既知の先行技術はない。
【発明のまとめ】
【０００９】
　本発明は、この問題に解決策を提供するものである。
【００１０】
　最も広い意味において、本発明は、端末などの1つのノードにおいて、制御チャネルが
ダウンリンク共有チャネルへマッピングされる際に、前記共有チャネルがネットワーク内
のサービスセルの制御におけるノードBなどの別のノードから正しく受信されないだろう
ことを検出し、前記端末を別のプロトコル状態へ自立的に移行させるステップを特色とす
る、新しくかつ独自の方法を提供する。当該方法は、前記端末のユーザから必要とされる
アクションなしに、前記端末と前記ネットワークとの間におけるシグナリング搬送接続の
自動再確立も含む。
【００１１】
　一実施例において、前記ダウンリンク共有チャネルは高速ダウンリンク共有チャネル（
HSDSCH）であってよく、前記制御チャネルは専用制御チャネル（DCCH）であってよく、前
記DCCHはHS-DSCH上で搬送されることができ、制御プロトコルは無線リソース制御（RRC）
プロトコルであってよく、プロトコル状態は、例えばCELL_FACHおよびCELL_DCH、または
これらの特徴の1つ以上の何らかの組み合わせなどのRRCプロトコル状態であってよい。
【００１２】
　動作中、前記端末は、前記ダウンリンク共有チャネルが失われたことを検出した後、そ
のネットワークへ通知することができる。前記端末は、アクセスチャネル上においてネッ
トワークノードに通知するためのアップリンクシグナリングを開始し、適合するセルにお
いてダウンリンク共有チャネル再確立を要求することもできる。一実施例において、前記
アクセスチャネルは、ランダムアクセスチャネル（RACH）またはその他適合するアクセス
チャネルの形態をとってよい。前記適合するセルは、セルのアクティブセットにおいて最
も強いセルであってよく、前記サービスセルからの接続が失われる前に行われた計測に基
づくものであってよい。
【００１３】
　代替の実施例において、ネットワーク自体は前記無線リンクを再確立するための手段を
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開始し、妥当な場合、前記ダウンリンク共有チャネル接続を再確立することができる。
【００１４】
　本発明によると、前記検出するステップは、1つ以上のTPCフィールド内の情報を含む、
前記サービスセルから受信した前記制御チャネル内の情報に基づいて品質基準を判断する
ステップを含んでよい。前記端末は、前記共有チャネルとの同じ無線リンクにおいて伝送
された前記制御チャネルの品質が、所定期間にわたって所定閾値品質（Qout）より劣る際
に、前記共有チャネルが失われたことを検出する。一例として、所定閾値品質（Qout）は
制御チャネル内のTPCフィールドの約30％エラー、またはその他何らかの適合する品質基
準に対応してよく、所定期間は約160ミリ秒、またはその他何らかの適合するタイムフレ
ームであってよい。前記端末が、専用物理チャネルがアップリンクおよびダウンリンク方
向にある前記端末に割り当てられた一定の状態にある場合、所定期間にわたって品質基準
を検討した後、前記端末はリンク品質が「同期している」または「同期していない」と見
なす。1つまたはいくつかの連続的な評価期間にわたる品質基準を確立された物理チャネ
ルと比較して「同期していない」と見なした後に前記端末はタイマーを開始し、1つまた
は多数の後続期間にわたる品質基準を「同期している」と見なした際に、前記端末はタイ
マーを停止およびリセットし、または前記タイマーが切れた場合は無線リンク障害がある
と判定する。前記確立された物理チャネルは物理チャネル（DPCCHまたはF-DPCH）を含ん
でよい。無線リンク障害は、UEがセル更新手順を開始するのをトリガすることができ、そ
の間に専用物理チャネルが解除され、端末はCELL_FACH状態へ移行する。
【００１５】
　特に、当該方法は、独自に、CELL_DCH状態で無線リソース制御（RRC）シグナリング接
続を修復するために、通常のR'99/R'5 DPCHをセットアップするステップを特色とする。
【００１６】
　本発明は、ユーザ装置または端末、ネットワークノード、ネットワークまたはシステム
、コンピュータプログラムもしくはそれらの何らかの組み合わせのうちいずれかの形態を
とり得る装置において実装されることができる。
【００１７】
　例えば、ユーザ装置または端末は、本発明に従って、かつ本明細書に記載されているこ
とと一致するように、制御チャネルがダウンリンク共有チャネルへマッピングされる際に
、前記共有チャネルがネットワーク内のサービスセルから正しく受信されないだろうこと
を検出し、前記ユーザ装置を別のプロトコル状態へ自立的に移行させるモジュールを特色
とすることができる。
【００１８】
　ネットワークノードは、本発明に従って、かつ本明細書に記載されていることと一致す
るように、該当するネットワーク内の該当するユーザ装置（または端末）と連携するモジ
ュールであって、前記対応するモジュールは、前記端末が、該当する制御チャネルが該当
するダウンリンク共有チャネルへマッピングされる際に、該当するネットワーク内の該当
するサービスセルから正しく受信されないだろうことを検出し、該当する別のプロトコル
状態へ自立的に移行させるモジュールを特色とすることができる。
【００１９】
　ネットワークまたはシステムは、該当する端末と連携するための該当するネットワーク
ノードを有するであろう。
【００２０】
　本発明は、機械可読担体に格納されたプログラムコードを持つコンピュータプログラム
であって、前記コンピュータプログラムが、端末またはUE、ネットワークノード、もしく
はそれらの何らかの組み合わせのいずれかのプロセッサまたは制御モジュールにおいて起
動する際に、端末またはUEもしくはネットワークノードにおいて、制御チャネルがダウン
リンク共有チャネルへマッピングされる際に、前記共有チャネルがネットワーク内のサー
ビスセルから正しく受信されないだろうことを検出するステップと、前記端末を別のプロ
トコル状態へ自立的に移行させるステップとを含む方法のステップを実行するための、コ
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ンピュータプログラムの形態をとることもできる。
【００２１】
　本発明の範囲は、端末において、制御チャネルがダウンリンク共有チャネルへマッピン
グされる際に、前記共有チャネルがネットワーク内のサービスセルから正しく受信されな
いだろうことを検出し、前記端末を別のプロトコル状態へ自立的に移行させるための1つ
以上の集積回路を備える、チップハードウェアを含むデバイスも対象としている。前記デ
バイスは、その機能性を実行するための特定用途向け集積回路（Application Specific I
ntegrated Circuit; ASIC）の形態をとってよい。例えば、前記チップハードウェアは、
サービスセルの一部を形成する端末またはネットワークノードの一部を形成してよい。
【００２２】
　その最も基本的な動作において、本発明は、例えば、端末またはUEが、DCCHがHS-DSCH
へマッピングされる際に、サービスセルから、例えばHS-DSCHを、正しく受信できないだ
ろうことを検出する場合（例えば、アップリンク計測レポートや、一般的にサービスHS-D
SCHセルにおいて共通パイロットチャネル（CPICH）のレベルが低下し過ぎることについて
の、いかなる無線リンク制御（RLC）承認モードフィードバックも受信しない）における
、新しい端末またはUE挙動を定義する。
【００２３】
　一解決策において、前記端末はセルフォワードアクセスチャネル（CELL_FACH）状態へ
自立的に移行され、ランダムアクセスチャネル（RACH）上においてネットワークに通知す
るためのアップリンクシグナリングを開始し、適合するセルにおいてHS-DSCH再確立を要
求する（好ましくは、アクティブセットにおける最も強いものにおいて、または、サービ
スHS-DSCHセルからの接続が失われる前に行われた計測に従って）、もしくは、CELL_DCH
状態でRRCシグナリング接続を修復するために、通常のR'99/R'5 DPCHがセットアップされ
るであろう。
【００２４】
　代替の解決策としては、CELL_FACH状態へ自立的に移行してDPCH接続を解除する代わり
に、UEは、前記DPCHの前記ネットワークとの物理層接続を維持し、RRCシグナリング伝達
のためにアクティブセット内における別のセルのFACH（またはHS-DSCH）をリスニングし
始めることができる。この構想の欠点は、ソフトハンドオーバー（SHO）において選ぶセ
ルがいくつかあり、ネットワークはFACH（HS-DSCHも同様）が1つのセルのみに送信される
ため、RRCメッセージが送信されるべきセルが自動的にはわからないということである。
【００２５】
　第3の解決策としては、CELL_FACH状態へ自立的に移行してDPCH接続を解除する代わりに
、UEは、前記DPCHの前記ネットワークとの前記物理層接続を維持することができ、UEおよ
びネットワークはSRBをDPDCHに自動的に再構成することができ、使用されているF-DPCHの
場合にもF-DPCHを事前構成されたR'99 DPCHに再構成することができる。しかしながら、
この解決策は、UEのためにその他の解決策よりも高価な事前構成を必要とする可能性が高
く、したがって採用されない可能性が高い。
【００２６】
　本発明の一利点は、シグナル無線ベアラがHS-DSCHへマッピングされ、HS-DSCH接続が失
われた場合に、リカバリ機構を提供することである。
【００２７】
　本発明の前述およびその他の目的、特徴および利点は、その典型的な実施例の以下の詳
細な説明に照らして、より明らかとなるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　本発明の実装形態は、以下を含んでよい。
【００２９】
　初期条件は、シグナリング無線ベアラ（例えば、DCCHと称される論理チャネル上で送信
されるRRCシグナリング）がHS-DSCHへマッピングされることである。その他のオプション
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は存在しないためにF-DPCHが使用される場合にもそうでなくてはならない。
【００３０】
　ここで、HS-DSCH接続が失われる（すなわち、ネットワークがUEまたは端末上での制御
を失う）というイベントにおいて、UEはこの状況を検出することができ、例えば何らかの
ネットワーク設定された遅延の後、UEは自立的にCELL_FACHモードに戻り、通常通りRACH
上でシグナル無線ベアラ（SRB）セットアップ手順を開始することができる。
【００３１】
　また、ネットワークは同じ状況を検出することができ、上述の遅延の後、UEがCELL_FAC
H状態にあると内部で見なし、その後、ハング中のDPCHを終了することができる。
【００３２】
　ネットワークは、例えば、CPICHレベル、最後のメッセージが受信されてからの遅延（
ネットワーク側に既に存在する非活動タイマーと同様）またはその他のものに基づいて、
HS-DSCH接続が失われたとUEが見なす時の基準を制御することができた。また、ネットワ
ークは、UEがこの状況を検出した後、CELL_FACH状態に移行する前に待つよう、ヒステリ
シス遅延を設定することができる。
【００３３】

図3：端末またはUE 100

　図3は、一例として、本明細書に図示され記載されているものと一致する、図1aおよび1
bに示されるネットワークの一部を形成することができる、本発明によると概して100とし
て示されている端末またはUEを示す。端末またはUEは、ダウンリンク共有チャネル検出モ
ジュール102およびその他の端末モジュール104を含む。
【００３４】
　動作中、ダウンリンク共有チャネル検出モジュール102は、端末において、制御チャネ
ルがダウンリンク共有チャネルへマッピングされる際に、前記共有チャネルがネットワー
ク内のサービスセルから正しく受信されないだろうことを検出し、前記端末を別のプロト
コル状態へ自立的に移行させる。
【００３５】
　モジュール102は、前記端末のユーザから必要とされるアクションなしに、前記端末と
前記ネットワークとの間におけるシグナリング搬送接続の自動再確立を提供するために、
図4に関連して図示され記載されているネットワークノードと連携もしている。
【００３６】
　本明細書に記載されているものと一致するように、前記ダウンリンク共有チャネルは高
速ダウンリンク共有チャネル（HS-DSCH）を含んでよく、前記制御チャネルは専用制御チ
ャネル（DCCH）を含んでよく、前記その他のチャネル状態はセルフォワードアクセスチャ
ネル（FACH）状態を含んでよく、前記プロトコル状態は無線リソース制御（RRC）プロト
コル状態を含んでよい。
【００３７】
　動作中、モジュール102は、ダウンリンク共有チャネルが失われたことを検出した後、
そのネットワークノード（図4）へ通知する。またモジュール102は、アクセスチャネル上
においてネットワークノードに通知するためのアップリンクシグナリングを開始し（図4
）、適合するセルにおいてダウンリンク共有チャネル再確立を要求する。前記アクセスチ
ャネルは、ランダムアクセスチャネル（RACH）を含んでよい。適合するセルは、セルのア
クティブセットにおいて最も強いセルであってよく、前記サービスセルからの接続が失わ
れる前に行われた計測に基づくものであってよい。本発明の範囲は、前記無線リンクを再
確立するための手段を開始し、妥当な場合、例えば、本明細書において論じられているも
のと一致するネットワークノードにおいて、前記ダウンリンク共有チャネル接続を再確立
するネットワークを含むことも意図している。
【００３８】
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　モジュール102は、CELL_DCHモードで無線リソース制御（RRC）シグナリング接続を修復
するために、通常のR'99/R'5 DPCHをセットアップすることもできる。
【００３９】
　一例として、モジュール102の機能性は、本発明の範囲はそれら任意の特定の実施例に
限定されることを意図するものではないが、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェ
ア、またはそれらの組み合わせを使用して実装されることができる。典型的なソフトウェ
ア実装において、モジュール102は、マイクロプロセッサ、ランダムアクセスメモリ（Ran
dom Access Memory; RAM）、読み出し専用メモリ（Read Only Memory; ROM）、入力／出
力デバイスおよび制御、データおよびそれを接続するアドレスバスを有する1つ以上のマ
イクロプロセッサベースのアーキテクチャであろう。当業者であれば、過度の実験なく本
明細書に記載されている機能性を実行するために、該当するマイクロプロセッサベースの
実装をプログラムすることができるであろう。本発明の範囲は、既知の、または将来開発
される技術を使用する任意の特定の実装に限定されることを意図するものではない。さら
に、本発明の範囲は、別のモジュールを実装するためのその他の回路と組み合わせて、ス
タンドアロンモジュールであるモジュール102を含むことを意図している。
【００４０】
　その他のモジュール104とその機能性は当該技術分野において既知であり、それ自体は
根本的な発明の一部を形成しないため、本明細書においては詳述しない。例えば、その他
のモジュール104は、当該技術分野において既知であり、本明細書には記載されていないU
MTS加入者識別モジュール（Subscriber Identity Module; USIM）および携帯装置（Mobil
e Equipment; ME）モジュールなど、その他のモジュールを含んでよい。モジュール102は
、スタンドアロンモジュールであってよく、USIM、MEまたはそれらの何らかの組み合わせ
の一部を形成することができる。
【００４１】

図4：ネットワークノード200

　図4は、一例として、本明細書に図示され記載されているものと一致する、図1aおよび1
bに示されるRNS、RNC、ノードBまたはそれらの何らかの組み合わせの一部を形成すること
ができる、本発明によると概して200として示されているネットワークノードを示す。本
発明の範囲は、ネットワークノードの機能性がネットワーク内で実装される場合に限定さ
れることを意図するものではない。ネットワークノード200は、ダウンリンク共有チャネ
ルモジュール202およびその他のネットワークモジュール204を含む。
【００４２】
　ダウンリンク共有チャネルモジュール202は、図1aおよび1bに示すもののような該当す
るネットワーク内のユーザ装置または端末100のモジュール102と連携しており、モジュー
ル202は、本発明に従って、また本明細書に記載されていることと一致するように、端末1
00が、該当する制御チャネルが該当するダウンリンク共有チャネルへマッピングされる際
に、前記共有チャネルが前記ネットワーク内の該当するサービスセルから正しく受信され
ないだろうことを検出し、該当する別のプロトコル状態へ自立的に移行させることを可能
にする。
【００４３】
　モジュール202は、前記端末のユーザから必要とされるアクションなしに、前記端末と
前記ネットワークとの間におけるシグナリング搬送接続の自動再確立を提供するために、
図3に関連して図示され記載されているモジュール102と連携もしている。
【００４４】
　動作中、モジュール202は、無線リンクを再確立するための手順を開始し、妥当な場合
、本明細書において論じられているものと一致する、ダウンリンク共有チャネル接続を再
確立することができる。
【００４５】
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　一例として、モジュール202の機能性は、本発明の範囲はそれら任意の特定の実施例に
限定されることを意図するものではないが、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェ
ア、またはそれらの組み合わせを使用して実装されることができる。典型的なソフトウェ
ア実装において、モジュール102は、マイクロプロセッサ、ランダムアクセスメモリ（RAM
）、読み出し専用メモリ（ROM）、入力／出力デバイスおよび制御、データおよびそれを
接続するアドレスバスを有する1つ以上のマイクロプロセッサベースのアーキテクチャで
あろう。当業者であれば、過度の実験なく本明細書に記載されている機能性を実行するた
めに、該当するマイクロプロセッサベースの実装をプログラムすることができるであろう
。本発明の範囲は、既知の、または将来開発される技術を使用する任意の特定の実装に限
定されることを意図するものではない。さらに、本発明の範囲は、別のモジュールを実装
するためのその他の回路と組み合わせて、スタンドアロンモジュールであるモジュール10
2を含むことを意図している。
【００４６】
　その他のモジュール204とその機能性は当該技術分野において既知であり、それ自体は
根本的な発明の一部を形成しないため、本明細書においては詳述しない。例えば、その他
のモジュール204は、当該技術分野において既知であり、本明細書には記載されていない
が、RNS、RNC、ノードBまたはそれらの何らかの組み合わせにおいて、1つ以上のその他の
モジュールを含んでよい。
【００４７】
略称リスト
CPICH    Common Pilot Channel（共通パイロットチャネル）
DCCH     Dedicated Control Channel（専用制御チャネル）
DL       Downlink（ダウンリンク）
DPCH     Dedicated Physical Channel（専用物理チャネル）
DPCCH    Dedicated Physical Control Channel（専用物理層チャネル）
DPDCH    Dedicated Physical Data Channel（専用物理データチャネル）
FACH     Forward Access Channel（フォワードアクセスチャネル）
F-DPCH   Fractional DPCH（部分専用物理チャネル）
HS-DSCH  High Speed Downlink Shared Channel（高速ダウンリンク共有チャネル）
RACH     Random Access Channel（ランダムアクセスチャネル）
RLC      Radio Link Control（無線リンク制御）
RRC      Radio Resource Control（無線リソース制御）
SHO      SOFT HANDOVER（ソフトハンドオーバー）
SRB      Signaling Radio Bearer（シグナル無線ベアラ）
TFCI     Transport Format Combination Indicator（トランスポートフォーマット組み
合わせ識別子）
TPC      Transmission Power Control（伝送電力制御）
UE       User Equipment （ユーザ装置）
UL       Uplink（アップリンク）
【００４８】
発明の範囲
　本明細書において別段の記述がない限り、本明細書における特定の実施例に関するあら
ゆる特徴、特性、代替、または修正は、本明細書に記載されているその他いかなる実施例
に適用する、使用する、または組み込むこともできることを理解すべきである。また、本
明細書の図面は、原寸に比例して描かれていない。
　本発明をその典型的な実施例に関して記述および説明したが、本発明の精神および範囲
を逸脱することなく、それらの実施例には前述およびその他様々な追加および省略を行う
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】



(10) JP 4827839 B2 2011.11.30

10

　図面は原寸に比例して描かれたものではなく、以下の図を含む。
【図１ａ】当該技術分野で知られているUMTSパケットネットワークアーキテクチャの基本
図を示す。
【図１ｂ】当該技術分野で知られているUMTSパケットネットワークアーキテクチャの基本
図を示す。
【図１ｃ】ネットワーク制御シグナリングを搬送するチャネルおよびUEがソフトハンドオ
ーバーしている際の物理層接続の図を示す。
【図１ｄ】ネットワーク制御シグナリングを搬送するチャネルおよびUEがソフトハンドオ
ーバーしている際の物理層接続の図を示す。
【図２】提案されているダウンリンク内のF-DPCHスロットフォーマットを示す（3GPPはオ
プション4を採用）。
【図３】本発明によるユーザ装置または端末のブロック図を示す。
【図４】本発明によるネットワークノードのブロック図を示す。

【図１ａ】 【図１ｂ】
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