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(57)【要約】
　本発明は、ランダムアクセス（ＲＡ）プロセスに対す
るパラメータを決定するために、ユーザ装置（ＵＥ）及
び基地局が相互に通信するときに方法及び装置を提供す
る。基地局は、ＵＥによるＲＡプリアンブル伝送のため
の複数のリソースセットをシステム情報ブロック（ＳＩ
Ｂ）を通じてＵＥに通知する。各リソースセットは、Ｒ
Ａプリアンブル伝送に対する反復回数、最大ＲＡプリア
ンブル伝送回数、及び基地局がＲＡプリアンブル受信に
対して応答を送信した反復回数に関連する。また、ＳＩ
Ｂは、経路損失値の範囲とＲＡプリアンブル反復の回数
との間の関連性を通知する。ＵＥは、その経路損失測定
から第１のＲＡプリアンブル伝送のための反復回数を決
定する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ装置（ＵＥ）により、リソースセットからのリソース内のランダムアクセス（Ｒ
Ａ）プリアンブル伝送のための複数のリソースセットを通知するシステム情報ブロック（
ＳＩＢ）を提供する信号を基地局から受信するステップと、
　前記ＵＥにより、ＲＡプリアンブルを、第１のリソースセットからのリソースで第１の
反復回数で、前記ＵＥが前記第１の反復回数でＲＡプリアンブル伝送の間に応答を受信す
るまで、又は前記第１のＲＡプリアンブル最大伝送回数に到達するまで送信し、前記第１
のＲＡプリアンブル最大伝送回数に到達した後に、前記ＲＡプリアンブルを、第２のリソ
ースセットからのリソースで第２の反復回数で送信するステップと、を有し、
　各リソースセットは、時間、周波数、及びコードリソースを含み、ＲＡプリアンブル伝
送に対する反復回数及びＲＡプリアンブル伝送の最大回数に関連され、
　前記ＵＥが前記ＳＩＢを受信する場合、前記ＵＥは、ＲＡプリアンブル伝送に対する第
１の反復回数、対応する第１のリソースセット、及び対応する第１の最大伝送回数及びＲ
Ａプリアンブル伝送に対する第２の反復回数、対応する第２のリソースセット、及び対応
する第２の最大伝送回数を決定し、前記第２の反復回数は、前記第１の反復回数より大き
いことを特徴とする方法。
【請求項２】
　各リソースセットに対して、前記システム情報ブロックは、経路損失値の範囲とＲＡプ
リアンブル反復の回数との間の関連性をさらに通知し、
　前記ＵＥは、前記ＵＥにより測定された経路損失値を含む経路損失値の範囲に対応する
ものとして前記第１の反復回数を決定するように設定されることを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記システム情報ブロックは、経路損失値をさらに通知し、
　前記ＵＥは、前記ＵＥにより測定された経路損失値が前記システム情報ブロックにより
通知された経路損失値より大きい場合、１より大きいより少ない反復回数として前記第１
の反復回数を決定するように設定されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のリソースセット及び第２のリソースセットは、少なくとも一つの共通コード
リソースを有し、共通周波数リソースを有しないことを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項５】
　各リソースセットは、２個のサブセットを含み、
　１個の受信器アンテナを有するＵＥが第１のサブセットからのリソースを用いてＲＡプ
リアンブルを送信し、２個の受信器アンテナを有するＵＥが第２のサブセットからのリソ
ースを用いてＲＡプリアンブルを送信することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記システム情報ブロックを提供する信号は、反復なしに送信され、ＲＡプリアンブル
伝送のための第１の反復回数が１より大きく、あるいは
　前記システム情報ブロックを提供する信号は、反復して送信され、ＲＡプリアンブル伝
送のための第１の反復回数が１であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ＵＬ/ＤＬ設定で動作する時分割複信(ＴＤＤ）システムに対して、
　前記システム情報ブロックは、毎有効なＵＬ/ＤＬ設定時にＵＬサブフレームであるサ
ブフレームのセットをさらに通知し、
　前記ＲＡプリアンブルは、前記サブフレームのセットからのサブフレームのみで送信さ
れることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
前記ＴＤＤシステムにおいて、前記ＲＡプリアンブル伝送は、第１の反復に対しては第１
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のＲＡプリアンブルフォーマットを使用し、第２の反復に対しては第２のＲＡプリアンブ
ルフォーマットを使用することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　ユーザ装置（ＵＥ）により、リソースセットからのリソースでランダムアクセス（ＲＡ
）プリアンブル伝送のための複数のリソースセットを通知するシステム情報ブロック（Ｓ
ＩＢ）を提供する信号を基地局から受信するステップと、
　前記ＵＥにより、ＲＡプリアンブル伝送に対する反復回数及び対応するリソースセット
を決定するステップと、
　前記ＵＥにより、前記リソースセットからのリソースで前記反復回数の間に前記ＲＡプ
リアンブルを送信するステップと、
前記ＵＥにより、前記ＲＡプリアンブル伝送に対する応答を前記基地局から受信するステ
ップと、を有し、
　各リソースセットは、時間、周波数、及びコードリソースを含み、ＲＡプリアンブル伝
送に対する反復回数及びＲＡプリアンブル伝送の最大回数に関連され、
　前記ＵＥは、前記システム情報ブロック内で前記ＲＡプリアンブル伝送に対する反復回
数に関連した最大反復回数の間に前記応答を受信することを特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記ＲＡプリアンブルに対する応答を受信した後に、前記ＵＥは、前記ＲＡプリアンブ
ルの伝送に対する反復回数から決定される反復回数を有するメッセージを前記基地局に送
信することを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記メッセージの伝送は、前記ＲＡプリアンブル反復回数が１である場合には第１のブ
ロック誤り率を有し、前記ＲＡプリアンブル反復回数が１より大きい場合には第２のブロ
ック誤り率を有し、
　前記第１のブロック誤り率は、前記第２のブロック誤り率より大きいことを特徴とする
請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＲＡプリアンブルに対する応答のための反復回数が１である場合、前記ＲＡプリア
ンブルに対する応答の受信用リソースは、制御チャンネルのダウンリンク制御情報フォー
マットにより通知され、
　前記ＲＡプリアンブルに対する応答のための反復回数が１より大きい場合、前記ＲＡプ
リアンブルに対する応答の受信用リソースは、前記システム情報ブロックにより通知され
ることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＵＥは、後続ＲＡプリアンブル伝送のための反復回数に対する設定を前記基地局か
ら受信し、前記ＵＥは、前記設定された反復回数でＲＡプリアンブルを送信することを特
徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　リソースセットからのリソースでランダムアクセス（ＲＡ）プリアンブル伝送のための
複数のリソースセットを知らせるシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を提供する信号を 基
地局から受信するように構成される受信器と、
　ＲＡプリアンブル伝送に対する第１の反復回数、対応する第１のリソースセット、及び
対応する第１の最大伝送回数を決定し、ＲＡプリアンブル伝送に対する第２の反復回数、
対応する第２のリソースセット、及び対応する第２の最大伝送回数を決定するように構成
される制御器と、
　前記第１のリソースセットからのリソースで、前記第１の反復回数で、ユーザ装置が前
記第１の反復回数でＲＡプリアンブル伝送に対する応答を受信するまで、又は前記第１の
ＲＡプリアンブルの最大伝送回数に到達するまで前記ＲＡプリアンブルを前記基地局に送
信し、前記第１のＲＡプリアンブル最大伝送回数に到達した後に、前記第２のリソースセ
ットからのリソースで前記第２の反復回数で前記ＲＡプリアンブルを前記基地局に送信す
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るように構成される送信器と、を含み、
　各リソースセットは、時間、周波数、及びコードリソースを含み、ＲＡプリアンブル伝
送に対する反復回数及びＲＡプリアンブル伝送の最大回数に関連され、
　前記第２の反復回数は、前記第１の反復回数より大きいことを特徴とするユーザ装置。
【請求項１５】
　各リソースセットに対して、前記システム情報ブロックは、経路損失値の範囲とＲＡプ
リアンブル反復回数との間の関連性をさらに通知し、
　前記ユーザ装置は、前記ユーザ装置により測定された経路損失値を含む経路損失値の範
囲に対応するものとして前記第１の反復回数を決定することを特徴とする請求項１４に記
載のユーザ装置。
【請求項１６】
　前記システム情報ブロックは、経路損失値をさらに通知し、
　前記ユーザ装置は、前記ユーザ装置により測定された経路損失値が前記システム情報ブ
ロックにより通知された経路損失値より大きい場合に、１より大きいより少ない反復回数
として前記第１の反復回数を決定することを特徴とする請求項１４に記載のユーザ装置。
【請求項１７】
　ＵＬ/ＤＬ設定で動作する時分割複信（ＴＤＤ）システムに対して、前記システム情報
ブロックは、毎有効なＵＬ/ＤＬ設定時にＵＬサブフレームであるサブフレームのセット
をさらに通知し、
　前記ＲＡプリアンブルは、前記サブフレームのセットからのサブフレームのみで送信さ
れることを特徴とする請求項１４に記載のユーザ装置。
【請求項１８】
　ランダムアクセス（ＲＡ）プリアンブル伝送のための複数のリソースセットを通知する
システム情報ブロック（ＳＩＢ）を提供する信号及び前記ＲＡプリアンブル伝送に対する
応答を基地局から受信するように構成される受信器と、
　ＲＡプリアンブルの伝送に対する反復回数及び対応するリソースセットを決定するよう
に構成される制御器と、
　前記リソースセットからのリソースで前記反復回数の前記ＲＡプリアンブルを送信する
ように構成される送信器と、を含み、
　各リソースセットは、前記リソースセットからのリソースでＲＡプリアンブル伝送の反
復回数及びＲＡプリアンブル伝送に対する応答の反復回数に関連され、
　前記応答は、前記システム情報ブロックの前記ＲＡプリアンブル伝送の反復回数に関連
する最大反復回数で受信されることを特徴とするユーザ装置。
【請求項１９】
　前記ＲＡプリアンブルに対する応答を受信した後に、前記ユーザ装置は、前記ＲＡプリ
アンブルの伝送に対する反復回数から決定された反復回数を有するメッセージを前記基地
局に送信することを特徴とする請求項１８に記載のユーザ装置。
【請求項２０】
　前記ＲＡプリアンブルに対する応答のための反復回数が１である場合、前記ＲＡプリア
ンブルに対する応答の受信用リソースは、制御チャンネルのダウンリンク制御情報フォー
マットによって通知され、
　前記ＲＡプリアンブルに対する応答のための反復回数が１より大きい場合、前記ＲＡプ
リアンブルに対する応答の受信用リソースは、前記システム情報ブロックによって通知さ
れることを特徴とする請求項１８に記載のユーザ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に無線通信に関し、より具体的にはカバレッジ限定されたユーザ装置
のためのランダムアクセスプロセスに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　無線通信は、近代史の最も成功的な革新のうち一つであった。最近では、無線通信サー
ビスの加入者数は、五十億を超え、継続して急速に成長している。スマートフォン及びタ
ブレット、“ノートパッド”コンピュータ、ネットブック、及び電子書籍リーダのような
他のモバイルデータ装置の消費者と事業者との間での増加する人気により、無線データト
ラフィックに対する需要が急速に増加している。モバイルデータトラフィックの高い増加
に対処し、新たなアプリケーション及び配置をサポートするために、無線インターフェー
ス効率性及びカバレッジにおける改善が最も重要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、上記した従来技術の問題点を解決するために、本発明の目的は、ランダム
アクセスプロセスに対するカバレッジ改善をサポートする方法及び装置を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、ユーザ装置（ＵＥ）に
より、リソースセットからのリソース内のランダムアクセス（ＲＡ）プリアンブル伝送の
ための複数のリソースセットを通知するシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を提供する信号
を基地局から受信するステップと、ＵＥにより、ＲＡプリアンブルを、第１のリソースセ
ットからのリソースで第１の反復回数で、ＵＥが第１の反復回数でＲＡプリアンブル伝送
の間に応答を受信するまで、又は第１のＲＡプリアンブル最大伝送回数に到達するまで送
信し、第１のＲＡプリアンブル最大伝送回数に到達した後に、ＲＡプリアンブルを、第２
のリソースセットからのリソースで第２の反復回数で送信するステップとを有する。各リ
ソースセットは、時間、周波数、及びコードリソースを含み、ＲＡプリアンブル伝送に対
する反復回数及びＲＡプリアンブル伝送の最大回数に関連される。ＵＥがＳＩＢを受信す
る場合、ＵＥは、ＲＡプリアンブル伝送に対する第１の反復回数、対応する第１のリソー
スセット、及び対応する第１の最大伝送回数及びＲＡプリアンブル伝送に対する第２の反
復回数、対応する第２のリソースセット、及び対応する第２の最大伝送回数を決定する、
第２の反復回数は、第１の反復回数より大きい。
【０００５】
　本発明の他の態様によれば、ユーザ装置（ＵＥ）により、リソースセットからのリソー
スでランダムアクセス（ＲＡ）プリアンブル伝送のための複数のリソースセットを通知す
るシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を提供する信号を基地局から受信するステップと、Ｕ
Ｅにより、ＲＡプリアンブル伝送に対する反復回数及び対応するリソースセットを決定す
るステップと、ＵＥにより、リソースセットからのリソースで反復回数の間にＲＡプリア
ンブルを送信するステップと、ＵＥにより、ＲＡプリアンブル伝送に対する応答を基地局
から受信するステップとを有する。各リソースセットは、時間、周波数、及びコードリソ
ースを含み、ＲＡプリアンブル伝送に対する反復回数及びＲＡプリアンブル伝送の最大回
数に関連される。ＵＥは、システム情報ブロック内でＲＡプリアンブル伝送に対する反復
回数に関連した最大反復回数の間に応答を受信する。
【０００６】
　また、本発明の他の態様によれば、リソースセットからのリソースでランダムアクセス
（ＲＡ）プリアンブル伝送のための複数のリソースセットを知らせるシステム情報ブロッ
ク（ＳＩＢ）を提供する信号を 基地局から受信するように構成される受信器と、ＲＡプ
リアンブル伝送に対する第１の反復回数、対応する第１のリソースセット、及び対応する
第１の最大伝送回数を決定し、ＲＡプリアンブル伝送に対する第２の反復回数、対応する
第２のリソースセット、及び対応する第２の最大伝送回数を決定するように構成される制
御器と、第１のリソースセットからのリソースで、第１の反復回数で、ユーザ装置が第１
の反復回数でＲＡプリアンブル伝送に対する応答を受信するまで、又は第１のＲＡプリア
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ンブルの最大伝送回数に到達するまでＲＡプリアンブルを基地局に送信し、第１のＲＡプ
リアンブル最大伝送回数に到達した後に、第２のリソースセットからのリソースで第２の
反復回数でＲＡプリアンブルを基地局に送信するように構成される送信器とを含む。各リ
ソースセットは、時間、周波数、及びコードリソースを含み、ＲＡプリアンブル伝送に対
する反復回数及びＲＡプリアンブル伝送の最大回数に関連される。第２の反復回数は、第
１の反復回数より大きい。
【０００７】
　さらに、本発明の他の態様によれば、ランダムアクセス（ＲＡ）プリアンブル伝送のた
めの複数のリソースセットを通知するシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を提供する信号及
びＲＡプリアンブル伝送に対する応答を基地局から受信するように構成される受信器と、
ＲＡプリアンブルの伝送に対する反復回数及び対応するリソースセットを決定するように
構成される制御器と、リソースセットからのリソースで反復回数のＲＡプリアンブルを送
信するように構成される送信器とを含む。各リソースセットは、リソースセットからのリ
ソースでＲＡプリアンブル伝送の反復回数及びＲＡプリアンブル伝送に対する応答の反復
回数に関連される。応答は、システム情報ブロックのＲＡプリアンブル伝送の反復回数に
関連する最大反復回数で受信される。
【発明の効果】
【０００８】
　ＵＥは、ｅＮＢにより送信されたＲＳに基づいてチャンネル測定を実行し、そのチャン
ネル測定をｅＮＢに報告する。チャンネル測定報告に基づき、ｅＮＢは、ＵＥに対するカ
バレッジモードをスイッチングするか否かを判定し、カバレッジモードは、正常カバレッ
ジモード及びＣＥモードを含むことができる。あるいは、上述したように、ｅＮＢは、他
の測定又は統計に基づいてＵＥに対するカバレッジモードを決定することができる。ｅＮ
Ｂは、ＵＥに、例えば、ＲＲＣシグナリングにより、モード再設定をシグナリングするこ
とができる。また、このシグナリングは、新たなカバレッジモードに対する有効時間を含
むこともできる。ＵＥは、この有効時間に新たなカバレッジモードで動作する。
【０００９】
　本発明のより完全な理解及びそれに従う利点は、添付された図面とともに考慮すれば、
後述する詳細な説明を参照してより容易に理解できる。また上記図面で同一の参照番号は
同一の構成要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明による無線通信ネットワークの一例を示す図である。
【図２】本発明によるユーザ装置（ＵＥ）の一例を示す図である。
【図３】本発明によるｅＮＢ（Enhanced NodeB）の一例を示す図である。
【図４】本発明によるｅＮＢで使用するためのダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）フォーマ
ットに対する符号化プロセスの一例を示す図である。
【図５】本発明によるＵＥで使用されるためのＤＣＩフォーマットに対する復号化プロセ
スの一例を示す図である。
【図６】本発明によるランダムアクセス手順を示す図である。
【図７】本発明によるＲＡプリアンブルフォーマットを示す図である。
【図８】本発明によるＵＥからのＲＡプリアンブル伝送の一例を示す図である。
【図９】本発明によるｅＮＢでのＲＡプリアンブル検出の一例を示す図である。
【図１０Ａ】本発明により、ＵＥがＰＲＡＣＨリソースを決定するためのプロセスの一例
を示す図である。
【図１０Ｂ】本発明により、ＵＥがＰＲＡＣＨ反復の回数を決定するためのプロセスの一
例を示す図である。
【図１０Ｃ】本発明により、ＵＥがＳＩＢ反復を決定するためのプロセスの一例を示す図
である。
【図１１Ａ】本発明により、ｅＮＢがＰＲＡＣＨリソース設定をＵＥに搬送するための動
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作の一例を示す図である。
【図１１Ｂ】本発明により、ｅＮＢがＰＲＡＣＨリソース設定をＵＥに搬送するための動
作の一例を示す図である。
【図１１Ｃ】本発明により、ｅＮＢがＰＲＡＣＨリソース設定をＵＥに搬送するための動
作の一例を示す図である。
【図１２】本発明により、ＰＲＡＣＨリソースを決定するためのＵＥプロセスの一例を示
す図である。
【図１３Ａ】本発明により、ＲＡプリアンブル伝送のためのＲ回の反復に対するオプショ
ンの一例を示す図である。
【図１３Ｂ】本発明により、ＲＡプリアンブル伝送のためのＲ回の反復に対するオプショ
ンの一例を示す図である。
【図１３Ｃ】本発明により、ＲＡプリアンブル伝送のためのＲ回の反復に対するオプショ
ンの一例を示す図である。
【図１３Ｄ】本発明により、ＲＡプリアンブル伝送のためのＲ回の反復に対するオプショ
ンの一例を示す図である。
【図１３Ｅ】本発明により、ＲＡプリアンブル伝送のためのＲ回の反復に対するオプショ
ンの一例を示す図である。
【図１４】本発明により、すべての反復に対して同一のプリアンブルフォーマットを用い
てＲ回の反復を有するＲＡプリアンブル伝送のためのプロセスの一例を示す図である。
【図１５】本発明により、すべての反復に対して異なるプリアンブルフォーマットの組み
合わせを用いてＲ回の反復を有するＲＡプリアンブル伝送のためのプロセスの一例を示す
図である。
【図１６】本発明により、ＲＡプリアンブルがすべての反復に対して同一のフォーマット
で伝送される、ｅＮＢでのＲＡプリアンブル検出に対するプロセスの一例を示す図である
。
【図１７】本発明により、ＲＡプリアンブルがすべての反復に対して異なるフォーマット
の組み合わせで伝送される、ｅＮＢでのＲＡプリアンブル検出に対するプロセスの一例を
示す図である。
【図１８】本発明により、システム情報を取得するための第１の方法に対するＲＡプリア
ンブルの初期伝送及び再伝送のためのＵＥに対するプロセスを示す図である。
【図１９Ａ】本発明により、システム情報を取得するための第２の方法に対するＲＡプリ
アンブルの初期伝送及び再伝送のためのＵＥに対するプロセスを示す図である。
【図１９Ｂ】タイマによってＵＥが初期カバレッジ改善レベルを決定するための手順プロ
セスを示す図である。
【図１９Ｃ】後続アクセスのための初期ＣＥレベルによってＵＥがアクセスを実行するた
めのプロセスを示す図である。
【図１９Ｄ】本発明により、ＵＥによるＲＡプリアンブルの初期伝送及び再伝送のための
プロセスを示す図である。
【図２０】本発明により、ＣＥ ＵＥがＲＡＲを取得するためのプロセスの一例を示す図
である。
【図２１】本発明により、ＲＡプリアンブルの再伝送が存在する場合に、ＵＥがＲＡＲを
取得するためのプロセスの一例を示す図である。
【図２２】本発明により、ＵＥがＭｓｇ３に対する伝送設定を決定するための動作の一例
を示す図である。
【図２３】本発明により、ｅＮＢがＭｓｇ３に対する伝送設定を決定するためのプロセス
の一例を示す図である。
【図２４】本発明により、ＵＥがシグナリングを含むチャンネル測定報告後に伝送設定を
決定するためのプロセスの一例を示す図である。
【図２５】本発明により、ｅＮＢがＵＥからシグナリングを含むチャンネル測定報告を受
信した後に、伝送設定を決定するためのプロセスの一例を示す図である。
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【図２６】本発明によるＵＥのカバレッジモードスイッチングに対するプロセスの一例を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
【００１２】
　本発明の詳細な説明に先立って、本明細書の全般にわたって使用される特定の単語及び
語句の定義を説明することが好ましい。“接続（結合）する(couple)”という語句とその
派生語は、２個以上の構成要素の間で、相互に物理的な接触状態にあるか否か、それら間
の任意の直接的又は間接的通信を称する。“送信する(transmit)”、“受信する(receive
)”、及び“通信する(communicate)”という用語だけでなく、その派生語は、直接及び間
接的な通信の両方ともを含む 。“含む（include）”及び “備える（comprise）”とい
う語句だけではなく、その派生語（derivatives thereof）は、限定ではなく、含みを意
味する。“又は（or）”という用語は、“及び/又は（and/or）”の意味を包括する。“
関連した（associated with）”及び“それと関連した（associated therewith）”とい
う語句だけではなく、その派生語句は、“含む（include）”、“含まれる（be included
 within）”、“相互に連結する（interconnect with）”、“包含する（contain）”、
“包含される（be contained within）”、“連結する（connect to or with）”、“結
合する（couple to or with）”、“疎通する（be communicable with）”、“協力する
（cooperate with）”、“相互配置する（interleave）”、“並置する（juxtapose）”
、“近接する（be proximate to）”、“接する（be bound to or with）”、“有する（
have）”、及び“特性を有する（have a property of）”などを意味することができる。
“制御部(controller)”は、少なくとも一つの動作を制御する装置、システム又はその部
分を意味するもので、ハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア、又は、それらのう
ちの２つ以上の組合せで実現することができる。ある特定の制御器に関連した機能性は、
ローカルでも遠隔でも、集中するか又は分散することができることに留意しなければなら
ない。“少なくとも一つの(at least one of)”とい
う語句は、項目のリストとともに使用される時に、リストされた項目のうち一つ以上の異
なる組み合せが使用され、そのリスト内の一つの項目のみが必要とされることができるこ
とを意味する。例えば、“Ａ、Ｂ、及びＣのうち少なくとも一つ”は、次のような組み合
せのうちいずれか一つを含む：Ａ、Ｂ、Ｃ、Ａ及びＢ、Ａ及びＣ、Ｂ及びＣ、及びＡとＢ
とＣ。
【００１３】
　さらに、以下に記述される様々な機能は、一つ以上のコンピュータプログラムにより具
現されるか又はサポートされ、そのプログラムの各々は、コンピュータ読み取り可能なプ
ログラムコードで構成され、コンピュータ読み取り可能な媒体で実施される。“アプリケ
ーション”及び“プログラム”という用語は、一つ以上のコンピュータプログラム、ソフ
トウェアコンポーネント、命令語セット、手順、関数、オブジェクト、クラス、インスタ
ンス、関連データ、又は適したコンピュータ読み取り可能なプログラムコードの実現に適
合したそれらの一部を称する。“コンピュータ読み取り可能なプログラムコード”という
語句は、ソースコード、オブジェクトコード、及び実行コードを含むすべてのタイプのコ
ンピュータコードを含む。“コンピュータ読み取り可能な媒体”という語句は、ＲＯＭ（
Read Only Memory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）、ハードディスクドライブ、ＣＤ
（Compact Disc）、ＤＶＤ（Digital Video Disc）、又は任意の他のタイプのメモリのよ
うに、コンピュータによりアクセス可能なすべてのタイプの媒体を含む。“非一時的(non
-transitory)”なコンピュータ読み取り可能な媒体は、一時的な電気又は他の信号を転送
する有線、無線、光学、又は他の通信リンクを除外する。非一時的なコンピュータ読み取
り可能な媒体は、データが永久的に記憶されることができる媒体、及び再記録可能な光学
ディスクや削除可能なメモリ装置のようにデータが記憶され、後でオーバーライティング
され得る媒体を含む。
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【００１４】
　他の所定の単語及び語句に対する定義がこの特許文書の全体にわたって提供される。当
業者は、大部分の場合ではなくても多い場合に、そのような定義がそのように定義された
単語及び語句の前だけでなく後の使用にも適用されることがわかる。
【００１５】
　以下に論議される図１乃至図２６、及び本特許文献において本発明の開示原則を説明す
るために使用される様々な実施形態は、例示としてのみ提供され、開示の範囲を限定する
いかなる方法として理解されてはならない。当業者であれば、本発明の開示原則が任意の
適切に配置された無線通信システムで実現できることは明らかである。
【００１６】
　以下の文書及び標準説明が本明細書に全体的に記述されるように本開示に含まれる：３
ＧＰＰ ＴＳ ３６.２１１ ｖ１２.１.０、“Ｅ-ＵＴＲＡ、物理的チャンネル及び変調”
（ＲＥＦ１）；３ＧＰＰ ＴＳ ３６.２１２ ｖ１２.１.０、“Ｅ-ＵＴＲＡ、多重化及び
チャンネル符号化”（ＲＥＦ２）；３ＧＰＰ ＴＳ ３６.２１３ ｖ１２.１.０、“Ｅ-Ｕ
ＴＲＡ、物理的レイヤ手順”（ＲＥＦ３）；３ＧＰＰ ＴＳ ３６.２１４ ｖ１１.１.０、
“Ｅ-ＵＴＲＡ、物理的レイヤ測定”（ＲＥＦ４）；３ＧＰＰ ＴＳ ３６.３３１ ｖ１２.
１.０、“Ｅ-ＵＴＲＡ、無線リソース制御（ＲＲＣ）プロトコル詳細”（ＲＥＦ５）；及
び３ＧＰＰ ＴＳ ３６.１０１ ｖ.１１.１.０“Ｅ-ＵＴＲＡ、ユーザ装置（ＵＥ）無線送
信及び受信”（ＲＥＦ６）
【００１７】
　本発明は、ＤＬ又はＵＬカバレッジ限定されたユーザ装置（ＵＥ）に対するランダムア
クセスプロセスに関する。無線通信ネットワークは伝送ポイント、例えば、基地局又はｅ
ＮＢ（enhanced　NodeB）からＵＥに信号を伝達するダウンリンク（ＤＬ）を含む。また
、無線通信ネットワークは、ＵＥから受信ポイント、例えば、ｅＮＢに信号を伝達するア
ップリンク（ＵＬ）を含む。
【００１８】
　図１は、本発明による無線ネットワーク１００の一例を示す。図１に示す無線ネットワ
ーク１００の実施形態は、単に例示のためのものである。無線ネットワーク１００の他の
実施形態は、本発明の範囲から逸脱することなく使用され得る。
【００１９】
　図１に示すように、無線ネットワーク１００は、ｅＮＢ１０１、ｅＮＢ１０２、及びｅ
ＮＢ１０３を含む。ｅＮＢ１０１は、ｅＮＢ１０２及びｅＮＢ１０３と通信する。また、
ｅＮＢ１０１は、インターネット、独自のインターネットプロトコル(ＩＰ)ネットワーク
、又は他のデータネットワークのような少なくとも一つのＩＰネットワーク１３０と通信
する。
【００２０】
　ネットワークタイプに従って、“ｅＮｏｄｅＢ”又は“ｅＮＢ”の代わりに、“基地局
”又は“アクセスポイント”のように他のよく知られている用語が使用され得る。説明の
便宜のために、“ｅＮｏｄｅＢ”及び“ｅＮＢ”という用語は、遠隔端末に対する無線ア
クセスを提供するネットワークインフラ構成要素を称するためにこの特許文書内で使用さ
れる。また、ネットワークタイプに基づき、“ユーザ装置”又は“ＵＥ”の代わりに、 
“移動局”、“加入者局”、“遠隔端末”、“無線端末”、又は“ユーザ装置”のような
他の公知の用語が使用され得る。説明の便宜のために、“ユーザ装置”及び“ＵＥ”とい
う用語は、本特許文書において、ＵＥが（移動電話又はスマートフォンのような）移動装
置であるか、あるいは（デスクトップコンピュータ又はベンディングマシンのような）一
般的に固定装置と見なされるか、無線でｅＮＢをアクセスする遠隔無線装置を称するため
に使用される。
【００２１】
　ｅＮＢ１０２は、ｅＮＢ１０２のカバレッジ領域１２０内の第１の複数のＵＥ用ネット
ワーク１３０に無線広帯域アクセスを提供する。第１の複数のＵＥは、スモールビジネス
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（ＳＢ）に位置されるＵＥ１１１、企業（Ｅ）に位置されるＵＥ１１２、ＷｉＦｉホット
スポット（ＨＳ）に位置されるＵＥ１１３、第１のレジダンス（Ｒ）に位置されるＵＥ１
１４、第２のレジダンス（Ｒ）に位置されるＵＥ１１５、及びセルフォン、無線ラップト
ップ、無線ＰＤＡのようなモバイル装置（Ｍ）であるＵＥ１１６を含む。ｅＮＢ１０３は
、ｅＮＢ１０３のカバレッジ領域１２５内の第２の複数のＵＥ用ネットワーク１３０に無
線広帯域アクセスを提供する。第２の複数のＵＥは、ＵＥ１１５及びＵＥ１１６を含む。
一部の実施形態において、ｅＮＢ１０１乃至１０３のうち一つ以上は、５Ｇ、ＬＴＥ、Ｌ
ＴＥ-Ａ、ＷｉＭＡＸ、又は他の進歩した無線通信技術を用いて、相互に及びＵＥ１１１
乃至１１６と通信できる。
【００２２】
　点線は、但し例示及び説明のために、ほぼ円形として示されるカバレッジ領域１２０及
び１２５の概略的な範囲を示す。カバレッジ領域１２０及び１２５のように、ｅＮＢと関
連したカバレッジ領域は、自然的及び人為的な障害物に関連した無線環境内の変動及びｅ
ＮＢの構成により、不規則的な形態を含む他の形状を有することを明確に理解すべきであ
る。
【００２３】
　以下により詳細に説明するように、ネットワーク１００の様々な構成要素（例えば、ｅ
ＮＢ１０１乃至１０３及び/又はＵＥ１１１乃至１１６）は、ネットワーク１００の通信
方向の適応をサポートし、それらのＰＲＡＣＨプロセスに対するカバレッジ改善を提供で
きる。
【００２４】
　図１は無線ネットワーク１００の一例を示すが、図１に対して多様な変更が可能である
。例えば、無線ネットワーク１００は、任意の個数のｅＮＢ及び任意の個数のＵＥを任意
の適切な配置を通じて含む。また、ｅＮＢ１０１は、任意の個数のＵＥと直接に通信する
ことにより、それらＵＥにネットワーク１３０に対する無線広帯域アクセスを提供できる
。同様に、それぞれのｅＮＢ１０２及び１０３は、ネットワーク１３０と直接に通信する
ことにより、ネットワーク１３０に対する直接無線広帯域アクセスをＵＥに提供してもよ
い。さらに、ｅＮＢ１０１、１０２、及び/又は１０３は、外部電話網又は他のタイプの
データネットワークのような、他の、又は追加の外部ネットワークへのアクセスを提供で
きる。
【００２５】
　図２は、本発明によるＵＥ１１４の一例を示す。図２に示すＵＥ１１４の実施形態は、
例示のためのものであるだけで、図１の他のＵＥと同一であるか又は類似した構成を有す
る。しかしながら、ＵＥは、広範囲な構成で現れ、図２は、本発明の範囲をＵＥの任意の
特定の実現例に限定されない。
【００２６】
　図２に示すように、ＵＥ１１４は、アンテナ２０５、無線周波数（ＲＦ）送受信器２１
０、送信（ＴＸ）処理回路２１５、マイクロフォン２２０、及び受信（ＲＸ）処理回路２
２５を含む。また、ＵＥ１１４は、スピーカ２３０、メインプロセッサ２４０、入力/出
力（Ｉ/Ｏ）インターフェース（ＩＦ）２４５、キーパッド２５０、ディスプレイ２５５
、及びメモリ２６０を含む。メモリ２６０は、基本オペレーティングシステム（ＯＳ）プ
ログラム２６１及び一つ以上のアプリケーション２６２を含む。
【００２７】
　ＲＦ送受信器２１０は、アンテナ２０５から、ｅＮＢ又は他のＵＥにより送信される入
力ＲＦ信号を受信する。ＲＦ送受信器２１０は、入力ＲＦ信号をダウンコンバートして中
間周波数（ＩＦ）又はベースバンド信号を生成する。ＩＦ又はベースバンド信号は、ＲＸ
処理回路２２５に送信され、ＲＸ処理回路２２５は、ベースバンド又はＩＦ信号のフィル
タリング、復号化、及び/又はデジタル化により処理されたベースバンド信号を生成する
。ＲＸ処理回路２２５は、処理されたベースバンド信号を（音声データの場合に）スピー
カ２３０に送信し、あるいは（Ｗｅｂブラウジングデータのような）追加処理のためにメ



(11) JP 2016-528791 A 2016.9.15

10

20

30

40

50

インプロセッサ２４０に送信する。
【００２８】
　ＴＸ処理回路２１５は、マイクロフォン２２０からアナログ又はデジタル音声データ、
あるいはメインプロセッサ２４０から他の送信(outgoing)ベースバンドデータ（例えば、
Ｗｅｂデータ、電子メール、又は双方向ビデオゲームデータ）を受信する。ＴＸ処理回路
２１５は、送信ベースバンドデータの符号化、多重化、及び/又はデジタル化することに
よって、処理されたベースバンド又はＩＦ信号を生成する。ＲＦ送受信器２１０は、処理
された送信ベースバンド又はＩＦ信号をＴＸ処理回路２１５から受信し、アンテナ２０５
を通じて送信されるベースバンド又はＩＦ信号をＲＦ信号にアップコンバートする。
【００２９】
　メインプロセッサ２４０は、一つ以上のプロセッサ又は他の処理装置を含み、ＵＥ１１
４の全般的な動作を制御するためにメモリ２６０に格納されている基本ＯＳプログラム２
６１を実行することができる。例えば、メインプロセッサ２４０は、公知の原理に従って
、ＲＦ送受信器２１０、ＲＸ処理回路２２５、及びＴＸ処理回路２１５により順方向チャ
ンネル信号の受信及び逆方向チャンネル信号の送信を制御できる。一部の実施形態におい
て、メインプロセッサ２４０は、少なくとも一つのマイクロプロセッサ又はマイクロコン
トローラを含む。
【００３０】
　また、メインプロセッサ２４０は、メモリ２６０に常駐している他のプロセス及びプロ
グラムを実行できる。メインプロセッサ２４０は、実行プロセスにより要請されるときに
、メモリ２６０へ、又はメモリ２６０からデータを移動させることができる。一部の実施
形態において、メインプロセッサ２４０は、ＯＳプログラム２６１に基づき、あるいはｅ
ＮＢ、他のＵＥ、又はオペレータから受信された信号に応じてアプリケーション２６２を
実行するように構成される。また、メインプロセッサ２４０は、ラップトップコンピュー
タ及びハンドヘルドコンピュータのような他の装置に接続できる機能を有するＵＥ１１４
に提供するＩ/Ｏインターフェース２４５に結合される。Ｉ/Ｏインターフェース２４５は
、これらのアクセサリとメインプロセッサ２４０との間の通信経路である。
【００３１】
　また、メインプロセッサ２４０は、キーパッド２５０及びディスプレイ部２５５に結合
される。ＵＥ１１４のオペレータは、キーパッド２５０を使用してデータをＵＥ１１４に
入力する。ディスプレイ２５５は、液晶ディスプレイ又はＷｅｂサイトからテキスト及び
/又は少なくとも限定されたグラフィックをレンダリングできる他のディスプレイであり
得る。ディスプレイ２５５は、タッチスクリーンを示すことができる。
【００３２】
　メモリ２６０は、メインプロセッサ２４０に結合される。メモリ２６０の一部は、ラン
ダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を含み、メモリ２６０の他の部分は、フラッシュメモリ又
は他の読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）を含むことができる。
【００３３】
　以下でより詳細に説明するように、（ＲＦ送受信器２１０、ＴＸ処理回路２１５、及び
/又はＲＸ処理回路２２５を用いて実現される）ＵＥ１１４の送受信経路は、ノーマルモ
ード又はカバレッジ改善モードでＰＲＡＣＨプロセスをサポートする。
【００３４】
　図２は、ＵＥ１１４の一例を示すが、図２に対して様々な変形がなされる。例えば、図
２の多様な構成要素は、結合、さらに細分化、又は省略され、特定の必要性に応じて追加
の構成要素が付加され得る。特定の例として、メインプロセッサ２４０は、一つ以上の中
央処理ユニット（ＣＰＵ）及び一つ以上のグラフィック処理ユニット（ＧＰＵ）のような
複数のプロセッサに分割される。また、図２が携帯電話又はスマートフォンとして構成さ
れるＵＥ１１４を示すが、ＵＥは、他のタイプのモバイル又は固定装置として動作するよ
うに構成される。また、図２の多様な構成要素は、異なるＲＦ構成要素がｅＮＢ１０１乃
至１０３及び他のＵＥと通信するために使用される場合に複製され得る。



(12) JP 2016-528791 A 2016.9.15

10

20

30

40

50

【００３５】
　図３は、本発明によるｅＮＢ１０２の一例を示す。図３に示すｅＮＢ１０２の実施形態
では、単に例示するためのものであって、図１の他のｅＮＢは、同一又は類似の構成を有
することができる。しかしながら、ｅＮＢは、多様な構成からなり、図３は、本発明の範
囲をｅＮＢの任意の特定の実現例に限定するものではない。
【００３６】
　図３に示すように、ｅＮＢ１０２は、複数のアンテナ３０５ａ乃至３０５ｎ、複数のＲ
Ｆ送受信器３１０ａ乃至３１０ｎ、送信（ＴＸ）処理回路３１５、及び受信（ＲＸ）処理
回路３２０を含む。また、ｅＮＢ１０２は、制御器/プロセッサ３２５、メモリ３３０、
及びバックホール又はネットワークインターフェース３３５を含む。
【００３７】
　ＲＦ送受信器３１０ａ乃至３１０ｎは、アンテナ３０５ａ乃至３０５ｎからＵＥ又は他
のｅＮＢにより送信される信号のような入力ＲＦ信号を受信する。ＲＦ送受信器３１０ａ
乃至３１０ｎは、入力ＲＦ信号をダウンコンバートすることによりＩＦ又はベースバンド
信号を生成する。ＩＦ又はベースバンド信号は、ＲＸ処理回路３２０に送信され、この回
路は、ベースバンド又はＩＦ信号をフィルタリング、復号化、及び/又はデジタル化する
ことにより、処理されたベースバンド信号を生成する。ＲＸ処理回路３２０は、処理され
たベースバンド信号をさらに処理するために制御器/プロセッサ３２５に送信する。
【００３８】
　ＴＸ処理回路３１５は、制御器/プロセッサ３２５からアナログ又はデジタルデータ（
例えば、音声データ、Ｗｅｂデータ、電子メール、双方向ビデオゲームデータなど）を受
信する。ＴＸ処理回路３１５は、送信ベースバンドデータの符号化、多重化、及び/又は
デジタル化することにより処理されたベースバンド又はＩＦ信号を生成する。ＲＦ送受信
器３１０ａ乃至３１０ｎは、送信処理されたベースバンド又はＩＦ信号をＴＸ処理回路３
１５から受信し、アンテナ３０５ａ乃至３０５ｎを通じて送信されるベースバンド又はＩ
Ｆ信号をＲＦ信号にアップコンバートする。
【００３９】
　制御器/プロセッサ３２５は、ｅＮＢ１０２の全般的な動作を制御する一つ以上のプロ
セッサ又は他の処理装置を含む。例えば、制御器/プロセッサ３２５は、よく知られてい
る原理により、ＲＦ送受信器３１０ａ乃至３１０ｎ、ＲＸ処理回路３２０、及びＴＸ処理
回路３１５により順方向チャンネル信号の受信及び逆方向チャンネル信号の送信を制御す
る。制御器/プロセッサ３２５は、より進歩した無線通信機能のような追加機能もサポー
トできる。例えば、制御器/プロセッサ３２５は、複数のアンテナ３０５ａ乃至３０５ｎ
から送信信号が所望する方向に送信信号を効果的に方向操縦するように異なって加重処理
されるビーム形成又は指向性ルーティング動作をサポートする。任意の非常に多様な他の
機能は、制御器/プロセッサ３２５によりｅＮＢ１０２でサポートされる。一部の実施形
態において、制御器/プロセッサ３２５は、少なくとも一つのマイクロプロセッサ又はマ
イクロコントローラを含む。
【００４０】
　また、制御器/プロセッサ３２５は、 基本ＯＳのように、メモリ３３０に常駐するプロ
グラム及び他のプロセスを実行することもできる。制御器/プロセッサ３２５は、実行プ
ロセスにより要請されるように、データをメモリ３３０の内部又は外部に移動できる。
【００４１】
　制御器/プロセッサ３２５は、バックホール又はネットワークインターフェース３３５
にも結合される。バックホール又はネットワークインターフェース３３５は、ｅＮＢ１０
２がバックホール接続又はネットワークを介して他の装置又はシステムと通信可能にする
。インターフェース３３５は、適切な有線又は無線接続を通じて通信をサポートできる。
例えば、ｅＮＢ１０２がセルラー通信システム（例えば、５Ｇ、ＬＴＥ、又はＬＴＥ-Ａ
をサポートするもの）の一部として実現されるときに、インターフェース３３５は、ｅＮ
Ｂ１０２が有線又は無線バックホール接続を通じて他のｅＮＢと通信可能にする。ｅＮＢ
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１０２がアクセスポイントとして実現される場合に、インターフェース３３５は、ｅＮＢ
１０２が有線又は無線ローカル領域ネットワーク又は有線又は無線接続を通じてより大き
いネットワーク(例えば、インターネット)で通信可能にする。インターフェース３３５は
、有線又は無線接続を通じて通信をサポートする任意の適切な構造、例えばイーサネット
（登録商標）又はＲＦ送受信器を含む。
【００４２】
　メモリ３３０は、制御器/プロセッサ３２５に結合される。メモリ３３０の一部は、Ｒ
ＡＭを含み、メモリ３３０の他の一部は、フラッシュメモリ又は他のＲＯＭを含んでもよ
い。
【００４３】
　以下により詳細に説明するように、（ＲＦ送受信器３１０ａ乃至３１０ｎ、ＴＸ処理回
路３１５、及び/又はＲＸ処理回路３２０を用いて実現される）ｅＮＢ１０２の送受信経
路は、 ノーマルモード又はカバレッジ改善されたモードでのＰＲＡＣＨプロセスをサポ
ートできる。 
【００４４】
　図３はｅＮＢ１０２の一例を示すが、図３に対する多様な変更がなされ得る。例えば、
ｅＮＢ１０２は、図３に示す任意の個数の各構成要素を含む。特定の例として、アクセス
ポイントは、複数のインターフェース３３５を含み、制御器/プロセッサ３２５は、異な
るネットワークアドレスの間でデータをルーティングするルーティング機能をサポートで
きる。他の特定例として、一つのインスタンスのＴＸ処理回路３１５及び一つのインスタ
ンスのＲＸ処理回路３２０を含むものを示すが、ｅＮＢ１０２は、各々の複数のインスタ
ンス（例えば、ＲＦ送受信器当たり一つ）を含んでもよい。
【００４５】
　一部の無線ネットワークにおいて、ＤＬ信号は、情報コンテンツを搬送するデータ信号
、ＤＬ制御情報（ＤＣＩ）を搬送する制御信号、及びパイロット信号とも知られている基
準信号（ＲＳ）を含む。ｅＮＢ、例えば、ｅＮＢ１０２は、データ情報又はＤＣＩを各々
物理ＤＬ共有チャンネル（ＰＤＳＣＨ）又は物理ＤＬ制御チャンネル（ＰＤＣＣＨ）を介
して送信できる。ｅＮＢ、例えばｅＮＢ１０２は、ＵＥ-ＣＲＳ(Common RS)、チャンネル
状態情報ＲＳ（ＣＲＩ-ＲＳ）、及び復調ＲＳ（ＤＭＲＳ）を含む複数タイプのＲＳのう
ち一つ以上を送信する。ＣＲＳは、ＤＬシステム帯域幅（ＢＷ）を通して送信され、ＵＥ
により使用され、データ又は制御信号を復調するか、あるいは測定を実行することができ
る。ＣＲＳオーバーヘッドを減少させるために、ｅＮＢ１０２は、ＣＲＳより時間又は周
波数ドメインで小さい密度を有するＣＳＩ-ＲＳを送信できる。干渉測定（ＩＭ）のため
に、ゼロ電力ＣＳＩ-ＲＳ(ＺＰ　ＣＳＩ-ＲＳ)に関連したＣＳＩ-ＩＭリソースが使用さ
れ得る。ＵＥ、例えばＵＥ１１４は、ｅＮＢ、例えばｅＮＢ１０２からより高いレイヤシ
グナリングを通じてＣＳＩ-ＲＳ伝送パラメータを決定できる。ＤＭＲＳは、各々のＰＤ
ＳＣＨ又はＰＤＣＣＨのＢＷのみに伝送され、ＵＥ１１４は、ＤＭＲＳを用いてＰＤＳＣ
Ｈ又はＰＤＣＣＨ内の情報を復調できる。また、ｅＮＢ１０２は、１０個の連続するサブ
フレーム(ＳＦ)の各区間でＤＬ　ＳＦがマルチキャスト-ブロードキャスト単一周波数ネ
ットワーク(ＭＢＳＦＮ)ＳＦとして設定されることを、ＵＥのグループに送信されたシス
テム情報ブロック(ＳＩＢ)を通じてＵＥ１１４に指示し、この場合、ＵＥ１１４は、ＣＲ
Ｓが単にＳＦの最初の１個又は２個のシンボルのみで送信されると予想できる。
【００４６】
　一部の無線ネットワークにおいて、ＵＬ信号は、情報コンテンツを搬送するデータ信号
、ＵＬ制御情報（ＵＣＩ）を搬送する制御信号、ＲＳ、及びネットワークへの接続を確立
するＵＥ１１４に関連したシグナリングを含む。ＵＥ１１４は、データ情報又はＵＣＩを
それぞれの物理的ＵＬ共有チャンネル（ＰＵＳＣＨ）又は物理的ＵＬ制御チャンネル（Ｐ
ＵＣＣＨ）を介して伝送できる。ＵＥ１１４がデータ情報及びＵＣＩを同時に伝送する場
合、ＵＥ１１４は、両方ともをＰＵＳＣＨで多重化できる。ＵＣＩは、ＰＤＳＣＨでのデ
ータ転送ブロック(ＴＢ)の正しい、あるいは正しくない検出を示すハイブリッド自動再送
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要求確認(ＨＡＲＱ-ＡＣＫ)情報、ＵＥ１１４がそのバッファにデータを有するか否かを
示すスケジューリング要請(ＳＲ)情報、及びＵＥ１１４へのＰＤＳＣＨ伝送に適したパラ
メータをｅＮＢ１０２が選択可能にするチャンネル状態情報(ＣＳＩ)を含むことができる
。ＨＡＲＱ-ＡＣＫ情報は、正しいＰＤＣＣＨ又はデータＴＢ検出に応答して肯定応答(Ａ
ＣＫ)、正しくないデータＴＢ検出に応答して否定応答(ＮＡＣＫ)、及び暗示的又は明示
的なことができるＰＤＣＣＨ検出(ＤＴＸ)の不在を含むことができる。ＵＥ１１４がＨＡ
ＲＱ-ＡＣＫ信号を送信しない場合、ＤＴＸは、暗示的であり得る。ＵＬ　ＲＳは、ＤＭ
ＲＳ及びＳＲＳ(Sounding RS)を含むことができる。(ＲＥＦ３を参照)
【００４７】
　各々のＰＤＣＣＨでのＤＣＩフォーマットは、各々ＵＥへ又はＵＥからデータ情報を搬
送するＰＤＳＣＨ又はＰＵＳＣＨ伝送をスケジューリングできる。一部の実現形態におい
て、ＵＥ、例えば、ＵＥ１１４は、ＰＤＳＣＨスケジューリングのためにＤＣＩフォーマ
ット１Ａ、及びＰＵＳＣＨスケジューリングのためにＤＣＩフォーマット０をモニタリン
グする。これら２個のＤＣＩフォーマットは、同一のサイズを有するように設計され、共
同でＤＣＩフォーマット０/１Ａと称される。それぞれのＰＤＣＣＨでの他のＤＣＩフォ
ーマット、ＤＣＩフォーマット１Ｃは、ネットワーク設定パラメータ、又はＵＥによるラ
ンダムアクセス（ＲＡ）に対する応答、又はＵＥのグループへのページング情報に対して
、システム情報ブロック（ＳＩＢ）をＵＥのグループに提供するＰＤＳＣＨをスケジュー
リングできる。他のＤＣＩフォーマット、ＤＣＩフォーマット３又はＤＣＩフォーマット
３Ａ（合わせて、ＤＣＩフォーマット３/３Ａと称される）は、それぞれのＰＵＳＣＨ又
はＰＵＣＣＨの伝送に対して送信電力制御（ＴＰＣ）命令をＵＥのグループに提供できる
。
【００４８】
　ＤＣＩフォーマットは、ＵＥ、例えば、ＵＥ１１４が正しい検出を確認するために、一
般的にＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）ビットを含む。ＤＣＩフォーマットタイプは
、ＣＲＣビットをスクランブリングするＲＮＴＩ（Radio Network Temporary Identifier
）により識別される。単一ＵＥ、例えばＵＥ１１４へのＰＤＳＣＨ又はＰＵＳＣＨをスケ
ジューリングするＤＣＩフォーマットにおいて、ＲＮＴＩは、セルＲＮＴＩ（Ｃ-ＲＮＴ
Ｉ）であり、ＵＥ識別子として役割する。ＵＥのグループにシステム情報（ＳＩ）を搬送
するＰＤＳＣＨをスケジューリングするＤＣＩフォーマットにおいて、ＲＮＴＩは、ＳＩ
-ＲＮＴＩであり得る。ＵＥのグループからＲＡに対する応答を提供するＰＤＳＣＨをス
ケジューリングするＤＣＩフォーマットにおいて、ＲＮＴＩは、ＲＡ-ＲＮＴＩであり得
る。ＵＥのグループをページングするＰＤＳＣＨをスケジューリングするＤＣＩフォーマ
ットにおいて、ＲＮＴＩは、Ｐ-ＲＮＴＩであり得る。ＵＥのグループにＴＰＣ命令を提
供するＤＣＩフォーマットにおいて、ＲＮＴＩは、ＴＰＣ-ＲＮＴＩであり得る。各ＲＮ
ＴＩタイプは、より高いレイヤシグナリング、例えば、ＲＲＣシグナリングを通じてＵＥ
１１４に設定され得る（そして、Ｃ-ＲＮＴＩは各ＵＥにユニークである）。
【００４９】
　図４は、本発明により、ｅＮＢで使用するためのＤＣＩフォーマットに対する符号化プ
ロセスの一例を示す。このフローチャートは、一連の順次的なステップを示すが、明示的
に言及されない限り、特定順序の実行、同時に又は重複する方式よりは順次のステップ又
はその一部分の実行、あるいは介在又は中間ステップの発生なしに制限的に示されている
ステップの実行に関するシーケンスから推論が引き出されてはならない。説明された例の
プロセスは、例えば、ＵＥ内の送信器チェーンにより実現される。
【００５０】
　図４に示すように、ｅＮＢ１０２は、それぞれのＰＤＣＣＨで各ＤＣＩフォーマットを
別々に符号化及び伝送する。ＤＣＩフォーマットが意図された、ＵＥ１１４に対するＲＮ
ＴＩは、特定ＤＣＩフォーマットがＵＥ１１４に対して意図されたことをＵＥ１１４が確
認可能にするために、ＤＣＩフォーマットコードワードのＣＲＣをマスキングする。（符
号化されない）ＤＣＩフォーマットビット４１０のＣＲＣは、ＣＲＣ計算動作４２０を用
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いて決定され、ＣＲＣは、ＣＲＣビットとＲＮＴＩビット４４０との間の排他的ＯＲ（Ｘ
ＯＲ）演算４３０を用いてマスキングされる。ＸＯＲ演算４３０は、ＸＯＲ（０，０）＝
０、ＸＯＲ（０，１）＝１、ＸＯＲ(１，０)＝１、ＸＯＲ(１，１)＝０と定義される。マ
スキングされたＣＲＣビットは、ＣＲＣ加算演算４５０を用いてＤＣＩフォーマット情報
ビットに加算される。チャンネル符号化は、チャンネル符号化４６０（例えば、畳み込み
符号化）により実行され、次に割り当てられたリソースに適用されるレートマッチング４
７０が実行される。インターリビング及び変調４８０が実行され、出力制御信号４９０が
送信される。本実施形態で、ＣＲＣ及びＲＮＴＩは１６ビットを含むが、ＣＲＣ及びＲＮ
ＴＩの両方又はいずれか一つは、１６ビットより多く又は少ないビットを含んでもよいこ
とは理解されるはずである。
【００５１】
　図５は、本発明により、ＵＥで使用するためのＤＣＩフォーマットに対する復号化プロ
セスの一例を示す。このフローチャートは、一連の順次的なステップを示すが、明示的に
言及されない限り、このようなシーケンスから、実行、ステップやその一部の連続的な実
行順序について同時発生的であるか、重複的な方式、介在又は中間ステップの発生なしに
説明された連続実行ではないいかなる推論も導出されてはならない。説明された例に図示
されたプロセスは、例えば、ＵＥ内の送信器チェーンにより具現される。
【００５２】
　図５に示すように、ＵＥ１１４は、ｅＮＢ送信器の逆方向動作を実行し、ＵＥ１１４が
ＤＬ ＳＦ内のＤＣＩフォーマット割り当てを有するか否かを判定する。受信した制御信
号５１０が復調され、それによるビットは、ステップ５２０でデインターリビングされる
。ｅＮＢ送信器で適用されるレートマッチングは、ステップ５３０で復旧され、データが
ステップ５４０で復号化される。データの復号化後に、ＤＣＩフォーマット情報ビット５
６０は、ＣＲＣビットを抽出した(５５０)後に獲得される。ＤＣＩフォーマット情報ビッ
トは、ＵＥ　ＲＮＴＩとＸＯＲ演算を適用し(５８０)、それによってデマスキングされる
(５７０)。ＵＥ１１４は、ＣＲＣテスト５９０を実行する。ＣＲＣテストを通過すると、
ＵＥ１１４は、受信された制御信号５１０に対応するＤＣＩフォーマットが有効であると
判定し、信号受信又は信号送信に対するパラメータを決定する。ＣＲＣテストが通過され
ない場合、ＵＥ１１４は、推定されたＤＣＩフォーマットを無視する。
【００５３】
　ＰＤＣＣＨ伝送は、ＰＤＳＣＨ伝送と時分割多重化（ＴＤＭ）又は周波数分割多重化（
ＦＤＭ）され得る。説明の便宜のために、本明細書ではＴＤＭのケースが考慮される。し
かしながら、本発明の実施形態は、他の多重化方法にも適用可能である。第１のＵＥ、例
えば、ＵＥ１１４へのＰＤＣＣＨ伝送を避けるために、第２のＵＥ、例えば、ＵＥ１１５
へのＰＤＣＣＨ伝送を遮断するとき、ＤＬ制御領域の時間-周波数ドメインでの各ＰＤＣ
ＣＨ伝送の位置は固有でない。そのため、各ＵＥは、複数の復号化動作を実行し、ＤＬ 
ＳＦ内にＵＥ１１４に対して意図したＰＤＣＣＨが存在するか否かを判定する。各ＰＤＣ
ＣＨを搬送するリソースは、論理的ドメイン内で制御チャンネル要素（ＣＣＥ）にグルー
プ化できる。所定数のＤＣＩフォーマットビットにおいて、それぞれのＰＤＣＣＨに対す
るＣＣＥの個数は、チャンネル符号化レートに依存する（ＱＰＳＫ（Quadrature Phase S
hift Keying）が変調方式として仮定される）。ｅＮＢ１０２は、高いＤＬ信号対干渉及
び雑音比（ＳＩＮＲ）を経験するＵＥよりは、低いＤＬ　ＳＩＮＲを経験するＵＥへのＰ
ＤＣＣＨ伝送のために、より低いチャンネル符号化レート及びより多いＣＣＥを使用でき
る。ＣＣＥアグリゲーションレベルは、例えば、１、２、４、及び８個のＣＣＥを含むこ
とができる。
【００５４】
　複数のＵＥに情報を搬送するＤＣＩフォーマット、例えば、ＤＣＩフォーマット１Ｃ又
はＤＣＩフォーマット３/３Ａは、ＵＥ共通探索空間（ＣＳＳ）で送信される。複数のＵ
Ｅに情報を搬送するＤＣＩフォーマットの伝送後に、十分なＣＣＥが残っている場合、Ｃ
ＳＳは、各々のＰＤＳＣＨ又はＰＵＳＣＨをスケジューリングするためのＤＣＩフォーマ
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ット０/１Ａを個別のＵＥに搬送できる。単一ＵＥにＰＤＳＣＨ受信又はＰＵＳＣＨ伝送
のためのスケジューリング情報を搬送するＤＣＩフォーマット、例えば、ＤＣＩフォーマ
ット０/１Ａは、ＵＥ専用探索空間（ＵＥ-ＤＳＳ）で送信できる。例えば、ＣＳＳは１６
個のＣＣＥを含み、８個のＣＣＥで２個のＤＣＩフォーマットをサポートし、４個のＣＣ
Ｅで４個のＤＣＩフォーマットをサポートし、あるいは８個のＣＣＥで１個のＤＣＩフォ
ーマットをサポートし、４個のＣＣＥで２個のＤＣＩフォーマットをサポートすることが
できる。ＣＳＳに対するＣＣＥは、（ＣＣＥインターリビング以前に）論理的ドメインに
まず配置される。
【００５５】
　通信システム動作における基本的な要件の一つは、ＵＥ１１４が接続セットアップを要
請する能力である。このような要請は、一般的にランダムアクセスと称される。ランダム
アクセスは、いくつかの目的のために使用され、この目的は、無線リンクを確立するとき
の初期アクセス、無線リンク失敗以後の無線リンク再確立、ＵＬ同期化が新たなセルに確
立される必要があるときのハンドオーバー、ＵＬ同期化、ＵＬ測定に基づいたＵＥポジシ
ョニング、及びいかなる専用ＳＲリソースもＰＵＣＣＨに設定されていない場合のＳＲを
含む。サービングｅＮＢ１０２でのアップリンクタイミングの取得は、ランダムアクセス
の主目的のうち一つである。初期無線リンクを確立するとき、ランダムアクセスプロセス
は、セル無線ネットワーク臨時識別子（Ｃ-ＲＮＴＩ）と呼ばれる固有なアイデンティテ
ィをＵＥ１１４に割り当てる役割もする。（複数のＵＥが同一のリソースを使用する）競
合ベース方式又は(専用リソースがＵＥにより使用される）無競合方式 が使用され得る。
【００５６】
　図６は、本発明による、ランダムアクセス手順６００を示す。シグナリングは、一連の
順次的なステップを示すが、明示的に言及されない限り、特定順序の実行、同時に又は重
複する方式よりは順次のステップ又はその一部分の実行、あるいは介在又は中間ステップ
の発生なしに制限的に示されているステップの実行に関するシーケンスから推論が引き出
されてはならない。説明された例のプロセスは、例えば、ＵＥ内の基地局内の送信器チェ
ーンにより実現される。
【００５７】
　図６に示すように、ステップ１で、ＵＥ１１４は、物理的ランダムアクセスチャンネル
（ＰＲＡＣＨ）リソース６１０の情報をｅＮＢ１０２から取得する。ＵＥ１１４は、ラン
ダムアクセス（ＲＡ）プリアンブル伝送６２０（ＰＲＡＣＨプリアンブルとも称される）
に対するリソースを決定し、ＲＡプリアンブルをｅＮＢ１０２に伝送する。ステップ２で
、ＵＥ１１４は、ランダムアクセス応答６３０をｅＮＢ１０２から受信する。ステップ３
で、ＵＥ１１４は、メッセージ３（Ｍｓｇ３）６４０と称されるものをｅＮＢ１０２に送
信する。ステップ４で、ｅＮＢ１０２及びＵＥ１１４は、競合解決６５０を実行する。ま
た、競合解決６５０のメッセージは、メッセージ４（Ｍｓｇ４）と称される。
【００５８】
　特定の実施形態では、ステップ１で、ＵＥ１１４は、ＰＲＡＣＨリソース６１０及びＲ
Ａプリアンブルフォーマットに関する情報を搬送するＳＩＢを取得する（この実施形態は
図７を参照して以下に説明される）。ＰＲＡＣＨリソース６１０は、次のようなセットで
構成される。ＰＲＡＣＨ伝送が発生されるＳＦ、ＰＲＡＣＨが周波数ドメインで伝送され
るＲＢ、及びそれからＵＥ１１４がＰＲＡＣＨ伝送を生成するための使用に選択される（
６４-Ｎｃｆ）Ｚａｄｏｆｆ-Ｃｈｕ(ＺＣ）シーケンスの数（Ｎｃｆは無競合ＰＲＡＣＨ
伝送に使用するためにｅＮＢ１０２により予備されたＺＣシーケンスの数）。ＵＥ１１４
は、ＰＲＡＣＨリソース６１０及びＲＡプリアンブルフォーマットを識別し、決定された
ＰＲＡＣＨリソース上でＲＡプリアンブル６２０を送信し、これによってｅＮＢ１０２は
、ＵＥに対する伝送タイミングを推定可能にする。ＵＥがｅＮＢに対する他のＵＬシグナ
リングを適合に伝送できないので、ＵＬ同期化が必要である。
【００５９】
　ステップ２で、ＵＥ１１４から伝送されたＲＡプリアンブル６２０を検出する場合、ｅ
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ＮＢ１０２は、タイミングアドバンス（ＴＡ）命令を含むランダムアクセス応答（ＲＡＲ
）６３０を送信し、ＵＥ１１４が自身の伝送タイミングを調整するようにし、ｅＮＢ１０
２が検出したＲＡプリアンブル、ランダムアクセスプロセスのメッセージ３（Ｍｓｇ３）
をＵＥ１１４が送信するようにＵＬリソースを割り当てるＵＬ承認、及び臨時Ｃ-ＲＮＴ
Ｉ（ＴＣ-ＲＮＴＩ）も伝送する。ｅＮＢ１０２により設定されたＲＡＲ時間ウィンドウ
内のＲＡＲで伝送されたＲＡプリアンブルを検出することが失敗する場合、ＵＥ１１４は
、新たなＲＡプリアンブルを再伝送する（すなわち、第１のステップを反復する）。また
、ＵＥ１１４は、ＵＥ１１４の送信電力を調整するために電力ランピング（power rampin
g）を実行することができる。
【００６０】
　ステップ３で、ＵＥ１１４は、Ｍｓｇ３ ６４０がＴＣ-ＲＮＴＩを含むＰＵＳＣＨでＭ
ｓｇ３ ６４０を伝送する。Ｍｓｇ３の正確なコンテンツは、特に、ＵＥ１１４が以前に
ｅＮＢ１０２に接続されたか否かに関係なく、ＵＥ１１４の状態に因る。
【００６１】
　ステップ４で、ｅＮＢ１０２は、ＵＥ１１４に対する競合解決メッセージ６５０をＰＤ
ＳＣＨで伝送する。また、ステップ４は、複数のＵＥが同一のＲＡプリアンブルを用いて
ネットワークにアクセスしようとする場合に発生可能な任意の競合問題を解決する。
【００６２】
　一旦ランダムアクセスプロセスが成功した場合、ＴＣ-ＲＮＴＩは、Ｃ-ＲＮＴＩに変換
される。ステップ１は、ランダムアクセスプロセスのために特定に設計された物理レイヤ
プロセシングを使用する。後続する３個のステップは、ＵＥ１１４がｅＮＢ１０２との通
信を確立した後にＰＤＳＣＨ又はＰＵＳＣＨ伝送において同一の物理レイヤプロセシング
を使用し、この場合、ステップ２はＨＡＲＱ再伝送を使用しないが、ステップ３及びステ
ップ４はＨＡＲＱ再伝送を使用する。
【００６３】
　無競合ランダムアクセスは、ＤＬデータ到達、ハンドオーバー、及びポジショニングの
際にＵＬ同期化を再確立するためにのみ使用される。無競合方式では、競合解決に対する
必要性が存在しないため、前述したランダムアクセスプロセスのうちのステップ１及びス
テップ２のみが使用され、この場合にステップ２はＴＣ-ＲＮＴＩの代わりにＣ-ＲＮＴＩ
を配信できる。
【００６４】
　図７は、本発明により、ＲＡプリアンブルフォーマットの４個の例を示す。図７に示す
ＲＡプリアンブルフォーマットの実施形態は、単に例示のためのものである。他の実施形
態が本発明の範囲を逸脱せずに使用され得る。
【００６５】
　図７に示すように、各ＲＡプリアンブルフォーマットは、サイクリックプレフィックス
（ＣＰ）７０１、プリアンブルシーケンス７０２、及びガードタイム（ＧＴ）７０３を含
む。各プリアンブルシーケンス７０２は、長さ０.８ミリ秒（ｍｓ）を有する。フォーマ
ット７１０で、ＣＰ７０１ａ及びＧＴ７０３ａは、およそ０.１ｍｓと同一である。フォ
ーマット１　７２０で、ＣＰ７０１ｂは０.６８ｍｓであり、ＧＴ７０３ｂは０.５２ｍｓ
である。フォーマット２　７３０及びフォーマット３　７４０で、プリアンブルシーケン
ス７０２は、一回反復され、エネルギー利得を提供する。フォーマット２で、ＣＰ７０１
ｃ及びＧＴ７０３ｃは、およそ０.２ｍｓと同一である。フォーマット３で、ＣＰ７０１
ｄは０.６８ｍｓであり、ＧＴ７０３ｄは０.７２ｍｓである。
【００６６】
　図８は、本発明により、ＵＥからのＲＡプリアンブル伝送のための例を示す。図８に示
すＲＡプリアンブル伝送の実施形態は、単に例示のためのものである。他の実施形態が本
発明の範囲を逸脱しない範囲で使用され得る。
【００６７】
　図８に示すように、長さＮＺＣを有するＲＡプリアンブル８１０は、ＩＦＦＴ（Invers
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e Fast Fourier Transform）８２０により処理される。ＲＡプリアンブル８１０は、プリ
アンブルフォーマットがフォーマット２又はフォーマット３である場合、プリアンブルフ
ォーマット８３０に基づいて反復される。プリアンブルフォーマット０又はフォーマット
１に対して、ＲＡプリアンブル８１０は反復されない。ＣＰはＲＡプリアンブル８１０以
前に挿入され（８４０）、アップサンプリング（８５０）は次に適用される。最後に、時
間ドメイン周波数シフト８６０が適用され、ＵＥ１１４の無線周波数（ＲＦ）８７０の処
理回路によって信号が伝送される。
【００６８】
　図９は、本発明によるｅＮＢにおけるＲＡプリアンブル検出に対する例を示す。図９に
示すＲＡプリアンブル検出の実施形態は、単に例示のためのものである。他の実施形態が
本発明の範囲を逸脱することなく使用され得る。
【００６９】
　図９に示すように、受信された信号９０５は、まずＣＰ除去ユニット９１０により処理
され、次にＤＦＴ（Discrete Fourier Transform）がＤＦＴユニット９１５により適用さ
れる。ＤＦＴユニット９１５の出力は、ユニット９２０内のサブキャリアデマッピング部
により処理され、ＲＡプリアンブル伝送のサブキャリアを獲得する。次に、ＺＣルートシ
ーケンス９２５のＤＦＴ９３０と共役であるＲＡプリアンブルの複製との相関が相関器９
４０により適用され、ここで、ＺＣシーケンス９２５は、競合ベースのＰＲＡＣＨ伝送の
ための競合ベースのランダムアクセスに対して使用可能なシーケンスの各々であり得る。
ゼロパディング（padding）９４５が相関器出力に適用される。ゼロパディング９４５の
結果は、ＩＤＦＴ（Inverse DFT）によりプロセシングされる。ＩＤＦＴ出力のエネルギ
ーが獲得され(９５５)、最終にシーケンス検出ユニット９６０は、それぞれのシーケンス
に対して検出されたエネルギーに基づいてＲＡプリアンブルが送信されるか否かを判定し
、この場合、例えば、最大エネルギー、又はしきい値を超えるエネルギーを引き起こすシ
ーケンス９２５が検出されると見なされる。複数の受信器アンテナが存在する場合、各々
の受信された信号は、シーケンス検出９６０以前に結合され得る（９５５）。
【００７０】
　物理レイヤＬ１の側面から見ると、ランダムアクセスプロセスは、ＲＡプリアンブル及
びＲＡＲの伝送を含む。残りのメッセージは、ＰＤＳＣＨ又はＰＵＳＣＨで上位レイヤに
よる伝送のためにスケジューリングされ、Ｌ１ランダムアクセスプロセスの一部として見
なされない。ＰＲＡＣＨは、ＲＡプリアンブル伝送のために予備された連続的なＳＦのセ
ット又はＳＦ内で６個のＲＢを占める。ｅＮＢ１０２は、ＲＡプリアンブル伝送のために
予備されたＲＢ内のデータをスケジューリングすることが許可される。次のステップが、
Ｌ１ランダムアクセスプロセスで要求される：
【００７１】
　１．上位レイヤによるプリアンブル伝送の要請時にトリガされるＬ１ ＲＥプロセス。
　２．ＲＡプリアンブルインデックス、ターゲットＲＡプリアンブル受信された電力（Ｐ
ＲＥＡＭＢＬＥ_ＲＥＣＥＩＶＥＤ_ＴＡＲＧＥＴ_ＰＯＷＥＲ）、対応するＲＡ-ＲＮＴＩ
及び要請の一部として上位レイヤにより表示されるＰＲＡＣＨリソース。
　プリアンブル送信電力ＰＰＲＡＣＨは、＜数式１＞として決定される。
【００７２】
【数１】

【００７３】
　ここで、ＰCMAX,c（ｉ）は、サービングセルｃのＳＦｉに対して設定されたＵＥ送信電
力であり（ＲＥＦ６を参照）及びＰＬｃは、サービングセルｃに対してＵＥで計算された
ＤＬ経路損失推定値である（ＲＥＦ４を参照）。
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【００７４】
　３．プリアンブルインデックスを用いてプリアンブルシーケンスセットから選択された
プリアンブルシーケンス。
　４．表示されたＰＲＡＣＨリソース上で送信電力ＰPRACHで選択されたプリアンブルシ
ーケンスを用いて伝送された単一プリアンブル。
　５.上位レイヤにより制御されるウィンドウの間に試みられるＲＡ-ＲＮＴＩ表示がある
ＰＤＣＣＨの検出。検出された場合、対応する伝送ブロックは、上位レイヤに送られ、こ
のレイヤは伝送ブロックをパーシングし、物理的レイヤに対するアップリンク承認(grant
)を表示する。これはＲＡＲ承認と称される。
　Ｌ１ランダムアクセスプロセスにおいて、ランダムアクセスプリアンブル伝送以後のＵ
Ｅに対するＵＬ伝送タイミングは、次のようである。
【００７５】
　ａ.関連したＲＡ-ＲＮＴＩを有するＰＤＣＣＨがＳＦｎで検出され、ＰＤＳＣＨ内の対
応伝送ブロックが、伝送されたプリアンブルシーケンスに対する応答を含む場合、ＵＥは
、この応答内の情報により、ＲＡＲ内のＵＬ遅延フィールドがゼロに設定されると、第１
のＳＦｎ＋ｋ１、ｋ１≧６でＰＵＳＣＨで伝送ブロックを送信し、ここで、ｎ＋ｋ１は、
ＰＵＳＣＨ伝送において第１の使用可能なＵＬ ＳＦである。ＵＥは、ＵＬ遅延フィール
ドが１に設定されると、ｎ＋ｋ１以後に次の使用可能なＵＬに対するＰＵＳＣＨ伝送を延
期する。
【００７６】
ｂ.ＲＡＲがＳＦｎで受信され、ＰＤＳＣＨ内の対応伝送ブロックが、転送されたプリア
ンブルシーケンスに対する応答を含まない場合に、ＵＥは、上位レイヤにより要請される
と、遅くともＳＦｎ＋５までは新たなプリアンブルシーケンスを伝送する。
【００７７】
　ｃ．いかなるＲＡＲもＳＦｎで受信されない場合（ここで、ＳＦｎは、ＲＡＲウィンド
ウの最終ＳＦ）、ＵＥは、上位レイヤにより要請されると、遅くともＳＦｎ＋４までは新
たなプリアンブルシーケンスを伝送する。
【００７８】
　ランダムアクセス手順がＳＦｎで“ＰＤＣＣＨオーダー（order）”（ＲＥＦ３を参照
）により開始される場合、ＵＥ１１４は、上位レイヤにより要請される場合、第１のＳＦ
ｎ＋ｋ２、ｋ２≧６でランダムアクセスプリアンブルを伝送し、このとき、ＰＲＡＣＨリ
ソースが使用可能である。ＵＥ１１４が複数のＴＡグループ（ＴＡＧ）により設定される
場合、及びＵＥ１１４が意図されたサービングセルを識別するようにＰＤＣＣＨにより搬
送されるＤＣＩフォーマット内に含まれたキャリアインジケータフィールドにより設定さ
れる場合、ＵＥ１１４は、検出された“ＰＤＣＣＨオーダー”からキャリアインジケータ
フィールド値を使用して、対応するランダムアクセスプリアンブル伝送のためのサービン
グセルを決定する。
【００７９】
　ＲＡプリアンブルが伝送されると、可能な測定ギャップの発生に関係なく、ＵＥ１１４
は、ＲＡＲに対するＰＤＣＣＨをモニタリングする。ＲＡＲに対するＰＤＣＣＨは、３個
のＳＦに加えてＲＡプリアンブル伝送の端部を含むＳＦで始まり、長さｒａ-Ｒｅｓｐｏ
ｎｓｅＷｉｎｄｏｗＳｉｚｅ　ＳＦを有するＲＡＲウィンドウ内のＲＡ-ＲＮＴＩにより
識別される。ＲＡプリアンブルが伝送されるＰＲＡＣＨに関連したＲＡ-ＲＮＴＩは、＜
数式２＞により計算される。
【００８０】
【数２】

【００８１】
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　ここで、ｔ_ｉｄは、特定ＰＲＡＣＨ（０≦ｔ_ｉｄ＜１０）の第１のＳＦのインデック
スであり、ｆ_ｉｄは、周波数ドメイン（０≦ｆ_ｉｄ＜６）の昇順（ascending order）
に存在する該当ＳＦ内の特定ＰＲＡＣＨのインデックスである。ＵＥ１１４は、伝送され
たＲＡプリアンブルとマッチングするＲＡプリアンブル識別子を含むＲＡＲの成功的な受
信以後にＲＡＲに対するモニタリングを中断できる。
【００８２】
　マシンタイプ通信（ＭＴＣ）ＵＥにおいて、既に配置された無線アクセス技術を使用し
、スケールの経済性を活用してコストを制御することが、ＭＴＣ ＵＥに対する特定の新
たな無線アクセス技術を生成するよりは効率的である。したがって、ＬＴＥがＭＴＣ Ｕ
Ｅに対する無線アクセス技術になるようにすることは重要である。ＭＴＣ ＵＥは、一般
的に低い動作電力消耗を要求しつつ、頻繁でない小さいバースト伝送と通信すると予想さ
れる。また、建物内側に深く配置されているＭＴＣ ＵＥに対する大きな市場が存在し、
これは、従来のＬＴＥセルカバレッジフットプリントに比べて相当なカバレッジ改善（Ｃ
Ｅ）を要求できる。
【００８３】
　ＭＴＣ ＵＥは、住居用建物の地下、又は一般的には、通常のＵＥより相当に大きい侵
入損失（penetration　losses）を経験する位置に設置され得る。極端なカバレッジシナ
リオでは、ＭＴＣ ＵＥが、例えば、非常に低いデータレート、より大きい遅延耐性（del
ay　tolerance）、及び非移動性のような特性を有することができ、それによって、潜在
的には一部メッセージ/チャンネルがなくても動作できる。改善されたカバレッジ動作モ
ードで、ＭＴＣ ＵＥに対して要求されるシステム機能は、同期化、セル探索、電力制御
、ランダムアクセスプロセス、チャンネル推定、測定報告、及びＤＬ/ＵＬデータ伝送（
ＤＬ/ＵＬリソース割り当てを含み）を含むと仮定される。すべてのＭＴＣ ＵＥがＣＥを
要求することでなく、又は同一の量のＣＥを要求することではない。したがって、物理チ
ャンネルに対するＣＥが追加リソースを消耗し、それによってより低いスペクトル効率を
もたらすため、このようなＣＥを要求するＭＴＣ ＵＥに対してのみ関連技術を実現しな
ければならない。
【００８４】
　ＣＥは、ＦＤＤ及びＴＤＤシステムの両方でサポートされる必要がある。ＴＤＤシステ
ムにおいて、１０個のＳＦを含むフレーム内の一部ＳＦでの通信方向はＤＬであり、一部
の他のＳＦではＵＬである。＜表１＞は、１フレーム期間で表示的ＴＤＤ ＵＬ/ＤＬ設定
をリストする。＜表１＞において、“Ｄ”はＤＬ ＳＦを示し、“Ｕ”はＵＬ ＳＦを示し
、“Ｓ”はＤｗＰＴＳと称されるＤＬ伝送フィールド、ＧＰ（Guard Period）、及びＵｐ
ＰＴＳと称されるＵＬ伝送フィールドを含む特別なＳＦを示す［ＲＥＦ１を参照］。総持
続時間が１ＳＦ(１ｍｓ)である条件が適用される特別なＳＦ内の各フィールドの持続時間
に対して、いくつかの組み合わせが存在する。
【００８５】
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【表１】

【００８６】
　既存のＬＴＥ設計は、例えば、１５ｄＢのような高いＣＥが要求されるため、すべての
配置シナリオに対して要求されるＣＥを満足させることができなかった。また、他の配置
シナリオでは、要求されたＣＥが異なるｅＮＢに対して、例えば、ｅＮＢ送信電力、関連
したセルサイズ、又は個数又は受信器アンテナに従って異なることができる。さらに、要
求されたＣＥは、異なるＵＥに対して、例えば、ＵＥの位置に従って異なることがある。
【００８７】
　本発明の実施形態は、ＵＥに対して要求されるＣＥレベルによるランダムアクセスプロ
セスのために、スケール可能な（scalable）ＣＥをサポートするメカニズムを提供する。
本発明の実施形態では、ＵＥが、測定又は他の統計に基づいて、又はｅＮＢによる設定に
基づいて、初期ＣＥレベルに対する推定に関連したＲＡプリアンブル伝送のための初期の
反復回数を決定し、ＵＥが推定された初期ＣＥレベルに対応するＲＡプリアンブル送に対
する応答をｅＮＢから受信しない場合には、より高いＣＥレベルに関連したＲＡプリアン
ブル伝送のための後続の反復回数を決定するメカニズムを提供する。また、本発明の実施
形態では、ＵＥがＲＡプリアンブル伝送に対する応答のための反復回数を決定するメカニ
ズムを提供する。また、本発明の実施形態では、ＵＥがＲＡプリアンブル伝送に対する応
答をｅＮＢから受信した後に、ｅＮＢへのＭｓｇ３伝送のための反復回数を決定するメカ
ニズムを提供する。
　ＵＥによるＰＲＡＣＨリソースの決定及びＲＡプリアンブルの伝送
【００８８】
　特定の実施形態で、ＵＥ１１４は、信号、例えばＣＲＳ又はＣＳＩ-ＲＳからサービン
グセルｃに対する経路損失ＰＬｃを決定する。次に、ＵＥ１１４は、＜数式３＞でＲＡプ
リアンブル送信電力ＰＰＲＡＣＨを決定する。
【００８９】
【数３】

【００９０】
　ここで、ＰCMAX,CはサービングセルｃでＳＦに対して設定された最大ＵＥ送信電力であ
る（ＰCMAX,cはＳＦ特定であるが、各々のインデックスは、簡略化のために省略される）
。
【００９１】
　ＰＬｔｈを経路損失しきい値として示し（例えば、ＰＬｔｈは、参照ＳＦに対してＰＰ
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ＲＡＣＨ＝ＰCMAX,ｃを引き起こし）、単純化のためにｅＮＢ１０２は、追加電力オフセ
ットを設定しないと仮定する場合、ＰＬｃがＰＬｔｈより大きくない場合には、ＵＥ１１
４が通常の方法を使用してＲＡプリアンブルを伝送する。これとは異なり、ＰＬｃ＞ＰＬ

ｔｈである場合には、ＵＥ１１４は、より多くのＰＲＡＣＨリソース、例えば、時間ドメ
インでのより多くのリソースを用いてＲＡプリアンブルを伝送できる。例えば、ＲＡプリ
アンブルは、異なるＳＦで反復を用いて伝送され得る。マッピングは、ＲＡプリアンブル
伝送用のそれぞれのリソースのセットで経路損失範囲のセットを連結する上位レイヤシグ
ナリング、例えば、ＳＩＢでのシグナリングを通じて、詳細により又はｅＮＢ１０２によ
りＵＥ１１４に提供され得る。例えば、後述するように、マッピングは、経路損失範囲か
らＲＡプリアンブル反復の回数へのマッピングであり、各反復の回数は、関連したＰＲＡ
ＣＨリソース設定を有することができる。次に、このマッピングに基づいて、ＵＥ１１４
は、ＵＥ１１４が計算した経路損失に基づいてＰＲＡＣＨリソースのセットを決定できる
。
【００９２】
　図１０Ａは、本発明により、ＵＥがＰＲＡＣＨリソースを決定する動作の一例を示す。
このフローチャートは、一連の順次的なステップを示すが、明示的に言及されない限り、
特定順序の実行、同時に又は重複する方式よりは順次のステップ又はその一部分の実行、
あるいは介在又は中間ステップの発生なしに制限的に示されているステップの実行に関す
るシーケンスから推論が引き出されてはならない。説明された例のプロセスは、例えば、
ＵＥ内の送信器チェーンにより実現される。
【００９３】
　図１０Ａに示すように、ＵＥ１１４は、ステップ１０１０で経路損失を測定する。ステ
ップ１０２０で、ＵＥ１１４は、測定された経路損失を含む経路損失範囲に対応するＰＲ
ＡＣＨ設定のマッピングをＳＩＢから取得する。ＵＥ１１４は、次にステップ１０３０で
、取得したマッピングからＰＲＡＣＨリソース設定を決定する。
【００９４】
　一般的に、ＵＥ１１４がＲＡプリアンブル伝送のためのリソースを調整するための２個
の寸法、すなわち、時間、周波数、又はプリアンブル（コード）ドメインのうち一つ以上
でリソースにマッピングされるＲＡプリアンブルの反復回数及び送信電力が存在する。２
個の上記した寸法でのリソースの任意の組み合わせが適用できる。例えば、まずＵＥ１１
４は、例えば、＜数式３＞のように、初期送信電力でＲＡプリアンブルを伝送し、ＵＥ１
１４がそれぞれの時間ウィンドウ内でＲＡＲの受信に失敗する場合、ＵＥ１１４は、送信
電力がＰCMAX,cより大きくない限り、より高い送信電力でＲＡプリアンブルを再伝送する
（電力ランピング）。
【００９５】
　ＵＥ１１４は、後続ＲＡＲを受信しない場合に、ＲＡプリアンブル送信電力を増加させ
るように、電力ランピングステップδstepで、上位レイヤシグナリングにより設定される
。ＵＥ１１４が反復してＲＡプリアンブルを伝送する場合、電力ランピングステップは、
反復なしにＵＥ１１４がＲＡプリアンブルを伝送する場合と同一であり、又はＵＥ１１４
は、ＣＥレベルに対応する各ＲＡプリアンブル反復レベルに対して別に設定され、又はＵ
Ｅ１１４は、ＣＥレベルでのＲＡプリアンブル伝送試みの回数（この回数は、各ＣＥレベ
ルに対して個別的に通知され、あるいはすべてのＣＥレベルに対して同一）によって暗示
的に決定できる。
【００９６】
　電力ランピングは、異なる経路損失しきい値（ＣＥレベル）に関連する。例えば、δ1,

2ｄＢだけ異なる第１のＣＥレベル及び第２のＣＥレベルにおいて、ＵＥ１１４がＲＡＲ
を受信しない場合、第２のＣＥレベルに対するＲＡプリアンブル伝送を続ける以前にＵＥ
１１４が実行する、第１のＣＥレベルに対するＲＡプリアンブル伝送の回数Ｎ１（ここで
、各ＲＡプリアンブル伝送は第１の反復回数Ｒ１を含み）は、
【００９７】
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【数４】

【００９８】
又は
【００９９】

【数５】

【０１００】
であり、ここで、
【０１０１】

【数６】

【０１０２】
は、各々δ1,2及びδstepの線形値である。δstepが非ＣＥ動作に比べて、ＣＥレベルに
対してＵＥ１１４に個別的に設定される場合、（ＵＥがＲＡＲを受信しないと）ＣＥレベ
ルｋ＋１に継続する以前に、Ｎｋ個の伝送各々に対するＲｋ個の反復で、ＵＥ１１４がＣ
Ｅレベルｋで実行するプリアンブル伝送の回数Ｎｋは
【０１０３】

【数７】

【０１０４】
である。ここで、
【０１０５】
【数８】

【０１０６】
はδk,k+1δstep,kの線形値であり、δk,k+1は、ＣＥレベルｋ及びｋ＋１のｄＢ差であり
、δstep,k はＣＥレベルｋで設定された電力ランピングステップ値である。次に、ＵＥ
１１４がＰCMAX,ｃで伝送するか、あるいはＣＥレベルｋに対する回数Ｎｋより小さい伝
送の回数以後に、ＰCMAX,cに到達し、ＵＥ１１４がＲＡＲを受信しない場合でも、ＵＥ１
１４は、ＣＥレベルｋに対するＲＡプリアンブル伝送を継続し、ＲＡＲを受信せずにＣＥ
レベルｋでＮｋ回のＲＡプリアンブル伝送を使い果たす以前には、ＣＥレベルｋ＋１に対
するＲＡプリアンブル伝送を継続しない。あるいは、ＣＥレベルｋでＲＡプリアンブル伝
送の回数Ｎｋが設定され、電力ランピングステップδstep,k はδk,k+1と独立的であり得
る。電力ランピングが可能であり、ＵＥ１１４がＲＡＲ受信することなくＣＥレベルｋで
ＮｋＲＡプリアンブル伝送を使い果たす以前にＰCMAX,ｃに到達する場合、ＵＥ１１４は
、ＰCMAX,ｃを用いてＣＥレベルｋで残りのＲＡプリアンブル伝送を継続する。
【０１０７】
　次に、反復レベルＲｋを有する所定の回数ＮｋのＲＡプリアンブル伝送以後に、ＵＥ１
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１４が各々の時間ウィンドウ内でＲＡＲの受信に失敗する場合、ＵＥ１１４は、Ｒｋ＋１

＞Ｒｋ反復を含み、異なる経路損失しきい値に対応する次のより高く設定された反復レベ
ルでＲＡプリアンブルを伝送する。伝送ごとにＲｋ＋１反復を有する所定の回数Ｎｋ＋１

のＲＡプリアンブル伝送以後にもＵＥ１１４がＲＡＲを受信しない場合、ＵＥ１１４は、
Ｒｋ＋２＞Ｒｋ＋１反復を含む次のより高く設定された反復レベルを使用するＲＡプリア
ンブル再伝送を継続し、これは、最大ＣＥレベルに到達するまで継続される。各レベルで
のＲＡプリアンブルに対する反復の回数と同様に、各レベルでの総ＲＡプリアンブル伝送
の回数が、システム情報によりＵＥ１１４に提供できる。次に、ＣＥレベルｋに関するＲ
Ａプリアンブル反復の回数Ｒｋ及び総ＲＡプリアンブル伝送（各々はＲｋ反復を有する）
の回数Ｎｋが、すべて、システム情報によりＵＥ１１４に提供される。あるいは、伝送の
回数がすべての反復レベルに対して同一であり、システム情報により提供される。
【０１０８】
　ＤＬカバレッジ限定されたＵＥが反復なしにＲＡプリアンブルを伝送する場合（ＵＥは
、ＵＬカバレッジ限定されない）、それぞれのリソースは、ＤＬカバレッジ限定されたＵ
Ｅに対して意図的システム情報内に含まれ得る。したがって、ＤＬカバレッジＵＥに対す
るシステム情報は、少なくともＲＡプリアンブル伝送に対しては、ＵＬカバレッジ限定さ
れたＵＥ及びＵＬカバレッジ限定されないＵＥの両方ともに関する情報を含むことができ
る。ＤＬカバレッジ限定されないが、ＵＬカバレッジ限定されるＵＥ１１４は、ＲＡプリ
アンブル反復に関する、一般的にはＰＲＡＣＨプロセスに関する情報を、ＤＬカバレッジ
限定されたＵＥに関するシステム情報から獲得できる。同様に、ＤＬカバレッジ限定され
ないＵＥに関するシステム情報も、ＵＬカバレッジ限定されたＵＥに対するＰＲＡＣＨプ
ロセスの情報を含むことができる。
【０１０９】
　上記手順の変形において、ＵＥ１１４がそれぞれＳＩＢを搬送するそれぞれのＰＤＳＣ
Ｈの反復により、又はＭＩＢを搬送するそれぞれの物理的ブロードキャストチャンネル（
Ｐ-ＢＣＨ）の反復により定義されるＣＥモードでマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）又はＳ
ＩＢを検出する場合、ＵＥ１１４は、ＵＥ１１４が（それの計算された経路損失に基づい
て）決定した初期ＲＡプリアンブル送信電力がＰCMAX,ｃより大きいか小さいかに関係な
く、すなわち、ＵＥ１１４がＵＬカバレッジ限定されるか否かに関係なく、ＲＡプリアン
ブル伝送に対してＣＥモードで動作する（すなわち、ＵＥ１１４がＤＬカバレッジ限定さ
れる場合、ＵＥ１１４は、ＵＥがそうでない場合でもＵＥ１１４がＵＬカバレッジ限定さ
れるように動作する）。このようなアプローチ方式に対する理由は、場合によってＵＥ動
作を単純化させ、すべてのこのようなＵＥがＤＬカバレッジ限定される場合に、ＵＬカバ
レッジ限定されたＵＥとＵＬカバレッジ限定されないＵＥとの間に共通設計を確立しよう
とするものである。
【０１１０】
　ＵＬ　ＣＥモードでのＵＥ１１４の動作において、＜数式３＞のように計算された初期
送信電力がＰCMAX,ｃより大きくない場合、ＵＥ１１４は、Ｒ１反復の各々において初期
送信電力でＲＡプリアンブルを伝送し、ＵＥ１１４がそれぞれの時間ウィンドウでＲＡＲ
の受信に失敗する場合、ＵＥ１１４は、次のＲ１反復においてＲＡプリアンブル送信電力
を所定のステップδstep,1だけ増加させる。数回のＲＡプリアンブル再伝送以後に、ＲＡ
プリアンブル送信電力の追加増加がＰCMAX,ｃより大きい値を引き起こす場合、Ｒ１反復
を有するＲＡプリアンブルの次の再伝送は（それぞれのＳＦで）ＰCMAX,ｃと同一の電力
で行われる。
【０１１１】
　ＣＥモードでＵＥが常にＰCMAX,ｃと同一の電力でＲＡプリアンブルを伝送しない理由
は、同一の反復レベルに対するＲＡプリアンブルの多重化が、コード（プリアンブル）ド
メインで行われ、同一でない受信電力は“遠近（near-far）”効果を招くことによって、
他のＲＡプリアンブルより小さい電力で受信されたＲＡプリアンブルの受信信頼性を低下
させる可能性があるので、異なるＵＥからのＲＡプリアンブルがｅＮＢから類似した電力
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で受信されることが望ましいためである。したがって、＜数式３＞のように初期ＲＡプリ
アンブル送信電力を決定し、ＲＡプリアンブルが反復して伝送される場合にもＰCMAX,ｃ

を使用しないことが有利であり得る。（相異なるＣＥレベルに対応する）異なる反復レベ
ルを有するＲＡプリアンブル伝送は、異なる周波数の時間リソースを用いて上記した“遠
近”効果を避けることができ、その理由は、異なる反復レベルは、例えば異なる経路損失
によって、それぞれのＲＡプリアンブル受信された電力が大きく異なる差分に対応し、異
なる時間リソースまたは異なる周波数リソースが使用可能であるためである。
【０１１２】
　＜表２＞は、送信電力の大きさにおける例示的なＲＡプリアンブルリソース調整を提供
する。＜表３＞は、ＲＡプリアンブル伝送において反復の回数による例示的なＲＡプリア
ンブルリソース（時間、又は周波数、又はプリアンブルドメイン）調整を提供する。＜表
２＞で、経路損失は、２個のカテゴリを有し、初期ＲＡプリアンブル送信電力は、各々２
個の設定を有する。ＰＬＴｈより大きくない経路損失において、ＵＥ１１４は、ＲＡプリ
アンブルを伝送するために電力ランピングを有する通常の方法を使用でき、又はＵＥ１１
４がＵＬカバレッジ限定されると仮定すると、第１のＣＥレベルを有する（最大設定され
た伝送回数Ｎ１に対する）連続するＲＡプリアンブル再伝送間の電力ランピングをまた使
用しつつ、ＵＥ１１４は、第１の回数Ｒ１のＲＡプリアンブル反復を使用できる。ＰＬＴ

ｈより大きい経路損失において、ＵＥ１１４は、ＵＥ１１４が反復回数を増加させないと
、初期ＲＡプリアンブル送信電力としてＰCMAX,ｃを使用できる。
【０１１３】
　＜表３＞で、異なるリソース（時間、又は周波数、又はプリアンブルコード）設定がＲ
Ａプリアンブル反復の回数に従ってマッピングされ得る。ＲＡプリアンブル伝送ごとに各
ＲＡプリアンブル反復の回数は、各々ＣＥレベルに対応し、それはＲ１＜Ｒ２＜Ｒ３と仮
定される。
【０１１４】
【表２】

【０１１５】

【表３】

【０１１６】
　例えば、＜表２＞、＜表３＞、＜表４Ａ＞、＜表４Ｂ＞、＜表４Ｃ＞のように後続する
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表の一部は、＜表２＞及び＜表３＞の組み合わせに対する特定のケースとして示されるこ
とができる。
【０１１７】
　＜表４＞は、経路損失δPL1及びδPL2、及び反復回数Ｒ１、Ｒ２、及びＲ３（Ｒ１＜Ｒ

２＜Ｒ３）に関するＰＲＡＣＨリソース設定の例を提供し、これらは、例えば、ＳＩＢの
ようなシステム情報により）設定され、あるいはシステム動作で予め定義され得る。また
、ＰＲＡＣＨリソース設定は、（例えば、ＳＩＢのようなシステム情報により）設定され
得る。例えば、Ｒ１＝４、Ｒ２＝１６、及びＲ３＝３２でδPL1＝６ｄＢ及びδPL2＝１２
ｄＢであり得る。＜表４＞が経路損失範囲に対して４個のカテゴリを示すが、異なる個数
のカテゴリ、例えば、２個のカテゴリが＜表２＞のように適用できる。同様に、他の表、
例えば＜表３＞、＜表５＞、＜表５Ａ＞に対しても適用可能である。
【０１１８】
【表４】

【０１１９】
　＜表４＞における情報の一部は、第１のＳＩＢでｅＮＢ１０２によりブロードキャスト
され得る。ｅＮＢ１０２は、第１のＳＩＢ（ＳＩＢ１）又は第２のＳＩＢ（ＳＩＢ２）の
ようなＳＩＢで、所定のＰＲＡＣＨ反復回数のセットからのＰＲＡＣＨ（ＲＡプリアンブ
ル）反復の回数、及び各々の経路損失範囲を含むことができる。異なるｅＮＢは、それぞ
れのＣＥターゲットにより、異なるＰＲＡＣＨ反復の回数を含むことができる。例えば、
第１のｅＮＢ１０２は、ＳＩＢに‘００’値を用いる回数Ｒ１の表示を含み、第２のｅＮ
Ｂ１０３は、ＳＩＢに‘０１’値を用いる回数Ｒ２の表示を含むことができる。ＳＲ２が
ＳＩＢに含まれている場合、それは、Ｒ１及びＲ２が両方ともにサポートされることを示
すか、あるいはＲ２のみがサポートされることを示す。ＳＩＢ内のＣＥレベルに対するＰ
ＲＡＣＨ反復の回数に対する表示を受信するＵＥ１１４は、ＣＥレベルに対して表示され
た反復に従ってＰＲＡＣＨを反復する。あるいは、ＲＡプリアンブル反復に対する回数及
びそれぞれの経路損失範囲は、システムオペレーション時に予め定められ得る。
【０１２０】
　代案では、ｅＮＢ１０２がＳＩＢ内にそのターゲットとされたＣＥレベルを直接に含む
ことである。異なるｅＮＢは、異なるそれぞれのターゲットとされたＣＥレベルを含むこ
とができる。例えば、２ビットフィールドが使用され、ここで、‘００’は第１のレベル
を表示し、‘０１’は第２のレベルを表示する。ＵＥ１１４が表示されたＣＥレベルをｅ
ＮＢ１０２から受信すると、ＵＥ１１４は、ＰＲＡＣＨの反復の回数又はＰＲＡＣＨの反
復のためのリソースまで導出でき（例えば、ＣＥレベルマッピング、又は反復の回数、及
び反復のためのリソースが予め定義される場合）、これらは、所定のマッピング表に基づ
くことができる。例えば、第１のＣＥレベルは、ＵＥ１１４がＲ１回数でＰＲＡＣＨを反
復することを意味し、第２のＣＥレベルは、ＵＥ１１４がＲ２回数でＰＲＡＣＨを反復す
ることを意味する。
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【０１２１】
　本発明の特定の実施形態は、上記した情報をＰ-ＢＣＨで送信したＭＩＢ内に含み、ま
たＵＥ１１４は、次にＳＩＢの伝送のためにｅＮＢ１０２が使用するＣＥレベルを決定す
ることができる。
【０１２２】
　図１０Ｂは、本発明によるＵＥがＰＲＡＣＨ反復の回数を決定するための動作の一例を
示す。このフローチャートは、一連の順次的なステップを示すが、明示的に言及されない
限り、特定順序の実行、同時に又は重複する方式よりは順次のステップ又はその一部分の
実行、あるいは介在又は中間ステップの発生なしに制限的に示されているステップの実行
に関するシーケンスから推論が引き出されてはならない。説明された例のプロセスは、例
えば、ＵＥ内の送信器チェーンにより実現される。
【０１２３】
　図１０Ｂに示すように、ＵＥは、ステップ１０４０で、ＣＥレベルを（例えば、測定さ
れた経路損失によって、ＳＩＢ、又はＭＩＢを通じて）決定する。ＵＥは、ステップ１０
５０で、ＰＲＡＣＨ反復の回数を決定する（ＵＥは、ＰＲＡＣＨ反復に対するリソースへ
のＣＥレベルのマッピングが予め定義されている場合、ＰＲＡＣＨ反復に対するリソース
を決定できる）。その後、ＵＥは、ステップ１０６０で、決定された反復によってＰＲＡ
ＣＨを伝送する。
【０１２４】
　図１０Ｃは、本発明により、ＵＥがＳＩＢ反復を決定する動作の一例を示す。このフロ
ーチャートは、一連の順次的なステップを示すが、明示的に言及されない限り、特定順序
の実行、同時に又は重複する方式よりは順次のステップ又はその一部分の実行、あるいは
介在又は中間ステップの発生なしに制限的に示されているステップの実行に関するシーケ
ンスから推論が引き出されてはならない。説明された例のプロセスは、例えば、ＵＥ内の
送信器チェーンにより実現される。
【０１２５】
　図１０Ｃに示すように、ステップ１０７０で、ＵＥは、ＭＩＢを通してセルに対するＣ
Ｅレベルを受信する。ＵＥは、ステップ１０８０で、ＳＩＢ反復の回数を決定する（ＳＩ
Ｂ反復に対するリソースへのＣＥレベルのマッピングが予め定められている場合、ＵＥは
、ＳＩＢ反復に対するリソースを決定できる）。その後、ＵＥは、ステップ１０９０で、
決定された反復に従ってＳＩＢを受信する。
【０１２６】
　ＰＲＡＣＨリソースは、経路損失（ＣＥレベル）の各カテゴリに対して相互に直交でき
る。例えば、第１のセットのＳＦ又は第１のセットのＲＢが、各々のＰＲＡＣＨ伝送に対
していかなる反復も使用せずにＵＥから使用される一方、第２のセットのＳＦ又は第２の
セットのＲＢは、ＰＲＡＣＨ伝送に対してＲ３反復を用いてＵＥから使用され得る。
【０１２７】
　あるいは、ＰＲＡＣＨリソースは、重なることができ、ｅＮＢ１０２は、次に各可能な
ＰＲＡＣＨリソースに対して検出されたエネルギーを考慮してＲＡプリアンブル検出を決
定できる。例えば、同一のＺＣシーケンスにおいて、ＰＲＡＣＨ伝送の反復なしに対応す
るＰＲＡＣＨリソースでの第１の検出エネルギーがＰＲＡＣＨ伝送の反復に対応するＰＲ
ＡＣＨリソースで第２の検出エネルギーの第１のしきい値内にあり、第１の検出エネルギ
ー又は第２の検出エネルギーが第２のしきい値より大きい場合、ｅＮＢ１０２は、ＺＣシ
ーケンスの伝送が反復されると仮定する。そうでない場合、ｅＮＢ１０２は、いかなるＰ
ＲＡＣＨ伝送も存在しないと仮定するか（例えば、第１の検出エネルギーが第２のしきい
値より低く、第２の検出エネルギーに対する第１のしきい値内にない場合）、あるいはい
かなる反復もないと仮定できる（例えば、第１の検出エネルギーが第２のしきい値より高
く、第２の検出エネルギーに対する第１のしきい値内にない場合）。
【０１２８】
　＜表４＞で、カテゴリ１ＵＥの場合、ＳＩＢ２に表示されたＰＲＡＣＨリソース設定は
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、カテゴリ１の通常のＵＥに対するＰＲＡＣＨリソース設定と同一であるか、異なること
ができる。後者の場合、ＵＥ１１４により選択されたＰＲＡＣＨリソース設定は、ＵＥが
ＵＬカバレッジ限定されるか否かをｅＮＢ１０２に指示できる。
【０１２９】
　ｅＮＢ１０２は、次のオプションのうちいずれか一つを用いてＰＲＡＣＨリソース設定
をＵＥに配信できる。
【０１３０】
　第１のオプションで、ＰＲＡＣＨリソースは、ＣＥ（ＳＩＢ-ＣＥ）を要求するＵＥに
対するＳＩＢに表示され得る。ＳＩＢ-ＣＥは、非ＣＥ通常的なＵＥに対するＳＩ-ＲＮＴ
Ｉと同一のＳＩ-ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットを搬
送するＰＤＣＣＨによりスケジューリングできるＰＤＳＣＨで伝送される。ＳＩＢ-ＣＥ
に対するＳＩ-ＲＮＴＩを有するＰＤＣＣＨは、改善された信頼性で所定の設定（例えば
、所定のＣＣＥ位置、所定のＤＣＩフォーマット、所定のＣＣＥアグリゲーションレベル
など）とともに伝送でき、この定義された設定によりＵＥはそれを非ＣＥ ＵＥに対する
ＳＩＢをスケジューリングするＳＩ-ＲＮＴＩを有するＰＤＣＣＨと差別化できる。第１
の実施形態では、ＣＣＥの予備されたセットがＳＩＢ-ＣＥをスケジューリングするＰＤ
ＣＣＨの伝送に使用でき、ここで、ＣＣＥの予備されたセットは、非ＣＥ ＵＥに対する
ＳＩＢをスケジューリングするＰＤＣＣＨの伝送に使用されない。第２の実施形態で、Ｓ
ＩＢ-ＣＥをスケジューリングするＰＤＣＣＨは、第１のセットのＳＦで伝送される一方
、ＳＩＢ２をスケジューリングするＰＤＣＣＨは、第２のセットのＳＦで伝送され、ここ
で、第１及び第２のセットのＳＦはいかなる共通ＳＦも有しない。ＵＥ１１４は、所定の
伝送設定を仮定しつつ、ＳＩＢ-ＣＥに対するＳＩ-ＲＮＴＩを有するＰＤＣＣＨをモニタ
リングできる。ＳＩＢ-ＣＥを搬送するＰＤＳＣＨに対する伝送設定は、非ＣＥ ＵＥに対
するＳＩＢを搬送するＰＤＳＣＨの伝送設定と異なることができる。例えば、ＳＩＢ-Ｃ
Ｅに対する伝送設定は、カバレッジを改善するための複数のＳＦでの反復を含み、例えば
、ＳＩＢ-ＣＥに対するＳＩ-ＲＮＴＩを有するＰＤＣＣＨにより設定することができる。
【０１３１】
　第２のオプションで、ＰＲＡＣＨリソースは、ＣＥ ＵＥ（ＳＩＢ-ＣＥ）に対するＳＩ
Ｂに表示することができる。ＳＩＢ-ＣＥは、非ＣＥ ＵＥに対して使用されたＳＩ-ＲＮ
ＴＩと異なるＳＩ-ＣＥ-ＲＮＴＩでスクランブルされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマッ
トを搬送するＰＤＣＣＨによりスケジューリングされるＰＤＳＣＨで伝送される。ＳＩ-
ＣＥ-ＲＮＴＩを使用するＰＤＣＣＨは、改善された信頼性で送信され、各々の設定は、
予め定義することができる。例えば、ＳＩ-ＣＥ-ＲＮＴＩを使用するＰＤＣＣＨは、所定
のＳＦで伝送でき、所定のリソースを用いてＵＥ１１４が複数のこのようなリソースにＰ
ＤＣＣＨを蓄積可能にし、それによって検出信頼性を改善させる。ＳＩＢ-ＣＥ受信のた
めに、ＵＥ１１４は、所定の設定を仮定しつつ、ＳＩ-ＣＥ-ＲＮＴＩでスクランブルされ
たＣＲＤを有するＤＣＩフォーマットを搬送するＰＤＣＣＨをモニタリングできる。第１
のＰＤＳＣＨでのＳＩＢ-ＣＥの伝送は、第２のＰＤＳＣＨでの通常的なＳＩＢ伝送とは
異なるパラメータを使用できる。例えば、ＳＩＢ-ＣＥの伝送は、反復を用いて（例えば
、ＳＦバンドリングを通じて）カバレッジを改善させ得る。
【０１３２】
　第３のオプションで、各々のＣＥレベルに対するＰＲＡＣＨリソースは、ＣＥ ＵＥ（
ＳＩＢ-ＣＥ）に対するＳＩＢに表示され、ここで、ＳＩＢ-ＣＥは、ＳＩＢ-ＣＥを搬送
するＰＤＳＣＨをスケジューリングするＰＤＣＣＨを使用する代わりに、所定の方式で（
例えば、所定の時間及び周波数リソース及び所定の変調及び符号化レートを用いて）伝送
され、ＳＩＢ-ＣＥに対するそれぞれの伝送パラメータを明示的に設定する。ＳＩＢ-ＣＥ
に対する伝送は、反復を用いてカバレッジを改善する。例えば、ＳＩＢ-ＣＥは、ＱＰＳ
Ｋ変調及び最低可能なコードレートを用いて、所定個数のＳＦで、ＳＦごとの所定個数の
シンボル及び所定のＲＢで搬送されるＰＤＳＣＨで伝送することができる。
【０１３３】
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　このような３つのオプションにおいて、ｅＮＢ１０２がＰＲＡＣＨリソース設定をＵＥ
１１４に搬送するためのいくつかの方法が存在できる。第１の方法は、ＵＥ１１４がＳＩ
Ｂ-ＣＥのみを取得し、ＳＩＢ２を取得しないことである。ＳＩＢ-ＣＥに表示されたＰＲ
ＡＣＨリソースは、ＲＡプリアンブルに対する特定反復の回数を有するＰＲＡＣＨに対す
ることであり、例えば、カテゴリ１乃至４に対する＜表４＞の情報であり得る。第２の方
法は、ＵＥ１１４がＳＩＢ２又はＳＩＢ-ＣＥを取得することであり、ここで、例えば、
＜表４＞でカテゴリ１に関する情報はＳＩＢ２にあり、＜表４＞でカテゴリ２乃至４に関
する情報はＳＩＢ-ＣＥに提供され得る。第２の方法で、ＵＥ１１４は、その経路損失が
カテゴリ１にある場合に、非ＣＥ ＵＥ（ＳＩＢ２を取得）として動作する。
【０１３４】
　図１１Ａ、図１１Ｂ、及び図１１Ｃは、本発明により、上記した３個のオプションの各
々に対してｅＮＢがＵＥにＰＲＡＣＨリソース設定を搬送するための動作の一例を示す。
図１１Ａ、図１１Ｂ、及び図１１Ｃに示した動作の実施形態は、単に例示のためのもので
ある。他の実施形態は、本発明の範囲を逸脱することなく使用することができる。
【０１３５】
　図１１Ａに示すように、ＳＩ-ＲＮＴＩ１１１２でスクランブルされたＣＲＣを有する
ＤＣＩフォーマットを搬送するＰＤＣＣＨ１１１１は、ＣＥ ＵＥによるＳＩＢ２　１１
１３受信のためにリソースを設定できる。ＳＩ-ＲＮＴＩ又はＳＩ-ＣＥ-ＲＮＴＩ１１１
５にスクランブルされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットを搬送するＰＤＣＣＨ１１１
４は、ＵＥによるＳＩＢ-ＣＥ１１１６受信のためにリソースを設定できる。
【０１３６】
　図１１Ｂに示すように、ＳＩ-ＲＮＴＩ１１２２でスクランブルされたＣＲＣを有する
ＤＣＩフォーマットを搬送するＰＤＣＣＨ１１２１は、ＵＥによるＳＩＢ２　１１２３受
信のためにリソースを設定でき、ＳＩ-ＲＮＴＩ又はＳＩ-ＣＥ-ＲＮＴＩ１１２６でスク
ランブルされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットを搬送する第１のＰＤＣＣＨ１１２４
、及び第２のＰＤＣＣＨ１１２５は、ＵＥによるＳＩＢ-ＣＥ１１２７及びＳＩＢ-ＣＥ１
１２８受信のためにリソースを設定できる。ＰＤＣＣＨ１１２５はＰＤＣＣＨ１１２４の
反復であり、ＳＩＢ-ＣＥ１１２８はＳＩＢ-ＣＥ１１２７の反復であり得る。
【０１３７】
　図１１Ｃに示すように、ＳＩ-ＲＮＴＩ１１３２でスクランブルされたＣＲＣを有する
ＤＣＩフォーマットを搬送するＰＤＣＣＨ１１３１は、ＵＥによるＳＩＢ２　１１３３の
ためにリソースを設定できる一方、ＳＩＢ-ＣＥ１１３４及びＳＩＢ-ＣＥ１１３５は、関
連したＰＤＣＣＨ１１３１による各々のスケジューリングなしに所定のリソース上で伝送
される。ＳＩＢ-ＣＥ１１３５は、ＳＩＢ-ＣＥ１１３４の反復であり得る。
【０１３８】
　ＵＥ１１４は、後述するように、ＲＡプリアンブルグループのセットからＲＡプリアン
ブルをさらに選択できる。
【０１３９】
　ＰＲＡＣＨリソース内での各レベルの反復のために（例えば、＜表４＞で与えられるよ
うに）、ＵＥ１１４は、それの推定された経路損失に基づいて、複数のＲＡプリアンブル
グループからＲＡプリアンブル及び競合ベースのランダムアクセスに対する他のパラメー
タを選択できる。選択したＲＡプリアンブルは、ＵＥ１１４がＭｓｇ３に対するＰＵＳＣ
Ｈで伝送しようとする（そして、電力観点で行われる）データ量をｅＮＢ１０２に表示で
きる。ＵＥ１１４が使用するＲＡプリアンブルから、ｅＮＢ１０２は、ＵＬリソースがＵ
Ｅ１１４に割り当てる推定値を決定できる。他の実施形態において、すべてのＵＥが常に
同一の量のデータをＭｓｇ３で伝送する場合、ＵＥ１１４は、その経路損失に基づいて、
又は同様に、その要求されたＣＥに基づいて異なるＲＡプリアンブルグループからＲＡプ
リアンブルを選択できる。したがって、ＵＥ１１４が使用するＲＡプリアンブルから、ｅ
ＮＢ１０２は、ＵＥ１１４に対するＣＥレベル又は経路損失の推定値を獲得できる。例え
ば、それぞれの経路損失推定値が＜表４＞のようにカテゴリ２にある場合、ＵＥ１１４は
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、ＲＡプリアンブル伝送のためにＲ１反復を使用できる。より詳細な経路損失又はＣＥ量
は、ＲＡプリアンブルが属するグループを通じて差別化され得る。
【０１４０】
　カテゴリ１の経路損失において、ＵＥ１１４がＭｓｇ３を送信しない場合、ＵＥ１１４
は、経路損失がＰCMAX,ｃより少ない場合、ランダムアクセスプリアンブルグループＢを
選択できる―ｐｒｅａｍｂｌｅＩｎｉｔｉａｌＲｅｃｅｉｖｅｄＴａｒｇｅｔＰｏｗｅｒ
－ｄｅｌｔａＰｒｅａｍｂｌｅＭｓｇ３－ｍｅｓｓａｇｅＰｏｗｅｒＯｆｆｓｅｔＧｒｏ
ｕｐＢ、そうでない場合、ＵＥ１１４は、ランダムアクセスプリアンブルグループＡを選
択できる。ｐｒｅａｍｂｌｅＩｎｉｔｉａｌＲｅｃｅｉｖｅｄＴａｒｇｅｔＰｏｗｅｒ、
ｄｅｌｔａＰｒｅａｍｂｌｅＭｓｇ３、ｍｅｓｓａｇｅＰｏｗｅｒＯｆｆｓｅｔＧｒｏｕ
ｐＢは、例えば、システム情報を用いてｅＮＢ１０２から設定することができる。
【０１４１】
　カテゴリｉでの経路損失において（例えば、＜表４＞のように、ｉ＝２，３，４）、Ｕ
Ｅ１１４がＭｓｇ３を送信しない場合、ＵＥ１１４は、経路損失がＰCMAX,ｃより少ない
場合、第１のランダムアクセスプリアンブルグループを選択し－ｐｒｅａｍｂｌｅＩｎｉ
ｔｉａｌＲｅｃｅｉｖｅｄＴａｒｇｅｔＰｏｗｅｒ－ｄｅｌｔａＰｒｅａｍｂｌｅＭｓｇ
３－ｍｅｓｓａｇｅＰｏｗｅｒＯｆｆｓｅｔＧｒｏｕｐＢ－ＭＴＣＰｏｗｅｒＯｆｆｓｅ
ｔＣａｔｅｇｏｒｙ-ｉ、そうでない場合、第２のランダムアクセスプリアンブルグルー
プを選択できる。ＭＴＣＰｏｗｅｒＯｆｆｓｅｔＣａｔｅｇｏｒｙ-ｉ（例えば、＜表４
＞のように、ｉ＝２，３，４）は、例えば、システム情報を用いてｅＮＢ１０２から設定
され得る。
【０１４２】
　＜表５＞は、経路損失範囲に対するＰＲＡＣＨリソース設定及びプリアンブルグループ
の一例を提供する。＜表５＞において、グループＡ、１、１ａ、１ｂは、同一であるか又
は異なる。グループＢ、２、２ａ、２ｂは同一であるか又は異なる。グループ化（groupi
ng）が予め定義されることができる。
【０１４３】
【表５】

【０１４４】
　図１２は、本発明により、ＰＲＡＣＨリソースを決定するためのＵＥ動作の例を示す。
このフローチャートは、一連の順次的なステップを示すが、明示的に言及されない限り、
特定順序の実行、同時に又は重複する方式よりは順次のステップ又はその一部分の実行、
あるいは介在又は中間ステップの発生なしに制限的に示されているステップの実行に関す
るシーケンスから推論が引き出されてはならない。説明された例のプロセスは、例えば、
ＵＥ内の送信器チェーンにより実現される。
【０１４５】
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　図１２に示すように、ＵＥは、ステップ１２１０で、経路損失を決定する。その後、Ｕ
Ｅは、ステップ１２２０で、経路損失範囲カテゴリに対するＰＲＡＣＨリソース設定のマ
ッピングを実行する。ＵＥは、次に、ステップ１２３０で、経路損失に基づいてＰＲＡＣ
Ｈリソース設定を決定できる。ＵＥは、ステップ１２４０で、それぞれのプリアンブルグ
ループ内のＲＡプリアンブルをさらに決定する（例えば、表５を参照）。その後に、ＵＥ
は、ステップ１２５０で、決定されたリソースを用いてＲＡプリアンブルを伝送する。
【０１４６】
　ＲＡプリアンブル伝送のためのＲ回の反復を達成するために、第１のオプションは、Ｒ
Ａプリアンブルに対するＲ回の反復をサポートする新たなＲＡプリアンブルフォーマット
を有するものである。第２のオプションは、Ｒ回の反復が達成される限り、連続的に（例
えば、ＦＤＤシステムの場合）又は非連続的に（例えば、ＴＤＤシステムの場合）Ｒ回が
反復されるように、既知のフォーマット（例えば、図８のフォーマットのうち一つ又は任
意の新たなフォーマット）内にＲＡプリアンブルを有するものである。第３のオプション
は、複数のフォーマット（例えば、図８の複数のフォーマット又は任意の新たなフォーマ
ット）を使用してＲＡプリアンブルを伝送し、これらフォーマットを連続的に（例えば、
ＦＤＤシステムの場合）又は非連続的に（例えば、ＴＤＤシステムの場合）反復してＲ回
の反復を累積方式で達成するものである。
【０１４７】
　ＴＤＤシステムに対して、第３のオプションが有利であり得る。例えば、ＲＡプリアン
ブルフォーマットがフォーマット３である場合、これは、ＲＡプリアンブルの一つの伝送
のために連続する３ｍｓを要求する。この要求のため、ＰＲＡＣＨフォーマット３は、Ｔ
ＤＤ ＵＬ/ＤＬ設定０、３、６に対してのみサポートでき、その理由は、このような設定
のみが１フレーム内で使用可能な３個の連続的なＵＬ ＳＦを有するためである（＜表１
＞に表示）。ＲＡプリアンブルの追加反復が、第１のハーフフレーム内に３個の連続的Ｕ
Ｌ ＳＦを有し、第２のハーフフレーム内に２個の連続的なＵＬ ＳＦを有するＴＤＤ Ｕ
Ｌ/ＤＬ設定６に必要である場合に、同一のフレームで２個のＰＲＡＣＨフォーマット（
第１のハーフフレームに対してフォーマット３であり、第２のハーフフレームに対してフ
ォーマット１又はフォーマット２）は、ＰＲＡＣＨの反復をサポートするために使用され
る。これは、ＲＡプリアンブル送信待ち時間を短縮させ得る。
【０１４８】
　ＴＤＤ ＵＬ/ＤＬ設定がＤＣＩフォーマットによる表示を通してセル内で動的に適応で
きる場合（ＲＥＦ３を参照）、ＲＡプリアンブル反復（及びＭｓｇ３を伝送）は、ＤＬ-
参照ＵＬ/ＤＬ設定に基づき、この設定においては、すべてのＵＬ ＳＦが任意の適応され
たＵＬ/ＤＬ設定でＵＬ ＳＦを維持するようになる。
【０１４９】
　図１３Ａは、本発明により、ＲＡプリアンブル伝送のためのＲ回の反復に対するオプシ
ョンの一例を示す。図１３Ａに示すＲＡプリアンブル伝送のためのＲ回の反復の実施形態
は、単に例示のためのものである。他の実施形態は、本発明の範囲を逸脱しない範囲で使
用することができる。
【０１５０】
　図１３Ａに示すように、オプション１ １３１０で、ＲＡプリアンブルシーケンス１３
０２は、ＣＰ１３０１とＧＴ１３０３との間でＲ回だけ反復される。オプション２　１３
２０では、プリアンブルフォーマット０　１３４０がＲ回反復される。オプション３　１
３３０では、プリアンブルフォーマット０　１３４０及びプリアンブルフォーマット２　
１３５０がＲ回の反復を達成するために使用される。
【０１５１】
　ＲＡプリアンブルフォーマット及びこれら各々のリソース割り当て（例えば、それぞれ
のＲＡプリアンブルフォーマットと関連したＳＦ）は、ＳＩＢ-ＣＥを用いてｅＮＢ１０
２からＵＥ１１４へシグナリングでされ得る。ＵＥ１１４により使用される複数のＲＡプ
リアンブルフォーマットが存在すると、一つ又は複数のＰＲＡＣＨ設定インデックス（例
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えば、２個のインデックス、一つは第１のハーフフレームに対するもの及び他の一つは第
２のハーフフレームに対するもの）がＳＩＢ-ＣＥ内に含まれ得る。あるいは、第２のＲ
Ａプリアンブルフォーマットが、追加シグナリングなくても、第１のＲＡプリアンブルフ
ォーマットによって固有に決定することができる。ＵＥ１１４は、複数のＲＡプリアンブ
ルフォーマットの組み合わせを用いてＲＡプリアンブルを伝送できる。開始フレームｊが
ｅＮＢ１０２からシグナリングされ、これは、ナンバーＦを有するフレームであり、これ
によってＦｍｏｄＪ＝ｊとなる。ここで、ｊ＝０，…，Ｊ-１、ＪはＲ回の反復を達成す
るためのフレームの個数であり、Ｊ＝Ｒ/ｙである（ここで、ｙは各フレームでの反復回
数）。
【０１５２】
　フレーム内に複数のプリアンブルフォーマットが存在する場合、Ｒ回の反復を累積する
ためのフレーム内の開始ポイントが表示できる。例えば、１ビットシグナリングが使用さ
れ、ここで、‘０’は開始ポイントが第１のハーフフレーム内にあることを示し、‘１’
は開始ポイントが第２のハーフフレーム内にあることを示す。これとは異なり、任意のシ
グナリングなしに、開始ポイントが常に第１のハーフフレーム内にある場合もある。開始
フレーム及び１フレーム内の開始ポイントにおいて、ＵＥ１１４がＰＲＡＣＨ伝送のため
のＳＦを決定するためにランダムバックオフ（back-off）を有する場合、ＵＥ１１４は、
開始ポイントにより決定された制約が許容するＰＲＡＣＨ伝送のためにその開始ＳＦを調
整することができる。代案として、開始フレーム又は開始フレーム内の開始ポイントがシ
グナリングされない場合、ＵＥ１１４は、複数のプリアンブルフォーマットのうちいずれ
か一つに対して適合したＰＲＡＣＨ伝送のための開始ＳＦを選択してもよい。その後に、
ｅＮＢ１０２は、ブラインド復号化を実行し、開始ポイントを決定し、Ｒ回の反復を累積
させることができる。周波数インデックスフィールドが使用され、Ｒ回の反復を有するＲ
Ａプリアンブル伝送のために使用される周波数インデックスをＵＥに表示する。＜表６＞
は、Ｒ回の反復をサポートするための一つ又は複数のＲＡプリアンブルフォーマットを有
するＲＡプリアンブルリソースを表示するためのＳＩＢ-ＣＥ内の情報フィールドの一例
を提供する。
【０１５３】

【表６】

【０１５４】
　上記の例において、ＰＲＡＣＨ反復が第１のハーフフレーム内に３個の連続的なＵＬ 
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ＳＦを有し、第２のハーフフレーム内に２個の連続するＵＬ ＳＦを有するＴＤＤ ＵＬ/
ＤＬ設定６を使用するＵＥ動作のために必要である場合、同一のフレーム内の２個のＰＲ
ＡＣＨフォーマット（第１のハーフフレームに対してはフォーマット３及び第２のハーフ
フレームに対してはフォーマット１）がＰＲＡＣＨ反復をサポートするために使用され得
る。この場合、＜表６＞でのＰＲＡＣＨ設定インデックス１が４３であり（ＲＥＦ１での
＜表５.７.１－４＞のように）、ＰＲＡＣＨ設定インデックス２が２である場合（ＲＥＦ
１での＜表５.７.１－４＞のように）、第１のハーフフレームで２回の反復が存在し（反
復をプリアンブルシーケンス伝送のすべての発生件数としてカウント）、第２のハーフフ
レームでは１回の反復が存在する。次に、各フレームはｙ＝３反復をサポートできる。Ｒ
＝６において、Ｒ回の反復を達成するためのフレームの個数はＪ＝Ｒ/ｙ＝２である。＜
表６＞での開始フレームが０であり、開始フレーム内の開始ポイントが‘０’である場合
、開始ＳＦは、偶数フレームナンバーを有するフレーム及び第１のハーフフレーム内に存
在する。ＵＥ１１４がＰＲＡＣＨ伝送用ＳＦを決定するための他の制約（例えば、測定ギ
ャップ）が存在する場合、開始ＳＦは、ＲＡプリアンブルフォーマットを考慮して次のＰ
ＲＡＣＨ　ＳＦに対して調整され得る。
【０１５５】
　上記の例で、＜表６＞でのＰＲＡＣＨ設定インデックス１が４６であり（ＲＥＦ１の＜
表５.７.１－４＞のように）、ＰＲＡＣＨ設定インデックス２が２８又は２９である場合
（ＲＥＦ１の＜表５.７.１－４＞のように）、ＵＥ１１４は、設定インデックス２８又は
２９での第２のハーフフレームに対する設定のみを考慮する（例えば、ＲＥＦ１での＜表
５.７.１－４＞では、ＴＤＤ ＵＬ/ＤＬ設定６に対する設定インデックス２８に対して５
個の可能事項が存在し、２個の可能事項が第１のハーフフレームに対して存在し、３個の
可能事項が第２のハーフフレームに対して存在し、ＵＥは、第２のハーフフレームに対す
る３個の可能事項のみを考慮する）。＜表６＞でのＰＲＡＣＨ設定インデックス１が４６
であり（ＲＥＦ１での＜表５.７.１－４＞のように）、ＰＲＡＣＨ設定インデックス２が
２８又は２９である場合には（ＲＥＦ１での＜表５.７.１－４＞のょうに）、第１又は第
２のハーフフレームの各々に対して、３個の周波数インデックス０、１、２が存在する。
＜表６＞で、周波数インデックスフィールドが値‘００’を有する場合、周波数インデッ
クス１、２がＲＡプリアンブル伝送のＲ回の反復を有するＵＥにより使用される。ＵＥ１
１４は、ＲＡプリアンブルシーケンスのすべてのＲ回の反復で同一の周波数インデックス
を使用する。＜表６＞で、周波数インデックスフィールドが値‘０１’を有する場合、周
波数インデックス２がＲＡプリアンブル伝送のＲ回の反復を有するＵＥにより使用される
。
【０１５６】
　一つのＲＡプリアンブルフォーマットに対して複数の周波数インデックスが存在する場
合（例えば、上記したようなＴＤＤシステムで）、ＲＡプリアンブル伝送の反復内で、Ｕ
Ｅ１１４は、この同一の周波数インデックスを用いて実現及び処理を単純化させ、ＲＡプ
リアンブルコヒーレント平均化（coherent　averaging）を実現する。ＵＥ１１４がＲＡ
プリアンブルのＲ回の反復で異なる周波数インデックスを使用する場合、ｅＮＢ１０２か
らの追加シグナリングがＵＥ１１４は、異なる周波数インデックスを使用する方式を設定
するために必要であり、又は所定のホッピングパターン（hopping　pattern）、例えば同
一の６ＲＢでの４個の連続的な伝送以後の異なる６ＲＢでの周波数ホッピングが使用され
得る。これは、４個のＳＦでＲＡプリアンブル伝送のコヒーレントな平均化を実現し、次
の４個のＳＦにかけて同一のＲＡプリアンブル伝送から周波数ダイバーシティ利得を獲得
できる。
【０１５７】
　あるいは、以下にさらに説明されるように、ＲＥＦ１の＜表５.７.１－４＞に類似した
新たな表を定義し、ＰＲＡＣＨに対する設定インデックス及び対応するリソースを提供す
るために定義される。
【０１５８】
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　あるいは、ＲＡプリアンブル伝送の反復を有するＵＥに対するＰＲＡＣＨリソースに対
する周波数帯域が、ＲＥＦ１での＜表５.７.１－４＞の周波数リソース（インデックス０
、１、２、３、４、５）と異なることがある。
【０１５９】
　本明細書で上述したように、ＰＲＡＣＨリソースは、経路損失又はＣＥの各カテゴリに
対して相互直交である。ＲＡプリアンブルシーケンスの総セットは、異なるＣＥレベルの
間で分割され、このような分割は、ＳＩＢによりＵＥに通知される。例えば、第１のＣＥ
レベルに関連する第１の個数のＲＢが通知され、第２のＣＥレベルに関連する第２の個数
のＲＢが通知でき、このようなもの所定の個数のＣＥレベルからの最終ＣＥレベルまで継
続される。異なるＣＥレベルに対するＲＡプリアンブルシーケンスが、同一のＳＦで、同
一のセットの周波数リソース（ＲＢ）で又は異なるセットのＳＦで又は異なるセットの周
波数リソースで使用され得る。
【０１６０】
　異なるカバレッジレベルに対応するＲＡプリアンブルシーケンスの異なるセットが、異
なるセットのＳＦ又はＲＢで使用され得る。例えば、第１のカバレッジレベルに対するＲ
ＡプリアンブルシーケンスのＲ１反復が第１のセットのＳＦ又はＲＢ　Ｓ１にあり、第２
のカバレッジレベルに対するＲＡプリアンブルシーケンスのＲ２反復が第２のセットのＳ
Ｆ又はＲＢ　Ｓ２にあり得る。
【０１６１】
　反復を交代にすることが追加発生できる。例えば、第２のカバレッジ範囲に対するＲ２

反復に対する第２のセットのＳＦ　Ｓ２が第１のＳ１　ＳＦ以後にあり得る。異なる実施
形態が考案され得る。例えば、第２のセットのＳＦ　Ｓ２は、第１のセットのＳＦ　Ｓ１

のサブセットと直交するサブセットで設定され、Ｓ２及びＳ１のサブセットはインタレー
スされる。あるいは、Ｓ１のすべてのサブセットがまず発生し、次にＳ２のすべてのサブ
セットが発生できる。各ＳＦにおいて、ｅＮＢ１０２は、単一カバレッジ範囲に対応する
プリアンブルのみを検出しようとする。
【０１６２】
　経路損失又はＣＥレベルの各カテゴリに対して相互直交するＰＲＡＣＨリソースにおい
て、周波数ドメインは、時間ドメインとともに又はこれとは別途に追加して考慮され得る
。
【０１６３】
　図１３Ｂ乃至図１３Ｅは、本発明により、時間/周波数ドメインでのＣＥの異なるカテ
ゴリに対する直交ＰＲＡＣＨリソースのオプションの一例を示す。図１３Ｂ乃至図１３Ｅ
に示す直交ＰＲＡＣＨリソースに対するオプションの一例は、単に例示のためのものであ
る。他の実施形態は、本発明の範囲を逸脱しない範囲で使用できる。
【０１６４】
　ＳＦセットが簡略化のために考慮されるが、類似した原理がＲＢのセットに対しても適
用される。図１３Ｂに示すように、ＳＦセットＳ１１３４０がＣＥカテゴリｉに対するＲ
Ａプリアンブル伝送のＲ１反復のために使用され、ＳＦセットＳ２１３４５がＣＥカテゴ
リｉ＋１に対するＲＡプリアンブル伝送のＲ２反復のために使用され、セットＳ２はセッ
トＳ１以後に発生する。
【０１６５】
　図１３Ｃに示すように、ＳＦセットＳ１１３５０（サブセットＳ１-１、２、３で構成
）は、ＣＥカテゴリｉに対するＲＡプリアンブル伝送のＲ１反復のために使用され、ＳＦ
セットＳ２１３５５（サブセットＳ２-１、２で構成）がＣＥカテゴリｉ＋１に対するＲ
Ａプリアンブル伝送のＲ２反復に対して使用され、サブセットは、Ｓ１-１、Ｓ２-１、Ｓ

１-２、Ｓ２-２、Ｓ１-３の順序（最も速いものから最も遅いものへの順序）で発生する
。
【０１６６】
　図１３Ｄに示すように、ＳＦセットＳ１１３６０（サブセットＳ１-１、２、３で構成
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）がＣＥカテゴリｉに対するＲＡプリアンブル伝送のＲ１反復に使用され、ＳＦセットＳ

２１３６５（サブセットＳ２-１、２で構成）がＣＥカテゴリｉ＋１に対するＲＡプリア
ンブル伝送のＲ２反復に使用され、セットＳ１及びＳ２は、異なる周波数インデックスを
有する。セットのサブセットが異なる周波数インデックスを有し、リソース直交性が、セ
ットレベルでなく周波数ドメインのサブセットレベルで存在することも可能である。
【０１６７】
　図１３Ｅに示すように、ＳＦセットＳ１１３７０（サブセットＳ１-１、２、３で構成
）がＣＥカテゴリｉに対するＲＡプリアンブル伝送のＲ１反復のために使用され、ＳＦセ
ットＳ２１３７５（サブセットＳ２-１、２で構成）は、ＣＥカテゴリｉ＋１に対するＲ
Ａプリアンブル伝送のＲ２反復のために使用される。サブセットＳ１-１、Ｓ２-２、Ｓ１

-３は、サブセットＳ２-１、Ｓ１-２と異なる周波数インデックスを使用する。
　Ｒ回の反復を有するＲＡプリアンブル伝送及び各々の受信は、以下にさらに説明される
ように、通常のものと異なることがある。
【０１６８】
　図１４は、本発明により、すべての反復に対して同一のプリアンブルフォーマットを使
用するＲ回の反復を有するＲＡプリアンブル伝送のためのプロセスの一例を示す。このフ
ローチャートは、一連の順次的なステップを示すが、明示的に言及されない限り、特定順
序の実行、同時に又は重複する方式よりは順次のステップ又はその一部分の実行、あるい
は介在又は中間ステップの発生なしに制限的に示されているステップの実行に関するシー
ケンスから推論が引き出されてはならない。説明された例のプロセスは、例えば、ＵＥ内
の送信器チェーンにより実現される。
【０１６９】
　図１４に示すように、長さＮＺＣを有するＲＡプリアンブルがＩＦＦＴ１４２０により
処理される。ＲＡプリアンブル１４１０は、プリアンブルフォーマットが２又は３である
場合、プリアンブルフォーマット１４３０に基づいて一度反復される。プリアンブルフォ
ーマット０又はプリアンブルフォーマット１である場合、ＲＡプリアンブル１４１０は反
復されない。ＣＰがＲＡ-プリアンブルの前方に挿入され(１４４０)、アップサンプリン
グ(１４５０)が適用される。次に、この信号が時間ドメイン周波数シフト１４６０により
処理された後に、第１の時間インスタンスでｍ１の回数だけ反復され（１４７０）、ｋ番
目の時間インスタンスでｍｋの回数だけ反復される(１４７５)。ＦＤＤシステムに対して
、一つの時間インスタンスが存在する。ＴＤＤシステムにおいて、複数の時間インスタン
スが存在し、ここで、各時間インスタンスは、フレーム内のＵＬ ＳＦ内にある（例えば
、プリアンブルフォーマットがＴＤＤ ＵＬ/ＤＬ設定６に対して０である場合、第１の時
間インスタンスは第１のハーフフレームに存在し、ｍ１＝３であり、第２の時間インスタ
ンスは第２のハーフフレームにあり、ｍ２＝２である）。各時間インスタンスでの反復後
に、信号がＲＦユニット１４８０により伝送される。Ｒ回の反復を達成するために、各Ｓ
ＦにＲＡプリアンブル伝送のための一つの周波数インデックスが存在する場合には、プリ
アンブルフォーマット０又は１において、ｍ１＋，…，＋ｍｋ＝Ｒであり、プリアンブル
フォーマット２又は３においては、２（ｍ１＋，…，＋ｍｋ）＝Ｒである。ＳＦにＰＲＡ
ＣＨ伝送に使用される複数の周波数インデックスが存在する場合には、各時間インスタン
スにおいて、ＲＡプリアンブル反復は、複数の周波数インデックスを使用することによる
反復回数をカウントする（例えば、一つの周波数インデックスに対する各ＲＡプリアンブ
ルシーケンスは、一つの反復としてカウントされる）。
【０１７０】
　ＳＩＢ-ＣＥは、各々のＣＥレベルに対してＰＲＡＣＨを送信するために、ＵＥ１１４
により使用されるＣＥレベル及びリソースのうちのマッピングのセットに対する表示を含
むことができる。所定のマッピングのセットは、それぞれのＣＥレベルと関連したＰＲＡ
ＣＨリソース設定に対するＭ個の可能な組み合わせのうち一つであり得る。複数のシーリ
ング(ｌｏｇ２)ＭビットはＳＩＢ-ＣＥに含まれ、ここで、シーリング(ｘ)は、ｘと同一
であり、あるいはこれより大きい最小整数である。
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【０１７１】
【表７】

【０１７２】
　＜表８＞は、各々のＣＥレベルに対するＰＲＡＣＨリソース設定のうち所定のマッピン
グのセット及びＳＩＢ又はＳＩＢ-ＣＥに含まれたＰＲＡＣＨ設定マッピングインデック
スフィールドの値のうち例示的な関係を提供する。所定のマッピングの４個のセットが存
在し（Ｍ＝４）、それによって、２ビットＰＲＡＣＨ設定マッピングインデックスは、十
分である。所定のマッピングの各セットは、ＰＲＡＣＨリソース設定及び対応するＣＥレ
ベルうちそれぞれの関係により定義される。
【０１７３】
【表８】

【０１７４】
　＜表９＞は、それぞれのＣＥレベル及びＰＲＡＣＨリソース設定のうち所定のマッピン
グの第１の例のセットを示し、ＰＲＡＣＨ設定マッピングインデックスフィールドの‘０
０’値で表示され得る。これは、４個のＣＥレベルを含み、ＰＲＡＣＨリソース設定を各
ＣＥレベルに関連させる。
【０１７５】
【表９】

【０１７６】
　＜表１０＞は、各々のＣＥレベル及びＰＲＡＣＨリソース設定のうち所定のマッピング
の第２の例示的なセットを示し、ＰＲＡＣＨ設定マッピングインデックスフィールドの‘
０１’値で表示され得る。これは、５個のＣＥレベルを含み、ＰＲＡＣＨリソース設定を



(37) JP 2016-528791 A 2016.9.15

10

20

30

40

各ＣＥレベルに関連させる。第１の代案で、ＵＥ１１４は、例えば、４個の上述したアプ
ローチ方式のうち一つを使用してその要求されるＣＥレベルを決定し、要求されるＣＥレ
ベルと同一であるか、あるいはこれより大きい所定のマッピングの表示されたセットから
のＣＥレベルに対応するリソース設定を使用してＰＲＡＣＨを伝送する。第２の代案で、
ＵＬカバレッジ限定されたＵＥが第１のＣＥレベルを使用してランダムアクセスプロセス
を始め、ランダムアクセスプロセスが失敗する場合、第２のＣＥレベルを用いて継続し、
このようなことを最高のＣＥレベルに到達するまで、あるいはランダムアクセスプロセス
が成功するまで続ける。
【０１７７】
【表１０】

【０１７８】
　ＳＩＢ又はＳＩＢ-ＣＥがセル内の最大ＣＥレベルを表示する場合、ＰＲＡＣＨ設定マ
ッピングインデックスフィールドのシーリング（ｌｏｇ２Ｍ）ビットは、最大ＣＥレベル
に対して解析できる。例えば、ＰＲＡＣＨ設定マッピングインデックスフィールド値が‘
００’である場合、＜表９＞で、Ｅ(１，３)は１５ｄＢであり、Ｅ(１，２)は１０ｄＢで
あり、Ｅ(１，１)は５ｄＢであり得る。最大表示されたＣＥレベルが１５ｄＢである場合
に、＜表５＞でのすべてのＣＥレベル及びすべてのＰＲＡＣＨリソース設定がサポートさ
れる。しかしながら、最大表示されたＣＥレベルが１０ｄＢである場合、＜表９＞で１５
ｄＢのＣＥレベルに対応するＰＲＡＣＨリソースが無視されるか、あるいは１０ｄＢに対
するものに吸収されるか、あるいは所定の方式で、例えば、５ｄＢ及び１０ｄＢのサポー
トされたＣＥレベルへの同一の分布で、５ｄＢ及び１０ｄＢに対するものに分布されても
よい。あるいは、それぞれのＣＥレベル及びＰＲＡＣＨリソース設定のうち所定のマッピ
ングの異なるセットが異なる最大ＣＥレベルに対して定義されてもよい。例えば、＜表９
＞の代わりに、＜表１１＞が予め定められることができ、ＳＩＢ-ＣＥが１０ｄＢのセル
内の最大ＣＥレベルを表示するとき(Ｅ（１，１）＝５ｄＢ、Ｅ(１，２)＝１０ｄＢ)、Ｕ
Ｅ１１４により使用され得る。
【０１７９】
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【表１１】

【０１８０】
　マッピングは、ＣＥレベルに対する２個以上のＰＲＡＣＨ設定も含む。＜表１２＞は、
ＣＥレベルに対するＰＲＡＣＨリソース設定の例を提供する。４個のＣＥレベルが存在し
、ここで、各ＣＥレベル１、２、及び３に対して、２個の異なるＰＲＡＣＨリソース設定
が存在する。ナンバーＥ１、Ｅ２、及びＥ３（Ｅ１＜＝Ｅ２＜＝Ｅ３）、及び反復回数Ｎ
１、Ｎ２、及びＮ３（一般的にＮ１＜＝Ｎ２＜＝Ｎ３）がシステム動作時に予め定められ
得る。ＰＲＡＣＨリソース（プリアンブル/時間/周波数）も予め定められ得る。
【０１８１】

【表１２】

【０１８２】
　本発明の各表での各ＰＲＡＣＨリソース設定において、反復回数は、リソースのセット
に関連される（セットにより提供される）。リソースのセットは、開始ＳＦ、ＰＲＡＣＨ
伝送/反復に使用される時間（所定フレームのＳＦ）、周波数インデックスを定義できる
。その一例が＜表６＞に示される。
【０１８３】
　図１５は、本発明により、すべての反復に対して異なるプリアンブルフォーマットの組
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み合わせを用いるＲ回の反復を有するＲＡプリアンブル伝送のためのプロセスの一例を示
す。このフローチャートは、一連の順次的なステップを示すが、明示的に言及されない限
り、特定順序の実行、同時に又は重複する方式よりは順次のステップ又はその一部分の実
行、あるいは介在又は中間ステップの発生なしに制限的に示されているステップの実行に
関するシーケンスから推論が引き出されてはならない。説明された例のプロセスは、例え
ば、ＵＥ内の送信器チェーンにより実現される。
【０１８４】
　図１５に示すように、長さＮＺＣを有するＲＡプリアンブル１５１０がＩＦＦＴユニッ
ト１５２０により処理される。第１の時間インスタンスで、プリアンブルフォーマットが
フォーマット２又はフォーマット３である場合、ＲＡプリアンブル１５１０は、プリアン
ブルフォーマット１５３０に基づいて一回反復される。プリアンブルフォーマットが０又
はフォーマット１である場合、ＲＡプリアンブル１５１０は反復されない。ｋ番目の時間
インスタンスで、プリアンブルフォーマットがフォーマット２又はフォーマット３である
場合、ＲＡプリアンブル１５１０は、プリアンブルフォーマット１５３５に基づいて一度
反復され、プリアンブルフォーマットが０又はフォーマット１である場合、ＲＡプリアン
ブル１５１０は反復されない。ＣＰが第１の時間インスタンスのＲＡプリアンブル１５１
０の前方に挿入される（１５４０）。ＣＰはｋ番目の時間インスタンスのＲＡプリアンブ
ルの前方に挿入される（１５４５）。フォーマットにより、異なるＣＰ挿入が使用されて
もよい。アップサンプリング１５５０は、各伝送時間インスタンスで適用され、その後に
、各時間インスタンスの間に時間ドメイン周波数シフト１５６０によってこの信号が処理
され、最終的にＲＦユニット１５７０により伝送される。
【０１８５】
　図１５で、各時間インスタンスは、特定フォーマットでＲＡプリアンブルを送信するた
めの時間持続期間として定義される。ＦＤＤシステムの場合、一つ又は複数の時間インス
タンスが存在できる。ＴＤＤシステムの場合、一つ又は複数の時間インスタンスが存在し
、ここで、各時間インスタンスは、１フレームでのＵＬ ＳＦ内にあり得る。例えば、Ｔ
ＤＤ ＵＬ/ＤＬ設定６及び一つの周波数インデックスである場合に、ＲＡプリアンブルフ
ォーマット３は、第１のハーフフレームでの第１の時間インスタンスで使用され（したが
って、ｍ１＝２）、第２の時間インスタンスはＲＡプリアンブルフォーマット１を有する
第２のハーフフレームで使用でき（したがって、ｍ２＝１）、ＲＡプリアンブルフォーマ
ット０が第１のハーフフレームで３個のＵＬ ＳＦで第１/第２/第３の時間インスタンス
に使用される場合（したがって、ｍ１＝１、ｍ２＝１、ｍ３＝１）、第４の時間インスタ
ンスは、ＲＡプリアンブルフォーマット２を有する第２のハーフフレームであり得る（し
たがって、ｍ４＝２）。一つの周波数インデックスの場合に、Ｒ回の反復を達成するため
には、ｍ１＋…＋ｍｋ＝Ｒである。ここで、図７に示したフォーマットが使用される場合
、ｉ＝１，２，…，ｋに対してｍｉ＝１又はｍｉ＝２である。
【０１８６】
　図１６は、本発明により、すべての反復に対して同一のフォーマットでＲＡプリアンブ
ルが伝送される、ｅＮＢでのＲＡプリアンブル検出に対するプロセスの一例を示す。この
フローチャートは、一連の順次的なステップを示すが、明示的に言及されない限り、特定
順序の実行、同時に又は重複する方式よりは順次のステップ又はその一部分の実行、ある
いは介在又は中間ステップの発生なしに制限的に示されているステップの実行に関するシ
ーケンスから推論が引き出されてはならない。説明された例のプロセスは、例えば、ＵＥ
内の送信器チェーンにより実現される。
【０１８７】
　図１６に示すように、各時間インスタンスで受信した信号、例えば、第１の時間インス
タンス１６０５で受信した信号及びｋ番目の時間インスタンス１６０８で受信された信号
がＣＰ除去ユニット１６１０、ＤＦＴユニット１６１５によりまず処理され、その後にサ
ブキャリアデマッピング１６２０が後続される。その後、結果的な信号がＺＣルートシー
ケンス(１６２５)のＤＦＴ（１６３０）を結合(conjugating)することにより獲得された
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ローカル信号と相関させることによって処理される(１６４０)。ここで、ＺＣシーケンス
１６２５は、競合ベースのＰＲＡＣＨ伝送の場合に、競合ベースのランダムアクセスで使
用されるシーケンスのうち任意のものであり得る。ゼロパディング１６４５及びＩＤＦＴ
ユニット１６５０による処理後に、それぞれの時間インスタンスでの各結果的な信号に対
するエネルギー、例えば、第１の時間インスタンスでエネルギー１６５５及びｋ番目の時
間インスタンスでのエネルギー１６５８が獲得される。次に、結果的なエネルギーが結合
され、シーケンス検出ユニット１６６０により処理され、例えば、しきい値より高い値に
戻るシーケンス１６２５が検出されると見なされる。
【０１８８】
　図１７は、本発明により、すべての反復に対して異なるフォーマットの組み合わせとし
てＲＡプリアンブルが伝送される、ｅＮＢでのＲＡプリアンブル検出に対するプロセスの
一例を示す。このフローチャートは、一連の順次的なステップを示すが、明示的に言及さ
れない限り、特定順序の実行、同時に又は重複する方式よりは順次のステップ又はその一
部分の実行、あるいは介在又は中間ステップの発生なしに制限的に示されているステップ
の実行に関するシーケンスから推論が引き出されてはならない。説明された例のプロセス
は、例えば、ＵＥ内の送信器チェーンにより実現される。
【０１８９】
　図１７に示すように、第１の時間インスタンス１７０５で受信された信号がＣＰ除去ユ
ニット１７１０により処理され、ｋ番目の時間インスタンス１７０８で受信された信号が
ＣＰ除去ユニット１７１８により処理される。結果的信号が後続的にＤＦＴユニット１７
１５により処理され、次にサブキャリアデマッピング１７２０が適用される。出力信号が
ＺＣルートシーケンス１７２５のＤＦＴ１７３０の共役(conjugate)として獲得された他
の信号と相関又はマッチングさせること(１７４０)により処理され、ここで、ＺＣシーケ
ンス１７２５は、競合ベースのＰＲＡＣＨ伝送の場合に競合ベースのランダムアクセスで
使用されるシーケンスのうち任意のことであり得る。ゼロパディング１７４５及びＩＤＦ
Ｔユニット１７５０による処理後に、それぞれの時間インスタンスでの各結果的信号に対
するエネルギー、例えば第１の時間インスタンスでのエネルギー１７５５及びｋ番目の時
間インスタンスでのエネルギー１７５８が獲得される。次に、結果的なエネルギーが結合
され、シーケンス検出ユニット１７５５により処理され、例えばしきい値より高い値とな
るシーケンス１７２５が検出されると見なされる。
【０１９０】
　＜表４＞のように、カテゴリｉで推定された経路損失から決定されたＰCMAX,ｃ及び反
復パラメータを用いてＲＡプリアンブルを伝送した後に、ＵＥ１１４がｅＮＢ１０２から
ＲＡＲを成功的に検出するのに失敗する場合には、ＰCMAX,ｃを使用するＲＡプリアンブ
ルの後続伝送のために、ＵＥ１１４は、カテゴリｉでカテゴリｉ＋１に設定を変更できる
（例えば、反復の回数を増加させる）。ＵＥ１１４は、ＰＲＡＣＨ再伝送のための新たな
ＲＡプリアンブルを選択できる。最後のカテゴリでの推定された経路損失を有するＵＥは
、初期伝送と同一の設定を使用してＲＡプリアンブル再伝送を実行する。
【０１９１】
　ＲＡプリアンブル再伝送において、（＜表５＞のように）プリアンブルグループ選択が
推定された経路損失に基づく場合、プリアンブルグループ選択は、初期伝送と同一であり
得る。例えば、プリアンブルグループＡ、１、１ａ、１ｂが同一であり、グループＢ、２
、２ａ、２ｂも同一であり、それによってｅＮＢ１０２は、初期伝送又は再伝送でのＲＡ
プリアンブルと関係なく、ＵＥ１１４が必要とするＣＥの量がわかる。
【０１９２】
　ＵＥ１１４からのＲＡプリアンブル再伝送は、ｅＮＢ１０２がＰＲＡＣＨリソースの設
定をＵＥ１１４に搬送するために使用する方法に依存できる。ＵＥ１１４がＳＩＢ-ＣＥ
のみを取得し、ＳＩＢ２を取得しない場合、ＳＩＢ-ＣＥに表示されたＰＲＡＣＨリソー
スは、例えばカテゴリ１-４に対する＜表４＞のように、特定ＲＡプリアンブル伝送反復
回数を有するＣＥ　ＰＲＡＣＨに対するものである。第２の方法は、第１のカテゴリのＵ
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ＥがＳＩＢ２及びＳＩＢ-ＣＥ両方ともを取得し、あるいはＳＩＢ２のみを取得し、第２
のカテゴリのＵＥがＳＩＢ-ＣＥのみを取得するものである。例えば、第１のカテゴリの
ＵＥは、一般的にカバレッジ限定されず、移動性をサポートするＵＥである一方、第２の
カテゴリのＵＥはカバレッジ限定されて移動性をサポートしないＵＥであり得る。
【０１９３】
　ＵＥ１１４は、正常カバレッジモードで動作するか、あるいはＣＥモードで動作するか
を判定する。例えば、推定された経路損失がしきい値より大きい場合、又はチャンネル測
定値、例えば参照信号受信された電力（ＲＳＲＰ）がしきい値より低く、あるいはＰＳＳ
/ＳＳＳが所定の回数試み以後にも検出されず、あるいは通常的なＰＢＣＨが所定の回数
試み以後にも検出されず、あるいはＳＩＢ又はＳＩＢ-ＣＥが予め定められた又は設定さ
れた回数の試みによっても検出されない場合には、ＵＥがカバレッジ限定されると決定で
きる。
【０１９４】
　図１８及び図１９Ａは、本発明により、システム情報を獲得するためのそれぞれの第１
の方法及び第２の方法に対するＲＡプリアンブルの初期伝送及び再伝送におけるＵＥに対
する動作の例を示す。このフローチャートは、一連の順次的なステップを示すが、明示的
に言及されない限り、特定順序の実行、同時に又は重複する方式よりは順次のステップ又
はその一部分の実行、あるいは介在又は中間ステップの発生なしに制限的に示されている
ステップの実行に関するシーケンスから推論が引き出されてはならない。説明された例の
プロセスは、例えば、ＵＥ内の送信器チェーンにより実現される。
【０１９５】
　図１８に示すように、ＵＥ１１４は、ＳＩＢ-ＣＥのみを取得し、ＳＩＢ２を取得しな
い。ＵＥ１１４は、ＰＲＡＣＨ再伝送のために電力ランピングを実行できる。現在のＣＥ
レベルに対するＲＡプリアンブル伝送の回数（最大カウント）に到達する場合、ＵＥ１１
４は、次のＣＥレベルに対して(例えば、以前に失敗したＰＲＡＣＨ伝送がＣＥレベルｉ
に対するものである場合、ＣＥレベルｉ＋１に対して）ＰＲＡＣＨリソース設定を有する
。総ＰＲＡＣＨ伝送カウント（初期伝送及び再伝送を含み）は、最大カウントを超えられ
ない。最大カウントは、すべてのＣＥレベルに対して同一であり得又は各ＣＥレベルに対
して個別的に（システム情報によって）設定されることができる。ＵＥ１１４は、ステッ
プ１８０１で、伝送カウンターを１に設定し、ステップ１８０３で、ｅＮＢ１０２への経
路損失を決定する。ＵＥ１１４は、ステップ１８０５で、ＳＩＢ-ＣＥを取得して（ステ
ップ１８０１はステップ１８０３又は１８０５後にまた発生可能）、ステップ１８０７で
、経路損失が＜表２＞又は＜表４＞とのようなカテゴリ１内にあるか否かを判定する。カ
テゴリ１内にある場合、ＵＥ１１４は、非ＣＥ ＵＥに対する電力設定規則により決定さ
れた電力を用いて、ステップ１８０９で、新たなＲＡプリアンブルを伝送する。ＵＥ１１
４は、ステップ１８１１で、ＲＡＲが成功的に復号化されるか否かを判定し、ＲＡＲが時
間内に（特定タイマの満了以前に）受信されるか否かを判定し、伝送されたＲＡプリアン
ブルを表示する。ＲＡＲ復号化が成功的である場合、ＵＥ１１４は、ステップ１８１３で
、Ｍｓｇ３を送信し、そうでない場合には、ＲＡプリアンブルに対する送信電力がＰｃｍ
ａｘであるか否かを判定する。そうでない場合、ＵＥ１１４は、ステップ１８１７で、電
力ランピングを適用し、ステップ１８１９で、伝送カウンタを１だけ増加させる。伝送カ
ウンタがＭａｘＣｏｕｎｔ＋１に到達する場合、ＭａｘＣｏｕｎｔは、ＵＥ１１４が取得
する（例えば、ＳＩＢ-ＣＥを通じて又は所定の）パラメータであり、ステップ１８２３
で、ランダムアクセスプロセスが失敗する。そうでない場合には、ＵＥ１１４は、ステッ
プ１８０９で、電力ランピング及びランダムアクセスプロセスが反復された以後に送信電
力を使用して新たなＲＡプリアンブルを選択及び伝送する。ステップ１８１３で、ＲＡプ
リアンブル送信電力が以前の伝送で、すなわちステップ１８０９で、Ｐｃｍａｘに到達す
る場合、ＵＥ１１４は、伝送カウンタを１だけ増加させる。伝送カウンタがＭａｘＣｏｕ
ｎｔ＋１に到達した場合、ステップ１８２９でＲＡＣＨプロセスが失敗する。そうでない
場合、ＵＥ１１４は、新たなＲＡプリアンブルを選択してＰCMAX，cを使用して伝送し、
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ここで、各伝送のために新たなＲＡプリアンブルが選択され、伝送カウンタは１だけ増加
する。ランダムアクセスプロセスがいまだに失敗した場合、ＵＥ１１４は、ステップ１８
５１で、次のＣＥレベルに対するＰＲＡＣＨリソース設定を使用できる（例えば、＜表３
＞のようなＲ１反復）。次に、ＵＥ１１４は、ステップ１８５３で、ＲＡＲが成功的に復
号化されたか否かを判定する。ＲＡＲが成功的に復号化される場合、ＵＥ１１４は、ステ
ップ１８６３でＭｓｇ３を送信し、そうでない場合には、ステップ１８５５で、次のより
高いＣＥレベルを有するＰＲＡＣＨリソース設定を決定する（例えば、＜表３＞のような
Ｒ２反復を使用）。次に、ＵＥ１１４は、伝送カウンタを１だけ増加させる。伝送カウン
タがＭａｘＣｏｕｎｔ＋１に到達する場合、ステップ１８６１で、ＲＡＣＨプロセスは失
敗する。そうでない場合、ＵＥ１１４は、ステップ１８５１で、次のＣＥレベル有する新
たなＲＡプリアンブルを選択及び伝送し、（例えば、＜表３＞のようなＲ２反復で）ステ
ップ１８５５及びその手順が反復される。ＣＥレベルがステップ１８５５で既に最高であ
る場合、ＰＲＡＣＨリソース設定は、この最高レベルに対応するように維持される。ステ
ップ１８０７で、経路損失が＜表２＞又は＜表４＞のようなカテゴリ１内にないとＵＥ１
１４が決定する場合、ＵＥ１１４は、（例えば、＜表４＞のように）ＣＥレベルに基づい
てＰＲＡＣＨリソース設定を決定し、ステップ１８５１で、この決定したＣＥレベル１８
５１を有するＰＲＡＣＨリソース設定を使用して新たなＲＡプリアンブルを伝送する。後
続動作は、ステップ１８５１で、カテゴリ１で経路損失を決定して到達するＵＥに対して
は上述したようである。ステップ１８０３での動作は省略し、ステップ１８０７の動作は
“ＵＥが正常カバレッジモードで動作するか？”に代替でき、この場合、Ｐ-ＢＣＨが予
め定義された回数未満の回数により検出されるか否かのように、他の手段により、ＵＥが
正常カバレッジモードで動作するか否かを判定され得る。
【０１９６】
　図１９Ａは、本発明により、後述のように、いくつかの変形を有する図１８と類似した
機能を含む。図１９Ａに示すように、ＵＥ１１４は、＜表４＞のようにカテゴリ１内に推
定された経路損失がある場合にＳＩＢ２を取得し、そうでない場合にはＳＩＢ-ＣＥを取
得する。ＵＥ１１４が、まずＳＩＢ２を取得する場合、ＵＥ１１４は、ＲＡプリアンブル
を再送信するときに電力ランピングを実行することができる。ＵＥ１１４が最大送信電力
に到達してランダムアクセスプロセスに失敗する場合、ＵＥ１１４は、ＳＩＢ-ＣＥを取
得してＲＡプリアンブル再伝送のために、（例えば、＜表４＞でカテゴリ２のように）次
のＣＥレベルを有するＰＲＡＣＨリソース設定を決定する。ＵＥ１１４は、ステップ１９
０１で、伝送カウンタを１に設定し、ステップ１９０３で、経路損失を決定し、またステ
ップ１９０５で、推定された経路損失が＜表４＞のようなカテゴリ１にあるか否かを判定
する。カテゴリ１にある場合、ＵＥ１１４は、ステップ１９１１でＳＩＢ２を取得し、ス
テップ１９１３で、新たなＲＡプリアンブルを非ＣＥ ＵＥに対する電力設定規則により
決定された電力を用いて再伝送する。ＵＥ１１４は、図１８のようにステップ１８１１乃
至１８２９と同様に、ステップ１９１５乃至１９３５に従う。ステップ１９１７で、ＲＡ
プリアンブル送信電力が以前の伝送でのＰｃｍａｘに到達する場合、ＵＥ１１４は、伝送
カウンタを１だけ増加させる。伝送カウンタがＭａｘＣｏｕｎｔ＋１に到達する場合、Ｕ
Ｅ１１４は、ステップ１９３５で、ＰＲＡＣＨプロセスが失敗し、そうでない場合、ＳＩ
Ｂ-ＣＥをステップ１９５１で取得し、新たなＲＡプリアンブルを選択して次のＣＥレベ
ルを有するＰＲＡＣＨリソース設定を使用してステップ１９５３に伝送し、この場合、こ
れは＜表４＞のようにカテゴリ２に対応する。後続ステップ１９５５乃至１９６５は、図
１８でのステップ１８５３乃至１８６３と同様である。ステップ１９０５で、推定された
経路損失が＜表４＞のようにカテゴリ１内にないとＵＥ１１４が決定する場合、ＵＥ１１
４は、ＳＩＢ-ＣＥをステップ１９５１で取得し、＜表４＞のように経路損失カテゴリに
基づいて適合したＰＲＡＣＨリソース設定を決定し、新たなＲＡプリアンブルを、ステッ
プ１９５３で、次のより高いＣＥレベルを有する決定されたＰＲＡＣＨリソース設定を使
用して伝送する。ＣＥレベルがステップ１９５３で既に最高である場合、決定されたＰＲ
ＡＣＨ設定は、この最高レベルに対応するように維持される。後続動作は、ＵＥ１１４が
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初期にカテゴリ１での経路損失を推定してステップ１９５１で到達する場合に上述したよ
うである。ステップ１９０３での動作は省略でき、ステップ１９０５の動作は“ＵＥが正
常カバレッジモードで動作するか？”に代替でき、ここで、ＵＥが正常カバレッジモード
で動作するか否かは他の手段によって、例えば、Ｐ-ＢＣＨが所定回数未満の試み回数に
より検出されるか否かによって決定され得る。
【０１９７】
　ＵＥ１１４は、ＰＲＡＣＨを実行する初期ＣＥレベルを決定できる。初期ＣＥレベルは
、例えばｅＮＢ１０２により表示された初期ＣＥレベル（例えば、ＳＩＢ又はＳＩＢ-Ｃ
Ｅに表示）であり、一つ以上の測定又は統計（例えば、推定された経路損失、チャンネル
測定値、例えばＲＳＲＰ、ＰＳＳ/ＳＳＳを復号化するための試み回数、Ｐ-ＢＣＨ、又は
反復されたＰ-ＢＣＨ（Ｐ-ＢＣＨ-ＣＥとして称される）又はＳＩＢ又はＳＩＢ-ＣＥを復
号化するための試み回数など）により決定された初期ＣＥレベル、又は最低ＣＥレベル（
例えば、一つ又は複数のＣＥレベルの設定がＳＩＢに又はＳＩＢ-ＣＥに表示され、ある
いはシステムオペレーティングで予め定義される）、又はＰＲＡＣＨに対する最高ＣＥレ
ベル（これは、最低のものに対して決定されることもある）、又はＰＲＡＣＨに対して設
定されたすべてのＣＥレベルのうちランダムに選択されたＣＥレベル又はシステムオペレ
ーティングで所定の最低ＣＥレベルであり得る。例えば、ＣＥモードでＵＥ１１４に対す
る経路損失測定値が十分に正確でないことがある場合、ＵＥ１１４は、ＲＡプリアンブル
伝送を第１のＣＥレベルを用いて始めることができ、ランダムアクセスプロセスが成功的
でない場合、次のより高いＣＥレベルに、最高ＣＥレベルに到達するまで、あるいはＲＡ
プロセスが成功的であるまで、継続して進行する。
【０１９８】
　ＵＥ１１４は、まずＰＲＡＣＨを初期ＣＥレベルに対応するリソースのセットからのリ
ソースを用いて伝送する。初期ＣＥレベルへのＰＲＡＣＨが失敗する場合、ＵＥ１１４は
、次のより高いＣＥレベル（もしあれば）でＰＲＡＣＨを再伝送できる。ＵＥ１１４が最
高ＣＥレベルに対応するリソースのセットからのリソースを用いてＰＲＡＣＨを送信する
場合、同一のランダムアクセスプロセスに対する後続再伝送は、このようなリソースのセ
ットからのリソースを使用する。（初期認知と関係ない）ＣＥレベルにおいて、ＵＥ１１
４は、ＣＥレベルからＰＲＡＣＨリソースへのマッピングに基づいて各々のＰＲＡＣＨリ
ソースを決定できる。このようなマッピングは、例えば、それぞれのＣＥレベルに対して
設定されたＲＢのセット又はＳＦのセットであり得る。
【０１９９】
　初期ＣＥレベルが一つ以上のパラメータ（例えば、推定された経路損失、チャンネル測
定値、例えばＲＳＲＰ、ＰＳＳ/ＳＳＳ復号化試み回数、通常のＰ-ＢＣＨ、又は反復され
たＰ-ＢＣＨ-ＣＥ又はＳＩＢ又はＳＩＢ-ＣＥ復号化試み回数）により決定される場合、
ＵＥ１１４は、所定の又は設定されたマッピング関数又はマッピング表を使用して初期Ｃ
Ｅレベルを決定し、ここで、例えば、パラメータの各範囲がＣＥレベルでマッピングされ
得る。他の例で、２個又はそれ以上のパラメータの範囲の組み合わせがＣＥレベルでマッ
ピングされ得る。マッピング関数又はマッピング表の設定はＳＩＢに又はＳＩＢ-ＣＥに
表示されるか、あるいはシステムオペレーションで予め定められ得る。システム情報によ
る表示は、異なる個数の受信器アンテナのような異なるｅＮＢ受信器特性を捕捉し、これ
により同一の経路損失に対する異なるＣＥレベルの要求に有利である（例えば、同一の経
路損失において、より少ない受信器アンテナを有するｅＮＢはより多くの受信器アンテナ
を有するｅＮＢより、多くの反復を要求する）。例えば、推定された経路損失から初期Ｃ
Ｅレベルへのマッピングが＜表４＞の一部に提供される。＜表１３＞は、セルｃのＲＳＲ
Ｐ（ＲＳＲＰｃ）から初期ＣＥレベルへの例示的なマッピングを提供し、ここで、ＲＳＲ
ＰＴｈはしきい値であり、δＲＳＲＰ１はしきい値ＲＳＲＰＴｈに対するオフセットであ
る。＜表１４＞は、セルｃでの復号化試み回数（Ｎｕｍ_ｄｅｃｃ）から初期ＣＥレベル
への例示的なマッピングを提供し、ここで、Ｎｕｍ_ｄｅｃＴｈはしきい値であり、δＮ
ｕｍ_ｄｅｃ１はしきい値Ｎｕｍ_ｄｅｃＴｈに対するオフセットであり、ここで、復号化
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は、ＰＳＳ/ＳＳＳ、Ｐ-ＢＣＨ、又はＰ-ＢＣＨ-ＣＥ、又はＳＩＢ又はＳＩＢ-ＣＥに対
することであり得る。＜表１５＞はセルｃでの２回の復号化試み（例えば、各回はチャン
ネルに対することである）（Ｎｕｍ_ｄｅｃ_ｃｈ１ｃは第１のチャンネル用、Ｎｕｍ_ｄ
ｅｃ_ｃｈ２ｃは第２のチャンネル用）からの初期ＣＥレベルへの例示的なマッピングを
提供し、ここで、Ｎｕｍ_ｄｅｃ_ｃｈ１Ｔｈ、Ｎｕｍ_ｄｅｃ_ｃｈ２Ｔｈは、それぞれの
しきい値であり、δＮｕｍ_ｄｅｃ_ｃｈ１、δＮｕｍ_ｄｅｃ_ｃｈ２はしきい値Ｎｕｍ_
ｄｅｃ_ｃｈ１Ｔｈ、Ｎｕｍ_ｄｅｃ_ｃｈ２Ｔｈに対するそれぞれのオフセットであり、
ここで、復号化は、チャンネルＰＳＳ/ＳＳＳ、Ｐ-ＢＣＨ、又はＰ-ＢＣＨ-ＣＥ、又はＳ
ＩＢ又はＳＩＢ-ＣＥに対することであリ得る。例えば、第１のチャンネルはＰ-ＢＣＨに
対することであり、第２のチャンネルはＳＩＢ又はＳＩＢ-ＣＥに対することであり得る
。復号化試み回数に対する条件の一つ以上のセットは、一つのＣＥレベルにマッピングさ
れ、例えば、＜表１５＞のようにＣＥレベル１にマッピングされる一つのセットの条件が
存在し、ＣＥレベル３でマッピングする２個のセットの条件が存在する。
【０２００】

【表１３】

【０２０１】
【表１４】

【０２０２】
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【表１５】

【０２０３】
　ＵＥ１１４は、ｅＮＢ１０２への初期アクセスに必要なＣＥレベルを決定し、決定した
ＣＥレベルに基づいて、ＳＩＢ-ＣＥ（又はＳＩＢ）を通じてｅＮＢ１０２により表示さ
れるＰＲＡＣＨリソースのセットから、ＰＲＡＣＨリソースを選択することができる。Ｒ
ＲＣ_ＩＤＬＥからのアクセス及び他のアクセスイベントを含むｅＮＢ１０２への後続ア
クセスのために、ＵＥ１１４は、初期アクセスに対することと同一の手順を実行し、ある
いはｅＮＢ１０２により設定されたＣＥレベルに従ってＰＲＡＣＨを伝送できる。
【０２０４】
　ＵＥ１１４は、参照信号受信電力（ＲＳＲＰ）の測定値に基づき、ｅＮＢ１０２との通
信を確立するために必要なＣＥレベルを決定できる。ＳＩＢ又はＳＩＢ-ＣＥを検出した
後に、ｅＮＢ１０２により送信され、ＲＳＲＰ測定のために使用されるＣＲＳ又はＣＳＩ
-ＲＳのようなＲＳに関する送信電力の情報が獲得され得る。ＲＳＲＰに基づき、ＵＥ１
１４は、（表示されたＲＳ送信電力とＲＳＲＰとの間の差に基づいて）経路損失を推定で
き、この経路損失に基づいて、例えば、＜数式１＞を使用してＰＲＡＣＨ　ＣＥレベルを
決定でき、この＜数式１＞は（ＰＲＥＡＭＢＬＥ_ＲＥＣＥＩＶＥＤ_ＴＡＲＧＥＴ_ＰＯ
ＷＥＲ＋ＰＬｃ）とＰCMAC,c(ｉ)との間の差を決定するためのものであり、この差は、追
加に要求されるＣＥレベルを表示するために使用され得る。
【０２０５】
　あるいは、ＵＥ１１４は、ＣＥレベルを推定するためのメトリックとして使用され、Ｐ
ＳＳ/ＳＳＳ、ＰＢＣＨ、ＰＢＣＨ-ＣＥ、又はＳＩＢ、又はＳＩＢ-ＣＥを検出するため
に要求される時間又は復号化試み回数を使用できる。例えば、ＰＳＳ/ＳＳＳを検出する
ための復号化試み回数が事前規定された数以下である場合、ＵＥ１１４は、正常カバレッ
ジモードで動作すると仮定でき、ＰＳＳ/ＳＳＳを検出するための復号化試み回数が第１
の所定数より大きく、第２の所定数以下である場合、ＵＥ１１４は、ＣＥモードで動作す
ると仮定できる。
【０２０６】
　ＵＥ１１４は、所定の復号化試み回数後に通常的な信号（ＰＳＳ/ＳＳＳ）又はチャン
ネル（ＭＩＢ/ＳＩＢ）を検出しない場合、カバレッジ限定されると仮定する。例えば、
ＵＥ１１４が所定回数のＭＡＸ_ＭＩＢ_Ａｔｔｅｍｐｔ復号化試み後に通常的なＰＢＣＨ
を検出されない場合、カバレッジが限定されると仮定する。ＵＥ１１４がＭＡＸ_ＭＩＢ_
Ａｔｔｅｍｐｔより大きくない試み回数で通常的なＰＢＣＨを検出できるが、所定回数の
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ＭＡＸ_ＳＩＢ_Ａｔｔｅｍｐｔ復号化試み後にＳＩＢ検出を失敗する場合、カバレッジ限
定されると仮定する。一方、ＵＥ１１４は、チャンネル測定を実行し、チャンネル測定メ
トリック（例えば、ＲＳＲＰ）がＳＩＢで又はＳＩＢ-ＣＥで通知された所定のしきい値
より低い場合（又は経路損失が他の所定のしきい値より大きい場合）、ＵＥ１１４は、カ
バレッジ限定されると仮定する。複数のＣＥレベルが定義でき、ＵＥ１１４は、ＰＳＳ/
ＳＳＳ又はＭＩＢ又はＳＩＢ検出以前の復号化試み回数に基づいて又はチャンネル測定値
メトリックに基づいて、後続動作に対するＣＥレベルを決定できる。
【０２０７】
　上記した処理方式は、パワーオンされる初期アクセスのような初期アクセスに対するＣ
Ｅレベル又は初期カバレッジモードをＵＥ１１４が決定するために使用され得る。ＵＥ１
１４が、後続アクセス、例えばＲＲＣ_ＩＤＬＥからのアクセス、他のイベント、例えば
、セル再選択を選択するときのイベントなどでアクセス時に初期カバレッジモード又はＣ
Ｅレベルを決定するために使用され得る。アクセスは、競合ベースのＲＡＣＨ、例えば、
ＲＲＣ_ＩＤＬＥからのアクセス、ＲＲＣ接続再確立手順、ＵＬ同期化が新たなセルに確
立される必要があるときのハンドオーバー、ランダムアクセス手順を要求するＲＲＣ_Ｃ
ＯＮＮＥＣＴＥＤ間のＤＬデータ到達（例えば、ＵＬ同期化状態が“非同期化”された場
合）、ランダムアクセス手順を要求するＲＲＣ_ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ間のＵＬデータ到達
（例えば、ＵＬ同期化状態が“非同期化”され、あるいはサービス要請の伝送のために使
用可能ないかなるＰＵＣＣＨリソースも存在しない場合）、又は無競合ＲＡＣＨ、例えば
、ＤＬデータ到達、ハンドオーバー、及びポジショニングに基づいてＵＬ同期化の再確立
を含むことができる。
【０２０８】
　後続アクセスの場合、最初にパワーオン以後の初期アクセスのためのアプローチ方式に
対する代案として、ＵＥ１１４は、特定セルに対して、以前に使用された、又はキャッシ
ングされた、又はネットワーク設定された、カバレッジモード（例えば、正常カバレッジ
モード又は改善されたカバレッジモード）又はＣＥレベル（ＰＲＡＣＨ反復の回数及びＴ
Ｘ電力を包含）を、ＵＥ１１４がセルへのアクセスを実行するための初期カバレッジモー
ド又はＣＥレベルとして使用できる。ＵＥ１１４は、自身が以前に使用したカバレッジモ
ード又はＣＥレベルをキャッシュできる。キャッシュされたカバレッジモード又はＣＥレ
ベルは、例えば各々のセルに対する最近の成功的なアクセスを引き起こし、あるいは各々
のセルに対するアクセスを試みた最近のものであり得る。ＵＥ１１４は、ネットワークに
より以前に設定された特定セルにアクセスするためのカバレッジモード又はＣＥレベルを
記憶でき、そのセルにアクセスするためにこのようなカバレッジモード及びＣＥレベルを
使用する。
【０２０９】
　ＵＥ１１４がネットワークに再進入する場合（例えば、所定のスリープ期間又はアイド
ル期間以後に）、初期ＣＥレベルは（これに限定されないが）、ネットワークに再進入す
る以前にＵＥ１１４に設定され、又はキャッシュされたＣＥレベルのうちいずれか一つで
あり得る。例えば、ＵＥ１１４がＲＲＣ_ＣＯＮＮＥＣＴＥＤからＲＲＣ_ＩＤＬＥへ遷移
する以前に、ｅＮＢ１０２は、例えばＲＲＣ接続リリースメッセージを用いて、ＲＲＣ_
ＩＤＬＥからのアクセスを実行する場合に、ＵＥ１１４がＣＥモードを適用するか又は正
常モードを適用するか又は非ＣＥモードを適用するかに対してＵＥ１１４を設定でき、例
えば、ＲＲＣ接続リリースメッセージを用いて、初期ＣＥレベルを使用するようにＵＥ１
１４を設定できる。ＵＥ１１４は、設定されたカバレッジモード又はＣＥレベルを用いて
ｅＮＢ１０２にアクセスする。あるいは、ＵＥ１１４は、例えば、ＲＲＣシグナリングに
より設定される値を有するタイマを使用してもよい。タイマ値は、移動性に関連される。
例えば、高移動性の場合にタイマ値が低い反面、低移動性の場合にはタイマ値はより大き
いことがある。タイマは、ＵＥ１１４がＣＥモードで設定される場合に始まることができ
る。ＲＲＣ_ＩＤＬＥからの初期アクセスである場合、タイマは、ＵＥ１１４がＲＲＣ_Ｉ
ＤＬＥに進入する場合に始まることができる。ＵＥ１１４が新たなアクセスを開始する以
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前にタイマが満了する場合、ＵＥ１１４は、ＵＥ１１４がパワーオンするときに初期アク
セスに適用可能なアプローチ方式のうち一つを使用することができる。ＵＥ１１４が新た
なアクセスを始める以前にタイマが満了しないと、ＵＥ１１４は、タイマを停止させ、後
続アクセスに適用可能な上記した処理方式のうち一つを使用することができる。
【０２１０】
　図１９Ｂは、ＵＥ１１４がタイマに従って初期ＣＥレベルを決定するための手順の一例
を示す。このフローチャートは、一連の順次的なステップを示すが、明示的に言及されな
い限り、特定順序の実行、同時に又は重複する方式よりは順次のステップ又はその一部分
の実行、あるいは介在又は中間ステップの発生なしに制限的に示されているステップの実
行に関するシーケンスから推論が引き出されてはならない。説明された例のプロセスは、
例えば、ＵＥ内の送信器チェーンにより実現される。
【０２１１】
　図１９Ｂに示すように、ＵＥ１１４は、ステップ１９６６で、カバレッジモード又は初
期ＣＥレベル決定のためにタイマを開始する。例えば、ＵＥ１１４は、ＵＥ１１４がＲＲ
Ｃ_ＩＤＬＥに進入するときにタイマを開始できる。ステップ１９６７で、ＵＥ１１４は
、新たなアクセス時にタイマが満了するか否かを判定する。タイマが満了した場合、ステ
ップ１９７１で、ＵＥ１１４は、最初のパワーオンの初期アクセスに適用可能なアプロー
チ方式のうち一つを使用して新たなアクセスを実行するためのカバレッジモード又は初期
ＣＥレベルを決定する。そうでない場合、ステップ１９６９で、ＵＥ１１４は、後続アク
セスに適用可能なアプローチ方式のうち一つを使用して、新たなアクセスを実行するため
のカバレッジモード又は初期ＣＥレベルを決定する。
【０２１２】
　上記のアプローチ方式の使用は、ｅＮＢ１０２によりＵＥ１１４に設定され、例えばＵ
Ｅ状態又は特性、例えばＵＥタイプ又は用途、ＵＥ移動性、又はＵＥ位置に基づく。例え
ば、後続アクセスに対する初期ＣＥレベルを決定するために、限定された移動性を有する
ＵＥは、後続アクセスに適用可能なアプローチ方式のうち一つに設定されてカバレッジモ
ードを決定でき、移動性を有するＵＥは、最初のパワーオンの初期アクセスに適用可能な
アプローチ方式のうち一つに設定されて後続アクセスのための初期ＣＥレベルを決定でき
る。その代案として、ＵＥは、ＵＥのタイプ又は特性と関係なく、存在する場合には、キ
ャッシュされ、以前に設定された初期ＣＥレベルをアクセスのために常に最初に使用でき
る。
【０２１３】
　図１９Ｃは、ＵＥが後続アクセスのために初期ＣＥレベルに従ってアクセスを実行する
ための手順の一例を示す。このフローチャートは、このフローチャートは、一連の順次的
なステップを示すが、明示的に言及されない限り、特定順序の実行、同時に又は重複する
方式よりは順次のステップ又はその一部分の実行、あるいは介在又は中間ステップの発生
なしに制限的に示されているステップの実行に関するシーケンスから推論が引き出されて
はならない。説明された例のプロセスは、例えば、ＵＥ内の送信器チェーンにより実現さ
れる。
【０２１４】
　図１９Ｃに示すように、後続アクセスのために、ＵＥ１１４は、ステップ１９７３で、
特定タイマに基づいて、又はＵＥの状態（例えば、移動性）に基づいて、新たなアクセス
以前にｅＮＢ１０２により設定されたこと又はキャッシュされたことから初期ＣＥレベル
を決定する。ＵＥ１１４は、ステップ１９７５で、その決定されたＣＥレベルが正常カバ
レッジを表示するか否かを判定する。表示する場合、ＵＥ１１４は、ステップ１９８１で
、通常的なアクセスを実行する。そうでない場合、ＵＥ１１４は、ステップ１９７７で、
その決定されたＣＥレベルに従ってＰＲＡＣＨリソースを決定し、ＰＲＡＣＨをカバレッ
ジ限定されたＵＥとして伝送し、ステップ１９７９でアクセス手順を継続する。現在のＣ
Ｅレベルを使用するアクセスが失敗する場合、ＵＥ１１４は、次のＣＥレベルを想定でき
る。
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【０２１５】
　ＰＲＡＣＨ伝送に対するそれぞれのリソース及びＣＥレベルとの間のマッピングを含む
システム情報が、新たなアクセス以前に（例えば、ＵＥがＲＲＣ_ＩＤＬＥに進入する以
前に）ＲＲＣシグナリングを通じて指示できる。あるいは、ＵＥ１１４は、ＰＲＡＣＨ伝
送のためにキャッシュされたリソースを使用することができる。その後、ＵＥ１１４は、
ＳＩＢ-ＣＥの復号化をスキップする。
【０２１６】
　後続アクセスにおいて、ＵＥ１１４がＣＥモード（例えば、非ゼロＣＥレベル）で動作
する場合、ＵＥ１１４は、ＣＥモードによりＰＢＣＨを検出するように直接に試み、複数
のＭＡＸ_ＭＩＢ_Ａｔｔｅｍｐｔ復号化試みのための通常的なＰＢＣＨを検出するために
第１の試みよりはＰＢＣＨ反復の存在を考慮することができる。
【０２１７】
　図１８又は図１９Ａに示す動作の代案として、ＵＥ１１４は、まずＣＥモードで動作す
る必要があるか否かを判定し、初期ＣＥレベルを決定できる。例えば、初期ランダムアク
セスのために、第１のＣＥレベル、例えば、＜表２＞でＲ１反復を含むことがいつも使用
することができる。また、ＵＥ１１４は、＜数式３＞のようにＰPRACHを決定する。ＰPRA

CHがＰCMAX,cより小さい場合、ＵＥ１１４は、上述したように、各再伝送のためにＲＡプ
リアンブルに対する同一の回数のＲ１反復を維持しつつ、ＲＡプリアンブルの再伝送のた
めの通常的な電力ランピングを適用できる。他の代案では、＜数式３＞により決定された
初期ＰPRACHは、初期ＰPRACHを見る低い値に設定するためのオフセットを有する。
【０２１８】
　図１９Ｄは、本発明により、ＵＥ１１４によるＲＡプリアンブルの初期伝送及び再伝送
のための動作の一例を示す。このフローチャートは、一連の順次的なステップを示すが、
明示的に言及されない限り、特定順序の実行、同時に又は重複する方式よりは順次のステ
ップ又はその一部分の実行、あるいは介在又は中間ステップの発生なしに制限的に示され
ているステップの実行に関するシーケンスから推論が引き出されてはならない。説明され
た例のプロセスは、例えば、ＵＥ内の送信器チェーンにより実現される。
【０２１９】
　図１９Ｄに示すように、ＵＥは、ステップ１９８３で、ＲＡプリアンブル伝送のために
ＣＥモードで動作する必要があるか否かをまず判定する。例えば、ＵＥ１１４は、測定さ
れた経路損失がシステム情報により通知されるしきい値より大きい場合、初期ＲＡプリア
ンブルがＣＥモードを従う必要があると決定できる。ＵＥ１１４は、ステップ１９８５で
、初期ＣＥレベルを決定する（例えば、上述したように、第１のＣＥレベルはいつも初期
ＣＥレベルとして使用されるか、あるいは第１のＣＥレベルはＵＥ１１４及びＳＩＢ内の
情報による経路損失測定により決定され得る）。ＵＥ１１４は、ステップ１９８７で、Ｐ

PRACHを＜数式３＞のように決定する。ＰPRACHがＰCMAXより小さい場合、ＵＥ１１４は、
ステップ１９８９で、第１のＲＡプリアンブル反復の回数に対応する決定された初期ＣＥ
レベルによるＲＡプリアンブル伝送のために、電力ランピングを適用できる。決定された
ＣＥレベルに対応する第１のＲＡプリアンブル再伝送の回数（各ＲＡプリアンブル伝送の
ための第１のＲＡプリアンブル反復の回数）以後に、ＵＥがＲＡＲウィンドウ内にＲＡプ
リアンブル識別子を含むＲＡＲの受信に失敗する場合、ＵＥは、ステップ１９９１で、次
のＣＥレベルに進行し、最大第２の伝送回数の間に第２の反復回数を有するＲＡプリアン
ブル伝送を継続する。
【０２２０】
＜ＣＥ ＵＥに対するランダムアクセス応答（ＲＡＲ）＞
　特定の実施形態において、ＣＥモードで動作するＵＥ１１４へのＲＡＲの伝送が考慮さ
れる。ＲＡプリアンブルが送信される場合、可能な測定ギャップの発生と関係なく、ＵＥ
１１４は、ＲＡプリアンブル伝送の端部及び３個のＳＦを含み、長さＲＡ-応答ウィンド
ウサイズＳＦを有するＳＦから始まるＲＡＲウィンドウ内のＲＡ-ＲＮＴＩにより識別さ
れるＲＡＲに対してＰＤＣＣＨをモニタリングする。ＲＡプリアンブルが伝送されたＰＲ
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ＡＣＨに関連したＲＡ-ＲＮＴＩは、＜数式４＞のように計算される。
【０２２１】
【数９】

【０２２２】
　ここで、ｔ_ｉｄは、特定ＰＲＡＣＨの第１のＳＦのインデックスであり（０≦ｔ_ｉｄ
＜１０）、ｆ_ｉｄは、周波数ドメインの昇順に該当ＳＦ内の特定ＰＲＡＣＨの周波数リ
ソースインデックスである（０≦ｆ_ｉｄ＜６）。ＲＡプリアンブルの反復の伝送のため
のＳＦ内での複数の周波数リソースインデックスである場合、ｆ_ｉｄは、ＳＦ内のＰＲ
ＡＣＨの第１の周波数リソースインデックスであり得る。ＵＥ１１４は、伝送されたＲＡ
プリアンブルとマッチングされるＲＡプリアンブル識別子を含むＲＡＲの成功的な受信以
後に、ＲＡＲをモニタリングすることを中断できる。
【０２２３】
　（例えば、＜表４＞で経路損失カテゴリ２乃至４に対して）ＲＡ-プリアンブル伝送の
反復を有するＵＥ１１４に対してＲＡ-ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣＲＣを有す
るＤＣＩフォーマットを搬送するＰＤＣＣＨが反復され、あるいは一般的にはＣＥのため
に追加の信頼性に伝送され得る。しかしながら、上述したように、ＲＡ-ＲＮＴＩにより
スクランブルされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットを搬送するＰＤＣＣＨ伝送のため
の反復又はそれぞれのＲＡＲを搬送するＰＤＳＣＨ伝送のための反復は、ＲＡプリアンブ
ル伝送のための反復と独立的であり、その理由は、ＵＥ１１４がＤＬカバレッジ限定され
るが、ＵＬカバレッジ限定されないためであり、あるいはその反対も可能なためである。
【０２２４】
　第１のアプローチ方式で、ＣＥ ＵＥ及び非ＣＥ ＵＥは、同一のＲＡ-ＲＮＴＩを有す
るが、関連したＰＤＣＣＨの伝送のために異なる設定を有することができる。例えば、Ｃ
Ｅ ＵＥに対するＰＤＣＣＨ設定は、第１のＤＣＩフォーマット、又は第１のＣＣＥアグ
リゲーションレベル、又はＳＦにかける第１の反復回数を使用できる一方、非ＣＥ ＵＥ
に対するＰＤＣＣＨ設定は、第２のＤＣＩフォーマット、又は第２のＣＣＥアグリゲーシ
ョンレベル、及び単一ＰＤＣＣＨ伝送を使用できる。例えば、同一のＤＣＩフォーマット
、ＤＣＩフォーマット１Ｃは、ＣＥ ＵＥ又は非ＣＥ ＵＥのうちいずれか一つに対するＲ
ＡＲをスケジューリングできるが、ＣＥ ＵＥに対する各々のＰＤＣＣＨは、１６ＣＣＥ
のアグリゲーションレベルを使用でき、単一のＳＦ又は複数のＳＦ又は第１のリソースで
伝送され、非ＣＥ ＵＥに対するＰＤＣＣＨは、８ＣＣＥの最大アグリゲーションレベル
を使用でき、単一ＳＦ又は第２のリソースで伝送され得る。
【０２２５】
　第２のアプローチ方式では、ＣＥ ＵＥに対するＲＡＲをスケジューリングするＰＤＣ
ＣＨが非ＣＥ ＵＥに対するＲＡ-ＲＮＴＩと異なり、所定のＲＡ-ＣＥ-ＲＮＴＩによりス
クランブルされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットを搬送できる。
【０２２６】
　ＵＥ１１４は、それの経路損失カテゴリに従ってＲＡ-ＲＮＴＩによりスクランブルさ
れたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットを搬送するＰＤＣＣＨをモニタリングでき、ｅＮ
ＢからＲＡＲの伝送をスケジューリングするＰＤＣＣＨを検出するときに各々のＰＤＣＣ
Ｈ設定（例えば、ＣＣＥアグリゲーションレベル又は反復の回数）を想定できる。この経
路損失のマッピングは、ＲＡプリアンブルに対することとＲＡＲに対すること異なり、そ
の理由は、各々のＤＬカバレッジ及びＵＬカバレッジ要件が異なるためである。例えば、
ＵＥ１１４による所定の経路損失測定において、サービングｅＮＢ１０２により伝送され
たＳＩＢ内の表示は、ＲＡプリアンブルをＲ１反復で伝送するが、反復なしに各々のＲＡ
Ｒ（及びＲＡ-ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットを
搬送するＰＤＣＣＨ）の受信を示すことであり得る。
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【０２２７】
　ＲＡプリアンブル伝送のために、ＣＥモードで動作するＵＥ１１４がＲＡＲ受信のため
にもＣＥモードで動作する場合、経路損失のマッピング又は、同様には、それぞれのＲＡ
ＲをスケジューリングするＰＤＣＣＨの伝送のための設定へのＰＲＡＣＨリソース（時間
、周波数、及びＺＣシーケンスでのＰＲＡＣＨリソース設定を包含）のマッピングが事前
定義され、あるいはシステム情報によりＵＥ１１４に通知できる。＜表１６＞は、経路損
失範囲及びＰＲＡＣＨリソースの関数としてＲＡ-ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣ
ＲＣを有するＤＣＩフォーマットを搬送するＰＤＣＣＨの伝送設定に対する例を提供する
。＜表１６＞で、設定１、２、１ａ、２ａ、１ｂ、２ｂは相互に異なり、そうでないと、
経路損失カテゴリに依存し、同一の経路損失カテゴリに対しては同一であり（例えば、設
定１、２は同一であり、設定１ａ、２ａも同一であり、また設定１ｂ、２ｂも同一であり
）、ここで、設定１、２、１ａ、２ａ、１ｂ、２ｂは、プリアンブルグループに依存せず
、これを＜表１７＞に示す。
【０２２８】
　＜表１７＞で、ＲＡ-ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣＲＣを有するＤＣＩフォー
マットを搬送するＰＤＣＣＨの伝送設定は、経路損失範囲及びＰＲＡＣＨリソースと関連
するが、プリアンブルグループとは関連されない。ＲＡＲをスケジューリングするＰＤＣ
ＣＨに対する反復の回数は、各ＲＡプリアンブルの伝送のために使用された反復回数から
暗示的に決定されると仮定する。例えば、ＲＡプリアンブルがＲ１反復で送信される場合
、ＲＡＲをスケジューリングするＰＤＣＣＨは２Ｒ１反復で伝送される。
【０２２９】

【表１６】

【０２３０】
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【表１７】

【０２３１】
　図２０は、本発明により、ＣＥ ＵＥがＲＡＲを取得するための動作の一例を示す。こ
のフローチャートは、一連の順次的なステップを示すが、明示的に言及されない限り、特
定順序の実行、同時に又は重複する方式よりは順次のステップ又はその一部分の実行、あ
るいは介在又は中間ステップの発生なしに制限的に示されているステップの実行に関する
シーケンスから推論が引き出されてはならない。説明された例のプロセスは、例えば、Ｕ
Ｅ内の送信器チェーンにより実現される。
【０２３２】
　図２０に示すように、ＣＥ ＵＥは、ステップ２０１０でＲＡプリアンブルを伝送した
後に、それぞれの経路損失範囲及びそれぞれのＰＲＡＣＨリソース（例えば、＜表６＞を
使用）に対するＲＡ-ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマ
ットを搬送し、（及びそれぞれのｅＮＢによる可能なＲＡプリアンブル検出に応答してＰ
ＤＳＣＨ内のＲＡＦをスケジューリングする）ＰＤＣＣＨの伝送設定を決定する。ＰＤＣ
ＣＨに対して決定された伝送設定を用いて、ＣＥ ＵＥは、ステップ２０２０で、各々の
復号化動作を実行してＲＡＲをスケジューリングしたＤＣＩフォーマットを搬送するＰＤ
ＣＣＨを検出する。ＲＡＲをスケジューリングするＰＤＣＣＨを成功的に検出した後に、
ステップ２０３０で、ＣＥ ＵＥはＰＤＳＣＨでＲＡＲを受信する。
【０２３３】
　第１の実施形態で説明するように、＜表４＞のようなカテゴリｉでの推定された経路損
失から決定された反復パラメータによりＲＡプリアンブルを伝送した後に、ＵＥ１１４が
ｅＮＢ１０２からのＲＡＲ受信を失敗する場合、ＲＡプリアンブルの後続伝送のために、
ＵＥは、カテゴリｉでカテゴリｉ＋１に設定を変更できる。
【０２３４】
　ＲＡＲをスケジューリングするＰＤＣＣＨに対する設定は、ＲＡプリアンブル伝送のた
めの反復の回数、又は同様には、各々のリソースに基づき、このようなリソースでＲＡプ
リアンブルが検出される。これは、特に競合ベースのＰＲＡＣＨ伝送に適用され、ここで
、ｅＮＢ１０２は、ＵＥ１１４に対する経路損失推定値を知らず、ｅＮＢ１０２が各々の
ＲＡプリアンブルを検出したリソースから経路損失推定値を推論できるだけである。ＲＡ
ＲをスケジューリングするＰＤＣＣＨに対する設定は、ＲＡプリアンブルの初期伝送と再
伝送によって異なり、再伝送は、初期伝送と異なるリソースを使用し、これは、ＵＥ１１
４が経験する実際の経路損失と関係ない。例えば、初期ＲＡプリアンブル伝送のために、
ＵＥ１１４は、Ｒ１反復を使用し、設定１をＲＡＲをスケジューリングするＰＤＣＣＨに
対する設定として想定する。ＲＡＲがＵＥ１１４により受信されない場合、ＵＥ１１４は
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、Ｒ２反復を使用してＲＡプリアンブルを再伝送し、ＲＡＲをスケジューリングするＰＤ
ＣＣＨに対する設定１ａを想定できる。
【０２３５】
　ＲＡＲ受信及び後続Ｍｓｇ３伝送がそれぞれのＰＤＣＣＨによりスケジューリングされ
ないことも可能である。その代わりに、ＤＬカバレッジ限定されたＵＥに対するランダム
アクセスプロセスがサービングｅＮＢからの任意の関連したＰＤＣＣＨ伝送なしに行なわ
れる。ＵＥ１１４がサービングｅＮＢ１０２への経路損失を推定した後に（又は上述した
他の手段により）、上記したように、ＲＡプリアンブル伝送のためのＰＲＡＣＨリソース
設定を決定できる。これは、（上述したように、関連したＰＤＣＣＨなしにＳＩＢ-ＣＥ
受信することと同様に）ＲＡＲ受信に対するパラメータ及びリソースを決定し、競合解決
のためにＭｓｇ３伝送及び後続Ｍｓｇ４受信のためのパラメータ及びリソースを決定する
ＵＥ１１４で拡張することができる。サービングｅＮＢ１０２がＲＡＲ伝送、Ｍｓｇ３受
信、及びＭｓｇ４伝送のための以前のパラメータ及びリソースを自身が関連したＲＡプリ
アンブルを検出したリソースに基づいて決定できることに留意する（例えば、経路損失範
囲の各カテゴリは、すべての４個のステップに対してランダムアクセスプロセスのための
直交リソースに関連する）。
【０２３６】
　ＲＡＲ伝送のためのＰＤＳＣＨリソースは、ＲＡプリアンブルに関連する。同一のＵＬ
　ＣＥレベルに対しても、異なるＰＤＳＣＨ　ＲＡＲリソースは、ＲＡプリアンブルの異
なるグループにも関連され、その理由は、同一のＰＤＳＣＨですべてのＲＡプリアンブル
に対するＲＡＲを伝送できないこともあるためである。各々のＰＤＳＣＨリソースを有す
る同一のＵＬ　ＣＥレベルに対してＭ個のＲＡＲが存在でき、ＵＥ１１４は、ＰＤＳＣＨ
リソースを決定してＭグループからの一つのグループに従ってＲＡＲ受信の間に送信され
た、それが属したＲＡプリアンブルをモニタリングする（例えば、オーダーリング（ordd
ring）は、増加するＲＡプリアンブル数に従う）。異なるＰＤＳＣＨ　ＲＡＲリソースが
同一のＵＬ　ＣＥレベルに対するＲＡプリアンブルに対応させることが同一のＵＬ　ＣＥ
レベルを有するが、異なるＤＬ　ＣＥレベルを有するＵＥ、例えば、両側ＵＥが単一送信
器アンテナを有するときに第１のＵＥは、２個の受信器アンテナを有し、第２のＵＥは、
単一受信器アンテナを有する場合にも有利であり得る。＜表１６＞とともに、２個のＲＡ
プリアンブルグループが同一のＣＥレベルに対して使用でき、異なるグループが異なるＲ
ＡＲ回数反復及びリソースに関連することができる。
【０２３７】
　ＲＡプリアンブル反復の回数とＲＡＲ反復の回数との間の所定のマッピングを用いて、
後者が異なるＵＬ　ＣＥモードにあり、それによって異なるＲＡプリアンブル反復の回数
を要求するＵＥに関する情報を伝送することも可能である。
【０２３８】
　あるいは、同一のＲＡＲがＲＡプリアンブル伝送のための異なるＣＥレベルを有するＵ
Ｅに対することでもある。より低いＤＬ　ＣＥレベルを有するＵＥは、より高いＤＬ　Ｃ
Ｅレベルを有するＵＥより速く（より少ない数の反復回数で）ＲＡＲを復号化できる。Ｒ
ＡＲが同一のＲＡプリアンブル反復レベルでのＵＥに対することである必要はなく、ある
いはＵＥが最大回数のＲＡＲ反復を待機する必要がない（又は、この最大回数が何である
かも知る必要もない）。この場合、ＲＡＲリソースのＵＥ-共通セットがシステム情報に
より設定され得る。
【０２３９】
　ＵＥは、各々のＲＡＲモニタリングウィンドウサイズを用いてＲＡＲをモニタリングで
きる。相異なるＲＡＲモニタリングウィンドウサイズは異なるＲＡプリアンブル反復の回
数からマッピングされ得る。サービングｅＮＢはＳＩＢを通して、ＲＡプリアンブルＣＥ
レベル及びそれぞれのＲＡＲＣＥレベルの間の関連（マッピング）、各ＲＡプリアンブル
ＣＥレベル（反復の回数）をＲＡＲＣＥレベル（反復の回数）に関連させることによって
提供できる。異なるＲＡＲ　ＣＥレベルが同一のＣＥレベルに対する異なるＲＡプリアン
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ブルグループに対して存在することで、同一のＵＬ　ＣＥレベルを有するが、２個の異な
るＤＬ　ＣＥレベルを有するＵＥを区別できる。例えば、ＳＩＢは、＜表１８＞のように
ＲＡＲに対するＣＥレベル及びＲＡプリアンブルに対するＣＥレベルと複数の経路損失範
囲に関連される。
【０２４０】
　ＵＥ１１４がＲＡプリアンブル伝送及びＲＡＲ伝送のためのＣＥレベルを決定した後に
、他のＵＬチャンネル又はＤＬチャンネルに対するＣＥレベルが、サービングｅＮＢ１０
２が上位レイヤシグナリングにより明示的にＣＥレベルを設定するまで、経路損失測定に
対する所定のオフセットを提供できる各々のＢＬＥＲに基づいて固有に決定される。例え
ば、Ｍｓｇ３がそれぞれのターゲット信頼性を達成するためにＲＡプリアンブルより２ｄ
Ｂ小さいＳＩＮＲを要求する場合、ＵＥ１１４は、＜表１８＞により有効経路損失ＰＬｃ

-２ｄＢに対するカテゴリを決定することによって、Ｍｓｇ３に対する反復回数を決定で
きる。
【０２４１】

【表１８】

【０２４２】
　図２１は、本発明によるＲＡプリアンブルの再伝送が存在する場合に、ＵＥがＲＡＲを
取得するための動作の一例を示す。このフローチャートは、一連の順次的なステップを示
すが、明示的に言及されない限り、特定順序の実行、同時に又は重複する方式よりは順次
のステップ又はその一部分の実行、あるいは介在又は中間ステップの発生なしに制限的に
示されているステップの実行に関するシーケンスから推論が引き出されてはならない。説
明された例のプロセスは、例えば、ＵＥ内の送信器チェーンにより実現される。
【０２４３】
　図２１に示すように、ＵＥ１１４は、サービングｅＮＢ１０２への経路損失をステップ
２１０１で決定し、次に決定された経路損失を含む経路損失範囲に対応するＰＲＡＣＨ（
ＲＡプリアンブル）リソース設定をステップ２１０５で決定する。ＵＥ１１４は、ステッ
プ２１０７で、ＡＦｉｒｓｔＶａｌｕｅの値を有する伝送カウンタを有する（ＡＦｉｒｓ
ｔＶａｌｕｅは、初期ＲＡプリアンブル伝送に対して１と同一であり、ＲＡプリアンブル
再伝送の場合には１より大きい）。ＵＥ１１４は、ステップ２１１０で、ステップ２１０
５で決定されたＰＲＡＣＨリソースを用いてＲＡプリアンブルを送信し、次にＲＡＲ受信
のための伝送設定をステップ２１２０で決定し、ＲＡＲをステップ２１３０で受信し、ま
たＲＡＲが成功的に復号化されるか否かをステップ２１４０で判定する。ＲＡＲ復号化が
成功的であり、ＲＡＲメッセージが、転送されたＲＡプリアンブルを表示する場合、ＵＥ
１１４は、ステップ２１６０でＭｓｇ３を伝送し、そうでない場合、ＵＥ１１４は、ステ
ップ２１５０で、次のより高いレベルの信頼性（又は存在すると、次のより高いレベルの
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ＣＥ）（例えば、＜表４＞のように以前に使用されたカテゴリがｉである場合、（ｉ＋１
）番目のカテゴリ）を有するＰＲＡＣＨリソース設定を決定し（それが既に最高レベルの
ＣＥである場合、それはＣＥの最高レベルを有するＰＲＡＣＨリソース設定を使用する）
、ステップ２１７０で伝送カウンタを１だけ増加させる。ステップ２１８０で伝送カウン
タがＭａｘカウント＋１に到達する場合、ランダムアクセスプロセスは、ステップ２１９
０で失敗するようになり、そうでない場合、ＵＥ１１４は、（ステップ２１５０のように
）新たなＲＡプリアンブルを選択し、このＲＡプリアンブルを決定したＰＲＡＣＨリソー
ス設定により伝送する。次に、ＵＥ１１４は、ステップ２１１０で、ＲＡプリアンブルを
ＵＥ１１４が送信するために使用したＰＲＡＣＨリソースに対応するＲＡＲ受信に対する
伝送設定を決定する。その後、この手順を反復する。ステップ２１０１での機能は、‘Ｃ
Ｅレベル決定’に代替でき、ステップ２１０５での機能は、‘ＰＲＡＣＨリソース設定を
決定されたＣＥレベルに基づいて決定’に代替できることに留意する。
【０２４４】
　反復なしに関連した第１のカテゴリとは異なるカテゴリ内の経路損失を有する、ＣＥ 
ＵＥに対するＲＡＲは、非ＣＥ ＵＥに対するものと異なるＭＡＣ　ＰＤＵに存在できる
。このような方式で、ＣＥ ＵＥに対するＭＡＣ ＲＡＲは、異なるＣＥレベルで伝送でき
る。
【０２４５】
　ＲＡ-ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣＲＣを有するＤＣＩフォーマットは、ＰＤ
ＳＣＨでＲＡＲを搬送するＭＡＣ　ＰＤＵの伝送のための設定を表示できる。例えば、Ｄ
ＣＩフォーマットは、それぞれのＰＤＳＣＨ周波数リソース以外に、ＳＦの個数を表示で
き、ここで、ＲＡＲを搬送するＰＤＳＣＨが表示された周波数リソース内で伝送される。
その後、ＵＥは、ＲＡＲを獲得するために復号化動作を実行する前に、複数のＰＤＳＣＨ
伝送を複数のＳＦ各々にかけて結合できる。
【０２４６】
　あるいは、特にＤＬカバレッジ限定されたＵＥに対して、ＲＡＲを搬送するＰＤＳＣＨ
をスケジューリングするＰＤＣＣＨは、（例えば、予め定められた又は設定された伝送パ
ラメータを用いて、そして（ＰＤＣＣＨによりＲＡＲがスケジューリングされる場合に）
ＲＡＲをスケジューリングするＰＤＣＣＨの設定を決定するために上述した第２のアプロ
ーチ方式と同様に関連したＲＡプリアンブルの伝送に対して使用されるそれぞれの設定に
よって決定された複数のＳＦにかけて）省略され、ＲＡＲを伝達するＰＤＳＣＨのみが伝
送される。
【０２４７】
　ＣＥ ＵＥに対するＲＡＲは、ＣＥ ＵＥによるＭｓｇ３の伝送のための情報を含むこと
ができる。例えば、ＣＥ ＵＥがＭｓｇ３を伝送したＳＦの個数がそれぞれのＲＡプリア
ンブルのＣＥレベルにより決定されない場合、ＲＡＲは、ＣＥ ＵＥがＭｓｇ３を伝送す
るＳＦの個数を通知できる。例えば、ＣＥ ＵＥ（＜表４＞でカテゴリ１と異なるカテゴ
リ内の経路損失）が最大電力（ＰCMAX,ｃ）でＭｓｇ３を伝送すると想定できるため、Ｍ
ｓｇ３を搬送するＰＵＳＣＨをスケジューリングするＤＣＩフォーマット内のＴＰＣ命令
（ＲＥＦ２を参照）がその代わりに使用されてバンドリングされるＳＦの個数を表示でき
る。あるいは、ＲＡＲに対するコンテンツが、例えば、Ｍｓｇ３に対する多重バンドリン
グのための新たな情報を含むように拡張することができる。
【０２４８】
　あるいは、Ｍｓｇ３の伝送は、各々のＲＡプリアンブルを伝送するために使用されるリ
ソース設定及びＭｓｇ３リソースのマッピングに基づいて、対応するＲＡプリアンブルに
関連した事前決定されたリソース内の事前決定されたパラメータを使用できる。ＣＥ Ｕ
Ｅは、Ｍｓｇ３をそれぞれのＲＡプリアンブルリソース設定のマッピングから決定される
ようなＰＵＳＣＨで伝送する。
【０２４９】
　ＰＨＩＣＨ伝送がＵＥに対してＣＥモードでサポートされる場合、Ｍｓｇ３再伝送は、
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ＮＡＣＫを伝送するＰＨＩＣＨによりトリガされ得る。ＰＨＩＣＨがＵＥに対してＣＥモ
ードでサポートされない場合、Ｍｓｇ３再伝送がＰＤＣＣＨによりスケジューリングされ
ない場合、ランダムアクセスプロセスを反復する確率を減少させるために、初期Ｍｓｇ３
伝送のためのより小さな誤り率（より高い検出信頼性）をターゲットとすることが必要で
ある。その理由は、Ｍｓｇ３を再伝送する必要があることを決定することにおいて、ＵＥ
に提供されるいかなる手段も存在しないためである。次に、ネットワークは、ＣＥモード
で動作しないＵＥよりは、より高い受信信頼性を有するようにＣＥモードで動作するＵＥ
からのＭｓｇ３伝送を設定でき、その理由は、ＣＥモードで動作しないＵＥは、ＰＨＩＣ
Ｈ又はＰＤＣＣＨによりトリガされたＭｓｇ３再伝送を有することができるためである。
【０２５０】
　図２２は、本発明によるＭｓｇ３に対する伝送設定をＵＥが決定するための動作の一例
を示す。このフローチャートは、一連の順次的なステップを示すが、明示的に言及されな
い限り、特定順序の実行、同時に又は重複する方式よりは順次のステップ又はその一部分
の実行、あるいは介在又は中間ステップの発生なしに制限的に示されているステップの実
行に関するシーケンスから推論が引き出されてはならない。説明された例のプロセスは、
例えば、ＵＥ内の送信器チェーンにより実現される。
【０２５１】
　図２２に示すように、ステップは、ステップ２１６０と関連したステップ２２６０及び
２２６５を除けば、図２１のステップと同様である。成功的なＲＡＲ検出後に、ＵＥ１１
４は、Ｍｓｇ３に対する伝送設定、例えば、ＳＦ個数を含む情報をステップ２２６０で決
定する。Ｍｓｇ３伝送がＲＡ-ＲＮＴＩによりスクランブルされたＣＲＣを有するＤＣＩ
フォーマットを搬送するＰＤＣＣＨによりスケジューリングされる場合、Ｍｓｇ３伝送に
関する情報がＤＣＩフォーマットにより提供され、それぞれのＲＡプリアンブルが反復な
しに送信される場合、Ｍｓｇ３の伝送を制御するために使用されるフィールドが、ＲＡプ
リアンブルが反復で送信される場合、（Ｍｓｇ３の送信電力は最大になると想定できるた
め）ＳＦの個数を表示するためにその代わりに使用され得る。Ｍｓｇ３伝送が各々マッピ
ングに基づいて対応するＲＡプリアンブルに関連したリソース及び事前決定されたパラメ
ータを使用する場合、ＵＥ１１４は、各々のＲＡプリアンブルリソース設定のマッピング
から決定されたＰＵＳＣＨでＭｓｇ３を伝送する。ステップ２２０１での機能は、‘ＣＥ
レベル決定’に代替でき、ステップ２２０５での機能は、‘決定されたＣＥレベルに基づ
いてＰＲＡＣＨリソース設定を決定’に代替できることに留意する。
【０２５２】
　図２３は、本発明により、Ｍｓｇ３に対する伝送設定をｅＮＢが決定するための動作の
一例を示す。このフローチャートは、一連の順次的なステップを示すが、明示的に言及さ
れない限り、特定順序の実行、同時に又は重複する方式よりは順次のステップ又はその一
部分の実行、あるいは介在又は中間ステップの発生なしに制限的に示されているステップ
の実行に関するシーケンスから推論が引き出されてはならない。説明された例のプロセス
は、例えば、ＵＥ内の送信器チェーンにより実現される。
【０２５３】
　図２３に示すように、ｅＮＢ１０２は、ステップ２３１０でＲＡプリアンブル伝送のた
めのそれぞれのリソースでＲＡプリアンブルを検出し、またＲＡプリアンブルを伝送した
ＵＥ１１４に対して要求されるＣＥを、経路損失範囲及びＲＡプリアンブルリソースの間
のマッピングに基づいてステップ２３２０で決定する。ＲＡＲ伝送がＰＤＣＣＨによりス
ケジューリングされ、ＲＡＲを搬送するＰＤＳＣＨに対する伝送設定及び各々のＲＡプリ
アンブルリソース設定に対して事前決定されたパラメータを使用しない場合、ｅＮＢ１０
２は、ステップ２３３０で、ＲＡＲをスケジューリングするＰＤＣＣＨに対する伝送設定
をＲＡプリアンブルリソース（ステップ２３１０）に従って決定する。ｅＮＢ１０２は、
ＵＥ１１４によるＭｓｇ３に対する伝送設定、例えばＭｓｇ３が伝送されたＳＦの個数を
決定する。ｅＮＢ１０２は、ステップ２３４０で、決定された伝送設定をＲＡＲメッセー
ジ内に含めるか、あるいはこの伝送設定をＲＡプリアンブルリソース設定からそれぞれの
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マッピングを通じて決定することもできる。ＲＡＲを搬送するＰＤＳＣＨがＰＤＣＣＨに
よりスケジューリングされる場合、ｅＮＢ１０２は、ステップ２３５０でＲＡＲをスケジ
ューリングするＰＤＣＣＨを決定された伝送設定（ステップ２３３０）を用いて伝送し、
Ｍｓｇ３に対する伝送設定（ステップ２３４０）を含むＲＡＲをステップ２３６０で伝送
する。
【０２５４】
　また、ＵＥに対するＲＡＲは、ｅＮＢからの後続ＰＤＣＣＨ伝送の情報、例えば、ＰＲ
ＡＣＨ競合解決のためにＰＤＣＣＨを伝送するためにｅＮＢが使用できるＰＤＣＣＨ伝送
設定（＜表１６＞、＜表１７＞と類似）を含む。このような情報は、ＲＡＲ内の既存のフ
ィールドを使用するか、ＲＡＲを搬送するＰＤＳＣＨの設定により暗示的に決定されるか
、又は追加的に含まれることができる。
　＜Ｍｓｇ３伝送及び競合解決＞
　ＲＡＲ受信後のＵＥ伝送タイミングは、次のようである。
【０２５５】
　-伝送されたＲＡプリアンブルに対するＲＡＲを含むＰＤＳＣＨ内のデータ伝送ブロッ
クがＳＦｎで検出される場合、ｎは、データ伝送ブロックの送信に使用される複数のＳＦ
が存在する場合に、ＵＥがデータ伝送ブロックを検出する最終ＳＦであり、ＵＥはＲＡＲ
内の情報に従って、ＲＡＲ内のＵＬ遅延フィールドがゼロに設定されると、データ伝送ブ
ロックを第１のＳＦｎ＋ｋ１、ｋ１≧６で送信する。ここで、ｎ＋ｋ１は、ＰＵＳＣＨ伝
送のための第１の使用可能なＳＦである。ＵＥは、ＵＬ遅延フィールドが１に設定される
場合、ｎ＋ｋ１後にＰＵＳＣＨ伝送を次のＳＦに延期させ得る。
【０２５６】
-ＲＡＲがＳＦｎで受信される場合、ｎは、ＲＡＲ伝送のための複数のＳＦが存在する場
合に、ＵＥがＲＡＲを受信する最後のＳＦであり、対応するデータ伝送ブロックが伝送さ
れたプリアンブルシーケンスに対する応答を含まない場合、ＵＥは、上位レイヤにより要
請される場合に、新たなＲＡプリアンブルシーケンスをＳＦｎ＋５より遅れることなく伝
送するはずである。
【０２５７】
　ランダムアクセス手順がＳＦｎで、‘ＰＤＣＣＨオーダー’によって開始される場合、
ｎは、ＰＣＤＤＨオーダーを伝送する複数のＳＦが存在する場合に、ＵＥがＰＣＤＤＨオ
ーダーを検出する最後のＳＦであり、ＵＥは、上位レイヤにより要請される場合に、ＲＡ
プリアンブルを第１のＳＦｎ＋ｋ２、ｋ２≧６で伝送し、ここで、ＰＲＡＣＨリソースが
使用可能である。したがって、ｎのインデックスは、ＲＡＲに関連した制御又はデータが
複数のＳＦにかけて伝送されるときに再定義される。
【０２５８】
　ＵＥ１１４は、Ｍｓｇ３内にチャンネル測定値報告を含めることができる。例えば、測
定値報告、参照信号受信された電力（ＲＳＲＰ）報告がある。あるいは、ＵＥ１１４は、
ＣＥレベルに関する情報（例えば、＜表４＞に示すような経路損失のカテゴリ）を含んで
もよい。ｅＮＢがＭｓｇ３をＵＥ１１４から受信した後に、ｅＮＢ１０２は、ＵＥ１１４
に対する経路損失推定値を獲得できる。ＵＥ１１４及びｅＮＢ１０２の両方ともは、後続
通信がＭｓｇ３内の測定値報告により表示されたＣＥレベルに従うと仮定できる。ＵＥ１
１４が測定値報告をＭｓｇ３内に含めない場合、ＵＥ１１４は、測定値報告をＭｓｇ４後
の後続シグナリング（例えば、ＲＲＣシグナリング）内に含めることができる。次に、ｅ
ＮＢ１０２は、後続通信に対するリソース、例えば、ＰＤＣＣＨ/ＰＤＳＣＨ/ＰＵＣＣＨ
/ＰＵＳＣＨに対するリソースを設定し、ＵＥ１１４に通知するか、ｅＮＢ１０２及びＵ
Ｅ１１４は、後続通信がＵＥ１１４によってｅＮＢ１０２に提供された測定値報告に対応
する反復の回数になると仮定する。
【０２５９】
　図２４は、本発明により、ＵＥが伝送設定を、チャンネル測定報告を含むシグナリング
後に決定するための動作の一例を示す。このフローチャートは、一連の順次的なステップ
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を示すが、明示的に言及されない限り、特定順序の実行、同時に又は重複する方式よりは
順次のステップ又はその一部分の実行、あるいは介在又は中間ステップの発生なしに制限
的に示されているステップの実行に関するシーケンスから推論が引き出されてはならない
。説明された例のプロセスは、例えば、ＵＥ内の送信器チェーンにより実現される。
【０２６０】
　図２４に示すように、ＵＥ１１４は、ステップ２４１０で、チャンネル測定を実行し、
ＣＥレベルを決定する。ＵＥ１１４は、ステップ２４２０で、チャンネル測定値報告（又
は、ＣＥレベルに対する経路損失カテゴリの表示）をｅＮＢ１０２に対するシグナリング
内に（例えば、Ｍｓｇ３又はＲＲＣシグナリング内に）含め、このシグナリングを伝送す
る。次に、ＵＥ１１４は、ステップ２４３０で、後続通信が測定値報告により表示された
ＣＥレベルに従うと仮定する。ＵＥ１１４がＣＥレベル及び通信設定間のマッピング（例
えば、ＰＤＣＣＨ設定に対しては＜表１６＞、＜表１７＞を参照）を知っている場合、Ｕ
Ｅ１１４は、ＣＥレベルによる設定を想定できる。ＵＥ１１４が（例えば、ＰＤＣＣＨ/
ＰＵＣＣＨ/ＰＤＳＣＨ/ＰＵＳＣＨに対する）後続通信リソースの設定をｅＮＢ１０２か
らさらに受信する場合、ＵＥ１１４は、ステップ２４４０で、ｅＮＢ１０２により表示さ
れた設定を使用し、（ｅＮＢ１０２による設定と異なる場合には）ＣＥレベルから決定さ
れた設定をさらに使用することを中止する。
【０２６１】
　図２５は、本発明により、ｅＮＢがチャンネル測定報告を含むシグナリングをＵＥから
受信した後に伝送設定を決定するための動作の一例を示す。このフローチャートは、一連
の順次的なステップを示すが、明示的に言及されない限り、特定順序の実行、同時に又は
重複する方式よりは順次のステップ又はその一部分の実行、あるいは介在又は中間ステッ
プの発生なしに制限的に示されているステップの実行に関するシーケンスから推論が引き
出されてはならない。説明された例のプロセスは、例えば、ＵＥ内の送信器チェーンによ
り実現される。
【０２６２】
　図２５に示すように、ｅＮＢ１０２は、ステップ２５１０で、シグナリング包含のチャ
ンネル測定報告（又は、ＣＥレベルに対する経路損失カテゴリの指示）をＵＥ１１４から
受信する。ステップ２５２０において、ｅＮＢ１０２は、ＵＥ１１４が、後続通信が表示
されたＣＥレベルに従うと仮定することを考慮する。必要であれば、ｅＮＢ１０２は、ス
テップ２５３０で、ＵＥ１１４に対する後続通信用リソースを個別的に設定して（例えば
、ｅＮＢ１０２がＣＥレベルにより決定されたように一部チャンネルのリソース設定をオ
ーバーライド（override）することを所望する場合）、ＵＥ１１４に通知する。
【０２６３】
　ＵＥ１１４に対する競合解決メッセージ（Ｍｓｇ４）は、ＵＥ１１４に対する後続ＰＤ
ＣＣＨのｅＮＢ１０２による伝送用情報を含むことができる。例えば、（＜表１６＞又は
＜表１７＞のように）競合解決メッセージは、データ情報の後続スケジューリングのため
にＰＤＣＣＨを伝送し、ｅＮＢ１０２が使用するＰＤＣＣＨ伝送設定を含むことができる
。あるいは、又は追加的に、競合解決メッセージは、ＵＥ１１４からのＰＵＳＣＨ伝送又
はＵＥ１１４への後続ＰＤＳＣＨ伝送のためのリソース割り当てを含むことができる。リ
ソース割り当ては、伝送帯域幅内の一つ以上のＲＢ及びＰＤＳＣＨ又はＰＵＳＣＨ伝送の
ための特定ＳＦを含むことができる。このような方式で、それぞれのＰＤＳＣＨ又はＰＵ
ＳＣＨ伝送をスケジューリングするためのＵＥ１１４へのＰＤＣＣＨ伝送を避けることが
できる。通常のＰＤＳＣＨ又はＰＵＳＣＨ伝送に関連したリソース割り当てとは異なるパ
ラメータ、例えば、変調及び符号化方式（ＭＣＳ）が競合解決メッセージにより提供でき
、これらがｅＮＢ１０２からのＲＲＣメッセージにより再設定されない限り、（割り当て
られたリソースと類似に）一定に維持される。例えば、ｅＮＢ１０２は、ＰＤＳＣＨ又は
ＰＵＳＣＨ伝送に対する初期ＭＣＳ割り当てをランダムアクセスプロセスの一部として決
定でき、最低ＭＣＳが各々ＤＬカバレッジ又はＵＬカバレッジ限定されたＵＥに割り当て
られ得る。他のパラメータ、例えば、ＨＡＲＱプロセス数又は増分冗長に基づいたＨＡＲ
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Ｑ再伝送のための冗長バージョンがそれぞれ単一ＨＡＲＱプロセス又はチェース結合（ch
ase combining）として使用できず、カバレッジ限定されたＵＥに対しては十分であり得
る。同様に、他の通常的な機能、例えば、空間的多重化、電力制御などのサポートは、カ
バレッジ限定されたＵＥには提供できない。
【０２６４】
　第２の実施形態及び第３の実施形態がランダムアクセスプロセスに焦点を置くが、これ
らは単にランダムアクセスプロセスに限定されず、一般的にＣＥを要求するＵＥにおいて
制御又はデータ伝送に適用することができる。
【０２６５】
　ＵＥがＲＲＣ_ＣＯＮＮＥＣＴＥＤである場合、ｅＮＢは、ＵＥ、例えばＲＲＣシグナ
リングにより設定してカバレッジモードを正常又はＣＥモードからＣＥ又は正常モードに
それぞれスイッチングできる。例えば、ｅＮＢ１０２は、ＵＥ１１４から報告されたチャ
ンネル測定値、例えば、ＲＳＲＰ又は経路損失に基づいて又は統計、例えば（ＵＥ１１４
からの後続確認シグナリングを通じてｅＮＢ１０２により獲得されるように）ｅＮＢ１０
２又はＵＥ１１４でデータ伝送ブロックの受信の（正しい又は正しくない）結果に基づい
てこのように決定できる。ＵＥ１１４のカバレッジモードの再設定は、効果的になるため
に新たなカバレッジモードに対する時間（例えば、複数のフレーム後に又は表示されたシ
ステムフレーム数を有するフレームの開始時に）をさらに含み、これによって、ＵＥ１１
４に遷移時間を許可し、新たなモードが効果を有する場合にはｅＮＢ１０２及びＵＥ１１
４が共通理解を有するように保証することができる。ＲＲＣシグナリングは、また、新た
なカバレッジモードでのＳＩＢが現在のカバレッジモードと異なる場合、新たなカバレッ
ジモードでＵＥ１０２が使用するように要求される一部ＳＩＢを含む。
【０２６６】
　図２６は、本発明により、ＵＥカバレッジモードスイッチングの例示的な手順を示す。
このフローチャートは、一連の順次的なステップを示すが、明示的に言及されない限り、
特定順序の実行、同時に又は重複する方式よりは順次のステップ又はその一部分の実行、
あるいは介在又は中間信号の発生なしに制限的に示されている信号の実行に関するシーケ
ンスから推論が引き出されてはならない。説明された例に図示されたプロセスは、例えば
、ＵＥ内の送信器チェーンにより実現される。特定の実施形態において、ＵＥ２６０１は
、ＵＥ１１１乃至１１６のうちいずれか一つと同一であり、ｅＮＢ２６０２は、ｅＮＢ１
０１乃至１０３のうちいずれか一つと同一である。
【０２６７】
　図２６に示すように、ＵＥ２６０１は、ステップ２６１０で、ｅＮＢ２６０２により送
信されたＲＳに基づいてチャンネル測定を実行し、ステップ２６２０で、このチャンネル
測定値をｅＮＢに報告する。チャンネル測定値報告に基づき、ｅＮＢ２６０２は、ステッ
プ２６３０で、ＵＥ２６０１に対するカバレッジモードをスイッチングするか否かを判定
し、ここで、カバレッジモードは、正常カバレッジモード及びＣＥモードを含むことがで
きる。あるいは、上述したように、ｅＮＢ２６０２は、ＵＥ２６０１に対するカバレッジ
モードを他の測定又は統計に従って決定できる。ｅＮＢ２６０２は、ステップ２６４０で
、例えば、ＲＲＣシグナリングによりモード再設定をＵＥ２６０１にシグナリングする。
このシグナリングは、新たなカバレッジモードに対する有効時間をさらに含んでもよい。
ＵＥ２６０１は、ステップ２６５０で、有効時間に新たなカバレッジモードで動作する。
【０２６８】
　以上、本発明の詳細な説明においては具体的な実施形態に関して説明したが、特許請求
の範囲の記載及びこれと均等なものに基づいて定められる本発明の範囲及び精神(趣旨)を
逸脱することなく、形式や細部の様々な変更が可能であることは、当該技術分野における
通常の知識を持つ者には明らかである。
【符号の説明】
【０２６９】
１００　無線ネットワーク
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１０１、１０２、１０３　ｅＮＢ
ＵＥ用ネットワーク１３０
１１１、１１２、１１３、１１４、１１５、１１６　ＵＥ
２０５　アンテナ
２１０　無線周波数（ＲＦ）送受信器
２１５　送信（ＴＸ）処理回路
２２０　マイクロフォン
２２５　受信（ＲＸ）処理回路
２３０　スピーカ
２４０　メインプロセッサ
２４５　入力/出力（Ｉ/Ｏ）インターフェース（ＩＦ）
２５０　キーパッド
２５５　ディスプレイ
２６０　メモリ
２６１　基本オペレーティングシステム（ＯＳ）プログラム
２６２　アプリケーション
３０５ａ－３０５ｎ　アンテナ
３１０ａ－３１０ｎ　ＲＦ送受信器
３１５　送信（ＴＸ）処理回路
３２０　受信（ＲＸ）処理回路
３２５　制御器/プロセッサ
３３０　メモリ
３３５　バックホール又はネットワークインターフェース

【図１】 【図２】
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【図１３Ｂ】 【図１３Ｃ】



(64) JP 2016-528791 A 2016.9.15

【図１３Ｄ】 【図１３Ｅ】

【図１４】 【図１５】
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【図１８】 【図１９Ａ】
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【図１９Ｂ】

【図１９Ｃ】

【図１９Ｄ】

【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２５】

【図２６】
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