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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線端末装置と無線基地局装置とを含む無線通信システムにおける無線データ送信方法
であって、
　前記無線基地局装置は、上り無線区間において該無線基地局装置と同期が取れていない
前記無線端末装置である非同期無線端末装置に対し、ランダムアクセスにおけるパターン
を示す信号およびデータを送信し、
　前記非同期無線端末装置は、前記データが正しく受信されたか否かと前記無線基地局装
置から受信した前記パターンを示す信号とに基づいて生成した応答信号を、ランダムアク
セスチャネルを介して該無線基地局装置に送信する、
　無線データ送信方法。
【請求項２】
　前記無線基地局装置は、前記データが送信される前に前記ランダムアクセスにおけるパ
ターンを示す信号を送信することを特徴とする請求項１に記載の無線データ送信方法。
【請求項３】
　前記ランダムアクセスにおけるパターンは、同期チャネルの同期の確立に使用されるプ
リアンブルであることを特徴とする請求項１又は２に記載の無線データ送信方法。
【請求項４】
　前記基地局装置は、前記データの送信に伴って前記プリアンブルの送信を要求する要求
信号を前記非同期無線端末装置へ送信する請求項３に記載の無線データ送信方法。
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【請求項５】
　無線基地局装置と無線端末装置とを有する通信システムであって、
　前記無線基地局装置は、上り無線区間において該無線基地局装置と同期が取れていない
前記無線端末装置である非同期無線端末装置に対して、前記無線基地局装置から送信され
るランダムアクセスにおけるパターンを示す信号およびデータを送信する送信部を備え、
　前記無線端末装置は、前記データが正しく受信されたか否かと前記無線基地局装置から
受信した前記パターンを示す信号とに基づいて生成した応答信号をランダムアクセスチャ
ネルを介して該無線基地局装置に送信する送信部を備えることを特徴とする通信システム
。
【請求項６】
　上り無線区間において無線基地局装置と同期が取れていない無線端末装置に対して無線
基地局装置から送信されるランダムアクセスにおけるパターンを示す信号、およびデータ
を受信する受信部と、
　前記データが正しく受信されたか否かと前記無線基地局装置から受信した前記パターン
を示す信号とに基づいて生成した応答信号をランダムアクセスチャネルを介して該無線基
地局装置に送信する送信部と、
　を備える無線端末装置。
【請求項７】
　無線基地局装置であって、
　上り無線区間において前記無線基地局装置と同期が取れていない無線端末装置である非
同期無線端末装置に対して、ランダムアクセスにおけるパターンを示す信号およびデータ
を送信する送信部と、
　前記データが正しく受信されたか否かと前記パターンを示す信号とに基づいて生成され
た応答信号をランダムアクセスチャネルを介して受信する受信部と、
　を備えることを特徴とする無線基地局装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で論じられる実施態様は、無線端末装置と無線基地局装置との間の無線データ
送信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　受信信号の復号の成否を通知する応答信号を送信側の通信装置へ送信する技術が知られ
ている。このような応答信号の例は肯定応答信号（ＡＣＫ）／否定応答信号（ＮＡＣＫ）
である。
【０００３】
　いま、信号を送信する装置を第１通信装置、信号を受信する装置を第２通信装置と表記
する。また第１通信装置から第２通信装置まで信号を伝送する無線信号リンクを第１リン
ク、第２通信装置から第１通信装置まで信号を伝送する無線信号リンクを第２リンクと表
記する。
【０００４】
　第１通信装置から第２通信装置まで第１リンク上で信号を送信する場合、第２通信装置
は、受信した信号を復号化する。復号化に成功した場合、すなわち信号が正しく受信され
た場合には、第２通信装置は第２リンクを経由して第１通信装置に肯定応答信号を送信す
る。復号化に失敗した場合には、第２通信装置は第２リンクを経由して第１通信装置に否
定応答信号を送信する。
【０００５】
　なお、移動局装置の上りリンク同期維持状態を管理する上りリンク同期管理部と、上り
リンク同期維持状態の移動局装置に対して同期回復要求を送信する送信部とを備える基地
局装置が知られている。
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【０００６】
　ランダムアクセスチャネルとして、同期ランダムアクセスチャネル、非同期ランダムア
クセスチャネルの２種類を用意し、移動局における時間的同期の有無とリソース割当ての
有無によって、移動局の状態を場合分けする接続処理方法が提案されている。この方法で
は、各場合に応じて、同期ランダムアクセスチャネル／非同期ランダムアクセスチャネル
／上り共用制御チャネルのいずれかを適応的に選択して接続処理が行なわれる。同期ラン
ダムアクセスチャネルは、無線リンクの時間領域における同期がとれている場合にのみ使
用が許され、非同期ランダムアクセスチャネルは、無線リンクの時間領域における同期の
状態に関係なく使用が許される。
【０００７】
　また、無線通信システムにおけるアップリンクおよびダウンリンク上の無線リンク障害
を検出するための方法および装置が提案されている。この方法及び装置では、無線リンク
が同期内状況または同期外れ状況を有しているかについて判定が行われ、同期外れ状況が
検出された場合に無線リンク障害を宣言される。
　本発明の適用対象のひとつであり３GPPで仕様策定が行われているLTE(Long-term evolu
tion)システムにおいて、アップリンク上の無線リンクでは、時間領域における無線送信
信号の同期維持が行われている。これは、移動局が送信する無線信号の基地局受信部にお
ける受信タイミングと、特定の時間基準点の差が所定の範囲内に収まるようにするもので
ある。受信タイミング差が特定の値以下になっている時は、移動局間における送信信号の
干渉を少なく抑えることが可能になり、無線アップリンク特性の向上につながる。同期維
持は、基地局が移動局に対し、移動局が送信する信号の送信タイミング調整量を通知する
ことにより行われ、同期状態の判断は移動局と基地局の両方に備えられるタイマを用いて
行われる。移動局が、送信タイミング量を通知する制御信号を受信した時に、タイマの値
(経過時間)は初期値化される。タイマのカウンタ(経過時間)が特定の値を超えた時、アッ
プリンクの無線同期が外れたと判断される。基地局は、移動局が送信する信号の受信タイ
ミングを常に測定し、受信タイミング差が大きくなってきたら、移動局に対し、送信タイ
ミング調整用の制御信号を送信する。しかしながら、移動局のデータ伝送量が低下し、デ
ータ発生がなくなってきたら、基地局は意図的に送信タイミング調整用制御信号の送信を
中断し、移動局のアップリンクを非同期状態にしておくこともありうる。LTEシステムの
無線アップリンクでは、アップリンクの無線同期が外れた時、端末は非同期ランダムアク
セスチャネルのみ送信が許される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】国際公開第２００８／１５５９３５号パンフレット
【特許文献２】国際公開第２００７／１３９１８８号パンフレット
【特許文献３】特表２００９－５３６５０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　応答信号が、前述の第２リンク上の同期チャネルで送信される通信システムの場合、同
期チャネルの同期が確立しなければ、第２通信装置が応答信号を送信することができない
。この場合、第１通信装置は、第２リンク上の同期チャネルの同期が確立するまで信号の
送信を遅らせる。このため、第１通信装置から第２通信装置への信号の送信が遅延すると
いう不都合があった。なお、ここでの同期チャネルとは、無線同期が確立された時のみに
使用される無線チャネルのことであり、同期取得のために使用される無線チャネルのこと
ではない。
【００１０】
　開示の装置及び方法は、信号の復号化の成否を通知するための同期チャネルの同期が確
立していない場合に生じる信号の送信遅延を低減することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１１】
　方法の一観点によれば、無線端末装置と無線基地局装置とを含む無線通信システムにお
ける無線データ送信方法が与えられる。この無線データ送信方法において無線基地局装置
は、上り無線区間において無線基地局装置と同期が取れていない無線端末装置である非同
期無線端末装置に対し、ランダムアクセスにおけるパターンを示す信号およびデータを送
信する。非同期無線端末装置は、データが正しく受信されたか否かと無線基地局装置から
受信したパターンを示す信号とに基づいて生成した応答信号を、ランダムアクセスチャネ
ルを介して無線基地局装置に送信する。
【００１２】
　方法の他の一観点によれば、無線端末装置と無線基地局装置とを含む無線通信システム
における無線データ送信方法が与えられる。この無線データ送信方法において無線基地局
装置は、上り無線区間において無線基地局装置と同期が取れていない無線端末装置である
非同期無線端末装置に対し、データを送信するとともに、このデータの送信と同時若しく
はその後に、同期を取るためのタイミング調整情報を送信する。非同期無線端末装置は、
タイミング調整情報に基づいて無線基地局装置と同期チャネルを確立し、データが正しく
受信されたか否かを示す応答信号を同期チャネルを介して無線基地局装置に送信する。
【００１３】
　装置の一観点によれば、無線基地局装置と無線端末装置とを有する通信システムが与え
られる。無線基地局装置は、上り無線区間において無線基地局装置と同期が取れていない
無線端末装置である非同期無線端末装置に対して、無線基地局装置から送信されるランダ
ムアクセスにおけるパターンを示す信号およびデータを送信する送信部を備える。無線端
末装置は、このデータが正しく受信されたか否かと無線基地局装置から受信したパターン
を示す信号とに基づいて生成した応答信号をランダムアクセスチャネルを介して無線基地
局装置に送信する送信部を備える。
【００１４】
　装置の他の一観点によれば、無線基地局装置と無線端末装置とを有する通信システムが
与えられる。無線基地局装置は、上り無線区間において無線基地局装置と同期が取れてい
ない無線端末装置である非同期無線端末装置に対し、データを送信するとともに、データ
の送信と同時若しくはその後に、同期を取るためのタイミング調整情報を送信する送信部
を備える。無線端末装置は、タイミング調整情報に基づいて無線基地局装置と同期チャネ
ルを確立する同期確立部と、データが正しく受信されたか否かを示す応答信号を該同期チ
ャネルを介して無線基地局装置に送信する送信部を備える。
【発明の効果】
【００１５】
　開示の装置又は方法によれば、信号の復号化の成否を通知するための同期チャネルの同
期が確立していない場合に生じる信号の送信遅延が低減される。
【００１６】
　本発明の目的及び利点は、特に特許請求の範囲に示した要素及びその組合せを用いて具
現化され達成される。前述の一般的な記述及び以下の詳細な記述の両方は、単なる例示及
び説明であり、特許請求の範囲のように本発明を限定するものでないと解するべきである
。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】通信システムの構成例を示す図である。
【図２】第２リンクのチャネル構造の一例を示す図である。
【図３】第１通信装置のハードウエア構成の一例の説明図である。
【図４】第１通信装置の第１例の構成図である。
【図５】第２通信装置の第１例の構成図である。
【図６】通信システムにおける処理の第１例の説明図である。



(5) JP 5629333 B2 2014.11.19

10

20

30

40

50

【図７】第１通信装置における処理の一例の構成図である。
【図８】第２通信装置における処理の一例の構成図である。
【図９】第１通信装置の第２例の構成図である。
【図１０】第１通信装置の同期確立部の一例の構成図である。
【図１１】第２通信装置の第２例の構成図である。
【図１２】第２通信装置の同期確立部の一例の構成図である。
【図１３】通信システムにおける処理の第２例の説明図である。
【図１４】第１通信装置の第３例の構成図である。
【図１５】第２通信装置の第３例の構成図である。
【図１６】通信システムにおける処理の第３例の説明図である。
【図１７】通信システムにおける処理の第４例の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付される図面を参照して、好ましい実施例について説明する。図１は、通信シ
ステムの構成例を示す図である。通信システム１００は、第１通信装置１と第２通信装置
２を備える。第１通信装置１と第２通信装置２との間には、無線通信によって第１通信装
置１から第２通信装置２へ信号が伝送される第１リンクが形成される。また、第１通信装
置１と第２通信装置２との間には、無線通信によって第２通信装置２から第１通信装置１
まで信号が伝送される第２リンクが形成される。
【００１９】
　例えば、第１通信装置１及び第２通信装置２は、それぞれ移動通信システムの無線基地
局装置及び無線端末装置であってよい。この場合、第１リンクはダウンリンクすなわち下
り無線区間であり、第２リンクはアップリンクすなわち上り無線区間である。例えば、第
１通信装置１及び第２通信装置２は、それぞれ無線端末装置及び無線基地局装置であって
もよい。この場合に、第１リンクはアップリンクであり、第２リンクはダウンリンクであ
る。但し、本明細書の説明は、第１通信装置１及び第２通信装置２を、これら無線基地局
装置及び無線端末装置に限定することを意図するものではない。本明細書で開示される通
信システム１００は、様々な通信システムに適用可能である。
【００２０】
　通信システム１００は、第２リンクのチャネル構造が同期チャネルと非同期ランダムア
クセスチャネルを含むように設計される。同期チャネル上では、第２通信装置２は、第２
通信装置２に予め割り当てられた周波数帯域と時間フレームの範囲内で、第１通信装置１
へ信号を送信する。
【００２１】
　非同期ランダムアクセスチャネル上では、第２通信装置２は、予め第２リンクの無線リ
ソース内にランダムアクセスチャネル用に確保されている周波数帯域と時間フレームの範
囲内において、随時、第１通信装置１へ信号を送信することができる。非同期ランダムア
クセスチャネルの無線リソースは、同期チャネルの無線リソースとは別に確保されており
、非同期ランダムアクセスチャネル上の信号は同期チャネル上の信号とは衝突しない。
【００２２】
　図２は、第２リンクのチャネル構造の一例を示す図である。第２リンクのチャネル構造
は、システム帯域幅がＢｗｆである時間フレーム３を有している。非同期ランダムアクセ
スチャネルの無線リソース４及び５には、一定周期で反復するフレーム３内の所定のサブ
フレームにおいて所定の周波数帯域が割り当てられている。図２の例では、非同期ランダ
ムアクセスチャネルの無線リソース４及び５には、第ｎ番目のサブフレームの周波数帯域
ＢＷ１及びＢＷ２がそれぞれ割り当てられている。また、同期チャネルには無線リソース
４及び５以外の領域が割当られる。
【００２３】
　図３は、第１通信装置１のハードウエア構成の一例の説明図である。第１通信装置は、
マイクロプロセッサ１０と、記憶部１１と、デジタル信号プロセッサ１２と、バス１３を
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備える。また、第１通信装置１は、周波数変換部１４及び１９と、増幅部１５及び１８と
、デュプレクサ１６と、アンテナ１７を備える。以下の説明及び図面において、マイクロ
プロセッサ、デジタル信号プロセッサ、デュプレクサをそれぞれ「ＭＰＵ」、「ＤＳＰ」
及び「ＤＵＸ」と表記することがある。
【００２４】
　ＭＰＵ１０、記憶部１１、及びＤＳＰ１２はバス１３によって接続されている。記憶部
１１には、第１通信装置１の動作を制御するための各種プログラムやデータが記憶される
。記憶部１１は、メモリ、ハードディスクや不揮発性メモリなどを含んでいてよい。
【００２５】
　ＭＰＵ１０は、記憶部１１に記憶されるプログラムを実行することにより、第１通信装
置１の動作を制御するための各処理を実行する。またＤＳＰ１２は、記憶部１１に記憶さ
れるプログラムを実行することにより、主に第２通信装置２との無線通信に関する各処理
を実行する。記憶部１１には、ＭＰＵ１０及びＤＳＰ１２が実行しているプログラムや、
このプログラムによって一時的に使用されるデータが記憶される。
【００２６】
　なお、第１通信装置１が無線基地局装置である場合、第１通信装置１は、第１通信装置
１を制御する上位装置や、第１通信装置１をコアネットワークへ接続する上位ノード装置
、他の無線基地局装置との間の信号の送受信処理を行うネットワークプロセッサを備えて
もよい。
【００２７】
　周波数変換部１４は、ＤＳＰ１２によって生成された第１通信装置１から第２通信装置
２へ送信する信号を無線周波数に変換する。増幅部１５は、無線周波数信号を増幅する。
増幅された信号はＤＵＸ１６及びアンテナ１７を介して送信される。
【００２８】
　第２通信装置２から送信された無線信号は、アンテナ１７において受信される。受信信
号はＤＵＸ１６を介して増幅部１８に入力される。増幅部１８は受信信号を増幅する。周
波数変換部１９は、増幅された無線周波数の受信信号をベースバンド信号に変換する。ベ
ースバンド信号はＤＳＰ１２によって処理される。
【００２９】
　第２通信装置２も、図３に示す構成と同様の構成を備えていてよい。なお、図３に示す
ハードウエア構成は、あくまで第１通信装置１及び第２通信装置２を実現するハードウエ
ア構成例の１つである。本明細書に記載される処理を実行するものであれば、他のいかな
るハードウエア構成が採用されてもよい。
【００３０】
　図４は、第１通信装置１の第１例の構成図である。図３のＭＰＵ１０及びＤＳＰ１２は
、記憶部１１に記憶されるプログラムを実行することによって、図４に示す構成要素によ
る情報処理を行う。第１通信装置１の他の実施例についても同様である。なお、図４は、
以下の説明に関係する機能を中心として示している。このため、第１通信装置１は図示の
構成要素以外の他の構成要素を含んでいてよい。
【００３１】
　第１通信装置１は、データ処理部１００と、制御情報処理部１０１と、送信部１０２と
、ＤＵＸ１６と、アンテナ１７と、受信部１０４を備える。第１通信装置１は、同期判定
部１０５と、直交符号取得部１０６と、成否判定部１０７と、再送制御部１０８を備える
。
【００３２】
　データ処理部１００は、第１通信装置１から第２通信装置２へ送信するデータを処理す
る。データ処理部１００は、データを符号化して出力する。例えば第１通信装置１が無線
基地局装置である場合には、第１通信装置１は、第２通信装置２へ送信するデータを上位
ノード装置から受信し符号化して出力してよい。例えば第１通信装置１が無線端末装置で
ある場合には、データ処理部１００は、第２通信装置２へ送信するデータを生成し、符号
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化して出力してよい。
【００３３】
　制御情報処理部１０１は、第２通信装置２へ送信する制御信号を生成し、所定の規則に
従って符号化して出力する。制御信号としては、第２通信装置２において、第１通信装置
１から送信されたデータを復調及び復号するための情報であってよい。このような情報は
、例えば、データの符号化方式やデータの伝送に使用される無線リソースを指定する情報
であってよい。
【００３４】
　送信部１０２は、データ処理部１００から出力されるデータ、制御情報処理部１０１か
ら出力される制御情報の変調及び多重化を行い、ＤＵＸ１６及びアンテナ１７を経由して
送信する。
【００３５】
　アンテナ１７を介して第２通信装置２から受信した受信信号は、ＤＵＸ１６を経由して
受信部１０４に入力される。受信部１０４は、第２リンク内の各無線リソースに割り当て
られた、第２通信装置２からの送信信号を復調及び復号する。
【００３６】
　第２通信装置２からの送信信号には、第２リンク内の非同期ランダムアクセスチャネル
上で伝送される直交符号が含まれる。この直交信号は、ランダムアクセスにおけるパター
ンの一例である。第２通信装置２は、第１リンクを経由して第１通信装置１から受信した
信号の復号の成否を判定する。第２通信装置２は、復号の成否に応じて直交符号を変調し
、非同期ランダムアクセスチャネルを経由して送信する。受信部１０４は、第２通信装置
２から受信した直交符号を成否判定部１０７へ出力する。
【００３７】
　なお、本明細書では、第１通信装置１から第２通信装置２へ送信され、第２通信装置２
により復号の成否が判定される信号の例として、データ処理部１００から出力されるデー
タを取り上げて以下の説明を行う。第２通信装置２により復号の成否が判定される信号を
他の信号と区別するために「送信データ」と表記することがある。ただし、本明細書の説
明は、第２通信装置２により復号の成否が判定される信号を、特定の種類の信号に限定す
ることを意図するものではない。
【００３８】
　第２通信装置２からの送信信号には、第２リンク内の同期チャネル上で伝送される応答
信号が含まれる。応答信号は、第２通信装置２は、第１リンクを経由して第１通信装置１
から受信した送信データの復号の成否を通知する肯定応答信号（ＡＣＫ）及び否定応答信
号（ＮＡＣＫ）である。受信部１０４は、第２通信装置２から受信した応答信号を、再送
制御部１０８へ出力する。
【００３９】
　同期判定部１０５は、第２リンクにおける第２通信装置２との間の同期チャネルの同期
が確立しているか否かを判定する。例えば、同期判定部１０５は、第２通信装置２が第２
リンク上の同期チャネルを経由して継続してデータを送信しているか否かに基づいて、同
期の確立を判定してよい。但し、同期判定部１０５による同期判定の方法は上記方法でな
くともよい。同期判定部１０５は、他の方法によって同期チャネルの同期が確立している
か否かを判定してもよい。同期判定部１０５は、判定結果を成否判定部１０７へ出力する
。
【００４０】
　直交符号取得部１０６は、第２通信装置２から送信される直交符号と同一で、かつ第２
通信装置２による変調を施す前の直交符号を取得する。例えば、直交符号取得部１０６は
、第２通信装置２と共有する直交符号指定情報にしたがって直交符号を特定してよい。
【００４１】
　直交符号指定情報は、例えば、直交符号である符号系列を指示する系列指示情報であっ
てよい。例えば直交符号は、ＣＡＺＡＣ（Constant Amplitude Zero Auto-Correlation）
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系列であってよい。直交符号がＣＡＺＡＣ系列である場合、系列指示情報は、例えば、系
列番号と巡回シフト量であってよい。
【００４２】
　直交符号取得部１０６は、直交符号指定情報に従って直交符号を生成してよい。また、
予め複数の直交符号を記憶装置に記憶しておき、直交符号指定情報によって指定される直
交符号を記憶装置から読み出してもよい。また、直交符号指定情報は、直交符号そのもの
でもよい。
【００４３】
　直交符号取得部１０６が取得した直交符号と同じ符号を第２通信装置２が取得できるよ
うに、直交符号取得部１０６は、直交符号指定情報を、送信部１０２を経由して第２通信
装置２へ送信してもよい。直交符号取得部１０６は、取得した直交符号を成否判定部１０
７へ出力する。なお、直交符号指定情報は、ランダムアクセスにおけるパターンを示す信
号の一例である。第１通信装置１は、データを送信する以前に直交符号指定情報を第２通
信装置２へ送信してもよい。第１通信装置１は、データを送信する際に同時に直交符号指
定情報を第２通信装置２へ送信してもよい。
【００４４】
　第２リンクの同期チャネルの同期が確立していない場合、成否判定部１０７は、第２通
信装置２から受信した変調済みの直交符号と、直交符号取得部１０６が取得した変調前の
直交符号に基づいて、第１リンクを経由して第１通信装置１から第２通信装置２へ送信し
た送信データの復号の成否を判定する。
【００４５】
　例えば、第２通信装置２は、復号の成否に応じて異なる値の符号を、元の直交符号に乗
じることによって直交符号を変調してよい。したがって、第２通信装置２から送信される
直交符号は、復号の成否と直交符号指定情報とに基づいて生成される。成否判定部１０７
は、変調済みの直交符号に元の直交符号を乗じることによって、復号の成否に応じた符号
列の一方を検出することで、復号の成否を判定することができる。したがって、変調済み
の直交符号は、復号の成否を表す応答信号として使用される。例えば、第２通信装置２は
、復号が成功した場合には符号「１」を元の直交符号に乗じ、復号が失敗した場合には符
号「－１」を元の直交符号に乗じる。変調済みの直交符号に元の直交符号を乗じると、復
号が成功した場合の乗算後の符号列は「１、１、…、１」となり、復号が失敗した場合の
乗算後の符号列は「－１、－１、…、－１」となる。
【００４６】
　成否判定部１０７は、判定結果を送信部１０２へ通知する。例えば、送信部１０２は、
復号に失敗したデータを第２通信装置２へ再送してよい。
【００４７】
　第２リンクの同期チャネルの同期が確立している場合、再送制御部１０８は、第２通信
装置２が送信した肯定応答信号（ＡＣＫ）及び否定応答信号（ＮＡＣＫ）のいずれか一方
を受信部１０４から受信する。第２通信装置２が送信した応答信号が否定応答信号（ＮＡ
ＣＫ）である場合、再送制御部１０８は、復号に失敗したデータの再送を第２通信装置２
へ送信部１０２に指示してよい。
【００４８】
　続いて、第２通信装置２の構成と機能を説明する。図５は、第２通信装置２の第１例の
構成図である。図３のＭＰＵ１０及びＤＳＰ１２は、記憶部１１に記憶されるプログラム
を実行することによって、図５に示す構成要素による情報処理を行う。第２通信装置２の
他の実施例についても同様である。なお、図５は、以下の説明に関係する機能を中心とし
て示している。このため、第２通信装置２は図示の構成要素以外の他の構成要素を含んで
いてよい。
【００４９】
　第２通信装置２は、データ処理部２００と、送信部２０１と、ＤＵＸ２０２と、アンテ
ナ２０３と、受信部２０４を備える。第２通信装置２は、同期判定部２０５と、成否判定
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部２０６と、直交符号取得部２０７と、変調部２０８と、スイッチ２０９と、再送制御部
２１０を備える。なお、添付する図面においてスイッチを「ＳＷ」と表記することがある
。
【００５０】
　データ処理部２００は、第２通信装置２から第１通信装置１へ送信するデータを処理す
る。データ処理部２００は、データを符号化して出力する。例えば第２通信装置２が無線
端末装置である場合には、データ処理部２００は、第１通信装置１へ送信するデータを生
成し、符号化して出力してよい。例えば、第２通信装置２が無線基地局装置である場合に
は、第２通信装置２は、第１通信装置１へ送信するデータを上位ノード装置から受信し符
号化して出力してよい。
【００５１】
　送信部２０１は、データ処理部２００から出力されるデータ、後述のスイッチ２０９に
より選択される直交符号、及び後述の再送制御部２１０から出力される応答信号の変調及
び多重化を行う。このとき、送信部２０１は、第２リンクの非同期ランダムアクセスチャ
ネルの無線リソースを直交符号の送信に割り当てる。送信部２０１は、第２リンクの同期
チャネルの無線リソースを応答信号の送信に割り当てる。送信部２０１は、多重化された
信号をＤＵＸ２０２及びアンテナ２０３を経由して送信する。
【００５２】
　アンテナ２０３を介して第１通信装置１から受信した受信信号は、ＤＵＸ２０２を経由
して受信部２０４に入力される。受信部２０４は、第１通信装置１から送信された制御情
報に従って、第１リンク内の各無線リソースに割り当てられた、第１通信装置１からの送
信信号を復調及び復号する。
【００５３】
　成否判定部２０６は、受信部２０４による第１通信装置１からの送信データの復号の成
否を判定する。成否判定部２０６は、判定結果をスイッチ２０９及び再送制御部２１０へ
出力する。
【００５４】
　同期判定部２０５は、第２リンクにおける第１通信装置１との間の同期チャネルの同期
が確立しているか否かを判定する。例えば、同期判定部２０５は、第１通信装置１から送
信される、同期チャネルにおける送信タイミングの補正信号の受信が停止したか否かに基
づいて同期外れを判定してもよい。但し、同期判定部２０５による同期判定の方法は上記
方法でなくともよい。同期判定部２０５は、他の方法によって同期チャネルの同期が確立
しているか否かを判定してもよい。同期判定部２０５は、判定結果を変調部２０８及び再
送制御部２１０へ出力する。
【００５５】
　直交符号取得部２０７は、非同期ランダムアクセスチャネルを経由して第１通信装置１
へ送信する直交符号を取得する。例えば、直交符号取得部２０７は、第１通信装置１と共
有する直交符号指定情報にしたがって直交符号を特定してよい。直交符号取得部２０７は
、第１通信装置１から送信される直交符号指定情報を取得することによって、第１通信装
置１とする直交符号指定情報を共有してよい。
【００５６】
　直交符号取得部２０７は、直交符号指定情報に従って直交符号を生成してよい。また、
予め複数の直交符号を記憶装置に記憶しておき、直交符号指定情報によって指定される直
交符号を記憶装置から読み出してもよい。また、直交符号指定情報は、直交符号そのもの
でもよい。直交符号取得部２０７は、取得した直交符号を変調部２０８及びスイッチ２０
９へ出力する。
【００５７】
　変調部２０８は、第１通信装置１からの送信データの復号の成否に応じて直交符号を変
調する。例えば、変調部２０８は、復号の成否に応じて異なる値の符号を元の直交符号に
乗じることによって直交符号を変調してよい。例えば、第２通信装置２は、復号が成功し
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た場合には符号「１」を元の直交符号に乗じ、復号が失敗した場合には符号「－１」を元
の直交符号に乗じる。
【００５８】
　変調部２０８は、変調された直交符号をスイッチ２０９へ出力する。なお、第２リンク
上の同期チャネルの同期が確立していない場合にのみ直交符号の変調を行い、同期が確立
している場合には変調を行わないように変調部２０８を構成してもよい。
【００５９】
　スイッチ２０９は、第２リンク上の同期チャネルの同期が確立していない場合には、変
調部２０８により変調された直交符号を選択する。第２リンク上の同期チャネルの同期が
確立している場合には、直交符号取得部２０７から出力される変調前の直交符号を選択す
る。スイッチ２０９は、選択した直交符号を送信部２０１へ入力する。
【００６０】
　なお、第２通信装置２は、第２リンク上の同期チャネルの同期が確立しているか否かに
関わらず、第１通信装置１からの送信データの復号の成否に応じて変調した直交符号を送
信するように構成されてもよい。この場合、スイッチ２０９を省略してもよい。
【００６１】
　再送制御部２１０は、第１通信装置１からの送信データの復号の成否に応じた応答信号
を生成する。再送制御部２１０は、応答信号を送信部２０１へ入力する。
【００６２】
　続いて、通信システム１００における全体の処理を説明する。図６は、通信システム１
００における処理の第１例の説明図である。なお、他の実施態様においては、下記のオペ
レーションＡＡ～ＡＦの各オペレーションはステップであってもよい。
【００６３】
　オペレーションＡＡでは、第２リンク上の同期チャネルの同期がまだ確立していない状
態において、第１通信装置１から第２通信装置２へ送信データを送信するイベントが発生
する。例えば、第１通信装置１のデータ処理部２００は、第２通信装置２への送信データ
を上位ノードから取得する。また、例えばデータ処理部２００は、第２通信装置２への送
信データを生成する。オペレーションＡＢにおいて第１通信装置１の送信部１０２は、第
１チャネルを経由して第２通信装置２へ送信データを送信する。
【００６４】
　オペレーションＡＣにおいて第２通信装置２の受信部２０４は、第１チャネルを経由し
て受信した送信データの復調及び復号を試みる。成否判定部２０６は、復号の成否を判定
する。オペレーションＡＤにおいて変調部２０８は、復号の成否に応じて直交符号を変調
する。スイッチ２０９は変調された直交符号を送信部２０１へ入力する。
【００６５】
　オペレーションＡＥにおいて、送信部２０１は、第２チャネルの非同期ランダムアクセ
スチャネル上で、変調された直交符号を第１通信装置１へ送信する。オペレーションＡＦ
において成否判定部１０７は、受信した直交符号と変調前の直交符号とに基づいて、第１
チャネルを経由して送信した送信データの復号の成否を判定する。
【００６６】
　続いて、通信システム１００における第１通信装置１及び第２通信装置２のそれぞれの
処理を説明する。図７は、第１通信装置１における処理の一例の説明図である。なお、他
の実施態様においては、下記のオペレーションＢＡ～ＢＧの各オペレーションはステップ
であってもよい。
【００６７】
　オペレーションＢＡにおいて同期判定部１０５は、第２リンクの同期チャネルの同期が
確立しているか否かを判定する。同期が確立している場合（オペレーションＢＡ：Ｙ）に
は、処理はオペレーションＢＦへ進む。同期が確立していない場合（オペレーションＢＡ
：Ｎ）には、処理はオペレーションＢＢへ進む。
【００６８】
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　オペレーションＢＢにおいて送信部１０４は、データ処理部１００から出力された送信
データと制御方法処理部１０１から入力された制御情報を、第２通信装置２へ送信する。
オペレーションＢＣにおいて受信部１０４は、非同期ランダムアクセスチャネル上で伝送
される直交符号の受信を試みる。直交符号が受信された場合（オペレーションＢＣ：Ｙ）
には、処理はオペレーションＢＥへ進む。直交符号が受信されない場合（オペレーション
ＢＣ：Ｎ）には、処理はオペレーションＢＤへ進む。
【００６９】
　オペレーションＢＤにおいて再送制御部１０８は、所定時間内に直交符号が受信された
か否かを判定する。所定時間内に直交符号が受信されなかった場合（オペレーションＢＤ
：Ｙ）には、処理はオペレーションＢＢへ戻る。まだ所定時間が経過していない場合には
（オペレーションＢＤ：Ｎ）には、処理はオペレーションＢＣへ戻る。
【００７０】
　オペレーションＢＥにおいて成否判定部１０７は、受信された直交符号と、直交符号取
得部１０６が取得した変調前の直交符号とに基づいて、第２通信装置２が、オペレーショ
ンＢＢで送信した送信データの復号に成功したか否かを判定する。送信データの復号に失
敗した場合には、送信部１０２は復号に失敗したデータと同じデータを再送する。
【００７１】
　オペレーションＢＦにおいて送信部１０４は、データ処理部１００から出力された送信
データと、制御方法処理部１０１から入力された制御情報を、第２通信装置２へ送信する
。オペレーションＢＧにおいて受信部１０４は、第１チャネルを経由して送信した送信デ
ータの復号の成否を通知する応答信号を受信する。再送制御部２１０は、応答信号が肯定
応答信号であるか否かを判定する。応答信号が肯定応答信号であった場合（オペレーショ
ンＢＧ：Ｙ）には処理が終了する。応答信号が否定応答信号であった場合、または応答信
号を受信できなかった場合（オペレーションＢＧ：Ｎ）には、処理はオペレーションＢＦ
へ戻る。
【００７２】
　図８は、第２通信装置２における処理の一例の説明図である。なお、他の実施態様にお
いては、下記のオペレーションＣＡ～ＣＫの各オペレーションはステップであってもよい
。オペレーションＣＡにおいて受信部２０４は、第１通信装置１から送信された送信デー
タと制御情報の受信を試みる。
【００７３】
　オペレーションＣＢにおいて同期判定部２０５は、第２リンクの同期チャネルの同期が
確立しているか否かを判定する。同期が確立している場合（オペレーションＣＢ：Ｙ）に
は、処理はオペレーションＣＨへ進む。同期が確立していない場合（オペレーションＣＢ
：Ｎ）には、処理はオペレーションＣＣへ進む。
【００７４】
　受信部２０４が制御情報の受信に失敗した場合（オペレーションＣＣ：Ｎ）には、オペ
レーションＣＡで受信した信号に対する処理が行われない。この場合には送信データの復
号の成否に関する情報が第１通信装置１へ戻らないので、第１通信装置１は同じデータを
再送する。したがって、処理はオペレーションＣＡへ戻る。
【００７５】
　受信部２０４が制御情報の受信に成功した場合（オペレーションＣＣ：Ｙ）には、処理
はオペレーションＣＤへ進む。オペレーションＣＤにおいて成否判定部２０６は、送信デ
ータの復号に成功したか否かを判定する。
【００７６】
　オペレーションＣＥにおいて変調部２０８は、復号に成否に応じて直交符号を変調する
。オペレーションＣＦにおいて送信部２０１は、変調された直交符号を、非同期ランダム
アクセスチャネルを経由して第１通信装置１へ送信する。送信データの復号に成功した場
合（オペレーションＣＧ：Ｙ）には、処理は終了する。送信データの復号に失敗した場合
（オペレーションＣＧ：Ｎ）には、第１通信装置１がデータを再送するため、処理はオペ
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レーションＣＡへ戻る。
【００７７】
　オペレーションＣＨにおいて受信部２０４は、受信した送信データの復号を行う。オペ
レーションＣＩにおいて成否判定部２０６は、送信データの復号に成功したか否かを判定
する。送信データの復号に成功した場合（オペレーションＣＩ：Ｙ）には、処理はオペレ
ーションＣＪへ進む。送信データの復号に失敗した場合（オペレーションＣＩ：Ｎ）には
、処理はオペレーションＣＫへ進む。
【００７８】
　オペレーションＣＪにおいて再送制御部２１０は、肯定応答信号を生成する。送信部２
０１は同期チャネルを経由して肯定応答信号を第１通信装置へ送信する。その後処理は終
了する。オペレーションＣＫにおいて再送制御部２１０は、否定応答信号を生成する。送
信部２０１は同期チャネルを経由して否定応答信号を第１通信装置へ送信する。第１通信
装置１がデータを再送するため、処理はオペレーションＣＡへ戻る。
【００７９】
　本実施例によれば、送信データの復号の成否を応答する同期チャネルの同期が確立して
いなくても、非同期ランダムアクセスチャネル上の直交信号を変調することによって、送
信データの復号の可否を通知することができる。このため、同期チャネルの同期確立処理
が完了する前に信号を送信することが可能になる。したがって、信号送信の遅延を回避す
ることができる。
【００８０】
　非同期ランダムアクセスチャネルには、同期チャネルとは別の無線リソースが割り当て
られているため、直交符号は、同期チャネルで伝送される他の信号と衝突しない。また、
直交符号は、非同期ランダムアクセスチャネル上を流れる他の直交符号とも干渉しない。
このため、第２通信装置２は、第２リンク上で伝送される他の通信装置からの信号と干渉
することなく、復号の成否を第１通信装置１へ通知することができる。
【００８１】
　なお、第２通信装置２が復号の成否により変調する直交符号は、第２リンク上の非同期
ランダムアクセスチャネルで伝送される直交符号であればどんな信号でもよい。例えば、
第２通信装置２は、第２リンクの同期チャネルの同期確立に使用するためのプリアンブル
信号を復号の成否により変調してよい。
【００８２】
　以下、復号の成否によってプリアンブル信号を変調する場合の実施例について説明する
。図９は、第１通信装置１の第２例の構成図である。図４に示す構成要素と同一の構成要
素については同一の参照符号を付する。同一の参照符号が付された構成要素の動作は、特
に説明しない限り同じである。また、図４に示す構成要素やその機能を他の実施例が備え
ていてもよい。
【００８３】
　第１通信装置１は、リソース管理部１２０と、スケジューラ１２１と、同期確立部１２
２と、直交符号生成部１２３を備える。リソース管理部１２０は、第１通信装置１と第２
通信装置２との間の第１リンク及び第２リンクの無線リソースを管理する。
【００８４】
　なお、リソース管理部１２０は、第２リンクにおいて、同期チャネル及び非同期ランダ
ムアクセスチャネルに別々に無線リソースを割り当てる。リソース管理部１２０は、現在
の無線リソースの割当状態に関する情報を、受信部１０４及びスケジューラ１２１へ提供
する。
【００８５】
　スケジューラ１２１は、リソース管理部１２１から提供される第１リンクの無線リソー
スの割当状態の情報に基づいて、データ処理部１００から出力される送信データ、制御情
報処理部１０１から出力される制御情報の送信に用いる無線リソースを特定する。送信部
１０２は、スケジューラ１２１からの指示に基づいて、送信データ及び制御情報の変調及
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び多重化を行う。
【００８６】
　また、送信部１０２は、リソース管理部１２０によって定められた、第２リンクの無線
リソースの割当状態に関する情報を、制御情報として送信信号に多重化する。受信部１０
４は、第２リンクの無線リソースの割当状態の情報に基づいて、第２通信装置２からの送
信信号を復調及び復号する。
【００８７】
　同期確立部１２２は、第２リンクの同期チャネルの同期確立処理を実施する。図１０は
、第１通信装置１の同期確立部１２２の一例の構成図である。同期確立部１２２は、系列
指定部１３０と、要求信号生成部１３１と、受信時期測定部１３２と、補正信号生成部１
３３を備える。
【００８８】
　系列指定部１３０は、第２リンクの同期確立処理の際にプリアンブル信号として使用す
る直交符号の符号系列を指定する。系列指定部１３０は、直交符号の符号系列を指定する
直交符号指定情報を、要求信号生成部１３１及び直交符号生成部１２３へ提供する。
【００８９】
　データ処理部１００から送信データを送信するイベントの発生を通知された時、要求信
号生成部１３１は要求信号を生成する。要求信号は、直交符号指定情報により指定される
直交符号を、非同期ランダムアクセスチャネルを経由して送信することを、第２通信装置
２に要求する信号である。要求信号生成部１３１は、送信部１０２を介して、上記の制御
情報の一つとして要求信号を第２通信装置へ送信する。
【００９０】
　受信時期測定部１３２は、非同期ランダムアクセスチャネルを経由して送信された、プ
リアンプル信号としての直交符号の受信時期を測定する。補正信号生成部１３３は、要求
信号の送信時期から直交符号の受信時期までの長さに応じて、第２リンクの同期チャネル
における第２通信装置の送信タイミングを補正する補正信号を生成する。補正信号の一例
は、例えば、３ＧＰＰ（The 3rd Generation Partnership Project）にて定められた通信
方式であるＬＴＥ（Long Term Evolution）において規定されるＴＡ（Timing Advance）
情報である。補正信号生成部１３３は、送信部１０２を介して、上記の制御情報の一つと
して補正信号を第２通信装置へ送信する。なお、補正信号は第２リンクの同期チャネルの
同期を取るためのタイミング調整情報の一例である。
【００９１】
　図９を参照する。直交符号生成部１２３は、系列指定部１３０から提供された直交符号
指定情報により指定される直交符号を生成する。直交符号生成部１２３は、直交符号を成
否判定部１０７へ出力する。
【００９２】
　成否判定部１０７は、第２通信装置２から受信した変調済みの直交符号と、直交符号生
成部１２３が取得した変調前の直交符号に基づいて送信データの復号の成否を判定する。
【００９３】
　次に、第２通信装置２の構成及び処理を説明する。図１１は、第２通信装置２の第２例
の構成図である。図５に示す構成要素と同一の構成要素については同一の参照符号を付す
る。同一の参照符号が付された構成要素の動作は、特に説明しない限り同じである。また
、図１１に示す構成要素やその機能を他の実施例が備えていてもよい。第２通信装置２は
、リソース選択部２２０と同期確立部２２１を備える。
【００９４】
　受信部２０４は、制御情報として、第１通信装置１のリソース管理部１２０が割り当て
た第２リンクの無線リソースの割当状態の情報と、プリアンブル信号として直交符号を送
信することを要求する要求信号と、補正信号を、第１通信装置１から受信する。
【００９５】
　リソース選択部２２０は、第２リンク上の無線リソースを管理する。リソース選択部２
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２０は、第２リンクの無線リソースの割当状態の情報を受信部２０４から取得する。
【００９６】
　送信部２０１は、リソース選択部２２０から提供される割当状態の情報に基づいて、デ
ータ処理部２００から出力されるデータ、プリアンブル信号としての直交符号、及び再送
制御部２１０から出力される応答信号の変調及び多重化を行う。
【００９７】
　同期確立部２２１は、第２リンクの同期チャネルの同期確立処理を実施する。図１２は
、第２通信装置２の同期確立部２２１の一例の構成図である。同期確立部２２１は、直交
符号生成部２３１と、タイミング調整部２３２を備える。直交符号生成部２３１は、要求
信号に含まれる直交符号指定情報により指定される直交符号を生成する。直交符号生成部
２３１は、直交符号を変調部２０８及びスイッチ２０９へ出力する。
【００９８】
　タイミング調整部２３２は、補正信号に従って第２リンクの同期チャネルにおける第２
通信装置の送信タイミングを補正する。タイミング調整部２３２は、補正された送信タイ
ミング信号を送信部２０１へ出力する。送信部２０１は、タイミング調整部２３２から出
力されるタイミング信号に従って、第２リンクの同期チャネルの信号を送信する。
【００９９】
　図１３は、通信システム１００における処理の第２例の説明図である。なお、他の実施
態様においては、下記のオペレーションＤＡ～ＤＫの各オペレーションはステップであっ
てもよい。オペレーションＤＡでは、第２リンク上の同期チャネルの同期がまだ確立して
いない状態において、第１通信装置１から第２通信装置２へ送信データを送信するイベン
トが発生する。オペレーションＤＢにおいて第１通信装置１の送信部１０２は、送信デー
タと、プリアンブル信号として直交符号を送信することを第２通信装置２に要求する要求
信号とを、第１チャネルを経由して第２通信装置２へ送信する。
【０１００】
　オペレーションＤＣにおいて第２通信装置２の受信部２０４は、送信データの復調及び
復号を試みる。成否判定部２０６は復号の成否を判定する。オペレーションＤＤにおいて
直交符号生成部２３１は直交符号を生成する。オペレーションＤＥにおいて変調部２０８
は、復号の成否に応じて直交符号を変調する。オペレーションＤＦにおいて送信部２０１
は、第２チャネルの非同期ランダムアクセスチャネル上で、変調された直交符号を第１通
信装置１へ送信する。
【０１０１】
　オペレーションＤＧにおいて成否判定部１０７は、受信した直交符号と変調前の直交符
号とに基づいて、送信データの復号の成否を判定する。オペレーションＤＨにおいて送信
時期測定部１３２は、直交符号の受信時期を測定する。
【０１０２】
　オペレーションＤＩにおいて補正信号生成部１３３は、要求信号の送信時期から直交符
号の受信時期までの長さに応じて補正信号を生成する。オペレーションＤＪにおいて補正
信号生成部１３３は、送信部１０２を介して補正信号を第２通信装置２へ送信する。オペ
レーションＤＫにおいてタイミング調整部２３２は、補正信号に従って第２リンクの同期
チャネルにおける送信タイミングを補正する。
【０１０３】
　なお、オペレーションＤＧの処理と、オペレーションＤＩ～ＤＫ中の各処理とはどちら
が先に実行されてもよい。
【０１０４】
　本実施例によれば、第２リンクの同期チャネルの同期が確立していない間に、第２通信
装置２への送信データが発生したとき、同期確立のために第２通信装置２にプリアンブル
信号の送信を要求するのと同時に送信データを送信することができる。このため、送信デ
ータの送信遅延が低減される。
【０１０５】
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　また本実施例によれば、復号の可否に応じて変調する直交符号としてプリアンブル信号
が使用される。このため無線リソースの消費が低減される。
【０１０６】
　続いて、通信システム１００の他の実施例について説明する。以下に説明する実施例で
は、第１通信装置１は、第２リンクの同期チャネルの同期が未確立の時に、第２通信装置
２への送信データが発生した場合、第２リンクの同期チャネルの送信タイミングの補正信
号を送信する時期よりも遅くない時期に送信データを送信する。そして、第１通信装置１
は、第２リンクの同期チャネルの同期が確立した後に、送信データの復号の成否を通知す
る応答信号を同期チャネルを経由して受信する。
【０１０７】
　図１４は、第１通信装置１の第３例の構成図である。図９に示す構成要素と同一の構成
要素については同一の参照符号を付する。同一の参照符号が付された構成要素の動作は、
特に説明しない限り同じである。また、図１４に示す構成要素やその機能を他の実施例が
備えていてもよい。
【０１０８】
　ある実施例においてスケジューラ１２１は、第２リンクの同期チャネルの同期が未確立
の場合、データ処理部１００から出力される信号の送信時期を、補正信号の送信時期まで
遅らせる。
【０１０９】
　また他の実施例においてスケジューラ１２１は、第２リンクの同期チャネルの同期が未
確立の場合、補正信号の送信時期よりも早い時期に送信データを第２通信装置２へ送信す
る。再送制御部１０８は、同期後に同期チャネルを経由して受信する応答信号によって、
同期前に送信した送信データの復号の成否を判定する。このため、再送制御部１０８には
、第２通信装置２による同期処理のために許容されている期間よりも長い再送タイムアウ
ト時間が設定されている。
【０１１０】
　図１５は、第２通信装置２の第３例の構成図である。図１１に示す構成要素と同一の構
成要素については同一の参照符号を付する。同一の参照符号が付された構成要素の動作は
、特に説明しない限り同じである。また、図１５に示す構成要素やその機能を他の実施例
が備えていてもよい。第２通信装置２は、成否判定部２０６による判定結果を記憶する記
憶部２２２を備えている。
【０１１１】
　成否判定部２０６は、第２リンクの同期チャネルの同期が未確立の間に受信したデータ
の復号の成否を、同期が確立するまで記憶部２２２へ記憶する。再送制御部２１０は、同
期確立部２２１が第２リンクの同期チャネルの同期を確立した後に、記憶部２２２へ記憶
された判定結果に従って応答信号を送信する。なお本実施例では、同期確立部２２１の直
交符号生成部２３１は、生成した直交符号を送信部２０１へ出力する。
【０１１２】
　図１６は、図１５及び図１６の通信システム１００における処理の第１例の説明図であ
る。なお、他の実施態様においては、下記のオペレーションＥＡ～ＥＪの各オペレーショ
ンはステップであってもよい。
【０１１３】
　オペレーションＥＡにおいて第２リンク上の同期チャネルの同期がまだ確立していない
状態において、第１通信装置１から第２通信装置２へ送信データを送信するイベントが発
生する。オペレーションＥＢにおいて第１通信装置１の送信部１０２は、プリアンブル信
号として直交符号を送信することを第２通信装置２に要求する要求信号を、第１チャネル
を経由して第２通信装置２へ送信する。このとき、送信部１０２は送信データの送信を待
機させる。
【０１１４】
　オペレーションＥＣにおいて直交符号生成部２３１は直交符号を生成する。オペレーシ
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ョンＥＤにおいて送信部２０１は、第２チャネルの非同期ランダムアクセスチャネル上で
、直交符号を第１通信装置１へ送信する。
【０１１５】
　オペレーションＥＥにおいて送信時期測定部１３２は、直交符号の受信時期を測定する
。オペレーションＥＦにおいて補正信号生成部１３３は、要求信号の送信時期から直交符
号の受信時期までの長さに応じて補正信号を生成する。
【０１１６】
　オペレーションＥＧにおいて補正信号生成部１３３は、送信部１０２を介して補正信号
を第２通信装置２へ送信する。送信部１０２は、補正信号の送信と同時に送信データを第
２通信装置２へ送信する。
【０１１７】
　オペレーションＥＨにおいて成否判定部２０６は送信データの復号の成否を判定する。
オペレーションＥＩにおいてタイミング調整部２３２は、補正信号に従って第２リンクの
同期チャネルにおける送信タイミングを補正することにより、同期チャネルの同期を確立
する。なお、オペレーションＥＨとＥＩはどちらを先に実行してもよい。オペレーション
ＥＪにおいて再送制御部２１０は、送信データの復号の成否を通知する応答信号を、同期
チャネルを経由して第１通信装置１へ送信する。
【０１１８】
　本実施例によれば、第１通信装置１は、第２リンクの同期チャネルの同期を確立する前
に、送信データを送信することが可能となる。この結果、送信データの送信遅延が低減さ
れる。
【０１１９】
　続いて、図１５及び図１６の通信システム１００における処理の第２例を、図１７を参
照して説明する。なお、他の実施態様においては、下記のオペレーションＦＡ～ＦＪの各
オペレーションはステップであってもよい。
【０１２０】
　オペレーションＦＡでは、第２リンク上の同期チャネルの同期がまだ確立していない状
態において、第２通信装置２への送信データが発生する。オペレーションＦＢにおいて送
信部１０２は、第１チャネルを経由して送信データと要求信号を第２通信装置２へ送信す
る。
【０１２１】
　オペレーションＦＣにおいて成否判定部２０６は送信データの復号の成否を判定する。
判定結果は記憶部２２２に格納される。オペレーションＦＤにおいて直交符号生成部２３
１は直交符号を生成する。オペレーションＦＥにおいて送信部２０１は、第２チャネルの
非同期ランダムアクセスチャネル上で、直交符号を第１通信装置１へ送信する。
【０１２２】
　オペレーションＦＦにおいて送信時期測定部１３２は、直交符号の受信時期を測定する
。オペレーションＦＧにおいて補正信号生成部１３３は、要求信号の送信時期から直交符
号の受信時期までの長さに応じて補正信号を生成する。オペレーションＦＨにおいて補正
信号生成部１３３は、送信部１０２を介して補正信号を第２通信装置２へ送信する。
【０１２３】
　オペレーションＦＩにおいてタイミング調整部２３２は、補正信号に従って第２リンク
の同期チャネルにおける送信タイミングを補正することにより、同期チャネルの同期を確
立する。オペレーションＦＪにおいて再送制御部２１０は、送信データの復号の成否を通
知する応答信号を、同期チャネルを経由して第１通信装置１へ送信する。
【０１２４】
　第２リンクの同期チャネルの同期が確立していない間に、第２通信装置２への送信デー
タが発生したとき、同期確立のために第２通信装置２にプリアンブル信号の送信を要求す
るのと同時に送信データを送信することができる。このため、送信データの送信遅延が低
減される。
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【０１２５】
　ここに記載されている全ての例及び条件的な用語は、読者が、本発明と技術の進展のた
めに発明者により与えられる概念とを理解する際の助けとなるように、教育的な目的を意
図したものであり、具体的に記載されている上記の例及び条件、並びに本発明の優位性及
び劣等性を示すことに関する本明細書における例の構成に限定されることなく解釈される
べきものである。本発明の実施例は詳細に説明されているが、本発明の精神及び範囲から
外れることなく、様々な変更、置換及び修正をこれに加えることが可能であると解すべき
である。
【符号の説明】
【０１２６】
　１　　第１通信装置
　２　　第２通信装置
　１００　　通信システム
　１０２、２０１　　送信部
　１０４　　受信部
　１０５、２０５　　同期判定部
　１０７、２０６　　成否判定部
　２０８　　変調部
　２０９　　スイッチ

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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