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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムの無線接続ネットワークの基地局と通信するユーザ装置無線通信端末
が用いる方法であって，
　（ａ）前記無線通信システムのランダムアクセスチャネルを介して送信するためにメッ
セージバーストプリアンブルを供給するステップであって，前記プリアンブルと共に署名
を含むステップと，
　（ｂ）これに応答して前記プリアンブルを受信したことの肯定応答を標示する１又は複
数のメッセージを基地局から受信し，プリアンブル識別子及び共有チャネルの資源割当て
を供給するステップと，
　（ｃ）前記肯定応答を標示し，前記資源割当てを供給する前記１又は複数のメッセージ
を受信して初めて，前記資源割当てによって前記共有チャネルの上の送信のためにメッセ
ージバーストを供給し，そしてユーザ装置を識別する際に用いるために前記メッセージバ
ースト内にアドレスを含めるステップと，
を有する方法。
【請求項２】
　前記資源割当ては，前記肯定応答を表示するメッセージとは別のメッセージによって供
給する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ユーザ装置が一時セル特定アドレスを有するときは，前記ユーザ装置は前記アドレ
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スとして前記一時セル特定アドレスを用いる請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記プリアンブル識別子を標示する再送信要求を前記基地局から受信するステップと，
　前記基地局へ再送信するために前記メッセージバーストを供給するステップと，
を更に有する請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記再送信要求は，ダウンリンク共有チャネルの上の前記基地局からの信号であって，
アップリンク資源割当てを標示し，前記プリアンブル識別子を含む信号とする請求項４に
記載の方法。
【請求項６】
　前記基地局が前記メッセージバーストを受信したことの肯定応答を受信するステップを
更に有し，前記肯定応答はダウンリンク共有チャネルの上の前記基地局からの信号であっ
て，ダウンリンク資源割当てを標示し，前記プリアンブル識別子を含む信号とし，前記ユ
ーザ装置は，前記信号を復号し，該信号が標示するアドレスを取得し，そして該アドレス
と前記メッセージバースト内に前記ユーザ装置が含めたアドレスとを比較して前記肯定応
答が前記メッセージバーストの肯定応答か，別のユーザ装置からのメッセージバーストの
肯定応答かを判定するように構成する請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記メッセージバーストの一部を，前記共有チャネルの周波数範囲の第１狭周波数範囲
を用いて送信するために供給するステップと，
　前記メッセージバーストの別の一部を，前記第１狭周波数範囲と異なる前記共有チャネ
ルの周波数範囲の第２狭周波数範囲を用いて送信するために供給するステップと，
を更に有する請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記プリアンブルを，部分的に前記ランダムアクセスチャネルの周波数範囲の第１狭周
波数範囲を用いて送信し，部分的に前記第１狭周波数範囲と異なる前記ランダムアクセス
チャネルの周波数範囲の第２狭周波数範囲を用いて送信するために供給するステップを更
に有する請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記肯定応答を標示する前記１又は複数のメッセージから，前記署名のダイジェスト又
は署名番号を取得するステップと，前記肯定応答が，前記ユーザ装置が送信したプリアン
ブルの肯定応答か，別のユーザ装置無線通信デバイスからのメッセージの肯定応答か，を
判定するステップと，を更に有する請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記メッセージバーストに応答して，アップリンク共有チャネルのユーザデータの更な
る割当てを前記基地局から受信するステップを更に有し，前記割当ては前記ユーザ装置が
供給したアドレスと共に供給され，前記メッセージバーストは，前記ユーザ装置に指定す
る前記更なる割当てを決定するとき，前記基地局が利用できる情報を提供する情報ビット
を含む請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　請求項１に記載の方法を実行する命令を有する計算機実行可能コンポーネントを有する
計算機可読記憶媒体。
【請求項１２】
　無線通信システムの無線接続ネットワークの基地局と通信するユーザ装置無線通信端末
が用いる装置であって，請求項１に記載の方法を実行する手段を備える装置。
【請求項１３】
　無線通信システムの無線接続ネットワークの基地局と通信するユーザ装置無線通信端末
が用いる装置であって，
　（ａ）前記無線通信システムのランダムアクセスチャネルを介して送信するためにメッ
セージバーストプリアンブルを供給し，前記プリアンブルと共に署名を含み，
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　（ｂ）これに応答して前記プリアンブルを受信したことの肯定応答を標示する１又は複
数のメッセージを基地局から受信し，プリアンブル識別子及び共有チャネルの資源割当て
を供給し，
　（ｃ）前記肯定応答を標示し，前記資源割当てを供給する前記１又は複数のメッセージ
を受信して初めて，前記資源割当てによって前記共有チャネルの上の送信のためにメッセ
ージバーストを供給し，そしてユーザ装置を識別する際に用いるために前記メッセージバ
ースト内にアドレスを含める，
ように構成したプロセッサを備える装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサは，前記肯定応答を標示するメッセージとは別個のメッセージによって
前記資源割当てを受信するように構成する請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記プロセッサは，前記ユーザ装置が一時セル特定アドレスを有するときは，前記ユー
ザ装置は前記アドレスとして前記一時セル特定アドレスを用いる請求項１３に記載の装置
。
【請求項１６】
　前記プロセッサは，
　前記プリアンブル識別子を標示する再送信要求を前記基地局から受信し，
　前記基地局へ再送信するために前記メッセージバーストを供給する，
ように更に構成する請求項１３に記載の装置。
【請求項１７】
　前記再送信要求は，ダウンリンク共有チャネルの上の前記基地局からの信号であって，
アップリンク資源割当てを標示し，前記プリアンブル識別子を含む信号とする請求項１６
に記載の装置。
【請求項１８】
　前記プロセッサは，前記基地局が前記メッセージバーストを受信したことの肯定応答を
受信するように更に構成し，前記肯定応答はダウンリンク共有チャネルの上の前記基地局
からの信号であって，ダウンリンク資源割当てを標示し，前記プリアンブル識別子を含む
信号とし，前記プロセッサは，前記信号を復号し，該信号が標示するアドレスを取得し，
そして該アドレスと前記メッセージバースト内に前記ユーザ装置が含めたアドレスとを比
較して前記肯定応答が前記メッセージバーストの肯定応答か，別のユーザ装置からのメッ
セージバーストの肯定応答かを判定するように構成する請求項１３に記載の装置。
【請求項１９】
　前記プロセッサは，
　前記メッセージバーストの一部を，前記共有チャネルの周波数範囲の第１狭周波数範囲
を用いて送信するために供給し，
　前記メッセージバーストの別の一部を，前記第１狭周波数範囲と異なる前記共有チャネ
ルの周波数範囲の第２狭周波数範囲を用いて送信するために供給する，
ように更に構成する請求項１３に記載の装置。
【請求項２０】
　前記プロセッサは，前記プリアンブルを，部分的に前記共有チャネルの周波数範囲の第
１狭周波数範囲を用いて送信するために供給し，部分的に前記第１狭周波数範囲と異なる
前記共有チャネルの周波数範囲の第２狭周波数範囲を用いて送信するために供給する，よ
うに更に構成する請求項１３に記載の装置。
【請求項２１】
　前記プロセッサは，前記肯定応答を標示する前記１又は複数のメッセージから，前記署
名のダイジェスト又は署名番号を取得し，前記肯定応答が，前記ユーザ装置が送信したプ
リアンブルの肯定応答か，別のユーザ装置無線通信デバイスからのメッセージの肯定応答
か，を判定する，ように更に構成する請求項１３に記載の装置。
【請求項２２】
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　前記プロセッサは，前記メッセージバーストに応答して，アップリンク共有チャネルの
ユーザデータの更なる割当てを前記基地局から受信するように更に構成し，前記割当ては
前記ユーザ装置が供給したアドレスと共に供給され，前記メッセージバーストは，前記ユ
ーザ装置に指定する前記更なる割当てを決定するとき，前記基地局が利用できる情報を提
供する情報ビットを含む請求項１３に記載の装置。
【請求項２３】
　請求項１３に記載の装置と，
　前記プリアンブル及び前記メッセージバーストを送信し，前記肯定応答を受信する無線
フロントエンドと，
を備えるユーザ装置無線通信端末。
【請求項２４】
　無線通信システムの無線接続ネットワークのユーザ装置無線通信端末と通信する基地局
が用いる方法であって，
　（ａ）前記無線通信システムのランダムアクセスチャネルを介してメッセージバースト
プリアンブル及び署名を受信するステップと，
　（ｂ）前記メッセージバーストプリアンブルに応答して１又は複数のメッセージを送信
するために供給するステップであって，前記１又は複数のメッセージは前記プリアンブル
を受信したことの肯定応答を標示し，プリアンブル識別子及び共有チャネルの少なくとも
一部の資源割当てを含むステップと，
　（ｃ）前記資源割当てによって前記共有チャネルの上でメッセージバーストを受信し，
該メッセージバーストを復号し，ユーザ装置を識別する際に用いるために前記メッセージ
バースト内のアドレスを取得するステップと，
を有する方法。
【請求項２５】
　前記資源割当ては，前記肯定応答を表示するメッセージとは別個のメッセージによって
供給する請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記ユーザ装置が一時セル特定アドレスを有するときは，前記メッセージバーストに含
まれるアドレスは前記一時セル特定アドレスとする請求項２４に記載の方法。
【請求項２７】
　前記メッセージバーストの再送信要求を前記ユーザ装置へ送信するために供給し，前記
メッセージバーストを識別するために前記要求内に前記プリアンブル識別子を含めるステ
ップと，
　前記の再送信メッセージバーストを受信し，前記再送信メッセージバーストと，前記メ
ッセージバーストの前の送信とを軟結合するステップと，
を更に有する請求項２４に記載の方法。
【請求項２８】
　前記メッセージバーストの前記再送信要求は，ダウンリンク共有チャネルの上の前記基
地局からの信号であって，アップリンク資源割当てを標示し，前記プリアンブル識別子を
含む信号とする請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記基地局が前記メッセージバーストを受信したことの肯定応答を供給するステップを
更に有し，前記肯定応答はダウンリンク共有チャネルの上の前記基地局からの信号であっ
て，ダウンリンク資源割当てを標示し，前記プリアンブル識別子を含む信号とする請求項
２４に記載の方法。
【請求項３０】
　前記メッセージバーストの一部を，前記共有チャネルの周波数範囲の第１狭周波数範囲
を用いて受信するステップと，
　前記メッセージバーストの別の一部を，前記第１狭周波数範囲と異なる前記共有チャネ
ルの周波数範囲の第２狭周波数範囲を用いて受信するステップと，
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を更に有する請求項２４に記載の方法。
【請求項３１】
　前記プリアンブルを，部分的に前記ランダムアクセスチャネルの周波数範囲の第１狭周
波数範囲を用いて受信し，部分的に前記第１狭周波数範囲と異なる前記ランダムアクセス
チャネルの周波数範囲の第２狭周波数範囲を用いて受信するステップを更に有する請求項
２４に記載の方法。
【請求項３２】
　前記肯定応答内に前記署名のダイジェスト又は署名番号を供給するステップを更に有す
る請求項２４に記載の方法。
【請求項３３】
　前記メッセージバーストに応答して，アップリンク共有チャネルのユーザデータの更な
る割当てを前記ユーザ装置に提供するステップを更に有し，前記割当ては前記ユーザ装置
が供給したアドレスと共に供給され，前記基地局は前記メッセージバーストに含まれる情
報ビットを復号し，前記情報ビットを少なくとも部分的に用いて前記更なる割当てを決定
する請求項２４に記載の方法。
【請求項３４】
　請求項２４に記載の方法を実行する命令を有する計算機実行可能コンポーネントを有す
る計算機可読記憶媒体。
【請求項３５】
　無線通信システムの無線接続ネットワークのユーザ装置無線通信端末と通信する基地局
が用いる装置であって，請求項２４に記載の方法を実行する手段を備える装置。
【請求項３６】
　無線通信システムの無線接続ネットワークのユーザ装置無線通信端末と通信する基地局
が用いる装置であって，
　（ａ）前記無線通信システムのランダムアクセスチャネルを介してメッセージバースト
プリアンブル及び署名を受信し，
　（ｂ）前記メッセージバーストプリアンブルに応答して，１又は複数のメッセージを送
信するために供給し，前記１又は複数のメッセージは前記プリアンブルを受信したことの
肯定応答を標示し，プリアンブル識別子及び共有チャネルの少なくとも一部の資源割当て
を含み，
　（ｃ）前記資源割当てによって前記共有チャネルの上でメッセージバーストを受信し，
前記メッセージバーストを復号し，ユーザ装置を識別する際に用いるために前記メッセー
ジバーストからアドレスを取得する，
ように構成したプロセッサを備える装置。
【請求項３７】
　前記プロセッサは，前記肯定応答を標示するメッセージとは別個のメッセージによって
前記資源割当てを供給するように更に構成する請求項３６に記載の装置。
【請求項３８】
　前記ユーザ装置が一時セル特定アドレスを有するときは，前記メッセージバーストに含
まれるアドレスは前記一時セル特定アドレスとする請求項３６に記載の装置。
【請求項３９】
　前記プロセッサは，
　前記メッセージバーストの再送信要求を前記ユーザ装置へ送信するために供給し，前記
メッセージバーストを識別するために前記要求内に前記プリアンブル識別子を含め，
　前記の再送信メッセージバーストを受信し，前記再送信メッセージバーストと，前記メ
ッセージバーストの前の送信とを軟結合する，
ように更に構成する請求項３６に記載の装置。
【請求項４０】
　前記メッセージバーストの前記再送信要求は，ダウンリンク共有チャネルの上の前記基
地局からの信号であって，アップリンク資源割当てを標示し，前記プリアンブル識別子を
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含む信号とする請求項３９に記載の装置。
【請求項４１】
　前記プロセッサは，
　前記基地局が前記メッセージバーストを受信したことの肯定応答を供給するように更に
構成し，前記肯定応答はダウンリンク共有チャネルの上の前記基地局からの信号であって
，ダウンリンク資源割当てを標示し，前記プリアンブル識別子を含む信号とする請求項３
６に記載の装置。
【請求項４２】
　前記プロセッサは，
　前記メッセージバーストの一部を，前記共有チャネルの周波数範囲の第１狭周波数範囲
を用いて受信し，
　前記メッセージバーストの別の一部を，前記第１狭周波数範囲と異なる前記共有チャネ
ルの周波数範囲の第２狭周波数範囲を用いて受信する，
ように更に構成する請求項３６に記載の装置。
【請求項４３】
　前記プロセッサは，前記プリアンブルを，部分的にランダムアクセスチャネル周波数範
囲の第１狭周波数範囲を用いて受信し，部分的に前記第１狭周波数範囲と異なる前記ラン
ダムアクセスチャネル周波数範囲の第２狭周波数範囲を用いて受信するように更に構成す
る請求項３６に記載の装置。
【請求項４４】
　前記プロセッサは，前記肯定応答内に前記署名のダイジェスト又は署名番号を供給する
ように更に構成する請求項３６に記載の装置。
【請求項４５】
　前記プロセッサは，前記メッセージバーストに応答して，アップリンク共有チャネルの
ユーザデータの更なる割当てを前記ユーザ装置に提供するように更に構成し，前記割当て
は前記ユーザ装置が供給したアドレスと共に供給され，前記基地局は前記メッセージバー
ストに含まれる情報ビットを復号し，前記情報ビットを少なくとも部分的に用いて前記更
なる割当てを決定するように更に構成する請求項３６に記載の装置。
【請求項４６】
　請求項３６に記載の装置と，
　前記プリアンブル及び前記メッセージバーストを受信し，前記肯定応答を送信する無線
フロントエンドと，
を備える無線通信システムの無線接続ネットワークの基地局。
【請求項４７】
　請求項４６に記載の多数の基地局と，
　前記基地局と無線で接続するように構成した多数のユーザ装置端末と，
を備えるシステム。
【請求項４８】
　無線通信システムの無線接続ネットワークの基地局と通信するユーザ装置無線通信端末
が用いる装置であって，
　（ａ）前記無線通信システムのランダムアクセスチャネルを介して送信するためにメッ
セージバーストプリアンブルを供給する手段であって，前記プリアンブルと共に署名を含
む手段と，
　（ｂ）これに応答して前記プリアンブルを受信したことの肯定応答を標示する１又は複
数のメッセージを前記基地局から受信し，プリアンブル識別子及び共有チャネルの資源割
当てを供給する手段と，
　（ｃ）前記肯定応答を標示し，前記資源割当てを供給する前記１又は複数のメッセージ
を受信して初めて，前記資源割当てによって前記共有チャネルの上の送信のためにメッセ
ージバーストを供給し，そしてユーザ装置を識別する際に用いるために前記メッセージバ
ースト内にアドレスを含める手段と，
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を備える装置。
【請求項４９】
　無線通信システムの無線接続ネットワークのユーザ装置無線通信端末と通信する基地局
が用いる装置であって，
　（ａ）前記無線通信システムのランダムアクセスチャネルを介してメッセージバースト
プリアンブル及び署名を受信する手段と，
　（ｂ）前記メッセージバーストプリアンブルに応答して１又は複数のメッセージを送信
するために供給する手段であって，前記１又は複数のメッセージは前記プリアンブルを受
信したことの肯定応答を標示し，プリアンブル識別子及び共有チャネルの少なくとも一部
の資源割当てを含む手段と，
　（ｃ）前記資源割当てによって前記共有チャネルの上でメッセージバーストを受信し，
該メッセージバーストを復号し，ユーザ装置を識別する際に用いるために前記メッセージ
バースト内のアドレスを取得する手段と，
を備える装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信分野に属する。より特定すれば本発明は，ユーザ装置（ＵＥ）（無線
通信端末）が（中でも）初期ネットワーク接続のために行うランダムアクセス手続に属す
る。
【背景技術】
【０００２】
　進化ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ，すなわち進化ＵＭＴＳ（はん用移動体通信システム）地
上無線接続）ネットワークアーキテクチャは（ＵＥがセルラ通信システムのコアネットワ
ークに接続できるようにする）無線接続ネットワークを含み，この無線接続ネットワーク
においては無線資源がいくつかの時間ブロック（サブフレーム）及び周波数（周波数ブロ
ック）に分割される。アップリンクにおいては，これらのブロックは共有チャネル（ＳＣ
Ｈ）又は競合型ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）とここで呼ぶもののいずれかに用
いられる。（ＳＣＨという用語は，ここでは略号ＳＣＨで指定することができる特定のチ
ャネルではなく，基地局が個々のＵＥに共有分を割り当てることができるアップリンク無
線資源だけを指す。）Ｅ－ＵＴＲＡネットワークは，ここでは基地局と呼び，ほかではノ
ードＢ又はｅＮＢと呼ばれることもあるエンティティを含む。Ｅ－ＵＴＲＡネットワーク
の基地局はＵＥにＳＣＨ資源を割当て，ＲＡＣＨはＵＥがネットワークに接続し，又はＳ
ＣＨ資源を要求するため（又は恐らくいくつかの状況下でいくつかのネットワークにおい
て少量のユーザデータを伝送するため）に用いられる。またＲＡＣＨは，Ｅ－ＵＴＲＡ型
無線ネットワーク以外のネットワークにも用いられる。ＲＡＣＨは一般に，ＵＥが通常は
初期接続及びバーストデータ送信のために無線接続ネットワークに接続するときに用いる
（共有資源に対して）競合型資源である。
【０００３】
　先行技術においては，ＵＥがユーザ情報（音声又はデータ）を送信し，又は同期バース
トを送信する必要があるが，ＳＣＨ上にシステム資源を割り当てられていないとき，ラン
ダムアクセス手続が用いられる（すなわち，ＲＡＣＨ又は類似の競合型資源が用いられる
）。ＵＥは，初期ネットワーク接続を実行し，位置登録エリア更新を行い，待機モードか
ら活性モードへ移行し，又は活性状態中に能力を要求することを望むことがある。Ｅ－Ｕ
ＴＲＡネットワークにおけるランダムアクセス手続は，無線接続ネットワークがＵＥにタ
イミング先行（timing advance）値（メッセージを無線接続ネットワークへ送信する時刻
と，後者がそのメッセージを受信する時刻との差を補償するためのもの）と，ＳＣＨ上の
割当て（音声又はユーザデータを無線接続ネットワークへ送信するための情報チャネルと
して用いるためのもの）と，を与えたとき終了する。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ここでの課題は，最小限の資源を使って良好なサービス範囲及び低遅延を提供するラン
ダムアクセス手続を設計することである。
【０００５】
　先行技術は，定常周波数帯で（ＲＡＣＨを介して）ランダムアクセスメッセージを送信
することを教示している。非定常周波数帯を用いると有利なことがある。更に，ランダム
アクセス手続に関連してＨＡＲＱ（ハイブリッド自動再送要求処理）を用いると有利なこ
とがある。
【０００６】
　本発明は，ここで一時セル特定アドレスと呼ぶものと，当業においてＣ－ＲＮＴＩ（セ
ル無線ネットワーク一時識別子）と呼ぶことがあるものを含んでもよい。一時セル特定ア
ドレス又はＣ－ＲＮＴＩは，ＴＭＳＩ（一時移動体通信加入者識別情報）と，ＩＭＳＩ（
国際移動体通信加入者識別情報）と，ＩＭＥＩ（国際移動体装置識別情報）とのようなほ
かの唯一の識別子より短く，そのためより簡便に利用することができる。資源割当ては，
すべて一時セル特定アドレスを用いて行われる（資源の受信器を識別するため）。ＵＥは
，最初にセルとの通信を設定するときに一時セル特定アドレスを受信することができる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１態様によれば，無線通信システムの無線接続ネットワークの基地局と通信
するユーザ装置無線通信端末が用いる方法であって，（ａ）上記無線通信システムのラン
ダムアクセスチャネルを介して送信するためにメッセージバーストプリアンブルを供給す
るステップであって，上記プリアンブルと共に署名を含むステップと，（ｂ）これに応答
して上記プリアンブルを受信したことの肯定応答を標示する１又は複数のメッセージを上
記基地局から受信し，プリアンブル識別子及び共有チャネルの資源割当てを供給するステ
ップと，（ｃ）上記肯定応答を標示し，上記資源割当てを供給するメッセージを受信して
初めて，上記資源割当てによって上記共有チャネル上の送信のためにメッセージバースト
を供給し，そして上記ユーザ装置を識別する際に用いるために上記メッセージバースト内
にアドレスを含めるステップと，を有する方法が提供される。
【０００８】
　本発明の第１態様によれば，上記資源割当ては，上記肯定応答を表示するメッセージと
は別のメッセージによって供給してもよい。
【０００９】
　本発明の第１態様によればまた，上記アドレスは上記一時セル特定アドレス又はランダ
ムアドレスであってよい。
【００１０】
　本発明の第１態様によればまた，方法は，上記プリアンブル識別子を標示する再送信要
求を上記基地局から受信するステップと，上記基地局へ再送信するために上記メッセージ
バーストを供給するステップと，を更に有してもよい。この場合，上記再送信要求は，ダ
ウンリンク共有制御チャネル上の上記基地局からの信号であって，アップリンク資源割当
てを標示し，上記プリアンブル識別子を含んでもよい。
【００１１】
　本発明の第１態様によればまた，方法は，上記基地局が上記メッセージバーストを受信
したことの肯定応答を受信するステップを更に有してもよい。この場合，上記肯定応答は
ダウンリンク共有制御チャネル上の上記基地局からの信号であって，ダウンリンク資源割
当てを標示し，上記プリアンブル識別子を含む信号であってもよく，上記ユーザ装置は，
上記信号を復号し，該信号が標示するアドレスを取得し，そして該アドレスと上記メッセ
ージバースト内に上記ユーザ装置が含めたアドレスとを比較して上記肯定応答が上記メッ
セージバーストの肯定応答か，別のユーザ装置からのメッセージバーストの肯定応答かを
判定するように構成してもよい。
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【００１２】
　本発明の第１態様によればまた，方法は，上記メッセージバーストプリアンブルを周波
数ホッピングするステップを更に有する。すなわち上記メッセージバーストの一部を，上
記共有制御チャネル周波数範囲の第１狭周波数範囲を用いて送信するために供給するステ
ップと，上記メッセージバーストの別の一部を，上記第１狭周波数範囲と異なる上記共有
制御チャネル周波数範囲の第２狭周波数範囲を用いて送信するために供給するステップと
，
を更に有してもよい。プリアンブルもまた周波数ホップしてもよい（しかしランダムアク
セスチャネル上で）。
【００１３】
　本発明の第１態様によればまた，方法は，（上記プリアンブルの）肯定応答を標示する
上記１又は複数のメッセージから，上記署名又は署名番号のダイジェストを取得するステ
ップと，上記肯定応答が，上記ユーザ装置が送信したプリアンブルの肯定応答か，別のユ
ーザ装置無線通信デバイスからのメッセージの肯定応答か，を判定するステップと，を更
に有してもよい。
【００１４】
　本発明の第１態様によればまた，方法は，上記メッセージバーストに応答して，上記ア
ップリンク共有チャネルのユーザデータの更なる割当てを上記基地局から受信するステッ
プを更に有し，上記割当ては上記ユーザ装置が供給したアドレスと共に供給され，上記メ
ッセージバーストは，上記ユーザ装置に指定する上記更なる割当てを決定するとき，上記
基地局が利用できる情報を提供する情報ビットを含む。
【００１５】
　本発明の第２態様によれば，無線通信システムの無線接続ネットワークのユーザ装置無
線通信端末と通信する基地局が用いる方法であって，（ａ）上記無線通信システムのラン
ダムアクセスチャネルを介してメッセージバーストプリアンブル及び署名を受信するステ
ップと，（ｂ）上記メッセージバーストプリアンブルに応答して１又は複数のメッセージ
を送信するために供給するステップであって，上記１又は複数のメッセージは上記プリア
ンブルを受信したことの肯定応答を標示し，プリアンブル識別子及び共有チャネルの少な
くとも一部の資源割当てを含むステップと，（ｃ）上記資源割当てによって上記共有チャ
ネル上でメッセージバーストを受信し，該メッセージバーストを復号し，上記ユーザ装置
を識別する際に用いるために上記メッセージバースト内のアドレスを取得するステップと
，を有する方法が提供される。
【００１６】
　本発明の第１態様及び第２態様に対応する（ユーザ及び無線接続ネットワークのための
）装置及び（ユーザ及び無線接続ネットワークのための）計算機プログラム製品も提供さ
れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明の上記の及びほかの目的と，特徴と，利点とは，添付の図面と関連して提示され
る以降の詳細な説明を考慮すれば明らかになるであろう。
【００１８】
　本発明は，無線通信システムの要素間の協働，特にユーザ装置（ＵＥ）無線通信端末と
，ＵＥが無線通信システムに接続するとき用いる無線通信システムの無線接続ネットワー
クの要素との間の協働，にかかわる，すなわち関係する。無線通信システムの例には，Ｇ
ＳＭ（世界移動体通信システム）の実装と，ＵＭＴＳ（はん用移動体通信システム）の実
装と，が含まれる。このような無線通信システムは，それぞれ無線接続ネットワーク（Ｒ
ＡＮ）を含む。ＵＭＴＳにおいては，ＲＡＮはＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ地上ＲＡＮ）と呼ば
れる。ＵＴＲＡＮは，１又は複数の無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）を含み，ＲＮＣ
はそれぞれ１又は複数のノードＢを備え，ノードＢは１又は複数のＵＥ端末と通信で接続
するように構成した無線端末である。ＲＮＣと，ＲＮＣが制御するノードＢとの組合せは
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，無線ネットワークシステム（ＲＮＳ）と呼ばれる。ＧＳＭのＲＡＮは，１又は複数の基
地局制御装置（ＢＳＣ）を含み，各ＢＳＣは１又は複数の基地局装置（ＢＴＳ）を制御す
る。ＢＳＣと，ＢＳＣが制御するＢＴＳとの組合せは，基地局システム（ＢＳＳ）と呼ば
れる。
【００１９】
　ここで図１を参照すると，本発明を実現できる無線通信システム１０ａが示されており
，無線通信システムは，ＵＥ（無線通信）端末１１と，無線接続ネットワーク１２と，コ
アネットワーク１４と，ゲートウェイ１５と，を含み，システムはゲートウェイを介して
，インターネット，無線通信システム（いわゆる旧型電話システムを含む），及び／又は
ほかの無線通信システムのようなほかの通信システム１０ｂと接続される。無線接続ネッ
トワークは，無線端末１２ａ（例えばノードＢ又はＢＴＳ，これらは双方ともここでは単
に基地局と呼ぶ）と，制御装置１２ｂ（例えばＲＮＣ又はＢＳＣ）と，を含む。制御装置
は有線でコアネットワークと通信する。コアネットワークは通常回線交換通信用の移動体
通信交換センタ（ＭＳＣ）と，パケット交換通信用のサービス提供一般パケット無線サー
ビス（ＧＰＲＳ）サポートノード（ＳＧＳＮ）とを含む。
【００２０】
　ＬＴＥ，すなわち長期進化（３．９Ｇとしても知られる）は，ＵＭＴＳのようなシステ
ムを改善できる技術及び能力を特定することを目的とした，第３世代パートナシッププロ
ジェクト（３ＧＰＰ）に関係する研究開発を指す。一般に，大文字又は小文字の接頭辞”
Ｅ”はＬＴＥを意味する。Ｅ－ＵＴＲＡＮはｅＮＢ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ又は強化ノードＢ）
からなり，それはＵＥに向けられたＥ－ＵＴＲＡのユーザ面（ＲＬＣ，ＭＡＣ，ＰＨＹ）
プロトコル及び制御面（ＲＲＣ）プロトコルを終端する。ｅＮＢはいわゆるＸ２インタフ
ェースによって互いに相互接続され，またいわゆるＳ１インタフェースによってＥＰＣ（
進化パケットコア）と，例えばＭＭＥ（移動管理エンティティ）と，接続ゲートウェイ（
ａＧＷ）をなすＵＰＥ（ユーザ面エンティティ）とにも接続される。Ｓ１インタフェース
はＭＭＥ又はＵＰＥとｅＮＢとの間の多対多関係を支援し，ＭＭＥとＵＰＥとを機能的に
分離する。
【００２１】
　図２は通信端末２０のいくつかのコンポーネントを示す図であり，通信端末はＵＥ端末
１１であってもよいし，図１のＲＡＮ無線端末１２ａ，すなわちここでは基地局と呼ぶも
の，（それによって基地局装置，ノードＢ，又はｅＮＢを包含するもの）であってもよい
。通信端末は，すべての入出力を含むデバイスの動作を制御するプロセッサ２２を含む。
プロセッサは，その速度及びタイミングをクロック２２ａが統制しており，ＢＩＯＳ（基
本入出力システム）を含んでもよいし，ユーザの音響及び映像の入出力，並びにキーボー
ドからのユーザ入力を制御するデバイスハンドラを含んでもよい。ＢＩＯＳ又はデバイス
ハンドラはまた，ネットワークインタフェースカードの入出力も可能にする。ＢＩＯＳ及
び／又はデバイスハンドラはまた，送受信器（ＴＲＸ）２５ｂ及びＴＲＸインタフェース
２５ａを含む無線フロントエンド２５への入出力も制御する。ＴＲＸインタフェースは恐
らく，１又は複数のデジタル信号処理装置（ＤＳＰ），特定用途集積回路（ＡＳＩＣ），
及び／又はフィールドプログラム可能ゲートアレイ（ＦＰＧＳ）を含む。ＴＲＸは，別の
類似する装備を有する通信端末と無線で通信することができるようにする。通信端末はま
た，（アプリケーションによっては）キーボード及びマウス又はほかのポイントデバイス
，映像ディスプレイ，スピーカ及びマイクロホン，のようなほかのＩ／Ｏデバイス，並び
にほかの通信端末との有線通信，特にインターネットを介した通信を可能にするネットワ
ークインタフェース（カード）も含んでよい。
【００２２】
　更に図２を参照すれば，通信端末は揮発性メモリ，すなわちいわゆる実行可能メモリ２
３及び不揮発性メモリ２４，すなわち記憶メモリも含む。プロセッサ２２は，不揮発性メ
モリに記憶されたアプリケーション（例えばカレンダ又はゲーム）を，プロセッサが実行
するために実行可能メモリにコピーすることができる。プロセッサはオペレーティングシ
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ステムによって機能し，そうするためにプロセッサは，記憶メモリからオペレーティング
システムの少なくとも一部を実行可能メモリにロードして，対応するオペレーティングシ
ステムの部分を活性化することができる。残りのオペレーティングシステムの部分，そし
てしばしば少なくともＢＩＯＳの一部も，通信端末内にファームウェアとして存在し，実
行するために実行可能メモリにコピーしなくてもよい。ブート命令は，そのようなオペレ
ーティングシステムの一部である。
【００２３】
　次に示す（無線接続ネットワークの基地局及びＵＥ双方に対する）機能は，不揮発性メ
モリに記憶されたソフトウェアモジュールとして実現でき，当該ソフトウェアのすべて又
は一部を実行可能ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）にコピーした後，プロセッサが必要
とするように実行することができる。あるいはそのようなソフトウェアが提供する論理を
ＡＳＩＣで提供してもよい。ソフトウェア実装のとき，本発明は計算機プロセッサが実行
する計算機プログラムコード，すなわちソフトウェアを組み込んだ計算機可読記憶構造を
含む計算機プログラム製品として提供できる。一例は，いわゆるフロッピ（登録商標）デ
ィスクであって，機械（プロセッサ）可読形態でディスクに符号化された本発明の方法を
実行する命令を有する。
【００２４】
　さて本発明は，特に，ユーザデータをアップリンクするためのＳＣＨ上の資源割当てを
取得する際にＵＥが用い，またその割当てを提供する際に無線接続ネットワークの基地局
が用いるランダムアクセス手続を提供する。本発明の１又は複数の実施例は，例えばＥ－
ＵＴＲＡネットワーク，すなわち３ＧＰＰにおいて現在開発中の進化したＵＴＲＡネット
ワークのような無線接続ネットワークにおけるランダムアクセス手続の次に掲げる１又は
複数の（独立の）特徴を提供する。
【００２５】
　Ａ．プリアンブルに対する肯定応答におけるプリアンブル識別子
　ＳＣＨ上に割当てを得るために，ＵＥはＲＡＣＨを用いてランダムアクセスメッセージ
バーストのプリアンブルを基地局へ送信する。プリアンブルには，署名が含まれる（署名
は通常擬似ランダム符号であって，通常１ｍｓの波形として搬送され，ＵＥ及び／又はラ
ンダムアクセスメッセージを識別する一時的手段として用いられる）。そしてＵＥは基地
局にランダムアクセスメッセージ自体をＳＣＨ上で送信するが，それは基地局がプリアン
ブルを受信したことを（ＤＳＣＣＨ，すなわちダウンリンク共有制御チャネル上で）肯定
応答し，メッセージバーストをアップリンクするためにＳＣＨ上に割当てを行い，更に基
地局が肯定応答（を標示する１又は複数のメッセージ）と共にプリアンブル識別子を提供
した後に限られる。（プリアンブルは，署名だけからなっていてもよく，そのときは署名
がプリアンブルとして働き，又はほかのコンポーネントを含んでもよい。）受信時にエラ
ーが生じたときは，基地局はプリアンブル識別子を用いてＵＥにランダムアクセスメッセ
ージバーストを再送信するように要求することができる。そして基地局は，再送信信号を
（軟結合（soft-combining）と呼ばれる方法で）結合することによって，検出確率を改善
することができる。より詳細に言えば次のとおりである。
【００２６】
　・ＵＥは，プリアンブル用に予約した時間周波数資源のうち１つによって，無線接続チ
ャネル上で（恐らく）署名（だけ）を含むプリアンブルを送信する。
【００２７】
　・無線接続ネットワークの基地局（若しくはノードＢ又はｅＮＢ）が署名を観測したと
き，プリアンブル識別子と署名及び時間周波数資源とを関係付ける。すなわち，プリアン
ブル識別子と署名及び時間周波数資源とを関係付けるテーブル又はほかのデータ構造をデ
ータ記憶内に保管する。
【００２８】
　・そして基地局は署名インデクスを送信し，必要であればプリアンブルの時間周波数イ
ンデクスも，更に肯定応答としてプリアンブル識別子も送信する。
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【００２９】
　・ＵＥは肯定応答を標示する（そしてプリアンブル識別子などを提供する）１又は複数
のメッセージを受信する。ＵＥは署名及び時間周波数インデクスを検査し，インデクスが
プリアンブルの署名，周波数及び送信時間に対応するときは，ＵＥはプリアンブル識別子
によって自己を識別し，肯定応答によって資源が割り当てられたかどうかを検査する。
【００３０】
　・基地局は，ランダムアクセスメッセージバースト用に資源，すなわちＳＣＨ上の時間
及び周波数を直ちに割り当ててもよいし，割当てを延期してもよい。適当な資源（ＳＣＨ
上の時間及び周波数）に空きができたとき，基地局はＵＥにメッセージバースト送信用の
資源を割当て，プリアンブル識別子を用いてＵＥにその割当てを振り向ける。
【００３１】
　・ＵＥは，基地局が割り当てた資源（ＳＣＨ上の時間及び周波数）上でメッセージバー
ストを送信し，その中にＵＥに一時アドレスを含める。基地局は，ＵＥがメッセージバー
ストを送信するために用いた時間及び周波数を用いて，メッセージバーストとプリアンブ
ルとを関係付ける。
【００３２】
　・ＵＥは，上記のプリアンブルを含む再送信要求を検査することによって，基地局が再
送信を要求しているかどうかを検査し続ける。検査は，ＵＥがメッセージバーストの肯定
応答を受信する（すなわち基地局がメッセージバーストの復号に成功する）まで，又は（
通常はプリアンブル送信後１０ｍｓで生じる）プリアンブル識別子が期限切れになるまで
続けられる。
【００３３】
　・メッセージバーストは，少なくともいくつかの実施例においては，ＵＥがユーザデー
タをアップリンクするために更なる割当てを行うかどうか決定する際に，無線接続ネット
ワークが利用できる情報を提供する情報フィールドを含む。またメッセージバーストは，
それ自体がユーザデータを搬送してもよく，そうすればＵＥはＳＣＨ上に更なる割当てを
必要としない。更なる割当てが必要なときは，無線接続ネットワークは情報フィールドを
用いてＵＥに指定するＳＣＨ上の更なる割当てを決定し，ＤＳＣＣＨ上でＵＥにその割当
てを通知する。その際は恐らくメッセージバーストに含まれる一時アドレスを用いる（Ｕ
ＥがＣＲＮＴＩを有するとき）。ＣＲＮＴＩは，（ＵＥがランダムｉｄをメッセージによ
って送信したときは）ランダムアクセスメッセージバーストに，又は（ノードＢがプリア
ンブル応答によってＣＲＮＴＩを割り当てた，すなわちプリアンブル識別子がＵＥの新規
ＣＲＮＴＩであるときは）プリアンブル識別子にも応答してＵＥに与えられる。
【００３４】
　Ｂ．周波数ホップ
　ランダムアクセスメッセージ送信は数サブフレームにわたって行われ，各サブフレーム
期間はある狭周波数帯域を用い，サブフレームごとに周波数ホップする。
【００３５】
　そしてＵＥの観点からすれば，本発明によるランダムアクセス手続の特筆に価する特徴
は，第一にＵＥがプリアンブルの肯定応答からプリアンブル識別子を取得し，第二にラン
ダムアクセスメッセージの資源割当てをプリアンブル肯定応答と分離でき，第三にランダ
ムアクセスメッセージを送信した後でＵＥがメッセージの肯定応答だけでなく，ランダム
アクセスメッセージバーストの再送信要求も検出しなければならないことである。更に別
個のプリアンブル及び／又はランダムアクセスメッセージバーストは周波数ホップしても
よい。
【００３６】
　基地局の観点からすれば，本発明によるランダムアクセス手続の特筆に価する特徴は，
基地局がＵＥを呼ぶためにプリアンブル識別子を指定し，必要なとき再送信要求のために
プリアンブル識別子を用い，（ＳＣＨ上の）ランダムアクセスメッセージバーストを復号
するためにＨＡＲＱ（軟結合）を用いることである。
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【００３７】
　利点
　別個のプリアンブル及びプリアンブル識別子を用いることから生じる利点は，ランダム
アクセスメッセージバーストの受信にＨＡＲＱを用いることができることである。ＨＡＲ
Ｑは検出確率を改善する。基地局が最初の送信後に復号に成功しなかったとき，ＵＥはプ
リアンブル段階からランダムアクセス処理を再開する必要はないので，サービス範囲が改
善され，遅延も減少する。ＵＥは，何を再送信するかを決定するためにプリアンブル識別
子を用いて，メッセージバーストを単に再送信する。
【００３８】
　周波数ホップを利用することから生じる利点は，先行技術によるシステムよりも少ない
資源を用いて，良好な周波数ダイバシチ及びサービス範囲が得られることである。ここで
メッセージは一定かつ広い周波数帯域で送信される。周波数ホップによってＵＥの自己信
号のフェード及び干渉の双方をランダム化する。また，ホップパターンにおけるすべての
周波数において，フェード及び干渉の条件が不適当であることは考え難い。
【００３９】
　プリアンブル識別子及び一時アドレス，並びにメッセージバーストが肯定応答されたか
どうかの判定
　本発明は，プリアンブル識別子及び一時アドレスを用いるが，それぞれ別の目的である
ことに注意されたい。プリアンブル識別子は，基地局がランダムアクセスメッセージバー
ストの再送信を要求するために与える。一時アドレスはランダムアドレスであってもよい
し，一時セル特定アドレスであってもよいが，ＵＥ宛のメッセージをＵＥが明りょうに識
別できるように，ＵＥがメッセージバースト内に含めるものである。ＵＥが一時セル特定
アドレスを有しないときは，ＵＥは一時アドレスとしてランダムドレスを選択する。ＵＥ
がランダムアクセスメッセージバーストによって基地局へ一時アドレスを送信すると，次
にＵＥはダウンリンク共有制御チャネルを読み，ＵＥのプリアンブル識別子を用いて，Ｕ
Ｅにあてたアップリンク及びダウンリンクの資源割当てを探索する。ＵＥは，アップリン
ク資源が割り当てられていることは，ＵＥがランダムアクセスメッセージバーストを再送
信しなければならないことを示していると理解する。ダウンリンク資源が割り当てられて
いることは，基地局が（ＣＲＣ検査で）ランダムアクセスメッセージバーストを正しく復
号したことを意味するが，必ずしもそのＵＥからのメッセージバーストとは限らない。ダ
ウンリンク資源割当ては，ＵＥが一時アドレスを取得するために復号することになってい
るダウンリンク共有チャネル資源を標示する。ダウンリンクメッセージ内の一時アドレス
がＵＥの一時アドレスと一致すると，ＵＥは手続が成功したことが分かる。反対に一時ア
ドレスが一致しない場合は，一時アドレスが同一でないときは，ＵＥのプリアンブルが別
のＵＥのプリアンブルと衝突している（すなわちＵＥと別のＵＥ双方が同一のアクセスス
ロットを用いている）可能性があるので，ＵＥは手続を終了するように構成される。一時
セル特定アドレスとして用いるランダムアドレスを取得するために，ＵＥは基地局が同報
したシステム情報（System Info）メッセージが与えるアドレス集合から無作為にアドレ
スを選択する。システム情報はＵＥが（本発明の主題ではない手続によって）およそ基地
局と同期した，すなわちＵＥと基地局の分離による伝ぱ遅延を考慮に入れることを除いて
同期した，後で読むものである。
【００４０】
　ランダムアクセスメッセージバーストの内容
　ＲＡＣＨ手続後にＵＥがＳＣＨ上で衝突する確率は非常に小さくすることが望ましい。
なぜならばそのような衝突は，間違ったタイミング先行値で送信を行い，セル内干渉を起
こすＵＥがあることを意味するからである。衝突確率を十分低くするためには，ランダム
アクセス手続中に十分長いランダムの，又は明りょうなＵＥアドレスを肯定応答すること
が望ましい。したがって本発明のいくつかの実施例によれば，（ＳＣＨ上で送信される）
ランダムアクセスメッセージは次を含む。
【００４１】
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　・一時セル特定アドレス又は一時セル特定アドレスとして働く十分に長いランダムアド
レスである一時アドレス（１０～１６ビット）。一時セル特定アドレスは，加入者識別情
報モジュール（ＳＩＭ）に記憶されたＩＭＳＩ（国際移動体通信加入者識別情報）の代わ
りに用いられる。なぜならば，ＩＭＳＩ送信は不必要にメッセージを長くするからである
。
【００４２】
　・ＵＥに更なるＳＣＨ割当てを行うときに無線接続ネットワークが用いることができる
少数の情報ビット（１バイト又はそれ未満のオーダのもの）。
【００４３】
　・巡回冗長検査（ＣＲＣ）語
【００４４】
　これらの情報ビットは，緊急呼のような（更なる）ＳＣＨ通信資源が必要であることを
示すために用いることができる。更に，ＳＣＨ上で送信するデータ量が概略標示される。
【００４５】
　周波数ホップ及びランダムアクセスメッセージバーストのフレーム形式
　ランダムアクセス手続において遅延を短くするためには，よい周波数ダイバシチが必要
である。十分なサービス範囲を得るためにランダムアクセスメッセージバーストを数サブ
フレームにわたって延長しなければならないときは，各サブフレームでは可能な最小帯域
幅で送信し，サブフレームごとに周波数ホップすることによって経済的に周波数ダイバシ
チを得ることができる。これは図３に示されており，メッセージバーストがＳＣＨの４サ
ブフレームにわたっている，すなわち４セクションをなして，それぞれ対応するサブフレ
ームを占めている。このメッセージバーストは，０．５ｍｓ×３１２．５ｋＨｚのＳＣＨ
上の資源ブロックを４つ消費する。（３１２．５ｋＨｚという最小周波数割当ては一例に
過ぎない。時間フレームは２サブフレームであってもよいし，反対に１サブフレーム未満
であってもよい。）図に示すとおりメッセージの１セクションは，パイロット又は署名部
と，データシンボル，すなわちペイロードと，を有し，各セクションにはガード時間又は
ガード期間（サブフレームの一部）が続く。メッセージバースト１セクションの全体長は
，したがってガード時間のために０．５ｍｓ未満（すなわちＳＣＨ上の１サブフレーム未
満）である。ガード時間は，ＵＥが通信のこの段階ではタイミング先行値を取得していな
いので必要である。図３はまた，（ＲＡＣＨ上での）プリアンブルの周波数ホップも示し
ている。
【００４６】
　メッセージバーストの符号化方式は，各サブフレームが自己復号可能であることが望ま
しい。最も簡単な例では，同じシンボルが各サブフレームで送信される。良好な条件では
，基地局は最初のサブフレームでメッセージバーストを復号することに成功し，ＵＥが残
りのメッセージバーストを送信する前に基地局が肯定応答を伝送できるときは，これによ
ってランダムアクセス手続を加速し，資源を節約し，干渉を減少させることができる。
【００４７】
　ランダムアクセスメッセージバーストのセクション長については，ほかの選択肢も考え
られる。例えばセクションは１サブフレームより長くてもよいし，１サブフレームより短
くてもよい。また，ＵＥが１メッセージバーストを送信する際に間げきがあってもよい。
それによってＵＥは，メッセージバーストの送信セクション間の１又は複数のサブフレー
ムで沈黙することができる。これによって，基地局が最初のセクションだけでメッセージ
バーストを復号できたとき，基地局がメッセージバースト送信を終了させる時間ができる
。
【００４８】
　本発明によるランダムアクセスメッセージバーストのフレーム形式は，ＵＥと基地局と
の間の通信時間差が不確定であるがＵＥが一時セル特定アドレスを取得しているほかの場
合にも利用することができる。このような場合としては，ＧＳＭ（世界移動体通信システ
ム）の場合のように処理されるハンドオーバがある。このときＵＥは，サービス提供基地
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局を通じてターゲットセルのアドレスを取得する。ターゲット基地局は，ＵＥがアップリ
ンク通信チャネル割当てについての情報を搬送するダウンリンク共有制御チャネル（ＤＳ
ＣＣＨ）を読む準備ができたとき，アップリンク資源の割当てを開始する。ＵＥが行う最
初の送信は，本発明によるランダムアクセスメッセージバーストのフレーム形式のとおり
，タイミング先行の不確定性を許容するフレーム形式で行われる。すなわちＵＥは，ハン
ドオーバの場合にアップリンク通信資源について何の競合もないにもかかわらず，本発明
のフレーム形式を用いてターゲットセルにおいて送信を開始する。
【００４９】
　分離プリアンブル段階，すなわち基地局がＡＣＫを与えたプリアンブル識別子（図４）
を有するランダムアクセス手続を説明するための実施例の詳細
　図４は，本発明の実施例によるランダムアクセス手続の信号フロー図である。この実施
例においては，ＲＡＣＨのアクセススロットはプリアンブルを送信するために予約されて
いる。ＵＥはアクセススロットを選択し，小集合（例えば１６）から選択した署名を有す
るプリアンブルを（サービス提供）基地局（Ｅ－ＵＴＲＡのｅＮＢ）へ送信する。基地局
がプリアンブルを受信してから固定期間後に，すなわち基地局が実際にプリアンブルを受
信した後に，基地局は第１フィードバックメッセージ（図４にフィードバック１として示
されている），すなわちプリアンブル受信を肯定応答する働きをする１又は複数のメッセ
ージ，をＤＳＣＣＨ上で送信し，第１フィードバックに署名のダイジェスト，すなわち署
名のインデクス（プリアンブルが肯定応答されたことをＵＥに標示する働きをし，それで
ＵＥは第１フィードバックを肯定応答と理解する。なぜならば第１フィードバックはプリ
アンブルに含まれる署名によってプリアンブルを識別するからである）と，送信電力調整
フィールドと，ここではプリアンブル識別子と呼ぶ短識別子（図４にプリアンブルｉｄと
して示されている）と，ランダムアクセスメッセージバースト（すなわちデータ又はペイ
ロード）を送信するためのＳＣＨ上の資源へのポインタと，を含める。ポインタは必ずし
もプリアンブル識別子と同一のメッセージに与えなくてもよい。なぜならばポインタは，
プリアンブル識別子を用いて同じＵＥにあてた引き続くメッセージ（これもフィードバッ
ク１の一部である）によってＵＥに提供できるからである。メッセージバースト用の資源
は，基地局がプリアンブルを観測して初めて予約されることに注意されたい。そして別の
署名を有するＵＥには，それぞれのメッセージバーストの送信用に別の資源が与えられる
ことにも注意されたい。プリアンブル及びセル特定接続パラメータの資源は，基地局のシ
ステム情報同報によって与えられる。
【００５０】
　ここで１又は複数のＵＥは第１フィードバックのプリアンブル識別子から自分自身を認
識することができ，そして自分とプリアンブル識別子とを関係付ける（なぜならばＲＡＣ
Ｈは競合型資源であり，すなわち多元接続機構を介して共有されないので，同時に１を越
えるＵＥがプリアンブルを送信することができるからである）。このようなＵＥはそれぞ
れダウンリンク共有制御チャネル（ＤＳＣＣＨ）を読み，そして（アップリンクの）ＳＣ
Ｈ上の資源がプリアンブル識別子を用いてＤＳＣＣＨ上にポイントされているときは，Ｕ
Ｅはゼロタイミング先行でその資源を介してランダムアクセスメッセージバーストを送信
する。メッセージバーストフィールドは上述のとおり，すなわち一時アドレスと，情報ビ
ットと，ＣＲＣ語と，である。２つのＵＥが同一の一時アドレスフィールドを有する確率
は小さい。なぜならばアドレスは唯一か，少なくとも比較的長いランダムビットシーケン
スかのいずれかだからである。メッセージバーストの受信に成功すると，基地局は第２フ
ィードバック（図４にフィードバック２として示されている）を送信する。第２フィード
バックは一時アドレスと，タイミング先行値と，必要であればアップリンク又はメッセー
ジ交換を継続するための更なるＳＣＨ資源へのポインタと，を含む。この第２フィードバ
ック後は，第２フィードバックに自己の一時アドレスを観測したＵＥ端末だけがメッセー
ジ交換を継続する。第２フィードバックの復号に成功したがその中に自己の一時アドレス
を観測しなかった端末は，最初からランダムアクセス手続を開始しなければならない。
【００５１】
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　基地局が１又は複数のＵＥのうち特定の１つからのランダムアクセスメッセージバース
トの復号に成功しなかったときは，プリアンブル識別子を再度用いてＵＥにあててメッセ
ージバーストを再送信するようにＵＥに要求することができる。プリアンブル識別子は基
地局が再送信を要求することを可能にするために用いられるが，一方一時アドレスは，同
一の署名及びアクセススロットを選択したＵＥを分離するためのものである。そして基地
局はＵＥから最後に受信したランダムアクセスメッセージバーストのシンボルと，前に送
信されたシンボルとを軟結合することができる。すなわち基地局は，ランダムアクセス手
続においてＨＡＲＱ処理を用いることができる。これは検出確率を大きく改善する。また
基地局は，ランダムアクセスメッセージを復号しようとする前にＵＥに再送するように要
求することによって遅延を最適化することができる。
【００５２】
　プリアンブル識別子は，ある時間及び周波数資源において基地局が観測した署名と基地
局によって関係付けられてから比較的短時間（例えば１０ｍｓ）だけ有効とすることが予
め決められているときは，短くてもよい（例えば５ビット）。１０ｍｓの間に，メッセー
ジの一部をまだ数回再送信することができる。
【００５３】
　２つのＵＥ端末，例えば端末Ｘ及び端末Ｙ，が同一の署名を有するプリアンブルを送信
したかもしれないが，基地局は端末Ｘが送信したプリアンブルだけを検出するので，第１
フィードバックにおいてＵＥ端末へタイミング先行値を送信することは有用ではないこと
がある。端末Ｙに適したタイミング先行値は，端末Ｘのものとは全く違うかもしれない。
端末Ｙが端末Ｘ用のタイミング先行値を用いて送信を行ったときは，前の時間スロット又
は後のタイムスロットにおいて送信が重複するかもしれない。ＵＥのアドレスが第２フィ
ードバックによって標示された後は，衝突確率は，タイミング先行値のアプリケーション
に対して十分小さくなる。それで図４に示すとおり，タイミング先行値は図４に示すとお
り，第２フィードバックで提供するのが有利である。
【００５４】
　本発明のランダムアクセス手続によれば，２つのＵＥは，それぞれのランダムアクセス
メッセージバーストが同一のプリアンブル署名を選んだときだけ，（ＳＣＨ上の）同一資
源上でそれらメッセージバーストを送信することに注意されたい。
【００５５】
　ランダムアクセスメッセージバーストを送信する際に周波数ホップを用いることも有利
である。（別個の）プリアンブル及びメッセージバースト双方は，別の周波数で送信され
るセクションに分割できる。
【００５６】
　説明のための例
　以降は本発明の一実施例によるランダムアクセス手続の利用例であって，ＵＥがランダ
ムアクセス手続を用いてユーザデータをアップリンクするために共有チャネルＳＣＨ上の
割当てを要求する場合である。（この例においてＵＥは，ＳＣＨ上の割当てを要求するこ
とを示すためだけにランダムアクセスメッセージバーストを用い，それによって基地局は
どれだけ資源が要求されているかを判定することができるが，本発明はまた，ＵＥがラン
ダムアクセスメッセージバースト内の情報ビット自体を用いてユーザデータをアップリン
クすることもできるようにする。）
【００５７】
　プリアンブル
　プリアンブルは，狭帯域（例えば，１．２５ＭＨｚ／３の資源片）のＲＡＣＨ上で送信
される。図３を参照されたい。その長さは２サブフレームに設定される。周波数は，ダイ
バシチ効果を得るためにサブフレームごとにホップする。
【００５８】
　シンボルシーケンスは，署名集合から無作為に選択される。この無作為選択は再送信ご
とに繰り返される。利用可能な署名集合は，いわゆるシステム情報同報によって基地局か
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ら与えられる。
【００５９】
　開ループ電力制御が用いられる。送信電力は，測定したダウンリンク減衰及び基地局受
信器における所望電力レベルによって調整される。更に，プリアンブル送信を繰り返す必
要があるときは，電力増加が行われる。パラメータはシステム情報によって与えられる。
【００６０】
　アクセススロット密度は，ＲＡＣＨの負荷及び遅延要求条件によって選択される（最初
のアクセススロットを得るまでの待ち時間は永すぎてはならない）。
【００６１】
　アクセススロット選択の時間窓をプリアンブル送信が繰り返されるごとに指数的に増加
するか，又は送信時間をランダムにするある別の方法が用いられる。
【００６２】
　プリアンブル肯定応答
　プリアンブル肯定応答は，ＤＳＣＣＨ上で送信される割当てテーブルによって行われる
。
【００６３】
　基地局は各署名及びアクセススロットのインパルス応答を測定し，プリアンブルを観測
したときダウンリンクで肯定応答を送信する。
【００６４】
　肯定応答のフィールドは次のとおりである。
　・ＵＥが送信した署名番号又は署名のダイジェスト。アクセススロット番号は，肯定応
答をアクセススロットに関して固定オフセットを有するダウンリンクサブフレームで送信
できるときは，必要ではない。最大システム帯域幅についてさえ，周波数によってだけ分
離できる（時間）重複アクセススロットは必要ない。
【００６５】
　メッセージバースト用の（ＳＣＨ上の）資源割当て（すなわち，ＵＥがランダムアクセ
スメッセージバーストをアップリンクするためのＳＣＨ上の時間周波数スロット）。上記
のとおり，資源割当てを延期して，残りの肯定応答と分離して送信することもできる。
【００６６】
　・基地局用の短識別子プリアンブル識別子（プリアンブルｉｄ）は，メッセージバース
トの再送信を要求するために用いられる。
【００６７】
　・プリアンブル電力に関する電力調整
【００６８】
　タイミング先行（値）の提供は，この段階では有用でないことがある。なぜならば，負
荷と，署名数と，アクセススロットとに依存して，２又はそれを超えるＵＥが同一のアク
セススロットによって同一の署名を有するプリアンブルを送信する確率が高くなりすぎる
ことがある。タイミング先行値はそれらのうち１つだけに対して正しいものである。
【００６９】
　基地局はまた，否定応答（ＮＡＣＫ）を送信してもよい。上記のアクセススロットでプ
リアンブルを送信したＵＥは，ＲＡＣＨ手続を停止しなければならない。これはＲＡＣＨ
過負荷から回復する手段を提供する。
【００７０】
　ランダムアクセスメッセージバースト
　ランダムアクセスメッセージバーストは狭帯域（例えば，１．２５ＭＨｚ／３の資源片
）を用いてＳＣＨ上で送信され，数サブフレームにわたり，サブフレームごとに周波数を
ホップする。バースト長の暫定値は４サブフレームである。サービス範囲要求条件を満た
すために，数サブフレームにわたって延長することが必要と考えられる。
【００７１】
　ランダムアクセスメッセージバーストの例示内容は次のとおりである。
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　・一時セル特定アドレス，又は一時セル特定アドレスが存在しないときはランダムアド
レス（例えば１６ビット）
【００７２】
　・基地局に通信資源が要求されていることを通知する，例えば１０ビットまで（又は恐
らくそれ以上）の情報ビット。
【００７３】
　・ＣＲＣ語（例えば１２又は１６ビット）
【００７４】
　ランダムアドレスは，同一アクセススロットで同一署名を有するプリアンブルを送信し
たすべてのＵＥを分離するので，十分長い必要がある。
【００７５】
　ランダムアクセスメッセージバーストの肯定応答
　ランダムアクセスメッセージバーストの肯定応答は，ＤＳＣＣＨ上で送信される割当て
テーブルによって行われる。ＣＲＣが失敗したとき，基地局は，プリアンブルの肯定応答
によって提供したプリアンブル識別子を用いて，メッセージバースト再送信を要求するこ
とができる。ＣＲＣが成功したときは，ＵＥのアドレス（一時セル特定又はランダム）が
肯定応答される。一時セル特定アドレス，ＵＥがランダムアドレスを送信したとき，与え
られる。
【００７６】
　一時セル特定アドレスはＵＥを唯一に特定し，ランダムアドレスはほぼ唯一に特定する
ので，タイミング先行値はランダムアクセスメッセージバーストの肯定応答を受信した後
で用いることができる。
【００７７】
　アップリンクメッセージ用の（ＳＣＨ上の）資源割当ては，割当てテーブルの通常ＳＣ
Ｈ項目として与えることができる。
【００７８】
　考察
　それでＵＥがＳＣＨ上の割当てを得ようとするこの説明のための例においては，ＵＥは
ＲＡＣＨ上で署名を有するプリアンブルを送信する。基地局は，肯定応答がどのプリアン
ブルに対するものであるかをＵＥが分かるようにする署名（署名ダイジェストを代わりに
送信することもできる）のインデクス（署名番号とも呼ばれる）と，（プリアンブル識別
子と異なるメッセージで与えられることがある）ランダムアクセスメッセージバースト送
信のためのＳＣＨ割当て（ＳＣＨ上の時間スロット及び周波数）と，をＤＳＣＣＨ上でプ
リアンブル識別子を用いて肯定応答する。そしてＵＥはプリアンブル識別子を有する（情
報フィールドを含み，ＳＣＨ上の更なる要求を標示する）メッセージバーストを，割り当
てられた時間スロット及び周波数で送信する。別のＵＥが同一のパラメータを有するプリ
アンブルを送信し，したがってランダムアクセスメッセージバースト用に同一のＳＣＨ割
当てを取得した可能性があるので，衝突が起きることがある。ＵＥはメッセージバースト
に，基地局がＵＥを識別するために用いることができる一時アドレスを含める。基地局は
，メッセージバーストを復号できなかったとき（恐らく軟結合又はＨＡＲＱを用いて復号
を試みる），必要であればＤＳＣＣＨを用いてＵＥに再送信を要求する。そして基地局は
プリアンブル識別子を用いて，再送要求をＵＥに振り向ける。（基地局は，ＵＥがメッセ
ージバーストを送信するために用いた時間スロット及び周波数によってどのプリアンブル
識別子を使うかが分かる。）基地局はメッセージバーストの復号に成功し，そして（ＤＳ
ＣＣＨを介して）ＵＥに更なるＳＣＨ割当てを行い，その更なるＳＣＨ割当ては，ＵＥが
メッセージバーストに含めたアドレスを用いて，若しくは基地局がランダムアクセスメッ
セージバーストの肯定応答によってＵＥに提供したプリアンブル識別子又は一時セル特定
アドレスを用いて，ＵＥに振り向けられる。
【００７９】
　結論
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　上述の構成は，本発明の原理の応用を説明するものに過ぎないことを理解されたい。当
業者であれば，本発明の範囲から逸脱することなく，多くの修正物及び代替構成物を考案
できるであろう。したがって，本願請求項はそのような修正物及び構成物を含むものとす
る。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明を実現できる無線通信システムのブロック図及びフロー図であって，種々
の通信端末，特にユーザ装置（ＵＥ）無線通信端末及びユーザ装置と無線で接続するため
に用いる無線接続ネットワーク（ＲＡＮ）の無線通信端末を含む図である。
【図２】図１に示すＵＥ端末又はＲＡＮの無線端末の（本発明に関係する部分だけを示し
た）簡略ブロック図である。
【図３】本発明の実施例によるＲＡＣＨ上のランダムアクセスプリアンブル及び引き続く
ＳＣＨ上のランダムアクセスメッセージバーストを概略示す図である。
【図４】本発明の実施例によるランダムアクセス手続の信号フロー図であって，例として
示す１つの（ランダムアクセス）メッセージバースト再送信を含む図である。

【図１】 【図２】
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