JP 4898534 B2 2012.3.14

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ユーザ機器（ＵＥ）において、
設定可能な最下位の物理層（Ｌ１）を含んでいる複数の処理層を有する受信機を備えて
おり、
前記Ｌ１は、所定のページングデータ処理設定データをストアするストレージバッファ
を有し、及び、前記Ｌ１は、ＰＩチャネル（ＰＩＣＨ）におけるページングインジケータ
（ＰＩ）を受信するための第１の設定とされ、ここで、第２の設定のためのページングデ
ータ処理設定データが前記ストレージバッファにストアされる、並びに、
前記Ｌ１は、本ＵＥのためのページが送信されるページングチャネル（ＰＣＨ）を識別
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する、前記ＰＩＣＨにおけるＰＩを受信すると、前記ストレージバッファにストアされた
前記ページングデータ処理設定データに従ってＬ１自身の設定を前記第１の設定から前記
第２の設定に再設定して前記ページを受信するよう構成されていることを特徴とするＵＥ
。
【請求項２】
請求項１に記載のＵＥにおいて、
前記第２の設定においては、前記Ｌ１が２次共通制御物理チャネル（ＳＣＣＰＣＨ）上
でページを受信するように設定されることを特徴とするＵＥ。
【請求項３】
請求項１に記載のＵＥにおいて、
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前記複数の処理層は第１の上位の層（Ｌ２）及び第２の上位の層（Ｌ３）をさらに含ん
でおり、
前記Ｌ２は、前記Ｌ１を制御するよう構成されたコントローラを有し、
前記Ｌ３は、前記コントローラに命令を与えるよう構成された無線リソースコントロー
ラ（ＲＲＣ）を有し、及び、
前記Ｌ２は、前記ＲＲＣから受信した命令に基づいて、前記Ｌ１が前記ストレージバッ
ファにストアするために前記ページングデータ処理設定データを前記Ｌ１に送るよう構成
されることを特徴とするＵＥ。
【請求項４】
請求項３に記載のＵＥにおいて、
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前記第２の設定においては、前記Ｌ１が２次共通制御物理チャネル（ＳＣＣＰＣＨ）上
でページを受信するように設定されることを特徴とするＵＥ。
【請求項５】
ユーザ機器（ＵＥ）において、
設定可能な最下位の物理層（Ｌ１）及び次に下位の物理層（Ｌ２）を含んでいる複数の
処理層を有する受信機を備えており、
前記Ｌ２は、所定のページングデータ処理設定データをストアするためのバッファ、及
び、前記Ｌ１を制御するよう構成されたコントローラを有し、
前記Ｌ１は、ページングデータ処理設定データ、及び、所定のＰＩチャネル（ＰＩＣＨ
）におけるページングインジケータ（ＰＩ）を受信し及びデコードするように構成された
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第１の設定を有し、
前記Ｌ２は、第２の設定のためのページングデータ処理設定データを、前記Ｌ１が前記
第１の設定に設定されたときに、前記バッファにストアするように構成され、
前記第１の設定における前記Ｌ１は、本ＵＥのためのページが送信されるページングチ
ャネル（ＰＣＨ）を識別するデコードされたＰＩを、前記Ｌ２に送信するよう構成されて
おり、
前記Ｌ２は、前記Ｌ１からデコードされたＰＩを受信するのに応答して、前記バッファ
にストアされた前記ページングデータ処理設定データに基づいて前記Ｌ１を第２の設定に
再設定するよう構成されており、該第２の設定においては、前記デコードされたＰＩによ
って識別された前記ＰＣＨ上で受信されるページングデータを処理するように前記Ｌ１が
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構成されることを特徴とするＵＥ。
【請求項６】
請求項５に記載のＵＥにおいて、
前記第２の設定においては、前記Ｌ１が２次共通制御物理チャネル（ＳＣＣＰＣＨ）上
でページングデータを受信するように設定されることを特徴とするＵＥ。
【請求項７】
請求項５に記載のＵＥにおいて、
前記複数の処理層は上位の層（Ｌ３）をさらに含んでおり、
前記Ｌ３は、前記Ｌ２が有する前記コントローラに命令を与えるよう構成された無線リ
ソースコントローラ（ＲＲＣ）を有し、及び、
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前記Ｌ２は、前記ＲＲＣから受信した命令に基づいて、前記Ｌ１の前記第１の設定をコ
ントロールするために、前記ページングデータ処理設定データを前記バッファにストアす
るよう構成されることを特徴とするＵＥ。
【請求項８】
請求項７に記載のＵＥにおいて、
前記第２の設定においては、前記Ｌ１が２次共通制御物理チャネル（ＳＣＣＰＣＨ）上
でページングデータを受信するように設定されることを特徴とするＵＥ。
【請求項９】
ユーザ機器（ＵＥ）のための方法において、
所定のページングデータ処理設定データをストアするためのストレージバッファを有し
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ている、設定可能な最下位の物理層（Ｌ１）を含んでいる複数の処理層を有する受信機を
備えるステップ、
第１の設定とされた前記Ｌ１により、所定のＰＩチャネル（ＰＩＣＨ）におけるページ
ングインジケータ（ＰＩ）を受信するステップ、ここで、第２の設定のためのページング
データ処理設定データが前記ストレージバッファにストアされる、及び、
前記ＵＥのためのページが送信されるページングチャネル（ＰＣＨ）を識別する、前記
ＰＩＣＨにおけるＰＩを受信すると、前記ストレージバッファにストアされた前記ページ
ングデータ処理設定データに従ってＬ１自身の設定を前記第１の設定から前記第２の設定
に再設定して前記ページを受信するステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
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請求項９に記載の方法において、
備えられた前記受信機の前記複数の処理層には、さらに、第１の上位の層（Ｌ２）及び
無線リソースコントローラ（ＲＲＣ）を有する第２の上位の層（Ｌ３）が含まれ、さらに
、
前記ＲＲＣからの命令を前記Ｌ２に与えるステップ、並びに、
前記ＲＲＣから受信した命令に基づいて、前記Ｌ１が前記ストレージバッファにストア
するために前記ページングデータ処理設定データを前記Ｌ２によって前記Ｌ１に送るステ
ップを含むことを特徴とする方法。
【請求項１１】
請求項９に記載の方法において、
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前記再設定するステップにおいて、前記Ｌ１を２次共通制御物理チャネル（ＳＣＣＰＣ
Ｈ）上でページを受信するように設定することを特徴とする方法。
【請求項１２】
ユーザ機器（ＵＥ）のための方法において、
設定可能な最下位の物理層（Ｌ１）及び所定のページングデータ処理設定データをスト
アするためのバッファを有する次に下位の物理層（Ｌ２）を含んでいる複数の処理層を有
する受信機を備えるステップ、
所定のＰＩチャネル（ＰＩＣＨ）におけるページングインジケータ（ＰＩ）を、第１の
設定とされた前記Ｌ１が受信してデコードするステップ、ここで、第２の設定のためのペ
ージングデータ処理設定データが前記Ｌ２の前記バッファにストアされている、
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前記ＵＥのためのページが送信されるページングチャネル（ＰＣＨ）を識別するデコー
ドされたＰＩを、前記第１の設定とされた前記Ｌ１が前記Ｌ２に送信するステップ、並び
に、
デコードされたＰＩを前記Ｌ１から受信するのに応答して、前記Ｌ１の再設定を、前記
バッファにストアされた前記ページングデータ処理設定データに基づいて前記Ｌ２が前記
第１の設定から前記第２の設定（該第２の設定においては、前記デコードされたＰＩによ
って識別された前記ＰＣＨ上で受信されるページングデータを処理するように前記Ｌ１が
構成される）へと制御するステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項１３】
請求項１２に記載の方法において、
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備えられた前記受信機の前記複数の処理層には、さらに、無線リソースコントローラ（
ＲＲＣ）を有する上位の層（Ｌ３）が含まれ、さらに、
前記ＲＲＣが前記Ｌ２のコントローラに命令を与えるステップ、並びに、
前記Ｌ２が、前記ＲＲＣから受信した命令に基づいて、前記Ｌ１の前記第１の設定をコ
ントロールするために、前記ページングデータ処理設定データを前記Ｌ２の前記バッファ
にストアするステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項１４】
請求項１２に記載の方法において、
前記Ｌ１の再設定を制御するステップにおいて、前記Ｌ１を２次共通制御物理チャネル
（ＳＣＣＰＣＨ）上でページングデータを受信するように設定することを特徴とする方法
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。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、現行の第３世代パートナシッププロジェクト（３ＧＰＰ）規格に従って設計
されたシステムなどの複数の処理層を有する無線通信システムにおいて使用される通信装
置におけるページング処理の効率を向上させることに関する。
【背景技術】
【０００２】
無線電気通信の普及は、利用可能な帯域幅の物理的限界および均一性の問題の認識をも
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たらした。これに応じて、標準化の必要性が電気通信業界に浸透している。１９９８年１
月、欧州電気通信標準化協会−特別移動体グループ（European Telecommunications Stan
dard Institute‑Special Mobile Group）（ＥＴＳＩ

ＳＭＧ）が、ユニバーサルモバイ

ルテレコミュニケーションズシステムズ（Universal Mobile Telecommunications System
s）（ＵＭＴＳ）と呼ばれる第３世代無線システム用の無線アクセススキームに関して合
意した。ＵＭＴＳ標準をさらに実施するため、第３世代パートナシッププロジェクト（３
ＧＰＰ）が、１９９８年１２月に形成された。３ＧＰＰは、共通の第３世代移動体無線標
準に取り組みつづけている。
【０００３】
現行の３ＧＰＰ規格に準拠する通常のＵＭＴＳシステムアーキテクチャを図１に示して
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いる。ＵＭＴＳネットワークアーキテクチャは、現在、公開されている３ＧＰＰ規格ドキ
ュメントで詳細に定義されたＩＵとして知られるインターフェースを介してＵＭＴＳ地上
無線アクセス網（ＵＴＲＡＮ）と互いに接続されたコアネットワーク（ＣＮ）を含む。
【０００４】
ＵＴＲＡＮは、ＵＵとして知られる無線インターフェースを介してユーザ装置（ＵＥ）
を通じてユーザに無線電気通信を提供するように設定されている。ＵＴＲＡＮは、３ＧＰ
ＰにおいてノードＢとして知られる基地局群を有し、基地局群は集合として、ＵＥとの無
線通信のための地理的カバレージを提供する。ＵＴＲＡＮでは、１つ以上のノードＢのグ
ループが、３ＧＰＰでＩｕｂとして知られるインターフェースを介して無線ネットワーク
コントローラ（ＲＮＣ）に接続される。ＵＴＲＡＮは、図１に示した例で２つを示してい
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る、異なるＲＮＣに接続されたノードＢのいくつかのグループを有することが可能である
。ＵＴＲＡＮ内で複数のＲＮＣが提供される場合、ＲＮＣ間通信が、Ｉｕｒインターフェ
ースを介して実行される。
【０００５】
３ＧＰＰ、および他の比較的高度なシステムのアーキテクチャで重要なのは、国際標準
化機構（ＩＳＯ）が開発したオープンシステムズインターナショナル（Open Systems Int
ernational）（ＯＳＩ）７レイヤモデルなどのマルチレイヤ構造の採用である。
【０００６】
３ＧＰＰシステムを介して実施されたＯＳＩモデルは、無線通信信号を実際に送受信す
るそれぞれの局、基地局およびユーザ装置において物理層を有する。物理層は、一般に、
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レイヤ１またはＬ１と呼ばれる。その他の標準の層には、レイヤ２（Ｌ２）であるデータ
リンク層、レイヤ３（Ｌ３）であるネットワーク層、レイヤ４（Ｌ４）であるトランスポ
ート層、レイヤ５（Ｌ５）であるセッション層、レイヤ６（Ｌ６）であるプレゼンテーシ
ョン層、およびレイヤ７（Ｌ７）であるアプリケーション層が含まれる。複数層の階層を
介して、通信情報および通信データが、様々な事前定義されたチャネルを介して伝えられ
、情報は、より高位の層の機能を介してフォーマットされ、配られて、実際の送信のため
に物理層に送られる。３ＧＰＰ技術規格によって定義された複数層の構造および関連する
チャネル定義、およびデータフォーマット構造は、極めて高度で、比較的効率的なデータ
通信システムを提供する。
【０００７】
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３ＧＰＰシステムで実施される１つの機能がページングである。（非特許文献１）およ
び（非特許文献２）ＴＳ２５．２２１およびＴＳ２５．３３１Ｖ３．１．２．０などの現
行の３ＧＰＰ技術規格の下では、ページング機能は、２つの異なるデータ信号、すなわち
、ページインジケータ（ＰＩ）および実際のページングデータを利用して実施される。現
行の３ＧＰＰ規格によれば、ＰＩは、実際のページデータに先立ってページ指示チャネル
（ＰＩＣＨ）で送信される。そのデータは、２次共通制御物理チャネル（ＳＣＣＰＣＨ）
によってトランスポートされる別個のページングチャネル（ＰＣＨ）で送信される。
【０００８】
基地局群は、多くのＵＥ向けに情報を送信しているので、個々のＵＥは、その特定のＵ
Ｅに関連する基地局群からブロードキャストされている情報のその部分を処理するだけで
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よい。ページングデータを処理するため、ＵＥは、そのＵＥに指定された適切なＰＩを受
信するまで、ＰＩＣＨを監視する。適切なＰＩ信号をＵＥが受信すると、そのＵＥは、Ｓ
ＣＣＰＣＨを介して関連するＰＣＨでＵＥに向けて実際のページングデータが送信されて
いることを知る。適切なＰＩ信号を受信しなかった場合、ＵＥは、異なるＵＥを宛先とす
るページングデータなどの、ＳＣＣＰＣＨ上のページングデータを処理する必要がない。
【０００９】
他のＵＥを宛先とするデータの不必要な処理の必要性を回避するため、ＵＥの物理層、
Ｌ１は、どの信号を処理するか、ならびに信号が、その信号のフォーマットに従って処理
される仕方についてＵＥのより高位の層によって選択的に指示される。物理層の直接制御
の多くは、データリンク層、レイヤ２によって行われ、レイヤ２は、無線リソースコント
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ロール（ＲＲＣ）を通常は含むネットワーク層、レイヤ３から命令および情報を受け取る
。ＲＲＣは、レイヤ２内のＬ１コントロール処理要素群に情報を提供して、事前定義され
たＳＣＣＰＣＨなどの特定のチャネルで受信されたデータを処理するように物理層、Ｌ１
に指示する。
【００１０】
３ＧＰＰシステムでは、各ＳＣＣＰＣＨが、前述したとおり、ページングチャネル（Ｐ
ＣＨ）向けのデータを含むことが可能なデータをトランスポートするための特定のフォー
マットを有する。基地局は、複数のＰＩＣＨおよびＰＣＨを使用して、複数のページング
チャネルをブロードキャストすることができる。しかし、現行の３ＧＰＰ規格は、ＰＣＨ
を１つだけＳＣＣＰＣＨによって伝送することが可能であること、および、各ＰＣＨに関
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して固有のＰＩＣＨが定義されることを規定している。複数のＰＩＣＨがブロードキャス
トされている場合、ＵＥは、（非特許文献３）に記載される周知のアルゴリズムを使用し
て、ＰＩ信号に関してどのＰＩＣＨを監視することができるかについて判定する。
【００１１】
ＵＥがどのページングチャネルを監視すべきかについて選択された後で、レベル３のＲ
ＲＣが、適切なＰＩＣＨで受信された信号を処理するように物理層に命令するようにＬ１
コントローラに指示する。その時点で、ＰＩＣＨとＰＣＨとの１対１対応が存在するため
、どのＰＣＨが、したがってどのＳＣＣＰＣＨが、物理層が監視するように命令されたＰ
ＩＣＨに関連しているかが分かる。ＵＥが、監視しているＰＩＣＨを介して適切なＰＩを
受信すると、ＵＥの物理層Ｌ１は、関連するページングデータを処理するために関連する
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ＰＣＨを伝送しているＳＣＣＰＣＨ上のデータを処理するように命令されなければならな
い。
【００１２】
図２に示すとおり、従来の実施形態は、ＰＩＣＨを物理層、Ｌ１で処理させるが、ＰＣ
Ｈを受信する決定は、通常、ＲＲＣ内部のより高位の層によって行われる。したがって、
処理済みのページングインジケータデータは、Ｌ１処理によってＬ２のＬ１コントローラ
に送られ、次に、Ｌ３のＲＲＣに送られ、ＲＲＣは、ページングインジケータが肯定的で
ある場合、ＰＣＨデータを受信し、処理するようにＬ２のＬ１コントローラを介してＬ１
処理に通信する。Ｌ１コントローラは、レイヤ１に対するレイヤ２／３インターフェース
である。
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【００１３】
例示および比較の目的で、図２は、ＰＩと対応するページングデータ間に２フレームの
ギャップが存在する非常に一般的な例を示している。ギャップのサイズは、ＰＣＨ受信に
関する無線リンクおよびトランスポートチャネル（ＲＬ／ＴＲ）の設定で分かっている。
【００１４】
図２に示すとおり、従来、物理層Ｌ１は、各フレームに関する受信（ＲＸ）信号のチッ
プ処理を、信号が受信されるにつれて行い、次に、レイヤ２のＬ１コントローラによって
物理層Ｌ１が設定されている形に従って受信フレームを処理する。このため、物理層Ｌ１
は、自らが監視しているＰＩＣＨで受信されたＰＩを、ＰＩが含まれる受信フレーム、フ
レーム＃１の終りまでにデコードする。図２に黙示されているのは、物理層Ｌ１が、ＲＲ
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Ｃから受け取られた命令に基づいて特定のＰＩＣＨを監視するようにＬ１コントローラに
よって事前設定されていることである。
【００１５】
デコードされると、ＰＩは、Ｌ１によってＬ２の物理層コントロール処理装置に送られ
、物理層コントロール処理装置は、デコード済みのＰＩに基づいてＬ３のＲＲＣからの新
規の命令を要求する。すると、ＲＲＣは、Ｌ２のコントロールプロセッサに応答して、特
定のＰＣＨからのページングデータを処理するように物理層Ｌ１を設定するようにコント
ロールプロセッサに命令する。Ｌ２プロセッサは、指定されたＰＣＨで受信されたページ
ングデータを処理するようにＰＣＨ向けに物理層を設定する。この命令は、通常、およそ
１フレーム半の時間にわたり、すなわち、ＰＩが受信されたフレームに続くフレーム＃２
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に全体にわたり、次のフレーム＃３にまで及ぶ。ページングデータは、次のフレーム、フ
レーム＃４で送信され、その時点では、物理層Ｌ１は、選択されたＰＣＨでページングデ
ータを受信するように既に設定済みであり、その設定命令に従って、フレーム＃５中に、
すなわち、フレーム＃４におけるページングデータの受信／チップ処理が終了した後、ペ
ージングデータを処理する。
【００１６】
本発明者らは、ＰＩによって示されるページングデータを処理する物理層Ｌ１の設定を
より効率的に実行することができることを認識している。
【００１７】
【非特許文献１】３ＧＰＰ技術規格ＴＳ２５．２２１
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【非特許文献２】３ＧＰＰ技術規格ＴＳ２５．３３１Ｖ３．１．２．０
【非特許文献３】３ＧＰＰ技術規格ＴＳ２５．３０４Ｖ３．１１．０セクション８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
本発明は、特定のインジケータ情報の処理のための２つの異なる実施形態を含む。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
本発明の第１の実施形態は、ページングインジケータＰＩを解釈して、事前設定された
デコード設定をアクチベートして事前指定されたＰＣＨにおけるページデータを処理する
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ように物理層Ｌ１が設定されることに関する。第２の実施形態は、Ｌ２の物理層コントロ
ールが、ページングインジケータを解釈し、事前指定されたＰＣＨにおけるページングデ
ータを処理するように物理層Ｌ１を設定することに関する。
【００２０】
一般に、無線通信システムは、ユーザ装置（ＵＥ）のページングを含め、基地局と複数
のＵＥ間における無線通信を実施する。好ましくは、ＵＥは、無線通信信号を受信して、
その時点で現行の設定に従って受信された信号を選択的に処理する設定可能な最低位の物
理層Ｌ１を有するマルチレイヤ処理システムを有して構築される。好ましくは、ＵＥは、
物理層Ｌ１を再設定するための物理層処理コントロールを含む第１のより高いレベルＬ２
と、Ｌ２物理層処理コントロールにページングチャネルパラメータを与えるための無線リ
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ソースコントロール（ＲＲＣ）を含む第２のより高位のレイヤＬ３とを有する。
【００２１】
従来技術と同様に、ページングインジケータ（ＰＩ）が、対応するページングデータに
先立ってＵＥによって受信され、ＵＥは、ＰＩを受信した後にページングデータを処理す
るように設定される。
【００２２】
本発明は、所定のページングデータ処理設定データを格納するための低レベルバッファ
をＵＥに備える。ＵＥの第１のより高いレベルＬ２は、ＵＥのＲＲＣに関連付けられ、Ｕ
ＥのＲＲＣによって決められた特定のＰＩが、ＵＥの第１のより高いレベルＬ２に明らか
にされた際、ＵＥの物理層Ｌ１が、その特定のＰＩを監視するように設定されるようにす
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る。これに関連して、対応するページングデータ処理設定データが、バッファに格納され
る。ＵＥの物理層Ｌ１は、ＵＥのＬ２物理層処理コントロールに関連付けられ、特定のＰ
Ｉが受信されたことをＵＥの物理層Ｌ１が特定した場合、ＵＥの物理層Ｌ１が、以降、Ｒ
ＲＣ、またはより高位の層、すなわち、Ｌ２より高位の層の他のコンポーネントと通信す
ることなしに、バッファに格納されたページングデータ処理設定データに基づいてページ
ングデータを処理するように設定されるようにする。
【００２３】
好ましくは、ＵＥのより低位の層のバッファは、所定のページングデータ処理設定デー
タを格納するためのＵＥの物理層Ｌ１内の物理層バッファである。その場合、ＵＥの物理
層Ｌ１は、ＵＥのＬ２物理層処理コントロールに関連付けられ、ＵＥの物理層Ｌ１が、Ｕ
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ＥのＲＲＣによって決められた特定のＰＩの受信を監視するように設定されている場合、
対応するページングデータ処理設定データが、物理層バッファに格納される。その時点で
、ＵＥの物理層Ｌ１は、その特定のＰＩを受信し、処理すると、そのバッファにアクセス
し、格納されているデータを使用して自らを再設定するようにも設定されている。３ＧＰ
Ｐシステムでは、物理層Ｌ１は、特定のＰＩを監視するように設定されている場合、特定
のページ指示チャネル（ＰＩＣＨ）を監視するように設定され、物理層Ｌ１は、対応する
ページングデータを処理するように設定されている場合、２次共通制御物理チャネル（Ｓ
ＣＣＰＣＨ）によってトランスポートされる特定の別個のページングチャネル（ＰＣＨ）
を監視するように設定される。
【００２４】
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別法として、ＵＥのより低位の層のバッファは、所定のページングデータ処理設定デー
タを格納するためのＵＥの第１のより高いレベルＬ２内の物理層処理コントロールバッフ
ァである。その場合、ＵＥの第１のより高いレベルＬ２は、ＵＥのＲＲＣに関連付けられ
、ＵＥのＲＲＣによって決められた特定のＰＩがＵＥの第１のより高いレベルＬ２に明ら
かにされた際、対応するページングデータ処理設定データが、物理層処理コントロールバ
ッファに格納されるようにする。その場合、ＵＥの物理層Ｌ１は、ＵＥのＬ２物理層処理
コントロールに関連付けられ、特定のＰＩが受信されたことをＵＥの物理層Ｌ１がＵＥの
第１のより高いレベルＬ２に明らかにした際、ＵＥの物理層Ｌ１が、物理層処理コントロ
ールバッファに格納されたページングデータ処理設定データに基づいてＵＥのＬ２処理コ
ントロールにより、対応するページングデータを処理するように設定されるようにする。
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ＵＥが３ＧＰＰシステム用である場合、物理層Ｌ１は、特定のＰＩを監視するように設定
されているとき、特定のページング指示チャネル（ＰＩＣＨ）を監視するように設定され
、物理層Ｌ１は、対応するページングデータを処理するように設定されているとき、２次
共通制御物理チャネル（ＳＣＣＰＣＨ）によってトランスポートされる特定の別個のペー
ジングチャネル（ＰＣＨ）を監視するように設定される。
【００２５】
本発明の他の目的および利点は、以下の詳細な説明および図面から当業者には明白とな
ろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
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ユーザ装置（ＵＥ）のページングを含め、基地局と複数のＵＥ間における無線通信を実
施する図１に示したような無線通信システムにおいて使用するためのＵＥを提供する。Ｕ
Ｅは、マルチレイヤ処理システム、好ましくは、図４および図６に示した７レイヤシステ
ムを有して設定される。設定可能な最低位の物理層Ｌ１が、無線通信信号を受信し、その
時点で現行の設定に従って受信された信号を選択的に処理する。好ましくは、より高いレ
ベル、Ｌ２が、物理層Ｌ１を再設定するための物理層処理コントロールを含み、第２のよ
り高位のレイヤＬ３が、Ｌ２物理層処理コントロールにページングチャネルパラメータを
与えるための無線リソースコントロール（ＲＲＣ）を含む。
【００２７】
好ましくは、システムは、現行の３ＧＰＰ規格に準拠して、基地局が、実際のページデ
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ータに先立ってページ指示チャネル（ＰＩＣＨ）でページングインジケータ（ＰＩ）を送
信することでページングを開始する。現行の３ＧＰＰ規格は、ページデータが、ＰＩの送
信から２フレーム、４フレーム、または８フレームのギャップをおいて２次共通制御物理
チャネル（ＳＣＣＰＣＨ）によってトランスポートされる別個のページングチャネル（Ｐ
ＣＨ）で送信されることを規定している。ＰＩは、対応するページングデータに先立って
ＵＥによって受信され、ＵＥは、ＰＩを受信した後、ページングデータを処理するように
設定される。
【００２８】
本発明の第１の実施形態は、ページングインジケータ（ＰＩ）および関連するページン
グデータの処理のためのシステムを有するユーザ装置（ＵＥ）であって、ＵＥの物理層Ｌ
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１処理が、図３および図４に示すとおりページングインジケータを解釈するユーザ装置を
提供することである。これを実施するため、ＵＥの物理層Ｌ１は、物理層Ｌ１が、指定さ
れたＰＩの受信について対応するＰＩＣＨを監視するように設定されている場合、ＰＣＨ
受信向けの無線リンクおよびトランスポートチャネル（ＲＬ／ＴＲ）の設定が格納される
バッファを含む。指定されたＰＩの受信について特定のＰＩＣＨを監視するようにする物
理層Ｌ１の事前設定には、指定されたＰＩが受信され、デコードされた際、物理層が、バ
ッファに格納されたデータに従って自らを自動的に再設定するようにする命令が含まれる
。この実施形態により、不要な層間通信が減少する。というのは、Ｌ１処理が指定された
ＰＩについて監視するように設定された時点でより高位の層によって前に処理されたシス
テム情報に基づき、要求される設定情報がＬ１処理に利用可能だからである。したがって
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、本発明は、不要な電力消費を減少させる。というのは、Ｌ１がＰＩを処理して、ＵＥが
所与のＤＲＸサイクルにおいてＰＣＨを受信する必要があるかどうかを判定している間、
より高位の層のプロセッサ群が、電源を落とした状態のままであることが可能だからであ
る。多くのＵＥは、バッテリ駆動式であり、バッテリ寿命は、より高位の層に関する処理
コンポーネントに頻繁に電力供給することにより相当に短くなる可能性があるため、電力
の節約は、ＵＥに重要である。
【００２９】
図２に示した従来システムと同様に、図３および図４に示した本発明の実施形態では、
物理層Ｌ１が、各フレームに関する受信（ＲＸ）信号のチップ処理を、信号が受信される
につれて行い、次に、レイヤ２のＬ１コントローラによって物理層Ｌ１が設定されている
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形に従って受信フレームを処理する。このため、物理層Ｌ１は、自らが監視しているＰＩ
ＣＨで受信されたＰＩを、ＰＩが含まれる受信フレーム、フレーム＃１の終りまでにデコ
ードする。図２に黙示されているのは、物理層Ｌ１が、ＲＲＣから受け取られた命令に基
づいて特定のＰＩＣＨを監視するようにＬ１コントローラによって事前設定されているこ
とである。しかし、従来のシステムとは異なり、ＵＥは、指定されたＰＩが物理層によっ
てデコードされた際に使用するために、ＰＣＨ処理設定が物理層Ｌ１バッファに格納され
るように設定されている。したがって、ＰＩは、デコードされると、ＰＩがＬ１によって
Ｌ２の物理層コントロール処理装置に送られ、次に、この処理装置が、Ｌ３のＲＲＣから
新規の命令を要求するのではなく、物理層Ｌ１が、対応するＰＣＨで受信される対応する
ページングデータを処理するのに要求される設定を自動的にとるようにトリガする。
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【００３０】
過度な層間通信（signaling）をなくすことに加え、本発明は、対応するページングデ
ータの送受信を早めることも可能にする。従来技術と同様に、本発明を実施するＵＥは、
フレーム＃１内でＰＩを受信し、フレーム＃５内で処理するためにフレーム＃４内でＰＣ
Ｈにおける対応するページングデータの受信の準備ができていることが可能である。しか
し、本発明は、ＵＥが、フレーム＃１内でＰＩを受信し、フレーム＃４内で処理するため
にフレーム＃３内でＰＣＨにおける対応するページングデータの受信の準備ができている
ことも可能にする。したがって、現行の３ＧＰＰ規格が、ＰＩとページングデータ間で１
フレームのギャップを許すように修正された場合、ＵＥを変更することなしに、より早い
フレーム期間でＰＣＨおよびページデータを処理するように適切なデータをバッファに供
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給するだけで、そのようなより高速のページングプロセスに対応することができる。
【００３１】
本発明の第２の実施形態は、ページングインジケータ（ＰＩ）および関連するページン
グデータの処理のためのシステムを備えたユーザ装置（ＵＥ）であって、Ｌ２のＵＥの物
理層Ｌ１コントローラが、図５および図６に示すとおりページングインジケータを解釈す
るユーザ装置を提供することである。これを実施するため、ＵＥの物理層Ｌ１コントロー
ラは、指定されたＰＩの受信について対応するＰＩＣＨを監視するように物理層Ｌ１を設
定するようにＬ１コントローラが命令された際、ＰＣＨ受信向けの無線リンクおよびトラ
ンスポートチャネル（ＲＬ／ＴＲ）の設定が格納される関連するＬ２バッファを有する。
好ましくは、ＵＥは、パラメータおよびその他の情報をＬ２のコントローラに与えるレベ
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ル３の無線リソースコントローラ（ＲＲＣ）を有して設定される。
【００３２】
指定されたＰＩの受信について特定のＰＩＣＨを監視するように物理層Ｌ１を設定する
ようにＬ２のＬ１コントローラにＲＲＣが命令した場合、Ｌ２バッファは、指定されたＰ
Ｉの受信後に対応するＰＣＨで受信される対応するページデータを受信するためにどのよ
うに設定されるべきかを物理層Ｌ１に命令するのに必要なパラメータを受け取る。したが
って、物理層Ｌ１がＰＩをデコードすると、ＰＩは、Ｌ２のＬ１コントローラに送られ、
Ｌ１コントローラは、Ｌ２バッファに格納されているデータを使用して、Ｌ３のＲＲＣか
らのさらなる命令を要求することなしに、対応するＰＣＨで受信される対応するページン
グデータを処理するためにどのように設定されるべきかを物理層Ｌ１に直接に命令する。
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【００３３】
この実施形態により、不要な層間通信も減少する。というのは、Ｌ２のＬ１コントロー
ラが、指定されたＰＩについて監視するように物理層Ｌ１を設定するのに必要とされるパ
ラメータを受け取った時点で、より高位の層によって前に処理されたシステム情報に基づ
き、要求される設定情報がＬ１コントローラに利用可能だからである。詳細には、ＲＲＣ
への通信、およびＲＲＣからの通信が少なくなる。
【００３４】
両方の実施形態が実行可能であるが、第１の実施形態の方が第２の実施形態より高速で
ある。しかし、時間が許す場合、Ｌ１処理層より上で通常は行われるいくらかのロジック
およびバッファリングが、第１の実施形態では要求される。第１の実施形態で実行される
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Ｌ１処理がページングインジケータを解釈し、ＰＣＨチャネルデータの受信に関する判定
を行う場合、処理時間、通信（signaling）の減少、および電力消費の減少に利点がある
。電力消費が減少しないことを除き、同様の利点が第２の実施形態に関して実現される。
【００３５】
また本発明は、ソフトウェアモジュールとして完全に実施することもできることを理解
されたい。そのような場合、モジュールは、システム管理者によって所望される変更に容
易に適合可能である。例えば、Ｌ１処理で実施されるものとして前述した一部の簡単な機
能をＬ１コントロールによって実施することができ、その逆も可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
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【図１】現行の３ＧＰＰ規格に準拠する通常のＵＭＴＳシステムを示す概略図である。
【図２】ページングインジケータ処理に関する従来技術のスキームを示すタイミング図で
ある。
【図３】本発明によるページングインジケータ処理に関する第１の実施形態を示すタイミ
ング図である。
【図４】本発明の第１の実施形態を実施するように設定されたＵＥを示す図である。
【図５】本発明によるページングインジケータ処理に関する第２の実施形態を示すタイミ
ング図である。
【図６】本発明の第２の実施形態を実施するように設定されたＵＥを示す図である。
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