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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムにおけるレンジング手順を遂行する端末であって、
　アップリンク(ＵＬ)リソースが不足して前記端末がすべてのレンジング情報を含むレン
ジング要求(ＲＮＧ_ＲＥＱ)メッセージを送信することは不可能であり、追加ＲＮＧ_ＲＥ
Ｑメッセージの送信のためのＵＬリソースの割り当てを要求するために使用される最小情
報および帯域幅要求を含むＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを送信することが可能であることを
認知する制御部と、
　前記最小情報および帯域幅要求を含むＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを基地局に送信する送
受信部と、
　を含み、
　前記最小情報は少なくとも媒体アクセス制御(ＭＡＣ)アドレスを含むことを特徴とする
端末。
【請求項２】
　前記帯域幅要求は予め定められた接続識別子(ＣＩＤ)を含むことを特徴とする請求項１
記載の端末。
【請求項３】
　前記端末はコードレンジングに成功した端末であることを特徴とする請求項１記載の端
末。
【請求項４】
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　前記送受信部は前記認知の前に前記基地局から符号分割多重接続割り当て情報エレメン
ト(ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥ)を受信し、
　前記ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥは前記最小情報および帯域幅要求を含むＲＮ
Ｇ_ＲＥＱメッセージの送信のために前記基地局で割り当てられたＵＬリソースに関する
情報を含むことを特徴とする請求項１記載の端末。
【請求項５】
　前記帯域幅要求は、タイプ/長さ/値(ＴＬＶ)フィールドの形態又はピギーバック要求の
形態で前記ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージに含まれ、予め定められたＣＩＤを含むことを特徴
とする請求項４記載の端末。
【請求項６】
　前記送受信部は前記ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージの送信の後に前記基地局からＣＤＭＡ_Ａ
ｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを受信し、
　前記ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥに含まれるレンジングコード値が予め定めら
れた値を有する場合に、前記制御部は、前記ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを前記
追加ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージの送信のために前記基地局で割り当てられたＵＬリソース
に関する情報であると判定することを特徴とする請求項１記載の端末。
【請求項７】
　前記端末はコードレンジングに成功した端末であることを特徴とする請求項５記載の端
末。
【請求項８】
　通信システムにおけるレンジング手順を遂行する基地局であって、
　追加ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージの送信のためのＵＬリソースの割り当てを要求するため
に使用される最小情報および帯域幅要求を含むＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを端末から受信
する送受信部と、
　前記最小情報および帯域幅要求を含むＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを前記端末から受信す
ると、前記追加ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージの送信のために前記端末にＵＬリソースを割り
当てる制御部と、
　を含み、
　ＵＬリソースが不足して前記端末がすべてのレンジング情報を含むＲＮＧ_ＲＥＱメッ
セージを送信することは不可能であり、前記最小情報および帯域幅要求を含むＲＮＧ_Ｒ
ＥＱメッセージを送信することが可能であることを前記端末が認知すると、前記端末によ
って前記ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージが送信され、
　前記最小情報は少なくともＭＡＣアドレスを含むことを特徴とする基地局。
【請求項９】
　前記帯域幅要求は予め定められたＣＩＤを含むことを特徴とする請求項８記載の基地局
。
【請求項１０】
　前記端末はコードレンジングに成功した端末であることを特徴とする請求項８記載の基
地局。
【請求項１１】
　前記送受信部は前記割り当ての前に前記端末にＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを
送信し、
　前記ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥは前記最小情報および帯域幅要求を含むＲＮ
Ｇ_ＲＥＱメッセージの送信のために前記基地局で割り当てられたＵＬリソースに関する
情報を含むことを特徴とする請求項８記載の基地局。
【請求項１２】
　前記帯域幅要求は、ＴＬＶフィールドの形態又はピギーバック要求の形態で前記ＲＮＧ
_ＲＥＱメッセージに含まれ、予め定められたＣＩＤを含むことを特徴とする請求項１１
記載の基地局。
【請求項１３】
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　前記送受信部は前記ＵＬリソースの割り当ての後に前記端末にＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａ
ｔｉｏｎ_ＩＥを送信し、
　前記制御部は、前記ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥが前記追加ＲＮＧ_ＲＥＱメ
ッセージの送信のために前記基地局で割り当てられたＵＬリソースに関する情報であるこ
とを示すように前記ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥに含まれるレンジングコード値
を予め定められた値として表示することを特徴とする請求項１１記載の基地局。
【請求項１４】
　前記端末はコードレンジングに成功した端末であることを特徴とする請求項１２記載の
基地局。
【請求項１５】
　通信システムにおける端末がレンジング手順を遂行する方法であって、
　ＵＬリソースが不足して前記端末がすべてのレンジング情報を含むＲＮＧ_ＲＥＱメッ
セージを送信することは不可能であり、追加ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージの送信のためのＵ
Ｌリソースの割り当てを要求するために使用される最小情報および帯域幅要求を含むＲＮ
Ｇ_ＲＥＱメッセージを送信することが可能であることを認知する段階と、
　前記最小情報および帯域幅要求を含むＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを基地局に送信する段
階と、
　を含み、
　前記最小情報は少なくともＭＡＣアドレスを含むことを特徴とする方法。
【請求項１６】
　前記帯域幅要求は予め定められたＣＩＤを含むことを特徴とする請求項１５記載の方法
。
【請求項１７】
　前記端末はコードレンジングに成功した端末であることを特徴とする請求項１５記載の
方法。
【請求項１８】
　前記認知の前に前記基地局からＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを受信する段階を
さらに含み、
　前記ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥは前記最小情報および帯域幅要求を含むＲＮ
Ｇ_ＲＥＱメッセージの送信のために前記基地局で割り当てられたＵＬリソースに関する
情報を含むことを特徴とする請求項１５記載の方法。
【請求項１９】
　前記帯域幅要求は、ＴＬＶフィールドの形態又はピギーバック要求の形態で前記ＲＮＧ
_ＲＥＱメッセージに含まれ、予め定められたＣＩＤを含むことを特徴とする請求項１８
記載の方法。
【請求項２０】
　前記ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージの送信の後に前記基地局からＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉ
ｏｎ_ＩＥを受信する段階と、
　前記ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥに含まれるレンジングコード値が予め定めら
れた値を有する場合に、前記ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを前記追加ＲＮＧ_Ｒ
ＥＱメッセージの送信のために前記基地局で割り当てられたＵＬリソースに関する情報で
あると判定する段階と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１５記載の方法。
【請求項２１】
　前記端末はコードレンジングに成功した端末であることを特徴とする請求項１９記載の
方法。
【請求項２２】
　通信システムにおける基地局がレンジング手順を遂行する方法であって、
　追加ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージの送信のためのＵＬリソースの割り当てを要求するため
に使用される最小情報および帯域幅要求を含むＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを端末から受信



(4) JP 4515402 B2 2010.7.28

10

20

30

40

50

する段階と、
　前記追加ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージの送信のために前記端末にＵＬリソースを割り当て
る段階と、
　を含み、
　ＵＬリソースが不足して前記端末がすべてのレンジング情報を含むＲＮＧ_ＲＥＱメッ
セージを送信することは不可能であり、前記最小情報および帯域幅要求を含むＲＮＧ_Ｒ
ＥＱメッセージを送信することが可能であることを前記端末が認知すると、前記端末によ
って前記ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージが送信され、
　前記最小情報は少なくともＭＡＣアドレスを含むことを特徴とする方法。
【請求項２３】
　前記帯域幅要求は予め定められたＣＩＤを含むことを特徴とする請求項２２記載の方法
。
【請求項２４】
　前記端末はコードレンジングに成功した端末であることを特徴とする請求項２２記載の
方法。
【請求項２５】
　前記割り当ての前に前記端末にＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを送信する段階を
さらに含み、
　前記ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥは前記最小情報および帯域幅要求を含むＲＮ
Ｇ_ＲＥＱメッセージの送信のために前記基地局で割り当てられたＵＬリソースに関する
情報を含むことを特徴とする請求項２３記載の方法。
【請求項２６】
　前記帯域幅要求は、ＴＬＶフィールドの形態又はピギーバック要求の形態で前記ＲＮＧ
_ＲＥＱメッセージに含まれ、予め定められたＣＩＤを含むことを特徴とする請求項２５
記載の方法。
【請求項２７】
　前記ＵＬリソースの割り当ての後に前記端末にＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを
送信する段階と、
　前記ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥが前記追加ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージの送信
のために前記基地局で割り当てられたＵＬリソースに関する情報であることを示すように
前記ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥに含まれるレンジングコード値を予め定められ
た値として表示する段階と、
　をさらに含むことを特徴とする請求項２３記載の方法。
【請求項２８】
　前記端末はコードレンジングに成功した端末であることを特徴とする請求項２６記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信システムに関し、特に通信システムにおけるレンジング手順を遂行するシ
ステム及び方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　以下、本発明の実施形態はＩＥＥＥ８０２．１６のＯＦＤＭＡ(Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ
　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ)システム
に基づいて説明する。
【０００３】
　図１は、一般的な広帯域無線接続通信システムの構成を示す図である。図１を参照する
と、端末(Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ：ＳＳ)１０は、一般に移動性を有し、
基地局(Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ：ＢＳ)２０を通じてバックボーンネットワーク３０に
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接続する。端末１０は、基地局２０と加入者との間で接続可能にする。基地局２０は、端
末１０に対する制御、管理、接続性(ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）を提供する。そして、
バックボーンネットワーク３０は、端末１０の認証及びサービス認証のためのＡＳＡ(Ａ
ｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ)
サーバ４０に接続される。
【０００４】
　端末１０は、広帯域無線接続通信システムで通信するために所定の基地局２０とネット
ワークエントリ(ｎｅｔｗｏｒｋ　ｅｎｔｒｙ)プロセスを成功的に完了する必要がある。
ネットワークエントリプロセスは、ダウンリンク(Ｄｏｗｎｌｉｎｋ：ＤＬ)チャンネル同
期化、初期レンジング(ｉｎｉｔｉａｌ　ｒａｎｇｉｎｇ)、能力交渉(ｃａｐａｂｉｌｉ
ｔｉｅｓ　ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎ)、認証メッセージ交換(ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏ
ｎ　ｍｅｓｓａｇｅ　ｅｘｃｈａｎｇｅ)、登録、及びＩＰ接続(Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ)の段階に分けられる。ネットワークエントリ
プロセスが完了すると、端末１０は、一つ以上のサービスフロー(ｓｅｒｖｉｃｅ　ｆｌ
ｏｗｓ)を生成して基地局２０にデータを伝送する。このようなネットワークエントリプ
ロセスで初期レンジング段階は、図２を参照して説明する。
【０００５】
　図２は、広帯域無線接続通信システムで端末の初期レンジング手順を示す図である。端
末１０は、ステップ１０１で、初期レンジングコード(Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｒａｎｇｉｎｇ
　Ｃｏｄｅ)を競争（ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ）方式で基地局２０に伝送する。このような
コードレンジングは、端末１０のアップリンクタイミング及びパワーオフセットの調節を
遂行可能にする。基地局２０は、ステップ１０３で、ＲＮＧ_ＲＳＰメッセージに端末１
０から伝送されたコードレンジング情報とパワーオフセット調節値を表示してブロードキ
ャスティングする。端末１０は、ＲＮＧ_ＲＳＰメッセージを受信すると、コードレンジ
ング情報を確認してパワーオフセットを調節し、ＲＮＧ_ＲＳＰメッセージの状態(ｓｔａ
ｔｕｓ)フィールドが‘継続（ｃｏｎｔｉｎｕｅ）’である場合に、ステップ１０５でコ
ードレンジングを再び試す。
【０００６】
　基地局２０は、端末１０によって試されるコードレンジングを通じてタイミング及びパ
ワー調節が遂行されたと判定すると、ステップ１０７で、ＲＮＧ_ＲＳＰメッセージの状
態フィールドを‘成功（ｓｕｃｃｅｓｓ）’として表示して伝送する。そして、基地局２
０は、符号分割多重接続割り当て情報エレメント（ＣＤＭＡ(Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ)_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥ(Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ　Ｅｌｅｍｅｎｔ)：以下、“ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥ”とする）を有
するＵＬ-ＭＡＰを通じて端末１０がレンジング要求(Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ：
以下、“ＲＮＧ_ＲＥＱ”とする)メッセージを伝送可能なアップリンク区間を割り当てて
適用する。ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥは、端末１０から伝送されたコードレン
ジング情報と、端末１０に割り当てられるアップリンクリソース量を含む。ＲＮＧ_ＲＳ
Ｐメッセージの状態フィールドが‘成功’であると、端末１０は、コードレンジングを終
了し、メッセージレンジングを試す。
【０００７】
　一方、端末１０は、ステップ１１１で、割り当てられたアップリンク区間にＲＮＧ_Ｒ
ＥＱメッセージを伝送する。端末１０は、ステップ１１３で、基地局２０からＲＮＧ_Ｒ
ＳＰメッセージを受信すると、レンジング手順を終了する。レンジング手順を通じて、端
末１０は、基本接続識別子(Ｂａｓｉｃ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ
：以下、“基本ＣＩＤ”とする)、第１のＣＩＤ(Ｐｒｉｍａｒｙ　ＣＩＤ)のような基本
的なＣＩＤの割り当てを受ける。このようなＣＩＤは、該当基地局２０から端末１０に割
り当てられた値で、基地局２０に接続する間に端末１０を識別する情報となる。ＲＮＧ_
ＲＥＱメッセージを通じて伝送される情報は、端末１０のＭＡＣアドレス情報のような数
個の情報がある。基地局２０は、このような情報に基づいてＲＮＧ_ＲＳＰメッセージを
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通じて応答する。ＲＮＧ_ＲＳＰメッセージに含まれた基本ＣＩＤを通じて、端末１０は
、ステップ１１５で、能力交渉(Ｃａｐａｂｉｌｉｔｉｅｓ　Ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎ)手
順を遂行するために、能力要求メッセージ(ＳＢＣ(ＳＳ Ｂａｓｉｃ　Ｃａｐａｂｉｌｉ
ｔｙ)-ＲＥＱ)を伝送する。
　ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージは、タイプ/長さ/値(Ｔｙｐｅ/Ｌｅｎｇｔｈ/Ｖａｌｕｅ：以
下、“ＴＬＶ”とする)形態で含まれうる。一つのＲＮＧ_ＲＥＱメッセージに含まれる情
報は、実現や状況に従って異なるため、ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージのサイズも変化する可
能性がある。
【０００８】
　しかしながら、ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを伝送する時点で、すなわち、端末１０は、
ＲＮＧ_ＲＳＰメッセージを受信する前にはいかなる固有の(ｕｎｉｑｕｅ)ＣＩＤも割り
当てられないため、基地局２０にアップリンク帯域幅割り当てを要求することができない
。基地局２０は、割り当てられたアップリンク区間で端末１０のＲＮＧ_ＲＥＱメッセー
ジが受信されない場合に、パケット損失のためであるか、或いは、端末１０が伝送を試さ
ないためであるかを判定することができない。したがって、端末１０は、更にコードレン
ジングを遂行し、基地局２０からＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを再び受信してＲ
ＮＧ_ＲＥＱメッセージを伝送可能になる。この場合にも、基地局２０がＣＤＭＡ_Ａｌｌ
ｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを通じて十分なリソースを割り当てるとの保障がないため、ＲＮＧ_
ＲＥＱメッセージ伝送の問題は相変らず残っている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　したがって、上記の従来技術の問題点を解決するために、本発明の目的は、レンジング
を試す間に割り当てられたアップリンクリソースの量が不足した場合に発生する問題を解
決することにある。
　本発明は、端末の効率的なネットワークエントリ手順が支援できるだけでなく、現在Ｉ
ＥＥＥ８０２．１６及び８０２．１６ｅの規格で発生する可能性がある初期ネットワーク
エントリ手順の問題点を解決することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記のような目的を達成するために、本発明は、通信システムで、最初のレンジング要
求(Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ：ＲＮＧ_ＲＥＱ)メッセージのために割り当てられ
たアップリンク支援が十分でないと、一部情報を有するレンジング要求メッセージを送信
し、残りの情報を有する追加レンジング要求メッセージの送信のための帯域幅割り当てを
要求し、レンジング手順を遂行する端末であって、所定の制御によってレンジング手順を
遂行するためのメッセージを送受信する送受信部と、前記レンジング手順の遂行時にレン
ジング要求メッセージを送信するためのアップリンクリソースが不足する場合に、基地局
に追加ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージの送信のために前記アップリンクリソースの追加割り当
てを要求するアップリンクリソース割り当て要求メッセージを送信するように制御する制
御部とを含むことを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明は、通信システムにおけるレンジング手順を遂行する基地局であって、所
定の制御によってレンジング手順を遂行するためのメッセージを送受信する送受信部と、
端末から前記端末が前記レンジング手順を遂行するときに、レンジング要求(ＲＮＧ_ＲＥ
Ｑ)メッセージを送信するためのアップリンクリソースが不足することによって追加ＲＮ
Ｇ_ＲＥＱメッセージの送信のために前記アップリンクリソースの追加割り当てを要求す
るアップリンクリソース割り当て要求メッセージを受信すると、前記追加ＲＮＧ_ＲＥＱ
メッセージを送信するために前記端末にアップリンクリソースを割り当てるべきであると
判定する制御部と、を含み、前記アップリンクリソースは、前記制御部の制御によって前
記端末に割り当てられることを特徴とする。
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【００１２】
　また、本発明は、通信システムにおける端末がレンジング手順を遂行する方法であって
、レンジング手順を遂行するときに、レンジング要求(ＲＮＧ_ＲＥＱ)メッセージを送信
するためのアップリンクリソースが不足することを検出する段階と、基地局に追加ＲＮＧ
_ＲＥＱメッセージを送信するために、前記アップリンクリソースの追加割り当てを要求
するアップリンクリソース割り当て要求メッセージを送信する段階と、を含むことを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１３】
　既存の初期レンジング過程で、端末に割り当てたアップリンクリソースがＲＮＧ_ＲＥ
Ｑメッセージを伝送するのに不足した場合に、端末はコードレンジングを再び試さなけれ
ばならない。また、コードレンジングを再び試し、再び割り当てられた区間が十分なリソ
ースを保障しないため、端末のネットワークエントリの遂行に長い遅延が発生し、或いは
そのエントリに失敗をもたらす可能性がある。本発明では、このような問題点を解決して
、端末が初期レンジング時に割り当てられたリソースの量が少ないときにも効率的にレン
ジングを進行可能にする。このような発明は、端末のネットワークエントリ過程で発生す
る可能性がある遅延を短縮することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。
　下記の説明において、同一の構成要素に対してはできるだけ同一の参照番号及び参照符
号を使用する。また、本発明に関連した公知機能或いは構成に関する具体的な説明が本発
明の要旨を不明にする場合に、その詳細な説明を省略する。
【００１５】
　本発明は、広帯域無線接続通信システムで支援するアップリンク無線接続に関する技術
であって、端末が初期ネットワークに進入する効率的な方法を提案する。初期ネットワー
クエントリの際に、端末は、コードレンジングを通じてアップリンク同期及びパワー調節
などを遂行する。コードレンジングに成功した端末は、ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを伝送
することができる区間を基地局から割り当てを受け、ＲＮＧ_ＲＥＱ/ＲＮＧ_ＲＳＰのメ
ッセージレンジングを通じてネットワーク接続を遂行することができる。しかしながら、
基地局が端末のメッセージレンジングのために割り当てたアップリンクリソースが十分で
ない場合に、端末は、ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを送信することができないという問題が
発生する。現在、ＩＥＥＥ８０２．１６及び８０２．１６ｅの規格では、この場合に基地
局は端末に割り当てられたアップリンクリソースが不足することが分からないため、端末
は、再びコードレンジングを試さなければならない。本発明では、このような限界を克服
することができる方法を提示する。
　本発明の実施形態は、超高速無線インターネットネットワークに適用されることができ
る。
　以下、本実施形態ではＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを使用すると説明するが、
該当端末がレンジングのためのアップリンクリソースが割り当てられた情報であることが
分かるようにするいかなる形態のメッセージフォーマットも可能である。
【００１６】
　図３はＲＮＧ_ＲＥＱメッセージに含まれた情報を示す図で、図４は帯域幅要求メッセ
ージに含まれた情報を示す図である。
　図３に示すように、メッセージタイプ２０１、ダウンリンクチャンネルＩＤ・２０３、
要求ダウンリンクバーストプロファイル（Ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｂｕ
ｒｓｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ）２０５、及びＳＳ　ＭＡＣアドレス２０７は、必ずＲＮＧ_Ｒ
ＥＱメッセージに含まれるが、それ以外の値は含まれなくてもよい。
　図３を参照すると、初期レンジングの間に、端末は、要求ダウンリンクバーストプロフ
ァイル２０５と、ＳＳ　ＭＡＣアドレス２０７のようなタイプ/長さ/値(Ｔｙｐｅ/Ｌｅｎ
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ｇｔｈ/Ｖａｌｕｅ：以下、“ＴＬＶ”とする)フィールドを含むＲＮＧ_ＲＥＱメッセー
ジを生成する。要求ダウンリンクバーストプロファイル、レンジングアノマリ（Ｒａｎｇ
ｉｎｇ　Ａｎｏｍａｌｉｅｓ）、ＡＡＳ(Ａｄａｐｔｉｖｅ　Ａｎｔｅｎａ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ)ブロードキャスト能力（ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）のようなＴＬ
ＶフィールドがＲＮＧ_ＲＥＱメッセージに含まれることができる。そして、基地局は、
端末にアップリンクリソースを割り当てるために可能なすべてのＴＬＶエレメントを考慮
する。
　図３を参照すると、ハンドオーバーレンジングの間に、サービング（Ｓｅｒｖｉｎｇ）
ＢＳ　ＩＤ、位置更新要求（Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）、ペー
ジングコントローラ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）ＩＤのようなフィールドが
ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージに含まれ、端末は、ＨＯ　ＩＤ(Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｉｄｅｎｔ
ｉｆｉｅｒ)、パワーダウンインジケータ（Ｐｏｗｅｒ　ｄｏｗｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
）、及び省電力クラスパラメータの提案された変更（Ｐｏｗｅｒ　Ｓａｖｉｎｇ　Ｃｌａ
ｓｓ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ　Ｐｒｏｐｏｓｅｄ　Ｃｈａｎｇｅｓ）のようなフィールド
を含むことができる。そして、基地局は可能なすべてのＴＬＶエレメントに対してアップ
リンクリソースを割り当てる。
【００１７】
　基地局２０が、端末１０のコードレンジングに成功した後に、ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａ
ｔｉｏｎ_ＩＥを通じてアップリンク区間を任意に割り当て、このように割り当てられた
リソースは、端末によって伝送しようとするＲＮＧ_ＲＥＱメッセージの情報量に従って
不足することもあり得る。
【００１８】
　第１の実施形態により、端末は、基地局が端末のメッセージレンジングのために割り当
てられたアップリンクリソースが十分でない場合に、初期レンジングＣＩＤを含んだ“帯
域幅要求(Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ)”を基地局に送信する。基地局は、この
場合に、端末がレンジング過程で要求する“帯域幅要求”であると判定し、ＣＤＭＡ_Ａ
ｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを通じてアップリンク区間を再び割り当てられる。このとき、
端末が要求した“帯域幅要求”情報を通じて十分なアップリンクリソースを割り当てられ
るため、端末は、ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを伝送してＲＮＧ_ＲＳＰメッセージを受信し
てメッセージレンジングを成功的に遂行することができる。
【００１９】
　第２の実施形態により、基地局は、コードレンジングを成功的に終了した端末にＣＤＭ
Ａ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥにリソースを割り当てるときに、少なくとも基本的なＴＬ
Ｖエレメントを含むことができる所定のアップリンクリソースを端末に割り当てる。すな
わち、基地局は、アップリンクリソースの量を端末の基本情報を伝送することができるリ
ソース量で割り当てる。 
　割り当てられたアップリンクリソース量が伝送しようとするＲＮＧ_ＲＥＱメッセージ
を伝送するのに十分でない場合に、端末は、少なくとも基本的な情報を含んだＲＮＧ_Ｒ
ＥＱメッセージを基地局に送信するのに、追加的に伝送するための帯域幅を要求するため
にＲＮＧ_ＲＥＱメッセージに、例えば、“レンジング状態表示（Ｒａｎｇｉｎｇ　ｓｔ
ａｔｕｓ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）”情報を追加して端末が追加的なＲＮＧ_ＲＥＱメッ
セージ伝送を要求することを基地局に知らせる。この“レンジング状態表示”情報は、“
次のレンジング要求のための要求帯域幅（Ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ　ｆ
ｏｒ　ｎｅｘｔ　ｒａｎｇｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ）”のようなＴＬＶフィールドやピギ
ーバック要求(ｐｉｇｇｙｂａｃｋ　ｒｅｑｕｅｓｔ)を通じてＲＮＧ_ＲＥＱメッセージ
に含まれることができる。基地局は、最小限の情報を含むＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを受
信すると、端末に基本ＣＩＤを割り当てる。また、基地局は、端末が伝送したピギーバッ
ク要求に対してレンジング手順による追加的な情報があることを判定し、端末にアップリ
ンクリソースを割り当てる。
【００２０】
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　第３の実施形態により、基地局は、コードレンジングを成功的に終了した端末にＣＤＭ
Ａ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを通じてリソースを割り当てるときに、アップリンクリソ
ースを割り当てるかに対する条件に従ってアップリンクリソース量を決定し、十分な量の
リソースを割り当てる。このような条件では、端末が伝送したＣＤＭＡコードのコードセ
ット情報、レンジング区間情報などを例として挙げられる。したがって、端末は、ＲＮＧ
_ＲＥＱメッセージを伝送するためのアップリンクリソースが不足することはほとんどな
い。
【００２１】
　図５～図７を参照して、本発明の第１の実施形態による基地局２０と端末１０との間の
レンジング手順について説明する。
　図５は本発明の実施形態による基地局と端末との間のレンジングにおけるメッセージ手
順を示す図で、図６は本発明の実施形態による“帯域幅要求”メッセージに含まれた情報
を示す図で、図７は本発明の実施形態によるＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥメッセ
ージに含まれた情報を示す図である。
【００２２】
　図５を参照すると、基地局２０によって端末１０のメッセージレンジングのために割り
当てられたアップリンクリソースが十分でない場合に、端末１０は、初期レンジングＣＩ
Ｄを含んだ“帯域幅要求”を基地局２０に送信する。
　具体的に、端末１０は、ステップ３０１で、初期レンジングコードを競争方式で基地局
２０に伝送する。基地局２０は、ステップ３０３で、ＲＮＧ_ＲＳＰメッセージに端末１
０によって伝送されたコードレンジング情報とパワーオフセット調節値を表示してブロー
ドキャスティングする。このとき、基地局２０は、端末１０によって試されるコードレン
ジングを通じてタイミング及びパワー調節が遂行されたと判定すると、ＲＮＧ_ＲＳＰメ
ッセージの状態フィールドを‘成功’として表示し、コードレンジングがさらに必要であ
ると判定すると、ＲＮＧ_ＲＳＰメッセージの状態フィールドを‘継続’として表示して
伝送する。
【００２３】
　ステップ３０３で受信されたＲＮＧ_ＲＳＰメッセージの状態フィールドが‘継続’で
ある場合に、端末１０は、ステップ３０５でコードレンジングを再び試す。基地局２０は
、端末１０によって試されるコードレンジングを通じてタイミング及びパワー調節が遂行
されたと判定すると、ステップ３０７で、ＲＮＧ_ＲＳＰメッセージの状態フィールドを
‘成功’として表示して伝送する。そして、同時に基地局２０は、ステップ３０９で、図
６に示すように、ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥのようなＵＬ-ＭＡＰを端末１０
に伝送する。ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥには、端末１０によって伝送されたコ
ードレンジング情報と端末１０に割り当てるアップリンクリソースの量が表示されている
。端末１０は、メッセージレンジングを試すためにＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを伝送しよ
うとするときに、割り当てられたアップリンクリソースが不足する場合に、ステップ３１
１で該当アップリンク区間に図６に示すような“帯域幅要求”ヘッダー（Ｂａｎｄｗｉｄ
ｔｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｈｅａｄｅｒ）を伝送する。図６を参照すると、本発明の実施形
態による“帯域幅要求”ヘッダーは、ＣＩＤフィールドに初期レンジングＣＩＤを使用す
る。すなわち、端末１０は、割り当てられたアップリンクリソースが不足する場合に、初
期レンジングＣＩＤを含んだ“帯域幅要求”ヘッダーを基地局２０に伝送する。
【００２４】
　基地局２０は、初期レンジングＣＩＤを含んだ“帯域幅要求”ヘッダーを受信すると、
レンジング過程でアップリンクリソースを要求する“帯域幅要求”であると判定し、ＣＤ
ＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを通じてアップリンク区間を再び割り当てる。このとき
、端末１０が要求した“帯域幅要求”情報を通じて十分なアップリンクリソースが割り当
てられるため、端末１０は、ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを伝送し、ＲＮＧ_ＲＳＰメッセー
ジを受信してメッセージレンジングを成功的に遂行することができる。
【００２５】
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　このとき、基地局２０は、ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥにレンジングコードを
予め定められたコード、例えば０x００で表示する。基地局２０は、“帯域幅要求”ヘッ
ダーを受信したシンボルとサブチャンネルを各々ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥの
レンジングシンボルとレンジングサブチャンネルで表示する。すなわち、基地局２０は、
帯域幅を要求した端末１０がわからないため、端末１０が“帯域幅要求”ヘッダーを送信
したレンジングシンボルとレンジングサブチャンネル位置で、ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔ
ｉｏｎ_ＩＥを送信する。したがって、端末１０は、レンジングコードから該当ＣＤＭＡ_
Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥがＲＮＧ_ＲＥＱメッセージのための帯域幅を割り当てるため
であることがわかる。そして、端末１０は、レンジングシンボルとレンジングサブチャン
ネルの位置から自分が送信した“帯域幅要求”ヘッダーに対する応答として伝送されたＣ
ＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを識別することができる。
【００２６】
　言い換えれば、ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを受信した端末１０は、レンジン
グコード値が０x００である場合に、初期レンジングＣＩＤを通じて“帯域幅要求”に対
する割り当て情報であることを判定する。そして、端末１０は、レンジングシンボルとレ
ンジングサブチャンネル値が自分が“帯域幅要求”ヘッダーを送信した位置と同一である
かを比較する。端末１０は、レンジングコード値が０x００で、ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔ
ｉｏｎ_ＩＥのレンジングシンボルとレンジングサブチャンネル値が、“帯域幅要求”ヘ
ッダーを送信した位置と同一であると、ステップ３１７で割り当てられた区間に自分のＲ
ＮＧ_ＲＥＱメッセージを伝送する。図７に示す本発明の実施形態によるＣＤＭＡ_Ａｌｌ
ｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥは、既存のＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥのフォーマットを
その通りに使用する。本実施形態により、端末１０は、レンジングコード値からＣＤＭＡ
_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥに含まれた値がレンジングのためのものであるか、或いは帯
域幅の割り当てのためのものであるかを識別する。
【００２７】
　端末１０は、ステップ３１９で基地局２０からＲＮＧ_ＲＳＰメッセージを受信すると
、レンジング手順が終了する。次に、端末１０は、ステップ３２１で能力交渉(Ｃａｐａ
ｂｉｌｉｔｉｅｓ　Ｎｅｇｏｔｉａｔｉｏｎ)手順を遂行するために能力要求メッセージ(
ＳＢＣ(ＳＳ　Ｂａｓｉｃ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ)-ＲＥＱ)を伝送する。
【００２８】
　このように基地局２０は、初期レンジングＣＩＤを含む“帯域幅要求”ヘッダーを受信
すると、レンジング過程で要求する“帯域幅要求”であると判定し、ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏ
ｃａｔｉｏｎ_ＩＥを通じてアップリンク区間を再び割り当てる。このとき、端末１０が
要求した“帯域幅要求”情報を通じて十分なアップリンクリソースを割り当てることがで
きるため、端末１０は、ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを伝送し、ＲＮＧ_ＲＳＰメッセージを
受信してメッセージレンジングを成功的に遂行可能である。
　また、本発明は、“帯域幅要求”ヘッダーには、初期レンジングＣＩＤだけでなく、そ
れ以外に異なる形態のＣＩＤも適用可能であることはもちろんである。
【００２９】
　図８～図１０を参照して、本発明の第２の実施形態による基地局と端末との間のレンジ
ング手順について説明する。
　図８は、本発明の実施形態による基地局と端末との間のレンジングにおけるメッセージ
の手順を示す図である。
　図８を参照すると、基地局２０は、コードレンジングを成功的に終了した端末１０にＣ
ＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを通じて、リソースを割り当てるときに、少なくとも
必須的なＴＬＶ情報を伝送可能にする最小量以上のアップリンクリソースを端末１０に割
り当てる。
【００３０】
　具体的に、端末１０は、ステップ４０１で、初期レンジングコードを競争方式で基地局
２０に伝送する。基地局２０は、ステップ４０３で、ＲＮＧ_ＲＳＰメッセージに端末１
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０が伝送したコードレンジング情報とパワーオフセット調節値を表示してブロードキャス
ティングする。ステップ４０３で受信したＲＮＧ_ＲＳＰメッセージの状態フィールドが
‘継続’である場合に、端末１０は、ステップ４０５でコードレンジングを再び試す。基
地局２０は、端末１０が試すコードレンジングを通じてタイミング及びパワー調節が遂行
されたと判定すると、ステップ４０７でＲＮＧ_ＲＳＰメッセージの状態フィールドを‘
成功’として表示して伝送する。
【００３１】
　基地局２０は、ステップ４０９で少なくとも基本情報を伝送可能なアップリンクリソー
スを割り当てたＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを端末１０に伝送する。例えば、基
地局２０は、図３に示したＲＮＧ_ＲＥＱメッセージで必須的なレンジング情報として、
メッセージタイプ２０１、ダウンリンクチャンネルＩＤ・２０３、要求ダウンリンクバー
ストプロファイル２０５、ＳＳ　ＭＡＣアドレス２０７を少なくとも乗せることができる
ダウンリンクリソースを割り当てたＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを端末１０に伝
送する。
　すなわち、基地局２０は、成功的なコードレンジングを終了した端末１０に“レンジン
グ要求のための最小リソース(Ｍｉｎｉｍｕｍ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｆｏｒ　Ｒａｎｇｉ
ｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ)”以上のアップリンクリソースをＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ
_ＩＥを通じて割り当てる。このとき、“レンジング要求のための最小リソース”は、端
末１０のＭＡＣヘッダー、グラントサブヘッダー（Ｇｒａｎｔ　ｓｕｂｈｅａｄｅｒ）、
ＭＡＣアドレスなどの最小情報を含むＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを支援することができる
アップリンクのリソース量を示す。
【００３２】
　端末１０は、ステップ４１１で、少なくとも基本的な情報を含んだＲＮＧ_ＲＥＱメッ
セージを基地局２０に伝送する。このとき、端末１０は、基地局２０に伝送する追加的な
ＲＮＧ_ＲＥＱ情報があると、追加ＲＮＧ_ＲＥＱ情報の存在を表示し、或いはＲＮＧ_Ｒ
ＥＱメッセージに帯域幅割り当て要求を表示する。すなわち、端末１０は、割り当てられ
たアップリンクリソース量が伝送しようとするＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを伝送するのに
充分でない場合に、追加的に伝送するための帯域幅を要求するためにＲＮＧ_ＲＥＱメッ
セージに、例えば、“レンジング状態表示”情報を追加し、端末１０が追加的なＲＮＧ_
ＲＥＱメッセージ伝送を要求することを基地局２０に知らせる。この“レンジング状態表
示”情報は、“次のレンジング要求のための要求帯域幅”のようなＴＬＶフィールドやピ
ギーバック要求を通じてＲＮＧ_ＲＥＱメッセージに含まれることができる。言い換えれ
ば、帯域幅割り当て要求の表示又は追加ＲＮＧ_ＲＥＱ情報存在の表示は、ＲＮＧ_ＲＥＱ
メッセージに帯域幅割り当て要求のためのピギーバック要求を含める方法と、ＲＮＧ_Ｒ
ＥＱメッセージのペイロードに帯域幅割り当て要求のためのＴＶＬフィールドを追加する
方法がある。第２の実施形態はこれに限定されずに当業者により実現可能なすべての方式
でＲＮＧ_ＲＥＱメッセージに帯域幅割り当て要求を表示することが可能である。
【００３３】
　ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージに帯域幅割り当て要求のためのピギーバック要求を含める場
合に、基地局に伝送されるＲＮＧ_ＲＥＱメッセージのフォーマットは、図９に示すよう
である。図９を参照すると、ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージ４３０は、ヘッダー４３１、サブ
ヘッダー４３３、及びペイロード４３５を含む。ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージに最小限の情
報のみを乗せるようにダウンリンクリソースが割り当てられたため、端末１０は、必須的
なレンジング情報以外に伝送するレンジング情報があると、最小情報(ＭＡＣアドレスな
ど)とピギーバック(帯域幅)要求を含むＲＮＧ_ＲＥＱメッセージをアップリンクに伝送す
る。ピギーバック要求は、端末１０が基地局２０にレンジング手順による情報を追加的に
伝送するための帯域幅を要求するためである。このようなサブヘッダーの存在を知らせる
ために、図１０に示すようにヘッダー４３１のタイプフィールドにピギーバック要求の存
在を示す値４７０が存在する。
【００３４】
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　ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージのペイロードに帯域幅割り当て要求のためのＴＬＶフィール
ドを追加する場合に、基地局に伝送されるＲＮＧ_ＲＥＱメッセージのフォーマットは、
図１１に示すようである。図１２は、図１１のＲＮＧ_ＲＥＱメッセージのペイロードに
含まれる情報を示すものである。図１１を参照すると、ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージ４４０
は、ヘッダー４４１及びペイロード４４３を含む。端末１０は、必須的なレンジング情報
以外に伝送するレンジング情報が更にあると、最小情報(ＭＡＣアドレスなど)と帯域幅割
り当て要求のためのＴＬＶフィールド４５０を含むＲＮＧ_ＲＥＱメッセージをアップリ
ンクに伝送する。帯域幅割り当て要求のためのＴＬＶフィールド４５０は、図１２に示す
ようにＲＮＧ_ＲＥＱメッセージのペイロード４４３に追加可能で、“次のレンジング要
求のための要求帯域幅”と呼ばれる。そして、帯域幅割り当て要求のためのＴＬＶフィー
ルド４５０のサイズは、当業者によって適切に決定されることができる。
【００３５】
　ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを受信した基地局２０は、ステップ４１３で、端末１０の最
小情報(ＭＡＣアドレスなど)を通じて基本ＣＩＤを割り当て、該当端末１０にＲＮＧ_Ｒ
ＳＰメッセージを通じて応答する。このとき、基地局２０は、端末１０がピギーバック要
求を伝送した場合、又は端末１０が帯域幅割り当て要求のためのＴＬＶフィールドを伝送
した場合に、ステップ４１５でレンジングの追加的な情報があると判定し、基本ＣＩＤを
用いてアップリンクリソースを割り当てる。したがって、端末１０は、ステップ４１７で
割り当てられたアップリンク区間に基本ＣＩＤを通じてＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを追加
的に伝送し、ステップ４１９で基地局２０からこれに対するＲＮＧ_ＲＳＰメッセージを
受信する。
【００３６】
　図３、図１３、及び図１４を参照して、本発明の第３の実施形態による基地局と端末と
の間のレンジング手順について説明する。図１３は、本発明の第３の実施形態による基地
局と端末と間のレンジングにおけるメッセージ手順を示す図である。図１４は、初期ネッ
トワークエントリ過程でＲＮＧ_ＲＳＰメッセージに含まれることができる情報とハンド
オフ時にＲＮＧ_ＲＳＰメッセージに含まれることができる情報を示す図である。
【００３７】
　コードレンジングを成功的に終了した端末１０にＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥ
を通じてリソースを割り当てるときに、基地局２０は、アップリンクリソースの割り当て
に対する基準によりアップリンクリソース量を決定してアップリンクリソースを割り当て
る。
　具体的に、端末１０は、ステップ５０１で、初期レンジングコードを競争方式で基地局
２０に伝送する。基地局２０は、ステップ５０３で、ＲＮＧ_ＲＳＰメッセージに端末１
０によって伝送されたコードレンジング情報とパワーオフセット調節値を表示してブロー
ドキャスティングする。端末１０は、ステップ５０３で受信したＲＮＧ_ＲＳＰメッセー
ジの状態フィールドが‘継続’である場合に、ステップ５０５でコードレンジングを再び
試す。基地局２０は、端末１０が試すコードレンジングを通じてタイミング及びパワー調
節が適当に遂行されたと判定すると、ステップ５０７でＲＮＧ_ＲＳＰメッセージの状態
フィールドを‘成功’として表示して伝送する。
【００３８】
　基地局２０は、ステップ５０９で、アップリンクリソースの割り当てに対する条件に従
ってアップリンクリソース量を決定する。ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージのサイズを左右する
主要な条件の中の一つは、該当ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージが初期ネットワークエントリの
ためのものであるか、或いは、ハンドオフによるネットワーク再進入のためのものである
かの可否である。この条件は、基地局２０が、例えばレンジングコードを通じて判定可能
である。初期レンジングコードセットとハンドオーバーのためのレンジングコードセット
は、相互に異なるように定義され、それぞれのレンジングのためのアップリンク競争区間
も異なるように割り当てられる。したがって、端末１０が伝送したレンジングコードと区
間情報を通じて、基地局２０は端末１０の進入状況を判定でき、これによって割り当てる
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アップリンクリソースを判定する。図１４は、初期ネットワークエントリ過程でＲＮＧ_
ＲＳＰメッセージに含まれることができる情報とハンドオフ時にＲＮＧ_ＲＳＰメッセー
ジに含まれることができる情報を示す図である。基地局２０は、その条件に基づいて、端
末１０が基地局２０に伝送しようとするすべてのレンジング情報(ａｌｌ　ＴＬＶ　ｅｌ
ｅｍｅｎｔｓ)を伝送するように十分なアップリンクリソース量を決定する。
【００３９】
　例えば、初期レンジング時に、端末１０は、ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを生成すること
において、要求ダウンリンクバーストプロファイルと、ＳＳ　ＭＡＣアドレスのようなＴ
ＬＶフィールドを含むＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを生成する。また、要求ダウンリンクバ
ーストプロファイル、レンジングアノマリ、ＡＡＳブロードキャスト能力のようなＴＬＶ
フィールドがメッセージに含まれることができる(図３を参照)。このように生成されたＲ
ＮＧ_ＲＥＱメッセージによって、基地局２０は、端末１０のアップリンクリソースを割
り当てるために可能なすべてのＴＬＶエレメントを考慮し、十分なアップリンクリソース
量を決定して端末１０に割り当てることができる。例えば、ハンドオーバーレンジングの
間に、端末１０は、ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージの生成において、サービングＢＳ　ＩＤ、
レンジング目的表示（Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｐｕｒｐｏｓｅ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）、位置
更新要求、ページングコントローラＩＤのようなフィールドが含まれる。また、ＨＯ　Ｉ
Ｄ、パワーダウンインジケータ、省電力クラスパラメータの提案された変更のようなフィ
ールドも含まれる(図３を参照)。このように生成されたＲＮＧ_ＲＥＱメッセージにより
、基地局２０は、端末１０のアップリンクリソース(ＵＬ　Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ）を割り
当てるために可能なすべてのＴＬＶエレメントを考慮し、十分なアップリンクリソース量
を決定して端末１０に割り当てることができる。
　その結果、端末１０は、ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを伝送するためのアップリンクリソ
ースが不足するようになることはほとんどない。
【００４０】
　基地局２０は、ステップ５１１で、アップリンクリソースを割り当てたＣＤＭＡ_Ａｌ
ｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを端末１０に伝送する。端末１０は、ステップ５１３で割り当て
られたアップリンク区間にＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを伝送する。本実施形態によると、
端末１０は、基地局２０から割り当てられたアップリンクリソースが十分なため、基地局
２０にＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを伝送するための帯域幅を要求することがない。
　基地局２０は、ステップ５１５で、端末１０にＲＮＧ_ＲＳＰメッセージを伝送するこ
とによってレンジング手順が終了される。ＲＮＧ_ＲＳＰメッセージに含まれた基本ＣＩ
Ｄと第１のＣＩＤを通じて端末１０は、ステップ５１７で、能力交渉手順を遂行するため
に能力要求メッセージ(ＳＢＣ(ＳＳ　Ｂａｓｉｃ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ)-ＲＥＱ)を伝
送する。
【００４１】
　第１～第３の実施形態を実現する端末１０及び基地局２０の構成及び動作を説明する。
　図１５は、本発明の実施形態による端末１０のブロック構成図である。図１５を参照す
ると、端末１０は送受信部１２及び制御部１４を含む。送受信部１２は、レンジング手順
のためのメッセージを受信又は送信する。制御部１４は、第１の実施形態によりＲＮＧ_
ＲＥＱメッセージを伝送するために、割り当てられたアップリンクリソースが十分でない
場合に、初期レンジングＣＩＤを含んだ“帯域幅要求”を送受信部１２を通じて基地局２
０に送信する。そして、制御部１４は、基地局２０から伝送されたＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃ
ａｔｉｏｎ_ＩＥのレンジングコード値が、例えば、０ｘ００である場合に、初期レンジ
ングＣＩＤを通じて“帯域幅要求”に関する割り当て情報であると判定する。そして、制
御部１４は、ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥのレンジングシンボルとレンジングサ
ブチャンネル値が“帯域幅要求”ヘッダーを伝送した位置と同一であるかを比較する。制
御部１４は、レンジングコード値が例えば、０x００で、ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ
_ＩＥのレンジングシンボルとレンジングサブチャンネル値が“帯域幅要求”ヘッダーを
送信した位置と同一であると、割り当てられた区間に自分のＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを
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送受信部１２を通じて基地局２０に伝送する。
【００４２】
　第２の実施形態によると、割り当てられたアップリンクリソース量が伝送しようとする
ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを伝送するのに十分でない場合に、制御部１４は、追加的に伝
送するための帯域幅を要求するために“次のレンジング要求のための要求帯域幅”のよう
なＴＬＶフィールドやピギーバック要求を含むＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを送受信部１２
を通じて基地局２０に送信する。前述したように、帯域幅割り当て要求の表示又は追加Ｒ
ＮＧ_ＲＥＱ情報の存在表示はＲＮＧ_ＲＥＱメッセージに帯域幅割り当て要求のためのピ
ギーバック要求を含める方法と、ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージのペイロードに帯域幅割り当
て要求のためのＴＶＬフィールドを追加する方法がある。制御部１４は、基地局２０に伝
送する追加的なＲＮＧ_ＲＥＱ情報があると、ピギーバック要求を含むＲＮＧ_ＲＥＱメッ
セージを生成して基地局２０に伝送する。または、制御部１４は、帯域幅割り当て要求の
ための“次のレンジング要求のための要求帯域幅”を含むＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを生
成して基地局２０に伝送する。
　制御部１４は、基地局２０からＲＮＧ_ＲＳＰメッセージを通じて基本ＣＩＤを割り当
てられると、この基本ＣＩＤを通じてＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを追加的に伝送する。
　もちろん、制御部１４は、基地局２０から初めて割り当てられたアップリンクリソース
量が十分であると、一度だけでＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを伝送することによって自分が
伝送しようとするすべてのレンジング情報を基地局２０に伝送可能である。
【００４３】
　図１６は、本発明の実施形態による基地局２０のブロック構成図である。図１６を参照
すると、基地局２０は、送受信部２２、制御部２４、及びアップリンクリソース割り当て
部２６を含む。送受信部２２は、レンジング手順のためのメッセージを受信又は送信する
。第１の実施形態によって制御部２４は、初期レンジングＣＩＤを含む“帯域幅要求”を
受信すると、端末１０がレンジング過程で要求する“帯域幅要求”であると判定する。そ
れによって、アップリンクリソース割り当て部２６は、ＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_
ＩＥを通じてアップリンク区間を再び割り当てる。このとき、制御部２４は、“帯域幅要
求”に応答してＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを伝送するときにこの“帯域幅要求
”を受信したレンジングシンボルとレンジングサブチャンネルの位置でＣＤＭＡ_Ａｌｌ
ｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを送信する。
【００４４】
　そして、第２の実施形態によってアップリンクリソース割り当て部２６は、コードレン
ジングを成功的に終了した端末１０にＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを通じてアッ
プリンクリソースを割り当てるときに、最小量のアップリンクリソースを割り当てる。す
なわち、アップリンクリソース割り当て部２６は、成功的なコードレンジングを終了した
端末１０に“レンジング要求のための最小リソース”以上のアップリンクリソースをＣＤ
ＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを通じて割り当てる。このとき、“レンジング要求のた
めの最小リソース”は、端末１０のＭＡＣヘッダー、グラントサブヘッダー、ＭＡＣアド
レスなど、最小情報を含むＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを支援可能なアップリンクのリソー
ス量を示す。
【００４５】
　端末１０からＲＮＧ_ＲＥＱメッセージを受信すると、制御部２４は、端末１０の最小
情報(ＭＡＣアドレスなど)を通じて基本ＣＩＤを割り当てたＲＮＧ_ＲＳＰメッセージを
端末１０に伝送する。また、制御部２４は、端末１０から受信したＲＮＧ_ＲＥＱメッセ
ージに追加的なＲＮＧ_ＲＥＱ情報の存在又はその伝送のための帯域幅割り当て要求が表
示されているかを判定する。例えば、制御部２４は、受信したＲＮＧ_ＲＥＱメッセージ
にピギーバック要求又は“次のレンジング要求のための要求帯域幅”が含まれているかを
判定する。制御部２４は、ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージに追加ＲＮＧ_ＲＥＱ情報の存在の表
示、又は帯域幅割り当て要求の表示が含まれていると、アップリンクリソース割り当て部
２６が基本ＣＩＤを用いて端末１０にアップリンクリソースを再び割り当てるようにする
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。
【００４６】
　第３の実施形態により、アップリンクリソース割り当て部２６は、コードレンジングを
成功的に終了した端末１０にＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを通じてリソースを割
り当てるときに、アップリンクリソースの割り当てに対する条件に従ってアップリンクリ
ソース量を決定し、アップリンクリソースを割り当てる。前述したように、ＲＮＧ_ＲＥ
Ｑメッセージのサイズを左右する主要な条件の中の一つは、該当ＲＮＧ_ＲＥＱメッセー
ジが初期ネットワークエントリのためのものであるか、或いはハンドオフによるネットワ
ーク再進入のためのものであるかの可否である。アップリンクリソース割り当て部２６は
、このような条件に基づいて端末１０が基地局２０に伝送しようとするすべてのレンジン
グ情報を送信することができるように、十分なアップリンクリソース量を割り当てること
ができる。そして、制御部２４は、決定されたアップリンクリソース量を割り当てたＣＤ
ＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥを送受信部２２を通じて端末１０に送信する。
【００４７】
　以上、本発明の具体的な実施形態に関して説明したが、多様な変形が本発明の範囲から
外れない限り実施可能である。例えば、本発明は、ＩＥＥＥ８０２．１６/８０２．１６
ｅ　ＯＦＤＭＡシステムに適用されることができる。したがって、本発明の範囲は、上述
した実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲及びこの特許請求の範囲と均等
なものに基づいて定められるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】一般的な広帯域無線接続通信システムの構成を示す図である。
【図２】従来の広帯域無線接続通信システムで、端末の初期レンジング手順を示す図であ
る。
【図３】ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージに含まれた情報を示す図である。
【図４】帯域幅要求メッセージに含まれた情報を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施形態により、基地局と端末との間のレンジングにおけるメッ
セージ手順を示す図である。
【図６】本発明の実施形態による帯域幅要求メッセージに含まれる情報を示す図である。
【図７】本発明の実施形態によるＣＤＭＡ_Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ_ＩＥメッセージに含ま
れた情報を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施形態による基地局と端末との間のレンジングにおけるメッセ
ージ手順を示す図である。
【図９】本発明の実施形態によるＲＮＧ_ＲＥＱメッセージのフォーマットを示す図であ
る。
【図１０】図９のＲＮＧ_ＲＥＱメッセージのヘッダーのタイプフィールドに含まれた情
報を示す図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態の他の例によるＲＮＧ_ＲＥＱメッセージのフォーマ
ットを示す図である。
【図１２】図１１のＲＮＧ_ＲＥＱメッセージのペイロードに含まれた情報を示す図であ
る。
【図１３】本発明の第３の実施形態による基地局と端末との間のレンジング時のメッセー
ジ手順を示す図である。
【図１４】初期ネットワークエントリ過程でＲＮＧ_ＲＳＰメッセージに含まれることが
可能な情報と、ハンドオフ時にＲＮＧ_ＲＳＰメッセージに含まれることが可能な情報を
示す図である。
【図１５】本発明の実施形態による端末のブロック構成図である。
【図１６】本発明の実施形態による基地局のブロック構成図である。
【符号の説明】
【００４９】
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　１０　端末
　１２　送受信部
　１４　制御部
　２０　基地局
　２２　送受信部
　２４　制御部
　２６　アップリンクリソース割り当て部
　２０１　メッセージタイプ
　２０３　ダウンリンクチャンネルＩＤ
　２０５　要求ダウンリンクバーストプロファイル
　２０７　ＳＳ　ＭＡＣアドレス
　４３０　ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージ
　４３１　ヘッダー
　４３３　サブヘッダー
　４３５　ペイロード
　４４０　ＲＮＧ_ＲＥＱメッセージ
　４４１　ヘッダー
　４４３　ペイロード
　４５０　帯域幅割り当て要求のためのＴＬＶフィールド

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】 【図１４】
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