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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＴＥ方式が適用されている衛星通信において使用可能な移動局であって、
　前記衛星通信で用いられる衛星と前記移動局との間の距離及び該衛星と参照移動局との
間の距離に基づいて、参照とすべき送信タイミングからのオフセット値を算出するように
構成されているオフセット算出部と、
　算出された前記オフセット値に基づいて、ランダムアクセスプリアンブルの送信タイミ
ングを調整するように構成されているＲＡＣＨ機能部とを具備し、
　前記衛星と前記移動局との間の距離を「Ｌｘ」とし、該衛星と前記参照移動局との間の
距離を「Ｌｒｅｆ」とし、光速を「ｃ」とすると、前記オフセット算出部は、前記オフセ
ット値δを、「δ＝（Ｌｘ－Ｌｒｅｆ）×２/ｃ」によって算出するように構成されてい
ることを特徴とする移動局。
【請求項２】
　前記参照とすべき送信タイミングは、ネットワークによって報知されるように構成され
ていることを特徴とする請求項１に記載の移動局。
【請求項３】
　前記オフセット算出部は、周期的に、前記オフセット値を算出するように構成されてい
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、移動局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式では、ＲＡ（Ｒａｎｄｏｍ　
Ａｃｃｅｓｓ）手順や「ＴＡＣ　ＭＡＣ-ＣＥ（Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｄｖａｎｃｅ　Ｃｏｍ
ｍａｎｄ　Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ-Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｅｌｅｍｅｎ
ｔ）」を用いて、上りリンク信号の送信タイミングを調整するように構成されている。
【０００３】
　具体的には、図５のステップＳ２０１乃至Ｓ２０７に示すように、無線基地局ｅＮＢは
、移動局ＵＥに対して、最初に、ＲＡ手順によって、上りリンク信号の送信タイミング調
整のための絶対値を通知し、その後、「ＴＡＣ　ＭＡＣ-ＣＥ」もよって、上りリンク信
号の送信タイミング調整のための相対値を通知するように構成されている。
【０００４】
　その結果、図６に示すように、無線基地局ｅＮＢ配下の同一セル内の移動局ＵＥ＃１/
ＵＥ＃２によって送信された上りリンク信号の受信タイミング同士の差分を、ＬＴＥ方式
で規定されているＧＩ（Ｇｕａｒｄ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ、ガードインターバル）内に収め
ることができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３２１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　現在、衛星通信に、ＬＴＥ方式を適用することが検討されている。ここで、衛星通信で
は、図７に示すように、各セルの半径が大きいため、衛星通信にＬＴＥ方式が適用された
場合には、図８に示すように、同一セル内の移動局ＵＥ＃１/ＵＥ＃２によって送信され
た上りリンク信号の受信タイミング同士の差分を、ＬＴＥ方式で規定されているＧＩ内に
収めることができないという問題点があった。
【０００７】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、衛星通信にＬＴＥ方式が
適用された場合であっても、同一セル内の複数の移動局によって送信された上りリンク信
号の受信タイミング同士の差分をＬＴＥ方式で規定されているＧＩ内に収めることができ
る移動局を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の第１の特徴は、ＬＴＥ方式が適用されている衛星通信において使用可能な移動
局であって、前記衛星通信で用いられる衛星と前記移動局との間の距離及び該衛星と参照
移動局との間の距離に基づいて、参照とすべき送信タイミングからのオフセット値を算出
するように構成されているオフセット算出部と、算出された前記オフセット値に基づいて
、ランダムアクセスプリアンブルの送信タイミンを調整するように構成されているＲＡＣ
Ｈ機能部とを具備することを要旨とする。
【発明の効果】
【０００９】
　以上説明したように、本発明によれば、衛星通信にＬＴＥ方式が適用された場合であっ
ても、同一セル内の複数の移動局によって送信された上りリンク信号の受信タイミング同
士の差分をＬＴＥ方式で規定されているＧＩ内に収めることができる移動局を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
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【００１０】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動局によって距離差を測定する方法の一例につ
いて説明するための図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を説明するための図であ
る。
【図５】従来技術を説明するための図である。
【図６】従来技術を説明するための図である。
【図７】従来技術を説明するための図である。
【図８】従来技術を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図４を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムについて説
明する。
【００１２】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、衛星１を具備している。な
お、本実施形態に係る移動通信システムでは、かかる衛星通信においてＬＴＥ方式が適用
されており、衛星１に、ＬＴＥ方式における無線基地局ｅＮＢの機能が設けられている。
或いは、無線基地局ｅＮＢは、地上に設置され、衛星１は、経由装置として動作してもよ
い。
【００１３】
　図１の例では、かかる衛星１によって行われる衛星通信における同一セル内に、移動局
ＵＥ＃１及び参照移動局ＵＥ＃Ｒが存在しているものとする。
【００１４】
　図２に示すように、本実施形態に係る移動局ＵＥ＃１は、ＧＰＳ機能部１０と、ＬＴＥ
機能部２０とを具備している。
【００１５】
　ここで、ＧＰＳ機能部１０は、ＬＴＥ方式に対応するＧＰＳ衛星との間で通信を行うよ
うに構成されていてもよいし、その他のＧＰＳ衛星との間で通信を行うように構成されて
いてもよい。
【００１６】
　また、ＬＴＥ機能部２０は、受信部２１と、送信部２２と、オフセット算出部２３と、
ＲＡＣＨ機能部２４とを具備している。
【００１７】
　受信部２１は、衛星１によって送信された下りリンクを受信するように構成されており
、送信部２２は、衛星１に対して上りリンク信号を送信するように構成されている。
【００１８】
　オフセット算出部２３は、参照とすべき送信タイミングからのオフセット値δを算出す
るように構成されている。
【００１９】
　例えば、オフセット算出部２３は、衛星１と移動局ＵＥ＃１との間の距離Ｌｘ及び衛星
１と参照移動局ＵＥ＃Ｒとの間の距離Ｌｒｅｆに基づいて、上述の参照とすべき送信タイ
ミングからのオフセット値δを算出するように構成されていてもよい。
【００２０】
　ここで、オフセット算出部２３は、ＧＰＳ機能部１０から、距離Ｌｘ及び距離Ｌｒｅｆ

を取得するように構成されていてもよい。
【００２１】
　具体的には、図３に示すように、オフセット算出部２３は、オフセット値δを、「δ＝
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（Ｌｘ－Ｌｒｅｆ）×２/ｃ」によって算出するように構成されていてもよい。ここで、
「ｃ」は、光速である。また、上りリンク及び下りリンクの両方を考慮するために、オフ
セット値δを算出する際に、距離差「Ｌｘ－Ｌｒｅｆ」を２倍する。
【００２２】
　また、上述の参照とすべき送信タイミングは、ネットワークによって報知されるように
構成されていてもよいし、移動局ＵＥ＃１に埋め込まれた値であってもよい。
【００２３】
　さらに、オフセット算出部２３は、周期的に、オフセット値δを算出するように構成さ
れていてもよいし、「ＵＬ　ｄａｔａ　ｒｅｓｕｍｉｎｇ」等の所定イベント時に、オフ
セット値δを算出するように構成されていてもよい。
【００２４】
　なお、オフセット算出部２３は、オフセット値δを算出することができなかった場合に
は、所定期間経過後に、再度、オフセット値δを算出するように構成されていてもよい。
【００２５】
　かかる場合、オフセット算出部２３は、オフセット値δを算出することができなかった
旨を、ディスプレイやマイク等のユーザインターフェイスを介して通知するように構成さ
れていてもよい。
【００２６】
　ＲＡＣＨ機能部２４は、移動局ＵＥ＃１におけるＲＡ手順を行うように構成されている
。
【００２７】
　例えば、ＲＡＣＨ機能部２４は、オフセット算出部２３によって算出されたオフセット
値δに基づいて、ランダムアクセスプリアンブルを送信するように構成されている。
【００２８】
　以下、図４を参照して、本実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。
【００２９】
　図４に示すように、ステップＳ１０１において、衛星１が、移動局ＵＥ＃１に対して、
下りリンク信号を送信し、ステップＳ１０２において、移動局ＵＥ＃１が、伝搬遅延Ｄ１
を伴い、かかる下りリンク信号を受信する。
【００３０】
　移動局ＵＥ＃１は、ステップＳ１０３において、上述の距離差「Ｌｘ－Ｌｒｅｆ」に基
づいて、オフセット値δを算出し、ステップＳ１０４において、かかるオフセット値δを
考慮したタイミングで、衛星１に対して、ランダムアクセスプリアンブルを送信する。
【００３１】
　衛星１は、ステップＳ１０５において、伝搬遅延Ｄ２を伴い、かかるランダムアクセス
プリアンブルを受信し、ステップＳ１０６において、上りリンク信号の所望の受信タイミ
ングと、ステップＳ１０５における衛星１におけるランダムアクセスプリアンブルの受信
タイミングとの時間差を、ランダムアクセス応答（ＲＡＲ：Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）内のＴＡとして移動局ＵＥ＃１に対して送信する。
【００３２】
　ステップＳ１０７において、移動局ＵＥ＃１は、かかるランダムアクセス応答を受信す
ると、以降、下りリンク信号の送信タイミングに対して、オフセット値δ及びＴＡとして
通知された時間差を加えたタイミングで、衛星１に対して、上りリンク信号を送信する。
【００３３】
　この結果、ステップＳ１０８において、衛星１は、所望の受信タイミングで、移動局Ｕ
Ｅ＃１からの上りリンク信号を受信することができる。
【００３４】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００３５】
　本実施形態の第１の特徴は、ＬＴＥ方式が適用されている衛星通信において使用可能な
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移動局ＵＥ＃１であって、かかる衛星通信で用いられる衛星１と移動局ＵＥ＃１との間の
距離Ｌｘ及び衛星１と参照移動局ＵＥ＃Ｒとの間の距離Ｌｒｅｆに基づいて、参照とすべ
き送信タイミングからのオフセット値δを算出するように構成されているオフセット算出
部２３と、算出されたオフセット値δに基づいて、ランダムアクセスプリアンブルの送信
タイミングを調整するように構成されているＲＡＣＨ機能部２４とを具備することを要旨
とする。
【００３６】
　かかる特徴によれば、ＲＡＣＨ機能部２４が、上述の距離Ｌｘ及び距離Ｌｒｅｆに基づ
いて算出されたオフセット値δに基づいて、ランダムアクセスプリアンブルの送信タイミ
ングを調整するように構成されているため、衛星１において、同一セル内の複数の移動局
ＵＥ＃１/ＵＥ＃Ｒによって送信された上りリンク信号の受信タイミングの差を、概ねＧ
Ｉ内に収めることができる。
【００３７】
　本実施形態の第１の特徴において、かかる参照とすべき送信タイミングは、ネットワー
クによって報知されるように構成されていてもよい。
【００３８】
　かかる特徴によれば、ネットワークが、衛星１配下のセル内の全ての移動局ＵＥに対し
て、適切な参照とすべき送信タイミングを効率的に通知することができる。
【００３９】
　本実施形態の第１の特徴において、オフセット算出部２３は、周期的に、オフセット値
δを算出するように構成されていてもよい。
【００４０】
　かかる特徴によれば、移動局ＵＥ＃１が、周期的に、オフセット値δを算出することで
、常時、衛星１において、同一セル内の複数の移動局ＵＥ＃１/ＵＥ＃Ｒによって送信さ
れた上りリンク信号の受信タイミングの差を、概ねＧＩ内に収めることができる。
【００４１】
　本実施形態の第１の特徴において、オフセット算出部２３は、オフセット値δを、「δ
＝（Ｌｘ－Ｌｒｅｆ）×２/ｃ」によって算出するように構成されていてもよい。
【００４２】
　かかる特徴によれば、距離差「Ｌｘ－Ｌｒｅｆ」を２倍することで、上りリンク及び下
りリンクの両方を考慮して、オフセット値δを算出することができる。
【００４３】
　なお、上述の衛星１や移動局ＵＥの動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし
、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施されてもよいし、
両者の組み合わせによって実施されてもよい。
【００４４】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００４５】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、衛星１や移動局ＵＥ内に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及
びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして衛星１や移動局ＵＥ内に設けられ
ていてもよい。
【００４６】
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　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００４７】
１…衛星
ＵＥ＃１…移動局
１０…ＧＰＳ機能部
２０…ＬＴＥ機能部
２１…受信部
２２…送信部
２３…オフセット算出部
２４…ＲＡＣＨ機能部

【図１】

【図２】

【図３】
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