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(57)【要約】
好適な実施形態はＭＢＳＦＮ測定に関する。好適な実施
形態は、測定構成情報を受信することと、受信された測
定構成情報に従って、１つ又はそれ以上の測定を実行す
ることと、１つ又はそれ以上の第２の測定の１つ又はそ
れ以上の第２の測定結果で補完された１つ又はそれ以上
の第１の測定の１つ又はそれ以上の第１の測定結果を報
告することとを含むことができる。前記測定構成情報は
、第１セットのサブフレームについて実行される１つ又
はそれ以上の第１の測定及び第２セットのサブフレーム
について実行される１つ又はそれ以上の第２の測定を表
示する。第１セットのサブフレームはマルチキャスト・
ブロードキャスト・モバイル・サービスに関連付けられ
、第２セットのサブフレームは非マルチキャスト・ブロ
ードキャスト・モバイル・サービスに関連付けられる。
選択図【図２】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第１の測定及び第２
セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第２の測定を表示する測定
構成情報であって、前記第１セットのサブフレームはマルチキャスト・ブロードキャスト
・モバイル・サービスに関連付けられ、前記第２セットのサブフレームは非マルチキャス
ト・ブロードキャスト・モバイル・サービスに関連付けられる、前記測定構成情報を、ユ
ーザ機器によって受信することと；
　前記受信された測定構成情報に従って、１つ又はそれ以上の測定を実行することと；
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定の１つ又はそれ以上の第２の測定結果で補完された
前記１つ又はそれ以上の第１の測定の１つ又はそれ以上の第１の測定結果を報告すること
と；
を含む方法。
【請求項２】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定結果は非連続的である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定結果の中の１つ又はそれ以上のギャップが、前記１
つ又はそれ以上の第２の測定結果で埋められる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定結果は、前記１つ又はそれ以上の第２の測定結果と
一緒に報告される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定は、マルチキャスト・ブロードキャスト・モバイル
・サービス・サブフレームについて実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定は、前記マルチキャスト・ブロードキャスト・モバ
イル・サービス・サブフレームの基準信号から実行される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定は、無線リソース管理目的のために実行される、請
求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定は、接続状態モビリティ測定又はアイドル状態モビ
リティ測定のうちの少なくとも１つを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定は、共通基準信号から実行される、請求項７又は８
に記載の方法。
【請求項１０】
　前記１つ又はそれ以上の測定は、アイドル状態又は接続状態において実行される、請求
項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定結果は、複数のセルに関する結果を含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項１２】
　セル結果はセル識別に関連付けられる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定結果は、マルチキャスト・ブロードキャスト単一周
波数ネットワーク搬送波の周波数と同じ周波数上のセルに関して報告される、請求項１に
記載の方法。
【請求項１４】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定結果は、マルチキャスト・ブロードキャスト単一周
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波数ネットワーク搬送波の周波数と異なる周波数上のセルに関して報告される、請求項１
に記載の方法。
【請求項１５】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定結果は、基準信号受信電力測定、基準信号受信品質
測定、受信信号強度インジケータ測定、又はブロック誤り率測定のうちの少なくとも１つ
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定結果は、基準信号受信電力測定、基準信号受信品質
測定、又は受信信号強度インジケータ測定のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項１７】
　少なくとも１つのプロセッサと；
　コンピュータ・プログラム・コードを含む少なくとも１つのメモリと；
を備えた装置であって、前記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータ・プログラム
・コードが、前記少なくとも１つのプロセッサにより、前記装置に、少なくとも、
　第１セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第１の測定及び第２
セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第２の測定を表示する測定
構成情報であって、前記第１セットのサブフレームはマルチキャスト・ブロードキャスト
・モバイル・サービスに関連付けられ、前記第２セットのサブフレームは非マルチキャス
ト・ブロードキャスト・モバイル・サービスに関連付けられる、前記測定構成情報を、前
記装置によって受信することと；
　前記受信された測定構成情報に従って、１つ又はそれ以上の測定を実行することと；
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定の１つ又はそれ以上の第２の測定結果で補完された
前記１つ又はそれ以上の第１の測定の１つ又はそれ以上の第１の測定結果を報告すること
と；
を実行させるように構成された装置。
【請求項１８】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定結果は非連続的である、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定結果の中の１つ又はそれ以上のギャップが、前記１
つ又はそれ以上の第２の測定結果で埋められる、請求項１７に記載の装置。
【請求項２０】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定結果は、前記１つ又はそれ以上の第２の測定結果と
一緒に報告される、請求項１７に記載の装置。
【請求項２１】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定は、マルチキャスト・ブロードキャスト・モバイル
・サービス・サブフレームについて実行される、請求項１７に記載の装置。
【請求項２２】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定は、前記マルチキャスト・ブロードキャスト・モバ
イル・サービス・サブフレームの基準信号から実行される、請求項２１に記載の装置。
【請求項２３】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定は、無線リソース管理目的のために実行される、請
求項１７に記載の装置。
【請求項２４】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定は、接続状態モビリティ測定又はアイドル状態モビ
リティ測定のうちの少なくとも１つを含む、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定は、共通基準信号から実行される、請求項２３又は
２４に記載の装置。
【請求項２６】
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　前記１つ又はそれ以上の測定は、アイドル状態又は接続状態において実行される、請求
項１７に記載の装置。
【請求項２７】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定結果は、複数のセルに関する結果を含む、請求項１
７に記載の装置。
【請求項２８】
　セル結果はセル識別に関連付けられる、請求項２７に記載の装置。
【請求項２９】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定結果は、マルチキャスト・ブロードキャスト単一周
波数ネットワーク搬送波の周波数と同じ周波数上のセルに関して報告される、請求項１７
に記載の装置。
【請求項３０】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定結果は、マルチキャスト・ブロードキャスト単一周
波数ネットワーク搬送波の周波数と異なる周波数上のセルに関して報告される、請求項１
７に記載の装置。
【請求項３１】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定結果は、基準信号受信電力測定、基準信号受信品質
測定、受信信号強度インジケータ測定、又はブロック誤り率測定のうちの少なくとも１つ
を含む、請求項１７に記載の装置。
【請求項３２】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定結果は、基準信号受信電力測定、基準信号受信品質
測定、又は受信信号強度インジケータ測定のうちの少なくとも１つを含む、請求項１７に
記載の装置。
【請求項３３】
　少なくとも１つのプロセッサによって実行されると；
　第１セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第１の測定及び第２
セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第２の測定を表示する測定
構成情報であって、前記第１セットのサブフレームはマルチキャスト・ブロードキャスト
・モバイル・サービスに関連付けられ、前記第２セットのサブフレームは非マルチキャス
ト・ブロードキャスト・モバイル・サービスに関連付けられる、前記測定構成情報を、ユ
ーザ機器によって受信することと；
　前記受信された測定構成情報に従って、１つ又はそれ以上の測定を実行することと；
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定の１つ又はそれ以上の第２の測定結果で補完された
前記１つ又はそれ以上の第１の測定の１つ又はそれ以上の第１の測定結果を報告すること
と；
を含む動作をもたらす、コンピュータ・プログラム・コードを含む非一時的コンピュータ
可読媒体。
【請求項３４】
　装置であって、
　第１セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第１の測定及び第２
セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第２の測定を表示する測定
構成情報であって、前記第１セットのサブフレームはマルチキャスト・ブロードキャスト
・モバイル・サービスに関連付けられ、前記第２セットのサブフレームは非マルチキャス
ト・ブロードキャスト・モバイル・サービスに関連付けられる、前記測定構成情報を、前
記装置によって受信する手段と；
　前記受信された測定構成情報に従って、１つ又はそれ以上の測定を実行する手段と；
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定の１つ又はそれ以上の第２の測定結果で補完された
前記１つ又はそれ以上の第１の測定の１つ又はそれ以上の第１の測定結果を報告する手段
と；
を備える装置。
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【請求項３５】
　第１セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第１の測定及び第２
セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第２の測定を表示する測定
構成情報であって、前記第１セットのサブフレームはマルチキャスト・ブロードキャスト
・モバイル・サービスに関連付けられ、前記第２セットのサブフレームは非マルチキャス
ト・ブロードキャスト・モバイル・サービスに関連付けられる、前記測定構成情報を、ネ
ットワーク・ノードによって送信することと；
　前記測定構成情報に応じて、前記１つ又はそれ以上の第２の測定の１つ又はそれ以上の
第２の測定結果で補完された前記１つ又はそれ以上の第１の測定の１つ又はそれ以上の第
１の測定結果を含む１つ又はそれ以上の報告を受信することと；
を含む方法。
【請求項３６】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定結果は、前記１つ又はそれ以上の第２の測定結果と
一緒に報告される、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定は、マルチキャスト・ブロードキャスト・モバイル
・サービス・サブフレームについて実行される、請求項３５に記載の方法。
【請求項３８】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定は、無線リソース管理目的のために実行される、請
求項３５に記載の方法。
【請求項３９】
　受信された１つ又はそれ以上の報告に基づいて、マルチキャスト・ブロードキャスト単
一周波数ネットワークの少なくとも変調及び符号化方式を調整すること
をさらに含む、請求項３５に記載の方法。
【請求項４０】
　少なくとも１つのプロセッサと；
　コンピュータ・プログラム・コードを含む少なくとも１つのメモリと；
を備えた装置であって、前記少なくとも１つのメモリ及び前記コンピュータ・プログラム
・コードが、前記少なくとも１つのプロセッサにより、前記装置に、少なくとも、
　第１セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第１の測定及び第２
セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第２の測定を表示する測定
構成情報であって、前記第１セットのサブフレームはマルチキャスト・ブロードキャスト
・モバイル・サービスに関連付けられ、前記第２セットのサブフレームは非マルチキャス
ト・ブロードキャスト・モバイル・サービスに関連付けられる、前記測定構成情報を、前
記装置によって送信することと；
　前記測定構成情報に応じて、前記１つ又はそれ以上の第２の測定の１つ又はそれ以上の
第２の測定結果で補完された前記１つ又はそれ以上の第１の測定の１つ又はそれ以上の第
１の測定結果を含む１つ又はそれ以上の報告を受信することと；
を実行させるように構成された装置。
【請求項４１】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定結果は、前記１つ又はそれ以上の第２の測定結果と
一緒に報告される、請求項４０に記載の装置。
【請求項４２】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定は、マルチキャスト・ブロードキャスト・モバイル
・サービス・サブフレームについて実行される、請求項４０に記載の装置。
【請求項４３】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定は、無線リソース管理目的のために実行される、請
求項４０に記載の装置。
【請求項４４】
　前記装置は、受信された１つ又はそれ以上の報告に基づいて、マルチキャスト・ブロー
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ドキャスト単一周波数ネットワークの少なくとも変調及び符号化方式を、少なくとも調整
するようにさらに構成される、請求項４０に記載の装置。
【請求項４５】
　前記装置はネットワーク・ノードを備える、請求項４０に記載の装置。
【請求項４６】
　少なくとも１つのプロセッサによって実行されると；
　第１セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第１の測定及び第２
セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第２の測定を表示する測定
構成情報であって、前記第１セットのサブフレームはマルチキャスト・ブロードキャスト
・モバイル・サービスに関連付けられ、前記第２セットのサブフレームは非マルチキャス
ト・ブロードキャスト・モバイル・サービスに関連付けられる、前記測定構成情報を、ネ
ットワーク・ノードによって送信することと；
　前記測定構成情報に応じて、前記１つ又はそれ以上の第２の測定の１つ又はそれ以上の
第２の測定結果で補完された前記１つ又はそれ以上の第１の測定の１つ又はそれ以上の第
１の測定結果を含む１つ又はそれ以上の報告を、受信することと；
を含む動作をもたらす、コンピュータ・プログラム・コードを含む非一時的コンピュータ
可読媒体。
【請求項４７】
　装置であって、
　第１セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第１の測定及び第２
セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第２の測定を表示する測定
構成情報であって、前記第１セットのサブフレームはマルチキャスト・ブロードキャスト
・モバイル・サービスに関連付けられ、前記第２セットのサブフレームは非マルチキャス
ト・ブロードキャスト・モバイル・サービスに関連付けられる、前記測定構成情報を、前
記装置によって送信する手段と；
　前記測定構成情報に応じて、前記１つ又はそれ以上の第２の測定の１つ又はそれ以上の
第２の測定結果で補完された前記１つ又はそれ以上の第１の測定の１つ又はそれ以上の第
１の測定結果を含む１つ又はそれ以上の報告を、受信する手段と；
を備える装置。
【発明の詳細な説明】
【分野】
【０００１】
　本明細書に記載の主題は、無線通信に関する。
【背景】
【０００２】
　マルチメディア・ブロードキャスト・マルチキャスト・サービス（ＭＢＭＳ：Ｍｕｌｔ
ｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）は、１つ
又はそれ以上のセルラ基地局によるマルチキャスティング・サービス・ブロードキャスト
に関する。例えば、セルラ・ネットワークは、モバイル・テレビジョンその他任意のアプ
リケーションを１つ又はそれ以上のユーザ機器に、モバイル・テレビジョン・ブロードキ
ャストその他任意のアプリケーションを、基地局が同一の周波数上で調和のとれた方法で
送信する、マルチキャスト・ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ：ｍ
ｕｌｔｉｃａｓｔ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｓｉｎｇｌｅ－ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）などを用いて提供することができる。
【摘要】
【０００３】
　ＭＢＳＦＮ測定のための、方法及びコンピュータ・プログラム製品を含む装置が提供さ
れる。
【０００４】
　幾つかの例示的な実施形態において、方法が提供される。この方法は、第１セットのサ
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ブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第１の測定及び第２セットのサブフレ
ームについて実行される１つ又はそれ以上の第２の測定を表示する測定構成情報であって
、第１セットのサブフレームはマルチキャスト・ブロードキャスト・モバイル・サービス
に関連付けられ、第２セットのサブフレームは非マルチキャスト・ブロードキャスト・モ
バイル・サービスに関連付けられる、測定構成情報を、ユーザ機器によって受信すること
と、受信された測定構成情報に従って、１つ又はそれ以上の測定を実行することと、１つ
又はそれ以上の第２の測定の１つ又はそれ以上の第２の測定結果で補完された１つ又はそ
れ以上の第１の測定の１つ又はそれ以上の第１の測定結果を報告することと、を含むこと
ができる。
【０００５】
　幾つかの変形物において、本明細書で開示する、以下の特徴を含む１つ又はそれ以上の
特徴を、任意の実現可能な組合せで随意に含めることができる。１つ又はそれ以上の第１
の測定結果は非連続的であり得る。１つ又はそれ以上の第１の測定結果における１つ又は
それ以上のギャップは、１つ又はそれ以上の第２の測定結果で埋めることができる。１つ
又はそれ以上の第１の測定結果は、１つ又はそれ以上の第２の測定結果と一緒に報告する
ことができる。１つ又はそれ以上の第１の測定は、マルチキャスト・ブロードキャスト・
モバイル・サービス・サブフレームについて実行することができる。１つ又はそれ以上の
第１の測定は、マルチキャスト・ブロードキャスト・モバイル・サービス・サブフレーム
の基準信号から実行することができる。１つ又はそれ以上の第２の測定は、無線リソース
管理目的のために実行することができる。１つ又はそれ以上の第２の測定は、接続状態モ
ビリティ測定又はアイドル状態モビリティ測定のうちの少なくとも１つを含むことができ
る。１つ又はそれ以上の第２の測定は、共通基準信号から実行することができる。１つ又
はそれ以上の測定は、アイドル状態又は接続状態において実行することができる。１つ又
はそれ以上の第２の測定結果は、複数のセルに関する結果を含むことができる。セルの結
果は、セルの識別に関連付けることができる。１つ又はそれ以上の第２の測定結果は、マ
ルチキャスト・ブロードキャスト単一周波数ネットワーク搬送波の周波数と同じ周波数上
のセルに関して報告することができる。１つ又はそれ以上の第２の測定結果は、マルチキ
ャスト・ブロードキャスト単一周波数ネットワーク搬送波の周波数と異なる周波数上のセ
ルに関して報告することができる。１つ又はそれ以上の第１の測定結果は、基準信号受信
電力測定、基準信号受信品質測定、受信信号強度インジケータ測定、又はブロック誤り率
測定のうちの少なくとも１つを含むことができる。１つ又はそれ以上の第２の測定結果は
、基準信号受信電力測定、基準信号受信品質測定、又は受信信号強度インジケータ測定の
うちの少なくとも１つを含むことができる。
【０００６】
　幾つかの他の例示的な実施形態において、方法が提供される。この方法は、第１セット
のサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第１の測定及び第２セットのサブ
フレームについて実行される１つ又はそれ以上の第２の測定を表示する測定構成情報であ
って、第１セットのサブフレームはマルチキャスト・ブロードキャスト・モバイル・サー
ビスに関連付けられ、第２セットのサブフレームは非マルチキャスト・ブロードキャスト
・モバイル・サービスに関連付けられる、測定構成情報を、ネットワーク・ノードによっ
て送信することと、測定構成情報に応じて、１つ又はそれ以上の第２の測定の１つ又はそ
れ以上の第２の測定結果で補完された１つ又はそれ以上の第１の測定の１つ又はそれ以上
の第１の測定結果を含む１つ又はそれ以上の報告を受信することと、を含むことができる
。
【０００７】
　幾つかの変形物において、本明細書で開示する、以下の特徴を含む１つ又はそれ以上の
特徴を、任意の実現可能な組合せで随意に含めることができる。１つ又はそれ以上の第１
の測定結果は、１つ又はそれ以上の第２の測定結果と一緒に報告することができる。１つ
又はそれ以上の第１の測定は、マルチキャスト・ブロードキャスト・モバイル・サービス
・サブフレームについて実行することができる。１つ又はそれ以上の第２の測定は、無線
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リソース管理目的のために実行することができる。本方法は、受信された１つ又はそれ以
上の報告に基づいて、マルチキャスト・ブロードキャスト単一周波数ネットワークの少な
くとも変調及び符号化方式を調整することをさらに含むことができる。
【０００８】
　上記の態様及び特徴は、所望の構成に応じて、システム、装置、方法、及び／又は物品
において実装することができる。本明細書に記載の主題の１つ又はそれ以上の変形物の詳
細が、添付の図面及び以下の説明において説明される。本明細書に記載の主題の特徴及び
利点が、説明及び図面、並びに特許請求の範囲から明白となるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　図面には以下を示す。
【００１０】
【図１】幾つかの例示的な実施形態による、非ＭＢＳＦＮサブフレーム及びＭＢＳＦＮサ
ブフレームについての測定を含むマルチキャスト・ブロードキャスト単一周波数ネットワ
ーク（ＭＢＳＦＮ）測定のために構成されたシステムの一例を示す。
【００１１】
【図２】幾つかの例示的な実施形態による、マルチキャスト・ブロードキャスト単一周波
数ネットワーク測定のためのプロセスの一例を示す。
【００１２】
【図３】幾つかの例示的な実施形態による、ユーザ機器の一例を示す。
【００１３】
【図４】幾つかの例示的な実施形態による、基地局などのネットワーク・ノードの一例を
示す。
【００１４】
　図面中、同じ又は類似の項目を指すのに類似のラベルが用いられている。
【詳細説明】
【００１５】
　マルチメディア・ブロードキャスト・マルチキャスト・サービス（ＭＢＭＳ）において
は、１つ又はそれ以上のユーザ機器を、マルチキャスト・ブロードキャスト単一周波数ネ
ットワーク（ＭＢＳＦＮ）の測定を実行してそれらの測定をネットワークに報告するよう
に構成することができる。測定の種類、報告、及び他の態様は、ネットワークによって構
成することができ、及び／又は標準によって指定することができる。例えば、ＵＥは、Ｍ
ＢＭＳによってカバーされる特定の地理的位置に関するＭＢＳＦＮ測定を実行することが
できる。さらに、ＭＢＳＦＮ測定は、ＭＢＳＦＮ信号受信の確認をサポートすることがで
き、計画及び再構成（例えば、ＭＢＳＦＮ範囲及び／又はＭＢＭＳ動作パラメータの）を
サポートすることができ、及び／又は、例えば、ドライブ・テストの最小化（ＭＤＴ：Ｍ
ｉｎｉｍｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｄｒｉｖｅ　Ｔｅｓｔ）機能を用いて収集されるＭＢＳ
ＦＮ無線受信測定（単数又は複数）をサポートすることができる。
【００１６】
　ＭＢＳＦＮは、上記のように、標準、及び／又はネットワークによって信号で伝えられ
た若しくはブロードキャストされた構成情報に基づいて構成することができる。例えば、
ＭＢＳＦＮ測定は、所与のＭＢＳＦＮカバレッジ・エリアごとの、基準信号受信電力（Ｒ
ＳＲＰ：ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ　ｒｅｃｅｉｖｅｄ　ｐｏｗｅｒ）及び基準
信号受信品質（ＲＳＲＱ：ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ　ｒｅｃｅｉｖｅｄ　ｑｕ
ａｌｉｔｙ）の測定を含むことができる。さらに、これらの測定は、例えば、ＭＢＳＦＮ
基準信号（ＲＳ：ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌｓ）を搬送するサブフレーム内の、
それらの直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ：ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　
ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）シンボルのみにわたって平均された受信
信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ：ｒｅｃｅｉｖｅｄ　ｓｉｇｎａｌ　ｓｔｒｅｎｇｔｈ
　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）測定に基づくことができる。さらに、測定は、ＭＢＳＦＮ　ＭＣ
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Ｓ（ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｃｏｄｉｎｇ　ｓｃｈｅｍｅ、変調及び符号化方式
）ごとの、及び／又はＭＢＳＦＮエリアごとのマルチキャスト・チャネル（ＭＣＨ：ｍｕ
ｌｔｉｃａｓｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）ブロック誤り率（ＢＬＥＲ：ｂｌｏｃｋ　ｅｒｒｏｒ
　ｒａｔｅ）測定を含むことができる。さらに、これらの測定は、ＵＥが物理マルチキャ
スト・チャネル（ＰＭＣＨ：ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）
を復号するサブフレーム及び搬送波においてのみ行うことができる。さらに、ネットワー
クは、測定構成（報告構成を含む）を提供することができ、この構成はＭＤＴ（ドライブ
・テストの最小化）機能によって提供することができる。この場合、ＭＢＳＦＮ測定は、
ネットワークの操作、管理及びメンテナンス（ＯＡＭ：ｏｐｅｒａｔｉｏｎ，　ａｄｍｉ
ｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ）機能によって開始することが
でき、その場合、トレース機能がＭＢＳＦＮ測定をアクティブにし、報告されたデータを
収集する。ＵＥが、ＭＢＳＦＮ測定によって構成されるとき、ＵＥはまた、特定の所与の
性能要件によるＭＢＳＦＮ測定を実行することができ、その例は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６
．１３３、発展型ユニバーサル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ：Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）；無線リソース
管理のサポートの要件、リリース１２、に記載されている。さらに、ＵＥは、ＭＢＭＳサ
ービス受信の間、及び、特に、例えば、無線リソース制御（ＲＲＣ：ｒａｄｉｏ　ｒｅｓ
ｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）接続モード及び／又はアイドル・モードの間に、ＭＢＳＦ
Ｎ測定を実行するように構成することができる。さらに、ＭＤＴの場合、２つのＭＢＳＦ
Ｎ測定モードを、ＲＲＣ接続モード及びアイドル・モードに対して、別々に構成／指定す
ることができる。
【００１７】
　ＭＢＳＦＮ測定の主要な用途は、ＭＢＳＦＮカバレッジ及び特定のサービス品質の達成
の確認であるが、モバイル・ネットワーク・オペレータは、ＵＥが報告したＭＢＳＦＮ測
定を、ＭＢＳＦＮ展開に対する調整／変更（例えば、ＭＢＳＦＮのセル・カバレッジ・エ
リアに対する調整）、ＭＢＳＦＮ　ＭＣＳに対する調整／変更（これは、準静的な方式で
構成することができるが、所望のカバレッジ及び目標とするサービス品質に適合するよう
に変更することができる）を可能にもするため、並びに／又は、他の理由及び／若しくは
さらなる調整のために、使用することができる。これらのパラメータは、例えば、ＭＢＳ
ＦＮエリアごとに調整することができる。さらに、これらの調整は、１つ又はそれ以上の
ＵＥによって報告されたＭＢＳＦＮ測定情報によって容易にすることができる。
【００１８】
　しかし、ＭＢＭＳのスケジューリングは非常に不規則であり得る。例えば、ＭＢＳＦＮ
測定が、ＵＥによって復号されているＭＢＭＳサブフレーム（ＵＥが関心をもつＭＢＭＳ
サービス受信に関する関連情報を含む）内で得られるＭＢＭＳ基準シンボル（ＲＳ）のみ
を使用する場合、マルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ：ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）及びマルチキャスト・トランスポート・チャネル（ＭＴＣＨ
：ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）の両方の復号化は、ＭＢ
ＭＳ受信状態及びＭＢＭＳデータのスケジューリングに基づいて時間的に変化し得るか又
は不規則になり得る。実際に、ＭＢＭＳサービスは、かなり一定のストリーミング・デー
タ・フローから断続的なデータ・フローまでの間で、例えば、規則的なトラフィック・パ
ターンがなく断続的になり得るＭＢＭＳマルチキャスティングを使用するグループ通信に
おける通話サービスのように、変化する可能性がある。これらの不規則性は、測定の予測
できない報告を生じる可能性があり、従って、ＵＥにおいて測定がアクティブにされ収集
され、ＵＥがＭＢＳＦＮ測定結果を報告できる場合でさえも、関連する測定情報が失われ
る可能性がある（変化する／不規則なＭＢＭＳ接続性を別にして）。
【００１９】
　一部のＭＢＳＦＮ測定報告は、ＭＢＭＳサブフレームからの測定のみに基づく場合があ
る。しかし、ＭＢＳＦＮ報告情報は、例えば、幾つかのＭＢＭＳサービスの不規則性に関
して上述したように、ＭＢＳＦＮ展開における起こり得る問題に関する限られた情報を有
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する可能性がある。それゆえに、ＭＢＳＦＮサブフレームのみについてのＭＢＳＦＮ測定
結果は、ＭＢＭＳサブフレーム上で見られる、起こり得る干渉信号の根本的原因を明らか
にしない可能性がある。さらに説明すると、ＭＢＳＦＮサブフレームのみについての限定
されたＭＢＳＦＮ測定は、関連するセルがＭＢＳＦＮグループから抜けていて、どの抜け
たセルをグループに加える必要があるかを判断するのが困難となるシナリオにつながる可
能性がある。
【００２０】
　幾つかの例示的な実施形態において、ＭＢＳＦＮ測定は、１つ又はそれ以上のＭＢＭＳ
サブフレームについて（例えば、１つ又はそれ以上のＭＢＭＳサブフレームの１つ又はそ
れ以上の基準シンボルＲＳについての測定）、及び１つ又はそれ以上の非ＭＢＭＳサブフ
レームについて実行することができる。例えば、ＵＥは、１つ又はそれ以上のＭＢＭＳサ
ブフレームに含まれる１つ又はそれ以上の基準シンボルＲＳについての測定を実行するこ
とができ、さらに、非ＭＢＭＳサブフレーム又はセルの共通基準信号ＣＲＳ（ｃｏｍｍｏ
ｎ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ）についての無線リソース管理測定を行うことが
できる。両方の種類の測定をネットワーク（例えば、基地局、ネットワーク管理システム
、及び／又はＭＤＴ機能）に報告し、ネットワークが、ＭＢＭＳを制御及びさもなければ
管理することを可能にすることができる。
【００２１】
　幾つかの例示的な実施形態において、ＵＥは、ネットワークに対して、ＭＢＭＳサブフ
レーム及び非ＭＢＭＳサブフレームについて実行したＭＢＳＦＮ測定を、設定された間隔
で及び／又は設定された前処理（フィルタリング）により報告することができる。ＵＥが
アイドル・モードにある場合、ＵＥは、ＭＢＭＳサブフレーム及び非ＭＢＭＳサブフレー
ムの両方からの測定をログ記録し、それらの測定結果を報告することができる。さらに、
ＵＥは、幾つかの例示的な実施形態において、両方の種類のＭＢＳＦＮ測定結果（即ち、
ＭＢＭＳサブフレーム及び非ＭＢＭＳサブフレームの両方に関する測定結果）を処理する
ことができ、これらの結果を、ネットワークに対して、ＭＢＳＦＮ測定及び／又は報告構
成に従って報告することができる。さらに、ＵＥは、ＭＢＳＦＮ測定構成と一緒に受信さ
れた構成によりＵＥによって収集された他のセル測定結果を報告することができる。
【００２２】
　幾つかの例示的な実施形態において、ＵＥは、１つ又はそれ以上のＭＢＭＳサブフレー
ム上に復号されるデータが存在しないとき、ＭＢＳＦＮ復号化の中断の間に関わらず、サ
ブフレーム又はセル（例えば、セルのＣＲＳ）の非ＭＢＭＳ測定を行うことができる。
【００２３】
　幾つかの例示的な実施形態において、非ＭＢＭＳセル測定は、測定されるＭＢＳＦＮが
伝送される搬送波について、異周波数測定が可能（又は不可能）であっても、行うことが
できる。
【００２４】
　幾つかの例示的な実施形態において、非ＭＢＭＳセル測定結果に、対応するセル識別子
（ＩＤ：ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を付随させて、異なるセルから送信された信号を区別で
きるようにすることができる。
【００２５】
　ＵＥが報告する測定結果は、上記のように、ネットワークが、幾つかのＭＢＳＦＮ測定
結果の不規則性に起因して生じ得る測定報告のギャップを埋めることを可能にするように
、及び、それゆえに、ネットワークがＭＢＭＳの性能を判断又は推定することを可能にす
るように、非ＭＢＭＳサブフレーム／セル測定を含むことができる。さらに、測定結果は
、ネットワークが、幾つかの（全てではなくとも）アクティブにされたＭＤＴ測定から、
ＭＤＴ測定を開始したネットワーク・ノードが知らない可能性があるＭＢＭＳサービスの
性質に関わらず、関連する情報を収集できるように、付加的な情報を含むことができる。
【００２６】
　幾つかの例示的な実施形態において、ＵＥはＭＢＳＦＮ測定を行い、例えば、ＲＳＲＰ
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（又はＲＳＲＱ）を、非ＭＢＳＦＮサブフレーム／セルを測定するときの絶対値又は相対
値として報告することができる。絶対値の場合、結果をデシベル・ミリワット（ｄＢｍ：
Ｄｅｃｉｂｅｌ－ｍｉｌｌｉｗａｔｔｓ）の単位でネットワークに報告することができる
が、他のタイプの値を報告することもできる。相対値の場合、別の信号、例えば、隣接す
るセル（例えば、より強力なセル）に相対的な、又は、測定されたＭＢＭＳサブフレーム
のＲＳＲＰ（複数のセルからの信号を含み得る）に相対的なＲＳＲＰ（又はＲＳＲＱ）を
報告することができる。
【００２７】
　ＭＢＳＦＮ測定及び／又は報告のためのＵＥの構成は、様々な仕方で実行することがで
きる。例えば、ネットワークがＵＥに、非ＭＢＭＳセル／サブフレーム及びＭＢＳＦＮサ
ブフレームの両方の測定及び／又は報告構成情報を提供することができる。さらに、この
ＭＢＳＦＮ測定構成は、共通ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏ
ｎメッセージとして構成することができ、このメッセージは、行われる測定を定める測定
対象の種類、測定量、及び／又は測定／報告構成を表示する。ＭＢＳＦＮ測定構成は、幾
つかの例示的な実施形態において、無線リソース管理（ＲＲＭ：ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）測定に使用されるパラメータの、例えば、レイヤ３フィ
ルタリング又は前処理などの、フィルタリング情報をさらに含むことができる。
【００２８】
　しかし、幾つかの例示的な実施形態において、ネットワークはＵＥに、非ＭＢＭＳセル
／サブフレーム及びＭＢＳＦＮサブフレームに関する測定及び／又は報告構成情報を、分
離したメッセージにおいて提供することができる。さらに、非ＭＢＭＳセル／サブフレー
ムに関するこの分離したメッセージは、ネットワークによって求められるときにだけ送信
することができる。さらに、この分離したメッセージはまた、例えば、ＲＲＣＣｏｎｎｅ
ｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージとして構造化することができるが
、他の形式も同様に用いることができる。
【００２９】
　幾つかの例示的な実施形態において、測定構成情報は、セル測定の周期性を表示するこ
とができる。測定間隔は、想定されるＭＢＳＦＮ測定構成／周期性に関連しても関連しな
くてもよい。さらに、セル測定処理は、固定した又は標準的な構成を有することができる
が、関連するパラメータを、例えば、ブロードキャスト情報を介して提供することもでき
る。
【００３０】
　さらに、セル測定の構成は、ＲＲＣ接続モード中の専用シグナリング、ＭＣＣＨ等を使
用するマルチキャスト・シグナリング、１つ又はそれ以上のシステム情報ブロック（ＳＩ
Ｂ：ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）上のブロードキャスト・シグ
ナリングのいずれかとして行うことができる。代替的に又は付加的に、セル測定構成（又
はその部分）は、固定することができ、及び／又は１つ又はそれ以上の標準で指定するこ
とができる。例えば、モビリティ制御のための通常の測定構成の部分として使用されるＲ
ＲＭ測定のための測定構成は、非ＭＢＭＳセル／サブフレームの測定及び／又は報告構成
を信号で伝えるために用いるように拡張することができる。
【００３１】
　ＭＢＳＦＮ測定に関する付加的な例を提供する前に、下記により、幾つかの例示的な実
施形態によるシステムの一例の説明を提供する。
【００３２】
　図１は、コア・ネットワーク１９０及びドライブ・テストの最小化機能／ノードを含む
システム１００であって、それらの両方を、１つ又はそれ以上のバックホール・リンク／
ネットワークを介して、セル１１２Ａ～Ｃをサーブする基地局１１０Ａ～Ｃ等の複数の基
地局、及び、関連するユーザ機器１１４Ａ～Ｃと接続することができる。図１は特定の数
量及び構成のデバイスを示すが、他の数量及び構成も同様に実装することができる。例え
ば、他の数量及び構成の基地局／アクセス・ポイント、セル、及びユーザ機器を同様に実
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装することができる。
【００３３】
　幾つかの例示的な実施形態において、ユーザ機器、例えば１１４Ａ～Ｃは、モバイル・
デバイス及び／又は固定デバイスとして実装することができる。ユーザ機器は、例えば、
無線デバイス、モバイルステーション、モバイルユニット、加入者ステーション、無線端
末、タブレット、スマートフォンなどと呼ばれることがある。幾つかの例示的な実施形態
において、ユーザ機器１１４は、複数の無線アクセス技術を用いて動作するように構成さ
れたマルチモード・ユーザ・デバイスとして実装することができるが、シングルモード・
デバイスを使用することもできる。例えば、ユーザ機器は、ロング・ターム・エボリュー
ション（ＬＴＥ：Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、無線ローカル・エリア・
ネットワーク（ＷＬＡＮ：ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）
技術、例えば８０２．１１ＷｉＦｉなど、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、省電力Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ（ＢＴ－ＬＥ：Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ｌｏｗ　ｅｎｅｒｇｙ）、近距離無
線通信（ＮＦＣ：ｎｅａｒ　ｆｉｅｌｄ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）、その他任意
の無線アクセス技術、のうちの１つ又はそれ以上を含む複数の無線アクセス技術を用いて
動作するように構成することができる。ユーザ機器は、セル又は複数のセルのカバレッジ
・エリアの中に位置することができる。ユーザ機器はまた、基地局及びＭＢＳＦＮへのポ
イント・ツー・ポイント・リンク（例えば、１つ又はそれ以上の基地局からのマルチキャ
スト又はブロードキャストを介しての）をサポートすることができる。
【００３４】
　幾つかの実施形態において、基地局、例えば基地局１１０Ａ～Ｃは、発展型ノードＢ（
ｅＮＢ：ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）タイプの基地局として構成することができるが
、他のタイプの基地局及び無線アクセス・ポイントを同様に使用することもできる。ｅＮ
Ｂタイプの基地局の場合、基地局は、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）標準
、例えば、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２０１、「発展型ユニバーサル地上無線アクセス（Ｅ
－ＵＴＲＡ）、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）物理層、概要（Ｅｖｏｌｖ
ｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ
－ＵＴＲＡ）；　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　（ＬＴＥ）　ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　ｌａｙｅｒ；　Ｇｅｎｅｒａｌ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ）」、３ＧＰＰ　ＴＳ　
３６．２１１、「発展型ユニバーサル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）、物理チャネル
及びモジュレーション（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ
　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ
ｓ　ａｎｄ　ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）」、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１２、「発展型ユニ
バーサル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）、マルチプレクシング及びチャネル符号化（
Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　ａｎｄ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｃｏ
ｄｉｎｇ）」、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１３、「発展型ユニバーサル地上無線アクセス
（Ｅ－ＵＴＲＡ）、物理層プロシージャ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒ
ｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ
　ｌａｙｅｒ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ）」、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１４、「発展型ユ
ニバーサル地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）、物理層―測定（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉ
ｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　（Ｅ－ＵＴＲＡ）
；　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　－　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓ）」、などを含む標
準、並びに、これら及び他の標準３ＧＰＰシリーズに対する後の任意の追加または改訂（
総称してＬＴＥ標準と呼ぶ）に準拠して構成することができる。基地局はまた、ＷｉＦｉ
（例えば、標準のＩＥＥＥ８０２．１１シリーズ）などのＷＬＡＮ技術、並びに、セルを
供給することができる任意の他の無線アクセス技術を用いて、セルを供給するように構成
することができる。図１の例において、基地局／アクセス・ポイント１１０Ｃは、ＷｉＦ
ｉを用いて小さいセルを供給するように構成することができるが、任意の他の無線アクセ
ス技術を同様に用いることができる。基地局は、コア・ネットワーク１９０を含む他のネ
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ットワーク及び／又はネットワーク・ノードへの有線及び／又は無線バックホール・リン
クを有することができる。本明細書で説明する幾つかの例はＥ－ＵＴＲＡＮに関連するが
、他のタイプのネットワーク、例えば、ＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ
　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ＵＭＴＳ地上無線アクセス・ネットワー
ク）、ＧＥＲＡＮ（ＧＳＭ　ＥＤＧＥ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ：Ｇ
ＳＭ　ＥＤＧＥ無線アクセス・ネットワーク）、ＷＣＤＭＡ（登録商標）、ＨＳＰＡ（Ｈ
ｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ：高速パケット・アクセス）、及び／
又は任意の他のタイプの無線ネットワークを使用することができる。さらに、基地局は、
１つ又はそれ以上のユーザ機器１１４Ａ～Ｃに対するＭＢＭＳ及び、それゆえに、ＭＢＳ
ＦＮをサポートするように構成することができる。
【００３５】
　図２は、幾つかの例示的な実施形態による、測定のための例示的なプロセス２００を示
す。プロセス２００の説明はまた、図１を参照する。
【００３６】
　２０２において、ユーザ機器１１４Ａは、幾つかの例示的な実施形態による、ＭＢＭＳ
に関する測定構成（報告構成を含むことができる）を受信することができる。例えば、測
定構成は、１つ又はそれ以上のＭＢＭＳサブフレームについて実行されるＭＢＳＦＮ測定
（例えば、ＵＥによって復号されている１つ又はそれ以上のＭＢＭＳサブフレームの１つ
又はそれ以上の基準シンボルＲＳについての測定）及び１つ又はそれ以上の非ＭＢＭＳサ
ブフレームについて実行されるＭＢＳＦＮ測定（例えば、所与のセルのＣＲＳの）のため
の測定構成を表示することができる。構成情報は、共通機構、例えば、上記のように同じ
メッセージ又は異なるメッセージを用いて提供することができる。さらに、構成情報は、
例えば、専用シグナリング、マルチキャスト・シグナリング、ＳＩＢ上のブロードキャス
ト・シグナリングを用いて、ネットワークにより提供するができるが、幾つかの又は全て
の測定構成は１つ以上の標準で固定、及び／又は、指定されている場合がある。さらに、
測定構成は、ＯＡＭ及び／又はＭＤＴ機能に応じて送信することができ、その場合、トレ
ース機能がＭＢＳＦＮ測定をアクティブにし、報告されるデータを収集する。
【００３７】
　２０４において、ＵＥ１１４Ａは、幾つかの例示的な実施形態により、ＭＢＭＳをサポ
ートして、１つ又はそれ以上の測定を実行することができる。例えば、ユーザ機器１１４
Ａは１つ又はそれ以上のＭＢＳＦＮサブフレームを測定することができ、特に、復号され
ている１つ又はそれ以上のＭＢＳＦＮサブフレーム内のＲＳを測定することができる。こ
れらの測定は、ＲＳＳＩ、ＲＳＲＱ、ＲＳＲＰ、及び任意の他のパラメータを決定するの
に用いることができる。ユーザ機器はまた、ＭＢＭＳサブフレームからのブロック誤り率
（ＢＬＥＲ）測定を実行することができる。さらに、ＵＥ１１４Ａは、１つ又はそれ以上
の非ＭＢＳＦＮサブフレーム又はセルを測定することができる。例えば、ＵＥ１１４Ａは
、非ＭＢＭＳセル又は搬送波に付随するＣＲＳ信号を測定することができる。これらの非
ＭＢＭＳ測定はまた、ＲＳＳＩ、ＲＳＲＱ、ＲＳＲＰ、及び任意の他のパラメータを決定
するのに用いることができる。
【００３８】
　２０６において、ユーザ機器１１４Ａは、幾つかの例示的な実施形態により、非ＭＢＳ
ＦＮセル／サブフレーム及び／又はＭＢＳＦＮサブフレームについてなされた測定を報告
することができる。さらに、２０４においてなされた測定を別々に又は一緒に報告するこ
とができる。例えば、ＭＢＳＦＮサブフレームが使用できないとき、非ＭＢＳＦＮセル／
サブフレームを、測定値が得られ且つネットワーク／基地局１１０Ｃへの接続が存在する
ときに、２０２の構成に従って報告することができる。
【００３９】
　２０８において、ネットワークは、２０６において報告された情報に基づいて１つ又は
それ以上のＭＢＭＳ決定を行うことができる。例えば、ＵＥ１１４Ａ及び他のＵＥから報
告された情報は、ネットワークが、ＭＢＳＦＮ展開、ＭＢＳＦＮ　ＭＣＳに対する調整／
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変更、及び／又は任意の他の調整／変更を行うことを可能にすることができる
【００４０】
　図３は、幾つかの例示的な実施形態による、装置１０のブロック図を示す。装置１０（
またはその一部）は、ユーザ機器、スマートフォン、コミュニケータ、マシン型通信デバ
イス、無線デバイス、ウェアラブル・デバイス、携帯電話、無線センサ／デバイス（例え
ば、自動車、車両、ロボット、人間などの分散型アーキテクチャの一部分である無線デバ
イス）をもたらすように構成することができる。
【００４１】
　装置１０は、送信器１４及び受信器１６と通信する少なくとも１つのアンテナ１２を含
むことができる。代替的に、送信アンテナと受信アンテナは別れていてもよい。装置１０
はさらに、それぞれ、送信器に信号を供給し、受信器から信号を受け、装置の機能を制御
するよう構成されたプロセッサ２０を含むことができる。プロセッサ２０は、送信器及び
受信器へ電気配線を通じて制御信号を発することにより、送信器及び受信器の機能を制御
するように構成することができる。同様に、プロセッサ２０は、ディスプレイ又はメモリ
など装置１０の他の構成要素を、プロセッサ２０と他の構成要素とを接続する電気配線を
通じて制御信号を発することにより、制御するように構成することができる。プロセッサ
２０は、例えば、回路、少なくとも１つのプロセッサコア、デジタル信号プロセッサ（単
数又は複数）を伴う１つ又はそれ以上のマイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサを
伴わない１つ又はそれ以上のプロセッサ（単数又は複数）、１つ又はそれ以上のコプロセ
ッサ、１つ又はそれ以上のマルチコア・プロセッサ、１つ又はそれ以上のコントローラ、
処理回路、１つ又はそれ以上のコンピュータ、集積回路（例えば、特定用途向け集積回路
（ＡＳＩＣ：ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉ
ｒｃｕｉｔ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ：ｆｉｅｌｄ　
ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙ）など）を含む様々な他の処理要素、
或はそれらの幾つかの組合せ、を含む様々な様式で具体化することができる。従って、図
３には単一のプロセッサとして示すが、幾つかの例示的な実施形態において、プロセッサ
２０は複数のプロセッサ又はプロセッサコアを備えることができる。
【００４２】
　プロセッサ２０によって送受信される信号は、適用可能なセルラ・システムのエアー・
インタフェース標準、及び／又は、例えば、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ：Ｉｎｓｔｉ
ｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎ
ｅｅｒｓ）８０２．１１、８０２．１６などのＷｉ－Ｆｉ、無線ローカル・エリア・アク
セス・ネットワーク（ＷＬＡＮ）技術を含むがそれらに限定されない任意の数の異なる有
線又は無線ネットワーキング技術による、シグナリング情報を含むことができる。さらに
、これらの信号は、音声データ、ユーザ生成データ、ユーザ要求データなどを含むことが
できる。
【００４３】
　装置１０は、１つ又はそれ以上のエアー・インタフェース標準、通信プロトコル、変調
形式、アクセス型などによって動作できるようにすることができる。例えば、装置１０及
び／又はその内部のセルラ・モデムは、様々な第１世代（１Ｇ）通信プロトコル、第２世
代（２Ｇ又は２．５Ｇ）通信プロトコル、第３世代（３Ｇ）通信プロトコル、第４世代（
４Ｇ）通信プロトコル、インターネット・プロトコル・マルチメディア・サブシステム（
ＩＭＳ：Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｓｕｂｓｙｓｔ
ｅｍ）通信プロトコル（例えば、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ：ｓｅｓｓｉｏｎ　
ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ））などに準拠して動作できるようにすること
ができる。例えば、装置１０は、２Ｇ無線通信プロトコルＩＳ－１３６、時分割多重アク
セスＴＤＭＡ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）、ＧＳ
Ｍ（登録商標）、ＩＳ－９５、符号分割多重アクセスＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉ
ｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）などに準拠して動作できるようにすることがで
きる。さらに、例えば装置１０は、ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉ
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ｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ＧＳＭ　Ｅｎｖｉｒｏ
ｎｍｅｎｔ）などに準拠して動作できるようにすることができる。さらに、例えば装置１
０は、３Ｇ無線通信プロトコル、例えば、ユニバーサル移動電気通信システム（ＵＭＴＳ
：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ）、符号分割多重アクセス２０００（ＣＤＭＡ２０００）、ＷＣＤＭＡ（登録商標
）、時分割同期符号分割多重アクセス（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ：Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ
－Ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅ
ｓｓ）などに準拠して動作できるようにすることができる。装置１０は、さらに、３．９
Ｇ無線通信プロトコル、例えば、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）、発展型
ユニバーサル地上無線アクセス・ネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ：Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
）などに準拠して動作できるようにすることができる。さらに、例えば装置１０は、４Ｇ
無線通信プロトコル、例えば、ＬＴＥアドバンスト（Ａｄｖａｎｃｅｄ）型など、並びに
後に開発され得る類似の無線通信プロトコルなどに準拠して動作できるようにすることが
できる。この装置はまた、基地局及びＭＢＳＦＮへのポイント・ツー・ポイント・リンク
（例えば、１つ又はそれ以上の基地局からのマルチキャスト又はブロードキャストを介し
ての）をサポートするように構成することができる。
【００４４】
　プロセッサ２０は、装置１０のオーディオ／ビデオ及び論理機能を実装するための回路
を含むことができることを理解されたい。例えば、プロセッサ２０は、デジタル信号プロ
セッサ・デバイス、マイクロプロセッサ・デバイス、アナログ・デジタル変換器、デジタ
ル・アナログ変換器などを備えることができる。装置１０の制御及び信号処理機能は、こ
れらのデバイス間に、それらそれぞれの機能によって割当てることができる。プロセッサ
２０は、さらに、内蔵音声符号器（ＶＣ：ｖｏｉｃｅ　ｃｏｄｅｒ）２０ａ、内蔵データ
・モデム（ＤＭ：ｄａｔａ　ｍｏｄｅｍ）２０ｂなどを備えることができる。さらに、プ
ロセッサ２０は、メモリ内に格納することができる１つ又はそれ以上のソフトウェア・プ
ログラムを動作させる機能を含むことができる。一般に、プロセッサ２０及び格納されて
いるソフトウェア命令は、装置１０に動作を実行させるように構成することができる。例
えば、プロセッサ２０は、ウェブ・ブラウザなどの接続性プログラムを動作させることが
できるようにすることができる。接続性プログラムは、装置１０が、ロケーション・ベー
スのコンテンツなどのウェブ・コンテンツを、例えば、無線アプリケーション・プロトコ
ルＷＡＰ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）、ハイパー
テキスト転送プロトコルＨＴＴＰ（ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｐｒｏｔｏ
ｃｏｌ）などのプロトコルに従って、送受信することを可能にする。
【００４５】
　装置１０はまた、プロセッサ２０と動作可能に結合することができる、例えば、イヤホ
ン又はスピーカ２４、リンガ２２、マイクロフォン２６、ディスプレイ２８、ユーザ入力
インタフェースなどを含むユーザ・インタフェースを備えることができる。上記のディス
プレイ２８は、タッチ・センサ式ディスプレイを含むことができ、その場合、ユーザは、
選択を行う、値を入力するなどのためにタッチ及び／又はジェスチャをすることができる
。プロセッサ２０はまた、例えば、スピーカ２４、リンガ２２、マイクロフォン２６、デ
ィスプレイ２８などのユーザ・インタフェースの１つ又はそれ以上の要素の少なくとも幾
つかの機能を制御するように構成されたユーザ・インタフェース回路を含むことができる
。プロセッサ２０、及び／又はプロセッサ２０を備えたユーザ・インタフェース回路は、
ユーザ・インタフェースの１つ又はそれ以上の要素の１つ又はそれ以上の機能を、コンピ
ュータ・プログラム命令、例えば、揮発性メモリ４０、不揮発性メモリ４２などのプロセ
ッサ２０がアクセス可能なメモリに格納されたソフトウェア及び／又はファームウェアを
介して制御するように構成することができる。装置１０は、移動端末に関連する様々な回
路、例えば、検出可能な出力として機械的振動をもたらすための回路に電力供給するため
のバッテリを含むことができる。ユーザ入力インタフェースは、装置１０がデータを受け
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取ることを可能にするデバイス、例えば、キーパッド３０（これは、ディスプレイ２８上
に示される仮想キーボード又は外部接続キーボードとすることができる）及び／又は他の
入力デバイスを備えることができる。
【００４６】
　図３に示すように、装置１０はまた、データを共有及び／又は取得するための１つ又は
それ以上の機構を含むことができる。例えば、装置１０は、短距離無線周波数（ＲＦ：ｒ
ａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）送受信器及び／又は質問器６４を含むことができ、それ
により、データを、ＲＦ技術によって電子デバイスと共有することができ、及び／又は電
子デバイスから取得することができる。装置１０は、他の短距離送受信器、例えば、赤外
線（ＩＲ：ｉｎｆｒａｒｅｄ）送受信器６６、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）無線技術
を用いるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信器６８、無線ユニバーサル・シリアル・バス（ＵＳＢ
：ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｓｅｒｉａｌ　ｂｕｓ）送受信器７０、省電力Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ送受信器、ジグビー（ＺｉｇＢｅｅ）送受信器、ＡＮＴ送受信器、セルラ・デバイス・
ツー・デバイス送受信器、無線ローカル・エリア・リンク送受信器、及び／又は任意の他
の短距離無線技術など、を含むことができる。装置１０及び特に短距離送受信器は、装置
の近傍、例えば１０メートル以内、にある電子デバイスにデータを送信すること及び／又
はそれからデータを受信することができる。Ｗｉ－Ｆｉ又は無線ローカル・エリア・ネッ
トワーキング・モデムを含む装置１０はまた、６ＬｏＷｐａｎ、Ｗｉ－Ｆｉ、低電力Ｗｉ
－Ｆｉ、ＷＬＡＮ技術、例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１技術、ＩＥＥＥ８０２．１５技術
、ＩＥＥＥ８０２．１６技術など、を含む様々な無線ネットワーキング技術によって、電
子デバイスにデータを送信すること及び／又は電子デバイスからデータを受信することが
できる。
【００４７】
　装置１０は、加入者識別モジュール（ＳＩＭ：ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｔ
ｙ　ｍｏｄｕｌｅ）３８、取外し可能ユーザ識別モジュール（Ｒ－ＵＩＭ：ｒｅｍｏｖａ
ｂｌｅ　ｕｓｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ　ｍｏｄｕｌｅ）、ｅＵＩＣＣ、ＵＩＣＣなどのメ
モリを備えることができ、これらメモリはモバイル加入者に関する情報要素を格納するこ
とができる。ＳＩＭに加えて、装置１０は他の取外し可能及び／又は固定メモリを含むこ
とができる。装置１０は揮発性メモリ４０及び／又は不揮発性メモリ４２を含むことがで
きる。例えば、揮発性メモリ４０は、ダイナミック及び／又はスタティックＲＡＭを含む
ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ：Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、
オン・チップ又はオフ・チップ・キャッシュ・メモリなどを含むことができる。不揮発性
メモリ４２は、内蔵型及び／又は取外し可能とすることができ、例えば、読出し専用メモ
リ、フラッシュ・メモリ、磁気記憶デバイス、例えば、ハード・ディスク、フロッピー・
ディスク・ドライブ、磁気テープ、光ディスク・ドライブ及び／又は媒体、不揮発性ラン
ダム・アクセス・メモリ（ＮＶＲＡＭ：ｎｏｎ－ｖｏｌａｔｉｌｅ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃ
ｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）などを含むことができる。揮発性メモリ４０と同様に、不揮発
性メモリ４２は、データの一時記憶のためのキャッシュ領域を含むことができる。揮発性
及び／又は不揮発性メモリの少なくとも一部分はプロセッサ２０に内蔵させることができ
る。メモリは、例えば、本明細書で開示するプロセス２００及び／又は任意の他の動作／
機能などの動作を実行するために本装置によって使用することができる、１つ又はそれ以
上のソフトウェア・プログラム、命令、情報の断片、データなどを格納することができる
。メモリは、装置１０を一意的に識別することができる、国際携帯電話機体識別（ＩＭＥ
Ｉ：ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｍｏｂｉｌｅ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ）コードのような識別子を備えることができる。例示的な実施形態におい
て、プロセッサ２０は、メモリ４０及び／又は４２に格納されたコンピュータ・コードを
用いて、プロセス２００に関して本明細書で開示する１つ又はそれ以上の態様を制御する
ように及び／又はもたらすように、構成することができる。
【００４８】
　本明細書で開示する実施形態の幾つかは、ソフトウェア、ハードウェア、アプリケーシ
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ョン・ロジック、又は、ソフトウェア、ハードウェア、及びアプリケーション・ロジック
の組合せで実装することができる。ソフトウェア、アプリケーション・ロジック、及び／
又はハードウェアは、例えば、メモリ４０、制御装置２０、又は電子的構成要素の上に存
在することができる。幾つかの例示的な実施形態において、アプリケーション・ロジック
、ソフトウェア又は命令セットは、種々の従来型のコンピュータ可読媒体のいずれか１つ
に保持される。この明細書の文脈において、「コンピュータ可読媒体」は、コンピュータ
又は図３に例を示すデータ・プロセッサ回路などの命令実行システム、装置、又はデバイ
スによって又はそれらに関連して使用するための、命令を含み、格納し、通信し、伝え、
又は伝送することができる任意の非一時的媒体とすることができ、コンピュータ可読媒体
は、命令実行システム、装置、又はデバイス、例えば、コンピュータによって又はそれら
と関連して使用するための命令を含むか又は格納することができる任意の媒体とすること
ができる非一時的コンピュータ可読記憶媒体を備えることができる。
【００４９】
　図４は、幾つかの例示的な実施形態による、例えば基地局１１０Ａ、Ｂ、及び／又はＣ
において実装することができる無線アクセス・ポイント５００の例示的な実装を示す。無
線アクセス・ポイントは、ダウンリンクを介して送信するように構成され、さらにアンテ
ナ（単数又は複数）５２０を介してアップリンクを受信するように構成された１つ又はそ
れ以上のアンテナ５２０を含むことができる。無線アクセス・ポイントは、さらに、アン
テナ（単数又は複数）５２０に結合された複数の無線インタフェース５４０を含むことが
できる。無線インタフェース５４０は、ＬＴＥ、ＷＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、省電力
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＮＦＣ、無線周波数識別子（ＲＦＩＤ：ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）、超広帯域（ＵＷＢ：ｕｌｔｒａｗｉｄｅｂａｎｄ）、
ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、ＡＮＴなどのうちの１つ又はそれ以上を含む複数の無線アク
セス技術に対応することができる。無線インタフェース５４０は、フィルタ、変換器（例
えば、デジタル・アナログ変換器など）、マッパ、高速フーリエ変換（ＦＦＴ：Ｆａｓｔ
　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）モジュールなどの構成要素を、１つ又はそれ以
上のダウンリンクを介した送信のためのシンボルを生成するため、及び、シンボルを受信
する（例えば、アップリンクを介して）ために、含むことができる。無線アクセス・ポイ
ントはさらに、無線アクセス・ポイント５００を制御するため、及びメモリ５３５内に格
納されているプログラム・コードにアクセスし及びそれを実行するための、プロセッサ５
３０のような１つ又はそれ以上のプロセッサを含むことができる。幾つかの例示的な実施
形態において、メモリ５３５はコードを含み、このコードは少なくとも１つのプロセッサ
によって実行されると、プロセス２００において、ネットワークに関して本明細書で説明
した１つ又はそれ以上の動作を引き起こし、この動作は、例えば、第１サブフレームにつ
いて実行される第１の測定及び第２サブフレームについて実行される第２の測定を少なく
とも表示する測定構成情報であって、第１サブフレームはマルチキャスト・ブロードキャ
スト・サブフレームによって伝えられ、第２サブフレームは非マルチキャスト・ブロード
キャスト・サブフレームによって伝えられる、測定構成情報を、ユーザ機器によって受信
することと、受信された測定構成情報に従って１つ又はそれ以上の測定を実行することと
、を含む。
【００５０】
　添付の特許請求の範囲、解釈、又は応用を決して限定することなく、本明細書で開示す
る１つ又はそれ以上の例示的な実施形態の技術的効果は、ＭＢＳＦＮデータ送信が不規則
である場合にも、ＭＢＳＦＮカバレッジに関する関連情報を提供する。
【００５１】
　本明細書に記載の主題は、所望の構成に応じて、システム、装置、方法、及び／又は物
品に具体化することができる。例えば、本明細書で説明する基地局及びユーザ機器（又は
その中の１つ若しくはそれ以上の構成要素）及び／又はプロセスは、プログラム・コード
を実行するプロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（
ＤＳＰ：ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、組込みプロセッサ、フ
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のうちの１つ又はそれ以上を用いて実装することができる。これらの様々な実装は、少な
くとも１つのプログラム可能なプロセッサを含むプログラム可能なシステム上で実行可能
及び／又は解釈可能な１つ又はそれ以上のコンピュータ・プログラムにおける実装を含み
、ここで、プログラム可能プロセッサは専用であっても汎用であってもよく、記憶システ
ム、少なくとも１つの入力デバイス、及び少なくとも１つの出力デバイスに、それらから
データ及び命令を受信し及びそれらにデータ及び命令を送信するように、結合することが
できる。これらのコンピュータ・プログラム（プログラム、ソフトウェア、ソフトウェア
・アプリケーション、アプリケーション、コンポーネント、プログラム・コード、又はコ
ードとしても知られる）は、プログラム可能プロセッサ用の機械命令を含み、高級手続き
及び／若しくはオブジェクト指向プログラミング言語において、並びに／又はアセンブリ
／機械言語において実装することができる。本明細書で用いる場合、用語「コンピュータ
可読媒体」は、任意のコンピュータ・プログラム製品、機械可読媒体、コンピュータ可読
記憶媒体、機械命令及び／又はデータをプログラム可能プロセッサに提供するのに使用さ
れ、機械命令を受け取る機械可読媒体を含む、装置及び／又はデバイス（例えば、磁気デ
ィスク、光ディスク、メモリ、プログラム可能論理デバイス（ＰＬＤ：Ｐｒｏｇｒａｍｍ
ａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ））を指す。同様に、本明細書において、プロセッ
サ、及びプロセッサに結合されたメモリを含むことができるシステムもまた説明される。
メモリは、本明細書で説明した１つ又はそれ以上の動作をプロセッサに実行させる１つ又
はそれ以上のプログラムを含むことができる。
【００５２】
　上で、幾つかの変形物を詳しく説明したが、他の変更物又は付加物も可能である。具体
的には、本明細書において説明したものに加えて、さらに別の特徴及び／又は変形物を提
供することができる。さらに、上記の実装は、開示した特徴の様々な組合せ及び副組合せ
、並びに／又は上で開示した幾つかのさらに別の特徴の組合せ及び副組合せに向けること
ができる。他の実施形態が添付の特許請求の範囲に入り得る。
【００５３】
　所望であれば、本明細書で説明した異なる機能を、互いに異なる順序で及び／又は同時
に実行することができる。さらに、所望であれば、上記の機能の１つ又はそれ以上を随意
的なものとすることができ、又は組み合せることができる。幾つかの実施形態の様々な態
様が、独立請求項において説明されるが、幾つかの実施形態の他の態様は、請求項におい
て明示的に説明される組合せだけでなく、説明された実施形態及び／又は従属請求項から
の特徴と独立請求項の特徴との他の組合せを含む。またここで、上記は例示的な実施形態
を説明するが、これらの説明は、限定する意味で考えられるべきではないことに留意され
たい。むしろ、添付の特許請求の範囲において定められる幾つかの実施形態の範囲から逸
脱せずに生成することができる幾つかの変形物及び変更物が存在する。他の実施形態が添
付の特許請求の範囲に入り得る。用語「～に基づいて」は、「少なくとも、～に基づいて
」を含む。語句「～のような（ｓｕｃｈ　ａｓ）」の使用は、特に別に指示されない限り
、「例えば～のような（ｓｕｃｈ　ａｓ　ｆｏｒ　ｅｘａｍｐｌｅ）」を意味する。
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【手続補正書】
【提出日】平成28年12月13日(2016.12.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第１の測定及び第２
セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第２の測定を表示する測定
構成情報であって、前記第１セットのサブフレームはマルチキャスト・ブロードキャスト
・モバイル・サービスに関連付けられ、前記第２セットのサブフレームは非マルチキャス
ト・ブロードキャスト・モバイル・サービスに関連付けられる、前記測定構成情報を、ユ
ーザ機器によって受信することと；
　前記受信された測定構成情報に従って、１つ又はそれ以上の測定を実行することと；
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定の１つ又はそれ以上の第２の測定結果で補完された
前記１つ又はそれ以上の第１の測定の１つ又はそれ以上の第１の測定結果を報告すること
と；
を含む方法。
【請求項２】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定結果は非連続的である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定結果の中の１つ又はそれ以上のギャップが、前記１
つ又はそれ以上の第２の測定結果で埋められる、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定結果は、前記１つ又はそれ以上の第２の測定結果と
一緒に報告される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定は、マルチキャスト・ブロードキャスト・モバイル
・サービス・サブフレームについて実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定は、前記マルチキャスト・ブロードキャスト・モバ
イル・サービス・サブフレームの基準信号から実行される、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定は、無線リソース管理目的のために実行される、請
求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定は、接続状態モビリティ測定又はアイドル状態モビ
リティ測定のうちの少なくとも１つを含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定は、共通基準信号から実行される、請求項７又は８
に記載の方法。
【請求項１０】
　前記１つ又はそれ以上の測定は、アイドル状態又は接続状態において実行される、請求
項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定結果は、複数のセルに関する結果を含む、請求項１
に記載の方法。
【請求項１２】
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　セル結果はセル識別に関連付けられる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定結果は、マルチキャスト・ブロードキャスト単一周
波数ネットワーク搬送波の周波数と同じ周波数上のセルに関して報告される、請求項１に
記載の方法。
【請求項１４】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定結果は、マルチキャスト・ブロードキャスト単一周
波数ネットワーク搬送波の周波数と異なる周波数上のセルに関して報告される、請求項１
に記載の方法。
【請求項１５】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定結果は、基準信号受信電力測定、基準信号受信品質
測定、受信信号強度インジケータ測定、又はブロック誤り率測定のうちの少なくとも１つ
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定結果は、基準信号受信電力測定、基準信号受信品質
測定、又は受信信号強度インジケータ測定のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項１７】
　処理手段及び記憶手段を備える装置であって、前記記憶手段はプログラム命令を格納し
、前記プログラム命令は、前記処理手段に実行されると、前記装置に、請求項１から１６
のいずれかに記載の方法を遂行させるように構成される、装置。
【請求項１８】
　装置の処理手段に実行されると、前記装置に、請求項１から１６のいずれかに記載の方
法を遂行させるように構成されるプログラム命令を備える、コンピュータプログラム。
【請求項１９】
　装置であって、
　第１セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第１の測定及び第２
セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第２の測定を表示する測定
構成情報であって、前記第１セットのサブフレームはマルチキャスト・ブロードキャスト
・モバイル・サービスに関連付けられ、前記第２セットのサブフレームは非マルチキャス
ト・ブロードキャスト・モバイル・サービスに関連付けられる、前記測定構成情報を、前
記装置によって受信する手段と；
　前記受信された測定構成情報に従って、１つ又はそれ以上の測定を実行する手段と；
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定の１つ又はそれ以上の第２の測定結果で補完された
前記１つ又はそれ以上の第１の測定の１つ又はそれ以上の第１の測定結果を報告する手段
と；
を備える装置。
【請求項２０】
　第１セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第１の測定及び第２
セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第２の測定を表示する測定
構成情報であって、前記第１セットのサブフレームはマルチキャスト・ブロードキャスト
・モバイル・サービスに関連付けられ、前記第２セットのサブフレームは非マルチキャス
ト・ブロードキャスト・モバイル・サービスに関連付けられる、前記測定構成情報を、ネ
ットワーク・ノードによって送信することと；
　前記測定構成情報に応じて、前記１つ又はそれ以上の第２の測定の１つ又はそれ以上の
第２の測定結果で補完された前記１つ又はそれ以上の第１の測定の１つ又はそれ以上の第
１の測定結果を含む１つ又はそれ以上の報告を受信することと；
を含む方法。
【請求項２１】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定結果は、前記１つ又はそれ以上の第２の測定結果と
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一緒に報告される、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記１つ又はそれ以上の第１の測定は、マルチキャスト・ブロードキャスト・モバイル
・サービス・サブフレームについて実行される、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　前記１つ又はそれ以上の第２の測定は、無線リソース管理目的のために実行される、請
求項２０に記載の方法。
【請求項２４】
　受信された１つ又はそれ以上の報告に基づいて、マルチキャスト・ブロードキャスト単
一周波数ネットワークの少なくとも変調及び符号化方式を調整することをさらに含む、請
求項２０に記載の方法。
【請求項２５】
　処理手段及び記憶手段を備える装置であって、前記記憶手段はプログラム命令を格納し
、前記プログラム命令は、前記処理手段に実行されると、前記装置に、請求項２０から２
４のいずれかに記載の方法を遂行させるように構成される、装置。
【請求項２６】
　ネットワーク・ノードとして構成される、請求項２５に記載の装置。
【請求項２７】
　装置の処理手段に実行されると、前記装置に、請求項２０から２４のいずれかに記載の
方法を遂行させるように構成されるプログラム命令を備える、コンピュータプログラム。
【請求項２８】
　装置であって、
　第１セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第１の測定及び第２
セットのサブフレームについて実行される１つ又はそれ以上の第２の測定を表示する測定
構成情報であって、前記第１セットのサブフレームはマルチキャスト・ブロードキャスト
・モバイル・サービスに関連付けられ、前記第２セットのサブフレームは非マルチキャス
ト・ブロードキャスト・モバイル・サービスに関連付けられる、前記測定構成情報を、前
記装置によって送信する手段と；
　前記測定構成情報に応じて、前記１つ又はそれ以上の第２の測定の１つ又はそれ以上の
第２の測定結果で補完された前記１つ又はそれ以上の第１の測定の１つ又はそれ以上の第
１の測定結果を含む１つ又はそれ以上の報告を、受信する手段と；
を備える装置。



(23) JP 2017-519410 A 2017.7.13

10

20

30

40

【国際調査報告】



(24) JP 2017-519410 A 2017.7.13

10

20

30

40



(25) JP 2017-519410 A 2017.7.13

10

20

30

40



(26) JP 2017-519410 A 2017.7.13

10

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,H
R,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

Ｆターム(参考) 5K067 DD44  DD45  DD46  EE02  EE10  EE22  GG01  LL11 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment
	search-report
	overflow

