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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信システムにおける端末によってランダム接続過程を実行する方法であって、
　前記方法は、
　第１のランダム接続プリアンブルを第１のランダム接続過程の第１のメッセージとして
ネットワークに伝送することと、
　遅延時間情報を含むランダム接続応答メッセージを前記第１のランダム接続過程の第２
のメッセージとして前記ネットワークから受信することであって、前記ランダム接続応答
メッセージの伝送は、制御チャネルによって示される、ことと、
　前記ランダム接続応答を介して受信された前記遅延時間情報に基づいた一定時間の後に
、第２のランダム接続プリアンブルを第２のランダム接続過程の第１のメッセージとして
前記ネットワークに伝送することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記第１のランダム接続プリアンブルは、前記端末と他の端末を区別するためのシグネ
チャーを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２のランダム接続プリアンブルを伝送することは、前記ランダム接続応答メッセ
ージが前記第１のランダム接続プリアンブルのシグネチャーと同一のシグネチャーを含ま
ない場合、または、前記端末が所定の期間内に前記第１のランダム接続プリアンブルのシ
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グネチャーと同一のシグネチャーを含むランダム接続応答メッセージを受信しない場合に
、実行される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記遅延時間情報は、前記第２のランダム接続プリアンブルを伝送するための前記一定
時間を計算する際に用いられるパラメータ値を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ランダム接続応答メッセージは、ＲＡ－ＲＮＴＩ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ－
Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）により識別
される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＲＡ－ＲＮＴＩは、前記制御チャネルを介して受信され、
　前記制御チャネルは、Ｌ１／Ｌ２制御チャネルである、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記遅延時間情報を含むランダム接続応答メッセージは、前記第１のランダム接続プリ
アンブルに対する否定的な応答メッセージである、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のランダム接続プリアンブルおよび前記第２のランダム接続プリアンブルのう
ちの少なくとも一つが、前記第１のランダム接続プリアンブルおよび前記第２のランダム
接続プリアンブルのうちの少なくとも一つと同一のシグネチャー、同一の無線資源および
同一時間を用いた他の端末からの他のランダム接続プリアンブルと衝突する場合、前記方
法は、前記ネットワークから衝突解決メッセージを受信することをさらに含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項９】
　前記衝突解決メッセージが前記端末によりあらかじめ伝送された端末識別子を含む場合
に、前記端末は、前記ネットワークと上り接続を確立し、
　前記衝突解決メッセージが前記端末識別子を含まない場合に、前記方法は、第３のラン
ダム接続プリアンブルを第３のランダム接続過程の第１のメッセージとして前記ネットワ
ークに伝送することをさらに含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　移動通信システムにおけるネットワークによって少なくとも一つの端末からのランダム
接続過程を制御する方法であって、
　前記方法は、
　第１のランダム接続プリアンブルを第１のランダム接続過程の第１のメッセージとして
前記少なくとも一つの端末から受信することと、
　遅延時間情報を含むランダム接続応答メッセージを前記第１のランダム接続過程の第２
のメッセージとして前記少なくとも一つの端末に伝送することであって、前記ランダム接
続応答メッセージの伝送は、制御チャネルによって示される、ことと
　を含み、
　前記ランダム接続応答を介して伝送された前記遅延時間情報は、前記少なくとも一つの
端末が第２のランダム接続プリアンブルを第２のランダム接続過程の第１のメッセージと
して伝送するタイミングを決定するために用いられる、方法。
【請求項１１】
　前記ランダム接続プリアンブルは、前記少なくとも一つの端末と他の端末を区別するた
めのシグネチャーを含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ランダム接続プリアンブルを伝送することは、前記ランダム接続応答メッセージが
前記ランダム接続プリアンブルのシグネチャーと同一のシグネチャーを含まない場合、ま
たは、前記少なくとも一つの端末が所定の期間内に前記ランダム接続プリアンブルのシグ
ネチャーと同一のシグネチャーを含むランダム接続応答メッセージを受信しない場合に、
前記少なくとも一つの端末により実行される、請求項１１に記載の方法。
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【請求項１３】
　前記ランダム接続応答メッセージは、ＲＡ－ＲＮＴＩ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ－
Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）に関連付け
られて伝送される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＲＡ－ＲＮＴＩは、前記制御チャネルを介して伝送され、
　前記制御チャネルは、Ｌ１／Ｌ２制御チャネルである、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記遅延時間情報を含むランダム接続応答メッセージは、前記ランダム接続プリアンブ
ルに対する否定的な応答メッセージである、請求項１０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信網で上り接続のリディレクションを速やかに行なう方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信網で休止モード（Idle　Mode）にある端末は、網に初期制御メッセージを伝送
するためにＲＡＣＨ（Random　Access　Channel）を用いる。すなわち、一般に、ＲＡＣ
Ｈは、端末が網と時間同期を合わせるために用いられたり、端末が上りリンクでデータ伝
送を行なおうとする時に、データを伝送する上りリンクの無線資源がない場合に無線資源
を獲得するのに用いられる。
【０００３】
　一例として、端末が電源をつけて新しいセルに初めて接近しようとすう場合、通常、端
末はダウンリンクの同期を合わせ、接続しようとするセルのシステム情報を受信した後、
ＲＲＣ（Radio　Resource　Control）連結（RRC　Connection）のために接続要請メッセ
ージを上りリンクで伝送しなければならない。しかし、現在、端末は網と時間同期も合わ
ない状態であり、上りリンクの無線資源も確保していない状態であるから、ＲＡＣＨを通
じて網に連結要請メッセージの伝送のための無線資源を要請する。端末から無線資源要請
を受けた基地局は、ＲＲＣ連結要請メッセージを伝送できるように当該端末に適当な無線
資源を割り当てる。
【０００４】
　他の例として、端末と網間にＲＲＣ連結が形成され、端末がＲＲＣ連結モード（RRC　C
onnected　Mode）にあるとする。この場合、端末は、網の無線資源スケジューリングによ
って無線資源を受け取り、当該無線資源を用いて使用者データを網に伝送する。しかし、
端末のバッファにそれ以上伝送するデータが残っていない場合には、網は当該端末にそれ
以上無線資源を割り当てない。この時、端末のバッファ状態は周期的あるいは特定事件（
event）発生時に網に報告される。ここで、無線資源が割り当てられていない端末のバッ
ファに再び新しいデータが生成されても、端末に割り当てられた無線資源がないから、端
末はＲＡＣＨを用いてデータの伝送に必要な無線資源を割り当てることを網に要請する。
【０００５】
　次に、次世代通信標準として注目されているＬＴＥ（Long　Term　Evolution）システ
ムで、端末が上記のＲＡＣＨを通じて網に初期接続する過程について説明する。
【０００６】
　図１は、従来のＬＴＥシステムで議論される端末の初期接続過程を示す信号流れ図であ
る。
【０００７】
　端末は、基地局から伝送されたシステム情報からＲＡＣＨシグネチャー（Signature）
とＲＡＣＨ機会（Occasion）を選択し、これをランダム接続プリアンブル（Random　Acce
ss　Preamble）に含めて基地局に伝送する（Ｓ１０１）。
【０００８】
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　基地局は、端末からランダム接続プリアンブルを受信した後に、該プリアンブルに対す
るランダム接続応答情報（Random　Access　Response）を端末に伝送する（Ｓ１０３）。
ランダム接続応答情報には、タイミングオフセット情報（Time　Advance；TA）、ＲＲＣ
連結要請メッセージ（RRC　Connection　Request　Message）の伝送のための上りリンク
の無線資源割当に関する情報などが含まれる。
【０００９】
　端末は、ランダム接続応答情報を受信した後、該応答情報に含まれた無線資源割当に関
する情報に基づいてＲＲＣ連結要請メッセージ（RRC　Connection　Request　Message）
を伝送する（Ｓ１０５）。
【００１０】
　基地局は、ＲＲＣ連結要請メッセージを端末から受信した後に、状況に応じてＲＲＣ連
結設定メッセージまたはＲＲＣ衝突解決（RRC　contention　resolution）メッセージを
端末に伝送する（Ｓ１０７）。
【００１１】
　このような従来のランダム接続を用いたＲＲＣ連結過程では、ＲＲＣ連結要請メッセー
ジの伝送が頻繁であることから端末の上り接続を制限する必要がある場合、無線網はリデ
ィレクション（re-direction）情報を含むＲＲＣ連結拒絶メッセージを伝送し、特定端末
が他の周波数バンドまたは他のシステムへと切換（re-direction）できるように誘導する
。ただし、従来のリディレクションは、ランダム接続の４番目のメッセージ（Ｓ１０７）
を通じて伝送されるから、無線網が特定端末の上り接続を速かに抑制できないという問題
があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、上記の問題点を解決するためのもので、プリアンブルにランダム接続に関連
した情報を含めて基地局に伝送し、それに対する応答メッセージを通じて端末のリディレ
クション接続に必要な情報を端末に伝送する方式で、特定端末の上り接続を速かに抑制で
きるようにすることをその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の目的を達成するための本発明の一様態は、移動通信システムにおける端末による
ランダム接続方法であって、ランダム接続プリアンブルを網に伝送する段階と、前記ラン
ダム接続プリアンブルに対する応答メッセージを前記網から受信する段階と、を含み、前
記応答メッセージが否定の制御情報を含むと、前記応答メッセージは付加的な制御情報を
含むことができる。
【００１４】
　本発明の他の態様は、移動通信システムにおける網によるランダム接続制御方法であっ
て、ランダム接続プリアンブルを少なくとも一つの端末から受信する段階と、前記ランダ
ム接続プリアンブルに対する応答メッセージを前記少なくとも一つの端末に伝送する段階
と、を含み、前記応答メッセージが否定の制御情報を含むと、前記応答メッセージは付加
的な制御情報を含むことができる。
（項目１）
　移動通信システムにおける端末によるランダム接続方法であって、
　ランダム接続プリアンブルを網に伝送する段階と、
　前記ランダム接続プリアンブルに対する応答メッセージを前記網から受信する段階と、
を含み、
　前記応答メッセージが否定の制御情報を含むと、前記応答メッセージは付加的な制御情
報を含む、方法。
（項目２）
　前記付加的な制御情報は、リディレクション情報、遅延時間情報及び拒絶理由のうち少
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なくとも一つを含む、項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記付加的な制御情報が遅延時間情報を含み、
　前記遅延時間情報により指示される一定の時間後に、前記ランダム接続プリアンブルを
前記網に再伝送する段階をさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目４）
　前記付加的な制御情報がリディレクション情報を含み、
　前記リディレクション情報によって他のシステムまたは他の周波数バンドへの移動後に
セルを再選択し、新しいランダム接続を試みる、項目１に記載の方法。
（項目５）
　前記ランダム接続プリアンブルは、ランダム接続の理由に関する情報を含む、項目１に
記載の方法。
（項目６）
　前記応答メッセージは、ＭＡＣ制御ＰＤＵまたはＲＲＣメッセージを通じて受信される
、項目１に記載の方法。
（項目７）
　前記ランダム接続プリアンブルは、前記端末と他の端末を区別するためのシグネチャー
を含む、項目１に記載の方法。
（項目８）
　前記応答メッセージが前記ランダム接続プリアンブルのシグネチャーと同じシグネチャ
ーを含まない場合、前記応答メッセージが前記シグネチャー伝送の拒絶情報を含む場合、
または、前記端末が所定の期間内に連結設定メッセージを受信できなかった場合に、前記
ランダム接続プリアンブルを再伝送する段階をさらに含む、項目７に記載の方法。
（項目９）
　前記ランダム接続プリアンブルを再伝送する段階は、前記端末に予め定められた一定の
時間後に行なわれる、項目８に記載の方法。
（項目１０）
　前記一定の時間は、前記応答メッセージのシクネチャー数、前記応答メッセージの大き
さ及び拒絶理由のうち少なくとも一つに基づいて決定される、項目９に記載の方法。
（項目１１）
　前記ランダム接続プリアンブルが、他の端末が同じシグネチャー及び同じ無線資源を用
いて同一時間に送信する他のランダム接続プリアンブルと衝突する場合、
　前記網から衝突解決メッセージを受信する段階をさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目１２）
　前記衝突解決メッセージが前記端末によりあらかじめ送信された端末識別子を含むと、
前記端末は前記網と上り接続を設定し、
　前記衝突解決メッセージが前記端末識別子を含まないと、前記ランダム接続プリアンブ
ルを再伝送する段階をさらに含む、項目１１に記載の方法。
（項目１３）
　移動通信システムにおける網によるランダム接続制御方法であって、
　ランダム接続プリアンブルを少なくとも一つの端末から受信する段階と、
　前記ランダム接続プリアンブルに対する応答メッセージを前記少なくとも一つの端末に
伝送する段階と、を含み、
　前記応答メッセージが否定の制御情報を含むと、前記応答メッセージは付加的な制御情
報を含む、方法。
（項目１４）
　前記付加的な制御情報は、リディレクション情報、遅延時間情報及び拒絶理由のうち少
なくとも一つを含む、項目１３に記載の方法。
（項目１５）
　前記ランダム接続プリアンブルは、ランダム接続の理由に関する情報を含む、項目１３
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に記載の方法。
（項目１６）
　前記付加的な制御情報は、前記ランダム接続プリアンブルに含まれたランダム接続の理
由に関する情報及び／または受信したランダム接続プリアンブル数に基づいて決定される
、項目１５に記載の方法。
（項目１７）
　前記応答メッセージは、ＭＡＣ制御ＰＤＵまたはＲＲＣメッセージを通じて伝送される
、項目１３に記載の方法。
（項目１８）
　前記ランダム接続プリアンブルは、前記端末と他の端末を区別するためのシグネチャー
を含む、項目１３に記載の方法。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、プリアンブルにランダム接続に関連した情報を含めて基地局に伝送し
、それに対する応答メッセージを通じて端末のリディレクション接続に必要な情報を端末
に伝送するため、特定端末の上り接続を速かに抑制し、その結果、通信システムを円滑に
運用することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】従来のＬＴＥシステムで議論される端末の初期接続過程を示す信号流れ図である
。
【図２】本発明が適用される移動通信システムで、Ｅ－ＵＭＴＳの網構造を示す図である
。
【図３】３ＧＰＰ無線接続網規格を基盤とする端末とＵＴＲＡＮ間の無線インターフェー
スプロトコルの構造を示す図である。
【図４】３ＧＰＰ無線接続網規格を基盤とする端末とＵＴＲＡＮ間の無線インターフェー
スプロトコルの構造を示す図である。
【図５】本発明において休止端末（idle　UE）の初期ランダム接続過程を簡略に示す信号
流れ図である。
【図６】本発明においてＲＣＣ連結端末の初期ランダム接続過程を簡略に示す信号流れ図
である。
【図７】無線パケット通信システムの下りリンク物理階層に適用されるＨＡＲＱの具現例
を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、添付の図面を参照しつつ本発明の好適な実施例について詳細に説明する。ただし
、まず本発明の適用背景について述べ、これに基づいて本発明の主要実施例について説明
するものとする。
【００１８】
　図２は、本発明が適用される移動通信システムで、Ｅ－ＵＭＴＳ（Evolved　Universal
　Mobile　Telecommunications　System）の網構造を示す図である。
【００１９】
　Ｅ－ＵＭＴＳシステムは、既存のＵＭＴＳシステムから進化したシステムで、現在３Ｇ
ＰＰ（3rd　Generation　Partnership　Project）で基礎的な標準化作業を進行しつつあ
り、ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）システムとも呼ばれている。
【００２０】
　Ｅ－ＵＭＴＳシステムは、大きく、Ｅ－ＵＴＲＡＮ　１００とＣＮ　２００とに区分さ
れることができる。
【００２１】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ　１００は、網の終端に位置して外部網と連結される接続ゲートウェイ
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（Access　Gateway；以下、‘ＡＧ’という。）１１０、基地局（以下、‘ｅＮｏｄｅ　
Ｂ'という。）１２０及び端末（User　Equipment；以下、‘ＵＥ’という。）１３０で構
成される。ＡＧ　１１０は、使用者トラフィック処理を担当する部分と、制御用トラフィ
ックを処理する部分とに分離されても良い。この場合、新しい使用者トラフィック処理の
ためのＡＧと制御用トラフィックを処理するＡＧ間に新しいインターフェースを定義し、
互いに通信をやりとりすることも可能である。一つのｅＮｏｄｅ　Ｂ　１２０には、一つ
以上のセル（Cell）が存在することができ、ｅＮｏｄｅ　Ｂ間には使用者トラフィックあ
るいは制御トラフィック伝送のためのインターフェースが使用されることができる。
【００２２】
　ＣＮ　２００は、ＡＧ　１１０とその他ＵＥ　１３０の使用者登録などのためのノード
などで構成されることができる。Ｅ－ＵＴＲＡＮ　１００とＣＮ　２００とを区分するた
めのインターフェースが使用されても良い。
【００２３】
　端末１３０と網間の無線インターフェースプロトコル（Radio　Interface　Protocol）
の階層は、通信システムで広く知られた開放型システム間相互接続（Open　System　Inte
rconnection；ＯＳＩ）基準モデルの下位３階層に基づいてＬ１（第１階層）、Ｌ２（第
２階層）、Ｌ３（第３階層）に区分されることができる。ここで、第１階層に属する物理
階層は、物理チャネル（Physical　Channel）を用いた情報伝送サービス（Information　
Transfer　Service）を提供し、第３階層に位置する無線資源制御（Radio　Resource　Co
ntrol；以下、‘ＲＲＣ’という。）階層は、端末と網間に無線資源を制御する役割を果
たす。このために、ＲＲＣ階層は、端末と網間にＲＲＣメッセージを互いに交換できるよ
うにする。ＲＲＣ階層は、ｅＮｏｄｅ　Ｂ　１２０とＡＧ　１１０などの網の各ノードに
分散して位置しても良く、ｅＮｏｄｅ　Ｂ　１２０またはＡＧ　１１０のいずれかにのみ
位置しても良い。
【００２４】
　図３及び図４に、３ＧＰＰ無線接続網規格を基盤とする端末とＵＴＲＡＮ（UMTS　Terr
estrial　Radio　Access　Network）間の無線インターフェースプロトコル（Radio　Inte
rface　Protocol）の構造を示す。
【００２５】
　端末とＵＴＲＡＮ間の無線インターフェースプロトコルは、水平的には、物理階層（Ph
ysical　Layer）、データリンク階層（Data　Link　Layer）及びネットワーク階層（Netw
ork　Layer）からなり、垂直的には、制御信号（Signaling）伝達のための制御平面（Con
trol　Plane）（図３）とデータ情報伝送のための使用者平面（User　Plane）（図４）と
に区分される。図３及び図４のプロトコル階層は、通信システムで広く知られた開放型シ
ステム間相互接続（Open　System　Interconnection；OSI）基準モデルの下位３階層に基
づいてＬ１（第１階層）、Ｌ２（第２階層）、Ｌ３（第３階層）に区分されることができ
る。
【００２６】
　次に、図３の無線プロトコル制御平面と図４の無線プロトコル使用者平面の各階層につ
いて具体的に説明する。
【００２７】
　第１階層たる物理階層１０は、物理チャネル（Physical　Channel）を用いて上位階層
に情報伝送サービス（Information　Transfer　Service）を提供する。物理階層１０は、
上位にある媒体接続制御（Medium　Access　Control）階層２０とは伝送チャネル（Trans
port　Channel）を通じて連結されており、この伝送チャネルを通じて媒体接続制御階層
２０と物理階層１０間にデータが移動する。そして、互いに異なる物理階層間、すなわち
、送信側と受信側の物理階層間には物理チャネルを通じてデータが移動する。
【００２８】
　第２階層たる媒体接続制御（Medium　Access　Control；以下、‘ＭＡＣ’と略す。）
階層２０は、論理チャネル（Logical　Channel）を通じて上位階層の無線リンク制御（Ra
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dio　Link　Control）階層にサービスを提供する。第２階層の無線リンク制御（Radio　L
ink　Control；以下、‘ＲＬＣ’と略す。）階層３０は、信頼性あるデータの伝送を支援
する。一方、ＲＬＣ階層３０の機能がＭＡＣ内部の機能ブロックとして具現されることも
可能である。このような場合にはＲＬＣ階層は存在しなくて済む。第２階層のＰＤＣＰ階
層５０は、ＩＰｖ４やＩＰｖ６などのＩＰパケット伝送時に帯域幅の小さい無線区間で効
率的に伝送するために、相対的に大きさが大きく且つ余分の制御情報を含んでいるＩＰパ
ケットヘッダサイズを減らすヘッダ圧縮（Header　Compression）機能を担当する。
【００２９】
　第３階層の最も下部に位置している無線資源制御（Radio　Resource　Control；以下、
‘ＲＲＣ’という。）階層４０は、制御平面にのみ定義され、無線ベアラ（Radio　Beare
r；以下、‘ＲＢ’と略す。）の設定（Configuration）、再設定（Re-configuration）及
び解除（Release）に関連して論理チャネル、伝送チャネル及び物理チャネルの制御を担
当する。ここで、ＲＢとは、端末とＵＴＲＡＮ間のデータ伝達のために第２階層により提
供されるサービスのことを意味する。
【００３０】
　網から端末へとデータを伝送する下り伝送チャネルには、システム情報を伝送するＢＣ
Ｈ（Broadcast　Channel）とその他に使用者トラフィックや制御メッセージを伝送する下
りＳＣＨ（Shared　Channel）とがある。下りマルチキャストまたは放送サービスのトラ
フィックまたは制御メッセージの場合、下りＳＣＨを通じて伝送されても良く、または、
別の下りＭＣＨ（Multicast　Channel）を通じて伝送されても良い。一方、端末から網へ
とデータを伝送する上り伝送チャネルには、初期制御メッセージを伝送するＲＡＣＨ（Ra
ndom　Access　Channel）とその他に使用者トラフィックや制御メッセージを伝送する上
りＳＣＨ（Shared　Channel）がある。
【００３１】
　次に、休止モード（Idle　Mode）にある端末が網へ初期制御メッセージを伝送する過程
について詳細に説明する。
【００３２】
　ＷＣＤＭＡ（Wideband　Code　Division　Multiple　Access）でＲＡＣＨ（Random　Ac
cess　Channel）は、上りリンクで制御メッセージを伝送したり短い長さのデータを伝送
するために用いられ、ＲＲＣ連結要請メッセージ（RRC　Connection　Request　Message
）、セル更新メッセージ（Cell　Update　Message）、ＵＲＡ更新メッセージ（URA　Upda
te　Message）などの一部ＲＲＣメッセージもＲＡＣＨを通じて伝送される。また、論理
チャネルのうちＣＣＣＨ（Common　Control　Channel）、ＤＣＣＨ（Dedicated　Control
　Channel）、ＤＴＣＨ（Dedicated　Traffic　Channel）が伝送チャネルのＲＡＣＨにマ
ッピングされることができ、伝送チャネルのＲＡＣＨは再び物理チャネルＰＲＡＣＨ（Ph
ysical　Random　Access　Channel）にマッピングされる。
【００３３】
　端末のＭＡＣ階層が端末の物理階層にＰＲＡＣＨ伝送を指示すると、端末の物理階層は
まず一つのアクセススロット（Access　Slot）と一つのシグネチャー（Signature）を選
択し、ＰＲＡＣＨプリアンブルを上りリンクで伝送する。このプリアンブルは、１．３３
ｍｓ長のアクセススロット区間の間に伝送され、アクセススロットの最初の一定長さの間
に１６シグネチャーのうち一つのシグネチャーを選択して伝送する。
【００３４】
　端末がプリアンブルを伝送すると、基地局は、下り物理チャネルのＡＩＣＨ（Acquisit
ion　Indicator　Channel）を通じて応答信号を伝送する。このプリアンブルに対する応
答として伝送されるＡＩＣＨは、プリアンブルが伝送されたアクセススロットに対応する
アクセススロット（Access　Slot）の最初の一定長さの間に、プリアンブルが選択したシ
グネチャーを伝送する。この時、基地局は、ＡＩＣＨが伝送するシグネチャーを通じて肯
定的な応答（Acknowledgment；ACK）または否定的な応答（Not-Acknowledgment；NACK）
を端末に伝送する。もし、端末がＡＣＫを受信すると、端末は、伝送したシグネチャーに
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対応するＯＶＳＦ（Orthogonal　Variable　Spreading　Factor）コードを用いて１０ｍ
ｓまたは２０ｍｓ長のメッセージ部分を伝送する。もし、端末がＮＡＣＫを受信すると、
端末のＭＡＣは、適当な時間後に端末の物理階層に再びＰＲＡＣＨ伝送を指示する。一方
、端末が、伝送したプリアンブルに対応するＡＩＣＨを受信できなかった場合は、端末は
、定められたアクセススロット以降に以前プリアンブルよりも一段階高い電力で新しいプ
リアンブルを伝送する。
【００３５】
　以下、本発明による初期ランダム接続過程について具体的に説明する。
【００３６】
　＜実施例１＞
　図５は、休止端末（idle　UE）の初期ランダム接続過程を簡略に示す信号流れ図である
。
【００３７】
　まず、端末は基地局にランダム接続プリアンブルを伝送する（Ｓ２０１）。この時、端
末は、シグネチャーと一緒に、基地局が上り伝送に対する資源を割り当てることができる
ように上りメッセージ情報、またはチャネル測定情報をプリアンブルに含めることができ
る。
【００３８】
　基地局は、このプリアンブルに対してランダム接続応答情報でもって応答する（Ｓ２０
３）。この時、応答情報メッセージは、端末が伝送したシグネチャーと、該シグネチャー
伝送に対する承諾または拒絶情報のうち少なくとも一つを含み、ここに、端末に割り当て
る無線網臨時端末識別子（Temporary　C-RNTI：Cell　Radio　Network　Temporary　Iden
tifier）、ＲＲＣ連結要請メッセージに対する無線資源割当情報及びメッセージ大きさ、
ＲＲＣ連結要請メッセージ伝送のための無線パラメータ（変調及びコーディング情報、Hy
brid　ARQ情報）をさらに含むことができる。
【００３９】
　応答情報メッセージの伝送情報は、応答情報メッセージ伝送に関連したＬ１／Ｌ２制御
チャネルが知らせる。Ｌ１／Ｌ２制御チャネルは、応答情報の伝送を指示するＲＡ－ＲＮ
ＴＩと当該応答情報メッセージ伝送に関連した伝送パラメータを含む。
【００４０】
　また、応答情報メッセージは、リディレクション情報（Re-direction　Information）
と遅延時間（Wait　Time）、拒絶理由（Reject　Cause）をさらに含むことができる。
【００４１】
　当該応答情報メッセージを受信した後、この応答情報メッセージに、端末が伝送したシ
グネチャーが含まれており、且つ、シグネチャー伝送に対する承諾がある場合、端末は基
地局にＲＲＣ連結要請メッセージを伝送する（Ｓ２０５）。この時、端末は、応答情報メ
ッセージに含まれた無線資源割当情報及びメッセージ大きさ、無線パラメータを用いてＲ
ＲＣ連結要請メッセージを伝送する。ＲＲＣ連結要請メッセージには、ＩＭＳＩ（Intern
ational　Mobile　Subscriber　Identity）やＴＭＳＩ（Temporary　Mobile　Subscriber
　Identity）などの広帯域端末識別子が含まれることができる。
【００４２】
　もし、端末が伝送したシグネチャーは応答情報メッセージに含まれているがシグネチャ
ー伝送に対する拒絶がある場合、または、端末の伝送したシグネチャーが応答情報メッセ
ージに含まれていない場合、端末は、ＲＲＣ連結要請メッセージを伝送せずに、応答情報
メッセージに指定された遅延時間以降または一定時間以降にプリアンブルを再伝送する。
【００４３】
　選択的に、応答情報がプリアンブルに対する拒絶情報を含む場合、この応答情報に遅延
時間が含まれているか否かにかかわらず、端末はＲＲＣ連結要請のために端末自体にあら
かじめ設定された遅延時間によってプリアンブルを再伝送しても良い。または、応答情報
がプリアンブルに対する拒絶情報を含む場合、この応答情報に遅延時間が含まれているか
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否かにかからわず、端末は、応答情報に含まれたシグネチャー数または使用者数によって
または応答情報のメッセージサイズによってまたは拒絶理由によって互いに異なる遅延時
間を適用し、プリアンブルを再伝送しても良い。
【００４４】
　この時、応答情報メッセージにリディレクション情報があるとすれば、端末は、リディ
レクション情報によって他のシステムまたは他の周波数バンド（Frequency　Band）に移
動して再びセルを選択し、ランダム接続を再試行する。
【００４５】
　基地局にＲＲＣ連結要請メッセージが受信されると、基地局のＲＲＣ階層は端末にＲＲ
Ｃ連結設定メッセージまたはＲＲＣ衝突解決メッセージを伝送する（Ｓ２０７）。
【００４６】
　複数の端末が、同じシグネチャー及び同じ無線資源を用いて同時にプリアンブルを上り
伝送する場合、各伝送間には衝突が発生することがある。したがって、基地局は、衝突状
況を解決する目的で各端末にＲＲＣ衝突解決メッセージを伝送する。このようなＲＲＣ衝
突解決メッセージは、Ｃ－ＲＮＴＩなどの無線網端末識別子と広帯域端末識別子、リディ
レクション情報（Re-direction　Information）を含み、ここに遅延時間（Wait　Time）
、拒絶理由（Reject　Cause）をさらに含むことができる。
【００４７】
　したがって、端末は、このＲＲＣ衝突解決メッセージに自身がＲＲＣ連結要請メッセー
ジを通じて送った広帯域端末識別子が含まれていると、自身が衝突から脱したことを認識
する。しかし、端末が、一定時間の間に、自身がＲＲＣ連結要請メッセージを通じて送っ
た広帯域端末識別子が含まれたＲＲＣ連結設定メッセージを受信できなかった場合には、
遅延時間以降たは一定時間以降にプリアンブルを再伝送する。
【００４８】
　もし、端末は、自身がＲＲＣ連結要請メッセージを通じて送った広帯域端末識別子が　
ＲＲＣ衝突解決メッセージに含まれていないと、自身が衝突から脱しなかったことを認識
し、遅延時間以降または一定時間以降にプリアンブルを再伝送する。
【００４９】
　好ましくは、端末は、自身がＲＲＣ連結要請メッセージを通じて送った広帯域端末識別
子がＲＲＣ衝突解決メッセージに含まれていない場合、該ＲＲＣ衝突解決メッセージに遅
延時間が含まれているか否かにかかわらず、ＲＲＣ連結要請のために設定された遅延時間
によってプリアンブルを再伝送する。または、端末は、自身がＲＲＣ連結要請メッセージ
を通じて送った広帯域端末識別子がＲＲＣ衝突解決メッセージに含まれていない場合、Ｒ
ＲＣ衝突解決メッセージに遅延時間が含まれているか否かにかかわらず、ＲＲＣ衝突解決
メッセージの内容（たとえば、拒絶理由）によって互いに異なる遅延時間を適用してプリ
アンブルを再伝送することができる。
【００５０】
　この時、応答情報メッセージにリディレクション情報があると、端末は、リディレクシ
ョン情報によって他のシステムまたは他の周波数バンド（Frequency　Band）に移動して
再びセルを選択し、ランダム接続を再試行する。
【００５１】
　この時、ＲＲＣ衝突解決メッセージを指示するＬ１／Ｌ２制御チャネルは、無線網臨時
端末識別子を含む。したがって、端末は、Ｌ１／Ｌ２制御チャネルに無線網臨時端末識別
子が含まれている場合に限ってＲＲＣ衝突解決メッセージを受信する。
【００５２】
　＜実施例２＞
　次に、ＲＲＣ連結端末の初期ランダム接続過程を具体的に説明する。図６は、このよう
な場合の初期ランダム接続過程を簡略に示す信号流れ図である。
【００５３】
　まず、端末は基地局にランダム接続プリアンブルを伝送する（Ｓ３０１）。この時、端
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末は、シグネチャーと一緒に、基地局が上り伝送に対する資源を割り当てることができる
ように上りメッセージ情報、またはチャネル測定情報をプリアンブルに含めることができ
る。
【００５４】
　基地局は、このプリアンブルに応答情報メッセージでもって応答する（Ｓ３０３）。こ
の時、応答情報メッセージは、端末が伝送したシグネチャーと、このシグネチャー伝送に
対する承諾または拒絶情報を含み、ここに、端末に割り当てる無線網臨時端末識別子（Te
mporary　C-RNTI）、ＭＡＣスケジューリング要請メッセージに対する無線資源割当情報
及びメッセージ大きさ、ＭＡＣスケジューリング要請メッセージ伝送のための無線パラメ
ータ（変調及びコーディング情報、Hybrid　ARQ情報）などをさらに含むことができる。
応答情報メッセージの伝送情報は、応答情報メッセージ伝送に関連したＬ１／Ｌ２（Laye
r　1/Layer　2）制御チャネルが知らせる。Ｌ１／Ｌ２制御チャネルは、応答情報の伝送
を指示するＲＡ－ＲＮＴＩと当該応答情報メッセージ伝送に関連した伝送パラメータを含
む。
【００５５】
　この応答情報メッセージは、リディレクション情報（Re-direction　Information）を
含むことが好ましく、ここに、遅延時間（Wait　Time）、拒絶理由（Reject　Cause）を
さらに含むことができる。
【００５６】
　応答情報メッセージを受信した後、この応答情報メッセージに、端末の伝送したシグネ
チャーが含まれており、且つ、シグネチャー伝送に対する承諾がある場合、端末は、ＭＡ
Ｃスケジューリング要請メッセージ（または、ＭＡＣ資源要請メッセージ）を基地局に伝
送する（Ｓ３０５）。この時、端末は、応答情報メッセージに含まれた無線資源割当情報
及びメッセージ大きさ、無線パラメータを用いてＭＡＣスケジューリング要請メッセージ
を伝送する。ＭＡＣスケジューリング要請メッセージにはＣ－ＲＮＴＩなどの無線網端末
識別子を含むことが好ましい。
【００５７】
　ただし、端末の伝送したシグネチャーは応答情報メッセージに含まれているがシグネチ
ャー伝送に対して拒絶がある場合、または、端末の伝送したシグネチャーが応答情報メッ
セージに含まれていない場合、端末は、ＭＡＣスケジューリング要請メッセージを伝送せ
ずに、応答情報メッセージに指定された遅延時間以降または一定時間以降にプリアンブル
を再伝送する。
【００５８】
　好ましくは、応答情報がプリアンブルに対する拒絶情報を含む場合、応答情報に遅延時
間が含まれているか否かにかかわらず、端末は、ＭＡＣスケジューリング要請のために設
定された遅延時間によってプリアンブルを再伝送することができる。または、応答情報が
プリアンブルに対する拒絶情報を含む場合、応答情報に遅延時間が含まれているか否かに
かかわらず、端末は、応答情報に含まれたシグネチャー数または使用者数によってまたは
応答情報のメッセージサイズによってまたは拒絶理由によって互いに異なる遅延時間を適
用してプリアンブルを再伝送することができる。
【００５９】
　この時、応答情報メッセージにリディレクション情報があると、端末は、リディレクシ
ョン情報によって他のシステムまたは他の周波数バンド（Frequency　Band）に移動して
再びセルを選択し、ランダム接続を再試行する。
【００６０】
　基地局にＭＡＣスケジューリング要請メッセージが受信されると、基地局のＭＡＣ階層
は、状況に応じて端末に資源割当（Resource　Grant）メッセージまたはＭＡＣ衝突解決
（Contention　Resolution）メッセージを伝送する（Ｓ３０７）。
【００６１】
　複数の端末が、同じシグネチャー及び同じ無線資源を用いて同時にプリアンブルを上り
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伝送する場合、各伝送間には衝突が発生することがある。したがって、基地局は衝突状況
を解決する目的で各端末にＲＲＣ衝突解決メッセージを伝送する。ＭＡＣ衝突解決メッセ
ージは、Ｃ－ＲＮＴＩなどの無線網端末識別子、無線網臨時端末識別子、広帯域端末識別
子、リディレクション情報（Re-direction　Information）を含み、ここに、遅延時間（W
ait　Time）、拒絶理由（Reject　Cause）をさらに含むことができる。
【００６２】
　端末は、ＭＡＣ衝突解決メッセージに自身に該当する無線網端末識別子が含まれている
場合、自身が衝突から脱したことを認識する。しかし、この場合、端末が一定時間の間に
、自身に該当する無線網端末識別子の含まれた資源割当メッセージを受信できなかった場
合は、遅延時間以降または一定時間以降にプリアンブルを再伝送する。
【００６３】
　もし、ＭＡＣ衝突解決メッセージに自身に該当する無線網端末識別子が含まれていない
場合、端末は、自身が衝突から脱しなかったことを認識し、遅延時間以降または一定時間
以降にプリアンブルを再伝送する。
【００６４】
　好ましくは、ＭＡＣ衝突解決メッセージに自身に該当する無線網端末識別子が含まれて
いない場合、ＭＡＣ衝突解決メッセージに遅延時間が含まれているか否かにかかわらず、
端末は、ＲＲＣ連結要請のために設定された遅延時間によってプリアンブルを再伝送する
ことができる。または、ＭＡＣ衝突解決メッセージに自身に該当する無線網端末識別子が
含まれていない場合、ＭＡＣ衝突解決メッセージに遅延時間が含まれているか否かにかか
わらず、端末は、ＭＡＣ衝突解決メッセージの内容（例えば、拒絶理由）によって互いに
異なる遅延時間を適用してプリアンブルを再伝送することができる。
【００６５】
　この時、応答情報メッセージにリディレクション情報があると、端末は、リディレクシ
ョン情報によって他のシステムまたは他の周波数バンド（Frequency　Band）に移動して
再びセルを選択し、ランダム接続を再試行する。
【００６６】
　この時、ＭＡＣ衝突解決メッセージがＭＡＣ制御ＰＤＵで伝送される場合、ＭＡＣ衝突
解決メッセージを指示するＬ１／Ｌ２制御チャネルは無線網臨時端末識別子を含む。した
がって、端末は、Ｌ１／Ｌ２制御チャネルに無線網臨時端末識別子が含まれている場合に
のみＭＡＣ衝突解決メッセージを受信する。
【００６７】
　一方、本発明で上記の全てのメッセージに含まれる‘遅延時間’の値は、実際時間であ
っても良く、遅延時間を計算するためのパラメータ値であっても良い。‘遅延時間'の値
が実際時間である場合、端末はその値によって遅延を適用する。‘遅延時間’の値が遅延
時間を計算するためのパラメータ値である場合、端末は指定された公式によってメッセー
ジに含まれた‘遅延時間’の値を用いて実際適用される遅延時間を計算する。この場合、
互いに異なる遅延時間を適用してプリアンブルを再伝送することは、互いに異なるパラメ
ータ値を適用してプリアンブルを再伝送することと同一である。
【００６８】
　図５のＳ２０７段階または図６のＳ３０７段階では、次のようなＷＣＤＭＡのＨＡＲＱ
（Hybrid　Automatic　Repeat　Request）メカニズムを用いることができる。図７は、無
線パケット通信システムの下りリンク物理階層に適用されるＨＡＲＱの具現例を示す図で
ある。
【００６９】
　図７で、基地局は、パケットを受信する端末と、該端末に伝送するパケットの形式（符
号化率、変調方式、データ量等）を決定し、この情報をまず下りリンク制御チャネル（HS
-SCCH；High　Speed　Downlink　Shared　Control　Channel）伝送を通じて当該端末に知
らせ、これと関連した時点で該当のデータパケットを下りリンク共有チャネル（HS-DSCH
：High　Speed　Downlink　Shared　Channel）を通じて伝送する。当該端末は、下りリン
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ク制御チャネルを受信することによって自身に伝送されるパケットの形式と伝送時点がわ
かり、該当のパケットを受信することができる。パケット受信後に該パケットデータの復
号化を行ない、もし復号化に成功した場合に端末機はＡＣＫ信号を基地局に伝送し、ＡＣ
Ｋ信号を受信した基地局は、当該端末へのパケット伝送に成功したことを感知し、次のパ
ケット伝送作業を行なうことができる。もし、端末がパケット復号化に失敗した場合は、
端末機はＮＡＣＫ信号を基地局に伝送し、ＮＡＣＫ信号を受信した基地局は、当該端末機
へのパケット伝送に失敗したことを感知し、適切な時点で同一データを同じパケット形式
、または新しいパケット形式で再伝送することができる。この時、端末機は、再伝送され
てきたパケットを、以前に受信したが復号化に失敗したパケットと様々な方式で結合し、
再び復号化を試みる。
【００７０】
　以上で説明してきた実施例は、本発明の属する技術分野における通常の知識を持つ者に
とっては、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲内で様々な置換、変形及び変更が可能で
あることは明らかである。したがって、本発明は、前述の実施例及び添付の図面に限定さ
れるものではない。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】
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