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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用者機器（ＵＥ）が移動通信システムにおいてランダムアクセスを実行する方法であ
って、
　前記方法は、
　特定のランダムアクセスプリアンブルを伝送することと、
　一つ以上のランダムアクセス応答と、一つ以上のヘッダー部分からなる媒体接続制御（
ＭＡＣ）ヘッダーとを含むＭＡＣパケットデータユニット（ＰＤＵ）を受信することであ
って、前記ヘッダー部分の各々は、前記ランダムアクセス応答の各々に対応する、ことと
、
　特定のランダムアクセス応答が前記伝送された特定のランダムアクセスプリアンブルに
対応する識別子を含む場合に、前記特定のランダムアクセス応答に関する情報を処理する
ことと
　を含み、前記ヘッダー部分の全ては、前記ＭＡＣ　ＰＤＵの第１の部分にあり、前記ラ
ンダムアクセス応答の全ては、前記第１の部分の次の前記ＭＡＣ　ＰＤＵの第２の部分に
ある、方法。
【請求項２】
　前記ＭＡＣ　ＰＤＵは、ダウンリンク共通チャネルを通して受信される、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
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　前記特定のランダムアクセス応答は、前記ＵＥに割り当てられたアップリンク資源情報
、前記ＵＥの臨時識別子およびタイミング同期関連変数を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記アップリンク資源情報を用いてアップリンク信号を伝送することをさらに含む、請
求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＵＥに新たに割り当てられたアップリンク資源情報を示すメッセージを受信するこ
とと、
　前記新たに割り当てられたアップリンク資源情報を用いて前記アップリンク信号を再伝
送することと
　をさらに含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記新たに割り当てられたアップリンク資源情報を含む前記メッセージは、否定受信確
認（ＮＡＣＫ）に対応する、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　ネットワークが移動通信システム内の使用者機器（ＵＥ）のランダムアクセスを制御す
る方法であって、
　前記方法は、
　前記ＵＥから特定のランダムアクセスプリアンブルを受信することと、
　一つ以上のランダムアクセス応答と、一つ以上のヘッダー部分からなる媒体接続制御（
ＭＡＣ）ヘッダーとを含むＭＡＣパケットデータユニット（ＰＤＵ）を伝送することであ
って、前記ヘッダー部分の各々は、前記ランダムアクセス応答の各々に対応する、ことと
　を含み、
　前記ヘッダー部分の全ては、前記ＭＡＣ　ＰＤＵの第１の部分にあり、前記ランダムア
クセス応答の全ては、前記第１の部分の次の前記ＭＡＣ　ＰＤＵの第２の部分にあり、
　前記ＭＡＣ　ＰＤＵが前記特定のランダムアクセスプリアンブルに対応する特定のラン
ダムアクセス応答を含む場合に、前記特定のランダムアクセス応答は、前記特定のランダ
ムアクセスプリアンブルに対応する識別子を含む、方法。
【請求項８】
　前記ＭＡＣ　ＰＤＵは、ダウンリンク共通チャネルを通して伝送される、請求項７に記
載の方法。
【請求項９】
　前記特定のランダムアクセス応答は、前記ＵＥに割り当てられたアップリンク資源情報
、前記ＵＥの臨時識別子およびタイミング同期関連変数を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アップリンク資源情報に関連したアップリンク信号を受信することをさらに含む、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＵＥに新たに割り当てられたアップリンク資源情報を示すメッセージを伝送するこ
とと、
　前記新たに割り当てられたアップリンク資源情報に関連した再伝送されたアップリンク
信号を受信することと
　をさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記新たに割り当てられたアップリンク資源情報を含む前記メッセージは、否定受信確
認（ＮＡＣＫ）に対応する、請求項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムに関するもので、より具体的に、移動通信システムでの応
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答情報伝送方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、移動通信システムがＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）シス
テムである場合を示した構造図である。ＬＴＥシステムは、既存のＵＭＴＳシステムから
進化したシステムとして、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ
ｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）によって標準化が進行されてきた。
【０００３】
　ＬＴＥネットワークは、大きくＥ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒ
ｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）と核心網（Ｃｏｒｅ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ：ＣＮ）とに区分される。Ｅ－ＵＴＲＡＮは、基地局として動作する少なく
とも一つのｅＮｏｄｅ－Ｂと、ネットワークの終端に位置して外部ネットワークと連結さ
れる接続ゲートウェイ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｇａｔｅｗａｙ：ＡＧ）とを含む。
【０００４】
　ＡＧは、使用者－トラフィックを処理する部分と、制御－トラフィックを処理する部分
とに区分される。使用者－トラフィックを処理するＡＧ部分と制御－トラフィックを処理
するＡＧ部分は、通信のために新しいインターフェースによって互いに連結される。一つ
のｅＮｏｄｅ－Ｂには一つ以上のセルが存在する。各ｅＮｏｄｅ－Ｂは、使用者トラフィ
ックまたは制御トラフィック伝送のためのインターフェースによって連結される。
【０００５】
　ＣＮは、ＡＧ及びＵＥ（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）の使用者登録のためのノード
を含む。また、Ｅ－ＵＴＲＡＮ及びＣＮを区分するために、Ｅ－ＵＭＴＳに新しいインタ
ーフェースが提供される。
【０００６】
　広く知られている開放型システム相互接続（ＯＳＩ）基準モデルの下位３個の階層に基
づいて、無線インターフェースプロトコル階層は、第１階層（Ｌ１）、第２階層（Ｌ２）
及び第３階層（Ｌ３）に区分される。第１階層（Ｌ１）である物理階層は、物理チャネル
を通した情報伝達サービスを提供する。第３階層（Ｌ３）に位置した無線資源制御（ＲＲ
Ｃ）階層は、ＵＥとネットワークとの間の無線資源を制御する。
【０００７】
　このような目的で、ＲＲＣ階層は、ＵＥとネットワークとの間で各ＲＲＣメッセージを
交換する。ＲＲＣ階層は、ｅＮｏｄｅ－Ｂ及びＡＧなどの多数のネットワークノードに分
布され、ｅＮｏｄｅ－ＢまたはＡＧに位置することもある。
【０００８】
　図２は、３ＧＰＰ無線接続ネットワーク標準に基づいてＵＥとＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ　
Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）との間の無線イ
ンターフェースプロトコル構造の制御平面を示した概念図である。前記無線インターフェ
ースプロトコルは、水平的に物理階層、データリンク階層及びネットワーク階層で表され
る。また、前記無線インターフェースプロトコルは、垂直的にデータ伝送のための使用者
平面及び制御信号伝送のための制御平面で表される。
【０００９】
　図２の各プロトコル階層は、物理階層、媒体接続制御（ＭＡＣ）階層、無線リンク制御
（ＲＬＣ）階層及び無線資源制御（ＲＲＣ）階層に区分される。
【００１０】
　第１階層である物理階層は、物理チャネルを通して上位階層に情報伝達サービスを提供
する。物理階層は、トランスポートチャネルを通して上位階層である媒体接続制御（ＭＡ
Ｃ）階層と連結される。
【００１１】
　ＭＡＣ階層と物理階層との間のデータ通信のために、ＭＡＣ階層は、トランスポートチ
ャネルを通して物理階層と通信する。データ通信は、互いに異なる各物理階層の間でも行
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われる（例えば、送信側の第１物理階層と受信側の第２物理階層）。
【００１２】
　第２階層（Ｌ２）であるＭＡＣ階層は、論理チャネルを通して上位階層であるＲＬＣ（
Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層に多様なサービスを提供する。第２階層（
Ｌ２）であるＲＬＣ階層は、信頼性のあるデータ伝送を支援する。
【００１３】
　ここで、ＲＬＣ階層が点線で示されたことに留意すべきである。これは、ＲＬＣ機能が
ＭＡＣ階層に具現されて実現される場合、ＲＬＣ階層自体は存在する必要がないためであ
る。
【００１４】
　第３階層（Ｌ３）の最下部に位置したＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ）階層は、制御平面のみで定義される。ＲＲＣ階層は、各無線ベアラ（ＲＢｓ）
の設定、再設定及び解除と関連して論理チャネル、トランスポートチャネル及び物理チャ
ネルを制御する。ＲＢは、ＵＥとＥ－ＵＴＲＡＮとの間のデータ伝送のために第２階層（
Ｌ２）が提供するサービスを意味する。
【００１５】
　図３は、３ＧＰＰ無線接続ネットワーク標準によるＵＥとＵＴＲＡＮとの間の無線イン
ターフェースプロトコル構造の使用者平面を示した概念図である。前記無線プロトコル使
用者平面は、物理階層、ＭＡＣ階層、ＲＬＣ階層及びＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ
　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）階層に区分される。
【００１６】
　第１階層（Ｌ１）である物理階層と、第２階層（Ｌ２）であるＭＡＣ及びＲＬＣ階層は
、相対的に狭い帯域を有する無線インターフェース上でＩＰｖ４またはＩＰｖ６などのＩ
Ｐパケットを用いてデータを効果的に伝送するために使用される。ＰＤＣＰ階層は、ヘッ
ダー圧縮を行い、不必要な制御情報を含んでいる相対的に大きいＩＰパケットヘッダーの
大きさを減少させる。
【００１７】
　以下、ネットワークとＵＥとの間のデータ伝送のためのアップリンク及びダウンリンク
チャネルに対して詳細に説明する。ダウンリンクチャネルは、ネットワークからＵＥにデ
ータを伝送する。アップリンクチャネルは、ＵＥからネットワークにデータを伝送する。
【００１８】
　ダウンリンクチャネルの例としては、システム情報伝送用放送チャネル（Ｂｒｏａｄｃ
ａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＢＣＨ）、使用者トラフィックまたは制御メッセージ伝送のた
めのダウンリンク共有チャネル（Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＳＣＨ）及び共有制御
チャネル（Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＳＣＣＨ）がある。ダウン
リンクマルチキャストサービスまたは放送サービスの使用者トラフィックまたは各制御メ
ッセージは、ダウンリンク共有チャネル（ＳＣＨ）または追加的なマルチキャストチャネ
ル（ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｃｈａｎｎｅｌ：ＭＣＨ）を通して伝送される。
【００１９】
　アップリンクチャネルの例としては、ランダム接続チャネル（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＲＡＣＨ）、使用者トラフィックまたは制御メッセージ伝送のた
めのアップリンク共有チャネル（ＳＣＨ）及び共有制御チャネル（ＳＣＣＨ）がある。
【００２０】
　図４は、ハイブリッド自動反復及び要請（ＨＡＲＱ）方式を示した概念図である。無線
パケット通信システムでダウンリンク物理階層にＨＡＲＱを具現する方法を、図４を参照
して説明する。
【００２１】
　図４を参照すると、ｅＮｏｄｅ－Ｂは、各パケットを受信するＵＥを決定し、ＵＥに伝
送されるパケットタイプ（例えば、コードレート、変調方式及びデータ量）を決定する。
ｅＮｏｄｅ－Ｂは、高速ダウンリンク共有制御チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ）を通して決定
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された情報をＵＥに知らせ、ＨＳ－ＳＣＣＨを通した情報伝送と関連した時間に高速ダウ
ンリンク共有チャネル（ＨＳ－ＤＳＣＨ）を通して対応するデータパケットを伝送する。
【００２２】
　ＵＥは、ダウンリンク制御チャネルを受信し、伝送されるパケットタイプと伝送時点を
識別し、対応するパケットを受信する。その後、ＵＥは、受信されたパケットデータに対
してデコーディングを試みる。
【００２３】
　ＵＥが特定のパケット（例えば、データ１）をデコーディングするのに失敗すると、Ｕ
Ｅは、否定受信確認（ＮＡＣＫ）をｅＮｏｄｅ－Ｂに伝送する。ｅＮｏｄｅ－Ｂは、パケ
ット伝送に失敗したことを認知し、同一のパケットフォーマットまたは新しいパケットフ
ォーマットを用いて適当な時点に同一のデータ（例えば、データ１）を再伝送する。ＵＥ
は、再伝送されたパケット（例えば、データ１）とパケットデコーディングに失敗した以
前に受信したパケットとを結合し、パケットデコーディングを再び試みる。
【００２４】
　パケットが受信されて成功的にデコーディングされると、ＵＥは、受信確認（ＡＣＫ）
信号をｅＮｏｄｅ－Ｂに伝送する。ｅＮｏｄｅ－Ｂは、パケット伝送に成功したことを認
知し、その次のパケット（例えば、データ２）の伝送を行う。
【００２５】
　ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）は、初期の制御メッセージをＵＥからネットワ
ークに伝送するチャネルを表す。ＲＡＣＨは、ＵＥ及びネットワークの同期のために使用
される。また、アップリンク方向にデータを伝送しようとするＵＥにデータが残っていな
い場合、ＵＥは、ＲＡＣＨを通して必要な無線資源を獲得することができる。
【００２６】
　例えば、ＵＥに電源が供給された場合、ＵＥは、新しいセルに対して接続を試みる。Ｕ
Ｅは、ダウンリンク同期を行い、所望のターゲットセルからシステム情報を受信する。
【００２７】
　システム情報を受信するとき、ＵＥは、ＲＲＣ階層に接続するために接続要請メッセー
ジを伝送しなければならない。しかしながら、ＵＥは、現ネットワークと同期されておら
ず、ＲＡＣＨを使用するので、アップリンク無線資源に対する保障がない。
【００２８】
　すなわち、ＵＥは、ネットワークに接続要請メッセージを伝送できる無線資源を要請す
る。ｅＮｏｄｅ－ＢがＵＥから無線－資源要請信号を受信すると、ｅＮｏｄｅ－Ｂは、Ｒ
ＲＣ連結要請メッセージ伝送に適した無線資源をＵＥに割り当てる。その後、ＵＥは、割
り当てられた無線資源を用いてネットワークにＲＲＣ連結要請メッセージを伝送すること
ができる。
【００２９】
　他の例として、ＵＥとネットワークとの間にＲＲＣ連結が生じたと仮定する。ＵＥが無
線資源を用いてデータをネットワークに伝送するために、ＵＥは、ネットワークの無線資
源スケジューリングプロセスによってネットワークから無線資源と関連した情報を受信す
る。
【００３０】
　しかしながら、伝送するデータがＵＥのバッファーに残っていない場合、ネットワーク
は、アップリンク無線資源を前記ＵＥに割り当てない。ネットワークがアップリンク無線
資源を前記ＵＥに割り当てるようになると、このような割り当ては非効率的なものと見な
される。前記ＵＥのバッファー状態は、周期的または非周期的にネットワークに報告され
る。
【００３１】
　したがって、無線資源を持たないＵＥのバッファーに新しいデータが保存されると、Ｕ
Ｅに割り当てられたアップリンク無線資源がないので、ＵＥはＲＡＣＨを用いる。すなわ
ち、前記ＵＥは、データ伝送に必要な無線資源をネットワークに要請する。
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【００３２】
　以下、広帯域コード分割多重接続（ＷＣＤＭＡ）システムに使用されるＲＡＣＨに対し
て詳細に説明する。前記ＲＡＣＨは、短い長さを有するデータの伝送に使用される。一部
のＲＲＣメッセージ（例えば、ＲＲＣ連結要請メッセージ、セルアップデートメッセージ
、及びＵＲＡアップデートメッセージ）が前記ＲＡＣＨを通して伝送される。
【００３３】
　多数の論理チャネルがＲＡＣＨにマッピングされる。例えば、共通制御チャネル（ｃｏ
ｍｍｏｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ：ＣＣＣＨ）、専用制御チャネル（ｄｅｄｉ
ｃａｔｅｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ：ＤＣＣＨ）、及び専用トラフィックチャ
ネル（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｔｒａｆｆｉｃ　ｃｈａｎｎｅｌ：ＤＴＣＨ）がＲＡＣＨに
マッピングされる。ＲＡＣＨは、物理ランダム接続チャネル（ＰＲＡＣＨ）にマッピング
される。
【００３４】
　図５は、ＰＲＡＣＨ（物理ランダムアクセスチャネル）伝送方法の例を示した概念図で
ある。図５に示すように、アップリンク物理チャネルであるＰＲＡＣＨは、プリアンブル
部分とメッセージ部分に分けられる。
【００３５】
　プリアンブル部分は、メッセージ伝送に要求される電力を調整する電力－ランピング機
能と、多様なＵＥからの伝送が互いに衝突することを予防する衝突－防止（ａｎｔｉ－ｃ
ｏｌｌｉｓｉｏｎ）機能を行う。メッセージ部分は、ＭＡＣプロトコルデータユニット（
ＭＡＣ　ＰＤＵ）をＭＡＣ階層から物理チャネルに伝送することを担当する。
【００３６】
　ＵＥのＭＡＣ階層がＵＥの物理階層にＰＲＡＣＨ伝送を指示すると、ＵＥの物理階層は
、単一の接続スロット及び単一の署名を選択し、ＰＲＡＣＨプリアンブルをアップリンク
で伝送する。プリアンブルは、１．３３ｍｓの接続スロット周期の間に伝送され、接続ス
ロットに対して初期の予め定められた周期に１６個の署名から一つの署名を選択し、前記
選択された署名が伝送されるようにする。
【００３７】
　ＵＥがプリアンブルを伝送する場合、ｅＮｏｄｅ－Ｂは、ダウンリンク物理チャネルで
あるＡＩＣＨ（ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｃｈａｎｎｅｌ）を通し
て応答信号を伝送する。ｅＮｏｄｅ－Ｂは、ＡＩＣＨを通して伝送する応答信号を用いて
肯定応答（ＡＣＫ）または否定応答（ＮＡＣＫ）をＵＥに伝送する。
【００３８】
　ＵＥがＡＣＫ応答信号を受信すると、ＵＥは、メッセージ部分を伝送する。ＵＥがＮＡ
ＣＫ応答信号を受信すると、ＵＥのＭＡＣ階層は、予定された時間後にＰＲＡＣＨ再伝送
を行うようにＵＥの物理階層に指示する。伝送されたプリアンブルに対応する応答信号を
　ＵＥが受信していない場合、ＵＥは、指定された接続スロット以後に以前のプリアンブ
ルに比べて電力水準を一段階高くし、新しいプリアンブルを伝送する。
【００３９】
　以下、ＲＡＣＨプリアンブルに対する応答信号に対してのみ説明したが、ｅＮｏｄｅ－
Ｂがデータまたは各制御信号をＵＥに伝送できるという点に留意すべきである。ｅＮｏｄ
ｅ－ＢからＵＥに伝送される多様な制御信号が存在し、このような例としては、ダウンリ
ンクスケジューリング情報、アップリンクスケジューリング許可（ｇｒａｎｔ）情報、及
びＵＥのＲＡＣＨプリアンブル伝送と関連した応答情報がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００４０】
　従来技術では、ＵＥがＲＡＣＨを通してデータを伝送する場合、ＵＥはＲＡＣＨプリア
ンブルをｅＮｏｄｅ－Ｂに伝送し、ｅＮｏｄｅ－Ｂは、ＲＡＣＨプリアンブルと関連した
応答情報をＵＥに伝送する。しかしながら、少なくとも二つのＵＥがＲＡＣＨ使用のため
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に自身のＲＡＣＨを同一時点または類似した時点に伝送する場合、ｅＮｏｄｅ－Ｂは、各
プリアンブルと関連した関連応答情報を二つのＵＥにそれぞれ知らせるべきである。これ
によって、前記応答情報を各ＵＥに伝送するための無線資源割り当てが要求されることで
、無線資源が浪費される。
【００４１】
　ＲＡＣＨを通して割り当てられた無線資源を用いてｅＮｏｄｅ－Ｂにデータを伝送する
とき、ＵＥがＨＡＲＱ方式を使用する場合、ｅＮｏｄｅ－Ｂは、データの最初伝送と関連
した第１無線資源のみならず、データ再伝送と関連した第２無線資源も予め割り当てる。
したがって、ＵＥが最初伝送時に成功的にデータを伝送すると、再伝送データのための第
２無線資源は不必要に浪費される。
【００４２】
　本発明の目的は、移動通信システムでの応答情報伝送方法において、浪費される無線資
源の量を減少し、効果的に無線資源を使用する方法を提供することにある。
【００４３】
　本発明の他の目的は、二つ以上のＵＥが各ＲＡＣＨプリアンブルを同一時点または類似
した時点に伝送する場合、各ＵＥと関連した応答情報を別途に伝送せずに、ＲＡＣＨプリ
アンブル応答情報を特定のＵＥに伝送する、すなわち、前記関連した応答情報を共通チャ
ネルに対する単一のデータユニットの形態で構成して特定のＵＥに伝送する移動通信シス
テムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００４４】
　本発明の一側面として、移動通信システムで特定のプリアンブルを伝送し、前記プリア
ンブルに応答した情報を受信する方法が提供される。本方法は、ランダムアクセスチャネ
ル（ＲＡＣＨ）を通して前記特定のプリアンブルを伝送する段階と、特定の時間区間に伝
送された少なくとも一つのプリアンブルに対応する少なくとも一つの応答及び前記少なく
とも一つの応答に対応する識別情報を有する応答情報を共通チャネルを通して受信する段
階と、前記少なくとも一つの応答が前記特定のプリアンブルに対応すると前記識別情報が
指示する場合、前記少なくとも一つの応答を処理する段階とを含む。
【００４５】
　本方法は、前記少なくとも一つの応答が前記特定のプリアンブルに対応すると前記識別
情報が指示する場合、前記少なくとも一つの応答を通して割り当てられた無線資源を用い
てデータを伝送する段階をさらに含む。また、本方法は、伝送されたデータが成功的に受
信されていないことを表す指示子を含む第１メッセージを受信する段階と、新しく割り当
てられた無線資源を用いて前記データを再伝送する段階とをさらに含む。
【００４６】
　前記第１メッセージは、前記新しく割り当てられた無線資源と関連した情報を含む。ま
た、本方法は、前記新しく割り当てられた無線資源と関連した情報を含む第２メッセージ
を受信する段階をさらに含む。前記共通チャネルは、ダウンリンク共有チャネル（ＤＬ－
ＳＣＨ）であることが好ましい。
【００４７】
　本発明の他の側面として、移動通信システムでプリアンブルを伝送する段階と、前記プ
リアンブルに応答した情報を受信する段階とを含む方法が提供される。本方法は、ランダ
ムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）を通して特定の時間区間に少なくとも一つのプリアンブ
ルを受信する段階と、前記特定の時間区間に受信された前記少なくとも一つのプリアンブ
ルに対応する応答及び前記少なくとも一つのプリアンブルを伝送した端末を識別する識別
情報を含む応答情報を共通チャネルを通して伝送する段階とを含む。
【００４８】
　本方法は、前記少なくとも一つのプリアンブルを伝送した前記端末のデータ伝送のため
の無線資源を前記応答を通して割り当てる段階をさらに含む。また、本方法は、前記少な
くとも一つのプリアンブルを伝送した前記移動通信端末から前記割り当てられた無線資源
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を用いて伝送されたデータを受信する段階と、前記データが成功的に受信されたかを決定
する段階と、前記データ再伝送と関連して追加的に割り当てられた無線資源と関連した情
報を含む第１メッセージを伝送する段階と、前記メッセージを通して割り当てられた前記
無線資源を用いて再伝送された前記データを受信する段階とをさらに含む。
【００４９】
　本方法は、前記データが成功的に受信されていないことを表す指示子を前記第１メッセ
ージに含ませる段階をさらに含む。また、本方法は、前記データが成功的に受信されてい
ないことを表す指示子を含む第２メッセージを伝送する段階をさらに含む。前記共通チャ
ネルは、ダウンリンク共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）であることが好ましい。
【００５０】
　本発明の他の側面として、移動通信システムで特定のプリアンブルを伝送する段階と、
前記特定のプリアンブルに応答した情報を受信する段階とを含む方法が提供される。本方
法は、特定の移動通信端末が前記特定のプリアンブルをランダムアクセスチャネル（ＲＡ
ＣＨ）を通して伝送する段階と、ネットワークで、特定の時間区間に受信された少なくと
も一つのプリアンブルに対応した応答及び前記少なくとも一つのプリアンブルを伝送した
移動通信端末を識別する識別情報を含む応答情報を共通チャネルを通して伝送する段階と
、前記特定の移動通信端末が前記応答情報を受信する段階と、前記少なくとも一つの応答
が前記特定のプリアンブルに対応すると前記識別情報が指示する場合、前記特定の移動通
信端末が前記少なくとも一つの応答を処理する段階とを含む。
【００５１】
　本方法は、前記ネットワークによって、前記少なくとも一つのプリアンブルを伝送した
前記移動通信端末のデータ伝送のための無線資源を前記応答を通して割り当てる段階をさ
らに含む。また、本方法は、前記少なくとも一つの応答が前記特定プリアンブルに対応す
ると前記識別情報が指示する場合、前記特定の移動通信端末が、前記少なくとも一つの応
答を通して割り当てられた前記無線資源を用いてデータを伝送する段階をさらに含む。
【００５２】
　本方法は、前記ネットワークで、前記少なくとも一つのプリアンブルを伝送した前記移
動通信端末から前記割り当てられた無線資源を用いて伝送されたデータを受信する段階と
、前記ネットワークで、前記データが成功的に受信されたかを決定する段階と、前記ネッ
トワークで、データ再伝送と連関して追加的に割り当てられた無線資源と関連した情報を
含む第１メッセージを伝送する段階と、前記特定の移動通信端末が、前記第１メッセージ
に割り当てられた前記無線資源と関連した情報を用いて前記データを再伝送する段階と、
前記ネットワークで、前記メッセージを通して割り当てられた前記無線資源を用いて再伝
送された前記データを受信する段階とをさらに含む。また、本方法は、前記ネットワーク
で、前記データが成功的に受信されていないことを表す指示子を前記第１メッセージに含
ませる段階をさらに含む。
【００５３】
　本方法は、前記ネットワークによって前記データが成功的に受信されていないことを表
す指示子を含む第２メッセージを伝送する段階をさらに含む。また、前記共通チャネルは
、ダウンリンク共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）である。
【００５４】
　本発明の追加的な利点、目的及び特徴の一部は詳細な説明に記載されており、一部は、
本発明の内容を通して当業者に明白になるか、本発明の実施によって理解可能になるだろ
う。本発明の明細書に記載された内容は、発明の技術的思想を例示または説明するための
もので、請求された発明を追加的に説明するためのものである。
【００５５】
　また、添付された図面及び各実施例に関する詳細な説明に基づいて、当業者であれば、
前記各実施例以外の別途の実施例も容易に導出可能になるだろう。したがって、本発明は
、明細書に開示された特定の実施例に制限されてはならない。
（産業上の利用可能性）
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　本発明の各実施例及び利点は、例示的なものであり、本発明を制限するものと解析され
てはならない。本明細書に教示された技術的思想は、他のタイプの装置にも容易に適用さ
れる。
【００５６】
　本発明に対する詳細な説明は、本発明を説明するためのもので、特許請求の範囲を制限
するものではない。多様な代替、修正及び変形は、当該技術分野で熟練した技術者たちに
とって自明であろう。特許請求の範囲において、手段＋機能節は、前記機能を遂行するも
のとして本明細書に記載された構造の他に、その構造的な均等物または均等の構造物をも
カバーするものである。
本発明は、例えば、以下も提供する。
（項目１）
　移動通信システムで特定のプリアンブルを伝送し、前記特定のプリアンブルに応答した
情報を受信する方法において、
　ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）を通して前記特定のプリアンブルを伝送する段
階と；
　特定の時間区間の間に伝送された少なくとも一つのプリアンブルに対応する少なくとも
一つの応答及び前記少なくとも一つの応答に対応する識別情報を含む応答情報を共通チャ
ネルを通して受信する段階と；
　前記少なくとも一つの応答が前記特定のプリアンブルに対応すると前記識別情報が指示
する場合、前記少なくとも一つの応答を処理する段階と；を含む、プリアンブル伝送及び
情報受信方法。
（項目２）
　前記少なくとも一つの応答が前記特定のプリアンブルに対応すると前記識別情報が指示
する場合、前記少なくとも一つの応答を通して割り当てられた無線資源を用いてデータを
伝送する段階をさらに含む、項目１に記載のプリアンブル伝送及び情報受信方法。
（項目３）
　前記伝送されたデータが成功的に受信されていないことを表す指示子を含む第１メッセ
ージを受信する段階と；
　新しく割り当てられた無線資源を用いて前記データを再伝送する段階と；をさらに含む
、項目２に記載のプリアンブル伝送及び情報受信方法。
（項目４）
　前記第１メッセージは、前記新しく割り当てられた無線資源と関連した情報を含むこと
を特徴とする、項目３に記載のプリアンブル伝送及び情報受信方法。
（項目５）
　前記新しく割り当てられた無線資源と関連した情報を含む第２メッセージを受信する段
階をさらに含む、項目３に記載のプリアンブル伝送及び情報受信方法。
（項目６）
　前記共通チャネルがダウンリンク共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）であることを特徴とす
る、項目１に記載のプリアンブル伝送及び情報受信方法。
（項目７）
　移動通信システムでプリアンブルを伝送し、前記プリアンブルに応答した情報を受信す
る方法において、
　特定の時間区間の間にランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）を通して少なくとも一つ
のプリアンブルを受信する段階と；
　前記特定の時間区間の間に受信された前記少なくとも一つのプリアンブルに対応する応
答及び前記少なくとも一つのプリアンブルを伝送した端末を識別する識別情報を含む応答
情報を共通チャネルを通して伝送する段階と；を含む、プリアンブル伝送及び情報受信方
法。
（項目８）
　前記少なくとも一つのプリアンブルを伝送した前記移動通信端末のデータ伝送のための
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無線資源を前記応答を通して割り当てる段階をさらに含む、項目７に記載のプリアンブル
伝送及び情報受信方法。
（項目９）
　前記少なくとも一つのプリアンブルを伝送した前記移動通信端末から前記割り当てられ
た無線資源を用いて伝送されたデータを受信する段階と；
　前記データが成功的に受信されたかを判断する段階と；
　前記データを再伝送するために追加的に割り当てられた無線資源と関連した情報を含む
第１メッセージを伝送する段階と；
　前記メッセージを通して割り当てられた前記無線資源を用いて再伝送された前記データ
を受信する段階と；をさらに含む、項目８に記載のプリアンブル伝送及び情報受信方法。
（項目１０）
　前記データが成功的に受信されていないことを表す指示子を前記第１メッセージに含ま
せる段階をさらに含む、項目９に記載のプリアンブル伝送及び情報受信方法。
（項目１１）
　前記データが成功的に受信されていないことを表す指示子を含む第２メッセージを伝送
する段階をさらに含む、項目９に記載のプリアンブル伝送及び情報受信方法。
（項目１２）
　前記共通チャネルがダウンリンク共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）であることを特徴とす
る、項目９に記載のプリアンブル伝送及び情報受信方法。
（項目１３）
　移動通信システムで特定のプリアンブルを伝送し、前記特定のプリアンブルに応答した
情報を受信する方法において、
　特定の移動通信端末がランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）を通して前記特定のプリ
アンブルを伝送する段階と；
　ネットワークで、特定の時間区間の間に受信された少なくとも一つのプリアンブルに対
応する応答及び前記少なくとも一つのプリアンブルを伝送した移動通信端末を識別する識
別情報を含む応答情報を共通チャネルを通して伝送する段階と；
　前記特定の移動通信端末が前記応答情報を受信する段階と；
　前記少なくとも一つの応答が前記特定のプリアンブルに対応すると前記識別情報が指示
する場合、前記特定の移動通信端末が前記少なくとも一つの応答を処理する段階と；を含
む、プリアンブル伝送及び情報受信方法。
（項目１４）
　前記ネットワークで、前記少なくとも一つのプリアンブルを伝送した前記移動通信端末
のデータ伝送のための無線資源を前記応答を通して割り当てる段階をさらに含む、項目１
３に記載のプリアンブル伝送及び情報受信方法。
（項目１５）
　前記少なくとも一つの応答が前記特定のプリアンブルに対応すると前記識別情報が指示
する場合、前記特定の移動通信端末が、前記少なくとも一つの応答を通して割り当てられ
た前記無線資源を用いてデータを伝送する段階をさらに含む、項目１４に記載のプリアン
ブル伝送及び情報受信方法。
（項目１６）
　前記ネットワークで、前記少なくとも一つのプリアンブルを伝送した前記移動通信端末
から前記割り当てられた無線資源を用いて伝送されたデータを受信する段階と；
　前記ネットワークで、前記データが成功的に受信されていないかを決定する段階と；
　前記ネットワークで、前記データの再伝送のために追加的に割り当てられた無線資源と
関連した情報を含む第１メッセージを伝送する段階と；
　前記特定の移動通信端末が、前記第１メッセージを通して割り当てられた前記無線資源
を用いて前記データを再伝送する段階と；
　前記ネットワークで、前記メッセージを通して割り当てられた前記無線資源を用いて再
伝送された前記データを受信する段階と；をさらに含む、項目１５に記載のプリアンブル
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伝送及び情報受信方法。
（項目１７）
　前記ネットワークで、前記データが成功的に受信されていないことを表す指示子を第１
メッセージに含ませる段階をさらに含む、項目１６に記載のプリアンブル伝送及び情報受
信方法。
（項目１８）
　前記ネットワークで、前記データが成功的に受信されていないことを表す指示子を含む
第２メッセージを伝送する段階をさらに含む、項目１６に記載のプリアンブル伝送及び情
報受信方法。
（項目１９）
　前記共通チャネルがダウンリンク共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）であることを特徴とす
る、項目１３に記載のプリアンブル伝送及び情報受信方法。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】移動通信システムがＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システ
ムである場合を示した構造図である。
【図２】無線インターフェースプロトコルの制御平面の各階層を示した概念図である。
【図３】無線インターフェースプロトコルの使用者平面の各階層を示した概念図である。
【図４】ハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）方式を示した概念図である。
【図５】ＰＲＡＣＨ（物理ランダムアクセスチャネル）伝送方法の例を示した概念図であ
る。
【図６】本発明の一実施例に係る移動通信システムでの応答情報伝送方法を示したフロー
チャートである。
【図７】本発明の一実施例に係る共通チャネルを通してＵＥに応答情報を伝送する方法を
示した概念図である。
【図８】本発明の他の実施例に係る移動通信システムでの応答情報伝送方法を示したフロ
ーチャートである。
【図９】本発明の更に他の実施例に係る移動通信システムでの応答情報伝送方法を示した
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００５８】
　以下、本発明の好適な実施例を添付された図面に基づいて説明する。図面の全体におい
て、同一の構成または類似した構成には同一の参照番号を使用している。
【００５９】
　以下、本発明に係る移動通信システムでの応答情報伝送方法に関して、図面を参照して
詳細に説明する。本発明の理解及び記載の便宜上、用語”ＵＥ”は、アップリンク信号の
伝送エンティティーを指示し、用語”ｅＮｏｄｅ－Ｂ”は、前記アップリンク信号の受信
エンティティーを指示する。しかしながら、端末及び基地局の範囲が上述した用語に限定
されることはなく、前記用語”ＵＥ”及び”ｅＮｏｄｅ－Ｂ”は、それぞれ端末及び基地
局を指示するために使用されることに留意すべきである。
【００６０】
　図６は、本発明の一実施例に係る移動通信システムでの応答情報伝送方法を示したフロ
ーチャートである。以下、少なくとも一つのＵＥからのプリアンブル伝送と関連した応答
情報を一度に伝送する方法に関して説明する。
【００６１】
　前記ＵＥは、前記ＲＡＣＨを使用してＲＲＣ連結要請、セルアップデート、ハンドオー
バー、アップリンク無線資源要請及び前記ｅＮｏｄｅ－Ｂとの同期維持を行う。前記ＵＥ
は、データを伝送する前にプリアンブルを伝送する。前記プリアンブルは、データ伝送に
要求される電力を調整し、多様なＵＥが互いに衝突することを予防する。
【００６２】



(12) JP 5328850 B2 2013.10.30

10

20

30

40

50

　ＲＡＣＨを使用するとき、前記ＵＥは、前記ＲＡＣＨプリアンブルを前記ｅＮｏｄｅ－
Ｂに伝送し、前記ｅＮｏｄｅ－Ｂは、ＲＡＣＨプリアンブル応答情報を前記ＵＥに伝送す
る。前記ｅＮｏｄｅ－Ｂ（ＲＡＣＨプリアンブルを同時または類似した時点にそれぞれ伝
送した）は、他のＵＥと関連した応答情報を独立的に伝送せずに、前記他のＵＥと関連し
た応答情報を共通チャネルを通して同時に伝送する。
【００６３】
　例えば、第１ＵＥ、第２ＵＥ及び第３ＵＥが自身のＲＡＣＨプリアンブルを予定された
時間周期の間に前記ｅＮｏｄｅ－Ｂに伝送する場合、前記ｅＮｏｄｅ－Ｂは、第１ＵＥ乃
至第３ＵＥの前記ＲＡＣＨプリアンブルに応答するために、第１ＵＥ乃至第３ＵＥと関連
した応答情報を単一のデータユニットの形態で構成し、前記単一のデータユニットを共通
チャネルを通して第１乃至第３ＵＥに伝送する。
【００６４】
　図６に示すように、第１ＵＥ（ＵＥ１）は、段階Ｓ６０で、そのＲＡＣＨプリアンブル
を前記ｅＮｏｄｅ－Ｂに伝送し、第２ＵＥ（ＵＥ２）は、第１ＵＥのＲＡＣＨプリアンブ
ルが伝送された時点と同一の時点または類似した時点にそのＲＡＣＨプリアンブルを前記
ｅＮｏｄｅ－Ｂに伝送する。すなわち、第１ＵＥ（ＵＥ１）及び第２ＵＥ（ＵＥ２）は、
同一の時点または類似した時点にそれらのＲＡＣＨプリアンブルを前記ｅＮｏｄｅ－Ｂに
伝送する。
【００６５】
　したがって、前記ｅＮｏｄｅ－Ｂは、予定された時間（△ｔ）の間に少なくとも二つの
ＵＥから少なくとも一つのＲＡＣＨプリアンブルを受信する。図６では、第１ＵＥ（ＵＥ
１）及び第２ＵＥ（ＵＥ２）に対してのみ示しているが、各ＵＥの数はＮであり、本発明
がＮ　ＵＥに適用されうることは当業者にとって自明である。
【００６６】
　前記ｅＮｏｄｅ－Ｂは、段階Ｓ６２で第１ＵＥ（ＵＥ１）及び第２ＵＥ（ＵＥ２）のＲ
ＡＣＨプリアンブルを受信し、前記受信された各ＲＡＣＨプリアンブルに対する応答情報
を伝送する。前記ｅＮｏｄｅ－Ｂは、第１ＵＥ（ＵＥ１）及び第２ＵＥ（ＵＥ２）に唯一
の無線周波数ＲＦチャネルを割り当てずに、前記各ＲＡＣＨプリアンブルに応答するため
に、共通チャネルを通して前記応答情報を伝送する。前記共通チャネルは、セル内にある
全てのＵＥが前記ｅＮｏｄｅ－Ｂからデータを受信したり読むようにする。
【００６７】
　図７は、本発明の一実施例に係る共通チャネルであるダウンリンク共有チャネル（ＤＬ
－ＳＣＨ）を通して応答情報をＵＥに伝送する方法を示した概念図である。一般的に、前
記ＤＬ－ＳＣＨは、前記ｅＮｏｄｅ－Ｂから予定された各ＵＥにデータを伝送するために
使用されるか、セル内の全てのＵＥにデータを伝送するために使用される。したがって、
互いに異なる各ＵＥは、前記ＤＬ－ＳＣＨを通してデータを受信することができる。
【００６８】
　前記ｅＮｏｄｅ－Ｂが多数のＵＥと関連した応答情報を前記ＤＬ－ＳＣＨを通して同時
に伝送するが、各ＵＥは、自身の応答情報を前記ｅＮｏｄｅ－Ｂから受信することができ
る。前記ｅＮｏｄｅ－Ｂは、前記各ＲＡＣＨプリアンブルと関連した応答情報を前記ＤＬ
－ＳＣＨを通して前記各ＵＥに伝送する。単一のデータユニットの応答情報は、多数のＵ
Ｅと関連した多数の応答情報を含む。
【００６９】
　図７に示すように、前記ＵＥは、ＤＬ－ＳＣＨのデータを読むために、まず、ダウンリ
ンク共有制御チャネル（ＤＬ－ＳＣＣＨ）を読む。前記ＤＬ－ＳＣＨの位置情報は、前記
ＤＬ－ＳＣＣＨを通して伝送される。
【００７０】
　すなわち、前記ＲＡＣＨプリアンブルを伝送した後、前記ＵＥは、前記ＤＬ－ＳＣＣＨ
を読み、前記ｅＮｏｄｅ－Ｂから応答情報を受信した後、前記ＤＬ－ＳＣＣＨと関連した
ＤＬ－ＳＣＨの位置情報を認識する。物理階層及び／または第２階層と関連した各制御信
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【００７１】
　ＤＬ－ＳＣＣＨは、多様な情報を運搬する（例えば、どのＵＥがデータを受信するかを
表すＵＥ　ＩＤ（識別子）、ＵＥによって読まれるべきＤＬ－ＳＣＨデータを指示する周
波数または時間と関連した位置情報、ＤＬ－ＳＣＨデータを読もうとするＵＥによって要
求される特定の情報、及びデコーディング情報）。このような方式で、ＤＬ－ＳＣＣＨに
含まれたＵＥ　ＩＤを用いてどのＵＥが特定のＤＬ－ＳＣＨデータを受信するかを知るこ
とができる。
【００７２】
　図６に示すように、前記ＤＬ－ＳＣＨは、第１ＵＥ（ＵＥ１）に対する第１応答情報及
び第２ＵＥ（ＵＥ１）に対する第２応答情報を運搬する。すなわち、第１ＵＥ（ＵＥ１）
及び第２ＵＥ（ＵＥ２）は、同一のＤＬ－ＳＣＣＨを読み、同一のＤＬ－ＳＣＨ位置を決
定する。
【００７３】
　第１ＵＥ（ＵＥ１）及び第２ＵＥ（ＵＥ２）は、同一のＤＬ－ＳＣＨを通して自身の唯
一の応答情報を読む。同一の時点または類似した時点に前記各ＵＥから伝送された各ＲＡ
ＣＨプリアンブルに対する応答情報は、前記ｅＮｏｄｅ－Ｂの第２階層で各ＵＥに対する
各応答情報を多重化することで、前記各ＵＥに伝送される。
【００７４】
　前記ｅＮｏｄｅ－Ｂは、同一の時点または類似した時点に前記各ＵＥから伝送された各
ＲＡＣＨプリアンブルに対する応答情報を構成する。前記応答情報は、単一のＭＡＣプロ
トコルデータユニット（ＰＤＵ）の形態で構成される。
【００７５】
　以下、前記各ＵＥに対する応答情報を多重化することで単一のＭＡＣ　ＰＤＵを構成し
、前記単一のＭＡＣ　ＰＤＵを伝送する方法に関して、表１及び２を参照して説明する。
【００７６】
　表１には、応答情報多重化によって構成されたＰＤＵの代表的な例を示した。
【００７７】

【表１】

　表１に示したように、ｅＮｏｄｅ－Ｂは、第１ＵＥの応答情報の前に第１ＵＥのヘッダ
ーを構成する。前記ヘッダーは、どのＵＥによって応答情報が読まれるべきかを指示する
ＵＥ　ＩＤを含み、応答情報の長さを指示する特定の情報を含む。
【００７８】
　前記ｅＮｏｄｅ－Ｂは、第１ＵＥヘッダーの後に第１ＵＥ応答情報を構成する。第１Ｕ
Ｅに対する応答情報は、第１ＵＥに割り当てられたアップリンク無線資源、セル内の識別
子、第１ＵＥの臨時識別子、及び前記ｅＮｏｄｅ－Ｂとの同期と関連した補償値を含む。
【００７９】
　第１ＵＥヘッダー及び第１ＵＥ応答情報を構成した後、前記ｅＮｏｄｅ－Ｂは、第２Ｕ
Ｅヘッダー及び第２ＵＥ応答情報を構成する。このような方式で、多様なＵＥに対する応
答情報を一つの応答情報に含ませることで生成されたＰＤＵが構成される。
【００８０】
　表２には、応答情報を多重化することで構成された単一のＰＤＵの他の例を示した。表
２に示すように、第１ＵＥ識別子及び応答情報の長さを含むヘッダーがＭＡＣ　ＰＤＵに
結合される。前記ヘッダーは、表１で説明したヘッダーと同一の機能を提供する。
【００８１】
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【表２】

　第２ＵＥヘッダーは、前記ＰＤＵで第１ＵＥヘッダーの後に結合する。このような方式
で、前記ＰＤＵは、応答情報が単一の応答情報に含まれるべき各ＵＥの数（Ｎ）だけのヘ
ッダーを含む。
【００８２】
　ヘッダーの端を表す指示子は、ヘッダーの端に結合する。前記ｅＮｏｄｅ－Ｂは、この
ヘッダーを用いて応答情報の開始を認識することができる。その後、ＭＡＣ　ＰＤＵは、
各ＵＥの応答情報を順次的に結合することで形成される。
【００８３】
　各ＵＥの応答情報は、各ＵＥに割り当てられたアップリンク無線資源、セル内の識別子
、前記ＵＥの臨時識別子及び前記ｅＮｏｄｅ－Ｂの同期と関連した補償値に関する情報を
含む。各ＵＥは、一つの応答情報に多重化され、共通チャネルを通して伝送された多数の
応答情報から自身の応答情報を認識する。各ＵＥは、そのＲＡＣＨプリアンブルと関連し
た応答情報に割り当てられたアップリンク無線資源を用いて前記ｅＮｏｄｅ－Ｂにデータ
を伝送する。
【００８４】
　図８は、本発明の一実施例に係る移動通信システムでの応答情報伝送方法を示したフロ
ーチャートである。特に、図８は、データをｅＮｏｄｅ－Ｂに伝送する場合、ＨＡＲＱ（
Ｈｙｂｒｉｄ　ＡＲＱ）方式を使用した特定ケースのスケジューリング方法を示している
。
【００８５】
　図８に示すように、第１ＵＥ（ＵＥ１）は、段階Ｓ７０で、そのＲＡＣＨプリアンブル
を前記ｅＮｏｄｅ－Ｂに伝送し、第２ＵＥ（ＵＥ１）は、段階Ｓ７１で、そのＲＡＣＨプ
リアンブルを図６に示した方式と類似した方式で前記ｅＮｏｄｅ－Ｂに伝送する。第１Ｕ
Ｅ（ＵＥ１）及び第２ＵＥ（ＵＥ２）は、段階Ｓ７２でＤＬ－ＳＣＨなどの共通チャネル
を通して単一のデータユニットの形態で構成された応答情報を受信する。
【００８６】
　その後、各ＵＥは、各ＲＡＣＨプリアンブルと関連した前記応答情報を通して各ＵＥに
割り当てられたアップリンク無線資源を用いて前記ｅＮｏｄｅ－Ｂにデータを伝送する。
ここで、図８が、前記応答情報を受信した後の第２ＵＥ（ＵＥ２）と前記ｅＮｏｄｅ－Ｂ
との間のデータ伝送／受信プロセスのみを示している点に留意すべきである。上述したプ
ロセスが第２ＵＥ（ＵＢ２）と同一の方式で第１ＵＥ（ＵＥ１）にも適用されうることは
、当業者にとって自明である。
【００８７】
　各ＵＥが前記ＲＡＣＨを通して割り当てられた前記アップリンク無線資源を用いて前記
ｅＮｏｄｅ－Ｂにデータを伝送する場合、前記ＨＡＲＱ方式が使用されると、データ再伝
送のためのアップリンク無線資源は、予め割り当てられずに、前記ｅＮｏｄｅ－Ｂのデコ
ーディング失敗によってデータ再伝送が要求される場合に割り当てられ、ＮＡＣＫ信号と
一緒に各ＵＥに伝送される。データ再伝送のためのアップリンク無線資源は、前記ＮＡＣ
Ｋ信号に含まれる。特定の制御信号は、再伝送のためのアップリンク無線資源を前記ＵＥ
に割り当てるために使用される。
【００８８】
　図８に示すように、第２ＵＥ（ＵＥ２）は、段階Ｓ７３で前記ｅＮｏｄｅ－Ｂから前記
応答情報を受信した後、前記ｅＮｏｄｅ－Ｂにデータを伝送する。第２ＵＥ（ＵＥ２）は
、上述したデータをｅＮｏｄｅ－Ｂに伝送するときにＨＡＲＱ方式を使用する。前記ｅＮ
ｏｄｅ－Ｂは、前記各ＵＥにシステム情報を通してＨＡＲＱ方式のセットアップを知らせ
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る。
【００８９】
　前記ｅＮｏｄｅ－Ｂは、第２ＵＥ（ＵＥ２）からデータを受信し、前記受信されたデー
タをデコーディングする。前記ｅＮｏｄｅ－Ｂは、データを成功的にデコーディングでき
ない場合、ＮＡＣＫ信号を第２ＵＥ（ＵＥ２）に伝送し、デコーディングエラーを知らせ
る。
【００９０】
　前記ｅＮｏｄｅ－Ｂは、データ再伝送に必要な無線資源を第２ＵＥ（ＵＥ２）に割り当
て、前記割り当てられた無線資源と関連した情報を前記ＮＡＣＫ信号と一緒に同時に伝送
する。すなわち、前記ｅＮｏｄｅ－Ｂが前記ＲＡＣＨプリアンブルに対する応答情報を前
記ＵＥに伝送する場合、前記応答情報内のアップリンク無線資源割り当て情報は、ＨＡＲ
Ｑの最初の伝送のみと関連する。
【００９１】
　例えば、前記ＲＡＣＨプリアンブル以後のデータ伝送に要求される無線資源の量が‘１
００’で、ＨＡＲＱ動作によってデータの再伝送が要求されると、前記ＵＥは、‘１００
’だけの無線資源をさらに要求する。ＵＥのＲＡＣＨプリアンブルによってｅＮｏｄｅ－
Ｂがアップリンク無線資源を割り当てるケースに前記データの再伝送が適用されると、‘
２００’だけの無線資源が前記ＵＥに割り当てられる。
【００９２】
　しかしながら、前記ＵＥのＲＡＣＨプリアンブルに対する応答情報として無線資源を割
り当てる場合、前記ｅＮｏｄｅ－Ｂは、本発明によって最初の伝送と関連した‘１００’
だけの無線資源のみを前記ＵＥに割り当てる。その後、ＵＥのデータ伝送失敗によってデ
ータの再伝送が要求されると、前記ｅＮｏｄｅ－Ｂは、追加的に前記ＮＡＣＫ信号のみな
らず、‘１００’だけの追加的な無線資源を前記ＵＥに割り当てる。
【００９３】
　データの再伝送に要求される無線－資源割り当て情報を含む特定の制御信号は、ＲＡＣ
Ｈプリアンブルに対する応答情報と同一のフォーマットで伝送される。また、前記ｅＮｏ
ｄｅ－Ｂが無線資源を前記ＵＥに割り当てるときに使用するチャネルは、本発明の一実施
例として使用される。
【００９４】
　第２ＵＥ（ＵＥ２）は、段階Ｓ７５で、前記ＮＡＣＫ信号と一緒に伝送されるアップリ
ンク無線資源割り当て情報によって前記データを再伝送する。
【００９５】
　図９は、本発明の一実施例に係る移動通信システムでの応答情報伝送方法を示したフロ
ーチャートである。特に、図９は、ｅＮｏｄｅ－Ｂにデータを伝送するとき、ＨＡＲＱ（
Ｈｙｂｒｉｄ　ＡＲＱ）方式を使用する特定のケースに対するスケジューリング方法を示
している。図８のケースとの差異点の一つは、データの再伝送のためのアップリンク無線
資源と関連した情報が、前記ＮＡＣＫ信号に含まれずに、前記ＮＡＣＫ信号と別途に同一
の時間または異なる時間に伝送される点にある。
【００９６】
　図９に示すように、第１ＵＥ（ＵＥ１）は、段階Ｓ８０で、そのＲＡＣＨプリアンブル
を前記ｅＮｏｄｅ－Ｂに伝送し、第２ＵＥ（ＵＥ１）は、段階Ｓ８１で、図６及び図８で
説明した方式と類似した方式でそのＲＡＣＨプリアンブルを前記ｅＮｏｄｅ－Ｂに伝送す
る。第１ＵＥ（ＵＥ１）及び第２ＵＥ（ＵＥ２）は、段階Ｓ８２でＤＬ－ＳＣＨなどの共
通チャネルを通して単一のデータ形式で構成された応答情報を受信する。
【００９７】
　その後、各ＵＥは、段階Ｓ８３で、各ＲＡＣＨプリアンブルと関連した応答情報を通し
て各ＵＥに割り当てられたアップリンク無線資源を用いて前記ｅＮｏｄｅ－Ｂにデータを
伝送する。ここで、図９が、前記応答情報を受信した後の第２ＵＥ（ＵＥ２）と前記ｅＮ
ｏｄｅ－Ｂとの間のデータ伝送／受信プロセスのみを示している点に留意しなければなら
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ない。上述したプロセスが第２ＵＥ（ＵＥ２）と同一の方式で第１ＵＥ（ＵＥ１）にも適
用されうることは、当業者にとって自明である。
【００９８】
　第２ＵＥ（ＵＥ２）は、上述したデータをｅＮｏｄｅ－Ｂに伝送するときにＨＡＲＱ方
式を使用する。前記ｅＮｏｄｅ－Ｂは、前記各ＵＥにシステム情報を通して前記ＨＡＲＱ
方式のセットアップを知らせることが好ましい。
【００９９】
　前記ＲＡＣＨを通して割り当てられた前記アップリンク無線資源を用いて各ＵＥがデー
タを前記ｅＮｏｄｅ－Ｂに伝送する場合、ＨＡＲＱ方式が使用されると、データの再伝送
のためのアップリンク無線資源は、予め割り当てられずに、前記ｅＮｏｄｅ－Ｂのデコー
ディング失敗によってデータの再伝送が要求される場合に割り当てられ、ＮＡＣＫ信号と
一緒に各ＵＥに伝送される。前記ｅＮｏｄｅ－Ｂのデコーディング失敗によってデータの
再伝送が要求される場合、前記ＮＡＣＫ信号が段階Ｓ８４で伝送される。そして、データ
の再伝送のための前記アップリンク無線資源が割り当てられる。すなわち、データの再伝
送のための前記アップリンク無線資源は、予め割り当てられずに、再伝送が必要なときに
割り当てられ、各ＵＥに伝送される。再伝送のためのアップリンク無線資源をＵＥに割り
当てるために、特定の制御信号が使用される。前記特定の制御信号は、段階Ｓ８５でｅＮ
ｏｄｅ－ＢからのＳＲ（スケジューリング資源）のための信号である。また、前記特定の
制御信号は、スケジューリング情報に関する信号であるか、その他の信号である。
【０１００】
　データの再伝送に要求される前記無線資源割り当て情報を含む前記特定の制御信号は、
前記ＲＡＣＨプリアンブルに対する応答情報と同一のフォーマットで伝送される。また、
ｅＮｏｄｅ－Ｂが無線資源をＵＥに割り当てるときに使用するチャネルは、本発明の一実
施例として使用される。
【０１０１】
　第２ＵＥ（ＵＥ２）は、段階Ｓ８６で、前記データを特定の制御信号（例えば、ＳＲ）
と一緒に伝送されたアップリンク無線資源割り当て情報によって再伝送する。
【０１０２】
　本明細書に記載したように、本発明に係る移動通信システムでの応答情報伝送方法は、
無線資源をより効率的に用いることで、浪費される無線資源の量を減少させることができ
る。
【０１０３】
　本発明がその技術的思想や範囲内で多様に変更または変形可能であることは、当業者で
あれば明確に理解できるだろう。したがって、特許請求の範囲及びその均等物の範囲内の
如何なる変更または変形形態も本発明の範囲に含まれる。
【０１０４】
　本発明は、技術的思想及び必須的特徴の範囲内で多様な形態で具現されるので、特別な
言及がない限り、例示した各実施例によって制限されるものとして解析されてはならなく
、特許請求の範囲に定義された思想及び範囲内で広く解析されるべきである。したがって
、特許請求の範囲及びその均等物に属するか、それらに該当する如何なる変更及び変形も
添付された特許請求の範囲内にあるものとして解析されるべきである。
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