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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークにおいて、共通パケットチャンネルＣＰＣＨ上でデータを送信する方
法であって、
　電力制御プリアンブルがユーザー機器から送信されるときに、専用物理制御チャンネル
ＤＰＣＣＨを介して基地局から該ユーザー機器に、該ＣＰＣＨを介した該ユーザー機器か
ら該基地局へのデータ送信について複数のビットの所定のシーケンスを送信することと、
　該ユーザー機器において該複数のビットの所定のシーケンスを検出することと、
　該複数のビットの所定のシーケンスに基づいて、該ＣＰＣＨを介した該ユーザー機器か
ら該基地局への該データ送信を中断するべきか否かを決定することと
　を包含する、方法。
【請求項２】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、１フレーム内で提供され、該フレームは１５
スロットを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記データは、パケットデータである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、前記ユーザー機器による前記検出のために、
前記ＣＰＣＨを介したデータ送信の開始の間の所定の期間内に受信される、請求項１に記
載の方法。
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【請求項５】
　前記複数のビットの所定のシーケンスが所定の期間内に受信されない場合には、前記ユ
ーザー機器は前記データ送信を中止する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、４ビットを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記所定のシーケンスの４ビットは、[１１１１]、[１１００]または[１００１]である
、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記所定のシーケンスの４ビットは、[１０１０]である、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記フレームは、パイロットフィールド、転送電力制御ＴＰＣフィールドもしくは転送
フォーマット組み合わせ識別子ＴＦＣＩのうちの少なくとも１つを含む、請求項２に記載
の方法。
【請求項１０】
　前記パイロットフィールドは少なくとも４ビットであり、前記ＴＰＣフィールドおよび
ＴＦＣＩのそれぞれは少なくとも２ビットである、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、前記ＴＦＣＩ内で提供される、請求項９また
は１０に記載の方法。
【請求項１２】
　専用物理制御チャンネルＤＰＣＣＨ上に複数のフレームを提供するように適合された通
信ネットワークであって、各フレームは複数のスロットを含み、少なくとも１つのスロッ
トは、共通パケットチャンネル送信を支持するために、複数のビットの所定のシーケンス
を含み、
　該複数のビットの所定のシーケンスは、共通パケットチャンネルを介したデータ送信を
中断するべきか否かを決定するために使用され、
　該複数のビットの所定のシーケンスを含む該少なくとも１つのスロットは、電力制御プ
リアンブルがユーザー機器から送信されるタイミングに対応する時間軸にある、通信ネッ
トワーク。
【請求項１３】
　前記フレームは、パイロットフィールド、転送電力制御ＴＰＣフィールドもしくは転送
フォーマット組み合わせ識別子ＴＦＣＩのうちの少なくとも１つを含む、請求項１２に記
載のネットワーク。
【請求項１４】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、４ビットを含む、請求項１２に記載のネット
ワーク。
【請求項１５】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、[１１１１]を含む、請求項１２に記載のネッ
トワーク。
【請求項１６】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、[１０１０]を含む、請求項１２に記載のネッ
トワーク。
【請求項１７】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、前記ＴＦＣＩ内で提供される、請求項１３に
記載のネットワーク。
【請求項１８】
　前記複数のスロットは、１５スロットを含む、請求項１２に記載のネットワーク。
【請求項１９】
　前記データは、パケットデータを含む、請求項１２に記載のネットワーク。
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【請求項２０】
　電力制御プリアンブルを受信する手段と、
　ダウンリンク専用物理制御チャンネルＤＬ　ＤＰＣＣＨを介して、少なくとも１つのフ
レームを提供する手段と
　を備え、
　該少なくとも１つのフレームは、共通パケットチャンネル送信を支持するために該ＤＬ
　ＤＰＣＣＨを介して送信される複数のビットの所定のシーケンスを有しており、
　該複数のビットの所定のシーケンスを有している該少なくとも１つのフレームにおける
少なくとも１つのスロットは、電力制御プリアンブルがユーザー機器から送信されるタイ
ミングに対応する時間軸にあり、
　該複数のビットの所定のシーケンスは、共通パケットチャンネルＣＰＣＨを介したデー
タ送信を中断するべきか否かを決定するために使用される、基地局。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つのフレームは、複数のスロットを含み、該少なくとも１つのフレー
ムは、パイロットフィールド、転送電力制御ＴＰＣフィールドもしくは転送フォーマット
組み合わせ識別子ＴＦＣＩのうちの少なくとも１つを有している、請求項２０に記載の基
地局。
【請求項２２】
　前記複数のスロットは、１５スロットを含む、請求項２１に記載の基地局。
【請求項２３】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、前記ＴＦＣＩ内で提供される、請求項２１に
記載の基地局。
【請求項２４】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、[１１１１]を含む、請求項２０～２３のいず
れかに記載の基地局。
【請求項２５】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、[１０１０]を含む、請求項２０～２３のいず
れかに記載の基地局。
【請求項２６】
　前記データは、パケットデータである、請求項２０に記載の基地局。
【請求項２７】
　電力制御プリアンブルを生成および送信する手段と、
　共通パケットチャンネルＣＰＣＨに対するダウンリンク専用物理制御チャンネルを介し
て送信される複数のビットの所定のシーケンスを受信し、検出する手段であって、該電力
制御プリアンブルが送信されるときに該複数のビットの所定のシーケンスが基地局から送
信される、手段と、
　該ＣＰＣＨを介してデータを送信する手段と
　を備え、
　該複数のビットの所定のシーケンスの検出が、該ＣＰＣＨを介したデータ送信が中断さ
れるべきか否かを決定するために使用される、ユーザー機器。
【請求項２８】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、４ビットを含む、請求項２７に記載のユーザ
ー機器。
【請求項２９】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、[１１１１]である、請求項２７または２８に
記載のユーザー機器。
【請求項３０】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、[１０１０]である、請求項２７または２８に
記載のユーザー機器。
【請求項３１】
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　前記複数のビットの所定のシーケンスは、データ送信の開始の間の所定の期間内に受信
される、請求項２７に記載のユーザー機器。
【請求項３２】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、前記専用物理制御チャンネルの１フレーム内
で提供される、請求項２７に記載のユーザー機器。
【請求項３３】
　前記フレームは、１５スロットを含む、請求項３２に記載のユーザー機器。
【請求項３４】
　モバイル通信システムにおいて、共通パケットチャンネルＣＰＣＨ上でデータを送信す
る方法であって、
　基地局において、専用物理制御チャンネルＤＰＣＣＨを介して複数のビットの所定のシ
ーケンスを送信することと、
　該ＣＰＣＨを介してユーザー機器から送信されるデータを該基地局によって受信するこ
とと
　を包含し、
　該ユーザー機器により電力制御プリアンブルが送信されるときに、該複数のビットの所
定のシーケンスが該基地局から送信され、
　該ユーザー機器による該複数のビットの所定のシーケンスの検出に基づいて、該ユーザ
ー機器は、該ユーザー機器から該基地局への該ＣＰＣＨ上でのデータ送信を中断するべき
か否かを決定する、方法。
【請求項３５】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、４ビットの[１１１１]パターンである、請求
項３４に記載の方法。
【請求項３６】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、４ビットの[１０１０]パターンである、請求
項３４に記載の方法。
【請求項３７】
　モバイル通信デバイスによって共通パケットチャンネルＣＰＣＨにアクセスする方法で
あって、
　ユーザー機器ＵＥにおいて、専用物理制御チャンネルＤＰＣＣＨを介して、該ＣＰＣＨ
へのアクセスの開始に対応する所定の期間内で複数のビットの所定のシーケンスを受信す
ることと、
　該複数のビットの所定のシーケンスが[１０１０]パターンに対応するか否かを検出する
ことと
　を包含し、
　該[１０１０]パターンが検出されない場合には、該ＵＥによる該ＣＰＣＨへのアクセス
は中断され、
　該ＣＰＣＨへのアクセスの開始は、電力制御プリアンブルが該ＵＥから送信されるタイ
ミングに対応する、方法。
【請求項３８】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、前記ＤＰＣＣＨの１フレーム内で提供され、
該フレームは、１５スロットを含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、電力制御プリアンブルが前記ユーザー機器に
よって送信された後に受信される、請求項３７に記載の方法。
【請求項４０】
　前記フレームは、パイロットフィールド、転送電力制御ＴＰＣフィールドおよび／また
は転送フォーマット組み合わせ識別子ＴＦＣＩを含む、請求項３８に記載の方法。
【請求項４１】
　前記パイロットフィールドは少なくとも４ビットであり、前記ＴＰＣフィールドおよび
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ＴＦＣＩのそれぞれは少なくとも２ビットである、請求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記複数のビットの所定のシーケンスは、前記ＴＦＣＩ内で提供される、請求項４０ま
たは４１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記ＵＥが[１０１０]パターンを検出した場合には、該ＵＥは前記ＣＰＣＨ上でデータ
を継続的に送信する、請求項３７に記載の方法。
【請求項４４】
　前記ＤＰＣＣＨは、前記ＣＰＣＨの電力制御に関連し、
　該ＤＰＣＣＨが前記ユーザー機器に割り当てられているときに、前記電力制御プリアン
ブルの送信が開始され、
　前記複数のビットの所定のシーケンスの送信タイミングは、該ＣＰＣＨへのアクセスの
開始に対応する、請求項１または３４に記載の方法。
【請求項４５】
　前記ＤＰＣＣＨは、前記ＣＰＣＨの電力制御に関連し、
　該ＤＰＣＣＨが前記ユーザー機器に割り当てられているときに、前記電力制御プリアン
ブルの送信が開始され、
　前記複数のビットの所定のシーケンスの送信タイミングは、該ＣＰＣＨへのアクセスの
開始に対応する、請求項１２に記載の通信ネットワーク。
【請求項４６】
　前記ＤＰＣＣＨは、前記ＣＰＣＨの電力制御に関連し、
　該ＤＰＣＣＨが前記ユーザー機器に割り当てられているときに、前記電力制御プリアン
ブルの送信が開始され、
　前記複数のビットの所定のシーケンスの送信タイミングは、該ＣＰＣＨへのアクセスの
開始に対応する、請求項２０に記載の基地局。
【請求項４７】
　前記ＤＰＣＣＨは、前記ＣＰＣＨの電力制御に関連し、
　該ＤＰＣＣＨが前記ユーザー機器に割り当てられているときに、前記電力制御プリアン
ブルの送信が開始され、
　前記複数のビットの所定のシーケンスの送信タイミングは、該ＣＰＣＨへのアクセスの
開始に対応する、請求項２７に記載のユーザー機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は次世代移動通信に関し、特に、特定のユーザー側（ＵＥ）と基地局（ＢＳ）側
との間に正確な共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）の割り当てに適している次世代移動
通信における共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）割当方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　最近、日本のＡＲＩＢ及びＴＴＣ、ヨーロッパのＥＴＳＩ、米国のＴ１、韓国のＴＴＡ
では、次世代移動通信システムに対して技術的に標準化するために、第３世代共同プロジ
ェクト（Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
；以下　３ＧＰＰと略称する）を構成した。
こうした３ＧＰＰの研究部分中のグローバル無線接続ネットワーク（ＵＴＲＡＮ）に対す
るものでは、転送チャンネル（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）と物理チャンネル
（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）に対する定義及び説明を述べている。
【０００３】
　ここで、転送チャンネルの一種の共通パケットチャンネル（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｐａｃｋｅ
ｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ，ＣＰＣＨ）は、ユーザー側（ＵＥ）でアップリンク（Ｕｐ－Ｌｉｎ
ｋ，　ＵＬ）を通して基地局（ＢＳ）に比較的　長データの転送時に基地局（ＢＳ）とユ
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ーザー側（ＵＥ）との間に割り当てられる。このとき、アップリンク（ＵＬ）共通パケッ
トチャンネル（ＣＰＣＨ）は、閉鎖ループ電力制御（Ｃｌｏｓｅ　Ｌｏｏｐ　Ｐｏｗｅｒ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ）を行うためのチャンネルである専用チャンネル（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ
　Ｃｈａｎｎｅｌ，　ＤＣＨ）と関連しており、専用チャンネル（ＤＣＨ）は物理チャン
ネルの専用物理制御チャンネル（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ，　ＤＰＣＣＨ）にマッピングされる。このような共通パケットチャ
ンネル（ＣＰＣＨ）はランダムアクセス（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ）方式にて多くの
ユーザー側（ＵＥ）に割り当てられる。
【０００４】
　現在、３ＧＰＰでは共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）の割当時、所望の割当チャン
ネルが　衝突する場合を考慮して效率的に共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）を割り当
てることが重要視されている。
【０００５】
　図１は従来技術による共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）の転送方式の説明図で、図
２は従来技術による共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）のためのダウンリンク専用物理
制御チャンネル（ＤＬ　ＤＰＣＣＨ）の構造図である。
【０００６】
　共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）方式は、図１に示すように、基地局が提供する共
通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）の利用可否及び最大転送率情報を転送する共通パケッ
トチャンネル状態指示チャンネル（ＣＳＩＣＨ：ＣＰＣＨ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｉｎｄｉｃａ
ｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、特定物理共通パケットチャンネル（ＰＣＰＣＨ）使用を要請
するＰＣＰＣＨ　ＡＰ部（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｍｂｌｅ　ｐａｒｔ）（以下　ＡＰ）
、ＡＰに対する応答を転送するＡＰ－ＡＩＣＨ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｍｂｌｅ－Ａｃ
ｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、衝突検出及び解決（Ｃｏ
ｌｌｉｓｉｏｎ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ）のためのＰＣＰ
ＣＨ　ＣＤ－Ｐ（Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ　Ｐｒｅａｍｂｌｅ）　ｐａ
ｒｔ（以下　ＣＤ－Ｐ）、　ＣＤ－Ｐに対する応答と　　チャンネル割当のための　ＣＤ
／ＣＡ－ＩＣＨ　（Ｃｏｌｌｉｓｉｏｎ　Ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ／Ｃｈａｎｎｅｌ　Ａｓｓ
ｉｇｎｍｅｎｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、データ転送前に転送電力レベ
ルを設定するための０または８スロット長さのＰＣＰＣＨ　ＰＣ－Ｐ（Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｐｒｅａｍｂｌｅ）　ｐａｒｔ（以下　ＰＣ－Ｐ）、インナーループ電力制
御（Ｉｎｎｅｒ　ｌｏｏｐ　ｐｏｗｅｒ　ｃｏｎｔｒｏｌ）を提供するための　ＤＬ　Ｄ
ＰＣＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
、並びにユーザーパケットデータを転送するＰＣＰＣＨメッセージ部から構成される。こ
こで、ＰＣＰＣＨメッセージ部は、さらにＰＣＰＣＨメッセージデータ部と、ＰＣＰＣＨ
メッセージ制御部とに分けられる。
【０００７】
　そして、３ＧＰＰで共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）は２種類のモードで動作する
。
【０００８】
　その一つは端末に該当するＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）が共通パケットチャ
ンネル（ＣＰＣＨ）を選択するＵＣＳＭ（ＵＥ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　
Ｍｅｔｈｏｄ）、もう一つは基地局に該当するノード　Ｂが共通パケットチャンネル（Ｃ
ＰＣＨ）を割り当ててＵＥに知らせるＶＣＡＭ（Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｃｈａｎｎｅｌ　
Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｍｅｔｈｏｄ）である。
【０００９】
　ＵＣＳＭで共通パケットチャンネル状態指示チャンネル（ＣＰＣＨ　Ｓｔａｔｕｓ　Ｉ
ｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ　：以下ＣＳＩＣＨと略称する）は、各共通パケット
チャンネル（ＣＰＣＨ）の利用可否を周期的に転送する。
【００１０】
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　ＶＣＡＭでＣＳＩＣＨは、各共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）の利用可否及び最大
転送率情報を周期的に転送する。
【００１１】
　そして、アクセスプリアンブル（ＡＰ）、衝突検出プリアンブル（ＣＤ－Ｐ）及びＡＰ
－ＡＩＣＨは、１６長さを持つ記号群（ｓｉｇｎａｔｕｒｅ　ＳＥＴ）の１６個のうち一
つを転送する。
【００１２】
　ＵＣＳＭでＡＰ記号は特定チャンネルを指す。より詳しくは、ＡＰ記号は特定チャンネ
ルのスクランブリングコード（ｓｃｒａｍｂｌｉｎｇ　ｃｏｄｅ）を指す。
【００１３】
　ＶＣＡＭでＡＰ記号はユーザー側（ＵＥ）の所望のデータ転送率を指す。ＶＣＡＭでは
ＡＰ記号、ＣＤ／ＣＡ－ＩＣＨの記号及びコードで特定のチャンネルを指す。
【００１４】
　ＣＤ／ＣＡ－ＩＣＨの互いに異なる１６長さを持つ記号群の１６個中、８個はＣＤ－Ｐ
に対する応答用として、残り８個はチャンネル割当用として用いられる。
【００１５】
　ＣＤ／ＣＡ－ＩＣＨは、ＵＣＳＭ方式ではＣＤ－Ｐ応答のための記号の８個のうち一つ
を転送し、ＶＣＡＭ方式ではＣＤ－Ｐ応答のための８個記号の一つとチャンネル割当のた
めの８個の記号のうち一つとを同時に転送する。従って、ＶＣＡＭ方式では互いに異なる
用途のために同時に二つの記号を転送する。
【００１６】
　従来技術のダウンリンク専用物理チャンネル（ＤＬ　ＤＰＣＨ）の構造は図２に示す通
りである。専用物理チャンネル（ＤＰＣＨ）は、専用物理制御チャンネル（ＤＰＣＣＨ：
Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、専用物
理データチャンネル（ＤＰＤＣＨ　：Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄａｔａ
　Ｃｈａｎｎｅｌ）とから構成される。従来構造でＤＬ　ＤＰＣＣＨはパイロット、ＴＰ
Ｃ、ＴＦＣＩからなり、ＤＬ　ＤＰＤＣＨはデータチャンネルのみからなる。ＣＰＣＨの
ために用いられる共通チャンネルのための　ＤＬ　ＤＰＣＣＨ（ＣＰＣＨ用ＤＬ　ＤＰＣ
ＣＨ）ではＴＦＣＩは用いられない。また、ＤＬ　ＤＰＤＣＨも用いられない。
【００１７】
　図３ａ～図３ｃは従来技術による正常パケットチャンネル転送過程を説明するための図
である。
【００１８】
　図３ａ～図３ｃはユーザー無線リンク制御階層（ＵＥ　ＲＬＣ）でサービングユーザー
無線ネットワーク制御機－無線リンク制御（ＳＲＮＣ－ＲＬＣ）階層間の転送ブロック群
（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｂｌｏｃｋ　Ｓｅｔ）のための共通パケットチャンネル（ＣＰＣ
Ｈ）転送過程を示している。
【００１９】
　まず、ユーザー側（ＵＥ）は無線ベアラー設定（ＲＡＤＩＯ　ＢＥＡＲＥＲ　ＳＥＴＵ
Ｐ）または転送チャンネル再構成（ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ　ＣＨＡＮＮＥＬ　ＲＥＣＯＮＦ
ＩＧＵＲＡＴＩＯＮ）のような無線リソース制御（ＲＲＣ）手順を通して、共通パケット
チャンネル（ＣＰＣＨ）の転送のための共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）構成を実施
する。
【００２０】
　すなわち、ユーザー側（ＵＥ）の無線リンク制御（ＲＬＣ）階層１からＭＡＣ－Ｄ－デ
ータ－ＲＥＱを通してデータ転送の要求されたユーザー側（ＵＥ）ＭＡＣ階層２は、初め
てユーザー側（ＵＥ）Ｌ１階層３にＰＨＹ－ＣＰＣＨ－状態－ＲＥＱを通して共通パケッ
トチャンネル（ＣＰＣＨ）の状態情報を要請する。このような状態情報はＡＰ－ＡＩＣＨ
のようなチャンネル化コードを使用するＣＳＩＣＨを通して放送される。
【００２１】
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　ユーザー側（ＵＥ）Ｌ１階層３は、ＣＳＩＣＨから状態情報を受信してＰＨＹ－ＣＰＣ
Ｈ－状態－ＣＮＦを通してユーザー側（ＵＥ）　ＭＡＣ階層２に伝達する。
【００２２】
　ＣＳＩＣＨ情報からユーザー側（ＵＥ）ＭＡＣ階層２は共通パケットチャンネル（ＣＰ
ＣＨ）アクセス要求のための転送フォーマットを選択し、パーシステント値（Ｐｅｒｓｉ
ｓｔｅｎｃｙ　ｖａｌｕｅ）に従うパーシステントチェック（ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｃｙ　
ｃｈｅｃｋ）を実施して、特定の長さの遅延以後にＰＨＹ－アクセス－ＲＥＱを通してユ
ーザー側（ＵＥ）　Ｌ１（３）にアクセス要求をする。このとき、ユーザー側（ＵＥ）　
Ｌ１（３）は第１電力（Ｐ１）でＡＰを転送する。続いて、一定の時間以後ＡＰに対する
応答を受信できない場合、前記第１電力（Ｐ１）より高い第２電力（Ｐ２）でＡＰを再転
送する。
【００２３】
　ユーザー側（ＵＥ）Ｌ１（３）からＡＰを受信した基地局（ノード　Ｂ）Ｌ１（４）は
基地局（ノード　Ｂ）ＲＲＣ５にこれを知らせ、特定記号（ｓｉｇｎａｔｕｒｅ）を選択
してＡＰ－ＡＩＣＨを通してユーザー側（ＵＥ）　Ｌ１（３）に特定記号を転送する。こ
のとき、ＡＰに対するＡＣＫ可否はＡＰ－ＡＩＣＨの符号によって決定される。
【００２４】
　ＡＰ－ＡＩＣＨを通してＡＣＫを受信したユーザー側（ＵＥ）Ｌ１（３）は基地局（ノ
ード－Ｂ）Ｌ１（４）にＣＤ－Ｐを転送する。ＣＤ－Ｐを受信した基地局（ノード　Ｂ）
は特定の記号（ｓｉｇｎａｔｕｒｅ）を選択してＣＤ／ＣＡ－ＩＣＨを転送する。
【００２５】
　ＵＣＳＭでＣＤ／ＣＡ－ＩＣＨはＣＤ－Ｐに対する応答のみをする。
【００２６】
　ＶＣＡＭでＣＤ／ＣＡ－ＩＣＨはＣＤ－Ｐに対する応答とチャンネル割当機能を行う。
このとき、ＶＣＡＭでこうしたチャンネル割当情報はユーザー側（ＵＥ）Ｌ１（３）でＰ
Ｃ－Ｐと共通制御チャンネルメッセージ部（ＣＰＣＨ　ｍｅｓｓａｇｅ　ｐａｒｔ）（Ｃ
ＰＣＨ　ｍｅｓｓａｇｅ　ｄａｔａ　ｐａｒｔ，ＣＰＣＨ　ｍｅｓｓａｇｅ　ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　ｐａｒｔ）のためのスクランブリングコードを定義する。
【００２７】
　ユーザー側（ＵＥ）Ｌ１（３）からＰＨＹ－アクセス－ＣＮＦを受信したユーザー側（
ＵＥ）ＭＡＣ階層２は、共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）転送フォーマットを選択し
て転送ブロック群を作った後、ＰＨＹ－データ－ＲＥＱを通してデータ転送を要求する。
【００２８】
　ＰＨＹ－データ－ＲＥＱを受信したユーザー側（ＵＥ）Ｌ１（３）は０または８スロッ
ト長さの転送電力制御プリアンブル（ＰＣ－Ｐ）の設定後にメッセージを転送する。
【００２９】
　そして、共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）を通したデータ転送は、全てのデータを
転送するまで続いたり、あるいはシステムが指定した最大フレーム長さまで続く。
【００３０】
　このとき、無線ネットワーク制御器（ＲＮＣ）ＲＬＣ階層８のＡＣＫまたはＮＡＫ情報
は、ＦＡＣＨを通してユーザー側（ＵＥ）ＲＬＣ１に伝達される。
【００３１】
　このように、図３ａ～図３ｃのＡ～Ｂポイントは一番目に転送される転送ブロック群の
ための共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）転送過程を示しており、図３ａ～図３ｃのＣ
とＤポイントとの間は連続するそれぞれの転送ブロック群転送のための共通パケットチャ
ンネル（ＣＰＣＨ）転送過程を示している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００３２】
　しかし、このような従来共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）の割当方法は、共通的に
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共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）の割当情報が転送時にエラーで誤って受信される場
合、既に使用中の共通パケットチャンネルを重複して使用されることで、一定の品質の通
信サービスを提供出来ないという問題点がある。
【００３３】
　すなわち、図１では共通パケットチャンネル決定過程でエラーが発生しても、ユーザー
側（ＵＥ）がこれをわからなくて割り当てられた共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）と
は異なる共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）を通して基地局にデータを転送する誤動作
状況を防止出来ないという問題点があった。
【００３４】
　本発明は前記問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、ユーザー側が基地局で割り
当てた共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）を正確に利用してデータを転送にできる次世
代移動通信における共通パケットチャンネル割当方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００３５】
　本発明による次世代移動通信における共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）割当方法は
、基地局（ＢＳ）が、ユーザー側から電力制御プリアンブルが転送されると、専用物理チ
ャンネル（ＤＰＣＨ）を通して前記ユーザー側（ＵＥ）に共通パケットチャンネル制御命
令情報（ＣＰＣＨ）を送信する段階、及び前記ユーザー側の前記共通パケットチャンネル
制御命令情報（ＣＣＣ）が設定時間内に受信されると、共通パケットチャンネルを通して
前記基地局側に共通パケットチャンネルメッセージを転送する段階を含んでなされ、それ
により上記目的を達成する。
【００３６】
　前記共通パケットチャンネル制御命令（ＣＣＣ）情報は、前記基地局と前記ユーザー測
との間の前記共通パケットチャンネルメッセージの開始を指示するメッセージ開始指示器
情報であってもよい。
【００３７】
　前記メッセージ開始指示器は、前記ユーザー側が前記基地局に前記共通パケットチャン
ネルメッセージの転送レベルを設定するための転送電力プリアンブルを転送すれば、前記
ユーザー側に転送してもよい。
【００３８】
　前記メッセージ開始指示器は、前記ユーザー側が前記基地局に転送電力レベルを設定す
るための電力制御プリアンブル（ＰＣ－Ｐ）を転送直後、複数のフレームの間に前記専用
物理チャンネルを通して転送してもよい。
【００３９】
　前記共通パケットチャンネル制御命令情報は、１スロット、１フレームまたは２フレー
ム以上から構成されてもよい。
【００４０】
　前記メッセージ開始指示器は、前記電力制御プリアンブルの転送フォーマット組合せ指
示器（ＴＦＣＩ）フィールドに挿入して、前記専用物理制御チャンネル（ＤＰＣＣＨ）を
通して送出してもよい。
【００４１】
　前記共通パケットチャンネル制御命令情報を前記ユーザー側に転送するためのフィール
ドは、前記共通パケットチャンネル制御命令情報を前記ユーザー側に転送しない時間には
チャンネル推定または電力制御のための測定用として用いてもよい。
【００４２】
　前記ユーザー側は、前記基地局に前記電力制御プリアンブルの転送が終了すれば、前記
共通パケットチャンネル制御命令（ＣＣＣ）情報の受信と無関係に前記共通パケットチャ
ンネルメッセージを前記基地局に転送してもよい。
【００４３】
　前記ユーザー側が前記共通パケットチャンネル制御命令情報を設定時間内に受信できな
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いと、前記基地局に転送中の前記共通パケットチャンネルメッセージ転送を直ぐ中断して
もよい。
【００４４】
　前記基地局から前記ユーザーへのダウンリンク専用物理制御チャンネルにおける前記共
通パケットチャンネルのための前記専用物理制御チャンネル（ＤＰＣＣＨ）は、パイロッ
トフィールド、転送電力制御（ＴＰＣ）フィールド、転送フォーマット組合せ指示器（Ｔ
ＦＣＩ）フィールド及び共通パケットチャンネル制御命令フィールドからなってもよい。
【００４５】
　前記共通パケットチャンネルのための前記専用物理制御チャンネルの前記転送電力制御
（ＴＰＣ）フィールドは少なくとも２ビットからなり、前記共通パケットチャンネル制御
命令フィールド（ＣＣＣ）は少なくとも４ビットからなり、前記パイロットフィールドは
少なくとも４ビットからなり、前記転送フォーマット組合せ指示器（ＴＦＣＩ）フィール
ドは使用されなくてもよい。
【００４６】
　前記共通パケットチャンネルのための前記専用物理制御チャンネルの前記転送電力制御
（ＴＰＣ）フィールド、前記転送フォーマット組合せ指示器（ＴＦＣＩ）フィールド及び
前記共通パケットチャンネル制御命令フィールド（ＣＣＣ）は少なくとも２ビットからな
り、前記パイロットフィールドは少なくとも４ビットからなってもよい。
【００４７】
　前記目的を達成するために、本発明は、基地局（ＢＳ）が、ユーザー側から電力制御プ
リアンブルが転送されると、専用物理チャンネル（ＤＰＣＨ）を通して前記ユーザー側（
ＵＥ）に共通パケットチャンネル制御命令情報（ＣＰＣＨ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｏｍｍａ
ｎｄ）を送信する段階；及び　前記ユーザー側の前記共通パケットチャンネル制御命令情
報（ＣＣＣ）が設定時間内に受信されると、共通パケットチャンネルを通して前記基地局
側に前記共通パケットチャンネルメッゼジーを転送する段階を含んでなされる。
【発明の効果】
【００４８】
　以上から説明したように、本発明は、特定のユーザー側（ＵＥ）が既に使用している共
通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）を重複使用することを防止できるので、安定な通信サ
ービスを提供できるという効果がある。
【００４９】
　なお、本発明は、前記実施の形態に限定されず、当業者においては、本発明の請求の範
囲に記載された技術的思想から逸脱しない範囲内で多様に変形や実施ができるのは当然で
ある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５０】
　以下、添付図面に基づき、本発明の好適実施例を詳細に説明する。
【００５１】
　図４は本発明による共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）の転送方式を説明するための
図で、図５は本発明による共通パケットチャンネルのためのダウンリンク専用物理制御チ
ャンネル（ＣＰＣＨ用ＤＬ　ＤＰＣＣＨ）の構造を示す図で、図６は本発明による共通パ
ケットチャンネルのためのダウンリンク専用物理制御チャンネルのフォーマットを示す図
である。
【００５２】
　本発明による共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）方式が従来の共通パケットチャンネ
ル（ＣＰＣＨ）方式と異なる点は、図４に示すようなダウンリンク専用物理チャンネル（
ＤＬ　ＤＰＣＨ）を通したメッセージ開始指示器（Ｓｔａｒｔ
　ｏｆ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）　の転送にある。このために、本発明で
は図５に示すように、ダウンリンク専用物理チャンネル（ＤＬ－ＤＰＣＨ）にパイロット
（ｐｉｌｏｔ）及び転送電力制御（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：Ｔ
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ＰＣ）情報だけでなく、共通パケットチャンネル制御命令（ＣＰＣＨ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　
Ｃｏｍｍａｎｄ　：以下　ＣＣＣと略称する）情報を共に転送する。これは従来の方式に
はないもので、従来技術の問題点を解決可能であるようにした。
【００５３】
　すなわち、本発明の共通パケットチャンネルのためのダウンリンク専用物理制御チャン
ネル（ＣＰＣＨ用ＤＬ　ＤＰＣＣＨ）は、制御情報だけを転送するので、本発明でダウン
リンク専用物理制御チャンネル（ＤＬ　ＤＰＤＣＨ）は使用しない。より詳しくは、本発
明で共通パケットチャンネルのためのダウンリンク専用物理制御チャンネル（ＣＰＣＨ用
ＤＬ　ＤＰＣＣＨ）は、パイロット、転送電力制御（ＴＰＣ）、転送フォーマット組合せ
指示器（Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｏ
ｒ　：以下ＴＦＣＩと略称する）及びＣＣ情報から構成される。ここで、ＴＦＣＩ情報は
０　ビットであって使用されない。
【００５４】
　そして、ＣＣＣは一般の共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）制御命令または共通パケ
ットチャンネル（ＣＰＣＨ）制御情報をいうが、具体的にはダウンリンク専用物理チャン
ネル（ＤＬ　ＤＰＣＨ）を通したメッセージ開始指示器を転送するための第１階層Ｌ１制
御情報と、第１階層Ｌ１以上の上位制御情報とに分けられる。すなわち、ＣＣＣは第１階
層Ｌ１制御情報及び命令であることもあり、その以上の上位階層の制御情報及び命令であ
ることもある。このとき、ＣＣＣフィールドを通して転送されるＣＣＣの長さはスロット
単位であることもあり、フレーム単位であることもある。例えば、ＣＣＣは１スロット長
さの命令または情報であることもあり、１フレームまたは数フレーム命令または情報であ
ることもある。このようなＣＣＣは共通パケットチャンネルのためのダウンリンク専用物
理制御チャンネル（ＣＰＣＨ用ＤＬ　ＤＰＣＣＨ）のＣＣＣフィールドに転送される。各
ＣＣＣは特定のシーケンスと対応する。従って、各ＣＣＣ命令または情報は互いに異なる
シーケンスに区分される。システムはこれらのシーケンス情報を予め定めたり、３ＧＰＰ
システムの放送チャンネル（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ　：ＢＣＨ）や、順方
向アクセスチャンネル（Ｆｏｒｗａｒｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＦＡＣＨ）の
ような制御チャンネルを通してシステム運営途中にそのシーケンス情報を転送できる。
【００５５】
　ＣＣＣの一つであるメッセージ開始指示器（以下ＳＭＩ）は、数フレーム制御情報であ
る。
【００５６】
　このとき、ＳＭＩ転送のために基地局はダウン専用物理制御チャンネル（ＤＬ
　ＤＰＣＣＨ）のＣＣＣフィールドにＳＭＩのための特定のシーケンスを数フレーム間に
転送する。基地局システムはＳＭＩのためのシーケンスを予め定めたり、３ＧＰＰシステ
ムのＢＣＨ）や、ＦＡＣＨのような制御チャンネルを通して、そのシーケンス情報を転送
できる。ＳＭＩのためのシーケンスは全ての任意のシーケンスが可能である。例えば各ス
ロットごとに繰り返し転送される［００００］、［１１１１］、［１０１０］、［０１０
１］、［１１００］、［００１１］などがある。
【００５７】
　例えば、アップＣＰＣＨの０または８スロット長さが電力制御プリアンブル（ＰＣ－Ｐ
）後にすぐ数フレーム間に、［１０１０］シーケンスが各スロットごとに繰り返し数フレ
ーム間に転送されるのである。
【００５８】
　ＳＭＩシーケンスの転送長さも予め定めたり、３ＧＰＰシステムのＢＣＨやＦＡＣＨの
ような制御チャンネルを通して転送される。
【００５９】
　仮りにＣＣＣフィールドを通してあるＣＣＣ情報または命令が転送されない場合、ＣＣ
Ｃフィールドにはなにも転送されなかったり、ある特定のパターンが転送される。この特
定のパターンはチャンネル推定または電力制御のための測定用として用いられる。
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【００６０】
　図７ａ～図７ｃは本発明による正常共通パケットチャンネル転送過程を説明するための
図である。
【００６１】
　まず、ユーザー側（ＵＥ）は無線ベアラ設定（ＲＡＤＩＯ　ＢＥＡＲＥＲ　ＳＥＴＵＰ
）または転送チャンネル再構成（ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ　ＣＨＡＮＮＥＬ
　ＲＥＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ）のような無線リソース制御（ＲＲＣ）手順を通して
、共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）の転送のための共通パケットチャンネル（ＣＰＣ
Ｈ）構成を実施する。
【００６２】
　すなわち、ユーザー側（ＵＥ）の無線リンク制御（ＲＬＣ）階層２１からＭＡＣ－Ｄ－
データ－ＲＥＱを通してデータ転送の要求されたユーザー側（ＵＥ）ＭＡＣ階層２２は、
初めてユーザー側（ＵＥ）Ｌ１階層２３にＰＨＹ－ＣＰＣＨ－状態－ＲＥＱを通して共通
パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）の状態情報を要請する。このような状態情報はＡＰ－Ａ
ＩＣＨのようなチャンネル化コードを使用するＣＳＩＣＨを通して放送される。
【００６３】
　ユーザー側（ＵＥ）Ｌ１階層２３は、ＣＳＩＣＨから状態情報を受信してＰＨＹ－ＣＰ
ＣＨ－状態－ＣＮＦを通してユーザー側（ＵＥ）　ＭＡＣ階層２２に伝達する。
【００６４】
　ＣＳＩＣＨ情報からユーザー側（ＵＥ）ＭＡＣ階層２２は共通パケットチャンネル（Ｃ
ＰＣＨ）アクセス要求のための転送フォーマットを選択し、パーシステント値（Ｐｅｒｓ
ｉｓｔｅｎｃｙ　ｖａｌｕｅ）に従うパーシステントチェック（ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｃｙ
　ｃｈｅｃｋ）を実施して、特定の長さの遅延以後にＰＨＹ－アクセス－ＲＥＱを通して
ユーザー側（ＵＥ）Ｌ１（２３）にアクセス要求をする。このとき、ユーザー側（ＵＥ）
Ｌ１（２３）は第１電力（Ｐ１）でＡＰを転送する。続いて、一定の時間以後ＡＰに対す
る応答を受信できない場合、電力を高くして第２電力（Ｐ２）でＡＰを再転送する。
【００６５】
　ユーザー側（ＵＥ）Ｌ１（２３）からＡＰを受信した基地局（ノード　Ｂ）Ｌ１（２４
）は基地局（ノード　Ｂ）ＲＲＣ（２５）にこれを知らせ、特定の記号を選択してＡＰ－
ＡＩＣＨを通してユーザー側（ＵＥ）　Ｌ１（２３）に特定の記号を転送する。このとき
、ＡＰに対するＡＣＫ可否はＡＰ－ＡＩＣＨのコードによって決定される。
【００６６】
　ＡＰ－ＡＩＣＨを通してＡＣＫを受信したユーザー側（ＵＥ）Ｌ１（２３）は基地局（
ノード－Ｂ）Ｌ１（２４）にＣＤ－Ｐを転送する。ＣＤ－Ｐを受信した基地局（ノード　
Ｂ）は特定の記号を選択してＣＤ／ＣＡ－ＩＣＨを転送する。ＵＣＳＭでＣＤ／ＣＡ－Ｉ
ＣＨはＣＤ－Ｐに対する応答のみをする。
【００６７】
　ＶＣＡＭでＣＤ／ＣＡ－ＩＣＨはＣＤ－Ｐに対する応答とチャンネル割当機能を行う。
このとき、ＶＣＡＭでこうしたチャンネル割当情報はユーザー側（ＵＥ）Ｌ１（２３）で
ＰＣ－Ｐと共通制御チャンネルメッセージパート（ＣＰＣＨ　ｍｅｓｓａｇｅ　ｐａｒｔ
）（ＣＰＣＨ　ｍｅｓｓａｇｅ　ｄａｔａ　ｐａｒｔ，ＣＰＣＨ　ｍｅｓｓａｇｅ　ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　ｐａｒｔ）のためのスクランブリングコードを定義する。
【００６８】
　ユーザー側（ＵＥ）Ｌ１（２３）からＰＨＹ－アクセス－ＣＮＦを受信したユーザー側
（ＵＥ）ＭＡＣ階層２２は、共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）転送フォーマットを選
択して転送ブロック群を作った後、ＰＨＹ－データ－ＲＥＱを通してデータ転送を要求す
る。
【００６９】
　ＰＨＹ－データ－ＲＥＱを受信したユーザー側（ＵＥ）Ｌ１（２３）は０または８スロ
ット長さの転送電力制御プリアンブル（ＰＣ－Ｐ）の設定後にメッセージを転送する。
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【００７０】
　共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）を通したデータ転送は、全てのデータを転送する
まで続いたり、あるいはシステムが指定した最大フレーム長さまで続く。
【００７１】
　一番目の転送ブロックが転送される間に、基地局（ノード　Ｂ）Ｌ１（２４）はメッセ
ージ開始指示器をユーザー側（ＵＥ）Ｌ１（２３）に転送する。ユーザー側（ＵＥ）Ｌ１
（２３）はメッセージ開始指示器の受信可否によって正しい共通パケットチャンネル（Ｃ
ＰＣＨ）を開いたか否かを判断することになる。もしユーザー側（ＵＥ）Ｌ１（２３）が
既設定（約束）の時間の間にメッセージ開始指示器を受信できない場合、直ぐ共通パケッ
トチャンネル（ＣＰＣＨ）メッセージ転送を中断する。そうでない場合、ユーザー側（Ｕ
Ｅ）Ｌ１（２３）はメッセージ転送を続ける。より詳しくは、ユーザー側（ＵＥ）　Ｌ１
（２３）は電力制御プリアンブル（ＰＣ　ｐｒｅａｍｂｌｅ）以後Ｎｓｍｉフレーム間に
共通パケットチャンネルのためのダウンリンク専用物理制御チャンネル（ＣＰＣＨ用ＤＬ
　ＤＰＣＣＨに転送されるメッセージ開始指示器を受信する。もしユーザー側（ＵＥ）Ｌ
１（２３）が予め約束したＮｓｍｉフレームの間にメッセージ開始指示器を受信できない
場合、ユーザー側（ＵＥ）Ｌ１（２３）は共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）メッセー
ジ転送を中断し、ユーザー側（ＵＥ）ＭＡＣ２２に失敗メッセージを通知する。
【００７２】
　しかし、ユーザー側（ＵＥ）Ｌ１（２３）が、予め約束したＮｓｍｉフレーム間にメッ
セージ開始指示器を受信する場合、そのユーザー側（ＵＥ）Ｌ１（２３）はメッセージを
転送し続けることになる。ここで、Ｎｓｍｉフレーム値はシステム情報であって、放送チ
ャンネル（ＢＣＨ）またはアップアクセスチャンネル（ＦＡＣＨ）などの制御チャンネル
でユーザー側（ＵＥ）Ｌ１（２３）に予め転送される。
【００７３】
　一方、無線ネットワーク制御（ＲＮＣ）無線リンク制御（ＲＬＣ）階層２８のＡＣＫ（
Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）またはＮＡＫ（Ｎｏｎ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅ
ｎｔ）情報は、アップアクセスチャンネル（ＦＡＣＨ）を通してユーザー側（ＵＥ）ＲＬ
Ｃ２１に伝達される。
【００７４】
　図７ａ～図７ｃのＡ～Ｂポイントは一番目に転送される転送ブロック群（Ｔｒａｎｓｐ
ｏｒｔ　Ｂｌｏｃｋ　Ｓｅｔ）のための共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）転送過程を
示している。そして、図７ａ～図７ｃのＣとＤポイントとの間は連続のそれぞれの転送ブ
ロック群（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｂｌｏｃｋ　Ｓｅｔ）の転送のための共通パケットチャ
ンネル（ＣＰＣＨ）転送過程を示している。
【００７５】
　図８は本発明による共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）のためのダウンリンク専用物
理制御チャンネル（ＤＬ　ＤＰＣＣＨ　ｆｏｒ　ＣＰＣＨ）の第２フォーマットを示した
図である。
【００７６】
　本発明による共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）のためのダウンリンク専用物理制御
チャンネル（ＤＬ　ＤＰＣＣＨ　ｆｏｒ　ＣＰＣＨ）の第２フォーマットは、図７ａ～図
７ｃに示した第１　フォーマットと類似しているが、違う点はダウンリンク専用物理制御
チャンネル（ＤＬ　ＤＰＣＣＨ）の転送フォーマット組合せ指示器（ＴＦＣＩ）ビットが
２ビットであり、共通パケットチャンネル制御命令（ＣＰＣＨ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｏｍ
ｍａｎｄ　：ＣＣＣ）フィールドが２ビットである、ことである。
【００７７】
　すなわち、図８は本発明による共通パケットチャンネルのためのダウンリンク専用物理
制御チャンネル（ＣＰＣＨ用ＤＬ　ＤＰＣＣＨ）の第２フォーマットを示した図である。
尚、ＴＦＣＩフィールドは、第１階層Ｌ１及び上位階層の共通パケットチャンネル制御（
ＣＰＣＨ　ｃｏｎｔｒｏｌ）情報転送のために用いることができる。
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　もし、ＴＦＣＩフィールドが共通パケットチャンネル制御（ＣＰＣＨ　ｃｏｎｔｒｏｌ
）情報転送のために用いられる場合、共通パケットチャンネル制御命令（ＣＣＣ）フィー
ルドのように一般のシーケンスで表現される制御情報が転送される。例えば、ＴＦＣＩエ
ンコーディングと物理チャンネルに対するＴＦＣＩマッピング方式を用いてＴＦＣＩコー
ドワードで表現される制御情報の転送が可能である。このとき、ＴＦＣＩフィールドに転
送される情報が共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）制御情報であるものの、物理的な動
作方式はＴＦＣＩと同様に動作する。
【００７９】
　そして、ＴＦＣＩフィールドに転送される情報とＣＣＣフィールドに転送される情報と
は同時に転送できるように構成されたり、同時に転送されないように構成される。もし、
同時に転送されないように構成する場合、メッセージ開始指示器（以下、ＳＭＩと略称す
る）のための４ビットシーケンスらは、２ビットＴＦＣＩと２ビットＣＣＣフィールドを
一つの４ビットフィールドとして４ビットＣＣＣフィールドのための方式と同様に転送す
る。
【００８０】
　もし、同時に転送されるように構成する場合、メッセージ開始指示器（ＳＭＩ）と緊急
中断（ＥＳ）のためのシーケンスは、［１１］、［００］、［１０］、［０１］などと共
にスロット当たり２ビットからなって２ビットＣＣＣフィールドに転送される。２ビット
ＣＣＣの動作方式は、スロット当たりシーケンス長さが２ビットなものを除いて前述した
４ビットＣＣＣ動作方式と同様である。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【図１】従来技術による共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）の転送方式を説明するため
の図である。
【図２】従来技術による共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）のためのダウンリンク専用
物理制御チャンネル（ＤＬ　ＤＰＣＣＨ）の構造を示す図である。
【図３ａ】従来技術による正常共通パケットチャンネル転送過程を説明するための図であ
る。
【図３ｂ】従来技術による正常共通パケットチャンネル転送過程を説明するための図であ
る。
【図３ｃ】従来技術による正常共通パケットチャンネル転送過程を説明するための図であ
る。
【図４】本発明による共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）の転送方式を説明するための
図である。
【図５】本発明による共通パケットチャンネルのためのダウンリンク専用物理制御チャン
ネル（ＣＰＣＨ用ＤＬ　ＤＰＣＣＨ）の構造を示す図である。
【図６】本発明による共通パケットチャンネルのためのダウンリンク専用物理制御チャン
ネル（ＣＰＣＨ用ＤＬ　ＤＰＣＣＨ）のフォーマットを示す図である。
【図７ａ】本発明による正常共通パケットチャンネル転送過程を説明するための図である
。
【図７ｂ】本発明による正常共通パケットチャンネル転送過程を説明するための図である
。
【図７ｃ】本発明による正常共通パケットチャンネル転送過程を説明するための図である
。
【図８】本発明による共通パケットチャンネル（ＣＰＣＨ）のためのダウンリンク専用物
理制御チャンネル（ＣＰＣＨ用ＤＬ　ＤＰＣＣＨ）の第２フォーマットを示した図である
。
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