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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信システムにおいてＭｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔｉｃ
ａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＭＢＭＳ）を受信する方法であって、前記移動通信システムは
、少なくとも１つのセルを有するネットワークと、第１ユーザ装置（ＵＥ）と、第２ＵＥ
とを含み、前記方法は、
　前記第２ＵＥにおいて、Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＢＣ
ＣＨ）を介して、前記ネットワークから第１インジケータを受信することであって、前記
Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＢＣＣＨ）は、無線リンク制御
（ＲＬＣ）層と媒体アクセス制御（ＭＡＣ）層との間に位置する論理チャネルである、こ
とと、
　前記受信された第１インジケータに基づいて、前記第２ＵＥによって、前記少なくとも
１つのセルのうちの特定のセルは、ダウンリンクＯＮＬＹ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒ
ｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＭＢＭＳ）サービスを提供する
ことを識別することであって、前記第１インジケータは、ＭＢＭＳ　ＯＮＬＹ周波数にお
ける前記特定のセルの動作を示す、ことと、
　前記第２ＵＥにおいて、前記特定のセルから、前記ＭＢＭＳ　ＯＮＬＹ周波数において
前記ダウンリンクＯＮＬＹ　ＭＢＭＳサービスを受信することと
　を含む、方法。
【請求項２】
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　前記第２ＵＥにおいて、前記ネットワークから第２インジケータを受信することをさら
に含み、前記第２インジケータは、前記第２ＵＥが、前記ダウンリンクＯＮＬＹ　ＭＢＭ
Ｓサービスを受信することを許可されていることを示し、前記ダウンリンクＯＮＬＹ　Ｍ
ＢＭＳサービスを受信することは、前記第２インジケータの受信に応答して行われる、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２ＵＥは、デュアルレシーバを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２ＵＥにおいて、前記少なくとも１つのセルのうちの他のセルから、システム情
報を受信することをさらに含み、前記システム情報は、前記他のセルがアップリンク能力
およびダウンリンク能力の両方を有することを示す、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２ＵＥにおいて、前記特定のセルから少なくとも１つのＩＤを受信することをさ
らに含み、前記少なくとも１つのＩＤは、前記他のセルを識別する、請求項４に記載の方
法。
【請求項６】
　前記特定のセルおよび前記他のセルは、単一の基地局によって管理される、請求項４に
記載の方法。
【請求項７】
　前記特定のセルおよび前記他のセルは、異なる基地局によって別々に管理される、請求
項４に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２ＵＥにおいて、少なくとも１つの異なるセルのリストを受信することをさらに
含み、前記少なくとも１つの異なるセルは、前記特定のセルとは異なる周波数で伝送し、
前記特定のセルによって提供されるセルカバレッジの少なくとも一部とオーバーラップす
るセルカバレッジを提供する、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２ＵＥは、前記ダウンリンクＯＮＬＹ　ＭＢＭＳサービスを受信するために前記
第１インジケータを使用して前記特定のセルを選択する能力がある一方で、前記第１ＵＥ
は、前記第１ＵＥが前記特定のセルを識別する能力を有しないことに起因して、前記特定
のセルを選択する能力を有しない、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　移動通信システムにおいてＭｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔｉｃ
ａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＭＢＭＳ）を提供する方法であって、前記移動通信システムは
、少なくとも１つのセルを有するネットワークと、少なくとも１つのユーザ装置（ＵＥ）
とを含み、前記方法は、
　第１インジケータを、前記ネットワークから前記少なくとも１つのユーザ装置に伝送す
ることであって、前記第１インジケータは、Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ（ＢＣＣＨ）を介して伝送され、前記Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　
Ｃｈａｎｎｅｌ（ＢＣＣＨ）は、無線リンク制御（ＲＬＣ）層と媒体アクセス制御（ＭＡ
Ｃ）層との間に位置する論理チャネルであり、前記第１インジケータは、ダウンリンクＯ
ＮＬＹ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉ
ｃｅ（ＭＢＭＳ）サービスを提供するためのＭＢＭＳ　ＯＮＬＹ周波数における前記特定
のセルの動作を示す、ことと、
　前記特定のセルから前記少なくとも１つのＵＥまで、前記ＭＢＭＳ　ＯＮＬＹ周波数に
おいて前記ダウンリンクＯＮＬＹ　ＭＢＭＳサービスを提供することと
　を含む、方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのＵＥは、第１ＵＥと第２ＵＥとを含み、前記第２ＵＥは、前記ダ
ウンリンクＯＮＬＹ　ＭＢＭＳサービスを受信するために前記第１インジケータを使用し
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て前記特定のセルを選択する能力がある一方で、前記第１ＵＥは、前記第１ＵＥが前記特
定のセルを識別する能力を有しないことに起因して、前記特定のセルを選択する能力を有
しない、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　少なくとも１つの異なるセルのリストを伝送することをさらに含み、前記少なくとも１
つの異なるセルは、前記特定のセルとは異なる周波数で伝送し、前記特定のセルによって
提供されるセルカバレッジの少なくとも一部とオーバーラップするセルカバレッジを提供
する、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記特定のセルから前記少なくとも１つのＵＥまで少なくとも１つのＩＤを伝送するこ
とをさらに含み、前記少なくとも１つのＩＤは、前記少なくとも１つのセルのうちの他の
セルを識別する、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記特定のセルおよび前記他のセルは、単一の基地局によって管理される、請求項１３
に記載の方法。
【請求項１５】
　前記特定のセルおよび前記他のセルは、異なる基地局によって別々に管理される、請求
項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記特定のセルから前記少なくとも１つのＵＥまで第２インジケータを伝送することを
さらに含み、前記第２インジケータは、前記少なくとも１つのＵＥが、前記ダウンリンク
ＯＮＬＹ　ＭＢＭＳサービスを受信することを許可されていることを示している、請求項
１０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　米国特許法§１１９（ｅ）に従い、本出願は、２００６年２月６日付けで出願された仮
出願番号６０／７７１，５２０号、２００６年５月２日付けで出願された６０／７９７，
４０２号、及び２００６年５月３日付けで出願された６０／７９７，４５９号の優先権を
主張する。これら出願の全内容は参考として本出願に全て援用される。
【０００２】
　本発明は無線通信システムに関し、特にネットワークとデュアルレシーバユーザ装置（
ＵＥ）間の通信に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ＵＭＴＳ（Universal　Mobile　Telecommunications　System）は、欧州標準であるＧ
ＳＭ（Global　System　for　Mobile　communications）から進化した欧州型第３世代Ｉ
ＭＴ－２０００移動通信システムである。ＵＭＴＳは、ＧＳＭコアネットワークとＷ－Ｃ
ＤＭＡ（Wideband　Code　Division　Multiple　Access）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。
【０００４】
　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　Partnership　Project）を構成した。
３ＧＰＰはＵＭＴＳ技術の詳細仕様を作成する。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の独立性とこれらの動作を考慮し
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；ＴＳＧ）が作成された。
【０００５】
　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）
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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　Terrestrial　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。
【０００６】
　図１はＵＥ、ＵＴＲＡＮ、及びコアネットワークを含むＵＭＴＳネットワークの概要を
示す図である。ＵＴＲＡＮは、Ｉｕｂインタフェースで通信する複数の無線ネットワーク
制御装置（Radio　Network　Controller;　RNC）とＮｏｄｅ　Ｂとから構成される。
【０００７】
　各ＲＮＣは複数のＮｏｄｅ　Ｂを制御する。前記各ＲＮＣは、Ｉｕインタフェースを介
して前記コアネットワーク（ＣＮ）に接続されるが、特に前記ＣＮのＭＳＣ（Mobile-ser
vices　Switching　Center）及びＳＧＳＮ（Serving　GPRS　Support　Node）に接続され
る。前記ＲＮＣ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。
前記ＲＮＣは、無線リソースの割当及び管理を担当し、前記コアネットワークに対するア
クセスポイントの役割を果たす。
【０００８】
　前記Ｎｏｄｅ　Ｂは、アップリンク伝送で端末の物理層により送信された情報を受信し
、ダウンリンク伝送で端末にデータを送信する。前記Ｎｏｄｅ　Ｂは、端末に対するＵＴ
ＲＡＮのアクセスポイントの役割を果たす。
【０００９】
　前記ＳＧＳＮは、Ｇｆインタフェースを介してＥＩＲ（Equipment　Identity　Registe
r）に、ＧＳインタフェースを介してＭＳＣに、ＧＮインタフェースを介してＧＧＳＮ（G
ateway　GPRS　Support　Node）に、並びにＧＲインタフェースを介してＨＳＳ（Home　S
ubscriber　Server）に接続される。前記ＥＩＲはネットワークで利用できるモバイルの
リストを維持する。
【００１０】
　回線交換サービスのための接続を制御する前記ＭＳＣは、ＮＢインタフェースを介して
ＭＧＷ（Media　Gateway）に、Ｆインタフェースを介してＥＩＲに、並びにＤインタフェ
ースを介してＨＳＳに接続される。前記ＭＧＷは、Ｃインタフェースを介してＨＳＳに接
続され、ＰＳＴＮ（Public　Switched　Telephone　Network）に接続される。前記ＭＧＷ
は、前記ＰＳＴＮと前記接続されたＲＡＮ間のコーデックの適応を容易にする。
【００１１】
　前記ＧＧＳＮは、ＧＣインタフェースを介してＨＳＳ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。前記ＧＧＳＮは、様々な無線アクセスベアラ（Ra
dio　Access　Bearer;　RAB）へのデータフローのルーティング、課金、及び分離の責任
を負う。前記ＨＳＳはユーザの加入データを処理する。
【００１２】
　ＵＴＲＡＮは、端末とコアネットワーク間の通信のために、無線アクセスベアラ（ＲＡ
Ｂ）を構成して維持する。前記コアネットワークは、ＲＡＢにエンドツーエンドサービス
品質（Quality　of　Service;　QoS）要求事項を要求し、前記ＲＡＢは、前記コアネット
ワークが設定したＱｏＳ要求事項をサポートする。従って、ＵＴＲＡＮ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。
【００１３】
　特定端末に提供されるサービスは、大きく回線交換サービスとパケット交換サービスと
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。
【００１４】
　前記回線交換サービスをサポートする場合、前記ＲＮＣは、前記コアネットワークのＭ
ＳＣに接続され、前記ＭＳＣは、他のネットワークとの接続を管理するＧＭＳＣ（Gatewa
y　Mobile　Switching　Center）に接続される。前記パケット交換サービスをサポートす
る場合、前記ＲＮＣは、前記コアネットワークのＳＧＳＮ及びＧＧＳＮに接続される。前
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記ＳＧＳＮは、前記ＲＮＣとのパケット通信をサポートし、前記ＧＧＳＮ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。
【００１５】
　図２は３ＧＰＰ無線アクセスネットワークの標準に準拠した端末とＵＴＲＡＮ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、無線インタフェー
スプロトコルは、物理層、データリンク層、及びネットワーク層からなる垂直層（vertic
al　layer）、並びに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）からなる水平プレーン（horizontal　p
lane）を有する。
【００１６】
　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。
【００１７】
　図２のプロトコル層は、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）に区分できる。
前記第１層（Ｌ１）又は物理層は、多様な無線伝送技術により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。
【００１８】
　前記ＭＡＣ層と物理層とはトランスポートチャネルでデータを送受信する。前記第２層
（Ｌ２）は、ＭＡＣ層、無線リンク制御（Radio　Link　Control;　RLC）層、ブロードキ
ャスト／マルチキャスト制御（Broadcast/Multicast　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。
【００１９】
　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担当し、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であるＲＬＣ層に接続される。
【００２０】
　伝送される情報の種類によって多様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。
【００２１】
　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）、ＤＣＣＨ（Dedicated　Contro
l　Channel）、ＣＴＣＨ（Common　Traffic　Channel）、ＣＣＣＨ（Common　Control　C
hannel）、ＢＣＣＨ（Broadcast　Control　Channel）、並びにＰＣＣＨ（Paging　Contr
ol　Channel）もしくはＳＨＣＣＨ（Shared　Channel　Control　Channel）を含む。
【００２２】
　前記ＢＣＣＨは、システムにアクセスするために端末が利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ＵＴＲＡＮが使用する。
【００２３】
　ＭＢＭＳ（Multimedia　Broadcast/Multicast　Service）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　Scheduling　Channel）を使用してスケジューリング情報を伝
送する。図３は多様な論理チャネルのリストを示す図である。



(6) JP 4767322 B2 2011.9.7

10

20

30

40

50

【００２４】
　ＭＡＣ層は、トランスポートチャネルを介して物理層に接続され、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（Forward　Access　Channel）も
しくはＤＳＣＨ（Downlink　Shared　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。
【００２５】
　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
示す図であり、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図である。
【００２６】
　前記ＭＡＣ－ｄサブレイヤは、特定端末のための専用トランスポートチャネルであるＤ
ＣＨ（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　Controller）に位置する。また、１つのＭＡ
Ｃ－ｄサブレイヤは各端末内に存在する。
【００２７】
　ＲＬＣ動作モードによって、ＲＬＣ層は、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。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（Ｐ
ＤＵ）といい、前記ＰＤＵは論理チャネルを介して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。
【００２８】
　ＢＭＣ層は、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。
【００２９】
　ＲＬＣ層の上位層であるＰＤＣＰ層は、ＩＰｖ４やＩＰｖ６などのネットワークプロト
コル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、ＰＤＣＰ層は、有線ネットワークで使用された不要な制御
情報を減らすが、このような機能をヘッダ圧縮という。
【００３０】
　無線リソース制御（Radio　Resource　Control;　RRC）層は、前記第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ＲＲＣ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。
【００３１】
　前記ＲＢとは、端末とＵＴＲＡＮ間のデータ伝送のために前記第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、詳細なパラメータ及び動作方法をそれ
ぞれ設定する過程を意味する。
【００３２】
　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
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性が常に成立するわけではない。ＵＥ及びＵＴＲＡＮは、ＵＥの状態やＵＥ及びＵＴＲＡ
Ｎが現在行っている手順によっ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説明する。
【００３３】
　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。物理チャネル
の設定は、ＲＮＣとＵＥ間のＲＲＣシグナリング交換により行われる。
【００３４】
　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。
【００３５】
　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
ット内に特定端末が存在するか否かを判断できる。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。
【００３６】
　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。
【００３７】
　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。
【００３８】
　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、これは所定の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。
【００３９】
　ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態のＵＥは、特定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。
【００４０】
　主なシステム情報は、Ｐ－ＣＣＰＣＨ（Primary　Common　Control　Physical　Channe
l）にマッピングされるＢＣＣＨ論理チャネルで伝送される。特定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Ｐ－ＣＣＰＣＨで受信したＢＣＣＨ又は専用チャネルで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参照（timing　reference）を共有する
ために使用されるＳＦＮ（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（Sp
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reading　Factor;　SF）２５６であり、その番号は１である。前記ＵＥは、ＵＥが読み込
んだ隣接セルのシステム情報に関して前記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、又は前記固定ＳＦ２５６と前記拡散コ
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。
【００４１】
　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。
【００４２】
　前記ＵＥが（アイドルモードで）位置するセルを変更する度に、又は前記ＵＥがセル（
ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ、又はＵＲＡ＿ＰＣＨで）状態を選択した場合、
前記ＵＥは前記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Ｓ
ＩＢ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ＳＩ
Ｂのために、前記ＭＩＢは、一部の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（Ｃｅｌｌ、ＰＬＭＮ、等価（equivalent）ＰＬＭＮ）を
有する。エリア範囲「Ｃｅｌｌ」を有するＳＩＢは、ＳＩＢ自身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ＳＩＢ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。
【００４３】
　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、前記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　Technologies;　RA
T）で隣接セルに関する情報を受信する。これにより、前記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。
【００４４】
　ＭＢＭＳは仕様のＲｅｌｅａｓｅ６（Ｒｅｌ－６）でＵＭＴＳ標準に取り入れられた。
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、物理層構
成、トランスポートチャネル構成、無線ベアラ構成、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。前記ＵＥがこのような情報を受信できる
ように、ＭＢＭＳのためのＭＢＭＳベアラ特定制御情報（MBMS　bearer　specific　cont
rol　information）が前記ＵＥに伝送される。
【００４５】
　ＭＢＭＳベアラのユーザプレーンデータは、ただ１つのＵＥに伝送される１対１サービ
スのための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の共有トランスポートチャネルにマッ
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ピングすることもできる。
【００４６】
　１対１伝送は、ＭＢＭＳ特定制御／ユーザプレーン情報だけでなく、ＲＲＣ接続モード
でネットワークとＵＥ間で専用制御／ユーザプレーン情報を伝送するのに用いられ、ＭＢ
ＭＳ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も用いられる。ＤＴＣＨはＣ
ＥＬＬ＿ＦＡＣＨ及びＣＥＬＬ＿ＤＣＨで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。
【００４７】
　セルリソースを最適化した方式で使用するために、「カウント」機能がＭＢＭＳアプリ
ケーションに導入された。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ＵＥ
がいくつかを判断するために用いられる。これは図７に示すカウント手順を用いて行われ
る。
【００４８】
　例えば、所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。前記ネットワークは、ＭＣＣＨチャネルで「アクセス情報」を伝送する
ときと同じ方式で、前記ＵＥが前記ネットワークに前記サービスに対する関心を示すべき
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（probability　factor）は、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が前記ネットワークに所定のサービスに関心があることを通知するために、前記
ＵＥは、ＲＲＣ接続設定メッセージ、又は前記ＵＥが前記カウント情報を受信したセルで
の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。
【００４９】
　１対多伝送は、ＲＲＣ接続モード又はアイドルモードで、ネットワークと複数のＵＥ間
で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対多伝送は
、ＭＢＭＳのブロードキャスト又はマルチキャストモードのために用いられる。
【００５０】
　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、ＭＢＭＳ
サービスが異なる周波数で伝送されると、前記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こともある。従って、周波数コンバージェンス手順は、前
記ＵＥが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で受信できる
ようにする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００５１】
　本発明の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成により
実現及び達成される。
【００５２】
　一実施形態によれば、ネットワークとデュアルレシーバＵＥ間の通信方法は、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と、第２周波数で第２
ネットワークノードからＰｔＭ制御チャネルを介して第２シグナリングを受信する段階と
を含む。前記方法は、前記ＰｔＭ制御チャネルを介して要求が伝達されるように、前記第
２周波数で前記第２ネットワークノードから前記要求を受信する段階と、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
とをさらに含む。
【００５３】
　一態様において、前記方法は、前記第２周波数で伝送し、かつ前記第１ネットワークノ
ードにより提供されるセルカバレッジの少なくとも一部とオーバーラップするセルカバレ
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ッジを提供する、少なくとも１つの異なるネットワークノードのリストを受信する段階を
さらに含む。
【００５４】
　他の態様において、前記方法は、少なくとも１つのＩＤが前記第２ネットワークノード
を識別できるように、前記第１ネットワークノードから前記少なくとも１つのＩＤを受信
する段階をさらに含む。
【００５５】
　さらに他の態様において、前記方法は、送信許可（transmission　permission）が前記
応答を前記第１ネットワークノードに送信させるように、前記第１ネットワークノード又
は前記第２ネットワークノードから前記送信許可を受信する段階をさらに含む。
【００５６】
　さらに他の態様において、前記送信許可は、前記第２ネットワークノードから受信され
、前記応答を送信できるネットワークノードのリストを含む。
【００５７】
　一特徴において、前記送信許可は、前記第１ネットワークノードから受信され、前記要
求が受信されたネットワークノードのリストを含む。
【００５８】
　他の特徴において、前記方法は、周波数変換メッセージにより、前記第２周波数で伝送
する第３ネットワークノードの再選択をＵＥが試みることができるように、前記第１ネッ
トワークノードから前記周波数変換メッセージを受信する段階をさらに含む。この特徴に
おいて、前記送信許可は、前記ＵＥが再選択を試みないように、前記ＵＥに前記メッセー
ジを無視させる。
【００５９】
　さらに他の特徴において、前記応答は、前記ＵＥに関連するサービスを識別するサービ
ス識別子、前記第２周波数を識別する周波数識別子、及び前記第２ネットワークノードを
識別するセル識別子の少なくとも１つを含む。
【００６０】
　さらに他の特徴において、前記応答は、ＲＲＣ接続要求とセルアップデートのいずれか
一方、又はＭＢＭＳ変更要求を含む。
【００６１】
　一態様において、前記要求はカウント要求又は１対１設定要求である。
【００６２】
　他の態様において、前記ＰｔＭ制御チャネルはＭＢＭＳ１対多制御チャネルである。
【００６３】
　さらに他の態様によれば、前記第１シグナリングを受信する段階と前記第２シグナリン
グを受信する段階とは実質的に同時に発生する。
【００６４】
　さらに他の態様によれば、前記第１ネットワークノード及び前記第２ネットワークノー
ドは、１つの基地局で実現されるか、又は異なる基地局で別々に実現される。
【００６５】
　代替実施形態によれば、ネットワークとデュアルレシーバＵＥ間の通信方法は、第１周
波数で第１ネットワークノードから第１シグナリングを通信する段階と、第２周波数で第
２ネットワークノードからＰｔＭ制御チャネルを介して第２シグナリングを通信する段階
とを含む。前記方法は、前記ＰｔＭ制御チャネルを介して要求が伝達されるように、前記
第２周波数で前記第２ネットワークノードから前記要求を通信する段階と、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で受信する段
階とをさらに含む。
【００６６】
　他の代替実施形態によれば、ネットワークとＵＥ間の通信方法は、第１ネットワークノ
ードから通信信号を受信する段階と、前記第１ネットワークノードにアップリンク能力が
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不足していることを確認する段階とを含む。前記方法は、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と、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
受信する段階とをさらに含む。
【００６７】
　さらに他の代替実施形態によれば、ネットワークとＵＥ間の通信方法は、第１ネットワ
ークノードからＭＢＭＳサービスを提供する段階と、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示す段階とを含む。前記方法は、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示しているにもかかわらず、前記ＵＥ
が前記ＭＢＭＳサービスを受信するように許可されることを示す段階をさらに含む。
【００６８】
　上記及びその他の実施形態は添付図面を参照した本実施形態の後述する詳細な説明から
当業者に明らかになり、本発明は開示されたいずれの特定実施形態にも限定されない。
【００６９】
　本発明の理解を助けるために含まれ、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。
【００７０】
　図１は、従来のＵＭＴＳネットワークを示す図である。
【００７１】
　図２は、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。
【００７２】
　図３は、論理チャネル構造を示す図である。
【００７３】
　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
を示す図である。
【００７４】
　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
ピングを示す図である。
【００７５】
　図６は、ＵＥ状態の可能な変化を示す図である。
【００７６】
　図７は、従来のカウント手順を示す図である。
【００７７】
　図８は、Ｒｅｌ－７デュアルレシーバＵＥを有する、Ｒｅｌ－６におけるＦＤＤ　ＭＢ
ＭＳマルチキャリアネットワークを示す図である。
【００７８】
　図９は、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。
【００７９】
　図１０は、Ｒｅｌ－７デュアルレシーバＵＥのための最適化を伴う、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。
【００８０】
　図１１は、ＵＥがＭＣＣＨ上で動作できるセルを示す図である。
【００８１】
　図１２は、ＵＥがＭＣＣＨ／ＭＴＣＨの受信を試みるセルを示す図である。
【００８２】
　図１３は、デュアルレシーバＵＥ（ＦＤＤ／ＴＤＤ）のための別個の独立ＭＢＭＳダウ
ンリンクＯＮＬＹ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）を示す図である。
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【００８３】
　図１４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。
【００８４】
　図１５は、本発明の代替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。
【００８５】
　図１６は、本発明の一実施形態による移動通信端末を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００８６】
　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。同一の
参照番号が図面全体で同一又は類似の部分を参照するように用いられる。
【００８７】
　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。特定実施形態は、カウント、ＰｔＰ設定、及び周波数コンバ
ージェンスなどの内容を含む。
【００８８】
　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（potential　number）を減らす
か、又は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のに利用す
ることができる。
【００８９】
　前記ネットワークは、デュアルレシーバを有しないＵＥとの利用のために、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ＵＥに対する特定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）
を利用しないように、ＭＢＭＳデフォルト動作を設定する方法がある。
【００９０】
　ノン－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ＭＢ
ＭＳ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ＭＢＭＳ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、ＢＣＣＨ／ＭＣ
ＣＨで、例えば特定拡張子を利用して、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。
【００９１】
　他の懸案事項は、単一のレシーバ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、次のＳＩＢ（
１、３、５　５ｂｉｓ、又は７（ＴＤＤの場合はＳＩＢ１３））の１つ以上を前記周波数
にブロードキャストしないというものである。
【００９２】
　このようなアプローチは、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、ＵＥがＵＥ自身が位置する周波数／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利用してデュアルレシーバＵＥのた
めのカウント応答／ＰｔＰ設定を関連付けることができるように、特定処理を実現できる
。
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【００９３】
　ＭＢＭＳサービスを最適化するための他の方法は、ＭＢＭＳの伝送のための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、ＴＤＤの場合、アップリンク能力を含まないことが有益なことがある
。従って、ＵＥは受信能力のみを必要とし、送信能力は必要としない。
【００９４】
　現在のソリューションは、ＦＤＤスペクトルからＴＤＤスペクトルに伝送されたＭＢＭ
Ｓサービス、及びその反対に伝送されたＭＢＭＳサービスを提供しないというものである
。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　ｏｎｌｙ　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ＦＤＤ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、ＭＩ
ＣＨ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、セッション開始時にＵＥにＴＤＤレシーバを開始させること
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。
【００９５】
　一般的に、デュアルレシーバＵＥは、１つの周波数（周波数Ａ）上で専用サービス及び
ＭＢＭＳ　ＰｔＰ／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。
【００９６】
　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。
【００９７】
　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。
【００９８】
　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、１つの周波数でのみ伝送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のに利用することができる。
【００９９】
　他の実施形態において、Ｒｅｌ－７デュアルレシーバＵＥのための最適化を含むＭＢＭ
Ｓ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、１つの周波数でのみ伝送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のための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ための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。
【０１００】
　さらに他の実施形態において、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ＯＮＬＹ周波数を有するＲｅｌ－６ネットワーク
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（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。
【０１０１】
　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８に示す。このシナリオにおいて、オ
ペレータは、例えば１つ以上の５ＭＨｚの周波数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
。
【０１０２】
　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と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ベアラ上で伝送されることを示す場合、どの動作を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。
【０１０３】
　例えば、ＵＥは位置する周波数で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、前記ネットワークがＵＥ応答を様々なセル
／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、前記ネットワークがこのような機能を許可するか否かを制御することが有用で
ある。
【０１０４】
　他の例としては、前記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ＵＥ、又はサービスがＰｔＰベアラ上で伝送されること
を示すものが挙げられる。このシナリオは、前記ＵＥがセル再選択を行うことを要求する
。従って、前記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。
【０１０５】
　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
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ための
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
ングにより特定パラメータを追加するというものがある。
【０１０６】
　さらに他の例は、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を受信している場合に関する。このような動作は、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、前記ネットワークが他の動作のための特定指示をシグナリングしない
と、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。
【０１０７】
　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（PtP　bearer
　establishment　request）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、関連サービスの指示がないため、
Ｒｅｌ－６ネットワークは通常ＰｔＰベアラ設定を開始しないＭＢＭＳ　ＰｔＰベアラに
対する要求を期待しない。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で示された前記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。この問題に関して、前記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、ＭＣＣＨがダウンリンクで伝送される前記該当アップリ
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は前記Ｐｔ
Ｐ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
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応答するように構成することができる。
【０１０８】
　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は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。
【０１０９】
　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、前記ネットワークは、ＵＥがＵＥのさらなるレシーバ能力を使用す
るか否か、又は周波数コンバージェンスを適用するか否かを制御する。
【０１１０】
　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
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ベアラ上で
伝送される場合、ＭＢＭＳサービスの周波数を選択する必要がない。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
行われる必要があ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。また、前
記デュアルレシーバＵＥは、前記ＵＥが優先化（prioritization）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。
【０１１１】
　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
に対する応答として周波数コンバージェンスを行うこともでき、カウントもしくはＭＢＭ
Ｓ　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こともできる。カ
ウント及びＭＢＭＳ　ＰｔＰベアラ設定の場合に関する様々な動作が可能である。
【０１１２】
　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
利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の場合、優先サービスが異なる周波数上で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通知する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上で伝送される
状況では、ＭＢＭＳ変更要求メッセージ（MBMS　modification　request　message）を利
用してはならない。従って、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優先サービスを含む全ての所望の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通知する必要
がない。
【０１１３】
　図９は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。時間周
期０のＵＥは周波数Ｂに位置してＭＩＣＨを受信している。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（時間周期１）。前記ＵＥがデュアルレシーバを含むため、第２レシーバをアク
ティブにして周波数ＡのＭＣＣＨの受信を開始することができる（時間周期２）。前記Ｕ
Ｅは周波数ＢでＭＩＣＨを受信する必要がないが、必要な場合、前記ＵＥは周波数ＢでＭ
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ＩＣＨ又はＭＣＣＨの受信を選択的に再開始することができる。
【０１１４】
　図９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は時間周期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。
【０１１５】
　Ｒｅｌ－６のＵＥが周波数コンバージェンスを行っている場合は、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ＭＢ
ＭＳ　ＭＴＣＨを最も良く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。
【０１１６】
　又は、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ように構成するか、又はデュアルレシーバＵＥが加入したＭＢＭＳ
サー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
確実に達成するために、前記ＵＥは、例えば（もしある場合は）ＵＥが位置するセルで選
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。他の代案として、デュアル
レシーバＵＥがリッスンするように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。
【０１１７】
　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、前記ＵＥは一般的に周波数コンバージェンスを行う必要がある。
【０１１８】
　デュアルレシーバＵＥの制御を最適化するために、ＭＣＣＨは、特定能力（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
る特定拡張子を運ぶように構成することができる。その例を図１０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
。
【０１１９】
　これが可能であることをＵＥに通知するために、一般的に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　genera
l　information　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、隣接周波数が通知された場合、前記ＵＥは、前記所定の隣接周波数で
受信されたＭＣＣＨのためのカウントに応答できるようになる。しかし、これは図１１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。
【０１２０】
　従って、明示的な指示（explicit　indication）を導入することが有用である。
【０１２１】
　例えば、明示的な指示は周波数Ｂ上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。
【０１２２】
　これは、ＵＥが位置するセルとＵＥがＭＣＣＨを読み込むセルとが同一のＲＮＣにより
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制御される場合、前記ＲＮＣのみ前記カウント応答／ＭＢＭＳ　ＰｔＰベアラ要求を解析
できるためである。
【０１２３】
　ＵＥが周波数Ａ（ＵＥが位置するセルで）の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で周波数コンバージェンス
に従う必要があるかも知れない。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。
【０１２４】
　別途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（coun
ting　scope）のために一般的に行われ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、これが許可されるように示された場合、及び特定アクセス確
率係数／カウント範囲が含まれる場合、ＭＣＣＨが伝送される周波数とは異なる周波数上
で応答を伝送する。この方法は、ＭＴＣＨが伝送される様々な周波数上でカウント／Ｐｔ
Ｐ設定を行えるようにする（すなわち、ＭＢＭＳ　ＭＴＣＨ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のために周波数Ｂで行う
ことができ、Ｒｅｌ－６のＵＥのためのカウント／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要求される場合、前記ＵＥは、カウント／ＰｔＰ
設定に応答するために、サービス中に周波数ＢでＭＣＣＨを継続して読み込めるように構
成することができる。
【０１２５】
　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ＭＣ
ＣＨ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、例えば関連サー
ビスの指示、ＭＣＣＨが受信されたセル、ＭＣＣＨが受信された周波数などの前記ネット
ワークに送られたメッセージにさらなる情報を含めることができる。
【０１２６】
　例えば、ＵＭＴＳのためのデュアルレシーバＵＥは、ＭＢＭＳサービスと専用サービス
を同時に効果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ＵＥの限界、又はＭＢＭＳサービスを受信するためにＵＥが有する余分な自由
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上で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接続設定又は他の場合に通知する）。
【０１２７】
　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１２を参照して説明する。こ
の特徴によれば、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で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指示が
与えられる。従って、これはＵＥがＭＢＭＳサービスの受信のために選択するセルの数を
制限する。
【０１２８】
　図１２において、ＵＥが周波数Ｂのセル５に位置する場合、セル１及び２は同じ適用範
囲を有するため、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べき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　ｏｎｌｙ周波数として利用される場合
に特に有用である。
【０１２９】
　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のみ受信すればいいように、構成（例えば、ＭＣＣＨ、ＭＴＣＨ、ＭＳＣＨ、
周波数Ａで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
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ストされることが好ましい。
【０１３０】
　このようなシナリオにおいて、デュアルレシーバＵＥは、一般的にデュアルレシーバＵ
Ｅが加入したＭＢＭＳサービスをＭＢＭＳサービスから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く、これにより
、専用及びＭＢＭＳデータの同時受信の場合、ＵＥに対するインパクトがなくなる。
【０１３１】
　前述したように、一般的に、デュアルレシーバＵＥは、例えばＭＢＭＳサービスが伝送
される周波数である周波数Ａ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がこの周波数に位置すると予想してＵＥがネ
ットワークを接続することが可能である。従って、このような状況で前記ネットワークは
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。
【０１３２】
　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
る可能性が明らかになっている。これは、前記ＵＥが、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を必要とす
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。
【０１３３】
　ダウンリンクＯＮＬＹ　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ＯＮＬＹ　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がこのキャリアを選択することを防止するための他の技術が禁止されるように
、この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Ｕ
Ｅがこの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
指示を実現することができる。
【０１３４】
　Ｒｅｌ－７デュアルレシーバＭＢＭＳ　ＵＥがそのようなキャリアを選択できるように
、ＢＣＣＨ又はＭＣＣＨ上でＲｅｌ－７拡張子に特定指示（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）を提供することも有用である。必要な場
合、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。
【０１３５】
　前記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が利用される状況では、ＭＢＭＳのた
めの非対称スペクトルを配置することもできる。
【０１３６】
　デュアルレシーバのないＵＥがＭＢＭＳダウンリンクＯＮＬＹスペクトルで（例えば、
前記ＵＥがＭＢＭＳダウンリンクＯＮＬＹ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して）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。
【０１３７】
　他の利点として、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、類似した適用範囲のセルの指示、隣接セルでのＭＢＭＳチャネルの
構成情報の利用、及びネットワークへのＵＥのデュアルレシーバ能力の指示などが挙げら
れる。
【０１３８】
　さらに他の利点として、Ｒｅｌ－６のＵＥがＭＢＭＳダウンリンクＯＮＬＹ周波数に位
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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
キャストされていることを示す指示、及び専用サービスのために利用される正常周波数で
のＭＢＭＳダウンリンクＯＮＬＹ周波数の指示などが挙げられる。
【０１３９】
　図１４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
）。
【０１４０】
　図１５は本発明の代替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信
号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
１４０）。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１４５）。
【０１４１】
　図１６は、本発明の移動通信端末２００、例えば本発明の方法を行うための携帯電話の
ブロック図である。移動通信ディバイス２００は、マイクロプロセッサやデジタル信号プ
ロセッサなどの処理部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、フラッシュメモ
リ、ＲＯＭ、ＳＲＡＭなどのメモリ部２３０、スピーカ２４５、及びマイク２５０を含む
。
【０１４２】
　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
駆動により、電話番号などの指示情報を入力する。処理部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、前記指示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部２３０から動作データを検索することができる。また、処理
部２１０は、ユーザの参照及び便宜のために、前記指示及び動作情報をディスプレイ１１
５に表示することができる。
【０１４３】
　処理部２１０は、通信を開始するように、例えば音声通信データを含む無線信号を伝送
するように、ＲＦセクション２３５に指示的情報を出す。ＲＦセクション２３５は、無線
信号を送受信するためにレシーバとトランスミッタとから構成される。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２３５は、処理
部２１０による処理のために、前記信号をベースバンド周波数に伝達して変換することが
できる。前記処理された信号は、例えばスピーカ２４５から出力された可聴又は可読情報
に変形される。
【０１４４】
　処理部２１０は、他の動作中に本明細書に開示された方法を行うように適用される。移
動通信ディバイス２００を例えば処理部２１０又は他のデータもしくはデジタル処理装置
を利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
能力を備えた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
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ステムでも利用できる。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
、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。
【０１４５】
　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ム及び／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　Programmable　Gate　A
rray）、ＡＳＩＣ（Application　Specific　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、Ｄ
ＲＡＭ、ＳＲＡＭ、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。
【０１４６】
　本発明の好ましい実施形態で実現されるコードは、伝送媒体を通じて、又はネットワー
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、前記コードが実現され
る製造物は、ネットワーク転送ライン、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、本発明の範囲内でその構成の多様な変更が可能であり、前記製造物が公知の情
報伝送媒体を含むという点を理解できるであろう。
【０１４７】
　図面に示すロジックの実現は、特定順序で発生するものとして特定動作を記述した。代
替実施形態においては、特定ロジック動作が変更又は除去されて異なる順序で行うことが
でき、本発明の好ましい実施形態を実現する。さらに、前記記述されたロジックにさらな
る段階が追加されて本発明を実現することもできる。
【０１４８】
　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。
【図面の簡単な説明】
【０１４９】
【図１】図１は、従来のＵＭＴＳネットワークを示す図である。
【図２】図２は、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】図３は、論理チャネル構造を示す図である。
【図４】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
ピングを示す図である。
【図５】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図である。
【図６】図６は、ＵＥ状態の可能な変化を示す図である。
【図７】図７は、従来のカウント手順を示す図である。
【図８】図８は、Ｒｅｌ－７デュアルレシーバＵＥを有する、Ｒｅｌ－６におけるＦＤＤ
　ＭＢＭＳマルチキャリアネットワークを示す図である。
【図９】図９は、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
。
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【図１０】図１０は、Ｒｅｌ－７デュアルレシーバＵＥのための最適化を伴う、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１１】図１１は、ＵＥがＭＣＣＨ上で動作できるセルを示す図である。
【図１２】図１２は、ＵＥがＭＣＣＨ／ＭＴＣＨの受信を試みるセルを示す図である。
【図１３】ＳダウンリンクＯＮＬＹ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）を示す図である。
【図１４】図１４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。
【図１５】図１５は、本発明の代替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。
【図１６】図１６は、本発明の一実施形態による移動通信端末を示す図である。

【図１】 【図２】

【図３】
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