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(57)【要約】
　ユーザ装置アクセス向けの方法および対応するシステ
ム、ならびにネットワークアクセス装置が提供される。
この方法は、以下のステップを含む。すなわち、ユーザ
装置(UE)から第1のランダムアクセスチャネル(RACH)情
報を受信するステップ、TTIバンドリング設定情報を含
む第2のRACH情報をUEに送信するステップ、およびその
設定情報によって表示されたモードに基づいてUEによっ
て送信された第3のRACH情報を受信するステップである
。本発明によれば、ランダムアクセス時間を効果的に節
約することが可能である。第3のRACH情報は、UE電力制
約に基づいてTTIバンドリングモードを使用することに
よって送信可能であり、UEのランダムアクセス速度を高
めることが可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ装置(UE)向けのアクセス方法であって、
　前記UEから第1のRACHメッセージを受信した後で、伝送時間間隔(TTI)バンドリング設定
情報を搬送する第2のランダムアクセスチャネル(RACH)メッセージを前記UEに送信するス
テップと、
　前記TTIバンドリング設定情報によって表示されたモードで前記UEによって送信された
第3のRACHメッセージを受信するステップとを備えるアクセス方法。
【請求項２】
　前記TTIバンドリング設定情報を搬送する前記第2のRACHメッセージが、
　前記第2のRACHメッセージ内に情報を表示する際に予約されたフィールドを使用するこ
とによって、前記TTIバンドリング設定情報を構成するステップ、もしくは
　前記第2のRACHメッセージの予約されたビットを占有することによって、前記TTIバンド
リング設定情報を構成するステップ、または
　前記第2のRACHメッセージの新しいフィールド内で前記TTIバンドリング設定情報を構成
するステップを備える、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記予約されたフィールドが、チャネル品質指標(CQI)要求の予約されたフィールドで
ある、請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　ネットワーク向けのアクセスデバイスであって、
　ユーザ装置(UE)から第1のRACHメッセージを受信した後で、伝送時間間隔(TTI)バンドリ
ング設定情報を搬送する第2のランダムアクセスチャネル(RACH)メッセージを前記UEに送
信するように適合された第1の処理モジュールと、
　前記TTIバンドリング設定情報によって表示されたモードで前記UEによって送信された
第3のRACHメッセージを受信するように適合された第2の処理モジュールとを備えるアクセ
スデバイス。
【請求項５】
　前記第1の処理モジュールが、
　前記第2のRACHメッセージ内に情報を表示する際に予約されたフィールドを使用するこ
とによって、前記TTIバンドリング設定情報を構成するように適合された第1の構成ユニッ
ト、もしくは
　前記第2のRACHメッセージの予約されたビットを占有することによって、前記TTIバンド
リング設定情報を構成するように適合された第2の構成ユニット、または
　前記第2のRACHメッセージの新しいフィールド内で前記TTIバンドリング設定情報を構成
するように適合された第3の構成ユニットを備える、請求項4に記載のネットワーク向けの
アクセスデバイス。
【請求項６】
　前記予約されたフィールドが、チャネル品質指標(CQI)要求の予約されたフィールドで
ある、請求項5に記載のネットワーク向けのアクセスデバイス。
【請求項７】
　前記ネットワークアクセスデバイスが、ホームノードBまたはアクセスノードである、
請求項4から6のいずれか一項に記載のネットワーク向けのアクセスデバイス。
【請求項８】
　ユーザ装置(UE)と通信するように適合されたネットワークアクセスデバイスを備えた、
前記UE向けのアクセスシステムであって、
　前記ネットワークアクセスデバイスが、前記UEから第1のRACHメッセージを受信した後
で、伝送時間間隔(TTI)バンドリング設定情報を搬送する第2のランダムアクセスチャネル
(RACH)メッセージを前記UEに送信して、前記TTIバンドリング設定情報によって表示され
たモードで前記UEによって送信された第3のRACHメッセージを受信するように適合された
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アクセスシステム。
【請求項９】
　前記ネットワークアクセスデバイスが、
　前記第2のRACHメッセージ内に情報を表示する際に予約されたフィールドを使用するこ
とによって、前記TTIバンドリング設定情報を構成するように適合された、または前記第2
のRACHメッセージの予約されたビットを占有することによって、前記TTIバンドリング設
定情報を構成するように適合された、または前記第2のRACHメッセージの新しいフィール
ド内で前記TTIバンドリング設定情報を構成するように適合された構成モジュールを備え
る、請求項8に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記ネットワークアクセスデバイスが、ホームノードBまたはアクセスノードである、
請求項8または9に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信技術の分野に関し、詳細には、ユーザ装置(UE)向けのアクセス方法およ
びシステム、ならびにネットワーク向けのアクセスデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信技術の速い発展に伴って、ランダムアクセスは、移動体通信システムにおいてUEと
ネットワークとの間の接続セットアップおよび通信のための重要な技術になった。高速で
効率的なランダムアクセスプロセスは、システムパフォーマンスの改善にとって大きな意
味がある。
【０００３】
　ロングタームエボリューション(LTE)システムの場合、コンテンションベースのランダ
ムアクセスプロセスは、UEが第1のランダムアクセスチャネル(RACH)メッセージ、すなわ
ち、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)プリアンブルを送信するステップと、そのプ
リアンブルを正確に受信するとすぐ、進化型ノードB(eノードB)が第2のRACHメッセージ、
すなわち、RACH応答を送信するステップとを含む。このRACH応答は、タイミングアドバン
ス(TA)と、ランダムアクセス応答付与と、割り当てられたセル無線ネットワーク一時識別
子(C-RNTI)とを含み、この場合、このランダムアクセス応答付与は、後続の第3のRACHメ
ッセージの伝送情報を表示し、第2のRACHメッセージを正確に受信するとすぐ、UEは、第2
のRACHメッセージ内で搬送されたランダムアクセス応答付与によって表示された物理アッ
プリンク共有チャネル(PUSCH)上で第3のRACHメッセージを送信し、初期のランダムアクセ
スプロセスにおいて、第3のRACHメッセージは、無線リソース構成(RRC)接続要求であり、
無線リンクが失敗した後で開始されたランダムアクセスプロセスにおいて、この第3のRAC
Hメッセージは、RRC接続再確立要求であってよく、第3のRACHメッセージを正確に受信す
るとすぐ、eノードBは、第4のRACHメッセージ、すなわち、コンテンション解消(contenti
on resolution)メッセージを物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)上でUEに戻す。
【０００４】
　このランダムアクセス応答付与は、以下の情報を含む。すなわち、1ビットのホッピン
グフラグと、10ビットの固定サイズリソースブロック割当て、4ビットのトランケートさ
れた変調および符号化方式(Truncated Modulation and Coding Scheme)、スケジュールさ
れたPUSCHに関する3ビットのコマンド(TPC)、1ビットのアップリンク(UL)遅延、ならびに
1ビットのチャネル品質指標(CQI)要求である。加えて、既存のプロトコルによれば、コン
テンションベースのランダムアクセスプロセスにおいてCQI要求フィールドが予約される
。
【０００５】
　加えて、初期のランダムアクセスプロセス、または無線リンクの失敗によってトリガさ
れたランダムアクセスプロセスにおいて、eノードBは、RRC接続セットアップメッセージ
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またはRRC接続再確立メッセージを送信し、この場合、このメッセージは、1ビットの伝送
時間間隔(TTI)バンドリングフィールド(bundling field)を含む。TTIバンドリングフィー
ルド=ONである場合、TTIバンドリングが開始され、TTIバンドリングフィールド= OFFであ
る場合、TTIバンドリングは開始されない。
【０００６】
　LTEシステムでは、最小伝送時間間隔はTTIである。セルエッジにおいてUEは、アップリ
ンク伝送をTTIバンドリングモードで実行すること、すなわち、伝送利得を増大させるた
めに、いくつかの連続するTTI内でデータの同じ断片を送信することが可能である。連続
するTTIのグループはTTIバンドリングであり、かかる連続するTTIの数は、TTIバンドリン
グのサイズである。同時に送信されたデータの同じ断片は、同じデータの異なるバージョ
ン、すなわち、同じデータを符号化することによって生成された異なる誤り訂正機能を有
するデータブロックである。既存のLTEプロトコルによれば、TTIバンドリングのサイズは
4つのTTIである、すなわち、同じデータを4回送信するために4つのTTIが使用され、それ
ぞれの時点でそのデータの異なるバージョンが送信される。
【０００７】
　しかし、本発明の発明者は、先行する技術解決法にいくつかの技術的な欠陥を発見する
。例えば、UEがRRC接続セットアップメッセージまたはRRC接続再確立メッセージを受信す
る前に、UEはTTIバンドリングの構成を取得できない。結果として、UEがRRC接続セットア
ップメッセージまたはRRC接続再確立メッセージを受信する前に、送信されることになる
アップリンクデータ(例えば、第3のRACHメッセージ)は、TTIバンドリングモードをサポー
トできない。このように、ランダムアクセスの時間を効果的に低減することはできない。
加えて、セルエッジにおけるそれらの電力限定されたUEの場合、経路損失が大きいために
、eノードBによって受信された第3のRACHメッセージの信号対雑音比(SNR)は低く、その結
果、第3のRACHを成功裏に受信することはできない。したがって、UEは、多くの場合、ネ
ットワークにアクセスすることができない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の実施形態は、UEが第3のRACHメッセージをTTIバンドリングモードで送信するこ
とを可能にし、その結果、電力限定された場合、ランダムアクセスの時間が効果的に節約
され、UEのランダムアクセス速度が高められる、UE向けのアクセス方法およびシステム、
ならびにネットワーク向けのアクセスデバイスを提供する。
【０００９】
　本発明の一実施形態で提供されるUE向けのアクセス方法は、
　UEから第1のRACHメッセージを受信した後で、TTIバンドリング設定情報を搬送する第2
のRACHメッセージをUEに送信するステップと、
　TTIバンドリング設定情報によって表示されたモードでUEによって送信された第3のRACH
メッセージを受信するステップとを含む。
【００１０】
　本発明の一実施形態で提供されるネットワーク向けのアクセスデバイスは、
　UEから第1のRACHメッセージを受信した後で、TTIバンドリング設定情報を搬送する第2
のRACHメッセージをUEに送信するように適合された第1の処理モジュールと、
　TTIバンドリング設定情報によって表示されたモードでUEによって送信された第3のRACH
メッセージを受信するように適合された第2の処理モジュールとを含む。
【００１１】
　本発明の一実施形態で提供されるUEのためのアクセスシステムは、UEと通信するネット
ワークアクセスデバイスを含む。このネットワークアクセスデバイスは、UEから第1のRAC
Hメッセージを受信した後で、TTIバンドリング設定情報を搬送する第2のRACHメッセージ
をUEに送信して、TTIバンドリング設定情報によって表示されたモードでUEによって送信
された第3のRACHメッセージを受信するように適合される。



(5) JP 2012-516586 A 2012.7.19

10

20

30

40

50

【００１２】
　UE向けのアクセス方法およびシステム、ならびにネットワーク向けのアクセスデバイス
の説明において、第2のRACHメッセージはTTIバンドリング設定情報を搬送し、その結果、
UEは第3のRACHメッセージをTTIバンドリングモードで送信することが可能である。したが
って、ランダムアクセスの時間は効果的に節約される。さらに、UEが電力限定される場合
、そのUEは、第3のRACHメッセージをTTIバンドリングモードで送信することが可能であり
、その結果、UEのランダムアクセス速度は改善される。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態による、UE向けのアクセス方法を示す流れ図である。
【図２】本発明の一実施形態によるRACH応答メッセージのオクテットを示す概略図である
。
【図３】本発明の一実施形態による、新しいフィールドを含むRACH応答メッセージのオク
テットを示す概略図である。
【図４】本発明の一実施形態による、UE向けのアクセス方法のシグナリング流れ図である
。
【図５】本発明の一実施形態による、ネットワーク向けのアクセスデバイスの構造を示す
概略図である。
【図６】本発明の一実施形態による、ネットワーク向けのアクセスシステムの構造を示す
概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の技術的な解決法をより良好に説明するために、本発明の実施形態は、添付図面
を参照して詳細に説明される。
【００１５】
　図1は、本発明の一実施形態による、UE向けのアクセス方法を示す流れ図である。この
方法は、以下のステップを含む。
【００１６】
　ステップ101。ネットワークアクセスデバイスは、UEから第1のRACHメッセージを受信し
た後で、TTIバンドリング設定情報を搬送する第2のRACHメッセージをUEに送信する。
【００１７】
　UEから第1のRACHメッセージを受信した後で、ネットワークアクセスデバイスは、第2の
RACHメッセージをUEに送信する。ネットワークアクセスデバイスは、eノードBまたはアク
セスノードであってよい。第1のRACHメッセージは、PRACHプリアンブルであってよく、第
2のRACHメッセージは、RACH応答であってよい。TTIバンドリング設定情報は、以下のよう
に第2のRACHメッセージ内で搬送可能である。すなわち、第2のRACHメッセージ内で搬送さ
れた情報を表示する際に予約されたフィールドを使用することによって、TTIバンドリン
グ設定情報を構成すること、もしくは第2のRACHメッセージの予約されたビットを占有す
ることによって、TTIバンドリング設定情報を構成すること、または第2のRACHメッセージ
内の新しいフィールド内でTTIバンドリング設定情報を構成すること、である。
【００１８】
　図2は、予約されたビット(R)の構造を例示し、TTIバンドリング設定情報は、この予約
されたビット(R)を介して構成可能である。加えて、UL付与のサイズは、既存のRACH応答
の構造を変更することによって、21ビットに設定可能であり、TTIバンドリング設定情報
は、追加の1ビットを使用することによって構成可能である。図3は、変更されたRACH応答
の構造を例示し、この場合、ランダムアクセス応答付与は、以下の情報を含む。すなわち
、1ビットのホッピングフラグ、10ビットの固定サイズリソースブロック割当て、4ビット
のトランケートされた変調および符号化方式、スケジュールされたPUSCHに関する3ビット
のコマンド(TPC)、1ビットのUL遅延、1ビットのCQI要求、ならびに1ビットのTTIバンドリ
ングである。図2および図3では、一時C-RNTIは、一時UE識別子を表示し、タイミングアド
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バンスコマンドは、タイミングアドバンスコマンドを示し、UL付与は、アップリンク付与
を意味し、オクトは、オクテット1～6を意味するために、8ビットを含むオクテットを意
味し、UL付与は、オクト3、オクト4、およびオクト2より5ビット後に配置される。全部で
、8 + 8 + 5 = 21ビットが存在する。
【００１９】
　さらに、TTIバンドリング設定情報は、1など、第1の設定値と、0など、第2の設定値と
を含む。第1の設定値1は、TTIバンドリングモードが開始されたことを示し、第2の設定値
0は、TTIバンドリングモードが開始されていないことを示す。加えて、第1の設定値およ
び第2の設定値は、実際の要件に従って設定可能である。
【００２０】
　ステップ102。ネットワークアクセスデバイスは、TTIバンドリング設定情報によって表
示されたモードでUEによって送信された第3のRACHメッセージを受信する。
【００２１】
　TTIバンドリング設定情報を受信するとすぐ、UEは、先行する設定情報によって表示さ
れたモード(例えば、TTIバンドリングモード)で第3のRACHメッセージを送信する。ネット
ワークアクセスデバイスは、UEによって送信された第3のRACHメッセージを受信する。第3
のRACHメッセージは、RRC接続要求またはRRC接続再確立要求であってよい。ランダムアク
セスプロセスは完成する。
【００２２】
　以下は、先のランダムアクセスプロセスを説明するために、UEと、例として、ネットワ
ークアクセスデバイスとして機能するeノードBとを利用する。図4は、本発明の一実施形
態による、UE向けのアクセス方法のシグナリング流れ図である。この方法は、以下のステ
ップを含む。
【００２３】
　ステップ201。UEは、PRACHプリアンブルをeノードBに送信する。
【００２４】
　このステップは、先行技術の場合と同じであり、ここでさらに説明されない。
【００２５】
　ステップ202。eノードBは、PRACHプリアンブルを正確に受信した後で、RACH応答をUEに
送信し、この場合、RACH応答は、TTIバンドリング設定情報を搬送する。
【００２６】
　RACH応答は、ランダムアクセス応答付与を含み、この場合、TTIバンドリングを表示す
るために、コンテンションに基づいてCQI要求内で予約された1ビットが使用される。すな
わち、コンテンションベースのランダムアクセスプロセスにおいて、1ビットのCQI要求が
0である場合、それはTTIバンドリングが開始されていないことを示し、1ビットのCQI要求
が1である場合、それはTTIバンドリングが開始されたことを示す。
【００２７】
　ステップ203。RACH応答を正確に受信するとすぐ、UEは、RRC接続要求またはRRC接続再
確立要求をeノードBに送信する。
【００２８】
　RACH応答内の1ビットのCQI要求が1である場合、UEは、TTIバンドリングを介してメッセ
ージを送信することが可能である。すなわち、初期のランダムアクセスプロセスにおいて
、先行するメッセージは、RRC接続要求であってよく、無線リンクが失敗した後で開始さ
れたランダムアクセスプロセスにおいて、先行するメッセージは、RRC接続再確立要求で
あり、先行するメッセージは、ハイブリッド自動再要求(HARQ)機構をサポートする。
【００２９】
　ステップ204。RRC接続要求またはRRC接続再確立要求を正確に受信するとすぐ、eノード
Bは、コンテンション解消メッセージをUEに送信する。
【００３０】
　このステップは先行技術の場合と同じであり、ここでさらに説明されない。
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【００３１】
　HARQ機構は、無線リンク伝送の効率を改善するために使用される。周波数分割複信(FDD
)モードでは、8つの並列HARQプロセスが存在し、HARQプロセスに対応する伝送タイムスロ
ットは、1つのTTIである。1つのプロセスの2つの伝送間の間隔、すなわち、ラウンドトリ
ップ時間(RTT)は8ミリ秒である。時間分割複信(TDD)モードでは、1つの無線フレーム内の
アップリンクサブフレームおよびダウンリンクサブフレームの割当ては異なる。したがっ
て、同時プロセスの数は異なり、同じプロセスのRTTも異なる。Table 1(表1)およびTable
 2(表2)は、それぞれ、異なる数のHARQプロセスと、異なるタイプのRTTを記述する。
【００３２】
【表１】

【００３３】
【表２】

【００３４】
　先の表から、FDDまたはTDDの2つの伝送のRTTは、少なくとも8ミリ秒であることは明ら
かである。このプロトコルは、HARQと比較して、2つの伝送間の間隔は、TTIバンドリング
モードにおいて1ミリ秒とすべきであると定める。したがって、第3のRACHメッセージをTT
Iバンドリングモードで送信することは、ランダムアクセスの時間を大いに節約できる。
【００３５】
　加えて、既存のLTEプロトコルによれば、TTIバンドリングのサイズは4つのTTIであり、
すなわち、同じデータを4回送信するために4つのTTIが使用され、それぞれの時点でその
データの異なるバージョンが送信される。セルエッジにおけるそれらのUEの場合、電力が
限定され、経路損失は大きいが、第3のRACHメッセージをTTIバンドリングモードで送信す
ることは、4つの反復に類似し、送信電力を4倍提供する。このようにして、受信側でのSN
Rは効果的に高められる。その結果、第3のRACHメッセージの成功裏の受信速度は改善され
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、UEのランダムアクセス速度は増進される。
【００３６】
　UE向けの先行するアクセス方法の場合、第2のRACHメッセージは、TTIバンドリング設定
情報を搬送し、その結果、UEは、第3のRACHメッセージをTTIバンドリングモードで送信す
ることが可能である。したがって、ランダムアクセスの時間は効果的に節約される。さら
に、UEが電力限定されるとき、UEは、第3のRACHメッセージをTTIバンドリングモードで送
信することが可能であり、その結果、UEのランダムアクセス速度は改善される。
【００３７】
　図5は、本発明の一実施形態に従って提供される、ネットワーク向けのアクセスデバイ
スの構造を示す概略図である。このネットワークアクセスデバイスは、UEから第1のRACH
メッセージを受信した後で、第2のRACHメッセージをUEに送信するように適合された第1の
処理モジュール11であって、第2のRACHメッセージがTTIバンドリング設定情報を搬送する
、第1の処理モジュール11と、TTIバンドリング設定情報によって表示されたモードでUEに
よって送信された第3のRACHメッセージを受信するように適合された第2の処理モジュール
12とを含む。
【００３８】
　ネットワークに効率的に高速でアクセスするために、第1の処理モジュールは、第2のRA
CHメッセージ内に搬送された情報を表示する際に予約されたフィールドを使用することに
よって、TTIバンドリング設定情報を構成するように適合された第1の構成ユニット、もし
くは第2のRACHメッセージの予約されたビットを占有することによって、TTIバンドリング
設定情報を構成するように適合された第2の構成ユニット、または第2のRACHメッセージの
新しいフィールド内でTTIバンドリング設定情報を構成するように適合された第3の構成ユ
ニットを含みうる。第1の構成ユニット、　第2の構成ユニット、または第3の構成ユニッ
トによって構成されたTTIバンドリング設定情報に従って、UEは、第3のRACHメッセージを
TTIバンドリングモードで送信することが可能である。さらに、電力が限定されたUEの場
合、第3のRACHメッセージをTTIバンドリングモードで送信することは、UEのアクセス速度
を大いに高めることが可能である。
【００３９】
　加えて、ネットワークアクセスデバイスは、ホームノードBまたはアクセスノードであ
ってよい。
【００４０】
　先行するネットワークアクセスデバイスの場合、第1の処理モジュールは、TTIバンドリ
ング設定情報を搬送する第2のRACHメッセージをUEに送信し、その結果、UEは、第3のRACH
メッセージをTTIバンドリングモードで送信することが可能である。したがって、ランダ
ムアクセスの時間は節約される。加えて、UEが電力限定されるとき、第3のRACHメッセー
ジをTTIバンドリングモードで送信することは、UEのランダムアクセス速度を高める。
【００４１】
　図6は、本発明の一実施形態による、UE向けのアクセスシステムの構造を示す概略図で
ある。このシステムは、ネットワークアクセスデバイス1とUE 2とを含む。ネットワーク
アクセスデバイス1は、UE 2から第1のRACHメッセージを受信した後で、TTIバンドリング
設定情報を搬送する第2のRACHメッセージをUE 2に送信するように適合され、TTIバンドリ
ング設定情報によって表示されたモードでUE 2によって送信された第3のRACHメッセージ
を受信するように適合される。
【００４２】
　このネットワークアクセスデバイスは、第2のRACHメッセージ内に情報を表示する際に
予約されたフィールドを使用することによって、TTIバンドリング設定情報を構成するよ
うに適合された、もしくは第2のRACHメッセージの予約されたビットを占有することによ
って、TTIバンドリング設定情報を構成するように適合された、または第2のRACHメッセー
ジの新しいフィールド内でTTIバンドリング設定情報を構成するように適合された構成モ
ジュールを含みうる。構成モジュールによって構成されたTTIバンドリング設定情報に従
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。さらに、電力が限定されたUEの場合、第3のRACHメッセージをTTIバンドリングモードで
送信することは、UEのアクセス速度を大いに高める。
【００４３】
　加えて、このネットワークアクセスデバイスは、ホームノードBまたはアクセスノード
であってよい。
【００４４】
　UEのためのアクセスシステムでは、ネットワークアクセスデバイスとUEとの間の相互作
用を介して、第2のRACHメッセージがTTIバンドリング設定情報を搬送し、その結果、UEは
、第3のRACHメッセージをTTIバンドリングモードで送信することが可能である。したがっ
て、ランダムアクセスの時間は、効果的に節約される。さらに、UEが電力限定されるとき
、UEは、第3のRACHメッセージをTTIバンドリングモードで送信することが可能であり、そ
の結果、UEのランダムアクセス速度は改善される。
【００４５】
　本発明は、いくつかの例示的な実施形態を介して詳細に説明されるが、本発明は、かか
る実施形態に限定されない。当業者が、本発明の趣旨および範囲から逸脱せずに、本発明
に様々な修正、または均等物の置換を行うことが可能である点は明らかである。
【符号の説明】
【００４６】
　　1　ネットワークアクセスデバイス
　　2　UE
　　11　第1の処理モジュール
　　12　第2の処理モジュール

【図１】

【図２】

【図３】
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