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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムのＵＥ（ユーザー端末）においてＲＲＣ（無線リソース制御）プロセ
スの再開効率を向上させる方法であって、前記ＵＥはＲＲＣ接続確立プロセスを実行し、
前記ＲＲＣ接続確立プロセスはランダムアクセスプリアンブルプロセスから始まり、前記
方法は、
　前記ＲＲＣ接続確立プロセスを起動する段階と、
　前記起動されたＲＲＣ接続確立プロセスに対応する前記ランダムアクセスプリアンブル
プロセスを起動する段階と、
　前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスの完了後に、前記起動されたＲＲＣ接続確
立プロセスに対応するＲＲＣ接続リクエストメッセージを送信する段階と、
　前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスに対応するコンテンション結果メッセージ
を受信し、かつ受信した前記コンテンション結果メッセージがＲＲＣ接続再確立プロセス
に属する場合に、前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスを再実行する段階と、を含
む、ＲＲＣプロセス再開効率の向上方法。
【請求項２】
　前記方法は更に、
　前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスに対応し、かつ前記起動されたＲＲＣ接続
確立プロセスに対応する前記コンテンション結果メッセージを受信した場合、前記コンテ
ンション結果メッセージで運ばれる初期ＵＥ　ＩＤが前記ＲＲＣ接続リクエストメッセー
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ジで運ばれる初期ＵＥ　ＩＤと一致すれば、前記ＲＲＣ接続確立プロセスを継続する段階
を含む、請求項１に記載のＲＲＣプロセス再開効率の向上方法。
【請求項３】
　前記ＲＲＣ接続リクエストメッセージは、前記ＵＥの初期ＵＥ　ＩＤを含む、請求項１
に記載のＲＲＣプロセス再開効率の向上方法。
【請求項４】
　無線通信システムのＵＥ（ユーザー端末）においてＲＲＣ（無線リソース制御）プロセ
スの再開効率を向上させる方法であって、前記ＵＥはＲＲＣ接続再確立プロセスを実行し
、前記ＲＲＣ接続再確立プロセスはランダムアクセスプリアンブルプロセスから始まり、
前記方法は、
　前記ＲＲＣ接続再確立プロセスを起動する段階と、
　前記起動されたＲＲＣ接続再確立プロセスに対応する前記ランダムアクセスプリアンブ
ルプロセスを起動する段階と、
　前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスの完了後に、前記起動されたＲＲＣ接続再
確立プロセスに対応するＲＲＣ接続再確立リクエストメッセージを送信する段階と、
　前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスに対応するコンテンション結果メッセージ
を受信し、かつ受信した前記コンテンション結果メッセージがＲＲＣ接続確立プロセスに
属する場合に、前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスを再実行する段階と、を含む
、ＲＲＣプロセス再開効率の向上方法。
【請求項５】
　前記方法は更に、
　前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスに対応し、かつ前記起動されたＲＲＣ接続
再確立プロセスに対応する前記コンテンション結果メッセージを受信した場合、前記コン
テンション結果メッセージで運ばれる初期ＵＥ　ＩＤが前記ＲＲＣ接続再確立リクエスト
メッセージで運ばれる初期ＵＥ　ＩＤと一致すれば、前記ＲＲＣ接続再確立プロセスを継
続する段階を含む、請求項４に記載のＲＲＣプロセス再開効率の向上方法。
【請求項６】
　前記ＲＲＣ接続再確立リクエストメッセージは、前記ＵＥの初期ＵＥ　ＩＤを含む、請
求項４に記載のＲＲＣプロセス再開効率の向上方法。
【請求項７】
　前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスは、
　ランダムアクセスプリアンブルを送信する段階と、
　ランダムアクセス返答を受信する段階と、を含む、請求項１又は４に記載のＲＲＣプロ
セス再開効率の向上方法。
【請求項８】
　前記ランダムアクセス返答はＣ－ＲＮＴＩを含む、請求項７に記載のＲＲＣプロセス再
開効率の向上方法。
【請求項９】
　前記コンテンション結果メッセージは初期ＵＥ　ＩＤを含む、請求項１又は４に記載の
ＲＲＣプロセス再開効率の向上方法。
【請求項１０】
　前記コンテンション結果メッセージはＲＲＣ接続確立メッセージである、請求項２に記
載のＲＲＣプロセス再開効率の向上方法。
【請求項１１】
　前記コンテンション結果メッセージはＲＲＣ接続再確立メッセージである、請求項５に
記載のＲＲＣプロセス再開効率の向上方法。
【請求項１２】
　無線通信システムに用いられる通信装置であって、
　プログラムコードに基づいて処理プロセスを実行するＣＰＵ（中央処理装置）と、
　前記ＣＰＵに結合され、前記プログラムコードを記録する記憶装置と、を含み、
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　前記プログラムコードはＲＲＣ接続確立プロセスを実行し、前記ＲＲＣ接続確立プロセ
スはランダムアクセスプリアンブルプロセスから始まり、前記処理プロセスは、
　前記ＲＲＣ接続確立プロセスを起動する段階と、
　前記起動されたＲＲＣ接続確立プロセスに対応する前記ランダムアクセスプリアンブル
プロセスを起動する段階と、
　前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスの完了後に、前記起動されたＲＲＣ接続確
立プロセスに対応するＲＲＣ接続リクエストメッセージを送信する段階と、
　前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスに対応するコンテンション結果メッセージ
を受信し、かつ受信した前記コンテンション結果メッセージがＲＲＣ接続再確立プロセス
に属する場合に、前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスを再実行する段階と、を含
む、通信装置。
【請求項１３】
　前記処理プロセスは更に、
　前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスに対応し、かつ前記起動されたＲＲＣ接続
確立プロセスに対応する前記コンテンション結果メッセージを受信した場合、前記コンテ
ンション結果メッセージで運ばれる初期ＵＥ　ＩＤが前記ＲＲＣ接続リクエストメッセー
ジで運ばれる初期ＵＥ　ＩＤと一致すれば、前記ＲＲＣ接続確立プロセスを継続する段階
を含む、請求項１２に記載の通信装置。
【請求項１４】
　前記ＲＲＣ接続リクエストメッセージは、前記ＵＥの初期ＵＥ　ＩＤを含む、請求項１
２に記載の通信装置。
【請求項１５】
　無線通信システムに用いられる通信装置であって、
　プログラムコードに基づいて処理プロセスを実行するＣＰＵ（中央処理装置）と、
　前記ＣＰＵに結合され、前記プログラムコードを記録する記憶装置と、を含み、
　前記プログラムコードはＲＲＣ接続再確立プロセスを実行し、前記ＲＲＣ接続再確立プ
ロセスはランダムアクセスプリアンブルプロセスから始まり、前記処理プロセスは、
　前記ＲＲＣ接続再確立プロセスを起動する段階と、
　前記起動されたＲＲＣ接続再確立プロセスに対応する前記ランダムアクセスプリアンブ
ルプロセスを起動する段階と、
　前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスの完了後に、前記起動されたＲＲＣ接続再
確立プロセスに対応するＲＲＣ接続再確立リクエストメッセージを送信する段階と、
　前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスに対応するコンテンション結果メッセージ
を受信し、かつ受信した前記コンテンション結果メッセージがＲＲＣ接続確立プロセスに
属する場合に、前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスを再実行する段階と、を含む
、通信装置。
【請求項１６】
　前記処理プロセスは更に、
　前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスに対応し、かつ前記起動されたＲＲＣ接続
再確立プロセスに対応する前記コンテンション結果メッセージを受信した場合、前記コン
テンション結果メッセージで運ばれる初期ＵＥ　ＩＤが前記ＲＲＣ接続再確立リクエスト
メッセージで運ばれる初期ＵＥ　ＩＤと一致すれば、前記ＲＲＣ接続再確立プロセスを継
続する段階を含む、請求項１５に記載の通信装置。
【請求項１７】
　前記ＲＲＣ接続再確立リクエストメッセージは、前記ＵＥの初期ＵＥ　ＩＤを含む、請
求項１５に記載の通信装置。
【請求項１８】
　前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスは、
　ランダムアクセスプリアンブルを送信する段階と、
　ランダムアクセス返答を受信する段階と、を含む、請求項１２又は１５に記載の通信装
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置。
【請求項１９】
　前記ランダムアクセス返答はＣ－ＲＮＴＩを含む、請求項１８に記載の通信装置。
【請求項２０】
　前記コンテンション結果メッセージは初期ＵＥ　ＩＤを含む、請求項１２又は１５に記
載の通信装置。
【請求項２１】
　前記コンテンション結果メッセージはＲＲＣ接続確立メッセージである、請求項１３に
記載の通信装置。
【請求項２２】
　前記コンテンション結果メッセージはＲＲＣ接続再確立メッセージである、請求項１６
に記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は効率を向上させる方法及び通信装置に関し、特に無線通信システムのＵＥ（ユ
ーザー端末）においてＲＲＣ（無線リソース制御）プロセスの再開効率（ｒｅ－ｉｎｉｔ
ｉａｔｉｏｎ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ）を向上させる方法及び通信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　第三世代移動通信技術は高スペクトル利用効率、高カバー率、優れた通話品質と高速の
伝送を実現するとともに、ＱｏＳ（サービス品質）の確保、柔軟性のある双方向通信の実
現、通話中断率の低減に大きく寄与する。
【０００３】
　ＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）無線通信システムは、第三世代移
動通信システム（例えばＵＭＴＳ（汎用移動通信システム））をもとに確立されたアドバ
ンスド高速無線通信システムである。ＬＴＥ無線通信システムはパケット交換伝送のみサ
ポートし、そのＲＬＣ（無線リンク制御）通信プロトコル層とＭＡＣ（媒体アクセス制御
）通信プロトコル層は基地局（ノードＢ）とＲＮＣ（無線ネットワークコントローラ）に
別々に設けなくてもよく、同一の通信ネットワークエンティティー（例えば基地局（ノー
ドＢ））に統合できるので、システム構造が比較的に簡単である。
【０００４】
　現在のＬＴＥ無線通信システムでは、ＲＲＣは第三層プロトコルとして、ネットワーク
とＵＥに設けられ、ＡＳ（アクセスストラタム）のコアをなす。ＲＲＣ層には複数のＲＲ
Ｃプロセスが定められ、ＲＲＣプロセスはＲＲＣメッセージに基づいて実行される。ＲＲ
ＣメッセージのＩＥ（情報要素）は、第二層プロトコルと第一層プロトコルのプロトコル
エンティティーを設定、変更、または解放するために必要な情報を運び、これでデータ交
換チャネルを確立、調整または取り消し、パケット交換を実行する。
【０００５】
　ＵＥは、特定のＲＲＣプロセスの実行時に、対応するランダムアクセスプロセスを起動
する。ランダムアクセスプロセスはランダムアクセスプリアンブルプロセスを含む。ラン
ダムアクセスプリアンブルプロセスは、ＵＥによりランダムアクセスプリアンブルを基地
局に送信する段階と、基地局から返送されるランダムアクセス返答を受信する段階とを含
む。
【０００６】
　ＵＥによりＲＲＣ接続確立プロセスを実行するのを例に挙げれば、ＵＥはまずランダム
アクセスプリアンブルを基地局（ｅＮＢ）に送信する。基地局からランダムアクセス返答
が返送された後、ＵＥはＲＲＣ接続リクエストを基地局に送信し、基地局に対してＲＲＣ
接続の確立を求める。このリクエストを受け入れると決めれば、基地局はＲＲＣ接続セッ
トアップメッセージを返送し、ＲＲＣ接続の確立を完成させる。
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【０００７】
　しかしながら、前記手順と同時に、ランダムアクセスプリアンブルプロセスから始まる
他のＲＲＣプロセス（例えばＲＲＣ接続再確立プロセス）を実行する他ＵＥも、前記と同
じランダムアクセスプリアンブルを、前記と同じランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）
で送信することがありうる。この場合、ネットワークでは受信したメッセージが１か１以
上のＵＥから伝送されたかどうか判断できず、複数のＵＥによるコンテンション（回線争
奪）が発生する。したがって、基地局からランダムアクセス返答が返送された後、コンテ
ンションに関わるＵＥはすべて、同一の返答を受信することがありうる。その後、これら
のＵＥは前記ＲＲＣプロセスに対応するリクエスト（例えばＲＲＣ接続リクエスト（ＲＲ
Ｃ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）またはＲＲＣ接続再確立リクエスト（ＲＲ
Ｃ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ））を
送信する。このリクエストには各ＵＥの初期ＵＥ　ＩＤ（Ｉｎｉｔｉａｌ　ＵＥ　Ｉｄｅ
ｎｔｉｔｙ）が含まれている。複数のＵＥからリクエストが送信されるとはいえ、基地局
は受信状態が最も良いＵＥに対してのみ、対応するメッセージ（例えばＲＲＣ接続セット
アップ（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ）またはＲＲＣ接続再確立（ＲＲＣ
　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ））を返答する。この返答
によりＵＥの初期ＵＥ　ＩＤは返送される。
【０００８】
　リクエスト（例えばＲＲＣ接続リクエスト）の送信後、対応する返答（例えばＲＲＣ接
続セットアップ）を受信すれば、ＵＥは返答に含まれる初期ＵＥ　ＩＤと、当該ＵＥが送
信したリクエストに含まれる初期ＵＥ　ＩＤを比較し、両者の異同を判断する。両者が同
一であれば、前記ＵＥがコンテンションの勝者と判明し、ＲＲＣプロセスは継続される。
両者が同一でなければ、当該ＵＥがコンテンションの敗者と判明し、ＲＲＣプロセスをリ
トライするために、ランダムアクセスプリアンブルプロセスを再開しなければならない。
前記返答はＵＥコンテンションの結果判断に用いることができるので、コンテンション結
果メッセージとも称する。また、ＵＥはリクエストを送信した後にタイマーを起動する。
このタイマーが満了するまでに、ＵＥにおいて対応する返答が受信されなかった場合では
、当該ＵＥがコンテンションの敗者と認定される。
【０００９】
　従来の技術によれば、受信した返答が所要のメッセージでなければ（例えば、ＲＲＣ接
続リクエストを送信したがＲＲＣ接続再確立メッセージを受信した場合、またはＲＲＣ接
続再確立リクエストを送信したがＲＲＣ接続セットアップを受信した場合）、ＵＥは返答
しない。ＵＥは所要のものではない返答を受信した場合に返答しないので、前記タイマー
の満了後にはじめてランダムアクセスプリアンブルプロセスを再開し、ＲＲＣプロセスを
リトライし、ＲＲＣプロセスの再開に遅延が生じ、無線通信のサービス品質に影響する。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明では、無線通信システムのＵＥ（ユーザー端末）においてＲＲＣ（無線リソース
制御）プロセスの再開効率を向上させる方法を開示する。当該ＵＥはランダムアクセスプ
リアンブルプロセスから始まる複数のＲＲＣプロセスを含む。当該方法は、複数のＲＲＣ
プロセスのうち１つを起動する段階と、前記１つのＲＲＣプロセスに対応するランダムア
クセスプリアンブルプロセスを起動する段階と、前記ランダムアクセスプリアンブルプロ
セスの完了後に、前記起動されたＲＲＣプロセスに対応するＲＲＣリクエストメッセージ
を送信する段階と、前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスに対応するコンテンショ
ン結果メッセージを受信し、受信したメッセージが起動されたＲＲＣプロセスに属しない
場合に、前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスを再実行する段階とを含む。
【００１１】
　本発明では更に、無線通信システムに用いられる通信装置を開示する。当該通信装置は
、処理プロセスを実行するＣＰＵ（中央処理装置）と、ＣＰＵに結合され、ランダムアク
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セスプリアンブルプロセスから始まる複数のＲＲＣプロセスをを含むプログラムコードを
記録する記憶装置とを含む。前記ＣＰＵは当該プログラムコードに基づいて前記処理プロ
セスを実行する。前記処理プロセスは、複数のＲＲＣプロセスのうち１つを起動する段階
と、前記１つのＲＲＣプロセスに対応するランダムアクセスプリアンブルプロセスを起動
する段階と、前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスの完了後に、前記起動されたＲ
ＲＣプロセスに対応するＲＲＣリクエストメッセージを送信する段階と、前記ランダムア
クセスプリアンブルプロセスに対応するコンテンション結果メッセージを受信し、受信し
たメッセージが起動されたＲＲＣプロセスに属しない場合に、前記ランダムアクセスプリ
アンブルプロセスを再実行する段階とを含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　かかる方法及び装置の特徴を詳述するために、具体的な実施例を挙げ、図を参照にして
以下に説明する。
【００１３】
　図１を参照する。図１は無線通信システムを表す説明図である。無線通信システム１０
は望ましくは第三世代移動通信システムのＬＴＥシステムであり、概してネットワークと
複数のＵＥを含む。図１に示すネットワークとＵＥは無線通信システム１０の構造を説明
するために用いるに過ぎない。実際、ネットワークは要求に応じて複数の基地局、ＲＮＣ
（無線ネットワークコントローラー）を含みうる。ＵＥは携帯電話、コンピュータシステ
ムなどの装置である。
【００１４】
　図２を参照する。図２は無線通信システムにおける無線通信装置のブロック図である。
無線通信装置２００は例えば無線通信システム１０のＵＥである。説明を簡素化するため
に、図２では無線通信装置２００の入力装置２０２、出力装置２０４、制御回路２０６、
ＣＰＵ（中央処理装置）２０８、記憶装置２１０、プログラムコード２１２及びトランシ
ーバー２１４のみ描かれている。無線通信装置２００において、制御回路２０６はＣＰＵ
２０８を用いて記憶装置２１０に記憶されるプログラムコード２１２を実行し、処理プロ
セスを実行することで、無線通信装置１００の動作を制御する。無線通信装置２００は入
力装置２０２（例えばキーボード）でユーザーが入力した信号を受信し、または出力装置
２０４（スクリーン、スピーカーなど）で映像、音声などの信号を出力する。無線信号を
受発信するトランシーバー２１４は受信した信号を制御回路２０６に送信し、または制御
回路２０６による信号を無線で出力する。言い換えれば、通信プロトコルに当てはめれば
、トランシーバー２１４は第一層の一部とみなされ、制御回路２０６は第二層と第三層の
機能を実現する。
【００１５】
　図３を参照する。図３は図２に示すプログラムコード２１２を表す説明図である。プロ
グラムコード２１２はアプリケーション層３００と、第三層３０２と、第二層３０６とを
含み、第一層３０８と接続されている。第三層３０２はＲＲＣを実施するものでＲＲＣ層
インターフェイス３０４を含み、ネットワークのシステム要求または通信環境の変化に応
じて無線通信装置２００のＲＲＣ状態を変更する。第二層３０６はＲＬＣとＭＡＣを実施
するもので、第一層３０８は物理接続を実施するものである。
【００１６】
　なお、プログラムコード２１２は第三層３０２に用いられる複数のＲＲＣプロセスを含
み、各ＲＲＣプロセスはランダムアクセスプリアンブルプロセスから始まる。特定の状況
では、このランダムアクセスプリアンブルプロセスは再開される。それに鑑みて、本発明
の実施例ではＲＲＣプロセスの再開効率を向上させるために、プログラムコード２１２に
プロセス再開プログラムコード３２０を設ける。
【００１７】
　図４を参照する。図４は本発明による方法４０のフローチャートである。下記方法４０
は無線通信システムのＵＥにおいてＲＲＣプロセスの再開効率を向上させるために用いら
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れ、プロセス再開プログラムコード３２０としてコンパイルすることができる。
【００１８】
ステップ４００：開始。
ステップ４０２：複数のＲＲＣプロセスのうち１つを起動する。
ステップ４０４：前記１つのＲＲＣプロセスに対応するランダムアクセスプリアンブルプ
ロセスを起動する。
ステップ４０６：前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスの完了後に、前記起動され
たＲＲＣプロセスに対応するＲＲＣリクエストメッセージを送信する。
ステップ４０８：前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスに対応するコンテンション
結果メッセージを受信し、受信したコンテンション結果メッセージが起動されたＲＲＣプ
ロセスに属しない場合に、前記ランダムアクセスプリアンブルプロセスを再実行する。
ステップ４１０：終了。
【００１９】
　以上のとおり、ＵＥは複数のＲＲＣプロセスのうち１つを起動してから、ランダムアク
セスプリアンブルプロセスを起動する。このランダムアクセスプリアンブルプロセスの完
了後、起動されたＲＲＣプロセスに基づいてＲＲＣリクエストメッセージを送信する。こ
のランダムアクセスプリアンブルプロセスに対応するコンテンション結果メッセージを受
信した後、当該コンテンション結果メッセージが前記起動されたＲＲＣプロセスに属する
ものでなければ、ＵＥはランダムアクセスプリアンブルプロセスを再実行してＲＲＣプロ
セスをリトライする。コンテンション結果メッセージが前記起動されたＲＲＣプロセスに
属し、当該コンテンション結果メッセージで運ばれる初期ＵＥ　ＩＤが、ＵＥから送信さ
れたＲＲＣリクエストメッセージで運ばれる初期ＵＥ　ＩＤと一致すれば、当該ＵＥにお
いてＲＲＣプロセスは継続される。
【００２０】
　前記方法４０では、ランダムアクセスプリアンブルプロセスは、ＵＥでランダムアクセ
スプリアンブルを送信する段階と、ランダムアクセス返答を受信する段階とを含む。前記
ランダムアクセスプリアンブルプロセスの完了については、ランダムアクセス返答の受信
をランダムアクセスプリアンブルプロセスの完了とする。このランダムアクセス返答はＣ
－ＲＮＴＩ（Ｃｅｌｌ　Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔ
ｉｆｉｅｒ、セル無線ネットワーク一時識別子）を含む。
【００２１】
　また、複数のＲＲＣプロセスは望ましくは、ＲＲＣ接続確立プロセスとＲＲＣ接続再確
立プロセスを含み、これらのプロセスに対応するコンテンション結果メッセージはそれぞ
れ、ＲＲＣ接続確立メッセージとＲＲＣ接続再確立メッセージである。なお、コンテンシ
ョン結果メッセージには初期ＵＥ　ＩＤが含まれている。注意すべきは、前記ＲＲＣプロ
セスは、ランダムアクセスプリアンブルプロセスを要する他のＲＲＣプロセスをも含み、
これに対応するコンテンション結果メッセージもまた異なる。
【００２２】
　詳しく言えば、前記方法４０によると、ＵＥで起動されたＲＲＣプロセスがＲＲＣ接続
確立プロセスであった場合、当該ＵＥで受信したコンテンション結果メッセージがＲＲＣ
接続確立メッセージで、かつこのコンテンション結果メッセージで運ばれる初期ＵＥ　Ｉ
Ｄが、当該ＵＥで送信されたＲＲＣリクエストメッセージ（ＲＲＣ接続リクエスト）の初
期ＵＥ　ＩＤと一致すれば、当該ＵＥがコンテンションに勝ったと判明し、ＲＲＣ接続確
立プロセスは継続される。それに対して、ＵＥで受信したコンテンション結果メッセージ
がＲＲＣ接続確立メッセージではなかった場合、ランダムアクセスプリアンブルプロセス
は再び実行され、ＲＲＣ接続確立プロセスは再開される。同じく、ＵＥで起動されたＲＲ
ＣプロセスがＲＲＣ接続再確立プロセスであった場合、当該ＵＥで受信したコンテンショ
ン結果メッセージがＲＲＣ接続再確立メッセージで、かつこのコンテンション結果メッセ
ージで運ばれる初期ＵＥ　ＩＤが当該ＵＥで送信されたＲＲＣリクエストメッセージ（Ｒ
ＲＣ接続リクエスト）の初期ＵＥ　ＩＤと一致すれば、当該ＵＥがコンテンションに勝っ
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たと判明し、ＲＲＣ接続再確立プロセスは継続される。それに対して、当該ＵＥで受信し
たコンテンション結果メッセージがＲＲＣ接続再確立メッセージではなかった場合、ラン
ダムアクセスプリアンブルプロセスは再び実行され、ＲＲＣ接続再確立プロセスは再開さ
れる。
【００２３】
　本発明を詳述するために、ユーザー端末ＵＥ１とＵＥ２で別個のＲＲＣプロセスを実行
するのを例に挙げる。例えば、ＵＥ１はＲＲＣ接続確立プロセスを行い、ＵＥ２はＲＲＣ
プロセス接続再確立プロセスを行う。ＵＥ１とＵＥ２はそれぞれランダムアクセスプリア
ンブルプロセスを起動し、同じランダムアクセスプリアンブルを使用するので、コンテン
ションが発生する。基地局でユーザー端末ＵＥ１とＵＥ２から送信されたＲＲＣリクエス
トメッセージを受信した後、この基地局においてＵＥ１が勝ったと判断すれば、ＲＲＣ接
続確立メッセージを返送する。ＵＥ１がこのＲＲＣ接続確立メッセージ内の初期ＵＥ　Ｉ
Ｄを検出し、ＵＥ１から送信されたＲＲＣリクエストメッセージの初期ＵＥ　ＩＤに一致
すると判断すれば、ＲＲＣ接続確立プロセスが完了するまで後続の動作は継続される。そ
れに対して、ＵＥ２で受信したコンテンション結果メッセージはＲＲＣ接続再確立メッセ
ージではないので、ＵＥ２がコンテンションに負けたと判明し、ランダムアクセスプリア
ンブルプロセスを再び実行し、前記ＲＲＣプロセスをリトライする。
【００２４】
　それに反して、基地局でユーザー端末ＵＥ１とＵＥ２から送信されたＲＲＣリクエスト
メッセージを受信した後、この基地局においてＵＥ２がコンテンションに勝ったとすれば
、基地局から返送されるコンテンション結果メッセージはＲＲＣ接続再確立メッセージと
なる。ＵＥ２がこのＲＲＣ接続再確立メッセージ内の初期ＵＥ　ＩＤを検出し、ＵＥ２か
ら送信されたＲＲＣリクエストメッセージの初期ＵＥ　ＩＤに一致すると判断すれば、Ｒ
ＲＣ接続再確立プロセスは継続される。それに対して、ＵＥ１はランダムアクセスプリア
ンブルプロセスを再開する。
【００２５】
　前述のとおり、従来の技術では、コンテンションに負けたＵＥは所要のものではないコ
ンテンション結果メッセージを受信したときに何の返答もせず、タイマーの所定待ち時間
を待ってからはじめてランダムアクセスプリアンブルプロセスを起動し、ＲＲＣプロセス
を再開するので、ＲＲＣプロセスの再開効率は低下している。それと比べて、コンテンシ
ョンの結果が如何であれ、本発明の実施例によるＵＥはコンテンション結果メッセージに
基づいて、ＲＲＣプロセスを継続するか、ランダムアクセスプリアンブルプロセスを直ち
に再実行してＲＲＣプロセスをリトライするかを決める。したがって、本発明の実施例で
は、コンテンションに負けたＵＥは所定時間を待つことなく、対応するコンテンション結
果メッセージを受信するとすぐランダムアクセスプリアンブルプロセスを再開するので、
ＲＲＣプロセスの再開効率を向上させることができる。
【００２６】
　以上のとおり、本発明の実施例によるＵＥはコンテンション結果メッセージに基づいて
、ＲＲＣプロセスを継続するかランダムアクセスプリアンブルプロセスを直ちに再実行す
るかを決めることで、ＲＲＣプロセスの再開効率を向上させ、無線通信システムの品質を
高める。
【００２７】
　以上は本発明に好ましい実施例であって、本発明の実施の範囲を限定するものではない
。よって、当業者のなし得る修正、もしくは変更であって、本発明の精神の下においてな
され、本発明に対して均等の効果を有するものは、いずれも本発明の特許請求の範囲に属
するものとする。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】無線通信システムを表す説明図である
【図２】本発明による無線通信装置のブロック図である。
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【図３】図２に示すプログラムコードを表す説明図である
【図４】本発明による方法のフローチャートである。
【符号の説明】
【００２９】
１０　無線通信システム
２００　無線通信装置
２０２　入力装置
２０４　出力装置
２０６　制御回路
２０８　ＣＰＵ
２１０　記憶装置
２１２　プログラムコード
２１４　トランシーバー
３００　アプリケーション層
３０２　第三層
３０４　ＲＲＣ層インターフェイス
３０６　第二層
３０８　第一層
３２０　プロセス再開プログラムコード

【図１】 【図２】
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