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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　特定のユーザ機器（ＵＥ）のクラスに基づいて、ランダムアクセスシグナリングのため
の、少なくとも１つの伝送パラメータについての少なくとも１つのパラメータ値を決定す
るように、そして、システムアクセスについての前記少なくとも１つのパラメータ値に基
づいて、前記ランダムアクセスシグナリングを送信するように、構成された少なくとも1
つのプロセッサと、なお、前記少なくとも１つの伝送パラメータは、複数のＵＥのクラス
について異なる値を有している；
　前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと；
　を備え、
　　前記少なくとも１つの伝送パラメータは、ターゲット信号対ノイズ比（ＳＮＲ）、パ
ワーオフセット、および補正ファクタ、のうちの少なくとも１つを備えており、また、前
記少なくとも１つのプロセッサは、前記少なくとも１つのパラメータ値に基づいて前記ラ
ンダムアクセスシグナリングの伝送パワーを決定するように、そして、前記の決定された
伝送パワーで前記ランダムアクセスシグナリングを送信するように構成されており、
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、第１のチャネル上でランダムアクセスプリアン
ブルを送信するように、ランダムアクセスレスポンスを受信するように、そして、第２の
チャネル上で前記ランダムアクセスシグナリングとしてメッセージを送信するように構成
されており、
　　前記少なくとも１つの伝送パラメータは、前記第１および第２のチャネル間でパワー
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オフセットを備えており、また、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記特定のＵＥの
クラスについてのパワーオフセット値に基づいて前記メッセージの伝送パワーを決定する
ように、そして、前記の決定された伝送パワーで前記メッセージを送信するように構成さ
れている、
　無線通信のための装置。
【請求項２】
　特定のユーザ機器（ＵＥ）のクラスに基づいて、ランダムアクセスシグナリングのため
の、少なくとも１つの伝送パラメータについての少なくとも１つのパラメータ値を決定す
るように、そして、システムアクセスについての前記少なくとも１つのパラメータ値に基
づいて、前記ランダムアクセスシグナリングを送信するように、構成された少なくとも1
つのプロセッサと、なお、前記少なくとも１つの伝送パラメータは、複数のＵＥのクラス
について異なる値を有している；
　前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと；
　を備え、
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、第１のチャネル上でランダムアクセスプリアン
ブルを送信するように、ランダムアクセスレスポンスを受信するように、そして、第２の
チャネル上で前記ランダムアクセスシグナリングとしてメッセージを送信するように構成
されており、
　　前記少なくとも１つの伝送パラメータは、前記第１および第２のチャネル間でパワー
オフセットを備えており、また、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記特定のＵＥの
クラスについてのパワーオフセット値に基づいて前記メッセージの伝送パワーを決定する
ように、そして、前記の決定された伝送パワーで前記メッセージを送信するように構成さ
れている、
　無線通信のための装置。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの伝送パラメータは、ターゲット信号対ノイズ比（ＳＮＲ）、パワ
ーオフセット、および補正ファクタ、のうちの少なくとも１つを備えており、また、前記
少なくとも１つのプロセッサは、前記少なくとも１つのパラメータ値に基づいて前記ラン
ダムアクセスシグナリングの伝送パワーを決定するように、そして、前記の決定された伝
送パワーで前記ランダムアクセスシグナリングを送信するように、構成されている、請求
項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記ランダムアクセスシグナリングは、システムアクセスのために最初に送信されたラ
ンダムアクセスプリアンブルを備えている、請求項２に記載の装置。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの伝送パラメータは、前記ランダムアクセスプリアンブルについて
のターゲット信号対ノイズ比（ＳＮＲ）を備えており、また、前記少なくとも１つのプロ
セッサは、前記特定のＵＥのクラスについてのターゲットＳＮＲ値に基づいて前記ランダ
ムアクセスプリアンブルの伝送パワーを決定するように、そして、前記の決定された伝送
パワーで前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するように、構成されている、請求項
３に記載の装置。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するの
に使用された時間周波数スロットの干渉レベルに基づいて、前記ランダムアクセスプリア
ンブルの伝送パワーを決定するように構成されている、請求項３に記載の装置。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの伝送パラメータは、バックオフ時間を備えており、また、前記少
なくとも１つのプロセッサは、前記特定のＵＥのクラスについてのバックオフ時間値に基
づいて、前記ランダムアクセスプリアンブルの連続する送信の間で待機する時間の量を決
定するように構成されている、請求項３に記載の装置。
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【請求項８】
　前記少なくとも１つの伝送パラメータは、パワーランプを備えており、また、前記少な
くとも１つのプロセッサは、前記特定のＵＥのクラスについてのパワーランプ値に基づい
て、前記ランダムアクセスプリアンブルの連続する送信のための伝送パワーを決定するよ
うに構成されている、請求項３に記載の装置。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、パワーアップ時における初期システムアクセスの
ために、あるいは、アクティブ状態へ遷移するシステムアクセスのために、あるいは、ハ
ンドオーバーのためのシステムアクセスのために、前記ランダムアクセスシグナリングを
送信するように構成されている、請求項２に記載の装置。
【請求項１０】
　特定のユーザ機器（ＵＥ）のクラスに基づいて、ランダムアクセスシグナリングのため
の、少なくとも１つの伝送パラメータについて少なくとも１つのパラメータ値を、少なく
とも1つのプロセッサによって決定することと、なお、前記少なくとも１つの伝送パラメ
ータは、複数のＵＥのクラスについて異なる値を有している；
　システムアクセスのために、前記少なくとも１つのパラメータ値に基づいて、前記ラン
ダムアクセスシグナリングを、前記少なくとも1つのプロセッサによって送信することと
；
　を備え、
　　メモリが、前記少なくとも1つのプロセッサに結合されており、
　　前記少なくとも１つの伝送パラメータは、ターゲット信号対ノイズ比（ＳＮＲ）、パ
ワーオフセット、および補正ファクタ、のうちの少なくとも１つを備えており、また、前
記少なくとも１つのプロセッサは、前記少なくとも１つのパラメータ値に基づいて前記ラ
ンダムアクセスシグナリングの伝送パワーを決定するように、そして、前記の決定された
伝送パワーで前記ランダムアクセスシグナリングを送信するように構成されており、
　　前記少なくとも１つのプロセッサは、第１のチャネル上でランダムアクセスプリアン
ブルを送信するように、ランダムアクセスレスポンスを受信するように、そして、第２の
チャネル上で前記ランダムアクセスシグナリングとしてメッセージを送信するように構成
されており、
　　前記少なくとも１つの伝送パラメータは、前記第１および第２のチャネル間でパワー
オフセットを備えており、また、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記特定のＵＥの
クラスについてのパワーオフセット値に基づいて前記メッセージの伝送パワーを決定する
ように、そして、前記の決定された伝送パワーで前記メッセージを送信するように構成さ
れている、
　無線通信のための方法。
【請求項１１】
　特定のユーザ機器（ＵＥ）のクラスに基づいて、ランダムアクセスシグナリングのため
の、少なくとも１つの伝送パラメータについて少なくとも１つのパラメータ値を決定する
ことと、なお、前記少なくとも１つの伝送パラメータは、複数のＵＥのクラスについて異
なる値を有している；
　システムアクセスのために、前記少なくとも１つのパラメータ値に基づいて、前記ラン
ダムアクセスシグナリングを送信することと；
　第１のチャネル上でランダムアクセスプリアンブルを送信することと；
　ランダムアクセスレスポンスを受信することと；
　を備え、
　　前記ランダムアクセスシグナリングは、第２のチャネル上で送信するためにメッセー
ジを備えており、前記少なくとも１つの伝送パラメータは、前記第１および第２のチャネ
ル間でパワーオフセットを備えており、また、前記ランダムアクセスシグナリングを送信
することは、前記特定のＵＥのクラスについてのパワーオフセット値に基づいて前記メッ
セージの伝送パワーを決定することと、前記の決定された伝送パワーで前記メッセージを
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送信することとを備えている、
　無線通信のための方法。
【請求項１２】
　前記ランダムアクセスシグナリングは、ランダムアクセスプリアンブルを備えており、
前記少なくとも１つの伝送パラメータは、前記ランダムアクセスプリアンブルについての
ターゲット信号対ノイズ比（ＳＮＲ）を備えており、
　前記ランダムアクセスシグナリングを前記送信することは、
　前記特定のＵＥのクラスについてのターゲットＳＮＲ値に基づいて前記ランダムアクセ
スプリアンブルの伝送パワーを決定することと、
　前記の決定された伝送パワーで前記ランダムアクセスプリアンブルを送信することと、
　を備えている、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ランダムアクセスシグナリングは、ランダムアクセスプリアンブルを備えており、
前記少なくとも１つの伝送パラメータは、バックオフ時間を備えており、前記方法は、
　前記特定のＵＥのクラスについてのバックオフ時間値に基づいて前記ランダムアクセス
プリアンブルの連続する送信の間で待機する時間の量を決定すること、
　をさらに備えている、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ランダムアクセスシグナリングは、ランダムアクセスプリアンブルを備えており、
前記少なくとも１つの伝送パラメータはパワーランプを備えており、前記方法は、
　前記特定のＵＥのクラスについてのパワーランプ値に基づいて、前記ランダムアクセス
プリアンブルの連続する送信のための伝送パワーを決定すること、
　をさらに備えている、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　第１のチャネル上でランダムアクセスプリアンブルを送信することと、
　ランダムアクセスレスポンスを受信することと、
　をさらに備えており、前記ランダムアクセスシグナリングは、第２のチャネル上で送信
するメッセージを備えており、前記少なくとも１つの伝送パラメータは、前記第１および
第２のチャネル間でパワーオフセットを備えており、
　前記ランダムアクセスシグナリングを前記送信することは、
　前記特定のＵＥのクラスについてのパワーオフセット値に基づいて、前記メッセージの
伝送パワーを決定することと、
　前記の決定された伝送パワーで前記メッセージを送信することと、
　を備えている、
　請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
　特定のユーザ機器（ＵＥ）のクラスに基づいて、ランダムアクセスシグナリングのため
の、少なくとも１つの伝送パラメータについて少なくとも１つのパラメータ値を決定し、
システムアクセスのために前記少なくとも１つのパラメータ値に基づいて、前記ランダム
アクセスシグナリングを送信するための手段を、
　を備え、
　前記少なくも１つの伝送パラメータは、複数のＵＥのクラスについて異なる値を有して
おり、
　メモリが、前記手段に結合されており、
　　前記少なくとも１つの伝送パラメータは、ターゲット信号対ノイズ比（ＳＮＲ）、パ
ワーオフセット、および補正ファクタ、のうちの少なくとも１つを備えており、また、前
記手段は、前記少なくとも１つのパラメータ値に基づいて前記ランダムアクセスシグナリ
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ングの伝送パワーを決定するように、そして、前記の決定された伝送パワーで前記ランダ
ムアクセスシグナリングを送信するように構成されており、
　　前記手段は、第１のチャネル上でランダムアクセスプリアンブルを送信するように、
ランダムアクセスレスポンスを受信するように、そして、第２のチャネル上で前記ランダ
ムアクセスシグナリングとしてメッセージを送信するように構成されており、
　　前記少なくとも１つの伝送パラメータは、前記第１および第２のチャネル間でパワー
オフセットを備えており、また、前記手段は、前記特定のＵＥのクラスについてのパワー
オフセット値に基づいて前記メッセージの伝送パワーを決定するように、そして、前記の
決定された伝送パワーで前記メッセージを送信するように構成されている、
　無線通信のための装置。
【請求項１７】
　特定のユーザ機器（ＵＥ）のクラスに基づいて、ランダムアクセスシグナリングのため
の、少なくとも１つの伝送パラメータについて少なくとも１つのパラメータ値を決定する
ための手段と、なお、前記少なくも１つの伝送パラメータは、複数のＵＥのクラスについ
て異なる値を有している；
　システムアクセスのために前記少なくとも１つのパラメータ値に基づいて、前記ランダ
ムアクセスシグナリングを送信するための手段と；
　第１のチャネル上でランダムアクセスプリアンブルを送信するための手段と；
　ランダムアクセスレスポンスを受信するための手段と；
　を備え、
　前記ランダムアクセスシグナリングは、第２のチャネル上で送信するためにメッセージ
を備えており、前記少なくとも１つの伝送パラメータは、前記第１および第２のチャネル
間でパワーオフセットを備えており、また、前記ランダムアクセスシグナリングを送信す
るための手段は、前記特定のＵＥのクラスについてのパワーオフセット値に基づいて前記
メッセージの伝送パワーを決定するための手段と、前記の決定された伝送パワーで前記メ
ッセージを送信するための手段とを備えている、
　無線通信のための装置。
【請求項１８】
　前記ランダムアクセスシグナリングは、ランダムアクセスプリアンブルを備えており、
前記少なくとも１つの伝送パラメータは、前記ランダムアクセスプリアンブルについての
ターゲット信号対ノイズ比（ＳＮＲ）を備えており、
　前記ランダムアクセスシグナリングを送信するための前記手段は、
　前記特定のＵＥのクラスについてのターゲットＳＮＲ値に基づいて、前記ランダムアク
セスプリアンブルの伝送パワーを決定するための手段と、
　前記の決定された伝送パワーで前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための手
段と、
　を備えている、
　請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ランダムアクセスシグナリングは、ランダムアクセスプリアンブルを備えており、
前記少なくとも１つの伝送パラメータは、バックオフ時間を備えており、前記装置は、
　前記特定のＵＥのクラスについてのバックオフ時間値に基づいて前記ランダムアクセス
プリアンブルの連続する送信の間で待機する時間の量を決定するための手段、
　をさらに備えている、
　請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ランダムアクセスシグナリングは、ランダムアクセスプリアンブルを備えており、
前記少なくとも１つの伝送パラメータは、電力ランプを備えており、前記装置は、
　前記特定ＵＥのクラスについての電力ランプ値に基づいて前記ランダムアクセスプリア
ンブルの連続する送信のための伝送パワーを決定するための手段、
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　をさらに備えている、
　請求項１７に記載の装置。
【請求項２１】
　記憶されたプログラムを有するコンピュータ可読記憶媒体であって、
　　前記プログラムはコンピュータに、
　　特定のユーザ機器（ＵＥ）のクラスに基づいて、ランダムアクセスシグナリングにつ
いて少なくとも１つの伝送パラメータについて少なくとも１つのパラメータ値を決定する
手順と、なお、前記少なくとも１つの伝送パラメータは、複数のＵＥのクラスについて異
なる値を有している；
　　システムアクセスのために、前記少なくとも１つのパラメータ値に基づいて、前記ラ
ンダムアクセスシグナリングを送信する手順と；
　　を実行させ、
　前記少なくとも１つの伝送パラメータは、ターゲット信号対ノイズ比（ＳＮＲ）、パワ
ーオフセット、および補正ファクタ、のうちの少なくとも１つを備えており、また、前記
ランダムアクセスシグナリングの伝送パワーは、前記少なくとも１つのパラメータ値に基
づいて決定され、そして、前記の決定された伝送パワーで前記ランダムアクセスシグナリ
ングが送信され、
　ランダムアクセスプリアンブルが、第１のチャネル上で送信され、ランダムアクセスレ
スポンスを受信するために、そして、第２のチャネル上で前記ランダムアクセスシグナリ
ングとしてメッセージが送信され、
　前記少なくとも１つの伝送パラメータは、前記第１および第２のチャネル間でパワーオ
フセットを備えており、また、前記メッセージの伝送パワーは、前記特定のＵＥのクラス
についてのパワーオフセット値に基づいて決定され、そして、前記の決定された伝送パワ
ーで前記メッセージが送信される、
　コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２２】
　記憶されたプログラムを有するコンピュータ可読記憶媒体であって、
　　前記プログラムはコンピュータに、
　　特定のユーザ機器（ＵＥ）のクラスに基づいて、ランダムアクセスシグナリングにつ
いて少なくとも１つの伝送パラメータについて少なくとも１つのパラメータ値を決定する
手順と、なお、前記少なくとも１つの伝送パラメータは、複数のＵＥのクラスについて異
なる値を有している；
　　システムアクセスのために、前記少なくとも１つのパラメータ値に基づいて、前記ラ
ンダムアクセスシグナリングを送信する手順と；
　　を実行させ、
　前記少なくとも１つの伝送パラメータは、前記第１および第２のチャネル間でパワーオ
フセットを備えており、また、前記ランダムアクセスシグナリングを送信することは、前
記特定のＵＥのクラスについてのパワーオフセット値に基づいて前記メッセージの伝送パ
ワーを決定することと、前記の決定された伝送パワーで前記メッセージを送信することと
を備えている、
　コンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【優先権主張】
【０００１】
　（米国特許法第１１９条の下の優先権主張）
　本願は、ここでの譲受人に譲渡され、参照することによりここに明示的に組み込まれ、
２００６年１０月３日に出願された米国仮出願第６０／８２８，０５８号の優先権を主張
する。
【背景】
【０００２】
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　（分野）
　本開示は、一般に通信に関し、より具体的には、無線通信システム(wireless communic
ation system)にアクセスする(accessing)ための技術に関する。
【０００３】
　（背景）
　無線通信システムは、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、等、のような様々な通信コンテンツ(various communication content)を提供する
ために、広く展開されている。これらの無線システムは、利用可能なシステムリソースを
共有することによって複数のユーザをサポートすることが可能である、多元接続システム
(multiple-access systems)であってもよい。そのような多元接続システムの例は、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、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）システム、および単一キャ
リアＦＤＭＡ(Single-Carrier FDMA)（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、を含んでいる。
【０００４】
　無線通信システムは、任意の数のユーザ機器(user equipments)（ＵＥｓ）についての
通信をサポートできる、任意の数の基地局を含んでもよい。各ＵＥは、ダウンリンクおよ
びアップリンク上の送信を介して、１つまたは複数の基地局と通信することができる。ダ
ウンリンク(あるいは順方向リンク)は、基地局からＵＥｓまでの通信リンクを指し、また
、アップリンク(あるいは逆方向リンク)は、ＵＥｓから基地局までの通信リンクを指して
いる。
【０００５】
　ＵＥがシステムへのアクセスを獲得することを望むときには、ＵＥは、アップリンク上
でランダムアクセスプリアンブル(random access preamble)(あるいはアクセスプローブ(
access probe))を送信することができる。基地局は、ランダムアクセスプリアンブルを受
信し、ＵＥについての関連情報(pertinent information)を含むことができるランダムア
クセスレスポンス(random access response)（あるいはアクセス許可(access grant)）に
応答することができる。アップリンクリソースは、ランダムアクセスプリアンブルを送信
するために消費され、また、ダウンリンクリソースは、ランダムアクセスレスポンスを送
信するために消費される。さらに、システムアクセス(system access)のために送信され
たランダムアクセスプリアンブルおよび他のシグナリングは、アップリンク上で干渉を引
き起こす可能性がある。したがって、システムアクセスのためにランダムアクセスプリア
ンブルおよびシグナリングを効率的に送信する技術に関して、当技術分野における必要性
がある。
【発明の概要】
【０００６】
　システムアクセスのためにランダムアクセスシグナリング（random access signaling
）を効率的に送信するための技術が、ここにおいて説明される。一態様においては、ＵＥ
は、異なるＵＥのクラス(different UE classes)について異なる値を有している少なくと
も１つの伝送パラメータ(at least one transmission parameter)に基づいて、ランダム
アクセスシグナリングを送信することができ、それは、下記に説明されるある利点を提供
することができる。少なくとも1つの伝送パラメータ(transmission parameter)について
の少なくとも1つのパラメータ値(at least one parameter value)は、特定のＵＥのクラ
ス(particular UE class)に基づいて、決定されることができる。ランダムアクセスシグ
ナリングは、そのあとで、システムアクセスについての少なくとも1つのパラメータ値に
基づいて、送信されることができる。
【０００７】
　一つの設計において、ランダムアクセスシグナリングは、ランダムアクセスプリアンブ
ルであってもよく、それはシステムアクセスのために最初に送信されたシグナリングであ
る。少なくとも1つの伝送パラメータは、ランダムアクセスプリアンブルについてのター
ゲット信号対ノイズ比(signal-to-noise ratio)（ＳＮＲ）を備えることができる。ラン
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ダムアクセスプリアンブルの伝送パワー(transmit power)は、特定のＵＥのクラス(parti
cular UE class)および他のパラメータについてのターゲットＳＮＲ値(target SNR value
)に基づいて、決定されることができる。ランダムアクセスプリアンブルは、そのあと、
決定された伝送パワーで送信されることができる。別の設計においては、少なくとも1つ
の伝送パラメータは、バックオフ時間(backoff time)を備えることができ、ランダムアク
セスプリアンブルの連続する送信(successive transmissions)の間で待機する時間の量は
、特定のＵＥのクラスについてのバックオフ時間値(backoff time value)に基づいて、決
定されることができる。また別の設計においては、少なくとも1つの伝送パラメータは、
パワーランプ(power ramp)を備えることができ、また、ランダムアクセスプリアンブルの
連続する送信のための伝送パワーは、特定のＵＥのクラスについてのパワーランプ値(pow
er ramp value)に基づいて決定されることができる。
【０００８】
　別の設計においては、ランダムアクセスシグナリングは、ランダムアクセスプリアンブ
ルについてのランダムアクセスレスポンスを受信した後で送信されたメッセージであって
もよい。少なくとも1つの伝送パラメータは、ランダムアクセスプリアンブルを送信する
ために使用された第１のチャネル(first channel)とメッセージを送信するために使用さ
れた第２のチャネル(second channel)との間で、パワーオフセットを備えることができる
。メッセージの伝送パワーは、特定のＵＥのクラスについてのパワーオフセット値(power
 offset value)に基づいて決定されることができ、また、メッセージは、決定された伝送
パワーで送信されることができる。
【０００９】
　別の態様においては、システムアクセスについてのメッセージは、パワー制御(power c
ontrol)（ＰＣ）補正(correction)に基づいて、送信されることができる。ランダムアク
セスプリアンブルは、システムアクセスのために送信されることができ、また、ＰＣ補正
を備えたランダムアクセスレスポンスが受信されることができる。メッセージの伝送パワ
ーは、ランダムアクセスプリアンブルとメッセージと、を送信するのに使用された複数の
チャネルの間で(between the channels)パワーオフセットのような他のパラメータおよび
ＰＣ補正に基づいて、決定されることができる。メッセージは、そのあと、決定された伝
送パワーで送信されることができる。
【００１０】
　本開示の様々な態様および特徴は、下記でさらに詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、無線多元接続通信システムを示す。
【図２】図２は、アップリンク用の送信構成(transmission structure)を示す。
【図３】図３は、初期システムアクセスについてのメッセージのフローを示す。
【図４】図４は、アクティブな状態へ遷移する(transition)ためのシステムアクセスにつ
いてのメッセージのフローを示す。
【図５】図５は、ハンドオーバー(handover)のためのシステムアクセスについてのメッセ
ージのフローを示す。
【図６】図６は、バックオフを用いて、連続するランダムアクセスプリアンブル伝送を示
す。
【図７】図７は、ｅＮＢとＵＥのブロック図を示す。
【図８】図８は、ランダムアクセスシグナリングを送信するためのプロセスを示す。
【図９】図９はランダムアクセスシグナリングを送信するための装置を示す。
【図１０】図１０は、システムアクセスについてのメッセージを送信するためのプロセス
を示す。
【図１１】図１１は、システムアクセスについてのメッセージを送信するための装置を示
す。
【詳細な説明】
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【００１２】
　ここに説明される技術は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭ
Ａ、および他のシステムのような様々な無線通信システムについて使用されることができ
る。用語「システム(system)」および「ネットワーク(network)」は、しばしば互換性が
あるようにして(interchangeably)使用される。ＣＤＭＡシステムは、ユニバーサル地上
無線アクセス(Universal Terrestrial Radio Access)（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００、
等、のような無線技術をインプリメントする(implement)ことができる。ＵＴＲＡは、広
域ＣＤＭＡ(Wideband-CDMA)（Ｗ－ＣＤＭＡ）および低チップレート(Low Chip Rate)（Ｌ
ＣＲ）を含んでいる。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８
５６標準規格をカバーしている。ＴＤＭＡシステムは、モバイル通信のためのグローバル
システム(Global System for Mobile Communications)（ＧＳＭ）のような無線技術(radi
o technology)をインプリメントすることができる。ＯＦＤＭＡシステムは、発展型ＵＴ
ＲＡ(Evolved UTRA)（ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロードバンド(Ultra Mobile 
Broadband)（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（
ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、フラッシュＯＦＤＭ(Flash-OFDM)（Ｒ）、等のよ
うな無線技術をインプリメントすることができる。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡおよびＧＳＭ
は、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(Universal Mobile Telecomm
unication System)（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰ長期的エボリューション(Long T
erm Evolution)（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのこれから出てくるリリ
ース(an upcoming release)であり、それは、ダウンリンク上でＯＦＤＭＡを、アップリ
ンク上でＳＣ－ＦＤＭＡを使用する。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳＭ、ＵＭＴＳ、およ
び、ＬＴＥは、「第３世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partners
hip Project)」（３ＧＰＰ）と名づけられた機構からのドキュメントにおいて説明されて
いる。ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、「第三世代パートナーシッププロジェクト２」
（３ＧＰＰ２）と名づけられた機構からのドキュメントにおいて説明されている。これら
の様々な無線技術および標準規格は、当技術分野において知られている。明確にするため
に、技術のある態様が、ＬＴＥにおけるシステムアクセスについて下記で説明されており
、ＬＴＥ用語は、下記の説明の多くにおいて使用されている。
【００１３】
　図１は、複数の発展型ノードＢｓ(evolved Node Bs)（ｅＮＢｓ）１１０を備えた無線
多元接続通信システム１００を示す。ｅＮＢは、ＵＥｓと通信するために使用された固定
局であってもよく、また、ノードＢ、基地局、アクセスポイント、等、とも呼ばれてもよ
い。各ｅＮＢ１１０は、特定の地理的エリアについての通信サービスエリア(communicati
on coverage)を提供する。各ｅＮＢ１１０の全体的なサービスエリアは、複数のより小さ
なエリア（例、３つ）に分割される(partitioned)ことができる。３ＧＰＰでは、用語「
セル(cell)」が、ｅＮＢの最も小さいサービスエリア、および／または、このサービスエ
リアにサービス提供している(serving)ｅＮＢサブシステム、を指すことができる。他の
システムにおいては、用語「セクタ(sector)」が、最も小さいサービスエリア、および／
または、このサービスエリアにサービス提供しているサブシステム、を指すことができる
。明確にするために、セルの３ＧＰＰコンセプト(3GPP concept)は、下記の説明において
使用されている。
【００１４】
　ＵＥｓ１２０は、システムの全体にわたって、散らばっていてもよい(may be disperse
d)。ＵＥは、固定あるいはモバイルであってもよく、また、さらに、モバイル局、端末、
アクセス端末、加入者ユニット、局、等、とも呼ばれることができる。ＵＥは、セルラ電
話(cellular phone)、携帯情報端末(personal digital assistant)（ＰＤＡ）、無線モデ
ム、無線通信装置、ハンドヘルド装置、ラップトップコンピュータ、コードレスホン(cor
dless phone)、等、であってもよい。ＵＥは、ダウンリンクとアップリンク上の送信を介
して、１つまたは複数のｅＮＢｓと通信することができる。図１においては、二つの矢印
(double arrows)を備えた実線は、ｅＮＢとＵＥとの間の通信を示している。１つの矢印
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【００１５】
　図２は、アップリンク用の送信構成の一例を示している。伝送タイムライン(transmiss
ion timeline)は、無線フレームの単位(units of radio frames)に分割されることができ
る。各無線フレーム(radio frame)は、複数の（Ｓ）サブフレームに分割されてもよく、
また、各サブフレームは、複数のシンボル期間(symbol periods)を含むことができる。一
つの設計において、各無線フレームは、１０ミリ秒（ｍｓ）の持続時間(duration)を有し
ており、また、１０個のサブフレームに分割され、また、各サブフレームは、１ｍｓの持
続時間を有しており、１２あるいは１４のシンボル期間を含んでいる。無線フレームは、
また、他の方法で分割されることができる。
【００１６】
　アップリンクに利用可能な時間周波数リソースは、トラフィックデータ、シグナリング
/制御情報などのような異なるタイプの伝送のために割り付けられることができる。一設
計において、１つまたは複数のランダムアクセスチャネル(Random Access Channel)（Ｒ
ＡＣＨ）スロットは、各無線フレームにおいて定義されることができ、また、システムア
クセスのために、ＵＥｓによって使用されることができる。一般に、いずれの数のＲＡＣ
Ｈスロットも定義されることができる。各ＲＡＣＨスロットは、いずれの時間周波数次元
(any time-frequency dimension)も有することができ、また、無線フレーム内のどこにで
も配置されることができる(may be located)。図２において示される一設計において、Ｒ
ＡＣＨスロットは、１つのサブフレームにわたり(spans)、また、１．２５ＭＨｚのあら
かじめ決定された帯域幅(predetermined bandwidth)をカバーする。ＲＡＣＨスロットの
ロケーション(location)（例、ＲＡＣＨスロットに使用されたシステム帯域幅の特定のサ
ブフレームおよび一部）は、各セルによってブロードキャストチャネル(Broadcast Chann
el)（ＢＣＨ）上でブロードキャストされるシステム情報において、伝達されることがで
きる。ＲＡＣＨスロットについての他のパラメータ（例、署名シーケンス(signature seq
uences)が使用されている）は、固定されてもよく、あるいは、システム情報を介して伝
達されることができる。
【００１７】
　システムは、ダウンリンク用のトランスポートチャネルの１セット、および、アップリ
ンク用のトランスポートチャネルの別のセット、をサポートすることができる。これらの
トランスポートチャネル(transport channels)は、メディアアクセス制御(Medium Access
 Control)（ＭＡＣ）およびより高い層に対して、情報転送サービス(information transf
er services)を提供するために、使用されることができる。トランスポートチャネルは、
どのように、また、どんな特徴をもって、情報が無線リンクに渡って送信されるかによっ
て説明されることができる。トランスポートチャネルは、物理チャネルにマッピングされ
ることができ(may be mapped)、それは、変調およびコード化、リソースブロックに対す
るデータのマッピング、等、のような様々な属性によって定義されることができる。表１
は、一設計にしたがって、ＬＴＥにおけるダウンリンク(downlink)（ＤＬ）およびアップ
リンク(uplink)（ＵＬ）に使用された、いくつかの物理的なチャネルを列挙している。
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【表１】

【００１８】
　表１の物理的なチャネルは、また、他の名称で、呼ばれてもよい。例えば、ＰＤＣＣＨ
は、また、共有されたダウンリンク制御チャネル(Shared Downlink Control Channel)（
ＳＤＣＣＨ）、層１／層２（Ｌ１／Ｌ２）制御、等、と呼ばれてもよい。ＰＤＳＣＨも、
また、ダウンリンクＰＤＳＣＨ(downlink PDSCH)（ＤＬ－ＰＤＳＣＨ）、と呼ばれてもよ
い。ＰＵＳＣＨも、また、アップリンクＰＤＳＣＨ(uplink PDSCH)（ＵＬ－ＰＤＳＣＨ）
、と呼ばれてもよい。
【００１９】
　トランスポートチャネルは、ＵＥｓにデータを送信するのに使用されたダウンリンク共
有されたチャネル(Downlink Shared Channel)（ＤＬ－ＳＣＨ）、ＵＥｓによってデータ
を送信するのに使用されたアップリンク共有されたチャネル(Uplink Shared Channel)（
ＵＬ－ＳＣＨ）、システムにアクセスするためにＵＥｓによって使用されたＲＡＣＨ、等
、を含むことができる。ＤＬ－ＳＣＨは、ＰＤＳＣＨにマッピングされ(mapped to)、ま
た、さらに、ダウンリンク共有されたデータチャネル(Downlink Shared Data Channel)（
ＤＬ－ＳＤＣＨ）とも呼ばれることができる。ＵＬ－ＳＣＨは、ＰＵＳＣＨにマッピング
され、また、さらにアップリンク共有データチャネル(Uplink Shared Data Channel)（Ｕ
Ｌ－ＳＤＣＨ）と呼ばれることができる。ＲＡＣＨは、ＰＲＡＣＨにマッピングされるこ
とができる。
【００２０】
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　ＵＥは、ＬＴＥデタッチ(LTE Detached)、ＬＴＥアイドル（LTE Idle）、およびＬＴＥ
アクティブ（LTE Active）、の状態のうちの１つにおいて動作することができ、それぞれ
、ＲＲＣ＿ＮＵＬＬ、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥおよびＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ、の状態に関
連づけられることができる。無線リソース制御(Radio Resource Control)（ＲＲＣ)は、
呼び出しの、確立(establishment)、維持(maintenance)、および終了(termination)につ
いて、様々な機能を実行することができる。ＬＴＥデタッチ状態では、ＵＥは、システム
にアクセスしておらず、システムによって知られていない。ＵＥは、ＬＴＥデタッチ状態
においてパワーアップ(power up)してもよく、ＲＲＣ＿ＮＵＬＬ状態において動作するこ
とができる。ＵＥは、システムにアクセスし登録(registration)を実行する際に、ＬＴＥ
アイドル状態あるいはＬＴＥアクティブ状態のいずれかに遷移することができる。ＬＴＥ
アイドル状態においては、ＵＥは、システムで登録したかもしれないが、ダウンリンクあ
るいはアップリンク上で交換するためのいずれのデータも有さない可能性がある。したが
って、ＵＥは、アイドルであり、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態において動作することができる。
ＬＴＥアイドル状態では、ＵＥおよびシステムは、ＵＥがＬＴＥアクティブ状態へと早く
遷移することを可能にするために、関連のコンテキスト情報(pertinent context informa
tion)を有する可能性がある。ＵＥは、送信するあるいは受信するデータがあるときには
、ＬＴＥアクティブ状態へと遷移することができる。ＬＴＥアクティブ状態においては、
ＵＥは、ダウンリンクおよび／またはアップリンク上で、システムとアクティブに通信す
ることができ、また、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態において動作することができる。
【００２１】
　ＵＥは、ＵＥがシステムにアクセスしたいと望むときにはいつでも、例えばパワーアッ
プ時に、ＵＥが送るデータを有する場合に、ＵＥがシステムによってページングされる(p
aged)場合に、等、アップリンク上で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。ランダムアクセスプリアンブルは、システムアクセスのために最初に送信されたシ
グナリングであり、また、さらに、アクセス署名(access signature)、アクセスプローブ
(access probe)、署名シーケンス(signature sequence)、ＲＡＣＨ署名シーケンス(RACH 
signature sequence)、等、とも呼ばれることができる。ランダムアクセスプリアンブル
は、様々なタイプの情報を含んでもよく、また、下記で説明されるように、様々な方法で
送信されることができる。ｅＮＢは、ランダムアクセスプリアンブルを受信してもよく、
ＵＥに対して、ランダムアクセスレスポンスを送信することによって応答することができ
る。ランダムアクセスレスポンスは、また、アクセス許可(access grant)、アクセスレス
ポンス、等とも呼ばれることができる。下記に説明されるように、ランダムアクセスレス
ポンスは、様々なタイプの情報を搬送することができ、様々な方法で、送信されることが
できる。ＵＥとｅＮＢは、無線接続をセットアップするためにシグナリングをさらに交換
することができ、そのあと、データを交換することができる。
【００２２】
　図３は、ランダムアクセスプロシージャ３００の設計についてのメッセージのフローを
示す。この設計においては、ＵＥは、ＲＲＣ＿ＮＵＬＬかＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態にあって
もよく、ランダムアクセスプリアンブルを送信することによりシステムにアクセスするこ
とができる（ステップＡ１）。ランダムアクセスプリアンブルは、Ｌビットの情報を含む
ことができ、ここで、Ｌは、いずれの整数値であってもよい。アクセスシーケンスは、ア
クセスシーケンスに利用可能な２Ｌのプール(a pool of 2L available access sequences
)から選択されることができ、また、ランダムアクセスプリアンブルについて送信される
ことができる。一設計においては、ランダムアクセスプリアンブルは、Ｌ＝６ビットの情
報を含んでおり、また、１つのアクセスシーケンスは、６４のアクセスシーケンスのプー
ル(a pool of 64 access sequences)から選択される。２Ｌのアクセスシーケンスは、い
ずれの長さであってもよく、また、よい検出プロパティ(good detection properties)を
有するように設計されることができる。例えば、６４のアクセスシーケンスは、適切な長
さのＺａｒｄｏｆｆ－Ｃｈｕシーケンスの異なる周期的なシフト(different cyclic shif
ts of a Zardoff-Chu sequence of a suitable length)に基づいて定義されることができ
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る。
【００２３】
　ランダムアクセスプリアンブルは、ＵＥによって擬似乱数的に選択され、ＵＥからラン
ダムアクセスプリアンブルを識別するために使用されることができるランダム識別子(ide
ntifier)（ＩＤ）を含むことができる。ランダムアクセスプリアンブルは、また、ダウン
リンクのチャネル品質インジケータ(channel quality indicator)（ＣＱＩ）についての
１つまたは複数のさらなるビット、および／または、他の情報、を含むことができる。ダ
ウンリンクＣＱＩは、ＵＥによって測定されるように、ダウンリンクチャネル品質(downl
ink channel quality)を示してもよく、また、ＵＥに対して後続ダウンリンク伝送を送信
するために、および／または、ＵＥにアップリンクリソースを割り当てるために、使用さ
れてもよい。一設計において、６ビットのランダムアクセスプリアンブルは、４ビットの
ランダムＩＤおよび２ビットのＣＱＩを含むことができる。別の設計においては、６ビッ
トのランダムアクセスプリアンブルは、５ビットのランダムＩＤおよび１ビットのＣＱＩ
を含むことができる。ランダムアクセスプリアンブルは、また、異なるおよび/またはさ
らなる情報を含んでもよい。
【００２４】
　ＵＥは、システムアクセスの間ＵＥのための一時的ＩＤとして使用されることができる
、暗黙の無線ネットワーク一時的識別子(Implicit Radio Network Temporary Identifier
)（Ｉ－ＲＮＴＩ）を決定することができる。ＵＥは、セルＲＮＴＩ(Cell RNTI)（Ｃ－Ｒ
ＮＴＩ）のような、より不変なＩＤ(a more permanent ID)がＵＥに割り当てられるまで
、Ｉ－ＲＮＴＩによって識別されることができる。一設計において、Ｉ－ＲＮＴＩは以下
のものを含むことができる：
・システム時間(System time)（８ビット）－アクセスシーケンスがＵＥによって送信さ
れる時の時間
・ＲＡプリアンブル識別子（６ビット）－ＵＥによって送信されたアクセスシーケンスの
インデクス
　Ｉ－ＲＮＴＩは、固定された長さ（例、１６ビット）を有してもよく、また、固定され
た長さを達成するために、十分な数のゼロ（例、ゼロを２つ）で、パッドすることができ
る(padded with)。システム時間は、無線フレームの単位で与えられてもよく、８ビット
のシステム時間は、２５６個の無線フレームあるいは２５６０ｍｓにわたって(over)、明
白である。別の設計においては、Ｉ－ＲＮＴＩは、４ビットのシステム時間、６ビットの
ＲＡプリアンブル識別子、そしてパッディングビット(padding bits)(もし必要であれば)
、から成る。一般に、Ｉ－ＲＮＴＩは、（i）ＵＥあるいはランダムアクセスプリアンブ
ルが個別にアドレス指定する(addressed)ことを可能にし、(ii)同じＩ－ＲＮＴＩを使用
して別のＵＥとの衝突の可能性を減らす、ことができるいずれの情報で形成されることが
できる。Ｉ－ＲＮＴＩのライフタイム(lifetime)は、ランダムアクセスプリアンブルに対
する非同期レスポンスについての最大の予期された応答時間(maximum expected response
 time)に基づいて選択されることができる。Ｉ－ＲＮＴＩは、また、ＲＮＴＩがＲＡＣＨ
をアドレス指定するということを示すパターン（例、システム時間の前に０００．．．０
）とシステム時間を含むことができる。
【００２５】
　別の設計においては、複数のＲＡＣＨｓは、利用可能であってもよく、また、ＵＥは、
利用可能なＲＡＣＨｓのうちの１つをランダムに選択することができる。各ＲＡＣＨは、
異なるランダムアクセスＲＮＴＩ(Random Access RNTI)（ＲＡ－ＲＮＴＩ）と関連づけら
れていてもよい。ＵＥは、システムアクセスの間に、選択されたＲＡＣＨのＲＡ－ＲＮＴ
Ｉと、ＲＡプリアンブル識別子との組み合わせによって識別されることができる。Ｉ－Ｒ
ＮＴＩは、ＲＡ－プリアンブル識別子、ＲＡ－ＲＮＴＩ、およびシステム時間、例えばＲ
Ａ－プリアンブル識別子およびＲＡ－ＲＮＴＩ、あるいは、ＲＡ－ＲＮＴＩおよびシステ
ム時間、等、のいずれの組み合わせに基づいて、定義されることができる。システム時間
は、ランダムアクセスプリアンブルに対する非同期レスポンスには有益(beneficial)かも
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しれない。Ｉ－ＲＮＴＩは、ＲＡ－ＲＮＴＩおよびシステム時間に基づいて形成される場
合には、そのときには、ＵＥは、例えばＰＤＳＣＨ上で、個別に送信されたＲＡ－プリア
ンブル識別子に基づいて識別されることができる。ＵＥは、選択されたＲＡＣＨ上で、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。
【００２６】
　ｅＮＢは、ＵＥからランダムアクセスプリアンブルを受信することができ、ＵＥに対し
て、ＰＤＣＣＨおよび／またはＰＤＳＣＨ上でランダムアクセスレスポンスを送信するこ
とによって応答することができる（ステップＡ２）。ｅＮＢは、ＵＥと同じ方法で、ＵＥ
のＩ－ＲＮＴＩを決定することができる。ｅＮＢは、Ｉ－ＲＮＴＩのライフタイム内でＵ
Ｅからランダムアクセスプリアンブルに非同期に応答することができる。一設計において
、ＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨは、次のものを搬送することができる：
・タイミングアドバンス(Timing advance)―ＵＥの伝送タイミングに対する調整を示す
・ＵＬリソース―アップリンク伝送についてＵＥに対して許可されるリソースを示す
・ＰＣ補正(PC correction)―ＵＥの伝送パワーに対する調節を示す。
【００２７】
・Ｉ－ＲＮＴＩ―アクセス許可が送信される、ＵＥあるいはアクセスの試みを識別する
　周期的冗長チェック(cyclic redundancy check)（ＣＲＣ）は、ＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣ
Ｈ上で送信されているすべての情報に基づいて、生成されることができる。ＣＲＣは、Ｉ
－ＲＮＴＩ（図３で示されているように）、ＲＡ－プリアンブル識別子、ＲＡ－ＲＮＴＩ
、および／または、アドレス指定されているＵＥを識別する他の情報、を用いて排他的論
理和をとることができる(exclusive Ored)（ＸＯＲをとる(XORed)）。異なる、および／
または、他の情報も、また、ステップＡ２においてＰＤＣＣＨ／ＰＤＳＣＨ上で送信され
てもよい。
【００２８】
　ＵＥは、そのあと、起こりうる衝突(possible collision)を解決するために、固有のＵ
Ｅ ＩＤ(a unique UE ID)で応答することができる（ステップＡ３）。固有のＵＥ ＩＤは
、国際モバイル加入者識別情報(International Mobile Subscriber Identity)（ＩＭＳＩ
）、一時的なモバイル加入者識別情報(Temporary Mobile Subscriber Identity)（ＴＭＳ
Ｉ）、別のランダムＩＤ、等、であってもよい。固有のＵＥ ＩＤは、また、ＵＥが与え
られたエリア内で既に登録した場合には、登録エリアのＩＤ(registration area ID)であ
ってもよい。ＵＥは、また、ダウンリンクＣＱＩ、パイロット測定報告(pilot measureme
nt report)、等を、固有のＵＥ ＩＤと一緒に(along with)、送信することができる。
【００２９】
　ｅＮＢは、固有のＵＥ ＩＤに対する固有の「ハンドル(handle)」あるいはポインタを
受信することができる。ｅＮＢは、そのあと、ＵＥに対して、Ｃ－ＲＮＴＩと制御チャネ
ルリソースを割り当てることができる。ｅＮＢは、ＰＤＣＣＨ上およびＰＤＳＣＨ上でレ
スポンスを送信することができる（ステップＡ４およびＡ５）。一設計において、ＰＤＣ
ＣＨは、どこに残りの情報がＰＤＳＣＨ上で送信されるかを示すＩ－ＲＮＴＩおよびＤＬ
リソースを含んでいるメッセージを、ＵＥに搬送することができる。一設計において、Ｐ
ＤＳＣＨは、固有のＵＥ ＩＤ、Ｃ－ＲＮＴＩ（割り当てられた場合には）、ダウンリン
クＣＱＩを送信するためにＵＥによって使用されたＣＱＩリソース、ＵＥに対するＰＣ補
正を送信するのに使用されたＰＣリソース、等、を含んでいるメッセージを搬送すること
ができる。ＰＤＣＣＨ上およびＰＤＳＣＨ上で送信されたメッセージは、また、異なる、
および／または、他の情報を搬送することができる。
【００３０】
　ＵＥは、ＵＥに対してＰＤＣＣＨ上およびＰＤＳＣＨ上で送信されたメッセージをデコ
ードする(decode)ことができる。これら２つのメッセージをデコードした後で、ＵＥは、
十分なリソースを構成しており、ｅＮＢで層３シグナリングを交換することができる（ス
テップＡ６およびＡ７）。層３のシグナリングは、ＵＥの認証についての非アクセス層(N
on-Access Stratum)（ＮＡＳ）メッセージ、ＵＥとｅＮＢとの間の無線リンクの構成、接
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続管理(connection management)、等を含むことができる。ＵＥとｅＮＢは、層３シグナ
リングを完了した後で、データを交換することができる(ステップＡ８)。
【００３１】
　図４は、ランダムアクセスプロシージャ４００の設計についてのメッセージフローを示
す。この設計では、ＵＥは、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥあるいはＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態
にあってもよく、また、ＵＥに対してＣ－ＲＮＴＩをすでに割り当ててもよい。ＵＥは、
送信するデータを受信することに応じてＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態から、あるいは、ハンドオ
ーバーコマンド(handover command)に応じてＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態から、シス
テムにアクセスすることができる。ＵＥは、ランダムアクセスプリアンブルを送信しても
よく、それは、ランダムＩＤと、ダウンリンクＣＱＩについてのおそらく１つまたは複数
のさらなるビットおよび／または他の情報を含むことができる（ステップＢ１）。
【００３２】
　ｅＮＢは、ＵＥからランダムアクセスプリアンブルを受信することができ、また、ＵＥ
に対してＰＤＣＣＨおよび／またはＰＤＳＣＨ上でランダムアクセスレスポンスを送信す
ることによって応答することができる（ステップＢ２）。ランダムアクセスレスポンスは
、タイミングアドバンス、ＵＬリソース、ＰＣ補正、そして、Ｉ－ＲＮＴＩ、ＲＡ－プリ
アンブル識別子、ＲＡ－ＲＮＴＩ、および／または、ＵＥを識別する他の情報で、ＸＯＲ
をとられることができるＣＲＣ、を含むことができる。ＵＥは、そのあとで、ｅＮＢに対
して、そのＣ－ＲＮＴＩ、ダウンリンクＣＱＩ、パイロット測定報告、および／または他
の情報、を送信することができる（ステップＢ３）。ｅＮＢは、そのあと、ＰＤＣＣＨ上
およびＰＤＳＣＨ上でレスポンスを送信することができる（ステップＢ４およびＢ５）。
ＰＤＣＣＨは、ＰＤＳＣＨについてのＤＬリソースとＣ－ＲＮＴＩを含んでいるメッセー
ジを搬送することができる。ＰＤＳＣＨは、ＣＱＩリソース、ＰＣリソース、等、を含ん
でいるメッセージを搬送することができる。ＵＥは、ＵＥに対してＰＤＣＣＨとＰＤＳＣ
Ｈ上で送信されたメッセージをデコードすることができる。Ｃ－ＲＮＴＩを割り当てられ
る前に、ＵＥが認証されたので、層３のシグナリング交換は省略されることができる。ス
テップＢ５の後で、ＵＥは十分なリソースを構成しており、また、ｅＮＢでデータを交換
することができる（ステップＢ６）。
【００３３】
　図５は、ハンドオーバーのためのランダムアクセスプロシージャ５００の設計について
のメッセージのフローを示す。この設計においては、ＵＥは、ソースｅＮＢと通信するこ
とができ、ターゲットｅＮＢに対してハンドオーバーされることができる。ＵＥは、ター
ゲットｅＮＢにアクセスする使用のために、ソースｅＮＢによってランダムＩＤを割り当
てられてもよい。衝突を回避するために、すべての起こりうるランダムＩＤｓのサブセッ
ト(a subset of all possible random IDs)は、ハンドオーバーについてリザーブされる(
reserved)ことができ、また、ＵＥに対して割り当てられたランダムＩＤは、このリザー
ブされたサブセットから選択されることができる。リザーブされたランダムＩＤｓのサブ
セットに関する情報は、すべてのＵＥｓに対してブロードキャストされることができる。
【００３４】
　ソースｅＮＢは、Ｃ－ＲＮＴＩのターゲットｅＮＢに、ランダムＩＤ、ＣＱＩリソース
、ＰＣリソース、および／または、ＵＥについての他の情報、を通知することができる。
衝突の解決は、ＵＥのＣ－ＲＮＴＩと割り当てられたランダムＩＤとの間の１対１のマッ
ピングのため、必然的でなくてもよい。したがって、ターゲットｅＮＢは、ランダムアク
セスプロシージャの前に、ＵＥに対して関連のコンテキスト情報を有することができる。
簡潔化のために、図５は、ＵＥとターゲットｅＮＢとの間で、ランダムアクセスプロシー
ジャを示す。
【００３５】
　ＵＥは、ランダムアクセスプリアンブルを送信することができ、それは、ＵＥに対して
割り当てられたランダムＩＤと、おそらく他の情報を含むことができる（ステップＣ１）
。ターゲットｅＮＢは、ランダムアクセスプリアンブルを受信することができ、また、Ｕ
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Ｅに対してＰＤＣＣＨおよび／またはＰＤＳＣＨ上でランダムアクセスレスポンスを送信
することによって応答することができる（ステップＣ２）。ランダムアクセスレスポンス
は、タイミングアドバンス、ＵＬリソース、ＰＣ補正、および、ＵＥのＣ－ＲＮＴＩでＸ
ＯＲを取られることができるＣＲＣ、を含むことができる。ステップＣ２の後、ＵＥは、
十分なリソースを構成しており、また、ｅＮＢでデータを交換することができる。ＵＥは
、ステップＣ２で受信された情報について層２のＡＣＫを送信することができ、また、さ
らに、データおよび／または他の情報を送信することができる（ステップＣ３）。ｅＮＢ
は、そのあとで、ＰＤＳＣＨ上でＵＥに対してデータを送信することができ（ステップＣ
５）、また、ＰＤＣＣＨ上でＰＤＳＣＨについてのシグナリングを送信することができる
（ステップＣ４）。
【００３６】
　図３～５は、初期システムアクセス(initial system access)、アイドル中のシステム
アクセス、およびハンドオーバーについてのシステムアクセス、に使用されることができ
るいくつかのランダムアクセスプロシージャの例を示している。他のランダムアクセスプ
ロシージャもまた、システムアクセスに使用されることができる。
【００３７】
　図３～５において示されているように、高速ハイブリッド自動再伝送(hybrid automati
c retransmission)（ＨＡＲＱ）は、ステップＡ３、Ｂ３およびＣ３そしてもっと後にお
いて送信されたメッセージのために使用されることができる。ＨＡＲＱについては、送信
機は、メッセージの伝送を送信することができ、また、受信機は、メッセージが正確にデ
コードされる場合にはＡＣＫを、メッセージが誤ってデコードされる場合にはＮＡＫを、
送信することができる。送信機は、ＡＣＫがメッセージについて受信されるまで、あるい
は、最大数の再送が送信されるまで、必要であれば(if needed)、メッセージの１つまた
は複数の再伝送を送信することができる。
【００３８】
　図６は、ＵＥによるランダムアクセスプリアンブル伝送の設計を示す。ＵＥは、ターゲ
ットｅＮＢに対して、時間Ｔ１のときに、初期伝送パワー(initial transmit power)
【数１】

【００３９】
で、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。ＵＥは、そのあと、ｅＮＢ
からのランダムアクセスレスポンスを待機していてもよい。ランダムアクセスレスポンス
があらかじめ決定された時間インターバル(a predetermined time interval)内で受信さ
れない場合には、そのときには、ＵＥは、特定のバックオフ時間を待機し、そのあと、バ
ックオフ時間の後の次の利用可能ＲＡＣＨスロットにおいて、ランダムアクセスプリアン
ブルを再伝送してもよい。ランダムアクセスプリアンブル２番目の伝送は、時間Ｔ２のと
きに、より高い伝送パワー
【数２】

【００４０】
で送信される。各失敗した伝送(failed transmission)についてのバックオフ時間を待っ
ている後で、いずれか（１）ランダムアクセスレスポンスがｅＮＢから受信されるまで、
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ＵＥは、だんだん高い伝送パワー(progressively higher transmit power)でランダムア
クセスプリアンブルを再伝送し続けることができる。図６において示された一例において
、ＵＥは、ランダムアクセスプリアンブルのＭ個の伝送の後で、ランダムアクセスレスポ
ンスを受信しており、ここでは、一般的にＭ≧１である。
【００４１】
　ランダムアクセスレスポンスを受信した後で、ＵＥは、時間Ｔｍｓｇのときに、伝送パ
ワー
【数３】

【００４２】
で、第１のアップリンクメッセージ（例、図３のステップＡ３、図４のステップＢ３、あ
るいは図５のステップＣ３）を送信することができる。伝送パワー
【数４】

【００４３】
は、アップリンク干渉を減らしている間に、第１のアップリンクメッセージの信頼性のあ
る受信(reliable reception)を達成するために選択されることができる。
【００４４】
　一設計において、ランダムアクセスプリアンブルのｍ番目の伝送についての伝送パワー
、

【数５】

【００４５】
は、開ループ方法に基づいて、次のように決定されることができる。

【数６】

【００４６】
ここでは、
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【００４７】
は、レシピエントｅＮＢから基準信号（例、パイロット信号）に使用された時間周波数ス
ロットについてＵＥで受信されたパワーであり、ＳＮＲｔａｒｇｅｔは、ランダムアクセ
スプリアンブルについてのターゲットＳＮＲであり、Ｎ０は、ＵＥにおけるガウスノイズ
(Gaussian noise)であり、

【数８】

【００４８】
は、ＵＥでの他のｅＮＢｓからの干渉であり、Ｉｏｒは、ＵＥにおいてレシピエントｅＮ
Ｂについて受信されたパワーであり、
【数９】

【００４９】
は、レシピエントｅＮＢからの基準信号の伝送パワーであり、
【数１０】

【００５０】
は、レシピエントｅＮＢでのＲＡＣＨスロット干渉レベルであり、δは、補正ファクタ(c
orrection factor)であり、また、Ｋｒａｍｐ（ｍ）は、ｍ番目の伝送についての伝送パ
ワーにおける増加の量である。
【００５１】
　式（１）において、

【数１１】

【００５２】
は、レシピエントｅＮＢからの受信信号を示している。量
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【００５３】
は、ＵＥによって測定されるように、ダウンリンク基準信号のために使用される時間周波
数スロットについての、信号対他のセル干渉およびノイズの比(a signal-to-other-cell-
interference-plus-noise ratio)、である。補正ファクタδは、開ループアルゴリズムを
バイアスするために使用されることができる。ｅＮＢ伝送パワー
【数１３】

【００５４】
、ＲＡＣＨスロット干渉レベル
【数１４】

【００５５】
、補正ファクタδ、および／または、他のパラメータ、はレシピエントｅＮＢによってＢ
ＣＨ上でブロードキャストされることができる。これらのパラメータは、ランダムアクセ
スプリアンブルの伝送パワーを決定するために使用されることができる。ＵＥは、この伝
送パワーを推定することができるので、レシピエントｅＮＢでのランダムアクセスプリア
ンブルのＳＮＲは、ＳＮＲｔａｒｇｅｔについてのターゲット値に対応する。
【００５６】
　式（１）は、デシベル（ｄＢ）の単位を使用して、次のように、対数ドメイン(logarit
hm domain)において書き直されることができる：
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【数１５】

【００５７】
　式(２)における量は、ｄＢの単位で、書かれている。受信パワーと干渉補正は、ＵＥに
よって測定されることができる。オフセットパワーと、加えられた補正は、ＢＣＨ上のレ
シピエントｅＮＢによってシグナリングされることができる(signaled)。
【００５８】
　開ループ推定が必ずしも正確でない可能性がある(may not be every accurate)ので、
ＵＥは、ランダムアクセスプリアンブルの後続伝送(subsequent transmission)について
のその伝送パワーを増大することができる。一設計において、パワーランプアップ(power
 ramp up)は次のように定義されることができる：
　ｐｏｗｅｒ＿ｒａｍｐ＿ｕｐ＝（ｍ－１）×ｐｏｗｅｒ＿ｓｔｅｐ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　式（３）　
ここでは、ｐｏｗｅｒ＿ｓｔｅｐは、ランダムアクセスプリアンブルの各失敗した伝送に
ついての伝送パワーにおける増大の量である。式（３）は、第１の伝送について、ｐｏｗ
ｅｒ＿ｒａｍｐ＿ｕｐ＝０ ｄＢで始めて、ランダムアクセスプリアンブルの伝送パワー
を線形に(linearly)増やす。伝送パワーは、また、いずれの他の線形あるいは非線形のフ
ァンクション(function)に基づいて、増大させられることができる。
【００５９】
　式（１）～（３）は、ランダムアクセスプリアンブルの伝送パワーを決定する一設計を
示している。伝送パワーは、また、例えば式（１）あるいは（２）において示されている
ものよりも異なるパラメータで、他の方法で決定されることができる。例えば、デフォル
ト値は、

【数１６】
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【００６０】
および／または他のパラメータについて、使用されることができる。代替的に、これらの
パラメータは、補正ファクタδに吸収されることができる。
【００６１】
　一設計において、ランダムアクセスプリアンブルの成功した伝送(successful transmis
sion)の後で送信された第１のアップリンクメッセージの伝送パワーは、次のように決定
されることができる：
【数１７】

【００６２】
ここでは、ＲＡＣＨ＿ｐｏｗｅｒは、ＲＡＣＨ上のランダムアクセスプリアンブルの成功
した伝送の伝送パワーであり、ＰＵＳＣＨ＿ｐｏｗｅｒは、ＰＵＳＣＨ上で送信されたメ
ッセージの伝送パワーであり、ＰＣ＿ｃｏｒｒｅｃｔｉｏｎは、ランダムアクセスレスポ
ンスにおいて受信されたＰＣ補正であり、また、ＰＵＳＣＨ＿ＲＡＣＨ＿ｐｏｗｅｒ＿ｏ
ｆｆｓｅｔは、ＰＵＳＣＨとＲＡＣＨとの間のパワーオフセットである。
【００６３】
　一設計において、ＰＣ補正は、伝送パワーにおける増大あるいは減少の量を示してもよ
く、また、いずれの数のビットの（例、４ビット）解像度(resolution)で、与えられても
よい。別の設計においては、ＰＣ補正は、あらかじめ決定された量によって伝送パワーが
増大されるあるいは減少されるべきかどうかを、単に示す可能性がある。ＰＣ補正は、ま
た、省略されてもよいし、あるいは、ＰＵＳＣＨ対ＲＡＣＨパワーオフセット(PUSCH to 
RACH power offset)に吸収されてもよい。ＰＵＳＣＨ対ＲＡＣＨパワーオフセットは、ｅ
ＮＢによってＢＣＨ上でブロードキャストされることができる、あるいは、他の手段によ
って提供されることができる。
【００６４】
　一設計において、同じ伝送パラメータ値およびセッティングは、すべてのＵＥｓによっ
て使用される。例えば、同じターゲットＳＮＲと加えられた補正は、すべてのＵＥｓによ
ってランダムアクセスプリアンブルのために使用されることができ、また、同じＰＵＳＣ
Ｈ対ＲＡＣＨパワーオフセットは、すべてのＵＥｓによって第１のアップリンクメッセー
ジのために使用されることができる。
【００６５】
　他の設計においては、ＵＥｓは、複数のクラスに分類されることができ、異なる伝送パ
ラメータ値およびセッティングは、ＵＥｓの異なるクラス(different classes of UEs)に
ついて使用されることができる。ＵＥｓは様々な方法で分類されることができる。例えば
、ＵＥｓは、パワーアップ時の初期システムアクセス、ＵＥに対して送信されたページに
対するレスポンス、ＵＥで到達しているデータ、アクティブ状態への遷移、１つのｅＮＢ
から別のｅＮＢへのハンドオーバー等、のような様々なシナリオについてのランダムアク
セスプロシージャを実行することができる。異なるＵＥのクラス(different UE classes)
は、異なるランダムアクセスシナリオについて定義されることができる。別の設計におい
ては、ＵＥｓは、それらのプライオリティ(priorities)に基づいて、分類されることがで
き、それは、サービスの申し込み(service subscription)および／または他の要因に基づ
いて決定されることができる。まだ別の設計においては、ＵＥｓは、これらのＵＥｓによ
って送信されているメッセージのタイプに基づいて、分類されることができる。一般に、
いずれの数のＵＥのクラスは、ファクタのいずれのセット(any set of factors)に基づい
て形成されることができ、各クラスは、いずれの数のＵＥｓを含むことができる。
【００６６】
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　一つの設計においては、異なるターゲットＳＮＲ値は、異なるクラスにおけるＵＥｓに
よって使用されることができる。例えば、ＵＥｓは２つのクラスに分類されることができ
、より高いターゲットＳＮＲ値(higher target SNR value)は、第１のクラスのＵＥｓに
よって使用されることができ、また、より低いターゲットＳＮＲ値(lower target SNR va
lue)は、第２のクラスのＵＥｓによって使用されることができる。一般に、より高いター
ゲットＳＮＲを備えたＵＥｓは、それらのランダムアクセスプリアンブルについて伝送パ
ワーを使用することができる可能性があり、それは、これらのランダムアクセスプリアン
ブルが、ｅＮＢｓにおいてより高いＳＮＲで受信されることを可能にする。ＵＥｓの異な
るクラスによる異なるターゲットＳＮＲ値の使用は、キャプチャ効果(capture effect)を
介してＲＡＣＨのスループットを改善することができる。例えば、複数のＵＥｓは、同じ
ＲＡＣＨスロットにおいてそれらのランダムアクセスプリアンブルを送信してもよいし、
それは、そのあとで、それは、ｅＮＢでこれらのランダムアクセスプリアンブルの衝突を
結果としてもたらすであろう。２つのクラスにおける２つのＵＥｓ間の衝突が生じるとき
、より高いターゲットＳＮＲで送信された第１のランダムアクセスプリアンブルは、より
低いターゲットＳＮＲで送信された第２のランダムアクセスプリアンブルからのよりすく
ない干渉を観察することができる。したがって、ｅＮＢは、第１のランダムアクセスプリ
アンブルを正確にデコードすることができるかもしれないし、また、第２のランダムアク
セスプリアンブルをデコードすることができるかもしれないし、あるいは、できないかも
しれない。ｅＮＢは、干渉除去(interference cancellation)を実行し、第１のランダム
アクセスプリアンブルによる干渉を推定し、推定された干渉を受信された信号からキャン
セルし(cancel)、また、そのあとで、第２のランダムアクセスプリアンブルについてデコ
ードすることを実行することができる。第２のランダムアクセスプリアンブルを正しくデ
コードする可能性は、干渉除去により改善することができる。したがって、キャプチャ効
果は、ｅＮＢが同じＲＡＣＨスロットにおいて送信されたランダムアクセスプリアンブル
のサブセットあるいはすべてを正しくデコードすることを可能にする。対照的に、すべて
のＵＥｓが同じターゲットＳＮＲでそれらのランダムアクセスプリアンブルを送信する場
合には、そのときには、これらのＵＥｓ間の衝突は、キャプチャ効果を作らず、ｅＮＢは
、これらのＵＥｓによって送信されたランダムアクセスプリアンブルのうちのいずれかを
正確にデコードすることができない可能性がある。したがって、これらのＵＥｓのすべて
は、それらのランダムアクセスプリアンブルを再伝送する必要があるかもしれない。
【００６７】
　別の設計においては、異なる補正ファクタ値は、ＵＥｓの異なるクラス(different cla
sses of UEs)について使用されることができる。また別の設計においては、異なるパワー
ランプアップ値(power ramp up values)は、ＵＥｓの異なるクラスについて使用されるこ
とができる。例えば、より高いパワーランプアップ値は、ランダムアクセス遅延(random 
access delay)を潜在的に減らすために、ＵＥｓの１つのクラス(one class of UEs)につ
いて使用されることができ、また、より低いパワーランプアップ値は、別のクラスのＵＥ
ｓについて使用されることができる。また別の設計においては、異なるバックオフ時間値
は、ＵＥｓの異なるクラスについて使用されることができる。例えば、より短いバックオ
フ時間は、ランダムアクセス遅延を潜在的に減らすために、ＵＥｓの１つのクラスについ
て使用されることができ、また、より長いバックオフ時間は、ＵＥｓの別のクラスについ
て使用されることができる。
【００６８】
　また別の設計においては、異なるＰＵＳＣＨ対ＲＡＣＨパワーオフセット値は、ＵＥｓ
の異なるクラスについて使用されることができる。このことは、異なるクラスにおけるＵ
Ｅｓによって送信された第１のアップリンクメッセージについて、キャプチャ効果が達成
されることを可能にすることができる。
【００６９】
　式（２）および／または（４）における１つまたは複数のパラメータは、上記で説明さ
れているように、異なるＵＥのクラスについて異なる値を有することができる。他の設計
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においては、式（２）および／または（４）における１つまたは複数のパラメータは、個
々のＵＥｓについて特定である値を有することができる。一設計においては、ターゲット
ＳＮＲおよび／または、補正ファクタδは、ＵＥ特定値(UE-specific values)を有するか
もしれない。この設計において、各ＵＥは、ターゲットＳＮＲおよび／またはそのＵＥの
ための補正ファクタ、に基づいて決定された伝送パワーで、ランダムのアクセスプリアン
ブルを送信することができる。デフォルト値あるいはブロードキャスト値は、ＵＥ特定値
が利用可能でない、各パラメータについて使用されることができる。
【００７０】
　別の設計においては、ＰＵＳＣＨ対ＲＡＣＨパワーオフセットは、ＵＥ特定値を有する
ことができる。この設計においては、各ＵＥは、そのＵＥについてＰＵＳＣＨ対ＲＡＣＨ
パワーオフセット値に基づいて決定された伝送パワーを用いて、（あるいは、ＵＥ特定値
が使用可能ではない場合には、デフォルトあるいはブロードキャスト値を用いる）第１の
アップリンクメッセージを送信することができる。
【００７１】
　図７は、ｅＮＢ１１０およびＵＥ１２０の設計のブロック図を示しており、それは、図
１におけるｅＮＢｓのうちの１つであり、ＵＥｓのうちの１つである。この設計において
は、ｅＮＢ１１０は、Ｔアンテナ７２４ａ～７２４ｔで装備しており、ＵＥ１２０は、Ｒ
アンテナ７５２ａ～７５２ｒで装備されており、ここでは、一般に、Ｔ≧１で、Ｒ≧１で
ある。
【００７２】
　ｅＮＢ１１０において、送信（ＴＸ）データプロセッサ７１４は、データソース７１２
から１つまたは複数のＵＥｓのためにトラフィックデータを受信することができる。ＴＸ
データプロセッサ７１４は、コード化されたデータを得るためにそのＵＥについて選択さ
れる１つまたは複数のコード化スキーム(coding schemes)に基づいて、各ＵＥについての
トラフィックデータを処理する（例、フォーマット化し、エンコードし、そしてインター
リーブする）ことができる。ＴＸデータプロセッサ７１４は、そのあとで、変調シンボル
を得るそのＵＥのために選択された、１つまたは複数の変調スキーム(modulation scheme
s)（例、ＢＰＳＫ、ＱＰＳＫ、ＰＳＫ、あるいはＱＡＭ）に基づいて、各ＵＥについてコ
ード化されたデータを、変調する（あるいはシンボルマッピングする）ことができる。
【００７３】
　ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ７２０は、いずれの多重化スキーム(multiplexing scheme)を
使用して、パイロットシンボルで、すべてのＵＥｓについて変調シンボルを多重化するこ
とができる。パイロットは、知られた方法で処理されている典型的に知られているデータ
であり、また、チャネル推定および他の目的のために受信機によって使用されることがで
きる。ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ７２０は、多重化された変調シンボルとパイロットシン
ボルを処理し（例、プリコードする(precode)）、Ｔ送信機（ＴＭＴＲ）７２２a～７２２
ｔに対して、Ｔ出力シンボルストリームを提供することができる。ある設計においては、
ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ７２０は、これらのシンボルを空間的にスチアするために(to s
patially steer)、変調シンボルに、ビーム形成重量(beamforming weights)を適用するこ
とができる。各送信機７２２は、それぞれの出力シンボルストリームを、例えば直交周波
数分割多重化（ＯＦＤＭ）については、出力チップストリームを得るために、処理するこ
とができる。各送信機７２２は、ダウンリンク信号を得るために、出力チップストリーム
をさらに処理する（例えば、アナログに変換し、増幅し、フィルタにかけ、そしてアップ
コンバートする）ことができる。送信機７２２ａ～７２２ｔからのＴダウンリンク信号は
、それぞれ、Ｔアンテナ７２４ａ～７２４ｔを介して、送信されることができる。
【００７４】
　ＵＥ１２０において、アンテナ７５２ａ～７５２ｒは、ｅＮＢ１１０からダウンリンク
信号を受信し、また、それぞれ、受信機（ＲＣＶＲ）７５４ａ～７５４ｒに対して受信信
号を提供することができる。各受信機７５４は、サンプルを得るために、それぞれの受信
信号をコンディションする(condition)（例、フィルタにかけ、増幅し、ダウンコンバー
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トし、そしてデジタル化する）ことができ、また、さらに、受信シンボルを得るために、
（例、ＯＦＤＭの場合）サンプルを処理することができる。ＭＩＭＯ検出器７６０は、検
出されたシンボルを得るために、ＭＩＭＯ受信機処理技術に基づいて、Ｒ受信機７５４ａ
～７５４ｒから、受信シンボルを受信し、処理することができ、それらは、ｅＮＢ１１０
によって送信された変調シンボルの推定値である。受信（ＲＸ）データプロセッサ７６２
は、そのあとで、検出されたシンボルを処理し（例、復調し、デインターリーブし、そし
てデコードする）、データシンク７６４に対して、ＵＥ１２０についてのデコードされた
データを提供することができる。一般に、ＭＩＭＯ検出器７６０およびＲＸデータプロセ
ッサ７６２による処理は、ｅＮＢ１１０でのＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ７２０およびＴＸ
データプロセッサ７１４による処理に対する補足である。
【００７５】
　アップリンク上で、ＵＥ１２０では、データソース７７６からのトラフィックデータと
シグナリング（例、ランダムアクセスシグナリング）は、ＴＸデータプロセッサ７７８に
よって処理されることができ、さらにモジュレータ７８０によって処理され、送信機７５
４ａ～７５４ｒによってコンディションされ、そして、ｅＮＢ１１０に送信されることが
できる。ｅＮＢ１１０において、ＵＥ１２０からのアップリンク信号は、アンテナ７２４
によって受信され、受信機７２２によってコンディションされ、デモジュレータ７４０に
よって復調され、そして、ＵＥ１２０によって送信されたトラフィックデータおよびシグ
ナリングを得るために、ＲＸデータプロセッサ７４２によって処理されることができる。
【００７６】
　コントローラ/プロセッサ７３０および７７０は、それぞれ、ｅＮＢ１１０とＵＥ１２
０においてオペレーションを命令することができる。メモリ７３２および７７２は、それ
ぞれ、ｅＮＢ１１０とＵＥ１２０についてのデータとプログラムのコードを保存すること
ができる。スケジューラ７３４は、ダウンリンクおよび／またはアップリンク伝送につい
てＵＥｓをスケジュールする(schedule)ことができ、また、スケジュールされたＵＥｓの
ために、リソースの割り当てを提供することができる。
【００７７】
　図８は、ＵＥによるランダムアクセスシグナリングを送信するためのプロセス８００の
設計を示す。ランダムアクセスシグナリングのための少なくとも１つの伝送パラメータに
ついての少なくとも１つのパラメータ値は、特定のＵＥのクラスに基づいて決定されるこ
とができ、少なくとも１つの伝送パラメータは、複数のＵＥのクラスについて異なる値を
有している（ブロック８１２）。ランダムアクセスシグナリングは、システムアクセス、
例えば、パワーアップ時の初期システムアクセス、アクティブ状態へ遷移するシステムア
クセス、あるいはハンドオーバーのためのシステムアクセス、について少なくとも１つの
パラメータ値に基づいて、送信されることができる（ブロック８１４）。少なくとも１つ
の伝送パラメータは、ターゲットＳＮＲ、パワーオフセット、補正ファクタ、等、を備え
ることができる。ランダムアクセスシグナリングの伝送パワーは、少なくとも１つのパラ
メータ値に基づいて、決定されることができ、また、ランダムアクセスシグナリングは、
決定された伝送パワーで送信されることができる。
【００７８】
　一設計においては、ランダムアクセスシグナリングは、ランダムアクセスプリアンブル
であってもよいし、また、少なくとも1つの伝送パラメータは、ランダムアクセスプリア
ンブルのためのターゲットＳＮＲを備えていてもよい。ランダムアクセスプリアンブルの
伝送パワーは、特定のＵＥのクラスについてのターゲットＳＮＲ値、および、基準信号に
ついての受信パワー、ランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用された時間周
波数スロットの干渉レベル、パワーオフセット、補正ファクタ、等、のような他のパラメ
ータ、に基づいて、決定されることができる。ランダムアクセスプリアンブルは、決定さ
れた伝送パワーで送信されることができる。少なくとも1つの伝送パラメータは、バック
オフ時間を備えてもよく、ランダムアクセスプリアンブルの連続する送信の間を待機する
時間の量は、特定のＵＥのクラスについてのバックオフ時間値に基づいて決定されること
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ができる。少なくとも1つの伝送パラメータは、パワーランプを備えていてもよく、ラン
ダムアクセスプリアンブルの連続する送信の伝送パワーは、特定のＵＥのクラスについて
のパワーランプ値に基づいて決定されることができる。
【００７９】
　別の設計においては、ランダムアクセスシグナリングは、ランダムアクセスプリアンブ
ルについてのランダムアクセスレスポンスを受信した後で送信されたメッセージであって
もよい。少なくとも１つの伝送パラメータは、ランダムアクセスプリアンブルを送信する
ために使用された第１のチャネル（例、ＲＡＣＨ）と、メッセージを送信するのに使用さ
れた第２のチャネル（例、ＰＵＳＣＨ）との間で、パワーオフセットを備えることができ
る。メッセージの伝送パワーは、特定のＵＥのクラスについてのパワーオフセット値とＰ
Ｃ補正のような多分他のパラメータ(possibly other parameters)、に基づいて決定され
ることができる。メッセージは、そのあとで、決定された伝送パワーで送信される。
【００８０】
　図９は、ランダムアクセスシグナリングを送信するための装置９００の設計を示す。装
置９００は、特定のＵＥのクラスに基づいてランダムアクセスシグナリングのための、少
なくとも１つの伝送パラメータについて少なくとも１つのパラメータ値を決定するための
手段と、なお、該少なくとも１つの伝送パラメータは複数のＵＥのクラスについて異なる
値を有している（モジュール９１２）、システムアクセスについて少なくとも１つのパラ
メータに基づいてランダムアクセスシグナリングを送信するための手段（モジュール９１
４）と、を含んでいる。
【００８１】
　図１０は、システムアクセスについてのメッセージを送信するためのプロセス１０００
の設計を示す。ランダムアクセスプリアンブルが、システムアクセスのために送信される
ことができる（ブロック１０１２）。ＰＣ補正を備えたランダムアクセスレスポンスが、
受信されることができる（ブロック１０１４）。メッセージの伝送パワーは、ＰＣ補正お
よび多分他のパラメータに基づいて決定されることができる（ブロック１０１６）。例え
ば、メッセージの伝送パワーは、ランダムアクセスプリアンブルの伝送パワー、ランダム
アクセスプリアンブルを送信するために使用される第１のチャネルとメッセージを送信す
るのに使用される第２のチャネルとの間のパワーオフセット、等、にさらに基づいて、決
定されることができる。メッセージは、決定された伝送パワーで送信されることができる
（ブロック１０１８）。
【００８２】
　ＰＣ補正は、基地局においてランダムアクセスプリアンブルの受信信号品質に基づいて
生成されることができる。ＰＣ補正は、メッセージについての伝送パワーの増加あるいは
減少の量を示すことができる。ＰＣ補正は、また、あらかじめ決定された量によって、伝
送パワーを増やすか減らすかどうかを示すことができる。
【００８３】
　図１１は、システムアクセスについてのメッセージを送信するための装置１１００の設
計を示す。装置１１００は、システムアクセスのためにランダムアクセスプリアンブルを
送信するための手段と（モジュール１１１２）、ＰＣ補正を備えたランダムアクセスレス
ポンスを受信するための手段と（モジュール１１１４）、ＰＣ補正と多分他のパラメータ
に基づいてメッセージの伝送パワーを決定するための手段と（モジュール１１１６）、ま
た、決定された伝送パワーでメッセージを送信するための手段と（モジュール１１１８）
、を含んでいる。
【００８４】
　図９および１１におけるモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバ
イス、エレクトロニクスコンポーネント、論理回路、メモリ、等、あるいは、それらのい
ずれの組み合わせを備えることができる。
【００８５】
　当業者は、情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表わ
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されることができるということを、理解するであろう。例えば、上記の説明をとおして参
照されることができる、データ、インストラクション(instructions)、コマンド(command
s)、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、磁場あるい
は磁性粒子、光場あるいは光学粒子、あるいはそれらのいずれの組合せによって表わされ
ることができる。
【００８６】
　当業者は、いずれの様々な説明のための論理ブロック、モジュール、回路、および、こ
こでの開示に関連して説明されたアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュ
ータソフトウェア、あるいは両方の組み合わせとして、インプリメントされることができ
る、ということをさらに理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性(i
nterchangeability)を明瞭に説明するために、様々な説明のためのコンポーネント、ブロ
ック、モジュール、回路およびステップが、一般に、それらの機能性という観点から、上
記に説明されてきた。そのような機能性が、ハードウェアあるいはソフトウェアとしてイ
ンプリメントされるかどうかは、全体のシステムに課された特定のアプリケーションおよ
び設計制約(particular application and design constraints imposed on the overall 
system)に依存する。熟練職人は、各特定のアプリケーションについての様々な方法で、
説明された機能性をインプリメントすることができるが、そのようなインプリメンテーシ
ョンの決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じさせるものとして解釈されるべきでない。
【００８７】
　ここでの開示に関連して説明された様々な説明のための論理ブロック、モジュールおよ
び回路は、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（ＦＰＧＡ）あるいは他のプログ
ラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートあるいはトランジスタロジック、ディスク
リートハードウェアコンポーネント、あるいは、ここに説明された機能を実行するように
設計されたそれらのいずれの組み合わせ、でインプリメントされる、あるいは実行される
ことができる。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、いかなる従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、ある
いはステート機械(state machine)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(computing devices)の組み合わせ、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサ
との組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと併用しての１つまたは複数の
マイクロプロセッサ、あるいはいずれの他のそのような構成のもの、としてインプリメン
トされてもよい。
【００８８】
　ここでの開示に関連して説明された方法あるいはアルゴリズムのステップは、直接的に
ハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されたソフトウェアモジュールにおいて
、あるいはこれら２つの組み合わせにおいて、具現化されることができる。ソフトウェア
モジュール、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥ
ＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭある
いは当技術分野において知られている記憶媒体のいずれの他の形態、において存在する(r
eside)ことができる。例示的な記憶媒体は、プロセッサに結合されるので、プロセッサが
記憶媒体から情報を読み取ることができ、また記憶媒体に情報を書き込むことができる。
あるいは、記憶媒体は、プロセッサに一体化されてもよい。プロセッサと記憶媒体は、Ａ
ＳＩＣにおいて存在していてもよい。ＡＳＩＣは、ユーザ機器に存在していてもよい。あ
るいは、プロセッサと記憶媒体は、ユーザ機器において、ディスクリートコンポーネント
として存在していてもよい。
【００８９】
　１つまたは複数の例示的な設計においては、説明された機能(functions)は、ハードウ
ェア、ソフトウェア、ファームウェアあるいはそれらのいずれかの組み合わせにおいてイ
ンプリメントされることができる。ソフトウェアでインプリメントされる場合には、機能
は、１つまたは複数のインストラクションあるいはコンピュータ可読媒体上のコードとし
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て、記憶されてもよく、あるいは、送信されることができる。コンピュータ可読媒体は、
１つの場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送(transfer)を容易にするいず
れの媒体も含んでいる、コンピュータ記憶媒体(computer storage media)と通信媒体(com
munication media)の両方を含む。記憶媒体は、汎用あるいは専用のコンピュータによっ
てアクセスされることができる、任意の利用可能な媒体であってもよい。例として、また
限定されないが、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、
ＣＤ－ＲＯＭあるいは他の光学ディスクストレージ(optical disk storage)、磁気ディス
クストレージ(magnetic disk storage)あるいは他の磁気ストレージデバイス(magnetic s
torage devices)、あるいは、任意の他の媒体も備えることができ、それらは、インスト
ラクションあるいはデータストラクチャの形態において望まれるプログラムコード手段(d
esired program code means)を保存あるいは搬送するように使用されることができ、また
、汎用あるいは専用のコンピュータ、あるいは、汎用あるいは専用のプロセッサ、によっ
てアクセスされることができる。また、いずれのコネクション(connection)もコンピュー
タ可読媒体と適切に名付けられる。例えば、ソフトウェアがウェブサイト、サーバ、ある
いは、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア(twisted pair)、デジタル加
入者ライン(digital subscriber line)（ＤＳＬ）、あるいは赤外線、無線、およびマイ
クロ波のような無線技術を使用している他の遠隔ソース、から送信される場合には、その
ときには、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、あるいは赤外
線、無線、およびマイクロ波のような無線技術は、媒体(medium)の定義に含まれている。
ここに使用されているように、ディスク(disk)とディスク(disk)は、コンパクトディスク
(compact disc)（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）(laser disc)、光学ディスク(o
ptical disc)、デジタル汎用ディスク(digital versatile disc)（ＤＶＤ）、フロッピー
（登録商標）ディスク(disk)およびブルーレイディスク(blu-ray disc)を含んでおり、デ
ィスク(disks)は、大抵、データを磁気で再生しているが、ディスク(discs)は、レーザー
で光学的に再生する。上記のものの組み合わせも、また、コンピュータ可読媒体の範囲内
に含まれるべきである。
【００９０】
　本開示の以上の説明は、いずれの当業者も本発明を作り、使用することができるように
提供されている。本開示に対する様々な修正は、当業者にとって容易に明らかであろう、
そして、ここにおいて定義された包括的な原理は、本開示の精神あるいは範囲から逸脱す
ることなく、他の実施形態に適用されることができる。したがって、本開示は、ここに説
明された例および設計に限定されるようには意図されておらず、ここに開示された原理お
よび新規な特徴に整合する最も広い範囲が与えられるべきである。
　以下に、本願発明の当初の［特許請求の範囲］に記載された発明を付記する。
　　［１］
　特定のユーザ機器（ＵＥ）のクラスに基づいて、ランダムアクセスシグナリングのため
の、少なくとも１つの伝送パラメータについての少なくとも１つのパラメータ値を決定す
るように、そして、システムアクセスについての前記少なくとも１つのパラメータ値に基
づいて、前記ランダムアクセスシグナリングを送信するように、構成された少なくとも1
つのプロセッサと、なお、前記少なくとも１つの伝送パラメータは、複数のＵＥのクラス
について異なる値を有している；
　前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと；
　を備えている無線通信のための装置。
　　［２］
　前記少なくとも１つの伝送パラメータは、ターゲット信号対ノイズ比（ＳＮＲ）、パワ
ーオフセット、および補正ファクタ、のうちの少なくとも１つを備えており、また、前記
少なくとも１つのプロセッサは、前記少なくとも１つのパラメータ値に基づいて前記ラン
ダムアクセスシグナリングの伝送パワーを決定するように、そして、前記の決定された伝
送パワーで前記ランダムアクセスシグナリングを送信するように、構成されている、［１
］の装置。
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　　［３］
　前記ランダムアクセスシグナリングは、システムアクセスのために最初に送信されたラ
ンダムアクセスプリアンブルを備えている、［１］の装置。
　　［４］
　前記少なくとも１つの伝送パラメータは、前記ランダムアクセスプリアンブルについて
のターゲット信号対ノイズ比（ＳＮＲ）を備えており、また、前記少なくとも１つのプロ
セッサは、前記特定のＵＥのクラスについてのターゲットＳＮＲ値に基づいて前記ランダ
ムアクセスプリアンブルの伝送パワーを決定するように、そして、前記の決定された伝送
パワーで前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するように、構成されている、［３］
の装置。
　　［５］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するの
に使用された時間周波数スロットの干渉レベルに基づいて、前記ランダムアクセスプリア
ンブルの伝送パワーを決定するように構成されている、［３］の装置。
　　［６］
　前記少なくとも１つの伝送パラメータは、バックオフ時間を備えており、また、前記少
なくとも１つのプロセッサは、前記特定のＵＥのクラスについてのバックオフ時間値に基
づいて、前記ランダムアクセスプリアンブルの連続する送信の間で待機する時間の量を決
定するように構成されている、［３］の装置。
　　［７］
　前記少なくとも１つの伝送パラメータは、パワーランプを備えており、また、前記少な
くとも１つのプロセッサは、前記特定のＵＥのクラスについてのパワーランプ値に基づい
て、前記ランダムアクセスプリアンブルの連続する送信のための伝送パワーを決定するよ
うに構成されている、［３］の装置。
　　［８］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、第１のチャネル上でランダムアクセスプリアンブ
ルを送信するように、ランダムアクセスレスポンスを受信するように、そして、第２のチ
ャネル上で前記ランダムアクセスシグナリングとしてメッセージを送信するように、構成
されている、［１］の装置。
　　［９］
　前記少なくとも１つの伝送パラメータは、前記第１および第２のチャネル間でパワーオ
フセットを備えており、また、前記少なくとも１つのプロセッサは、前記特定のＵＥのク
ラスについてのパワーオフセット値に基づいて前記メッセージの伝送パワーを決定するよ
うに、そして、前記の決定された伝送パワーで前記メッセージを送信するように、構成さ
れている、［８］の装置。
　　［１０］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、パワーアップ時における初期システムアクセスの
ために、あるいは、アクティブ状態へ遷移するシステムアクセスのために、あるいは、ハ
ンドオーバーのためのシステムアクセスのために、前記ランダムアクセスシグナリングを
送信するように構成されている、［１］の装置。
　　［１１］
　特定のユーザ機器（ＵＥ）のクラスに基づいて、ランダムアクセスシグナリングのため
の、少なくとも１つの伝送パラメータについて少なくとも１つのパラメータ値を決定する
ことと、なお、前記少なくとも１つの伝送パラメータは、複数のＵＥのクラスについて異
なる値を有している；
　システムアクセスのために、前記少なくとも１つのパラメータ値に基づいて、前記ラン
ダムアクセスシグナリングを送信することと；
　を備えている無線通信のための方法。
　　［１２］
　前記ランダムアクセスシグナリングは、ランダムアクセスプリアンブルを備えており、
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前記少なくとも１つの伝送パラメータは、前記ランダムアクセスプリアンブルについての
ターゲット信号対ノイズ比（ＳＮＲ）を備えており、
　前記ランダムアクセスシグナリングを前記送信することは、
　前記特定のＵＥのクラスについてのターゲットＳＮＲ値に基づいて前記ランダムアクセ
スプリアンブルの伝送パワーを決定することと、
　前記の決定された伝送パワーで前記ランダムアクセスプリアンブルを送信することと、
　を備えている、
　［１１］の方法。
　　［１３］
　前記ランダムアクセスシグナリングは、ランダムアクセスプリアンブルを備えており、
前記少なくとも１つの伝送パラメータは、バックオフ時間を備えており、前記方法は、
　前記特定のＵＥのクラスについてのバックオフ時間値に基づいて前記ランダムアクセス
プリアンブルの連続する送信の間で待機する時間の量を決定すること、
　をさらに備えている、
　［１１］の方法。
　　［１４］
　前記ランダムアクセスシグナリングは、ランダムアクセスプリアンブルを備えており、
前記少なくとも１つの伝送パラメータはパワーランプを備えており、前記方法は、
　前記特定のＵＥのクラスについてのパワーランプ値に基づいて、前記ランダムアクセス
プリアンブルの連続する送信のための伝送パワーを決定すること、
　をさらに備えている、
　［１１］の方法。
　　［１５］
　第１のチャネル上でランダムアクセスプリアンブルを送信することと、
　ランダムアクセスレスポンスを受信することと、
　をさらに備えており、前記ランダムアクセスシグナリングは、第２のチャネル上で送信
するメッセージを備えており、前記少なくとも１つの伝送パラメータは、前記第１および
第２のチャネル間でパワーオフセットを備えており、
　前記ランダムアクセスシグナリングを前記送信することは、
　前記特定のＵＥのクラスについてのパワーオフセット値に基づいて、前記メッセージの
伝送パワーを決定することと、
　前記の決定された伝送パワーで前記メッセージを送信することと、
　を備えている、
　［１１］の方法。
　　［１６］
　特定のユーザ機器（ＵＥ）のクラスに基づいて、ランダムアクセスシグナリングのため
の、少なくとも１つの伝送パラメータについて少なくとも１つのパラメータ値を決定する
ための手段と、なお、前記少なくも１つの伝送パラメータは、複数のＵＥのクラスについ
て異なる値を有している；
　システムアクセスのために前記少なくとも１つのパラメータ値に基づいて、前記ランダ
ムアクセスシグナリングを送信するための手段と；
　を備えている無線通信のための装置。
　　［１７］
　前記ランダムアクセスシグナリングは、ランダムアクセスプリアンブルを備えており、
前記少なくとも１つの伝送パラメータは、前記ランダムアクセスプリアンブルについての
ターゲット信号対ノイズ比（ＳＮＲ）を備えており、
　前記ランダムアクセスシグナリングを送信するための前記手段は、
　前記特定のＵＥのクラスについてのターゲットＳＮＲ値に基づいて、前記ランダムアク
セスプリアンブルの伝送パワーを決定するための手段と、
　前記の決定された伝送パワーで前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するための手
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段と、
　を備えている、
　［１６］の装置。
　　［１８］
　前記ランダムアクセスシグナリングは、ランダムアクセスプリアンブルを備えており、
前記少なくとも１つの伝送パラメータは、バックオフ時間を備えており、前記装置は、
　前記特定のＵＥのクラスについてのバックオフ時間値に基づいて前記ランダムアクセス
プリアンブルの連続する送信の間で待機する時間の量を決定するための手段、
　をさらに備えている、
　［１６］の装置。
　　［１９］
　前記ランダムアクセスシグナリングは、ランダムアクセスプリアンブルを備えており、
前記少なくとも１つの伝送パラメータは、電力ランプを備えており、前記装置は、
　前記特定ＵＥのクラスについての電力ランプ値に基づいて前記ランダムアクセスプリア
ンブルの連続する送信のための伝送パワーを決定するための手段、
　をさらに備えている、
　［１６］の装置。
　　［２０］
　第１のチャネル上でランダムアクセスプリアンブルを送信するための手段と、
　ランダムアクセスレスポンスを受信するための手段と、
　をさらに備えており、前記ランダムアクセスシグナリングは、第２のチャネル上で送信
するメッセージを備え、前記少なくとも１つの伝送パラメータは、前記第１および第２の
チャネルの間でパワーオフセットを備え、
　前記ランダムアクセスシグナリングを送信するための前記手段は、
　前記特定のＵＥのクラスについてのパワーオフセット値に基づいて前記メッセージの伝
送パワーを決定するための手段と、
　前記の決定された伝送パワーで前記メッセージを送信するための手段と、
　を備えている、
　［１６］の装置。
　　［２１］
　機械によって実施されるときに、インストラクションを備えている機械可読媒体であっ
て、前記インストラクションは、
　特定のユーザ機器（ＵＥ）のクラスに基づいて、ランダムアクセスシグナリングについ
て少なくとも１つの伝送パラメータについて少なくとも１つのパラメータ値を決定するこ
とと、なお、前記少なくとも１つの伝送パラメータは、複数のＵＥのクラスについて異な
る値を有している；
　システムアクセスのために、前記少なくとも１つのパラメータ値に基づいて、前記ラン
ダムアクセスシグナリングを送信することと；
　を含んでいるオペレーション、
　を前記機械に実行させる、機械可読媒体。
　　［２２］
　システムアクセスのためにランダムアクセスプリアンブルを送信するように、電力制御
（ＰＣ）補正でランダムアクセスレスポンスを受信するように、前記ＰＣ補正に基づいて
メッセージの伝送パワーを決定するように、そして、前記の決定された伝送パワーで前記
メッセージを送信するように、構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
　を備えている無線通信のための装置。
　　［２３］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ランダムアクセスプリアンブルの伝送パワー
にさらに基づいて、前記メッセージの前記伝送パワーを決定するように構成されている、
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［２２］の装置。
　　［２４］
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ランダムアクセスプリアンブルを送信するた
めに使用された第１のチャネルと前記メッセージを送信するために使用された第２のチャ
ネルとの間のパワーオフセットにさらに基づいて、前記メッセージの前記伝送パワーを決
定するように構成されている、［２２］の装置。
　　［２５］
　前記ＰＣ補正は、伝送パワーにおける増加あるいは低減の量を示している、［２２］の
装置。
　　［２６］
　前記ＰＣ補正は、あらかじめ決定された量によって、伝送パワーを増やす、あるいは、
減らすかどうかを示している、［２２］の装置。
　　［２７］
　前記ＰＣ補正は、基地局において前記ランダムアクセスプリアンブルの受信された信号
品質に基づいて、生成されている、［２２］の装置。
　　［２８］
　システムアクセスのためにランダムアクセスプリアンブルを送信することと、
　電力制御（ＰＣ）補正で、ランダムアクセスレスポンスを受信することと、
　前記ＰＣ補正に基づいてメッセージの伝送パワーを決定することと、
　前記の決定された伝送パワーで前記メッセージを送信することと、
　を備えている無線通信のための方法。
　　［２９］
　前記メッセージの前記伝送パワーを前記決定することは、前記ランダムアクセスプリア
ンブルの伝送パワーにさらに基づいて、前記メッセージの前記伝送パワーを決定すること
を備えている、［２８］の方法。
　　［３０］
　前記メッセージの前記伝送パワーを前記決定することは、前記ランダムアクセスプリア
ンブルを送信するために使用された第１のチャネルと前記メッセージを送信するのに使用
された第２のチャネルとの間のパワーオフセットにさらに基づいて、前記メッセージの前
記伝送パワーを決定することを備えている、［２８］の方法。
　　［３１］
　システムアクセスのために、ランダムアクセスプリアンブルを送信するための手段と、
　電力制御（ＰＣ）補正でランダムアクセスレスポンスを受信するための手段と、
　前記ＰＣ補正に基づいてメッセージの伝送パワーを決定するための手段と、
　前記の決定された伝送パワーで前記メッセージを送信するための手段と、
　を備えている無線通信のための装置。
　　［３２］
　前記メッセージの前記伝送パワーを決定するための前記手段は、前記ランダムアクセス
プリアンブルの伝送パワーにさらに基づいて、前記メッセージの前記伝送パワーを決定す
るための手段を備えている、［３１］の装置。
　　［３３］
　前記メッセージの前記伝送パワーを決定するための前記手段は、前記ランダムアクセス
プリアンブルを送信するために使用された第１のチャネルと前記メッセージを送信するた
めに使用された第２のチャネルとの間のパワーオフセットにさらに基づいて、前記メッセ
ージの前記伝送パワーを決定するための手段を備えている、［３１］の装置。
　　［３４］
　機械によって実施されるときに、インストラクションを備えている機械可読媒体であっ
て、前記インストラクションは、
　システムアクセスのためにランダムアクセスプリアンブルを送信することと、
　電力制御（ＰＣ）補正でランダムアクセスレスポンスを受信することと、
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　前記ＰＣ補正に基づいてメッセージの伝送パワーを決定することと、
　前記の決定された伝送パワーで前記メッセージを送信することと、
　を含んでいるオペレーション、
　を前記機械に実行させる、機械可読媒体。
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