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(57)【要約】
　ランダムアクセスメッセージの送信または再送信のた
めに異なるアップリンク送信パラメータを選択すること
を実現する、ワイヤレス通信のための方法、システム、
およびデバイスが説明される。ユーザ機器(UE)は、ラン
ダムアクセスメッセージの初期送信が基地局により受信
されることに成功しなかった場合、ランダムアクセス手
順の間にランダムアクセスメッセージを基地局に再送信
し得る。UEは、ランダムアクセスメッセージの再送信の
ために、異なる送信ビーム、アップリンクリソース、ま
たは送信電力を選択し得る。この選択は、同期信号また
は以前の送信と関連付けられる経路損失に基づき得る。
この選択は再送信の最大回数にも基づき得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　ランダムアクセス手順のための第1のアップリンク送信ビームを特定するステップと、
　前記第1のアップリンク送信ビームを使用して、ランダムアクセスメッセージを基地局
に送信するステップと、
　前記第1のアップリンク送信ビームを使用して送信された前記ランダムアクセスメッセ
ージに対応する前記基地局からのランダムアクセス応答がないことに少なくとも一部基づ
いて、第2のアップリンク送信ビームを選択するステップと、
　前記第2のアップリンク送信ビームの前記選択に少なくとも一部基づいてアップリンク
送信電力を決定するステップと、
　前記第2のアップリンク送信ビームおよび前記決定されたアップリンク送信電力を使用
して、前記ランダムアクセスメッセージを前記基地局に再送信するステップとを備える、
方法。
【請求項２】
　前記第2のアップリンク送信ビームが、前記第1のアップリンク送信ビームと同じである
、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記アップリンク送信電力を決定するステップがさらに、
　前記第2のアップリンク送信ビームを使用した前記ランダムアクセスメッセージの再送
信と関連付けられる経路損失を決定するステップであって、前記アップリンク送信電力が
前記経路損失に少なくとも一部基づく、ステップと、
　追加の量だけ前記アップリンク送信電力を上げるステップであって、前記追加の量が再
送信の回数に少なくとも一部基づく、ステップとを備える、請求項2に記載の方法。
【請求項４】
　前記追加の量がパワーランピングカウンタの関数であり、
　前記パワーランピングカウンタが、再送信の前記回数およびアップリンク送信ビーム変
更の回数に少なくとも一部基づく、請求項3に記載の方法。
【請求項５】
　前記パワーランピングカウンタの値が、再送信の前記回数からアップリンク送信ビーム
変更の前記回数を引いたものに等しい、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　前記第2のアップリンク送信ビームが、前記第1のアップリンク送信ビームと異なる、請
求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記アップリンク送信電力を決定するステップがさらに、
　前記第2のアップリンク送信ビームを使用した前記ランダムアクセスメッセージの再送
信と関連付けられる経路損失を決定するステップを備え、前記アップリンク送信電力が前
記決定された経路損失に少なくとも一部基づく、請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　前記アップリンク送信電力を決定するステップがさらに、
　前記第2のアップリンク送信ビームが前記第1のアップリンク送信ビームとは異なること
に少なくとも一部基づいて同じパワーランピングカウンタ値を維持するステップを備え、
前記アップリンク送信電力が前記同じパワーランピングカウンタ値に少なくとも一部基づ
く、請求項7に記載の方法。
【請求項９】
　前記アップリンク送信電力を決定するステップがさらに、
　追加の量だけ前記アップリンク送信電力を上げるステップを備え、前記追加の量が前記
第1のアップリンク送信ビームを使用した前記ランダムアクセスメッセージの送信と関連
付けられるパワーランピングされる量に等しい、請求項7に記載の方法。
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【請求項１０】
　基地局から最大再送信回数を受信するステップをさらに備え、前記ランダムアクセスメ
ッセージを再送信するステップが前記最大再送信回数に少なくとも一部基づく、請求項1
に記載の方法。
【請求項１１】
　前記最大再送信回数が、前記ランダムアクセスメッセージの再送信試行の総数、複数の
アップリンク送信電力の各々に対する前記ランダムアクセスメッセージの再送信試行の回
数、複数のランダムアクセスリソースの各々に対する前記ランダムアクセスメッセージの
再送信試行の回数、または、アップリンク送信電力とランダムアクセスリソースの各々の
組合せに対する前記ランダムアクセスメッセージの再送信試行の回数のうちの少なくとも
1つと関連付けられる、請求項10に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ランダムアクセスメッセージの再送信のためのランダムアクセスリソースを選択す
るステップをさらに備え、前記ランダムアクセスリソースが最低アップリンク送信電力に
対応する、請求項1に記載の方法。
【請求項１３】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　ランダムアクセス手順のための第1のランダムアクセスリソースを特定するステップと
、
　前記第1のランダムアクセスリソースを使用して、ランダムアクセスメッセージを基地
局に送信するステップと、
　前記第1のランダムアクセスリソースを使用して送信された前記ランダムアクセスメッ
セージに対応する前記基地局からのランダムアクセス応答がないことに少なくとも一部基
づいて、第2のランダムアクセスリソースを選択するステップと、
　前記第2のランダムアクセスリソースの前記選択に少なくとも一部基づいてアップリン
ク送信電力を決定するステップと、
　前記第2のランダムアクセスリソースおよび前記決定されたアップリンク送信電力を使
用して、前記ランダムアクセスメッセージを前記基地局に再送信するステップとを備える
、方法。
【請求項１４】
　前記第1のランダムアクセスリソースおよび前記第2のランダムアクセスリソースが各々
、時間周波数リソースおよびランダムアクセスプリアンブルの1つまたは複数の組合せを
備える、請求項13に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第1のランダムアクセスリソースおよび前記第2のランダムアクセスリソースが各々
、前記基地局の同期信号ブロックに対応する、請求項13に記載の方法。
【請求項１６】
　ダウンリンク同期リソースの品質を測定するステップをさらに備え、前記第2のランダ
ムアクセスリソースを選択するステップが、前記ダウンリンク同期リソースの前記品質に
少なくとも一部基づく、請求項13に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ダウンリンク同期リソースの前記品質が、信号対雑音比、信号対干渉および雑音比
、チャネル品質指示、基準信号受信電力、受信信号強度インジケータ、またはこれらの任
意の組合せのうちの少なくとも1つを備える、請求項16に記載の方法。
【請求項１８】
　前記アップリンク送信電力を決定するステップがさらに、
　前記第2のランダムアクセスリソースを使用した前記ランダムアクセスメッセージの再
送信と関連付けられる経路損失を決定するステップを備え、前記アップリンク送信電力が
前記決定された経路損失に少なくとも一部基づく、請求項13に記載の方法。
【請求項１９】
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　前記第2のランダムアクセスリソースが前期第1のランダムアクセスリソースと同じであ
り、前記アップリンク送信電力を決定するステップがさらに、
　再送信の回数に少なくとも一部基づく追加の量だけ前記アップリンク送信電力を上げる
ステップを備える、請求項18に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第2のランダムアクセスリソースが前期第1のランダムアクセスリソースと異なり、
前記アップリンク送信電力を決定するステップがさらに、
　前記第2のランダムアクセスリソースが前記第1のランダムアクセスリソースとは異なる
ことに少なくとも一部基づいて同じパワーランピングカウンタ値を維持するステップを備
え、前記アップリンク送信電力が前記同じパワーランピングカウンタ値に少なくとも一部
基づく、請求項18に記載の方法。
【請求項２１】
　前記第2のランダムアクセスリソースが前期第1のランダムアクセスリソースと異なり、
前記アップリンク送信電力を決定するステップがさらに、
　追加の量だけ前記アップリンク送信電力を上げるステップを備え、前記追加の量が前記
第1のランダムアクセスリソースを使用した前記ランダムアクセスメッセージの送信と関
連付けられるパワーランピングされる量に等しい、請求項18に記載の方法。
【請求項２２】
　前記基地局から、最大再送信回数を受信するステップをさらに備え、前記ランダムアク
セスメッセージを再送信するステップが前記最大再送信回数に少なくとも一部基づく、請
求項13に記載の方法。
【請求項２３】
　前記最大再送信回数が、前記ランダムアクセスメッセージの再送信試行の総数、複数の
アップリンク送信電力の各々に対する前記ランダムアクセスメッセージの再送信試行の回
数、複数のランダムアクセスリソースの各々に対する前記ランダムアクセスメッセージの
再送信試行の回数、または、アップリンク送信電力とランダムアクセスリソースの各々の
組合せに対する前記ランダムアクセスメッセージの再送信試行の回数のうちの少なくとも
1つと関連付けられる、請求項22に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ランダムアクセスメッセージの再送信のためのアップリンク送信ビームを選択する
ステップをさらに備え、前記アップリンク送信ビームが最低アップリンク送信電力に対応
する、請求項13に記載の方法。
【請求項２５】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　ビームの第1のセットを使用して、複数のダウンリンク同期信号を送信するステップと
、
　ビームの第2のセットを使用して、1つまたは複数のワイヤレスデバイスからアップリン
クランダムアクセスチャネル(RACH)信号を受信するステップと、
　前記1つまたは複数のワイヤレスデバイスに、異なるカバレッジ角度におけるビームの
前記第1のセットとビームの前記第2のセットとの間での信号強度の差分の特性を送信する
ステップとを備える、方法。
【請求項２６】
　信号強度の前記差分の前記特性が、ビームの前記第1のセットの任意のビームとビーム
の前記第2のセットの対応するビームとの間での最大信号強度差分、ビームの前記第1のセ
ットの任意のビームとビームの前記第2のセットの対応するビームとの間での平均信号強
度差分、またはこれらの組合せを備える、請求項25に記載の方法。
【請求項２７】
　信号強度の前記差分が、ビームの前記第1のセットの中のビームの数およびビームの前
記第2のセットの中のビームの数に少なくとも一部基づいて決定される、請求項25に記載
の方法。
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【請求項２８】
　ワイヤレス通信のための方法であって、
　基地局のビームの第1のセットを介して、複数のダウンリンク同期信号を受信するステ
ップと、
　前記複数のダウンリンク同期信号に少なくとも一部基づいて、ランダムアクセスチャネ
ル(RACH)信号を前記基地局のビームの第2のセットに送信するステップと、
　前記基地局から、異なるカバレッジ角度におけるビームの前記第1のセットとビームの
前記第2のセットとの間での信号強度の差分の特性を受信するステップとを備える、方法
。
【請求項２９】
　信号強度の前記差分の前記特性に少なくとも一部基づいて、経路損失を決定するステッ
プと、
　前記経路損失に少なくとも一部基づいて、前記RACH信号の送信のためのアップリンク送
信電力を決定するステップとをさらに備える、請求項28に記載の方法。
【請求項３０】
　前記アップリンク送信電力に少なくとも一部基づいて、前記RACH信号を再送信するステ
ップをさらに備える、請求項29に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
相互参照
　本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、2017年11月8日に出願された「Upl
ink Transmission Parameter Selection for Random Access Initial Message Transmiss
ion and Retransmission」と題する、Islamらによる米国特許出願第15/807,132号、およ
び2016年12月16日に出願された「Uplink Transmission Parameter Selection for Random
 Access Initial Message Transmission and Retransmission」と題する、Islamらによる
米国仮特許出願第62/435,463号の優先権を主張する。
【０００２】
　以下は、全般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、ランダムアクセス初期メッセー
ジの送信または再送信のためのアップリンク送信パラメータの選択に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロー
ドキャストなどの、様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている
。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、時間、周波数、および
電力)を共有することによって、複数のユーザとの通信をサポートすることが可能であり
得る。そのような多元接続システムの例には、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割
多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、および直交周波数分割多
元接続(OFDMA)システム、(たとえば、Long Term Evolution(LTE)システム、またはNew Ra
dio(NR)システム)がある。ワイヤレス多元接続通信システムは、場合によってはユーザ機
器(UE)として知られることがある複数の通信デバイスのための通信を各々が同時にサポー
トする、いくつかの基地局またはアクセスネットワークノードを含み得る。
【０００４】
　いくつかのワイヤレスシステムでは、UEは、媒体へのアクセス権を得るために指向性送
信を利用し得る。いくつかの場合、UEは、UEが基地局から適切な応答を受信しない(たと
えば、干渉により、基地局がUEからの送信を受信しないことがある)場合、指向性送信を
再送信し得る。しかしながら、指向性送信を同じ方向に再送信し、同じリソースを使用す
ることは、基地局における受信の確率を改善しないことがある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　説明される技法は、ランダムアクセス初期メッセージの送信または再送信のためのアッ
プリンク送信パラメータの選択をサポートする、改善された方法、システム、デバイス、
または装置に関する。ミリメートル波(mmW)システムなどのワイヤレス通信システムでは
、基地局およびユーザ機器(UE)は、ランダムアクセスチャネル(RACH)手順の間に指向性送
信を利用し得る。いくつかの場合、指向性初期RACHメッセージを送信した後で、UEは、基
地局から適切な応答を受信しないことがあり、次いで指向性初期RACHメッセージを再送信
することがあり、これは指向性RACH要求メッセージと呼ばれることがある。再送信の間、
UEは、初期の送信または以前の送信(たとえば、UEが複数回再送信している場合)において
使用されるものとは異なるパラメータ(たとえば、送信電力、RACHリソース、ビーム)を選
択することができる。ビーム相互関係があるシステムでは、UEは、経路損失の推定値およ
び再送信の回数に基づいてパラメータを選択することができる。いくつかの場合、UEは、
RACHリソース、ビーム、送信電力、またはこれらの組合せと関連付けられる、再送信の最
大回数を有し得る。ビーム相互関係がないシステムでは、UEは、経路損失の推定と、アッ
プリンクビームとダウンリンクビームとの間での基地局に対するアレイ利得の最大の差分
とに基づいて、パラメータを選択することができる。
【０００６】
　ワイヤレス通信の方法が説明される。方法は、ランダムアクセス手順のための第1のア
ップリンク送信ビームを特定するステップと、第1のアップリンク送信ビームを使用して
ランダムアクセスメッセージを基地局に送信するステップと、第1のアップリンク送信ビ
ームを使用して送信されたランダムアクセスメッセージに対応する基地局からのランダム
アクセス応答がないことに少なくとも一部基づいて第2のアップリンク送信ビームを選択
するステップと、第2のアップリンク送信ビームの選択に少なくとも一部基づいてアップ
リンク送信電力を決定するステップと、第2のアップリンク送信ビームおよび決定された
アップリンク送信電力を使用してランダムアクセスメッセージを基地局に再送信するステ
ップとを含み得る。
【０００７】
　ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、ランダムアクセス手順のための第
1のアップリンク送信ビームを特定するための手段と、第1のアップリンク送信ビームを使
用してランダムアクセスメッセージを基地局に送信するための手段と、第1のアップリン
ク送信ビームを使用して送信されたランダムアクセスメッセージに対応する基地局からの
ランダムアクセス応答がないことに少なくとも一部基づいて第2のアップリンク送信ビー
ムを選択するための手段と、第2のアップリンク送信ビームの選択に少なくとも一部基づ
いてアップリンク送信電力を決定するための手段と、第2のアップリンク送信ビームおよ
び決定されたアップリンク送信電力を使用してランダムアクセスメッセージを基地局に再
送信するための手段とを含み得る。
【０００８】
　ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。装置は、プロセッサ、プロセッサと電
子通信しているメモリ、およびメモリに記憶された命令を含み得る。命令は、プロセッサ
に、ランダムアクセス手順のための第1のアップリンク送信ビームを特定させ、第1のアッ
プリンク送信ビームを使用してランダムアクセスメッセージを基地局へ送信させ、第1の
アップリンク送信ビームを使用して送信されたランダムアクセスメッセージに対応する基
地局からのランダムアクセス応答がないことに少なくとも一部基づいて第2のアップリン
ク送信ビームを選択させ、第2のアップリンク送信ビームの選択に少なくとも一部基づい
てアップリンク送信電力を決定させ、第2のアップリンク送信ビームおよび決定されたア
ップリンク送信電力を使用してランダムアクセスメッセージを基地局へ再送信させるよう
に動作可能であり得る。
【０００９】
　ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。非一時的コンピ
ュータ可読媒体は、プロセッサに、ランダムアクセス手順のための第1のアップリンク送
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信ビームを特定させ、第1のアップリンク送信ビームを使用してランダムアクセスメッセ
ージを基地局へ送信させ、第1のアップリンク送信ビームを使用して送信されたランダム
アクセスメッセージに対応する基地局からのランダムアクセス応答がないことに少なくと
も一部基づいて第2のアップリンク送信ビームを選択させ、第2のアップリンク送信ビーム
の選択に少なくとも一部基づいてアップリンク送信電力を決定させ、第2のアップリンク
送信ビームおよび決定されたアップリンク送信電力を使用してランダムアクセスメッセー
ジを基地局へ再送信させるように動作可能な命令を含み得る。
【００１０】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、第2のアップリンク送信ビームは第1のアップリンク送信ビームと同じである。
【００１１】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、第2のアップリンク送信ビームを使用したランダムアクセスメッセージの再送信と
関連付けられる経路損失を決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含むこと
があり、アップリンク送信電力は経路損失に少なくとも一部基づく。上で説明された方法
、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、追加の量だけア
ップリンク送信電力を上げるためのプロセス、特徴、手段、または命令を含むことがあり
、追加の量は再送信の数に少なくとも一部基づく。上で説明された方法、装置、および非
一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、追加の量はパワーランピングカウンタ
の関数である。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいく
つかの例では、パワーランピングカウンタは、再送信の回数およびアップリンク送信ビー
ム変更の回数に少なくとも一部基づく。上で説明された方法、装置、および非一時的コン
ピュータ可読媒体のいくつかの例では、パワーランピングカウンタの値は、再送信の回数
からアップリンク送信ビーム変更の回数を引いたものに等しい。
【００１２】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、第2のアップリンク送信ビームは第1のアップリンク送信ビームと異なる。
【００１３】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、第2のアップリンク送信ビームを使用したランダムアクセスメッセージの再送信と
関連付けられる経路損失を決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含むこと
があり、アップリンク送信電力は決定された経路損失に少なくとも一部基づく。
【００１４】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、第2のアップリンク送信ビームが第1のアップリンク送信ビームとは異なることに少
なくとも一部基づいて同じパワーランピングカウンタ値を維持するためのプロセス、特徴
、手段、または命令を含むことがあり、アップリンク送信電力は同じパワーランピングカ
ウンタ値に少なくとも一部基づく。上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュ
ータ可読媒体のいくつかの例はさらに、追加の量だけアップリンク送信電力を上げるため
のプロセス、特徴、手段、または命令を含むことがあり、追加の量は第1のアップリンク
送信ビームを使用したランダムアクセスメッセージの送信と関連付けられるパワーランピ
ングされる量に等しい。
【００１５】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、最大再送信回数を基地局から受信するためのプロセス、特徴、手段、または命令を
含むことがあり、ランダムアクセスメッセージを再送信することは、最大再送信回数に少
なくとも一部基づき得る。
【００１６】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、最大再送信回数は、ランダムアクセスメッセージの再送信試行の総数、複数のアップリ
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ンク送信電力の各々に対するランダムアクセスメッセージの再送信試行の回数、複数のラ
ンダムアクセスリソースの各々に対するランダムアクセスメッセージの再送信試行の回数
、または、アップリンク送信電力とランダムアクセスリソースの各々の組合せに対するラ
ンダムアクセスメッセージの再送信試行の回数のうちの少なくとも1つと関連付けられ得
る。
【００１７】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、ランダムアクセスメッセージの再送信のためのランダムアクセスリソースを選択す
るためのプロセス、特徴、手段、または命令を含むことがあり、ランダムアクセスリソー
スは最低アップリンク送信電力に対応する。
【００１８】
　ワイヤレス通信の追加方法が説明される。方法は、ランダムアクセス手順のための第1
のランダムアクセスリソースを特定するステップと、第1のランダムアクセスリソースを
使用してランダムアクセスメッセージを基地局に送信するステップと、第1のランダムア
クセスリソースを使用して送信されたランダムアクセスメッセージに対応する基地局から
のランダムアクセス応答がないことに少なくとも一部基づいて第2のランダムアクセスリ
ソースを選択するステップと、第2のランダムアクセスリソースの選択に少なくとも一部
基づいてアップリンク送信電力を決定するステップと、第2のランダムアクセスリソース
および決定されたアップリンク送信電力を使用してランダムアクセスメッセージを基地局
に再送信するステップとを含み得る。
【００１９】
　ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、ランダムアクセス手順のための第
1のランダムアクセスリソースを特定するための手段と、第1のランダムアクセスリソース
を使用してランダムアクセスメッセージを基地局に送信するための手段と、第1のランダ
ムアクセスリソースを使用して送信されたランダムアクセスメッセージに対応する基地局
からのランダムアクセス応答がないことに少なくとも一部基づいて第2のランダムアクセ
スリソースを選択するための手段と、第2のランダムアクセスリソースの選択に少なくと
も一部基づいてアップリンク送信電力を決定するための手段と、第2のランダムアクセス
リソースおよび決定されたアップリンク送信電力を使用してランダムアクセスメッセージ
を基地局に再送信するための手段とを含み得る。
【００２０】
　ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。装置は、プロセッサ、プロセッサと電
子通信しているメモリ、およびメモリに記憶された命令を含み得る。命令は、プロセッサ
に、ランダムアクセス手順のための第1のランダムアクセスリソースを特定させ、第1のラ
ンダムアクセスリソースを使用してランダムアクセスメッセージを基地局へ送信させ、第
1のランダムアクセスリソースを使用して送信されたランダムアクセスメッセージに対応
する基地局からのランダムアクセス応答がないことに少なくとも一部基づいて第2のラン
ダムアクセスリソースを選択させ、第2のランダムアクセスリソースの選択に少なくとも
一部基づいてアップリンク送信電力を決定させ、第2のランダムアクセスリソースおよび
決定されたアップリンク送信電力を使用してランダムアクセスメッセージを基地局へ再送
信させるように動作可能であり得る。
【００２１】
　ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。非一時的コンピ
ュータ可読媒体は、プロセッサに、ランダムアクセス手順のための第1のランダムアクセ
スリソースを特定させ、第1のランダムアクセスリソースを使用してランダムアクセスメ
ッセージを基地局へ送信させ、第1のランダムアクセスリソースを使用して送信されたラ
ンダムアクセスメッセージに対応する基地局からのランダムアクセス応答がないことに少
なくとも一部基づいて第2のランダムアクセスリソースを選択させ、第2のランダムアクセ
スリソースの選択に少なくとも一部基づいてアップリンク送信電力を決定させ、第2のラ
ンダムアクセスリソースおよび決定されたアップリンク送信電力を使用してランダムアク
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セスメッセージを基地局へ再送信させるように動作可能な命令を含み得る。
【００２２】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、第1のランダムアクセスリソースおよび第2のランダムアクセスリソースは各々、時間周
波数リソースおよびランダムアクセスプリアンブルの1つまたは複数の組合せを備える。
上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、
第1のランダムアクセスリソースおよび第2のランダムアクセスリソースは各々、基地局の
同期信号ブロックに対応する。
【００２３】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、ダウンリンク同期リソースの量を測定するためのプロセス、特徴、手段、または命
令を含むことがあり、第2のランダムアクセスリソースを選択することは、ダウンリンク
同期リソースの量に少なくとも一部基づく。
【００２４】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、ダウンリンク同期リソースの品質は、信号対雑音比、信号対干渉および雑音比、チャネ
ル品質指示、基準信号受信電力、受信信号強度インジケータ、またはこれらの任意の組合
せのうちの少なくとも1つを備える。
【００２５】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、第2のランダムアクセスリソースを使用したランダムアクセスメッセージの再送信
と関連付けられる経路損失を決定するためのプロセス、特徴、手段、または命令を含むこ
とがあり、アップリンク送信電力は決定された経路損失に少なくとも一部基づく。
【００２６】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、第2のランダムアクセスリソースは第1のランダムアクセスリソースと同じである。上で
説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、
再送信の数に少なくとも一部基づく追加の量だけアップリンク送信電力を上げるためのプ
ロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００２７】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、第2のランダムアクセスリソースは第1のランダムアクセスリソースと異なる。上で説明
された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、第2
のランダムアクセスリソースが第1のランダムアクセスリソースとは異なることに少なく
とも一部基づいて同じパワーランピングカウンタ値を維持するためのプロセス、特徴、手
段、または命令を含むことがあり、アップリンク送信電力は同じパワーランピングカウン
タ値に少なくとも一部基づく。
【００２８】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、第2のランダムアクセスリソースは第1のランダムアクセスリソースと異なる。上で説明
された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、追加
の量だけアップリンク送信電力を上げるためのプロセス、特徴、手段、または命令を含む
ことがあり、追加の量は第1のランダムアクセスリソースを使用してランダムアクセスメ
ッセージを送信することと関連付けられるパワーランピングされる量に等しい。
【００２９】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、最大再送信回数を基地局から受信するためのプロセス、特徴、手段、または命令を
含むことがあり、ランダムアクセスメッセージを再送信することは、最大再送信回数に少
なくとも一部基づき得る。
【００３０】
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　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、最大再送信回数は、ランダムアクセスメッセージの再送信試行の総数、複数のアップリ
ンク送信電力の各々に対するランダムアクセスメッセージの再送信試行の回数、複数のラ
ンダムアクセスリソースの各々に対するランダムアクセスメッセージの再送信試行の回数
、または、アップリンク送信電力とランダムアクセスリソースの各々の組合せに対するラ
ンダムアクセスメッセージの再送信試行の回数のうちの少なくとも1つと関連付けられ得
る。
【００３１】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、
ランダムアクセスメッセージの再送信のためのアップリンク送信ビームを選択するための
プロセス、特徴、手段、または命令を含むことがあり、アップリンク送信ビームは最低ア
ップリンク送信電力に対応する。
【００３２】
　ワイヤレス通信の方法が説明される。方法は、ビームの第1のセットを使用して、複数
のダウンリンク同期信号を送信するステップと、ビームの第2のセットを使用して、1つま
たは複数のワイヤレスデバイスからアップリンクRACH信号を受信するステップと、1つま
たは複数のワイヤレスデバイスに、異なるカバレッジ角度におけるビームの第1のセット
とビームの第2のセットとの間での信号強度の差分の特性を送信するステップとを含み得
る。
【００３３】
　ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、ビームの第1のセットを使用して
、複数のダウンリンク同期信号を送信するための手段と、ビームの第2のセットを使用し
て、1つまたは複数のワイヤレスデバイスからアップリンクRACH信号を受信するための手
段と、1つまたは複数のワイヤレスデバイスに、異なるカバレッジ角度におけるビームの
第1のセットとビームの第2のセットとの間での信号強度の差分の特性を送信するための手
段とを含み得る。
【００３４】
　ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。装置は、プロセッサ、プロセッサと電
子通信しているメモリ、およびメモリに記憶された命令を含み得る。命令は、プロセッサ
に、ビームの第1のセットを使用して、複数のダウンリンク同期信号を送信させ、ビーム
の第2のセットを使用して、1つまたは複数のワイヤレスデバイスからアップリンクRACH信
号を受信させ、1つまたは複数のワイヤレスデバイスへ、異なるカバレッジ角度における
ビームの第1のセットとビームの第2のセットとの間での信号強度の差分の特性を送信させ
るように動作可能であり得る。
【００３５】
　ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。非一時的コンピ
ュータ可読媒体は、プロセッサに、ビームの第1のセットを使用して、複数のダウンリン
ク同期信号を送信させ、ビームの第2のセットを使用して、1つまたは複数のワイヤレスデ
バイスからアップリンクRACH信号を受信させ、1つまたは複数のワイヤレスデバイスへ、
異なるカバレッジ角度におけるビームの第1のセットとビームの第2のセットとの間での信
号強度の差分の特性を送信させるように動作可能な命令を含み得る。
【００３６】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、信号強度の差分の特性は、ビームの第1のセットの任意のビームとビームの第2のセット
の対応するビームとの間の最大の信号強度差分を備える。
【００３７】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、信号強度の差分の特性は、ビームの第1のセットの任意のビームとビームの第2のセット
の対応するビームとの間の平均の信号強度差分を備える。
【００３８】
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　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、信号強度の差分は、ビームの第1のセットの中のビームの数およびビームの第2のセット
の中のビームの数に少なくとも一部基づいて決定され得る。
【００３９】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、特性は、マスター情報ブロック、システム情報ブロック、PBCH、拡張PBCH(ePBCH)、物
理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、またはこ
れらの任意の組合せを介して搬送され得る。
【００４０】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、ワイヤレスデバイスからアップリンクRACH信号の再送信を受信するためのプロセス
、特徴、手段、または命令を含むことがあり、再送信は、ワイヤレスデバイスからのアッ
プリンクRACH信号の初期送信とは異なる電力レベルで受信され得る。
【００４１】
　ワイヤレス通信の方法が説明される。方法は、基地局のビームの第1のセットを介して
、複数のダウンリンク同期信号を受信するステップと、基地局のビームの第2のセットに
、複数のダウンリンク同期信号に少なくとも一部基づいてRACH信号を送信するステップと
、基地局から、異なるカバレッジ角度におけるビームの第1のセットとビームの第2のセッ
トとの間での信号強度の差分の特性を受信するステップとを含み得る。
【００４２】
　ワイヤレス通信のための装置が説明される。装置は、基地局のビームの第1のセットを
介して、複数のダウンリンク同期信号を受信するための手段と、基地局のビームの第2の
セットに、複数のダウンリンク同期信号に少なくとも一部基づいてRACH信号を送信するた
めの手段と、基地局から、異なるカバレッジ角度におけるビームの第1のセットとビーム
の第2のセットとの間での信号強度の差分の特性を受信するための手段とを含み得る。
【００４３】
　ワイヤレス通信のための別の装置が説明される。装置は、プロセッサ、プロセッサと電
子通信しているメモリ、およびメモリに記憶された命令を含み得る。命令は、プロセッサ
に、基地局のビームの第1のセットを介して、複数のダウンリンク同期信号を受信させ、
基地局のビームの第2のセットへ、複数のダウンリンク同期信号に少なくとも一部基づい
てRACH信号を送信させ、基地局から、異なるカバレッジ角度におけるビームの第1のセッ
トとビームの第2のセットとの間での信号強度の差分の特性を受信させるように動作可能
であり得る。
【００４４】
　ワイヤレス通信のための非一時的コンピュータ可読媒体が説明される。非一時的コンピ
ュータ可読媒体は、プロセッサに、基地局のビームの第1のセットを介して、複数のダウ
ンリンク同期信号を受信させ、基地局のビームの第2のセットへ、複数のダウンリンク同
期信号に少なくとも一部基づいてRACH信号を送信させ、基地局から、異なるカバレッジ角
度におけるビームの第1のセットとビームの第2のセットとの間での信号強度の差分の特性
を受信させるように動作可能な命令を含み得る。
【００４５】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、信号強度の差分の特性は、ビームの第1のセットの任意のビームとビームの第2のセット
の対応するビームとの間の最大の信号強度差分を備える。
【００４６】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では
、信号強度の差分の特性は、ビームの第1のセットの任意のビームとビームの第2のセット
の対応するビームとの間の平均の信号強度差分を備える。
【００４７】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
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らに、信号強度の差分の特性に少なくとも一部基づいて経路損失を決定するためのプロセ
ス、特徴、手段、または命令を含み得る。上で説明された方法、装置、および非一時的コ
ンピュータ可読媒体のいくつかの例はさらに、経路損失に少なくとも一部基づいてRACH信
号の送信のためのアップリンク送信電力を決定するためのプロセス、特徴、手段、または
命令を含み得る。
【００４８】
　上で説明された方法、装置、および非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例はさ
らに、アップリンク送信電力に少なくとも一部基づいてRACH信号を再送信するためのプロ
セス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本開示の態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク送
信パラメータの選択をサポートするワイヤレス通信システムの例を示す図である。
【図２】本開示の態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク送
信パラメータの選択をサポートするワイヤレス通信システムの例を示す図である。
【図３】本開示の態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク送
信パラメータの選択をサポートする同期リソースの例を示す図である。
【図４】本開示の態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク送
信パラメータの選択をサポートするプロセスフローの例を示す図である。
【図５】本開示の態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク送
信パラメータの選択をサポートするデバイスのブロック図である。
【図６】本開示の態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク送
信パラメータの選択をサポートするデバイスのブロック図である。
【図７】本開示の態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク送
信パラメータの選択をサポートするデバイスのブロック図である。
【図８】本開示の態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク送
信パラメータの選択をサポートするユーザ機器(UE)を含むシステムのブロック図である。
【図９】本開示の態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク送
信パラメータの選択をサポートするデバイスのブロック図である。
【図１０】本開示の態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク
送信パラメータの選択をサポートするデバイスのブロック図である。
【図１１】本開示の態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク
送信パラメータの選択をサポートするデバイスのブロック図である。
【図１２】本開示の態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク
送信パラメータの選択をサポートする基地局を含むシステムのブロック図である。
【図１３】本開示の態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク
送信パラメータの選択のための方法を示す図である。
【図１４】本開示の態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク
送信パラメータの選択のための方法を示す図である。
【図１５】本開示の態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク
送信パラメータの選択のための方法を示す図である。
【図１６】本開示の態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク
送信パラメータの選択のための方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００５０】
　ミリメートル波(mmW)またはnew radio(NR)システムなどのワイヤレス通信システムでは
、基地局およびユーザ機器(UE)は、ランダムアクセス手順の間に指向性ランダムアクセス
チャネル(RACH)送信を利用し得る。基地局は、同期サブフレームの間に複数の同期信号を
送信し得る。たとえば、同期サブフレームはいくつかのシンボル(たとえば、14個のシン
ボル)を含むことがあり、基地局は各シンボルにおいて指向性同期信号を送信することが
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ある。各指向性同期信号は、異なる方向に送信され得る。UEは、1つまたは複数の指向性
同期信号を受信することがあり、初期のネットワークアクセス権を得るために送信され得
る指向性RACH要求メッセージの送信のためのRACHリソースおよびアップリンク送信ビーム
を決定することがある。基地局は、異なる方向および異なるタイムスロットにおける信号
(たとえば、RACH要求メッセージ、ランダムアクセスメッセージ、Message 1(Msg1)送信)
を聴取することがあり、基地局がUEから指向性RACH要求メッセージを受信することに成功
する場合、基地局は、RACH要求メッセージに応答して指向性RACH応答メッセージをUEに送
信することがある。
【００５１】
　いくつかの場合、UEは、基地局から指向性RACH応答メッセージを受信しないことがある
。たとえば、指向性RACH要求メッセージは基地局において受信されることに成功しないこ
とがあるので、基地局は応答をUEに送信しないことがある。そのような事例では、UEは、
指向性RACH要求メッセージの再送信のために異なるパラメータを選択することができ、UE
は、指向性RACH要求メッセージを基地局に(たとえば、所定の期間が経過した後で)再送信
することができる。いくつかの場合、UEは、送信電力を調整すること、または以前に機能
しなかったシンボルもしくはビームを避けることを決定し得る。たとえば、UEは、以前の
送信または以前の再送信において使用されたものとは異なる送信電力、RACHリソース、ま
たはビームを選択し得る。いくつかの場合、UEは、異なるRACHリソースまたは異なるアッ
プリンク送信ビームを選択したことに基づいて、以前の送信または再送信と同じパワーラ
ンピングされる値(たとえば、同じパワーランピングカウンタ値に基づく)を使用して、指
向性RACH要求メッセージを再送信し得る。
【００５２】
　本開示の態様は、最初にワイヤレス通信システムの文脈で説明される。本開示の追加の
態様は、同期リソースおよびプロセスフローに関して説明される。本開示の態様はさらに
、ランダムアクセス初期メッセージのためのパラメータ選択に関する装置図、システム図
、およびフローチャートによって示され、それらを参照して説明される。
【００５３】
　図1は、本開示の様々な態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップ
リンク送信パラメータの選択をサポートするワイヤレス通信システム100の例を示す。ワ
イヤレス通信システム100は、基地局105と、UE115と、コアネットワーク130とを含む。い
くつかの例では、ワイヤレス通信システム100は、Long Term Evolution(LTE)/LTE Advanc
ed(LTE-A)ネットワーク、またはNRネットワークであり得る。いくつかの場合、ワイヤレ
ス通信システム100は、拡張ブロードバンド通信、超高信頼(すなわち、ミッションクリテ
ィカル)通信、低レイテンシ通信、および低コストで低複雑度のデバイスとの通信をサポ
ートし得る。
【００５４】
　基地局105は、1つまたは複数の基地局アンテナを介してUE115とワイヤレスに通信し得
る。各基地局105は、それぞれの地理的カバレッジエリア110に通信カバレッジを提供する
ことができる。ワイヤレス通信システム100に示されている通信リンク125は、UE115から
基地局105へのアップリンク送信、または基地局105からUE115へのダウンリンク送信を含
み得る。制御情報およびデータは、様々な技法に従ってアップリンクチャネルまたはダウ
ンリンク上で多重化され得る。制御情報およびデータは、たとえば、時分割多重化(TDM)
技法、周波数分割多重化(FDM)技法、またはハイブリッドTDM-FDM技法を使用して、ダウン
リンクチャネル上で多重化され得る。いくつかの例では、ダウンリンクチャネルの送信時
間間隔(TTI)の間に送信される制御情報は、カスケード方式で異なる制御領域に(たとえば
、共通制御領域と1つまたは複数のUE固有制御領域とに)分散され得る。
【００５５】
　UE115はワイヤレス通信システム100全体にわたって分散していることがあり、各UE115
は固定式または移動式であり得る。UE115は、移動局、加入者局、モバイルユニット、加
入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレス
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デバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端
末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント
、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の適切な用語で呼ばれること
もある。UE115はまた、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通
信デバイス、ハンドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュー
タ、コードレス電話、個人向け電子デバイス、ハンドヘルドデバイス、パーソナルコンピ
ュータ、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、Internet of things(IoT)デバイス、Intern
et of Everything(IoE)デバイス、マシンタイプ通信(MTC)デバイス、家電機器、自動車な
どであり得る。
【００５６】
　いくつかの場合、UE115はまた、(たとえば、ピアツーピア(P2P)プロトコルまたはデバ
イスツーデバイス(D2D)プロトコルを使用して)他のUE115と直接通信することが可能であ
り得る。D2D通信を利用するUE115のグループのうちの1つまたは複数は、セルのカバレッ
ジエリア110内にあり得る。そのようなグループの中の他のUE115は、セルのカバレッジエ
リア110の外にあり、またはさもなければ基地局105から送信を受信することが不可能であ
り得る。いくつかの場合、D2D通信を介して通信するUE115のグループは、各UE115がグル
ープの中の他のすべての他のUE115に送信する1対多(1:M)システムを利用し得る。いくつ
かの場合、基地局105は、D2D通信のためのリソースのスケジューリングを円滑にする。他
の場合には、D2D通信は、基地局105とは無関係に実行される。
【００５７】
　MTCまたはIoTデバイスなどのいくつかのUE115は、低コストまたは低複雑度のデバイス
であることがあり、機械間の自動化された通信、すなわちマシンツーマシン(M2M)通信を
実現することがある。M2MまたはMTCは、人が介在することなく、デバイスが互いとまたは
基地局と通信することを可能するデータ通信技術を指すことがある。たとえば、M2Mまた
はMTCは、センサーまたはメーターを組み込んで情報を測定またはキャプチャし、その情
報を利用することができる中央サーバまたはアプリケーションプログラムにその情報を中
継するか、またはプログラムもしくはアプリケーションと対話する人間に情報を提示する
デバイスからの通信を指すことがある。いくつかのUE115は、情報を収集するように、ま
たは機械の自動化された動作を可能にするように設計され得る。MTCデバイスの用途の例
には、スマートメータリング、在庫モニタリング、水位モニタリング、機器モニタリング
、医療モニタリング、野生生物モニタリング、天候および地質学的事象モニタリング、船
団管理および追跡、リモートセキュリティ検知、物理的アクセス制御、ならびに取引ベー
スのビジネス課金がある。
【００５８】
　いくつかの場合、MTCデバイスは、低減されたピークレートで半二重(一方向)通信を使
用して動作し得る。MTCデバイスはまた、アクティブ通信に関与していないとき、電力節
約「ディープスリープ」モードに入るように構成され得る。いくつかの場合、MTCまたはI
oTデバイスはミッションクリティカル機能をサポートするように設計されることがあり、
ワイヤレス通信システムはこれらの機能のために超高信頼性通信を提供するように構成さ
れることがある。
【００５９】
　基地局105は、コアネットワーク130と、また互いと通信し得る。たとえば、基地局105
は、バックホールリンク132(たとえば、S1など)を通じてコアネットワーク130とインター
フェースし得る。基地局105は、バックホールリンク134(たとえば、X2など)を通じて直接
、または間接的に(たとえば、コアネットワーク130を通じて)のいずれかで、互いに通信
し得る。基地局105は、UE115との通信のための無線構成およびスケジューリングを実行す
ることができ、または基地局コントローラ(図示せず)の制御下で動作することができる。
いくつかの例では、基地局105は、マクロセル、スモールセル、ホットスポットなどであ
り得る。基地局105は、eNodeB(eNB)105と呼ばれることもある。
【００６０】
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　基地局105は、S1インターフェースによってコアネットワーク130に接続され得る。コア
ネットワーク130は、evolved packet core(EPC)であることがあり、EPCは、少なくとも1
つのモビリティ管理エンティティ(MME)と、少なくとも1つのサービングゲートウェイ(S-G
W)と、少なくとも1つのパケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ(P-GW)とを含み得
る。MMEは、UE115とEPCとの間のシグナリングを処理する制御ノードであり得る。すべて
のユーザインターネットプロトコル(IP)パケットは、それ自体がP-GWに接続され得る、S-
GWを通じて転送され得る。P-GWは、IPアドレス割振りならびに他の機能を提供し得る。P-
GWは、ネットワーク事業者のIPサービスに接続され得る。事業者のIPサービスは、インタ
ーネット、イントラネット、IPマルチメディアサブシステム(IMS)、およびパケット交換
ストリーミングサービス(PSS)を含み得る。
【００６１】
　ワイヤレス通信システム100は、700MHzから2600MHz(2.6GHz)までの周波数帯域を使用す
る極超高周波(UHF:ultra high frequency)周波数領域中で動作し得るが、いくつかの場合
には、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)は、4GHz程度の高い周波数を使用し
得る。この領域は、波長が約1デシメートルから1メートルの長さに及ぶので、デシメート
ル帯域として知られることもある。UHF波は、主に見通し線によって伝搬することがあり
、建物および環境的な地物によって遮断されることがある。しかしながら、これらの波は
、屋内に位置するUE115にサービスを提供するのに十分に壁を貫通し得る。UHF波の送信は
、スペクトルの高周波(HF)または超高周波(VHF:very high frequency)部分のより小さい
周波数(および、より長い波)を使用する送信と比較して、より小型のアンテナおよびより
短い距離(たとえば、100km未満)によって特徴付けられる。いくつかの場合、ワイヤレス
通信システム100は、スペクトルの極高周波(EHF:extremely high frequency)部分(たとえ
ば、30GHzから300GHzまで)も利用し得る。この領域は、波長が約1ミリメートルから1セン
チメートルの長さに及ぶので、ミリメートル帯域として知られることもある。したがって
、EHFアンテナは、UHFアンテナよりもさらに小型であり、より間隔が密であり得る。いく
つかの場合、これは、UE115内の(たとえば、指向性ビームフォーミングのための)アンテ
ナアレイの使用を容易にし得る。しかしながら、EHF送信は、UHF送信よりもさらに大きい
大気減衰およびより短い距離を受けることがある。
【００６２】
　したがって、ワイヤレス通信システム100は、UE115と基地局105との間のmmW通信をサポ
ートし得る。mmWまたはEHF帯域において動作するデバイスは、ビームフォーミングを可能
にするために複数のアンテナを有し得る。すなわち、基地局105は、UE115との指向性の通
信のためのビームフォーミング動作を行うために、複数のアンテナまたはアンテナアレイ
を使用し得る。ビームフォーミング(空間フィルタリングまたは指向性送信と呼ばれるこ
ともある)は、アンテナビーム全体をターゲット受信機(たとえば、UE115)の方向にシェー
ピングするかつ/またはステアリングするために送信機(たとえば、基地局105)において使
用され得る信号処理技法である。これは、特定の角度における送信信号が強め合う干渉を
受ける一方で、他の角度における送信信号が弱め合う干渉を受けるように、アンテナアレ
イ内の要素を組み合わせることによって達成され得る。
【００６３】
　多入力多出力(MIMO)ワイヤレスシステムは、送信機(たとえば、基地局105)と受信機(た
とえば、UE115)との間である送信方式を使用し、送信機と受信機の両方が、複数のアンテ
ナを備える。ワイヤレス通信システム100のいくつかの部分は、ビームフォーミングを使
用し得る。たとえば、基地局105は、基地局105がUE115との通信におけるビームフォーミ
ングのために使用し得るアンテナポートのいくつかの行および列を有するアンテナアレイ
を有し得る。信号は、異なる方向において複数回送信され得る(たとえば、各送信は、異
なるようにビームフォーミングされ得る)。mmW受信機(たとえば、UE115)は、同期信号を
受信しながら、複数のビーム(たとえば、アンテナサブアレイ)を試すことができる。
【００６４】
　いくつかの場合、基地局105またはUE115のアンテナは、ビームフォーミングまたはMIMO
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動作をサポートし得る1つまたは複数のアンテナアレイ内に位置し得る。1つまたは複数の
基地局アンテナまたはアンテナアレイは、アンテナタワーなどのアンテナアセンブリにお
いて併置され得る。いくつかの場合、基地局105と関連付けられるアンテナまたはアンテ
ナアレイは、多様な地理的位置に位置し得る。基地局105は、UE115との指向性の通信のた
めのビームフォーミング動作を行うために、複数のアンテナまたはアンテナアレイを使用
し得る。
【００６５】
　いくつかの場合、ワイヤレス通信システム100は、階層化プロトコルスタックに従って
動作するパケットベースネットワークであり得る。ユーザプレーンでは、ベアラまたはパ
ケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)レイヤにおける通信は、IPベースであり
得る。いくつかの場合、無線リンク制御(RLC)レイヤは、論理チャネルを介して通信する
ために、パケットのセグメント化および再アセンブリを実行し得る。媒体アクセス制御(M
AC)レイヤは、優先度処理、およびトランスポートチャネルへの論理チャネルの多重化を
実行し得る。MACレイヤはまた、MACレイヤにおける再送信を行ってリンク効率を改善する
ために、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)を使用し得る。制御プレーンでは、無線リソー
ス制御(RRC)プロトコルレイヤは、ユーザプレーンデータのための無線ベアラをサポート
する、UE115とネットワークデバイス(たとえば、基地局105)またはコアネットワーク130
との間のRRC接続の確立、構成、および保守を行い得る。物理(PHY)レイヤにおいて、トラ
ンスポートチャネルが物理チャネルにマッピングされ得る。
【００６６】
　LTEまたはNRにおける時間間隔は、(Ts=1/30,720,000秒のサンプリング期間であり得る)
基本時間単位の倍数で表され得る。時間リソースは、0から1023にわたるシステムフレー
ム番号(SFN)によって識別され得る、10ms(Tf=307200Ts)の長さの無線フレームに従って編
成され得る。各フレームは、0から9の番号を付けられた10個の1msサブフレームを含み得
る。サブフレームはさらに、2つの0.5msスロットに分割されることがあり、スロットの各
々は、(各シンボルの先頭に付加された巡回プレフィックスの長さに応じて)6個または7個
の変調シンボル期間を含むことがある。サイクリックプレフィックスを除いて、各シンボ
ルは2048個のサンプル期間を含む。いくつかの場合、サブフレームは、TTIとしても知ら
れる最小のスケジューリング単位であり得る。他の場合には、TTIは、サブフレームより
も短いことがあるか、または(たとえば、短いTTI(sTTI)バーストにおいて、またはsTTIを
使用する選択されたコンポーネントキャリアにおいて)動的に選択され得る。
【００６７】
　リソース要素は、1つのシンボル期間および1つのサブキャリア(たとえば、15kHz周波数
範囲)からなり得る。リソースブロックは、周波数領域の中に12個の連続サブキャリアを
含むことがあり、各直交周波数分割多重化(OFDM)シンボル中のノーマル巡回プレフィック
スについて、時間領域(1スロット)の中に7つの連続OFDMシンボル、または84個のリソース
要素を含むことがある。各リソース要素によって搬送されるビット数は、変調方式(各シ
ンボル期間の間に選択され得るシンボルの構成)に依存し得る。したがって、UE115が受信
するリソースブロックが多いほど、また変調方式が高いほど、データレートは高くなり得
る。
【００６８】
　いくつかの場合、ワイヤレス通信システム100は、拡張コンポーネントキャリア(eCC)を
利用し得る。eCCは、より広い帯域幅、より短いシンボル時間長、より短いTTI、および修
正された制御チャネル構成を含む、1つまたは複数の特徴によって特徴付けられ得る。い
くつかの場合、eCCは、キャリアアグリゲーション構成またはデュアル接続構成(たとえば
、複数のサービングセルが準最適なまたは非理想的なバックホールリンクを有するとき)
と関連付けられ得る。eCCはまた、(2つ以上の事業者がスペクトルを使用することを許可
される場合)免許不要スペクトルまたは共有スペクトルにおいて使用するために構成され
得る。広い帯域幅によって特徴付けられるeCCは、全帯域幅を監視することが可能でない
か、または(たとえば、電力を節約するために)限られた帯域幅を使用することを選好する
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、UE115によって利用され得る1つまたは複数のセグメントを含み得る。
【００６９】
　いくつかの場合、eCCは、他のコンポーネントキャリア(CC)のシンボル時間長と比較し
て短縮されたシンボル時間長の使用を含み得る、他のCCとは異なるシンボル時間長を利用
し得る。より短いシンボル時間長は、サブキャリア間隔の増大と関連付けられ得る。eCC
中のTTIは、1つまたは複数のシンボルからなり得る。いくつかの場合、TTI時間長(すなわ
ち、TTIの中のシンボルの数)は可変であり得る。eCCを利用する、UE115または基地局105
などのデバイスは、短縮されたシンボル時間長(たとえば、16.67マイクロ秒)で、広帯域
信号(たとえば、20、40、60、80MHzなど)を送信し得る。
【００７０】
　いくつかの場合、ワイヤレスシステム100は、免許無線周波数スペクトル帯域と免許不
要無線周波数スペクトル帯域の両方を使用し得る。たとえば、ワイヤレスシステム100は
、5GHz Industrial, Scientific, and Medical(ISM)帯域などの免許不要帯域においてLTE
 License Assisted Access(LTE-LAA)もしくはLTE Unlicensed(LTE-U)無線アクセス技術ま
たはNR技術を利用し得る。免許不要無線周波数スペクトル帯域において動作するとき、基
地局105およびUE115などのワイヤレスデバイスは、データを送信する前にチャネルがクリ
アであることを保証するためにlisten-before-talk(LBT)手順を利用し得る。いくつかの
場合、免許不要帯域における動作は、免許帯域において動作するCCと連携したキャリアア
グリゲーション(CA)構成に基づき得る。免許不要スペクトルにおける動作は、ダウンリン
ク送信、アップリンク送信、またはその両方を含み得る。免許不要スペクトルにおける複
信は、周波数分割複信(FDD)、時分割複信(TDD)、または両方の組合せに基づき得る。
【００７１】
　いくつかの例では、UE115および基地局105は、指向性RACH手順に参加し得る。たとえば
、基地局105は、異なる送信ビームを使用して異なる方向に同期信号を送信し得る。UE115
は、同期信号のうちの1つまたは複数を受信し、同期信号の受信に基づいて初期ランダム
アクセスメッセージの送信のためのRACHリソースを選択し得る。いくつかの事例では、UE
115は、基地局105から初期ランダムアクセスメッセージに対する適切な応答を受信しない
ことがある。たとえば、基地局105は、UE115から初期ランダムアクセスメッセージを受信
することに成功しないことがあり、UE115は、基地局105へ到達することに成功しようとし
て、異なるアップリンクパラメータ(たとえば、RACHリソース、送信電力、送信ビームな
ど)を使用して初期ランダムアクセスメッセージを再送信することを決めることがある。
【００７２】
　図2は、本開示の様々な態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップ
リンク送信パラメータの選択をサポートするワイヤレス通信システム200の例を示す。ワ
イヤレス通信システム200は、図1を参照して説明された対応するデバイスの例であり得る
、UE115-aおよび基地局105-aを含み得る。
【００７３】
　mmWシステムなどのいくつかのシステムでは、基地局105-aおよびUE115-aは、指向性RAC
H送信を利用し得る。基地局105-aは、複数の同期信号(たとえば、1次同期信号(PSS)、2次
同期信号(SSS)、ビーム基準信号(BRS)、拡張同期信号(ESS)、物理ブロードキャストチャ
ネル(PBCH)など)を同期サブフレームの間に送信し得る。たとえば、同期サブフレームは
いくつかのシンボル(たとえば、1個、8個、14個、20個のシンボルなど)を含み得る。基地
局105-aは、各シンボルにおいて指向性同期信号を送信し得る。各指向性同期信号は、カ
バレッジエリア110-aの一部分またはすべてをカバーするために、異なる方向に異なるビ
ーム205で送信され得る。たとえば、基地局105-aは、同期サブフレームの第1のシンボル
においてビーム205-aを通じて第1の指向性同期信号を、第2のシンボルにおいてビーム205
-bを通じて第2の指向性同期信号を、第3のシンボルにおいてビーム205-cを通じて第3の指
向性同期信号を、第4のシンボルにおいてビーム205-dを通じて第4の指向性同期信号を送
信し得る。基地局105-aは、本開示の範囲から逸脱することなく任意の数の指向性同期信
号を送信し得ることを理解されたい。
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【００７４】
　UE115-aは、指向性同期信号を(たとえば、ビーム205-aを通じて)受信することができ、
ネットワークへのアクセス権を得るための指向性RACH要求メッセージ送信などの、初期ラ
ンダムアクセスメッセージのためのRACHリソースおよびビーム(たとえば、第1のシンボル
およびビーム205-a)を決定することができる。初期ランダムアクセスメッセージは、RACH
プリアンブルメッセージまたはRACH Msg1送信と呼ばれ得る。いくつかの場合、UE115-aは
、基地局105-aから複数の指向性同期信号を受信することができ、送信のためのアップリ
ンクリソースおよびアップリンクビームを決定するために同期信号のうちの1つを選択す
ることができる。たとえば、この選択は、指向性同期信号の受信信号強度(たとえば、基
準信号受信電力(RSRP)、受信信号強度指示(RSSI)、チャネル品質インジケータ(CQI)、信
号対雑音比(SNR)など)に基づき得る。いくつかの場合、UE115-aは、とりわけ、RSSIまた
はRSRPが最高である、同期信号に対応するRACHリソースまたはアップリンク送信ビーム、
すなわち同期信号ブロックを選択し得る。
【００７５】
　基地局105-aは、異なる方向および異なるタイムスロットにおける信号を聴取すること
ができ、基地局105-aがUE115-aから指向性RACH要求メッセージを受信する場合、基地局10
5-aは指向性RACH要求メッセージに応答して指向性RACH応答メッセージをUE115-aに送信す
ることができる。RACH応答メッセージは、ダウンリンク共有チャネル(DL-SCH)上で送信さ
れることがあり、一時識別子、アップリンクグラントリソース、送信電力制御(TPC)コマ
ンド、またはUE115-aのための他の情報を含むことがある。
【００７６】
　いくつかの場合、UE115-aは、基地局105-aから指向性RACH応答メッセージを受信しない
ことがあり、指向性RACH要求メッセージの再送信のために異なるパラメータを選択するこ
とがある。たとえば、所定の時間間隔の後で、UE115-aは、指向性RACH要求メッセージを
基地局105-aに再送信することができ、以前に機能しなかったシンボルまたはビーム(たと
えば、第1のシンボルおよびビーム205-a)を避けるようにアップリンク送信パラメータ(た
とえば、送信電力、リソース、または送信ビーム)を選択または調整することができる。
たとえば、UE115-aは、初期の送信において使用されたものとは異なる送信電力、RACHリ
ソース、またはビーム205を選択し得る。
【００７７】
　いくつかの態様によれば、UE115-aは、指向性RACH要求メッセージを再送信するために
異なるビームまたはRACHリソースを選択し得る。たとえば、UE115-aは、基地局105-aから
複数の指向性同期信号を受信することができ、異なる指向性同期信号の各々に対する経路
損失の推定値を決定することができる。UE115-aはまた、指向性同期信号を受信しながら
異なるダウンリンク受信ビームを試すことができ、ダウンリンク受信ビームの各々に対す
る経路損失を推定することができる。経路損失の推定値に基づいて、UE115-aは、再送信
のために異なるアップリンク送信ビームまたは異なるRACHリソースを選択することができ
る。
【００７８】
　UE115-aは、経路損失の推定値およびビーム相互関係のある基地局105のための再送信の
回数に基づいて、指向性RACH要求メッセージの送信のための送信電力を選択することがで
きる。いくつかの場合、UE115-aは、経路損失の推定値に基づいて送信電力を決定するこ
とができる。他の場合には、UE115-aは、経路損失の推定値に基づいて送信電力を決定す
ることがあるが、決定された送信電力を追加の量だけ上げることがある(たとえば、追加
の量はパワーランピング関数に対応する)。いくつかの例では、追加の量は再送信の回数
の関数であり得る(たとえば、パワーランピング関数は、パワーランピング係数および再
送信の回数の関数であることがあり、再送信の回数が多いほど追加の量が大きい)。再送
信は、同じアップリンクビーム上で、同じランダムアクセスリソースにおいて、異なるア
ップリンクビーム上で、異なるランダムアクセスリソースにおいて、またはこれらのパラ
メータの何らかの組合せでの、指向性RACH要求メッセージの追加の送信の例であり得る。
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たとえば、いくつかの場合、再送信の回数は、同じアップリンク送信ビームが使用される
とき、同じランダムアクセスリソースが使用されるとき、または両方のときにインクリメ
ントすることがあるが、これらのパラメータの一方または両方が変化するときにはインク
リメントしないことがある。そのような場合、UE115-aは、異なるアップリンクビームま
たは異なるランダムアクセスリソースを使用して再送信するとき、同じ追加の量の電力(
たとえば、パワーランピングされる量)を使用し得る。
【００７９】
　いくつかの場合、UE115-aは、経路損失の推定値に基づいて送信電力を決定することが
でき、決定された送信電力を追加の量だけ上げるかどうかを決定することができる。たと
えば、UE115-aは、経路損失の推定値と以前の経路損失の推定値(たとえば、同期信号に対
する経路損失の推定値)との差に基づいて、追加の量だけ送信電力を上げるかどうかを決
定し得る。たとえば、経路損失の推定値と以前の経路損失の推定値との差が所定の閾値よ
り大きい場合、UE115-aは、送信電力を追加の量だけ上げることがある。経路損失の推定
値と以前の経路損失の推定値との差が所定の閾値より小さい場合、UE115-aは送信電力を
上げないことがある。以前の経路損失の推定値は、指向性RACH要求メッセージの現在の再
送信の前の、元の送信または任意の後続の再送信に対する経路損失の推定値であり得る。
UE115-aは、決定された送信電力を使用して、選択された異なるビーム205-b上で、または
選択された異なるRACHリソースにおいて、指向性RACH要求メッセージを基地局105-aに送
信し得る。
【００８０】
　UE115-aは、選択されたビーム205の送信電力に基づいてRACHリソース(たとえば、時間
周波数リソースおよびRACHプリアンブルに対応する)を選択し得る。いくつかの場合、UE1
15-aは、指向性RACH要求メッセージを再送信するために異なるビーム205(たとえば、ビー
ム205-b)を選択し得る。UE115-aは、再送信のための最低の送信電力に対応するRACHリソ
ースを選択し得る。いくつかの場合、選択されたRACHリソースは、再送信と再送信の間で
頻繁に変化し得る。たとえば、UE115-aは、異なるRACHリソースの送信電力が現在のRACH
リソースの指定された送信電力より所定の閾値を超えて小さい場合、その異なるRACHリソ
ースを選択し得る。所定の閾値の値は、マスター情報ブロック(MIB)、システム情報ブロ
ック(SIB)、最小SIB、または別のタイプのSIBに記憶され得る。いくつかの場合、基地局1
05-aは、PBCH、拡張PBCH(ePBCH)、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)、または別の適
切なチャネルを通じて、MIB、SIB、最小SIB、または他のタイプのSIBにおいて所定の閾値
をUE115-aに送信し得る。
【００８１】
　いくつかの場合、UE115-aは、RACHリソース、ビーム205、またはこれら2つの組合せと
関連付けられる、再送信の最大回数を有し得る。たとえば、UE115-aは、固定されたRACH
リソースと関連付けられる再送信の最大回数を有し得る。固定されたRACHリソースに対し
て、UE115-aは各再送信のために異なる送信電力およびビーム205を選択し得る。別の例で
は、UE115-aは、固定されたビーム205(たとえば、ビーム205-a)と関連付けられる再送信
の最大回数を有し得る。ビーム205-aに対して、UE115-aは各送信のために異なる送信電力
およびRACHリソースを選択し得る。加えて、UE115-aは、固定されたRACHリソースおよび
固定されたビーム205(たとえば、ビーム205-a)と関連付けられる再送信の最大回数を有し
得る。UE115-aは、固定されたRACHリソースおよびビーム205-aを用いた各再送信に対して
異なる送信電力を選択し得る。再送信の最大回数の値は、MIB、SIB、最小SIB、または別
のタイプのSIBに記憶され得る。
【００８２】
　いくつかの例では、指向性同期信号は、ビーム相互関係がない基地局105に対して正確
な経路損失の推定値を示さないことがある。これは、基地局105が柔軟性のために同期信
号の送信およびRACH信号の受信の間に異なるビームのセットを使用することを決めるとき
にも発生し得る。たとえば、基地局105-aのアレイ利得はダウンリンク送信とアップリン
ク受信とで異なることがあり、UE115-aによって受信される指向性同期信号は通信リンク2
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10を通じてアップリンク上で基地局105-aに送信するための送信電力を正確に示さないこ
とがある。いくつかの場合、ダウンリンク送信とアップリンク受信との差は、基地局105-
aがカバレッジエリア110-aをカバーするために使用するビーム205の数に基づくことがあ
り、または、基地局105-aの送信チェーンもしくは受信チェーンの性質(たとえば、位相量
子化器において使用されるビットの数、送信チェーンと受信チェーンとの間の位相差など
)に基づくことがある。いくつかの場合、基地局105-aは、アレイ利得または信号強度の特
性を送信し得る。たとえば、基地局105-aは、ダウンリンク送信とアップリンク受信との
間でのアレイ利得の最大差分、アレイ利得の平均差分、送信ビームの任意のビームと受信
ビームの対応するビームとの間の最大信号強度差分、送信ビームの任意のビームと受信ビ
ームの対応するビームとの間の平均信号強度差分、またはこれらの任意の組合せに対する
、範囲の指示をUE115-aに送信し得る。基地局105-aは、MIB、SIB、最小SIB、または他の
タイプのSIBに、その範囲の指示を記憶し得る。
【００８３】
　UE115-aは、基地局105-aに対する経路損失の推定値およびダウンリンク送信とアップリ
ンク受信との間でのアレイ利得の最大差分に基づいて、経路損失を選択し得る。上と同様
に、UE115-aは、基地局105-aから受信された指向性同期信号に基づいて経路損失を推定し
得る。いくつかの場合、UE115-aは経路損失の推定値に基づいて経路損失を選択し得る。
他の場合、UE115-aは、経路損失の推定値を調整したことに基づいて経路損失を選択し得
る。たとえば、いくつかの場合、UE115-aは保守的な手法を実施することができる。UE115
-aは、指定された値未満の経路損失の推定値に等しくなるように経路損失を選択し得る。
指定された値は、基地局105-aに対するダウンリンク送信とアップリンク受信との間での
アレイ利得の最大差分であり得る。保守的な手法は、他のUE115の送信への指向性RACH要
求メッセージによる干渉を制限し得る。他の場合には、UE115-aは、経路損失の推定値と
指定された値を足したものに等しくなるようにUE115-aが経路損失を選択し得る、積極的
な手法を実施することができる。積極的な手法は、指向性RACH要求メッセージを他のUE11
5が検出する確率を上げることができる。
【００８４】
　図3は、本開示の様々な態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップ
リンク送信パラメータの選択のための同期手順300の例を示す。同期手順300は、同期サブ
フレーム305(たとえば、同期サブフレーム305-a、305-b、および305-c)およびRACHサブフ
レーム310を含み得る。両方のタイプのサブフレームが1つまたは複数のシンボル315から
なり得る。同期手順300は、図1および図2を参照して説明された対応するデバイスなどの
、基地局105から信号を受信するUE115によって実行され得る。
【００８５】
　いくつかの場合、基地局105は、同期サブフレーム305-aの間に複数の指向性同期信号を
送信し得る。たとえば、基地局105は、同期サブフレーム305-aの各シンボル315-aの間に
指向性同期信号を送信し得る。各指向性同期信号は、異なる方向に異なるビームを通じて
送信され得る。たとえば、同期サブフレーム305-aは14個のシンボル315を含み得る。一態
様では、基地局105は、14個のセクションへとカバレッジエリア(またはカバレッジエリア
の一部分)を分割し、各セクションに向かう別々のビーム上で指向性同期信号を送信し得
る。
【００８６】
　UE115は、基地局105から1つまたは複数の指向性同期信号を受信することができ、複数
の指向性同期信号のうちの1つを選択することができる。たとえば、UE115は、受信信号強
度(たとえば、RSSI、RSRP、CQIなど)が最高の指向性同期信号を選択することができる。U
E115は、その上でUE115が選択された指向性同期信号を受信した、シンボル(たとえば、シ
ンボル325)および対応するビームを特定し得る。いくつかの場合、UE115は、サブキャリ
ア周波数320からサブキャリア領域をランダムに選択し得る。UE115は、特定されたシンボ
ル325の間に選択されたサブキャリア領域を通じて、RACHリソース330において指向性RACH
要求メッセージを基地局105に送信し得る。
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【００８７】
　基地局105は、RACHサブフレーム310の間に指向性RACH要求メッセージを受信し得る。そ
れに応答して、基地局105は、指向性RACH応答メッセージをUE115に送信し得る。しかしな
がら、いくつかの場合、UE115は、その送信の後に指向性RACH応答メッセージを受信しな
いことがある。一例では、基地局105は、指向性RACH要求メッセージを受信しなかった可
能性がある。別の例では、指向性RACH要求メッセージまたは指向性RACH応答メッセージが
干渉した可能性がある。UE115は、指向性RACH要求メッセージを基地局105に再送信し得る
。しかしながら、UE115は、再送信のために異なるパラメータを選択し得る。たとえば、U
E115は、指向性RACHメッセージを再送信するために、異なるシンボル315-b、異なるサブ
キャリア周波数320、またはこれら2つの組合せを選択し得る。たとえば、UE115は、シン
ボル325とは異なるシンボルの間に第2の指向性同期信号を受信した可能性がある。UE115
は、指向性RACH要求メッセージを基地局105に再送信するために、異なるシンボルおよび
対応する異なるビームを選択し得る。
【００８８】
　図4は、本開示の様々な態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップ
リンク送信パラメータの選択のためのプロセスフロー400の例を示す。UE115-bおよび基地
局105-bは、図1および図2を参照して説明されたようなUE115および基地局105のそれぞれ
の例であり得る。
【００８９】
　ステップ405において、基地局105-bは同期ビーム信号を送信し得る。UE115-bは同期ビ
ーム信号を受信し得る。いくつかの場合、UE115-bはまた、基地局105-bから最大再送信回
数を受信し得る。
【００９０】
　ステップ410において、UE115-bは、ランダムアクセスメッセージの送信のためのパラメ
ータを選択し得る。たとえば、UE115-bは、ランダムアクセス手順のための第1のアップリ
ンク送信ビーム、第1のランダムアクセスリソース、または両方を特定し得る。加えて、U
E115-bは、ランダムアクセス手順のための第1のアップリンク送信電力を特定し得る。た
とえば、アップリンク送信電力はパワーランピングカウンタに基づき得る。いくつかの場
合、特定することは、受信された同期ビーム信号に基づき得る。
【００９１】
　ステップ415において、UE115-bは、第1のアップリンク送信ビーム、第1のアップリンク
送信電力、および第1のランダムアクセスリソースを使用して、ランダムアクセスメッセ
ージを基地局105-bに送信し得る。UE115-bは、ランダムアクセスメッセージに応答して、
基地局105-bからランダムアクセス応答メッセージを受信することを予想し得る。
【００９２】
　ステップ420において、UE115-bは、ランダムアクセスメッセージの再送信のために異な
るパラメータを選択し得る。たとえば、UE115-bは第2のアップリンク送信ビームを選択す
ることができ、第2のアップリンク送信ビームは第1のアップリンク送信ビームと異なるこ
とももしくは異ならないこともあり、または、UE115-bは第2のランダムアクセスリソース
を選択することができ、第2のランダムアクセスリソースは第1のランダムアクセスリソー
スと異なることももしくは異ならないこともある。加えて、UE115-bは、再送信のための
第2のアップリンク送信電力を決定し得る。たとえば、第2のアップリンク送信電力はパワ
ーランピングカウンタに基づき得る。パワーランピングカウンタ値は、再送信ごとに1だ
けインクリメントし得る。いくつかの場合、パワーランピングカウンタ値は、異なるアッ
プリンク送信ビーム、ランダムアクセスリソース、または両方を使用した再送信に対して
インクリメントしないことがある。いくつかの例では、UE115-bは、最低の第2のアップリ
ンク送信電力に対応する、第2のランダムアクセスリソースまたは第2のアップリンク送信
ビームを選択し得る。いくつかの場合、UE115-bは、ランダムアクセスメッセージの送信
と関連付けられる経路損失を決定することができ、経路損失に基づいて第2のアップリン
ク送信電力および第2のランダムアクセスリソースを決定することができる。たとえば、
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第2のアップリンク送信電力および第2のランダムアクセスリソースはさらに、ランダムア
クセスメッセージの経路損失と再送信経路損失との差分に基づき得る。いくつかの場合、
第2のアップリンク送信電力および第2のランダムアクセスリソースは、ランダムアクセス
メッセージの再送信回数に、または再送信回数に対応するデルタ関数に基づき得る。いく
つかの場合、再送信は、受信された最大再送信回数に基づき得る。
【００９３】
　ステップ425において、UE115-bは、第2のアップリンク送信ビーム、第2のアップリンク
送信電力、および第2のランダムアクセスリソース、またはこれら3つの組合せを使用して
、ランダムアクセスメッセージを基地局105-bに再送信し得る。
【００９４】
　いくつかの場合、UE115-bは、再送信の後に基地局105-bからランダムアクセス応答メッ
セージを受信しないことがある。これらの場合、UE115-bは、UE115-bがランダムアクセス
応答メッセージを受信するまで、またはUE115-bが基地局105-bによって設定される最大再
送信回数に達するまで、この選択および再送信のプロセスを繰り返すことができる。
【００９５】
　他の場合には、基地局105-bが、ステップ425においてUE115-bからランダムアクセスメ
ッセージを受信し得る。ステップ430において、基地局105-bはランダムアクセス応答メッ
セージをUE115-bに送信し得る。UE115-bは、ランダムアクセス応答メッセージを受信する
ことができ、(たとえば、完全なRACH手順の完了の後に)媒体へのアクセス権を得ることが
できる。
【００９６】
　図5は、本開示の様々な態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップ
リンク送信パラメータの選択をサポートするワイヤレスデバイス505のブロック図500を示
す。ワイヤレスデバイス505は、図1、図2、および図4を参照して説明されたようなUE115
の態様の例であり得る。ワイヤレスデバイス505は、受信機510と、UEランダムアクセスマ
ネージャ515と、送信機520とを含み得る。ワイヤレスデバイス505はプロセッサも含み得
る。これらの構成要素の各々は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに通信
していてもよい。
【００９７】
　受信機510は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネル(たとえば、制御チ
ャネル、データチャネル、およびランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク
送信パラメータの選択に関する情報など)と関連付けられる制御情報などの情報を受信し
得る。情報は、デバイスの他の構成要素に渡され得る。受信機510は、図8を参照して説明
されるトランシーバ835の態様の例であり得る。
【００９８】
　UEランダムアクセスマネージャ515および/またはその様々な副構成要素のうちの少なく
ともいくつかは、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ファーム
ウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。プロセッサによって実行されるソ
フトウェアで実装される場合、UEランダムアクセスマネージャ515および/またはその様々
な副構成要素のうちの少なくともいくつかの機能は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロ
セッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FP
GA)もしくは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、
個別ハードウェア構成要素、または本開示において説明される機能を実行するように設計
されたそれらの任意の組合せによって実行され得る。
【００９９】
　UEランダムアクセスマネージャ515および/またはその様々な副構成要素の少なくともい
くつかは、機能の一部が1つまたは複数の物理デバイスによって異なる物理的位置に実装
されるように分散されることを含めて、様々な場所に物理的に位置し得る。いくつかの例
では、UEランダムアクセスマネージャ515および/またはその様々な副構成要素のうちの少
なくともいくつかは、本開示の様々な態様による別個のおよび異なる構成要素であり得る
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。他の例では、UEランダムアクセスマネージャ515および/またはその様々な副構成要素の
うちの少なくともいくつかは、限定はされないが、I/O構成要素、トランシーバ、ネット
ワークサーバ、別のコンピューティングデバイス、本開示で説明された1つまたは複数の
他の構成要素、または本開示の様々な態様によるそれらの組合せを含む、1つまたは複数
の他のハードウェア構成要素と結合され得る。UEランダムアクセスマネージャ515は、図8
を参照して説明されるUEランダムアクセスマネージャ815の態様の例であり得る。
【０１００】
　UEランダムアクセスマネージャ515は、ランダムアクセス手順のための第1のアップリン
ク送信ビームを特定し、第1のアップリンク送信ビームを使用してランダムアクセスメッ
セージを基地局に送信し得る。UEランダムアクセスマネージャ515は、第1のアップリンク
送信ビームを使用して送信されたランダムアクセスメッセージに対応する基地局からのラ
ンダムアクセス応答がないことに基づいて第2のアップリンク送信ビームを選択し、第2の
アップリンク送信ビームの選択に少なくとも一部基づいてアップリンク送信電力を決定し
、第2のアップリンク送信ビームを使用してランダムアクセスメッセージを基地局に再送
信し得る。
【０１０１】
　加えて、または代わりに、UEランダムアクセスマネージャ515は、ランダムアクセス手
順のための第1のランダムアクセスリソースを特定し、第1のランダムアクセスリソースを
使用してランダムアクセスメッセージを基地局に送信し得る。UEランダムアクセスマネー
ジャ515は、第1のランダムアクセスリソースを使用して送信されたランダムアクセスメッ
セージに対応する基地局からのランダムアクセス応答がないことに基づいて第2のランダ
ムアクセスリソースを選択し、第2のランダムアクセスリソースの選択に少なくとも一部
基づいてアップリンク送信電力を決定し、第2のランダムアクセスリソースを使用してラ
ンダムアクセスメッセージを基地局に再送信し得る。
【０１０２】
　UEランダムアクセスマネージャ515はまた、基地局のビームの第1のセットを介して、複
数のダウンリンク同期信号を受信し、基地局のビームの第2のセットへ、複数のダウンリ
ンク同期信号に基づいてRACH信号を送信し、基地局から、異なるカバレッジ角度における
ビームの第1のセットとビームの第2のセットとの間での信号強度の差分の特性を受信し得
る。
【０１０３】
　送信機520は、デバイスの他の構成要素によって生成された信号を送信し得る。いくつ
かの例では、送信機520は、トランシーバモジュールにおいて受信機510と併置され得る。
たとえば、送信機520は、図8を参照して説明されるトランシーバ835の態様の例であり得
る。送信機520は、単一のアンテナを含むことがあり、またはアンテナのセットを含むこ
とがある。
【０１０４】
　図6は、本開示の様々な態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップ
リンク送信パラメータの選択をサポートするワイヤレスデバイス605のブロック図600を示
す。ワイヤレスデバイス605は、図1、図2、図4、および図5を参照して説明されたような
ワイヤレスデバイス505またはUE115の態様の例であり得る。ワイヤレスデバイス605は、
受信機610と、UEランダムアクセスマネージャ615と、送信機620とを含み得る。ワイヤレ
スデバイス605はプロセッサも含み得る。これらの構成要素の各々は、(たとえば、1つま
たは複数のバスを介して)互いに通信していてもよい。
【０１０５】
　受信機610は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネル(たとえば、制御チ
ャネル、データチャネル、およびランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク
送信パラメータ選択に関する情報など)と関連付けられる制御情報などの情報を受信し得
る。情報は、デバイスの他の構成要素に渡され得る。受信機610は、図8を参照して説明さ
れるトランシーバ835の態様の例であり得る。
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【０１０６】
　UEランダムアクセスマネージャ615は、送信パラメータ構成要素625、ランダムアクセス
メッセージ構成要素630、再送信構成要素635、同期構成要素640、RACH信号構成要素645、
および差分構成要素650を含み得る。UEランダムアクセスマネージャ615は、図8を参照し
て説明されるUEランダムアクセスマネージャ815の態様の例であり得る。
【０１０７】
　送信パラメータ構成要素625は、ランダムアクセス手順のための第1のアップリンク送信
ビームを特定し得る。ランダムアクセスメッセージ構成要素630は、第1のアップリンク送
信ビームを使用して、ランダムアクセスメッセージを基地局に送信し得る。
【０１０８】
　送信パラメータ構成要素625は次いで、第1のアップリンク送信ビームを使用して送信さ
れたランダムアクセスメッセージに対応する基地局からのランダムアクセス応答がないこ
とに基づいて、第2のアップリンク送信ビームを選択し得る。再送信構成要素635は、第2
のアップリンク送信ビームの選択に少なくとも一部基づいてアップリンク送信電力を決定
することができ、第2のアップリンク送信ビームおよび決定されたアップリンク送信電力
を使用してランダムアクセスメッセージを基地局に再送信することができる。いくつかの
場合、再送信構成要素635は、ランダムアクセスリソースに従ってランダムアクセスメッ
セージを再送信することができ、または、アップリンク送信電力に基づいてRACH信号を再
送信することができる。
【０１０９】
　いくつかの場合、送信パラメータ構成要素625は、ランダムアクセス手順のための第1の
ランダムアクセスリソースを特定し得る。ランダムアクセスメッセージ構成要素630は、
第1のランダムアクセスリソースを使用して、ランダムアクセスメッセージを基地局に送
信し得る。
【０１１０】
　送信パラメータ構成要素625は次いで、第1のランダムアクセスリソースを使用して送信
されたランダムアクセスメッセージに対応する基地局からのランダムアクセス応答がない
ことに基づいて、第2のランダムアクセスリソースを選択し得る。再送信構成要素635は、
第2のランダムアクセスリソースの選択に少なくとも一部基づいてアップリンク送信電力
を決定することができ、第2のランダムアクセスリソースおよび決定されたアップリンク
送信電力を使用してランダムアクセスメッセージを基地局に再送信することができる。い
くつかの場合、再送信構成要素635は、アップリンク送信ビームに従ってランダムアクセ
スメッセージを再送信することができ、または、アップリンク送信電力に基づいてRACH信
号を再送信することができる。
【０１１１】
　同期構成要素640は、基地局から、複数のダウンリンク同期信号を受信し得る。第1のア
ップリンク送信ビームは、同期信号に基づいて特定され得る。いくつかの場合、同期構成
要素640は、基地局のビームの第1のセットを介して、複数のダウンリンク同期信号を受信
し得る。いくつかの場合、同期信号は、PSS、SSS、ESS、BRS、PBCH、またはそれらの組合
せを含む。
【０１１２】
　RACH信号構成要素645は、複数のダウンリンク同期信号に基づいて、RACH信号を基地局
のビームの第2のセットに送信し得る。
【０１１３】
　差分構成要素650は、基地局から、異なるカバレッジ角度におけるビームの第1のセット
とビームの第2のセットとの間での信号強度の差分の特性を受信し得る。いくつかの場合
、信号強度の差分の特性は、ビームの第1のセットの任意のビームとビームの第2のセット
の対応するビームとの間での最大信号強度差分を含む。いくつかの場合、信号強度の差分
の特性は、ビームの第1のセットの任意のビームとビームの第2のセットの対応するビーム
との間での平均信号強度差分を含む。
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【０１１４】
　送信機620は、デバイスの他の構成要素によって生成された信号を送信し得る。いくつ
かの例では、送信機620は、トランシーバモジュールにおいて受信機610と併置され得る。
たとえば、送信機620は、図8を参照して説明されるトランシーバ835の態様の例であり得
る。送信機620は、単一のアンテナを含むことがあり、またはアンテナのセットを含むこ
とがある。
【０１１５】
　図7は、本開示の様々な態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップ
リンク送信パラメータの選択をサポートするUEランダムアクセスマネージャ715のブロッ
ク図700を示す。UEランダムアクセスマネージャ715は、図5、図6、および図8を参照して
説明される、UEランダムアクセスマネージャ515、UEランダムアクセスマネージャ615、ま
たはUEランダムアクセスマネージャ815の態様の例であり得る。UEランダムアクセスマネ
ージャ715は、送信パラメータ構成要素720、ランダムアクセスメッセージ構成要素725、
再送信構成要素730、同期構成要素735、RACH信号構成要素740、差分構成要素745、送信決
定構成要素750、リソース測定構成要素755、経路損失構成要素760、再送信回数構成要素7
65、リソース選択器770、および送信電力構成要素775を含み得る。これらのモジュールの
各々は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに直接または間接的に通信し得
る。
【０１１６】
　送信パラメータ構成要素720は、ランダムアクセス手順のための第1のアップリンク送信
ビームを特定し得る。ランダムアクセスメッセージ構成要素725は、第1のアップリンク送
信ビームを使用して、ランダムアクセスメッセージを基地局に送信し得る。いくつかの場
合、送信パラメータ構成要素720は、第1のアップリンク送信ビームを使用して送信された
ランダムアクセスメッセージに対応する基地局からのランダムアクセス応答がないことに
基づいて、第2のアップリンク送信ビームを選択し得る。
【０１１７】
　再送信構成要素730は、第2のアップリンク送信ビームの選択に基づいてアップリンク送
信電力を決定することができ、第2のアップリンク送信ビームおよび決定されたアップリ
ンク送信電力を使用してランダムアクセスメッセージを基地局に再送信することができる
。いくつかの場合、再送信構成要素730は、ランダムアクセスリソースに従ってランダム
アクセスメッセージを再送信することができ、または、アップリンク送信電力に基づいて
RACH信号を再送信することができる。
【０１１８】
　いくつかの例では、第2のアップリンク送信ビームは第1のアップリンク送信ビームと同
じであり得る。これらの例では、アップリンク送信電力を決定することは、第2のアップ
リンク送信ビームを使用したランダムアクセスメッセージの再送信と関連付けられる経路
損失を決定することを伴うことがあり、アップリンク送信電力は経路損失に基づく。いく
つかの場合、アップリンク送信電力を決定することはさらに、追加の量だけアップリンク
送信電力を上げることを伴うことがあり、追加の量は再送信の回数の関数である。たとえ
ば、再送信の回数の関数はパワーランピングカウンタの関数であることがあり、パワーラ
ンピングカウンタは再送信の回数およびアップリンク送信ビーム変更の回数に基づく。い
くつかの場合、パワーランピングカウンタの値は、再送信の回数からアップリンク送信ビ
ーム変更の回数を引いたものに等しいことがある。
【０１１９】
　他の例では、第2のアップリンク送信ビームは第1のアップリンク送信ビームと異なり得
る。これらの例では、アップリンク送信電力を決定することは、第2のアップリンク送信
ビームを使用したランダムアクセスメッセージの再送信と関連付けられる経路損失を決定
することを伴うことがあり、アップリンク送信電力は決定された経路損失に基づく。いく
つかの場合、アップリンク送信電力を決定することはさらに、同じパワーランピングカウ
ンタ値を維持することを伴うことがあり、アップリンク送信電力は同じパワーランピング
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カウンタ値に基づく。いくつかの場合、アップリンク送信電力を決定することはさらに、
追加の量だけアップリンク送信電力を上げることを伴うことがあり、追加の量は第1のア
ップリンク送信ビームを使用したランダムアクセスメッセージの送信と関連付けられるパ
ワーランピングされる量に等しい。
【０１２０】
　いくつかの場合、送信パラメータ構成要素720は、ランダムアクセス手順のための第1の
ランダムアクセスリソースを特定し得る。ランダムアクセスメッセージ構成要素725は、
第1のランダムアクセスリソースを使用して、ランダムアクセスメッセージを基地局に送
信し得る。いくつかの場合、送信パラメータ構成要素720は、第1のランダムアクセスリソ
ースを使用して送信されたランダムアクセスメッセージに対応する基地局からのランダム
アクセス応答がないことに基づいて、第2のランダムアクセスリソースを選択し得る。送
信パラメータ構成要素720は、いくつかの場合、ダウンリンク同期リソースの品質を測定
することができ、ダウンリンク同期リソースの品質に基づいて第2のランダムアクセスリ
ソースを選択することができる。ダウンリンク同期リソースの品質は、信号対雑音比、信
号対干渉および雑音比、チャネル品質指示、基準信号受信電力、受信信号強度インジケー
タ、またはこれらのパラメータの何らかの組合せのうちの少なくとも1つを含み得る。
【０１２１】
　再送信構成要素730は、第2のランダムアクセスリソースの選択に基づいてアップリンク
送信電力を決定することができ、第2のランダムアクセスリソースおよび決定されたアッ
プリンク送信電力を使用してランダムアクセスメッセージを基地局に再送信することがで
きる。いくつかの場合、再送信構成要素730は、アップリンク送信電力ビームに従ってラ
ンダムアクセスメッセージを再送信することができ、または、アップリンク送信電力に基
づいてRACH信号を再送信することができる。いくつかの場合、再送信構成要素730は、第2
のランダムアクセスリソースを使用したランダムアクセスメッセージの再送信と関連付け
られる経路損失を決定することができ、アップリンク送信電力は決定された経路損失に基
づき得る。
【０１２２】
　いくつかの場合、第1のランダムアクセスリソースおよび第2のランダムアクセスリソー
スは、時間周波数リソースおよびランダムアクセスプリアンブルの組合せに対応し得る。
いくつかの場合、第1のランダムアクセスリソースおよび第2のランダムアクセスリソース
は各々、基地局の同期信号または同期信号ブロックに対応し得る。
【０１２３】
　いくつかの場合、第1のランダムアクセスリソースおよび第2のランダムアクセスリソー
スは同じであり得る。これらの場合、再送信構成要素730は、再送信の回数に基づいて追
加の量だけアップリンク送信電力を上げることができる。他の場合、第1のランダムアク
セスリソースおよび第2のランダムアクセスリソースは異なり得る。これらの場合、再送
信構成要素730は、ランダムアクセスリソースが異なることに基づいて同じパワーランピ
ングカウンタ値を維持することができ、アップリンク送信電力は同じパワーランピングカ
ウンタ値に基づく。いくつかの場合、再送信構成要素730は、追加の量だけアップリンク
送信電力を上げることができ、追加の量は第1のランダムアクセスリソースを使用したラ
ンダムアクセスメッセージの送信と関連付けられるパワーランピングされる量に等しい。
【０１２４】
　同期構成要素735は、基地局から、複数の同期信号を受信し得る。第1のアップリンク送
信ビームは、同期信号に基づいて特定され得る。いくつかの場合、同期構成要素735は、
基地局のビームの第1のセットを介して、複数のダウンリンク同期信号を受信し得る。い
くつかの場合、同期信号は、PSS、SSS、ESS、BRS、PBCH、またはそれらの任意の組合せを
含む。
【０１２５】
　RACH信号構成要素740は、複数のダウンリンク同期信号に基づいて、RACH信号を基地局
のビームの第2のセットに送信し得る。
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【０１２６】
　差分構成要素745は、基地局から、異なるカバレッジ角度におけるビームの第1のセット
とビームの第2のセットとの間での信号強度の差分の特性を受信し得る。いくつかの場合
、信号強度の差分の特性は、ビームの第1のセットの任意のビームとビームの第2のセット
の対応するビームとの間での最大信号強度差分を含む。いくつかの場合、信号強度の差分
の特性は、ビームの第1のセットの任意のビームとビームの第2のセットの対応するビーム
との間での平均信号強度差分を含む。
【０１２７】
　送信決定構成要素750は、ランダムアクセスメッセージの再送信のためのランダムアク
セスリソースを決定することができ、これは、ランダムアクセスメッセージの再送信回数
に基づき得る。送信決定構成要素750は、ランダムアクセスメッセージの送信の間に推定
された経路損失とランダムアクセスメッセージの再送信の間に推定された経路損失との差
分に基づいて、アップリンク送信電力を決定し得る。いくつかの場合、送信決定構成要素
750は、同期信号の少なくとも1つに基づいてランダムアクセスメッセージの再送信のため
のアップリンク送信電力を決定し得る。いくつかの場合、ランダムアクセスリソースは、
時間および周波数の1つまたは複数の組合せを示す。いくつかの場合、アップリンク送信
電力は、差分が経路損失の閾値より小さい場合、初期アップリンク送信電力と同じである
と決定される。いくつかの場合、アップリンク送信電力は、差分が経路損失の閾値より大
きい場合、初期アップリンク送信電力より大きいと決定される。
【０１２８】
　リソース測定構成要素755はダウンリンク同期リソースの品質を測定することができ、
再送信のためのランダムアクセスリソースを決定することはダウンリンク同期リソースの
品質に基づく。いくつかの場合、ダウンリンク同期リソースの品質は、信号対雑音比、信
号対干渉および雑音比、チャネル品質指示、基準信号受信電力、受信信号強度インジケー
タ、またはこれらの任意の組合せのうちの少なくとも1つを含む。
【０１２９】
　経路損失構成要素760は、ランダムアクセスメッセージの再送信のためのランダムアク
セスリソースと関連付けられる経路損失を決定することができ、アップリンク送信電力は
経路損失に基づく。いくつかの例では、再送信のためのランダムアクセスリソースは、第
1のアップリンク送信ビームを使用したランダムアクセスリソースの送信のための以前の
ランダムアクセスリソースと同じであり得る。いくつかの場合、経路損失構成要素760は
、再送信の回数に基づいて追加の量だけアップリンク送信電力を上げることによってアッ
プリンク送信電力を決定することができる。他の例では、再送信のためのランダムアクセ
スリソースは、第1のアップリンク送信ビームを使用したランダムアクセスリソースの送
信のための以前のランダムアクセスリソースと異なり得る。いくつかの場合、経路損失構
成要素760は、追加の量だけアップリンク送信電力を上げることによってアップリンク送
信電力を決定することができ、追加の量は以前のランダムアクセスリソースを使用したラ
ンダムアクセスメッセージの送信と関連付けられるパワーランピングされる量に等しい。
いくつかの場合、経路損失構成要素760は、同期信号の少なくとも1つと関連付けられる経
路損失を決定し、信号強度の差分の特性に基づいて経路損失を決定することができ、アッ
プリンク送信電力は経路損失に基づいて決定される。
【０１３０】
　再送信回数構成要素765は、基地局から、最大再送信回数を受信することができ、ラン
ダムアクセスメッセージを再送信することは、最大再送信回数に基づく。いくつかの場合
、最大再送信回数は、ランダムアクセスメッセージの再送信試行の総数、アップリンク送
信電力のセットの各々に対するランダムアクセスメッセージの再送信試行の回数、ランダ
ムアクセスリソースのセットの各々に対するランダムアクセスメッセージの再送信試行の
回数、または、アップリンク送信電力とランダムアクセスリソースの各々の組合せに対す
るランダムアクセスメッセージの再送信試行の回数のうちの少なくとも1つと関連付けら
れる。
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【０１３１】
　リソース選択器770は、ランダムアクセスメッセージの再送信のためのランダムアクセ
スリソースを選択し、第1の送信電力と第2の送信電力との差分に基づいてランダムアクセ
スメッセージの再送信のためのランダムアクセスリソースを選択することができ、ランダ
ムアクセスリソースは最低アップリンク送信電力に対応する。
【０１３２】
　送信電力構成要素775は、第1のランダムアクセスリソースのための第1の送信電力を決
定し、第2のランダムアクセスリソースのための第2の送信電力を決定し、経路損失に基づ
いてRACH信号の送信のためのアップリンク送信電力を決定することができる。
【０１３３】
　図8は、本開示の様々な態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップ
リンク送信パラメータの選択をサポートするデバイス805を含むシステム800の図を示す。
デバイス805は、たとえば、図1、図2、図4、図5、および図6を参照して上で説明されたワ
イヤレスデバイス505、ワイヤレスデバイス605、またはUE115のコンポーネントの例であ
るか、またはそれらのコンポーネントを含むことがある。デバイス805は、UEランダムア
クセスマネージャ815と、プロセッサ820と、メモリ825と、ソフトウェア830と、トランシ
ーバ835と、アンテナ840と、I/Oコントローラ845とを含む、通信を送信および受信するた
めの構成要素を含む、双方向音声およびデータ通信のための構成要素を含み得る。これら
の構成要素は、1つまたは複数のバス(たとえば、バス810)を介して電子通信することがで
きる。デバイス805は、1つまたは複数の基地局105とワイヤレスに通信することができる
。
【０１３４】
　プロセッサ820は、インテリジェントハードウェアデバイス(たとえば、汎用プロセッサ
、DSP、中央処理装置(CPU)、マイクロコントローラ、ASIC、FPGA、プログラマブル論理デ
バイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理構成要素、個別ハードウェア構成要素、ま
たはそれらの任意の組合せ)を含み得る。いくつかの場合、プロセッサ820は、メモリコン
トローラを使用してメモリアレイを動作させるように構成され得る。他の場合、メモリコ
ントローラは、プロセッサ820に統合され得る。プロセッサ820は、様々な機能(たとえば
、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク送信パラメータの選択をサポー
トする機能またはタスク)を実行するためにメモリに記憶されたコンピュータ可読命令を
実行するように構成され得る。
【０１３５】
　メモリ825は、ランダムアクセスメモリ(RAM)と読取り専用メモリ(ROM)とを含み得る。
メモリ825は、実行されると、プロセッサに、本明細書で説明される様々な機能を実行さ
せる命令を含むコンピュータ可読のコンピュータ実行可能ソフトウェア830を記憶するこ
とができる。いくつかの場合、メモリ825は、特に、周辺構成要素または周辺デバイスと
の相互作用などの、基本的なハードウェアおよび/またはソフトウェア動作を制御し得る
基本入出力システム(BIOS)を含み得る。
【０１３６】
　ソフトウェア830は、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク送信パラ
メータの選択をサポートするためのコードを含む、本開示の態様を実装するためのコード
を含み得る。ソフトウェア830は、システムメモリまたは他のメモリなどの非一時的コン
ピュータ可読媒体に記憶され得る。いくつかの場合、ソフトウェア830は、プロセッサに
よって直接実行可能ではないことがあるが、(たとえば、コンパイルおよび実行されると)
本明細書で説明される機能をコンピュータに実行させることがある。
【０１３７】
　トランシーバ835は、上で説明されたように、1つまたは複数のアンテナ、有線リンク、
またはワイヤレスリンクを介して双方向に通信し得る。たとえば、トランシーバ835はワ
イヤレストランシーバを表すことがあり、別のワイヤレストランシーバと双方向に通信す
ることがある。トランシーバ835はまた、パケットを変調し、変調されたパケットを送信
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のためにアンテナに与え、かつアンテナから受信されたパケットを復調するためのモデム
を含み得る。
【０１３８】
　いくつかの場合、ワイヤレスデバイスは単一のアンテナ840を含み得る。しかしながら
、いくつかの場合、デバイスは、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信すること
が可能であり得る複数のアンテナ840を有し得る。
【０１３９】
　I/Oコントローラ845は、デバイス805のための入力信号および出力信号を管理すること
ができる。I/Oコントローラ845はまた、デバイス805に統合されていない周辺装置を管理
することができる。いくつかの場合、I/Oコントローラ845は、外部周辺装置への物理接続
またはポートを表すことがある。いくつかの場合、I/Oコントローラ845は、iOS(登録商標
)、ANDROID(登録商標)、MS-DOS(登録商標)、MS-WINDOWS(登録商標)、OS/2(登録商標)、UN
IX(登録商標)、LINUX(登録商標)、または別の知られているオペレーティングシステムな
どのオペレーティングシステムを利用し得る。他の場合には、I/Oコントローラ845は、モ
デム、キーボード、マウス、タッチスクリーン、または同様のデバイスを表し、またはそ
れと対話し得る。いくつかの場合、I/Oコントローラ845は、プロセッサの一部として実装
され得る。いくつかの場合、ユーザは、I/Oコントローラ845を介して、またはI/Oコント
ローラ845によって制御されたハードウェア構成要素を介して、デバイス805と対話し得る
。
【０１４０】
　図9は、本開示の様々な態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップ
リンク送信パラメータの選択をサポートするワイヤレスデバイス905のブロック図900を示
す。ワイヤレスデバイス905は、図1、図2、および図4を参照して説明された基地局105の
態様の例であり得る。ワイヤレスデバイス905は、受信機910と、基地局ランダムアクセス
マネージャ915と、送信機920とを含み得る。ワイヤレスデバイス905はプロセッサも含み
得る。これらの構成要素の各々は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに通
信していることがある。
【０１４１】
　受信機910は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネル(たとえば、制御チ
ャネル、データチャネル、およびランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク
送信パラメータ選択に関する情報など)と関連付けられる制御情報などの情報を受信し得
る。情報は、デバイスの他の構成要素に渡され得る。受信機910は、図12を参照して説明
されるトランシーバ1235の態様の例であり得る。
【０１４２】
　基地局ランダムアクセスマネージャ915は、図12を参照して説明される基地局ランダム
アクセスマネージャ1215の態様の例であり得る。基地局ランダムアクセスマネージャ915
および/またはその様々な副構成要素のうちの少なくともいくつかは、ハードウェア、プ
ロセッサによって実行されるソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合
せで実装され得る。プロセッサによって実行されるソフトウェアで実装される場合、基地
局ランダムアクセスマネージャ915および/またはその様々な副構成要素のうちの少なくと
もいくつかの機能は、汎用プロセッサ、DSP、ASIC、FPGAもしくは他のプログラマブル論
理デバイス、個別ゲートもしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、または
本開示において説明される機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せによっ
て実行され得る。基地局ランダムアクセスマネージャ915および/またはその様々な副構成
要素の少なくともいくつかは、機能の一部が1つまたは複数の物理デバイスによって異な
る物理的位置に実装されるように分散されることを含めて、様々な場所に物理的に位置し
得る。いくつかの例では、基地局ランダムアクセスマネージャ915および/またはその様々
な副構成要素のうちの少なくともいくつかは、本開示の様々な態様による別個のおよび異
なる構成要素であり得る。他の例では、基地局ランダムアクセスマネージャ915および/ま
たはその様々な副構成要素のうちの少なくともいくつかは、限定はされないが、I/O構成
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要素、トランシーバ、ネットワークサーバ、別のコンピューティングデバイス、本開示で
説明された1つもしくは複数の他の構成要素、または本開示の様々な態様によるそれらの
組合せを含む、1つまたは複数の他のハードウェア構成要素と結合され得る。
【０１４３】
　基地局ランダムアクセスマネージャ915は、ビームの第1のセットを使用して、複数のダ
ウンリンク同期信号を送信し、ビームの第2のセットを使用して、1つまたは複数のワイヤ
レスデバイスからアップリンクRACH信号を受信し、1つまたは複数のワイヤレスデバイス
に、異なるカバレッジ角度におけるビームの第1のセットとビームの第2のセットとの間で
の信号強度の差分の特性を送信し得る。
【０１４４】
　送信機920は、デバイスの他の構成要素によって生成された信号を送信し得る。いくつ
かの例では、送信機920は、トランシーバモジュールにおいて受信機910と併置され得る。
たとえば、送信機920は、図12を参照して説明されるトランシーバ1235の態様の例であり
得る。送信機920は、単一のアンテナを含むことがあり、またはアンテナのセットを含む
ことがある。
【０１４５】
　図10は、本開示の様々な態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップ
リンク送信パラメータの選択をサポートするワイヤレスデバイス1005のブロック図1000を
示す。ワイヤレスデバイス1005は、図1、図2、図4、および図9を参照して説明されたワイ
ヤレスデバイス905または基地局105の態様の例であり得る。ワイヤレスデバイス1005は、
受信機1010と、基地局ランダムアクセスマネージャ1015と、送信機1020とを含み得る。ワ
イヤレスデバイス1005はプロセッサも含み得る。これらの構成要素の各々は、(たとえば
、1つまたは複数のバスを介して)互いに通信していることがある。
【０１４６】
　受信機1010は、パケット、ユーザデータ、または様々な情報チャネル(たとえば、制御
チャネル、データチャネル、およびランダムアクセス初期メッセージのためのアップリン
ク送信パラメータの選択に関する情報など)と関連付けられる制御情報などの情報を受信
し得る。情報は、デバイスの他の構成要素に渡され得る。受信機1010は、図12を参照して
説明されるトランシーバ1235の態様の例であり得る。
【０１４７】
　基地局ランダムアクセスマネージャ1015は、図12を参照して説明される基地局ランダム
アクセスマネージャ1215の態様の例であり得る。基地局ランダムアクセスマネージャ1015
はまた、同期ビーム構成要素1025、RACH受信機1030、および差分指示器1035を含み得る。
【０１４８】
　同期ビーム構成要素1025は、ビームの第1のセットを使用して、複数のダウンリンク同
期信号を送信し得る。RACH受信機1030は、ビームの第2のセットを使用して、1つまたは複
数のワイヤレスデバイスからアップリンクRACH信号を受信し得る。
【０１４９】
　差分指示器1035は、1つまたは複数のワイヤレスデバイスに、異なるカバレッジ角度に
おけるビームの第1のセットとビームの第2のセットとの間での信号強度の差分の特性を送
信し得る。いくつかの場合、信号強度の差分の特性は、ビームの第1のセットの任意のビ
ームとビームの第2のセットの対応するビームとの間での最大信号強度差分を含む。いく
つかの場合、信号強度の差分の特性は、ビームの第1のセットの任意のビームとビームの
第2のセットの対応するビームとの間での平均信号強度差分を含む。いくつかの場合、信
号強度の差分は、ビームの第1のセットの中のビームの数およびビームの第2のセットの中
のビームの数に基づいて決定される。いくつかの場合、特性は、マスター情報ブロック、
システム情報ブロック、PBCH、ePBCH、PDSCH、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)、
またはこれらの任意の組合せを介して搬送される。
【０１５０】
　送信機1020は、デバイスの他の構成要素によって生成された信号を送信し得る。いくつ
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かの例では、送信機1020は、トランシーバモジュールにおいて受信機1010と併置され得る
。たとえば、送信機1020は、図12を参照して説明されるトランシーバ1235の態様の例であ
り得る。送信機1020は、単一のアンテナを含むことがあり、またはアンテナのセットを含
むことがある。
【０１５１】
　図11は、本開示の様々な態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップ
リンク送信パラメータの選択をサポートする基地局ランダムアクセスマネージャ1115のブ
ロック図1100を示す。基地局ランダムアクセスマネージャ1115は、図9、図10、および図1
2を参照して説明される基地局ランダムアクセスマネージャ915、1015、または1215の態様
の例であり得る。基地局ランダムアクセスマネージャ1115は、同期ビーム構成要素1120、
RACH受信機1125、差分指示器1130、および再送信受信機1135を含み得る。これらのモジュ
ールの各々は、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに直接または間接的に通
信し得る。
【０１５２】
　同期ビーム構成要素1120は、ビームの第1のセットを使用して、複数のダウンリンク同
期信号を送信し得る。RACH受信機1125は、ビームの第2のセットを使用して、1つまたは複
数のワイヤレスデバイスからアップリンクRACH信号を受信し得る。
【０１５３】
　差分指示器1130は、1つまたは複数のワイヤレスデバイスに、異なるカバレッジ角度に
おけるビームの第1のセットとビームの第2のセットとの間での信号強度の差分の特性を送
信し得る。いくつかの場合、信号強度の差分の特性は、ビームの第1のセットの任意のビ
ームとビームの第2のセットの対応するビームとの間での最大信号強度差分を含む。いく
つかの場合、信号強度の差分の特性は、ビームの第1のセットの任意のビームとビームの
第2のセットの対応するビームとの間での平均信号強度差分を含む。いくつかの場合、信
号強度の差分は、ビームの第1のセットの中のビームの数およびビームの第2のセットの中
のビームの数に基づいて決定される。いくつかの場合、特性は、マスター情報ブロック、
システム情報ブロック、PBCH、ePBCH、PDSCH、PDCCH、またはこれらの任意の組合せを介
して搬送される。
【０１５４】
　再送信受信機1135は、ワイヤレスデバイスからアップリンクRACH信号の再送信を受信す
ることができ、再送信はワイヤレスデバイスからのアップリンクRACH信号の初期送信とは
異なる電力レベルで受信される。
【０１５５】
　図12は、本開示の態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク
送信パラメータの選択をサポートするデバイス1205を含むシステム1200の図を示す。デバ
イス1205は、たとえば、図1、図2、および図4を参照して上で説明されたような基地局105
の構成要素の例であることがあり、またはそれらの構成要素を含むことがある。デバイス
1205は、基地局ランダムアクセスマネージャ1215と、プロセッサ1220と、メモリ1225と、
ソフトウェア1230と、トランシーバ1235と、アンテナ1240と、ネットワーク通信マネージ
ャ1245と、基地局通信マネージャ1250とを含む、通信を送信および受信するための構成要
素を含む、双方向音声およびデータ通信のための構成要素を含み得る。これらの構成要素
は、1つまたは複数のバス(たとえば、バス1210)を介して電子通信することができる。デ
バイス1205は、1つまたは複数のUE115とワイヤレスに通信することができる。
【０１５６】
　プロセッサ1220は、インテリジェントハードウェアデバイス(たとえば、汎用プロセッ
サ、DSP、CPU、マイクロコントローラ、ASIC、FPGA、プログラマブル論理デバイス、個別
ゲートもしくはトランジスタ論理構成要素、個別ハードウェア構成要素、またはそれらの
任意の組合せ)を含み得る。いくつかの場合、プロセッサ1220は、メモリコントローラを
使用してメモリアレイを動作させるように構成され得る。他の場合、メモリコントローラ
は、プロセッサ1220に統合され得る。プロセッサ1220は、様々な機能(たとえば、ランダ
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ムアクセス初期メッセージのためのアップリンク送信パラメータの選択をサポートする機
能またはタスク)を実行するためにメモリに記憶されたコンピュータ可読命令を実行する
ように構成され得る。
【０１５７】
　メモリ1225は、RAMおよびROMを含み得る。メモリ1225は、実行されると、プロセッサに
、本明細書で説明される様々な機能を実行させる命令を含むコンピュータ可読コンピュー
タ実行可能ソフトウェア1230を記憶することができる。いくつかの場合、メモリ1225は、
特に、周辺構成要素またはデバイスとの相互作用などの、基本的なハードウェアおよび/
またはソフトウェア動作を制御し得るBIOSを含み得る。
【０１５８】
　ソフトウェア1230は、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップリンク送信パラ
メータの選択をサポートするためのコードを含む、本開示の態様を実装するためのコード
を含み得る。ソフトウェア1230は、システムメモリまたは他のメモリなどの非一時的コン
ピュータ可読媒体に記憶され得る。いくつかの場合、ソフトウェア1230は、プロセッサに
よって直接実行可能ではないことがあるが、(たとえば、コンパイルおよび実行されると)
本明細書で説明される機能をコンピュータに実行させることがある。
【０１５９】
　トランシーバ1235は、上で説明されたように、1つもしくは複数のアンテナ、有線リン
ク、またはワイヤレスリンクを介して双方向に通信し得る。たとえば、トランシーバ1235
はワイヤレストランシーバを表すことがあり、別のワイヤレストランシーバと双方向に通
信することがある。トランシーバ1235は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信
のためにアンテナに与え、かつアンテナから受信されたパケットを復調するためのモデム
も含み得る。
【０１６０】
　いくつかの場合、ワイヤレスデバイスは単一のアンテナ1240を含み得る。しかしながら
、いくつかの場合、デバイスは、複数のワイヤレス送信を同時に送信または受信すること
が可能であり得る複数のアンテナ1240を有し得る。
【０１６１】
　ネットワーク通信マネージャ1245は、(たとえば、1つまたは複数の有線バックホールリ
ンクを介して)コアネットワークとの通信を管理し得る。たとえば、ネットワーク通信マ
ネージャ1245は、1つまたは複数のUE115などのクライアントデバイスのためのデータ通信
の転送を管理し得る。
【０１６２】
　基地局通信マネージャ1250は、他の基地局105との通信を管理することができ、他の基
地局105と協調してUE115との通信を制御するためのコントローラまたはスケジューラを含
み得る。たとえば、基地局通信マネージャ1250は、ビームフォーミングまたはジョイント
送信などの様々な干渉緩和技法のために、UE115への送信のためのスケジューリングを協
調させ得る。いくつかの例では、基地局通信マネージャ1250は、基地局105間で通信を行
うために、LTE/LTE-Aワイヤレス通信ネットワーク技術内のX2インターフェースを提供し
得る。
【０１６３】
　図13は、本開示の様々な態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップ
リンク送信パラメータの選択のための方法1300を示すフローチャートを示す。方法1300の
動作は、本明細書で説明されたように、UE115またはその構成要素によって実施され得る
。たとえば、方法1300の動作は、図5～図8を参照して説明されたように、UEランダムアク
セスマネージャによって実行され得る。いくつかの例では、UE115は、以下で説明される
機能を実行するようにデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る
。加えて、または代わりに、UE115は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される
機能の態様を実行し得る。
【０１６４】
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　ブロック1305において、UE115は、ランダムアクセス手順のための第1のアップリンク送
信ビームを特定し得る。ブロック1305の動作は、図1～図4を参照して説明された方法に従
って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1305の動作の態様は、図5～図8を参照し
て説明されたように、送信ビーム構成要素によって実行され得る。
【０１６５】
　ブロック1310において、UE115は、第1のアップリンク送信ビームを使用して、ランダム
アクセスメッセージを基地局に送信し得る。ブロック1310の動作は、図1～図4を参照して
説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1310の動作の態様は
、図5～図8を参照して説明されたように、ランダムアクセスメッセージ構成要素によって
実行され得る。
【０１６６】
　ブロック1315において、UE115は、第1のアップリンク送信ビームを使用して送信された
ランダムアクセスメッセージに対応する基地局からのランダムアクセス応答がないことに
少なくとも一部基づいて、第2のアップリンク送信ビームを選択し得る。ブロック1315の
動作は、図1～図4を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、
ブロック1315の動作の態様は、図5～図8を参照して説明されたように、送信ビーム構成要
素によって実行され得る。
【０１６７】
　ブロック1320において、UE115は、第2のアップリンク送信ビームの選択に少なくとも一
部基づいてアップリンク送信電力を決定し得る。ブロック1320の動作は、図1～図4を参照
して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1320の動作の態
様は、図5～図8を参照して説明されたように、再送信構成要素によって実行され得る。
【０１６８】
　ブロック1325において、UE115は、第2のアップリンク送信ビームおよび決定されたアッ
プリンク送信電力を使用して、ランダムアクセスメッセージを基地局に再送信し得る。ブ
ロック1325の動作は、図1～図4を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつ
かの例では、ブロック1325の動作の態様は、図5～図8を参照して説明されたように、再送
信構成要素によって実行され得る。
【０１６９】
　図14は、本開示の様々な態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップ
リンク送信パラメータの選択のための方法1400を示すフローチャートを示す。方法1400の
動作は、本明細書で説明されたように、UE115またはその構成要素によって実施され得る
。たとえば、方法1400の動作は、図5～図8を参照して説明されたように、UEランダムアク
セスマネージャによって実行され得る。いくつかの例では、UE115は、以下で説明される
機能を実行するようにデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る
。加えて、または代わりに、UE115は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される
機能の態様を実行し得る。
【０１７０】
　ブロック1405において、UE115は、ランダムアクセス手順のための第1のランダムアクセ
スリソースを特定し得る。ブロック1405の動作は、図1～図4を参照して説明された方法に
従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1405の動作の態様は、図5～図8を参照
して説明されたように、送信ビーム構成要素によって実行され得る。
【０１７１】
　ブロック1410において、UE115は、第1のランダムアクセスリソースを使用して、ランダ
ムアクセスメッセージを基地局に送信し得る。ブロック1410の動作は、図1～図4を参照し
て説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1410の動作の態様
は、図5～図8を参照して説明されたように、ランダムアクセスメッセージ構成要素によっ
て実行され得る。
【０１７２】
　ブロック1415において、UE115は、第1のランダムアクセスリソースを使用して送信され
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たランダムアクセスメッセージに対応する基地局からのランダムアクセス応答がないこと
に少なくとも一部基づいて、第2のランダムアクセスリソースを選択し得る。ブロック141
5の動作は、図1～図4を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例で
は、ブロック1415の動作の態様は、図5～図8を参照して説明されたように、送信ビーム構
成要素によって実行され得る。
【０１７３】
　ブロック1420において、UE115は、第2のランダムアクセスリソースの選択に少なくとも
一部基づいてアップリンク送信電力を決定し得る。ブロック1420の動作は、図1～図4を参
照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1420の動作の
態様は、図5～図8を参照して説明されたように、再送信構成要素によって実行され得る。
【０１７４】
　ブロック1425において、UE115は、第2のランダムアクセスリソースおよび決定されたア
ップリンク送信電力を使用して、ランダムアクセスメッセージを基地局に再送信し得る。
ブロック1425の動作は、図1～図4を参照して説明された方法に従って実行され得る。いく
つかの例では、ブロック1425の動作の態様は、図5～図8を参照して説明されたように、再
送信構成要素によって実行され得る。
【０１７５】
　図15は、本開示の様々な態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップ
リンク送信パラメータの選択のための方法1500を示すフローチャートを示す。方法1500の
動作は、本明細書で説明されたような基地局105またはその構成要素によって実施され得
る。たとえば、方法1500の動作は、図9～図12を参照して説明されたように、基地局ラン
ダムアクセスマネージャによって実行され得る。いくつかの例では、基地局105は、以下
で説明される機能を実行するようにデバイスの機能要素を制御するためのコードのセット
を実行し得る。加えて、または代わりに、基地局105は、専用ハードウェアを使用して以
下で説明される機能の態様を実行し得る。
【０１７６】
　ブロック1505において、基地局105は、ビームの第1のセットを使用して、複数のダウン
リンク同期信号を送信し得る。ブロック1505の動作は、図1～図4を参照して説明された方
法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1505の動作の態様は、図9～図12
を参照して説明されたように、同期ビーム構成要素によって実行され得る。
【０１７７】
　ブロック1510において、基地局105は、ビームの第2のセットを使用して、1つまたは複
数のワイヤレスデバイスからアップリンクRACH信号を受信し得る。ブロック1510の動作は
、図1～図4を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロッ
ク1510の動作の態様は、図9～図12を参照して説明されたように、RACH受信機によって実
行され得る。
【０１７８】
　ブロック1515において、基地局105は、1つまたは複数のワイヤレスデバイスに、異なる
カバレッジ角度におけるビームの第1のセットとビームの第2のセットとの間での信号強度
の差分の特性を送信し得る。ブロック1515の動作は、図1～図4を参照して説明された方法
に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1515の動作の態様は、図9～図12を
参照して説明されたように、差分指示器によって実行され得る。
【０１７９】
　図16は、本開示の様々な態様による、ランダムアクセス初期メッセージのためのアップ
リンク送信パラメータの選択のための方法1600を示すフローチャートを示す。方法1600の
動作は、本明細書で説明されたように、UE115またはその構成要素によって実施され得る
。たとえば、方法1600の動作は、図5～図8を参照して説明されたように、UEランダムアク
セスマネージャによって実行され得る。いくつかの例では、UE115は、以下で説明される
機能を実行するようにデバイスの機能要素を制御するためのコードのセットを実行し得る
。加えて、または代わりに、UE115は、専用ハードウェアを使用して、以下で説明される
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機能の態様を実行し得る。
【０１８０】
　ブロック1605において、UE115は、基地局のビームの第1のセットを介して、複数のダウ
ンリンク同期信号を受信し得る。ブロック1605の動作は、図1～図4を参照して説明された
方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック1605の動作の態様は、図5～図8
を参照して説明されたように、同期構成要素によって実行され得る。
【０１８１】
　ブロック1610において、UE115は、複数のダウンリンク同期信号に少なくとも一部基づ
いて、RACH信号を基地局のビームの第2のセットに送信し得る。ブロック1610の動作は、
図1～図4を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつかの例では、ブロック
1610の動作の態様は、図5～図8を参照して説明されたように、RACH信号構成要素によって
実行され得る。
【０１８２】
　ブロック1615において、UE115は、基地局から、異なるカバレッジ角度におけるビーム
の第1のセットとビームの第2のセットとの間での信号強度の差分の特性を受信し得る。ブ
ロック1615の動作は、図1～図4を参照して説明された方法に従って実行され得る。いくつ
かの例では、ブロック1615の動作の態様は、図5～図8を参照して説明されたように、差分
構成要素によって実行され得る。
【０１８３】
　上で説明された方法は、可能な実装形態を説明しており、動作およびステップは、並べ
替えられるか、または別様に修正されてもよく、他の実装形態が可能であることに留意さ
れたい。たとえば、図16に関して、ブロック1615の動作はブロック1610の動作の前に行わ
れ得る。さらに、方法のうちの2つ以上からの態様が組み合わされ得る。
【０１８４】
　本明細書で説明される技法は、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波
数分割多元接続(FDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、シングルキャリア周波数分割
多元接続(SC-FDMA)、および他のシステムなどの、様々なワイヤレス通信システムのため
に使用され得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば、互換的
に使用される。CDMAシステムは、CDMA2000、Universal Terrestrial Radio Access(UTRA)
などの無線技術を実装し得る。CDMA2000は、IS-2000規格、IS-95規格、およびIS-856規格
を対象とする。IS-2000リリースは、通常、CDMA2000 1X、1Xなどと呼ばれることがある。
IS-856(TIA-856)は、通常、CDMA2000 1xEV-DO、High Rate Packet Data(HRPD)などと呼ば
れる。UTRAは、Wideband CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の変形を含む。TDMAシス
テムは、Global System for Mobile communications(GSM(登録商標))などの無線技術を実
装し得る。
【０１８５】
　OFDMAシステムは、Ultra Mobile Broadband(UMB)、Evolved UTRA(E-UTRA)、米国電気電
子技術者協会(IEEE)802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash-OFDMなどの
無線技術を実装し得る。UTRAおよびE-UTRAは、Universal Mobile Telecommunications sy
stem(UMTS)の一部である。3GPP LTEおよびLTE-Aは、E-UTRAを使用するUMTSのリリースで
ある。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A、NR、およびGSM(登録商標)は、「第3世代パート
ナーシッププロジェクト」(3GPP)と称する団体からの文書に記載されている。CDMA2000お
よびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)と称する団体からの文書
に記載されている。本明細書で説明される技法は、上述のシステムおよび無線技術、なら
びに他のシステムおよび無線技術に使用され得る。LTEまたはNRシステムの態様が例とし
て説明されることがあり、説明の大部分においてLTEまたはNR用語が使用されることがあ
るが、本明細書で説明された技法はLTEまたはNR適用例以外に適用可能である。
【０１８６】
　本明細書で説明されるそのようなネットワークを含むLTE/LTE-Aネットワークでは、eNB
という用語は一般に、基地局を表すために使用され得る。本明細書で説明される1つまた
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は複数のワイヤレス通信システムは、異なるタイプのeNBが様々な地理的領域にカバレッ
ジを提供する異種LTE/LTE-AまたはNRネットワークを含み得る。たとえば、各eNB、次世代
NodeB(gNB)、または基地局は、マクロセル、スモールセル、または他のタイプのセルに通
信カバレッジを提供し得る。「セル」という用語は、文脈に応じて、基地局、基地局と関
連付けられるキャリアもしくはコンポーネントキャリア、またはキャリアもしくは基地局
のカバレッジエリア(たとえば、セクタなど)を表すために使用され得る。
【０１８７】
　基地局は、基地トランシーバ局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、
NodeB、eNB、gNB、Home NodeB、Home eNodeB、または何らかの他の好適な用語を含むこと
があり、またはそのように当業者によって呼ばれることがある。基地局のための地理的カ
バレッジエリアは、カバレッジエリアの一部分のみを構成するセクタに分割され得る。本
明細書で説明される1つまたは複数のワイヤレス通信システムは、異なるタイプの基地局(
たとえば、マクロ基地局またはスモールセル基地局)を含み得る。本明細書で説明されるU
Eは、マクロeNB、スモールセルeNB、gNB、リレー基地局などを含む、様々なタイプの基地
局およびネットワーク機器と通信することが可能であり得る。異なる技術のための重複す
る地理的カバレッジエリアがあり得る。
【０１８８】
　マクロセルは一般に、比較的大きい地理的エリア(たとえば、半径数キロメートル)をカ
バーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可
能にし得る。スモールセルは、マクロセルと比較して、同じまたは異なる(たとえば、免
許、免許不要などの)周波数帯域内でマクロセルとして動作し得る低電力基地局である。
スモールセルは、様々な例によれば、ピコセル、フェムトセル、およびマイクロセルを含
み得る。ピコセルは、たとえば、小さい地理的エリアをカバーすることができ、ネットワ
ークプロバイダのサービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にし得る。フェ
ムトセルも、小さい地理的エリア(たとえば、自宅)をカバーすることができ、フェムトセ
ルとの関連性を有するUE(たとえば、限定加入者グループ(CSG)の中のUE、自宅内のユーザ
のためのUE、など)による制限付きアクセスを提供することができる。マクロセルのため
のeNBは、マクロeNBと呼ばれることがある。スモールセルのためのeNBは、スモールセルe
NB、ピコeNB、フェムトeNB、またはホームeNBと呼ばれ得る。eNBは、1つまたは複数(たと
えば、2つ、3つ、4つなど)のセル(たとえば、CC)をサポートすることがある。
【０１８９】
　本明細書で説明される1つまたは複数のワイヤレス通信システムは、同期動作または非
同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、基地局は、同様のフレームタイミングを有
することがあり、異なる基地局からの送信は、時間的にほぼ整合されることがある。非同
期動作の場合、基地局は、異なるフレームタイミングを有することがあり、異なる基地局
からの送信は、時間的に整合されないことがある。本明細書で説明される技法は、同期動
作または非同期動作のいずれでも使用され得る。
【０１９０】
　本明細書で説明されるダウンリンク送信は、順方向リンク送信と呼ばれることもあり、
アップリンク送信は、逆方向リンク送信と呼ばれることもある。たとえば、図1および図2
のワイヤレス通信システム100および200を含む、本明細書で説明される各通信リンクは、
1つまたは複数のキャリアを含むことがあり、各キャリアは、複数のサブキャリア(たとえ
ば、異なる周波数の波形信号)から構成される信号であり得る。
【０１９１】
　添付の図面に関して本明細書に記載された説明は、例示的な構成を説明しており、実装
され得るかまたは特許請求の範囲内に入るすべての例を表すとは限らない。本明細書で使
用される「例示的」という用語は、「例、事例、または例示として働く」ことを意味し、
「好ましい」または「他の例よりも有利な」を意味するものではない。詳細な説明は、説
明された技法を理解することを目的とした具体的な詳細を含む。しかしながら、これらの
技法は、これらの具体的な詳細を伴うことなく実践され得る。いくつかの事例では、説明



(37) JP 2020-502912 A 2020.1.23

10

20

30

40

50

された例の概念を不明瞭にすることを回避するために、よく知られている構造およびデバ
イスがブロック図の形態で示される。
【０１９２】
　添付の図面では、類似の構成要素または特徴は、同じ参照ラベルを有し得る。さらに、
同じタイプの様々な構成要素が、参照ラベルの後に、ダッシュおよび類似の構成要素を区
別する第2のラベルを続けることによって区別され得る。第1の参照ラベルのみが本明細書
で使用される場合、説明は、第2の参照ラベルにかかわらず、同じ第1の参照ラベルを有す
る類似の構成要素のいずれにも適用可能である。
【０１９３】
　本明細書で説明される情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使用
して表され得る。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマ
ンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場もし
くは磁性粒子、光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組合せによって表され得る
。
【０１９４】
　本明細書で本開示に関して説明される様々な例示的なブロックおよびモジュールは、汎
用プロセッサ、DSP、ASIC、FPGAもしくは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲート
もしくはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、または本明細書で説明される機
能を実施するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実施され得る。
汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよいが、代替として、プロセッサは任意
の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであ
ってもよい。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ(たとえば、DSPと
マイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携した1つもし
くは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構成)としても実装され得
る。
【０１９５】
　本明細書で説明される機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウ
ェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せとして実装され得る。プロセッサに
よって実行されるソフトウェアにおいて実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令
またはコードとして、コンピュータ可読媒体上に記憶され、またはコンピュータ可読媒体
を介して送信され得る。他の例および実装形態は、本開示および添付の特許請求の範囲の
範囲内に入る。たとえば、ソフトウェアの性質に起因して、上で説明された機能は、プロ
セッサ、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのうちのい
ずれかの組合せによって実行されるソフトウェアを使用して実装されることが可能である
。機能を実施する特徴はまた、異なる物理的位置において機能の部分が実装されるように
分散されることを含めて、様々な位置に物理的に配置され得る。また、特許請求の範囲内
を含めて本明細書で使用される場合、項目のリスト(たとえば、「のうちの少なくとも1つ
」または「のうちの1つまたは複数」などの句で終わる項目のリスト)において使用される
「または」は、たとえば、A、B、またはCのうちの少なくとも1つのリストがAまたはBまた
はCまたはABまたはACまたはBCまたはABC(すなわち、AおよびBおよびC)を意味するような
包括的リストを示す。また、本明細書で使用される「に基づいて」という句は、条件の閉
集合を指すものと解釈されるべきではない。たとえば、「条件Aに基づいて」として説明
した例示的なステップは、本開示の範囲から逸脱することなく、条件Aと条件Bの両方に基
づいてもよい。言い換えれば、本明細書で使用される「に基づいて」という句は、「に少
なくとも一部基づいて」という句と同様に解釈されるものとする。
【０１９６】
　コンピュータ可読媒体は、非一時的コンピュータ記憶媒体と、ある場所から別の場所へ
のコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含む通信媒体の両方を含む。
非一時的記憶媒体は、汎用コンピュータまたは専用コンピュータによってアクセスされ得
る任意の利用可能な媒体であってよい。限定ではなく例として、非一時的コンピュータ可
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読媒体は、RAM、ROM、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ(EEPROM)、コンパ
クトディスク(CD)ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは
他の磁気ストレージデバイス、あるいは、命令またはデータ構造の形態の所望のプログラ
ムコード手段を担持または記憶するために使用され、汎用コンピュータもしくは専用コン
ピュータまたは汎用プロセッサもしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意
の他の非一時的媒体を備え得る。また、任意の接続が、適正にコンピュータ可読媒体と呼
ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア
、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス
技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合
、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およ
びマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるデ
ィスク(disk)およびディスク(disc)は、CD、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディ
スク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピーディスク(disk)およびBlu
-ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ここで、ディスク(disk)は、通常、データを磁気
的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せも
、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれる。
【０１９７】
　本明細書の説明は、当業者が本開示を作成または使用することを可能にするために与え
られる。本開示の様々な修正は、当業者に容易に明らかになり、本明細書で定義される一
般原理は、本開示の範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用され得る。したがって
、本開示は、本明細書で説明される例および設計に限定されず、本明細書で開示される原
理および新規の特徴と一致する最も広い範囲を与えられるべきである。
【符号の説明】
【０１９８】
　　100　ワイヤレス通信システム
　　105　基地局
　　110　地理的カバレッジエリア
　　115　UE
　　125　通信リンク
　　130　コアネットワーク
　　132　バックホールリンク
　　134　バックホールリンク
　　200　ワイヤレス通信システム
　　205　ビーム
　　210　通信リンク
　　300　同期手順
　　305　同期サブフレーム
　　310　RACHサブフレーム
　　315　シンボル
　　320　サブキャリア周波数
　　325　特定されたシンボル
　　330　RACHリソース
　　505　ワイヤレスデバイス
　　510　受信機
　　515　UEランダムアクセスマネージャ
　　520　送信機
　　605　ワイヤレスデバイス
　　610　受信機
　　615　UEランダムアクセスマネージャ
　　620　送信機
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　　625　送信パラメータ構成要素
　　630　ランダムアクセスメッセージ構成要素
　　635　再送信構成要素
　　640　同期構成要素
　　645　RACH信号構成要素
　　650　差分構成要素
　　715　UEランダムアクセスマネージャ
　　720　送信パラメータ構成要素
　　725　ランダムアクセスメッセージ構成要素
　　730　再送信構成要素
　　735　同期構成要素
　　740　RACH信号構成要素
　　745　差分構成要素
　　750　送信決定構成要素
　　755　リソース測定構成要素
　　760　経路損失構成要素
　　765　再送信回数構成要素
　　770　リソース選択器
　　775　送信電力構成要素
　　810　バス
　　815　UEランダムアクセスマネージャ
　　820　プロセッサ
　　825　メモリ
　　830　ソフトウェア
　　835　トランシーバ
　　840　アンテナ
　　845　I/Oコントローラ
　　905　ワイヤレスデバイス
　　910　受信機
　　915　基地局ランダムアクセスマネージャ
　　920　送信機
　　1005　ワイヤレスデバイス
　　1010　受信機
　　1015　基地局ランダムアクセスマネージャ
　　1020　送信機
　　1025　同期ビーム構成要素
　　1030　RACH受信機
　　1035　差分インジケータ
　　1115　基地局ランダムアクセスマネージャ
　　1120　同期ビーム構成要素
　　1125　RACH受信機
　　1130　差分インジケータ
　　1135　再送信受信機
　　1205　デバイス
　　1210　バス
　　1215　基地局ランダムアクセスマネージャ
　　1220　プロセッサ
　　1230　ソフトウェア
　　1235　トランシーバ
　　1240　アンテナ
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　　1245　ネットワーク通信マネージャ
　　1250　基地局通信マネージャ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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