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(57)【要約】
ＭＢＭＳセッションが継続していない隣接セルの再選択
によるＭＢＭＳセッション受信中のサービスの途切れを
最小限にするシステム及び方法を提供する。移動局（Ｍ
Ｓ）は、ターゲットセル及びＭＢＭＳサービスＩＤ（す
なわち、ＢＳＩＣ、隣接セルインデックス及び一時的な
ＭＢＭＳグループＩＤ（ＴＭＧＩ））をネットワークに
示す。このことは、この情報をＲＬＣ／ＭＡＣメッセー
ジ例えばパケットダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ内に入
れて、または、新たなメッセージを用いてネットワーク
に送信することによって達成される。ネットワークが割
り当てできるリソースを有する場合、ネットワークは、
ＭＳによって示されたＭＢＭＳセッションに対してリソ
ースを割り当て、パケットダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣ
Ｋまたは新たなメッセージを受信の際、対応のＭＢＭＳ
隣接セル情報をＭＳに送信することができる。次に、Ｍ
ＳがＭＢＭＳ隣接セル情報を受信すると、ＭＳは、ＭＢ
ＭＳ隣接セル情報によって示されたターゲットセルを再
選択する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局（Mobile Station；ＭＳ）に対する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（Multimedia Broadcast/Multicast Service；ＭＢＭＳ）セッションはサ
ービングセルにおいてアクティブであるが、隣接セルにおいては非アクティブである場合
のセル再選択によるＭＢＭＳセッション受信中のサービスの途切れにおける途切れを最小
限にする方法であって、
　前記ＭＢＭＳセッションがアクティブであるセルにおいて前記ＭＢＭＳセッションを監
視するステップと、
　ＲＬＣ／ＭＡＣ（Radio Link Control/Medium Access Control）メッセージで、ターゲ
ットセルのＩＤ及びＭＢＭＳサービスのＩＤを前記ＭＳから前記ネットワークに送信する
ステップと、
　前記ＲＬＣ／ＭＡＣメッセージ内の前記ターゲットセルＩＤ及び前記ＭＢＭＳサービス
ＩＤに基づき、前記ターゲットセルにおいて、ＭＢＭＳセッションのためにリソースを割
り当てるステップと、
　前記リソースの割り当て後にＭＢＭＳ隣接セル情報を前記ネットワークから前記ＭＳに
転送するステップと、
　前記ＭＢＭＳ隣接セル情報の受信して、前記ＭＳに対する前記ターゲットセルを再選択
するステップと
を含む方法。
【請求項２】
　前記ターゲットセルＩＤが送受信基地局識別コード（ＢＳＩＣ）隣接セルインデックス
である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＭＢＭＳサービスＩＤが一時的なＭＢＭＳグループＩＤ（ＴＭＧＩ）を含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＭＢＭＳサービスＩＤが一時的なＭＢＭＳグループＩＤ（ＴＭＧＩ）及びＭＢＭＳ
セッションＩＤを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＭＢＭＳサービスＩＤが一時的なＭＢＭＳグループＩＤを一意的に識別する、請求
項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＭＢＭＳサービスＩＤが一時的なＭＢＭＳグループＩＤ（ＴＭＧＩ）及びＭＢＭＳ
セッションＩＤを一意的に識別する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＲＬＣ／ＭＡＣメッセージが、前記監視されているＭＢＭＳセッションに属するＲ
ＬＣデータブロックに対する肯定応答状態を示すパケットダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ
メッセージである、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＲＬＣ／ＭＡＣメッセージが、前記監視されているＭＢＭＳセッションに属するＲ
ＬＣデータブロックに対する肯定応答状態を示す新たなＲＬＣ／ＭＡＣメッセージである
、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＭＢＭＳ隣接セル情報が前記ネットワークから受信されるまで前記ＭＳがセル再選
択を遅延する、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ターゲットセルにおいて前記ＭＳに割り当てるためリソースが利用できる場合に前
記ネットワークがＭＢＭＳ隣接セル情報を送信する、請求項２に記載の方法。
【請求項１１】
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　前記ＭＳがリソースセル内に長くとどまり過ぎないようにするため、所定のパラメータ
が設定される、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＭＢＭＳ隣接セル情報が受信されないままであって、前記所定のパラメータが負の
値を有する場合、前記ＭＳが通常のセル再選択を実行する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＭＢＭＳ隣接セル情報が受信されないままであって、別のセルが一定のデシベルレ
ベルよりも高い信号レベルを有する場合、前記移動局が通常のセル再選択を実行する、請
求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記所定のパラメータがＣ１である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記所定のパラメータがＣ１である、請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記所定のパラメータがＣ１である、請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　Ｃ１がパス損失基準である、請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　隣接セルのＢＣＣＨ搬送波の信号レベルがソースセルの前記ＢＣＣＨ搬送波の前記信号
レベルよりも非常に高い場合に直接セル再選択が発生することを確実にする再選択履歴が
用いられる、請求項９に記載の方法。
【請求項１９】
　再選択履歴を達成するため、現在のセルの前記ＢＣＣＨ搬送波の測定された信号強度に
オフセット値が追加される、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　移動局（ＭＳ）に対する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）セッションはサービングセルにおいてアクティブであるが、隣接セルにおいて
は非アクティブである場合のセル再選択によるＭＢＭＳセッション受信中のサービスの途
切れを最小限にするシステムであって、
　前記ＭＢＭＳセッションがアクティブであるセルにおいて前記ＭＢＭＳセッションを監
視する手段と、
　ＲＬＣ／ＭＡＣメッセージで、ターゲットセルのＩＤ及びＭＢＭＳサービスのＩＤをＭ
Ｓから前記ネットワークに送信する手段と、
　前記ＲＬＣ／ＭＡＣメッセージ内の前記ターゲットセルＩＤ及び前記ＭＢＭＳサービス
ＩＤに基づき、前記ターゲットセルにおいて、ＭＢＭＳセッションのためにリソースを割
り当てる手段と、
　前記リソースの割り当て後にＭＢＭＳ隣接セル情報を前記ネットワークから前記ＭＳに
転送する手段と、
　前記ＭＢＭＳ隣接セル情報を受信して、前記ＭＳに対する前記ターゲットセルを再選択
する手段と
を含むシステム。
【請求項２１】
　前記ターゲットセルＩＤが送受信基地局識別コード（ＢＳＩＣ）隣接セルインデックス
である、請求項２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記ＭＢＭＳサービスＩＤが一時的なＭＢＭＳグループＩＤ（ＴＭＧＩ）である、請求
項２０に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記ＲＬＣ／ＭＡＣメッセージがパケットダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫである、請求
項２０に記載のシステム。
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【請求項２４】
　コンピュータ可読プログラムコードを有するコンピュータ使用可能媒体を備える、ＭＢ
ＭＳセッション受信中のサービスの途切れを最小限にするシステムで用いるコンピュータ
プログラム製品であって、前記コンピュータ可読プログラムコードは、
　前記ＭＢＭＳセッションがアクティブであるセルにおいて前記ＭＢＭＳセッションを監
視するプログラムコードと、
　ＲＬＣ／ＭＡＣメッセージで、ターゲットセルのＩＤ及びＭＢＭＳサービスのＩＤをＭ
Ｓから前記ネットワークに送信するプログラムコードと、
　前記ＲＬＣ／ＭＡＣメッセージ内の前記ターゲットセルＩＤ及び前記ＭＢＭＳサービス
ＩＤに基づき、前記ターゲットセルにおいて、ＭＢＭＳセッションのためにリソースを割
り当てるプログラムコードと、
　前記リソースの割り当て後にＭＢＭＳ隣接セル情報を前記ネットワークから前記ＭＳに
転送するプログラムコードと、
　前記ＭＢＭＳ隣接セル情報を受信して、前記ＭＳに対する前記ターゲットセルを再選択
するプログラムコードと
を含むコンピュータプログラム製品。
【請求項２５】
　移動局であって、
　処理ユニットと、
　前記処理ユニットに接続されたメモリと、
　前記処理ユニットに接続された表示装置と、
　各機構が固有の機能アプリケーションを提供する複数の内部機構であって、前記移動局
のハードウェア、ファームウェア及び／またはオペレーティングシステム内に配置されて
いる複数の内部機構と、
　前記処理ユニットに接続され、遠隔位置に配置されたコントローラと通信するのに適す
るセルラー送受信機と、
を含み、
　ＲＬＣ／ＭＡＣメッセージでターゲットセルのＩＤ及びＭＢＭＳサービスのＩＤをネッ
トワークに送信し、リソースの割り当て後にＭＢＭＳ隣接セル情報を前記ネットワークか
ら受信し、前記ＭＢＭＳ隣接セル情報を受信してターゲットセルを再選択する移動局。
【請求項２６】
　前記ターゲットセルＩＤが送受信基地局識別コード（ＢＳＩＣ）隣接セルインデックス
である、請求項２５に記載の移動局。
【請求項２７】
　前記ＭＢＭＳサービスＩＤが一時的なＭＢＭＳグループＩＤ（ＴＭＧＩ）である、請求
項２５に記載の移動局。
【請求項２８】
　前記ＲＬＣ／ＭＡＣメッセージがパケットダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫである、請求
項２５に記載の移動局。
【請求項２９】
　ＭＢＭＳセッションがアクティブであるセルにおいて前記ＭＢＭＳセッションを監視す
る手段と、
　ＭＳからネットワークに送信されたＲＬＣ／ＭＡＣメッセージ内のターゲットセルＩＤ
及びＭＢＭＳサービスＩＤを受信する手段と、
　前記ＲＬＣ／ＭＡＣメッセージ内の前記ターゲットセルＩＤ及び前記ＭＢＭＳサービス
ＩＤに基づき、前記ターゲットセルにおいて、ＭＢＭＳセッションのためにリソースを割
り当てる手段と、
　前記リソースの割り当て後にＭＢＭＳ隣接セル情報を前記ＭＳに転送する手段と、
　前記ＭＢＭＳ隣接セル情報を受信の際、前記ターゲットセルを再選択するよう前記ＭＳ
に命令する手段と
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を含む基地局送受信機。
【請求項３０】
　前記ターゲットセルＩＤが送受信基地局識別コード（ＢＳＩＣ）隣接セルインデックス
である、請求項２９に記載の基地局送受信機。
【請求項３１】
　前記ＭＢＭＳサービスＩＤが一時的なＭＢＭＳグループＩＤ（ＴＭＧＩ）である、請求
項２９に記載の基地局送受信機。
【請求項３２】
　前記ＲＬＣ／ＭＡＣメッセージがパケットダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫである、請求
項２９に記載の基地局送受信機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２００４年９月１４日に提出した米国特許仮出願第６０／６０９，７８７号か
ら優先権を主張する。
【０００２】
　本発明は、ブロードキャストモード及びマルチキャストモード中、データを送信／受信
するシステム及び方法に関し、特に、セッションが送信されている隣接セル間における情
報の相互交換による信号伝達負荷を最小限にし、高いレベルの信号が発生する場合にＭＢ
ＭＳ隣接セル情報メッセージをサービングセルに送信するために必要とされる時間を減少
させる方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ＭＢＭＳ（Multimedia Broadcast/Multicast Service；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）は、データが単一ソースエンティティから、特定区域内に
位置するユーザ群へ送信される単一方向ポイントツーマルチポイント（ｐ‐ｔ‐ｍ）マル
チキャスト／ブロードキャストサービスである。ＭＢＭＳは、単一ソースエンティティか
らサービス区域内の多数のユーザへのテキスト、音声、写真または映像のようなマルチメ
ディアデータの単一方向ｐ‐ｔ‐ｍ双方向ポイントツーポイント（ｐ‐ｔ‐ｐ）送信の選
択を含むことができる。第３世代パートナーシッププロジェクト（3GPP）技術仕様（TS）
22.146，「Multimedia Broadcast/Multicast Service；Stage 1」に記述されているよう
に、ＭＢＭＳの目標は、無線マルチキャストとして無線インターフェースを介する単一送
信でのｐ‐ｔ‐ｐサービスの複数インスタンスの供給を可能にすることである。所定のＭ
ＢＭＳサービスの「サービス区域」は、これ以降、サービスを利用できる地理的な区域（
すなわち、一連のセル）として理解されるべきである。
【０００４】
　ＭＢＭＳは、２つのモード、すなわち、ブロードキャストモード及びマルチキャストモ
ードを有する。これら２つのモード間の主な違いは、ブロードキャストモードにおいてサ
ービス区域内のすべてのＭＢＭＳユーザが送信データの受信の対象となるのに対して、マ
ルチキャストモードでは、データの受信に対してサービス区域内のＭＢＭＳユーザのサブ
セットのみにアドレス指定することができるということである。3GPP TS22.146，「Multi
media Broadcast/Multicast Service;Stage 1」に記述されているように、マルチキャス
トモードは、一般的に、サービスを受信する前にユーザがマルチキャストグループにサブ
すくライブするように要求する。
【０００５】
　GP‐042013，「Assisted Cell Change during MBMS p‐t‐m Transmission」，シーメ
ンス，テレコムイタリアＳ．ｐ．Ａ，ボーダフォン，3GPP TSG GERAN#21（カナダ，モン
トリオール）では、所定のセッションに対する隣接セル内のＭＢＭＳベアラ（ｐ‐ｔ‐ｍ
チャネル）についての情報をソースセルに供給するための解決策が記述されている。図１
に関して、パケットブロードキャスト制御チャネル（Ｐ‐ＢＣＣＨ）情報の獲得中、また
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は、ルーティング区域更新手続き中、移動局（ＭＳ）は、新たなセルが選択されたら直ぐ
にターゲットセル内でＭＢＭＳデータの受信を再開できる場合ことが好ましい。
【０００６】
　ＭＢＭＳトラフィックチャネル構成及びＭＢＭＳサービスＩＤ情報は、隣接セルシステ
ム情報をサービングセルに伝達するのに用いられる従来のパケット隣接セルデータ（ＰＮ
ＣＤ）メッセージのような既存の無線リンク制御／メディアアクセス制御（Radio Link C
ontrol/Medium Access Control；ＲＬＣ／ＭＡＣ）メッセージを介して送信される。ある
いはまた、ＭＢＭＳトラフィックチャネル構成及びＭＢＭＳサービスＩＤ情報は、ＭＢＭ
Ｓトラフィックｐ‐ｔ‐ｍチャネルと関連するパケット関連制御チャネル（ＰＡＣＣＨ）
上で送信される新たなメッセージで送信される。本明細書では、新たなメッセージは、Ｐ
ＮＣＤメッセージまたは新たなメッセージにかかわらず、ＭＢＭＳ隣接セル情報として定
義される。
【０００７】
　ＭＢＭＳ隣接セル情報（セルＣ、セッションＳ）は、少なくとも（i）隣接セルＣの識
別を可能にするパラメータ、（ii）セッションＳがセルＣに送信されるＭＢＭＳベアラ（
ｐ‐ｔ‐ｍチャネル）のパラメータ、及び／または、（iii）セッションＳの識別子を含
むＭＢＭＳ隣接セル情報メッセージを意味する。この情報は、以下の理由により、すなわ
ち、（i）サービングセルにＭＢＭＳデータの開始を転送した後、利用可能な情報をユー
ザに可能な限り提供する手段のため、（ii）ＭＢＭＳベアラ（ｐ‐ｔ‐ｍチャネル）が再
構成される場合のために、または、特定の隣接セル内に新たなＭＢＭＳサービスの開始が
生じた場合のために送信される。この場合、基地局コントローラ（ＢＳＣ）は、パケット
関連制御チャネル（ＰＡＣＣＨ）上に新たなベアラ構成を特定の隣接セルにブロードキャ
ストする。更に、この情報は、以下の理由により、すなわち、（iii）セルに入る（例え
ば、遅い到着）移動局（ＭＳ）（例えば、携帯電話、ＰＤＡなど）が情報を獲得するため
、情報の周期的反復が必要とされる場合のために、（iv）無線インターフェース上で起こ
りうるエラーを考慮するために情報の反復が更に必要とされる場合のために送信される。
【０００８】
　ブロードキャストモード及びマルチキャストモード中にデータを受信する従来の方法と
関連する主な問題は、ＭＳが再選択する隣接セルにおいて現在のＭＢＭＳセッションが非
アクティブである場合に発生する、セルの再選択におけるＭＢＭＳセッション受信中のサ
ービスの途切れである。実際には、ＭＳがこのセルを再選択した後、このセル内でこのＭ
ＢＭＳセッションの確立を要求することが必要となる。更に、ＭＳがこのＭＢＭＳセッシ
ョンを獲得できない期間中、このセル内のこのＭＢＭＳセッションを確立する必要性がネ
ットワークに要求される。
【０００９】
　従って、ＭＳがサービングセルにおいて受信しているＭＢＭＳセッションが、ＭＳが再
選択する隣接セルにおいて継続していない場合に発生するサービスの途切れを最小限にす
る必要がある。
【非特許文献１】3GPP TS22.146 "Multimedia Broadcast/Multicast Service; Stage 1"
【非特許文献２】3GPP TSG GERAN#21 "Assisted Cell Change during MBMS p‐t‐m Tran
smission"
【発明のまとめ】
【００１０】
　本発明は、ＭＢＭＳセッションが継続していない隣接セルの再選択によるＭＢＭＳセッ
ション受信中のサービスの途切れを最小限にするシステム及び方法に関する。
【００１１】
　本発明は、ＭＢＭＳセッション中に動作しているＭＳに対し、ＭＳを現在サービスして
いるセル内で受信されたＭＢＭＳ隣接セル情報メッセージに基づいて、ＭＳが再選択しよ
うとする隣接セルにおいて現在のＭＢＭＳセッションがアクティブでないことを決定する
手段を提供する。本発明は、ＭＳが隣接セルのＩＤと、アクティブであるＭＢＭＳセッシ
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ョンとをネットワークに供給する手段を提供する。　
【００１２】
　本発明の好適な実施形態では、継続している送信が、ＭＳが選択しようとする隣接セル
内では確立されていない場合において、ネットワークには、ＭＢＭＳセッションの送信を
開始するための手段が提供される。更に、このセッションに対するＭＢＭＳベアラが前に
確立されていなかった場合、ネットワークには、このセッションに対してＭＢＭＳベアラ
を隣接セル内で迅速に確立及び／または割り当てる機能が提供される。このことは、セッ
ションが非アクティブである特定の隣接セルへ少なくとも１つのＭＳが移動しようとして
いるという充分な教示をサービングセル内の少なくとも１つのＭＳからネットワークが受
信した場合に発生する。
【００１３】
　本発明の好適な実施形態では、ＭＳは、現在のＭＢＭＳがターゲットセル内で進行中で
ないことを決定した場合、ＭＳは、このことを、ＲＬＣ／ＭＡＣメッセージ内でターゲッ
トセルのＩＤ及びＭＢＭＳセッションを示すことによってネットワークに通知する。この
場合、移動局がセルを再選択する前にＭＢＭＳチャネルを割り当てることができる。結果
として、ＭＢＭＳサービスが利用できない時間は最小限になり、従って、損失データの減
少が達成される。この減少されたデータ損失はサービス品質を改善し、かつ／または、ポ
イントツーポイント修復によって生じるネットワーク負荷を減少させる。
【００１４】
　本発明のその他の目的及び特徴は、添付図面と併せて考慮される以下の詳細な説明から
明らかになる。しかし、当然のことながら、図面は、本発明を制限する定義としてではな
く例示の目的のためにのみ設計されている。本発明を制限する定義については、特許請求
の範囲を参照すべきである。当然のことながら、更に、図面は、本明細書で記述された構
造及び手続きを単に概念的に示すものである。
【００１５】
　本発明の前述した利点及び特徴、並びにその他の利点及び特徴は、添付図面を参照して
、以下に与えられる本発明の好適な実施形態の詳細な説明から明らかになる。
【現在好適な実施形態の詳細な説明】
【００１６】
　本発明は、ＭＳが再選択する隣接セルにおいて現在のＭＢＭＳセッションがアクティブ
でない場合に生じるＭＢＭＳセッション受信中のサービスの途切れを最小限にするシステ
ム及び方法である。
【００１７】
　図２に関して、図２は、複数の移動端末または局１０を含む例示的な無線通信システム
１の一実施形態を示す簡略化ブロック図である。２つの移動局（ＭＳ）１０が示され、一
方はＭＳ＃１と指定され、他方はＭＳ＃２と指定されている。図２には、例えば、公衆交
換電話網（ＰＳＴＮ）のような通信ネットワークに接続している移動交換局（ＭＳＣ）３
と、少なくとも１つの基地局コントローラ（ＢＳＣ）４と、所定の無線インターフェース
規格に従って移動局１０へ物理チャネル及び論理チャネルの両方をフォワードまたはダウ
ンリンク方向に送信する複数の送受信基地局（ＢＴＳ）５とを有する例示的なネットワー
クオペレータ２をも示す。携帯発信アクセスリクエスト及びトラフィックと、本発明を実
施する信号とを伝達する逆またはアップリンク通信パスは移動局１０からネットワークオ
ペレータまで存在すると仮定する。ＢＴＳ５は、異なるサイズ、異なる周波数などとする
ことができるセルを既定する。
【００１８】
　無線インターフェース規格は時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）無線インターフェースに
準拠することができ、ネットワークを、ユニバーサル移動通信システム（ＵＭＴＳ）ネッ
トワークまたはその他のタイプのネットワークとすることができる。しかし、本発明の教
示は、その他のネットワークタイプと同様に符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）ネットワ
ークにも等しく適用する。
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【００１９】
　ネットワークオペレータ２は、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージのよ
うな、ＭＳ１０に対するメッセージを受信し転送するメッセージサービスセンター（ＭＳ
ＣＴ）６、または、電子メール及び補足データサービスを含む任意の無線メッセージング
技術を含むことができる。更に、画像メッセージ、映像メッセージ、音声メッセージ、テ
キストメッセージ、実行ファイルなど、及びそれらの組み合わせをネットワークと移動局
との間で転送することができるマルチメディアメッセージングサービス（ＭＭＳ）として
知られ、開発中にあるようなＳＭＳへの機能強化を用いることができる。
【００２０】
　移動局（ＭＳ）１０は、表示装置１４の入力に結合された出力と、キーボードまたはキ
ーパッド１６の出力に結合された入力とを有するマイクロ制御ユニット（ＭＣＵ）１２を
典型的に含む。ＭＳ１０を、セルラー、携帯電話またはパーソナルコミュニケータのよう
なハンドヘルド無線電話と考えることができ、ＭＳ１０は、音声通信を行うマイクロホン
及びスピーカ（図示せず）を有することができる。ＭＳ１０を、使用中、別の装置に接続
されるカードまたはモジュールにも含めることができる。例えば、ＭＳ１０を、ラップト
ップまたはノート型コンピュータのような携帯用データプロセッサ、または、ユーザによ
って装着できるコンピュータ内に使用中取り付けられるＰＣＭＣＩＡまたは類似のタイプ
のカードまたはモジュールに含めることができる。
【００２１】
　ＭＣＵ１２は、オペレーティングプログラムを格納する読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）
と、必要なデータ、スクラッチパッドメモリ、受信データパケット、及び、送信のために
用意されたデータパケットなどを一時的に格納するランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と
を含む何らかのタイプのメモリ１３を含むか、または、これに結合されていると仮定され
る。メモリ１３は、セルの再選択を実行するＭＳ１０によって用いられる様々なパラメー
タを格納すると仮定される。
【００２２】
　別個の取り外し可能なＳＩＭ（図示せず）をも設けることができる。ＳＩＭは、例えば
、好ましい公衆移動網（ＰＬＭＮ）リスト及びその他の加入者関連情報を格納する。ＲＯ
Ｍは、本発明の目的のため、本発明の好適な実施形態に従って動作するよう要求されるソ
フトウェアルーチンをＭＣＵ１２に実行させるようにするプログラムを格納すると仮定さ
れる。
【００２３】
　ＭＳ１０は、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）１８または等価な高速プロセッサと、
ネットワークオペレータ２と通信するアンテナ２４に結合された送信機２０及び受信機２
２から成る無線送受信機とを含む無線区域をも含む。受信機２２は、セルを再選択する処
理に用いられる信号測定を行うために用いられる。
【００２４】
　本発明によれば、ＭＳがパケットアイドルモードにある間、ブロードキャスト制御チャ
ネル（ＢＣＣＨ）割り当てに示されたすべてのＢＣＣＨ搬送波は移動局（ＭＳ）１０によ
って監視され、パケットアイドルモード中、ＭＢＭＳベアラ（ｐ‐ｔ‐ｍ）のＩＤは受信
される。最も高い信号レベルを有する非サービス中のＢＣＣＨ搬送波を有するセルのリス
トは、少なくともＢＣＣＨ搬送波割り当て測定に規定された所定の実行平均期間ごとに更
新される。本明細書では、ＭＳが新たなモードで動作すると仮定される。更に、3GPP TS4
5.008 V6.9.0 (2004‐08) TS「Radio Access Network；Radio subsystem link control」
（リリース６）で定義されているように、ＭＳは、最も高い信号レベルを有する非サービ
ス中のセルの各ＢＣＣＨ搬送波に対するセルの再選択に影響を与えるパラメータを含むＢ
ＣＣＨデータブロックを復号化しようとする。
【００２５】
　ＭＳ１０は、送受信基地局識別コード（ＢＳＩＣ）及びＢＣＣＨ搬送波の隣接セルイン
デックスを示す。このことは、これら送受信基地局識別コード（ＢＳＩＣ）及びＢＣＣＨ
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搬送波の隣接セルインデックスをアップリンク無線リンク制御／メディアアクセス制御（
ＲＬＣ／ＭＡＣ）メッセージ例えばパケットダウンリンク肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／
ＮＡＣＫ）に追加するか、または、ネットワークに送信される新たなメッセージを用いる
ことによって達成される。結果として、ＢＳＩＣと、ＭＳの隣接非サービス中のＢＣＣＨ
搬送波の隣接セルインデックスとを搬送するアップリンクＲＬＣ／ＭＡＣメッセージを受
信の際、ＭＳ１０が再選択する可能性が最も高いセルのＩＤがネットワークに供給される
。
【００２６】
　本発明の実施形態では、ＭＳ１０が現在のサービングセル内のＭＢＭＳセッションを監
視している間、受信された隣接ＭＢＭＳセル情報に基づいてＭＢＭＳセッションがターゲ
ットセル内でアクティブにされていないと仮定することができる。本発明のこの実施形態
によれば、再選択が起動されると、ＭＳ１０は、ターゲットセル及びＭＢＭＳサービスＩ
Ｄ（例えば、ＢＳＩＣ、隣接セルインデックス及び一時的なＭＢＭＳグループＩＤ（ＴＭ
ＧＩ））を示す。このことは、この情報をＲＬＣ／ＭＡＣメッセージ例えばパケットダウ
ンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ内に入れて、または、新たなメッセージを用いてネットワーク
に送信することによって達成される。ネットワークが割り当てできるリソースを有する場
合、ネットワークは、ＭＳによって示されたＭＢＭＳセッションに対してリソースを割り
当て、パケットダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫまたは新たなメッセージを受信の際、対応
のＭＢＭＳ隣接セル情報をＭＳ１０に送信することができる。次に、ＭＳ１０によってＭ
ＢＭＳ隣接セル情報を受信すると、ＭＳ１０は、ＭＢＭＳ隣接セル情報によって示された
ターゲットセルを再選択する。
【００２７】
　好ましくは、ＭＳ１０は、割り当てられたＭＢＭＳリソースがターゲットセル内にある
ことを示すＭＢＭＳ隣接セル情報をネットワークから受信するまでセルの再選択を遅延す
ることによってセル再選択ルールに違反することができる。結果として、ＭＳ１０がソー
スセル内に長くとどまり過ぎないようにする手段が必要とされる。このことは、新たなタ
イマを用いることによって達成される。このタイマは、ＭＳにおいてセルの再選択基準が
起動されるときに開始される。適切なＭＢＭＳ隣接セル情報を受信すると、移動局はセル
を再選択し、ターゲットセルにおいてＭＢＭＳデータの通常の受信を継続する。適切なＭ
ＢＭＳ隣接セル情報が受信される前に、監視されている所定の期限が切れる場合、３ＧＰ
Ｐ　ＴＳ　４４．０６０，「Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ／Ｍｅｄｉｕｍ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（ＲＬＣ／ＭＡＣ）　ｐｒｏｔｏｃｏｌ；Ｓｔａｇｅ３」及
び３ＧＰＰ　ＴＳ　４４．０１８「Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ（Ｒ
ＲＣ）　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ；Ｓｔａｇｅ３」に指定されているように、ＭＳ１０は、ター
ゲットセルの共通チャネルに対して通常のセル再選択を実行することができる。
【００２８】
　代替の実施形態では、所定のパラメータを用いることによってＭＳはソースセル内に長
くとどまり過ぎないようにされる。例えば、適切なＭＢＭＳ隣接セル情報が受信されない
ままであるが、所定のパラメータは負の値を持ち、または、一定のデシベルレベルよりも
高い信号レベルを有する「より良い」セルが現れた場合、移動局は通常のセル再選択を実
行する。好適な実施形態では、所定のパラメータはＣ１すなわちパス損失基準である。
【００２９】
　ＭＳがソースセル内に長くとどまり過ぎないようにする更なる実施形態では、最良の再
選択候補が「サービングセルよりも非常に良く」なる場合に、すなわち、隣接セルのＢＣ
ＣＨ搬送波の信号レベルがソースセルのＢＣＣＨ搬送波の信号レベルよりも非常に高い場
合に直接セル再選択が発生することを確実にする再選択履歴が用いられる。再選択履歴は
、現在のセルのＢＣＣＨ搬送波の測定された信号強度にオフセット値を追加することによ
って達成される。隣接セルのＢＣＣＨ搬送波の測定結果は、隣接セルの測定された信号レ
ベルと、セル再選択が発生できる前のオフセット値との合計を上回る必要がある。このこ
とは、多少の追加の再選択の遅延につながる。結果として、チャネル間干渉のレベルに適
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度な増大が生じる。一部において、このことは、ＭＳ１０が肯定応答を周期的に送信し、
サービングセルの計画されたカバレッジエリアの少し外側で動作することによる。本発明
のその他の実施形態では、このような追加の干渉は、取るに足らないと見なされる。しか
し、再選択基準が最初に起動され、ネットワークが再選択基準の起動を知らされたときか
ら、再選択のターゲットセルに対する隣接セル情報がネットワークに供給されるまで、及
び／または、ＭＳ１０がターゲットセルを実際に再選択するまで測定される期間中にＭＳ
１０が肯定応答の送信を停止する場合に、この干渉の発生を回避することができる。更に
、ネットワークは、この特定のＭＳ１０がＡＣＫを送信するのではなくソースセルからＭ
ＢＭＳデータを依然として受信しているということを考慮するため、前述の期間中、ブロ
ードキャストされたＭＢＭＳ隣接セル情報の更なる反復を送信することができる。この実
施形態によれば、最大数の反復を送信することができ、または、特定のＭＳからの最近の
ＡＣＫに基づいてネットワークは充分な数の反復を推定することができる。
【００３０】
　図３は、本発明による方法のステップを示すフローチャートである。ステップ３００に
示されるように、ＭＢＭＳセッションがアクティブであるセルにおいてＭＢＭＳセッショ
ンを監視する。本明細書では、ＭＳがパケットアイドルモードにある間、ＢＣＣＨ割り当
てに示されたすべてのブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）搬送波は移動局（ＭＳ
）によって監視され、パケットアイドルモード中、ＭＢＭＳベアラ（ｐ‐ｔ‐ｍ）のＩＤ
は受信される。
【００３１】
　再選択基準が起動された後、ステップ３１０に示されるように、ＭＳ１０は、ターゲッ
トセル及びＭＢＭＳサービスＩＤ（例えば、ＢＳＩＣ、隣接セルインデックス及び一時的
なＭＢＭＳグループＩＤ（ＴＭＧＩ））を示す。このことは、この情報をＲＬＣ／ＭＡＣ
メッセージ例えばパケットダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫ内に入れて、または、新たなメ
ッセージを用いてネットワークに送信することによって達成される。次に、ステップ３２
０に示されるように、ネットワークが、ＭＳに割り当てできるリソースを有する場合、ネ
ットワークは、ＭＳによって示されたＭＢＭＳセッションに対してリソースを割り当てる
。
【００３２】
　次に、ステップ３３０に示されるように、パケットダウンリンクＡＣＫ／ＮＡＣＫまた
は新たなメッセージを受信の際、対応のＭＢＭＳ隣接セル情報をＭＳに送信する。次に、
ステップ３４０に示されるように、ＭＢＭＳ隣接セル情報を受信の際、ＭＳはターゲット
セルを再選択する。
【００３３】
　従って、本発明の好適な実施形態に適用される本発明の基本となる新規な特徴を図示し
、説明し、指摘したが、当然のことながら、示した装置の形式及び細部と、その動作とに
様々な省略、置き換え及び変更を、本発明の意図から逸脱することなく当業者によって行
うことができる。例えば、同じ結果を達成するようにほぼ同じ機能をほぼ同じように実行
するこれらの要素及び／または方法のステップのすべての組み合わせが本発明の範囲内に
あることは明確に意図されている。更に、本発明の開示した形式または実施形態のいずれ
かに関連して図示及び／または説明した構造及び／または要素及び／または方法のステッ
プを、設計選択の一般的な事柄としてその他の開示、説明または提案した形式または実施
形態のいずれかに組み入れることができることを認識すべきである。従って、特許請求の
範囲によって示されたようにのみ本発明が制限されることを意図する。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】所定のセッションに対する隣接セル間のマルチメディアブロードキャスト／マル
チキャスト（ＭＢＭＳ）データの受信を示す例示的な流れ図である。
【図２】本発明の方法が実施される無線通信システムの例示的なブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態による方法の各ステップを示すフローチャートである。
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