
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 パケットデータを区分する無線リンク制御階層エンティティと、前記無線リンク制御階
層エンティティからの前記区分されたパケットデータを対応する専用チャネルにマルチプ
レクシングする専用媒体接続制御階層エンティティと、前記区分されたパケットデータを
対応する共用チャネルにマルチプレクシングする共用媒体接続制御階層エンティティとを
含む基地局制御器と、前記マルチプレクシングされたパケットデータを対応するチャネル
を通じて使用者端末機に高速に伝送、または再伝送するための高速媒体接続階層エンティ
ティを含む基地局と、からなるシステムで、前記無線リンク制御階層エンティティに復旧
不能なエラーが発生する場合、前記高速媒体接続制御階層エンティティの不必要な伝送、
または再伝送を防止するための方法において、
　前記エラーの発生時、前記無線リンク制御階層エンティティをリセットする過程と、前
記無線リンク制御階層エンティティのリセットを示す無線リンク制御階層エンティティリ
セット情報を前記高速媒体接続制御階層エンティティに伝送し、前記高速媒体接続階層エ
ンティティをリセットする過程と、
　

　を含むことを特徴とする高速順方向パケット接続方式を使用する通信システムで高速媒
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前記高速媒体接続階層エンティティに無線リンク制御階層エンティティリセット情報を
伝送した後、設定時間後に、前記無線リンク制御階層エンティティから相手側無線リンク
制御階層エンティティにリセット情報を伝送して、前記相手側無線リンク制御階層エンテ
ィティがリセットされるように制御する過程と、



体接続制御階層エンティティのリセット方法。
【請求項２】
 前記無線リンク制御階層エンティティリセット情報は、前記無線リンク制御階層と前記
専用、または共用媒体接続制御階層間のプリミティブを通じて伝送されることを特徴とす
る請求項 に記載の方法。
【請求項３】
 前記無線リンク制御階層エンティティリセット情報は、フレームプロトコールのフレー
ムを通じて伝送されることを特徴とする請求項 に記載の方法。
【請求項４】
 前記設定時間は、前記無線リンク制御階層エンティティリセット情報を伝送するのに所
要される伝播遅延時間を考慮して設定することを特徴とする請求項 に記載の方法。
【請求項５】
 前記無線リンク制御階層エンティティは前記無線リンク制御階層エンティティリセット
情報を専用チャネルを通じて前記相手側無線リンク制御階層エンティティに伝送すること
を特徴とする請求項 に記載の方法。
【請求項６】
 前記無線リンク制御階層エンティティは前記無線リンク制御階層エンティティリセット
情報を示すプロトコールデータユニットを新規伝送指示者と共に前記相手側無線リンク制
御階層エンティティに伝送することを特徴とする請求項 に記載の方法。
【請求項７】
 パケットデータを区分する無線リンク制御階層エンティティと、前記無線リンク制御階
層エンティティからの前記区分されたパケットデータを対応する専用チャネルにマルチプ
レクシングする専用媒体接続制御階層エンティティと、前記区分されたパケットデータを
対応する共用チャネルにマルチプレクシングする共用媒体接続制御階層エンティティと、
を含む基地局制御器と、前記マルチプレクシングされたパケットデータを対応するチャネ
ルを通じて使用者端末機に高速に伝送、または再伝送するための高速媒体接続階層エンテ
ィティを含む基地局と、からなるシステムで、前記無線リンク制御階層エンティティで復
旧不能なエラーが発生する場合、前記高速媒体接続制御階層エンティティの不必要な伝送
、または再伝送を防止するための方法において、
　前記エラー発生時、前記無線リンク制御階層エンティティをリセットする過程と、前記
無線リンク制御階層エンティティのリセットを示す無線リンク制御階層エンティティのリ
セット情報を前記高速媒体接続制御階層エンティティに伝送する過程と、
　前記無線リンク制御階層エンティティのリセット情報に基づいて前記高速媒体接続制御
階層エンティティをリセットし、前記高速媒体接続制御階層エンティティからの前記高速
媒体接続制御階層エンティティのリセットを示す高速媒体接続制御階層エンティティのリ
セット情報を相手方高速媒体接続制御階層エンティティに伝送する過程と、
　

　を含むことを特徴とする高速順方向パケット接続方式を使用する通信システムで高速媒
体接続制御階層エンティティのリセット方法。
【請求項８】
 前記高速媒体接続制御階層エンティティのリセット情報は、媒体接続制御シグナリング
メッセージを通じて伝送されることを特徴とする請求項 に記載の方法。
【請求項９】
 前記媒体接続制御シグナリングメッセージは、前記媒体接続制御シグナリングメッセー
ジが媒体接続制御階層エンティティリセット情報のみを含むことを示すシグナリング指示
者を有するヘッダーと、前記高速媒体接続制御階層エンティティリセット情報によるリセ
ットを指示するリセット指示者と、を含むことを特徴とする請求項 に記載の方法。
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【請求項１０】
 前記設定時間は、前記無線リンク制御階層エンティティリセット情報を伝送するのに所
要される伝播遅延時間を考慮して設定することを特徴とする請求項 に記載の方法。
【請求項１１】
 前記無線リンク制御階層エンティティは、前記無線リンク制御階層エンティティリセッ
ト情報を専用チャネルを通じて前記相手側無線リンク制御階層エンティティに伝送するこ
とを特徴とする請求項 に記載の方法。
【請求項１２】
 前記無線リンク制御階層エンティティは、前記無線リンク制御階層リセット情報を示す
プロトコールデータユニットを新規伝送指示者と共に前記相手側無線リンク制御階層エン
ティティに伝送することを特徴とする請求項 に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は高速順方向パケット接続方式を使用する通信システムに関するもので、特に無線
リンク制御 (Radio Link Control：以下、ＲＬＣ )階層リセットによる高速媒体接続制御 (M
edium Access Control-high speed：以下、ＭＡＣ -ｈｓ )階層リセット方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
通常的に高速順方向パケット接続 (High Speed Downlink Packet Access：以下、ＨＳＤＰ
Ａ )方式は、広帯域符号分割多重接続 (Wideband-Code Division Multiple Access：以下、
Ｗ－ＣＤＭＡ )通信システムで順方向高速パケットデータ伝送を支援するための順方向デ
ータチャネルである高速順方向共通チャネル (High Speed-Downlink Shared Channel：以
下、ＨＳ－ＤＳＣＨ )とこれと関連された制御チャネルを管理するための装置、方法及び
システムを通称する。前記ＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムで高速パケットデータ
伝送を支援するために、下記の三つの方式、即ち適応的変調及びコーディング方式 (Adapt
ive Modulation and Coding：以下、ＡＭＣ )、複合再伝送方式 (Hybrid Automatic Retran
smission Request：以下、ＨＡＲＱ )及び速いセル選択 (Fast Cell Select：以下、ＦＣＳ
)方式が新たに導入された。
【０００３】
１）ＡＭＣ方式
前記ＡＭＣ方式はセル (cell)、即ち基地局 (Node B)と使用者端末機 (User Equipment：以
下、ＵＥ )間のチャネル状態に応じて相異なるデータチャネルの変調方式とコーディング
方式を適応的に決定して、前記セル全体の使用効率を向上させるデータ伝送方式をいう。
前記ＡＭＣ方式は複数個の変調方式と複数個のコーディング方式を有し、前記変調方式と
コーディング方式を組み合わせてデータチャネル信号を変調及びコーディングする。通常
的に前記変調方式とコーディング方式の組み合わせそれぞれを変調及びコーディングスキ
ーム (Modulation and Coding Scheme：以下、ＭＣＳ )とし、前記ＭＣＳ数に応じてレベル
(level)１からレベル (level)Ｎまで複数個のＭＣＳを定義することができる。即ち、前記
ＡＭＣ方式は前記ＭＣＳのレベル (level)を基地局と前記基地局と現在無線接続されてい
るＵＥ間のチャネル状態に応じて適応的に決定して前記基地局の全体システム効率を向上
させる方式である。
【０００４】
２）ＨＡＲＱ方式
前記ＨＡＲＱ、または多チャネル停止 -待機混合自動再伝送 (n-channel Stop And Wait Hy
brid Automatic Retransmission Request：以下、ＮチャネルＳＡＷ  ＨＡＲＱ )方式を説
明する。
【０００５】
通常的なＡＲＱ (Automatic Retransmission Request：以下、ＡＲＱ )方式は、ＵＥと基地
局制御器 (ＲＮＣ :Radio Network Controller)間に認知信号 (Acknowledgement：以下、Ａ
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ＣＫ )と再伝送パケットデータの交換が遂行された。しかし、前記ＨＡＲＱ方式は、前記
ＡＲＱ方式の伝送効率を増加させるために、次のような二つの方案を新たに適用したもの
である。一番目の方案は、前記ＨＡＲＱはＵＥと基地局間での再伝送要求及び応答を遂行
するものであり、二番目の方案は、誤りが発生したデータを一時的に貯蔵し、該当データ
の再伝送データとコンバイン (Combining)して伝送するものである。また、前記ＨＡＲＱ
方式は前記ＵＥと基地局のＭＡＣ間にＨＳ－ＤＳＣＨを通じてＡＣＫと再伝送パケットデ
ータが交換される。また、前記ＨＡＲＱ方式では従来のＳＡＷ  ＡＲＱ (Stop And Wait AR
Q)の短所を補完するために、前記ＮチャネルＳＡＷ  ＨＡＲＱ方式を導入した。前記ＳＡ
Ｗ  ＡＲＱ方式の場合、以前パケットデータに対するＡＣＫを受信しなければ次のパケッ
トデータを伝送しない。しかし、このように以前パケットデータに対するＡＣＫの受信後
のみに次パケットデータを伝送するので、前記ＳＡＷＡＲＱ方式はパケットデータを現在
伝送できるにも関わらず、ＡＣＫを待機すべきである場合が発生するとの短所がある。前
記ＮチャネルＳＱＷ  ＨＡＲＱ方式では前記以前パケットデータに対するＡＣＫを受信し
ない状態で多数のパケットデータを連続的に伝送してチャネルの使用効率を高めることが
できる。即ち、ＵＥと基地局間にＮ個の論理的なチャネル (Logical Channel)を設定し、
特定時間、またはチャネル番号に応じて前記Ｎ個のチャネルそれぞれを識別することがで
きると、パケットデータを受信するようになる前記ＵＥは、任意の時点で受信したパケッ
トデータがどのチャネルを通じて伝送されたパケットデータであるかを知ることができ、
受信されるべきである順序にパケットデータを構成するか、該当パケットデータをソフト
コンバイン (soft combining)するなどの必要な処置を取ることができる。
【０００６】
３）ＦＣＳ方式
前記ＦＣＳ方式は前記ＨＳＤＰＡ方式を使用しているＵＥがセル重畳地域、即ちハンドオ
ーバ領域 (soft handover region)に位置する場合、複数個のセル中、チャネル状態が良好
なセルを速く選択する方法である。前記ＦＣＳ方式は具体的に、前記ＨＳＤＰＡを使用し
ているＵＥが第１基地局と第２基地局間のセル重畳地域に進入する場合、前記ＵＥは複数
のセル、即ち複数個の基地局との無線リンク (以下、 Radio Link)を設定する。この時、前
記ＵＥと Radio Linkを設定したセルの集合をアクチブセット (active set)という。前記Ｆ
ＣＳ方式は前記アクチブセットに含まれたセルで一番良好なチャネル状態を維持している
セルのみからＨＳＤＰＡ用パケットデータを受信して全体的な干渉 (interference)を減少
させる。ここで、前記アクチブセットでチャネル状態が一番良好であり、ＨＳＤＰＡパケ
ットデータを伝送するセルをベストセル (best cell)とし、前記ＵＥは前記アクチブセッ
トに属するセルのチャネル状態を周期的に検査し、現在ベストセルよりチャネル状態が良
いセルが発生するかを検査する。前記検査結果、現在ベストセルよりチャネル状態が良い
セルが発生する場合、前記ＵＥは現在ベストセルを新たに発生したベストセルに代わるた
めに、ベストセル指示者 (Best Cell Indicator)などを前記アクチブセットに属している
すべてのセルに伝送する。前記ベストセル指示者にはベストセルに選択されたセルの識別
者が含まれて伝送され、前記アクチブセット内のセルは前記ベストセル指示者を受信し、
その受信したベストセル指示者に含まれたセル識別者を検査する。前記アクチブセット内
のセルそれぞれは前記ベストセル指示者が自身に該当するベストセル指示者であるかを検
査し、前記検査結果、ベストセルに選択された該当セルはＨＳ－ＤＳＣＨを利用して前記
ＵＥにパケットデータを伝送する。
【０００７】
次に、一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムのＲＬＣ階層のリセット過程につ
いて図１乃至図２を参照して説明する。下記の説明では説明の便宜上、ＭＡＣ階層エンテ
ィティ (entity)及びＲＬＣ階層エンティティを“ＭＡＣ”及び“ＲＬＣ”と称する。
【０００８】
前記図１は一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用しない符号分割多重接続通信システムのＲＬＣ
階層リセット過程を示した信号流れ図である。前記図１では前記ＲＬＣ階層が認知モード
(ＡＭ :Acknowledged Mode)に動作する場合のリセット過程を示す。
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【０００９】
通常的に、前記ＨＳＰＤＡ方式を使用しないシステムでは、誤りが発生したデータの再伝
送をＲＬＣが担当し、ＭＡＣと物理階層 (physical layer)は前記再伝送に関与しない。し
かし、前記ＨＳＤＰＡ方式では物理階層にＨＡＲＱ機能が付加されるので、前記物理階層
がＲＬＣとは独立的に誤り発生による再伝送制御機能を遂行するようになる。ここで、前
記ＲＬＣの動作を説明すると、次のようである。前記ＲＬＣはその動作方式に従って、通
過モード (Transparent Mode:ＴＭ )、非認知モード (Unacknowledged Mode:ＵＭ )、認知モ
ード (Acknowledged Mode:ＡＭ )に区分され、前記ＨＳＤＰＡ方式はＵＭとＡＭで動作する
。
【００１０】
一番目に、前記ＲＬＣがＵＭに動作する場合を説明する。ＵＥと基地局がＵＭに動作して
ＲＬＣに再伝送を遂行する場合、送信側ＲＬＣは伝送するパケットデータそれぞれに一連
番号であるシーケンス番号 (ＳＮ :Sequence Number)を含むヘッダーを挿入して受信側ＲＬ
Ｃに伝送する。前記受信側ＲＬＣはパケットデータのシーケンス番号を検査して、前記シ
ーケンス番号が連続的ではない場合、即ち、未受信パケットデータが発見される場合、先
ず、受信したパケットデータが正常的に受信されたにも関わらず廃棄する。
【００１１】
二番目に、前記ＲＬＣがＡＭに動作する場合を説明する。前記送信側ＲＬＣは前記シーケ
ンス番号を含むヘッダーが挿入されたパケットデータを受信側ＲＬＣに伝送し、前記受信
側ＲＬＣは受信されるパケットデータのシーケンス番号を検査して、前記シーケンス番号
が連続的ではない場合、即ち未受信パケットデータが発見される場合、前記送信側ＲＬＣ
に前記未受信パケットデータに対する再伝送を要求する。前記受信側ＲＬＣから再伝送要
求を受信した前記送信側ＲＬＣは、前記未受信パケットデータに該当するパケットデータ
を前記受信側ＲＬＣに再伝送する。
【００１２】
前記図１は前記ＲＬＣがＡＭに動作する場合であり、ＡＭに動作するＲＬＣをリセットさ
せるための機能として暗号化のためのＨＦＮＩ (Hyper Frame Number Indicator)を利用し
て同等の位置のＲＬＣ (peer-to-peer ＲＬＣ )、即ちＵＴＲＡＮ (ＵＭＴＳ  Terrestrial R
adio Access Network)のＲＬＣとＵＥのＲＬＣ間のＨＦＮＩを同期化させ同期化時点以後
のすべてのデータブロックを廃棄する。前記ＲＬＣリセットはプロトコール (protocol)エ
ラー状況でその手順が始まり、リセットを決定した送信側ＲＬＣ１００はリセットプロト
コールデータユニット (Protocol Data Unit：以下、ＰＤＵ )を同等の位置の相手側ＲＬＣ
、即ち受信側ＲＬＣ１５０に伝達する (１１１段階 )。前記リセットＰＤＵを受信した受信
側ＲＬＣ１５０はＲＬＣ上の変数を初期値に再設定し、受信側ＲＬＣ１５０のすべてのＰ
ＤＵを廃棄する。前記受信側ＲＬＣ１５０は前記ＲＬＣリセット過程を遂行した後、リセ
ット確認ＰＤＵ (Reset ＡＣＫ  ＰＤＵ )を前記送信側ＲＬＣ１００に伝達して前記ＲＬＣ
リセット過程を終了する (１１３段階 )。
【００１３】
すると、前記送信側ＲＬＣ１００及び受信側ＲＬＣ１５０のＲＬＣリセット過程による状
態遷移について図２を参照して説明する。
【００１４】
前記図２は図１のＲＬＣリセット過程によるＲＬＣ状態遷移を示した図である。前記図２
に示したように、ＲＬＣ上のＮＵＬＬ状態２００ではデータが伝送されない。データ伝送
のために、前記ＲＬＣは無線資源制御 (Radio Resource Control：以下、ＲＲＣ )階層エン
ティティの制御命令に応じてＲＬＣを再構成して、認知信号データ伝送準備 (ＡＣＫ  Data
 Transfer Ready)状態２５０に遷移する。下記説明では説明の便宜上、ＲＲＣ階層エンテ
ィティをＲＲＣと称する。前記認知信号データ伝送準備状態２５０でＲＬＣはデータブロ
ックを交換することができ、ＲＲＣの制御命令を応じてさらに前記ＮＵＬＬ状態２００に
遷移することができる。前記ＮＵＬＬ状態２００でプロトコールエラーが発生する場合、
前記ＲＬＣはＲＬＣリセットＰＤＵを相手側ＲＬＣに伝送し、リセットペンディング (Res
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et Pending)状態２７０に遷移する。前記リセットペンディング状態２７０でもデータブ
ロックを交換することができなく、前記ＲＬＣの状態をリセットさせるため、相手側ＲＬ
ＣからＲＬＣリセット確認ＰＤＵを受信しなければ、前記リセットペンディング状態２７
０から外れられない。
【００１５】
上述したようなＲＬＣリセット過程は、前記ＨＳＤＰＡ方式を使用しない通常的なＷ－Ｃ
ＤＭＡ通信システムでプロトコールエラーに対処するために定義されたが、前記ＨＳＤＰ
Ａ方式を使用することによって、ＭＡＣで不必要なデータ伝送をもたらす。その理由は、
前記ＨＳＤＰＡ方式を使用する場合、前記ＨＳＤＰＡ方式を支援するための新たなＭＡＣ
、即ちＭＡＣ -ｈｓが具現され、前記ＭＡＣ -ｈｓでＨＡＲＱ機能を遂行するためである。
即ち、データブロックの伝送及び再伝送のため、基地局でバッファリング機能を遂行すべ
きであり、従ってＲＬＣで伝送されたデータブロックが無線チャネルを通じて伝送される
前に、前記ＭＡＣ -ｈｓでバッファリングされる。この時、前記ＲＬＣ上でプロトコール
エラーが発生してＲＬＣリセット手順が遂行されると、前記ＲＬＣリセット前にＭＡＣ -
ｈｓにバッファリングされていたデータブロックは、物理階層を通じて相手側ＭＡＣ -ｈ
ｓに伝送される。しかし、前記相手側、即ち受信側ＭＡＣ -ｈｓで前記データブロックを
受信する場合、前記データブロックは前記ＲＬＣリセット手順により前記受信側ＲＬＣで
廃棄される。そのため、前記ＲＬＣリセット過程が遂行される場合、前記ＭＡＣ -ｈｓの
データブロック伝送は不必要な伝送になり、また前記ＲＬＣリセット過程が終了されるま
で前記データブロックバッファリングによる不必要なメモリ使用が発生するとの問題点が
あった。また受信側ＭＡＣ -ｈｓも再伝送に対する情報がリセットされないと、正常的に
動作しない。これは前記ＵＴＲＡＮから受信されたデータブロック、即ちＰＤＵ中、前記
ＭＡＣ -ｈｓでエラー検出したデータブロックが存在する場合、前記ＭＡＣ -ｈｓは前記エ
ラー検出したデータブロックに対する再伝送のため、臨時的にバッファリングを遂行すべ
きであるので、前記受信側ＭＡＣ -ｈｓでメモリを不必要に使用し、このデータブロック
も上位受信側ＲＬＣに不必要に伝送されるとの問題点があった。
【００１６】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明の目的は、高速順方向パケット接続方式を使用する通信システムで、ＲＬ
Ｃリセット時、ＭＡＣ -ｈｓリセットを遂行する方法を提供することにある。
【００１７】
本発明の他の目的は、高速順方向パケット接続方式を使用する通信システムで不必要なパ
ケットデータ伝送を防止するＭＡＣ -ｈｓリセットを遂行する方法を提供することにある
。
【００１８】
本発明のさらに他の目的は、高速順方向パケット接続方式を使用する通信システムで、物
理階層バッファリングメモリの不必要な占有を防止するＭＡＣ -ｈｓリセットを遂行する
方法を提供することにある。
【００１９】
【課題を解決するための手段】
上述した目的を達成するための本発明は、高速順方向パケット接続方式を使用する通信シ
ステムで、無線リンク制御階層エンティティに復旧不能なエラーが発生する場合、媒体接
続制御階層エンティティの不必要な伝送、または再伝送を防止するために、前記媒体接続
制御階層エンティティをリセットする方法を提供する。前記システムは、パケットデータ
を区分する無線リンク制御階層エンティティと、前記無線リンク制御階層エンティティか
ら前記区分されたパケットデータを対応する専用チャネルにマルチプレクシングする専用
媒体接続制御階層エンティティと、前記区分されたパケットデータを対応する共用チャネ
ルにマルチプレクシングする共用媒体接続制御階層エンティティとを含む基地局制御器と
、前記マルチプレクシングされたパケットデータを使用者端末機に高速に伝送、または再
伝送するための高速媒体接続階層エンティティを有する基地局と、からなる。前記マルチ
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プレクシングされたパケットデータは前記基地局から前記使用者端末機に対応するチャネ
ルを通じて伝送される。
【００２０】
前記方法は、前記エラー発生時、前記無線リンク制御階層エンティティをリセットする過
程と、前記無線リンク制御階層エンティティのリセットを示す無線リンク制御階層エンテ
ィティリセット情報を前記高速媒体接続制御階層エンティティに伝送し、前記高速媒体接
続階層エンティティをリセットする過程と、を含むことを特徴とする。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の望ましい実施形態について添付図を参照しつつ詳細に説明する。下記の発
明において、本発明の要旨のみを明瞭にする目的で、関連した公知機能又は構成に関する
具体的な説明は省略する。
【００２２】
先ず、高速順方向パケット接続 (High Speed Down-link Packet Access：以下、ＨＳＤＰ
Ａ )方式を使用する広帯域符号分割多重接続 (Wideband-Code Division Multiple Access：
以下、Ｗ－ＣＤＭＡ )システムの媒体接続制御 (Medium Access Control：以下、ＭＡＣ )階
層 (layer)エンティティ (entity)の構造について図３を参照して説明する。
【００２３】
前記ＨＳＤＰＡ方式を使用するＷ－ＣＤＭＡシステムの階層構造は、複合再伝送方式 (Hyb
rid Automatic Retransmission Request：以下、ＨＡＲＱ )機能が無線リンク制御 (Radio 
Link Control、ＲＬＣ )階層での選択再伝送 (Selective Repeat)ＨＡＲＱ機能以外に、Ｍ
ＡＣ階層にＨＡＲＱ機能が追加的に要求されるので、これに該当する階層構造が既存の階
層構造、即ち前記ＨＳＤＰＡ方式を使用しないＷ－ＣＤＭＡ通信システムの階層構造で変
化した。このように変化された階層構造を使用者端末機 (User Equipment：以下、ＵＥ )と
ネットワーク (Network)、即ちＵＴＲＡＮ (ＵＭＴＳ  Terrestrial Radio Access Network)
それぞれに分類して説明する。また、以下の説明で前記ＲＬＣ階層エンティティと、ＭＡ
Ｃ階層エンティティ及び無線資源制御 (Radio Resource Control：以下、ＲＲＣ )階層エン
ティティを、説明の便宜上、それぞれ“ＲＬＣ”、“ＭＡＣ”、“ＲＲＣ”に表現する。
【００２４】
一番目に、ＵＥ側の階層構造について図３を参照して説明する。
【００２５】
図３は一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する符号分割多重接続通信システムのＵＥ側のＭＡ
Ｃ階層構造を示した図である。
【００２６】
先ず、専用媒体接続制御 (ＭＡＣ -dedicated：以下、ＭＡＣ -ｄ )階層エンティティ３１１
は、専用チャネル (dedicated channel)のためのＭＡＣエンティティとして、専用制御チ
ャネル (Dedicated Control Channel：以下、ＤＣＣＨ )、専用トラヒックチャネル (Dedica
ted Traffic Channel：以下、ＤＴＣＨ )などのような専用論理チャネル (Dedicated Logic
al Channels)のためのＭＡＣ機能を遂行する。前記専用論理チャネルが専用伝送チャネル
(Dedicated Transport Channel)にマッピング (Mapping)される場合には、専用チャネル (D
edicated Channel：以下、ＤＣＨ )に連結され、共通チャネル (Common Channel)にマッピ
ングされる場合には、前記ＭＡＣ -ｄ３１１を通じなく、前記共通チャネルを担当するＭ
ＡＣ、即ち共用媒体接続制御 (ＭＡＣ -common/shared：以下、ＭＡＣ -ｃ /ｓｈ )階層エンテ
ィティ３１３に連結される。前記ＭＡＣ -ｃ /ｓｈ３１３は共通チャネルのためのＭＡＣと
してページング制御チャネル (Paging Control Channel：以下、ＰＣＣＨ )、放送制御チャ
ネル (Broadcast Control Channel：以下、ＢＣＣＨ )、共通制御チャネル (Common Control
 Channel：以下、ＣＣＣＨ )、共通トラヒックチャネル (Common Traffic Channel：以下、
ＣＴＣＨ )、共用制御チャネル (Shared Control Channel：以下、ＳＨＣＣＨ )のような共
通論理チャネル (Common Logical Channels)に対する処理を担当する。そして前記ＭＡＣ -
ｃ /ｓｈ３１３は前記ＭＡＣ -ｄ３１１とページングチャネル (Paging Channel：以下、Ｐ
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ＣＨ )、順方向接続チャネル (Forward Access Channel：以下、ＦＡＣＨ )、ランダム接続
チャネル (Random Access Channel：以下、ＲＡＣＨ )、共通パケットチャネル (Common Pac
ket Channel：以下、ＣＰＣＨ )、逆方向共通チャネル (Uplink Shared Channel：以下、Ｕ
ＳＣＨ )、順方向共通チャネル (Downlink Shared Channel：以下、ＤＳＣＨ )のような共通
伝送チャネル (Common Transport Channel)を通じてデータを送受信する。前記ＭＡＣ -ｄ
３１１及びＭＡＣ -ｃ /ｓｈ３１３は、ＲＲＣから制御命令を受信し、また前記ＲＲＣに状
態報告を伝送することができる。このような前記ＭＡＣ -ｄ３１１と、ＭＡＣ -ｃ /ｓｈ３
１３及びＲＲＣ間の制御情報は、ＭＡＣ制御を通じて遂行される。
【００２７】
上述したＭＡＣ -ｄ３１１及びＭＡＣ -ｃ /ｓｈ３１３の構造は、従来のＷ－ＣＤＭＡ通信
システムの階層構造ですでに具現されており、前記ＨＳＤＰＡ方式を支援するために、高
速媒体接続制御 (ＭＡＣ -ｈｓ :ＭＡＣ -high speed)階層エンティティ３１５が追加的に具
現された。前記ＭＡＣ -ｈｓ３１５は前記ＨＳＤＰＡ方式を支援するために、ＨＳ－ＤＳ
ＣＨを支援するＭＡＣ機能を有する。前記ＭＡＣ -ｈｓ３１５も前記ＭＡＣ制御を通じて
前記ＲＲＣにより制御される。
【００２８】
ここで、前記ＭＡＣ -ｃ /ｓｈ３１３の構造について図４を参照して説明する。
【００２９】
前記図４は一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する符号分割多重接続通信システムのＵＥ側の
ＭＡＣ -ｃ /ｓｈの階層構造を示した図である。
【００３０】
前記図４を参照すると、前記ＭＡＣ -ｃ /ｓｈ３１３はＵＥアイディ処理部 (または、 add/r
ead UE ID)４１１と、スケジューリング及び優先権処理部 (scheduling/priority handlin
g)４１３と、伝送フォーマット (Transport Format：以下、ＴＦ )選択部４１５と、接続サ
ービスクラス (Access Service Class：以下、ＡＳＣ )選択部 (ＡＳＣ  selection)４１７と
、ターゲットチャネルタイプフィールド (Target Channel Type Field：以下、ＴＣＴＦ )
マルチプレクサ４１９と、伝送フォーマット組み合わせ (Transport Format Combination
：以下、ＴＦＣ )選択部４２１と、からなる。前記ＵＥアイディ処理部４１１は前記ＭＡ
Ｃ -ｄ３１１と送受信されるデータのために、ＵＥアイディ (ＵＥ  Identification)を付加
し、またＵＥアイディを読み出して (read)認識する機能を有する。そして前記スケジュー
リング及び優先権処理部４１３は、前記伝送チャネルであるＲＡＣＨ、ＣＰＣＨの伝送の
ためのスケジューリング及び優先権処理機能を有する。そして前記ＴＦ選択部４１５は該
当伝送チャネルに対するＴＦを決定する機能を有し、前記ＡＳＣ選択部４１７は接続サー
ビスクラスを選択する機能を有する。また前記ＴＣＴＦマルチプレクサ４１９は共通論理
チャネルを区分するヘッダーフィールドを付加してデータを各伝送チャネルに整列する機
能を有し、前記ＴＦＣ選択部４２１は伝送チャネルＵＳＣＨの伝送中にＴＦＣの選択機能
を有する。そして前記ＭＡＣ -ｃ /ｓｈ３１３は前記ＨＳＤＰＡ方式を支援するために、前
記ＨＳＤＰＡ方式を使用する以前のＭＡＣ -ｃ /ｓｈの機能をそのまま維持すると同時に、
前記ＭＡＣ -ｈｓ３１５との連結機能を追加的に有する。
【００３１】
ここで、前記ＭＡＣ -ｈｓ３１５の構造について図５を参照して説明する。
【００３２】
前記図５は一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する符号分割多重接続通信システムのＵＥ側の
ＭＡＣ -ｈｓ階層構造を示した図である。
【００３３】
前記図５を参照すると、前記ＭＡＣ -ｈｓ３１５は前記ＨＳＤＰＡ方式を支援するための
ＨＳ－ＤＳＣＨ上のＨＡＲＱ機能を重要な機能として有する。前記ＭＡＣ -ｈｓ３１５は
基地局の物理階層 (Physical Layer)、即ち無線チャネルから受信されたデータブロックの
エラーを検査し、前記検査結果、前記受信されたデータブロック、即ちパケットデータで
あるプロトコールデータユニット (Protocol Data Unit：以下、ＰＤＵ )に対するエラー発
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生が検出されないと、前記ＭＡＣ -ｃ /ｓｈ３１３に前記受信されたデータ及びＡＣＫを伝
送し、前記データブロックに対するエラー発生が検出されると、前記エラー発生したデー
タブロックに対する再伝送を要求するＮＡＣＫメッセージを生成して伝送するなどの機能
を遂行する。また前記ＭＡＣ -ｈｓ３１５はＵＴＲＡＮとＨＳＤＰＡ関連制御情報を送受
信するために、‘ Associated Uplink/Downlink Signaling'の無線制御チャネルを有する
。そして前記ＭＡＣ -ｈｓ３１５も前記ＲＲＣにより制御される。
【００３４】
前記図３乃至図５ではＵＥ側の階層構造、特に、ＭＡＣ階層構造を説明した。以下、ＵＴ
ＲＡＮ側の階層構造について図６乃至図８を参照して説明する。
【００３５】
前記図６は一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する符号分割多重接続通信システムのＵＴＲＡ
Ｎ側のＭＡＣ階層構造を示した図である。
【００３６】
前記図６を参照すると、ＭＡＣ -ｄ６１１はＵＥと類似に、専用論理チャネルのデータを
専用伝送チャネルであるＤＣＨを通じて伝達し、ＭＡＣ -ｃ /ｓｈ６１３とＰＣＨ、ＦＡＣ
Ｈ、ＲＡＣＨ、ＣＰＣＨ、ＵＳＣＨ、ＤＳＣＨのような共通伝送チャネルを通じてデータ
を送受信する。前記ＵＴＲＡＮはそれぞれのＵＥに対応する多数の前記ＭＡＣ -ｄ６１１
を有し、前記ＵＥ別に存在する多数のＭＡＣ -ｄ６１１はそれぞれ前記ＭＡＣ -ｃ /ｓｈ６
１３に連結される。前記ＭＡＣ -ｃ /ｓｈ６１３も前記図３で説明したようなＵＥ側の機能
と類似であるので、その詳細な説明を省略する。
【００３７】
勿論、前記ＵＴＲＡＮ側で前記ＨＳＤＰＡ方式を使用するＷ－ＣＤＭＡ通信システムの階
層構造のように、前記ＨＳＤＰＡ方式を支援するために、ＭＡＣ -ｈｓ６１５エンティテ
ィが新たに追加された。前記ＭＡＣ -ｈｓ６１５は無線ネットワーク制御器 (Radio Networ
k Controller：以下、ＲＮＣ )に存在するものではなく、基地局に位置するように設計さ
れている。従って、前記ＲＮＣと基地局間のインタフェースであるＩｕｂインタフェース
を通じて上位階層のデータが伝達され、前記ＭＡＣ -ｈｓ６１５のための制御メッセージ
も前記Ｉｕｂインタフェースを通じて伝達される。
【００３８】
ここで、前記ＭＡＣ -ｃ /ｓｈ６１３の構造について図７を参照して説明する。
【００３９】
前記図７は一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する符号分割多重接続通信システムのＵＴＲＡ
Ｎ側のＭＡＣ -ｃ /ｓｈ階層構造を示した図である。
【００４０】
前記図７を参照すると、前記ＭＡＣ -ｃ /ｓｈ６１３はＭＡＣ -ｃ /ｓｈ /ＭＡＣ -ｄ順序制御
部 (または Flow Control ＭＡＣ -ｃ /ｓｈ /ＭＡＣ -ｄ )７１１と、ＴＣＴＦマルチプレクサ /
ＵＥアイディマルチプレクサ (ＴＣＴＦ  ＭＵＸ /ＵＥ  ＩＤ  ＭＵＸ )７１３と、スケジュー
リング /優先権処理部 /デマルチプレクサ (Scheduling/Priority Handling/Demux)７１５と
、ＴＦＣ選択部 (ＴＦＣ selection)７１７と、順方向コード割り当て部 (DL code allocati
on)７１９と、ＭＡＣ -ｄ /ＭＡＣ -ｈｓ順序制御部 (または Flow ControlＭＡＣ -ｄ /ＭＡＣ -
ｈｓ )７２１と、からなる。前記ＭＡＣ -ｃ /ｓｈ /ＭＡＣ -ｄ順序制御部７１１は、前記図
６の前記ＭＡＣ -ｄ６１１とのデータ交換を遂行し、前記ＴＣＴＦマルチプレクサ /ＵＥア
イディマルチプレクサ７１３は、共通論理チャネルと前記ＭＡＣ -ｄ６１１からの専用論
理チャネルの区分及びＵＥ別区分機能を遂行する。また前記スケジューリング /優先権処
理部 /マルチプレクサ７１５は、共通伝送チャネルのためのスケジューリング /優先権処理
及びデマルチプレクシング機能を遂行し、前記ＴＦＣ選択部７１７は前記共通伝送チャネ
ルを通じたデータ伝送時、ＴＦＣ選択機能を遂行する。前記順方向コード割り当て部７１
９は順方向チャネルＤＳＣＨで使用されるコード割り当て機能を遂行する。また、前記Ｍ
ＡＣ -ｄ /ＭＡＣ -ｈｓ順序制御部７２１は前記ＨＳＤＰＡ方式を支援するために、前記Ｍ
ＡＣ -ｈｓ６１５にデータブロックを伝達するための経路を制御する機能を遂行する。
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【００４１】
ここで、前記ＭＡＣ -ｈｓ６１５の構造について図８を参照して説明する。
【００４２】
前記図８は一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する符号分割多重接続通信システムのＵＴＲＡ
Ｎ側のＭＡＣ -ｈｓ階層構造を示した図である。
【００４３】
前記図８を参照すると、前記ＭＡＣ -ｈｓ６１５はＨＳ－ＤＳＣＨを通じたデータブロッ
クを処理する機能を有し、前記ＨＳＤＰＡデータのための物理チャネル資源を管理する。
即ち、前記ＭＡＣ -ｈｓ６１５はＭＡＣ -ｈｓ /ＭＡＣ -ｃ /ｓｈ順序制御部８１１と、ＨＡ
ＲＱ処理部８１３と、スケジューリング /優先権処理部８１５と、ＴＦＣ選択部８１７と
、からなる。前記ＭＡＣ -ｈｓ /ＭＡＣ -ｃ /ｓｈ順序制御部８１１は前記ＭＡＣ -ｃ /ｓｈ６
１３とのデータ交換を遂行し、前記ＨＡＲＱ処理部８１３は受信されるデータブロックに
対する複合再伝送機能を遂行する。また、前記スケジューリング /優先権処理部８１５は
ＨＳ－ＤＳＣＨに対するスケジューリング及び優先権管理機能を遂行し、前記ＴＦＣ選択
部８１７は共通伝送チャネルのためのＴＦＣ選択機能を遂行する。そして、前記ＭＡＣ -
ｈｓ６１５は前記ＭＡＣ -ｄ６１１及びＭＡＣ -ｃ /ｓｈ６１３とは異なり、基地局に位置
して物理階層と直接連結され、物理階層を通じてＵＥと前記ＨＳＤＰＡ関連制御情報を送
受信する‘ Associated Uplink/Downlink Signaling’の無線制御チャネルを有する。
【００４４】
前記図３乃至図８を参照してＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムのＭＡＣ構造を説明
した。次に図９を参照してＭＡＣ -ｈｓにＲＬＣリセット (reset)の発生を通報する過程を
説明する。
【００４５】
図９は本発明の一実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムでＭＡＣ -ｈｓ
階層にＲＬＣリセットの発生を通報する過程を示した信号流れ図である。
【００４６】
前記図９の説明前に、従来のＨＳＤＰＡ方式を支援しない通信システムのＲＬＣとＭＡＣ
間の制御情報を定義するプリミティブ (primitive)は、ＭＡＣで定義され、下記表１のよ
うに示すことができる。
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４７】
前記表１は従来のＨＳＤＰＡ方式を支援しないＷ－ＣＤＭＡシステムで、ＲＬＣとＭＡＣ
間にデータ及び制御情報を伝達するために定義されたプリミティブを示している。前記表
１で前記ＭＡＣ－ＤＡＴＡプリミティブは、ＲＬＣとＭＡＣ間のデータを送受信するため
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のプリミティブとして、前記ＲＬＣからＭＡＣへのデータ伝送のための要求フィールド (R
equest field)と、前記ＭＡＣからＲＬＣへのデータ伝送のための指示者フィールド (Indi
cation field)が含まれている。また、前記ＭＡＣ－ＤＡＴＡの要求フィールドには、デ
ータ伝送と同時にＲＬＣバッファ (buffer)の使用量を示すバッファ占有 (ＢＯ :Buffer Occ
upancy)情報と、ＵＥ -ＩＤタイプ (type)情報と、ＴＦＣ選択のためのＲＬＣエンティティ
(entity)情報が含まれることができ、前記指示者フィールドには伝送されるデータの伝送
ブロック (Transport Block：以下、ＴＢ )の数 (Ｎｏ _ＴＢ )情報が含まれることができる。
本発明では前記ＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムで、前記ＭＡＣ－ＤＡＴＡプリミ
ティブを利用してＲＬＣにリセットが発生したことを通報する場合を一例にする。
【００４８】
前記図９を参照すると、前記ＲＬＣ９００でリセットが発生したとの情報を前記ＭＡＣ -
ｈｓ９５０に伝達するためのプリミティブとして、上述したＭＡＣ－ＤＡＴＡプリミティ
ブを使用する。前記ＲＬＣ９００は前記ＭＡＣ－ＤＡＴＡプリミティブの要求フィールド
を利用して前記ＲＬＣ９００でリセットが発生したことを示すリセット情報を伝送する (
ＲＬＣ  RESET Indication)(９１１段階 )。ここで、前記ＲＬＣ９００のリセットにより、
ＭＡＣ -ｈｓ９５０に対するリセットが必要であることを通報するパラメータ (parameter)
を‘リセット情報 (RESET_info)パラメータ’と定義する。本発明では前記ＨＳＤＰＡ方式
を使用しない通信システムのＲＬＣとＭＡＣ間のプリミティブ中の一つであるＭＡＣ－Ｄ
ＡＴＡプリミティブに前記リセット情報パラメータを追加してＲＬＣ９００にリセットが
発生したことを通報する場合を一例に説明しているが、前記リセット情報パラメータを含
む別の新たなプリミティブ、一例にＭＡＣ -RESET-Requestプリミティブを新たに定義する
こともできる。
【００４９】
一方、前記プリミティブは機能個体 (functional entities)間に交換されるべきである制
御情報を論理的に定義したもので、実際的な情報の伝達は具体的なメッセージ伝達を必要
とする。従来のＨＳＤＰＡ方式を使用しないＷ－ＣＤＭＡシステムでは、ＲＮＣ内部で制
御情報の伝達が遂行されるが、前記ＨＳＤＰＡ方式を使用すると、ＭＡＣ -ｈｓが基地局
に位置するようになることによって、前記ＲＮＣと基地局間のメッセージ伝達体系は、Ｒ
ＬＣリセット発生に従ってＭＡＣ -ｈｓにＵＥそれぞれに対するデータリセットを指示可
能であるべきである。これについて図１０乃至図１１を参照して説明する。
【００５０】
前記図１０は本発明のさらに他の実施形態によるＲＬＣリセット情報を伝送するための無
線ネットワーク制御階層と基地局間の制御フレーム (control frame)構造を示した図であ
り、本発明の実施形態では前記ＨＳＤＰＡ方式を使用しない通信システムの制御フレーム
構造を変形して、ＭＡＣ -ｈｓリセットを指示するための制御フレームを具現する。先ず
、ＲＮＣと基地局間のメッセージは、一般的にフレームプロトコール (frame protocol)が
使用され、前記フレームプロトコールに前記ＲＬＣリセット情報を表示して伝達すること
ができる。また、前記ＲＮＣと基地局間の制御プレイン (plane)での制御情報伝達手段で
ある基地局アプリケイションパート (Node B Application Part：以下、ＮＢＡＰ )プロト
コールを利用して前記ＲＬＣリセット情報を伝達することもできる。前記フレームプロト
コールを利用して前記ＲＬＣリセット情報を伝達する場合のフレームプロトコール構造が
前記図１０に示されている。
【００５１】
前記図１０を参照すると、ＲＮＣのＲＬＣから基地局のＭＡＣ -ｈｓへ前記ＲＬＣリセッ
ト情報を伝送するために、本発明の実施形態では前記ＨＳＤＰＡ方式を使用しない通信シ
ステムの制御フレームを変形した制御フレームを使用する。即ち、前記図１０に示したよ
うに、前記ＲＬＣリセット情報を伝送するための制御フレームは、２バイト (bytes)のヘ
ッダー１０１０と可変長さ (variable length)のペイロード (Payload)１０５０と、からな
る。前記ヘッダー１０１０はフレームＣＲＣ (Frame Cyclic Redundancy Check)フィール
ド１０１１と、フレームタイプ (Frame Type)フィールド１０１３と、制御フレームタイプ
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(Control Frame Type)フィールド１０１５と、からなる。前記ＨＳＤＰＡ方式を使用しな
い通信システムの一般的な制御フレームにおいて、制御フレームタイプはフレームプロト
コール上で下記表２に示したように多数個に存在した。本発明の実施形態によるＲＬＣリ
セットによるＭＡＣ -ｈｓリセットのための制御フレーム、即ちＲＬＣリセットによるＭ
ＡＣ -ｈｓリセット情報を伝送するための制御フレームは、下記表２に示したような多数
の制御フレームタイプ中、一つの制御フレームタイプを選択して変形することによって具
現される。このように、既存の制御フレームタイプ中、一つの制御フレームタイプを変形
して、ＲＬＣリセットによるＭＡＣ -ｈｓリセット情報を伝送することとは異なり、新た
な制御フレームタイプ、即ち‘ＭＡＣ -ｈｓ  reset’との制御フレームタイプを“０００
０  １０１１”値に割り当ててＭＡＣ -ｈｓリセットのための制御フレームを構成すること
もできる。
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５２】
また、前記ペイロード１０５０は多数の制御情報 (Control information)フィールドに構
成される。前記図１０で説明したような制御フレームを前記ＲＬＣリセットの発生による
ＭＡＣ -ｈｓリセット情報を伝送するための制御フレームに使用する場合、前記制御フレ
ームのペイロード１０５０に前記ＲＬＣリセットによるＭＡＣ -ｈｓリセット情報を含め
るべきである。このような前記ＲＬＣリセットによるＭＡＣ -ｈｓリセットのための制御
情報が含まれるペイロード構造について図１１を参照して説明する。
【００５３】
前記図１１は本発明のさらに他の実施形態によるＲＬＣリセットによるＭＡＣ -ｈｓリセ
ット情報を伝送するための制御フレームのペイロード構造を示した図である。前記図１１
を参照すると、前記図１０で説明したような制御フレームのペイロード１０５０で、多数
の制御情報フィールド中の一つの制御情報フィールドを、前記ＲＬＣリセットによるＭＡ
Ｃ -ｈｓリセットのための制御情報を含むリセット情報フィールド１１１１と共に前記Ｒ
ＬＣからＭＡＣ -ｈｓに伝送することによって、前記ＲＬＣリセットによるＭＡＣ -ｈｓリ
セットを命令できるようになる。ここで、前記リセット情報フィールド１１１１にはＵＥ
 ＩＤ、ＵＥ  ＩＤタイプ、廃棄されるデータのＴＢ情報などが含まれることができる。
【００５４】
また、前記ＨＳＤＰＡサービスを受ける該当ＵＥがハンドオーバ領域にある場合には、前
記ＲＬＣリセット情報がＨＳ－ＤＳＣＨの制御無線ネットワーク制御器 (ＣＲＮＣ :Contro
lling ＲＮＣ )から他のＲＮＣに伝達される必要がある。この場合にも、前記図１０で説
明したような制御フレームが、前記ＵＥが現在属したＲＮＣと前記ＵＥがハンドオーバす
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る他のＲＮＣ間に存在し、その制御フレームタイプの種類は、下記表３に示したようであ
る。ここで、前記ＵＥが現在属したＲＮＣと前記ＵＥがハンドオーバする他のＲＮＣ間に
はＩｕｒインタフェースを通じて制御フレームが伝達される。この場合、前記ＲＬＣリセ
ットによるＭＡＣ -ｈｓリセットのための制御フレームは、下記表３に示したような多数
の制御フレームタイプ中の一つを選択して変形することによって具現することができる。
このように、既存の制御フレームタイプ中、一つの制御フレームタイプを変形的に使用し
てＲＬＣリセットによるＭＡＣ -ｈｓリセット情報を伝送することとは異なり、新たな制
御フレームタイプ、例えば“ＭＡＣ -ｈｓ  reset”との制御フレームタイプを“００００  
０１１１”値に割り当てて新たに構成することができる。また前記制御フレームのペイロ
ードの構成も前記図１０で説明したことと同一に具現される。
【表３】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００５５】
ここで、前記ＲＬＣリセットによるＭＡＣ -ｈｓリセットを遂行する過程について図１２
を参照して説明する。
【００５６】
前記図１２は本発明のさらに他の実施形態によるＲＬＣリセット時、ＭＡＣ -ｈｓリセッ
トのための動作過程を示した図である。
【００５７】
送信側ＲＬＣは１２０１段階でＲＬＣ自分の状態が認知信号データ伝送準備 (Acknowledge
d Data Transfer Ready)状態で１２０２段階に進行して相手方ＲＬＣ、即ち受信側ＲＬＣ
とデータを送受信しながら、エラーが発生したかを検査し、１２０３段階に進行する (che
ck errors)。前記１２０３段階で前記送信側ＲＬＣはプロトコールエラー (protocol erro
r)が発生したかを検査する。前記検査結果、前記プロトコールエラーが発生しない場合に
は、前記送信側ＲＬＣは前記認知信号データ伝送準備状態に戻して続けて前記受信側ＲＬ
Ｃとデータを送受信する。一方、前記１２０３段階で検査結果、プロトコールエラーが発
生した場合には、前記送信側ＲＬＣは１２０４段階に進行する。前記１２０４段階で前記
送信側ＲＬＣは前記プロトコールエラーによるＲＬＣリセットが発生することによって、
送信側ＭＡＣ -ｈｓに前記送信側ＲＬＣにリセットが発生したことを示す、即ち前記送信
側ＲＬＣのリセット発生による前記ＭＡＣ -ｈｓリセットを指示するフレームプロトコー
ルメッセージを伝送し、１２０５段階に進行する。前記１２０５段階で前記送信側ＲＬＣ
は前記ＭＡＣ -ｈｓリセット指示メッセージを伝送した後、ＲＬＣ自分の状態をリセット
ペンディング (RESET pending)状態に遷移して動作し、前記送信側ＲＬＣにプロトコール
エラーによるＲＬＣリセットが発生することによって、そのリセット情報を示すＲＬＣリ
セットＰＤＵを受信側ＲＬＣに伝送し終了する。ここで、前記送信側ＲＬＣは前記送信側
ＲＬＣからＭＡＣ -ｈｓに前記ＭＡＣ -ｈｓリセットメッセージが伝達されるのに所要され
る時間である伝播遅延 (propagation delay)時間、または前記送信側ＲＬＣで予め設定し
た設定時間などを考慮した一定時間後に、受信側ＲＬＣにＲＬＣリセットＰＤＵを伝送す
る。前記送信側ＲＬＣはタイマ (timer)を設けて前記設定時間をカウントする。一方、こ

10

20

30

40

50

(13) JP 4027739 B2 2007.12.26



のように時間的な遅延を考慮するだけではなく、前記送信側ＲＬＣは予め設定した回数の
間、前記ＭＡＣ -ｈｓに前記ＭＡＣ -ｈｓリセットメッセージを送信して正確性を維持する
こともできる。すると、前記送信側ＭＡＣ -ｈｓは前記送信側ＲＬＣから前記送信側ＲＬ
Ｃにリセットが発生することを示すフレームプロトコールメッセージを受信して、前記送
信側ＭＡＣ -ｈｓ自分の内部バッファメモリに伝送待機しているデータを廃棄し、ＨＡＲ
Ｑ動作を停止してリセットを遂行するようになる。送信側ＭＡＣ -ｈｓは前記ＭＡＣリセ
ット信号を受信してＭＡＣのバッファメモリを先ずリセットし、前記ＲＬＣリセットＰＤ
Ｕを受信側ＭＡＣ -ｈｓに伝送する。
【００５８】
前記図１２ではＲＬＣリセットによる相手方ＲＬＣリセット及びＭＡＣ -ｈｓリセット過
程を説明した。しかし、このように前記ＲＬＣリセット情報を受信したＭＡＣ -ｈｓは、
相手方ＭＡＣ -ｈｓに前記ＲＬＣリセット情報を伝達する必要がある。これは上述したよ
うに受信側ＭＡＣ -ｈｓでエラー発生した受信データブロックは、再伝送される該当デー
タブロックとのコンバイン (combining)のため貯蔵されているので、送信側ＭＡＣ -ｈｓが
リセットされる場合、前記送信側ＭＡＣ -ｈｓは貯蔵していたすべてのデータブロックを
廃棄する。従って、受信側ＭＡＣ -ｈｓに貯蔵されているデータブロックは、不必要なデ
ータブロックになり、廃棄されるべきである。
【００５９】
ここで、前記送信側ＭＡＣ -ｈｓから受信側ＭＡＣ -ｈｓに前記ＲＬＣリセットによるリセ
ット情報を伝達する過程について図１３を参照して説明する。
【００６０】
前記図１３は本発明のさらに他の実施形態によるＭＡＣ -ｈｓ階層間のリセット情報を伝
送する過程を示した信号流れ図である。上述したように、送信側ＲＬＣリセットにより送
信側ＭＡＣ -ｈｓがリセットされた場合、送信側ＭＡＣ -ｈｓに貯蔵されていたすべてのデ
ータブロックは廃棄され、これに前記送信側ＭＡＣ -ｈｓに相応する受信側ＭＡＣ -ｈｓに
貯蔵されていた該当データは、不必要なデータになり廃棄されるべきである。そして、前
記送信側ＭＡＣ -ｈｓリセットに応じて前記受信側ＭＡＣ -ｈｓもリセットされるべきであ
り、これを詳細に説明すると、次のようである。図１３を参照すると、送信側ＭＡＣ -ｈ
ｓ１３００は受信側ＭＡＣ -ｈｓ１３５０にＵｕインタフェースを通じて前記送信側ＭＡ
Ｃ -ｈｓ１３００のリセットを示すリセット情報 (ＲＬＣ  RESET Indication)を伝送する (
１３１１段階 )。すると前記受信側ＭＡＣ -ｈｓ１３５０は前記リセット情報を受信して前
記受信側ＭＡＣ -ｈｓ１３５０自分の内部メモリにバッファリングされていた該当データ
を廃棄すると同時にリセットするようになる。ここで、前記送信側ＭＡＣ -ｈｓ１３００
から受信側ＭＡＣ -ｈｓ１３５０にリセット情報を伝送するメッセージは、一番目に前記
ＨＳＤＰＡ方式を使用しない通信システムで、ＭＡＣ間のＭＡＣシグナリング (signaling
)メッセージを変形して使用することもでき、二番目に前記送信側ＭＡＣ -ｈｓ１３００か
ら受信側ＭＡＣ -ｈｓ１３５０にリセット情報を伝送するための新たな形態のメッセージ
を定義することもできる。
【００６１】
前記ＭＡＣ -ｈｓ間のリセット情報を伝送するためのＭＡＣシグナリングメッセージにつ
いて図１４乃至図１５を参照して説明する。
【００６２】
前記図１４は一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用しない通信システムのＭＡＣ間シグナリング
メッセージ構造を示した図である。
【００６３】
前記図１４を参照すると、先ずＲＬＣは上位階層で発生したサービスデータユニット (Ser
vice Data Unit：以下、ＳＤＵ )を予め設定されている単位にセグメンティション (segmen
tation)、または連接してＲＬＣヘッダー (header)を挿入してＲＬＣ  ＰＤＵを生成する。
前記ＲＬＣは前記生成したＲＬＣ  ＰＤＵをＭＡＣに伝達する。すると、前記ＭＡＣは前
記受信したＲＬＣ  ＰＤＵを予め設定されている単位、即ち、ＳＤＵにセグメンティショ
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ン、または連接してＭＡＣヘッダーを挿入してＴＢを生成する。前記ＭＡＣヘッダーはＴ
ＣＴＦと、ＵＥ -ＩＤタイプと、ＵＥ -ＩＤと、Ｃ／Ｔと、からなる。ここで、前記ＴＣＴ
Ｆは論理チャネル (Logical Channel)の種類を区分するためのものであり、ＵＥ -ＩＤタイ
プとＵＥ -ＩＤはＵＥのＩＤ種類とＩＤを示すものであり、Ｃ／Ｔは同一の伝送チャネル (
Transport Channel)内の論理チャネルを区分するための表示者である。
【００６４】
本発明では一例にＨＳＤＰＡ方式を使用しないＷ－ＣＤＭＡ通信システムのＭＡＣ間、Ｍ
ＡＣシグナリングメッセージを変形し、前記変更したＭＡＣシグナリングメッセージを利
用してＭＡＣ -ｈｓ相互間に、即ち送信側ＭＡＣ -ｈｓと受信側ＭＡＣ -ｈｓ間にリセット
情報を伝送する。このように変形されたＭＡＣシグナリングメッセージについて図１５を
参照して説明する。
【００６５】
前記図１５は本発明のさらに他の実施形態によるＭＡＣ -ｈｓリセット情報を伝送するＭ
ＡＣシグナリングメッセージ構造を示した図である。前記図１５に示されているように、
前記ＭＡＣ -ｈｓのリセット情報を伝送するためのＭＡＣシグナリングメッセージは、前
記ＨＳＤＰＡ方式を使用しないＷ－ＣＤＭＡ通信システムのＭＡＣシグナリングメッセー
ジ構造を変形して使用される。即ち、ＨＳＤＰＡ方式を使用しないＷ－ＣＤＭＡ通信シス
テムのＭＡＣシグナリングメッセージのＭＡＣヘッダーフィールドに前記ＭＡＣ -ｈｓリ
セット情報を示すシグナリング指示者 (signaling indication)フィールドが追加的に含ま
れる。例えば、前記シグナリング指示者フィールドの値が‘１ 'である場合、前記ＭＡＣ  
ＳＤＵはＭＡＣシグナリングのための制御情報のみを含むようになり、前記ＭＡＣ  ＳＤ
Ｕフィールドに含まれる制御情報は、ＭＡＣ -ｈｓリセットを示す指示者と、ＭＡＣ -ｈｓ
リセットのための情報を含む。また、前記図１５では前記シグナリング指示者が含まれる
位置を前記Ｃ／Ｔフィールドのすぐ次の位置に設定したが、前記シグナリング指示者が含
まれる位置は可変的であることもできる。
【００６６】
次に、前記図１５で定義されたＭＡＣ -ｈｓリセットのためのＭＡＣシグナリングメッセ
ージを利用してＭＡＣ -ｈｓをリセットする過程について図１６を参照して説明する。
【００６７】
前記図１６は本発明のさらに他の実施形態によるＭＡＣ -ｈｓリセット過程を示した図で
ある。
【００６８】
先ず、前記図１２で説明したように、送信側ＲＬＣがリセットされると、前記送信側ＲＬ
Ｃは自分のＭＡＣ -ｈｓ、即ち送信側ＭＡＣ -ｈｓにプリミティブ、または制御フレームを
通じてＭＡＣ -ｈｓリセットを指示する情報を伝送するようになる (１２０４段階 )。する
と前記送信側ＭＡＣ -ｈｓは前記送信側ＲＬＣで伝送したリセット情報に応じてそのリセ
ット指示を認知し (１６０１段階 )、受信側ＭＡＣ -ｈｓに上述したＭＡＣシグナリングメ
ッセージを利用してリセット情報を送信する (１６０３段階 )。前記送信側ＭＡＣ -ｈｓか
らリセット情報を示すＭＡＣシグナリングメッセージを受信した前記受信側ＭＡＣ -ｈｓ
は、リセット指示を認知し (１６０５段階 )、そのＨＡＲＱ動作を中止し、前記受信側ＭＡ
Ｃ -ｈｓの内部メモリにバッファリングしている受信データを廃棄することによって、リ
セットを遂行する (１６０７段階 )。
【００６９】
ここで、送信側ＲＬＣリセットに応じて受信側ＭＡＣ -ｈｓをリセットするためのさらに
他の方法について図１７を参照して説明する。
【００７０】
図１７は本発明のさらに他の実施形態に従うＲＬＣリセットによるＭＡＣ -ｈｓリセット
過程を概略的に示した図である。
【００７１】
先ず、送信側ＲＬＣがリセットされると、前記送信側ＲＬＣは送信側ＭＡＣ -ｈｓに前記
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送信側ＲＬＣのリセットを示すリセット情報 (ＲＬＣ  RESET indication)を伝送する (１７
１１段階 )。ここで、前記送信側ＲＬＣが送信側ＭＡＣ -ｈｓに先ずリセット情報を伝送す
る理由は、上述したように前記送信側ＲＬＣリセットに応じて送信側ＭＡＣ -ｈｓで必要
なＰＤＵもリセット過程で廃棄してしまう場合があるためである。ここで前記送信側ＲＬ
Ｃは前記送信側ＲＬＣからＭＡＣ -ｈｓに前記ＭＡＣ -ｈｓリセット情報を伝達するのに、
所要される時間である伝播遅延 (propagation delay)時間、または前記送信側ＲＬＣで予
め設定した設定時間などを考慮した一定時間後に、受信側ＲＬＣにＲＬＣリセットＰＤＵ
を伝送する (１７１３段階 )。前記送信側ＲＬＣはタイマ (timer)を設けて前記設定時間を
カウントする。前記受信側ＲＬＣは前記ＲＬＣリセットＰＤＵを受信して前記送信側ＲＬ
Ｃがリセットされたことを認知するようになり、前記受信側ＲＬＣは受信側ＭＡＣ -ｈｓ
にリセットを示す情報 (ＲＬＣ  RESET indication)を送信して前記受信側ＭＡＣ -ｈｓがリ
セットするように制御する (１７１５段階 )。ここで、前記受信側ＲＬＣが受信側ＭＡＣ -
ｈｓにリセット情報を送信する場合、上述したＲＬＣとＭＡＣ -ｈｓ間に使用されるリセ
ット情報を示すプリミティブ、または制御フレームを使用することができる。そして前記
受信側ＲＬＣは自身をリセットさせた後、前記送信側ＲＬＣに前記ＲＬＣリセットＰＤＵ
に対する応答に、ＲＬＣリセットＡＣＫ  ＰＤＵを伝送する (１７１７段階 )。
【００７２】
前記受信側ＲＬＣが前記送信側ＲＬＣからＲＬＣリセットＰＤＵを受信して受信側ＭＡＣ
-ｈｓをリセットする方法で、送信側ＭＡＣ -ｈｓリセット動作に二つの方式が使用される
ことができる。一番目の方式は、送信側ＭＡＣ -ｈｓをリセットしながら再伝送中である
データＰＤＵを含み、すべてのデータＰＤＵを削除する方式であり、二番目の方式は、再
伝送中であるデータＰＤＵは削除しなく、ＨＡＲＱ再伝送を続けるようにする方式である
。
【００７３】
前記二つの方式は、送信側ＭＡＣ -ｈｓをリセットする方式に関するもので、ＲＬＣリセ
ットＰＤＵは受信側ＭＡＣ -ｈｓに順次的に伝送されている。従って、前記一番目の方式
は、受信側ＭＡＣ -ｈｓに貯蔵されたデータＰＤＵ中、エラーないデータＰＤＵは再伝送
制限時間が経過すると、受信側ＲＬＣに伝送されることができるので、前記リセット (RES
ET)ＰＤＵもＨＡＲＱ再伝送を通じて成功的に受信されると、前記データＰＤＵに続いて
前記受信側ＲＬＣに伝達される。この場合に、リセットＰＤＵの伝達に遅延が発生するこ
とができる。
【００７４】
前記二番目の伝送方式は、前記ＨＡＲＱ再伝送を進行しているデータＰＤＵに対しては続
けてＨＡＲＱ再伝送を進行して成功的に受信されることができ、前記リセットＰＤＵもＨ
ＡＲＱ再伝送過程を通じて成功的に受信されることができる。従って、ＨＡＲＱ再伝送過
程を進行しているすべてのデータＰＤＵが再伝送に成功すると、リセットＰＤＵも受信側
ＲＬＣに伝達される。しかし前記再伝送制限時間内のみで再伝送に成功したＰＤＵが伝達
されることができるようになる。
【００７５】
前記図１７で説明したように、受信側ＲＬＣで直接受信側ＭＡＣ -ｈｓをリセットする過
程について図１８を参照して説明する。
【００７６】
前記図１８は本発明のさらに他の実施形態による受信側ＲＬＣで受信側ＭＡＣ -ｈｓをリ
セットする過程を示した図である。前記図１８を参照すると、送信側ＲＬＣで送信側ＲＬ
Ｃのリセットを示すＲＬＣリセットＰＤＵを受信側ＲＬＣに送信すると、前記受信側ＲＬ
Ｃは前記ＲＬＣリセットＰＤＵを受信する (１８０１段階 )。前記受信側ＲＬＣは前記ＲＬ
ＣリセットＰＤＵを受信することによって、受信側ＭＡＣ -ｈｓにリセットを示す情報を
伝送して前記受信側ＭＡＣ -ｈｓリセットを指示する (１８０３段階 )。前記受信側ＭＡＣ -
ｈｓは前記受信側ＲＬＣのリセット指示を受信して前記受信側ＭＡＣ -ｈｓをリセットす
べきであることを感知し（１８０５段階）、これに従って、遂行しているＨＡＲＱ動作を
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中止すると同時に、受信側ＭＡＣ -ｈｓの内部メモリにバッファリングされている受信デ
ータを廃棄することによって、ＭＡＣ－ｈｓリセットを遂行する (１８０７段階 )。一方、
前記受信側ＲＬＣは前記ＲＬＣリセットＰＤＵを受信したので、受信側ＲＬＣ自分のリセ
ットを遂行し (１８０９段階 )、前記リセットを完了すると、前記送信側ＲＬＣに受信側Ｒ
ＬＣリセットが完了されたことを示すＲＬＣリセットＡＣＫ  ＰＤＵを伝送する (１８１１
段階 )。前記送信側ＲＬＣは前記受信側ＲＬＣから前記ＲＬＣリセットＡＣＫ  ＰＤＵを受
信すると (１８１３段階 )、前記送信側ＲＬＣ自身に対するリセットを遂行する (１８１５
段階 )。前記送信側ＲＬＣはリセットを完了すると、自分の状態を認知信号データ伝送準
備 (Acknowledged Data Transfer Ready)状態に遷移させ、さらに正常的にデータを送受信
する (１８１７段階 )。
【００７７】
即ち、本発明で提案するＲＬＣリセットによるＭＡＣ -ｈｓリセット方法は、ＲＬＣでＭ
ＡＣ -ｈｓにリセットが発生したとの事実を指示 (Indication)する方法である。この時、
ＲＬＣリセット手続に応じてＲＬＣリセットＰＤＵも伝達すべきである。リセット指示を
受信したＭＡＣ -ｈｓは、該当ＵＥのバッファメモリにバッファリングされているＰＤＵ
を削除する。この場合、ＭＡＣ -ｈｓは上位ＲＬＣから受信したＲＬＣリセットＰＤＵを
削除してはいけない。従って、前記図１２でのようにＭＡＣ -ｈｓリセットを指示する指
示メッセージの伝送後、ＲＬＣリセットＰＤＵを伝送する方法を示した。
【００７８】
前記図１２で説明した方法以外に、ＭＡＣ -ｈｓをリセットする方法にはＭＡＣ -ｈｓリセ
ット指示メッセージとＲＬＣリセットＰＤＵを一つのメッセージに含めて伝送する方法が
ある。
【００７９】
前記従来の方法は、ＭＡＣ -ｈｓはリセットメッセージをＲＮＣと基地局間の制御フレー
ムを利用して伝送し、ＲＬＣリセットＰＤＵはデータフレームを利用して伝送して二つの
信号流れを必要とする。
【００８０】
本発明はＲＬＣからＭＡＣ -ｈｓにリセット指示を伝送するさらに他の方法、即ちＭＡＣ -
ｈｓリセット指示メッセージを伝送する制御フレームのペイロード (payload)にＲＬＣリ
セットＰＤＵを含ませて同一な一つのメッセージを通じて伝送する方法を提案する。これ
は図１０で説明したＲＬＣリセット情報を伝送するためのＲＬＣと基地局間の制御フレー
ム構造でペイロード部分にＲＬＣ上で生成されたＲＬＣリセットＰＤＵを含めて伝送する
ことによって具現が可能である。
【００８１】
そして、ＲＬＣからＭＡＣ -ｈｓにリセット指示を伝送するさらに他の方法は、ＲＬＣリ
セットＰＤＵを伝送するＲＮＣと基地局間のデータフレームを利用してＲＬＣリセットＰ
ＤＵを伝送し、今後のため予約したスペアビットにＭＡＣ -ｈｓリセットを指示する指示
ビットを指定してＭＡＣ -ｈｓを指示する方法である。
【００８２】
ここで、ＭＡＣ -ｈｓリセット指示メッセージとＲＬＣリセットＰＤＵをデータフレーム
を通じて伝送する場合について図１９を参照して説明する。
【００８３】
前記図１９はデータフレームを利用してＲＬＣリセットＰＤＵとＭＡＣ -ｈｓリセット指
示メッセージを伝送する場合のデータフレームの形式を示した図である。図１９のデータ
フレームで、ヘッダーＣＲＣフィールドは伝送中に発生することができるヘッダーのエラ
ーを感知するためのフィールドであり、ＦＴフィールドは該当フレームのタイプを示す、
即ち、該当フレームがデータフレームであるか、または制御フレームであるかを示すフレ
ームタイプフィールドである。前記図１９の場合には、ＴＦフィールドがデータフレーム
である場合を示す。ＣｍＣＨ－ＰＩフィールドはチャネルの優先権を示す共通伝達チャネ
ル優先権指示者 (Common Transport Channel Priority Indicator)であり、ＭＡＣ -ｃ /ｓ
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ｈＳＤＵ  Lengthフィールドは伝送されるデータであるＳＤＵの長さを示し、 Num of ＳＤ
Ｕフィールドは伝送されるデータＳＤＵの数を示し、 User Buffer Sizeフィールドは該当
ＵＥのための該当チャネルのバッファに貯蔵されているデータの大きさを示し、ＭＡＣ -
ｃ /ｓｈ  ＳＤＵフィールドは実際ＵＥ別データを示し、 Payload ＣＲＣフィールドはペイ
ロードの伝送中に発生することができるエラーの感知のためのＣＲＣである。ＲＬＣリセ
ットＰＤＵはペイロードのＳＤＵ部分に含まれ、ＭＡＣ -ｈｓリセット指示はヘッダーの
スペアビット部分に、または各ＳＤＵのスペア部分に割り当てて伝達することができる。
図１９のデータフレーム形式は異なる形式に具現されることもでき、ＭＡＣ -ｈｓリセッ
ト指示メッセージにＭＡＣ -ｈｓリセットに関する追加的な情報を付加することができる
。
【００８４】
図２０は受信側ＲＬＣにＲＬＣリセットＰＤＵを伝達するためのＨＡＲＱのエラー対処方
案を利用したさらに他の実施形態を示した図である。前記図２０の説明前に、前記図１７
で説明したＲＬＣリセットによるＭＡＣ -ｈｓリセット方法を説明する。即ち受信側ＲＬ
ＣでＲＬＣリセットＰＤＵを受信した後、受信側ＭＡＣ -ｈｓをリセットする方法は、順
次的なＰＤＵ伝送原則に応じて伝播遅延が発生することができ、再伝送ＰＤＵに対して多
数の再伝送を遂行する場合が発生するとの短所がある。前記図２０ではＨＡＲＱのエラー
対処方式を利用して送信側ＭＡＣ -ｈｓで受信側ＭＡＣ -ｈｓの再伝送ＰＤＵをＲＬＣに伝
送するようにする方法を提案する。先ず、ＨＡＲＱ方式で送信側は送信ＰＤＵの新たな伝
送と再伝送を区分するようにしている。ここで、前記新たな伝送を示すフラグは新規フラ
グ (new flag)であり、再伝送を示すフラグは再伝送フラグ (continue flag)である。再伝
送が発生した場合、即ち伝送されたＰＤＵに対して受信側からＮＡＣＫメッセージがフィ
ードバック (feedback)される場合、もし前記ＮＡＣＫメッセージにエラーが発生すると、
送信側で前記エラーのあるＮＡＣＫメッセージをＡＣＫメッセージに誤認する場合があり
得る。この場合、前記送信側は次の新たなＰＤＵと前記新規フラグを共に伝送するように
なり、受信側は前記ＮＡＣＫメッセージにエラーが発生したことに判断し、ＮＡＣＫされ
た受信データＰＤＵを上位ＲＬＣに伝達する。従って、送信側ＭＡＣ -ｈｓでリセットを
遂行する場合、再伝送データを伝送する時点にＲＬＣリセットＰＤＵを伝送しながら、新
たな伝送に表示して伝送すると、ＲＬＣリセットＰＤＵが再伝送データＰＤＵの順次的な
伝達によりＲＬＣに伝達が遅延されることを効果的に防止することができる。
【００８５】
前記図２０では送信側ＲＬＣがＲＬＣリセットＰＤＵと共に新規フラグを伝送することに
よって、受信側ＲＬＣがすぐ処理できるようにしてリセット遅延を防止する場合を説明し
た。次に図２１を参照してさらに他のＲＬＣリセットＰＤＵ伝送方法を説明する。
【００８６】
前記図２１は本発明のさらに他の実施形態による専用チャネルを利用して受信側ＲＬＣに
ＲＬＣリセットＰＤＵを伝達する方法を概略的に示した図である。前記図２１を参照する
と、一般的にＲＬＣは無線ベアラー (ＲＢ :Radio Bearer)別に生成され、データを処理す
るようになっている。そして、各ＲＬＣはデータＰＤＵの伝送のために、一つの論理チャ
ネル (Logical Channel)を有することもでき、この場合にはデータＰＤＵとＲＬＣリセッ
トＰＤＵのような制御ＰＤＵを前記論理チャネルを通じて伝送する。または前記ＲＬＣは
データ伝送のための論理チャネル以外に制御ＰＤＵを伝送するための論理チャネルを追加
的に有することができるが、この場合、ＲＬＣリセットＰＤＵは制御ＰＤＵを伝送するた
めの論理チャネルを通じて伝送される。この制御チャネルのための論理チャネルはＨＳ－
ＤＳＣＨと常に共に設定される専用チャネルである“連関専用チャネル” (Associated Ｄ
ＣＨ (Dedicated Channel：以下、 Associated ＤＣＨ )にマッピングされ、ＨＳ－ＤＳＣＨ
を通じて伝送されない。従って、ＭＡＣ -ｈｓと順次的データ伝達原則を守らなく、ＲＬ
Ｃ間に直接的に伝送される。
【００８７】
上述した方式はネットワーク側でＲＬＣリセットが発生した場合に関するもので、ＵＥ側
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でＲＬＣリセットが発生した場合は、ＵＥ側のＲＬＣからＲＮＣ側のＲＬＣにリセットＰ
ＤＵが Associated ＤＣＨを通じて伝達される場合のみが存在する。ＲＮＣ側のＲＬＣが
ＵＥ側のＲＬＣにリセットＡＣＫ  ＰＤＵを伝送する場合に、ＭＡＣ -ｈｓをリセットする
ために、前記図９から図２１までのすべての場合が適用されることができる。
【００８８】
【発明の効果】
上述したような本発明は、高速順方向パケット接続方式を使用する通信システムで、フレ
ームプロトコールのエラー発生などによりＲＬＣリセットが遂行される時、相手方のＲＬ
Ｃをリセットすると同時に、前記高速順方向パケット接続方式を支援するための階層であ
るＭＡＣ -ｈｓのリセットを遂行する。前記通信システムは前記ＲＬＣのリセット時、前
記ＭＡＣ -ｈｓのＨＡＲＱの動作を中止させると同時に、すでに受信されていたデータを
廃棄する。従って、ＲＬＣがリセットされたにも関わらず、ＭＡＣ -ｈｓで不必要なデー
タを伝送する場合を防止できるようになり、前記不必要なデータ伝送による無線チャネル
資源の占有を防止して、効率的に無線チャネル資源を管理することができるとの利点を有
する。また前記ＲＬＣのリセットによるＭＡＣ -ｈｓリセットを遂行することによって、
不必要なデータの前記ＭＡＣ -ｈｓのバッファリングを除去してメモリ資源の活用効率性
を増加させるとの利点を有する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用しない符号分割多重接続通信システムのＲＬＣ
階層リセット過程を示した信号流れ図である。
【図２】　図１のＲＬＣリセット過程によるＲＬＣ状態遷移を示した図である。
【図３】　一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する符号分割多重接続通信システムのＵＥ側の
ＭＡＣ階層構造を示した図である。
【図４】　一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する符号分割多重接続通信システムのＵＥ側の
ＭＡＣ -ｃ /ｓｈ階層構造を示した図である。
【図５】　一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する符号分割多重接続通信システムのＵＥ側の
ＭＡＣ -ｈｓ階層構造を示した図である。
【図６】　一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する符号分割多重接続通信システムのＵＴＲＡ
Ｎ側のＭＡＣ階層構造を示した図である。
【図７】　一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する符号分割多重接続通信システムのＵＴＲＡ
Ｎ側のＭＡＣ -ｃ /ｓｈ階層構造を示した図である。
【図８】　一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用する符号分割多重接続通信システムのＵＴＲＡ
Ｎ側のＭＡＣ -ｈｓ階層構造を示した図である。
【図９】　本発明の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する通信システムでＭＡＣ -ｈ
ｓ階層にＲＬＣリセットの発生を通報する過程を示した信号流れ図である。
【図１０】　本発明のさらに他の実施形態によるＲＬＣリセット情報を伝送するための無
線リンク制御階層と基地局間の制御フレーム構造を示した図である。
【図１１】　本発明のさらに他の実施形態に従うＲＬＣリセットによるＭＡＣ -ｈｓリセ
ット情報を伝送するための制御フレームのペイロード構造を示した図である。
【図１２】　本発明のさらに他の実施形態に従うＲＬＣリセット時、ＭＡＣ -ｈｓリセッ
ト動作を遂行する過程を示した図である。
【図１３】　本発明のさらに他の実施形態に従うＭＡＣ -ｈｓ階層間のリセット情報を伝
送する過程を示した信号流れ図である。
【図１４】　一般的なＨＳＤＰＡ方式を使用しない通信システムのＭＡＣ階層間のシグナ
リングメッセージ構造を示した図である。
【図１５】　本発明のさらに他の実施形態に従うＭＡＣ -ｈｓリセット情報を伝送するた
めのＭＡＣシグナリングメッセージ構造を示した図である。
【図１６】　本発明のさらに他の実施形態に従うＭＡＣ -ｈｓリセット過程を示した図で
ある。
【図１７】　本発明のさらに他の実施形態に従うＲＬＣリセットによるＭＡＣ -ｈｓリセ
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ット過程を概略的に示した図である。
【図１８】　本発明のさらに他の実施形態に従う受信側ＲＬＣで受信側のＭＡＣ -ｈｓを
リセットする過程を示した図である。
【図１９】　ＲＬＣリセットＰＤＵとＭＡＣ -ｈｓリセット指示メッセージを伝送する場
合のデータフレームの形式を示した図である。
【図２０】　本発明のさらに他の実施形態に従ってＲＬＣリセットＰＤＵを受信側ＲＬＣ
に伝送するためのＨＡＲＱのエラー対処方案を示した図である。
【図２１】　本発明のさらに他の実施形態に従って受信側ＲＬＣに専用チャネル (Dedicat
ed Channel)を利用してＲＬＣリセットＰＤＵを伝送する方法を示した図である。
【符号の説明】
９００　ＲＬＣ
９５０　ＭＡＣ -ｈｓ
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【 図 ２ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】
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