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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　関連アップリンクサービスを有しない第１送信周波数でインジケータを受信する段階を
含み、
　前記インジケータが、前記第１送信周波数とは異なり、かつ関連アップリンクサービス
を有しない、少なくとも１つの送信周波数を示し、
　前記インジケータが、前記少なくとも１つの送信周波数でのサービスの利用可能性が前
記第１送信周波数で提供されるか否かを示すことを特徴とするネットワークとユーザ装置
（ＵＥ）間の通信方法。
【請求項２】
　前記インジケータが、前記少なくとも１つの送信周波数でのサービスの利用可能性が前
記第１送信周波数で提供されることを示す場合、前記少なくとも１つの送信周波数を受信
しないと決定する段階をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載のネットワークとユ
ーザ装置（ＵＥ）間の通信方法。
【請求項３】
　前記インジケータが、前記少なくとも１つの送信周波数でのサービスの利用可能性が前
記第１送信周波数で提供されないことを示す場合、前記少なくとも１つの送信周波数を受
信すると決定する段階をさらに含むことを特徴とする請求項２に記載のネットワークとユ
ーザ装置（ＵＥ）間の通信方法。
【請求項４】
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　前記インジケータが、前記少なくとも１つの送信周波数でのサービスの利用可能性が前
記第１送信周波数で提供されないことを示す場合、前記少なくとも１つの送信周波数を受
信すると決定されると、前記インジケータは、前記少なくとも１つの送信周波数が全ての
周波数での全ての利用可能なサービスに関する情報を提供することと、いずれの周波数も
全ての周波数での全ての利用可能なサービスに関する情報を提供しないことのいずれか一
方をさらに示すことを特徴とする請求項３に記載のネットワークとユーザ装置（ＵＥ）間
の通信方法。
【請求項５】
　前記インジケータが、前記少なくとも１つの送信周波数が全ての周波数での全ての利用
可能なサービスに関する情報を提供するか否かを示すことを特徴とする請求項１に記載の
ネットワークとユーザ装置（ＵＥ）間の通信方法。
【請求項６】
　前記第１送信周波数に加えて、前記少なくとも１つの送信周波数を受信する段階をさら
に含むことを特徴とする請求項３に記載のネットワークとユーザ装置（ＵＥ）間の通信方
法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの送信周波数が周期的に受信されることを特徴とする請求項６に記
載のネットワークとユーザ装置（ＵＥ）間の通信方法。
【請求項８】
　前記第１送信周波数の代わりに、前記少なくとも１つの送信周波数を受信する段階をさ
らに含むことを特徴とする請求項３に記載のネットワークとユーザ装置（ＵＥ）間の通信
方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの送信周波数が周期的に受信されることを特徴とする請求項８に記
載のネットワークとユーザ装置（ＵＥ）間の通信方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの送信周波数でのサービスの利用可能性が前記第１送信周波数で提
供されるか否かを示すために、優先順位方式が用いられることを特徴とする請求項１に記
載のネットワークとユーザ装置（ＵＥ）間の通信方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの送信周波数が全ての周波数での全ての利用可能なサービスに関す
る情報を提供するか否かを示すために、周波数フラグ方式が用いられることを特徴とする
請求項５に記載のネットワークとユーザ装置（ＵＥ）間の通信方法。
【請求項１２】
　関連アップリンクサービスを有しない第１送信周波数でインジケータを送信する段階を
含み、
　前記インジケータが、前記第１送信周波数とは異なり、かつ関連アップリンクサービス
を有しない、少なくとも１つの送信周波数を示し、
　前記インジケータが、前記少なくとも１つの送信周波数でのサービスの利用可能性が前
記第１送信周波数で提供されるか否かを示すことを特徴とするネットワークとユーザ装置
（ＵＥ）間の通信方法。
【請求項１３】
　前記インジケータが、前記少なくとも１つの送信周波数でのサービスの利用可能性が前
記第１送信周波数で提供されることを示すことを特徴とする請求項１２に記載のネットワ
ークとユーザ装置（ＵＥ）間の通信方法。
【請求項１４】
　前記インジケータが、前記少なくとも１つの送信周波数でのサービスの利用可能性が前
記第１送信周波数で提供されないことを示すことを特徴とする請求項１２に記載のネット
ワークとユーザ装置（ＵＥ）間の通信方法。
【請求項１５】
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　前記インジケータが、前記少なくとも１つの送信周波数が全ての周波数での全ての利用
可能なサービスに関する情報を提供するか否かを示すことを特徴とする請求項１２に記載
のネットワークとユーザ装置（ＵＥ）間の通信方法。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの送信周波数が全ての周波数での全ての利用可能なサービスに関す
る情報を提供するか否かを示すために、周波数フラグ方式が用いられることを特徴とする
請求項１５に記載のネットワークとユーザ装置（ＵＥ）間の通信方法。
【請求項１７】
　前記インジケータが、いずれの周波数も全ての周波数での全ての利用可能なサービスに
関する情報を提供しないことを示すことを特徴とする請求項１２に記載のネットワークと
ユーザ装置（ＵＥ）間の通信方法。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つの送信周波数でのサービスの利用可能性が前記第１送信周波数で提
供されるか否かを示すために、優先順位方式が用いられることを特徴とする請求項１２に
記載のネットワークとユーザ装置（ＵＥ）間の通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　３５　Ｕ．Ｓ．Ｃ．§１１９に従い、本出願は、２００７年２月１５日付けで出願され
た米国仮出願番号６０／８９０，１５２号を優先権主張の基礎として優先権を主張するも
のであり、これらの全ての内容は参照によりここに援用される。
【０００２】
　本発明は、無線通信システムにおけるネットワークとユーザ装置間の通信に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
　Ｓｙｓｔｅｍ）は、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）として知られている欧州標準から進化した欧州式第３世代
ＩＭＴ－２０００移動通信システムである。ＵＭＴＳは、ＧＳＭコアネットワーク及びＷ
－ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃ
ｃｅｓｓ）無線接続技術に基づいて向上した移動通信サービスを提供することを目標とす
る。１９９８年１２月、ヨーロッパのＥＴＳＩ、日本のＡＲＩＢ／ＴＴＣ、米国のＴ１、
及び韓国のＴＴＡは３ＧＰＰ（Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈ
ｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）を構成した。３ＧＰＰはＵＭＴＳ技術の詳細仕様を作成する。
【０００４】
　ＵＭＴＳの迅速で効果的な技術開発を達成するために、３ＧＰＰ内には、ネットワーク
構成要素とこれらの動作の独立性を考慮して、ＵＭＴＳの標準化作業のための５つの技術
仕様グループ（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐｓ；ＴＳ
Ｇ）が作成された。各ＴＳＧは、関連した領域内で標準仕様を開発、承認、及び管理する
。そのうち、無線アクセスネットワーク（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；
ＲＡＮ）グループ（ＴＳＧ－ＲＡＮ）は、ＵＭＴＳにおいてＷ－ＣＤＭＡアクセス技術を
サポートするための新しい無線アクセスネットワークであるＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ　Ｔｅ
ｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）の機能、要求事項、
及びインタフェースの標準を開発する。
【０００５】
　図１はＵＭＴＳネットワークの概要を示す図である。ＵＭＴＳネットワークは、移動端
末又はユーザ装置（ＵＥ）１、ＵＴＲＡＮ２、及びコアネットワーク（ＣＮ）３を含む。
【０００６】
　ＵＴＲＡＮ２は、Ｉｕｂインタフェースで接続される複数の無線ネットワーク制御装置
（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ；ＲＮＣ）４とＮｏｄｅ　Ｂ５と
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から構成される。各ＲＮＣ４は複数のＮｏｄｅ　Ｂ５を制御する。各Ｎｏｄｅ　Ｂ５は１
つ又は複数のセルを制御し、１つのセルは所定の周波数で所定の地理的エリアをカバーす
る。
【０００７】
　各ＲＮＣ４は、Ｉｕインタフェースを介して、ＣＮ３、又は前記ＣＮのＭＳＣ（Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ）６エンティティ及びＳＧＳＮ（Ｓｅｒｖｉ
ｎｇ　ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）　Ｓｕ
ｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ）７エンティティに接続される。ＲＮＣ４は、Ｉｕｒインタフェー
スを介して他のＲＮＣに接続することもできる。ＲＮＣ４は、無線リソースの割当及び管
理を担当し、ＣＮ３に対するアクセスポイントの役割を果たす。
【０００８】
　Ｎｏｄｅ　Ｂ５は、アップリンクでＵＥ１の物理層により送信された情報を受信し、ダ
ウンリンクでＵＥ１にデータを送信する。Ｎｏｄｅ　Ｂ５は、ＵＥ１に対するＵＴＲＡＮ
２のアクセスポイントの役割を果たす。
【０００９】
　ＳＧＳＮ７は、Ｇｆインタフェースを介してＥＩＲ（Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｉｄｅｎｔ
ｉｔｙ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）８に、ＧＳインタフェースを介してＭＳＣ６に、ＧＮインタ
フェースを介してＧＧＳＮ（Ｇａｔｅｗａｙ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ）９
に、並びにＧＲインタフェースを介してＨＳＳ（Ｈｏｍｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｅ
ｒｖｅｒ）１０に接続される。
【００１０】
　ＥＩＲ８は、前記ネットワークで使用が許可されたＵＥ１のリストをホストする。ＥＩ
Ｒ８は、前記ネットワークで使用が許可されていないＵＥ１のリストをもホストする。
【００１１】
　回線交換（Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ；　ＣＳ）サービスのための接続を制御
するＭＳＣ６は、ＮＢインタフェースを介してＭＧＷ（Ｍｅｄｉａ　Ｇａｔｅｗａｙ）１
１に、Ｆインタフェースを介してＥＩＲ８に、並びにＤインタフェースを介してＨＳＳ１
０に接続される。
【００１２】
　ＭＧＷ１１は、Ｃインタフェースを介してＨＳＳ１０に接続され、ＰＳＴＮ（Ｐｕｂｌ
ｉｃ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）にも接続される。ＭＧ
Ｗ１１は、前記ＰＳＴＮと前記接続されたＲＡＮ間のコーデックの適応を可能にする。
【００１３】
　ＧＧＳＮ９は、ＧＣインタフェースを介してＨＳＳ１０に接続され、ＧＩインタフェー
スを介してインターネットに接続される。ＧＧＳＮ９は、様々な無線アクセスベアラ（Ｒ
ａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ；　ＲＡＢ）へのデータフローのルーティング、
課金、及び分離を担当する。ＨＳＳ１０はユーザの加入データを担当する。
【００１４】
　ＵＴＲＡＮ２は、ＵＥ１とＣＮ３間の通信のためのＲＡＢを構成して維持する。ＣＮ３
は、エンドツーエンドサービス品質（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ；　ＱｏＳ
）要求事項をＲＡＢに要求し、前記ＲＡＢは、ＣＮ３が設定したＱｏＳ要求事項をサポー
トする。従って、ＵＴＲＡＮ２は前記ＲＡＢを構成して維持することで前記エンドツーエ
ンドＱｏＳ要求事項を満たすことができる。
【００１５】
　特定のＵＥ１に提供されるサービスは、大きく回線交換（ＣＳ）サービスとパケット交
換（Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ；　ＰＳ）サービスとに分けられる。例えば、一般
的な音声対話サービスは回線交換サービスであり、インターネット接続によるウェブブラ
ウジングサービスはパケット交換サービスである。
【００１６】
　回線交換サービスをサポートする場合、ＲＮＣ４は、ＣＮ３のＭＳＣ６に接続され、前
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記ＭＳＣは、他のネットワークとの接続を管理するＧＭＳＣ（Ｇａｔｅｗａｙ　Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ）に接続される。パケット交換サービスをサポ
ートする場合、ＲＮＣ４は、ＣＮ３のＳＧＳＮ７及びＧＧＳＮ９に接続される。
【００１７】
　ＳＧＳＮ７は、前記ＲＮＣとのパケット通信をサポートし、ＧＧＳＮ９は、インターネ
ットなどの他のパケット交換ネットワークとの接続を管理する。
【００１８】
　図２は３ＧＰＰ無線アクセスネットワークの標準に準拠したＵＥ１とＵＴＲＡＮ２間の
無線インタフェースプロトコルの構造を示す図である。図２に示すように、前記無線イン
タフェースプロトコルは、垂直層（ｖｅｒｔｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ）として、物理層、デ
ータリンク層、及びネットワーク層を有し、水平プレーン（ｈｏｒｉｚｏｎｔａｌ　ｐｌ
ａｎｅ）として、ユーザデータを伝送するためのユーザプレーン（Ｕ－ｐｌａｎｅ）、及
び制御情報を伝送するための制御プレーン（Ｃ－ｐｌａｎｅ）を有する。前記ユーザプレ
ーンは、音声やＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）パケットなどのユーザのト
ラフィック情報を管理する領域であり、前記制御プレーンは、ネットワークのインタフェ
ース、呼の維持及び管理などに関する制御情報を管理する領域である。前記プロトコル層
は、ＯＳＩ（Ｏｐｅｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）参照モデルの
下位３層に基づいて、第１層（Ｌ１）、第２層（Ｌ２）、及び第３層（Ｌ３）に区分する
ことができる。
【００１９】
　第１層（Ｌ１）又は物理層は、多様な無線伝送技術を用いて上位層に情報伝送サービス
（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を提供する。前記物理
層は、トランスポートチャネルを介して上位層である媒体アクセス制御（Ｍｅｄｉｕｍ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；　ＭＡＣ）層に接続される。前記ＭＡＣ層と前記物理層
とはトランスポートチャネルでデータをやり取りする。
【００２０】
　第２層（Ｌ２）は、ＭＡＣ層、無線リンク制御（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ；　ＲＬＣ）層、ブロードキャスト／マルチキャスト制御（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕ
ｌｔｉｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；　ＢＭＣ）層、及びパケットデータコンバージェンス
プロトコル（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ；　
ＰＤＣＰ）層を含む。前記ＭＡＣ層は、論理チャネルとトランスポートチャネル間のマッ
ピングを管理し、無線リソースの割当及び再割当のためにＭＡＣパラメータの割当を提供
する。前記ＭＡＣ層は、論理チャネルを介して上位層又は前記ＲＬＣ層に接続される。
【００２１】
　伝送される情報の種類によって様々な論理チャネルが提供される。一般に、制御プレー
ンの情報を伝送する場合は制御チャネルが使用され、ユーザプレーンの情報を伝送する場
合はトラフィックチャネルが使用される。
【００２２】
　論理チャネルは、共有するか否かによって共通チャネル又は専用チャネルになる。論理
チャネルは、ＤＴＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＤＣ
ＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＣＴＣＨ（Ｃｏｍｍｏ
ｎ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＣＣＣＨ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ）、ＢＣＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、
並びにＰＣＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）もしくはＳＣＣＨ（
Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を含む。
【００２３】
　前記ＢＣＣＨは、システムにアクセスするために、端末が活用した情報を含む情報を提
供する。前記ＰＣＣＨは、端末にアクセスするために前記ＵＴＲＡＮが使用する。
【００２４】
　ＭＢＭＳ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒ
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ｖｉｃｅ）の目的のために、ＭＢＭＳ標準にトラフィックチャネル及び制御チャネルがさ
らに取り入れられる。ＭＣＣＨ（ＭＢＭＳ　ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を使用してＭＢＭＳ制御情報を伝送し、ＭＴＣＨ（Ｍ
ＢＭＳ　ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
を使用してＭＢＭＳサービスデータを伝送する。ＭＳＣＨ（ＭＢＭＳ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉ
ｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を使用してスケジューリング情報を伝送する。様々な論理チャネ
ルのリストを図３に示す。
【００２５】
　前記ＭＡＣ層は、トランスポートチャネルを介して前記物理層に接続され、管理される
トランスポートチャネルのタイプによってＭＡＣ－ｂサブレイヤ、ＭＡＣ－ｄサブレイヤ
、ＭＡＣ－ｃ／ｓｈサブレイヤ、ＭＡＣ－ｈｓサブレイヤ、及びＭＡＣ－ｍサブレイヤに
分けることができる。前記ＭＡＣ－ｂサブレイヤは、システム情報のブロードキャストを
担当するトランスポートチャネルであるＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）
を管理する。前記ＭＡＣ－ｃ／ｓｈサブレイヤは、複数の端末が共有するＦＡＣＨ（Ｆｏ
ｒｗａｒｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）もしくはＤＳＣＨ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓ
ｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）などの共通トランスポートチャネル、又はアップリンクで
はＲＡＣＨ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を管理する。前記ＭＡＣ－
ｍサブレイヤは、ＭＢＭＳデータを処理する。
【００２６】
　図４はＵＥの観点から論理チャネルとトランスポートチャネル間の可能なマッピングを
示し、図５はＵＴＲＡＮの観点から論理チャネルとトランスポートチャネル間の可能なマ
ッピングを示す。
【００２７】
　前記ＭＡＣ－ｄサブレイヤは、特定の端末のための専用トランスポートチャネルである
ＤＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を管理する。前記ＭＡＣ－ｄサブレイヤ
は、該当端末を管理するＳＲＮＣ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌｌｅｒ）に位置する。また、１つのＭＡＣ－ｄサブレイヤは各端末内に存在す
る。
【００２８】
　前記ＲＬＣ層は、ＲＬＣ動作モードに応じて、信頼性のあるデータ伝送をサポートし、
上位層から伝送された複数のＲＬＣサービスデータユニット（ＲＬＣ　ＳＤＵ）に対する
分割及び接続機能を実行する。前記ＲＬＣ層は、上位層から前記ＲＬＣ　ＳＤＵを受信す
ると、処理容量を考慮して適当な方式で各ＲＬＣ　ＳＤＵのサイズを調節して、ヘッダ情
報が付加されたデータユニットを生成する。前記データユニットをプロトコルデータユニ
ット（ＰＤＵ）といい、前記ＰＤＵは論理チャネルを介して前記ＭＡＣ層に伝送される。
前記ＲＬＣ層は、前記ＲＬＣ　ＳＤＵ及び／又はＲＬＣ　ＰＤＵを保存するためのＲＬＣ
バッファを含む。
【００２９】
　前記ＢＭＣ層は、前記コアネットワークから受信したセルブロードキャスト（Ｃｅｌｌ
　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ；　ＣＢ）メッセージをスケジューリングし、前記ＣＢメッセージ
を特定のセル又はそのセルに位置する端末にブロードキャストする。
【００３０】
　前記ＰＤＣＰ層は前記ＲＬＣ層の上位に位置する。前記ＰＤＣＰ層は、ＩＰｖ４やＩＰ
ｖ６などのネットワークプロトコルで伝送されたデータを相対的に帯域幅の小さい無線イ
ンタフェースに効果的に伝送するのに使用される。これを達成するために、前記ＰＤＣＰ
層は、有線ネットワークで使用される不要な制御情報を減らすが、このような機能をヘッ
ダ圧縮という。
【００３１】
　無線リソース制御（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；　ＲＲＣ）層は
、第３層（Ｌ３）の最下位に位置する層であり、制御プレーンでのみ定義される。前記Ｒ
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ＲＣ層は、無線ベアラ（ＲＢ）の設定、再設定、及び解除又は取消に関するトランスポー
トチャネル及び物理チャネルを制御する。さらに、前記ＲＲＣは、前記ＲＡＮ内でのユー
ザ移動性、及び位置サービスなどのさらなるサービスを担当する。
【００３２】
　前記ＲＢとは、前記端末とＵＴＲＡＮ間のデータ伝送のために第２層（Ｌ２）が提供す
るサービスを意味する。一般に、ＲＢの設定とは、特定のデータサービスを提供するため
に必要なプロトコル層及びチャネルの特性を規定し、それぞれの詳細なパラメータ及び動
作方法を設定する過程を意味する。
【００３３】
　所定のＵＥのための無線ベアラとトランスポートチャネル間のマッピングの様々な可能
性が常に成立するわけではない。前記ＵＥ及びＵＴＲＡＮは、前記ＵＥの状態や前記ＵＥ
及びＵＴＲＡＮが現在行っている手順に応じて可能なマッピングを推論する。様々な状態
やモードについては、以下に本発明に係る範囲内で詳細に説明する。
【００３４】
　様々なトランスポートチャネルは様々な物理チャネルにマッピングされる。例えば、Ｒ
ＡＣＨトランスポートチャネルは所定のＰＲＡＣＨに、ＤＣＨはＤＰＣＨに、ＦＡＣＨ及
びＰＣＨはＳ－ＣＣＰＣＨに、ＤＳＣＨはＰＤＳＣＨにマッピングされる。前記物理チャ
ネルの設定は、前記ＲＮＣとＵＥ間のＲＲＣシグナリング交換により行われる。
【００３５】
　ＲＲＣモードは、端末のＲＲＣとＵＴＲＡＮのＲＲＣ間に論理接続が存在するか否かを
示す。接続が存在する場合、前記端末はＲＲＣ接続モードであり、接続が存在しない場合
、前記端末はアイドルモードである。
【００３６】
　ＲＲＣ接続モードの端末に対してＲＲＣ接続が存在するため、ＵＴＲＡＮは、セルユニ
ット内に特定の端末が存在するか否かを判断することができる。例えば、ＵＴＲＡＮは、
ＲＲＣ接続モードの端末がどのセルもしくはセルのセットに存在するか、並びにＵＥがど
の物理チャネルをリッスンしているかを判断できるので、端末を効果的に制御することが
できる。
【００３７】
　一方、ＵＴＲＡＮは、アイドルモードの端末が存在するか否かを判断することができな
い。アイドルモードの端末が存在するか否かは、例えばロケーションやルーティングエリ
アのようにセルより大きい地域内で、コアネットワークによってのみ判断される。従って
、アイドルモードの端末が存在するか否かは、広い地域内で判断され、音声やデータのよ
うな移動通信サービスを受信するためには、アイドルモードの端末はＲＲＣ接続モードに
移行又は変更しなければならない。モード及び状態間の可能な変化についての説明は図６
に示す通りである。
【００３８】
　ＲＲＣ接続モードのＵＥは、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、ＣＥＬ
Ｌ＿ＤＣＨ状態、又はＵＲＡ＿ＰＣＨ状態のように様々な状態にある。前記状態によって
、ＵＥは異なる動作を行い、異なるチャネルをリッスンする。
【００３９】
　例えば、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態のＵＥは、様々なチャネルのうちＤＣＨタイプのトラン
スポートチャネルをリッスンするであろう。ＤＣＨタイプのトランスポートチャネルはＤ
ＴＣＨ及びＤＣＣＨトランスポートチャネルを含み、これは特定のＤＰＣＨ、ＤＰＤＳＣ
Ｈ、又は他の物理チャネルにマッピングできるチャネルである。
【００４０】
　ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態のＵＥは、特定のＳ－ＣＣＰＣＨにマッピングされるいくつか
のＦＡＣＨトランスポートチャネルをリッスンするであろう。ＰＣＨ状態のＵＥは、特定
のＳ－ＣＣＰＣＨ物理チャネルにマッピングされるＰＩＣＨチャネル及びＰＣＨチャネル
をリッスンするであろう。



(8) JP 4874403 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

【００４１】
　主なシステム情報は、Ｐ－ＣＣＰＣＨ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にマッピングされるＢＣＣＨ論理チャネルで伝
送される。特定のシステム情報ブロックはＦＡＣＨチャネルで伝送される。前記システム
情報がＦＡＣＨチャネルで伝送される場合、ＵＥは前記Ｐ－ＣＣＰＣＨで受信されるＢＣ
ＣＨ又は専用チャネルで前記ＦＡＣＨの構成を受信する。前記システム情報がＢＣＣＨで
（すなわち、Ｐ－ＣＣＰＣＨを介して）伝送される場合、ＵＥとＮｏｄｅ　Ｂ間で同一の
タイミング基準（ｔｉｍｉｎｇ　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）を共有するために使用されるＳＦ
Ｎ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ）が各フレームで又は２フレームのセット
で伝送される。前記Ｐ－ＣＣＰＣＨは、セルのプライマリスクランブルコードであるＰ－
ＣＰＩＣＨ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｏｍｍｏｎ　Ｐｉｌｏｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と同一のス
クランブルコードを使用して伝送される。前記Ｐ－ＣＣＰＣＨにより使用される拡散コー
ドは、固定拡散率（Ｓｐｒｅａｄｉｎｇ　Ｆａｃｔｏｒ；ＳＦ）２５６であり、その番号
は１である。ＵＥは、ＵＥが読み込んだ隣接セルのシステム情報に関してネットワークか
ら伝送された情報により、ＵＥがＤＣＣＨチャネルで受信したメッセージにより、又は固
定ＳＦ２５６と拡散コード番号０を利用して伝送され、固定されたパターンを伝送するＰ
－ＣＰＩＣＨを検索することにより、前記プライマリスクランブルコードが分かる。
【００４２】
　前記システム情報は、隣接セル、ＲＡＣＨ及びＦＡＣＨトランスポートチャネルの構成
、並びにＭＢＭＳサービスのための専用チャネルであるＭＩＣＨ及びＭＣＣＨの構成に関
する情報を含む。
【００４３】
　ＵＥが（アイドルモードで）位置するセルを変更する度に、又はＵＥが（ＣＥＬＬ＿Ｆ
ＡＣＨ、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ、もしくはＵＲＡ＿ＰＣＨ状態で）セルを選択した場合、ＵＥ
はＵＥが有効なシステム情報を有しているか否かを確認する。前記システム情報は、シス
テム情報ブロック（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ；ＳＩＢ）、マ
スタ情報ブロック（Ｍａｓｔｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ；ＭＩＢ）、及
びスケジューリングブロックから構成される。前記ＭＩＢは、非常に頻繁に伝送され、前
記スケジューリングブロック及び様々な前記ＳＩＢのタイミング情報を提供する。バリュ
ータグ（ｖａｌｕｅ　ｔａｇ）にリンクされているＳＩＢの場合、前記ＭＩＢは、一部の
前記ＳＩＢの最新バージョンに関する情報をも含む。バリュータグにリンクされていない
ＳＩＢは、期限タイマーにリンクされる。前記期限タイマーにリンクされているＳＩＢは
無効になり、前記ＳＩＢの最新読み込み時間が前記期限タイマーの値より大きい場合、再
び読み込む必要がある。前記バリュータグにリンクされているＳＩＢは、前記ＭＩＢから
ブロードキャストされたバリュータグと同一のバリュータグを有する場合にのみ有効であ
る。各ブロックは、前記ＳＩＢがいずれのセルで有効であるかを示す有効性のエリア範囲
（ａｒｅａ　ｓｃｏｐｅ　ｏｆ　ｖａｌｉｄｉｔｙ）（Ｃｅｌｌ、ＰＬＭＮ、等価（ｅｑ
ｕｉｖａｌｅｎｔ）ＰＬＭＮ）を有する。エリア範囲「Ｃｅｌｌ」を有するＳＩＢは、Ｓ
ＩＢが読み込まれたセルに対してのみ有効である。エリア範囲「ＰＬＭＮ」を有するＳＩ
Ｂは、全てのＰＬＭＮで有効であり、エリア範囲「等価ＰＬＭＮ」を有するＳＩＢは、全
てのＰＬＭＮと等価ＰＬＭＮで有効である。
【００４４】
　一般に、ＵＥは、アイドルモードである場合や、ＵＥが選択したセル又はＵＥが位置す
るセルがＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、又はＵＲＡ＿ＰＣＨ状態であ
る場合、前記システム情報を読み込む。前記システム情報において、ＵＥは、同一周波数
、異なる周波数、及び様々な無線アクセス技術（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈｎ
ｏｌｏｇｉｅｓ；ＲＡＴ）で隣接セルに関する情報を受信する。これにより、ＵＥはいず
れのセルがセル再選択のための候補セルであるかが分かる。
【００４５】
　ＭＢＭＳは仕様のＲｅｌｅａｓｅ６（Ｒｅｌ－６）でＵＭＴＳ標準に取り入れられてい
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る。これは、１対多伝送、１対多及び１対１ベアラ間の選択的な組み合わせ及び伝送モー
ドの選択（ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　ｃｏｍｂｉｎｉｎｇ　ａｎｄ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏ
ｎ　ｍｏｄｅ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）を含むＭＢＭＳベアラサービスの伝送の最適化のた
めの技術を記述している。これは、同一のコンテンツが多数のユーザに伝送される場合に
無線リソースを節約するために用いられ、テレビなどのサービスを可能にする。ＭＢＭＳ
データは、制御プレーン情報とユーザプレーン情報の２つのカテゴリーに分けられる。前
記制御プレーン情報は、物理層設定、トランスポートチャネル設定、無線ベアラ設定、進
行中のサービス、カウント情報、スケジューリング情報などに関する情報を含む。ＵＥが
これらの情報を受信できるように、ＭＢＭＳのためのＭＢＭＳベアラ特定制御情報（ＭＢ
ＭＳ　ｂｅａｒｅｒ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）が
前記ＵＥに伝送される。
【００４６】
　ＭＢＭＳベアラのユーザプレーンデータは、１つのＵＥにのみ伝送される１対１サービ
スのために専用トランスポートチャネルにマッピングすることもでき、同時に多数のユー
ザに送信（及び受信）される１対多サービスのために共有トランスポートチャネルにマッ
ピングすることもできる。
【００４７】
　１対１伝送は、ネットワークとＲＲＣ接続モードのＵＥ間で専用制御／ユーザプレーン
情報だけでなく、ＭＢＭＳ特定制御／ユーザプレーン情報を伝送するのに用いられる。前
記１対１伝送は、ＭＢＭＳのマルチキャスト又はブロードキャストモードのために用いら
れる。ＤＴＣＨはＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ及びＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態のＵＥのために使用され
る。これはトランスポートチャネルに対する既存のマッピングを可能にする。
【００４８】
　セルリソースを最適化した方式で使用するために、ＭＢＭＳアプリケーションにカウン
トという機能が導入された。前記カウント手順は、所定のサービスの受信に関心のあるＵ
Ｅの数を判断するのに用いられる。これは図７に示すカウント手順を用いて行われる。
【００４９】
　例えば、特定のサービスに関心のあるＵＥは、ＭＢＭＳサービスの利用可能性に関する
情報を受信する。ネットワークは、ＵＥがＭＣＣＨチャネルを介した「アクセス情報」の
伝送と同じ方式で前記サービスに対する関心を前記ネットワークに通知すべきことを、前
記ＵＥに通知することができる。前記アクセス情報メッセージに含まれる確率係数（ｐｒ
ｏｂａｂｉｌｉｔｙ　ｆａｃｔｏｒ）により、関心のあるＵＥのみ所定の確率で応答する
と判断する。前記ＵＥは、所定のサービスに関心があることを前記ネットワークに通知す
るために、前記ＵＥが前記カウント情報を受信したセルでＲＲＣ接続設定メッセージ又は
セルアップデートメッセージを前記ネットワークに送信する。このようなメッセージは、
前記ＵＥが関心のあるサービスを示す識別子を含むこともある。
【００５０】
　前記ネットワークが複数の周波数で動作する場合、ＵＥが１つの周波数に位置し、ＭＢ
ＭＳサービスが異なる周波数で伝送されると、ＵＥはＭＢＭＳサービスが異なる周波数で
伝送されることを認識できないであろう。従って、ＵＥは、周波数コンバージェンス手順
により、所定のサービスを周波数Ｂで利用できることを示す情報を周波数Ａで受信するこ
とができる。
【００５１】
　一般的に、ＭＣＣＨ（ＭＢＭＳ　ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、ＲＲＣ接続モード又はアイドルモードにおけるネットワー
クとＵＥ間の制御プレーン情報の１対多ダウンリンク伝送のために使用される論理チャネ
ルである。ＭＣＣＨにおける前記制御プレーン情報は、ＭＢＭＳ特定（ｓｐｅｃｉｆｉｃ
）のものであり、活性化されたＭＢＭＳサービスと共に、セル内の前記ＵＥに送信される
。前記ＭＣＣＨは、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態にあるＵＥのＤＣＣＨを送信するＳ－ＣＣＰ
ＣＨ、スタンドアロンＳ－ＣＣＰＣＨ、又はＭＴＣＨを有する同一のＳ－ＣＣＰＣＨで送



(10) JP 4874403 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

信することができる。
【００５２】
　前記ＭＣＣＨは、前記ＢＣＣＨに示されているように、前記Ｓ－ＣＣＰＣＨ内の特定の
ＦＡＣＨにマッピングされる。柔軟な組み合わせ（ｓｏｆｔ　ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ）
の場合、前記ＭＣＣＨはＭＴＣＨとは異なるＳ－ＣＣＰＣＨ（ＴＤＤ内のＣＣＴｒＣＨ）
にマッピングされる。ページング受信は、アイドルモード及びＵＲＡ／ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ
状態にあるＵＥのための前記ＭＣＣＨの受信に対して優先順位を有する。前記ＭＣＣＨの
構成（変更周期（ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｐｅｒｉｏｄ）や繰り返し周期（ｒｅｐｅ
ｔｉｔｉｏｎ　ｐｅｒｉｏｄ）など）は、前記ＢＣＣＨで送信されたシステム情報内で実
現される。
【００５３】
　一般的に、ＭＴＣＨ（ＭＢＭＳ　ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　Ｔｒａｆ
ｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、ＲＲＣ接続モード又はアイドルモードにおけるネットワー
クとＵＥ間のユーザプレーン情報の１対多ダウンリンク伝送のために使用される論理チャ
ネルである。ＭＴＣＨにおける前記ユーザプレーン情報は、ＭＢＭＳサービス特定のもの
であり、活性化されたＭＢＭＳサービスと共に、セル内の前記ＵＥに送信される。前記Ｍ
ＴＣＨは、前記ＭＣＣＨに示されているように、前記Ｓ－ＣＣＰＣＨ内の特定のＦＡＣＨ
にマッピングされる。
【００５４】
　一般的に、ＭＳＣＨ（ＭＢＭＳ　ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　Ｓｃｈｅ
ｄｕｌｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、ＲＲＣ接続モード又はアイドルモードにおけるネッ
トワークとＵＥ間のＭＢＭＳサービス伝送スケジュールの１対多ダウンリンク送信のため
に使用される論理チャネルである。ＭＳＣＨにおける制御プレーン情報は、ＭＢＭＳサー
ビス及びＳ－ＣＣＰＣＨ特定のものであり、ＭＴＣＨを受信するセル内の前記ＵＥに送信
される。前記ＭＳＣＨは、前記ＭＣＣＨに示されているように、前記Ｓ－ＣＣＰＣＨ内の
特定のＦＡＣＨにマッピングされる。様々なエラー条件により、前記ＭＳＣＨは前記ＭＴ
ＣＨとは異なるＦＡＣＨにマッピングされる。
【００５５】
　一般的に、ＦＡＣＨは、ＭＴＣＨ、ＭＳＣＨ、及びＭＣＣＨのためのトランスポートチ
ャネルとして利用される。さらに、Ｓ－ＣＣＰＣＨは、ＭＴＣＨ、ＭＳＣＨ、又はＭＣＣ
Ｈを送信するＦＡＣＨのための物理チャネルとして利用される。
【００５６】
　一般的に、ダウンリンクでのみ存在する論理チャネルとトランスポートチャネル間の接
続には、１）ＭＣＣＨのＦＡＣＨへのマッピング、２）ＭＴＣＨのＦＡＣＨへのマッピン
グ、及び３）ＭＳＣＨのＦＡＣＨへのマッピングがある。前記ＵＥ及びＵＴＲＡＮ側から
のマッピングを図８及び図９にそれぞれ示す。
【００５７】
　ＭＣＣＨにおいて、使用される前記ＲＬＣモードはＵＭ－ＲＬＣであり、非順次的（ｏ
ｕｔ　ｏｆ　ｓｅｑｕｅｎｃｅ）ＳＤＵ伝送をサポートするために必要な向上（ｅｎｈａ
ｎｃｅｍｅｎｔ）がなされている。ＭＡＣヘッダは論理チャネルタイプ識別のために使用
される。
【００５８】
　ＭＴＣＨにおいて、使用される前記ＲＬＣモードはＵＭ－ＲＬＣであり、選択的な組み
合わせをサポートするために必要な向上がなされている。ＲＬＣ－ＵＭでは迅速な繰り返
しが用いられる。ＭＡＣヘッダは論理チャネルタイプ識別及びＭＢＭＳサービス識別のた
めに使用される。
【００５９】
　ＭＳＣＨにおいて、使用される前記ＲＬＣモードはＵＭ－ＲＬＣである。ＭＡＣヘッダ
は論理チャネルタイプ識別のために使用される。
【００６０】



(11) JP 4874403 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

　ＭＢＭＳ通知は、セル内でＭＢＭＳ通知インジケータチャネル（ＭＢＭＳ　ｎｏｔｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ；ＭＩＣＨ）と呼ばれるＭＢＭＳ
特定ＰＩＣＨを活用する。前記ＭＩＣＨに対する符号化はＳｔａｇｅ－３物理層仕様で定
義される。
【００６１】
　一般的に、ＭＣＣＨ情報は固定されたスケジュールに基づいて伝送される。ここで、ス
ケジュールは、ＭＣＣＨ情報の開始を含む伝送時間間隔（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔ
ｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ；ＴＴＩ）、すなわち複数のフレームを識別する。前記ＭＣＣ
Ｈ情報は多くの可変的ＴＴＩで伝送される。ＵＴＲＡＮは連続したＴＴＩで前記ＭＣＣＨ
情報を伝送する。前記ＵＥは、１）前記ＵＥがＭＣＣＨ情報を全て受信するまで、２）Ｍ
ＣＣＨデータを含まないＴＴＩを受信するまで、又は３）情報コンテンツの追加受信を必
要としない（例えば、所望のサービス情報に変更がない）ことを示すまで、前記Ｓ－ＣＣ
ＰＣＨを継続して受信する。
【００６２】
　このような動作に基づいて、前記ＵＴＲＡＮは、信頼性を向上させるために、スケジュ
ーリングされた伝送に続いて前記ＭＣＣＨ情報を繰り返し伝送する。前記ＭＣＣＨスケジ
ュールは全てのサービスに共通する。
【００６３】
　全てのＭＣＣＨ情報は「繰り返し周期」に基づいて周期的に伝送される。「変更周期」
は「繰り返し周期」の整数倍（ｉｎｔｅｇｅｒ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ）と定義される。ＭＢ
ＭＳ　ＡＣＣＥＳＳ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮは、「繰り返し周期」の整数ディバイダ（
ｉｎｔｅｇｅｒ　ｄｉｖｉｄｅｒ）である「アクセス情報周期（ａｃｃｅｓｓ　ｉｎｆｏ
　ｐｅｒｉｏｄ）」に基づいて周期的に伝送される。前記繰り返し周期及び変更周期の値
は、ＭＢＭＳが伝送されたセルのシステム情報で提供される。
【００６４】
　ＭＣＣＨ情報は、重要情報（ｃｒｉｔｉｃａｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）と非重要情
報（ｎｏｎ－ｃｒｉｔｉｃａｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）とに分けられる。前記重要情
報は、ＭＢＭＳ　ＮＥＩＧＨＢＯＲＩＮＧ　ＣＥＬＬ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ、ＭＢＭ
Ｓ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ、及びＭＢＭＳ　ＲＡＤＩＯ　ＢＥＡＲＥ
Ｒ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮを含む。前記非重要情報は、ＭＢＭＳ　ＡＣＣＥＳＳ　ＩＮ
ＦＯＲＭＡＴＩＯＮに該当する。前記重要情報への変更は変更周期の第１ＭＣＣＨ送信及
び各変更周期の開始時に適用される。前記ＵＴＲＡＮは、前記変更周期でＭＣＣＨ情報が
変更されたＭＢＭＳサービスＩＤを含むＭＢＭＳ　ＣＨＡＮＧＥ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯ
Ｎを伝送する。前記ＭＢＭＳ　ＣＨＡＮＧＥ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮは、前記変更周期
の各繰り返し周期で少なくとも１回繰り返される。前記非重要情報への変更はいつでも可
能である。
【００６５】
　図１０は、ＭＢＭＳ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ及びＲＡＤＩＯ　ＢＥ
ＡＲＥＲ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮの伝送スケジュールを示す。パターンの異なるブロッ
クは潜在的に異なるＭＣＣＨコンテンツを示す。
【００６６】
　カバレッジを増加させるために、異なるセル間に位置するＵＥは、同時に異なるセルか
ら同一のＭＢＭＳサービスを受信することができ、図１１に示すように、前記受信した情
報を組み合わせることができる。この場合、前記ＵＥは、所定のアルゴリズムに基づいて
、前記ＵＥが選択したセルから前記ＭＣＣＨを読み込む。
【００６７】
　図１１を参照すると、前記ＵＥは、関心のあるサービスに関する情報を前記選択された
セル（例えば、セルＡ－Ｂ）からＭＣＣＨで受信する。前記情報は、現在のセル及び前記
ＵＥが受信できる隣接セル（例えば、セルＡ－Ａ及びセルＢ）の物理チャネル、トランス
ポートチャネル、ＲＬＣ構成、ＰＤＣＰ構成などの構成に関する情報を含む。すなわち、
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前記受信した情報は、前記ＵＥがセルＡ－Ａ、Ａ－Ｂ、及びＢで関心のあるサービスを運
ぶＭＴＣＨを受信するために前記ＵＥが必要とする情報を含む。
【００６８】
　同一のサービスが異なるセルで伝送される場合、前記ＵＥは、異なるセルからサービス
の組み合わせを実行することができることもあり、できないこともある。前記組み合わせ
が可能な場合、前記組み合わせは、１）組み合わせ不可能、２）ＲＬＣレベルでの選択的
な組み合わせ、３）物理レベルでのＬ１組み合わせの異なるレベルで行われる。
【００６９】
　ＭＢＭＳ　１対多伝送のための選択的な組み合わせはＲＬＣ　ＰＤＵナンバリングによ
りサポートされる。そのために、前記ＵＥにおける選択的な組み合わせは、ＭＢＭＳ　１
対多伝送ストリーム間の非同期化が前記ＵＥのＲＬＣ並び替え（ｒｅ－ｏｒｄｅｒｉｎｇ
）能力を超えない限り、類似したＭＢＭＳ　ＲＢビットレートを提供するセルから可能で
ある。従って、前記ＵＥ側には１つのＲＬＣエンティティが存在する。
【００７０】
　選択的な組み合わせのために、ＣＲＮＣのセルグループで１対多伝送を用いるＭＢＭＳ
サービス毎に１つのＲＬＣエンティティが存在する。前記セルグループの全てのセルは同
一のＣＲＮＣの下にある。１つのＭＢＭＳセルグループに属する隣接セルでＭＢＭＳ送信
間に非同期化が発生した場合、前記ＣＲＮＣは、ＵＥが前記セル間で選択的な組み合わせ
を実行できるようにする再同期化（ｒｅ－ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ）動作を行う
ことができる。
【００７１】
　ＴＤＤのために、Ｎｏｄｅ　Ｂが同期化されるときに選択的な組み合わせ及び柔軟な組
み合わせを用いることができる。ＦＤＤのために、Ｎｏｄｅ　ＢがＵＥの柔軟な組み合わ
せ受信ウィンドウ内で同期化されるときに柔軟な組み合わせを用いることができ、前記柔
軟な組み合わせが実行されたＳ－ＣＣＰＣＨのデータフィールドは柔軟な組み合わせモー
メント中は同一である。
【００７２】
　セル間の選択的な組み合わせ又は柔軟な組み合わせが有効であるとき、前記ＵＴＲＡＮ
は、選択的な組み合わせ又は柔軟な組み合わせに利用可能な隣接セルのＭＴＣＨ構成を含
むＭＢＭＳ　ＮＥＩＧＨＢＯＲＩＮＧ　ＣＥＬＬ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮを送信する。
部分的柔軟な組み合わせが適用されるとき、前記ＭＢＭＳ　ＮＥＩＧＨＢＯＲＩＮＧ　Ｃ
ＥＬＬ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮはＬ１－組み合わせスケジュールを含むが、これは、前
記ＵＥが隣接セルで送信されたＳ－ＣＣＰＣＨとサービングセルで送信されたＳ－ＣＣＰ
ＣＨとの柔軟な組み合わせを実行できるモーメントを示す。ＭＢＭＳ　ＮＥＩＧＨＢＯＲ
ＩＮＧ　ＣＥＬＬ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮと共に、前記ＵＥは、隣接セルのＭＣＣＨを
受信することなく、隣接セルからＭＴＣＨ送信を受信することができる。
【００７３】
　前記ＵＥは、閾値（例えば、測定されたＣＰＩＣＨ　Ｅｃ／Ｎｏ）及び隣接セルのＭＢ
ＭＳ　ＮＥＩＧＨＢＯＲＩＮＧ　ＣＥＬＬ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮの存在に基づいて、
選択的な組み合わせ又は柔軟な組み合わせに適した隣接セルを判断する。選択的な組み合
わせ又は柔軟な組み合わせの実行可能性は前記ＵＥにシグナリングされる。
【００７４】
　ＵＭＴＳのＬＴＥ（Ｌｏｎｇ－Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は、ＵＭＴＳを標準化
した３ＧＰＰにより議論中である。３ＧＰＰ　ＬＴＥは高速パケット通信を可能にする技
術である。ユーザ及びプロバイダのコストの低減、サービス品質の向上、カバレッジ及び
システム容量の拡大及び向上を目的とするＬＴＥの目的のために多くの方式が提案されて
きた。
【００７５】
　図１２はＬＴＥシステムの構造を示す図である。各アクセスゲートウェイ（ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｇａｔｅｗａｙ；ａＧＷ）１１５は１つ又は複数のａＧＷ１１５に接続される。ａＧ



(13) JP 4874403 B2 2012.2.15

10

20

30

40

50

Ｗ１１５は、インターネット及び／又はＧＳＭ、ＵＭＴＳ、ＷＬＡＮなどの他のネットワ
ークへのアクセスを許可する他のＮｏｄｅ（図示せず）に接続される。
【００７６】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥは、上位レベルの要求事項（ｕｐｐｅｒ－ｌｅｖｅｌ　ｒｅｑｕｉｒ
ｅｍｅｎｔ）として、ビット当たりの減少したコスト、増加したサービス利用可能性、周
波数帯域の柔軟な利用、単純な構造、オープンインタフェース、及び端末の適切な電力消
費を必要とする。一般に、ＵＴＲＡＮ２は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＴＲＡ
Ｎ）に対応する。Ｎｏｄｅ　Ｂ５及び／又はＲＮＣ４は、ＬＴＥシステムにおいてｅ－Ｎ
ｏｄｅＢ（ｅＮＢ）に対応する。
【００７７】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムにおいて、システム情報（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ；ＳＩ）は、ネットワークへの接続（ａｔｔａｃｈｍｅｎｔ）に成功するために、
ＵＥに他のセル及びネットワーク特定パラメータを送信する。また、前記システム情報は
、ページングを容易にし、前記ＵＥが様々なネットワークサービスを利用できるようにす
る。全てのセルは、継続して当該セルのシステム情報をブロードキャスト制御チャネル（
ＢＣＣＨ）などのチャネルでブロードキャストする。さらに、前記ネットワークに登録す
るか、又は特定のセルへのハンドオーバーを実行している全てのＵＥは、まず前記セル特
定情報を読み込む。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００７８】
　本発明は、無線通信システムにおけるネットワークとユーザ装置間の通信に関する。
【００７９】
　本発明のさらなる特性及び利点は後述する発明の詳細な説明に記述されるが、一部はそ
の詳細な説明から明らかになるか、又は本発明の実施により理解されるであろう。本発明
の目的及び他の利点は、特に詳細な説明及び請求の範囲、並びに添付図面に開示された構
造により実現及び達成される。
【００８０】
　これら及び他の利点を実現して本発明の目的を達成するために、本明細書に具体化され
かつ広く記載されているように、本発明は、関連アップリンクサービスを有しない第１送
信周波数でインジケータを受信する段階を含む、ネットワークとユーザ装置（ＵＥ）間の
通信方法を提供する。ここで、前記インジケータは、前記第１送信周波数とは異なり、か
つ関連アップリンクサービスを有しない、少なくとも１つの送信周波数を示す。また、前
記インジケータは、前記少なくとも１つの送信周波数でのサービスの利用可能性が前記第
１送信周波数で提供されるか否かを示す。
【００８１】
　前記方法は、前記インジケータが、前記少なくとも１つの送信周波数でのサービスの利
用可能性が前記第１送信周波数で提供されることを示す場合、前記少なくとも１つの送信
周波数を受信しないと決定する段階をさらに含むことが好ましい。前記方法は、前記イン
ジケータが、前記少なくとも１つの送信周波数でのサービスの利用可能性が前記第１送信
周波数で提供されないことを示す場合、前記少なくとも１つの送信周波数を受信すると決
定する段階をさらに含むことが好ましい。
【００８２】
　本発明の一態様によれば、前記インジケータが、前記少なくとも１つの送信周波数での
サービスの利用可能性が前記第１送信周波数で提供されないことを示す場合、前記少なく
とも１つの送信周波数を受信すると決定されると、前記インジケータは、前記少なくとも
１つの送信周波数が全ての周波数での全ての利用可能なサービスに関する情報を提供する
ことと、いずれの周波数も全ての周波数での全ての利用可能なサービスに関する情報を提
供しないことのいずれか一方をさらに示す。
【００８３】
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　前記インジケータは、前記少なくとも１つの送信周波数が全ての周波数での全ての利用
可能なサービスに関する情報を提供するか否かを示すことが好ましい。
【００８４】
　本発明の他の態様によれば、前記方法は、前記第１送信周波数に加えて、前記少なくと
も１つの送信周波数を受信する段階をさらに含む。ここで、前記少なくとも１つの送信周
波数は周期的に受信される。
【００８５】
　本発明のさらに他の態様によれば、前記方法は、前記第１送信周波数の代わりに、前記
少なくとも１つの送信周波数を受信する段階をさらに含む。ここで、前記少なくとも１つ
の送信周波数は周期的に受信される。
【００８６】
　前記少なくとも１つの送信周波数でのサービスの利用可能性が前記第１送信周波数で提
供されるか否かを示すために、優先順位方式（ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｓｃｈｅｍｅ）が用い
られることが好ましい。前記少なくとも１つの送信周波数が全ての周波数での全ての利用
可能なサービスに関する情報を提供するか否かを示すために、周波数フラグ方式（ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　ｆｌａｇ　ｓｃｈｅｍｅ）が用いられることが好ましい。
【００８７】
　本発明の他の実施形態によれば、関連アップリンクサービスを有しない第１送信周波数
でインジケータを送信する段階を含む、ネットワークとユーザ装置（ＵＥ）間の通信方法
を提供する。ここで、前記インジケータは、前記第１送信周波数とは異なり、かつ関連ア
ップリンクサービスを有しない、少なくとも１つの送信周波数を示す。また、前記インジ
ケータは、前記少なくとも１つの送信周波数でのサービスの利用可能性が前記第１送信周
波数で提供されるか否かを示す。
【００８８】
　前記インジケータは、前記少なくとも１つの送信周波数でのサービスの利用可能性が前
記第１送信周波数で提供されることを示すことが好ましい。前記インジケータは、前記少
なくとも１つの送信周波数でのサービスの利用可能性が前記第１送信周波数で提供されな
いことを示すことが好ましい。
【００８９】
　本発明の一態様によれば、前記インジケータは、前記少なくとも１つの送信周波数が全
ての周波数での全ての利用可能なサービスに関する情報を提供するか否かを示す。前記少
なくとも１つの送信周波数が全ての周波数での全ての利用可能なサービスに関する情報を
提供するか否かを示すために、周波数フラグ方式が用いられることが好ましい。
【００９０】
　本発明の他の態様によれば、前記インジケータは、いずれの周波数も全ての周波数での
全ての利用可能なサービスに関する情報を提供しないことを示す。
【００９１】
　本発明のさらに他の態様によれば、前記少なくとも１つの送信周波数でのサービスの利
用可能性が前記第１送信周波数で提供されるか否かを示すために、優先順位方式が用いら
れる。
【００９２】
　本発明の上記の一般的な説明及び以下の詳細な説明は例示的かつ説明的なものであり、
請求の範囲に記載された本発明を具体的に説明するためのものである。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
　本発明の理解を助けるために添付され、本明細書の一部を構成する図面は、本発明の多
様な実施形態を示し、明細書と共に本発明の原理を説明する。図面において同一符号を付
す本発明の特徴、構成要素、及び態様は、１つ以上の実施形態において同一、同等、又は
類似した特徴、構成要素、及び態様を示す。
【図１】従来のＵＭＴＳネットワークを示す図である。
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【図２】従来のＵＥとＵＴＲＡＮ間の無線インタフェースプロトコルを示す図である。
【図３】論理チャネル構造を示す図である。
【図４】ＵＥの観点から論理チャネルとトランスポートチャネル間の可能なマッピングを
示す図である。
【図５】ＵＴＲＡＮの観点から論理チャネルとトランスポートチャネル間の可能なマッピ
ングを示す図である。
【図６】ＵＥ状態の可能な変化を示す図である。
【図７】典型的なカウント手順を示す図である。
【図８】ＵＥの観点から論理チャネルとトランスポートチャネル間のマッピングを示す図
である。
【図９】ＵＴＲＡＮの観点から論理チャネルとトランスポートチャネル間のマッピングを
示す図である。
【図１０】ＭＢＭＳサービス情報と無線ベアラ情報が共に伝送されるスケジュールを示す
図である。
【図１１】複数のセルからＭＢＭＳサービスを受信するＵＥを示す図である。
【図１２】ＬＴＥシステムの構造を示す図である。
【図１３】Ｒｅｌ－７デュアルレシーバＵＥを有するＲｅｌ－６におけるＦＤＤ　ＭＢＭ
Ｓマルチキャリアネットワークを示す図である。
【図１４】本発明の一実施形態によるデュアルレシーバＵＥの動作を示す図である。
【図１５】Ｒｅｌ－７デュアルレシーバＵＥに対する最適化を有するＲｅｌ－６における
ＭＢＭＳマルチキャリアネットワークを示す図である。
【図１６】ＵＥがＭＣＣＨでアクティブ化する（ａｃｔ）ように許可されたセルを示す図
である。
【図１７】ＵＥがＭＣＣＨ／ＭＴＣＨを受信するために試みるセルを示す図である。
【図１８】デュアルレシーバＵＥ（ＦＤＤ／ＴＤＤ）のために別個の独立ＭＢＭＳダウン
リンク専用（ｏｎｌｙ）周波数を有するＲｅｌ－６ネットワーク（シングルキャリア／マ
ルチキャリア）を示す図である。
【図１９】本発明の一実施形態によるネットワークとデュアルレシーバＵＥ間の通信方法
を示すフローチャトである。
【図２０】本発明の他の実施形態によるネットワークとデュアルレシーバＵＥ間の通信方
法を示すフローチャトである。
【図２１】本発明の一実施形態による２つのシングル周波数ネットワーク領域、及び同じ
地理的領域をカバーする異なるセルを含むユニキャストネットワークを示す図である。
【図２２】本発明の一実施形態によるマルチセルマルチキャストブロードキャストシング
ル周波数ネットワーク（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ－Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ；ＭＢＳＦＮ）を提供するために使用される３つの周波数を示す図である
。
【図２３】本発明の一実施形態による移動局（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ；ＭＳ）又
はＵＥを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００９４】
　本発明は、無線通信システムにおけるネットワークとユーザ装置間の通信に関する。
【００９５】
　以下、本発明の好ましい実施形態について添付図面を参照して詳細に説明する。可能な
限り、同一又は類似の部分を示すために図面全体で同一の参照番号を用いる。
【００９６】
　本発明の多様な実施形態は、２つの異なる周波数でＭＢＭＳサービスと専用サービスを
同時に受信する方法を含む。特定の実施形態は、カウント、１対１（Ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－
Ｐｏｉｎｔ；ＰｔＰ）設定、及び周波数コンバージェンスなどの内容を含む。
【００９７】
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　周波数分割複信（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｄｕｐｌｅｘ；　ＦＤＤ）
のケースに関して、ＭＢＭＳ専用であるＵＥに第２レシーバを追加することは、様々な利
点を有し、ネットワークに自由を提供する。このようなデュアルレシーバＵＥはいくつか
の好ましいオプションを提供する。例えば、前記第２レシーバは、衝突の潜在的な数（ｐ
ｏｔｅｎｔｉａｌ　ｎｕｍｂｅｒ）を減らすために使用することもでき、ＭＢＭＳ専用で
前記第２レシーバにより受信できる周波数を追加するために使用することもできる。
【００９８】
　前記ネットワークは、デュアルレシーバを有しないＵＥとの使用のために、バックワー
ド能力（ｂａｃｋｗａｒｄ　ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）を有することが好ましい。バックワ
ード能力を確保するために、前記ネットワークは、このような懸案事項を解決できるよう
に特定の機能を備えることができる。例えば、前記ネットワークは、デュアルレシーバＵ
Ｅに対する特定のＵＥ動作が許可されるか否かを、専用又は共用制御シグナリングにより
示すことができる。１つの方法として、前記ＵＥがＭＢＭＳの受信のために前記第２レシ
ーバ（ＦＤＤ又はＴＤＤ）を使用しないように、ＭＢＭＳデフォルト動作を設定する方法
がある。
【００９９】
　ｎｏｎ－Ｒｅｌ．７　ＵＥ（例えば、デュアルレシーバを有しないＵＥ）が前記専用Ｍ
ＢＭＳ周波数に位置することを防止するための１つの方法は、そのようなＵＥに対して「
周波数を隠す」というものである。このような方法を用いることによって、前記専用ＭＢ
ＭＳ周波数に関連するセルは、全てのＵＥに利用可能な周波数の隣接セルリストに含まれ
ない。特に、デュアルレシーバＵＥのみ前記専用周波数をリッスンできるように、ＢＣＣ
Ｈ／ＭＣＣＨで、例えば特定の拡張子を利用して、ＭＢＭＳに関連するさらなるセル又は
周波数を代案として提供することができる。
【０１００】
　他の懸案事項は、シングルレシーバＵＥが周期的な周波数スキャン中にＭＢＭＳ周波数
を検出することである。このような懸案事項を解決するための１つの方法は、下記の１つ
以上のＳＩＢ１、３、５　５ｂｉｓ、又は７（ＴＤＤの場合はＳＩＢ１３）を前記周波数
でブロードキャストしないというものである。
【０１０１】
　このようなアプローチは、ＵＥが、ＭＢＭＳサービスブロードキャストに関連するセル
に関係なく、前記ＵＥが位置する周波数／セルでカウントに対して応答できるようにする
。さらに、前記ＲＮＣが例えば適切なサービス識別子を使用してデュアルレシーバＵＥに
対するカウント応答／ＰｔＰ設定を関連付けることができるように、特定の処理を実現で
きる。
【０１０２】
　ＭＢＭＳサービスを最適化する他の方法は、ＭＢＭＳ伝送のためのＴＤＤスペクトル、
及び専用サービスのためのＦＤＤスペクトルを用いるというものである。このシナリオに
おいては、ＵＥが受信能力のみを必要とし、送信能力は必要としないように、ＴＤＤにお
いてアップリンク能力を含まないことが有利である。
【０１０３】
　現在のソリューションは、ＦＤＤスペクトルにおいてＴＤＤスペクトルで伝送されるＭ
ＢＭＳサービスを提供せず、かつその反対の場合も同様であるというものである。このよ
うなタイプのインタラクションは、現在Ｒｅｌ－６ネットワークでは存在せず、これは潜
在的にＴＤＤ専用ＵＥに関する相互運用性の問題を起こす。このような問題は、隠しＦＤ
Ｄ周波数の場合と同様に、アップリンク動作をサポートしないＴＤＤセルでＳＩＢ１３を
伝送しないことで解決することができる。このシナリオにおいて、ＭＩＣＨは１つの周波
数（例えば、ＵＥが正規サービスのために位置するＦＤＤ周波数）でのみブロードキャス
トされ、かつセッション開始時にＵＥはＴＤＤレシーバを開始することが好ましい。ＵＥ
がＴＤＤ周波数の受信を開始すべきことを示すサービスを利用するか、又は所定のサービ
スが関連ＴＤＤ周波数／セルでのみ利用可能であることをシグナリングするのに使用でき
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るＭＣＣＨメッセージに特定拡張子を利用することも可能であろう。
【０１０４】
　一般的に、デュアルレシーバＵＥは、１つの周波数（周波数Ａ）での専用サービス及び
ＭＢＭＳ１対１（ＰｔＰ）／１対多（ＰｔＭ）サービスだけでなく、別個の周波数（周波
数Ｂ）上でＰｔＭベアラで送信されたＭＢＭＳサービスを同時に受信することができる。
これを提供する例は次の通りである。
【０１０５】
　周波数Ａは、ＦＤＤ又はＴＤＤ（専用サービス及びＭＢＭＳ）に特徴づけられ、ＵＥが
その専用サービスの受信のために位置する周波数である。このような周波数は、ＭＢＭＳ
とは独立したチャネル、周波数ＢでＭＢＭＳサービスとは独立したＭＩＣＨ又はＭＣＣＨ
、及びＭＴＣＨ（デュアルレシーバを利用したＭＢＭＳサービスの受信によって決まるで
あろう）を含むことができる。
【０１０６】
　周波数Ｂは、ＦＤＤ又はＴＤＤ（さらなるＭＢＭＳ能力）に特徴づけられる。このよう
な周波数は、ＢＣＣＨ、周波数ＡでＭＢＭＳサービス又は専用サービスの受信とは独立し
たＭＩＣＨ又はＭＣＣＨ、及びＭＴＣＨ（デュアルレシーバを利用した周波数ＡでのＭＢ
ＭＳサービスの受信によって決まるであろう）を含むことができる。
【０１０７】
　本発明の実施形態によれば、デュアルレシーバＵＥは様々なシナリオで有用である。例
えば、ＭＢＭＳマルチキャリアＲｅｌ－６ネットワークにおいて、Ｒｅｌ－６周波数コン
バージェンス及びカウントは、ただ１つの周波数の伝送のために利用することができ、デ
ュアルレシーバＵＥのためのＲｅｌ－７規則は、ネットワークインパクトなしにＵＥが専
用及びＭＢＭＳサービスを制限なく受信できるようにするために利用することができる。
【０１０８】
　他の例において、Ｒｅｌ－７デュアルレシーバＵＥに対する最適化を含むＭＢＭＳマル
チキャリアＲｅｌ－６ネットワークにおいて、Ｒｅｌ－６周波数コンバージェンス及びカ
ウントは、ただ１つの周波数の伝送のために利用することができ、Ｒｅｌ－７規則は、ネ
ットワークインパクトなしにデュアルレシーバＵＥが専用及びＭＢＭＳサービスを制限な
く受信できるように実現することができ、デュアルレシーバＵＥに対するＲｅｌ－７メカ
ニズムは、専用及びＭＢＭＳサービスを制限なく受信するようにリソースの最適化を許可
するのに利用することができる。
【０１０９】
　さらに他の例において、Ｒｅｌ－７デュアルレシーバＵＥ（ＦＤＤ／ＴＤＤ）のために
別個の独立ＭＢＭＳダウンリンク専用周波数を有するＲｅｌ－６ネットワーク（シングル
キャリア又はマルチキャリア）において、前記Ｒｅｌ－６ネットワークでのページングの
ためのメカニズムは、ＭＢＭＳサービスの受信のためのデュアルレシーバをアクティブに
するのに利用することができる。
【０１１０】
　２つの周波数層を含むＲｅｌ－６ＭＢＭＳネットワークで一般的なデュアルレシーバＵ
Ｅの動作を定義することは有用である。その例を図１３に示す。このシナリオにおいて、
オペレータは例えば５ＭＨｚの周波数以上を有するマルチキャリアネットワークを配置す
る。以下、カウント、ＰｔＰ設定、及び周波数コンバージェンスについて説明する。
【０１１１】
　カウントに関して、現在のソリューションは、周波数Ｂに位置し、別個の周波数ＡでＭ
ＴＣＨ及びＭＣＣＨを受信するＵＥが、カウントが開始される場合又はＲＮＣがサービス
がＰｔＰベアラで伝送されることを示す場合、どのように動作するかを提供しない。この
ような問題に対する多数のソリューションが可能であり、本発明はこれらを考慮する。
【０１１２】
　例えば、ＵＥは前記ＵＥが位置する周波数でＲＲＣ要求／ＵＲＡアップデート／セルア
ップデートで応答することができる。このような動作は、ネットワークがＵＥ応答を様々
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なセル／周波数で伝送されたシグナリングと相互に関連付けるように構成されていると仮
定する。従って、ネットワークがこのような機能が許可されたか否かを制御するのに有用
である。
【０１１３】
　他の例としては、カウント情報を受信した周波数でＲＲＣ要求／ＵＲＡアップデート／
セルアップデートで応答するか、又はサービスがＰｔＰベアラで伝送されることを示すこ
とで応答するＵＥが挙げられる。このシナリオは、ＵＥがセル再選択を行うことを要求す
る。従って、ＵＥがいつセル再選択を行うように許可されるかを判断することが有用であ
る。
【０１１４】
　このような特徴を実現するための１つの方法は、周波数コンバージェンスのための特定
のオフセットを再使用するというものである（すなわち、周波数コンバージェンスの条件
が満たされる場合、前記ＵＥは、追加レシーバを利用して、前記ＵＥが受信する周波数で
ＲＲＣ要求／ＵＲＡアップデート／セルアップデートを開始する）。他の可能性としては
、前記セル再選択を許可するために、ＭＣＣＨに特定のパラメータを追加するか、又は専
用シグナリングにより特定のパラメータを追加するというものがある。
【０１１５】
　さらに他の例では、ＵＥがＵＥの位置しない周波数でカウント／ＰｔＰ設定に応答して
いないが、継続してＭＴＣＨを受信している。このような動作は、前記ＵＥがデュアルレ
シーバ能力を有しない状況と類似している。このようなシナリオは、一般的に問題を起こ
さないので、ネットワークが他の動作のための特定の指示をシグナリングしない限り、デ
ュアルレシーバＵＥに対するデフォルト動作と見なされる。
【０１１６】
　ＰｔＰ設定に関して、現在のソリューションは、ＰｔＰベアラ設定要求に応答するため
にＲＲＣ接続設定／セルアップデートメッセージを開始するＵＥを含む。このシナリオに
おいては、Ｒｅｌ－６ネットワークが一般的にＰｔＰベアラ設定を開始していないＭＢＭ
Ｓ　ＰｔＰベアラに対する要求を期待しないように、関連サービスの指示がない。従って
、このような状況でデュアルレシーバＵＥは、ＰｔＰベアラ設定がＭＣＣＨで示されてい
る該当アップリンク周波数上でのＰｔＰベアラ設定指示にのみ応答する。この観点におい
て、ＰｔＰベアラ設定に対する応答としてのＲＲＣ接続要求／セルアップデートは、前記
ＭＣＣＨがダウンリンクで伝送される該当アップリンク周波数でのみ行われるように構成
することができる。すなわち、前記ＵＥはＰｔＰ設定指示が伝送されたＭＣＣＨに該当す
るアップリンク周波数上に位置する場合にのみ応答するように構成することができる。
【０１１７】
　周波数コンバージェンスに関して、現在のソリューションは、デュアルレシーバＵＥが
周波数コンバージェンスを行うか否かに適切に対処していない。特に、このようなソリュ
ーションは、ＵＥがＭＢＭＳのための別個のレシーバをサポートする可能性を考慮せず、
ＵＥが位置する周波数／セルのＭＴＣＨ／ＭＣＣＨ／ＭＳＣＨをリッスンすることを示す
だけである。
【０１１８】
　デュアルレシーバＵＥは、デュアルレシーバＵＥのデュアルレシーバにより選好周波数
（ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）を受信できる場合、デュアルレシーバＵＥ
が選択した周波数に留まるべきである。これは、デュアルレシーバＵＥが加入したサービ
スを受信できるのであれば、周波数コンバージェンスを適用しない前記デュアルレシーバ
により達成することができる。代案として、ネットワークは、ＵＥがＵＥのさらなるレシ
ーバ能力を使用するか否かを制御するか、むしろ周波数コンバージェンスを適用すること
ができる。
【０１１９】
　周波数コンバージェンスは、ＭＢＭＳサービスがブロードキャストされない周波数に位
置するＵＥにサービスがブロードキャストされる周波数を選択させるために、一般的に行
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われる。本発明の実施形態によるデュアルレシーバＵＥは、サービスがＰｔＭベアラで伝
送される場合、ＭＢＭＳサービスの周波数の選択が要求されない。しかしながら、前記ネ
ットワークは、再カウントを行うことができるか、又はいつでもＰｔＰベアラにスイッチ
ングできることを理解すべきである。この場合、前記ＵＥは前記指示を受信した周波数と
同じ周波数で応答することができる。従って、前記ＵＥは、カウント又はＰｔＰ設定が行
われるように要求される選好周波数のみを再選択するように構成することができる。代案
として、前記デュアルレシーバＵＥは、前記ＵＥが優先順位決定（ｐｒｉｏｒｉｔｉｚａ
ｔｉｏｎ）を含むデュアルレシーバ能力を有しないかのように、前記Ｒｅｌ－６要求事項
に従うことができる。
【０１２０】
　他の代案は、ＵＥが優先サービスを受信できない場合でなければ、周波数コンバージェ
ンスに従わないというものである。この場合、前記ＵＥは、カウントもしくはＰｔＰ設定
に応答して周波数コンバージェンスを行うか、又はカウントもしくはＭＢＭＳ　ＰｔＰ設
定に応答すべき場合に周波数コンバージェンスを行わない。カウント及びＭＢＭＳ　Ｐｔ
Ｐベアラ設定の場合に関する様々な動作が可能である。
【０１２１】
　Ｒｅｌ－６仕様によれば、前記ＵＥは、ＵＥの選好周波数が専用サービスのために現在
使用されている周波数とは異なる場合、前記ネットワークに通知する。しかし、デュアル
レシーバＵＥにおいて、優先サービスが異なる周波数でＰｔＭベアラで伝送されても、前
記デュアルレシーバＵＥに重要な問題になるとはみなされず、周波数を変更しようとする
ことを前記ネットワークに示すことは欠点となり得る。従って、前記ＵＥは、所望の全て
のサービスを受信することができ、前記優先サービスが異なる周波数で伝送される状況で
は、ＭＢＭＳ変更要求メッセージ（ＭＢＭＳ　ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓ
ｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）を使用してはならない。このように、前記デュアルレシーバＵＥは
、デュアルレシーバＵＥのデュアルレシーバ能力により全ての優先サービスを受信できる
のであれば、前記優先サービス／周波数、又は解除されるＲＢを前記ネットワークに示す
ことを要求されない。
【０１２２】
　本発明の一実施形態によるデュアルレシーバＵＥの動作を図１４に示す。時間区間０で
、ＵＥは周波数Ｂに位置してＭＩＣＨを受信している。前記ＭＩＣＨを検出すると、前記
ＵＥは、周波数ＢでＭＣＣＨの読み込みを開始し、さらに周波数コンバージェンス情報を
受信する（時間区間１）。前記ＵＥは、デュアルレシーバを含むため、その後、第２レシ
ーバをアクティブにし、周波数Ａの前記ＭＣＣＨの受信を開始することができる（時間区
間２）。前記ＵＥは、周波数Ｂで前記ＭＩＣＨを受信する必要がないが、所望の場合、周
波数Ｂで前記ＭＩＣＨ又はＭＣＣＨの受信を選択的に再開始することができる。
【０１２３】
　図１４はＭＴＣＨ上でのサービス伝送を示す。ＭＢＭＳサービスがＰｔＰベアラで開始
される場合、前記ＵＥは時間区間３及び４で周波数コンバージェンスを行い、ＰｔＰベア
ラを要求することができる。
【０１２４】
　Ｒｅｌ－６のＵＥが周波数コンバージェンスを行う場合は、一般的にＲｅｌ－６インタ
周波数セル選択規則（ｉｎｔｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｃｅｌｌ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ
　ｒｕｌｅｓ）に従う。現在、デュアルレシーバＵＥがデュアルレシーバＵＥのデュアル
レシーバ能力を利用してＭＢＭＳ　ＭＴＣＨを最良の状態で受信するための適切なソリュ
ーションは存在しない。しかしながら、一実施形態によれば、これを達成するための技術
は、デュアルレシーバＵＥが前記インタ周波数セル再選択規則に従い、ＭＢＭＳ受信のた
めの周波数でＢＣＣＨを読み込むようにするというものである。
【０１２５】
　他の方法として、前記デュアルレシーバＵＥは、デュアルレシーバＵＥが登録したネッ
トワークに属するセルを選択するか、又はデュアルレシーバＵＥが加入したＭＢＭＳサー
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ビスを提供するセルを選択するように構成することができる。このような要求事項を満た
すように保証するために、前記ＵＥは、例えば（もしある場合は）ＵＥが位置するセルに
おける選好周波数リスト、又は隣接セルリストを利用することができる。さらに他の方法
として、デュアルレシーバＵＥのリッスンが許可されたセル又は周波数を含むＭＢＭＳ特
定隣接セル又は周波数リストの導入を挙げることができる。
【０１２６】
　このようなシナリオにおいて、デュアルレシーバＵＥは、デュアルレシーバＵＥが加入
したＭＢＭＳサービスを受信することができる。しかしながら、カウント及びＰｔＰ要求
を行うために、一般的に前記ＵＥは依然として周波数コンバージェンスを行う必要がある
。
【０１２７】
　デュアルレシーバＵＥの制御を最適化するために、前記ＭＣＣＨは、特定の能力（例え
ば、デュアルレシーバ、ＦＤＤ及びＴＤＤレシーバなど）を有するＵＥによってのみ読み
込まれる特定の拡張子を運ぶように構成することができる。その例を図１５に示す。これ
は、カウントに関する情報を有する前記ＵＥのセルと比較して、前記ＵＥが異なる周波数
／セルでカウント／ＭＢＭＳ　ＰｔＰ設定に応答できるように、前述の欠点を最小化又は
除去する。
【０１２８】
　前記ＵＥに許可を示すために、一般的に、例えば前記ＢＣＣＨ又はＭＣＣＨを利用して
情報が前記ＵＥに伝送される。これは、ＭＢＭＳ一般情報メッセージ（ＭＢＭＳ　ｇｅｎ
ｅｒａｌ　ｉｎｆｏ　ｍｅｓｓａｇｅ）にある周波数コンバージェンス情報のような暗示
的な情報でもよい。すなわち、隣接周波数が示された場合、前記ＵＥは、前記所定の隣接
周波数で受信されたＭＣＣＨに対するカウントに応答できるようになる。しかし、これは
、図１６に示すように、前記ＵＥが例えばセル６に位置し、セル７でカウントに応答する
結果につながる。ＲＮＣ　Ｉではなく、ＲＮＣ　ＩＩがセル７を制御するため、これは非
常に有用な情報ではない。従って、明示的な指示（ｅｘｐｌｉｃｉｔ　ｉｎｄｉｃａｔｉ
ｏｎ）を導入することが有用である。
【０１２９】
　例えば、明示的な指示は周波数Ｂで伝送することができ、例えばセル５で周波数Ａのど
のセルがカウント応答／ＭＢＭＳ　ＰｔＰベアラ要求を伝送するように許可されるか、又
はその反対の場合（すなわち、周波数Ａのセルの場合、周波数Ｂのどのセルがカウント応
答を伝送できるかの指示）を含むことができる。
【０１３０】
　これは、前記ＵＥが位置するセルと前記ＵＥが前記ＭＣＣＨを読み込んでいるセルとが
同一のＲＮＣにより制御される場合、前記ＲＮＣのみ前記カウント応答／ＭＢＭＳ　Ｐｔ
Ｐベアラ要求を解析できるためである。
【０１３１】
　前記ＵＥが周波数Ａ（前記ＵＥが位置するセルで）の前記ＭＣＣＨで示されたカウント
／ＰｔＰ設定に応答できることが示されていない場合、前記ＵＥは周波数Ｂで依然として
周波数コンバージェンスに従う必要がある。しかし、このようなシナリオは比較的まれで
あり、その場合、前記ＵＥがカウント及びＰｔＰ設定に従わないようにすることができる
。
【０１３２】
　別個のカウントインジケータをカウントするためのインパクトを最小化するために、デ
ュアルレシーバＵＥは、アイドル／接続モードアクセス確率係数及びカウント範囲（ｃｏ
ｕｎｔｉｎｇ　ｓｃｏｐｅ）のために現在行われている方式と同様に構成することができ
る。すなわち、デュアルレシーバＵＥは、伝送が許可されるように示された場合、及び特
定のアクセス確率係数／カウント範囲が含まれる場合、前記ＭＣＣＨが伝送される周波数
とは異なる周波数で応答を伝送するであろう。この方法は、前記ＭＴＣＨが伝送される様
々な周波数でカウント／ＰｔＰ設定を行えるようにする（すなわち、ＭＢＭＳ　ＭＴＣＨ
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が周波数Ａで伝送される場合、カウント／ＰｔＰ設定は、デュアルレシーバ能力を有する
ＵＥに対する周波数Ｂで行うことができ、Ｒｅｌ－６のＵＥに対するカウント／ＰｔＰ設
定は、周波数Ａでのみ行うことができる）。このようなメカニズムが好ましい場合、前記
ＵＥは、カウント／ＰｔＰ設定に応答できるように、サービス中に周波数Ｂで前記ＭＣＣ
Ｈを継続して読み込むように構成することができる。
【０１３３】
　前記ＲＮＣがカウント応答／ＰｔＰ設定要求をリンクできることを保証するために、前
記デュアルレシーバＵＥは、前記ＵＥが位置するセルと比較して異なるセルで伝送された
ＭＣＣＨで受信されたメッセージに応答することが有用である。前記応答は、前記ネット
ワークに送信されたメッセージ内の付加情報を含むことができるが、例えば関連サービス
の指示、前記ＭＣＣＨが受信されたセル、前記ＭＣＣＨが受信された周波数などを挙げる
ことができる。
【０１３４】
　一般的に、ＵＭＴＳのためのデュアルレシーバＵＥは、例えばＭＢＭＳサービスと専用
サービスを同時に効率的に受信することができる。しかし、Ｒｅｌ－６において、前記ネ
ットワークは、通常前記ＵＥの限界、又はＭＢＭＳサービスを受信するために前記ＵＥが
有する余分な自由（ｅｘｔｒａ　ｆｒｅｅｄｏｍ）に関する情報を有しない。前記ＵＥが
前記専用サービスとは異なる周波数でＭＴＣＨを受信できる場合、このような能力に関し
て前記ネットワークに通知することが有用である（例えば、ＲＲＣ接続設定時又は他の場
合に通知する）。
【０１３５】
　デュアルレシーバ動作を容易にするためのさらなる特徴は、ＭＢＭＳセルを前記ＵＥが
位置するセルにリンクすることである。この特徴について図１７を参照して説明する。こ
の特徴によれば、前記ＵＥが周波数Ｂにあるセルに位置する状況を考慮する。この場合、
周波数Ａのどのセル又はセルのセットが周波数Ｂのセルと共に配置されるかを確認するた
めの指示が与えられる。従って、これはＭＢＭＳサービスの受信のために前記ＵＥが選択
すべきセルの数を制限する。
【０１３６】
　図１７において、前記ＵＥが周波数Ｂのセル５に位置する場合、セル１及び２は同じカ
バレッジを有するため、前記ＵＥをこれらセルに指し示すことが有用である。これは、デ
ュアルレシーバＵＥの複雑性を減少させ、ＭＢＭＳ周波数で伝送される必要があるセル再
選択に関する情報を減少させる。これは前記周波数がＭＢＭＳ専用周波数として使用され
る場合に特に有用である。
【０１３７】
　その後の動作において、ＵＥが周波数Ａで、ＢＣＣＨ又はＭＣＣＨではなく、ＭＴＣＨ
／ＭＳＣＨのみ受信すればよいように、構成（例えば、ＭＣＣＨ、ＭＴＣＨ、ＭＳＣＨ、
周波数Ａのセル及びサービスの無線ベアラ構成など）の一部が周波数Ｂでブロードキャス
トされることが好ましい。
【０１３８】
　このシナリオにおいて、一般的に、デュアルレシーバＵＥは、デュアルレシーバＵＥが
加入したＭＢＭＳサービスを、ＭＢＭＳサービスからのインパクトなしに、常に受信する
ことができる。従って、前記ＵＥは周波数コンバージェンスに従う必要がないため、専用
及びＭＢＭＳデータの同時受信の場合、前記ＵＥに対するインパクトがなくなる。
【０１３９】
　前述したように、一般的に、デュアルレシーバＵＥは、周波数Ａ、例えばＭＢＭＳサー
ビスが伝送される周波数で伝送する必要がない。しかしながら、存在し得るバックワード
能力要求事項により、Ｒｅｌ－６のＵＥが前記周波数に位置すると予想して、ＵＥが前記
ネットワークを接続することが可能である。従って、前記ネットワークは、このような状
況でトランスミッタとレシーバの両方を備えることができる。
【０１４０】
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　デュアルレシーバＵＥがＭＢＭＳサービスを受信する周波数とは異なる周波数に位置す
る可能性があると設定されている。これは、前記ＵＥが、前記サービスがブロードキャス
トされる予定である周波数ではなく、前記ＵＥが位置する周波数でカウントに応答できる
ことを意味する。これは、Ｒｅｌ－７のＵＥにのみ見られ、かつ一般的にＭＢＭＳトラフ
ィックのために予約される周波数を導入できるようにする。これは、ダウンリンクのみが
要求されるＭＢＭＳの専用帯域の使用を可能にする。すなわち、このような基地局ではレ
シーバが必要でない。また、専用サービス中にインパクトがないという利点を有する。
【０１４１】
　ダウンリンク専用ＭＢＭＳキャリアは、レシーバ装置を有しない基地局で実現すること
ができる。Ｒｅｌ－６のＵＥがダウンリンク専用ＭＢＭＳサービスを再選択することを防
止するために、関連ＳＩＢが、例えばオペレータ利用、又はＲｅｌ－６及び以前のＵＥが
前記キャリアを選択することを防止するための他の技術がブロックされるように、前記キ
ャリアで伝送されないことが有用である。また、Ｒｅｌ－７デュアルレシーバＵＥが前記
周波数にあるセルを正規ＭＢＭＳサービスを提供するセルと認識するように、特定の指示
を実現することができる。
【０１４２】
　Ｒｅｌ－７デュアルレシーバＭＢＭＳ　ＵＥが前記キャリアを選択できるように、ＢＣ
ＣＨ又はＭＣＣＨでＲｅｌ－７拡張子内の特定の指示（例えば、Ｒｅｌ－７ＭＢＭＳイン
タ周波数デュアルレシーバセル情報リスト）を提供することが有用である。必要であれば
、インタ周波数ＦＤＤ及び／又はＴＤＤセルをさらに追加することができる。
【０１４３】
　ここに開示された様々な実施形態はネットワーク動作のための重要な利点を提供する。
例えば、オペレータは、ＭＢＭＳのための必要構成要素のみを配置して、ＭＢＭＳの配置
のためのコスト低減を可能にする必要がある。ＴＤＤが使用される状況では、ＭＢＭＳに
対する非対称スペクトルを配置することもできる。
【０１４４】
　デュアルレシーバのないＵＥがＭＢＭＳダウンリンク専用スペクトルで（例えば、前記
ＵＥがＭＢＭＳダウンリンク専用周波数でページングメッセージを受信するとすぐに、又
は前記ＵＥが呼の開始を希望するときに、前記周波数に移動することにより）ＭＢＭＳサ
ービスを受信することができるが、カウント及びＰｔＰ設定の観点で制限があり得る。
【０１４５】
　他の利点としては、前記ＭＴＣＨが受信される周波数とは異なる周波数でのカウント及
び／又はＰｔＰ設定の許可、類似したカバレッジのセルの指示、隣接セルでのＭＢＭＳチ
ャネルの構成情報の使用、及び前記ネットワークへのＵＥのデュアルレシーバ能力の指示
が挙げられる。
【０１４６】
　さらに他の利点としては、Ｒｅｌ－６のＵＥがＭＢＭＳダウンリンク専用周波数に位置
しようとする試みを禁止又は防止する規定、ＭＢＭＳサービスが隠し周波数でブロードキ
ャストされることを示す指示、及び専用サービスのために使用される正常周波数でのＭＢ
ＭＳダウンリンク専用周波数の指示が挙げられる。
【０１４７】
　図１９は本発明の一実施形態によるネットワークとデュアルレシーバＵＥ間の通信方法
を示すフローチャートである。ブロック１０５は、第１周波数で第１ネットワークノード
から第１シグナリングを受信する段階を提供する。また、ブロック１１０においては、第
２シグナリングが第２周波数で第２ネットワークノードから１対多（ＰｔＭ）制御チャネ
ルを介して受信される。ブロック１１５は、前記第２周波数で前記第２ネットワークノー
ドから要求を受信する段階を提供することにより、前記前記ＰｔＭ制御チャネルを介して
前記要求が伝達されるようにする。他の動作は、前記第２ネットワークノードからの前記
要求に対する応答を前記第１ネットワークノードに送信する段階を含む（ブロック１２０
）。
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【０１４８】
　図２０は本発明の他の実施形態によるネットワークとデュアルレシーバＵＥ間の通信方
法を示すフローチャートである。ブロック１３０は、第１ネットワークノードから通信を
受信する段階を提供し、ブロック１３５は、前記第１ネットワークノードにアップリンク
能力が不足していることを確認する段階を提供する。１つの動作は、前記第１ネットワー
クノードがＭＢＭＳサービスを提供することを確認する段階を必要とする（ブロック１４
０）。他の動作は、アップリンク能力が不足していることを確認したにもかかわらず、前
記第１ネットワークノードから前記ＭＢＭＳサービスを受信する段階を含む（ブロック１
４５）。
【０１４９】
　一般に、シングル周波数ネットワーク（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ；ＳＦＮ）領域は、正確に同一の周波数及びコンテンツを送信するセルのセットを
含む。そのようなセルのグループは、ＳＦＮセルクラスターとも呼ばれる。ＵＥの観点、
より詳細には、前記ＵＥのレシーバの観点から見ると、前記ＳＦＮセルクラスターは単一
のセルと見なされる。シングル周波数ネットワークにおいて、異なる周波数を伝送して異
なる大きさを有する異なるＳＦＮ領域が存在する。
【０１５０】
　図２１は本発明の一実施形態による２つのシングル周波数ネットワーク領域（ＳＦＮセ
ルクラスター）、及び同じ地理的領域をカバーする異なるセルを含むユニキャストネット
ワークを示す図である。図２１を参照すると、前記２つのＳＦＮセルクラスターは前記周
波数Ａ、Ｂでそれぞれ動作し、前記ユニキャストネットワークは周波数Ｃで動作する。Ｕ
Ｅを効率的に動作させるために、前記ユニキャストネットワーク内のそれぞれのセルは周
波数Ａ、Ｂの存在を示すことが好ましい。従って、前記ユニキャストネットワークが同じ
地理的領域内の利用可能なＳＦＮ周波数の存在を示す場合にのみ、前記ＵＥはＵＥのレシ
ーバをターンオンすることができる。
【０１５１】
　さらに、前記ＳＦＮセルクラスターは、前記ＳＦＮセルクラスター内で提供されるサー
ビス、及び同一のカバレッジ領域内の異なる周波数で動作する他のＳＦＮセルクラスター
内で提供されるサービスを前記ＵＥに示す。従って、前記ＵＥは、同一のカバレッジ領域
内の他のＳＦＮセルクラスター内で提供される全てのサービスを知ることができるように
、１つのＳＦＮセルクラスターの情報さえ受信すればよい。前記ＵＥの効果として、前述
した方法により、バッテリ消費が非常に少なくなり、従って、前記ＵＥは、利用可能なサ
ービスをモニタするためにＳＦＮモードで動作する前記任意の周波数を自由に選択するこ
とができる。
【０１５２】
　異なる周波数で動作する前記ＳＦＮセルクラスターがカバレッジ内で大きく変更される
とき問題が発生する。例えば、１つのＳＦＮセルクラスターは、サービスカバレッジを国
全体に提供し、１つの周波数で動作するのに対し、他の多くのＳＦＮセルクラスターは、
他の周波数で動作し、ローカルサービスを提供する。従って、前記国全体をカバーしてい
るＳＦＮセルクラスターが同一のコンテンツを全ての場所に伝送しなければならないため
、前記国全体をカバーしているＳＦＮセルクラスターがローカルサービスを提供する周波
数で全ての利用可能なサービスを示すことは難しい。さらに、ローカルカバレッジのみを
提供する各ＳＦＮクラスター内で異なるサービスが存在する場合、及び多くのローカルＳ
ＦＮ領域が存在する場合、前記ローカルＳＦＮクラスター内で利用可能なサービスに関す
る全ての情報を前記ナショナルＳＦＮクラスターに示すことは難しい。従って、前記ＵＥ
が周波数でのサービスの利用可能性の確認を規則的にすべきか否か、又は前記ＵＥが前記
サービスの利用可能性が前記ＵＥの位置するクラスター内に示されているという事実に依
存できるか否かを示す手段を提供することが好ましい。
【０１５３】
　図２２は本発明の一実施形態によるマルチセルマルチキャストブロードキャストシング
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ル周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サービスを提供するために使用される３つの周波数
を示す図である。前述したように、より大きいカバレッジ領域を有するＳＦＮクラスター
が、どのサービスがより小さいカバレッジ領域を有するＳＦＮクラスターで利用可能であ
るかを示すことは難しい。従って、前記より大きいカバレッジ領域を有するＳＦＮクラス
ターを受信するＵＥは、どのサービスが利用可能であるかをモニタするために、規則的に
他の利用可能な周波数にチューニングされる。
【０１５４】
　本発明によれば、他の周波数で提供されたサービスの存在が前記ＵＥが受信する前記周
波数で示されるか否かを決定するための情報を有する前記ＵＥを提供することが好ましい
。前記情報を受信すると、前記ＵＥは、他の周波数でのサービスの利用可能性を周期的に
確認すべきか否か、他の周波数で提供される全てのサービスの利用可能性の通知を受ける
ために１つの周波数のみを受信すれば十分であるか否かを決定することができる。
【０１５５】
　本発明によれば、前記利用可能なサービスが前記ＵＥの現在リッスンしている周波数に
示されていないことを示す、サービスを提供するいくつかの付加的な周波数が存在する場
合、前記周波数の中でどの周波数が任意の周波数で利用可能なサービスに関する情報を提
供するかに関する情報を提供することが有利である。例えば、図２２を参照すると、周波
数Ａはサービスを提供する他の周波数Ｂ、Ｃが存在することを示す。ところが、周波数Ｂ
、Ｃで利用可能なサービスは前記周波数Ａに示されない。従って、周波数Ａを受信するＵ
Ｅは、受信を希望するサービスに対する認知を確実にするために、周波数Ｂ、Ｃを規則的
に受信しなければならない。
【０１５６】
　また、周波数Ａ上で、周波数Ｃが周波数Ｂ、Ａで全ての利用可能なサービスを示すこと
を示すことができる。さらに、周波数Ｂが周波数Ａで提供されるサービスに関する情報は
提供するが、周波数Ｃで提供されるサービスに関する情報は提供しないことを、周波数Ａ
上で示すことができる。従って、前記情報を受信するＵＥは、ＵＥが全ての利用可能なサ
ービスを知っているということを確実にするために、前記周波数Ｃの受信を希望する。
【０１５７】
　前記ＭＣＣＨ上のＵＭＴＳ　ＭＢＭＳシステムにおいて、ＭＢＭＳサービスを提供する
周波数を「ＭＢＭＳ一般情報」メッセージ内で示すことができる。このような過程は、サ
ービスを提供する隣接周波数を示すために用いられる。しかし、異なる周波数で提供され
たサービスが前記メッセージの送信された周波数上で示されたか否かをも示すために、よ
り多くの情報が必要である。
【０１５８】
　ＵＭＴＳユニキャスト動作において、各ＭＢＭＳ選好周波数層に関連するのは、オフセ
ット値と、階層的セル構造が使用されるか否かに関する指示である。前記ＵＥが与えられ
た周波数に対する利用可能なサービスに関する情報が提供されるか否かを知るように許可
するために、任意の前記オフセット値又は前記指示が再使用され、１）他の周波数でのサ
ービスの利用可能性が現在の周波数上で示されており、この場合、前記ＵＥは利用可能な
サービスに対する他の周波数を規則的に読み込む必要がないことを、又は２）他の周波数
でのサービスの利用可能性が現在の周波数上で示されておらず、この場合、前記ＵＥは他
の周波数での利用可能なサービスを知ることができるように他の周波数を規則的に受信す
る必要があることを、示す。
【０１５９】
　他の周波数でのサービスの利用可能性が現在の周波数上で示されていない場合、前記Ｕ
Ｅに他の利用可能な周波数が前記特定の周波数上で提供された前記情報内に既に含まれて
いる情報のみ提供すればよいか否かを示す各周波数に関する情報を提供することが好まし
い。従って、前記ＵＥは、他の周波数で利用可能でない情報のみを提供する周波数のセッ
トを直接確認することができる。
【０１６０】
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　前記情報は、優先順位によって示されることが好ましい。例えば、同一の優先順位を有
する２つの周波数が示された場合、これは、その２つの周波数のそれぞれが同一の優先順
位を有する他の周波数内に必ずしも含まれない情報を含むということを意味する。さらに
、上位の優先順位で示される周波数は、下位の優先順位で示される周波数に関する全ての
情報を含む。
【０１６１】
　図２２を参照すると、クラスターＩは、優先順位「１」を有する周波数Ｂを示し、周波
数Ｂで利用可能なサービスが周波数Ａ上では示されないという指示を提供することができ
る。さらに、クラスターＩは、優先順位「２」を有する周波数Ｃを示し、周波数Ｃで利用
可能なサービスが周波数Ａ上では示されないという指示を提供することができる。従って
、ＵＥは、全ての利用可能なサービスを知るために、前記周波数Ｃを付加的に受信するこ
とを知ることになる。前記周波数Ｃを受信するＵＥは、前記周波数Ａ以外にも、前記周波
数Ｃを周期的に受信することが好ましい。他の方法において、一旦前記周波数Ｃを受信す
ると、前記ＵＥは、全ての利用可能なサービスが前記周波数Ｃ上で示されることを知って
いるため、前記周波数Ｃの受信のみを選択することができる。
【０１６２】
　図２２をさらに参照すると、クラスターＩＶは、周波数Ａ、Ｂの利用可能性が周波数Ｃ
上で示されることを示すことができる。さらに、前記クラスターＩＶは、周波数Ａ、Ｂで
利用可能なサービスが周波数Ｃ上で示されることを示すことができる。従って、前記クラ
スターＩＶを受信するＵＥは、前記周波数Ｃのみをモニタすることが好ましい。
【０１６３】
　図２２をさらに参照すると、クラスターＩＩは、周波数Ａで利用可能なサービスが周波
数Ｂ上で示されることを示すことができる。しかし、周波数Ｃで利用可能なサービスは周
波数Ｂ上で示されない。従って、クラスターＩＩを受信するＵＥは、前記周波数Ｂ以外に
も、前記周波数Ｃを受信することが好ましい。他の方法において、一旦前記周波数Ｃを受
信すると、前記ＵＥは、全ての利用可能なサービスが前記周波数Ｃ上で示されることを知
っているため、前記周波数Ｃの受信のみを選択することができる。
【０１６４】
　本発明の他の態様において、周波数毎のフラグは、全ての利用可能なサービスを知るた
めに、受信される周波数を示すことができる。図２２を参照すると、クラスターＩは、前
記周波数Ｂで利用可能なサービスが周波数Ａ上で示されないことを示す指示と共に、周波
数Ｂを示すことができる。また、クラスターＩは、前記周波数Ｃで利用可能なサービスが
周波数Ａ上で示されないことを示す指示、及び周波数Ｃが全ての利用可能なサービスを知
るために受信が必要な唯一の周波数であることを示す指示と共に、周波数Ｃを示すことが
できる。従って、ＵＥは、全ての利用可能な周波数を知るために、前記周波数Ｃを付加的
に受信することを知ることができる。前記クラスターＩを受信するＵＥは、前記周波数Ａ
以外にも、前記周波数Ｃを周期的に受信することが好ましい。他の方法において、前記Ｕ
Ｅは、全ての利用可能なサービスが前記周波数Ｃ上で示されることを知っているため、前
記周波数Ｃの受信のみを選択することができる。
【０１６５】
　図２２をさらに参照すると、クラスターＩＶは、周波数Ａ、Ｂの利用可能性が周波数Ｃ
上で示されることを示すことができる。さらに、前記クラスターＩＶは、周波数Ａ、Ｂで
利用可能なサービスが周波数Ｃ上で示されることを示すことができる。従って、前記クラ
スターＩＶを受信するＵＥは、前記周波数Ｃのみをモニタすることが好ましい。
【０１６６】
　図２２をさらに参照すると、クラスターＩＩは、周波数Ａで利用可能なサービスが周波
数Ｂ上で示されること示すことができる。さらに、前記クラスターＩＩは、周波数Ｃで利
用可能なサービスが前記周波数Ｂ上で示されないことを示すことができ、フラグで前記周
波数Ｃが全ての利用可能なサービスを知るために受信が必要な唯一の周波数であることを
示すことができる。前記クラスターＩＩを受信するＵＥは、前記周波数Ｂ以外にも、前記
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周波数Ｃを周期的に受信することが好ましい。他の方法において、前記ＵＥは、全ての利
用可能なサービスが前記周波数Ｃ上で示されることを知っているため、前記周波数Ｃの受
信のみを選択することができる。
【０１６７】
　図２３は本発明による移動局（ＭＳ）又はＵＥ１を示すブロック図である。ＵＥ１は、
プロセッサ（又は、デジタルシグナルプロセッサ）２１０、ＲＦモジュール２３５、電力
管理モジュール２０５、アンテナ２４０、バッテリ２５５、ディスプレイ２１５、キーパ
ッド２２０、メモリ２３０、スピーカ２４５、及びマイク２５０を含む。
【０１６８】
　ユーザは、例えばキーパッド２２０のボタンの押圧、又はマイク２５０を利用した音声
認識により、電話番号などのインストラクション情報（ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎａｌ　ｉ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を入力する。マイクロプロセッサ２１０は、前記電話番号に電話
をかけるなどの適切な機能を実行するために、前記インストラクション情報を受信して処
理する。前記機能を実行するために、メモリモジュール２３０からオペレーションデータ
（ｏｐｅｒａｔｉｏｎａｌ　ｄａｔａ）を検索することができる。また、プロセッサ２１
０は、ユーザの参照及び便宜のために、前記インストラクション及びオペレーション情報
をディスプレイ２１５に表示することができる。
【０１６９】
　プロセッサ２１０は、例えば音声通信データを含む無線信号を送信するなどの通信を開
始するために、インストラクション情報をＲＦモジュール２３５に送る。ＲＦモジュール
２３５は、無線信号を受信及び送信するためのレシーバ及びトランスミッタを含む。アン
テナ２４０は無線信号の送受信を容易にする。無線信号を受信すると、ＲＦモジュール２
３５は、前記信号をベースバンド周波数に変換し、プロセッサ２１０の処理のためにプロ
セッサ２１０に伝達することができる。前記処理された信号は、例えばスピーカ２４５か
ら出力される可聴又は可読情報に変形される。また、プロセッサ２１０は、ここに開示さ
れた様々な過程を行うために必要なプロトコル及び機能を含む。
【０１７０】
　移動局１を、例えばプロセッサ２１０、他のデータ、又はデジタル処理装置を使用して
、単独で又は外部サポートロジックとの組み合わせにより実現できることは、当業者に明
らかである。本発明は、移動通信に関連して説明されたが、本発明は、無線通信能力を備
えるＰＤＡやラップトップコンピュータのような移動装置を使用する無線通信システムで
も用いることができる。また、本発明を説明するために使用された特定用語は本発明の範
囲をＵＭＴＳのような特定タイプの無線通信システムに限定するものではない。本発明は
、例えばＴＤＭＡ、ＣＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＷＣＤＭＡなどの様々なエアインタフェース及
び／又は物理層を使用する他の無線通信システムにも適用できる。
【０１７１】
　本発明の好ましい実施形態は、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、又はこ
れらの組み合わせを生産するための標準プログラミング及び／又はエンジニアリング技術
を用いて、方法、装置、又は製造物として実現できる。ここで、「製造物」という用語は
、ハードウェアロジック（例えば、集積回路チップ、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒ
ａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅ
ｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）など）、又はコンピュータ可読媒
体（例えば、磁気記録媒体（例えば、ハードディスクドライブ、フロッピー（登録商標）
ディスク、テープなど）、光記録装置（ＣＤ－ＲＯＭ、光ディスクなど）、揮発性及び不
揮発性メモリ装置（例えば、ＥＥＰＲＯＭ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ＳＲ
ＡＭ、ファームウェア、プログラムロジックなど））において実行されるコードやロジッ
クを示す。前記コンピュータ可読媒体でのコードはプロセッサによりアクセス及び実行さ
れる。
【０１７２】
　本発明の好ましい実施形態で実行されるコードは、伝送媒体を介して、又はネットワー
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ク上のファイルサーバからアクセスすることもできる。その場合、前記コードが実行され
る製造物は、ネットワーク伝送ライン、無線伝送媒体、空中を伝播する信号、無線波、赤
外線信号などの伝送媒体を含む。もちろん、当該技術分野における通常の知識を有する者
であれば、本発明の要旨を逸脱しない範囲でその構成の様々な変更が可能であり、前記製
造物が公知の情報伝達媒体（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｅａｒｉｎｇ　ｍｅｄｉｕｍ）
をも含むことを理解するであろう。
【０１７３】
　図面に示すロジックの実装は、特定動作が特定順序で発生するものとして説明した。他
の実施形態においては、特定ロジック動作を他の順序で行うか、変更又は除去して行うこ
とができ、本発明の好ましい実施形態を実現する。また、前述したロジックにステップを
さらに追加することができ、これは本発明の実現によるものである。
【０１７４】
　前述した実施形態と利点は単なる例示にすぎず、本発明を制限するものではない。本発
明は、他のタイプの装置及び処理にも容易に適用できる。本発明の詳細な説明は単なる説
明の便宜のためのものであり、請求の範囲を制限するものではない。当該技術分野におけ
る通常の知識を有する者であればこれらの多様な代替、変更、変形が可能であることを理
解できるであろう。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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