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(57)【要約】
　ＭＢＭＳベアラの品質評価のための機構が提供される
。方法が、無線デバイスによって実行される。方法は、
ＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準を得るために、Ｍ
ＢＭＳベアラから分離された受信された参照信号の信号
品質の測定結果を決定することであって、参照信号が、
少なくとも１つの無線アクセスネットワークノードから
のものである、決定することを含む。方法は、測定結果
から、またＭＢＭＳベアラのＭＣＨに対して使用される
ＭＣＳから、ＭＢＭＳベアラの予想ＢＬＥＲを推定する
ことを含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線デバイス（３００ａ、３００ｂ、３００ｃ）によって実行される、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）ベアラの品質評価のための方法で
あって、
　前記ＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準を得るために、前記ＭＢＭＳベアラから分離
された参照信号の信号品質の測定結果を決定すること（Ｓ１０６）であって、前記参照信
号が、少なくとも１つの無線アクセスネットワークノード（１１０ａ、１１０ｂ）から受
信される、決定することと、
　前記測定結果から、また前記ＭＢＭＳベアラのマルチキャストチャネル（ＭＣＨ）に対
して使用される変調符号化方式（ＭＣＳ）から、前記ＭＢＭＳベアラの予想ブロック誤り
率（ＢＬＥＲ）を推定すること（Ｓ１１０）と
を含む方法。
【請求項２】
　前記品質評価基準が、前記ＭＢＭＳベアラに対する参照信号受信品質（ＲＳＲＱ）また
は信号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ）のうちの少なくとも１つである、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記ＢＬＥＲが、データが前記ＭＢＭＳベアラで送られるかのように推定される、請求
項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記参照信号が、データのないＭＢＭＳベアラで送信される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記参照信号が、ＭＢＭＳ単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）参照信号であり、ま
た前記ＭＢＳＦＮ参照信号が、前記無線デバイスによって、前記ＭＢＭＳベアラの前記Ｂ
ＬＥＲがそこから推定されるＭＢＳＦＮ　ＲＳＲＱを決定するために使用される、請求項
１に記載の方法。
【請求項６】
　前記参照信号が、セル固有参照信号（ＣＳＲＳ）であり、また前記ＣＳＲＳが、前記無
線デバイスによって、前記ＭＢＭＳベアラに対する前記品質評価基準を決定するために使
用される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記無線デバイスが移動する速度を推定すること（Ｓ１０８）であって、前記予想ＢＬ
ＥＲが、前記無線デバイスの移動から生じる前記速度またはドップラー効果からも推定さ
れる、推定することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記予想ＢＬＥＲを、少なくとも１つの潜在または既存の追加ベアラの品質測定結果と
比較すること（Ｓ１１２）をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの追加ベアラのそれぞれが、ユニキャストベアラ、別のＭＢＭＳベ
アラ、および中継伝送向けベアラである、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記別のＭＢＭＳベアラが、ＭＢＭＳ単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）送信モー
ドまたは単一セルポイントツーマルチポイント（ＳＣ－ＰＴＭ）送信モードを使用する、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記予想ＢＬＥＲおよび前記品質測定結果を含む報告を、前記ＭＢＭＳベアラの制御ノ
ード（２００）に送ること（Ｓ１１４）をさらに含む、請求項８から１０のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１２】
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　前記報告が、前記予想ＢＬＥＲが第１の閾値を上回ることを示す、請求項１１に記載の
方法。
【請求項１３】
　前記報告が、前記少なくとも１つの追加ベアラの予想ＢＬＥＲを示す、請求項８または
１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記送ることが、前記ＭＢＭＳベアラの前記予想ＢＬＥＲが第２の閾値を上回るときに
だけ実行される、請求項１０から１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの無線アクセスネットワークノードから、制御ノード（２００）に
よる前記ＭＢＭＳベアラの有効化を示すシステム情報を受信すること（Ｓ１０２）をさら
に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの無線アクセスネットワークノードから、前記ＭＢＭＳベアラに関
する制御情報を受信すること（Ｓ１０４）であって、前記制御情報が前記ＭＣＳを含む、
受信することをさらに含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　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）ベアラの品質評
価のための無線デバイス（３００ａ、３００ｂ、３００ｃ）であって、処理回路（３１０
）を備え、前記処理回路が、前記無線デバイス（３００ａ、３００ｂ、３００ｃ）に、
　前記ＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準を得るために、前記ＭＢＭＳベアラから分離
された参照信号の信号品質の測定結果を決定することであって、前記参照信号が、少なく
とも１つの無線アクセスネットワークノード（１１０ａ、１１０ｂ）から受信される、決
定することと、
　前記測定結果から、また前記ＭＢＭＳベアラのマルチキャストチャネル（ＭＣＨ）に対
して使用される変調符号化方式（ＭＣＳ）から、前記ＭＢＭＳベアラの予想ブロック誤り
率（ＢＬＥＲ）を推定することと
を行わせるように設定される、無線デバイス（３００ａ、３００ｂ、３００ｃ）。
【請求項１８】
　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）ベアラの品質評
価のための無線デバイス（３００ａ、３００ｂ、３００ｃ）であって、
　処理回路（３１０）と、
　前記処理回路（３１０）によって実行されるとき、前記無線デバイス（３００ａ、３０
０ｂ、３００ｃ）に、
　　前記ＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準を得るために、前記ＭＢＭＳベアラから分
離された参照信号の信号品質の測定結果を決定することであって、前記参照信号が、少な
くとも１つの無線アクセスネットワークノード（１１０ａ、１１０ｂ）から受信される、
決定することと、
　　前記測定結果から、また前記ＭＢＭＳベアラのマルチキャストチャネル（ＭＣＨ）に
対して使用される変調符号化方式（ＭＣＳ）から、前記ＭＢＭＳベアラの予想ブロック誤
り率（ＢＬＥＲ）を推定することとを行わせる命令を格納するコンピュータプログラム製
品（４１０）と
を備える、無線デバイス（３００ａ、３００ｂ、３００ｃ）。
【請求項１９】
　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）ベアラの品質評
価のための無線デバイス（３００ａ、３００ｂ、３００ｃ）であって、
　前記ＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準を得るために、前記ＭＢＭＳベアラから分離
された参照信号の信号品質の測定結果を決定するように設定された決定モジュール（３１
０ｃ）であって、前記参照信号が、少なくとも１つの無線アクセスネットワークノード（
１１０ａ、１１０ｂ）から受信される、決定モジュール（３１０ｃ）と、
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　前記測定結果から、また前記ＭＢＭＳベアラのマルチキャストチャネル（ＭＣＨ）に対
して使用される変調符号化方式（ＭＣＳ）から、前記ＭＢＭＳベアラの予想ブロック誤り
率（ＢＬＥＲ）を推定するように設定された推定モジュール（３１０ｅ）と
を備える、無線デバイス（３００ａ、３００ｂ、３００ｃ）。
【請求項２０】
　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）ベアラの品質評
価のためのコンピュータプログラム（４２０）であって、無線デバイス（３００ａ、３０
０ｂ、３００ｃ）の処理回路（３１０）上で動作するとき、前記無線デバイス（３００ａ
、３００ｂ、３００ｃ）に、
　前記ＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準を得るために、前記ＭＢＭＳベアラから分離
された参照信号の信号品質の測定結果を決定することであって（Ｓ１０６）、前記参照信
号が、少なくとも１つの無線アクセスネットワークノード（１１０ａ、１１０ｂ）から受
信される、決定することと、
　前記測定結果から、また前記ＭＢＭＳベアラのマルチキャストチャネル（ＭＣＨ）に対
して使用される変調符号化方式（ＭＣＳ）から、前記ＭＢＭＳベアラの予想ブロック誤り
率（ＢＬＥＲ）を推定することと（Ｓ１１０）を行わせるコンピュータコードを備える、
コンピュータプログラム（４２０）。
【請求項２１】
　請求項２０に記載のコンピュータプログラム（４２０）と、前記コンピュータプログラ
ムが格納されるコンピュータ可読記憶媒体（４３０）とを備える、コンピュータプログラ
ム製品（４１０）。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で提示される実施形態は、ＭＢＭＳベアラの品質評価のための方法、無線デバ
イス、コンピュータプログラム、およびコンピュータプログラム製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信ネットワークにおいては、所与の通信プロトコル、そのパラメータ、および通信ネ
ットワークが展開される物理的環境に対して良好な性能および能力を得るための課題が存
在し得る。
【０００３】
　ある通信システムで利用可能な応用例の１つは、グループ通信サービスである。一般論
として、グループ通信は、同じ情報またはメディアが複数のクライアントノードに配信さ
れることを意味する。
【０００４】
　グループ通信システムでは、同じメディアを受信するクライアントノードは、クライア
ントノードのグループを構成する。これらのクライアントノードは、異なる場所に配置さ
れ得る。多くのクライアントノードが同じ領域内に配置される場合、時間リソースや周波
数リソースなどの通信リソースが、クライアントノード間で共有されるので、例えばマル
チキャストブロードキャストマルチメディアサービス（ＭＢＭＳ）を使用するマルチキャ
ストベースまたはブロードキャストベースの送信が、クライアントノードのグループへの
通信に効率的である。
【０００５】
　グループ通信システムの代表的な応用例は、プッシュツートーク（ＰＴＴ）システムで
ある。ＰＴＴシステムでは、クライアントをホストする無線デバイス、ならびにＰＴＴコ
ールをクライアントとの間で受信および分配する制御ノード（またはサーバ）がある。ク
ライアントがアップリンクで（すなわち、クライアントから制御ノードへ）メディアをＰ
ＴＴコールで送信するとき、クライアントは、ユニキャストベアラをクライアントからネ
ットワークへ使用する。制御ノードは、メディアをダウンリンクで（すなわち、制御ノー
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ドからクライアントへ）送信するために、ＭＢＭＳベアラまたはユニキャストベアラを使
用することができる。
【０００６】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ネットワークでは、各ユニキャス
トベアラは、例えば変調、符号化、および再送信の機構に関して動的である無線ベアラを
利用する。これは、測定されたチャネル品質、誤ったトランスポートブロックなどを報告
できる、無線デバイスからのフィードバックメッセージによって達成される。これは、ユ
ニキャストベアラが、動的な無線状態に対応できるほどに極めて柔軟であることを可能に
する。
【０００７】
　ＰＴＴシステムでＭＢＭＳベアラを使用するとき、ＭＢＭＳベアラの受信品質のフィー
ドバックは通常ないので、制御ノードは、ＭＢＭＳベアラの品質に基づく必要がある。こ
の点に関して、３ＧＰＰでは、受信報告および修復機能性に対応するアプリケーションレ
イヤ機構が存在するが、この機構は、ＰＴＴシステムなどのグループ通信システムに対し
て、実際的な限度を超えるレイテンシをもたらすことになる。
【０００８】
　ＭＢＭＳベアラ上のメディアの受信は、無線デバイスが待機モードのときですら、実行
することができる。無線デバイスが低いＭＢＭＳ受信品質に遭遇すると、無線デバイスク
ライアントは、接続モードに入り、次いで受信品質メッセージを送ることによって、制御
ノードに受信品質について通知する必要があり、それにより、制御ノードは、受信品質メ
ッセージを送る無線デバイスによってホストされている特定のクライアントに対してユニ
キャストベアラを使用するように送信モードを変更する措置を取ることができる。
【０００９】
　ＭＢＭＳは、２つの異なる送信モードで使用することができる。モードのうちの１つは
、ＭＢＭＳ単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）として知られており、ＭＢＳＦＮは、
同じ信号が、いくつかの無線セルにおいて、無線アクセスネットワークノードから同じ周
波数で同期的に送信されることを意味し、これは、複数の送信が、無線デバイス向けの結
合された信号電力に追加されるので、信号干渉雑音比（ＳＩＮＲ）の改善をもたらす。
【００１０】
　２つ目の送信モードは、単一セルポイントツーマルチポイント（ＳＣ－ＰＴＭ）として
知られている。ＳＣ－ＰＴＭは、３ＧＰＰ　Ｅ－ＵＴＲＡＮ　Ｒｅｌ－１３で導入された
。この送信モードでは、１つの無線アクセスネットワークノードだけが、データを送信す
る。この送信モードは、ＭＢＳＦＮにおけるのと同様には、隣接する無線アクセスネット
ワークノードの貢献に起因するＳＩＮＲの改良の利益を提供しない。
【００１１】
　しかし、ＳＣ－ＰＴＭは、無線デバイスが配置されたセルでだけ使用されることになる
ので、より細かい地理的粒度で使用することができる。
【００１２】
　ＭＢＭＳベアラを使用するとき、クライアントは、メディア送信時のＰＴＴコール中と
メディアが送信されないときの両方で、ＭＢＭＳベアラの品質を評価する必要がある。Ｍ
ＢＭＳベアラの品質を測定するための既知の機構は、ＭＢＳＦＮ参照信号受信品質（ＲＳ
ＲＱ）の測定に限定され、ＭＢＳＦＮ　ＲＳＲＱは、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１４　Ｖ１
３．１．０に規定されている。メディアがＭＢＭＳベアラ上でブロードキャストされると
き、受信品質は、トランスポートブロック誤り率（ＢＬＥＲ）を分析することによって評
価することができる。
【００１３】
　ＰＴＴシステムでのトラフィックパターンは、短い間隔での、メディアの少数の短い送
信バーストを一般に含む。これらの送信バーストは、一般に、直後に長い期間の無音が続
く（すなわち、そこではメディアは送信されない）。ＰＴＴメディア送信の割合は予測不
可能なので、ＭＢＭＳベアラ受信品質を評価することは難しい。メディアがブロードキャ
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ストされないとき、予想品質を評価することは難しい。
【００１４】
　したがって、ＭＢＭＳベアラの品質を評価するための改良された機構が依然として必要
である。
【発明の概要】
【００１５】
　本明細書の実施形態の目的は、ＭＢＭＳベアラの効率的な品質評価を提供することであ
る。
【００１６】
　第１の態様によれば、ＭＢＭＳベアラの品質評価のための方法が提示される。方法は、
無線デバイスによって実行される。方法は、ＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準（ｑｕ
ａｌｉｔｙ　ｍｅａｓｕｒｅ）を得るために、ＭＢＭＳベアラから分離された参照信号の
信号品質の測定結果を決定することであって、参照信号が、少なくとも１つの無線アクセ
スネットワークノードから受信される、決定することを含む。方法は、測定結果から、ま
たＭＢＭＳベアラのマルチキャストチャネル（ＭＣＨ）に対して使用される変調符号化方
式（ＭＣＳ）から、ＭＢＭＳベアラの予想ＢＬＥＲを推定することを含む。
【００１７】
　有利なことに、これは、ＭＢＭＳベアラの効率的な品質評価を提供する。
【００１８】
　有利なことに、これは、データがＭＢＭＳベアラで送られないときですら、ＭＢＭＳベ
アラでの予想ＢＬＥＲの効率的な評価を提供する。さらに、予想ＢＬＥＲは、報告および
／またはモビリティ決定の目的で、別の送信オプションと比較することができる。
【００１９】
　第２の態様によれば、ＭＢＭＳベアラの品質評価のための無線デバイスが提供される。
無線デバイスは、処理回路を備える。処理回路は、無線デバイスに、ＭＢＭＳベアラに対
する品質評価基準を得るために、ＭＢＭＳベアラから分離された参照信号の信号品質の測
定結果を決定させるように設定され、参照信号が、少なくとも１つの無線アクセスネット
ワークノードから受信される。処理回路は、無線デバイスに、測定結果から、またＭＢＭ
ＳベアラのＭＣＨに対して使用されるＭＣＳから、ＭＢＭＳベアラの予想ＢＬＥＲを推定
させるように設定される。
【００２０】
　第３の態様によれば、ＭＢＭＳベアラの品質評価のための無線デバイスが提供される。
無線デバイスは、処理回路およびコンピュータプログラム製品を備える。コンピュータプ
ログラム製品は、処理回路によって実行されるとき、無線デバイスに、ステップ、すなわ
ち動作を実行させる命令を格納する。ステップすなわち動作は、無線デバイスに、ＭＢＭ
Ｓベアラに対する品質評価基準を得るために、ＭＢＭＳベアラから分離された参照信号の
信号品質の測定結果を決定させ、参照信号が、少なくとも１つの無線アクセスネットワー
クノードから受信される。ステップすなわち動作は、無線デバイスに、測定結果から、ま
たＭＢＭＳベアラのＭＣＨに対して使用されるＭＣＳから、ＭＢＭＳベアラの予想ＢＬＥ
Ｒを推定させる。
【００２１】
　第４の態様によれば、ＭＢＭＳベアラの品質評価のための無線デバイスが提供される。
無線デバイスは、ＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準を得るために、ＭＢＭＳベアラか
ら分離された参照信号の信号品質の測定結果を決定するように設定された決定モジュール
を備え、参照信号が、少なくとも１つの無線アクセスネットワークノードから受信される
。無線デバイスは、測定結果から、またＭＢＭＳベアラのＭＣＨに対して使用されるＭＣ
Ｓから、ＭＢＭＳベアラの予想ＢＬＥＲを推定するように設定された推定モジュールを備
える。
【００２２】
　第５の態様によれば、ＭＢＭＳベアラの品質評価のためのコンピュータプログラムが提
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供され、コンピュータプログラムは、無線デバイス上で動作するとき、無線デバイスに、
第１の態様による方法を実行させるコンピュータプログラムコードを備える。
【００２３】
　第６の態様によれば、第５の態様によるコンピュータプログラムおよびコンピュータプ
ログラムが格納されるコンピュータ可読記憶媒体を備える、コンピュータプログラム製品
が提供される。
【００２４】
　第１、第２、第３、第４、第５、および第６の態様の任意の特徴は、適切な場合はいつ
も、任意の他の態様に適用され得ることに留意されたい。
【００２５】
　同様に、第１の態様の任意の利点は、第２、第３、第４、第５、および／または第６の
態様に、それぞれ同様に適用されることがあり、また逆も同様である。付属の実施形態の
他の目的、特徴、および利点は、以下の詳細な開示から、添付の従属請求項から、ならび
に図面から明らかとなる。
【００２６】
　一般に、特許請求の範囲で使用されるすべての用語は、本明細書で明示的に別段の規定
がない限り、技術分野における用語の通常の意味によって解釈されるべきである。「要素
、装置、コンポーネント、手段、ステップなど」へのすべての言及は、明示的に別段の記
載がない限り、要素、装置、コンポーネント、手段、ステップなどの少なくとも１つの例
への言及として非限定的に解釈されるべきである。本明細書で開示される任意の方法のス
テップは、明示的に記載がない限り、開示されたとおりの順序で実行される必要はない。
　次に、本発明の概念を、例を使用して、以下の添付の図面を参照しながら説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】実施形態による通信ネットワークを示す概略図である。
【図２】実施形態による方法の流れ図である。
【図３】実施形態による方法の流れ図である。
【図４】実施形態による信号図である。
【図５】一実施形態による無線デバイスの機能ユニットを示す概略図である。
【図６】一実施形態による一無線デバイス名の機能モジュールを示す概略図である。
【図７】一実施形態による、コンピュータ可読記憶媒体を備えるコンピュータプログラム
製品の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　次に、本発明の概念について、本発明の概念のいくつかの実施形態を示す添付の図面を
参照して、以下でより詳細に説明する。ただし、この発明の概念は、多くの異なる形態で
実施でき、本明細書に記載の実施形態だけに限定されるものと解釈されるべきではない。
むしろ、これらの実施形態は、本開示が詳細かつ完全なものとなり、本発明の概念の範囲
を当業者に十分に伝えるものとなるように例を使用して提供される。同様の番号は、本説
明を通じて同様の要素を指す。破線によって示されるいずれのステップまたは特徴も、任
意選択としてみなされたい。
【００２９】
　図１は、本明細書で提示される実施形態を適用できる通信システム１００を示す概略図
である。通信システム１００は、グループ通信向けのサービスを提供すると考えられ、し
たがってグループ通信システムとみなすことができる。グループ通信システム１００は、
一部の態様によれば、プッシュツートーク（ＰＴＴ）システムである。
【００３０】
　通信システム１００は、無線アクセスネットワーク１２０、コアネットワーク１３０、
およびサービスネットワーク１４０を備える。通信システム１００はさらに、少なくとも
１つの制御ノード２００および少なくとも１つのクライアントノード１５０ａ、１５０ｂ
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、１５０ｃを備える。少なくとも１つの制御ノード２００は、無線アクセスネットワーク
１２０における少なくとも１つの無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）ノード１１０ａ、
１１０ｂにまたは別のエンティティもしくはデバイスに、コアネットワーク１３０のエン
ティティもしくはデバイスに、またはサービスネットワーク１４０のエンティティもしく
はデバイスに提供する、あるいは設置することができる。少なくとも１つの制御ノード２
００は、グループ通信アプリケーションサーバ（ＧＣＳ　ＡＳ）の機能性を実装し得る。
各クライアントノード１５０ａ、１５０ｂ、１５０ｃは、それぞれの無線デバイス３００
ａ、３００ｂ、３００ｃに提供する、または設置することができる。
【００３１】
　無線アクセスネットワーク１２０は、サービスネットワーク１４０に動作可能に接続さ
れているコアネットワーク１３０に動作可能に接続されている。少なくとも１つの無線ア
クセスネットワークノード１１０ａ、１１０ｂは、それによって無線デバイス３００ａ、
３００ｂ、３００ｃ、ひいてはクライアントノード１５０ａ、１５０ｂ、１５０ｃが、サ
ービスにアクセスし、サービスネットワーク１４０によって提供されるデータを交換する
ことを可能にする。
【００３２】
　無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃの例には、移動局、移動電話、ハンドセッ
ト、無線ローカルループ電話、ユーザ機器（ＵＥ）、スマートフォン、ラップトップコン
ピュータ、およびタブレットコンピュータが含まれるが、これらに限定されるものではな
い。無線アクセスネットワークノード１１０ａ、１１０ｂの例には、無線基地局、無線基
地局装置、ノードＢ、エボルブドノードＢ、およびアクセスポイントが含まれるが、これ
らに限定されるものではない。当業者なら理解するように、通信システム１００は、それ
ぞれが複数の無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃにネットワークアクセスを提供
する、複数の無線アクセスネットワークノード１１０ａ、１１０ｂを含んでもよい。本明
細書で開示される実施形態は、任意の特定の数の無線アクセスネットワークノード１１０
ａ、１１０ｂ、クライアントノード１５０ａ、１５０ｂ、１５０ｃ、または無線デバイス
３００ａ、３００ｂ、３００ｃに限定されるものではない。
【００３３】
　前述したように、ＭＢＭＳベアラの品質を評価するための改良された機構が依然として
必要である。
【００３４】
　本明細書で開示される実施形態は、ＭＢＭＳベアラの品質評価のための機構に関する。
そうした機構を得るために、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃ、無線デバイス
３００ａ、３００ｂ、３００ｃによって実行される方法、無線デバイス３００ａ、３００
ｂ、３００ｃ上で動作するとき、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃに方法を実
行させるコードを例えばコンピュータプログラムの形で備えるコンピュータプログラム製
品が提供される。
【００３５】
　図２および図３は、ＭＢＭＳベアラの品質評価のための方法の実施形態を示す流れ図で
ある。方法は、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃによって実行される。方法は
、有利には、コンピュータプログラム４２０として提供される。
【００３６】
　次に、一実施形態による、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃによって実行さ
れる、ＭＢＭＳベアラの品質評価のための方法を示す図２を参照する。また、図４の信号
図を並行して参照する。
【００３７】
　本明細書で開示される実施形態は、データがＭＢＭＳベアラで送られるかのように予想
ＢＬＥＲを評価するために、ＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準およびＭＢＭＳベアラ
に対して使用される変調符号化方式（ＭＣＳ）を使用することに基づく。
【００３８】
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　Ｓ１０６：無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、ＭＢＭＳベアラに対する品
質評価基準を得るために、ＭＢＭＳベアラから分離された参照信号の信号品質の測定結果
を決定する。参照信号は、少なくとも１つの無線アクセスネットワークノード１１０ａ、
１１０ｂから受信される。品質評価基準の例が、以下に提供される。
【００３９】
　Ｓ１１０：無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、測定結果から、またＭＢＭ
Ｓベアラのマルチキャストチャネル（ＭＣＨ）に対して使用されるＭＣＳから、ＭＢＭＳ
ベアラの予想ブロック誤り率（ＢＬＥＲ）を推定する。
【００４０】
　所与の送信のＢＬＥＲは、本明細書で、当該所与の送信において、誤った受信ブロック
の数を受信ブロックの総数で割ったものとして規定される。
【００４１】
　ＢＬＥＲは、データがＭＢＭＳベアラで送られるかのように推定することができる。高
い品質評価基準を測定し、ＭＢＭＳベアラを強固なＭＣＳでリッスンする無線デバイス３
００ａ、３００ｂ、３００ｃは、データがＭＢＭＳベアラで送られるときの低いＢＬＥＲ
を予想できる。ＭＣＳは、１つのＭＢＳＦＮにおける１つのＭＢＭＳベアラに対して静的
であり、これは、一定のＭＣＳに基づいて、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃ
は、ＢＬＥＲが高くなりすぎる前に、一定の最低水準の品質評価基準を許容できるととも
に、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、適切な措置を取らなければならない
ことを意味する。そうした適切な措置の例が、以下に提供される。
【００４２】
　次に、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃによって実行されるＭＢＭＳベアラ
の品質評価のより詳細に関する実施形態を開示する。
【００４３】
　品質評価基準の様々な例があり得る。一実施形態によれば、品質評価基準は、ＭＢＭＳ
ベアラに対するＲＳＲＱである。ＲＳＲＱは、参照信号受信電力（ＲＳＲＰ）と参照信号
強度インジケータ（ＲＳＳＩ）の比率として規定される。ＲＳＳＩは、熱雑音および無線
デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃの受信機において発生する雑音を含む、受信広帯
域電力を含む。一実施形態によれば、品質評価基準は、ＭＢＭＳベアラに対する信号対干
渉雑音比（ＳＩＮＲ）である。一実施形態によれば、品質評価基準は、ＲＳＲＱとＳＩＮ
Ｒの組合せである。
【００４４】
　参照が送信されるときにデータがＭＢＭＳベアラでブロードキャストされるか否かにか
かわらず、参照信号は、ＭＢＭＳベアラで送信することができる。したがって、一実施形
態によれば、参照信号は、データのないＭＢＭＳベアラで送信される。
【００４５】
　次に、別の実施形態による、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃによって実行
される、ＭＢＭＳベアラの品質評価のための方法を示す図３を参照する。ステップＳ１０
６およびＳ１１０は、上述のとおり実行されると考えられるため、したがってその説明の
繰り返しは省略する。図４の信号図を引き続き並行して参照する。
【００４６】
　ステップＳ１０６での測定結果の決定に先行する、様々なステップ、すなわち動作があ
り得る。一部の態様によれば、ＭＢＭＳベアラが有効化される。したがって、一実施形態
によれば、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、ステップＳ１０６を実行する
前にステップＳ１０２を実行するように設定される。
【００４７】
　Ｓ１０２：無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、少なくとも１つの無線アク
セスネットワークノード１１０ａから、システム情報を受信する。システム情報は、ＭＢ
ＭＳベアラが有効であることを示す。
【００４８】
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　一部の態様によれば、各無線アクセスネットワークノード１１０ａ、１１０ｂは、ＭＢ
ＭＳベアラに関するシステム情報および制御情報をブロードキャストする。したがって、
一実施形態によれば、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、ステップＳ１０４
を、ステップＳ１０２の後、かつステップＳ１０６を実行する前に実行するように設定さ
れる。
【００４９】
　Ｓ１０４：無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、少なくとも１つの無線アク
セスネットワークノード１１０ａ、１１０ｂから、ＭＢＭＳベアラに関する制御情報を受
信する。制御情報は、ＭＣＳを含む。
【００５０】
　先に開示したように、ステップＳ１０６では、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３０
０ｃは、ＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準を得るために、少なくとも１つの無線アク
セスネットワークノード１１０ａ、１１０ｂから受信される参照信号の信号品質の測定結
果を決定する。この点に関して、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、ＭＢＳ
ＦＮ参照信号を測定してＭＢＳＦＮ　ＲＳＲＱを決定することができる。したがって、一
実施形態によれば、参照信号は、ＭＢＳＦＮ参照信号であり、またＭＢＳＦＮ参照信号は
、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃによって、ＭＢＭＳベアラのＢＬＥＲがそ
こから推定されるＭＢＳＦＮ　ＲＳＲＱを決定するために使用される。ＭＢＳＦＮ参照信
号は、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃによって、ＭＢＳＦＮ参照信号受信電
力（ＲＳＲＰ）およびＭＢＳＦＮ　ＲＳＲＱを決定するために使用することができる。Ｍ
ＢＳＦＮ　ＲＳＲＱは、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１４　Ｖ１３．１．０に規定されている
。ＭＢＳＦＮ参照信号は、いくつかのセルから（例えば、いくつかの無線アクセスネット
ワークノード１１０ａ、１１０ｂから）同期がとられることがあるので、ＭＢＳＦＮ参照
信号は、常に、少なくともセル固有参照信号（ＣＳＲＳ）と同様に強力であり、また通常
、ＭＢＳＦＮ参照信号の複数のソースを組み合わせるとより強力である。セル固有参照信
号は、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１１　Ｖ１３．１．０に規定されている。１つのＭＢＳＦ
Ｎにおける１つのＭＢＭＳベアラの場合、ＭＣＳは静的であるため、したがって無線デバ
イス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、ＭＢＳＦＮ　ＲＳＲＱを決定するためにＭＢＳＦ
Ｎ参照信号を測定し、ひいてはＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準を得ることができる
。
【００５１】
　ＭＢＭＳベアラがＳＣ－ＰＴＭ送信モードを使用する場合、無線デバイス３００ａ、３
００ｂ、３００ｃは、ＭＢＭＳベアラに対する同等のＲＳＲＱを決定するために、ＣＳＲ
Ｓを使用してもよい。しかし、この参照信号がユニキャスト送信に対して使用されるもの
と同じ場合でも、ＳＣ－ＰＴＭ送信モードには、例えば、リンク適応およびハイブリッド
自動再送要求（ＨＡＲＱ）による再送信がないので、同じチャネル品質を示すわけではな
い。したがって、一実施形態によれば、参照信号は、ＣＳＲＳであり、またＣＳＲＳは、
無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃによって、ＭＢＭＳベアラに対する品質評価
基準を決定するために使用される。ＣＳＲＳは、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３０
０ｃによって使用することでＲＳＲＰを決定でき、そしてＲＳＳＩと組み合わせるとＲＳ
ＲＱを決定できる。
【００５２】
　一部の態様によれば、予想ＢＬＥＲは、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃが
移動する速度からも推定される。したがって、一実施形態によれば、無線デバイス３００
ａ、３００ｂ、３００ｃは、ステップＳ１０８を実行するように設定される。
【００５３】
　Ｓ１０８：無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、無線デバイス３００ａ、３
００ｂ、３００ｃが移動する速度を推定する。予想ＢＬＥＲは、次いでステップＳ１１０
で、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃの移動から生じる速度および／またはド
ップラー効果からも推定される。
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【００５４】
　無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃの移動は、ドップラー効果を生じさせる。
当業者なら理解するように、ドップラー効果は、品質評価基準が推定される基礎であるベ
アラの搬送周波数、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃが移動する速度、および
信号ソース（すなわち、少なくとも１つの無線アクセスネットワークノード１１０ａ、１
１０ｂ）に対する無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃの移動方向を使用して決定
することができる。最悪のケースのシナリオが発生するのは、無線デバイス３００ａ、３
００ｂ、３００ｃが最も強力な１つまたは複数の信号ソースに対して半径方向に移動する
ときである。信号ソースに対する方向が計算できない場合、無線デバイス３００ａ、３０
０ｂ、３００ｃは、保守的になり、一実施形態において、前記半径方向を想定する可能性
がある。速度は、例えば、全地球測位システムからの測定結果を使用して、決定すること
ができる。一般論として、相対的な高いドップラー効果は、相対的な低いドップラー効果
と比較して、同じＭＣＳレベルで同じＢＬＥＲ目標に達するために、より高い品質評価基
準を必要とする。
【００５５】
　予想ＢＬＥＲは、例えば報告および／またはモビリティ決定の目的で、ＭＢＭＳベアラ
で送信されるデータに対する別の送信オプションと比較することができる。したがって、
一実施形態によれば、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、ステップＳ１１２
を実行するように設定される。
【００５６】
　Ｓ１１２：無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、予想ＢＬＥＲを、少なくと
も１つの追加ベアラの品質測定結果と比較する。
【００５７】
　したがって、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、そうした比較を実行する
ために、少なくとも１つの潜在または既存の追加ベアラの品質測定結果を得ると考えるこ
とができる。そうした１つまたは複数の追加ベアラの様々な例がある。例えば、１つまた
は複数の追加ベアラは、選択されたターゲットセル／領域または隣接のターゲットセル／
領域において、予想ＢＬＥＲが推定される対象のＭＢＭＳベアラによって現在提供されて
いるサービスに対して有効であり得る。一実施形態によれば、少なくとも１つの追加ベア
ラのそれぞれは、ユニキャストベアラ、別のＭＢＭＳベアラ、または中継伝送向けベアラ
である。このいわゆる別のＭＢＭＳベアラは、ＳＣ－ＰＴＭまたはＭＢＳＦＮ送信モード
を使用しているものであり得る。中継伝送向けベアラの一例は、ＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ中継伝送向けベアラである。この点に関して、一部の態様によれば、様々なベアラタ
イプの比較は、ステップＳ１１２で実行され得るように、ペイロードレベルで実行するこ
とができる。ペイロードの品質は、ＭＢＭＳベアラで、アプリケーションレベルの前方誤
り訂正（ＦＥＣ）の助けを借りて改善することができる。ペイロードの品質は、ユニキャ
ストベアラで、ＨＡＲＱの助けを借りて改善することができる。一実施形態では、ＢＬＥ
Ｒをペイロードレベル損失率にマッピングするために使用される既知のターゲットＨＡＲ
Ｑレベルがある。例として、ペイロードの１つのタイプは、メディアフレームである。メ
ディアフレームが一定のビットレートを使用して送信され、またメディアフレームのフレ
ームサイズが既知である場合、ＢＬＥＲとペイロードの品質との間のマッピングが可能で
ある。また、ＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ中継伝送の場合、損失ブロック訂正の可能性を
考慮することができる。
【００５８】
　一部の態様によれば、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、ＭＢＭＳベアラ
測定の結果、ターゲット測定の結果（すなわち、少なくとも１つの追加ベアラの品質測定
の結果）、および／または比較の結果を制御ノード２００に報告する。したがって、一実
施形態によれば、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、ステップＳ１１４を実
行するように設定される。
【００５９】
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　Ｓ１１４：無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、予想ＢＬＥＲおよび品質測
定結果を含む報告を、ＭＢＭＳベアラの制御ノード２００に送る。
【００６０】
　ＭＢＭＳベアラは低品質であるが、発見されたターゲットオプションのいずれもさらに
低品質である場合、このことは報告で示すことができる。したがって、一実施形態によれ
ば、報告は、予想ＢＬＥＲが第１の閾値を上回ることを示す。さらに、一実施形態によれ
ば、報告は、少なくとも１つの追加ベアラの予想ＢＬＥＲを示す。
【００６１】
　予想ＢＬＥＲが規定済みの閾値を下回る場合、ステップＳ１１２およびＳ１１４は、省
略してよい。したがって、一実施形態によれば、ステップＳ１１２での比較することおよ
びステップＳ１１４での送ることは、ＭＢＭＳベアラの予想ＢＬＥＲが第２の閾値を上回
るときにだけ実行される。
【００６２】
　無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、品質評価基準の値、ＭＣＳ、およびＢ
ＬＥＲ間の関係を含むデータ構造を格納することができる。関係、したがってまたデータ
構造は、さらに、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃの速度または結果として生
じるドップラー効果の値を含むことができる。したがって、テーブルルックアップによっ
て、すなわち、ＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準および現在使用されているＭＣＳ（
そして任意選択で無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃの推定速度）を入力として
使用し、予想ＢＬＥＲを出力として生成することによって、予想ＢＬＥＲを推定すること
ができる。
【００６３】
　図５は、いくつかの機能ユニットの点から、一実施形態による、無線デバイス３００ａ
、３００ｂ、３００ｃのコンポーネントを概略的に示す。処理回路３１０は、（図７に見
られるような）コンピュータプログラム製品４１０に、例えば、記憶媒体３３０の形で格
納されたソフトウェア命令を実行できる、適当な中央処理装置（ＣＰＵ）、マルチプロセ
ッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）などのうちの１つまた
は複数の任意の組合せを使用して提供される。処理回路３１０はさらに、少なくとも１つ
の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）またはフィールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆ
ＰＧＡ）として提供されてもよい。
【００６４】
　特に、処理回路３１０は、先に開示したように、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３
００ｃに、動作、すなわちステップのセット、Ｓ１０２～Ｓ１１４を実行させるように設
定される。例えば、記憶媒体３３０は、動作のセットを格納してもよく、処理回路３１０
は、記憶媒体３３０から動作のセットを検索して、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３
００ｃに、動作のセットを実行させるように設定してもよい。動作のセットは、実行可能
命令のセットとして提供されてもよい。
【００６５】
　こうして処理回路３１０は、それによって、本明細書で開示される方法を実行するよう
に設定される。記憶媒体３３０はまた、例えば、磁気メモリ、光メモリ、ソリッドステー
トメモリ、もしくはさらにはリモートでマウントされたメモリの任意のただ１つまたは組
合せとすることができる永続記憶装置を備えてもよい。無線デバイス３００ａ、３００ｂ
、３００ｃはさらに、少なくとも無線アクセスネットワークノード１１０ａ、１１０ｂお
よび制御ノード２００との通信のために少なくとも設定される通信インターフェース３２
０を備えてもよい。したがって、そうした通信インターフェース３２０は、アナログおよ
びデジタルコンポーネントを備える、１つまたは複数の送信機および受信機を備えること
ができる。処理回路３１０は、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃの一般的な動
作を、例えば、データおよび制御信号を通信インターフェース３２０および記憶媒体３３
０に送ることにより、データおよび報告を通信インターフェース３２０から受信すること
により、またデータおよび命令を記憶媒体３３０から検索することにより、制御する。本
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明細書で提示される概念を不明瞭にしないよう、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３０
０ｃの他のコンポーネントならびに関連する機能性は省略している。
【００６６】
　図６は、いくつかの機能モジュールの点から、一実施形態による、無線デバイス３００
ａ、３００ｂ、３００ｃのコンポーネントを概略的に示す。図６の無線デバイス３００ａ
、３００ｂ、３００ｃは、いくつかの機能モジュール、すなわち、ステップＳ１０６を実
行するように設定された決定モジュール３１０ｃおよびステップＳ１１０を実行するよう
に設定された推定モジュール３１０ｅを備える。図６の無線デバイス３００ａ、３００ｂ
、３００ｃはさらに、ステップＳ１０２を実行するように設定された受信モジュール３１
０ａ、ステップＳ１０４を実行するように設定された受信モジュール３１０ｂ、ステップ
Ｓ１０８を実行するように設定された推定モジュール３１０ｄ、ステップＳ１１２を実行
するように設定された比較モジュール３１０ｆ、およびステップＳ１１４を実行するよう
に設定された発信モジュール３１０ｇのいずれかなどのいくつかの任意選択の機能モジュ
ールを備えてもよい。
【００６７】
　一般論として、各機能モジュール３１０ａ～３１０ｇは、一実施形態においてハードウ
ェアにだけ実装できるか、別の実施形態においてソフトウェアの助けを借りて実装でき、
すなわち、後者の実施形態は、処理回路上で動作するとき、無線デバイス３００ａ、３０
０ｂ、３００ｃに、図６と共に前述された対応するステップを実行させる、記憶媒体３３
０に格納されたコンピュータプログラム命令を有する。モジュールが１つのコンピュータ
プログラムの部分に対応するとしても、モジュールはコンピュータプログラム内で別個の
モジュールである必要はないが、モジュールがソフトウェアに実装される方法は使用され
るプログラミング言語に依存することもまた言及されるべきである。好ましくは、１つま
たは複数のまたはすべての機能モジュール３１０ａ～３１０ｇは、処理回路３１０によっ
て、また場合によっては、機能ユニットの３２０および／または３３０と協力して、実装
することができる。処理回路３１０は、したがって、機能モジュール３１０ａ～３１０ｇ
によって提供される命令を記憶媒体３３０から取り込むよう、またこれらの命令を実行す
るよう設定することができ、それによって、本明細書で開示される任意のステップを実行
する。
【００６８】
　図７は、コンピュータ可読記憶媒体４３０を備えるコンピュータプログラム製品４１０
の一例を示す。このコンピュータ可読記憶媒体４３０に、コンピュータプログラム４２０
を格納でき、コンピュータプログラム４２０は、処理回路３１０、ならびにそこに動作可
能に結合された、通信インターフェース３２０や記憶媒体３３０などのエンティティおよ
びデバイスに、本明細書で説明する実施形態による方法を実行させることができる。コン
ピュータプログラム４２０および／またはコンピュータプログラム製品４１０は、したが
って、本明細書で開示される任意のステップを実行するための手段を提供することができ
る。
【００６９】
　図７の例では、コンピュータプログラム製品４１０は、ＣＤ（コンパクトディスク）ま
たはＤＶＤ（デジタル多用途ディスク）またはＢｌｕ－Ｒａｙディスクなどの光ディスク
として示される。コンピュータプログラム製品４１０はまた、ランダムアクセスメモリ（
ＲＡＭ）、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能プログラマブル読出し専用メモリ（Ｅ
ＰＲＯＭ）、または電気的消去可能プログラマブル読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）な
どのメモリとして、より詳細には、ＵＳＢ（ユニバーサルシリアルバス）メモリなどの外
部メモリまたはコンパクトフラッシュメモリなどのフラッシュメモリにおけるデバイスの
不揮発性記憶媒体として組み込まれる。したがって、コンピュータプログラム４２０は、
ここでは、概略的に、示された光ディスク上のトラックとして示されるが、コンピュータ
プログラム４２０は、コンピュータプログラム製品４１０に適した任意の方法で格納する
ことができる。
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【００７０】
　本発明の概念は、主に、少数の実施形態を参照しながら上述された。しかし、当業者に
よって容易に理解されるように、上に開示された実施形態以外の他の実施形態は、添付の
特許請求の範囲によって規定される本発明の概念の範囲内で同様に可能である。

【図１】

【図２】

【図３】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月30日(2017.11.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で提示される実施形態は、ＭＢＭＳベアラの品質評価のための方法、無線デバ
イス、コンピュータプログラム、およびコンピュータプログラム製品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信ネットワークにおいては、所与の通信プロトコル、そのパラメータ、および通信ネ
ットワークが展開される物理的環境に対して良好な性能および能力を得るための課題が存
在し得る。
【０００３】
　ある通信システムで利用可能な応用例の１つは、グループ通信サービスである。一般論
として、グループ通信は、同じ情報またはメディアが複数のクライアントノードに配信さ
れることを意味する。
【０００４】
　グループ通信システムでは、同じメディアを受信するクライアントノードは、クライア
ントノードのグループを構成する。これらのクライアントノードは、異なる場所に配置さ
れ得る。多くのクライアントノードが同じ領域内に配置される場合、時間リソースや周波
数リソースなどの通信リソースが、クライアントノード間で共有されるので、例えばマル
チキャストブロードキャストマルチメディアサービス（ＭＢＭＳ）を使用するマルチキャ
ストベースまたはブロードキャストベースの送信が、クライアントノードのグループへの
通信に効率的である。
【０００５】
　グループ通信システムの代表的な応用例は、プッシュツートーク（ＰＴＴ）システムで
ある。ＰＴＴシステムでは、クライアントをホストする無線デバイス、ならびにＰＴＴコ
ールをクライアントとの間で受信および分配する制御ノード（またはサーバ）がある。ク
ライアントがアップリンクで（すなわち、クライアントから制御ノードへ）メディアをＰ
ＴＴコールで送信するとき、クライアントは、ユニキャストベアラをクライアントからネ
ットワークへ使用する。制御ノードは、メディアをダウンリンクで（すなわち、制御ノー
ドからクライアントへ）送信するために、ＭＢＭＳベアラまたはユニキャストベアラを使
用することができる。
【０００６】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ネットワークでは、各ユニキャス
トベアラは、例えば変調、符号化、および再送信の機構に関して動的である無線ベアラを
利用する。これは、測定されたチャネル品質、誤ったトランスポートブロックなどを報告
できる、無線デバイスからのフィードバックメッセージによって達成される。これは、ユ
ニキャストベアラが、動的な無線状態に対応できるほどに極めて柔軟であることを可能に
する。
【０００７】
　ＰＴＴシステムでＭＢＭＳベアラを使用するとき、ＭＢＭＳベアラの受信品質のフィー
ドバックは通常ないので、制御ノードは、ＭＢＭＳベアラの品質に基づく必要がある。こ
の点に関して、３ＧＰＰでは、受信報告および修復機能性に対応するアプリケーションレ
イヤ機構が存在するが、この機構は、ＰＴＴシステムなどのグループ通信システムに対し
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て、実際的な限度を超えるレイテンシをもたらすことになる。
【０００８】
　ＭＢＭＳベアラ上のメディアの受信は、無線デバイスが待機モードのときですら、実行
することができる。無線デバイスが低いＭＢＭＳ受信品質に遭遇すると、無線デバイスク
ライアントは、接続モードに入り、次いで受信品質メッセージを送ることによって、制御
ノードに受信品質について通知する必要があり、それにより、制御ノードは、受信品質メ
ッセージを送る無線デバイスによってホストされている特定のクライアントに対してユニ
キャストベアラを使用するように送信モードを変更する措置を取ることができる。
【０００９】
　ＭＢＭＳは、２つの異なる送信モードで使用することができる。モードのうちの１つは
、ＭＢＭＳ単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）として知られており、ＭＢＳＦＮは、
同じ信号が、いくつかの無線セルにおいて、無線アクセスネットワークノードから同じ周
波数で同期的に送信されることを意味し、これは、複数の送信が、無線デバイス向けの結
合された信号電力に追加されるので、信号干渉雑音比（ＳＩＮＲ）の改善をもたらす。
【００１０】
　２つ目の送信モードは、単一セルポイントツーマルチポイント（ＳＣ－ＰＴＭ）として
知られている。ＳＣ－ＰＴＭは、３ＧＰＰ　Ｅ－ＵＴＲＡＮ　Ｒｅｌ－１３で導入された
。この送信モードでは、１つの無線アクセスネットワークノードだけが、データを送信す
る。この送信モードは、ＭＢＳＦＮにおけるのと同様には、隣接する無線アクセスネット
ワークノードの貢献に起因するＳＩＮＲの改良の利益を提供しない。
【００１１】
　しかし、ＳＣ－ＰＴＭは、無線デバイスが配置されたセルでだけ使用されることになる
ので、より細かい地理的粒度で使用することができる。
【００１２】
　ＭＢＭＳベアラを使用するとき、クライアントは、メディア送信時のＰＴＴコール中と
メディアが送信されないときの両方で、ＭＢＭＳベアラの品質を評価する必要がある。Ｍ
ＢＭＳベアラの品質を測定するための既知の機構は、ＭＢＳＦＮ参照信号受信品質（ＲＳ
ＲＱ）の測定に限定され、ＭＢＳＦＮ　ＲＳＲＱは、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１４　Ｖ１
３．１．０に規定されている。メディアがＭＢＭＳベアラ上でブロードキャストされると
き、受信品質は、トランスポートブロック誤り率（ＢＬＥＲ）を分析することによって評
価することができる。
【００１３】
　ＰＴＴシステムでのトラフィックパターンは、短い間隔での、メディアの少数の短い送
信バーストを一般に含む。これらの送信バーストは、一般に、直後に長い期間の無音が続
く（すなわち、そこではメディアは送信されない）。ＰＴＴメディア送信の割合は予測不
可能なので、ＭＢＭＳベアラ受信品質を評価することは難しい。メディアがブロードキャ
ストされないとき、予想品質を評価することは難しい。
【００１４】
　ＣＡ２９４７９５３Ａ１は、ＭＢＳＦＮベアラ品質測定に関し、ほぼ一定のストリーミ
ングフローと断続的なトラフィックとの間で異なるＭＢＭＳサービスにおける問題を議論
する。報告される測定結果は、起こり得る測定報告のギャップをネットワークが埋められ
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。
【００１５】
　しかし、ＭＢＭＳベアラの品質を評価するための改良された機構が依然として必要であ
る。
【発明の概要】
【００１６】
　本明細書の実施形態の目的は、ＭＢＭＳベアラの効率的な品質評価を提供することであ
る。
【００１７】
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　第１の態様によれば、ＭＢＭＳベアラの品質評価のための方法が提示される。方法は、
無線デバイスによって実行される。方法は、ＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準（ｑｕ
ａｌｉｔｙ　ｍｅａｓｕｒｅ）を得るために、ＭＢＭＳベアラから分離された参照信号の
信号品質の測定結果を決定することであって、参照信号が、少なくとも１つの無線アクセ
スネットワークノードから受信される、決定することを含む。方法は、測定結果から、ま
たＭＢＭＳベアラのマルチキャストチャネル（ＭＣＨ）に対して使用される変調符号化方
式（ＭＣＳ）から、ＭＢＭＳベアラの予想ＢＬＥＲを推定することを含む。
【００１８】
　有利なことに、これは、ＭＢＭＳベアラの効率的な品質評価を提供する。
【００１９】
　有利なことに、これは、データがＭＢＭＳベアラで送られないときですら、ＭＢＭＳベ
アラでの予想ＢＬＥＲの効率的な評価を提供する。さらに、予想ＢＬＥＲは、報告および
／またはモビリティ決定の目的で、別の送信オプションと比較することができる。
【００２０】
　第２の態様によれば、ＭＢＭＳベアラの品質評価のための無線デバイスが提供される。
無線デバイスは、処理回路を備える。処理回路は、無線デバイスに、ＭＢＭＳベアラに対
する品質評価基準を得るために、ＭＢＭＳベアラから分離された参照信号の信号品質の測
定結果を決定させるように設定され、参照信号が、少なくとも１つの無線アクセスネット
ワークノードから受信される。処理回路は、無線デバイスに、測定結果から、またＭＢＭ
ＳベアラのＭＣＨに対して使用されるＭＣＳから、ＭＢＭＳベアラの予想ＢＬＥＲを推定
させるように設定される。
【００２１】
　第３の態様によれば、ＭＢＭＳベアラの品質評価のための無線デバイスが提供される。
無線デバイスは、処理回路およびコンピュータプログラム製品を備える。コンピュータプ
ログラム製品は、処理回路によって実行されるとき、無線デバイスに、ステップ、すなわ
ち動作を実行させる命令を格納する。ステップすなわち動作は、無線デバイスに、ＭＢＭ
Ｓベアラに対する品質評価基準を得るために、ＭＢＭＳベアラから分離された参照信号の
信号品質の測定結果を決定させ、参照信号が、少なくとも１つの無線アクセスネットワー
クノードから受信される。ステップすなわち動作は、無線デバイスに、測定結果から、ま
たＭＢＭＳベアラのＭＣＨに対して使用されるＭＣＳから、ＭＢＭＳベアラの予想ＢＬＥ
Ｒを推定させる。
【００２２】
　第４の態様によれば、ＭＢＭＳベアラの品質評価のための無線デバイスが提供される。
無線デバイスは、ＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準を得るために、ＭＢＭＳベアラか
ら分離された参照信号の信号品質の測定結果を決定するように設定された決定モジュール
を備え、参照信号が、少なくとも１つの無線アクセスネットワークノードから受信される
。無線デバイスは、測定結果から、またＭＢＭＳベアラのＭＣＨに対して使用されるＭＣ
Ｓから、ＭＢＭＳベアラの予想ＢＬＥＲを推定するように設定された推定モジュールを備
える。
【００２３】
　第５の態様によれば、ＭＢＭＳベアラの品質評価のためのコンピュータプログラムが提
供され、コンピュータプログラムは、無線デバイス上で動作するとき、無線デバイスに、
第１の態様による方法を実行させるコンピュータプログラムコードを備える。
【００２４】
　第６の態様によれば、第５の態様によるコンピュータプログラムおよびコンピュータプ
ログラムが格納されるコンピュータ可読記憶媒体を備える、コンピュータプログラム製品
が提供される。
【００２５】
　第１、第２、第３、第４、第５、および第６の態様の任意の特徴は、適切な場合はいつ
も、任意の他の態様に適用され得ることに留意されたい。
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【００２６】
　同様に、第１の態様の任意の利点は、第２、第３、第４、第５、および／または第６の
態様に、それぞれ同様に適用されることがあり、また逆も同様である。付属の実施形態の
他の目的、特徴、および利点は、以下の詳細な開示から、添付の従属請求項から、ならび
に図面から明らかとなる。
【００２７】
　一般に、特許請求の範囲で使用されるすべての用語は、本明細書で明示的に別段の規定
がない限り、技術分野における用語の通常の意味によって解釈されるべきである。「要素
、装置、コンポーネント、手段、ステップなど」へのすべての言及は、明示的に別段の記
載がない限り、要素、装置、コンポーネント、手段、ステップなどの少なくとも１つの例
への言及として非限定的に解釈されるべきである。本明細書で開示される任意の方法のス
テップは、明示的に記載がない限り、開示されたとおりの順序で実行される必要はない。
　次に、本発明の概念を、例を使用して、以下の添付の図面を参照しながら説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】実施形態による通信ネットワークを示す概略図である。
【図２】実施形態による方法の流れ図である。
【図３】実施形態による方法の流れ図である。
【図４】実施形態による信号図である。
【図５】一実施形態による無線デバイスの機能ユニットを示す概略図である。
【図６】一実施形態による一無線デバイス名の機能モジュールを示す概略図である。
【図７】一実施形態による、コンピュータ可読記憶媒体を備えるコンピュータプログラム
製品の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　次に、本発明の概念について、本発明の概念のいくつかの実施形態を示す添付の図面を
参照して、以下でより詳細に説明する。ただし、この発明の概念は、多くの異なる形態で
実施でき、本明細書に記載の実施形態だけに限定されるものと解釈されるべきではない。
むしろ、これらの実施形態は、本開示が詳細かつ完全なものとなり、本発明の概念の範囲
を当業者に十分に伝えるものとなるように例を使用して提供される。同様の番号は、本説
明を通じて同様の要素を指す。破線によって示されるいずれのステップまたは特徴も、任
意選択としてみなされたい。
【００３０】
　図１は、本明細書で提示される実施形態を適用できる通信システム１００を示す概略図
である。通信システム１００は、グループ通信向けのサービスを提供すると考えられ、し
たがってグループ通信システムとみなすことができる。グループ通信システム１００は、
一部の態様によれば、プッシュツートーク（ＰＴＴ）システムである。
【００３１】
　通信システム１００は、無線アクセスネットワーク１２０、コアネットワーク１３０、
およびサービスネットワーク１４０を備える。通信システム１００はさらに、少なくとも
１つの制御ノード２００および少なくとも１つのクライアントノード１５０ａ、１５０ｂ
、１５０ｃを備える。少なくとも１つの制御ノード２００は、無線アクセスネットワーク
１２０における少なくとも１つの無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）ノード１１０ａ、
１１０ｂにまたは別のエンティティもしくはデバイスに、コアネットワーク１３０のエン
ティティもしくはデバイスに、またはサービスネットワーク１４０のエンティティもしく
はデバイスに提供する、あるいは設置することができる。少なくとも１つの制御ノード２
００は、グループ通信アプリケーションサーバ（ＧＣＳ　ＡＳ）の機能性を実装し得る。
各クライアントノード１５０ａ、１５０ｂ、１５０ｃは、それぞれの無線デバイス３００
ａ、３００ｂ、３００ｃに提供する、または設置することができる。
【００３２】
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　無線アクセスネットワーク１２０は、サービスネットワーク１４０に動作可能に接続さ
れているコアネットワーク１３０に動作可能に接続されている。少なくとも１つの無線ア
クセスネットワークノード１１０ａ、１１０ｂは、それによって無線デバイス３００ａ、
３００ｂ、３００ｃ、ひいてはクライアントノード１５０ａ、１５０ｂ、１５０ｃが、サ
ービスにアクセスし、サービスネットワーク１４０によって提供されるデータを交換する
ことを可能にする。
【００３３】
　無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃの例には、移動局、移動電話、ハンドセッ
ト、無線ローカルループ電話、ユーザ機器（ＵＥ）、スマートフォン、ラップトップコン
ピュータ、およびタブレットコンピュータが含まれるが、これらに限定されるものではな
い。無線アクセスネットワークノード１１０ａ、１１０ｂの例には、無線基地局、無線基
地局装置、ノードＢ、エボルブドノードＢ、およびアクセスポイントが含まれるが、これ
らに限定されるものではない。当業者なら理解するように、通信システム１００は、それ
ぞれが複数の無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃにネットワークアクセスを提供
する、複数の無線アクセスネットワークノード１１０ａ、１１０ｂを含んでもよい。本明
細書で開示される実施形態は、任意の特定の数の無線アクセスネットワークノード１１０
ａ、１１０ｂ、クライアントノード１５０ａ、１５０ｂ、１５０ｃ、または無線デバイス
３００ａ、３００ｂ、３００ｃに限定されるものではない。
【００３４】
　前述したように、ＭＢＭＳベアラの品質を評価するための改良された機構が依然として
必要である。
【００３５】
　本明細書で開示される実施形態は、ＭＢＭＳベアラの品質評価のための機構に関する。
そうした機構を得るために、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃ、無線デバイス
３００ａ、３００ｂ、３００ｃによって実行される方法、無線デバイス３００ａ、３００
ｂ、３００ｃ上で動作するとき、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃに方法を実
行させるコードを例えばコンピュータプログラムの形で備えるコンピュータプログラム製
品が提供される。
【００３６】
　図２および図３は、ＭＢＭＳベアラの品質評価のための方法の実施形態を示す流れ図で
ある。方法は、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃによって実行される。方法は
、有利には、コンピュータプログラム４２０として提供される。
【００３７】
　次に、一実施形態による、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃによって実行さ
れる、ＭＢＭＳベアラの品質評価のための方法を示す図２を参照する。また、図４の信号
図を並行して参照する。
【００３８】
　本明細書で開示される実施形態は、データがＭＢＭＳベアラで送られるかのように予想
ＢＬＥＲを評価するために、ＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準およびＭＢＭＳベアラ
に対して使用される変調符号化方式（ＭＣＳ）を使用することに基づく。
【００３９】
　Ｓ１０６：無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、ＭＢＭＳベアラに対する品
質評価基準を得るために、ＭＢＭＳベアラから分離された参照信号の信号品質の測定結果
を決定する。参照信号は、少なくとも１つの無線アクセスネットワークノード１１０ａ、
１１０ｂから受信される。品質評価基準の例が、以下に提供される。
【００４０】
　Ｓ１１０：無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、測定結果から、またＭＢＭ
Ｓベアラのマルチキャストチャネル（ＭＣＨ）に対して使用されるＭＣＳから、ＭＢＭＳ
ベアラの予想ブロック誤り率（ＢＬＥＲ）を推定する。
【００４１】
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　所与の送信のＢＬＥＲは、本明細書で、当該所与の送信において、誤った受信ブロック
の数を受信ブロックの総数で割ったものとして規定される。
【００４２】
　ＢＬＥＲは、データがＭＢＭＳベアラで送られるかのように推定することができる。高
い品質評価基準を測定し、ＭＢＭＳベアラを強固なＭＣＳでリッスンする無線デバイス３
００ａ、３００ｂ、３００ｃは、データがＭＢＭＳベアラで送られるときの低いＢＬＥＲ
を予想できる。ＭＣＳは、１つのＭＢＳＦＮにおける１つのＭＢＭＳベアラに対して静的
であり、これは、一定のＭＣＳに基づいて、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃ
は、ＢＬＥＲが高くなりすぎる前に、一定の最低水準の品質評価基準を許容できるととも
に、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、適切な措置を取らなければならない
ことを意味する。そうした適切な措置の例が、以下に提供される。
【００４３】
　次に、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃによって実行されるＭＢＭＳベアラ
の品質評価のより詳細に関する実施形態を開示する。
【００４４】
　品質評価基準の様々な例があり得る。一実施形態によれば、品質評価基準は、ＭＢＭＳ
ベアラに対するＲＳＲＱである。ＲＳＲＱは、参照信号受信電力（ＲＳＲＰ）と参照信号
強度インジケータ（ＲＳＳＩ）の比率として規定される。ＲＳＳＩは、熱雑音および無線
デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃの受信機において発生する雑音を含む、受信広帯
域電力を含む。一実施形態によれば、品質評価基準は、ＭＢＭＳベアラに対する信号対干
渉雑音比（ＳＩＮＲ）である。一実施形態によれば、品質評価基準は、ＲＳＲＱとＳＩＮ
Ｒの組合せである。
【００４５】
　参照が送信されるときにデータがＭＢＭＳベアラでブロードキャストされるか否かにか
かわらず、参照信号は、ＭＢＭＳベアラで送信することができる。したがって、一実施形
態によれば、参照信号は、データのないＭＢＭＳベアラで送信される。
【００４６】
　次に、別の実施形態による、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃによって実行
される、ＭＢＭＳベアラの品質評価のための方法を示す図３を参照する。ステップＳ１０
６およびＳ１１０は、上述のとおり実行されると考えられるため、したがってその説明の
繰り返しは省略する。図４の信号図を引き続き並行して参照する。
【００４７】
　ステップＳ１０６での測定結果の決定に先行する、様々なステップ、すなわち動作があ
り得る。一部の態様によれば、ＭＢＭＳベアラが有効化される。したがって、一実施形態
によれば、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、ステップＳ１０６を実行する
前にステップＳ１０２を実行するように設定される。
【００４８】
　Ｓ１０２：無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、少なくとも１つの無線アク
セスネットワークノード１１０ａから、システム情報を受信する。システム情報は、ＭＢ
ＭＳベアラが有効であることを示す。
【００４９】
　一部の態様によれば、各無線アクセスネットワークノード１１０ａ、１１０ｂは、ＭＢ
ＭＳベアラに関するシステム情報および制御情報をブロードキャストする。したがって、
一実施形態によれば、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、ステップＳ１０４
を、ステップＳ１０２の後、かつステップＳ１０６を実行する前に実行するように設定さ
れる。
【００５０】
　Ｓ１０４：無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、少なくとも１つの無線アク
セスネットワークノード１１０ａ、１１０ｂから、ＭＢＭＳベアラに関する制御情報を受
信する。制御情報は、ＭＣＳを含む。
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【００５１】
　先に開示したように、ステップＳ１０６では、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３０
０ｃは、ＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準を得るために、少なくとも１つの無線アク
セスネットワークノード１１０ａ、１１０ｂから受信される参照信号の信号品質の測定結
果を決定する。この点に関して、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、ＭＢＳ
ＦＮ参照信号を測定してＭＢＳＦＮ　ＲＳＲＱを決定することができる。したがって、一
実施形態によれば、参照信号は、ＭＢＳＦＮ参照信号であり、またＭＢＳＦＮ参照信号は
、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃによって、ＭＢＭＳベアラのＢＬＥＲがそ
こから推定されるＭＢＳＦＮ　ＲＳＲＱを決定するために使用される。ＭＢＳＦＮ参照信
号は、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃによって、ＭＢＳＦＮ参照信号受信電
力（ＲＳＲＰ）およびＭＢＳＦＮ　ＲＳＲＱを決定するために使用することができる。Ｍ
ＢＳＦＮ　ＲＳＲＱは、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１４　Ｖ１３．１．０に規定されている
。ＭＢＳＦＮ参照信号は、いくつかのセルから（例えば、いくつかの無線アクセスネット
ワークノード１１０ａ、１１０ｂから）同期がとられることがあるので、ＭＢＳＦＮ参照
信号は、常に、少なくともセル固有参照信号（ＣＳＲＳ）と同様に強力であり、また通常
、ＭＢＳＦＮ参照信号の複数のソースを組み合わせるとより強力である。セル固有参照信
号は、３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１１　Ｖ１３．１．０に規定されている。１つのＭＢＳＦ
Ｎにおける１つのＭＢＭＳベアラの場合、ＭＣＳは静的であるため、したがって無線デバ
イス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、ＭＢＳＦＮ　ＲＳＲＱを決定するためにＭＢＳＦ
Ｎ参照信号を測定し、ひいてはＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準を得ることができる
。
【００５２】
　ＭＢＭＳベアラがＳＣ－ＰＴＭ送信モードを使用する場合、無線デバイス３００ａ、３
００ｂ、３００ｃは、ＭＢＭＳベアラに対する同等のＲＳＲＱを決定するために、ＣＳＲ
Ｓを使用してもよい。しかし、この参照信号がユニキャスト送信に対して使用されるもの
と同じ場合でも、ＳＣ－ＰＴＭ送信モードには、例えば、リンク適応およびハイブリッド
自動再送要求（ＨＡＲＱ）による再送信がないので、同じチャネル品質を示すわけではな
い。したがって、一実施形態によれば、参照信号は、ＣＳＲＳであり、またＣＳＲＳは、
無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃによって、ＭＢＭＳベアラに対する品質評価
基準を決定するために使用される。ＣＳＲＳは、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３０
０ｃによって使用することでＲＳＲＰを決定でき、そしてＲＳＳＩと組み合わせるとＲＳ
ＲＱを決定できる。
【００５３】
　一部の態様によれば、予想ＢＬＥＲは、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃが
移動する速度からも推定される。したがって、一実施形態によれば、無線デバイス３００
ａ、３００ｂ、３００ｃは、ステップＳ１０８を実行するように設定される。
【００５４】
　Ｓ１０８：無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、無線デバイス３００ａ、３
００ｂ、３００ｃが移動する速度を推定する。予想ＢＬＥＲは、次いでステップＳ１１０
で、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃの移動から生じる速度および／またはド
ップラー効果からも推定される。
【００５５】
　無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃの移動は、ドップラー効果を生じさせる。
当業者なら理解するように、ドップラー効果は、品質評価基準が推定される基礎であるベ
アラの搬送周波数、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃが移動する速度、および
信号ソース（すなわち、少なくとも１つの無線アクセスネットワークノード１１０ａ、１
１０ｂ）に対する無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃの移動方向を使用して決定
することができる。最悪のケースのシナリオが発生するのは、無線デバイス３００ａ、３
００ｂ、３００ｃが最も強力な１つまたは複数の信号ソースに対して半径方向に移動する
ときである。信号ソースに対する方向が計算できない場合、無線デバイス３００ａ、３０
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０ｂ、３００ｃは、保守的になり、一実施形態において、前記半径方向を想定する可能性
がある。速度は、例えば、全地球測位システムからの測定結果を使用して、決定すること
ができる。一般論として、相対的な高いドップラー効果は、相対的な低いドップラー効果
と比較して、同じＭＣＳレベルで同じＢＬＥＲ目標に達するために、より高い品質評価基
準を必要とする。
【００５６】
　予想ＢＬＥＲは、例えば報告および／またはモビリティ決定の目的で、ＭＢＭＳベアラ
で送信されるデータに対する別の送信オプションと比較することができる。したがって、
一実施形態によれば、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、ステップＳ１１２
を実行するように設定される。
【００５７】
　Ｓ１１２：無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、予想ＢＬＥＲを、少なくと
も１つの追加ベアラの品質測定結果と比較する。
【００５８】
　したがって、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、そうした比較を実行する
ために、少なくとも１つの潜在または既存の追加ベアラの品質測定結果を得ると考えるこ
とができる。そうした１つまたは複数の追加ベアラの様々な例がある。例えば、１つまた
は複数の追加ベアラは、選択されたターゲットセル／領域または隣接のターゲットセル／
領域において、予想ＢＬＥＲが推定される対象のＭＢＭＳベアラによって現在提供されて
いるサービスに対して有効であり得る。一実施形態によれば、少なくとも１つの追加ベア
ラのそれぞれは、ユニキャストベアラ、別のＭＢＭＳベアラ、または中継伝送向けベアラ
である。このいわゆる別のＭＢＭＳベアラは、ＳＣ－ＰＴＭまたはＭＢＳＦＮ送信モード
を使用しているものであり得る。中継伝送向けベアラの一例は、ＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ中継伝送向けベアラである。この点に関して、一部の態様によれば、様々なベアラタ
イプの比較は、ステップＳ１１２で実行され得るように、ペイロードレベルで実行するこ
とができる。ペイロードの品質は、ＭＢＭＳベアラで、アプリケーションレベルの前方誤
り訂正（ＦＥＣ）の助けを借りて改善することができる。ペイロードの品質は、ユニキャ
ストベアラで、ＨＡＲＱの助けを借りて改善することができる。一実施形態では、ＢＬＥ
Ｒをペイロードレベル損失率にマッピングするために使用される既知のターゲットＨＡＲ
Ｑレベルがある。例として、ペイロードの１つのタイプは、メディアフレームである。メ
ディアフレームが一定のビットレートを使用して送信され、またメディアフレームのフレ
ームサイズが既知である場合、ＢＬＥＲとペイロードの品質との間のマッピングが可能で
ある。また、ＵＥ－ｔｏ－Ｎｅｔｗｏｒｋ中継伝送の場合、損失ブロック訂正の可能性を
考慮することができる。
【００５９】
　一部の態様によれば、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、ＭＢＭＳベアラ
測定の結果、ターゲット測定の結果（すなわち、少なくとも１つの追加ベアラの品質測定
の結果）、および／または比較の結果を制御ノード２００に報告する。したがって、一実
施形態によれば、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、ステップＳ１１４を実
行するように設定される。
【００６０】
　Ｓ１１４：無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、予想ＢＬＥＲおよび品質測
定結果を含む報告を、ＭＢＭＳベアラの制御ノード２００に送る。
【００６１】
　ＭＢＭＳベアラは低品質であるが、発見されたターゲットオプションのいずれもさらに
低品質である場合、このことは報告で示すことができる。したがって、一実施形態によれ
ば、報告は、予想ＢＬＥＲが第１の閾値を上回ることを示す。さらに、一実施形態によれ
ば、報告は、少なくとも１つの追加ベアラの予想ＢＬＥＲを示す。
【００６２】
　予想ＢＬＥＲが規定済みの閾値を下回る場合、ステップＳ１１２およびＳ１１４は、省
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略してよい。したがって、一実施形態によれば、ステップＳ１１２での比較することおよ
びステップＳ１１４での送ることは、ＭＢＭＳベアラの予想ＢＬＥＲが第２の閾値を上回
るときにだけ実行される。
【００６３】
　無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃは、品質評価基準の値、ＭＣＳ、およびＢ
ＬＥＲ間の関係を含むデータ構造を格納することができる。関係、したがってまたデータ
構造は、さらに、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃの速度または結果として生
じるドップラー効果の値を含むことができる。したがって、テーブルルックアップによっ
て、すなわち、ＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準および現在使用されているＭＣＳ（
そして任意選択で無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃの推定速度）を入力として
使用し、予想ＢＬＥＲを出力として生成することによって、予想ＢＬＥＲを推定すること
ができる。
【００６４】
　図５は、いくつかの機能ユニットの点から、一実施形態による、無線デバイス３００ａ
、３００ｂ、３００ｃのコンポーネントを概略的に示す。処理回路３１０は、（図７に見
られるような）コンピュータプログラム製品４１０に、例えば、記憶媒体３３０の形で格
納されたソフトウェア命令を実行できる、適当な中央処理装置（ＣＰＵ）、マルチプロセ
ッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）などのうちの１つまた
は複数の任意の組合せを使用して提供される。処理回路３１０はさらに、少なくとも１つ
の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）またはフィールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆ
ＰＧＡ）として提供されてもよい。
【００６５】
　特に、処理回路３１０は、先に開示したように、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３
００ｃに、動作、すなわちステップのセット、Ｓ１０２～Ｓ１１４を実行させるように設
定される。例えば、記憶媒体３３０は、動作のセットを格納してもよく、処理回路３１０
は、記憶媒体３３０から動作のセットを検索して、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３
００ｃに、動作のセットを実行させるように設定してもよい。動作のセットは、実行可能
命令のセットとして提供されてもよい。
【００６６】
　こうして処理回路３１０は、それによって、本明細書で開示される方法を実行するよう
に設定される。記憶媒体３３０はまた、例えば、磁気メモリ、光メモリ、ソリッドステー
トメモリ、もしくはさらにはリモートでマウントされたメモリの任意のただ１つまたは組
合せとすることができる永続記憶装置を備えてもよい。無線デバイス３００ａ、３００ｂ
、３００ｃはさらに、少なくとも無線アクセスネットワークノード１１０ａ、１１０ｂお
よび制御ノード２００との通信のために少なくとも設定される通信インターフェース３２
０を備えてもよい。したがって、そうした通信インターフェース３２０は、アナログおよ
びデジタルコンポーネントを備える、１つまたは複数の送信機および受信機を備えること
ができる。処理回路３１０は、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３００ｃの一般的な動
作を、例えば、データおよび制御信号を通信インターフェース３２０および記憶媒体３３
０に送ることにより、データおよび報告を通信インターフェース３２０から受信すること
により、またデータおよび命令を記憶媒体３３０から検索することにより、制御する。本
明細書で提示される概念を不明瞭にしないよう、無線デバイス３００ａ、３００ｂ、３０
０ｃの他のコンポーネントならびに関連する機能性は省略している。
【００６７】
　図６は、いくつかの機能モジュールの点から、一実施形態による、無線デバイス３００
ａ、３００ｂ、３００ｃのコンポーネントを概略的に示す。図６の無線デバイス３００ａ
、３００ｂ、３００ｃは、いくつかの機能モジュール、すなわち、ステップＳ１０６を実
行するように設定された決定モジュール３１０ｃおよびステップＳ１１０を実行するよう
に設定された推定モジュール３１０ｅを備える。図６の無線デバイス３００ａ、３００ｂ
、３００ｃはさらに、ステップＳ１０２を実行するように設定された受信モジュール３１
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０ａ、ステップＳ１０４を実行するように設定された受信モジュール３１０ｂ、ステップ
Ｓ１０８を実行するように設定された推定モジュール３１０ｄ、ステップＳ１１２を実行
するように設定された比較モジュール３１０ｆ、およびステップＳ１１４を実行するよう
に設定された発信モジュール３１０ｇのいずれかなどのいくつかの任意選択の機能モジュ
ールを備えてもよい。
【００６８】
　一般論として、各機能モジュール３１０ａ～３１０ｇは、一実施形態においてハードウ
ェアにだけ実装できるか、別の実施形態においてソフトウェアの助けを借りて実装でき、
すなわち、後者の実施形態は、処理回路上で動作するとき、無線デバイス３００ａ、３０
０ｂ、３００ｃに、図６と共に前述された対応するステップを実行させる、記憶媒体３３
０に格納されたコンピュータプログラム命令を有する。モジュールが１つのコンピュータ
プログラムの部分に対応するとしても、モジュールはコンピュータプログラム内で別個の
モジュールである必要はないが、モジュールがソフトウェアに実装される方法は使用され
るプログラミング言語に依存することもまた言及されるべきである。好ましくは、１つま
たは複数のまたはすべての機能モジュール３１０ａ～３１０ｇは、処理回路３１０によっ
て、また場合によっては、機能ユニットの３２０および／または３３０と協力して、実装
することができる。処理回路３１０は、したがって、機能モジュール３１０ａ～３１０ｇ
によって提供される命令を記憶媒体３３０から取り込むよう、またこれらの命令を実行す
るよう設定することができ、それによって、本明細書で開示される任意のステップを実行
する。
【００６９】
　図７は、コンピュータ可読記憶媒体４３０を備えるコンピュータプログラム製品４１０
の一例を示す。このコンピュータ可読記憶媒体４３０に、コンピュータプログラム４２０
を格納でき、コンピュータプログラム４２０は、処理回路３１０、ならびにそこに動作可
能に結合された、通信インターフェース３２０や記憶媒体３３０などのエンティティおよ
びデバイスに、本明細書で説明する実施形態による方法を実行させることができる。コン
ピュータプログラム４２０および／またはコンピュータプログラム製品４１０は、したが
って、本明細書で開示される任意のステップを実行するための手段を提供することができ
る。
【００７０】
　図７の例では、コンピュータプログラム製品４１０は、ＣＤ（コンパクトディスク）ま
たはＤＶＤ（デジタル多用途ディスク）またはＢｌｕ－Ｒａｙディスクなどの光ディスク
として示される。コンピュータプログラム製品４１０はまた、ランダムアクセスメモリ（
ＲＡＭ）、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、消去可能プログラマブル読出し専用メモリ（Ｅ
ＰＲＯＭ）、または電気的消去可能プログラマブル読出し専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ）な
どのメモリとして、より詳細には、ＵＳＢ（ユニバーサルシリアルバス）メモリなどの外
部メモリまたはコンパクトフラッシュメモリなどのフラッシュメモリにおけるデバイスの
不揮発性記憶媒体として組み込まれる。したがって、コンピュータプログラム４２０は、
ここでは、概略的に、示された光ディスク上のトラックとして示されるが、コンピュータ
プログラム４２０は、コンピュータプログラム製品４１０に適した任意の方法で格納する
ことができる。
【００７１】
　本発明の概念は、主に、少数の実施形態を参照しながら上述された。しかし、当業者に
よって容易に理解されるように、上に開示された実施形態以外の他の実施形態は、添付の
特許請求の範囲によって規定される本発明の概念の範囲内で同様に可能である。
【手続補正２】
【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】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線デバイス（３００ａ、３００ｂ、３００ｃ）によって実行される、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）ベアラの品質評価のための方法で
あって、
　前記ＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準を得るために、前記ＭＢＭＳベアラから分離
された参照信号の信号品質の測定結果を決定すること（Ｓ１０６）であって、前記参照信
号が、少なくとも１つの無線アクセスネットワークノード（１１０ａ、１１０ｂ）から受
信される、決定することと、
　前記測定結果から、また前記ＭＢＭＳベアラのマルチキャストチャネル（ＭＣＨ）に対
して使用される変調符号化方式（ＭＣＳ）から、前記ＭＢＭＳベアラの予想ブロック誤り
率（ＢＬＥＲ）を推定すること（Ｓ１１０）と
を含む方法。
【請求項２】
　前記品質評価基準が、前記ＭＢＭＳベアラに対する参照信号受信品質（ＲＳＲＱ）また
は信号対干渉雑音比（ＳＩＮＲ）のうちの少なくとも１つである、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記ＢＬＥＲが、データが前記ＭＢＭＳベアラで送られるかのように推定される、請求
項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記参照信号が、データのないＭＢＭＳベアラで送信される、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記参照信号が、ＭＢＭＳ単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）参照信号であり、ま
た前記ＭＢＳＦＮ参照信号が、前記無線デバイスによって、前記ＭＢＭＳベアラの前記Ｂ
ＬＥＲがそこから推定されるＭＢＳＦＮ　ＲＳＲＱを決定するために使用される、請求項
１に記載の方法。
【請求項６】
　前記参照信号が、セル固有参照信号（ＣＳＲＳ）であり、また前記ＣＳＲＳが、前記無
線デバイスによって、前記ＭＢＭＳベアラに対する前記品質評価基準を決定するために使
用される、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記無線デバイスが移動する速度を推定すること（Ｓ１０８）であって、前記予想ＢＬ
ＥＲが、前記無線デバイスの移動から生じる前記速度またはドップラー効果からも推定さ
れる、推定することをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記予想ＢＬＥＲを、少なくとも１つの潜在または既存の追加ベアラの品質測定結果と
比較すること（Ｓ１１２）をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの追加ベアラのそれぞれが、ユニキャストベアラ、別のＭＢＭＳベ
アラ、または中継伝送向けベアラである、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記別のＭＢＭＳベアラが、ＭＢＭＳ単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）送信モー
ドまたは単一セルポイントツーマルチポイント（ＳＣ－ＰＴＭ）送信モードを使用する、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記予想ＢＬＥＲおよび前記品質測定結果を含む報告を、前記ＭＢＭＳベアラの制御ノ
ード（２００）に送ること（Ｓ１１４）をさらに含む、請求項８から１０のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１２】
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　前記報告が、前記予想ＢＬＥＲが第１の閾値を上回ることを示す、請求項１１に記載の
方法。
【請求項１３】
　前記報告が、前記少なくとも１つの追加ベアラの予想ＢＬＥＲを示す、請求項１１また
は１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記送ることが、前記ＭＢＭＳベアラの前記予想ＢＬＥＲが第２の閾値を上回るときに
だけ実行される、請求項１１から１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの無線アクセスネットワークノードから、制御ノード（２００）に
よる前記ＭＢＭＳベアラの有効化を示すシステム情報を受信すること（Ｓ１０２）をさら
に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの無線アクセスネットワークノードから、前記ＭＢＭＳベアラに関
する制御情報を受信すること（Ｓ１０４）であって、前記制御情報が前記ＭＣＳを含む、
受信することをさらに含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　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）ベアラの品質評
価のための無線デバイス（３００ａ、３００ｂ、３００ｃ）であって、
　前記ＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準を得るために、前記ＭＢＭＳベアラから分離
された参照信号の信号品質の測定結果を決定することであって、前記参照信号が、少なく
とも１つの無線アクセスネットワークノード（１１０ａ、１１０ｂ）から受信される、決
定するように設定された決定モジュール（３１０ｃ）と、
　前記測定結果から、また前記ＭＢＭＳベアラのマルチキャストチャネル（ＭＣＨ）に対
して使用される変調符号化方式（ＭＣＳ）から、前記ＭＢＭＳベアラの予想ブロック誤り
率（ＢＬＥＲ）を推定するように設定された推定モジュール（３１０ｅ）と
を備える、無線デバイス（３００ａ、３００ｂ、３００ｃ）。
【請求項１８】
　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）ベアラの品質評
価のためのコンピュータプログラム（４２０）であって、無線デバイス（３００ａ、３０
０ｂ、３００ｃ）の処理回路（３１０）上で動作するとき、前記無線デバイス（３００ａ
、３００ｂ、３００ｃ）に、
　前記ＭＢＭＳベアラに対する品質評価基準を得るために、前記ＭＢＭＳベアラから分離
された参照信号の信号品質の測定結果を決定することであって（Ｓ１０６）、前記参照信
号が、少なくとも１つの無線アクセスネットワークノード（１１０ａ、１１０ｂ）から受
信される、決定することと、
　前記測定結果から、また前記ＭＢＭＳベアラのマルチキャストチャネル（ＭＣＨ）に対
して使用される変調符号化方式（ＭＣＳ）から、前記ＭＢＭＳベアラの予想ブロック誤り
率（ＢＬＥＲ）を推定することと（Ｓ１１０）を行わせるコンピュータコードを備える、
コンピュータプログラム（４２０）。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のコンピュータプログラム（４２０）と、前記コンピュータプログラ
ムが格納されるコンピュータ可読記憶媒体（４３０）とを備える、コンピュータプログラ
ム製品（４１０）。
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