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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークデバイスにより、ユーザ機器（UE）によって当該UEのアクセス状況に応じ
て送信された識別情報を受信するステップと、
　前記ネットワークデバイスにより、前記識別情報に従って第1のアクセスネットワーク
識別子を前記UEに割り当てるステップと、
　前記ネットワークデバイスにより、前記第1のアクセスネットワーク識別子を前記UEに
送信するステップと、
　前記ネットワークデバイスにより、前記第1のアクセスネットワーク識別子に従って前
記UEにリソースを割り当てるステップと
　を有する方法。
【請求項２】
　ネットワークデバイスにより、ユーザ機器（UE）によって当該UEのアクセス状況に応じ
て送信された識別情報を受信する前記ステップは、
　前記ネットワークデバイスにより、アップリンクチャネルリソースを用いて前記UEによ
って前記アクセス状況に応じて送信された前記識別情報を受信するステップを含む、請求
項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記アップリンクチャネルリソースは、ランダムアクセスのために使用される時間‐周
波数リソースを含む、請求項2に記載の方法。
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【請求項４】
　前記ネットワークデバイスにより、前記アップリンクチャネルリソースを用いて前記UE
によって送信されたバッファステータスレポート（BSR）情報を受信するステップであっ
て、前記BSR情報は、前記UEの送信予定データのサイズを含む、ステップをさらに有し、
　それに対応して、前記ネットワークデバイスにより、前記識別情報に従って第1のアク
セスネットワーク識別子を前記UEに割り当てる前記ステップは、
　前記ネットワークデバイスにより、前記識別情報及び前記BSR情報に従って前記第1のア
クセスネットワーク識別子を前記UEに割り当てるステップを含む、請求項2又は3に記載の
方法。
【請求項５】
　前記ネットワークデバイスにより、前記アップリンクチャネルリソースを用いて前記UE
によって送信された接続確立原因情報を受信するステップをさらに有する、請求項2から4
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　ランダムアクセス方法であって、
　ユーザ機器（UE）により、当該UEのアクセス状況に応じて識別情報をネットワークデバ
イスに送信するステップと、
　前記UEにより、前記ネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワ
ーク識別子を受信するステップであって、前記第1のアクセスネットワーク識別子は、前
記識別情報に従って前記ネットワークデバイスによって前記UEに割り当てられたアクセス
ネットワーク識別子であり、前記第1のアクセスネットワーク識別子は、前記ネットワー
クデバイスが前記UEにリソースを割り当てるために使用される、ステップと
　を有する方法。
【請求項７】
　UEにより、当該UEのアクセス状況に応じて識別情報をネットワークデバイスに送信する
前記ステップは、
　前記UEにより、アップリンクチャネルリソースを用いて前記アクセス状況に応じて前記
識別情報を前記ネットワークデバイスに送信するステップを含む、請求項6に記載の方法
。
【請求項８】
　前記アップリンクチャネルリソースは、ランダムアクセスのために使用される時間‐周
波数リソースを含む、請求項7に記載の方法。
【請求項９】
　前記UEにより、前記アップリンクチャネルリソースを用いてバッファステータスレポー
ト（BSR）情報を前記ネットワークデバイスに送信するステップであって、前記BSR情報は
、前記ネットワークデバイスが前記識別情報を参照して前記第1のアクセスネットワーク
識別子を前記UEに割り当てるために使用され、前記BSR情報は、前記UEの送信予定データ
のサイズを含む、ステップをさらに有する、請求項7又は8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記UEにより、前記アップリンクチャネルリソースを用いて接続確立原因情報を前記ネ
ットワークデバイスに送信するステップをさらに有する、請求項7から9のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項１１】
　受信機と、プロセッサと、送信機とを備え、前記受信機と、前記プロセッサと、前記送
信機とは連続的に接続され、
　前記受信機は、ユーザ機器（UE）によって当該UEのアクセス状況に応じて送信された識
別情報を受信し、前記識別情報を前記プロセッサに送信するように構成され、
　前記プロセッサは、前記識別情報に従って第1のアクセスネットワーク識別子を前記UE
に割り当て、前記第1のアクセスネットワーク識別子を前記送信機に送信するように構成
され、
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　前記送信機は、前記第1のアクセスネットワーク識別子を前記UEに送信するように構成
され、
　前記プロセッサは、前記第1のアクセスネットワーク識別子に従って前記UEにリソース
を割り当てるようにさらに構成されている、ネットワークデバイス。
【請求項１２】
　前記受信機は、アップリンクチャネルリソースを用いて前記UEによって前記アクセス状
況に応じて送信された前記識別情報を受信するようにさらに構成されている、請求項11に
記載のネットワークデバイス。
【請求項１３】
　前記アップリンクチャネルリソースは、ランダムアクセスのために使用される時間‐周
波数リソースを含む、請求項12に記載のネットワークデバイス。
【請求項１４】
　前記受信機は、前記アップリンクチャネルリソースを用いて前記UEによって送信された
バッファステータスレポート（BSR）情報を受信し、前記BSR情報を前記プロセッサに送信
するようにさらに構成され、前記BSR情報は、前記UEの送信予定データのサイズを含み、
　それに対応して、前記プロセッサは、前記識別情報及び前記BSR情報に従って前記第1の
アクセスネットワーク識別子を前記UEに割り当てるようにさらに構成されている、請求項
12又は13に記載のネットワークデバイス。
【請求項１５】
　前記受信機は、前記アップリンクチャネルリソースを用いて前記UEによって送信された
接続確立原因情報を受信するようにさらに構成されている、請求項12から14のいずれか一
項に記載のネットワークデバイス。
【請求項１６】
　受信機と、プロセッサと、送信機とを備え、前記受信機と、前記プロセッサと、前記送
信機とは連続的に接続され、
　前記送信機は、ユーザ機器（UE）のアクセス状況に応じて識別情報をネットワークデバ
イスに送信するように構成され、
　前記受信機は、前記ネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワ
ーク識別子を受信するように構成され、前記第1のアクセスネットワーク識別子は、前記
識別情報に従って前記ネットワークデバイスによって前記UEに割り当てられたアクセスネ
ットワーク識別子であり、前記第1のアクセスネットワーク識別子は、前記ネットワーク
デバイスが前記UEにリソースを割り当てるために使用される、UE。
【請求項１７】
　前記送信機は、アップリンクチャネルリソースを用いて前記アクセス状況に応じて前記
識別情報を前記ネットワークデバイスに送信するようにさらに構成されている、請求項16
に記載のUE。
【請求項１８】
　前記アップリンクチャネルリソースは、ランダムアクセスのために使用される時間‐周
波数リソースを含む、請求項17に記載のUE。
【請求項１９】
　前記送信機は、前記アップリンクチャネルリソースを用いてバッファステータスレポー
ト（BSR）情報を前記ネットワークデバイスに送信するようにさらに構成され、前記BSR情
報は、前記ネットワークデバイスが前記識別情報を参照して前記第1のアクセスネットワ
ーク識別子を前記UEに割り当てるために使用され、前記BSR情報は、前記UEの送信予定デ
ータのサイズを含む、請求項17又は18に記載のUE。
【請求項２０】
　前記送信機は、前記アップリンクチャネルリソースを用いて接続確立原因情報を前記ネ
ットワークデバイスに送信するようにさらに構成されている、請求項17から19のいずれか
一項に記載のUE。
【請求項２１】
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　前記アクセス状況は、第2のアクセスネットワーク識別子が前記UEに既に割り当てられ
ている状況を含み、
　前記識別情報は、前記第2のアクセスネットワーク識別子を含み、
　前記ネットワークデバイスにより、前記識別情報に従って第1のアクセスネットワーク
識別子を前記UEに割り当てる前記ステップは、
　前記ネットワークデバイスにより、前記第2のアクセスネットワーク識別子が使用され
ているかどうかを判定するステップと、
　前記第2のアクセスネットワーク識別子が使用されている場合、前記ネットワークデバ
イスにより、前記第1のアクセスネットワーク識別子を前記UEに割り当てるステップと
　を含む、請求項1に記載の方法。
【請求項２２】
　前記アクセスネットワーク識別子がセル無線ネットワーク一時識別子（C-RNTI）を含む
、請求項21に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、通信技術に関し、特に、ランダムアクセス方法、ネットワークデ
バイス及びユーザ機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムにおいて、ネットワーク側デバイスとデータをやりとりする前に、端
末は、ランダムアクセス（Random Access、RA）処理を用いてネットワーク側デバイスと
無線接続を確立する必要があるため、端末とネットワーク側デバイスとは接続された状態
であり、その後、端末はネットワーク側デバイスとデータ通信接続を確立する。
【０００３】
　先行技術において、端末は、そのほとんどがランダムアクセス処理を用いてプリアンブ
ルシーケンス（preamble）方式でネットワーク側デバイスにアクセスする。実際、プリア
ンブルシーケンス方式は以下の通りである。ネットワーク側デバイスは、端末から送信さ
れたプリアンブルシーケンスを受信した後、端末に応答メッセージをフィードバックし、
端末は、応答メッセージを受信した後、ランダムアクセスメッセージ又はリソース要求メ
ッセージをネットワーク側デバイスに送信し、その結果、ネットワーク側デバイスは端末
に専用リソースを割り当てる。
【発明の概要】
【０００４】
　しかしながら、プリアンブルシーケンスは、実際には、端末によって選択された特徴コ
ードの複数回の繰り返しであるため、プリアンブルシーケンスは比較的大きなビット量を
占める。したがって、プリアンブルシーケンス方式に基づくランダムアクセスには比較的
多量のリソースが使用され、シグナリングオーバーヘッドが高い。
【０００５】
　本発明の実施形態は、ランダムアクセスのために比較的多量のリソースが使用され、シ
グナリングオーバーヘッドが高いという既存の問題を解決するランダムアクセス方法、ネ
ットワークデバイス及びユーザ機器を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第1の態様によれば、本発明の一実施形態は、ランダムアクセス方法を提供し、方法は
、
　ネットワークデバイスによって、アクセス状況に応じてユーザ機器UEによって送信され
た識別情報を受信するステップと、
　ネットワークデバイスによって、識別情報に従って第1のアクセスネットワーク識別子
をUEに割り当てるステップと、
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　ネットワークデバイスによって、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するス
テップと、
　ネットワークデバイスによって、第1のアクセスネットワーク識別子に従ってUEにリソ
ースを割り当てるステップとを含む。
【０００７】
　第1の態様によれば、第1の態様の第1の可能な実装方法において、ネットワークデバイ
スによって、アクセス状況に応じてUEによって送信された識別情報を受信するステップは
、
　ネットワークデバイスによって、アップリンクチャネルリソースを用いてアクセス状況
に応じてUEによって送信された識別情報を受信するステップを含む。
【０００８】
　第1の態様の第1の可能な実装方法によれば、第2の可能な実装方法において、アップリ
ンクチャネルリソースは、ランダムアクセスのために使用される時間‐周波数リソースを
含む。
【０００９】
　第1の態様の第1又は第2の可能な実装方法によれば、第3の可能な実装方法において、方
法は、
　ネットワークデバイスによって、アップリンクチャネルリソースを用いてUEによって送
信されたバッファステータスレポートBSR情報を受信するステップであって、BSR情報はUE
の送信予定データのサイズを含む、ステップをさらに含み、
　それに応じて、ネットワークデバイスによって識別情報に従って第1のアクセスネット
ワーク識別子をUEに割り当てるステップは、
　ネットワークデバイスによって、識別情報及びBSR情報に従って第1のアクセスネットワ
ーク識別子をUEに割り当てるステップを含む。
【００１０】
　第1の態様の第1から第3の可能な実装方法のいずれかによれば、第4の可能な実装方法に
おいて、方法は、
　ネットワークデバイスによって、アップリンクチャネルリソースを用いてUEによって送
信された接続確立原因情報を受信するステップをさらに含む。
【００１１】
　第1の態様から第1の態様の第4の可能な実装方法のいずれかによれば、第5の可能な実装
方法において、第1のアクセスネットワーク識別子は、セル無線ネットワーク一時識別子C
-RNTIを含む。
【００１２】
　第1の態様から第1の態様の第5の可能な実装方法のいずれかによれば、第6の可能な実装
方法において、ネットワークデバイスによって第1のアクセスネットワーク識別子をUEに
送信するステップは、
　ネットワークデバイスによって、物理ダウンリンク共有チャネルPDSCHを用いて第1のア
クセスネットワーク識別子及び識別情報をUEに送信するステップであって、識別情報は、
UEがPDSCHからの第1のアクセスネットワーク識別子を判定するために使用される、ステッ
プを含む。
【００１３】
　第1の態様の第6の可能な実装方法によれば、第7の可能な実装方法において、方法は、
　ネットワークデバイスによって、ダウンリンク制御情報DCIを用いてPDSCHのスケジュー
リング情報をUEに送信するステップであって、スケジューリング情報はUEに対応する時間
‐周波数リソース位置を含み、UEに対応する時間‐周波数リソース位置は、UEが識別情報
を参照してPDSCHからの第1のアクセスネットワーク識別子を判定するために使用される、
ステップをさらに含む。
【００１４】
　第1の態様から第1の態様の第7の可能な実装方法のいずれかによれば、第8の可能な実装
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方法において、アクセスネットワーク識別子又はコアネットワーク識別子がUEに割り当て
られていない場合、又はUEに既に割り当てられている識別子が無効である場合、識別情報
は、UEによって選択された乱数列を含む。
【００１５】
　第1の態様から第1の態様の第7の可能な実装方法のいずれかによれば、第9の可能な実装
方法において、UEがアイドル状態にあり、コアネットワーク識別子がUEに既に割り当てら
れている場合、識別情報は、UEのコアネットワーク識別子を含む。
【００１６】
　第1の態様の第9の可能な実装方法によれば、第10の可能な実装方法では、UEのコアネッ
トワーク識別子は、移動管理エンティティMMEによってUEに割り当てられた一時的なモバ
イル加入者識別情報を含む。
【００１７】
　第1の態様から第1の態様の第5の可能な実装方法のいずれかによれば、第11の可能な実
装方法において、第2のアクセスネットワーク識別子がUEに既に割り当てられている場合
、識別情報は第2のアクセスネットワーク識別子を含み、第2のアクセスネットワーク識別
子はC-RNTIであり、
　ネットワークデバイスによって、識別情報に従って第1のアクセスネットワーク識別子
をUEに割り当てる前に、方法は、
　ネットワークデバイスによって、第2のアクセスネットワーク識別子が使用されている
かどうかを判定するステップをさらに含み、
　それに対応して、ネットワークデバイスによって識別情報に従って第1のアクセスネッ
トワーク識別子をUEに割り当てるステップは、
　第2のアクセスネットワーク識別子が使用されている場合、ネットワークデバイスによ
って第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割り当てるステップを含む。
【００１８】
　第1の態様の第11の可能な実装方法によれば、第12の可能な実装方法において、ネット
ワークデバイスによって第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するステップは、
　ネットワークデバイスによって、アップリンクチャネルリソースの時間‐周波数位置に
対応するランダムアクセス無線ネットワーク一時識別子RA-RNTIを用いて、ダウンリンク
チャネルリソースをスケジュールするステップと、ダウンリンクチャネルリソースを用い
て第1のアクセスネットワーク識別子及び第2のアクセスネットワーク識別子をUEに送信す
るステップとを含む。
【００１９】
　第1の態様の第11の可能な実装方法によれば、第13の可能な実装方法において、ネット
ワークデバイスによって第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するステップは、
　ネットワークデバイスによって、第2のアクセスネットワーク識別子を用いてダウンリ
ンクチャネルリソースをスケジュールするステップと、ダウンリンクチャネルリソースを
用いて第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するステップとを含む。
【００２０】
　第1の態様の第11から13の可能な実装方法のいずれかによれば、第14の可能な実装方法
において、方法は、
　第2のアクセスネットワーク識別子が使用されていない場合、ネットワークデバイスに
よって、第2のアクセスネットワーク識別子に従ってUEにリソースを割り当てるステップ
をさらに含む。
【００２１】
　第1の態様から第1の態様の第5の可能な実装方法のいずれかによれば、第15の可能な実
装方法において、UEでセルハンドオーバが行われ、UEに第3のアクセスネットワーク識別
子が既に割り当てられている場合、識別情報は、第3のアクセスネットワーク識別子を含
み、第3のアクセスネットワーク識別子は、ネットワークデバイスが位置するセルを除く
別のセルのネットワークデバイスによってUEに割り当てられた識別子を含み、
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　ネットワークデバイスによって、識別情報に従って第1のアクセスネットワーク識別子
をUEに割り当てる前に、方法は、
　ネットワークデバイスによって、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されている
かどうかを判定するステップをさらに含み、
　それに対応して、ネットワークデバイスによって、第1のアクセスネットワーク識別子
をUEに送信するステップは、
　ネットワークデバイスによって、第3のアクセスネットワーク識別子の異なる判定結果
に従って異なる方法で第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するステップを含む
。
【００２２】
　第1の態様の第15の可能な実装方法によれば、第16の可能な実装方法では、ネットワー
クデバイスによって第3のアクセスネットワーク識別子の異なる判定結果に従って異なる
方法で第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するステップは、
　第3のアクセスネットワーク識別子が使用されている場合、ネットワークデバイスによ
って、アップリンクチャネルリソースの時間‐周波数位置に対応するRA-RNTIを用いてダ
ウンリンクチャネルリソースをスケジュールするステップと、ダウンリンクチャネルリソ
ースを用いて第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するステップとを含む。
【００２３】
　第1の態様の第15の可能な実装方法によれば、第17の可能な実装方法において、ネット
ワークデバイスによって第3のアクセスネットワーク識別子の異なる判定結果に従って異
なる方法で第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するステップは、
　第3のアクセスネットワーク識別子が使用されていない場合、ネットワークデバイスに
よって第3のアクセスネットワーク識別子を用いてダウンリンクチャネルリソースをスケ
ジュールするステップと、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネット
ワーク識別子をUEに送信するステップとを含む。
【００２４】
　第2の態様によれば、本発明の一実施形態は、ランダムアクセス方法を提供し、方法は
、
　UEによって、アクセス状況に応じてネットワークデバイスに識別情報を送信するステッ
プと、
　UEによって、ネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク識
別子を受信するステップであって、第1のアクセスネットワーク識別子は、ネットワーク
デバイスによって識別情報に従ってUEに割り当てられたアクセスネットワーク識別子であ
り、また第1のアクセスネットワーク識別子は、ネットワークデバイスがUEにリソースを
割り当てるために使用される、ステップとを含む。
【００２５】
　第2の態様によれば、第2の態様の第1の可能な実装方法では、UEがアクセス状況に応じ
てネットワークデバイスに識別情報を送信するステップは、
　UEによって、アップリンクチャネルリソースを用いてアクセス状況に応じてネットワー
クデバイスに識別情報を送信するステップを含む。
【００２６】
　第2の態様の第1の可能な実装方法によれば、第2の可能な実施方法において、アップリ
ンクチャネルリソースは、ランダムアクセスのために使用される時間‐周波数リソースを
含む。
【００２７】
　第2の態様の第1又は第2の可能な実装方法によれば、第3の可能な実装方法において、方
法は、
　UEによって、アップリンクチャネルリソースを用いてBSR情報をネットワークデバイス
に送信するステップであって、BSR情報は、ネットワークデバイスが識別情報を参照して
第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割り当てるために使用され、BSR情報はUEの送信
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予定データのサイズを含む、ステップをさらに含む。
【００２８】
　第2の態様の第1から第3の可能な実装方法のいずれかによれば、第4の可能な実装方法で
は、方法は、
　UEによって、アップリンクチャネルリソースを用いて接続確立原因情報をネットワーク
デバイスに送信するステップをさらに含む。
【００２９】
　第2の態様の第2の態様から第4の可能な実装方法のいずれかによれば、第5の可能な実装
方法において、第1のアクセスネットワーク識別子はC-RNTIを含む。
【００３０】
　第2の態様から第2の態様の第5の可能な実装方法のいずれかによれば、第6の可能な実装
方法では、ネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク識別子
をUEが受信するステップは、
　PDSCHを用いてネットワークデバイスによって送信される第1のアクセスネットワーク識
別子及び識別情報をUEが受信するステップと、
　識別情報に従ってPDSCHからの第1のアクセスネットワーク識別子をUEが判定するステッ
プとを含む。
【００３１】
　第2の態様の第6の可能な実装方法によれば、第7の可能な実装方法では、UEによって識
別情報に従ってPDSCHからの第1のアクセスネットワーク識別子を判定する前に、方法は、
　PDSCHのスケジューリング情報であり、かつDCIを用いてネットワークデバイスによって
送信されるスケジューリング情報を、UEが受信するステップであって、スケジューリング
情報はUEに対応する時間‐周波数リソース位置を含むステップをさらに含み、
　それに対応して、識別情報に従ってPDSCHからの第1のアクセスネットワーク識別子をUE
が判定するステップは、
　識別情報と、UEに対応する時間‐周波数リソース位置とに従って、PDSCHからの第1のア
クセスネットワーク識別子をUEが判定するステップを含む。
【００３２】
　第2の態様から第2の態様の第7の可能な実装方法のいずれかによれば、第8の可能な実装
方法において、アクセスネットワーク識別子又はコアネットワーク識別子がUEに割り当て
られていない場合、又はUEに既に割り当てられている識別子が無効である場合、識別情報
は、UEによって選択された乱数列を含む。
【００３３】
　第2の態様から第2の態様の第7の可能な実装方法のいずれかによれば、第9の可能な実装
方法において、UEがアイドル状態にあり、コアネットワーク識別子がUEに既に割り当てら
れている場合、識別情報は、UEのコアネットワーク識別子を含む。
【００３４】
　第2の態様の第9の可能な実装方法によれば、第10の可能な実装方法では、UEのコアネッ
トワーク識別子は、MMEによってUEに割り当てられた一時的なモバイル加入者識別情報を
含む。
【００３５】
　第2の態様から第2の態様の第5の可能な実装方法のいずれかによれば、第11の可能な実
装方法において、第2のアクセスネットワーク識別子が既にUEに割り当てられており、第2
のアクセスネットワーク識別子が使用されていない場合、識別情報は第2のアクセスネッ
トワーク識別子を含み、第2のアクセスネットワーク識別子はC-RNTIである。
【００３６】
　第2の態様の第11の可能な実装方法によれば、第12の可能な実装方法において、ネット
ワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク識別子をUEが受信するス
テップは、
　アップリンクチャネルリソースの時間‐周波数位置に対応するRA-RNTIを用いてスケジ
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ュールされたダウンリンクチャネルリソースを用いてネットワークデバイスによって送信
される第1のアクセスネットワーク識別子及び第2のアクセスネットワーク識別子を、UEが
受信するステップを含む。
【００３７】
　第2の態様の第11の可能な実装方法によれば、第13の可能な実装方法において、ネット
ワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク識別子をUEが受信するス
テップは、
　第2のアクセスネットワーク識別子を用いてスケジュールされたダウンリンクチャネル
リソースを用いてネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク
識別子を、UEが受信するステップを含む。
【００３８】
　第2の態様から第2の態様の第5の可能な実装方法のいずれかによれば、第14の可能な実
装方法において、UEでセルハンドオーバが行われ、UEに第3のアクセスネットワーク識別
子が既に割り当てられている場合、識別情報は、第3のアクセスネットワーク識別子を含
み、第3のアクセスネットワーク識別子は、ネットワークデバイスが位置するセルを除く
別のセルのネットワークデバイスによってUEに割り当てられた識別子を含み、
　ネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク識別子をUEが受
信するステップは、
　第3のアクセスネットワーク識別子の異なる判定結果に従って異なる方法でネットワー
クデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク識別子を、UEが受信するステ
ップを含む。
【００３９】
　第2の態様の第14の可能な実装方法によれば、第15の可能な実装方法において、第3のア
クセスネットワーク識別子の異なる判定結果に従って異なる方法でネットワークデバイス
によって送信された第1のアクセスネットワーク識別子をUEが受信するステップは、
　第3のアクセスネットワーク識別子が使用されている場合、アップリンクチャネルリソ
ースの時間‐周波数位置に対応するRA-RNTIを用いてスケジュールされたダウンリンクチ
ャネルリソースを用いてネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネット
ワーク識別子を、UEが受信するステップを含む。
【００４０】
　第2の態様の第14の可能な実装方法によれば、第16の可能な実装方法では、第3のアクセ
スネットワーク識別子の異なる判定結果に従って異なる方法でネットワークデバイスによ
って送信された第1のアクセスネットワーク識別子をUEが受信するステップは、
　第3のアクセスネットワーク識別子が使用されていない場合、第3のアクセスネットワー
ク識別子を用いてスケジュールされたダウンリンクチャネルリソースを用いてネットワー
クデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク識別子を、UEが受信するステ
ップを含む。
【００４１】
　第3の態様によれば、本発明の一実施形態は、ネットワークデバイスを提供し、ネット
ワークデバイスは、受信モジュールと、割当てモジュールと、送信モジュールとを含み、
受信モジュールと、割当てモジュールと、送信モジュールとは連続的に接続され、
　受信モジュールは、アクセス状況に応じてUEによって送信された識別情報を受信し、ま
た識別情報を割当てモジュールに送信するように構成され、
　割当てモジュールは、識別情報に従って第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割り
当て、また第1のアクセスネットワーク識別子を送信モジュールに送信するように構成さ
れ、
　送信モジュールは、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するように構成され
、
　割当てモジュールは、第1のアクセスネットワーク識別子に従ってUEにリソースを割り
当てるようにさらに構成されている。
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【００４２】
　第3の態様によれば、第3の態様の第1の可能な実装方法において、受信モジュールは、
アップリンクチャネルリソースを用いてアクセス状況に応じてUEによって送信された識別
情報を受信するようにさらに構成されている。
【００４３】
　第3の態様の第1の可能な実装方法によれば、第2の可能な実装方法において、アップリ
ンクチャネルリソースは、ランダムアクセスのために使用される時間‐周波数リソースを
含む。
【００４４】
　第3の態様の第1又は第2の可能な実装方法によれば、第3の可能な実装方法において、
　受信モジュールは、アップリンクチャネルリソースを用いてUEによって送信されたBSR
情報を受信し、またBSR情報を割当てモジュールに送信するようにさらに構成され、BSR情
報はUEの送信予定データのサイズを含み、
　それに対応して、割当てモジュールは、識別情報及びBSR情報に従って第1のアクセスネ
ットワーク識別子をUEに割り当てるようにさらに構成されている。
【００４５】
　第3の態様の第1から第3の可能な実装方法のいずれかによれば、第4の可能な実装方法に
おいて、
　受信モジュールは、アップリンクチャネルリソースを用いてUEによって送信された接続
確立原因情報を受信するようにさらに構成されている。
【００４６】
　第3の態様から第3の態様の第4の可能な実装方法のいずれかによれば、第5の可能な実装
方法において、第1のアクセスネットワーク識別子はC-RNTIを含む。
【００４７】
　第3の態様から第3の態様の第5の可能な実装方法のいずれかによれば、第6の可能な実装
方法において、
　送信モジュールは、PDSCHを用いて第1のアクセスネットワーク識別子及び識別情報をUE
に送信するようにさらに構成され、識別情報は、UEがPDSCHからの第1のアクセスネットワ
ーク識別子を判定するために使用される。
【００４８】
　第3の態様の第6の可能な実装方法によれば、第7の可能な実装方法において、
　送信モジュールは、DCIを用いてPDSCHのスケジューリング情報をUEに送信するようにさ
らに構成され、スケジューリング情報はUEに対応する時間‐周波数リソース位置を含み、
UEに対応する時間‐周波数リソース位置は、UEが識別情報を参照してPDSCHからの第1のア
クセスネットワーク識別子を判定するために使用される。
【００４９】
　第3の態様から第3の態様の第7の可能な実装方法のいずれかによれば、第8の可能な実装
方法において、アクセスネットワーク識別子又はコアネットワーク識別子がUEに割り当て
られていない場合、又はUEに既に割り当てられている識別子が無効である場合、受信モジ
ュールによって受信された識別情報は、UEによって選択された乱数列を含む。
【００５０】
　第3の態様から第3の態様の第7の可能な実装方法のいずれかによれば、第9の可能な実装
方法において、UEがアイドル状態にあり、コアネットワーク識別子がUEに既に割り当てら
れている場合、受信モジュールによって受信された識別情報は、UEのコアネットワーク識
別子を含む。
【００５１】
　第3の態様の第9の可能な実装方法によれば、第10の可能な実装方法において、UEのコア
ネットワーク識別子は、MMEによってUEに割り当てられた一時的なモバイル加入者識別情
報を含む。
【００５２】
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　第3の態様から第3の態様の第5の可能な実装方法のいずれかによれば、第11の可能な実
装方法において、第2のアクセスネットワーク識別子が既にUEに割り当てられている場合
、受信モジュールによって受信された識別情報は、第2のアクセスネットワーク識別子を
含み、第2のアクセスネットワーク識別子はC-RNTIであり、
　ネットワークデバイスは、第1の判定モジュールをさらに含み、第1の判定モジュールは
、受信モジュール及び割当てモジュールに接続され、
　第1の判定モジュールは、割当てモジュールが識別情報に従って第1のアクセスネットワ
ーク識別子をUEに割り当てる前に、第2のアクセスネットワーク識別子が使用されている
かどうかを判定し、また第2のアクセスネットワーク識別子の判定結果を割当てモジュー
ルに送信するように構成され、
　それに対応して、割当てモジュールは、第2のアクセスネットワーク識別子が使用され
ている場合、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割り当てるようにさらに構成され
ている。
【００５３】
　第3の態様の第11の可能な実装方法によれば、第12の可能な実装方法において、ネット
ワークデバイスは、第1のスケジューリングモジュールをさらに含み、第1のスケジューリ
ングモジュールは、割当てモジュール及び送信モジュールに接続され、
　第1のスケジューリングモジュールは、アップリンクチャネルリソースの時間‐周波数
位置に対応するRA-RNTIを用いてダウンリンクチャネルリソースをスケジュールするよう
に構成され、
　送信モジュールは、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネットワー
ク識別子及び第2のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するようにさらに構成されて
いる。
【００５４】
　第3の態様の第11の可能な実装方法によれば、第13の可能な実装方法において、ネット
ワークデバイスは、第2のスケジューリングモジュールをさらに含み、第2のスケジューリ
ングモジュールは、割当てモジュール及び送信モジュールに接続され、
　第2のスケジューリングモジュールは、第2のアクセスネットワーク識別子を用いてダウ
ンリンクチャネルリソースをスケジュールするように構成され、
　送信モジュールは、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネットワー
ク識別子をUEに送信するようにさらに構成されている。
【００５５】
　第3の態様の第11から第13の可能な実装方法のいずれかによれば、第14の可能な実装方
法において、割当てモジュールは、第2のアクセスネットワーク識別子が使用されていな
い場合、第2のアクセスネットワーク識別子に従ってUEにリソースを割り当てるようにさ
らに構成されている。
【００５６】
　第3の態様から第3の態様の第5の可能な実装方法のいずれかによれば、第15の可能な実
装方法において、UEでセルハンドオーバが行われ、UEに第3のアクセスネットワーク識別
子が既に割り当てられている場合、受信モジュールによって受信された識別情報は、第3
のアクセスネットワーク識別子を含み、第3のアクセスネットワーク識別子は、ネットワ
ークデバイスが位置するセルを除く別のセルのネットワークデバイスによってUEに割り当
てられた識別子を含み、
　ネットワークデバイスは、第2の判定モジュールをさらに含み、第2の判定モジュールは
、受信モジュール及び割当てモジュールに接続され、
　第2の判定モジュールは、割当てモジュールが識別情報に従って第1のアクセスネットワ
ーク識別子をUEに割り当てる前に、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されている
かどうかを判定し、また第3のアクセスネットワーク識別子の判定結果を割当てモジュー
ルに送信するように構成され、
　それに対応して、送信モジュールは、第3のアクセスネットワーク識別子の異なる判定
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結果に従って異なる方法で、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するようにさ
らに構成されている。
【００５７】
　第3の態様の第15の可能な実装方法によれば、第16の可能な実装方法では、ネットワー
クデバイスは、第3のスケジューリングモジュールをさらに含み、第3のスケジューリング
モジュールは、割当てモジュール及び送信モジュールに接続され、
　第3のスケジューリングモジュールは、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されて
いる場合、アップリンクチャネルリソースの時間‐周波数位置に対応するRA-RNTIを用い
てダウンリンクチャネルリソースをスケジュールするように構成され、
　送信モジュールは、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネットワー
ク識別子をUEに送信するようにさらに構成されている。
【００５８】
　第3の態様の第15の可能な実装方法によれば、第17の可能な実装方法において、ネット
ワークデバイスは、第4のスケジューリングモジュールをさらに含み、第4のスケジューリ
ングモジュールは、割当てモジュール及び送信モジュールに接続され、
　第4のスケジューリングモジュールは、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されて
いない場合、第3のアクセスネットワーク識別子を用いてダウンリンクチャネルリソース
をスケジュールするように構成され、
　送信モジュールは、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネットワー
ク識別子をUEに送信するようにさらに構成されている。
【００５９】
　第4の態様によれば、本発明の実施形態は、UEをさらに提供し、UEは、送信モジュール
と、受信モジュールとを含み、送信モジュールと受信モジュールとは接続され、
　送信モジュールは、アクセス状況に応じてネットワークデバイスに識別情報を送信する
ように構成され、
　受信モジュールは、ネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワ
ーク識別子を受信するように構成され、第1のアクセスネットワーク識別子は、識別情報
に従ってネットワークデバイスによってUEに割り当てられたアクセスネットワーク識別子
であり、第1のアクセスネットワーク識別子は、ネットワークデバイスがUEにリソースを
割り当てるために使用される。
【００６０】
　第4の態様によれば、第1の可能な実装方法において、送信モジュールは、アップリンク
チャネルリソースを用いて、アクセス状況に応じて、ネットワークデバイスに識別情報を
送信するようにさらに構成されている。
【００６１】
　第4の態様の第1の可能な実装方法によれば、第2の可能な実装方法において、アップリ
ンクチャネルリソースは、ランダムアクセスのために使用される時間‐周波数リソースを
含む。
【００６２】
　第4の態様の第1又は第2の可能な実装方法によれば、第3の可能な実装方法において、送
信モジュールは、アップリンクチャネルリソースを用いてネットワークデバイスにBSR情
報を送信するようにさらに構成され、BSR情報は、ネットワークデバイスが識別情報を参
照して第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割り当てるために使用され、BSR情報はUE
の送信予定データのサイズを含む。
【００６３】
　第4の態様の第1から第3の可能な実装方法のいずれかによれば、第4の可能な実装方法に
おいて、送信モジュールは、アップリンクチャネルリソースを用いてネットワークデバイ
スに接続確立原因情報を送信するようにさらに構成されている。
【００６４】
　第4の態様から第4の態様の第4の可能な実装方法のいずれかによれば、第5の可能な実装
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方法において、受信モジュールによって受信される第1のアクセスネットワーク識別子は
、C-RNTIを含む。
【００６５】
　第4の態様から第4の態様の第5の可能な実装方法のいずれかによれば、第6の可能な実装
方法において、UEは判定モジュールをさらに含み、判定モジュールと受信モジュールとは
接続され、
　受信モジュールは、PDSCHを用いてネットワークによって送信される第1のアクセスネッ
トワーク識別子及び識別情報を受信し、またPDSCH及び識別情報を判定モジュールに送信
するようにさらに構成され、
　判定モジュールは、識別情報に従ってPDSCHからの第1のアクセスネットワーク識別子を
判定するように構成されている。
【００６６】
　第4の態様の第6の可能な実装方法によれば、第7の可能な実装方法において、受信モジ
ュールは、判定モジュールがPDSCHからの第1のアクセスネットワーク識別子を判定する前
に、PDSCHのスケジューリング情報であり、かつDCIを用いてネットワークデバイスによっ
て送信されるスケジューリング情報を受信し、またスケジューリング情報を判定モジュー
ルに送信するようにさらに構成され、スケジューリング情報はUEに対応する時間‐周波数
リソース位置を含み、
　判定モジュールは、識別情報及びUEに対応する時間‐周波数リソース位置に従って、PD
SCHからの第1のアクセスネットワーク識別子を判定するようにさらに構成されている。
【００６７】
　第4の態様から第4の態様の第7の可能な実装方法のいずれかによれば、第8の可能な実装
方法において、アクセスネットワーク識別子又はコアネットワーク識別子がUEに割り当て
られていない場合、又はUEに既に割り当てられている識別子が無効である場合、識別情報
は、UEによって選択された乱数列を含む。
【００６８】
　第4の態様から第4の態様の第7の可能な実装方法のいずれかによれば、第9の可能な実装
方法において、UEがアイドル状態にあり、コアネットワーク識別子がUEに既に割り当てら
れている場合、識別情報は、UEのコアネットワーク識別子を含む。
【００６９】
　第4の態様の第9の可能な実装方法によれば、第10の可能な実装方法において、UEのコア
ネットワーク識別子は、MMEによってUEに割り当てられた一時的なモバイル加入者識別情
報を含む。
【００７０】
　第4の態様から第4の態様の第5の可能な実装方法のいずれかによれば、第11の可能な実
装方法において、第2のアクセスネットワーク識別子が既にUEに割り当てられており、第2
のアクセスネットワーク識別子が使用されていない場合、識別情報は第2のアクセスネッ
トワーク識別子を含み、第2のアクセスネットワーク識別子はC-RNTIである。
【００７１】
　第4の態様の第11の可能な実装方法によれば、第12の可能な実装方法において、受信モ
ジュールは、アップリンクチャネルリソースの時間‐周波数位置に対応するRA-RNTIを用
いてスケジュールされたダウンリンクチャネルを用いてネットワークデバイスによって送
信される、第1のアクセスネットワーク識別子及び第2のアクセスネットワーク識別子を受
信するようにさらに構成されている。
【００７２】
　第4の態様の第11の可能な実装方法によれば、第13の可能な実装方法において、受信モ
ジュールは、第2のアクセスネットワーク識別子を用いてスケジュールされたダウンリン
クチャネルリソースを用いてネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネ
ットワーク識別子を受信するようにさらに構成されている。
【００７３】
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　第4の態様から第4の態様の第5の可能な実装方法のいずれかによれば、第14の可能な実
装方法において、UEでセルハンドオーバが行われ、UEに第3のアクセスネットワーク識別
子が既に割り当てられている場合、識別情報は、第3のアクセスネットワーク識別子を含
み、第3のアクセスネットワーク識別子は、ネットワークデバイスが位置するセルを除く
別のセルのネットワークデバイスによってUEに割り当てられた識別子を含み、
　受信モジュールは、第3のアクセスネットワーク識別子の異なる判定結果に従って異な
る方法でネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク識別子を
受信するようにさらに構成されている。
【００７４】
　第4の態様の第14の可能な実装方法によれば、第15の可能な実装方法では、受信モジュ
ールは、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されている場合、アップリンクチャネ
ルリソースの時間‐周波数位置に対応するRA-RNTIを用いてスケジュールされたダウンリ
ンクチャネルリソースを用いてネットワークデバイスによって送信された第1のアクセス
ネットワーク識別子を受信するようにさらに構成されている。
【００７５】
　第4の態様の第14の可能な実装方法によれば、第16の可能な実装方法において、受信モ
ジュールは、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されていない場合、第3のアクセス
ネットワーク識別子を用いてスケジュールされたダウンリンクチャネルリソースを用いて
ネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク識別子を受信する
ようにさらに構成される。
【００７６】
　第5の態様によれば、本発明の一実施形態は、ネットワークデバイスをさらに提供し、
ネットワークデバイスは、受信機と、プロセッサと、送信機とを含み、受信機と、プロセ
ッサと、送信機とは連続的に接続され、
　受信機は、アクセス状況に応じてUEによって送信された識別情報を受信し、また識別情
報をプロセッサに送信するように構成され、
　プロセッサは、識別情報に従って、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割り当て
、また第1のアクセスネットワーク識別子を送信機に送信するように構成され、
　送信機は、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するように構成され、
　プロセッサは、第1のアクセスネットワーク識別子に従ってUEにリソースを割り当てる
ようにさらに構成されている。
【００７７】
　第5の態様によれば、第5の態様の第1の可能な実装方法において、受信機は、アップリ
ンクチャネルリソースを用いてアクセス状況に応じてUEによって送信された識別情報を受
信するようにさらに構成されている。
【００７８】
　第5の態様の第1の可能な実装方法によれば、第2の可能な実装方法において、アップリ
ンクチャネルリソースは、ランダムアクセスのために使用される時間‐周波数リソースを
含む。
【００７９】
　第5の態様の第1又は第2の可能な実装方法によれば、第3の可能な実装方法において、受
信機は、アップリンクチャネルリソースを用いてUEによって送信されたBSR情報を受信し
、またBSR情報をプロセッサに送信するようにさらに構成され、BSR情報はUEの送信予定デ
ータのサイズを含み、
　それに応じて、プロセッサは、識別情報及びBSR情報に従って第1のアクセスネットワー
ク識別子をUEに割り当てるようにさらに構成されている。
【００８０】
　第5の態様の第1から第3の可能な実装方法のいずれかによれば、第4の可能な実装方法に
おいて、受信機は、アップリンクチャネルリソースを用いてUEによって送信された接続確
立原因情報を受信するようにさらに構成されている。
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【００８１】
　第5の態様から第5の態様の第4の可能な実装方法のいずれかによれば、第5の可能な実装
方法において、第1のアクセスネットワーク識別子はC-RNTIを含む。
【００８２】
　第5の態様から第5の態様の第5の可能な実装方法のいずれかによれば、第6の可能な実装
方法において、送信機は、PDSCHを用いて第1のアクセスネットワーク識別子及び識別情報
をUEに送信するようにさらに構成され、識別情報は、UEがPDSCHからの第1のアクセスネッ
トワーク識別子を判定するために使用される。
【００８３】
　第5の態様の第6の可能な実装方法によれば、第7の可能な実装方法において、送信機は
、DCIを用いてPDSCHのスケジューリング情報をUEに送信するようにさらに構成され、スケ
ジューリング情報は、UEに対応する時間‐周波数リソース位置を含み、UEに対応する時間
‐周波数リソース位置は、UEが識別情報を参照してPDSCHからの第1のアクセスネットワー
ク識別子を判定するために使用される。
【００８４】
　第5の態様から第5の態様の第7の可能な実装方法のいずれかによれば、第8の可能な実装
方法において、アクセスネットワーク識別子又はコアネットワーク識別子がUEに割り当て
られていない場合、又はUEに既に割り当てられている識別子が無効である場合、受信機に
よって受信された識別情報は、UEによって選択された乱数列を含む。
【００８５】
　第5の態様から第5の態様の第7の可能な実装方法のいずれかによれば、第9の可能な実装
方法において、UEがアイドル状態にあり、コアネットワーク識別子がUEに既に割り当てら
れている場合、受信機によって受信された識別情報は、UEのコアネットワーク識別子を含
む。
【００８６】
　第5の態様の第9の可能な実装方法によれば、第10の可能な実装方法では、UEのコアネッ
トワーク識別子は、MMEによってUEに割り当てられた一時的なモバイル加入者識別情報を
含む。
【００８７】
　第5の態様から第5の態様の第5の可能な実装方法のいずれかによれば、第11の可能な実
装方法において、第2のアクセスネットワーク識別子が既にUEに割り当てられている場合
、受信機によって受信される識別情報は、第2のアクセスネットワーク識別子を含み、第2
のアクセスネットワーク識別子はC-RNTIであり、
　プロセッサは、識別情報に従って第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割り当てる
前に、第2のアクセスネットワーク識別子が使用されているかどうかを判定し、第2のアク
セスネットワーク識別子が使用されている場合、第1のアクセスネットワーク識別子をUE
に割り当てるようにさらに構成されている。
【００８８】
　第5の態様の第11の可能な実装方法によれば、第12の可能な実装方法において、プロセ
ッサは、アップリンクチャネルリソースの時間‐周波数位置に対応するRA-RNTIを用いて
ダウンリンクチャネルリソースをスケジュールするようにさらに構成され、
　送信機は、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネットワーク識別子
及び第2のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するようにさらに構成されている。
【００８９】
　第5の態様の第11の可能な実装方法によれば、第13の可能な実装方法において、プロセ
ッサは、第2のアクセスネットワーク識別子を用いてダウンリンクチャネルリソースをス
ケジュールするようにさらに構成され、
　送信機は、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネットワーク識別子
をUEに送信するようにさらに構成されている。
【００９０】
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　第5の態様の第11から第13の可能な実装方法のいずれかによれば、第14の可能な実装方
法において、プロセッサは、第2のアクセスネットワーク識別子が使用されていない場合
、第2のアクセスネットワーク識別子に従ってUEにリソースを割り当てるようにさらに構
成されている。
【００９１】
　第5の態様から第5の態様の第5の可能な実装方法のいずれかによれば、第15の可能な実
装方法において、UEでセルハンドオーバが行われ、UEに第3のアクセスネットワーク識別
子が既に割り当てられている場合、受信機によって受信された識別情報は、第3のアクセ
スネットワーク識別子を含み、第3のアクセスネットワーク識別子は、ネットワークデバ
イスが位置するセルを除く別のセルのネットワークデバイスによってUEに割り当てられた
識別子を含み、
　プロセッサは、識別情報に従って第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割り当てる
前に、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されているかどうかを判定するようにさ
らに構成され、
　送信機は、第3のアクセスネットワーク識別子の異なる判定結果に従って異なる方法で
、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するようにさらに構成されている。
【００９２】
　第5の態様の第15の可能な実装方法によれば、第16の可能な実装方法において、プロセ
ッサは、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されている場合、アップリンクチャネ
ルリソースの時間‐周波数位置に対応するRA-RNTIを用いてダウンリンクチャネルリソー
スをスケジュールするようにさらに構成され、
　送信機は、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネットワーク識別子
をUEに送信するようにさらに構成されている。
【００９３】
　第5の態様の第15の可能な実装方法によれば、第17の可能な実装方法において、プロセ
ッサは、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されていない場合、第3のアクセスネッ
トワーク識別子を用いてダウンリンクチャネルリソースをスケジュールするようにさらに
構成され、
　送信機は、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネットワーク識別子
をUEに送信するようにさらに構成されている。
【００９４】
　第6の態様によれば、本発明の実施形態は、UEをさらに提供し、UEは、受信機と、プロ
セッサと、送信機とを含み、受信機と、プロセッサと、送信機とは連続的に接続され、
　送信機は、アクセス状況に応じてネットワークデバイスに識別情報を送信するように構
成され、
　受信機は、ネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク識別
子を受信するように構成され、第1のアクセスネットワーク識別子は、識別情報に従って
ネットワークデバイスによってUEに割り当てられたアクセスネットワーク識別子であり、
第1のアクセスネットワーク識別子は、ネットワークデバイスがUEにリソースを割り当て
るために使用される。
【００９５】
　第6の態様によれば、第6の態様の第1の可能な実装方法において、送信機は、アップリ
ンクチャネルリソースを用いて、アクセス状況に応じて、ネットワークデバイスに識別情
報を送信するようにさらに構成されている。
【００９６】
　第6の態様の第1の可能な実装方法によれば、第2の可能な実装方法において、アップリ
ンクチャネルリソースは、ランダムアクセスのために使用される時間‐周波数リソースを
含む。
【００９７】
　第6の態様の第1又は第2の可能な実装方法によれば、第3の可能な実装方法において、送
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信機は、アップリンクチャネルリソースを用いてBSR情報をネットワークデバイスに送信
するようにさらに構成され、BSR情報は、ネットワークデバイスが識別情報を参照して第1
のアクセスネットワーク識別子をUEに割り当てるために使用され、BSR情報は、UEの送信
予定データのサイズを含む。
【００９８】
　第6の態様の第1から第3の可能な実装方法のいずれかによれば、第4の可能な実装方法に
おいて、送信機は、アップリンクチャネルリソースを用いてネットワークデバイスに接続
確立原因情報を送信するようにさらに構成されている。
【００９９】
　第6の態様から第6の態様の第4の可能な実装方法のいずれかによれば、第5の可能な実装
方法において、受信機によって受信された第1のアクセスネットワーク識別子は、C-RNTI
を含む。
【０１００】
　第6の態様から第6の態様の第5の可能な実装方法のいずれかによれば、第6の可能な実装
方法において、受信機は、ネットワークデバイスによってPDSCHを用いて送信された第1の
アクセスネットワーク識別子及び識別情報を受信し、またPDSCH及び識別情報をプロセッ
サに送信するようにさらに構成され、
　プロセッサは、識別情報に従ってPDSCHからの第1のアクセスネットワーク識別子を判定
するようにさらに構成されている。
【０１０１】
　第6の態様の第6の可能な実装方法によれば、第7の可能な実装方法において、受信機は
、プロセッサが識別情報に従ってPDSCHからの第1のアクセスネットワーク識別子を判定す
る前に、PDSCHのスケジューリング情報であり、かつDCIを用いてネットワークデバイスに
よって送信されるスケジューリング情報を受信し、またスケジューリング情報をプロセッ
サに送信するようにさらに構成され、スケジューリング情報は、UEに対応する時間‐周波
数リソース位置を含み、
　プロセッサは、識別情報及びUEに対応する時間‐周波数リソース位置に従ってPDSCHか
らの第1のアクセスネットワーク識別子を判定するようにさらに構成されている。
【０１０２】
　第6の態様から第6の態様の第7の可能な実装方法のいずれかによれば、第8の可能な実装
方法において、アクセスネットワーク識別子又はコアネットワーク識別子がUEに割り当て
られていない場合、又はUEに既に割り当てられている識別子が無効である場合、識別情報
は、UEによって選択された乱数列を含む。
【０１０３】
　第6の態様から第6の態様の第7の可能な実装方法のいずれかによれば、第9の可能な実装
方法において、UEがアイドル状態にあり、コアネットワーク識別子がUEに既に割り当てら
れている場合、識別情報は、UEのコアネットワーク識別子を含む。
【０１０４】
　第6の態様の第9の可能な実装方法によれば、第10の可能な実装方法では、UEのコアネッ
トワーク識別子は、MMEによってUEに割り当てられた一時的なモバイル加入者識別情報を
含む。
【０１０５】
　第6の態様から第6の態様の第5の可能な実装方法のいずれかによれば、第11の可能な実
装方法において、第2のアクセスネットワーク識別子が既にUEに割り当てられており、第2
のアクセスネットワーク識別子が使用されていない場合、識別情報は第2のアクセスネッ
トワーク識別子を含み、第2のアクセスネットワーク識別子はC-RNTIである。
【０１０６】
　第6の態様の第11の可能な実装方法によれば、第12の可能な実装方法において、受信機
は、アップリンクチャネルリソースの時間‐周波数位置に対応するRA-RNTIを用いてスケ
ジュールされたダウンリンクチャネルリソースを用いてネットワークデバイスによって送
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信される、第1のアクセスネットワーク識別子及び第2のアクセスネットワーク識別子を受
信するようにさらに構成されている。
【０１０７】
　第6の態様の第11の可能な実装方法によれば、第13の可能な実装方法において、受信機
は、第2のアクセスネットワーク識別子を用いてスケジュールされたダウンリンクチャネ
ルリソースを用いてネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワー
ク識別子を受信するようにさらに構成されている。
【０１０８】
　第6の態様から第6の態様の第5の可能な実装方法のいずれかによれば、第14の可能な実
装方法において、UEでセルハンドオーバが行われ、UEに第3のアクセスネットワーク識別
子が既に割り当てられている場合、識別情報は、第3のアクセスネットワーク識別子を含
み、第3のアクセスネットワーク識別子は、ネットワークデバイスが位置するセルを除く
別のセルのネットワークデバイスによってUEに割り当てられた識別子を含み、
　受信機は、第3のアクセスネットワーク識別子の異なる判定結果に従って異なる方法で
ネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク識別子を受信する
ようにさらに構成されている。
【０１０９】
　第6の態様の第14の可能な実装方法によれば、第15の可能な実装方法において、受信機
は、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されている場合、アップリンクチャネルリ
ソースの時間‐周波数位置に対応するRA-RNTIを用いてスケジュールされたダウンリンク
チャネルリソースを用いてネットワークデバイスによって送信された、第1のアクセスネ
ットワーク識別子を受信するようにさらに構成される。
【０１１０】
　第6の態様の第14の可能な実装方法によれば、第16の可能な実装方法において、受信機
は、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されていない場合、第3のアクセスネットワ
ーク識別子を用いてスケジュールされたダウンリンクチャネルリソースを用いてネットワ
ークデバイスによって送信された、第1のアクセスネットワーク識別子を受信するように
さらに構成される。
【０１１１】
　本発明の実施形態に係るランダムアクセス方法、ネットワークデバイス及びユーザ機器
によれば、ネットワークデバイスは、アクセス状況に応じてUEによって送信された受信し
た識別情報に従って第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割り当て、第1のアクセスネ
ットワーク識別子をUEに送信した後、第1のアクセスネットワーク識別子に従ってUEにリ
ソースを割り当てるだけでよく、その結果、UEがネットワークデバイスにアクセスするた
めに使用するリソースを削減し、シグナリングオーバーヘッドを削減することができる。
【０１１２】
　本発明の実施形態又は先行技術における技術的解決方法をより明確に説明するために、
実施形態又は先行技術を説明するために必要な添付図面を以下に簡単に説明する。当然な
がら、以下の説明における添付図面は、本発明のいくつかの実施形態を示しているにすぎ
ず、当業者は創造的な努力なしにこれらの添付図面からさらに他の図面を導き出すことが
できる。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】本発明の実施形態1に係るランダムアクセス方法のフローチャートである。
【図２】本発明の実施形態2に係るランダムアクセス方法のフローチャートである。
【図３】本発明の実施形態3に係るランダムアクセス方法のフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態4に係るランダムアクセス方法のフローチャートである。
【図５】本発明の実施形態5に係るランダムアクセス方法のフローチャートである。
【図６】本発明の実施形態6に係るランダムアクセス方法のフローチャートである。
【図７】本発明の実施形態6に係る別のランダムアクセス方法のフローチャートである。
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【図８】本発明の実施形態6に係るさらに別のランダムアクセス方法のフローチャートで
ある。
【図９】本発明の実施形態7に係るネットワークデバイスの概略構成図である。
【図１０】本発明の実施形態8に係るUEの概略構成図である。
【図１１】本発明の実施形態9に係るネットワークデバイスの概略構成図である。
【図１２】本発明の実施形態10に係るUEの概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【０１１４】
　本発明の実施形態が、添付の図面を参照して以下に説明される。
【０１１５】
　実施形態1
　図1は、本発明の実施形態1に係るランダムアクセス方法のフローチャートである。本方
法は、例えば、ユーザ機器（User Equipment、略してUE）が最初にネットワークにアクセ
スし、接続が中断され、ユーザ機器がネットワークに再びアクセスし、ユーザ機器がネッ
トワークにアクセスしたがアップリンクチャネルリソースがなく、ユーザ機器が再びネッ
トワークにアクセスしてリソースを申請したり、セルハンドオーバが行われたり、基地局
が再選択されたりするシナリオに適用され得る。方法は、ネットワークデバイスによって
実行されてもよい。ネットワークデバイスは、基地局のようなアクセスネットワークデバ
イスであってもよい。図1に示すように、方法は、具体的には以下のステップを含む。
【０１１６】
　ステップ101：ネットワークデバイスは、アクセス状況に応じてユーザ機器UEによって
送信された識別情報を受信する。
【０１１７】
　具体的には、UEは、異なるアプリケーションシナリオにおいて異なるアクセス状況を有
し、異なるアクセス状況のUEは異なる識別情報を有する。
【０１１８】
　ステップ102：ネットワークデバイスは、識別情報に従って第1のアクセスネットワーク
識別子をUEに割り当てる。
【０１１９】
　第1のアクセスネットワーク識別子は、ネットワークデバイスによって割り当てられる
識別情報であってもよく、また、UEがネットワークにアクセスし、アップリンク情報を送
信するか、又はネットワークデバイスによって送信されたダウンリンク情報を受信するた
めに必要な識別情報であってもよい。ネットワークデバイスが識別情報に従って第1のア
クセスネットワーク識別子をUEに割り当てるステップは、実際には、識別情報に従って第
1のアクセスネットワーク識別子に対応するリソースをUEに割り当てるステップである。
先行技術において、ネットワークデバイスは、まず、UEによって送信されたプリアンブル
シーケンス（Preamble）を受信し、ランダムアクセス応答メッセージを送信する必要があ
る。UEは、メッセージを受信した後、無線リソース制御（Radio Resource Control、略し
てRRC）接続要求メッセージを送信する。加えて、異なるUEが同じプリアンブルシーケン
スを選択することによって生じる衝突の問題を解決するために、競合解決メカニズムが必
要とされる。しかし、本実施形態の解決方法では、ネットワークデバイスは、UEによって
送信されたプリアンブルシーケンス（Preamble）を受信する必要はなく、UEに応答メッセ
ージを返す必要もない、すなわち、ネットワークデバイスは、UEによって送信された識別
情報に従って直接UEに第1のアクセスネットワーク識別子を割り当て、割り当てられた第1
のアクセスネットワーク識別子に従ってUEにリソースを割り当てることができる。したが
って、本実施形態の解決方法では、ランダムアクセス処理において使用されるリソースを
削減することができ、シグナリングオーバーヘッドを削減することができる。
【０１２０】
　ステップ103：ネットワークデバイスは、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信
する。
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【０１２１】
　ネットワークデバイスは、ダウンリンク物理チャネルを用いて第1のアクセスネットワ
ーク識別子をUEに送信することができる。ダウンリンク物理チャネルは、例えば、物理ダ
ウンリンク共有チャネル（Physical Downlink Shared Channel、略してPDSCH）又は物理
ダウンリンク制御チャネル（Physical Downlink Control Channel、略してPDCCH）であっ
てもよい。
【０１２２】
　ステップ104：ネットワークデバイスは、第1のアクセスネットワーク識別子に従ってUE
にリソースを割り当てる。
【０１２３】
　ネットワークデバイスによって、第1のアクセスネットワーク識別子に従ってUEに割り
当てられるリソースは、UEのアップリンクリソースであってもよい。アップリンクリソー
スは、UEがアップリンクデータ情報又はアップリンクシグナリング情報を送信するために
使用されてもよい。
【０１２４】
　なお、ネットワークデバイスは、第1のアクセスネットワーク識別子に従ってUEをさら
にスケジュールすることができ、すなわち、第1のアクセスネットワーク識別子に従ってU
Eにダウンリンクデータ情報及び／又はダウンリンク制御情報（Downlink Control Inform
ation、略してDCI）を送信し、第1のアクセスネットワーク識別子に従ってUEによって送
信されたアップリンクデータ情報を受信して、UEをスケジュールする。
【０１２５】
　本実施形態で提供されるランダムアクセス方法では、ネットワークデバイスは、アクセ
ス状況に応じてUEによって送信された、受信した識別情報に従って、第1のアクセスネッ
トワーク識別子をUEに割り当て、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信し、割り
当てられた第1のアクセスネットワーク識別子に従ってUEにリソースを割り当てるだけで
よく、その結果、UEがネットワークデバイスにアクセスするために使用するリソースを削
減することができ、シグナリングオーバーヘッドを削減することができる。
【０１２６】
　実施形態2
　図2は、本発明の実施形態2に係るランダムアクセス方法のフローチャートである。本実
施形態はランダムアクセス方法をさらに提供する。図2に示すように、方法は前述の実施
形態に基づく。任意選択的に、ネットワークデバイスがアクセス状況に応じてUEによって
送信された識別情報を受信する前述のステップ101は、以下を含んでいてもよい。
【０１２７】
　ステップ201：ネットワークデバイスは、アップリンクチャネルリソースを用いてアク
セス状況に応じてUEによって送信された識別情報を受信する。
【０１２８】
　具体的には、ネットワークデバイスは、ランダムアクセスメッセージ又はリソース要求
メッセージのような任意のメッセージを用いて、及びアップリンクチャネルリソースを用
いてUEによって送信された識別情報を受信することができる。
【０１２９】
　任意選択的に、上記アップリンクチャネルリソースは、ランダムアクセスのために使用
される時間‐周波数リソースを含むことができる。
【０１３０】
　具体的には、アップリンクチャネルリソースがランダムアクセスに使用される時間周波
数リソースを含む場合、ネットワークデバイスは、ランダムアクセスメッセージを用いて
対応する時間周波数リソースにおいてUEによって送信された識別情報を受信することがで
きる。
【０１３１】
　さらに、上記実施形態の解決方法に基づいて、本方法は以下を含む。
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【０１３２】
　ステップ202：ネットワークデバイスは、アップリンクチャネルリソースを用いてUEに
よって送信されたバッファステータスレポートBSR情報を受信し、BSR情報はUEの送信予定
データのサイズを含む。
【０１３３】
　それに対応して、ネットワークデバイスが識別情報に従って第1のアクセスネットワー
ク識別子をUEに割り当てる前述のステップ102は以下を含んでいてもよい。
【０１３４】
　ステップ203：ネットワークデバイスは、識別情報及びBSR情報に従って、第1のアクセ
スネットワーク識別子をUEに割り当てる。
【０１３５】
　具体的には、ネットワークデバイスは、アップリンクチャネルリソースを用いてUEによ
って送信されたバッファステータスレポート（Buffer State Report、略してBSR）情報を
さらに受信し、ネットワークデバイスは、BSR情報に含まれるUEの送信予定データのサイ
ズを参照情報として用いて、前述の識別情報を参照して、第1のアクセスネットワーク識
別子をUEに割り当てる。本実施形態の解決方法では、さらに、ネットワークデバイスによ
って判定された第1のアクセスネットワーク識別子をUEにさらに整合させて、適切なリソ
ース割当てを確実にすることができる。
【０１３６】
　さらに、方法は、
　ネットワークデバイスによって、アップリンクチャネルリソースを用いてUEによって送
信された接続確立原因情報を受信するステップをさらに含む。
【０１３７】
　具体的には、接続確立原因情報は、例えば、ランダムアクセス方法のためのトリガ条件
、すなわちアップリンクチャネルリソースを用いてUEがネットワークデバイスに識別情報
を送信するためのトリガ条件であってもよい。トリガ条件は、UEトリガ又はネットワーク
デバイストリガであってもよい。トリガ条件がネットワークデバイストリガである場合、
ネットワークデバイスは、アップリンクチャネルリソースを用いてUEによって送信された
識別情報を受信する前に、接続確立要求メッセージ等をUEにさらに送信して、識別情報を
送信するようにUEをトリガする。
【０１３８】
　なお、識別情報、BSR情報及び接続確立原因情報は全て、アップリンクチャネルリソー
スを用いて送信される。すなわち、ステップ201、ステップ202、及び接続確立原因情報を
送信するステップは、同期して実行されてもよい。アップリンクチャネルリソースが、ラ
ンダムアクセスに使用される時間‐周波数リソースを含む、すなわち、ネットワークデバ
イスが、ランダムアクセスメッセージを用いて対応する時間‐周波数リソース上でUEによ
って送信された識別情報を受信する可能性がある場合、ランダムアクセスメッセージは、
少なくともBSR情報と接続確立原因情報とをさらに含む。
【０１３９】
　任意選択的に、前述の解決方法で説明された第1のアクセスネットワーク識別子は、セ
ル無線ネットワーク一時識別子（Cell Radio Network Temporary Identity、略してC-RNT
I）を含む。
【０１４０】
　さらに、前述の解決方法において、ネットワークデバイスが第1のアクセスネットワー
ク識別子をUEに送信するステップ103は、以下を含む。
【０１４１】
　ステップ204：ネットワークデバイスは、PDSCHを用いて第1のアクセスネットワーク識
別子及び識別情報をUEに送信し、識別情報は、UEがPDSCHからの第1のアクセスネットワー
ク識別子を判定するために使用される。
【０１４２】
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　また、前述の実施形態に基づいて、方法はさらに以下を含む。
【０１４３】
　ステップ205：ネットワークデバイスは、DCIを用いてPDSCHのスケジューリング情報をU
Eに送信し、スケジューリング情報は、UEに対応する時間‐周波数リソース位置を含み、U
Eに対応する時間‐周波数リソース位置は、UEが識別情報を参照してPDSCHからの第1のア
クセスネットワーク識別子を判定するために使用される。
【０１４４】
　具体的には、スケジューリング情報に含まれるUEに対応する時間‐周波数リソース位置
は、PDSCH内にあり、かつUEに対応する情報、例えば第1のアクセスネットワーク識別子及
び識別情報を送信するための、時間‐周波数リソース位置を参照する。ネットワークデバ
イスがスケジューリング情報をUEにさらに送信することにより、UEは、スケジューリング
情報に従ってPDSCHからのUEに対応する情報を判定し、その後、識別情報に従って第1のア
クセスネットワーク識別子を判定する。本実施形態の解決方法では、ネットワークデバイ
スは、UEに識別情報及びスケジューリング情報をさらに送信するため、ネットワークデバ
イスによって割り当てられ、かつUEによって受信されたアクセスネットワーク識別子の一
意性が保証され、それによって異なるUEのアクセスネットワーク識別子の競合の問題又は
衝突の問題が回避される。
【０１４５】
　なお、本実施形態の解決方法では、ステップ204とステップ205との間に絶対時間シーケ
ンスはなく、ステップ205及びステップ204は同時に実行されてもよく、ステップ205はス
テップ204の前又は後に実行されてもよい。これは、本発明における本明細書に限定され
ない。
【０１４６】
　前述の実施形態のいずれかに記載の解決方法では、アクセスネットワーク識別子又はコ
アネットワーク識別子がUEに割り当てられていないか、又はUEに既に割り当てられている
識別子が無効である場合、識別情報は、UEによって選択された乱数列を含む。
【０１４７】
　具体的には、アクセスネットワーク識別子又はコアネットワーク識別子がUEに割り当て
られていない場合、UEは、ネットワークに最初にアクセスするシナリオにあってもよい。
既にUEに割り当てられた識別子が無効である場合、UEは、セルハンドオーバ又は基地局の
再選択を行うシナリオにあってもよい。UEによって選択される乱数列は、予め設定された
ビット数の乱数、例えば40ビットの乱数を含む文字列であってもよい。
【０１４８】
　あるいは、前述の解決方法において、UEがアイドル状態にあり、コアネットワーク識別
子が既にUEに割り当てられている場合、識別情報は、UEのコアネットワーク識別子を含む
。
【０１４９】
　具体的には、UEがアイドル状態にある場合、UEとアクセスネットワークとの間の接続は
中断され、UEは再びアクセスネットワークにアクセスする必要がある。しかしながら、UE
はコアネットワークに登録されているため、コアネットワーク識別子は既にUEに割り当て
られている。
【０１５０】
　任意選択的に、UEの前述のコアネットワーク識別子は、移動管理エンティティ（Mobili
ty Management Entity、略してMME）のようなコアネットワークデバイスによってUEに割
り当てられた、一時的なモバイル加入者識別情報（Temporary Mobile Subscriber Identi
ty、略してTMSI）を含んでいてもよい。
【０１５１】
　本実施形態で提供されるランダムアクセス方法では、第1のアクセスネットワーク識別
子がUEに送信されている時に、識別情報及びUEに対応する時間周波数リソース位置がUEに
さらに送信されるため、異なるUEによって受信されたアクセスネットワーク識別子の競合
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の問題又は衝突の問題を回避することができる。さらに、UEの2つのアクセス状況に対応
する識別情報は、異なるシナリオに対する解決方法の適用性を保証するために、例を用い
てさらに説明される。
【０１５２】
　実施形態3
　本発明の本実施形態は、ランダムアクセス方法をさらに提供する。図3は、本発明の実
施形態3に係るランダムアクセス方法のフローチャートである。
【０１５３】
　方法は、実施形態1又は実施形態2に基づく。あるいは、第2のアクセスネットワーク識
別子が既にUEに割り当てられている場合、識別情報は、第2のアクセスネットワーク識別
子を含む。第2のアクセスネットワーク識別子はC-RNTIである。
【０１５４】
　具体的には、第2のアクセスネットワーク識別子が既にUEに割り当てられている、すな
わちUEが接続状態にある場合、すなわち、UEがネットワークにアクセスしたがアップリン
クチャネルリソースがない場合、UEは、再びネットワークにアクセスしてリソースを申請
する必要がある。
【０１５５】
　図3に示すように、ネットワークデバイスが識別情報に従って第1のアクセスネットワー
ク識別子をUEに割り当てる前述のステップ102の前に、本方法は以下をさらに含む。
【０１５６】
　ステップ301：ネットワークデバイスは、第2のアクセスネットワーク識別子が使用され
ているかどうかを判定する。
【０１５７】
　具体的には、ネットワークデバイスは、第2のアクセスネットワーク識別子が使用され
ているかどうかを判定するために、例えば、ネットワークデバイスに格納されたリソース
割当てリストの検索を行って、第2のアクセスネットワーク識別子が使用されているかど
うかを判定する。ネットワークデバイスがリソース割当てリストから第2のアクセスネッ
トワーク識別子を検索することができる場合、ネットワークデバイスが第2のアクセスネ
ットワーク識別子のためのリソースを割り当てたこと、すなわち第2のアクセスネットワ
ーク識別子が他のUEによって使用されていることを示す。ネットワークデバイスがリソー
ス割当てリストから第2のアクセスネットワーク識別子を検索できない場合、ネットワー
クデバイスが第2のアクセスネットワーク識別子のリソースを割り当てていないことを示
し、したがって、第2のアクセスネットワーク識別子は使用されていない。
【０１５８】
　それに対応して、ネットワークデバイスが識別情報に従って第1のアクセスネットワー
ク識別子をUEに割り当てる前述のステップ102は以下を含んでいてもよい。
【０１５９】
　ステップ302：第2のアクセスネットワーク識別子が使用されている場合、ネットワーク
デバイスは、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割り当てる。
【０１６０】
　さらに、前述の実施形態の解決方法では、ネットワークデバイスによって、第1のアク
セスネットワーク識別子をUEに送信するステップ103は、
　アップリンクチャネルリソースの時間‐周波数位置に対応するランダムアクセス無線ネ
ットワーク一時識別子（Random Access Radio Network Temporary Identity、略してRA-R
NTI）を用いて、ダウンリンクチャネルリソースをスケジュールするステップと、ダウン
リンクチャネルリソースを用いて、第1のアクセスネットワーク識別子及び第2のアクセス
ネットワーク識別子をUEに送信するステップとを含んでいてもよい。
【０１６１】
　あるいは、前述の解決方法において、ネットワークデバイスが第1のアクセスネットワ
ーク識別子をUEに送信するステップ103は、
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　ネットワークデバイスによって、第2のアクセスネットワーク識別子を用いてダウンリ
ンクチャネルリソースをスケジュールするステップと、ダウンリンクチャネルリソースを
用いて第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するステップとを含んでいてもよい
。
【０１６２】
　任意選択的に、方法は以下をさらに含む。
【０１６３】
　ステップ303：第2のアクセスネットワーク識別子が使用されていない場合、ネットワー
クデバイスは、第2のアクセスネットワーク識別子に従ってUEにリソースを割り当てる。
【０１６４】
　すなわち、第2のアクセスネットワーク識別子が使用されていない、すなわち第2のアク
セスネットワーク識別子が有効である場合、ネットワークデバイスは、アクセスネットワ
ーク識別子をUEに再割り当てする必要はなく、第2のアクセスネットワーク識別子に従っ
てUEにリソースを割り当て、UEを直接スケジュールするだけでよい。
【０１６５】
　本実施形態はランダムアクセス方法をさらに提供する。割り当てられたUEの第2のアク
セスネットワーク識別子が判定され、次いで第2のアクセスネットワーク識別子が使用さ
れている場合、アクセスネットワーク識別子はUEに再割り当てされ、又は、第2のアクセ
スネットワーク識別子が使用されていない場合、UEは第2のアクセスネットワーク識別子
に従って直接スケジュールされる。異なるシナリオに対するランダムアクセス方法の適用
性を保証するために、複数の適用シナリオに使用される複数の実装ソリューションが提供
される。
【０１６６】
　実施形態4
　本発明の本実施形態は、ランダムアクセス方法をさらに提供する。図4は、本発明の実
施形態4に係るランダムアクセス方法のフローチャートである。
【０１６７】
　方法は、実施形態1又は実施形態2に基づく。あるいは、UEでセルハンドオーバが行われ
、UEに第3のアクセスネットワーク識別子が既に割り当てられている場合、識別情報は第3
のアクセスネットワーク識別子を含む。第3のアクセスネットワーク識別子は、ネットワ
ークデバイスが位置するセルを除く別のセルのネットワークデバイスによってUEに割り当
てられた識別子を含む。
【０１６８】
　図4に示すように、ネットワークデバイスが識別情報に従って第1のアクセスネットワー
ク識別子をUEに割り当てる前述のステップ101の前に、本方法は以下をさらに含む。
【０１６９】
　ステップ401：ネットワークデバイスは、第3のアクセスネットワーク識別子が使用され
ているかどうかを判定する。
【０１７０】
　それに対応して、前述の実施形態の解決方法において、ネットワークデバイスが第1の
アクセスネットワーク識別子をUEに送信するステップ103は、以下を含む。
【０１７１】
　ステップ402：ネットワークデバイスは、第3のアクセスネットワーク識別子の異なる判
定結果に従って異なる方法で、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信する。
【０１７２】
　具体的には、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されているかどうかにかかわら
ず、UEでセルハンドオーバが行われる場合、ネットワークデバイスは、第1のアクセスネ
ットワーク識別子をUEに再割当てする必要がある。差異は、ネットワークデバイスによっ
て第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信する方法が異なることのみである。
【０１７３】
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　さらに、上記実施形態の解決方法において、ネットワークデバイスが、第3のアクセス
ネットワーク識別子の異なる判定結果に従って異なる方法で、第1のアクセスネットワー
ク識別子をUEに送信するステップ402は、
　第3のアクセスネットワーク識別子が使用されている場合、ネットワークデバイスによ
って、アップリンクチャネルリソースの時間‐周波数位置に対応するRA-RNTIを用いてダ
ウンリンクチャネルリソースをスケジュールするステップと、ダウンリンクチャネルリソ
ースを用いてUEに第1のアクセスネットワーク識別子を送信するステップとを含む。
【０１７４】
　任意選択的に、前述の実施形態の解決方法では、ネットワークデバイスが、第3のアク
セスネットワーク識別子の異なる判定結果に従って異なる方法で、第1のアクセスネット
ワーク識別子をUEに送信するステップ402は、具体的には、
　第3のアクセスネットワーク識別子が使用されていない場合、ネットワークデバイスに
よって、第3のアクセスネットワーク識別子を用いてダウンリンクチャネルリソースをス
ケジュールするステップと、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネッ
トワーク識別子をUEに送信するステップとを含む。
【０１７５】
　本実施形態において提供されるランダムアクセス方法では、セルハンドオーバが行われ
たUEが所持する第3のアクセスネットワーク識別子が判定された後、ネットワークデバイ
スによってUEに割り当てられた第1のアクセスネットワーク識別子は、異なる判定結果に
従って異なる方法で、UEに送信される。異なるシナリオに対するランダムアクセス方法の
適用性をより確実にするために、複数の実装ソリューションがさらに提供される。
【０１７６】
　実施形態5
　実施形態5はランダムアクセス方法を提供する。方法は、UEによって実行されてもよい
。図5は、本発明の実施形態5に係るランダムアクセス方法のフローチャートである。図5
に示すように、方法は、具体的には、以下のステップを含むことができる。
【０１７７】
　ステップ501：UEは、アクセス状況に応じてネットワークデバイスに識別情報を送信す
る。
【０１７８】
　ステップ502：UEは、ネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワ
ーク識別子を受信し、第1のアクセスネットワーク識別子は、識別情報に従ってネットワ
ークデバイスによってUEに割り当てられたアクセスネットワーク識別子であり、第1のア
クセスネットワーク識別子は、ネットワークデバイスがUEにリソースを割り当てるために
使用される。
【０１７９】
　任意選択的に、UEがアクセス状況に従ってネットワークデバイスに識別情報を送信する
前述のステップ501は、
　UEによって、アップリンクチャネルリソースを用いて、アクセス状況に応じて、ネット
ワークデバイスに識別情報を送信するステップを含んでいてもよい。
【０１８０】
　さらに、前述の解決方法において、アップリンクチャネルリソースは、ランダムアクセ
スのために使用される時間‐周波数リソースを含む。
【０１８１】
　さらに、方法は、
　UEによって、アップリンクチャネルリソースを用いて、ネットワークデバイスにBSR情
報を送信するステップであって、BSR情報は、ネットワークデバイスが識別情報を参照し
て第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割り当てるために使用される、ステップをさ
らに含んでいてもよい。
【０１８２】
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　BSR情報には、UEの送信予定データのサイズが含まれる。
【０１８３】
　任意選択的に、方法は、
　UEがアップリンクチャネルリソースを用いてネットワークデバイスに接続確立原因情報
を送信するステップをさらに含んでいてもよい。
【０１８４】
　任意選択的に、第1のアクセスネットワーク識別子はC-RNTIを含む。
【０１８５】
　あるいは、前述の解決方法において、ネットワークデバイスによって送信された第1の
アクセスネットワーク識別子をUEが受信するステップ502は、
　PDSCHを用いてネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク識
別子及び識別情報をUEが受信するステップと、
　識別情報に従ってPDSCHからの第1のアクセスネットワーク識別子をUEが判定するステッ
プと
　を含んでいてもよい。
【０１８６】
　さらに、UEによって、識別情報に従ってPDSCHからの第1のアクセスネットワーク識別子
を判定する前に、方法は、UEによって、PDSCHのスケジューリング情報であり、かつDCIを
用いてネットワークデバイスによって送信されるスケジューリング情報を受信するステッ
プであって、スケジューリング情報がUEに対応する時間‐周波数リソース位置を含む、ス
テップをさらに含む。
【０１８７】
　それに対応して、UEによって、識別情報に従ってPDSCHからの第1のアクセスネットワー
ク識別子を判定するステップは、
　UEによって、識別情報及びUEに対応する時間‐周波数リソース位置に従ってPDSCHから
の第1のアクセスネットワーク識別子を判定するステップを含む。
【０１８８】
　任意選択的に、アクセスネットワーク識別子又はコアネットワーク識別子がUEに割り当
てられていないか、又はUEに既に割り当てられている識別子が無効である場合、識別情報
は、UEによって選択された乱数列を含む。
【０１８９】
　あるいは、UEがアイドル状態にあり、コアネットワーク識別子が既にUEに割り当てられ
ている場合、識別情報は、UEのコアネットワーク識別子を含むことができる。
【０１９０】
　任意選択的に、UEのコアネットワーク識別子は、MMEによってUEに割り当てられた一時
的なモバイル加入者識別情報を含むことができる。
【０１９１】
　あるいは、第2のアクセスネットワーク識別子が既にUEに割り当てられており、第2のア
クセスネットワーク識別子が使用されていない場合、識別情報は、第2のアクセスネット
ワーク識別子を含む。第2のアクセスネットワーク識別子はC-RNTIである。
【０１９２】
　さらに、前述の解決方法に基づいて、ネットワークデバイスによって送信された第1の
アクセスネットワーク識別子をUEが受信するステップ502は、
　アップリンクチャネルリソースの時間‐周波数位置に対応するRA-RNTIを用いてスケジ
ュールされたダウンリンクチャネルリソースを用いてネットワークデバイスによって送信
される第1のアクセスネットワーク識別子及び第2のアクセスネットワーク識別子を、UEが
受信するステップを含んでいてもよい。
【０１９３】
　あるいは、ネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク識別
子をUEが受信するステップ502は、
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　第2のアクセスネットワーク識別子を用いてスケジュールされたダウンリンクチャネル
リソースを用いてネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク
識別子を、UEが受信するステップを含んでいてもよい。
【０１９４】
　任意選択的に、UEでセルハンドオーバが行われ、UEに第3のアクセスネットワーク識別
子が既に割り当てられている場合、識別情報は、第3のアクセスネットワーク識別子を含
む。第3のアクセスネットワーク識別子は、ネットワークデバイスが位置するセルを除く
別のセルのネットワークデバイスによってUEに割り当てられた識別子を含む。
【０１９５】
　それに対応して、ネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワー
ク識別子をUEが受信するステップ502は、
　第3のアクセスネットワーク識別子の異なる判定結果に従って異なる方法でネットワー
クデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク識別子を、UEが受信するステ
ップを含んでいてもよい。
【０１９６】
　任意選択的に、前述の解決方法では、第3のアクセスネットワーク識別子の異なる判定
結果に従って異なる方法でネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネッ
トワーク識別子をUEが受信するステップは、
　第3のアクセスネットワーク識別子が使用されている場合、アップリンクチャネルリソ
ースの時間‐周波数位置に対応するRA-RNTIを用いてスケジュールされたダウンリンクチ
ャネルリソースを用いてネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネット
ワーク識別子を、UEが受信するステップを含む。
【０１９７】
　あるいは、第3のアクセスネットワーク識別子の異なる判定結果に従って異なる方法で
ネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク識別子をUEが受信
するステップは、
　第3のアクセスネットワーク識別子が使用されていない場合、第3のアクセスネットワー
ク識別子を用いてスケジュールされたダウンリンクチャネルリソースを用いてネットワー
クデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク識別子を、UEが受信するステ
ップを含んでいてもよい。
【０１９８】
　本発明の実施形態において提供されるランダムアクセス方法は、実施形態1から実施形
態4に記載のランダムアクセス方法のいずれか1つに対応するUE側の方法である。UEがアク
セス状況に応じてネットワークデバイスに識別情報を送信し、識別情報に従ってネットワ
ークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク識別子を受信することによ
り、ネットワークデバイスは、第1のアクセスネットワーク識別子に従って直接UEにリソ
ースを割り当てることができ、UEは、ネットワークデバイスにアクセスするためのプリア
ンブルシーケンスソリューションを実行する必要がない。したがって、UEによってネット
ワークデバイスにアクセスするために使用されるリソースは減少し、シグナリングオーバ
ーヘッドは減少する。
【０１９９】
　加えて、本発明の本実施形態では、UEは、ネットワークデバイスによって送信された、
受信した識別情報及びUEに対応する受信した時間‐周波数リソース位置に従って、ネット
ワークデバイスによって送信されたPDSCHからのUEに対応する第1のアクセスネットワーク
識別子をさらに正確に判定することができるため、他のUEが受信したアクセスネットワー
ク識別子との競合及び衝突の問題を回避することができる。加えて、UEの複数のアクセス
状況に対応する識別情報は、例を用いてさらに説明されて、異なるシナリオに対する解決
方法の適用性を確実にする。
【０２００】
　実施形態6
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　本発明の実施形態6はランダムアクセス方法をさらに提供する。本実施形態は、特定の
事例を用いて、前述の実施形態の解決方法の解説及び説明を提供する。図6は、本発明の
実施形態6に係るランダムアクセス方法のフローチャートである。図6に示すように、方法
は以下のステップを含む。
【０２０１】
　ステップ601：アクセスネットワーク識別子又はコアネットワーク識別子がUEに割り当
てられていないか、又はUEに既に割り当てられている識別子が無効である場合、UEは識別
情報として乱数列を選択する。
【０２０２】
　ステップ602：UEは、ランダムアクセス時間‐周波数リソースを用いて、識別情報、BSR
情報及び接続確立原因情報をネットワークデバイスに送信する。
【０２０３】
　ステップ603：ネットワークデバイスは、識別情報に従って第1のアクセスネットワーク
識別子をUEに割り当てる。
【０２０４】
　第1のアクセスネットワーク識別子はC-RNTIを含む。
【０２０５】
　ステップ604：ネットワークデバイスは、PDSCHを用いて第1のアクセスネットワーク識
別子及び識別情報をUEに送信する。
【０２０６】
　ステップ605：ネットワークデバイスは、DCIを用いてPDSCHのスケジューリング情報をU
Eに送信し、スケジューリング情報は、UEに対応する時間‐周波数リソース位置を含む。
【０２０７】
　なお、ステップ604とステップ605との間に絶対時間シーケンスは存在せず、ステップ60
4及びステップ605は順番に実行されてもよく、同時に実行されてもよい。これは本明細書
に限定されない。
【０２０８】
　ステップ606：UEは、識別情報及びUEに対応する時間‐周波数リソース位置に従って、P
DSCHからの第1のアクセスネットワーク識別子を判定する。
【０２０９】
　あるいは、UEがアイドル状態にあり、コアネットワーク識別子が既にUEに割り当てられ
ている場合、ステップ601のみを適応的に調整する必要があり、他のステップは、前述の
解決方法のものと同様である。調整されたステップは、
【０２１０】
　UEがアイドル状態にあり、コアネットワーク識別子が既にUEに割り当てられている場合
、UEは、識別情報としてコアネットワーク識別子を使用する。
【０２１１】
　任意選択的に、コアネットワーク識別子は、MMEによってUEに割り当てられた一時的な
モバイル加入者識別情報を含む。
【０２１２】
　ステップ607：ネットワークデバイスは、第1のアクセスネットワーク識別子に従ってUE
にリソースを割り当て、第1のアクセスネットワーク識別子に従ってUEをスケジュールす
る。
【０２１３】
　本発明の本実施形態では、アクセスネットワーク識別子又はコアネットワーク識別子が
UEに割り当てられていないか、又はUEに既に割り当てられている識別子が無効である場合
、UEがネットワークデバイスにアクセスするためのランダムアクセス方法が提供されるた
め、アクセスネットワーク識別子又はコアネットワーク識別子がUEに割り当てられていな
いか、又はUEに既に割り当てられている識別子が無効である場合、UEがネットワークデバ
イスにアクセスするために使用されるリソースを削減することができる。
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【０２１４】
　実施形態6は別のランダムアクセス方法をさらに提供する。図7は、本発明の実施形態6
に係る別のランダムアクセス方法のフローチャートである。図7に示すように、本方法は
以下のステップを含む。
【０２１５】
　ステップ701：第2のアクセスネットワーク識別子が、ネットワークデバイスによってUE
に既に割り当てられている場合、UEは、第2のアクセスネットワーク識別子を識別情報と
して使用する。
【０２１６】
　第2のアクセスネットワーク識別子は、ランダムアクセス方法の前にネットワークデバ
イスによって割り当てられたC-RNTIであってもよい。
【０２１７】
　ステップ702：UEは、ランダムアクセス時間‐周波数リソースを用いて、識別情報、BSR
情報及び接続確立原因情報をネットワークデバイスに送信する。
【０２１８】
　ステップ703：ネットワークデバイスは、第2のアクセスネットワーク識別子が使用され
ているかどうかを判定する。
【０２１９】
　第2のアクセスネットワーク識別子が使用されている場合、ステップ704からステップ70
6が実行され、又は、第2のアクセスネットワーク識別子が使用されていない場合、ステッ
プ707が実行される。
【０２２０】
　ステップ704：第2のアクセスネットワーク識別子が使用されている場合、ネットワーク
デバイスは、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割り当てる。
【０２２１】
　ステップ705：ネットワークデバイスは、ランダムアクセス時間‐周波数リソースの時
間‐周波数位置に対応するRA-RNTIを用いてダウンリンクチャネルリソースをスケジュー
ルし、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネットワーク識別子及び第2
のアクセスネットワーク識別子をUEに送信する。
【０２２２】
　あるいは、ネットワークデバイスが第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信する
ステップ705は、ネットワークデバイスが、第2のアクセスネットワーク識別子を用いてダ
ウンリンクチャネルリソースをスケジュールし、ダウンリンクチャネルリソースを用いて
第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信してもよい。
【０２２３】
　ステップ706：ネットワークデバイスは、第1のアクセスネットワーク識別子に従ってUE
にリソースを割り当て、第1のアクセスネットワーク識別子に従ってUEをスケジュールす
る。
【０２２４】
　ステップ707：第2のアクセスネットワーク識別子が使用されていない場合、ネットワー
クデバイスは、第2のアクセスネットワーク識別子に従ってUEにリソースを割り当て、第2
のアクセスネットワーク識別子に従ってUEをスケジュールする。
【０２２５】
　本発明の本実施形態では、ネットワークデバイスによってアクセスネットワーク識別子
が既に割り当てられているUEによって、ネットワークデバイスにアクセスするためのラン
ダムアクセス方法がさらに提供されてもよく、その結果、ネットワークデバイスによって
既にアクセスネットワーク識別子を割り当てられているUEが、ネットワークデバイスにア
クセスするために使用するリソースを削減することができる。
【０２２６】
　実施形態6は別のランダムアクセス方法をさらに提供する。図8は、本発明の実施形態6



(30) JP 6487541 B2 2019.3.20

10

20

30

40

50

に係るさらに別のランダムアクセス方法のフローチャートである。図8に示すように、方
法は以下のステップを含むことができる。
【０２２７】
　ステップ801：第3のアクセスネットワーク識別子が別のネットワークデバイスによって
既にUEに割り当てられている場合、UEは、第3のアクセスネットワーク識別子を識別情報
として使用する。
【０２２８】
　第3のアクセスネットワーク識別子は、別のネットワークデバイス、すなわちUEでセル
ハンドオーバが行われる前のネットワークデバイスによるランダムアクセス方法の前に割
り当てられたC-RNTIであってもよい。
【０２２９】
　ステップ802：UEは、ランダムアクセス時間‐周波数リソースを用いて、識別情報、BSR
情報及び接続確立原因情報をネットワークデバイスに送信する。
【０２３０】
　ステップ803：ネットワークデバイスは、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割り
当てる。
【０２３１】
　ステップ804：ネットワークデバイスは、第3のアクセスネットワーク識別子が使用され
ているかどうかを判定する。
【０２３２】
　第3のアクセスネットワーク識別子が使用されている場合、ステップ805及びステップ80
7が実行され、又は、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されていない場合、ステッ
プ806及びステップ807が実行される。
【０２３３】
　なお、前述のステップ803及びステップ804は、同時に実行されてもよいし、又は順番に
実行されてもよい。これは本明細書に限定されない。
【０２３４】
　ステップ805：第3のアクセスネットワーク識別子が使用されている場合、ネットワーク
デバイスは、ランダムアクセス時間‐周波数リソースの時間‐周波数位置に対応するRA-R
NTIを用いてダウンリンクチャネルリソースをスケジュールし、ダウンリンクチャネルリ
ソースを用いて第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信する。
【０２３５】
　ステップ806：第3のアクセスネットワーク識別子が使用されていない場合、ネットワー
クデバイスは、第3のアクセスネットワーク識別子を用いてダウンリンクチャネルリソー
スをスケジュールし、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネットワー
ク識別子をUEに送信する。
【０２３６】
　ステップ807：ネットワークデバイスは、第1のアクセスネットワーク識別子に従ってUE
にリソースを割り当て、第1のアクセスネットワーク識別子に従ってUEをスケジュールす
る。
【０２３７】
　本発明の本実施形態では、別のネットワークデバイスによってアクセスネットワーク識
別子が既に割り当てられているUEが、ネットワークデバイスにアクセスするためのランダ
ムアクセス方法をさらに提供することができ、その結果、別のネットワークデバイスによ
ってアクセスネットワーク識別子が既に割り当てられているUEが、ネットワークデバイス
にアクセスするために使用するリソースを削減することができる。
【０２３８】
　本発明の本実施形態では、複数のアクセス状況においてUEがネットワークデバイスにア
クセスする事例を用いて、前述の実施形態の解決方法の解説及び説明を提供する。複数の
アクセス状況において、UEがネットワークデバイスにアクセスするために使用するリソー



(31) JP 6487541 B2 2019.3.20

10

20

30

40

50

スを削減することができ、シグナリングオーバーヘッドを削減することができる。
【０２３９】
　実施形態7
　本発明の実施形態7はネットワークデバイスをさらに提供する。本発明の実施形態7で提
供されるネットワークデバイスは、実施形態1から実施形態4で提供されるランダムアクセ
ス方法のいずれかを実行してもよい。図9は、本発明の実施形態7に係るネットワークデバ
イスの概略構成図である。
【０２４０】
　図9に示すように、ネットワークデバイス900は、受信モジュール901と、割当てモジュ
ール902と、送信モジュール903とを含む。受信モジュール901と、割当てモジュール902と
、送信モジュール903とは連続的に接続されている。
【０２４１】
　受信モジュール901は、アクセス状況に応じてUEによって送信された識別情報を受信し
、その識別情報を割当てモジュール902に送信するように構成されている。
【０２４２】
　割当てモジュール902は、識別情報に従って第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割
り当て、第1のアクセスネットワーク識別子を送信モジュール903に送信するように構成さ
れている。
【０２４３】
　送信モジュール903は、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するように構成さ
れている。
【０２４４】
　割当てモジュール902は、第1のアクセスネットワーク識別子に従ってUEにリソースを割
り当てるようにさらに構成されている。
【０２４５】
　任意選択的に、受信モジュール901は、アップリンクチャネルリソースを用いてアクセ
ス状況に応じてUEによって送信された識別情報を受信するようにさらに構成される。
【０２４６】
　さらに、アップリンクチャネルリソースは、ランダムアクセスのために使用される時間
‐周波数リソースを含む。
【０２４７】
　さらに、受信モジュール901は、アップリンクチャネルリソースを用いてUEによって送
信されたBSR情報を受信し、BSR情報を割当てモジュール902に送信するようにさらに構成
されている。BSR情報には、UEの送信予定データのサイズが含まれる。
【０２４８】
　それに対応して、割当てモジュール902は、識別情報及びBSR情報に従って、第1のアク
セスネットワーク識別子をUEに割り当てるようにさらに構成される。
【０２４９】
　前述のネットワークデバイスのいずれかに基づいて、受信モジュール901は、アップリ
ンクチャネルリソースを用いてUEによって送信された接続確立原因情報を受信するように
さらに構成されている。
【０２５０】
　任意選択的に、前述の第1のアクセスネットワーク識別子は、C-RNTIを含む。
【０２５１】
　前述のネットワークデバイスにおいて、送信モジュール903は、PDSCHを用いて第1のア
クセスネットワーク識別子及び識別情報をUEに送信するようにさらに構成されている。識
別情報は、UEがPDSCHからの第1のアクセスネットワーク識別子を判定するために使用され
る。
【０２５２】
　さらに、送信モジュール903は、DCIを用いてPDSCHのスケジューリング情報をUEに送信
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するようにさらに構成されている。スケジューリング情報は、UEに対応する時間‐周波数
リソース位置を含み、UEに対応する時間‐周波数リソース位置は、UEが識別情報を参照し
てPDSCHからの第1のアクセスネットワーク識別子を判定するために使用される。
【０２５３】
　さらに、前述のネットワークデバイスのいずれかに基づいて、アクセスネットワーク識
別子又はコアネットワーク識別子がUEに割り当てられていないか、又はUEに既に割り当て
られている識別子が無効である場合、受信モジュール901によって受信された識別情報は
、UEによって選択された乱数列を含む。
【０２５４】
　あるいは、UEがアイドル状態にあり、コアネットワーク識別子が既にUEに割り当てられ
ている場合、受信モジュール901によって受信された識別情報は、UEのコアネットワーク
識別子を含む。
【０２５５】
　任意選択的に、UEの前述のコアネットワーク識別子は、MMEによってUEに割り当てられ
た一時的なモバイル加入者識別情報を含む。
【０２５６】
　あるいは、第2のアクセスネットワーク識別子が既にUEに割り当てられている場合、受
信モジュール901によって受信された識別情報は、第2のアクセスネットワーク識別子を含
む。第2のアクセスネットワーク識別子はC-RNTIである。
【０２５７】
　ネットワークデバイス900は、第1の判定モジュールをさらに含み、第1の判定モジュー
ルは、受信モジュール901及び割当てモジュール902に接続される。
【０２５８】
　第1の判定モジュールは、割当てモジュール902が識別情報に従って第1のアクセスネッ
トワーク識別子をUEに割り当てる前に、第2のアクセスネットワーク識別子が使用されて
いるかどうかを判定し、第2のアクセスネットワーク識別子の判定結果を割当てモジュー
ル902に送信する。
【０２５９】
　それに対応して、割当てモジュール902は、第2のアクセスネットワーク識別子が使用さ
れている場合、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割り当てるようにさらに構成さ
れる。
【０２６０】
　さらに、ネットワークデバイス900は、第1のスケジューリングモジュールをさらに含み
、第1のスケジューリングモジュールは、割当てモジュール902及び送信モジュール903に
接続される。
【０２６１】
　第1のスケジューリングモジュールは、アップリンクチャネルリソースの時間‐周波数
位置に対応するRA-RNTIを用いてダウンリンクチャネルリソースをスケジュールするよう
に構成されている。
【０２６２】
　送信モジュール903は、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネットワ
ーク識別子及び第2のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するようにさらに構成され
ている。
【０２６３】
　あるいは、ネットワークデバイス900は、第2のスケジューリングモジュールをさらに含
み、第2のスケジューリングモジュールは、割当てモジュール902及び送信モジュール903
に接続されている。
【０２６４】
　第2のスケジューリングモジュールは、第2のアクセスネットワーク識別子を用いてダウ
ンリンクチャネルリソースをスケジュールするように構成されている。
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【０２６５】
　送信モジュール903は、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネットワ
ーク識別子をUEに送信するようにさらに構成されている。
【０２６６】
　任意選択的に、割当てモジュール902は、第2のアクセスネットワーク識別子が使用され
ていない場合、第2のアクセスネットワーク識別子に従ってUEにリソースを割り当てるよ
うにさらに構成される。
【０２６７】
　あるいは、UEでセルハンドオーバが行われ、UEに第3のアクセスネットワーク識別子が
既に割り当てられている場合、受信モジュール901によって受信された識別情報は、第3の
アクセスネットワーク識別子を含む。第3のアクセスネットワーク識別子は、ネットワー
クデバイスが位置するセルを除く別のセルのネットワークデバイスによってUEに割り当て
られた識別子を含む。
【０２６８】
　ネットワークデバイス900は、第2の判定モジュールをさらに含み、第2の判定モジュー
ルは、受信モジュール901及び割当てモジュール902に接続される。
【０２６９】
　第2の判定モジュールは、割当てモジュール902が識別情報に従って第1のアクセスネッ
トワーク識別子をUEに割り当てる前に、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されて
いるかどうかを判定し、第3のアクセスネットワーク識別子の判定結果を割当てモジュー
ル902に送信する。
【０２７０】
　それに対応して、送信モジュール903は、第3のアクセスネットワーク識別子の異なる判
定結果に従って異なる方法で、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するように
さらに構成される。
【０２７１】
　任意選択的に、ネットワークデバイス900は、第3のスケジューリングモジュールをさら
に含み、第3のスケジューリングモジュールは、割当てモジュール902及び送信モジュール
903に接続される。
【０２７２】
　第3のスケジューリングモジュールは、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されて
いる場合、アップリンクチャネルリソースの時間‐周波数位置に対応するRA-RNTIを用い
てダウンリンクチャネルリソースをスケジュールするように構成されている。
【０２７３】
　送信モジュール903は、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネットワ
ーク識別子をUEに送信するようにさらに構成されている。
【０２７４】
　あるいは、ネットワークデバイス900は、第4のスケジューリングモジュールをさらに含
み、第4のスケジューリングモジュールは、割当てモジュール902及び送信モジュール903
に接続される。
【０２７５】
　第4のスケジューリングモジュールは、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されて
いない場合、第3のアクセスネットワーク識別子を用いてダウンリンクチャネルリソース
をスケジュールするように構成されている。
【０２７６】
　送信モジュール903は、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネットワ
ーク識別子をUEに送信するようにさらに構成されている。
【０２７７】
　本発明の本実施形態において提供されるネットワークデバイスは、実施形態1から実施
形態4のランダムアクセス方法のいずれかを実行してもよい。ネットワークデバイスは、
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アクセス状況に応じてUEによって送信された、受信した識別情報に従って、第1のアクセ
スネットワーク識別子をUEに割り当て、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信し
、割り当てられた第1のアクセスネットワーク識別子に従ってUEにリソースを割り当てる
だけでよく、その結果、UEがネットワークデバイスにアクセスするために使用するリソー
スを削減することができ、シグナリングオーバーヘッドを削減することができる。
【０２７８】
　実施形態8
　本発明の実施形態8はUEをさらに提供する。本発明の実施形態8で提供されるUEは、実施
形態5で提供されるランダムアクセス方法を実行してもよい。図10は、本発明の実施形態8
に係るUEの概略構成図である。
【０２７９】
　図10に示すように、UE1000は、送信モジュール1001と受信モジュール1002とを含む。送
信モジュール1001と受信モジュール1002とは接続されている。送信モジュール1001及び受
信モジュール1002は共にネットワークデバイスに接続されている。
【０２８０】
　送信モジュール1001は、アクセス状況に応じて、ネットワークデバイスに識別情報を送
信するように構成されている。
【０２８１】
　受信モジュール1002は、ネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネッ
トワーク識別子を受信するように構成されている。第1のアクセスネットワーク識別子は
、識別情報に従ってネットワークデバイスによってUEに割り当てられたアクセスネットワ
ーク識別子であり、第1のアクセスネットワーク識別子は、ネットワークデバイスがUEに
リソースを割り当てるために使用される。
【０２８２】
　さらに、送信モジュール1001は、アップリンクチャネルリソースを用いて、アクセス状
況に応じて、識別情報をネットワークデバイスに送信するように構成されている。
【０２８３】
　任意選択的に、アップリンクチャネルリソースは、ランダムアクセスのために使用され
る時間‐周波数リソースを含む。
【０２８４】
　任意選択的に、送信モジュール1001は、アップリンクチャネルリソースを用いてBSR情
報をネットワークデバイスに送信するようにさらに構成される。BSR情報は、ネットワー
クデバイスが識別情報を参照して第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割り当てるた
めに使用される。BSR情報には、UEの送信予定データのサイズが含まれる。
【０２８５】
　さらに、送信モジュール1001は、アップリンクチャネルリソースを用いてネットワーク
デバイスに接続確立原因情報を送信するようにさらに構成されている。
【０２８６】
　任意選択的に、前述の受信モジュール1002によって受信された第1のアクセスネットワ
ーク識別子は、C-RNTIを含む。
【０２８７】
　上記UEにおいて、UE1000は、判定モジュールをさらに含み、判定モジュールと受信モジ
ュール1002とは接続されている。
【０２８８】
　受信モジュール1002は、PDSCHを用いてネットワークデバイスによって送信された第1の
アクセスネットワーク識別子及び識別情報を受信し、またPDSCH及び識別情報を判定モジ
ュールに送信するようにさらに構成されている。
【０２８９】
　判定モジュールは、識別情報に従って、PDSCHからの第1のアクセスネットワーク識別子
を判定するように構成されている。
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【０２９０】
　任意選択的に、受信モジュール1002は、判定モジュールがPDSCHからの第1のアクセスネ
ットワーク識別子を判定する前に、PDSCHのスケジューリング情報であり、かつDCIを用い
てネットワークデバイスによって送信されたスケジューリング情報を受信し、また判定モ
ジュールにスケジューリング情報を送信するようにさらに構成される。スケジューリング
情報は、UEに対応する時間‐周波数リソース位置を含む。
【０２９１】
　判定モジュールは、識別情報及びUEに対応する時間‐周波数リソース位置に従って、PD
SCHからの第1のアクセスネットワーク識別子を判定するようにさらに構成されている。
【０２９２】
　さらに、アクセスネットワーク識別子又はコアネットワーク識別子がUEに割り当てられ
ていないか、又はUEに既に割り当てられている識別子が無効である場合、識別情報は、UE
によって選択された乱数列を含む。
【０２９３】
　あるいは、UEがアイドル状態にあり、コアネットワーク識別子が既にUEに割り当てられ
ている場合、識別情報は、UEのコアネットワーク識別子を含む。
【０２９４】
　任意選択的に、UEのコアネットワーク識別子は、MMEによってUEに割り当てられた一時
的なモバイル加入者識別情報を含む。
【０２９５】
　あるいは、第2のアクセスネットワーク識別子が既にUEに割り当てられており、第2のア
クセスネットワーク識別子が使用されていない場合、識別情報は、第2のアクセスネット
ワーク識別子を含む。第2のアクセスネットワーク識別子はC-RNTIである。
【０２９６】
　さらに、受信モジュール1002は、アップリンクチャネルリソースの時間‐周波数位置に
対応するRA-RNTIを用いてスケジュールされたダウンリンクチャネルリソースを用いてネ
ットワークデバイスによって送信される、第1のアクセスネットワーク識別子及び第2のア
クセスネットワーク識別子を受信するようにさらに構成されている。
【０２９７】
　あるいは、受信モジュール1002は、第2のアクセスネットワーク識別子を用いてスケジ
ュールされたダウンリンクチャネルリソースを用いてネットワークデバイスによって送信
された第1のアクセスネットワーク識別子を受信するようにさらに構成されている。
【０２９８】
　あるいは、UEでセルハンドオーバが行われ、UEに第3のアクセスネットワーク識別子が
既に割り当てられている場合、識別情報は第3のアクセスネットワーク識別子を含む。第3
のアクセスネットワーク識別子は、ネットワークデバイスが位置するセルを除く別のセル
のネットワークデバイスによってUEに割り当てられた識別子を含む。
【０２９９】
　受信モジュール1002は、第3のアクセスネットワーク識別子の異なる判定結果に従って
異なる方法でネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク識別
子を受信するようにさらに構成されている。
【０３００】
　任意選択的に、受信モジュール1002は、第3のアクセスネットワーク識別子が使用され
ている場合、アップリンクチャネルリソースの時間‐周波数位置に対応するRA-RNTIを用
いてスケジュールされたダウンリンクチャネルリソースを用いてネットワークデバイスに
よって送信された第1のアクセスネットワーク識別子を受信するようにさらに構成される
。
【０３０１】
　あるいは、受信モジュール1002は、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されてい
ない場合、第3のアクセスネットワーク識別子を用いてスケジュールされたダウンリンク
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チャネルリソースを用いてネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネッ
トワーク識別子を受信するようにさらに構成される。
【０３０２】
　本発明の実施形態で提供されるUEは、UEによって実行される、実施形態5で提供される
ランダムアクセス方法を実行することができる。UEが、アクセス状況に応じてネットワー
クデバイスに識別情報を送信し、識別情報に従ってネットワークデバイスによって送信さ
れた第1のアクセスネットワーク識別子を受信することにより、ネットワークデバイスは
、第1のアクセスネットワーク識別子に従って直接UEにリソースを割り当てることができ
、UEは、ネットワークデバイスにアクセスするためにプリアンブルシーケンスソリューシ
ョンを実行する必要がない。したがって、UEによってネットワークデバイスにアクセスす
るために使用されるリソースは減少し、シグナリングオーバーヘッドは減少する。
【０３０３】
　実施形態9
　本発明の実施形態9はネットワークデバイスをさらに提供する。本発明の実施形態9で提
供されるネットワークデバイスは、実施形態1から実施形態4で提供されるランダムアクセ
ス方法のいずれかを実行してもよい。図11は、本発明の実施形態9に係るネットワークデ
バイスの概略構成図である。
【０３０４】
　図11に示すように、ネットワークデバイス1100は、受信機1101と、プロセッサ1102と、
送信機1103とを含む。受信機1101と、プロセッサ1102と、送信機1103とは連続的に接続さ
れている。
【０３０５】
　受信機1101は、アクセス状況に応じてUEによって送信された識別情報を受信し、またプ
ロセッサ1102に識別情報を送信するように構成されている。
【０３０６】
　プロセッサ1102は、識別情報に従って第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割り当
て、また第1のアクセスネットワーク識別子を送信機1103に送信するように構成されてい
る。
【０３０７】
　送信機1103は、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するように構成されてい
る。
【０３０８】
　プロセッサ1102は、第1のアクセスネットワーク識別子に従って、UEにリソースを割り
当てるようにさらに構成されている。
【０３０９】
　さらに、前述の受信機1101は、アップリンクチャネルリソースを用いてアクセス状況に
応じてUEによって送信された識別情報を受信するように構成されている。
【０３１０】
　任意選択的に、アップリンクチャネルリソースは、ランダムアクセスのために使用され
る時間‐周波数リソースを含む。
【０３１１】
　任意選択的に、受信機1101は、アップリンクチャネルリソースを用いてUEによって送信
されたBSR情報を受信し、またBSR情報をプロセッサ1102に送信するようにさらに構成され
る。BSR情報には、UEの送信予定データのサイズが含まれる。
【０３１２】
　それに対応して、プロセッサ1102は、識別情報及びBSR情報に従って、第1のアクセスネ
ットワーク識別子をUEに割り当てるようにさらに構成される。
【０３１３】
　さらに、受信機1101は、アップリンクチャネルリソースを用いてUEによって送信された
接続確立原因情報を受信するようにさらに構成されている。
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【０３１４】
　任意選択的に、上記ネットワークデバイスでは、第1のアクセスネットワーク識別子はC
-RNTIを含む。
【０３１５】
　任意選択的に、送信機1103は、PDSCHを用いて第1のアクセスネットワーク識別子及び識
別情報をUEに送信するようにさらに構成されている。識別情報は、UEがPDSCHからの第1の
アクセスネットワーク識別子を判定するために使用される。
【０３１６】
　任意選択的に、送信機1103は、DCIを用いてPDSCHのスケジューリング情報をUEに送信す
るようにさらに構成される。スケジューリング情報は、UEに対応する時間‐周波数リソー
ス位置を含み、UEに対応する時間‐周波数リソース位置は、UEが識別情報を参照してPDSC
Hからの第1のアクセスネットワーク識別子を判定するために使用される。
【０３１７】
　さらに、アクセスネットワーク識別子又はコアネットワーク識別子がUEに割り当てられ
ていないか、又はUEに既に割り当てられている識別子が無効である場合、受信機1101によ
って受信された識別情報は、UEによって選択された乱数列を含む。
【０３１８】
　あるいは、UEがアイドル状態にあり、コアネットワーク識別子が既にUEに割り当てられ
ている場合、受信機1101によって受信された識別情報は、UEのコアネットワーク識別子を
含む。
【０３１９】
　任意選択的に、UEのコアネットワーク識別子は、MMEによってUEに割り当てられた一時
的なモバイル加入者識別情報を含む。
【０３２０】
　あるいは、第2のアクセスネットワーク識別子が既にUEに割り当てられている場合、受
信機1101によって受信された識別情報は、第2のアクセスネットワーク識別子を含む。第2
のアクセスネットワーク識別子はC-RNTIである。
【０３２１】
　プロセッサ1102は、識別情報に従って第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割り当
てる前に、第2のアクセスネットワーク識別子が使用されているかどうかを判定し、第2の
アクセスネットワーク識別子が使用されている場合、第1のアクセスネットワーク識別子
をUEに割り当てるようにさらに構成されている。
【０３２２】
　さらに、プロセッサ1102は、アップリンクチャネルリソースの時間‐周波数位置に対応
するRA-RNTIを用いて、ダウンリンクチャネルリソースをスケジュールするようにさらに
構成されている。
【０３２３】
　送信機1103は、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネットワーク識
別子及び第2のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するようにさらに構成されている
。
【０３２４】
　あるいは、プロセッサ1102は、第2のアクセスネットワーク識別子を用いてダウンリン
クチャネルリソースをスケジュールするようにさらに構成されている。
【０３２５】
　送信機1103は、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネットワーク識
別子をUEに送信するようにさらに構成されている。
【０３２６】
　任意選択的に、プロセッサ1102は、第2のアクセスネットワーク識別子が使用されてい
ない場合、第2のアクセスネットワーク識別子に従ってUEにリソースを割り当てるように
さらに構成される。
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【０３２７】
　あるいは、UEでセルハンドオーバが行われ、UEに第3のアクセスネットワーク識別子が
既に割り当てられている場合、受信機1101によって受信された識別情報は、第3のアクセ
スネットワーク識別子を含む。第3のアクセスネットワーク識別子は、ネットワークデバ
イスが位置するセルを除く別のセルのネットワークデバイスによってUEに割り当てられた
識別子を含む。
【０３２８】
　プロセッサ1102は、識別情報に従って第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割り当
てる前に、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されているかどうかを判定するよう
にさらに構成されている。
【０３２９】
　送信機1103は、第3のアクセスネットワーク識別子の異なる判定結果に従って異なる方
法で、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信するようにさらに構成されている。
【０３３０】
　任意選択的に、プロセッサ1102は、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されてい
る場合、アップリンクチャネルリソースの時間‐周波数位置に対応するRA-RNTIを用いて
ダウンリンクチャネルリソースをスケジュールするようにさらに構成される。
【０３３１】
　送信機1103は、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネットワーク識
別子をUEに送信するようにさらに構成されている。
【０３３２】
　あるいは、プロセッサ1102は、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されていない
場合、第3のアクセスネットワーク識別子を用いてダウンリンクチャネルリソースをスケ
ジュールするようにさらに構成されている。
【０３３３】
　送信機1103は、ダウンリンクチャネルリソースを用いて第1のアクセスネットワーク識
別子をUEに送信するようにさらに構成されている。
【０３３４】
　本発明の本実施形態において提供されるネットワークデバイスは、実施形態1から実施
形態4のランダムアクセス方法のいずれかを実行してもよい。ネットワークデバイスは、
アクセス状況に応じてUEによって送信された、受信した識別情報に従って、第1のアクセ
スネットワーク識別子をUEに割り当て、第1のアクセスネットワーク識別子をUEに送信し
、割り当てられた第1のアクセスネットワーク識別子に従ってUEにリソースを割り当てる
だけでよく、その結果、UEがネットワークデバイスにアクセスするために使用するリソー
スを削減することができ、シグナリングオーバーヘッドを削減することができる。
【０３３５】
　実施形態10
　本発明の実施形態10はUEをさらに提供する。図12は、本発明の実施形態10に係るUEの概
略構成図である。
【０３３６】
　図12に示すように、UE1200は、受信機1201と、プロセッサ1202と、送信機1203とを含む
。受信機1201と、プロセッサ1202と、送信機1203とは連続的に接続されている。
【０３３７】
　送信機1203は、アクセス状況に応じて、ネットワークデバイスに識別情報を送信するよ
うに構成されている。
【０３３８】
　受信機1201は、ネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク
識別子を受信するように構成されている。第1のアクセスネットワーク識別子は、識別情
報に従ってネットワークデバイスによってUEに割り当てられたアクセスネットワーク識別
子であり、第1のアクセスネットワーク識別子は、ネットワークデバイスがUEにリソース
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を割り当てるために使用される。
【０３３９】
　さらに、送信機1203は、アップリンクチャネルリソースを用いてアクセス状況に応じて
、識別情報をネットワークデバイスに送信するようにさらに構成されている。
【０３４０】
　アップリンクチャネルリソースは、ランダムアクセスのために使用される時間‐周波数
リソースを含む。
【０３４１】
　任意選択的に、送信機1203は、アップリンクチャネルリソースを用いてBSR情報をネッ
トワークデバイスに送信するようにさらに構成される。BSR情報は、ネットワークデバイ
スが識別情報を参照して第1のアクセスネットワーク識別子をUEに割り当てるために使用
される。BSR情報には、UEの送信予定データのサイズが含まれる。
【０３４２】
　さらに、送信機1203は、アップリンクチャネルリソースを用いてネットワークデバイス
に接続確立原因情報を送信するようにさらに構成されている。
【０３４３】
　上記実施形態の解決方法において、受信機1201によって受信される第1のアクセスネッ
トワーク識別子は、C-RNTIを含む。
【０３４４】
　任意選択的に、受信機1201は、PDSCHを用いてネットワークデバイスによって送信され
た第1のアクセスネットワーク識別子及び識別情報を受信し、PDSCH及び識別情報をプロセ
ッサ1202に送信するようにさらに構成される。
【０３４５】
　プロセッサ1202は、識別情報に従って、PDSCHからの第1のアクセスネットワーク識別子
を判定するようにさらに構成されている。
【０３４６】
　任意選択的に、受信機1201は、プロセッサ1202が識別情報に従ってPDSCHからの第1のア
クセスネットワーク識別子を判定する前に、PDSCHのスケジューリング情報であり、かつD
CIを用いてネットワークデバイスによって送信されたスケジューリング情報を受信し、ま
たスケジューリング情報をプロセッサ1202に送信するようにさらに構成される。スケジュ
ーリング情報は、UEに対応する時間‐周波数リソース位置を含む。
【０３４７】
　プロセッサ1202は、識別情報及びUEに対応する時間‐周波数リソース位置に従って、PD
SCHからの第1のアクセスネットワーク識別子を判定するようにさらに構成されている。
【０３４８】
　さらに、アクセスネットワーク識別子又はコアネットワーク識別子がUEに割り当てられ
ていないか、又はUEに既に割り当てられている識別子が無効である場合、識別情報は、UE
によって選択された乱数列を含む。
【０３４９】
　あるいは、UEがアイドル状態にあり、コアネットワーク識別子が既にUEに割り当てられ
ている場合、識別情報は、UEのコアネットワーク識別子を含む。
【０３５０】
　任意選択的に、UEのコアネットワーク識別子は、MMEによってUEに割り当てられた一時
的なモバイル加入者識別情報を含む。
【０３５１】
　あるいは、第2のアクセスネットワーク識別子が既にUEに割り当てられており、第2のア
クセスネットワーク識別子が使用されていない場合、識別情報は、第2のアクセスネット
ワーク識別子を含む。第2のアクセスネットワーク識別子はC-RNTIである。
【０３５２】
　任意選択的に、受信機1201は、アップリンクチャネルリソースの時間‐周波数位置に対
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応するRA-RNTIを用いてスケジュールされたダウンリンクチャネルリソースを用いてネッ
トワークデバイスによって送信される、第1のアクセスネットワーク識別子及び第2のアク
セスネットワーク識別子を受信するようにさらに構成される。
【０３５３】
　あるいは、受信機1201は、第2のアクセスネットワーク識別子を用いてスケジュールさ
れたダウンリンクチャネルリソースを用いてネットワークデバイスによって送信された第
1のアクセスネットワーク識別子を受信するようにさらに構成されている。
【０３５４】
　あるいは、UEでセルハンドオーバが行われ、UEに第3のアクセスネットワーク識別子が
既に割り当てられている場合、識別情報は第3のアクセスネットワーク識別子を含む。第3
のアクセスネットワーク識別子は、ネットワークデバイスが位置するセルを除く別のセル
のネットワークデバイスによってUEに割り当てられた識別子を含む。
【０３５５】
　受信機1201は、第3のアクセスネットワーク識別子の異なる判定結果に従って異なる方
法でネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク識別子を受信
するようにさらに構成されている。
【０３５６】
　任意選択的に、受信機1201は、第3のアクセスネットワーク識別子が使用される場合、
アップリンクチャネルリソースの時間‐周波数位置に対応するRA-RNTIを用いてスケジュ
ールされたダウンリンクチャネルリソースを用いてネットワークデバイスによって送信さ
れた第1のアクセスネットワーク識別子を受信するようにさらに構成される。
【０３５７】
　あるいは、受信機1201は、第3のアクセスネットワーク識別子が使用されていない場合
、第3のアクセスネットワーク識別子を用いてスケジュールされたダウンリンクチャネル
リソースを用いてネットワークデバイスによって送信された第1のアクセスネットワーク
識別子を受信するようにさらに構成される。
【０３５８】
　本発明の実施形態で提供されるUEは、UEによって実行される、実施形態5で提供される
任意のランダムアクセス方法を実行することができる。UEが、アクセス状況に応じてネッ
トワークデバイスに識別情報を送信し、識別情報に従ってネットワークデバイスによって
送信された第1のアクセスネットワーク識別子を受信することにより、ネットワークデバ
イスは、第1のアクセスネットワーク識別子に従って直接UEにリソースを割り当てること
ができ、UEは、ネットワークデバイスにアクセスするためにプリアンブルシーケンスソリ
ューションを実行する必要がない。したがって、UEによってネットワークデバイスにアク
セスするために使用されるリソースは減少し、シグナリングオーバーヘッドは減少する。
【０３５９】
　当業者であれば、方法の実施形態のステップの全て又は一部が、関連するハードウェア
を指示するプログラムによって実施されてもよいことを理解することができる。プログラ
ムは、コンピュータ可読記憶媒体に格納されてもよい。プログラムが走行すると、方法の
実施形態のステップが実行される。前述の記憶媒体には、ROM、RAM、磁気ディスク又は光
ディスクのようなプログラムコードを格納可能な任意の媒体が含まれる。
【０３６０】
　最後に、前述の実施形態は、本発明の技術的解決方法を説明するためのものに過ぎず、
本発明を限定するものではないことに留意すべきである。本発明は、前述の実施形態を参
照して詳細に説明されているが、当業者であれば、本発明の実施形態の技術的解決方法の
範囲から逸脱することなく、前述の実施形態に説明された技術的解決方法をさらに改変し
たり、その一部又は全部の技術的特徴を等価のものと置き換えたりすることができること
を理解されたい。
【符号の説明】
【０３６１】
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　101　受信機
　900　ネットワークデバイス
　901　受信モジュール
　902　割当てモジュール
　903　送信モジュール
　1001　送信モジュール
　1002　受信モジュール
　1100　ネットワークデバイス
　1101　受信機
　1102　プロセッサ
　1103　送信機
　1201　受信機
　1202　プロセッサ
　1203　送信機

【図１】 【図２】



(42) JP 6487541 B2 2019.3.20

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】



(43) JP 6487541 B2 2019.3.20

【図８】 【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】



(44) JP 6487541 B2 2019.3.20

10

20

フロントページの続き

(74)代理人  100140534
            弁理士　木内　敬二
(72)発明者  朱　松
            中華人民共和国　５１８１２９　広東省深▲チェン▼市龍崗区坂田　華為総部▲ベン▼公楼
(72)発明者  王　娟
            中華人民共和国　５１８１２９　広東省深▲チェン▼市龍崗区坂田　華為総部▲ベン▼公楼

    審査官  松本　光平

(56)参考文献  米国特許出願公開第２０１１／０１７６５３０（ＵＳ，Ａ１）　　
              特表２０１３－５１６８０５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００９－５２２８８９（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１１／０９３２７３（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　７／２４　－　　７／２６
              Ｈ０４Ｗ　　４／００　－　９９／００
              ３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　ＳＡ　　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　ＣＴ　　ＷＧ１、４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

