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(57)【要約】
　ワイヤレス通信システムにおいて、ＰＤＣＰ支えて（
Packet Data Convergence Protocol）ステータスメッセ
ージまたは無線リンク制御（ＲＬＣ）肯定応答メッセー
ジなど、ステータスメッセージの送信のスケジューリン
グを可能にするシステムおよび方法について説明する。
本明細書で説明するように、ステータスメッセージの送
信が望まれる時間期間において、無線ベアラ、論理チャ
ネルなどのセットに関連するそれぞれのステータスシグ
ナリングを、データの（１つまたは複数の）送信を行う
より前に送信するように構成することができる。そうす
ることによって、受信エンティティは、実質的に最も初
期の可能な機会においてステータスシグナリングを得て
、情報の再送信に関連する不要な帯域幅および／または
メモリ消費を回避することが可能になる。本明細書でさ
らに説明するように、別々のステータスベアラ、それぞ
れの無線ベアラ上の待ち行列に入れられた情報要素内に
与えられるそれぞれのインジケータ、ステータス情報を
含んでいるそれぞれの無線ベアラの維持されるリスト、
および他の同様の機構を使用して、ステータス情報に優
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つまたは複数の通信チャネルを介して送信すべきデータを識別することと、
　前記識別されたデータのうち、それぞれの通信チャネルに関連するステータス情報の位
置を特定することと、
　ステータス情報を送信すべきトリガイベントを検出することと、
　残りの識別されたデータのうちの少なくとも一部分の送信より前に前記トリガイベント
を検出すると、前記位置を特定されたステータス情報を送信することと、
　を備える方法。
【請求項２】
　前記ステータス情報は、それぞれの通信チャネルに関連する１つまたは複数のＰＤＣＰ
（Packet Data Convergence Protocol）ステータスメッセージを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記検出することは、ワイヤレス通信システムにおいてそれぞれのセル間のハンドオー
バに関連するトリガイベントを検出することを備える、
　請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記送信することは、前記ハンドオーバのためのターゲットセルへのハンドオーバ完了
メッセージの通信に続く第１の送信中にそれぞれのＰＤＣＰステータスメッセージを送信
することを備える、
　請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ステータス情報は、肯定応答（ＡＣＫ）情報または否定ＡＣＫ（ＮＡＣＫ）情報の
うちの少なくとも１つを備える１つまたは複数の無線リンク制御（ＲＬＣ）メッセージを
備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記検出することは、ワイヤレス通信ネットワークと前記ワイヤレス通信ネットワーク
によってサービスされるユーザとの間の通信セッションに関連するトリガイベントを検出
することを備える、
　請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記方法は、ステータス情報に対応する少なくとも１つの送信待ち行列と、それぞれの
通信チャネルを介して送信すべき残りの識別されたデータに対応するそれぞれの送信待ち
行列とを備える送信待ち行列のセットを識別することをさらに備え、
　前記位置を特定することは、位置を特定されたステータス情報を、ステータス情報に対
応する少なくとも１つの送信待ち行列に配置することをさらに備え、
　前記送信することは、残りの識別されたデータに対応するそれぞれの送信待ち行列に関
連する情報の送信より前に、ステータス情報に対応する前記少なくとも１つの送信待ち行
列に配置された情報を送信することを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　送信待ち行列のセットを前記識別することは、複数の通信チャネルを介して送信すべき
ステータス情報に対応する共通の送信待ち行列を識別することを備える、
　請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　送信待ち行列のセットを前記識別することは、残りの識別されたデータのためのそれぞ
れの送信待ち行列に関連するステータス情報に対応する送信待ち行列のセットを識別する
ことを備える、
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　請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記方法は、それぞれの識別されたデータをステータス情報または残りの識別されたデ
ータとして識別するインジケータを用いて、前記データを構成することをさらに備え、
　前記位置を特定することは、前記識別されたデータのうちの少なくとも一部分を備えた
それぞれのインジケータを分析することと、前記それぞれのインジケータに少なくとも部
分的に基づいて前記分析されたデータ内でステータス情報の位置を特定することと、
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記位置を特定することは、前記トリガイベントに続くそれぞれの通信チャネルを介し
て行われる第１の送信中に送信されるように指示されたそれぞれのデータ要素を備えたイ
ンジケータを分析することをさらに備える、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記構成することは、データ要素内の所定のビット位置におけるビットを、前記データ
要素がステータス情報を備えることを判断すると第１の値に設定し、または前記データ要
素がステータス情報を備えないことを判断すると第２の値に設定することを備える、
　請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記位置を特定することは、ステータス情報が存在する通信チャネルのリストを識別す
ることと、前記識別されたリストに少なくとも部分的に基づいてそれぞれの通信チャネル
に関連するステータス情報の位置を特定することと、を備え、
　前記送信することは、それぞれのリストされたステータス情報を、前記ステータス情報
が存在する１つまたは複数の通信チャネルを介して送信することを備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ステータス情報の送信より前にステータス情報が望まれない少なくとも１つのアプ
リケーションに対応するステータス情報を廃棄することをさらに備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記方法は、ワイヤレス通信ネットワーク中のアクセスポイントによって実行される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記方法は、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）によって実行される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１７】
　１つまたは複数の無線ベアラに関係するデータと、ステータスメッセージまたはデータ
のうちの少なくとも１つを備える、前記１つまたは複数の無線ベアラに関連するそれぞれ
の情報とを記憶するメモリと、
　前記１つまたは複数の無線ベアラに関連する前記情報のうち、それぞれのステータスメ
ッセージを識別し、前記それぞれのステータスメッセージが前記１つまたは複数の無線ベ
アラに関連するデータより前に送信されるように、前記ステータスメッセージに優先順位
を付けるように構成されたプロセッサと、
　を備えるワイヤレス通信装置。
【請求項１８】
　前記ステータスメッセージは、それぞれの無線ベアラに関連するＰＤＣＰ（Packet Dat
a Convergence Protocol）ステータスメッセージを備える、
　請求項１７に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項１９】
　前記プロセッサは、ワイヤレス通信システムにおけるそれぞれのセル間のハンドオーバ
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中にそれぞれのステータスメッセージを送信するようにさらに構成された、
　請求項１７に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２０】
　前記ステータスメッセージは、肯定応答（ＡＣＫ）情報または否定ＡＣＫ（ＮＡＣＫ）
情報のうちの少なくとも１つを備える無線リンク制御（ＲＬＣ）メッセージを備える、
　請求項１７に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２１】
　前記プロセッサは、前記ワイヤレス通信装置とワイヤレス通信ネットワークまたはユー
ザ機器ユニット（ＵＥ）のうちの少なくとも１つとの間の通信セッション中に、それぞれ
のステータスメッセージを送信するようにさらに構成された、
　請求項１７に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２２】
　前記メモリは、それぞれのデータ要素に関連する１つまたは複数のデータ無線ベアラ（
ＤＲＢ）と、それぞれのステータスメッセージに関連する１つまたは複数のステータス無
線ベアラとに関係するデータをさらに記憶し、
　前記プロセッサは、それぞれのステータス無線ベアラに関連するステータスメッセージ
が前記１つまたは複数のＤＲＢに関連するデータより前に送信されるように、それぞれの
無線ベアラに優先順位を付けるようにさらに構成された、
　請求項１７に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２３】
　前記１つまたは複数のステータス無線ベアラは、複数のＤＲＢのためのステータスメッ
セージに関連する共通のステータス無線ベアラを備える、
　請求項２２に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２４】
　前記１つまたは複数のステータス無線ベアラは、対応するＤＲＢにそれぞれ関連するス
テータス無線ベアラのセットを備える、
　請求項２２に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２５】
　それぞれのデータ要素とステータスメッセージとが、前記それぞれのデータ要素と前記
ステータスメッセージとを識別するインジケータを備え、前記プロセッサは、少なくとも
部分的に、前記１つまたは複数の無線ベアラに関連するそれぞれのデータ要素とステータ
スメッセージとに関連するインジケータを分析することによって、前記１つまたは複数の
無線ベアラに関連する前記情報のうち、それぞれのステータスメッセージを識別するよう
にさらに構成された、
　請求項１７に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２６】
　それぞれのインジケータは、データ要素またはステータスメッセージ内の所定のビット
位置をあらかじめ定義された値に設定することによって前記データ要素または前記ステー
タスメッセージに対して設定され、前記あらかじめ定義された値は、データ要素を示す第
１の値またはステータスメッセージを示す第２の値である、
　請求項２５に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２７】
　前記メモリは、ステータスメッセージが位置を特定される無線ベアラのセットに関係す
るデータをさらに記憶し、前記プロセッサは、無線ベアラの前記セット中の前記無線ベア
ラ上に位置を特定されたそれぞれのステータスメッセージに優先順位を付けるようにさら
に構成された、
　請求項１７に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２８】
　前記プロセッサは、ステータスメッセージがユーティリティのしきい値レベルを下回っ
ていることが判断されるそれぞれの適用例に関係するステータスメッセージを廃棄するよ
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うにさらに構成された、
　請求項１７に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項２９】
　前記ワイヤレス通信装置は、ノードＢである、
　請求項１７に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項３０】
　前記ワイヤレス通信装置は、ワイヤレス端末である、
　請求項１７に記載のワイヤレス通信装置。
【請求項３１】
　ワイヤレス通信システムにおいて動作可能な装置であって、
　１つまたは複数の論理チャネルを介して送信すべき情報を識別するための手段と、
　前記識別された情報をステータスシグナリングとデータとに分類するための手段と、
　ステータス送信のためのトリガイベントを検出すると、ステータスシグナリングとして
分類された情報がデータとして分類された情報より前に送信されるように、前記識別され
た情報に優先レベルを割り当てるための手段と、
　を備える装置。
【請求項３２】
　前記ステータスシグナリングは、それぞれの論理チャネルに関連する１つまたは複数の
ＰＤＣＰ（Packet Data Convergence Protocol）ステータスメッセージを備える、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３３】
　前記ステータスシグナリングは、肯定応答（ＡＣＫ）情報または否定ＡＣＫ（ＮＡＣＫ
）情報のうちの少なくとも１つを備える１つまたは複数の無線リンク制御（ＲＬＣ）メッ
セージを備える、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３４】
　前記トリガイベントは、ワイヤレス通信システムにおけるそれぞれのセル間のハンドオ
ーバ、あるいは前記装置とワイヤレス通信ネットワークまたはモバイル端末のうちの少な
くとも１つとの間の通信セッションのうちの少なくとも１つに関連する、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３５】
　前記識別するための手段は、その上に待ち行列に入れられたそれぞれのデータを有する
１つまたは複数のデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）と、その上に待ち行列に入れられたステー
タスシグナリングを有する１つまたは複数のステータス無線ベアラとを備える無線ベアラ
のセットを識別するための手段を備え、
　前記割り当てるための手段は、ステータス送信のためのトリガイベントを検出すると、
前記１つまたは複数のステータス無線ベアラ上の待ち行列に入れられたステータスシグナ
リングが、前記１つまたは複数のＤＲＢ上の待ち行列に入れられたデータより前に送信さ
れるように、無線ベアラの前記セットに優先レベルを割り当てるための手段を備える、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３６】
　前記１つまたは複数のステータス無線ベアラは、その上に待ち行列に入れられた複数の
ＤＲＢに関連するステータスシグナリングを有する共通のステータス無線ベアラを備える
、
　請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記１つまたは複数のステータス無線ベアラは、それぞれのＤＲＢに対応するステータ
ス無線ベアラのセットを備え、前記ステータス無線ベアラは、その上に待ち行列に入れら
れたそれらのそれぞれの対応するＤＲＢに関連するステータスシグナリングを有する、
　請求項３５に記載の装置。
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【請求項３８】
　前記分類するための手段は、
　前記識別された情報に関連する、ステータスシグナリングインジケータまたはデータイ
ンジケータのうちの１つまたは複数を備えるそれぞれのインジケータを識別するための手
段と、
　少なくとも部分的に、ステータスシグナリングインジケータに関連する識別された情報
をステータスシグナリングとして分類することと、データインジケータに関連する識別さ
れた情報をデータとして分類することとによって、前記識別された情報をステータスシグ
ナリングとデータとに分類するための手段と、
を備える、請求項３１に記載の装置。
【請求項３９】
　前記識別された情報に関連する前記それぞれのインジケータは、前記識別された情報内
の所定のビット位置に位置を特定されたあらかじめ定義されたビット値を備え、前記あら
かじめ定義されたビット値は、ステータスシグナリング指示を与える第１のビット値、ま
たはデータ指示を与える第２のビット値である、
　請求項３８に記載の装置。
【請求項４０】
　前記分類するための手段は、
　ステータスシグナリングが存在する論理チャネルのリストを維持するための手段と、
　前記維持されたリストに少なくとも部分的に基づいて、それぞれの識別された情報をス
テータスシグナリングとして分類するための手段と、
　を備える、請求項３１に記載の装置。
【請求項４１】
　前記装置は、ノードＢまたはユーザ機器ユニット（ＵＥ）のうちの１つまたは複数であ
る、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項４２】
　コンピュータに、１つまたは複数の無線ベアラと、前記１つまたは複数の無線ベアラ上
の待ち行列に入れられたそれぞれの情報および１つまたは複数の無線ベアラを識別するた
めのコードと、なお、前記情報は、ステータスメッセージまたはデータのうちの少なくと
も１つを備える、
　コンピュータに、前記１つまたは複数の無線ベアラ上の待ち行列に入れられた前記情報
のうち、それぞれのステータスメッセージを識別させるためのコードと、
　コンピュータに、前記ステータスメッセージが前記１つまたは複数の無線ベアラ上の待
ち行列に入れられたデータより前に送信されるように、前記それぞれのステータスメッセ
ージに優先順位を付けさせるためのコードと、
　を備える、コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
【請求項４３】
　前記ステータスメッセージは、それぞれの無線ベアラに関連し、ＰＤＣＰ（Packet Dat
a Convergence Protocol）ステータスメッセージまたは無線リンク制御（ＲＬＣ）肯定応
答（ＡＣＫ）メッセージのうちの少なくとも１つを備える、
　請求項４２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４４】
　コンピュータに優先順位を付けさせるための前記コードは、コンピュータに、ワイヤレ
ス通信システムにおけるそれぞれのセル間のハンドオーバ、またはワイヤレス通信ネット
ワークと前記ワイヤレス通信ネットワークによってサービスされるユーザ機器ユニット（
ＵＥ）との間の通信セッションのうちの少なくとも１つに関連するステータスメッセージ
の送信に関して、前記それぞれのステータスメッセージに優先順位を付けさせるためのコ
ードを備える、
　請求項４２に記載のコンピュータプログラム製品。



(7) JP 2011-525343 A 2011.9.15

10

20

30

40

50

【請求項４５】
　コンピュータに１つまたは複数の無線ベアラを識別させるための前記コードは、コンピ
ュータに、それぞれのデータが待ち行列に入れられる１つまたは複数のデータ無線ベアラ
（ＤＲＢ）と、それぞれのステータスメッセージが待ち行列に入れられた１つまたは複数
のステータス無線ベアラとを識別させるためのコードを備え、
　コンピュータに優先順位を付けさせるためのコードは、コンピュータに、前記１つまた
は複数のステータス無線ベアラ上の待ち行列に入れられたステータスメッセージが、前記
１つまたは複数のＤＲＢ上の待ち行列に入れられたデータより前に送信されるように、前
記１つまたは複数のステータス無線ベアラ上の待ち行列に入れられた前記ステータスメッ
セージに優先順位を付けさせるためのコードを備える、
　請求項４２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４６】
　前記１つまたは複数のステータス無線ベアラは、複数のＤＲＢに関連するステータスメ
ッセージが待ち行列に入れられた共通のステータス無線ベアラを備える、
　請求項４５に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４７】
　前記１つまたは複数のステータス無線ベアラは、それぞれのＤＲＢに対応し、前記それ
ぞれ対応するＤＲＢに関連するステータスメッセージが待ち行列に入れられたステータス
無線ベアラのセットを備える、
　請求項４５に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４８】
　コンピュータにそれぞれのステータスメッセージを識別させるための前記コードは、
　コンピュータに、前記１つまたは複数の無線ベアラ上の待ち行列に入れられた前記情報
に関連する、ステータスメッセージインジケータまたはデータインジケータのうちの１つ
または複数を備えるそれぞれのインジケータを識別させるためのコードと、
　コンピュータに、少なくとも部分的に、前記１つまたは複数の無線ベアラ上の待ち行列
に入れられたステータスメッセージインジケータに関連する情報を識別することによって
、それぞれのステータスメッセージを識別させるためのコードと、
　を備える、請求項４２に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項４９】
　コンピュータにそれぞれのインジケータを識別させるための前記コードは、
　コンピュータに、前記１つまたは複数の無線ベアラ上の待ち行列に入れられたそれぞれ
の情報内の所定のビット位置を分析させるためのコードと、
　コンピュータに、前記所定のビット位置において第１の値を有する情報をステータスメ
ッセージとして識別させるためのコードと、
　コンピュータに、前記所定のビット位置において第２の値を有する情報をデータとして
識別させるためのコードと、
　を備える、請求項４８に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項５０】
　コンピュータにそれぞれのステータスメッセージを識別させるための前記コードは、
　コンピュータに、ステータスメッセージが待ち行列に入れられた無線ベアラのセットを
維持させるためのコードと、
　コンピュータに、維持されたリストによって示される１つまたは複数の無線ベアラ上の
待ち行列に入れられたステータスメッセージを識別させるためのコードと、
　を備える、請求項４２に記載のコンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本出願は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる、２００８年６月２０日に出
願された「PRIORITIZATION OF PDCP STATUS MESSAGES IN LTE AFTER HANDOVER」と題する
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米国特許仮出願第６１／０７４，３２５号の利益を主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、ワイヤレス通信システムにお
いてハンドオーバ動作を管理するための技法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信システムは、様々な通信サービスを提供するために広く展開されており
、そのようなワイヤレス通信システムを介して、たとえば、ボイス、ビデオ、パケットデ
ータ、ブロードキャスト、およびメッセージングサービスを提供することができる。これ
らのシステムは、利用可能なシステムリソースを共有することによって複数の端末のため
の通信をサポートすることが可能な多元接続システムとすることができる。そのような多
元接続システムの例には、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（Ｔ
ＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、および直交周波数分割多
元接続（ＯＦＤＭＡ）システムがある。
【０００４】
　概して、ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のワイヤレス端末のための通信を同
時にサポートすることができる。そのようなシステムでは、各端末は、順方向リンクおよ
び逆方向リンク上の送信を介して１つまたは複数の基地局と通信することができる。順方
向リンク（またはダウンリンク）とは、基地局から端末への通信リンクを指し、逆方向リ
ンク（またはアップリンク）とは、端末から基地局への通信リンクを指す。この通信リン
クは、単入力単出力（ＳＩＳＯ）、多入力単出力（ＭＩＳＯ）、または多入力多出力（Ｍ
ＩＭＯ）システムを介して確立できる。
【０００５】
　端末、基地局など、ワイヤレス通信システムにおけるデバイスは、時間、周波数、符号
などの所定のリソースによって送信できるそれぞれのパケットに情報をカプセル化するこ
とによって通信することができる。さらに、受信エンティティが、消失したパケットおよ
び／またはさもなければ間違って受信したパケットの存在に気づき、場合によっては、そ
のようなパケットの再送信を要求することができるように、それぞれのパケットを構成す
ることができる。
【０００６】
　一例では、端末および／またはターゲットセルにおけるステータスメッセージを介して
ソースネットワークセルからターゲットネットワークセルへの端末のハンドオーバ中にパ
ケット再送信を要求することができる。しかしながら、端末および／またはターゲットセ
ルにおけるスケジューラ構成など、様々な要因により、場合によっては、ハンドオーバの
後にステータスメッセージの送信が遅延または省略されることがある。そのようなステー
タスメッセージの恩恵がなければ、デバイスがステータスメッセージを送信する先である
エンティティは、再送信が望まれる消失したパケットに関係する情報をほとんどまたは全
く収集することができないことが諒解できよう。このステータス情報の欠如により、所与
のネットワークデバイスが実質的に全くデータを再送信せず、その結果、パケットを受信
するエンティティにおいてデータ損失を生じることがある。代替的に、ステータス情報の
欠如により、ネットワークデバイスが、データを受信するエンティティによってすでに正
しく得られたかなりの量のデータの冗長な再送信を行うことになり、その結果、不要な帯
域幅消費を生じることがある。したがって、少なくとも上記の欠点を緩和する改善された
再送信管理技法をインプリメントすることが望ましいであろう。
【発明の概要】
【０００７】
　以下で、請求する主題の様々な態様の基本的理解を与えるために、そのような態様の簡
略化された概要を提示する。この概要は、すべての企図された態様の包括的な概観ではな
く、主要または重要な要素を識別するものでも、そのような態様の範囲を定めるものでも
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ない。その唯一の目的は、後で提示するより詳細な説明の導入として、開示する態様のい
くつかの概念を簡略化された形で提示することである。
【０００８】
　一態様による方法について、本明細書で説明する。本方法は、１つまたは複数の通信チ
ャネルを介して送信すべきデータを識別することと、識別されたデータのうち、それぞれ
の通信チャネルに関連するステータス情報の位置を特定することと、ステータス情報を送
信すべきトリガイベントを検出することと、残りの識別されたデータの少なくとも一部分
の送信より前にトリガイベントを検出すると、位置を特定されたステータス情報を送信す
ることとを備えることができる。
【０００９】
　第２の態様は、１つまたは複数の無線ベアラに関係するデータと、その１つまたは複数
の無線ベアラに関連するそれぞれの情報とを記憶するメモリを備えることができるワイヤ
レス通信装置であって、その情報がステータスメッセージまたはデータのうちの少なくと
も１つを備える、ワイヤレス通信装置に関する。本ワイヤレス通信装置は、１つまたは複
数の無線ベアラに関連する情報のうち、それぞれのステータスメッセージを識別し、それ
ぞれのステータスメッセージが、１つまたは複数の無線ベアラに関連するデータより前に
送信されるように、そのステータスメッセージに優先順位を付けるように構成されたプロ
セッサをさらに備えることができる。
【００１０】
　本明細書で説明する第３の態様は、ワイヤレス通信システムにおいて動作可能な装置に
関する。本装置は、１つまたは複数の論理チャネルを介して送信すべき情報を識別するた
めの手段と、識別された情報をステータスシグナリングとデータとに分類するための手段
と、ステータス送信のためのトリガイベントを検出すると、ステータスシグナリングとし
て分類された情報がデータとして分類された情報より前に送信されるように、識別された
情報に優先レベルを割り当てるための手段とを備えることができる。
【００１１】
　本明細書で説明する第４の態様は、コンピュータに、１つまたは複数の無線ベアラと、
その１つまたは複数の無線ベアラ上の待ち行列に入れられたそれぞれの情報とを識別させ
るためのコードであって、その情報がステータスメッセージまたはデータのうちの少なく
とも１つを備える、コードと、コンピュータに、１つまたは複数の無線ベアラ上の待ち行
列に入れられた情報のうち、それぞれのステータスメッセージを識別させるためのコード
と、コンピュータに、それぞれのステータスメッセージが１つまたは複数の無線ベアラ上
の待ち行列に入れられたデータより前に送信されるように、そのステータスメッセージに
優先順位を付けさせるためのコードと、を含むコンピュータ可読媒体を備えることができ
る、コンピュータプログラム製品に関する。
【００１２】
　上記および関係する目的を達成するために、請求する主題の１つまたは複数の態様は、
以下で十分に説明し、特に特許請求の範囲で指摘する特徴を備える。以下の説明および添
付の図面に、請求する主題のいくつかの例示的な態様を詳細に記載する。ただし、これら
の態様は、請求する主題の原理を採用することができる様々な方法のほんのいくつかを示
すものである。さらに、開示する態様は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物
を含むものとする。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】様々な態様による、ワイヤレス通信システムにおいてハンドオーバに関連するデ
ータ送信の管理を可能にするシステムのブロック図。
【図２】ワイヤレス通信システムにおいて行うことができる例示的なハンドオーバシーケ
ンスを示すタイミング図。
【図３】様々な態様による、ワイヤレス通信環境において利用できる例示的な通信層およ
びそれぞれの対応するパケット構造を示す図。
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【図４】ワイヤレス通信環境においてデータ送信の管理のために利用できる例示的なデー
タ無線ベアラを示す図。
【図５】様々な態様による、１つまたは複数のステータスベアラを介してワイヤレス通信
システムに関連するステータスメッセージに優先順位を付けるためのシステムのブロック
図。
【図６】様々な態様による、データ無線ベアラのセットと組み合わせて１つまたは複数の
ステータスベアラをインプリメントするための例示的な技法を示す図。
【図７】様々な態様による、データ無線ベアラのセットと組み合わせて１つまたは複数の
ステータスベアラをインプリメントするための例示的な技法を示す図。
【図８】様々な態様による、それぞれの関連する無線ベアラの分析に基づくステータスメ
ッセージの優先順位付けのためのシステムのブロック図。
【図９】様々な態様による、それぞれの関連する無線ベアラに関係する記録された情報に
基づくステータスメッセージの優先順位付けのためのシステムのブロック図。
【図１０】ワイヤレス通信システムにおいてステータス情報の送信を管理するための方法
のフローチャート。
【図１１】ステータスシグナリングのために１つまたは複数の無線ベアラを維持し、利用
するための方法のフローチャート。
【図１２】それぞれのデータベアラ上の待ち行列に入れられたステータス情報を区別し、
優先順位を付けるために、それぞれのデータベアラを分析するための方法のフローチャー
ト。
【図１３】優先順位付き送信のための無線ベアラのセットのうちのステータス情報を追跡
するための方法のフローチャート。
【図１４】ワイヤレス通信システムにおいてステータスシグナリングの送信を可能にする
装置のブロック図。
【図１５】本明細書で説明する機能の様々な態様をインプリメントするために利用できる
ワイヤレス通信デバイスのブロック図。
【図１６】本明細書で説明する機能の様々な態様をインプリメントするために利用できる
ワイヤレス通信デバイスのブロック図。
【図１７】本明細書に記載の様々な態様によるワイヤレス多元接続通信システムを示す図
。
【図１８】本明細書で説明する様々な態様が機能することができる、例示的なワイヤレス
通信システムを示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に、図面を参照しながら請求する主題の様々な態様について説明する。図面全体にわ
たって、同様の要素を指すのに同様の参照符号を使用する。以下の記述では、説明の目的
で、１つまたは複数の態様の完全な理解を与えるために多数の具体的な詳細を記載する。
ただし、そのような（１つまたは複数の）態様は、これらの具体的な詳細なしに実施でき
ることは明らかであろう。他の例では、１つまたは複数の態様の説明を円滑にするために
、よく知られた構造およびデバイスをブロック図の形態で示す。
【００１５】
　本出願で使用する「コンポーネント」、「モジュール」、「システム」などの用語は、
ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組合せ、ソフトウェア、
または実行中のソフトウェアなど、コンピュータ関連のエンティティを指すものとする。
たとえば、コンポーネントは、プロセッサ上で実行されるプロセス、集積回路、オブジェ
クト、実行可能ファイル、実行スレッド、プログラム、および／またはコンピュータとす
ることができるが、これらに限定されない。例として、コンピューティングデバイス上で
実行されるアプリケーションと、そのコンピューティングデバイスの両方をコンポーネン
トとすることができる。１つまたは複数のコンポーネントがプロセスおよび／または実行
スレッド内に常駐することができ、１つのコンポーネントを１つのコンピュータ上に配置
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し、および／または２つ以上のコンピュータ間に分散することができる。さらに、これら
のコンポーネントは、様々なデータ構造を記憶している様々なコンピュータ可読媒体から
実行することができる。これらのコンポーネントは、１つまたは複数のデータパケット（
たとえば、ローカルシステム、分散システム内、および／または他のシステムを用いるイ
ンターネットなどのネットワーク全体の中の別のコンポーネントと信号を介して相互作用
する１つのコンポーネントからのデータ）を有する信号によるなど、ローカルおよび／ま
たはリモートプロセスを介して通信することができる。
【００１６】
　さらに、本明細書ではワイヤレス端末および／または基地局に関する様々な態様につい
て説明する。ワイヤレス端末は、ユーザにボイスおよび／またはデータ接続性を提供する
デバイスを指すことができる。ワイヤレス端末は、ラップトップコンピュータまたはデス
クトップコンピュータなどのコンピューティングデバイスに接続することができ、あるい
は携帯情報端末（ＰＤＡ）などの内臓式デバイスとすることができる。ワイヤレス端末は
また、システム、加入者ユニット、加入者局、移動局、モバイル、リモート局、アクセス
ポイント、リモート端末、アクセス端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバ
イス、またはユーザ機器と呼ばれることがある。ワイヤレス端末は、加入者局、ワイヤレ
スデバイス、セルラー電話、ＰＣＳ電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル（
ＳＩＰ）電話、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイ
ヤレス接続機能を有するハンドヘルドデバイス、またはワイヤレスモデムに接続された他
の処理デバイスとすることができる。基地局（たとえば、アクセスポイントまたは進化型
ノードＢ（ｅＮＢ））は、１つまたは複数のセクタを通して、エアインターフェースを介
してワイヤレス端末と通信する、アクセスネットワーク中のデバイスを指すことができる
。基地局は、受信したエアインターフェースフレームをインターネットプロトコル（ＩＰ
）パケットに変換することによって、ワイヤレス端末と、ＩＰネットワークを含むことが
できるアクセスネットワークの残部との間のルータとして働くことができる。基地局はま
た、エアインターフェースの属性の管理を調整する。
【００１７】
　その上、本明細書で説明する様々な機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウ
ェア、またはそれらの組合せでインプリメントできる。ソフトウェアでインプリメントす
る場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記
憶するか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信することができる。コンピュータ
可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意
の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュー
タによってアクセスできる利用可能な媒体とすることができる。限定ではなく例として、
そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭもし
くは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶デバイス、ま
たは命令もしくはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを担持または記憶するため
に使用でき、コンピュータによってアクセスできる任意の他の媒体を備えることができる
。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェ
アが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ
）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサ
イト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイ
バケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイ
ヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク（disk）およびディ
スク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザディスク（disc）、光デ
ィスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）
ディスク（disk）およびブルーレイディスク（disc）（ＢＤ）を含み、ディスク（disk）
は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザで光学的に再
生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
【００１８】
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　本明細書で説明する様々な技法は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多
元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分
割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）シス
テム、および他のそのようなシステムなど、様々なワイヤレス通信システムに対して使用
できる。「システム」および「ネットワーク」という用語は、本明細書ではしばしば互換
的に使用される。ＣＤＭＡシステムは、ＵＴＲＡ（UNIVERSAL Terrestrial Radio Access
）、ＣＤＭＡ２０００などの無線技術をインプリメントすることができる。ＵＴＲＡは、
Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband－ＣＤＭＡ）およびＣＤＭＡの他の変形態を含む。さらに、ＣＤ
ＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格をカバーする。Ｔ
ＤＭＡシステムはＧＳＭ（登録商標）（Global System for Mobile Communications）な
どの無線技術をインプリメントすることができる。ＯＦＤＭＡシステムは、Ｅ－ＵＴＲＡ
（Evolved ＵＴＲＡ）、ＵＭＢ（Ultra Mobile Broadband）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗ
ｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ
－ＯＦＤＭ（登録商標）などの無線技術をインプリメントすることができる。ＵＴＲＡお
よびＥ－ＵＴＲＡは、ＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommunication System）の一部
である。３ＧＰＰ　ＬＴＥ（Long Term Evolution）は、ダウンリンク上ではＯＦＤＭＡ
を採用し、アップリンク上ではＳＣ－ＦＤＭＡを採用するＥ－ＵＴＲＡを使用する今度の
リリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥおよびＧＳＭは、「第３世
代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と称する組織からの文書に記載されてい
る。さらに、ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェク
ト」（３ＧＰＰ２）と称する組織からの文書に記載されている。
【００１９】
　いくつかのデバイス、コンポーネント、モジュールなどを含むことができるシステムに
関して、様々な態様を提示する。様々なシステムは、追加のデバイス、コンポーネント、
モジュールなどを含んでもよく、および／または各図に関連して論じるデバイス、コンポ
ーネント、モジュールなどのすべてを含まなくてもよいことを理解および諒解されたい。
これらの手法の組合せを使用することもできる。
【００２０】
　次に図面を参照すると、図１は、本明細書で説明する様々な態様によるワイヤレス通信
システムにおけるハンドオーバに関連するデータ送信の管理を可能にするシステム１００
を示す。図１に示すように、システム１００はノードＢ（たとえば、基地局、アクセスポ
イント（ＡＰ）、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）など）を含むことができ、ノードＢは、１つ
または複数のユーザ機器ユニット（ＵＥ、本明細書ではアクセス端末（ＡＴ）、モバイル
端末などとも呼ぶ）１３０と通信することができる。一例では、ノードＢ１１０は、ＵＥ
１３０との１つまたは複数のダウンリンク（ＤＬ、順方向リンク（ＦＬ）とも呼ばれる）
通信に係わり、ＵＥ１３０は、ノードＢ１１０との１つまたは複数のアップリンク（ＵＬ
、逆方向リンク（ＲＬ）とも呼ばれる）通信に係わることができる。別の例では、ノード
Ｂ１１０は、進化型ＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommunications　System）　Ｅ－
ＵＴＲＡＮ（Terrestrial Radio Access　Network）、またはその一部分（たとえば、セ
ル、セクタなど）などのワイヤレス通信ネットワークに関連することができる。さらに、
ノードＢ１１０は、ノードＢ１１０とＵＥ１３０との間の通信を調整するために、システ
ムコントローラ（図示せず）などの１つまたは複数の他のネットワークエンティティとと
もに動作することができる。
【００２１】
　一例では、ノードＢ１１０およびＵＥ１３０は、それぞれの情報を含んでいるように構
成された、プロトコルデータユニット（ＰＤＵ）など、それぞれのパケットの形態で、シ
ステム１００において互いおよび／または他のエンティティとの間でデータ、シグナリン
グ、および／または他の情報を通信することができる。たとえば、ノードＢ１１０におけ
るプロセッサ１２２は、独立して、またはメモリ１２４の助けを借りて、送信機１１８に
よってＵＥ１３０に送信すべき１つまたは複数のパケットを発生することができる。同様
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に、ＵＥ１３０におけるプロセッサ１４２は、メモリ１４４の助けを借りてまたは借りず
に、送信機１３８を介して送信するためのパケットを発生するために利用できる。別の例
では、ノードＢ１１０およびＵＥ１３０におけるそれぞれのメモリ１２４および１４４を
利用して、それぞれの送信前、送信中、または送信後にそれぞれのパケットまたは対応す
る情報を記憶することができる。
【００２２】
　一態様によれば、図２のダイヤグラム２００によって示されるように、システム１００
内のそれぞれのパケット通信は、システムプロトコルスタック中の１つまたは複数の通信
層のコンテキスト内で実行できる。ダイヤグラム２００によって示される例では、ＰＤＣ
Ｐ（Packet Data Convergence Protocol）層２１０、無線リンク制御（ＲＬＣ）層２２０
、ＭＡＣ（Media Access Control）層２３０、およびＬ１（Layer１）２４０を利用して
、それぞれの複雑さレベルにおけるワイヤレス通信の様々な態様を実行することができる
。したがって、たとえば、ＰＤＣＰ層２１０を利用してデータ圧縮およびシーケンシング
ならびに／または他のハイレベル機能を実行し、ＲＬＣ層２２０を利用して様々なデータ
の送信および／または再送信を管理し、ＭＡＣ層２３０を利用してネットワークに関連す
る通信リソースへのそれぞれの関連するデバイスのアクセスを管理し、Ｌ１　２４０を低
いレベルにおいて利用して所与のネットワークデバイスに関連する物理的エアインターフ
ェースを管理することができる。ただし、上記は具体例として与えたものであり、ダイヤ
グラム２００によって示されるどの層２１０～２４０も（１つまたは複数の）任意の好適
な機能を実行することができることを理解するべきである。さらに、システムは、通信層
の任意の好適なセットを任意の好適な順序で利用することができることを理解するべきで
ある。
【００２３】
　別の態様によれば、層２１０～２４０は、情報の通信に関して１つまたは複数のレベル
での情報の管理および／または処理を可能にするために、それぞれのＰＤＵフォーマット
に関連することができる。したがって、ダイヤグラム２００に示すように、それぞれのＰ
ＤＣＰ　ＰＤＵ２１２はＰＤＣＰ層２１０に関連し、ＰＤＣＰ層２１０は、ＲＬＣ層２２
０に関連するＲＬＣ　ＰＤＵ２２２内に含めることができる。ＰＤＣＰ　ＰＤＵ２１２は
、任意の好適な方法でＲＬＣ　ＰＤＵ２２２にマッピングすることができることが、ダイ
ヤグラム２００から理解することができる。したがって、１対１のマッピング、多対１の
マッピング、１対多のマッピング、および／または任意の他の好適なマッピングを利用し
て、それぞれのＲＬＣ　ＰＤＵ２２２内でＰＤＣＰ　ＰＤＵ２１２をカプセル化すること
ができる。さらに、ダイヤグラム２００には示していないが、ワイヤレス通信システムに
関連するＭＡＣ層２３０、Ｌ１　２４０、および／または他の層は、所与の対応する層内
で情報を処理するためのＰＤＵフォーマットを追加または代替として利用することができ
ることを理解するべきである。
【００２４】
　追加の態様によれば、ＰＤＣＰ層２１０およびＲＬＣ層２２０など、ダイヤグラム２０
０内の層の組合せは、それぞれのデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）を介して結合できる。通信
層のセットを結合するために利用できるＤＲＢの例示的なセットを図３のダイヤグラム３
００によって示す。ダイヤグラム３００が示すように、たとえば、ダイヤグラム２００に
よって示されるＰＤＣＰ層２１０とＲＬＣ層２２０との間のそれぞれのパイプラインに対
応するそれぞれのＤＲＢ３１０～３３０を与えることができる。ダイヤグラム３００は、
３つのＤＲＢ３１０～３３０を利用するシステムを示すが、任意の好適な数のＤＲＢを利
用することができることを理解するべきである。
【００２５】
　一例では、それぞれのＤＲＢ３１０～３３０を利用して、ワイヤレス通信システム内の
後の送信のために、１つまたは複数のＰＤＣＰ　ＰＤＵに対応するデータを待ち行列に入
れることができる。さらに、ＤＲＢ３１０～３３０を利用して、以下にさらに詳細に説明
するように発生および／または使用することができるＰＤＣＰステータスメッセージを保
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持することができる。ダイヤグラム３００によって示される別の例では、ＤＲＢ３１０～
３３０内で待ち行列に入れられた情報をＤＲＢ３１０～３３０のそれぞれの優先順位に少
なくとも部分的に基づいて送信するように、ＤＲＢ３１０～３３０に優先順位の値を割り
当てることができる。したがって、ダイヤグラム３００に示すように、ＤＲＢ３１０は最
高優先順位を有し、ＤＲＢ３２０は第２の最高優先順位を有し、ＤＲＢ３３０は最低優先
順位を有することができる。ただし、任意の好適な方法でＤＲＢ３１０～３３０間で優先
順位を確立し、それぞれの所与の優先レベルを任意の好適な数のＤＲＢ３１０～３３０に
適用することができることを理解するべきである。
【００２６】
　図１に戻ると、一態様によれば、所与のＵＥ１３０に対する通信パフォーマンスを最適
化するために、システム１００は適応型とすることができる。したがって、たとえば、Ｕ
Ｅ１３０がノードＢ１１０のカバレッジエリア外に出ているか、ＵＥ１３０が、ノードＢ
１１０が行う機能または能力を有しないサービスを必要としているか、あるいは他の理由
で、ノードＢ１１０とＵＥ１３０との間の無線状態が劣化した場合には、ＵＥ１３０に対
するサービスをソースノードＢ１１０からターゲットノードＢに転送するハンドオーバを
行うことができる。一例では、それぞれのノードＢ１１０におけるハンドオーバコーディ
ネータ１１２とＵＥ１３０におけるハンドオーバコーディネータ１３２とを利用して、そ
れぞれのデバイスにおけるハンドオーバを管理することができる。
【００２７】
　別の例では、ソースセルからターゲットセルへのＵＥのハンドオーバを、図４に示すタ
イミング図４００に示すように行うことができる。図４に示すハンドオーバ手順および本
明細書で提供する様々な態様について、ＵＥおよびＤＬデータのためのステータス報告に
関して説明するが、とはいえ、追加または代替としてＵＬデータのステータスを報告する
ためにノードＢによって同様の技法を利用することができることを理解するべきである。
時刻４０２において示すように、ハンドオーバが開始し、ＵＥは、そのソースセルからハ
ンドオーバのターゲットセルに関係する情報を含むハンドオーバメッセージを受信する。
次に、時刻４０４において、ＵＥは、ターゲットセルを収集し、時刻４０６において、ラ
ンダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）メッセージをターゲットセルに送信する。一例では
、時刻４０６において、ＵＥは、専用ＲＡＣＨプリアンブルを使用してＲＡＣＨメッセー
ジを送信する。
【００２８】
　ＲＡＣＨメッセージの受信の後、時刻４０８において、ターゲットセルは、ＵＥがハン
ドオーバ完了メッセージとバッファステータスリポート（ＢＳＲ）とを送信するのに十分
なＵＬリソースの許可とともに応答を送信する。次いで、時刻４１０において、この許可
に基づいて、ＵＥはハンドオーバ完了メッセージとＢＳＲとを送信する。一例では、時刻
４０６において、ＲＡＣＨメッセージが専用ＲＡＣＨプリアンブルを使用して送信された
場合に、時刻４０８～４１０において、追加または代替として、ＲＡＣＨメッセージに対
する競合の解消を行う。次に、時刻４１２において、ＵＥは、１つまたは複数のＰＤＣＰ
ステータスメッセージを送信すべきリソースのための許可を随意に要求する。一例では、
ＵＥは、ＤＲＢ当たり１つのＰＤＣＰステータスメッセージの許可を要求するように構成
された場合、そうすることができる。
【００２９】
　時刻４１２において送信された要求に基づいて、および／または自発的に、その後、時
刻４１４において、ターゲットセルは、ＵＥが（１つまたは複数の）ＰＤＣＰステータス
メッセージを送信することができるように、許可をＵＥに送信する。時刻４１６において
、ＵＥは（１つまたは複数の）ステータスメッセージを送信する。（１つまたは複数の）
メッセージを受信すると、時刻４１８において、ターゲットセルは、どのＰＤＣＰ　ＳＤ
Ｕが受信されたかを識別し、時刻４２０において、ＵＥにおいて消失しているものとして
識別されたＰＤＣＰ　ＳＤＵの再送信を開始する。追加または代替として、時刻４１８お
よび／または時刻４２０において、ターゲットセルは、ＵＥによって正しく受信されたも
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のとして識別されたＰＤＣＰ　ＰＤＵを記憶するために利用されているメモリを解放する
。
【００３０】
　上記のハンドオーバ手順に鑑みて、システム１００中のＵＥ１３０は、ハンドオーバ完
了メッセージに続く（１つまたは複数の）第１のパケットとして、それぞれのＤＲＢ上で
それぞれのＰＤＣＰステータスメッセージを送信するように構成できる。一例では、ＰＤ
ＣＰステータスメッセージは、シグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）を介して送信され、消
失しているＤＬ　ＰＤＣＰ　ＰＤＵ、および／または順序正しく受信した最後のＤＬ　Ｐ
ＤＣＰ　ＰＤＵのシーケンス番号（ＳＮ）を示すために利用できる。したがって、具体例
として、ＵＥ１３０が所与のＤＲＢ上でノードＢ１１０からＳＮ１、２、４、６、および
１０をもつＰＤＣＰ　ＰＤＵを受信した場合、ＤＲＢのＰＤＣＰステータスメッセージは
、ＳＮ３、５、７、８、および９をもつＰＤＣＰ　ＰＤＵが消失していることと、ＳＮ２
をもつＰＤＣＰ　ＰＤＵが順序正しく受信した最後のＰＤＵであったこととを示すことが
できる。したがって、ノードＢ１１０は、ＰＤＵ１、２、４、６、および１０を記憶する
ために利用されるメモリを解放し、消失しているＰＤＵ３、５、７、８、および９のみの
ための再送信を行うことができる。同様の具体的な例では、それぞれのＰＤＣＰ　ＰＤＵ
がそれぞれのＲＬＣ　ＰＤＵにカプセル化された場合、ＵＥ１３０は、ＵＥ１３０によっ
て正しく受信されたＲＬＣ　ＰＤＵに対応するＲＬＣ肯定応答（ＡＣＫ）をノードＢ１１
０に送信することができる。したがって、たとえば、ＲＬＣ　ＰＤＵがＳＮ１～５をもつ
５つのＰＤＣＰ　ＰＤＵを含んでいるように構成された場合、ＵＥ１３０は、受信が成功
したときにＲＬＣ　ＰＤＵに対するＡＣＫをノードＢ１１０にサブミットするように構成
され、ＡＣＫに基づいて、ノードＢ１１０は、適切なメモリを解放し、ＰＤＣＰ　ＰＤＵ
１～５の再送信を控えることができる。
【００３１】
　従来のワイヤレス通信のインプリメンテーションでは、それぞれのノードＢおよび／ま
たはＵＥによって利用されるスケジューラアルゴリズムは、ハンドオーバ後および／また
は他の好適な時間において発生するステータスメッセージ（たとえば、ＰＤＣＰステータ
スメッセージ、ＲＬＣ　ＡＣＫ）に気づかない。代わりに、ワイヤレス通信システム中の
それぞれのエンティティは、それぞれの論理チャネルの優先ビットレート（ＰＢＲ）およ
び／または１つまたは複数の同様の他の条件が満たされるように、それぞれの論理チャネ
ルを介してデータを送信するように構成されることが理解できる。
【００３２】
　したがって、具体例として、ノードＢ１１０が所与の量の情報を送信するようにＵＥ１
３０に割り当てを行う場合、ＵＥ１３０におけるトークンバケットおよび／または別の好
適なＭＡＣ層または他の構造は、それぞれのＤＲＢが消耗するまで、またはそれらのそれ
ぞれの関連するＰＢＲが満たされるまで、ＤＲＢからデータを選択することによって、応
答する送信を準備することができる。より詳細には、再び図３のダイヤグラム３００を参
照すると、ＤＲＢ３１０が、空になるか、または、他のＤＲＢ３２０～３３０の窮乏を防
ぐようにＤＲＢ３１０のＰＢＲによって指定された、データの設定された量になるかのい
ずれかまで、ＵＥ１３０におけるＭＡＣエンティティは、最高優先順位ＤＲＢ３１０から
データを選択することができる。その後、ＤＲＢ３１０に関連する条件が満たされると、
ＭＡＣエンティティは、ＤＲＢ３２０に移動してこのプロセスを反復するように構成でき
る。
【００３３】
　したがって、複数のチャネルが送信のために利用されるとき、従来のスケジューリング
アルゴリズムは、場合によっては、第１のチャネルのＰＢＲが満たされ、実質的にすべて
のデータが第１のチャネルから出される前に、および／または他の条件が満たされたとき
に、第２のチャネルまたは後続のチャネルに対応するステータスメッセージを送信するこ
とを妨げることがあることが理解できる。その結果、ステータスメッセージの送信が遅延
され、システム１００中のエンティティはステータスメッセージから実質的に利益を得る
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ことができなくなる。たとえば、システム１００中の送信エンティティが、再送信を要求
された消失しているデータに関係する１つまたは複数の報告を（たとえば、ＰＤＣＰステ
ータスメッセージ、ＲＬＣ　ＡＣＫなどを介して）受信しない場合、送信エンティティは
、場合によっては、データの実質的な部分の再送信を行わないことを選択することがあり
、その結果、そのようなデータが消失し再送信が望ましい場合に、データの損失を生じる
ことがある。代替的に、ステータス報告がない場合に、送信エンティティは、データのそ
れぞれの部分が受信されていないと仮定し、そのような部分の再送信を行うことができる
。ただし、その結果、再送信されるデータのうちの少なくとも一部分が元の送信において
正常に受信された場合にアップリンクおよび／またはダウンリンク上で不要な重複データ
の送信を生じることがあることが理解できる。さらに、送信エンティティは（１つまたは
複数の）重複送信に関連するデータに関連するメモリを解放することができないので、こ
のようにして重複送信を行うことが、送信エンティティにおける非効率的なメモリ使用状
況をさらにもたらすことがあることが理解できる。
【００３４】
　したがって、一態様によれば、システム１００中のノードＢ１１０、ＵＥ１３０、およ
び／または任意の他の好適なエンティティは、データより先にステータスメッセージに優
先順位を付け、送信するように、待ち行列に入れられた情報をインテリジェントにスケジ
ュールするように構成できる。たとえば、ノードＢ１１０におけるデータ分析器１１４お
よび／またはＵＥ１３０におけるデータ分析器１３４を利用して、ノードＢ１１０および
／またはＵＥ１３０に対応するそれぞれのＤＲＢまたは論理チャネルに関連する情報を監
視することができる。データ分析器１１４および／または１３４から得られた情報に基づ
いて、優先順位付けモジュール１１６および／または１３６は、ステータスメッセージ（
たとえば、ＰＤＣＰステータスメッセージ、ＲＬＣ　ＡＣＫなど）に気づき、データを送
信するかまたは論理チャネルに関連するＰＢＲを満たす前に、論理チャネルの少なくとも
一部分からステータスメッセージを送信するように、送信機１１８および／または１３８
における送信に優先順位を付けることができる。したがって、一般に上述のように、ステ
ータスメッセージを受信するエンティティは、アップリンクおよび／またはダウンリンク
上でのデータの重複送信および浪費される無線帯域幅を回避することができる。
【００３５】
　一例では、優先順位付けモジュール１１６および／または１３６は、実質的にＰＤＣＰ
ステータス報告のすべてを送信し終わるまで、ＰＤＣＰステータス報告が要求されるいか
なる論理チャネル上でもデータの送信または再送信が行われないように、ハンドオーバ後
に十分に高い優先順位をＰＤＣＰステータス報告に与えるようにすることができる。別の
例では、優先順位付けモジュール１１６および／または１３６は、任意の関係するＤＲＢ
のＰＢＲを満たす前にそれぞれのＤＲＢ上でＰＤＣＰステータスメッセージの送信を可能
にすることによって、非無限ＰＢＲを有するＤＲＢに関して動作することができる。代替
的に、優先順位付けモジュール１１６および／または１３６は、それぞれのＤＲＢ上でデ
ータのいずれかの送信を行う前にそれぞれのＤＲＢ上でＰＤＣＰステータスメッセージの
送信を可能にすることによって、（たとえば、無限ＰＢＲに関連する）狭義の優先順位ベ
ースで動作するＤＲＢに関して動作することができる。別の代替として、優先順位付けモ
ジュール１１６および／または１３６は、シグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）などの任意
の他の好適な論理チャネル上でのステータスメッセージの優先順位付けを可能にすること
ができる。
【００３６】
　さらなる一例では、優先順位付けモジュール１１６および／または１３６は、ＰＤＣＰ
ステータスメッセージに加えておよび／またはその代わりに、ＲＬＣステータスメッセー
ジ（たとえば、１つまたは複数のＡＣＫおよび／または否定ＡＣＫ（ＮＡＣＫ）を含んで
いるＲＬＣ　ＳＴＡＴＵＳメッセージ）に優先順位を付けるように構成できる。したがっ
て、ノードＢ１１０とＵＥ１３０との間の通信セッション中に、および／または他の適切
な時間において、データ分析器１１４および／または１３４、あるいは優先順位付けモジ
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ュール１１６および／または１３６は、他の論理チャネル上でデータの新しい送信および
／または再送信に優先してＲＬＣステータスメッセージに優先順位を付けるために、それ
ぞれのＲＬＣステータスメッセージの存在および／またはそれらのそれぞれのタイプ（た
とえば、メッセージがＮＡＣＫ情報を含んでいるかどうか）に気づくことができる。した
がって、ＲＬＣステータスメッセージを受信するエンティティは、通信セッションの進行
中にできるだけ早く否定応答に気づき、それによって所与のチャネル上でデータが円滑に
流れるようにすることができることが理解できる。さらに、このようにしてＲＬＣステー
タスメッセージに優先順位を付けることによって、最初に送信されたが、ステータス禁止
タイマ、不十分なＵＬ／ＤＬ許可、および／または他の要因のために、受信エンティティ
において確認されないデータなどの不要なデータの再送信を実質的に回避することができ
ることが理解できる。
【００３７】
　別の態様によれば、ノードＢ１１０におけるデータ分析器１１４および優先順位付けモ
ジュール１１６、および／またはＵＥ１３０におけるデータ分析器１３４および優先順位
付けモジュール１３６は、アプリケーションの限定されたサブセットに関連するステータ
スメッセージに優先順位を付けるように構成できる。したがって、例として、リアルタイ
ムアプリケーション（たとえば、ボイスオーバーインターネットプロトコル（ＶＯＩＰ）
アプリケーションなど）および／あるいは他の時間依存のアプリケーションまたは他のア
プリケーションは、優先順位付けから免除されることがある。たとえば、所与のアプリケ
ーションのために通信セッションを確立したときに、ノードＢ１１０および／またはＵＥ
１３０は、アプリケーションが時間依存であるかどうかを判断することができ、肯定の判
断をしたときに、アプリケーションに関して上述した一部または全部の優先順位付けを無
効化することができる。
【００３８】
　以下の図５～図９に関して、ワイヤレス通信システムにおいてステータスメッセージを
管理するために利用できるインプリメンテーションの具体例を示す。ただし、例は本質的
に例示にすぎず、本明細書に添付の特許請求の範囲は、別段の明示的な規定がない限り、
そのようなインプリメンテーションに限定されるものではないことを理解するべきである
。
【００３９】
　次に図５を参照すると、様々な態様による、１つまたは複数のステータスベアラ５４６
を介してワイヤレス通信システムに関連するステータスメッセージに優先順位を付けるた
めのシステム５００のブロック図が示される。一例では、システム５００は、データ分析
器５１０と優先順位付けモジュール５２０と送信機５３０とを含むことができ、それらは
、システム１００中のノードＢ１１０および／またはＵＥ１３０に関して上述した方法と
同様の方法で無線ベアラ５４０のセットと対話することができる。さらにシステム５００
によって示すように、無線ベアラ５４０は、それぞれの制御またはシグナリングベアラ５
４２と、それぞれのデータベアラ５４４とを含むことができる。一例では、（１つまたは
複数の）制御ベアラ５４２を利用して、１つまたは複数のユーザと関連するネットワーク
との間の構成コマンドおよび／または他の制御シグナリングを搬送し、（１つまたは複数
の）データベアラ５４４を利用して、データのそれぞれの送信を可能にすることができる
。
【００４０】
　一態様によれば、システム５００は、１つまたは複数のステータスベアラ５４６をさら
に利用することによって、関連するデータメッセージに優先するステータスメッセージの
優先順位付けを可能にすることができる。たとえば、（１つまたは複数の）ステータスベ
アラ５４６は、データ分析器５１０および／または優先順位付けモジュール５２０によっ
て管理される１つまたは複数の待ち行列が特にステータス情報に専用であるように、それ
らを含むことができる。したがって、（１つまたは複数の）データベアラ５４４の少なく
とも一部分よりも高い程度の優先順位を（１つまたは複数の）ステータスベアラ５４６に
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許可することによって、システム５００は、データの送信が行われる前にステータス情報
の送信を可能にすることができる。さらに、（１つまたは複数の）それぞれのステータス
ベアラ５４６に与えられる優先レベルは、（１つまたは複数の）それぞれの制御ベアラ５
４２よりも高いか、等しいか、または低くなることがある。
【００４１】
　（１つまたは複数の）ステータスベアラ５４６をインプリメントすることができるそれ
ぞれの例示的な技法を、図６～図７のダイヤグラム６００～７００によって示す。最初に
図６のダイヤグラム６００を参照すると、単一のステータスベアラ６１０が複数のＤＲＢ
６２２～６２６のセットとともに利用されるインプリメンテーションを示す。ダイヤグラ
ム６００に示す一態様によれば、優先順位を付けるべき、それぞれのＤＲＢ６２２～６２
６に対応するステータスメッセージおよび／または他のメッセージを識別し、専用ステー
タスベアラ６１０に配置することができる。一例では、スケジューラが、ステータスベア
ラ６１０中のメッセージをＤＲＢ６２２～６２６中のメッセージよりも優先順位が高いと
見なすように、ステータスベアラ６１０を制御ベアラ、高優先順位データベアラなどとし
てインプリメントすることができる。この優先順位判断に基づいて、スケジューラは、送
信の許可を受信すると、ＤＲＢ６２２～６２６からデータを削除するより前に、ステータ
スベアラ６１０を空にすることができる。
【００４２】
　さらにダイヤグラム６００によって示されるように、複数のＤＲＢ６２２～６２６に対
応する共通のステータスベアラ６１０の使用を可能にするために、ステータスベアラ６１
０中に配置されたステータスメッセージを、それらが参照するＤＲＢ６２２～６２６のそ
れぞれのインジケータを用いて構成することができる。そのようなインジケータを利用す
ることによって、ステータスベアラ６１０からステータスメッセージを受信するエンティ
ティは、ステータスメッセージを適切なＤＲＢにおいて待ち行列に入れられることを必要
とすることなしに、ステータスメッセージが参照するＤＲＢを判断することが可能になる
ことが諒解できよう。
【００４３】
　別の例では、ステータスメッセージがそれぞれ参照するＤＲＢ６２２～６２６の相対的
優先順位に対応する順序で、ステータスベアラ６１０を使用してステータスメッセージを
待ち行列に入れることができる。したがって、たとえば、最高優先順位ＤＲＢから開始す
る優先順位の降順で、ＤＲＢ６２２～６２６に対応するステータスメッセージをステータ
スベアラ６１０に配置することができる。
【００４４】
　次に図７のダイヤグラム７００を参照すると、複数のステータスベアラ７１４、７２４
、および／または７３４をそれぞれのＤＲＢ７１２、７２２、および／または７３２に対
応して利用する代替のインプリメンテーションが示されている。ダイヤグラム７００に示
すように、所与のＤＲＢ７１２、７２２、または７３２に関連する、優先順位を付けるべ
きステータスメッセージおよび／または他のメッセージを識別し、ＤＲＢに対応するステ
ータスベアラ７１４、７２４、または７３４に配置することができるように、それぞれの
ステータスベアラ７１４、７２４、および７３４をそれぞれのＤＲＢ７１２、７２２、お
よび７３２に対応するように構成することができる。その後、ステータスベアラ７１４、
７２４、および／または７３４が、送信の許可を受信すると、ＤＲＢ７１２、７２２、お
よび／または７３２からデータを削除するより前に空になるように、図６に関して上述し
た方法と同様の方法で、ステータスベアラ７１４、７２４、および７３４に高い優先レベ
ルを割り当てることができる。
【００４５】
　図８を参照すると、様々な態様による、それぞれの関連する無線ベアラ８２０の分析に
基づくステータスメッセージの優先順位付けのためのシステム８００を示すブロック図が
与えられている。図８が示すように、優先順位付けモジュール８１０を利用して、ＤＲＢ
８２２～８２６を含むことができる無線ベアラ８２０のセットに関連するステータスメッ
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セージ、データ、および／または他の情報に優先順位を付けることができる。概して上述
した様々な態様によれば、優先順位付けモジュール８１０によってそれぞれの情報に割り
当てられた優先レベルに基づいて、送信機８３０を利用して、割り当てられた優先レベル
に従って情報を送信することができる。システム８００に示す一態様によれば、優先順位
付けモジュール８１０はベアラ分析モジュール８１２を含み、ベアラ分析モジュール８１
２は、それぞれのＤＲＢ８２２～８２６を検査して、前記ＤＲＢ８２２～８２６がステー
タス情報を含んでいるかどうかを識別することができる。ステータス情報を識別すると、
優先順位付けモジュール８１０および／またはベアラ分析モジュール８１２は、本明細書
で概して説明するように、他のデータより先にステータス情報の送信を可能にすることが
できる。
【００４６】
　ハンドオーバの後、ハンドオーバ完了メッセージに続く第１のパケットとしてＰＤＣＰ
ステータスメッセージおよび／または他の好適なステータス情報をＤＲＢのセットを介し
て送信するように、ＵＥおよび／またはネットワークエンティティを構成することができ
ることが諒解できよう。したがって、そのような送信を可能にするために、ＰＤＣＰステ
ータスメッセージを、ステータスが送信される各ＤＲＢの第１の要素として位置決めする
ことができる。この位置決めの例を図３のＤＲＢ３１０～３３０に関して見ることができ
る。この位置決めに基づいて、一例では、それぞれの関連するＤＲＢ８２２～８２６にお
いてステータスが存在するかどうかを判断するために、それぞれのＤＲＢ８２２～８２６
の第１の要素を調べるように、ベアラ分析モジュール８１２を構成することができる。
【００４７】
　別の例では、システム８００によって利用されるそれぞれのステータスメッセージを、
そのステータスメッセージを他のデータと区別するインジケータを含むように構成するこ
とができ、ベアラ分析モジュール８１２は、所与の要素がステータスまたはデータを備え
るかどうかを判断するためにインジケータについてＤＲＢ８２２～８２６のそれぞれの要
素を調べることができる。例として、要素（たとえば、第１の位置）内のあらかじめ定義
されたビット位置におけるビットを、要素がステータスを備える場合は第１の値になるよ
うに構成し、または要素が他のデータを備える場合は第２の値になるように構成すること
ができる。したがって、それぞれの要素の優先順位付けを可能にするために、あらかじめ
定義されたビット位置におけるそれぞれのＤＲＢ８２２～８２６中の１つまたは複数の要
素を読み取るように、ベアラ分析モジュール８１２を構成することができる。
【００４８】
　次に図９を参照すると、それぞれの関連する無線ベアラ９２０に関係する記録された情
報に基づくステータスメッセージの優先順位付けのためのシステム９００のブロック図が
示されている。図９が示すように、システム９００は待ち行列モジュール９１０を含むこ
とができ、ＵＥ、ネットワーク、および／または任意の他の好適なエンティティは、それ
ぞれのＤＲＢ９２２～９２６を含むことができる無線ベアラ９２０のセット内でデータ、
ステータスメッセージ、および／または他の情報を待ち行列に入れるために待ち行列モジ
ュール９１０を利用することができる。一例では、待ち行列モジュール９１０がステータ
ス情報をそれぞれの所与のＤＲＢ９２２～９２６に配置した場合、（１つまたは複数の）
ＤＲＢ９２２～９２６上のステータス情報の存在をステータス報告モジュール９３０によ
って優先順位付けモジュール９４０に報告することができる。したがって、ステータス報
告モジュール９３０によって与えられた報告に基づいて、優先順位付けモジュール９４０
は、ステータス情報を含んでいるそれぞれのＤＲＢ９２２～９２６を判断し、他のデータ
の送信より前に送信機９５０によるステータス情報の送信を可能にすることができる。
【００４９】
　一態様によれば、ステータス情報を含んでいるそれぞれのＤＲＢ９２２～９２６の記録
を与えるのに任意の好適な方法でステータス報告モジュール９３０をインプリメントする
ことができる。具体例として、ＲＬＣ層エンティティとしてインプリメントされる優先順
位付けモジュール９４０にＰＤＣＰステータスメッセージの存在を報告するＰＤＣＰ層エ
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ンティティとして、ステータス報告モジュール９３０をインプリメントすることができる
。
【００５０】
　さらに、ステータス報告モジュール９３０は、様々な方法でそれぞれのＤＲＢ９２２～
９２６上のステータス情報の存在を示すことができることが諒解できよう。たとえば、ス
テータス報告モジュール９３０は、ＤＲＢ９２２～９２６にそれぞれ対応する変数のセッ
トを維持することができ、優先順位付けモジュール９４０はステータス情報を含んでいる
ＤＲＢ９２２～９２６を識別するためにそれぞれの変数を調べることができる。追加また
は代替として、ステータス報告モジュール９３０および優先順位付けモジュール９４０は
、ステータス情報を含んでいるＤＲＢのリストを維持することができる。たとえば、所与
のＤＲＢ９２２～９２６においてステータス情報を待ち行列に入れると、ステータス報告
モジュール９３０は、ステータス情報が待ち行列に入れられたＤＲＢを追加するようにリ
ストを更新することができる。その後、ＤＲＢにおけるステータス情報を送信すると、優
先順位付けモジュール９４０は、リストからのＤＲＢの削除を可能にすることができる。
別の例では、ステータス報告モジュール９３０が、ＤＲＢ９２２～９２６がステータス情
報を含んでいないことを示す場合、優先順位付けモジュール９４０は、本明細書で説明し
、および／または当技術分野で一般的に知られている１つまたは複数の技法を利用して、
１つまたは複数のＤＲＢ９２２～９２６からのデータの送信を調整することができる。
【００５１】
　次に図１０～図１４を参照すると、本明細書に記載の様々な態様に従って実行できる方
法が示されている。説明を簡潔にする目的で、方法を一連の行為として図示し説明するが
、いくつかの行為は、１つまたは複数の態様によれば、本明細書で図示し説明する順序と
は異なる順序で、および／または他の行為と同時に行われるので、方法は行為の順序によ
って限定されないことを理解し、諒解されたい。たとえば、方法は、状態図など、一連の
相互に関連する状態または事象として代替的に表現できることを当業者ならば理解し、諒
解するであろう。さらに、１つまたは複数の態様による方法をインプリメントするために
、図示のすべての行為が必要とされるわけではない。
【００５２】
　図１０を参照すると、ワイヤレス通信システムにおいてステータス情報の送信を管理す
るための方法１０００が示されている。方法１０００は、たとえば、ｅＮＢ（たとえば、
ノードＢ１１０）、ＵＥ（たとえば、ＵＥ１３０）、および／または任意の他の適切なネ
ットワークデバイスによって実行できることを諒解されたい。方法１０００は、ブロック
１００２において開始し、（たとえば、ハンドオーバコーディネータ１１２または１３２
によって調整されるハンドオーバに関する）１つまたは複数の通信チャネル上で送信すべ
きデータを識別する。次に、ブロック１００４において、方法１０００を実行するエンテ
ィティは、識別されたデータのうち、それぞれの通信チャネルに対応するステータス情報
の位置を（たとえば、データ分析器１１４または１３４を使用して）特定しようと試みる
。
【００５３】
　ブロック１００６において、ブロック１００４におけるステータス情報（たとえば、Ａ
ＣＫ／ＮＡＣＫ情報、ＰＤＣＰステータスメッセージなどを示すＲＬＣ　ＳＴＡＴＵＳメ
ッセージ）の位置を特定しようとする試みの結果、識別されたデータ中にステータス情報
のロケーションが存在しているかどうかの判断を（たとえば、データ分析器１１４または
１３４および／あるいは優先順位付けモジュール１１６または１３６によって）行う。ス
テータス情報がデータ中に存在することがわかった場合、方法１０００はブロック１００
８に進み、（たとえば、優先順位付けモジュール１１６または１３６によって制御される
ように）それぞれの通信チャネル上でのデータの送信より前に、ステータス情報に対応す
るそれぞれの通信チャネル上で位置を特定されたステータス情報を（たとえば、送信機１
１８または１３８によって）送信する。ブロック１００８において説明した行為を完了す
ると、またはブロック１００６において否定判断すると、方法１０００はブロック１０１
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０において終了し、（たとえば、ＰＢＲ定義優先順位、狭義の優先順位など）所定の優先
順位方式に従ってそれぞれ対応する通信チャネル上でデータを送信する。
【００５４】
　図１１に、ワイヤレス通信環境においてステータスシグナリングのための１つまたは複
数の無線ベアラ（たとえば、ステータスベアラ５４６）を維持し、利用するための方法１
１００を示す。方法１１００は、たとえば、基地局、端末、および／または任意の他の好
適なネットワークデバイスによって実行できる。方法１１００はブロック１１０２におい
て開始し、１つまたは複数のデータベアラ（たとえば、データベアラ５４４）を識別する
。次に、ブロック１１０４において、ブロック１１０２において識別されたデータベアラ
に関連してそれぞれのステータスメッセージングのために利用される１つまたは複数のス
テータスベアラを識別する。一例では、ブロック１１０４において識別されるステータス
ベアラは、（たとえば、ダイヤグラム６００に示す）データベアラのセットに共通であり
、（たとえば、ダイヤグラム７００に示す）１つまたは複数の個々のデータベアラに割り
当て、および／または任意の他の適切な方法で構成することができる。
【００５５】
　ブロック１１０２～１１０４において、それぞれのデータベアラおよびステータスベア
ラを識別すると、方法１１００はブロック１１０６に進み、ステータスメッセージングの
送信のためのトリガイベント（たとえば、ボイス呼および／または別の好適なタイプの通
信セッションに関連するＲＬＣ　ＳＴＡＴＵＳトリガ、ハンドオフに関連するＰＤＣＰス
テータストリガなど）を識別する。次いで、方法１１０６はブロック１１０８に進み、ブ
ロック１１０４において識別された（１つまたは複数の）ステータスベアラ上に情報が存
在するかどうかを（たとえば、データ分析器５１０によって）判断する。そのような情報
が存在することがわかった場合、方法１１００はブロック１１１０に進み、（たとえば、
優先順位付けモジュール５２０によって制御されるように）それぞれのデータベアラ上で
のデータの送信より前に（１つまたは複数の）ステータスベアラ上に存在する情報を（た
とえば、送信機５３０によって）送信する。ブロック１１１０において説明した送信を完
了すると、またはブロック１１０８において否定判断すると、方法１１００はブロック１
１１２において終了し、ブロック１１０２において識別されたそれぞれのデータベアラ上
のデータを送信スケジュールに従って送信する。
【００５６】
　図１２を参照すると、それぞれのデータベアラ上の待ち行列に入れられたステータス情
報を区別し、優先順位を付けるために、それぞれのデータベアラ（たとえば、ＤＲＢ８２
２～８２６）を分析するための方法１２００が示されている。方法１２００は、たとえば
、アクセスポイント、モバイル端末、および／または任意の他の適切なネットワークデバ
イスによって実行できることを諒解されたい。方法１２００はブロック１２０２において
開始し、１つまたは複数のＤＲＢを識別する。次に、ブロック１２０４において、ステー
タスシグナリングの送信のためのトリガイベントを識別する。次いで、方法１２００はブ
ロック１２０６に進み、ブロック１２０２において識別されたそれぞれのＤＲＢを（たと
えば、優先順位付けモジュール８１０に関連するベアラ分析モジュール８１２によって）
分析して、その上に待ち行列に入れられたステータスシグナリングを有するＤＲＢを識別
する。具体例として、１つまたは複数のあらかじめ定義されたビット位置における所与の
ＤＲＢ内のそれぞれの位置（たとえば、ＤＲＢ上の第１のメッセージ内の第１のビット位
置）における、データをステータスシグナリングと区別する情報をモニタすることによっ
てブロック１２０６において説明した分析を実行する。その後、方法１２００はブロック
１２０８に進み、ブロック１２０６において識別されたそれぞれのＤＲＢから待ち行列に
入れられたステータスシグナリングを、ステータスシグナリングを含むものとして（たと
えば、送信機８３０を使用して）送信する。次いで、方法１２００はブロック１２１０に
おいて終了し、ブロック１２０８において実行されたステータス送信の後に、ブロック１
２０２において識別されたＤＲＢ上に待ち行列に入れられたデータを送信する。
【００５７】
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　次に図１３を参照すると、優先順位付き送信のための無線ベアラのセットのうちのステ
ータス情報を追跡するための方法１３００のフローチャートが示されている。方法１３０
０は、ワイヤレス通信システムにおけるｅＮＢ、ＵＥ、および／または任意の他の適切な
エンティティによって実行できることが諒解できよう。方法１３００はブロック１３０２
において開始し、（たとえば、無線ベアラ９２０に対応する）送信待ち行列と、（たとえ
ば、ステータス報告モジュール９３０および／または優先順位付けモジュール９４０によ
って維持される）ステータス情報インジケータのセットとを識別する。
【００５８】
　ブロック１３０２において説明した行為を実行した後、方法１３００は、コネクタＡに
おいてブロック１３０４またはブロック１３１０に分岐する。したがって、ブロック１３
０４において新しいステータス情報を識別し、ブロック１３０６において、識別されたス
テータス情報を送信待ち行列に（たとえば、待ち行列モジュール９１０によって）追加す
る。その後、ブロック１３０８において、識別されたステータス情報のインジケータをブ
ロック１３０２において識別されたインジケータのセットに追加する。ブロック１３０８
において説明した行為を完了すると、方法１３００は、ブロック１３０４またはブロック
１３１０に分岐するコネクタＡに戻る。
【００５９】
　ブロック１３１０において、ステータス情報の送信のためのトリガイベントを識別する
。その後、ブロック１３１２において、ブロック１３０２において識別されたステータス
情報インジケータのセットが空かどうかを判断する。インジケータセットが空の場合、方
法１３００はブロック１３１４に進み、ブロック１３０２において識別された送信待ち行
列中に与えられたデータを送信する。ブロック１３１４において説明した行為の後、方法
１３００はコネクタＡに戻る。代替的に、ブロック１３１２においてインジケータセット
が空でないことを判断すると、方法１３００は、代わりにブロック１３１６に進み、ステ
ータス情報インジケータのセットによって示されるステータス情報のうちの少なくとも一
部分を送信し、ブロック１３１８に進み、ブロック１３１６において送信されたステータ
ス情報に対応するインジケータをインジケータセットから削除する。ブロック１３１６～
１３１８において説明した行為を完了した後、方法１３００はコネクタＡに戻る。
【００６０】
　図１４に、ワイヤレス通信システムにおいてステータスシグナリングの送信を可能にす
る装置１４００を示す。装置１４００は機能ブロックを含むものとして表されており、そ
の機能ブロックは、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組合せ（たとえば、ファ
ームウェア）によってインプリメントされる機能を表す機能ブロックとすることができる
ことを諒解されたい。装置１４００は、ノードＢ（たとえば、ノードＢ１１０）、ワイヤ
レス端末（たとえば、ＵＥ１３０）、および／または任意の他の好適なネットワークデバ
イスによってインプリメントでき、１つまたは複数の論理チャネルを介して送信すべき情
報を識別するためのモジュール１４０２と、識別された情報をそれぞれのステータスメッ
セージおよびデータに分類するためのモジュール１４０４と、ステータス送信のためのト
リガイベントを検出すると、ステータスメッセージをデータより前に送信するように、識
別された情報に優先順位を付けるためのモジュール１４０６と、を含むことができる。
【００６１】
　図１５は、本明細書で説明する機能の様々な態様をインプリメントするために利用でき
るシステム１５００のブロック図である。一例では、システム１５００は、基地局または
ノードＢ１５０２を含む。図示のように、ノードＢ１５０２は、１つまたは複数の受信（
Ｒｘ）アンテナ１５０６を介して１つまたは複数のＵＥ１５０４から（１つまたは複数の
）信号を受信し、１つまたは複数の送信（Ｔｘ）アンテナ１５０８を介して１つまたは複
数のＵＥ１５０４にその信号を送信することができる。さらに、ノードＢ１５０２は、（
１つまたは複数の）受信アンテナ１５０６から情報を受信する受信機１５１０を備えるこ
とができる。一例では、受信機１５１０は、受信した情報を復調する復調器（Ｄｅｍｏｄ
）１５１２に動作可能に結合できる。次いで、復調されたシンボルは、プロセッサ１５１
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４によって分析できる。プロセッサ１５１４は、コードクラスタ、アクセス端末割り当て
、それに関するルックアップテーブル、固有のスクランブル系列に関する情報、および／
または他の適切なタイプの情報を記憶することができるメモリ１５１６に結合できる。さ
らに、ノードＢ１５０２は、方法１０００～１３００ならびに／または他の同様のおよび
適切な方法を実行するために、プロセッサ１５１４を採用することができる。一例では、
ノードＢ１５０２はまた、送信機１５２０によって（１つまたは複数の）送信アンテナ１
５０８を介して送信するために信号を多重化することができる変調器１５１８を含むこと
ができる。
【００６２】
　図１６は、本明細書で説明する機能の様々な態様をインプリメントするために利用でき
る別のシステム１６００のブロック図である。一例では、システム１６００はモバイル端
末１６０２を含む。図示のように、モバイル端末１６０２は、１つまたは複数のアンテナ
１６０８を介して、１つまたは複数の基地局１６０４から（１つまたは複数の）信号を受
信し、１つまたは複数の基地局１６０４にその信号を送信することができる。さらに、モ
バイル端末１６０２は、（１つまたは複数の）アンテナ１６０８から情報を受信する受信
機１６１０を備えることができる。一例では、受信機１６１０は、受信した情報を復調す
る復調器（Ｄｅｍｏｄ）１６１２に動作可能に結合できる。次いで、復調されたシンボル
は、プロセッサ１６１４によって分析できる。プロセッサ１６１４は、モバイル端末１６
０２に関するデータおよび／またはプログラムコードを記憶することができるメモリ１６
１６に結合できる。さらに、モバイル端末１６０２は、方法１０００～１３００、ならび
に／または他の同様のおよび適切な方法を実行するために、プロセッサ１６１４を採用す
ることができる。モバイル端末１６０２はまた、送信機１６２０によって（１つまたは複
数の）アンテナ１６０８を介して送信するために信号を多重化することができる変調器１
６１８を含むことができる。
【００６３】
　次に図１７を参照すると、様々な態様によるワイヤレス多元接続通信システムの図が与
えられている。一例では、アクセスポイント１７００（ＡＰ）が複数のアンテナグループ
を含む。図１７に示すように、１つのアンテナグループはアンテナ１７０４および１７０
６を含み、別のアンテナグループはアンテナ１７０８および１７１０を含み、別のアンテ
ナグループはアンテナ１７１２および１７１４を含むことができる。図１７では、アンテ
ナグループごとに２つのアンテナのみが示されているが、アンテナグループごとにより多
いまたはより少ないアンテナが利用できることを諒解されたい。別の例では、アクセス端
末１７１６はアンテナ１７１２および１７１４と通信中とすることができ、アンテナ１７
１２および１７１４は、順方向リンク１７２０上でアクセス端末１７１６に情報を送信し
、逆方向リンク１７１８上でアクセス端末１７１６から情報を受信する。追加および／ま
たは代替として、アクセス端末１７２２はアンテナ１７０６および１７０８と通信中とす
ることができ、アンテナ１７０６および１７０８は、順方向リンク１７２６上でアクセス
端末１７２２に情報を送信し、逆方向リンク１７２４上でアクセス端末１７２２から情報
を受信する。周波数分割複信システムでは、通信リンク１７１８、１７２０、１７２４お
よび１７２６は、通信のための異なる周波数を使用することができる。たとえば、順方向
リンク１７２０は、逆方向リンク１７１８によって使用される周波数とは異なる周波数を
使用することができる。
【００６４】
　アンテナの各グループ、および／またはアンテナが通信するために設計されたエリアは
、アクセスポイントのセクタと呼ばれることがある。一態様によれば、アンテナグループ
は、アクセスポイント１７００によってカバーされるエリアのセクタ内でアクセス端末に
通信するように設計できる。順方向リンク１７２０および１７２６上の通信では、アクセ
スポイント１７００の送信アンテナは、異なるアクセス端末１７１７および１７２２に対
して順方向リンクの信号対雑音比を改善するためにビームフォーミングを利用することが
できる。また、アクセスポイントが、ビームフォーミングを使用して、そのカバレージ中
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にランダムに分散されたアクセス端末に送信するほうが、アクセスポイントが単一のアン
テナを介してすべてのそのアクセス端末に送信するよりも、隣接セル中のアクセス端末へ
の干渉が小さくなる。
【００６５】
　アクセスポイント、たとえばアクセスポイント１７００は、端末と通信するために使用
される固定局とすることができ、基地局、ｅＮＢ、アクセスネットワーク、および／また
は他の好適な用語で呼ばれることもある。さらに、アクセス端末、たとえばアクセス端末
１７１６または１７２２は、モバイル端末、ユーザ機器、ワイヤレス通信デバイス、端末
、ワイヤレス端末、および／または他の適切な用語で呼ばれることもある。
【００６６】
　次に図１８を参照すると、本明細書で説明する様々な態様が機能することができる、例
示的なワイヤレス通信システム１８００を示すブロック図が与えられている。一例では、
システム１８００は、送信機システム１８１０と受信機システム１８５０とを含む多入力
多出力（ＭＩＭＯ）システムである。ただし、送信機システム１８１０および／または受
信機システム１８５０は、たとえば、（たとえば、基地局上の）複数の送信アンテナが１
つまたは複数のシンボルストリームを単一のアンテナデバイス（たとえば、移動局）に送
信することができる、多入力単出力システムにも適用できることを諒解されたい。さらに
、本明細書で説明する送信機システム１８１０および／または受信機システム１８５０の
態様は、単出力単入力アンテナシステムに関して利用できることを諒解されたい。
【００６７】
　一態様によれば、送信機システム１８１０において、いくつかのデータストリームのト
ラフィックデータがデータソース１８１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ１８１４に
供給される。一例では、各データストリームは、次いで、それぞれの送信アンテナ１８２
４を介して送信できる。さらに、ＴＸデータプロセッサ１８１４は、符号化データを供給
するために、それぞれのデータストリーム用に選択された特定の符号化方式に基づいて、
データストリームごとにトラフィックデータをフォーマット化し、符号化し、インタリー
ブすることができる。一例では、各データストリームの符号化データは、次いで、ＯＦＤ
Ｍ技法を使用してパイロットデータで多重化できる。パイロットデータは、たとえば、既
知の方法で処理される既知のデータパターンとすることができる。さらに、パイロットデ
ータは、チャネル応答を推定するために受信機システム１８５０において使用できる。送
信機システム１８１０に戻ると、各データストリームの多重化されたパイロットデータお
よび符号化データは、変調シンボルを供給するために、それぞれのデータストリーム用に
選択された特定の変調方式（たとえば、ＢＰＳＫ、ＱＳＰＫ、Ｍ－ＰＳＫ、またはＭ－Ｑ
ＡＭ）に基づいて変調（すなわち、シンボルマッピング）できる。一例では、各データス
トリームのデータレート、符号化、および変調は、プロセッサ１８３０上で実行される命
令および／またはプロセッサ１８３０によって与えられる命令によって判断できる。
【００６８】
　次に、すべてのデータストリームの変調シンボルはＴＸプロセッサ１８２０に供給でき
、ＴＸプロセッサ１８２０は、（たとえば、ＯＦＤＭ用に）変調シンボルをさらに処理す
ることができる。次いで、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１８２０は、ＮＴ個の変調シンボル
ストリームをＮＴ個のトランシーバ１８２２ａ～１８２２ｔに供給することができる。一
例では、各トランシーバ１８２２は、それぞれのシンボルストリームを受信し、処理して
、１つまたは複数のアナログ信号を供給することができる。次いで、各トランシーバ１８
２２は、それらのアナログ信号をさらに調整（たとえば、増幅、フィルタリング、および
アップコンバート）して、ＭＩＭＯチャネルを介して送信するのに適した変調信号を供給
することができる。したがって、トランシーバ１８２２ａ～１８２２ｔからのＮＴ個の変
調信号は、次いで、それぞれ、ＮＴ個のアンテナ１８２４ａ～１８２４ｔから送信できる
。
【００６９】
　別の態様によれば、送信された変調信号は、ＮＲ個のアンテナ１８５２ａ～１８５２ｒ
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によって受信機システム１８５０において受信できる。次いで、各アンテナ１８５２から
受信した信号は、それぞれのトランシーバ１８５４に供給できる。一例では、各トランシ
ーバ１８５４は、それぞれの受信信号を調整（たとえば、フィルタリング、増幅、および
ダウンコンバート）し、調整された信号をデジタル化して、サンプルを供給し、次いで、
それらのサンプルを処理して、対応する「受信」シンボルストリームを供給することがで
きる。次いで、ＲＸ　ＭＩＭＯ／データプロセッサ１８６０は、特定の受信機処理技法に
基づいてＮＲ個のトランシーバ１８５４からＮＲ個の受信シンボルストリームを受信し、
処理して、ＮＴ個の「検出」シンボルストリームを供給することができる。一例では、各
検出シンボルストリームは、対応するデータストリームに関して送信される変調シンボル
の推定であるシンボルを含むことができる。次いで、ＲＸプロセッサ１８６０は、各検出
シンボルストリームを少なくとも部分的に復調し、デインタリーブし、復号することによ
って、各シンボルストリームを処理して、対応するデータストリームに関するトラフィッ
クデータを回復することができる。したがって、ＲＸデータプロセッサ１８６０による処
理は、送信機システム１８１０においてＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１８２０およびＴＸデ
ータプロセッサ１８１６によって実行される処理を補足することができる。ＲＸプロセッ
サ１８６０は、さらに、処理されたシンボルストリームをデータシンク１８６４に供給す
ることができる。
【００７０】
　一態様によれば、ＲＸプロセッサ１８６０によって生成されるチャネル応答推定は、受
信機において空間／時間処理を実行し、電力レベルを調整し、変調レートまたは方式を変
更し、および／あるいは他の適切なアクションを実行するために使用できる。さらに、Ｒ
Ｘプロセッサ１８６０は、たとえば、検出シンボルストリームの信号対雑音干渉比（ＳＮ
Ｒ）などのチャネル特性をさらに推定することができる。次いで、ＲＸプロセッサ１８６
０は、推定されたチャネル特性をプロセッサ１８７０に供給することができる。一例では
、ＲＸプロセッサ１８６０および／またはプロセッサ１８７０は、システムに関する「動
作」ＳＮＲの推定をさらに導出することができる。次いで、プロセッサ１８７０は、通信
リンクおよび／または受信データストリームに関する情報を備えることができるチャネル
状態情報（ＣＳＩ）を与えることができる。この情報は、たとえば、動作ＳＮＲを含むこ
とができる。次いで、ＣＳＩは、ＴＸデータプロセッサ１８１８によって処理し、変調器
１８８０によって変調し、トランシーバ１８５４ａ～１８５４ｒによって調整し、送信機
システム１８１０に返信することができる。さらに、受信機システム１８５０におけるデ
ータソース１８１６は、ＴＸデータプロセッサ１８１８によって処理される追加のデータ
を与えることができる。
【００７１】
　送信機システム１８１０に戻ると、次いで、受信機システム１８５０からの変調信号は
、アンテナ１８２４によって受信し、トランシーバ１８２２によって調整し、復調器１８
４０によって復調し、ＲＸデータプロセッサ１８４２によって処理して、受信機システム
１８５０によって報告されたＣＳＩを回復することができる。一例では、報告されたＣＳ
Ｉは、次いで、１つまたは複数のデータストリームのために使用されるべきデータレート
ならびに符号化および変調方式を判断するために、プロセッサ１８３０に供給し、使用す
ることができる。次いで、判断された符号化および変調方式は、受信機システム１８５０
への後の送信における量子化および／または使用のために、トランシーバ１８２２に供給
できる。追加および／または代替として、報告されたＣＳＩは、ＴＸデータプロセッサ１
８１４およびＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１８２０のための様々な制御を生成するためにプ
ロセッサ１８３０によって使用できる。別の例では、ＲＸデータプロセッサ１８４２によ
って処理されるＣＳＩおよび／または他の情報は、データシンク１８４４に供給できる。
【００７２】
　一例では、送信機システム１８１０におけるプロセッサ１８３０および受信機システム
１８５０におけるプロセッサ１８７０は、それらのそれぞれのシステムにおいて動作を指
令する。さらに、送信機システム１８１０におけるメモリ１８３２および受信機システム
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って使用されるプログラムコードおよびデータの記憶域を与えることができる。さらに、
受信機システム１８５０において、ＮＲ個の受信信号を処理して、ＮＴ個の送信シンボル
ストリームを検出するために、様々な処理技法が使用できる。これらの受信機処理技法は
、等化技法とも呼ばれることがある空間および時空間受信機処理技法、ならびに／あるい
は「逐次干渉消去」または「逐次消去」受信機処理技法とも呼ばれることがある「逐次ヌ
リング／等化および干渉消去」受信機処理技法を含むことができる。
【００７３】
　本明細書で説明した態様は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウ
ェア、マイクロコード、またはそれらの任意の組合せでインプリメントできることを理解
されたい。システムおよび／または方法は、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェ
アまたはマイクロコード、プログラムコードまたはコードセグメントにおいてインプリメ
ントした場合、記憶コンポーネントなどの機械可読媒体に記憶できる。コードセグメント
は、プロシージャ、関数、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジ
ュール、ソフトウェアパッケージ、クラス、または命令、データ構造もしくはプログラム
ステートメントの任意の組合せを表すことができる。コードセグメントは、情報、データ
、引数、パラメータ、またはメモリ内容をパスおよび／または受信することによって、別
のコードセグメントまたはハードウェア回路に結合できる。情報、引数、パラメータ、デ
ータなどは、メモリ共有、メッセージパッシング、トークンパッシング、ネットワーク送
信などを含む、適切な手段を使用してパス、フォワーディング、または送信することがで
きる。
【００７４】
　ソフトウェアインプリメントの場合、本明細書で説明する技法は、本明細書で説明する
機能を実行するモジュール（たとえば、プロシージャ、関数など）を用いてインプリメン
トできる。ソフトウェアコードは、メモリユニットに記憶し、プロセッサによって実行す
ることができる。メモリユニットは、プロセッサの内部またはプロセッサの外部にインプ
リメントでき、その場合、当技術分野で知られているように様々な手段によってプロセッ
サに通信可能に結合できる。
【００７５】
　上記の説明は１つまたは複数の態様の例を含む。もちろん、上述の態様について説明す
る目的で、コンポーネントまたは方法のあらゆる考えられる組合せについて説明すること
は不可能であるが、当業者なら、様々な態様の多数のさらなる組合せおよび置換が可能で
あることを認識できよう。したがって、説明した態様は、添付の特許請求の範囲の趣旨お
よび範囲内に入るすべてのそのような改変形態、変更形態、および変形形態を包含するも
のとする。さらに、「含む（include）」という用語は、発明を実施するための形態また
は特許請求の範囲のいずれかで使用される限り、「備える（comprising）」という用語を
使用すると請求項における移行語と解釈されるように「備える（comprising）」と同様に
包括的なものとする。さらに、発明を実施するための形態または特許請求の範囲のいずれ
かで使用される「または（or）」という用語は、「非排他的なまたは（non-exclusive or
）」を意味するものとする。
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