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(57)【要約】
無線通信システムにおけるランダムアクセス方法を提供
する。この無線通信システムにおけるランダムアクセス
方法では、端末が基地局に帯域幅要請指示子及びクイッ
ク接続メッセージを転送し、基地局からの確認応答によ
って決定されたタイマー値のタイマーを起動する。例え
ば、基地局が前記帯域幅要請指示子または前記クイック
接続メッセージを受信できなかったという確認応答を受
信しないと、前記端末の転送しようとするデータの特性
に応じて決定された差別化した値のタイマーを起動する
ことを含む。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムの端末でのランダムアクセス方法であって、
　基地局に帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセージを転送する段階と、
　前記基地局からの確認応答に応じて決定されたタイマー値のタイマーを起動する段階と
、
を含むランダムアクセス方法。
【請求項２】
　前記タイマーを起動する段階は、
　前記基地局から、該基地局が前記帯域幅要請指示子または前記クイック接続メッセージ
を受信できなかったという確認応答を受信しないと、前記端末の転送しようとするデータ
の特性に応じて決定された差別化した値のタイマーを起動することを特徴とする、請求項
１に記載のランダムアクセス方法。
【請求項３】
　前記基地局からアップリンクリソースが割り当てられると、前記タイマーを中止する段
階をさらに含むことを特徴とする、請求項２に記載のランダムアクセス方法。
【請求項４】
　前記タイマーが終了するまで前記基地局からアップリンクリソースが割り当てられない
と、前記基地局に前記帯域幅要請指示子及び前記クイック接続メッセージを再転送する段
階をさらに含むことを特徴とする、請求項２に記載のランダムアクセス方法。
【請求項５】
　前記タイマーを起動する段階は、
　前記基地局から、前記基地局が前記帯域幅要請指示子のデコーディングは成功し、前記
クイック接続メッセージのデコーディングは失敗したという確認応答を受信すると、前記
基地局と前記端末間にあらかじめ決定されたデフォルト値のタイマーを起動することを特
徴とする、請求項１に記載のランダムアクセス方法。
【請求項６】
　前記基地局からアップリンクリソースが割り当てられると、前記タイマーを中止し、前
記アップリンクリソースを通じて帯域幅要請メッセージを前記基地局に転送する段階と、
　前記基地局から前記基地局が前記帯域幅要請メッセージを受信できなかったという確認
応答を受信しないと、前記端末の転送しようとするデータの特性に応じて決定された差別
化した値のタイマーを起動する段階と、
をさらに含むことを特徴とする、請求項５に記載のランダムアクセス方法。
【請求項７】
　前記差別化した値のタイマーが終了するまで前記基地局からアップリンクリソースが割
り当てられないと、前記基地局に前記帯域幅要請指示子または前記帯域幅要請メッセージ
を再転送する段階をさらに含むことを特徴とする、請求項６に記載のランダムアクセス方
法。
【請求項８】
　無線通信システムの端末でのランダムアクセス方法であって、
　基地局に帯域幅要請指示子を転送する段階と、
　前記基地局から、前記基地局が前記帯域幅要請指示子を受信できなかったという確認応
答を受信しないと、前記基地局と前記端末間にあらかじめ決定されたデフォルト値のタイ
マーを起動する段階と、
を含む、ランダムアクセス方法。
【請求項９】
　無線通信システムの端末でランダムアクセス（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ）を通じて
帯域幅要請過程を行う方法であって、
　データ転送のためのリソース割当を要請するために第１帯域幅要請を基地局に転送する
段階と、
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　可変的に決定される第１リソース割当待ち時間に前記基地局から応答がないと、第２帯
域幅要請を前記基地局に転送する段階と、
を含む、帯域幅要請過程を行う方法。
【請求項１０】
　前記第１リソース割当待ち時間は、前記データのＱｏＳレベルと前記端末の優先順位の
うち少なくとも一つに応じて可変的に決定されることを特徴とする、請求項９に記載の帯
域幅要請過程を行う方法。
【請求項１１】
　前記基地局からＱｏＳレベル別リソース割当待ち時間を放送メッセージを通じて受信す
る段階をさらに含むことを特徴とする、請求項１０に記載の帯域幅要請過程を行う方法。
【請求項１２】
　前記第１リソース割当待ち時間は、前記ＱｏＳレベル別リソース割当待ち時間のうち、
前記データのＱｏＳレベルに対応するリソース割当待ち時間であることを特徴とする、請
求項１１に記載の帯域幅要請過程を行う方法。
【請求項１３】
　前記基地局からアップリンクリソースが割り当てられる段階と、
　前記割り当てられたアップリンクリソースを通じて帯域幅要請メッセージを転送する段
階と、
　第２リソース割当待ち時間に前記基地局から応答がないと、第３帯域幅要請を前記基地
局に転送する段階と、
をさらに含むことを特徴とする、請求項１２に記載の帯域幅要請過程を行う方法。
【請求項１４】
　前記第２リソース割当待ち時間は、前記第１リソース割当待ち時間と同一であることを
特徴とする、請求項１３に記載の帯域幅要請過程を行う方法。
【請求項１５】
　無線通信システムの端末で確認応答（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ：以下、“ＡＣ
Ｋ”という。）を受信する方法であって、
　ランダムアクセスコードを第１リソース領域を通じて基地局に転送する段階と、
　前記第１リソース領域から時間上にＡＣＫディレーだけ離れた第２リソース領域を通じ
て前記基地局からＡＣＫを受信する段階と、
を含む、ＡＣＫ受信方法。
【請求項１６】
　前記ＡＣＫディレーは、フレーム単位で定義され、
　前記第２リソース領域は、前記第１リソース領域の属するフレームから前記ＡＣＫディ
レーだけ離れたフレームに属することを特徴とする、請求項１５に記載のＡＣＫ受信方法
。
【請求項１７】
　前記第２リソース領域は、前記第１リソース領域の属するフレームから前記ＡＣＫディ
レーだけ離れたフレーム内の前記第１リソース領域の属するサブフレームによって決定さ
れたサブフレームに属することを特徴とする、請求項１６に記載のＡＣＫ受信方法。
【請求項１８】
　前記基地局から前記ＡＣＫディレーの値を受信する段階をさらに含むことを特徴とする
、請求項１５に記載のＡＣＫ受信方法。
【請求項１９】
　前記ＡＣＫディレーの値は、前記端末と前記基地局間にあらかじめ決定されていること
を特徴とする、請求項１５に記載のＡＣＫ受信方法。
【請求項２０】
　無線通信システムの基地局で確認応答（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ：以下、“Ａ
ＣＫ”という。）を転送する方法であって、
　ランダムアクセスコードを第１リソース領域を通じて端末から受信する段階と、
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　前記第１リソース領域から時間上にＡＣＫディレーだけ離れた第２リソース領域を通じ
て前記端末にＡＣＫを転送する段階と、
を含む、ＡＣＫ転送方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに係り、特に、無線通信システムにおけるランダムアクセ
ス方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　まず、従来の無線通信システムにおけるランダムアクセス方法について図１を参照しつ
つ説明する。図１は、従来の無線通信システムにおけるランダムアクセス方法を示す図で
ある。
【０００３】
　図１に示すように、端末は、アップリンク帯域幅を要請するために、レンジングコード
（ｒａｎｇｉｎｇ　ｃｏｄｅ）のうちの帯域幅要請コード（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｒｅｑ
ｕｅｓｔ　ｃｏｄｅ：ＢＲ　ｃｏｄｅ）セットから一つを選択して基地局に転送する（Ｓ
１１０）。この場合、端末は、帯域幅要請コードを基地局に転送した後、タイマーを起動
する。タイマーは、競合ベースの予約タイムアウト（ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ－ｂａｓｅｄ
　ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ　ｔｉｍｅｏｕｔ）またはＴ３とすることができる。
【０００４】
　端末の転送したコードを正常に受信した基地局は、帯域幅要請（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　
ｒｅｑｕｅｓｔ：ＢＷ－ＲＥＱ）メッセージを転送するためのアップリンクリソースを端
末に割り当てる（Ｓ１２０）。端末は、帯域幅コードを転送した後、起動したタイマーが
終了するまでにアップリンクリソースが割り当てられないと、帯域幅コードを再転送する
。
【０００５】
　端末は、割り当てられた領域を通じて帯域幅要請メッセージを転送する（Ｓ１３０）。
端末の転送した帯域幅要請メッセージを受信した基地局は、アップリンクリソースを端末
に割り当て（Ｓ１４０）、端末は、割り当てられたアップリンクリソースを通じてデータ
を基地局に転送する（Ｓ１５０）。
【０００６】
　次に、将来の広帯域無線接続システムにおけるランダムアクセス方法について図２を参
照して説明する。図２は、将来の広帯域無線接続システムにおけるランダムアクセス方法
を示す図である。
【０００７】
　将来の広帯域無線接続システムにおいて、基地局は、一般の５－ステップ方式と高速の
接近方式である３－ステップ方式を同時に支援する。５－ステップ方式は、３－ステップ
方式と独立して用いることもでき、３－ステップのフォールバックモード（ｆａｌｌ－ｂ
ａｃｋ　ｍｏｄｅ）に用いることもできる。
【０００８】
　３－ステップ方式について説明すると、図２で、端末は、任意にまたは一定の規則にし
たがって選択された帯域幅要請指示子（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ｉｎｄｉ
ｃａｔｏｒ）及びアップリンク帯域幅要請情報を含むクイック接続メッセージ（ｑｕｉｃ
ｋ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｓｓａｇｅ）を基地局に転送する（Ｓ２１０）。帯域幅要請指示
子は、帯域幅要請シーケンス（ＢＲ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）または帯域幅要請コードとする
ことができ、アップリンク帯域幅要請情報は、端末ＩＤ（ｓｔａｔｉｏｎ　ＩＤ）、帯域
幅要請大きさなどを含むことができる。
【０００９】
　基地局は、帯域幅要請指示子に対する確認応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ：ａｃｋｎｏｗｌｅ
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ｄｇｅｍｅｎｔ／ｎｅｇａｔｉｖｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）を端末に転送す
る（Ｓ２２０）。帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセージを正常に受信した基地局
は、データ転送のためのアップリンクリソースを端末に割り当てる（Ｓ２６０）。端末は
、割り当てられたリソースを通じて基地局にデータを転送する（Ｓ２７０）。このとき、
端末は、追加的なアップリンク帯域幅要請情報を基地局に転送することができる。
【００１０】
　５－ステップ方式について説明すると、端末が任意に選択した帯域幅要請指示子を基地
局に転送すると（Ｓ２１０）、基地局は、端末に帯域幅要請指示子に対する確認応答を端
末に転送し（Ｓ２２０）、帯域幅要請メッセージ転送のためのアップリンクリソースをＣ
ＤＭＡ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａ－ＭＡＰ　ＩＥ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　ＭＡＰ　ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を通じて端末に割り当てる（Ｓ２３０）。
【００１１】
　端末は、割り当てられた領域を通じて帯域幅要請メッセージを基地局に転送する（Ｓ２
４０）。すると、基地局は、帯域幅要請メッセージに対する確認応答を端末に転送し（Ｓ
２５０）、基地局は、アップリンクリソースをアップリンク基本割当Ａ－ＭＡＰ　ＩＥ（
ＵＬ　ｂａｓｉｃ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ａ－ＭＡＰ　ＩＥ）を通じて端末に割り当て
（Ｓ２６０）、端末は、割り当てられた領域を通じてデータを基地局に転送する（Ｓ２７
０）。このとき、端末は基地局に追加的なアップリンク帯域幅要請情報を転送することが
できる。
【００１２】
　図３は、従来の無線通信システムにおけるレンジング過程を示す図である。
【００１３】
　図３に示すように、端末は、初期レンジング（Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｒａｎｇｉｎｇ）を行
うために、レンジングコードのうちの初期レンジング用コードセットから一つのレンジン
グコードを選択して基地局に転送する（Ｓ３１０）。端末からレンジングコードを正常に
受信した基地局は、レンジング要請メッセージ（ｒａｎｇｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ｍｅ
ｓｓａｇｅ：Ｒａｎｇｉｎｇ－ＲＥＱ　ｍｅｓｓａｇｅ）を転送するためのアップリンク
リソースを端末に割り当てる（Ｓ３２０）。レンジングコードの時間的状態によって、基
地局はレンジング応答メッセージ（ｒａｎｇｉｎｇ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ｍｅｓｓａｇｅ
：Ｒａｎｇｉｎｇ－ＲＳＰ　ｍｅｓｓａｇｅ）を端末に送ることもできる。この時、端末
は、レンジングコードを転送した後、起動したタイマー（ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ－ｂａｓ
ｅｄ　ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ　ｔｉｍｅｏｕｔあるいはＴ３）が終了するまでにアップ
リンクリソースまたはレンジング応答メッセージを受信できないと、レンジングコードを
再転送する。
【００１４】
　レンジング要請メッセージを転送するためのアップリンクリソースが割り当てられた端
末は、割り当てられた領域を通じてレンジング要請メッセージを転送する（Ｓ３３０）。
すると、基地局はレンジング応答メッセージを端末に転送する（Ｓ３４０）。レンジング
には、初期レンジングの他に、ハンドオーバーレンジング（ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｒａｎｇ
ｉｎｇ）及び周期的なレンジング（ｐｅｒｉｏｄｉｃ　ｒａｎｇｉｎｇ）もある。
【００１５】
　次に、将来の広帯域無線接続システムにおいてランダム接近方式でアップリンク帯域幅
を要請する過程とレンジングを行う過程について説明する。
【００１６】
　図４は、将来の広帯域無線接続システムにおいてアップリンク帯域幅を要請する過程を
示す図である。
【００１７】
　将来の広帯域無線接続システムにおいて、基地局は、一般の５－ステップ方式の帯域幅
要請過程と早い処理方式である３－ステップ方式の帯域幅要請過程を同時に支援する。５
－ステップ方式は、３－ステップ方式と独立して用いることもでき、３－ステップのフォ
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ールバックモード（ｆａｌｌ－ｂａｃｋ　ｍｏｄｅ）に用いることもできる。
【００１８】
　３－ステップ方式について説明すると、図４で、端末は、任意にまたは一定の規則にし
たがって選択された帯域幅要請指示子（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ｉｎｄｉ
ｃａｔｏｒ）及びアップリンク帯域幅要請情報を含むクイック接続メッセージ（ｑｕｉｃ
ｋ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｓｓａｇｅ）を基地局に転送する（Ｓ４１０）。帯域幅要請指示
子は、帯域幅要請シーケンス（ＢＲ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）または帯域幅要請コードとする
ことができ、アップリンク帯域幅要請情報は、端末ＩＤ（ｓｔａｔｉｏｎ　ＩＤ）、帯域
幅要請大きさなどを含むことができる。
【００１９】
　基地局は、帯域幅要請指示子に対する確認応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を端末に転送する
（Ｓ４２０）。帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセージを正常に受信した基地局は
、端末にデータ転送のためのアップリンクリソースを割り当てる（Ｓ４６０）。端末は、
割り当てられたリソースを通じて基地局にデータを転送する（Ｓ４７０）。この時、端末
は追加的なアップリンク帯域幅要請情報を基地局に転送することができる。
【００２０】
　５－ステップ方式について説明すると、端末が任意に選択した帯域幅要請指示子を基地
局に転送すると（Ｓ４１０）、基地局は、端末に帯域幅要請指示子に対する確認応答を端
末に転送し（Ｓ４２０）、帯域幅要請メッセージ転送のためのアップリンクリソースをＣ
ＤＭＡ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａ－ＭＡＰ　ＩＥ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　ＭＡＰ　ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を通じて端末に割り当てる（Ｓ４３０）。
【００２１】
　端末は、割り当てられた領域を通じて帯域幅要請メッセージを基地局に転送する（Ｓ４
４０）。すると、基地局は、アップリンクリソースをアップリンク基本割当Ａ－ＭＡＰ　
ＩＥ（ＵＬ　ｂａｓｉｃ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ａ－ＭＡＰ　ＩＥ）を通じて端末に割
り当て（Ｓ４６０）、端末は、割り当てられた領域を通じてデータを基地局に転送する（
Ｓ４７０）。この時、端末は基地局に追加的なアップリンク帯域幅要請情報を転送するこ
とができる。
【００２２】
　図５は、将来の広帯域無線接続システムにおいてレンジングを行う過程を示す図である
。
【００２３】
　図５に示すように、端末がレンジング指示子（Ｒａｎｇｉｎｇ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）
を基地局に転送すると（Ｓ５１０）、基地局はレンジング指示子に対する確認応答を端末
に転送し（Ｓ５２０）、レンジング要請メッセージ転送のためのアップリンクリソースを
端末に割り当てる（Ｓ５３０）。すると、端末はレンジング要請メッセージを基地局に転
送し（Ｓ５４０）、基地局は端末にレンジング応答メッセージを転送する（Ｓ５５０）。
【００２４】
　上記のように、広帯域無線接続システムでは、端末から帯域幅要請指示子またはレンジ
ング指示子のようなランダムアクセスコードを受信した基地局は、端末に確認応答を転送
する。そのため、確認応答のオーバーヘッドを最小化する方法が望まれる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　上記の通り、従来技術では、全ての端末に同一のリソース割当待ち時間を適用し、一つ
の端末が転送する全てのデータに同一のリソース割当待ち時間を適用することから、Ｑｏ
Ｓ（ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　ｓｅｒｖｉｃｅ）に応じて適切なリソース割当待ち時間を設
定できない問題点がある。また、広帯域無線接続システムにおいて端末のランダムアクセ
スコードに対する確認応答のオーバーヘッドを最小化するための方法が必要である。そし
て、基地局が、端末の転送した帯域幅要請指示子、クイック接続メッセージまたは帯域幅
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要請メッセージに対する確認応答を端末に転送できるので、端末は、当該確認応答にした
がってランダムアクセス方式を別にすることで無線システムの効率を高めることができる
。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明の目的は、ＱｏＳに応じて適切なリソース割当待ち時間を使用する帯域幅要請転
送方法提供することにある。
【００２７】
　本発明の他の目的は、端末の優先順位を考慮したリソース割当待ち時間を使用する帯域
幅要請転送方法を提供することにある。
【００２８】
　本発明の他の目的は、端末のランダムアクセスコードに対する確認応答のオーバーヘッ
ドを最小化できる確認応答転送及び受信方法を提供することにある。
【００２９】
　本発明の他の目的は、端末の転送した帯域幅要請指示子、クイック接続メッセージまた
は帯域幅要請メッセージに対する基地局の確認応答に応じたランダムアクセス方法を提供
することにある。
【００３０】
　本発明が達成しようとする技術的課題は、以上に言及した技術的課題に制限されず、言
及していない別の技術的課題は、下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常
の知識を有する者には明らかになるであろう。
【００３１】
　上記課題を達成するために、本発明の一様相に係る無線通信システムにおけるランダム
アクセス方法において、端末は、基地局に帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセージ
を転送し、前記基地局からの確認応答に応じて決定されたタイマー値のタイマーを起動す
る。
【００３２】
　ここで、前記タイマーを起動する段階は、前記基地局から、該基地局が前記帯域幅要請
指示子または前記クイック接続メッセージを受信できなかったという確認応答を受信しな
いと、前記端末が転送しようとするデータの特性に応じて決定された差別化した値のタイ
マーを起動することができる。
【００３３】
　また、前記端末は、前記基地局からアップリンクリソースが割り当てられると前記タイ
マーを中止することができる。
【００３４】
　また、前記端末は、前記タイマーが終了するまでに前記基地局からアップリンクリソー
スが割り当てられないと、前記基地局に前記帯域幅要請指示子及び前記クイック接続メッ
セージを再転送することができる。
【００３５】
　また、前記タイマーを起動する段階は、前記基地局から、該基地局が前記帯域幅要請指
示子のデコーディングには成功し、前記クイック接続メッセージのデコーディングには失
敗したという確認応答を受信すると、前記基地局と前記端末間にあらかじめ決定されたデ
フォルト値のタイマーを起動することができる。
【００３６】
　また、前記端末は、前記基地局からアップリンクリソースが割り当てられると前記タイ
マーを中止し、前記アップリンクリソースを通じて帯域幅要請メッセージを前記基地局に
転送し、前記基地局から、該基地局が前記帯域幅要請メッセージを受信できなかったとい
う確認応答を受信しないと、前記端末が転送しようとするデータの特性に応じて決定され
た差別化した値のタイマーを起動することができる。
【００３７】
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　また、前記端末は、前記差別化した値のタイマーが終了するまでに前記基地局からアッ
プリンクリソースが割り当てられないと、前記基地局に前記帯域幅要請指示子または前記
帯域幅要請メッセージを再転送することができる。
【００３８】
　上記課題を達成するために、本発明の他の様相に係る無線通信システムのランダムアク
セス方法において、端末は、基地局に帯域幅要請指示子を転送し、前記基地局から、該基
地局が前記帯域幅要請指示子を受信できなかったという確認応答を受信しないと、前記基
地局と前記端末間にあらかじめ決定されたデフォルト値のタイマーを起動する。
【００３９】
　上記課題を達成するために、本発明のさらに他の様相に係る無線通信システムにおいて
ランダムアクセス（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ）を通じて帯域幅要請過程を行う方法に
おいて、端末は、データ転送のためのリソース割当を要請するために第１帯域幅要請を基
地局に転送し、可変的に決定されるリソース割当待ち時間の間に前記基地局から応答がな
いと、第２帯域幅要請を前記基地局に転送する。
【００４０】
　ここで、前記リソース割当待ち時間は、前記データのＱｏＳレベルに応じて決定される
ことができ、端末の優先順位に応じて決定されることができる。
【００４１】
　なお、前記リソース割当待ち時間は、放送メッセージまたはＭＡＣメッセージを通じて
前記基地局から受信したＱｏＳレベル別リソース割当待ち時間のうち、前記データのＱｏ
Ｓレベルに対応するリソース割当待ち時間とすることができる。
【００４２】
　また、前記端末は、前記基地局からインデックス別リソース割当待ち時間を放送メッセ
ージを通じて受信し、前記データのＱｏＳレベルに関する情報を含むＭＡＣメッセージを
前記基地局に転送して、前記インデックス別リソース割当待ち時間のうち、前記ＱｏＳレ
ベルを考慮して決定されたリソース割当待ち時間のインデックスを前記基地局から受信し
、該受信したインデックスに対応するリソース割当待ち時間を前記リソース割当待ち時間
とすることができる。
【００４３】
　また、前記端末は、前記データのＱｏＳレベルに関する情報を含むＭＡＣメッセージを
前記基地局に転送して、前記基地局から前記ＱｏＳレベルを考慮して決定された前記第１
リソース割当待ち時間を含むＭＡＣメッセージを受信することができる。
【００４４】
　上記課題を達成するために、本発明のさらに他の様相に係る無線通信システムの確認応
答（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ：以下“ＡＣＫ”という。）受信方法において、端
末は、ランダムアクセスコード（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｏｄｅ）を第１リソー
ス領域を通じて基地局に転送し、前記第１リソース領域から時間上にＡＣＫディレーだけ
離れた第２リソース領域を通じて前記基地局からＡＣＫを受信する。
【００４５】
　前記課題を達成するために、本発明のさらに他の様相に係る無線通信システムのＡＣＫ
転送方法において、基地局は、ランダムアクセスコード（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　
ｃｏｄｅ）を第１リソース領域を通じて端末から受信し、前記第１リソース領域から時間
上にＡＣＫディレーだけ離れた第２リソース領域を通じて前記端末にＡＣＫを転送する。
【００４６】
　ここで、前記第１リソース領域は、１個以上のリソース単位を含むリソース領域である
転送機会であり、該転送機会はサブフレームまたはフレーム単位で無線リソースに割り当
てられることができる。
【００４７】
　また、前記ＡＣＫディレーは、サブフレーム単位で定義することができる。
【００４８】
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　また、前記ＡＣＫディレーはフレーム単位で定義され、前記第２リソース領域は、前記
第１リソース領域の属するフレームから前記ＡＣＫディレーだけ離れたフレームに属する
ことができる。
【００４９】
　また、前記第２リソース領域は、前記第１リソース領域の属するフレームから前記ＡＣ
Ｋディレーだけ離れたフレーム内の前記第１リソース領域の属するサブフレームによって
決定されたサブフレームに属することができる。
【００５０】
　また、前記ＡＣＫディレーの値は前記基地局から前記端末に転送されることができる。
【００５１】
　なお、前記ＡＣＫディレーの値は、前記端末と前記基地局間にあらかじめ決定されてい
ることもできる。
【発明の効果】
【００５２】
　本発明の実施例によれば、下記の効果が得られる。
【００５３】
　第一に、ＱｏＳレベルに応じてリソース割当待ち時間を別々に設定することによって、
ＱｏＳを向上させることができる。
【００５４】
　第二に、端末の優先順位に応じてリソース割当待ち時間を別々に設定することによって
、端末優先順位に応じて差別化したサービスを提供することができる。
【００５５】
　第三に、基地局が端末にＡＣＫディレー値をあらかじめ知らせたり、あらかじめ決定さ
れているＡＣＫディレー値を用いてランダムアクセスコードに対するＡＣＫを転送する位
置を決定することによって、ランダムアクセスコードに対する確認応答のオーバーヘッド
を最小化することができる。
【００５６】
　第四に、端末の転送した帯域幅要請指示子、クイック接続メッセージまたは帯域幅要請
メッセージに対する基地局の確認応答に応じて決定されたタイマー値を端末が使用するこ
とによって、余分のタイマーの起動を防止でき、状況に応じた適切なタイマー値を用いる
ことができる。
【００５７】
　本発明から得られる効果は、以上に言及した効果に制限されず、言及していない別の効
果は、下の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者にとって
は明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】従来の無線通信システムにおけるランダムアクセス方法を示す図である。
【図２】将来の広帯域無線接続システムにおけるランダムアクセス方法を示す図である。
【図３】従来の無線通信システムにおいてレンジング過程を示す図である。
【図４】将来の広帯域無線接続システムにおいてアップリンク帯域幅を要請する過程を示
す図である。
【図５】将来の広帯域無線接続システムにおいてレンジングを行う過程を示す図である。
【図６】本発明の実施例による無線通信システムのリソース割当過程を示す図である。
【図７】３段階方式において本発明の第１実施例による無線通信システムにおける帯域幅
要請過程を行う方法を示す図である。
【図８】５段階方式においてＢＷ－ＲＥＱメッセージに対する応答情報待ち時間をリソー
ス割当待ち時間と同一時間に設定する場合を示す図である。
【図９】５段階方式においてＢＷ－ＲＥＱメッセージに対する応答情報待ち時間をリソー
ス割当待ち時間と異なる時間に設定する場合を示す図である。
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【図１０】３段階方式において本発明の第２実施例による無線通信システムにおける帯域
幅要請過を行う方法を示す図である。
【図１１】本発明の第３実施例による無線通信システムにおける帯域幅要請転送方法にお
いてＤＳＡ－ＲＳＰメッセージを用いる場合を示す図である。
【図１２】本発明の第３実施例による無線通信システムにおける帯域幅要請過程において
ＲＮＧ－ＲＳＰメッセージを用いる場合を示す図である。
【図１３】一つの端末のいずれの連結にも適用できる一つのリソース割当待ち時間を使用
する帯域幅要請過程を示す図である。
【図１４】一つの端末の複数の連結に対してＱｏＳレベルによって異なるリソース割当待
ち時間を使用する帯域幅要請過を示す図である。
【図１５】本発明の第４実施例による無線通信システムにおける帯域幅要請過程を示す図
である。
【図１６】基地局のリソース割当過程を示すフローチャートである。
【図１７】端末が帯域幅要請指示子に対する応答情報を受信した後にタイマーを設定する
場合を示す図である。
【図１８】端末が帯域幅要請指示子に関する応答情報を受信した後にタイマーを設定する
場合を示す図である
【図１９】リソース割当待ち時間をデフォルト値との差分値の形態として転送する場合、
差分値のデータ形式を示す図である。
【図２０】本発明の実施例による無線通信システムにおける確認応答受信方法を示すフロ
ーチャートである。
【図２１】図２１の（ａ）は、転送機会がサブフレーム単位で割り当てられる場合、転送
機会セットを示す図である。図２１の（ｂ）は、転送機会がフレーム単位で割り当てられ
る場合、転送機会セットを示す図である。
【図２２】図２２の（ａ）は、ダウンリンクとアップリンクとの比率が５：３の時に、転
送機会がサブフレーム単位で割り当てられ、ＡＣＫディレーがサブフレーム単位で定義さ
れる場合におけるＡＣＫ転送時点を示す図である。図２２の（ｂ）は、ダウンリンクとア
ップリンクとの比率が４：４の時に、転送機会がサブフレーム単位で割り当てられ、ＡＣ
Ｋディレーがサブフレーム単位で定義される場合におけるＡＣＫ転送時点を示す図である
。
【図２３】図２３の（ａ）は、ダウンリンクとアップリンクとの比率が５：３の時に、転
送機会がサブフレーム単位で割り当てられ、ＡＣＫディレーがフレーム単位で定義される
場合におけるＡＣＫ転送時点を示す図である。図２３の（ｂ）は、ダウンリンクとアップ
リンクとの比率が４：４の時に、転送機会がサブフレーム単位で割り当てられ、ＡＣＫデ
ィレーがフレーム単位で定義される場合におけるＡＣＫ転送時点を示す図である。
【図２４】ダウンリンクとアップリンクとの比率が４：４の時に、転送機会がフレーム単
位で割り当てられ、ＡＣＫディレーがサブフレーム単位で定義される場合におけるＡＣＫ
転送時点を示す図である。
【図２５】ダウンリンクとアップリンクとの比率が４：４の時に、転送機会がフレーム単
位で割り当てられ、ＡＣＫディレーがフレーム単位で定義される場合におけるＡＣＫ転送
時点を示す図である。
【図２６】基地局がブロードキャスト方式でＡＣＫの支援有無を端末に知らせる場合を示
す図である。
【図２７】基地局がユニキャスト方式でＡＣＫの支援有無を端末に知らせる場合を示す図
である。
【図２８】本発明の第１実施例による端末の帯域幅要請指示子転送過程を示す図である。
【図２９Ａ】本発明の第１実施例によって端末がアップリンクリソース割当を待つ過程を
示す図である。
【図２９Ｂ】本発明の第１実施例によって端末がアップリンクリソース割当を待つ過程を
示す図である。
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【図３０】本発明の第１実施例による基地局の帯域幅要請指示子受信過程を示す図である
。
【図３１】本発明の第１実施例によって基地局が割当可能なリソースの存在有無を再把握
する過程を示す図である。
【図３２】本発明の第１実施例によって基地局が帯域幅要請メッセージを受信する過程を
示す図である。
【図３３】端末が帯域幅要請指示子を再転送する場合を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５９】
　以下、添付の図面を参照しつつ、本発明の実施例について、本発明の属する技術の分野
における通常の知識を有する者が容易に実施できるように詳細に説明する。ただし、本発
明は、様々な形態に具現することができ、ここで説明する実施例に限定されない。なお、
図面において、本発明を明確に説明するために、説明と関連していない部分は省略し、明
細書全体を通じて類似の部分については類似の図面符号を使用して説明するものとする。
【００６０】
　明細書全体を通じて、ある部分がある構成要素を“含む”と記載した場合、これは、特
に明示しない限り、別の構成要素を除外するという意味ではなく、別の構成要素をさらに
含むことができるということを意味する。また、明細書に記載された“…部”、“…器”
、“モジュール”などの用語は、少なくとも一つの機能や動作を処理する単位を意味し、
これはハードウェア、ソフトウェアまたはハードウェアとソフトウェアとの結合で具現す
ることができる。
【００６１】
　まず、本発明の実施例による無線通信システムのリソース割当過程を、図６を参照して
説明する。
【００６２】
　図６は、本発明の実施例による無線通信システムにおけるリソース割当過程を示す図で
ある。
【００６３】
　本発明の実施例による無線通信システムにおいて、基地局は、５段階（ｓｔｅｐ）方式
と早い処理方式である３段階方式の両方を支援する。３段階方式は、図６で、Ｓ６１０、
Ｓ６４０及びＳ６５０を行う方式で、５段階方式は、Ｓ６１０乃至Ｓ６５０の全ステップ
を行う方式である。５段階方式は３段階方式と独立して用いることもでき、３段階方式の
代替方式とすることもできる。
【００６４】
　図６に示すように、３段階方式において、端末は基地局に帯域幅要請指示子（ｂａｎｄ
ｗｉｄｔｈ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を転送する（Ｓ６１０）。
【００６５】
　端末は、データ転送のためのリソース割当を要請するために、帯域幅要請（ｂａｎｄｗ
ｉｄｔｈ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を基地局に転送し、ここで、帯域幅要請は、端末が基地局に
リソース割当を要請するために初めて転送する情報で、指示子（ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、
または指示子とメッセージ（ｑｕｉｃｋ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｓｓａｇｅ）を通じて転送
することができる。帯域幅要請は、必要なアップリンクリソースに関する情報を含み、例
えば、端末識別子（ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ：Ｍ
Ｓ　ＩＤ）、帯域幅要請大きさ及びＱｏＳレベルを含むことができる。
【００６６】
　ＱｏＳレベルは、端末が要求するＱｏＳレベルを意味するもので、ＱｏＳインデックス
またはＱｏＳ　ＩＤという用語に代替可能であるが、これに限定されるわけではない。Ｑ
ｏＳレベルは、グラントスケジューリングタイプ（ｇｒａｎｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　
ｔｙｐｅ）やレイテンシーのような種々のＱｏＳパラメータによって決定されることがで
きる。



(12) JP 2012-502543 A 2012.1.26

10

20

30

40

50

【００６７】
　本発明の実施例では、帯域幅要請が帯域幅要請指示子を通じて転送される場合を挙げて
説明するが、これに限定されず、端末が基地局に帯域幅を要請するためにコード、ランダ
ムアクセスプリアンブル、メッセージなどを転送する場合のいずれをも含む。
【００６８】
　端末から帯域幅要請指示子を受信した基地局は、アップリンクリソースを端末に割り当
て（Ｓ６４０）、端末は、割り当てられたリソースを通じてデータを転送する（Ｓ６５０
）。この時、端末は追加的なアップリンク帯域幅要請情報を転送することができる。
【００６９】
　５段階方式において、端末が基地局に帯域幅要請指示子を転送すると（Ｓ６１０）、基
地局は帯域幅要請メッセージ（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ｍｅｓｓａｇｅ：
ＢＷ－ＲＥＱ　ｍｅｓｓａｇｅ）を転送するためのアップリンクリソースを端末に割り当
てる（Ｓ６２０）。端末が、割り当てられたリソースを通じて帯域幅要請メッセージを転
送すると（Ｓ６３０）、基地局はアップリンクリソースを端末に割り当て（Ｓ６４０）、
端末は、割り当てられたリソースを通じてデータを転送する（Ｓ６５０）。この時、端末
は追加的なアップリンク帯域幅要請情報を転送することができる。
【００７０】
　本発明の一実施例において、端末は、帯域幅要請指示子または帯域幅要請メッセージを
転送する際に、端末識別子、帯域幅要請大きさに加えて、転送しようとするデータのＱｏ
Ｓレベルも一緒に転送することができる。基地局は、このＱｏＳレベルを用いて端末の帯
域幅要請に対する優先順位を付与でき、端末の使用するリソース割当待ち時間がわかる。
【００７１】
　本発明の他の実施例において、端末は、帯域幅要請指示子または帯域幅要請メッセージ
を転送する際に、端末識別子、帯域幅要請大きさに加えて、使用するリソース割当待ち時
間のインデックスも一緒に転送することができる。
【００７２】
　本発明のさらに他の実施例において、端末は、帯域幅要請指示子または帯域幅要請メッ
セージを転送する際に、端末識別子、帯域幅要請大きさに加えてフロー識別子（ｆｌｏｗ
　ＩＤ）も転送することができる。すると、基地局は、フロー識別子から、端末の転送し
ようとするデータのＱｏＳレベルまたは端末の使用するリソース割当待ち時間のインデッ
クスが推定できる。
【００７３】
　そして、基地局は、帯域幅要請指示子または帯域幅要請メッセージを転送する時点、帯
域幅要請指示子または帯域幅要請メッセージを転送するリソース領域、または帯域幅要請
コードの情報から、端末が転送しようとするデータのＱｏＳレベルまたは端末が使用する
リソース割当待ち時間のインデックスを推定することができる。
【００７４】
　また、基地局は、帯域幅要請指示子と一緒に転送されるメッセージ（ｑｕｉｃｋ　ａｃ
ｃｅｓｓ　ｍｅｓｓａｇｅ）または帯域幅要請メッセージ（ＢＷ－ＲＥＱ　ｍｅｓｓａｇ
ｅ）を通じて伝達されるある情報が、ＱｏＳ情報を含んでいると、この情報から、端末が
転送しようとするデータのＱｏＳレベルまたは端末が使用するリソース割当待ち時間のイ
ンデックスを推定することができる。例えば、帯域幅要請大きさが、大きさに関する情報
の他に、その要請の特性（シグナリングデータ有無、サービスタイプ、要請に対する緊急
度）を含んでいると、この情報からリソース割当待ち時間のインデックスを推定すること
ができる。
【００７５】
　端末が基地局に一つの帯域幅要請指示子または一つの帯域幅要請メッセージを通じて複
数の連結（ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）に対するリソースを要請する場合には、端末は、複数
の連結のうち、転送しようとするデータのＱｏＳレベルが最も高い連結のＱｏＳレベルを
転送したり、使用するリソース割当待ち時間が最も小さい連結のリソース割当待ち時間の
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インデックスを転送することができる。
【００７６】
　端末がＱｏＳレベル、リソース割当待ち時間のインデックス、またはＱｏＳレベルやリ
ソース割当待ち時間のインデックスを推定できる値を転送しない場合、基地局と端末は、
スーパーフレームヘッダー（ｓｕｐｅｒｆｒａｍｅ　ｈｅａｄｅｒ：以下、“ＳＦＨ”と
いう。）、メッセージベースの明示的（ｅｘｐｌｉｃｉｔ）方式またはメッセージベース
の黙示的（ｉｍｐｌｉｃｉｔ）方式により、あらかじめ定められたタイマー値を適用する
ことができる。
【００７７】
　次に、本発明の実施例による無線通信システムにおける帯域幅要請転送方法について、
図７乃至１３を参照して説明する。
【００７８】
　本発明の実施例によれば、端末はデータ転送のためのリソース割当を要請するために帯
域幅要請を基地局に転送し、転送しようとするデータのＱｏＳレベルに応じて決定された
リソース割当待ち時間だけ待つ。
【００７９】
　図７は、３段階方式において本発明の第１実施例による無線通信システムにおける帯域
幅要請転送方法を示す図である。本発明の第１実施例で、基地局は、ＱｏＳ別リソース割
当待ち時間を放送メッセージを通じて端末に転送する。本発明の第１実施例では、ＱｏＳ
レベルを決定する種々の要素のうち、グラントスケジューリングタイプを考慮してリソー
ス割当待ち時間を設定する場合について説明するが、これに限定されることはない。すな
わち、ＱｏＳレベルを決定する他の要素、例えばレイテンシー（ｌａｔｅｎｃｙ）などを
考慮してリソース割当待ち時間を設定することもできる。
【００８０】
　図７に示すように、基地局は、ＳＦＨを通じてグランドスケジューリングタイプ（ｇｒ
ａｎｔ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｔｙｐｅ）別リソース割当待ち時間を放送する（Ｓ７１
０）。
【００８１】
　表１は、グラントスケジューリングタイプ別リソース割当待ち時間の一例を表すもので
ある。表１では、リソース割当待ち時間の単位をｍｓと表示したが、リソース割当待ち時
間の単位は、サブフレーム、フレームまたはスーパーフレームで表示することもできる。
【００８２】
【表１】

　端末は、実時間ポーリングサービス（ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ　Ｐｏｌｌｉｎｇ　Ｓｅｒｖ
ｉｃｅ：以下、“ｒｔＰＳ”という。）特性を持つデータを転送するために第１帯域幅要
請指示子を基地局に転送し（Ｓ７２０）、タイマーをｒｔＰＳに対応するリソース割当待
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ち時間である４０ｍｓに設定する。この時、帯域幅要請指示子は、グラントスケジューリ
ングタイプｒｔＰＳ、帯域幅要請大きさ１００及び端末識別子を含む。
【００８３】
　端末は、４０ｍｓ内に基地局から応答がないと、第２帯域幅要請指示子を転送し（Ｓ７
３０）、タイマーを４０ｍｓに設定する。そして、端末は、４０ｍｓ内に基地局からアッ
プリンクリソースを割り当てられると（Ｓ７４０）、タイマーを中止し、割り当てられた
リソースを通じてデータを転送する（Ｓ７５０）。
【００８４】
　以降、端末は、非実時間ポーリングサービス（ｎｏｎ－ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ　Ｐｏｌｌ
ｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ：以下“ｎｒｔＰＳ”という。）特性を持つデータを転送するた
めに第３帯域幅要請指示子を基地局に転送し（Ｓ７６０）、タイマーをｎｒｔＰＳに対応
するリソース割当待ち時間である１００ｍｓに設定する。この時、帯域幅要請指示子は、
グラントスケジューリングタイプｎｒｔＰＳ、帯域幅要請大きさ５００及び端末識別子を
含む。そして、端末は、１００ｍｓ内に基地局からアップリンクリソースが割り当てられ
ると（Ｓ７７０）、タイマーを中止し、割り当てられたリソースを通じてデータを転送す
る（Ｓ７８０）。
【００８５】
　続いて、５段階方式において本発明の第１実施例による無線通信システムにおける帯域
幅要請を転送する方法について、図８及び図９を参照して説明する。
【００８６】
　図８は、５段階方式においてＢＷ－ＲＥＱメッセージに対する応答情報待ち時間をリソ
ース割当待ち時間と同一に設定する場合を示す図であり、図９は、５段階方式においてＢ
Ｗ－ＲＥＱメッセージに対する応答情報待ち時間をリソース割当待ち時間と異なる時間に
設定する場合を示す図である。ＢＷ－ＲＥＱメッセージに対する応答情報待ち時間は、端
末がＢＷ－ＲＥＱメッセージを転送した後、ＢＷ－ＲＥＱメッセージに関する応答情報（
ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ／ｎｅｇａｔｉｖｅ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ
：ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を受けず、帯域幅要請指示子を再転送するまで待つ時間のことをい
う。
【００８７】
　図８及び図９に示すように、基地局は、ＳＦＨを通じてグランドスケジューリングタイ
プ別リソース割当待ち時間を放送する（Ｓ８１０，Ｓ９１０）。
【００８８】
　端末は、ｎｒｔＰＳ特性を持つデータを転送するために、第１帯域幅要請指示子を基地
局に転送し（Ｓ８２０，Ｓ９２０）、タイマーをｎｒｔＰＳに対応するリソース割当待ち
時間である１００ｍｓに設定する。この時、帯域幅要請指示子は、グラントスケジューリ
ングタイプｎｒｔＰＳ、帯域幅要請大きさ１００及び端末識別子を含む。
【００８９】
　そして、端末は、１００ｍｓ内に基地局からアップリンクリソースが割り当てられると
（Ｓ８３０，Ｓ９３０）、タイマーを中止し、割り当てられたリソースを通じてＢＷ－Ｒ
ＥＱメッセージを転送し（Ｓ８４０，Ｓ９４０）、タイマーをＢＷ－ＲＥＱメッセージに
対する応答情報待ち時間に設定する。この場合、図８のように、ＢＷ－ＲＥＱメッセージ
に対する応答情報待ち時間をリソース割当待ち時間である１００ｍｓに設定することもで
き、図９のように、リソース割当待ち時間である１００ｍｓと異なる値に設定することも
できる。
【００９０】
　そして、端末は、ＢＷ－ＲＥＱメッセージに対する応答情報待ち時間内にＢＷ－ＲＥＱ
メッセージに対する応答情報を受信できないと、第２帯域幅要請指示子を再転送する（Ｓ
８６０，Ｓ９６０）。
【００９１】
　次に、本発明の第２実施例による無線通信システムにおける帯域幅要請転送方法を、図
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１０を参照して説明する。
【００９２】
　図１０は、３段階方式において本発明の第２実施例による無線通信システムにおける帯
域幅要請を転送する方法を示す図である。
【００９３】
　本発明の第２実施例で、基地局は、インデックス別リソース割当待ち時間を転送し、Ｍ
ＡＣメッセージを通じて該当の連結に該当するリソース割当待ち時間のインデックスを転
送する。
【００９４】
　図１０に示すように、基地局は、ＳＦＨを通じてインデックス別リソース割当待ち時間
を放送する（Ｓ１０１０）。
【００９５】
　表２は、インデックス別リソース割当待ち時間の一例を表すものである。表２では、リ
ソース割当待ち時間の単位をｍｓと表示したが、リソース割当待ち時間の単位は、サブフ
レーム、フレームまたはスーパーフレームで表示することもできる。
【００９６】
【表２】

　端末は、動的サービス連結を生成するために、動的サービス付加要請（Ｄｙｎａｍｉｃ
　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ：以下、“ＤＳＡ－ＲＥＱ”とい
う。）メッセージを基地局に転送する（Ｓ１０２０）。この時、ＤＳＡ－ＲＥＱメッセー
ジは、端末が転送しようとするデータのＱｏＳレベル情報を含むことができ、図１０で、
ＤＳＡ－ＲＥＱメッセージは、ＱｏＳレベル情報の一例としてグラントスケジューリング
タイプであるｒｔＰＳを含む。
【００９７】
　基地局は、ＤＳＡ－ＲＥＱメッセージに対する応答として動的サービス付加応答（Ｄｙ
ｎａｍｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｄｄｉｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ：以下、“ＤＳＡ－
ＲＳＰ”という。）メッセージを通じて、端末が使用するリソース割当待ち時間のインデ
ックス１を端末に知らせる（Ｓ１０３０）。
【００９８】
　端末は、実時間ポーリングサービス特性を持つデータを転送するために、第１帯域幅要
請指示子を基地局に転送し（Ｓ１０４０）、タイマーをインデックス１に対応するリソー
ス割当待ち時間である４０ｍｓに設定する。この時、帯域幅要請指示子は、インデックス
１、帯域幅要請大きさ１００及び端末識別子を含む。
【００９９】
　端末は、４０ｍｓ内に基地局から応答がないと、第２帯域幅要請指示子を転送し（Ｓ１
０５０）、タイマーを４０ｍｓに設定する。そして、端末は、４０ｍｓ内に基地局からア
ップリンクリソースが割り当てられると（Ｓ１０６０）、タイマーを中止し、割り当てら
れたリソースを通じてデータを転送する（Ｓ１０７０）。
【０１００】
　本発明の第２実施例による無線通信システムにおける帯域幅要請転送方法によれば、同
一のＱｏＳレベルを持つ端末に同一のリソース割当待ち時間を適用せずに、基地局状況に
応じて同一のＱｏＳレベルを持つ端末に別のリソース割当待ち時間を適用することが可能
になる。
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【０１０１】
　本発明の第１実施例及び第２実施例で、基地局が端末にグランドスケジューリングタイ
プ別リソース割当待ち時間またはインデックス別リソース割当待ち時間を転送する際に、
リソース割当待ち時間値そのものを転送することもでき、ＱｏＳ別またはインデックス別
リソース割当待ち時間のデフォルト（ｄｅｆａｕｌｔ）値をあらかじめ定めておき、デフ
ォルト値との差分値のみを転送することもできる。
【０１０２】
　図１９は、リソース割当待ち時間をデフォルト値との差分値の形態として転送する場合
、差分値のデータ形式を示す図である。
【０１０３】
　図１９で、ｓｉｇｎフィールドは、リソース割当待ち時間がデフォルト値よりも大きい
値であるか、または小さい値であるかを表すフィールドである。ｓｉｇｎフィールドがあ
る場合には、ｖａｌｕｅフィールドは、デフォルト値とリソース割当待ち時間との差を表
し、ｓｉｇｎフィールドがない場合には、ｖａｌｕｅフィールドは、リソース割当待ち時
間からデフォルト値を減算した値を表す。
【０１０４】
　例えば、リソース割当待ち時間がデフォルト値よりも大きい値の場合は、ｓｉｇｎフィ
ールドを‘１’にし、リソース割当待ち時間がデフォルト値よりも小さい値の場合は、ｓ
ｉｇｎフィールドを‘０’にすると仮定すれば、デフォルト値が４０ｍｓの時、基地局が
端末に転送しようとするリソース割当待ち時間値が４６ｍｓであると、ｓｉｇｎフィール
ドは‘１’、ｖａｌｕｅフィールドは６ｍｓとなる。
【０１０５】
　この場合、ｖａｌｕｅフィールドを表す方法は、一般的な表現（Ｇｅｎｅｒａｌ　ｅｘ
ｐｒｅｓｓｉｏｎ）、パワー表現（Ｐｏｗｅｒ　ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ）及びステップ表
現（Ｓｔｅｐ　ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ）がある。
【０１０６】
　一般的な表現は、転送しようとする値を二進数で表現する方法である。例えば、転送し
ようとする値が６ｍｓなら、ｖａｌｕｅフィールドは１１０と表現される。
【０１０７】
　パワー表現は、転送しようとする値をあらかじめ定められた値の指数形態に転換し、該
指数を二進数として表現する方法である。例えば、あらかじめ定められた値が２であり、
転送しようとする値が６４ｍｓなら、６４＝２６であるから、ｖａｌｕｅフィールドは６
の二進数である１１０と表現される。
【０１０８】
　ステップ表現は、転送しようとする値をあらかじめ定められた値の倍数形態に転換し、
該倍数を二進数で表現する方法である。例えば、あらかじめ定められた値が５であり、転
送しようとする値が３０ｍｓなら、３０＝５＊６であるからｖａｌｕｅフィールドは、６
の二進数である１１０と表現される。
【０１０９】
　ＱｏＳ別またはインデックス別リソース割当待ち時間のデフォルト（ｄｅｆａｕｌｔ）
値は、端末と基地局があらかじめ知っていることもでき、基地局が端末にＳＦＨを通じて
知らせることもできる。そして、リソース割当待ち時間とデフォルト値との差は、基地局
が端末にＳＦＨまたはＭＡＣメッセージを通じて知らせることができる。
【０１１０】
　例えば、インデックス別リソース割当待ち時間のデフォルト値が表２の通りであり、基
地局が端末に転送しようとするインデックス別リソース割当待ち時間が表３の通りであり
、デフォルト値とリソース割当待ち時間との差分値のデータ形式は、ｖａｌｕｅフィール
ドのみを含む形式とし、差分値を３ビットで表し、１０ｍｓステップ表現を使用するとす
る。
【０１１１】
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　すると、インデックス１に対応するリソース割当待ち時間は４０であってデフォルト値
との差が０であり、０は１０の０倍であり、０を３ビット二進数で表わすと、０００にな
る。インデックス２に対応するリソース割当待ち時間は１１０であってデフォルト値との
差は１０であり、１０は１０の１倍であり、１を３ビット二進数で表わすと、００１にな
る。そして、インデックス３に対応するリソース割当待ち時間は１７０であってデフォル
ト値との差が２０であり、２０は１０の２倍であり、２を３ビット二進数で表わすと、０
１０になる。インデックス４に対応するリソース割当待ち時間は２３０であってデフォル
ト値との差が３０であり、３０は１０の３倍であり、３を３ビット二進数で表わすと、０
１１となる。したがって、基地局は端末に０００００１０１００１１を転送する。 　　
　　　
【０１１２】
【表３】

　次に、本発明の第３実施例による無線通信システムにおける帯域幅要請転送方法を、図
１１乃至１４を参照して説明する。本発明の第３実施例において、基地局は、ＭＡＣメッ
セージを通じて端末の使用するリソース割当待ち時間を端末に転送する。
【０１１３】
　この場合、基地局は、端末の転送しようとするデータを考慮して端末の使用するリソー
ス割当待ち時間を転送することもでき、リソース割当待ち時間セットを転送することもで
きる。リソース割当待ち時間セットは、表１のようなグラントスケジューリングタイプ別
リソース割当待ち時間であっても良く、サービスタイプ別リソース割当待ち時間であって
も良い。表４は、サービスタイプ別リソース割当待ち時間の一例を表すものである。
【０１１４】

【表４】

　以下では、基地局が、端末の転送しようとするデータを考慮して端末の使用するリソー
ス割当待ち時間を転送する場合について説明する。
【０１１５】
　図１１は、本発明の第３実施例による無線通信システムにおける帯域幅要請転送方法に
おいてＤＳＡ－ＲＳＰメッセージを用いる場合を示す図である。
【０１１６】
　図１１に示すように、端末は、動的サービス連結を生成するためにＤＳＡ－ＲＥＱメッ
セージを基地局に転送する（Ｓ１１１０）。この時、ＤＳＡ－ＲＥＱメッセージは、端末
が転送しようとするデータのグラントスケジューリングタイプｒｔＰＳを含む。
【０１１７】
　ｒｔＰＳは実時間サービスであるから、基地局は、ＤＳＡ－ＲＥＱメッセージに対する
応答としてＤＳＡ－ＲＳＰメッセージを通じて、端末の使用するリソース割当待ち時間で
ある４０ｍｓを端末に知らせる（Ｓ１１２０）。
【０１１８】
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　端末は、実時間ポーリングサービス特性を持つデータを転送するために第１帯域幅要請
指示子を基地局に転送し（Ｓ１１３０）、タイマーを基地局から受信したリソース割当待
ち時間である４０ｍｓに設定する。この時、帯域幅要請指示子は、サービスタイプ実時間
サービス、帯域幅要請大きさ１００及び端末識別子を含む。
【０１１９】
　４０ｍｓ内に基地局から応答がないと、端末は第２帯域幅要請指示子を転送し（Ｓ１１
４０）、タイマーを４０ｍｓに設定する。そして、端末は４０ｍｓ内に基地局からアップ
リンクリソースが割り当てられると（Ｓ１１５０）、タイマーを中止し、割り当てられた
リソースを通じてデータを転送する（Ｓ１１６０）。
【０１２０】
　図１２は、本発明の第３実施例による無線通信システムにおける帯域幅要請転送方法に
おいてＲＮＧ－ＲＳＰメッセージを用いる場合を示す図である。
【０１２１】
　図１２に示すように、端末は、初期ネットワーク進入を行うためにＲＮＧ－ＲＥＱメッ
セージを基地局に転送する（Ｓ１２１０）。基地局はＲＮＧ－ＲＥＱメッセージに対する
応答としてＲＮＧ－ＲＳＰメッセージを通じて、シグナリングデータ転送時に端末が使用
するリソース割当待ち時間である４０ｍｓを端末に知らせる（Ｓ１２２０）。
【０１２２】
　端末は、シグナリングデータを転送するために第１帯域幅要請指示子を基地局に転送し
（Ｓ１２３０）、タイマーを基地局から受信したリソース割当待ち時間である４０ｍｓに
設定する。この時、帯域幅要請指示子は、帯域幅要請大きさ１００及び端末識別子を含む
。
【０１２３】
　４０ｍｓ内に基地局から応答がないと、端末は第２帯域幅要請指示子を転送し（Ｓ１２
４０）、タイマーを４０ｍｓに設定する。そして、端末は４０ｍｓ内に基地局からアップ
リンクリソースが割り当てられると（Ｓ１２５０）、タイマーを中止し、割り当てられた
リソースを通じてデータを転送する（Ｓ１２６０）。
【０１２４】
　次に、端末の優先順位によって差別化したサービスを提供するために、端末の優先順位
に応じてリソース割当待ち時間を設定する帯域幅要請転送方法について、図１３乃至図１
５を参照して説明する。
【０１２５】
　基地局は、ＭＡＣメッセージまたはアップリンク割当要請メッセージから端末の優先順
位を確認することができる。
【０１２６】
　基地局は、ＲＮＧ－ＲＥＱメッセージまたはＤＳＡ－ＲＥＱメッセージのようなＭＡＣ
メッセージを通じて転送されるＭＡＣアドレス（ＭＡＣ　ａｄｄｒｅｓｓ）または端末識
別子から、端末の優先順位を判断することができる。そして、ＭＡＣメッセージは、基地
局が端末に割り当てたアップリンクリソースを通じて伝達されるので、基地局は、ＭＡＣ
メッセージが転送されたリソースから、どの端末が送ったＭＡＣメッセージなのかがわか
り、端末の優先順位を判断することができる。
【０１２７】
　そして、競合ベースの３段階方式では、帯域幅要請指示子を通じて転送される端末識別
子から端末の優先順位がわかり、競合ベースの５段階方式では、ＢＷ－ＲＥＱメッセージ
を通じて転送される端末識別子から端末の優先順位がわかり、非競合ベースの方式では、
コードまたはリソース領域のような端末の専用リソースから端末の優先順位がわかる。
【０１２８】
　まず、データのＱｏＳレベルは考慮せずに、端末の優先順位に応じて決定されたリソー
ス割当待ち時間を用いる帯域幅要請情報転送方法について、図１３を参照して説明する。
図１３は、一つの端末のいずれの連結にも適用できる一つのリソース割当待ち時間を用い
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る帯域幅要請転送方法を示す図である。
【０１２９】
　図１３に示すように、端末は基地局にＲＮＧ－ＲＥＱメッセージを転送する（Ｓ１３１
０）。基地局は、ＲＮＧ－ＲＥＱメッセージに含まれるＭＡＣアドレスから端末の優先順
位を判断し、優先順位に基づく端末のリソース割当待ち時間を、ＲＮＧ－ＲＳＰメッセー
ジを通じて端末に知らせる（Ｓ１３２０）。例えば、優先順位１の端末のリソース割当待
ち時間は５０ｍｓであり、優先順位２の端末のリソース割当待ち時間は１５０ｍｓであり
、ＲＮＧ－ＲＥＱメッセージを転送した端末の優先順位が１であれば、５０ｍｓを、ＲＮ
Ｇ－ＲＳＰメッセージを通じて端末に知らせる。
【０１３０】
　端末は、実時間ポーリングサービス特性を持つデータを転送するために第１帯域幅要請
指示子を基地局に転送し（Ｓ１３３０）、タイマーを基地局から受信したリソース割当待
ち時間である５０ｍｓに設定する。この時、帯域幅要請指示子は、グラントスケジューリ
ングタイプｒｔＰｓ、帯域幅要請大きさ１００及び端末識別子を含む。５０ｍｓ内に基地
局から応答がないと、端末は第２帯域幅要請指示子を転送する（Ｓ１３４０）。
【０１３１】
　そして、端末は、非実時間ポーリングサービス特性を持つデータを転送するために第３
帯域幅要請指示子を基地局に転送し（Ｓ１３５０）、タイマーを基地局から受信したリソ
ース割当待ち時間である５０ｍｓに設定する。この時、帯域幅要請指示子は、グラントス
ケジューリングタイプｎｒｔＰｓ、帯域幅要請大きさ１００及び端末識別子を含む。５０
ｍｓ内に基地局から応答がないと、端末は第４帯域幅要請指示子を転送する（Ｓ１３６０
）。
【０１３２】
　表５は、ＱｏＳレベルを決定する要素としてのグラントスケジューリングタイプ及び優
先順位に基づくリソース割当待ち時間の一例を表すものである。表５では、リソース割当
待ち時間の単位をｍｓと表示したが、リソース割当待ち時間の単位は、サブフレーム、フ
レームまたはスーパーフレームで表示することもできる。
【０１３３】
　表５のように、緊急（ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ）サービスと制御シグナリング（ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）メッセージのためのリソース割当待ち時間は、固定した値に
することができる。
【０１３４】
【表５】

　表６及び表７は、ＱｏＳレベルを決定する要素をサービスタイプ及び優先順位とし、こ
れらに基づくリソース割当待ち時間の一例を表すものである。表６及び表７では、リソー
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ス割当待ち時間の単位をｍｓと表示したが、リソース割当待ち時間の単位は、サブフレー
ム、フレームまたはスーパーフレームで表示することもできる。サービスタイプは、実時
間サービス（ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ　ｓｅｒｖｉｃｅ）と非実時間サービス（ｎｏｎ　ｒｅ
ａｌ－ｔｉｍｅ　ｓｅｒｖｉｃｅ）とに分類することもでき、遅延敏感サービス（ｄｅｌ
ａｙ　ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ　ｓｅｒｖｉｃｅ）と遅延許容サービス（ｄｅｌａｙ　ｔｏｌ
ｅｒａｎｔ　ｓｅｒｖｉｃｅ）とに分類することもできる。
【０１３５】
　Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙサービスまたは制御シグナリングメッセージのためのアップリンク
リソースを要請する場合、端末は、表６で、ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ　ｓｅｒｖｉｃｅ及びＨ
ｉｇｈに該当するリソース割当待ち時間を用いたり、表７で、ｄｅｌａｙ　ｓｅｎｓｉｔ
ｉｖｅ　ｓｅｒｖｉｃｅ及びＨｉｇｈ　ｐｒｉｏｒｉｔｙに該当するリソース割当待ち時
間を用いたりすることができる。
【０１３６】
【表６】

【０１３７】
【表７】

　図１４は、ＱｏＳレベルに応じて決定されたリソース割当待ち時間を追加放送情報（ａ
ｄｄｉｔｉｏｎａｌ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）とＭＡＣメッセー
ジを通じて転送する場合を示す図である。
【０１３８】
　図１４に示すように、基地局は、レンジングを行う過程でやり取りするＭＡＣメッセー
ジ（ＲＮＧ－ＲＥＱ、ＲＮＧ－ＲＳＰ）、または動的サービスを生成する過程でやり取り
するＭＡＣメッセージ（ＤＳＡ－ＲＥＱ、ＤＳＡ－ＲＳＰ）を通じて、転送しようとする
データのＱｏＳレベルに対応するリソース割当待ち時間を転送する。
【０１３９】
　そして、基地局は、ＱｏＳレベルに応じて決定されたリソース割当待ち時間を追加放送
情報に含めて端末に転送する。この時、変わらないリソース割当待ち時間値は追加放送情
報に含めなくても良い。リソース割当待ち時間は、追加放送情報の転送間隔内では変更さ
れない。
【０１４０】
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　次に、データのＱｏＳレベルと端末の優先順位に応じて決定されたリソース割当待ち時
間を使用する帯域幅要請情報転送方法について、図１５を参照して説明する。
【０１４１】
　図１５は、優先順位の高い一つの端末の複数の連結に対してＱｏＳレベルに基づくリソ
ース割当待ち時間を使用する帯域幅要請転送方法を示す図である。
【０１４２】
　図１５に示すように、端末は基地局にＤＳＡ－ＲＥＱメッセージを転送する（Ｓ１５０
１）。基地局は、端末の優先順位と端末の転送しようとするデータのグラントスケジュー
リングタイプに基づく元の割当待ち時間を、ＤＳＡ－ＲＳＰメッセージを通じて端末に知
らせる（Ｓ１５０２）。表５に表すリソース割当待ち時間を使用するとすれば、転送しよ
うとするデータのグラントスケジューリングタイプがｒｔＰＳであり、そのスケジューリ
ングタイプの優先順位がＨｉｇｈであれば、５０ｍｓをＤＳＡ－ＲＳＰメッセージを通じ
て端末に知らせる。
【０１４３】
　端末は、実時間ポーリングサービス特性を持つデータを転送するために第１帯域幅要請
指示子を基地局に転送し（Ｓ１５０３）、タイマーを基地局から受信したリソース割当待
ち時間である５０ｍｓに設定する。この時、帯域幅要請指示子は、グラントスケジューリ
ングタイプｒｔＰｓ、帯域幅要請大きさ１００及び端末識別子を含む。５０ｍｓ内に基地
局から応答がないと、端末は第２帯域幅要請指示子を転送する（Ｓ１５０４）。
【０１４４】
　そして、端末はＤＳＡ－ＲＥＱメッセージを基地局に転送し（Ｓ１５０５）、基地局は
、ＤＳＡ－ＲＥＱメッセージを通じて、優先順位を持つ端末のＢＥに対応するリソース割
当待ち時間である３００ｍｓを知らせる。
【０１４５】
　次に、本発明の第４実施例による無線通信システムにおける帯域幅要請転送方法を、図
１６を参照して説明する。本発明の第４実施例では、基地局が端末にリソース割当待ち時
間を知らせず、端末は、無線通信システムにおいてあらかじめ定められたＱｏＳ別リソー
ス割当待ち時間を使用する。例えば、ｒｔＰＳに対応するリソース割当待ち時間は５０ｍ
ｓであり、ｎｒｔＰＳに対応するリソース割当待ち時間は１００ｍｓである。
【０１４６】
　図１６は、本発明は第４実施例による無線通信システムにおける帯域幅要請転送方法を
示す図である。
【０１４７】
　図１６に示すように、端末は実時間ポーリングサービス特性を持つデータを転送するた
めに第１帯域幅要請指示子を基地局に転送して（Ｓ１６０１）、タイマーをあらかじめ定
められたｒｔＰＳに対応するリソース割当待ち時間である５０ｍｓに設定する。この時、
帯域幅要請指示子はグラントスケジューリングタイプｒｔＰｓ、帯域幅要請大きさ１００
及び端末識別子を含む。５０ｍｓ内に基地局から応答がないと、端末は第２帯域幅要請指
示子を転送する（Ｓ１６０２）。
【０１４８】
　そして、端末は、非実時間ポーリングサービス特性を持つデータを転送するために第３
帯域幅要請指示子を基地局に転送し（Ｓ１６０３）、タイマーをあらかじめ定められたｎ
ｒｔＰＳに対応するリソース割当待ち時間である１００ｍｓに設定する。この時、帯域幅
要請指示子は、グラントスケジューリングタイプｒｔＰＳ、帯域幅要請大きさ１００及び
端末識別子を含む。１００ｍｓ内に基地局から応答がないと、端末は第４帯域幅要請指示
子を転送する（Ｓ１６０４）。
【０１４９】
　次に、基地局が、帯域幅要請指示子またはＢＷ－ＲＥＱメッセージを受信した後、端末
のリソース割当待ち時間を考慮して決定されたリソース割当時間の間に端末にリソースを
割り当てる過程を説明する。
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【０１５０】
　図１７は、基地局のリソース割当過程を示すフローチャートである。基地局は端末から
帯域幅要請指示子またはＢＷ－ＲＥＱメッセージを受信し（Ｓ１７０１）、デコーディン
グする。
【０１５１】
　帯域幅要請指示子またはＢＷ－ＲＥＱメッセージのデコーディングに成功すると、基地
局は、ＡＣＫメッセージを端末に転送し（Ｓ１７０３ａ）、デコーディングに失敗すると
、基地局はＮＡＣＫメッセージを端末に転送する（Ｓ１７０３ｂ）。この時、応答情報を
転送する段階（Ｓ１７０３ａ，Ｓ１７０３ｂ）は省略することができる。
【０１５２】
　そして、基地局は、帯域幅要請指示子またはＢＷ－ＲＥＱメッセージのＱｏＳレベル、
またはタイマーインデックスのようなパラメータから、端末の使用するリソース割当待ち
時間を確認し（Ｓ１７０４）、端末が使用するリソース割当待ち時間からリソース割当時
間を算出してタイマーを設定する（Ｓ１７０５）。例えば、端末のリソース割当待ち時間
が４０ｍｓであれば、４０ｍｓでラウンドトリップディレー（Ｒｏｕｎｄｔｒｉｐ　ｄｅ
ｌａｙ）などを減算した値を、基地局がリソース割当時間として使用することができる。
【０１５３】
　基地局のスケジューラは、リソースの割当が可能か否かを決定する（Ｓ１７０６）。リ
ソース割当が可能であれば（Ｓ１７０７）、基地局は端末にリソースを割り当て（Ｓ１７
０８）、リソース割当が可能でなければ、基地局はタイマーの満了するか否かを検査する
（Ｓ１７０９）。タイマーが満了すると、リソース割当を終了し、タイマーが満了してい
ないと、リソースの割当が可能か否かを再び判断する。すなわち、タイマーが満了するま
で基地局はリソースの割当が可能か否かを判断する。
【０１５４】
　次に、端末が帯域幅要請指示子に関する応答情報を受信した後にタイマーを設定する場
合について、図１８を参照して説明する。図１８は、端末が帯域幅要請指示子に関する応
答情報を受信した後にタイマーを設定する場合を示す図である。
【０１５５】
　図１８に示すように、基地局は、ＳＦＨを通じてグランドスケジューリングタイプ別リ
ソース割当待ち時間を放送する（Ｓ１８０１）。端末は、ｎｒｔＰＳ特性を持つデータを
転送するために第１帯域幅要請指示子を基地局に転送し（Ｓ１８０２）、基地局に受信さ
れた全ての帯域幅要請指示子に関する応答情報を受信する（Ｓ１８０３）。そして、端末
の送った帯域幅要請指示子の転送が失敗であれば、端末は第２帯域幅要請指示子を転送す
る（Ｓ１８０４）。
【０１５６】
　端末は、基地局に受信された全ての帯域幅要請指示子に関する応答情報を受信する（Ｓ
１８０５）。
【０１５７】
　そして、端末は、自身が送った帯域幅要請指示子の転送に成功したことを確認すると、
タイマーをｎｒｔＰＳに対応するリソース割当待ち時間である１００ｍｓに設定する。１
００ｍｓ内に基地局からリソースが割り当てられると（Ｓ１８０６）、割り当てられたリ
ソースを通じてデータを転送する（Ｓ１８０７）。そして、１００ｍｓ内に基地局からリ
ソースが割り当てられないと、端末は帯域幅要請指示子を再転送する。この時、再試み回
数は制限されることができる。
【０１５８】
　次に、本発明の実施例による無線通信システムにおける確認応答転送及び受信方法につ
いて、図２０乃至図２５を参照して説明する。本発明の実施例では、基地局が端末から帯
域幅要請指示子またはレンジング指示子を受信して確認応答（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍ
ｅｎｔ：以下、“ＡＣＫ”という。）を転送する場合を取り上げるが、本発明は、これに
限定されず、基地局が端末からランダムアクセスコード（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　
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ｃｏｄｅ）を受信してそれに対するＡＣＫを転送する場合に適用することもできる。
【０１５９】
　本発明の実施例による確認応答転送及び受信方法によれば、基地局が帯域幅要請指示子
またはレンジング指示子を受信した位置から特定値だけ離れた位置でＡＣＫを転送する。
本発明の実施例では、基地局が帯域幅要請指示子またはレンジング指示子を受信した位置
から端末にＡＣＫを転送する時点までの間隔をＡＣＫディレー（ＡＣＫ　ｄｅｌａｙ）と
いう。ＡＣＫディレーは、フレーム、サブフレームまたはｍｓ単位で定義することができ
る。こうすると、端末は、ＡＣＫディレーにより決定される時点でのみＡＣＫの受信有無
を確認する。
【０１６０】
　本発明の実施例のように、基地局が帯域幅要請指示子またはレンジング指示子を受信し
た位置からＡＣＫディレーだけ離れた位置でＡＣＫを転送すると、基地局がＡＣＫ内に帯
域幅要請指示子またはレンジング指示子の受信位置情報を別に含める必要がないので、オ
ーバーヘッドを減らすことができる。帯域幅要請指示子またはレンジング指示子の受信位
置情報は、帯域幅要請指示子またはレンジング指示子を受信したスーパーフレーム、フレ
ーム、サブフレームなど時間軸情報のことを意味する。
【０１６１】
　このため、ＡＣＫディレー値を基地局と端末が互いに知っていなければならず、よって
、ＡＣＫディレー値は、基地局が端末に知らせることもでき、あらかじめ定められたＡＣ
Ｋディレー値を用いることもできる。
【０１６２】
　まず、基地局が端末にＡＣＫディレー値を知らせる場合について説明すると、基地局は
端末にブロードキャスト（ｂｒｏａｄｃａｓｔ）方式またはユニキャスト（ｕｎｉｃａｓ
ｔ）方式でＡＣＫディレー値を知らせることができる。
【０１６３】
　基地局がブロードキャスト方式で端末にＡＣＫディレー値を知らせる場合には、副スー
パーフレームヘッダー（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｓｕｐｅｒ－ｆｒａｍｅ　ｈｅａｄｅｒ：
以下、“Ｓ－ＳＦＨ”という。）を通じてＡＣＫディレー値を端末に知らせる。この時、
基地局は、帯域幅要請と関連したパラメータ（ｐａｒａｍｅｔｅｒ）が転送されるＳ－Ｓ
ＦＨサブパケット（Ｓ－ＳＦＨ　ｓｕｂ－ｐａｃｋｅｔ）を通じて、帯域幅要請と関連し
たパラメータと共にＡＣＫディレー値を端末に転送することができる。
【０１６４】
　また、基地局は、初期レンジングと関連したパラメータが転送されるＳ－ＳＦＨサブパ
ケットを通じて、初期レンジングと関連したパラメータと共にＡＣＫディレー値を端末に
転送することもできる。
【０１６５】
　または、トラフィックチャネルを通じてブロードキャスト方式で端末にＡＣＫディレー
値を知らせることもできる。基地局は、スーパーフレームヘッダー（ＳＦＨ）を通じて転
送されないシステム情報をトラフィックチャネルを通じて端末に転送でき、この時、シス
テム情報と共にＡＣＫディレー値をトラフィックチャネルを通じて転送することができる
。
【０１６６】
　ＳＦＨを通じて転送されないシステム情報には、追加的なブロードキャスト情報（ａｄ
ｄｉｔｉｏｎａｌ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）がある。追加的なブ
ロードキャスト情報の例には、ハンドオーバー関連情報、多重アンテナ（ｍｕｌｔｉ　ｉ
ｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉ　ｏｕｔｐｕｔ：ＭＩＭＯ）関連情報、リレー（ｒｅｌａｙ）関連
情報、マルチキャリア（ｍｕｌｔｉ　ｃａｒｒｉｅｒ）関連情報、フェムトセル関連情報
、強化されたマルチキャスト及びブロードキャストサービス（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｍｕｌ
ｔｉｃａｓｔ　ａｎｄ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｓｅｒｖｉｃｅ：ＥＭＢＳ）関連情報、Ｉ
ｎｔｅｒ－ＲＡＴ関連情報、周辺広告（ｎｅｉｇｈｂｏｒ　ａｄｖｅｒｔｉｓｅｍｅｎｔ
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）関連情報などがある。
【０１６７】
　ハンドオーバー関連情報は、デフォルトハンドオーバー受信信号強度（Ｒｅｃｅｉｖｅ
ｄ　ｓｉｇｎａｌ　ｓｔｒｅｎｇｔｈ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ：ＲＳＳＩ）及び信号対干
渉雑音比（Ｃａｒｒｉｅｒ　ｔｏ　Ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｎｏｉｓｅ　Ｒ
ａｔｉｏ：ＣＩＮＲ）平均パラメータ、ヒステリシスマージン（Ｈｙｓｔｅｒｅｓｉｓ　
ｍａｒｇｉｎ）、タイム・ツー・トリガー期間（Ｔｉｍｅ－ｔｏ－Ｔｒｉｇｇｅｒ　ｄｕ
ｒａｔｉｏｎ）及びトリガー情報を含む。
【０１６８】
　多重アンテナ関連情報は、プリコーディングマトリクス指示子（ｐｒｅｃｏｄｉｎｇ　
ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ：ＰＭＩ）構成のためのコードブックサブセット、ダ
ウンリンクマルチユーザーＭＩＭＯ指示子のためのコードブックサブセット（Ｃｏｄｅｂ
ｏｏｋ　ｓｕｂｓｅｔ　ｆｏｒ　ＤＬ　ＭＵ－ＭＩＭＯ　ｓｕｂｓｅｔ　ｉｎｄｉｃａｔ
ｉｏｎ）を含む。
【０１６９】
　リレー関連情報は、ホップ情報（Ｈｏｐ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、ダウンリンク及
びアップリンク割当（ＤＬ／ＵＬ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ）、転送及び受信領域（Ｔｒａ
ｎｓｍｉｔ／ｒｅｃｅｉｖｅ　ｚｏｎｅ）及び領域タイプ（Ｚｏｎｅ　ｔｙｐｅ）を含む
。
【０１７０】
　マルチキャリア関連情報は、キャリアインデックス（Ｃａｒｒｉｅｒ　ｉｎｄｅｘ）、
キャリア構成指示子（Ｆｕｌｌｙ／Ｐａｒｔｉａｌｌｙ　ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｃａｒ
ｒｉｅｒ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）、中心周波数（Ｃｅｎｔｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）
、帯域幅情報（Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、初期接続能力（Ｉｎｉ
ｔｉａｌ　ａｃｃｅｓｓ　ａｂｉｌｉｔｙ）及びガードリソース情報（Ｇｕａｒｄ　ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を含む。
【０１７１】
　ＥＭＢＳ関連情報は、サービスＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　ＩＤ）及びＭＳＣＣＨリソース
割当情報（ＭＳＣＣＨ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ）を含み、Ｉｎｔｅｒ－ＲＡＴ関連情報は、媒体独立ハンドオーバー支援能力（Ｍｅ
ｄｉａ　Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　Ｈａｎｄｏｖｅｒ（ＭＩＨ）　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ
　ｓｕｐｐｏｒｔ）を含み、周辺広告関連情報は、隣接基地局の特性（ｃｈａｒａｃｔｅ
ｒｉｓｔｉｃｓ　ｏｆ　ｎｅｉｇｈｂｏｒ　ＢＳ）を含む。
【０１７２】
　基地局がユニキャスト方式で端末にＡＣＫディレー値を知らせる場合には、初期ネット
ワークエントリー（ｉｎｉｔｉａｌ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｎｔｒｙ）過程でＭＡＣ管理メ
ッセージ（ＭＡＣ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）を通じて該当のＡＣＫディ
レー値を伝達することができる。ＭＡＣ管理メッセージには、レンジング応答メッセージ
、登録応答メッセージ（ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ（ＲＥＧ－ＲＳＰ
）　ｍｅｓｓａｇｅ）、端末基本能力応答メッセージ（ＳＳ　ｂａｓｉｃ　ｃａｐａｂｉ
ｌｉｔｙ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ（ＳＢＣ－ＲＳＰ）　ｍｅｓｓａｇｅ）、動的サービス付加
応答メッセージ（ｄｙｎａｍｉｃ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ａｄｄｉｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓ
ｅ（ＤＳＡ－ＲＳＰ）　ｍｅｓｓａｇｅ）、及び動的サービス変更メッセージ（ｄｙｎａ
ｍｉｃ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｃｈａｎｇｅ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ（ＤＳＣ－ＲＳＰ）　ｍｅｓ
ｓａｇｅ）などがある。
【０１７３】
　基地局と端末間にあらかじめ定められたＡＣＫディレー値を使用する場合には、基地局
は、端末にＡＣＫディレー値を別に伝達する過程を行わず、帯域幅要請指示子またはレン
ジング指示子を受信した位置から基地局と端末間にあらかじめ定められたＡＣＫディレー
値だけ離れた位置で確認応答を端末に転送する。
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【０１７４】
　図２０は、本発明の実施例による無線通信システムにおいて確認応答受信方法を示すフ
ローチャートである。
【０１７５】
　図２０に示すように、端末は、帯域幅要請指示子を転送するためのアップリンク領域（
ＵＬ　ｒｅｇｉｏｎ）またはレンジング指示子を転送するためのアップリンク領域が基地
局から割り当てられ（Ｓ２０１０）、割り当てられた領域を通じて帯域幅要請指示子また
はレンジング指示子を基地局に転送する（Ｓ２０２０）。
【０１７６】
　帯域幅要請指示子を転送するためのアップリンク領域とレンジング指示子を転送するた
めのアップリンク領域は別々に存在し、各領域は一つ以上の転送機会（ｔｒａｎｓｍｉｓ
ｓｉｏｎ　ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ）を含む。転送機会とは、１個以上のリソース単位（
ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｕｎｉｔ）を含むリソース領域を意味し、インデックスを持つことが
できる。
【０１７７】
　図２１（ａ）は、転送機会がサブフレーム単位で割り当てられる場合、転送機会セット
を示す図であり、図２１（ｂ）は、転送機会がフレーム単位で割り当てられる場合、転送
機会セットを示す図である。
【０１７８】
　図２１（ａ）では、転送機会がサブフレーム別に無線リソースに割り当てられており、
図２１（ｂ）では、転送機会がフレーム全体にわたって無線リソースに割り当てられてい
る。すなわち、転送機会がフレーム単位で割り当てられる場合には、一つの転送機会が二
つのサブフレームにわたって割り当てられることができる。
【０１７９】
　基地局は、転送機会セットに関する情報をＳ－ＳＦＨを通じて端末に転送する。
【０１８０】
　転送機会がサブフレーム単位で割り当てられる場合には、基地局は、一つのスーパーフ
レームに含まれた４個のフレーム内のサブフレームのそれぞれの転送機会セットに関する
情報を端末に転送する。サブフレームのそれぞれの転送機会セットに関する情報は、フレ
ームインデックスまたはフレームビットマップ、サブフレームインデックスまたはサブフ
レームビットマップ、リソース開始オフセット（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｓｔａｒｔ　ｏｆｆ
ｓｅｔ）及び転送機会数を含むことができる。すなわち、基地局は、転送機会の割り当て
られたフレームのインデックスを明示的に端末に知らせたり、転送機会の割り当てられた
フレームのビット位置（ｂｉｔ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ）を‘１’に設定するフレームビット
マップを、端末に転送することもできる。そして、基地局は、転送機会の割り当てられた
サブフレームのインデックスを明示的に端末に知らせたり、転送機会の割り当てられたサ
ブフレームのビット位置（ｂｉｔ　ｐｏｓｉｔｉｏｎ）を‘１’に設定するサブフレーム
ビットマップを端末に転送することもできる。また、基地局は、あらかじめ決定されてい
るフレームまたはサブフレームに転送機会を割り当てることもできる。この場合には、基
地局は端末に転送機会の割り当てられたフレームまたはサブフレーム情報を知らせる必要
がない。
【０１８１】
　転送機会がフレーム単位で割り当てられる場合には、基地局は一つのスーパーフレーム
に含まれた４個のフレームのそれぞれの転送機会セットに関する情報を端末に転送する。
フレームのそれぞれの転送機会セットに関する情報は、フレームインデックスまたはフレ
ームビットマップ、リソース開始オフセット及び転送機会数を含むことができる。すなわ
ち、基地局は、転送機会の割り当てられたフレームのインデックスを明示的に端末に知ら
せたり、転送機会の割り当てられたフレームのビット位置を‘１’に設定するフレームビ
ットマップを端末に転送することができる。
【０１８２】



(26) JP 2012-502543 A 2012.1.26

10

20

30

40

50

　再び図２０を参照すると、端末は、基地局が帯域幅要請指示子またはレンジング指示子
を受信した時点からＡＣＫディレーだけ離れた領域を通じて基地局から確認応答を受信す
る（Ｓ２０３０）。
【０１８３】
　ＡＣＫディレーは、サブフレームまたはフレーム単位で定義することができる。以下で
は、転送機会がサブフレーム単位で割り当てられる場合及びフレーム単位で割り当てられ
る場合のそれぞれに対してＡＣＫディレーがサブフレーム単位で定義される場合とフレー
ム単位で定義される場合について説明する。
【０１８４】
　まず、転送機会がサブフレーム単位で割り当てられた時、ＡＣＫディレーがサブフレー
ム単位で定義される場合について図２２を参照して説明する。
【０１８５】
　図２２（ａ）は、ダウンリンクとアップリンクとの比率が５：３の時に、転送機会がサ
ブフレーム単位で割り当てられ、ＡＣＫディレーがサブフレーム単位で定義される場合に
おけるＡＣＫ転送時点を示す図であり、図２２（ｂ）は、ダウンリンクとアップリンクと
の比率が４：４の時に、転送機会がサブフレーム単位で割り当てられ、ＡＣＫディレーが
サブフレーム単位で定義される場合におけるＡＣＫ転送時点を示す図である。
【０１８６】
　図２２（ａ）及び（ｂ）は、ＡＣＫディレー値が５サブフレームの場合を示す。図２２
（ａ）を参照すると、端末がｎフレームの１番目のアップリンクサブフレームで帯域幅要
請指示子またはレンジング指示子を転送し、基地局は、端末が帯域幅要請指示子またはレ
ンジング指示子を転送したサブフレームから５サブフレームだけ離れたｎ＋１フレームの
３番目のダウンリンクサブフレームを通じてＡＣＫを転送する。端末は、ＡＣＫディレー
値を知っているので、ｎ＋１フレームの３番目のダウンリンクサブフレームでＡＣＫを確
認する。
【０１８７】
　図２２（ｂ）を参照すると、端末がｎフレームの１番目のアップリンクサブフレームで
帯域幅要請指示子またはレンジング指示子を転送し、基地局は、端末が帯域幅要請指示子
またはレンジング指示子を転送したサブフレームから５サブフレームだけ離れたｎ＋１フ
レームの２番目のダウンリンクサブフレームを通じてＡＣＫを転送する。端末は、ＡＣＫ
ディレー値を知っているので、ｎ＋１フレームの２番目のダウンリンクサブフレームでＡ
ＣＫを確認する。
【０１８８】
　次に、転送機会がサブフレーム単位で割り当てられた時、ＡＣＫディレーがフレーム単
位で定義される場合について、図２３を参照して説明する。
【０１８９】
　図２３（ａ）は、ダウンリンクとアップリンクとの比率が５：３の時に、転送機会がサ
ブフレーム単位で割り当てられ、ＡＣＫディレーがフレーム単位で定義される場合におけ
るＡＣＫ転送時点を示す図である。、図２３（ｂ）は、ダウンリンクとアップリンクとの
比率が４：４の時に、転送機会がサブフレーム単位で割り当てられ、ＡＣＫディレーがフ
レーム単位で定義される場合におけるＡＣＫ転送時点を示す図である。
【０１９０】
　図２３（ａ）及び（ｂ）は、ＡＣＫディレー値が２フレームの場合を示す。
【０１９１】
　図２３（ａ）を参照すると、端末がｎフレームの１番目のアップリンクサブフレームで
帯域幅要請指示子またはレンジング指示子を転送し、基地局は、端末が帯域幅要請指示子
またはレンジング指示子を転送した時点から２フレームだけ離れたｎ＋２フレームを通じ
てＡＣＫを転送する。
【０１９２】
　この時、基地局は、端末が帯域幅要請指示子またはレンジング指示子を転送したフレー
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ムからＡＣＫディレー値だけ離れたフレームで、端末が帯域幅要請指示子またはレンジン
グ指示子を転送したサブフレームによって決定されたサブフレームを通じてＡＣＫを転送
することもでき、端末が帯域幅要請指示子またはレンジング指示子を転送したフレームか
らＡＣＫディレー値だけ離れたフレームの任意のサブフレームを通じてＡＣＫを転送する
こともできる。例えば、端末がｎフレームの１番目のサブフレームを通じて帯域幅要請指
示子またはレンジング指示子を転送した場合、基地局は、ｎ＋２フレームの１番目のサブ
フレームを通じてＡＣＫを端末に転送することもでき、ｎ＋２フレームの任意のサブフレ
ームを通じてＡＣＫを転送することもできる。
【０１９３】
　基地局が帯域幅要請指示子またはレンジング指示子を受信したサブフレームによって決
定されたサブフレームを通じてＡＣＫ転送する場合には、端末は該当のサブフレームのみ
を確認し、基地局が帯域幅要請指示子またはレンジング指示子を受信したフレームからＡ
ＣＫディレーだけ離れたフレーム内の任意のサブフレームを通じてＡＣＫを転送する場合
には、端末は帯域幅要請指示子またはレンジング指示子を転送したフレームからＡＣＫデ
ィレーだけ離れたフレーム内の１番目のサブフレームからＡＣＫを確認する。
【０１９４】
　図２３（ｂ）を参照すると、端末がｎフレームの１番目のアップリンクサブフレームで
帯域幅要請指示子またはレンジング指示子を転送し、基地局は、端末が帯域幅要請指示子
またはレンジング指示子を転送した時点から２フレームだけ離れたｎ＋２フレームを通じ
てＡＣＫを転送する。
【０１９５】
　次に、転送機会がフレーム単位で割り当てられた時、ＡＣＫディレーがサブフレーム単
位で定義される場合について、図２４を参照して説明する。
【０１９６】
　図２４は、ダウンリンクとアップリンクとの比率が４：４の時に、転送機会がフレーム
単位で割り当てられ、ＡＣＫディレーがサブフレーム単位で定義される場合におけるＡＣ
Ｋ転送時点を示す図である。
【０１９７】
　図２４は、ＡＣＫディレー値が５サブフレームの場合を示す。
【０１９８】
　図２４を参照すると、端末がｎフレームの１番目のアップリンクサブフレームで帯域幅
要請指示子またはレンジング指示子を転送し、基地局は、端末が帯域幅要請指示子または
レンジング指示子を転送した時点から５サブフレームだけ離れたｎ＋１フレームの２番目
のサブフレームを通じてＡＣＫを転送する。端末は、ＡＣＫディレー値を知っているので
、ｎ＋１フレームの２番目のダウンリンクサブフレームでＡＣＫを確認する。
【０１９９】
　次に、転送機会がフレーム単位で割り当てられた時、ＡＣＫディレーがフレーム単位で
定義される場合について、図２５を参照して説明する。
【０２００】
　図２５は、ダウンリンクとアップリンクとの比率が４：４の時に、転送機会がフレーム
単位で割り当てられ、ＡＣＫディレーがフレーム単位で定義される場合におけるＡＣＫ転
送時点を示す図である。
【０２０１】
　図２５は、ＡＣＫディレー値が２フレームの場合を示す。
【０２０２】
　図２５を参照すると、端末がｎフレームで帯域幅要請指示子またはレンジング指示子を
転送し、基地局は、端末が帯域幅要請指示子またはレンジング指示子を転送した時点から
２フレームだけ離れたｎ＋２フレームを通じてＡＣＫを転送する。
【０２０３】
　この時、基地局は、端末が帯域幅要請指示子またはレンジング指示子を転送したフレー
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ムからＡＣＫディレー値だけ離れたフレームで、端末が帯域幅要請指示子またはレンジン
グ指示子を転送したサブフレームによって決定されたサブフレームを通じてＡＣＫを転送
することもでき、端末が帯域幅要請指示子またはレンジング指示子を転送したフレームか
らＡＣＫディレー値だけ離れたフレームの任意のサブフレームを通じてＡＣＫを転送する
こともできる。例えば、端末がｎフレームの１番目のサブフレームを通じて帯域幅要請指
示子またはレンジング指示子を転送した場合、基地局はｎ＋２フレームの１番目のサブフ
レームを通じてＡＣＫを端末に転送することもでき、ｎ＋２フレームの任意のサブフレー
ムを通じてＡＣＫを転送することもできる。
【０２０４】
　基地局が、帯域幅要請指示子またはレンジング指示子を受信したサブフレームによって
決定されたサブフレームを通じてＡＣＫを転送する場合には、端末は、該当のサブフレー
ムのみを確認し、基地局が、帯域幅要請指示子またはレンジング指示子を受信したフレー
ムからＡＣＫディレーだけ離れたフレーム内の任意のサブフレームを通じてＡＣＫを転送
する場合には、端末は、帯域幅要請指示子またはレンジング指示子を転送したフレームか
らＡＣＫディレーだけ離れたフレーム内の１番目のサブフレームからＡＣＫを確認する。
【０２０５】
　基地局が特定時点に帯域幅要請指示子またはレンジング指示子の受信に失敗したことを
感知できなかった場合、基地局は、感知された指示子の数によってＡＣＫの転送するか否
かを決定することができる。すなわち、感知された指示子の数が少なく、最小タイマー値
以内にすべての指示子に対してリソースを割り当てることができる場合には、基地局はＡ
ＣＫを転送しなくて済む。そして、感知された指示子が多く、ＡＣＫを送るべき時点に複
数の指示子に対して割り当てるリソースの情報を転送する場合には、基地局はＡＣＫを転
送することができる。
【０２０６】
　次に、本発明の実施例による無線通信システムにおけるランダムアクセス方法について
説明する。
【０２０７】
　本発明の実施例による無線通信システムにおけるランダムアクセス方法によれば、基地
局が帯域幅要請指示子（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、
クイック接続メッセージ（ｑｕｉｃｋ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｓｓａｇｅ）及び帯域幅要請
メッセージ（ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）に対する確認応答
（ＡＣＫ）を支援するか否かによって端末のランダムアクセス方法が異なってくる。
【０２０８】
　したがって、基地局は、ＡＣＫの支援有無を端末に知らせる必要がある。すなわち、基
地局は端末にＡＣＫを支援するか否かをブロードキャスト方式で知らせることもでき、ユ
ニキャスト方式で知らせることもできる。しかし、ＡＣＫの支援有無をあらかじめ定義す
ると、基地局はＡＣＫの支援有無を明示的に知らせる必要がない。
【０２０９】
　図２６は、基地局がブロードキャスト方式でＡＣＫの支援有無を端末に知らせる場合を
示す図である。
【０２１０】
　図２６に示すように、基地局は、ＡＣＫの支援有無を副スーパーフレームヘッダー（Ｓ
－ＳＦＨ）を通じて端末に知らせることができる。
【０２１１】
　基地局は、帯域幅要請ＡＣＫ支援（ＢＲ　ＡＣＫ　ｓｕｐｐｏｒｔ）フィールドを、帯
域幅要請と関連したパラメータと共に転送する。帯域幅要請と関連したパラメータには、
帯域幅要請チャネル割当周期（ＢＲ　ｃｈａｎｎｅｌ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ｐｅｒｉ
ｏｄｉｃｉｔｙ）、帯域幅要請サブフレーム割当ビットマップ（ＢＲ　ｓｕｂｆｒａｍｅ
　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ｂｉｔｍａｐ）、帯域幅要請リソース開始オフセット（ＢＲ　
ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｓｔａｒｔ　ｏｆｆｓｅｔ）、帯域幅要請リソース周波数期間（ＢＲ
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　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｕｒａｔｉｏｎ）等がある。
【０２１２】
　帯域幅要請ＡＣＫ支援フィールドが０ｂ０であれば、基地局がＡＣＫを支援しないこと
を意味し、０ｂ１であれば、基地局がＡＣＫを支援することを意味する。
【０２１３】
　図２７は、基地局がユニキャスト方式でＡＣＫの支援有無を端末に知らせる場合を示す
図である。
【０２１４】
　図２７に示すように、基地局は、ＡＣＫを支援するか否かを、ネットワーク進入過程の
ＭＡＣ管理メッセージ（ＭＡＣ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）を通じて端末
に知らせる。
【０２１５】
　基地局は、ネットワーク進入過程における最初のＭＡＣ管理メッセージであるレンジン
グ応答（ａｄｖａｎｃｅｄ　ａｉｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｒａｎｇｉｎｇ　ｒｅｓｐｏ
ｎｓｅ：以下、“ＡＡＩ＿ＲＮＧ－ＲＳＰ”という。）メッセージ、端末の基本能力を交
換する端末基本能力応答（ａｄｖａｎｃｅｄ　ａｉｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ＳＳ　ｂａ
ｓｉｃ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　ｒｅｐｓｏｐｎｓｅ：以下、“ＡＡＩ＿ＳＢＣ＿ＲＳＰ
”という。）メッセージ、または基地局への登録過程を行う登録応答（ａｄｖａｎｃｅｄ
　ａｉｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ：以下、
“ＡＡＩ＿ＲＥＧ＿ＲＳＰ”という。）メッセージを通じて、ＡＣＫの支援有無を端末に
知らせることができる。
【０２１６】
　ＡＡＩ＿ＲＮＧ－ＲＳＰメッセージを通じてＡＣＫの支援有無を知らせる場合、基地局
が端末から初期レンジングコードを受信した後、転送するＡＡＩ＿ＲＮＧ－ＲＳＰメッセ
ージを通じてＡＣＫの支援有無を知らせることもでき、端末のレンジング要請（ａｄｖａ
ｎｃｅｄ　ａｉｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｒａｎｇｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ：ＡＡＩ＿Ｒ
ＮＧ－ＲＥＱ）メッセージに対する応答として伝達されるＡＡＩ＿ＲＮＧ－ＲＳＰメッセ
ージを通じてＡＣＫの支援有無を知らせることもできる。
【０２１７】
　基地局がＡＣＫを支援する場合、基地局は帯域幅要請指示子を受信した後、ＡＣＫディ
レー（ＡＣＫ　ｄｅｌａｙ）以降にＡＣＫを転送する。ＡＣＫディレーは、基地局が帯域
幅要請指示子を受信した位置から端末にＡＣＫを転送する時点までの間隔を意味する。基
地局が帯域幅要請指示子を受信した後、ＡＣＫディレー以前に端末にアップリンクリソー
スを割り当てるとすれば、基地局は端末にＡＣＫを転送しなくていい。
【０２１８】
　ＡＣＫは、基地局が帯域幅要請指示子を正常に受信した場合に転送するＡＣＫベースの
ＡＣＫ（ａｃｋ－ｂａｓｅｄ　ＡＣＫ）と、正常に受信できなかった場合に転送するＮＡ
ＣＫ（ｎｏｎａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）ベースのＡＣＫ（ｎａｃｋ－ｂａｓｅｄ
　ＡＣＫ）とに分類することができる。すなわち、ａｃｋ－ｂａｓｅｄ　ＡＣＫは、正常
に受信したコードが存在する時に端末に転送され、ｎａｃｋ－ｂａｓｅｄ　ＡＣＫは、正
常に受信できなかったコードが存在する時に端末に転送される。ここで、ＡＣＫは、クイ
ック接続メッセージがデコーディングされるか否かによって転送されることもできる。
【０２１９】
　まず、本発明の第１実施例によるランダムアクセス方法について、図２８乃至図３２を
参照して説明する。
【０２２０】
　本発明の第１実施例によれば、端末は、基地局のＡＣＫによってタイマーを作動させ、
アップリンクリソース割当を待つ。
【０２２１】
　まず、端末が帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセージを基地局に転送する場合に
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ついて説明する。
【０２２２】
　端末は、自身の送った帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセージを基地局が成功的
にデコーディングしたことが明示的にまたは黙示的にわかると、端末の転送しようとする
データの特性に応じて決定された差別化した値のタイマー（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｅ
ｄ　ｔｉｍｅｒ）を起動する。
【０２２３】
　差別化した値のタイマーは、連結設定または動作過程でアップリンク割当スケジューリ
ングタイプ、最大レイテンシーなどのようなサービスフローパラメータに基づいて決定さ
れる。端末は、端末が基地局に転送する動的サービス付加要請（ａｄｖａｎｃｅｄ　ａｉ
ｒ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｄｙｎａｍｉｃ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ａｄｄｉｔｉｏｎ　ｒｅｑ
ｕｅｓｔ：以下、“ＡＡＩ＿ＤＳＡ－ＲＥＱ”という。）メッセージを通じて、差別化し
た値のタイマーの値を提案することができ、基地局は、基地局から転送されるＡＡＩ＿Ｄ
ＳＡ－ＲＥＱメッセージまたは動的サービス付加応答（ａｄｖａｎｃｅｄ　ａｉｒ　ｉｎ
ｔｅｒｆａｃｅ　ｄｙｎａｍｉｃ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ａｄｄｉｔｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓ
ｅ：以下、“ＡＡＩ＿ＤＳＡ－ＲＳＰ”という。）メッセージを通じて、端末の提案した
値を確認したり代替値を知らせることができる。
【０２２４】
　端末が自身の送った帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセージを基地局が成功的に
デコーディングしたことを明示的にまたは黙示的にわかる場合について説明する。
【０２２５】
　端末が基地局からＡＣＫを受信して正常にデコーディングする場合、端末が基地局から
ＡＣＫを受信したが、該ＡＣＫを正常にデコーディングできない場合、基地局がＡＣＫを
転送しない場合がありうる。
【０２２６】
　端末が基地局からＡＣＫを受信して正常にデコーディングした場合は、ＡＣＫ内に端末
が転送した帯域幅要請指示子が含まれており、クイック接続メッセージが成功的にデコー
ディングされたことが示されていると、端末は、明示的に自身の送った帯域幅要請指示子
及びクイック接続メッセージを基地局が成功的にデコーディングしたことがわかる。
【０２２７】
　端末が基地局からＡＣＫを受信したが、それを正常にデコーディングできなかった場合
には、ＡＣＫ内に端末自身の送った帯域幅要請指示子が含まれているか否かが把握できな
いので、端末は、自身の送った帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセージを基地局が
成功的にデコーディングしたと黙示的に判断する。
【０２２８】
　基地局は、転送機会（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ）に転送さ
れた全ての帯域幅要請指示子に対してＡＣＫディレー以前にアップリンクリソースを割り
当てたり、転送機会に転送された帯域幅要請指示子とクイック接続メッセージを正常に受
信した場合、該当の転送機会に対するＡＣＫを転送しなくて済む。したがって、端末は、
自身の転送した帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセージを、基地局が成功的にデコ
ーディングしたと黙示的に判断する。
【０２２９】
　端末が自身の送った帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセージを基地局が成功的に
デコーディングしたことを明示的にまたは黙示的にわかる場合は、上の３つの場合である
。すなわち、基地局から端末が転送した帯域幅要請指示子またはクイック接続メッセージ
を受信できなかったというＡＣＫを明示的に受信しないと、端末は自身の送った帯域幅要
請指示子及びクイック接続メッセージを基地局が成功的にデコーディングしたと判断する
。
【０２３０】
　端末が基地局からＡＣＫを受信して正常にデコーディングした場合、ＡＣＫ内に端末の
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転送した帯域幅要請指示子が含まれており、クイック接続メッセージのデコーディングに
失敗したということが示されていると、端末は、端末と基地局間にあらかじめ定められた
デフォルト値のタイマーを起動し、５－ステップ方式に切り替える。
【０２３１】
　そして、端末が基地局からＡＣＫを受信して正常にデコーディングした場合、ＡＣＫ内
に端末の転送した帯域幅要請指示子が含まれていないと、端末はランダムアクセスを再び
試みる。
【０２３２】
　差別化した値のタイマーまたはデフォルト値のタイマーを起動した端末は、アップリン
クリソースが割り当てられるとタイマーを中止し、タイマーが終了するまでにアップリン
クリソースが割り当てられないと、ランダムアクセスを再び試みる。
【０２３３】
　次に、端末が帯域幅要請指示子のみを基地局に転送する場合について説明する。
【０２３４】
　端末は、基地局に帯域幅要請指示子を転送した後、自身の送った帯域幅要請指示子を基
地局が成功的にデコーディングしたことが明示的にまたは黙示的にわかると、デフォルト
値のタイマーを起動する。そして、帯域幅要請メッセージ転送のためのアップリンクリソ
ースが割り当てられるとタイマーを中止する。
【０２３５】
　次に、端末が帯域幅要請メッセージを基地局に転送した後、タイマーを作動する方法に
ついて説明する。
【０２３６】
　端末は、帯域幅要請メッセージ転送のためのアップリンクリソースが基地局から割り当
てられると、割り当てられたリソースを通じて帯域幅要請メッセージを転送する。
【０２３７】
　そして、端末は、自身の送った帯域幅要請メッセージを基地局が成功的にデコーディン
グしたことが明示的にまたは黙示的にわかると、端末が転送しようとするデータの特性に
応じて決定された差別化した値のタイマーを起動し、アップリンクリソースが割り当てら
れるとタイマーを中止する。
【０２３８】
　端末が自身の送った帯域幅要請メッセージを基地局が成功的にデコーディングしたこと
が明示的にまたは黙示的にわかる場合は、基地局から帯域幅要請メッセージを受信できな
かったというＡＣＫを受信しない場合である。
【０２３９】
　端末は、帯域幅要請メッセージを受信できなかったというＡＣＫを基地局から受信する
と、帯域幅要請指示子または帯域幅要請メッセージを再転送する。
【０２４０】
　本発明の第１実施例によるランダムアクセス方法において端末と基地局の動作について
説明する。
【０２４１】
　図２８は、本発明の第１実施例による端末の帯域幅要請指示子転送過程を示す図である
。
【０２４２】
　端末は、バックオフアルゴリズムによって選択された個数分の帯域幅要請指示子を転送
するための転送機会を待った後（Ｓ２８１０）、帯域幅要請指示子を転送する（Ｓ２８２
０）。この時、３－ステップ方式でランダムアクセスを試みる場合、端末は、帯域幅要請
指示子と共にクイック接続メッセージを転送する。
【０２４３】
　そして、端末は、アップリンクリソース割当を待つ（Ｓ２８３０）。基地局は、帯域幅
要請指示子のみを正常に受信した場合には、ＣＤＭＡ割当アドバンストマップ情報要素（
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ＣＤＭＡ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ａｄｖａｎｃｅｄ－ＭＡＰ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
　ｅｌｅｍｅｎｔ：ＣＤＭＡ　Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａ－ＭＡＰ　ＩＥ）を通じて帯域
幅要請メッセージ転送のためのアップリンクリソースを端末に割り当て、基地局が、帯域
幅要請指示子とクイック接続メッセージを正常に受信した場合には、アップリンク基本割
当Ａ－ＭＡＰ　ＩＥ（ＵＬ　ｂａｓｉｃ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ａ－ＭＡＰ　ＩＥ）を
通じてアップリンクリソースを端末に割り当てる。
【０２４４】
　図２９Ａは、本発明の第１実施例によって端末がアップリンクリソース割当を待つ過程
を示す図である。
【０２４５】
　図２９Ａに示すように、端末は、アップリンクリソース割当を待つ途中で基地局からＡ
ＣＫを受信する（Ｓ２９０１）。端末はＡＣＫを確認して、ＡＣＫ内に端末の転送した帯
域幅要請指示子が含まれているか否かを確認した後（Ｓ２９０２）、ＡＣＫ内に端末の転
送した帯域幅要請指示子が含まれており、基地局が端末の転送したクイック接続メッセー
ジを成功的にデコーディングしたことが明示的にまたは黙示的にわかると、差別化した値
のタイマーを起動し（Ｓ２９０４）、そうでないと、デフォルト値のタイマーを起動する
（Ｓ２９０５）。
【０２４６】
　そして、ＡＣＫ内に端末の転送した帯域幅要請指示子が含まれていないと、再試みカウ
ンターを‘１’だけ増加させ（Ｓ２９０６）、再試みカウンターがあらかじめ設定された
最大値と同一であれば、ランダムアクセス過程を終了し（Ｓ２９０９）、再試みカウンタ
ーがあらかじめ設定された最大値よりも小さいと、ランダムアクセスを再び試みるために
転送機会を待つ（Ｓ２９０８）。
【０２４７】
　端末は、ＡＣＫを受信する時点にＡＣＫを受信できなかった場合には、自身の転送した
帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセージを基地局が成功的にデコーディングしたと
黙示的に判断する（Ｓ２９１７）。そして、差別化した値のタイマーを起動する（Ｓ２９
０４）。
【０２４８】
　端末がＡＣＫを受信する前に基地局からアップリンクリソースが割り当てられると（Ｓ
２９１０）、割り当てられたリソースが帯域幅要請メッセージ転送のためのものか否かを
確認し（Ｓ２９１１）、割り当てられたリソースが帯域幅要請メッセージ転送のためのも
のであれば、帯域幅要請メッセージを、割り当てられたリソースを通じて基地局に転送し
（Ｓ２９１２）、差別化した値のタイマーを起動する（Ｓ２９１３）。この時、差別化し
た値のタイマーは、帯域幅要請メッセージに対する確認応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を基地
局から受信してから起動する。
【０２４９】
　そして、割り当てられたリソースがデータ転送のためのものであれば、割り当てられた
リソースがデータ転送に適切な大きさであるか否かを確認し（Ｓ２９１４）、割り当てら
れたリソースを通じてデータを全て転送できると、割り当てられたリソースを通じてデー
タを転送し（Ｓ２９１６）、割り当てられたリソースを通じて全てのデータを転送できる
わけではないと、割り当てられたリソースを通じてデータを転送しながら追加的なアップ
リンクリソースを要請し（Ｓ２９１５）、差別化した値のタイマーを起動する（Ｓ２９１
３）。この時、差別化した値のタイマーは、データ転送に対する確認応答（ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ）を基地局から受けてから起動する。
【０２５０】
　図２９Ｂは、本発明の第１実施例によって端末がタイマーを起動した後、アップリンク
リソース割当を待つ過程を示す図である。
【０２５１】
　端末が、デフォルト値のタイマーを起動したり（Ｓ２９０５）、差別化した値のタイマ
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ーを起動した後（Ｓ２９０４、Ｓ２９１３）、アップリンクリソースが割り当てられずに
タイマーが終了することがある（Ｓ２９２０）。すると、端末は、再試みカウンターを‘
１’だけ増加し（Ｓ２９２１）、再試みカウンターがあらかじめ設定された最大値と同一
であれば、ランダムアクセス過程を終了し（Ｓ２９２５）、再試みカウンターがあらかじ
め設定された最大値よりも小さいと、ランダムアクセスを再試みするために転送機会を待
つ（Ｓ２９２４）。
【０２５２】
　そして、端末がデフォルト値のタイマーを起動したり（Ｓ２９０５）、差別化した値の
タイマーを起動した後（Ｓ２９０４、Ｓ２９１３）、タイマーが終了する前にアップリン
クリソースが割り当てられると（Ｓ２９２６）、割り当てられたリソースが帯域幅要請メ
ッセージ転送のためのものか否かを確認し（Ｓ２９２７）、割り当てられたリソースが帯
域幅要請メッセージ転送のためのものであると、帯域幅要請メッセージを、割り当てられ
たリソースを通じて基地局に転送し（Ｓ２９２８）、差別化した値のタイマーを起動する
（Ｓ２９２９）。この時、差別化した値のタイマーは、帯域幅要請メッセージに対する確
認応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）を基地局から受信してから起動する。そして、データ転送の
ためのアップリンクリソースが割り当てられ（Ｓ２９３０）、データを転送する（Ｓ２９
３１）。
【０２５３】
　そして、割り当てられたリソースがデータ転送のためのものであると、割り当てられた
リソースがデータ転送に適切な大きさであるか否かを確認し（Ｓ２９３２）、割り当てら
れたリソースを通じてデータを全て転送できると、割り当てられたリソースを通じてデー
タを転送し（Ｓ２９３４）、割り当てられたリソースを通じて全てのデータを転送できる
わけではないと、割り当てられたリソースを通じてデータを転送しながら追加的なアップ
リンクリソースを要請し（Ｓ２９３３）、差別化した値のタイマーを起動する（Ｓ２９２
９）。この時、差別化した値のタイマーは、データ転送に対する確認応答（ＡＣＫ／ＮＡ
ＣＫ）を基地局から受信してから起動する。
【０２５４】
　図３０は、本発明の第１実施例による基地局の帯域幅要請指示子受信過程を示す図であ
る。
【０２５５】
　図３０に示すように、基地局は帯域幅要請指示子を受信する（Ｓ３００１）。基地局は
、転送機会の度に帯域幅要請指示子を待ち、転送機会に帯域幅要請指示子を正常に感知す
ると、クイック接続メッセージを正常に受信したか否かによって別のプロセスを進行する
。
【０２５６】
　端末は、帯域幅要請指示子のみを転送することもでき、帯域幅要請指示子と共にクイッ
ク接続メッセージを転送することもできる。端末が帯域幅要請指示子及びクイック接続メ
ッセージを転送した場合、基地局はクイック接続メッセージを成功的にデコーディングす
ることもあり、成功的にデコーディングできないこともある。
【０２５７】
　基地局は、クイック接続メッセージを受信して成功的にデコーディングした場合、端末
の要請した大きさ分のアップリンクリソースがあるか否か把握する（Ｓ３００３）。アッ
プリンクリソースがあると、基地局はアップリンクリソースを端末に割り当て（Ｓ３００
４）、アップリンクリソースがないと、アップリンクリソースを待つ（Ｓ３００５）。
【０２５８】
　端末がクイック接続メッセージを転送しなかった場合、または基地局がクイック接続メ
ッセージの受信及びデコーディングを成功的に行わなかった場合、基地局は、帯域幅要請
メッセージ転送のためのアップリンクリソースを端末に割り当てることができるか否か把
握する（Ｓ３００６）。アップリンクリソースがあると、基地局はアップリンクリソース
を端末に割り当てて（Ｓ３００７）、帯域幅要請メッセージを待ち（Ｓ３００８）、アッ
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プリンクリソースがないと、アップリンクリソースを待つ（Ｓ３００５）。
【０２５９】
　図３１は、本発明の第１実施例によって基地局が割当可能なリソースが存在するか否か
を再把握する過程を示す図である。
【０２６０】
　図３１に示すように、基地局は、ＡＣＫを転送するサブフレーム以前に端末に割り当て
るアップリンクリソースが存在すると、データ転送のためのアップリンクリソースを割り
当てたり（Ｓ３１０３）、帯域幅要請メッセージ転送のためのアップリンクリソースを割
り当てる（Ｓ３１０４）。
【０２６１】
　そして、ＡＣＫを転送するサブフレーム以前に端末に割り当てるアップリンクリソース
が存在しないと、基地局は、ＡＣＫを転送するサブフレームに端末にＡＣＫを転送し（Ｓ
３１０５）、端末に割り当てるアップリンクリソースを再び待つ。
【０２６２】
　図３２は、本発明の第１実施例によって基地局が帯域幅要請メッセージを受信する過程
を示す図である。
【０２６３】
　端末は、帯域幅要請メッセージを転送できるようなアップリンクリソースを獲得した時
に、帯域幅要請メッセージを転送することもでき、帯域幅要請メッセージではなく他のデ
ータを転送することもできる。
【０２６４】
　したがって、図３２に示すように、基地局はデータを受信したり（Ｓ３２０１）、帯域
幅要請メッセージを受信する（Ｓ３２０２）。基地局は、帯域幅要請メッセージを受信し
た後、帯域幅要請メッセージをデコーディングし（Ｓ３２０３）、それを成功的にデコー
ディングすると、端末が要請した大きさ分のアップリンクリソースを割り当てることがで
きるか否か把握する（Ｓ３２０４）。
【０２６５】
　アップリンクリソースがあると、基地局は端末にアップリンクリソースを割り当て（Ｓ
３２０５）、アップリンクリソースがないと、基地局はアップリンクリソースを待つ（Ｓ
３２０６）。
【０２６６】
　帯域幅要請メッセージ転送のために端末に割り当てられたリソースを通じて帯域幅要請
メッセージを受信できなかったり（Ｓ３２０９）、帯域幅要請メッセージのデコーディン
グに失敗した場合、基地局は、端末に割り当てる帯域幅要請メッセージ転送のためのアッ
プリンクリソースがあるか否か確認し（Ｓ３２０８）、割り当てるリソースがあると、端
末に帯域幅要請メッセージ転送のためのアップリンクリソースを割り当てる（Ｓ３２０９
）。この時、基地局は端末に、帯域幅要請メッセージを受信できないことや帯域幅要請メ
ッセージのデコーディングに失敗したことを知らせる。
【０２６７】
　次に、本発明の第２実施例によるランダムアクセス方法に対して説明する。
【０２６８】
　本発明の第２実施例によれば、端末は、帯域幅要請指示子または帯域幅要請メッセージ
を転送した時点にタイマーを作動させる。
【０２６９】
　まず、基地局がＡＣＫを支援し、端末が帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセージ
を基地局に転送する場合について説明する。
【０２７０】
　端末は基地局に帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセージを転送した後、端末の転
送しようとするデータの特性に応じて決定された差別化した値のタイマーを起動する。
【０２７１】
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　その後、基地局から受信したＡＣＫ内に自身の送ったコードが含まれており、基地局が
クイック接続メッセージを成功的にデコーディングしたことが明示的にまたは黙示的にわ
かると、端末はタイマーの動作を維持する。
【０２７２】
　そして、基地局から受信したＡＣＫ内に自身の送ったコードが含まれており、基地局が
クイック接続メッセージのデコーディングに失敗したことがわかると、端末は、タイマー
を中止し、デフォルト値のタイマーを起動する。
【０２７３】
　そして、基地局から受信したＡＣＫ内に自身の送ったコードが含まれていないと、端末
はタイマーを中止する。
【０２７４】
　そして、アップリンクリソースが割り当てられると、端末はタイマーを中止する。
【０２７５】
　次に、基地局がＡＣＫを支援し、端末が帯域幅要請指示子を基地局に転送する場合につ
いて説明する。
【０２７６】
　端末は、帯域幅要請指示子を基地局に転送した後、デフォルト値のタイマーを起動する
。デフォルト値は、帯域幅要請メッセージを転送するためのアップリンクリソースを割り
当てる最大スケジューリング遅延を考慮して決定されてあらかじめ定義することができる
。例えば、ＣＤＭＡＡｌｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａ－ＭＡＰ　ＩＥ内にフレーム情報を最大２
４フレームまで表現できるとすれば、デフォルト値は２４フレーム以下と定義することが
できる。この時、デフォルト値は、帯域幅要請指示子とクイック接続メッセージを転送し
た時点からＡＣＫを受信した時点までの時間を考慮して定義することができる。
【０２７７】
　端末は、基地局から受信したＡＣＫを通じて明示的にまたは黙示的に基地局が帯域幅要
請指示子を成功的に受信することがわかると、タイマーを維持し、そうでないとタイマー
を中止する。
【０２７８】
　そして、アップリンクリソースが割り当てられると、端末はタイマーを中止する。
【０２７９】
　次に、基地局がＡＣＫを支援し、端末が帯域幅要請メッセージを基地局に転送する場合
について説明する。
【０２８０】
　端末は、基地局に帯域幅要請メッセージを転送した後、端末の転送しようとするデータ
の特性に応じて決定された差別化した値のタイマーを起動する。
【０２８１】
　そして、基地局が、端末の送った帯域幅メッセージのデコーディングに成功したことを
知らせると、タイマーの動作を維持する。そして、基地局が、端末の送った帯域幅メッセ
ージのデコーディングに失敗したことを知らせると、端末はタイマーを中止し、基地局の
再割当によって、帯域幅要請メッセージを再転送したり、帯域幅要請指示子を再転送する
ことができる。
【０２８２】
　そして、端末は、アップリンクリソースが割り当てられると、タイマーを中止する。
【０２８３】
　次に、基地局はＡＣＫを支援せず、端末が帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセー
ジを基地局に転送する場合について説明する。
【０２８４】
　端末が帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセージを基地局に転送した後、端末の転
送しようとするデータの特性に応じて決定された差別化した値のタイマーを起動する。
【０２８５】
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　そして、基地局は、端末から受信した帯域幅要請指示子を成功的にデコーディングし、
クイック接続メッセージのデコーディングに失敗すると、デフォルト値以内に帯域幅要請
メッセージ転送のためのアップリンクリソースを割り当てたり、差別化したタイマー値の
うち、最小値以内に帯域幅要請メッセージ転送のためのアップリンクリソースを割り当て
ることができる。
【０２８６】
　端末は、帯域幅要請メッセージ転送のためのアップリンクリソースが割り当てられると
、タイマーを中止する。
【０２８７】
　しかるに、基地局がデフォルト値以内に帯域幅要請メッセージ転送のためのアップリン
クリソースを割り当てる場合、端末が帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセージを転
送した後、起動した差別化した値のタイマーの値がデフォルト値よりも小さいと、端末が
帯域幅要請指示子を再転送する場合が発生する。
【０２８８】
　図３３は、端末が帯域幅要請指示子を再転送する場合を示す図である。
【０２８９】
　図３３で、端末は、第１帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセージを転送し（Ｓ３
３１０）、第１差別化したタイマーを起動する。ただし、基地局が、第１帯域幅要請指示
子は受信して成功的にデコーディングし、クイック接続メッセージのデコーディングに失
敗した場合、基地局は、デフォルト値以内に帯域幅要請メッセージ転送のためのアップリ
ンクリソースを割り当てる。
【０２９０】
　ところが、端末の差別化した値のタイマーの値がデフォルト値よりも小さいと、端末は
、アップリンクリソースが割り当てられる前にタイマーを終了し、端末のランダムアクセ
スを再び試みるために第２帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセージを基地局に転送
する（Ｓ３３２０）。
【０２９１】
　その後、基地局が第２帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセージを受信して成功的
にデコーディングし、基地局は、第１帯域幅要請指示子に対してアップリンクリソースを
割り当てる（Ｓ３３３０）。すると、端末は、タイマーを中止し、帯域幅要請メッセージ
を転送する（Ｓ３３４０）。すると、基地局は、帯域幅要請メッセージのフローＩＤと第
２帯域幅要請指示子と共に転送されたクイック接続メッセージのフローＩＤとを比較して
、フローＩＤが同一であれば、帯域幅要請メッセージを通じて要請された大きさのアップ
リンクリソースを端末に割り当てる（Ｓ３３５０）。この時、基地局は、端末が第２帯域
幅要請指示子を転送した後、起動したタイマー以内にアップリンクリソースを割り当てる
。
【０２９２】
　本発明に係る実施例は、様々な手段、例えば、ハードウェア、ファームウェア（ｆｉｒ
ｍｗａｒｅ）、ソフトウェアまたはそれらの結合などにより具現されることができる。ハ
ードウェアによる具現の場合、本発明の一実施例に係る方法は、一つまたはそれ以上のＡ
ＳＩＣｓ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒ
ｃｕｉｔｓ）、ＤＳＰｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒｓ）、Ｄ
ＳＰＤｓ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、
ＰＬＤｓ（ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｌｏｇｉｃ　ｄｅｖｉｃｅｓ）、ＦＰＧＡｓ（ｆ
ｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙｓ）、プロセッサー、コン
トローラー、マイクロコントローラー、マイクロプロセッサーなどにより具現されること
ができる。
【０２９３】
　ファームウェアやソフトウェアによる具現の場合、本発明の一実施例に係る方法は、以
上で説明された機能または動作を行うモジュール、手順、関数などの形態で具現されるこ
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とができる。ソフトウェアコードは、メモリーユニットに記憶されてプロセッサーにより
駆動されることができる。メモリーユニットは、プロセッサーの内部または外部に設けら
れて、既に公知の様々な手段によってプロセッサーとデータをやり取りすることができる
。
【０２９４】
　本発明は、本発明の技術的思想及び必須特徴を逸脱しない範囲で別の特定の形態に具体
化できるということは、当業者には自明である。したがって、上記の詳細な説明はいずれ
の面においても制約的に解釈されてはならず、例示的なものとして考慮されなければなら
ない。本発明の範囲は、添付の請求項の合理的解釈により定められるべきであり、本発明
の等価的範囲内における変更はいずれも本発明の範囲に含まれる。
【０２９５】
　特許請求の範囲で明示的な引用関係にない請求項を結合して実施例を構成したり、出願
後の補正により新しい請求項として含めることもできることは明らかである。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図８】 【図９】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２１】 【図２２】
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【図２６】

【図２７】

【図２８】

【図２９Ａ】 【図２９Ｂ】
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【図３０】 【図３１】

【図３２】 【図３３】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年3月17日(2011.3.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　なお、前記ＡＣＫディレーの値は、前記端末と前記基地局間にあらかじめ決定されてい
ることもできる。
（項目１）
　無線通信システムの端末でのランダムアクセス方法であって、
　基地局に帯域幅要請指示子及びクイック接続メッセージを転送する段階と、
　前記基地局からの確認応答に応じて決定されたタイマー値のタイマーを起動する段階と
、
を含むランダムアクセス方法。
（項目２）
　前記タイマーを起動する段階は、
　前記基地局から、該基地局が前記帯域幅要請指示子または前記クイック接続メッセージ
を受信できなかったという確認応答を受信しないと、前記端末の転送しようとするデータ
の特性に応じて決定された差別化した値のタイマーを起動することを特徴とする、項目１
に記載のランダムアクセス方法。
（項目３）
　前記基地局からアップリンクリソースが割り当てられると、前記タイマーを中止する段
階をさらに含むことを特徴とする、項目２に記載のランダムアクセス方法。
（項目４）
　前記タイマーが終了するまで前記基地局からアップリンクリソースが割り当てられない
と、前記基地局に前記帯域幅要請指示子及び前記クイック接続メッセージを再転送する段
階をさらに含むことを特徴とする、項目２に記載のランダムアクセス方法。
（項目５）
　前記タイマーを起動する段階は、
　前記基地局から、前記基地局が前記帯域幅要請指示子のデコーディングは成功し、前記
クイック接続メッセージのデコーディングは失敗したという確認応答を受信すると、前記
基地局と前記端末間にあらかじめ決定されたデフォルト値のタイマーを起動することを特
徴とする、項目１に記載のランダムアクセス方法。
（項目６）
　前記基地局からアップリンクリソースが割り当てられると、前記タイマーを中止し、前
記アップリンクリソースを通じて帯域幅要請メッセージを前記基地局に転送する段階と、
　前記基地局から前記基地局が前記帯域幅要請メッセージを受信できなかったという確認
応答を受信しないと、前記端末の転送しようとするデータの特性に応じて決定された差別
化した値のタイマーを起動する段階と、
をさらに含むことを特徴とする、項目５に記載のランダムアクセス方法。
（項目７）
　前記差別化した値のタイマーが終了するまで前記基地局からアップリンクリソースが割
り当てられないと、前記基地局に前記帯域幅要請指示子または前記帯域幅要請メッセージ
を再転送する段階をさらに含むことを特徴とする、項目６に記載のランダムアクセス方法
。
（項目８）
　無線通信システムの端末でのランダムアクセス方法であって、
　基地局に帯域幅要請指示子を転送する段階と、
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　前記基地局から、前記基地局が前記帯域幅要請指示子を受信できなかったという確認応
答を受信しないと、前記基地局と前記端末間にあらかじめ決定されたデフォルト値のタイ
マーを起動する段階と、
を含む、ランダムアクセス方法。
（項目９）
　無線通信システムの端末でランダムアクセス（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ）を通じて
帯域幅要請過程を行う方法であって、
　データ転送のためのリソース割当を要請するために第１帯域幅要請を基地局に転送する
段階と、
　可変的に決定される第１リソース割当待ち時間に前記基地局から応答がないと、第２帯
域幅要請を前記基地局に転送する段階と、
を含む、帯域幅要請過程を行う方法。
（項目１０）
　前記第１リソース割当待ち時間は、前記データのＱｏＳレベルと前記端末の優先順位の
うち少なくとも一つに応じて可変的に決定されることを特徴とする、項目９に記載の帯域
幅要請過程を行う方法。
（項目１１）
　前記基地局からＱｏＳレベル別リソース割当待ち時間を放送メッセージを通じて受信す
る段階をさらに含むことを特徴とする、項目１０に記載の帯域幅要請過程を行う方法。
（項目１２）
　前記第１リソース割当待ち時間は、前記ＱｏＳレベル別リソース割当待ち時間のうち、
前記データのＱｏＳレベルに対応するリソース割当待ち時間であることを特徴とする、項
目１１に記載の帯域幅要請過程を行う方法。
（項目１３）
　前記基地局からアップリンクリソースが割り当てられる段階と、
　前記割り当てられたアップリンクリソースを通じて帯域幅要請メッセージを転送する段
階と、
　第２リソース割当待ち時間に前記基地局から応答がないと、第３帯域幅要請を前記基地
局に転送する段階と、
をさらに含むことを特徴とする、項目１２に記載の帯域幅要請過程を行う方法。
（項目１４）
　前記第２リソース割当待ち時間は、前記第１リソース割当待ち時間と同一であることを
特徴とする、項目１３に記載の帯域幅要請過程を行う方法。
（項目１５）
　無線通信システムの端末で確認応答（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ：以下、“ＡＣ
Ｋ”という。）を受信する方法であって、
　ランダムアクセスコードを第１リソース領域を通じて基地局に転送する段階と、
　前記第１リソース領域から時間上にＡＣＫディレーだけ離れた第２リソース領域を通じ
て前記基地局からＡＣＫを受信する段階と、
を含む、ＡＣＫ受信方法。
（項目１６）
　前記ＡＣＫディレーは、フレーム単位で定義され、
　前記第２リソース領域は、前記第１リソース領域の属するフレームから前記ＡＣＫディ
レーだけ離れたフレームに属することを特徴とする、項目１５に記載のＡＣＫ受信方法。
（項目１７）
　前記第２リソース領域は、前記第１リソース領域の属するフレームから前記ＡＣＫディ
レーだけ離れたフレーム内の前記第１リソース領域の属するサブフレームによって決定さ
れたサブフレームに属することを特徴とする、項目１６に記載のＡＣＫ受信方法。
（項目１８）
　前記基地局から前記ＡＣＫディレーの値を受信する段階をさらに含むことを特徴とする
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、項目１５に記載のＡＣＫ受信方法。
（項目１９）
　前記ＡＣＫディレーの値は、前記端末と前記基地局間にあらかじめ決定されていること
を特徴とする、項目１５に記載のＡＣＫ受信方法。
（項目２０）
　無線通信システムの基地局で確認応答（ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ：以下、“Ａ
ＣＫ”という。）を転送する方法であって、
　ランダムアクセスコードを第１リソース領域を通じて端末から受信する段階と、
　前記第１リソース領域から時間上にＡＣＫディレーだけ離れた第２リソース領域を通じ
て前記端末にＡＣＫを転送する段階と、
を含む、ＡＣＫ転送方法。
 
 
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムの端末での競合ベースのランダムアクセスリソース要請方法であって
、
　基地局にアップリンクリソース要請のための帯域幅要請シーケンス及びクイック接続メ
ッセージを転送する段階と、
　前記基地局から前記帯域幅要請シーケンス及び前記クイック接続メッセージを受信した
か否かを知らせる確認応答メッセージを受信する段階と、
　前記確認応答メッセージが、前記基地局が前記帯域幅要請シーケンス及び前記クイック
接続メッセージを成功的に受信したことを示す場合には、差別化した値のタイマーを起動
し、前記確認応答メッセージが、前記基地局が前記帯域幅要請シーケンスは成功的に受信
し、前記クイック接続メッセージは成功的に受信できなかったことを示す場合には、固定
した値のタイマーを起動する段階と、
を含む、競合ベースのランダムアクセスリソース要請方法。
【請求項２】
　前記差別化した値のタイマーが満了する前に前記基地局からアップリンクリソースが割
り当てられると、前記差別化した値のタイマーを中止する段階をさらに含む、請求項１に
記載の競合ベースのランダムアクセスリソース要請方法。
【請求項３】
　前記差別化した値のタイマーが終了するまで前記基地局からアップリンクリソースが割
り当てられないと、前記基地局に前記帯域幅要請指示子及び前記クイック接続メッセージ
を再転送する段階をさらに含む、請求項１に記載の競合ベースのランダムアクセスリソー
ス要請方法。
【請求項４】
　前記固定した値を持つタイマーが満了する前にアップリンクリソースが割り当てられる
と、前記固定した値のタイマーを中止する段階と、
　前記割り当てられたアップリンクリソースを通じて帯域幅要請メッセージを前記基地局
に転送し、前記差別化した値のタイマーを起動する段階と、
をさらに含む、請求項１に記載の競合ベースのランダムアクセスリソース要請方法。
【請求項５】
　前記基地局に前記差別化した値のタイマーに対する提案値を含む動的サービス付加要請
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（ＡＡＩ＿ＤＳＡ－ＲＥＱ）メッセージを転送する段階と、
　前記基地局から前記差別化した値のタイマーに対する確認値または代替値を含む動的サ
ービス付加応答（ＡＡＩ＿ＤＳＡ－ＲＳＰ）メッセージを受信する段階と、
をさらに含む、請求項１に記載の競合ベースのランダムアクセスリソース要請方法。
【請求項６】
　前記差別化した値のタイマーは、アップリンク割当スケジューリングタイプ及び最大レ
イテンシーに基づいて決定される、請求項１に記載の競合ベースのランダムアクセスリソ
ース要請方法。
【請求項７】
　前記基地局から前記差別化した値のタイマーに対する値を含む動的サービス付加要請メ
ッセージを受信する段階をさらに含む、請求項１に記載の競合ベースのランダムアクセス
リソース要請方法。
【請求項８】
　基地局にアップリンクリソース要請のための帯域幅要請シーケンス及びクイック接続メ
ッセージを転送する転送モジュールと、
　前記基地局から前記帯域幅要請シーケンス及び前記クイック接続メッセージを受信した
か否かを知らせる確認応答メッセージを受信する受信モジュールと、
　前記確認応答メッセージが、前記基地局が前記帯域幅要請シーケンス及び前記クイック
接続メッセージを成功的に受信したことを示す場合には、差別化した値のタイマーを起動
し、前記確認応答メッセージが、前記基地局が前記帯域幅要請シーケンスは成功的に受信
し、前記クイック接続メッセージは成功的に受信できなかったことを示す場合には、固定
した値のタイマーを起動するプロセッサーと、
を含む、端末。
【請求項９】
　前記端末は、前記差別化した値のタイマーが満了する前に前記基地局からアップリンク
リソースが割り当てられると、前記差別化した値のタイマーを中止することを特徴とする
、請求項８に記載の端末。
【請求項１０】
　前記端末は、前記差別化した値のタイマーが終了するまでに前記基地局からアップリン
クリソースが割り当てられないと、前記基地局に前記帯域幅要請指示子及び前記クイック
接続メッセージを再転送することを特徴とする、請求項８に記載の端末。
【請求項１１】
　前記端末は、前記固定した値を持つタイマーが満了する前にアップリンクリソースが割
り当てられると、前記固定した値のタイマーを中止し、前記割り当てられたアップリンク
リソースを通じて帯域幅要請メッセージを前記基地局に転送し、前記差別化した値のタイ
マーを起動することを特徴とする、請求項８に記載の端末。
【請求項１２】
　前記端末は、前記基地局に前記差別化した値のタイマーに対する提案値を含む動的サー
ビス付加要請（ＡＡＩ＿ＤＳＡ－ＲＥＱ）メッセージを転送し、
　前記基地局から前記差別化した値のタイマーに対する確認値または代替値を含む動的サ
ービス付加応答（ＡＡＩ＿ＤＳＡ－ＲＳＰ）メッセージを受信することを特徴とする、請
求項８に記載の端末。
【請求項１３】
　前記差別化した値のタイマーは、アップリンク割当スケジューリングタイプ及び最大レ
イテンシーに基づいて決定されることを特徴とする、請求項８に記載の端末。
【請求項１４】
　前記端末は、前記基地局から前記差別化した値のタイマーに対する値を含む動的サービ
ス付加要請メッセージを受信することを特徴とする、請求項８に記載の端末。
【請求項１５】
　無線通信システムの端末であって、
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　前記端末の動作を制御する中央処理処置（ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕ
ｎｉｔ：ＣＰＵ）と、
　基地局との通信に関連した情報を記憶するメモリーと、
　前記基地局との通信を制御する通信モジュールと、
を含み、
　前記通信モジュールは、基地局にアップリンクリソース要請のための帯域幅要請シーケ
ンス及びクイック接続メッセージを転送する転送モジュール、前記基地局から前記帯域幅
要請シーケンス及び前記クイック接続メッセージを受信したか否かを知らせる確認応答メ
ッセージを受信する受信モジュール、及び前記確認応答メッセージが、前記基地局が前記
帯域幅要請シーケンス及び前記クイック接続メッセージを成功的に受信したことを示す場
合には、差別化した値のタイマーを起動し、前記確認応答メッセージが、前記基地局が前
記帯域幅要請シーケンスは成功的に受信し、前記クイック接続メッセージは成功的に受信
できなかったことを示す場合には、固定した値のタイマーを起動する制御モジュールを含
む、端末。
【請求項１６】
　前記端末は、前記基地局に前記差別化した値のタイマーに対する提案値を含む動的サー
ビス付加要請（ＡＡＩ＿ＤＳＡ－ＲＥＱ）メッセージを転送し、
　前記基地局から前記差別化した値のタイマーに対する確認値または代替値を含む動的サ
ービス付加応答（ＡＡＩ＿ＤＳＡ－ＲＳＰ）メッセージを受信することを特徴とする、請
求項１５に記載の端末。
【請求項１７】
　前記端末は、前記基地局から前記差別化した値のタイマーに対する値を含む動的サービ
ス付加要請メッセージを受信することを特徴とする、請求項１５に記載の端末。
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