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(57)【要約】
　本発明は、マルチメディア放送マルチキャストサービ
ス制御情報の送信方法を開示した。この方法によると、
基地局がセルにおけるマルチメディア放送マルチキャス
トサービスＭＢＭＳサービス送信をクローズして、該Ｍ
ＢＭＳサービスがクローズされたセルでＭＢＭＳサービ
スの制御プレーン情報を送信することを含み、前記制御
プレーン情報において、システム情報ブロックＳＩＢ２
内容、ＭＣＣＨ情報内容及び動的スケジューリング情報
ＤＳＩ内容が変化しなく、ＳＩＢ１３内容を変更する、
又は変更しない。それとともに、本発明は、マルチメデ
ィア放送マルチキャストサービス制御情報の送信装置を
開示した。この装置は、セルにおけるＭＢＭＳサービス
送信をクローズするためのサービスクローズユニットと
、前記ＭＢＭＳサービスがクローズされたセルでＭＢＭ
Ｓサービスの制御プレーン情報を送信するための送信ユ
ニットとを含み、ここで、送信した制御プレーン情報で
は、システム情報ブロックＳＩＢ２内容、ＭＣＣＨ情報
内容、動的スケジューリング情報ＤＳＩ内容が変化しな
く、ＳＩＢ１３内容を変更し又は変更しない。本発明に
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局は、セルにおけるマルチメディア放送マルチキャストサービスＭＢＭＳサービス
送信をクローズして、該ＭＢＭＳサービスがクローズされたセルでＭＢＭＳサービスの制
御プレーン情報を送信することを含み、前記制御プレーン情報において、システム情報ブ
ロックＳＩＢ２内容、ＭＣＣＨ情報内容及び動的スケジューリング情報ＤＳＩ内容が変化
しなく、ＳＩＢ１３内容を変更する、又は変更しないことを特徴とするマルチメディア放
送マルチキャストサービス制御情報の送信方法。
【請求項２】
　前記基地局が、セルにおけるＭＢＭＳサービスをクローズすることは、
　前記基地局が、前記セルの属するユーザー設備ＵＥのアップリンクフィードバック、前
記セルにおける非ＭＢＭＳサービスに占用される無線リソース、マルチセル／マルチキャ
スト協調実体ＭＣＥの指示、運営管理と維持システムからの請求の少なくとも１つの条件
によって、該ＭＢＭＳサービスの送信をクローズするか否かを決定することであるを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＳＩＢ２の内容が変化しないことは、前記基地局がＭＢＭＳサービス送信をクロー
ズした後、このクローズされたＭＢＭＳサービスに対応するマルチキャスト放送単一周波
数ネットワークＭＢＳＦＮ領域において、マルチキャストリソースの割当状況が変化しな
いことを指し、
　前記ＭＣＣＨ情報内容が変化しないことは、前記ＭＣＣＨ情報には依然として前記クロ
ーズされたＭＢＭＳサービスの関連情報が含まれることを指し、
　前記ＤＳＩ内容が変化しないことは、前記ＭＣＣＨ情報には依然として前記クローズさ
れたＭＢＭＳサービスの関連情報が含まれることを指していることを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＭＣＣＨ情報内容が変化しないことは、前記ＭＣＣＨ情報には依然として前記クロ
ーズされたＭＢＭＳサービスのセッション情報ＭＢＭＳ－ＳｅｓｓｉｏｎＩｎｆｏ、セッ
ション識別子ｓｅｓｓｉｏｎＩｄ、サービス識別子ｓｅｒｖｉｃｅＩｄが含まれることを
指し、
　前記ＤＳＩ内容が変化しないことは、前記ＭＣＣＨ情報には依然として前記クローズさ
れたＭＢＭＳサービスのロジックチャネルＩＤ、停止マルチキャストサービスチャネルＳ
ＴＯＰ　ＭＴＣＨパラメーターが含まれることを指していることを特徴とする請求項３に
記載の方法。
【請求項５】
　前記ＳＩＢ１３内容を変更しないことは、
　マルチキャスト制御チャネルＭＣＣＨのスケジューリング情報及び通知Ｎｏｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎのスケジューリング情報が共に変化しなく、且つＳＩＢ１３に新たな制御情報
を追加しないことを指し、
　前記ＳＩＢ１３内容を変更することは、ＳＩＢ１３における元のＭＣＣＨのスケジュー
リング情報、通知Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎのスケジューリング情報内容が変化しないこ
とを保持し、ＳＩＢ１３内容に前記セルにおける既にＭＢＭＳサービスがクローズされた
指示情報を追加して、ここで、前記指示情報がこのセルにおける既にクローズされたＭＢ
ＭＳサービスの識別子情報を含むことを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載の方法
。
【請求項６】
　前記既にクローズされたＭＢＭＳサービスの識別子情報はサービスＩＤ又はロジックチ
ャネルＩＤを含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記装置はサービスクローズユニット及び送信ユニットを含み、ここで、
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　サービスクローズユニットが、セルにおけるＭＢＭＳサービス送信をクローズすること
に用いられ、
　送信ユニットが、このＭＢＭＳサービスをクローズしたセルでＭＢＭＳサービスの制御
プレーン情報を送信することに用いられ、送信した制御プレーン情報では、システム情報
ブロックＳＩＢ２内容、ＭＣＣＨ情報内容、動的スケジューリング情報ＤＳＩ内容には変
化がなく、ＳＩＢ１３内容を変更し又は変更しないことを特徴とするマルチメディア放送
マルチキャストサービス制御情報の送信装置。
【請求項８】
　前記サービスクローズユニットは、更に、前記セルの属するユーザー設備ＵＥのアップ
リンクフィードバック、前記セルにおける非ＭＢＭＳサービスに占用される無線リソース
、ＭＣＥの指示、ＯＡＭシステムからの請求の中の少なくとも１つの条件によってこのＭ
ＢＭＳサービスの送信をクローズするか否かを決定することを特徴とする請求項７に記載
の装置。
【請求項９】
　前記ＳＩＢ２の内容が変化しないことは、前記基地局がＭＢＭＳサービス送信をクロー
ズした後、このクローズされたＭＢＭＳサービスに対応するＭＢＳＦＮ領域におけるマル
チキャストリソースの割当状況が変化しないことを指し、
　前記ＭＣＣＨ情報内容が変化しないことは、前記ＭＣＣＨ情報には依然として前記クロ
ーズされたＭＢＭＳサービスの関連情報が含まれ、前記ＭＣＣＨ情報には依然として前記
クローズされたＭＢＭＳサービスのＭＢＭＳ－ＳｅｓｓｉｏｎＩｎｆｏ、ｓｅｓｓｉｏｎ
Ｉｄ、ｓｅｒｖｉｃｅＩｄが含まれることを指し、
　前記ＤＳＩ内容が変化しないことは、前記ＭＣＣＨ情報には依然として前記クローズさ
れたＭＢＭＳサービスの関連情報が含まれ、前記ＭＣＣＨ情報には依然として前記クロー
ズされたＭＢＭＳサービスのロジックチャネルＩＤ、停止マルチキャストサービスチャネ
ルＳＴＯＰ　ＭＴＣＨパラメーターが含まれることを指していることを特徴とする請求項
７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記ＳＩＢ１３内容を変更しないことは、
　マルチキャスト制御チャネルＭＣＣＨのスケジューリング情報及び通知Ｎｏｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎのスケジューリング情報が共に変化しなく、且つＳＩＢ１３に新たな制御情報
を追加しないことを指し、
　前記ＳＩＢ１３内容を変更することは、ＳＩＢ１３における元のＭＣＣＨのスケジュー
リング情報、通知Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎのスケジューリング情報内容が変化しなく、
ＳＩＢ１３内容に前記セルにおける既にＭＢＭＳサービスをクローズした指示情報を追加
し、前記指示情報がこのセルにおける既にクローズされたＭＢＭＳサービスの識別子情報
を含むことを指していることを特徴とする請求項７～９のいずれかに記載の装置。
【請求項１１】
　前記既にクローズされたＭＢＭＳサービスの識別子情報は、サービスＩＤ又はロジック
チャネルＩＤを含むことを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチメディア放送マルチキャストサービス制御情報の送信技術に関し、特
にマルチキャスト放送単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ，Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｂｒ
ｏａｄｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）マルチメディア
放送マルチキャストサービス制御情報の送信方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｉｎｔｅｒｎｅｔの目覚しい発展及び大画面多機能携帯電話の普及に従い、例えば、ビ
デオ会議、テレビ放送、ビデオ・オン・デマンド、ビデオ広告、オンライン教育、インタ
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ラクティブゲーム等のような大量の移動データマルチメディアサービス及び様々な各種高
帯域マルチメディアサービスが現れ、上述マルチメディアサービスが移動ユーザーの上昇
しているサービス要求を満たした上に、移動事業者に新たなサービス増長点を提供した。
これらの移動データマルチメディアサービスは複数のユーザーが同時に同一データを受信
できることを要求し、一般的なデータサービスに比べて、データ量が大きく、持続時間が
長く、時間遅延が敏感である等の特徴を有する。移動ネットワークリソースを効果的に利
用するために、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ，３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒ
ａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）はマルチメディア放送マルチキ
ャストサービス（ＭＢＭＳ，Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｍｕｌｔｉｃ
ａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を提出した。このサービスは１つのデータソースから複数のタ
ーゲットにデータを転送する技術であり、ネットワーク（コアネットワーク及びアクセス
ネットワークを含む）リソースの共有を実現し、ネットワークリソース（特に空中インタ
ーフェースリソース）の利用率を向上させた。３ＧＰＰにより定義されたＭＢＭＳサービ
スは、プレーンテキスト低速度のメッセージ類マルチキャスト及び放送を実現できる他に
、高速マルチメディアサービスの放送及びマルチキャストも実現でき、複数種の豊富なビ
デオ、オーディオ及びマルチメディアサービスを提供し、明らかのように、これは未来移
動データ発展の傾向に順応し、第３世代（３Ｇ，３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ）デジタ
ル通信の発展によりよいサービス前景を提供した。
【０００３】
　現在、長期発展型（ＬＴＥ，Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムにＭ
ＢＭＳサービスが導入された。ＭＢＭＳサービスは、システムにおいてマルチキャスト制
御チャネル（ＭＣＣＨ，Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介し
て制御シグナルを載せて、及びマルチキャストサービスチャネル（ＭＴＣＨ，Ｍｕｌｔｉ
ｃａｓｔ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介してＭＢＭＳサービスデータを載せて
転送する。ＭＣＣＨ及びＭＴＣＨはＭＢＳＦＮ領域（ＭＢＳＦＮ　Ａｒｅａ）で領域分割
を行い、ここで、ＭＢＳＦＮ　Ａｒｅａが一連のセルから構成される。具体的には、１つ
のＭＢＳＦＮ領域は基地局（ｅＮＢ）により制御される１つ又は複数のセルを含む。図１
は従来の技術におけるＭＢＳＦＮ領域の構造模式図である。図１に示すように、例えば、
１つのＭＢＳＦＮ領域はｅＮＢ１制御セル１、２、…、６、ｅＮＢ２制御セル７、８、…
、１３、ｅＮＢ３制御セル１４、１５、…１９という１９つのセルを含んでいる。図１に
おいて、円形の１９つのセルにより１つのＭＢＳＦＮ領域が構成された。
【０００４】
　従来の技術はＭＢＳＦＮ　Ａｒｅａ全体にＭＭＢＳサービスの制御シグナルとサービス
データを送信してＭＢＳＦＮ同期送信を行い、その目的がユーザー設備（ＵＥ，Ｕｓｅｒ
　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）が受信する時に相応の総合ゲインを取得することであり、ＭＢＳ
ＦＮ送信はＭＢＳＦＮ　ａｒｅａ内の各セルが同一時間周波数リソース上において同一な
データ内容を送信することを要求しているため、各セルのリソースに対して統一のスケジ
ューリングと計画を行う必要がある。現在、従来の技術において、マルチセル／マルチキ
ャスト協調実体（ＭＣＥ，Ｍｕｌｔｉ－ｃｅｌｌ／ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｃｏｏｒｄｉｎ
ａｔｉｏｎ　Ｅｎｔｉｔｙ）ネットワーク要素を用いて無線リソースの統一のスケジュー
リングと計画を行い、具体的には、国際標準３ＧＰＰ　３６.３００　ｖ９１０を参照す
る。
【０００５】
　具体的には、１つのＭＣＥがＭＢＳＦＮ領域全体のＭＢＭＳサービスの送信を制御し、
即ち、ＭＣＥがこのＭＢＳＦＮ領域のＭＢＳＦＮサブフレームで送信されるＭＢＭＳサー
ビスの制御情報及びサービス情報を確定し、ｅＮＢがＭＣＥのコマンドを実行し、その制
御された各セルのＭＢＭＳサービスの制御情報及びサービス情報の送信を完成する。
【０００６】
　ＭＣＥは１つのＭＢＳＦＮ領域に載せられるＭＢＭＳサービス（ＭＴＣＨ）及び制御シ
グナル（ＭＣＣＨ）のマルチキャストリソース（ＭＢＳＦＮ　ｓｕｂｆｒａｍｅとＭＢＳ
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ＦＮ　ｆｒａｍｅ）を配置する。そのカバーされる複数のｅＮＢ（例えば図１におけるｅ
ＮＢ１、ｅＮＢ２、ｅＮＢ３）がシステム放送メッセージを介して、これらのマルチキャ
ストリソースをすべてのセル（例えば図１におけるセル１、２、…、１９）に配置すると
共に、放送マルチキャストサービスセンター（ＢＭ－ＳＣ，Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｍｕｌ
ｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃｅｎｔｒｅ）がＭＢＭＳ－ＧＷによりＭＢＭＳサービ
スデータをこのＭＢＳＦＮ領域の複数のｅＮＢ（例えば図１におけるｅＮＢ１、ｅＮＢ２
、ｅＮＢ３）に送信する。図２は従来の技術においてＭＢＭＳサービス搬送構成のロジッ
ク模式図である。図２に示すように、通常、ＢＭ－ＳＣ－＞ＭＢＭＳ－ＧＷ－＞ｅＮＢを
ユーザープレーンデータ転送と称し、即ちＭＴＣＨ転送を用いて、ＭＢＭＳサービスデー
タを転送することに用いられるものである。他方、ＢＭ－ＳＣ－＞ＭＢＭＳ－ＧＷ－＞Ｍ
ＣＥ－＞ｅＮＢを制御プレーンシグナル転送と称し、システム情報とＭＣＣＨ転送を用い
て、マルチキャストリソース等の制御パラメーターを配置することに用いられるものであ
る。
【０００７】
　ＵＥは、放送制御チャネル（ＢＣＣＨ，Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）のシステム情報ブロック（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃ
ｋ）ＳＩＢ１３を用いて、例えば、このセルにおけるＭＣＣＨの修正周期（ＭＣＣＨ　Ｍ
Ｐ，ＭＣＣＨ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｏｄ）、ＭＣＣＨの重複周期（ＭＣ
ＣＨ　ＲＰ，ＭＣＣＨ　Ｒｅｐｅａｔ　Ｐｅｒｉｏｄ）等の相応パラメーターのような当
該セルにおけるＭＣＣＨの配置情報を獲得できる。
【０００８】
　マルチキャストサービスチャネル（ＭＴＣＨ，Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｔｒａｆｆｉｃ　
Ｃｈａｎｎｅｌ）はロジックチャネルであり、１つのＭＴＣＨが１つ又は複数のサービス
（例えば１つのテレビ（ＴＶ）番組が１つのサービスと呼ばれる）のデータを載せる。１
つのサービスが１つのＭＴＣＨのみに載せられ、ＭＴＣＨがマルチキャストチャネル（Ｍ
ＣＨ、Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）にマッピングされて転送され、１つ又は複
数のＭＴＣＨが１つ又は複数のＭＣＨにマッピングされてもよく、即ち複数のＭＢＭＳ　
サービスが１つのＭＣＨにマッピングされてもよい。
【０００９】
　ＭＢＭＳサービス転送プロセスにおいて、アップリンクフィードバックの応用も従来の
技術における重要な機能である。アップリンクフィードバックとは、ネットワーク側によ
りトリガーされ、又はＵＥが自らアップリンクフィードバックチャネルを介して、ＭＢＭ
Ｓサービスを受信している／受信しようとするＵＥのある状態属性をネットワーク側に報
告することを指す。ネットワーク側は、ＵＥが報告した情報に基づいて、その下のＵＥに
関する現在の詳細情報を獲得する。典型的な応用例として、各ｅＮＢは、ＭＢＳＦＮ　ａ
ｒｅａにおいて、その下のＵＥが受信している／受信しようとするＭＢＭＳサービス名称
をフィードバックする（ｅＮＢによりトリガーされアップリンクフィードバックフロー）
ことを請求し、ＭＢＭＳサービスを受信している／受信しようとするＵＥがアップリンク
フィードバックチャネルでその受信している／受信しようとするＭＢＭＳサービス識別子
（例えばＭＢＭＳサービスＩＤ等）をフィードバックする。
【００１０】
　ＭＢＭＳサービスの転送は、制御プレーン（制御シグナル）とユーザープレーンデータ
の共同転送により実現される。ここで、制御シグナルがＵＥに相応の制御パラメーターを
知らせ、ＵＥが相応の位置で興味のあるＭＢＭＳサービス（即ち相応のユーザーデータ）
を受信するようにガイドする。ＬＴＥシステムでは、このような制御シグナルが少なくと
も動的スケジューリング情報（ＤＳＩ，Ｄｙｎａｍｉｃ　ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ））とも称するＳＩＢ２、ＳＩＢ１３、ＭＣＣＨ情報、ＭＣＨスケジュ
ーリング情報（ＭＳＩ，ＭＣＨ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を含
む。ＭＢＭＳサービスはＭＴＣＨにより転送される。つまり、ＵＥは、この／これらの制
御シグナル（ＳＩＢ２、ＳＩＢ１３、ＭＣＣＨ情報、ＭＳＩ）を取得することによって、
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その興味のあるＭＢＭＳサービス（ＭＴＣＨ）の制御パラメーターを獲得でき、これらの
制御パラメーターによって、このＭＢＭＳサービスを正確に受信できる。
【００１１】
　ここで、ＭＣＣＨ、ＭＳＩ及びＭＴＣＨは、ＭＢＳＦＮ　Ａｒｅａを単位として送信さ
れるものであり、即ち、ＭＣＣＨ、ＭＳＩ及びＭＴＣＨは、ＭＢＳＦＮ合併技術を用いて
ＭＢＳＦＮ　ａｒｅａ全体で送信される。ここで、ＭＢＳＦＮ合併技術は、複数の基地局
／基地局に制御されるセルが同一時間周波数位置で同一のデータを送信することを要求し
、このような複数の基地局／基地局に制御されるセルが送信する信号が、空中で積み重な
る。ＵＥ受信の角度から考えれば、１つだけの信号ソースがあって、受信の利得が増加し
、データ受信の正確性を向上させた。他方、ＳＩＢ２、ＳＩＢ１３に対してセルを単位と
して送信する。即ち、相隣するセルＳＩＢ２、ＳＩＢ１３の内容が異なって送信されても
よい。
【００１２】
　更に、ＳＩＢ２に含まれるＭＢＭＳ制御情報がＵＥにＭＢＳＦＮ領域におけるすべての
マルチキャストリソースの割当状況を知らせる。つまり、ＵＥがこのＭＢＳＦＮ領域にお
けるすべてのＭＢＭＳサービスに対応するマルチキャストリソースを獲得する。
【００１３】
　ＳＩＢ１３は、ＭＢＳＦＮ領域に対応するＭＣＣＨ情報のスケジューリング情報及びｎ
ｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎのスケジューリング情報を含む。つまり、ＵＥは、ＳＩＢ１３に
よってＭＢＳＦＮ領域のＭＣＣＨ情報が送信した時間周波数位置と変調及び符号化方式（
ＭＣＳ，Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃｈｅｍｅ）、及びどこでｎ
ｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎをモニターするか等の関連制御情報を獲得する。
【００１４】
　ＭＣＣＨ情報は、それに対応するＭＢＳＦＮ　ａｒｅａの関連制御情報を含む。つまり
、ＵＥは、ＭＣＣＨメッセージを読取ることによって、例えば、このＭＢＳＦＮ　Ａｒｅ
ａにおいてすべての進行中（ｏｎｇｏｉｎｇ）のＭＢＭＳサービス（即ちネットワーク側
がすでに送信し始めたＭＢＭＳサービス）、ｏｎｇｏｉｎｇのＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ
の制御パラメーター及びそれに対応するＭＣＨのリソース情況のようなそれに対応するＭ
ＢＳＦＮ　Ａｒｅａに関する制御情報を獲得できる。つまり、ＵＥはＭＣＣＨ情報を取得
することによってこのＭＢＳＦＮ領域における１本／複数本のＭＣＨ、及び各本ＭＣＨに
対応するｏｎｇｏｉｎｇ　ＭＢＭＳサービス、とこれらのｏｎｇｉｎｇ　ＭＢＭＳサービ
スの制御パラメーター（例えばパラメーターＭＢＭＳ－ＳｅｓｓｉｏｎＩｎｆｏ－ｒ９、
ｓｅｓｓｉｏｎＩｄ－ｒ９、ｓｅｒｖｉｃｅＩｄ－ｒ９等）を獲得する。
【００１５】
　ＤＳＩ情報は、ＭＣＨにおける各ＭＴＣＨの具体的なリソーススケジューリング情報を
含み、具体的には、ＭＣＨが１つ又は複数のＭＢＭＳサービスデータ（例えば１つ又は複
数のＭＴＣＨ）を含むため、ＭＢＭＳ動的スケジューリング情報により、具体的にはある
ＭＢＭＳサービスに対応する具体な物理リソースを指定する必要がある。このように、Ｕ
Ｅがある特定ＭＢＭＳサービスを受信した場合に（例えば、該ＵＥの興味のあるＭＢＭＳ
サービスＭＴＣＨ１）、ＭＢＭＳ動的スケジューリング情報の指示に基づいて、このＭＢ
ＭＳサービスの確実なリソースを獲得でき、正確な受信を実現できる。これに対して、Ｕ
Ｅは、ＭＣＨにおける他のマルチキャストサブフレーム（例えば、非ＭＴＣＨ１のマルチ
キャストサブフレームを搬送する）に対して、沈黙状態を維持し、そのサブフレーム情報
を受信しないことにより、ＵＥの省エネ目的を実現した。従来の公開技術において、ＭＢ
ＭＳ動的スケジューリング情報によりスケジューリングされ又は管理されるリソースは、
時間の長さで、例えば３２０ｍｓ、６４０ｍｓ等の動的スケジューリング周期（Ｓｃｈｅ
ｄｕｌｅ　ｐｅｒｉｏｄ）と定義される。図３は、従来のスケジューリングブロックの動
的スケジューリング周期における配置とＭＢＭＳサービスとのロジック関係模式図である
。図３には、太い横線影がスケジューリングブロックを示し、その他の影が例えば図にお
けるＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａ、ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂ及びＭＢＭＳ　ｓｅ
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ｒｖｉｃｅ　Ｃのような異なるＭＢＭＳサービスを示し、空白部分がデータ又はパディン
グビットがないことを示す。動的スケジューリング情報は、サービス順序（ＬＣＩＤパラ
メーター）及びＭＢＭＳサービスが位置する最後の１つのリソースシーケンス番号により
１つのＭＢＭＳサービスリソース（ＳｔｏｐＭＴＣＨパラメーター）を唯一に位置付ける
。例えば、図３に示すように、ＭＢＭＳサービス順序は以下の通りである。ＭＢＭＳ　ｓ
ｅｒｖｉｃｅ　Ａであり、その最後のサービスデータに対応するマルチキャストサブフレ
ームシーケンス番号が＃３であり、次はＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂであり、その最後
のサービスデータに対応するマルチキャストサブフレームシーケンス番号が＃７であり、
その次はＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃであり、その最後のサービスデータに対応するマ
ルチキャストサブフレームシーケンス番号が＃１０である。このように、ＭＢＭＳ　ｓｅ
ｒｖｉｃｅ　Ａのリソースが＃１～＃３、ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂのリソースが＃
３～＃７、ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃのリソースが＃７～＃１０であることを唯一に
確定できる。動的スケジューリング情報において、各ＭＴＣＨは、ロジックチャネルＩＤ
（ＬＣＩＤ、Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　ＩＤ）及びＳｔｏｐＭＴＣＨという２つ
のパラメーターを用いて上述機能を実現する。
【００１６】
　ＭＢＳＦＮ　ａｒｅａにおけるある具体的なＭＢＭＳサービス（ＭＴＣＨ）について、
全体のＭＢＳＦＮ　ａｒｅａ内でＭＢＳＦＮ合併技術を用いて転送を行う。但し、実際応
用する際に、ＭＢＳＦＮ　ａｒｅａ全体で、あるＭＢＭＳサービスを送信する必要がない
場合もある。例えば、ＭＢＳＦＮ　ａｒｅａにおいて、ある／複数のセルでは該ＭＢＭＳ
サービスを受信するＵＥがない、又は該ＭＢＭＳサービスを受信するユーザー数が閾値よ
り低い可能性がある。この時、ＭＢＳＦＮ　ａｒｅにおけるある／複数のセルのある／複
数のＭＢＭＳサービスの転送をクローズする。図４は、セルが、ある／複数のＭＢＭＳサ
ービスをクローズする構造模式図である。図４に示すように、図においてセル２がこのセ
ルにクローズされたＭＢＭＳサービスがあることを示す。ある具体的なＭＢＭＳサービス
（例えばＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａ）について、セル２には、該ＭＢＭＳサービスを
受信するＵＥがなく、又は該ＭＢＭＳサービスを受信するユーザー数が閾値より低いこと
を考えて、この時、セル２におけるＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａの送信をクローズする
。このように、セル２におけるＵＥにとって、セル２からのＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　
Ａの送信を受信できない。つまり、セル２におけるＵＥが、セル２に送信されたＭＢＭＳ
　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａを受信できなく、セル２がＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａの送信を
クローズした。また、このＭＢＳＦＮ領域には、例えばｓｅｒｖｉｃｅ　Ａ、ｓｅｒｖｉ
ｃｅ　Ｂ、ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃ、…、ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｎのような複数のＭＢＳＦＮサー
ビスがある場合、図４におけるセル２がｓｅｒｖｉｃｅ　Ａのみをクローズしたことを示
し、その他のｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂ、ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃ　、ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｎをクロー
ズしていない。
【００１７】
　ＭＢＭＳサービス（例えばＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａ）が、ＭＢＳＦＮ合併技術を
用いてＭＢＳＦＮ　ａｒｅａ全体で同期的に送信されることを考えて、セル２におけるＵ
Ｅがセル２から送信されたＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａを受信できないが、隣接するセ
ルから送信されるＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａの情報を受信する可能性がある。つまり
、セル２におけるＵＥがＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａの情報を受信したい場合、該ＵＥ
が、セル２から送信されるＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａの情報を受信できないが、隣接
するセル（例えばセル１、３、４、５、６）がＭＢＳＦＮ方式を用いて送信したＭＢＭＳ
　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａの情報を受信する可能性がある。但し、隣接するセルを介して受信
された信号の品質がある程度下がることがある。
【００１８】
　これで分かるように、従来の技術では、１つ又は複数のＭＢＭＳサービスがＭＢＳＦＮ
領域全体のみでスタート又はクローズすることができるが、このＭＢＳＦＮ領域内の一部
セルでスタート又はクローズすることができなく、それとともに、ＭＢＳＦＮ　ａｒｅａ
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では、ｅＮＢに制御されたある／複数のセル、又は、ある／複数のｅＮＢに制御されたす
べてのセルのある／複数のＭＢＭＳサービスの送信をクローズすると、クローズされたＭ
ＢＭＳサービスデータ（ＭＴＣＨ）がこの／これらのクローズされたセルにおいて継続し
て送信できない。但し、この／これらのクローズされたセルにおける制御プレーンメッセ
ージ（制御シグナル）がどのようにして送信するかについて、現在、相応の解決案がまだ
提案されていない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　上記課題を鑑みて、本発明の主な目的は、マルチメディア放送マルチキャストサービス
制御情報の送信方法及び装置を提供することにより、制御シグナルがＭＢＳＦＮ領域で正
常に送信されるようにし、制御シグナルの元のＭＢＳＦＮ合併機制に影響しなく、ユーザ
ー端末がＭＢＭＳ制御プレーンメッセージ（制御シグナル）を確実に受信することを実現
した。更に、ＵＥは、システム情報（ＳＩＢ１３）の有効指示によって、このセルが具体
的に送信したＭＢＭＳサービスを獲得するようになり、ＵＥがＭＢＭＳサービスを受信す
る信頼性を向上させた。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　上述目的を達成するために、本発明の技術案は、以下のように実現される。
【００２１】
　マルチメディア放送マルチキャストサービス制御情報の送信方法であって、
　基地局は、セルにおけるマルチメディア放送マルチキャストサービスＭＢＭＳサービス
送信をクローズして、該ＭＢＭＳサービスがクローズされたセルでＭＢＭＳサービスの制
御プレーン情報を送信することを含み、前記制御プレーン情報において、システム情報ブ
ロックＳＩＢ２内容、ＭＣＣＨ情報内容及び動的スケジューリング情報ＤＳＩ内容が変化
しなく、ＳＩＢ１３内容を変更する、又は変更しない方法。
【００２２】
　好ましくは、前記基地局が、セルにおけるＭＢＭＳサービスをクローズすることは、
　前記基地局が、前記セルの属するユーザー設備ＵＥのアップリンクフィードバック、前
記セルにおける非ＭＢＭＳサービスに占用される無線リソース、マルチセル／マルチキャ
スト協調実体ＭＣＥの指示、運営管理と維持システムからの請求の少なくとも１つの条件
によって、該ＭＢＭＳサービスの送信をクローズするか否かを決定することである。
【００２３】
　好ましくは、前記ＳＩＢ２の内容が変化しないことは、前記基地局がＭＢＭＳサービス
送信をクローズした後、このクローズされたＭＢＭＳサービスに対応するマルチキャスト
放送単一周波数ネットワークＭＢＳＦＮ領域において、マルチキャストリソースの割当状
況が変化しないことを指し、
　前記ＭＣＣＨ情報内容が変化しないことは、前記ＭＣＣＨ情報には依然として前記クロ
ーズされたＭＢＭＳサービスの関連情報が含まれることを指し、
　前記ＤＳＩ内容が変化しないことは、前記ＭＣＣＨ情報には依然として前記クローズさ
れたＭＢＭＳサービスの関連情報が含まれることを指している。
【００２４】
　好ましくは、前記ＭＣＣＨ情報内容が変化しないことは、前記ＭＣＣＨ情報には依然と
して前記クローズされたＭＢＭＳサービスのセッション情報ＭＢＭＳ－ＳｅｓｓｉｏｎＩ
ｎｆｏ、セッション識別子ｓｅｓｓｉｏｎＩｄ、サービス識別子ｓｅｒｖｉｃｅＩｄが含
まれることを指し、
　前記ＤＳＩ内容が変化しないことは、前記ＭＣＣＨ情報には依然として前記クローズさ
れたＭＢＭＳサービスのロジックチャネルＩＤ、停止マルチキャストサービスチャネルＳ
ＴＯＰ　ＭＴＣＨパラメーターが含まれることを指している。
【００２５】
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　好ましくは、前記ＳＩＢ１３内容を変更しないことは、
　マルチキャスト制御チャネルＭＣＣＨのスケジューリング情報及び通知Ｎｏｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎのスケジューリング情報が共に変化しなく、且つＳＩＢ１３に新たな制御情報
を追加しないことを指し、
　前記ＳＩＢ１３内容を変更することは、ＳＩＢ１３における元のＭＣＣＨのスケジュー
リング情報、通知Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎのスケジューリング情報内容が変化しないこ
とを保持し、ＳＩＢ１３内容に前記セルにおける既にＭＢＭＳサービスがクローズされた
指示情報を追加して、ここで、前記指示情報がこのセルにおける既にクローズされたＭＢ
ＭＳサービスの識別子情報を含む。
【００２６】
　好ましくは、前記既にクローズされたＭＢＭＳサービスの識別子情報はサービスＩＤ又
はロジックチャネルＩＤを含む。
【００２７】
　前記装置はサービスクローズユニット及び送信ユニットを含み、ここで、
　サービスクローズユニットが、セルにおけるＭＢＭＳサービス送信をクローズすること
に用いられ、
　送信ユニットが、このＭＢＭＳサービスをクローズしたセルでＭＢＭＳサービスの制御
プレーン情報を送信することに用いられ、送信した制御プレーン情報では、システム情報
ブロックＳＩＢ２内容、ＭＣＣＨ情報内容、動的スケジューリング情報ＤＳＩ内容には変
化がなく、ＳＩＢ１３内容を変更し又は変更しない。
【００２８】
　好ましくは、前記サービスクローズユニットは、更に、前記セルの属するユーザー設備
ＵＥのアップリンクフィードバック、前記セルにおける非ＭＢＭＳサービスに占用される
無線リソース、ＭＣＥの指示、ＯＡＭシステムからの請求の中の少なくとも１つの条件に
よってこのＭＢＭＳサービスの送信をクローズするか否かを決定する。
【００２９】
　好ましくは、前記ＳＩＢ２の内容が変化しないことは、前記基地局がＭＢＭＳサービス
送信をクローズした後、このクローズされたＭＢＭＳサービスに対応するＭＢＳＦＮ領域
におけるマルチキャストリソースの割当状況が変化しないことを指し、
　前記ＭＣＣＨ情報内容が変化しないことは、前記ＭＣＣＨ情報には依然として前記クロ
ーズされたＭＢＭＳサービスの関連情報が含まれ、前記ＭＣＣＨ情報には依然として前記
クローズされたＭＢＭＳサービスのＭＢＭＳ－ＳｅｓｓｉｏｎＩｎｆｏ、ｓｅｓｓｉｏｎ
Ｉｄ、ｓｅｒｖｉｃｅＩｄが含まれることを指し、
　前記ＤＳＩ内容が変化しないことは、前記ＭＣＣＨ情報には依然として前記クローズさ
れたＭＢＭＳサービスの関連情報が含まれ、前記ＭＣＣＨ情報には依然として前記クロー
ズされたＭＢＭＳサービスのロジックチャネルＩＤ、停止マルチキャストサービスチャネ
ルＳＴＯＰ　ＭＴＣＨパラメーターが含まれることを指している。
【００３０】
　好ましくは、前記ＳＩＢ１３内容を変更しないことは、
　マルチキャスト制御チャネルＭＣＣＨのスケジューリング情報及び通知Ｎｏｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎのスケジューリング情報が共に変化しなく、且つＳＩＢ１３に新たな制御情報
を追加しないことを指し、
　前記ＳＩＢ１３内容を変更することは、ＳＩＢ１３における元のＭＣＣＨのスケジュー
リング情報、通知Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎのスケジューリング情報内容が変化しなく、
ＳＩＢ１３内容に前記セルにおける既にＭＢＭＳサービスをクローズした指示情報を追加
し、前記指示情報がこのセルにおける既にクローズされたＭＢＭＳサービスの識別子情報
を含むことを指している。
【００３１】
　好ましくは、前記既にクローズされたＭＢＭＳサービスの識別子情報は、サービスＩＤ
又はロジックチャネルＩＤを含む。
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【００３２】
　本発明において、基地局は、あるＭＢＭＳサービスの受信ユーザーが設定閾値よりすく
ないこと又はその他の原因でこのＭＢＭＳサービスをクローズするが、ＭＢＭＳサービス
の制御プレーン情報を送信する場合に、システム情報ブロックＳＩＢ２内容、ＭＣＣＨ情
報内容、動的スケジューリング情報ＤＳＩ内容が変化しなく、送信された制御プレーン情
報におけるＳＩＢ１３を変更する又は変更しなく、このように、制御シグナルのＭＢＳＦ
Ｎ領域における正常な送信を保証でき、制御シグナルの元のＭＢＳＦＮ合併機制に影響を
与えなく、ユーザー端末がＭＢＭＳ制御プレーンメッセージ（制御シグナル）に対する確
実な受信を実現した。更に、ＵＥは、システム情報の有効指示に基づいて、このセルが具
体的に送信したＭＢＭＳサービスを獲得し、ＵＥがＭＢＭＳサービスを受信する信頼性を
向上させた。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】従来の技術におけるＭＢＳＦＮ領域の構造模式図である。
【図２】従来の技術におけるＭＢＭＳサービス搬送枠組のロジック模式図である。
【図３】従来のスケジューリングブロックの動的スケジューリング周期における配置とＭ
ＢＭＳサービスとのロジック関係模式図である。
【図４】セルがある／複数のＭＢＭＳサービスをクローズした構造模式図である。
【図５】本発明の実施例１におけるＭＢＳＦＮ領域の構造模式図である。
【図６】本発明の実施例１におけるＭＢＭＳサービス無線リソース搬送の構造模式図であ
る。
【図７】本発明の実施例２におけるＭＢＳＦＮ領域の構造模式図である。
【図８】本発明の実施例２におけるＭＢＭＳサービス無線リソース搬送の構造模式図であ
る。
【図９】本発明のマルチメディア放送マルチキャストサービス制御情報の送信装置の構成
構造模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　本発明の基本的な思想は、以下の通りである。本発明は、ＭＢＳＦＮ領域おいて、ある
セルのある／複数のＭＢＭＳサービスをクローズした後、制御プレーン（又は制御シグナ
ル）を送信する場合に、ＳＩＢ２内容、ＭＣＣＨ情報内容、動的スケジューリング情報Ｄ
ＳＩ内容が変更しなく、送信された制御プレーン情報におけるＳＩＢ１３が変更し又は変
更しない。ここで、セルのある／複数のＭＢＭＳサービスをクローズするとは、該セルが
その所属するＵＥのアップリンクフィードバック、又はそのＮｏｎ－ＭＢＭＳが占用する
必要のある無線リソースの量、又はＭＣＥの指示、又はＯＡＭシステムからの請求におけ
る判断条件が１つ又は複数であるかによって判断を行い、セルにおけるある／複数のＭＢ
ＭＳサービスの送信をクローズすることである。例えば、ＭＢＳＦＮ　ａｒｅａにおける
ある／複数のセルにおいて、該ＭＢＭＳサービスを受信するＵＥない、又はこのＭＢＭＳ
サービスを受信するユーザー数が閾値より低い可能性がある。この時、ＭＢＳＦＮ　ａｒ
ｅにおけるある／複数のセルのある／複数のＭＢＭＳサービスの転送をクローズする。ク
ローズされたある／複数のＭＢＭＳサービスデータが既に各セル又はこのセルが属するｅ
ＮＢに達したが、無線側（又は空口）でこれらのデータを送信しなかっただけである。ク
ローズしようとするＭＢＭＳサービスをどのように確定するかについて、本出願人が２０
１０年５月１９日に出願した、発明名称が「ＭＢＭＳサービススケジューリングを実現す
る方法及びシステム」である特許出願書類に記載の関連内容を参照する。
【００３５】
　本発明の目的、技術案及び利点を明確に説明するために、以下、実施例を挙げて、且つ
図面を参照しながら、本発明を詳しく説明する。
【００３６】
　本発明によると、セルがその送信したある／複数のＭＢＭＳサービスをクローズした後
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、ＳＩＢ２の内容が変更されなく、即ち、ＭＢＭＳサービスをクローズすることは、元の
マルチキャストリソースの配置に影響を与えない。つまり、クローズされたＭＢＭＳサー
ビスに対応するマルチキャストリソースが釈放され又は再びに配置されることがなく、同
様に、ＳＩＢ２に含まれる内容を変更しない。
【００３７】
　本発明によると、セルがその送信したある／複数のＭＢＭＳサービスをクローズした後
、ＳＩＢ１３の内容が以下のとおりである。
【００３８】
　ａ）ＳＩＢ１３の内容を変更しない。即ち、ＭＣＣＨのスケジューリング情報（ＭＣＣ
Ｈ　ＭＣＳ、ＭＣＣＨ時間周波数域リソースと位置等を含む）及びＮｏｔｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎのスケジューリング情報（ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎの時間領域位置等を含む）が、
共に変更しない。
【００３９】
　ｂ）ＳＩＢ１３の内容を変更する。具体的には、ＳＩＢ１３における元の内容（ＭＣＣ
Ｈのスケジューリング情報（ＭＣＣＨ　ＭＣＳ、ＭＣＣＨ時間周波数領域リソースと位置
等を含む）及びＮｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎのスケジューリング情報（ｎｏｔｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎの時間領域位置等を含む）がともに変更しなく、ＳＩＢ１３内容に、該セルの既に
ＭＢＭＳサービスがクローズされた指示情報を増加し、この指示情報は、該セル内の既に
ＭＢＭＳサービスのクローズされた情報（例えば既にＭＢＭＳサービスをクローズしたｓ
ｅｒｖｉｃｅ　ＩＤ又はＬＣＩＤ等のその他のこのＭＢＭＳサービスを唯一に識別できる
識別子）を含む１つの集合又は１つのリストであってもよい。換言すれば、ＵＥは、ＳＩ
Ｂ１３の情報を受信することによって、ＭＣＣＨスケジューリング情報、ｎｏｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎスケジューリング情報及び該セルでの送信がクローズされたＭＢＭＳサービス
情報を獲得できる。
【００４０】
　本発明によると、セルがその送信したある／複数のＭＢＭＳサービスをクローズした後
、ＭＣＣＨ情報の内容を変更しない。即ち、ＭＣＣＨ情報は、既に送信をクローズしたＭ
ＢＭＳサービスの関連情報（例えばこのＭＢＭＳサービスのスケジューリング情報）を含
み、つまり、ＵＥがＭＣＣＨ情報によって依然として既に送信をクローズしたＭＢＭＳサ
ービスの関連情報（例えばこのＭＢＭＳサービスのスケジューリング情報）を獲得できる
。他方、ＭＢＳＦＮ領域内において、ＭＣＣＨ情報がＭＢＳＦＮ合併方式を用いて送信さ
れる。つまり、ＭＣＣＨ情報を送信することは、ＭＢＳＦＮ領域内のすべてのｅＮＢ又は
セルが同一な時間周波数リソースで同一な内容を送信することを保証する必要があるため
、セルがその送信したある／複数のＭＢＭＳサービスをクローズした後、このセルＭＣＣ
Ｈ情報が変化しなく、同様に、ＭＣＣＨ情報がＭＢＳＦＮ合併方式を用いる要求を満たし
、ＭＣＣＨ内容のＭＢＳＦＮ領域全体内の送信に影響を与えない。それは、ＭＣＣＨ情報
内容が変化した（例えばセルがＭＢＭＳサービスをクローズする影響を考えると、クロー
ズされたＭＢＭＳサービスに対応する関連情報をＭＣＣＨ情報から削除する）からである
。この時、ＭＢＳＦＮ領域では、同一時間周波数リソース位置に２つ又は複数のＭＣＣＨ
情報の内容が現れることになり、ＭＢＳＦＮ合併送信方式に合致しなく、且つＵＥ受信に
とって、同一時間周波数リソース位置で２つ又は複数のＭＣＣＨ情報内容の信号を受信す
ることとなる。この２つ又は複数のＭＣＣＨ情報内容の信号が互いに強干渉情報となり、
ＵＥのＭＣＣＨ情報受信にとっては、非常に大きな干渉となり、直接にＭＣＣＨ情報受信
失敗を招く。
【００４１】
　本発明によると、セルがその送信したある／複数のＭＢＭＳサービスをクローズ後、Ｄ
ＳＩ情報の内容が変わらない。即ちＤＳＩ情報は、既に送信がクローズされたＭＢＭＳサ
ービスの関連情報（例えば既に送信をクローズしたＭＢＭＳサービスの動的スケジューリ
ング情報）を含み、且つ既に送信がクローズされたＭＢＭＳサービスのＤＳＩにおける順
序も変化しない。つまり、ＤＳＩ情報の内容は、ある／複数のＭＢＭＳサービスをクロー
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ズする前のＤＳＩ情報の内容と同一するように保持される。具体的には、ＤＳＩ情報にお
ける具体的なＭＢＭＳサービススケジューリング順序も変化しない。他方、ＭＢＳＦＮ領
域内において、ＤＳＩ情報がＭＢＳＦＮ合併方式により送信され、つまり、ＤＳＩ情報の
送信がＭＢＳＦＮ領域内のすべてのｅＮＢ又はセルが同一な時間周波数リソースで同一な
内容を送信することを保証する必要がある。従って、セルがその送信したある／複数のＭ
ＢＭＳサービスをクローズした後、このセルＤＳＩ情報が変化しないため、ＤＳＩ情報が
ＭＢＳＦＮ合併方式を用いる要求を満たし、ＤＳＩ内容のＭＢＳＦＮ領域全体での送信に
影響を与えない。その理由は、以下の通りである。ＤＳＩ情報内容が変化（例えばセルが
ＭＢＭＳサービスをクローズする影響を考え、クローズされたＭＢＭＳサービスに対応す
る関連情報をＤＳＩ情報から削除する、又はＤＳＩ情報における元のスケジューリングＭ
ＢＭＳサービスのスケジューリング順序を変更する）した場合、ＭＢＳＦＮ領域では、同
一な時間周波数リソース位置に２つ又は複数のＤＳＩ情報の内容が現れるようになり、Ｍ
ＢＳＦＮ合併送信方式に合致しなく、且つＵＥ受信にとって、同一時間周波数リソース位
置で２つ又は複数のＤＳＩ情報内容の信号を受信するようになって、この２つ又は複数の
ＤＳＩ情報内容の信号が互いに強干渉情報となり、ＵＥのＤＳＩ情報受信にとって、非常
に大きな干渉となり、直接に受信ＤＳＩ情報失敗を招く。
【００４２】
　本発明をさらに説明するために、以下、実施例を挙げて説明する。
【００４３】
　実施例１
　図５は、本発明の実施例１におけるＭＢＳＦＮ領域の構造模式図であり、図５に示すよ
うに、図におけるＭＢＳＦＮ領域が７つのセルから構成され、該ＭＢＳＦＮ領域には、Ｍ
ＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａ、ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂ及びＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉ
ｃｅ　Ｃという３つのＭＢＭＳサービスが載せられている。簡単に説明するために、３つ
のＭＢＭＳサービスが既にｏｎｇｏｉｎｇ状態にあったとする。図６は、本発明の実施例
１におけるＭＢＭＳサービス無線リソース搬送の構造模式図であり、図６に示すように、
１つのスケジューリング周期内において、３つのサービスが対応して同一ＭＣＨに載せら
れ、具体的な搬送方式が図６に示されている通りである。以下、システム側がどのように
制御プレーンシグナルを送信するかについて説明する。
【００４４】
　ＳＩＢ２の内容（ＳＩＢ２が制御パラメーターを比較的に多く含むことを考慮して、こ
こでＭＢＭＳサービス搬送に関連するパラメーターのみを挙げた）について、具体的には
、以下の通りである。
【００４５】
　｛
　ＭＢＳＦＮ領域マルチキャストリソーススケジューリング情報（ｒａｄｉｏｆｒａｍｅ
ＡｌｌｏｃａｔｉｏｎＰｅｒｉｏｄ、
　ｒａｄｉｏｆｒａｍｅＡｌｌｏｃａｔｉｏｎＯｆｆｓｅｔ、ｓｕｂｆｒａｍｅＡｌｌｏ
ｃａｔｉｏｎ）
　]
　ＵＥは、上述パラメーターに基づいて、ＭＢＳＦＮ領域におけるすべてのマルチキャス
トリソースの割当て状況を獲得する。つまり、ＵＥがこのＭＢＳＦＮ領域におけるすべて
のＭＢＭＳサービスに対応するマルチキャストリソースを獲得する。
【００４６】
　ＳＩＢ１３の内容について、以下の通りである。
【００４７】
　｛
　ＭＣＣＨスケジューリング情報（ｍｃｃｈ－Ｃｏｎｆｉｇ－ｒ９）；
　ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎスケジューリング情報（ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＩｎｄｉ
ｃａｔｏｒ－ｒ９）；



(13) JP 2013-526815 A 2013.6.24

10

20

30

40

50

　]
　ＵＥは、ＳＩＢ１３のパラメーターに基づいて、該ＭＢＳＦＮ領域に対応するＭＣＣＨ
情報のスケジューリング情報を獲得し、つまり、ＵＥがこのＭＣＣＨ情報がどの時間周波
数位置で送信されるか、及び相応のＭＣＳを獲得し、且つ、ＵＥは、ＵＥがどの位置でｎ
ｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ情報を受信できるかというｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎのスケジュ
ーリング情報を獲得できる。
【００４８】
　ＭＣＣＨ情報の内容について、以下の通りである。
【００４９】
　｛
　ＭＢＳＦＮ領域内のすべての送信されているＭＢＭＳサービスリスト
　（即ち、既にｓｅｓｓｉｏｎ　ｓｔａｒｔとなったＭＢＭＳサービス）；
　｛
　ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａ（ｓｅｒｖｉｃｅＩｄ－ｒ９、ｓｅｓｓｉｏｎＩｄ－ｒ
９、ｌｏｇｉｃａｌＣｈａｎｎｅｌＩｄｅｎｔｉｔｙ－ｒ９）；
　ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂ（ｓｅｒｖｉｃｅＩｄ－ｒ９、ｓｅｓｓｉｏｎＩｄ－ｒ
９、ｌｏｇｉｃａｌＣｈａｎｎｅｌＩｄｅｎｔｉｔｙ－ｒ９）；
　ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃ（ｓｅｒｖｉｃｅＩｄ－ｒ９、ｓｅｓｓｉｏｎＩｄ－ｒ
９、ｌｏｇｉｃａｌＣｈａｎｎｅｌＩｄｅｎｔｉｔｙ－ｒ９）；
　]
　]
　ＵＥは、ＭＣＣＨ情報の内容に基づいて、ＭＢＳＦＮ領域での送信されているＭＢＭＳ
サービスリストを獲得する。具体的には、リストにおける送信されている各ＭＢＭＳサー
ビスについて、ＭＣＣＨ情報でｓｅｒｖｉｃｅＩｄ－ｒ９、ｓｅｓｓｉｏｎＩｄ－ｒ９、
ｌｏｇｉｃａｌＣｈａｎｎｅｌＩｄｅｎｔｉｔｙ－ｒ９を含む１セットのパラメーターに
より対応して示される。実施例１によって、ＭＣＣＨ情報がＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　
Ａ、ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂ、ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃのパラメーターを含
み、ＵＥがＭＣＣＨ情報によってこのＭＢＳＦＮ領域での送信されている３つのサービス
、及び各ＭＢＭＳサービスの具体パラメーターを獲得できる。
【００５０】
　ＤＳＩ情報の内容について、具体的には、以下のとおりである。
【００５１】
　ＤＳＩ情報は、送信されているＭＢＭＳサービスの具体的なマルチキャストリソース位
置を明確的に示し、動的スケジューリング情報は、送信されている各ＭＢＭＳサービスの
具体的なマルチキャストリソース位置を明確的に示す。図６を見て分かるように、動的ス
ケジューリング情報は、ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａに対応するマルチキャストサブフ
レームが＃１、＃２、＃３サブフレームであり、ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂに対応す
るマルチキャストサブフレームが＃３～＃７サブフレームであり、ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉ
ｃｅ　Ｃに対応するマルチキャストサブフレームが＃７～＃１０サブフレームであること
を明確的に示している。ここで、動的スケジューリング情報は、ＬＣＩＤ及びｓｔｏｐ　
ＭＴＣＨという２つのパラメーターによってマークされたものである。
【００５２】
　図５に示すように、セル７がＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂの送信をクローズしようと
し、セル７がＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂをクローズした後、制御プレーンシグナルが
以下の方式で送信される。ＳＩＢ２の内容は変化しなく、ＳＩＢ１３の内容は変化しなく
、ＭＣＣＨ情報の内容は変化しなく、ＤＳＩ情報の内容は変化しない。
【００５３】
　実施例２
　図７は、本発明の実施例２におけるＭＢＳＦＮ領域の構造模式図であり、図７に示すよ
うに、ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａ、ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂ及びＭＢＭＳ　ｓ
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ｅｒｖｉｃｅ　Ｃという３つのＭＢＭＳサービスが載せられたあるＭＢＳＦＮ領域は、７
つのセルから構成されていることとする。簡単に説明するために、３つのＭＢＭＳサービ
スが共にｏｎｇｏｉｎｇ状態になったとする。図８は、本発明の実施例２におけるＭＢＭ
Ｓサービス無線リソース搬送の構造模式図である。図８に示すように、３つのサービスが
同一ＭＣＨに対応しているとし、３つのサービスが同一ＭＣＨに対応して搬送され、具体
的な搬送方式が図８に示すとおりである。以下、システム側がどのように制御プレーンシ
グナルを送信するかについて、説明する。
【００５４】
　ＳＩＢ２の内容（ＳＩＢ２が制御パラメーターを比較的に多く含むことを考慮して、こ
こで、ＭＢＭＳサービス搬送に関連するパラメーターのみを挙げた）について、具体的に
は、以下のとおりである。
【００５５】
　｛
　ＭＢＳＦＮ領域マルチキャストリソーススケジューリング情報（ｒａｄｉｏｆｒａｍｅ
ＡｌｌｏｃａｔｉｏｎＰｅｒｉｏｄ、
　ｒａｄｉｏｆｒａｍｅＡｌｌｏｃａｔｉｏｎＯｆｆｓｅｔ、ｓｕｂｆｒａｍｅＡｌｌｏ
ｃａｔｉｏｎ）
　]
　ＵＥは、上述パラメーターに基づいて、ＭＢＳＦＮ領域におけるすべてのマルチキャス
トリソースの配布情況を獲得し、つまり、該ＭＢＳＦＮ領域におけるすべてのＭＢＭＳサ
ービスに対応するマルチキャストリソースを獲得する。
【００５６】
　ＳＩＢ１３の内容について、具体的には、以下のとおりである。
【００５７】
　｛
　ＭＣＣＨスケジューリング情報（ｍｃｃｈ－Ｃｏｎｆｉｇ－ｒ９）；
　ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎスケジューリング情報（ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＩｎｄｉ
ｃａｔｏｒ－ｒ９）；
　]
　ＵＥは、ＳＩＢ１３のパラメーターに基づいて、該ＭＢＳＦＮ領域に対応するＭＣＣＨ
情報のスケジューリング情報を獲得し、つまり、ＵＥは、このＭＣＣＨ情報がどの時間周
波数位置で送信されるか、及び相応のＭＣＳを獲得し、ＵＥがどこでｎｏｔｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ情報を受信できるかというｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎのスケジューリング情報を獲
得する。
【００５８】
　ＭＣＣＨ情報の内容について、具体的には、以下のとおりである。
【００５９】
　｛
　ＭＢＳＦＮ領域内のすべての送信されているＭＢＭＳサービスのリスト
　（即ち、既にｓｅｓｓｉｏｎ　ｓｔａｒｔとなったＭＢＭＳサービス）；
　｛
　ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａ（ｓｅｒｖｉｃｅＩｄ－ｒ９、ｓｅｓｓｉｏｎＩｄ－ｒ
９、ｌｏｇｉｃａｌＣｈａｎｎｅｌＩｄｅｎｔｉｔｙ－ｒ９）；
　ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂ（ｓｅｒｖｉｃｅＩｄ－ｒ９、ｓｅｓｓｉｏｎＩｄ－ｒ
９、ｌｏｇｉｃａｌＣｈａｎｎｅｌＩｄｅｎｔｉｔｙ－ｒ９）；
　ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃ（ｓｅｒｖｉｃｅＩｄ－ｒ９、ｓｅｓｓｉｏｎＩｄ－ｒ
９、ｌｏｇｉｃａｌＣｈａｎｎｅｌＩｄｅｎｔｉｔｙ－ｒ９）；
　]
　]
　ＵＥは、ＭＣＣＨ情報の内容に基づいて、ＭＢＳＦＮ領域における送信されているＭＢ
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ＭＳサービスリストを獲得し、具体的には、リストにおける送信されている各ＭＢＭＳサ
ービスについて、ＭＣＣＨ情報において、ｓｅｒｖｉｃｅＩｄ－ｒ９、ｓｅｓｓｉｏｎＩ
ｄ－ｒ９、ｌｏｇｉｃａｌＣｈａｎｎｅｌＩｄｅｎｔｉｔｙ－ｒ９を含む１セットのパラ
メーターにより対応して示される。実施例１により、ＭＣＣＨ情報がＭＢＭＳ　ｓｅｒｖ
ｉｃｅ　Ａ、ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂ、ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃのパラメー
ターを含み、ＵＥがＭＣＣＨ情報に基づいてこのＭＢＳＦＮ領域での送信されている３つ
のサービス、及び各ＭＢＭＳサービスの具体的なパラメーターを獲得できる。
【００６０】
　ＤＳＩ情報の内容について、具体的には、以下のとおりである。
【００６１】
　ＤＳＩ情報は、送信されているＭＢＭＳサービスの具体的なマルチキャストリソース位
置を明確的に示し、動的スケジューリング情報は、送信されている各ＭＢＭＳサービスの
具体的なマルチキャストリソース位置を明確的に示している。図８を見てわかるように、
動的スケジューリング情報は、ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａに対応するマルチキャスト
サブフレームが＃１、＃２、＃３サブフレームであり、ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂに
対応するマルチキャストサブフレームが＃３～＃７サブフレームであり、ＭＢＭＳ　ｓｅ
ｒｖｉｃｅ　Ｃに対応するマルチキャストサブフレームが＃７～＃１０サブフレームであ
ることを明確的に示している。ここで、動的スケジューリング情報は、ＬＣＩＤ及びｓｔ
ｏｐ　ＭＴＣＨという２つのパラメーターによってマークされたものである。
【００６２】
　図７に示すように、セル７は、ＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂの送信をクローズしよう
とし、セル７がＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂをクローズした後、制御プレーン情報を送
信する際に、ＳＩＢ２の内容が変化しなく、ＭＣＣＨ情報の内容が変化しなく、ＤＳＩ情
報の内容が変化しなく、ＳＩＢ１３の内容が変化し、具体的には、元のＳＩＢ１３の内容
に、セル７が既に送信をクローズしたＭＢＭＳサービスを指示することを増加し、即ちＳ
ＩＢ１３に指示情報を増加し、セル７においてＭＢＭＳ　ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂの送信が既
にクローズされたことを明確的に示し、変更された後のＳＩＢ１３が具体的には、以下の
とおりである。
【００６３】
　｛
　ＭＣＣＨスケジューリング情報（ｍｃｃｈ－Ｃｏｎｆｉｇ－ｒ９）；
　ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎスケジューリング情報（ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎＩｎｄｉ
ｃａｔｏｒ－ｒ９）；
　既に送信がクローズされたＭＢＭＳサービスリスト；
　]
　ＵＥは、ＳＩＢ１３のパラメーターに基づいて、このＭＢＳＦＮ領域に対応するＭＣＣ
Ｈ情報のスケジューリング情報を獲得し、つまり、ＵＥがこのＭＣＣＨ情報がどの時間周
波数位置で送信されるか、及び相応のＭＣＳを獲得し、且つ、ＵＥは、ＵＥがどこでｎｏ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ情報を受信したかというｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎのスケジューリ
ング情報を獲得できる。同時に、既に送信がクローズされたＭＢＭＳサービスリストによ
って、ＵＥは、該セルの既に送信がクローズされたＭＢＭＳサービスリストを獲得できる
。
【００６４】
　本発明の方法によると、制御シグナルがＭＢＳＦＮ領域で正常に送信され、制御シグナ
ルの元のＭＢＳＦＮ合併機制に影響を与えなく、ＵＥがＭＢＭＳ制御プレーンメッセージ
（制御シグナル）を確実に受信する方法を実現した。更に、システム情報の有効指示によ
って、ＵＥが該セルの具体的に送信されたＭＢＭＳサービスを獲得でき、ＵＥがＭＢＭＳ
サービスを受信する信頼性を向上させた。
【００６５】
　図９は、本発明のマルチメディア放送マルチキャストサービス制御情報の送信装置の構
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成構造模式図であり、図９に示すように、本発明のマルチメディア放送マルチキャストサ
ービス制御情報の送信装置はサービスクローズユニット９０及び送信ユニット９１を含み
、ここで、
　サービスクローズユニット９０が、セルにおけるＭＢＭＳサービス送信をクローズする
ことに用いられ、
　送信ユニット９１が、このＭＢＭＳサービスのクローズされたセルでＭＢＭＳサービス
の制御プレーン情報を送信することに用いられ、送信された制御プレーン情報において、
システム情報ブロックＳＩＢ２内容、ＭＣＣＨ情報内容、動的スケジューリング情報ＤＳ
Ｉ内容が変化しなく、ＳＩＢ１３内容を変更する、又は変更しない。
【００６６】
　前記サービスクローズユニットが、更に、前記セルの属するユーザー設備ＵＥのアップ
リンクフィードバック、前記セルの非ＭＢＭＳサービスに占用される無線リソース、マル
チセル／マルチキャスト協調実体ＭＣＥの指示、及び管理と維持（ＯＡＭ、Ｏｐｅｒａｔ
ｉｏｎ、Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）システムから
の請求における少なくとも１つの条件によって該ＭＢＭＳサービスの送信をクローズする
かを決定することは好ましい。
【００６７】
　上述ＳＩＢ２の内容は変化しないことは、前記基地局がＭＢＭＳサービス送信をクロー
ズした後、このクローズされたＭＢＭＳサービスに対応するＭＢＳＦＮ領域におけるマル
チキャストリソースの割当状況は変化しないことを指す。
【００６８】
　上述ＭＣＣＨ情報内容は変化しないことは、前記ＭＣＣＨ情報には依然として前記クロ
ーズされたＭＢＭＳサービスの関連情報が含まれ、即ち、前記ＭＣＣＨ情報には依然とし
て前記クローズされたＭＢＭＳサービスのＭＢＭＳ－ＳｅｓｓｉｏｎＩｎｆｏ、ｓｅｓｓ
ｉｏｎＩｄ、ｓｅｒｖｉｃｅＩｄが含まれることを指す。
【００６９】
　上述ＤＳＩ内容は変化しないことは、前記ＭＣＣＨ情報には依然として前記クローズさ
れたＭＢＭＳサービスの関連情報が含まれ、即ち、前記ＭＣＣＨ情報には依然として前記
クローズされたＭＢＭＳサービスのロジックチャネルＩＤ、停止マルチキャストサービス
チャネルＳＴＯＰ　ＭＴＣＨパラメーターが含まれることを指す。
【００７０】
　上述送信された制御プレーン情報におけるＳＩＢ１３を変更しないことは、
　マルチキャスト制御チャネルＭＣＣＨのスケジューリング情報と、通知Ｎｏｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎのスケジューリング情報がともに変更しなく、且つＳＩＢ１３に新たな制御情
報を増加しないことをいう。
【００７１】
　上述送信された制御プレーン情報におけるＳＩＢ１３を変更することは、ＳＩＢ１３に
おける元のＭＣＣＨのスケジューリング情報を保持し、Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎのスケ
ジューリング情報内容を変更しないことを通知し、ＳＩＢ１３内容に、前記セルのＭＢＭ
Ｓサービスが既にクローズされた指示情報を追加し、前記指示情報がこのセルの既にＭＢ
ＭＳサービスがクローズされた識別子情報を含む。
【００７２】
　上述既にＭＢＭＳサービスがクローズされた識別子情報はサービスＩＤ又はロジックチ
ャネルＩＤを含む。
【００７３】
　当該分野の技術者にとって、本発明のマルチメディア放送マルチキャストサービス制御
情報の送信装置が上述本発明のマルチメディア放送マルチキャストサービス制御情報の送
信方法を実現するために設計されるものであり、上述各処理ユニットの実現機能が前述方
法の関連記載を参照しながら理解すべきである。図における各処理ユニットの機能がプロ
セッサーで実行するプログラムによって実現されてもよく、具体的なロジック回路で実現
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されてもよい。
【００７４】
　上記内容は、本発明の好適な実施例にすぎず、本発明の保護範囲を限定するものではな
い。

【図２】 【図５】
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【図７】
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【要約の続き】
よると、ＵＥがＭＢＭＳサービスを受信する信頼性を向上させた。
【選択図】図９
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