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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルにおけるユーザ機器において、サイクリック・プレフィックスと、プリアンブルと
、前記プリアンブルのいくつかの繰り返しとを含むランダム・アクセス・チャネル・バー
ストを生成するステップであって、前記サイクリック・プレフィックスは、前記プリアン
ブルのいくつかの繰り返しに依存しない所定の持続時間を有し、前記プリアンブルのいく
つかの繰り返しは、基地局から前記ユーザ機器により受信されたブロードキャスト・メッ
セージの中で示されており、ランダム・アクセス・チャネル・バーストを生成する前記セ
ルにおけるユーザ機器のいずれもが前記プリアンブルのいくつかの繰り返しを用いる、ス
テップと、
　前記ユーザ機器から、無線インタフェースを介して前記ランダム・アクセス・チャネル
・バーストを伝送するステップを具備する方法。
【請求項２】
　前記ランダム・アクセス・チャネル・バーストを生成するステップは、前記ランダム・
アクセス・チャネル・バーストを受信する前記基地局のセル半径がより大きいときには、
前記プリアンブルのより多い回数の繰り返しを含むランダム・アクセス・チャネル・バー
ストを生成し、前記セル半径がより小さいときには、より少ない回数の繰り返しを含むラ
ンダム・アクセス・チャネル・バーストを生成するステップを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
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　少なくとも１つのブロードキャスト・チャネルを介して、少なくとも１つの基地局から
、繰り返しの選択された回数を示す情報を受信するステップを具備する請求項１に記載の
方法。
【請求項４】
　前記ランダム・アクセス・チャネル・バーストを伝送するステップは、前記プリアンブ
ルの選択された回数の繰り返しと選択されたガードタイム間隔とに基づいて選択されたい
くつかのサブフレームの間に、前記ランダム・アクセス・チャネル・バーストを伝送する
ステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ランダム・アクセス・チャネル・バーストを伝送するステップは、前記プリアンブ
ルの選択された回数の繰り返しと、前記セル半径及び無線伝送周波数のうちの少なくとも
一つに基いて選択されたガードタイム間隔とに基いて選択されたいくつかのサブフレーム
の間に、前記ランダム・アクセス・チャネル・バーストを伝送するステップを含む、請求
項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記プリアンブルのいくつかの繰り返しは、セル半径及び無線伝送周波数のうちの少な
くとも一つに基いて選択される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記繰り返しの回数は、０、１又は２である、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　セルにおけるユーザ機器において、サイクリック・プレフィックスと、プリアンブルと
、前記プリアンブルのいくつかの繰り返しとを含むランダム・アクセス・チャネル・バー
ストを生成するステップであって、前記サイクリック・プレフィックスは、前記プリアン
ブルのいくつかの繰り返しに依存しない所定の持続時間を有し、ランダム・アクセス・チ
ャネル・バーストを生成する前記セルにおけるユーザ機器のいずれもが前記プリアンブル
のいくつかの繰り返しを用いる、ステップと、
　前記ユーザ機器から、無線インタフェースを介して前記ランダム・アクセス・チャネル
・バーストを伝送するステップとを具備し、
　前記ランダム・アクセス・チャネル・バーストを伝送するステップは、第１の長さを有
する第１のサイクリック・プレフィックスと、第２の長さを有する第１のプリアンブルと
、前記第１のプリアンブルの第１の回数の繰り返しとを含む第１のランダム・アクセス・
チャネル・バースト生成するステップであって、前記ユーザ機器と時を同じくしてランダ
ム・アクセス・チャネル・バーストを生成する前記セルにおけるユーザ機器のいずれもが
前記プリアンブルの第１の回数の繰り返しを用いる、ステップを含み、
　前記方法は、さらに、
　前記ユーザ機器において、前記第１のランダム・アクセス・チャネル・バーストの後に
使用するための第２のランダム・アクセス・チャネル・バーストを生成するステップであ
って、前記第２のランダム・アクセス・チャネル・バーストは、前記第１の長さを有する
第２のサイクリック・プレフィックスと、前記第２の長さを有する第２のプリアンブルと
、前記第２のプリアンブルの第２の回数の繰り返しとを含み、前記第２の回数は前記第１
の回数とは異なり、前記ユーザ機器と時を同じくしてランダム・アクセス・チャネル・バ
ーストを生成する前記セルにおける他のユーザ機器のいずれもが前記プリアンブルの第２
の回数の繰り返しを用いる、ステップと、
　前記第１のランダム・アクセス・チャネル・バースト及び前記第２のランダム・アクセ
ス・チャネル・バーストのうちの少なくとも一つを伝送するステップとを具備する、方法
。
【請求項９】
　前記無線インタフェースを介して、前記第２のランダム・アクセス・チャネル・バース
トを伝送するステップを具備する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
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　前記第２のランダム・アクセス・チャネル・バーストを生成する前記ステップは、前記
ランダム・アクセス・チャネル・バーストに関する変形されたフォーマットを示すメッセ
ージの受信に応じて実行される、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　セルにサービスを提供する基地局において、サイクリック・プレフィックスと、プリア
ンブルと、前記プリアンブルのいくつかの繰り返しとを含む信号を受信するステップであ
って、前記プリアンブルのいくつかの繰り返しは、前記基地局からユーザ機器に送られた
ブロードキャスト・メッセージの中で示されており、前記サイクリック・プレフィックス
は、前記プリアンブルのいくつかの繰り返しに依存しない所定の持続時間を有する、ステ
ップと、
　前記受信した信号に基づいて、前記信号を伝送した移動ユニットを検出するステップで
あって、ランダム・アクセス・チャネル・バーストを生成する前記セルにおけるユーザ機
器のいずれもが前記プリアンブルのいくつかの繰り返しを用いる、ステップとを具備する
方法。
【請求項１２】
　前記セル半径がより大きいときには、前記プリアンブルのより多い回数の繰り返しを選
択し、前記セル半径がより小さいときには、より少ない回数の繰り返しを選択するステッ
プ、又は、
　無線伝送周波数がより高いときには、前記プリアンブルのより多い回数の繰り返しを選
択し、前記無線伝送周波数がより低いときには、前記プリアンブルのより少ない回数の繰
り返しを選択するステップ、
のうちの少なくとも１つを具備する請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　無線インタフェースを介して、前記選択された回数の繰り返しをブロードキャストする
ステップを具備する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記信号を受信するステップは、指定の数のサブフレームの間、前記信号を探すステッ
プを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記プリアンブルの前記選択された回数の繰り返しと、選択されたガードタイム間隔と
に基いてサブフレームの数を選択するステップと、
　前記セル半径及び前記無線伝送周波数のうちの少なくとも一つに基いてガードタイム間
隔を選択するステップとを具備する、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記移動ユニットを検出するステップは、セル半径に基づいて決定されたオフセットだ
け互いに対して遅延させられた複数の探索窓の間に、前記受信された信号に関連するエネ
ルギーを蓄積するステップを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１７】
　前記受信された信号に関連する前記エネルギーを蓄積するステップは、前記探索窓の各
々に関連する選択された数の期間にわたって、前記受信された信号に関連するエネルギー
を蓄積するステップを含み、前記期間の選択された数は、前記プリアンブルの繰り返しの
選択された回数に１を加えた数に相当する、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記移動ユニットを検出するステップは、前記選択された数の期間の間に蓄積された前
記エネルギーを結合するステップを含み、
　前記移動ユニットを検出するステップは、前記探索窓の１つに関連する前記選択された
数の期間の間に蓄積された前記エネルギーが閾値を超えたときに、前記移動ユニットが検
出されたことを判定するステップを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記プリアンブルの０、１又は２回の繰り返しを選択するステップを具備する、請求項
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１１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記信号を伝送するために使用される無線伝送周波数に基いて、前記繰り返しの回数を
選択するステップを具備する、請求項１１に記載の方法。
【請求項２１】
　サイクリック・プレフィックスと、プリアンブルと、前記プリアンブルのいくつかの繰
り返しとを含むランダム・アクセス・チャネル・バーストを生成するよう構成されたユー
ザ機器であって、
　前記サイクリック・プレフィックスは、前記プリアンブルのいくつかの繰り返しに依存
しない所定の持続時間を有し、
　前記プリアンブルのいくつかの繰り返しは、基地局から前記ユーザ機器により受信され
たブロードキャスト・メッセージの中で示されており、
　前記ユーザ機器と同じセルにおいてランダム・アクセス・チャネル・バーストを生成す
る他のユーザ機器のいずれもが、前記プリアンブルのいくつかの繰り返しを用いる、ユー
ザ機器。
【請求項２２】
　前記プリアンブルの繰り返しの回数は、０、１又は２である、請求項２１に記載のユー
ザ機器。
【請求項２３】
　サイクリック・プレフィックスと、プリアンブルと、前記プリアンブルのいくつかの繰
り返しとを含むランダム・アクセス・チャネル・バーストを生成するよう構成されたユー
ザ機器であって、
　前記サイクリック・プレフィックスは、前記プリアンブルのいくつかの繰り返しに依存
しない所定の持続時間を有し、
　前記ユーザ機器と同じセルにおいてランダム・アクセス・チャネル・バーストを生成す
る他のユーザ機器のいずれもが、前記プリアンブルのいくつかの繰り返しを用い、
　前記ユーザ機器は、さらに、
　第１の長さを有する第１のサイクリック・プレフィックスと、第２の長さを有する前記
プリアンブルと、前記プリアンブルの第１の回数の繰り返しとを含む第１のフォーマット
を備える第１のランダム・アクセス・チャネル・バーストを生成し、
　前記ランダム・アクセス・チャネル・バーストに関する第２のフォーマットを示すメッ
セージを受信し、
　前記メッセージの受信に応じて、第２のランダム・アクセス・チャネル・バーストを生
成するよう構成され、
　前記ユーザ機器と同じセルにおいてランダム・アクセス・チャネル・バーストを生成す
る他のユーザ機器のいずれもが、前記ユーザ機器と時を同じくして前記プリアンブルの前
記第１の回数の繰り返しを用い、
　前記第２のランダム・アクセス・チャネル・バーストは、前記第１の長さを有する第２
のサイクリック・プレフィックスと、前記第２の長さを有する第２のプリアンブルと、前
記第２のプリアンブルの第２の回数の繰り返しとを含む前記第２のフォーマットを備え、
前記第２の回数は前記第１の回数とは異なり、前記ユーザ機器と同じセルにおいてランダ
ム・アクセス・チャネル・バーストを生成する他のユーザ機器のいずれもが、前記第２の
ランダム・アクセス・チャネル・バーストを生成する前記ユーザ機器と時を同じくして前
記プリアンブルの第２の回数の繰り返しを用いる、ユーザ機器。
【請求項２４】
　前記プリアンブルと、前記プリアンブルのいくつかの繰り返しとを有するシーケンスを
生成するよう構成されたブロック繰り返し要素と、
　前記シーケンスと、前記プリアンブルのいくつかの繰り返しに依存しない所定の持続時
間を有するサイクリック・プレフィックスとを含む前記ランダム・アクセス・チャネル・
バーストを形成するよう構成された加算器とをさらに備える、請求項２１に記載のユーザ
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機器。
【請求項２５】
　前記ブロック繰り返し要素は、前記プリアンブルのブロックごとの繰り返しを実行する
ことにより前記シーケンスを生成するよう構成される、請求項２４に記載のユーザ機器。
【請求項２６】
　前記ユーザ機器は、前記ブロック繰り返し要素に提供されることができる一定振幅ゼロ
自己相関シーケンスを含むプリアンブルを生成するよう構成される、請求項２４に記載の
ユーザ機器。
【請求項２７】
　前記加算器は、前記シーケンスと、前記サイクリック・プレフィックスと、ガードタイ
ム間隔とを含む前記ランダム・アクセス・チャネル・バーストを形成するよう構成される
、請求項２４に記載のユーザ機器。
【請求項２８】
　前記ユーザ機器は、前記ランダム・アクセス・チャネル・バーストを伝送するよう構成
される、請求項２４に記載のユーザ機器。
【請求項２９】
　セルにおける展開のために構成可能な受信機であって、
　プリアンブルと前記プリアンブルのいくつかの繰り返しとを含むランダム・アクセス・
チャネル・バーストから、受信したプリアンブルのいくつかの繰り返しに依存しない所定
の持続時間を有するサイクリック・プレフィックスを取り除くよう構成されたプリプロセ
ッサと、
　ここで、前記セルにおいてランダム・アクセス・チャネル・バーストを生成している各
ユーザ機器は、前記プリアンブルのいくつかの繰り返しを用い、前記プリアンブルのいく
つかの繰り返しは、基地局から前記ユーザ機器に送信されたブロードキャスト・メッセー
ジの中で示されており、
　前記プリプロセッサから信号を受信するよう構成された相関器とを備える、受信機。
【請求項３０】
　前記相関器は、周波数領域相関器である、請求項２９に記載の受信機。
【請求項３１】
　前記繰り返しの回数は、０、１又は２である、請求項２９に記載の受信機。
【請求項３２】
　前記周波数領域相関器は、受信したランダム・アクセス・チャネル・バーストに関する
いくつかの隣接する探索窓を探索するよう構成され、
　前記いくつかの隣接する探索窓は、前記プリアンブルの繰り返しの回数に１を加えた数
に等しい、請求項２９に記載の受信機。
【請求項３３】
　前記相関器は、前記サイクリックプレフィックスの前記所定の持続時間に対応する時間
だけ、隣接する探索窓を遅延させる、請求項２９に記載の受信機。
【請求項３４】
　前記相関器は、複数の走査において前記選択された数の隣接する探索窓を探索するよう
構成され、
　各走査は、異なる範囲に対応し、
　各走査は、前記サイクリック・プレフィックスの前記所定の持続時間だけ、以前の走査
から時間オフセットしている、請求項２９に記載の受信機。
【請求項３５】
　前記隣接する探索窓において蓄積されたエネルギーを結合し、前記ランダム・アクセス
・チャネル・バーストが検出されたかどうかを判定するために、前記蓄積されたエネルギ
ーを閾値と比較するエネルギー検出器を備える、請求項２９に記載の受信機。
【請求項３６】
　前記エネルギー検出器は、セル半径又は複数のセル半径の範囲に対応する選択された探
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索窓サイズへの出力に相関する前記周波数領域を制限する探索窓制限器を備える、請求項
３５に記載の受信機。
【請求項３７】
　前記エネルギー検出器は、前記ランダム・アクセス・チャネル・バーストの前記プリア
ンブルの繰り返しに対応する異なる出力に関連するエネルギーを合計するエネルギー結合
器を備える、請求項３５に記載の受信機。
【請求項３８】
　前記受信機は、基地局内に実装され、
　前記基地局は、ランダム・アクセス・チャネル・バーストに関するフォーマットを示す
信号を、前記基地局によりサービス提供されるセル内の全てのユーザ機器にブロードキャ
ストするよう構成され、
　前記フォーマットは、前記受信されたプリアンブルのいくつかの繰り返しに依存しない
前記所定の持続時間を有する前記サイクリック・プレフィックスを含み、前記セルにおい
てランダム・アクセス・チャネル・バーストを生成している各ユーザ機器は、前記プリア
ンブルのいくつかの繰り返しを用いる、請求項２９に記載の受信機。
【請求項３９】
　前記基地局は、フォーマットを示す信号をブロードキャストするよう構成され、
　前記プリアンブルのいくつかの繰り返しは、前記基地局から前記ユーザ機器の実際の距
離に依存しない、請求項３８に記載の受信機。
【請求項４０】
　セルにサービスを提供する基地局において、サイクリック・プレフィックスと、プリア
ンブルと、前記プリアンブルのいくつかの繰り返しとを含むランダム・アクセス・チャネ
ル・バーストを示す情報を含む信号を受信する手段と、
　前記受信した信号に基づき、前記ランダム・アクセス・チャネル・バーストを伝送した
移動ユニットを検出する手段とを備える装置であって、
　前記サイクリック・プレフィックスは、前記プリアンブルのいくつかの繰り返しに依存
しない所定の持続時間を有し、
　前記プリアンブルのいくつかの繰り返しは、前記基地局からユーザ機器に送信されたブ
ロードキャスト・メッセージの中で示されており、
　前記セルにおいてランダム・アクセス・チャネル・バーストを生成する移動ユニットの
いずれもが前記プリアンブルのいくつかの繰り返しを用いる、装置。
【請求項４１】
　前記繰り返しの回数は、０、１又は２である、請求項４０に記載の装置。
【請求項４２】
　セルにサービスを提供する少なくとも１つの基地局から、ブロードキャスト・メッセー
ジの中の繰り返しの回数を示す情報を受信し、
　サイクリック・プレフィックスと、プリアンブルと、前記プリアンブルのいくつかの繰
り返しとを含むランダム・アクセス・チャネル・バーストを生成するよう構成されたユー
ザ機器であって、
　前記セルにおける他のユーザ機器は、前記プリアンブルのいくつかの繰り返しを示す情
報を受信し、
　前記サイクリック・プレフィックスは、所定の持続時間を有し、前記プリアンブルのい
くつかの繰り返しは、前記サイクリック・プレフィックスの所定の持続時間に依存せず、
　前記セルにおいてランダム・アクセス・チャネル・バーストを生成している前記他のユ
ーザ機器のいずれもが前記プリアンブルのいくつかの繰り返しを用いる、ユーザ機器。
【請求項４３】
　前記繰り返しの回数は、前記ユーザ機器からランダム・アクセス・チャネル・バースト
を受信しようとする基地局のセル半径がより大きいときに前記プリアンブルのより多くの
繰り返しの回数を含み、前記セル半径がより小さいときに前記プリアンブルのより少ない
繰り返しの回数を含む、請求項４２に記載のユーザ機器。
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【請求項４４】
　前記ユーザ機器は、前記プリアンブルのいくつかの繰り返しと、前記セル半径及び前記
無線伝送周波数のうちの少なくとも一つに基いて決定されるガードタイム間隔とに基いて
決定されたいくつかのサブフレームの間に、前記ランダム・アクセス・チャネル・バース
トを伝送するようさらに構成される、請求項４３に記載のユーザ機器。
【請求項４５】
　前記繰り返しの回数は、０、１又は２である、請求項４３に記載のユーザ機器。
【請求項４６】
　サイクリック・プレフィックスと、プリアンブルと、前記プリアンブルのいくつかの繰
り返しとを含むランダム・アクセス・チャネル・バーストを生成するよう構成されたユー
ザ機器であって、
　前記サイクリック・プレフィックスは、前記プリアンブルのいくつかの繰り返しに依存
しない所定の持続時間を有し、
　前記プリアンブルのいくつかの繰り返しは、前記ユーザ機器を含む前記セルにサービス
を提供する基地局から前記ユーザ機器の実際の距離に依存せず、
　前記プリアンブルのいくつかの繰り返しは、前記基地局から前記ユーザ機器により受信
されたブロードキャスト・メッセージの中で示されている、ユーザ機器。
【請求項４７】
　基地局によりサービス提供されるセルにおける全てのユーザ機器へ、ランダム・アクセ
ス・チャネル・バーストのフォーマットを示す信号をブロードキャストするよう構成され
た基地局であって、
　前記ランダム・アクセス・チャネル・バーストの前記フォーマットは、サイクリック・
プレフィックスと、プリアンブルと、前記プリアンブルのいくつかの繰り返しを含み、
　前記サイクリック・プレフィックスは、前記プリアンブルのいくつかの繰り返しに依存
しない所定の持続時間を有し、
　前記プリアンブルのいくつかの繰り返しは、前記基地局から前記ユーザ機器に送信され
たブロードキャスト・メッセージの中で示されており、
　前記プリアンブルのいくつかの繰り返しは、前記基地局から前記ユーザ機器の実際の距
離に依存しない、基地局。
【請求項４８】
　前記プリアンブルのいくつかの繰り返しは、前記セルのセル半径及び前記基地局の無線
伝送周波数に基づき、前記基地局により選択される、請求項１１に記載の方法。
【請求項４９】
　前記プリアンブルのいくつかの繰り返しは、前記セルのセル半径及び前記基地局の無線
伝送周波数に基づき、前記基地局により選択される、請求項２１に記載のユーザ機器。
【請求項５０】
　前記プリアンブルのいくつかの繰り返しは、前記セルのセル半径及び前記基地局の無線
伝送周波数に基づき、前記基地局により選択される、請求項２９に記載の受信機。
【請求項５１】
　前記プリアンブルのいくつかの繰り返しは、前記セルのセル半径及び前記基地局の無線
伝送周波数に基づき、前記基地局により選択される、請求項４０に記載の装置。
【請求項５２】
　前記プリアンブルのいくつかの繰り返しは、前記セルのセル半径及び前記基地局の無線
伝送周波数に基づき、前記基地局により選択される、請求項４２に記載のユーザ機器。
【請求項５３】
　前記プリアンブルのいくつかの繰り返しは、前記セルのセル半径及び前記基地局の無線
伝送周波数に基づき、前記基地局により選択される、請求項４６に記載のユーザ機器。
【請求項５４】
　前記プリアンブルのいくつかの繰り返しは、前記セルのセル半径及び前記基地局の無線
伝送周波数に基づき、前記基地局により選択される、請求項４７に記載の基地局。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、プロセッサ・ベースのシステムに関し、より詳細には、プロセッサ
・ベースのシステムにおけるバス・トランザクションを調停することに関する。
【背景技術】
【０００２】
（関連技術の説明）
　無線通信システムは、通常、各基地局または各アクセス・ポイントに関連する地理的区
域（つまり、セル）内の移動ユニットに無線接続を提供するための１つまたは複数の基地
局またはアクセス・ポイントを含む。移動ユニットと基地局は、無線通信リンク、つまり
、無線インタフェースを介して変調された無線周波数信号を伝送することによって、通信
する。この無線インタフェースは、基地局から移動ユニットに情報を伝送するためのダウ
ンリンク（または順方向リンク）チャネルと、移動ユニットから基地局に情報を伝送する
ためのアップリンク（または逆方向リンク）チャネルとを含む。これらのアップリンク・
チャネルおよびダウンリンク・チャネルは、通常、データ・チャネル、ランダム・アクセ
ス・チャネル、ブロードキャスト・チャネル、ページング・チャネル、制御チャネルなど
に分けられる。これらのアップリンク・チャネルおよびダウンリンク・チャネルは、共有
であることも、専用であることも可能である。
【０００３】
　移動ユニットは、ＲＡＣＨ（ランダム・アクセス・チャネル）の１つまたは複数のチャ
ネル上でメッセージを伝送することによって、基地局との通信を開始することができる。
アップリンク・ランダム・アクセス・メッセージは、非同期型であり、したがって、基地
局のカバレッジ・エリア内の任意の移動ユニットによって、同期されたダウンリンク・タ
イミングに基づいていつでも伝送されることが可能である。したがって、基地局における
受信機は、これらのランダム・アクセス・チャネルを絶えず監視し、これらのランダム・
アクセス・チャネル上で受信された信号に、移動ユニットによって伝送されたランダム・
アクセス・メッセージの中の所定のシンボル系列（ときとして、ＲＡＣＨプリアンブルと
呼ばれる）がないか探さなければならない。この探索プロセスを実行可能にするのに、ラ
ンダム・アクセス・メッセージのフォーマットが、標準化されなければならない。例えば
、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムにお
ける従来のランダム・アクセス・メッセージは、１．０８ＭＨｚ帯域幅において１ミリ秒
のＴＴＩ（伝送時間間隔）中にサブフレームの中で伝送される。ランダム・アクセス・メ
ッセージ・サブフレームは、０．８ミリ秒のプリアンブルと、このプリアンブルの中のシ
ンボル系列の一部分のコピーを含む１０２．６マイクロ秒のサイクリック・プレフィック
スとに分割される。伝送時間間隔における残りの９７．４マイクロ秒は、異なるランダム
・アクセス・メッセージ間、または共有されるデータ・チャネル間のシンボル間干渉を減
らす、または防止するガードタイムとして確保される。
【０００４】
　基地局のカバレッジ・エリアは、サイクリック・プレフィックスおよびガードタイムの
持続時間と関係する。例えば、約０．１ミリ秒という従来のガードタイムは、約１５キロ
メートルを伝わる信号の往復遅延に相当する。このため、ガードタイムのために約０．１
ミリ秒を含むランダム・アクセス・チャネル・メッセージ・フォーマットは、約１５キロ
メートルまでの半径を有するカバレッジ・エリアまたはセル・サイズに関するシンボル間
干渉を減らす、または防止するのに適当である。同様に、サイクリック・プレフィックス
の持続時間は、カバレッジ・エリアのサイズ、および伝搬チャネル遅延拡散と関係する。
例えば、約０．１ミリ秒のサイクリック・プレフィックスは、約１５キロメートルまでの
半径を有するカバレッジ・エリアに適している。１５キロメートルという距離範囲は、従
来の無線通信システムに関して十分である可能性があるものの、ＵＭＳＴ　ＬＴＥなどの
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、提案される無線通信システムの基地局距離範囲は、少なくとも１００キロメートルに拡
大するものと見込まれる。基地局によってサポートされるランダム・アクセス・チャネル
の距離範囲を拡大する提案は、伝送時間間隔を２ミリ秒に増加させることを含む。
【０００５】
　図１は、ランダム・アクセス・メッセージ１００の提案される変形を示す。この提案に
おいて、拡大された伝送時間間隔は、０．８ミリ秒のＲＡＣＨプリアンブル１０５を含む
。ＣＰ（サイクリック・プレフィックス）１１０の長さは、所望されるカバレッジ・エリ
アに比例して増加する。例えば、０．１ミリ秒のサイクリック・プレフィックス長が追加
されるごとに、１５キロメートルのカバレッジが追加されることになる。また、ガードタ
イム１１５も、サイクリック・プレフィックス長と同一の割合で増加する。このため、０
．８ミリ秒のＲＡＣＨプリアンブルで、ガードタイムとサイクリック・プレフィックスに
利用可能な時間は、２ミリ秒－０．８ミリ秒＝１．２ミリ秒である。このＲＡＣＨ距離範
囲拡大提案は、ＲＡＣＨプリアンブル検出の受信側の複雑さを低減しようと試みる。しか
し、この距離範囲は、その場合、より長いサイクリック・プレフィックスを伝送するのに
要求されるオーバヘッドの増加という犠牲を払って、拡大される。
【０００６】
　図２は、１つの従来のＲＡＣＨ受信機２００を概念的に示す。受信機２００は、ランダ
ム・アクセス・チャネルの２ミリ秒の伝送時間間隔内に受信される信号を監視する。移動
ユニットが、受信機２００に非常に近い場合、サブフレームは、サブフレーム２０５によ
って示されるとおり、伝送時間間隔の始まりのすぐ近くで始まることが可能である。しか
し、移動ユニットが、基地局のカバレッジ・エリアの縁端近くにある場合、サブフレーム
は、サブフレーム２１０によって示されるとおり、伝送時間間隔において非常に遅くに始
まることが可能である。従来のプリアンブル検出スキームが、この距離範囲拡大シナリオ
において、開始基準時間を拡大されたサイクリック・プレフィックスの終わりに移すこと
によって、例えば、図２に示されるとおり、９０キロメートルのカバレッジ・エリアに関
して０．６ミリ秒だけ高速フーリエ変換データ収集窓を移すことによって、使用されるこ
とが可能である。次に、蓄積されたデータが、約０．６ミリ秒の遅延にわたってピークを
探すように処理されることが可能である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Ericsson, E-UTRA Scalability of Random Access Preamble with cycl
ic prefix, 3GPP TSG-RAN WG1 LTE Ad-Hoc R1-061870, ２００６年６月２７日
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、前述した問題の１つまたは複数の問題の影響に対処することに向けられる。
以下に、本発明のいくつかの態様の基本的な理解をもたらすために、本発明の簡略化され
た概要を提示する。この概要は、本発明の網羅的な概説ではない。この概要は、本発明の
重要な要素、もしくは不可欠な要素を特定することも、本発明の範囲を線引きすることも
意図していない。この概要の唯一の目的は、後段で説明されるより詳細な説明の前置きと
して、いくつかの概念を簡略化された形態で提示することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一実施形態においては、セルにおけるユーザ機器において、サイクリック・プ
レフィックスと、プリアンブルと、プリアンブルのいくつかの繰り返しとを含むランダム
・アクセス・チャネル・バーストを生成するステップであって、サイクリック・プレフィ
ックスは、プリアンブルのいくつかの繰り返しに依存しない所定の持続時間を有し、ラン
ダム・アクセス・チャネル・バーストを生成するセルにおけるユーザ機器のいずれもがプ
リアンブルのいくつかの繰り返しを用いる、ステップと、ユーザ機器から、無線インタフ
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ェースを介してランダム・アクセス・チャネル・バーストを伝送するステップを具備する
方法を提供する。
【００１０】
　本発明は、同様の符号が同様の要素を識別する、添付の図面と併せて解釈される、以下
の説明を参照して理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ランダム・アクセス・メッセージの提案される変形を示す図である。
【図２】１つの従来のＲＡＣＨ受信機を概念的に示す図である。
【図３】本発明による無線通信システムの１つの例示的な実施形態を概念的に示す図であ
る。
【図４Ａ】本発明による、距離範囲および／または伝送周波数帯域に応じて基地局によっ
て選択されることが可能である、例示的なランダム・アクセス・チャネル・バースト・フ
ォーマットを概念的に示す図である。
【図４Ｂ】本発明によるランダム・アクセス・チャネル・バーストを伝送するための送信
機の１つの例示的な実施形態を概念的に示す図である。
【図４Ｃ】本発明による、１つの例示的なランダム・アクセス・チャネル・バースト・フ
ォーマットのためのサイクリック・プレフィックスの生成を概念的に示す図である。
【図５】本発明による受信機の１つの例示的な実施形態を概念的に示す図である。
【図６】図６Ａ及び６Ｂは、本発明による、２つのランダム・アクセス・チャネル・バー
スト・フォーマットに関するランダム・アクセス・チャネル・バースト検出シーケンスを
概念的に示す図である。
【図７】本発明による、図４に示されるランダム・アクセス・チャネル・バースト・フォ
ーマットのためのＡＷＧＮチャネルに関する理論上の検出性能を示す図である。
【図８】本発明による、基地局アンテナ高３０ｍ、９０ｍ、および９０ｍに関してノード
Ｂとユーザ機器の間の距離に応じて、要求されるＥＳ／Ｎ０を示す図である。
【図９】本発明による、基地局アンテナ高３０ｍ、９０ｍ、および９０ｍに関してノード
Ｂとユーザ機器の間の距離に応じて、要求されるＥＳ／Ｎ０を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明は、様々な変形形態および代替形態が可能であるが、本発明の特定の実施形態が
、例として、図面に示されており、本明細書で詳細に説明される。しかし、特定の実施形
態の本明細書の説明は、開示される特定の形態に本発明を限定することは意図しておらず
、それどころか、意図されるのは、添付の特許請求の範囲によって規定される本発明の範
囲内に入るすべての変形形態、均等形態、および代替形態を範囲に含むことであることを
理解されたい。
【００１３】
　本発明の例示的な実施形態が、以下に説明される。簡明のため、実際の実施形態のすべ
ての特徴は、本明細書で説明されない。いずれのそのような実際の実施形態の開発におい
ても、実施形態ごとに異なる、システム関連の制約およびビジネス関連の制約の遵守など
の、開発者の特定の目標を達するように、多数の実施形態特有の決定が行われるべきこと
が、当然、認識されよう。さらに、そのような開発の取り組みは、複雑で、時間がかかる
可能性があるが、それでも、本開示を利用する当業者には、日常的な作業であることが認
識されよう。
【００１４】
　本発明のいくつかの部分、および対応する詳細な説明は、ソフトウェア、あるいはコン
ピュータ・メモリ内のデータ・ビットに対する操作のアルゴリズムおよび記号表現の点で
提示される。これらの説明および表現は、当業者が、自らの作業の内容を他の当業者に効
果的に伝える説明および表現である。本明細書で使用され、さらに一般的に使用されるア
ルゴリズムという用語は、所望される結果につながる自己矛盾のない一連のステップであ
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ると考えられる。これらのステップは、物理的量の物理的操作を要求するステップである
。通常、ただし、必然的にではなく、これらの量は、格納され、転送され、組み合わされ
、比較され、さらにそれ以外で操作されることが可能な光信号、電気信号、または磁気信
号の形態をとる。ときとして、主に一般的な用法の理由で、これらの信号をビット、値、
要素、シンボル、文字、項、数などと呼ぶことが好都合であることが分かっている。
【００１５】
　しかし、これら、および類似する用語のすべては、適切な物理的量に関連付けられるべ
きであり、これらの量に付けられた便利なラベルに過ぎないことに留意されたい。特に明
記しない限り、または説明から明白なとおり、「処理すること」または「算出すること」
または「計算すること」または「決定すること」または「表示すること」などの用語は、
コンピュータ・システムのレジスタおよびメモリの内部の物理的、電子的な量として表さ
れるデータを操作し、コンピュータ・システム・メモリもしくはコンピュータ・システム
・レジスタ、あるいは他のそのような情報記憶デバイス、情報伝送デバイス、または情報
表示デバイスの内部の物理的量として同様に表される他のデータに変換する、コンピュー
タ・システム、または類似した電子コンピューティング・デバイスの動作およびプロセス
を指す。
【００１６】
　また、本発明のソフトウェアによって実施される態様は、通常、何らかの形態のプログ
ラム記憶媒体上に符号化される、または何らかのタイプの伝送媒体を介して実施されるこ
とに留意されたい。このプログラム記憶媒体は、磁気型（例えば、フロッピー（登録商標
）・ディスクまたはハードドライブ）または光学型（例えば、コンパクト・ディスク読み
取り専用メモリ、つまり、「ＣＤ　ＲＯＭ」）であることが可能であり、さらに読み取り
専用型であっても、ランダム・アクセス型であってもよい。同様に、伝送媒体は、より対
線、同軸ケーブル、光ファイバ、または当技術分野で知られている他の何らかの適切な伝
送媒体であることが可能である。本発明は、いずれの所与の実施形態の、これらの態様に
よっても限定されない。
【００１７】
　次に、本発明を、添付の図面を参照して説明する。様々な構造、システム、およびデバ
イスが、説明のみを目的とし、当業者によく知られた詳細で本発明を不明瞭にしないよう
に図面に概略で示されている。それでも、添付の図面は、本発明の例示的な実施例を示し
、説明するように含められている。本明細書で使用される語および句は、当業者による、
それらの語および句の理解と合致する意味を有するように理解され、解釈されなければな
らない。用語または句の特殊な定義、例えば、当業者によって理解される通常の慣習的な
意味とは異なる定義が、本明細書の用語または句の一貫した使用によって暗示されること
は全く意図されていない。或る用語、または或る句が、特殊な意味、例えば、当業者によ
って理解される以外の意味を有するものとされる限りにおいて、そのような特殊な定義は
、その用語、またはその句に関する、その特殊な定義を直接に、明確に与える定義の仕方
で本明細書において明示される。
【００１８】
　図３は、無線通信システム３００の１つの例示的な実施形態を概念的に示す。例示され
る実施形態において、無線通信システム３００は、１つまたは複数の移動ユニット３１０
に無線接続を提供するための基地局３０５（１～３）を含む。インデックス（１～３）は
、基地局３０５をひとまとめに参照する場合、省かれることが可能である。基地局３０５
は、ＯＦＤＭ（直交周波数分割多重化）を含め、様々な標準および／またはプロトコルに
従って無線接続を提供することができる。しかし、無線通信システム３００の代替の実施
形態は、異なる標準および／またはプロトコルに従って動作する基地局３０５を含んでも
よいことが、本開示を利用する当業者には認識されよう。さらに、移動ユニット３１０に
無線接続を提供するための技術は、当技術分野で知られており、簡明のため、本発明と関
係のある無線接続を提供する態様だけが、本明細書で説明される。
【００１９】
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　基地局３０５は、様々な距離範囲にわたって、さらに／または様々な周波数帯域を使用
して、無線接続を提供するように構成されることが可能である。例示される実施形態では
、基地局３０５（１）は、１つまたは複数の選択された周波数帯域で、例えば、４５０Ｍ
Ｈｚまたは９００ＭＨｚのキャリア周波数で約４５キロメートルの距離範囲にわたって無
線接続を提供するように構成される。基地局３０５（２）は、基地局３０５（１）と同一
の周波数帯域を使用して、約７５キロメートルの距離範囲にわたって無線接続を提供する
ように構成される。基地局３０５（３）は、異なる周波数帯域セットにおいて、例えば、
２．１ＧＨｚまたは２．６ＧＨｚのキャリア周波数で、約４５キロメートルの距離範囲に
わたって無線接続を提供するように構成される。前述した基地局３０５の構成は、例示的
であるものとされ、本発明を限定することは意図していないことが、本開示を利用する当
業者には認識されよう。
【００２０】
　移動ユニット３１０は、１つまたは複数のＲＡＣＨ（ランダム・アクセス・チャネル）
上でメッセージを伝送することによって、基地局３０５との通信を開始することができる
。移動ユニット３１０によって伝送されるランダム・アクセス・チャネルのフォーマット
は、基地局３０５の１つまたは複数に関連する半径または距離範囲に基づいて、選択され
ることが可能である。例示される実施形態では、移動ユニット３１０は、ランダム・アク
セス・チャネル・バーストのデフォルトのフォーマットを最初に選択する。例えば、移動
ユニット３１０は、１．０８ＭＨｚ帯域幅において１ミリ秒のＴＴＩ（伝送時間間隔）中
にサブフレームの中で、ランダム・アクセス・チャネル・バーストを生成して、伝送する
ように構成されることが可能である。このランダム・アクセス・メッセージ・サブフレー
ムは、０．８ミリ秒のプリアンブルと、このプリアンブルの中のシンボル系列の一部分の
コピーを含む１０２．６マイクロ秒のサイクリック・プレフィックスとに分割される。伝
送時間間隔における残りの９７．４マイクロ秒は、異なるランダム・アクセス・メッセー
ジ間のシンボル間干渉を減らす、または防止するガードタイムとして確保される。この特
定のフォーマットは、１つまたは複数の選択された周波数帯域で、例えば、４５０ＭＨｚ
または９００ＭＨｚのキャリア周波数で、約１５キロメートルの距離範囲にわたって無線
接続を提供するように構成された基地局（図示せず）との通信に適している可能性がある
。
【００２１】
　移動ユニット３１０が、基地局３０５（１）の距離範囲内で移動する場合、ユニット３
１０は、ランダム・アクセス・チャネル・バーストに関する変形されたフォーマットを示
すブロードキャスト・メッセージを、基地局３０５（１）から受信することが可能である
。例示される実施形態では、基地局３０５（１）の距離範囲は、約４５キロメートルの拡
大された距離範囲である。したがって、ランダム・アクセス・チャネル・バーストのフォ
ーマットは、プリアンブルが１回、繰り返されるように、すなわち、プリアンブルが、ラ
ンダム・アクセス・チャネル・バーストの中で２回、伝送されるように、変形されること
が可能である。一実施形態では、ランダム・アクセス・チャネル・バーストのフォーマッ
トは、ランダム・アクセス・チャネル・バーストが複数のサブフレームを占めるように変
形されることも可能である。移動ユニット３１０が、基地局３０５（２）の距離範囲内で
移動する場合、ユニット３１０は、ランダム・アクセス・チャネル・バーストに関する変
形されたフォーマットを示すブロードキャスト・メッセージを、基地局３０５（２）から
受信することが可能である。例示される実施形態では、基地局３０５（２）の範囲は、約
７５キロメートルの拡大された距離範囲である。したがって、ランダム・アクセス・チャ
ネル・バーストのフォーマットは、プリアンブルが２回、繰り返されるように変形される
ことが可能である。ランダム・アクセス・チャネル・バーストのフォーマットは、ランダ
ム・アクセス・チャネル・バーストが３つのサブフレームを占めるように変形されること
も可能である。
【００２２】
　移動ユニット３１０によって伝送されるランダム・アクセス・チャネル・バーストのフ
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ォーマットは、基地局３０５によって使用される周波数に基づいて、変形されることも可
能である。例示される実施形態では、移動ユニット３１０は、基地局３０５（１）によっ
てサービス提供される区域から基地局３０５（３）によってサービス提供される区域に移
動することが可能である。基地局３０５（１、３）は、ほぼ同一の距離範囲を有するもの
の、基地局３０５（３）は、基地局３０５（１）と比べて、より高いキャリア周波数範囲
で伝送する。より低いキャリア周波数（４５０ＭＨｚまたは９００ＭＨｚなどの）に関す
る伝搬条件は、より高いキャリア周波数（２．１ＧＨｚまたは２．６ＧＨｚなどの）に関
する伝搬条件と比べて、相当に良好である可能性がある。したがって、基地局３０５（３
）は、ランダム・アクセス・チャネル・バーストのフォーマットが、プリアンブルが２回
以上、繰り返されるように変形されてもよいことを示すブロードキャスト・メッセージを
伝送することが可能である。このブロードキャスト・メッセージは、ランダム・アクセス
・チャネル・バーストのフォーマットが、ランダム・アクセス・チャネル・バーストが３
つ以上のサブフレームを占めるように変形されてもよいことを示すことも可能である。
【００２３】
　また、サイクリック・プレフィックスおよび／またはガードタイム間隔の持続時間が、
変形されることも可能である。一実施形態では、サイクリック・プレフィックスの持続時
間は、基地局３０５によって使用される様々なフォーマットに関して同一のままであるこ
とが可能であり、さらにガードタイム間隔は、サイクリック・プレフィックスまたはプリ
アンブルによって使用されていないサブフレーム（または複数のサブフレーム）の部分を
占めることが可能である。代替の実施形態では、サイクリック・プレフィックスとガード
期間の間で他の分割が、構想されることが可能である。すなわち、一事例では、プリアン
ブルに割り当てられていないサブフレームの１．２ミリ秒の部分が、図２に示されるとお
り、ＲＡＣＨカバレッジが９０キロメートルに拡大されるように、サイクリック・プレフ
ィックスとガードタイムに均等に割り当てられることが可能である。代替として、プリア
ンブルに割り当てられていないサブフレームの１．２ミリ秒の部分は、サイクリック・プ
レフィックス長とガードタイムの間で不均等に配分されることも可能である。サイクリッ
ク・プレフィックスとガードタイムへの割り当てられる時間の、この不均等な配分は、サ
イクリック・プレフィックス長が、０．６６７ミリ秒以上である場合、カバレッジを１０
０キロメートルに拡大することが可能である。しかし、プリアンブルが、セル縁端近くの
移動ユニットによって伝送される事例において、サイクリック・プレフィックス割り当て
とガードタイム割り当てが不均等である場合、シンボル間干渉が生じる可能性がある。さ
らに、拡大されたセルの縁端近くの移動ユニット、例えば、基地局から９０キロメートル
または１００キロメートルも離れている移動ユニットから受信される信号強度は、非常に
低い可能性があり、このことは、ランダム・アクセス・チャネル・メッセージのプリアン
ブルを検出する尤度を低くする可能性がある。
【００２４】
　図４Ａは、距離範囲および／または伝送周波数帯域に応じて基地局によって選択される
ことが可能である、例示的なランダム・アクセス・チャネル・バースト・フォーマットを
概念的に示す。フォーマット４００は、ＣＰ（サイクリック・プレフィックス）と、Ｚａ
ｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系列を使用して形成されたプリアンブルと、ＧＴ（ガードタイム）間隔
とを含む。フォーマット４００は、単一の１ミリ秒サブフレームの中で伝送される。一実
施形態では、フォーマット４００は、約１５キロメートルの距離範囲を有する基地局に向
けられたランダム・アクセス・チャネル・バーストを伝送するのに使用されることが可能
である。フォーマット４０５は、ＣＰ（サイクリック・プレフィックス）と、Ｚａｄｏｆ
ｆ－Ｃｈｕ系列を使用して形成されたプリアンブルと、このプリアンブルの１回の繰り返
しと、ＧＴ（ガードタイム）間隔とを含む。フォーマット４０５は、２つのサブフレーム
の中で伝送される。フォーマット４０５におけるガードタイム間隔は、フォーマット４０
０において使用されるガードタイム間隔より長いが、サイクリック・プレフィックスは、
同一の長さを有する。一実施形態では、フォーマット４０５は、約４５キロメートルの距
離範囲を有する基地局に向けられたランダム・アクセス・チャネル・バーストを伝送する
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のに使用されることが可能である。
【００２５】
　３つのサブフレームが、フォーマット４１０、４１５でランダム・アクセス・チャネル
・バーストを伝送するのに使用される。フォーマット４１０は、ＣＰ（サイクリック・プ
レフィックス）と、Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系列を使用して形成されたプリアンブルと、こ
のプリアンブルの２回の繰り返しと、ＧＴ（ガードタイム）間隔とを含む。フォーマット
４１０におけるガードタイム間隔は、フォーマット４０５で使用されるガードタイム間隔
より長いが、サイクリック・プレフィックスは、同一の長さを有する。一実施形態では、
フォーマット４１０は、約７５キロメートルの距離範囲を有する基地局に向けられたラン
ダム・アクセス・チャネル・バーストを伝送するのに使用されることが可能である。フォ
ーマット４１５は、ＣＰ（サイクリック・プレフィックス）と、Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系
列を使用して形成されたプリアンブルと、このプリアンブルの１回の繰り返しと、ＧＴ（
ガードタイム）間隔とを含む。フォーマット４１５におけるガードタイム間隔は、フォー
マット４１０で使用されるガードタイム間隔より長いが、サイクリック・プレフィックス
は、同一の長さを有する。少なくとも一つには、比較的長いガードタイム間隔のために、
フォーマット４１５は、約２００キロメートルの距離範囲を有する基地局に向けられたラ
ンダム・アクセス・チャネル・バーストを伝送するのに使用されることが可能である。テ
ーブル１は、ランダム・アクセス・チャネル・バースト・フォーマット４００、４０５、
４１０、４１５を定義するのに使用されるパラメータの例示的な値をリストアップする。
【００２６】
【表１】

【００２７】
　図４Ｂは、ランダム・アクセス・チャネル・バーストを伝送するための送信機４２０の
１つの例示的な実施形態を概念的に示す。例示される実施形態では、長さＰの基本ＣＡＺ
ＡＣ（Ｃｏｎｓｔａｎｔ　Ａｍｐｌｉｔｕｄｅ　Ｚｅｒｏ　Ａｕｔｏ　Ｃｏｒｒｅｌａｔ
ｉｏｎ）系列４２５が、生成される。長さＰのＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系列ｃｐ（ｎ）が、
以下のとおり、生成される。
【００２８】
【数１】

ｐに関して様々な値を選択することにより、様々なルートＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系列４２
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５が、生成されることが可能である。系列４２５の数は、素数Ｐに関して（Ｐ－１）であ
る。直交Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系列４２５が、ルートＺａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系列の各系列
の巡回シフト操作によって生成されることが可能である。系列４２５は、Ｓ／Ｐコンバー
タ４３０によって直列ストリームから並列ストリームに変換され、さらにフーリエ変換要
素４３５を使用して、長さＮＤＦＴのＤＦＴ（離散フーリエ変換）によって周波数領域に
変換されることが可能である。この周波数領域信号が、マッパ４４０を使用して、信号周
波数帯域全体の範囲内のＲＡＣＨリソースにマップされる。例えば、１．０８ＭＨｚ帯域
幅が、１．２５ＭＨｚシステム帯域幅のなかからＲＡＣＨ伝送のために使用されることが
可能である。使用されないサブキャリアは、０に設定される。この周波数領域信号は、逆
変換器４４５を使用して、サイズＮＦＦＴのＩＦＦＴ（逆高速フーリエ変換）によって時
間領域に再び変換される。ＩＦＦＴの出力は、Ｐ／Ｓコンバータ４５０によって並直列変
換される。この信号が、ブロック繰り返し要素４５５における構成された繰り返しファク
タＲＰＦによってブロックごとに繰り返されて、長さ（ＮＦＦＴ×ＲＰＦ）の繰り返され
る系列が生成される。次に、ＣＰサンプルおよびＧＴが、加算器４６０によって加えられ
て、１つまたは複数のアクセス・スロットの中で伝送されることが可能な出力信号４６５
が形成される。
【００２９】
　図４Ｃは、１つの例示的なランダム・アクセス・チャネル・バースト・フォーマットに
関するＣＰ（サイクリック・プレフィックス）の生成を概念的に示す。例示される実施形
態では、例示的なランダム・アクセス・チャネル・バースト４７０は、長さＮＦＦＴのプ
リアンブル４７５の２つのコピーを含む。サイクリック・プレフィックスは、ＮＣＰとい
う長さ有し、ＧＴ（ガードタイム間隔）は、ＮＧＴという長さを有する。この場合、サイ
クリック・プレフィックスは、プリアンブル４７５の１つのコピーの終わりからＮＣＰ個
のシンボルを選択し、次に、これらのシンボルを使用してサイクリック・プレフィックス
を形成することによって、形成されることが可能である。
【００３０】
　図５は、受信機５００の１つの例示的な実施形態を概念的に示す。例示される実施形態
では、受信機５００は、基地局（図示せず）の一部分である。しかし、本発明は、基地局
において実施される受信機５００には限定されないことが、本開示を利用する当業者には
認識されよう。代替の実施形態では、受信機５００は、無線インタフェースを介して１つ
または複数の移動ユニットに無線接続を提供するのに使用される任意のデバイスにおいて
実施されることが可能である。例示的なデバイスには、アクセス・ポイント、アクセス・
サービング・ネットワーク、アクセス・ネットワーク、および基地局ルータが含まれるが
、以上には限定されない。受信機５００は、蓄積された信号エネルギーを処理し、さらに
／または解析して、移動ユニットによってもたらされたメッセージを検出するのに使用さ
れる複数の処理スレッドを実行することができる。受信機５００における、これらの処理
スレッドは、受信された信号エネルギーのいくつかの部分を解析するように独立に、さら
に／または同時に機能することが可能であり、すなわち、これらの処理スレッドは、並行
に動作することが可能である。これらの処理スレッドは、複数のスレッドをサポートする
、中央処理装置などの単一の物理的プロセッサにおいて、または複数の物理的プロセッサ
において実行されることが可能であることが、本開示を利用する当業者には認識されよう
。
【００３１】
　例示される実施形態では、受信機５００が、移動ユニットによって伝送されたランダム
・アクセス・チャネル・バーストを含む信号を受信する。受信機５００は、この受信され
た信号からサイクリック・プレフィックスを取り除くことができるプリプロセッサ５０５
を含む。また、プリプロセッサ５０５は、処理されたプリアンブルを周波数領域相関器に
おいて互いに関係付けることに先立って、ＲＡＣＨバーストから選択された長さの信号の
一部分（またはいくつかの部分）を選択し、取り込むこともできる。この部分の長さは、
プリアンブルに対応する信号の部分の高速フーリエ変換のサンプル数ＮＦＦＴに対応する
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ように選択されることが可能である。例えば、ＦＦＴサイズは、プリアンブル長に、目標
探索窓サイズに関する往復遅延を足したものに相当することが可能である。次に、この前
処理された信号が、周波数領域において複数の基準信号５１３を使用してプリアンブルを
処理するように構成された周波数領域相関器５１０に伝送されることが可能である。これ
らの基準信号５１３は、ＲＡＣＨバーストのプリアンブルの中で見られることが可能であ
る様々なＲＡＣＨ系列に対応することが可能である。周波数領域相関器５１０は、複数の
基準信号５１３のそれぞれに関する周波数領域相関出力のセットをもたらすことが可能で
ある。
【００３２】
　図５に示される周波数領域相関器５１０の実施形態は、往復遅延の推定に基づいて選択
された探索窓サイズで動作する逐次サーチャを含む。一実施形態では、１４．６１キロメ
ートルの増分の逐次探索が、使用される。第１回の走査において、探索は、０キロメート
ルから１４．６１キロメートルまでの距離に対応するＲＴＤ（往復遅延）に関して行われ
る。第２回の走査において、探索は、１４．６１～２９．２２キロメートルに関して行わ
れる。この逐次探索は、ＧＴに対応するＲＴＤまで行われる。周波数領域相関器５１０は
、前処理されたプリアンブルを時間領域から周波数領域に変換し、周波数領域信号の並列
ストリームを含むＦＦＴ出力をもたらすためのＦＦＴ（高速フーリエ変換器）５１５も含
む。このＦＦＴ出力が、ＲＡＣＨに対応する、このＦＦＴ出力からの周波数領域信号の１
つまたは複数の並列ストリームを選択し、ＲＡＣＨセレクタ出力をもたらすために、ＲＡ
ＣＨセレクタ５２０に送られることが可能である。次に、この信号は、このＲＡＣＨセレ
クタ出力に、基準信号の１つまたは複数を掛けて、それらの様々な基準信号に対応する乗
算信号の並列ストリームを含む乗算器出力をもたらすために、乗算器５２５に伝送される
。次に、ＩＤＦＴ（逆フーリエ変換器）５３０を使用して、乗算器出力が周波数領域から
符号領域に変換され、基準信号に関する周波数領域相関出力がもたらされることが可能で
ある。
【００３３】
　エネルギー検出器５３５を使用して、これらの周波数領域相関出力に関連するエネルギ
ーをエネルギー閾値と比較することによって、ＲＡＣＨバースト系列が検出されることが
可能である。例えば、これらの周波数領域相関出力は、ＲＡＣＨバーストの中の１つまた
は複数のプリアンブルに対応することが可能な信号の一部分に関連するエネルギーに相当
することが可能である。したがって、エネルギー検出器５３５は、これらの周波数領域相
関出力のそれぞれに関連するエネルギーを加算する、または合計することが可能である。
これらの出力が、プリアンブルに対応する場合、これらの出力におけるエネルギーの合計
は、選択された閾値を超えるはずである。例示される実施形態では、エネルギー検出器５
３５は、これらの周波数領域相関出力を、選択された探索窓サイズに制限して、制限され
た出力をもたらすための探索窓制限器５４０を含む。例えば、探索窓サイズは、セル半径
、または或る範囲のセル半径に対応するように選択されることが可能である。エネルギー
検出器５３５は、制限された出力のエネルギーを算出するためのエネルギー・モジュール
５４５、およびＲＡＣＨバーストの中のプリアンブルの繰り返しに対応することが可能な
、様々な出力に関連するエネルギーを合計するためのエネルギー結合器５５０を含むこと
も可能である。エネルギー検出器５３５は、このエネルギー値をエネルギー閾値と比較す
るための閾値モジュール５５５を含むことも可能である。
【００３４】
　図６Ａおよび図６Ｂは、２つのランダム・アクセス・チャネル・バースト・フォーマッ
トに関するランダム・アクセス・チャネル・バースト検出シーケンスを概念的に示す。図
６Ａは、サイクリック・プレフィックスと、プリアンブルとを含むランダム・アクセス・
チャネル・バースト・フォーマットに関するランダム・アクセス・チャネル・バースト検
出シーケンスを示す。例示されるランダム・アクセス・チャネル・バースト検出シーケン
スでは、受信機が、０キロメートルから約１５キロメートルまでのセル半径の範囲に対応
する探索窓にわたって、受信された信号が探索される第１回の走査を行う。第１回の走査
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の探索窓は、サイクリック・プレフィックスの持続時間に相当する時間だけ遅延させられ
、この事例では、Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ系列であるプリアンブルの持続時間に相当する時
間にわたって延長される。次に、受信機は、約１５キロメートルから約３０キロメートル
までのセル半径の範囲に対応する探索窓にわたって、受信された信号が探索される第２回
の走査を行うことが可能である。第２回の走査に関する探索窓は、サイクリック・プレフ
ィックスの持続時間の２倍に相当する時間だけ遅延させられ、プリアンブルの持続時間に
相当する時間にわたって延長される。第３回の走査は、約３０キロメートルから約４５キ
ロメートルまでのセル半径の範囲に対応する探索窓にわたって探索する。第３回の走査に
関する探索窓は、サイクリック・プレフィックスの持続時間の３倍に相当する時間だけ遅
延させられ、プリアンブルの持続時間に相当する時間にわたって延長される。３回の走査
が、図６Ａに示されているものの、本発明は、この回数の走査に限定されず、代替の実施
形態では、任意の回数の走査が実行されることが可能であることが、本開示を利用する当
業者には認識されよう。
【００３５】
　図６Ｂは、サイクリック・プレフィックスと、プリアンブルと、このプリアンブルの１
回の繰り返しとを含むランダム・アクセス・チャネル・バースト・フォーマットに関する
ランダム・アクセス・チャネル・バースト検出シーケンスを示す。例示されるランダム・
アクセス・チャネル・バースト検出シーケンスでは、受信機が、０キロメートルから約１
５キロメートルまでのセル半径の範囲に対応する２つのほぼ隣接する、もしくは近接した
探索窓にわたって、受信された信号が探索される第１回の走査を行う。第１回の走査に関
する第１の探索窓は、サイクリック・プレフィックスの持続時間に相当する時間だけ遅延
させられ、第１回の走査に関する第２の探索窓は、サイクリック・プレフィックスの持続
時間に、第１の探索窓の持続時間を足した時間だけ遅延させられる。受信機は、第１の探
索時間窓および第２の探索時間窓の間にエネルギーを蓄積する。プリアンブルの中の系列
と、プリアンブルの繰り返しの中の系列は同一であるので、第１の探索窓および第２の探
索窓の間に蓄積されたエネルギーは、強め合うように加算される。次に、受信機は、第１
の探索窓の間に検出されたエネルギーと、第２の探索窓の間に検出されたエネルギーとを
結合して、ランダム・アクセス・チャネル・バーストのプリアンブルが検出されているか
否かを判定することができる。
【００３６】
　受信機は、１５キロメートルから約３０キロメートルまでに及ぶセル半径に対応するほ
ぼ隣接する、もしくは近接した２つの探索窓、および約３０キロメートルから約４５キロ
メートルまでに及ぶセル半径に対応するほぼ隣接する、もしくは近接した２つの探索窓に
わたって、受信された信号が探索される第２回の走査、および第３回の走査を行うことも
できる。各回の走査に関する第１の探索窓は、それぞれ、サイクリック・プレフィックス
の持続時間の２倍、および３倍に相当する時間だけ遅延させられる。各回の走査に関する
第２の探索窓は、それぞれ、サイクリック・プレフィックスの持続時間の２倍、および３
倍に相当する時間に、第１の探索窓の持続時間を足した時間だけ遅延させられる。受信機
は、各回の走査に関して第１の探索窓、および第２の探索窓の間のエネルギーを蓄積し、
第１の探索窓の間に検出されたエネルギーと、第２の探索窓の間に検出されたエネルギー
とを結合する。いずれかの回の走査の第１の探索窓、および第２の探索窓における蓄積さ
れたエネルギーが、閾値を超えた場合、受信機は、ランダム・アクセス・チャネル・バー
ストのプリアンブルが検出されていると判定する。
【００３７】
　前述した４つのプリアンブル・フォーマットに関する検出性能が、解析されている。Ａ
ＷＧＮチャネルに関する理論上の検出性能が、図７に示される。シグネチャの数は、６４
であり、探索窓サイズは、セルに関する最大ＲＴＤ（往復遅延）に対応する。誤り検出確
率は、すべてのシグネチャに関してＰＦＡ＝０．１％であるものと想定され、遅延仮説全
体が、採用される。図７に示されるとおり、不検出確率ＰＭ＝０．１％で、検出性能は、
ＲＰＦを１から２に増加することによって、２．３ｄＢだけ向上し、ＲＰＦを３にさらに
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増加することによって、１．３ｄＢだけ向上する。テーブル２は、静的チャネルおよびＴ
Ｕチャネルに関して、すべてのＲＡＣＨフォーマットに関する要求されるＥＳ／Ｎ０の要
約を示す。ＴＵチャネルに関して、５．５ｄＢのマージンが加えられて、要求されるＥＳ

／Ｎ０が得られることが可能である。
【００３８】
【表２】

【００３９】
　リンク・バジェット解析が、拡張されたＣＯＳＴ－２３１　Ｏｋｕｍｕｒａ－Ｈａｔａ
都市近郊パスロス・モデルを使用して実行されることが可能である。Ｏｋｕｍｕｒａ－Ｈ
ａｔａモデルにおいて、パスロスは、以下のとおり、モデル化される。
　　ＰＬ＝４６．３＋３３．９ｌｏｇｆＣ－１３．８２ｌｏｇｈｂ－ａ（ｈｍ）
　　　　　　＋（４４．９－６．５５ｌｏｇｈｂ）ｌｏｇｄ＋Ｃ
ただし、
ａ（ｈｍ）＝（１．１ｌｏｇｆＣ－０．７）ｈｍ－（１．５６ｌｏｇｆＣ－０．８）
ｆＣ　ＭＨｚ単位のキャリア周波数
ｈｂ　メートル単位のノードＢアンテナ高
ｈｍ　メートル単位のＵＥアンテナ高
ｄ　キロメートル単位のノードＢとＵＥの間の距離
Ｃ　定数ファクタ　中規模の都市、および都市近郊区域に関してＣ＝０ｄＢであり、大都
市圏に関してＣ＝３ｄＢである。
リンク・バジェット解析において使用されるシステム・パラメータが、テーブルＢに示さ
れる。
【００４０】
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【表３】

【００４１】
　このパスロス・モデルを使用して、アンテナ・コネクタにおけるＥＳ／Ｎ０が、以下の
とおり、獲得される。
　　　　ＥＳ／Ｎ０＝ＰＬ－Ｐｎｏｉｓｅ－ＩｏＴ＋Ｐｍａｘ－Ｐｏｔｈｅｒ＋ＧＮＢ＋
ＧＵＥ

ただし、ＰＬは、伝播ロスを表し、Ｐｎｏｉｓｅは、等価の雑音電力を表し、ＩｏＴは、
干渉と熱雑音の比（ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ｏｖｅｒ　ｔｈｅｒｍａｌ）であり、Ｐ

ｍａｘは、ＵＥ最大送信電力であり、Ｐｏｔｈｅｒは、その他のロスであり、さらにＧＮ

ＢおよびＧＵＥは、ノードＢアンテナ利得およびＵＥアンテナ利得を表す。－１７４ｄＢ
ｍ／Ｈｚの熱雑音ＰＳＤ、および５ｄＢのアップリンク雑音指数に関して、合計実効雑音
ＰＳＤは、－１６９ｄＢｍ／Ｈｚである。１．０８ＭＨｚのＲＡＣＨ帯域幅に関する雑音
電力は、－１０８．７ｄＢｍとして得られる。ＩｏＴ、および他のロスの値は、無視でき
るほど小さいものと想定される。図８および図９は、基地局アンテナ高３０メートル、９
０メートル、および９０メートルに関して、ＥＳ／Ｎ０対ノードＢとＵＥの間の距離を示
す。図８は、キャリア周波数２．１ＧＨｚに関する。２．１ＧＨｚのキャリア周波数の場
合、９０メートルのアンテナ高に関して、ＲＡＣＨフォーマット１で１２キロメートルま
での半径を範囲に含み、ＲＡＣＨフォーマット２で１４キロメートルまでの半径を範囲に
含むことが可能である。ＰＦＡ要件を緩和することにより、または良好なチャネル条件に
おいて、カバレッジは、さらに拡大されることが可能である。キャリア周波数９００ＭＨ
ｚに関するＥＳ／Ｎ０が、図９に示される。フォーマット１に関するカバレッジ、および
フォーマット２に関するカバレッジは、それぞれ、３０キロメートル、および３８キロメ
ートルである。これらの所見に基づき、広いセル運用のためにプリアンブル長を拡張する
ことは、必ずしも必要ではない。
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【００４２】
　本明細書で説明される柔軟なＲＡＣＨ構造は、距離範囲拡大のために使用されることが
可能である。この提案される構造は、固定長のＣＰ、ならびに構成可能な数のサブフレー
ム、およびプリアンブル繰り返しファクタを使用する。提案される構造は、拡張されたＲ
ＡＣＨに関するＣＰオーバヘッドを小さくし、より大きい探索窓サイズを可能にする。サ
ブフレームの数、および繰り返しファクタを構成することにより、多種多様な展開シナリ
オに関するＲＡＣＨ構造を選択することができる。また、セル・ベースのＲＡＣＨ構造構
成を使用して、同一のセル内の移動ユニットが、同一のＲＡＣＨ構造で構成されることが
可能であるように、構成が単純化されることも可能である。本明細書で説明される柔軟な
ＲＡＣＨ構造は、最小のＣＰ（サイクリック・プレフィックス）オーバヘッドでＲＡＣＨ
構造の伝送を許すことができる。このことは、最大セル・サイズを大幅に増加させる。例
えば、２サブフレームＲＡＣＨ構造に関する可能なセル・サイズは、同一の検出性能を有
しながら、３０キロメートルではなく、４５キロメートルに拡大される。このスキームは
、事業者が、無線条件および展開シナリオに応じて、ＲＡＣＨ構造を最適に構成すること
を許す。いくつかの展開シナリオでは、中継器が、広いセル運用のために使用されること
が可能である。また、リモート無線ヘッドを使用する展開シナリオも存在する。これらの
シナリオでは、ＲＡＣＨ構造は、大きいＲＴＤを扱うように、より長いＧＴを要求するが
、プリアンブル延長は要求しない。そのような事例では、プリアンブル繰り返しなしの、
より長いＲＡＣＨ構造が、使用されることが可能である。
【００４３】
　以上に開示される特定の実施形態は、本発明が、本明細書の教示を利用する当業者には
明白な、異なるが、均等の仕方で変形され、実施されることが可能であるので、単に例示
的である。さらに、本明細書に示される構成または設計の詳細に対する限定は、添付の特
許請求の範囲に記載される以外、全く意図されていない。したがって、以上に開示される
特定の実施形態は、変更または変形されてもよく、すべてのそのような変種が、本発明の
範囲に含まれると考えられることは、明白である。したがって、本明細書で求められる保
護は、添付の特許請求の範囲に記載される。
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