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(57)【要約】
　複数のサブフレームで構成されている無線フレームを
含む無線インターフェイスを利用する無線通信システム
において、自セルのネットワーク装置は動作している。
自セルは１以上のユーザ機器にサービス提供する。動作
には、１以上の隣接するセルにおけるＭＢＳＦＮのデー
タ送信のスケジューリングに関する情報を取得すること
が含まれる。それによって取得された当該情報は、所与
のサブフレームについてＯＦＤＭ（Orthogonal　Freque
ncy　Division　Multiple　access）シンボルのユニキ
ャストグループを使用して隣接するセルの測定を実行で
きるか否かを１以上のユーザ機器が決定することを可能
とする情報信号を生成するために使用される。当該情報
信号は１以上のユーザ機器へ送信され、その結果ユーザ
機器は、隣接するセルの測定を行う際、セル固有のリフ
ァレンスシンボルをどのように発見するかを決定するた
めにその情報を使用することができる。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線フレーム（１００）を含む無線インターフェイスを利用する無線通信システムにお
ける自セルのネットワーク装置（５０１）を動作させる方法であって、各無線フレーム（
１００）は複数のサブフレームを含み、前記自セルは１以上のユーザ機器（５０３）にサ
ービス提供しており、当該方法は：
　１以上の隣接するセルにおけるＭＢＭＳ（Multimedia　Broadcast　Multicast　Servic
e）の単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）のデータ送信のスケジューリングに関する
情報を取得するステップ（７０１）と；
　前記１以上の隣接するセルにおけるＭＢＳＦＮのデータ送信の前記スケジューリングに
関する前記情報を使用して、所与のサブフレームについて、ＯＦＤＭ（Orthogonal　Freq
uency　Division　Multiple　access）シンボルのユニキャストグループを使用して隣接
するセルの測定を実行することができるか否かを前記１以上のユーザ機器（５０３）が決
定することを可能とする情報信号を生成するステップ（７０３）と；
　前記１以上のユーザ機器（５０３）に前記情報信号を送信するステップ（７０５）と；
　を特徴とする方法。
【請求項２】
　前記所与のサブフレームは、第１及び第２スロットから成り；
　前記ＯＦＤＭシンボルのユニキャストグループは、前記第１及び第２スロットのそれぞ
れの１番目及び最後から３番目のＯＦＤＭシンボルから成る；
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ネットワーク装置（５０１）は、ネットワークノード群の階層におけるノードであ
り；
　１以上の隣接するセルにおけるＭＢＳＦＮのデータ送信の前記スケジューリングに関す
る前記情報を取得するステップ（７０１）は、前記無線ネットワークにおける階層上の上
位のノード（５１１）から、１以上の隣接するセルにおけるＭＢＳＦＮのデータ送信の前
記スケジューリングに関する前記情報を取得することを含む；
　請求項１又は請求項２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４】
　前記ネットワーク装置（５０１）は、無線基地局である、請求項１～３のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項５】
　１以上の隣接するセルにおけるＭＢＳＦＮのデータ送信の前記スケジューリングに関す
る前記情報を取得するステップ（７０１）は、隣接するセル（５１３）の無線基地局から
、１以上の隣接するセルにおけるＭＢＳＦＮのデータ送信の前記スケジューリングに関す
る前記情報を取得することを含む、請求項１又は請求項２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記隣接するセル（５１３）の前記無線基地局から、１以上の隣接するセルにおけるＭ
ＢＳＦＮのデータ送信の前記スケジューリングに関する前記情報を取得すること（７０１
）は、Ｘ２インターフェイス上のシグナリングを使用することを含む、請求項５に記載の
方法。
【請求項７】
　無線フレーム（１００）を含む無線インターフェイスを利用する無線通信システムのサ
ービス提供セルに位置しているユーザ機器（５０３）を動作させる方法であって、各無線
フレーム（１００）は複数のサブフレームを含み、当該方法は：
　所与のサブフレームについて、ＯＦＤＭ（Orthogonal　Frequency　Division　Multipl
e　access）シンボルのユニキャストグループを使用して隣接するセルの測定を実行する
ことができるか否かを前記ユーザ機器（５０３）が決定することを可能とする情報信号を
、前記サービス提供セルのネットワーク装置（５０１）から受信するステップ（７０７）
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と；
　前記受信した情報信号を使用して、前記隣接するセルによって送信される信号上での測
定を実行する際、ユニキャスト測定モード（７１１）及びＭＢＳＦＮ測定モード（７１３
）を含む複数の測定モードのうちのいずれにより前記ユーザ機器が動作するかを決定する
ステップ（７０９）と；
　を特徴とする方法。
【請求項８】
　前記所与のサブフレームは、第１及び第２スロットから成り；
　前記ＯＦＤＭシンボルのユニキャストグループは、前記第１及び第２スロットのそれぞ
れの１番目及び最後から３番目のＯＦＤＭシンボルから成り；
　ＯＦＤＭシンボルのＭＢＳＦＮグループは、前記第１スロットの前記１番目のＯＦＤＭ
シンボルから成る；
　請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記測定のＭＢＳＦＮ測定モードは、前記所与のサブフレームにおける前記ＯＦＤＭシ
ンボルのＭＢＳＦＮグループ上のみで測定を行うことを含む、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記測定のＭＢＳＦＮ測定モードは、隣接するセルの測定が実行され得る最大許容帯域
幅に関する情報を前記自セルから受信することと；
　前記最大許容帯域幅上で前記隣接するセルのＭＢＳＦＮサブフレームの測定を実行する
ことと；
　を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記測定のＭＢＳＦＮ測定モードは、ＯＦＤＭシンボルのＭＢＳＦＮグループに前記隣
接するセルの前記セル固有のリファレンスシンボルが位置しているいずれかの所与のサブ
フレームの期間において測定を行わないことを含む、請求項７及び請求項８のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１２】
　無線通信システムにおけるセルのネットワーク装置であって、前記セルは１以上のユー
ザ機器にサービス提供し、当該ネットワーク装置は、請求項１～６のいずれか１項に従っ
た前記方法を実行するための手段を含むことを特徴とする、ネットワーク装置。
【請求項１３】
　請求項７～１１のいずれか１項に従った前記方法を実行するための手段を含むことを特
徴とする、無線通信システムのサービス提供セルに位置するユーザ機器。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システムにおける方法及び構成に関し、特に１以上のＭＢＭＳの単一周
波数ネットワークを含み得る、又は含み得ない移動通信環境において、セル固有のリファ
レンスシンボル上での測定をサポートするための方法及び構成に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＧＳＭ（Global　System　for　Mobile　Communication）及びＷＣＤＭＡ（Wideband　
Code　Division　Multiple　Access）のような移動体セルラー標準の来るべき進化におい
て、ＯＦＤＭ（Orthogonal　Frequency　Division　Multiplexing）のような新しい伝送
技術が現れようとしている。さらに、既存のセルラーシステムから既存の無線領域におけ
る新しい高容量高データレートシステムへ円滑に移行するために、新システムは、サイズ
の変化する帯域幅を利用できなければならない。第三世代ＬＴＥ（3G　LTE：Third　Gene
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ration　Long　Term　Evolution）と呼ばれるこのような新しい柔軟なセルラーシステム
についての提案は、３Ｇ　ＷＣＤＭＡ標準の進化版として理解され得る。当該システムは
、ダウンリンクにおける多重アクセス技術としてＯＦＤＭを使用し（ＯＦＤＭＡと呼ばれ
る）、１．２５ＭＨｚから２０ＭＨｚにわたる帯域幅において動作することが可能になる
であろう。さらに、１００Ｍｂ／ｓまでのデータレートが、最大帯域幅についてサポート
されるであろう。しかしながら、３Ｇ　ＬＴＥは、高レートサービスのためだけでなく、
音声のような低レートサービスのためにも使用されるであろうと期待される。３Ｇ　ＬＴ
ＥはＴＣＰ／ＩＰ（Transmission　Control　Protocol/Internet　Protocol）のために設
計されているため、ＶｏＩＰ（Voice　over　IP）は、恐らく音声を伝達するそのサービ
スになるであろう。
【０００３】
　３Ｇ　ＬＴＥシステムの物理層は、１０ｍｓの持続期間（duration）を有する一般無線
フレーム（generic　radio　frame）を含む。図１ａは、ＬＴＥのＦＤＤ（Frequency　Di
vision　Duplex）システムについての１つのそうしたフレーム１００を示している。各フ
レームは（０から１９までの番号を付与された）２０のスロットを有し、各スロットは、
通常７ＯＦＤＭシンボルから成る０．５ｍｓの持続期間を有する。サブフレームは、２つ
の隣接したスロットで構成されており、そのために通常１４ＯＦＤＭシンボルから成る１
ｍｓの持続期間を有する。ＬＴＥのダウンリンク送信はＯＦＤＭを基礎としているため、
これは１ＯＦＤＭシンボル内でデータが多数の狭帯域サブキャリア上を並行して送信され
ることを意味する。そのため、図１ｂに示されているようにダウンリンク送信は時間／周
波数グリッドとして説明することが可能であり、ここで各リソースエレメント又はシンボ
ルは、１つのＯＦＤＭシンボルの間の１つのＯＦＤＭサブキャリアに対応する。ＬＴＥシ
ステムについて、隣接するサブキャリア間の間隔は１５ｋＨｚであり、（２０ＭＨｚの送
信帯域の場合）サブキャリアの総数は１２００にもなり得る。また、図１ｂに示されてい
るように、サブキャリアはリソースブロックにグループ化され、ここで各リソースブロッ
クは、１つの０．５ｍｓスロットの間に、１２のサブキャリアから成る。１スロットあた
り７ＯＦＤＭシンボルを有するため、リソースブロックには合計１２ｘ７＝８４のリソー
スエレメントが存在する。１つのそうしたリソースブロックは、図１ｂにおいて斜線領域
で示されている。
【０００４】
　ＬＴＥのＴＤＤ（Time　Division　Duplex）システムについての無線フレームは、ＦＤ
Ｄシステムについて上述したものと少し相違はあるものの同様である。ＴＤＤシステムに
おいて、サブフレーム１及び７は２つのスロットから成るのではなく、３つのフィールド
（ＤｗＰＴＳ、ガード期間（Guard　Period）及びＵｐＰＴＳ）から成る。次の議論も本
発明も、ＦＤＤ及びＴＤＤシステムの両方に適応可能である。
【０００５】
　各リソースブロック内には、リファレンスシンボルとしても知られ、既知の値に設定さ
れている一組のリソースエレメントが存在する。図２においてこれらが示されている。リ
ファレンスシンボルは、例えばユーザ機器（ＵＥ）によって、コヒーレント検出を目的と
してダウンリンクチャネルを評価するために使用され得る。またリファレンスシンボルは
、後述されているようにＬＴＥの移動性機能（mobility　function）の一部としても使用
される。
【０００６】
　図２に見られるように、各リソースブロック内には４つのリファレンスシンボルがあり
、うち２つのリファレンスシンボル（Ｒ１と表示されている）は１番目のＯＦＤＭシンボ
ル内に、２つのリファレンスシンボル（Ｒ２と表示されている）は最後から３番目のＯＦ
ＤＭシンボル内にある。従って、１つのサブフレームに相当する一組のリソースブロック
内には、合計８つのリファレンスシンボルがあり、サブフレームの第１スロットに相当す
る第１のリソースブロック内には４つのリファレンスシンボル、サブフレームの第２スロ
ットに相当する第２のリソースブロック内には４つのリファレンスシンボルが存在する。
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【０００７】
　ＬＴＥの１つの重要な観点は、移動性機能である。故に、ＵＥが他セルをサーチし、検
出し、及び同期するための手続が提供されている。セルサーチ及び同期の手続を促進する
ため、ＬＴＥはプライマリ同期信号及びセカンダリ同期信号（それぞれ、Ｐ－ＳｙＳ及び
Ｓ－ＳｙＳ）を定義しており、これら信号はそれぞれプライマリ同期チャネル（Ｐ－ＳＣ
Ｈ：Primary　Synchronization　Channel）及びセカンダリ同期チャネル（Ｓ－ＳＣＨ：S
econdary　Synchronization　Channel）上を送信される。Ｐ－ＳｙＳ及びＳ－ＳｙＳは、
フレームあたりそれぞれ２回送信され：図１に示されているように、１回目はサブフレー
ム０において、再度サブフレーム５において送信される。
【０００８】
　ＬＴＥについてのセルサーチスキームは、次のステップから成ると仮定することができ
る：
１．その時点では未知のセルグループ内において、５ｍｓのタイミング及びセルＩＤを示
す、３つのＰ－ＳｙＳシンボルの候補のうちの１つを検出する。
２．Ｓ－ＳｙＳを使用してフレームタイミング及びセルグループを検出する。ステップ１
からの結果と組み合わせると、これは完全なセルＩＤを示す。
３．そのセルＩＤを検証するためリファレンスシンボルを使用する。関心のある読者は、
この提案に関するさらなる情報について、２００６年１０月９～１３日のＴＳＧ－ＲＡＮ
　ＷＧｌ　＃４６ｂｉｓにおける“Outcome　of　cell　search　drafting　session”と
題された文書Ｒ１－０６２９９０、を参照されたい。
４．セル固有のシステム情報を受信するために、ブロードキャストチャネル（ＢＣＨ）を
読む。
【０００９】
　一旦セルが発見されたら、ＵＥはリファレンスシンボルの測定された受信電力をセル選
択及びハンドオーバ決定への入力として使用し得る。
【００１０】
　またＬＴＥシステムは、拡張サイクリックプレフィクス長を利用する動作モードも有し
ている。この場合、各スロットは７シンボルではなく６シンボル（すなわちサブフレーム
あたり１２ＯＦＤＭシンボル）を含む。オーバヘッドの観点からはこれはより非効率であ
るが、非常に広域に遅れが広がっている特別な環境（例えば、非常に大きなセル）におい
て、より長いサイクリックプレフィクスは有益であり得る。リファレンスシンボルはやは
り各スロットにおいて１番目及び最後から３番目のＯＦＤＭシンボルに分布しており、ユ
ニキャスト動作における拡張サイクリックプレフィクスの場合、これは、通常のサイクリ
ックプレフィクス長の場合のように１番目及び５番目ではなく、１番目及び４番目のシン
ボルにあることがわかる。
【００１１】
　ユニキャスト動作に加えて、ＬＴＥの無線アクセスネットワークもまたＭＢＭＳ（Mult
imedia　Broadcast　Multicast　Service）の単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）の
動作を使用するダウンリンクＭＢＭＳ送信の可能性を含む。ＬＴＥにおいて、ＭＢＭＳの
単一周波数ネットワークは、同じリソースブロック内の同一のＭＢＭＳ情報を同期して（
すなわち、同じグループのサブキャリアを同時に）送信するように複数の基地局又はｅＮ
ｏｄｅＢ（evolved　Node　B）を有し、同一のトランスポートフォーマット（すなわち、
同一の符号化レート及び変調スキーム）を使用することにより実装されている。そのため
ＭＢＳＦＮ送信の場合、ＭＢＳＦＮ送信に関与する異なるｅＮｏｄｅＢからの送信は同一
となるであろう。結果として、ユーザ機器はＯＦＤＭのサイクリックプレフィクスにわた
る時間内に受信する全てのＭＢＳＦＮ送信のエネルギーを同時に受信し利用することが可
能となるであろう。このことにより、ＭＢＭＳの受信品質が大幅に改善され、そのため全
体のＭＢＭＳシステムの性能が改善されるであろう。ＭＢＳＦＮに基づくＭＢＭＳ送信に
関与するセルの組は、ＭＢＳＦＮエリアと呼ばれる。
【００１２】
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　単一セルが、異なるセルの組；すなわち、部分的にのみ異なる重ならないＭＢＳＦＮエ
リア、に対応する異なるＭＢＳＦＮ送信に関与してもよいことに留意すべきである。その
結果そのような異なるＭＢＳＦＮエリアに対応する異なるＭＢＳＦＮ送信は、異なるサブ
フレームにおいて行われることになる。
【００１３】
　ＭＢＭＳデータの送信のためのＭＢＳＦＮ動作に関連して、３ＧＰＰ（3rd　Generatio
n　Partnership　Project）は複数の定義に合意している。図３にこれら概念が示されて
おり、次のように定義されている：
【００１４】
　・マルチセルのＭＢＭＳ同期エリア３０１は、同一の周波数帯域上に割り当てられるカ
バレッジの隣接するセルの一群から成り、当該カバレッジエリア内では、全てのセルが同
期してＭＢＳＦＮモードでＭＢＭＳデータを送信する可能性を有することができる。マル
チセルのＭＢＭＳ同期エリア３０１は、ＭＢＭＳのサービスエリアの構成から独立して構
成されてもよく、１以上のＭＢＳＦＮエリア（定義については下記参照）をサポートする
ことが可能である。所与の地理的エリア及び所与の周波数帯域についてマルチセルのＭＢ
ＭＳ同期エリア３０１をただ１つ定義することが許されている（すなわち、同じ地理的エ
リアにおける複数のマルチセルのＭＢＭＳ同期エリアは、異なる周波数帯域上に定義され
なければならない）。
【００１５】
　ＭＢＭＳの単一周波数ネットワークエリア（ＭＢＳＦＮエリア）３０３は、カバレッジ
エリアの隣接するセルの一群から成り、ここでこれら全てのセルは、単一のＭＢＭＳサー
ビスを同期して送信するために同じ無線リソース（従って同じ周波数帯域）を使用してい
る。ＭＢＳＦＮエリア３０３は、ただ１つのマルチセルのＭＢＭＳ同期エリア３０１に属
する。ＭＢＳＦＮエリア３０３は、ある時点においてアクティブに伝送を行っているセル
のみから成る。
【００１６】
　・最大ＭＢＳＦＮエリア３０５は、ＭＢＳＦＮエリア３０３についてサポートされる最
大限拡張された地理的エリアである。これは、マルチセルのＭＢＭＳ同期エリア３０１、
ＭＢＭＳサービスエリア（すなわち、恐らく複数のＭＢＳＦＮエリア３０３から構築され
ることにより、ＭＢＭＳサービスが提供され得るエリア）、及び事業者の構成によって制
限され得る。
【００１７】
　・ＭＢＳＦＮガードエリア３０７は、干渉を考慮することにより、近隣のＭＢＳＦＮエ
リア３０３と同じ無線リソースを使用することを制限されているセルの一群である。
【００１８】
　ＬＴＥは、いわゆる“混合動作（mixed　operation）”において同じキャリアを使用す
るＭＢＳＦＮ送信及び非ＭＢＳＦＮ（non-MBSFN）送信の両方を可能にする。混合動作に
おいて、いくつかのサブフレームはＭＢＳＦＮ送信のために使用され（いわゆる“ＭＢＳ
ＦＮサブフレーム”）、残りのサブフレームは非ＭＢＳＦＮ送信のために使用される（い
わゆる“非ＭＢＳＦＮサブフレーム”又は“ユニキャストサブフレーム”）。しかしなが
ら、Ｐ－ＳｙＳ及びＳ－ＳｙＳを含むサブフレーム０及び５は、常に非ＭＢＳＦＮサブフ
レームである。
【００１９】
　リファレンスシンボルは、ＬＴＥシステムのダウンリンクにおいて、ユニキャストデー
タの復調及び制御シグナリング、並びに測定目的のために使用される。これらのリファレ
ンスシンボルは、通常隣接するセルによって異なる（すなわち、これらはセル固有である
）。しかしながら、ＬＴＥ無線アクセスネットワークがＭＢＳＦＮ送信を含む場合、追加
的なリファレンスシンボルがＭＢＳＦＮ送信を伴うサブフレームにおいて（すなわち、Ｍ
ＢＳＦＮサブフレームにおいて）送信される。ＭＢＳＦＮリファレンスシンボルと呼ばれ
得るこれらリファレンスシンボルは、ＭＢＳＦＮ送信に関与する全てのセルについて同一
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である（すなわち、セル共通）。ＭＢＳＦＮリファレンスシンボルを使用することによっ
て、ＵＥはＭＢＳＦＮ送信に関与する全てのセルから集まったチャネルを評価することが
可能である。このチャネル評価は、合成されたＭＢＳＦＮ送信のコヒーレント検出のため
に使用され得る。
【００２０】
　図４は、全体のリファレンスシンボルの構造を含む、ＬＴＥにおけるＭＢＳＦＮサブフ
レームの全体の構造を示す。この図において、ＭＢＳＦＮリファレンスシンボルは“ＲＭ

”と表示され、ユニキャストリファレンスシンボルは“ＲＵ”と表示されている。リファ
レンスシンボルのオーバヘッドを最小化するため、ＭＢＳＦＮサブフレームにおいてユニ
キャストリファレンスシンボルは、サブフレームの第１スロットの第１ＯＦＤＭシンボル
においてのみ送信される（“ＯＦＤＭシンボルのＭＢＳＦＮグループ”）。非ＭＢＳＦＮ
サブフレームがサブフレームの第１及び第２スロットのそれぞれにおいてスロットごとに
第１及び第２リファレンスシンボルを含むことを想起すると、ＭＢＳＦＮサブフレームに
おいて送信されるユニキャストリファレンスシンボルの数が削減されていることが理解さ
れ得る。
【００２１】
　（例えば、ハンドオーバと併せて）セルのチャネル品質を決定するため、ユーザ機器は
“自セル”（すなわち、その時点でユーザ機器にサービス提供しているセル）上のユニキ
ャストリファレンスシンボル及び隣接するセル上での測定を実行する。効率的にこれを行
うためには、ユーザ機器は、所与のサブフレームにおいてどのリファレンスシンボルが利
用可能であるかを知る必要がある。上述したように、非ＭＢＳＦＮサブフレームについて
これらリファレンスシンボルはユニキャストサブフレームあたり４回、すなわち各スロッ
トの１番目及び最後から３番目のＯＦＤＭシンボルにおいて送信される。
【００２２】
　しかしながら、同様に上述したように、ＭＢＳＦＮ動作を伴うサブフレームには第１ス
ロットの第１リファレンスシンボルしか存在しないであろう。故に、ＭＢＳＦＮサブフレ
ームにおけるユニキャストリファレンスシンボルの組を、非ＭＢＳＦＮサブフレームにお
いて存在するユニキャストリファレンスシンボルのサブセットとして見ることが可能であ
る。代わりに、非ＭＢＳＦＮサブフレームにおけるユニキャストリファレンスシンボルの
組を、ＭＢＳＦＮサブフレームにおけるユニキャストリファレンスシンボルの組と比べて
拡張された組として見ることが可能である。
【００２３】
　故に、所与のセルのサブフレームが確実に非ＭＢＳＦＮサブフレームであるとユーザ機
器が知っている場合を除いて、当該ユーザ機器は測定のために第１スロットの第１リファ
レンスシンボルしか使用することができず、これはこれらが全てのサブフレームのタイプ
（すなわちＭＢＳＦＮ及び非ＭＢＳＦＮサブフレームの両方）において存在するリファレ
ンスシンボルでしかないためである。同時に、第１スロットの第１リファレンスシンボル
上のみでしか測定しないことは、測定の性能を低下させ、従って望ましくない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　故に、測定のためにこれらサブフレームのリファレンスシンボルの完全な組を利用でき
るようにするため、どのサブフレームが非ＭＢＳＦＮサブフレームであるか、ユーザ機器
は好適には知っているべきである。自セルについて、この情報はユーザ機器に利用可能で
ある。しかしながら、隣接するセル上での測定のためにこれらサブフレームのリファレン
スシンボルの完全な組を利用できるようにするため、これら隣接するセルのどのサブフレ
ームが非ＭＢＳＦＮサブフレームであるかをユーザ機器が知っていることも望ましいであ
ろうことを発明者は認めている。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
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　“含む”及び“含んでいる”という用語は、本明細書において使用されている場合、記
述された特徴、整数値、ステップ又はコンポーネントの存在を特定するために用いられる
が；これら用語の使用は、１以上の他の特徴、整数値、ステップ、コンポーネント、また
はこれら一群の存在又は追加を除外するものではないことは強調されるべきである。
【００２６】
　本発明の１つの観点によれば、前述の及び他の目的は、複数のサブフレームを含む無線
フレームを含む無線インターフェイスを利用する無線通信システムにおける自セルのネッ
トワーク装置（例えば、無線基地局）を動作させるための方法及び装置において達成され
る。上記自セルは１以上のユーザ機器にサービス提供している。そのような動作は、１以
上の隣接するセルにおけるＭＢＭＳ（Multimedia　Broadcast　Multicast　Service）の
単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）のデータ送信のスケジューリングに関する情報を
取得するステップを含む。それによって取得された上記情報を使用して、所与のサブフレ
ームについて、ＯＦＤＭ（Orthogonal　Frequency　Division　Multiple　access）シン
ボルのユニキャストグループを使用して隣接するセルの測定を実行することができるか否
かを上記１以上のユーザ機器が決定することを可能とする情報信号が生成される。上記情
報信号は、上記１以上のユーザ機器に送信される。
【００２７】
　いくつかの実施形態において、上記所与のサブフレームは、第１及び第２スロットから
成り；上記ＯＦＤＭシンボルのユニキャストグループは、上記第１及び第２スロットのそ
れぞれの１番目及び最後から３番目のＯＦＤＭシンボルから成る。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、上記ネットワーク装置は、ネットワークノード群の階層
におけるノードであり；１以上の隣接するセルにおけるＭＢＳＦＮのデータ送信の上記ス
ケジューリングに関する上記情報は、上記無線ネットワークにおける階層上の上位のノー
ドから取得される。
【００２９】
　他の実施形態において、１以上の隣接するセルにおけるＭＢＳＦＮのデータ送信の上記
スケジューリングに関する上記情報は、隣接するセルの無線基地局から取得される。これ
は、例えば、Ｘ２インターフェイス上のシグナリングを介して行われ得る。
【００３０】
　別の観点において、複数のサブフレームを含む無線フレームを含む無線インターフェイ
スを利用する無線通信システムのサービス提供セルに位置しているユーザ機器を動作させ
るための方法及び装置において、様々な目的が達成される。そのような動作は、所与のサ
ブフレームについて、ＯＦＤＭ（Orthogonal　Frequency　Division　Multiple　access
）シンボルのユニキャストグループを使用して隣接するセルの測定を実行することができ
るか否かを上記ユーザ機器が決定することを可能とする情報信号を、上記サービス提供セ
ルのネットワーク装置から受信するステップを含む。上記受信した情報信号を使用して、
上記隣接するセルによって送信される信号上での測定を実行する際、ユニキャスト測定モ
ード及びＭＢＳＦＮ測定モードを含む複数の測定モードのうちのいずれにより上記ユーザ
機器が動作するかを決定する。
【００３１】
　これら実施形態のいくつかにおいて、上記所与のサブフレームは、第１及び第２スロッ
トから成り；上記ＯＦＤＭシンボルのユニキャストグループは、上記第１及び第２スロッ
トのそれぞれの１番目及び最後から３番目のＯＦＤＭシンボルから成り；ＯＦＤＭシンボ
ルのＭＢＳＦＮグループは、上記第１スロットの上記１番目のＯＦＤＭシンボルから成る
。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、上記測定のＭＢＳＦＮ測定モードは、上記所与のサブフ
レームにおける上記ＯＦＤＭシンボルのＭＢＳＦＮグループ上のみで測定を行うことを含
む。
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【００３３】
　これら実施形態のいくつかにおいて、上記測定のＭＢＳＦＮ測定モードは、隣接するセ
ルの測定が実行され得る最大許容帯域幅に関する情報を上記自セルから受信することと；
上記最大許容帯域幅上で上記隣接するセルのＭＢＳＦＮサブフレームの測定を実行するこ
とと；を含む。
【００３４】
　他の実施形態において、上記測定のＭＢＳＦＮ測定モードは、ＯＦＤＭシンボルのＭＢ
ＳＦＮグループに上記隣接するセルの上記セル固有のリファレンスシンボルが位置してい
るいずれかの所与のサブフレームの期間において測定を行わないことを含む。
【００３５】
　本発明の様々な観点は、無線通信システムにおける１以上のユーザ機器にサービス提供
しているセルのネットワーク装置の内部において具現化できる。
【００３６】
　本発明の他の観点は、無線通信システムのサービス提供セルに位置しているユーザ機器
の内部において具現化できる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
　本発明の目的及び利点は、以下の図面と併せて次の詳細な説明を読むことによって理解
されるであろう：
【００３８】
【図１ａ】例えば３ＧのＬＴＥシステムにおいて使用される無線フレームの説明図である
。
【図１ｂ】ダウンリンク送信についてのリソースエレメント／シンボルを示す一例として
の時間／周波数グリッドである。
【図２】ＬＴＥシステムのようなシステムについての周波数（ｆ）及び時間（ｔ）次元に
おける提案されたパイロット（リファレンスシンボル）パターンの図である。
【図３】ＬＴＥシステムのようなシステムにおけるＭＢＳＦＮ動作に関連する様々な概念
の説明図である。
【図４】１５ｋＨｚのサブキャリア間隔について拡張サイクリックプレフィクス及び１８
のサブキャリアを伴う、１つのサブフレームについてのＭＢＳＦＮリファレンスシンボル
パターンを示している。
【図５】それぞれ本発明の観点を実行するように適応された、ｅＮｏｄｅＢ及びユーザ機
器のブロック図である。
【図６ａ】それぞれ１つよりも多くのセルにわたる、２つのＭＢＳＦＮのカバレッジエリ
アを３つのセルが提供する、一例としての構成を示す図である。
【図６ｂ】セルが２つのＭＢＳＦＮエリアに参加することを可能とする、ＭＢＭＳサブフ
レームの時間多重化されたスケジューリングを示すタイミング図である。
【図７】本発明に従った実施形態の観点に係るｅＮｏｄｅＢ及びユーザ機器において様々
に実行されるプロセス／ステップを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下に、本発明の様々な特徴を、図面を参照しながら説明する。その際、同様の部分は
同じ参照符号を用いて特定される。
【００４０】
　本発明の様々な観点は、複数の例となる実施形態に関連してより詳細にここで説明され
るであろう。本発明の理解を促進するために、本発明の多くの観点は、コンピュータシス
テム又はプログラムされた命令を実行することが可能な他のハードウエアの構成要素によ
って遂行されるべきアクションのシーケンスとして説明される。実施形態のそれぞれにお
いて、様々なアクションは、特殊な回路（例えば、特殊な機能を遂行するために相互接続
された離散論理ゲート）によって、１以上のプロセッサによって、又は両者の組み合わせ
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によって実行されるプログラム命令により遂行され得るということが認識されるであろう
。さらに本発明は、全体として、ここに説明する技術をプロセッサに実行させる適当な組
合せのコンピュータ命令を含むソリッドステートメモリ、磁気ディスク、又は光ディスク
のような、コンピュータにより読取可能な担体のどういった形態によっても具現されると
考えられ得る。そのため、本発明の様々な観点は多くの異なる形態で具現される可能性が
あり、全てのそうした形態は本発明の範囲内であることが意図される。本発明の様々な観
点のそれぞれについて、そうした実施形態の任意の形は、説明されるアクションを遂行す
る“ように構成されたロジック”、又はその代わりに、説明されるアクションを遂行する
“ロジック”とここでは言及され得る。
【００４１】
　本発明に従った実施形態の観点において、隣接するセルの動作モードの候補のそれぞれ
（例えば、ユニキャスト、及びユーザ機器のサービス提供セル自身のＭＢＳＦＮエリア以
外のＭＢＳＦＮエリアにおけるＭＢＳＦＮを含む）について、隣接するセルの測定（例え
ば、ハンドオーバのための測定）のために、ユーザ機器が適当なリファレンスシンボルを
取得することができるメカニズムを、ある方法及び構成は提供する。これは、サービス提
供セル自身のＭＢＳＦＮエリア以外のＭＢＳＦＮエリアに属する１以上のスケジューリン
グされたＭＢＳＦＮ送信が存在する場合に関する情報の、サービス提供セルによるユーザ
機器へのシグナリングを含む。
【００４２】
　本発明に従った実施形態の別の観点において、そのようなＭＢＳＦＮ送信に関する情報
にユーザ機器は予め定義された方法で応答することが可能である。例えば、隣接するセル
によるＭＢＳＦＮ送信が行われる際、ユーザ機器は、ＭＢＳＦＮサブフレームに存在する
削減された数のセル固有のリファレンスシンボル上でのみ測定を実行することが可能であ
る。他の例として、例えばＭＢＳＦＮ送信を伴うようなあるサブフレーム群の期間におい
て、ユーザ機器がいずれかの測定をしないようにすることが可能である。
【００４３】
　さらに別の観点において、サービス提供セルのＭＢＳＦＮエリアにおけるＭＢＳＦＮ送
信はＵＥにも知られるであろうことにより、セル内及びセル間の両方の測定を同じ方法で
行うことが可能である。
【００４４】
　ＭＢＳＦＮのデータ送信を伴うサブフレームにおけるセル固有の削減された数のリファ
レンスシンボル上で測定をするようにユーザ機器が命令される代替的な方法について、本
発明の実施形態は、それら測定のために、測定が行われる帯域幅の増加を引き起こす。こ
れは、各測定サンプルにおいてより多くのエネルギーを集めることを目的として行われる
。ユーザ機器が最小限よりも大きい帯域幅にわたって測定をすべきである場合、測定する
ことがユーザ機器に許容される最大帯域幅がいくらであるかを、ネットワークはユーザ機
器に知らせるべきである。いくつかのシステムにおいて、この最大帯域幅は、サービス提
供セルの帯域幅の最小値及び潜在的目標セル（potential　target　cell）の最小帯域幅
と同じか又はそれ以下であろう。他の実施形態において、潜在的目標セルの帯域幅がサー
ビス提供セルの帯域幅よりも大きい場合、ユーザ機器はより大きい帯域幅にわたって測定
することを許容されてもよい。
【００４５】
　ｅＮｏｄｅＢが上述の情報信号（すなわち、どのように測定パターンを構成するか、つ
まり、ユーザ機器は異なるサブフレームにおいてどのように測定すべきであるかをユーザ
機器が決定するために、ユーザ機器によって使用される情報信号）をユーザ機器へシグナ
リングするために、ｅＮｏｄｅＢはｅＮｏｄｅＢ自身のＭＢＳＦＮエリアに関連付けられ
ていないＭＢＳＦＮ送信の、例えばスケジューリングに関する情報を取得しなければなら
ない。本発明に従ったいくつかの実施形態の観点において、（ノード群の階層におけるノ
ードである）ｅＮｏｄｅＢは、ＭＢＳＦＮのスケジューリングの責任を有する階層上のよ
り上位のノードから、この情報を取得する。他の実施形態においてｅＮｏｄｅＢは、例え
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ばＸ２インターフェイス上のシグナリングを介して、隣接するｅＮｏｄｅＢからこの情報
を取得する。
【００４６】
　ここで図５、６ａ、６ｂ、及び７に関連して、上の及び他の観点をさらに説明する。図
５は、それぞれ本発明の観点を実行するよう適応されている第１のｅＮｏｄｅＢ５０１及
びユーザ機器（ＵＥ）５０３のブロック図である。この説明図においてｅＮｏｄｅＢ５０
１は、ユーザ機器５０３が位置するセルにサービスを提供する。隣接するセルは第２のｅ
ＮｏｄｅＢ５０５によってサービス提供される。
【００４７】
　第１及び第２のｅＮｏｄｅＢ５０１、５０５が一部を成す無線通信システムは、そのｅ
ＮｏｄｅＢによるＭＢＳＦＮ送信を可能とするが要求することはない。その結果、いかな
る所与の時間においても第１のｅＮｏｄｅＢ５０１は、第１のＭＢＳＦＮエリア５０７に
おいてアクティブであってもなくてもよい。同様に、いかなる所与の時間においても第２
のｅＮｏｄｅＢ５０５は、第２のＭＢＳＦＮエリア５０９においてアクティブであっても
なくてもよい。この例に関係があるのは、第１及び第２のＭＢＳＦＮエリア５０７、５０
９は同じではないことである。このことは、第１のＭＢＳＦＮエリア５０７に参加するこ
とは第２のＭＢＳＦＮエリア５０９に参加することと同じではなく、逆もまた同様である
ことを意味する。他の例において、第１及び第２のｅＮｏｄｅＢ５０１、５０５は同じＭ
ＢＳＦＮエリア（示されていない）に参加することが可能であり、この場合において、第
１のｅＮｏｄｅＢの自分の送信パターン（すなわち、任意の所与のサブフレームにおける
ユニキャスト対ＭＢＳＦＮ送信）についての知識は、定義によれば、第２のｅＮｏｄｅＢ
の送信パターンをも与えるであろう。しかしながら、これはこの例におけるケースではな
い。
【００４８】
　２つより多くのセルが関与している場合、状況は少々複雑になる。図６ａは、第１のｅ
ＮｏｄｅＢ６０１、第２のｅＮｏｄｅＢ６０３、及び第３のｅＮｏｄｅＢ６０５を含む、
１つのそのような例を示す。第１のｅＮｏｄｅＢ６０１はセルＡにサービス提供し、第２
のｅＮｏｄｅＢ６０３はセルＢにサービス提供し、及び第３のｅＮｏｄｅＢ６０５はセル
Ｃにサービス提供する。この例において、３つのセルのそれぞれは他の２つに隣接してい
る。
【００４９】
　さらにこの例において、２つのＭＢＭＳサービスが提供される：一方のＭＢＭＳサービ
スはセルＡ及びセルＢ（ＭＢＳＦＮエリア１）をカバーしており、第２のＭＢＭＳサービ
スはセルＢ及びセルＣ（ＭＢＳＦＮエリア２）をカバーしている。セルＢは両方のＭＢＭ
Ｓサービスに参加していることが観測されるであろう。このことを可能とするため、２つ
のＭＢＳＦＮサービスが時間多重化される（すなわち異なるサブフレームにおいて送信さ
れる）ことが必要である。図６ｂはこのタイプのスケジューリングを示す。見て分かるよ
うに、ＭＢＳＦＮエリア１についてのＭＢＳＦＮサブフレームは、ＭＢＳＦＮエリア２に
ついてのＭＢＳＦＮサブフレームと同時に発生することはない。この例において、常に３
つの可能性が存在する：セルＡ及びセルＢはＭＢＳＦＮエリア１についてのＭＢＳＦＮ送
信に従事することが可能であり、一方セルＣは（例えば、時間ｔ１において）ユニキャス
ト送信に従事する；セルＡ、セルＢ及びセルＣは（例えば、時間ｔ２において）ユニキャ
スト送信にそれぞれ従事することが可能である；セルＡはユニキャスト送信に従事するこ
とが可能であり、一方セルＢ及びセルＣは（例えば、時間ｔ３において）ＭＢＳＦＮエリ
ア２についてのＭＢＳＦＮ送信に従事する。
【００５０】
　この説明図は、１以上の隣接するセルのセル固有のリファレンスシンボルがＯＦＤＭ（
Orthogonal　Frequency　Division　Multiple　access）シンボルのユニキャストグルー
プに位置しているか否かをＵＥが決定することを可能とする情報を有することは、これら
３つのセルのうち任意の１つにおいて動作するＵＥの観点から有用であろうことを示して
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いる。なぜなら、その問いへの肯定的な返答は、ユーザ機器がＯＦＤＭシンボルのユニキ
ャストグループを使用して隣接するセルの測定を実行することを可能とするだろうからで
ある。
【００５１】
　図７は、ｅＮｏｄｅＢ（例えば、ｅＮｏｄｅＢ　Ｂ５０１、５０３、６０１、６０３、
６０５のいずれか）及びユーザ機器（例えば、ユーザ機器５０３）において様々に実行さ
れるプロセス／ステップを示すフローチャートである。図７及び依然として図５を、限定
ではない一例として使用するために参照すると、第１のｅＮｏｄｅＢ５０１が、自セルの
ＭＢＳＦＮエリアに関連付けられていないものも含む、ＭＢＳＦＮのデータ送信のスケジ
ューリングに関する情報を取得することによって、局面は打開される（ステップ７０１）
。この情報は、複数ある方法のうちのいずれでも取得することが可能である。例えば、ｅ
ＮｏｄｅＢ５０１は、ネットワークノード群の階層を含む無線通信システムにおけるネッ
トワーク装置である。ｅＮｏｄｅＢ５０１は、自身のＭＢＳＦＮエリア５０７に関連付け
られていないＭＢＳＦＮのデータ送信のスケジューリングに関する情報（例えば、第２の
ＭＢＳＦＮエリア５０９に関連付けられたＭＢＳＦＮのデータ送信に関する情報）を、無
線ネットワークにおける階層上のより上位のノード５１１から取得することが可能である
。
【００５２】
　他の実施形態において、第１のｅＮｏｄｅＢ５０１は、自身のＭＢＳＦＮエリア５０７
に関連付けられていないＭＢＳＦＮのデータ送信のスケジューリングに関する情報（例え
ば、第２のＭＢＳＦＮエリア５０９に関連付けられたＭＢＳＦＮのデータ送信に関する情
報）を、隣接するセルの無線基地局（例えば、第２のｅＮｏｄｅＢ５０５）から取得する
。この通信は、例えば、Ｘ２インターフェイス５１３を介して行われ得る。
【００５３】
　その結果、第１のｅＮｏｄｅＢ５０１は、自身のＭＢＳＦＮエリア（例えば、１つであ
れば、第１のＭＢＳＦＮエリア５０７）と関連付けられていないＭＢＳＦＮのデータ送信
のスケジューリングに関する情報を使用し、所与のサブフレームについて、隣接するセル
の測定（例えば、第２のｅＮｏｄｅＢ５０５によってサービス提供されているセルからの
信号の測定）がセル固有のリファレンスシンボルのユニキャストグループ上で行われ得る
か否かをユーザ機器５０３へ知らせる情報信号５１５を生成する（ステップ７０３）。こ
のようにして情報信号は、ユーザ機器に測定パターン（すなわち、ユーザ機器が異なるサ
ブフレームにおいてどのように測定をすべきかの指示）を提供する。信号は、例えば、サ
ービス提供セルのＭＢＳＦＮエリア以外のＭＢＳＦＮエリアに属する隣接セルからの１以
上のスケジューリングされたＭＢＳＦＮ送信がある場合、ユーザ機器５０３にこれらサブ
フレームを知らせる情報内容を有する信号を作り出すことによって、生成され得る。その
後ｅＮｏｄｅＢ５０１は、自身がサービスを提供しているセルのユーザ機器（例えば、ユ
ーザ機器５０３）に情報信号５１５を送信する（ステップ７０５）。
【００５４】
　その後、ユーザ機器５０３は、情報信号５１５を受信し（ステップ７０７）、隣接セル
によって送信される信号上での測定を実行する際に、ユーザ機器が動作しようとする複数
の測定モードの１つを、当該情報信号５１５を使用して決定する（判定ブロック７０９）
。当該複数の測定モードは、ユニキャスト測定モード及びＭＢＳＦＮ測定モードを含む。
【００５５】
　隣接セル（例えば、第２のｅＮｏｄｅＢ５０５）のサブフレームが、ユニキャストサブ
フレームとして設定されている場合（判定ブロック７０９からの“ユニキャスト”パス）
、ユーザ機器５０３は隣接セル（例えば、第２のｅＮｏｄｅＢ５０５）の測定を（ここで
は“ユニキャスト測定モード”と表示されている）従来の方法で実行するが（ステップ７
１１）、当該方法には、隣接セルのセル固有のリファレンスシンボルがサブフレームの第
１及び第２スロットのそれぞれの１番目及び最後から３番目のＯＦＤＭシンボルに位置し
ていることの想定が含まれる。
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【００５６】
　一方、隣接セル（例えば、第２のｅＮｏｄｅＢ５０５）のサブフレームが、ＭＢＳＦＮ
サブフレームとして設定されている場合（判定ブロック７０９からの“ＭＢＳＦＮ”パス
）、ユーザ機器５０３は隣接セル（例えば、第２のｅＮｏｄｅＢ５０５）の測定を（ここ
では“ＭＢＳＦＮ測定モード”と表示されている）あるモードで実行し（ステップ７１３
）、当該モードは、隣接セルのセル固有のリファレンスシンボルがＯＦＤＭシンボルのＭ
ＢＳＦＮグループ（例えば、ＬＴＥシステムにおいてＯＦＤＭシンボルのＭＢＳＦＮグル
ープはＭＢＳＦＮサブフレームの第１スロットの１番目のＯＦＤＭシンボルである）にし
か位置しないという事実を考慮に入れている。
【００５７】
　いくつかの実施形態において、ＭＢＳＦＮ測定モードで隣接するセルの測定を実行する
ことは、所与のサブフレームにおけるＯＦＤＭシンボルのＭＢＳＦＮグループ上でのみ測
定することを含む（すなわち、第１又は第２スロットの最後から３番目のＯＦＤＭシンボ
ル上での測定を行わず、第２スロットの１番目のＯＦＤＭシンボル上での測定も行わない
）。
【００５８】
　必ずしもこれら全てのというわけではないが、いくつかの実施形態において、ユーザ機
器５０３は測定の数を減らす代償に測定の帯域幅を増加させる。測定の最大許容帯域幅に
関する情報は、自セルによって好適にユーザ機器へ提供される。
【００５９】
　他の実施形態において、ＭＢＳＦＮ測定モードでの隣接セルの測定の実行は、隣接セル
のセル固有のリファレンスシンボルがＯＦＤＭシンボルのＭＢＳＦＮグループに位置して
いるいずれかの所与のサブフレームの期間において測定を行わないことを含む。これはユ
ーザ機器５０３が、セル固有のリファレンスシンボルがＯＦＤＭシンボルのユニキャスト
グループ（例えば、ＬＴＥシステムにおいては、サブフレームの第１及び第２スロットそ
れぞれの１番目及び最後から３番目のＯＦＤＭシンボル）に位置しているサブフレームの
みにその測定を制限していることを意味する。
【００６０】
　本発明の利点は、ＭＢＳＦＮ送信を伴うＬＴＥ無線アクセスネットワークにおいて、ハ
ンドオーバに関連するユーザ機器の隣接セルの測定が、隣接セルがＭＢＳＦＮ送信に従事
しているか否かに関わらず、利用可能なユニキャストリファレンスシンボルのみ測定する
ことを確保するであろうことである。これは測定をより正確かつ無難にし、よってハンド
オーバを促進し、呼の欠落のリスクを減らす。
【００６１】
　本発明は、特定の実施形態を参照して説明された。しかしながら、上述された実施形態
以外の固有の形態で本発明を具現することが可能であることは、当業者には容易に明らか
であろう。説明された実施形態は例示に過ぎず、決して限定的なものとみなされるべきで
はない。本発明の範囲は、先行する説明よりもむしろ、添付の特許請求の範囲によって与
えられ、特許請求の範囲内に収まるすべての変形及び均等物は、ここに包含されることが
意図される。
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【図１ａ】 【図１ｂ】

【図２】 【図３】
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【図４】 【図５】

【図６ａ】 【図６ｂ】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成21年6月8日(2009.6.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
　図７は、ｅＮｏｄｅＢ（例えば、ｅＮｏｄｅＢ５０１、５０５、６０１、６０３、６０
５のいずれか）及びユーザ機器（例えば、ユーザ機器５０３）において様々に実行される
プロセス／ステップを示すフローチャートである。図７及び依然として図５を、限定では
ない一例として使用するために参照すると、第１のｅＮｏｄｅＢ５０１が、自セルのＭＢ
ＳＦＮエリアに関連付けられていないものも含む、ＭＢＳＦＮのデータ送信のスケジュー
リングに関する情報を取得することによって、局面は打開される（ステップ７０１）。こ
の情報は、複数ある方法のうちのいずれでも取得することが可能である。例えば、ｅＮｏ
ｄｅＢ５０１は、ネットワークノード群の階層を含む無線通信システムにおけるネットワ
ーク装置である。ｅＮｏｄｅＢ５０１は、自身のＭＢＳＦＮエリア５０７に関連付けられ
ていないＭＢＳＦＮのデータ送信のスケジューリングに関する情報（例えば、第２のＭＢ
ＳＦＮエリア５０９に関連付けられたＭＢＳＦＮのデータ送信に関する情報）を、無線ネ
ットワークにおける階層上のより上位のノード５１１から取得することが可能である。
【手続補正書】
【提出日】平成21年7月2日(2009.7.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線フレーム（１００）を含む無線インターフェイスを利用する無線通信システムにお
ける自セルのネットワーク装置（５０１）を動作させる方法であって、各無線フレーム（
１００）は複数のサブフレームを含み、前記自セルは１以上のユーザ機器（５０３）にサ
ービス提供しており、当該方法は：
　１以上の隣接するセルにおけるＭＢＭＳ（Multimedia　Broadcast　Multicast　Servic
e）の単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）のデータ送信のスケジューリングに関する
情報を取得するステップ（７０１）と；
　前記１以上の隣接するセルにおけるＭＢＳＦＮのデータ送信の前記スケジューリングに
関する前記情報を使用して、所与のサブフレームについて、ユニキャスト測定動作モード
（７１１）の手段又はＭＢＳＦＮ測定動作モード（７１３）の手段のいずれによって隣接
するセルの測定を実行することができるかを前記１以上のユーザ機器（５０３）が決定す
ることを可能とする情報信号を生成するステップと；
　前記１以上のユーザ機器（５０３）に前記情報信号を送信するステップ（７０５）と；
　を特徴とし：
　前記ユニキャスト測定動作モード（７１１）は、ユニキャストサブフレームに含まれる
セル固有のリファレンスシンボルを測定の基礎とするよう適応されており；
　前記ＭＢＳＦＮ測定動作モード（７１３）は、ＭＢＳＦＮサブフレームに含まれるセル
固有のリファレンスシンボルを測定の基礎とするよう適応されており；
　前記ユニキャストサブフレームに含まれる前記セル固有のリファレンスシンボルは、前
記ＭＢＳＦＮサブフレームにおける前記セル固有のリファレンスシンボルの組に比べて拡
張された組である、
　方法。
【請求項２】
　前記所与のサブフレームは、第１及び第２スロットから成り；
　前記ユニキャストサブフレームに含まれる前記セル固有のリファレンスシンボルは、前
記第１及び第２スロットのそれぞれの１番目及び最後から３番目のＯＦＤＭシンボルに含
まれるセル固有のリファレンスシンボルから成り；
　前記ＭＢＳＦＮサブフレームに含まれる前記セル固有のリファレンスシンボルは、前記
第１スロットの前記１番目のＯＦＤＭシンボルに含まれるセル固有のリファレンスシンボ
ルから成る；
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ネットワーク装置（５０１）は、ネットワークノード群の階層におけるノードであ
り；
　１以上の隣接するセルにおけるＭＢＳＦＮのデータ送信の前記スケジューリングに関す
る前記情報を取得するステップ（７０１）は、前記無線ネットワークにおける階層上の上
位のノード（５１１）から、１以上の隣接するセルにおけるＭＢＳＦＮのデータ送信の前
記スケジューリングに関する前記情報を取得することを含む；
　請求項１又は請求項２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４】
　前記ネットワーク装置（５０１）は、無線基地局である、請求項１～３のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項５】
　１以上の隣接するセルにおけるＭＢＳＦＮのデータ送信の前記スケジューリングに関す
る前記情報を取得するステップ（７０１）は、隣接するセル（５１３）の無線基地局から
、１以上の隣接するセルにおけるＭＢＳＦＮのデータ送信の前記スケジューリングに関す
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る前記情報を取得することを含む、請求項１又は請求項２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記隣接するセル（５１３）の前記無線基地局から、１以上の隣接するセルにおけるＭ
ＢＳＦＮのデータ送信の前記スケジューリングに関する前記情報を取得すること（７０１
）は、Ｘ２インターフェイス上のシグナリングを使用することを含む、請求項５に記載の
方法。
【請求項７】
　無線フレーム（１００）を含む無線インターフェイスを利用する無線通信システムのサ
ービス提供セルに位置しているユーザ機器（５０３）を動作させる方法であって、各無線
フレーム（１００）は複数のサブフレームを含み、当該方法は：
　所与のサブフレームについて、ユニキャスト測定動作モード（７１１）の手段又はＭＢ
ＳＦＮ測定動作モード（７１３）の手段のいずれによって隣接するセルの測定を実行する
ことができるかを前記ユーザ機器（５０３）が決定することを可能とする情報信号を、前
記サービス提供セルのネットワーク装置（５０１）から受信するステップ（７０７）と；
　前記受信した情報信号を使用して、前記隣接するセルによって送信される信号上での測
定を実行する際、前記ユニキャスト測定動作モード（７１１）及び前記ＭＢＳＦＮ測定動
作モード（７１３）を含む複数の測定動作モードのうちのいずれにより前記ユーザ機器が
動作するかを決定するステップ（７０９）と；
　を特徴とし：
　前記ユニキャスト測定動作モード（７１１）は、ユニキャストサブフレームに含まれる
セル固有のリファレンスシンボルを測定の基礎とするよう適応されており；
　前記ＭＢＳＦＮ測定動作モード（７１３）は、ＭＢＳＦＮサブフレームに含まれるセル
固有のリファレンスシンボルを測定の基礎とするよう適応されており；
　前記ユニキャストサブフレームに含まれる前記セル固有のリファレンスシンボルは、前
記ＭＢＳＦＮサブフレームにおける前記セル固有のリファレンスシンボルの組に比べて拡
張された組である、
　方法。
【請求項８】
　前記所与のサブフレームは、第１及び第２スロットから成り；
　前記ユニキャストサブフレームに含まれる前記セル固有のリファレンスシンボルは、前
記第１及び第２スロットのそれぞれの１番目及び最後から３番目のＯＦＤＭシンボルに含
まれるセル固有のリファレンスシンボルから成り；
　前記ＭＢＳＦＮサブフレームに含まれる前記セル固有のリファレンスシンボルは、前記
第１スロットの前記１番目のＯＦＤＭシンボルに含まれるセル固有のリファレンスシンボ
ルから成る；
　請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＭＢＳＦＮ測定動作モードは、前記所与のサブフレームが前記ＭＢＳＦＮサブフレ
ームである場合、前記所与のサブフレームに含まれる前記セル固有のリファレンスシンボ
ル上のみで測定を行うことを含む、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ＭＢＳＦＮ測定動作モードは、隣接するセルの測定が実行され得る最大許容帯域幅
に関する情報を前記自セルから受信することと；
　前記最大許容帯域幅上で前記隣接するセルのＭＢＳＦＮサブフレームの測定を実行する
ことと；
　を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　測定の前記ＭＢＳＦＮ測定モードは、前記所与のサブフレームが前記ＭＢＳＦＮサブフ
レームである場合、前記所与のサブフレームの期間において測定を行わないことを含む、
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請求項７及び請求項８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　無線通信システムにおけるセルのネットワーク装置であって、前記セルは１以上のユー
ザ機器にサービス提供し、当該ネットワーク装置は、請求項１～６のいずれか１項に従っ
た前記方法を実行するための手段を含むことを特徴とする、ネットワーク装置。
【請求項１３】
　請求項７～１１のいずれか１項に従った前記方法を実行するための手段を含むことを特
徴とする、無線通信システムのサービス提供セルに位置するユーザ機器。
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