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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）内の端末（ＵＥ）と通信するチャネル伝送装置で
あって、
　前記無線物理チャネルは複数の論理チャネルに共通に使用可能であり、
　前記無線物理チャネルに付随して複数の無線物理制御チャネルが用意され、
　前記無線物理制御チャネルには共通に使用可能な共通制御チャネルが含まれ、
　論理チャネルの種別を判定する論理チャネル種別判定手段と、　
　論理チャネルの種別に応じて、ＵＥの識別子を無線物理制御チャネルで伝送するチャネ
ル伝送手段と、
　を備え、
　前記無線物理制御チャネル上における前記ＵＥの識別方法が論理チャネルの種別に応じ
て変更される
　ことを特徴とするチャネル伝送装置。
【請求項２】
　請求項１記載のチャネル伝送装置であって、
　前記無線制御物理チャネルの情報を報知情報で報知する手段
　を備え、前記無線物理制御チャネルの情報は、報知情報で報知されることを特徴とする
チャネル伝送装置。
【請求項３】
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　請求項２記載のチャネル伝送装置であって、前記ＵＥが前記無線物理チャネル上で識別
子を識別する識別子手段を有し、前記共通制御チャネル上で、無線コネクション確立以前
の前記ＵＥの識別は、共通の識別子を用いて行なわれることを特徴とするチャネル伝送装
置。　
【請求項４】
　請求項３記載のチャネル伝送装置であって、
　前記共通制御チャネル上で前記共通の識別子が認識された場合に、前記ＵＥでデータが
受信されることを特徴とするチャネル伝送装置。
【請求項５】
　請求項４記載のチャネル伝送装置であって、
　前記無線物理制御チャネルは、予約信号を伝送する為の予約信号伝送チャネル、及び前
記予約信号に対する予約許可信号を伝送する為の予約許可チャネルを含んで構成され、
　前記予約許可信号を予約許可チャネル上で伝送するチャネル伝送手段と、
　を備え、
　前記予約信号はシグネチャを含んで構成され、前記予約信号に対する予約許可信号は、
無線コネクション確立以前の前記ＵＥの場合には、前記予約許可チャネル上で伝送される
ことを特徴とするチャネル伝送装置。
【請求項６】
　請求項５記載のチャネル伝送装置であって、
　前記予約許可チャネル上で伝送される予約許可信号を解析する予約許可信号解析手段と
、
　を備え、
　前記予約許可チャネル上での前記ＵＥの識別は、前記シグネチャを用いて行なわれるこ
とを特徴とするチャネル伝送装置。　
【請求項７】
　請求項６記載のチャネル伝送装置であって、
　前記予約許可チャネル上で前記シグネチャが認識された場合に、当該予約許可を解析す
る手段が設けられることを特徴とするチャネル伝送装置。
【請求項８】
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）内の端末（ＵＥ）と通信するチャネル伝送方法で
あって、
　前記無線物理チャネルは複数の論理チャネルに共通に使用可能であり、
　前記無線物理チャネルに付随して複数の無線物理制御チャネルが用意され、
　前記無線物理制御チャネルには共通に使用可能な共通制御チャネルが含まれ、
　論理チャネルの種別を判定し、　
　論理チャネルの種別に応じてＵＥの識別子を無線物理制御チャネルで伝送し、
　前記無線物理制御チャネル上における前記ＵＥの識別方法が論理チャネルの種別に応じ
て変更される
　ことを特徴とするチャネル伝送方法。　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、１つの無線物理チャネル上での論理チャネルの伝送方法に関し、特にコネク
ションの確立前に論理チャネルを伝送する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｗ－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ－Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　
Ａｃｃｅｓｓ）方式の移動通信システムでは非特許文献１に示されるように、チャネル、
接続シーケンス及び無線物理チャネルの様々な対応関係が規定されている。チャネル間の
対応関係としては、ＲＬＣとＭＡＣとの間で定義される機能チャネルである論理チャネル
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（Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、ＭＡＣレイヤと物理レイヤの間で定義される機
能チャネルであるトランスポートチャネル（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、
物理レイヤ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ）で定義される機能チャネルである物理チャ
ネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）との３種類のチャネル階梯が定義されている
。論理チャネルはトランスポートチャネルとの対応関係を有し、トランスポートチャネル
は物理チャネルとの対応関係を有する。
【０００３】
　Ｗ－ＣＤＭＡ方式の移動通信システムでは、複数の論理チャネルは複数のトランスポー
トチャネルを介して複数の無線物理チャネル上へ配置（マッピング）される。図１は従来
のチャネルの対応関係を示す。
【０００４】
　一方、図２に示されるように、接続シーケンスはＲＲＣ接続又はコネクション（Ｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎ）が確立されるまでの移動局（ＵＥ）の識別はＬ３（ＲＲＣ）での識別子
（ＴＭＳＩ）によりなされる。故に、ＲＲＣコネクションが確立されるまでの間Ｌ２では
個別の対応関係が無いため、論理チャネルはＣＣＣＨで伝送される。また、ＲＲＣコネク
ション確立後のＵＥはＬ２での識別子（Ｃ－又はＨ－ＲＮＴＩ）で識別される為、Ｌ２レ
ベルで個別の対応関係があり、論理チャネルはＤＣＣＨに変更される。
【０００５】
　具体的には、ＲＲＣコネクション確立時の制御信号である“ＲＲＣコネクション要求”
はＣＣＣＨで伝送され、無線物理チャネルはＰＲＡＣＨ（ＲＡＣＨ）である。さらに、“
ＲＲＣコネクションセットアップ”もＣＣＣＨで伝送され、無線物理チャネルはＳＣＣＰ
ＣＨ（ＦＡＣＨ）である。これ以降の通信（シグナリング）はＲＲＣコネクションが確立
される為、論理チャネルはＤＣＣＨで伝送され、無線物理チャネルはＤＰＣＨ（ＤＣＣＨ
）で伝送される。ＲＲＣコネクション設定時に用意される伝送路はＳＤＣＣＨであり、Ｕ
－プレーン（ｐｌａｎｅ）伝送用のチャネルは用意されていない。
【０００６】
　この様に、ＲＲＣコネクションセットアップ時に（ＲＲＣ接続の設定時に）ＲＲＣのシ
グナリングで無線チャネルが変更される。無線ベアラセットアップ（Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａ
ｒｅｒ　Ｓｅｔｕｐ）でＵ－プレーン伝送用の無線物理チャネルが設定される。即ち、Ｒ
ＲＣのシグナリングによりチャネルが追加される。
【０００７】
　また、個別チャネル確立前の上り方向のアクセス方式はプリアンブルを用いて行なわれ
、プリアンブルは１６チップのシグネチャを２５６回繰り返した４０９６チップ長で構成
され、プリアンブルをランピングしながら行われる。基地局（ＢＴＳ）は当該プリアンブ
ルを受信した時点でＡＩＣＨを用いて肯定応答（Ａｃｋ）／非肯定応答（Ｎａｃｋ）を返
す。Ａｃｋの場合にはシステムで予め規定されたスロット（通常は３乃至４スロット）後
にデータを（ＰＲＡＣＨ上で）伝送する。プリアンブルにはトラフィック情報は含まれな
い。
【０００８】
　ところで、高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）方式では、ＵＥ間で共通
に使用可能なシェアードチャネル（ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）（ＨＳ－ＰＤＳＣＨ
）が用意されている。このチャネル上でＤＣＣＨやＤＴＣＨのＲＲＣコネクション確立後
の論理チャネルが伝送される。ＨＳ－ＰＤＳＣＨに付随して、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ上でのデ
ータが到着した事を通知するための共通の制御ＣＨであるＨＳ－ＳＣＣＨも用意されてい
る。ＨＳ－ＳＣＣＨ上ではＵＥはＬ２の識別子でマスキングされたデータから自分宛のデ
ータが到着したことを認識する。またＨＳ－ＳＣＣＨは各ＵＥで最大４コード（Ｃｏｄｅ
）まで受信可能であるが、当該セルで使用するＨＳ－ＳＣＣＨのコードはＲＲＣのシグナ
リングによりＵＥに通知される。コードは無線ベアラセットアップ／リコンフィギュレー
ション（Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）に含まれる。ＨＳ－ＰＤＳＣＨ上ではＨＡＲ
Ｑ及びＡＭＣの技術が使用される。
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【０００９】
　また、エンハンストアップリンク（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ）では基地局（Ｎ
ｏｄｅ　Ｂ）でスケジューリングが行なわれる為、基地局（Ｎｏｄｅ　Ｂ）へデータを伝
送する為の予約信号を伝送するチャネル（Ｅ－ＤＰＣＣＨ）、および予約許可を伝送する
チャネル（Ｅ－ＲＧＣＨ，Ｅ－ＡＧＣＨ）が定義され、さらに上りデータを伝送するチャ
ネル（Ｅ－ＤＰＤＣＨ）も定義される。Ｅ－ＤＰＤＣＨ上ではＨＳ－ＰＤＳＣＨと同様に
ＨＡＲＱが実現される。
【非特許文献１】立川敬二監修、「Ｗ－ＣＤＭＡ移動通信方式」、ｐｐ．１０３－１５７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　従来技術では、論理チャネル、トランスポートチャネル及び物理チャネルの３段階のチ
ャネル階層があり、論理チャネルはトランスポートチャネルに対応付けられ、トランスポ
ートチャネルは物理チャネルに対応付けられる。複数の論理チャネルはトランスポートチ
ャネルを介して複数の無線物理チャネルに割り当てられている。基本的には論理チャネル
の特性に応じて無線物理チャネルが定められている。例えばＣＣＣＨはＰＲＡＣＨやＳＣ
ＣＰＣＨで伝送され、ＤＣＣＨやＤＴＣＨはＤＰＣＨやＨＳ－ＰＤＳＣＨで伝送される。
接続シーケンスを考えてみると、ＲＲＣコネクション確立過程におけるＣＣＣＨ（論理チ
ャネル）のシグナリングについては、上りはＰＲＡＣＨで伝送され、折り返しの下りはＳ
ＣＣＰＣＨで伝送される。また、ＲＲＣコネクション確立後のシグナリングでは、ＤＣＣ
ＨはＤＰＣＨ上で伝送される。この様にＷ－ＣＤＭＡでは論理チャネルの特性に応じて無
線物理チャネルが規定され、ＲＲＣのシグナリングで無線物理チャネルの変更が行なわれ
る。この為、無線物理チャネルを変更する為のプロシージャやメッセージが必要になる。
また、チャネル遷移をするためのプロトコル状態が増える問題や、制御遅延、データロス
等の問題もある。更にＷ－ＣＡＭＡでは、シグナリング後にＵ－プレーン伝送用の論理チ
ャネル（ベアラ）が追加される為、そこでもＬ３のシグナリングが用いられる必要がある
。
【００１１】
　ＲＲＣコネクション確立前におけるＵＥの識別はＬ３の識別子で行なわれる一方、現状
のシェアードチャネルに付随する無線物理制御チャネル上ではＵＥはＬ２のシグナリング
で識別されており、識別法が異なる。
【００１２】
　さらにＨＳ－ＰＤＳＣＨ（物理チャネル）にはＨＳ－ＤＳＣＨ（トランスポートチャネ
ル）のみがマッピング可能であり、他のトランスポートチャネル（例えば、ＰＣＨ，ＢＣ
Ｈ等）をマッピングすることはできない。ＨＳ－ＤＳＣＨには、ＤＣＣＨおよびＤＴＣＨ
のみが配置可能（マッピング可能）であり、他の論理チャネルはＬ２レベルでのＵＥの識
別が困難である理由からマッピングすることができない。
【００１３】
　本発明の課題は、複数の機能チャネル（論理チャネル）を共通の無線物理チャネル上で
伝送する場合に論理チャネルの特性に応じて逐次伝送方法を変更するチャネル伝送システ
ムにおいて、ＲＲＣコネクション確立過程で使用されるＣＣＣＨを無線物理チャネル（シ
ェアードチャネル）上で効率よく伝送するチャネル伝送装置及びチャネル伝送方法を提供
することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明では、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）内の端末（ＵＥ）と通信するチャネ
ル伝送装置が使用される。本装置では、前記無線物理チャネルは複数の論理チャネルに共
通に使用可能であり、前記無線物理チャネルに付随して複数の無線物理制御チャネルが用
意され、前記無線物理制御チャネルには共通に使用可能な共通制御チャネルが含まれる。
本装置は、論理チャネルの種別を判定する論理チャネル種別判定手段と、論理チャネルの
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種別に応じて、ＵＥの識別子を無線物理制御チャネルで伝送するチャネル伝送手段とを備
える。前記無線物理制御チャネル上における前記ＵＥの識別方法は論理チャネルの種別に
応じて変更される。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、複数の機能チャネル（論理チャネル）を共通の無線物理チャネル上で
伝送する場合に論理チャネルの特性に応じて逐次伝送方法を変更するチャネル伝送システ
ムにおいて、ＲＲＣコネクション確立過程で使用されるＣＣＣＨを無線物理チャネル上で
効率よく伝送できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の一形態にあっては、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）と端末（ＵＥ）との
間で無線コネクションが確立され、データ伝送に用いる複数の論理チャネルが無線物理チ
ャネル上で伝送される。前記論理チャネルでは、制御用の論理チャネルとデータ通信用の
論理チャネルが用意される。前記論理チャネルに対して共通に使用可能な無線物理チャネ
ルが用意され、論理チャネルは１種類の無線物理チャネルとしか対応関係を持たず、さら
に前記無線物理チャネルに付随して前記論理チャネルを伝送する為の共通の無線物理制御
チャネルが複数用意される。前記論理チャネルに応じて逐次前記無線物理制御チャネル上
での伝送方法が変更される。即ち、無線物理制御チャネルにおけるＵＥの識別方法が論理
チャネルの種別に応じて変更される。従来ではＬ２レイヤで個別チャネルが設定された後
でしか無線物理制御チャネルにおけるＵＥの判別がされておらず、無線物理制御チャネル
上におけるＵＥの識別方法は１通りしかなかった点で、本発明は大きく異なる。
【００１７】
　無線物理チャネルは、少なくとも、共通チャネルの論理チャネル及び個別チャネルの論
理チャネルに共通に使用される。共通チャネルは不特定のユーザに共通するチャネルであ
り、個別チャネルは特定のユーザに対するチャネルである。無線物理チャネルは、共通チ
ャネル及び個別チャネルの論理チャネルに加えて、ブロードキャストキャストチャネルの
論理チャネルに共通に使用されてもよい。無線物理チャネルは、共通チャネル及び個別チ
ャネルの論理チャネルに加えて、ページングチャネルの論理チャネルに共通に使用されて
もよい。更には、１種類の無線物理チャネル（シェアードチャネル）上で全論理チャネル
が伝送されてもよい。
【００１８】
　本発明の一形態では、シェアードチャネルに付随する共通に使用される物理制御チャネ
ル上で論理チャネルの種別（ＣＣＣＨ）に応じて伝送方法（ＵＥの識別方法）を変更する
ことにより、シグナリングからＵ－プレーンデータの伝送までの接続シーケンスの過程が
、同じ無線物理チャネル上で実現できる。複数ある論理チャネルを１つの無線物理チャネ
ル上に配置する為、チャネルの構成を簡易にすることができる。更に、プロトコル状態を
複数定義する必要性が無くなり、試験稼動の低減や、Ｌ３シグナリングによるチャネル遷
移プロシージャを省略でき、Ｌ３シグナリングのメッセージ長を削減できる。また、チャ
ネル遷移に伴う遅延を低減することもでき、接続遅延を短くできる効果もある。更に、デ
ータロスを回避する事もできる。
【実施例１】
【００１９】
　以下、本発明の第1実施例による装置及び方法が説明される。
【００２０】
　＜通信システム＞
　図３は本実施例で想定される通信システムを示す。本実施例の想定する通信システム（
具体的には無線アクセスネットワーク）は、複数の送信装置又は基地局（ＢＴＳ）（１－
１，１－２，１－３）、送信装置が接続される無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）
（１－４）、および複数の受信装置又は移動局（ＵＥ）（１－５，１－６，１－７，１－
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８，１－９，１－１０）から構成される。通信システムでは、ＢＴＳとＵＥとの間で情報
のやり取りを可能とするために無線を用いてサービスエリアが形成される。
【００２１】
　ＢＴＳは物理レイヤのプロトコルスタックを有し、更に再送制御（ＨＡＲＱ）の機能を
有するＭＡＣレイヤも含んで構成される。また、Ｌ３（ＲＲＣ）レイヤのシグナリングは
ＲＮＣとＵＥとの間で終端される。ＲＡＮの構成によってはＲＮＣが用意されない構成で
あっても良く（即ちＲＮＣの有する機能がＢＴＳに分散されてもよい）、その場合にはＬ
３のシグナリングはＢＴＳとＵＥとの間で終端される。ＢＴＳとＵＥとの間ではＢＴＳか
らＵＥへ（下り方向：ＤＬ）、ＵＥからＢＴＳへ（上り方向：ＵＬ）伝送する無線物理チ
ャネルとして、複数のＵＥで共通に使用できる無線物理チャネルが定義される。この無線
物理チャネル上であらゆる論理チャネルを伝送することが可能である。
【００２２】
　本実施例では送信装置及び受信装置を無線リンクを介して情報を伝送するＢＴＳ及びＵ
Ｅとして定義したが、送信装置と受信装置との間の伝送路は無線に限定されるものではな
く有線の伝送路であっても良い。
【００２３】
　＜機能チャネル及び物理チャネルの対応関係＞
　次に、本実施例で想定される論理チャネル及び物理チャネルの対応関係が、Ｗ－ＣＤＭ
Ａで提供されている論理チャネルおよび無線物理チャネルを用いて、図４を参照しながら
説明される。論理チャネルは、ＢＣＣＨ，ＰＣＣＨ，ＭＣＣＨ，ＤＣＣＨ，ＣＣＣＨ，Ｄ
ＴＣＨ，ＭＳＣＨ，およびＭＴＣＨから構成され、本実施例では特にＣＣＣＨおよびＤＣ
ＣＨに着目する。一方、無線物理チャネルは、共通に使用可能な無線物理チャネルが上り
方向および下り方向に対して１本ずつ存在し（Ｅ－ＰＤＳＣＨ，およびＥ－ＰＵＳＣＨ）
、さらにＵＬでＰＲＡＣＨが用意される。ＤＬの無線物理チャネル（Ｅ－ＰＤＳＣＨ）上
では，ＢＣＣＨ，ＰＣＣＨ，ＭＣＣＨ，ＤＣＣＨ，ＣＣＣＨ，ＭＳＣＨ，ＭＴＣＨ，およ
びＤＴＣＨを伝送することが可能である。ＵＬの無線物理チャネル（Ｅ－ＰＵＳＣＨ）上
では，ＤＣＣＨ，ＤＴＣＨを伝送することが可能である。ＰＲＡＣＨ上ではＣＣＣＨを伝
送可能である。
【００２４】
　ところで、無線物理チャネルには上記のＤＬとＵＬのデータ伝送に用いる共の通無線物
理チャネルに加えて、共通無線物理チャネルを制御する為の無線物理制御チャネルが付随
して存在する。図示の例では、共通無線物理チャネルに付随するものしか描かれていない
が、これ以外の無線物理制御チャネル（例えば、共通パイロットチャネル、シンクロナイ
ゼーションチャネル等）が複数存在してもよい。ＵＬの共通無線物理チャネル（Ｅ－ＰＵ
ＳＣＨ）に付随して予約信号送信チャネル、予約許可信号送信チャネル及びインディケー
タチャネルが用意される。予約信号送信チャネルはＵＬでデータが発生した際に予約信号
を伝送する為の共通のチャネルである。通常は、ＲＲＣコネクション確立後に設定される
が、本実施例ではＬ３識別の段階でも設定できる。予約許可信号送信チャネルは予約信号
送信チャネルの折り返しとしてＵＥに対して予約許可を送信する為の共通のチャネルであ
る。通常はＲＲＣコネクション確立後に設定されるが、本実施例ではＬ３識別の段階でも
設定できる。インディケータチャネルはＵＬのデータ伝送でＨＡＲＱに伴う再送制御を行
なう場合、ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信側へ通知する為のチャネルである。それはＲＲＣコネ
クション確立後に設定される。
【００２５】
　同様に、ＤＬの共通無線物理チャネル（Ｅ－ＰＤＳＣＨ）に付随して共通無線物理制御
チャネル及びインディケータチャネルが用意される。共通無線物理制御チャネルは共通無
線物理チャネル上でデータを伝送することを受信側に事前に通知するためのチャネルであ
る。通常はＲＲＣコネクション確立後に設定されるが、本実施例ではＬ３識別の段階でも
設定できる。インディケータチャネルはＤＬのデータ伝送でＨＡＲＱに伴う再送制御を行
なう場合、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ（又はＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｉｎｄｉ
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ｃａｔｏｒ））を送信側へ通知する為のチャネルである。それはＲＲＣコネクション確立
後に設定される。
【００２６】
　説明の簡明化のため、本実施例では論理チャネルと無線物理チャネルとの対応関係に注
目し、Ｗ－ＣＤＭＡで定義されているトランスポートチャネルに関する説明は省略される
。論理チャネルと物理チャネルとの間に何らかのトランスポートチャネルが定義されても
よい。
【００２７】
　＜接続シーケンス＞
　図５は本実施例による接続シーケンスを示す。本実施例ではＲＲＣコネクションを確立
するまでの過程のシーケンスに焦点をあてて説明がなされる。ＵＥは“ＲＲＣコネクショ
ン要求（Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）”をＲＮＣに伝送する為に、ＢＴＳと
の間の無線物理チャネルを予約するプリアンブル（Ｐｒｅａｍｂｌｅ）をＢＴＳに対して
送信する。プリアンブルはＵＥがランダムに選択するシグネチャを含んで構成される。プ
リアンブルを受信したＢＴＳは、その許可又はグラント（Ｇｒａｎｔ）をＡＩＣＨ上で送
信する。ＡＩＣＨで許可を得たＵＥは予めシステムで指定されたタイミング（時間及び/
又は周波数等）及び上りの無線物理チャネル（ＰＲＡＣＨ）上で、“ＲＲＣコネクション
要求”を送信する。ＢＴＳに到着した“ＲＲＣコネクション要求”はＲＮＣへ伝送される
。“ＲＲＣコネクション要求”を受信したＲＮＣは，“ＲＲＣコネクションセットアップ
（Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ）”を送信する。ＢＴＳは到着した“ＲＲＣコネク
ションセットアップ”をＲＮＣに伝送する為に、ＨＳ－ＳＣＣＨ相当の共通の無線制御チ
ャネル（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ確立後も同一チャネルで下り方向の無線物理チャ
ネル（Ｅ－ＰＤＳＣＨ）でのデータ到着を通知する）上でデータ到着通知を送信する。前
記データ到着通知はグローバルな識別子（ＲＮＴＩの中から事前にＣＣＣＨ用に割り当て
ておく）を含んで構成される。グローバルな識別子はＣＣＣＨの論理チャネルを通信する
複数のＵＥ間で共用可能な識別子であり、「共通の識別子」と呼んでもよい。ＢＴＳは、
あわせて、データ到着通知で指示したタイミングで“ＲＲＣコネクションセットアップ”
を下りの共通無線物理チャネル上で送信する。データ到着通知を受信したＵＥは到着通知
で指示されるタイミングで“ＲＲＣコネクションセットアップ”を受信する。“ＲＲＣコ
ネクションセットアップ”がＵＥで受信された後、ＲＲＣコネクションが確立され、ＵＥ
はＲＲＣコネクションセットアップで指示された無線物理チャネルを追加する（上り方向
の予約信号送信用の個別制御チャネル、ＨＡＲＱ用のＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネル、同様に
下り方向の無線チャネルも追加する）。この後は、個別の制御チャネルを用いて予約信号
がＢＴＳに送信される。予約許可はＲＲＣコネクション確立前のチャネルと同様に予約許
可チャネルで伝送される。
【００２８】
　＜ＲＮＣの構成＞
　図６は本実施例で想定されるＲＮＣに備わる機能についてのブロック図である。ＲＮＣ
は図６に示されるように制御部、有線信号送受信部及びＬ３制御部から構成される。制御
部は各機能エンティティに対して制御行い、ＲＮＣ全体の動作を司る。有線信号送受信部
はＢＴＳとＲＮＣとの間で信号の送受信を行う為の機能を提供する。Ｌ３制御部は、ＵＥ
とＲＮＣとの間でＬ３のシグナリングを行なう機能を有する。
【００２９】
　＜ＢＴＳの構成＞
　図７は本実施例で想定されるＢＴＳに備わる機能についてのブロック図である。ＢＴＳ
は、制御部、無線信号送受信部、有線信号送受信部、予約信号解析部、予約許可信号作成
部、データ到着通知作成部及びデータ蓄積部から構成される。
【００３０】
　制御部は各機能エンティティに対して制御行い、ＢＴＳ全体の動作を司る。無線信号送
受信部は、ＵＥとＢＴＳとの間で確立される無線リンクを通じて信号のやり取りをする為
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に必要な処理（無線変調、チャネル符号化等）を行なう機能を有する。有線信号送受信部
はＲＮＣ（上位Ｎｏｄｅ）とＢＴＳとの間で有線回線を用いて信号を伝送する為に必要な
処理を行なう機能を有する。予約信号解析部は２つの機能を有し、プリアンブルを解析す
る機能に加えて、ＲＲＣコネクション確立後の予約チャネルで伝送される予約信号を解析
する機能を有する。予約許可信号作成部も２つの機能を有し、プリアンブルに対する応答
する機能および予約チャネルで伝送されてきた予約信号に対する応答の予約許可を作成す
る機能を有する。データ到着通知作成部は、有線信号送受信部でＲＮＣ（上位Ｎｏｄｅ）
から伝送されてきた信号がある場合に、下り方向の無線物理チャネル上で該当信号を伝送
する為に、データが到着した事を通知する信号を作成する機能を有し、上記データの種別
（論理チャネルの種別）に応じて識別子を適宜設定する機能をあわせて有する。データ蓄
積部はＲＮＣ（上位Ｎｏｄｅ）から伝送されてきた信号を有線信号送受信部で下り方向の
無線物理チャネル上で伝送できるタイミングまで該当信号を保持する機能を有する。
【００３１】
　＜ＵＥの構成＞
　図８は本実施例で想定されるＵＥが備える機能についてのブロック図を示す。ＵＥは制
御部、信号送受信部、予約信号作成部、再送回数監視部、タイマ制御部、予約許可チャネ
ル解析部、Ｌ３制御部及び共通制御チャネル解析部から構成される。制御部は、各機能エ
ンティティに対して制御行い、移動局装置全体の動作を司る。信号送受信部は、制御信号
及びユーザデータをＵＥとＲＡＮ（ＢＴＳ，ＲＮＣ）との間で伝送する為のチャネル符号
化、無線変調、同期確立等の無線レイヤの処理を行なう機能を有し、予約許可チャネルや
共通制御チャネルで指示されたタイミングで信号の送信および受信を行なう機能もあわせ
て有する。予約信号作成部は、上り方向の予約型アクセスでＢＴＳに対して送信予約を行
う為の予約信号を作成する機能を有し、データ発生時や呼出時の接続シーケンス開始時で
はプリアンブルを作成する機能も有する。再送回数監視部は、プリアンブルの再送回数を
監視する機能を有する。タイマ制御部はプリアンブルの送信後にＡＩＣＨで許可（Ｇｒａ
ｎｔ）を待機している間の監視を行う。予約許可チャネル解析部は接続シーケンス初期段
階（ＲＲＣコネクション確立前）のプリアンブルに対する許可がＡＩＣＨで伝送されてい
ることを認識する機能、およびＲＲＣコネクション確立後に予約許可チャネルで伝送され
た予約許可信号内に含まれる送信許可タイミング（時間，周波数等）を解析する機能をあ
わせて有する。Ｌ３制御部は接続シーケンスにおいてＬ３（ＲＲＣ）制御信号の送受信機
能およびＬ３制御信号の解析を行なう機能を有する。共通制御チャネル解析部は下りの無
線物理チャネル上でデータが送信されるタイミングを解析する機能を有し、ＲＲＣコネク
ション確立前の段階では、共通制御チャネル上の信号はグローバルな識別子でマスキング
されており、該当識別子を認識する機能をあわせて有する。
【００３２】
　＜ＲＮＣの動作フロー（ＲＲＣコネクションの確立）＞
　図９は本実施例で想定されるＲＮＣの動作フローを示す。本実施例では特にＲＲＣコネ
クションが確立されるまでの接続シーケンスが説明される。ＲＮＣはＢＴＳから“ＲＲＣ
　コネクション要求”を受信したか否かを判断する（ステップ１）。ステップ１の判断の
結果、“ＲＲＣコネクション要求”を受信していた場合には“ＲＲＣコネクションセット
アップ”をＢＴＳに対して伝送する（ステップ２）。“ＲＲＣコネクションセットアップ
”の送信後、ＲＮＣは“ＲＲＣコネクションセットアップ確認”を受信したか否かを判断
する（ステップ３）。ステップ３の判断の結果、“ＲＲＣコネクションセットアップ確認
”を受信していた場合には、ＲＮＣは次に送信されてくる予定のＲＲＣシグナリングメッ
セージの受信体勢に入る。一方ステップ１の判断の結果、“ＲＲＣコネクション要求”を
受信していない場合には、ＲＮＣは当該処理を終了する。ステップ３の判断の結果、“Ｒ
ＲＣコネクションセットアップ確認”を受信していない場合にはＲＮＣは当該処理を終了
する。
【００３３】
　＜ＢＴＳの動作フロー＞
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　図１０は本実施例で想定されるＢＴＳの動作フローを示す。ＢＴＳはＵＥからプリアン
ブルを受信したか否かを判断する（ステップ１）。ステップ１の判断の結果、プリアンブ
ルを受信していた場合には、プリアンブル中のシグネチャを用いて許可（Ｇｒａｎｔ）信
号を作成し、それをＡＩＣＨで伝送する（ステップ２）。ＢＴＳはＵＥから“ＲＲＣコネ
クション要求”を受信したか否かを判断する（ステップ３）。ステップ３の判断の結果、
“ＲＲＣコネクション要求”を受信していた場合には、ＢＴＳは受信した“ＲＲＣコネク
ション要求”をＲＮＣに送信する。ＢＴＳは、“ＲＲＣコネクション要求”の応答として
ＲＮＣから“ＲＲＣコネクションセットアップ”を受信した場合には、“ＲＲＣコネクシ
ョンセットアップ”を送信する。これは共通制御チャネル上でグローバルな識別子を用い
て行われる。ＢＴＳは通知したタイミングで“ＲＲＣコネクションセットアップ”メッセ
ージを下りの共通無線物理チャネル上で伝送する（ステップ５）。ＢＴＳはＵＥとの間で
設定された予約チャネルで予約信号が送信されているかを判断する（ステップ６）。ステ
ップ６の判断の結果、予約信号が送信されている場合にはＢＴＳは予約許可チャネルで予
約許可信号を送信する（ステップ７）。以後、ステップ６，７の手順が反復される。一方
、ステップ１の判断の結果、プリアンブルが送信されていない場合にはＢＴＳは当該処理
を終了する。ステップ３の判断の結果、ＢＴＳが“ＲＲＣコネクション要求”を受信して
いない場合には、“ＲＲＣコネクション要求”を受信するまでＢＴＳはステップ３で待機
する。ステップ６の判断の結果、予約信号が送信されていない場合には、予約信号が送信
されてくるまでＢＴＳはステップ６で待機する。
【００３４】
　＜ＵＥの動作フロー＞
　図１１は本実施例で想定される移動局装置（ＵＥ）の動作フローを示す。ＵＥはＲＡＮ
からのページング（Ｐａｇｉｎｇ）の有無を判断する、或いはＵＥで送信すべきデータが
発生したか否かを判断する（ステップ１）。ステップ１の判断の結果、ページング又は送
信すべきデータがある場合には、ＲＲＣコネクション確立の処理に入る。ＵＥはＢＴＳに
上り信号を送信する為のプリアンブルを作成する。そのプリアンブルはシグネチャを含め
て構成する（ステップ２）。ＵＥはステップ２で作成されたプリアンブルを送信する（ス
テップ３）。ＵＥはＢＴＳから送信されるＡＩＣＨ上でシグネチャで構成された許可（Ｇ
ｒａｎｔ）信号が送信されているか否かを判断する（ステップ４）。ステップ４の判断の
結果、ＡＩＣＨ上で自ＵＥのシグネチャを含む許可信号が伝送されている場合には、予め
形成されたシステムで指定されたタイミング（及び周波数，変調方式等）で、ＲＲＣ接続
を確立する為のＬ３制御信号、“ＲＲＣコネクション要求”をＢＴＳへ送信する（ステッ
プ５）。ステップ５において、“ＲＲＣコネクション要求”の送信後、共通制御チャネル
上でグローバルな識別子でマスキングされたデータ到着通知が伝送されているか否かが判
断される（ステップ６）。ステップ６の判断の結果、共通制御チャネル上でデータ到着通
知が伝送されている場合には、ＵＥはデータ到着通知を解析し、データ到着通知に含まれ
る指示（変調方式，チャネル符号化，周波数，送信タイミング等）に基づいてＤＬの無線
物理チャネルで伝送されるデータ（ＲＲＣコネクションセットアップ）を受信する（ステ
ップ７）。ＵＥは、ＤＬの無線物理チャネルで受信した“ＲＲＣコネクションセットアッ
プ”に自ＵＥのＴＭＳＩが含まれているか否かを判断する（ステップ１０）。ステップ１
０の判断の結果、自ＵＥのＴＭＳＩが含まれている場合には、ＵＥは“ＲＲＣコネクショ
ンセットアップ”に含まれる無線物理チャネル情報に基づいて個別の無線物理チャネル（
制御用）を設定する（ステップ１１）。以後のＬ３制御信号およびユーザデータの送受信
の為の予約信号の送信は、共通に設定する予約信号送信用のチャネルで伝送される（ステ
ップ１２）。
【００３５】
　一方、ステップ１の判断の結果、ＲＡＮからのページングも送信すべきデータも無い場
合にはＵＥは当該処理を終了する。また、ステップ４の判断の結果、ＡＩＣＨ上で許可信
号を受信できていない場合には、予め定められた時間経過後にプリアンブルの再送を行な
う（ステップ８）。プリアンブルの再送信後、ＵＥは再送信回数が予め規定されている回
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数に到達しているかを判断する（ステップ９）。ステップ９の判断の結果、予め定められ
た回数に到着していない場合には、フローはステップ４の処理に戻る。一方、予め定めら
れた再送信回数に到達している場合にはＵＥは当該処理を終了する。ステップ６の判断の
結果、共通制御チャネル上でグローバルな識別子でマスキングされたデータ到着通知を受
信していない場合には、ＵＥはデータ到着通知を受信するまでステップ６で待機する。ま
た、ステップ１０で受信したデータに自ＵＥのＴＭＳＩが含まれていない場合には、自Ｕ
ＥのＴＭＳＩが含まれたデータを受信するまでステップ６で待機する。
【実施例２】
【００３６】
　以下、本発明の第２実施例による装置及び方法が説明される。
【００３７】
　本実施例で想定される通信システムは第１実施例で説明された通信システムと同様であ
るため、重複的な説明は省略される。本実施例で想定される機能チャネル及び物理チャネ
ルの対応関係は、概して第１実施例で説明された機能チャネル及び物理チャネルの対応関
係と同様であるが、図１２に示されるように、アップリンク（ＵＬ）の無線チャネルにお
いて、ＣＣＣＨもＥ－ＰＵＳＣＨで伝送される点が特に異なる。即ち、第1実施例では下
り回線で唯１つの共用チャネルが使用され、第２実施例では上り回線で唯１つの共用チャ
ネルが使用され且つ下回線でも唯１つの共用チャネルが使用される。
【００３８】
　＜接続シーケンス＞
　図１３を参照しながら本実施例で想定される接続シーケンスが説明される。本実施例で
もＲＲＣコネクションを確立するまでの過程のシーケンスが重点的に説明される。ＵＥは
、“ＲＲＣコネクション要求”をＲＮＣに伝送する為に、ＢＴＳとの間の無線物理チャネ
ルを予約する予約信号をＢＴＳに対して送信する。予約信号はＵＥがランダムに（或いは
それ以外の方法で）選択するシグネチャを含んで構成される。シグネチャの構成はＷ－Ｃ
ＤＭＡ方式の場合と同様の構成をとっても良いし、Ｌ２識別子（ＲＮＴＩ）の一部がシグ
ネチャに割り当てられてもよい。予約信号を受信したＢＴＳは、予約許可（予約許可はシ
グネチャを含んで構成される）を予約許可チャネル上で送信する。予約許可チャネルはＲ
ＲＣコネクション確立後においても引き続き予約許可を伝送するチャネルとして使用でき
る。予約許可チャネルで予約許可を受信したＵＥは予約許可で指定されたタイミング（時
間，周波数等）及び上りの共通無線物理チャネル（Ｅ－ＰＵＳＣＨ）上で、“ＲＲＣコネ
クション要求”を送信する。ＢＴＳに到着した“ＲＲＣコネクション要求”はＲＮＣへ更
に伝送される。“ＲＲＣコネクション要求”を受信したＲＮＣは“ＲＲＣコネクションセ
ットアップ”を送信する。ＢＴＳは、そこに到着した“ＲＲＣコネクションセットアップ
”を伝送する為に、ＨＳ－ＳＣＣＨ相当の共通の無線制御チャネル上で，データ到着通知
を送信する。ＲＲＣコネクション確立後も同一チャネルで下り方向の無線物理チャネル（
Ｅ－ＰＤＳＣＨ）でのデータ到着が通知される。データ到着通知はグローバルな識別子（
ＲＮＴＩの中から事前にＣＣＣＨ用に割り当てておく）を含んで構成される。ＢＴＳは、
あわせて、データ到着通知で指示したタイミングで“ＲＲＣコネクションセットアップ”
を下りの共通無線物理チャネル上で送信する。データ到着通知を受信したＵＥは、到着通
知で指示されるタイミングで“ＲＲＣコネクションセットアップ”を受信する。“ＲＲＣ
コネクションセットアップ”がＵＥで受信されると、ＲＲＣコネクションが確立され、Ｕ
ＥはＲＲＣコネクションセットアップで指示された無線物理チャネルを追加する（上り方
向の予約信号送信用の個別制御チャネル、ＨＡＲＱ用のＡＣＫ／ＮＡＣＫチャネル、同様
に下り方向の無線チャネル等も追加する）。その後は個別の制御チャネルを用いて予約信
号がＢＴＳに送信される。予約許可はＲＲＣコネクション確立前のチャネルと同様に予約
許可チャネルで伝送される。
【００３９】
　＜ＲＮＣ構成＞
　本実施例で想定されるＲＮＣの構成は第１実施例で説明済みのＲＮＣ（図６）の構成と
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同様であるため重複的な説明は省略される。
【００４０】
　＜ＢＴＳ構成＞
　本実施例で想定されるＢＴＳの構成は概して第１実施例で説明済みのＢＴＳ（図７）の
構成と同様である。しかし、本実施例のＢＴＳでは、予約信号解析部はＵＥから伝送され
る予約信号の解析を行なう機能を有する。予約許可信号作成部はＵＥから伝送された予約
信号に対して予約許可通知を送信する為の予約許可を伝送する機能を有する。
【００４１】
　＜ＵＥ構成＞
　本実施例で想定されるＵＥの構成は第１実施例で説明済みのＵＥ（図８）の構成と同様
である。しかし、本実施例のＵＥの予約信号作成部は予約信号を作成する機能を有する。
この予約信号は“ＲＲＣコネクション要求”を伝送する為の上り方向の無線チャネル（Ｅ
－ＰＵＳＣＨ）上での割り当て許可を得るためのものであり、ＲＲＣコネクション確立後
においても上り方向の無線チャネルの割り当て許可を得るためのものでもある。予約許可
チャネル解析部はＢＴＳから送信される予約許可が予約許可チャネル上で伝送されている
事を監視する機能および予約許可で指示される送信タイミング（時間，周波数等）を解析
する機能を有する。
【００４２】
　＜ＲＮＣの動作フロー（ＲＲＣコネクションの確立）＞
　本実施例で想定されるＲＮＣの動作フローは図９で説明済みのフローと同様であるため
説明は省略される。
【００４３】
　＜ＢＴＳの動作フロー（ＲＲＣコネクションの確立）＞
　図１４を参照しながら本実施例で想定されるＢＴＳの動作フローが説明される。本実施
例では特にＲＲＣコネクションが確立されるまでの接続シーケンスが説明される。ＢＴＳ
はＵＥからの予約信号を受信したか否かを判断する（ステップ１）。ステップ１の判断の
結果、ＢＴＳが予約信号を受信していた場合には、予約信号に含まれるシグネチャを用い
て予約許可信号を作成する（ステップ２）。作成した予約許可信号は予約許可チャネルで
伝送される（ステップ３）。ＢＴＳはＵＥから“ＲＲＣ接続要求”を受信したか否かを判
断する（ステップ４）。ステップ４の判断の結果、“ＲＲＣコネクション要求”が受信さ
れていた場合には、受信した“ＲＲＣコネクション要求”はＲＮＣに送信され、“ＲＲＣ
コネクション要求”の応答としてＲＮＣから“ＲＲＣコネクションセットアップ”を受信
すると、ＢＴＳは“ＲＲＣコネクションセットアップ”を送信することを共通制御チャネ
ル上でグローバルな識別子を用いて通知する（ステップ５）。通知されたタイミングで“
ＲＲＣコネクションセットアップ”メッセージが下りの共通無線物理チャネル上で伝送さ
れる（ステップ６）。ＢＴＳはＵＥとの間で設定した予約チャネルで予約信号が送信され
ているか判断する（ステップ７）。ステップ７の判断の結果、予約信号が送信されている
場合には予約許可チャネルで予約許可信号が送信される（ステップ８）。以後はステップ
７，８の手順が繰り返えされる。
【００４４】
　一方、ステップ１の判断の結果、予約信号が送信されていない場合にはＢＴＳは当該処
理を終了する。ステップ４の判断の結果、“ＲＲＣコネクション要求”が受信されていな
い場合には、“ＲＲＣコネクション要求”が受信されるまでＢＴＳはステップ４で待機す
る。ステップ７の判断の結果、予約信号が送信されていない場合には、ＢＴＳは予約信号
が送信されてくるまでステップ７で待機する。
【００４５】
　＜ＵＥの動作フロー（ＲＲＣコネクションの確立）＞
　図１５を参照しながら本実施例で想定される移動局装置（ＵＥ）の動作フローが説明さ
れる。本実施例でも特にＲＲＣコネクションが確立されるまでの接続シーケンスが説明さ
れる。ＲＲＣコネクション確立後は、ＵＥとＲＡＮとの間でＬ２の識別子で認識する個別
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論理チャネルが確立され、個別の制御チャネルが用意され、予約，信号の送受信等の処理
が行なわれる。
【００４６】
　ＵＥはＲＡＮからページングが有るか否か、或いはＵＥで送信すべきデータが発生した
か否か判断する（ステップ１）。ステップ１の判断の結果、ページング或いは送信すべき
データがある場合には、ＵＥはＲＲＣコネクション確立の処理に入る。ＵＥはＢＴＳに対
して上り信号を送信する為の予約信号を作成する。該当予約信号はＵＥがランダムに選択
するシグネチャを含んで構成する（ステップ２）。予約信号はシグネチャを用いて拡散系
列を作る構成であっても良いし、シグネチャを信号内部に含む構成でも良い。ステップ２
で作成された予約信号はＵＥから送信される（ステップ３）。ＢＴＳから送信される予約
許可チャネル上で、自ＵＥが選択したシグネチャで構成された予約許可信号が送信されて
いるか否かが判断される（ステップ４）。予約許可チャネルで伝送される予約許可信号は
シグネチャでマスキングされていても良いし、シグネチャを信号内部に含む構成でも良い
。ステップ４の判断の結果、予約許可チャネル上で自ＵＥが選択したシグネチャを含む予
約許可信号が伝送されている場合には、予約許可信号が解析される。ＵＥは、予約許可信
号で指示される送信タイミング（周波数，変調方式等）で、ＲＲＣコネクションを確立す
る為のＬ３制御信号、“ＲＲＣコネクション要求”をＢＴＳへ送信する（ステップ５）。
ステップ５において、“ＲＲＣコネクション要求”の送信後、共通制御チャネル上でグロ
ーバルな識別子でマスキングされたデータ到着通知が伝送されているか否かが判断される
（ステップ６）。ステップ６の判断の結果、共通制御チャネル上でデータ到着通知が伝送
されている場合には、データ到着通知が解析され、データ到着通知に含まれる指示（変調
方式，チャネル符号化，周波数，送信タイミング等）に基づいて、ＵＥはＤＬの無線物理
チャネルで伝送されるデータ（ＲＲＣコネクションセットアップ）を受信する（ステップ
７）。ＵＥは、ＤＬの無線物理チャネルで受信された“ＲＲＣコネクションセットアップ
”に自ＵＥのＴＭＳＩが含まれているか否かを判断する（ステップ１０）。ステップ１０
の判断の結果、自ＵＥのＴＭＳＩが含まれていた場合には“ＲＲＣコネクションセットア
ップ”に含まれている無線物理チャネル情報に基づいて個別の無線物理チャネル（制御用
）が設定される（ステップ１１）。以後のＬ３制御信号およびユーザデータの送受信の為
の予約信号の送信は、共通に設定される予約信号送信用のチャネルで伝送される（ステッ
プ１２）。
【００４７】
　一方、ステップ１の判断の結果、ＲＡＮからのページングも送信すべきデータも無い場
合には、当該処理は終了する。また、ステップ４の判断の結果、予約許可チャネル上で自
ＵＥのシグネチャを含む予約許可信号が受信されていない場合には、予め定められた時間
後に予約信号の再送が行なわれる（ステップ８）。予約信号の再送信後に、再送信回数が
予め規定されている回数に到達しているか否かが判断される（ステップ９）。ステップ９
の判断の結果、予め定められた回数に達していない場合には、フローはステップ４の処理
に戻る。一方、予め定められた再送信回数に到達している場合には当該処理は終了する。
ステップ６の判断の結果、共通制御チャネル上でグローバルな識別子でマスキングされた
データ到着通知を受信していない場合には、ＵＥはデータ到着通知を受信するまでステッ
プ６で待機する。また、ステップ１０で、受信したデータに自ＵＥのＴＭＳＩが含まれて
いない場合には自ＵＥのＴＭＳＩを含むデータが受信されるまでＵＥはステップ１０で待
機する。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】チャネルの対応関係を示す図である。
【図２】従来の接続シーケンスを示す図である。
【図３】通信システムを示す図である。
【図４】本発明の一実施例による各チャネルの対応関係を示す図である。
【図５】本発明の一実施例による接続シーケンスを示す図である。
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【図６】本発明の一実施例によるＲＮＣの機能ブロック図を示す。
【図７】本発明の一実施例によるＢＴＳの機能ブロック図を示す。
【図８】本発明の一実施例によるＵＥの機能ブロック図を示す。
【図９】本発明の一実施例によるＲＮＣの動作例を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の一実施例によるＢＴＳの動作例を示すフローチャートである。
【図１１】本発明の一実施例によるＵＥの動作例を示すフローチャートである。
【図１２】本発明の一実施例による各チャネルの対応関係を示す図である。
【図１３】本発明の一実施例による接続シーケンスを示す図である。
【図１４】本発明の一実施例によるＢＴＳの動作例を示すフローチャートである。
【図１５】本発明の一実施例によるＵＥの動作例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００４９】
　ＵＥ　移動局
　ＢＴＳ　基地局
　ＲＮＣ　無線ネットワークコントローラ

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】
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