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(57)【要約】
本発明は、移動通信システムにおける無線リソース割り
当てに関するもので、移動端末との通信を行えるように
移動端末に無線リソースを割り当てるためにネットワー
クにより使用される第１情報を、ネットワークに送信す
る段階と、移動端末のための無線リソースの割り当てに
関する第２情報を、ネットワークから受信する段階とを
含む。前記第１情報は、タイマーが満了すると送信され
得る。前記第１情報は、データを有するチャネルの優先
順位情報を含み得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動端末との通信を行えるように前記移動端末に無線リソースを割り当てるためにネッ
トワークにより使用される第１情報を、前記ネットワークに送信する段階と、
前記移動端末のための無線リソースの割り当てに関する第２情報を、前記ネットワークか
ら受信する段階と、
を含むことを特徴とする移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
【請求項２】
　前記第１情報は、タイマーが満了すると送信されることを特徴とする請求項１に記載の
移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
【請求項３】
　前記第１情報は、データを有するチャネルの優先順位情報を含むことを特徴とする請求
項１に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
【請求項４】
　前記第１情報は、移動端末電力情報を含むことを特徴とする請求項１に記載の移動通信
システムにおける無線リソース割り当て方法。
【請求項５】
　前記第１情報は、ＨＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat Request）方式下での平均再送
信回数に関する情報を含むことを特徴とする請求項１に記載の移動通信システムにおける
無線リソース割り当て方法。
【請求項６】
　前記第１情報は、ヘッダ圧縮方式下でのフルヘッダパケット送信に関する情報を含むこ
とを特徴とする請求項１に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
【請求項７】
　前記第１情報は、アイドル期間とアクティブ期間の間の移行に関する情報を含むことを
特徴とする請求項１に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
【請求項８】
　前記アイドル期間はサイレント期間であり、前記アクティブ期間は音声呼動作中のトー
クスパート期間であることを特徴とする請求項７に記載の移動通信システムにおける無線
リソース割り当て方法。
【請求項９】
　割り当てられた無線リソースを使用して前記第１情報を送信できるように、前記移動端
末に前記無線リソースが周期的に割り当てられることを特徴とする請求項１に記載の移動
通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
【請求項１０】
　前記第１情報は、前記ネットワークから第１情報送信要求が受信されると送信されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
【請求項１１】
　前記第２情報は、前記ネットワークからＮＡＣＫ信号と共に受信され、前記ネットワー
クは、前記移動端末からデータを誤って受信した場合、前記ＮＡＣＫ信号を送信すること
を特徴とする請求項１に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
【請求項１２】
　前記第２情報は、前記移動端末にページング情報の存在を示すためのインジケータを含
むことを特徴とする請求項１に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方
法。
【請求項１３】
　前記第２情報は、タイムフレームセットの第１フレームの間に受信され、前記第１フレ
ームは、前記タイムフレームセット内でデータ通信がスケジューリングされた全ての移動
端末の識別子を含むことを特徴とする請求項１に記載の移動通信システムにおける無線リ
ソース割り当て方法。
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【請求項１４】
　前記移動端末は、前記移動端末の識別子が前記第１フレームに含まれていない場合、前
記タイムフレームセットの残りのタイムフレームの間は非アクティブ状態にあることを特
徴とする請求項１３に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
【請求項１５】
　前記第２情報は、前記移動端末が前記第１情報をいつ送信できるかに関する情報を含む
ことを特徴とする請求項１に記載の移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法
。
【請求項１６】
　前記第２情報は、前記ネットワークが前記無線リソースをいつ割り当てられるかに関す
る情報を含むことを特徴とする請求項１に記載の移動通信システムにおける無線リソース
割り当て方法。
【請求項１７】
　前記第１情報は、前記移動端末に使用が許可されたランダムアクセスチャネルの一部で
送信されることを特徴とする請求項１に記載の移動通信システムにおける無線リソース割
り当て方法。
【請求項１８】
　移動端末との通信を行えるように前記移動端末に無線リソースを割り当てるためにネッ
トワークにより使用される第１情報を、前記移動端末から受信する段階と、
前記移動端末のための無線リソースの割り当てに関する第２情報を、前記移動端末に送信
する段階と、
を含むことを特徴とする移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムにおける無線リソース割り当てに関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１はＥ－ＵＭＴＳ（Evolved Universal Mobile Telecommunications System）のネッ
トワーク構造の一例を示す図である。Ｅ－ＵＭＴＳは、既存のＵＭＴＳから開発されたシ
ステムであり、現在３ＧＰＰ（ThirdGeneration Partnership Project）で標準化作業を
行っている。Ｅ－ＵＭＴＳはＬＴＥ（Long Term Evolution）システムとも呼ばれる。
【０００３】
　図１に示すように、Ｅ－ＵＭＴＳネットワークは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Evolved UMTS Ter
restrial Radio Access Network）とコアネットワーク（CoreNetwork; CN）とから構成さ
れる。前記Ｅ－ＵＴＲＡＮは基地局（ｅＮｏｄｅ Ｂ又はｅＮＢ）を含む。前記ＣＮは、
ユーザ装置（User Equipment;UE）のユーザ登録のためのノードであるアクセスゲートウ
ェイ（Access gateway; AG）を含む。前記ＡＧは、ユーザトラフィックを処理する第１部
分と制御トラフィックを処理する第２部分とに分けられる。ユーザトラフィックを処理す
るためのＡＧ部分と、制御トラフィックを処理するためのＡＧ部分とは、通信インタフェ
ースを介して接続可能である。１つのｅＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）には少なくとも１つのセル
が存在する。ｅＮｏｄｅ Ｂ間ではユーザトラフィック及び／又は制御トラフィックを送
信するためのインタフェースを使用することができる。また、図１のＥ－ＵＭＴＳにおい
ては、Ｅ－ＵＴＲＡＮとＣＮとを区分するためのインタフェースを使用することもできる
。
【０００４】
　移動端末とネットワーク間の無線インタフェースプロトコル層は、開放型システム間相
互接続（Open System Interconnection; OSI）参照モデルなどの既知の相互接続方式の下
位３層に基づいて、第１層（Ｌ１）、第２層（Ｌ２）、及び第３層（Ｌ３）に区分するこ
とができる。このうち、前記第１層は、物理チャネルを利用して情報送信サービスを提供
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する。
【０００５】
　前記第３層に位置する無線リソース制御（Radio Resource Control; RRC）層は、移動
端末とネットワーク間の無線リソースを制御する役割を果たす。このために、前記ＲＲＣ
層は、移動端末とネットワーク間でＲＲＣメッセージを交換できるようにする。前記ＲＲ
Ｃ層は、ｅＮｏｄｅＢとＡＧの両方に位置することもでき、ｅＮｏｄｅ ＢとＡＧのいず
れか一方に位置することもできる。
【０００６】
　図２及び図３は３ＧＰＰ無線アクセスネットワークの標準に準拠した移動端末とＵＴＲ
ＡＮ（UMTS Terrestrial Radio Access Network）間の無線インタフェースプロトコルの
構造を示す図である。図２及び図３の無線インタフェースプロトコルは、水平的には、物
理層、データリンク層、及びネットワーク層からなり、垂直的には、データ情報を送信す
るためのユーザプレーン、及び制御信号を送信するための制御プレーンからなる。図２及
び図３のプロトコル層は、開放型システム間相互接続（ＯＳＩ）参照モデルなどの既知の
相互接続方式の下位３層に基づいて、第１層（Ｌ１）、第２層（Ｌ２）、及び第３層（Ｌ
３）に区分することができる。
【０００７】
　以下、図２に示す制御プレーン及び図３に示すユーザプレーンの無線プロトコル層を説
明する。前述したように、前記物理層は、上位層に情報送信サービスを提供する。前記物
理層は、トランスポートチャネルを介して、上位層である媒体アクセス制御（Medium Acc
ess Control; MAC）層に接続される。前記トランスポートチャネルを介して前記ＭＡＣ層
と前記物理層間のデータ送信が行われる。また、異なる物理層間、すなわち送信側物理層
と受信側物理層間でもデータ送信が行われる。
【０００８】
　前記第２層に位置するＭＡＣ層は、論理チャネルを介して、上位層である無線リンク制
御（Radio Link Control; RLC）層にサービスを提供する。また、前記第２層に位置する
ＲＬＣ層は、信頼性のあるデータ送信をサポートする。特に、前記ＲＬＣ層により実行さ
れる機能は、前記ＭＡＣ層内部の機能ブロックとして実現することができる。この場合、
前記ＲＬＣ層は存在しなくてもよい。パケットデータコンバージェンスプロトコル（Pack
etData Convergence Protocol; PDCP）層は、前記第２層で前記ＲＬＣ層の上位に位置す
る。前記ＰＤＣＰ層は、ＩＰｖ４やＩＰｖ６などのＩＰパケットを利用して、相対的に帯
域幅の狭い無線インタフェースでデータを効率的に送信するために使用される。このため
に、前記ＰＤＣＰ層は、ヘッダ圧縮という機能により不要な制御情報を減少させる。
【０００９】
　前記第３層の最下位に位置するＲＲＣ層は制御プレーンでのみ定義される。前記ＲＲＣ
層は、無線ベアラ（Radio Bearer; RB）の設定、再設定、及び解除のために、トランスポ
ートチャネル及び物理チャネルを担当する。ここで、無線ベアラ（ＲＢ）とは、移動端末
とＵＴＲＡＮ間のデータ送信のために前記第２層により提供されるサービスを意味する。
【００１０】
　ネットワークから移動端末にデータを送信するダウンリンクトランスポートチャネルと
しては、システム情報を送信するブロードキャストチャネル（Broadcast Channel; BCH）
、及びユーザトラフィック又は制御メッセージを送信するダウンリンク共有チャネル（Sh
aredChannel; SCH）がある。ダウンリンクマルチキャスト又はブロードキャストサービス
のユーザトラフィック又は制御メッセージは、前記ダウンリンクＳＣＨで送信することも
でき、別途のダウンリンクマルチキャストチャネル（MulticastChannel; MCH）で送信す
ることもできる。移動端末からネットワークにデータを送信するアップリンクトランスポ
ートチャネルとしては、初期制御メッセージを送信するランダムアクセスチャネル（Rand
omAccess Channel; RACH）、及びユーザトラフィック又は制御メッセージを送信するアッ
プリンクＳＣＨがある。
【００１１】
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　従来技術において、移動端末がトラフィック送信のためのゲートウェイ（すなわち、Ａ
Ｇ）に接続できない場合、移動端末がその移動性により接続できなくなった場合、又は他
の動作により前記ゲートウェイを維持できない場合、移動端末は移動したエリアの基地局
に適したゲートウェイに接続する。しかし、この点において、新しいゲートウェイへの変
更は、ゲートウェイ間で交換されるコンテクスト情報、及び多くの基地局とゲートウェイ
間のシグナリングメッセージの送信などにより、ネットワークのトラフィック輻輳を増加
させる。
【００１２】
　以下、前記ＲＬＣ層について説明する。前記ＲＬＣ層は、基本的に各ＲＢのＱｏｓ（Qu
ality of Service）及び該当データの送信を保証する。ＲＢサービスは前記無線プロトコ
ルの第２層により上位層に提供されるサービスであるため、前記第２層全体がＱｏＳに影
響を与えるが、特に前記ＲＬＣ層の影響が大きい。前記ＲＬＣは、ＲＢ固有のＱｏＳを保
証するために、ＲＢ毎に独立したＲＬＣエンティティを設定する。
【００１３】
　前記ＲＲＣは、様々なＱｏＳをサポートするために、トランスペアレントモード（Tran
sparent Mode; TM）、無応答モード（Unacknowledged Mode; UM）、及び応答モード（Ack
nowledgedMode; AM）の３つのモードを提供する。前記３つのＲＬＣモードは、それぞれ
異なる方式でＱｏＳをサポートするため、その動作方法が異なり、その詳細な機能も異な
る。そこで、前記ＲＬＣの各動作モード（ＴＭ、ＵＭ、及びＡＭ）についてより詳細に説
明する。
【００１４】
　ＵＭ ＲＬＣモードでは、送信したデータに対する受信応答が受信されない。ＡＭＲＬ
Ｃモードでは、送信したデータに対する受信応答が受信される。無応答モード（ＵＭ）で
データを送信する場合、前記ＵＭ ＲＬＣは、シーケンス番号（Sequence Number; SN）を
含むＰＤＵヘッダを各ＰＤＵに追加して受信側に送信する。これにより、前記受信側は特
に送信中に消失したＰＤＵが分かる。前記ＵＭＲＬＣは、ユーザプレーンでは、ブロード
キャスト／マルチキャストデータの送信、又はパケットサービスドメインでの音声（例え
ば、ＶｏＩＰ）もしくはストリーミングなどのリアルタイムパケットデータの送信を担当
する。前記ＵＭＲＬＣは、制御プレーンでは、セル内の特定端末又はセル領域内の特定端
末グループに送信するＲＲＣメッセージのうち、受信応答を必要としないＲＲＣメッセー
ジの送信を担当する。
【００１５】
　前記ＡＭ ＲＬＣは、前記ＵＭ ＲＬＣと同様に、ＰＤＵを構成する際、ＳＮを含むＰＤ
Ｕヘッダを各ＰＤＵに追加する。しかしながら、前記ＡＭＲＬＣの前記ＵＭ ＲＬＣとの
違いは、送信側により送信されたＰＤＵの受信に成功したか否かを受信側が応答する点に
ある。特に、前記応答を提供すると、前記受信側は受信に失敗したＰＤＵの再送信を前記
送信側に要求する。このような再送信機能が前記ＡＭＲＬＣ独自の特徴である。
【００１６】
　前記ＡＭ ＲＬＣは、前記再送信機能を利用することによりエラーのないデータ送信を
保証することを目的とする。これにより、前記ＡＭＲＬＣは、ユーザプレーンでは、パケ
ットサービス領域でのＴＣＰ／ＩＰ（Transport Control Protocol/InternetProtocol）
などの非リアルタイムパケットデータの送信を担当する。また、前記ＡＭ ＲＬＣは、制
御プレーンでは、セル内の特定端末又は特定端末グループに送信するＲＲＣメッセージの
うち、受信応答を必要とするＲＲＣメッセージの送信を担当する。
【００１７】
　前記ＴＭ ＲＬＣ及び前記ＵＭ ＲＬＣは単方向通信に使用される。これに対し、前記Ａ
ＭＲＬＣは、前記受信側からのフィードバック機能のため、双方向通信に使用される。前
記双方向通信は主に１対１通信で使用されるため、前記ＡＭ ＲＬＣは専用チャネルを使
用する。
【００１８】
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　前記ＡＭ ＲＬＣは前記再送信機能を実行するので複雑である。特に、前記ＡＭＲＬＣ
は、再送信を管理するために、送信／受信バッファに加えて再送信バッファを備える。前
記ＡＭ ＲＬＣは、例えばフロー制御のための送信／受信ウィンドウの使用、送信側がピ
アＲＬＣエンティティの受信側に状態情報を要求するポーリング機能、受信側がピアＲＬ
Ｃエンティティの送信側に受信側のバッファ状態を報告する状態情報報告機能、状態情報
を伝達する状態ＰＤＵの使用、及びデータ送信の効率を向上させるためにデータＰＤＵ内
に前記状態ＰＤＵを挿入するピギーバックを含む様々な機能を実行する。
【００１９】
　また、前記ＡＭ ＲＬＣは、要求ＡＭ ＲＬＣエンティティが動作中に重大なエラーを発
見した場合に相手側ＡＭＲＬＣエンティティに全ての動作及びパラメータの再設定を要求
する再設定ＰＤＵを使用する。これにより、前記再設定ＰＤＵに応答するために再設定Ａ
ＣＫ ＰＤＵが使用される。前記ＡＭＲＬＣは、このような機能をサポートするために、
様々なプロトコルパラメータ、状態変数、及びタイマーを使用する。
【００２０】
　状態情報報告ＰＤＵ、状態ＰＤＵ、及び再設定ＰＤＵなどのように前記ＡＭＲＬＣでデ
ータ送信を制御するために使用されるＰＤＵを制御ＰＤＵといい、ユーザデータを送信す
るために使用されるＰＤＵをデータＰＤＵという。従って、前記ＡＭ ＲＬＣでは一般的
に前記データＰＤＵと前記制御ＰＤＵの２つのタイプのＰＤＵを使用する。
【００２１】
　Ｅ－ＵＭＴＳは基地局と端末とから構成される。１つのセルでの無線リソースは、アッ
プリンク無線リソースとダウンリンク無線リソースとから構成される。前記基地局は、前
記１つのセルのアップリンク無線リソース及びダウンリンク無線リソースの割り当て及び
制御を担当する。特に、前記基地局は、無線リソースを使用する端末、無線リソースを使
用する時間、無線リソースの使用量、及び使用する無線リソースのタイプなどの条件又は
状況を決定する。例えば、基地局は、３．２秒経過後に１００Ｍｈｚ～１０１Ｍｈｚの周
波数で０．２秒間ダウンリンクデータを第１のユーザに送信することを決定する。これに
より、前記基地局は、該当端末に前記決定を通知することにより、前記端末が前記ダウン
リンクデータを受信できるようにする。同様に、前記基地局は、前記条件又は状況（すな
わち、無線リソースを使用する時間、無線リソースの使用量、使用する無線リソースのタ
イプ、無線リソースを使用する端末など）に基づいて、データを送信するか否かを決定で
きる。また、前記基地局は、前記端末に前記決定を通知することにより、前記端末が決定
された時間期間内にデータを送信できるようにする。
【００２２】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮシステムにおいて、前記基地局は、前記無線リソースを動的に管理する
ことにより、データ送信の効率を向上させる。しかし、ＵＴＲＡＮシステムにおいて、無
線リソースは、１つの端末が呼接続中には持続的に１つの無線リソースを使用できるよう
に管理される。これは、様々なサービスがＩＰパケットに基づいて現在提供されている点
を考慮すると不合理である。例えば、大部分のパケットデータサービスの場合、パケット
が持続的に生成されるのではなく、間欠的に生成される。従って、前記基地局が前記端末
に無線リソースを持続的に割り当てることは非効率的である。
【００２３】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮシステムにおいて、端末が送信すべきデータを有する間、前述した方式
で前記端末に無線リソースが割り当てられる。すなわち、Ｅ－ＵＴＲＡＮは、前記端末が
無線リソースを必要とする場合にのみ前記端末にリソースを割り当てる。この場合、より
少量の無線リソースを使用してより多くのデータをより多くの端末に送信するために、前
記基地局は、より多くの情報を必要とし、より正確な無線リソースの制御及び管理を行う
。
【００２４】
　例えば、単一セル内に３つの端末がある場合、第１端末は音声通話を行い、第２端末は
インターネットブラウジングを行い、第３端末は通話を行っていないこともある。
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【００２５】
　前記音声通話中である場合、前記第１端末のユーザと相手とはいつでも話すことができ
る。しかし、音声が遅延した場合、その通話の品質は低下し得る。従って、前記音声通話
の場合、前記基地局は持続的に無線リソースを割り当てる。
【００２６】
　前記第２端末がインターネットブラウジングを行う場合、前記端末のユーザは例えばオ
ンライン（インターネット）新聞を読むことができる。この場合、所望のページがスクリ
ーン上に表示されると、ユーザは前記ページのコンテンツを所定時間見るであろう。この
時間にはデータが送信されない。従って、インターネットブラウジング時、データは最初
の短い時間に送信される。その後、前記端末はデータが送信されない状態となり、結果と
して前記基地局は無線リソースを割り当てることができるようになる。
【００２７】
　前記第３端末のユーザは音声通話を行っていないので、無線リソースの割り当ては不要
である。
【００２８】
　本発明者らは既存の無線リソース割り当て手順において少なくとも次のような問題を認
識した。前述の事例で言及したように、前記基地局は前記端末が置かれている特定状況に
応じて異なる形で無線リソースを割り当てる。さらに、より多くのデータをより多くの端
末に提供するために、前記基地局は前記端末の使用時間も考慮しなければならない。例え
ば、送信又は受信されるデータがない場合、データは前記端末にアップリンクで送信され
なければならない。また、ダウンリンクで受信されるデータがあるか否かを判別するため
の時間を減らさなければならない。そうでなければ、前記端末の待ち時間が長くならざる
を得ない。このような問題の認識に基づいて、本発明者らはここに説明した様々な特徴及
び態様を案出した。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　本発明は、移動通信システムにおける無線リソース割り当てに関する。
【００３０】
　本発明のさらなる特徴及び態様は後述する発明の詳細な説明に記述されるが、一部はそ
の記述内容から明確になるか、又は本発明の特徴を実施することにより理解されるであろ
う。本発明の特徴及び態様は、特に発明の詳細な説明及び請求の範囲並びに添付図面に開
示された構成により実現及び達成される。
【００３１】
　上記及びその他の特徴及び態様を達成するために、実施されて広く説明された通り、本
発明は、移動端末との通信を行えるように前記移動端末に無線リソースを割り当てるため
にネットワークにより使用される第１情報を、前記ネットワークに送信する段階と、前記
移動端末のための無線リソースの割り当てに関する第２情報を、前記ネットワークから受
信する段階とを含む、移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法を提供する。
【００３２】
　一態様において、前記第１情報は、タイマーが満了すると送信される。前記第１情報は
、データを有するチャネルの優先順位情報を含むことができる。一態様において、前記第
１情報は、移動端末電力情報を含むことができる。他の態様において、前記第１情報は、
ＨＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat Request）方式下での平均再送信回数に関する情報
を含むことができる。さらに他の態様において、前記第１情報は、ヘッダ圧縮方式下での
フルヘッダパケット送信に関する情報を含むことができる。さらに他の態様において、前
記第１情報は、アイドル期間とアクティブ期間の間の移行に関する情報を含むことができ
る。
【００３３】
　前記アイドル期間はサイレント期間（silent period）であり、前記アクティブ期間は
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音声呼動作中のトークスパート期間（talk spurt period）である。割り当てられた無線
リソースを使用して前記第１情報を送信できるように、前記移動端末には前記無線リソー
スが周期的に割り当てられる。
【００３４】
　前記第１情報は、前記ネットワークから第１情報送信要求が受信されると送信される。
前記第２情報は、前記ネットワークからＮＡＣＫ信号と共に受信され、前記ネットワーク
は、前記移動端末からデータを誤って受信した場合、前記ＮＡＣＫ信号を送信する。前記
第２情報は、前記移動端末にページング情報の存在を示すためのインジケータを含むこと
ができる。
【００３５】
　前記第２情報は、タイムフレームセットの第１フレームの間に受信され、前記第１フレ
ームは、前記タイムフレームセット内でデータ通信がスケジューリングされた全ての移動
端末の識別子を含む。移動端末は、前記移動端末の識別子が前記第１フレームに含まれて
いない場合、前記タイムフレームセットの残りのタイムフレームの間は非アクティブ状態
にある。
【００３６】
　一態様において、前記第２情報は、前記移動端末が前記第１情報をいつ送信できるかに
関する情報を含むことができる。他の態様において、前記第２情報は、前記ネットワーク
が前記無線リソースをいつ割り当てられるかに関する情報を含むことができる。
【００３７】
　前記第１情報は、前記移動端末に使用が許可されたランダムアクセスチャネルの一部で
送信される。
【００３８】
　本発明の他の実施形態によれば、移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法
は、移動端末との通信を行えるように前記移動端末に無線リソースを割り当てるためにネ
ットワークにより使用される第１情報を、前記移動端末から受信する段階と、前記移動端
末のための無線リソースの割り当てに関する第２情報を、前記移動端末に送信する段階と
を含む。
【００３９】
　本発明の前述した一般的な記載及び後述する詳細な記載は例示的なものであり、請求の
範囲のさらなる説明を提供するためのものである。
【００４０】
　発明の理解を容易にするために添付され、本明細書の一部を構成する図面は、本発明の
多様な実施形態を示し、発明の詳細な説明と共に本発明の原理を説明する。異なる図にお
いて同一の参照番号で示す特徴、構成要素、及び態様は、少なくとも１つの実施形態によ
る同一、同等、又は類似の特徴、構成要素、又は態様を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　本発明は、移動通信システムにおける無線リソース割り当てに関する。
【００４２】
　本発明の特徴はＥ－ＵＭＴＳなどの移動通信システムで実現される。しかしながら、本
発明の特徴は様々な標準に準拠した他の通信システムにも適用できる。以下、いくつかの
実施形態について詳細に説明する。
【００４３】
　本発明の特徴は無線通信システムの制御下でよりよいサービスを移動端末に提供するこ
とである。基地局は端末に無線リソースを割り当てることができ、前記端末は前記無線リ
ソースの効率的な割り当てを前記基地局に要求することができる。
【００４４】
　単一セル内の端末に無線リソースを割り当てるために、前記基地局は、各端末が受信を
待っているデータについて知っている。一般的に、ダウンリンク方向に送信されるデータ
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はアクセスゲートウェイ（ＡＧ）から伝達される。従って、前記基地局は、ダウンリンク
で各端末に伝達されるデータの量が分かり、それに応じて無線リソースを割り当てること
ができる。アップリンクデータの場合、前記端末がアップリンクで伝達されるデータに関
する情報を提供しない限り、前記基地局は、各端末が要求する無線リソースの量が分から
ない。従って、前記基地局がアップリンク無線リソースを前記端末に正しく割り当てるこ
とができるように、前記端末は、前記基地局に無線リソースのスケジューリングに関する
情報を提供することができる。
【００４５】
　図４は一実施形態による移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法の一例を
示す図である。図４に示すように、端末はスケジューリング関連情報を基地局に送信する
。その後、前記基地局は、前記端末に迅速に無線リソースを割り当てることにより、前記
端末が前記割り当てられた無線リソースを使用して迅速にデータを送信できるようにする
。よって、移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法を以下に説明する。
【００４６】
　前記基地局がアップリンク無線リソースを正しく割り当てることができるように、前記
端末は前記基地局にデータ送信状態情報を送信する（Ｓ１０）。前記端末は、特定基準（
条件）を満たす場合又は特定時間に、前記データ送信状態情報を前記基地局に送信するこ
とができる。
【００４７】
　前記データ送信状態情報は、データを有するチャネルの優先順位に関する情報を含むが
、特に、前記データを有するチャネルのうち優先順位が最も高いチャネルに関する情報を
含むことができる。
【００４８】
　また、前記データ送信状態情報は、データを有するチャネルの識別子情報、及び／又は
ラベル情報を含む。前記ラベル情報は、前記基地局が各チャネルに指定した一連のラベル
値を含む。前記ラベル値は、該当チャネルが音声データを含むか、エラーのない送信を要
求するかなどの情報を提供する。従って、前記基地局は異なる端末の異なるチャネルに同
一のラベル値を指定することができる。
【００４９】
　また、前記データ送信状態情報は、データを有するチャネルのうち優先順位が最も高い
チャネルの識別子情報、及び／又は各チャネルのデータ量に関する情報を含む。さらに、
前記データ送信状態情報は、前記チャネルのデータ量の合計に関する情報を含む。前記デ
ータ送信状態情報に含まれる情報は、独立して又は他の情報と共に前記基地局に送信する
ことができる。
【００５０】
　前記端末は、類似したクラス又は類似したタイプのチャネルに関する情報を集めて前記
基地局に送信することができる。さらに、前記端末は、アップリンクに使用される電力量
が制限されているので、前記データ送信状態情報に電力情報を含めることができる。前記
電力情報は、前記端末が現在送信に使用している電力に加えてさらに使用できる電力量、
又は前記端末が現在送信に使用できる最大電力量などの情報を含むことができる。
【００５１】
　図４に示すように、前記端末は、無線環境情報を提供することにより（Ｓ１０）、前記
基地局が単一セル内の無線リソースをより効率的に管理できるようにする。前記端末は、
ＨＡＲＱ方式を用いて、平均送信成功率又は送信失敗率に関する情報を前記基地局に送信
する。これにより、前記基地局は、前記受信した無線環境情報に基づいて、前記端末への
割り当てが要求される無線リソースの量を計算することができる。例えば、平均３回のＨ
ＡＲＱ再送信手順が行われ、前記端末がアップリンクデータを送信するために１Ｍｈｚの
無線リソースを必要とすると、前記基地局は、１Ｍｈｚの無線リソースを３つの時間間隔
で前記端末に割り当てるべきであると計算することができる。
【００５２】
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　一般的に、ヘッダ圧縮方式は、パケットスイッチングベースのサービス（ＰＳサービス
）で用いられる。１つのサービスに関する大部分のＩＰパケットはほとんど同じヘッダ内
容を有する。従って、ＰＳサービスの提供においては、所定間隔でフルヘッダパケットを
送信し、残りの時間間隔では変化した内容を送信する。このように、前記フルヘッダパケ
ットの送信には、より多くのアップリンク無線リソースが必要となる。
【００５３】
　本発明の特徴は、ＰＳサービスに前記ヘッダ圧縮方式が用いられる場合、前記端末が前
記基地局に前記フルヘッダパケットに関する情報を送信することにある。前記時間情報は
、例えば送信セクション、区間、及び時期を含むことができる。従って、前記基地局は、
前記時間情報に基づいて、前記端末が前記フルヘッダパケットを送信すると予想される時
点でより多くの無線リソースを割り当てることができる。
【００５４】
　音声通話の場合、端末ユーザが常に話しているわけではないので、音声データが生成さ
れない区間が存在する。音声エンコーダは、このような区間の開始部分で黙音区間（mute
 interval）であることを示すパケットを生成して送信する。前記端末は、前記黙音区間
を認識すると、前記基地局に通知して、所定時間には音声データを送信するためのアップ
リンク無線リソースを割り当てないようにすることができる。前記端末のＭＡＣエンティ
ティ、ＰＤＣＰエンティティ、及びＲＬＣエンティティのいずれか１つは、前記パケット
を解析することにより前記黙音区間であることを示す前記パケットを認識することもでき
、上位層から前記黙音区間の指示を受信した場合に前記黙音区間であることを示す前記パ
ケットを認識することもできる。その後、これを前記基地局に通知することができる。
【００５５】
　前述した情報を前記基地局に送信するために、前記端末は適切なアップリンク無線リソ
ースを必要とする。そこで、本発明は、前述した情報を前記基地局に送信できるように前
記端末に無線リソースを効率的に割り当てる方法を提供する。
【００５６】
　一実施形態によれば、前記基地局は、前記端末にアップリンク無線リソースを任意に割
り当てることにより、前記端末が送信スケジュールに必要な情報、又は送信スケジュール
に関する情報を送信できるようにする。例えば、前記基地局は、アップリンク無線リソー
ス割り当て情報を送信するチャネルで、前記端末にアップリンク無線リソースを割り当て
ることができ、スケジューリング情報の送信に前記割り当てられたアップリンク無線リソ
ースを優先的に使用するように前記端末に指示することができる。これにより、前記端末
は、前記アップリンク無線リソース割り当て情報を判読し、スケジューリング情報の送信
に特定アップリンク無線リソースを優先的に使用するように指示された場合、その特定ア
ップリンク無線リソースを使用してスケジューリング関連情報を送信する。
【００５７】
　また、前記基地局は、ＭＡＣエンティティ間のシグナリングを用いて、前記スケジュー
リング関連情報の送信を要求することができる。前記基地局は、アップリンク無線リソー
ス割り当て情報チャネルで、又はＭＡＣエンティティ間で伝送されるＰＤＵを使用して、
前記端末に前記スケジューリング関連情報の送信を要求することができる。前記基地局か
らスケジューリング関連情報送信要求を受信すると、前記端末は、前記割り当てられたア
ップリンク無線リソースを使用して前記スケジューリング関連情報を送信する。
【００５８】
　他の実施形態によれば、前記基地局により設定された特定イベントが発生する度に、前
記端末は前記基地局にスケジューリング関連情報を送信する。前記基地局は測定関連設定
情報を前記端末に送信し、前記端末は受信した前記測定関連設定情報に基づいて無線環境
を測定する。次に、前記端末は、測定結果と前記測定関連設定情報による設定条件とを比
較し、所定の条件を満たす場合、前記基地局に測定結果又はスケジューリング情報を送信
する。
【００５９】
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　一態様において、前記特定イベント又は前記測定関連設定情報は、いつ前記スケジュー
リング情報を送信すべきかを前記端末に通知する。他の態様において、前記特定イベント
は、前記端末の特定チャネルに到着したデータ量が特定基準値を超えるか、又は前記特定
基準値より小さい場合を示す。さらに他の態様において、前記特定イベントは、前記端末
のバッファに到着したデータ量の合計が前記特定基準値を超えるか、又は前記特定基準値
より小さい場合を示す。さらに他の態様において、前記特定イベントは、現在前記端末に
割り当てられた無線リソースの量に基づいて、前記端末のバッファに保存されているデー
タの利用にかかる時間が前記特定基準値を超えるか、又は前記特定基準値より小さい場合
を示す。
【００６０】
　前記端末により前記基地局に送信される情報は、ＭＡＣエンティティ又はＲＲＣエンテ
ィティの制御情報チャネルで送信される。従って、図４に示すように、前記基地局は、前
記端末から前記スケジューリング関連情報を受信し（Ｓ１０）、前記端末がアップリンク
データを送信できるように、アップリンク及び／又はダウンリンク無線リソースを割り当
て（Ｓ１１）、前記割り当てられた無線リソースを含むスケジューリング情報を前記端末
に送信する（Ｓ１２）。
【００６１】
　一般的に、アップリンク及びダウンリンク無線リソースは送信主体によって区分される
。前記端末は前記アップリンク無線リソースで送信を行い、前記基地局は前記ダウンリン
ク無線リソースで送信を行う。ところが、前記基地局のみ前記ダウンリンク無線リソース
で送信を行って無線リソースのスケジューリングを決定するため、前記ダウンリンク無線
リソースの一部は、前記スケジューリング情報を前記端末に送信するために割り当てられ
る。特定端末のデータ及びアップリンク送信に使用される周波数及び時間に関する情報を
前記端末に送信することができる。
【００６２】
　本発明によれば、前記アップリンク無線リソースは複数の端末により使用されるが、こ
れら複数の端末同士は接続されていない。従って、前記基地局は各端末に対する無線リソ
ースの割り当てを決定する。前記決定された情報が前記アップリンク無線リソースに関す
るものであるものの、前記基地局は前記決定を前記各端末に通知する。前記アップリンク
無線リソースに関するスケジューリング情報、すなわち特定端末のデータに関する情報、
並びにアップリンク送信に使用される周波数及び時間に関する情報は、前記ダウンリンク
無線リソースで送信することができる。このような理由で、前記アップリンク無線リソー
スに関するスケジューリング情報が前記ダウンリンク無線リソースで送信される時点と、
実際に各端末が前記スケジューリング情報に基づいて前記アップリンク無線リソースで送
信を開始する時点とは異なる。
【００６３】
　従って、前記基地局は、前記スケジューリング情報の送信時点と実際の使用時点との時
間差を前記端末に通知する必要がある。前記時間差は前記基地局のシステム情報により送
信することができる。
【００６４】
　さらに、前記基地局は、各端末により使用されるサービス特性に応じて固有の時間差を
指定し、前記固有の時間差を前記端末に通知することができる。例えば、処理能力の高い
端末は、前記スケジューリング情報を受信すると直ちに処理し、前記アップリンクで送信
を開始することができるが、処理能力の低い端末は、送信を直ちに行うことができない。
従って、各端末に前記固有の時間差を通知する方法が用いられる。
【００６５】
　前記処理過程中に、前記基地局は前記端末が送信したデータを復号化する。復号化に失
敗すると、前記基地局は前記端末に前記アップリンク無線リソースを再び割り当てる。前
記基地局は、前記端末にＮＡＣＫ信号を送信すると同時に、前記アップリンク無線リソー
スを割り当てることができる。また、前記基地局は、ＮＡＣＫ信号を送信する場合、前記
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端末が前の送信で使用した無線リソースと同一の無線リソースを使用するか否かを通知す
ることができる。
【００６６】
　前記基地局が前記端末に前記前に使用した無線リソースと同一の無線リソースを使用す
ることを指示すると、前記端末は前記前に使用した無線リソースと同一の量の無線リソー
スを使用して再送信を行う。前記同一の無線リソースを使用するか否かに関する情報は、
スケジューリング情報を送信するチャネルを使用して送信することもでき、端末の送信に
対するＮＡＣＫ信号及びＡＣＫ信号を送信するチャネルに含めることもできる。
【００６７】
　本発明の特徴によれば、前記基地局は前記端末にページングを送信する。しかし、前記
端末はアップリンクチャネルで何も送信しない間も継続してダウンリンクチャネルを受信
することになり、前記端末のバッテリ使用時間は短くならざるを得ない。従って、本発明
は、前記端末にページングを効率的に送信する方法を提供する。
【００６８】
　前記基地局がページングを効率的に送信するために、ページングを受信したか否かを確
認するような、前記端末による不要な動作がない。従って、ページングを効率的に送信す
るための１つの方法として、前記基地局は、前記スケジューリング情報を送信するダウン
リンクチャネルを使用して前記端末にページング（情報）を送信する。前記基地局は、ペ
ージングしようとする端末の識別子を、前記スケジューリング情報を送信するチャネルに
直接含めることができる。
【００６９】
　従って、前記端末は、周期的に予め定められた時間に前記スケジューリング情報を復号
化し、該端末の識別子が発見されると、該端末がページングされたと判断して直ちに前記
基地局に応答する。また、前記端末は、該端末がページングされたと判断した場合、予め
設定されたＣＱＩ（Channel Quality Indicator）又はパイロット信号の送信を開始する
。前記基地局は、前記ＣＱＩ又はパイロット信号が検出されると、前記信号を該基地局の
ページングに対する応答とみなし、それに応じて動作する。
【００７０】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮシステムにおいて、物理リソースを区分する最小の時間単位は０．５ｍ
ｓのサブフレームである。しかし、前記端末への総送信時間は０．５ｍｓを超える（例え
ば、前記基地局のＮＡＣＫ又はＡＣＫが大きい場合）。従って、サブフレーム毎に前記端
末にアップリンク又はダウンリンク物理リソースに関する割り当て情報を送信することは
、実際に送信されるユーザデータに比べて深刻なオーバーヘッドを引き起こすこともある
。
【００７１】
　これを改善するために、前記基地局は、１つのスケジューリング単位として少なくとも
１サブフレームを指定する。例えば、前記基地局が特定端末に対してアップリンク無線リ
ソースのスケジューリング単位を３サブフレームと指定し、前記端末が１つのアップリン
ク無線リソーススケジューリング情報を受信した場合、前記端末は３サブフレームにわた
って前記スケジューリング情報を使用する。ここで、前記３サブフレームは、同じ量の無
線リソース、例えば同じ周波数帯域を使用する。このような方法を用いることにより、前
記基地局は前記端末に送信されるスケジューリング情報の量を効果的に減らすことができ
る。
【００７２】
　１つのチャネルが設定されると、又は前記端末と基地局間にＲＲＣ接続が設定されると
、前記スケジューリング単位を前記端末に通知することができる。前記基地局が特定端末
に前記アップリンク無線リソースを割り当てると同時に前記端末にスケジューリングが４
サブフレームの間有効であることを通知した場合、前記端末は前記割り当てられたアップ
リンク無線リソースを４サブフレームで使用することができる。より効率的な動作のため
に、前記基地局は、前記スケジューリング単位の間はもはや前記端末に前記スケジューリ
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ング情報を送信しない。また、前記端末は、前記スケジューリング単位の間はもはや前記
アップリンクスケジューリング情報を送信するチャネルを読み取らない。各端末に割り当
てられたスケジューリングの開始点が異なる場合、前記基地局は各端末が前記スケジュー
リング情報を読み取るべき時点を通知することができる。
【００７３】
　図５は一実施形態によるダウンリンクチャネルのサブフレームによるスケジューリング
情報送信の一例を示す図である。図６は一実施形態によるスケジューリング情報により端
末が認識したアップリンク無線リソースの使用の一例を示す図である。
【００７４】
　図５に示すように、第１端末（ＵＥ１）は、ダウンリンクチャネルの第１サブフレーム
から、周波数３～６のアップリンク無線リソースが４サブフレームの長さに割り当てられ
たことを認知する。前記ＵＥ１は、前記第１サブフレームの間に受信したスケジューリン
グ情報により、このような割り当てを認識できる。従って、前記ＵＥ１は、図６に示すよ
うに、４サブフレームの間前記割り当てられたアップリンク無線リソースを使用できる。
【００７５】
　図５に示すように、第２端末（ＵＥ２）は、第２及び第４サブフレームの間にアップリ
ンク無線リソースが割り当てられる。前記ＵＥ１は、第２～第４サブフレームからスケジ
ューリング情報を読み取らず、第５サブフレームでスケジューリング情報を読み取って前
記ＵＥ１に割り当てられたリソースがあるか否かを確認する。前記ＵＥ２は、第４サブフ
レームでスケジューリング情報を読み取って前記ＵＥ２に割り当てられたリソースがある
か否かを確認する。
【００７６】
　確認の結果、図５に示すように、前記ＵＥ２には前記第４サブフレームで２サブフレー
ムの長さにアップリンク無線リソースが割り当てられているので、前記ＵＥ２は、図６に
示すように、２サブフレームの間前記割り当てられたアップリンク無線リソースを使用す
る。前記ＵＥ２は、第５サブフレームでは前記ＵＥ２に割り当てられたリソースがないこ
とを確認する。
【００７７】
　前記基地局が所定周期で前記端末にリソースを割り当てない場合、前記基地局は前記端
末に次のスケジューリング時間を通知する。このような周期の間、前記端末は前記スケジ
ューリング情報を確認しない。前記スケジューリング時間は、前記端末に特定サブフレー
ムの確認を指示することもでき、いつ（すなわち、いくつのサブフレーム後に）前記スケ
ジューリング情報を確認すべきかを通知することもできる。
【００７８】
　一態様において、各サブフレームの間に前記端末に無線リソースを割り当てる必要がな
いこともある。例えば、前記端末が１サブフレーム当たり平均１つの周波数帯域を必要と
すると、２サブフレーム毎に２つの周波数帯域を割り当てる方法を用いることができる。
例えば、前記基地局は、第ｘサブフレームから第１０サブフレームの間で前記端末に無線
リソースを割り当てるとき、前記１０個のサブフレームのうち偶数のサブフレームでのみ
無線リソースを送信し、偶数のサブフレーム毎に２つの周波数帯域を割り当てる。これに
より、前記端末は１サブフレーム当たり平均１つの周波数帯域で無線リソースを使用する
。
【００７９】
　このような方法をサポートするために、前記基地局は、送信が許容されたプロセスと送
信が許容されないプロセスを前記端末に通知する必要がある。前記基地局は、呼の初期段
階で、チャネルを設定する毎に、又は前記スケジューリング情報を前記端末に送信する毎
に、前記端末に前記プロセスを通知することができる。従って、前記端末は、少なくとも
１つのサブフレーム期間の間に該当無線リソースが割り当てられた場合、前記無線リソー
スを使用するように設定されたプロセスに該当するサブフレームで前記無線リソースを使
用する。例えば、前記端末のプロセスの総数が６である場合、第１プロセスは第１サブフ
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レームで使用され、第２プロセスは第２サブフレームで使用され、第３プロセスは第３サ
ブフレームで使用され、このような方式で、第６プロセスは第６サブフレームで使用され
る。その後、後続のサブフレームの場合、プロセスの順序が最初に戻り、第７サブフレー
ムでは第１プロセスが使用され、以下同様である。
【００８０】
　一態様において、前記基地局は、前記端末がプロセス１、３、及び５で無線リソースを
使用でき、第１サブフレームで第１周波数帯域が前記端末に３０サブフレーム割り当てら
れたものと判断する。ここで、前記端末は、使用が許可されたプロセスがアクティブにな
った時間間隔の間のみ前記無線リソースを使用する。従って、前記端末は、サブフレーム
１、３、５、７、・・・などの間のみ前記無線リソースを使用し、残りの間隔の間は前記
無線リソースを使用しない。
【００８１】
　ダウンリンク物理チャネルの観点から見ると、前記スケジューリング情報は、実際のユ
ーザデータを送信するために使用されるのではないので、オーバーヘッドとみなされる。
従って、スケジューリング情報の量を減らす方法が必要である。前記スケジューリング情
報はより簡単な方式で表現できる。このために、ビットマップタイプのスケジューリング
情報構成方式を用いることができる。
【００８２】
　本発明によれば、前記基地局は、各端末にスケジューリング情報が送信される区間、前
記スケジューリング情報が送信される時点、及び前記時点での前記端末に関するリソース
割り当て情報の位置を通知する。これにより、前記端末は、該当区間及び時点で前記スケ
ジューリング情報を読み取るが、特に前記端末に該当するスケジューリング情報の部分を
読み取る。前記端末にリソースが割り当てられた場合、前記端末は、前記割り当てられた
リソースを使用して、データを受信するか、又はアップリンクデータを送信する。無線リ
ソースが割り当てられていない場合、前記端末は次のスケジューリング情報の送信を待つ
。前記端末に関するリソース割り当て情報の位置は、ビットストリーム内の複数のビット
のうち、前記端末に該当するビットを示す。さらに、前記端末に割り当てられた無線リソ
ースは、呼の設定初期段階又は呼の中間段階で固定的に指定された無線リソースでもよい
。
【００８３】
　本発明によれば、端末が４つである場合、例えば第１端末には第１位置が割り当てられ
、第２端末には第２位置が割り当てられ、第３端末には第３位置が割り当てられ、第４端
末には第４位置が割り当てられる。これにより、特定サブフレームの間に受信したスケジ
ューリングされたユーザ情報が００１１である場合、前記第１及び第２端末には無線リソ
ースが割り当てられないが、前記第３及び第４端末には無線リソースが割り当てられる。
ここで、前記基地局が前記端末に前記割り当てられた無線リソースを通知する方法は様々
である。
【００８４】
　一方法によれば、前記基地局は、各端末にスケジューリングされたユーザ情報を送信し
た後、実際に割り当てられた無線リソースに関する情報を通知する。この場合、前記割り
当てられた無線リソースに関する情報は、無線リソースが割り当てられたことが知られて
いる端末の順序に従う。この例において、第１無線リソース割り当て情報は前記第３端末
に該当し、第２無線リソース割り当て情報は前記第４端末に該当する。
【００８５】
　他の方法によれば、より多様なスケジューリングのために、前記基地局は、複数のサブ
フレームを組み合わせ、これらサブフレームの初期段階で、無線リソースがどの端末に割
り当てられるかに関する情報をこれらサブフレームに提供することができる。複数のサブ
フレームを１つのハイパーフレームにグループ化した後、前記ハイパーフレームの間に無
線リソースがどの端末に割り当てられるかに関する情報を、前記ハイパーフレームの第１
サブフレームで提供する。
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【００８６】
　前記端末は、前記ハイパーフレームの第１サブフレームを読み取り、前記無線リソース
がどの端末に割り当てられるかに関する情報（例えば、リスト）に該端末の識別子が含ま
れているか否かを確認する。前記ハイパーフレームの第１サブフレームに前記端末の識別
子が含まれている場合、前記端末は、次のサブフレームを受信する。前記ハイパーフレー
ムの第１サブフレームに前記端末の識別子が含まれていない場合、前記端末は、次のハイ
パーフレームの第１フレームを待つか、無線リソースがどの端末に割り当てられるかに関
する情報の送信を待つ。前記ハイパーフレームに無線リソースがどの端末に割り当てられ
るかに関する情報（又は、リスト）を提供するために、前述したビットマップ方法を用い
る。
【００８７】
　１つのセルの無線リソースを効率的に使用するために、前述したように、前記端末はス
ケジューリング関連情報を前記基地局に送信する。しかしながら、これは無線リソースの
浪費と端末の電力の不要な消費をもたらす。例えば、前記基地局に負荷がかかった状況が
考えられる。ここで、第１サービスのデータが上位層から第１端末に到着すると、前記第
１端末は、無線リソースを割り当てられるために、前記基地局にスケジューリング関連情
報を送信するであろう。しかし、前記第１端末が位置するセルで、他の端末がデータを送
信しようとすることもある。従って、前記他の端末が送信しようとするデータが、前記第
１端末がデータを送信しようとする前記第１サービスより優先順位が高いサービスのため
のものである場合、前記基地局は、前記第１サービスより優先順位が高いサービスに優先
的に無線リソースを割り当てる。ここで、前記基地局は、前記セルの無線リソースの総量
が限られている場合、又はより多くの無線リソースが提供されるまで、前記第１端末に無
線リソースを割り当てないこともある。従って、この場合、前記第１端末が継続して前記
スケジューリング関連情報を前記基地局に送信することは、前記セルのアップリンク無線
リソースの浪費をもたらす。これにより、本発明は、無線リソースの浪費を防止して（又
は、最小限に抑えて）、前記基地局に前記スケジューリング関連情報を効率的に送信する
方法を提供する。
【００８８】
　図７は一実施形態による基地局へのスケジューリング関連情報送信方法を示す図である
。図７に示すように、端末はスケジューリング関連情報を基地局に送信する（Ｓ２０）。
これに応じて、前記基地局は前記スケジューリング関連情報に対する応答（ＡＣＫ）を送
信する（Ｓ２１）。その後、前記端末は前記基地局からの無線リソースの割り当てを待つ
。前記端末は、予め設定された時間が経過した後、前記基地局からの無線リソースの割り
当ての受信に失敗した場合（Ｓ２２）、前記スケジューリング関連情報を前記基地局に再
送信する（Ｓ２３）。
【００８９】
　前記スケジューリング関連情報は、同期化したランダムアクセスチャネルで送信できる
。前記端末は、前記同期化したランダムアクセスチャネルで前記端末のアクセスを前記基
地局に通知し、前記基地局により割り当てられた無線リソースを使用してスケジューリン
グ関連情報を送信する。また、前記端末は、前記端末が必要とする無線リソースを前記基
地局に通知できる。前記ランダムアクセスチャネルの使用において、前記端末は、前記端
末の識別子のための少なくとも１つのフィールドを使用し、前記スケジューリング関連情
報の送信のための他のフィールドを使用する。
【００９０】
　前記端末が前記スケジューリング関連情報を再送信するまで待つ時間（待ち時間）は、
前記基地局により設定される。前記基地局は、前記端末に個別に待ち時間を通知すること
もでき、各チャネル毎に待ち時間を指定することもできる。待ち時間情報は、システム情
報により前記端末に送信できる。従って、前記ＵＥは、スケジューリング関連情報を送信
した後、少なくとも前記時間情報が示す時間待たなければならない。
【００９１】
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　図７に示すように、前記基地局が前記端末から前記スケジューリング関連情報の受信に
成功しても、該当端末の優先順位が低いか、又は前記基地局が該当端末に直ちに無線リソ
ースを割り当てられない場合、前記基地局は、前記スケジューリング関連情報の送信を制
御するための情報を前記端末に送信する（Ｓ２４）。前記スケジューリング関連情報の送
信を制御するための情報は、前記端末がいつ前記スケジューリング関連情報を再送信でき
るかを通知することができる。
【００９２】
　前記スケジューリング関連情報の送信を制御するための情報は、前記端末が前記スケジ
ューリング関連情報を再送信するまで待つ時間、前記基地局が無線リソースを前記端末に
提供できる時期（時間）、及び前記基地局が前記端末に関する無線リソース割り当て情報
を前記端末に提供できる時期（時間）の少なくとも１つを提供できる。前記端末が前記基
地局から前記スケジューリング関連情報の送信を制御するための情報を受信すると、前記
端末は、前記受信した情報に応じて所定時間前記スケジューリング関連情報を送信しない
。
【００９３】
　所定時間待った後、スケジューリング関連情報を送信する必要がある場合、前記ＵＥは
スケジューリング関連情報を送信できる。
【００９４】
　一方、複数の端末が１つのセルに存在すると同時に、前記基地局にランダムアクセスチ
ャネルで無線リソースの割り当てを要求する場合、前記基地局は前記複数の端末の信号を
検出することが困難になることがある。そのため、前記ランダムアクセスチャネルの効率
が低下することがある。
【００９５】
　従って、本発明によれば、各端末が使用できるランダムアクセスチャネルを分けること
ができる。よって、前記基地局は、前記ランダムアクセスチャネルを複数のグループに分
けた後、各ＵＥにどのランダムアクセスチャネルをどのＵＥが使用できるかを通知する。
これにより、前記端末は、必要に応じて前記端末に割り当てられたランダムアクセスチャ
ネルを使用できる。前記基地局は、前記ランダムアクセスチャネルを所定数に分け、前記
端末は、前記端末の識別子と一致する区間で前記ランダムアクセスチャネルを使用する。
例えば、前記基地局が前記ランダムアクセスチャネルを４つの部分に分けた場合、第１ラ
ンダムアクセスチャネルのリソースは、前記端末の識別子を４で割って余りが０となる端
末が使用する。また、第２ランダムアクセスチャネルのリソースは、前記端末の識別子を
４で割って余りが１となる端末が使用する。注目すべきことに、前記ランダムアクセスチ
ャネルのリソースは、時間又は周波数帯域で分けることができるが、前述した方式に限定
されるものではない。
【００９６】
　さらに、前記ランダムアクセスチャネルのリソースは、端末毎に割り当てることができ
る。特に、同期ランダムアクセスチャネルの場合、非同期ランダムアクセスチャネルと比
較して、送信又は検出できる情報の量が非常に多い。従って、特定シグネチャシーケンス
を各端末に割り当てる前記基地局は、前記ランダムアクセスチャネルのリソースを各端末
に割り当てる場合と同様の効果を有する。
【００９７】
　従って、本発明において、前記基地局は、各端末に前記同期ランダムアクセスチャネル
のリソースを割り当てることができる。ここで、前記基地局との同期化時、端末がアップ
リンクチャネルで送信すべきデータを有する場合、前記端末は、各端末に割り当てられた
前記同期ランダムアクセスチャネルのリソースを使用する。各端末に割り当てられた前記
同期ランダムアクセスチャネルからの前記端末の送信が検出されると、前記基地局は前記
ランダムアクセスチャネルを介した前記送信を無線リソース割り当ての要求として認識す
る。必要に応じて、前記基地局は前記端末に無線リソースを割り当てる。ここで、前記同
期ランダムアクセスチャネルの様々なリソースは、各端末に割り当てることができるが、
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例えば特定シグネチャシーケンスを各端末に割り当てることもでき、ＵＥの各論理チャネ
ルに割り当てることもできる。
【００９８】
　前述したように、本発明は端末がスケジューリング関連情報を前記基地局に効果的かつ
迅速に送信できるようにし、前記基地局がスケジューリング情報を前記端末に効果的かつ
迅速に送信できるようにする方法を提供する。従って、より多くの端末に迅速なデータ送
信を保証することができる。
【００９９】
　本発明は、移動通信に関連して説明されたが、本発明の特徴は、無線通信能力を備えた
ＰＤＡやラップトップコンピュータのような移動装置を使用する無線通信システムでも利
用できる。また、本発明の特徴を説明するために使用された特定用語は本発明の範囲をＵ
ＭＴＳのような特定タイプの無線通信システムに限定するものではない。さらに、本発明
は、例えばＴＤＭＡ、ＣＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＷＣＤＭＡなどの様々なエアインタフェース
及び／又は物理層を使用する他の無線通信システムにも適用できる。
【０１００】
　本発明の実施形態は、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、又はこれらの組
み合わせを生産するための標準プログラム及び／又はエンジニアリング技術を用いて方法
、装置、又は製造物として実現できる。ここで、「製造物」という用語は、ハードウェア
ロジック（例えば、集積回路チップ、ＦＰＧＡ（Field Programmable Gate Array）、Ａ
ＳＩＣ（Application Specific IntegratedCircuit）など）、又はコンピュータ可読媒体
（例えば、磁気記録媒体（例えば、ハードディスクドライブ、フロッピー（登録商標）デ
ィスク、テープなど）、光記録装置（ＣＤ－ＲＯＭ、光ディスクなど）、揮発性及び不揮
発性メモリ装置（例えば、ＥＥＰＲＯＭ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ＳＲＡ
Ｍ、ファームウェア、プログラムロジックなど））において実行されるコードやロジック
を示す。
【０１０１】
　前記コンピュータ可読媒体でのコードはプロセッサによりアクセス及び実行される。本
発明の実施形態で実現されるコードは、伝送媒体を通じて、又はネットワーク上のファイ
ルサーバからアクセスすることもできる。その場合、前記コードが実現される製造物は、
ネットワーク転送ライン、無線伝送媒体、空中を伝播する信号、無線波、赤外線信号など
の伝送媒体を含む。もちろん、当該技術分野における通常の知識を有する者であれば、本
発明の範囲内でその構成の多様な変更が可能であり、前記製造物が公知の情報伝送媒体を
含むという点を理解できるであろう。
【０１０２】
　前述した実施形態と利点は単なる例示にすぎず、本発明を制限するものではない。本発
明は、他のタイプの装置にも容易に適用できる。本発明の詳細な説明は単なる説明の便宜
のためのものであり、請求の範囲を制限するものではない。当該技術分野における通常の
知識を有する者であればこれらの多様な代替、変更、変形が可能であることを理解できる
であろう。請求の範囲におけるミーンズプラスファンクションクレーム(means-plus-func
tion clauses)は、その説明された機能を実行するものとしてここに記載された構成（str
ucture）を含み、構造的同等物及び均等な構造をも含む。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】Ｅ－ＵＭＴＳのネットワーク構造の一例を示す図である。
【図２】３ＧＰＰ無線アクセスネットワークの標準に準拠した移動端末とＵＴＲＡＮ間の
無線インタフェースプロトコルのための制御プレーン構造を示す図である。
【図３】３ＧＰＰ無線アクセスネットワークの標準に準拠した移動端末とＵＴＲＡＮ間の
無線インタフェースプロトコルのためのユーザプレーン構造を示す図である。
【図４】一実施形態による移動通信システムにおける無線リソース割り当て方法の一例を
示す図である。
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【図５】一実施形態によるダウンリンクチャネルのサブフレームによるスケジューリング
情報送信の一例を示す図である。
【図６】一実施形態によるスケジューリング情報により端末が認識したアップリンク無線
リソースの使用の一例を示す図である。
【図７】一実施形態による基地局へのスケジューリング関連情報送信方法を示す図である
。
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