
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体接続制御階層エンティティをそれぞれ設ける送信装置と受信装置を有するパケット
通信システムで、前記送信装置の媒体接続制御階層エンティティと前記受信装置の媒体接
続制御階層エンティティ間のシグナリング方法において、
　前記送信装置の媒体接続制御階層エンティティで前記シグナリングが要求される時、制
御情報と前記制御情報の伝送を示すシグナリング を含む媒体接続制御シグナリング
メッセージを伝送する過程と、
　前記受信装置の媒体接続制御階層エンティティで前記媒体接続シグナリングメッセージ
が前記シグナリング を含むかを検査し、前記シグナリング が検査される時、
前記媒体接続制御シグナリングメッセージに含まれた制御情報を受信する過程と、を含む
ことを特徴とする前記方法。
【請求項２】
　前記シグナリング と前記制御情報は、相異なる専用物理制御チャネルを通じて伝
送され、前記制御情報は前記媒体接続制御シグナリングメッセージを区分するシグナリン
グタイプ情報と同一の専用物理制御チャネルを通じて伝送されることを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記媒体接続制御シグナリングメッセージは、前記制御情報と前記シグナリング
を含むヘッダーに構成されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記制御情報は、前記媒体接続制御シグナリングメッセージを区分するシグナリングタ
イプ情報を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　媒体接続制御階層エンティティをそれぞれ設ける送信装置と受信装置を有するパケット
通信システムで、前記送信装置の媒体接続制御階層エンティティが無線リンク制御エンテ
ィティの制御下に前記受信装置の媒体接続制御階層エンティティへのシグナリングを遂行
する方法において、
　前記無線リンク制御エンティティからシグナリング伝送ブロックが受信されると、前記
シグナリング伝送ブロックの伝送を示すシグナリング と前記シグナリング伝送ブロ
ックを含む媒体接続制御シグナリングメッセージを生成する過程と、
　前記媒体接続制御シグナリングメッセージの伝送時点をスケジューリングする過程と、
　前記スケジューリングにより伝送時点が到達する時、該当する前記媒体接続制御シグナ
リングメッセージを前記受信装置の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前記方法。
【請求項６】
　前記媒体接続制御シグナリングメッセージと媒体接続制御データメッセージの伝送時点
をスケジューリングすることにおいて、前記媒体接続制御シグナリングメッセージに優先
権を付与することを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記シグナリング と前記シグナリング伝送ブロックは、相異なる専用物理制御チ
ャネルを通じて伝送され、前記シグナリング伝送ブロックは、前記媒体接続制御シグナリ
ングメッセージを区分するシグナリングタイプ情報と同一の専用物理制御チャネルを通じ
て伝送されることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記媒体接続制御シグナリングメッセージは、前記シグナリング伝送ブロックと前記シ
グナリング を含むヘッダーに構成されることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項９】
　前記シグナリング伝送ブロックは、前記媒体接続制御シグナリングメッセージを区分す
るシグナリングタイプ情報を含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　媒体接続制御階層エンティティをそれぞれ設ける送信装置と受信装置を有するパケット
通信システムで、前記受信装置の媒体接続制御階層エンティティが前記送信装置の媒体接
続制御階層エンティティとのシグナリングを遂行する方法において、
　前記送信装置の媒体接続制御階層エンティティから伝送される媒体接続制御シグナリン
グメッセージを受信して、前記媒体接続制御シグナリングメッセージが制御情報の伝送を
示すシグナリング を含むかを検査する過程と、
　前記媒体接続制御シグナリングメッセージが前記シグナリング を含むと、前記媒
体接続制御シグナリングメッセージに含まれた制御情報を受信する過程と、を含むことを
特徴とする前記方法。
【請求項１１】
　前記シグナリング と前記制御情報は、相異なる専用物理制御チャネルを通じて伝
送され、前記シグナリング伝送ブロックは、前記媒体接続制御シグナリングメッセージを
区分するシグナリングタイプ情報と同一の専用物理制御チャネルを通じて伝送されること
を特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記媒体接続制御シグナリングメッセージは、前記制御情報と前記シグナリング
を含むヘッダーに構成されることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記制御情報は、前記媒体接続制御シグナリングメッセージを区分するシグナリングタ
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イプ情報を含むことを特徴とする請求項１２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】
　本発明は符号分割多重接続通信システムの順方向高速パケット接近方式 (ＨＳＤＰＡ )に
対する同等な (peer-to-peer)ＭＡＣ－ｈｓ階層間のシグナリング方法に関するもので、特
に、基地局 (Node-B)と端末 (User Equipment、ＵＥ )上のＭＡＣ－ｈｓ個体間の間欠的な制
御情報伝送のための方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　通常的に、順方向高速パケット接近 (High Speed Downlink Packet Access、以下、ＨＳ
ＤＰＡ )方式は、符号分割多重接続通信システムで順方向高速パケット伝送を支援するた
めの順方向データチャネル (High Speed-Downlink Shared Channel：ＨＳ－ＤＳＣＨ )と、
これに関連された制御チャネルと、このための装置及び方法だけではなく、システムを総
称する。前記ＨＳＤＰＡ方式を適用する符号分割多重接続通信システムでは高速パケット
伝送を支援するために、下記三つの方式を新たに導入した。
【０００３】
　先ず、適応変調／コーディング方式 (Adaptive Modulation and Coding Scheme：ＡＭＣ
Ｓ )は、セル (cell)と使用者間のチャネル状態に応じてデータチャネルの変調方式とコー
ディング方式を決定することにより、セル全体の使用効率を高める。前記変調方式とコー
ディング方式の組み合わせは変調／コーディング方式 (ＭＣＳ： Modulation and Coding S
cheme)とし、レベル (level)１からレベル (level)ｎまで複数個のＭＣＳに定義することが
できる。前記ＡＭＣＳは前記ＭＣＳのレベル (level)を使用者とセル (cell)間のチャネル
状態に応じて適応的に決定して、全体使用効率を高める方式を意味する。
【０００４】
　次に、複合再伝送 (ＨＡＲＱ： Hybrid Automatic Retransmission Request)方式中の一
つである多チャネル停止－混合自動再伝送 (n-channel Stop And Wait Hybrid Automatic 
Re-transmission Request：Ｎチャネル  ＳＡＷ  ＨＡＲＱ )方式を説明すると、次のようで
ある。既存のＡＲＱ方式は使用者端末と基地局制御器間に認知信号 (Acknowledgement:Ａ
ＣＫ )と再伝送パケットの交換が遂行された。しかし、前記ＨＳＤＰＡでは使用者端末と
基地局のＭＡＣ階層間でＡＣＫと再伝送パケットが交換されるようにした。また、Ｎ個の
論理的なチャネルを構成してＡＣＫを受信しない状態で多数個のパケットを伝送できるよ
うにした。より詳細に説明すると、次のようである。通常的な停止－待機自動再伝送 (Sto
p and WaitＡＲＱ )方式では、以前パケットのＡＣＫを受信しないと、次のパケットを伝
送することができない。従って、パケットの伝送が可能であることにも関われず、ＡＣＫ
を待機すべきである場合が発生する短所がある。しかし、前記ＮチャネルＳＡＷ  ＨＡＲ
ＱではＡＣＫを受信しない状態で多数のパケット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、使用者端末と基地局間にＮ個の論理的なチャネルを設定し
、特定時間、または明示的なチャネル番号としてそのチャネルを識別すると、受信側であ
る使用者端末は任意の時点で受信したパケットがどのチャネルに属したパケットであるか
を分かることができる。また、受信されるべきである順序通りパケットを再構成すること
ができる。
【０００５】
　最後に、高速セル選択 (Fast Cell Selection：ＦＣＳ )方式に対して説明すると、次の
ようである。前記ＦＣＳ方式は前記ＨＳＤＰＡを使用している使用者端末がセル重畳地域
(soft handover region)に進入する場合、一番良好なチャネル状態を維持しているセルの
みからパケットを受信するようにすることにより、全体的な干渉 (interference)を低減す
る。また、一番良好なチャネル状態を提供するセルが変更される場合、そのセルのＨＳ－
ＤＳＣＨを利用してパケットを受信するようにし、この時、伝送断絶時間が最少になるよ
うにする。
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【０００６】
　前記ＨＳＤＰＡのサービスのために新たに提案された技術中で、ＨＡＲＱ技術に対して
より詳細に説明すると、次のようである。
【０００７】
　多数の異なるＮチャネルＳＡＷ  ＨＡＲＱプロトコル方式がＨＳＤＰＡ方式のために提
案され、この方式は順方向／逆方向での制御情報及びデータ伝送技法に従って、次のよう
に分類されることができる。一番目に、同期／同期方式として、順方向でのデータ再伝送
が元データの伝送されたチャネルに同期を合わせて伝送され、逆方向でのＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋも同一のＨＡＲＱチャネルに同期を合わせて伝送されるべきである方式である。二番目
方式は、非同期／同期方式として、順方向での再伝送が元データの伝送されたチャネルに
限定されなく、チャネルを変わりながら非同期に伝送されることができる方式である。三
番目方式は、逆方向でのＡＣＫ／ＮＡＣＫ伝送チャネル別に同期を合わせなくても伝送で
きるようにする方式である。
【０００８】
　図１はＨＳＤＰＡサービスのために基地局からの同期伝送及び端末機からの同期方式 (
同期／同期方式 )による動作を示している図である。この時、前記図１では４チャネルで
ある場合を仮定して伝送する概念を説明するための図である。
【０００９】
　前記図１を参照すると、網 (基地局：本発明では網と基地局を同一概念に混用して使用 )
の上位階層からデータブロック１０１が受信されると、キュー１０２に貯蔵する。前記キ
ュー１０２に貯蔵されたデータブロックはチャネル分配器１０３に提供されて各チャネル
別に区分された送信器１０４、１０５、１０６、１０７に伝達される。前記各チャネル別
送信器１０４、１０５、１０６、１０７は前記チャネル分配器１３０により分配されたデ
ータブロックを順次的に伝送し、前記伝送されたブロックは所定データチャネル１０８を
経て各チャネル別受信器１１１、１１３、１１５、１１７に受信される。前記受信器１１
１、１１３、１１５、１１７により受信されたデータブロックそれぞれは、対応する第１
乃至第４再伝送復号器 (ＨＡＲＱ復号器 )１１２、１１４、１１６、１１８に提供される。
前記データブロックは該当再伝送復号器１１２、１１４、１１６、１１８により解釈され
、端末機の上位階層に伝送される。
【００１０】
　一方、各データブロックの伝送と同時に、シグナリング情報がチャネル別に制御チャネ
ルを通じて伝送される。前記伝送されたデータブロックそれぞれに対するＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋ情報は、端末から網にフィードバック (feedback)チャネルを通じて伝達される。前記図
１は前記概念を説明するための図であり、実際システムは前記図１とは異なる構成を有す
ることができる。例えば、多数の送信器１０４－１０７と受信器１１１－１１７を表示し
ているが、一つの送信器と受信器から時間を区分して複数のデータブロックを伝送するよ
うにすることも可能である。また、データチャネル１０８の概念を送信器と受信器間に提
示して説明しているが、送信側で各Ｎチャネルに複合再伝送のためのメモリバッファを有
している。受信側でも各Ｎ個のチャネルに対して複合再伝送時にコンバイニングのための
メモリを有し、復旧されたメッセージシーケンスを一定単位に収集して上位レイヤに伝送
するためのバッファを有している。
【００１１】
　上述した同期／同期方式は、順方向でのデータ伝送とそのデータに対するＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ受信間の時間的な関係に依存した再伝送方式として、一連番号を必要としない。従っ
て、順方向では伝送データブロックが新たな伝送であるか、再伝送であるかを区分するた
めに、制御チャネルを通じて最小１ビットの New／ Continue(Ｎ／Ｃ )フラグを必要とし、
フィードバックチャネルを通じたＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報も最小１ビットとして動作が可能
である。これは同期式伝送を通じて時間に各チャネル別データ及びＡＣＫ／ＮＡＣＫを区
別できるからである。
【００１２】

10

20

30

40

50

(4) JP 3872403 B2 2007.1.24



　非同期／同期方式の動作は、上述した同期／同期方式の場合と類似に動作する。しかし
、データブロックの再伝送を元のデータが伝送されたチャネル以外のチャネルでも許容し
ているので、順方向制御チャネルで１ビットのＮ／Ｃフラグ以外にチャネルプロセス番号
が追加的に必要である。非同期／同期方式でフィードバックチャネルを通じたＡＣＫ／Ｎ
ＡＣＫ情報は、同期／同期方式のように最小１ビットに使用されることができる。
【００１３】
　非同期／非同期方式の動作は、伝送時に１ビットのＮ／Ｃ部フラグ以外にチャネルプロ
セス番号を必要とし、フィードバックチャネルを通じたＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報も順方向デ
ータブロックに対する一連番号を指称して伝送されるべきである。これはシグナリング負
荷が増加するが、伝送タイミングに対する制限が厳格でなく、エラー発生に対して強い利
点を有する。
【００１４】
　上述したＨＡＲＱ方式を導入するＨＳＤＰＡのためのＭＡＣ階層の動作は、既存の移動
通信システムでは導入されない概念であり、再伝送に関連された動作は、ＲＬＣ階層で遂
行されている。
【００１５】
　図２は広帯域符号分割多重接続システムの階層別プロトコル構造を示している。移動通
信システムのコアネットワーク (または、ＭＳＣ： Mobile Switching Center)以外の無線
網制御部 (ＲＮＣ： Radio Network Controller)は、無線接続網の各個体の制御を担当する
無線資源制御器 (Radio Resource Control、以下、ＲＲＣ )、上位階層から受信されたデー
タパケットを適当な大きさに管理する機能の無線リンク制御 (Radio Link Control、以下
、ＲＬＣ )個体、決定された大きさの単位データを伝達チャネル別に分配／統合する機能
の媒体接続制御 (Medium Access Control、以下、ＭＡＣ )個体、無線チャネルを通じて実
際データブロックを伝送する物理階層 (Physical layer、Ｌ１ )２３０に構成される。前記
ＲＲＣは階層３ (Ｌ３ )、前記ＲＬＣ２１０は２階層 (Ｌ２ )に属する。
【００１６】
　網と端末間のシグナリングは、ＲＲＣ、ＲＬＣ個体で主に遂行される。前記ＲＲＣはシ
ステム情報 (System Information)、無線資源制御器連結 (ＲＲＣ  Connection)、無線チャ
ネル設定及び再構成のためのメッセージ手順及び制御情報を伝達できるようになっている
。前記ＲＬＣ個体はデータの伝送及び再伝送を制御するためのウィンドウの大きさ、受信
データの確認シグナリングを伝送できるようになっている。これに反してＭＡＣ個体は端
末の と上位論理チャネルを区分する情報をヘッダーに有しているだけで、網と端末
間のシグナリングメッセージ手順を有していない。
【００１７】
　ＨＳＤＰＡ技術を採用するＷ－ＣＤＭＡシステムのプロトコル構造は、ＨＡＲＱ機能が
ＲＬＣ階層 (Radio Link Control Layer)でのＨＡＲＱ機能以外に、ＭＡＣ階層 (Medium Ac
cess Control Layer)でのＨＡＲＱ機能が追加的に要求されるので、これに該当する構造
の変化がある。また従来の場合には、ＲＮＣにＭＡＣ個体が含まれて、ＲＬＣ、ＲＲＬ個
体が全部装置されたが、ＨＳＤＰＡではＭＡＣ－ｈｓ個体を基地局伝送装置 (Node B)に装
置するようになっている。以上の構造的変化をＭＡＣ個体に対する説明と共に、端末側と
基地局 (網 )側に区分して説明する。
【００１８】
　図３は端末側でのＭＡＣ構造を示している。前記図３を参照すると、ＭＡＣ－ｄ３３０
は専用チャネルのためのＭＡＣ個体 (Entity)として、専用論理チャネル (Dedicated Logic
al Channels)、即ちＤＣＣＨ (Dedicated Control CHannel)、ＤＴＣＨ (Dedicated Traffi
c CHannel)のためのＭＡＣ機能を遂行する。以上の専用論理チャネルが専用伝達チャネル
(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、ＤＣＨ )に連結される。共通チャネル (Common CHannel)にマッピング
される場合、データはＭＡＣ－ｄ３３０とＭＡＣ－ｃ／ｓｈ３２０への連結線を通じてＭ
ＡＣ－ｃ／ｓｈ３２０に伝達されるか、受信される。前記ＭＡＣ－ｃ／ｓｈ３２０は、共
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通チャネルのためのＭＡＣ個体として共通論理チャネル (Common Logical CHannels)、即
ちＰＣＣＨ (Paging Control CHannel)、ＢＣＣＨ (Broadcast Control CHannel)、ＣＣＣ
Ｈ (Common Control CHannel)、ＣＴＣＨ (Common Traffic CHannel)、ＳＨＣＣＨ (Shared 
Control CHannel)を通じたデータ及び前記ＭＡＣ－ｄ３３０との交換データを共通伝達チ
ャネル (Common Transport CHannel)、即ちＰＣＨ (Paging CHannel)、ＦＡＣＨ (Forward A
ccess CHannel)、ＲＡＣＨ (Random AccessCHannel)、ＣＰＣＨ (Common Packet CHannel)
、ＵＳＣＨ (Uplink Shared CHannel)、ＤＳＣＨ (Downlink Shard CHannel)と交換する。
この個体は図２で示している制御ラインを通じてＲＲＣ (Radio Resource Control)個体か
ら制御命令を受け、前記ＲＲＣに状態報告をすることができる。このような制御情報はＭ
ＡＣ制御を通じて獲得される。
【００１９】
　既存の構造では、専用チャネルのためのＭＡＣ－ｄ (ＭＡＣ－ dedicated)３３０と共通
チャネルのためのＭＡＣ－ｃ／ｓｈ (ＭＡＣ－ common／ shared)個体３２０だけに構成され
た。しかし、ＨＳＤＰＡ技術を採用することによって、ＭＡＣ－ｈｓ (ＭＡＣ -high speed
)個体３１０が追加的に導入され、ＨＳ－ＤＳＣＨ (High Speed-Downlink Shared CHannel
)を支援するＭＡＣ機能を有するようになった。新たに定義されたＭＡＣ－ｈｓ３１０の
制御はＭＡＣ制御連結 (ＭＡＣ  control)を通じてＲＲＣが制御するように設計されている
。基地局から受信されるメッセージは、物理階層で信号処理されデータを復元し、ＨＳ－
ＤＳＣＨ伝送チャネルを通じて前記ＭＡＣ－ｈｓエンティティ３１０に受信される。
【００２０】
　図４は前記ＭＡＣ－ｃ／ｓｈに対する詳細構成を示している図である。前記図４を通じ
てＭＡＣ－ｃ／ｓｈをより詳細に説明すると、ＭＡＣ－ｄと交換されるデータのために、
使用者 (ＵＥ  Identification、以下、ＵＥ－Ｉｄ )を付加し、読んで認識する機能
を有する‘ add／ read ＵＥ  Id’があり、伝達チャネルであるＲＡＣＨ、ＣＰＣＨの伝送
のために‘スケジューリング及び優先権処理部分 (Scheduling/Priority Handling)’、伝
達形式を決定する‘ＴＦ選択 (Transport Format Selection)’、‘ＡＳＣ選択 (Access Se
rvice Class selection)部分’がある。また共通論理チャネルを区分するヘッダーフィー
ルドを付けて、データを各伝達チャネルに整列する‘ＴＣＴＦ  ＭＵＸ (Target Channel T
ype Field Multiplexing)部分’と伝達チャネルＵＳＣＨの伝送の場合に伝達複合形式 (Tr
ansport Format Combination)の選択のための‘ＴＦＣ  Selection部分’がある。ＨＳＤ
ＰＡ技術の導入に応じて、既存のＭＡＣ－ｃ／ｓｈの機能をそのまま維持しているが、Ｍ
ＡＣ－ｈｓへの新たな連結が追加された。
【００２１】
　図５はＨＳＤＰＡ技術を導入することにより、新たに定義されたＭＡＣ－ｈｓ階層の詳
細構成を示している図である。
【００２２】
　前記図５を通じて前記ＭＡＣ－ｈｓをより詳細に説明すると、ＨＳ－ＤＳＣＨチャネル
上のＨＡＲＱのための機能が重要な機能に、ＨＡＲＱプロトコルに該当される機能を遂行
する。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点検し、ＭＡＣ－ｃ
／ｓｈへの伝送及びＡＣＫ／ＮＡＣＫメッセージを生成するなどの機能を遂行する。この
個体はＵＴＲＡＮとの頻繁なＨＳＤＰＡ関連制御情報を交換できるように、‘ Associated
 Uplink／ Downlink Signaling'の無線制御チャネルを有する。この機能個体の動作は、Ｒ
ＲＣにより制御される。
【００２３】
　図６は網側でのＭＡＣ構造である。前記図６を参照すると、ＭＡＣ－ｄはＵＥ側と類似
に専用論理チャネル (ＤＴＣＨ、ＤＣＣＨ )のデータを専用伝達チャネルであるＤＣＨ及び
ＭＡＣ－ｃ／ｓｈと交換するようになっている。しかし、この個体はＵＴＲＡＮでは各Ｕ
Ｅ別に設けられているので、多数が存在し、それぞれＭＡＣ－ｃ／ｓｈへの連結がある。
前記ＭＡＣ－ｃ／ｓｈもＵＥ側と類似である。この個体はすべてＲＲＣにより制御され、
このための制御連結 (ＭＡＣ  control)がある。
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【００２４】
　既存のＭＡＣ構造に比べてＨＳＤＰＡ技術の導入に応じて、ＭＡＣ－ｈｓ機能個体が新
たに追加された。前記ＭＡＣ－ｈｓは無線網制御器 (Radio Access Controller)に存在す
ることではなく、基地局 (Node-B)に位置するように設計されている。従って、無線網制御
器と基地局間のインタフェースである Iubを通じて上位階層のデータが伝達され、前記Ｍ
ＡＣ－ｈｓのための制御メッセージも前記が Iubを通じて伝達される。前記ＭＡＣ－ｈｓ
機能個体は伝送するデータをスケジューリングし、伝送チャネルＨＳ－ＤＳＣＨと連結さ
れている。
【００２５】
　図７で既存のＭＡＣ－ｃ／ｓｈの機能を示している。前記図７を参照すると、ＭＡＣ－
ｄとのデータ交換のための‘ Flow Control ＭＡＣ－ｃ／ｓｈ／ＭＡＣ－ｄ 'があり、共通
論理チャネル (ＰＣＣＨ、ＢＣＣＨ、ＳＨＣＣＨ、ＣＣＣＨ、ＣＴＣＨ )とＭＡＣ－ｄから
の専用論理チャネル間の区分及びＵＥ別区分のために‘ＴＣＴＦ  ＭＵＸ／ＵＥ  Ｉｄ  Ｍ
ＵＸ '機能ブロックがある。共通伝達チャネルのための‘ Scheduling／ Priority Handling
／ Demux'機能ブロックがあり、前記共通伝達チャネルを通じたデータ伝送時、伝達複合形
式 (Transport Format Combination)選択のための‘ＴＦＣ  Ｓ election'機能がある。伝送
チャネルＤＳＣＨに伝送する場合には、順方向でのＤＳＣＨの使用コード割り当てを遂行
する‘ＤＬ :code allocation'機能が追加される。ＨＳＤＰＡ機能が追加に導入されるこ
とによって、ＭＡＣ－ｈｓへのデータブロックを伝達するための経路と流れ制御 (Flow Co
ntrol)機能が追加された。
【００２６】
　図８ではＭＡＣ－ｈｓ機能個体の機能をより詳細に示している。前記図８を参照すると
、この機能個体はＨＳ－ＤＳＣＨチャネルを通じたデータブロックを処理する機能を有し
、ＨＳＤＰＡデータのための物理チャネル資源の管理機能もこの機能個体で処理される。
前記図７のＭＡＣ－ｃ／ｓｈからＭＡＣ－ｈｓに受信されたデータは、受信データの流れ
を管理するフローコントロール機能個体 (Flow control)と、ＨＡＲＱ関連プロトコルを処
理するＨＡＲＱプロトコル機能 (ＨＡＲ )個体と、前記受信したデータを前記ＨＡＲＱプロ
トコルに従って処理されたデータの伝送時点を決定するスケジューリング及び優先権を管
理する Scheduling／ Priority Handling機能個体と、ＴＦＣ (Transport Format Combinati
on)選択機能個体を経過して伝送チャネルＨＳ－ＤＳＣＨに伝達される。また、前記ＭＡ
Ｃ－ｈｓ個体はＭＡＣ－ｄ及びＭＡＣ－ｃ／ｓｈと異なり基地局 (Node B)に位置し、物理
階層と直接連結されている。従って、前記物理階層を通じたＵＥとの頻繁なＨＳＤＰＡ関
連制御情報を交換できるように‘ Associated Uplink／ Downlink Signaling'の無線制御チ
ャネルを有する。
【００２７】
　上述したような機能エンティティを有して、高速パケットデータをサービスするために
必要な制御メッセージは、基地局制御器と端末機にそれぞれ位置するＲＬＣで制御メッセ
ージを生成して伝送する。一方、受信側のＲＬＣでこれを解釈して制御メッセージに応じ
て必要な動作を遂行する。しかし、高速パケットデータサービスは伝送単位が短く、迅速
な応答を要求するので、基地局制御器に位置するＲＬＣと端末のＲＬＣ間の通信は、基地
局制御器で Node Bを経て通信するので遅延時間が長い。また、高速パケットデータサービ
スのためにＨＡＲＱ方法を使用しているが、前記ＨＡＲＱのためのバッファメモリにリセ
ットが必要な場合が発生すると、送信側及び受信側のＭＡＣ－ｈｓ個体間の通信が必要で
ある。従って、本発明では基地局と端末間のＭＡＣ－ｈｓ階層間の制御メッセージ伝送が
できるようにする技術を提供する。
【００２８】
【発明が解決しようとする課題】
　従って、上述したような問題点をするための本発明の目的は、ＨＳＤＰＡ技術を採用し
たパケット通信システムで、網と端末間のＭＡＣ－ｈｓ個体上のシグナリング機能を提供
することにある。
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【００２９】
　本発明の他の目的は、パケット通信システムでＭＡＣ－ｈｓシグナリングを導入するこ
とにより、ＮチャネルＳＡＷ  ＨＡＲＱ上のシグナリングメッセージエラーに対する対処
機能を提供することにある。
【００３０】
　本発明のさらに他の目的は、パケット通信システムでＭＡＣ－ｈｓシグナリングを導入
することにより、ＲＬＣ階層上のリセットが遂行されることによって、ＭＡＣ－ｈｓ上の
リセットのためのメッセージ伝達機能を提供することにある。
【００３１】
【課題を解決するための手段】
　上述したような目的を達成するための本発明の第１見地によると、媒体接続制御階層エ
ンティティをそれぞれ設ける送信装置と受信装置を有するパケット通信システムで、前記
送信装置の媒体接続制御階層エンティティと前記受信装置の媒体接続制御階層エンティテ
ィ間のシグナリング方法において、前記送信装置の媒体接続制御階層エンティティで前記
シグナリングが要求される時、制御情報と前記制御情報の伝送を示すシグナリング
を含む媒体接続制御シグナリングメッセージを伝送する過程と、前記受信装置の媒体接続
制御階層エンティティで前記媒体接続シグナリングメッセージが前記シグナリング
を含むかを検査し、前記シグナリング が検査される時、前記媒体接続制御シグナリ
ングメッセージに含まれた制御情報を受信する過程と、を含むことを特徴とする。
【００３２】
　上述したような目的を達成するための本発明の第２見地によると、媒体接続制御階層エ
ンティティをそれぞれ設ける送信装置と受信装置を有するパケット通信システムで、前記
送信装置の媒体接続制御階層エンティティが無線リンク制御エンティティからの制御によ
り前記受信装置の媒体接続制御階層エンティティへのシグナリングを遂行する方法におい
て、前記無線リンク制御エンティティからシグナリング伝送ブロックが提供されると、前
記シグナリング伝送ブロックの伝送を示すシグナリング と前記シグナリング伝送ブ
ロックを含む媒体接続制御シグナリングメッセージを生成する過程と、前記無線リンク制
御エンティティからデータ伝送ブロックが提供されると、前記データ伝送ブロックを含む
媒体接続制御データメッセージを生成する過程と、前記媒体接続制御シグナリングメッセ
ージと前記媒体接続制御データメッセージそれぞれの伝送時点をスケジューリングする過
程と、前記スケジューリングにより伝送時点が到達する時、該当する前記媒体接続制御シ
グナリングメッセージ、または前記媒体接続制御データメッセージを前記受信装置の媒体
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。
【００３３】
　上述したような目的を達成するための本発明の第３見地によると、媒体接続制御階層エ
ンティティをそれぞれ設ける送信装置と受信装置を有するパケット通信システムで、前記
受信装置の媒体接続制御階層エンティティが前記送信装置の媒体接続制御階層エンティテ
ィとのシグナリングを遂行する方法において、前記送信装置の媒体接続制御階層エンティ
ティから伝送される媒体接続制御シグナリングメッセージを受信して、前記媒体接続制御
シグナリングメッセージが制御情報の伝送を示すシグナリング を含むかを検査する
過程と、前記媒体接続制御シグナリングメッセージが前記シグナリング を含むと、
前記媒体接続制御シグナリングメッセージに含まれた制御情報を受信する過程と、を含む
ことを特徴とする。
【００３４】
【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。
【００３５】
　先ず、本発明は送信側ＭＡＣ－ｈｓ個体でシグナリング情報を発生させ、ＭＡＣヘッダ

10

20

30

40

50

(8) JP 3872403 B2 2007.1.24

指示子

指示子
指示子

指示子

指示子
指示子



ーにシグナリングであることを指示するビットと共に、ＭＡＣ－ｈｓ上のシグナリングを
含むデータブロックを伝送する装置及び方法と、受信側でＭＡＣ－ｈｓ上のシグナリング
を含むデータブロックを受信してこれを認識する装置及び方法に構成される。
【００３６】
　図９は本発明の実施形態によるＭＡＣ－ｈｓ間のシグナリングメッセージ (ＭＡＣ  Sign
aling Information)の伝送を概念的に示している。
【００３７】
　通常的に、ＲＬＣ階層で伝達されたデータブロック (ＲＬＣ  ＰＤＵ )は、ＭＡＣ階層で
それぞれにＭＡＣヘッダーを付けて伝達ブロック (Transport Block)を生成する。図１０
は既存のＨＳＤＰＡ方式を使用しない符号分割多重接続システムでのＭＡＣ  ＰＤＵ (Prot
ocol Data Unit)の形式を示している。前記ＭＡＣ  ＰＤＵはＭＡＣヘッダーとペイロード
に構成される。前記ＭＡＣヘッダーはＴＣＴＦ (Target Channel Type Field)、ＵＥ－Ｉ
ｄタイプ (type)、ＵＥ -Ｉｄ、Ｃ／Ｔに構成される。前記ＴＣＴＦは論理チャネル (Logica
l Channel)の種類を区分するためのフィールドであり、前記ＵＥ－Ｉｄタイプ (type)と前
記ＵＥ -ＩｄはＵＥの 種類と を表示するものである。最後に前記Ｃ／Ｔは同
一の伝達チャネル (Transport Channel)内の論理チャネルを区分するための である
。
【００３８】
　図１１は本発明の実施形態によるＭＡＣシグナリングを含むＭＡＣ形式を示している。
前記図１１で示しているように、本発明の実施形態によるＭＡＣヘッダーには既存のヘッ
ダー情報以外に、ＭＡＣシグナリングを表示する指示フィールドがある。例えば、前記指
示フィールドが１ビットに構成されたと仮定すると、 '０ 'である場合は従来のＭＡＣ  Ｐ
ＤＵを意味し、 '１ 'である場合はＭＡＣ  ＳＤＵ (Service Data Unit)がＭＡＣシグナリン
グのための制御情報のみに構成される。前記ＭＡＣシグナリングのための指示フィールド
の位置は、ＭＡＣヘッダーの最先に位置することもでき、図１１は一つの例を示したもの
で、この指示フィールドの位置を制限しない。
【００３９】
　図１２は本発明の実施形態によるＭＡＣシグナリングのための制御情報のＭＡＣペイロ
ード、即ち、ＭＡＣ  ＳＤＵの構成に対する例を示した図である。
【００４０】
　前記図１２を参照すると、前記ＭＡＣ  ＳＤＵはＭＡＣ－ｈｓ上のシグナリングメッセ
ージを区分するシグナリングタイプフィールド (Signaling Type)と該当メッセージの制御
情報 (Signaling Contents)を含む。一方、データブロックの大きさを合わせるためのパデ
ィングビットが必要な場合もある。
【００４１】
　本発明はＭＡＣ－ｈｓ個体で他のＭＡＣ－ｈｓ個体への直接的なシグナリング方案に関
するもので、順方向の場合と逆方向の場合に従って異なる物理チャネルを利用する。従っ
て、順方向及び逆方向に対して区分して説明する。
【００４２】
　先ず、順方向の場合を説明すると、ＭＡＣシグナリングデータブロックをＨＳ－ＤＳＣ
Ｈチャネルに伝送することができる。この場合について図１３を参照して説明する。
【００４３】
　前記図１３はＭＡＣシグナリング伝送ブロックを順方向ＨＳ－ＤＳＣＨチャネルを通じ
て一般データ伝送ブロックと共に伝送する場合を示した図である。ＨＳ－ＤＳＣＨチャネ
ルは多数のＵＥデータが単位伝送時間間隔 (ＴＴＩ： Transmission Time Interval)に時分
割され伝送される。また、一つのＴＴＩ内に多数のＵＥデータが単位コードに分割され伝
送されることができる。無線リンク制御 (Radio Link Control、ＲＬＣ )個体で分割されＭ
ＡＣ－ｈｓに伝送されたデータブロックは、前記ＭＡＣ－ｈｓでヘッダーが添加されデー
タ伝送ブロックを生成する。各ＵＥのデータ伝送ブロックは前記ＭＡＣ－ｈｓで遂行され
るスケジューリング機能によりＴＴＩ内の多数のコードに割り当てられて伝送される。こ
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の時、前記ＭＡＣ－ｈｓ上のシグナリングが要求されると、シグナリングのための伝送ブ
ロックが上述した図１１のような構成に生成される。前記生成されたシグナリングのため
の伝送ブロックは、シグナリングが要求されたＵＥのデータ伝送ブロックと同時にＨＳ－
ＤＳＣＨを通じて伝送される。
【００４４】
　図１４Ａは本発明の実施形態に従って基地局のＲＬＣからデータ、またはＭＡＣシグナ
リング要求を受信して処理する過程を示した図である。
【００４５】
　前記図１４Ａを参照すると、ＭＡＣ－ｈｓ個体は１４０７段階でＲＬＣからのデータ伝
送ブロック (ＲＬＣＰＤＵ )を受信する。前記ＭＡＣ－ｈｓは１４０９段階で前記受信した
ＲＬＣ  ＰＤＵにＭＡＣヘッダーを付加する。一方、前記ＭＡＣ－ｈｓは１４０１段階で
前記ＲＬＣからＭＡＣシグナリング要求を示す信号 (ＭＡＣ  Signaling Indication)を受
信する。前記ＭＡＣシグナリング要求を受信すると、前記ＭＡＣ－ｈｓでは１４０３段階
に進行してＭＡＣシグナリング情報のための伝送ブロック (ＭＡＣ  Signaling Transport 
Block)、即ち、ＭＡＣシグナリングメッセージを構成する。そして、１４０５段階に進行
して前記ＭＡＣ－ｈｓは前記ＭＡＣシグナリングメッセージにＭＡＣシグナリングを指示
する ビットを有するＭＡＣヘッダーを添加する。前記１４０５段階で付加されるＭ
ＡＣヘッダーは、シグナリングを示すヘッダーとして、前記１４０９段階で付加されるＭ
ＡＣヘッダーとは区分されるべきである。前記ＭＡＣ－ｈｓは１４１１段階で前記ＭＡＣ
ヘッダーを含むＲＬＣ  ＰＤＵ、または前記ＭＡＣシグナリングメッセージ、または前記
ＲＬＣ  ＰＤＵと前記ＭＡＣシグナリングメッセージをどの時点に伝送するかをスケジュ
ーリングする。この時、前記ＭＡＣシグナリングメッセージはデータブロックである前記
ＲＬＣ  ＰＤＵに対して優先権を有することができる。前記スケジューリングにより伝送
時点になると、前記ＭＡＣ－ｈｓは１４１３段階に進行して前記ＰＬＣ  ＰＤＵ、または
ＭＡＣシグナリングメッセージをＴＴＩ単位により移動局に伝送する。
【００４６】
　前記図１４ＡはＭＡＣ－ｈｓがＲＬＣから信号を受信して移動局に伝送する手順に関す
るものであり、図１４Ｂは本発明の実施形態によるＭＡＣ－ｈｓ上でシグナリング伝送の
必要を感知して、ＭＡＣシグナリング伝送を遂行する過程を示した図である。
【００４７】
　前記図１４Ｂを参照すると、ＭＡＣ－ｈｓ上の判断 (ＭＡＣ－ｈｓ Level)に応じて、Ｍ
ＡＣ－ｈｓシグナリングが必要な場合に、ＭＡＣ－ｈｓは１４２０段階で相手ＭＡＣ－ｈ
ｓへのＭＡＣシグナリングを決定する。前記ＭＡＣシグナリングが決定されると、前記Ｍ
ＡＣ－ｈｓは１４２２段階に進行してＭＡＣシグナリング情報のための伝送ブロック (Ｍ
ＡＣ  Signaling Transport Block)を構成する。前記ＭＡＣ－ｈｓは１４２４段階でＭＡ
Ｃシグナリング がシグナリングを指示するようにＭＡＣヘッダーにセットし、前記
ＭＡＣヘッダーを前記ＭＡＣシグナリング伝送ブロックに添加する。一方、前記ＭＡＣ－
ｈｓは１４２６段階でＲＬＣからデータブロック (ＲＬＣ  ＰＤＵ )を受信する。前記ＭＡ
Ｃ－ｈｓは１４２８段階で前記ＲＬＣからのデータブロック (ＲＬＣ  ＰＤＵ )に図１０の
ような一般的なＭＡＣヘッダーを添加する。一方、前記ＭＡＣ－ｈｓは１４３０段階で前
記データブロックに一般的なヘッダーを付けたデータ、または／そして前記ＭＡＣシグナ
リング伝送ブロックをスケジューリングする。そして、前記ＭＡＣ－ｈｓは１４３２段階
で前記スケジューリングされた時点に前記データ、または前記ＭＡＣシグナリング伝送ブ
ロックをＴＴＩ単位にＵＥに伝送する。
【００４８】
　前記図１４Ａと前記図１４Ｂの場合は、ＭＡＣ－ｈｓで相手方ＭＡＣ－ｈｓにシグナリ
ングメッセージの伝達が必要な場合に多様に使用されることができる。ここでは図１５を
参照してＭＡＣ－ｈｓ間のリセット情報の場合を説明する。
【００４９】
　先ず、本発明の実施形態でＨＳＤＰＡ方式を使用することによって追加されたＭＡＣ－
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ｈｓ階層でのリセット過程を説明すると、次のようである。
【００５０】
　従来のＲＬＣリセット過程は、前記ＨＳＤＰＡ方式を使用しない広帯域符号分割多重接
続通信システムでプロトコルエラーに対処するために定義された。しかし、従来のＲＬＣ
リセット過程は、前記ＨＳＤＰＡ方式を使用することによってＭＡＣ階層で不必要なデー
タ伝送をもたらす。これは前記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階層、即ちＭＡＣ－ｈｓ (high speed)階層が具現され、前記Ｍ
ＡＣ－ｈｓ階層でＨＡＲＱ機能を遂行することによって、データブロックの伝送及び再伝
送のために基地局でバッファリング機能を遂行すべきである。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階層にバッ
ファリングされるようになる。この時、前記ＲＬＣ上でプロトコルエラーが発生してＲＬ
Ｃリセット手順が遂行されると、前記ＲＬＣリセット前にＭＡＣ－ｈｓ階層にバッファリ
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－ｈｓ階層に伝送され
る。しかし、前記相手側、即ち受信側ＭＡＣ－ｈｓ階層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リセット手順に従って前記受信側ＲＬＣ階層で廃
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階層
のデータブロック伝送は不必要な伝送になる。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の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
題点がある。また受信側のＭＡＣ－ｈｓ階層も再伝送に対する情報がリセットされるべき
である。これは前記ＵＴＲＡＮから受信されたデータブロック、即ちパケットデータ中に
前記ＭＡＣ－ｈｓ階層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－ｈ
ｓ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に、臨時的にバッファリン
グすべきであるからである。即ち、前記受信側ＭＡＣ－ｈｓ階層上のメモリが不必要に使
用されており、このデータブロックも上位受信ＲＬＣ階層に不必要に伝送されるとの問題
点があった。
【００５１】
　前記図１５はＭＡＣリセット過程によるＭＡＣ－ｈｓ階層間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。
【００５２】
　上述したように送信側ＲＬＣのリセットに従って送信側ＭＡＣ－ｈｓがリセットされた
場合、その送信側ＭＡＣ－ｈｓに貯蔵されていたすべてのデータは廃棄される。これに前
記送信側ＭＡＣ－ｈｓと受信側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。従って、前記送信側ＭＡＣ－ｈｓリセットに従って前
記受信側ＭＡＣ－ｈｓもリセットされるべきである。このために前記図１５では前記送信
側ＭＡＣ－ｈｓ１５００で受信側ＭＡＣ－ｈｓ１５５０に前記送信側ＭＡＣ－ｈｓ１５０
０がリセットされたことを示すリセット情報 (ＲＬＣ  RESET Indication)が伝送されるこ
とを示している。これに前記受信側ＭＡＣ－ｈｓ１５５０は前記リセット情報を受信して
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－ｈｓ１５００から前記受信側ＭＡＣ－ｈｓ１５５
０に伝送されたリセット情報を示すメッセージは、ＭＡＣ－ｈｓ階層間のＭＡＣ－ｈｓシ
グナリングメッセージを使用するようになる。
【００５３】
　図１６は本発明の実施形態による無線ネットワーク内のＭＡＣ－ｈｓが伝送したＭＡＣ
シグナリングのための伝送ブロックのＵＥ受信過程を示した図である。
【００５４】
　前記図１６を参照すると、ネットワーク側のＭＡＣ－ｈｓが伝送したデータブロックを
１６０１段階で受信したＵＥ側のＭＡＣ－ｈｓは、１６０２段階に進行して前記データブ
ロックに含まれたＭＡＣヘッダーを検査する。そして、前記ＭＡＣ－ｈｓは１６０３段階
で前記検査結果によりそれぞれのデータ伝送ブロックがデータであるか、シグナリング情
報であるかを判断する。もし、シグナリング情報である場合、前記ＭＡＣ－ｈｓは１６０
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４段階に進行して前記シグナリング情報からＭＡＣヘッダーを除去する。そして、１６０
５段階で前記ＭＡＣヘッダーが除去されたシグナリング情報、即ち制御情報の指示を遂行
する。
【００５５】
　しかし、データ情報である場合、前記ＭＡＣ－ｈｓは１６０６段階で前記データ情報か
らＭＡＣヘッダーを除去した後、１６０７段階に進行して前記ＭＡＣヘッダーを除去した
データ情報を伝送する。前記ＭＡＣヘッダーを除去したデータ情報はＭＡＣ  ＳＤＵ (Serv
ice Data Unit)であり、前記ＭＡＣ  ＳＤＵは前記ＭＡＣ－ｈｓにより上位ＲＬＣ個体に
伝達される。
【００５６】
　以上で順方向に対するＭＡＣシグナリング伝送方法に対して説明した。次に逆方向に対
するＭＡＣシグナリング伝送方法に対して説明する。逆方向のＭＡＣシグナリング伝送は
、ＭＡＣシグナリング要求がある場合に追加的な専用物理制御チャネル (Dedicated Physi
cal Control CHannel)を利用して遂行することができる。
【００５７】
　図１７は通常的な逆方向専用物理チャネルの構造を示している。前記図１７でＴｆ ＝１
０ｍｓの周期を有するフレームは１５のスロットに構成され、各スロット当たり専用物理
データチャネルはＳＦ (Spreading Factor)に応じてＮ d a t aのビットを有する。各スロット
当たり専用物理制御チャネルは、パイロット、ＴＦＣＩ (Transport Format Combination 
Indication)、ＦＢＩ (Feedback Information)、ＴＰＣ (Transmit Power Control)ビット
を含み、ＳＦは常に２５６を有する。
【００５８】
　図１８は本発明の実施形態によるＨＳＤＰＡ方式を使用する場合の逆方向専用物理チャ
ネルの構造を示した図である。前記図１８で示している逆方向専用物理チャネルは前記図
１７での制御ビット以外に、変調及び復調方式を選択するためのチャネルの状態を測定し
て報告するためのＣＱＩ (Channel Quality Indication)、ＨＡＲＱ方式の確認 であ
るＡＣＫ／ＮＡＣＫ (Acknowledgement／ Non-Acknowledgement)、ＦＣＳ方式のための最適
のセルを選択するためのＢＣＩ (Best Cell Indication)を含む。前記図１８で示している
構造は、従来のＨＳＤＰＡ方式を使用しないシステムとの互換性を考慮してコード分割方
式 (Code DivisionMultiplexing、ＣＤＭ )を使用する。即ち、通常的な専用物理制御チャ
ネルである図面上の‘ＤＰＣＣＨ－０’は維持しながら、新たなコードを割り当ててＨＳ
ＤＰＡ方式のためのＣＱＩ、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、ＢＣＩ情報ビットを伝送するものである
。
【００５９】
　図１９は本発明の実施形態に従って逆方向でＭＡＣシグナリングを伝送するための方法
を示した図である。
【００６０】
　前記図１９を参照すると、ＨＳＤＰＡ方式を支援するための専用物理制御チャネル‘Ｄ
ＰＣＣＨ－１’にＭＡＣシグナリング (ＭＡＣ  Signaling Indication)を伝送する
ためのフィールドを追加した。一方、図１２を参照して説明した順方向でのＭＡＣシグナ
リングのための形式と類似な形式のシグナリング情報を新たな逆方向でのコードを割り当
ててコード分割方式に伝送する。前記‘ＤＰＣＣＨ－１’の専用物理制御チャネル上のシ
グナリング は、ＭＡＣシグナリング制御情報の有無を指示する。この により
指示された場合、前記‘ＤＰＣＣＨ－２’の専用物理制御チャネルを通じてＭＡＣシグナ
リング制御情報を伝送する。この制御情報はシグナリングタイプと必要な制御情報の内容
を含む。
【００６１】
　図２０は本発明の実施形態に従って、逆方向を通じてＭＡＣシグナリングを伝送するた
めの可能な他の方法を示した図である。
【００６２】
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　前記図２０を参照すると、前記図１９で提示したＭＡＣシグナリング を通じてＭ
ＡＣシグナリングの有無を判断しなく、ＭＡＣシグナリング制御情報を伝送する‘ＤＰＣ
ＣＨ－２’に該当されるコードを予め選定した後、ネットワーク上の受信器でそのコード
により受信される電力の大きさに基づいてＭＡＣシグナリングの有無を判断する。この場
合、ＭＡＣシグナリング制御情報の形式は、前記図１９でのＭＡＣシグナリング制御情報
と同一である。
【００６３】
　上述したＭＡＣシグナリング方式は、ＭＡＣ－ｈｓ上のＨＡＲＱ方式の確認メッセージ
のエラー復元、ＭＡＣ－ｈｓのリセット情報の伝達などに使用されることができる。
【００６４】
　図２１はＨＡＲＱ同期／同期方式が使用される場合のＡＣＫ／ＮＡＣＫの確認信号でエ
ラーが発生した場合を示した図である。同期／同期ＨＡＲＱ方式の場合、順方向で伝送さ
れたすべてのＴＴＩ別データ伝送ブロックに対して逆方向でＡＣＫ／ＮＡＣＫの確認信号
が伝送される。ＵＥ端で受信したデータ伝送ブロック‘ａ 'でエラーが発生してＮＡＣＫ
確認信号がネットワーク端に伝送されたが、無線チャネル上のエラーによりＡＣＫ確認信
号に受信される。この場合にネットワークは新たなデータブロックである‘ｅ 'を伝送し
、ＵＥは前記新たなデータブロックである‘ｅ’を 'ａ 'の再伝送に誤認して既に受信され
た‘ａ 'と結合してさらにエラーが発生したことに誤認するようになる。これに対応して
前記ＵＥはもう一度の再伝送を要求するＮＡＣＫ確認メッセージを伝送し、ネットワーク
は‘ｅ 'の伝送にエラーが発生したことに誤認する。このように同期／同期ＨＡＲＱ方式
では上述した理由によりエラーを復元することができない。
【００６５】
　図２２は本発明の実施形態による同期／同期ＨＡＲＱ方式でＮＡＣＫエラーが発生した
場合、端末装置 (受信側 )のＭＡＣ－ｈｓがシグナリングを通じてエラーを復元する方法を
示した図である。ＭＡＣシグナリングを通じてＮＡＣＫ確認メッセージが伝送される時、
同一のデータブロックの二番目以上のＮＡＣＫ確認メッセージは伝送回数をシグナリング
情報に含ませて同時に伝送することにより、ネットワークで既に送信したデータブロック
‘ａ 'が再伝送されるべきであることが分かるようにする。
【００６６】
【発明の効果】
　上述したように、本発明を利用する場合、ＭＡＣ－ｈｓ間に直接的に交換する必要があ
る制御情報を効率的に伝送することができる。例えば、同期／同期方式のＨＡＲＱ上のＡ
ＣＫ／ＮＡＣＫ確認信号の誤り復元とＭＡＣ－ｈｓ上のリセット情報の伝送がある。一方
、本発明で提案しているＭＡＣ－ｈｓ間のシグナリングができるようにすることにより、
ＨＳＤＰＡを支援するネットワークにおいて、無線網制御器上に位置したＭＡＣ個体がＨ
ＳＤＰＡ方式を支援するために、ＭＡＣ－ｈｓは基地局に位置し、ＭＡＣ－ｈｓは従来の
ＭＡＣ個体機能以外にＨＡＲＱ機能を追加的に遂行して、前記の例を含めて一般的なシグ
ナリングメッセージの交換が必要であることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　ＨＳＤＰＡ方式を使用する通常的な符号分割多重接続システムでのデータ送／
受信を概念的に示しているブロック構成図である。
【図２】　符号分割多重接続通信システムの通常的な階層別プロトコル構造を示した図で
ある。
【図３】　ＨＳＤＰＡを支援する場合、端末での階層別プロトコル構造中、ＭＡＣ階層の
通常的な構造を示した図である。
【図４】　図３で示しているＭＡＣ－ｃ／ｓｈ階層の通常的な構造を示した図である。
【図５】　図３で示しているＭＡＣ－ｈｓ階層の通常的な構造を示した図である。
【図６】　ＨＳＤＰＡを支援する場合網での階層別プロトコル構造中、ＭＡＣ階層の通常
的な構造を示した図である。
【図７】　図６で示しているＭＡＣ－ｃ／ｓｈ階層の通常的な構造を示した図である。
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【図８】　図６で示しているＭＡＣ－ｈｓ階層の通常的な構造を示した図である。
【図９】　本発明の実施形態に従ってＨＳＤＰＡ方式を支援する符号分割多重接続通信シ
ステムでＭＡＣ－ｈｓ間のシグナリングメッセージの伝送を示した図である。
【図１０】　従来のＨＳＤＰＡ方式を支援しない符号分割多重接続通信システムでの媒体
接近制御プロトコルデータ (ＰＤＵ :Protocol Data Unit)の形式を示した図である。
【図１１】　本発明の実施形態に従ってＨＳＤＰＡ方式を支援する符号分割多重接続通信
システムでの媒体接近制御プロトコルデータの形式を示した図である。
【図１２】　図１１で示しているＭＡＣペイロード構成の例を示した図である。
【図１３】　本発明の実施形態に従って媒体接近制御シグナリング伝送ブロックが一般デ
ータ伝送ブロックと共に、順方向高速専用共通チャネルを通じて伝送される例を示した図
である。
【図１４Ａ】　本発明の実施形態に従って基地局のＭＡＣ－ｈｓでＲＬＣからのデータ、
またはＭＡＣシグナリング要求を受信して処理する制御流れを示す図である。
【図１４Ｂ】　本発明の実施形態に従ってＭＡＣ－ｈｓ上でシグナリング伝送の必要を感
知して、ＭＡＣシグナリング伝送を遂行する制御流れを示した図である。
【図１５】　ＨＳＤＰＡを支援する符号分割多重接続移動通信システムで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１６】　ＨＳＤＰＡ方式を支援する符号分割多重接続通信システムの端末で物理接近
制御シグナリングのための伝送ブロックを受信するための制御流れを示した図である。
【図１７】　符号分割多重接続通信システムでの逆方向専用物理チャネルの通常的な構造
を示した図である。
【図１８】　ＨＳＤＰＡ方式を支援する符号分割多重接続通信システムでの逆方向専用物
理チャネルの通常的な構造を示した図である。
【図１９】　ＨＳＤＰＡ方式を支援する符号分割多重接続通信システムで本発明の実施形
態による逆方向専用物理チャネル構造の一例を示した図である。
【図２０】　ＨＳＤＰＡ方式を支援する符号分割多重接続通信システムで本発明の実施形
態による逆方向専用物理チャネル構造の他の例を示した図である。
【図２１】　ＨＳＤＰＡ方式を支援する符号分割多重接続通信システムで複合再伝送方式
に同期／同期方式が使用される場合、エラーが発生した場合の動作例を示している図であ
る。
【図２２】　図２１でのエラーと同一の理由にエラーが発生した場合、ＭＡＣ－ｈｓシグ
ナリングを通じてエラーを復元する方法を示した図である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ Ａ 】

【 図 １ ４ Ｂ 】
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【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】
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【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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