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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおける端末(ＵＥ)によるバックオフを実行する方法において、
　優先されたアクセスを識別するステップと、
　ネットワークからバックオフパラメータ、特別バックオフパラメータ及び確率因子を受
信するステップと、
　前記特別バックオフパラメータ、前記優先されたアクセス及び前記受信された確率因子
によって前記受信されたバックオフパラメータを適用するかどうかを決定するステップと
、
を含み、
　前記バックオフパラメータ及び前記特別バックオフパラメータは、１つのランダムアク
セス応答メッセージを介して同時に受信され、
　前記ランダムアクセス応答メッセージに対するＭＡＣ　ＰＤＵは、ＭＡＣサブヘッダ内
の前記特別バックオフパラメータの存在を示すために特別バックオフ指示子フィールドに
含まれる、方法。
【請求項２】
　前記優先されたアクセスは、緊急アクセス、高い優先権アクセス、ＭＡＣ、ＲＬＣまた
はＰＤＣＰでの制御要素/情報、音声/ビデオサービスのためのデータ無線ベアラ(ＤＲＢ)
、シグナリング無線ベアラ(ＳＲＢ)０、ＳＲＢ１、ＳＲＢ２、ＭＭＴＥＬ音声、ＭＭＴＥ
ＬビデオまたはＶｏＬＴＥのうちいずれか一つに対応する、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記優先されたアクセスが識別された場合、前記受信されたバックオフパラメータを適
用しないと決定される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ランダムアクセスプリアンブルを前記ネットワークに送信する前、前記受信されたバッ
クオフパラメータを無視するステップをさらに含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記優先されたアクセスが識別されない場合、前記受信されたバックオフパラメータを
適用すると決定される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ランダムアクセスプリアンブルを前記ネットワークに送信する前、前記受信されたバッ
クオフパラメータに基づいてバックオフを実行するステップをさらに含む、請求項５に記
載の方法。
【請求項７】
　前記受信されたバックオフパラメータが特定値より大きい値を有する場合、前記優先さ
れたアクセスに対して前記受信されたバックオフパラメータを適用しないと決定される、
請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記受信されたバックオフパラメータが特定値と同じ、またはそれより小さい値を有す
る場合、前記優先されたアクセスに対して前記受信されたバックオフパラメータを適用す
ると決定される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ネットワークから一つ以上のアクセスクラスの指示子を受信するステップをさらに
含み、前記受信されたバックオフパラメータを適用するかどうかは、前記受信された一つ
以上のアクセスクラスの指示子によって決定される、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　システム情報、ページングまたはＲＲＣ接続再構成メッセージのうちいずれか一つを介
してバックオフ構成を前記ネットワークから受信するステップをさらに含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項１１】
　前記バックオフ構成は、前記優先されたアクセスを指示する、請求項１０に記載の方法
。
【請求項１２】
　無線通信システムにおける端末(ＵＥ)において、
　無線信号を送信または受信するＲＦ部と、
　前記ＲＦ部と連結されるプロセッサと、を含み、
　前記プロセッサは、
　優先されたアクセスを識別し、
　ネットワークからバックオフパラメータ、特別バックオフパラメータ及び確率因子を受
信し、
　前記特別バックオフパラメータ、前記優先されたアクセス及び前記受信された確率因子
によって前記受信されたバックオフパラメータを適用するかどうかを決定するように構成
され、
　前記バックオフパラメータ及び前記特別バックオフパラメータは、１つのランダムアク
セス応答メッセージを介して同時に受信され、
　前記ランダムアクセス応答メッセージに対するＭＡＣ　ＰＤＵは、ＭＡＣサブヘッダ内
の前記特別バックオフパラメータの存在を示すために特別バックオフ指示子フィールドに
含まれる、端末。
【請求項１３】
　前記優先されたアクセスは、緊急アクセス、高い優先権アクセス、ＭＡＣ、ＲＬＣまた
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はＰＤＣＰでの制御要素/情報、音声/ビデオサービスのためのデータ無線ベアラ(ＤＲＢ)
、シグナリング無線ベアラ(ＳＲＢ)０、ＳＲＢ１、ＳＲＢ２、ＭＭＴＥＬ音声、ＭＭＴＥ
ＬビデオまたはＶｏＬＴＥのうちいずれか一つに対応する、請求項１２に記載の端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、無線通信システムにおいて、バックオフ(
ｂａｃｋｏｆｆ)を実行する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＭＴＳ(ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ｍｏｂｉｌｅ ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ 
ｓｙｓｔｅｍ)は、ヨーロッパシステム(Ｅｕｒｏｐｅａｎ ｓｙｓｔｅｍ)、ＧＳＭ(ｇｌ
ｏｂａｌ ｓｙｓｔｅｍ ｆｏｒ ｍｏｂｉｌｅ ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ)及びＧＰ
ＲＳ(ｇｅｎｅｒａｌ ｐａｃｋｅｔ ｒａｄｉｏ ｓｅｒｖｉｃｅｓ)に基づいてＷＣＭＤ
Ａ(ｗｉｄｅｂａｎｄ ｃｏｄｅ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ａｃｃｅｓｓ)で動
作する３世代(３ｒｄ ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ)非同期(ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ)移動通
信システムである。ＵＭＴＳのＬＴＥ(ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ)がＵＭ
ＴＳを標準化する３ＧＰＰ(３ｒｄ ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ ｐｒ
ｏｊｅｃｔ)によって議論中である。
【０００３】
　３ＧＰＰ ＬＴＥにおいて、ネットワークが最初にある端末(ＵＥ；ｕｓｅｒ ｅｑｕｉ
ｐｍｅｎｔ)のアクセス試みを知るようになるランダムアクセス手順が実行されることが
できる。このステップにおいて、ＵＥは、ネットワークと接続しようとすることをネット
ワークに知らせるために、可用なリソースやチャネルを有していないため、ＵＥは、共有
された媒体(ｍｅｄｉｕｍ)を介して自分の要求を送信する。このステップで二つの可能性
が存在する。一つは、同じ領域(同じセル)内で同じ要求を送信する多くの他のＵＥが存在
し、他のＵＥからの要求間にコンテンションが発生する可能性がある。このようなランダ
ムアクセス手順は、コンテンションベースの(ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ ｂａｓｅｄ)ランダ
ムアクセス手順と呼ばれる。他の一つは、ＵＥの要求と他のＵＥからの要求がコンテンシ
ョンすることを防止するために、ネットワークがＵＥにある固有の識別子を知らせること
ができる。これはコンテンションない(ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ ｆｒｅｅ)または非コンテ
ンションベースの(ｎｏｎ－ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ ｂａｓｅｄ)ランダムアクセス手順と
呼ばれる。
【０００４】
　一方、バックオフ(ｂａｃｋｏｆｆ)がランダムアクセス手順のために実行されることが
できる。バックオフは、ランダムアクセス応答の受信及び/またはランダムアクセス手順
でのコンテンション解決(ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ)が成功的でない
と見なされる場合、ランダムアクセスプリアンブルの送信が遅延されることを示す。
【０００５】
　効率的にバックオフを実行する方法が要求されることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、無線通信システムにおいて、バックオフ(ｂａｃｋｏｆｆ)を実行する方法を
提供する。本発明は、優先されたアクセス(ｐｒｉｏｒｉｔｉｚｅｄ ａｃｃｅｓｓ)によ
ってバックオフパラメータを適用するかどうかを決定する方法を提供する。本発明は、優
先されたアクセスに対してバックオフパラメータを無視する方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一態様において、無線通信システムにおける端末(ＵＥ；ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ
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)によるバックオフを実行する方法が提供される。前記方法は、優先されたアクセス(ｐｒ
ｉｏｒｉｔｉｚｅｄ ａｃｃｅｓｓ)を識別し、ネットワークからバックオフパラメータを
受信し、及び前記優先されたアクセスによって前記受信されたバックオフパラメータを適
用するかどうかを決定することを含む。
【０００８】
　前記優先されたアクセスは、緊急アクセス(ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ａｃｃｅｓｓ)、高い
優先権アクセス(ｈｉｇｈ ｐｒｉｏｒｉｔｙ ａｃｃｅｓｓ)、ＭＡＣ(ｍｅｄｉａ ａｃｃ
ｅｓｓ ｃｏｎｔｒｏｌ)、ＲＬＣ(ｒａｄｉｏ ｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ)またはＰＤＣＰ
(ｐａｃｋｅｔ ｄａｔａ ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ ｐｒｏｔｏｃｏｌ)での制御要素/情報
、音声/ビデオサービスのためのデータ無線ベアラ(ＤＲＢ；ｄａｔａ ｒａｄｉｏ ｂｅａ
ｒｅｒ)、シグナリング無線ベアラ(ＳＲＢ；ｓｉｇｎａｌｉｎｇ ｒａｄｉｏ ｂｅａｒｅ
ｒ)０、ＳＲＢ１、ＳＲＢ２、ＭＭＴＥＬ(ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ ｔｅｌｅｐｈｏｎｙ)音
声、ＭＭＴＥＬビデオまたはＶｏＬＴＥ(ｖｏｉｃｅ ｏｖｅｒ ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ ｅｖ
ｏｌｕｔｉｏｎ)のうちいずれか一つに対応する。
【０００９】
　前記優先されたアクセスが識別された場合、前記受信されたバックオフパラメータを適
用しないと決定される。前記方法は、ランダムアクセスプリアンブルを前記ネットワーク
に送信する前、前記受信されたバックオフパラメータを無視することをさらに含む。
【００１０】
　前記優先されたアクセスが識別されない場合、前記受信されたバックオフパラメータを
適用すると決定される。前記方法は、ランダムアクセスプリアンブルを前記ネットワーク
に送信する前、前記受信されたバックオフパラメータに基づいてバックオフを実行するこ
とをさらに含む。
【００１１】
　前記受信されたバックオフパラメータが特定値より大きい値を有する場合、前記優先さ
れたアクセスに対して前記受信されたバックオフパラメータを適用しないと決定される。
【００１２】
　前記受信されたバックオフパラメータが特定値と同じ、またはそれより小さい値を有す
る場合、前記優先されたアクセスに対して前記受信されたバックオフパラメータを適用す
ると決定される。
【００１３】
　前記方法は、前記ネットワークから確率因子(ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ ｆａｃｔｏｒ)
を受信することをさらに含む。前記受信されたバックオフパラメータを適用するかどうか
は、前記受信された確率因子によって決定される。
【００１４】
　前記方法は、前記ネットワークから一つ以上のアクセスクラス(ａｃｃｅｓｓ ｃｌａｓ
ｓ)の指示子を受信することをさらに含む。前記受信されたバックオフパラメータを適用
するかどうかは、前記受信された一つ以上のアクセスクラスの指示子によって決定される
。
【００１５】
　前記方法は、システム情報、ページングまたはＲＲＣ(ｒａｄｉｏ ｒｅｓｏｕｒｃｅ 
ｃｏｎｔｒｏｌ)接続再構成メッセージのうちいずれか一つを介してバックオフ構成(ｂａ
ｃｋｏｆｆ ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ)を前記ネットワークから受信することをさらに
含む。
【００１６】
　前記バックオフ構成は、前記優先されたアクセスを指示する。
【００１７】
　他の態様において、無線通信システムにおける端末(ＵＥ；ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎ
ｔ)が提供される。前記端末は、無線信号を送信または受信するＲＦ(ｒａｄｉｏ ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ)部及び前記ＲＦ部と連結されるプロセッサを含み、前記プロセッサは、優
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先されたアクセス(ｐｒｉｏｒｉｔｉｚｅｄ ａｃｃｅｓｓ)を識別し、ネットワークから
バックオフパラメータを受信し、及び前記優先されたアクセスによって前記受信されたバ
ックオフパラメータを適用するかどうかを決定するように構成される。
【発明の効果】
【００１８】
　重要なアクセス試みが阻止されることを避けることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】無線通信システムの構造を示す。
【図２】制御平面に対する無線インターフェースプロトコル構造を示すブロック図である
。
【図３】ユーザ平面に対する無線インターフェースプロトコル構造を示すブロック図であ
る。
【図４】物理チャネルの構造の一例を示す。
【図５】コンテンションベースのランダムアクセス手順の一例を示す。
【図６】非コンテンションベースのランダムアクセス手順の一例を示す。
【図７】ランダムアクセス手順のためのＬ１とＬ２/Ｌ３との間の相互作用モデルを示す
。
【図８】本発明の一実施例に係るバックオフを実行する方法の一例を示す。
【図９】本発明の一実施例に係るバックオフを実行する方法の他の例を示す。
【図１０】本発明の一実施例に係る特別バックオフパラメータのためのＭＡＣサブヘッダ
２の一例を示す。
【図１１】本発明の一実施例に係るＭＡＣヘッダ及びＭＡＣ ＲＡＲで構成されるＭＡＣ 
ＰＤＵの一例を示す。
【図１２】本発明の一実施例に係るＭＡＣヘッダ及びＭＡＣ ＲＡＲで構成されるＭＡＣ 
ＰＤＵの他の例を示す。
【図１３】本発明の実施例が具現される無線通信システムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下の技術は、ＣＤＭＡ(ｃｏｄｅ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ａｃｃｅｓｓ
)、ＦＤＭＡ(ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ａｃｃｅｓｓ)、
ＴＤＭＡ(ｔｉｍｅ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ａｃｃｅｓｓ)、ＯＦＤＭＡ(ｏ
ｒｔｈｏｇｏｎａｌ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ａｃｃｅ
ｓｓ)、ＳＣ－ＦＤＭＡ(ｓｉｎｇｌｅ ｃａｒｒｉｅｒ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ ｍｕｌｔｉｐｌｅ ａｃｃｅｓｓ)などのような多様な無線通信システムに使われ
ることができる。ＣＤＭＡは、ＵＴＲＡ(ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ 
ｒａｄｉｏ ａｃｃｅｓｓ)やＣＤＭＡ２０００のような無線技術で具現されることができ
る。ＴＤＭＡは、ＧＳＭ(ｇｌｏｂａｌ ｓｙｓｔｅｍ ｆｏｒ ｍｏｂｉｌｅ ｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎｓ)/ＧＰＲＳ(ｇｅｎｅｒａｌ ｐａｃｋｅｔ ｒａｄｉｏ ｓｅｒｖｉｃ
ｅ)/ＥＤＧＥ(ｅｎｈａｎｃｅｄ ｄａｔａ ｒａｔｅｓ ｆｏｒ ＧＳＭ ｅｖｏｌｕｔｉｏ
ｎ)のような無線技術で具現されることができる。ＯＦＤＭＡは、ＩＥＥＥ(ｉｎｓｔｉｔ
ｕｔｅ ｏｆ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ａｎｄ ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ ｅｎｇｉｎｅｅｒ
ｓ)８０２.１１(Ｗｉ－Ｆｉ)、ＩＥＥＥ８０２.１６(ＷｉＭＡＸ)、ＩＥＥＥ８０２－２
０、Ｅ－ＵＴＲＡ(ｅｖｏｌｖｅｄ ＵＴＲＡ)などのような無線技術で具現されることが
できる。ＩＥＥＥ８０２.１６ｍは、ＩＥＥＥ８０２.１６ｅの進化であり、ＩＥＥＥ８０
２.１６ｅに基づくシステムとの後方互換性(ｂａｃｋｗａｒｄ ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉ
ｔｙ)を提供する。ＵＴＲＡは、ＵＭＴＳ(ｕｎｉｖｅｒｓａｌ ｍｏｂｉｌｅ ｔｅｌｅｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ ｓｙｓｔｅｍ)の一部である。３ＧＰＰ(３ｒｄ ｇｅｎｅｒ
ａｔｉｏｎ ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ ｐｒｏｊｅｃｔ)ＬＴＥ(ｌｏｎｇ ｔｅｒｍ ｅｖｏ
ｌｕｔｉｏｎ)は、Ｅ－ＵＴＲＡ(ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ ｒ
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ａｄｉｏ ａｃｃｅｓｓ)を使用するＥ－ＵＭＴＳ(ｅｖｏｌｖｅｄ ＵＭＴＳ)の一部であ
り、ダウンリンクでＯＦＤＭＡを採用し、アップリンクでＳＣ－ＦＤＭＡを採用する。Ｌ
ＴＥ－Ａ(ａｄｖａｎｃｅｄ)は、３ＧＰＰ ＬＴＥの進化である。
【００２１】
　説明を明確にするために、ＬＴＥ－Ａを中心に記述するが、本発明の技術的思想がこれ
に制限されるものではない。
【００２２】
　図１は、無線通信システムの構造を示す。
【００２３】
　図１の構造は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ(ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ 
ｒａｄｉｏ ａｃｃｅｓｓ ｎｅｔｗｏｒｋ)のネットワーク構造の一例である。Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮシステムは、３ＧＰＰ ＬＴＥ/ＬＴＥ－Ａシステムである。Ｅ－ＵＴＲＡＮは、端
末(ＵＥ；ｕｓｅｒ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ)１０及びＵＥ１０に制御平面(ｃｏｎｔｒｏｌ 
ｐｌａｎｅ)とユーザ平面(ｕｓｅｒ ｐｌａｎｅ)を提供する基地局(ＢＳ；ｂａｓｅ ｓｔ
ａｔｉｏｎ)２０を含む。ＵＥ１０は、固定されてもよいし、移動性を有してもよく、Ｍ
Ｓ(ｍｏｂｉｌｅ ｓｔａｔｉｏｎ)、ＵＴ(ｕｓｅｒ ｔｅｒｍｉｎａｌ)、ＳＳ(ｓｕｂｓ
ｃｒｉｂｅｒ ｓｔａｔｉｏｎ)、ＭＴ(ｍｏｂｉｌｅ ｔｅｒｍｉｎａｌ)、無線機器(ｗｉ
ｒｅｌｅｓｓ ｄｅｖｉｃｅ)等、他の用語で呼ばれることもある。ＢＳ２０は、一般的に
ＵＥ１０と通信する固定局(ｆｉｘｅｄ ｓｔａｔｉｏｎ)を意味し、ｅＮＢ(ｅｖｏｌｖｅ
ｄ－ＮｏｄｅＢ)、ＢＴＳ(ｂａｓｅ ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ ｓｙｓｔｅｍ)、アクセス
ポイント(ａｃｃｅｓｓ ｐｏｉｎｔ)等、他の用語で呼ばれることもある。ＢＳ２０のカ
バレッジ内に一つ以上のセルが存在する。一つのセルは、１.２５、２.５、５、１０及び
２０ＭＨｚなどの帯域幅のうち一つを有するように設定され、複数のＵＥにダウンリンク
(ＤＬ；ｄｏｗｎｌｉｎｋ)またはアップリンク(ＵＬ；ｕｐｌｉｎｋ)送信サービスを提供
することができる。このとき、互いに異なるセルは、互いに異なる帯域幅を提供するよう
に設定されることができる。
【００２４】
　ＢＳ２０間にはユーザトラフィックまたは制御トラフィックの送信のためのインターフ
ェースが使われることができる。ＵＥ１０とＢＳ２０は、Ｕｕインターフェースを介して
接続されることができる。ＢＳ２０は、Ｘ２インターフェースを介して互いに接続される
ことができる。ＢＳ２０は、Ｓ１インターフェースを介してＥＰＣ(ｅｖｏｌｖｅｄ ｐａ
ｃｋｅｔ ｃｏｒｅ)と接続されることができる。ＥＰＣは、ＭＭＥ(ｍｏｂｉｌｉｔｙ ｍ
ａｎａｇｅｍｅｎｔ ｅｎｔｉｔｙ)、Ｓ－ＧＷ(ｓｅｒｖｉｎｇ ｇａｔｅｗａｙ)、及び
ＰＤＮ(ｐａｃｋｅｔ ｄａｔａ ｎｅｔｗｏｒｋ)－ＧＷ(ｇａｔｅｗａｙ)で構成されるこ
とができる。ＭＭＥは、ＵＥのアクセス情報やＵＥの能力に対する情報を有し、このよう
な情報は、主にＵＥの移動性管理に使われることができる。Ｓ－ＧＷは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ
を終端点として有するゲートウェイであり、Ｐ－ＧＷは、ＰＤＮを終端点として有するゲ
ートウェイである。ＭＭＥは、制御平面の機能を担当する。Ｓ－ＧＷは、ユーザ平面の機
能を担当する。ＢＳ２０は、Ｓ１－ＭＭＥインターフェースを介してＭＭＥ３０と接続さ
れることができ、Ｓ１－Ｕインターフェースを介してＳ－ＧＷと接続されることができる
。Ｓ１インターフェースは、ＢＳ２０とＭＭＥ/Ｓ－ＧＷ３０との間に多対多関係(ｍａｎ
ｙ－ｔｏ－ｍａｎｙ－ｒｅｌａｔｉｏｎ)をサポートする。
【００２５】
　以下、ＤＬは、ＢＳ２０からＵＥ１０への通信を意味し、ＵＬは、ＵＥ１０からＢＳ２
０への通信を意味する。ＤＬにおいて、送信機はＢＳ２０の一部であり、受信機はＵＥ１
０の一部である。ＵＬにおいて、送信機はＵＥ１０の一部であり、受信機はＢＳ２０の一
部である。
【００２６】
　図２は、制御平面に対する無線インターフェースプロトコル構造を示すブロック図であ
る。図３は、ユーザ平面に対する無線インターフェースプロトコル構造を示すブロック図
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である。
【００２７】
　ＵＥとＥ－ＵＴＲＡＮとの間の無線インターフェースプロトコルの階層は、通信システ
ムで広く知られたＯＳＩ(ｏｐｅｎ ｓｙｓｔｅｍ ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ)モデ
ルの下位３個階層に基づいてＬ１(第１の階層)、Ｌ２(第２の階層)及びＬ３(第３の階層)
に区分される。ＵＥとＥ－ＴＵＲＡＮとの間の無線インターフェースプロトコルは、水平
的には、物理階層、データリンク階層(ｄａｔａ ｌｉｎｋ ｌａｙｅｒ)及びネットワーク
階層(ｎｅｔｗｏｒｋ ｌａｙｅｒ)に区分されることができ、垂直的には、制御信号送信
のためのプロトコルスタック(ｐｒｏｔｏｃｏｌ ｓｔａｃｋ)である制御平面(ｃｏｎｔｒ
ｏｌ ｐｌａｎｅ)とデータ情報送信のためのプロトコルスタックであるユーザ平面(ｕｓ
ｅｒ ｐｌａｎｅ)とに区分されることができる。無線インターフェースプロトコルの階層
は、ＵＥとＥ－ＵＴＲＡＮで対(ｐａｉｒ)で存在する。
【００２８】
　Ｌ１に属する物理階層(ＰＨＹ；ｐｈｙｓｉｃａｌ ｌａｙｅｒ)は、物理チャネルを介
して上位階層に情報転送サービスを提供する。ＰＨＹ階層は、上位階層であるＭＡＣ(ｍ
ｅｄｉａ ａｃｃｅｓｓ ｃｏｎｔｒｏｌ)階層とトランスポートチャネル(ｔｒａｎｓｐｏ
ｒｔ ｃｈａｎｎｅｌ)を介して接続される。トランスポートチャネルを介してＭＡＣ階層
とＰＨＹ階層との間にデータが移動できる。トランスポートチャネルは、無線インターフ
ェースを介してデータがどのように及びどのような特徴に送信されるかによって分類され
ることができる。または、トランスポートチャネルは、共有されるかどうかによって、専
用トランスポートチャネル(ｄｅｄｉｃａｔｅｄ ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｃｈａｎｎｅｌ)と
共用トランスポートチャネル(ｃｏｍｍｏｎ ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｃｈａｎｎｅｌ)とに区
分されることができる。互いに異なるＰＨＹ階層間、即ち、送信機のＰＨＹ階層と受信機
のＰＨＹ階層との間のデータは、物理チャネルを介して移動できる。物理階層は、ＯＦＤ
Ｍ(ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉ
ｎｇ)方式を利用して変調されることができ、時間と周波数を無線リソースとして活用す
る。
【００２９】
　図４は、物理チャネルの構造の一例を示す。
【００３０】
　物理チャネルは、時間領域で複数のサブフレーム(ｓｕｂｆｒａｍｅ)と周波数領域で複
数の副搬送波(ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ)とで構成されることができる。一つのサブフレーム
は、時間領域で複数のシンボルで構成されることができる。一つのサブフレームは、複数
のリソースブロック(ＲＢ；ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｂｌｏｃｋ)で構成されることができる。
一つのリソースブロックは、複数のシンボルと複数の副搬送波とで構成されることができ
る。また、各サブフレームは、ＰＤＣＣＨ(ｐｈｙｓｉｃａｌ ｄｏｗｎｌｉｎｋ ｃｏｎ
ｔｒｏｌ ｃｈａｎｎｅｌ)のために該当サブフレームの特定シンボルの特定副搬送波を利
用することができる。例えば、サブフレームの１番目のシンボルがＰＤＣＣＨのために使
われることができる。データが送信される単位時間であるＴＴＩ(ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉ
ｏｎ ｔｉｍｅ ｉｎｔｅｒｖａｌ)は、１個のサブフレームの長さと同じである。
【００３１】
　Ｌ２に属するＭＡＣ階層は、論理チャネル(ｌｏｇｉｃａｌ ｃｈａｎｎｅｌ)を介して
上位階層であるＲＬＣ(ｒａｄｉｏ ｌｉｎｋ ｃｏｎｔｒｏｌ)階層にサービスを提供する
。ＭＡＣ階層の機能は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間のマッピングと、
トランスポートチャネル上に物理チャネルに提供されるトランスポートブロック(ｔｒａ
ｎｓｐｏｒｔ ｂｌｏｃｋ)のために論理チャネルに属するＭＡＣ ＳＤＵ(ｓｅｒｖｉｃｅ
 ｄａｔａ ｕｎｉｔ)の多重化/逆多重化(ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ/ｄｅ－ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅｘｉｎｇ)とを含む。論理チャネルは、トランスポートチャネルの上位に位置し、ト
ランスポートチャネルにマッピングされる。論理チャネルは、制御平面の情報伝達のため
の制御チャネルと、ユーザ平面の情報伝達のためのトラフィックチャネルとに分けられる
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。
【００３２】
　Ｌ２に属するＲＬＣ階層は、信頼性のあるデータの送信をサポートする。ＲＬＣ階層の
機能は、ＲＬＣ ＳＤＵの連結(ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｉｏｎ)、分割(ｓｅｇｍｅｎｔａｔ
ｉｏｎ)及び再結合(ｒｅａｓｓｅｍｂｌｙ)を含む。無線ベアラ(ＲＢ；ｒａｄｉｏ ｂｅ
ａｒｅｒ)が要求する多様なＱｏＳ(ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ ｓｅｒｖｉｃｅ)を保障するた
めに、ＲＬＣ階層は、透明モード(ＴＭ；ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ ｍｏｄｅ)、非確認モ
ード(ＵＭ；ｕｎａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｄ ｍｏｄｅ)及び確認モード(ＡＭ；ａｃｋｎｏ
ｗｌｅｄｇｅｄ ｍｏｄｅ)の三つの動作モードを提供する。ＡＭ ＲＬＣは、ＡＲＱ(ａｕ
ｔｏｍａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ)を使用してエラー訂正を提供する。一方
、ＲＬＣ階層の機能は、ＭＡＣ階層内部の機能ブロックで具現されることができ、このと
き、ＲＬＣ階層は、存在しない。
【００３３】
　ＰＤＣＰ(ｐａｃｋｅｔ ｄａｔａ ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ ｐｒｏｔｏｃｏｌ)階層は
、Ｌ２に属する。ユーザ平面におけるＰＤＣＰ階層の機能は、ユーザデータの伝達、ヘッ
ダ圧縮(ｈｅａｄｅｒ ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ)及び暗号化(ｃｉｐｈｅｒｉｎｇ)を含む
。ヘッダ圧縮は、帯域幅が小さい無線区間で効率的な送信をサポートするために、相対的
に大きさが大きく且つ不要な制御情報を含んでいるＩＰパケットヘッダサイズを減らす機
能をする。制御平面におけるＰＤＣＰ階層の機能は、制御平面データの伝達及び暗号化/
完全性保護(ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ)を含む。
【００３４】
　Ｌ３に属するＲＲＣ(ｒａｄｉｏ ｒｅｓｏｕｒｃｅ ｃｏｎｔｒｏｌ)階層は、制御平面
でのみ定義される。ＲＲＣ階層は、ＵＥとネットワークとの間の無線リソースを制御する
役割を遂行する。そのために、ＵＥとネットワークは、ＲＲＣ階層を介してＲＲＣメッセ
ージを交換する。ＲＲＣ階層は、ＲＢの設定(ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ)、再設定(ｒ
ｅ－ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ)及び解除(ｒｅｌｅａｓｅ)と関連して論理チャネル、
トランスポートチャネル及び物理チャネルの制御を担当する。ＲＢは、ＵＥとネットワー
クとの間のデータ伝達のために、Ｌ２により提供される論理的経路である。ＲＢが設定さ
れるとは、特定サービスを提供するために無線プロトコル階層及びチャネルの特性を規定
し、各々の具体的なパラメータ及び動作方法を決定することを意味する。ＲＢは、ＳＲＢ
(ｓｉｇｎａｌｉｎｇ ＲＢ)とＤＲＢ(ｄａｔａ ＲＢ)の二つに区分されることができる。
ＳＲＢは、制御平面でＲＲＣメッセージを送信する通路として使われ、ＤＲＢは、ユーザ
平面でユーザデータを送信する通路として使われる。
【００３５】
　ＲＲＣ状態は、ＵＥのＲＲＣがＥ－ＵＴＲＡＮのＲＲＣと論理的に接続されているかど
うかを指示する。ＵＥのＲＲＣ階層とネットワークのＲＲＣ階層との間のＲＲＣ接続が設
定されている場合、ＵＥは、ＲＲＣ接続状態(ＲＲＣ_ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ)になり、ＲＲ
Ｃ接続が設定されていない場合、ＵＥは、ＲＲＣアイドル状態(ＲＲＣ_ＩＤＬＥ)になる
。ＲＲＣ_ＣＯＮＮＥＣＴＥＤのＵＥは、ネットワークとＲＲＣ接続が設定されているた
め、ネットワークは、ＲＲＣ_ＣＯＮＮＥＣＴＥＤのＵＥの存在を把握することができ、
ＵＥを効果的に制御することができる。一方、ネットワークは、ＲＲＣ_ＩＤＬＥのＵＥ
を把握することができず、核心ネットワーク(ＣＮ；ｃｏｒｅ ｎｅｔｗｏｒｋ)がセルよ
り大きい領域であるトラッキング領域(ｔｒａｃｋｉｎｇ ａｒｅａ)単位にＵＥを管理す
る。即ち、ＲＲＣ_ＩＤＬＥのＵＥは、大きい領域の単位に存在のみが把握され、音声ま
たはデータ通信のような通常の移動通信サービスを受けるために、ＵＥは、ＲＲＣ_ＣＯ
ＮＮＥＣＴＥＤに移行しなければならない。
【００３６】
　ユーザがＵＥの電源を最初にオンした時、ＵＥは、まず、適切なセルを探索した後、該
当セルでＲＲＣ_ＩＤＬＥにとどまる。ＲＲＣ接続を設定する必要がある時、ＲＲＣ_ＩＤ
ＬＥにとどまっていたＵＥは、ＲＲＣ接続手順を介してネットワークのＲＲＣとＲＲＣ接
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続を設定してＲＲＣ_ＣＯＮＮＥＣＴＥＤに移行することができる。ＲＲＣ_ＩＤＬＥにと
どまっていたＵＥは、ユーザの通話試みなどの理由でアップリンクデータ送信が必要な時
、またはネットワークからページングメッセージを受信し、これに対する応答メッセージ
送信が必要な時などにネットワークとＲＲＣ接続を設定される必要がある。
【００３７】
　以下、ランダムアクセス(ＲＡ；ｒａｎｄｏｍ ａｃｃｅｓｓ)手順を説明する。これは
３ＧＰＰ ＴＳ ３６.３２１ Ｖ９.２.０(２００９－１２)の５.１節及び３ＧＰＰ ＴＳ 
３６.３００ Ｖ９.２.０(２００９－１２)の１０.１.５節を参照することができる。
【００３８】
　ランダムアクセスは、下記のような特徴がある。
【００３９】
　－ＦＤＤ(ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ)及びＴＤＤ(ｔｉｍｅ 
ｄｉｖｉｓｉｏｎ ｄｕｐｌｅｘ)に対して同じ手順
【００４０】
　－キャリアアグリゲーション(ＣＡ；ｃａｒｒｉｅｒ ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ)が構成
される時、セル大きさまたはサービングセルの個数に関係なしに一つの手順
【００４１】
　ランダムアクセス手順は、下記の６個のイベントに対して実行される。
【００４２】
　－ＲＲＣ_ＩＤＬＥでの初期アクセス
【００４３】
　－ＲＲＣ接続再設定手順
【００４４】
　－ハンドオーバ
【００４５】
　－ＲＲＣ_ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ中にランダムアクセスを要求するＤＬデータ到着(例えば
、ＵＬ同期化状態が「非同期」の時)
【００４６】
　－ＲＲＣ_ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ中にランダムアクセスを要求するＵＬデータ到着(例えば
、ＵＬ同期化状態が「非同期」の時またはスケジューリング要求(ＳＲ；ｓｃｈｅｄｕｌ
ｉｎｇ ｒｅｑｕｅｓｔ)のために可能なＰＵＣＣＨリソースがない時)
【００４７】
　－ＲＲＣ_ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ中にランダムアクセスを要求するポジショニング目的(例
えば、ＵＥポジショニングのためにタイミングアドバンス(ｔｉｍｉｎｇ ａｄｖａｎｃｅ
)が必要な時)
【００４８】
　それだけでなく、ランダムアクセス手順は、二つの明確な形態を有する。
【００４９】
　－コンテンションベース(最初に五つのイベントに対して適用可能)
【００５０】
　－非コンテンションベース(ハンドオーバ、ＤＬデータ到着及びポジショニングに対し
てのみ適用可能)
【００５１】
　即ち、ランダムアクセス手順は、ＵＥが特定セットから一つのランダムアクセスプリア
ンブルを任意に選択して使用するコンテンションベースのランダムアクセス手順と、ＵＥ
が自分に割り当てられたランダムアクセスプリアンブルを使用する非コンテンションベー
スのランダムアクセス手順とを含む。二つのランダムアクセス手順の相違点は、以下で説
明するコンテンションによるコンテンションの発生にある。
【００５２】
　一般的なＤＬ/ＵＬ送信がランダムアクセス手順後に発生することができる。
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【００５３】
　図５は、コンテンションベースのランダムアクセス手順の一例を示す。
【００５４】
　１．ＵＬにおいて、ランダムアクセスプリアンブルがランダムアクセスチャネル(ＲＡ
ＣＨ；ｒａｎｄｏｍ ａｃｃｅｓｓ ｃｈａｎｎｅｌ)上に送信される。ランダムアクセス
プリアンブルは「メッセージ１」と呼ばれる。より詳細に、ＵＥは、システム情報または
ハンドオーバ命令により指示されるランダムアクセスプリアンブルのセットから一つのラ
ンダムアクセスプリアンブルを任意に選択し、ランダムアクセスプリアンブルを送信する
ことができるＰＲＡＣＨ(ｐｈｙｓｉｃａｌ ｒａｎｄｏｍ ａｃｃｅｓｓ ｃｈａｎｎｅｌ
)リソースを選択し、ランダムアクセスプリアンブルを送信する。
【００５５】
　２．ランダムアクセスプリアンブルが送信された後、ＵＥは、ＭＡＣで生成されたラン
ダムアクセス応答をＤＬ－ＳＣＨ上で受信しようと試みる。ランダムアクセス応答は「メ
ッセージ２」と呼ばれる。ランダムアクセス応答は、ランダムアクセスプリアンブルと準
同期(ｓｅｍｉ－ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ)されることができる。即ち、ランダムアクセス
応答は、システム情報またはハンドオーバ命令により指示され、一つ以上のＴＴＩの大き
さを有する柔軟なウィンドウ内で受信されることができる。より詳細に、ランダムアクセ
ス応答は、ＨＡＲＱ(ｈｙｂｒｉｄ ａｕｔｏｍａｔｉｃ ｒｅｐｅａｔ ｒｅｑｕｅｓｔ)
を使用しない。ランダムアクセス応答は、ＰＤＣＣＨ上のＲＡ－ＲＮＴＩ(ｒａｎｄｏｍ 
ａｃｃｅｓｓ ｒａｄｉｏ ｎｅｔｗｏｒｋ ｔｅｍｐｏｒａｒｙ ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ)
に接近(ａｄｄｒｅｓｓ)されることができる。ランダムアクセス応答は、ランダムアクセ
スプリアンブルＩＤ(ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ)、タイミング整列情報、初期ＵＬグラント及
び臨時Ｃ－ＲＮＴＩ(ｃｅｌｌ ＲＮＴＩ)の割当(コンテンション解決(ｃｏｎｔｅｎｔｉ
ｏｎ ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ)に対して永久的に作られ、または作られない)のうち少なく
とも一つを伝送することができる。
【００５６】
　前記の説明において、ランダムアクセスプリアンブルＩＤが要求される理由は、一つの
ランダムアクセス応答が一つ以上のＵＥに対するランダムアクセス応答情報を含むことが
できるためである。ランダムアクセスプリアンブルＩＤは、どのＵＥに対してＵＬグラン
ト、臨時Ｃ－ＲＮＴＩ及びタイミング整列情報が有効かを知らせる。ランダムアクセスプ
リアンブルＩＤは、１において、ＵＥにより選択されたランダムアクセスプリアンブルと
同じである。
【００５７】
　３．ＵＥが有効なランダムアクセス応答を受信すると、ＵＥは、ＵＬ－ＳＣＨ上に最初
にスケジューリングされたＵＬ送信を実行する。スケジューリングされたＵＬ送信は「メ
ッセージ３」と呼ばれる。スケジューリングされたＵＬ送信は、ＨＡＲＱを使用すること
ができる。送信ブロックの大きさは、ランダムアクセス応答により伝送されるＵＬグラン
トに依存し、少なくとも８０ビットである。また、ＵＥは、ランダムアクセス応答に含ま
れている情報アイテムを処理する。即ち、ＵＥは、タイミング整列情報を適用し、臨時Ｃ
－ＲＮＴＩを格納する。また、ＵＥは、ＵＬグラントを利用してバッファに格納されたデ
ータまたは新しく生成されたデータをＢＳに送信する。このとき、ＵＥのＩＤがＵＬグラ
ントに含まれるデータに含まれなければならない。これはコンテンションベースのランダ
ムアクセス手順で、ＢＳがどのＵＥがランダムアクセス手順を実行するかを決定すること
ができないためである。以後のコンテンションを解決するために、ＢＳは、ＵＥを識別し
なければならない。
【００５８】
　また、ＵＥのＩＤを含む二つの方法が存在する。第一の方法は、ＵＥがランダムアクセ
ス手順以前に既に該当セルに割り当てられた有効なセルＩＤを有する時、ＵＥは、ＵＬグ
ラントを介して該当セルＩＤを送信する。一方、ＵＥがランダムアクセス手順以前に有効
なセルＩＤの割当を受けていない時、ＵＥは、データ内に固有のＩＤ(例えば、Ｓ－ＴＭ
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ＳＩ(ＳＡＥ ｔｅｍｐｏｒａｒｙ ｍｏｂｉｌｅ ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｅｒ)または任意のＩＤ)を含ませて送信する。一般的に、固有のＩＤは、セルＩＤより
長い。ＵＥがＵＬグラントを介してデータを送信する時、ＵＥは、コンテンション解決タ
イマを開始する。
【００５９】
　４．ＵＥがランダムアクセス応答に含まれるＵＬグラントを介して自分のＩＤを含むス
ケジューリングされたＵＬ送信を実行した後、ＵＥは、ＤＬでコンテンション解決を実行
する。ＵＥは、ＢＳからコンテンション解決メッセージを受信することができる。コンテ
ンション解決メッセージは「メッセージ４」と呼ばれる。コンテンション解決メッセージ
は、スケジューリングされたＵＬ送信と同期化されない。コンテンション解決メッセージ
に対してＨＡＲＱがサポートされることができる。コンテンション解決メッセージは、初
期アクセス及び無線リンク失敗以後に対してＰＤＣＣＨ上の臨時Ｃ－ＲＮＴＩに接近され
ることができる。これはランダムアクセス手順以前にＵＥが有効なセルＩＤの割当を受け
ていない場合に対応できる。または、コンテンション解決メッセージは、ＲＲＣ_ＣＯＮ
ＮＥＣＴＥＤのＵＥに対してＰＤＣＣＨ上のＣ－ＲＮＴＩに接近されることができる。こ
れはＵＥが有効なセルＩＤを有する場合に対応できる。スケジューリングされたＵＬ送信
で提供された通り、自分のＵＥ識別子を検出したＵＥに限ってコンテンション解決メッセ
ージに対応してＨＡＲＱフィードバックを送信することができる。
【００６０】
　以後、前者の場合、コンテンション解決タイマが満了する前にコンテンション解決メッ
セージが臨時Ｃ－ＲＮＴＩにより接近されると、ＵＥは、ランダムアクセス手順が正常に
実行されたと決定し、ランダムアクセス手順を終了する。臨時Ｃ－ＲＮＴＩは、ランダム
アクセス成功を検出し、まだＣ－ＲＮＴＩを有しないＵＥのＣ－ＲＮＴＩに昇格されるこ
とができる。これは他のＵＥにより捨てられる。後者の場合、コンテンション解決タイマ
が満了する前にコンテンション解決メッセージがＣ－ＲＮＴＩにより接近されると、ＵＥ
は、ランダムアクセス手順が正常に実行されたと決定し、ランダムアクセス手順を終了す
る。ランダムアクセス成功を検出し、既にＣ－ＲＮＴＩを有しているＵＥは、自分のＣ－
ＲＮＴＩを使用し続ける。
【００６１】
　図６は、非コンテンションベースのランダムアクセス手順の一例を示す。
【００６２】
　１．ＤＬにおいて、ランダムアクセスプリアンブルが専用シグナリングを介して割り当
てられる。より詳細に、ＢＳは、放送シグナリングを介して送信されるセットに含まれな
いランダムアクセスプリアンブルである非コンテンションランダムアクセスプリアンブル
をＵＥに割り当てる。非コンテンションランダムアクセスプリアンブルは、ハンドオーバ
のためにターゲットｅＮＢにより生成され、ソースｅＮＢを経て送信されるハンドオーバ
命令またはＤＬデータ到着またはポジショニングの場合、ＰＤＣＣＨを介してシグナリン
グされることができる。
【００６３】
　２．ＵＬにおいて、ランダムアクセスプリアンブルがＲＡＣＨ上に送信される。即ち、
ＵＥは、割り当てられた非コンテンションランダムアクセスプリアンブルをＢＳに送信す
る。
【００６４】
　３．割り当てられたランダムアクセスプリアンブルが送信された以後、ＵＥは、ＤＬ－
ＳＣＨ上にランダムアクセス応答を受信しようと試みる。ランダムアクセス応答は、ラン
ダムアクセスプリアンブルと準同期されることができる。ランダムアクセス応答は、ＨＡ
ＲＱを使用しない。ランダムアクセス応答は、ＰＤＣＣＨ上のＲＡ－ＲＮＴＩに接近され
ることができる。ランダムアクセス応答は、タイミング整列情報、ハンドオーバのための
初期ＵＬグラント、ＤＬデータ到着のためのタイミング整列情報及びランダムアクセスプ
リアンブルＩＤのうち少なくとも一つを伝送することができ、一つのＤＬ－ＳＣＨメッセ
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【００６５】
　コンテンションベースのランダムアクセス手順と比較すると、非コンテンションベース
のランダムアクセス手順では、ランダムアクセス応答情報を受信する場合、ランダムアク
セス手順が正常に実行されたと決定され、ランダムアクセス手順が終了される。
【００６６】
　図７は、ランダムアクセス手順のためのＬ１とＬ２/Ｌ３との間の相互作用モデルを示
す。
【００６７】
　図７を参照すると、Ｌ２/Ｌ３は、Ｌ１にランダムアクセスプリアンブル送信を指示す
る。したがって、Ｌ１は、ランダムアクセスプリアンブルを送信する。Ｌ２/Ｌ３は、Ｌ
１にランダムアクセスプリアンブルの送信を指示した後、確認(ＡＣＫ；ａｃｋｎｏｗｌ
ｅｄｇｅｍｅｎｔ)が受信されたか、または不連続送信(ＤＴＸ；ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏ
ｕｓ ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ)が検出されたかを示す指示子をＬ１から受信する。Ｌ２
/Ｌ３は、Ｌ１からの指示子に基づいて、必要な場合、最初にスケジューリングされたＵ
Ｌ送信(初期アクセスの場合、ＲＲＣ接続要求)またはランダムアクセスプリアンブルを送
信することをＬ１に指示する。
【００６８】
　ランダムアクセス手順で、バックオフ(ｂａｃｋｏｆｆ)が実行されることができる。よ
り詳細に、ランダムアクセス手順初期化で、ＵＥのバックオフパラメータ値が０ｍｓに設
定される。ランダムアクセス応答受信で、送信されたランダムアクセスプリアンブルとマ
ッチされるランダムアクセスプリアンブルＩＤを含むランダムアクセス応答を成功的に受
信した後、ＵＥは、ランダムアクセス応答のモニタリングを中断することができる。この
とき、ランダムアクセス応答がバックオフ指示子(ＢＩ；ｂａｃｋｏｆｆ ｉｎｄｉｃａｔ
ｏｒ)サブヘッダを含むと、ＵＥのバックオフパラメータ値は、ＢＩサブヘッダのＢＩフ
ィールドにより指示されるものに設定される。それ以外には、ＵＥのバックオフパラメー
タ値は、０ｍｓに設定される。バックオフパラメータ値は、表１により提供されることが
できる。
【００６９】
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【表１】

【００７０】
　現在リリースバージョン(ｒｅｌｅａｓｅ ｖｅｒｓｉｏｎ)のＵＥによりバックオフパ
ラメータの留保された値が受信されると、９６０ｍｓと見なされる。
【００７１】
　ランダムアクセス応答ウィンドウ(ｗｉｎｄｏｗ)内でランダムアクセス応答が受信され
ない、または受信されたランダムアクセス応答のどれも送信されたランダムアクセスプリ
アンブルに対応するランダムアクセスプリアンブルＩＤを含まない場合、ランダムアクセ
ス応答受信は、成功的でないと見なされる。このとき、ＵＥは、ＵＥのバックオフパラメ
ータに基づいて０とバックオフパラメータ値との間で均一分布(ｕｎｉｆｏｒｍ ｄｉｓｔ
ｒｉｂｕｔｉｏｎ)によって任意のバックオフ時間を選択し、バックオフ時間ほど後続の
ランダムアクセス送信を遅延させる。
【００７２】
　または、コンテンション解決(ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ)が成功的
でないと見なされた場合、ＵＥは、ＵＥのバックオフパラメータに基づいて０とバックオ
フパラメータ値との間で均一分布によって任意のバックオフ時間を選択し、バックオフ時
間ほど後続のランダムアクセス送信を遅延させる。
【００７３】
　セルでＵＬ混雑(ｃｏｎｇｅｓｔｉｏｎ)が発生する時、一般アクセス試みだけでなく、
重要なアクセス試みも阻止されることができる。特に、従来技術によって、バックオフが
一般アクセス試みに対するランダムアクセス手順だけでなく、重要アクセス試みに対する
ランダムアクセス手順に対しても実行されることができる。したがって、優先順位(ｐｒ
ｉｏｒｉｔｙ)に基づいてバックオフを実行する方法が提案されることができる。
【００７４】
　図８は、本発明の一実施例に係るバックオフを実行する方法の一例を示す。
【００７５】
　ステップＳ１００において、ＵＥは、優先されたアクセス(ｐｒｉｏｒｉｔｉｚｅｄ ａ
ｃｃｅｓｓ)を識別する。ＵＥがＲＲＣ_ＩＤＬＥの時、優先されたアクセスは、緊急アク
セス(ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ ａｃｃｅｓｓ)または高い優先権アクセス(ｈｉｇｈ ｐｒｉｏ
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ｒｉｔｙ ａｃｃｅｓｓ)を含む設定原因(ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ ｃａｕｓｅ)に対
応できる。したがって、このとき、優先されない接続(ｎｏｎ－ｐｒｉｏｒｉｔｉｚｅｄ 
ａｃｃｅｓｓ)は、緊急アクセス及び高い優先権アクセスでない他の設定原因、即ち、Ｍ
Ｔ(ｍｏｂｉｌｅ ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ)アクセス、ＭＯ(ｍｏｂｉｌｅ ｏｒｉｇｉｎ
ａｔｉｎｇ)アクセス、ＭＯシグナリング及び遅延に寛大なアクセス(ｄｅｌａｙ ｔｏｌ
ｅｒａｎｔ ａｃｃｅｓｓ)に対応できる。または、ＵＥがＲＲＣ_ＣＯＮＮＥＣＴＥＤの
時、優先されたアクセスは、ＭＡＣ、ＲＬＣまたはＰＤＣＰでの制御要素/情報、音声/ビ
デオサービスのためのＤＲＢ、ＳＲＢ０、ＳＲＢ１、ＳＲＢ２のうち少なくとも一つを含
む論理チャネル、トラフィック/ベアラタイプまたは論理チャネル優先権に対応できる。
【００７６】
　ステップＳ１１０において、ＵＥは、バックオフパラメータを受信する。
【００７７】
　ステップＳ１２０において、ＵＥは、優先されたアクセスによって、受信されたバック
オフパラメータを適用するかどうかを決定する。優先されたアクセスが識別された場合、
ＵＥは、受信されたバックオフパラメータを適用しないと決定する。即ち、優先されたア
クセスが識別された場合、ＵＥは、ランダムアクセスプリアンブルを送信する前に受信さ
れたバックオフパラメータを無視する。優先されたアクセスが識別されない場合、ＵＥは
、受信されたバックオフパラメータを適用すると決定する。即ち、優先されたアクセスが
識別されない場合、ＵＥは、ランダムアクセスプリアンブルを送信する前に受信されたバ
ックオフパラメータに基づいてバックオフを実行する。
【００７８】
　または、ＵＥは、受信されたバックオフパラメータが特定値より大きい値を有する場合
、優先されたアクセスに対して前記受信されたバックオフパラメータを無視することがで
きる。ＵＥは、受信されたバックオフパラメータが特定値と同じ、またはそれより小さい
値を有する場合、受信されたバックオフパラメータに基づいてバックオフを実行すること
ができる。特定値は９６０ｍｓである。
【００７９】
　または、ＵＥは、バックオフパラメータだけでなく、確率因子(ｐｒｏｂａｂｉｌｉｔ
ｙ ｆａｃｔｏｒ)をさらに受信することができ、受信された確率因子に基づいて受信され
たバックオフパラメータを適用するかどうかを決定することができる。または、ＵＥは、
バックオフパラメータだけでなく、一つ以上のアクセスクラス(ａｃｃｅｓｓ ｃｌａｓｓ
)の指示子をさらに受信することができ、指示されたアクセスクラスがＵＥのアクセスク
ラスと同じ時、バックオフを実行することができる。または、ＵＥは、スケーリング因子
(ｓｃａｌｉｎｇ ｆａｃｔｏｒ)をさらに受信することができ、受信されたバックオフパ
ラメータ及び受信されたスケーリング因子に基づいて優先されたアクセスに対してバック
オフを実行することができる。即ち、ＵＥは、(バックオフパラメータ＊スケーリング因
子)に対応する値に基づいてバックオフを実行することができる。
【００８０】
　または、ＵＥは、トリガされたランダムアクセスがどの論理チャネルに属するかを識別
することができ、識別された論理チャネルによって、受信されたバックオフパラメータを
無視するかどうかを決定することができる。
【００８１】
　図９は、本発明の一実施例に係るバックオフを実行する方法の他の例を示す。
【００８２】
　ステップＳ２００において、ＵＥは、システム情報、ページングまたはＲＲＣ接続再構
成メッセージのようなＵＥ専用ＲＲＣメッセージを介してランダムアクセスのバックオフ
構成を受信する。システム情報がバックオフ構成を伝送するのに使われると、ページング
は、バックオフ構成がシステム情報を介して伝送するかどうかを指示することに使われる
ことができる。
【００８３】
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　バックオフ構成は、本発明の一実施例によって、このセルがバックオフ無視をサポート
するかどうかを指示することができる。即ち、本発明の一実施例によって、このセルがバ
ックオフ無視をサポートするということをバックオフ構成が指示する場合にのみ、ＵＥは
、本発明の一実施例によってバックオフを無視することができる。それ以外には、ＵＥは
、従来技術によってバックオフを実行することができる。
【００８４】
　また、ＵＥがバックオフを実行する必要がある時、バックオフ構成は、どのような設定
原因またはトラフィック/ベアラタイプに対してＵＥがランダムアクセスプリアンブルを(
再)送信する前にバックオフを無視すべきであるかをＵＥに知らせることができる。例え
ば、バックオフ構成は、緊急アクセス、高い優先権アクセス、ＭＭＴＥＬ(ｍｕｌｔｉｍ
ｅｄｉａ ｔｅｌｅｐｈｏｎｙ)音声、ＭＭＴＥＬビデオ及びＶｏＬＴＥ(ｖｏｉｃｅ ｏｖ
ｅｒ ＬＴＥ)のうち一つ以上を指示することができる。ＵＥがこのバックオフ構成を受信
し、指示されたいずれか一つのアクセスを有する場合、ＵＥは、ランダムアクセス中にバ
ックオフを無視し、ランダムアクセスプリアンブルを(再)送信する前に特別バックオフパ
ラメータを適用する。
【００８５】
　または、バックオフ構成は、ＭＯデータ、ＭＴアクセス、ＭＭＴＥＬその他及びデータ
サービスのうち一つ以上を指示することができる。ＵＥがこのバックオフ構成を受信し、
指示されたいずれか一つのアクセスを有する場合、ＵＥは、ランダムアクセスプリアンブ
ルを(再)送信する前にランダムアクセス応答に存在するバックオフパラメータによってバ
ックオフを適用する。それ以外には、ＵＥは、ランダムアクセス中にバックオフを無視し
、ランダムアクセスプリアンブルを(再)送信する前に特別バックオフパラメータを適用す
る。
【００８６】
　特別バックオフパラメータは、ランダムアクセス応答、システム情報またはＵＥ専用Ｒ
ＲＣメッセージを介して提供されることができる。特別バックオフパラメータがランダム
アクセス応答を介して提供される場合、既存に存在するバックオフパラメータだけでなく
、特別バックオフパラメータが一つのランダムアクセス応答メッセージ内で共に提供され
ることができる。
【００８７】
　ステップＳ２１０において、ＲＲＣ接続設定、ＲＲＣ接続再設定、ハンドオーバ、ＵＬ
データ到着またはＰＤＣＣＨ命令によって、ＵＥは、ランダムアクセスプリアンブルをｅ
ＮＢに送信することでランダムアクセスを実行する。ランダムアクセスプリアンブルは、
ＵＥが任意に選択したランダムアクセスプリアンブルＩＤ(ＲＡＰＩＤ)を含む。
【００８８】
　ステップＳ２２０において、ランダムアクセスプリアンブルを受信したｅＮＢは、ラン
ダムアクセス応答(ＲＡＲ)を送信して応答できる。ＵＥは、ランダムアクセス応答、ペー
ジング、システム情報またはＵＥ専用メッセージを介してバックオフ情報を受信すること
ができ、受信されたバックオフ情報を格納することができる。システム情報がバックオフ
情報の伝送に使われると、ページングは、バックオフ情報がシステム情報を介して伝送す
るかどうかを指示することに使われることができる。
【００８９】
　受信されたランダムアクセス応答が、ＵＥが以前にランダムアクセスプリアンブル内で
送信したものと対応するＲＡＰＩＤを含むと、ＵＥは、ＵＬ－ＳＣＨ上にメッセージ３を
送信する。それ以外に、以下の説明の通り、バックオフと共にまたはバックオフなしにラ
ンダムアクセスプリアンブルを再送信することができる。
【００９０】
　ステップＳ２３０において、ＵＥは、バックオフを実行するかどうかを決定する。受信
されたバックオフ情報は、少なくともバックオフパラメータを含む。ｅＮＢは、９６０ｍ
ｓより大きい値を指示するためにバックオフパラメータの留保された値を指示することが
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できる。
【００９１】
　ＵＥがＲＡＰＩＤを含むランダムアクセスプリアンブルを送信した後、受信されたラン
ダムアクセス応答を介して対応するＲＡＰＩＤを受信せずに、ＵＥがバックオフパラメー
タを受信すると仮定する。
【００９２】
　－緊急アクセスまたは高い優先権アクセスのうちいずれか一つに設定された設定原因の
ために、ＲＲＣ_ＩＤＬＥのＵＥがＲＲＣ接続を設定し、またはＲＲＣ_ＣＯＮＮＥＣＴＥ
ＤのＵＥがこのＲＲＣ接続を設定した場合；または、
【００９３】
　－緊急アクセス、高い優先権アクセス、ＭＭＴＥＬ－音声、ＭＭＴＥＬ－ビデオまたは
ＶｏＬＴＥのうち一つ以上のために、ＲＲＣ_ＩＤＬＥのＵＥがＲＲＣ接続を設定し、ま
たはＲＲＣ_ＣＯＮＮＥＣＴＥＤのＵＥがこのＲＲＣ接続を設定した場合；または、
【００９４】
　－ＵＥが緊急アクセス、高い優先権アクセス、ＭＭＴＥＬ－音声、ＭＭＴＥＬ－ビデオ
またはＶｏＬＴＥのうち一つ以上のためのベアラを設定し、または設定した場合；または
、
【００９５】
　－ＵＥが特定論理チャネル、特定論理チャネルグループ(そして、特定論理チャネルま
たは特定論理チャネルグループがシステム情報、ページングまたはランダムアクセス応答
により指示される場合)、またはＳＲＢのためのバッファ状態報告(ＢＳＲ；ｂｕｆｆｅｒ
 ｓｔａｔｕｓ ｒｅｐｏｒｔ)を送信するために、このランダムアクセスを初期化した場
合；または、
【００９６】
　－ＵＥがＭＡＣ ＣＥ(ｃｏｎｔｒｏｌ ｅｌｅｍｅｎｔ)またはＲＬＣ/ＰＤＣＰで制御
情報を送信するために、このランダムアクセスを初期化した場合；または、
【００９７】
　－ＵＥがＮＡＳメッセージまたはＲＲＣメッセージを送信するために、このランダムア
クセスを初期化した場合、
【００９８】
　ＵＥは、受信されたバックオフパラメータを無視し、バックオフなしにランダムアクセ
スプリアンブルを送信する。または、ＵＥが既存に存在するバックオフパラメータを受信
し、バックオフパラメータが９６０ｍｓより大きい値を有する場合、ＵＥは、９６０ｍｓ
のバックオフを適用し、バックオフ以後ランダムアクセスプリアンブルを送信する。しか
し、バックオフパラメータ値が９６０ｍｓまたはそれより小さい場合、ＵＥは、該当値に
バックオフを適用し、バックオフ以後ランダムアクセスプリアンブルを送信する。または
、ＵＥが特別バックオフパラメータを受信すると、ＵＥは、受信された特別バックオフパ
ラメータを適用し、バックオフ以後ランダムアクセスプリアンブルを送信する。
【００９９】
　それ以外には、ＵＥは、(既存に存在する)バックオフパラメータを適用し、バックオフ
以後ランダムアクセスプリアンブルを送信する。
【０１００】
　ＵＥがバックオフパラメータを受信しない場合、ＵＥは、バックオフなしにランダムア
クセスプリアンブルを送信する。
【０１０１】
　ステップＳ２４０において、ＵＥは、ステップＳ２３０によって、バックオフと共にま
たはバックオフなしにＲＡＰＩＤを含むランダムアクセスプリアンブルを送信することが
できる。
【０１０２】
　ステップＳ２５０において、ランダムアクセスプリアンブルに対する応答として、ｅＮ
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Ｂは、ＲＡＰＩＤ、ＵＬグラント及びバックオフ情報を含むことができるランダムアクセ
ス応答を送信して応答することができる。
【０１０３】
　ＵＥがＲＡＰＩＤを含むランダムアクセスプリアンブルを送信した後、受信されたラン
ダムアクセス応答を介して対応するＲＡＰＩＤを受信した場合、ステップＳ２６０におい
て、ＵＥは、ランダムアクセス応答に含まれているＵＬグラントによって、ＵＬ－ＳＣＨ
上にスケジューリングされたＵＬ送信を実行する。ＲＲＣ接続設定に対して、ＵＥは、Ｕ
Ｌ－ＳＣＨ上にＲＲＣ接続要求メッセージを送信する。ＲＲＣ接続再設定に対して、ＵＥ
は、ＵＬ－ＳＣＨ上にＲＲＣ接続再設定要求メッセージを送信する。ハンドオーバに対し
て、ＵＥは、ターゲットｅＮＢにＵＬ－ＳＣＨ上にＲＲＣ接続再構成完了メッセージを送
信する。ＵＬデータ到着に対して、ＵＥは、ＵＬ－ＳＣＨ上にＢＳＲ、Ｃ－ＲＮＴＩ Ｍ
ＡＣ ＣＥ及びユーザデータを送信することができる。ＰＤＣＣＨ指示に対して、ＵＥは
、ＵＬ－ＳＣＨ上にＭＡＣ ＣＥ及びユーザデータを送信することができる。
【０１０４】
　ＵＥがＵＬ－ＳＣＨ上にスケジューリングされたＵＬ送信を実行すると、ＵＥは、タイ
マｍａｃ－ＣｏｎｔｅｎｔｉｏｎＲｅｓｏｌｕｔｉｏｎＴｉｍｅｒを開始する。
【０１０５】
　ステップＳ２７０において、コンテンション解決のために、ＵＥは、ＵＥコンテンショ
ン解決識別子ＭＡＣ ＣＥを受信することができる。ＵＥコンテンション解決識別子ＭＡ
Ｃ ＣＥに基づいて、ＵＥは、コンテンションが解決されたかどうかを決定することがで
きる。
【０１０６】
　タイマが満了する時までコンテンションが解決されない場合、ステップＳ２８０におい
て、ＵＥは、コンテンション解決が成功的でないと見なす。
【０１０７】
　コンテンション解決が成功的でない場合、ステップＳ２９０において、ＵＥは、下記の
ようにランダムアクセスプリアンブルの送信を実行する。ＵＥがバックオフパラメータを
受信したと仮定する。
【０１０８】
　－緊急アクセスまたは高い優先権アクセスのうちいずれか一つに設定された設定原因の
ために、ＲＲＣ_ＩＤＬＥのＵＥがＲＲＣ接続を設定し、またはＲＲＣ_ＣＯＮＮＥＣＴＥ
ＤのＵＥがこのＲＲＣ接続を設定した場合；または、
【０１０９】
　－緊急アクセス、高い優先権アクセス、ＭＭＴＥＬ－音声、ＭＭＴＥＬ－ビデオまたは
ＶｏＬＴＥのうち一つ以上のために、ＲＲＣ_ＩＤＬＥのＵＥがＲＲＣ接続を設定し、ま
たはＲＲＣ_ＣＯＮＮＥＣＴＥＤのＵＥがこのＲＲＣ接続を設定した場合；または、
【０１１０】
　－ＵＥが緊急アクセス、高い優先権アクセス、ＭＭＴＥＬ－音声、ＭＭＴＥＬ－ビデオ
またはＶｏＬＴＥのうち一つ以上のためのベアラを設定し、または設定した場合；または
、
【０１１１】
　－ＵＥが特定論理チャネル、特定論理チャネルグループ(そして、特定論理チャネルま
たは特定論理チャネルグループがシステム情報、ページングまたはランダムアクセス応答
により指示される場合)、またはＳＲＢのためのＢＳＲを送信するために、このランダム
アクセスを初期化した場合；または、
【０１１２】
　－ＵＥがＭＡＣ ＣＥまたはＲＬＣ/ＰＤＣＰで制御情報を送信するために、このランダ
ムアクセスを初期化した場合；または、
【０１１３】
　－ＵＥがＮＡＳメッセージまたはＲＲＣメッセージを送信するために、このランダムア
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クセスを初期化した場合、
【０１１４】
　ＵＥは、受信されたバックオフパラメータを無視し、バックオフなしにランダムアクセ
スプリアンブルを送信する。または、ＵＥが既存に存在するバックオフパラメータを受信
し、バックオフパラメータが９６０ｍｓより大きい値を有する場合、ＵＥは、９６０ｍｓ
のバックオフを適用し、バックオフ以後ランダムアクセスプリアンブルを送信する。しか
し、バックオフパラメータ値が９６０ｍｓまたはそれより小さい場合、ＵＥは、該当値に
バックオフを適用し、バックオフ以後ランダムアクセスプリアンブルを送信する。または
、ＵＥが特別バックオフパラメータを受信すると、ＵＥは、受信された特別バックオフパ
ラメータを適用し、バックオフ以後ランダムアクセスプリアンブルを送信する。
【０１１５】
　それ以外には、ＵＥは、(既存に存在する)バックオフパラメータを適用し、バックオフ
以後ランダムアクセスプリアンブルを送信する。
【０１１６】
　ＵＥがバックオフパラメータを受信しない場合、ＵＥは、バックオフなしにランダムア
クセスプリアンブルを送信する。
【０１１７】
　ステップＳ３００において、ＵＥは、以前ステップによって、バックオフと共にまたは
バックオフなしにＲＡＰＩＤを含むランダムアクセスプリアンブルを送信することができ
る。
【０１１８】
　前述したように、特別バックオフパラメータがバックオフを適用するために使われるこ
とができる。特別バックオフパラメータをランダムアクセス応答に含むための二つの方法
が存在できる。
【０１１９】
　１)ＵＥが緊急アクセス、高い優先権アクセス、ＭＭＴＥＬ－音声、ＭＭＴＥＬ－ビデ
オまたはＶｏＬＴＥのためのランダムアクセスを実行する時、ＵＥは、特別ランダムアク
セス応答の送信を指示するために使われる特別ＲＡ－ＲＮＴＩをモニタリングすることが
できる。特別ランダムアクセス応答は、緊急アクセス、高い優先権アクセス、ＭＭＴＥＬ
－音声、ＭＭＴＥＬ－ビデオまたはＶｏＬＴＥのために、セルにアクセスするＵＥのため
のランダムアクセスに対するどのような応答も含まない。特別ランダムアクセス応答のＭ
ＡＣサブヘッダは、特別バックオフパラメータ値を含む特別バックオフ指示子フィールド
を含む。
【０１２０】
　２)特別ＲＡ－ＲＮＴＩが使われない場合、ランダムアクセス応答のためのＭＡＣ ＰＤ
Ｕ(ｐｒｏｔｏｃｏｌ ｄａｔａ ｕｎｉｔ)がＭＡＣサブヘッダ内に特別バックオフ指示子
フィールドを含む。
【０１２１】
　図１０は、本発明の一実施例に係る特別バックオフパラメータのためのＭＡＣサブヘッ
ダ２の一例を示す。
【０１２２】
　図１０を参照すると、１番目及び/または２番目のＲビットが特別バックオフパラメー
タ値を含む後続の特別バックオフ指示子フィールドを指示するために１に設定される。
【０１２３】
　図１１は、本発明の一実施例に係るＭＡＣヘッダ及びＭＡＣ ＲＡＲで構成されるＭＡ
Ｃ ＰＤＵの一例を示す。
【０１２４】
　図１１を参照すると、ＭＡＣヘッダは、第１のＥ/Ｔ/Ｒ/Ｒ/ＢＩ ＭＡＣサブヘッダだ
けでなく、第２のＥ/Ｔ/Ｒ/Ｒ/ＢＩ ＭＡＣサブヘッダを含む。ＭＡＣヘッダ内に第２の
Ｅ/Ｔ/Ｒ/Ｒ/ＢＩ ＭＡＣサブヘッダがある場合、第２のＥ/Ｔ/Ｒ/Ｒ/ＢＩ ＭＡＣサブヘ
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ッダは、図１０で説明された特別バックオフパラメータのためのＥ/Ｔ/Ｒ/Ｒ/ＢＩ ＭＡ
Ｃサブヘッダ２に対応する。
【０１２５】
　３)特別ＲＡ－ＲＮＴＩが使われない場合、ランダムアクセス応答のためのＭＡＣ ＰＤ
Ｕは、パディング内に特別バックオフ指示子フィールドを含む。緊急アクセス、高い優先
権アクセス、ＭＭＴＥＬ－音声、ＭＭＴＥＬ－ビデオまたはＶｏＬＴＥのためにセルにア
クセスするＵＥがセルにランダムアクセスプリアンブルを送信する時、ＵＥは、特別バッ
クオフパラメータを得るためにランダムアクセス応答のためのＭＡＣ ＰＤＵ内のパディ
ングを常にチェックする。
【０１２６】
　図１２は、本発明の一実施例に係るＭＡＣヘッダ及びＭＡＣ ＲＡＲで構成されるＭＡ
Ｃ ＰＤＵの他の例を示す。
【０１２７】
　図１２を参照すると、ＭＡＣ ＰＤＵは、パディングを含み、パディングは、特別バッ
クオフパラメータ値を含む特別バックオフ指示子フィールドを含む。
【０１２８】
　図１３は、本発明の実施例が具現される無線通信システムのブロック図である。
【０１２９】
　ＢＳ８００は、プロセッサ(ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ)８１０、メモリ(ｍｅｍｏｒｙ)８２０
及びＲＦ部(ｒａｄｉｏ ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ｕｎｉｔ)８３０を含むことができる。プロ
セッサ８１０は、本明細書で説明された機能、過程及び/または方法を具現するように構
成されることができる。無線インターフェースプロトコルの階層は、プロセッサ８１０に
より具現されることができる。メモリ８２０は、プロセッサ８１０と連結され、プロセッ
サ８１０を駆動するための多様な情報を格納する。ＲＦ部８３０は、プロセッサ８１０と
連結され、無線信号を送信及び/または受信する。
【０１３０】
　ＵＥ９００は、プロセッサ９１０、メモリ９２０及びＲＦ部９３０を含むことができる
。プロセッサ９１０は、本明細書で説明された機能、過程及び/または方法を具現するよ
うに構成されることができる。無線インターフェースプロトコルの階層は、プロセッサ９
１０により具現されることができる。メモリ９２０は、プロセッサ９１０と連結され、プ
ロセッサ９１０を駆動するための多様な情報を格納する。ＲＦ部９３０は、プロセッサ９
１０と連結され、無線信号を送信及び/または受信する。
【０１３１】
　プロセッサ８１０、９１０は、ＡＳＩＣ(ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ 
ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ ｃｉｒｃｕｉｔ)、他のチップセット、論理回路及び/またはデー
タ処理装置を含むことができる。メモリ８２０、９２０は、ＲＯＭ(ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ 
ｍｅｍｏｒｙ)、ＲＡＭ(ｒａｎｄｏｍ ａｃｃｅｓｓ ｍｅｍｏｒｙ)、フラッシュメモリ
、メモリカード、格納媒体及び/または他の格納装置を含むことができる。ＲＦ部８３０
、９３０は、無線周波数信号を処理するためのベースバンド回路を含むことができる。実
施例がソフトウェアで具現される時、前述した技法は、前述した機能を遂行するモジュー
ル(過程、機能など)で具現されることができる。モジュールは、メモリ８２０、９２０に
格納され、プロセッサ８１０、９１０により実行されることができる。メモリ８２０、９
２０は、プロセッサ８１０、９１０の内部または外部にあり、よく知られた多様な手段を
介してプロセッサ８１０、９１０と連結されることができる。
【０１３２】
　前述した例示的なシステムにおいて、前述された本発明の特徴によって具現されること
ができる方法は、流れ図に基づいて説明された。便宜上、方法は、一連のステップまたは
ブロックで説明されたが、請求された本発明の特徴は、ステップまたはブロックの順序に
限定されるものではなく、あるステップは、他のステップと前述と異なる順序にまたは同
時に発生できる。また、当業者であれば、流れ図に示すステップが排他的でなく、他のス
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テップが含まれ、または流れ図の一つまたはそれ以上のステップが本発明の範囲に影響を
及ぼさずに削除可能であることを理解することができる。

【図２】

【図３】

【図１】
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【図８】 【図９】



(22) JP 6074053 B2 2017.2.1

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】



(23) JP 6074053 B2 2017.2.1

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  リ　ヨンテ
            大韓民国，ソウル　１３７－１３０，ソチョ－ク，ヤンジェ－ドン　２２１，エルジー　エレクト
            ロニクス　インコーポレイティド，コンバージェンス　アールアンドディー　ラボラトリー
(72)発明者  パク　ソンチュン
            大韓民国，ソウル　１３７－１３０，ソチョ－ク，ヤンジェ－ドン　２２１，エルジー　エレクト
            ロニクス　インコーポレイティド，コンバージェンス　アールアンドディー　ラボラトリー
(72)発明者  イ　ソンチュン
            大韓民国，ソウル　１３７－１３０，ソチョ－ク，ヤンジェ－ドン　２２１，エルジー　エレクト
            ロニクス　インコーポレイティド，コンバージェンス　アールアンドディー　ラボラトリー
(72)発明者  チュン　ソンフン
            大韓民国，ソウル　１３７－１３０，ソチョ－ク，ヤンジェ－ドン　２２１，エルジー　エレクト
            ロニクス　インコーポレイティド，コンバージェンス　アールアンドディー　ラボラトリー

    審査官  松野　吉宏

(56)参考文献  国際公開第２０１１／１００５９６（ＷＯ，Ａ２）　　
              特開平０５－０７５５３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００８／１４９７７８（ＷＯ，Ａ１）　　
              China Mobile, ZTE，Backoff for UEs of different priorities，R2-080750，フランス，3GPP
              ，２００８年　２月　５日，paragraph 2
              CMCC, ZTE, CATT, Huawei，Differentiate access causes in RACH backoff-Further discussio
              n，R2-081631，フランス，3GPP，２００８年　３月２５日，paragraph 2
              CMCC, ZTE, CATT, Huawei，Differentiate access causes in RACH backoff，R2-082547，フラ
              ンス，3GPP，２００８年　４月２９日，paragraph 2
              Siemens，Single mechanism RACH backoff control，R2-063200，フランス，3GPP，２００６年
              １１月　１日，paragraph 2
              Siemens Networks，Single mechanism RACH back-off control，R2-070190，フランス，3GPP，
              ２００６年１１月　１日，paragraph 2
              Siemens Networks，RACH back-off control，R2-070643，フランス，3GPP，２００７年　１月１
              ６日，paragraph 2

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　　７／２４　－　　７／２６
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００　－　９９／００
              ３ＧＰＰ　　　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　　　ＳＡ　　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　　　ＣＴ　　ＷＧ１、４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

