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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局と通信端末との間のノン・コンテンション型の初期アクセス手続が完了した場合
の、前記通信端末から送信される、前記ノン・コンテンション型の初期アクセス手続にお
けるプリアンブル情報の送信回数を受信して取り込むプリアンブル情報送信回数取得部と
、
　前記プリアンブル情報送信回数取得部が取り込んだプリアンブル情報の送信回数に基づ
いて、前記基地局における期待受信電力値を決定する期待受信電力決定部と、
　前記期待受信電力決定部が決定した期待受信電力値に基づいて、通信端末の初期アクセ
ス手続に関する初期アクセス設定情報を生成して出力する設定値通知部と、
　を備えることを特徴とする初期アクセス設定情報生成装置。
【請求項２】
　前記期待受信電力決定部は、
　前記ノン・コンテンション型の初期アクセス手続が完了した通信端末の最大送信電力が
所定値を超えない場合は、現在の期待受信電力を維持し、前記送信回数が“１”である場
合は、現在の期待受信電力を下げる方向の期待受信電力値を算出し、それ以外の場合は、
現在の期待受信電力を上げる方向の期待受信電力値を算出する
　ことを特徴とする請求項１記載の初期アクセス設定情報生成装置。
【請求項３】
　前記期待受信電力決定部は、
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　前記プリアンブル情報送信回数取得部がプリアンブル情報の送信回数を受信して取り込
むたびに、そのプリアンブル情報の送信回数に基づいて前記基地局における期待受信電力
値を計算して記憶するとともに、周期的に前記記憶した期待受信電力値のうち最新の期待
受信電力値を読み出して期待受信電力値として決定する
　ことを特徴とする請求項１または２いずれか記載の初期アクセス設定情報生成装置。
【請求項４】
　前記設定値通知部は、
　前記期待受信電力決定部が決定した期待受信電力値に基づいて、コンテンション型およ
びノン・コンテンション型の初期アクセス設定情報をそれぞれ生成して出力する
　ことを特徴とする請求項１から３いずれか一項記載の初期アクセス設定情報生成装置。
【請求項５】
　基地局と通信端末との間のノン・コンテンション型の初期アクセス手続が完了したあと
、前記通信端末から送信される、前記ノン・コンテンション型の初期アクセス手続におけ
るプリアンブル情報の送信回数を受信して取り込むプリアンブル情報送信回数取得ステッ
プと、
　前記プリアンブル情報送信回数取得ステップにおいて取り込んだプリアンブル情報の送
信回数に基づいて、前記基地局における期待受信電力値を決定する期待受信電力決定ステ
ップと、
　前記期待受信電力決定ステップにおいて決定した期待受信電力値に基づいて、通信端末
の初期アクセス手続に関する初期アクセス設定情報を生成して出力する設定値通知ステッ
プと、
　を有することを特徴とする初期アクセス設定情報生成方法。
【請求項６】
　コンピュータに、
　基地局と通信端末との間のノン・コンテンション型の初期アクセス手続が完了したあと
、前記通信端末から送信される、前記ノン・コンテンション型の初期アクセス手続におけ
るプリアンブル情報の送信回数を受信して取り込むプリアンブル情報送信回数取得ステッ
プと、
　前記プリアンブル情報送信回数取得ステップにおいて取り込んだプリアンブル情報の送
信回数に基づいて、前記基地局における期待受信電力値を決定する期待受信電力決定ステ
ップと、
　前記期待受信電力決定ステップにおいて決定した期待受信電力値に基づいて、通信端末
の初期アクセス手続に関する初期アクセス設定情報を生成して出力する設定値通知ステッ
プと、
　を実行させるための初期アクセス設定情報生成プログラム。
【請求項７】
　通信端末との間のノン・コンテンション型の初期アクセス手続が完了した場合の、前記
通信端末から送信される、前記ノン・コンテンション型の初期アクセス手続におけるプリ
アンブル情報の送信回数を受信して取り込むプリアンブル情報送信回数取得部と、
　前記プリアンブル情報送信回数取得部が取り込んだプリアンブル情報の送信回数に基づ
いて、期待受信電力値を決定する期待受信電力決定部と、
　前記期待受信電力決定部が決定した期待受信電力値に基づいて、通信端末の初期アクセ
ス手続に関する初期アクセス設定情報を生成して出力する設定値通知部と、
　を備えることを特徴とする基地局装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局と通信端末との間の初期アクセス手続において用いられる初期アクセ
ス設定情報を生成する、初期アクセス設定情報生成装置、初期アクセス設定情報生成方法
、初期アクセス設定情報生成プログラム、および基地局装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）では、通信端末が電源投入された
ときや基地局が切り替わるハンドオーバ時等に、通信端末と基地局（ハンドオーバ時にお
いてはハンドオーバ先の基地局）との間でＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｃｅｄｕ
ｒｅと呼ばれる初期アクセス手続を行い、両者間の通信を確立させることが規定されてい
る。また、ＬＴＥには、コンテンション（Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ）型およびノン・コンテ
ンション（Ｎｏｎ－ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ）型のＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｃ
ｅｄｕｒｅが定義されている（例えば、非特許文献１参照）。
【０００３】
　コンテンション型のＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅは、最初に通信
端末が動作を開始する手続である。例えば、電源が投入されたときの通信端末や、アイド
ル状態からコネクト状態に移行するときの通信端末は、プリアンブル情報であるＲａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｍｂｌｅを基地局に対して送信することによって、コンテ
ンション型のＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅを開始する。
【０００４】
　また、ノン・コンテンション型のＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅは
、最初に基地局が動作を開始する手続である。例えば、基地局間でハンドオーバが発生す
ると、ハンドオーバ先の基地局は、ハンドオーバのための所定の信号を生成してハンドオ
ーバ元の基地局に通知する。次に、ハンドオーバ元の基地局は、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｐｒｅａｂｍｌｅ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔを通信対象である通信端末に送信する。
このようにして、ハンドオーバ先の基地局は、ハンドオーバ元の基地局を介して、ノン・
コンテンション型のＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅを開始する。ノン
・コンテンション型のＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅでは、Ｒａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｂｍｌｅ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔを受信した通信端末が、
プリアンブル情報であるＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｍｂｌｅをハンドオーバ
先の基地局に対して送信する。
【０００５】
　コンテンション型およびノン・コンテンション型のＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒ
ｏｃｅｄｕｒｅにおいて通信端末が送信するＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｍｂ
ｌｅの送信電力は、基地局から通信端末に送信される初期アクセス設定情報にしたがって
決められる。ＬＴＥの規格書である非特許文献２によれば、通信端末のＲａｎｄｏｍ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの送信電力値ＰＲＡＣＨは、下記の式（１）により表され
る。
　式（１）において、ＰＣＭＡＸは、通信端末固有の最大送信電力値である。ＰＲＩＲＴ

Ｐは、基地局において期待され期待受信電力値である。ＰＬ（Ｐａｔｈ　Ｌｏｓｓ）は、
通信端末が測定したパスロス値である。ｐｒｅａｍｂｌｅＴｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎＣｏ
ｕｎｔｅｒは、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの送信回数である。ｐｏ
ｗｅｒＲａｍｐｉｎｇＳｔｅｐは、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｍｂｌｅを再
送するときの電力増加幅である。
【０００６】
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【数１】

【０００７】
　式（１）のうち、期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰおよび電力増加幅ｐｏｗｅｒＲａｍｐｉ
ｎｇＳｔｅｐは、基地局が通信端末に送信する初期アクセス設定情報に含まれる情報であ
る。
【０００８】
　通信端末が送信するＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｍｂｌｅは、対象の基地局
に隣接する基地局（隣接基地局）から干渉を受けるおそれがある。よって、隣接基地局の
状況（例えば、無線環境、通信端末のアクセス数等）の変化に応じて、通信端末は、送信
電力を設定することが望まれる。
　従来、基地局が測定した統計情報に基づいて期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰを調整する技
術が検討されている（例えば、非特許文献３参照）。非特許文献３には、Ｒａｎｄｏｍ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの送受信が初回で成功したＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅの割合が一定となるようにＰＲＩＲＴＰを決定して初期アクセス設
定情報に含めることが記載されている。
【０００９】
　また、ＬＴＥによれば、基地局は、ＰＲＡＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）の無線リソース量値を、初期アクセス設定情報に含めて通
信端末に通知する。このＰＲＡＣＨの無線リソース量値は、基地局ごとに設定できる。Ｐ
ＲＡＣＨの無線リソース量は、上りデータチャネルの無線リソースを圧迫することになる
ため、基地局は、この基地局における通信端末のＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａ
ｍｂｌｅが衝突しない程度にＰＲＡＣＨの無線リソース量を調整することが望まれる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３００　ｖ９．３．０　２０１０－０３
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３　ｖ９．１．０　２０１０－０３
【非特許文献３】M. Amirijoo, P. Frenger, F. Gunnarsson, J. Moe and K. Zetterberg
, “On self-optimization of the random access procedure in 3G Long Term Evolutio
n,” IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management-Workshop
s, 2009. IM '09, pp.177-184, Jun., 2009.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、非特許文献３に記載された期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰの調整技術は、
通信端末がＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｍｂｌｅを再送した場合に、基地局が
その再送原因に応じた対処を行うものではない。Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａ
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ｍｂｌｅの再送原因としては、例えば、受信電力レベルが低いことや干渉が強いことによ
る通信品質の低下や、符号の衝突等がある。上記従来の調整技術によれば、例えば、符号
の衝突によってＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｍｂｌｅが再送されているのに対
し、基地局が、本来はＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｍｂｌｅのためのリソース
量を増加させるべきにもかかわらず、期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰを大きくしてしまうこ
とが起こり得る。このような不適切な初期アクセス設定情報を用いた場合、Ｒａｎｄｏｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの再送回数を減らすという解決がされないばかりか、
隣接基地局への干渉が大きくなったり、通信端末の消費電力が大きくなったりするといっ
た問題が発生する。
【００１２】
　また、同様に、受信電力の低下や干渉電力の増加によってＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｐｒｅａｍｂｌｅが再送されているのに対し、基地局が、本来は期待受信電力値ＰＲＩ

ＲＴＰを大きくすべきにもかかわらず、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｍｂｌｅ
のためのリソース量を増加させてしまうことが起こり得る。このような不適切な初期アク
セス設定情報を用いた場合、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの再送回数
を減らすという解決がされないばかりか、データチャネルを圧迫してシステム利用効率が
低下するという問題が発生する。
【００１３】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、プリアンブル情報の再送原
因に応じて適切な初期アクセス設定情報を生成することができる、初期アクセス設定情報
生成装置、初期アクセス設定情報生成方法、初期アクセス設定情報生成プログラム、およ
び基地局装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　［１］上記の課題を解決するため、本発明の一態様である初期アクセス設定情報生成装
置は、基地局と通信端末との間のノン・コンテンション型の初期アクセス手続が完了した
場合の、前記通信端末から送信される、前記ノン・コンテンション型の初期アクセス手続
におけるプリアンブル情報の送信回数を受信して取り込むプリアンブル情報送信回数取得
部と、前記プリアンブル情報送信回数取得部が取り込んだプリアンブル情報の送信回数に
基づいて、前記基地局における期待受信電力値を決定する期待受信電力決定部と、前記期
待受信電力決定部が決定した期待受信電力値に基づいて、通信端末の初期アクセス手続に
関する初期アクセス設定情報を生成して出力する設定値通知部と、を備えることを特徴と
する。
　ここで、初期アクセス手続は、例えばＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒ
ｅである。また、プリアンブル情報は、例えばＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｍ
ｂｌｅである。
【００１５】
　［２］上記［１］記載の初期アクセス設定情報生成装置において、前記期待受信電力決
定部は、前記ノン・コンテンション型の初期アクセス手続が完了した通信端末の最大送信
電力が所定値を超えない場合は、現在の期待受信電力を維持し、前記送信回数が“１”で
ある場合は、現在の期待受信電力を下げる方向の期待受信電力値を算出し、それ以外の場
合は、現在の期待受信電力を上げる方向の期待受信電力値を算出することを特徴とする。
　［３］上記［１］または［２］いずれか記載の初期アクセス設定情報生成装置において
、前記期待受信電力決定部は、前記プリアンブル情報送信回数取得部がプリアンブル情報
の送信回数を受信して取り込むたびに、そのプリアンブル情報の送信回数に基づいて前記
基地局における期待受信電力値を計算して記憶するとともに、周期的に前記記憶した期待
受信電力値のうち最新の期待受信電力値を読み出して期待受信電力値として決定すること
を特徴とする。
　［４］上記［１］から［３］いずれか一項記載の初期アクセス設定情報生成装置におい
て、前記設定値通知部は、前記期待受信電力決定部が決定した期待受信電力値に基づいて
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、コンテンション型およびノン・コンテンション型の初期アクセス設定情報をそれぞれ生
成して出力することを特徴とする。
【００１６】
　［５］上記の課題を解決するため、本発明の一態様である初期アクセス設定情報生成方
法は、基地局と通信端末との間のノン・コンテンション型の初期アクセス手続が完了した
あと、前記通信端末から送信される、前記ノン・コンテンション型の初期アクセス手続に
おけるプリアンブル情報の送信回数を受信して取り込むプリアンブル情報送信回数取得ス
テップと、前記プリアンブル情報送信回数取得ステップにおいて取り込んだプリアンブル
情報の送信回数に基づいて、前記基地局における期待受信電力値を決定する期待受信電力
決定ステップと、前記期待受信電力決定ステップにおいて決定した期待受信電力値に基づ
いて、通信端末の初期アクセス手続に関する初期アクセス設定情報を生成して出力する設
定値通知ステップと、を有することを特徴とする。
【００１７】
　［６］上記の課題を解決するため、本発明の一態様である初期アクセス設定情報生成プ
ログラムは、コンピュータに、基地局と通信端末との間のノン・コンテンション型の初期
アクセス手続が完了したあと、前記通信端末から送信される、前記ノン・コンテンション
型の初期アクセス手続におけるプリアンブル情報の送信回数を受信して取り込むプリアン
ブル情報送信回数取得ステップと、前記プリアンブル情報送信回数取得ステップにおいて
取り込んだプリアンブル情報の送信回数に基づいて、前記基地局における期待受信電力値
を決定する期待受信電力決定ステップと、前記期待受信電力決定ステップにおいて決定し
た期待受信電力値に基づいて、通信端末の初期アクセス手続に関する初期アクセス設定情
報を生成して出力する設定値通知ステップと、を実行させる。
【００１８】
　［７］上記の課題を解決するため、本発明の一態様である基地局装置は、通信端末との
間のノン・コンテンション型の初期アクセス手続が完了した場合の、前記通信端末から送
信される、前記ノン・コンテンション型の初期アクセス手続におけるプリアンブル情報の
送信回数を受信して取り込むプリアンブル情報送信回数取得部と、前記プリアンブル情報
送信回数取得部が取り込んだプリアンブル情報の送信回数に基づいて、期待受信電力値を
決定する期待受信電力決定部と、前記期待受信電力決定部が決定した期待受信電力値に基
づいて、通信端末の初期アクセス手続に関する初期アクセス設定情報を生成して出力する
設定値通知部と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、プリアンブル情報の再送原因に応じて適切な初期アクセス設定情報を
生成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態である初期アクセス設定情報生成装置の機能構成を表すブロ
ック図である。
【図２】通信端末と基地局との間における、Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｃｅｄ
ｕｒｅの手順を表すシーケンス図である。
【図３】同実施形態における、初期アクセス設定情報生成装置による第１の処理手順を示
すフローチャートである。
【図４】同実施形態における、初期アクセス設定情報生成装置による第２の処理手順を示
すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明を実施するための形態について、図面を参照して詳細に説明する。
　図１は、本発明の一実施形態である初期アクセス設定情報生成装置の機能構成を表すブ
ロック図である。同図に示すように、初期アクセス設定情報生成装置１は、初期アクセス
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完了判定部（プリアンブル情報送信回数取得部）１０と、受信情報選択部２０と、期待受
信電力決定部３０と、期待受信電力決定タイミング生成部４０と、無線リソース量決定部
５０と、無線リソース量決定タイミング生成部６０と、設定値通知部７０とを備える。
【００２２】
　本実施形態において、初期アクセス設定情報生成装置１は、図示しない基地局（以下、
本基地局と言う。）に設置される。よって、初期アクセス設定情報生成装置１は、図示し
ない基地局装置に含まれるようにしてもよい。
【００２３】
　初期アクセス完了判定部１０は、本基地局と図示しない通信端末との間で行われる、同
期化前の初期アクセス手続であるＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ（以
下、ＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅと記載する。）が完了したか否かを、通信端末ごとに判定
する。なお、通信端末は、例えば、携帯電話機、携帯情報端末、スマートフォン等の利用
者端末である。
　初期アクセス完了判定部１０は、ＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅが完了したと判定する場合
は、そのＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅの種別を取得する。この種別は、コンテンション型ま
たはノン・コンテンション型である。コンテンション型およびノン・コンテンション型の
ＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅの具体的な手順については後述する。
【００２４】
　また、初期アクセス完了判定部１０は、ＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅが完了したと判定し
た通信端末に対して、端末情報（ＵＥ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ；Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐ
ｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）の送信を要求する。そして、初期アクセス完了判定
部１０は、その端末情報の送信要求に応じて通信端末から送信され、本基地局が受信する
端末情報を取り込む。この端末情報には、ＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅにおけるプリアンブ
ル情報であるＲａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｅａｍｂｌｅ（以下、ＲＡ　Ｐｒｅａｍ
ｂｌｅと記載する。）の送信回数を示す情報が含まれている。そして、初期アクセス完了
判定部１０は、取り込んだ端末情報からＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの送信回数を示す情報を
抽出する。
　初期アクセス完了判定部１０は、ＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅの種別を示すＲＡ　Ｐｒｏ
ｃｅｄｕｒｅ種別情報と、ＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの送信回数を示す情報とを、受信情報
選択部２０に供給する。
【００２５】
　受信情報選択部２０は、初期アクセス完了判定部１０から供給されるＲＡ　Ｐｒｏｃｅ
ｄｕｒｅ種別情報と、ＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの送信回数を示す情報とを取り込む。そし
て、受信情報選択部２０は、ＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ種別情報を判定する。
　受信情報選択部２０は、ＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ種別情報がノン・コンテンション型
を示す情報であると判定した場合は、ＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの送信回数を示す情報をノ
ン・コンテンション型プリアンブル送信回数情報として期待受信電力決定部３０に供給す
る。
　また、受信情報選択部２０は、ＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ種別情報がコンテンション型
を示す情報であると判定した場合は、ＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの送信回数を示す情報をコ
ンテンション型プリアンブル送信回数情報として無線リソース量決定部５０に供給する。
【００２６】
　期待受信電力決定部３０は、図示しない読み書き可能な期待受信電力値記憶部を具備す
る。この期待受信電力値記憶部は、少なくとも１期待受信電力値分の容量を有するメモリ
である。期待受信電力値は、本基地局において期待される受信電力を示す値であり、例え
ば、通信端末のＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの送信電力値ＰＲＡＣＨを表す下記の式（２）に
おけるＰＲＩＲＴＰである。なお、ＰＲＩＲＴＰの添え字である“ＲＩＲＴＰ”は、“Ｐ
ｒｅａｍｂｌｅ　Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｔａｒｇｅｔ　Ｐｏｗｅｒ”を略
記したものである。
　式（２）において、ＰＣＭＡＸは、通信端末固有の最大送信電力値である。ＰＬ（Ｐａ



(8) JP 5450333 B2 2014.3.26

10

20

30

40

50

ｔｈ　Ｌｏｓｓ）は、通信端末が測定したパスロス値である。ｐｒｅａｍｂｌｅＴｒａｎ
ｓｍｉｓｓｉｏｎＣｏｕｎｔｅｒは、ＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの送信回数である。ｐｏｗ
ｅｒＲａｍｐｉｎｇＳｔｅｐは、ＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅを再送するときの電力増加幅で
ある。
【００２７】
【数２】

【００２８】
　式（２）のうち、期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰおよび電力増加幅ｐｏｗｅｒＲａｍｐｉ
ｎｇＳｔｅｐは、本基地局が通信端末に送信する初期アクセス設定情報に含まれる情報で
ある。
【００２９】
　期待受信電力決定部３０は、受信情報選択部２０からノン・コンテンション型プリアン
ブル送信回数情報が供給されるたびに、ノン・コンテンション型プリアンブル送信回数情
報を取り込み、期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰを計算して期待受信電力値記憶部に記憶する
。
　なお、２回目以降の期待受信電力値記憶部への記憶について、期待受信電力決定部３０
は、前回の記憶値を更新するようにしてもよい。
【００３０】
　期待受信電力決定部３０は、ノン・コンテンション型プリアンブル送信回数情報に基づ
いて期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰを計算する。この期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰの計算方
法の例については後述する。
【００３１】
　期待受信電力決定部３０は、期待受信電力決定タイミング生成部４０から期待受信電力
決定タイミング信号の供給を受けると、この期待受信電力決定タイミング信号を取り込ん
だ時点で、期待受信電力値記憶部から最新の期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰを読み出し、そ
の期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰを設定値通知部７０に供給する。
【００３２】
　期待受信電力決定タイミング生成部４０は、周期的に上記の期待受信電力決定タイミン
グ信号を生成して期待受信電力決定部３０に供給する。期待受信電力決定タイミング生成
部４０が期待受信電力決定タイミング信号を生成する周期は、例えば一定周期である。た
だし、厳密に一定でなくてもよい。
　本実施形態においては、期待受信電力決定タイミング生成部４０は、オペレータの指定
によって周期または時刻の供給を受け、この周期または時刻にしたがって期待受信電力決
定タイミング信号を生成する。
【００３３】
　なお、期待受信電力決定タイミング生成部４０は、期待受信電力決定部３０が取り込む
ノン・コンテンション型プリアンブル送信回数情報の情報量に応じて周期を変えてもよい
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。この場合は、例えば、期待受信電力決定部３０が取り込むノン・コンテンション型プリ
アンブル送信回数情報の単位時間当たりの情報量が閾値よりも多くなったとき、期待受信
電力決定タイミング生成部４０は、期待受信電力決定タイミング信号を生成する周期を短
くする。また、期待受信電力決定部３０が取り込むノン・コンテンション型プリアンブル
送信回数情報の単位時間当たりの情報量が閾値以下になったとき、期待受信電力決定タイ
ミング生成部４０は、期待受信電力決定タイミング信号を生成する周期を長くする。
【００３４】
　無線リソース量決定部５０は、図示しない読み書き可能な記憶部を具備する。この記憶
部は、ワーク領域であり、例えばメモリで実現される。
　無線リソース量決定部５０は、無線リソース量決定タイミング生成部６０から無線リソ
ース量決定タイミング信号の供給を受けるまで、受信情報選択部２０からコンテンション
型プリアンブル送信回数情報が供給されると、このコンテンション型プリアンブル送信回
数情報を取り込んで記憶部に記憶する。つまり、無線リソース量決定部５０は、前回の無
線リソース量決定タイミング信号の受信時から今回の無線リソース量決定タイミング信号
の受信時までの期間において、受信情報選択部２０から供給されるコンテンション型プリ
アンブル送信回数情報を取り込んで記憶部に記憶する。
【００３５】
　無線リソース量決定部５０は、無線リソース量決定タイミング生成部６０から無線リソ
ース量決定タイミング信号の供給を受けると、この無線リソース量決定タイミング信号を
取り込んだ時点で、記憶部に記憶した情報に基づいてコンテンション型のＲＡ　Ｐｒｅａ
ｍｂｌｅの初送の失敗率を計算し、さらに無線リソース量を計算する。無線リソース量値
は、通信端末がＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅを本基地局に送信するのに必要なリソース量を示
す値であり、例えば、単位時間当たりのサブフレーム数である。サブフレームは、時間対
周波数の無線リソース領域における時間方向の最小単位である。１サブフレームの時間長
は、例えばＬＴＥでは１ミリ秒（ｍｓ）である。初送失敗率および無線リソース量値の計
算方法の例については後述する。
【００３６】
　無線リソース量決定部５０は、計算した無線リソース量値を設定値通知部７０に供給す
る。
【００３７】
　無線リソース量決定タイミング生成部６０は、周期的に上記の無線リソース量決定タイ
ミング信号を生成して無線リソース量決定部５０に供給する。無線利ソール量決定タイミ
ング生成部６０が無線リソース量決定タイミング信号を生成する周期は、例えば一定周期
である。ただし、厳密に一定でなくてもよい。本実施形態においては、無線リソース量決
定タイミング生成部６０は、オペレータの指定によって周期または時刻の供給を受け、こ
の周期または時刻にしたがって無線リソース量決定タイミング信号を生成する。
【００３８】
　なお、無線リソース量決定タイミング生成部６０は、無線リソース量決定部５０が取り
込むコンテンション型プリアンブル送信回数情報の情報量に応じて周期を変えてもよい。
この場合は、例えば、無線リソース量決定部５０が取り込むコンテンション型プリアンブ
ル送信回数情報の単位時間当たりの情報量が閾値よりも多くなったとき、無線リソース量
決定タイミング生成部６０は、無線リソース量決定タイミング信号を生成する周期を短く
する。また、無線リソース量決定部５０が取り込むコンテンション型プリアンブル送信回
数情報の単位時間当たりの情報量が閾値以下になったとき、無線リソース量決定タイミン
グ生成部６０は、無線リソース量決定タイミング信号を生成する周期を長くする。
【００３９】
　設定値通知部７０は、期待受信電力決定部３０から供給される期待受信電力値ＰＲＩＲ

ＴＰと、無線リソース量決定部５０から供給される無線リソース量値とのいずれかに基づ
いて、初期アクセス設定情報を生成し出力する。
　具体的には、設定値通知部７０は、期待受信電力決定部３０から期待受信電力値ＰＲＩ



(10) JP 5450333 B2 2014.3.26

10

20

30

40

50

ＲＴＰの供給を受けると、この期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰを取り込み、例えばＬＴＥ標
準仕様の通知フォーマットにしたがって、期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰをコンテンション
型およびノン・コンテンション型の初期アクセス設定情報にそれぞれ含めて出力する。
　また、設定値通知部７０は、無線リソース量決定部５０から無線リソース量値の供給を
受けると、この無線リソース量値を取り込み、例えばＬＴＥ標準仕様の通知フォーマット
にしたがって、無線リソース量値をコンテンション型の初期アクセス設定情報に含めて出
力する。
　なお、設定値通知部７０は、無線リソース量値をノン・コンテンション型およびコンテ
ンション型の初期アクセス設定情報にそれぞれ含めて出力してもよい。
【００４０】
　本基地局は、設定値通知部７０から出力されるコンテンション型の初期アクセス設定情
報を取り込むと、このコンテンション型の初期アクセス設定情報をブロードキャスト送信
する。また、本基地局は、設定値通知部７０から出力されるノン・コンテンション型の初
期アクセス設定情報を取り込むと、対応する通信端末に対してそのノン・コンテンション
型の初期アクセス設定情報を送信する。
【００４１】
　図２は、通信端末と基地局との間における、ＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅの手順を表すシ
ーケンス図である。同図（ａ）は、コンテンション型のＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅのシー
ケンス図であり、同図（ｂ）は、ノン・コンテンション型のＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅの
シーケンス図である。これらシーケンス図による手続の詳細は、非特許文献１に定義され
ている。
【００４２】
　図２（ａ）において、初期アクセス完了判定部１０がコンテンション型のＲＡ　Ｐｒｏ
ｃｅｄｕｒｅの完了時点を判定するタイミングは、本基地局がＣｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｒ
ｅｓｏｌｕｔｉｏｎを通信端末に対して送信した時点である。
　なお、初期アクセス完了判定部１０は、本基地局がＳｃｈｅｄｕｌｅｄ　Ｔｒａｎｓｍ
ｉｓｓｉｏｎを受信した時点を、コンテンション型のＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅの完了時
点として判定してもよい。
【００４３】
　また、図２（ｂ）において、初期アクセス完了判定部１０がノン・コンテンション型の
ＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅの完了時点を判定するタイミングは、本基地局がＲａｎｄｏｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅを通信端末に対して送信した時点である。
　なお、初期アクセス完了判定部１０は、本基地局がＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅを受信した
時点を、ノン・コンテンション型のＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅの完了時点として判定して
もよい。
【００４４】
　次に、図３および図４を併せ参照して、初期アクセス設定情報生成装置１の動作につい
て説明する。ここでは、初期アクセス設定情報の設定値は、期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰ

および無線リソース量値である。
【００４５】
　図３は、初期アクセス設定情報生成装置１による第１の処理手順を示すフローチャート
である。
　まず、ステップＳ１において、初期アクセス完了判定部１０は、本基地局と通信端末と
の間で行われる、ＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅが完了したか否かを判定している。初期アク
セス完了判定部１０は、ＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅが完了したと判定すると、そのＲＡ　
Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅの種別を取得してステップＳ２の処理に移る。
【００４６】
　ステップＳ２において、初期アクセス完了判定部１０は、ＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅが
完了したと判定した通信端末に対して端末情報の送信を要求する。
　次に、ステップＳ３において、初期アクセス完了判定部１０は、ステップＳ２の処理に
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おける送信要求に応じて通信端末から送信され、本基地局が受信する端末情報を取り込む
。そして、初期アクセス完了判定部１０は、取り込んだ端末情報からＲＡ　Ｐｒｅａｍｂ
ｌｅの送信回数を示す情報を抽出する。
　次に、初期アクセス完了判定部１０は、ステップＳ１の処理において取得したＲＡ　Ｐ
ｒｏｃｅｄｕｒｅの種別を示すＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ種別情報と、上記のＲＡ　Ｐｒ
ｅａｍｂｌｅの送信回数を示す情報とを、受信情報選択部２０に供給する。
【００４７】
　次に、ステップＳ４において、受信情報選択部２０は、初期アクセス完了判定部１０か
ら供給されるＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ種別情報と、ＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの送信回数
を示す情報とを取り込む。
　次に、受信情報選択部２０は、ＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ種別情報を判定する。
【００４８】
　受信情報選択部２０は、ＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ種別情報がノン・コンテンション型
を示す情報であると判定した場合は、ＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの送信回数を示す情報をノ
ン・コンテンション型プリアンブル送信回数情報として期待受信電力決定部３０に供給す
る。そして次に、ステップＳ５の処理に進む。
　一方、受信情報選択部２０は、ＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ種別情報がコンテンション型
を示す情報であると判定した場合は、ＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの送信回数を示す情報をコ
ンテンション型プリアンブル送信回数情報として無線リソース量決定部５０に供給する。
そして次に、ステップＳ７の処理に進む。
【００４９】
　ステップＳ５において、期待受信電力決定部３０は、受信情報選択部２０から供給され
るノン・コンテンション型プリアンブル送信回数情報を取り込み、ノン・コンテンション
型プリアンブル送信回数情報に基づいて期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰを計算する。
　具体的には、期待受信電力決定部３０は、下記の式（３）を計算することによって期待
受信電力値ＰＲＩＲＴＰを求める。
　式（３）において、Ｒｔａｒｇｅｔは、ＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの要求初送成功率であ
る。δｓｔｅｐは、調整幅値である。ＮｐｒｅａｍｂｌｅＳｅｎｔは、ノン・コンテンシ
ョン型プリアンブル送信回数情報におけるノン・コンテンション型のＲＡ　Ｐｒｅａｍｂ
ｌｅの送信回数である。ＰＨＲ（Ｐｏｗｅｒ　Ｈｅａｄｒｏｏｍ）は、当該通信端末の最
大送信電力値と本基地局が通知した要求送信電力値との差分（最大送信電力値－要求送信
電力値）を表す情報である。
【００５０】
【数３】

【００５１】
　本実施形態においては、期待受信電力決定部３０は、オペレータの指定によって調整幅
値δｓｔｅｐの供給を受ける。また、期待受信電力決定部３０は、通信端末から本基地局
に送信される情報のヘッダに含まれるＰＨＲを抽出して式（３）に適用する。
【００５２】
　期待受信電力決定部３０は、式（３）を計算することにより、通信端末が当該通信端末
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の最大送信電力以下の電力で送信している場合（第１条件）は、現状の期待受信電力を維
持する期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰを算出する。また、期待受信電力決定部３０は、式（
３）を計算することにより、本基地局が通信端末から送信されたＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅ
を初送で受信した場合（第２条件）は、現状の期待受信電力を下げる方向である期待受信
電力値ＰＲＩＲＴＰを算出する。さらに、期待受信電力決定部３０は、式（３）を計算す
ることにより、それ以外の場合（第３条件）は、現状の期待受信電力を上げる方向である
期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰを算出する。
【００５３】
　式（３）の第１条件に対応する計算によれば、最大送信電力で送信している通信端末が
、ノン・コンテンション型のＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅを複数回送信していた場合でも期待
受信電力値ＰＲＩＲＴＰを変化させないこととなり、期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰが大き
くなり過ぎることを制限できる。仮に期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰを大きくしたとしても
、最大送信電力で送信している通信端末のノン・コンテンション型のＲＡ　Ｐｒｅａｍｂ
ｌｅの送信回数は期待的には変わらず、この点に鑑みても式（３）は有効である。
　また、式（３）の第２条件および第３条件に対応する計算によれば、要求初送成功率Ｒ

ｔａｒｇｅｔとなるように期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰを設定することができる。
【００５４】
　なお、期待受信電力決定部３０が計算する期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰの計算方法は式
（３）には限られず、ノン・コンテンション型プリアンブル送信回数情報に基づいて計算
する方法であればよい。
【００５５】
　次に、ステップＳ６において、期待受信電力決定部３０は、計算した期待受信電力値Ｐ

ＲＩＲＴＰを期待受信電力値記憶部に記憶して本フローチャートの処理を修了する。
　なお、期待受信電力値記憶部への記憶は、逐次連続的に記憶するようにしてもよいし、
前回の記憶値を更新するようにしてもよい。
【００５６】
　一方、ステップＳ７において、無線リソース量決定部５０は、受信情報選択部２０から
供給されるコンテンション型プリアンブル送信回数情報を取り込み、このコンテンション
型プリアンブル送信回数情報を記憶部に記憶して本フローチャートの処理を終了する。
【００５７】
　図４は、初期アクセス設定情報生成装置１による第２の処理手順を示すフローチャート
である。
　ステップＳ１１において、初期アクセス設定情報生成装置１は、図３に示したフローチ
ャートの処理（ステップＳ１からステップＳ７までの処理）を実行する。
　次に、ステップＳ１２において、期待受信電力決定部３０は、期待受信電力決定タイミ
ング生成部４０から期待受信電力決定タイミング信号の供給を受けたか否かを判定する。
　なお、同図のフローチャートには図示していないが、期待受信電力決定タイミング生成
部４０は、周期的に期待受信電力決定タイミング信号を生成して期待受信電力決定部３０
に供給している。
　期待受信電力決定部３０は、期待受信電力決定タイミング信号の供給を受けたと判定し
た場合はステップＳ１３の処理に進み、期待受信電力決定タイミング信号の供給を受けて
いないと判定した場合はステップＳ１４の処理に進む。
【００５８】
　ステップＳ１３において、期待受信電力決定部３０は、期待受信電力値記憶部から最新
の期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰを読み出し、その期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰを設定値通
知部７０に供給する。
　次に、設定値通知部７０は、期待受信電力決定部３０から供給される期待受信電力値Ｐ

ＲＩＲＴＰに基づいて、初期アクセス設定情報を生成して出力する。
　具体的には、設定値通知部７０は、期待受信電力決定部３０から期待受信電力値ＰＲＩ

ＲＴＰの供給を受けると、この期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰを取り込み、例えばＬＴＥ標
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準仕様の通知フォーマットにしたがって、期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰをコンテンション
型およびノン・コンテンション型の初期アクセス設定情報にそれぞれ含めて出力する。
　そして次に、ステップＳ１４の処理に進む。
【００５９】
　ステップＳ１４において、無線リソース量決定部５０は、無線リソース量決定タイミン
グ生成部６０から無線リソース量決定タイミング信号の供給を受けたか否かを判定する。
　なお、図４のフローチャートには図示していないが、無線リソース量決定タイミング生
成部６０は、周期的に無線リソース量決定タイミング信号を生成して無線リソース量決定
部５０に供給している。
　無線リソース量決定部５０は、無線リソース量決定タイミング信号の供給を受けたと判
定した場合はステップＳ１５の処理に進み、無線リソース量決定タイミング信号の供給を
受けていないと判定した場合はステップＳ１１の処理に戻る。
【００６０】
　ステップＳ１５において、無線リソース量決定部５０は、記憶部に記憶した情報に基づ
いてＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの初送の失敗率を求め、さらに無線リソース量を計算する。
　具体的には、無線リソース量決定部５０は、下記の式（４）および式（５）を計算する
ことによって無線リソース量であるサブフレーム数Ｎ’ｓｕｂｆｒａｍｅを求める。
【００６１】
　まず、無線リソース量決定部５０は、コンテンション型プリアンブル送信回数情報を用
いることにより、コンテンション型のＲＡ　ＰｒｏｃｅｄｕｒｅにおけるＲＡ　Ｐｒｅａ
ｍｂｌｅの初送失敗率Ｒ１ｓｔＴｒａｎｓを、式（４）によって計算する。
　式（４）において、Ｎ１ｓｔＴｒａｎｓは、任意の統計区間（ここでは、無線リソース
量決定タイミング信号の到来間隔期間）において、コンテンション型のＲＡ　Ｐｒｏｃｅ
ｄｕｒｅにおけるＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅのうち、本基地局が初送で受信できたＲＡ　Ｐ
ｒｅａｍｂｌｅの個数である。ＮＲＡＰｒｏｃｅｄｕｒｅは、上記の統計区間において、
コンテンション型のＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅが完了した手続の個数（完了数）である。
【００６２】
【数４】

【００６３】
　次に、無線リソース量決定部５０は、下記の式（５）を計算することによってサブフレ
ーム数Ｎ’ｓｕｂｆｒａｍｅを求める。
　式（５）において、Ｒｃｒｅｄｉｂｌｅは、初送失敗率Ｒ１ｓｔＴｒａｎｓを計算する
ために必要な母数の冗長率である。Ｒｔａｒｇｅｔ１ｓｔＴｒａｎｓは、コンテンション
型のＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅにおいて許容するＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの初送失敗率で
ある。Ｎｓｕｂｆｒａｍｅは、前記の統計区間において現在設定されているサブフレーム
数である。
【００６４】
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【数５】

【００６５】
　式（５）において、Ｎ’ｓｕｂｆｒａｍｅ＝Ｎｓｕｂｆｒａｍｅ＋αは、Ｎ’ｓｕｂｆ

ｒａｍｅを、Ｎｓｕｂｆｒａｍｅから一段上げることを意味する。また、Ｎ’ｓｕｂｆｒ

ａｍｅ＝Ｎｓｕｂｆｒａｍｅ－αは、Ｎ’ｓｕｂｆｒａｍｅを、Ｎｓｕｂｆｒａｍｅから
一段下げることを意味する。
　ここで、例えばＬＴＥにおいては、ＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅに割当可能なサブフレー
ム数は、１，２，３，５，１０等のように離散的となる場合がある。よって、式（５）に
おけるαは、通信規格にしたがうような増加幅または減少幅とする。例えば、ＬＴＥにお
いては、Ｎｓｕｂｆｒａｍｅ＝３であり、Ｒｃｒｅｄｉｂｌｅ／Ｒｔａｒｇｅｔ１ｓｔＴ

ｒａｎｓ＜ＮＲＡＰｒｏｃｅｄｕｒｅの条件を満たさず、且つ、Ｒ１ｓｔＴｒａｎｓ＞Ｒ

ｔａｒｇｅｔ１ｓｔＴｒａｎｓの条件を満足する場合は、無線リソース量決定部５０は、
Ｎ’ｓｕｂｆｒａｍｅ＝５にする。また、例えば、Ｎｓｕｂｆｒａｍｅ＝１０であり、Ｒ

ｃｒｅｄｉｂｌｅ／Ｒｔａｒｇｅｔ１ｓｔＴｒａｎｓ＜ＮＲＡＰｒｏｃｅｄｕｒｅの条件
を満たさず、且つ、Ｒ１ｓｔＴｒａｎｓ＞Ｒｔａｒｇｅｔ１ｓｔＴｒａｎｓの条件を満足
する場合は、無線リソース量決定部５０は、Ｎ’ｓｕｂｆｒａｍｅ＝１０にする。
【００６６】
　無線リソース量決定部５０は、式（５）を計算することにより、ＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕ
ｒｅの完了数ＮＲＡＰｒｏｃｅｄｕｒｅが、前記の統計区間における統計量の信頼性を保
つことができるサンプル数である場合（ａ条件）は、ＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの初送失敗
率Ｒ１ｓｔＴｒａｎｓと、許容するＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの初送失敗率Ｒｔａｒｇｅｔ

１ｓｔＴｒａｎｓとに基づいてサブフレーム数Ｎ’ｓｕｂｆｒａｍｅを算出する。また、
無線リソース量決定部５０は、式（５）を計算することにより、ＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅ
の初送失敗率Ｒ１ｓｔＴｒａｎｓが、許容するＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの初送失敗率Ｒｔ

ａｒｇｅｔ１ｓｔＴｒａｎｓよりも大きい場合（ｂ条件）は、一段上げたサブフレーム数
Ｎ’ｓｕｂｆｒａｍｅを算出する。さらに、無線リソース量決定部５０は、式（５）を計
算することにより、ＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの初送失敗率Ｒ１ｓｔＴｒａｎｓが、許容す
るＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの初送失敗率Ｒｔａｒｇｅｔ１ｓｔＴｒａｎｓ以下である場合
（ｃ条件）は、一段下げたサブフレーム数Ｎ’ｓｕｂｆｒａｍｅを算出する。
【００６７】
　なお、無線リソース量決定部５０が計算するサブフレーム数Ｎ’ｓｕｂｆｒａｍｅの計
算方法は式（５）には限られず、コンテンション型プリアンブル送信回数情報に基づいて
計算する方法であればよい。
【００６８】
　次に、無線リソース量決定部５０は、計算したサブフレーム数Ｎ’ｓｕｂｆｒａｍｅを
無線リソース量値として設定値通知部７０に供給する。
　次に、設定値通知部７０は、無線リソース量決定部５０から供給される無線リソース量
値に基づいて、初期アクセス設定情報を生成して出力する。
　具体的には、設定値通知部７０は、無線リソース量決定部５０から無線リソース量値の
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供給を受けると、この無線リソース量値を取り込み、例えばＬＴＥ標準仕様の通知フォー
マットにしたがって、無線リソース量値をコンテンション型の初期アクセス設定情報に含
めて出力する。
　なおここで、設定値通知部７０は、無線リソース量値をノン・コンテンション型および
コンテンション型の初期アクセス設定情報にそれぞれ含めて出力してもよい。
　そして次に、ステップＳ１１の処理に戻る。
【００６９】
　以上説明したように、本発明の一実施形態である初期アクセス設定情報生成装置１は、
ハンドオーバにより隣接基地局から本基地局に移動してきた通信端末の、ノン・コンテン
ション型のＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅが完了した手続におけるＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの
送信回数（ノン・コンテンション型プリアンブル送信回数情報）に基づいて期待受信電力
値ＰＲＩＲＴＰを計算し、この期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰを初期アクセス設定情報に適
用する。
　これにより、符号の衝突によってＲＡ　Ｐｒｅａｍｂｌｅの送信回数が増加する事象を
除外することができる。したがって、本実施形態である初期アクセス設定情報生成装置１
によれば、要求初送成功率Ｒｔａｒｇｅｔを満足するとともに隣接基地局への干渉を低減
することができ、通信端末の消費電力を低減することができる。
【００７０】
　また、本実施形態である初期アクセス設定情報生成装置１は、ノン・コンテンション型
プリアンブル送信回数情報に基づき計算した期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰを、ノン・コン
テンション型およびコンテンション型の初期アクセス設定情報にそれぞれ含めて出力する
。
　これにより、期待受信電力値ＰＲＩＲＴＰは、ノン・コンテンション型およびコンテン
ション型のＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅいずれにも適用されることとなり、ＲＡ　Ｐｒｅａ
ｍｂｌｅの通信品質を良好に確保し、且つ適切な無線リソース量を決定でき、データチャ
ネルに対する圧迫やデータチャネルのシステム利用効率の低下を抑制することができる。
【００７１】
　なお、上述した実施形態において、無線リソース量決定部５０は、式（５）のＲｃｒｅ

ｄｉｂｌｅ／Ｒｔａｒｇｅｔ１ｓｔＴｒａｎｓ＜ＮＲＡＰｒｏｃｅｄｕｒｅの条件を満足
する場合に、以下のようにしてサブフレーム数Ｎ’ｓｕｂｆｒａｍｅを計算してもよい。
　通信端末のＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅの生起は、ポアソン分布にしたがうとみなすこと
ができる。よって、符号の衝突率ＰＵＥ

ｃｏｌｌは、下記の式（６）により表される。こ
の衝突率ＰＵＥ

ｃｏｌｌは、コンテンション型のＲＡ　ＰｒｏｃｅｄｕｒｅにおけるＲＡ
　Ｐｒｅａｍｂｌｅの初送失敗率Ｒ１ｓｔＴｒａｎｓである。
　式（６）において、Ｇは、コンテンション型のＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅの生起数であ
る。Ｌは、通信端末が選択可能なＰＲＡＣＨのリソース数であり、具体的には、コンテン
ション型のＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅにおける符号数×サブフレーム数である。
【００７２】
【数６】

【００７３】
　無線リソース量決定部５０は、式（４）により算出した初送失敗率Ｒ１ｓｔＴｒａｎｓ

と、現在のサブフレーム数Ｎｓｕｂｆｒａｍｅをもとに求めたリソース数Ｌとに基づいて
、式（６）から現在のコンテンション型のＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅの生起数Ｇを計算す
る。
　次に、無線リソース量決定部５０は、上記の計算した生起数Ｇと、許容するＲＡ　Ｐｒ



(16) JP 5450333 B2 2014.3.26

10

20

30

ｅａｍｂｌｅの初送失敗率Ｒｔａｒｇｅｔ１ｓｔＴｒａｎｓとに基づいて、式（６）から
ＰＲＡＣＨのリソース数Ｌを計算する。
　次に、無線リソース量決定部５０は、上記の計算したリソース数Ｌと、コンテンション
型のＲＡ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅにおける符号数との除算によってサブフレーム数Ｎ’ｓｕ

ｂｆｒａｍｅを計算する。
【００７４】
　また、本実施形態では、基地局に設けられる例として初期アクセス設定情報生成装置１
を説明したが、この初期アクセス設定情報生成装置１は、基地局内に限らず、例えば基地
局同士を接続するネットワークに接続して設けてもよい。
【００７５】
　また、本実施形態である初期アクセス設定情報生成装置１の機能をコンピュータで実現
するようにしてもよい。この場合、その制御機能を実現するための初期アクセス設定情報
生成プログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録
された初期アクセス設定情報生成プログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行
することによって実現してもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、Ｏ
Ｓ（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）や周辺装置のハードウェアを含むものである。
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気デ
ィスク、光ディスク、メモリカード等の可搬型記録媒体、コンピュータシステムに内蔵さ
れる磁気ハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能
な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプ
ログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するも
の、その場合のサーバ装置やクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモ
リのように、一定時間プログラムを保持するものを含んでもよい。また上記のプログラム
は、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコ
ンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせにより実現するも
のであってもよい。
【００７６】
　以上、本発明の実施の形態について図面を参照して詳述したが、具体的な構成はその実
施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
【符号の説明】
【００７７】
　１　初期アクセス設定情報生成装置
　１０　初期アクセス完了判定部（プリアンブル情報送信回数取得部）
　２０　受信情報選択部
　３０　期待受信電力決定部
　４０　期待受信電力決定タイミング生成部
　５０　無線リソース量決定部
　６０　無線リソース量決定タイミング生成部
　７０　設定値通知部
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