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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービング基地局から、競合ベースアクセスのためにシステムリソースのサブセットを
割り振る情報を含む競合ベース許可情報をユーザ機器（ＵＥ）で受信することと、
　前記基地局から、競合ベースアクセスのためのシステムリソースの前記サブセット上で
測定された負荷メトリックを示し電力メトリックと背景雑音メトリックとに基づいて決定
された状態値を前記ＵＥで受信することと、
　前記状態値に基づいて送信確率を決定することと、
　前記競合ベース許可情報と前記送信確率とに従って競合ベースアップリンク送信を送る
ことと、
　を備える、ワイヤレス通信のための方法。
【請求項２】
　前記競合ベース許可情報がＭＣＳ情報を含み、前記競合ベースアップリンク送信が前記
ＭＣＳ情報に従って送られる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記競合ベース許可情報が拡散符号情報を含み、前記競合ベースアップリンク送信が前
記拡散符号情報に従って送られる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記状態値が、ダウンリンク制御チャネルとシステムブロードキャストチャネルとのう
ちの１つから受信される、請求項１に記載の方法。
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【請求項５】
　前記競合ベース許可情報が、ダウンリンク制御チャネルとシステムブロードキャストチ
ャネルとのうちの１つから受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記基地局から、前記競合ベースアップリンク送信に応答してＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を
受信することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記基地局から、競合ベースアクセスのためのシステムリソースの別のサブセットの割
り振りを含む別の競合ベース許可情報を受信すること、ここにおいて、システムリソース
の前記別のサブセットがシステムリソースの前記サブセットとは異なり、ユーザデバイス
の２つのサブセットのそれぞれが、競合ベースアップリンクアクセスのために、システム
リソースの前記サブセットとシステムリソースの前記別のサブセットとともにそれぞれ割
り振られる、と、
　前記別の競合ベース許可情報に従って別の競合ベースアップリンク送信を送ることと、
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記基地局から、前記状態値とは異なる別の状態値を受信することと、
　前記別の状態値に従って別の競合ベースアップリンク送信を送ることと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　基地局から、競合ベースアクセスのためにシステムリソースのサブセットを割り振る情
報を含む競合ベース許可情報を受信することをコンピュータに行わせるための命令と、
　前記基地局から、競合ベースアクセスのためのシステムリソースの前記サブセット上で
測定された負荷メトリックを示し電力メトリックと背景雑音メトリックとに基づいて決定
された状態値を受信することを前記コンピュータに行わせるための命令と、
　前記状態値に基づいて送信確率を決定することを前記コンピュータに行わせるための命
令と、
　前記競合ベース許可情報と前記送信確率とに従って競合ベースアップリンク送信を送る
ことを前記コンピュータに行わせるための命令と、
　を備えるコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１０】
　前記コンピュータ可読記憶媒体は、
　前記基地局から、競合ベースアクセスのためのシステムリソースの別のサブセットの割
り振りを含む別の競合ベース許可情報を受信することを前記コンピュータに行わせるため
の命令、ここにおいて、システムリソースの前記別のサブセットがシステムリソースの前
記サブセットとは異なり、ユーザデバイスの２つのサブセットのそれぞれが、競合ベース
アップリンクアクセスのために、システムリソースの前記サブセットとシステムリソース
の前記別のサブセットとともにそれぞれ割り振られる、と、
　前記別の競合ベース許可情報に従って別の競合ベースアップリンク送信を送ることを前
記コンピュータに行わせるための命令と、
　をさらに備える、請求項９に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１１】
　基地局から、競合ベースアクセスのためにシステムリソースのサブセットを割り振る情
報を含む競合ベース許可情報を受信することと、
　前記基地局から、競合ベースアクセスのためのシステムリソースの前記サブセット上で
測定された負荷メトリックを示し電力メトリックと背景雑音メトリックとに基づいて決定
された状態値を受信することと、
　前記状態値に基づいて送信確率を決定することと、
　前記競合ベース許可情報と前記送信確率とに従って競合ベースアップリンク送信を送る
ことと、
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　を行うように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
　を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのコンピュータは、
　前記基地局から、競合ベースアクセスのためのシステムリソースの別のサブセットの割
り振りを含む別の競合ベース許可情報を受信すること、ここにおいて、システムリソース
の前記別のサブセットがシステムリソースの前記サブセットとは異なり、ユーザデバイス
の２つのサブセットのそれぞれが、競合ベースアップリンクアクセスのために、システム
リソースの前記サブセットとシステムリソースの前記別のサブセットとともにそれぞれ割
り振られる、と、
　前記別の競合ベース許可情報に従って別の競合ベースアップリンク送信を送ることと、
　を行うようにさらに構成された、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　サービング基地局から、競合ベースアクセスのためにシステムリソースのサブセットを
割り振る情報を含む競合ベース許可情報を受信するための手段と、
　前記基地局から、競合ベースアクセスのためのシステムリソースの前記サブセット上で
測定された負荷メトリックを示し電力メトリックと背景雑音メトリックとに基づいて決定
された状態値を受信するための手段と、
　前記状態値に基づいて送信確率を決定するための手段と、
　前記競合ベース許可情報と前記送信確率とに従って競合ベースアップリンク送信を送る
ための手段と、
　を備える、通信デバイス。
【請求項１４】
　前記基地局から、競合ベースアクセスのためのシステムリソースの別のサブセットの割
り振りを含む別の競合ベース許可情報を受信するための手段、ここにおいて、システムリ
ソースの前記別のサブセットがシステムリソースの前記サブセットとは異なり、ユーザデ
バイスの２つのサブセットのそれぞれが、競合ベースアップリンクアクセスのために、シ
ステムリソースの前記サブセットとシステムリソースの前記別のサブセットとともにそれ
ぞれ割り振られる、と、
　前記別の競合ベース許可情報に従って別の競合ベースアップリンク送信を送るための手
段と、
　をさらに備える、請求項１３に記載の通信デバイス。
【請求項１５】
　前記基地局から、前記競合ベースアップリンク送信に応答してＡＣＫ／ＮＡＣＫ信号を
受信するための手段をさらに備える、請求項１３に記載の通信デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［関連出願の相互参照］
　本出願は、すべての目的のためにその内容全体が参照により本明細書に組み込まれる、
２０１０年１月１１日に出願された「METHOD FOR CONTENTION BASED UPLINK ACCESS」と
題する米国仮特許出願第６１／２９４，０７９号の、米国特許法１１９条に基づく優先権
を主張する。
【０００２】
　［分野］
　本出願は、一般にワイヤレス通信システムを対象とする。より詳細には、限定はしない
が、本出願は、競合ベース(contention-based)アクセスのためにシステムリソースのサブ
セットを使用してＬｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ（登録商標））シス
テムなどのワイヤレス通信システムにおいて競合ベースアップリンクアクセスを与えるた
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めの方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　［背景］
　ワイヤレス通信システムは、ボイス、データ、ビデオなど、様々なタイプの通信コンテ
ンツを提供するために広く展開されており、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（
ＬＴＥ）システムなどの新しいデータ指向システムの導入とともに展開が増加する可能性
がある。ワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、帯域幅お
よび送信電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能
な多元接続システムであり得る。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（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（
ＦＤＭＡ）システム、３ＧＰＰ（登録商標）　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
（ＬＴＥ）システム、および他の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（ユーザ機器（Ｕ
Ｅ）、またはアクセス端末（ＡＴ）としても知られる）のための通信を同時にサポートす
ることができる。各端末は、順方向リンクおよび逆方向リンク上での送信によって１つま
たは複数の基地局（アクセスポイント（ＡＰ）、ノードＢ、拡張ノードＢ（ＥノードＢ）
、またはｅＮＢとしても知られる）と通信する。順方向リンク（ダウンリンクまたはＤＬ
とも呼ばれる）は基地局から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク（アップリンクま
たはＵＬとも呼ばれる）は端末から基地局への通信リンクを指す。これらの通信リンクは
、単入力単出力（ＳＩＭＯ）、単入力多出力（ＳＩＭＯ）、多入力単出力（ＭＩＳＯ）、
多入力多出力（ＭＩＭＯ）システムを介して確立され得る。
【０００５】
　ＬＴＥシステムなどのワイヤレス通信システムにおける１つの望まれる目標は、ユーザ
プレーンレイテンシ（user plane latency）の低減である。これを達成する１つの方法は
、競合ベースアップリンク送信(contention-based uplink transmission)を可能にするこ
とによってアップリンクレイテンシを低減することである。競合ベースアップリンク送信
は、複数のユーザデバイスが共通または共有チャネルリソースを介してデータパケットを
送信する送信である。この手法は、与えられた負荷が大きすぎないときに遅延を低減する
ことができる。その上、この手法は、アップリンク制御チャネルリソースの節約をも可能
にし得る。
【０００６】
　Ａｌｏｈａプロトコルに比較して著しく高いデータスループットを与えることができる
競合ベースプロトコルが提案されている。これらの手法は、背景雑音に対する総受信電力
の比が許容レベル未満に保たれ得るようにアップリンク到着レートを制御しようと努める
。
【発明の概要】
【０００７】
　［概要］
　本開示は、一般にワイヤレス通信システムに関する。より詳細には、限定はしないが、
本開示は、ＬＴＥ通信システムなどにおいて、システムリソースのサブセットにおいて競
合ベースアップリンクアクセスを与えるためのシステム、方法、および装置に関する。
【０００８】
　たとえば、一態様では、本開示はワイヤレス通信のための方法に関する。本方法は、競
合ベースアクセスのためにシステムリソースのサブセットを割り振る情報を含む競合ベー
ス許可情報を決定することと、競合ベース許可情報(contention-based grant informatio
n)を１つまたは複数のユーザデバイスにシグナリングする(signaling)こととを含み得る
。本方法は、電力メトリック(power metric)を生成するために第１のアップリンク送信期
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間中に受信した競合ベースアップリンク送信の第１のセットを測定することと、電力メト
リックと背景雑音メトリック(background noise metric)とに基づいて状態値(state valu
e)を決定することと、１つまたは複数のユーザデバイスに状態値をシグナリングすること
であって、状態値が、第２のアップリンク送信期間中のシステムリソースのサブセットに
おける競合ベースアップリンク送信の第２のセットのスケジューリングの際に１つまたは
複数のユーザデバイスによって使用可能である、シグナリングすることとをさらに含み得
る。
【０００９】
　別の態様では、本開示はワイヤレス通信のための方法に関する。本方法は、基地局から
、競合ベースアクセスのためにシステムリソースのサブセットを割り振る情報を含む競合
ベース許可情報を受信することを含み得る。本方法は、基地局から状態値を受信すること
をさらに含み得る。本方法は、状態値に基づいて送信確率を決定することをさらに含み得
る。本方法は、競合ベース許可情報と送信確率とに従って競合ベースアップリンク送信を
送ることをさらに含み得る。
【００１０】
　別の態様では、本開示は、上記で説明した方法をコンピュータに実行させるための命令
を有するコンピュータ可読記憶媒体を含むコンピュータプログラム製品に関する。
【００１１】
　さらに別の態様では、本開示は、上記で説明した方法を実行するように構成された通信
装置およびデバイスに関する。
【００１２】
　さらに別の態様では、本開示は、上記で説明した方法を実行するための手段を含む通信
デバイスおよび装置に関する。
【００１３】
　添付の図面とともに追加の態様、特徴、および機能について以下でさらに説明する。
【００１４】
　本出願は、添付の図面とともに与える以下の発明を実施するための形態とともに、より
十分に諒解され得る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】ワイヤレス通信システムを示す図。
【図２】複数のセルを有するワイヤレス通信システムを示す図。
【図３】ワイヤレス通信システムにおける基地局およびユーザ端末の一実施形態を示す図
。
【図４】例示的なワイヤレス通信システムにおけるスケジュールされたシグナリングを示
す図。
【図５】ワイヤレス通信システムにおける競合ベースシグナリングの一実施形態を示す図
。
【図６】ワイヤレス通信システムにおいて競合ベースアップリンクアクセスを実装するた
めの許可情報および状態情報を与えるためのプロセスの一実施形態を示す図。
【図７】ワイヤレス通信システムにおいて競合ベースアップリンク送信を送るためのプロ
セスの一実施形態を示す図。
【図８】ワイヤレス通信システムにおける競合ベースアップリンク送信において使用する
ための状態情報を決定するためのプロセスの一実施形態を示す図。
【図９】ワイヤレス通信システムにおいて競合ベースアップリンク送信を生成するための
プロセスの一実施形態を示す図。
【図１０】ワイヤレス通信システムにおける競合ベースアップリンク送信において競合ベ
ースリソースを再割り振りするためのプロセスの一実施形態を示す図。
【図１１】ワイヤレス通信システムにおいてスケジュールされたリソースと競合ベースア
ップリンクリソースとの間でユーザを再割り当てするためのプロセスの一実施形態を示す
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図。
【図１２】ワイヤレス通信システムにおいて使用するためのユーザ端末またはＵＥの一実
施形態を示す図。
【図１３】ワイヤレス通信システムにおいて使用するための基地局またはｅＮＢの一実施
形態を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　［詳細な説明］
　本開示は、一般に、ワイヤレス通信システムと、ＬＴＥ通信システムにおけるＵＥなど
のユーザ端末からｅＮＢなどの基地局へなどの競合ベースアップリンクアクセスを可能に
するためのシステムおよび方法とに関する。
【００１７】
　様々な実施形態では、本明細書で説明する技法および装置は、符号分割多元接続（ＣＤ
ＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（
ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、シングルキャリア
ＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワーク、ＬＴＥネットワーク、ＷｉＭａｘネットワー
ク、ならびに他の通信ネットワークなど、ワイヤレス通信ネットワークのために使用され
得る。本明細書で説明する「ネットワーク」および「システム」という用語は互換的に使
用され得る。
【００１８】
　ＣＤＭＡネットワークは、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ
　Ａｃｃｅｓｓ（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡ
は、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ（登録商標））、時分割同期ＣＤＭＡ（ＴＤ－ＳＣＤ
ＭＡ）、ならびにＵＴＲＡ／ＵＭＴＳ－ＴＤＤ１．２８Ｍｃｐｓ低チップレート（ＬＣＲ
）を含む。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格を
カバーする。ＴＤＭＡネットワークは、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ）（登録商標）などの無線技術を実装し得
る。
【００１９】
　ＯＦＤＭＡネットワークは、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（「Ｅ－ＵＴＲＡ」）、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．１６、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ
などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、およびＧＳＭは、Ｕｎｉｖｅｒ
ｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ
）の一部である。特に、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）は、Ｅ－Ｕ
ＴＲＡを使用するＵＭＴＳのリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳＭ、ＵＭＴ
ＳおよびＬＴＥは、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏ
ｊｅｃｔ」（３ＧＰＰ）と称する団体から提供されている文書に記載されており、ｃｄｍ
ａ２０００は、「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅ
ｃｔ　２」（３ＧＰＰ２）と称する団体からの文書に記載されている。これらの様々な無
線技術および規格は当技術分野で知られているか、または開発されている。たとえば、３
ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ（３ＧＰＰ）は
、グローバルに適用可能な第３世代（３Ｇ）モバイルフォン仕様を定義することを目的と
する電気通信協会のグループ間のコラボレーションである。３ＧＰＰ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒ
ｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）は、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）モバイルフォン規格を改善する
ことを目的とした３ＧＰＰプロジェクトである。３ＧＰＰは、次世代のモバイルネットワ
ーク、モバイルシステム、およびモバイルデバイスのための仕様を定義し得る。明快のた
めに、本装置および本技法のいくつかの態様について以下ではＬＴＥ実装形態に関して説
明し、以下の説明の大部分でＬＴＥ用語を使用するが、その説明は、ＬＴＥ適用例に限定
されるものではない。したがって、本明細書で説明する装置および方法は様々な他の通信
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システムおよび適用例に適用され得ることが当業者には明らかであろう。
【００２０】
　ワイヤレス通信システム中の論理チャネルは、制御チャネルとトラフィックチャネルと
に分類され得る。論理制御チャネルは、システム制御情報をブロードキャストするための
ダウンリンク（ＤＬ）チャネルであるブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）、ペー
ジング情報を転送するＤＬチャネルであるページング制御チャネル（ＰＣＣＨ）、１つま
たは複数のＭＴＣＨのためのマルチメディアブロードキャストおよびマルチキャストサー
ビス（ＭＢＭＳ）スケジューリングおよび制御情報を送信するために使用されるポイント
ツーマルチポイントＤＬチャネルであるマルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）を含み
得る。概して、無線リソース制御（ＲＲＣ）接続を確立した後、このチャネルは、ＭＢＭ
Ｓを受信するＵＥによって使用されるだけである。専用制御チャネル（ＤＣＣＨ）は、専
用制御情報を送信するポイントツーポイント双方向チャネルであり、ＲＲＣ接続を有する
ＵＥによって使用される。
【００２１】
　論理トラフィックチャネルは、ユーザ情報の転送のための、１つのＵＥに専用の、ポイ
ントツーポイント双方向チャネルである専用トラフィックチャネル（ＤＴＣＨ）、または
トラフィックデータを送信するためのポイントツーマルチポイントＤＬチャネルのための
マルチキャストトラフィックチャネル（ＭＴＣＨ）を含み得る。
【００２２】
　トランスポートチャネルは、ダウンリンク（ＤＬ）チャネルとアップリンク（ＵＬ）ト
ランスポートチャネルとに分類され得る。ＤＬトランスポートチャネルは、ブロードキャ
ストチャネル（ＢＣＨ）、ダウンリンク共有データチャネル（ＤＬ－ＳＤＣＨ）、および
ページングチャネル（ＰＣＨ）を含み得る。ＰＣＨは、（ネットワークがＤＲＸサイクル
をＵＥに示すときの）ＵＥ節電のサポートのために使用され、セル全体にわたってブロー
ドキャストされ、他の制御／トラフィックチャネルのために使用され得る物理レイヤ（Ｐ
ＨＹ）リソースにマッピングされ得る。ＵＬトランスポートチャネルは、ランダムアクセ
スチャネル（ＲＡＣＨ）、要求チャネル（ＲＥＱＣＨ）、アップリンク共有データチャネ
ル（ＵＬ－ＳＤＣＨ）、および複数のＰＨＹチャネルを含み得る。ＰＨＹチャネルは、Ｄ
ＬチャネルとＵＬチャネルとのセットを含み得る。
【００２３】
　ＤＬ　ＰＨＹチャネルは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）、物理ブロー
ドキャストチャネル（ＰＢＳＨ）、物理マルチキャストチャネル（ＰＭＣＨ）、物理ダウ
ンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、物理ハイブリッド自動再送要求インジケータチャ
ネル（ＰＨＩＣＨ）、および物理制御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ
）を含み得る。
【００２４】
　ＵＬ　ＰＨＹチャネルは、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）、物理アップ
リンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）、および物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ
）を含み得る。
【００２５】
　「例示的」という単語は、本明細書では「例、事例、または例示の働きをすること」を
意味するために使用する。「例示的」として本明細書で説明するいかなる態様および／ま
たは実施形態も、必ずしも他の態様および／または実施形態よりも好適または有利なもの
と解釈すべきではない。
【００２６】
　ＭＩＭＯシステムは、データ送信用の複数（ＮT）個の送信アンテナと複数（ＮR）個の
受信アンテナとを採用する。ＮT個の送信アンテナとＮR個の受信アンテナとによって形成
されるＭＩＭＯチャネルは、空間チャネルと呼ばれることもあるＮS個の独立チャネルに
分解され得る。線形受信機が使用される場合の最大空間多重化ＮSは、ｍｉｎ（ＮT，ＮR

）であり、ＮS個の独立チャネルの各々は１つの次元に対応する。これは、スペクトル効
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率のＮSの増加を与える。複数の送信アンテナおよび受信アンテナによって生成された追
加の次元数が利用された場合、ＭＩＭＯシステムは改善されたパフォーマンス（たとえば
、より高いスループットおよび／またはより大きい信頼性）を与えることができる。空間
次元は、ランクに関して記述され得る。
【００２７】
　ＭＩＭＯシステムは時分割複信（ＴＤＤ）実装形態と、周波数分割複信（ＦＤＤ）実装
形態とをサポートする。ＴＤＤシステムでは、順方向および逆方向リンク送信が同一周波
数領域を使用するので、相反定理により逆方向リンクチャネルからの順方向リンクチャネ
ルの推定が可能である。これにより、複数のアンテナがアクセスポイントにおいて利用可
能であるとき、アクセスポイントは順方向リンク上で送信ビームフォーミング利得を抽出
することが可能になる。
【００２８】
　システム設計は、ビームフォーミングおよび他の機能を可能にするためにダウンリンク
およびアップリンクのための様々な時間周波数基準信号をサポートし得る。基準信号は、
知られているデータに基づいて生成される信号であり、パイロット、プリアンブル、トレ
ーニング信号、サウンディング信号などと呼ばれることもある。基準信号は、チャネル推
定、コヒーレント復調、チャネル品質測定、信号強度測定など、様々な目的のために受信
機によって使用され得る。複数のアンテナを使用するＭＩＭＯシステムは、概して、アン
テナ間での基準信号の送信の調整を行うが、ＬＴＥシステムは、概して、複数の基地局ま
たはｅＮＢからの基準信号の送信の調整を行わない。
【００２９】
　いくつかの実装形態では、システムは時分割複信（ＴＤＤ）を利用し得る。ＴＤＤでは
、ダウンリンクとアップリンクとは同じ周波数スペクトルまたはチャネルを共有し、ダウ
ンリンク送信とアップリンク送信とは同じ周波数スペクトル上で送られる。したがって、
ダウンリンクチャネル応答はアップリンクチャネル応答と相関し得る。相反定理により、
アップリンクを介して送られた送信に基づいてダウンリンクチャネルを推定することが可
能になり得る。これらのアップリンク送信は、（復調後に基準シンボルとして使用され得
る）基準信号またはアップリンク制御チャネルであり得る。アップリンク送信は、複数の
アンテナを介した空間選択チャネルの推定を可能にし得る。
【００３０】
　ＬＴＥ実装形態では、ダウンリンク、すなわち、基地局、アクセスポイントまたはｅノ
ードＢ（ｅＮＢ）から端末またはＵＥへのリンクのために直交周波数分割多重が使用され
る。ＯＦＤＭの使用は、スペクトルの柔軟性についてのＬＴＥ要件を満たし、高いピーク
レートで極めて広いキャリアのためのコスト効率の高いソリューションを可能にし、十分
に確立された技術であり、たとえば、ＯＦＤＭは、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ／ｇ、８０２
．１６、ＨＩＰＥＲＬＡＮ－２、Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｉｄｅｏ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎ
ｇ（ＤＶＢ）およびＤｉｇｉｔａｌ　Ａｕｄｉｏ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔｉｎｇ（ＤＡＢ）
などの規格において使用される。
【００３１】
　時間周波数物理リソースブロック（本明細書ではリソースブロック、または簡潔のため
に「ＲＢ」としても示される）は、ＯＦＤＭシステムにおいて、トランスポートデータに
割り当てられたトランスポートキャリア（たとえば、サブキャリア）または間隔のグルー
プとして定義され得る。ＲＢは、時間および周波数期間にわたって定義される。リソース
ブロックは、スロットにおける時間および周波数のインデックスによって定義され得る時
間周波数リソース要素（本明細書ではリソース要素、または簡潔のために「ＲＥ」として
も示される）から構成される。
【００３２】
　ＵＭＴＳ　ＬＴＥは、２０ＭＨｚから１．４ＭＨｚまでのスケーラブルなキャリア帯域
幅をサポートし得る。ＬＴＥでは、ＲＢは、サブキャリア帯域幅が１５ｋＨｚであるとき
は１２個のサブキャリアとして定義され、またはサブキャリア帯域幅が７．５ｋＨｚであ



(9) JP 6272963 B2 2018.1.31

10

20

30

40

50

るときは２４個サブキャリアとして定義される。例示的な実装形態では、時間領域におい
て、無線フレームが１０ｍｓ長であるように定義され得、それぞれ１ミリ秒（ｍｓ）の１
０個のサブフレームを含む。あらゆるサブフレームは、各スロットが０．５ｍｓである２
つのスロットからなる。この場合、周波数領域におけるサブキャリア間隔は１５ｋＨｚで
ある。（スロットごとに）これらのサブキャリアのうち１２個を互いに加えると、ＲＢが
構成され、したがって、この実装形態では、１つのリソースブロックは１８０ｋＨｚであ
る。６つのリソースブロックは１．４ＭＨｚのキャリアに適合し、１００個のリソースブ
ロックは２０ＭＨｚのキャリアに適合する。
【００３３】
　ダウンリンクには、一般に、上記で説明したようにいくつかの物理チャネルがある。特
に、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）は制御情報を送るために使用され、物
理ハイブリッドＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）はＡＣＫ／ＮＡＣＫを送るた
めに使用され、物理制御フォーマットインジケータチャネル（ＰＣＦＩＣＨ）は制御シン
ボルの数を指定するために使用され、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）はデ
ータ送信のために使用され、物理マルチキャストチャネル（ＰＭＣＨ）は単一周波数ネッ
トワークを使用したブロードキャスト送信のために使用され、物理ブロードキャストチャ
ネル（ＰＢＣＨ）はセル内の重要なシステム情報を送るために使用される。ＬＴＥにおい
てＰＤＳＣＨ上でサポートされる変調フォーマットは、ＱＰＳＫと、１６ＱＡＭと、６４
ＱＡＭとを含む。様々な変調および符号化方式が、３ＧＰＰ仕様において様々なチャネル
について定義される。
【００３４】
　アップリンクには、一般に、３つの物理チャネルがある。物理ランダムアクセスチャネ
ル（ＰＲＡＣＨ）は、初期アクセスおよびデータ送信のために使用される。ＵＥがアップ
リンク同期していないとき、データは物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）上で
送られる。ＵＥのためにアップリンク上で送信されるべきデータがない場合、制御情報が
物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）上で送信される。アップリンクデータチャ
ネル上でサポートされる変調フォーマットは、ＱＰＳＫと、１６ＱＡＭと、６４ＱＡＭと
を含む。
【００３５】
　仮想ＭＩＭＯ／空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）が導入された場合、アップリンク方向の
データレートは、基地局におけるアンテナの数に応じて増加され得る。この技術を用いて
、２つ以上のモバイルが同じリソースを再使用することができる。ＭＩＭＯ動作では、１
人のユーザのデータスループットを向上させるためのシングルユーザＭＩＭＯと、セルス
ループットを向上させるためのマルチユーザＭＩＭＯとが区別される。
【００３６】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、移動局またはデバイスは、「端末」、「ユーザ端末」、「ユー
ザデバイス」、または「ユーザ機器」（ＵＥ）と呼ばれることがある。基地局は、発展型
ノードＢまたはｅＮＢと呼ばれることがある。半自律型（semi-autonomous）基地局は、
ホームｅＮＢまたはＨｅＮＢと呼ばれることがある。したがって、ＨｅＮＢはｅＮＢの一
例であり得る。ＨｅＮＢ、および／またはＨｅＮＢのカバレージエリアは、フェムトセル
、ＨｅＮＢセルまたは（アクセスが制限される）限定加入者グループ（ＣＳＧ）セルと呼
ばれることがある。
【００３７】
　本開示の様々な他の態様および特徴について以下でさらに説明する。本明細書の教示は
多種多様な形態で実施され得、本明細書で開示されている特定の構造、機能、またはその
両方は代表的なものにすぎないことは明らかであろう。本明細書の教示に基づいて、本明
細書で開示される態様は他の態様とは独立に実装され得ること、およびこれらの態様のう
ちの２つ以上は様々な方法で組み合わせられ得ることを、当業者なら諒解されたい。
【００３８】
　図１に多元接続ワイヤレス通信システムの一実装形態の詳細を示し、多元接続ワイヤレ
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ス通信システムは、ＬＴＥシステムであり得、後でさらに説明する態様が実装され得る。
基地局または発展型ノードＢ（ｅＮＢ）１００（アクセスポイントまたはＡＰとしても知
られる）は、あるグループが１０４および１０６を含み、別のグループが１０８および１
１０を含み、追加のグループが１１２および１１４を含む、複数のアンテナグループを含
み得る。図１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され得る。基地局１００の
アンテナは、基地局に関連付けられたセルのカバレージエリアを画定し得る。
【００３９】
　ユーザ端末またはユーザ機器（ＵＥ）１１６は、セルカバレージエリア内にあり得、ア
ンテナ１１２および１１４と通信していることがあり、アンテナ１１２および１１４は、
順方向リンク（ダウンリンクまたはＤＬとしても知られる）１２０を介してＵＥ１１６に
情報を送信し、逆方向リンク（アップリンクまたはＵＬとしても知られる）１１８を介し
てＵＥ１１６から情報を受信する。第２のＵＥ１２２（および／または示されていない追
加の端末またはＵＥ）はアンテナ１０６および１０８と通信していることがあり、アンテ
ナ１０６および１０８は、順方向リンク１２６を介してＵＥ１２２に情報を送信し、逆方
向リンク１２４を介してアクセス端末１２２から情報を受信する。
【００４０】
　周波数分割複信（ＦＤＤ）システムでは、通信リンク１１８、１２０、１２４および１
２６は、通信のための異なる周波数を使用し得る。たとえば、順方向リンク１２０は、逆
方向リンク１１８によって使用される周波数とは異なる周波数を使用し得る。時分割複信
（ＴＤＤ）システムでは、ダウンリンクおよびアップリンクは共有され得る。
【００４１】
　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ように設計されたエリアは
、しばしば、基地局のセクタと呼ばれ、セクタカバレージエリアに関連付けられ得、セク
タカバレージエリアは基地局セルカバレージエリアのサブエリアであり得る。アンテナグ
ループは、それぞれ、ｅＮＢ１００によってカバーされるセルエリアのセクタ中のＵＥに
通信するように設計され得る。順方向リンク１２０および１２６を介した通信では、ｅＮ
Ｂ１００の送信アンテナは、異なるアクセス端末１１６および１２２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し得る。また、ｅＮＢは、
それのカバレージエリア中にランダムに散乱されたＵＥに送信するためにビームフォーミ
ングを使用し得、それにより、ｅＮＢがシングルアンテナを介してすべてのそれのＵＥに
送信するよりも、近隣セル中のＵＥへの干渉が小さくなり得る。
【００４２】
　ｅＮＢ１００など、ｅＮＢは、ＵＥとの通信に使用される固定局でもよく、アクセスポ
イント、ノードＢ、または何らかの他の等価な用語で呼ばれることもある。異種（hetero
geneous）ネットワークなど、いくつかのシステム構成では、基地局またはｅＮＢは、様
々なタイプおよび／または電力レベルのうちの１つであり得る。たとえば、ｅＮＢは、マ
クロセル、フェムトセル、ピコセル、および／または他のタイプのセルに関連付けられ得
る。ｅＮＢは、様々な電力レベルのいずれかを有するマクロセルｅＮＢのタイプの１つな
ど、様々な異なる電力レベルのうちの１つであり得る。
【００４３】
　ユーザ端末またはＵＥは、アクセス端末、ＡＴ、ユーザ機器、ワイヤレス通信デバイス
、端末、または何らかの他の等価な用語としても示され得る。ユーザ端末は、ワイヤレス
ハンドセット、コンピュータ、またはコンピュータとともに使用するワイヤレスモジュー
ルもしくはデバイス、携帯情報端末（ＰＤＡ）、タブレットコンピュータまたはデバイス
の形態で、あるいは他の同様または等価なデバイスまたはシステムを介して実装され得る
。
【００４４】
　次に図２を参照すると、図２は、ＬＴＥネットワークなどのワイヤレス通信ネットワー
ク２００の詳細を示している。ワイヤレスネットワーク２００は、いくつかの基地局また
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は進化型ノードＢ（ｅＮＢ）ならびに他のネットワークエンティティを含み得る。ｅＮＢ
は、ユーザ端末またはＵＥと通信する基地局であり得、ノードＢ、アクセスポイント、Ａ
Ｐなどとも呼ばれることがある。各基地局またはｅＮＢは、特定の地理的カバレージエリ
アならびに／あるいは時間および／または周波数多重化されたカバレージエリアに対して
通信カバレージを与え得る。
【００４５】
　図２では、例示的な通信ネットワーク２００がセル２０２、２０４、および２０６を含
み、それらのセルはそれぞれ、関連する基地局またはｅＮＢ２４２、２４４、および２４
６をそれぞれ有する。セル２０２、２０４、および２０６は互いに隣接して示されている
が、これらのセルおよび関連するｅＮＢのカバレージエリアは、互いと重複し、および／
または互いに連続し得る。たとえば、ｅＮＢ２４２、２４４、および２４６などのｅＮＢ
は、マクロセル、ピコセル、フェムトセルおよび／または他のタイプのセルに通信カバレ
ージを与え得る。マクロセルは、比較的大きい地理的エリア（たとえば、半径数キロメー
トル）をカバーし得、サービスに加入しているＵＥによる無制限アクセスを可能にし得る
。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーし得、１つまたは複数のマクロセルと
重複し得、および／またはサービスに加入しているＵＥによる無制限アクセスを可能にし
得る。同様に、フェムトセルは、比較的小さい地理的エリア（たとえば、自宅）をカバー
し得、マクロセルおよび／またはピコセルと重複し得、および／またはフェムトセルとの
関連を有するＵＥ、たとえば、自宅におけるユーザのためのＵＥ、特殊サービスプランに
加入しているユーザのためのＵＥのみに対して限定アクセスを可能にし得る。マクロセル
のためのｅＮＢは、マクロｅＮＢまたはマクロ基地局またはマクロセルノードと呼ばれる
ことがある。ピコセルのためのｅＮＢは、ピコｅＮＢ、ピコ基地局またはピコセルノード
と呼ばれることがある。フェムトセルのためのｅＮＢは、フェムトｅＮＢ、ホームｅＮＢ
、フェムト基地局またはフェムトセルノードと呼ばれることがある。
【００４６】
　ネットワークコントローラ要素２５０は、ｅＮＢのセットに結合し、これらのｅＮＢの
協調および制御を行い得る。ネットワークコントローラ２５０は、単一のネットワークエ
ンティティまたはネットワークエンティティの集合であり得る。ネットワークコントロー
ラ２５０は、コアネットワーク（ＣＮ）機能へのバックホール接続を介してｅＮＢ２４２
、２４４、および２４６と通信し得る。また、ｅＮＢ２４２、２４４、および２４６は、
たとえば、直接的にあるいはワイヤレスバックホールまたはワイヤラインバックホールを
介して間接的に、互いに通信し得る。
【００４７】
　いくつかの実装形態では、ワイヤレスネットワーク２００は、マクロ基地局またはｅＮ
Ｂのみを含む同種（homogeneous）ネットワークであり得る。ワイヤレスネットワーク２
００はまた、異なるタイプのｅＮＢ、たとえば、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅ
ＮＢ、リレーノード（ＲＮ）などを含む異種ネットワークまたはｈｅｔｎｅｔであり得る
。これらの様々なタイプのｅＮＢは、様々な送信パワーレベル、様々なカバレージエリア
、およびワイヤレスネットワーク２００中の干渉に対する様々な影響を有し得る。
【００４８】
　たとえば、マクロｅＮＢは、高い送信パワーレベル（たとえば、２０ワット）を有する
が、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、および中継器は、より低い送信パワーレベル（たとえ
ば、１ワット）を有し得る。本明細書で説明する様々な技法および態様は、同種ネットワ
ークと異種ネットワークとのための異なる実装形態において使用され得る。
【００４９】
　ネットワーク２００は、１つまたは複数のユーザ端末またはＵＥを含み得る。たとえば
、ネットワーク２００は、ＵＥ２３０、２３２、２３４、２３６、２３８、および２４０
（および／または示されていない他のＵＥ）を含み得る。様々なＵＥはワイヤレスネット
ワーク２００全体にわたって分散され得、各ＵＥは、固定、移動、またはその両方であり
得る。ＵＥは、端末、移動局、加入者ユニット、局などとも呼ばれることがある。たとえ
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ば、ＵＥは、セルラー電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通
信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイ
ヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、パッドまたはテーブルデバイスなどであり得る。前
に説明したように、ＵＥは、ダウンリンク（ＤＬ）およびアップリンク（ＵＬ）を介して
ｅＮＢと通信し得る。ダウンリンク（または順方向リンク）はｅＮＢからＵＥへの通信リ
ンクを指し、アップリンク（または逆方向リンク）はＵＥからｅＮＢへの通信リンクを指
す。ＵＥは、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、リレーノード、および／また
は他のタイプのｅＮＢと通信することが可能であり得る。図２において、両矢印の実線は
、ダウンリンクおよび／またはアップリンク上の、ＵＥと、そのＵＥをサービスするよう
に指定されたｅＮＢであるサービングｅＮＢとの間の所望の送信を示す。図２に示すＵＥ
などのＵＥは、互いに干渉を生じ得、および／または様々な基地局またはｅＮＢから干渉
を受信し得る。代替または追加として、ＵＥは、ＵＥモビリティ、干渉、負荷などにより
、ある基地局との接続から別の基地局に移動し得る。前記のように、基地局間の通信は、
直接的に、および／またはバックホールネットワークと連携して行われ得る。たとえば、
基地局間の通信は、順方向ハンドオーバ中、無線リンク障害の場合、またはセル過負荷、
他のネットワークタイプへの移行などの他のイベント中など、新しい接続を確立すること
と連携して行われ得る。接続転送およびハンドオーバパフォーマンスを改善することに関
係する様々な態様について、後で本明細書で説明する。
【００５０】
　次に図３を参照すると、図３は、例示的なＬＴＥ通信システム３００における、基地局
３１０（すなわち、ｅＮＢ、ＨｅＮＢなど）およびユーザ端末３５０（すなわち、ＵＥ、
端末、ＡＴなど）の一実施形態のブロック図を示しており、例示的なＬＴＥ通信システム
３００上で、競合ベース（ＣＢ）のスケジュールされたアップリンクスケジューリングお
よびシグナリングに関係する、後で本明細書で説明する態様および機能が実装され得る。
特に、基地局３１０およびＵＥ３５０は、後で本明細書で説明し、図６～図１１中に含め
る競合ベースアップリンクアクセス手順および機能を実行するように構成され得る。ｅＮ
Ｂ３５０およびＵＥ３１０は、たとえば、図５、図１２、および図１３に示す基地局およ
びユーザ端末に対応し得る。
【００５１】
　他の基地局およびＵＥからスケジュールされた競合ベースのシグナリングを送信および
受信するために、ならびに本明細書で説明する他の機能を行うために、他のセルおよび／
またはネットワークの他の基地局（図示せず）との通信などの様々な機能が、基地局３１
０に示すプロセッサおよびメモリにおいて（および／または示されていない他の構成要素
において）実行され得る。
【００５２】
　ＵＥ３５０は、基地局にアクセスするために基地局３１０および／または（示されてい
ない、非サービング基地局、または本明細書で前に説明した他のネットワークタイプの基
地局などの）他の基地局から信号を受信し、ＤＬ信号、受信したブロードキャスト信号を
受信し、競合ベースチャネルアクセス、リソースおよびシグナリングに関係する情報を含
む許可を受信し、状態情報を受信し、状態情報に基づき得る送信確率を決定し、チャネル
特性を決定し、チャネル推定を実行し、受信したデータを復調し、空間情報を生成し、電
力レベル情報を決定し、および／あるいは他の情報を決定または生成するための１つまた
は複数のモジュールを含み得る。
【００５３】
　一実施形態では、基地局３１０は、競合ベースアクセス情報を決定し、その情報をＵＥ
３５０などの１つまたは複数の被サービスユーザ端末に送信するように構成されたスケジ
ューリングモジュールを含み得る。さらに、基地局３１０は、スケジュールされた送信と
ＣＢ送信の両方を受信し、処理するように構成された受信機モジュールを含み得る。これ
は、プロセッサ３１４、３３０およびメモリ３３２など、基地局３１０の１つまたは複数
の構成要素（または示されていない他の構成要素）において行われ得る。
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【００５４】
　基地局３１０は、送信モジュール３２２など、ｅＮＢ３１０の１つまたは複数の構成要
素（または示されていない他の構成要素）を含む送信モジュールをも含み得る。基地局３
１０は、被サービスＵＥのリダイレクション、関連するＭＭＥまたは他のネットワークノ
ードとの通信、状態情報、許可などのＣＢ情報をシグナリングすること、ＣＢリソースへ
のＵＥアクセスを制御すること、ハンドオーバおよびコンテキスト情報ならびに／あるい
は本明細書で説明するような他の情報またはデータを与えることなどの機能を行うための
、プロセッサ３３０、３４２、復調器モジュール３４０、およびメモリ３３２などの１つ
または複数の構成要素（または示されていない他の構成要素）を含む干渉消去モジュール
を含み得る。
【００５５】
　基地局３１０は、本明細書で説明する基地局機能を実行し、ならびに／あるいはＵＥま
たは他の基地局、ＭＭＥなどの他のノードと通信するために使用され得る送信機および／
または受信機モジュールを管理するための、プロセッサ３３０、３１４、およびメモリ３
３２などの１つまたは複数の構成要素（または示されていない他の構成要素）を含むプロ
セッサモジュールを含み得る。基地局３１０は、受信機機能を制御するための制御モジュ
ールをも含み得る。基地局３１０は、コアネットワーク（ＣＮ）中のバックホールシステ
ムなどの他のシステム、ならびにモジュール３９０などを介した他の基地局／ｅＮＢとの
ネットワーキング、または図１～図２および図４に示すような他の構成要素とのネットワ
ーキングを与えるためのネットワーク接続モジュール３９０を含み得る。
【００５６】
　同様に、ＵＥ３５０は、受信機３５４など、ＵＥ３５０の１つまたは複数の構成要素（
または示されていない他の構成要素）を含む受信モジュールを含み得る。ＵＥ３５０は、
後で本明細書で説明するようにユーザ端末に関連する競合ベース処理および送信機能を実
行するための、プロセッサ３６０および３７０、ならびにメモリ３７２など、ＵＥ３５０
の１つまたは複数の構成要素（または示されていない他の構成要素）を含むプロセッサモ
ジュールをも含み得る。これは、たとえば、新しい接続／ハンドオーバを開始すること、
ＲＬＦなどの障害を宣言すること、アクセス手順を実行すること、送信確率を決定するこ
と、ＣＢリソース送信を管理することなどを含み得る。
【００５７】
　一実施形態では、ＵＥ３５０において受信される１つまたは複数の信号は、ＤＬ信号を
受信し、ならびに／またはＤＬ信号からＭＩＢおよびＳＩＢ情報などの情報を抽出するた
めに処理される。追加の処理は、チャネル特性、電力情報、空間情報、ならびに／あるい
は基地局３１０などのｅＮＢおよび／またはノードＢ（図示せず）などの他の基地局に関
連する他の情報を推定すること、リダイレクションコマンドを可能にすること、リダイレ
クションターゲットとフォールバックターゲットなどの代替ターゲットとを探索し、位置
を特定すること、ならびに基地局またはそれらの異なるネットワークのノードＢなどの、
他のセルまたはネットワークおよび関連するノードと通信することを可能にすることを含
み得る。
【００５８】
　メモリ３３２（および／または図３に示されていない基地局３１０の他のメモリ）は、
本明細書で説明し、特に図６～図１１に関する態様および機能に関連付けられたプロセス
を実装するための、プロセッサ３１４、３２０、３３０、および３４２（および／または
示されていない基地局３１０の他のプロセッサ）などの１つまたは複数のプロセッサ上で
の実行のためのコンピュータコードを記憶するために使用され得る。同様に、メモリ３７
２（および／または示されていないユーザ端末３５０の他のメモリ）は、本明細書で説明
する態様および機能に関連付けられたプロセスを実装するための、プロセッサ３３８、３
６０、および３７０などの１つまたは複数のプロセッサ上での実行のためのコンピュータ
コードを記憶するために使用され得る。メモリは、たとえば、コンテキスト情報、セルお
よびユーザ端末識別情報、ならびにワイヤレスデバイスおよびシステム動作に関連付けら
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れた他の情報などの情報を記憶するために使用され得る。
【００５９】
　動作中、基地局３１０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３１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ３１４に供給され得、そこで、そ
のデータは、処理され、１つまたは複数のＵＥ３５０に送信され得る。一態様では、各デ
ータストリームは、基地局３１０の（送信機３２２1～３２２Ntおよびアンテナ３２４1～
３２４Ntとして示されている）それぞれの送信機サブシステムを介して処理され、送信さ
れる。ＴＸデータプロセッサ３１４は、コード化データを与えるために、各データストリ
ームのトラフィックデータを、そのデータストリーム用に選択された特定のコーディング
方式に基づいて受信し、フォーマットし、コーディングし、インターリーブする。特に、
基地局３１０は、特定の基準信号と基準信号パターンとを決定することと、選択されたパ
ターンにおいて基準信号および／またはビームフォーミング情報を含む送信信号を与える
こととを行うように構成され得る。
【００６０】
　各データストリームの符号化データは、ＯＦＤＭ技法を使用してパイロットデータで多
重化され得る。パイロットデータは、典型的には、知られている方法で処理され、チャネ
ル応答を推定するために受信機システムにおいて使用され得る知られているデータパター
ンである。たとえば、パイロットデータは基準信号を含み得る。パイロットデータは、図
３に示すようにＴＸデータプロセッサ３１４に供給され、コード化データで多重化され得
る。次いで、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コード化データ
は、変調シンボルを与えるために、そ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、Ｍ－ＱＡＭなど）に基づいて変調（すな
わち、シンボルマッピング）され得、データおよびパイロットは、異なる変調方式を使用
して変調され得る。各データストリームのデータレート、コーディング、および変調は、
メモリ３３２、あるいはＵＥ３５０の他のメモリまたは命令記憶媒体（図示せず）に記憶
された命令に基づいてプロセッサ３３０によって実行される命令によって決定され得る。
【００６１】
　次いで、すべてのデータストリームの変調シンボルがＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ３２０
に供給され得、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ３２０はさらに（たとえば、ＯＦＤＭ実装形態
用に）その変調シンボルを処理し得る。次いで、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ３２０はＮｔ
個の変調シンボルストリームをＮｔ個の送信機（ＴＭＴＲ）３２２1～３２２Ntに供給し
得る。様々なシンボルは、送信のために関連するＲＢにマッピングされ得る。
【００６２】
　ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ３２０は、シンボルの送信元の１つまたは複数のアンテナに
対応するビームフォーミング重みをデータストリームのシンボルに適用し得る。これは、
基準信号によってまたは基準信号とともに与えられたチャネル推定情報、および／あるい
はＵＥなどのネットワークノードから与えられた空間情報などの情報を使用することによ
って行われ得る。たとえば、ビームＢ＝ｔｒａｎｓｐｏｓｅ（［ｂ1　ｂ2　．．ｂNt］）
は、各送信アンテナに対応する重みのセットから構成される。ビームに沿って送信するこ
とは、そのアンテナのためのビーム重みによってスケーリングされるすべてのアンテナに
沿って変調シンボルｘを送信することに対応し、すなわち、アンテナｔ上で送信信号はｂ
ｔ＊ｘである。複数のビームが送信されるとき、１つのアンテナ上の送信信号は、異なる
ビームに対応する信号の和である。これは、数学的にＢ1ｘ1＋Ｂ2ｘ2＋ＢNsｘNsとして表
され得、ただし、Ｎｓ個のビームが送信され、ｘiは、ビームＢiを使用して送られる変調
シンボルである。様々な実装形態では、ビームはいくつかの方法で選択され得る。たとえ
ば、ビームは、ＵＥからのチャネルフィードバック、ｅＮＢにおいて利用可能なチャネル
知識に基づいて、または隣接するマクロセルなどとともに干渉緩和を可能にするためにＵ
Ｅから与えられた情報に基づいて、選択され得る。
【００６３】
　各送信機サブシステム３２２1～３２２Ntは、それぞれのシンボルストリームを受信し
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、処理して、１つまたは複数のアナログ信号を与え、さらに、それらのアナログ信号を調
整（たとえば、増幅、フィルタ処理、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与える。次いで、送信機３２２１～３２２Ｎｔか
らのＮｔ個の変調信号は、それぞれＮｔ個のアンテナ３２４１～３２４Ｎｔから送信され
る。
【００６４】
　ＵＥ３５０において、送信された変調信号はＮｒ個のアンテナ３５２1～３５２Nrによ
って受信され、各アンテナ３５２から受信された信号は、それぞれの受信機（ＲＣＶＲ）
３５４1～３５２Nrに供給される。各受信機３５４は、それぞれの受信信号を調整（たと
えば、フィルタ処理、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、サンプルを与え、さらにそれらのサンプルを処理して、対応する「受信」シンボル
ストリームを与える。
【００６５】
　次いで、ＲＸデータプロセッサ３６０は、特定の受信機処理技法に基づいてＮｒ個の受
信機３５４1～３５２NrからＮｒ個の受信シンボルストリームを受信し、処理して、Ｎｓ
個の「検出」シンボルストリームを与えて、Ｎｓ個の送信シンボルストリームの推定値を
与える。次いで、ＲＸデータプロセッサ３６０は、各検出シンボルストリームを復調し、
デインターリーブし、復号して、データストリームに対するトラフィックデータを復元す
る。ＲＸデータプロセッサ３６０による処理は、一般に、基地局３１０においてＴＸ　Ｍ
ＩＭＯプロセッサ３２０およびＴＸデータプロセッサ３１４によって実行される処理を補
足するものである。
【００６６】
　プロセッサ３７０は、プリコーディング行列を周期的に決定し得る。次いで、プロセッ
サ３７０は、行列インデックス部分とランク値部分とを含み得る逆方向リンクメッセージ
を作成し得る。様々な態様では、逆方向リンクメッセージは、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様々なタイプの情報を含み得る。次いで、逆方向リンクメ
ッセージは、データソース３３６からいくつかのデータストリームのトラフィックデータ
をも受信し得るＴＸデータプロセッサ３３８によって処理され得、そのトラフィックデー
タは、次いで、変調器３８０によって変調され、送信機３５４1～３５４Nrによって調整
され、基地局３１０に戻され得る。基地局３１０に戻された情報は、基地局３１０からの
干渉を緩和するためにビームフォーミングを行うための電力レベルおよび／または空間情
報を含み得る。
【００６７】
　基地局３１０において、ＵＥ３５０からの変調信号は、アンテナ３２４によって受信さ
れ、受信機３２２によって調整され、復調器３４０によって復調され、ＲＸデータプロセ
ッサ３４２によって処理されて、ＵＥ３５０によって送信されたメッセージが抽出される
。次いで、プロセッサ３３０は、ビームフォーミング重みを決定するためにどのプリコー
ディング行列を使用すべきかを決定し得、次いで、抽出されたメッセージを処理する。
【００６８】
　ＬＴＥシステムなどのいくつかの通信システムは、送信が概して特定の制御ノードによ
ってスケジュールされる、スケジュールされたシステムである。たとえば、ＬＴＥシステ
ムでは、基地局またはｅＮＢは、一般に、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）機能の一部として
スケジューリングを扱う。スケジューラは、ＵＥなどのユーザ端末間で、および各ＵＥの
無線ベアラ（ＲＢ）間で、リソースブロックなどの利用可能なシステムリソースを分配す
る。これを行うために、基地局は、基地局中のメモリにバッファされたデータ、およびＵ
Ｅから受信されたバッファステータス報告（ＢＳＲ）などの情報に基づいて、各ＵＥにア
ップリンクおよび／またはダウンリンクシステムリソースを割り振る。このようにして、
ｅＮＢは、各構成された無線ベアラのＱｏＳ(Quality of Service)要件を考慮し、ＭＡＣ
プロトコルデータユニット（ＰＤＵ）のサイズを選択する。
【００６９】
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　スケジューリングは、一般に、ダウンリンク送信リソースの割振り(allocation)のため
のダウンリンク割当てメッセージと、アップリンク送信リソースの割振りのためのアップ
リンク許可メッセージとによる動的スケジューリングを介して行われる。アップリンク許
可メッセージは、通常、特定のサブフレーム中の特定のユーザ端末に対してのみ有効であ
る。この情報は、目的とするＵＥを識別するためにセル無線ネットワーク一時識別子（Ｃ
－ＲＮＴＩ）を使用して物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で送信され、ト
ラフィックがバースト的および動的であるＴＣＰまたはシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ
）など、いくつかのトラフィックタイプの場合に効率的である。
【００７０】
　また、無線リソースが、１つのサブフレームよりも長い時間期間の間特定のＵＥに対し
て半静的（semi-statically)に構成され、割り振られ得る場合、スケジューリングは、半
永続的に行われ得、各サブフレームについてのダウンリンク割当てメッセージまたはアッ
プリンク許可メッセージの必要を回避する（それによって、オーバーヘッドを低減する）
。この手法は、概して、ボイスオーバーＩＰ（ＶＯＩＰ）の場合など、リソース要件が予
測可能である場合のみ有用である。
【００７１】
　次に図４を参照すると、ＬＴＥシステムであり得る例示的な通信システム４００が示さ
れている。システム４００は、サービング基地局(serving base station)、ｅＮＢ４１０
、ならびに４つの被サービスユーザ端末またはＵＥ４２０、４３０、４４０、および４５
０を含む。各ＵＥは、サービング基地局４１０との確立された接続を有し得、スケジュー
ルされたアップリンク送信を使用して、前に説明したスケジュールされた方式で通信し得
る。たとえば、ＵＥ４２０は、ＵＬ４２４上で、スケジュールされたアップリンク許可情
報を送り得、ＤＬ４２４上でダウンリンクデータと制御情報とを受信し得る。同様に、Ｕ
Ｅ４３０、４４０、および４５０は、ＤＬ／ＵＬチャネル４３４、４４４、および４５４
上でスケジュールされたシグナリングを受信し、送り得る。このようにして、シグナリン
グは（場合によっては、初期ネットワークまたはセルアクセス中のランダムアクセスプロ
シージャ（ＲＡＣＨ）などを除いて）概して十分にスケジュールされる。
【００７２】
　しかしながら、前記のように、特に、ユーザ端末から基地局へのアップリンク送信の場
合、代替アクセス機構を与えることが望ましいことがある。たとえば、前記のように、ユ
ーザプレーンレイテンシ（たとえば、データパケットの送信と物理レイヤ肯定応答（ＡＣ
Ｋ）の受信との間の時間）を低減することが望ましいことがある。
【００７３】
　ＬＴＥなどのデータ指向ネットワーク上で動作する多くのユーザは、シンストリーム（
thin-stream）データ（一般にまれに行われる、ランダム間隔での短いデータセッション
）を送っている。セルが多くのユーザ端末を有し、それらの関連するユーザがシンストリ
ームデータを送っているとき、実質的なネットワークオーバーヘッドが生じ得る。たとえ
ば、ユーザ端末とサービング基地局との間の潜在的な数千個のリンクのためのスケジュー
リングは、極めて複雑になり得る。さらに、多数の接続の場合の制御シグナリングおよび
オーバーヘッドは、潜在的に実質的に、個々のネットワークレイテンシおよび／または全
体的なネットワークレイテンシを増加させ得る。
【００７４】
　様々な態様によれば、（たとえば、１つまたは複数のＵＥからサービングｅＮＢへのデ
ータ送信の場合）アップリンク上で競合ベース（ＣＢ）送信を行うことによって、レイテ
ンシが低減され得る。ＣＢ送信は、通常ＬＴＥシステムなどのシステムにおいて行われて
いるように、スケジュールされない送信である。競合ベース実装形態では、１つまたは複
数のユーザ端末は、共通リソースまたは共有リソースを備え、それぞれ、同じ時間間隔内
にそれらの共通のリソースにおいてデータパケットを送信することができる。この手法は
、特に共有負荷が大きすぎないときにレイテンシを低減することができる。その上、ＬＴ
Ｅなどのスケジュールされたシステムの場合、競合ベースアップリンクアクセスの使用は
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、制御シグナリングおよび制御チャネルリソースの使用を低減することによって、シンス
トリームデータの場合など制御チャネルスケジューリング関係オーバーヘッドを低減する
ことによって、全体的なパフォーマンスを改善することができる。さらに、競合ベースア
ップリンクアクセスの使用は、（たとえば、ＬＴＥ実装形態において、たとえばＰＵＳＣ
Ｈを使用して）非競合ベースアクセスに対するシンストリームトラフィックによる遅延エ
クスペリエンスを改善し得る。
【００７５】
　競合ベースプロトコルは当技術分野で説明されている。たとえば、Ａｌｏｈａプロトコ
ルは、共有ランダムアクセスのために１９７０年代初期から使用されている。しかしなが
ら、Ａｌｏｈａプロトコルなどのいくつかのプロトコルは安定していない。安定したプロ
トコルの場合、負荷が増加するにつれて、スループットは、増加するかまたは少なくとも
平坦なままである（あるスループットを上回って平坦なままであるプロファイルは、技術
的には不安定であると見なされるが、それは、負荷が増加するにつれてスループットを低
下させることとは反対にスループットを一定に維持するので、いくつかの実装形態では使
用されることもある）。ＡＬＯＨＡなどの不安定なプロトコルでは、スループットは、あ
る負荷を上回って減少し、負荷がさらに増加するにつれて、０に近づき得る。例示的な実
装形態では、ＣＢプロトコルは、負荷が増加するにつれてスループットが減少することを
回避するために、安定しているか、または少なくともスループットを維持すべきである。
【００７６】
　安定したプロトコルは、当技術分野ではＣＤＭＡシステムに関して説明されている。し
かしながら、ＣＤＭＡシステムとは異なり、ＬＴＥおよび同様のシステムは、前に説明し
たように、スケジュールされるように本質的に設計される。したがって、それらは、ＵＥ
からのアップリンク送信がｅＮＢによって常にスケジュールされると仮定されるので、競
合ベースアップリンク送信の使用を企図しない。しかしながら、様々な態様によれば、Ｌ
ＴＥシステムなどのスケジュールされたシステムは、スケジュールされた送信に加えて競
合ベースアップリンク送信を採用することによって、潜在的に拡張され得る。競合ベース
送信は、全体的な負荷、サブチャネル負荷、総システム帯域幅、オーバーヘッド、チャネ
ル品質または他のチャネル特性、ユーザの数、シンメッセージ（thin message）の数およ
び／または関連するユーザのタイプ、ＱｏＳ要件、ならびに／あるいは他のシステムまた
はデバイス基準などのパラメータに基づき得る。
【００７７】
　例示的な実施形態では、ＬＴＥシステムにおけるｅＮＢなどの基地局は、システムリソ
ースのサブセット（たとえば、利用可能な総帯域幅のサブバンド、時間周波数リソースの
サブセットなど）を競合ベースアップリンク送信に割り振り得る。ＬＴＥシステムに加え
て、競合ベーススケジューリングに関係する様々な態様は、リソースのサブセットがＷｉ
－Ｍａｘまたは他のシステムなどの競合ベースアップリンクアクセスに割り振られ得る他
のスケジュールされたシステムにも適用され得る。
【００７８】
　競合ベーススケジューリングは、上記で説明した基準（たとえば、全体的な負荷、サブ
チャネル負荷、総システム帯域幅、オーバーヘッド、チャネル品質または他のチャネル特
性、ユーザの数、シンメッセージの数および／または関連するユーザのタイプ、ＱｏＳ要
件、ならびに／あるいは他のシステムまたはデバイス基準）などの基準に基づいて基地局
において行われ得る。次いで、残りのシステムリソースは、スケジュールされたアップリ
ンク送信などの通常のスケジュールされた送信のために、基地局によって使用され得る。
【００７９】
　次に図５を参照すると、図４のシステム４００と同じまたは類似し得る例示的な通信シ
ステム５００が示されている。システム５００は、システム４００に関して説明したスケ
ジュールされたアクセス機構（たとえば、各ＵＥについてスケジュールされ、ＤＬ制御シ
グナリングに対して割り振られるアップリンク送信）を実装し得る。しかしながら、シス
テム５００は、図４に示すようにスケジュールされたアップリンク送信に加えて競合ベー
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スアップリンク送信機構をさらに採用し得る。
【００８０】
　たとえば、基地局ｅＮＢ５１０は、システムリソースのどのサブセットが競合ベース送
信のために使用されるべきかを定義する情報、使用されるべき変調および符号化方式（Ｍ
ＣＳ(Modulation and Coding Scheme)）、拡散情報、および／または競合ベースアップリ
ンクアクセスのためのシステムリソースのサブセットの割振りに関係する他の情報などの
競合ベース許可情報を生成するように構成され得る。
【００８１】
　競合ベース許可情報は、ＤＬシグナリング５１５ＧＲを介してシグナリングされ得る。
たとえば、許可情報（ＧＲ）は、ブロードキャスト送信を介して送られ得、および／また
は他のブロードキャスト制御シグナリングを介して送られ得、許可情報は、たとえば、シ
ステム情報ブロードキャスト（ＳＩＢ）における情報要素（ＩＥ）中に含まれる。代替ま
たは追加として、許可情報は、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）などの制御
チャネルを介して特定のＵＥに送られ得る。このようにして、許可情報は、特定のＵＥに
ついて、全体的にまたは部分的に調整され得る。場合によっては、被サービスＵＥの総数
のサブセットのみが、ＣＢアップリンクリソースを使用するために割り当てられ得る。た
とえば、ｅＮＢ５１０は、アップリンクトラフィックを監視し、特定のアップリンクトラ
フィックメトリックに基づいて、ＵＥのサブセット（たとえば、ほぼシントラフィック、
特定の量のシントラフィックなどを送るＵＥ）はＣＢアップリンクリソースにアクセスす
ることが可能であるべきであり、他のＵＥは可能でないことがあるという決定を行い得る
。代替または追加として、ＵＥの２つ以上のサブセットは、競合ベースアップリンクアク
セスのためにシステムリソースの異なるサブセットとともに割り振られ得る。代替または
追加として、ＵＥは、リソースの１つまたは複数のＣＢサブセットを使用するための異な
るパラメータを割り当てられ得る。たとえば、異なるＵＥは、異なるＱｏＳなどの基準を
可能にするために、（後で本明細書で説明する）送信確率などの異なるアクセスパラメー
タを割り当てられ得る。
【００８２】
　また、ｅＮＢは、たとえば、パケット遅延など、たとえば、ＱｏＳ要件に応じてＣＢア
ップリンクリソースを使用するように、ＵＥにおけるいくつかの論理チャネルまたは論理
チャネルグループ（ＬＣＧ）を構成し得る。さらに、特定のサブフレーム中に非競合ベー
スアップリンクについて許可が受信されないときに、ＣＢアップリンクを求めて競合する
ことを可能にするルールがＵＥにおいて構成され得る。
【００８３】
　競合ベース許可情報に加えて、ｅＮＢ５１０はまた、後で本明細書で説明するような状
態情報を生成し、送り得る。状態情報は、ＤＬシグナリング５１７ＳＴを介してシグナリ
ングされ得る。許可情報の場合と同様に、状態情報は、ブロードキャストシグナリング、
ＰＤＣＣＨ、その両方を介して、および／または他のシグナリング機構を介してシグナリ
ングされ得る。
【００８４】
　許可情報と状態情報とを受信すると、次いで、ＵＥ５２０、５３０、５４０、および５
５０のうちの１つまたは複数は、許可情報と状態情報とに基づいて（破線として示されて
いる）競合ベース（ＣＢ－ＵＬ）アップリンク送信を生成し、送り得る。図５に示すよう
に、ｅＮＢ５１０は、システムリソースの割り振られたサブセット内で、衝突し得るＵＬ
信号５２５、５３５、５４５、および５５５のうちの１つまたは複数を受信し得、次いで
、メッセージのうちの１つまたは複数を復号し得る。当技術分野で知られているように、
衝突の場合、衝突するメッセージのうちの１つまたは複数を復号するために、様々な機構
が採用され得る。場合によっては、たとえば、衝突するメッセージがほぼ同じ電力レベル
において同時に受信された場合、それらは、両方とも紛失され得るが、場合によっては、
衝突の場合に１つまたは複数のメッセージを回復することが可能であり得る。
【００８５】
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　ＣＢアップリンク送信が受信に成功した場合、ｅＮＢ５１０は、物理ハイブリッドＡＲ
Ｑインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ）などを使用してＡＣＫを送り得る。
【００８６】
　次に図６を参照すると、競合ベース情報を与える際に使用するためのプロセス６００の
一実施形態が示されている。その情報は、図５に示すように、ｅＮＢなどの基地局から複
数のＵＥなどのユーザ端末に与えられ得る。ステージ６１０において、競合ベースアクセ
スのためにシステムリソースのサブセットを割り振る情報を含む競合ベース許可情報を生
成する。ステージ６２０において、競合ベース許可情報を１つまたは複数のＵＥなどのユ
ーザデバイスにシグナリングする。ステージ６３０において、第１のアップリンク送信期
間中に受信した競合ベースアップリンク送信の第１のセットを測定する。測定値は、電力
メトリックを生成するために使用され得る。ステージ６４０において、電力メトリックと
雑音メトリックとに基づいて状態値を決定する。ステージ６５０において、状態値を１つ
または複数のユーザデバイスにシグナリングする。シグナリングされた状態値は、第２の
アップリンク送信期間中のシステムリソースのサブセットにおける競合ベースアップリン
ク送信の第２のセットのスケジューリングの際に１つまたは複数のユーザデバイスによっ
て使用可能であり得る。
【００８７】
　システムリソースのサブセットの割振りは、たとえば、基地局における非競合ベースア
ップリンク負荷に少なくとも部分的に基づき得る。システムリソースのサブセットの割振
りは、ＬＴＥ基地局によってサービスされるユーザデバイスの数に少なくとも部分的に基
づき得る。システムリソースのサブセットの割振りは、総システム帯域幅のあらかじめ定
義された大きさに少なくとも部分的に基づき得る。帯域幅の割振りは、競合ベースアップ
リンクアクセスを使用してより効率的にサービスされると決定されるデバイスまたは論理
チャネルグループ（ＬＧＣ）の数などのパラメータまたは特性に基づき得る。帯域幅の割
振りは、レイテンシターゲット、および／あるいはＬＧＣ上のトラフィックの予想または
予測されたデータレートに基づき得る。システムリソースのサブセットの割振りは、基地
局によってサービスされているＵＥのサブセットに固有であり得る。たとえば、ＵＥの第
１のサブセットは、システムリソースの１つのサブセットを割り振られ得、第２の（およ
び／または追加）サブセットは、システムリソースの異なるサブセットを割り振られ得る
。
【００８８】
　システムリソースのサブセットは、たとえば、総システム帯域幅のサブバンドを含み得
る。サブバンドは、競合ベースアップリンクアクセスのために排他的に割り振られ得る。
代替的に、サブバンドは、共有競合ベース送信および非競合ベース送信のために割り振ら
れ得る。システムリソースのサブセットは、利用可能な時間周波数システムリソース(tim
e-frequency system resource)のサブセットを含み得る。時間周波数リソースは、競合ベ
ースアクセスのために排他的に割り振られ得る。システムリソースのサブセットは、半静
的に割り振られ得る。代替または追加として、システムリソースのサブセットは動的に割
り振られ得る。
【００８９】
　競合ベース許可情報は、たとえば、変調および符号化方式（ＭＣＳ）情報をさらに含み
得る。競合ベース許可情報は、アップリンク送信期間内にデータを拡散するために１つま
たは複数のユーザデバイスによって使用可能である拡散符号情報(spreading code inform
ation)をさらに含み得る。拡散符号情報は、複数の拡散符号シーケンスを定義する情報を
含み得る。拡散符号シーケンスは、Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンスであり得る。
【００９０】
　状態値を決定するステージは、たとえば、背景雑音メトリックに対する電力メトリック
の比を計算することを含み得る。電力メトリックは、競合ベースアップリンク送信に関連
付けられた総電力に基づき得、背景雑音メトリックは、システムリソースのサブセットに
おける総背景雑音に基づき得る。干渉メトリックなどの他のメトリックも、状態値を決定



(20) JP 6272963 B2 2018.1.31

10

20

30

40

50

する際に使用され得る。状態値は、その比に基づく非負整数値(non-negative integer)で
あり得る。
【００９１】
　状態値を決定するステージは、その比があらかじめ定義されたしきい値未満である場合
、前の状態値を減分する(decrement)ことをさらに含み得る。状態値を決定するステージ
は、その比が定義されたしきい値以上である場合、前の状態値を増分することを含み得る
。増分および減分は対称的であり得、等しい値が増分および減分に適用される。代替的に
、増分および減分は非対称的であり得、異なる値が増分および減分に適用される。
【００９２】
　競合ベース許可情報をシグナリングするステージは、たとえば、物理ダウンリンク制御
チャネル（ＰＤＣＣＨ）などのダウンリンク制御チャネルを使用して競合ベース許可情報
を送ることを含み得る。代替または追加として、競合ベース許可情報をシグナリングする
ステージは、システムブロードキャストチャネルを使用して競合ベース許可情報をシグナ
リングすることを含み得る。状態値をシグナリングするステージは、ＬＴＥシステムにお
いて物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）などのダウンリンク制御チャネル上で
状態値を送ることを含み得る。状態値をシグナリングするステージは、システムブロード
キャストチャネルを使用して状態値を送ることを含み得る。
【００９３】
　プロセス６００は、たとえば、競合ベースアクセスのためにシステムリソースの第２の
サブセットを割り振ることを含む、競合ベース許可情報の別のセットまたは第２のセット
を決定することをさらに含み得る。システムリソースの第２のサブセットはシステムリソ
ースのサブセットとは異なり得る。プロセスは、第２の競合ベース許可情報を１つまたは
複数のユーザデバイスにシグナリングすることをさらに含み得る。
【００９４】
　プロセス６００は、たとえば、１つまたは複数のユーザデバイスのうちの１つから、競
合ベース許可情報に従って第１の競合ベースアップリンク送信を受信することをさらに含
み得る。プロセスは、１つまたは複数のユーザデバイスのうちの１つから、通常のスケジ
ュールされたＵＥアップリンク送信など、非競合ベースのスケジュールされたアップリン
ク送信を受信することをさらに含み得る。プロセスは、１つまたは複数のユーザデバイス
のうちの第２のユーザデバイスから第２の競合ベースアップリンク送信を受信することを
含み得る。第２の競合ベースアップリンク送信は第１の競合ベースアップリンク送信と衝
突し得る。プロセスは、第１、第２、または両方の競合ベースアップリンク送信など、少
なくとも１つの送信を復号することをさらに含み得る。
【００９５】
　プロセス６００は、たとえば、第１の競合ベースアップリンク送信の受信に応答して、
ハイブリッドＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信を送ることをさらに含み得る。ＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信
は、ＬＴＥシステムにおける物理ハイブリッドＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨＩＣＨ
）などの肯定応答チャネル上で送られる。
【００９６】
　プロセス６００は、たとえば、１つまたは複数のユーザデバイスのうちの第１のユーザ
デバイスに関連する特性に基づいて、第１のユーザデバイスが競合ベースリソースにアク
セスすることを可能にすることを決定することと、第１のユーザが１つまたは複数のアッ
プリンク送信のために競合ベースリソースを使用することを許可することとをさらに含み
得る。特性は、第１のユーザからのアップリンクデータ送信に関係し得る。アップリンク
特性は送信タイプおよび／または周波数に関係し得る。アップリンク特性はＱｏＳ要件に
関係し得る。プロセスは、１つまたは複数のユーザのうちの第２のユーザに関連する特性
に基づいて、第２のユーザが競合ベースリソースにアクセスすることを制限することを決
定することと、第２のユーザが１つまたは複数のアップリンク送信のために競合ベースリ
ソースを使用することを制限することとをさらに含み得る。許可することおよび／または
制限することは、アクセス情報を第２のユーザにシグナリングすることに基づいて行われ
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得る。
【００９７】
　状態値および競合ベース許可情報は、たとえば、１つまたは複数のユーザデバイスの第
１のサブセットにシグナリングされ得る。第１のサブセットは、基地局においてデバイス
の第１のサブセットからのアップリンク送信に少なくとも部分的に基づいて決定され得る
。プロセスは、１つまたは複数のユーザデバイスの第２のサブセットによる競合ベースア
クセスのためにシステムリソースの第２のサブセットを割り振る情報を含む第２の競合ベ
ース許可情報を決定することと、第２の競合ベース許可情報をユーザデバイスの第２のサ
ブセットにシグナリングすることとをさらに含み得る。プロセスは、第２の状態値を決定
することと、第２の状態値をユーザデバイスの第２のサブセットにシグナリングすること
とをさらに含み得る。
【００９８】
　次に図７を参照すると、競合ベース送信を行う際に使用するプロセス７００の一実施形
態が示されている。競合ベース送信は、図５に示すように、ＵＥなどのユーザ端末からｅ
ＮＢなどの基地局に行われ得る。ステージ７１０において、サービング基地局などの制御
およびスケジューリングノードから競合ベース許可情報を受信し、競合ベース許可情報は
、競合ベースアクセスのためにシステムリソースのサブセットを割り振る情報を含む。ス
テージ７２０において、電力メトリックと背景雑音メトリックとに基づいて決定され得る
状態値を基地局から受信する。状態値はまた、干渉メトリックなど、他のパラメータに基
づき得る。状態値に基づいて、ＵＥは、ステージ７３０において送信確率を生成する。ス
テージ７４０において、競合ベース許可情報と送信確率とに従って第１の競合ベースアッ
プリンク送信を基地局に送る。
【００９９】
　システムリソースのサブセットは、たとえば、半静的に割り振られ得る。代替または追
加として、システムリソースのサブセットは動的に割り振られ得る。競合ベース許可情報
はＭＣＳ情報を含み得る。第１の競合ベースアップリンク送信は、受信されたＭＣＳ情報
に従って送られ得る。
【０１００】
　競合ベース許可情報は拡散符号情報を含み得る。第１の競合ベースアップリンク送信は
、拡散符号情報に従って送られ得る。拡散符号情報は、複数の拡散符号シーケンスを定義
する情報を含み得る。プロセス７００は、複数の拡散符号から第１の拡散符号シーケンス
を選択することと、第１の拡散符号シーケンスを使用して第１の競合ベースアップリンク
送信内のデータを拡散することとをさらに含み得る。拡散符号シーケンスはランダムに選
択され得る。拡散符号シーケンスは、たとえば、Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンスであり
得る。
【０１０１】
　状態値に従って第１の競合ベースアップリンク送信を送るステージは、たとえば、状態
値に基づいて送信確率を決定することと、送信確率に従ってアップリンク送信を送ること
とを含み得る。
【０１０２】
　状態値はシステムブロードキャストチャネルから受信され得る。状態値は、ＬＴＥシス
テムにおけるＰＤＣＣＨなどの制御チャネルから受信され得る。第１の競合ベース許可は
システムブロードキャストチャネルから受信され得る。第１の競合ベース許可はＰＤＣＣ
Ｈなどの制御チャネルから受信され得る。
【０１０３】
　プロセス７００は、たとえば、第１のアップリンク送信に応答して基地局からＡＣＫ／
ＮＡＣＫ信号を受信することをさらに含み得る。
【０１０４】
　プロセス７００は、たとえば、競合ベースアクセスのためのシステムリソースの第２の
サブセットの割振りを含む第２の競合ベース許可情報を基地局から受信することをさらに
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含み得、システムリソースの第２のサブセットはシステムリソースのサブセットとは異な
る。本方法は、第２の競合ベース許可情報に従って第２の競合ベースアップリンク送信を
送ることをさらに含み得る。
【０１０５】
　プロセス７００は、たとえば、基地局から第２の状態値を受信することと、第２の状態
値に従って第２の競合ベースアップリンク送信を送ることとをさらに含み得る。たとえば
、第２の状態値は、１つまたは複数のＵＥがＣＢリソースを求めてどのように競合するか
を動的に再構成するために使用され得る。たとえば、状態値は、ＵＥが送信確率を動的に
変更することを可能にするために使用され得る。状態値および関連する送信確率は、たと
えば、すべてのＣＢ　ＵＥに割り当てられ得るか、または競合ベースアップリンクアクセ
スを使用するすべてのＵＥのサブセットに割り当てられ得る。
【０１０６】
　前述のように、ある負荷レベルを上回るスループット低下を回避するように安定したプ
ロトコルを使用することが望ましいことがある。概して、リソースの競合ベースサブセッ
トへのアクセスの制御は、ｅＮＢからＵＥへのフィードバックを使用することによって、
送信確率Ｐt（０≦Ｐt≦１）を生成するための機構を割り当てるかまたは与えるように制
御され得、次いで、ＵＥは、確率Ｐtに従ってＣＢアップリンク送信を送る（すなわち、
Ｐtが０．５である場合、ＵＥは、平均してその時間の５０％、送信を送る）。ＵＥにＰt

値０を使用させるかまたは使用するように命令することによって、ＵＥは、ＣＢアクセス
を使用することを事実上禁止され得る。逆に、ＵＥにＰt値１を使用させるかまたは使用
するように命令することによって、ＵＥは、本質的にＣＢアップリンクリソースの完全使
用を許可され得る。送信確率情報の効率的な配信を可能にするために、グラニュラリティ
に応じて複数のビットを必要とし得る別個の確率値Ｐtを送るのではなく、代わりに、ｅ
ＮＢは、ＵＥにおいて確率Ｐtを決定するために使用され得る状態値ｊを送り得る。
【０１０７】
　たとえば、例示的な実施形態では、基地局またはｅＮＢにおいて安定したプロトコルが
次のように実装され得る。ｅＮＢは、非負整数値であるように定義され得る状態変数ｊを
維持し得る。場合によっては、競合ベースアップリンク送信のためにシステムリソースの
２つ以上のサブセットが割り振られ得、この場合、サブセットごとに別個の状態変数があ
り得る。
【０１０８】
　状態変数値は０に初期化され得る。次いで、（たとえば、各ＣＢアップリンク送信後で
あり得る）特定の時間期間に、ｅＮＢは、受信された電力と背景雑音とに基づいてレシオ
メトリック（ratio metric）Ｍを決定し得る。たとえば、電力メトリックは、割り振られ
たＣＢリソース上の総測定受信電力であり得るか、または、代わりに干渉電力だけが使用
され得る。雑音メトリックは、測定されたまたは計算されたまたは割り当てられた背景雑
音メトリックであり得る。
【０１０９】
　比Ｍは以下に従って生成され得る。
【数１】

【０１１０】
　次いで、状態変数ｊは、次のようにレシオメトリックに基づいて更新され得る。
【数２】
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【０１１１】
　上式で、所定のしきい値ＴはＭの基準として使用され得、ステップサイズはアップ／ダ
ウン方向に対称であり得る。
【０１１２】
　ただし、いくつかの実装形態では、アップおよびダウンに対する異なるステップサイズ
が使用され得る。次いで、異なるアップ／ダウンステップサイズを使用することによって
、ｅＮＢが、ＣＢリソースにアクセスするユーザの数を開くまたは閉じるレートが調整さ
れ得る。たとえば、ＯＦＤＭＡシステムでは、一般に、１のユーザが競合する確率が極め
て高くなり、０のユーザが競合する確率が低くなることが望ましい。このステップアップ
またはダウンのダイナミクスは、このように実装され得るそれらの態様を制御するｅＮＢ
に依存する。異なるステップサイズはまた、たとえば、異なるＱｏＳクラスなどとともに
使用され得る。
【０１１３】
　次いで、更新された状態情報（すなわち、状態変数ｊの現在の値）は、ユーザ端末また
はＵＥに送られ得、そこで、以下で説明するような送信確率Ｐtを生成するために使用さ
れ得る。
【０１１４】
　ユーザ端末において、状態情報（たとえば、変数ｊの更新された値）は、ブロードキャ
スト送信またはＰＤＣＣＨなどを介して受信され得る。次いで、ＵＥが、送信すべきパケ
ットを有するときはいつでも、次いで（リソースのサブセット中で、ＣＢアップリンク許
可情報中で与えられた情報に従って）確率Ｐtでパケットを送信し得、ただし、Ｐtは次の
ようにｊから生成され得る。
【０１１５】
　　　　　Ｐt＝Ｐr

ｊ

　この関係において（すなわち、送信確率が基準確率Ｐrに基づく場合）、送信確率Ｐtは
、ＵＥにおいて基準確率のｊ乗（すなわち、状態値）として決定される。たとえば、受信
電力が上昇し、Ｍがしきい値を超えると、ｊも上昇し、後続の送信確率Ｐtは低下し、そ
れにより潜在的な衝突が低減する。
【０１１６】
　この例は、送信確率を制御するための１つの可能な安定した処理アルゴリズムを示すが
、様々な実施形態では、他のアルゴリズム、特に安定したアルゴリズムが使用され得るこ
とは明らかであろう。たとえば、いくつかの実装形態では、ＣＢユーザの異なるクラスが
定義され、割り振られ得る。この場合、各クラスには、異なる送信確率および／またはス
テップ値など、別個のパラメータが割り当てられ得る。
【０１１７】
　次に図８を参照すると、前に説明したような、状態値および送信確率を決定するための
プロセス８００の一実施形態が示されている。ステージ８１０において、利用可能なシス
テムリソースのサブセットなど、競合ベースリソース割振り内の信号電力を測定する。サ
ブセットは、たとえば、サブバンドまたはサブバンドのセット、ならびに／あるいはリソ
ースブロック（ＲＢ）の割り振られたセットなど、他の時間周波数リソースであり得る。
【０１１８】
　ステージ８２０において、サブセットにおける雑音電力を測定または決定する。場合に
よっては、雑音電力は、あらかじめ定義されるか、あるいは基地局および／またはネット
ワークに割り当てられ得る。ステージ８３０において、レシオメトリックを決定する。こ
のレシオは、電力メトリックと雑音メトリックとの比であり得る。場合によっては、たと
えば、干渉電力など、少なくとも信号電力と雑音とを考慮する他の処理アルゴリズムが代
わりに使用され得る。たとえば、一実装形態では、比は、干渉電力と送信電力との和を送
信電力で割った値（たとえば、（Ｉ＋Ｔ）／Ｔ）に基づき得る。
【０１１９】
　ステージ８４０において、レシオメトリックに基づいて状態値を生成する。たとえば、
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状態値は、レシオメトリックを所定のしきい値と比較することによって生成され得る。次
いで、状態値は、本明細書で前に説明したような、競合ベースアップリンク送信のための
送信確率を生成する際に使用するためにユーザ端末に送られ得る。
【０１２０】
　次に図９を参照すると、競合ベース送信を送るための送信確率を決定するためのプロセ
ス９００の一実施形態が示されている。ステージ９１０において、ユーザ端末などにおい
てサービング基地局のための状態値を受信する。ステージ９２０において、状態情報を使
用して送信確率を生成する。たとえば、送信確率は、状態値を基準確率に適用することに
よって生成され得る。基準確率は、基地局によって、たとえば、運用、管理、および保守
（ＯＡ＆Ｍ）機能において、あるいは動作中に、ダウンリンク制御チャネルまたはブロー
ドキャスト送信上などで受信され得る。
【０１２１】
　例示的な実施形態では、送信確率は、基準確率を状態値乗することによって生成され得
る。たとえば、状態値が１であり、基準確率が０．５である場合、送信確率は０．５であ
る。（ＣＢアップリンクリソース上の競合ベース負荷の増加を示す）後続の状態値２が受
信された場合、送信確率は０．２５に低減される（すなわち、ＣＢ送信はより少ない頻度
で送られるべきである）。
【０１２２】
　次いで、ステージ９３０において、競合ベースコントローラ機能が、送信確率に従って
送信を送るために、送信確率を使用する。
【０１２３】
　次に図１０を参照すると、基地局またはｅＮＢなどにおいて、競合ベースアップリンク
リソースを再構成するために使用され得るプロセス１０００の一実施形態が示されている
。前述のように、競合ベースアップリンク使用のためのシステムリソースのサブセットを
決定し、割り振るために、様々な機構が使用され得る。たとえば、割振りは、スケジュー
ルされた送信負荷、ＣＢ負荷、チャネル特性または状態、ユーザの数、弱い送信の数、パ
ケット遅延、干渉などのＱｏＳ基準に基づき得る。場合によっては、ｅＮＢは、これらの
状態（および／またはその他）を監視し、どのくらいのリソースか（たとえば、割り振ら
れたサブバンドまたは他の時間周波数リソースのサイズおよび／または数）に関する動的
評価を行い得る。割振りは、その場合、これらの状態の変化に応答して変化し得る。図１
０に示す例示的なプロセスでは、ＣＢリソースを監視し、再割り振りすることを示すため
に負荷メトリックが使用されているが、代替または追加として、干渉、ＱｏＳ、チャネル
特性などの基準に基づくメトリックなど、他のメトリックが使用され得る。
【０１２４】
　ステージ１０１０において、ＣＢリソースの負荷を監視する。これは、たとえば、本明
細書で前に説明したような状態値を監視することによって、および／または本明細書で後
に説明するような機構など他の機構によって行われ得る。ステージ１０２０において、負
荷を１つまたは複数のしきい値と比較する。しきい値は、ＯＡ＆Ｍ機能の一部など、あら
かじめ定義され得、および／またはチャネル状態、干渉などに基づいて、動的に調整され
得る。現在のリソース負荷がしきい値範囲内にある（たとえば、高しきい値を下回り、低
しきい値を上回る）場合、プロセス１０００はステージ１０１０に戻る。
【０１２５】
　代わりに、現在の負荷がしきい値外にある場合、ステージ１０３０において、スケジュ
ールされた送信リソースなど他のリソースが利用可能であり得るかどうかに関する決定を
行う。たとえば、負荷が高しきい値を上回る場合、追加のスケジュールされたリソースが
ＣＢリソースとして再割り振りされ得るかどうかに関する決定が行われ得る。代わりに、
負荷が低しきい値を下回る場合、いくつかのＣＢリソースが、スケジュールされたリソー
スのサブセットとして再割り振りされ得るかどうかに関する決定が行われ得る。
【０１２６】
　再割振りが利用可能でない場合、処理はステージ１０１０に戻る。代わりに、ステージ
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１０４０において、ＣＢリソースとスケジュールされたリソースとを再割り振りする。た
とえば、ＣＢリソース上の負荷が高く、スケジュールされたリソース上の負荷が低い場合
、より多くのスケジュールされたリソースがＣＢリソースとして再割り振りされ得る。代
わりに、ＣＢリソース負荷が低く、より多くのスケジュールされたリソースが必要とされ
る場合、ＣＢリソースが、スケジュールされたリソースとして再割り振りされ得る。
【０１２７】
　ステージ１０５０において、更新されたＣＢアップリンクリソース割振りを含む更新さ
れた競合ベース許可情報を、将来の競合ベースアップリンク送信において使用するために
ユーザ端末またはＵＥに送る。ＣＢおよびスケジュールリソース割振りの様々な実施形態
の追加の詳細について以下で説明する。
【０１２８】
　たとえば、一実施形態では、次のように（たとえば、ＰＵＳＣＨ上で）ＣＢ使用とスケ
ジュールされた使用との間でリソース（たとえば、帯域幅またはサブバンド）が割り振ら
れ得る。
【０１２９】
　ＣＢ帯域サイズは、サービスされるユーザの遅延を監視することによって適応させられ
得る。遅延が非常に大きくなった場合、帯域幅が増加され得るか、または、一部のユーザ
が、スケジュールされたリソース（ＰＵＳＣＨ）に移動されることによってより良くサー
ビスされる（たとえば、遅延がより小さい）という（後に説明するような）決定が行われ
た場合、それらのユーザは移動され得る。
【０１３０】
　概して、スケジューリング要求（ＳＲ）およびバッファステータス報告（ＢＳＲ）機構
はＣＢリソースアクセスのために利用可能でないと仮定され得、その場合、大きい遅延が
ＭＡＣ制御シグナリングを介して示される必要があり得る。あるいは、衝突の数を推定す
るために、遅延の代わりに、復号されるパケットのエネルギーおよび数が監視され得る。
衝突の数が多い場合、それは、概して、パケットがレイテンシターゲットを失うことを意
味する。
【０１３１】
　ＣＢアクセスリソースにおいてサービスされるユーザ／論理チャネル内では、アクセス
の異なる確率（許可確率または（前に説明したような）送信確率）を設定することによっ
て、ならびに／あるいは（同じ共有ＣＢリソース内の）異なるユーザに異なる変調および
符号化方式（ＭＣＳ）を割り当てることによって、区別されたサービスが提供され得る。
たとえば、より良好な平均チャネルをもつユーザは、より高いＭＣＳを使用することがで
き得る。これは、αベース電力制御を介して行われ得、αは１未満に設定される。αベー
ス電力制御は３ＧＰＰ　ＬＴＥ仕様の一部として定義され、部分電力制御の一形態である
。ｅＮＢにおいてすべて同じ電力で受信されるように、各ユーザがチャネルを完全に反転
させるのとは反対に、αベース電力制御では、ユーザがそれらのチャネル利得の一部のみ
を反転させることが可能である。
【０１３２】
　別の例として、より低い遅延許容差をもつユーザは、事実上、より高い平均許可確率を
使用することができ得る。
【０１３３】
　これは、より高い定数持続確率（たとえば、π）を使用することによって、または、よ
り高い遅延許容差ユーザに、より大きいステップサイズを使用させることによって（たと
えば、計算された許可確率におけるべき指数の設定、たとえば、べき指数を１よりも大き
いステップずつ上げ、常に１ずつ下げることによって）達成され得る。
【０１３４】
　様々な態様によれば、ＣＢリソース再割振りを管理することに加えて、いくつかの実装
形態では、ｅＮＢは、（複数のユーザのうちの）どのユーザが競合ベースアップリンクリ
ソースを使用することを許可されるかを管理し得る。たとえば、５０のユーザがサービス
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されているセルでは、ｅＮＢは、これらのユーザのサブセット（たとえば、１０または２
０）のみがＣＢアップリンクリソースを使用することを許可し得る。たとえば、これは、
上記で説明した再割振り特性、ならびに個別ユーザ特性に基づき得る。場合によっては、
ＣＢユーザ管理とＣＢリソース管理の両方がｅＮＢによって静的にも動的にも適用され得
る。
【０１３５】
　ＣＢアップリンクリソースを使用するためのユーザ許可は、たとえば、ユーザデータ送
信特性または他の使用メトリックに基づいて行われ得る。競合ベースリソースとスケジュ
ールされたリソースとの間でユーザを再割り振りするための例示的なプロセスの一実施形
態を図１１に示す。ステージ１１１０において、ＣＢリソース、スケジュールされたリソ
ース、またはその両方の複数のユーザに関連する統合メトリック（aggregate metric）を
決定する。ステージ１１２０において、複数のユーザのうちの１人または複数の個別ユー
ザのための個別メトリックを決定する。ステージ１１３０において、個別メトリックと統
合メトリックとを比較する。ステージ１１４０において、その比較に基づいて、１人また
は複数の個別ユーザを、ＣＢリソースの使用とスケジュールされたリソースの使用との間
で再配置する。
【０１３６】
　たとえば、ユーザが、現在、スケジュールされたリソースのみを使用しており、ユーザ
の個別使用メトリックは、ユーザのアップリンク送信がＣＢリソースに適していることを
示す場合、ユーザは、全体的にまたは部分的にＣＢリソースを使用することを許可され得
、ならびに／あるいはＣＢリソースを使用するように再割り振りされ得る。
【０１３７】
　逆に、スケジュールされたリソース上での使用により整合する使用メトリックを有する
ＣＢユーザは、ＣＢ使用からスケジュールされた使用のみに再配置され得る。これらの態
様の様々な実施形態の追加の詳細について以下で説明する。
【０１３８】
　たとえば、一実施形態では、基地局またはｅＮＢがパケット到着時間とバーストサイズ
とを監視し得、次いで、それらは、個別ユーザ使用メトリックと統合使用メトリックの両
方を生成するために使用され得る。次いで、基準メトリックまたは統合メトリックに関し
て、「バースト」（パケットのセット）到着時間のより高い変動性と、平均を下回るバー
ストサイズとの組合せを有するユーザは、ＣＢアップリンクリソースを使用することを許
可されるか、または割り当てられ得る。これらの特性（たとえば、高い変動性および平均
を下回るサイズ）は、ユーザに割り当てられたアップリンク制御リソースを保つこと、な
らびに、基地局が、対応する処理タスク（ＣＱＩ報告、スケジューリング要求、バッファ
ステータス報告および関連するメンテナンス、基地局によるタイミング制御のメンテナン
スおよび関連するタイミング調整コマンドの発行など）を行うことが不経済で煩雑であり
得ることを示すであろう。概して、そのようなトラフィック（および／または他のタイプ
の不経済なトラフィック）の場合、エアリンクリソースを浪費することと、基地局におい
て状態を維持することとを回避することが望ましいことがある。
【０１３９】
　この手法の実施形態は次のように実装され得る。経験的バーストサイズを追跡して、統
合メトリックを移動平均および分散として計算し得る。平均がしきい値を下回り、平均に
対する標準偏差の比（変動係数）がしきい値を上回る場合、ユーザは、ＣＢアップリンク
リソースを使用するために移動されるか、またはＣＢアップリンクリソースを使用するこ
とを許可され得る。
【０１４０】
　代替または追加として、ユーザによって転送される有用なアップリンクデータのあらゆ
るバイトについての制御トラフィックであるトラフィックの部分が評価され得る（たとえ
ば、データ対制御メトリックが生成され得る）。制御情報は、（このＵＬデータに費やさ
れるＰＤＣＣＨ割当てなどの）ダウンリンク制御と、（スケジューリング要求、バッファ
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ステータス報告などの）アップリンク制御の両方を含み得る。データのアップリンクバイ
トごとに使用される制御のこの比がしきい値よりも高い場合、ユーザは、ＣＢアップリン
クリソースを使用するために移動されるか、またはＣＢアップリンクリソースを使用する
ことを許可され得る。
【０１４１】
　これを決定する方法の１つの実施形態は、前のトラフィックおよび割当ての履歴を追跡
することによる。これは次のように行われ得る。
【０１４２】
　１．バーストの開始時におけるスケジューリング要求が受信された時間をｔ1によって
示す
　２．Δを、この論理チャネルグループ（ＬＣＧ）に対応するパケットの許容パケット遅
延とする。
【０１４３】
　３．ｔ2が、（ｔ1＋Δ）とバッファが空になる時間との最小値を示すとする
　４．完全知識方法：２つの時間の間に到着したバイト数をＢ（ｔ1，ｔ2）によって示す
。オーバーヘッドスペクトルリソースを、（ｉ）１つのＳＲ、（ｉｉ）１つのＢＳＲ、（
ｉｉｉ）１つのＰＤＣＣＨ割当てに対応するリソースとして計算する。オーバーヘッドを
Ｏによって示す。次いで、何らかの定数ｋについてＯ＞ｋＢ（ｔ1，ｔ2）である場合、Ｕ
ＥのＬＣＧを競合ベースアクセスに移動する。スケジューラは、マルチユーザダイバーシ
ティを活用する必要があり得、したがって、スケジューリングの遅延デッドラインなどま
で待つことを希望しないことがあるので、これはオーバーヘッドの過小評価であることに
留意されたい。定数ｋはＨｚ＊ｍｓ／バイトの単位を有することに留意されたい。この定
数は、監視され得るＣＢアクセスチャネルの効率に依存し得る。
【０１４４】
　５．実オーバーヘッド方法：この手法では、オーバーヘッドは、使用される実際のスケ
ジューリングポリシーに基づいて計算され得る。ＳＲ、ＢＳＲ、ＰＤＣＣＨを送るために
ＵＥのこのＬＣＧのために投資された実際のオーバーヘッドをＯ（ｔ1，ｔ2）によって示
す。次いで、何らかの定数ｋについてＯ（ｔ1，ｔ2）＞ｋＢ（ｔ1，ｔ2）である場合、Ｕ
ＥのＬＣＧを競合ベースアクセスに移動する。
【０１４５】
　６．上記の方法としきい値の代わりの方法との組合せを用いて、移動されるべき最高の
メトリックをもつユーザが実際にＣＢアクセスに移動される。
【０１４６】
　逆に、場合によっては、ユーザは、競合ベースアクセスから、物理アップリンク共有チ
ャネル（ＰＵＳＣＨ）上などのスケジュールされたアクセスに移動され得る。たとえば、
１つまたは複数のＣＢユーザが移動されるべきかどうかを決定するために、ＣＢリソース
上の負荷が監視され得る。これは、たとえば、前に説明したように状態変数を監視するこ
とによって行われ得る。たとえば、状態変数が、ＵＥにおいて低い送信確率値を生じると
き、負荷は、スケジュールされたチャネルにユーザを移動しおよび／またはユーザのＣＢ
リソースアクセスを制限することによって低減され得る。場合によっては、割り振られた
ＣＢリソース上で負荷が過大になるとき、ｅＮＢは、サブバンド帯域幅を変更すること、
割り振られた時間周波数リソースを変更すること、追加のリソースを割り振ることなどに
よってリソースを再割り振りし得る。これは、ＣＢリソースに対する負荷を低減するため
にユーザ再配置と組み合わせられ得る。
【０１４７】
　ＣＢリソースからのユーザ転送の一実施形態では、１人または複数のユーザを「標準」
のスケジュールされたアップリンクチャネル（ＰＵＳＣＨ）に移動することをいつ開始す
べきかを決定するために、ＣＢリソース（たとえば、ＣＢアクセスチャネル）に対する負
荷が監視され得る。負荷は、たとえば、しきい値に対する干渉電力対熱雑音電力（ＩＯＴ
：Interference Power Over Thermal Noise Power）の偏差に関して、および／または競
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合ベースアクセス上の衝突の決定（たとえば、ＣＢチャネル上のエネルギーは高いが、ユ
ーザは検出されない）を通して測定され得る。
【０１４８】
　代替または追加として、負荷はまた、パケットの失われたレイテンシターゲットを介し
て決定され得る。これは、たとえば、ＭＡＣ制御要素中でレイテンシに関する情報を搬送
することを介してパケット伝送において示され得る。
【０１４９】
　移動ユーザがスケジュールされたチャネル（たとえば、ＰＵＳＣＨ）に移動されるとき
、プロセスは、バースト／パケット到着時間とバーストサイズとの最小分散をもつユーザ
を移動することから開始し得る。そのようなユーザは、いくぶん「標準的」であり、した
がってＰＵＳＣＨに移動可能であると見なされ得る。
【０１５０】
　前に説明したものと同様の送信基準が使用され得る。たとえば、しきい値よりも大きい
平均バーストサイズをもつユーザが移動され得る。これらのうち、平均比に対して最小の
標準偏移をもつユーザは、移動についてさらに検討され得る。
【０１５１】
　バーストの開始は、パケットが到着した時のタイムスタンプを含んでいるＭＡＣ制御要
素を介して示され得る。このＭＡＣ制御要素は、ＵＥのバッファが空の状態から空でない
状態になった後に第１のパケットとともに送られ得る。また、ＰＵＳＣＨへの移動が明示
的に決定された場合、そのようなユーザが招くであろう近似的オーバーヘッドを明示的に
計算することができる。これに基づいて、最小パーセンテージのオーバーヘッドをもつユ
ーザを移動すべきかどうかに関する決定が行われ得る。これを決定するために、「完全知
識」実装に関係する計算が使用され得る。この場合、バーストの開始および終了は、ＳＲ
、ＢＳＲを介してではなく受信パケットを介して決定され得る。代替的に、バーストの開
始は、タイムスタンプを含んでいるＭＡＣ制御要素の使用などの方法を介して決定され得
る。ユーザに複数の論理チャネルがあり、それらの論理チャネルのうちのいくつかが好ま
しくはＰＵＳＣＨ上でサービスされる場合、それらのユーザには、ＣＢアップリンクリソ
ースを使用することを許可されるかまたはＣＢアップリンクリソースに割り当てられるよ
り低い確率が割り振られ得る。
【０１５２】
　ここで図１２を参照すると、図３のＵＥ３５０または図５のＵＥ５２０～５５０など、
本明細書で前に説明したユーザ端末に対応し得る、ユーザ端末１２００の一実施形態が示
されている。端末１２００は、１つまたは複数のプロセッサ、ならびに入出力モジュール
、バス、メモリなどの関連する構成要素を含み得る、１つまたは複数のプロセッサモジュ
ール１２１０を含み得る。プロセッサモジュール１２１０は、本明細書で前に説明した競
合ベース機能と、特に図７および図９に関連する処理機能とを実装するように構成され得
る。コンピュータ可読媒体を格納するための１つまたは複数のモジュール１２２０が、プ
ロセッサモジュール１２１０に結合され得、本明細書で説明する様々なユーザ端末または
ＵＥの機能を実行するための命令を含んでいるコンピュータ可読媒体を格納するために使
用され得る。本明細書で説明するユーザ端末識別情報、セル識別情報、送信確率、状態値
、ＣＢ許可情報、および／または他のデータもしくは情報など、情報を記憶するように構
成されたメモリなどの１つまたは複数のメモリモジュール１２３０が、本明細書で説明す
る機能を実行することを可能にするためにプロセッサモジュール１２１０に結合され得る
。
【０１５３】
　端末１２００はまた、他のワイヤレスネットワークノードと通信するように構成された
１つまたは複数の送信機モジュール１２４０を含み得る。これらの他のノードは、たとえ
ば、図３のｅＮＢ３１０または図５のｅＮＢ５１０などの基地局であり得る。送信機モジ
ュール１２４０は、割り振られたＣＢリソースにおいて競合ベースアップリンク送信を送
ることを含む、本明細書で説明する送信関連の処理機能の実行を可能にするために、プロ
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セッサモジュール１２１０におよび／またはメモリもしくは他のモジュール（図示せず）
に結合され得る。同様に、端末１２００は、競合ベースリソース許可情報および状態情報
を受信することを含む、本明細書で説明する受信関連の処理機能の実行を可能にするため
に、同様にプロセッサモジュール１２１０におよび／またはメモリもしくは他のモジュー
ル（図示せず）に結合され得る１つまたは複数の受信機モジュール１２５０を含み得る。
【０１５４】
　次に図１３を参照すると、ｅＮＢ３１０またはｅＮＢ５１０など、本明細書で前に説明
した基地局に対応し得る、基地局１３００の一実施形態が示されている。基地局１３００
は、１つまたは複数のプロセッサ、ならびに入出力モジュール、バス、メモリなどの関連
する構成要素を含み得る、１つまたは複数のプロセッサモジュール１３１０を含み得る。
プロセッサモジュール１３１０は、本明細書で説明する基地局／ｅＮＢ処理機能と、特に
図６、図８、図１０、および図１１に関連する処理機能とを実装するように構成され得る
。
【０１５５】
　コンピュータ可読媒体を格納するための１つまたは複数のモジュール１３２０が、プロ
セッサモジュール１３１０に結合され得、本明細書で説明する様々な基地局の機能を実行
するための命令を含んでいるコンピュータ可読媒体を格納するために使用され得る。本明
細書で説明するユーザ端末識別情報、セル識別情報、ユーザ端末コンテキスト、状態情報
、ＣＢリソース情報、ユーザ端末アップリンク使用情報、および／または他のデータもし
くは情報など、情報を記憶するように構成されたメモリなどの１つまたは複数のメモリモ
ジュール１３３０が、本明細書で説明する様々な競合ベース基地局スケジューリングおよ
びシグナリング機能を実行することを可能にするためにプロセッサモジュール１３１０に
結合され得る。
【０１５６】
　基地局１３００はまた、他のワイヤレスネットワークノードと通信するように構成され
た１つまたは複数の送信機モジュール１３４０を含み得る。これらの他のノードは、たと
えば、ＵＥ３５０および５２０～５５０などのユーザ端末であり得る。基地局１３００は
他の基地局（図示せず）でもあり得る。送信機モジュール１３４０は、状態情報および競
合ベース許可情報を送ることなど、本明細書で説明する競合ベース送信関連の処理機能の
実行を可能にするために、プロセッサモジュール１３１０におよび／またはメモリもしく
は他のモジュール（図示せず）に結合され得る。
【０１５７】
　同様に、基地局１３００は、本明細書で説明する受信関連の処理機能の実行を可能にす
るために、特にＵＥ３５０および５２０～５５０などのユーザ端末に関して、同様にプロ
セッサモジュール１３１０におよび／またはメモリもしくは他のモジュール（図示せず）
に結合され得る１つまたは複数の受信機モジュール１３５０を含み得る。基地局１３１０
はまた、１つまたは複数のバックホール／ＣＮインターフェースモジュール１３６０を含
み得る。モジュール１３６０は、他の基地局またはコアネットワーク要素（図示せず）と
など、コアネットワーク要素にインターフェースするように構成され得る。インターフェ
ースは、Ｓ１接続などのワイヤード接続を介し得、および／またはワイヤレス接続性を含
み得る。
【０１５８】
　いくつかの構成では、ワイヤレス通信のための装置は、本明細書で説明する様々な機能
を実行するための手段を含む。一態様では、上述の手段は、図３、図１２、および図１３
に示すものなどの実施形態が常駐し、上述の手段によって具陳される機能を実行するよう
に構成された、１つまたは複数のプロセッサおよび関連メモリであり得る。上述の手段は
、たとえば、本明細書で説明する競合ベースアクセスシグナリングおよびスケジューリン
グ機能および／または他の機能を実行するための、ＵＥ、ｅＮＢ、および／または他のネ
ットワークノード中に常駐するモジュールまたは装置であり得る。別の態様では、上述の
手段は、上述の手段によって具陳される機能を実行するように構成されたモジュールまた
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は装置であり得る。
【０１５９】
　１つまたは複数の例示的な実施形態では、説明した機能、方法およびプロセスは、ハー
ドウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る
。ソフトウェアで実装される場合、機能は、コンピュータ可読記憶媒体上に記憶されるか
、あるいは１つまたは複数の命令またはコードとして符号化され得る。コンピュータ可読
媒体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスされ得
る任意の利用可能な媒体であり得る。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（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディ
スクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは
命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送または記憶するために使用
され得、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を含むことができる。
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）、レーザーディスク（登録商標）（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（登録商標）ディスク（disc）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。
【０１６０】
　開示するプロセスおよび方法中のステップまたは段階の特定の順序または階層は、例示
的な手法の例であることを理解されたい。設計の選好に基づいて、プロセス中のステップ
の特定の順序または階層は本開示の範囲内のまま再構成され得ることを理解されたい。添
付の方法クレームは、様々なステップの要素を例示的な順序で提示したものであり、提示
された特定の順序または階層に限定されるものではない。
【０１６１】
　情報および信号は多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得ることを、
当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令
、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁
界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され
得る。
【０１６２】
　さらに、本明細書で開示する実施形態に関して説明する様々な例示的な論理ブロック、
モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソ
フトウェア、または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。ハ
ードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、
ブロック、モジュール、回路、およびステップについて、上記では概してそれらの機能に
関して説明した。そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして
実装するかは、特定の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。当
業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装
の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
【０１６３】
　本明細書で開示する実施形態に関して説明する様々な例示的な論理ブロック、モジュー
ル、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け
集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他の
プログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構
成要素、あるいは本明細書で説明する機能を実行するように設計されたそれらの任意の組
合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得る
が、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコン
トローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイス
の組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッ
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サ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそ
のような構成として実装され得る。
【０１６４】
　開示する態様の前述の説明は、当業者が本開示を製作または使用できるように提供した
ものである。これらの態様への様々な修正は当業者には容易に明らかになり、本明細書で
定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の態様に適用され
得る。したがって、本開示は、本明細書で示す態様に限定されるものではなく、本明細書
で開示する原理および新規の特徴に一致する最も広い範囲を与えられるべきである。以下
の特許請求の範囲およびそれらの等価物が本開示の範囲を定義するものとする。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［Ｃ１］競合ベースアクセスのためにシステムリソースのサブセットを割り振る情報を
含む競合ベース許可情報を決定することと、
　前記競合ベース許可情報を１つまたは複数のユーザデバイスにシグナリングすることと
、
　電力メトリックを生成するために第１のアップリンク送信期間中に受信した競合ベース
アップリンク送信の第１のセットを測定することと、
　前記電力メトリックと背景雑音メトリックとに基づいて状態値を決定することと、そし
て
　前記１つまたは複数のユーザデバイスに前記状態値をシグナリングすることとを備え、
前記状態値が、第２のアップリンク送信期間中にシステムリソースの前記サブセットにお
いて競合ベースアップリンク送信の第２のセットのために前記１つまたは複数のユーザデ
バイスによって使用可能である、ワイヤレス通信のための方法。
　［Ｃ２］システムリソースの前記サブセットの前記割振りが、基地局における非競合ベ
ースアップリンク負荷に少なくとも部分的に基づく、［Ｃ１］に記載の方法。
　［Ｃ３］システムリソースの前記サブセットの前記割振りが、基地局によってサービス
されるユーザデバイスの数に少なくとも部分的に基づく、［Ｃ１］に記載の方法。
　［Ｃ４］システムリソースの前記サブセットの前記割振りが、総システム帯域幅のあら
かじめ定義された大きさに少なくとも部分的に基づく、［Ｃ１］に記載の方法。
　［Ｃ５］システムリソースの前記サブセットの前記割振りがサービス品質（ＱｏＳ）要
件に少なくとも部分的に基づく、［Ｃ１］に記載の方法。
　［Ｃ６］システムリソースの前記サブセットが、競合ベースアクセスのために排他的に
割り振られた前記総システム帯域幅のサブバンドを備える、［Ｃ１］に記載の方法。
　［Ｃ７］システムリソースの前記サブセットが、競合ベースアクセスのために排他的に
割り振られた利用可能な時間周波数システムリソースのサブセットを備える、［Ｃ１］に
記載の方法。
　［Ｃ８］システムリソースの前記サブセットが半静的に割り振られる、［Ｃ１］に記載
の方法。
　［Ｃ９］システムリソースの前記サブセットが動的に割り振られる、［Ｃ１］に記載の
方法。
　［Ｃ１０］前記競合ベース許可情報が変調および符号化方式（ＭＣＳ）情報をさらに含
む、［Ｃ１］に記載の方法。
　［Ｃ１１］前記競合ベース許可情報は、前記アップリンク送信期間中にデータを拡散す
るために前記１つまたは複数のユーザデバイスによって使用可能な拡散符号情報をさらに
含む、［Ｃ１］に記載の方法。
　［Ｃ１２］前記状態値を前記決定することが、前記背景雑音メトリックに対する前記電
力メトリックの比を計算することを備える、［Ｃ１］に記載の方法。
　［Ｃ１３］前記電力メトリックが、前記第１の競合ベースアップリンク送信に関連する
総電力に基づき、前記背景雑音メトリックが、システムリソースの前記サブセットにおけ
る総背景雑音に基づく、［Ｃ１］に記載の方法。
　［Ｃ１４］前記状態値が、前記比に基づく非負整数値を備える、［Ｃ１２］に記載の方
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法。
　［Ｃ１５］前記状態値を前記決定することは、
　前記比があらかじめ定義されたしきい値未満である場合、前の状態値を減分することと
、
　前記比が前記あらかじめ定義されたしきい値以上である場合、前記前の状態値を増分す
ることと
　をさらに備える、［Ｃ１２］に記載の方法。
　［Ｃ１６］前記競合ベース許可情報を前記シグナリングすることが、ダウンリンク制御
チャネルとシステムブロードキャストチャネルとのうちの１つを使用して前記競合ベース
許可情報を送ることを備える、［Ｃ１］に記載の方法。
　［Ｃ１７］状態値を前記シグナリングすることが、ダウンリンク制御チャネルとシステ
ムブロードキャストチャネルとのうちの１つを使用して前記状態値を送ることを備える、
［Ｃ１］に記載の方法。
　［Ｃ１８］競合ベースアクセスのためにシステムリソースの別のサブセットを割り振る
ことを含む別の競合ベース許可情報を決定することであって、システムリソースの前記別
のサブセットがシステムリソースの前記サブセットとは異なる、決定することと、
　前記別の競合ベース許可情報を前記１つまたは複数のユーザデバイスにシグナリングす
ることと
　をさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
　［Ｃ１９］前記１つまたは複数のユーザデバイスのうちの１つから、前記競合ベース許
可情報に従って第１の競合ベースアップリンク送信を受信することと、
　前記１つまたは複数のユーザデバイスのうちの第２のユーザデバイスから第２の競合ベ
ースアップリンク送信を受信することと、なお、前記第２の競合ベースアップリンク送信
が前記第１の競合ベースアップリンク送信と衝突し、そして
　前記第１の競合ベースアップリンク送信と前記第２の競合ベースアップリンク送信との
うちの１つを復号することと
　をさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
　［Ｃ２０］前記復号することに応答して、肯定応答チャネル上でＡＣＫ／ＮＡＣＫ送信
を送ることをさらに備える、［Ｃ１９］に記載の方法。
　［Ｃ２１］前記状態値が前記１つまたは複数のユーザデバイスの第１のサブセットにシ
グナリングされ、
　前記方法は、前記１つまたは複数のユーザデバイスの第２のサブセットに別の状態値を
シグナリングすることであって、前記第２のサブセットが前記第１のサブセットとは異な
る、シグナリングすることをさらに備える［Ｃ１］に記載の方法。
　［Ｃ２２］前記１つまたは複数のユーザデバイスに関連する特性に基づいて、前記１つ
または複数のユーザデバイスのために競合ベースアクセスを可能にすべきかどうかを決定
することをさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
　［Ｃ２３］前記特性が、前記１つまたは複数のユーザデバイスからのアップリンクデー
タ送信に関係する、［Ｃ２２］に記載の方法。
　［Ｃ２４］前記状態値と前記競合ベース許可情報とが前記１つまたは複数のユーザデバ
イスの第１のサブセットにシグナリングされ、前記１つまたは複数のユーザデバイスの前
記第１のサブセットが、前記１つまたは複数のユーザデバイスの前記第１のサブセットか
らのアップリンク送信に少なくとも部分的に基づいて決定され、
　前記方法は、
　　前記１つまたは複数のユーザデバイスの第２のサブセットによって競合ベースアクセ
スのためにシステムリソースの第２のサブセットを割り振る情報を含む第２の競合ベース
許可情報を決定することと、
　　前記第２の競合ベース許可情報をユーザデバイスの前記第２のサブセットにシグナリ
ングすることであって、前記１つまたは複数のユーザデバイスの前記第２のサブセットが
前記１つまたは複数のユーザデバイスの前記第１のサブセットとは異なる、シグナリング
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することと
　をさらに備える［Ｃ１］に記載の方法。
　［Ｃ２５］別の状態値を決定することと、
　前記１つまたは複数のユーザデバイスの前記第２のサブセットに前記別の状態値をシグ
ナリングすることと
　をさらに備える、［Ｃ２４］に記載の方法。
　［Ｃ２６］競合ベースアクセスのためにシステムリソースのサブセットを割り振る情報
を含む競合ベース許可情報を決定することをコンピュータに行わせるための命令と、
　前記競合ベース許可情報を１つまたは複数のユーザデバイスにシグナリングすることを
前記コンピュータに行わせるための命令と、
　電力メトリックを生成するために第１のアップリンク送信期間中に受信した競合ベース
アップリンク送信の第１のセットを測定することを前記コンピュータに行わせるための命
令と、
　前記電力メトリックと背景雑音メトリックとに基づいて状態値を決定することを前記コ
ンピュータに行わせるための命令と、そして
　前記１つまたは複数のユーザデバイスに前記状態値をシグナリングすることを前記コン
ピュータに行わせるための命令とを備え、前記状態値が、第２のアップリンク送信期間中
のシステムリソースの前記サブセットにおける競合ベースアップリンク送信の第２のセッ
トのスケジューリングの際に前記１つまたは複数のユーザデバイスによって使用可能であ
る、コンピュータ可読記憶媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
　［Ｃ２７］前記コンピュータ可読記憶媒体は、
　競合ベースアクセスのためにシステムリソースの別のサブセットを割り振ることを含む
別の競合ベース許可情報を決定することを前記コンピュータに行わせるための命令であっ
て、システムリソースの前記別のサブセットがシステムリソースの前記サブセットとは異
なる、命令と、
　前記別の競合ベース許可情報を前記１つまたは複数のユーザデバイスにシグナリングす
ることを前記コンピュータに行わせるための命令と
　をさらに備える、［Ｃ２６］に記載のコンピュータプログラム製品。
　［Ｃ２８］システムリソースの前記サブセットが、競合ベースアクセスのために排他的
に割り振られた総システム帯域幅のサブバンドを備える、［Ｃ２６］に記載のコンピュー
タプログラム製品。
　［Ｃ２９］競合ベースアクセスのためにシステムリソースのサブセットを割り振る情報
を含む競合ベース許可情報を決定することと、
　　前記競合ベース許可情報を１つまたは複数のユーザデバイスにシグナリングすること
と、
　　電力メトリックを生成するために第１のアップリンク送信期間中に受信した競合ベー
スアップリンク送信の第１のセットを測定することと、
　　前記電力メトリックと背景雑音メトリックとに基づいて状態値を決定することと、
　　前記１つまたは複数のユーザデバイスに前記状態値をシグナリングすることであって
、前記状態値が、第２のアップリンク送信期間中のシステムリソースの前記サブセットに
おける競合ベースアップリンク送信の第２のセットのスケジューリングの際に前記１つま
たは複数のユーザデバイスによって使用可能である、シグナリングすることと
　を行うように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
　を備える、ワイヤレス通信のための装置。
　［Ｃ３０］前記状態値を決定するように構成された前記少なくとも１つのプロセッサが
、前記背景雑音メトリックに対する前記電力メトリックの比を計算する、［Ｃ２９］に記
載の装置。
　［Ｃ３１］前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記比があらかじめ定義されたしきい値未満である場合、前の状態値を減分することと
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、
　前記比が前記あらかじめ定義されたしきい値以上である場合、前記前の状態値を増分す
ることと
　を行うようにさらに構成された、［Ｃ３０］に記載の装置。
　［Ｃ３２］競合ベースアクセスのためにシステムリソースのサブセットを割り振る情報
を含む競合ベース許可情報を決定するための手段と、
　前記競合ベース許可情報を１つまたは複数のユーザデバイスにシグナリングするための
手段と、
　電力メトリックを生成するために第１のアップリンク送信期間中に受信した競合ベース
アップリンク送信の第１のセットを測定するための手段と、
　前記電力メトリックと背景雑音メトリックとに基づいて状態値を決定するための手段と
、
　前記１つまたは複数のユーザデバイスに前記状態値をシグナリングするための手段であ
って、前記状態値が、第２のアップリンク送信期間中のシステムリソースの前記サブセッ
トにおける競合ベースアップリンク送信の第２のセットのスケジューリングの際に前記１
つまたは複数のユーザデバイスによって使用可能である、シグナリングするための手段と
　を備える、通信デバイス。
　［Ｃ３３］前記１つまたは複数のユーザデバイスに関連する特性に基づいて、前記１つ
または複数のユーザデバイスのために競合ベースアクセスを可能にすべきかどうかを決定
するための手段をさらに備える、［Ｃ３２］に記載の通信デバイス。
　［Ｃ３４］前記特性が、前記１つまたは複数のユーザデバイスからのアップリンクデー
タ送信に関係する、［Ｃ３３］に記載の通信デバイス。
　［Ｃ３５］前記状態値と前記競合ベース許可情報とが前記１つまたは複数のユーザデバ
イスの第１のサブセットにシグナリングされ、前記１つまたは複数のユーザデバイスの前
記第１のサブセットが、前記１つまたは複数のユーザデバイスの前記第１のサブセットか
らのアップリンク送信に少なくとも部分的に基づいて決定され、
　前記通信デバイスが、
　　前記１つまたは複数のユーザデバイスの第２のサブセットによって競合ベースアクセ
スのためにシステムリソースの第２のサブセットを割り振る情報を含む第２の競合ベース
許可情報を決定するための手段と、
　　前記第２の競合ベース許可情報をユーザデバイスの前記第２のサブセットにシグナリ
ングするための手段であって、前記１つまたは複数のユーザデバイスの前記第２のサブセ
ットが前記１つまたは複数のユーザデバイスの前記第１のサブセットとは異なる、シグナ
リングするための手段と
　をさらに備える［Ｃ３２］に記載の通信デバイス。
　［Ｃ３６］サービング基地局から、競合ベースアクセスのためにシステムリソースのサ
ブセットを割り振る情報を含む競合ベース許可情報を受信することと、
　前記基地局から、電力メトリックと背景雑音メトリックとに基づいて決定された状態値
を受信することと、
　前記状態値に基づいて送信確率を決定することと、
　前記競合ベース許可情報と前記送信確率とに従って競合ベースアップリンク送信を送る
ことと
　を備える、ワイヤレス通信のための方法。
　［Ｃ３７］前記競合ベース許可情報がＭＣＳ情報を含み、前記競合ベースアップリンク
送信が前記ＭＣＳ情報に従って送られる、［Ｃ３６］に記載の方法。
　［Ｃ３８］前記競合ベース許可情報が拡散符号情報を含み、前記競合ベースアップリン
ク送信が前記拡散符号情報に従って送られる、［Ｃ３６］に記載の方法。
　［Ｃ３９］前記状態値が、ダウンリンク制御チャネルとシステムブロードキャストチャ
ネルとのうちの１つから受信される、［Ｃ３６］に記載の方法。
　［Ｃ４０］前記競合ベース許可情報が、ダウンリンク制御チャネルとシステムブロード
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キャストチャネルとのうちの１つから受信される、［Ｃ３６］に記載の方法。
　［Ｃ４１］前記基地局から、前記競合ベースアップリンク送信に応答してＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ信号を受信することをさらに備える、［Ｃ３６］に記載の方法。
　［Ｃ４２］前記基地局から、競合ベースアクセスのためのシステムリソースの別のサブ
セットの割振りを含む別の競合ベース許可情報を受信することであって、システムリソー
スの前記別のサブセットがシステムリソースの前記サブセットとは異なる、受信すること
と、
　前記別の競合ベース許可情報に従って別の競合ベースアップリンク送信を送ることと
　をさらに備える、［Ｃ３６］に記載の方法。
　［Ｃ４３］前記基地局から、前記状態値とは異なる別の状態値を受信することと、
　前記別の状態値に従って別の競合ベースアップリンク送信を送ることと
　をさらに備える、［Ｃ３６］に記載の方法。
　［Ｃ４４］基地局から、競合ベースアクセスのためにシステムリソースのサブセットを
割り振る情報を含む競合ベース許可情報を受信することをコンピュータに行わせるための
命令と、
　前記基地局から、電力メトリックと背景雑音メトリックとに基づいて決定された状態値
を受信することを前記コンピュータに行わせるための命令と、
　前記状態値に基づいて送信確率を決定することを前記コンピュータに行わせるための命
令と、
　前記競合ベース許可情報と前記送信確率とに従って競合ベースアップリンク送信を送る
ことを前記コンピュータに行わせるための命令とを備えるコンピュータ可読記憶媒体を備
える、コンピュータプログラム製品。
　［Ｃ４５］前記コンピュータ可読記憶媒体は、
　前記基地局から、競合ベースアクセスのためのシステムリソースの別のサブセットの割
振りを含む別の競合ベース許可情報を受信することを前記コンピュータに行わせるための
命令であって、システムリソースの前記別のサブセットがシステムリソースの前記サブセ
ットとは異なる、命令と、
　前記別の競合ベース許可情報に従って別の競合ベースアップリンク送信を送ることを前
記コンピュータに行わせるための命令と
　をさらに備える、［Ｃ４４］に記載のコンピュータプログラム製品。
　［Ｃ４６］基地局から、競合ベースアクセスのためにシステムリソースのサブセットを
割り振る情報を含む競合ベース許可情報を受信することと、
　　前記基地局から、電力メトリックと背景雑音メトリックとに基づいて決定された状態
値を受信することと、
　　前記状態値に基づいて送信確率を決定することと、
　　前記競合ベース許可情報と前記送信確率とに従って競合ベースアップリンク送信を送
ることと
　を行うように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと
　を備える、ワイヤレス通信のための装置。
　［Ｃ４７］前記少なくとも１つのコンピュータは、
　前記基地局から、競合ベースアクセスのためのシステムリソースの別のサブセットの割
振りを含む別の競合ベース許可情報を受信することであって、システムリソースの前記別
のサブセットがシステムリソースの前記サブセットとは異なる、受信することと、
　前記別の競合ベース許可情報に従って別の競合ベースアップリンク送信を送ることと
　を行うようにさらに構成された、［Ｃ４６］に記載の装置。
　［Ｃ４８］サービング基地局から、競合ベースアクセスのためにシステムリソースのサ
ブセットを割り振る情報を含む競合ベース許可情報を受信するための手段と、
　前記基地局から、電力メトリックと背景雑音メトリックとに基づいて決定された状態値
を受信するための手段と、
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　前記状態値に基づいて送信確率を決定するための手段と、
　前記競合ベース許可情報と前記送信確率とに従って競合ベースアップリンク送信を送る
ための手段とを備える、通信デバイス。
　［Ｃ４９］前記基地局から、競合ベースアクセスのためのシステムリソースの別のサブ
セットの割振りを含む別の競合ベース許可情報を受信するための手段であって、システム
リソースの前記別のサブセットがシステムリソースの前記サブセットとは異なる、受信す
るための手段と、
　前記別の競合ベース許可情報に従って別の競合ベースアップリンク送信を送るための手
段と
　をさらに備える、［Ｃ４８］に記載の通信デバイス。
　［Ｃ５０］前記基地局から、前記競合ベースアップリンク送信に応答してＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ信号を受信するための手段をさらに備える、［Ｃ４８］に記載の通信デバイス。

【図１】 【図２】
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