
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
無線通信システムの遠隔端末におけるアクセス優先順位制御方法であって、
該無線通信システムにおける基地局に送信するための第１のアクセス要求信号にアクセス
優先順位属性を割り当てる段階からなり、該アクセス優先順位属性は、予め確立されたア
クセス優先順位クラスにそれぞれ関連する複数のアクセス優先順位属性の中から割り当て
られ、該方法はさらに、
少なくとも該第１のアクセス要求信号が該基地局によって受信されない場合、該第１のア
クセス要求信号に割り当てられた該アクセス優先順位属性に関連する優先順位よりも高い
優先順位を有するアクセス優先順位属性を 後続のアクセス要求信号に
割り当てる段階とからなることを特徴とする方法。
【請求項２】
請求項１の方法において、該アクセス優先順位属性が各チップ遅延を含み、該チップ遅延
は該予め確立されたアクセス優先順位クラスにそれぞれ関連することを特徴とする方法。
【請求項３】
請求項２の方法において、該後続のアクセス要求信号に関連する該チップ遅延は、該第１
のアクセス要求信号に関連する該チップ遅延よりも小さいことを特徴とする方法。
【請求項４】
請求項１の方法において、該アクセス優先順位属性は、各最大許容可能送信試行値を含み
、該値は該予め確立されたアクセス優先順位クラスにそれぞれ関連することを特徴とする
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、送信するのための



方法。
【請求項５】
請求項４の方法において、該後続のアクセス要求信号に関連する該最大許容可能送信試行
値は、該第１のアクセス要求信号に関連する該最大許容可能送信試行値よりも大きいこと
を特徴とする方法。
【請求項６】
請求項１の方法であって、更に、該第１のアクセス要求信号の受信を示す該基地局からの
承認信号の受信を監視する段階からなることを特徴とする方法。
【請求項７】
請求項６の方法であって、更に、該基地局が先行するアクセス要求を受信しなかったこと
を該監視段階が示す場合、該基地局に対して行われたアクセス要求送信試行の数を示す変
数を増分する段階を含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
請求項７の方法であって、更に、該アクセス要求送信試行変数を該最大許容可能送信試行
値と比較して、該アクセス優先順位クラスの該最大許容可能送信試行が行われたか否かを
判定する段階を含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
請求項８の方法であって、更に、該アクセス要求送信試行変数が少なくとも該最大許容可
能送信試行値未満である場合、バックオフ・プロセスを実行する段階からなることを特徴
とする方法。
【請求項１０】
請求項１の方法において、該予め確立されたアクセス優先順位クラスは、サービス・レベ
ル、メッセージ内容、および遅延要求のうち１つに関連することを特徴とする方法。
【請求項１１】
請求項１の方法において、更に、該基地局から該複数のアクセス優先順位属性を受信する
段階からなることを特徴とする方法。
【請求項１２】
請求項１の方法において、該無線通信システムがＵＭＴＳであることを特徴とする方法。
【請求項１３】
請求項１の方法において、アクセス要求信号をＲＡＣＨ上で送信することを特徴とする方
法。
【請求項１４】
無線通信システムの基地局におけるアクセス優先順位制御方法であって、
予め確立されたアクセス優先順位クラスにそれぞれ関連する複数のアクセス優先順位属性
を同報通信する段階

、
該遠隔端末からアクセス要求信号が受信された該無線通信システムにおける遠隔端末に承
認信号を送信する段階とからなることを特徴とする方法。
【請求項１５】
無線通信システムにおけるアクセス優先順位制御のための装置であって、
該無線通信システムにおける基地局に送信するための第１のアクセス要求信号に第１のア
クセス優先順位属性を割り当てる

該第１のアクセス優先順位属性に関連する優
先順位よりも高い優先順位を有する第２のアクセス優先順位属性を、送信するための後続
のアクセス要求信号に割り当てるように構成され ことを特徴とする装置。
【請求項１６】
請求項１５の装置において、該遠隔端末が移動端末であることを特徴とする装置。
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とからなり、該アクセス優先順位クラスは、送信の成功に応じて、遠
隔端末から受信したアクセス要求信号へ割り当てられたアクセス優先順位を特定するもの
であり、該方法はさらに

よう構成された遠隔端末からなり、該アクセス優先順位
属性は、予め確立されたアクセス優先順位クラスにそれぞれ関連する複数のアクセス優先
順位属性の中から割り当てられ、該遠隔端末はさらに、少なくとも該第１のアクセス要求
信号が該基地局によって受信されない場合、

ている



【請求項１７】
請求項１５の装置において、該遠隔端末が固定端末であることを特徴とする装置。
【請求項１８】
請求項１５の装置において、該アクセス優先順位属性が各チップ遅延を含み、該チップ遅
延は該予め確立されたアクセス優先順位クラスにそれぞれ関連することを特徴とする装置
。
【請求項１９】
請求項１８の装置において、該後続のアクセス要求信号に関連する該チップ遅延は、該第
１のアクセス要求信号に関連する該チップ遅延よりも小さいことを特徴とする装置。
【請求項２０】
請求項１５の装置において、該アクセス優先順位属性は、各最大許容可能送信試行値を含
み、該値は該予め確立されたアクセス優先順位クラスにそれぞれ関連することを特徴とす
る装置。
【請求項２１】
請求項２０の装置において、該後続のアクセス要求信号に関連する該最大許容可能送信試
行値は、該第１のアクセス要求信号に関連する該最大許容可能送信試行値よりも大きいこ
とを特徴とする装置。
【請求項２２】
請求項１５の装置において、更に、該遠隔端末が、該第１のアクセス要求信号の受信を示
す該基地局からの承認信号の受信を監視することを特徴とする装置。
【請求項２３】
請求項２２の装置において、更に、該基地局が先行するアクセス要求を受信しなかったこ
とを該監視段階が示す場合、該遠隔端末は、該基地局に対して行われたアクセス要求送信
試行の数を示す変数を増分することを特徴とする装置。
【請求項２４】
請求項２３の装置において、更に、該遠隔端末が、該アクセス要求送信試行変数を該最大
許容可能送信試行値と比較して、該アクセス優先順位クラスの該最大許容可能送信試行が
行われたか否かを判定することを特徴とする装置。
【請求項２５】
請求項２４の装置において、更に、該アクセス要求送信試行変数が少なくとも該最大許容
可能送信試行値未満である場合、該遠隔端末がバックオフ・プロセスを実行することを特
徴とする装置。
【請求項２６】
請求項１５の装置において、該予め確立されたアクセス優先順位クラスは、サービス・レ
ベル、メッセージ内容、および遅延要求のうち１つに関連することを特徴とする装置。
【請求項２７】
請求項１５の装置において、更に、該遠隔端末が該基地局から該複数のアクセス優先順位
属性を受信することを特徴とする装置。
【請求項２８】
請求項１５の装置において、該無線通信システムがＵＭＴＳであることを特徴とする装置
。
【請求項２９】
請求項１５の装置において、アクセス要求信号をＲＡＣＨ上で送信することを特徴とする
装置。
【請求項３０】
無線通信システムにおけるアクセス優先順位制御のための装置であって、
予め確立されたアクセス優先順位クラスにそれぞれ関連する複数のアクセス優先順位属性
を同報通信する

アクセス要求信号 受信
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よう構成された基地局からなり、該アクセス優先順位クラスは、送信の成
功に応じて、遠隔端末から受信したアクセス要求信号へ割り当てられたアクセス優先順位
を特定するものであり、前記基地局はさらに、 を した前記無線通信



遠隔端末に承認信号を送信するように構成され ことを特徴とする装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、通信システムにおけるアクセス優先順位を提供するための方法および装置に関
し、更に特定すれば、次世代移動電気通信システムの媒体アクセス制御プロトコルにおい
てアクセス優先順位制御を提供するための方法および装置に関する。
【０００２】
【発明の背景】
過去１０年間、マルチメディア機能を移動通信に統合するために多大な努力が払われてき
た。国際電気通信連合（ＩＴＵ）および他の組織は、既存の固定ネットワークと少なくと
も同じ程度の品質で今後の移動通信がマルチメディア用途に対応可能であることを保証す
る規格および勧告を作り出そうとしている。特に、このような次（第３）世代の移動シス
テムを開発するために、多くの大規模な研究プロジェクトが支援されている。かかる努力
のヨーロッパにおける例として、ヨーロッパのＡｄｖａｎｃｅｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓの研究開発、ＲＡＣＥ－１、ＲＡＣＥ－２、およびＡ
ｄｖａｎｃｅｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｓｅ
ｒｖｉｃｅｓ（ＡＣＴＳ）が挙げられる。マルチメディア通信、インターネット・アクセ
ス、ビデオ／ピクチャ転送のために必要なサービス品質をエンド・ユーザに提供するため
には、高ビット・レート機能が必要であることが知られている。かかる要件のもとでは、
第３世代システムの伝送機能の目標は、有効範囲全域に対しては毎秒３８４キロビット（
ｋｂ／ｓ）、局部有効範囲に対しては毎秒２メガビット（Ｍｂ／ｓ）として規定されてい
る。
【０００３】
汎用移動電気通信システム（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎ
ｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＵＭＴＳ）は、５メガヘルツの広帯域符号分割多重アク
セス（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　－　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃ
ｅｓｓ：Ｗ－ＣＤＭＡ）を基本とし、マルチメディア対応移動通信を含む第３世代サービ
スをサポートするために最適化された、新しい無線アクセス・ネットワークである。ＵＭ
ＴＳの主な設計目標は、移動通信および固定通信のためのインフラを統合する広帯域マル
チメディア通信システムを提供すること、ならびに、とりわけ、固定通信および無線通信
ネットワークによって提供されるのと同じサービス範囲を提供することであるので、ＵＭ
ＴＳは、パケット・スイッチ・サービス、様々な混合媒体トラヒック・タイプ、およびオ
ン・デマンド式の帯域幅と同様に、回線交換サービスも提供しなければならない。しかし
ながら、マルチメディア・サポートを提供する際には、柔軟性が必要となる。すなわち、
異なるビット・レートおよびＥｂ ／Ｎ０ 要件を有するサービスをサポートできること、な
らびにかかるサービスをマルチサービス環境において多重化できることが必要である。Ｕ
ＭＴＳは、かかる需要に対応可能であるように設計されている。
【０００４】
図１を参照すると、ＵＭＴＳアクセス・ネットワークの例示的なブロック図が示されてい
る。具体的には、複数の遠隔端末２および４（例えば移動端末）は、Ｗ－ＣＤＭＡ無線リ
ンク８を介して、基地局（ＮＯＤＥ－Ｂ）６と通信する。遠隔端末は、内部または外部の
モデムを有する無線電話２または携帯パーソナル・コンピュータ４等、様々なデバイスと
することができる。ＵＭＴＳ規格では、基地局をＮＯＤＥ－Ｂと呼ぶ。これらの基地局は
、無線リソース管理機能を提供する、無線ネットワーク・コントローラ（Ｒ adio Ｎ etwor
k Ｃ ontroller：ＲＮＣ）と呼ばれるネットワーク・コンポーネントと通信する。ＵＭＴ
ＳはＷ－ＣＤＭＡシステムであるので、ソフト・ハンドオフに対応する。ソフト・ハンド
オフの場合、２つの基地局６が１つの遠隔端末にサービスを提供する。このため、遠隔端
末は、これら２つの基地局に対してフレームを送出する。２つの基地局が遠隔端末からフ
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システムの前記 ている



レームを受信すると、それらをフレーム選択装置（Ｆ rame Ｓ elector Ｕ nit：ＦＳＵ）に
送出する。ＦＳＵは、フレームの品質上どちらが優れたフレームであるかを決定し、これ
をコア・ネットワークに送出する。ＵＭＴＳでは、ＦＳＵは、物理的にＲＮＣと一体化す
ることができる。このため、図１では、ＲＮＣおよびＦＳＵをブロック１０として示すが
、機能的に別個に、ブロック１２（ＦＳＵ）およびブロック１４（ＲＮＣ）としても示す
。ＵＭＴＳネットワークにおける他のエレメントは、従来の機能を実行する。すなわち、
家屋および訪れている場所の情報を提供するｘＬＲデータベース２０、および相互作用機
能（Ｉ nterＷ orking Ｆ unction：ＩＷＦ）ユニット 等である。汎用移動スイッチング
・センタ（Ｕ niversal Ｍ obile Ｓ witching Ｃ enter：ＵＭＳＣ）１６は、ＵＭＴＳにお
ける基地局６のための移動スイッチング・センタとして機能することは認められよう。サ
ブ・ネットワーク１８は、無線サービス・プロバイダ・ネットワークであり、ＣＮ１ない
しＣＮｎは、遠隔端末が最終的に結合されるコア・ネットワーク２４である。
【０００５】
図２を参照すると、ＵＭＴＳにおける典型的なプロトコル・スタックの図が示されている
。ＵＭＴＳでは、レイヤ１（Ｌ１）は、物理レイヤ（ＰＨＹ）であり、ＭＡＣ（媒体アク
セス制御）レイヤおよびこれより上位のレイヤに、情報転送サービスを供給する。物理レ
イヤ転送サービスは、無線インタフェースの伝達チャネル上で、データがどのように、ど
の特性と共に転送されるかによって記述される。レイヤ２（Ｌ２）は、サブレイヤから成
り、ＭＡＣ、ＬＡＣ（Ｌｉｎｋ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：リンク・アクセス制御
）、ＲＬＣ、およびＲＬＣ’（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：無線リンク制御
）を含む。ＵＭＴＳでは、ＲＬＣにおいて実行する機能は分割されるので、２つのＲＬＣ
プロトコル（ＲＬＣおよびＲＬＣ’）を規定する。ＲＬＣレイヤおよびＭＡＣレイヤは、
実時間サービスおよび非実時間サービスを提供する。ＭＡＣレイヤは、異なるサービスか
ら発するデータ・ストリームの多重化を制御するが、実行はしない。すなわち、ＭＡＣレ
イヤによって、論理チャネルを介して、多数の遠隔端末が、共通の物理通信チャネル（例
えば同報通信チャネル）を共有することができる。ＩＰ（インターネット・プロトコル）
は、ネットワーク・レイヤである。
【０００６】
「Ｕｕ」は、遠隔端末と基地局との間のＵＭＴＳ専用インタフェースを指し、一方、「Ｉ
ｕｂ」は、基地局とＲＮＣ／ＦＳＵとの間のＵＭＴＳ専用インタフェースを指す。無線ア
クセス・ネットワーク（すなわち、プロトコル・スタックのＮＯＤＥ－Ｂの左側）のレイ
ヤ２は、ＲＬＣおよびＭＡＣレイヤに分割されており、一方、コア・ネットワーク（プロ
トコル・スタックのＮＯＤＥ－Ｂの右側）のレイヤ２は、ネットワーク・レイヤ・フレー
ムを伝達するために用いる技術、例えばＡＴＭ（非同期転送モード）またはフレーム・リ
レーに、より関連が深い。伝送プロトコルとしてＩＰを示すが、ＵＭＴＳはこれに限定さ
れるわけではない。すなわち、ＵＭＴＳは、他の伝送プロトコルに対応することができる
。プロトコル・レイヤに関する更なる詳細は、Ｄａｈｌｍａｎ等の、「広帯域ＣＤＭＡに
基づくＵＭＴＳ／ＩＭＴ－２０００（ＵＭＴＳ／ＩＭＴ－２０００Ｂａｓｅｄ　ｏｎ　Ｗ
ｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ）」（ＩＥＥＥ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｍａｇａｚ
ｉｎｅ、第７０頁乃至第８０頁（１９９８年９月））および、ＥＴＳＩ　ＳＭＧ２／ＵＭ
ＴＳ　Ｌ２＆Ｌ３　Ｅｘｐｅｒｔ　Ｇｒｏｕｐの、「ＭＳ－ＵＴＲＡＮ無線インタフェー
ス・プトロコル・アーキテクチャ、ステージ２（ＭＳ－ＵＴＲＡＮ　Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ；Ｓｔａｇｅ２）」（Ｔｄ
ｏｃ　ＳＭＧ２　ＵＭＴＳ－Ｌ２３　１７２／９８（１９９８年９月）において見ること
ができる。
【０００７】
ＵＭＴＳでは、４種類の用途のトラヒックを扱う必要がある。それらは、（ｉ）遅延およ
び損失の双方に敏感な用途、例えば対話型ビデオ、（ｉｉ）損失に敏感であるが中程度の
遅延を許容することができる用途、例えば対話式データ、（ｉｉｉ）遅延に敏感であるが
中程度の損失を許容する用途、例えば音声、および（ｉｖ）遅延および損失の双方を許容

10

20

30

40

50

(5) JP 3588017 B2 2004.11.10

２２



する用途、例えばファイル転送、を含む。
【０００８】
これらの異なる用途の全てに、異なるサービスの質（Ｑｕａｒｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉ
ｃｅ：ＱｏＳ）を与えるためには、ＵＭＴＳシステムを適切に設計しなければならない。
ＵＭＴＳシステム設計においては、例えば、ネットワーク・リソースを無駄にすることな
くＱｏＳを満足させる方法、および、全トラヒック・タイプが同時に突然起こった場合に
システムを安定した領域で動作させる方法等、いくつかの重要な問題を考慮する必要があ
る。
【０００９】
更に、様々なＱｏＳに対応するために、ＵＭＴＳでは、いくつかのコンポーネントが必要
である。例えば、異なる用途による異なるＱｏＳ要求の指定が可能であるように、例えば
、インターネット・エンジニアリング・タスク・フォース（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｎｇｉ
ｎｅｅｒｉｎｇ　Ｔａｓｋ　Ｆｏｒｃｅ：ＩＥＴＦ）が規定する保証サービス・パラメー
タおよび制御負荷サービス・パラメータ等のサービス・パラメータを規定する必要がある
。ユーザは、バースト・モードまたは接続モードのいずれかで、帯域幅リソースを要求す
ることができる。また、ＵＭＴＳには、ユーザの要求を認めるか否かに関して決定を下す
許可制御コンポーネントを備えなければならない。新たな要求を許可する際には、許可さ
れた要求が全て同時にピークに達する場合にも、各要求のＱｏＳ要件に反しないように行
わなければならない（それらが最前の努力を要する要求でない限り）。更に、一旦ユーザ
の要求を許可したなら、例えば遅延要件、パケット損失要件等、かかるサービス保証を送
出するための機構をＵＭＴＳネットワークに実施しなければならない。差別化したサービ
スを提供するためにルータが対応可能な機構として、ネットワーク・ノードにおけるスケ
ジューリング・アルゴリズムおよび非適合ユーザのトラヒックに対するパケット・マーキ
ング等がある。
【００１０】
ＵＭＴＳにおいて端末のＱｏＳを提供するためには、ＭＡＣレイヤにいくつかの機構を備
えて、異なるＱｏＳを保証する必要がある。異なるＱｏＳを提供する１つの可能な方法は
、優先順位機構を備えることである。優先順位機構は、アクセス優先順位、サービス優先
順位、またはバッファ管理方式に関して実施可能である。例えば、固定優先順位（ｆｉｘ
ｅｄ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）、動的優先順位（ｄｙｎａｍｉｃ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）のよう
な様々なタイプのサービス優先順位機構がある。固定優先順位機構は、例えば、厳密優先
順位（ｓｔｒｉｃｔ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）および重み付きラウンド・ロビン（ｗｅｉｇｈ
ｔｅｄ　ｒｏｕｎｄ　ｒｏｂｉｎ）を含む。動的優先順位方式は、例えば、フェア・シェ
ア・キューイング（ｆａｉｒ　ｓｈａｒｅ　ｑｕｅｕｉｎｇ）、セルフ・クロック・フェ
ア・シェア・キューイング（ｓｅｌｆ－ｃｌｏｃｋ　ｆａｉｒ　ｓｈａｒｅ　ｑｕｅｕｉ
ｎｇ）、およびワーストケース・セルフ・クロック・フェア・シェア・キューイ（ｗｏｒ
ｓｔ　ｃａｓｅ　ｆａｉｒ　ｓｈａｒｅ　ｑｕｅｕｉｎｇ）ング原理を含む。
【００１１】
アクセス優先順位に関して、無線データ・システムでは、スロット・アロハ（Ｓｌｏｔｔ
ｅｄ　Ａｌｏｈａ）、ＰＲＭＡ等、いくつかの周知のチャネル・アクセス・プロトコルが
現在用いられている。従来のスロット・アロハは、比較的単純なプロトコルであるが、デ
ータ・ユーザ間の衝突の回避または解消を試みるわけではないので、その理論的な容量は
わずか０．３７である。
【００１２】
予約に基づくプロトコルは、パケットを送出する必要があるユーザのためにチャネル帯域
幅を動的に予約することによって、衝突を回避および解消しようとする。典型的に、かか
るプロトコルでは、チャネルをスロットに分割し、これをＮ個のスロットのフレームにグ
ループ化する。１つのスロットを、更に、ｋ個のミニスロット（ｍｉｎｉｓｌｏｔｓ）に
細分することができる。通常、スロットのＡ１ を予約の目的に用い、残りのＡ－Ａ１ スロ
ットがデータ・スロットである。パケットを送出する必要があるユーザは、Ｂ＝Ａ１ ＊ｋ
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ミニスロットのうち１つで予約要求パケットを送出する。予約要求パケットが成功した場
合、ユーザまたは基地局が予約を解除するまで、ユーザには、ある数のデータ・スロット
が割り当てられる。予約要求パケットが成功しない場合、ユーザは衝突解消法を用いて、
送信が成功するまで予約要求を再送信する。
【００１３】
ＵＴＭＳの媒体アクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルに関連する論理チャネルの１つ、すな
わちランダム・アクセス・チャネル（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　ＣＨａｎｎｅｌ：Ｒ
ＡＣＨ）に関して、アクセス優先順位制御は特に重要である。ＲＡＣＨは、遠隔端末から
制御情報および短いユーザ・パケットを搬送するために用いられるアップリンク共通伝達
チャネルである。図３を参照すると、ＵＭＴＳ基地局（図１のＮＯＤＥ－Ｂ）において用
いるための非コヒーレントＲＡＣＨ検出アルゴリズムの例示的なハードウエアの実施のブ
ロック図が示されている。ＲＡＣＨ受信機３０は、検出、復調および復号、ならびに承認
の機能を提供することができる。検出の目的は、以下で説明するＲＡＣＨバーストが遠隔
端末から送信されているか否かを判定すること、および、入来バーストの最強マルチパス
成分を決定することである。また、受信機３０は、対応するＲＡＣＨ内に含まれるメッセ
ージを復調および復号して、遠隔端末の識別子および要求されるサービスを確認する。遠
隔端末によるＲＡＣＨ送信を復号した後、受信機は承認信号を発生し、この信号は基地局
によって、転送アクセス・チャネル（Ｆｏｒｗａｒｄ　Ａｃｃｅｓｓ　ＣＨａｎｎｅｌ：
ＦＡＣＨ）を介して、遠隔端末に送信される。
【００１４】
ＲＡＣＨ受信機３０は、好ましくは、以下の構造に従って上述の機能を実行する。ＲＡＣ
Ｈ送信バーストを、ミキサ３２によって受信および復調し、次いでフィルタ３４によって
濾波する。次いで、この信号を、サンプリング装置３６においてサンプリングする。デス
プレッダ３８は、拡張シーケンス、この場合は５１２ゴールド・コードに従って信号を復
号する。復号した信号は、（バッファ４０で）バッファリングし、タイム・シフト装置５
０に送出する。また、デスプレッダ３８の出力は、積分器４２にも供給する。積分器４２
の出力を、（ミキサ４４で）ミキシングし、タイミング検出器４６に供給し、次いで閾値
検出器４８に供給する。閾値検出器４８の出力は、遠隔端末から有効な信号が受信された
か否かを示す。この結果を、タイム・シフト装置５０に供給する。これが有効な信号（例
えば上述の所定の閾値）である場合、次いで、復号した信号を、装置５２によってダウン
サンプルする。次いで、以下で説明するプリアンブルに応じて、信号は１６タップ・フィ
ルタ装置５４を通過し、プリアンブル・サイン検索装置（ｐｒｅａｍｂｌｅ　ｓｉｇｎａ
ｔｕｒｅ　ｓｅａｒｃｈｅｒ）５６に至る。検索装置５６の出力によって、遠隔端末の識
別子および遠隔端末が要求するサービス（群）に関する情報が、基地局に供給される。
【００１５】
物理的なＲＡＣＨは、スロット・アロハ手法に基づいて設計されることが知られている。
図４Ａに示すように、遠隔端末は、現セルの受信同報通信制御チャネル（Ｂｒｏａｄｃａ
ｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＣＨａｎｎｅｌ：ＢＣＣＨ）のフレーム境界に関する８個の明確
に規定されたタイム・オフセット（アクセス・スロット＃１、．．．、アクセス・スロッ
ト＃ｉ、．．．、アクセス・スロット＃８）において、ランダム・アクセス・バースト１
００を送信することができる。図４Ｂに示すように、ランダム・アクセス・バーストは、
２つの部分、すなわち長さ１ミリ秒（ｍｓ）のプリアンブル部１０２および長さ１０ｍｓ
のメッセージ部１０４、ならびに、プリアンブル部とメッセージ部との間の長さ０．２５
ｍｓのアイドル・タイム１０６とから成る。合計で１６の異なるプリアンブル・サインが
あり、長さ１６の直交ゴールド・コード・セット（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｇｏｌｄ　ｃ
ｏｄｅ　ｓｅｔ）（５１２のゴールド・コード）に基づいている。利用可能なサインおよ
びタイム・オフセットに関する情報は、ＢＣＣＨ上で同報通信される。この構造に基づい
て、受信機が１２８（１６のプリアンブル・サインを８個のタイム・スロットで乗じる）
の並列処理装置を有する場合、１２８のランダム・アクセス試行を同時に検出することが
できる。すなわち、現セルのために最大限に構成された基地局について、同等の１２８個
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のランダム・アクセス・チャネルを有する。
【００１６】
従って、かかる同報通信マルチメディア通信システムに関連した固有の要求に対処する、
ＵＭＴＳにおけるアクセス優先順位を提供するための方法および装置に対する要望がある
。すなわち、ＵＭＴＳ　ＲＡＣＨに関してアクセス優先順位を提供する方法および装置に
対する要望がある。
【００１７】
【発明の概要】
本発明は、例えばＵＭＴＳ　ＲＡＣＨに関して、通信システムのＭＡＣプロトコルにおい
てアクセス優先順位を与えるための方法および装置を提供する。特に、本発明は、（ｉ）
ランダム・チップ遅延アクセス優先順位（Ｒａｎｄｏｍ　Ｃｈｉｐ　Ｄｅｌａｙ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ：ＲＣＤＡＰ）、（ｉｉ）ランダム・バックオフに基づくアク
セス優先順位（Ｒａｎｄｏｍ　Ｂａｃｋｏｆｆ　Ｂａｓｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｉｏｒ
ｉｔｙ：ＲＢＢＡＰ）、（ｉｉｉ）可変論理チャネルに基づくアクセス優先順位（Ｖａｒ
ｉａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ｂａｓｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｉｏｒ
ｉｔｙ：ＶＬＣＡＰ）、（ｉｖ）可変論理チャネルに基づくアクセス優先順位方式のＵＭ
ＴＳ専用の変形（ＶＬＣＡＰ’）、（ｖ）確率に基づくアクセス優先順位（Ｐｒｏｂａｂ
ｉｌｉｔｙ　Ｂａｓｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ：ＰＢＡＰ）、および（ｖｉ
）再送信に基づくアクセス優先順位（ＲＥｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｂａｓｅｄ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ：ＲＥＢＡＰ）を含む、いくつかのアクセス優先順位方法論
を採用する。
【００１８】
本発明の一実施例では、ＲＣＤＡＰの方法および装置を提供する。ＲＣＤＡＰでは、基地
局にアクセス要求を提示する前に、チップ遅延分布の中から、異なるチップ遅延を各優先
順位クラスに割り当てるという利点がある。好ましくは、優先度の高いクラスには、より
小さい平均ランダム・チップ遅延を与えて、それらのアクセス要求が、優先度の低いクラ
スのユーザが提示するものに比べて、捕捉される確率が高くなるようにする。
【００１９】
本発明の別の実施例では、ＲＢＢＡＰの方法および装置を提供する。ＲＢＢＡＰでは、各
優先順位クラスに、異なるバックオフ遅延（ｂａｃｋｏｆｆ　ｄｅｌａｙ）を割り当てる
という利点がある。好ましくは、優先度の高いアクセスに関連する要求は、より小さい平
均バックオフ遅延を有する。衝突がある場合、またはアクセス要求が基地局で首尾良く受
信されない他の何らかの理由がある場合はいつでも、遠隔端末は、クラスｉに応じて、所
定の範囲間に分布するランダム遅延を選択する。
【００２０】
本発明の更に別の実施例では、ＶＬＣＡＰの方法および装置を提供する。ＶＬＣＡＰでは
、各加入者に、アクセス優先順位クラスｉを与える。好ましくは、優先度の高いものは、
基地局が構成されている論理アクセス・チャネルの全てにアクセスすることができるが、
優先度が最低のものは、論理アクセス・チャネルの小さいサブセット、例えば８個のタイ
ム・オフセットを有する１つのプリアンブル・サインのみにアクセスを許されるのみであ
る。この手法の理論的根拠は、遠隔端末が選択を行う際に選択肢となる論理アクセス・チ
ャネル数が多ければ多いほど、要求が首尾良く送信されるチャネルを見出す可能性が高く
なるということである。
【００２１】
本発明の更に別の実施例では、ＶＬＣＡＰの方法および装置の、ＵＭＴＳ専用の変形を提
供する。このＶＬＣＡＰ’手法は、特に、特別なＵＭＴＳアクセス・チャネル構造を考慮
する。すなわち、各プリアンブル・サイン毎にｔ個のタイム・オフセットがあるとしても
、基地局に関連する処理の複雑さを制限するために、基地局にはｔ個の並列処理装置が存
在しない場合がある。例えば、各々が例えば（ｉｔ ｈ ，（ｉ＋４）ｔ ｈ ）のタイム・オフ
セットを捕捉するようにプログラムされた４つの受信機しか存在しない場合がある。この
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ため、ＶＬＣＡＰ’手法に従って、優先度の低いクラスの要求には、より高い番号のタイ
ム・オフセットを割り当て、これにより、優先度の高いクラスからのアクセス要求を最初
に受信機によって捕捉することが可能となる。
【００２２】
本発明の更に別の実施例では、ＰＢＡＰの方法および装置を提供する。ＰＢＡＰでは、各
加入者に、アクセス優先順位クラスｉを与える。各アクセス優先順位クラスｉは、ある確
率Ｐｉ によってアクセス要求を送信することができるだけである。最高の優先度のものは
、アクセス要求を有する場合はいつでも、常にアクセス要求を送信する。
【００２３】
本発明の更に別の実施例では、ＲＥＢＡＰの方法および装置を提供する。ＲＥＢＡＰでは
、アクセス要求は、それに関連するアクセス・パケット優先順位（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐａｃ
ｋｅｔ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ：ＡＰＰ）を有する。これにより、再送信するアクセス要求に
は、新たなアクセス要求よりも高い優先度を与える。
【００２４】
本発明に従って実施されるアクセス優先順位の技法は、上述の実施例の２つ以上の組み合
わせを含み得ることは理解されよう。例えば、ＲＣＤＡＰは、ＲＢＢＡＰまたはＶＬＣＡ
ＰおよびＲＢＡＰと共に実行することができる等である。
【００２５】
本発明のこれらおよび他の目的、特徴および利点は、本発明の例示的な実施例に関する以
下の詳細な説明を、添付図面と関連付けて読むことによって、明らかとなろう。
【００２６】
【発明の詳細な記述】
本発明は、ＵＭＴＳのＭＡＣレイヤにおけるアクセス優先順位制御の状況において、特に
、ランダム・アクセス・チャネルすなわちＲＡＣＨにおけるアクセス優先順位制御に関し
て、以下に説明する。しかしながら、本明細書中で論じる本発明の教示は、これに限定さ
れるわけではないことは認められよう。すなわち、本発明のアクセス優先順位方法論は、
他の通信システムにおいて、遠隔端末（例えば移動または固定）が、基地局または他の通
信システム・アクセス・ポイントに関連する通信チャネルに対するアクセスを確保するた
めのランダムな試みを行う場合にも適用可能である。更に、遠隔端末または基地局におい
て用いるための、本明細書に記載する方法論は、それぞれ関連する１つ以上のプロセッサ
によって実行されることは理解されよう。本明細書中で用いる場合、「プロセッサ」とい
う語は、ＣＰＵ（中央処理装置）および関連するメモリを含むいかなる処理装置も含むこ
とを意図している。従って、本発明の方法論を実施することに関連するソフトウエア命令
またはコードを、関連するメモリ内に格納しておき、利用する用意ができた場合に、適切
なＣＰＵによって検索し実行すれば良い。また、「遠隔端末」という語は、基地局と通信
可能なあらゆる装置を指すものとする。例えば、遠隔端末は、移動（例えば無線電話また
は無線モデムを有する携帯パーソナル・コンピュータ）または固定（例えば無線モデムを
有する固定パーソナル・コンピュータ）とすることができる。また、「基地局」および「
ｎｏｄｅ＿ｂ」という語は、本明細書中では交換可能に用いる。
【００２７】
上述のように、本発明は、１９９８年５月２２日に出願された、「通信ネットワークのた
めの多重アクセスシステムにおけるアクセス制御方法（Ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎ　ａ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆ
ｏｒ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ）」と題する米国特許出願第０
９／０８４，０７２号として記載される特許出願に開示された主題に関する。この出願に
は、「オン・デマンド多重アクセス・フェア・キューイング」すなわちＯＤＭＡＦＱ（Ｏ
ｎ－Ｄｅｍａｎｄ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｆａｉｒ　Ｑｕｅｕｉｎｇ）と呼
ぶ別のＭＡＣプロトコルが記載されている。本発明の詳細な説明の後に続く「ＯＤＭＡＦ
Ｑ　ＭＡＣプロトコル動作」と題する節において、関連するＭＡＣ機能について説明する
。
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【００２８】
再び図１に戻る。先に述べたように、遠隔端末２および４は、基地局６との無線インタフ
ェースを介してＵＭＴＳアクセス・ネットワークに結合されていることは理解されよう。
通信を確立するために、遠隔端末は、無線インタフェースを介して、基地局６との間で、
媒体アクセス制御（ＭＡＣ）フレームの送受信を行う。端末４の場合、内部または外部モ
デムを用いて、基地局との無線接続を与えることができる。遠隔端末２のような遠隔端末
は、通常、それ自身の内部モデムを有する。しかしながら、遠隔端末では通常、バースト
的にランダムにパケットを発生するか、または受信する。パケットは、基地局にアップリ
ンクで送信されるまで、遠隔端末においてバッファリングされる。基地局６は、公知のよ
うに、それらの各有効範囲領域から、システムの移動スイッチング・センタ、例えば図１
のＵＭＳＣ１６まで、広域無線有効範囲および多重遠隔端末トラヒックを与える。また、
基地局は、そのセル内の遠隔端末の１つ以上に宛てたパケットを同報通信（ダウン・リン
ク）する。
【００２９】
ＵＭＴＳ多重アクセス方式は、タイム・スロット・システム（すなわち、スロット・アロ
ハ手法）であり、ランダム・アクセス・チャネル（ＲＡＣＨ）およびパケット送信チャネ
ルをスロット毎に形成する。各チャネルのタイム・スロット継続時間は、実施する特定の
システムに基づいて選択する。一般に、送出すべきパケットを有する遠隔端末は、ＲＡＣ
Ｈを介して基地局にアクセス要求を送信する。基地局が対応するように構成されているア
クセス・チャネルの数が比較的少ないのに比べ、潜在的に多くの遠隔端末があるので、ネ
ットワーク・トラヒックを整然とかつ適切な時点で扱うことを保証するためには、アクセ
ス優先順位方式が必要である。すなわち、多くの遠隔端末がランダムに単一の通信チャネ
ルの使用を確保しようとする（すなわち、パケットを伝達するためのチャネル帯域幅を要
求する）場合、比較的低いニーズを有する遠隔端末よりも、比較的高いニーズを有する遠
隔端末に、基地局に関連するチャネル帯域幅へのアクセスを許可するために、ネットワー
クにおいて、アクセス要求の優先順位を決定する方法を実施しなければならない。このた
め、例えば、２つの遠隔端末が基地局に送信すべきパケット・データを有する場合、より
高いアクセス・ニーズを有する遠隔端末のアクセス要求が、他方の遠隔端末に先立って受
信され認められる可能性が高いことが好ましい。しかしながら、遠隔端末の優先順位クラ
スは、動的である、すなわち送信すべきパケットの性質および／または内容、および／ま
たは遠隔端末の性質に依存することは認められよう。例えば、パケットが、遅延に敏感な
データ（例えば対話式の映像、音声）を表す場合、または早急の送信を認める性質のもの
（例えば緊急事態）である場合、遠隔端末は、その状況に適切な優先度、すなわちこれら
の場合には高い優先度を有する優先順位クラスを選択する。また、遠隔端末が加入するサ
ービスのレベル（例えば高または普通）に応じて、異なるアクセス優先順位を割り当てる
。
【００３０】
最初に図１１を参照すると、本発明による、基地局におけるアクセス優先順位制御方法１
１００のフローチャートが示されている。ＵＭＴＳにおいて、基地局（例えば基地局６）
は、その有効範囲領域内の遠隔端末（Ｒｅｍｏｔｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ：ＲＴ）に、ビー
コンまたはパイロット信号内で、アクセス優先順位システム・パラメータを同報通信する
（ステップ１１０２）。遠隔端末において実行されるアクセス優先順位の方法論に従って
特に説明するように、アクセス優先順位システム・パラメータは、遠隔端末がその基地局
アクセス要求プロセスで用いるパラメータを含む。すなわち、基地局は、各々の予め確立
された優先順位クラスに関するパラメータを送信し、これを遠隔端末が受信して、アクセ
ス要求の間に用いるために格納する。ステップ１１０４では、基地局は、（それに関連す
るプロセッサを介して）遠隔端末からアクセス要求を受信したかを判定する。受信してい
ない場合、基地局はこの受信を待つ。遠隔端末からアクセス要求を受信した場合、基地局
は遠隔端末に承認メッセージを送信し（ステップ１１０６）、要求の受信が成功したこと
を示す。この承認信号は、基地局と遠隔端末との間の転送アクセス・チャネル（ＦＡＣＨ
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）上で送信する。次いで、基地局は、ＵＭＴＳにおいて用いるパケット・データ受信手順
に従って、遠隔端末に認めたアクセスからのパケット・データを受信する用意をする（ス
テップ１１０８）。
【００３１】
ここで図５を参照すると、本発明の第１の実施例による、遠隔端末におけるアクセス優先
順位制御方法５００のフローチャートが示されている。この方法論は、ＵＭＴＳ基地局（
例えば基地局６）にアップ・リンクするパケットを発生または受信した遠隔端末（例えば
端末２または４）において実行されることは認められよう。図５に示す実施例は、以降、
ランダム・チップ遅延アクセス優先権（ＲＣＤＡＰ）と呼ぶ。一般に、ＲＣＤＡＰ手法で
は、アクセス要求を基地局に提示する前に、各優先順位クラスに、異なる平均ランダム・
チップ遅延を割り当てるという利点がある。各チップは、一定の継続時間として知られて
おり、このため、各チップは一定の時間遅延を表す。このため、チップの遅延の継続時間
は、遅延においてチップ数に直接関連する。長い遅延は、短い遅延よりもチップ数が多い
。チップ遅延の使用は、ＵＭＴＳにおける遠隔端末と基地局との間のＣＤＭＡ無線インタ
フェース（Ｗ－ＣＤＭＡ）の使用によることは認められよう。本発明のこの実施例によれ
ば、優先度の高いクラスには、小さい平均ランダム・チップ遅延を与えて、それらのアク
セス要求がより小さい時間遅延を有し、このため、優先度の低いクラスを有するユーザが
提示するものに比べて捕捉される確率が高いようにする。
【００３２】
図５のアクセス優先順位の実施例では、ステップ５０１において、遠隔端末は、基地局が
同報通信する以下のアクセス優先順位システム・パラメータを受信し、（そのメモリ内に
）格納する。パラメータとは、遠隔端末と基地局との間に存在する論理アクセス・チャネ
ル数であるＭ、各クラスｉ毎の再送信の試行の最大数であるＫｉ 、および（ＲＮｉ ，．．
．，ＲＮｉ ’）間に分布した各クラスｉ毎のランダム・チップ遅延である。ここで、ＲＮ

ｉ ＜ＲＮｉ ＋ １ 、ＲＮｉ ’＜ＲＮｉ ＋ １ ’、例えばＲＮ０ ＜ＲＮ１ 、ＲＮ０ ’＜ＲＮ１ ’
である。ｉ＝０，１，．．．，等であることは認められよう。このため、アクセス優先順
位クラス０（最高の優先度）に関連するチップ遅延を選択する際には、これより低いアク
セス優先順位クラス、例えばクラス１に関連する分布におけるチップ遅延よりも平均して
小さいランダム・チップ遅延の分布から選択を行う。このため、クラス０として設定され
た遠隔端末は、クラス１に設定された遠隔端末よりも高い優先度を有する。
【００３３】
従って、ステップ５０２では、遠隔端末は、（それに関連するプロセッサを介して）送信
すべきパケットの受信のために新たなクラス要求が必要であるか否かを判定する。必要で
あれば、ステップ５０４において、遠隔端末は、論理アクセス・チャネル（１，．．．，
Ｍ）を選択する。次いで、ステップ５０６において、必要な優先順位クラスに基づいて（
例えば、送信対象のデータの性質または内容による）、または遠隔端末に属する優先順位
クラスに基づいて（例えば、遠隔端末のユーザが、特定のレベル、例えば普通、高のよう
なサービスに加入している場合）、遠隔端末は、分布（ＲＮｉ 、．．．，ＲＮｉ ’）から
ランダム・チップ遅延を選択する。送信の優先度が高い場合、遠隔端末は最低のランダム
・チップ遅延分布から選択を行い、このため、要求が成功する可能性が高くなる。送信の
優先度が低い場合、遠隔端末は最高のランダム・チップ遅延分布から選択を行い、このた
め、より高い優先度のクラスでアクセスを要求する遠隔端末に比べ、要求が成功する可能
性が低くなる。むろん、優先度に応じて、遠隔端末は、その間のいかなるランダム・チッ
プ遅延分布からも選択を行うことができる。次いで、ステップ５０８において、選択した
論理アクセス・チャネル上で、選択したチップ遅延に従って、アクセス要求を送信する。
【００３４】
次に、ステップ５１０では、端末は、アクセス要求が基地局によって首尾良く受信された
か否かを判定する。これは、基地局がアクセス要求承認メッセージを端末に送信すること
によって行えば良い（図１１のステップ１１０６）。アクセス要求が成功した場合、アク
セス優先順位制御方法は終了し（ブロック５１２）、遠隔端末は、ＵＭＴＳで用いるパケ
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ット転送方式に従って、そのパケットを送信することができる。
【００３５】
しかしながら、要求が成功しない場合、ステップ５１４において、端末は、ｎｏ＿ｔｘと
呼ぶ変数を１だけ増分する（ｎｏ＿ｔｘ＋＋）。変数ｎｏ＿ｔｘは、遠隔端末がアクセス
要求を送信した回数を表すことは理解されよう（この値は、遠隔端末のプロセッサに関連
するメモリに格納される）。ステップ５１６では、ｎｏ＿ｔｘをＫｉ （クラスｉの再送信
の試行の最大数）と比較する。ｎｏ＿ｔｘがＫｉ よりも大きい場合、現アクセス要求は取
り下げられる（ステップ５１８）。高い優先順位のクラスには大きいＫｉ （すなわちＫｉ

≧Ｋｉ ＋ １ ）を割り当てて、再送信の試行をより多く行い得ることは理解されよう。再送
信の最大数に達していない場合、ステップ５２０において、バックオフ・プロセスを実行
する。バックオフ手順を採用することが好ましいが、その理由は、いくつかの遠隔端末が
ほぼ同時にアクセス要求信号の送信を試みたが成功しなかったと仮定すると（成功しなか
った原因は、例えば要求間の衝突である可能性がある）、各遠隔端末がほぼ同時に再送信
を試みるのは好ましくないからであることは認められよう。このため、各端末は、その再
送信を、ランダムに選択した時間量だけ遅延させて、再送信されるアクセス要求が衝突す
る可能性を低くする。代替的な実施例では、図６に関して以下に説明する本発明の手順に
従って、バックオフを実行することができる。バックオフの後、ステップ５２２において
、遠隔端末は、次の利用可能なアクセス・スロットを待ち、次いでステップ５０４に戻っ
て、プロセスを繰り返す。
【００３６】
ここで図６を参照すると、本発明の第２の実施例による、遠隔端末におけるアクセス優先
順位制御方法６００のフローチャートが示されている。この場合も、この方法論は、ＵＭ
ＴＳ基地局（例えば基地局６）にアップリンクで送信すべきパケットを発生または受信し
た遠隔端末（例えば端末２または４）において実行されることは認められよう。図６に示
す実施例は、以降、ランダム・バックオフに基づくアクセス優先順位（ＲＢＢＡＰ）と呼
ぶ。一般に、ＲＢＢＡＰ手法では、各優先順位クラスに、異なる平均バックオフ遅延を割
り当てるという利点がある。高いアクセス優先順位に関連する要求は、平均バックオフ遅
延が小さい。衝突がある場合、または、アクセス要求が基地局において首尾良く受信され
ない他の理由がある場合はいつでも、遠隔端末は、クラスｉに応じて、範囲（Ｄｉ ，．．
．，Ｄｉ ’）、間に分布したランダム遅延を選択する。Ｄｉ ≦Ｄｉ ’，Ｄｉ ≦Ｄｉ ＋ １ ，
Ｄｉ ’≦Ｄｉ ＋ １ ’であり、ここで、クラスｉはクラスｉ＋１よりも優先度が高い。
【００３７】
図６のアクセス優先順位の実施例において、ステップ６０１では、遠隔端末は、基地局が
同報通信する以下のアクセス優先順位システム・パラメータを受信し、（そのメモリ内に
）格納する。パラメータとは、遠隔端末と基地局との間に存在する論理アクセス・チャネ
ル数であるＭ、各クラスｉ毎の再送信の試行の最大数であるＫｉ 、および（Ｄｉ ，．．．
，Ｄｉ ’）間に分布したランダム遅延である。Ｄｉ ≦Ｄｉ ’，Ｄｉ ≦Ｄｉ ＋ １ ，Ｄｉ ’≦
Ｄｉ ＋ １ ’であり、クラスｉはクラスｉ＋１よりも優先度が高い。このため、高いアクセ
ス優先順位に関連するバックオフ遅延を選択する際には、これより低いアクセス優先順位
クラスに関連する分布におけるバックオフ遅延よりも平均して小さいランダム・バックオ
フ遅延の分配から選択を行う。例えば、クラス０として設定された遠隔端末は、クラス１
に設定された遠隔端末よりも優先順位が高い。
【００３８】
従って、ステップ６０２では、遠隔端末は、（それに関連するプロセッサを介して）送信
すべきパケットの受信のために新たなアクセス要求が必要であるか否かを判定する。必要
であれば、ステップ６０４において、遠隔端末は、論理アクセス・チャネル（１，．．．
，Ｍ）を選択する。次いで、ステップ６０６において、選択した論理アクセス・チャネル
上でアクセス要求を送信する。次に、ステップ６０８において、端末は、アクセス要求が
基地局によって首尾良く受信されたか否かを判定する。これは、この場合も、基地局が端
末にアクセス要求承認メッセージを送信することによって実行すれば良い（図１１のステ
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ップ１１０６）。アクセス要求が成功した場合、アクセス優先順位制御方法は終了し（ス
テップ６１０）、遠隔端末は、ＵＭＴＳにおいて用いるパケット転送方式に従って、その
パケットを送信することができる。
【００３９】
しかしながら、要求が成功しない場合、ステップ６１２において、端末は、変数ｎｏ＿ｔ
ｘを１だけ増分する。ステップ６１４では、ｎｏ＿ｔｘをＫｉ と比較する。ｎｏ＿ｔｘが
Ｋｉ よりも大きい場合、現アクセス要求は取り下げられる（ステップ６１６）。再送信の
最大数に達していない場合、ステップ６１８において、バックオフ・プロセスを実行する
。ステップ６１８では、必要な優先順位クラスまたは遠隔端末に属する優先順位クラスに
基づいて、遠隔端末は、分布（Ｄｉ ，．．．，Ｄｉ ’）からランダム・バックオフ遅延を
選択する。このため、送信の優先度が高い場合、遠隔端末は最低のランダム・バックオフ
遅延分布から選択を行い、このため、要求の成功の可能性が高くなる。すなわち、これよ
り低いクラスよりも再送信が比較的早く行われるように、バックオフ遅延は比較的短くな
っている。送信の優先度が低い場合、遠隔端末は最高のランダム・バックオフ遅延分布か
ら選択を行い、このため、より高い優先順位クラスでアクセスを要求する遠隔端末に比べ
、要求の成功の可能性は低くなる。むろん、優先度に応じて、遠隔端末は、その間のいか
なるランダム・バックオフ遅延分布からも選択を行うことができる。バックオフの後、ス
テップ６２０において、遠隔端末は、次の利用可能なアクセス・スロットを待ち、次いで
ステップ６０４に戻って、プロセスを繰り返す。
【００４０】
ここで図７を参照すると、本発明の第３の実施例による、遠隔端末におけるアクセス優先
順位制御方法７００のフローチャートが示されている。この場合も、この方法論は、ＵＭ
ＴＳ基地局（例えば基地局６）にアップリンクで送信するパケットを発生または受信した
遠隔端末（例えば端末２または４）において実行することは認められよう。図７に示す実
施例は、以降、可変論理チャネルに基づくアクセス優先順位（ＶＬＣＡＰ）と呼ぶ。一般
に、ＶＬＣＡＰ手法では、各加入者にアクセス優先順位クラスｉを与える。最高の優先順
位（クラス０）を有するものは、基地局が構成されている全論理アクセス・チャネル（例
えば１６ｘ８）にアクセス可能であるが、最低の優先順位のものは、論理アクセス・チャ
ネルの小さいサブセット、例えば８個のタイム・オフセットを有する１つのみのプリアン
ブル・サインにアクセスすることが許されるのみである。この手法の理論的根拠は、遠隔
端末が選択する際の選択肢である論理アクセス・チャネル数が多くなれば、アクセス要求
が首尾良く送信されるチャネルを見出す可能性が高くなるということである。
【００４１】
図７におけるアクセス優先権の実施例では、ステップ７０１において、遠隔端末は、基地
局が同報通信する以下のアクセス優先順位システム・パラメータを受信し、（そのメモリ
内に）格納する。パラメータとは、遠隔端末と基地局との間に存在する論理アクセス・チ
ャネル数であるＭ、クラスｉがアクセス可能な論理アクセス・チャネルの最大数であるＮ

ｉ （Ｎｉ ＞Ｎｉ ＋ １ およびＮ０ ＝Ｍ）、および、各クラスｉ毎の再送信の試行の最大数で
あるＫｉ である。
【００４２】
従って、ステップ７０２では、遠隔端末は、（それが関連するプロセッサを介して）送信
すべきパケットの受信のために新たなアクセス要求が必要であるか否かを判定する。必要
であれば、ステップ７０４において、遠隔端末は、論理アクセス・チャネル（１，．．．
，Ｎｉ ）を選択する。すなわち、論理チャネルは、論理チャネル集合から選択されるが、
この集合のサイズは、要求の優先順位クラスに依存する。要求が最高の優先順位クラスの
ものである場合、遠隔端末はＭ個の論理アクセス・チャネル全てから選択を行うことがで
きるが、要求の優先順位が低下すると、選択肢であるサブセットのサイズが小さくなる。
代替的な実施例では、遠隔端末は、図５におけるＲＣＤＡＰ手法に従って、この時点で、
ランダム・チップ遅延を格納し次いで選択することができる。次いで、ステップ７０６に
おいて、選択した論理アクセス・チャネル上で、アクセス要求を送信する。次に、ステッ
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プ７０８において、端末は、アクセス要求が基地局によって首尾良く受信されたか否かを
判定する。これは、この場合も、基地局がアクセス要求承認メッセージを端末に送信する
ことによって実行すれば良い（図１１のステップ１１０６）。アクセス要求が成功した場
合、アクセス優先順位制御方法は終了し（ブロック７１０）、遠隔端末は、ＵＭＴＳにお
いて用いられるパケット転送方式に従って、そのパケットを送信することができる。
【００４３】
しかしながら、要求が成功しない場合、ステップ７１２において、端末は、変数ｎｏ＿ｔ
ｘを１だけ増分する。ステップ７１４において、ｎｏ＿ｔｘをＫｉ と比較する。ｎｏ＿ｔ
ｘがＫｉ より大きい場合、現アクセス要求は取り下げられる（ステップ７１６）。再送信
の最大数に達していない場合、ステップ７１８において、バックオフ・プロセスを実行す
る。代替的な実施例では、バックオフ・プロセスは、図６のステップ６１８で上述したも
のと同じである。バックオフの後、ステップ７２０において、遠隔端末は、次の利用可能
なアクセス・スロットを待ち、次いでステップ７０４に戻ってプロセスを繰り返す。
【００４４】
図８を参照すると、本発明の第４の実施例による、遠隔端末におけるアクセス優先順位制
御方法８００のフローチャートが示されている。方法８００は、図７のＶＬＣＡＰ方式の
変形であることは理解されよう。この変形は、ＶＬＣＡＰ’と呼ばれ、特に、特別なＵＭ
ＴＳアクセス・チャネル構造を考慮に入れている。すなわち、各プリアンブル・サイン毎
に８個のタイム・オフセットがあるとしても、基地局に関連する処理の複雑さに制限があ
るために、基地局には８個の並列の処理装置が存在しない場合がある。例えば、各々が例
えば（ｉｔ ｈ ，（ｉ＋４）ｔ ｈ ）のタイム・オフセットを捕捉するようにプログラムされ
ている受信機が４個しか存在しない場合がある。しかしながら、タイム・オフセットは、
連続している必要はないことは認められよう。すなわち、受信機は、受信した最初の４個
のタイム・オフセット、例えばタイム・オフセット１、３、５および６を捕捉すれば良い
。このため、ＶＬＣＡＰ’手法によれば、優先度の低いクラスの要求には高い番号のタイ
ム・オフセットを割り当て、これによって、受信機は最初に優先度の高いクラスからのア
クセス要求を捕捉することができる。すなわち、優先度の高いクラスの場合、これには低
い番号のタイム・オフセットが割り当てられており（例えば１ないし４）、そこから選択
を行い、一方、優先度の低いクラスには高い番号のタイム・スロットが割り当てられてお
り（例えば５ないし８）、そこから選択を行う。従って、優先度の高いアクセス要求は、
優先度の低いアクセス要求に比べ、受信される可能性が高くなる。
【００４５】
図８におけるアクセス優先順位の実施例では、ステップ８０１において、遠隔端末は、基
地局が同報通信する以下のアクセス優先順位システム・パラメータを受信し、（そのメモ
リ内に）格納する。パラメータとは、プリアンブル・サイン（ｐｒｅａｍｂｌｅ　ｓｉｇ
ｎａｔｕｒｅ）の最大数であるＰ（例えばＰ≦１６）、タイム・オフセットの数であるＴ
（例えばＴ＜８）（このため、Ｍは、基地局が含む処理ユニット数および時分割機能を表
す、論理アクセス・チャネルの合計数（ＰｘＴ）である）、および、各クラスｉ毎の再送
信の試行の最大数であるＫｉ である。
【００４６】
従って、ステップ８０２では、遠隔端末は、（それに関連するプロセッサを介して）送信
すべきパケットの受信のために新たなアクセス要求が必要であるか否かを判定する。必要
である場合、ステップ８０４において、遠隔端末は、（１，．．．，Ｐ）からプリアンブ
ルを選択する。次いでステップ８０６では、クラスｉについて、遠隔端末は、（Ｔｉ ，．
．．，Ｔｉ ’）からタイム・オフセットを１つ選択する。Ｔｉ ＜Ｔｉ ＋ １ ，Ｔｉ ’＜Ｔｉ

＋ １ ’，Ｔ０ ＝０，Ｔｍ ａ ｘ ’＝８である。例えば、クラス０（優先度最高のクラス）は
、タイム・オフセット０ないしタイム・オフセット４の間の範囲のタイム・オフセット集
合から選択を行うことができる。代替的な実施例では、遠隔端末は、図５におけるＲＣＤ
ＡＰ手法に従って、この時点で、ランダム・チップ遅延を格納し、次いで選択することが
できる。次に、ステップ８０８において、選択したアクセス・チャネル上でアクセス要求
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を送信する。
【００４７】
次に、ステップ８１０において、端末は、アクセス要求が基地局によって首尾良く受信さ
れたか否かを判定する。これは、この場合も、基地局がアクセス要求承認メッセージを端
末に送信することによって実行すれば良い（図１１のステップ１１０６）。アクセス要求
が成功した場合、アクセス優先順位制御方法は終了し（ブロック８１２）、遠隔端末は、
ＵＭＴＳにおいて用いられるパケット転送方式に従って、そのパケットを送信することが
できる。
【００４８】
しかしながら、要求が成功しなかった場合、ステップ８１４において、端末は、変数ｎｏ
＿ｔｘを１だけ増分する。ステップ８１６において、ｎｏ＿ｔｘをＫｉ と比較する。ｎｏ
＿ｔｘがＫｉ よりも大きい場合、現アクセス要求は取り下げられる（ステップ８０８）。
再送信の最大数に達していない場合、ステップ８２０において、バックオフ・プロセスを
実行する。代替的な実施例では、バックオフ・プロセスは、図６のステップ６１８におい
て上述したものと同じである。バックオフの後、ステップ８２２において、遠隔端末は、
次の利用可能なアクセス・スロットを待ち、次いでステップ８０４に戻って、プロセスを
繰り返す。
【００４９】
ここで図９を参照すると、本発明の第５の実施例による、遠隔端末におけるアクセス優先
順位制御方法９００のフローチャートが示されている。この場合も、この方法論は、ＵＭ
ＴＳ基地局（例えば基地局６）にアップリンクされるパケットを発生または受信した遠隔
端末（例えば端末２または４）において実行することは理解されよう。図９に示す実施例
は、以降、確率に基づくアクセス優先順位（ＰＢＡＰ）と呼ぶ。一般に、ＰＢＡＰ手法で
は、各加入者にアクセス優先順位クラスｉを与える。各アクセス優先順位クラスｉは、あ
る確率Ｐｉ を有するアクセス要求を送信することができるのみである。最高の優先度（ク
ラス０）を有するものは、アクセス要求を有する場合はいつでも、それらのアクセス要求
を常に送信する。例えば、Ｐ０ ＝１（高い優先度）であり、Ｐ１ ＝０．５（低い優先度）
である。また、各々のアクセス優先順位クラスは、再試行の最大数が異なる。アクセス優
先度の低いクラスは、再試行の最大数が小さい。
【００５０】
図９におけるアクセス優先順位の実施例では、ステップ９０１において、遠隔端末は、基
地局が同報通信する以下のアクセス優先順位システム・パラメータを受信し、（そのメモ
リ内に）格納する。パラメータとは、遠隔端末と基地局との間に存在する論理アクセス・
チャネル数であるＭ、各クラスｉ毎の確率Ｐｉ 、および、クラスｉに関連する送信の試行
の最大数であるＫｉ である。ここで、Ｐｉ ＝１およびＰｉ ＜Ｐｉ ＋ １ ，Ｋ０ ＝Ｋｍ ａ ｘ お
よびＫｉ ＋ １ ＜Ｋｉ である。
【００５１】
従って、ステップ９０２では、遠隔端末は、（それに関連するプロセッサを介して）送信
べきパケットの受信のために新たなアクセス要求が必要であるか否かを判定する。必要で
あれば、ステップ９０４において、遠隔端末は、変数ｎｏ＿ｔｘ＝０に設定する。これは
、再送信試行変数である。次いで、ステップ９０６では、遠隔端末は、ｘ＞（１－Ｐｉ ）
であるか否かを判定する。ｘは、０と１との間に均一に分散するランダム変数であること
は認められよう。ｘが（１－Ｐｉ ）以下であれば、遠隔端末は、ステップ９０８において
、次の利用可能なアクセス・スロットを待ち、次いでステップ９０４に戻ってプロセスを
繰り返す。ｘ＞（１－Ｐｉ ）であれば、遠隔端末は、論理アクセス・チャネル（１，．．
．，Ｍ）を選択する。次いで、ステップ９１２において、選択した論理アクセス・チャネ
ル上でアクセス要求を送信する。次に、ステップ９１４において、端末は、アクセス要求
が基地局によって首尾良く受信されたか否かを判定する。これは、この場合も、基地局が
アクセス要求承認メッセージを端末に送信することによって行えば良い（図１１のステッ
プ１１０６）。アクセス要求が成功した場合、アクセス優先順位制御方法は終了し（ブロ
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ック９１６）、遠隔端末は、ＵＭＴＳにおいて用いられるパケット転送方式に従って、そ
のパケットを送信することができる。
【００５２】
しかしながら、要求が成功しない場合、ステップ９１８において、端末は、変数ｎｏ＿ｔ
ｘを１だけ増分する。ステップ９２０では、ｎｏ＿ｔｘをＫｉ と比較する。ｎｏ＿ｔｘが
Ｋｉ よりも大きい場合、現アクセス要求は取り下げられる（ステップ９２２）。再送信の
最大数に達していない場合、ステップ９２４において、バックオフ・プロセスを実行する
。代替的な実施例では、バックオフ・プロセスは、図６のステップ６１８ステップにおい
て上述したものと同じである。バックオフの後、遠隔端末は、ステップ９０８において、
次の利用可能なアクセス・スロットを待ち、次いでステップ９０４に戻って、プロセスを
繰り返す。
【００５３】
ここで図１０を参照すると、本発明の第６の実施例による、遠隔端末におけるアクセス優
先順位制御方法１０００のフローチャートが示されている。この方法論は、ＵＭＴＳ基地
局（例えば基地局６）にアップリンクされるパケットを発生または受信した遠隔端末（例
えば端末２または４）において実行することは理解されよう。図１０に示す実施例は、以
降、再送信に基づくアクセス優先順位（ＲＥＢＡＰ）と呼ぶ。一般に、ＲＥＢＡＰ手法で
は、全てのアクセス要求が、それに関連するアクセス・パケット優先順位（ＡＰＰ）を有
すると仮定する。ＲＥＢＡＰ方式では、再送信されるアクセス要求に、新たなアクセス要
求よりも高い優先度を与える。かかる機構は、全ての成功した試行に対して、より小さい
平均アクセス遅延よりも、より小さい９５ｔ ｈ または９９ｔ ｈ 百分位数アクセス遅延を必
要とするいくつかの用途には魅力的である。全ての新たなアクセス要求には、最低のＡＰ
Ｐクラス（ｎｍ ａ ｘ －１）が与えられる。次いで、それらの優先度を、再送信数に基づい
て動的に調節する。アクセス・パケットは、Ｍ個の論理アクセス・チャネル全てにアクセ
ス可能であるが、アクセス・パケット優先順位クラスに応じて、異なるランダム・チップ
遅延を選択する。最低のＡＰＰクラスは、最高の平均ランダム・チップ遅延分布から選択
を行う。失敗し、再送信を必要とするアクセス要求は、それらのＡＰＰクラスを調節する
ことが好ましい。ＡＰＰ機構に加えて、アクセス・サービス優先順位（Ａｃｃｅｓｓ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ：ＡＳＰ）クラスも規定し得ることを注記しておく。最
高のＡＳＰ、例えばクラス０を有する要求は、各々の再試行の度に、失敗したアクセス要
求のＡＰＰを自動的に増大させる。ＡＳＰがこれより低い場合は、失敗した試行のＡＰＰ
の調節を積極的に行わない。例えば、ＡＳＰクラス１は、２度の失敗後に初めてアクセス
要求のＡＰＰを増大し得る。
【００５４】
図１０のアクセス優先順位の実施例では、ステップ１００１において、遠隔端末は、基地
局が同報通信する以下のアクセス優先順位システム・パラメータを受信し、（そのメモリ
内に）格納する。パラメータとは、遠隔端末と基地局との間に存在する論理アクセス・チ
ャネル数であるＭ、および各クラスｉ毎のＡＰＰである。ＡＰＰは、２つの数、すなわち
各クラスｉ毎の再試行の最大数であるＫｉ と、各クラスｉ毎のランダム・チップ遅延を表
すＲＮｉ とに関連する。また、ＡＰＰは、０，．．．，ｎｍ ａ ｘ －１の範囲であると仮定
され、０が、より高い優先度を有する。ＡＳＰを用いる場合、パラメータＡＳＰおよびＳ

ｊ も、基地局によって送信し、遠隔端末によって受信および格納する。Ｓｊ は、クラスｊ
からのアクセス要求のＡＰＰを更新する前にクラスｊに必要な再送信の数を表す。このた
め、Ｋｉ はＡＰＰ優先順位クラスに関連し、Ｓｊ はＡＳＰ優先順位クラスに関連する。例
えば、ＡＳＰ＝０，１，２であり、Ｓ０ ＝１，Ｓ１ ＝３，Ｓ２ ＝５である。
【００５５】
従って、ステップ１００２では、遠隔端末は、（それに関連するプロセッサを介して）送
信べきパケットの受信のために新たなアクセス要求が必要であるか否かを判定する。必要
であれば、ステップ１００４において、遠隔端末は、ＡＰＰ＝ｎｍ ａ ｘ －１，ＡＳＰ＝ｊ
，ｎｏ＿ｔｘ＝０，およびａｄｊ＝０（ａｄｊについては以下で説明する）に設定する。
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次いで、ステップ１００６では、遠隔端末は、分布（ＲＮｉ ，．．．，ＲＮｉ ’）からラ
ンダム・チップ遅延を選択する。ステップ１００８において、遠隔端末は論理アクセス・
チャネル（１，．．．，Ｍ）を選択する。次いで、ステップ１０１０において、チップ遅
延に従って、選択した論理アクセス・チャネル上でアクセス要求を送信する。次に、ステ
ップ１０１２において、端末は、アクセス要求が基地局によって首尾良く受信されたか否
かを判定する。これは、この場合も、基地局がアクセス要求承認メッセージを端末に送信
することによって行えば良い（図１１のステップ１１０６）。アクセス要求が成功した場
合、アクセス優先順位制御方法は終了し（ブロック１０１４）、遠隔端末は、ＵＭＴＳに
おいて用いられるパケット転送方式に従って、そのパケットを送信することができる。
【００５６】
しかしながら、要求が成功しない場合、ステップ１０１６において、端末は、変数ｎｏ＿
ｔｘおよびａｄｊを１だけ増分する。変数ｎｏ＿ｔｘは、遠隔端末がアクセス要求を送信
した回数を表し、ａｄｊは、Ｓｊ に到達したか否かをチェックするために用いる変数を表
す。ステップ１０１８では、ｎｏ＿ｔｘをＫｉ と比較する。ｎｏ＿ｔｘがＫｉ 以上である
場合、現アクセス要求は取り下げられる（ステップ１０２０）。しかしながら、ｎｏ＿ｔ
ｘがＫｉ 以下である場合、遠隔端末は、ａｄｊがＳｊ 以上であるか否かを判定する（ステ
ップ１０２２）。ａｄｊがＳｊ 以上でない場合、ＡＰＰはステップ１００４において設定
されたのと同じ値に留まる。次いで、ステップ１０２４において、バックオフ・プロセス
を実行する。バックオフ・プロセスは、図６のステップ６１８ステップにおいて上述した
ものと同じとすれば良い。バックオフの後、ステップ１０２６において、遠隔端末は、次
の利用可能なアクセス・スロットを待ち、次いでステップ１００６に戻って、プロセスを
繰り返す。しかしながら、ａｄｊがＳｊ 以上である場合、ＡＰＰを１だけ減少させ（ＡＰ
Ｐ＝ｎ－１）、これによって、再送信される要求の優先度を上げる（ステップ１０２８）
。また、ステップ１０２８において、ａｄｊをゼロにリセットする。次いで、ステップ１
０２４において、バックオフ・プロセスを実行する。バックオフの後、ステップ１０２６
において、遠隔端末は、次の利用可能なアクセス・スロットを待ち、次いでステップ１０
０６に戻り、プロセスを繰り返す。
【００５７】
本発明のアクセス優先順位方法論の使用は、本明細書中に記載したように、様々な用途に
おいて有益かつ有利であり得ることが認められよう。以下は、かかる用途のいくつかの例
を示すに過ぎない。既存の無線アクセス・システムでは、緊急のニーズを有するユーザに
対し、他のタイプのユーザよりも高い優先度でアクセスを得ることを可能にするための対
応は行われていない。本発明によるアクセス優先順位の１つの可能な実施例は、緊急のユ
ーザのみがアクセス可能であるように、いくつかの論理アクセス・チャネルを予約するこ
とである。別の状況では、サービス・プロバイダは、本発明に従って、カスタマが支払う
サービス料金に基づいて、異なるタイプのカスタマを差別化することができる。ＣＥＯは
、アクセス遅延を小さくすることを望む場合があるので、彼のメッセージを、他よりも速
くネットワークを通過可能とすることができる。好ましくは、このサービスをサービス優
先順位と組み合わせて、ユーザがより優れた端末の遅延を認知することができるようにす
る。また、いくつかの実時間サービス、例えば対話式の映像に対するアクセス遅延を小さ
くするために、本発明のアクセス優先順位機構を用いて、この目的を達成することができ
る。更に、本発明は、ＵＭＴＳ　ＭＡＣに含まれる新たなアクセス機構を提供する。アク
セス優先順位をスケジューリング・アルゴリズムと共に用いて、サービス料金、緊急のニ
ーズ、または遅延要求のいずれかに基づいた様々なサービスの質をカスタマに提供するこ
とができる。
【００５８】
添付図面を参照して、本発明の例示的な実施例をここに記載してきたが、本発明はこれら
の明確な実施例に限定されるわけではなく、本発明の範囲および精神から逸脱することな
く、当業者によって様々な他の変更および変形が実施可能であることは理解されよう。例
えば、フローチャートに示した実施例のいくつかの変形を上述したが、本発明は、いずれ
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かの実施例またはその変形を、１つ以上の他の実施例またはその変形と組み合わせること
を考慮していることは認められよう。
【００５９】
【ＯＤＭＡＦＱ　ＭＡＣプロトコル動作】
ＯＤＭＡＦＱ　ＭＡＣプロトコルの全体的な動作を、図１２Ａおよび１２Ｂのフローチャ
ートに示す。図１２Ａは、遠隔ホスト（端末）から見たものである。アップリンク送信の
パワー・レベルを確立した（１２１０）後、遠隔ホストは、アップリンク初期競合に関与
し（１２１５）、この間に、送出すべきパケットを有する各遠隔は、ＡＰ（基地局）にア
クセス要求を送出する。これらのアクセス要求のいくつかが同一の予約ミニスロット内に
提示されているために衝突すると（１２２０）、衝突している遠隔ホストはアップリンク
競合解消に関与する（１２２５）。その他の場合、ＡＰは先に進んで、アクセスを要求す
る遠隔ホスト間にアップリンク帯域幅を割り当て（１２３０）、その後、それ自身のダウ
ンリンク送信のための帯域幅を割り当てる（１２３５）。各遠隔ホストは、後続のダウン
リンク送信の間に送信許可を受信し（１２３７）、これを受信すると、そのキューから待
機中のパケットを送信する。遠隔におけるキューがその時点で空でない場合（１２３８）
、遠隔は戻って別の送信許可を待ち（１２３７）、その他の場合には新たなパケットの到
着を待つ（１２３９）。
【００６０】
図１２Ｂに示すように、ＡＰは、受信した競合解消スロットにおける活動を監視する（１
２６０）。成功したアクセス要求を受信すると（１２６５）、ＡＰは、予約承認（ＡＣＫ
ｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を送出し（１２７０）、新たに成功した遠隔をスケジュール
・リストに加える（１２７５）。新たな成功アクセス要求があろうとなかろうと（１２６
５）、スケジュール・リストが空でない限り、ＡＰはアップリンク・データスロットも監
視し（１２８０）、送信が成功したパケットを受信すると（１２８５）、データＡＣＫに
より応答する（１２９０）。次いで、ＡＰは、そのダウンリンク・パケットをスケジュー
ルし（１２４０）、競合が成功した遠隔ホストのアップリンク送信をスケジュールし（１
２４５）、関連する送信許可を発行し（１２５０）、次いでダウンリンク・データ・パケ
ットを送信し（１２５５）、その後、競合解消スロットにおける活動の監視に戻る（１２
６０）。
【００６１】
任意選択のチャネル保持機構を用意し、これによって、アクセス・ポイントが帯域幅の予
約を解除することなく、短期間の間、各キューが空の状態に留まることが可能であること
が望ましい場合がある。これによって、優先度の高いユーザが、基地局の予約が解除され
る前に、割り当てられた時間量の間だけ、基地局が予約した帯域幅リストに留まることが
可能となり、チャネル予約に必要なあらゆるセットアップ・シグナリング・メッセージ送
出を回避することによって、実時間パケットの待ち時間の短縮化を促進する（すなわち、
音声通信のように時間に敏感なデータ・パケットについて、遅延がほとんどまたは全くな
い）。この機構を利用して、キューが空である場合、無線モデムにおいてタイマをトリガ
する。このタイマが切れる前に新たなパケットが無線モデムに到着する限り、無線モデム
は新たなアクセス要求を行う必要はない。ＡＰにおいて、この機構をオンすると、無線モ
デムからの最新のアップリンク・データ送信によってキューが空であることが示されたと
しても、ＡＰは、１つおきのアップリンク・フレーム毎に、この特定の無線モデムに対し
て、１つのデータ・スロットの送信許可を割り当てる。また、ＡＰもタイマを始動する。
タイマが切れ、ＡＰがその無線モデムから新たなパケットを受信していない場合、ＡＰは
予約帯域幅リストからこの無線モデムを除去する。このチャネル保持機構は、帯域幅予約
プロセスが完了するまでに一定の時間を必要とする場合には特に有用であり、実時間パケ
ットが、連続的に到着しないが、各データ・パケット毎に競合によって別個の帯域幅予約
要求を認めるほどには離れていない場合に、その待ち時間を短くすることができる。しか
しながら、このチャネル保持機構を必要としないバースト的なソースについては、パケッ
トが到着して空のバッファを見出した場合、モデムはなお、競合ミニスロットの１つによ
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って、アクセス要求をＡＰに送出する。
【００６２】
図１３Ａは、アクセス制御方法の実施例を示す。各アップリンク・フレームに、Ｎ個の競
合予約ミニスロットを構成する（１３１０）。Ｎ個のタイム・スロットは、複数のアクセ
ス優先順位クラスに組織されており、各クラスは異なる優先度を有する。ＡＰは、ｍ個の
アクセス優先順位クラスを可能とするように構成されている（１３１５）。各々のアクセ
ス優先順位クラスｉの遠隔ホストは、１つの競合ミニスロットをランダムに選択し（１３
２０）、アクセス要求を送信する。選択された競合ミニスロットは、１ないしＮｉ の範囲
にあり、ここで、Ｎ（ ｉ ＋ １ ） ＜Ｎｉ およびＮ１ ＝Ｎである。基地局は、アクセス要求を
受信し（１３２５）、受信した競合ミニスロットを順次調べる。現在調べられているミニ
スロットが未衝突の要求を含む場合（１３３０）、ＡＰは、未衝突のアクセス要求に対応
する遠隔ホストにアクセスを与える（１８３５）。現在調べられているミニスロットが衝
突した要求を含む場合（１３３０）、ＡＰはＡＣＫを送出せず、関連する遠隔ノードに、
コンフリクト解消を実行させる（１３４０）。コンフリクト解消期間の後、ＡＰは、コン
フリクトに勝利した遠隔ホストにアクセスを与える（１３４５）。その間、他に調べるべ
きミニスロットが残っている場合（１３５０）、ＡＰはミニスロットの衝突について調べ
続けて（１３３０）、成功した要求元のホストにアクセスを与える（１３３５）か、また
はコンフリクト解消の結果を待つ（１３４０）。
【００６３】
図１３Ｂは、アクセス制御方法の代替的な実施例を示すフローチャートである。Ｎ個のミ
ニスロットを、各々が異なる優先度を有する複数のアクセス優先順位クラスに組織する。
各アップリンク・フレームに、Ｎ個の競合予約ミニスロットを構成する（１３１０）。Ｎ
個のミニスロットを、各々が異なる優先度を有する複数のアクセス優先順位クラスに組織
する。ＡＰは、ｍ個のアクセス優先順位クラスを可能とするように構成する（１３１５）
。アクセス優先順位クラスｉおよび０に等しいスタック・レベルを有する各遠隔ホストは
、確率Ｐｉ のアクセス要求を送信する。ここで、Ｐ（ ｉ ＋ １ ） ＜Ｐｉ およびＰ１ ＝１であ
る（１３６０）。基地局は、アクセス要求を受信し（１３２５）、受信した競合ミニスロ
ットを順次調べる。現在調べられているミニスロットが未衝突の要求を含む場合（１３３
０）、ＡＰは、未衝突のアクセス要求に対応する遠隔ホストにアクセスを与える（１３３
５）。現在調べられているミニスロットが衝突した要求を含む場合（１３３０）、ＡＰは
ＡＣＫを送出せず、関連する遠隔ノードに、コンフリクト解消を実行させる（１３４０）
。コンフリクト解消期間の後、ＡＰはコンフリクトに勝利した遠隔ホストにアクセスを与
える（１３４５）。他に調べるべきミニスロットが残っている場合（１３５０）、ＡＰは
ミニスロットの衝突を調べ続け（１３３０）、成功した要求元のホストにアクセスを与え
る（１３３５）か、またはコンフリクト解消の結果を待つ（１３４０）。
【００６４】
無線モデムには、ＩＤＬＥ、ＳＵＣＣＥＳＳおよびＣＯＬＬＩＳＩＯＮステータス情報が
返信される。ＡＰは、このスロット・ステータス情報を、ダウンリンク予約承認フィール
ドに配する。代替的な３つの好適なコンフリクト解消法を用いることができる。第１の方
法は、ＩＥＥＥ８０２．１４規格に提案されており、以下の２つの新たな方法と共に記載
されている。シミュレーションの結果によって、以下に述べる第２の方法が、より優れた
アクセス遅延を提供することが示されている。
【００６５】
ＩＥＥＥ規格８０２．１４に提案された第１のコンフリクト解消方法では、送信を望む各
無線ノードが、予約ミニスロットの１つをランダムに選択する。衝突が示された場合、こ
の衝突によって影響を受けたモデムは、ランダム２進指数バックオフ方法に基づいて再送
信を行う。このバックオフ方法は、以下に従って行われる。
【００６６】
１．モデムは、０ないし２ｊ －１の間で均一に分布する乱数Ｉを発生する。ここで、ｊは
、送信を試みているパケットについてモデムが経験した衝突の数である。ｊが１０よりも
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大きい場合、０ないし２１ ０ －１の間の均一な分布からＩを選択する。
２．モデムは、同じ種類（ミニスロットまたはデータ競合スロット）の次のＩ－１競合ス
ロットの機会を飛ばして、以前に衝突したパケットを、直後の競合スロットの機会に再送
信する。
【００６７】
図１４Ａに、この方法の動作を示す。ＡＰへのアクセスを待つ無線ノードは、アクセス要
求を送信するための予約ミニスロットをランダムに選択する（１４０２）。このノードが
衝突によって影響を受ける場合（１４０４）、ノードは乱数Ｉを発生し（１４０８）、同
じ種類の次のＩ－１競合スロットの機会を飛ばす（１４１０）。ノードは、直後の競合ス
ロットの機会に、衝突したパケットのアクセス要求を再送信する（１４１２）。ノードが
衝突によって影響を受けない場合（１４０４）、ノードにおけるキューが空であれば（１
４０５）、ノードはパケットを送信し（１４０６）、待機状態に戻る（１４０２）。ノー
ドにおけるキューが空でない場合（１４０５）、ＡＰから送信許可を受信した後、ノード
は、そのキューに付加された、次のパケットの送信のための予約要求と共に、現パケット
を送信し（１４０７）、キューが空になるまで（１４０５）、送信許可の受信後に、付加
された予約要求１４０７と共にパケット送信を続け（１４０７）、最後のパケットを送信
したら（１４０６）、その後、ノードは待機状態に戻る（１４０２）。
【００６８】
第２および第３の方法では、ＡＰは、ダウンリンク同報通信メッセージを介して、全ての
無線ノードに対し、予約ミニスロットにおける各競合の結果を同報通信する。第２の方法
では、各無線ノードにおけるモデムは、スタック・レベルによって特徴付けられ、ゼロに
等しいスタック・レベルを有する無線ノードのみが、アクセス要求パケットを送信するこ
とを許される。ゼロよりも大きいスタック・レベルを有するモデムは、未処理として見な
される。例えば、Ｍ個の予約ミニスロットがある場合、スタック・レベル０の各遠隔ノー
ドは、Ｍ個のミニスロットのうち１つをランダムに選択することができる。タイムスロッ
トの終了時、無線ノードｉは、当該タイム・スロットにおける送信の結果に基づいてスタ
ック・レベルを変更する。この方法によって、新たにアクティブとなった無線ノードは、
特定のコンフリクト解消期間の間、スタック・レベル０を有する既存の無線ノードに加わ
ることが可能となる。要求状態にある各無線ノードは、アクセス要求パケットを送信せず
に、負の承認（例えば衝突があったこと）を基地局（ＡＰ）から受信した場合、スタック
・レベルを１だけ増分する。一方、無線ノードは、アクセス要求の送信の成功を示す正の
承認を基地局から受信した場合、そのスタック・レベルを１だけ減少させる。アクセス要
求送信に関与する各無線ノードは、ランダムに選択を行い、そのスタック・レベルがレベ
ル０のままであるか、または基地局から負の承認を受信して１だけ増分したかについて判
定を行う。
【００６９】
第２の方法のルールは次の通りである。
１．無線ノードが、最初にネットワークに対するアクセスを得ることを望むか、またはす
でにアクセスを得ていて新たなデータを送出したい場合は、要求状態に置かれ、ゼロのス
タック・レベルを割り当てられる。
２．Ｍ個の予約ミニスロットがある場合、要求状態にある各無線ノードは、Ｍ個の予約ミ
ニスロットのうち１つを、アクセス要求パケットを送信するための割り当てミニスロット
としてランダムに選択する。
３．無線ノードが、ゼロに等しいスタック・レベルによって特徴付けられる場合、アクセ
ス要求パケットを送信する。しかしながら、遠隔ノードが、ゼロよりも大きいスタック・
レベルによって特徴付けられる場合、アクセス要求パケットを送信しない。
４．タイム・スロットの終了時に、各無線ノードは、アクセス要求の結果（ＣＯＬＬＩＤ
ＥＤ、ＩＤＬＥまたはＳＵＣＣＥＳＳのいずれか）に基づいて、そのスタック・レベルを
変更する。これは、アクセス・ポイントからのダウンリンク・メッセージの予約承認フィ
ールドにおいて、割り当てミニスロットについて報告される。
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Ａ．アクセス要求を送信しＳＵＣＣＥＳＳ結果を受信した無線ノードは、要求状態から外
される。
Ｂ．アクセス要求を送信しＣＯＬＬＩＤＥＤ結果を受信した無線ノードは、スタック・レ
ベルを１だけ増分させるか、または、ランダム・ドローの結果に応じてスタック・レベル
をゼロのままとする。
Ｃ．要求状態にあるがアクセス要求を送信しなかった無線ノード（すなわち、スタック・
レベル＞０である未処理ノード）は、割り当てミニスロットについて予約承認フィールド
において報告された結果がＣＯＬＬＩＤＥＤの場合は、スタック・レベルを１だけ増分す
る。
Ｄ．要求状態にあるがアクセス要求を送信しなかった無線ノード（すなわちスタック・レ
ベル＞０である未処理ノード）は、割り当てミニスロットについて予約承認フィールドで
報告された結果がＳＵＣＣＥＳＳの場合は、スタック・レベルを１だけ減分する。
【００７０】
図１４Ｂに、この方法の動作を示す。ＡＰへのアクセスまたは新たなデータの送出を待つ
無線ノードは、スタック・レベルを０にセットし、要求状態に入る（１４３２）。ノード
のスタック・レベルが０である場合（１４３４）、ノードは、アクセス要求の送信のため
の予約ミニスロットをランダムに選択し、このアクセス要求を送信する（１４３６）。要
求の結果がＳＵＣＣＥＳＳであり（１４３８）、ノードにおけるキューが空である場合（
１４３９）、ノードは現パケットを送信し、要求状態から出て（１４４０）、待機状態に
戻る（１４３２）。ノードにおけるキューが空でない場合（１４３９）、ＡＰから送信許
可を受信した後、ノードは、そのキューに付加された、次のパケットの送信のための予約
要求と共に、現パケットを送信し（１４４１）、キューが空になる（１４３９）まで、送
信許可の受信後に、付加された予約要求と共にパケットの送信を続ける（１４４１）。こ
の時点で、残りのパケットを送信し、要求状態から出て（１４４０）、待機状態（１４０
２）に戻る。
【００７１】
予約要求（１４３６）の結果がＳＵＣＣＥＳＳでない場合（１４３８）、ノードはランダ
ム・ドローに関与し（１４４４）、そのスタック・レベルを１だけ増分する（１４４８）
か、またはそのスタック・レベルを０のままとする（１４４６）かを知る。スタック・レ
ベルが０のままである（１４４６）場合、ノードは再び、アクセス要求の送信のための予
約ミニスロットをランダムに選択し、アクセス要求を送信する（１４３６）。スタック・
レベルを増分する場合（１４４８）、スタック・レベルは０でなくなる（１４３４）。い
かなる遠隔ノードのスタック・レベルも０でない場合（１４３４）、以前の予約要求の結
果がＣＯＬＬＩＤＥＤであれば（１４５０）、ノードはスタック・レベルを１だけ増分す
る（１４５２）。以前の予約要求の結果がＣＯＬＬＩＤＥＤでなければ（１４５０）、ノ
ードはスタック・レベルを１だけ減分する（１４５４）。
【００７２】
第３のコンフリクト解消法は、第２の方法の変形である。第３のコンフリクト解消法では
、この場合も、各無線ノードにおけるモデムをスタック・レベルによって特徴付け、ゼロ
に等しいスタック・レベルを有する無線ノードのみが、アクセス要求パケットを送信する
ことを許される。ゼロよりも大きいスタック・レベルを有するモデムは、未処理と見なさ
れる。第３の方法のルールは次の通りである。
【００７３】
１．無線ノードが、最初にネットワークに対するアクセスを得ることを望むか、またはす
でにアクセスを得ていて新たなデータを送出したい場合は、要求状態に置かれ、ゼロのス
タック・レベルを割り当てられる。
２．Ｍ個の予約ミニスロットがある場合、要求状態にある各無線ノードは、Ｍ個の予約ミ
ニスロットのうち１つを、アクセス要求パケットを送信するための割り当てミニスロット
としてランダムに選択する。
３．無線ノードが、ゼロに等しいスタック・レベルによって特徴付けられる場合、アクセ
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ス要求パケットを送信する。しかしながら、遠隔ノードが、ゼロよりも大きいスタック・
レベルによって特徴付けられる場合、アクセス要求パケットを送信しない。
４．タイム・スロットの終了時に、各無線ノードは、全てのアクセス要求の結果（ＣＯＬ
ＬＩＤＥＤ、ＩＤＬＥまたはＳＵＣＣＥＳＳのいずれか）に基づいて、そのスタック・レ
ベルを変更する。これは、アクセス・ポイントからのダウンリンク・メッセージの予約承
認フィールドにおいて報告される。
Ａ．アクセス要求を送信しＳＵＣＣＥＳＳ結果を受信した無線ノードは、要求状態から外
される。
Ｂ．アクセス要求を送信しＣＯＬＬＩＤＥＤ結果を受信した無線ノードは、スタック・レ
ベルを１だけ増分させるか、または、ランダム・ドローの結果に応じてスタック・レベル
をゼロのままとする。
Ｃ．要求状態にあるがアクセス要求を送信しなかった無線ノード（すなわち、スタック・
レベル＞０である未処理ノード）は、予約承認フィールドの少なくとも８０％（またはそ
の他の何らかの所定の閾値）で報告された全アクセス要求結果がＳＵＣＣＥＳＳまたはＩ
ＤＬＥの場合は、スタック・レベルを１だけ減分する。その他の場合、遠隔ノードは、ス
タック・レベルを１だけ増分する。
Ｄ．未処理のモデム＝ｓの場合、スタック・レベルをゼロに減分し、モデムは、その要求
を再送出するため、Ｍ個のミニスロット（またはアクセス優先度を増分する場合はＩｉ 個
のミニスロット）のうち１つをランダムに選択する。
【００７４】
図１４Ｃに、この方法の動作を示す。これは、図１４Ｂの方法の動作と同様である。ＡＰ
へのアクセスまたは新たなデータの送出を待つ無線ノードは、スタック・レベルを０にセ
ットし、要求状態に入る（１４３２）。ノードのスタック・レベルが０である場合（１４
３４）、ノードは、アクセス要求の送信のための予約ミニスロットをランダムに選択し、
このアクセス要求を送信する（１４３６）。要求の結果がＳＵＣＣＥＳＳであり（１４３
８）、ノードにおけるキューが空である場合（１４３９）、ノードは現パケットを送信し
、要求状態から出て（１４４０）、待機状態に戻る（１４３２）。ノードにおけるキュー
が空でない場合（１４３９）、ＡＰから送信許可を受信した後、ノードは、そのキューに
付加された、次のパケットの送信のための予約要求と共に、現パケットを送信し（１４４
１）、キューが空になる（１４３９）まで、送信許可の受信後に、付加された予約要求と
共にパケットの送信を続ける（１４４１）。残りのパケットを送信した後に要求状態から
出て（１４４０）、待機状態（１４０２）に戻る。
【００７５】
予約要求（１４３６）の結果がＳＵＣＣＥＳＳでない場合（１４３８）、ノードはランダ
ム・ドローに関与し（１４４４）、そのスタック・レベルを１だけ増分する（１４４８）
か、またはそのスタック・レベルを０のままとする（１４４６）かを知る。スタック・レ
ベルが０のままである（１４４６）場合、ノードは再び、アクセス要求の送信のための予
約ミニスロットをランダムに選択し、アクセス要求を送信する（１４３６）。スタック・
レベルを増分する場合（１４４８）、スタック・レベルは０でなくなる（１４３４）。い
かなる遠隔ノードのスタック・レベルも０でない場合（１４３４）、以前のサイクルの間
の全予約要求の結果が、ある閾値の割合以上でＣＯＬＬＩＤＥＤであれば（１４６０）、
ノードはスタック・レベルを１だけ増分する（１４６２）。以前の予約要求の結果がＣＯ
ＬＬＩＤＥＤでなければ（１４６０）、ノードはスタック・レベルを１だけ減分する（１
４６４）。
【図面の簡単な説明】
【図１】ＵＭＴＳアクセス・ネットワークのブロック図である。
【図２】ＵＭＴＳに関連するプロトコル・スタックの図である。
【図３】ＵＭＴＳにおいて用いるための非コヒーレントＲＡＣＨ受信機のブロック図であ
る。
【図４Ａ】ＵＭＴＳ　ＲＡＣＨにおいて用いられるアクセス・スロットを示す図である。
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【図４Ｂ】ＵＭＴＳ　ＲＡＣＨにおいて用いられるランダム・アクセス・バーストの構造
を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施例による、遠隔端末におけるアクセス優先順位制御方法のフ
ローチャートを示す図である。
【図６】本発明の第２の実施例による、遠隔端末におけるアクセス優先順位制御方法のフ
ローチャートを示す図である。
【図７】本発明の第３の実施例による、遠隔端末におけるアクセス優先順位制御方法のフ
ローチャートを示す図である。
【図８】本発明の第４の実施例による、遠隔端末におけるアクセス優先順位制御方法のフ
ローチャートを示す図である。
【図９】本発明の第５の実施例による、遠隔端末におけるアクセス優先順位制御方法のフ
ローチャートを示す図である。
【図１０】本発明の第６の実施例による、遠隔端末におけるアクセス優先順位制御方法の
フローチャートを示す図である。
【図１１】本発明による、基地局におけるアクセス優先順位制御方法のフローチャートを
示す図である。
【図１２Ａ】遠隔ホスト側から見た、全体的なＯＤＭＡＦＱプロトコル動作を表すフロー
チャートを示す図である。
【図１２Ｂ】基地局側から見た、全体的なＯＤＭＡＦＱプロトコル動作を表すフローチャ
ートを示す図である。
【図１３Ａ】ＯＤＭＡＦＱアクセス制御方法の実施例を表すフローチャートを示す図であ
る。
【図１３Ｂ】ＯＤＭＡＦＱアクセス制御方法の代替的な実施例を表すフローチャートを示
す図である。
【図１４Ａ】３つのＯＤＭＡＦＱ競合解消方法の１つを表すフローチャートを示す図であ
る。
【図１４Ｂ】３つのＯＤＭＡＦＱ競合解消方法の１つを表すフローチャートを示す図であ
る。
【図１４Ｃ】３つのＯＤＭＡＦＱ競合解消方法の１つを表すフローチャートを示す図であ
る。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ Ａ 】
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【 図 ４ Ｂ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ Ａ 】 【 図 １ ２ Ｂ 】

【 図 １ ３ Ａ 】 【 図 １ ３ Ｂ 】
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【 図 １ ４ Ａ 】 【 図 １ ４ Ｂ 】

【 図 １ ４ Ｃ 】
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