
JP 5514109 B2 2014.6.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アップリンクシグナリングのための方法であって、
　各アクセス端末がアップリンク送信リソースを要求するため使用できるように、少なく
とも１つのリソース要求チャネル特性のそれぞれの組を、複数のアクセス端末のそれぞれ
に割り当てることを含み、該少なくとも１つのリソース要求チャネル特性のそれぞれの組
は、少なくとも１つのリソース要求チャネル特性の他の組とは互いに異なっており、
　リソース要求チャネル上でリソース要求を受信することと、
　リソース要求が受信されたリソース要求チャネルの少なくとも１つのリソース要求チャ
ネル特性に基づいて、リソース要求を送信したアクセス端末を決定することと、
　要求に対する応答を送信することと、を含み、
　前記少なくとも１つのリソース要求チャネル特性のそれぞれの組を、複数のアクセス端
末のそれぞれに割り当てることは、トラフィックおよびアップリンク制御の少なくとも１
つのシグナリングに割り当てられたＯＦＤＭ時間周波数リソースに少なくとも部分的に重
なる、アップリンクシグナリングのためのリソースを割り当てることを含む、
　前記方法。
【請求項２】
　前記リソース要求が前に割り当てられたアップリンク送信リソースの要求であり、
　前記応答が、a)前に割り当てられたリソースの割り当てと、b)構成済みのサービスの更
新と、のうちの少なくとも一方である、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記少なくとも１つのリソース要求チャネル特性のそれぞれの組を、複数のアクセス端
末のそれぞれに割り当てることは、アップリンクトラフィックおよび/またはアップリン
ク制御のシグナリングのために割り当てられたＯＦＤＭ時間周波数リソースに少なくとも
部分的に重なるＯＦＤＭ時間周波数リソース内で、アクセス端末毎のアップリンクシグナ
リングのために、別個の永続的かつ繰り返し性のリソースを割り付けることを含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのリソース要求チャネル特性のそれぞれの組を、複数のアクセス端
末のそれぞれに割り当てることが、一意の拡散シーケンスまたはシーケンスの組を各アク
セス端末に割り付けることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　アクセス端末による初期アクセスのために、ランダムに選択されたアクセス・チャネル
・シグナリングＩＤを使用してランダム・アクセス・チャネル上でアクセス要求を受信す
るステップをさらに含む、請求項１から４のうちのいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　アクセス端末からの付加的な情報を要求するダウンリンクリソース割り当てでアクセス
要求に応答することをさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　システムアクセスの後に、リソース要求の送信に用いるためのランダム・アクセス・チ
ャネル・シグナリングＩＤのうちの１つをアクセス端末に割り当てることをさらに含み、
割り当てられたアクセス・チャネル・シグナリングＩＤがアクセス端末のための前記少な
くとも１つのリソース要求チャネル特性の一つを含み、
　前記リソース要求を受信することが、アクセス端末に割り当てられたランダム・アクセ
ス・チャネル・シグナリングＩＤを有するアクセスチャネル上でリソース要求を受信する
こと、または前記少なくとも部分的に重なるＯＦＤＭ時間周波数リソース上でリソース要
求を受信することを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記アクセス端末からリソース要求を受信することが、
　競合に基づくチャネル上のリソース要求／更新表示と、
　アクセス端末ごとに前記別個の永続的なリソースを使用して送信されたリソースの要求
または更新メッセージと、
のうちの１つを受信することを含み、
　前記アクセス端末が、競合に基づくチャネルの使用とアクセス端末に固有の制御リソー
スの使用とのどちらかを選択する、請求項３に記載の方法。
【請求項９】
　前記競合に基づくチャネルが、アップリンク初期アクセス要求およびリソース要求が多
重化されたランダム・アクセス・チャネルを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ランダム・アクセス・チャネルの第１のアクセス・チャネル・シグナリングＩＤの
組がリソース要求のため予約され、第２のアクセス・チャネル・シグナリングＩＤの組が
初期アクセスのため予約される、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのリソース要求チャネル特性を、複数のアクセス端末のそれぞれに
割り当てることが、リソース要求の送信に用いるランダム・アクセス・チャネル・シグナ
リングＩＤを各アクセス端末に割り当てることを含み、
　前記リソース要求を受信することが、アクセス端末に割り当てられたランダム・アクセ
ス・チャネル・シグナリングＩＤを有するアクセスチャネル上でリソース要求を受信する
ことを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
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　シグナリングロケーションの各々が周波数の中で分散した複数のタイルを含み、複数の
タイルのセクションへのシーケンスのマッピングが周波数ダイバーシティを利用するため
に他のタイルに関して繰り返される、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　シグナリングロケーションの各々が周波数の中で分散した複数のタイルを含み、複数の
タイルのセクションへのシーケンスのマッピングがタイルによって変更される、請求項１
１に記載の方法。
【請求項１４】
　シグナリングを受信するステップがリソース要求を受信するステップを含む、請求項１
１に記載の方法。
【請求項１５】
　複数のサービスの１つずつに対し独立にアクセス端末からアクセス要求またはリソース
要求を受信するステップをさらに備える、請求項１から１１のうちのいずれか１項に記載
の方法。
【請求項１６】
　アクセス端末における方法であって、
　少なくとも１つのリソース要求チャネル特性の組の割り当てを受信することを含み、該
少なくとも１つのリソース要求チャネル特性の組は、別のアクセス端末に割り当てられた
少なくとも１つのリソース要求チャネル特性の他のそれぞれの組とは異なり、
　前記少なくとも１つのリソース要求チャネル特性のそれぞれの組を、複数のアクセス端
末のそれぞれに割り当てることは、トラフィックおよびアップリンク制御の少なくとも１
つのシグナリングに割り当てられたＯＦＤＭ時間周波数リソースに少なくとも部分的に重
なる、アップリンクシグナリングのためのリソースを割り当てることを含み、
　アクセス端末を要求の発信元として識別する少なくとも１つのリソース要求チャネル特
性の組を有するリソース要求チャネル上でリソース要求を送信することと、
　要求に対する応答を受信することと、を含む、方法。
【請求項１７】
　前記リソース要求チャネル特性の組の割り当てを受信することが、スクランブルをかけ
られたリソース要求の生成に用いる一意のスクランブル用符号の割り当てを受信すること
を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記応答を受信するステップが、リソース要求が受信されたことを確認し、新しいリソ
ース割り当てを含み、
　新しいリソース割り当て上でアップリンク送信を行うステップをさらに備える、請求項
１６に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信に関し、より詳細には、アップリンクシグナリングを要求する方法お
よびシステムに関する。
【０００２】
　なお、本出願は、２００７年９月１２日に出願された米国仮特許出願第６０／９７１，
６０８号、２００８年４月２１日に出願された第６１／０４６，５９６号、２００８年５
月５日に出願された第６１／０５０，３０３号、および２００８年９月４日に出願された
第６１／０９４，１５９号に関連する。
【背景技術】
【０００３】
　アップリンク（ＵＬ）シグナリングは、一般に、無線システムにおけるアクセス端末か
ら基地局への送信を意味する。アップリンクシグナリングは、重要なリソースを要求する
ことが可能であり、特定の例を２～３挙げると、ＡＣＫ（肯定応答）／ＮＡＫ（否定応答
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）、ＣＱＩ（チャネル品質インジケータ）、チャネルに関するフィードバック、ＭＩＭＯ
（多入力多出力）コンフィギュレーション、パイロットチャネル、および、リソース要求
のようないくつかのコンポーネントメッセージを含むことがある。
【０００４】
　アップリンクシグナリングは多くの異なる用途のため使用される。いくつかのサービス
、たとえば、ＦＴＰ（ファイル転送プロトコル）、ＨＴＴＰ（ハイパーテキスト転送プロ
トコル）は遅延感度が低くてもよく、他のサービスは遅延感度がより高くてもよい。いく
つかの遅延感度の高いサービスの例は、ＶｏＩＰ（ボイス・オーバー・インターネット・
プロトコル）、テレビ電話技術、準リアルタイムビデオ、およびゲーミングを含む。
【０００５】
　非特許文献１には、以下のとおり記載されている。［８０２．１６ｍ］規格は、ライセ
ンス帯域中での運用のための高度エアーインターフェイスを提供するため、ＩＥＥＥ８０
２．１６の無線ＭＡＮ－ＯＦＤＭＡ仕様を改定する。この規格は、ＩＭＴ高度次世代移動
ネットワークのセルラーレイヤ要件を満たす。この改定は、レガシー無線ＭＡＮ－ＯＦＤ
ＭＡ設備の継続的支援を提供する。
【０００６】
　なお、本出願の図７から図１３は、非特許文献１の図１から図７に対応している。非特
許文献１におけるこれらの図面についての説明は参照によって本明細書に組み込まれる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Draft IEEE 802.16m System Description Document, IEEE 802.16m-08/
003r1, dated April 15th 2008
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　いくつかのサービスは、シグナリングのための帯域制限および電力制限と、遅延感度の
高いトラフィックの頻繁な送信と、パケット毎または送信毎のシグナリングの要件と、多
数の移動局と、可変パケットサイズと、可変サイズパケットに対する適応ＭＣＳ（変調符
号化方式）の要件と、適応リソーススケジューリングの要件とのような、他の課題を有す
る。
【０００９】
　いくつかの既存の解決法は、大量のオーバーヘッドまたは遅延を招き、多数の移動局を
効率的に収容できなかった。
【００１０】
　本発明の目的は、アップリンクシグナリングのためのシステムに関して、各種のサービ
スおよびアプリケーションをサポートするために必要な性能改善を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明によれば、リソース要求の送信に対する種々のアプローチが提供される。これら
のアプローチには、完全に新規の割り当てでもよく、または、リソース要求送信目的のた
めの既存のシグナリング機会の組の一部または全部の割り付けでもよい、リソース要求の
送信のためのチャネルリソースの永続的な割り当てと、干渉除去技術が重ね合わされたリ
ソース要求メッセージに起因した干渉を除去するために基地局で使用されることがある、
他のトラフィックへのリソース要求の重ね合わせと、同様に干渉除去技術が、重ね合わさ
れたリソース要求メッセージに起因した干渉を除去するために基地局で使用されることが
ある、他のシグナリングへのリソース要求の重ね合わせと、が含まれる。
【００１２】
　本発明の一態様によれば、基地局または他の１台以上のアクセス・ネットワーク・コン
ポーネントによって実行するための方法が提供される。その方法は、各アクセス端末がア
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ップリンク送信リソースを要求するため使用できるように、少なくとも１つのリソース要
求チャネル特性の他の各組とは別個の少なくとも１つのリソース要求チャネル特性の各組
を、複数のアクセス端末のうちの各アクセス端末に割り当てるステップと、リソース要求
チャネル上でリソース要求を受信するステップと、リソース要求が受信されたリソース要
求チャネルの少なくとも１つのリソース要求チャネル特性に基づいて、リソース要求を送
信したアクセス端末を決定するステップと、要求に対する応答を送信するステップと、を
備える。
【００１３】
　本発明の他の一態様によれば、アクセス端末における方法であって、別のアクセス端末
に割り当てられた少なくとも１つのリソース要求チャネル特性の他の各組とは別個の、少
なくとも１つのリソース要求チャネル特性の組の割り当てを受信するステップと、アクセ
ス端末を要求の発信元として識別する少なくとも１つのリソース要求チャネル特性の組を
有するリソース要求チャネル上でリソース要求を送信するステップと、要求に対する応答
を受信するステップと、を備える方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】セルラー通信システムのブロック図である。
【図２】本出願の一実施形態に関わる基地局のブロック図である。
【図３】本出願の一実施形態に関わる無線端末のブロック図である。
【図４】本出願の一実施形態に関わる中継局のブロック図である。
【図５】本出願の一実施形態に関わるＯＦＤＭ送信機アーキテクチャの論理的な詳細のブ
ロック図である。
【図６】本出願の一実施形態に関わるＯＦＤＭ受信機アーキテクチャの論理的な詳細のブ
ロック図である。
【図７】全体的なネットワークアーキテクチャの実施例を示す図である。
【図８】全体的なネットワークアーキテクチャにおける中継局を示す図である。
【図９】システム基準モデルを示す図である。
【図１０】ＩＥＥＥ８０２．１６ｍのプロトコル構造を示す図である。
【図１１】ＩＥＥＥ８０２．１６ｍの移動局／基地局データプレーン処理フローを示す図
である。
【図１２】ＩＥＥＥ８０２．１６ｍの移動局／基地局制御プレーン処理フローを示す図で
ある。
【図１３】マルチキャリアシステムを支援するための汎用的なプロトコルアーキテクチャ
を示す図である。
【図１４】リソース要求のための分散リソースの実施例を示す図である。
【図１５】リソース要求のためのローカライズされたリソースの実施例を示す図である。
【図１６】アクセス端末アクセスおよびリソース割り当てのフローの実施例を示す図であ
る。
【図１７】初期アクセスチャネルのグラフ表示である。
【図１８】初期アクセスおよびリソース要求に使用されるアクセスチャネルのグラフ表示
である。
【図１９】初期アクセスおよびリソース要求に使用されるアクセスチャネルの別のグラフ
表示である。
【図２０】初期アクセスおよびリソース要求に使用されるアクセスチャネルの別のグラフ
表示である。
【図２１】アップリンクシグナリングのために２つのセクションに分割されたタイルのグ
ラフ表示である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　アクセス端末によるＵＬ（アップリンク）送信のためのリソース割り当ての要求をシグ



(6) JP 5514109 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

ナリングするために様々な方法が提供される。アクセス端末は無線ネットワークにアクセ
スするため使用される任意の装置である。アクセス端末は、たとえば、移動局でもよく、
または、固定無線端末でもよい。本明細書を通じて、このような要求は「リソース要求」
と呼ばれる。この要求は、一般に１回以上のアップリンク送信を行うために機会が許可さ
れるべき要求を指すことが理解されるべきである。シグナリングまたは他のトラフィック
は、限定されるわけではないが、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）に基づく方式、副搬
送波ホッピング・シーケンスを用いるＯＦＤＭ、および、符号分割分離ＣＤＭＡに基づく
方法と、これらの組み合わせとを含む多くの伝送方法を使用してもよいことに留意された
い。
【００１６】
　いくつかの実施では、使用される物理的リソースはＯＦＤＭシンボルを含む。いくつか
の実施形態では、これらのシンボルは、サブフレームで構成され、各サブフレームが複数
のシンボルを格納するフレームにまとめられる。いくつかの実施形態では、複数のフレー
ムがスーパーフレームを構成する。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、アップリンク送信のためのリソース割り付けの単位はＲＢ（
リソースブロック）である。リソースの物理的な構造はシステムの実施形態に依存する。
いくつかの実施形態では、アップリンク上で、各リソースブロックは、ＯＦＤＭ時間周波
数空間の中で物理的に連続したタイルとして定義される。他の実施形態では、アップリン
ク上で、各リソースブロックは、分散したリソースタイルの組として定義される。
【００１８】
　いくつかの実施形態は、各アクセス端末がアップリンク送信リソースを要求するため使
用できるように、少なくとも１つのリソース要求チャネル特性の他の組とは別個の少なく
とも１つのリソース要求チャネル特性の各組を、複数のアクセス端末のうちの各アクセス
端末に割り当てることを必要とする。アクセス端末は、その後、割り当てられた少なくと
も１つのリソース要求チャネル特性の組を使用して、リソース要求を行うことが可能であ
り、このリソース要求は要求の送信元を決定するために基地局によって使用される。特性
の例には、割り当て済みの一意の拡散シーケンス、時間周波数の中での割り当て済みの一
意のロケーション、割り当て済みのタイムスロットが含まれる。組み合わせ、たとえば、
拡散シーケンスおよび時間周波数の中のロケーションもまた使用されることがある。この
場合、拡散シーケンスは単独で一意でなくてもよく、時間周波数の中のロケーションは一
意でなくてもよいが、拡散シーケンスとロケーションとの組み合わせは他のアクセス端末
に割り当てられた組み合わせとは別個である。
【００１９】
（Ａ）ＵＬシグナリングのための時間周波数または時間周波数空間の予約済みのセグメン
ト
　第１のアプローチでは、時間次元および周波数次元を有するアップリンク送信リソース
の範囲内の予約済みのリソースが利用され、アップリンクシグナリングの目的のためだけ
の専用にされる。いくつかの実施形態では、空間次元がＭＩＭＯ（多入力多出力）用途の
ため用いられることがある。このような予約済みのリソースの大きさ、性質、周波数は実
施態様に固有であり、アップリンク送信リソースの性質に依存する。
【００２０】
　ＯＦＤＭ（直交周波数分割多重化）送信リソースは、時間次元および周波数次元を有す
る送信リソースの一例である。周波数次元は副搬送波の組で構成され、時間次元はＯＦＤ
Ｍシンボル期間で構成される。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、予約済みのリソースは時間周波数ＯＦＤＭ送信リソースの範
囲内の連続したブロックである。
【００２２】
　いくつかの実施形態では、符号分割分離が、各アクセス端末の送信を区別するため、お
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よび／または、実行されているシグナリングのタイプを識別するためにアクセス端末によ
って使用される。たとえば、いくつかの実施形態では、各アクセス端末はシーケンスの組
からシーケンスが割り当てられる。各アクセス端末は、自身の割り当てられたシーケンス
を使用して自身のリソース要求を送信する。要求を受信する基地局は、使用されたシーケ
ンスを決定することにより、要求を送信したアクセス端末を決定可能である。いくつかの
実施形態では、シーケンスは直交である。
【００２３】
（Ｂ）トラフィックおよび／または他のシグナリングへのリソース要求の重ね合わせ
　いくつかの実施形態では、リソース要求の送信のため使用される送信リソースの一部ま
たは全部は、時間周波数送信リソース空間の範囲内で、典型的に異なるアクセス端末によ
ってトラフィックおよび／または他のシグナリングのため使用される送信リソースと同じ
である。これは送信の重ね合わせまたはオーバーレイと呼ばれる。いくつかの実施形態で
は、リソース要求は、シグナリング帯域幅の全体にオーバーレイされ得る。このアプロー
チは、シグナリングのため特定のリソースの組を指定しないという利点を提供することが
ある。いくつかの実施形態では、符号分割分離ＵＬシグナリングがこの方法と共に使用さ
れ得る。このタイプのシグナリングは、限定されることはないが、遅延感度の高いアプリ
ケーションのためのリソース要求シグナリングに役立つことがある。
【００２４】
　いくつかの実施形態では、リソース要求が検出された後、リソース要求は、リソース要
求が干渉除去（ＩＣ）を介して重ね合わされたトラフィックチャネルから除去され得る。
【００２５】
（Ｃ）永続的なリソースに関するトラフィックおよび／または他のシグナリングへのリソ
ース要求の重ね合わせ
　いくつかの実施形態では、トラフィックおよび／または他のシグナリングへのリソース
要求の重ね合わせが永続的なリソースを使用して実行される。永続的なリソースはアクセ
ス端末および基地局に知られている送信リソースであり、繰り返し現れるので、使用され
るべきときに毎回詳細にシグナリングされる必要がない送信リソースである。いくつかの
実施形態では、永続的なリソースは一意のアクセス端末に割り当てられた定期的なリソー
スである。他の実施形態では、数台のアクセス端末は永続的なリソースの割り当てを共用
することがあり、この場合に、何らかの衝突が起こる可能性がある。いくつかの実施形態
では、符号分割分離ＵＬシグナリングがこの方法と共に使用さ得る。このタイプのシグナ
リングは、限定されることはないが、遅延感度の高いアプリケーションのためのリソース
要求シグナリングに役立つ。
【００２６】
　いくつかのこのような実施形態では、リソース要求メッセージが検出された後、リソー
ス要求メッセージは、リソース要求が重ね合わされたトラフィックチャネルから干渉除去
（ＩＣ）によって除去され得る。
【００２７】
（Ｄ）特定のリソースまたはリソースの組に関するトラフィックおよび／または他のシグ
ナリングへのリソース要求の重ね合わせ
　いくつかの実施形態では、特定のリソースまたはリソースの組に関するトラフィックお
よび／または他のシグナリングへのリソース要求の重ね合わせが用いられる。いくつかの
実施形態では、所定のリソースの組に関するアップリンクシグナリングの送信は、アクセ
ス端末がこれらのリソースに関する割り当てを要求中であることを示す。いくつかの実施
形態では、アクセス端末は固有の拡散シーケンスまたはシーケンスの組によって識別され
ることがある。いくつかの実施形態では、ＵＬシグナリングは所望の割り当ての「最初の
」リソースブロックだけを介して送信されることがある。
【００２８】
（Ｅ）各アクセス端末またはアクセス端末の組に割り当てられた一意の永続的なリソース
　いくつかの実施形態では、ＵＬシグナリングのための永続的な繰り返し性のリソースが
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各アクセス端末に割り当てられる。このリソースの割り当ては、基地局が特有のアクセス
端末からその特有のアクセス端末の割り当て済みリソースに関するリソース要求を探索す
るだけでよいので、基地局でのリソース要求信号の検出を比較的簡単にする。このアプロ
ーチによれば、リソース要求を送信する容量についての競合はない。リソースは、リソー
ス要求送信に専用でもよく、または、方法ＢおよびＣにおいて上述されたように、トラフ
ィックおよび／またはシグナリングの上にオーバーレイされてもよい。
【００２９】
　別の実施形態では、多くの異なる永続的な繰り返し性のリソースが割り当てられ、異な
る永続的な繰り返し性のリソースの１つずつが１台以上のアクセス端末に割り当てられる
。この場合、リソース要求を送信するために容量の競合が存在するが、他のアクセス端末
に同じ永続的な繰り返し性のソースが割り当てられた場合に限る。いくつかの実施形態で
は、異なる拡散符号が同じ永続的な繰り返し性のリソースが割り当てられたアクセス端末
に割り当てられる。リソースはリソース要求送信に専用でもよく、または、方法Ｂおよび
Ｃにおいて上述されたように、トラフィックおよび／またはシグナリングの上にオーバー
レイされてもよい。
【００３０】
　いくつかの実施形態では、このアプローチは、トラフィックまたは他のシグナリングの
上へのシグナリングのオーバーレイと併せて使用される。特定の実施例では、以下のアプ
ローチが続けられる。アクセス端末が送信すべきパケットを保有するならば、アクセス端
末はこのアクセス端末の割り当て済みリソースを使用してシグナリングを送信する。基地
局はシグナリングを受信する。応答中に、アップリンク送信のためアクセス端末に対し割
り当てが行われる。ＢＳは、このスロットの中で、リソース要求シグナリングのためアク
セス端末へ割り当てられたリソースの一部または全部を別のアクセス端末へ割り当ててい
る可能性がある。いくつかの実施形態では、他のアクセス端末の送信を受信する目的のた
め、干渉除去がリソース要求シグナリングの影響を除去するために使用され得る。アクセ
ス端末がパケットを保有しないならば、アクセス端末はこのアクセス端末の割り当て済み
リソースを使用して何も送信しない。リソースは空き状態のままにされ、そのアクセス端
末のための割り当てメッセージは送信されない。
【００３１】
　リソース要求内容は、リソース要求によって伝達されるものを指す。いくつかの実施形
態では、リソース要求内容は後述されるように１つ以上の拡散シーケンスを使用して拡散
されることがある。
【００３２】
　いくつかの実施形態では、リソース要求内容は、付加的なフィールドを含むことがある
メッセージではなく、単なるフラグまたはインジケータであるので、フラグまたはインジ
ケータの検出は、基地局からの所定の応答の要求である。いくつかの実施形態では、アク
セス端末のためのＵＬインジケータの検出に対する所定の応答は、ＵＬ上の少なくとも１
つのＨＡＲＱ（ハイブリッド自動再送要求）送信のためのリソースを割り当てることであ
る。特定の実施例として、インジケータは、ＶｏＩＰ伝送のための固定サイズ割り当ての
要求でもよい。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、リソース要求は、１つ以上の所望のリソース、ＣＱＩ、ＭＩ
ＭＯ法などを含む多数のフィールドを収容する。
【００３４】
　いくつかの実施形態では、１つ以上のビットが、デフォルトパラメータおよびサイズの
送信のためのシグナリングリソースを指示するため使用される。たとえば、それぞれの拡
散が拡散シーケンスを使用する１～３ビットが送信されることがある。２ビット以上から
なる特定の組を使用すると、誤報確率を低減することにより検出を改善できる。検出は（
複数の）シーケンスが特定のアクセス端末またはユーザに割り当てられるときに必要とさ
れるだけであり、このシグナリングの送信はまさにパケットがアクセス端末で送信の準備
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ができていることを指示するためである。このシグナリングは、「ページ」のように使用
できる。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、ＰＦ（パケットフォーマット）／リソースサイズ、サブバン
ドインデックス付きのＣＱＩ（サブバンドは複数のリソースにわたる）、ＣＲＣのような
フィールドが、リソース要求に包含されることがある。いくつかの実施形態では、包含さ
れるフィールドは可変でもよい。たとえば、ＣＱＩは、初期送信に関する要求のため包含
され、その後に、再送信の要求のため除外されることがある。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、初期リソースは後続のリソース要求と異なることがある。初
期リソース要求は、サービスを開始するか、または、このようなサービスを再コンフィギ
ュレーションするリソース要求である。後続の要求は、このようなサービスを更新または
維持するために使用できる。
【００３７】
　いくつかの実施形態では、アクセス端末のＵＬリソース要求は４～１０ビットのサイズ
である。いくつかの実施形態では、初期リソース要求メッセージは限定されたフィールド
を収容する。特定の実施例では、要求は、ＱｏＳと１番目の送信スペクトル効率／または
ＣＲＣを含むアクセス端末バッファサイズを含む。この要求はダイバーシティを用いて確
実にシグナリングされ得る。
【００３８】
　いくつかの実施形態では、リソース要求は、他のフィードバック、たとえば、ＡＣＫ／
ＮＡＫフィードバックを包含するために、他のメッセージと組み合わされる。
【００３９】
　ＵＬシグナリングのための永続的なリソースを用いるいくつかの実施形態では、アクセ
ス端末を対象としたトラフィックもまた１回以上のＨＡＲＱ送信のため永続的なリソース
を使用することがある。
【００４０】
　いくつかの実施形態では、様々な異なるアップリンクメッセージが上述の方法および手
順の組み合わせを使用して多重化されることがある。
【００４１】
　いくつかの実施形態では、リソース要求は、アクセス端末が送信するときに用いる（複
数の）ＵＬリソースを要求しているという基地局への指示である。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、リソース要求は、アクセス端末が事前にこのアクセス端末に
割り当てられた（複数の）ＵＬリソースの使用を要求しているという基地局への指示であ
る。
【００４３】
　アップリンクシグナリング方法がリソース要求を送信する文脈で説明された。他の実施
形態では、これらのアプローチのうちの１つ以上が、ＵＬ割り当てまたはＵＬ割り当てス
ケジューリングに関連付けられた１つ以上のパラメータを基地局に指示するためにアクセ
ス端末によって使用される。
【００４４】
　さらにより一般的に、ここまでに説明された実施形態は、リソース要求を送信する仕組
みを提供することに重点を置いているが、上述されているように、これらの仕組みは他の
タイプのアップリングシグナリングのために使用されることもある。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、アクセス端末は、取り決められたサービスの更新を始動させ
るため、および、割り付け再コンフィギュレーションを提案するために、システムへの１
つ以上の初期アクセス、すなわち、リソース要求のためのシグナリングを実行する。
【００４６】
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（Ｆ）シグナリングタイプ別の設計に関する詳細
　さらに、アクセスおよびリソース割り付けフローが説明される。様々なシグナリング構
造およびチャネルが本明細書において説明されている。これらの構造およびチャネルのう
ちの１つ以上は共に、または、別個に使用され得る。
【００４７】
　いくつかの実施形態では、ダウンリンク上でアクセス端末へ送信され、リソース割り付
けを収容する割り当てメッセージもまた、リソース要求が受信されたという確認として使
用される。受信し次第、アクセス端末は、新たに割り当てられたリソースであるか、また
は、永続的なリソースであるかを問わずに、割り当て済みリソースを使用してＵＬ送信を
開始する。
【００４８】
　いくつかの実施形態では、リソース要求は拡散シーケンスによって拡散される。拡散は
、時間、周波数、または、時間／周波数の両方の拡散でもよい。たとえば、シグナリング
は、１つ以上のＯＦＤＭシンボルの中で副搬送波の組にわたって拡散されることがある。
【００４９】
　図１４は、利用可能な時間周波数ＯＦＤＭリソースの範囲内で分散リソースを使用する
ＯＦＤＭ送信のための符号分割拡散の実施例を示している。図１５は、連続したリソース
を使用するＯＦＤＭ送信のための符号分割拡散の実施例を示している。いくつかの実施形
態では、直交拡散シーケンスが使用されてもよい。他の実施形態では、非直交拡散シーケ
ンスが使用される。
【００５０】
　たとえば、拡散長さ１２８が利用される可能性があるが、他の長さも可能である。いく
つかの実施形態では、直接シーケンスＣＤＭＡもまた使用されることがある。いくつかの
実施形態では、各アクセス端末は使用すべきシーケンスのそれぞれの組が割り当てられる
。いくつかの実施形態では、すべてのアクセス端末は基地局での検出を促進するために同
じシーケンスの組が割り当てられる。いくつかの実施形態では、Ｚａｄｏｆｆ－Ｃｈｕシ
ーケンスまたはウォルシュシーケンスのような直交シーケンスが使用されることがある。
いくつかの実施形態では、シーケンス長は、ＲＢの容量未満である。Ｎ個のＲＢが各リソ
ース要求チャネルに割り当てられるならば、シーケンスはすべてのＲＢにわたって繰り返
されることがある。いくつかの他の実施形態では、シーケンスはＮ個全部のＲＢにわたっ
て拡散されることがある。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、シグナリングは、送信毎に、パケット毎に、もしくは、多数
のパケット毎に、または、これらの粒度の定義済みの組み合わせと同時に構成することが
可能である。いくつかの場合に、比較的頻繁なシグナリングが一部のパケット遅延を低減
することがある。送信毎のシグナリングは、再送信の頻繁なスケジューリングを可能にす
る。シグナリングの信頼性は、シグナリングが送信毎であるならば、低下することがある
。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、ＵＬシグナリングのためのリソースはアクセス端末の組また
は全部によって共用される。いくつかの実施形態では、ＵＬシグナリングのためのリソー
スはリソースの大部分または全部でもよい。
【００５３】
（Ｇ）送信リソース間の選択
　いくつかの実施形態では、アクセス端末は、自身のリソース要求を送信するために様々
な異なる永続的なリソースの間で選択する能力を有している。いくつかのこのような実施
形態では、アクセス端末は、最も長い期間に亘って待機している永続的なリソースを選択
する。この選択は衝突を低減する効果がある可能性がある。
【００５４】
（Ｈ）アクセス端末アクセスおよびＵＬリソース割り付け
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　次に図１６を参照すると、アクセス端末アクセスおよびＵＬリソース割り付けのフロー
の実施例が示されている。図示されているのは、全体的に２００で指し示される初期アク
セスの機能と、全体的に２０２で指し示されるリソース割り付けの機能である。図１６の
概要が最初に記載され、その後に、ステップのうちいくつかについての詳細な実施例の実
施が続けられる。種々の実施形態が図１６に示されたステップ／機能の任意のサブセット
を含み得ることに留意されたい。
【００５５】
　初期アクセス２００は、ランダム・アクセス・チャネルを使用するブロック２０４にお
けるアクセス要求で始まる。アクセス端末は、シーケンスの組からランダムに選択された
シーケンスを使用して競合に基づいたリソースに信号を送る。基地局はブロック２０６に
おいてアクセス許可で応答する。このアクセス許可は、たとえば、初期ＤＬ／ＵＬアクセ
ス許可、ＭＡＣ（媒体アクセス制御）ＩＤなどを含むことが可能である。許可ＩＤはアク
セスシグナリングに基づいている。ＢＳからの「アクセス許可」はアクセス端末へ送信さ
れたメッセージである。いくつかの実施形態では、メッセージは、アクセス端末を対象に
するため許可ＩＤと共に送信される。アクセス端末は「ランダムに選択されたシーケンス
」を送信するため以外に識別されていないことがあるので、この場合に、許可ＩＤは、「
ランダムに選択されたシーケンス」またはアクセスシグナリングに何らかの方法で基づく
ことが可能である。
【００５６】
　いくつかの実施形態では、ブロック２０８において、初期ＵＬ割り当てを使用して、ア
クセス端末は、割り当て済みであるならば、ＭＡＣ　ＩＤのようなアクセス詳細を通知す
る。その時点で、アクセス端末はシステムへのアクセスに成功している。いくつかの実施
形態では、ブロック２０８の一部として、割り当て、ＭＩＭＯモード、アクセス端末にお
けるバッファのバッグログのさらなる詳細などのような、リソース要求の詳細を特定する
ために、再コンフィギュレーションヘッダが最初のアップリンクパケット送信の中に、す
なわち、初期ＵＬ割り当てを使用して送信されたパケットの中に埋め込まれる。
【００５７】
　リソース割り付け２０２は、ブロック２１０でのＵＬリソース要求で始まる。アクセス
端末は、たとえば、サービスを開始することでもよい初期リソース要求を通知する。この
通知は、たとえば、スケジュールされた、または、スケジュールされていないリソースを
使用して実行されることがある。基地局は、ブロック２１２において、ＵＬリソース割り
当てで応答する。このＵＬリソース割り当ては、ＤＬアクセス許可など、および、サービ
ス仕様のためのＵＬ割り当てを含むことがある。後述されるように、アクセス端末は、Ｍ
ＡＣヘッダを使用して割り付けの範囲内でサービスを特定または再コンフィギュレーショ
ンすることがある。
【００５８】
　次に、アクセス端末は、このようにして割り当てられたＵＬリソースを使用してＵＬデ
ータ送信２１４を始める。一部の実施形態では、アクセス端末は、そのとき、サービスの
再コンフィギュレーションを通知する選択権がある。サービスの再コンフィギュレーショ
ンは、たとえば、既存の割り付けを使用して送信されるパケットのＭＡＣヘッダの一部と
して通知されてもよい。いくつかの実施形態では、ＭＡＣヘッダは単独で送信されること
がある。いくつかの実施形態では、リソース割り付けプロトコルは、アクセス端末がサー
ビスの更新を通知することを可能にする。
【００５９】
　サービスの更新は、たとえば、既存の割り付けを使用して送信されたパケットのうちの
ＭＡＣヘッダ、または、単独で送信されたＭＡＣヘッダの一部として通知されてもよい。
応答中に、ブロック２１２の一部として、さらなるＵＬリソース割り当てがアクセス端末
へ送信されることがある。ブロック２１６で、アクセス端末はＵＬサービス更新を送信す
る。ＵＬサービス更新は、アクセス端末／サービス固有ＩＤを使用して送信される。応答
中に、ブロック２１２の一部として、さらなるＵＬリソース割り当てがアクセス端末へ送
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信されることがある。この応答は、先行して取り決められたコンフィギュレーションと整
合性が取れたＵＬ割り当てである（永続的なリソース、ＭＩＭＯモード、リソースのサイ
ズなど）。
【００６０】
　図１６に示されたブロックのうちのいくつかの例示的な実施の詳細が以下に説明される
。
【００６１】
　アクセス要求２０４
　上述されたように、プロセスはアクセス端末がシステムへのアクセスを試みるときに始
まる。一般的な場合にこの時点で、アクセス端末は既にサービスセクタと同期している。
ランダムアクセス（ＲＡ）チャネルが、アクセス端末が最初にシステムへアクセスするた
め使用される。システムへのアクセスは、アクセス端末に（ＭＡＣ　ＩＤのような）アク
セス端末ＩＤを提供し、アクセス端末が基地局からリソース割り付け（ＵＬおよび／また
はＤＬ）を受信することを可能にする。ランダム・アクセス・チャネルの物理的な構造は
実施に固有である。１つ１つがさらに詳細に後述される３つの固有のオプションには次の
オプションが含まれる。
　オプション１：ランダム・アクセス・チャネルは指定されたリソースを使用する。
　オプション２：ランダム・アクセス・チャネルはＵＬ制御リソースの上にオーバーレイ
される（ＵＬ制御との重ね合わせ）。
　オプション３：ランダム・アクセス・チャネルは広帯域ＵＬリソースの上にオーバーレ
イされる（トラフィックなどとの重ね合わせ）。
【００６２】
　これらのオプションの一般的な態様は、アクセス端末がアクセス・チャネル・シグナリ
ングＩＤ（識別子）をランダムに選択することである。利用可能なシグナリングＩＤの性
質は実施に固有である。この性質は、たとえば、特定の拡散シーケンス、時間周波数ロケ
ーション、タイムスロット、インターレースなどであり得る。特定の実施例が以下に記載
される。シグナリングＩＤオプションの組は基地局およびアクセス端末に知られている。
インデックスが、同様に基地局およびアクセス端末に知られている各シグナリングＩＤオ
プションと関連付けられることがある。
【００６３】
　いくつかの実施形態では、ランダム・アクセス・チャネル信号に応答して、基地局は、
アクセス端末に対するアクセス端末ＩＤと、アクセス端末設備能力などのようなさらなる
情報を提供するためのアクセス端末の初期ＵＬリソースと、アクセス端末からの情報を要
求する可能なＤＬリソース割り当て、および、付加的な詳細（グループ割り当て、基地局
手順など）と、のうちの１つ以上を割り当てる割り当てメッセージを送信する。
【００６４】
　さらに、いくつかの実施形態では、基地局からアクセス端末へ送信された割り当てメッ
セージは、ランダムアクセスのためアクセス端末によって選択されたランダムに選択され
たシグナリングＩＤオプションに基づいて基地局を識別する。たとえば、いくつかの場合
に、制御チャネルは、通常は一般的に、アクセス端末ＩＤと関連付けられたシーケンスに
よって何らかの方法でスクランブルをかけられている。いくつかの実施形態では、（たと
えば、システムへの初期アクセス中に）ランダム・アクセス・シグナリングに応答して、
基地局は、アクセス端末ＩＤの代わりに、ランダムに選択されたシグナリングＩＤと関連
付けられたシーケンスによってスクランブルをかけられた制御メッセージを送信する。い
くつかの実施形態では、ランダムに選択されたシグナリングＩＤは、シーケンス・インデ
ックス、シーケンス・ロケーションなどのような１つ以上のパラメータを特定するＩＤで
ある。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、定義済みのシグナリングＩＤのサブセットは、既にアクセス
端末ＩＤが割り当てられたアクセス端末のため予約されている。このようなアクセス端末
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の実施例は、ハンドオフ中であり、新しいサービスセクタへのアクセスを試みているアク
セス端末である。この場合、アクセス端末アクセス端末は、未だアクセス端末ＩＤを割り
当てられていないならば、定義済みのランダム・アクセス・シグナリングＩＤの組の最初
のサブセットからランダムに選択し、アクセス端末ＩＤを割り当て済みであるならば、定
義済みのランダム・アクセス・シグナリングＩＤの組の異なるサブセットからランダムに
選択する。
【００６６】
　オプション１－ＵＬアクセスチャネルのための専用リソース
　ＵＬランダム・アクセス・チャネルのための第１の上記参照されたオプションは、これ
らのアクセス要求のため割り付け済みの指定されたリソースの使用を伴う。アクセスを要
求する多数のアクセス端末のための競合に基づくチャネルが用いられる。アクセス要求は
、初期アクセスのためだけに割り付けられたリソースの全体に拡散および／または繰り返
される。いくつかの実施形態では、リソースは初期アクセスまたはリソース要求のため割
り付けられる。特定の実施例が以下に与えられる。ランダム・アクセス・チャネルのため
割り付けられたリソースが多数の異なる送信ロケーション可能性（たとえば、ＯＦＤＭ時
間周波数リソースの中の多数のロケーション）を含む場合、アクセス端末は、多数の異な
るロケーション可能性のうちのロケーションをランダムに選択する。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、アクセス端末は、アクセス端末と基地局の両方に知られてい
るＬ個のシーケンスの組からシーケンスをランダムに選択する。いくつかの実施形態では
、シーケンス長は、Ｎ＞１である場合に、Ｎ個のＲＢを拡散するように選択される。
【００６８】
　いくつかの他の実施形態では、シーケンス長は、単一のＲＢを使用して送信可能である
完全なシーケンスを限定するように選定される。ＲＢが連続したブロックであり、シーケ
ンスが初めに直交している実施形態に関して、拡散シーケンス送信を１つのＲＢに限定す
ることによって、連続したＲＢは典型的には実質的に周波数平坦性があるので、拡散シー
ケンスが実質的な直交性を維持する。いくつかの実施形態では、シーケンスはダイバーシ
ティを高めるために複数のＲＢのうちの１つずつにおいて繰り返される。
【００６９】
　多数のリソースがランダムアクセスに関して割り当てられるならば、リソースはランダ
ムアクセスに関してＭ個の時間周波数ブロックに分割されることがある。このような実施
形態では、サブフレーム当たりの別個の符号＋リソースの組み合わせの個数はＬＭである
。いくつかの実施形態では、Ｍの値はＢＳによって動的に特定され得る。
【００７０】
　いくつかの実施形態では、アクセス要求に関するフレームまたはスーパーフレーム（ま
たは、さもなければ、特定されたＦ個のフレームの組）内のサブフレームも、同様にラン
ダムに選択される。この場合、スーパーフレーム当たりの別個の符号＋リソース＋サブフ
レームの個数はＬＭＦである。
【００７１】
　一部の実施形態では、Ｌ個のシーケンスは拡散シーケンスの直交集合である。一部の実
施形態では、シーケンス選択が、２つのタイプの表示、（１）予め割り当て済みのアクセ
ス端末ＩＤを用いないアクセス端末からのシステムアクセス要求、および（２）予め割り
当て済みのアクセス端末ＩＤを用いるアクセス端末からのシステムアクセス要求を行うこ
とを可能にするように、Ｌ個のシーケンスが２つのグループに分割される。
【００７２】
　アクセス許可がこのような要求に応答して送信されるとき、いくつかの実施形態では、
ＤＬ制御セグメントアクセス許可が、ランダムに選択されたアクセスＩＤ（たとえば、シ
ーケンス／リソースブロックＩＤ）と関連付けられたシーケンスによってスクランブルを
かけられる。
【００７３】
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　このアプローチの１つの実施例は図１７に示されている。ここでは、利用可能なリソー
スはＯＦＤＭ時間周波数リソースである。周波数を縦軸にとり、時間を横軸にとる。図１
７の中の各ボックスは、「タイル」と呼ばれることもあり、サブフレームを形成する多数
のＯＦＤＭシンボルにわたる連続した副搬送波の組を表す。縦軸全体は示されていないこ
とに留意されたい。Ｍをサブフレーム当たりの初期アクセスロケーションの個数とし、Ｎ
を初期アクセスロケーション当たりのタイルの個数とする場合、アクセスチャネルとして
の用途に利用可能であるＮＭ個のタイルの組が縦方向に存在することを仮定する。
【００７４】
　図示された実施例では、Ｎ＝３であるが、これは実施形態に固有である。サブフレーム
内のＭ個の初期アクセスロケーションのそれぞれに対し、Ｎ＝３個のタイルの組が割り当
てられる。よって、たとえば、「Ａ」という名前が付けられた３個のタイル２４０が１つ
の初期アクセスロケーションとして割り当てられる。他の初期アクセスロケーションがフ
レームまたはスーパーフレームを構築するＦ個のサブフレームの組に対し割り当てられて
もよい。図示された実施例では、Ｆ＝４であるが、これは実施に固有である。所定のアク
セスロケーションの範囲内で、Ｌ個の異なるシーケンスのうちのいずれが使用されてもよ
い。よって、容認される別個の符号＋リソース＋サブフレームの順列の総数は、Ｌ×Ｍ×
Ｆによって与えられる。
【００７５】
　いくつかの実施形態では、上記のアプローチがアクセス要求に加え、またはその代替と
してリソース要求のために使用される。
【００７６】
　オプション２－ＵＬ制御とオーバーレイされたＵＬアクセスチャネル
　このオプションによれば、ＵＬランダム・アクセス・チャネルはこの場合も、アクセス
を要求する多数のアクセス端末に対する競合に基づくチャネルである。ランダムアクセス
要求はＵＬ制御に割り付けられたリソースとオーバーレイされる。要求はアップリンク制
御（ＣＱＩなど）のため使用されるリソースにわたって拡散／繰り返しがなされる。アク
セス端末は、多数の可能性が利用できるならば、ロケーションをランダムに選択する。
【００７７】
　いくつかの実施形態では、アクセス端末は、アクセス端末と基地局の両方に知られてい
るＬ個のシーケンスの組からシーケンスをランダムに選択する。いくつかの実施形態では
、シーケンス長は、Ｎ＞１である場合に、Ｎ個のＲＢを拡散するように選択される。
【００７８】
　いくつかの他の実施形態では、シーケンス長は、単一のＲＢを使用して送信可能である
完全なシーケンスを限定するように選定される。ＲＢが連続したブロックであり、シーケ
ンスが初めに直交している実施形態に関して、拡散シーケンス送信を１つのＲＢに限定す
ることによって、連続したＲＢは典型的には実質的に周波数平坦性があるので、拡散シー
ケンスが実質的な直交性を維持する。
【００７９】
　いくつかの実施形態では、シーケンスはダイバーシティを高めるために複数のＲＢのう
ちの１つずつにおいて繰り返される。
【００８０】
　多数のリソースがアップリンク制御に関して割り当てられるならば、リソースはランダ
ムアクセスに関してＭ個の時間周波数ブロックに分割されることがある。このような実施
形態では、サブフレーム当たりの別個の符号とリソースの組み合わせの個数はＬＭである
。いくつかの実施形態では、Ｍの値はＢＳによって動的に特定され得る。
【００８１】
　いくつかの実施形態では、アクセス要求に関するフレームまたはスーパーフレーム（ま
たは、さもなければ、特定されたＦ個のフレームの組）内のサブフレームも、同様にラン
ダムに選択される。この場合、サブフレーム当たりの別個の符号とリソースとスーパーフ
レームの個数はＬＭＦである。
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【００８２】
　いくつかの実施形態では、Ｌ個のシーケンスは拡散シーケンスの直交集合である。いく
つかの実施形態では、Ｌ個のシーケンスは、２つのタイプの表示、（１）予め割り当て済
みのアクセス端末ＩＤを用いないアクセス端末からのシステムアクセス要求、および（２
）予め割り当て済みのアクセス端末ＩＤを用いるアクセス端末からのシステムアクセス要
求に分割される。
【００８３】
　アクセス許可がこのような要求に応答して送信されるとき、ＤＬ制御セグメントアクセ
ス許可が、応答を要求と関連付けるために、時間周波数ロケーションおよび／またはサブ
フレームという観点からリソース要求および／または周波数要求のロケーションを生成す
るため使用されたシーケンスと関連付けられたシーケンスによって、スクランブルをかけ
られる。
【００８４】
　基地局は、ＵＬ制御からＲＡチャネルを除去するために干渉除去を試みることが可能で
ある。いくつかの実施形態では、上記のアプローチがアクセス要求に加え、またはその代
替としてリソース要求のために使用される。
【００８５】
　オプション３－広帯域ＵＬリソースの上にオーバーレイされたＵＬランダム・アクセス
チャネル
　このオプションを用いると、ＵＬランダム・アクセス・チャネルは、制御およびトラフ
ィックのため利用可能であるＵＬリソースの上にオーバーレイされたリソースを利用する
、アクセスを要求する多数のアクセス端末に対する競合に基づくチャネルである。要求は
、ＵＬチャネルの一部、できる限り帯域全体にわたって拡散／繰り返しがなされる。アク
セス端末は、多数の可能性が利用できるならば、ロケーションをランダムに選択する。
【００８６】
　本実施形態に関して、すべてのアクセス端末のためのランダムアクセス動作は、１つの
長さＬのシーケンスと、多数の可能性が利用できるならば、ロケーションとが割り当てら
れる。
【００８７】
　いくつかの実施形態では、利用可能な全リソースブロックＮＴは、アクセスシーケンス
のためのそれぞれのロケーションを定義するランダムアクセスのためのＭ個の時間周波数
ブロックに分割されることがある。アクセスシーケンスは（拡散と繰り返しとを通じて）
ＮＴ／Ｍ＝Ｎ個のＲＢ（たとえば、Ｎ＝３）にわたる。
【００８８】
　この場合、サブフレーム当たりの可能な別個の要求の個数はＭである。アクセス端末は
Ｍ個の可能性のうちの１つをランダムに選択する。いくつかの実施形態では、要求に関す
るフレームまたはスーパーフレーム内のサブフレームもまたアクセス端末によってランダ
ムに選択される。いくつかの実施形態では、ランダムアクセスのシーケンスは拡散シーケ
ンスの直交集合である。
【００８９】
　いくつかの実施形態では、２個のシーケンスは、２つのタイプの表示、（１）予め割り
当て済みのアクセス端末ＩＤを用いないアクセス端末からのシステムアクセス要求、およ
び（２）予め割り当て済みのアクセス端末ＩＤを用いるアクセス端末からのシステムアク
セス要求のために定義される。
【００９０】
　アクセス許可がこのような要求に応答して送信されるとき、ＤＬ制御セグメントアクセ
ス許可が、応答をリソース要求と一意に関連付け、そして、アクセス端末を効果的に識別
するため使用されたロケーションおよびシーケンスと関連付けられたシーケンスによって
、スクランブルをかけられる。
【００９１】
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　いくつかの実施形態では、基地局はＵＬ制御からＲＡチャネルを除去するために干渉除
去を試みることが可能である。いくつかの実施形態では、干渉除去の使用に代替的または
付加的に、基地局は、ランダムアクセス要求が送信されたという仮定の有無の２つの可能
性を用いて、ＵＬ制御およびトラフィック送信の復号化を試みることがある。いくつかの
実施形態では、上記のアプローチがアクセス要求に加え、またはその代替としてリソース
要求のために使用される。
【００９２】
　アクセス許可／初期割り当て２０６
　アクセス端末がアクセス端末ＩＤを保有していないという旨を指示するシグナリングオ
プションを送信したならば、この初期アクセス要求に応答して、基地局はランダムアクセ
ス信号ＩＤと関連付けられたシーケンスによってスクランブルをかけられたアクセス端末
ＩＤを収容する制御メッセージを送信する。
【００９３】
　アクセス端末がアクセス端末ＩＤを保有しているという旨を指示するシグナリングオプ
ションを送信したならば、基地局はランダム・アクセス・シグナリングＩＤと関連付けら
れたシーケンスによってスクランブルをかけられた制御メッセージを送信し、応答はアク
セス端末ＩＤを収容する必要がない。この場合、アクセス端末は、アクセス端末設備能力
などの詳細を収容する次のＵＬ送信の中で自身のアクセス端末ＩＤを指定する。
【００９４】
　リソース要求２１４
　アクセス端末がシステムにアクセスすると、アクセス端末が基地局へ送信すべき情報を
保有するとき、アクセス端末は送信を実行するためＵＬ上のリソースを要求することが必
要である。この要求の詳細は実施に固有である。１つずつ詳細に後述される様々な特定の
オプションは、場合によってはＣＲＣ保護された以下のオプションを含む。
　オプション１：ＵＬ制御リソースを使用する。
　オプション２：スクランブル用シーケンスと共にランダム・アクセス・チャネルを使用
する。
　オプション３：広帯域リソースに要求をオーバーレイする。
【００９５】
　オプション１－ＵＬリソース要求がＵＬ制御リソースを使用
　このオプションを用いると、制御に割り付けられたリソース内の専用リソースを使用し
てリソース要求が行われる。このオプションは、制御リソースに要求をオーバーレイする
こととは別個であり、むしろ、制御リソースの一部分が他のタイプの制御シグナリングで
はなくリソース要求のため使用されることに留意されたい。いくつかの実施形態では、制
御リソースは、制御シグナリングのため割り付けられた時間周波数空間の連続したブロッ
クであるＵＬ制御タイルの組で形成される。いくつかの実施形態では、リソース要求の存
在はＵＬ制御メッセージタイプによって特定される。
【００９６】
　いくつかの実施形態では、専用ＵＬ制御リソースがアクセス端末毎に永続的に特定され
る。いくつかの実施形態では、このようにしてアクセス端末に割り付けられたリソースの
量は、予め決められたパターンに応じてフレームが異なれば違う。サイズはアクセス端末
および基地局において既知であり、コンフィギュレーション後に通知されなくてもよい。
【００９７】
　いくつかの実施形態では、リソース要求は、たとえば、ＣＱＩ、ＡＣＫ／ＮＡＫ、プリ
コーダインデックスなどのいくつかの他のメッセージのため名目上準備されたフィールド
を占有することがある。要求の存在はＵＬ制御メッセージタイプによって特定されること
がある。リソース要求を送信するため、アクセス端末は、ＵＬ制御メッセージタイプをリ
ソース割り当てのための空きを含むメッセージコンフィギュレーションに設定する。した
がって、メッセージのサイズは、必ずしもそのサブフレームのため特定されたサイズから
変更されなくてもよい。このアプローチを用いると、リソース要求フィールドの存在は動



(17) JP 5514109 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

的であるが、アクセス端末のＵＬ制御リソースの予め定められたサイズに影響を与えない
。
【００９８】
　いくつかの実施形態では、リソース要求が確実に受信され得るように、リソース要求は
アクセス端末のための他のＵＬ制御データで符号化される。
【００９９】
　いくつかの実施形態では、リソース要求は単一の「オン／オフ」表示である。この場合
、割り当ての詳細は、再コンフィギュレーションメッセージの中に与えられるか、または
、前のコンフィギュレーションもしくはデフォルトのコンフィギュレーションからわかる
ことがある。
【０１００】
　いくつかの実施形態では、リソース要求はメッセージである。遅延制約、ＱｏＳ、パケ
ットバックログ、リソースサイズなどのような割り当ての詳細の一部は、リソース要求の
中に指定することが可能である。割り当てのさらなる詳細は、再コンフィギュレーション
メッセージの中に与えられるか、または、前のコンフィギュレーションもしくはデフォル
トのコンフィギュレーションからわかることがある。
【０１０１】
　いくつかの実施形態では、オン／オフ表示アプローチおよびより詳細なリソース要求メ
ッセージアプローチの両方が、動的に特定される制御メッセージタイプと共に、２つの異
なるタイプのリソース要求メッセージを使用して可能である。
【０１０２】
　いくつかの実施形態では、ＵＬ制御リソースは二次的なブロードキャストチャネルによ
って特定可能である。いくつかの実施形態では、ＵＬリソースは分散したＲＢブロックに
亘って割り付けられ得る。いくつかの実施形態では、リソース要求は、ＱｏＳと、１番目
の送信スペクトル効率および／またはアクセス端末バッファサイズとを指定する４～１０
ビットである。
【０１０３】
　オプション２－リソース要求がスクランブル用シーケンスと共にランダム・アクセス・
チャネルを使用
　アクセス・チャネル・シーケンス／ロケーションがランダム・アクセス・シグナリング
ＩＤの組を定義するため使用される例示的なアクセスチャネル設計の詳細が、上述されて
いる。本実施形態によると、類似したアプローチがリソース要求の目的のため使用される
。いくつかの実施形態では、このアプローチは初期アクセスとリソース要求との両方に使
用される。ＵＬリソース要求は、多数のアクセス端末がＵＬ送信リソースを要求するため
に競合に基づくチャネルを使用する。システムアクセス後、アクセス端末はランダム・ア
クセス・シグナリングＩＤの組のうちの１つ（すなわち、チャネルシーケンス／ロケーシ
ョン）が割り当てられる。リソース要求はその後にこのシーケンス／チャネルコンフィギ
ュレーションを使用して送信される。
【０１０４】
　いくつかの実施形態では、アクセス端末は、リソース要求機会のための特定のサブフレ
ームを割り当てられることもある。割り当て済みのリソースの中のシグナリングの存在は
、アクセス端末のリソース要求のための一意の識別子である。
【０１０５】
　いくつかの実施形態では、シグナリングＩＤの組は、初期アクセスのため使用できない
リソース要求のため予約される。割り当て済みのシーケンス／ロケーションは、アクセス
端末のリソース要求のための一意の識別子である。各アクセス端末は特有のアクセス端末
のリソース要求シグナリングとしてシグナリングを識別するために１つのシグナリングＩ
Ｄを割り当てられる。
【０１０６】
　いくつかの実施形態では、各アクセス端末は、シグナリングＩＤの完全な組から１つの
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シグナリングＩＤを割り当てられる。いくつかの実施形態では、シーケンスは、初期アク
セスのための要求ではなくリソース要求として要求を識別するために、リソース要求に固
有のスクランブル用シーケンスによってスクランブルをかけられる。この場合、割り当て
済みのシーケンス／ロケーション／スクランブルは、特有のアクセス端末のリソース要求
に対する一意の識別子である。
【０１０７】
　いくつかの実施形態では、アクセス端末は、異なる構成のサービスのための複数のシグ
ナリングＩＤを割り当てられることがある。たとえば、アクセス端末は、ＶｏＩＰリソー
ス要求のための１つ、ＨＴＴＰトラフィックリソース要求のための１つなどを割り当てら
れる可能性がある。
【０１０８】
　オプション２が利用可能であるいくつかの実施形態では、所定のアクセス端末がリソー
ス要求のための別の仕組み（たとえば、上述のオプション１）を有し、要求の機会が頻繁
であるならば、移動装置は必ずしもオプション２の使用中にリソース要求を送信するため
のシグナリングを割り当てられないことがある。
【０１０９】
　アクセス・チャネル・ロケーションの組が初期アクセスとリソース要求利用との間で分
割される上記導入されたアプローチの実施例は、図１８を参照して説明される。単一のサ
ブフレーム内のアクセス・チャネル・ロケーションの組が示されている。レイアウトは図
１７を参照して上述されたレイアウトに類似している。関連付けられたアクセスチャネル
ＩＤ「ＡＣＨ信号ＩＤ　０」、．．．、「ＡＣＨ信号ＩＤ　Ｍ－１」を有する、Ｍ個のア
クセスチャネルの組が存在する。実施例は、アクセスチャネル当たり単一のリソースブロ
ックだけを示すが、代替的に、アクセスチャネル当たり多数のリソースブロックが図１７
の実施例と同様に定義されても構わないことに留意されたい。
【０１１０】
　アクセス・チャネル・ロケーションは２つのタイプに分割される。全体的に２５０で示
された上端のｎＡＣＨ個のロケーションは初期アクセス用途のため割り当てられる。全体
的に２５２で示された下端のＭ－ｎＡＣＨ個のロケーションは、リソース要求用途のため
割り当てられる。いくつかの実施形態では、パラメータｎＡＣＨによって規定されるよう
な初期アクセスとリソース要求との間の利用可能なロケーションの分割は、たとえば、ス
ーパーフレーム情報の一部として通知される。このようにして、利用可能なロケーション
の分割はトラフィック条件に基づいて構成可能にできる。本明細書に記載された他の実施
形態の場合と同様に、多数のシグナリングリソースが多数のサービス要求のため同じアク
セス端末に割り当てられ得る。
【０１１１】
　アクセス・チャネル・ロケーションの組が初期アクセスとリソース要求利用との間で分
割されず、スクランブルがリソース要求からアクセス要求を分離するため使用される上記
導入されたアプローチの実施例は、図１９を参照して説明される。単一のサブフレーム内
のアクセス・チャネル・ロケーションの組が示されている。レイアウトは図１７を参照し
て上述されたレイアウトに類似している。関連付けられたアクセスチャネルＩＤ「ＡＣＨ
信号ＩＤ　０」、．．．、「ＡＣＨ信号ＩＤ　Ｍ－１」を有するＭ個のアクセスチャネル
の組が存在する。実施例は、アクセスチャネル当たり単一のリソースブロックだけを示す
が、代替的に、アクセスチャネル当たり多数のリソースブロックが図１７の実施例と同様
に定義されても構わないことに留意されたい。
【０１１２】
　図１９の実施形態に関して、初期アクセス要求に固有のシーケンスはアクセス要求のた
め用いられる。このような要求は、アクセス要求を行うことが必要であるアクセス端末に
よってランダムに選択されたサブフレームの中のＭ個の利用可能なロケーションのいずれ
かを使用して行うことが可能である。たとえば、「ＡＣＨ信号ＩＤ　１」を有するアクセ
ス・チャネル・ロケーション２６０は、初期アクセス要求を行うためアクセス端末によっ
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てランダムに選択されることがある。いくつかの実施形態では、多数の特定のシーケンス
が、要求がハンドオフであるか、または、初期アクセスであるかどうかを特定するために
使用される。
【０１１３】
　図１９の実施形態に関して、リソース要求に固有のシーケンスはアクセス要求のため用
いられる。各アクセス端末は、リソース要求を行う目的のため特定のロケーションを割り
当てられる。図示された実施例では、ＡＣＨ信号ＩＤ　ｎＭＳ１を有するアクセス・チャ
ネル・ロケーション２６２は第１のアクセス端末に割り当てられ、ＡＣＨ信号ＩＤ　ｎＭ

Ｓ２を有するアクセス・チャネル・ロケーション２６４は第２のアクセス端末に割り当て
られている。所定のアクセス・チャネル・ロケーションは、そのロケーションが割り当て
られた特定のアクセス端末がリソース要求を送信したならば、リソース要求だけを収容す
る。
【０１１４】
　ランダム・アクセス・チャネルが初期アクセスおよびリソース要求の両方のため使用さ
れるさらに別の実施例では、利用可能な異なるシグナリングＩＤがそれぞれ複数の要求タ
イプのうちの１つに割り当てられる。このような要求タイプの組の特定の実施例は、初期
アクセスと、既に割り当て済みのアクセス端末ＩＤを用いる初期アクセス（すなわち、ハ
ンドオフ）と、リソース要求タイプ１：基礎と、リソース要求タイプ２：サービスの更新
と、リソース要求タイプ３：所定のコンフィギュレーションと、を含む。
【０１１５】
　要求タイプの組の実施例は、図２０に示されるように、ＡＣＨ信号ＩＤ　０、．．．、
ＡＣＨ信号ＩＤ　ｎ１－１として識別されたアクセス・チャネル・ロケーションが、全体
的に２７０で示されているように要求タイプ１に割り当てられ、ＡＣＨ信号ＩＤ　ｎ１、
．．．、ＡＣＨ信号ＩＤ　ｎ２として識別されたアクセス・チャネル・ロケーションが、
全体的に２７２で示されているように要求タイプ２に割り当てられ、以下同様である。
【０１１６】
　いくつかの実施形態では、種々の表示の間のシグナリングＩＤの分割は、たとえば、ト
ラフィックに基づいて、基地局によって構成され得ることがある。本明細書中に記載され
ている他の実施形態と同様に、多数のシグナリングリソースは多数のサービス要求のため
同じアクセス端末に割り当てられ得る。
【０１１７】
オプション３－ＵＬリソース要求がＵＬリソース上にオーバーレイされる
　本実施形態によれば、ＵＬリソース要求は永続的に特定されたリソースを使用する。こ
れらのリソースは１つまたは複数のＲＢを含むことがある。複数のＲＢはダイバーシティ
を提供するため分散させられることがある。ＵＬリソース要求は、トラフィック／制御と
同じリソースの一部または全部の上で他のトラフィック／制御とオーバーレイされる。
【０１１８】
　オプション３が利用可能であるいくつかの実施形態では、所定のアクセス端末アクセス
端末がリソース要求のための別の仕組み（たとえば、上述のオプション１）を有し、要求
の機会が十分に頻繁であるならば、アクセス端末はオプション３を使用してリソース要求
を送信するため必ずしもシグナリングを割り当てられなくてもよい。
【０１１９】
　いくつかのこのような実施形態では、干渉除去が他のトラフィック／制御送信からリソ
ース要求の影響を除去するためＢＳで使用される。異なるアクセス端末のリソース要求は
、ＲＢおよび／またはサブフレームのロケーション、および／または、割り当て済みのシ
ーケンスによって分離される。
【０１２０】
　ＵＬデータ送信２１０
　いくつかの実施形態では、既存の割り付けを使用する送信の一部として、アクセス端末
は、コンフィギュレーションに関する詳細／パラメータ、または、割り当てに関する再コ
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ンフィギュレーションを提供することができるパケット送信時に、ヘッダを埋め込むこと
が可能である。
【０１２１】
　アクセス端末にＵＬリソースが割り当てられた後、割り当ては、データパケットに埋め
込まれた（複数の）付加的なメッセージによってさらに構成され得る。いくつかの実施形
態では、最初の送信のためのパラメータは、リソース要求の中で特定され、能力ネゴシエ
ーションに基づいてデフォルト値に設定され、更新に基づいて前のコンフィギュレーショ
ンに設定され、または、いくつかの他の方法で設定される。
【０１２２】
　アクセス端末は、次のパケット送信の開始時に効果を生じるため、（複数の）付加的な
再コンフィギュレーションメッセージをデータパケットと共に符号化することにより、割
り当てパラメータを変更可能である。このことは、ＨＡＲＱがパケット送信のため正しい
位置にあることを当然に仮定して、この制御メッセージのためＨＡＲＱをうまく利用する
という利点がある。
【０１２３】
　特定の実施例では、フィールドが符号化の前にパケットに添付され、パケットのヘッダ
の中のフィールドはサービス再コンフィギュレーションメッセージの有無および／または
タイプを指定するために使用される。基地局での復号化後に、ヘッダは、付加的な再コン
フィギュレーションメッセージが再コンフィギュレーション情報と共にパケットに追加さ
れたかどうかを決定するため検査される。
【０１２４】
　ヘッダ操作の特定の実施例は以下のとおりである。２ビット・ヘッダ・フィールドが以
下のとおりサービス再コンフィギュレーションメッセージの有無およびタイプを指定する
。
　‘００’　コンフィギュレーション変更無し、再コンフィギュレーションメッセージ無
し
　‘０１’　コンフィギュレーション変更無し、再コンフィギュレーションメッセージ無
し、別のパケットのための拡張サービス
　‘１０’　再コンフィギュレーションメッセージ添付：タイプ１
　‘１１’　再コンフィギュレーションメッセージ添付：タイプ２
【０１２５】
　　再コンフィギュレーションメッセージは、既存の割り当てへの変更、または、たとえ
ば、
　　モバイル・パワー・ヘッダ・ルーム
　　能力の更新
　　異なるＭＩＭＯモードの要求
　　異なるＭＣＳの要求
　　モバイル・データ・バックログ・サイズの表示
　　データバックログが空になるまでＵＬリソース割り当てを継続するための表示
　　リソースサイズ仕様
　　遅延要件、ＱｏＳなど
　　付加的なサービス／リソースの要求
　　他の送信パラメータ
　を含む将来の割り当てを収容可能である。
【０１２６】
　いくつかの実施形態では、ヘッダ（および可能なメッセージ）が最初のパケット送信、
たとえば、一連のパケット送信（トークスパート、ファイルダウンロードなど）の中の最
初のパケットだけに追加される。いくつかの実施形態では、ヘッダ（および可能なメッセ
ージ）が、Ｎが１以上であり得る場合に、最初のパケット送信と、その後のＮ番目のパケ
ット毎に追加される。基地局からのパケット送信のＡＣＫ／ＮＡＫは、再コンフィギュレ
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ーションメッセージが正しく受信された旨の指示をアクセス端末に供給するために使用で
きる。
【０１２７】
　サービスの更新２１６
　サービス更新は、構成されたサービスの更新を指示するため、アクセス端末によって基
地局へ送信されるシグナリングである。このサービス更新は単に更新であるため、メッセ
ージサイズは非常に小さくてもよく、たとえば、要求された割り付けのサイズのような詳
細は含まれている必要はない。このサービス更新を送信するためのチャネルの詳細は実施
に固有である。以下に詳述される様々な詳細オプションは、
　オプション１：ＵＬ制御リソースの使用
　オプション２：スクランブル用シーケンスと共にランダム・アクセス・チャネルの使用
　を含む。
【０１２８】
　オプション１－更新がＵＬ制御リソースを使用
　本実施形態では、アクセス端末が所定のタイプのサービスのためのＵＬ割り当てを受信
した後、割り当てが単一の更新メッセージによって更新され得る。既存の割り当ては、失
効するか、もしくは、停止され（たとえば、ＶｏＩＰのサイレント期間）、または、１つ
のパケットとそのＨＡＲＱ送信の期間に限り存在することがある。いくつかの実施形態で
は、更新メッセージは、前のパラメータまたは既存のパラメータを使ってサービスを更新
するための単にオン／オフのトグルである。
【０１２９】
　本実施形態によれば、更新メッセージは永続的に割り当てられたＵＬ制御リソース空間
の一部を使用して送信される。メッセージは、サービス更新が通知中であることを指示す
るためにメッセージタイプを有することがある。いくつかの実施形態では、アクセス端末
は多数のサービスの切り替えを可能にするため多数のメッセージを割り当てられることが
可能である。いくつかの実施形態では、ダウンリンク・フィードバック・フィールドが更
新メッセージを用いて置き換えられる。
【０１３０】
　いくつかの実施形態では、最初の送信のための更新プロセスのパラメータ（すなわち、
更新のため割り付けされた制御リソースの中のロケーション）はデフォルトに設定される
。いくつかの実施形態では、最初の送信の中の再コンフィギュレーションはパラメータ変
更を行うため使用され得る。このアプローチは、たとえば、アクセス端末がＶｏＩＰサー
ビスを非動作状態から動作状態に切り替えるため役に立つ。
【０１３１】
　オプション２－更新がスクランブル用シーケンスと共にランダム・アクセス・チャネル
を使用
　アクセス端末が所定のタイプのサービスのためのＵＬ割り当てを受信した後、サービス
が単一のメッセージによって更新され得る。メッセージは、前のパラメータまたは既存の
パラメータを使ってサービスを更新するため単にオン／オフのトグルでもよい。本実施形
態によれば、メッセージは、サービスをコンフィギュレーションパラメータの最後の組に
更新するため、たとえば、上述されているようなランダム・アクセス・リソースを使用す
るリソース要求を使用して送信される。
【０１３２】
　いくつかの実施形態では、アクセス端末は多数のサービスの切り替えを可能にするため
多数のメッセージを割り当てられてもよい。いくつかの実施形態では、最初の送信のため
の更新プロセスのパラメータはデフォルト値に設定される。
【０１３３】
（Ｉ）リソース要求および更新要求の２つの仕組みを備えるシステム
　リソース要求のための競合に基づくチャネル（ランダム・アクセス・チャネル）アプロ
ーチの使用、および、更新要求のための競合に基づくチャネル（ランダム・アクセス・チ
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ャネル・アプローチの使用についての詳細は上述されている。さらに、リソース要求のた
めの制御リソースの使用、および、更新要求のための制御リソースの使用についての詳細
が上述されている。別の実施形態では、一方が競合に基づき、他方がＵＬ制御リソースを
使用する２つの異なる仕組みが実施され、所定のアクセス端末が２つの仕組みのどちらか
を選ぶ。
【０１３４】
　第１の仕組み：リソース要求および更新要求のための競合に基づく仕組み
　アクセス端末がリソース割り当てを要求することを特定する指示が、基地局へ送信され
る。基地局は、予め構成されたリソース割り当ての割り付け、既存のサービスの更新、ま
たは、デフォルト割り付けを用いて応答する。リソース要求のさらなるコンフィギュレー
ションは送信に埋め込まれたＭＡＣメッセージの中で特定され得る。
【０１３５】
　指示は、アクセス・チャネル・シグナリングＩＤを使用して行われるが、リソース更新
またはリソース要求に固有のスクランブル用シーケンスによってスクランブルをかけられ
る。いくつかの実施形態では、このような指示は、アクセス端末に固有のＵＬリソース上
で同様に、または、代替的に送信され得る。
【０１３６】
　第２の仕組み：リソース／更新要求メッセージのためのＵＬ制御リソース
　アクセス端末がリソース割り当てを要求していることを特定するメッセージは、含まれ
る可能性があるいくつかの例を挙げると、遅延制約、ＱｏＳ、パケットバックログ、リソ
ースサイズなどのような割り当てのいくつかのパラメータと共に、基地局へ送信される。
このメッセージはアクセス端末に固有のＵＬ制御リソース上で送信される。
【０１３７】
　本実施形態によれば、アクセス端末は、送信の形式（指示対メッセージ）およびロケー
ション（ランダム・アクセス・チャネル対ＵＬ制御リソース）を選ぶことができる。たと
えば、いくつかの場合、アクセス端末の割り当て済みのＵＬ制御リソースは低い頻度で現
れることがあり、この場合、アクセス端末はランダム・アクセス・チャネルの仕組みを選
択することがある。
【０１３８】
　いくつかの実施形態では、シーケンスは、セクタＩＤおよびアクセス／要求タイプによ
ってスクランブルをかけられる。リソース要求チャネルに関して、要求タイプは、予め構
成されたサービスまたは割り当ての要求を特定する。多数の要求タイプが、ＶｏＩＰ、デ
ータトラフィックなどのような異なるサービスの要求を区別できる。
【０１３９】
（Ｊ）アップリンクシグナリングのための物理的な構造の実施例
　アップリンクシグナリングのための別の物理的な構造の詳細な実施例が次に説明される
。この実施例は、上述されたＵＬシグナリング／リソース要求のいくつかのため、および
／または、いくつかの特定の例を挙げると、ＡＣＫ／ＮＡＫ、ＣＱＩフィードバック、リ
ソース要求などのような他のアップリンクシグナリング目的のため使用できる。
【０１４０】
　いくつかの実施形態では、本明細書中に記載されたアップリンクシグナリング方法が、
アクセス端末が基地局（または他のサービス送信機）に通知し、プロセスの中で基地局に
対してこのアクセス端末自体を一意に特定するための仕組みとして使用され得る。このよ
うにして、基地局は、どのアクセス端末がＵＬシグナリングを送信したかを認識し、適切
な動作（たとえば、所定の応答）を行うことがある。
【０１４１】
　リソースは、アップリンクシグナリング、たとえば、単一のタイルまたは多数の分散し
たタイルを含むリソース要求のため割り当てられ、ここで、タイルは、リソースの組の中
の副搬送波およびＯＦＤＭシンボルの物理的に連続した組である。図２１に、特定の実施
例として、各タイルが６個の副搬送波×６個のシンボルであり、３個のこのようなタイル



(23) JP 5514109 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

２８０、２８２、２８４がサブフレームまたはフレームの範囲内でアップリンクシグナリ
ングのため利用可能である例が示されている。
【０１４２】
　いくつかの実施形態では、各タイルは異なるセクションに分割される。図２１に示され
た実施例では、各タイル２８０、２８２、２８４は、２つのセクションに分割され、第１
のセクションは全体的に２９０で示された前半の３個のＯＦＤＭシンボルの上に存在し、
第２のセクションは全体的に２９２で示された後半の３個のＯＦＤＭシンボルの上に存在
する。このアプローチは、複数のセクションへのタイルの分割に一般化できることが明白
であろう。
【０１４３】
　いくつかの実施形態では、アクセス端末はタイルの各セクションにおいてＵＬシグナリ
ングのため使用されるべきそれぞれのシーケンスを割り当てられる。たとえば、図２１の
タイル２８０では、アクセス端末は、セクション２９４の中のＬ１個のシーケンスからな
る前半のシーケンス集合からのシーケンスを使用し、セクション２９６の中のＬ２個のシ
ーケンスからなる後半のシーケンス集合からのシーケンスを使用する。２つのシーケンス
集合は同じでもよく、異なっていてもよい。前半の集合からのシーケンスおよび後半の集
合からのシーケンスを含むシーケンスのペアの置換の回数は、Ｌ１×Ｌ２である。各アク
セス端末は使用されたシーケンスのペアによって一意に識別される。いくつかの場合に、
２台以上のアクセス端末が、すべてのシーケンス集合の中ではなく、１つ以上のシーケン
ス集合の中の同じシーケンスを割り当てられることがある。
【０１４４】
　いくつかの実施形態では、タイルへのシーケンスのマッピングは、周波数ダイバーシテ
ィを利用するため他の分散したタイルに対し繰り返される。たとえば、自身のシーケンス
を送信するためタイル２８０を用いるアクセス端末はタイル２８２および２８４も使用す
ることがある。
【０１４５】
　いくつかの実施形態では、シグナリングのための多数のタイルの組が存在することがあ
る。アクセス端末に割り当てられた特有のタイルの組は、割り当てられたシーケンスと組
み合わされて、アクセス端末を一意に識別する。いくつかの実施形態では、使用される拡
散シーケンスは直交シーケンスでもよい。
【０１４６】
　いくつかの実施形態では、シーケンスがマッピングされる方法はタイルによって変更さ
れてもよい。このことは、前半のシーケンス集合の領域がタイル２８０、２８４のための
前半の３個のＯＦＤＭシンボル２９０の間に現れ、タイル２８２のための後半の３個のＯ
ＦＤＭシンボル２９２の間に現れ、後半のシーケンス集合の領域がタイル２８０、２８４
のための後半の３個のＯＦＤＭシンボル２９２の間に現れ、タイル２８２のための前半の
３個のＯＦＤＭシンボル２９０の間に現れる図２０に図示された実施例に示されている。
【０１４７】
　実施例は、特にリソース要求のためのこのアップリンクシグナリング方法の使用に重点
を置いているが、この実施例は、周期的な測距、測距、ＣＱＩフィードバック、または、
アクセス端末からの他の通知のような他の目的のため使用されることがある。
【０１４８】
　一部の実施形態は、初期アクセスチャネルおよびリソース要求の多重化を同じリソース
の中に含むか、および／または、同じシーケンスを使用する。いくつかの実施形態では、
リソース要求チャネルは、説明された実施形態に従って構成されるが、存在するか、もし
くは、存在しないことがある初期アクセスチャネル、または、本明細書中に記載されてい
る他のチャネルとは独立である。たとえば、いくつかの実施形態では、リソース要求チャ
ネルは、説明された実施形態に従う構造を有することが可能であるが、ランダム・アクセ
ス・チャネルは関係のない構造を使用する。さらに、いくつかの実施形態では、リソース
要求と初期アクセスチャネルとのため同じＯＦＤＭシンボル構造を共用することは適切で
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ないことがある。これらの場合、リソース要求チャネル、または、アクセスチャネルは、
本明細書中の実施形態に従って実施され得るが、各チャネルに独立に適用される。
【０１４９】
（Ｋ）無線システム概要
　図面を参照すると、図１は、対応する基地局（ＢＳ）１４によるサービスの提供を受け
る多数のセル１２の内部の無線通信を制御する基地局コントローラ（ＢＳＣ）１０を示し
ている。いくつかのコンフィギュレーションでは、各セルは多数のセクタ１３またはゾー
ン（図示せず）にさらに分割される。一般に、各基地局１４は、ＯＦＤＭを使用して、対
応する基地局１４と関連付けられたセル１２の内部の移動および／または無線端末１６（
より一般的にはアクセス端末）との通信を容易化する。基地局１４に対する移動局１６の
動きは、チャネル条件に著しい変動を生じる。図示されているように、基地局１４および
移動局１６は、通信のための空間ダイバーシティを提供するため多数のアンテナを含むこ
とがある。
【０１５０】
　いくつかのコンフィギュレーションでは、中継局１５が基地局１４と無線端末１６との
間の通信を支援することがある。無線端末１６は、任意のセル１２、セクタ１３、ゾーン
（図示せず）、基地局１４、または、中継局１５から他のセル１２、セクタ１３、ゾーン
（図示せず）、基地局１４、または、中継局１５へハンドオフ１８することが可能である
。いくつかのコンフィギュレーションでは、基地局１４は、バックホールネットワーク１
１を介して、個々の、および別のネットワーク（たとえば、コアネットワークまたはイン
ターネット、どちらも図示されていない）と通信する。いくつかのコンフィギュレーショ
ンでは、基地局コントローラ１０は必要とされない。
【０１５１】
　図２を参照すると、基地局１４の実施例が図示されている。基地局１４は、一般に、制
御システム２０と、ベースバンドプロセッサ２２と、送信回路２４と、受信回路２６と、
多数のアンテナ２８と、ネットワークインターフェイス３０とを含む。受信回路２６は、
移動局１６（図３に図示されている）および中継局１５（図４に示されている）によって
設けられた１台以上の遠隔送信機からの情報を担持する無線周波数信号を受信する。低雑
音増幅器およびフィルタ（図示せず）は、処理のため信号からの広帯域干渉を増幅し除去
するため協働することがある。ダウンコンバージョンおよびデジタル化回路（図示せず）
は、その後に、フィルタ処理済みの受信された信号を、後に１つ以上のデジタルストリー
ムにデジタル化される中間またはベースバンド周波数信号にダウンコンバートする。
【０１５２】
　ベースバンドプロセッサ２２は、受信された信号の中で搬送される情報またはデータビ
ットを抽出するためデジタル化済みの受信された信号を処理する。この処理は、典型的に
、復調演算、復号化演算、および、誤り訂正演算を備える。したがって、ベースバンドプ
ロセッサ２２は、一般に、１台以上のデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）または特定用途
集積回路（ＡＳＩＣ）の中に実装される。受信された情報は、その後に、ネットワークイ
ンターフェイス３０を介して無線ネットワークの全体に送信されるか、または、直接的も
しくは中継局１５の支援により基地局１４によるサービスを受ける別の移動局１６へ送信
される。
【０１５３】
　送信側で、ベースバンドプロセッサ２２は、制御システム２０の制御下で、ネットワー
クインターフェイス３０から音声、データ、または、制御情報を表すことがあるデジタル
化済みのデータを受信し、送信のためのデータを符号化する。符号化されたデータは送信
回路２４へ出力され、送信回路で、所望の１つ以上の送信周波数を有する１つ以上の搬送
波信号によって変調される。電力増幅器（図示せず）は、変調された搬送波信号を送信の
ため適切なレベルまで増幅し、変調された搬送波信号をマッチング回路網（図示せず）を
介してアンテナ２８へ送出する。変調および処理の細部はより詳細に後述される。
【０１５４】
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　図３を参照すると、移動局１６の実施例が示されている。基地局１４と同様に、移動局
１６は、制御システム３２と、ベースバンドプロセッサ３４と、送信回路３６と、受信回
路３８と、多数のアンテナ４０と、移動局インターフェイス回路４２とを含む。受信回路
３８は、１台以上の基地局１４および中継局１５から情報を担持する無線周波数信号を受
信する。低雑音増幅器およびフィルタ（図示せず）は、処理のため信号からの広帯域干渉
を増幅し除去するため協働することがある。ダウンコンバージョンおよびデジタル化回路
（図示せず）は、その後に、フィルタ処理済みの受信された信号を、後に１つ以上のデジ
タルストリームにデジタル化される中間またはベースバンド周波数信号にダウンコンバー
トする。
【０１５５】
　ベースバンドプロセッサ３４は、受信された信号の中で搬送される情報またはデータビ
ットを抽出するためデジタル化済みの受信された信号を処理する。この処理は、典型的に
、復調演算、復号化演算、および、誤り訂正演算を備える。ベースバンドプロセッサ３４
は、一般に、１台以上のデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）および特定用途集積回路（Ａ
ＳＩＣ）の中に実装される。
【０１５６】
　送信のため、ベースバンドプロセッサ３４は、制御システム３２から、音声、映像、デ
ータ、または、制御情報を表現することがあるデジタル化済みのデータを受信し、送信の
ため符号化する。符号化されたデータは送信回路３６へ出力され、送信回路で、所望の１
つ以上の送信周波数である１つ以上の搬送波信号を変調するため変調器によって使用され
る。電力増幅器（図示せず）は、変調された搬送波信号を送信のため適切なレベルまで増
幅し、変調された搬送波信号をマッチング回路網（図示せず）を介してアンテナ４０へ送
出する。当業者による利用が可能である種々の変調および処理技術が、直接的または中継
局経由のいずれかの移動局と基地局との間の信号送信のため使用される。
【０１５７】
　ＯＦＤＭ変調において、伝送帯域は多数の直交搬送波に分割される。各搬送波は、送信
されるべきデジタルデータに応じて変調される。ＯＦＤＭは伝送帯域を多数の搬送波に分
割するので、１搬送波当たりの帯域幅は減少し、１搬送波当たりの変調時間は増加する。
多数の搬送波が並列に送信されるので、所定の搬送波上のデジタルデータまたはシンボル
の伝送レートは、単一の搬送波が使用されるときより低い。
【０１５８】
　ＯＦＤＭ変調は、送信されるべき情報に関して高速フーリエ逆変換（ＩＦＦＴ）の性能
を利用する。復調のため、受信された信号に関する高速フーリエ変換（ＦＦＴ）の性能は
送信された情報を復元する。実際上、ＩＦＦＴおよびＦＦＴは、離散フーリエ逆変換（Ｉ
ＤＦＴ）および離散フーリエ変換（ＤＦＴ）をそれぞれ実行するデジタル信号処理によっ
て提供される。したがって、ＯＦＤＭ変調の特徴的な特色は、直交搬送波が送信チャネル
の内部の多数の帯域に対し生成されることである。変調された信号は、比較的低い伝送レ
ートを有し、それぞれの帯域の範囲内に留まることができるデジタル信号である。個々の
搬送波はデジタル信号によって直接的に変調されない。その代わりに、すべての搬送波が
ＩＦＦＴ処理によって同時に変調される。
【０１５９】
　動作中に、いくつかの実施形態では、ＯＦＤＭは、基地局１４から移動局１６への少な
くともダウンリンク送信のため使用される。各基地局１４は「ｎ」台の送信アンテナ２８
（ｎ≧１）を具備し、各移動局１６は「ｍ」台の受信アンテナ４０（ｍ≧１）を具備する
。特に、それぞれのアンテナは、適切なデュプレクサまたはスイッチを使用して受信およ
び送信のため使用できるが、明確にするためだけに送信アンテナおよび受信アンテナと呼
ばれる。
【０１６０】
　中継局１５が使用されるとき、ＯＦＤＭは、好ましくは、基地局１４から中継局１５へ
、および、中継局１５から移動局１６へのダウンリンク送信のため使用される。



(26) JP 5514109 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

【０１６１】
　図４を参照すると、中継局１５の実施例が示されている。基地局１４および移動局１６
と同様に、中継局１５は、制御システム１３２と、ベースバンドプロセッサ１３４と、送
信回路１３６と、受信回路１３８と、多数のアンテナ１３０と、中継回路１４２とを含む
。中継回路１４２は、中継局１５が基地局１４と移動局１６との間の通信を支援すること
を可能にさせる。受信回路１３８は１台以上の基地局１４および移動局１６から情報を搬
送する無線周波数信号を受信する。低雑音増幅器およびフィルタ（図示せず）は処理のた
め信号からの広帯域干渉を増幅し除去するため協働することがある。ダウンコンバージョ
ンおよびデジタル化回路（図示せず）は、その後に、フィルタ処理済みの受信された信号
を、後に１つ以上のデジタルストリームにデジタル化される中間またはベースバンド周波
数信号にダウンコンバートする。
【０１６２】
　ベースバンドプロセッサ１３４は、受信された信号の中で搬送される情報またはデータ
ビットを抽出するためデジタル化済みの受信された信号を処理する。この処理は、典型的
に、復調演算、復号化演算、および、誤り訂正演算を備える。ベースバンドプロセッサ１
３４は、一般に、１台以上のデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）および特定用途集積回路
（ＡＳＩＣ）の中に実装される。
【０１６３】
　送信のため、ベースバンドプロセッサ１３４は、制御システム１３２から、音声、映像
、データ、または、制御情報を表現することがあるデジタル化済みのデータを受信し、送
信のため符号化する。符号化されたデータは送信回路１３６へ出力され、送信回路で、所
望の１つ以上の送信周波数である１つ以上の搬送波信号を変調するため変調器によって使
用される。電力増幅器（図示せず）は、変調された搬送波信号を送信のため適切なレベル
まで増幅し、変調された搬送波信号をマッチング回路網（図示せず）を介してアンテナ１
３０へ送出する。当業者による利用が可能である種々の変調および処理技術が、上述され
ているように、直接的または中継局を介して間接的に移動局と基地局との間の信号送信の
ため使用される。
【０１６４】
　図５を参照して、論理的なＯＦＤＭ送信アーキテクチャが説明される。最初に、基地局
コントローラ１０は、様々な移動局１６に送信されるべきデータを、直接的または中継局
１５の支援により基地局１４へ送信する。基地局１４は、送信のためのデータをスケジュ
ールし、さらに、スケジュールされたデータを送信するため適切な符号化および変調を選
択するため、移動局と関連付けられたチャネル品質表示（ＣＱＩ）を使用することがある
。ＣＱＩは、移動局１６から直接的に提供されてもよく、移動局１６によって提供された
情報に基づいて基地局１４で決定されてもよい。いずれの場合も、各移動局１６のための
ＣＱＩは、チャネル振幅（または応答）がＯＦＤＭ周波数帯域にわたって変化する程度の
関数である。
【０１６５】
　ビットのストリームであるスケジュール済みデータ４４は、データスクランブル用ロジ
ック４６を使用して、データと関連付けられたピーク対平均電力比を低減するようにスク
ランブルをかけられる。スクランブル済みデータのための巡回冗長検査（ＣＲＣ）は、Ｃ
ＲＣ追加ロジック４８を使用して決定され、スクランブル済みデータに添付される。次に
、チャネル符号化が、移動局１６における復元および誤り訂正を容易化するようにデータ
に冗長性を効率的に追加するため、チャネル・エンコーダ・ロジック５０を使用して実行
される。この場合も、特定の移動局１６のためのチャネル符号化はＣＱＩに基づいている
。いくつかの実施では、チャネル・エンコーダ・ロジック５０は、既知のターボ符号化技
術を使用する。符号化されたデータは、その後に、符号化と関連付けられたデータ拡張を
補償するためレート・マッチング・ロジック５２によって処理される。
【０１６６】
　ビット・インターリーバ・ロジック５４は、連続的なデータビットの損失を最小限に抑
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えるため、符号化されたデータの中のビットを体系的に順序付ける。結果として得られる
データビットは、マッピングロジック５６によって、選択されたベースバンド変調に応じ
て対応するシンボルに体系的にマッピングされる。好ましくは、直交振幅変調（ＱＡＭ）
または直交位相偏移（ＱＰＳＫ）変調が使用される。変調の程度は、好ましくは、特有の
移動局のためのＣＱＩに基づいて選ばれる。シンボルは、シンボル・インターリーバ・ロ
ジック５８を使用して、周波数選択性フェージングによって引き起こされる周期的なデー
タ損失に対する送信された信号のイミュニティをさらに強化するため体系的に順序付けら
れることがある。
【０１６７】
　この時点で、ビットのグループは振幅および位相信号点配置の中のロケーションを表現
するシンボルにマッピングされている。空間ダイバーシティが望ましいとき、シンボルの
ブロックが、その後に、送信された信号の耐干渉性をより高め、移動局１６でより容易に
復号化されるようにシンボルを修正する、空間時間ブロック符号（ＳＴＣ）エンコーダロ
ジック６０によって処理される。ＳＴＣエンコーダロジック６０は、入力シンボルを処理
し、基地局１４の送信アンテナ２８の台数に対応する「ｎ」個の出力を与える。図５に関
して上述されたような制御システム２０および／またはベースバンドプロセッサ２２は、
ＳＴＣ符号化を制御するためマッピング制御信号を供給する。この時点で、「ｎ」個の出
力に対するシンボルは、送信されるべきデータを代表し、移動局１６によって復元するこ
とができると仮定する。
【０１６８】
　本実施例に関して、基地局１４は２台のアンテナ２８（ｎ＝２）を有し、ＳＴＣエンコ
ーダロジック６０はシンボルの２つの出力ストリームを供給すると仮定する。その結果、
ＳＴＣエンコーダロジック６０によって出力されたシンボルストリームのそれぞれは、理
解を容易にするため別々に図示された対応するＩＦＦＴプロセッサ６２に送信される。当
業者は、１台以上のプロセッサがこのようなデジタル信号処理を、単独で、または、本明
細書中に記載された他の処理と組み合わせて行うため使用されてもよいことを認めるであ
ろう。ＩＦＦＴプロセッサ６２は、好ましくは、フーリエ逆変換を行うためそれぞれのシ
ンボルを操作する。ＩＦＦＴプロセッサ６２の出力は時間ドメインの中のシンボルを供給
する。時間ドメインシンボルは、プレフィックス挿入ロジック６４によってプレフィック
スと関連付けられたフレームにグループ分けされる。
【０１６９】
　結果として得られる信号のそれぞれは、対応するデジタルアップコンバージョン（ＤＵ
Ｃ）およびデジタル・アナログ（Ｄ／Ａ）変換回路６６によって、デジタルドメインの中
で中間周波数へアップコンバートされ、アナログ信号に変換される。結果として得られる
（アナログ）信号は、その後に、ＲＦ回路６８およびアンテナ２８によって、所望のＲＦ
周波数で同時に変調され、増幅され、送信される。特に、対象とされた移動局１６によっ
て知られているパイロット信号は副搬送波の間で散乱させられる。以下で詳述される移動
局１６は、チャネル推定のためパイロット信号を使用する。
【０１７０】
　図６を参照して、基地局１４から直接的に、または、中継局１５の支援によって、送信
された信号の移動局１６による受信を説明する。送信された信号が移動局１６のアンテナ
４０のそれぞれに到着したとき、それぞれの信号は、対応するＲＦ回路７０によって復調
され増幅される。簡潔さと明確さのため、２つの受信経路のうちの一方だけが詳細に記載
され、図示されている。アナログ・デジタル（Ａ／Ｄ）変換器およびダウンコンバージョ
ン回路７２は、デジタル処理のためアナログ信号をデジタル化しダウンコンバートする。
結果として得られるデジタル化された信号は、受信された信号レベルに基づいてＲＦ回路
７０の中の増幅器の利得を制御するため自動利得制御回路（ＡＧＣ）７４によって使用さ
れることがある。
【０１７１】
　最初に、デジタル化された信号が、数個のＯＦＤＭシンボルを一時記憶し、２つの連続
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的なＯＦＤＭシンボルの間で自己相関を計算する粗い同期ロジック７８を含む、同期ロジ
ック７６に供給される。結果として得られる相関結果の最大値に対応する時間インデック
スは、ヘッダに基づいて正確なフレーミング開始位置を決定するため細かい同期ロジック
８０によって使用される細かい同期探索窓を決定する。細かい同期ロジック８０の出力は
、フレーム位置合わせロジック８４によるフレーム取得を容易化する。適切なフレーミン
グ位置合わせは、後に続くＦＦＴ処理が時間ドメインから周波数ドメインへの正確な変換
を行うために重要である。細かい同期アルゴリズムは、ヘッダによって搬送される受信さ
れたパイロット信号と、既知のパイロットデータのローカルコピーとの間の相関に基づい
ている。
【０１７２】
　フレーム位置合わせの獲得が起こると、ＯＦＤＭシンボルのプレフィックスがプレフィ
ックス除去ロジック８６を用いて除去され、結果として得られたサンプルが、送信機と受
信機とにおいて一致しない局部発振器によって引き起こされたシステム周波数オフセット
を補償する周波数オフセット補正ロジック８８へ送信される。好ましくは、同期ロジック
７６は、ＯＦＤＭシンボルを適切に処理するため、送信された信号へのこのような影響を
推定し、これらの推定値を補正ロジック８８に供給するために役立つヘッダに基づく、周
波数オフセットおよびクロック推定ロジック８２を含む。
【０１７３】
　この時点で、時間ドメインの中のＯＦＤＭシンボルは、ＦＦＴ処理ロジック９０を使用
する周波数ドメインへの変換のための準備ができている。その結果は、処理ロジック９２
へ送信される周波数ドメインシンボルである。処理ロジック９２は、散乱パイロット抽出
ロジック９４を使用して散乱パイロット信号を抽出し、チャネル推定ロジック９６を使用
して、抽出されたパイロット信号に基づいてチャネル推定値を決定し、チャネル再構成ロ
ジック９８を使用して、すべての副搬送波のためのチャネル応答を供給する。各副搬送波
のためのチャネル応答を決定するため、パイロット信号は、時間および周波数の両方にお
いて既知のパターンでＯＦＤＭ副搬送波の全体にわたるデータシンボルの間に散乱した本
質的に多数のパイロットシンボルである。
【０１７４】
　続けて図６を見ると、処理ロジックは、パイロットシンボルが送信された副搬送波のた
めのチャネル応答を決定するため、受信されたパイロットシンボルを、ある特定の時点に
ある特定の副搬送波の中で期待されるパイロットシンボルと比較する。その結果は、全部
ではなくとも、パイロットシンボルが供給されなかった残りの副搬送波の殆どに対するチ
ャネル応答を推定するため補間される。実際の、補間されたチャネル応答は、全部ではな
くとも、ＯＦＤＭチャネルの中の副搬送波の殆どに対するチャネル応答を含む全体的なチ
ャネル応答を推定するため使用される。
【０１７５】
　各受信経路のチャネル応答から導出される周波数ドメインシンボルおよびチャネル再構
成情報は、ＳＴＣデコーダ１００へ供給され、ＳＴＣデコーダは送信されたシンボルを復
元するため両方の受信経路上でＳＴＣ復号化を行う。チャネル再構成情報は、それぞれの
周波数ドメインシンボルを処理するときに、送信チャネルの影響を除去するために十分な
等化情報をＳＴＣデコーダ１００へ供給する。
【０１７６】
　復元されたシンボルは、送信機のシンボル・インターリーバ・ロジック５８に対応する
シンボル逆インターリーバ・ロジック１０２を使用して、順序正しく戻される。逆インタ
ーリーブされたシンボルは、次に、逆マッピングロジック１０４を使用して、対応するビ
ットストリームに復調または逆マッピングされる。ビットは、その後に、送信機アーキテ
クチャのビット・インターリーバ・ロジック５４に対応するビット逆インターリーバ・ロ
ジック１０６を使用して逆インターリーブされる。
【０１７７】
　逆インターリーブされたビットは、その後に、最初にスクランブルをかけられたデータ
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およびＣＲＣチェックサムを復元するため、レート逆マッチング・ロジック１０８によっ
て処理され、チャネル・デコーダ・ロジック１１０へ供給される。したがって、ＣＲＣロ
ジック１１２は、最初に送信されたデータ１１６を復元するため、ＣＲＣチェックサムを
除去し、スクランブルをかけられたデータを従来の形式で検査し、スクランブルをかけら
れたデータを、既知の基地局逆スクランブル用符号を使用して逆スクランブルを行う逆ス
クランブル・ロジック１１４へ供給する。
【０１７８】
　データ１１６の復元と並行して、ＣＱＩ、または、少なくとも基地局１４でＣＱＩを作
成するために十分な情報が決定され、基地局１４へ送信される。上述されているように、
ＣＱＩは、搬送波対干渉比（ＣＲ）、ならびにＯＦＤＭ周波数帯域の中で種々の副搬送波
に亘ってチャネル応答が変化する程度との関数でもよい。本実施形態に関して、情報を送
信するため使用されているＯＦＤＭ周波数帯域の中の各副搬送波のためのチャネル利得は
、チャネル利得がＯＦＤＭ周波数帯域の全体に亘って変動する程度を決定するために互い
に比較される。多くの技術が変動の程度を測定するため利用可能であるが、１つの技術は
、データを送信するため使用されているＯＦＤＭ周波数帯域の全体に亘る副搬送波毎のチ
ャネル利得の標準偏差を計算することである。
【０１７９】
　いくつかの実施形態では、中継局は、１つの無線だけを使用して時分割的に動作しても
よく、または、代替的に多数の無線を含んでもよい。
【０１８０】
　図１から図６は、本出願の実施形態を実施するため使用できる通信システムの特定の一
実施例を与える。本出願の実施形態は、特定の実施例とは異なるアーキテクチャを有する
が、本明細書中に記載されているような実施形態の実施と整合性がとれた形で動作する通
信システムを用いて実施できることが理解されるべきである。
【０１８１】
　本発明の多くの変更および変形が上記の教示の観点から可能である。したがって、添付
の特許請求の範囲内で、本発明は本明細書中に特に断られていない態様で実施されてもよ
いことが理解されるべきである。
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【図７】 【図８】



(32) JP 5514109 B2 2014.6.4
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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【図１９】 【図２０】
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