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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局から移動端末への下りアクセス方式としてＯＦＤＭ方式を使用し、前記移動端末
から前記基地局への上りアクセス方式としてＳＣ－ＦＤＭＡ方式を使用する通信システム
において、
　各々単一の周波数でＭＢＭＳが提供される複数のＭＢＳＦＮエリアが設定されており、
　前記複数のＭＢＳＦＮエリアに属する前記基地局は、前記複数のＭＢＳＦＮエリアそれ
ぞれのＭＢＳＦＮエリアＩＤをＢＣＣＨで送信し、
　前記移動端末は、前記ＢＣＣＨにより前記複数のＭＢＳＦＮエリアそれぞれのＭＢＳＦ
ＮエリアＩＤを受信する通信システム。
【請求項２】
　前記複数のＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨおよびＭＴＣＨはそれぞれ、前記複数のＭＢＳ
ＦＮエリアそれぞれのＭＢＳＦＮエリアＩＤと関連付けられたスクランブリングコードが
かけられたことを特徴とする請求項１記載の通信システム。
【請求項３】
　ＭＢＭＳを提供する通信システムで用いられる基地局において、
　各々単一の周波数で前記ＭＢＭＳが提供される複数のＭＢＳＦＮエリアに属し、
　前記複数のＭＢＳＦＮエリアそれぞれのＭＢＳＦＮエリアＩＤをＢＣＣＨで送信する基
地局。
【請求項４】
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　前記複数のＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨおよびＭＴＣＨはそれぞれ、前記複数のＭＢＳ
ＦＮエリアそれぞれのＭＢＳＦＮエリアＩＤと関連付けられたスクランブリングコードが
かけられたことを特徴とする請求項３記載の基地局。
【請求項５】
　ＭＢＭＳを提供する通信システムで用いられる移動端末において、
　各々単一の周波数で前記ＭＢＭＳが提供される複数のＭＢＳＦＮエリアに属する基地局
から送信されたＢＣＣＨにより、前記複数のＭＢＳＦＮエリアそれぞれのＭＢＳＦＮエリ
アＩＤを受信する移動端末。
【請求項６】
　前記複数のＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨおよびＭＴＣＨはそれぞれ、前記複数のＭＢＳ
ＦＮエリアそれぞれのＭＢＳＦＮエリアＩＤと関連付けられたスクランブリングコードが
かけられたことを特徴とする請求項５記載の移動端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局が複数の移動端末と無線通信を実施する移動体通信システムに関する
ものであり、特に放送型マルチメディアサービス（MBMS: Multimedia Broadcast Multica
st Service）を移動端末に提供可能な移動体通信システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　第３世代と呼ばれる通信方式のうち、Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband Code division Multipl
e Access）方式が２００１年から日本で商用サービスが開始されている。また、下りリン
ク（個別データチャネル、個別制御チャネル）にパケット伝送用のチャネル（HS-DSCH：H
igh Speed-Downlink Shared Channel）を追加することにより、下りリンクを用いたデー
タ送信の更なる高速化を実現するＨＳＤＰＡ（High Speed Down Link Packet Access）の
サービスが開始されている。さらに、上り方向のデータ送信をさらに高速化するためＨＳ
ＵＰＡ（High Speed Up Link Packet Access）方式についても規格化されている。Ｗ－Ｃ
ＤＭＡは、移動体通信システムの規格化団体である３ＧＰＰ（3rd Generation Partnersh
ip Project）により定められた通信方式であり、リリース７版の規格書がとりまとめられ
ている。
【０００３】
　また、３ＧＰＰにおいて、Ｗ－ＣＤＭＡとは別の通信方式として、無線区間については
「ロングタームエボリューション」（Long Term Evolution　LTE）、コアネットワークを
含めたシステム全体構成については「システムアーキテクチャエボリューション」（Syst
em Architecture Evolution　SAE）と称される新たな通信方式が検討されている。ＬＴＥ
では、アクセス方式、無線のチャネル構成やプロトコルが、現在のＷ－ＣＤＭＡ（HSDPA/
HSUPA）とは全く異なるものになる。たとえば、アクセス方式は、Ｗ－ＣＤＭＡが符号分
割多元接続（Code Division Multiple Access）を用いているのに対して、ＬＴＥは下り
方向はＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）、上り方向はＳＣ－Ｆ
ＤＭＡ（Single Career Frequency Division Multiple Access）を用いる。また、帯域幅
は、Ｗ－ＣＤＭＡが５ＭＨｚであるのに対し、ＬＴＥでは１．４／３／５／１０／１５／
２０ＭＨｚの中で基地局ごとに選択可能となっている。また、ＬＴＥでは、Ｗ－ＣＤＭＡ
のように回線交換を含まず、パケット通信方式のみになる。
【０００４】
　ＬＴＥはＷ－ＣＤＭＡのコアネットワーク(GPRS)とは異なる新たなコアネットワークを
用いて通信システムが構成されるため、Ｗ－ＣＤＭＡ網とは別の独立した無線アクセス網
として定義される。したがって、Ｗ－ＣＤＭＡの通信システムと区別するため、ＬＴＥの
通信システムでは、移動端末（UE：User Equipment）と通信を行う基地局（Base station
）はｅＮＢ（E-UTRAN NodeB）、複数の基地局と制御データやユーザデータのやり取りを
行う基地局制御装置（Radio Network Controller）はＥＰＣ（Evolved Packet Core）（a
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GW：Access Gatewayと称されることもある)と称される。このＬＴＥの通信システムでは
、yユニキャスト（Unicast）サービスとＥ-ＭＢＭＳサービス（Evolved Multimedia Broa
dcast Multicast Service）が提供される。Ｅ－ＭＢＭＳサービスとは、放送型マルチメ
ディアサービスであり、単にＭＢＭＳと称される場合もある。複数の移動端末に対してニ
ュースや天気予報や、モバイル放送など大容量放送コンテンツが送信される。これを１対
多（Point to Multipoint）サービスともいう。
【０００５】
　３ＧＰＰでの、ＬＴＥシステムにおける全体的なアーキテクチャ（Architecture）に関
する現在の決定事項が、非特許文献１に記載されている。全体的なアーキテクチャ（非特
許文献１　４章）について図１を用いて説明する。図１は、ＬＴＥ方式の通信システムの
構成を示す説明図である。図１において、移動端末１０１に対する制御プロトコル（例え
ばＲＲＣ（Radio Resource Management））とユーザプレイン（例えばPDCP：Packet Data
 Convergence Protocol、RLC: Radio Link Control、MAC：Medium Access Control、PHY:
 Physical layer）が基地局１０２で終端するなら、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Evolved Universal
 Terrestrial Radio Access）は１つあるいは複数の基地局１０２によって構成される。
基地局１０２は、ＭＭＥ１０３（Mobility Management Entity）から通知されるページン
グ信号（Paging Signaling、ページングメッセージ（paging messages）とも称される）
のスケジューリング（Scheduling）及び送信を行う。基地局１０２はＸ２インタフェース
により、お互いに接続される。また基地局１０２は、Ｓ１インタフェースによりＥＰＣ（
Evolved Packet Core）に接続される、より明確にはＳ１＿ＭＭＥインタフェースにより
ＭＭＥ１０３（Mobility Management Entity）に接続され、Ｓ１＿Ｕインタフェースによ
りＳ－ＧＷ１０４（Serving Gateway）に接続される。ＭＭＥ１０３は、複数あるいは単
数の基地局１０２へのページング信号の分配を行う。また、ＭＭＥ１０３は待受け状態（
Idle State）のモビリティ制御（Mobility control）を行う。Ｓ－ＧＷ１０４はひとつま
たは複数の基地局１０２とユーザデータの送受信を行う。
【０００６】
　３ＧＰＰでの、ＬＴＥシステムにおけるフレーム構成に関する現在の決定事項が、非特
許文献１（５章）に記載されている。図２を用いて説明する。図２はＬＴＥ方式の通信シ
ステムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である。図２において、１つの無線
フレーム（Radio frame）は１０ｍｓである。無線フレームは１０個の等しい大きさのサ
ブフレーム（Sub-frame）に分割される。サブフレームは、２個の等しい大きさのスロッ
ト（slot）に分割される。フレーム毎に１番目（＃０）と６番目（＃５）のサブフレーム
に下り同期チャネル（Downlink Synchronization Channel：SCH）が含まれる。同期信号
には第一同期チャネル（Primary Synchronization Channel：P-SCH）と第二同期チャネル
（Secondary Synchronization Channel：S-SCH）がある。サブフレーム単位にてＭＢＳＦ
Ｎ（Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network）用とＭＢＳ
ＦＮ以外のチャネルの多重が行われる。以降、ＭＢＳＦＮ送信用のサブフレームをＭＢＳ
ＦＮサブフレーム（MBSFN sub-frame）と称する。非特許文献２に、ＭＢＳＦＮサブフレ
ームの割り当て時のシグナリング例が記載されている。図３は、ＭＢＳＦＮフレームの構
成を示す説明図である。図３において、ＭＢＳＦＮフレーム（MBSFN frame）毎にＭＢＳ
ＦＮサブフレームが割り当てられる。ＭＢＳＦＮフレームの集合（MBSFN frame Cluster
）がスケジュールされる。ＭＢＳＦＮフレームの集合の繰り返し周期（Repetition Perio
d）が割り当てられる。
【０００７】
　３ＧＰＰでの、ＬＴＥシステムにおけるチャネル構成に関する現在の決定事項が、非特
許文献１に記載されている。物理チャネル（Physical channel）について（非特許文献１
　５章）図４を用いて説明する。図４は、ＬＴＥ方式の通信システムで使用される物理チ
ャネルを説明する説明図である。図４において、物理報知チャネル４０１（Physical Bro
adcast channel：PBCH）は基地局１０２から移動端末１０１へ送信される下りチャネルで
ある。ＢＣＨトランスポートブロック（transport block）は４０ｍｓ間隔中の４個のサ
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ブフレームにマッピングされる。４０ｍｓタイミングの明白なシグナリングはない。物理
制御チャネルフォーマットインジケータチャネル４０２（Physical Control format indi
cator channel: PCFICH）は基地局１０２から移動端末１０１へ送信される。ＰＣＦＩＣ
Ｈは、ＰＤＣＣＨｓのために用いるＯＦＤＭシンボルの数について基地局１０２から移動
端末１０１へ通知する。ＰＣＦＩＣＨはサブフレーム毎に送信される。物理下り制御チャ
ネル４０３（Physical downlink control channel：PDCCH）は基地局１０２から移動端末
１０１へ送信される下りチャネルである。ＰＤＣＣＨは、リソース割り当て（allocation
）、ＤＬ－ＳＣＨ（図５に示されるトランスポートチャネルの１つである下り共有チャネ
ル）に関するＨＡＲＱ情報、ＰＣＨ（図５に示されるトランスポートチャネルの１つであ
るページングチャネル）を通知する。ＰＤＣＣＨは、上りスケジューリンググラント（Up
link Scheduling Grant）を運ぶ。ＰＤＣＣＨは、上り送信に対する応答信号であるＡＣ
Ｋ／Ｎａｃｋを運ぶ。物理下り共有チャネル４０４（Physical downlink shared channel
: PDSCH）は、基地局１０２から移動端末１０１へ送信される下りチャネルである。ＰＤ
ＳＣＨはトランスポートチャネルであるＤＬ-ＳＣＨ（下り共有チャネル）がマッピング
されている。物理マルチキャストチャネル４０５（Physical multicast channel：PMCH）
は基地局１０２から移動端末１０１へ送信される下りチャネルである。ＰＭＣＨはトラン
スポートチャネルであるＭＣＨ（マルチキャストチャネル）がマッピングされている。
【０００８】
　物理上り制御チャネル４０６（Physical Uplink control channel：PUCCH）は移動端末
１０１から基地局１０２へ送信される上りチャネルである。ＰＵＣＣＨは下り送信に対す
る応答信号（response）であるＡＣＫ／Ｎａｃｋを運ぶ。ＰＵＣＣＨはＣＱＩ（Channel 
Quality indicator）レポートを運ぶ。ＣＱＩとは受信したデータの品質、もしくは通信
路品質を示す品質情報である。物理上り共有チャネル４０７（Physical Uplink shared c
hannel：PUSCH）は移動端末１０１から基地局１０２へ送信される上りチャネルである。
ＰＵＳＣＨはＵＬ－ＳＣＨ（図５に示されるトランスポートチャネルの１つである上り共
有チャネル）がマッピングされている。物理ＨＡＲＱインジケータチャネル４０８（Phys
ical Hybrid ARQ indicator channel：PHICH）は基地局１０２から移動端末１０１へ送信
される下りチャネルである。ＰＨＩＣＨは上り送信に対する応答であるＡＣＫ／Ｎａｃｋ
を運ぶ。物理ランダムアクセスチャネル４０９（Physical random access　channel：PRA
CH）は移動端末１０１から基地局１０２へ送信される上りチャネルである。ＰＲＡＣＨは
ランダムアクセスプリアンブル（random access preamble）を運ぶ。
【０００９】
　トランスポートチャネル（Transport channel）について（非特許文献１　５章）図５
を用いて説明する。図５は、ＬＴＥ方式の通信システムで使用されるトランスポートチャ
ネルを説明する説明図である。図５Ａには下りトランスポートチャネルと下り物理チャネ
ル間のマッピングを示す。図５Ｂには上りトランスポートチャネルと上り物理チャネル間
のマッピングを示す。下りトランスポートチャネルについて報知チャネル（Broadcast ch
annel: BCH）はその基地局（セル）全体に報知される。ＢＣＨは物理報知チャネル（PBCH
）にマッピングされる。下り共有チャネル（Downlink Shared channel：DL-SCH）には、
ＨＡＲＱ（Hybrid ARQ）による再送制御が適用される。基地局（セル）全体への報知が可
能である。ダイナミックあるいは準静的（Semi-static）なリソース割り当てをサポート
する。準静的なリソース割り当ては，パーシステントスケジューリング（Persistent Sch
eduling）とも言われる。移動端末の低消費電力化のために移動端末のＤＲＸ（Discontin
uous reception）をサポートする。ＤＬ－ＳＣＨは物理下り共有チャネル（PDSCH）へマ
ッピングされる。ページングチャネル（Paging channel：PCH）は移動端末の低消費電力
を可能とするために移動端末のＤＲＸをサポートする。基地局（セル）全体への報知が要
求される。動的にトラフィックに利用できる物理下り共有チャネル（PDSCH）のような物
理リソース、あるいは他の制御チャネルの物理下り制御チャネル（PDCCH）のような物理
リソースへマッピングされる。マルチキャストチャネル（Multicast channel: MCH）は基
地局（セル）全体への報知に使用される。マルチセル送信におけるＭＢＭＳサービス（MT
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CHとMCCH）のＳＦＮ合成をサポートする。準静的なリソース割り当てをサポートする。Ｍ
ＣＨはＰＭＣＨへマッピングされる。
【００１０】
　上り共有チャネル（Uplink Shared channel：UL-SCH）にはＨＡＲＱ（Hybrid ARQ）に
よる再送制御が適用される。ダイナミックあるいは準静的（Semi-static）なリソース割
り当てをサポートする。ＵＬ－ＳＣＨは物理上り共有チャネル（PUSCH）へマッピングさ
れる。図５Ｂに示されるランダムアクセスチャネル（Random access channel：RACH）は
制御情報に限られている。衝突のリスクがある。ＲＡＣＨは物理ランダムアクセスチャネ
ル（PRACH）へマッピングされる。ＨＡＲＱについて説明する。
【００１１】
　ＨＡＲＱとは自動再送（Automatic Repeat reQuest）と誤り訂正（Forward Error Corr
ection）との組み合わせにより伝送路の通信品質を向上させる技術である。通信品質が変
化する伝送路に対しても再送により誤り訂正が有効に機能するという利点がある。特に再
送にあたって初送の受信結果と再送の受信結果の合成をすることで更なる品質向上を得る
ことも可能である。再送の方法の一例を説明する。受信側にて受信データが正しくデコー
ド出来なかった場合（CRC Cyclic Redundancy Check エラーが発生した場合（CRC=NG））
、受信側から送信側へ「Ｎａｃｋ」を送信する。「Ｎａｃｋ」を受信した送信側はデータ
を再送する。受信側にて受信データが正しくデコードできた場合（CRCエラーが発生しな
い場合（CRC＝OK））、受信側から送信側へ「Ａｃｋ」を送信する。「Ａｃｋ」を受信し
た送信側は次のデータを送信する。ＨＡＲＱ方式の一例として「チェースコンバイニング
」（Chase Combining）がある。チェースコンバイニングとは初送と再送に同じデータ系
列を送信するもので、再送において初送のデータ系列と再送のデータ系列の合成を行うこ
とで利得を向上させる方式である。これは初送データに誤りがあったとしても部分的に正
確なものも含まれており、正確な部分の初送データと再送データとを合成することでより
高精度にデータを送信できるという考え方に基づいている。また、ＨＡＲＱ方式の別の例
としてＩＲ（Incremental Redundancy）がある。ＩＲとは冗長度を増加させるものであり
、再送においてパリティビットを送信することで初送と組み合わせて冗長度を増加させ、
誤り訂正機能により品質を向上させるものである。
【００１２】
　論理チャネル（Logical channel）について（非特許文献１　６章）図６を用いて説明
する。図６は、ＬＴＥ方式の通信システムで使用される論理チャネルを説明する説明図で
ある。図６Ａには下りロジカルチャネルと下りトランスポートチャネル間のマッピングを
示す。図６Ｂには上りロジカルチャネルと上りトランスポートチャネル間のマッピングを
示す。報知制御チャネル（Broadcast control channel：BCCH）は報知システム制御情報
のための下りチャネルである。論理チャネルであるＢＣＣＨはトランスポートチャネルで
ある報知チャネル（BCH）、あるいは下り共有チャネル（DL-SCH）へマッピングされる。
ページング制御チャネル（Paging control channel：PCCH）はページング信号を送信する
ための下りチャネルである。ＰＣＣＨは移動端末のセルロケーションをネットワークが知
らない場合に用いられる。論理チャネルであるＰＣＣＨはトランスポートチャネルである
ページングチャネル（PCH）へマッピングされる。共有制御チャネル（Common control ch
annel：CCCH）は移動端末と基地局間の送信制御情報のためのチャネルである。ＣＣＣＨ
は移動端末がネットワークとの間でＲＲＣ接続（connection）を持っていない場合に用い
られる。ＣＣＣＨを下りに設けるかは現時点で決まっていない。上り方向では、ＣＣＣＨ
はトランスポートチャネルである上り共有チャネル（UL-SCH）へマッピングされる。
【００１３】
　マルチキャスト制御チャネル（Multicast control channel：MCCH）は１対多の送信の
ための下りチャネルである。ネットワークから移動端末への１つあるいはいくつかのＭＴ
ＣＨ用のＭＢＭＳ制御情報の送信のために用いられるチャネルである。ＭＣＣＨはＭＢＭ
Ｓ受信中の移動端末のみに用いられるチャネルである。ＭＣＣＨはトランスポートチャネ
ルである下り共有チャネル(DL-SCH)あるいはマルチキャストチャネル（MCH）へマッピン
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グされる。個別制御チャネル（Dedicated control channel：DCCH）は移動端末とネット
ワーク間の個別制御情報を送信するチャネルである。ＤＣＣＨは上りでは上り共有チャネ
ル（UL-SCH）へマッピングされ、下りでは下り共有チャネル（DL-SCH）にマッピングされ
る。個別トラフィックチャネル（Dedicate Traffic channel：DTCH）はユーザ情報の送信
のための個別移動端末への１対１通信のチャネルである。ＤＴＣＨは上り・下りともに存
在する。ＤＴＣＨは上りでは上り共有チャネル(UL-SCH)へマッピングされ、下りでは下り
共有チャネル（DL-SCH）へマッピングされる。マルチキャストトラフィックチャネル（Mu
lticast Traffic channel：MTCH）はネットワークから移動端末へのトラフィックデータ
送信のための下りチャネルである。ＭＴＣＨはＭＢＭＳ受信中の移動端末のみに用いられ
るチャネルである。ＭＴＣＨは下り共有チャネル（DL-SCH）あるいはマルチキャストチャ
ネル（MCH）へマッピングされる。
【００１４】
　３ＧＰＰでの、Ｅ－ＭＢＭＳサービスに関する現在の決定事項が、非特許文献１に記載
されている。Ｅ－ＭＢＭＳに関する言葉の定義（非特許文献１　１５章）について、図７
を用いて説明する。図７は、ＭＢＳＦＮ同期エリアとＭＢＳＦＮエリアとの関係を説明す
る説明図である。図７において、ＭＢＳＦＮ同期エリア７０１（Multimedia Broadcast m
ulticast service Single Frequency Network Synchronization Area）とは、すべての基
地局が同期し、ＭＢＳＦＮ（Multimedia Broadcast Multicast service Single Frequenc
y Network）送信を実行することができるネットワークの領域のことである。ＭＢＳＦＮ
同期エリアは１つ以上のＭＢＳＦＮエリア（MBSFN Areas）７０２を含む。１つの周波数
レイヤ（frequency layer）では、基地局は１つのＭＢＳＦＮ同期エリアにしか属すこと
ができない。ＭＢＳＦＮエリア７０２（MBSFN Area）は、ネットワークのＭＢＳＦＮ同期
エリアに含まれる基地局（セル）のグループから構成される。ＭＢＳＦＮ同期エリア中の
基地局（セル）は複数のＭＢＳＦＮエリアを構成することもある。
【００１５】
　Ｅ－ＭＢＭＳの論理構造（Logical Architecture）について（非特許文献１　１５章）
図８を用いて説明する。図８は、Ｅ－ＭＢＭＳの論理構造（Logical Architecture）を説
明する説明図である。図８において、マルチセル／マルチキャスト調整エンティティ８０
１（Multi-cell／multicast Coordination Entity：MCE）とは論理エンティティである。
ＭＣＥ８０１は、マルチセルＭＢＭＳ送信（multi-cell MBMS transmission）を行うため
、ＭＢＳＦＮエリア中の全ての基地局に対する無線リソースの割り当てを行う。ＭＣＥ８
０１は時間あるいは／かつ周波数の無線リソースの割り当て以外に、無線構造の詳細（例
えば、変調方式、コードなど）についての決定を行う。Ｅ－ＭＢＭＳゲートウェイ８０２
（MBMS GW）とは論理エンティティである。Ｅ－ＭＢＭＳゲートウェイ８０２はｅＢＭＳ
Ｃと基地局間に位置し、主要な機能は、サービスを各基地局へＳＹＮＣプロトコルにてＭ
ＢＭＳサービスを送信／放送することである。Ｍ３インタフェースとは、ＭＣＥ８０１と
Ｅ－ＭＢＭＳゲートウェイ８０２間の制御インタフェース（Control Plane Interface）
である。Ｍ２インタフェースとは、ＭＣＥ８０１とｅＮＢ１０２間の制御インタフェース
である。Ｍ１インタフェースとは、Ｅ－ＭＢＭＳゲートウェイ８０２とｅＮＢ１０２間の
ユーザデータインタフェース（User Plane Interface）である。
【００１６】
　Ｅ－ＭＢＭＳのアーキテクチャ（Architecture）について（非特許文献１　１５章）説
明する。図９は、Ｅ－ＭＢＭＳのアーキテクチャ（Architecture）を説明する説明図であ
る。Ｅ－ＭＢＭＳのアーキテクチャについては、図９Ａ、Ｂに示すように２つが考えられ
ている。ＭＢＭＳのセルについて（非特許文献１　１５）説明する。ＬＴＥシステムでは
、ＭＢＭＳ専用セル（基地局）（MBMS-dedicated cell）とＭＢＭＳとユニキャストの両
方のサービスを実行できるＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セル（MBMS／Unicast－mixed cel
l）がある。ＭＢＭＳ専用セルについて説明する。ＭＢＭＳ専用セルがＭＢＭＳ送信専用
の周波数レイヤに属する場合の特徴を以下に述べる。以降にて、ＭＢＭＳ送信専用の周波
数レイヤは、ＭＢＭＳ専用セルの周波数レイヤとも称する。ともに下り論理チャネルであ
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るＭＴＣＨ（マルチキャストトラヒックチャネル）とＭＣＣＨ（マルチキャスト制御チャ
ネル）は、１対多送信にて下りトランスポートチャネルであるＭＣＨ（マルチキャストチ
ャネル）あるいはＤＬ－ＳＣＨ（下り共有チャネル）にマッピングされる。ＭＢＭＳ専用
セルにおいて上りリンクは存在しない。また、ＭＢＭＳ専用セル内でユニキャストデータ
の送受信はできない。また、カウンティングメカニズムも設定されない。ＭＢＭＳ送信専
用の周波数レイヤでページング信号（Paging messages）を設けるかは未定である。
【００１７】
　次にＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルについて説明する。ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合
セルがＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤに属さない場合の特徴を以下に述べる。ＭＢＭＳ
送信専用の周波数レイヤ以外の周波数レイヤを「ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤ」
と称する。ともに下り論理チャネルであるＭＴＣＨとＭＣＣＨは、１対多送信にて下り論
理チャネルであるＭＣＨあるいはＤＬ－ＳＣＨにマッピングされる。ＭＢＭＳ／ユニキャ
スト混合セルではユニキャストデータとＭＢＭＳデータの両方の送信が可能である。
【００１８】
　ＭＢＭＳ送信について（非特許文献１　１５章）説明する。ＬＴＥシステムでのＭＢＭ
Ｓ送信は、シングルセル送信（Single-cell transmission：SC送信）とマルチセル送信（
multi-cell transmission：MC送信）をサポートする。シングルセル送信ではＳＦＮ（Sin
gle frequency Network）オペレーションをサポートしない。また、マルチセル送信では
ＳＦＮオペレーションをサポートする。ＭＢＳＦＮ（Multimedia Broadcast multicast s
ervice Single Frequency Network）エリアにてＭＢＭＳの送信は同期している。マルチ
セル送信におけるＭＢＭＳサービス（MTCHとMCCH）のＳＦＮ合成（Combining）がサポー
トされる。ＭＴＣＨとＭＣＣＨは１対多送信にてＭＣＨにマッピングされる。スケジュー
リングはＭＣＥによって行われる。
【００１９】
　マルチキャスト制御チャネル（MCCH）構造（Structure）について（非特許文献　１５
章）説明する。下り論理チャネルである報知制御チャネル(BCCH)は１つあるいは２つのプ
ライマリマルチキャスト制御チャネル（Primary MCCH：P-MCCH）のスケジューリングを示
す。シングルセル送信用のＰ－ＭＣＣＨはＤＬ－ＳＣＨ（下り共有チャネル）にマッピン
グされる。また、マルチセル送信用のＰ－ＭＣＣＨはＭＣＨ（マルチキャストチャネル）
にマッピングされる。ＭＣＨ上にセカンダリマルチキャスト制御チャネル（Secondary MC
CH：S-MCCH）がマッピングされた場合、プライマリマルチキャスト制御チャネル（P-MCCH
）を用いてセカンダリマルチキャスト制御チャネル（S-MCCH）のアドレスを示すことがで
きる。報知制御チャネル（BCCH）はプライマリマルチキャスト制御チャネル（P-MCCH）の
リソースを示すが、入手可能なサービスを示すことはない。
【００２０】
　３ＧＰＰでの、ページングに関する現在の決定事項が、非特許文献１（10章）に記載さ
れている。ページンググループは、Ｌ１／Ｌ２シグナリングチャネル（PDCCH）を用いる
。移動端末の明確な識別子（UE-ID）はページングチャネル(PCH)上で確認することが出来
る。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００２１】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３００　Ｖ８．２．０
【非特許文献２】３ＧＰＰ　Ｒ１－０７２９６３
【非特許文献３】３ＧＰＰ　Ｒ１－０８００７３
【非特許文献４】３ＧＰＰ　Ｒ２－０８０４６３
【非特許文献５】３ＧＰＰ　Ｒ２－０７５５７０
【非特許文献６】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１１　Ｖ８．４．０
【非特許文献７】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３３１　Ｖ８．３．０
【非特許文献８】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３０６　Ｖ８．２．０
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　発明が解決しようとする課題について説明する。非特許文献１において、ＭＢＭＳ送信
専用の周波数レイヤでページング信号が存在するかは決まっていない。よってＭＢＭＳ送
信専用の周波数レイヤでＭＢＭＳサービスを受信している移動端末に対するページング信
号の通知方法、移動体通信システムについても確定していない。本発明では、ＭＢＭＳ送
信専用の周波数レイヤでＭＢＭＳサービスを受信している移動端末に対するページング信
号の通知方法、移動体通信システムについて開示することを目的とする。
【００２３】
　また、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてページング信号を送信する場合、ページン
グ信号を受信した移動端末は応答する必要がある。しかし、ＭＢＭＳ専用セルには上りリ
ンクは存在しない。よって移動端末はユニキャストセルあるいはＭＢＭＳ／ユニキャスト
混合セルに対して、ページング信号に対する応答を送信する必要がある。本発明では、ペ
ージング信号を受信した移動端末がユニキャストセルあるいはＭＢＭＳ／ユニキャスト混
合セルへページング信号に対する応答を送信する方法、及びそのための移動体通信システ
ムについて開示することを目的とする。
【００２４】
　また、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤではない周波数（ユニキャスト／混合周波数レ
イヤ）にて待受け状態（Idle State）にある移動端末においても、ページングメッセージ
の通知方法の詳細は確立されていない。非特許文献１において、ＰＣＨがＰＤＳＣＨある
いはＰＤＣＣＨにマッピングされることが開示されている。また非特許文献１において、
ページンググループはＬ１／Ｌ２シグナリングチャネル（PDCCH）を用いること、及び移
動端末の明確な識別子（UE-ID）はＰＣＨ上で見つけることが出来ることが開示されてい
る。一方、移動端末がどのようにページンググループに分けられ、どのようにＰＣＨが通
知されるのかの開示はない。また移動端末がどのように待受け状態にて間欠受信するかの
開示もない。本発明ではユニキャスト／混合周波数レイヤにて待ちうけ状態にある移動端
末へのページング信号の通知方法の詳細、及びそのための移動体通信システムについて開
示することを目的とする。
【００２５】
　また、非特許文献１において、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤの存在、及びＭＢＭＳ
専用セルの存在や特徴については開示されている。一方、移動端末がＭＢＭＳ送信専用の
周波数レイヤに移動する方法や所望のサービスを選択するまでの方法などの開示はない。
さらには、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいて、複数のＭＢＳＦＮエリアの存在が
議論されているが、ＭＢＳＦＮエリアの多重方法の開示はない。本発明では、ＭＢＳＦＮ
エリアの多重方法について開示することを目的とする。さらには、多重方法に沿った、Ｍ
ＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにて所望のサービスを選択するまでの方法、及びそのため
の移動体通信システムについて開示することを目的とする。
【００２６】
　また、非特許文献１において、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤの存在、及びＭＢＭＳ
専用セルの存在や特徴については開示されている。一方、移動端末がＭＢＭＳ送信専用の
周波数レイヤに移動する方法や、所望のサービスを選択するまでの方法などの開示はない
。さらには、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいて、複数のＭＢＳＦＮエリアの存在
が議論されているが、ＭＢＳＦＮエリアの多重方法の開示はない。本発明では、ＭＢＳＦ
Ｎエリアの多重方法について開示することを目的とする。さらには、多重方法に沿った、
ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにて所望のサービスを選択するまでの方法、及びそのた
めの移動体通信システムについて開示することを目的とする。
【００２７】
　また、ＭＢＭＳ専用基地局では上りリンクが存在しない。移動端末が移動し、下りリン
ク（下り信号、下り電波）を受信可能な基地局が変わった場合、または／かつ受信可能な
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下りリンク中の最良（受信電力が最大など）の基地局（セル）が変わった場合であっても
移動端末からＭＢＭＳ専用基地局に対しては通知する手段はない。よってＭＢＭＳ専用基
地局で構成されたＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいては、現在の移動体通信システ
ムの構成及び通信方法では、移動端末のモビリティ管理が不可能であるという問題が生じ
る。本発明では、ＭＢＭＳ専用基地局で構成されたＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにお
いても、移動端末のモビリティ管理が可能となる通信方法、及びそのための移動体通信シ
ステムについて開示することを目的とする。
【００２８】
　また、ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤにおいて移動端末は、一定周期にて測定（
measurement）を行う必要がある。周期は上位レイヤより指示される。メジャメントは、
移動端末が移動し下りリンク（下り信号、下り電波）を受信可能な基地局が変わったこと
、受信可能な下りリンク中の最良（受信電力が最大など）の基地局（セル）が変わったこ
となどを移動端末が認識するためにも必要な動作である。そのため、移動端末がメジャメ
ントを行わなければ、移動体通信システムとしてモビリティ（Mobility）管理が不可能と
なる。一方、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＳＦＮ同期エリア（MBSFN Synchr
onization Area）を構成している基地局と，ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤを構成
している基地局とは非同期である。よって現在の移動体通信システムの構成及び通信方法
では、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービスを受信中の移動端末がユニ
キャスト／ミクスド周波数レイヤのメジャメントを行うために、ＭＢＭＳ受信が中断して
しまうという課題が発生する。本発明では、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭ
Ｓサービスを受信中の移動端末が、ＭＢＭＳサービスの受信を中断することなくユニキャ
スト／ミクスド周波数レイヤのメジャメントを行うことが可能となる通信方法、及びその
ための移動体通信システムについて開示することを目的とする。
【００２９】
　また、非特許文献１において、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤの存在、及びＭＢＭＳ
専用セルの存在や特徴については開示されている。一方、移動端末がＭＢＭＳ送信専用の
周波数レイヤに移動する方法や所望のサービスを選択するまでの方法などの開示はない。
ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにて所望のサービスを選択するまでの方法、及びそのた
めの移動体通信システムについて開示することを目的とする。
【００３０】
　また、非特許文献１の１５章より、ＭＢＳＦＮエリアはＭＢＳＦＮ送信を実現するため
調整された、ＭＢＳＦＮ同期エリアの中のセルグループから成り立つことが理解できる。
よって、ＭＢＳＦＮエリアが異なるとＭＢＳＦＮ送信が実現されない場合があることにな
る。よって以下の課題が発生する。ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤにおいて、ＭＢ
ＭＳ専用セル、ないしユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルから、マルチセル送信されたＭＢ
ＭＳサービスを受信している移動端末が、ハンドオーバを行う場合以下の問題が生じる。
ハンドオーバ元（現在のサービングセル）のユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルとハンドオ
ーバ先（新しくサービングセルとして選択する基地局（新しいサービングセル：New Serv
ing cell））のユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルが、同じＭＢＳＦＮエリアに属していな
い場合を考える。ＭＢＳＦＮエリアが異なれば、受信可能なＭＢＭＳのサービス内容が異
なる可能性がある。よってハンドオーバによりＭＢＭＳサービス受信の中断が発生すると
いう問題が生じる。
【課題を解決するための手段】
【００３１】
　本発明に係る通信システムは、基地局から移動端末への下りアクセス方式としてＯＦＤ
Ｍ方式を使用し、移動端末から基地局への上りアクセス方式としてＳＣ－ＦＤＭＡ方式を
使用する通信システムにおいて、各々単一の周波数でＭＢＭＳが提供される複数のＭＢＳ
ＦＮエリアが設定されており、複数のＭＢＳＦＮエリアに属する基地局は、複数のＭＢＳ
ＦＮエリアそれぞれのＭＢＳＦＮエリアＩＤをＢＣＣＨで送信し、移動端末は、ＢＣＣＨ
により複数のＭＢＳＦＮエリアそれぞれのＭＢＳＦＮエリアＩＤを受信するものである。
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【００３２】
　本発明に係る基地局は、ＭＢＭＳを提供する通信システムで用いられる基地局において
、各々単一の周波数でＭＢＭＳが提供される複数のＭＢＳＦＮエリアに属し、複数のＭＢ
ＳＦＮエリアそれぞれのＭＢＳＦＮエリアＩＤをＢＣＣＨで送信するものである。
【００３３】
　本発明に係る移動端末は、ＭＢＭＳを提供する通信システムで用いられる移動端末にお
いて、各々単一の周波数でＭＢＭＳが提供される複数のＭＢＳＦＮエリアに属する基地局
から送信されたＢＣＣＨにより、複数のＭＢＳＦＮエリアそれぞれのＭＢＳＦＮエリアＩ
Ｄを受信するものである。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明に係る通信システム、基地局及び移動体端末によれば、単一の周波数でＭＢＭＳ
（Multimedia Broadcast Multicast Service）が提供されるＭＢＳＦＮ（Multimedia Bro
adcast multicast service Single Frequency Network）エリアが２つ以上設定される通
信システムにおいて、ＭＢＳＦＮエリアの多重方法を確立することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】ＬＴＥ方式の通信システムの構成を示す説明図である。ＬＴＥ方式の通信システ
ムの構成を示す説明図である。
【図２】ＬＴＥ方式の通信システムで使用される無線フレームの構成を示す説明図である
。
【図３】ＭＢＳＦＮ（Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Netw
ork）フレームの構成を示す説明図である。
【図４】ＬＴＥ方式の通信システムで使用される物理チャネルを説明する説明図である。
【図５】ＬＴＥ方式の通信システムで使用されるトランスポートチャネルを説明する説明
図である。
【図６】ＬＴＥ方式の通信システムで使用される論理チャネルを説明する説明図である。
【図７】ＭＢＳＦＮ同期エリアとＭＢＳＦＮエリアの関係を説明する説明図である。
【図８】Ｅ－ＭＢＭＳの論理構造（Logical Architecture）を説明する説明図である。
【図９】Ｅ－ＭＢＭＳのアーキテクチャ（Architecture）を説明する説明図である。
【図１０】本発明に係る移動体通信システムの全体的な構成を示すブロック図である。
【図１１】移動端末の構成を示すブロック図である。
【図１２】基地局の構成を示すブロック図である。
【図１３】ＭＭＥ（Mobility Management Entity）の構成を示すブロック図である。
【図１４】ＭＣＥ（Multi-cell/multicast Coordination Entity）の構成を示すブロック
図である。
【図１５】ＭＢＭＳゲートウェイの構成を示すブロック図である。
【図１６】ＬＴＥ方式の通信システムにおいて移動端末がＭＢＭＳの利用開始及び利用修
了までの処理の概略を示すフローチャートである。
【図１７】ユニキャスト側のセルセレクションを説明するフローチャートである。
【図１８】ＭＢＭＳサーチ処理を示すフローチャートである。
【図１９】ＭＢＭＳサービス選択処理を示すフローチャートである。
【図２０】ＭＢＭＳ側受信状況通知処理を示すフローチャートである。
【図２１】ユニキャスト側メジャメント処理を説明するフローチャートである。
【図２２】ＭＢＭＳ受信時における間欠受信処理を説明するフローチャートである。
【図２３】ＭＴＣＨ受信処理とＭＢＭＳ受信終了処理を示すフローチャートである。
【図２４】ユニキャスト側間欠受信処理、ＭＢＭＳ受信終了処理を示すフローチャートで
ある。
【図２５】ＭＢＳＦＮ同期エリアを構成する複数のＭＢＳＦＮエリアを示す説明図である
。
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【図２６】ＭＢＳＦＮエリアが時分割多重された場合のＭＢＳＦＮ同期エリアの物理チャ
ネルへのマッピング概念図である。
【図２７】ＭＢＳＦＮエリアが符号分割多重された場合のＭＢＳＦＮ同期エリアの物理チ
ャネルへのマッピング概念図である。
【図２８】ＭＢＳＦＮ同期エリアを構成する複数のＭＢＳＦＮエリアを示す説明図であっ
て、複数のＭＢＳＦＮエリアをカバーするＭＢＳＦＮエリアを示す説明図である。
【図２９】カバーしているＭＢＳＦＮエリアとカバーされているＭＢＳＦＮエリアが時分
割多重され、カバーされているＭＢＳＦＮエリア間の多重方法は符号分割多重である場合
のＭＢＳＦＮ同期エリアの物理チャネルへのマッピングを示す説明図である。
【図３０】移動端末へのＭＢＭＳデータの送信が停止され、移動端末でのＭＢＭＳデータ
の受信動作が停止する間欠受信期間と、間欠受信を行う周期である間欠受信周期の関係を
示す説明図である。
【図３１】トラッキングエリアリストの詳細を説明する説明図である。
【図３２】ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおけるページング信号をマッピングするチャ
ネル構成例である。
【図３３】ページング信号を物理マルチキャストチャネル（ＰＭＣＨ）上のページング信
号ののる物理領域にマッピングする方法の一例を示す説明図である。
【図３４】ページング信号を物理マルチキャストチャネル（ＰＭＣＨ）上のページング信
号ののる物理領域にマッピングする方法の一例を示す説明図である。
【図３５】カバーしているＭＢＳＦＮエリアとカバーされているＭＢＳＦＮエリアが時分
割多重され、カバーされているＭＢＳＦＮエリア間の多重方法は符号分割多重である場合
のＭＢＳＦＮ同期エリアの物理チャネルへのマッピングを示す説明図である。
【図３６】複数のＭＢＳＦＮエリアを含むＭＢＳＦＮエリアに制御情報を伝達するため、
マルチキャスト制御チャネルにページング関連の信号をマッピングする方法を示す説明図
である。
【図３７】受信中のマルチキャスト制御チャネルの品質を測定する処理を示すフローチャ
ートである。
【図３８】移動端末の能力の概念を示す表である。
【図３９】ＭＢＳＦＮ（Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Ne
twork）エリア毎に設けられた物理マルチキャストチャネルの構成を示す説明図である。
【図４０】ＭＢＳＦＮ（Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Ne
twork）エリア毎に設けられた物理マルチキャストチャネルの構成を示す説明図である。
【図４１】ＭＢＳＦＮエリア毎に設けられたＰＭＣＨの構成を示す説明図である。
【図４２】ＭＢＳＦＮエリア内でマルチセル送信されるページング専用の物理チャネルの
構成を示す説明図である。
【図４３】ＭＢＳＦＮサブフレームの構成を示す説明図である。
【図４４】ページング信号をページング専用チャネル（DPCH）にマッピングする方法を示
す説明図である。
【図４５】ページング信号をページング専用チャネル（DPCH）にマッピングする方法を示
す説明図である。
【図４６】ＭＢＳＦＮ同期エリア内でマルチセル送信される物理チャネル(メインPMCH)の
構成を示す説明図である。
【図４７】メインＰＭＣＨが送信される無線フレームの構成について示す説明図である。
【図４８】同期チャネルＳＣＨと同じサブフレーム内でメインＰＭＣＨが送信される無線
フレームの構成について示す説明図である。
【図４９】ページング信号用領域を設けたメインＰＭＣＨの構成を示す説明図である。
【図５０】ＭＢＳＦＮエリアもしくはＭＢＳＦＮ同期エリア内の一部のセルにページング
信号を送信する方法を示す説明図である。
【図５１】ページング信号を送信しないセルで設けたセル毎のパディング用コードの例を
示す説明図である。
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【図５２】ページング送信セル識別用コードを用いる方法を示す説明図である。
【図５３】ＭＢＭＳ関連情報とページング信号をマルチキャスト制御チャネル（MCCH）に
情報要素として乗せる場合のマッピング方法を示す説明図である。
【図５４】論理チャネルＰＣＣＨを論理チャネルＭＴＣＨ、ＭＣＣＨと多重してトランス
ポートチャネルＭＣＨに載せる場合のマッピング方法を示す説明図である。
【図５５】論理チャネルＰＣＣＨをトランスポートチャネルＰＣＨにのせ、論理チャネル
ＭＴＣＨとＭＣＣＨを多重してトランスポートチャネルＭＣＨにのせ、さらにＰＣＨとＭ
ＣＨとを多重化して物理マルチキャストチャネルに乗せる場合のマッピング方法を示す説
明図である。
【図５６】ページング信号を論理チャネルＰＣＣＨをトランスポートチャネルＰＣＨにの
せ、論理チャネルＭＴＣＨとＭＣＣＨを多重してトランスポートチャネルＭＣＨにのせ、
さらにＰＣＨをページング専用の物理チャネルに乗せる場合のマッピング方法を示す説明
図である。
【図５７】ＭＢＳＦＮ同期エリア共通の物理チャネルとしてメインＰＭＣＨを設けた場合
のマッピング方法を示す説明図である。
【図５８】ユニキャスト側メジャメント処理を示すフローチャートである。
【図５９】ＭＴＣＨ受信処理を示すフローチャートである。
【図６０】ＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨの構成を示す説明図である。
【図６１】ＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨの構成を示す説明図である。
【図６２】移動端末へのＭＢＭＳデータの送信が停止され、移動端末でのＭＢＭＳデータ
の受信動作が停止する間欠受信期間と、間欠受信を行う周期である間欠受信周期の関係を
示す説明図である。
【図６３】ＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨの構成を示す説明図である。
【図６４】実施の形態１２で説明するＭＢＭＳのサーチ方法を示すフローチャートである
。
【図６５】ＭＢＳＦＮ同期エリア内のメインＰＭＣＨの構成を示す説明図である。
【図６６】ＭＢＳＦＮ同期エリアのメインＰＭＣＨの構成を示す説明図である。
【図６７】実施の形態１２で説明するＭＢＭＳのサーチ方法を示すフローチャートである
。
【図６８】ＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨの構成を示す説明図である。
【図６９】ＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨの構成を示す説明図である。
【図７０】ＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨの構成を示す説明図である。
【図７１】間欠受信情報の一例を示す説明図である。
【図７２】間欠受信情報の一例を示す説明図である。
【図７３】本発明の課題の説明図である。
【図７４】ＭＢＳＦＮサブフレームの割当て情報の通知およびページング信号がマッピン
グされるページングアケージョンの導出を行う場合のシーケンス図である。
【図７５】ＤＲＸ期間も考慮に入れた場合の各セルにおけるＭＢＳＦＮエリア毎のＭＢＳ
ＦＮサブフレーム構成を説明する図面である。
【図７６】実施の形態１５におけるＭＢＭＳ受信時間欠受信準備処理を説明するフローチ
ャートである。
【図７７】実施の形態１５におけるＭＢＭＳ受信時における間欠受信処理を説明するフロ
ーチャートである。
【図７８】実施の形態１６におけるトラッキングエリアリストの詳細を説明する図面であ
る。
【図７９】実施の形態１６におけるトラッキングエリアリストの詳細を説明する図面であ
る。
【図８０】ひとつのＭＢＳＦＮエリア内の任意のＭＢＭＳ専用セルをトラッキングエリア
としたことを説明する図面である。
【図８１】実施の形態１７におけるトラッキングエリアリストの詳細を説明する図面であ
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る。
【図８２】複数のＭＢＳＦＮエリア内の任意のＭＢＭＳ専用セルによってトラッキングエ
リアが構成されていることを説明する図面である。
【図８３】受信可能なＭＢＭＳに関する報知、ＭＢＭＳサーチ、ＭＢＭＳサービス選択処
理を示すフローチャートである。
【図８４】サービス番号とサービス内容の対応付けを説明する表である。
【図８５】受信可能なＭＢＭＳに関する報知、ＭＢＭＳサーチ、ＭＢＭＳサービス選択処
理を示すフローチャートである。
【図８６】ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルからマルチセル送信されたＭＢＭＳサービス
を受信している移動端末がハンドオーバを行う処理を示すフローチャートである。
【図８７】ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルからマルチセル送信されたＭＢＭＳサービス
を受信している移動端末がハンドオーバを行う処理を示すフローチャートである。
【図８８】ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルからマルチセル送信されたＭＢＭＳサービス
を受信している移動端末がハンドオーバを行う処理を示すフローチャートである。
【図８９】ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルからマルチセル送信されたＭＢＭＳサービス
を受信している移動端末がハンドオーバを行う処理を示すフローチャートである。
【図９０】ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルからマルチセル送信されたＭＢＭＳサービス
を受信している移動端末がハンドオーバを行う処理を示すフローチャートである。
【図９１】ＭＢＳＦＮサブフレームをＭＢＳＦＮエリアで多重する概念を示す説明図であ
る。
【図９２】本発明の課題を説明する説明図である。
【図９３】ページング信号がマッピングされるページングアケージョンの無線フレーム中
のサブフレームの決定を行う場合のシーケンス図である。
【図９４】ページング信号がマッピングされるページングアケージョンの無線フレーム中
のサブフレームの決定を行う場合のシーケンス図である。
【図９５】ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとMBSFNサブフレー
ムを除いたサブフレーム数の対応表である。
【図９６】ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとMBSFNサブフレー
ム番号の対応表である。
【図９７】実施の形態２３の変形例５で用いる、ページングアケージョンの無線フレーム
中のサブフレームの決定を行う場合のシーケンス図である。
【図９８】一つのＭＢＳＦＮエリア内に二つのＴＡ（ＭＢＭＳ）（TA（MBMS）#1、TA（MB
MS）#2）が構成される場合を説明する図である。
【図９９】ＴＡ（ＭＢＭＳ）毎にページング信号をＴＤＭしてマッピングすることを説明
する図である。
【図１００】同一のＭＢＳＦＮサブフレーム内にページング信号専用チャネルとＰＭＣＨ
を設けた構成を説明する図である。
【図１０１】ページング情報を各物理チャネルの物理領域にマッピングする方法を説明す
る図である。
【図１０２】ＭＢＳＦＮエリア内の各セルのシステム帯域を説明する図である。
【図１０３】各セルから傘下の移動端末にシステム帯域を報知する方法を説明する図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
実施の形態１．
　図１０は、本発明に係る移動体通信システムの全体的な構成を示すブロック図である。
図１０において、移動端末１０１は基地局１０２と制御データ（C-plane）、ユーザデー
タ（U-plane）の送受信を行う。基地局１０２は、ユニキャストの送受信のみ扱うユニキ
ャストセル１０２－１、ユニキャストとＭＢＭＳサービス（ＭＴＣＨとＭＣＣＨ）の送受
信を扱う混合セル１０２―２、ＭＢＭＳサービスの送受信のみを扱うＭＢＭＳ専用セル１
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０１－３に分類される。ユニキャストの送受信を扱うユニキャストセル１０２－１とＭＢ
ＭＳ／ユニキャスト混合セル（混合セル、ミクスドセル）１０２－２は、ＭＭＥ１０３と
インタフェースＳ１＿ＭＭＥにより接続される。更にユニキャストの送受信を扱うユニキ
ャストセル１０２－１と混合セル１０２－２は、ユニキャストのユーザデータの送受信の
ためにＳ－ＧＷ１０４とインタフェースＳ１＿Ｕにより接続される。ＭＭＥ１０３はイン
タフェースＳ１１によりＰＤＮＧＷ（Packet Data Network Gateway）９０２と接続され
る。ＭＣＥ８０１は、マルチセル（MC）送信を行うため、ＭＢＳＦＮエリア中の全ての基
地局１０２に対して無線リソースの割り当てを行う。例えば１つあるいは複数のＭＢＭＳ
／ユニキャスト混合セル１０２－２にて構成されるＭＢＳＦＮエリア＃１と１つあるいは
複数のＭＢＭＳ専用セル１０１－３にて構成されるＭＢＳＦＮエリア＃２が存在した場合
を考える。ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セル１０２－２はＭＢＳＦＮエリア＃１中の全て
の基地局のための無線リソースを割り当てるＭＣＥ８０１―１とインタフェースＭ２で接
続される。またＭＢＭＳ専用セル１０２―３はＭＢＳＦＮエリア＃２中の全ての基地局の
ための無線リソースを割り当てるＭＣＥ８０１―２とインタフェースＭ２で接続される。
【００３７】
　ＭＢＭＳ　ＧＷ８０２は制御データを取り扱うＭＢＭＳ　ＣＰ８０２―１とユーザデー
タを取り扱うＭＢＭＳ　ＵＰ８０２―２に分類できる。ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セル
１０２―２及びＭＢＭＳ専用セル１０２―３は、ＭＢＭＳ関連の制御データの送受信のた
めにインタフェースＭ１にてＭＢＭＳ　ＣＰ８０２―１と接続される。また、ＭＢＭＳ／
ユニキャスト混合セル１０２―２及びＭＢＭＳ専用セル１０２―３は、ＭＢＭＳ関連のユ
ーザデータの送受信のためにインタフェースＭ１＿ＵにてＭＢＭＳ　ＵＰ８０２―２と接
続される。ＭＣＥ８０１はＭＢＭＳ関連の制御データの送受信のためにインタフェースＭ
３にてＭＢＭＳ　ＣＰ８０２―１と接続される。ＭＢＭＳ　ＵＰ８０２―２はインタフェ
ースＳＧｉｍｂにてｅＢＭＳＣ９０１と接続される。ＭＢＭＳ　ＧＷ８０２はインタフェ
ースＳＧｍｂにてｅＢＭＳＣ９０１と接続される。ｅＢＭＳＣ９０１はコンテンツプロバ
イダと接続される。また、ｅＢＭＳＣ９０１はインタフェースＳＧｉにてＰＤＮＧＷ９０
２と接続される。ＭＣＥ８０１は新たなインタフェースであるＭＭＥ―ＭＣＥ間インター
フェース（ＩＦ）にてＭＭＥ１０３と接続される。
【００３８】
　図１１は、本発明で用いる移動端末１０１の構成を示すブロック図である。図１１にお
いて、移動端末１０１の送信処理は以下のとおり実行される。まず、プロトコル処理部１
１０１からの制御データ、アプリケーション部１１０２からのユーザデータが送信データ
バッファ部１１０３へ保存される。送信データバッファ部１１０３に保存されたデータは
エンコーダー部１１０４へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコー
ド処理を施さずに送信データバッファ部１１０３から変調部１１０５へ直接出力されるデ
ータが存在しても良い。エンコーダー部１１０４でエンコード処理されたデータは変調部
１１０５にて変調処理が行われる。変調されたデータはベースバンド信号に変換された後
、周波数変換部１１０６へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ１
１０７から基地局１０２に送信信号が送信される。また、移動端末１０１の受信処理は以
下のとおり実行される。基地局１０２からの無線信号がアンテナ１１０７により受信され
る。受信信号は、周波数変換部１１０６にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換
され、復調部１１０８において復調処理が行われる。復調後のデータはデコーダー部１１
０９へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータのうち、
制御データはプロトコル処理部１１０１へ渡され、ユーザデータはアプリケーション部１
１０２へ渡される。移動端末の一連の処理は制御部１１１０によって制御される。よって
制御部１１１０は、図面では省略しているが、各部（１１０１～１１０９）と接続してい
る。
【００３９】
　図１２は、基地局１０２の構成を示すブロック図である。基地局１０２の送信処理は以
下のとおり実行される。ＥＰＣ通信部１２０１は、基地局１０２とＥＰＣ（MME103及びS-
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GW104）間のデータの送受信を行う。他基地局通信部１２０２は、他の基地局との間のデ
ータの送受信を行う。ＥＰＣ通信部１２０１、他基地局通信部１２０２はそれぞれプロト
コル処理部１２０３と情報の受け渡しを行う。プロトコル処理部１２０３からの制御デー
タ、またＥＰＣ通信部１２０１と他基地局通信部１２０２からのユーザデータ及び制御デ
ータが送信データバッファ部１２０４へ保存される。送信データバッファ部１２０４に保
存されたデータはエンコーダー部１２０５へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施
される。エンコード処理を施さずに送信データバッファ部１２０４から変調部１２０６へ
直接出力されるデータが存在しても良い。エンコードされたデータは変調部１２０６にて
変調処理が行われる。変調されたデータはベースバンド信号に変換された後、周波数変換
部１２０７へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ１２０８より一
つもしくは複数の移動端末１０１に対して送信信号が送信される。また、基地局１０２の
受信処理は以下のとおり実行される。ひとつもしくは複数の移動端末１０１からの無線信
号がアンテナ１２０８により受信される。受信信号は周波数変換部１２０７にて無線受信
周波数からベースバンド信号に変換され、復調部１２０９で復調処理が行われる。復調さ
れたデータはデコーダー部１２１０へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。
デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部１２０３あるいはＥＰＣ通
信部１２０１、他基地局通信部１２０２へ渡され、ユーザデータはＥＰＣ通信部１２０１
、他基地局通信部１２０２へ渡される。基地局１０２の一連の処理は制御部１２１１によ
って制御される。よって制御部１２１１は図面では省略しているが各部（1201～1210）と
接続している。
【００４０】
　図１３は、ＭＭＥ（Mobility Management Entity）の構成を示すブロック図である。Ｐ
ＤＮ　ＧＷ通信部１３０１はＭＭＥ１０３とＰＤＮ　ＧＷ９０２間のデータの送受信を行
う。基地局通信部１３０２はＭＭＥ１０３と基地局１０２間をＳ１＿ＭＭＥインタフェー
スによるデータの送受信を行う。ＰＤＮ　ＧＷ９０２から受信したデータがユーザデータ
であった場合、ユーザデータはＰＤＮ　ＧＷ通信部１３０１からユーザプレイン処理部１
３０３経由で基地局通信部１３０２に渡され、１つあるいは複数の基地局１０２へ送信さ
れる。基地局１０２から受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは基
地局通信部１３０２からユーザプレイン処理部１３０３経由でＰＤＮ　ＧＷ通信部１３０
１に渡され、ＰＤＮ　ＧＷ９０２へ送信される。
【００４１】
　ＭＣＥ通信部１３０４はＭＭＥ１０３とＭＣＥ８０１間をＭＭＥ―ＭＣＥ間ＩＦによる
データの送受信を行う。ＰＤＮ　ＧＷ９０２から受信したデータが制御データであった場
合、制御データはＰＤＮ　ＧＷ通信部１３０１から制御プレイン制御部１３０５へ渡され
る。基地局１０２から受信したデータが制御データであった場合、制御データは基地局通
信部１３０２から制御プレイン制御部１３０５へ渡される。ＭＣＥ８０１から受信した制
御データはＭＣＥ通信部１３０４から制御プレイン制御部１３０５へ渡される。制御プレ
イン制御部１３０５での処理の結果は、ＰＤＮ　ＧＷ通信部１３０１経由でＰＤＮ　ＧＷ
９０２へ送信され、また基地局通信部１３０２経由でＳ１＿ＭＭＥインタフェースにより
１つあるいは複数の基地局１０２へ送信され、またＭＣＥ通信部１３０４経由でＭＭＥ―
ＭＣＥ間ＩＦにより１つあるいは複数のＭＣＥ８０１へ送信される。制御プレイン制御部
１３０５には、ＮＡＳセキュリティ部１３０５－１、ＳＡＥベアラコントロール部１３０
５－２、アイドルステート（Idle State）モビリティ管理部１３０５―３などが含まれ、
制御プレインに対する処理全般を行う。ＮＡＳセキュリティ部１３０５―１はＮＡＳ（No
n-Access Stratum）メッセージのセキュリティなどを行う。ＳＡＥベアラコントロール部
１３０５―２はＳＡＥ（System Architecture Evolution）のベアラの管理などを行う。
アイドルステートモビリティ管理部１３０５―３は、待受け（LTE‐IDLE状態、単にアイ
ドルとも称される）状態のモビリティ管理、待受け状態時のページング信号の生成及び制
御、傘下の１つあるいは複数の移動端末１０１のトラッキングエリア（TA）の追加、削除
、更新、検索、トラッキングエリアリスト（TA List）管理などを行う。ＭＭＥはＵＥが
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登録されている（registered）追跡領域（トラッキングエリア：tracking Area：TA）に
属するセルへページングメッセージを送信することで、ページングプロトコルに着手する
。ＭＭＥ１０３の一連の処理は制御部１３０６によって制御される。よって制御部１３０
６は図面では省略しているが各部（1301～1305）と接続している。
【００４２】
　図１４は、ＭＣＥ（Multi-cell／multicast Coordination Entity）の構成を示すブロ
ック図である。ＭＢＭＳ　ＧＷ通信部１４０１はＭＣＥ８０１とＭＢＭＳ　ＧＷ８０２間
をＭ３インタフェースによる制御データの送受信を行う。基地局通信部１４０２はＭＣＥ
８０１と基地局１０２間をＭ２インタフェースによる制御データの送受信を行う。ＭＭＥ
通信部１４０３はＭＣＥ８０１とＭＭＥ１０３間をＭＭＥ―ＭＣＥ間ＩＦによる制御デー
タの送受信を行う。ＭＣ送信スケジューラ部１４０４は、ＭＢＭＳ　ＧＷ通信部１４０１
経由で渡されたＭＢＭＳ　ＧＷ８０２からの制御データと、基地局通信部１４０２経由で
渡されたＭＢＳＦＮ（Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Netw
ork）エリア内の基地局１０２からの制御データと、ＭＭＥ通信部１４０３経由で渡され
たＭＭＥ１０３からの制御データを用いて、自分が管理している１つあるいは複数のＭＢ
ＳＦＮエリアのマルチセル送信のスケジューリングを行う。スケジューリングの一例とし
ては基地局の無線リソース（時間、周波数など）、無線構造（変調方式、コードなど）な
どが挙げられる。マルチセル送信のスケジューリング結果は、基地局通信部１４０２に渡
され、ＭＢＳＦＮエリア内の１つあるいは複数の基地局１０２へ送信される。ＭＣＥ８０
１の一連の処理は制御部１４０５によって制御される。よって制御部１４０５は図面では
省略しているが各部（１４０１～１４０４）と接続している。
【００４３】
　図１５はＭＢＭＳゲートウェイの構成を示すブロック図である。図１５において、ＭＢ
ＭＳ　ＧＷ８０２のｅＢＭＳＣ通信部１５０１は、ＭＢＭＳ　ＧＷ８０２とｅＢＭＳＣ９
０１間のデータ（ユーザデータ、制御データ）の送受信を行う。ＭＣＥ通信部１５０２は
ＭＢＭＳ　ＧＷ８０２とＭＣＥ８０１間をＭ３インタフェースによる制御データの送受信
を行う。ｅＢＭＳＣ９０１から受信した制御データは、ｅＢＭＳＣ通信部１５０１経由で
、ＭＢＭＳ　ＣＰ部１５０３に渡り、ＭＢＭＳ　ＣＰ部１５０３での処理後、ＭＣＥ通信
部１５０２経由で、１つあるいは複数のＭＣＥ８０１へ送信される。ＭＣＥ８０１から受
信した制御データは、ＭＣＥ通信部１５０２経由で、ＭＢＭＳ　ＣＰ部１５０３に渡り、
ＭＢＭＳ　ＣＰ部１５０３での処理後、ｅＢＭＳＣ通信部１５０１経由で、ｅＢＭＳＣ９
０１または／かつＭＣＥ８０１へ送信される。基地局通信部１５０４はＭＢＭＳ　ＧＷ８
０２と１つあるいは複数の基地局へＭ１＿Ｕインタフェースによるユーザデータ（トラヒ
ックデータとも称される）の送信を行う。ｅＢＭＳＣ９０１から受信したユーザデータは
、ｅＢＭＳＣ通信部１５０１経由で、ＭＢＭＳ　ＵＰ部１５０５に渡り、ＭＢＭＳ　ＵＰ
部１５０５での処理後、基地局通信部１５０４経由で、１つあるいは複数の基地局１０２
へ送信される。ＭＢＭＳ　ＣＰ部１５０３とＭＢＭＳ　ＵＰ部１５０５は接続している。
ＭＢＭＳ　ＧＷ８０２の一連の処理は制御部１５０６によって制御される。よって制御部
１５０６は図面では省略しているが各部（１５０１～１５０６）と接続している。
【００４４】
　次に図１６に本発明にかかる移動体通信システムとしての処理の流れの一例を示す。図
１６は、ＬＴＥ方式の通信システムにおいて移動端末がＭＢＭＳの利用開始から利用修了
までの処理の概略を示すフローチャートである。図１６のステップＳＴ１６０１にて移動
端末は、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルでのサービングセルのセルセレクションを行う
。以降、ステップ１６０１の処理を「ユニキャスト側セルセレクション」と称する。ステ
ップＳＴ１６０１－１にてネットワーク側は移動端末に対して「受信可能なＭＢＭＳに関
する報知」処理を行う。具体的には、現在利用可能なＭＢＭＳサービスが存在することや
、その周波数に関する情報（周波数のリスト）が、ネットワーク側から移動端末に通知さ
れる。ＳＴ１６０１－１の処理によって移動端末は、利用可能なＭＢＭＳサービスが存在
することやその周波数を知ることができるので、受信可能周波数を総当り的に検索する必
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要がなくなる。このことは、移動端末が現在の周波数以外の周波数からのサービスを受信
するまでの制御遅延を短くするという効果を奏する。
【００４５】
　ステップＳＴ１６０２にて移動端末は、ステップＳＴ１６０１でネットワーク側から通
知された情報を基に、ＭＢＭＳ送信専用セルのサーチ処理を行う。サーチ処理の具体例と
しては、タイミング同期（無線フレームタイミングによる同期）や、システム帯域幅、送
信アンテナ数、ＭＢＳＦＮエリア識別子（ＩＤ）（MBSFNエリア番号とも称される。）、
ＭＣＣＨ（マルチキャスト制御チャネル）関連情報などのシステム情報の取得などがある
。以降、ステップ１６０２の処理を「ＭＢＭＳのサーチ」と称する。ステップＳＴ１６０
３にて移動端末は、ネットワーク側からＭＢＭＳ送信専用セルにおいて、ＭＢＭＳサービ
ス（MCCH及びMTCH）を受信するための情報を受信する。以降、ステップ１６０３の処理を
「ＭＢＭＳ　Ａｒｅａ情報取得」と称する。ステップＳＴ１６０４にてユーザ（移動端末
）は、ステップＳＴ１６０３にてネットワーク側から受信したＭＢＭＳサービスを受信す
るための情報を用いて、ユーザが所望するＭＢＭＳサービスを選択する。以降、ステップ
１６０４の処理を「ＭＢＭＳサービス選択」と称する。
【００４６】
　先に説明した課題のとおり、ＬＴＥ方式による通信システムでは、ＭＢＭＳサービスが
提供する放送データを移動端末に送信するための下りリンクのみを設け、上りリンクを省
くことで簡略なシステム構成を実現するＭＢＭＳ送信専用のセルを設けることが検討され
ている。上記説明のステップ１６０１－１からステップＳＴ１６０４は、かかるＭＢＭＳ
送信専用セルによるＭＢＭＳサービスを選択するまでの方法を開示した。上記説明の一連
の処理により、移動端末がＭＢＭＳ送信専用セルにて所望のＭＢＭＳサービスを受信する
ことが出来るという効果を奏する。
【００４７】
　ステップＳＴ１６０５にて移動端末は、ステップＳＴ１６０３にてネットワーク側から
受信したＭＢＭＳサービスを受信するための情報を用いて、ＭＢＭＳ送信専用セルからＭ
ＢＭＳデータを間欠受信するための準備を行う。以降、ステップ１６０５の処理を「ＭＢ
ＭＳ受信時　間欠受信準備」と称する。ステップＳＴ１６０６にて移動端末は、ネットワ
ーク側にＭＢＭＳ送信専用セルにおける、ＭＢＭＳの受信状況を通知する「ＭＢＭＳ側受
信状況通知」処理を行う。ＭＢＭＳ送信専用セルは上りリンクを設けていないので、ＭＢ
ＭＳ専用セルでＭＢＭＳデータを受信している移動端末はネットワーク側に位置登録を行
うことができない。この場合、ネットワーク側は移動端末の存在するセルを特定できない
ので、当該移動端末宛ての着信が発生した場合にページング信号を送ることが困難であっ
た。本ステップＳＴ１６０６によりネットワーク側は、当該移動端末がＭＢＭＳ送信専用
セルにてＭＢＭＳサービスを受信している旨を知ることができ、移動端末を追跡すること
が可能になるので、ＭＢＭＳ送信専用セルでＭＢＭＳサービスを利用中の移動端末宛てに
着信が発生したとき、ページング情報をＭＭＥ１０３、ＭＣＥ８０１－１経由でＭＢＭＳ
送信専用セルに転送し、ＭＢＭＳサービスを利用中の移動端末に個別着信が発生したこと
を知らせることができる。したがって、ＭＢＭＳ送信専用セルでＭＢＭＳサービスを利用
中の移動端末に対するページングに関する課題を解決することができる。
【００４８】
　ステップＳＴ１６０７にて、移動端末はユニキャストセル（図10 102-1）または／かつ
ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セル（図10　102-2）の電解強度測定やセル選択を含む測定
（メジャメント）処理を行う。この処理を「Ｕｎｉｃａｓｔ側メジャメント」と称する。
ステップＳＴ１６０７により移動端末は、ＭＢＭＳ送信専用セルにおいてＭＢＭＳデータ
を受信中であっても、ユニキャストセル（図10 102-1）やＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セ
ル（図10 102-2）の測定やセル選択、位置登録などの処理を行うことが可能となる。この
メジャメント処理を行うことにより、ＭＢＭＳ送信専用セルにてＭＢＭＳサービスを利用
している移動端末は送信対象となるユニキャストセル、あるいはＭＢＭＳ／ユニキャスト
混合セルを選択、更新しているので、上りリンクが存在しないＭＢＭＳ専用セルにおける
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モビリティを確保することが可能になるという効果を得る。このため、ＭＢＭＳ専用セル
でＭＢＭＳサービスを利用している移動端末は、確実に位置登録などモビリティに関する
処理を、たとえばユニキャストセルまたは、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルを介して行
うことが可能となり、したがって、ネットワーク側はＭＢＭＳ送信専用セルでＭＢＭＳサ
ービスを利用している移動端末にページング信号を送ることが可能になる。また、当該移
動端末は、ユニキャスト／混合周波数レイヤとの測定を通じた下り同期確立をメジャメン
ト周期により行う。これにより、本発明の課題である、上りリンクが存在しないＭＢＭＳ
送信専用セルにおいて、移動端末がＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルを介してページング
信号に対する応答を送信する場合であっても、制御遅延を小さくすることができる。
【００４９】
　ステップＳＴ１６０８にて、移動端末は、ページング信号を受信するため間欠受信を行
う。より具体的には、当該移動端末宛ての個別着信が発生した場合、ネットワーク側は、
ＭＢＭＳ送信専用セルにて構成されるＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤからＭＢＭＳサー
ビスを受信している移動端末に対して、ＭＢＭＳ送信専用セルの下りリンクを介してペー
ジング信号を送信する。ステップＳＴ１６０５～ステップＳＴ１６０８にて、本発明の課
題である、ＭＢＭＳ送信専用セルでＭＢＭＳサービスを利用している移動端末に、ページ
ングを通知することが可能になる。
【００５０】
　ステップＳＴ１６０８の「ＭＢＭＳ受信時　間欠受信」にてページング信号を受信しな
かった移動端末は、ステップＳＴ１６０９にてマルチキャストトラヒックチャネル（MTCH
）を介してＭＢＭＳ送信専用セルから送信されたＭＢＭＳトラヒックデータを受信する。
以降、ステップＳＴ１６０８の処理を「ＭＴＣＨ受信」と称する。「ＭＴＣＨ受信」を行
っている移動端末は、「Ｕｎｉｃａｓｔ側メジャメント」のタイミングにてステップＳＴ
１６０７へ移行する。あるいは「ＭＴＣＨ受信」を行っている移動端末は、受信感度が悪
くなった場合にステップＳＴ１６０２、あるいはステップＳＴ１６０４、あるいはステッ
プＳＴ１６１２へ移行する。一方、ステップＳＴ１６０８の「ＭＢＭＳ受信時　間欠受信
」にてページング信号を受信した移動端末は、ステップＳＴ１６１０にて、ＭＢＭＳ送信
専用周波数レイヤの周波数（ｆ（ＭＢＭＳ））からユニキャスト／ミクスド周波数レイヤ
の周波数（ｆ（Ｕｎｉｃａｓｔ））に周波数を変更し、制御データの送受信を行う。以降
、ステップＳＴ１６１０の処理を「Ｕｎｉｃａｓｔ側　間欠受信」と称する。これにより
当該移動端末は、ユニキャストセルあるいは混合セルを介してネットワーク側へページン
グ信号に対する応答など上りデータを送信することが可能となる。ステップＳＴ１６１１
、ステップＳＴ１６１２にて移動端末は、ネットワーク側へＭＢＭＳ送信専用周波数レイ
ヤ（ＭＢＭＳ送信専用セル）におけるＭＢＭＳデータの受信を終了する旨を通知する。ス
テップＳＴ１６１１によりネットワーク側は、当該移動端末がＭＢＭＳサービスの利用を
終了する旨を知ることが出来る。ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤによるＭＢＭＳサービス
の利用を終了した移動端末に対しては、ユニキャストセルあるいは混合セルを介してペー
ジング信号を送信すればよいので、ネットワーク側がＭＢＭＳ送信セルの下りリンクを介
してページング信号を通知する処理を中止することができ、ＭＢＭＳ送信専用セルの無線
リソースの有効活用を図る。
【００５１】
実施の形態２．
　本実施の形態においては、図１７を用いて、実施の形態１で述べた移動体通信システム
の処理の流れの詳細な具体例について説明する。図１７はユニキャスト側のセルセレクシ
ョンを説明するフローチャートである。ステップＳＴ１７０１にて、ユニキャストセル、
ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セル（単に混合セル（Mixed cell）とも称する）は第一同期
チャネル（Primary Synchronization Channel：P-SCH）と第二同期チャネル（Secondary 
Synchronization Channel：S-SCH）、リファレンス信号（リファレンスシンボルとも称さ
れる。Reference Symbol：RS）を傘下の移動端末に対して報知する。ステップＳＴ１７０
２にて、移動端末は基地局（ユニキャストセルまたは／かつ混合セル）からのＰ－ＳＣＨ
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、Ｓ－ＳＣＨ、ＲＳを受信する。ステップＳＴ１７０３にて、移動端末は受信したＰ－Ｓ
ＣＨ、Ｓ－ＳＣＨ、ＲＳを用いて初期セルサーチ動作を行う。現在３ＧＰＰで議論されて
いるセルサーチ動作の詳細を説明する。第一段階として移動端末は、移動体通信システム
として３種類の規定シーケンスが存在する第一同期チャネル（P-SCH）をブラインド検出
する。Ｐ－ＳＣＨは周波数としてはシステム帯域幅の中心７２サブキャリアに、時間的と
しては無線フレーム毎に１番目（＃０）と６番目（＃５）にマッピングされる。よってＰ
－ＳＣＨをブラインド検出した移動端末は、５ｍｓタイミング検出と、セルグループ（先
のＰ－ＳＣＨの３週類のシーケンスに対応する１～３グループ）を知ることが出来る。第
二段階として、移動端末は、第二同期チャネル（S-SCH）をブラインド検出する。Ｓ－Ｓ
ＣＨのマッピング位置はＰ－ＳＣＨと同様である。Ｓ－ＳＣＨをブラインド検出した移動
端末は１０ｍｓタイミング検出（フレーム同期）とセル識別子（Cell ID）を知ることが
出来る。
【００５２】
　ステップＳＴ１７０４にて移動端末は、セルセレクションを行う。セルセレクションは
移動端末が複数の基地局からの下り受信感度を測定した測定結果を用いて、サービング基
地局（セル）になり得る条件を満足した基地局を１つ選択する処理である。サービング基
地局になり得る条件の具体例としては、複数の基地局からの下り受信感度の中でもっとも
受信感度が良いもの、あるいはサービング基地局の受信感度の最低閾値を超えた基地局な
どが考えられる。実際に移動端末が測定する値としては、リファレンスシンボル受信電力
（Reference Symbol received power：RSRP）、Ｅ－ＵＴＲＡキャリア受信信号強度値（E
-UTRA carrier received signal strength indicator：RSSI）などがある。サービング基
地局とは、当該移動端末のスケジューリングを担当する基地局である。当該移動端末のサ
ービング基地局以外の基地局であっても、他の移動端末にとってはサービング基地局にな
り得る。つまりユニキャストセルあるいは、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルの全ての基
地局はスケジューリング機能を有し、いずれかの移動端末のサービング基地局となり得る
。ステップＳＴ１７０５にて、ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルは論
理チャネルのひとつである報知制御チャネル(BCCH)を用いて報知情報を送信する。報知情
報の具体例は、メジャメント周期、間欠受信周期、トラッキングエリア情報（TA情報）な
どがある。メジャメント周期とはネットワーク側が傘下の移動端末に通知する周期であっ
て、この周期にしたがって移動端末は電界強度などの測定を行う。間欠受信周期とは、移
動端末が待受け状態（Idle State）時にページング信号を受信するために、周期的にペー
ジング信号をモニタする周期である。ＴＡ情報とは「追跡領域」（Tracking Area）に関
する情報である。ＭＭＥはＵＥが登録されている追跡領域に属する各ｅＮＢにページング
メッセージを送ることにより、ページング処理を開始する（TS36.300　19.2.2.1）。ステ
ップＳＴ１７０６にて、移動端末はサービング基地局からＢＣＣＨを介してメジャメント
周期、間欠受信周期、ＴＡ情報などを受信する。
【００５３】
　ステップＳＴ１７０７にてユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルはＢＣ
ＣＨを用いて、移動端末に対して、利用可能なＭＢＭＳサービスの周波数、つまり受信可
能なＭＢＳＦＮ同期エリア（MBSFN Synchronization Area）の周波数（f（MBMS）と称す
る）を１つあるいは複数報知する。Ｗ－ＣＤＭＡ通信システムではプリファード周波数情
報（Preferred frequency information：PL情報）というパラメータが存在した。ＰＬ情
報はネットワーク側で論理チャネルであるマルチキャスト制御チャネル（MCCH）にマッピ
ングされ、傘下の移動端末に対して報知される。しかし、ＬＴＥシステムにおいては、Ｍ
ＢＭＳサービスを提供しないユニキャストセルを設けることが予定されており、かかるユ
ニキャストセルでは、ＭＢＭＳ用のチャネルであるＭＣＣＨを用いてｆ（ＭＢＭＳ）を報
知する方法は採用できないという問題がある。
【００５４】
　ステップＳＴ１７０８にて、移動端末は、サービング基地局からＢＣＣＨを用いて送信
されたｆ（ＭＢＭＳ）を受信する。ｆ（ＭＢＭＳ）を移動端末が受信することで、移動端



(20) JP 5855289 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

末は現在の周波数以外でサービスが存在する可能性のある周波数について総当り的に検索
する必要がなくなる。このことは、移動端末が現在の周波数以外の周波数からのサービス
を受信するまでの制御遅延を短くするという効果を奏する。ステップＳＴ１７０７、ステ
ップＳＴ１７０８は実施の形態１で述べた「受信可能なＭＢＭＳに関する報知」の詳細な
具体例である。ここで、移動体通信システムとしてｆ（ＭＢＭＳ）が静的（Static）ある
いは準静的（Semi-Static）に決定しておけば、基地局よりｆ（ＭＢＭＳ）を報知せずに
上記移動端末が現在の周波数以外の周波数からサービスを受信するまでの制御遅延が短く
なるという効果を得ることができる。さらに、ｆ（ＭＢＭＳ）を報知する必要がなくなる
ので、無線リソースの有効活用という効果も合わせて得ることができる。
【００５５】
　一方、ステップＳＴ１７０７とステップＳＴ１７０８において、ｆ（ＭＢＭＳ）に加え
て各ｆ（ＭＢＭＳ）におけるシステム帯域幅、送信アンテナ数を基地局からＢＣＣＨを用
いて報知することも可能である。これにより、ステップＳＴ１７０８にて、移動端末は、
サービング基地局からＢＣＣＨを用いて送信されたｆ（ＭＢＭＳ）を受信することにより
、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいて、システム情報（システム帯域幅、送信アン
テナ数）を取得する必要がなくなるので、制御遅延を短くすることができるという効果を
得ることができる。なぜならｆ（ＭＢＭＳ）を受信するためにユニキャスト／周波数レイ
ヤにおいてはサービング基地局からのＢＣＣＨを受信する必要があるので、情報（システ
ム帯域幅、送信アンテナ数）が増えたとしても移動端末の処理時間としてはさほど長くは
ならない。一方、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤに移ってから、ＭＢＭＳ送信専用の周
波数レイヤのシステム情報を取得するためには、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおけ
るＢＣＣＨを受信する必要があり、あらたに別のチャネルのデコード処理が必要となるた
め、制御遅延が発生する。
【００５６】
　ステップＳＴ１７０９にて移動端末は、プロトコル処理部１１０１あるいは制御部１１
１０にて保管している現在のトラッキングエリアリスト（TA List）中に、ステップＳＴ
１７０６で受信したサービング基地局のＴＡ情報が含まれているか確認する。含まれてい
る場合、図１８のステップＳＴ１７２０へ移行する。含まれていない場合はステップＳＴ
１７１０を実行する。ステップＳＴ１７１０にて移動端末は、「アタッチリクエスト」(A
ttach Request)をサービング基地局へ送信して通知する。「アタッチリクエスト」に含ま
れる情報としては、移動端末の識別子（IMSI（International Mobile Subscriber Identi
ty）あるいはS-TMSI（S-Temporary Mobile Subscriber Identity, S-TMSIは単にTemporar
y Mobile Subscriber Identity（TMSI）と称されることもある）、移動端末の能力（Capa
bility）などがある。ステップＳＴ１７１１にて「アタッチリクエスト」を受信したサー
ビング基地局は、ステップＳＴ１７１２にて「アタッチリクエスト」をＭＭＥ（Mobility
 Management Entity）あるいはＨＳＳ（Home Subscriber Server）へ送信する。ステップ
ＳＴ１７１３にてＭＭＥは「アタッチリクエスト」を受信する。ＭＭＥのアイドルステー
トモビリティ管理部１３０５－３は、各移動端末のトラッキングエリアリストを管理して
いる。ステップＳＴ１７１４にてＭＭＥは当該移動端末の管理しているトラッキングエリ
アリストに当該移動端末のサービング基地局が含まれているか確認する。含まれている場
合は、図１８のステップＳＴ１７１６へ移行する。含まれていない場合はステップＳＴ１
７１５を実行する。ステップ１７１５にてＭＭＥのアイドルステートモビリティ管理部１
３０５－３は、当該移動端末の管理しているトラッキングエリアリストに当該移動端末の
サービング基地局のＴＡ情報を追加（あるいは更新）する処理を行う。ステップＳＴ１７
１６にてＭＭＥは「アタッチアクセプト」（Attach Accept）をサービング基地局へ通知
する。「アタッチアクセプト」に含まれる情報としては、トラッキングエリアリスト、移
動端末へ与えられる識別子（S-TMSIなど）などがある。ステップＳＴ１７１７にて「アタ
ッチアクセプト」を受信したサービング基地局は、ステップＳＴ１７１８にて「アタッチ
アクセプト」を当該移動端末へ通知する。ステップＳＴ１７１９にて移動端末は「アタッ
チアクセプト」を受信する。
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【００５７】
　図１８は、ＭＢＭＳサーチ処理を示すフローチャートである。図１８のステップ１７２
０～ステップ１７２５は、実施の形態１で述べた「ＭＢＭＳのサーチ」の具体的な処理で
ある。ステップＳＴ１７２０にて移動端末は、ステップＳＴ１７０８にて受信可能なＭＢ
ＳＦＮ同期エリアの周波数（あるいはMBMS送信専用の周波数レイヤの周波数）を受信した
か確認する。つまりｆ（ＭＢＭＳ）を１つ以上受信したか確認する。存在しなかった場合
（ｆ（ＭＢＭＳ）無）、処理を終了する。存在した場合（ｆ（ＭＢＭＳ）有）、ステップ
ＳＴ１７２１を実行する。ステップＳＴ１７２１にて移動端末は、ユーザがｆ（ＭＢＭＳ
）にてＭＢＭＳサービスを受信する意思があるかどうかを確認する。確認の具体例として
は、ユーザがＭＢＭＳサービスを受信する意思が有る場合にユーザインタフェースを用い
て移動端末に対して指示を送り、移動端末はユーザの意思をプロトコル処理部１１０１へ
保管する。ステップＳＴ１７２１にて移動端末はプロトコル処理部１１０１に保管されて
いるＭＢＭＳサービスを受信する意思の有無を確認する。ＭＢＭＳサービスを受信する意
思がなければ、ステップＳＴ１７２１の処理を繰り返す。繰り返す方法としては、一定周
期で移動端末がステップＳＴ１７２１の判断を行う方法、あるいはユーザからのユーザイ
ンタフェースを通じたＭＢＭＳサービスを受信する意思の変更通知があった際にステップ
ＳＴ１７２１あるいは、ステップＳＴ１７２０を行う方法などがある。ＭＢＭＳサービス
を受信する意思があれば、ステップＳＴ１７２２へ移行する。ステップＳＴ１７２２にて
移動端末は、周波数変換部１１０７（シンセサイザ）の設定周波数を変更し、中心周波数
をｆ（ＭＢＭＳ）へ変更することによりＭＢＭＳのサーチ動作を開始する。周波数変換部
１１０７の設定周波数を変更し、中心周波数を変更することをリチューン（re-tune）と
称する。ステップＳＴ１７２３にて、ＭＢＭＳ専用セルは第一同期チャネル（Primary Sy
nchronization Signal：P-SCH）と第二同期チャネル（Secondary Synchronization Signa
l：S-SCH）、レファレンス信号（RS（MBMS））、ＢＣＣＨを傘下の移動端末に対して報知
する。ステップＳＴ１７２４にて、移動端末はＭＢＭＳ専用セルからのＰ－ＳＣＨ、Ｓ－
ＳＣＨ、ＲＳ（ＭＢＭＳ）、ＢＣＣＨ（報知制御チャネル）を受信する。
【００５８】
　ステップＳＴ１７２５にて移動端末はＭＢＭＳのサーチ動作を行う。そのさい移動端末
は、参照信号（ＲＳ）を用いて受信品質を測定する。現在３ＧＰＰで議論されているＭＢ
ＭＳ送信専用の周波数レイヤにおけるサーチ動作について説明する。Ｐ－ＳＣＨにＭＢＭ
Ｓ送信専用の周波数レイヤにおいて専用的に用いるシーケンスを追加する。追加の専用シ
ーケンスは、静的に規定されたものとする。第一段階として移動端末は、追加の専用のシ
ーケンスにてＰ－ＳＣＨをブラインド検出する。Ｐ－ＳＣＨは周波数的にはシステム帯域
幅の中心７２サブキャリアに、時間的としては無線フレーム毎に１番目（＃０）と６番目
（＃５）にマッピングされる。よってＰ－ＳＣＨをブラインド検出した移動端末は、５ｍ
ｓタイミング検出することができる。また、Ｐ－ＳＣＨはマルチセル送信される。第二段
階として移動端末は、Ｓ－ＳＣＨをブラインド検出する。Ｓ－ＳＣＨのマッピング位置は
Ｐ－ＳＣＨと同様である。Ｓ－ＳＣＨをブラインド検出した移動端末は１０ｍｓタイミン
グ検出（フレーム同期）とＭＢＳＦＮエリアＩＤを知ることが出来る。またＳ－ＳＣＨは
マルチセル送信される。第二段階で得たＭＢＳＦＮエリアＩＤと関連付けられているスク
ランブリングコード（Scrambling Code）を用いてＢＣＣＨを受信する。移動端末は、Ｂ
ＣＣＨをデコードすることにより、ＭＣＣＨ（マルチキャスト制御チャネル）のスケジュ
ーリングを得ることが出来る。このデコード処理は、前記ＭＢＳＦＮエリアＩＤと関連付
けられているスクランブリングコード（Scrambling Code）を用いる。またＢＣＣＨはマ
ルチセル送信される。本発明では、さらにＢＣＣＨをデコードすることによりｆ（ＭＢＭ
Ｓ）におけるシステム帯域幅、ｆ（ＭＢＭＳ）における送信アンテナ数を得ることが出来
るものとする。ここで、移動体通信システムとしてｆ（ＭＢＭＳ）におけるシステム帯域
幅、送信アンテナ数を静的（Static）あるいは準静的（Semi-Static）に決定しておけば
、基地局よりｆ（ＭＢＭＳ）におけるシステム帯域幅または／かつ送信アンテナ数を報知
する必要がなく、無線リソースの有効活用という効果を得ることができる。さらにデコー
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ドおよび、パラメータ（ｆ（ＭＢＭＳ）におけるシステム帯域幅または／かつ送信アンテ
ナ数）の変更が不要となるので移動端末の低消費電力化、制御遅延の削減という効果を得
ることが出来る。
【００５９】
　本発明では、更にＭＣＣＨのスケジューリングについて検討する。現在の３ＧＰＰの規
格においてＭＢＳＦＮ同期エリア（Multimedia Broadcast multicast service Single Fr
equency Network Synchronization Area f（MBMS））は１つ以上のＭＢＳＦＮエリア（MB
SFN Areas）を支持することができることになっている（図７参照）。一方、ひとつの周
波数（Single Frequency）であるｆ（ＭＢＭＳ）で複数のＭＢＳＦＮエリアをどのように
多重するのかは決まっていない。ここではＭＢＳＦＮエリアの多重方法が異なった場合で
あっても本発明が適応可能となるように多重方法ごとに「ＭＢＭＳ　サーチ」処理を説明
する。
【００６０】
　まず、ＭＢＳＦＮエリアが時分割多重（TDM：Time Division Multiplexing）された場
合について説明する。ＭＢＳＦＮエリアが複数存在した場合の基地局の地理的なロケーシ
ョンの概念図を図２５に示す。図２５はＭＢＳＦＮ同期エリアを構成する複数のＭＢＳＦ
Ｎエリアを示す説明図である。図２５において、１つのＭＢＳＦＮ同期エリア中にＭＢＳ
ＦＮエリア１、ＭＢＳＦＮエリア２、ＭＢＳＦＮエリア３の３つのエリアが存在する。ス
テップＳＴ１７２５にて得られるＢＣＣＨ中のＭＣＣＨのスケジューリングの具体例につ
いては現在の３ＧＰＰでは詳細議論がされていない。本発明の課題であるＭＢＭＳ送信専
用の周波数レイヤにて所望のサービスを選択するまでの方法、及びそのための移動体通信
システムを開示するために、ＭＢＳＦＮエリアが時分割多重された場合のＢＣＣＨ中のＭ
ＣＣＨのスケジューリングの具体例について示す。図２６は、ＭＢＳＦＮエリアが時分割
多重された場合のＭＢＳＦＮ同期エリアの物理チャネルへのマッピング概念図である。
【００６１】
　図２６は、ひとつのＭＢＳＦＮ同期エリアにおいて、複数のＭＢＭＦＮエリアへのチャ
ネルが時分割多重されている概念を示す。ひとつのＭＢＳＦＮ同期エリアに含まれる各Ｍ
ＢＦＳＮエリアは時間的に同期しているため、Ｐ－ＳＣＨ（第一同期チャネル）はＭＢＳ
ＦＮエリア１内のＭＢＭＳ専用セル、ＭＢＳＦＮエリア２内のＭＢＭＳ専用セル、ＭＢＳ
ＦＮエリア３内のＭＢＭＳ専用セルとも同じタイミングで送信されている。また、追加の
専用シーケンスを用いるとすれば全てのＭＢＳＦＮエリア内のＰ－ＳＣＨのシーケンスは
同じとなる。よってＰ－ＳＣＨを用いて、ＭＢＳＦＮ同期エリア内にて同じ情報を同じタ
イミングで送信することになる。また、前記の通り、ＭＢＳＦＮエリアＩＤがＳ－ＳＣＨ
（第二同期チャネル）によって送信されることが考えられている。その場合はＳ－ＳＣＨ
はＭＢＳＦＮエリア毎に異なる情報がＭＢＳＦＮ同期エリアにて同じタイミングで送信さ
れることになる。この場合、各ＭＢＳＦＮエリア内の全ＭＢＭＳ専用セルからは同じ情報
が同じタイミングで送信されることになる。移動体通信システムは、ＢＣＣＨを用いた送
信を行う際に、ＭＢＳＦＮエリアＩＤと関連付けられたスクランブリングコードを乗算す
る。このスクランブリングコードは、Ｓ－ＳＣＨ（第二同期チャネル）を用いて移動端末
に通知される。よって、ＭＢＳＦＮエリア毎に異なる情報がＢＣＣＨを用いてＭＢＳＦＮ
同期エリアにて同じタイミングで送信されることになる。一方、ＢＣＣＨの内容はＭＢＳ
ＦＮエリア内の全ＭＢＭＳ専用基地局にて同じである。移動端末はＢＣＣＨをデコードす
ることによって、ＭＣＣＨのスケジューリングを取得することができる。
【００６２】
　現在の３ＧＰＰ通信システムでは、非特許文献２のとおり、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混
合セルにおけるＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てについて検討されている。ＬＴＥ方式
の通信システムで設けられるＭＢＭＳ専用セルにはユニキャスト用のサブフレームが存在
しないため、全てがＭＢＳＦＮサブフレームとなる。しかし、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混
合セルとＭＢＭＳ専用セルの構成を可能な限りにおいて整合させることは重要である。よ
って非特許文献２で開示されている「ＭＢＳＦＮフレームクラスター」（MBSFN frame Cl
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uster）について考え方を踏襲した上で、ＭＢＭＳ専用セルのスケジューリングについて
の方法を開示する。さらに、ＭＢＳＦＮサブフレーム内のＭＣＣＨのスケジューリングに
ついても説明する。図２６において、ＭＢＳＦＮフレームクラスターが繰り返される周期
をＭＢＳＦＮフレームクラスター繰り返し期間（MBSFN frame Cluster Repetition Perio
d）とする。また、ＭＣＣＨが送信される周期をＭＣＣＨ繰り返し期間（MCCH Repetiton 
Period）とする。ＭＢＳＦＮフレームクラスターがＭＣＣＨ繰り返し期間より小さい場合
について説明する。
【００６３】
　図２６において、ＭＣＣＨのスケジューリングとしてＭＣＣＨがマッピングされる時間
のスターティングポイント値およびＭＣＣＨ繰り返し期間を通知することを考える。更に
具体的には、ＭＣＣＨ繰り返し期間の指定には無線フレームを用いる。スターティングポ
イント値の指定にはＳＦＮ（System Frame Number）を用いる。ＭＣＣＨ繰り返し期間の
指定に無線フレーム以外を用いても良い、具体例としてサブフレームなどがある。スター
ティングポイント値の指定にＳＦＮ以外を用いても良い、具体例として何らかの基準値か
らのオフセット値などがある。ＭＣＣＨが無線フレーム中の一部のサブフレームにマッピ
ングされている場合などは、スターティングポイントとしてＳＦＮかつサブフレーム番号
などが通知されても良い。スターティングポイント値を求める具体的な計算式は、スター
ティングポイント値＝（MCCHがマッピングされる先頭のSFN番号）ｍｏｄ（MCCH繰り返し
期間）で表される。図２６において、ＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨスターティングポイ
ント値１は、１ｍｏｄ７＝１あるいは８ｍｏｄ７＝１・・・となり、ＭＢＳＦＮエリア１
のＭＣＣＨスケジューリングのパラメータはＭＣＣＨ繰り返し期間１「７」、スターティ
ングポイント値１「１」となる。また、ＭＢＳＦＮエリア２のＭＣＣＨスターティングポ
イント値２は、４ｍｏｄ７＝４　・・・となりＭＢＳＦＮエリア２のＭＣＣＨスケジュー
リングのパラメータはＭＣＣＨ繰り返し期間２「７」、スターティングポイント値２「４
」となる。また、ＭＢＳＦＮエリア３のＭＣＣＨスターティングポイント値３は、６ｍｏ
ｄ７＝６　・・・となりＭＢＳＦＮエリア３のＭＣＣＨスケジューリングのパラメータは
ＭＣＣＨ繰り返し期間３「７」、オフセット値３「６」となる。この時のＳＦＮはＢＣＣ
Ｈにマッピングされているとすれば無線フレームごとに報知され、ＭＣＣＨスターティン
グポイント値からＭＣＣＨを受信する際にも有効である。
【００６４】
　つまりＭＢＳＦＮエリア１に属する基地局から送信されるデータとしては、次のように
なる。前記追加の専用シーケンスであるＰ－ＳＣＨ（第一同期チャネル）、ＭＢＳＦＮエ
リアＩＤ１などがマッピングされたＳ－ＳＣＨ１（第二同期チャネル）、ＭＣＣＨスター
ティングポイント値１「１」、ＭＣＣＨ繰り返し期間１「７」などがマッピングされ、ス
クランブリングコード１がかけられたＢＣＣＨ１、ＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨ１とＭ
ＴＣＨ１が送信される。ＭＢＳＦＮエリア１に属する基地局から３は時分割多重されるの
で、ＭＢＳＦＮエリア１が送信している期間は、ＭＢＳＦＮエリア２、３に属する基地局
からのＭＣＣＨ２、３とＭＴＣＨ２、３は送信停止（DTX: Discontinuous transmission
）となる。ＭＣＣＨ１とＭＴＣＨ２にはスクランブリングコード１がかけられても良い。
ＭＣＣＨ１とＭＴＣＨ１にスクランブリングコードをかけることにより、ＭＢＳＦＮエリ
ア固有のデータ（BCCH，MCCH，MTCH）への処理が統一されるという効果を得ることが出来
る。反対にＭＣＣＨ及びＭＴＣＨは時分割多重（TDM）であるので、ＭＢＳＦＮエリア固
有のスクランブリングコードをかけなくても良い。ＭＣＣＨ１とＭＴＣＨ１にスクランブ
リングコードをかけないことにより、基地局側でのエンコード処理、移動端末側でのデコ
ード処理の負荷が軽くなり、データ受信までの遅延が減るという効果を得ることが出来る
。
【００６５】
　ＭＢＳＦＮエリア１同様にＭＢＳＦＮエリア２に属する基地局から送信されるデータと
しては、次のようになる。前記追加の専用シーケンスであるＰ－ＳＣＨ（第一同期チャネ
ル）、ＭＢＳＦＮエリアＩＤ２などがマッピングされたＳ－ＳＣＨ２（第二同期チャネル
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）、ＭＣＣＨスターティングポイント値２「４」、ＭＣＣＨ繰り返し期間２「７」などが
マッピングされ、スクランブリングコード２がかけられたＢＣＣＨ２、ＭＢＳＦＮエリア
２に属する基地局のＭＣＣＨ２とＭＴＣＨ２が送信される。この期間、ＭＢＳＦＮエリア
１、３に属する基地局のＭＣＣＨ１、３とＭＴＣＨ１、３は送信停止（ＤＴＸ）となる。
ＭＢＳＦＮエリア１同様にＭＢＳＦＮエリア３に属する基地局から送信されるデータとし
ては、次のようになる。前記追加の専用シーケンスであるＰ－ＳＣＨ（第一同期チャネル
）、ＭＢＳＦＮエリアＩＤ３などがマッピングされたＳ－ＳＣＨ３(第二同期チャネル)、
ＭＣＣＨスターティングポイント値３「６」、ＭＣＣＨ繰り返し期間３「７」などがマッ
ピングされ、スクランブリングコード３がかけられたＢＣＣＨ３、ＭＢＳＦＮエリア３の
ＭＣＣＨ３とＭＴＣＨ３が送信される。この期間、ＭＢＳＦＮエリア１、２に属する基地
局のＭＣＣＨ１、２とＭＴＣＨ１、２は送信停止（ＤＴＸ）となる。図２６においては便
宜上ＭＣＣＨとＭＴＣＨが無線フレーム単位で時分割されている例を示しているが、ＭＣ
ＣＨとＭＴＣＨの多重方法が別の方法であっても、時分割多重の単位が無線フレーム単位
以外であっても本発明は適用可能である。また移動体通信システムとしてＭＣＣＨ繰り返
し期間を静的（Static）あるいは準静的（Semi-Static）に決定しておけば、基地局より
ＭＣＣＨ繰り返し期間を報知する必要がなくなる。報知する情報が少なくなるので、無線
リソースの有効活用という効果を得ることができる。
【００６６】
　次にＭＢＳＦＮエリアが符号分割多重（CDM：Code Division Multiplexing）された場
合について説明する。ＭＢＳＦＮエリアが複数存在した場合の基地局のロケーションの概
念図は、時分割多重（TDM）の場合と同様である。図２７はＭＢＳＦＮエリアが符号分割
多重された場合のＭＢＳＦＮ同期エリアの物理チャネルへのマッピング概念図である。図
２７において、各ＭＢＳＦＮエリア内ではＭＢＭＳサービス（MCCH，MTCH）が連続的に送
信されていることを想定している。そのような場合は、ＭＢＳＦＮフレームクラスターは
定義しなくてもよい。ＭＢＳＦＮフレームクラスターがＭＣＣＨ繰り返し期間より小さい
場合について説明する。Ｐ－ＳＣＨ（第一同期チャネル）、Ｓ－ＳＣＨ（第二同期チャネ
ル）、ＢＣＣＨの具体例については時分割多重（TDM）の場合と同様であるため説明を省
略する。本発明ではＭＣＣＨのスケジューリングとしてＭＣＣＨがマッピングされる時間
のスターティングポイント値およびＭＣＣＨ繰り返し期間を通知することを考える。更に
具体的には、ＭＣＣＨ繰り返し期間の指定には無線フレーム数を用いる。スターティング
ポイント値の指定にはＳＦＮ（System Frame Number）を用いる。ＭＣＣＨ繰り返し期間
の指定に無線フレーム以外を用いても良い、具体例としてサブフレームなどがある。スタ
ーティングポイント値の指定にＳＦＮ以外を用いても良い、具体例として何らかの基準値
からのオフセット値などがある。ＭＣＣＨが無線フレーム中の一部のサブフレームにマッ
ピングされている場合などは、スターティングポイントとしてＳＦＮかつサブフレーム番
号などが通知されても良い。スターティングポイント値を求める具体的な計算式は、スタ
ーティングポイント値＝（MCCHがマッピングされる先頭のSFN番号）ｍｏｄ（MCCH繰り返
し期間）で表される。図２７においては、ＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨスターティング
ポイント値は、１ｍｏｄ３＝１、あるいは４ｍｏｄ３＝１・・・となりＭＢＳＦＮエリア
１のＭＣＣＨスケジューリングのパラメータはＭＣＣＨ繰り返し期間１「３」、スターテ
ィングポイント値「１」となる。ＭＢＳＦＮエリア２のＭＣＣＨスターティングポイント
値は、１ｍｏｄ２＝１、あるいは３ｍｏｄ２＝１・・・となりＭＢＳＦＮエリア１のＭＣ
ＣＨスケジューリングのパラメータはＭＣＣＨ繰り返し期間２「２」、スターティングポ
イント値「１」となる。ＭＢＳＦＮエリア３のＭＣＣＨスターティングポイント値は、２
ｍｏｄ４＝２・・・となりＭＢＳＦＮエリア３のＭＣＣＨスケジューリングのパラメータ
はＭＣＣＨ繰り返し期間３「４」、スターティングポイント値「２」となる。
【００６７】
　つまりＭＢＳＦＮエリア１に属する基地局から送信されるデータとしては、次のように
なる。ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤ専用のシーケンス（前記追加の専用シーケンス）
であるＰ－ＳＣＨ（第一同期チャネル）、ＭＢＳＦＮエリアＩＤ１などがマッピングされ
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たＳ－ＳＣＨ１（第二同期チャネル）、ＭＣＣＨスターティングポイント値１「１」、Ｍ
ＣＣＨ繰り返し期間１「３」などがマッピングされ、スクランブリングコード１がかけら
れたＢＣＣＨ１、スクランブリングコード１がかけられたＭＢＳＦＮエリア１に属する基
地局のＭＣＣＨ１とＭＴＣＨ１が送信される。ＭＢＳＦＮエリア１同様にＭＢＳＦＮエリ
ア２に属する基地局から送信されるデータとしては、次のようになる。ＭＢＭＳ送信専用
の周波数レイヤ専用のシーケンスであるＰ－ＳＣＨ（第一同期チャネル）、ＭＢＳＦＮエ
リアＩＤ２などがマッピングされたＳ－ＳＣＨ２（第二同期チャネル）、ＭＣＣＨスター
ティングポイント値２「１」、ＭＣＣＨ繰り返し期間２「２」などがマッピングされ、ス
クランブリングコード２がかけられたＢＣＣＨ２、スクランブリングコード２がかけられ
たＭＢＳＦＮエリア２に属する基地局のＭＣＣＨ２とＭＴＣＨ２が送信される。ＭＢＳＦ
Ｎエリア１同様にＭＢＳＦＮエリア３に属する基地局から送信されるデータとしては、次
のようになる。ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤ専用のシーケンスであるＰ－ＳＣＨ（第
一同期チャネル）、ＭＢＳＦＮエリアＩＤ３などがマッピングされたＳ－ＳＣＨ３（第二
同期チャネル）、ＭＣＣＨスターティングポイント値３「２」、ＭＣＣＨ繰り返し期間３
「４」などがマッピングされ、スクランブリングコード３がかけられたＢＣＣＨ３、スク
ランブリングコード３がかけられたＭＢＳＦＮエリア３に属する基地局のＭＣＣＨ３とＭ
ＴＣＨ３が送信される。
【００６８】
　図２７においては便宜上ＭＣＣＨとＭＴＣＨが無線フレーム単位で時分割された例を示
しているが、ＭＣＣＨとＭＴＣＨの多重方法が別の方法であっても、時分割多重の単位が
無線フレーム単位以外であっても本発明は適用可能である。また移動体通信システムとし
てＭＣＣＨ繰り返し期間を静的（Static）あるいは準静的（Semi-Static）に決定してお
けば、基地局よりＭＣＣＨ繰り返し期間を報知する必要がなくなる。報知する情報が少な
くなるので、無線リソースの有効活用という効果を得ることができる。ＭＢＳＦＮエリア
を符号分割多重(CDM)した場合、ＭＢＳＦＮエリアを時分割多重(TDM)する場合と比較して
、ＭＢＳＦＮエリア毎に異なる繰り返し期間を設定することが可能となり、ＭＢＭＳサー
ビスとして自由度の高いスケジューリングが可能となるという効果がある。さらに符号分
割多重を用いることにより、移動端末において同時に複数のＭＢＳＦＮエリアからのＭＴ
ＣＨ及びＭＣＣＨが重なっても分離可能となる（スクランブリングコードにより分離でき
るため）。よって移動体通信システムとして同時にＭＢＳＦＮエリア１－３からのＭＴＣ
Ｈ、ＭＣＣＨを送信することが可能となるため、１つのＭＢＳＦＮエリアに割り当てられ
る周波数及び時間的な無線リソースが拡大するという効果を得ることが出来る。
【００６９】
　次に現在の３ＧＰＰの議論において、複数のＭＢＳＦＮエリアをカバーするようなＭＢ
ＳＦＮエリアを設けることが検討されている。図２８はＭＢＳＦＮ同期エリアを構成する
複数のＭＢＳＦＮエリアを示す説明図であって、複数のＭＢＳＦＮエリアをカバーするＭ
ＢＳＦＮエリアを示す説明図である。図２８において、１つのＭＢＳＦＮ同期エリア（MB
SFN Synchronization Area）中にＭＢＳＦＮエリア１～４が存在する。そのうち、ＭＢＳ
ＦＮエリア４は、ＭＢＳＦＮエリア１～３をカバーしている。かかるＭＢＳＦＮエリア４
には、カバーされているＭＢＳＦＮエリア１～３経由でアクセスすることが議論されてい
るが、詳細は決まっていない。そこで、以下、複数のＭＢＳＦＮエリアをカバーするＭＢ
ＳＦＮエリアへのアクセス方法について説明する。
【００７０】
　先にも述べたように、現在、ＭＢＳＦＮエリアの多重方法については詳細な決定がなさ
れていないので、まず、ＭＢＳＦＮエリア４とこれにカバーされているＭＢＳＦＮエリア
１～３が時分割多重され、かつ、カバーされているＭＢＳＦＮエリア１～３間が符号分割
多重されているケースについて説明する。図２８のようなＭＢＳＦＮエリアの地理的ロケ
ーションであった場合の、ステップＳＴ１７２５（図１８参照）の具体例を示す。第一段
階として移動端末は、前記専用のシーケンスにてＰ-ＳＣＨ（第一同期チャネル）をブラ
インド検出する。Ｐ－ＳＣＨをブラインド検出した移動端末は、５ｍｓタイミング検出す
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ることができる。また、Ｐ－ＳＣＨはマルチセル送信である。ＭＢＳＦＮ同期エリア内に
位置する基地局はマルチセル送信のための同期が取られている。よってＰ-ＳＣＨのマル
チセル送信は同期エリア内に含まれる基地局が対象となる。第二段階として移動端末は、
Ｓ－ＳＣＨ（第二同期チャネル）をブラインド検出する。Ｓ－ＳＣＨをブラインド検出し
た移動端末は１０ｍｓタイミング検出（フレーム同期）とＭＢＳＦＮエリアＩＤを知るこ
とが出来る。またＳ－ＳＣＨはマルチセル送信である。この時のＭＢＳＦＮエリアＩＤは
カバーされているＭＢＳＦＮエリアＩＤとする。つまり移動端末が位置している、カバー
されている各ＭＢＳＦＮエリアＩＤ（ＭＢＳＦＮエリア１～３のいずれか）である。よっ
てＳ-ＳＣＨのマルチセル送信はカバーされている各ＭＢＳＦＮエリア内に含まれる基地
局が対象となる。移動端末は、第二段階で得たＭＢＳＦＮエリアＩＤと関連付けられてい
るスクランブリングコードを用いてＢＣＣＨ（報知制御チャネル）を受信する。ＢＣＣＨ
をデコードすることにより、ＭＣＣＨ（マルチキャスト制御チャネル）のスケジューリン
グを得ることが出来る。またＢＣＣＨはマルチセル送信である。第二段階で得られたスク
ランブリングコードを用いることから、ＢＣＣＨはカバーされているＭＢＳＦＮエリアか
らのＢＣＣＨとなる。よってＢＣＣＨのマルチセル送信はカバーされている各ＭＢＳＦＮ
エリア内に含まれる基地局が対象となる。移動端末は、ＢＣＣＨをデコードすることによ
り、ＭＣＣＨのスケジューリング、ｆ（ＭＢＭＳ）におけるシステム帯域幅、送信アンテ
ナ数などを得ることが出来る。
【００７１】
　ここで更にＭＣＣＨのスケジューリングについて検討する。図２９は、カバーしている
ＭＢＳＦＮエリア（MBSFNエリア4）とカバーされているＭＢＳＦＮエリア（MBSFNエリア1
～3）が時分割多重され、カバーされているＭＢＳＦＮエリア間の多重方法は符号分割多
重である場合のＭＢＳＦＮ同期エリアの物理チャネルへのマッピングを示す説明図である
。ＭＢＳＦＮ同期エリアは時間的に同期しているため、Ｐ－ＳＣＨ（第一同期チャネル）
はＭＢＳＦＮエリア１～３内のＭＢＭＳ専用セルとも同じタイミングで送信されている。
また、前記ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤ専用のシーケンス（前記追加の専用シーケン
ス）を用いるとすれば全てのＭＢＳＦＮエリア内のＰ－ＳＣＨ（第二同期チャネル）のシ
ーケンスは同じとなる。よってＰ－ＳＣＨはＭＢＳＦＮ同期エリア内にて同じ情報を同じ
タイミングで送信されることになる。Ｓ－ＳＣＨ(第二同期チャネル)によって、前記の通
りＭＢＳＦＮエリアＩＤが送信されることが考えられている。よってその場合はＳ－ＳＣ
ＨはＭＢＳＦＮエリア毎に異なる情報がＭＢＳＦＮ同期エリアにて同じタイミングで送信
されることになる。この場合、各ＭＢＳＦＮエリア内の全ＭＢＭＳ専用セルからは同じ情
報が同じタイミングで送信されることになる。この時、カバーしている方のＭＢＳＦＮエ
リア（MBSFNエリア4）特有のＳ-ＳＣＨはないものとする。Ｓ－ＳＣＨはＭＢＳＦＮ同期
エリアにおいて周波数的、時間的に同じ無線リソースを用いる。またＳ－ＳＣＨに各ＭＢ
ＳＦＮエリアスクランブリングコードに関連付けられたＭＢＳＦＮエリアＩＤのサーチの
ために用いられることから、Ｓ－ＳＣＨには各ＭＢＳＦＮエリアのスクランブリングコー
ドをかけることは出来ない。カバーしているＭＢＳＦＮエリアＳ－ＳＣＨの送信を行わな
いことは、地理的なロケーションとしては複数のＭＢＳＦＮエリアが重なっているが、重
なっているＭＢＳＦＮエリア（例えばMBSFNエリア1と4）において、Ｓ-ＳＣＨを１種類の
み送信すればよいことになる。これにより、お互いのＭＢＳＦＮエリアからのＳ－ＳＣＨ
が干渉になることを防ぐことが出来る。移動体通信システムはＳ－ＳＣＨにて通知するＭ
ＢＳＦＮエリアＩＤと関連付けられたスクランブリングコードがかけられたＢＣＣＨを送
信する。よってその場合ＢＣＣＨは、カバーされているＭＢＳＦＮエリア毎に異なる情報
がＭＢＳＦＮ同期エリアにて同じタイミングで送信されることになる。ＢＣＣＨの内容は
ＭＢＳＦＮエリア内の全ＭＢＭＳ専用基地局にて同じである。移動端末はＢＣＣＨをデコ
ードすることによって、ＭＣＣＨのスケジューリングを取得することができる。現在の３
ＧＰＰではＭＣＣＨのスケジューリングの具体例については議論されていない。本発明で
はＭＣＣＨのスケジューリングの具体例を示す。
【００７２】
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　図２９において、ＭＢＳＦＮフレームクラスターがＭＣＣＨ繰り返し期間より大きい場
合についてのＭＣＣＨのスケジューリングについてあわせて説明する。カバーしているＭ
ＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨのスケジューリングとしては２段階を考える。以下の説明にて
便宜上、移動端末がカバーされているＭＢＳＦＮエリアとしてＭＢＳＦＮエリア１に位置
し、カバーしているＭＢＳＦＮエリアとしてＭＢＳＦＮエリア４が存在する場合を説明す
る。第一段階としてＭＢＳＦＮエリア１のＢＣＣＨにてＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨス
ケジューリングが通知される。本発明ではＭＣＣＨのスケジューリングの具体例を示す。
本発明ではＭＣＣＨのスケジューリングとしてＭＣＣＨがマッピングされる時間のスター
ティングポイント値およびＭＢＳＦＮフレームクラスター繰り返し期間、ＭＢＳＦＮフレ
ームクラスター繰り返し期間内のＭＣＣＨ送信回数を通知することを考える。更に具体的
には、ＭＢＳＦＮフレームクラスターの繰り返し期間には無線フレーム数を用いる。更に
具体的には、スターティングポイント値の指定にはＳＦＮ（System Frame Number）を用
いる。ＭＢＳＦＮフレームクラスターの繰り返し期間の指定に無線フレーム以外を用いて
も良い、具体例としてサブフレームなどがある。スターティングポイント値の指定にＳＦ
Ｎ以外を用いても良い、具体例として何らかの基準値からのオフセット値などがある。Ｍ
ＣＣＨが無線フレーム中の一部のサブフレームにマッピングされている場合などは、スタ
ーティングポイントとしてＳＦＮかつサブフレーム番号などが通知されても良い。スター
ティングポイント値を求める具体的な計算式は、スターティングポイント値＝（MCCHがマ
ッピングされる先頭のSFN番号）ｍｏｄ（MBSFN FRAME Cluster Repetition Period）が考
えられる。更に具体的には，ＭＢＳＦＮフレームクラスター繰り返し期間内のＭＣＣＨ送
信回数としてＭＢＳＦＮフレームクラスター内のＭＣＣＨ送信回数（以降、ＮＭＣＣＨと
称する。）を用いる。ＮＭＣＣＨを求める具体的な計算式は、ＮＭＣＣＨ＝ＭＢＳＦＮフ
レームクラスター／ＭＣＣＨ繰り返し期間（MCCH Repetition Period）で表される。図２
９においては、ＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨオフセット値１は、１ｍｏｄ１０＝１とな
る。ＭＢＳＦＮエリア２のＭＣＣＨスターティングポイント値２は、１ｍｏｄ１０＝１と
なる。ＭＢＳＦＮエリア４のＭＣＣＨスターティングポイント値４は、７ｍｏｄ１０＝７
となる。次にＭＢＳＦＮエリア１のＮＭＣＣＨ1は、６／２＝３となる。また、ＭＢＳＦ
Ｎエリア２のＮＭＣＣＨ２は、６／３＝２となる。ＭＢＳＦＮエリア４のＮＭＣＣＨ４は
、４／２＝２となる。よって、ＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨのスケジューリングのパラ
メータはＭＢＳＦＮフレームクラスター繰り返し期間１「１０」、スターティングポイン
ト値１「１」、ＮＭＣＣＨ１「３」となる。この時ＮＭＣＣＨ１をパラメータとして通知
する代わりに、ＭＢＳＦＮフレームクラスター１とＭＣＣＨ繰り返し期間１を通知しても
良い。
【００７３】
　第二段階としてＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨにてＭＢＳＦＮエリア４のＭＣＣＨのス
ケジューリングが通知される。ＭＣＣＨのスケジューリングの具体例は上記ＭＢＳＦＮエ
リア４（ＭＢＳＦＮフレームクラスター繰り返し期間４「１０」、ステーティングポイン
ト４「７」、ＮＭＣＣＨ４「２」）のパラメータに加えてカバーしているＭＢＳＦＮエリ
アのＭＢＳＦＮエリアＩＤ（ＭＢＳＦＮエリア４）を通知する。ＭＢＳＦＮエリア４のＭ
ＣＣＨスケジューリングとして、１段階の場合も考えられる。つまり上記ＭＢＳＦＮエリ
ア４のＭＣＣＨスケジューリングもＭＢＳＦＮエリア１のＢＣＣＨにて通知する方法であ
る。これにより、ＭＢＳＦＮエリア４のサービスを受信する移動端末にとっては、ＭＢＳ
ＦＮエリア１のＭＣＣＨを受信しデコードする処理が不要となるので、制御遅延が減ると
いう効果を得ることが出来る。ＭＣＣＨスケジューリングとして、上記スターティングポ
イント、ＭＢＳＦＮフレームクラスター繰り返し期間、ＮＭＣＣＨ（MBSFNフレームクラ
スターとMCCH繰り返し期間でもよい）を用いる方法は、ＭＢＳＦＮエリアが時分割多重さ
れた場合（図26参照）のＭＢＳＦＮフレームクラスター内に複数回ＭＣＣＨが存在した場
合にも用いることが出来る。
【００７４】
　つまりＭＢＳＦＮエリア１に属する基地局から送信されるデータとしては、次のように
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なる。ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤ専用のシーケンスであるＰ－ＳＣＨ（第一同期チ
ャネル）、ＭＢＳＦＮエリアＩＤ１などがマッピングされたＳ－ＳＣＨ１（第二同期チャ
ネル）、ＭＣＣＨスターティングポイント値１「１」、ＭＢＳＦＮフレームクラスター繰
り返し期間１「１０」、ＮＭＣＣＨ１「３」などがマッピングされ、スクランブリングコ
ード１がかけられたＢＣＣＨ１、スクランブリングコード１がかけられたＭＢＳＦＮエリ
ア１のＭＣＣＨ１とＭＴＣＨ１が送信される。ＭＣＣＨ１ではＭＢＳＦＮエリア４のＭＢ
ＳＦＮエリアＩＤ（ＭＢＳＦＮエリア４）とＭＢＳＦＮエリア４のＭＣＣＨスケジューリ
ングである、ＭＣＣＨスターティングポイント値４「７」、ＭＢＳＦＮフレームクラスタ
ー繰り返し期間４「１０」、ＮＭＣＣＨ４「２」が送信される。ＭＢＳＦＮエリア１同様
にＭＢＳＦＮエリア２に属する基地局から送信されるデータとしては、次のようになる。
ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤ専用のシーケンスであるＰ－ＳＣＨ、ＭＢＳＦＮエリア
ＩＤ２などがマッピングされたＳ－ＳＣＨ２、ＭＣＣＨスターティングポイント値２「１
」、ＭＢＳＦＮフレームクラスター繰り返し期間２「１０」、ＮＭＣＣＨ２「２」などが
マッピングされ、スクランブリングコード２がかけられたＢＣＣＨ２、スクランブリング
コード２がかけられたＭＢＳＦＮエリア２のＭＣＣＨ２とＭＴＣＨ２が送信される。ＭＣ
ＣＨ２ではＭＢＳＦＮエリア４のＭＢＳＦＮエリアＩＤ（MBSFNエリア4）とＭＢＳＦＮエ
リア４のＭＣＣＨスケジューリングである、ＭＣＣＨオフセット値４「７」、ＭＢＳＦＮ
フレームクラスター繰り返し期間４「１０」、ＮＭＣＣＨ４「２」が送信される。
【００７５】
　ＭＢＳＦＮエリア４から送信されるデータとしては、先に説明したようにＰ－ＳＣＨ、
Ｓ－ＳＣＨの送信はない。更に、ＭＢＳＦＮエリア４のシステム情報としてカバーされて
いるＭＢＳＦＮエリア（MBSFNエリア1～3）のＢＣＣＨにて送信されたもの以上に通知す
る必要がなければ、ＭＢＳＦＮエリア４からのＢＣＣＨの送信を省略することが出来る。
これにより、無線リソースの有効活用という効果を得ることが出来る。スクランブリング
コードがかけられないＭＢＳＦＮエリア４のＭＣＣＨ４とＭＴＣＨ４が送信される。
【００７６】
　図２９においては便宜上ＭＣＣＨとＭＴＣＨが無線フレーム単位で時分割されて例を示
しているが、ＭＣＣＨとＭＴＣＨの多重方法が別の方法であっても、時分割多重の単位が
無線フレーム単位以外であっても本発明は適用可能である。カバーしているＭＢＳＦＮエ
リア（MBSFNエリア4）とカバーされているＭＢＳＦＮエリア（ＭＢＳＦＮエリア1～3 ）
が時分割多重される場合であり、カバーされているＭＢＳＦＮエリア間は符号分割多重で
ある多重方法は、地理的なロケーションが分離されているＭＢＳＦＮエリア１～３の多重
方法として符号分割多重を用いている。これにより、周波数及び時間的な無線リソースの
有効活用という利点を得られることが出来る。符号分割多重においては、各ＭＢＳＦＮエ
リアの分離は各ＭＢＳＦＮエリアに割り当てられたスクランブリングコードのみでおこな
われるため、ＭＢＳＦＮエリア間のお互いのデータが干渉となる可能性がある。しかし本
多重方法においては、地理的なロケーションが分離されているＭＢＳＦＮエリア１～３の
多重において符号分割多重を用いてもお互いの送信データによる干渉が起こりにくいとい
う効果がある。地理的なロケーションが分離されていないＭＢＳＦＮエリア４とＭＢＭＳ
ＦＮエリア１～３との多重に時分割多重を用いる。これにより、地理的に分離されていな
いために、より干渉が起こりやすいＭＢＳＦＮエリア４とＭＢＳＦＮエリア１～３の多重
方法を互いに干渉を起こしにくい多重方法とすることが出来る。この多重方法により各Ｍ
ＢＳＦＮエリア間の干渉をおさえつつ、無線リソースの有効活用が可能となる効果を得る
ことが出来る。更には、カバーしているＭＢＳＦＮエリア（MBSFNエリア4）においてＭＢ
ＭＳサーチを行わないことにより、Ｐ－ＳＣＨ、Ｓ－ＳＣＨ、ＢＣＣＨを削減することが
出来る。これにより、ＭＢＳＦＮエリア４の無線リソースを有効活用できるという効果を
得ることができる。
【００７７】
　次にカバーしているＭＢＳＦＮエリア（MBSFNエリア4）とカバーされているＭＢＳＦＮ
エリア（MBSFNエリア1～3）が時分割多重され、カバーされているＭＢＳＦＮエリア間の
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多重方法も時分割多重である場合における具体例について説明する。ＭＢＳＦＮエリアが
複数存在した場合の基地局のロケーションの概念図は、カバーしているＭＢＳＦＮエリア
（MBSFNエリア4）とカバーされているＭＢＳＦＮエリア（MBSFNエリア1～3）が時分割多
重され、カバーされているＭＢＳＦＮエリア間の多重方法は符号分割多重である場合と同
様である。Ｐ－ＳＣＨ、Ｓ－ＳＣＨ、ＢＣＣＨについては前記の場合と同様であるため説
明を省略する。ＭＣＣＨのスケジューリングの具体例についてもほぼ前記の場合と同様で
ある、異なる部分を中心に説明する。第一段階としてＭＢＳＦＮエリア１のＢＣＣＨにて
ＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨスケジューリングが通知される。本発明ではＭＣＣＨのス
ケジューリングの具体例を示す。本発明ではＭＣＣＨのスケジューリングとしてＭＣＣＨ
がマッピングされる時間のスターティングポイント値およびＭＣＣＨ繰り返し期間を通知
することを考える。ＭＣＣＨ繰り返し期間の指定には無線フレーム数を用いる。更に具体
的には、スターティングポイント値の指定にはＳＦＮ（System Frame Number）を用いる
。ＭＣＣＨ繰り返し期間の指定に無線フレーム数以外を用いても良い、具体例としてサブ
フレームなどがある。スターティングポイント値の指定にＳＦＮ以外を用いても良い、具
体例として何らかの基準値からのオフセット値などがある。ＭＣＣＨが無線フレーム中の
一部のサブフレームにマッピングされている場合などは、スターティングポイントとして
ＳＦＮかつサブフレーム番号などが通知されても良い。スターティングポイント値を求め
る具体的な計算式は、スターティングポイント値＝（MCCHがマッピングされる先頭のSFN
番号）ｍｏｄ（ＭＣＣＨ繰り返し期間）となる。第二段階としてＭＢＳＦＮエリア１のＭ
ＣＣＨにてＭＢＳＦＮエリア４のＭＣＣＨのスケジューリングが通知される。ＭＣＣＨの
スケジューリングの具体例は、上記ＭＢＳＦＮエリア１同様のＭＢＳＦＮエリア４のパラ
メータに加えてカバーしているＭＢＳＦＮエリアのＭＢＳＦＮエリアＩＤ（MBSFNエリア4
）を通知する。ＭＢＳＦＮエリア４のパラメータの説明は省略する。
【００７８】
　次に、カバーしているＭＢＳＦＮエリア（MBSFNエリア4）とカバーされているＭＢＳＦ
Ｎエリア（MBSFNエリア1～3）が符合分割多重され、カバーされているＭＢＳＦＮエリア
間の多重方法も符号分割多重である場合における具体例について説明する。ＭＢＳＦＮエ
リアが複数存在した場合の基地局のロケーションの概念図は、カバーしているＭＢＳＦＮ
エリア（MBSFNエリア4）とカバーされているＭＢＳＦＮエリア（MBSFNエリア1～3）が時
分割多重され、カバーされているＭＢＳＦＮエリア間の多重方法は符号分割多重である場
合と同様である。Ｐ－ＳＣＨ、Ｓ－ＳＣＨ、ＢＣＣＨについては前記の場合と同様である
ため説明を省略する。ＭＣＣＨのスケジューリングの具体例についてもほぼ前記の場合と
同様である、異なる部分を中心に説明する。第一段階としてＭＢＳＦＮエリア１のＢＣＣ
ＨにてＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨスケジューリングが通知される。本発明ではＭＣＣ
Ｈのスケジューリングの具体例を示す。本発明ではＭＣＣＨのスケジューリングとしてＭ
ＣＣＨがマッピングされる時間のスターティングポイント値およびＭＣＣＨ繰り返し周期
を通知することを考える。ＭＣＣＨ繰り返し期間の指定には無線フレーム数を用いる。更
に具体的には、スターティングポイント値の指定にはＳＦＮ（System Frame Number）を
用いる。ＭＣＣＨ繰り返し期間の指定に無線フレーム数以外を用いても良い，具体例とし
てサブフレームなどがある。スターティングポイント値の指定にＳＦＮ以外を用いても良
い、具体例として何らかの基準値からのオフセット値などがある。ＭＣＣＨが無線フレー
ム中の一部のサブフレームにマッピングされている場合などは、スターティングポイント
としてＳＦＮかつサブフレーム番号などが通知されても良い。スターティングポイント値
を求める具体的な計算式は、スターティングポイント値＝（MCCHがマッピングされる先頭
のSFN番号）ｍｏｄ（MCCH繰り返し期間）となる。第二段階としてＭＢＳＦＮエリア１の
ＭＣＣＨにてＭＢＳＦＮエリア４のＭＣＣＨのスケジューリングが通知される。ＭＣＣＨ
のスケジューリングの具体例は、上記ＭＢＳＦＮエリア１同様ＭＢＳＦＮエリア４のパラ
メータに加えてカバーしているＭＢＳＦＮエリアのＭＢＳＦＮエリアＩＤ（MBSFNエリア4
）を通知する。ＭＢＳＦＮエリア４のパラメータの説明は省略する。ＭＢＳＦＮエリア４
にて用いられるスクランブリングコードは、ＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨ１で通知され
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るＭＢＳＦＮエリアＩＤ（MBSFNエリア4）を基に判明する。
【００７９】
　次に、カバーしているＭＢＳＦＮエリア（MBSFNエリア4）とカバーされているＭＢＳＦ
Ｎエリア（MBSFNエリア1～3）が符合分割多重され、カバーされているＭＢＳＦＮエリア
間の多重方法が時分割多重である場合における具体例について説明する。ＭＢＳＦＮエリ
アが複数存在した場合の基地局のロケーションの概念図は、カバーしているＭＢＳＦＮエ
リア（MBSFNエリア4）とカバーされているＭＢＳＦＮエリア（MBSFNエリア1～3）が時分
割多重され、カバーされているＭＢＳＦＮエリア間の多重方法は符号分割多重である場合
と同様である。Ｐ－ＳＣＨ、Ｓ－ＳＣＨ、ＢＣＣＨについては前記の場合と同様であるた
め説明を省略する。ＭＣＣＨのスケジューリングの具体例についてもほぼ前記の場合と同
様である、異なる部分を中心に説明する。第一段階としてＭＢＳＦＮエリア１のＢＣＣＨ
にてＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨスケジューリングが通知される。本発明ではＭＣＣＨ
のスケジューリングの具体例を示す。本発明ではＭＣＣＨのスケジューリングとしてＭＣ
ＣＨがマッピングされる時間のスターティングポイント値およびＭＣＣＨ繰り返し期間を
通知することを考える。ＭＣＣＨ繰り返し期間の指定には無線フレーム数を用いる。更に
具体的には、スターティングポイント値の指定にはＳＦＮ（System Frame Number）を用
いる。ＭＣＣＨ繰り返し期間の指定に無線フレーム数以外を用いても良い，具体例として
サブフレームなどがある。スターティングポイント値の指定にＳＦＮ以外を用いても良い
、具体例として何らかの基準値からのオフセット値などがある。ＭＣＣＨが無線フレーム
中の一部のサブフレームにマッピングされている場合などは、スターティングポイントと
してＳＦＮかつサブフレーム番号などが通知されても良い。スターティングポイント値を
求める具体的な計算式は、スターティングポイント値＝（MCCHがマッピングされる先頭の
SFN番号）ｍｏｄ（ＭＣＣＨ繰り返し期間）となる。第二段階としてＭＢＳＦＮエリア１
のＭＣＣＨにてＭＢＳＦＮエリア４のＭＣＣＨのスケジューリングが通知される。ＭＣＣ
Ｈのスケジューリングの具体例は、ＭＣＣＨのスケジューリングの具体例はＭＢＳＦＮエ
リア４のパラメータとしてステーティングポイント、ＭＣＣＨ繰り返し期間、カバーして
いるＭＢＳＦＮエリアのＭＢＳＦＮエリアＩＤ（MBSFNエリア4）を通知する。
【００８０】
　上記記載のＭＢＳＦＮエリアの全ての多重方法での，ＭＣＣＨスケジューリングにおい
てＭＣＣＨのスターティングポイントはＭＣＨスターティングポイント、あるいはＰＭＣ
Ｈスターティングポイントとしても良い。ＭＣＨスターティングポイントとした場合、Ｍ
ＣＣＨスケジューリングにおけるパラメータＭＣＣＨ繰り返し期間は、ＭＣＨ繰り返し期
間となる。その際、各ＭＣＨ中にＭＣＣＨが必ずマッピングされている場合は、ＭＣＨ繰
り返し期間＝ＭＣＣＨ繰り返し期間となる。一方各ＭＣＨ中にＭＣＣＨが必ずマッピング
されていない場合は、ＭＣＨ繰り返し期間と合わせてＭＣＣＨ繰り返し期間をパラメータ
として持っても良い。ＰＭＣＨスターティングポイントとした場合、ＭＣＣＨスケジュー
リングにおけるパラメータＭＣＣＨ繰り返し期間は，ＰＭＣＨ繰り返し期間となる。その
際、各ＰＭＣＨ中にＭＣＣＨが必ずマッピングされている場合は、ＰＭＣＨ繰り返し期間
＝ＭＣＣＨ繰り返し期間となる。一方各ＰＭＣＨ中にＭＣＣＨが必ずマッピングされてい
ない場合は、ＰＭＣＨ繰り返し期間と合わせてＭＣＣＨ繰り返し期間をパラメータとして
持っても良い。
【００８１】
　次に３ＧＰＰにおいて、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいて、シングルセル送信
がサポートされる方向で議論が進んでいる。そのサポート方法として、シングルセル送信
を１セル構成のＭＢＳＦＮエリアで実現する方法が議論されている。しかし、具体的な実
現方法については何ら議論されていない。本発明の課題であるＭＢＭＳ送信専用の周波数
レイヤにて所望のサービスを選択するまでの方法、及びそのための移動体通信システムを
開示するために、シングルセル送信のサポート方法について具体例を示す。上記に、複数
のＭＢＳＦＮエリアを覆うようなＭＢＳＦＮエリアが存在する場合についての具体的な実
現例について説明した。上記の方法において、覆われるＭＢＳＦＮエリア（MBSFN Area1
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～3）をシングルセル（Single-cell）送信を行うセルに置き換え、覆う側のＭＢＳＦＮエ
リア（MBSFN Area4）をマルチセル（multi-cell）送信を行うセルに置き換えることによ
って、シングルセル送信を１セル構成のＭＢＳＦＮエリアで実現することが可能である。
【００８２】
　次に、図１８のステップＳＴ１７２６、１７２７、図１９のステップＳＴ１７２８、１
７２９を用いて、実施の形態１で述べた「ＭＢＭＳエリア情報取得」について更に具体的
に説明する。各ＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨ（マルチキャスト制御チャネル）はマルチセ
ル送信を考える。よってステップＳＴ１７２６にてＭＣＥは、ＭＢＳＦＮエリア内の基地
局に対してＭＣＣＨの内容及びＭＣＣＨを送信するための無線リソースの割り当てを送信
する。ステップＳＴ１７２７にて各ＭＢＭＳ専用基地局はＭＣＥからＭＣＣＨの内容及び
ＭＣＣＨを送信するための無線リソースの割り当てを受信する。ステップＳＴ１７２８に
て各基地局はＭＣＥから割り当られた無線リソースに従い、ＭＢＭＳエリア情報、間欠受
信（ＤＲＸ）情報、ページンググループ数Ｋなどの制御情報を、ＭＣＣＨを使用してマル
チセル送信する。ステップＳＴ１７２９にて移動端末は、ＭＢＳＦＮエリア内の各基地局
からＭＣＣＨを受信する。ＭＣＣＨ受信にはステップＳＴ１７２５にてネットワーク側よ
り受信したＭＣＣＨのスケジューリングを用いる。
【００８３】
　受信の方法の具体例について説明する。代表として、複数の基地局が図２５に示すよう
に配置され、各ＭＢＳＦＮエリアが図２６のように時分割多重されている場合について説
明する。移動端末がＭＢＳＦＮエリア１の傘下に位置していた場合について説明する。移
動端末はＭＢＳＦＮエリア１のＢＣＣＨ１（報知制御チャネル）をデコードすることで、
ＭＣＣＨ１のスケジューリングパラメータとして、スターティングポイント値１「１」、
ＭＣＣＨ繰返し周期１（MCCH Repetiton Period）「７」を受信する。またＳＦＮ（Syste
m Frame Number）がＢＣＣＨにマッピングされているとすれば、移動端末は、ＢＣＣＨを
デコードすることでＳＦＮ番号を知ることが出来る。移動端末は、以下の式にてＭＣＣＨ
がマッピングされているＳＦＮ番号を求めることが出来る。ＳＦＮ＝ＭＣＣＨ繰返し周期
１×α＋スターティングポイント値１（αは正の整数）。移動端末は、ＭＣＣＨ１がマッ
ピングされるＳＦＮ番号の無線リソースを受信してデコードすることによりＭＣＣＨ１を
受信することが出来る。ＭＣＣＨ１には、ＭＢＳＦＮエリア１からマルチセル送信される
ＭＢＭＳサービス用の制御情報がマッピングされている。制御情報の具体例としては、Ｍ
ＢＭＳエリア情報、ＤＲＸ情報、ＭＢＭＳ受信時間欠受信用パラメータなどがある。
【００８４】
　ＭＢＭＳエリア情報について更に具体例を図２６を用いて説明する。ＭＢＭＳエリア情
報として、各エリアのフレーム構成（ＭＢＳＦＮフレームクラスター（MBSFN frame Clus
ter）、ＭＢＳＦＮサブフレームなど）、サービス内容、ＭＴＣＨの変調情報などが考え
られる。ＭＢＳＦＮフレームクラスター１として１ＭＢＳＦＮフレームクラスター繰り返
し期間内のＭＢＳＦＮエリア１に割り当てられたフレームの集合中のフレーム数が通知さ
れる。ＭＢＳＦＮ　サブフレーム１としてＭＢＳＦＮフレームクラスター１内の１無線フ
レーム内に実際にＭＢＭＳデータ（ＭＴＣＨまたは／かつＭＣＣＨ）がマッピングされて
いるサブフレーム番号が通知される。ＭＢＭＳ専用基地局を用いたＭＢＭＳサービスの提
供においては、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルとは異なり、ユニキャストデータとの無
線リソースを共有する必要がない。よって１無線フレーム内の全てのサブフレームにＭＢ
ＭＳデータをマッピングすることが可能である（但し、Ｐ－ＳＣＨ、Ｓ－ＳＣＨ、ＢＣＣ
Ｈマッピング部分除く）。全てのサブフレームにＭＢＭＳデータをマッピングする場合は
、ＭＢＳＦＮサブフレームのパラメータをネットワーク側から移動端末側へ通知する必要
がない。これにより無線リソースの有効活用を図ることができる。あるいは、無線通信シ
ステムとして静的にＭＢＭＳ専用セルからのＭＢＭＳデータの送信時は全てのサブフレー
ムにＭＢＭＳデータをマッピングするという方法をとれば、大容量のＭＢＭＳデータを送
信することが可能となり、またＭＢＳＦＮサブフレームのパラメータをも通知する必要が
なくなるので、更に無線リソースの有効活用が図ることができる。サービス内容として、
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ＭＢＭＳエリア１で行われているサービス内容が通知される。ＭＢＳＦＮエリア１におい
て複数のサービス（映画とスポーツ中継など）が行われている場合、複数のサービス内容
とその多重パラメータが通知される。
【００８５】
　図３０は、移動端末へのＭＢＭＳデータの送信が停止され、移動端末でのＭＢＭＳデー
タの受信動作が停止するＤＲＸ期間と、ＤＲＸ期間が繰り返される周期であるＤＲＸ周期
の関係を示す説明図である。ＤＲＸ（Discontinuous reception）情報について図３０を
用いて更に具体例を説明する。本発明の課題である、ＭＢＭＳ送信専用セルでＭＢＭＳサ
ービスを利用している移動端末にページング信号を通知するためには、ＭＢＭＳ送信専用
セルにてＭＢＭＳサービスを受信中の移動端末がユニキャストセルないしＭＢＭＳ／ユニ
キャスト混合セルを介してネットワークに位置登録などを行う必要がある。そのためには
、ユニキャストセルないしＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルのメジャメント及び位置登録
（サービング基地局の再選択（cell re-selection））が必要となる。これにより、上り
リンクが存在しないＭＢＭＳ専用セルにおけるモビリティをユニキャスト／混合セル経由
にて確保することが可能になるという効果を得ることができる。このため、ＭＢＭＳ送信
専用の周波数レイヤでＭＢＭＳサービスを受信している移動端末においても、ページング
信号を受信可能になるという効果を奏する。よって、ＭＢＭＳ送信専用セルにてＭＢＭＳ
サービスを受信中の移動端末であっても、一定周期にてユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユ
ニキャスト混合セルのメジャメントを行う必要がある。従来の方法（３ＧＰＰ　Ｗ－ＣＤ
ＭＡ）において、メジャメント周期は間欠受信周期の整数倍であり、移動端末に対してネ
ットワーク側より上位レイヤにて通知される。
【００８６】
　ここで、ＭＢＭＳ送信専用セルにてＭＢＭＳサービスを受信している移動端末が、従来
の方法を適用してユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルの上位レイヤより
通知されたメジャメント周期にてメジャメントを行うとすれば、ＭＢＭＳ送信専用の周波
数セルのＭＢＭＳＦＮ同期エリアを構成している基地局とユニキャスト／ミクスド周波数
レイヤを構成している基地局は互いに同期していない（非同期）であるため、メジャメン
トを行うために、ＭＢＭＳ受信を中断しなければならなくなるという課題がある。
【００８７】
　そこで、本発明では、上記課題の解決策として、ＭＢＳＦＮ同期エリア内で一つのＤＲ
Ｘ期間を設けることとする（図３０参照）。本実施の形態１におけるＤＲＸ期間とは、Ｍ
ＢＳＦＮ同期エリア内で全ＭＢＳＦＮエリアのＭＢＭＳサービスに関する、ネットワーク
側から移動端末へのＭＢＭＳデータの送信を停止する期間、つまり移動端末側から見ると
ＭＢＭＳデータの受信を行わない期間を意味することとする。ＭＢＭＳ送信専用周波数レ
イヤにおいてＭＢＭＳサービスを利用している移動端末は、ＭＢＭＳデータがネットワー
ク側から送信されないＤＲＸ期間に、ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セ
ルのメジャメントを行うことにより、ＭＢＭＳサービスの利用を中断する必要がなくなる
という効果を得る。また、ＤＲＸ期間をＭＢＳＦＮ同期エリアに設けることにより、移動
端末は、何の制御を付加することなく、ＭＢＳＦＮ同期エリア内のＭＢＳＦＮエリアから
のＭＢＭＳデータを同時に受信可能となる。
【００８８】
　次に図３０に示したＤＲＸ周期について説明する。ＤＲＸ周期とは先に説明したＤＲＸ
期間が繰り返される周期をいう。従来の方法においてメジャメント周期は移動端末に対し
てネットワーク側から設定（通知）される。この方法をＬＴＥにおいても踏襲するならば
、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいてＭＢＭＳサービスを受信中の移動端末がＤＲ
Ｘ期間にてユニキャスト／ミクスド周波数レイヤにおけるメジャメントを実施するとすれ
ば、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤのＤＲＸ周期及びＤＲＸ期間の情報をいずれかの経
路を通じてユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セル側の制御装置（基地局、
ＭＭＥ、ＰＤＮＧＷなど）に通知する必要がある。さらにはユニキャスト／ミクスド周波
数レイヤを構成する基地局は基本的には非同期で構成されていることより、ＭＢＭＳ送信
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専用の周波数レイヤのＤＲＸ周期及びＤＲＸ期間を各ユニキャストセルあるいは各ＭＢＭ
Ｓ／ユニキャスト混合セルに通知する必要が出てくる。この方法は、移動体通信システム
を複雑化するものであり好ましくない。よって本発明では以下の方法を開示する。
【００８９】
　ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおけるＤＲＸ期間にユニキャスト／ミクスド周波数
レイヤでのメジャメント周期が１回以上含まれるようにする。これにより、ユニキャスト
セル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルにて移動端末にどのメジャメント周期が通知（設
定）されたとしても、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいてＤＲＸ周期にて設けられ
たＤＲＸ期間にて、ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤのメジャメントを行えば、ネッ
トワーク側から通知されたメジャメント周期を満足することが可能となる。この方法を採
用することにより、ＭＢＭＳ送信専用セルの制御装置（基地局、MCE、MBMSゲートウェイ
、eBNSCなど）から、ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルの制御装置に
対して、ＭＢＭＳ送信専用セルのＤＲＸ周期やＤＲＸ期間を通知する必要がなくなる。よ
って、移動体通信システムの複雑化を防ぐ、つまり無線インタフェース上あるいはネット
ワーク内の追加のシグナリングを回避しつつ、ＭＢＳＦＮ送信専用周波数レイヤにてＭＢ
ＭＳサービス受信中の移動端末がＭＢＭＳサービスの受信を中断することなく、ユニキャ
ストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャストミクスドセルが当該移動端末に通知（設定）した、メ
ジャメント周期にてメジャメントを実行することが出来るという効果を得ることになる。
【００９０】
　ＭＢＭＳ送信専用セルにおけるＤＲＸ周期を、ユニキャストセル、ユニキャスト／混合
周波数セルでとり得るメジャメント周期の最小値あるいは最小値の約数とする。ユニキャ
ストセルあるいは、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルが、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイ
ヤにてＭＢＭＳサービスを受信中の移動端末に対して設定可能なメジャメント周期がユニ
キャスト／ミクスド周波数レイヤで取り得るメジャメント周期と異なる場合は、ＤＲＸ周
期は、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービスを受信中の移動端末に対し
て設定可能なメジャメント周期、あるいは前記メジャメント周期の最小値、あるいは前記
メジャメント周期の最小値の約数とする。これにより、ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユ
ニキャスト混合セルにて移動端末にどのメジャメント周期が通知（設定）されたとしても
、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいてＤＲＸ周期にて設けられたＤＲＸ期間にて、
ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤのメジャメントを行えば、ネットワーク側から通知
されたメジャメント周期を満足することが可能となる。この方法を採用することにより、
ＭＢＭＳ送信専用セルの制御装置（基地局、MCE、MBMSゲートウェイ、eBNSCなど）から、
ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルの制御装置に対して、ＭＢＭＳ送信
専用セルのＤＲＸ周期やＤＲＸ期間を通知する必要がなくなる。よって、移動体通信シス
テムの複雑化を防ぐ、つまり無線インタフェース上あるいはネットワーク内の追加のシグ
ナリングを回避しつつ、ＭＢＳＦＮ送信専用周波数レイヤにてＭＢＭＳサービス受信中の
移動端末がＭＢＭＳサービスの受信を中断することなく、ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／
ユニキャストミクスドセルが当該移動端末に通知（設定）した、メジャメント周期にてメ
ジャメントを実行することが出来るという効果を得ることになる。また、該ＤＲＸ期間に
て、ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤのサービングセルから報知情報の取得を行って
も良く、例えばサービングセルにおける報知情報が修正された場合などに対応することが
可能となる。上記、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおけるＤＲＸ期間の決定方法、Ｍ
ＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおけるＤＲＸ周期の決定方法については、以降の実施の
形態でも用いることができる。
【００９１】
　ＤＲＸ情報の具体的なパラメータ例について図３０を用いて説明する。具体的には、Ｄ
ＲＸ情報のパラメータは、ＤＲＸ期間、ＤＲＸ周期、スターティングポイント値（ＤＲＸ
）が考えられる。具体的には、ＤＲＸ期間、ＤＲＸ周期の指定には無線フレーム数を用い
る。図３０において、ＤＲＸ期間は「４」無線フレーム（SFN4～7間での期間）となる。
またＤＲＸ周期は「７」無線フレーム（SFN4～10までの期間）となる。更にＤＲＸ期間が
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始まるスターティングポイント値（ＤＲＸ）の指定にはＳＦＮを用いる。ＤＲＸ期間、Ｄ
ＲＸ周期の指定に無線フレーム数以外を用いても良い、具体例として、サブフレームなど
がある。スターティングポイント値の指定にＳＦＮ以外を用いても良い、具体例として何
らかの基準値からのオフセット値などがある。ＭＣＣＨが無線フレーム中の一部のサブフ
レームにマッピングされている場合などは、スターティングポイントとしてＳＦＮかつサ
ブフレーム番号などが通知されても良い。スターティングポイント値（ＤＲＸ）を求める
具体的な計算式は、スターティングポイント値（ＤＲＸ）＝（ＤＲＸ期間が始まる先頭の
ＳＦＮ番号）ｍｏｄ（ＤＲＸ周期）となる。図３０においては、スターティングポイント
値（ＤＲＸ）は、４ｍｏｄ７＝４　あるいは　１１ｍｏｄ７＝４・・・となる。ここで、
スターティングポイント値（ＤＲＸ）の指定にＳＦＮを用いる例を示した。ここでは、Ｍ
ＢＳＦＮ同期エリア内で一つのＤＲＸ期間を設ける例について説明した。よってスターテ
ィングポイント値（ＤＲＸ）についても、ＭＢＳＦＮ同期エリア内の基地局共通とする。
スターティングポイント値（ＤＲＸ）にＳＦＮを用いた場合を考える。ＭＢＳＦＮ同期エ
リア内の基地局から同じタイミングで同じ番号が送信されるとする。上記では、ＤＲＸ情
報をＭＣＣＨにマッピングしてＭＢＳＦＮ　Ａｒｅａ内の基地局から移動端末に通知する
例について説明した。同様にＤＲＸ情報をＢＣＣＨにマッピングしてＭＢＳＦＮエリア内
の基地局から移動端末に通知しても、同様の効果が得られる。更には、ＤＲＸ情報をＢＣ
ＣＨにマッピングしてサービング基地局から移動端末に通知しても、同様の効果が得られ
る。更には、ＤＲＸ情報を静的（Static）あるいは準静的（Semi-Static）に決定しても
同様の効果がえられる。これにより報知する必要がなくなるので、無線リソースの有効活
用という効果も合わせて得ることができる。
【００９２】
　ＭＢＭＳ受信時間欠受信用パラメータについて更に具体例を説明する。先にも述べたが
非特許文献１にてページンググループがＬ１／Ｌ２シグナリングチャネル（PDCCH）にて
通知されることが開示されている。ＭＢＭＳ専用セルから送信される無線リソースにＬ１
／Ｌ２シグナリングチャネルが存在するか否かは、まだ決定されていない。本実施の形態
では、ＭＢＭＳ専用セルから送信される無線リソースにはＬ１／Ｌ２シグナリングチャネ
ルが存在しないとして考える。しかし、ＬＴＥという同じ移動体通信システム中に存在す
るユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セル、ＭＢＭＳ送信専用セルのページ
ング通知方法は可能な限り統一することが好ましい。統一することにより、移動体通信シ
ステムの複雑化を回避できるからである。以下の説明では、ＭＢＭＳ受信時間欠受信時用
のパラメータとしてページンググループ数（以降、ＫＭＢＭＳ）を考える。次に、複数の
基地局が図２５に示すように配置され、各ＭＢＳＦＮエリアが図２７のように符号分割多
重されている場合について説明する。この場合、ＤＲＸ情報については前記時分割多重の
場合と同様であるので説明を省略する。
【００９３】
　次に、図１９を用いて実施の形態１で述べた「ＭＢＭＳサービス選択」について更に具
体的に説明する。ステップＳＴ１７３０にて移動端末は、該当ＭＢＭＳエリアにてユーザ
所望のサービスが行われているか知るため、ＭＢＭＳエリア情報に含まれるサービス内容
を確認する。つまり、所望のサービスがあるか判定する。当該ＭＢＳＦＮエリアにてユー
ザ所望のサービスが行われている場合は、ステップＳＴ１７３１へ移行する。ユーザ所望
のサービスが行われていない場合は、ステップＳＴ１７３３へ移行する。ステップＳＴ１
７３１にて移動端末は当該ＭＢＳＦＮエリアの無線リソースにてレファレンスシグナル(R
S)を受信し、受信電力を測定する（RSRP）。受信電力が静的あるいは準静的に決められた
、閾値以上であるか否か判断する。前記閾値は、閾値以上であればＭＢＭＳサービスを受
信するのに満足な感度であることを示し、閾値未満であればＭＢＭＳサービスを受信する
のに満足な感度を満たしていないことを示す。閾値以上であればステップＳＴ１７３２へ
移行し、閾値以下であればステップＳＴ１７３３へ移行する。ステップＳＴ１７３２にて
移動端末は、ユーザが所望のＭＢＭＳサービスを受信するためのＭＢＭＳ送信専用の周波
数ｆ（ＭＢＭＳ）とＭＢＳＦＮエリアＩＤを取得する。一方、ステップＳＴ１７３３にて
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移動端末は同じ周波数内（ｆ（ＭＢＭＳ））にて受信可能な他のＭＢＭＳエリアが存在す
るか否か判断する。本ステップＳＴ１７３３は、図２８に示すような、覆いかぶさるＭＢ
ＳＦＮエリア（MBSFNエリア4）が存在する場合に特に有効である。同じ周波数内（ｆ（Ｍ
ＢＭＳ））にて受信可能な他のＭＢＭＳエリアが存在する場合は、ステップＳＴ１７３０
へ戻り処理を繰り返す。存在しない場合はステップＳＴ１７３４へ移行する。ステップ１
７３４にて移動端末は、ステップＳＴ１７０８にて受信した受信可能なＭＢＳＦＮ同期エ
リアの周波数リストにて他の周波数が存在するか否か判断する。存在した場合は、ステッ
プＳＴ１７２２へ戻り、新たな周波数（ｆ２（ＭＢＭＳ））へシンセサイザを切り替えて
処理を繰り返す。存在しない場合は、ステップＳＴ１７２０へ戻り処理を繰り返す。また
ステップ１７３１にてレファレンスシグナルを受信し、受信電力を測定する代わりに、実
際に当該ＭＢＳＦＮエリアのＭＢＭＳサービス（ＭＴＣＨまたは／かつＭＣＣＨ）を受信
し、デコードを行うことも可能である。その場合、ユーザ自身がデコード後のデータを聞
くあるいは見ることにより自分自身が許容できる受信感度であるか否かを判断できる。許
せる場合ステップＳＴ１７３２へ移行し、許せない場合ステップＳＴ１７３３へ移行する
。許せる受信感度には、ユーザ毎に個人差があるので、よりユーザに適合した移動端末に
なるという効果を得ることが出来る。
【００９４】
　図１９のステップ１７３５は、実施の形態１で述べた「ＭＢＭＳ受信時間欠受信準備」
を示す処理である。ステップＳＴ１７３５にて移動端末は、ステップＳＴ１７２９にて受
信したＭＢＭＳ受信時間欠受信時用のパラメータを用いてＭＢＭＳ受信時間欠受信準備を
行う。具体的には、ステップＳＴ１７２９にて受信したページンググループ数ＫＭＢＭＳ

を用いて、自移動端末のページンググループを算出する。ページンググループの算出には
、移動端末の識別ＩＤ（UE-ID,IMSI）を用いる。ページンググループは、ＩＭＳＩ　ｍｏ
ｄ　ＫＭＢＭＳで表される。
【００９５】
　図２０は、ＭＢＭＳ側受信状況通知の処理を説明するフローチャートである。この処理
は、図１７を用いて実施の形態１で述べた「ＭＢＭＳ側受信状況通知」について更に具体
的に説明するものである。図２０において、ステップＳＴ１７３６にて移動端末は、周波
数変換部１１０７の設定周波数を変更し、中心周波数をユニキャスト／混合周波数レイヤ
の周波数（以降、ｆ（ｕｎｉｃａｓｔ）と称する。）へ変更することによりユニキャスト
／混合周波数レイヤへ移動する。ステップＳＴ１７３７にて移動端末は、上りスケジュー
リングリクエスト（UL Scheduling Request）をサービングセルに対して送信する。ステ
ップＳＴ１７３８にてサービングセルは、当該移動端末からの上りスケジューリングリク
エストを受信する。ステップＳＴ１７３９にてサービングセルは、当該移動端末に対して
上り無線リソースの割り当てを行うべく、上りスケジューリング（UL Scheduling）を行
う。ステップＳＴ１７４０にてサービングセルは、ステップＳＴ１７３９における上りス
ケジューリングの結果である当該移動端末への上り無線リソースの割り当て（UL allocat
ion、あるいはGrantとも称される）を移動端末へ送信する。ステップＳＴ１７４１にて移
動端末は、サービングセルよりＵＬアロケーションを受信する（つまり、上り無線リソー
スの割り当てを受信する）。ステップＳＴ１７４２にて移動端末は、ステップＳＴ１７４
１にて受信したＵＬアロケーションに従って「ＭＢＭＳ側受信状況通知」をサービングセ
ルへ送信する。「ＭＢＭＳ側受信状況通知」に含まれるパラメータ例としては、移動端末
の識別子（ＵＥ－ＩＤ、ＩＭＳＩ、Ｓ－ＴＭＳＩなど）、ＭＢＭＳサービスを受信する周
波数（ｆ（ＭＢＭＳ））、ＭＢＳＦＮ　Ａｒｅａ番号（ＩＤ）などがある。
【００９６】
　またステップＳＴ１７４２の「ＭＢＭＳ受信状況通知」をＳＴ１７１０で示した「アタ
ッチリクエスト」と同様に、あるいは一種として通知しても良い。あるいは「MBMS受信状
況通知」を「トラッキングエリアアップデート（Tracking Area Update:TAU）」と同様に
、あるいは一種として通知しても良い。その場合の通知パラメータは、上記同様に移動端
末の識別子（UE-ID,IMSI,S-TMSIなど）、ＭＢＭＳサービスを受信する周波数（f(MBMS)）
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、MBSFN Area番号（ＩＤ）などがある。これにより、新しいメッセージを追加することな
く、ネットワーク側が移動端末のＭＢＭＳ専用セルでのＭＢＭＳ受信状況を入手すること
が可能となる。そのため、移動体通信システムの複雑性を回避できるという効果を得るこ
とが出来る。また、「トラッキングエリアアップデート」に「ＭＢＭＳ受信状況通知」で
あることを示す情報をのせても良い。具体的な方法としては、ＴＡＵの型（TYPE）情報に
、「ＭＢＭＳ受信状況通知」を追加しても良い。タイプ情報は数値で示されていても良い
。ＴＡＵ要求メッセージ上に「ＭＢＭＳ受信状況通知」のためか否かを示す１ビットのイ
ンジケータを設けても良い。「アタッチリクエスト」メッセージに「ＭＢＭＳ受信状況通
知」であることを示す情報をのせても良い。具体的な方法としては、アタッチリクエスト
のタイプ情報に、「ＭＢＭＳ受信状況通知」を追加しても良い。タイプ情報は数値で示さ
れていても良い。アタッチリクエストメッセージ上に「ＭＢＭＳ受信状況通知」のためか
否かを示す１ビットのインジケータを設けても良い。これにより従来の「トラッキングエ
リアアップデート」と「ＭＢＭＳ受信状況」を通知するために用いられる「トラッキング
エリアアップデート」と区別することが可能となる。また従来の「アタッチリクエスト」
と「MBMS受信状況」を通知するために用いられる「アタッチリクエスト」と区別すること
が可能となる。これにより、移動体通信システムの制御遅延の防止という効果を得ること
が出来る。
【００９７】
　ステップＳＴ１７４３にてサービングセルは、移動端末からステップＳＴ１７４２の「
ＭＢＭＳ側受信状況通知」処理により送信された各種パラメータを受信する受信処理を行
う。ステップＳＴ１７４３にてネットワーク側は、ＭＢＭＳ専用セルに上りリンクを追加
することなく、つまり移動体通信システムとして複雑性を増すことなく、当該移動端末が
ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービスを受信している旨を知ることが出
来る。これにより、ネットワーク側が通常のページング信号を通知する構成から、ＭＢＭ
Ｓ受信時間欠受信構成へ変更することが可能となる効果を奏する。ステップＳＴ１７４４
にてサービングセルは、ステップＳＴ１７４２にて移動端末により実行された「ＭＢＭＳ
側受信状況通知」で送信されたパラメータをＭＭＥへ送信する。ステップＳＴ１７４５に
てＭＭＥはこれを受信する。
【００９８】
　ステップＳＴ１７４６にてＭＭＥは、当該移動端末のＭＢＭＳ送信専用の周波数でのＭ
ＢＭＳサービスを受信中のトラッキングエリア（以降、ＴＡ（ＭＢＭＳ）と称する）を決
定する。トラッキングエリアの決定に際しては、ＭＭＥはステップＳＴ１７４２により移
動端末からサービングセル経由で通知されたＭＢＭＳ側受信状況通知（ＭＢＭＳ側受信状
況のパラメータ、ｆ（ＭＢＭＳ）とＭＢＳＦＮエリア番号）を基に決定する。ステップＳ
Ｔ１７４７にて当該移動端末のトラッキングエリアリストを更新する。ステップＳＴ１７
４７では、ＴＡ（ｕｎｉｃａｓｔ）または／かつＴＡ（ＭＢＭＳ）を含むＴＡリストの管
理（保存、追加、更新、削除）をする。ＴＡ（ｕｎｉｃａｓｔ）とはユニキャスト／ミク
スド周波数レイヤにおける当該移動端末のトラッキングエリアとする。図３１はトラッキ
ングエリアリストの詳細を説明する説明図である。以下、図３１を用いてトラッキングエ
リアリスト管理の具体例について説明する。トラッキングエリアリストは図３１（ａ）に
示すとおり、移動端末毎に管理される。図３１（ａ）の例ではＵＥ＃１のＴＡは、ＴＡ（
ｕｎｉｃａｓｔ）＃１とＴＡ（ｕｎｉｃａｓｔ）＃２であり、ＵＥ＃２のＴＡはＴＡ（ｕ
ｎｉｃａｓｔ）＃１とＴＡ（ＭＢＭＳ）＃１である。更に、ＭＭＥでは各トラッキングエ
リア（ＴＡ（ｕｎｉｃａｓｔ））に含まれる基地局も管理している。図３１（ｂ）を用い
て説明する。ＴＡ（ｕｎｉｃａｓｔ）＃１には、セル(Cell)ＩＤ１、２、３、４、５のＭ
ＢＭＳ／ユニキャスト混合セルが含まれる。またＴＡ（ｕｎｉｃａｓｔ）＃２には、セル
ＩＤ２３、２４、２５のＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルが含まれる。次に図３１（ｃ）
を用いて説明する。ＴＡ（ＭＢＭＳ）＃１は、当該移動端末がＭＢＭＳ送信専用の周波数
レイヤにてＭＢＭＳサービスを受信するＭＢＳＦＮエリアＩＤが対応する。つまり本発明
では、ステップＳＴ１７４２にて、移動端末から「ＭＢＭＳ側受信状況通知」にてパラメ
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ータが送信され、ステップＳＴ１７４５にてＭＭＥが、当該パラメータであるｆ（ＭＢＭ
Ｓ）、ＭＢＳＦＮエリアＩＤを用いてＴＡ（ＭＢＭＳ）が決定することになる。
【００９９】
　ステップＳＴ１７４７のＴＡリストの管理の詳細を説明する。ＭＭＥはステップＳＴ１
７４５にて受信したｆ（ＭＢＭＳ）、ＭＢＳＦＮエリアＩＤを基にＭＭＥ内で管理してい
るＴＡ（ＭＢＭＳ）番号を検索する（例えば図３１（ｃ）を用いる）。次に、当該移動端
末のＴＡリスト中に検索の結果判明したＴＡ（ＭＢＭＳ）が存在するか否か判断する。存
在した場合、現状のＴＡリストを保存する。存在しなかった場合、当該移動端末のＴＡリ
ストに前記ＴＡ（ＭＢＭＳ）を追加する。ＭＭＥはマルチトラッキングエリア（Multi-TA
）を管理（あるいは登録）しても良い。またＭＭＥは、ＴＡ（ＭＢＭＳ）とＴＡ（Ｕｎｉ
ｃａｓｔ）をマルチトラッキングエリアとして管理しても良い。またＭＭＥは、ＴＡ（Ｍ
ＢＭＳ）とＴＡ（Ｕｎｉｃａｓｔ）、あるいはＴＡ（ＭＢＭＳ）用のトラッキングエリア
リストとＴＡ（Ｕｎｉｃａｓｔ）用のトラッキングエリアリストを別個に管理しても良い
。ステップＳＴ１７４８にてＭＭＥはＭＢＭＳ側受信状況通知を受信したことを示す応答
信号Ａｃｋをサービングセルへ送信する。この応答信号に当該移動端末のＴＡリストを含
めることが考えられる。１つのＴＡリストに１つ、あるいは複数のトラッキングエリア（
Multi-TA）が含まれても良い。また、１つのＴＡリストにＴＡ（ＭＢＭＳ）とＴＡ（Ｕｎ
ｉｃａｓｔ）が含まれても良い。また、ＴＡ（ＭＢＭＳ）用のＴＡリストとＴＡ（Ｕｎｉ
ｃａｓｔ）用のＴＡリストが別々に存在しても良い。
【０１００】
　ステップＳＴ１７４９にてサービングセルはＭＭＥよりＭＢＭＳ側受信状況通知のＡｃ
ｋを受信し、ステップＳＴ１７５０にてＭＢＭＳ側受信状況通知のＡｃｋを移動端末へ送
信する。ステップＳＴ１７５１にて移動端末はサービングセルよりＭＢＭＳ側受信状況通
知のＡｃｋを受信する。ステップＳＴ１７５２にて移動端末は、周波数変換部１１０７の
設定周波数を変更し、中心周波数をＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤの周波数（ｆ（ＭＢ
ＭＳ））へ変更することによりＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤへ移動する。
【０１０１】
　図２１は、ユニキャスト側メジャメント処理を示すフローチャートである。以下、図２
１を用いて実施の形態１で述べた「Ｕｎｉｃａｓｔ側メジャメント」について更に具体的
に説明する。ステップＳＴ１７５３にて移動端末は、図１９のステップＳＴ１７２９で受
信したＤＲＸ情報を用いて、ＭＢＭＳサービスのＤＲＸ期間開始タイミングが到来したか
判断する。具体例としては、ステップＳＴ１７２９にて受信するパラメータ例のＤＲＸ周
期、スターティングポイント値（ＤＲＸ）を用いてＤＲＸ期間が始まる先頭のＳＦＮ番号
を求め、ＢＣＣＨ（報知制御チャネル）などにマッピングされるＳＦＮを基にＤＲＸ期間
開始タイミングであるか否かを判断する。具体的な計算例は，ＳＦＮ＝ＤＲＸ周期×α＋
スターティングポイント値（ＤＲＸ）　α：正の整数となる。開始タイミングでなかった
場合、ステップＳＴ１７７２に移行する。開始タイミングであった場合、ステップＳＴ１
７５４へ移行する。ステップＳＴ１７５４にて移動端末は、ステップＳＴ１７０５にて受
信したＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルにおけるメジャメント周期であるか否かを判断す
る。メジャメント周期でなかった場合、ステップＳＴ１７７２に移行する。メジャメント
周期であった場合、ステップＳＴ１７５５へ移行する。ステップＳＴ１７５５にて移動端
末は、周波数変換部１１０７（シンセサイザ）の設定周波数を変更し、中心周波数をｆ（
Ｕｎｉｃａｓｔ）へ変更することによりＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルの下り信号を受
信するようにする。ステップＳＴ１７５６にて移動端末は、ユニキャスト側（ユニキャス
トセルまたは／かつＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セル）のメジャメントを実行する。実際
に移動端末が測定する値としては、サービングセルと周辺セルのＲＳＲＰ、ＲＳＳＩなど
が考えられる。周辺セルの情報は、周辺セル情報（リスト）としてサービングセルから報
知される場合もある。
【０１０２】
　ステップＳＴ１７５７にて移動端末は、ステップＳＴ１７５６にて測定した結果、サー
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ビングセルの再選択（cell re-selection）が必要か否か判断する。判断の具体例として
は、周辺セルの中の１つのセルの測定結果が、サービングセルの測定結果を上回った場合
などが考えられる。再選択が必要ない場合、ステップＳＴ１７７１へ移行する。再選択が
必要な場合、ステップＳＴ１７５８、１７５９が実行される。ステップ１７５８にて新し
くサービングセルとして選択する基地局（新しいサービングセル:New serving cell）は
、ステップＳＴ１７０５同様、ＢＣＣＨ（報知制御チャネル）にてメジャメント周期、間
欠受信周期、トラッキングエリア情報（ＴＡ情報）を傘下の移動端末に対して報知する。
ステップＳＴ１７５９にて移動端末は、移動端末は新しいサービングセルからのＢＣＣＨ
を受信しデコードすることによりメジャメント周期、間欠受信周期、ＴＡ情報を受信する
。ステップＳＴ１７６０にて移動端末は、プロトコル処理部１１０１あるいは制御部１１
１０にて保管している現在のトラッキングエリアリスト（TA List）中に、ステップＳＴ
１７５９で受信したサービング基地局のＴＡ情報が含まれているか確認する。含まれてい
る場合、ステップＳＴ１７７１へ移行する。含まれていない場合はステップＳＴ１７６１
を実行する。ステップＳＴ１７６１～ステップＳＴ１７７０までの説明は、ステップＳＴ
１７１０～ステップＳＴ１７１９までの説明と同様であるために省略する。ステップＳＴ
１７７１にて移動端末は、周波数変換部１１０７の設定周波数を変更し、中心周波数をｆ
（ＭＢＭＳ）へ変更することによりＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤへ移動する。
【０１０３】
　ステップＳＴ１７５３～ステップＳＴ１７７１までの「Ｕｎｉｃａｓｔ側メジャメント
」処理により、移動端末は、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービスを受
信中であっても、ユニキャストセルまたは／かつＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルのメジ
ャメントが可能となる。これによりＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービ
スを受信中の移動端末が、ユニキャストセルまたは／かつＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セ
ルにおいてのモビリティを確保することが可能になるという効果を奏する。これにより、
上りリンクが存在しないＭＢＭＳ専用セルにおけるモビリティをＭＢＭＳ／ユニキャスト
混合セル経由にて確保することが可能になるという効果を得ることができる。このため、
ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤでＭＢＭＳサービスを受信している移動端末においても
、ページング信号を受信可能になるという効果を奏する。また、ＭＢＳＦＮ送信専用周波
数レイヤにてサービスを受信中の移動端末においてもユニキャストセルまたはＭＢＭＳ／
ユニキャスト混合セルとの測定を通じた下り同期確立をメジャメント周期により行う。こ
れにより、本発明の課題である、上りリンクが存在しないＭＢＭＳ送信専用の周波数レイ
ヤにてページング信号を受信した移動端末が、ユニキャストセルまたはＭＢＭＳ／ユニキ
ャスト混合セルにてページング信号に対する応答を送信する場合であっても、制御遅延少
なく実現可能となる効果を得ることが出来る。
【０１０４】
　図２２は、ＭＢＭＳ受信時における間欠受信処理を示すフローチャートである、図２２
は、図１７を用いて実施の形態１で述べた「ＭＢＭＳ受信時　間欠受信」について更に具
体的に説明するものである。図２１のステップＳＴ１７７２にて移動端末はＭＢＭＳエリ
ア情報の、ＭＣＣＨスケジューリング情報により、受信中のＭＢＳＦＮエリア番号のＭＣ
ＣＨ受信タイミングであるか判断する。つまり、移動端末はステップＳＴ１７２５にて受
信したＭＣＣＨ（マルチキャスト制御チャネル）のスケジューリングを用いて、ＭＣＣＨ
受信タイミングであるか否か判断する。具体的には、ステップＳＴ１７２５にて受信する
パラメータ例のＭＣＣＨ繰り返し期間、スターティングポイント値を用いてＭＣＣＨがマ
ッピングされる先頭のＳＦＮ番号を求め、ＢＣＣＨなどにマッピングされるＳＦＮを基に
ＭＣＣＨがマッピングされる先頭であるか否かを判断することにより、ＭＣＣＨがマッピ
ングされる先頭のＳＦＮ番号であるか否かを判断する。ＭＣＣＨがマッピングされる先頭
のタイミングでなかった場合、ステップＳＴ１７５３へ移行する。ＭＣＣＨがマッピング
される先頭のタイミングであった場合、ステップＳＴ１７７３へ移行する。またステップ
ＳＴ１７７２は、例えば図２６であればＭＣＣＨ　Ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ　Ｐｅｒｉｏｄ
１ごとに判断するとしても良い。
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【０１０５】
　ここで、ステップＳＴ１７７２にてＭＣＣＨの受信タイミング（ＭＣＣＨがマッピング
されている先頭のＳＦＮ番号）とＭＢＭＳ受信時の間欠受信周期が別々であっても構わな
い。別々にすることにより、ＭＢＭＳ受信時の間欠受信周期の設定をネットワークの状況
などに応じて「長く」「短く」することが可能となり、より自由度の高い移動体通信シス
テムを構築することが可能となる。ＭＢＭＳ受信時の間欠受信周期は、ステップＳＴ１７
０７にてサービングセルからＢＣＣＨにマッピングされて移動端末へ通知されてもよいし
、ステップＳＴ１７２３にてＭＢＭＳ専用セルからＢＣＣＨにマッピングされて移動端末
へ通知されてもよい。また、ステップＳＴ１７２８にてＭＢＭＳ専用セルからＭＣＣＨに
マッピングされて移動端末へ通知されてもよい。具体的には、ステップＳＴ１７７２にて
ＭＢＭＳ受信時の間欠受信タイミングであるか否かを判断し、間欠受信タイミングであれ
ば、ステップ１７８４へ移行する。間欠受信タイミングでなければ、ＭＣＣＨの受信タイ
ミングであるか否かを判断し、ＭＣＣＨの受信タイミングであれば、ステップＳＴ１７８
８へ移行する。ＭＣＣＨの受信タイミングでなければ、図２１のステップＳＴ１７５３へ
移行する。
【０１０６】
　ステップＳＴ１７７３にて、当該移動端末へページングが発生すると、ステップＳＴ１
７７４にてＭＭＥはページングのあて先となる移動端末の識別子（UE-ID,IMSI,S-TMSIな
ど）を基に当該移動端末のトラッキングエリア(TA)リストを確認する。ステップＳＴ１７
７５にてＭＭＥは、当該移動端末のトラッキングエリアリスト中にＴＡ（ＭＢＭＳ）が含
まれているか否か判断する。具体例としては、図３１（ａ）のようなリストにてＵＥ－Ｉ
Ｄを基に当該移動端末のトラッキングエリアリストを検索する。当該移動端末が図３１（
ａ）のＵＥ＃１（UE-ID#1）であった場合にはＴＡ（ＭＢＭＳ）は含まれないと判断する
。一方当該移動端末が図３１（ａ）のＵＥ＃２（ＵＥ－ＩＤ＃２）であった場合には、Ｔ
Ａ（ＭＢＭＳ）＃１が含まれているので、ＴＡ（ＭＢＭＳ）は含まれると判断する。ＴＡ
（ＭＢＭＳ）が含まれていない場合、ステップＳＴ１８１４へ移行する。ＴＡ（ＭＢＭＳ
）が含まれていた場合、ステップＳＴ１７７６へ移行する。ステップＳＴ１７７６にてＭ
ＭＥはＭＣＥに対してページングリクエスト（Paging Request）を送信する。つまり、図
１０のＭＭＥ１０３はＭＣＥ８０１に対してＭＭＥ－ＭＣＥ間インタフェースを用いてペ
ージングリクエストを送信する。ＭＭＥからページングリクエストを送信するＭＣＥとし
ては、ＭＭＥが管理する基地局と地理的に重なっている基地局を管理する全ＭＣＥが考え
られる。
【０１０７】
　ページングリクエスト中のパラメータの具体例としては、移動端末の識別子（UE-ID,IM
SI,S-TMSIなど）、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバーなどが考えられる。この時、ＴＡ（ＭＢＭ
Ｓ）ナンバーの代わりにｆ（ＭＢＭＳ）かつＭＢＳＦＮエリアＩＤの両方、あるいはＭＢ
ＳＦＮエリアＩＤのみとしても良い。ステップＳＴ１７７７にてＭＣＥはページングリク
エストを受信する。ステップＳＴ１７７８にてページングリクエストを受信したＭＣＥの
うち、ページングリクエスト中のパラメータとして通知された、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバ
ーと関連付けられたＭＢＳＦＮエリアＩＤを制御しているＭＣＥは、ページング送信準備
を行う。一方、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバーと関連付けられたＭＢＳＦＮエリアＩＤを制御
していないＭＣＥはページング送信準備を行わない。ページング送信準備の具体例として
は、自基地局（自ＭＢＳＦＮエリア）のページンググループ数ＫＭＢＭＳと受信したペー
ジングリクエストを用いて当該移動端末のページンググループを算出する。算出の際には
、移動端末側で用いた算出式と同じ式を用いる（Ｐａｇｉｎｇグループ＝ＩＭＳＩ　ｍｏ
ｄ　ＫＭＢＭＳ）。上記のように、ページングリクエストを受信したＭＣＥ側で、ＴＡ（
ＭＢＭＳ）ナンバー（ＭＢＳＦＮエリア）とＭＣＥの対応付けを管理する方法は、ＭＢＳ
ＦＮエリアＩＤとそれを制御するＭＣＥとの関係をＭＢＭＳサービスのアーキテクチャ内
のみで行えるため、つまりＭＭＥと無関係に行えるため、自由度の高い移動体通信システ
ムを構築することが可能になるという効果を得ることが出来る。
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【０１０８】
　またＭＭＥが図３１（ｃ）に示すように、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバーと関係するＭＢＳ
ＦＮエリアＩＤを管理し、更には図３１（ｄ）に示すように、ＭＢＳＦＮエリアＩＤとそ
れを制御するＭＣＥの番号を管理する場合を考える。その場合、ステップＳＴ１７７６に
てＭＭＥは、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバーと関係するＭＢＳＦＮエリアＩＤを管理するＭＣ
Ｅのみにページングリクエストを送信する。その時のページングリクエスト中のパラメー
タの具体例としては、移動端末の識別子などが考えられる。ステップＳＴ１７７８にてペ
ージングリクエストを受信したＭＣＥは、上記同様ページング送信準備を行う。上記のよ
うに、ＭＭＥ内でＭＢＳＦＮエリアＩＤとそれを制御するＭＣＥとの関係を管理する方法
（図３１（ｄ））は、ＭＭＥからページングリクエストを通知するＭＣＥの数が少なくな
るためリソースの有効活用が可能となる効果を得られる。また通知する情報量が少なくな
るためにリソースの有効活用が可能となる効果を得られる。
【０１０９】
　またＭＭＥが図３１（ｃ）に示すように、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバーと関係するＭＢＳ
ＦＮエリアＩＤを管理し、更に図３１（ｅ）に示すように、ＭＢＳＦＮエリアＩＤとＭＢ
ＳＦＮエリアＩＤに含まれるＭＢＭＳ専用セルまたは／かつＭＢＭＳ／ユニキャスト混合
セルのセルＩＤを管理する場合を考える。その場合、ステップＳＴ１７７６にてＭＭＥは
、ＭＣＥではなくＭＭＥが管理するＭＢＳＦＮエリアＩＤに含まれるセルに対して、ペー
ジングリクエストを送信する。ＭＭＥと各ＭＢＭＳ専用セル間に新たなインタフェースを
設ける。新たなインタフェースを用いて、ＭＭＥはＭＢＳＦＮエリアＩＤに含まれる各Ｍ
ＢＭＳ専用セルへ上記ページングリクエストを送信する。その時のページングリクエスト
中のパラメータの具体例としては、移動端末の識別子などが考えられる。上記のように、
ＭＭＥ内でＭＢＳＦＮエリアＩＤとＭＢＳＦＮエリアＩＤに含まれるセルの関係を管理す
る方法（図３１（ｅ））は、ＭＣＥにて移動端末のページング信号送信に関する処理を行
わなくてもよくなる。このことは、ＭＣＥへの機能追加を行わなくても良くなるのでＭＣ
Ｅの複雑性を回避できるという効果を得ることができる。またＭＣＥの処理負荷の低減を
図れるという効果を得ることが出来る。
【０１１０】
　図３２は、ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおけるページング信号をマッピングするチ
ャネル構成例を説明する説明図である。図３２（ａ）はＰＭＣＨ（Physical multicast c
hannel）上にＭＢＭＳ関連情報とページング信号を含む構成を示す図である。ＭＢＭＳ関
連の情報はＭＢＭＳ用のロジカルチャネルＭＴＣＨ、ＭＣＣＨ上にのる。ＭＢＭＳ関連の
情報とページング信号は、各々がＭＴＣＨ、ＭＣＣＨ内の情報要素として存在しても良い
し、各々がマッピングされる物理領域(リソース)が時間的に分割多重されても良い。ある
ＭＢＳＦＮエリア内の全てのセルは、該ＭＢＳＦＮエリアに対応するＰＭＣＨにおいて、
ＭＢＳＦＮエリア内でＭＣＣＨを周期的にマルチセル送信する。一方、該ＭＢＳＦＮエリ
ア内セルからマルチセル送信されるＭＢＭＳサービスを受信している、あるいはしようと
している移動端末は、該ＭＣＣＨを定期的に受信し、ＭＢＭＳサービスの内容やフレーム
構成等を受信することによって、ＭＢＭＳサービスを受信可能とする。
【０１１１】
　ページング信号を該ＭＣＣＨに含ませることによって、ＭＢＭＳサービスを受信してい
る、あるいはしようとしている移動端末がＭＣＣＨを受信する際にページング情報を受信
可能とすることができる。これにより、移動端末はＭＣＣＨを受信する以外のタイミング
で別途ページングを受信する必要がなくなるため、ＭＢＭＳサービスの受信を中断するこ
となくページングを受信可能となる。また、ＭＣＣＨを受信していない時間、ＭＢＭＳサ
ービスの受信を行っていない持間はＤＲＸ動作（受信動作をストップ）することができ、
移動端末の消費電力の削減が図ることができる。また、ＭＣＣＨとページング信号がのる
ＰＣＣＨが同じＭＢＳＦＮサブフレームに構成されるようにしても良いし、ＭＣＣＨの乗
るＭＢＳＦＮサブフレームとページング信号ののるＭＢＳＦＮサブフレームを時間的に隣
接するようにしておいても良い。このような構成にすることで、ＭＢＭＳサービスを受信
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している、あるいはしようとしている移動端末がＭＣＣＨを受信する際にページング信号
を連続して受信可能とすることができる。これにより、移動端末はＭＣＣＨおよびページ
ング信号ののる連続したＭＢＳＦＮサブフレームを受信する以外のタイミングでページン
グのための受信をする必要が無くなるため、ＭＢＭＳサービスの受信を中断することなく
ページング信号を受信可能となる。また、ＭＣＣＨおよびページング信号を受信していな
い時間、ＭＢＭＳサービスの受信を行っていない持間はＤＲＸ動作することができ、移動
端末の消費電力の削減が図れる。
【０１１２】
　図３２（ｂ）に、ＭＢＭＳ制御情報が変更されたかどうかを示すインジケータ、ページ
ング信号が送信されたかどうかを示すインジケータを設けた構成を開示する。図３２（ｂ
）において、インジケータ１は、ページング信号が送信されたかどうかを示すインジケー
タであり、ページング信号有無インジケータとする。インジケータ２は、ＭＢＭＳ制御情
報が変更されたかどうかを示すインジケータであり、ＭＢＭＳ関連情報の変更有無インジ
ケータとする。インジケータがマッピングされる物理領域はＰＭＣＨが送信されるＭＢＳ
ＦＮサブフレームに設けられても良いし、また、ＰＭＣＨが送信されるＭＢＳＦＮサブフ
レームと時間的に隣接する物理領域に設けられても良い。こうすることにより、移動端末
はインジケータ受信後ただちにＰＭＣＨにのるＭＣＣＨやページング信号を受信しデコー
ド可能となる。具体的には、例えば、インジケータとして１ビット(bit)の情報とする。
各インジケータはＭＢＳＦＮエリア固有の拡散コード等が乗じられ、あらかじめ決められ
た物理領域にマッピングされる。別の方法として例えば、各インジケータはＭＢＳＦＮエ
リア固有のシーケンスからなり、予め決められた物理領域にマッピングされても良い。移
動端末に着信がかかった場合、例えばページング信号有無インジケータを“1”にセット
し、着信がない場合はページング信号有無インジケータを“0”にセットする。また、例
えば、ＭＢＳＦＮエリア内で送信されるＭＢＭＳサービスの内容が変更されるなどしてＭ
ＣＣＨにのるＭＢＭＳ制御情報が変更された場合、例えばＭＢＭＳ関連情報の変更有無イ
ンジケータを“1”にセットする。１回以上のＭＢＭＳ制御情報とＭＢＭＳ関連情報変更
有無インジケータを含むＭＢＭＳ関連情報の変更が可能な周期(MBMS modification perio
dとする)を決めておき、該周期内でＭＢＭＳ関連情報変更有無インジケータ“1”を繰り
返し送信する。MBMS modification period、スタートタイミング(SFN,スターティングポ
イント)、等はあらかじめ決められていても良いし、ユニキャストサービスでのサービン
グセルから、もしくはＭＢＭＳ専用セルから報知情報で通知されても良い。該ＭＢＭＳ変
更期間分経過した後に更にＭＢＭＳ関連情報の変更が無い場合は、例えばＭＢＭＳ関連情
報の変更有無インジケータを“0”にセットする。移動端末は、所望のＭＢＳＦＮエリア
のＭＣＣＨ内のインジケータを受信し逆拡散等を行い、インジケータが１か０かを判定す
ることで、ＭＣＣＨ内に存在するＭＢＭＳ関連の情報に変更が生じたかどうかや、ページ
ング信号が存在するかどうかを判断することが可能となる。
【０１１３】
　このようにインジケータを設けることで、ＭＢＭＳ制御情報に変更が生じ無い場合や、
ページング信号が存在しない場合は、移動端末はＰＭＣＨ全部の情報を受信または／かつ
デコードする必要が無くなる。このため、移動端末の受信電力の削減を図ることが可能と
なる。ＭＢＭＳ関連情報の変更が可能な周期を決めておき、該１周期期間内で１回以上の
同じＭＢＭＳ制御情報が送信されるようにしておくことで、移動端末は同じＭＢＭＳ制御
情報を１回以上受信することが可能となるため、ＭＢＭＳ制御情報の受信誤り率を低下さ
せることができ、従って、ＭＢＭＳサービスの受信品質を向上することが可能となる。Ｍ
ＢＭＳ制御情報が変更されたかどうかを示すＭＢＭＳ関連情報変更有無インジケータをマ
ッピングする物理領域を、ＭＢＭＳ制御情報がマッピングされるひとつまたは複数のＭＢ
ＳＦＮサブフレームの最初のＭＢＳＦＮサブフレームとしても良い。さらに、該最初のＭ
ＢＳＦＮサブフレームの先頭のＯＦＤＭシンボルとしても良い。これにより、移動端末は
、最初のＯＦＤＭシンボルを受信することで、ＭＢＭＳ制御情報に変更が生じたかどうか
を判断することが可能となる。
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【０１１４】
　また、ページング信号が存在するかどうかを示すページング信号有無インジケータをマ
ッピングする物理領域を、ページング信号がマッピングされるひとつまたは複数のＭＢＳ
ＦＮサブフレームの最初のＭＢＳＦＮサブフレームとしても良い。さらに、該最初のＭＢ
ＳＦＮサブフレームの先頭のＯＦＤＭシンボルとしても良い。これにより、移動端末は、
最初のＯＦＤＭシンボルを受信することで、ページング信号が存在するかどうかを判断す
ることが可能となる。各インジケータを上記のような物理領域にマッピングすることで、
MBMS制御信号変更無しの場合、ページング情報が存在しない場合、各々その後のＯＦＤＭ
シンボルを受信または／かつデコードする必要が無くなり、さらなる移動端末の受信電力
の削減をはかることが可能となる。また、最初のＭＢＳＦＮサブフレームや先頭のＯＦＤ
Ｍシンボルで早期に判断できるので、ＭＢＭＳ制御情報をただちに受信することができた
り、または、ページング信号をただちに受信することができたりするため、移動端末での
制御遅延を低減することが可能となる。
【０１１５】
　インジケータとして、MBMS関連情報の変更有無インジケータとページング信号有無イン
ジケータを同じ物理領域にマッピングしても良いし、各々異なる物理領域にマッピングし
ても良い。同じ物理領域にマッピングする場合は、各インジケータのオア(or)演算をとれ
ば良い。これにより移動端末は受信するインジケータがひとつですむため、受信回路構成
を間単にできる効果が得られる．各々異なる物理領域にマッピングする場合は、移動端末
は、必要なインジケータのみ受信しておけば良く、他のインジケータを受信する必要はな
くなる。したがって、移動端末の受信電力のさらなる削減や、必要な情報の受信遅延のさ
らなる低減が図れる。例えば、ＭＢＭＳサービスを受信しているが、ページング信号を受
信しないように設定している移動端末では、ＭＢＭＳ関連情報の変更有無インジケータの
み受信すればよく、ページング信号有無インジケータを受信する必要をなくすことができ
る。また、ＭＢＭＳ関連情報の変更有無インジケータとページング信号有無インジケータ
が異なる物理領域にマッピングされると、ステップＳＴ１７７２にてＭＣＣＨの受信タイ
ミング（ＭＣＣＨがマッピングされている先頭のＳＦＮ番号）あるいはＭＢＭＳ関連変更
有無インジケータ繰り返し周期とページング信号有無インジケータ繰り返し周期が別々の
値に設定された場合、ＭＣＣＨの受信タイミングあるいは、ＭＢＭＳ関連変更有無インジ
ケータ繰り返し期間ではＭＢＭＳ関連情報の変更有無インジケータのみを受信または／か
つデコードし、ページング信号有無インジケータ繰り返し周期ではページング信号有無イ
ンジケータのみ受信または／かつデコードすることが可能となる。これにより、移動端末
の処理時間が短くなり、低消費電力化が可能になるという効果を得ることができる。
【０１１６】
　各々のインジケータの繰返し周期は同じでも良いし、異なっていても良い。各々のイン
ジケータの繰返し周期はＭＣＣＨの繰返し周期と同じでも良いし、異なっていても良い。
例えばＭＢＭＳ関連情報の変更有無インジケータの繰返し周期をＭＣＣＨの繰返し周期（
MCCH Repetition Period）と同じにし、ページング信号有無インジケータの繰返し周期を
ＭＣＣＨの繰返し周期のｎ倍（ｎは2以上の整数）にする。こうすることで、ＭＢＭＳ受
信時の間欠受信周期の設定をネットワークの状況などに応じて「長く」「短く」すること
が可能となり、より自由度の高い移動体通信システムを構築することが可能となる。イン
ジケータの繰返し周期は、各々、ページング信号有無インジケータ繰返し周期（Repetiti
on period）、ＭＢＭＳ関連変更有無インジケータ繰返し周期（Repetition period）とす
る。インジケータの存在するＭＢＳＦＮサブフレームのスタートタイミング(SFN,スター
ティングポイント)、サブフレームナンバ、各々のインジケータの繰り返し周期等はユニ
キャストサービスのサービングセルの報知情報で通知されても良いし、ＭＢＭＳ専用セル
の報知情報で通知されても良いし、あらかじめ決められていても良い。この場合、移動端
末はステップＳＴ１７７２、あるいはステップＳＴ１７８８、あるいはステップＳＴ１７
８９をMBMS関連変更有無インジケータ繰返し周期ごとに行う。ＭＢＭＳ関連情報の変更有
無インジケータ専用のチャネルを、例えばＭＩＣＨ(MBMS Indicating CHannel)としても
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良く、さらには、ＭＩＣＨ内にページング信号有無インジケータを構成するようにしても
良い。ＭＩＣＨの繰り返し周期を「ＭＩＣＨ繰返し周期」（MICH Repitition period）と
する。ページング信号有無インジケータの繰返し周期はＭＩＣＨの繰返し周期と同じでも
良いし異なっていても良い。インジケータの通知に関しては先に記載した同様の方法で行
うことができる。この場合、移動端末はステップＳＴ１７７２、あるいはステップＳＴ１
７８４をページング信号有無インジケータ繰返し周期ごとに行う。これにより、各々のイ
ンジケータが送信される時間がＭＣＣＨが送信される時間に限定されず、システムにおい
て柔軟に設計することが可能となる。
【０１１７】
　ページング信号をＰＭＣＨに含める場合、着信がかかった移動端末の数が膨大になった
場合、自移動端末の宛てのページング信号を検出するのに時間がかかりすぎてしまうとい
う問題が生じる。また、ページング信号ののる所定の物理領域に、着信がかかった全ての
移動端末のページング信号をマッピングする領域が確保できないという問題が生じる。こ
れらの問題を解決するため、ページンググループ化する方法を開示する。図３２（ｃ)に
、ページンググループ化の方法について示す。全移動端末をＫ個のグループに分け、各グ
ループ毎にページング信号有無インジケータを設ける。ＭＣＣＨ内のページング信号有無
インジケータ用の物理領域をＫ個に分割し、分割した各々の物理領域に各グループのペー
ジング信号有無インジケータをマッピングする。ここで、Ｋは１から全移動端末数の値ま
でをとりうる。ある移動端末に着信がかかった場合、該移動端末が属するグループのペー
ジング信号有無インジケータを“1”にセットする。あるグループに属する全ての移動端
末に着信がない場合は該グループのページング信号有無インジケータを“0”にセットす
る。ページング信号有無インジケータは移動端末での所望の受信誤り率を満足するために
リピテーション等が行われても良い。ページング信号をマッピングする物理領域もK個に
分割し、上記Ｋ個のグループに対応するようにしておく。ページング信号として、移動端
末毎の識別子（識別番号、識別コード）であっても良い。Ｋ個に分割されたひとつの物理
領域は、移動端末１台が必要とするページング信号データが収まる物理領域を、グループ
内の移動端末数分加算した物理領域とする。グループ内の移動端末数はグループ全てで同
じであっても良いし、グループ毎に異なっていても良い。
【０１１８】
　グループ内の移動端末数は、例えば、同時に着信が発生する移動端末数の平均値とする
方法がある。また、全周波数帯域のひとつのＯＦＤＭシンボルに割り当て可能な移動端末
台数とし、各ＯＦＤＭシンボルを各グループに対応させる方法としても良い。ある移動端
末に着信がかかった場合、該移動端末が属するグループのページング信号有無インジケー
タを“1”にセットし、該グループに対応したページング信号有無インジケータ用物理領
域にマッピングする。それとともに、着信がかかった移動端末向けのページング信号を、
該移動端末が属するグループに対応するページング信号の物理領域にマッピングする。ペ
ージング信号の物理領域へのマッピングは、移動端末毎に該移動端末固有の識別コードを
乗じる方法とする。ページング信号が移動端末毎の識別子であってもよく、この場合は上
記移動端末固有の識別コードを乗じる制御を省略できる。移動端末は、自移動端末が属す
るグループのページング信号有無インジケータを受信することで、自移動端末が属するグ
ループに着信がかかっているかどうか判定する。着信がかかっていると判定した場合、自
移動端末が属するグループに対応づけられたページング信号がマッピングされる物理領域
を受信しデコードする。デコード後、移動端末固有の識別コードとの相関演算を行うこと
によりブラインドディテクションを行い、自移動端末向けのページング信号を特定するこ
とで、自移動端末への着信有りと判定することが可能となる。自移動端末向けのページン
グ信号を検出しなかった場合は、自移動端末への着信なしと判定する。
【０１１９】
　移動端末をＫ個のグループにグルーピングすることで、移動端末は、ページング信号用
領域全てを受信する必要が無くなり、必要な領域のみ、すなわち自移動端末が属するグル
ープが対応する物理領域のみ受信すればよくなるため、移動端末でのページング信号検出



(44) JP 5855289 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

時間の短縮が図れ、さらには自移動端末が属さないグループの対応する物理領域を受信す
る必要がなくなるため移動端末の受信電力の削減が図れる。さらには、グループ毎に対応
したページング信号有無インジケータを用いることで、多数の移動端末がある場合も少な
い物理リソースでページング信号有無インジケータを設けることができる。さらには、移
動端末は必要に応じてページング信号用領域を受信すればよく、移動端末の受信電力の削
減が可能となるとともに、ページング信号を受信する必要がない場合はすぐに次の動作に
移行できるため、制御遅延を小さくすることが可能となる。
【０１２０】
　上記実施の形態では、ページング信号をマッピングする、Ｋ個に分割されたひとつの物
理領域は、移動端末１台が必要とするページング信号データが収まる物理領域を、グルー
プ内の移動端末数分加算した物理領域としていた。しかし、移動端末数が多大になると、
必要とする物理領域が多大になり、ＭＢＭＳサービスを送信するためのオーバーヘッドが
多大になるためＭＢＭＳサービスデータの送信速度が低下する。これを防ぐため、移動端
末向けのページング信号に移動端末毎に該移動端末固有の識別コードを乗じる。これによ
り、移動端末は自移動端末宛ての情報かどうかを該移動端末固有の識別コードを用いてブ
ラインド検出（Blind Detection）することが可能となるため、各移動端末毎のページン
グ信号をマッピングする物理領域をあらかじめ固定しておく必要がなくなる。したがって
、全移動端末分のページング信号用の物理領域を必要とせず、実際に着信が生じると予測
される移動端末数分の領域さえあれば良い。例として、グループ内の移動端末数を、同時
に着信が発生する移動端末数の平均値とする方法がある。この方法により、限られた物理
リソースを有効に利用することが可能となる。また、上記の方法とすることで、たとえ予
測以上に着信する移動端末数が多くなった場合でも、新しい着信の移動端末へのページン
グ信号を次のＰＭＣＨ上で送信することが可能となる等、基地局でのスケジューリングに
より柔軟に対応することが可能となる。
【０１２１】
　全移動端末数が少ない場合、Ｋの値を全移動端末数として、ページング信号有無インジ
ケータのみ送信しても良い。この場合、ページング関連の物理領域を確保する必要が無く
、ページング信号有無インジケータ用の物理領域を全移動端末数分確保しておけばよい。
このため、無線リソースの効率化が図れる。また、この場合、移動端末毎に対応するペー
ジング信号有無インジケータ用の物理領域が存在することになる。このため、移動端末に
おいては、自移動端末に対応したページング信号有無インジケータ用の物理領域を受信し
てデコードするだけで、ページング信号用領域を受信せずに、着信の有無が判定でき、移
動端末のページング動作での制御遅延が低減できる。
【０１２２】
　図３３に、ページング信号をＰＭＣＨ上のページング信号ののる物理領域にマッピング
する方法の一例を示す。ページンググループｎに属する移動端末（図３３中、Ａで示され
る）のうち、着信がかかっている移動端末のn1、n2等に対してページング信号を、該グル
ープnに対する物理領域にマッピングする。基地局は、各々の移動端末のページング信号
に該移動端末固有の識別コード(番号、シーケンス)を乗じ（処理１）、ＣＲＣ付加を行い
（処理２）、エンコード、レートマッチング等の処理（処理３）を行う。ページング信号
が移動端末毎の識別子である場合は上記移動端末固有の識別コードを乗じる制御を省略で
きる。これら一連の処理を行った結果を、マッピングする物理領域の大きさに対応した情
報要素単位に割り当て（処理４）、着信がかかっている各々の移動端末分連結する。連結
した結果を、ＭＢＳＦＮエリア固有のスクランブリングコードによるスクランブリング処
理、変調処理等を行う（処理５）。変調処理は、ＭＢＳＦＮエリア固有であっても良い。
これらの処理を行った結果をページンググループｎに対応する物理領域へマッピングする
（処理６）。この際、基地局は、ページンググループｎのページング信号有無インジケー
タ（インジケータ１）に“1”をセットし、ページング信号有無インジケータのページン
ググループnの物理領域にマッピングする。ページンググループnに対応する物理領域は、
あらかじめ決められていても良いし、報知情報としてユニキャスト側サービングセルもし
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くはＭＢＭＳ専用セルから通知されても良い。移動端末では、自移動端末が属するページ
ンググループのページング信号有無インジケータを受信し、“1”であれば、該ページン
ググループに対応するページング信号用物理領域を受信する。ページング信号用物理領域
を受信し、復調、ＭＢＳＦＮエリア固有のスクランブリングコードによるデスクランブリ
ングを行い、その結果を情報要素単位に分割する。分割した情報要素単位毎にデコード等
の処理を行い、自移動端末固有の識別番号により相関演算を行うことによって、自移動端
末向けのページング信号をブラインドディテクションする。ある閾値より相関演算結果が
大きい場合は自移動端末向けのページングが有ると判定し、ページング信号によりページ
ング着信動作に入る。ある閾値以下の場合は自端末向けのページングは無しと判定し、Ｍ
ＢＭＳ関連情報の受信に移行する、またはＭＢＭＳ関連情報の受信の必要がなければＤＲ
Ｘ動作に移行する。自移動端末がどのグループに属するかは、あらかじめ決められた計算
方法によって導出されても良いし、上位レイヤから、報知情報としてユニキャストサービ
スのサービングセルもしくはＭＢＭＳ専用セルから通知されても良い。
【０１２３】
　上記の例では、ページング信号をマッピングする物理領域の大きさに対応した制御情報
要素単位に割当てるようにしたが、この他にも、トランスポートブロック単位で割当てる
ようにしても良い。トランスポートブロック単位で割当てることによって、情報量によっ
て割当てる物理リソースを増減できるため、柔軟な物理領域への割当が可能となる。
【０１２４】
　また、上記の例では処理1において各移動端末のページング信号に該移動端末固有の識
別コードを乗じる処理を行ったが、別の処理方法として、各移動端末のページング信号と
該移動端末固有の識別番号を加えるようにしても良い。この場合移動端末においては、ペ
ージング信号用物理領域を受信し、復調、ＭＢＳＦＮエリア固有のスクランブリングコー
ドによるデスクランブリングを行い、その結果を情報要素単位に分割し、分割した情報要
素単位毎にデコード等の処理を行う。デコード等の処理後の情報内に、自移動端末固有の
識別番号が存在するか否かにより自移動端末向けのページング信号を検出する。
【０１２５】
　また、ＰＭＣＨにページング信号をマッピングする場合、その他の情報、例えばＭＣＣ
ＨやＭＴＣＨと区別するため、情報種別毎に固有の識別子（ＩＤ）を乗じても良い。情報
種別毎の固有の識別子は、ユニキャスト通信とは異なりマルチセル送信されるＭＢＳＦＮ
サブフレームで用いられるため、マルチセル送信する複数のセルから同じものが送信され
るようにしておく必要がある。例えば、ＭＢＳＦＮエリア毎に同じ情報種別毎に固有の識
別子を用いるようにする。具体例として、ＭＢＭＳ専用セルは、ページング信号に対して
ページング信号用の識別子を乗じて、ＰＭＣＨを用いて送信する。当該ＭＢＭＳ専用セル
傘下の移動端末の中でページング信号を受信する必要がある移動端末は、ページング信号
用の識別子を用いてブラインド検出する。これにより移動端末が必要な情報を必要な場合
に受信可能となる効果を得ることができる。このことは、移動端末の消費電力低減という
効果を得ることができる。また、移動端末の制御遅延防止とう効果を得ることが出来る。
情報種別毎の識別子はあらかじめ決められていても良いし、サービングセルの報知情報に
よって報知されても良い。また、ＭＢＭＳ専用セルから報知されても良い。なお、さらに
、ページング信号に移動端末固有の識別子を乗じるあるいは加えるようにしておけば、移
動端末毎のブラインド検出も可能となるため、ページング信号をマッピングする物理領域
のをあらかじめ固定しておく必要がなくなり、柔軟なマッピングが可能となり、物理リソ
ースの使用効率が向上する効果が得られる。
【０１２６】
　図３４に、ページング信号をＰＭＣＨ上のページング信号ののる物理領域にマッピング
する方法の別の例を示す。図３４において、図３３と同一の符号は同一または相当処理を
示す。ページンググループｎに属する移動端末のうち、着信がかかっている移動端末のn1
、n2等に対してページング信号を、該グループｎに対する物理領域にマッピングする。基
地局は、各々の移動端末のページング信号にＣＲＣ（Cyclic Redundancy Check）付加を
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行い（処理２）、エンコード、レートマッチング等の処理を行う（処理３）。それら処理
を行った結果に、該移動端末固有の識別コード(番号)を乗じる（処理７）。該移動端末固
有の識別コードを直交性を有す拡散コードとして、移動端末間で直交性が得られるように
する。基地局は、該拡散コードを乗じた結果を、着信がかかっている各々の移動端末分多
重する（処理８）。多重した結果を、ＭＢＳＦＮエリア固有のスクランブリングコードに
よるスクランブリング処理、変調処理等を行う（処理５）。変調処理は、ＭＢＳＦＮエリ
ア固有であっても良い。これらの処理を行った結果をページンググループｎに対応する物
理領域へマッピングする（処理６）。この際、基地局は、ページンググループｎのページ
ング信号有無インジケータ（インジケータ１）に“1”をセットし、ページング信号有無
インジケータのページンググループnの物理領域にマッピングする。ページンググループ
ｎに対応する物理領域は、あらかじめ決められていても良いし、報知情報としてユニキャ
スト側サービングセルもしくはＭＢＭＳ専用セルから通知されても良い。
【０１２７】
　移動端末では、自移動端末が属するページンググループのページング信号有無インジケ
ータを受信し、“1”であれば、該ページンググループに対応するページング信号用物理
領域を受信する。ページング信号用物理領域を受信し、復調、ＭＢＳＦＮエリア固有のス
クランブリングコードによるデスクランブリングを行う。その結果を自移動端末固有の識
別番号により相関演算を行うことによって、自移動端末向けのページング信号をブライン
ド検出する。ある閾値より相関演算結果が大きい場合は自移動端末向けのページングが有
ると判定し、デコードを行った後のページング信号によりページング着信動作に入る。あ
る閾値以下の場合は自端末向けのページングはなしと判定し、ＭＢＭＳ関連情報の受信に
移行する、またはＭＢＭＳ関連情報の受信の必要がなければＤＲＸ動作に移行する。自移
動端末がどのグループに属するかは、あらかじめ決められた計算方法によって導出されて
も良いし、上位レイヤから、報知情報としてユニキャストサービスのサービングセルもし
くはＭＢＭＳ専用セルから通知されても良い。なお、図３３、図３４で記載したページン
グ信号は、ページング信号のマッピングされたトランスポートチャネルとしても良い。こ
れは以降の実施例においても適用できる。移動端末がページング受信時に必要となるペー
ジング関連の情報であるページング信号ののった情報であれば良い。
【０１２８】
　ページング信号をPMCHのページング信号ののる領域にマッピングするいくつかの方法を
開示したが、該ページング信号ののる領域へのマッピングは、任意のあらかじめ決められ
た領域でも良いし、ローカライズド(周波数軸上で連続する物理領域)にマッピングしても
良いし、ディストリビューテッド(周波数軸上で分散する物理領域)にマッピングしても良
い。
【０１２９】
　上記の例ではページング信号に移動端末固有の識別番号や拡散コードを乗じる構成とし
た。このような構成とすることで、ページング信号の情報量が各移動端末で同じ場合、エ
ンコード、レートマッチング等の処理を各移動端末間で同じにすることで、割当てる情報
要素単位の領域の大きさを同じにすることが可能となる。従って、移動端末においてブラ
インド検出する情報要素単位の領域の大きさがひとつに限られるため、ブラインド検出の
回数が削減でき、検出時間の短縮も図れる。従って、移動端末の回路構成の削減、消費電
力の削減、制御遅延の低減を図れる効果が得られる。
【０１３０】
　上記のように、ページング信号に移動端末固有の識別番号や拡散コードを乗じ、ページ
ンググループ毎にＰＭＣＨのページング信号ののる領域にマッピングすることで、移動端
末は、ページング信号用領域全てを受信する必要がなくなり、必要な領域のみ、すなわち
自移動端末が属するグループが対応する物理領域のみ受信すればよくなるため、移動端末
でのページング信号検出時間の短縮が図れ、さらには時移動端末が属さないグループの対
応する物理領域を受信する必要がなくなるため移動端末の受信電力の削減が図れる。さら
には、グループ毎に対応したページング信号有無インジケータを用いることができ、多数
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の移動端末がある場合も少ない物理リソースでページング信号有無インジケータを設ける
ことができる。さらには、移動端末は必要に応じてページング信号用領域を受信すればよ
く、移動端末の受信電力の削減が可能となるとともに、ページング信号を受信する必要が
ない場合はすぐに次の動作に移行できるため、制御遅延を小さくすることが可能となる。
さらには、移動端末は自移動端末宛ての情報かどうかを該移動端末固有の識別コードや拡
散コードを用いてブラインド検出することが可能となるため、各移動端末毎のページング
信号をマッピングする物理領域をあらかじめ固定しておく必要がなくなり、全移動端末分
のページング信号用の物理領域を必要とせず、実際に着信が生じると予測される移動端末
数分の領域さえあれば良いため、限られた物理リソースを有効に利用することが可能とな
る。さらには、たとえ予測以上に着信する移動端末数が多くなった場合でも、新しい着信
の移動端末へのページング信号を次のＭＣＣＨののるPMCH上で送信することが可能となる
等、基地局でのスケジューリングにより柔軟に対応することが可能となる。
【０１３１】
　上記の例では基地局においてページング信号に移動端末固有の識別番号を乗じることと
した。しかし、ページング信号ではなくＣＲＣに移動端末固有の識別番号を乗じる方法を
用いることも可能である。ＣＲＣに移動端末固有の識別番号を乗じる方法は、各移動端末
のページング信号の情報量が異なる場合に有効である。上記で開示したＰＭＣＨ上にペー
ジング信号をのせる方法とすることで、移動体通信システムとして、ＭＢＭＳ専用セルか
らＭＢＭＳサービスを受信しているもしくは受信しようとしている全移動端末のページン
グ信号を送信できるようになり、該移動端末がMBMS専用セルからページング信号を受信す
ることを可能とする。
【０１３２】
　以降、ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおけるページング信号をマッピングするチャネ
ル構成については図３２（ｃ）、図３３を例にして説明する。ステップＳＴ１７７９にて
ＭＣＥは、当該移動端末のページング信号のスケジューリングを行う。具体的には、ステ
ップＳＴ１７７８にて算出した当該移動端末のページンググループ番号に割り当てられた
物理領域にマッピングされる情報要素の何番目に当該移動端末の識別子を割り当てるかを
決定する。このスケジューリングをＭＣＥにて行うことによりＭＢＳＦＮエリア内に含ま
れる基地局の同じ物理リソースから当該移動端末の識別子が送信されることになる。これ
により、移動端末はＭＢＳＦＮエリアにてマルチセル送信されているＰＭＣＨを受信する
ことにより、ＳＦＮゲインの恩恵を受けたページング信号が受信可能となるという効果を
得ることができる。ステップＳＴ１７８０にてＭＣＥはＭＢＳＦＮエリア内の基地局に対
して当該移動端末に対するページングリクエストを送信する。ＭＣＥはＴＡ（ＭＢＭＳ）
に含まれる基地局に対して当該移動端末に対するページングリクエストを送信する。ＭＣ
ＥはＴＡ（ＭＢＭＳ）に含まれるＭＢＭＳ専用セルに対して当該移動端末に対するページ
ングリクエストを送信する。ページングリクエストに含まれるパラメータの具体例として
は、移動端末の識別子（UE-ID,IMSI,S-TMSIなど）、ステップＳＴ１７７９にて行ったペ
ージング信号のスケジューリング結果（具体的にはSFN、MBSFNサブフレームナンバ、情報
要素ナンバ）などが考えられる。ステップＳＴ１７８１にてＭＢＳＦＮエリア内の各基地
局はＭＣＥからのページングリクエストを受信する。
【０１３３】
　図１０に示す、ＭＭＥ１０３とＭＣＥ８０１間にＭＭＥ―ＭＣＥ間ＩＦを設ける代わり
に、ＭＭＥ１０３とＭＢＭＳ　ＧＷ８０２（更に詳しくは、ＭＢＭＳ　ＣＰ８０２－１）
間にＭＭＥ－ＭＢＭＳ　ＧＷインタフェースを設けてもよい。そして、ステップＳＴ１７
７６～ステップＳＴ１７８０までのＭＣＥの処理内容をＭＢＭＳ　ＧＷで行うとしても本
発明と同じ効果が得られる。
【０１３４】
　ステップＳＴ１７８２にてＭＢＳＦＮエリア内の各基地局は当該移動端末ページンググ
ループを算出する。算出方法の具体例としては、自基地局（自ＭＢＳＦＮエリア）のペー
ジンググループ数ＫＭＢＭＳと受信したページングリクエストを用いて当該移動端末のペ
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ージンググループを算出する。算出の際には、移動端末側で用いた算出式と同じ式を用い
る（ページンググループ＝ＩＭＳＩ　ｍｏｄ　ＫＭＢＭＳ）。ステップＳＴ１７８０にて
当該移動端末のページンググループをも通知していれば、ステップＳＴ１７８２は省略可
能である。これにより、ＭＢＳＦＮエリア内の各基地局の制御負荷の軽減等効果を得るこ
とができる。一方ステップＳＴ１７８０にて当該移動端末のページンググループを通知せ
ず、ステップＳＴ１７８２にてＭＢＳＦＮエリア内の各基地局にてページンググループを
算出する方法においては、ＭＣＥからＭＢＳＦＮエリア内の各基地局に対する通知情報を
軽減可能となり、リソースの有効活用という効果を得ることができる。ステップＳＴ１７
８３にてＭＢＳＦＮエリア内の各基地局は、ステップＳＴ１７８１にて受信した当該移動
端末の識別子、ページング信号のスケジューリング結果、ステップＳＴ１７８２にて算出
した当該移動端末のページンググループなどを用いて、ページング信号をのせたＰＭＣＨ
の送信を行う。具体的には、該当のＵＥ－ＩＤをページング関連のＰＭＣＨの該当のグル
ープの指定情報要素ナンバにマッピングし、かつ、該当グループのページング関連の変更
の有無を示すインジケータを「変更有り」に設定する。その際のＰＭＣＨ内のページング
関連領域へのマッピング方法や、具体的な物理チャネルへのマッピング方法などは上記説
明した方法を用いることが可能である。
【０１３５】
　ステップＳＴ１７８４にて移動端末は、ＰＭＣＨ内の自移動端末のステップＳＴ１７３
５にて算出したページンググループに対応したページング関連の変更有無インジケータを
受信する。ステップＳＴ１７８５にて移動端末は、ページング関連の変更有無インジケー
タの変更の有無を判断する。変更無しの場合は、ステップＳＴ１７８８へ移行する。変更
有りの場合は、ステップＳＴ１７８６へ移行する。ステップＳＴ１７８６にて移動端末は
、つづけて自ページンググループのページング関連情報がマッピングされる物理領域を受
信しデコードする。その際、移動端末固有の識別コードとの相関演算を行うことによりブ
ラインド検出を行う。ステップＳＴ１７８７にて移動端末は、ステップＳＴ１７８６にて
行ったブラインド検出において自移動端末の識別子を検出したか否か判断する。検出しな
かった場合はステップＳＴ１７８８へ移行する。検出した場合はステップＳＴ１８１４へ
移行する。上記ステップＳＴ１７７３～ステップＳＴ１７８７までにて説明した内容は、
実施の形態１で述べた「ＭＢＭＳ受信時間欠受信構成」の具体例である。これにより、本
発明の課題である、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤでＭＢＭＳサービスを受信している
移動端末に対する、ページング信号の通知方法、及びそのための移動体通信システムを開
示することができ、これにより、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤでＭＢＭＳサービスを
受信している移動端末においても、ページング信号を受信可能になるという効果を奏する
。
【０１３６】
　次に、図１７を用いて実施の形態１で述べた「ＭＴＣＨ受信」について、図２２及び図
２３を用いて更に具体的に説明する。ステップＳＴ１７８８にて移動端末は、当該ＭＢＳ
ＦＮエリアでのＭＢＭＳサービスを連続受信中か否か判断する。連続受信中でない場合は
、ステップＳＴ１７９２へ移行する。連続受信中である場合には、ステップＳＴ１７８９
へ移行する。ステップＳＴ１７８９にて移動端末は、ＰＭＣＨ内のＭＢＭＳ関連の変更有
無インジケータを受信する。ステップＳＴ１７９０にて移動端末は、ＭＢＭＳ関連の変更
有無インジケータの変更の有無を判断する。変更無しの場合は、ステップＳＴ１７９１へ
移行する。変更有りの場合は、ステップＳＴ１７９２へ移行する。ステップＳＴ１７９１
にて移動端末は、本ＭＣＣＨの受信タイミングにおいてはＭＣＣＨの変更はないので、Ｍ
ＣＣＨ内のＭＢＭＳ関連の受信または／かつデコードを行わない。移動端末は、制御情報
（ＭＣＣＨ）を更新せずにＭＴＣＨの受信、デコードを行う。ステップＳＴ１７９２にて
移動端末は、ＭＣＣＨ内のＭＢＭＳ関連の受信、デコードを行い、制御情報を更新する。
ステップＳＴ１７９３にて移動端末は、ステップＳＴ１７９２にて受信した制御情報に従
ってＭＴＣＨの受信、デコードを行う。
【０１３７】
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　図２３のステップＳＴ１７９４にて移動端末は、受信中のＭＢＭＳサービスの受信品質
を測定する。移動端末は当該ＭＢＳＦＮエリアの無線リソースにてレファレンスシグナル
(RS)を受信し、受信電力を測定する(RSRP)。受信電力が静的あるいは準静的に決められた
、閾値以上であるか否か判断する。前記閾値は、閾値以上であればＭＢＭＳサービスを受
信するのに満足な感度であることを示し、閾値未満であればＭＢＭＳサービスを受信する
のに満足な感度を満たしていないことを示す。閾値以上であればステップＳＴ１７９５へ
移行し、閾値以下であればステップＳＴ１７９６へ移行する。またステップ１７９４にて
レファレンスシグナルを受信し、受信電力を測定する代わりに、実際に当該ＭＢＳＦＮエ
リアのＭＢＭＳサービス（MTCHまたは/かつMCCH）を受信し、デコードを行うことも可能
である。その場合、ユーザ自身がデコード後のデータを聞くあるいは見ることにより自分
自身が許せる受信感度であるか否かを判断できる。許せる場合ステップＳＴ１７９５へ移
行し、許せない場合ステップＳＴ１７９６へ移行する。許せる受信感度には、ユーザ毎に
個人差があるので、よりユーザに適合した移動端末になるという効果を得ることが出来る
。ステップＳＴ１７９５にて移動端末は、ユーザの意思を確認する。ユーザが受信中のＭ
ＢＭＳサービスの受信を引き続き望んでいる場合には、ステップＳＴ１７５３へ移行する
。ユーザが受信中のＭＢＭＳサービスの受信の終了を望んでいる場合には、ステップＳＴ
１７９８へ移行する。ステップＳＴ１７９６にて移動端末は、同じ周波数内（ｆ（ＭＢＭ
Ｓ））にて受信可能な他のＭＢＭＳエリアが存在するか否か判断する。本ステップＳＴ１
７９６は、覆いかぶさるＭＢＳＦＮエリアが存在する場合に特に有効である。存在する場
合は、ステップＳＴ１７３０へ戻り処理を繰り返す。存在しない場合はステップＳＴ１７
９７へ移行する。
【０１３８】
　但し、その後ユーザ所望の、受信可能な他のＭＢＭＳエリアが見つからなければ、ステ
ップＳＴ１７９８以降の「ＭＢＭＳ受信終了　Ａ」の処理を行う。これにより、ネットワ
ーク側は、当該移動端末がＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤでのＭＢＭＳサービスの受信
を終了する旨を知ることが出来る。よって、ネットワーク側がＭＢＭＳ送信専用の周波数
レイヤにて当該移動端末へのページング信号を通知する構成を中止することが出来る。こ
れにより、当該移動端末が受信することがない、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤからの
当該移動端末へのページング信号を移動体通信システムとして中止することが可能となり
、無線リソースの有効活用という効果を奏する。ステップ１７９７にて移動端末は、ステ
ップＳＴ１７０８にて受信した受信可能なＭＢＳＦＮ同期エリアの周波数リストにて他の
周波数が存在するか否か判断する。存在した場合は、ステップＳＴ１７２２へ戻り、新た
な周波数（ｆ２（ＭＢＭＳ））へシンセサイザを切り替えて処理を繰り返す。存在しない
場合は、ステップＳＴ１７９８へ移行する。
【０１３９】
　次に、図２３を用いて実施の形態１で述べた「ＭＢＭＳ受信終了Ａ」について更に具体
的に説明する。ステップＳＴ１７９８にて移動端末は、周波数変換部１１０７の設定周波
数を変更し、中心周波数をｆ（unicast）へ変更することによりＭＢＭＳ／ユニキャスト
混合セルへ移動する。ステップＳＴ１７９９～ステップＳＴ１８０３の説明は、ステップ
ＳＴ１７３７～ステップＳＴ１７４１の説明と同様であるため省略する。ステップＳＴ１
８０４にて移動端末は、ステップＳＴ１８０３にて受信したＵＬ（Uplink）アロケーショ
ンに従って「ＭＢＭＳ受信終了」をサービングセルへ送信する。「ＭＢＭＳ受信終了」に
含まれるパラメータ例としては、移動端末の識別子（UE-ID,IMSI,S-TMSIなど）、ＭＢＭ
Ｓサービス受信を終了する周波数（ｆ（ＭＢＭＳ））、ＭＢＳＦＮエリア番号（ＩＤ）な
どがある。
【０１４０】
　またステップST1804の「MBMS受信終了」をST1710で示した「アタッチリクエスト」と同
様に、あるいは一種として通知しても良い。あるいは「MBMS受信終了」を「トラッキング
エリアアップデート（Tracking Area Update:TAU）」と同様に、あるいは一種として通知
しても良い。その場合の通知パラメータは、上記同様に移動端末の識別子（ＵＥ－ＩＤ、
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ＩＭＳＩ、Ｓ－ＴＭＳＩなど）、ＭＢＭＳサービスの受信を終了する周波数（ｆ（ＭＢＭ
Ｓ））、ＭＢＳＦＮ　Ａｒｅａ番号（ＩＤ）などがある。これにより、新しいメッセージ
を追加することなくネットワーク側が、移動端末がMBMS専用セルでのMBMSの受信を終了す
ることを知り得る。そのため、移動体通信システムの複雑性を回避できるという効果を得
ることが出来る。
【０１４１】
　また、「トラッキングエリアアップデート」に「MBMS受信終了」であることを示す情報
をのせても良い。具体的な方法としては、ＴＡＵのＴｙｐｅ情報に、「MBMS受信終了」を
追加しても良い。Ｔｙｐｅ情報は数値で示されていても良い。ＴＡＵ要求メッセージ上に
「MBMS受信終了」のためか否かを示す１ｂｉｔのインジケータを設けても良い。「アタッ
チリクエスト」メッセージに「MBMS受信終了」であることを示す情報をのせても良い。具
体的な方法としては、アタッチリクエストのＴｙｐｅ情報に、「MBMS受信終了」を追加し
ても良い。Ｔｙｐｅ情報は数値で示されていても良い。アタッチリクエストメッセージ上
に「MBMS受信終了」のためか否かを示す１ｂｉｔのインジケータを設けても良い。これに
より従来の「トラッキングエリアアップデート」と「MBMS受信終了」を通知するために用
いられる「トラッキングエリアアップデート」と区別することが可能となる。　また従来
の「アタッチリクエスト」と「MBMS受信終了」を通知するために用いられる「アタッチリ
クエスト」と区別することが可能となる。これにより、移動体通信システムの制御遅延の
防止という効果を得ることが出来る。
【０１４２】
　ステップＳＴ１８０５にてサービングセルは、移動端末からＭＢＭＳ受信終了を受信す
る。ステップＳＴ１８０５にてネットワーク側は、ＭＢＭＳ専用セルに上りリンクを追加
することなく、当該移動端末がＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービスの
受信を終了する旨を知ることが出来る。これにより、ネットワーク側がＭＢＭＳ受信時間
欠受信構成から、通常のページング信号を通知する構成へ変更することが可能となる効果
を奏する。ステップＳＴ１８０６にてサービングセルは、ＭＢＭＳ受信終了をＭＭＥへ送
信する。ステップＳＴ１８０７にてＭＭＥは、ＭＢＭＳ受信終了をサービングセルより受
信する。
【０１４３】
　ステップＳＴ１８０８にてＭＭＥは、当該移動端末のＭＢＭＳ受信を終了するＴＡ（Ｍ
ＢＭＳ）を検索する。ＭＢＭＳ受信終了に含まれるパラメータとＴＡ（ＭＢＭＳ）の関係
例は、ステップＳＴ１７４７と同様であるため説明を省略する。ステップＳＴ１８０９に
て当該移動端末のトラッキングエリアリストよりステップＳＴ１８０８の検索の結果得ら
れた、ＴＡ（ＭＢＭＳ）を削除する。ステップＳＴ１８１０にてＭＭＥは、サービングセ
ル経由で伝達されたＭＢＭＳ受信終了を通知する信号を受信すると、応答信号であるＡｃ
ｋをサービングセルへ送信する。この応答信号Ａｃｋに含まれるパラメータ例としては、
当該移動端末のトラッキングエリアリストが考えられる。ステップＳＴ１８１１にてサー
ビングセルはＭＭＥより送信された応答信号Ａｃｋを受信する。ステップＳＴ１８１２に
てサービングセルは、受信した応答信号Ａｃｋを移動端末へ送信する。ステップＳＴ１８
１３にて移動端末はサービングセル経由で伝達されたＭＭＥからの応答信号Ａｃｋを受信
する。
【０１４４】
　次に、実施の形態１で述べた「Ｕｎｉｃａｓｔ側　間欠受信」について、図２４を用い
て更に具体的に説明する。ステップＳＴ１８１４にてＭＭＥは、ページングが発生した、
当該移動端末の識別子（UE-ID,IMSI,S-TMSIなど）を基に、当該移動端末のトラッキング
エリアリストを確認する。当該移動端末のトラッキングエリアリスト中にＴＡ（Ｕｎｉｃ
ａｓｔ）を検索する。具体例としては、図３１（ａ）のようなリストにてＵＥ－ＩＤを基
に当該移動端末のトラッキングエリアリストを検索する。当該移動端末が図３１（ａ）の
ＵＥ＃１であった場合にはＴＡ（Ｕｎｉｃａｓｔ）は＃１、＃２が含まれている。次にＭ
ＭＥは、図３１（ｂ）のようなリストにてＴＡ（Ｕｎｉｃａｓｔ）に含まれている基地局
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の識別子（セルＩＤ）を検索する。当該移動端末が図３１（ａ）のＵＥ＃１であった場合
には、当該移動端末のトラッキングエリアリストにふくまれるセルＩＤは、セルＩＤ１、
２、３、４、５、２３、２４、２５となる。ＭＭＥは当該移動端末のトラッキングエリア
リストに含まれる基地局（サービングセルも含まれる）にページングリクエストを送信す
る。ページングリクエスト中のパラメータの具体例としては、移動端末の識別子（UE-ID,
IMSI,S-TMSIなど）などがある。ステップＳＴ１８１５にて当該移動端末のトラッキング
エリアリスト（ＴＡ（Ｕｎｉｃａｓｔ））内に含まれる基地局（サービングセルも含まれ
る）はページングリクエストを受信する。
【０１４５】
　ここで、本発明の課題について説明する。ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルにて待受け
状態（Idle State）にある移動端末においても、ページングメッセージの通知方法の詳細
は確立されていない。非特許文献１において、ＰＣＨがＰＤＳＣＨあるいは、ＰＤＣＣＨ
にマッピングされることが開示されている。また非特許文献１において、ページンググル
ープは、Ｌ１／Ｌ２シグナリングチャネル（PDCCH）を用いること、及び移動端末の明確
な識別子（UE-ID）はＰＣＨ上で見つけることが出来ることが開示されている。一方、移
動端末がどのようにページンググループに分けられ、ページンググループ毎にどのように
ＰＣＨを通知されるのかの開示はない。また移動端末がどのように待ち受け状態にて間欠
受信するかの開示もない。本発明では、ユニキャストまたは／かつ混合周波数レイヤにて
待ち受け状態にある移動端末へのページング信号の通知方法の詳細、及びそのための移動
体通信システムについて開示することを目的とする。
【０１４６】
　そこで、ページング信号の通知方法の具体例について開示する。移動端末はページング
グループに分けられる。従来の技術（W-CDMAシステム）では、ＰＣＨがマッピングされる
Ｓ－ＣＣＰＣＨ（Secondary Common Control CHannel）の本数（チャネライゼーションコ
ードの数）をグループ数としていた。しかし、ＬＴＥシステムは符号分割多重（CDM）方
式ではないので、チャネライゼーションコード数という考え方は、適合できない。現在の
３ＧＰＰにて非特許文献１において、ページンググループは、Ｌ１／Ｌ２シグナリングチ
ャネル（PDCCH）を用いること、及び移動端末の明確な識別子（UE-ID）はＰＣＨ上で見つ
けることが出来ることが開示されている。しかし、具体例の開示はない。ページンググル
ープの算出式（ＩＭＳＩ　ｍｏｄ　ＫＵｎｉｃａｓｔ）のＫＵｎｉｃａｓｔとは、ＭＢＭ
Ｓ／ユニキャスト混合セルにおけるページンググループ数とする。Ｋの値の具体例として
は、Ｌ１／Ｌ２シグナリングチャネル（ＰＤＣＣＨ）は、毎サブフレームにマッピングさ
れる。サブフレームは１無線フレーム中１０個存在する。よってページンググループ数を
１０個とする。つまり、ページンググループにより無線フレーム中のどのサブフレームに
自分が属するグループのページング情報がマッピングされるかが分かる。次にどの無線フ
レームに自分が属するグループのページング情報がマッピングされるかであるが、これは
従来の技術（Ｗ－ＣＤＭＡ）を踏襲することが出来る。具体的な算出式は「Ｐａｇｉｎｇ
　Ｏｃｃａｓｉｏｎ＝（ＩＭＳＩ　ｄｉｖ　Ｋ）ｍｏｄ（ユニキャスト／混合周波数レイ
ヤにおける間欠受信周期）＋ｎ×（ユニキャスト／混合周波数レイヤにおける間欠受信周
期）　ｎ：０、１、２・・・ＳＦＮの最大値」となる。また、具体的な算出式は「Ｐａｇ
ｉｎｇ　Ｏｃｃａｓｉｏｎ＝（ＩＭＳＩ　ｄｉｖ　ＫＵｎｉｃａｓｔ）ｍｏｄ（ユニキャ
スト／混合周波数レイヤにおける間欠受信周期）＋ｎ×（ユニキャスト／混合周波数レイ
ヤにおける間欠受信周期）　ｎ：０、１、２・・・、ただし、Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｃｃａｓ
ｉｏｎ≦ＳＦＮの最大値。」となる。ここでＳＦＮは０からＳＦＮの最大値までの整数で
ある。
【０１４７】
　次に現在の３ＧＰＰでは非特許文献１において、移動端末の明確な識別子（UE-ID）は
ＰＣＨ上で見つけることが出来ることが開示されている。しかし、具体例についての開示
はない。ＰＣＨへの具体的なページング情報のマッピング方法の具体例としては、ＰＣＨ
は移動端末の識別情報で構成されている、あるいは移動端末の識別情報をかけることによ
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って相関がとれるような構成となっている。ＰＣＨはＬ１／Ｌ２シグナリングチャネル上
のＣＣＥ単位でマッピングされる。また、ＰＣＨには、次に移動端末が受信すべき制御チ
ャネルの下り無線リソースの割当が含まれるものとする。これにより、再度の下り割当が
不要となり、制御遅延を削減できるという効果を得ることが出来る。また、ＰＣＨにて次
に移動端末が受信すべき制御チャネルの下り無線リソースの割当を送らない方法としても
良い。この方法として、Ｌ１／Ｌ２シグナリングチャネル上にページングインジケータを
のせて送信し、自分宛のページングインジケータをブラインド検出して受信した移動端末
は無線割当を基地局に要求するために上りＲＡＣＨを送信するようにしておく方法が考え
られる。移動端末の明確な識別子（UE-ID）が含まれるＰＣＨをＰＤＳＣＨ上で送信して
も良い。この場合、Ｌ１／Ｌ２シグナリングチャネル上に、ページングインジケータとし
て、移動端末が受信すべき該ＰＣＨがマッピングされるＰＤＳＣＨの無線リソースの割当
て情報をマッピングする。ページングインジケータに移動端末の識別情報をかけることに
よって相関がとれるような構成としておけば、移動端末においてページングインジケータ
が自分宛かどうか判断することが可能となる。自分宛のページングインジケータを受信し
た移動端末は割当て情報を元にＰＤＳＣＨ上のＰＣＨに含まれる識別情報を受信し、自移
動端末かどうかを確認する。このような方法とすることで、ページング信号が自移動端末
宛かどうかを確実に検出することが可能となり、誤受信動作を無くすことができる。
【０１４８】
　ステップＳＴ１８１６にて当該移動端末のトラッキングエリアリスト（ＴＡ（Ｕｎｉｃ
ａｓｔ））内に含まれる基地局（サービングセルも含まれる）はユニキャスト側間欠受信
準備を行う。具体的には、ステップＳＴ１８１５にて受信した当該移動端末の識別子より
ページンググループ及び、Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｃｃａｓｉｏｎを算出する。算出式の具体例
は上記の通りである。ステップＳＴ１８１７にて当該移動端末のトラッキングエリアリス
ト（ＴＡ（Ｕｎｉｃａｓｔ））内に含まれる基地局（サービングセルも含まれる）はステ
ップＳＴ１８１６にて算出したページンググループ、Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｃｃａｓｉｏｎに
従って当該移動端末のページング情報をＰＣＨにマッピングする。この時、上記Ｐａｇｉ
ｎｇ　Ｏｃｃａｓｉｏｎが示す無線フレーム中の上記ページンググループが示すサブフレ
ーム中のＬ１／Ｌ２シグナリングチャネル内のＣＣＥであれば、どのＣＣＥでも可とする
。あるいは、ＰＣＨへの割当が決められたＣＣＥへマッピングする。ＰＣＨの割当が決め
られていた場合、当該移動端末がブラインド検出する回数が減るために、制御遅延が低減
するという効果を得ることができる。ステップＳＴ１８１８にて当該移動端末のＴＡリス
ト（ＴＡ（Ｕｎｉｃａｓｔ））内に含まれる基地局（サービングセルも含まれる）は、Ｐ
ＣＨを送信する。
【０１４９】
　ステップＳＴ１８１９にて移動端末は、周波数変換部１１０７の設定周波数を変更し、
中心周波数をｆ（ｕｎｉｃａｓｔ）へ変更することによりユニキャスト／混合周波数レイ
ヤへ移動する。ステップＳＴ１８２０にて移動端末は、ユニキャスト側間欠受信準備を行
う。具体的には、自移動端末の識別子よりページンググループ及び、Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｃ
ｃａｓｉｏｎを算出する。算出式は、ネットワーク側と同様の上記の通りである。ステッ
プＳＴ１８２１にて移動端末は、ステップＳＴ１８２０にて算出したページンググループ
及び、Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｃｃａｓｉｏｎに従って、Ｌ１／Ｌ２シグナリングチャネル上の
ＰＣＨをブラインド検出する。ブラインド検出には自移動端末の識別子を用いる。ＰＣＨ
のＣＣＥ単位にて自移動端末の識別子を掛け、相関値を得る。相関値が閾値以上であれば
、自移動端末へのページング有りと判断する。ステップＳＴ１８２２にて移動端末は、Ｐ
ＣＨをデコードし、次の制御チャネルの下り割当を得る。その割当に従って制御情報を受
信する。
【０１５０】
　次に、現在の３ＧＰＰにおいて、混合セルにおいては、ＭＢＳＦＮフレーム（サブフレ
ーム）において、サブフレーム単位において先頭の１～２ＯＦＤＭシンボル以外は、ユニ
キャスト送信用に用いてはいけないことが決定されている。つまり先頭の１～２ＯＦＤＭ
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シンボル以外は、ＭＢＭＳ送信専用のリソースとなる。ＭＢＳＦＮフレームはサブフレー
ム＃０と＃５には割当てられない、ＳＣＨがマッピングされるサブフレームだからである
。ここで、以下の問題が発生する。上記ページンググループ及びＰａｇｉｎｇ　Ｏｃｃａ
ｓｉｏｎの算出式を用いれば、ページング信号は毎無線フレーム、毎サブフレーム発生の
可能性がある。ＰＣＨは、Ｌ１／Ｌ２シグナリングチャネルを用いるため、ＭＢＳＦＮフ
レームであってもマッピングすることができる。一方、ＭＢＳＦＮフレームにおいては、
ＰＣＨにて次の制御情報の下り無線リソースの割当をする場合、同じサブフレーム上の下
り無線リソースはＭＢＭＳ送信専用となるため、同じサブフレーム内に制御情報の割当を
することは出来ないという課題が発生する。解決策としては、ＰＣＨでの次の制御情報の
下り無線リソースの割当は、以降のＭＢＳＦＮフレーム以外の無線フレームとする。ほか
の解決策としては、ページング信号を、ＭＢＳＦＮサブフレームを除いたひとつまたは複
数のサブフレームに割当てる方法とする。例えば、ページンググループ数を無線フレーム
内のＭＢＳＦＮサブフレームを除いたサブフレーム数以下にする。これにより、ＭＢＳＦ
Ｎサブフレームにページング信号を割当てなくてすむことになる。具体例として、ページ
ンググループ数を２とし、ページンググループの算出式を以下のように、「ＩＭＳＩ　ｍ
ｏｄ　２」とする。具体的なグループの割当例は、ページンググループ＝０となれば、サ
ブフレーム＃０を割り当てる。またページンググループ＝１となれば、サブフレーム＃５
を割当る。これにより、ＭＢＳＦＮフレームが割当てられないサブフレーム（＃０、＃５
）のみでページング情報を通知することが可能となるので、上記、ページング信号と同じ
サブフレームにて次の制御情報の割り当てが出来ないという問題を解決できる。
【０１５１】
　また、ほかの解決策としては、ＰＣＨにて次に移動端末が受信すべき制御チャネルの下
り無線リソースの割当を送らない方法とする。この方法として、Ｌ１／Ｌ２シグナリング
チャネル上にページングインジケータをのせて送信し、自分宛のページングインジケータ
をブラインド検出して受信した移動端末は無線割当を基地局に要求するために上りＲＡＣ
Ｈを送信するようにする。こうすることで、ページング後の通信のためにＰＤＳＣＨに無
線割当て情報をのせる必要がないため、ＭＢＳＦＮサブフレームが存在しても問題なく、
ページング信号を送受信することが可能となる。この場合は、ページングインジケータの
みで移動端末を特定できるように、移動端末の識別情報をかけることによって相関がとれ
るような構成とする。ＭＢＳＦＮサブフレームにおいては、ユニキャスト用として割当て
られている領域、先頭の１あるいは２ＯＦＤＭシンボル領域に、ページングインジケータ
をのせるようにしておけば良い。この場合も同様に、ページングインジケータのみで移動
端末を特定できるように、移動端末の識別情報をかけることによって相関がとれるような
構成としておく。移動端末側では、該移動端末固有の識別番号から導出した自移動端末が
属するグループのページングインジケータがのる無線フレームやサブフレームを受信し、
自移動端末固有の識別番号を用いてブラインド検出するようにすれば良い。
　具体的なページンググループおよびページングアケージョンの算出式としては、前述し
たように以下の式が適用できる。
ＩＭＳＩ　ｍｏｄ　Ｋ、ＫはＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルにおけるページンググルー
プ数。
Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｃｃａｓｉｏｎ＝（ＩＭＳＩ　ｄｉｖ　Ｋ）ｍｏｄ（ユニキャスト／混
合周波数レイヤにおける間欠受信周期）＋ｎ×（ユニキャスト／混合周波数レイヤにおけ
る間欠受信周期）　ｎ：０、１、２・・・、ただし、Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｃｃａｓｉｏｎ≦
ＳＦＮの最大値。」ここでＳＦＮは０からＳＦＮの最大値までの整数。
　このような方法とすることで、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルの場合においても、Ｍ
ＢＳＦＮサブフレームの存在の有無にかかわらず、任意の無線フレーム、サブフレームで
ページング信号（ページングインジケータ）を送信することが可能となる。
【０１５２】
　図２４には、ＭＢＭＳ受信終了Ｂの処理詳細が示されている。図２４において、ステッ
プＳＴ１８２３～ステップＳＴ１８３７は、ステップＳＴ１７９９～ステップＳＴ１８１
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３と同様であるため、説明を省略する。違いは、ステップＳＴ１８２８において、「Ｐａ
ｇｉｎｇへの応答」が含まれることである。このＭＢＭＳ受信終了Ｂの処理によって、ネ
ットワーク側は、ＭＢＭＳ専用セルに上りリンクを追加することなく、当該移動端末がＭ
ＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービスの受信を終了する旨を知ることが出
来る。これにより、ネットワーク側がＭＢＭＳ受信時間欠受信構成から、通常のページン
グ信号を通知する構成へ変更することが可能となる効果を奏する。
【０１５３】
　またステップST1828の「MBMS受信終了」をST1710で示した「アタッチリクエスト」と同
様に、あるいは一種として通知しても良い。あるいは「MBMS受信終了」を「トラッキング
エリアアップデート（Tracking Area Update:TAU）」と同様に、あるいは一種として通知
しても良い。その場合の通知パラメータは、上記同様に移動端末の識別子（ＵＥ－ＩＤ、
ＩＭＳＩ、Ｓ－ＴＭＳＩなど）、ＭＢＭＳサービスの受信を終了する周波数（ｆ（ＭＢＭ
Ｓ））、ＭＢＳＦＮ　Ａｒｅａ番号（ＩＤ）、ページングへ応答する旨などがある。これ
により、新しいメッセージを追加することなくネットワーク側が、移動端末がMBMS専用セ
ルでのMBMSの受信を終了することを知り得る。そのため、移動体通信システムの複雑性を
回避できるという効果を得ることが出来る。また、「トラッキングエリアアップデート」
に「MBMS受信終了」であることを示す情報をのせても良い。具体的な方法としては、ＴＡ
ＵのＴｙｐｅ情報に、「MBMS受信終了」を追加しても良い。Ｔｙｐｅ情報は数値で示され
ていても良い。ＴＡＵ要求メッセージ上に「MBMS受信終了」のためか否かを示す１ｂｉｔ
のインジケータを設けても良い。「アタッチリクエスト」メッセージに「MBMS受信終了」
であることを示す情報をのせても良い。具体的な方法としては、アタッチリクエストのＴ
ｙｐｅ情報に、「MBMS受信終了」を追加しても良い。Ｔｙｐｅ情報は数値で示されていて
も良い。アタッチリクエストメッセージ上に「MBMS受信終了」のためか否かを示す１ｂｉ
ｔのインジケータを設けても良い。
【０１５４】
　これにより従来の「トラッキングエリアアップデート」と「MBMS受信終了」を通知する
ために用いられる「トラッキングエリアアップデート」と区別することが可能となる。ま
た従来の「アタッチリクエスト」と「MBMS受信終了」を通知するために用いられる「アタ
ッチリクエスト」と区別することが可能となる。これにより、移動体通信システムの制御
遅延の防止という効果を得ることが出来る。またステップST1828の「MBMS受信終了＋ペー
ジングへの応答」をST1710で示した「アタッチリクエスト」と同様に、あるいは一種とし
て通知しても良い。あるいは「MBMS受信終了＋ページングへの応答」を「トラッキングエ
リアアップデート（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ：TAU）」と同様に、あ
るいは一種として通知しても良い。その場合の通知パラメータは、上記同様に移動端末の
識別子（ＵＥ－ＩＤ、ＩＭＳＩ、Ｓ－ＴＭＳＩなど）、ＭＢＭＳサービスの受信を終了す
る周波数（ｆ（ＭＢＭＳ））、ＭＢＳＦＮ　Ａｒｅａ番号（ＩＤ）などがある。これによ
り、新しいメッセージを追加することなくネットワーク側が、移動端末がMBMS専用セルで
のMBMSの受信を終了することを知り得る。そのため、移動体通信システムの複雑性を回避
できるという効果を得ることが出来る。
【０１５５】
　また、「トラッキングエリアアップデート」に「MBMS受信終了＋ページングへの応答」
であることを示す情報をのせても良い。具体的な方法としては、ＴＡＵのＴｙｐｅ情報に
、「MBMS受信終了＋ページングへの応答」を追加しても良い。Ｔｙｐｅ情報は数値で示さ
れていても良い。ＴＡＵ要求メッセージ上に「MBMS受信終了＋ページングへの応答」のた
めか否かを示す１ｂｉｔのインジケータを設けても良い。「アタッチリクエスト」メッセ
ージに「MBMS受信終了＋ページングへの応答」であることを示す情報をのせても良い。具
体的な方法としては、アタッチリクエストのＴｙｐｅ情報に、「MBMS受信終了＋ページン
グへの応答」を追加しても良い。Ｔｙｐｅ情報は数値で示されていても良い。アタッチリ
クエストメッセージ上に「MBMS受信終了＋ページングへの応答」のためか否かを示す１ｂ
ｉｔのインジケータを設けても良い。これにより従来の「トラッキングエリアアップデー
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ト」と「MBMS受信終了＋ページングへの応答」を通知するために用いられる「トラッキン
グエリアアップデート」と区別することが可能となる。また従来の「アタッチリクエスト
」と「MBMS受信終了＋ページングへの応答」を通知するために用いられる「アタッチリク
エスト」と区別することが可能となる。これにより、移動体通信システムの制御遅延の防
止という効果を得ることが出来る。
【０１５６】
　上記にて移動端末の識別子に以下が含まれてもよい。移動体通信システムとして移動端
末の識別子にユニキャスト／ミクスド周波数レイヤで用いる移動端末の識別子とＭＢＳＦ
Ｎ送信専用周波数レイヤで用いる移動端末の識別子が存在しても良い。ユニキャスト／ミ
クスド周波数レイヤで用いる移動端末の識別子の具体例としては、従来のUE-ID,IMSI,S-T
MSI,セル毎に割り当てられる移動端末の識別子などが考えられる。MBSFN送信専用周波数
レイヤで用いる移動端末の識別子の具体例としては、マルチセル送信を行う基地局で共通
に割当てられる識別子が考えられる。具体例としては、本発明にて新たに開示するＴＡ（
ＭＢＭＳ）内で用いられる（あるいは共通に割当てられる）当該移動端末用の移動端末の
識別子、当該移動端末がＭＢＭＳサービスを受信するMBSFNエリア内で用いられる（ある
いは共通に割当てられる）当該移動端末用の識別子、ＭＢＳＦＮ同期エリア内で用いられ
る（あるいは共通に割当てられる）などが考えられる。
【０１５７】
　上記、MBSFN送信専用周波数レイヤで用いる移動端末の識別子を新たに設けたことによ
り以下の効果を得ることができる。従来のセル毎に割当てられる移動端末の識別子を用い
た場合、セル毎に当該移動端末に対する識別子が異なる可能性があるため、当該識別子を
用いた情報をマルチセル送信することが不可能であった。よってセル毎に割当てられる移
動端末の識別子を用いた情報はＳＦＮ合成が不可能であった。また、従来のIMSI、UE-ID
を用いた場合、マルチセル送信することは可能でるが、IMSI、UE-IDの情報量が多くなる
ため無線リソースの有効活用という点において課題があった。またIMSI、UE-IDは移動端
末として静的に決定された値であり、変更の機会はない。よって、IMSI、UE-IDを無線区
間にて多用することは盗聴の機会などを増やすこととなりセキュリティ上においても課題
であった。
【０１５８】
　当該識別子はTA（MBMS）内で用いられる、あるいはMBSFNエリア内で用いられるため、I
MSIのように移動端末に対して静的に与えられる識別子ではなく、ＴＡ（ＭＢＭＳ）が変
更になった際などに変更される値である。例え盗聴の機会にあったとしても、識別子変更
の機会があり、セキュリティ上強固となる。よって、ＭＢＳＦＮ送信専用周波数レイヤで
用いる移動端末の識別子を用いることにより、セキュリティ上の問題、無線リソースの問
題を解決しつつ、当該識別子を用いた情報（情報に当該識別子を乗じても良い）をマルチ
セル送信することが可能となる。これにより、移動端末にてＭＢＳＦＮ送信専用周波数レ
イヤで用いる移動端末の識別子を用いた情報をＳＦＮ合成することが可能となり、移動端
末での当該情報の受信誤りを低減するという効果を得ることが出来る。このことは、移動
体通信システム全体の制御遅延防止、無線リソースの有効活用といった効果につながる。
【０１５９】
　動作の具体例について以下に示す。ステップＳＴ１７４２にて移動端末は、「ＭＢＭＳ
側受信状況通知」をサービングセルへ送信する。「ＭＢＭＳ側受信状況通知」に含まれる
パラメータ例としては、移動端末の識別子（ＵＥ－ＩＤ、ＩＭＳＩ、Ｓ－ＴＭＳＩなど）
、ＭＢＭＳサービスを受信する周波数（ｆ（ＭＢＭＳ））、ＭＢＳＦＮ　Ａｒｅａ番号（
ＩＤ）などが考えられる。ステップＳＴ１７４６にてＭＭＥは、当該移動端末のＭＢＭＳ
送信専用の周波数でのＭＢＭＳサービスを受信中のトラッキングエリア（以降、ＴＡ（Ｍ
ＢＭＳ）と称する）を決定する。その際、ＭＭＥが「ＭＢＭＳ側受信状況通知」にて得た
、移動端末の固有の識別子とＭＢＳＦＮエリアＩＤなどを用いてＭＢＳＦＮエリア内で用
いられる移動端末の識別子（識別コードであっても良い）を導出する。あるいは、ＭＭＥ
が移動端末の固有の識別子とＭＢＳＦＮエリアIDなどを用いてＴＡ（ＭＢＭＳ）内で用い
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られる移動端末の識別子（識別コードであっても良い）を導出する。当該移動端末の識別
子は複数の移動端末に対して割当てられても良いし（移動端末のグループに対する識別子
）、当該移動端末固有の識別子であっても良い。本移動端末の識別子の導出をＭＭＥの代
わりにＭＣＥ、あるいはＭＢＭＳ　ＧＷが行っても良い。
【０１６０】
　当該識別子は、ＭＭＥからサービングセルを介して移動端末に送信し、さらに、ＭＭＥ
からＭＣＥに送信する。例えばＭＭＥからサービングセルを介して送信するのは、ＳＴ１
７４８～ＳＴ１７５０で送信するようにすれば良い。本ステップに限らず個別信号（ＤＣ
ＣＨ、ＤＴＣＨなど）で送信すれば良い。ＭＭＥはＭＣＥに送信するページングリクエス
ト、例えばＳＴ１７７６において、ＴＡ（ＭＢＭＳ）内で用いられる移動端末の識別子、
あるいはＭＢＳＦＮエリア内で用いられる移動端末の識別子を通知しても良い。ＭＣＥか
らＭＢＭＳ専用セルには、ＳＴ１７８０のページングリクエストと一緒に送信すれば良い
。ステップＳＴ１７８３にてＭＢＳＦＮエリア内の各基地局はＰＭＣＨに該当の移動端末
のＭＢＳＦＮエリア内で用いられる移動端末の識別子、あるいはＴＡ（ＭＢＭＳ）内で用
いられる移動端末の識別子をマッピングする。ステップＳＴ１７８６にて移動端末は、受
信しデコードした結果中に自移動端末の識別子が含まれるか否かで（検出したか否かで）
判断する。また同様にステップＳＴ１７１０～ステップＳＴ１７１９、ステップＳＴ１７
６１～ステップＳＴ１７７０、ステップＳＴ１８０４～ステップ１８１３、ステップＳＴ
１８１４～ステップＳＴ１８１５、ステップＳＴ１８２８～ステップＳＴ１８３７にてMB
SFN送信専用周波数レイヤで用いる移動端末の識別子を用いても良い。
【０１６１】
　また、本実施の形態に限らず、ＭＢＳＦＮエリア毎にマルチセル（ＭＣ）送信する場合
に上記移動体通信システムとして移動端末の識別子にユニキャスト／ミクスド周波数レイ
ヤで用いる移動端末の識別子とＭＢＳＦＮ送信専用周波数レイヤで用いる移動端末の識別
子が存在する方法を用いることが出来る。つまり、本実施の形態に限らず、ＭＢＳＦＮエ
リア毎にマルチセル送信する場合に、ＴＡ（ＭＢＭＳ）内で用いられる（あるいは共通に
割当てられる）当該移動端末用の移動端末の識別子、当該移動端末がＭＢＭＳサービスを
受信するMBSFNエリア内で用いられる（あるいは共通に割当てられる）当該移動端末用の
識別しなどを情報に用いる（情報に乗じて用いても良い）ことが出来る。これにより、移
動端末にて当該情報をＳＦＮ合成することが可能となり、移動端末での当該情報の受信誤
りを低減するという効果を得ることが出来る。このことは、移動体通信システム全体の制
御遅延防止、無線リソースの有効活用といった効果につながる。また、ユニキャスト／ミ
クスド周波数レイヤにおいてもマルチセル送信の導入が検討されている。その場合、移動
端末の識別子として当該移動端末がＭＢＭＳサービスを受信するMBSFNエリア内で用いら
れる（あるいは共通に割当てられる）当該移動端末用の識別子など情報を用いる（情報に
乗じて用いても良い）ことが出来る。これにより移動端末にて当該情報をＳＦＮ合成する
ことが可能となり、移動端末での当該情報の受信誤りを低減するという効果を得ることが
出来る。このことは、移動体通信システム全体の制御遅延防止、無線リソースの有効活用
といった効果につながる。
【０１６２】
　本実施の形態２では、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤがＭＢＭＳ専用セルにて構成さ
れる場合について記載した。ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤがＭＢＭＳ／ユニキャスト
混合セルにて構成されたとしても本実施の形態２は適用可能である。実施の形態１のほか
、以下説明する実施の形態３、４、５、６についても同様にＭＢＭＳ送信専用の周波数レ
イヤがＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルにて構成されたとしても適用可能である。
【０１６３】
実施の形態３．
　現在の３ＧＰＰの議論において、複数のＭＢＳＦＮエリアを覆うようなＭＢＳＦＮ（Mu
ltimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network）エリアの存在が議
論されている。複数のＭＢＳＦＮエリアを覆うＭＢＳＦＮエリアが存在する場合の基地局
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の地理的なロケーションの概念図は図２８に示される。１つのＭＢＳＦＮ同期エリア（MB
SFN Synchronization Area）中にＭＢＳＦＮエリア１～４の４つのエリアが存在する。Ｍ
ＢＳＦＮエリア４は、ＭＢＳＦＮエリア１～３をカバーする。ＭＢＳＦＮエリア４につい
て現在の３ＧＰＰにて議論されている内容としては、カバーしているＭＢＳＦＮエリア（
MBSFNエリア4）へのアクセスは、カバーされているＭＢＳＦＮエリア（MBSFNエリア1～3
）経由で行われるということのみであり、ＭＢＳＦＮエリア１～３を覆うＭＢＳＦＮエリ
ア４にＭＣＣＨ(マルチキャスト制御チャネル)を設けるかは決まっていない。ＭＢＳＦＮ
エリア４側にＭＣＣＨが存在する場合については、実施の形態２にて具体的な詳細動作を
説明した。本実施の形態においては、覆いかぶさるＭＢＳＦＮエリア側にＭＣＣＨが存在
しない場合について説明する。概念図を図３５に示す。説明においては、実施の形態２の
説明にて参照した図２９と異なる部分を中心に説明する。特に説明がない部分については
実施の形態２と同様である。
【０１６４】
　まず、図３５と図２９の一番目の違いとして、図２８に示すＭＢＳＦＮエリア４側にＭ
ＣＣＨが存在しないため、制御情報（MCCH）を通知する方法が実施の形態２とは異なる。
ＭＢＳＦＮエリア４のＭＣＣＨのマッピング方法として、まずカバーされているＭＢＳＦ
Ｎエリア（MBSFNエリア１）のＰＭＣＨ（ＰＭＣＨ１）内にＭＢＳＦＮエリア１と４の領
域を確保する方法が考えられる。
【０１６５】
　概念図を図３６に示す。図３６は、複数のＭＢＳＦＮエリアを含むＭＢＳＦＮエリアに
制御情報を伝達するため、マルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ１）のマッピングされ
るＰＭＣＨ（ＰＭＣＨ１）内にページング関連の信号をマッピングする方法を示す説明図
である。図３６（ａ）に、ＭＢＳＦＮエリア１と４のページング関連用領域を設けたフィ
ジカルＭＣＨ(PMCH)の構成を示す。ＰＭＣＨ（ＰＭＣＨ１）上にＭＢＳＦＮエリア１と４
のＭＢＭＳ関連の情報とＭＢＳＦＮエリア１と４のページング関連情報を含む構成とする
。各ＭＢＳＦＮエリアのＭＢＭＳ関連の情報とページング信号は、各々がＭＴＣＨ、ＭＣ
ＣＨ内の情報要素として存在しても良いし、各々がマッピングされる物理領域(リソース)
が時間的に分割多重されても良い。図３６（ｂ）に、ＭＢＳＦＮエリア１と４のページン
グ用領域を設けたフィジカルＭＣＨ(PMCH)に、ＭＣＣＨ内容が変更されたかどうかを示す
ＭＢＳＦＮエリア１と４別々のインジケータを設けた構成を示す。図３６（ｂ）では、イ
ンジケータとして、ＭＢＳＦＮエリア１と４のページングの有無を示すページング信号有
無インジケータ（インジケータ１）とＭＢＳＦＮエリア１と４のＭＢＭＳ関連情報の変更
有無を示すＭＢＭＳ関連の変更有無インジケータ（インジケータ２）とを持つ場合につい
て示す。図３６（ｃ）にてページング関連の変更有無インジケータ（インジケータ１）を
Ｋ個のグループに分けた場合の構成について記載している。このようにカバーされている
ＭＢＳＦＮエリア（MBSFNエリア1）のＰＭＣＨ（PMCH1）内にＭＢＳＦＮエリア１と４の
領域を確保する方法をとると、ＢＣＣＨ１（報知制御チャネル）で通知するＭＣＣＨ１の
スケジューリングがＭＢＳＦＮエリア１用のものだけでよいという効果を得ることが出来
る。ＭＣＣＨのスケジューリング方法についての詳細は実施の形態２と同様であるので省
略する。
【０１６６】
　ＭＣＣＨのスケジューリング方法について説明する。ＢＣＣＨ１で通知するＭＣＣＨ１
のスケジューリングに加えて、ＭＣＣＨ４がのる物理領域のスターティングポイントを通
知すればよい。あるいは、ＢＣＣＨ１で通知するスケジューリングは、ＰＭＣＨ１のスケ
ジューリングとしても良い。
【０１６７】
　二番目の違いとして覆いかぶさるＭＢＳＦＮエリア（MBSFNエリア4）側にＭＣＣＨが存
在しないために、ＭＢＳＦＮエリア４にてＭＢＭＳサービスを受信している移動端末に対
するページング信号を通知する方法が実施の形態２とは異なる。ページング信号を通知す
る方法の違いについて説明する。まず、ネットワーク側が当該移動端末へのページング信
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号の通知範囲として、ＭＢＳＦＮエリア４がカバーしているＭＢＳＦＮエリア１～３全て
に通知する方法が考えられる。この場合、実施の形態２で説明した具体的な方法に何ら追
加制御を加えることなく、ＭＢＳＦＮエリア４にＭＣＣＨがない場合についても実現可能
となる。移動体通信システムとして複雑化を回避するという点において、有効な方法であ
る。
【０１６８】
　次に、ネットワーク側が当該移動端末へのページング信号の通知範囲として、当該移動
端末が位置する、カバーされているＭＢＳＦＮエリア（ＭＢＳＦＮエリア１～３のいずれ
か）に通知する方法が考えられる。具体的な動作について、実施の形態２と異なる点を中
心に説明する。「ＭＢＭＳ側受信状況通知」について説明する。図２０のステップＳＴ１
７４２にて移動端末は、ステップＳＴ１７４１で受信したＵＬ（Uplink）アロケーション
に従って「ＭＢＭＳ側受信状況通知」をサービングセルへ送信する。「ＭＢＭＳ側受信状
況通知」に含まれるパラメータ例としては、移動端末の識別子（UE-ID,IMSI,S-TMSIなど
）、ＭＢＭＳサービスを受信する周波数（ｆ（ＭＢＭＳ））、ＭＢＳＦＮエリア番号（ID
）などがある。ここで、通知するＭＢＳＦＮエリアＩＤは、実際にＭＢＭＳサービス（Ｍ
ＴＣＨ）を受信するＭＢＳＦＮエリアＩＤ（MBSFNエリア4）ではなく、自移動端末が位置
している、カバーされているＭＢＳＦＮエリアＩＤとする。言い換えれば、ＭＢＳＦＮサ
ーチの際に受信したＳ－ＳＣＨ（第二同期チャネル）にマッピングされていたＭＢＳＦＮ
エリアＩＤを通知する。これにより、ネットワーク側は、移動端末が実際に位置している
、カバーされているＭＢＳＦＮエリアを知ることが出来る。さらに、移動端末の処理とし
て、図２３のステップＳＴ１７９４の処理の前に、図３８のステップＳＴ３１０１を行う
。
【０１６９】
　図３８のステップＳＴ３１０１にて移動端末は、受信中のＭＣＣＨの受信品質を測定す
る。移動端末は当該ＭＢＳＦＮエリアの無線リソースにてレファレンスシグナル（RS）を
受信し、受信電力を測定する（RSRP）。受信電力が静的あるいは準静的に決められた、閾
値以上であるか否か判断する。前記閾値は、閾値以上であればＭＣＣＨを受信するのに満
足な感度であることを示し、閾値未満であればＭＣＣＨを受信するのに満足な感度を満た
していないことを示す。閾値以上であればステップＳＴ１７９４へ移行し、閾値以下であ
ればステップＳＴ１７２４へ移行する。これにより、移動端末は、ＭＣＣＨがマッピング
されている、カバーされているＭＢＳＦＮエリア間のモビリティを把握することになる。
これにより、ＭＢＳＦＮエリア４がカバーしているＭＢＳＦＮエリア１～３全てからペー
ジング信号を通知する方法に比べて有効な点は以下の通りである。移動体通信システムと
して、地理的に当該移動端末が受信可能な基地局以外の基地局（例えば当該移動端末がMB
SFNエリア１に位置していた場合、MBSFNエリア2、3）からのページング信号を送信しなく
ても良くなるので、無線リソースの有効活用という点において効果を得る。本実施の形態
においても実施の形態２同様に、移動体通信システムとして移動端末の識別子にユニキャ
スト／ミクスド周波数レイヤで用いる移動端末の識別子とＭＢＳＦＮ送信専用周波数レイ
ヤで用いる移動端末の識別子が存在する方法を用いることが出来る。
【０１７０】
　実施の形態３により、複数のＭＢＳＦＮエリアを含むＭＢＳＦＮエリアにＭＣＣＨが存
在しない場合においても、本発明の課題である、ＭＢＭＳ送信専用セルでＭＢＭＳサービ
スを受信している移動端末にページング信号を通知することができるという効果を奏する
。また、本発明の課題である、ＭＢＭＳ送信専用セルにて所望のサービスを選択する方法
を開示することができ、これにより、移動端末が上りリンクのないＭＢＭＳ送信専用セル
にて所望のサービスを受信することが出来るという効果を奏する。
【０１７１】
実施の形態４．
　実施の形態１～３で述べた方法は、ＭＢＭＳ送信専用セルでＭＢＭＳサービスを受信し
ている移動端末のページング受信能力（Capability）が低い場合のページング信号の通知
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方法であった。次に、ページング受信能力が高い移動端末（高能力端末）と低い移動端末
（低能力端末）が存在する場合の、ページング信号通知方法を説明する。以下の記載で述
べるところの「低能力端末」の具体例としては、受信機が１つの移動端末がある。あるい
は、周波数変換部１１０７の設定周波数を変更して決定できる中心周波数が１つである移
動端末である。または、ＭＢＭＳ送信専用セルでＭＢＭＳサービスを受信しているときに
、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルの間欠受信を実行できない移動端末である。
【０１７２】
　また、「高能力端末」の具体例としては、移動端末の受信機が複数（例えば２つ）備え
た移動端末である。あるいは、周波数変換部１１０７の設定周波数を変更して決定できる
中心周波数が複数である移動端末である。あるいは、ＭＢＭＳ送信専用セルでＭＢＭＳサ
ービスを受信中であっても、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルにおける間欠受信を実行で
きる移動端末である。図３８は移動端末の能力の概念を示す表である。本移動端末の能力
（Capability）はステップＳＴ１７１０にて移動端末からサービング基地局へ通知され，
ステップＳＴ１７１２にてサービング基地局からＭＭＥへ通知される。これにより当該移
動端末のページング受信能力をネットワーク側が認識することが出来る。よってＭＢＭＳ
送信専用の周波数レイヤでＭＢＭＳサービスを受信している移動端末へのページング方法
を移動端末のページング受信能力によって切り替えることが可能となる。
【０１７３】
　具体的な動作例について図１６及び図１７を用いて説明する。高能力端末は、ＭＢＭＳ
／ユニキャスト混合セルの受信動作と、ＭＢＭＳ送信専用セルの受信動作を並行して行う
。ＭＢＭＳ送信専用セルの受信動作としての具体例としては、ステップＳＴ１６０１－１
、ステップＳＴ１６０２、ステップＳＴ１６０３、ステップＳＴ１６０４、ステップＳＴ
１６０９がある。各ステップ内の詳細動作は、実施の形態１、実施の形態２、実施の形態
３の通りであるので、説明を省略する。また、低能力端末は、実施の形態１、実施の形態
２、実施の形態３で説明した動作を行う。この方法により、ＭＢＭＳ送信専用セルでＭＢ
ＭＳサービスを受信している低能力端末へのページング信号通知方法を確立しつつ、ＭＢ
ＭＳ送信専用セルでＭＢＭＳサービスを受信している高能力端末に対する、ページング信
号の通知方法が通常のページング信号を通知する構成とすることが可能となる。これによ
り、高能力端末がＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤでＭＢＭＳサービスを受信している場
合の移動端末での処理、および移動体通信システムとしての処理を簡略化できること。処
理の簡略化は、移動端末の低消費電力化という効果を得ることができる。また、移動体通
信システムとしてもＭＢＳＦＮエリア内の基地局から高能力端末へのページング信号を送
信する必要がなくなるので、無線リソースの有効活用という効果を得ることができる。
【０１７４】
　さらに、高能力端末であっても、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルの受信動作と、ＭＢ
ＭＳ送信専用セルの受信動作を並行して行うことによる消費電力の増加を防ぐためにユー
ザの意思で、実施の形態１、実施の形態２、実施の形態３で説明した動作を行う。これに
より、高能力端末であっても受信動作を並行して行う必要がなくなり、移動端末の消費電
力の増加を防ぐという効果を得ることができる。本ユーザの意思は移動端末ページング受
信能力同様ステップＳＴ１７１０で移動端末からネットワーク側へ通知し、移動端末を含
む移動体通信システムとして処理は実施の形態２と同様とする。
【０１７５】
　次に変形例を説明する。非特許文献８には、移動端末の能力の１つのパラメータとして
リリースインジケータ(Release indicator)が開示されている。しかし非特許文献８には
、リリースインジケータの違いによる、移動体通信システムの動作の違いは記載されてい
ない。本変形例では、移動端末の能力に応じて、具体的には移動端末の能力の１つのパラ
メータであるリリースインジケータに応じて、当該移動端末がMBMS送信専用セルでMBMSサ
ービスを受信中の当該移動端末へのページング信号の通知方法を切替える方法を開示する
。また、移動端末はＭＢＭＳ送信専用セルでＭＢＭＳサービスを受信中のページング信号
の受信方法を自移動端末の能力に応じた、具体的には対応するリリースに応じた方法とす
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る。移動端末のリリースに応じてページング信号の通知方法を切替えるため、移動端末、
サービング基地局、ネットワーク側で移動端末の能力情報を共有しておく必要が生じる。
そこで、ここでは、移動端末の能力（Capability）を移動端末からサービング基地局へ通
知するようにしておき，サービング基地局からＭＭＥへ通知するようにしておく。具体例
として、本移動端末の能力（Capability）はステップＳＴ１７１０にて移動端末からサー
ビング基地局へ通知され，ステップＳＴ１７１２にてサービング基地局からＭＭＥへ通知
される。これにより当該移動端末のページング受信能力をネットワーク側が認識すること
が出来る。よってＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤでＭＢＭＳサービスを受信している移
動端末へのページング方法を移動端末のページング受信能力によって切り替えることが可
能となる。
【０１７６】
　切替えるページング信号の通知方法の具体例について開示する。１つの切換えの例とし
て、（１）ＭＢＭＳ専用セルからのＭＢＭＳサービス受信中の移動端末へのページング信
号の通知方法を実施の形態1～実施の形態3で示す方法にてMBMS専用セルからページング信
号を通知する（２）ＭＢＭＳ専用セルからのＭＢＭＳサービス受信中の移動端末へのペー
ジング信号の通知方法を通常通りの方法でユニキャストセル、あるいはMBMS/ユニキャス
ト混合セルからページング信号を通知する。別の切換えの例として、（１）ＭＢＭＳ専用
セルからのＭＢＭＳサービス受信中の移動端末へのページング信号の通知方法を実施の形
態1～実施の形態3で示す方法でMBMS専用セルからページング信号を通知する（２）ＭＢＭ
Ｓ専用セルからのＭＢＭＳサービス受信中の移動端末へページングを通知しない。リリー
スインジケータに応じたページング信号の通知方法の切換えの具体例について開示する。
　移動端末が対応するリリースによって、ＭＢＭＳ専用セルからのページング信号を受信
できるか否かが決定する場合が考えられる。例えばリリース８対応の移動端末は、ＭＢＭ
Ｓ専用セルからのページング信号は受信できないが、リリース９対応の移動端末は、ＭＢ
ＭＳ専用セルからのページング信号は受信できるなどである。
【０１７７】
　対応例として、（１）ＭＢＭＳ専用セルからのページング信号を受信できるリリース対
応の移動端末に対して、当該移動端末がＭＢＭＳ専用セルからのＭＢＭＳサービス受信中
の場合、当該移動端末へのページング信号の通知方法を実施の形態1～実施の形態3で示す
方法でMBMS専用セルからページング信号を通知する（２）ＭＢＭＳ専用セルからのページ
ング信号を受信できないリリース対応の移動端末に対して、当該移動端末がＭＢＭＳ専用
セルからのＭＢＭＳサービス受信中の場合、当該移動端末へのページング信号の通知方法
を通常通りの方法でユニキャストセル、あるいはMBMS/ユニキャスト混合セルからページ
ング信号を通知する。別の切換えの例として、（１）ＭＢＭＳ専用セルからのページング
信号を受信できるリリース対応の移動端末に対して、当該移動端末がＭＢＭＳ専用セルか
らのＭＢＭＳサービスを受信中の場合、当該移動端末へのページング信号の通知方法を実
施の形態1～実施の形態3で示す方法でMBMS専用セルからページング信号を通知する（２）
ＭＢＭＳ専用セルからのページング信号を受信できないリリース対応の移動端末に対して
、当該移動端末がＭＢＭＳ専用セルからのＭＢＭＳサービス受信中の場合、当該移動端末
へのページング信号を通知しない。
【０１７８】
　変形例１により、移動端末からネットワーク側へ通知するパラメータを増やすことなく
、従来のパラメータを用いて移動体通信システムの動作を切り替えることが可能となる。
これにより、無線リソースの有効活用という効果を得ることが出来る。また、移動体通信
システムとして、ＭＢＭＳ専用セルからのページング信号を受信できない移動端末に対し
ては、ＭＢＭＳ専用セルからページング信号を送信する必要がなくなるので、無線リソー
スの有効活用という効果を得ることができる。このことは、ネットワーク側の負荷軽減と
いう効果も合わせて得ることができる。
【０１７９】
　次にほかの変形例を変形例２として説明する。非特許文献８には、移動端末の能力の１
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つのパラメータとしてＭＢＭＳ関連パラメータ(ＭＢＭＳ Ｒｅｌａｔｅｄ ｐａｒａｍｅ
ｔｅｒｓ)が開示されている。しかし非特許文献８には、ＭＢＭＳ関連パラメータの内容
については全く開示されていない。本変形例では、移動端末の能力に応じて、具体的には
移動端末の能力の１つのパラメータであるＭＢＭＳ関連パラメータに応じて、当該移動端
末がMBMS送信専用セルでMBMSサービスを受信中の当該移動端末へのページング信号の通知
方法を切替える方法を開示する。また、移動端末はＭＢＭＳ送信専用セルでＭＢＭＳサー
ビスを受信中のページング信号の受信方法を自移動端末の能力に応じた、具体的にはＭＢ
ＭＳ関連パラメータに応じた方法とする。移動端末のリリースに応じてページング信号の
通知方法を切替えるため、移動端末、サービング基地局、ネットワーク側で移動端末の能
力情報を共有しておく必要が生じる。そこで、ここでは、移動端末の能力（Capability）
を移動端末からサービング基地局へ通知するようにしておき，サービング基地局からＭＭ
Ｅへ通知するようにしておく。具体例として、本移動端末の能力（Capability）はステッ
プＳＴ１７１０にて移動端末からサービング基地局へ通知され，ステップＳＴ１７１２に
てサービング基地局からＭＭＥへ通知される。これにより当該移動端末のページング受信
能力をネットワーク側が認識することが出来る。よってＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤ
でＭＢＭＳサービスを受信している移動端末へのページング方法を移動端末のページング
受信能力によって切り替えることが可能となる。切替えるページング信号の通知方法の具
体例については、変形例１と同様であるため説明を省略する。ＭＢＭＳ関連パラメータの
具体例、及び当該パラメータに応じたページング信号の通知方法の切換えの具体例につい
て開示する。
【０１８０】
　パラメータ例を開示する。ＭＢＭＳ関連パラメータ中に「低能力端末(あるいは受信機
が１つ」と「高能力端末(あるいは受信機が2つ)」のパラメータを設ける。対応例として
、（１）低能力端末に対して、当該移動端末がＭＢＭＳ専用セルからのＭＢＭＳサービス
受信中の場合、当該移動端末へのページング信号の通知方法を実施の形態1～実施の形態3
で示す方法でMBMS専用セルからページング信号を通知する（２）高能力端末に対して、当
該移動端末がＭＢＭＳ専用セルからのＭＢＭＳサービス受信中の場合、当該移動端末への
ページング信号の通知方法を通常通りの方法でユニキャストセル、あるいはMBMS/ユニキ
ャスト混合セルからページング信号を通知する。別の切換えの例として、（１）高能力端
末に対して、当該移動端末がＭＢＭＳ専用セルからのＭＢＭＳサービス受信中の場合、当
該移動端末へのページング信号の通知方法を通常通りの方法でユニキャストセル、あるい
はMBMS/ユニキャスト混合セルからページング信号を通知する。（２）低能力端末に対し
て、当該移動端末がＭＢＭＳ専用セルからのＭＢＭＳサービス受信中の場合、当該移動端
末へのページング信号を通知しない。また別のパラメータ例を開示する。ＭＢＭＳ関連パ
ラメータ中に「MBMS専用セルからのページング信号を受信できる」と「MBMS専用セルから
ページング信号を受信できない」のパラメータを設ける。
【０１８１】
　対応例として、（１）MBMS専用セルからのページング信号を受信できる移動端末に対し
て、当該移動端末がＭＢＭＳ専用セルからのＭＢＭＳサービス受信中の場合、当該移動端
末へのページング信号の通知方法を実施の形態1～実施の形態3で示す方法でMBMS専用セル
からページング信号を通知する（２）MBMS専用セルからページング信号を受信できない移
動端末に対して、当該移動端末がＭＢＭＳ専用セルからのＭＢＭＳサービス受信中の場合
、当該移動端末へのページング信号の通知方法を通常通りの方法でユニキャストセル、あ
るいはMBMS/ユニキャスト混合セルからページング信号を通知する。別の切換えの例とし
て、（１）MBMS専用セルからのページング信号を受信できる移動端末に対して、当該移動
端末がＭＢＭＳ専用セルからのＭＢＭＳサービスを受信中の場合、当該移動端末へのペー
ジング信号の通知方法を実施の形態1～実施の形態3で示す方法でMBMS専用セルからページ
ング信号を通知する（２）MBMS専用セルからページング信号を受信できない移動端末に対
して、当該移動端末がＭＢＭＳ専用セルからのＭＢＭＳサービス受信中の場合、当該移動
端末へのページング信号を通知しない。
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【０１８２】
　変形例２により、移動端末からネットワーク側へ通知するパラメータを増やすことなく
、従来のパラメータを用いて移動体通信システムの動作を切り替えることが可能となる。
これにより、無線リソースの有効活用という効果を得ることが出来る。また、移動体通信
システムとして、ＭＢＭＳ専用セルからのページング信号を受信できない移動端末、ある
いはＭＢＭＳ専用セルからページング信号を受信する必要のない移動端末に対しては、Ｍ
ＢＭＳ専用セルからページング信号を送信する必要がなくなるので、無線リソースの有効
活用という効果を得ることができる。このことは、ネットワーク側の負荷軽減という効果
も合わせて得ることができる。
【０１８３】
実施の形態５．
　実施の形態１、実施の形態２、実施の形態３で述べた方法は、ＭＢＭＳ送信専用の周波
数レイヤでＭＢＭＳサービスを受信している移動端末に対する、ページング信号の通知方
法であった。本実施の形態５では、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤでＭＢＭＳサービス
を受信している間は、ユーザの意思で「ページングを受信しない」を選択可能とする。ユ
ーザの意思で「ページングを受信しない」を選択した場合の具体的な動作例について図１
６及び１７を用いて説明する。ユーザの意思で「ページングを受信しない」を選択した移
動端末は、ステップＳＴ１６０３、詳しくはステップＳＴ１７４２のＭＢＭＳ側受信状況
通知において、「ページングを受信しない」旨を通知する。
【０１８４】
　またステップST1742の「MBMS受信状況通知」をST1710で示した「アタッチリクエスト」
と同様に、あるいは一種として通知しても良い。あるいは「MBMS受信状況通知」を「トラ
ッキングエリアアップデート（Tracking Area Update:TAU）」と同様に、あるいは一種と
して通知しても良い。その場合の通知パラメータは、上記同様に移動端末の識別子（ＵＥ
－ＩＤ、ＩＭＳＩ、Ｓ－ＴＭＳＩなど）、ＭＢＭＳサービスの受信を終了する周波数（ｆ
（ＭＢＭＳ））、ＭＢＳＦＮ　Ａｒｅａ番号（ＩＤ）、ページングを受信しない旨などが
ある。これにより、新しいメッセージを追加することなくネットワーク側が、移動端末が
MBMS専用セルでのMBMSの受信を終了することを知り得る。そのため、移動体通信システム
の複雑性を回避できるという効果を得ることが出来る。また、「トラッキングエリアアッ
プデート」に「MBMS受信状況通知」であることを示す情報をのせても良い。具体的な方法
としては、ＴＡＵのＴｙｐｅ情報に、「MBMS受信状況通知」を追加しても良い。Ｔｙｐｅ
情報は数値で示されていても良い。ＴＡＵ要求メッセージ上に「MBMS受信状況通知」のた
めか否かを示す１ｂｉｔのインジケータを設けても良い。
【０１８５】
　「アタッチリクエスト」メッセージに「MBMS受信状況通知」であることを示す情報をの
せても良い。具体的な方法としては、アタッチリクエストのＴｙｐｅ情報に、「MBMS受信
状況通知」を追加しても良い。Ｔｙｐｅ情報は数値で示されていても良い。アタッチリク
エストメッセージ上に「MBMS受信状況通知」のためか否かを示す１ｂｉｔのインジケータ
を設けても良い。これにより従来の「トラッキングエリアアップデート」と「MBMS受信状
況通知」を通知するために用いられる「トラッキングエリアアップデート」と区別するこ
とが可能となる。また従来の「アタッチリクエスト」と「MBMS受信状況通知」を通知する
ために用いられる「アタッチリクエスト」と区別することが可能となる。これにより、移
動体通信システムの制御遅延の防止という効果を得ることが出来る。またステップST1828
の「MBMS受信状況通知＋ページングを受信しない旨」をST1710で示した「アタッチリクエ
スト」と同様に、あるいは一種として通知しても良い。あるいは「MBMS受信状況通知＋ペ
ージングを受信しない旨」を「トラッキングエリアアップデート（Tracking Area Update
:TAU）」と同様に、あるいは一種として通知しても良い。
【０１８６】
　その場合の通知パラメータは、上記同様に移動端末の識別子（ＵＥ－ＩＤ、ＩＭＳＩ、
Ｓ－ＴＭＳＩなど）、ＭＢＭＳサービスの受信を終了する周波数（ｆ（ＭＢＭＳ））、Ｍ
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ＢＳＦＮ　Ａｒｅａ番号（ＩＤ）などがある。これにより、新しいメッセージを追加する
ことなくネットワーク側が、移動端末がMBMS専用セルでのMBMSの受信を終了することを知
り得る。そのため、移動体通信システムの複雑性を回避できるという効果を得ることが出
来る。また、「トラッキングエリアアップデート」に「MBMS受信状況通知＋ページングを
受信しない旨」であることを示す情報をのせても良い。具体的な方法としては、ＴＡＵの
Ｔｙｐｅ情報に、「MBMS受信状況通知＋ページングを受信しない旨」を追加しても良い。
Ｔｙｐｅ情報は数値で示されていても良い。ＴＡＵ要求メッセージ上に「MBMS受信状況通
知＋ページングを受信しない旨」のためか否かを示す１ｂｉｔのインジケータを設けても
良い。「アタッチリクエスト」メッセージに「MBMS受信状況通知＋ページングを受信しな
い旨」であることを示す情報をのせても良い。具体的な方法としては、アタッチリクエス
トのＴｙｐｅ情報に、「MBMS受信状況通知＋ページングを受信しない旨」を追加しても良
い。Ｔｙｐｅ情報は数値で示されていても良い。アタッチリクエストメッセージ上に「MB
MS受信状況通知＋ページングを受信しない旨」のためか否かを示す１ｂｉｔのインジケー
タを設けても良い。これにより従来の「トラッキングエリアアップデート」と「MBMS受信
状況通知＋ページングを受信しない旨」を通知するために用いられる「トラッキングエリ
アアップデート」と区別することが可能となる。　また従来の「アタッチリクエスト」と
「MBMS受信状況通知＋ページングを受信しない旨」を通知するために用いられる「アタッ
チリクエスト」と区別することが可能となる。これにより、移動体通信システムの制御遅
延の防止という効果を得ることが出来る。
【０１８７】
　移動端末としては、ステップＳＴ１６０５、ステップＳＴ１６０８、ステップＳＴ１６
１０、ステップＳＴ１６１１を行わない。移動端末の処理が簡略化することにより、移動
端末の低消費電力化という効果を得ることが出来る。移動体通信システムとしては、ステ
ップＳＴ１７４５にて当該移動端末の「ページングを受信しない」旨を受信する。ステッ
プＳＴ１７４６にて当該移動端末のＴＡリストにあるいは、それとは別に当該移動端末に
対する「ページング通知ストップ」なる旨を保存する。その後、ステップＳＴ１７７３に
て当該移動端末に対するページングが発生する。ステップＳＴ１７７４にてＭＭＥはペー
ジングが発生した、当該移動端末の識別子（ＵＥ－ＩＤ、ＩＭＳＩ、Ｓ－ＴＭＳＩなど）
を基に、当該移動端末のトラッキングエリアリストを確認する。そして、ＭＭＥは当該移
動端末に対する「ページング通知ストップ」を確認する。本実施の形態においても実施の
形態２同様に、移動体通信システムとして移動端末の識別子にユニキャスト／ミクスド周
波数レイヤで用いる移動端末の識別子とＭＢＳＦＮ送信専用周波数レイヤで用いる移動端
末の識別子が存在する方法を用いることが出来る。
【０１８８】
　移動体通信システムとして、ステップＳＴ１７７５～ステップＳＴ１７８３及び、ステ
ップＳＴ１８１４～ステップＳＴ１８１８のページング発生処理を中止する。そしてＭＭ
Ｅはネットワーク側に対して、当該移動端末の「ページング受信拒否」を通知する。これ
により、ユーザの意思により「ページングを受信しない」移動端末に対する、移動体通信
システムとしてのページング発生処理を中止できる。これにより、移動端末が受信する意
思のない、ページング信号の通知に用いる移動体通信システムの処理負荷、及び無線リソ
ースを削減することができるという効果を得る。
【０１８９】
実施の形態６．
　実施の形態１～４においてＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいての自移動端末宛の
ページング信号を受信した場合であっても、再度ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルにおい
て、間欠受信を行う構成となっている（以降、２段階の間欠受信と称する。）。ＭＢＭＳ
送信専用セル内の基地局と、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セル内の基地局は原則非同期で
ある。よって、ＭＢＭＳ送信専用セルの基地局から、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セル内
の基地局のページング信号以降の下り制御信号用の無線リソース割り当てを行うことがで
きないという問題を解決するためである。しかし２段階の間欠受信は、ＭＢＭＳ送信専用



(64) JP 5855289 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

の周波数レイヤにおいてＭＢＭＳサービスを受信している移動端末以外の移動端末に対す
る通常のページング信号を通知する構成と比較して制御遅延が大きくなるという課題を有
する。具体的な動作例について図１７を用いて説明する。ステップＳＴ１７０５にてユニ
キャストセルあるいは、混合セルはＢＣＣＨを用いて２種類の間欠受信周期を通知する。
具体的には、２段階の間欠受信時用と通常の間欠受信用である。更に具体的には、２つの
間欠受信の長さを２段階の間欠受信用の方が通常の間欠受信用以下とする。２段階の間欠
受信用の間欠受信周期は連続受信を指し示しても良い。これにより、２段階の間欠受信時
用と通常の間欠受信用に異なる長さを設定できる。よって自由度の高い移動体通信システ
ムを構築可能という効果を得ることができる。また間欠受信時用の方が通常の間欠受信用
以下の長さとすることにより、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいての自移動端末宛
のページング信号を受信した場合であっても、再度ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルにお
いて、間欠受信を行う場合であっても周期が短くなっているので、制御遅延を削減できる
という効果を得ることが出来る。
【０１９０】
実施の形態７．
　ＬＴＥでは新たにＭＢＭＳ専用セルが設けられることが検討されている。このＭＢＭＳ
専用セルでは、個別の端末宛ての個別通信を行うためのユニキャストサービスは行われな
い。したがって、ＭＢＭＳ専用セルにおいて、ＭＢＭＳとユニキャストサービスをともに
実行可能な、例えば、３ＧＰＰのリリース６規格で規定されたＷ-ＣＤＭＡシステムで実
行される方法をそのまま適用することは困難である。ＭＢＭＳ専用セルから移動端末がペ
ージングを受信するには新たなページングチャネルを設けることが必要である。本発明は
、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤでＭＢＭＳサービスを受信している、もしくは受信し
ようとしている移動端末が、ＭＢＭＳ専用セルからページング信号を受信するための方法
を提供するものである。また、ページング信号を送信するチャネルの構成とマッピング方
法、及びそのための移動体通信システムを開示する。
【０１９１】
　以下、物理マルチキャストチャネル（Physical multicast channel: PMCH）上にページ
ング信号をのせる方法を開示する。図３９は、ＭＢＳＦＮ（Multimedia Broadcast multi
cast service Single Frequency Network）エリア毎に設けられた物理マルチキャストチ
ャネルの構成を示す説明図である。図３９では、下り論理チャネルであるマルチキャスト
制御チャネル（Multicast control channel: MCCH）とマルチキャストトラフィックチャ
ネル（Multicast Traffic channel: MTCH）がマッピングされたＰＭＣＨが、ＭＢＳＦＮ
エリア１～３ごとに時分割多重（Time Division Multiplexing :TDM）されている。また
、図３９において、セル＃n１はＭＢＳＦＮエリア１内のセル、セル＃ｎ２はＭＢＳＦＮ
エリア２内のセル、セル＃ｎ３はＭＢＳＦＮエリア３内のセルである。セル＃ｎ１のセル
はＭＢＳＦＮエリア１に属するため、ＭＢＳＦＮエリアに対応したＰＭＣＨがある時間に
送信される。ＰＭＣＨはＭＢＳＦＮエリア内でマルチセル（Multi Cell: MC）送信される
ため、ＭＢＳＦＮサブフレーム上で送信される。ＭＢＳＦＮサブフレームが割り当てられ
るＭＢＳＦＮフレームの集合を「ＭＢＳＦＮフレームクラスタ」（MBSFN frame cluster
）とする。ＭＢＭＳ専用セルではＭＢＳＦＮフレーム内全てのサブフレームをマルチセル
送信に用いられるＭＢＳＦＮサブフレームとしても良い。ＭＢＳＦＮフレームクラスタが
繰り返される周期を「ＭＢＳＦＮフレームクラスタ繰り返し期間」(MBSFN frame cluster
 Repetition period)とする。
【０１９２】
　ＰＭＣＨにはひとつまたは複数のＭＢＭＳ用のトランスポートチャネルのＭＣＨがマッ
ピングされ、ＭＣＨにはＭＢＭＳ用制御情報の論理チャネルであるＭＣＣＨと、ＭＢＭＳ
用データの論理チャネルであるＭＴＣＨのいずれか、あるいは両方がマッピングされる。
ＭＣＣＨとＭＴＣＨは時間的に分割されてＰＭＣＨ上にマッピングされても良いし、さら
に時間的に分割されてマルチセル送信される物理領域にマッピングされても良い。例えば
、ＭＴＣＨとＭＣＣＨがマッピングされる物理領域であるＭＢＳＦＮサブフレームが異な
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っていても良い。各ＭＢＳＦＮフレームクラスタ上にＭＣＣＨがマッピングされても良い
し、ＭＴＣＨのみがマッピングされても良い。ＭＴＣＨのみがＰＭＣＨ上にマッピングさ
れている場合、ＭＣＣＨの繰返し周期はＭＢＳＦＮフレームクラスタの繰返し周期と異な
る。また、ＭＢＳＦＮフレームクラスタ上に複数のＭＣＣＨがマッピングされる場合も存
在する。ＭＣＣＨの繰り返し周期を「ＭＣＣＨ繰り返し期間」(MCCH Repetition period)
とする。図３９で、ＭＣＣＨ１はＭＢＳＦＮエリア１用のＭＢＭＳ制御情報で、ＭＴＣＨ
１はＭＢＳＦＮエリア１用のＭＢＭＳデータである。セル＃ｎ２のセルはＭＢＳＦＮエリ
ア２に属し、ＭＣＣＨ２はＭＢＳＦＮエリア２用のＭＢＭＳ制御情報で、ＭＴＣＨ２はＭ
ＢＳＦＮエリア２用のＭＢＭＳデータである。セル＃ｎ３のセルはＭＢＳＦＮエリア３に
属し、ＭＣＣＨ３はＭＢＳＦＮエリア３用のＭＢＭＳ制御情報で、ＭＴＣＨ３はＭＢＳＦ
Ｎエリア３用のＭＢＭＳデータである。各ＭＢＳＦＮエリア毎にＭＣＣＨの繰返し期間は
異なっていても良い。ＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨは時分割多重されている。そのため
、セル間の同期が確保されているＭＢＳＦＮ同期エリア（MBSFN Synchronization Area　
図７参照）内でＭＢＳＦＮエリア間のセルの直交性が得られ、他のＭＢＳＦＮエリアのセ
ルからの干渉を防止することができる。ＭＢＳＦＮエリアではマルチセル送信されるため
、各ＭＢＳＦＮエリア内のセルは、各々同一のＰＭＣＨにて同一のデータを送信する。一
つのセルがに複数のＭＢＳＦＮエリアに属してが複数重複されていても、ＭＢＳＦＮエリ
ア毎のＰＭＣＨが時分割多重されてＭＢＳＦＮサブフレーム上で送信されるため、上記Ｐ
ＭＣＨの構成は各ＭＢＳＦＮエリア間の直交性を保ったまま適用することが可能である。
【０１９３】
　移動端末では、自移動端末が存在するＭＢＳＦＮエリアの複数のセルからマルチセル送
信されるＰＭＣＨを受信することによってＭＢＭＳを受信でき、またマルチセル送信によ
るＳＦＮ利得により受信品質が改善される。一つのセルが複数のＭＢＳＦＮエリアに属す
るような場合も、移動端末は各々のＭＢＳＦＮエリアのＰＭＣＨを受信することによって
、複数のＭＢＭＳサービスを受信することが可能である。また、ある所望のＭＢＳＦＮエ
リアのＰＭＣＨを受信している移動端末は、該ＰＭＣＨ以外のＰＭＣＨは受信する必要が
ないため、該ＰＭＣＨ以外の時間、間欠受信（Discontinuous Reception: DRX）動作が可
能となり消費電力を削減可能となる。ＭＢＳＦＮエリア毎にＰＭＣＨを連続して送信し、
そのＭＢＳＦＮフレームをＭＢＳＦＮフレームクラスタとすることで、移動端末は連続し
て間欠受信動作を行うことが可能となるため、さらに消費電力を削減することが可能とな
る。
【０１９４】
　図４０は、ＭＢＳＦＮ（Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency 
Network）エリア毎に設けられた物理マルチキャストチャネルの構成を示す説明図である
。図３９では、ＰＭＣＨがＭＢＳＦＮエリア１～３ごとに時分割多重（Time Division Mu
ltiplexing :TDM）されていた。図４０では、ＰＭＣＨがＭＢＳＦＮエリア１～３ごとに
符号分割多重（Code Division Multiplexing :CDM）されている場合が示される。セル＃
ｎ１はＭＢＳＦＮエリア１内のセル、セル＃ｎ２はＭＢＳＦＮエリア２内のセル、セル＃
ｎ３はＭＢＳＦＮエリア３内のセルである。セル＃ｎ１のセルではＭＢＳＦＮエリア１に
対応したＰＭＣＨが送信される。ここで、該ＰＭＣＨは時間的に連続していても良いし、
不連続でも良い。不連続の場合はＭＢＳＦＮエリアに対応したＰＭＣＨが送信されるＭＢ
ＳＦＮフレームクラスタが繰り返される周期が「ＭＢＳＦＮフレームクラスタ繰り返し期
間」（MBSFN frame cluster Repetition period）になる。また、連続の場合のＭＢＳＦ
Ｎフレームクラスタ繰り返し期間は０としても良いし、明示しなくても良い。ＭＣＣＨと
ＭＴＣＨは時間的に分割されてＰＭＣＨ上にマッピングされても良いし、さらに時間的に
分割されてマルチセル送信される物理領域にマッピングされても良い。例えば、ＭＴＣＨ
とＭＣＣＨが、結果としてマッピングされる物理領域であるＭＢＳＦＮサブフレームが異
なっていても良い。ＭＣＣＨが繰り返される周期を「ＭＣＣＨ繰り返し期間」（MCCH Rep
etition period）とする。同様に、セル＃ｎ２のセルではＭＢＳＦＮエリア２に対応した
ＰＭＣＨが送信され、セル＃ｎ３のセルではＭＢＳＦＮエリア３に対応したＰＭＣＨが送
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信される。各ＭＢＳＦＮエリア毎にＭＣＣＨの繰返し期間は異なっていても良い。ＭＢＳ
ＦＮエリア毎のＰＭＣＨには、ＭＢＳＦＮエリア固有の拡散符号が乗じられたデータがマ
ッピングされるため、セル間の同期が確保されているＭＢＳＦＮ同期エリア内でＭＢＳＦ
Ｎエリア間の干渉が抑圧できる。ＭＢＳＦＮエリアではマルチセル送信が用いられるため
、各ＭＢＳＦＮエリア内のセルは、各々同一のＰＭＣＨにて同一のデータ、すなわちＭＢ
ＳＦＮエリア固有の拡散符号（Scrambling Code）が乗じられたデータを送信する。一つ
のセルが複数のＭＢＳＦＮエリアに属していても、上記ＰＭＣＨの構成は各ＭＢＳＦＮエ
リア間の干渉を抑制したまま適用することが可能である。
【０１９５】
　移動端末では、自移動端末が存在するＭＢＳＦＮエリアの複数のセルからマルチセル送
信されるＰＭＣＨを受信し、ＭＢＳＦＮエリア固有の拡散符号によって逆拡散（Descramb
le）することにより、他ＭＢＳＦＮエリアからの干渉の影響を除去しながらＭＢＭＳを受
信でき、またマルチセル送信によるＳＦＮ利得により受信品質の向上が図れる。一つのセ
ルが複数のＭＢＳＦＮエリアに属するような場合も、移動端末は各々のＭＢＳＦＮエリア
のＰＭＣＨを受信し、各々のＭＢＳＦＮエリア固有の拡散符号によって逆拡散することに
より、複数のＭＢＭＳサービスを受信することが可能である。また、ある所望のＭＢＳＦ
ＮエリアのＰＭＣＨが時間的に連続でない場合、移動端末は該ＰＭＣＨ以外の時間は受信
する必要がないため、該ＰＭＣＨ以外の時間、間欠受信動作が可能となり消費電力を削減
可能となる。ＰＭＣＨが時間的に連続であっても、該ＰＭＣＨにマッピングされるサービ
スが複数存在し、該サービスがＰＭＣＨ上に時間的に多重されている場合は、移動端末は
所望のサービスがマッピングされた該ＰＭＣＨ内の時間領域のみ受信すればよく、その他
の時間領域は受信する必要がない。従って、該ＰＭＣＨ内のその他の時間、間欠受信動作
が可能となり消費電力を削減可能となる。
【０１９６】
　図３２は、ページング信号をのせた物理マルチキャストチャネル（PMCH）の構成を示す
説明図である。図３２に、ページング信号をのせた物理マルチキャストチャネル（PMCH）
の構成を示す。図３２（ａ）はページング信号用領域を設けたＰＭＣＨを示す図であり、
ＰＭＣＨ上にＭＢＭＳ関連情報とページング信号を含む点が示される。ＭＢＭＳ関連情報
とページング信号は、各々がＭＴＣＨ、ＭＣＣＨ内の情報要素として存在しても良いし、
各々がマッピングされる物理領域(リソース)が時間的に分割多重されても良い。図５３は
ＭＢＭＳ関連情報とページング信号をマルチキャスト制御チャネル（MCCH）に情報要素と
して乗せる場合のマッピング方法を示す説明図である。ＭＢＭＳ関連情報のうちＭＢＭＳ
制御情報をページング信号とともに論理チャネルＭＣＣＨ上にのせる。ＭＣＣＨはＭＴＣ
Ｈとともにトランスポートチャネルであるマルチキャストチャネル（MCH）にマッピング
され、ＭＣＨは物理チャネルである物理マルチキャストチャネル（PMCH）にマッピングさ
れる。このように、ＭＢＭＳサービスを受信している、あるいはしようとしている移動端
末がＭＣＣＨを受信する際にページング信号を受信することが可能となる。
【０１９７】
　また他の例を説明する。図５４は、論理チャネルＰＣＣＨを論理チャネルＭＴＣＨ、Ｍ
ＣＣＨと多重してトランスポートチャネルＭＣＨに載せる場合のマッピング方法を示す説
明図である。図５４において、ページング信号は論理チャネルＰＣＣＨにのせられており
、ＭＢＭＳ関連情報はＭＴＣＨ、ＭＣＣＨにのせられている。基地局は、ＭＴＣＨのみの
ＭＢＳＦＮサブフレームと、ＭＣＣＨとＰＣＣＨがマッピングされるＭＢＳＦＮサブフレ
ームとを設けるようにしても良い。さらに、ＭＣＣＨのみのＭＢＳＦＮサブフレームと、
ＰＣＣＨのみのＭＢＳＦＮサブフレームとを設けるように制御しても良い。こうすること
で、ＭＴＣＨとＭＣＣＨかつＰＣＣＨが、さらにはＭＣＣＨとＰＣＣＨが各々時間的に分
割されて送信可能となる。移動端末は、必要な情報のＭＢＳＦＮサブフレームのみ受信す
れば良く、必要のない情報のＭＢＳＦＮサブフレームの期間ＤＲＸ動作をすることが可能
となる。さらに、ＭＣＣＨとＰＣＣＨののるＭＢＳＦＮサブフレームを時間的に隣接する
ようにしても良い。基地局は、例えばＭＣＣＨののるＭＢＳＦＮサブフレームの後（もし
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くは前）に連続してＰＣＣＨののるＭＢＳＦＮサブフレームを構成するようにスケジュー
リングする。ＭＢＭＳを受信中もしくは受信しようとしている移動端末はＭＣＣＨを受信
するため、ＭＣＣＨとＰＣＣＨを連続にしておくことで、ＭＣＣＨ繰返し期間によりＭＣ
ＣＨかつＰＣＣＨの受信タイミングがわかることになる。従って、ＭＢＭＳサービスを受
信している、あるいはしようとしている移動端末がＭＣＣＨを受信する際に連続してペー
ジング信号を受信することが可能となる。また、ＭＣＣＨとＰＣＣＨの間にＭＴＣＨが入
らないためＭＴＣＨを受信していない端末がＤＲＸ動作に移行することなくＰＣＣＨを受
信できるようになる。さらに別の例として、図５５にＭＣＨとＰＣＨを用いる方法を示す
。図５５は、論理チャネルＰＣＣＨをトランスポートチャネルＰＣＨにのせ、論理チャネ
ルＭＴＣＨとＭＣＣＨを多重してトランスポートチャネルＭＣＨにのせ、さらにＰＣＨと
ＭＣＨとを多重化して物理マルチキャストチャネルに乗せる場合のマッピング方法を示す
説明図である。図５５において、ページング信号はＰＣＣＨにのせられており、このＰＣ
ＣＨはトランスポートチャネルＰＣＨにマッピングされている。このＰＣＨはＭＣＨと多
重されてＰＭＣＨにマッピングされる。こうすることで、基地局は、ＰＣＨとＭＣＨを時
間的に分割して送信可能となり、さらには、エンコーディングを別々に行うことが可能と
なる。従って、移動端末においては、受信時にデコードを別々に行うことが可能となる。
【０１９８】
　あるＭＢＳＦＮエリア内の全てのセルは、該ＭＢＳＦＮエリアに対応するＭＣＣＨをＰ
ＭＣＨにのせてＭＣＣＨ繰り返し期間（MCCH repetition period）で周期的にマルチセル
送信する。該ＭＢＳＦＮエリア内セルからマルチセル送信されるＭＢＭＳサービスを受信
している、あるいはしようとしている移動端末は、該ＭＣＣＨを定期的に受信し、ＭＢＭ
Ｓサービスの内容やフレーム構成等を受信することによって、ＭＢＭＳサービスを受信可
能とする。従って、図５３で開示したようにページング信号を該ＭＣＣＨに含ませること
によって、ＭＢＭＳサービスを受信している、あるいはしようとしている移動端末がＭＣ
ＣＨを受信する際にページング信号を受信可能とすることができる。これにより、移動端
末はＭＣＣＨを受信する以外のタイミングで別途ページングを受信する必要がなくなるた
め、ＭＢＭＳサービスの受信を中断することなくページングを受信可能となる。また、Ｍ
ＣＣＨを受信していない時間、ＭＢＭＳサービスの受信を行っていない持間は間欠受信動
作することができ、移動端末の消費電力の削減が図ることができる。
【０１９９】
　図５４で開示したマッピング方法の場合は、ＭＣＣＨとＰＣＣＨが同じＭＢＳＦＮサブ
フレームに構成されるようにしても良いし、ＭＣＣＨののるＭＢＳＦＮサブフレームとペ
ージング信号ののるＭＢＳＦＮサブフレームを時間的に分割し、さらに隣接するようにし
ておいても良い。本発明の特徴として「ＭＣＣＨを見た時にＰＣＣＨもみれるようにする
」がある。従って、ＭＣＣＨとＰＣＣＨが同じＭＢＳＦＮサブフレームにのる場合はその
サブフレームを受信すれば良いが、ＭＣＣＨののるＭＢＳＦＮサブフレームとＰＣＣＨの
のるサブフレームを時分割した場合は隣接させておくことが好ましい。また、図５５で開
示したマッピング方法の場合は、ＭＣＣＨののるＭＢＳＦＮサブフレームとページング信
号ののるＭＢＳＦＮサブフレームを時間的に隣接するようにしておけば良い。基地局は、
例えばＭＣＣＨののるＭＢＳＦＮサブフレームの後（もしくは前）に連続してＰＣＣＨの
のるＭＢＳＦＮサブフレームを構成するようにスケジューリングする。このような構成に
することで、ＭＢＭＳサービスを受信している、あるいはしようとしている移動端末がＭ
ＣＣＨを受信する際にページング信号を連続して受信可能とすることができる。これによ
り、移動端末はＭＣＣＨ及びＰＣＣＨののるサブフレームを受信する以外のタイミングで
別途ページング信号を受信する必要がなくなるため、ＭＢＭＳサービスの受信を中断する
ことなくページング信号を受信可能となる。また、ＭＣＣＨを受信していない時間、ＭＢ
ＭＳサービスの受信を行っていない持間は間欠受信動作することができ、移動端末の消費
電力の削減を図ることができる。
【０２００】
　図３２(ｂ)に、ＭＢＭＳ制御情報が変更されたかどうかを示すインジケータ、ページン
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グ信号が送信されたかどうかを示すインジケータを設けた構成を開示する。これらのイン
ジケータはいずれかが設けられていても良いし、両方が設けられていても良い。ＭＢＭＳ
制御情報が変更されたかどうかを示すインジケータを「ＭＢＭＳ関連情報の変更有無イン
ジケータ」とし、ページング信号が送信されたかどうかを示すインジケータを「ページン
グ信号有無インジケータ」とする。インジケータがマッピングされる物理領域はＰＭＣＨ
が送信されるＭＢＳＦＮサブフレームに設けられても良いし、また、ＰＭＣＨが送信され
るＭＢＳＦＮサブフレームと時間的に隣接する物理領域に設けられても良い。こうするこ
とにより、移動端末はインジケータ受信後ただちにＰＭＣＨに乗るＭＣＣＨやページング
信号を受信しデコード可能となる。例えば、インジケータとして１ビットの情報とする。
各インジケータはＭＢＳＦＮエリア固有の拡散コード等が乗じられ、あらかじめ決められ
た物理領域にマッピングされる。別の方法として例えば、各インジケータはＭＢＳＦＮエ
リア固有のシーケンスからなり、予め決められた物理領域にマッピングされても良い。移
動端末に着信がかかった場合、ページング信号有無インジケータを“1”にセットし、着
信がない場合はページング信号有無インジケータを“0”にセットする。また、例えば、
ＭＢＳＦＮエリア内で送信されるＭＢＭＳサービスの内容が変更されるなどしてＭＣＣＨ
にのるＭＢＭＳ制御情報が変更された場合、ＭＢＭＳ関連情報の変更有無インジケータを
“1”にセットする。ＭＢＭＳ関連情報の変更が可能な周期(MBMS modification periodと
する)を決めておき、該周期内で変更有無インジケータ“1”を繰り返し送信する。該周期
（MBMS modification period）、スタートタイミング(SFN、スターティングポイント)等
はあらかじめ決められていても良いし、ユニキャストサービスでのサービングセルから、
もしくはＭＢＭＳ専用セルから報知情報で通知されても良い。該周期経過した後に更にＭ
ＢＭＳ関連情報の変更がない場合は、ＭＢＭＳ関連情報の変更有無インジケータを“0”
にセットする。
【０２０１】
　移動端末は、所望のＭＢＳＦＮエリアのＰＭＣＨがマルチセル送信されるＭＢＳＦＮサ
ブフレームもしくは隣接するＭＢＳＦＮサブフレーム内のインジケータを受信し逆拡散等
を行い、インジケータが１か０かを判定することで、ＭＣＣＨ内に存在するＭＢＭＳ制御
情報に変更が生じたかどうかや、ページング信号が存在するかどうかを判断することが可
能となる。このようにインジケータを設けることで、ＭＢＭＳ制御情報に変更が生じない
場合や、ページング信号が存在しない場合は、移動端末はＰＭＣＨ全部の情報を受信また
は／かつデコードする必要がなくなる。このため、移動端末の受信電力の削減を図ること
が可能となる。ＭＢＭＳ制御情報が変更されたかどうかを示すＭＢＭＳ関連情報変更有無
インジケータをマッピングする物理領域を、ＭＢＭＳ制御情報がマッピングされるひとつ
または複数のＭＢＳＦＮサブフレームの最初のＭＢＳＦＮサブフレームとしても良い。さ
らに、該最初のＭＢＳＦＮサブフレームの先頭のＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Divis
ion Multiplexing）シンボルとしても良い。これにより、移動端末は、最初のＯＦＤＭシ
ンボルを受信することで、ＭＢＭＳ制御情報に変更が生じたかどうかを判断することが可
能となる。
【０２０２】
　また、ページング信号が存在するかどうかを示すページング信号有無インジケータをマ
ッピングする物理領域を、ページング信号がマッピングされるひとつまたは複数のＭＢＳ
ＦＮサブフレームの最初のＭＢＳＦＮサブフレームとしても良い。さらに、該最初のＭＢ
ＳＦＮサブフレームの先頭のＯＦＤＭシンボルとしても良い。これにより、移動端末は、
最初のＯＦＤＭシンボルを受信することで、ページング信号が存在するかどうかを判断す
ることが可能となる。各インジケータを上記のような物理領域にマッピングすることで、
ＭＢＭＳ制御信号変更無しの場合、ページング情報が存在しない場合、各々その後のＯＦ
ＤＭシンボルを受信または／かつデコードする必要がなくなり、さらなる移動端末の受信
電力の削減をはかることが可能となる。また、最初のＭＢＳＦＮサブフレームや先頭のＯ
ＦＤＭシンボルで早期に判断できるので、ＭＢＭＳ制御情報をただちに受信することがで
きたり、または、ページング信号をただちに受信することができたりするため、移動端末
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での制御遅延を低減することが可能となる。インジケータとして、ＭＢＭＳ関連情報の変
更有無インジケータとページング信号有無インジケータを同じ物理領域にマッピングして
も良いし、各々異なる物理領域にマッピングしても良い。同じ物理領域にマッピングする
場合は、各インジケータのオア(or)演算をとれば良い。これにより移動端末は受信するイ
ンジケータがひとつですむため、受信回路構成を間単にできる効果が得られる。各々異な
る物理領域にマッピングする場合は、これにより、移動端末は、必要なインジケータのみ
受信しておけば良く、他のインジケータを受信する必要はなくなる。したがって、移動端
末の受信電力のさらなる削減や、必要な情報の受信遅延のさらなる低減が図ることができ
る。例えば、ＭＢＭＳサービスを受信しているが、ページング信号を受信しないように設
定している移動端末では、ＭＢＭＳ関連情報の変更有無インジケータのみ受信すればよく
、ページング信号有無インジケータを受信する必要をなくすことができる。各々のインジ
ケータの繰返し周期は同じでも良いし、異なっていても良い。各々のインジケータの繰返
し周期はＭＣＣＨの繰返し周期と同じでも良いし、異なっていても良い。例えばＭＢＭＳ
関連情報の変更有無インジケータを何回かに１回ＭＣＣＨののるＰＭＣＨに設けても良い
。
【０２０３】
　インジケータの繰り返し周期は、各々、ページング信号有無インジケータ繰り返し期間
（Repetition period）、ＭＢＭＳ関連変更有無インジケータ繰り返し期間（Repetition 
period）とする。インジケータの存在するＭＢＳＦＮサブフレームのスタートタイミング
(SFN、スターティングポイント)、サブフレームナンバ、各々のインジケータの繰り返し
周期等はユニキャストサービスのサービングセルの報知情報で通知されても良いし、ＭＢ
ＭＳ専用セルの報知情報で通知されても良いし、あらかじめ決められていても良い。ＭＢ
ＭＳ関連情報の変更有無インジケータ専用のチャネルを、例えばＭＩＣＨ(MBMS Indicati
ng CHannel)としても良く、さらには、ＭＩＣＨ内にページング信号有無インジケータを
構成するようにしても良い。ページング信号有無インジケータの繰り返し周期はＭＩＣＨ
の繰り返し周期（MICH Repitition period）と同じでも良いし異なっていても良い。イン
ジケータの通知に関しては先に記載した同様の方法で行うことができる。これにより、各
々のインジケータが送信される時間がＭＣＣＨが送信される時間に限定されず、システム
において柔軟に設計することが可能となる。
【０２０４】
　ページング信号をＰＭＣＨに含める場合、着信がかかった移動端末の数が膨大になった
場合、自移動端末の宛てのページング信号を検出するのに時間がかかりすぎてしまうとい
う問題が生じる。また、ページング信号ののる所定の物理領域に、着信がかかった全ての
移動端末のページング信号をマッピングする領域が確保できないという問題が生じる。こ
れらの問題を解決するため、ページンググループ化する方法を開示する。図３２(ｃ)に、
ページンググループ化の方法について示す。全移動端末をＫ個のグループに分け、各グル
ープ毎にページング信号有無インジケータを設ける。ページング信号有無インジケータ用
の物理領域をＫ個に分割し、分割した各々の物理領域に各グループのページング信号有無
インジケータをマッピングする。ここで、Ｋは１から全移動端末数の値までをとりうる。
ある移動端末に着信がかかった場合、該移動端末が属するグループのページング信号有無
インジケータを“１”にセットする。あるグループに属する全ての移動端末に着信がない
場合は該グループのページング信号有無インジケータを“０”にセットする。ページング
信号有無インジケータは移動端末での所望の受信誤り率を満足するためにリピテーション
等が行われても良い。ページング信号をマッピングする物理領域もＫ個に分割し、上記Ｋ
個のグループに対応するようにしておく。ページング信号として、移動端末毎の識別子（
識別番号、識別コード）であっても良い。Ｋ個に分割されたひとつの物理領域は、移動端
末１台が必要とするページング信号データが収まる物理領域を、グループ内の移動端末数
分加算した物理領域とする。グループ内の移動端末数はグループ全てで同じで合っても良
いし、グループ毎に異なっていても良い。
【０２０５】
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　グループ内の移動端末数は、例えば、同時に着信が発生する移動端末数の平均値とする
方法がある。また、ひとつのＯＦＤＭシンボルに割当て可能な移動端末台数とし、各ＯＦ
ＤＭシンボルを各グループに対応させる方法としても良い。ある移動端末に着信がかかっ
た場合、該移動端末が属するグループのページング信号有無インジケータを“１”にセッ
トし、該グループに対応したページング信号有無インジケータ用物理領域にマッピングす
る。それとともに、着信がかかった移動端末向けのページング信号を、該移動端末が属す
るグループに対応するページング信号の物理領域にマッピングする。ページング信号の物
理領域へのマッピングは、移動端末毎に該移動端末固有の識別コードを乗じる。ページン
グ信号が移動端末毎の識別子である場合は上記移動端末固有の識別コードを乗じる制御を
省略できる。
【０２０６】
　移動端末固有の識別コードは、ユニキャスト送信においてはセル毎に固有なコードを用
いる。しかし、ＭＢＭＳ専用周波数レイヤのセルにおいて、移動端末固有の識別コードが
セル毎に固有だと、ＭＢＳＦＮエリアでＭＣ送信する際に各セルから同じものが送信され
なくなり、移動端末での受信時に、他セルからの送信信号が雑音となり受信品質が劣化し
て受信不可能となる問題が生じてしまう。この問題を解決するために、本発明においては
、移動端末固有の識別コードをＭＢＳＦＮエリア毎に固有とする。具体例として、ＭＢＳ
ＦＮエリア毎に移動端末識別コードを設け、ＭＢＳＦＮエリアからページング信号を送信
する移動端末に、あらかじめ該移動端末識別コードを送信しておく。また、ＩＭＳＩやＭ
ＢＳＦＮエリアＩＤから導出するようにしても良い。導出方法はあらかじめ決められてい
ても良い。ネットワーク側と移動端末側で、同じパラメータと算出式を用いて導出するよ
うにしても良い。これにより、ネットワーク側から移動端末に、ＭＢＳＦＮエリア毎の移
動端末識別コードを送信しなくてすむ。従って、シグナリング量を削減できる効果が得ら
れる。該ＭＢＳＦＮエリア毎の移動端末固有の識別コードは個別情報のため、ユニキャス
トセルやＭＢＭＳ専用セルから報知情報として報知されるのは不可能である。そこで、Ｍ
ＢＳＦＮエリアＩＤとＩＭＳＩなどの移動端末固有の番号を用いて導出するようにしてお
けば良い。ネットワーク側（ＭＭＥ、ＭＣＥ）と移動端末において同じ算出式を用いてＭ
ＢＳＦＮエリア毎の移動端末識別番号を導出すれば良い。算出式はあらかじめ決められて
いても良い。これにより、該移動端末固有の識別コードとしてＭＢＭＳＦＮエリア毎の識
別コードを用いることが可能となり、自移動端末宛のページング信号を受信することが可
能となる。
【０２０７】
　別の方法として、ＭＭＥが移動端末の固有の識別番号とＭＢＳＦＮエリアＩＤを用いて
ＭＢＳＦＮエリア毎の移動端末固有の識別コードを導出し、ＭＭＥからサービングセルを
介して移動端末に送信し、さらに、ＭＭＥからＭＣＥに送信する。例えばＭＭＥからサー
ビングセルを介して送信するのは、ＳＴ１７１６～ＳＴ１７１８のアタッチアクセプトで
送信するようにすれば良い。アタッチアクセプトに限らず、個別信号（ＤＣＣＨ、ＤＴＣ
Ｈなど）で送信すれば良い。さらに、ＭＭＥはＭＣＥに送信するページングリクエスト、
例えばＳＴ１７７６において、該ＭＢＳＦＮエリア毎の移動端末固有の識別番号を通知し
ても良い。ＭＣＥからＭＢＭＳ専用セルには、ＳＴ１７８０のページングリクエストと一
緒に送信すれば良い。この場合、ページングリクエストと一緒に送信するので、ＭＭＥ、
ＭＣＥ、ＭＢＭＳ専用セルでの制御を簡易にできる。ＭＢＳＦＮエリア毎の移動端末固有
の識別番号は、ＭＭＥにおいて例えば移動端末の固有の識別番号とＭＢＳＦＮエリアＩＤ
を用いて導出するようにしておく。移動端末識別コードをＭＢＳＦＮエリア毎に固有とす
る方法は、本実施の形態に限らず、ＭＢＳＦＮエリア毎にマルチセル（ＭＣ）送信する場
合に移動端末固有の識別コードを乗じる場合に適用可能である。該ＭＢＳＦＮエリア毎の
移動端末固有の識別コードは複数あっても良い。それぞれ、用途を分けても良い。例えば
、該ＭＢＳＦＮエリア毎の移動端末固有の識別コードを二種類有し、各々ページング信号
用とＭＢＭＳ制御情報用としても良い。このようにすることで、ＭＢＳＦＮエリアでＭＣ
送信するページング信号を移動端末毎に分割することが可能となり、移動端末は自移動端
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末宛のページング信号を受信することが可能となる。
【０２０８】
　また、ページング信号が送信されたかどうかを示すインジケータ（例えばページング信
号有無インジケータ）がマッピングされる物理領域を、ページング信号がマッピングされ
るＭＢＳＦＮサブフレームとしても良い。こうすることによって、ページング信号有無イ
ンジケータの存在するＭＢＳＦＮサブフレームのスケジューリング情報（例えばＭＢＳＦ
Ｎフレームの先頭、周期など）と、ページング信号の存在するＭＢＳＦＮサブフレームの
スケジューリング情報の、両方を通知、あるいはあらかじめ決めておく必要が無く、どち
らかひとつのみ通知、あるいはあらかじめ決めておくようにすることが可能となる。従っ
て、ページング処理の制御を簡易にすることが可能となり、また、ネットワーク側あるい
は基地局と移動端末間のシグナリング量を削減することも可能となる効果が得られる。
【０２０９】
　移動端末は、自移動端末が属するグループのページング信号有無インジケータを受信す
ることで、自移動端末が属するグループに着信がかかっているかどうか判定する。着信が
かかっていると判定した場合、自移動端末が属するグループに対応づけられたページング
信号がマッピングされる物理領域を受信し復号化（Decode）する。復号化処理後、移動端
末固有の識別コードとの相関演算を行うことによりブラインド検出を行い、自移動端末向
けのページング信号を特定することで、自移動端末への着信有りと判定することが可能と
なる。自移動端末向けのページング信号を検出しなかった場合は、自移動端末への着信な
しと判定する。移動端末をＫ個のグループにグルーピングすることで、移動端末は、ペー
ジング信号用領域全てを受信する必要がなくなり、必要な領域のみ、すなわち自移動端末
が属するグループが対応する物理領域のみ受信すればよくなるため、移動端末でのページ
ング信号検出時間の短縮が図れ、さらには時移動端末が属さないグループの対応する物理
領域を受信する必要がなくなるため移動端末の受信電力の削減が図ることができる。さら
には、グループ毎に対応したページング信号有無インジケータを用いることで、多数の移
動端末がある場合も少ない物理リソースでページング信号有無インジケータを設けること
ができる。さらには、移動端末は必要に応じてページング信号用領域を受信すればよく、
移動端末の受信電力の削減が可能となるとともに、ページング信号を受信する必要がない
場合はすぐに次の動作に移行できるため、制御遅延を小さくすることが可能となる。
【０２１０】
　上記実施の形態では、ページング信号をマッピングする、Ｋ個に分割されたひとつの物
理領域は、移動端末１台が必要とするページング信号データが収まる物理領域を、グルー
プ内の移動端末数分加算した物理領域としていた。しかし、移動端末数が多大になると、
必要とする物理領域が多大になり、ＭＢＭＳサービスを送信するためのオーバーヘッドが
多大になるためＭＢＭＳサービスデータの送信速度が低下する。これを防ぐため、移動端
末向けのページング信号に移動端末毎に該移動端末固有の識別コードを乗じる。これによ
り、移動端末は自移動端末宛ての情報かどうかを該移動端末固有の識別コードを用いてブ
ラインド検出することが可能となるため、各移動端末毎のページング信号をマッピングす
る物理領域をあらかじめ固定しておく必要がなくなる。したがって、全移動端末分のペー
ジング信号用の物理領域を必要とせず、実際に着信が生じると予測される移動端末数分の
領域さえあれば良い。例として、グループ内の移動端末数を、同時に着信が発生する移動
端末数の平均値とする方法がある。この方法により、限られた物理リソースを有効に利用
することが可能となる。また、上記の方法とすることで、たとえ予測以上に着信する移動
端末数が多くなった場合でも、新しい着信の移動端末へのページング信号を次のＰＭＣＨ
上で送信することが可能となる等、基地局でのスケジューリングにより柔軟に対応するこ
とが可能となる。
【０２１１】
　全移動端末数が少ない場合、Ｋの値を全移動端末数として、ページング信号有無インジ
ケータのみ送信しても良い。この場合、ページング関連の物理領域を確保する必要がなく
、ページング信号有無インジケータ用の物理領域を全移動端末数分確保しておけばよい。
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このため、無線リソースの効率化が図れる。また、この場合、移動端末毎に対応するペー
ジング信号有無インジケータ用の物理領域が存在することになる。このため、移動端末に
おいては、自移動端末に対応したページング信号有無インジケータ用の物理領域を受信し
てデコードするだけで、ページング信号用領域を受信せずに、着信の有無が判定でき、移
動端末のページング動作での制御遅延が低減できる。
【０２１２】
　図３３は、ページング信号を物理マルチキャストチャネル上の領域にマッピングする方
法を示す説明図である。図３３において、ページンググループｎに属する移動端末のうち
、音声通話などの着信が発生した移動端末ｎ１、ｎ２などに対するページング信号を、該
グループｎに対する物理領域にマッピングする。基地局は、各々の移動端末のページング
信号に該移動端末固有の識別コード(番号、シーケンス)を乗じ、ＣＲＣ（Cyclic Redunda
ncy Check）付加を行い、符号化（Encode）、レートマッチング等の処理を行う。これら
一連の処理を行った結果を、マッピングする物理領域の大きさに対応した制御情報要素（
CCE：Control Channel Element）単位に割り当て、着信が発生した各々の移動端末分だけ
連結する。連結した結果を、ＭＢＳＦＮエリア固有の拡散符号（Scrambling code）によ
る拡散処理、変調処理等を行う。変調処理は、ＭＢＳＦＮエリア固有であっても良い。こ
れらの処理を行った結果をページンググループｎに対応する物理領域へマッピングする。
この際、基地局は、ページンググループｎのページング信号有無インジケータに“１”を
セットし、ページング信号有無インジケータのページンググループｎの物理領域にマッピ
ングする。
【０２１３】
　ページンググループｎに対応する物理領域は、あらかじめ決められていても良いし、報
知情報としてユニキャスト側サービングセルもしくはＭＢＭＳ専用セルから通知されても
良い。移動端末では、自移動端末が属するページンググループのページング信号有無イン
ジケータを受信し、“１”であれば、該ページンググループに対応するページング信号用
物理領域を受信する。ページング信号用物理領域を受信し、復調、ＭＢＳＦＮエリア固有
の拡散符号による逆拡散（Descramble）を行い、その結果を制御情報要素単位に分割する
。分割した制御情報要素単位毎に復号化（Decode）等の処理を行い、自移動端末固有の識
別番号により相関演算を行うことによって、自移動端末向けのページング信号をブライン
ド検出する。ある閾値より相関演算結果が大きい場合は自移動端末向けのページングが有
ると判定し、ページング信号によりページング着信動作に入る。ある閾値以下の場合は自
端末向けのページングはなしと判定し、ＭＢＭＳ関連情報の受信に移行する、またはＭＢ
ＭＳ関連情報の受信の必要がなければ間欠受信動作に移行する。自移動端末がどのグルー
プに属するかは、あらかじめ決められた計算方法によって導出されても良いし、上位レイ
ヤから、報知情報としてユニキャストサービスのサービングセルもしくはＭＢＭＳ専用セ
ルから通知されても良い。
【０２１４】
　上記の例では、ページング信号をマッピングする物理領域の大きさに対応した制御情報
要素単位に割当てるようにしたが、この他にも、トランスポートブロック単位で割当てる
ようにしても良い。トランスポートブロック単位で割当てることによって、情報量によっ
て割当てる物理リソースを増減できるため、柔軟な物理領域への割当が可能となる。
【０２１５】
　図３４は、ページング信号をＰＭＣＨ上のページング信号ののる物理領域にマッピング
する方法の別の例を示す。ページンググループｎに属する移動端末のうち、着信がかかっ
ている移動端末のｎ１、ｎ２などに対してページング信号を、該グループｎに対する物理
領域にマッピングする。基地局は、各々の移動端末のページング信号にＣＲＣ付加を行い
、エンコード、レートマッチング等の処理を行う。それら処理を行った結果に、該移動端
末固有の識別コード(番号)を乗じる。該移動端末固有の識別コードを直交性を有す拡散コ
ードとして、移動端末間で直交性が得られるようにする。基地局は、該拡散コードを乗じ
た結果を、着信がかかっている各々の移動端末分多重する。多重した結果を、ＭＢＳＦＮ
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エリア固有の拡散符号による拡散処理、変調処理等を行う。変調処理は、ＭＢＳＦＮエリ
ア固有であっても良い。これらの処理を行った結果をページンググループｎに対応する物
理領域へマッピングする。この際、基地局は、ページンググループｎのページング信号有
無インジケータに“１”をセットし、ページング信号有無インジケータのページンググル
ープｎの物理領域にマッピングする。ページンググループｎに対応する物理領域は、あら
かじめ決められていても良いし、報知情報としてユニキャスト側サービングセルもしくは
MBMS専用セルから通知されても良い。移動端末では、自移動端末が属するページンググル
ープのページング信号有無インジケータを受信し、“１”であれば、該ページンググルー
プに対応するページング信号用物理領域を受信する。ページング信号用物理領域を受信し
、復調、ＭＢＳＦＮエリア固有の拡散符号による逆拡散を行う。その結果を自移動端末固
有の識別番号により相関演算を行うことによって、自移動端末向けのページング信号をブ
ラインド検出する。ある閾値より相関演算結果が大きい場合は自移動端末向けのページン
グが有ると判定し、デコードを行った後のページング信号によりページング着信動作に入
る。ある閾値以下の場合は自端末向けのページングはなしと判定し、ＭＢＭＳ関連情報の
受信に移行する、またはＭＢＭＳ関連情報の受信の必要がなければ間欠受信動作に移行す
る。自移動端末がどのグループに属するかは、あらかじめ決められた計算方法によって導
出されても良いし、上位レイヤから、報知情報としてユニキャストサービスのサービング
セルもしくはＭＢＭＳ専用セルから通知されても良い。なお、図３３、１４で記載したペ
ージング信号は、ページング信号のマッピングされたトランスポートチャネルとしても良
い。これは以降の実施例においても適用できる。移動端末がページング受信時に必要とな
るページング関連の情報であるページング信号ののった情報であれば良い。
【０２１６】
　ページング信号をＰＭＣＨのページング信号ののる物理領域にマッピングするいくつか
の方法を開示したが、該ページング信号ののる物理領域へのマッピングは、任意のあらか
じめ決められた領域でも良いし、ローカライズド(周波数軸上で連続する物理領域)にマッ
ピングしても良いし、ディストリビューテッド(周波数軸上で分散する物理領域)にマッピ
ングしても良い。
【０２１７】
　上記の例ではページング信号に移動端末固有の識別番号や拡散コードを乗じる構成とし
た。このような構成とすることで、ページング信号の情報量が各移動端末で同じ場合、符
号化（Encode）、レートマッチング等の処理を各移動端末間で同じにすることで、割り当
てる制御情報要素単位の領域の大きさを同じにすることが可能となる。従って、移動端末
においてブラインド検出する制御情報要素単位の領域の大きさがひとつに限られるため、
ブラインド検出の回数が削減でき、検出時間の短縮も図れる。従って、移動端末の回路構
成の削減、消費電力の削減、制御遅延の低減を図れる効果が得られる。
【０２１８】
　上記のように、ページング信号に移動端末固有の識別番号や拡散コードを乗じ、ページ
ンググループ毎にＰＭＣＨのページング信号ののる物理領域にマッピングすることで、移
動端末は、ページング信号用領域全てを受信する必要がなくなり、必要な領域のみ、すな
わち自移動端末が属するグループが対応する物理領域のみ受信すればよくなるため、移動
端末でのページング信号検出時間の短縮が図れ、さらには時移動端末が属さないグループ
の対応する物理領域を受信する必要がなくなるため移動端末の受信電力の削減が図ること
ができる。さらには、グループ毎に対応したページング信号有無インジケータを用いるこ
とができ、多数の移動端末がある場合も少ない物理リソースでページング信号有無インジ
ケータを設けることができる。さらには、移動端末は必要に応じてページング信号用領域
を受信すればよく、移動端末の受信電力の削減が可能となるとともに、ページング信号を
受信する必要がない場合はすぐに次の動作に移行できるため、制御遅延を小さくすること
が可能となる。さらには、移動端末は自移動端末宛ての情報かどうかを該移動端末固有の
識別コードや拡散コードを用いてブラインド検出することが可能となるため、各移動端末
毎のページング信号をマッピングする物理領域をあらかじめ固定しておく必要がなくなり
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、全移動端末分のページング信号用の物理領域を必要とせず、実際に着信が生じると予測
される移動端末数分の領域さえあれば良いため、限られた物理リソースを有効に利用する
ことが可能となる。さらには、たとえ予測以上に着信する移動端末数が多くなった場合で
も、新しい着信の移動端末へのページング信号を次のＭＣＣＨののるＰＭＣＨ上で送信す
ることが可能となる等、基地局でのスケジューリングにより柔軟に対応することが可能と
なる。
【０２１９】
　上記の例では基地局においてページング信号に移動端末固有の識別番号を乗じることと
した。しかし、ページング信号ではなくＣＲＣに移動端末固有の識別番号を乗じる方法を
用いることも可能である。ＣＲＣに移動端末固有の識別番号を乗じる方法は、各移動端末
のページング信号の情報量が異なる場合に有効である。
【０２２０】
　また、上記の例では各移動端末のページング信号に該移動端末固有の識別コードを乗じ
る処理を行ういことで移動端末が自移動端末宛のページング情報をブラインド検出するこ
とを可能としたが、別の処理方法として、各移動端末のページング信号と該移動端末固有
の識別番号を加えるようにしても良い。例えば、図３３に示す処理１で、各移動端末のペ
ージング信号に、該移動端末固有の識別コードを乗じるのではなく、該移動端末固有の識
別番号を加える処理を行う。この場合移動端末においては、ページング信号用物理領域を
受信し、復調、ＭＢＳＦＮエリア固有のスクランブリングコードによるデスクランブリン
グを行い、その結果を情報要素単位に分割し、分割した情報要素単位毎にデコード等の処
理を行う。デコード等の処理後の情報内に、自移動端末固有の識別番号が存在するか否か
により自移動端末向けのページング信号を検出する。このような処理とすることで、上述
したのと同等の効果が得られる。
【０２２１】
　上記の例では、ページング信号の物理領域へのマッピング方法について開示したが、本
方法は、ページング信号が送信されたかどうかを示すインジケータを物理領域にマッピン
グする場合にも適用できる。また、上記の例では、基地局においてページング信号に移動
端末固有の識別番号を乗じることとしたが、ページング信号が送信されたかどうかを示す
インジケータに、移動端末固有の識別コード（ＵＥ－ＩＤ、ＲＮＴＩ）を乗じる、あるい
は加えることとしても良い。また、ページング信号が送信されたかどうかを示すインジケ
ータにＣＲＣを付加する構成とし、ＣＲＣに移動端末固有の識別番号を乗じる方法を用い
ることも可能である。移動端末は自移動端末宛ての情報かどうかを該移動端末固有の識別
コードを用いてブラインド検出することが可能となる。このため、各移動端末毎のページ
ング信号が送信されたかどうかを示すインジケータをマッピングする物理領域をあらかじ
め固定しておく必要がなくなる。また、該インジケータがマッピングされる可能性のある
物理領域をあらかじめ決めておいたり、報知されるようにしておいても良い。こうするこ
とにより柔軟な物理リソースの利用が図れる。これらの方法は、後述するように、ページ
ング信号が送信されたかどうかを示すインジケータが１ビットの情報ではなく、例えばペ
ージングメッセージの割り当て情報のような、各移動端末への情報量が異なる場合に有効
となる。
【０２２２】
　ＰＭＣＨにページング信号をマッピングする場合、その他の情報、例えばＭＣＣＨやＭ
ＴＣＨと区別する必要がある。上記では、ページング信号用の物理領域を設ける、あるい
は移動端末固有の識別番号を乗じるあるいは加えることによって区別していた。別の方法
として、ＰＭＣＨにマッピングする情報に対して、情報種別毎に固有の識別子（ＩＤ）を
乗じても良い。また、いずれか特定の情報種別のみに該情報種別固有の識別子を乗じても
良い。情報種別毎の固有の識別子は、ユニキャスト通信とは異なりマルチセル送信される
ＭＢＳＦＮサブフレームで用いられるため、マルチセル送信する複数のセルから同じもの
が送信されるようにしておく必要がある。例えば、ＭＢＳＦＮエリア毎に同じ情報種別毎
に固有の識別子を用いるようにする。具体例としては、ＭＢＭＳ専用セルからページング
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信号とＭＣＣＨ、ＭＴＣＨがＰＭＣＨにて通知される場合を考える。ＭＢＭＳ専用セルは
、ページング信号に対してページング信号用の識別子を、ＭＣＣＨに対してＭＣＣＨ用の
識別子を、ＭＴＣＨに対してＭＴＣＨ用の識別子を各々乗じて、ＰＭＣＨを用いて送信す
る。当該ＭＢＭＳ専用セル傘下の移動端末の中でページング信号を受信する必要がある移
動端末は、ページング信号用の識別子を用いてブラインド検出する。また、当該ＭＢＭＳ
専用セル傘下の移動端末の中でＭＴＣＨあるいはＭＣＣＨを受信する必要がある移動端末
は、各々の識別子を用いてブラインド検出する。これにより移動端末が必要な情報を必要
な場合に受信可能となる効果を得ることができる。このことは、移動端末の消費電力低減
という効果を得ることができる。また、移動端末の制御遅延防止とう効果を得ることが出
来る。情報種別毎の識別子はあらかじめ決められていても良いし、サービングセルの報知
情報によって報知されても良い。また、ＭＢＭＳ専用セルから報知されても良い。なお、
さらに、ページング信号に移動端末固有の識別子を乗じるあるいは加えるようにしておけ
ば、移動端末毎のブラインド検出も可能となるため、ページング信号をマッピングする物
理領域のをあらかじめ固定しておく必要がなくなり、柔軟なマッピングが可能となり、物
理リソースの使用効率が向上する効果が得られる。
【０２２３】
　本実施の形態7で開示したＰＭＣＨ上にページング信号をのせる方法とすることで、移
動体通信システムとして、ＭＢＭＳ専用セルからＭＢＭＳサービスを受信しているもしく
は受信しようとしている全移動端末のページング信号を送信できるようになり、該移動端
末がＭＢＭＳ専用セルからページング信号を受信することを可能とする。
【０２２４】
　以下、本実施の形態７の変形例を説明する。実施の形態７では、ＭＢＭＳ専用セルから
ページング信号を受信するため、ＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨ上にページング信号をの
せる方法を開示した。ＰＭＣＨの構成として、ＭＢＳＦＮエリア毎に時分割多重(TDM)、
ＭＢＳＦＮエリア毎にコード分割多重(CDM)とする方法を開示した。以下説明する第一の
変形例では、ＰＭＣＨの構成として、ＭＢＳＦＮエリア毎に時分割多重(TDM)とコード分
割多重(CDM)とを混在させる方法を開示する。
【０２２５】
　図４１は、ＭＢＳＦＮエリア毎に設けられたＰＭＣＨの構成を示す説明図である。図４
１において、ＭＢＳＦＮエリア毎に時分割多重(TDM)とコード分割多重（CDM）がともに用
いられている。セル＃ｎ１はＭＢＳＦＮエリア１内のセル、セル＃ｎ２はＭＢＳＦＮエリ
ア２内のセル、セル＃ｎ３はＭＢＳＦＮエリア３内のセルである。また、セル＃１、セル
＃２、セル＃３のセルはＭＢＳＦＮエリア４内のセルでもある。ＭＢＳＦＮエリア１、２
、３のＰＭＣＨはコード分割多重され、ＭＢＳＦＮエリア１、２、３のＰＭＣＨとＭＢＳ
ＦＮエリア４のＰＭＣＨは時分割多重される。セル＃ｎ１のセルはＭＢＳＦＮエリア１に
属するため、ＭＢＳＦＮエリア１に対応したＰＭＣＨがある時間に送信される。ＰＭＣＨ
はＭＢＳＦＮエリア内でマルチセル送信されるため、ＭＢＳＦＮサブフレーム上で送信さ
れる。ＭＢＳＦＮサブフレームが割当てられるＭＢＳＦＮフレームの集合を「ＭＢＳＦＮ
フレームクラスタ」（MBSFN frame cluster）とする。ＭＢＭＳ専用セルではＭＢＳＦＮ
フレーム内全てのサブフレームをマルチセル送信に用いられるＭＢＳＦＮサブフレームと
しても良い。あるＭＢＳＦＮエリアに対応したＭＢＳＦＮフレームクラスタが繰り返され
る周期を「ＭＢＳＦＮフレームクラスタ繰り返し周期」（MBSFN frame cluster Repetiti
on period）とする。ＰＭＣＨにはＭＢＭＳ用のトランスポートチャネルのＭＣＨがマッ
ピングされ、ＭＣＨにはＭＢＭＳ用制御情報のロジカルチャネルＭＣＣＨ、ＭＢＭＳ用デ
ータのロジカルチャネルＭＴＣＨのいずれかあるいは両方がマッピングされる。
【０２２６】
　ＭＣＣＨとＭＴＣＨは時間的に分割されてＰＭＣＨ上にマッピングされても良いし、さ
らに時間的に分割されてマルチセル送信される物理領域にマッピングされても良い。例え
ば、ＭＴＣＨとＭＣＣＨが、結果としてマッピングされる物理領域であるＭＢＳＦＮサブ
フレームが異なっていても良い。各ＭＢＳＦＮフレームクラスタ上にＭＣＣＨがマッピン
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グされても良いし、ＭＴＣＨのみでも良い。ＭＴＣＨのみが存在する場合、ＭＣＣＨの繰
返し周期はＭＢＳＦＮフレームクラスタの繰り返し周期と異なる。また、ＭＢＳＦＮフレ
ームクラスタ上に複数のＭＣＣＨがマッピングされる場合も存在する。ＭＣＣＨの繰り返
し周期を「ＭＣＣＨ繰り返し期間」(MCCH Repetition period)とする。図４１で、ＭＣＣ
Ｈ１はＭＢＳＦＮエリア１用のＭＢＭＳ制御情報で、ＭＴＣＨ１はＭＢＳＦＮエリア１用
のＭＢＭＳデータである。同様に、ＭＣＣＨ２はＭＢＳＦＮエリア２用のＭＢＭＳ制御情
報で、ＭＴＣＨ２はＭＢＳＦＮエリア２用のＭＢＭＳデータ、ＭＣＣＨ３はＭＢＳＦＮエ
リア３用のＭＢＭＳ制御情報で、ＭＴＣＨ３はＭＢＳＦＮエリア３用のＭＢＭＳデータで
ある。セル＃ｎ１とセル＃ｎ２とセル＃ｎ３のＰＭＣＨは符合分割多重され同じタイミン
グで送信される。セル＃ｎ１（セル＃ｎ２、セル＃ｎ３）のセルはＭＢＳＦＮエリア１（
２、３）とＭＢＳＦＮエリア４に属するため、ＭＢＳＦＮエリア１（２、３）のＰＭＣＨ
とＭＢＳＦＮエリア４のＰＭＣＨは時分割多重される。ＭＢＳＦＮエリア４のＰＭＣＨは
ＭＢＳＦＮエリア４でマルチセル送信されるため、ＰＭＣＨの送信タイミングはセル＃ｎ
１、＃ｎ２、＃ｎ３で全て同じである。このように、ＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨを、
時分割多重とコード分割多重を混在させることで、例えば、ＭＢＳＦＮエリア間で重複す
るＭＢＳＦＮエリアには時分割多重を、重複しないＭＢＳＦＮエリアにはコード分割多重
を用いることが可能となる。従って、時間分割多重のみの場合に比べてコード分割多重を
用いているため無線リソースの効率化が図ることができる。さらには、コード分割多重の
みの場合に比べ、重複するＭＢＳＦＮエリア間での相互干渉を低減することが可能となり
、移動端末でのＭＢＭＳデータの受信誤りの低減が図ることができる。
【０２２７】
　次に、移動端末がＭＢＭＳ専用セルからページングを受信するための各ＰＭＣＨの構成
について述べる。ＭＢＳＦＮエリア毎に時分割多重とコード分割多重とが混在している。
従って、各セルから送信されるＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨも複数存在することになる
。このように、あるひとつのセルにおいてＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨが複数存在する
場合に対応するため、ページング信号を、全てのＭＢＳＦＮエリアに対応するＰＭＣＨ上
にのせる構成とする。各々のＭＢＳＦＮエリアのＰＭＣＨには、図３２で示したようなペ
ージング信号を含める方法が適用できる。このような構成とすることで、複数のＭＢＳＦ
ＮエリアのＭＢＭＳサービスを受信可能なエリアにいる移動端末は、ＭＢＭＳサービスを
受信しているもしくは受信しようとしているいずれかひとつのＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣ
Ｈを受信することで、該ＭＣＣＨを受信する際にページングを受信することが可能となる
。移動端末は、受信しているＭＢＭＳサービスと異なるＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨを受
信する必要がなくなり、間欠受信が可能となるため消費電力の削減が図れる。別の方法と
して、一つのＭＢＳＦＮエリアのＰＭＣＨ上にのせる構成を述べる。例えば、あるひとつ
のセルが属する最も小さいＭＢＳＦＮエリアのＰＭＣＨにのみＭＣＣＨ(P-MCCH)をマッピ
ングすることとし、その他のＭＢＳＦＮエリアのＰＭＣＨにはＭＣＣＨをマッピングしな
い構成とし、最も小さいＭＢＳＦＮエリアのＰＭＣＨには、図３２で示したようなページ
ング信号をのせる方法を適用する。最も小さいＭＢＳＦＮエリアのＰＭＣＨにマッピング
されたＭＣＣＨ(P-MCCH)に、他のＭＢＳＦＮエリアのＭＢＭＳ制御情報を含ませておく。
【０２２８】
　このような構成とすることで、例えば、移動端末が複数のどのＭＢＳＦＮエリアのＭＢ
ＭＳサービスを受信していたとしても、最も小さいＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨ(P-MCCH)
を受信することで、該ＭＣＣＨ(P-MCCH)を受信する際にページングを受信することが可能
となる。さらに、移動端末は、受信するＭＢＭＳサービスの変更に伴ってページング受信
周期、ここではＭＣＣＨ繰り返し期間（MCCH repetition period）を変更する必要がなく
、制御を簡易にすることが可能となる。さらに、その他のＭＢＳＦＮエリアのＰＭＣＨに
はＭＴＣＨのみマッピングすることが可能となるため、システムとして無線リソースの効
率化が図ることができるという効果が得られる。また、別の方法として、最も小さいＭＢ
ＳＦＮエリアのＰＭＣＨに他のＭＢＳＦＮエリアに対応するＭＣＣＨもマッピングするよ
うにしておいても良い。この場合も該ＰＭＣＨには図３２で示したようなページング信号
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をのせる方法を適用することができる。これにより、同様の効果が得られるとともに、各
ＭＣＣＨは時分割して物理領域にマッピングすることが可能となる。従って、移動端末は
所望のＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨを受信し、それ以外のＭＣＣＨが送信される物理領域
は間欠受信することが可能となる。さらに別の方法として、一つのＭＢＳＦＮエリアのＰ
ＭＣＨ上にのせる構成を述べる。例えば、あるひとつのセルが属するＭＢＳＦＮエリアの
ＰＭＣＨに主ＭＣＣＨ(P-MCCH)をマッピングすることとし、その他のＭＢＳＦＮエリアの
ＰＭＣＨには副ＭＣＣＨ(S-MCCH)をマッピングする構成とし、Ｐ―ＭＣＣＨののるＰＭＣ
Ｈには、図３２で示したようなページング信号を含める方法を適用する。このような構成
とすることで、例えば、移動端末が複数のどのＭＢＳＦＮエリアのＭＢＭＳサービスを受
信していたとしても、Ｐ―ＭＣＣＨを受信することで、該Ｐ―ＭＣＣＨを受信する際にペ
ージングを受信することが可能となる。さらに、移動端末は、受信するＭＢＭＳサービス
の変更に伴ってページング受信周期、ここではＭＣＣＨ繰り返し期間（MCCH repetition 
period）を変更する必要がなく、制御を簡易にすることが可能となる。ページング信号を
ＰＭＣＨ上のページング信号ののる物理領域へマッピングする方法については、図３３、
図３４で開示した方法が適用できる。
【０２２９】
　上記実施の形態７および変形例では、ＭＢＳＦＮエリア内のセルは複数存在する場合を
示した。しかし、本発明はＭＢＳＦＮエリア内のセルが一つのみであっても適用可能であ
る。該一つのセルにおいて、図３２で開示したＰＭＣＨの構成とし、図３３で開示したペ
ージング信号をＰＭＣＨ上のページング信号ののる物理領域へマッピングする方法を適用
することが可能である。一つのセルのみの場合、ＰＭＣＨを用いる送信といえども通常の
マルチセル送信に伴うＳＦＮ利得は得られないが、ＭＢＭＳサービスをある狭い地区に限
定でき、いわゆるスポット的なサービスを提供することが可能となる。さらに、ＭＢＳＦ
Ｎエリア内のセルが一つのみで、該一つのセルにおいて、該ＭＢＳＦＮエリアに対応する
ＭＢＭＳサービスのデータが送信されず、MBMS制御情報のみ送信されていても良い。この
場合、ＰＭＣＨ上にＭＴＣＨがマッピングされず、ＭＣＣＨのみマッピングされる。該Ｍ
ＣＣＨに、該一つのセルが属する他のＭＢＳＦＮエリアのＭＢＭＳ制御情報（MCCH）が含
まれても良い。これにより、他のＭＢＳＦＮエリアのＰＭＣＨに各々のＭＣＣＨをマッピ
ングする必要がなくなるため、無線リソースの効率化が図れる。さらに、移動端末は、該
ＭＢＳＦＮエリアに対応するＭＣＣＨのみ受信することで、他のＰＭＣＨを受信すること
なく、受信可能なひとつまたは複数のＭＢＳＦＮエリアの全てのＭＣＣＨを受信すること
が可能となるため、ＭＢＭＳサービス受信時の制御遅延時間が削減できる。さらには、他
のＭＢＳＦＮエリアのＭＢＭＳサービス情報を受信する必要のない場合は、間欠受信動作
が可能になり、受信電力の削減が図ることができる。
【０２３０】
　なお、本実施の形態では、ページング信号が送信されたかどうかを示すインジケータを
設けた構成を開示しているが、該インジケータとして、ページング信号の割当て情報であ
っても良い。これにより、移動端末が自移動端末へのページング信号割当て情報を受信し
た場合はページングがあると判断可能となる。ページング信号の割当て情報の具体例とし
て、例えば同じサブフレームで送信されるページング信号、例えばページングメッセージ
がマッピングされる物理領域を示す情報とすれば良い。割当て情報が物理領域の情報であ
ることによって、ページングメッセージの割当て情報を受信した移動端末は、ページング
メッセージを受信するために該物理領域のみを受信すれば良く、他の物理領域は受信する
必要が無くなる。このため、移動端末の受信時の消費電力の削減がはかれる。また、ペー
ジング信号が割当てられる物理領域情報をあらかじめ報知情報等により移動端末に対して
送信しておく必要がなくなり、シグナリング量の削減がはかれるとともに、ページング信
号の物理領域への割当を柔軟に行うことが可能となるため、無線リソースの使用効率が向
上するという効果が得られる。
【０２３１】
実施の形態８．
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　移動端末が、ユニキャストサービスがサポートされていないＭＢＭＳ専用セルからペー
ジングを受信するため、実施の形態７では、ＭＢＳＦＮ(Multimedia Broadcast multicas
t service Single Frequency Network)エリア毎の物理マルチキャストチャネル（PMCH）
上にページング信号をのせる方法を開示した。本実施の形態８では、ＭＢＳＦＮエリア内
でマルチセル送信されるページング専用の物理チャネルを設け、該物理チャネル上にペー
ジング信号をのせる方法を開示する。
【０２３２】

　図４２は、ＭＢＳＦＮエリア内でマルチセル送信されるページング専用の物理チャネル
の構成を示す説明図である。あるセルにおいて、該セルが属するＭＢＳＦＮエリアに対応
したＭＢＳＦＮサブフレームの一部をページング専用の物理チャネル(Dedicated Physica
l Channel: DPCH)とし、ＤＰＣＨをサブフレーム毎に設ける構成とした。実施の形態７で
も示したが、ＭＢＭＳ専用チャネルではユニキャストサービスがサポートされないため、
ＭＢＳＦＮフレームの全てのサブフレームをＭＢＳＦＮサブフレームとしても良い。一例
として、図５６にページング信号をページング専用の物理チャネルにマッピングする方法
を示す。図５６は、ページング信号を含む論理チャネルＰＣＣＨをトランスポートチャネ
ルＰＣＨにのせ、論理チャネルＭＴＣＨとＭＣＣＨを多重してトランスポートチャネルＭ
ＣＨにのせ、さらにＰＣＨをページング専用の物理チャネルに乗せる場合のマッピング方
法を示す説明図である。ページング信号がのる論理チャネルＰＣＣＨはトランスポートチ
ャネルＰＣＨにマッピングされ、ページング専用の物理チャネルであるＤＰＣＨにマッピ
ングされる。一方、従来どおりＭＢＭＳ関連情報は論理チャネルＭＴＣＨとＭＣＣＨにの
り、それらはトランスポートチャネルＭＣＨにマッピングされ、物理チャネルＰＭＣＨに
マッピングされる。ＤＰＣＨはＭＢＳＦＮエリア内でマルチセル送信される構成とし、Ｄ
ＰＣＨとＰＭＣＨが同じＭＢＳＦＮサブフレームに多重されて送信される。
【０２３３】
　ＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨ構成が、例えば図４０に示した符号分割多重されている
場合、連続したＭＢＳＦＮサブフレームでＰＭＣＨが送信される。この場合、ＤＰＣＨは
時間軸上全サブフレームに設けることが可能となる。従って、実施の形態７に比べて、ペ
ージング信号が送信可能となる回数が増大する。このようにＭＢＳＦＮエリア内でマルチ
セル送信されるＭＢＳＦＮサブフレームの毎サブフレームの一部をページング信号送信用
のＤＰＣＨとすることで 、システムとしてページング信号の送信頻度を多くして、ＭＢ
ＭＳ専用セルからのページングを可能とする移動端末の台数を増大させることができる。
さらには、ページング可能な移動端末へのページング発生時に、ページング用領域不足を
避けることができるため、ページング情報送信遅延時間を短縮することが可能となる。上
記例ではＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨ構成が符号分割多重（CDM）の場合について記載
したが 、時分割多重（TDM）の場合、あるいは時分割多重と符号分割多重がともに適用さ
れる場合でも、あるセルが属するひとつまたは複数のＭＢＳＦＮエリアに対応したＰＭＣ
Ｈが送信される全てのＭＢＳＦＮサブフレームにＤＰＣＨを設ければ良い。これにより、
実施の形態７に比べて、ページング信号が送信可能となる回数が増大させることができる
ため同様の効果を得ることができる。
【０２３４】
　図４３は、ＭＢＳＦＮサブフレームの構成を示す説明図である。図４３において、ＭＢ
ＳＦＮサブフレーム内でＤＰＣＨとＰＭＣＨが時間分割されて多重されている。ＤＰＣＨ
にはページング信号がマッピングされ、ＰＭＣＨにはＭＢＭＳ関連情報がマッピングされ
る。各々がマッピングされる物理チャネルを別にすることで、基地局においてページング
信号とＭＢＭＳ関連情報のエンコーディングを別々にすることが可能で、移動機での受信
において別々にデコードを行うことが可能となる。また、物理領域を時分割多重とするこ
とが可能で、ＭＢＭＳサービスを受信しておらず、ページング情報のみを受信している移
動端末はＰＭＣＨを受信する必要がなく、ＰＭＣＨが送信されている間は間欠受信（Disc
ontinuous Reception）することが可能となり、移動端末の消費電力を削減可能となる。
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一方、ページング情報を受信する必要の無い移動端末は、ＤＰＣＨを受信する必要がなく
、ＤＰＣＨが送信されている間は間欠受信動作を行うことが可能であるため、移動端末の
消費電力を削減することが可能となる。ＤＰＣＨは、各ＭＢＳＦＮサブフレームのｋＯＦ
ＤＭシンボル内で送信される。ｋの値は予め決められていても良いし、ＭＢＭＳ専用セル
の報知情報で通知しても良い。また、ユニキャストセルの報知情報で通知しても良い。
【０２３５】
　ＤＰＣＨが送信されるＯＦＤＭシンボル数ｋの値を示すチャネルとしてＰＣＦＩＣＨ（
Physical control format indicator channel）をサブフレーム毎に設けても良い。ＰＣ
ＦＩＣＨは各サブフレームの１番目のＯＦＤＭシンボルで送信される。移動端末へのＰＣ
ＦＩＣＨの物理リソースのアロケーション情報の通知は、ＭＢＭＳ専用セルの報知情報で
通知しても良いし、ユニキャストセルの報知情報でＭＢＭＳ専用セルの周波数レイヤ情報
と関連して通知しても良い。また、あらかじめ決めておいても良い。あらかじめ決めてお
くことによって通知に必要となる情報量を削減することが可能となる。このようにｋの値
をサブフレーム毎にインジケートすることで、サブフレーム毎にｋの値を変更することが
可能となり、ダイナミックにＭＢＭＳ情報の送信領域とＤＰＣＨの送信領域を変更するこ
とが可能となる。ｋの値は０から１サブフレーム内最大ＯＦＤＭシンボル数までとりうる
。例えば、ユニキャストセルのＰＤＣＣＨ（Physical downlink control channel）と同
じ１～３ＯＦＤＭシンボルとしても良い。この場合、ＰＣＦＩＣＨは２ビットとなる。ま
た、例えば、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルのＭＢＳＦＮサブフレームにおけるＰＤＣ
ＣＨと同じ１～２ＯＦＤＭシンボルとしても良い。この場合、ＰＣＦＩＣＨは２ビットま
たは１ビットとなる。ユニキャストセルのＰＣＦＩＣＨはセル固有のスクランブリングコ
ードが乗じられるが、本発明では、ＰＣＦＩＣＨもＭＢＳＦＮエリア内でマルチセル送信
可能とするためＭＢＳＦＮエリア固有のスクランブリングコードが乗じられる構成とする
。上記のような構成とすることで、移動端末はユニキャストセルと同じ方法で復号化(Dec
ode)することが可能となり移動端末の受信回路の簡略化を図ることができる。
【０２３６】
　ユニキャストセルではページング信号を送信するのにＰＤＳＣＨあるいはＰＤＣＣＨを
用いるが、ページング信号に無線割り当て（Resource Allocation）情報を含む必要があ
る。これは、ページング後の通信のための無線割り当てが必要だからである。ページング
後の通信のためのリソースはＰＤＳＣＨを用いて送信する。該ＰＤＳＣＨはサブフレーム
内のＰＤＣＣＨを送信するＯＦＤＭシンボル領域を除いた残りのＯＦＤＭシンボル領域で
送信される。本発明におけるページング方法では、ページング後の通信はユニキャストセ
ルで行うため、ＤＰＣＨで送信するページング情報として着信の有無を通知するページン
グインジケータ（Paging Indicator :PI）のみとしても良い。なぜならば、ページング後
の通信のための無線割り当て情報を送信する必要がないためである。ページングインジケ
ータのみで移動端末を特定できるようにするには、ある移動端末へのページングインジケ
ータの存在するＭＢＳＦＮフレームやＭＢＳＦＮサブフレームを該移動端末固有の識別番
号（ID）から一意に算出できるようにしておけば良い。また別の方法として、基地局でペ
ージングインジケータに移動端末固有の識別番号を乗じて、移動端末側で該移動端末固有
の識別番号を用いてブラインド検出するようにしても良い。さらに、上記二つの方法を複
合させても良い。例えば、移動端末を該移動端末固有の識別番号（ID）によってグルーピ
ングし、該グループへのページングインジケータの存在するＭＢＳＦＮフレームやＭＢＳ
ＦＮサブフレームを該グループに一意に対応するようにしておき、さらに、基地局でペー
ジングインジケータに移動端末固有の識別番号を乗じておくようにする。
【０２３７】
　移動端末側では、該移動端末固有の識別番号から導出した自移動端末が属するグループ
のページングインジケータがのるＭＢＳＦＮフレームやＭＢＳＦＮサブフレームを受信し
、自移動端末固有の識別番号を用いてブラインド検出するようにしても良い。移動端末固
有の識別番号から移動端末やグループのページングインジケータの存在するＭＢＳＦＮフ
レームやＭＢＳＦＮサブフレームの導出方法は予め決められていても良いし、上位レイヤ
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からＭＢＭＳ専用セルの報知情報で通知しても良いし、ユニキャストセルの報知情報で通
知しても良い。ページングインジケータの存在するＭＢＳＦＮフレームやＭＢＳＦＮサブ
フレームは周期的に存在するようにしても良い。無線割り当て情報を送信する必要がない
ので、少ない情報量でＤＰＣＨを構成することが可能となり、同じサブフレーム内の残り
の領域でＭＢＭＳ関連情報を送信することが可能となる。ページングインジケータを図５
６に示すようなＰＣＣＨにマッピングするのではなく、直接物理レイヤにおいてＤＰＣＨ
にマッピングするようにしても良い。また、サブフレーム内全てのＯＦＤＭシンボルでＤ
ＰＣＨを送信することも可能となる。例えば、サブフレーム内のＯＦＤＭシンボル数が最
大７シンボルの場合、ＰＣＦＩＣＨを３ビットとしてｋの値を示すようにしておくことで
、ｋ＝０から７までの任意のＯＦＤＭシンボルをＤＰＣＨ送信に用いることができる。こ
のように、ＭＢＭＳ情報の送信領域とＤＰＣＨの送信領域をサブフレーム単位で柔軟に変
更し、組み合せることが可能となり、無線リソースの効率化を図ることができる。
【０２３８】
　本発明ではＭＢＭＳ専用セルの場合について述べたが、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セ
ルの場合は、ユニキャストとＭＢＭＳの両方のサービスが可能であり、従って、ＭＢＭＳ
／ユニキャスト混合セルの場合におけるページングでは、ページング後の通信のための無
線割り当てを必要とする。しかし、一方、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルではＭＢＭＳ
を実行可能であるので、放送型のＭＢＭＳ用データをＭＣ送信するためのＭＢＳＦＮサブ
フレームが存在する。ＭＢＳＦＮサブフレームではＰＤＳＣＨがないため、ＭＢＭＳ／ユ
ニキャスト混合セルにおいて、ユニキャストセルでのページング方法を適用した場合、Ｍ
ＢＳＦＮサブフレーム内に、個別移動端末宛の無線割り当て情報をマッピングする領域を
確保できないという問題が生じる。この場合、あらかじめページングインジケータを送信
するサブフレームをＰＤＳＣＨの存在するサブフレームに限定する方法や、ページング信
号が送信された後の最初のＰＤＳＣＨが存在するサブフレームのＰＤＣＣＨでアロケーシ
ョン情報を送信する方法をとることによって、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルでのペー
ジングを可能とすることができる。
【０２３９】
　ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルにおいて、上述した、あらかじめページングインジケ
ータを送信するサブフレームをＰＤＳＣＨの存在するサブフレームに限定する方法におけ
る具体例として、ページングインジケータを送信するサブフレームをページング信号がの
るＰＤＳＣＨの存在するサブフレームとする。これにより、セル傘下の移動端末数に応じ
て、ＰＤＳＣＨの中でページング信号がのるサブフレーム数を調整することが可能になる
ため、無線リソースの利用効率が向上する。移動端末はＰＤＳＣＨ全てのサブフレームを
受信する必要がなくなり、低消費電力化がはかれる。
【０２４０】
　ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルの場合におけるページングで、ページング後の通信の
ためにＰＤＳＣＨに無線割当て情報をのせる必要がない場合は、前記のページングインジ
ケータのみで移動端末を特定できるようにする方法を適用することが可能である。この場
合、ページングインジケータをＰＤＣＣＨの領域にのせるようにしておけばよい。ＭＢＳ
ＦＮサブフレームにおいては、ユニキャスト用として割当てられている領域、先頭の1あ
るいは2ＯＦＤＭシンボル領域に、ページングインジケータをのせるようにしておけば良
い。その具体的方法として、前記のページング専用チャネル（DPCH）を用いた方法が適用
できる。使用するシンボル数も前記のＰＣＦＩＣＨを用いた方法が適用でき、ｋ=0、1と
すれば良い。移動端末側では、該移動端末固有の識別番号から導出した自移動端末が属す
るグループのページングインジケータがのる無線フレームやサブフレームを受信し、自移
動端末固有の識別番号を用いてブラインド検出するようにすれば良い。ＭＢＭＳ／ユニキ
ャスト混合セルの場合におけるページングで、ページング後の通信のためにＰＤＳＣＨに
無線割当て情報をのせる必要がない場合として、例えば、移動端末がページングインジケ
ータを受信後、無線割当を基地局に要求するために上りＲＡＣＨを送信するようにしてお
く方法が考えられる。こうしておけば、基地局はページングインジケータをのせた同じサ
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ブフレームのＰＤＳＣＨに無線割当て情報をのせる必要は無い。このような方法とするこ
とで、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルの場合においても、ＭＢＳＦＮサブフレームの存
在の有無にかかわらず、任意の無線フレーム、サブフレームでページング信号（ページン
グインジケータ）を送信することが可能となる。
【０２４１】
　図４４は、ページング信号をページング専用チャネル（DPCH）にマッピングする方法を
示す説明図である。図４４は、ページング信号としてページングインジケータ(Paging In
dicator: PI)のみについて示す。ページングインジケータは１ないし０の１ビットで表現
されるページング情報であり、着信の有無を示す。基地局は、着信がかかっている移動端
末に対するページングインジケータに“1”をセットして、ページング専用物理チャネル
にマッピングする。基地局は、着信がかかっている各移動端末ｍへのページングインジケ
ータに該移動端末固有の識別番号を乗算する（処理１）。次に、該乗算結果にＣＲＣ（Cy
clic Redundancy Check）付加を行い（処理２）、符号化（Encode）、レートマッチング
、インタリーブ等の符号化（Coding）処理を行う（処理３）。これら一連の処理を行った
結果を、マッピングする物理領域の大きさに対応した制御情報要素単位に割り当て、着信
がかかっている各々の移動端末分連結する（処理４）。連結した結果を、ＭＢＳＦＮエリ
ア固有の拡散コード（Scrambling Code）による拡散処理、変調処理等を行う（処理５）
。変調処理は、ＭＢＳＦＮエリア固有であっても良い。これらの処理を行った結果を、先
頭からｋＯＦＤＭシンボル内へマッピングする（処理６）。その際に、基地局は 、着信
がかかっている各々の移動端末分連結した結果をもとに 、必要となるＯＦＤＭシンボル
数ｋを導出し 、該kに対応するインジケータにエンコーディング等の処理を行い 、ＰＣ
ＦＩＣＨにマッピングする。これらはＭＢＳＦＮエリア内の全セルにて同一の方法で行わ
れ、ＭＢＳＦＮエリア内でマルチセル送信されることになる。本実施の形態ではＤＰＣＨ
を送信するＯＦＤＭシンボル数（k）を１とした場合を示す。ＤＰＣＨはサブフレームの
１番目のＯＦＤＭシンボルに、ＰＣＦＩＣＨ、リファレンスシンボルとともにマッピング
される。図４４中、Ａは１ＯＦＤＮシンボルを示し、ＢはＰＣＦＩＣＨ、リファレンスシ
ンボルを示している。
【０２４２】
　マルチセル送信された信号を受信している移動端末においては、受信したＰＣＦＩＣＨ
のデコード結果をもとにページングに使用されるＯＦＤＭシンボル数を判定し、復調処理
、逆拡散（Descrambling）処理等を行う。それらの処理後、ある領域毎に分割し、逐次デ
インタリーブ、復号化（Decoding）、誤り検出、訂正処理等を行い、端末固有の識別番号
でブラインド検出を行う。ブラインド検出により自移動端末の識別番号を検出した場合は
、ページングがあったと判断できる。ＰＣＦＩＣＨ、リファレンスシンボル等については
、例えばあらかじめ決められた方法で物理リソースへのマッピングを行う。ユニキャスト
セルと同様の方法を用いてもよい。ユニキャストセルと同様の方法を用いることで、基地
局の構成や移動端末の受信回路の構成を簡略化することが可能となる。ページング信号が
ページングインジケータのみの場合のように、各移動端末で同じ情報量の場合、コーディ
ングの結果を割り当てるための制御情報要素単位の大きさを一つにしておいても良い。ペ
ージングを受信する全ての移動端末でエンコーディング処理等を同じにすることでエンコ
ーディング後の制御情報要素の大きさを一つにすることができる。これにより、移動端末
は自移動端末固有の識別番号をブラインド検出する際、ひとつの大きさの制御情報要素単
位毎にデコーディング等の処理を行えばよく、ブラインド検出のための時間を削減するこ
とができ、検出速度を高めることが可能となる。また、移動端末固有の識別番号を乗じる
かわりに、ページングインジケータとして各移動端末固有のコードとしておいても良く、
同等の効果を得ることができる。
【０２４３】
　上記の例では、ページング信号をマッピングする物理領域の大きさに対応した制御情報
要素単位に割当てるようにしたが、この他にも、トランスポートブロック単位で割当てる
ようにしても良い。トランスポートブロック単位で割当てることによって、情報量によっ



(82) JP 5855289 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

て割当てる物理リソースを増減できるため、柔軟な物理領域への割当が可能となる。
【０２４４】
　また、上記の例では処理1において各移動端末のページング信号に該移動端末固有の識
別コードを乗じる処理を行ったが、別の処理方法として、各移動端末のページング信号と
該移動端末固有の識別番号を加えるようにしても良い。この場合移動端末においては、ペ
ージング信号用物理領域を受信し、復調、ＭＢＳＦＮエリア固有のスクランブリングコー
ドによるデスクランブリングを行い、その結果を情報要素単位に分割し、分割した情報要
素単位毎にデコード等の処理を行う。デコード等の処理後の情報内に、自移動端末固有の
識別番号が存在するか否かにより自移動端末向けのページング信号を検出する。
【０２４５】
　図４５は、ページング信号をページング専用チャネル（DPCH）にマッピングする方法を
示す説明図である。図４５は、ページング信号としてページングインジケータ(PI)のみに
ついて示す。図４５において、図４４と同一の符号は同一または相当処理を示す。ページ
ングインジケータは１／０の１ビットで表されたページング情報であり、着信の有無を示
す。基地局は、着信がかかっている移動端末に対してページングインジケータに“１”を
セットし、ページング専用物理チャネルにマッピングする。基地局は、各々の移動端末の
ページング信号にＣＲＣ付加を行い（処理２）、符号化（Encode）、レートマッチング、
インタリーブ等の処理を行う（処理３）。これらの処理を行った結果に、該移動端末固有
の識別コード(番号)を乗じる（処理１）。該移動端末固有の識別コードを直交性を有す拡
散コードとして、移動端末間で直交性が得られるようにする。基地局は、該拡散コードを
乗じた結果を、着信がかかっている各々の移動端末分多重する（処理７）。多重した結果
をＭＢＳＦＮエリア固有の拡散コード（Scrambling Code）による拡散処理、変調処理等
を行う（処理５）。変調処理は、ＭＢＳＦＮエリア固有であっても良い。これらの処理を
行った結果を先頭からｋＯＦＤＭシンボル内へマッピングする（処理６）。移動端末数が
多い場合は複数のグループに分けて、グループ内の移動端末間で直交性が得られるように
移動端末固有の識別コードを乗じて移動端末分多重して、ＭＢＳＦＮエリア固有の拡散コ
ードによる拡散処理、変調処理等を行う。これらの処理をグループ毎に行った後、異なる
ＯＦＤＭシンボルへマッピングするようにしても良い。その際に、基地局は着信がかかっ
ている各々の移動端末多重した結果をもとに、必要となるＯＦＤＭシンボル数ｋを導出し
、該ｋに対応するインジケータにエンコーディング等の処理を行い、ＰＣＦＩＣＨにマッ
ピングする。これらはＭＢＳＦＮエリア内の全セルにて同一の方法で行われ、ＭＢＳＦＮ
エリア内でマルチセル送信されることになる。本実施の形態ではＤＰＣＨを送信するＯＦ
ＤＭシンボル数（ｋ）を１とした場合を示す。ＤＰＣＨはサブフレームの１番目のＯＦＤ
Ｍシンボルに、ＰＣＦＩＣＨ、リファレンスシンボル等とともにマッピングされる。マル
チセル送信された信号を受信している移動端末においては、受信した物理リソースから、
ＰＣＦＩＣＨのデコード結果をもとにページングに使用されるＯＦＤＭシンボル数を判定
し復調処理、デスクランブリング処理等を行う。それらの処理後、ある領域毎に分割し、
端末固有の識別番号で相関演算を行い、ブラインド検出を行う。ブラインド検出により自
移動端末の識別コードを検出した場合は、ページングがあったと判断でき、デインタリー
ブ、デコーディング、誤り検出、訂正処理等を行いページング信号を受信する。
【０２４６】
　ページング信号をページング専用チャネル(DPCH)にマッピングするいくつかの方法を開
示したが、該ページング専用チャネル領域へのマッピングは、任意のあらかじめ決められ
た領域でも良いし、ローカライズド(周波数軸上で連続する物理領域)にマッピングしても
良いし、ディストリビューテッド(周波数軸上で分散する物理領域)にマッピングしても良
い。
【０２４７】
　ページング信号をマッピングする物理領域を、ＭＢＳＦＮエリア毎に固有の物理領域と
しても良い。ＭＢＳＦＮエリア毎の固有の物理領域は、あらかじめ決められていても良い
し、ＭＢＳＦＮエリア固有の番号（ＭＢＳＦＮエリアＩＤ）などから導出されても良い。
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この際、ネットワーク側、基地局側、移動端末で共通の算出式を用いて導出されるように
しても良い。また、ページング信号のうち一部をＭＢＳＦＮエリア毎に固有の物理領域に
マッピングし、残りをＭＢＳＦＮエリア毎に固有でない物理領域にマッピングするように
しても良い。具体例として、ページング信号のうち、着信の有無を示す情報（例えば1ビ
ットの有無を示す情報やページングメッセージの割当て情報など）をＭＢＳＦＮエリア毎
に固有の物理領域にマッピングし、その他のページング情報（例えばページングメッセー
ジなど）をＭＢＳＦＮエリア毎に固有でない物理領域にマッピングする。その他のページ
ング情報がＭＢＳＦＮエリア毎に固有でない物理領域にマッピングされる場合は、ＭＢＳ
ＦＮエリア毎に固有の物理領域にマッピングされたページングメッセージの割当て情報を
もとに、その他のページング情報がどの物理領域に割当てられているか判定することが可
能となる。ＭＢＳＦＮエリア毎の固有の物理領域において移動端末毎のページング信号の
多重方法としては、前述のように、ページング信号あるいはページング信号に付加するＣ
ＲＣに移動端末固有の識別番号を乗じる方法がある。移動端末は自移動端末固有の識別番
号で相関をとることによって、自分宛であるかどうかを判断でき、受信可能となる。これ
により移動端末は、受信しているＭＢＭＳサービスを行っているＭＢＳＦＮエリアのみの
物理領域を受信するだけですみ、他の物理領域を受信しなくてすむため、移動端末の低消
費電力化がはかれるという効果が得られる。
【０２４８】
　また、ＭＢＳＦＮエリア毎に固有の物理領域ではなく、ＭＢＳＦＮ同期エリア毎に固有
の物理領域としても良く、前述と同様の効果を得ることができる。この場合、ＭＢＳＦＮ
エリア固有の番号でなく、ＭＢＳＦＮ同期エリア固有の番号（ＭＢＳＦＮ同期エリアＩＤ
）とすれば良い。ＭＢＳＦＮ同期エリア毎の固有の物理領域の具体例としてＭＢＳＦＮサ
ブフレーム内での物理領域(例えば、シンボル＃ｎの周波数領域＃ｍ、など)を決めておく
ようにする。そうすれば、ＭＢＳＦＮエリア毎のＭＢＳＦＮサブフレーム内で共通の該物
理領域(例えば、シンボル＃ｎの周波数領域＃ｍ、など)にページング信号をマッピングで
きる。これにより、ページング信号をマッピングする物理領域をＭＢＳＦＮエリア毎に決
める必要が無く、ＭＢＳＦＮ同期エリアで一つ決めておけば良く、ネットワーク側、基地
局、移動端末で該物理領域の導出方法を簡略化でき、回路規模を削減できる効果が得られ
る。
【０２４９】
　本実施の形態は、ＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨ構成が符号分割多重されている場合だ
けでなく、時分割多重、及び時分割多重と符号分割多重がともに適用される場合であって
もかまわない。
【０２５０】
　移動端末において、自移動端末向けのページング信号がどのタイミングのＭＢＳＦＮフ
レームもしくはＭＢＳＦＮサブフレームのＤＰＣＨ上にマッピングされるか知る必要があ
るが、その方法として、あらかじめ決められた計算方法によって導出されても良いし、上
位レイヤから、報知情報としてユニキャストサービスのサービングセルもしくはＭＢＭＳ
専用セルから通知されても良い。そのタイミングは周期的であっても良い。ある周期にて
ページング信号が送信されることによって、移動端末は該ページング信号が送信されてい
ない時間は、もしＭＢＭＳサービスを受信しない場合は間欠受信動作することが可能であ
る。従って、移動端末の消費電力の削減を図ることができる。
【０２５１】
　移動端末は自移動端末宛ての情報かどうかを該移動端末固有の識別コードや拡散コード
を用いてブラインド検出することが可能となるため、各移動端末毎のページング信号をマ
ッピングする物理領域をあらかじめ固定しておく必要がなくなり、全移動端末分のページ
ング信号用の物理領域を必要とせず、実際に着信が生じると予測される移動端末数分の領
域さえあれば良いため、限られた物理リソースを有効に利用することが可能となる。上記
の例では基地局においてページング信号に移動端末固有の識別番号を乗じることとした。
しかし、ページング信号ではなくＣＲＣに移動端末固有の識別番号を乗じる方法を用いる
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ことも可能である。ＣＲＣに移動端末固有の識別番号を乗じる方法は、各移動端末のペー
ジング信号の情報量が異なる場合に有効である。
【０２５２】
　上記では、ページング専用チャネルで送信するページング情報として、着信の有無を通
知するためのページングインジケータのみの場合について述べたが、ページング専用チャ
ネルで送信するページング情報の他の具体例として、ページングメッセージの割当て情報
であっても良い。着信の有無を通知するための情報以外にページング情報を送信する必要
がある場合に利用できる。ページングメッセージの割当て情報によって、着信の有無を移
動端末へ通知するようにしておいても良い。これにより、移動端末が自移動端末へのペー
ジングメッセージ割当て情報を受信した場合はページングがあると判断可能となる。ペー
ジングメッセージ割当て情報の具体例として、例えば同じサブフレームで送信されるペー
ジングメッセージがマッピングされる物理領域を示す情報とすれば良い。ページングメッ
セージもページング情報であり、ページング専用チャネルにのせて送信される。割当て情
報が物理領域の情報であることによって、ページングメッセージの割当て情報を受信した
移動端末は、ページングメッセージを受信するために該物理領域のみを受信すれば良く、
他の物理領域は受信する必要が無くなる。このため、移動端末の受信時の消費電力の削減
がはかれる。また、ページング信号が割当てられる物理領域情報をあらかじめ報知情報等
により移動端末に対して送信しておく必要がなくなり、シグナリング量の削減がはかれる
とともに、ページング信号の物理領域への割当を柔軟に行うことが可能となるため、無線
リソースの使用効率が向上するという効果が得られる。
【０２５３】
　実施の形態７で開示したＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨ上にページング信号をのせる方
法の場合、ページング信号をのせることができるＰＭＣＨの頻度は時間的に少なくなる。
従って、ページング信号がのる１回のＰＭＣＨに多数のもしくは全移動端末分のページン
グ信号をマッピングしなければならないという問題が生じる。この問題を解消するため、
実施の形態７ではページンググループ化等の方法を開示した。本実施の形態８では、ＭＢ
ＳＦＮエリア内でマルチセル送信されるページング専用の物理チャネルを設け、該物理チ
ャネル上にページング信号をのせることにより、上記問題を解消することができた。また
、移動体通信システムとして、ＭＢＭＳ専用セルからＭＢＭＳサービスを受信中の、また
は受信しようとしている移動端末のページング信号を送信できるので、ＭＢＭＳ専用セル
において移動端末はページング信号を受信することが可能となる。
【０２５４】
　本実施の形態における例では、あるセルにおいて、該セルが属するＭＢＳＦＮエリアに
対応したＭＢＳＦＮサブフレームの一部をページング専用の物理チャネル(DPCHと称す)と
し、ＤＰＣＨをサブフレーム毎に設ける構成としたが、サブフレーム毎に送信するのでは
なく、周期的に送信しても良い。例えば、２サブフレームに１回とか、１無線フレームに
１回、各ＭＢＳＦＮエリアに対応したＭＢＳＦＮサブフレームの一部をページング専用の
物理チャネル(DPCHと称す)として送信しても良い。システムで考慮する移動端末の数によ
って、同時にページングを送信可能な移動端末数とページングの頻度をもとに各ＭＢＳＦ
ＮエリアのＤＰＣＨとして送信する繰り返し周期を決めても良い。これによって、ＤＰＣ
Ｈを送信しないサブフレームをＭＢＭＳサービス用データ領域とすることができ、ＭＢＭ
Ｓサービスの高速化を図ることができる。
【０２５５】
実施の形態９．
　実施の形態８では、ＭＢＳＦＮ（Multimedia Broadcast multicast service Single Fr
equency Network）エリア内でマルチセル送信されるページング専用の物理チャネルを設
け、該物理チャネル上にページング信号をのせる方法を開示した。以下、実施の形態９で
は、ＭＢＳＦＮ同期エリア内でマルチセル(multi cell)送信される物理チャネルを設け、
該物理チャネル上にページング信号をのせる方法を開示する。
【０２５６】
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　図４６は、ＭＢＳＦＮ同期エリア内でマルチセル送信される物理チャネル(メインPMCH
と称す)の構成を示す説明図である。ＭＢＳＦＮエリア毎に設けられたＰＭＣＨとして時
分割多重とコード分割多重が混在している場合について示している。セル＃ｎ１はＭＢＳ
ＦＮエリア１内のセル、セル＃ｎ２はＭＢＳＦＮエリア２内のセル、セル＃ｎ３はＭＢＳ
ＦＮエリア３内のセルである。また、セル＃ｎ１、＃ｎ２、＃ｎ３のセルはＭＢＳＦＮエ
リア４内のセルでもある。ＭＢＳＦＮエリア１、２、３のＰＭＣＨは符号分割多重され、
ＭＢＳＦＮエリア１、２、３のＰＭＣＨとＭＢＳＦＮエリア４のＰＭＣＨは時分割多重さ
れる。メインＰＭＣＨは、ＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨと時分割多重される。セル＃ｎ
１では、ＭＢＳＦＮエリア１とＭＢＳＦＮエリア４に属するため、ＰＭＣＨ１とＰＭＣＨ
４は時分割多重され、さらにメインＰＭＣＨが時分割多重されて設けられる。セル＃２、
セル＃３でも同様である。メインPMCHはMBSFN同期エリア内でマルチセル送信されるため
、ＳＦＮ合成がなされるＭＢＳＦＮサブフレーム上で送信される。ＭＢＳＦＮサブフレー
ムが割り当てられるＭＢＳＦＮフレームの集合をＭＢＳＦＮフレームクラスタとする。Ｍ
ＢＭＳ専用セルではＭＢＳＦＮフレーム内全てのサブフレームをマルチセル送信に用いら
れるＭＢＳＦＮサブフレームとしても良い。メインＰＭＣＨが繰り返される周期を「メイ
ンＰＭＣＨ繰り返し期間」（Main PMCH Repetition period）とする。メインＰＭＣＨに
は、ＭＢＭＳ用のトランスポートチャネルであるＭＣＨがマッピングされる。ＭＣＨには
ＭＢＭＳ用制御情報を伝達する論理チャネルであるＭＣＣＨと、ＭＢＭＳ用データを伝達
する論理チャネルであるＭＴＣＨのいずれか、あるいは両方がマッピングされる。ＭＣＣ
ＨとＭＴＣＨは時間的に分割されてメインＰＭＣＨ上にマッピングされても良いし、時間
的に分割されてマルチセル送信される物理領域にマッピングされても良い。
【０２５７】
　例えば、ＭＴＣＨとＭＣＣＨが、結果としてマッピングされる物理領域であるＭＢＳＦ
Ｎサブフレームが異なっていても良い。メインＰＭＣＨが送信される各ＭＢＳＦＮフレー
ムクラスタにＭＣＣＨがマッピングされても良いし、ＭＴＣＨのみがマッピングされても
良い。ＭＴＣＨのみが存在する場合、ＭＣＣＨの繰り返し周期は、メインＰＭＣＨの繰り
返し周期と異なる。また、メインＰＭＣＨが送信されるＭＢＳＦＮフレームクラスタ上に
複数のＭＣＣＨがマッピングされる場合も存在する。ＭＣＣＨの繰り返し周期を「ＭＣＣ
Ｈ繰り返し期間」（MCCH Repetition period）とする。図４６において、ＭＣＣＨ１（MC
CH2,3,4）はＭＢＳＦＮエリア１（MBSFNエリア2,3,4）用のＭＢＭＳ制御情報、ＭＴＣＨ
１（MTCH2,3,4）はＭＢＳＦＮエリア１（MBSFNエリア2,3,4）用のＭＢＭＳデータを伝送
する。各ＰＭＣＨ上に各々ＭＣＣＨがマッピングされても良いし、ＭＴＣＨのみでも良い
。ＭＴＣＨのみが存在する場合、各々のＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨは、メインＰＭＣＨ
にマッピングされても良い。また、メインＰＭＣＨにマッピングされるＭＣＣＨの情報要
素として含まれても良い。メインＰＭＣＨはＭＢＳＦＮ同期エリア内でマルチセル送信さ
れるため、メインＰＭＣＨにおいては、各ＭＢＳＦＮエリアのＰＭＣＨにおいてのように
ＭＢＳＦＮエリア固有の拡散符号（Scrambling Code）を乗じることが不可能である。な
ぜならば、異なるＭＢＳＦＮエリアのセルからメインＰＭＣＨは同じタイミングで送信さ
れているため、メインＰＭＣＨにおいてＭＢＳＦＮエリア固有の拡散符号を乗じた場合、
移動端末の受信機において、各ＭＢＳＦＮエリアから送信された該メインＰＭＣＨの位相
がランダムになってしまいＳＦＮ合成できなくなるためである。従って、上記に示したよ
うに、メインＰＭＣＨと各ＭＢＳＦＮエリアのＰＭＣＨとを時分割多重することで、各Ｍ
ＢＳＦＮエリア固有の拡散符号を乗じるのをサブフレーム単位で行えるようにでき、メイ
ンＰＭＣＨのみに各ＭＢＳＦＮエリア固有の拡散符号を乗じないようにできる。これによ
り、メインＰＭＣＨはＭＢＳＦＮ同期エリア内でマルチセル送信されることができ、移動
端末は該ＭＢＳＦＮ同期エリア内のどのＭＢＭＳサービスを受信しているもしくは受信し
ようとしていても、メインＰＭＣＨを受信することができ、さらにはＳＦＮ利得を得るこ
とが可能となる。メインＰＭＣＨにおいては、固有の拡散符号を乗じないことを述べたが
、ＭＢＳＦＮ同期エリア固有の拡散符号であれば乗じても良い。この場合、他のＭＢＳＦ
Ｎ同期エリア内セルからの干渉を抑圧でき、移動端末におけるＭＢＭＳサービスの受信誤
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差を低減することが可能となる。
【０２５８】
　図４７は、メインＰＭＣＨが送信される無線フレームの構成について示す説明図である
。図４７において、メインＰＭＣＨが送信されるサブフレームを＃０と＃５を除いたサブ
フレーム＃ｋ１～＃ｋ２とする(k1～k2≠1、5)。ＭＢＭＳ専用セルにおいて、１無線フレ
ーム内の＃０と＃５のサブフレームで同期チャネル（Synchronization Channel: SCH）が
送信されることが検討されている。また、＃０のサブフレームにおいて報知チャネル（Br
oadcast Channel :BCH）が送信されることが検討されている。同期チャネル(SCH)にはセ
ル固有のシーケンスもしくはＭＢＳＦＮエリア固有のシーケンスが含まれ、報知チャネル
(BCH)においてはセル固有の拡散符号もしくはＭＢＳＦＮエリア固有の拡散符号が乗じら
れることが考えられている。従って、メインＰＭＣＨが送信されるサブフレームを、＃０
と＃５を除いたサブフレームとすることで、ＭＢＳＦＮ同期エリア内でマルチセル送信さ
れることができ、移動端末は該ＭＢＳＦＮ同期エリア内のどのＭＢＭＳサービスを受信し
ているもしくは受信しようとしていても、メインＰＭＣＨを受信することができ、さらに
はＳＦＮ利得を得ることが可能となる。図ではメインＰＭＣＨが送信されるサブフレーム
を連続としたが、連続でなくても良い。＃０と＃５を除いたサブフレームにおいて連続に
することで、それ以外の受信不要なサブフレーム期間、移動端末は間欠受信することが可
能となり、受信電力の削減を図ることができる。メインＰＭＣＨは毎無線フレーム毎にな
くてもよく、例えば、２無線フレーム毎、１０無線フレーム毎のように周期的にあっても
良い。メインＰＭＣＨの周期を「メインPMCH繰り返し期間」（Main PMCH repetition per
iod）であらわす。これによって、メインＰＭＣＨを送信しないサブフレームのＰＭＣＨ
をＭＢＭＳサービス用データ領域とすることができ、ＭＢＭＳサービスの高速化を図るこ
とができるという効果がある。メインＰＭＣＨの存在する無線フレームやサブフレームの
スタートタイミング(SFN、スターティングポイント)、サブフレームナンバ、メインＰＭ
ＣＨ繰り返し期間はユニキャスト側サービングセルの報知情報で通知されても良いし、Ｍ
ＢＭＳ専用セルの報知情報で通知されても良い。あらかじめ決められていても良い。なお
、メインＰＭＣＨはマルチセル送信されるので、メインＰＭＣＨが存在するサブフレーム
はＭＢＳＦＮサブフレーム、無線フレームはＭＢＳＦＮフレームであるとしても良い。
【０２５９】
　図４８は、同期チャネルＳＣＨと同じサブフレーム内でメインＰＭＣＨが送信される無
線フレームの構成について示す説明図である。図４８は、メインＰＭＣＨが送信されるサ
ブフレームを＃５とし、同期チャネルＳＣＨがマッピングされる領域外にメインＭＣＨを
マッピングする構成を示す。図４７ではサブフレームを＃０と＃５を除いたサブフレーム
にマッピングする構成を示した。これにより、サブフレーム内の全てのＯＦＤＭシンボル
をＭＢＳＦＮ同期エリア内でマルチセル送信することが可能となるからである。従って、
基地局の送信機、移動端末の受信機を簡易にすることが可能となる。図４８では、さらに
、メインＰＭＣＨを＃５のサブフレームの同期チャネルＳＣＨがマッピングされている物
理領域を除いた領域の全部もしくは一部に構成する。同期チャネルＳＣＨはＭＢＭＳ専用
セルにおいて、１無線フレーム内の＃０と＃５のサブフレームで送信されることを述べた
。ここで、＃５のサブフレームで報知チャネルＢＣＨは送信されないため、セル固有の拡
散符号もしくはＭＢＳＦＮエリア固有の拡散符号を乗じる必要がない。従って、＃５のサ
ブフレームの、同期チャネルＳＣＨがマッピングされている物理領域を除いた領域の全部
もしくは一部を、メインＰＭＣＨ用にすることは可能である。例えば、ＳＣＨが＃５のサ
ブフレームの６番目および７番目のＯＦＤＭシンボルにマッピングされている場合、１番
目から５番目と８番目から最後までのＯＦＤＭシンボルをメインＰＭＣＨ用の領域とする
。こうすることで、メインＰＭＣＨはＭＢＳＦＮ同期エリア内でマルチセル送信されるこ
とができ、移動端末は該ＭＢＳＦＮ同期エリア内のどのＭＢＭＳサービスを受信している
もしくは受信しようとしていても、メインＰＭＣＨを受信することができ、さらにはＳＦ
Ｎ利得を得ることが可能となる。＃５のサブフレームをメインＰＭＣＨにも使用すること
を可能とすることで、システムの柔軟性が増大し、無線リソースの効率化を図ることがで
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きる。
【０２６０】
　図４９はページング信号用領域を設けたメインＰＭＣＨの構成を示す説明図である。図
４９（ａ）はメインＰＭＣＨ上にＭＢＭＳ関連情報とページング信号を含む構成を示す図
である。ＭＢＭＳ関連情報とページング信号は、各々がＭＴＣＨ、ＭＣＣＨ内の情報要素
として存在しても良いし、各々がマッピングされる物理領域(リソース)が時間的に分割多
重されても良い。情報要素としてのせる場合のマッピング方法の場合は、一例として図５
３に開示した方法が適用できる。図５３の物理チャネルＰＭＣＨをメインＰＭＣＨとすれ
ば良い。ＭＢＭＳ関連情報のうち、ＭＢＭＳ制御情報とともにページング信号を情報要素
として論理チャネルＭＣＣＨ上にのせる。ＭＣＣＨはＭＴＣＨとともにトランスポートチ
ャネルＭＣＨにマッピングされ、ＭＣＨは物理チャネルであるメインＰＭＣＨにマッピン
グされることになる。こうすることで、ＭＢＭＳサービスを受信している、あるいはしよ
うとしている移動端末がＭＣＣＨを受信する際にページング信号を受信することが可能と
なる。また他の例として、図５４に開示した方法が適用できる。図５４の物理チャネルで
あるＰＭＣＨをメインＰＭＣＨとすれば良い。ページング信号ののる論理チャネルＰＣＣ
ＨをＭＢＭＳ関連情報の論理チャネルＭＴＣＨ、ＭＣＣＨと多重してトランスポートチャ
ネルＭＣＨにのせる。基地局は、ＭＴＣＨのみのＭＢＳＦＮサブフレームとＭＣＣＨとＰ
ＣＣＨのマッピングされるＭＢＳＦＮサブフレームを設けるようにしても良いし、さらに
、ＭＣＣＨのみのＭＢＳＦＮサブフレーム、ＰＣＣＨのみのＭＢＳＦＮサブフレームを設
けるように制御しても良い。こうすることで各々時間的に分割されて送信可能となる。ま
た、ＭＣＣＨとＰＣＣＨの乗るＭＢＳＦＮサブフレームを時間的に隣接するようにしても
良い。こうすることで、ＭＢＭＳサービスを受信している、あるいはしようとしている移
動端末がＭＣＣＨを受信する際にページング信号を受信することが可能となる。
【０２６１】
　さらに別の例として、図５５に開示した方法が適用できる。図５５の物理チャネルＰＭ
ＣＨをメインＰＭＣＨとすれば良い。ページング信号ののるＰＣＣＨはトランスポートチ
ャネルＰＣＨにマッピングされ、ＭＣＨと多重されてメインＰＭＣＨにマッピングされる
。こうすることで、基地局は、ＰＣＨとＭＣＨを時間的に分割して送信可能となり、さら
には、エンコーディングを別々に行うことが可能となる。従って、移動端末においては、
受信時にデコードを別々に行うことが可能となる。上記の例において、実施の形態７と異
なるのは、メインＰＭＣＨにマッピングされるＭＴＣＨ、ＭＣＣＨ、ＰＣＣＨはＭＢＳＦ
Ｎエリア内ではなくＭＢＳＦＮ同期エリア内でマルチセル送信されることである。従って
、ＭＢＳＦＮエリア内でマルチセル送信されるＰＭＣＨとＭＢＳＦＮ同期エリア内でマル
チセル送信されるメインＰＭＣＨを明確にわけておいても良い。図５７は、ＭＢＳＦＮ同
期エリア共通の物理チャネルとしてメインＰＭＣＨを設けた場合のマッピング方法を示す
説明図である。図５７にＰＭＣＨとメインＰＭＣＨを設けた場合のマッピングについて開
示する。本例は、図５５のＭＣＨとＰＣＨを用いる場合について示してある。ＭＢＳＦＮ
エリア内へ送信するＭＢＭＳ関連情報であるＭＴＣＨ、ＭＣＣＨはトランスポートチャネ
ルＭＣＨにマッピングされ、物理チャネルＰＭＣＨにマッピングされる。ＰＭＣＨはＭＢ
ＳＦＮエリアに対応するＭＢＳＦＮサブフレームで送信される。ＭＢＳＦＮ同期エリア内
へ送信するＭＢＭＳ関連情報であるＭＴＣＨ、ＭＣＣＨはトランスポートチャネルＭＣＨ
にマッピングされ、物理チャネルであるメインＰＭＣＨにマッピングされる。ＭＢＳＦＮ
同期エリア内へ送信するページング信号ののるＰＣＣＨはトランスポートチャネルＰＣＨ
にマッピングされ、物理チャネルであるメインＰＭＣＨにマッピングされる。メインＰＭ
ＣＨはＭＢＳＦＮ同期エリアにマルチセル送信されるＭＢＳＦＮサブフレームで送信され
る。
【０２６２】
　また、論理チャネルかつまたはトランスポートチャネルについてもＭＢＳＦＮエリア内
用とＭＢＳＦＮ同期エリア内用とを個別に設けておいても良い。例えば、ＭＢＳＦＮ同期
エリア内に送信するＭＢＭＳ関連情報がＭＢＭＳ制御情報のみの場合について図５７の破
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線で示す。ＭＢＳＦＮ同期エリア内に送信する論理チャネルＭＣＣＨを例えばメインＭＣ
ＣＨ、トランスポートチャネルＭＣＨを例えばメインＭＣＨとしても良い。メインＭＣＨ
は物理チャネルであるメインＰＭＣＨにマッピングされる。このように個別にすることに
よって、基地局でのスケジューリングやＨＡＲＱ（Hybrid Automatic Repeat reQuest）
処理やエンコード処理やAMC(Adaptive Modulation Coding)処理等がＭＢＳＦＮ同期エリ
アとＭＢＳＦＮエリアで個別に行えるようになるため、基地局と移動端末間の電波環境の
変動に柔軟に対応することが可能となり、無線リソースの効率化を図ることが可能となる
。ＭＢＳＦＮ同期エリア内でマルチセル送信されるＭＣＣＨには、ＭＢＳＦＮ同期エリア
に含まれる各ＭＢＳＦＮエリアのサービス情報、フレーム構成情報等が含まれる。また、
ＭＢＳＦＮエリア毎のＭＢＭＳサービス用制御情報が含まれていても良い。この場合は、
各ＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨでＭＣＣＨを送信しなくてすむため、ＭＢＭＳ用データ
領域を増大することが可能となり、ＭＢＭＳ送信の高速化を図ることができる。ＭＢＳＦ
Ｎ同期エリア内でマルチセル送信されるＭＣＣＨは、各ＭＢＳＦＮ同期エリア内でメイン
ＰＭＣＨ繰り返し期間（Main PMCH repetition period）で周期的にマルチセル送信され
る。
【０２６３】
　一方、あるＭＢＳＦＮエリア内セルからマルチセル送信されるＭＢＭＳサービスを受信
している、あるいはしようとしている移動端末は、メインＰＭＣＨ上のＭＣＣＨを定期的
に受信し、ＭＢＭＳサービスの内容やフレーム構成等を受信することによって、ＭＢＭＳ
サービスを受信可能とする。従って、移動端末はメインＰＭＣＨ上のＭＣＣＨを受信して
デコードした後に、所望のサービスがない場合は他のＭＢＳＦＮエリアに対応したＰＭＣ
Ｈを受信することなく、次のメインＰＭＣＨまで間欠受信動作することが可能となる。従
って、移動端末の消費電力の削減が図ることができる。さらに、ページング信号を該ＭＣ
ＣＨに含ませることによって、ＭＢＭＳサービスを受信している、あるいはしようとして
いる移動端末がＭＣＣＨを受信する際にページング信号を受信可能とすることができる。
これにより、移動端末はＭＣＣＨを受信する以外のタイミングで別途ページングを受信す
る必要がなくなるため、ＭＢＭＳサービスの受信を中断することなくページングを受信可
能となる。また、ＭＣＣＨを受信していない時間、ＭＢＭＳサービスの受信を行っていな
い持間は間欠受信することができ、移動端末の消費電力の削減を図ることができる。図５
４に開示した方法を適用した場合、ＭＣＣＨとＰＣＣＨを同じＭＢＳＦＮサブフレームに
構成されるようにしても良いし、ＭＣＣＨの乗るＭＢＳＦＮサブフレームとページング信
号ののるＭＢＳＦＮサブフレームを時間的に隣接するようにしておいても良い。また、図
５５で開示した方法を適用した場合は、ＭＣＣＨののるＭＢＳＦＮサブフレームとページ
ング信号ののるＭＢＳＦＮサブフレームを時間的に隣接するようにしておけば良い。この
ような構成にすることで、ＭＢＭＳサービスを受信している、あるいはしようとしている
移動端末がＭＣＣＨを受信する際にページング信号を連続して受信可能とすることができ
る。これにより、移動端末はＭＣＣＨ及びＰＣＣＨののるサブフレームを受信する以外の
タイミングで別途ページング信号を受信する必要がなくなるため、ＭＢＭＳサービスの受
信を中断することなくページング信号を受信可能となる。また、ＭＣＣＨを受信していな
い時間、ＭＢＭＳサービスの受信を行っていない持間は間欠受信することができ、移動端
末の消費電力の削減を図ることができる。
【０２６４】
　図４９（ｂ）には、ページング信号が送信されたかどうかを示すインジケータである「
ページング信号有無インジケータ」をインジケータ１、ＭＢＭＳ制御情報が変更されたか
どうかを示すインジケータである「ＭＢＭＳ関連情報の変更有無インジケータ」をインジ
ケータ２を設けた構成が開示される。これらのインジケータがマッピングされる物理領域
はメインＰＭＣＨが送信されるＭＢＳＦＮサブフレームに設けられても良いし、また、メ
インＰＭＣＨが送信されるＭＢＳＦＮサブフレームと時間的に隣接する物理領域に設けら
れても良い。こうすることにより、移動端末はインジケータ受信後ただちにメインＰＭＣ
Ｈに乗るＭＣＣＨやページング信号を受信しデコード可能となる。例えば、インジケータ



(89) JP 5855289 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

として１ビットの情報とする。各インジケータはエンコードされるか、またはＭＢＳＦＮ
同期エリア固有の拡散コードが乗じられる等されてあらかじめ決められた物理領域にマッ
ピングされる。例えば、移動端末に着信が発生した場合、ページング信号有無インジケー
タを“１”にセットし、着信がない場合はページング信号有無インジケータを“０”にセ
ットする。また、例えば、ＭＢＳＦＮ同期エリア内で送信されるＭＢＭＳサービスの内容
が変更されるなどしてＭＣＣＨにのるＭＢＭＳ制御情報が変更された場合、ＭＢＭＳ関連
情報の変更有無インジケータを“１”にセットする。ＭＢＭＳ関連情報の変更が可能な周
期(MBMS modification period)を決めておき、その周期内で変更有無インジケータ“１”
を繰り返し送信する。ＭＢＭＳ関連情報の変更が可能な周期（MBMS modification period
）、スタートタイミング(SFN、スターティングポイント)等はあらかじめ決められていて
も良いし、ユニキャストサービスでのサービングセルから、もしくはＭＢＭＳ専用セルか
ら報知情報で通知されても良い。該周期（MBMS modification period）経過した後に更に
ＭＢＭＳ関連情報の変更がない場合は、ＭＢＭＳ関連情報の変更有無インジケータを“0
”にセットする。
【０２６５】
　移動端末は、メインＰＭＣＨがマルチセル送信されるＭＢＳＦＮサブフレームもしくは
隣接するＭＢＳＦＮサブフレーム内のインジケータを受信し逆拡散等を行い、インジケー
タが１か０かを判定することで、ＭＣＣＨ内に存在するＭＢＭＳ関連の情報に変更が生じ
たかどうかや、ページングが存在するかどうかを判断することが可能となる。このように
インジケータを設けることで、ＭＢＭＳ制御情報に変更が生じない場合や、ページングが
存在しない場合は、移動端末はメインＰＭＣＨ全部の情報を受信、デコードする必要がな
くなる。このため、移動端末の受信電力の削減を図ることが可能となる。ＭＢＭＳ制御情
報が変更されたかどうかを示すＭＢＭＳ関連情報変更有無インジケータをマッピングする
物理領域を、ＭＢＭＳ制御情報がマッピングされるひとつまたは複数のＭＢＳＦＮサブフ
レームの最初のＭＢＳＦＮサブフレームとしても良い。さらに、該最初のＭＢＳＦＮサブ
フレームの先頭のＯＦＤＭシンボルとしても良い。これにより、移動端末は、最初のＯＦ
ＤＭシンボルを受信することで、ＭＢＭＳ制御情報に変更が生じたかどうかを判断するこ
とが可能となる。また、ページング信号が存在するかどうかを示すページング信号有無イ
ンジケータをマッピングする物理領域を、ページング信号がマッピングされるひとつまた
は複数のＭＢＳＦＮサブフレームの最初のＭＢＳＦＮサブフレームとしても良い。さらに
、該最初のＭＢＳＦＮサブフレームの先頭のＯＦＤＭシンボルとしても良い。これにより
、移動端末は、最初のＯＦＤＭシンボルを受信することで、ページング信号が存在するか
どうかを判断することが可能となる。
【０２６６】
　各インジケータを上記のような物理領域にマッピングすることで、ＭＢＭＳ制御信号変
更無しの場合、ページング情報が存在しない場合、各々その後のＯＦＤＭシンボルを受信
、デコードする必要がなくなり、さらなる移動端末の受信電力の削減をはかることが可能
となる。また、最初のＭＢＳＦＮサブフレームや先頭のＯＦＤＭシンボルで早期に判断で
きるので、ＭＢＭＳ制御情報をただちに受信することができたり、または、ページング信
号をただちに受信することができたりするため、移動端末での制御遅延を低減することが
可能となる。インジケータとして、ＭＢＭＳ関連情報の変更有無インジケータとページン
グ信号有無インジケータを異なる物理領域にマッピングしても良いし、各々異なる物理領
域にマッピングしても良い。同じ物理領域にマッピングする場合は、各インジケータのオ
ア(or)演算をとれば良い。これにより移動端末は受信するインジケータがひとつですむた
め、受信回路構成を簡単にできる効果が得られる。各々異なる物理領域にマッピングする
場合は、これにより、移動端末は、必要なインジケータのみ受信しておけば良く、他のイ
ンジケータを受信する必要はなくなる。したがって、移動端末の受信電力のさらなる削減
や、必要な情報の受信遅延のさらなる低減が図ることができる。例えば、ＭＢＭＳサービ
スを受信しているが、ページングを受信しないように設定している移動端末では、ＭＢＭ
Ｓ関連情報の変更有無インジケータのみ受信すればよく、ページング信号有無インジケー
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タを受信する必要をなくすことができる。各々のインジケータの繰り返し周期は同じでも
良いし、異なっていても良い。各々のインジケータの繰り返し周期はメインＰＭＣＨの繰
り返し周期と同じでも良いし、異なっていても良い。例えばＭＢＭＳ関連情報の変更有無
インジケータを何回かに１回メインＰＭＣＨに設けても良い。インジケータの繰り返し周
期は、各々、「ページング信号有無インジケータ繰り返し期間」、「ＭＢＭＳ関連変更有
無インジケータ繰り返し期間」とする。インジケータの存在するＭＢＳＦＮサブフレーム
のスタートタイミング(SFN、スターティングポイント)、サブフレームナンバ、各々のイ
ンジケータの繰り返し周期等はユニキャストサービスのサービングセルの報知情報で通知
されても良いし、ＭＢＭＳ専用セルの報知情報で通知されても良いし、あらかじめ決めら
れていても良い。
【０２６７】
　さらに、ＭＢＭＳ関連情報の変更有無インジケータ専用のチャネルをメインＰＭＣＨ上
に構成して、例えばＭＩＣＨ(MBMS Indicating CHannel)としても良い。ＭＩＣＨ内にペ
ージング信号有無インジケータを構成し、ＭＩＣＨの繰り返し周期を「ＭＩＣＨ繰り返し
期間」（MICH Repetition period）とする。ページング信号有無インジケータの繰返し周
期はＭＩＣＨの繰り返し周期と同じでも良いし異なっていても良い。インジケータの通知
に関しては先に記載した同様の方法で行うことができる。これにより、各々のインジケー
タが送信される時間がＭＣＣＨが送信される時間に限定されず、システムにおいて柔軟に
設計することが可能となる。上記のように構成した場合、ＭＢＭＳ関連情報の変更有無イ
ンジケータはメインＰＭＣＨ上のＭＢＭＳ制御情報が変更されたかどうかを示すため、所
望のＭＢＳＦＮエリア内で送信されるＭＢＭＳサービスが変更されたかどうかについては
、該インジケータを検出しただけでは不明である。所望のＭＢＳＦＮエリア内で送信され
るＭＢＭＳサービスが変更されたかはメインＰＭＣＨ上のＭＢＭＳ制御情報を受信、デコ
ードしなければならない。メインＰＭＣＨ上のＭＢＭＳ制御情報として、さらにどのＭＢ
ＳＦＮエリア内で送信されるＭＢＭＳサービスが変更されたかを示すインジケータを設け
ても良い。該インジケータ用の物理領域をメインＰＭＣＨ上のＭＢＭＳ制御情報がのるＭ
ＢＳＦＮサブフレームの直前に設けても良い。こうすることで、メインＰＭＣＨ上のＭＢ
ＭＳ制御情報を全て受信、デコードする必要なく、所望のＭＢＳＦＮエリア内で送信され
るＭＢＭＳサービスが変更されたかどうかを検出することができる。従って、移動端末で
の制御遅延を低減することが可能となる。
【０２６８】
　ページング信号をメインＰＭＣＨにのせる場合、着信がかかった移動端末の数が膨大に
なった場合、自移動端末宛てのページング信号を検出するのに時間がかかりすぎてしまう
という問題が生じる。また、ページング信号ののる所定の物理領域に、着信がかかった全
ての移動端末のページング信号をマッピングする領域が確保できないという問題が生じる
。これらの問題を解決するため、ページンググループ化する方法を開示する。図４９（ｃ
）に、ページング信号有無インジケータの構成例を示す。全移動端末をＫ個のグループに
分け、各グループ毎にページング信号有無インジケータを設ける。ページング信号有無イ
ンジケータ用の物理領域をＫ個に分割し、分割した各々の物理領域に各グループのページ
ング信号有無インジケータをマッピングする。ここで、Ｋは１から全移動端末数の値まで
をとりうる。ある移動端末に着信がかかった場合、該移動端末が属するグループのページ
ング信号有無インジケータを“１”にセットする。あるグループに属する全ての移動端末
に着信がない場合は該グループのページング信号有無インジケータを“０”にセットする
。ページング信号有無インジケータは移動端末での所望の受信誤り率を満足するために“
１”（あるいは“０”）を複数個繰返して物理領域にマッピングするリピテーション等が
行われても良い。ページング信号をマッピングする物理領域もＫ個に分割し、上記Ｋ個の
グループに対応するようにしておく。ページング信号として、移動端末毎の識別子(識別
番号、識別コード)であっても良い。Ｋ個に分割されたひとつの物理領域は、移動端末１
台が必要とするページング信号データが収まる物理領域を、グループ内の移動端末数分加
算した物理領域とする。グループ内の移動端末数はグループ全てで同じで合っても良いし
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、グループ毎に異なっていても良い。グループ内の移動端末数は、例えば、同時に着信が
発生する移動端末数の平均値とする方法がある。また、ひとつのＯＦＤＭシンボルに割当
て可能な移動端末台数とし、各ＯＦＤＭシンボルを各グループに対応させる方法としても
良い。
【０２６９】
　ある移動端末に着信が発生した場合、該移動端末が属するグループのページング信号有
無インジケータを“１”にセットし、該グループに対応したページング信号有無インジケ
ータ用物理領域にマッピングする。それとともに、着信が発生した移動端末向けのページ
ング信号を、該移動端末が属するグループに対応するページング関連の物理領域にマッピ
ングする。ページング信号の物理チャネル領域へのマッピングは、移動端末毎に該移動端
末固有の識別コードを乗じる。ページング信号が移動端末毎の識別子である場合は上記移
動端末固有の識別コードを乗じる制御を省略できる。移動端末は、自移動端末が属するグ
ループのページング信号有無インジケータを受信することで、自移動端末が属するグルー
プに着信がかかっているかどうか判定する。着信がかかっていると判定した場合、自移動
端末が属するグループに対応づけられたページング信号がマッピングされる物理領域を受
信しデコードする。デコード後、移動端末固有の識別コードとの相関演算を行うことによ
りブラインド検出を行い、自移動端末向けのページング信号を特定することで、自移動端
末への着信有りと判定することが可能となる。自移動端末向けのページング信号を検出し
なかった場合は、自移動端末への着信なしと判定する。移動端末をＫ個のグループにグル
ーピングすることで、移動端末は、ページング信号用領域全てを受信する必要がなくなり
、必要な領域のみ、すなわち自移動端末が属するグループが対応する物理領域のみ受信す
ればよくなるため、移動端末の受信電力の削減を図ることができる。さらには、グループ
毎に対応したページング信号有無インジケータを用いることで、多数の移動端末がある場
合も少ない物理リソースでページング信号有無インジケータを設けることができる。さら
には、移動端末は必要に応じてページング信号用領域を受信すればよく、移動端末の受信
電力の削減が可能となるとともに、ページング信号を受信する必要がない場合はすぐに次
の動作に移行できるため、制御遅延を小さくすることが可能となる。
【０２７０】
　ページング信号が送信されたかどうかを示すインジケータを物理領域にマッピングする
方法として、実施の形態７のページング信号の物理領域へのマッピング方法も適用するこ
とができる。またこの場合に、基地局においてページング信号が送信されたかどうかを示
すインジケータに、移動端末固有の識別コード（ＵＥ－ＩＤ、ＲＮＴＩ）を乗じることと
しても良い。また、ページング信号が送信されたかどうかを示すインジケータにＣＲＣを
付加する構成とし、ＣＲＣに移動端末固有の識別番号を乗じる方法を用いることも可能で
ある。移動端末は自移動端末宛ての情報かどうかを該移動端末固有の識別コードを用いて
ブラインド検出することが可能となる。このため、各移動端末毎のページング信号が送信
されたかどうかを示すインジケータをマッピングする物理領域をあらかじめ固定しておく
必要がなくなる。また、該インジケータがマッピングされる可能性のある物理領域をあら
かじめ決めておいたり、報知されるようにしておいても良い。こうすることにより柔軟な
物理リソースの利用が図れる。これらの方法は、後述するように、ページング信号が送信
されたかどうかを示すインジケータが１ビットの情報ではなく、例えばページングメッセ
ージの割り当て情報のような、各移動端末への情報量が異なる場合に有効となる。
【０２７１】
　上記実施の形態では、ページング信号をマッピングする、Ｋ個に分割されたひとつの物
理領域は、移動端末1台が必要とするページング信号データが収まる物理領域を、グルー
プ内の移動端末数分加算した物理領域としていた。しかし、移動端末数が多大になると、
必要とする物理領域が多大になり、ＭＢＭＳサービスを送信するためのオーバーヘッドが
多大になるためＭＢＭＳサービスデータの送信速度が低下する。これを防ぐため、移動端
末向けのページング信号に移動端末毎に該移動端末固有の識別コードを乗じる。これによ
り、移動端末は自移動端末宛ての情報かどうかを該移動端末固有の識別コードを用いてブ
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ラインド検出することが可能となるため、各移動端末毎のページング信号をマッピングす
る物理領域をあらかじめ固定しておく必要がなくなる。したがって、全移動端末分の物理
領域を必要とせず、実際に着信が生じると予測される移動端末数分の領域さえあれば良い
。例として、グループ内の移動端末数を、同時に着信が発生する移動端末数の平均値とす
る方法がある。この方法により、限られた物理リソースを有効に利用することが可能とな
る。また、上記の方法とすることで、予測以上に着信する移動端末数が多くなった場合は
、新しい着信の移動端末へのページング信号は、次のメインＰＭＣＨ上で送信する等、基
地局でのスケジューリングにより柔軟に対応することが可能となる。
【０２７２】
　全移動端末数が少ない場合、Ｋの値を全移動端末数として、ページング信号有無インジ
ケータのみ送信しても良い。この場合、ページング信号用領域を確保する必要がなく、ペ
ージング信号有無インジケータ用の物理領域を全移動端末数分確保しておけばよい。この
ため、無線リソースの効率化を図ることができる。また、この場合、移動端末毎に対応す
るページング信号有無インジケータ用の物理領域が存在することになる。このため、移動
端末においては、自移動端末に対応したページング信号有無インジケータ用の物理領域を
受信してデコードするだけで、ページング信号用領域を受信せずに、着信の有無が判定で
き、移動端末のページング動作での制御遅延が低減できる。
【０２７３】
　上記の例では各移動端末のページング信号に該移動端末固有の識別コードを乗じたが、
別の方法として、各移動端末のページング信号と該移動端末固有の識別番号を加えるよう
にしても良い。この場合移動端末においては受信したデコード等の処理後の情報内に、自
移動端末固有の識別番号が存在するか否かにより自移動端末向けのページング信号を検出
することができる。
【０２７４】
　なお、本実施の形態では、ページング信号が送信されたかどうかを示すインジケータを
設けた構成を開示しているが、該インジケータとして、ページング信号の割当て情報であ
っても良い。これにより、移動端末が自移動端末へのページング信号割当て情報を受信し
た場合はページングがあると判断可能となる。ページング信号の割当て情報の具体例とし
て、例えば同じサブフレームで送信されるページング信号、例えばページングメッセージ
がマッピングされる物理領域を示す情報とすれば良い。割当て情報が物理領域の情報であ
ることによって、ページングメッセージの割当て情報を受信した移動端末は、ページング
メッセージを受信するために該物理領域のみを受信すれば良く、他の物理領域は受信する
必要が無くなる。このため、移動端末の受信時の消費電力の削減がはかれる。また、ペー
ジング信号が割当てられる物理領域情報をあらかじめ報知情報等により移動端末に対して
送信しておく必要がなくなり、シグナリング量の削減がはかれるとともに、ページング信
号の物理領域への割当を柔軟に行うことが可能となるため、無線リソースの使用効率が向
上するという効果が得られる。
【０２７５】
　ページング信号をメインＰＭＣＨのページング関連の物理領域にマッピングする方法は
、実施の形態７で開示した方法が適用できる。例えば図３３や図３４の方法である。ただ
し、変調処理、拡散処理等において、ＭＢＳＦＮエリア固有の拡散符号を乗じるステップ
は適用できず、ＭＢＳＦＮエリア固有の拡散符号は乗じないようにする、もしくは、ＭＢ
ＳＦＮ同期エリア固有の拡散符号を乗じる必要がある。
【０２７６】
　本実施の形態で用いる移動端末固有の識別コードに関しては、実施の形態７で記載した
方法と同様の方法を用いる。本実施の形態では、移動端末固有の識別コードとして、ＭＢ
ＳＦＮ同期エリア毎に固有とする。移動端末識別コードをＭＢＳＦＮ同期エリア毎に固有
とする方法は、本実施の形態に限らず、ＭＢＳＦＮ同期エリアでマルチセル（ＭＣ）送信
する場合に移動端末固有の識別コードを乗じる場合に適用可能である。該ＭＢＳＦＮ同期
エリア毎の移動端末固有の識別コードは複数あっても良い。それぞれ、用途を分けても良
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い。例えば、該ＭＢＳＦＮ同期エリア毎の移動端末固有の識別コードを二種類有し、各々
ページング信号用とＭＢＭＳ制御情報用としても良い。このようにすることで、ＭＢＳＦ
Ｎ同期エリアでＭＣ送信するページング信号を移動端末毎に分割することが可能となり、
移動端末は自移動端末宛のページング信号を受信することが可能となる。
【０２７７】
　上記の例では、メインＰＭＣＨの構成およびページング信号をメインＰＭＣＨへマッピ
ングする方法として、実施の形態７で開示した方法を適用した。同様に、例えば、メイン
ＰＭＣＨが送信される頻度が時間的に高い場合、メインＰＭＣＨの構成およびページング
信号をメインＰＭＣＨへマッピングする方法として実施の形態８で開示した方法を適用す
ることも可能である。
【０２７８】
　本実施の形態９で開示したＭＢＳＦＮ同期エリア内でマルチセル送信される物理チャネ
ルを設け、該物理チャンル上にページング信号をのせる方法とすることで、移動体通信シ
ステムとして、ＭＢＭＳ専用セルからＭＢＭＳサービスを受信しているもしくは受信しよ
うとしている全移動端末のページング信号を送信できるようになり、該移動端末がMBMS専
用セルからページング信号を受信することを可能とする。
【０２７９】
実施の形態１０．
　以上の実施の形態では、ページング信号はＭＢＳＦＮエリアもしくはＭＢＳＦＮ同期エ
リアの全てのセルからマルチセル送信されるように設けられる方法を開示した。ＭＢＳＦ
ＮエリアやＭＢＳＦＮ同期エリアは地理的に広大な範囲となることも考えられる。このよ
うな場合、移動端末においてＳＦＮ合成に寄与しないセルから該移動端末向けのページン
グ信号を送信することは、無線リソースの無駄となりシステム容量の低下を引き起こす。
従って、ページング信号を送信するセルを移動端末が存在するセルおよび近傍のセルに限
定する必要性が生じる。ページング信号を送信するセルを移動端末が存在するセルおよび
近傍のセルに限定した場合、同じＭＢＳＦＮエリアもしくは同じＭＢＳＦＮ同期エリア内
で、ある移動端末へのページング信号を送信するセルと送信しないセルが生じ、セル間で
異なる信号を送信することとなり、マルチセル送信ではなくなる。移動端末は受信するセ
ルを選択的に限定できないため、マルチセル送信でない信号も受信することになり、受信
誤りが引き起こされる。ページング信号を送信しないセルから送信された異なる信号によ
り、所望のページング信号の受信品質が劣化することになる。特に、ページング信号を送
信するセルとページング信号を送信しないセルとの境界付近に存在する移動端末にとって
は受信誤りが増大し、ページング信号を受信できなくなるという問題が生じる。そこで、
本実施の形態では、ページング信号を送信するセルとページング信号を送信しないセルを
設ける構成について開示する。
【０２８０】
　移動端末でのページング信号の受信誤りを低減するため、ページング信号をマッピング
する方法をページング信号を送信するセルとしないセルで変更する。図５０は、ＭＢＳＦ
ＮエリアもしくはＭＢＳＦＮ同期エリア内の一部のセルにページング信号を送信する方法
を示す説明図である。図５０に示すように、ページング信号を送信するセルでは、図３３
または図４４を参照して説明したように、信号に当該移動端末固有の識別番号を乗じる処
理を行い（処理１）、ＣＲＣを付加し（処理２）、エンコード及びレートマッチングなど
の処理（処理３）を行う。そして、一連の処理を行った結果を制御情報要素単位に割り当
て（処理８）、着信がかかっている各々の移動端末分連結するまでの処理を行う。一方、
ページング信号を送信しないセルでは、かかる処理は行わない。ページング信号ののる物
理領域としては、上記実施の形態で示した、ＰＭＣＨ、ＤＰＣＨ、メインＰＭＣＨがある
。ＭＢＳＦＮエリア内もしくはＭＢＳＦＮ同期エリア内で、着信が発生した移動端末に対
してページング信号を送信するセルと送信しないセルが存在する場合、ページング信号を
送信するセルでは、基地局は、図中のスイッチ２４０１を端子ａに接続する。移動端末へ
のページング信号に該移動端末固有の識別番号を乗じ、ＣＲＣ付加を行い、エンコード、
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レートマッチング等の処理を行う。スイッチ２４０１が端子ａに接続されているので、移
動端末毎の上記処理後の情報が、ある制御情報要素単位に割り当てられる。
【０２８１】
　上記の例では、ページング信号をマッピングする物理領域の大きさに対応した制御情報
要素単位に割当てるようにしたが、この他にも、トランスポートブロック単位で割当てる
ようにしても良い。トランスポートブロック単位で割当てることによって、情報量によっ
て割当てる物理リソースを増減できるため、柔軟な物理領域への割当が可能となる。
【０２８２】
　一方、ページング信号を送信しないセルでは、基地局は、図中のスイッチ２４０１を端
子ｂに接続する。移動端末へのページング信号を用いることなく、セル毎のパディング用
コードを設け、該パディング用コードがある制御情報要素単位に割り当てられる。ここで
、ある移動端末に対して割り当てられる制御情報要素単位の領域は、ページング信号を送
信するセルと送信しないセルとで同一とする。これにより基地局は、ページング信号を送
信するセルと送信しないセルとで割り当てる情報をスイッチによって簡単に切替え可能と
できる。さらに、ある移動端末に対して割り当てられる制御情報要素単位の領域の大きさ
を、全ての移動端末で同じにしておくことで、セル毎のパディング用コード長をあらかじ
め決めておくことが可能となる。これにより、パディング用コードの埋めこみ制御を簡易
に構成することが可能となる。一方、あるＭＢＳＦＮエリア内もしくはＭＢＳＦＮ同期エ
リア内のセルからマルチセル送信されるＭＢＭＳサービスを受信しているあるいはしよう
としている移動端末は、ページング信号がマッピングされるＰＭＣＨもしくはＤＰＣＨも
しくはメインＰＭＣＨを受信し、復調処理、逆拡散処理等を行い、制御情報要素単位の領
域に分割する。分割した制御情報要素単位の領域を、デコード等行い、自端末固有の識別
番号により相関演算を行うことによって、自移動端末向けのページング信号をブラインド
検出する。ある閾値より相関演算結果が大きい場合は自移動端末向けのページングが有る
と判定し、ページング信号によりページング着信動作に入る。ある閾値以下の場合は自端
末向けのページングはなしと判定し、ＭＢＭＳ関連情報の受信に移行する、またはＭＢＭ
Ｓ関連情報の受信の必要がなければ間欠受信動作に移行する。
【０２８３】
　もし、ページング信号を送信しないセルからの送信信号がページング信号を送信するセ
ルからの送信信号と異なる場合は、マルチセル送信とならず、マルチセル送信によりＳＦ
Ｎ利得を得られないだけでなく、ページング信号を送信しないセルからの送信信号が雑音
となり、移動端末での相関演算結果に誤りが増大することとなる。本実施の形態で開示し
たように、ページング信号を送信しないセルにおいて、パディング（埋めこみ、設定）用
コードを予め決めておき、該パディング用コードをページング信号がマッピングされる領
域に埋めこむことによって、移動端末での相関演算での誤りを低減することが可能となる
。図５１は、ページング信号を送信しないセルで設けたセル毎のパディング用コードの例
を示す説明図である。例えば、ページング信号を送信しないセルはパディング用コードを
「オール０」（all0）とする。この場合、ページング信号を送信しない全てのセルで同じ
コードすなわち「オール０」とする。こうすることによって、移動端末において受信機に
干渉キャンセラなどの干渉除去機能を持つことで、移動端末はページング信号を送信しな
いセルから送信された“０”の成分をキャンセルすることができ、ページング信号を送信
するセルから送信されたページング信号のみをＳＦＮ合成することが可能となり、移動端
末での相関演算におけるページング信号の受信誤りを低減することが可能となる。ページ
ングを送信しないセルのパディング用コードを「オール１」(all1)としてもよい。この場
合、ページングを送信しない全てのセルで同じコードすなわちオール１とする。この場合
も、移動端末が干渉キャンセラなどの干渉除去機能を持つことによって“１”の成分をキ
ャンセルすることができ、移動端末でのページング信号の受信誤りを低減することが可能
となる。なお、オール０、オール１でなく、既知の特定のコードであっても良い。ページ
ング信号を送信しないセルのパディング用コードをランダム値としてもよい。この場合、
各セル毎でランダムな値を導出し、パディングする。こうすることによって、移動端末に
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おいて、ページング信号を送信しないセルから送信された信号が異なるランダム信号のた
めお互いにキャンセルされることになり、ページング信号を送信するセルから送信された
ページング信号成分が相対的に強くなるため、相関演算におけるページング信号の受信誤
りを低減することが可能となる。
【０２８４】
　ページング信号を送信するセルと送信しないセルを識別するためのページング送信セル
識別用コードを用いても良い。ページング送信セル識別用コードは直交もしくは擬似直交
コードとしても良い。また、スクランブリングコードでも良いし拡散コードでも良い。図
５２は、ページング送信セル識別用コードを用いる方法を示す説明図である。基地局は、
ページング信号に移動端末識別用コードを乗算し（処理１）、ＣＲＣ付加、エンコード、
レートマッチング、ＭＣＳ（Modulation Coding Scheme）反映等の符号化（Coding）処理
を行い（処理２）、ページング送信セル識別用コードを乗じる（処理３）。ページング送
信セル識別用コードとして、ページング信号を送信するセルにおいてはページング信号送
信セル用の拡散コードを用いる。ページング信号を送信しないセルにおいてはページング
信号非送信セル用の拡散コードを用いる。ページング送信セル識別用コードである、ペー
ジング信号送信セル用の拡散コードとページング信号非送信セル用の拡散コードは直交コ
ードとしておく。これらページング送信セル識別用コードを乗じた結果を、制御情報要素
単位に割当て、着信がかかっている各々の移動端末分連結する（処理４）。一方、あるＭ
ＢＳＦＮエリア内もしくはＭＢＳＦＮ同期エリア内のセルからマルチセル送信されるＭＢ
ＭＳサービスを受信している、あるいはしようとしている移動端末は、ページング信号が
マッピングされるＰＭＣＨ、ＤＰＣＨ、もしくはメインＰＭＣＨを受信し、復調処理、逆
拡散処理等を行い、制御情報要素単位の領域に分割する。分割した制御情報要素単位の領
域を、ページング信号送信セル用拡散コードにより逆拡散を行う。同一の物理領域におい
て、ページング信号を送信するセルと送信しないセルとで直交する拡散コードが乗じられ
て送信されているため、ページング信号送信セル用の拡散コードを用いて逆拡散を行うこ
とによって、ページング信号を送信しないセルからの信号の影響を排除することが可能と
なり、受信誤差の低減を図ることができる。
【０２８５】
　逆拡散後のデータを、デコーディング等の処理を行い、自移動端末識別用コードにてブ
ラインド検出を行う。ある閾値より相関演算結果が大きい場合は自移動端末向けのページ
ングが有ると判定し、ページング信号によりページング着信動作に入る。ある閾値以下の
場合は自端末向けのページングは無しと判定し、ＭＢＭＳ関連情報の受信に移行する、ま
たはＭＢＭＳ関連情報の受信の必要がなければ間欠受信動作に移行する。ページング送信
セル識別用コードは各々あらかじめ決められていても良いし、ＭＢＭＳ専用セルの報知情
報や、ユニキャストセルの報知情報で通知されても良い。このように、ページング信号を
送信するセルと送信しないセルとで直交する拡散コードを乗じ、受信側で逆拡散を行うこ
とによって、ページング信号を送信しないセルからの信号の影響を排除し、ページング信
号を送信するセルからのページング信号を低い受信誤差で抽出することが可能となる。な
お、本発明において、移動端末識別用コードとページング送信セル識別用コードを乗じる
順序は逆であっても良い。移動端末識別用コードを後で乗じた場合は、移動端末において
、先に自移動端末固有の識別番号で相関演算を行うことによって、早期に自移動端末向け
のページング信号があるかどうかを判断することが可能となるという利点が生じる。
【０２８６】
　上記の例では、図５０、図５２で開示した処理1において各移動端末のページング信号
に該移動端末固有の識別コードを乗じる処理を行ったが、別の処理方法として、各移動端
末のページング信号と該移動端末固有の識別番号を加えるようにしても良い。この場合移
動端末においては、ページング信号用物理領域を受信し、復調、ＭＢＳＦＮエリア固有の
スクランブリングコードによるデスクランブリングを行い、その結果を情報要素単位に分
割し、分割した情報要素単位毎にデコード等の処理を行う。デコード等の処理後の情報内
に、自移動端末固有の識別番号が存在するか否かにより自移動端末向けのページング信号
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を検出する。
【０２８７】
　本実施の形態において、各セルはパディング用コードやページング送信セル識別用コー
ドを初期設定としてページング信号を送信しないコードとしておいても良い。ＭＭＥ、Ｍ
ＣＥもしくはＭＢＭＳ-ＧＷからページングリクエスト等によるページング発生の通知が
来た場合のみ、そのセルは、該通知が来た移動端末のみに、パディング用コードやページ
ング送信セル識別用コードをページング信号を送信するコードとするようにしておいても
良い。こうすることで、ページングが発生しない旨の通知を、MME、MCEもしくはＭＢＭＳ
-ＧＷから各セルに送信する必要がなくなるため、シグナリング量の削減を図ることがで
きる。
【０２８８】
　ページング信号を送信するセルとページング信号を送信しないセルを設ける構成の具体
例として、ページング信号を送信しないセルからパディング用コードを送信する方法を開
示した。ページング信号をマッピングする物理領域が決まっている場合は、ページング信
号を送信しないセルからの該物理領域の送信電力を０としても良い。該物理領域では何も
送信しないようにしても良い。ページング信号を送信しないセルにおいて基地局は、ペー
ジング信号をマッピングする物理領域が決まっているので、該物理領域の送信電力を小さ
くすることが可能となる。送信電力を０にする、あるいは、何も送信しないようにしても
良い。このため、ページング信号を送信しないセルにおけるページング信号としては、パ
ディング用コードとする必要は無く、何であっても良い。これにより、ＭＢＳＦＮエリア
内あるいはＭＢＳＦＮ同期エリア内でＭＣ送信するセル間で異なる信号を送信する際に生
じてしまう干渉、つまり、ページング信号を送信しないセルからページング信号を送信す
るセルへの干渉を無くすことが可能となる。また、ページング信号を送信しないセルにお
いて基地局は、該物理領域の送信電力を０にする分、他の物理領域の電力を増大させるこ
とができる。また、ページング信号を送信しないセルにおいて基地局は、該物理領域の送
信電力を０にするため、基地局の低消費電力化がはかれる。ページング信号の全てがマッ
ピングされる物理領域が決まっていなくても良く、ページング信号の一部（例えば、ペー
ジングの有無を示す情報）がマッピングされる物理領域が決まっているような場合にも本
方法は適用可能である。また、実施の形態７や実施の形態９で開示したページング信号有
無インジケータのマッピングされる物理領域が決まっているような場合にも本方法は適用
可能である。
【０２８９】
　本実施の形態のような構成にすることで、ページング信号を送信するセルと送信しない
セルを設けることが可能となり、ＭＢＳＦＮエリアもしくはＭＢＳＦＮ同期エリアが地理
的に広大な範囲となった場合にも、ページング信号を送信するセルを移動端末が存在する
セルおよび近傍のセルに限定することが可能となる。ページング信号を送信するセルを移
動端末が存在するセルおよび近傍のセルに限定した場合も、移動端末において、ページン
グ信号を送信しないセルから送信された異なる信号により、所望のページング信号の受信
品質を劣化させることなくページング信号を受信できるという効果が得られる。特に、ペ
ージング信号を送信するセルとページング信号を送信しないセルとの境界付近に存在する
移動端末にとっては高品質なページング信号を受信できるという効果が得られる。さらに
、例えばユニキャストセルのトラッキングエリアに地理的に近いひとつまたは複数のＭＢ
ＳＦＮエリア内のセルのみにページング信号を送信する場合、ページングリクエストを受
信したＭＭＥは、ＭＢＳＦＮ同期エリア内全てのＭＢＳＦＮエリアに各々対応した全ての
ＭＣＥに対してページングリクエスト信号を送信する必要がなく、該ＭＢＳＦＮエリアを
制御するＭＣＥに対してのみページングリクエスト信号を送信すれば良い。ページングリ
クエスト信号を受信したＭＣＥはそのＭＣＥが制御するＭＢＳＦＮエリア内のセルにペー
ジング信号を送信し、ページングリクエスト信号を受信しないＭＣＥはそのＭＣＥが制御
するＭＢＳＦＮエリア内でページング信号を送信しないようにすることが可能となる。従
って、ＭＭＥとＭＣＥ間のシグナリング量の削減を図ることができるという効果が得られ
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る。さらに、ページング信号を送信するセルを移動端末が存在するセルおよび近傍のセル
に限定することで、ある移動端末のページング信号送信に使用した物理リソースを、地理
的に離れた場所においては他の移動端末へのページング信号送信に使用することが可能と
なり、無線リソースの効率化を図ることができる。
【０２９０】
　以上の実施の形態１から１０では、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤのセルからページ
ング信号をＭＢＳＦＮサブフレームにのせてマルチセル送信する方法について開示した。
ここでは、ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合周波数レイヤのセルにおいてＭＢＳＦＮサブフレ
ームでページング信号を送信する方法を開示する。ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合周波数レ
イヤのセルにおいては、ＭＣ送信するためＭＢＳＦＮサブフレームが存在する。このＭＢ
ＳＦＮサブフレームに実施の形態１～１０で開示した方法を適用し、ページング信号を送
信する。具体例として、ＭＢＳＦＮサブフレームに実施の形態７を適用して、ページング
信号やページング信号有無インジケータをＭＢＳＦＮサブフレームのＰＭＣＨにマッピン
グすれば良い。また、実施の形態８を適用して、ＭＢＳＦＮサブフレームにページング専
用のチャネル（DPCH）を構成して、該ページング専用のチャネルに、ページング信号(ペ
ージングメッセージやページングの有無を通知するための情報)をマッピングすれば良い
。また、実施の形態９を適用して、ＭＢＳＦＮ同期エリアで送信されるＭＢＳＦＮサブフ
レームにメインＰＭＣＨを設け、該メインＰＭＣＨにページング信号やページング信号有
無インジケータをマッピングすれば良い。また、ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合周波数レイ
ヤの、ＭＢＳＦＮエリアあるいはＭＢＳＦＮ同期エリアの一部のセルのみにページング信
号を送信する場合は、実施の形態４１０の方法を適用すれば良い。
【０２９１】
　上記のように、ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合周波数レイヤのセルにおいてページング信
号をＭＢＳＦＮサブフレームで送信する方法を用いることで、ＰＤＳＣＨおよびＭＢＳＦ
Ｎサブフレームをページング信号送信用に用いることが可能となる。このため、ページン
グオケージョンの導出方法において、ＭＢＳＦＮサブフレームを除いたＰＤＳＣＨの存在
するサブフレームのみにする必要が無くなり、無線リソースの有効活用が図れ、また、着
信処理の遅延時間が短縮されるという効果を得ることができる。ユニキャスト／ＭＢＭＳ
混合周波数レイヤのセルの傘下の移動端末にはＭＢＭＳ（ＭＢＭＳ関連情報、ＭＣＣＨ、
ＭＴＣＨ）を受信しているものと受信していないものが存在する。ＭＢＭＳを受信してい
ない移動端末はＭＢＳＦＮサブフレームを受信する必要はないので、該移動端末にはＰＤ
ＳＣＨの存在するサブフレームにてページング信号を送信し、ＭＢＭＳを受信している移
動端末には、ＰＤＳＣＨおよびＭＢＳＦＮサブフレームでページング信号を送信するよう
にしても良い。ＭＢＳＦＮサブフレームにページング信号をマッピングする方法として上
記の方法を用いれば良い。これにより、各々の移動端末がその受信能力に応じたサブフレ
ームにてページング信号を受信することが可能となる。また、ＭＢＭＳを受信している移
動端末はＭＢＳＦＮサブフレームを受信することになるので、ＭＢＭＳ受信中の移動端末
へのページング信号を、上記の方法を用いてＭＢＳＦＮサブフレームにマッピングするよ
うにしても良い。ＭＢＭＳ受信中の移動端末が、ユニキャスト用のページング周期(ＤＲ
Ｘ周期)を待たずして、ページング信号を受信可能となり、受信までの遅延時間を短縮で
きる効果がある。
【０２９２】
　ＭＢＭＳ受信する際にカウンティングを行った移動端末へのページング信号をＭＢＳＦ
Ｎサブフレームにマッピングするようにしても良い。カウンティングは移動端末からネッ
トワーク側へＭＢＭＳを受信することを示す情報を通知する動作である。ネットワーク側
はカウンティングを行った移動端末の識別番号（ＵＥ－ＩＤなど）の情報を得ることが可
能となるので、この情報をもとに、カウンティングを行った移動端末のページング信号を
ＭＢＳＦＮサブフレームにのせて送信するようにすれば良い。カウンティングを行った移
動端末はＭＢＭＳを受信することがネットワーク側でも認識できるので、該移動端末への
ページング信号を確実にＭＢＳＦＮサブフレームにて送信することが可能となる。なお、
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カウンティングがＭＢＭＳのサービス毎に行われる場合は、カウンティングが行われたＭ
ＢＭＳサービスを送信するＭＢＳＦＮサブフレームにページング信号をマッピングして送
信するようにすれば良い。
【０２９３】
　ＭＢＳＦＮサブフレームのＰＭＣＨ上にページング信号をのせる場合、該ＭＢＳＦＮサ
ブフレームのＬ１／Ｌ２制御信号用シンボルでページング信号の一部を、該ＭＢＳＦＮサ
ブフレームのＰＭＣＨでページング信号の残りを送信しても良い。具体例として、Ｌ１／
Ｌ２制御信号用シンボルにページング信号の存在を示す情報をマッピングし、ＰＭＣＨに
ページングメッセージをマッピングして、移動端末へ送信する。該ページング信号が存在
することを示す情報として、ページング信号の有無を示す1ビットの情報であっても良い
し、ページング信号の割当て情報であっても良い。ページング信号が存在することを示す
情報のスケジューリング情報（ページングオケージョン）はあらかじめ決められていても
良いし、サービングセルからのＢＣＣＨで送信されても良い。ネットワーク側と移動端末
側で同じパラメータや算出式を用いて導出するようにしても良い。こうすることで移動端
末とネットワーク間のシグナリング量を削減することができる。ページング信号が存在す
ることを示す情報に移動端末固有の識別コードが乗じられても良い。こうすることで、自
移動端末宛のページング信号をブラインド検出可能となる。ページング信号有無インジケ
ータをＰＭＣＨ上にのせなくても、ページング信号の有無やページング信号の割当て領域
がわかるため、移動端末は、ページング信号が有る場合にだけ、該ページング信号を受信
すればよく、無い場合は受信する必要が無い。このため、移動端末の低消費電力化が図れ
るという効果が得られる。
【０２９４】
　ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合周波数レイヤにおいて、ユニキャストでのページング用の
トラッキングエリアと、ＭＢＭＳにおけるマルチセル送信する際のトラッキングエリアが
異なると、Ｌ１／Ｌ２制御信号用シンボルでユニキャスト送信されるページング信号の一
部と、ＰＭＣＨでマルチセル送信される残りのページング信号が同じセルから送信されな
い問題が生じてしまう場合がある。ユニキャスト送信のトラッキングエリアのみに含まれ
るセルからはページングの存在を示す情報のみ送信され、一方、マルチキャスト送信のト
ラッキングエリアのみに含まれるセルからは残りのページングメッセージのみが送信され
る、という状態になってしまう。このような問題を解決するために、ユニキャストのトラ
ッキングエリアとＭＢＭＳにおけるマルチセル送信のトラッキングエリアを同じにしてお
く。トラッキングエリアとして、一つのトラッキングエリアとして、ユニキャスト送信用
とマルチセル送信用の両方に用いるようにしても良いし、各々のトラッキングエリアに属
するセルを同じにした二つのトラッキングエリアを有してしても良い。トラッキングエリ
アはＭＭＥ、ＭＣＥどちらで管理しても良い。また両方で管理するようにしても良い。こ
うすることで、同じセルからＬ１／Ｌ２制御信号用シンボルでページング信号の一部が、
同じＭＢＳＦＮサブフレームのＰＭＣＨで残りのページング信号が送信されることが可能
となる。従って、ＭＭＥ、ＭＣＥ、基地局、移動端末において、ページング信号のデコー
ドが簡単になるため、ページング信号受信制御の複雑さが低減し、処理スピードが速くな
るという効果が得られる。
【０２９５】
実施の形態１１
　図１０は、本発明に係る移動体通信システムの全体的な構成を示すブロック図である。
図１０において、移動端末１０１は基地局１０２と制御データ（C-plane）、ユーザデー
タ（U-plane）の送受信を行う。基地局１０２は、ユニキャストの送受信のみ扱うユニキ
ャストセル１０２－１、ユニキャストとＭＢＭＳサービス（ＭＴＣＨとＭＣＣＨ）の送受
信を扱う混合セル１０２―２、ＭＢＭＳサービスの送受信のみを扱うＭＢＭＳ専用セル１
０１－３に分類される。ユニキャストの送受信を扱うユニキャストセル１０２－１とＭＢ
ＭＳ／ユニキャスト混合セル（混合セル、ミクスドセル）１０２－２は、ＭＭＥ１０３と
インタフェースＳ１＿ＭＭＥにより接続される。更にユニキャストの送受信を扱うユニキ
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ャストセル１０２－１と混合セル１０２－２は、ユニキャストのユーザデータの送受信の
ためにＳ－ＧＷ１０４とインタフェースＳ１＿Ｕにより接続される。ＭＭＥ１０３はイン
タフェースＳ１１によりＰＤＮＧＷ（Packet Data Network Gateway）９０２と接続され
る。ＭＣＥ８０１は、マルチセル（MC）送信を行うため、ＭＢＳＦＮエリア中の全ての基
地局１０２に対して無線リソースの割り当てを行う。例えば１つあるいは複数のＭＢＭＳ
／ユニキャスト混合セル１０２－２にて構成されるＭＢＳＦＮエリア＃１と１つあるいは
複数のＭＢＭＳ専用セル１０１－３にて構成されるＭＢＳＦＮエリア＃２が存在した場合
を考える。ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セル１０２－２はＭＢＳＦＮエリア＃１中の全て
の基地局のための無線リソースを割り当てるＭＣＥ８０１―１とインタフェースＭ２で接
続される。またＭＢＭＳ専用セル１０２―３はＭＢＳＦＮエリア＃２中の全ての基地局の
ための無線リソースを割り当てるＭＣＥ８０１―２とインタフェースＭ２で接続される。
【０２９６】
　ＭＢＭＳ　ＧＷ８０２は制御データを取り扱うＭＢＭＳ　ＣＰ８０２―１とユーザデー
タを取り扱うＭＢＭＳ　ＵＰ８０２―２に分類できる。ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セル
１０２―２及びＭＢＭＳ専用セル１０２―３は、ＭＢＭＳ関連の制御データの送受信のた
めにインタフェースＭ１にてＭＢＭＳ　ＣＰ８０２―１と接続される。また、ＭＢＭＳ／
ユニキャスト混合セル１０２―２及びＭＢＭＳ専用セル１０２―３は、ＭＢＭＳ関連のユ
ーザデータの送受信のためにインタフェースＭ１＿ＵにてＭＢＭＳ　ＵＰ８０２―２と接
続される。ＭＣＥ８０１はＭＢＭＳ関連の制御データの送受信のためにインタフェースＭ
３にてＭＢＭＳ　ＣＰ８０２―１と接続される。ＭＢＭＳ　ＵＰ８０２―２はインタフェ
ースＳＧｉｍｂにてｅＢＭＳＣ９０１と接続される。ＭＢＭＳ　ＧＷ８０２はインタフェ
ースＳＧｍｂにてｅＢＭＳＣ９０１と接続される。ｅＢＭＳＣ９０１はコンテンツプロバ
イダと接続される。また、ｅＢＭＳＣ９０１はインタフェースＳＧｉにてＰＤＮＧＷ９０
２と接続される。ＭＣＥ８０１は新たなインタフェースであるＭＭＥ―ＭＣＥ間インター
フェース（ＩＦ）にてＭＭＥ１０３と接続される。
【０２９７】
　図１１は、本発明で用いる移動端末１０１の構成を示すブロック図である。図１１にお
いて、移動端末１０１の送信処理は以下のとおり実行される。まず、プロトコル処理部１
１０１からの制御データ、アプリケーション部１１０２からのユーザデータが送信データ
バッファ部１１０３へ保存される。送信データバッファ部１１０３に保存されたデータは
エンコーダー部１１０４へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施される。エンコー
ド処理を施さずに送信データバッファ部１１０３から変調部１１０５へ直接出力されるデ
ータが存在しても良い。エンコーダー部１１０４でエンコード処理されたデータは変調部
１１０５にて変調処理が行われる。変調されたデータはベースバンド信号に変換された後
、周波数変換部１１０６へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ１
１０７から基地局１０２に送信信号が送信される。また、移動端末１０１の受信処理は以
下のとおり実行される。基地局１０２からの無線信号がアンテナ１１０７により受信され
る。受信信号は、周波数変換部１１０６にて無線受信周波数からベースバンド信号に変換
され、復調部１１０８において復調処理が行われる。復調後のデータはデコーダー部１１
０９へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。デコードされたデータのうち、
制御データはプロトコル処理部１１０１へ渡され、ユーザデータはアプリケーション部１
１０２へ渡される。移動端末の一連の処理は制御部１１１０によって制御される。よって
制御部１１１０は、図面では省略しているが、各部（１１０１～１１０９）と接続してい
る。
【０２９８】
　図１２は、基地局１０２の構成を示すブロック図である。基地局１０２の送信処理は以
下のとおり実行される。ＥＰＣ通信部１２０１は、基地局１０２とＥＰＣ（MME103及びS-
GW104）間のデータの送受信を行う。他基地局通信部１２０２は、他の基地局との間のデ
ータの送受信を行う。ＥＰＣ通信部１２０１、他基地局通信部１２０２はそれぞれプロト
コル処理部１２０３と情報の受け渡しを行う。プロトコル処理部１２０３からの制御デー
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タ、またＥＰＣ通信部１２０１と他基地局通信部１２０２からのユーザデータ及び制御デ
ータが送信データバッファ部１２０４へ保存される。送信データバッファ部１２０４に保
存されたデータはエンコーダー部１２０５へ渡され、誤り訂正などのエンコード処理が施
される。エンコード処理を施さずに送信データバッファ部１２０４から変調部１２０６へ
直接出力されるデータが存在しても良い。エンコードされたデータは変調部１２０６にて
変調処理が行われる。変調されたデータはベースバンド信号に変換された後、周波数変換
部１２０７へ出力され、無線送信周波数に変換される。その後、アンテナ１２０８より一
つもしくは複数の移動端末１０１に対して送信信号が送信される。また、基地局１０２の
受信処理は以下のとおり実行される。ひとつもしくは複数の移動端末１０１からの無線信
号がアンテナ１２０８により受信される。受信信号は周波数変換部１２０７にて無線受信
周波数からベースバンド信号に変換され、復調部１２０９で復調処理が行われる。復調さ
れたデータはデコーダー部１２１０へ渡され、誤り訂正などのデコード処理が行われる。
デコードされたデータのうち、制御データはプロトコル処理部１２０３あるいはＥＰＣ通
信部１２０１、他基地局通信部１２０２へ渡され、ユーザデータはＥＰＣ通信部１２０１
、他基地局通信部１２０２へ渡される。基地局１０２の一連の処理は制御部１２１１によ
って制御される。よって制御部１２１１は図面では省略しているが各部（1201～1210）と
接続している。
【０２９９】
　図１３は、ＭＭＥ(Mobility Management Entity)の構成を示すブロック図である。ＰＤ
Ｎ　ＧＷ通信部１３０１はＭＭＥ１０３とＰＤＮ　ＧＷ９０２間のデータの送受信を行う
。基地局通信部１３０２はＭＭＥ１０３と基地局１０２間をＳ１＿ＭＭＥインタフェース
によるデータの送受信を行う。ＰＤＮ　ＧＷ９０２から受信したデータがユーザデータで
あった場合、ユーザデータはＰＤＮ　ＧＷ通信部１３０１からユーザプレイン処理部１３
０３経由で基地局通信部１３０２に渡され、１つあるいは複数の基地局１０２へ送信され
る。基地局１０２から受信したデータがユーザデータであった場合、ユーザデータは基地
局通信部１３０２からユーザプレイン処理部１３０３経由でＰＤＮ　ＧＷ通信部１３０１
に渡され、ＰＤＮ　ＧＷ９０２へ送信される。ＭＣＥ通信部１３０４はＭＭＥ１０３とＭ
ＣＥ８０１間をＭＭＥ―ＭＣＥ間ＩＦによるデータの送受信を行う。
【０３００】
　ＰＤＮ　ＧＷ９０２から受信したデータが制御データであった場合、制御データはＰＤ
Ｎ　ＧＷ通信部１３０１から制御プレイン制御部１３０５へ渡される。基地局１０２から
受信したデータが制御データであった場合、制御データは基地局通信部１３０２から制御
プレイン制御部１３０５へ渡される。ＭＣＥ８０１から受信した制御データはＭＣＥ通信
部１３０４から制御プレイン制御部１３０５へ渡される。制御プレイン制御部１３０５で
の処理の結果は、ＰＤＮ　ＧＷ通信部１３０１経由でＰＤＮ　ＧＷ９０２へ送信され、ま
た基地局通信部１３０２経由でＳ１＿ＭＭＥインタフェースにより１つあるいは複数の基
地局１０２へ送信され、またＭＣＥ通信部１３０４経由でＭＭＥ―ＭＣＥ間ＩＦにより１
つあるいは複数のＭＣＥ８０１へ送信される。制御プレイン制御部１３０５には、ＮＡＳ
セキュリティ部１３０５－１、ＳＡＥベアラコントロール部１３０５－２、アイドルステ
ート（Idle State）モビリティ管理部１３０５―３などが含まれ、制御プレインに対する
処理全般を行う。ＮＡＳセキュリティ部１３０５―１はＮＡＳ（Non-Access Stratum）メ
ッセージのセキュリティなどを行う。ＳＡＥベアラコントロール部１３０５―２はＳＡＥ
（System Architecture Evolution）のベアラの管理などを行う。アイドルステートモビ
リティ管理部１３０５―３は、待受け（LTE‐IDLE状態、単にアイドルとも称される）状
態のモビリティ管理、待受け状態時のページング信号の生成及び制御、傘下の１つあるい
は複数の移動端末１０１のトラッキングエリア（TA）の追加、削除、更新、検索、トラッ
キングエリアリスト（TA List）管理などを行う。ＭＭＥはＵＥが登録されている（regis
tered）追跡領域（トラッキングエリア:tracking Area:TA）に属するセルへページングメ
ッセージを送信することで、ページングプロトコルに着手する。ＭＭＥ１０３の一連の処
理は制御部１３０６によって制御される。よって制御部１３０６は図面では省略している
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が各部（1301～1305）と接続している。
【０３０１】
　図１４は、ＭＣＥ（Multi-cell/multicast Coordination Entity）の構成を示すブロッ
ク図である。ＭＢＭＳ　ＧＷ通信部１４０１はＭＣＥ８０１とＭＢＭＳ　ＧＷ８０２間を
Ｍ３インタフェースによる制御データの送受信を行う。基地局通信部１４０２はＭＣＥ８
０１と基地局１０２間をＭ２インタフェースによる制御データの送受信を行う。ＭＭＥ通
信部１４０３はＭＣＥ８０１とＭＭＥ１０３間をＭＭＥ―ＭＣＥ間ＩＦによる制御データ
の送受信を行う。ＭＣ送信スケジューラ部１４０４は、ＭＢＭＳ　ＧＷ通信部１４０１経
由で渡されたＭＢＭＳ　ＧＷ８０２からの制御データと、基地局通信部１４０２経由で渡
されたＭＢＳＦＮ（Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Networ
k）エリア内の基地局１０２からの制御データと、ＭＭＥ通信部１４０３経由で渡された
ＭＭＥ１０３からの制御データを用いて、自分が管理している１つあるいは複数のＭＢＳ
ＦＮエリアのマルチセル送信のスケジューリングを行う。スケジューリングの一例として
は基地局の無線リソース（時間、周波数など）、無線構造（変調方式、コードなど）など
が挙げられる。マルチセル送信のスケジューリング結果は、基地局通信部１４０２に渡さ
れ、ＭＢＳＦＮエリア内の１つあるいは複数の基地局１０２へ送信される。ＭＣＥ８０１
の一連の処理は制御部１４０５によって制御される。よって制御部１４０５は図面では省
略しているが各部（１４０１～１４０４）と接続している。
【０３０２】
　図１５はＭＢＭＳゲートウェイの構成を示すブロック図である。図１５において、ＭＢ
ＭＳ　ＧＷ８０２のｅＢＭＳＣ通信部１５０１は、ＭＢＭＳ　ＧＷ８０２とｅＢＭＳＣ９
０１間のデータ（ユーザデータ、制御データ）の送受信を行う。ＭＣＥ通信部１５０２は
ＭＢＭＳ　ＧＷ８０２とＭＣＥ８０１間をＭ３インタフェースによる制御データの送受信
を行う。ｅＢＭＳＣ９０１から受信した制御データは、ｅＢＭＳＣ通信部１５０１経由で
、ＭＢＭＳ　ＣＰ部１５０３に渡り、ＭＢＭＳ　ＣＰ部１５０３での処理後、ＭＣＥ通信
部１５０２経由で、１つあるいは複数のＭＣＥ８０１へ送信される。ＭＣＥ８０１から受
信した制御データは、ＭＣＥ通信部１５０２経由で、ＭＢＭＳ　ＣＰ部１５０３に渡り、
ＭＢＭＳ　ＣＰ部１５０３での処理後、ｅＢＭＳＣ通信部１５０１経由で、ｅＢＭＳＣ９
０１または／かつＭＣＥ８０１へ送信される。基地局通信部１５０４はＭＢＭＳ　ＧＷ８
０２と１つあるいは複数の基地局へＭ１＿Ｕインタフェースによるユーザデータ（トラヒ
ックデータとも称される）の送信を行う。ｅＢＭＳＣ９０１から受信したユーザデータは
、ｅＢＭＳＣ通信部１５０１経由で、ＭＢＭＳ　ＵＰ部１５０５に渡り、ＭＢＭＳ　ＵＰ
部１５０５での処理後、基地局通信部１５０４経由で、１つあるいは複数の基地局１０２
へ送信される。ＭＢＭＳ　ＣＰ部１５０３とＭＢＭＳ　ＵＰ部１５０５は接続している。
ＭＢＭＳ　ＧＷ８０２の一連の処理は制御部１５０６によって制御される。よって制御部
１５０６は図面では省略しているが各部（１５０１～１５０６）と接続している。
【０３０３】
　次に図１６に本発明にかかる移動体通信システムとしての処理の流れの一例を示す。図
１６は、ＬＴＥ方式の通信システムにおいて移動端末がＭＢＭＳの利用開始から利用修了
までの処理の概略を示すフローチャートである。図１６のステップＳＴ１６０１にて移動
端末は、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルでのサービングセルのセルセレクションを行う
。以降、ステップ１６０１の処理を「ユニキャスト側セルセレクション」と称する。ステ
ップＳＴ１６０１－１にてネットワーク側は移動端末に対して「受信可能なＭＢＭＳに関
する報知」処理を行う。具体的には、現在利用可能なＭＢＭＳサービスが存在することや
、その周波数に関する情報（周波数のリスト）が、ネットワーク側から移動端末に通知さ
れる。ＳＴ１６０１－１の処理によって移動端末は、利用可能なＭＢＭＳサービスが存在
することやその周波数を知ることができるので、受信可能周波数を総当り的に検索する必
要がなくなる。このことは、移動端末が現在の周波数以外の周波数からのサービスを受信
するまでの制御遅延を短くするという効果を奏する。
【０３０４】
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　ステップＳＴ１６０２にて移動端末は、ステップＳＴ１６０１でネットワーク側から通
知された情報を基に、ＭＢＭＳ送信専用セルのサーチ処理を行う。サーチ処理の具体例と
しては、タイミング同期（無線フレームタイミングによる同期）や、システム帯域幅、送
信アンテナ数、ＭＢＳＦＮエリア識別子（ＩＤ）（MBSFNエリア番号とも称される。）、
ＭＣＣＨ（マルチキャスト制御チャネル）関連情報などのシステム情報の取得などがある
。以降、ステップ１６０２の処理を「ＭＢＭＳのサーチ」と称する。ステップＳＴ１６０
３にて移動端末は、ネットワーク側からＭＢＭＳ送信専用セルにおいて、ＭＢＭＳサービ
ス（MCCH及びMTCH）を受信するための情報を受信する。以降、ステップ１６０３の処理を
「ＭＢＭＳ　Ａｒｅａ情報取得」と称する。ステップＳＴ１６０４にてユーザ（移動端末
）は、ステップＳＴ１６０３にてネットワーク側から受信したＭＢＭＳサービスを受信す
るための情報を用いて、ユーザが所望するＭＢＭＳサービスを選択する。以降、ステップ
１６０４の処理を「ＭＢＭＳサービス選択」と称する。
【０３０５】
　ＬＴＥ方式による通信システムでは、ＭＢＭＳサービスが提供する放送データを移動端
末に送信するための下りリンクのみを設け、上りリンクを省くことで簡略なシステム構成
を実現するＭＢＭＳ送信専用のセルを設けることが検討されている。上記説明のステップ
１６０１－１からステップＳＴ１６０４は、かかるＭＢＭＳ送信専用セルによるＭＢＭＳ
サービスを選択するまでの方法を開示した。上記説明の一連の処理により、移動端末がＭ
ＢＭＳ送信専用セルにて所望のＭＢＭＳサービスを受信することが出来るという効果を奏
する。
【０３０６】
　ステップＳＴ１６０５にて移動端末は、ステップＳＴ１６０３にてネットワーク側から
受信したＭＢＭＳサービスを受信するための情報を用いて、ＭＢＭＳ送信専用セルからＭ
ＢＭＳデータを間欠受信するための準備を行う。以降、ステップ１６０５の処理を「ＭＢ
ＭＳ受信時　間欠受信準備」と称する。ステップＳＴ１６０６にて移動端末は、ネットワ
ーク側にＭＢＭＳ送信専用セルにおける、ＭＢＭＳの受信状況を通知する「ＭＢＭＳ側受
信状況通知」処理を行う。ＭＢＭＳ送信専用セルは上りリンクを設けていないので、ＭＢ
ＭＳ専用セルでＭＢＭＳデータを受信している移動端末はネットワーク側に位置登録を行
うことができない。この場合、ネットワーク側は移動端末の存在するセルを特定できない
ので、当該移動端末宛ての着信が発生した場合にページング信号を送ることが困難であっ
た。本ステップＳＴ１６０６によりネットワーク側は、当該移動端末がＭＢＭＳ送信専用
セルにてＭＢＭＳサービスを受信している旨を知ることができ、移動端末を追跡すること
が可能になるので、ＭＢＭＳ送信専用セルでＭＢＭＳサービスを利用中の移動端末宛てに
着信が発生したとき、ページング情報をＭＭＥ１０３、ＭＣＥ８０１－１経由でＭＢＭＳ
送信専用セルに転送し、ＭＢＭＳサービスを利用中の移動端末に個別着信が発生したこと
を知らせることができる。したがって、ＭＢＭＳ送信専用セルでＭＢＭＳサービスを利用
中の移動端末に対するページングに関する課題を解決することができる。
【０３０７】
　ステップＳＴ１６０７にて、移動端末はユニキャストセル（図10 102-1）または／かつ
ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セル（図10　102-2）の電解強度測定やセル選択を含む測定
（メジャメント）処理を行う。この処理を「Ｕｎｉｃａｓｔ側メジャメント」と称する。
本ステップＳＴ１６０７によりＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービスを
受信中の移動端末が、ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤのメジャメントを行うことが
可能となる。これにより、上りリンクが存在しないＭＢＭＳ専用基地局で構成されたＭＢ
ＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービスを受信中であってもユニキャスト／ミ
クスド周波数レイヤ経由における移動端末のモビリティ管理が可能となる効果を得ること
が出来る。ステップＳＴ１６０８にてＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサー
ビスを受信中の移動端末はページング信号受信のための間欠受信を行う。ネットワーク側
は、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービスを受信している移動端末への
Ｐａｇｉｎｇ信号をＭＢＭＳ受信時間欠受信構成にて通知する。以降、ステップ１６０８
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の処理を「ＭＢＭＳ受信時　間欠受信」と称する。ステップＳＴ１６０５～ステップＳＴ
１６０８にて、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤでＭＢＭＳサービスを受信している移動
端末に対する、ページング信号の通知方法、及びそのための移動体通信システムを開示す
ることができ、これにより、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤでＭＢＭＳサービスを受信
している移動端末においても、ページング信号を受信可能になるという効果を奏する。ス
テップＳＴ１６０８の「ＭＢＭＳ受信時　間欠受信」にてＰａｇｉｎｇ信号を受信しなか
った移動端末は、ステップＳＴ１６０９へ移行する。
【０３０８】
　ステップＳＴ１６０９にて移動端末は、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤからのＭＢＭ
Ｓトラヒックデータ（ＭＴＣＨ）を受信する。以降、ステップＳＴ１６０９の処理を「Ｍ
ＴＣＨ受信」と称する。「ＭＴＣＨ受信」を行っている移動端末は、「Ｕｎｉｃａｓｔ側
メジャメント」のタイミングにてステップＳＴ１６０７へ移行する。あるいは「ＭＴＣＨ
受信」を行っている移動端末は、受信感度が悪くなった場合にステップＳＴ１６０２、あ
るいはステップＳＴ１６０４へ移行する。ステップＳＴ１６０８の「ＭＢＭＳ受信時　間
欠受信」にてＰａｇｉｎｇ信号を受信した移動端末は、ステップＳＴ１６１０へ移行する
。ステップＳＴ１６１０にて移動端末は、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤからユニキャ
スト／ミクスド周波数レイヤへ移動し、ユニキャストセルあるいはミクスドセルからの制
御データの送受信を行う。以降、ステップＳＴ１６１０の処理を「Ｕｎｉｃａｓｔ側　間
欠受信」と称する。これにより当該移動端末は、ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤに
てネットワーク側へ上りデータを送信することが可能となる。よって、上りリンクが存在
しないＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてページング信号を受信した移動端末が、ユニ
キャスト／ミクスド周波数レイヤにてページング信号に対する応答を送信する方法、及び
そのための移動体通信システムを開示することが出来る。
【０３０９】
　ステップＳＴ１６１１にて移動端末は、ネットワーク側へＭＢＭＳ送信専用の周波数レ
イヤでのＭＢＭＳ受信を終了する旨を通知する。以降、ステップＳＴ１６１１の処理を「
ＭＢＭＳ受信終了」と称する。本ステップＳＴ１６１１によりネットワーク側は、当該移
動端末がＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤでのＭＢＭＳサービスの受信を終了する旨を知
ることが出来る。よって、ネットワーク側がＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにて当該移
動端末へのページング信号を通知する構成を中止することが出来る。これにより、当該移
動端末が受信することがない、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤからの当該移動端末への
ページング信号を移動体通信システムとして中止することが可能となり、無線リソースの
有効活用という効果を奏する。
【０３１０】
　以下、図１７を用いて図１６で述べた移動体通信システムの処理の流れの詳細な具体例
について説明する。図１７はユニキャスト側のセルセレクションを説明するフローチャー
トである。ステップＳＴ１７０１にて、ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合
セル（単に混合セル（Mixed cell）とも称する）は第一同期チャネル（Primary Synchron
ization Channel: P-SCH）と第二同期チャネル（Secondary Synchronization Channel: S
-SCH）、リファレンス信号（リファレンスシンボルとも称される。Reference Symbol :RS
）を傘下の移動端末に対して報知する。ステップＳＴ１７０２にて、移動端末は基地局（
ユニキャストセルまたは／かつ混合セル）からのＰ－ＳＣＨ、Ｓ－ＳＣＨ、ＲＳを受信す
る。ステップＳＴ１７０３にて、移動端末は受信したＰ－ＳＣＨ、Ｓ－ＳＣＨ、ＲＳを用
いて初期セルサーチ動作を行う。現在３ＧＰＰで議論されているセルサーチ動作の詳細を
説明する。第一段階として移動端末は、移動体通信システムとして３種類の規定シーケン
スが存在する第一同期チャネル(P-SCH)をブラインド検出する。Ｐ－ＳＣＨは周波数とし
てはシステム帯域幅の中心７２サブキャリアに、時間的としては無線フレーム毎に１番目
（＃０）と６番目（＃５）にマッピングされる。よってＰ－ＳＣＨをブラインド検出した
移動端末は、５ｍｓタイミング検出と、セルグループ（先のＰ－ＳＣＨの３週類のシーケ
ンスに対応する１～３グループ）を知ることが出来る。第二段階として、移動端末は、第
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二同期チャネル(S-SCH)をブラインド検出する。Ｓ－ＳＣＨのマッピング位置はＰ－ＳＣ
Ｈと同様である。Ｓ－ＳＣＨをブラインド検出した移動端末は１０ｍｓタイミング検出（
フレーム同期）とセル識別子（Cell ID）を知ることが出来る。
【０３１１】
　ステップＳＴ１７０４にて移動端末は、セルセレクションを行う。セルセレクションは
移動端末が複数の基地局からの下り受信感度を測定した測定結果を用いて、サービング基
地局（セル）になり得る条件を満足した基地局を１つ選択する処理である。サービング基
地局になり得る条件の具体例としては、複数の基地局からの下り受信感度の中でもっとも
受信感度が良いもの、あるいはサービング基地局の受信感度の最低閾値を超えた基地局な
どが考えられる。実際に移動端末が測定する値としては、リファレンスシンボル受信電力
（Reference Symbol received power: RSRP）、Ｅ－ＵＴＲＡキャリア受信信号強度値（E
-UTRA carrier received signal strength indicator: RSSI）などがある。サービング基
地局とは、当該移動端末のスケジューリングを担当する基地局である。当該移動端末のサ
ービング基地局以外の基地局であっても、他の移動端末にとってはサービング基地局にな
り得る。つまりユニキャストセルあるいは、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルの全ての基
地局はスケジューリング機能を有し、いずれかの移動端末のサービング基地局となり得る
。ステップＳＴ１７０５にて、ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルは論
理チャネルのひとつである報知制御チャネル(BCCH)を用いて報知情報を送信する。報知情
報の具体例は、メジャメント周期、間欠受信周期、トラッキングエリア情報（TA情報）な
どがある。メジャメント周期とはネットワーク側が傘下の移動端末に通知する周期であっ
て、この周期にしたがって移動端末は電界強度などの測定を行う。間欠受信周期とは、移
動端末が待受け状態（Idle State）時にページング信号を受信するために、周期的にペー
ジング信号をモニタする周期である。ＴＡ情報とは「追跡領域」(Tracking Area)に関す
る情報である。ＭＭＥはＵＥが登録されている追跡領域に属する各ｅＮＢにページングメ
ッセージを送ることにより、ページング処理を開始する（TS36.300　19.2.2.1）。ステッ
プＳＴ１７０６にて、移動端末はサービング基地局からＢＣＣＨを介してメジャメント周
期、間欠受信周期、ＴＡ情報などを受信する。
【０３１２】
　ステップＳＴ１７０７にてユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルはＢＣ
ＣＨを用いて、移動端末に対して、利用可能なＭＢＭＳサービスの周波数、つまり受信可
能なＭＢＳＦＮ同期エリア（MBSFN Synchronization Area）の周波数（f(MBMS)と称する
）を１つあるいは複数報知する。Ｗ－ＣＤＭＡ通信システムではプリファード周波数情報
（Preferred frequency information: PL情報）というパラメータが存在した。ＰＬ情報
はネットワーク側で論理チャネルであるマルチキャスト制御チャネル(MCCH)にマッピング
され、傘下の移動端末に対して報知される。しかし、ＬＴＥシステムにおいては、ＭＢＭ
Ｓサービスを提供しないユニキャストセルを設けることが予定されており、かかるユニキ
ャストセルでは、ＭＢＭＳ用のチャネルであるＭＣＣＨを用いてｆ（ＭＢＭＳ）を報知す
る方法は採用できないという問題がある。
【０３１３】
　ステップＳＴ１７０８にて、移動端末は、サービング基地局からＢＣＣＨを用いて送信
されたｆ（ＭＢＭＳ）を受信する。ｆ（ＭＢＭＳ）を移動端末が受信することで、移動端
末は現在の周波数以外でサービスが存在する可能性のある周波数について総当り的に検索
する必要がなくなる。このことは、移動端末が現在の周波数以外の周波数からのサービス
を受信するまでの制御遅延を短くするという効果を奏する。ステップＳＴ１７０７、ステ
ップＳＴ１７０８は実施の形態１１で述べた「受信可能なＭＢＭＳに関する報知」の詳細
な具体例である。ここで、移動体通信システムとしてｆ（ＭＢＭＳ）が静的（Static）あ
るいは準静的（Semi-Static）に決定しておけば、基地局よりｆ（ＭＢＭＳ）を報知せず
に上記移動端末が現在の周波数以外の周波数からサービスを受信するまでの制御遅延が短
くなるという効果を得ることができる。さらに、ｆ（ＭＢＭＳ）を報知する必要がなくな
るので、無線リソースの有効活用という効果も合わせて得ることができる。
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【０３１４】
　一方、ステップＳＴ１７０７とステップＳＴ１７０８において、ｆ（ＭＢＭＳ）に加え
て各ｆ（ＭＢＭＳ）におけるシステム帯域幅、送信アンテナ数を基地局からＢＣＣＨを用
いて報知することも可能である。これにより、ステップＳＴ１７０８にて、移動端末は、
サービング基地局からＢＣＣＨを用いて送信されたｆ（ＭＢＭＳ）を受信することにより
、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいて、システム情報（システム帯域幅、送信アン
テナ数）を取得する必要がなくなるので、制御遅延を短くすることができるという効果を
得ることができる。なぜならｆ（ＭＢＭＳ）を受信するためにユニキャスト／周波数レイ
ヤにおいてはサービング基地局からのＢＣＣＨを受信する必要があるので、情報（システ
ム帯域幅、送信アンテナ数）が増えたとしても移動端末の処理時間としてはさほど長くは
ならない。一方、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤに移ってから、ＭＢＭＳ送信専用の周
波数レイヤのシステム情報を取得するためには、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおけ
る情報を受信する必要があり、あらたに別のチャネルのデコード処理が必要となるため、
制御遅延が発生する。
【０３１５】
　ステップＳＴ１７０９にて移動端末は、プロトコル処理部１１０１あるいは制御部１１
１０にて保管している現在のトラッキングエリアリスト（TA List）中に、ステップＳＴ
１７０６で受信したサービング基地局のＴＡ情報が含まれているか確認する。含まれてい
る場合、図１８のステップＳＴ１７２０へ移行する。含まれていない場合はステップＳＴ
１７１０を実行する。ステップＳＴ１７１０にて移動端末は、「アタッチリクエスト」(A
ttach Request)をサービング基地局へ通知する。「アタッチリクエスト」に含まれる情報
としては、移動端末の識別子（IMSI（International Mobile Subscriber Identity）ある
いはS-TMSI（S-Temporary Mobile Subscriber Identity, S-TMSIは単にTemporary Mobile
 Subscriber Identity（TMSI）と称されることもある）、移動端末の能力（Capability）
などがある。ステップＳＴ１７１１にて「アタッチリクエスト」を受信したサービング基
地局は、ステップＳＴ１７１２にて「アタッチリクエスト」をＭＭＥ（Mobility Managem
ent Entity）あるいはＨＳＳ（Home Subscriber Server）へ通知する。ステップＳＴ１７
１３にてＭＭＥは「アタッチリクエスト」を受信する。ＭＭＥのアイドルステートモビリ
ティ管理部１３０５－３は、各移動端末のトラッキングエリアリストを管理している。ス
テップＳＴ１７１４にてＭＭＥは当該移動端末の管理しているトラッキングエリアリスト
に当該移動端末のサービング基地局が含まれているか確認する。含まれている場合は、図
１８のステップＳＴ１７１６へ移行する。含まれていない場合はステップＳＴ１７１５を
実行する。ステップ１７１５にてＭＭＥのアイドルステートモビリティ管理部１３０５－
３は、当該移動端末の管理しているトラッキングエリアリストに当該移動端末のサービン
グ基地局のＴＡ情報を追加（あるいは更新）する処理を行う。ステップＳＴ１７１６にて
ＭＭＥは「アタッチアクセプト」（Attach Accept）をサービング基地局へ通知する。「
アタッチアクセプト」に含まれる情報としては、トラッキングエリアリスト、移動端末へ
与えられる識別子（S-TMSIなど）などがある。ステップＳＴ１７１７にて「アタッチアク
セプト」を受信したサービング基地局は、ステップＳＴ１７１８にて「アタッチアクセプ
ト」を当該移動端末へ通知する。ステップＳＴ１７１９にて移動端末は「アタッチアクセ
プト」を受信する。
【０３１６】
　図１８は、ＭＢＭＳサーチ処理を示すフローチャートである。図１８のステップ１７２
０～ステップ１７２５は、実施の形態１１で述べた「ＭＢＭＳのサーチ」の具体的な処理
である。ステップＳＴ１７２０にて移動端末は、ステップＳＴ１７０８にて受信可能なＭ
ＢＳＦＮ同期エリアの周波数（あるいはMBMS送信専用の周波数レイヤの周波数）を受信し
たか確認する。つまりｆ（ＭＢＭＳ）を１つ以上受信したか確認する。存在しなかった場
合、処理を終了する。存在した場合、ステップＳＴ１７２１を実行する。ステップＳＴ１
７２１にて移動端末は、ユーザがｆ（ＭＢＭＳ）にてＭＢＭＳサービスを受信する意思が
あるかどうかを確認する。確認の具体例としては、ユーザがＭＢＭＳサービスを受信する
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意思が有る場合にユーザインタフェースを用いて移動端末に対して指示を送り、移動端末
はユーザの意思をプロトコル処理部１１０１へ保管する。ステップＳＴ１７２１にて移動
端末はプロトコル処理部１１０１に保管されているＭＢＭＳサービスを受信する意思の有
無を確認する。ＭＢＭＳサービスを受信する意思がなければ、ステップＳＴ１７２１の処
理を繰り返す。繰り返す方法としては、一定周期で移動端末がステップＳＴ１７２１の判
断を行う方法、あるいはユーザからのユーザインタフェースを通じたＭＢＭＳサービスを
受信する意思の変更通知があった際にステップＳＴ１７２１あるいは、ステップＳＴ１７
２０を行う方法などがある。ＭＢＭＳサービスを受信する意思があれば、ステップＳＴ１
７２２へ移行する。ステップＳＴ１７２２にて移動端末は、周波数変換部１１０７（シン
セサイザ）の設定周波数を変更し、中心周波数をｆ（ＭＢＭＳ）へ変更することによりＭ
ＢＭＳのサーチ動作を開始する。周波数変換部１１０７の設定周波数を変更し、中心周波
数を変更することをリチューン（re-tune）と称する。ステップＳＴ１７２３にて、ＭＢ
ＭＳ専用セルは第一同期チャネル（Primary Synchronization Signal：P-SCH）と第二同
期チャネル（Secondary Synchronization Signal：S-SCH）、レファレンス信号（RS（MBM
S））、ＢＣＣＨを傘下の移動端末に対して報知する。ステップＳＴ１７２４にて、移動
端末はＭＢＭＳ専用セルからのＰ－ＳＣＨ、Ｓ－ＳＣＨ、ＲＳ（ＭＢＭＳ）、ＢＣＣＨ（
報知制御チャネル）を受信する。
【０３１７】
　ステップＳＴ１７２５にて移動端末はＭＢＭＳのサーチ動作を行う。現在３ＧＰＰで議
論されているＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおけるサーチ動作について説明する。Ｐ
－ＳＣＨにＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいて専用的に用いるシーケンスを追加す
る。追加の専用シーケンスは、静的に規定されたものとする。第一段階として移動端末は
、追加の専用のシーケンスにてＰ－ＳＣＨをブラインド検出する。Ｐ－ＳＣＨは周波数的
にはシステム帯域幅の中心７２サブキャリアに、時間的としては無線フレーム毎に１番目
（＃０）と６番目（＃５）にマッピングされる。よってＰ－ＳＣＨをブラインド検出した
移動端末は、５ｍｓタイミング検出することができる。また、Ｐ－ＳＣＨはマルチセル送
信される。第二段階として移動端末は、Ｓ－ＳＣＨをブラインド検出する。Ｓ－ＳＣＨの
マッピング位置はＰ－ＳＣＨと同様である。Ｓ－ＳＣＨをブラインド検出した移動端末は
１０ｍｓタイミング検出（フレーム同期）とＭＢＳＦＮエリアＩＤを知ることが出来る。
またＳ－ＳＣＨはマルチセル送信される。第二段階で得たＭＢＳＦＮエリアＩＤと関連付
けられているスクランブリングコード（Scrambling Code）を用いてＢＣＣＨを受信する
。移動端末は、ＢＣＣＨをデコードすることにより、ＭＣＣＨ（マルチキャスト制御チャ
ネル）のスケジューリングを得ることが出来る。このデコード処理は、前記ＭＢＳＦＮエ
リアＩＤと関連付けられているスクランブリングコード（Scrambling Code）を用いる。
またＢＣＣＨはマルチセル送信される。本発明では、さらにＢＣＣＨをデコードすること
によりｆ（ＭＢＭＳ）におけるシステム帯域幅、ｆ（ＭＢＭＳ）における送信アンテナ数
を得ることが出来るものとする。ここで、移動体通信システムとしてｆ（ＭＢＭＳ）にお
けるシステム帯域幅、送信アンテナ数を静的（Static）あるいは準静的（Semi-Static）
に決定しておけば、基地局よりｆ（ＭＢＭＳ）におけるシステム帯域幅または／かつ送信
アンテナ数を報知する必要がなく、無線リソースの有効活用という効果を得ることができ
る。さらにデコードおよび、パラメータ（ｆ（ＭＢＭＳ）におけるシステム帯域幅または
／かつ送信アンテナ数）の変更が不要となるので移動端末の低消費電力化、制御遅延の削
減という効果を得ることが出来る。
【０３１８】
　本発明では、ステップＳＴ１７２５で行われるＭＣＣＨのスケジューリングについて更
に検討する。現在の３ＧＰＰの規格においてＭＢＳＦＮ同期エリア（Multimedia Broadca
st multicast service Single Frequency Network Synchronization Area f（MBMS））は
１つ以上のＭＢＳＦＮエリア（MBSFN Areas）を支持することができることになっている
（図７参照）。一方、ひとつの周波数（Single Frequency）であるｆ（ＭＢＭＳ）で複数
のＭＢＳＦＮエリアをどのように多重するのかは決まっていない。ここではＭＢＳＦＮエ
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リアの多重方法が異なった場合であっても本発明が適応可能となるように多重方法ごとに
「ＭＢＭＳ　サーチ」処理を説明する。
【０３１９】
　図６０に、ＭＢＳＦＮエリア毎に設けられたＰＭＣＨの構成を示す。図６０はＭＢＳＦ
Ｎエリア毎に時分割多重(ＴＤＭ)としている。セル＃ｎ１（セル＃ｎ２、セル＃ｎ３）は
ＭＢＳＦＮエリア１（ＭＢＳＦＮエリア２、ＭＢＳＦＮエリア３）内のセルである。現在
の３ＧＰＰでは非特許文献２にてミクスドセルにおけるＭＢＳＦＮサブフレームの割り当
てについての議論はなされている。しかし、ＭＢＭＳ専用セルにはユニキャスト用のサブ
フレームが存在しないため、全てがＭＢＳＦＮサブフレームとなる。よって非特許文献２
の議論をそのまま流用することは出来ない。しかし、ミクスドセルとＭＢＭＳ専用セルの
構成を可能な限りにおいて統一することは移動体通信システムの複雑化を回避する上で重
要である。よって非特許文献２で開示されている「ＭＢＳＦＮフレームクラスタ」（MBSF
N frame Cluster）について考え方を踏襲した上で、ＭＢＭＳ専用セルのスケジューリン
グについての方法を開示する。さらに、非特許文献２ではＭＢＳＦＮサブフレーム内のＭ
ＣＣＨのスケジューリングについては触れられていない点においても本発明との異なる点
である。ＭＣＣＨのスケジューリングの具体例については議論されていない。本発明では
ＭＣＣＨのスケジューリングの具体例を示す。
【０３２０】
　セル＃ｎ１のセルはＭＢＳＦＮエリア１に属するため、ＭＢＳＦＮエリアに対応したＰ
ＭＣＨがある時間に送信される。ＰＭＣＨはＭＢＳＦＮエリア内でマルチセル送信される
ため、ＭＢＳＦＮサブフレーム上で送信される。ＭＢＳＦＮサブフレームが割り当てられ
るＭＢＳＦＮフレームの集合を「ＭＢＳＦＮフレームクラスタ」とする。ＭＢＭＳ専用セ
ルではＭＢＳＦＮフレーム内全てのサブフレームをマルチセル送信に用いられるＭＢＳＦ
Ｎサブフレームとしても良い。ＭＢＳＦＮフレームクラスタが繰り返される周期を「ＭＢ
ＳＦＮフレームクラスタ繰り返し周期」（MBSFN frame cluster Repetition period）と
する。ＰＭＣＨにはひとつまたは複数のＭＢＭＳ用のトランスポートチャネルＭＣＨがマ
ッピングされ、ＭＣＨにはＭＢＭＳ用制御情報のロジカルチャネルＭＣＣＨとＭＢＭＳ用
データのロジカルチャネルＭＴＣＨのいずれか、あるいは両方がマッピングされる。ＭＣ
ＣＨとＭＴＣＨは時間的に分割されてＰＭＣＨ上にマッピングされても良いし、さらに時
間的に分割されてマルチセル送信される物理領域にマッピングされても良い。例えば、Ｍ
ＴＣＨとＭＣＣＨがマッピングされる物理領域であるＭＢＳＦＮサブフレームが異なって
いても良い。各ＭＢＳＦＮフレームクラスタ上にＭＣＣＨがマッピングされても良いし、
ＭＴＣＨのみでも良い。ＭＴＣＨのみが存在する場合、ＭＣＣＨの繰り返し周期はＭＢＳ
ＦＮフレームクラスタの繰り返し周期と異なる。また、ＭＢＳＦＮフレームクラスタ上に
複数のＭＣＣＨがマッピングされる場合も存在する。
【０３２１】
　図６０で、セル＃ｎ１（セル＃ｎ２、セル＃ｎ３）のセルはＭＢＳＦＮエリア１（ＭＢ
ＳＦＮエリア２、ＭＢＳＦＮエリア３）に属し、各ＭＢＳＦＮエリアに対応したＰＭＣＨ
がある時間に送信される。ＭＣＣＨ１（ＭＣＣＨ２、ＭＣＣＨ３）はＭＢＳＦＮエリア１
（ＭＢＳＦＮエリア２、ＭＢＳＦＮエリア３）用のＭＢＭＳ制御情報で、ＭＴＣＨ１（Ｍ
ＴＣＨ２、ＭＴＣＨ３）はＭＢＳＦＮエリア１（ＭＢＳＦＮエリア２、ＭＢＳＦＮエリア
３）用のＭＢＭＳデータである。各ＭＢＳＦＮエリア毎に、ＭＣＣＨの繰り返し周期は異
なっていても良い。図において、セル＃ｎ１（セル＃ｎ２）のＭＣＣＨ繰り返し周期は"M
CCH Repetition period1(2)"と表記される。ＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨは時分割多重
されており、そのため、セル間の同期が確保されているＭＢＳＦＮ同期エリア内でＭＢＳ
ＦＮエリア間のセルの直交性が得られ、他ＭＢＳＦＮエリアのセルからの干渉が防げる。
ＭＢＳＦＮエリアではマルチセル送信が用いられるため、各ＭＢＳＦＮエリア内のセルは
各々同一のＰＭＣＨにて同一のデータを送信する。一つのセルにＭＢＳＦＮエリアが複数
重複していても、上記ＰＭＣＨの構成は各ＭＢＳＦＮエリア間の直交性を保ったまま適用
することが可能である。



(108) JP 5855289 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

【０３２２】
　ＭＣＣＨのスケジューリングについて詳細を説明する。ＭＢＳＦＮフレームクラスタが
ＭＣＣＨ繰り返し周期より小さい場合について説明する。ＭＢＳＦＮフレームクラスタが
ＭＣＣＨ繰返し周期より大きい場合については後述する。ＭＣＣＨのスケジューリングと
してＭＣＣＨがマッピングされる時間のスターティングポイント値およびＭＣＣＨ繰り返
し周期を通知することを考える。更に具体的には、スターティングポイント値の指定には
ＳＦＮ（System Frame Number）を用いる。ＭＣＣＨスターティングポイント値を求める
具体的な計算式は下記のとおりである。
　ＭＣＣＨスターティングポイント値＝（ＭＣＣＨがマッピングされる先頭のＳＦＮ番号
）ｍｏｄ（ＭＣＣＨ　Ｒｅｐｅｔｉｔｏｎ　Ｐｅｒｉｏｄ）
　図６０においては、ＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨスターティングポイント値１は、１
ｍｏｄ１８＝１　あるいは　１９ｍｏｄ８＝１・・・となりＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣ
ＨスケジューリングのパラメータはＭＣＣＨ繰り返し周期１「１８」、ＭＣＣＨスターテ
ィングポイント値１「１」となる。ＭＢＳＦＮエリア２のＭＣＣＨスターティングポイン
ト値２は、４ｍｏｄ９＝４　あるいは　１３ｍｏｄ９＝４　あるいは　２２ｍｏｄ９＝４
・・・となりＭＢＳＦＮエリア２のＭＣＣＨスケジューリングのパラメータはＭＣＣＨ繰
り返し期間２「９」、ＭＣＣＨスターティングポイント値２「４」となる。ＭＢＳＦＮエ
リア３についても同様である。この時のシステムフレームナンバーＳＦＮはＢＣＣＨにマ
ッピングされているとすれば毎サブフレーム報知され、ＭＣＣＨスターティングポイント
値からＭＣＣＨを受信する際にも有効である。更に、ＭＣＣＨが無線フレーム中の一部の
サブフレームにマッピングされている場合などは、スターティングポイントとしてＳＦＮ
かつサブフレーム番号などが通知されても良い。
【０３２３】
　つまりＭＢＳＦＮエリア１に属する基地局（セル）、例えばセル＃ｎ１から送信される
データとしては次のようになる。ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤ専用のシーケンスであ
るＰ－ＳＣＨ、ＭＢＳＦＮエリアＩＤ１などがマッピングされたＳ－ＳＣＨ１、ＭＣＣＨ
スターティングポイント値１「１」、ＭＣＣＨ繰返し周期１「１８」などがマッピングさ
れ、拡散符号１（Scrambling code1）がかけられたＢＣＣＨ１、ＭＢＳＦＮエリア１のＭ
ＣＣＨ１とＭＴＣＨ１が送信される。ＭＢＳＦＮエリア２、３に属する基地局からのＭＣ
ＣＨ２、３とＭＴＣＨ２、３のリソースは送信オフ（DTX：Discontinuous transmission
）となる。ＭＣＣＨ１とＭＴＣＨ２には拡散符号１がかけられても良い。ＭＣＣＨ１とＭ
ＴＣＨ１に拡散符号をかけることにより、ＭＢＳＦＮエリア固有のデータ（ＢＣＣＨ、Ｍ
ＣＣＨ、ＭＴＣＨ）への処理が統一されるという効果を得ることが出来る。逆にエリア間
においてＭＣＣＨ及びＭＴＣＨは時分割多重されているので、ＭＢＳＦＮエリア固有の拡
散符号をかけなくても良い。ＭＣＣＨ１とＭＴＣＨ１に拡散符号をかけないことにより、
基地局側でのエンコード処理、移動端末側でのデコード処理の負荷が軽くなり、データ受
信までの遅延が減るという効果を得ることが出来る。
【０３２４】
　ＭＢＳＦＮエリア１同様にＭＢＳＦＮエリア２から送信されるデータとしては、次のよ
うになる。ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤ専用のシーケンスであるＰ－ＳＣＨ、ＭＢＳ
ＦＮエリアＩＤ２などがマッピングされたＳ－ＳＣＨ２、ＭＣＣＨスターティングポイン
ト値２「４」、ＭＣＣＨ繰り返し周期２「９」などがマッピングされ、拡散符号２がかけ
られたＢＣＣＨ２、ＭＢＳＦＮエリア２のＭＣＣＨ２とＭＴＣＨ２が送信される。ＭＢＳ
ＦＮエリア１、３に属する基地局からのＭＣＣＨ１、３とＭＴＣＨ１、３のリソースは送
信オフ（ＤＴＸ）となる。ＭＢＳＦＮ　Ａｒｅａ３についても同様である。図６０におい
ては便宜上ＭＣＣＨとＭＴＣＨがサブフレーム単位で時分割されて例を示しているが、Ｍ
ＣＣＨとＭＴＣＨの多重方法が別の方法であっても、時分割多重の単位がサブフレーム単
位以外であっても本発明は適用可能である。また、移動体通信システムとしてＭＣＣＨ繰
返し周期を静的（Static）あるいは準静的（Semi-Static）に決定しておけば、基地局よ
りＭＣＣＨ繰り返し周期を報知する必要がなくなる。報知する情報が少なくなるので、無
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線リソースの有効活用という効果を得ることができる。
【０３２５】
　図６１に、ＭＢＳＦＮエリア毎に設けられたＰＭＣＨの構成を示す。図６１では、ＭＢ
ＳＦＮエリア毎にＰＭＣＨが符号分割多重（Code Division Multiplex）されている。セ
ル＃ｎ１（セル＃ｎ２、セル＃ｎ３）はＭＢＳＦＮエリア１（ＭＢＳＦＮエリア２、ＭＢ
ＳＦＮエリア３）内のセルである。セル＃ｎ１のセルではＭＢＳＦＮエリア１に対応した
ＰＭＣＨが送信される。ここで、該ＰＭＣＨは時間的に連続していても良いし、不連続で
も良い。不連続の場合は、ＭＢＳＦＮフレームクラスタ周期（MBSFN frame cluster Repe
tition period）は、ＭＢＳＦＮエリアに対応したＰＭＣＨが送信されるＭＢＳＦＮフレ
ームクラスタが繰り返される周期に一致する。また、連続の場合のＭＢＳＦＮフレームク
ラスタ繰り返し周期（MBSFN frame cluster Repetition period）は０としても良い。ま
た、連続の場合はＭＢＳＦＮフレームクラスタ繰返し周期を明示的に通知しないとしても
良い。ＭＣＣＨとＭＴＣＨは時間的に分割されてＰＭＣＨ上にマッピングされても良いし
、さらに時間的に分割されてマルチセル送信される物理領域にマッピングされても良い。
例えば、ＭＴＣＨとＭＣＣＨが、結果としてマッピングされる物理領域であるＭＢＳＦＮ
サブフレームが異なっていても良い。ＭＣＣＨが繰り返される周期をＭＣＣＨ繰り返し周
期１とする。
【０３２６】
　同様に、セル＃ｎ２（セル＃ｎ３）のセルではＭＢＳＦＮエリア２（ＭＢＳＦＮエリア
３）に対応したＰＭＣＨが送信される。各ＭＢＳＦＮエリア毎に、ＭＣＣＨの繰り返し周
期は異なっていても良い。セル＃ｎ２（セル＃ｎ３）のＭＣＣＨ繰り返し周期をＭＣＣＨ
繰り返し周期２（ＭＣＣＨ繰り返し周期３）とする。ＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨには
、ＭＢＳＦＮエリア固有の拡散符号が乗じられたデータがマッピングされるため、セル間
の同期が確保されているＭＢＳＦＮ同期エリア内でＭＢＳＦＮエリア間の干渉が抑圧でき
る。ＭＢＳＦＮエリアではマルチセル送信が用いられるため、各ＭＢＳＦＮエリア内のセ
ルは、各々同一のＰＭＣＨにて同一のデータ、すなわちMBSFNエリア固有の拡散符号の乗
じられたデータを送信する。一つのセルにＭＢＳＦＮエリアが複数重複していても、上記
ＰＭＣＨの構成は各ＭＢＳＦＮエリア間の干渉を抑制したまま適用することが可能である
。
【０３２７】
　各ＭＢＳＦＮエリアから送信されるデータ（Ｐ－ＳＣＨ、Ｓ－ＳＣＨ、ＢＣＣＨ）につ
いては、先に記した時分割多重時の説明と同様であるため、説明を省略する。ＭＣＣＨの
スケジューリングの具体例についても先に記した時分割多重時の説明と同様である。本発
明では、「ＭＣＣＨがマッピングされる時間のスターティングポイント値」と「ＭＣＣＨ
繰り返し周期」を、ＭＣＣＨのスケジューリングに使用するため、セルが端末に対して通
知することを考える。更に具体的には、オフセット値の指定にはＳＦＮ（System Frame N
umber）を用いる。スターティングポイント値を求める具体的な計算式は下記の式で表さ
れる。
　ＭＣＣＨスターティングポイント値＝（ＭＣＣＨがマッピングされる先頭のＳＦＮ番号
）ｍｏｄ（ＭＣＣＨ　Ｒｅｐｅｔｉｔｏｎ　Ｐｅｒｉｏｄ）
【０３２８】
　図６１においては、ＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨスターティングポイント値は、１ｍ
ｏｄ９＝１、あるいは、１０ｍｏｄ９＝１・・・となり、ＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨ
スケジューリングのパラメータはＭＣＣＨ繰り返し周期１「９」、スターティングポイン
ト値「１」となる。ＭＢＳＦＮ　Ａｒｅａ２のＭＣＣＨスターティングポイント値は、４
ｍｏｄ１２＝４、あるいは、１６ｍｏｄ１２＝４・・・となり、ＭＢＳＦＮエリア１のＭ
ＣＣＨスケジューリングのパラメータはＭＣＣＨ繰り返し周期２「１２」、スターティン
グポイント値「４」となる。ＭＢＳＦＮ　Ａｒｅａ３も同様である。更に、ＭＣＣＨが無
線フレーム中の一部のサブフレームにマッピングされている場合などは、スターティング
ポイントとしてＳＦＮかつサブフレーム番号などが通知されても良い。
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【０３２９】
　つまりＭＢＳＦＮエリア１に属する基地局（セル）、例えばセル＃ｎ１から送信される
データとしては、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤ専用のシーケンスであるＰ－ＳＣＨ、
ＭＢＳＦＮエリアＩＤ１などがマッピングされたＳ－ＳＣＨ１、ＭＣＣＨスターティング
ポイント値１「１」、ＭＣＣＨ繰り返し周期１「９」がある。これらのデータは、ＢＣＣ
Ｈ１、ＭＣＣＨ１、ＭＴＣＨ１にマッピングされ、さらに拡散符号１により拡散されて送
信される。ＭＢＳＦＮエリア２、３の場合も同様である。
　図６１においては便宜上ＭＣＣＨとＭＴＣＨがサブフレーム単位で時分割された例を示
しているが、ＭＣＣＨとＭＴＣＨの多重方法が別の方法であっても、時分割多重の単位が
サブフレーム単位以外であっても本発明は適用可能である。また、移動体通信システムと
してＭＣＣＨ繰り返し周期を静的（Static）あるいは準静的（Semi-Static）に決定して
おけば、基地局よりＭＣＣＨ繰り返し周期を報知する必要がなくなる。報知する情報が少
なくなるので、無線リソースの有効活用という効果を得ることができる。また、ＭＢＳＦ
Ｎエリアを符号分割多重する場合、ＭＢＳＦＮエリア毎に異なる繰り返し周期を設定する
ことができるので、ＭＢＳＦＮエリアを時分割多重する場合に対して、ＭＢＭＳサービス
として自由度の高いスケジューリングができるという効果を得ることができる。また、移
動端末において、複数のＭＢＳＦＮエリアからのＭＴＣＨ及びＭＣＣＨを受信した場合で
もそれらを分離することができるので、ＭＢＳＦＮエリア１～３から同時にＭＴＣＨ、Ｍ
ＣＣＨを送信することが可能となり、１つのＭＢＳＦＮエリアに割り当てられる周波数及
び時間的な無線リソースが拡大するという効果を得ることが出来る。
【０３３０】
　次に、図１８、図１９を適宜参照しながら、図１６のステップＳＴ１６０３の「ＭＢＭ
Ｓエリア情報取得」について更に具体的に説明する。各ＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨ（マ
ルチキャスト制御チャネル）はマルチセル送信を考える。よって、図１８のステップＳＴ
１７２６にてＭＣＥは、ＭＢＳＦＮエリア内の基地局に対してＭＣＣＨの内容及びＭＣＣ
Ｈを送信するための無線リソースの割り当てを送信する。ステップＳＴ１７２７にて各Ｍ
ＢＭＳ専用基地局はＭＣＥからＭＣＣＨの内容及びＭＣＣＨを送信するための無線リソー
スの割り当てを受信する。図１９のステップＳＴ１７２８にて各基地局はＭＣＥから割り
当られた無線リソースに従い、ＭＢＭＳエリア情報、間欠受信（ＤＲＸ）情報、ＭＢＭＳ
受信時間欠受信用パラメータ（具体例としては、ページンググループ数Ｋ）などの制御情
報を、ＭＣＣＨを使用してマルチセル送信する。ステップＳＴ１７２９にて移動端末は、
ＭＢＳＦＮエリア内の各基地局からＭＣＣＨを受信する。ＭＣＣＨ受信にはステップＳＴ
１７２５にてネットワーク側より受信したＭＣＣＨのスケジューリングを用いる。
【０３３１】
　受信の方法の具体例について説明する。代表として、各ＭＢＳＦＮエリアが図６０のよ
うに時分割多重されている場合について説明する。移動端末がＭＢＳＦＮエリア１に属す
るセル＃ｎ１に位置していた場合について説明する。移動端末はＢＣＣＨ１（報知制御チ
ャネル）をデコードすることで、ＭＣＣＨ１のスケジューリングパラメータとして、スタ
ーティングポイント値１「１」、ＭＣＣＨ繰返し周期１（MCCH Repetition Period）「７
」を受信する。またＳＦＮ（System Frame Number）がＢＣＣＨにマッピングされている
とすれば、移動端末は、ＢＣＣＨをデコードすることでＳＦＮ番号を知ることが出来る。
移動端末は、以下の式にてＭＣＣＨがマッピングされているＳＦＮ番号を求めることが出
来る。
　ＳＦＮ＝ＭＣＣＨ繰返し周期１×α＋スターティングポイント値１（αは正の整数）
【０３３２】
　移動端末は、ＭＣＣＨ１がマッピングされるＳＦＮ番号の無線リソースを受信してデコ
ードすることによりＭＣＣＨ１を受信することが出来る。ＭＣＣＨ１には、ＭＢＳＦＮエ
リア１からマルチセル送信されるＭＢＭＳサービス用の制御情報がマッピングされている
。制御情報の具体例としては、ＭＢＭＳエリア情報、ＤＲＸ情報、ＭＢＭＳ受信時間欠受
信用パラメータなどがある。
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【０３３３】
　ＭＢＭＳエリア情報について更に具体例を図６０を用いて説明する。ＭＢＭＳエリア情
報として、各エリアのフレーム構成（ＭＢＳＦＮフレームクラスタ（MBSFN frame Cluste
r）、ＭＢＳＦＮサブフレーム）、サービス内容、ＭＴＣＨの変調情報などが考えられる
。ＭＢＳＦＮフレームクラスタ１として１ＭＢＳＦＮフレームクラスタ繰り返し周期内の
ＭＢＳＦＮエリア１に割り当てられたフレームの集合中のフレーム数が通知される。ＭＢ
ＳＦＮ　サブフレーム１としてＭＢＳＦＮフレームクラスタ１内の１無線フレーム内に実
際にＭＢＭＳデータ（ＭＴＣＨまたは／かつＭＣＣＨ）がマッピングされているサブフレ
ーム番号が通知される。ＭＢＭＳ専用基地局を用いたＭＢＭＳサービスの提供においては
、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルとは異なり、ユニキャストデータとの無線リソースを
共有する必要がない。よって１無線フレーム内の全てのサブフレームにＭＢＭＳデータを
マッピングすることが可能である（但し、Ｐ－ＳＣＨ、Ｓ－ＳＣＨ、ＢＣＣＨマッピング
部分除く）。全てのサブフレームにＭＢＭＳデータをマッピングする場合は、ＭＢＳＦＮ
サブフレームのパラメータをネットワーク側から移動端末側へ通知する必要がない。これ
により無線リソースの有効活用を図ることができる。あるいは、無線通信システムとして
静的にＭＢＭＳ専用セルからのＭＢＭＳデータの送信時は全てのサブフレームにＭＢＭＳ
データをマッピングするという方法をとれば、大容量のＭＢＭＳデータを送信することが
可能となり、またＭＢＳＦＮサブフレームのパラメータをも通知する必要がなくなるので
、更に無線リソースの有効活用が図ることができる。サービス内容として、ＭＢＭＳエリ
ア１で行われているサービス内容が通知される。ＭＢＳＦＮエリア１において複数のサー
ビス（映画とスポーツ中継など）が行われている場合、複数のサービス内容とその多重パ
ラメータが通知される。
【０３３４】
　図６２は、移動端末へのＭＢＭＳデータの送信が停止され、移動端末でのＭＢＭＳデー
タの受信動作が停止するＤＲＸ期間と、ＤＲＸ期間が繰り返される周期であるＤＲＸ周期
の関係を示す説明図である。ＤＲＸ（Discontinuous reception）情報について図６２を
用いて更に具体例を説明する。本発明の課題である、ＭＢＭＳ専用基地局で構成されたＭ
ＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいても、移動端末のモビリティ管理が可能とする解決
策として、ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにてＭＢＭＳサービス受信中であっても、ユニ
キャスト／ミクスド周波数レイヤのメジャメントを行うことを開示する。これにより、上
りリンクが存在しないＭＢＭＳ専用セルにおけるモビリティをユニキャスト／混合セル経
由にて確保することが可能になるという効果を得ることができる。よって、ＭＢＭＳ送信
専用セルにてＭＢＭＳサービスを受信中の移動端末であっても、一定周期にてユニキャス
トセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルのメジャメントを行う必要がある。従来の方法
（３ＧＰＰ　Ｗ－ＣＤＭＡ）において、メジャメント周期は間欠受信周期の整数倍であり
、移動端末に対してネットワーク側より上位レイヤにて通知される。
【０３３５】
　ここで、ＭＢＭＳ送信専用セルにてＭＢＭＳサービスを受信している移動端末が、従来
の方法を適用してユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルの上位レイヤより
通知されたメジャメント周期にてメジャメントを行うとすれば、ＭＢＭＳ送信専用の周波
数セルのＭＢＭＳＦＮ同期エリアを構成している基地局とユニキャスト／ミクスド周波数
レイヤを構成している基地局は互いに同期していない（非同期）であるため、メジャメン
トを行うために、ＭＢＭＳ受信を中断しなければならなくなるという課題が発生する。
【０３３６】
　そこで、本発明では、上記課題の解決策として、ＭＢＳＦＮ同期エリア内で一つのＤＲ
Ｘ期間を設けることとする（図６２参照）。ＤＲＸ期間とは、ＭＢＳＦＮ同期エリア内で
全ＭＢＳＦＮエリアのＭＢＭＳサービスに関する、ネットワーク側から移動端末へのＭＢ
ＭＳデータの送信を停止する期間、つまり移動端末側から見るとＭＢＭＳデータの受信を
行わない期間を意味することとする。ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおいてＭＢＭＳサ
ービスを利用している移動端末は、ＭＢＭＳデータがネットワーク側から送信されないＤ



(112) JP 5855289 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

ＲＸ期間に、ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルのメジャメントを行う
ことにより、ＭＢＭＳサービスの利用を中断する必要がなくなるという効果を得る。また
、ＤＲＸ期間をＭＢＳＦＮ同期エリアに設けることにより、移動端末は、何の制御を付加
することなく、ＭＢＳＦＮ同期エリア内のＭＢＳＦＮエリアからのＭＢＭＳデータを同時
に受信可能となる。
【０３３７】
　次に図６２に示したＤＲＸ周期について説明する。ＤＲＸ周期とは先に説明したＤＲＸ
期間が繰り返される周期をいう。従来の方法においてメジャメント周期は移動端末に対し
てネットワーク側から設定（通知）される。この方法をＬＴＥにおいても踏襲するならば
、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいてＭＢＭＳサービスを受信中の移動端末がＤＲ
Ｘ期間にてユニキャスト／ミクスド周波数レイヤにおけるメジャメントを実施するとすれ
ば、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤのＤＲＸ周期及びＤＲＸ期間の情報をいずれかの経
路を通じてユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セル側の制御装置（基地局、
ＭＭＥ、ＰＤＮＧＷなど）に通知する必要がある。さらにはユニキャスト／ミクスド周波
数レイヤを構成する基地局は基本的には非同期で構成されていることより、ＭＢＭＳ送信
専用の周波数レイヤのＤＲＸ周期及びＤＲＸ期間を各ユニキャストセルあるいは各ＭＢＭ
Ｓ／ユニキャスト混合セルに通知する必要が出てくる。この方法は、移動体通信システム
を複雑化するものであり好ましくない。よって本発明では以下の方法を開示する。
【０３３８】
　ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおけるＤＲＸ期間にユニキャスト／ミクスド周波数
レイヤでのメジャメント周期が１回以上含まれるようにする。これにより、ユニキャスト
セル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルにて移動端末にどのメジャメント周期が通知（設
定）されたとしても、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいてＤＲＸ周期にて設けられ
たＤＲＸ期間にて、ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤのメジャメントを行えば、ネッ
トワーク側から通知されたメジャメント周期を満足することが可能となる。この方法を採
用することにより、ＭＢＭＳ送信専用セルの制御装置（基地局、MCE、MBMSゲートウェイ
、eBNSCなど）から、ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルの制御装置に
対して、ＭＢＭＳ送信専用セルのＤＲＸ周期やＤＲＸ期間を通知する必要がなくなる。よ
って、移動体通信システムの複雑化を防ぐ、つまり無線インタフェース上あるいはネット
ワーク内の追加のシグナリングを回避しつつ、ＭＢＳＦＮ送信専用周波数レイヤにてＭＢ
ＭＳサービス受信中の移動端末がＭＢＭＳサービスの受信を中断することなく、ユニキャ
ストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャストミクスドセルが当該移動端末に通知（設定）した、メ
ジャメント周期にてメジャメントを実行することが出来るという効果を得ることになる。
【０３３９】
　ＭＢＭＳ送信専用セルにおけるＤＲＸ周期を、ユニキャストセル、ユニキャスト／混合
周波数セルでとり得るメジャメント周期の最小値あるいは最小値の約数とする。ユニキャ
ストセルあるいは、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルが、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイ
ヤにてＭＢＭＳサービスを受信中の移動端末に対して設定可能なメジャメント周期がユニ
キャスト／ミクスド周波数レイヤで取り得るメジャメント周期と異なる場合は、ＤＲＸ周
期は、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービスを受信中の移動端末に対し
て設定可能なメジャメント周期、あるいは前記メジャメント周期の最小値、あるいは前記
メジャメント周期の最小値の約数とする。これにより、ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユ
ニキャスト混合セルにて移動端末にどのメジャメント周期が通知（設定）されたとしても
、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいてＤＲＸ周期にて設けられたＤＲＸ期間にて、
ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤのメジャメントを行えば、ネットワーク側から通知
されたメジャメント周期を満足することが可能となる。この方法を採用することにより、
ＭＢＭＳ送信専用セルの制御装置（基地局、MCE、MBMSゲートウェイ、eBNSCなど）から、
ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルの制御装置に対して、ＭＢＭＳ送信
専用セルのＤＲＸ周期やＤＲＸ期間を通知する必要がなくなる。よって、移動体通信シス
テムの複雑化を防ぐ、つまり無線インタフェース上あるいはネットワーク内の追加のシグ
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ナリングを回避するという効果を得ることになる。また該ＤＲＸ期間にて、ユニキャスト
／ミクスド周波数レイヤのサービングセルから報知情報の取得を行っても良く、例えばサ
ービングセルにおける報知情報が修正された場合などに対応することが可能となる。
【０３４０】
　ＤＲＸ情報の具体的なパラメータ例について図６２を用いて説明する。具体的には、Ｄ
ＲＸ情報のパラメータは、ＤＲＸ期間、ＤＲＸ周期、スターティングポイント値（ＤＲＸ
）が考えられる。具体的には、ＤＲＸ期間、ＤＲＸ周期の指定には無線フレーム数を用い
る。図６２において、ＤＲＸ期間は「４」無線フレーム（SFN4～7間での期間）となる。
またＤＲＸ周期は「７」無線フレーム（SFN4～10までの期間）となる。更にＤＲＸ期間が
始まるスターティングポイント値（ＤＲＸ）の指定にはＳＦＮを用いる。ＤＲＸ期間、Ｄ
ＲＸ周期の指定に無線フレーム数以外を用いても良い、具体例として、サブフレームなど
がある。スターティングポイント値の指定にＳＦＮ以外を用いても良い、具体例として何
らかの基準値からのオフセット値などがある。ＤＲＸ期間が無線フレーム中の一部のサブ
フレームとなる場合などは、スターティングポイントとしてＳＦＮかつサブフレーム番号
などが通知されても良い。スターティングポイント値（ＤＲＸ）を求める具体的な計算式
は、スターティングポイント値（ＤＲＸ）＝（ＤＲＸ期間が始まる先頭のＳＦＮ番号）ｍ
ｏｄ（ＤＲＸ周期）となる。図６２においては、スターティングポイント値（ＤＲＸ）は
、４ｍｏｄ７＝４　あるいは　１１ｍｏｄ７＝４・・・となる。ここで、スターティング
ポイント値（ＤＲＸ）の指定にＳＦＮを用いる例を示した。ここでは、ＭＢＳＦＮ同期エ
リア内で一つのＤＲＸ期間を設ける例について説明した。よってスターティングポイント
値（ＤＲＸ）についても、ＭＢＳＦＮ同期エリア内の基地局共通とする。スターティング
ポイント値（ＤＲＸ）にＳＦＮを用いた場合を考える。ＭＢＳＦＮ同期エリア内の基地局
から同じタイミングで同じ番号が送信されるとする。上記では、ＤＲＸ情報をＭＣＣＨに
マッピングしてＭＢＳＦＮ　Ａｒｅａ内の基地局から移動端末に通知する例について説明
した。同様にＤＲＸ情報をＢＣＣＨにマッピングしてＭＢＳＦＮエリア内の基地局から移
動端末に通知しても、同様の効果が得られる。更には、ＤＲＸ情報をＢＣＣＨにマッピン
グしてサービング基地局から移動端末に通知しても、同様の効果が得られる。更には、Ｄ
ＲＸ情報を静的（Static）あるいは準静的（Semi-Static）に決定しても同様の効果がえ
られる。これにより報知する必要がなくなるので、無線リソースの有効活用という効果も
合わせて得ることができる。
【０３４１】
　ＭＢＭＳ受信時間欠受信用パラメータについて更に具体例を説明する。非特許文献１に
てページンググループがＬ１／Ｌ２シグナリングチャネル（PDCCH）にて通知されること
が開示されている。ＭＢＭＳ専用セルから送信される無線リソースにＬ１／Ｌ２シグナリ
ングチャネルが存在するか否かは、まだ決定されていない。本実施の形態では、ＭＢＭＳ
専用セルから送信される無線リソースにはＬ１／Ｌ２シグナリングチャネルが存在しない
として考える。しかし、ＬＴＥという同じ移動体通信システム中に存在するユニキャスト
セル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セル、ＭＢＭＳ送信専用セルのページング通知方法は
可能な限り統一することが好ましい。統一することにより、移動体通信システムの複雑化
を回避できるからである。以下の説明では、ＭＢＭＳ受信時間欠受信時用のパラメータと
してページンググループ数（以降、ＫＭＢＭＳ）を考える。
【０３４２】
　次に、図１６を用いて説明した「ＭＢＭＳサービス選択」について更に具体的に説明す
る。図１９のステップＳＴ１７３０にて移動端末は、該当ＭＢＭＳエリアにてユーザ所望
のサービスが行われているか知るため、ＭＢＭＳエリア情報に含まれるサービス内容を確
認する。当該ＭＢＳＦＮエリアにてユーザ所望のサービスが行われている場合は、ステッ
プＳＴ１７３１へ移行する。ユーザ所望のサービスが行われていない場合は、ステップＳ
Ｔ１７３３へ移行する。ステップＳＴ１７３１にて移動端末は当該ＭＢＳＦＮエリアの無
線リソースにてレファレンスシグナル(RS)を受信し、受信電力を測定する（RSRP）。受信
電力が静的あるいは準静的に決められた、閾値以上であるか否か判断する。前記閾値は、
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閾値以上であればＭＢＭＳサービスを受信するのに満足な感度であることを示し、閾値未
満であればＭＢＭＳサービスを受信するのに満足な感度を満たしていないことを示す。閾
値以上であればステップＳＴ１７３２へ移行し、閾値以下であればステップＳＴ１７３３
へ移行する。ステップＳＴ１７３２にて移動端末は、ユーザが所望のＭＢＭＳサービスを
受信するためのＭＢＭＳ送信専用の周波数ｆ（ＭＢＭＳ）とＭＢＳＦＮエリアＩＤを取得
する。一方、ステップＳＴ１７３３にて移動端末は同じ周波数内（ｆ（ＭＢＭＳ））にて
受信可能な他のＭＢＭＳエリアが存在するか否か判断する。同じ周波数内（ｆ（ＭＢＭＳ
））にて受信可能な他のＭＢＭＳエリアが存在する場合は、ステップＳＴ１７３０へ戻り
処理を繰り返す。存在しない場合はステップＳＴ１７３４へ移行する。ステップ１７３４
にて移動端末は、ステップＳＴ１７０８にて受信した受信可能なＭＢＳＦＮ同期エリアの
周波数リストにて他の周波数が存在するか否か判断する。存在した場合は、ステップＳＴ
１７２２へ戻り、新たな周波数（ｆ２（ＭＢＭＳ））へシンセサイザを切り替えて処理を
繰り返す。存在しない場合は、ステップＳＴ１７２０へ戻り処理を繰り返す。またステッ
プ１７３１にてレファレンスシグナルを受信し、受信電力を測定する代わりに、実際に当
該ＭＢＳＦＮエリアのＭＢＭＳサービス（ＭＴＣＨまたは／かつＭＣＣＨ）を受信し、デ
コードを行うことも可能である。その場合、ユーザ自身がデコード後のデータを聞くある
いは見ることにより自分自身が許容できる受信感度であるか否かを判断できる。許せる場
合ステップＳＴ１７３２へ移行し、許せない場合ステップＳＴ１７３３へ移行する。許せ
る受信感度には、ユーザ毎に個人差があるので、よりユーザに適合した移動端末になると
いう効果を得ることが出来る。
【０３４３】
　図５８は、ユニキャスト側メジャメント処理を示すフローチャートである。図５８のス
テップＳＴ１７５３にて移動端末は、図１９のステップＳＴ１７２９で受信したＤＲＸ情
報を用いて、ＭＢＭＳサービスのＤＲＸ期間開始タイミングが到来したか判断する。具体
例としては、ステップＳＴ１７２９にて受信するパラメータ例のＤＲＸ周期、スターティ
ングポイント値（ＤＲＸ）を用いてＤＲＸ期間が始まる先頭のＳＦＮ番号を求め、ＢＣＣ
Ｈ（報知制御チャネル）などにマッピングされるＳＦＮを基にＤＲＸ期間開始タイミング
であるか否かを判断する。開始タイミングでなかった場合、ステップＳＴ１７７２に移行
する。開始タイミングであった場合、ステップＳＴ１７５４へ移行する。ステップＳＴ１
７５４にて移動端末は、ステップＳＴ１７０５にて受信したＭＢＭＳ／ユニキャスト混合
セルにおけるメジャメント周期であるか否かを判断する。メジャメント周期でなかった場
合、ステップＳＴ１７７２に移行する。メジャメント周期であった場合、ステップＳＴ１
７５５へ移行する。ステップＳＴ１７５５にて移動端末は、周波数変換部１１０７（シン
セサイザ）の設定周波数を変更し、中心周波数をｆ（Ｕｎｉｃａｓｔ）へ変更することに
よりＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルの下り信号を受信するようにする。ステップＳＴ１
７５６にて移動端末は、ユニキャスト側（ユニキャストセルまたは／かつＭＢＭＳ／ユニ
キャスト混合セル）のメジャメントを実行する。実際に移動端末が測定する値としては、
サービングセルと周辺セルのＲＳＲＰ、ＲＳＳＩなどが考えられる。周辺セルの情報は、
周辺セル情報（リスト）としてサービングセルから報知される場合もある。
【０３４４】
　ステップＳＴ１７５７にて移動端末は、ステップＳＴ１７５６にて測定した結果、サー
ビングセルの再選択（cell re-selection）が必要か否か判断する。判断の具体例として
は、周辺セルの中の１つのセルの測定結果が、サービングセルの測定結果を上回った場合
などが考えられる。再選択が必要ない場合、ステップＳＴ１７７１へ移行する。再選択が
必要な場合、ステップＳＴ１７５８、１７５９が実行される。ステップ１７５８にて新し
くサービングセルとして選択する基地局（新しいサービングセル:New serving cell）は
、ステップＳＴ１７０５同様、ＢＣＣＨ（報知制御チャネル）にてメジャメント周期、間
欠受信周期、トラッキングエリア情報（ＴＡ情報）を傘下の移動端末に対して報知する。
ステップＳＴ１７５９にて移動端末は、移動端末は新しいサービングセルからのＢＣＣＨ
を受信しデコードすることによりメジャメント周期、間欠受信周期、ＴＡ情報を受信する
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。ステップＳＴ１７６０にて移動端末は、プロトコル処理部１１０１あるいは制御部１１
１０にて保管している現在のトラッキングエリアリスト（TA List）中に、ステップＳＴ
１７５９で受信したサービング基地局のＴＡ情報が含まれているか確認する。含まれてい
る場合、ＳＴ１７７１へ移行する。含まれていない場合はステップＳＴ１７６１を実行す
る。ステップＳＴ１７６１～ステップＳＴ１７７０までの説明は、ステップＳＴ１７１０
～ステップＳＴ１７１９までの説明と同様であるために省略する。ステップＳＴ１７７１
にて移動端末は、周波数変換部１１０７の設定周波数を変更し、中心周波数をｆ（ＭＢＭ
Ｓ）へ変更することによりＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤへ移動する。
【０３４５】
　ステップＳＴ１７５３～ステップＳＴ１７７１までの「Ｕｎｉｃａｓｔ側メジャメント
」処理により、移動端末は、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービスを受
信中であっても、ユニキャストセルまたは／かつＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルのメジ
ャメントが可能となる。これによりＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービ
スを受信中の移動端末が、ユニキャストセルまたは／かつＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セ
ルにおいてのモビリティを確保することが可能になるという効果を奏する。これにより、
上りリンクが存在しないＭＢＭＳ専用セルにおけるモビリティをＭＢＭＳ／ユニキャスト
混合セル経由にて確保することが可能になるという効果を得ることができる。また、ＭＢ
ＭＳ送信専用周波数レイヤにてサービスを受信中の移動端末においてもユニキャストセル
またはＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルとの測定を通じた下り同期確立をメジャメント周
期により行うことが可能となる。これにより、移動端末が、ユニキャスト／ミクスド周波
数レイヤでメッセージを送信する場合であっても、制御遅延少なく実現可能となる効果を
得ることが出来る。
【０３４６】
　次に、図１６で述べた「ＭＴＣＨ受信」について具体的に説明する。図５９のステップ
ＳＴ１７７２にて移動端末は、ＭＣＣＨスケジューリング情報により、受信中のＭＢＳＦ
Ｎエリア番号のＭＣＣＨ受信タイミングであるか判断する。つまり、移動端末はステップ
ＳＴ１７２５にて受信したＭＣＣＨ（マルチキャスト制御チャネル）のスケジューリング
を用いて、ＭＣＣＨ受信タイミングであるか否か判断する。具体的には、ステップＳＴ１
７２５にて受信するパラメータ例のＭＣＣＨ繰り返し期間、スターティングポイント値を
用いてＭＣＣＨがマッピングされる先頭のＳＦＮ番号を求め、ＢＣＣＨなどにマッピング
されるＳＦＮを基にＭＣＣＨがマッピングされる先頭であるか否かを判断することにより
、ＭＣＣＨがマッピングされる先頭のＳＦＮ番号であるか否かを判断する。ＭＣＣＨの受
信タイミングであった場合、ステップＳＴ１８４０へ移行する。ＭＣＣＨの受信タイミン
グでなかった場合、ステップＳＴ１８４１へ移行する。ステップＳＴ１８４０にて移動端
末は、ＭＣＣＨの受信・デコードを行う。その後ステップＳＴ１８４２へ移行する。ステ
ップＳＴ１８４１にて移動端末は、ステップＳＴ１７２５にて受信したＭＣＣＨのスケジ
ューリングまたは／かつステップＳＴ１７２９にて受信したＭＢＭＳ　Ａｒｅａ情報を用
いて、ＭＴＣＨ受信タイミングであるか否か判断する。ＭＴＣＨの受信タイミングであっ
た場合、ステップＳＴ１８４３へ移行する。ＭＴＣＨの受信タイミングでなかった場合、
ステップＳＴ１７５３へ移行する。ステップＳＴ１８４２にて移動端末は、ステップＳＴ
１７２５にて受信したＭＣＣＨのスケジューリングまたは／かつステップＳＴ１７２９に
て受信したＭＢＭＳ　Ａｒｅａ情報を用いて、ＭＴＣＨ受信タイミングであるか否か判断
する。ＭＴＣＨの受信タイミングであった場合、ステップＳＴ１８４３へ移行する。ＭＴ
ＣＨの受信タイミングでなかった場合、ステップＳＴ１７９４へ移行する。ステップＳＴ
１８４３にて移動端末は、ＭＴＣＨの受信・デコードを行う。その後ステップＳＴ１７９
４へ移行する。
【０３４７】
　図５９のＳＴ１７９４にて移動端末は、受信中のＭＢＭＳサービスの受信品質を測定す
る。移動端末は当該ＭＢＳＦＮエリアの無線リソースにてレファレンスシグナル(RS)を受
信し、受信電力を測定する(RSRP)。受信電力が静的あるいは準静的に決められた、閾値以
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上であるか否か判断する。前記閾値は、閾値以上であればＭＢＭＳサービスを受信するの
に満足な感度であることを示し、閾値未満であればＭＢＭＳサービスを受信するのに満足
な感度を満たしていないことを示す。閾値以上であればステップＳＴ１７９５へ移行し、
閾値以下であればステップＳＴ１７９６へ移行する。またステップ１７９４にてレファレ
ンスシグナルを受信し、受信電力を測定する代わりに、実際に当該ＭＢＳＦＮエリアのＭ
ＢＭＳサービス（MTCHまたは/かつMCCH）を受信し、デコードを行うことも可能である。
その場合、ユーザ自身がデコード後のデータを聞くあるいは見ることにより自分自身が許
せる受信感度であるか否かを判断できる。許せる場合ステップＳＴ１７９５へ移行し、許
せない場合ステップＳＴ１７９６へ移行する。許せる受信感度には、ユーザ毎に個人差が
あるので、よりユーザに適合した移動端末になるという効果を得ることが出来る。ステッ
プＳＴ１７９５にて移動端末は、ユーザの意思を確認する。ユーザが受信中のＭＢＭＳサ
ービスの受信を引き続き望んでいる場合には、ステップＳＴ１７５３へ移行する。ユーザ
が受信中のＭＢＭＳサービスの受信の終了を望んでいる場合には処理を終了する。ステッ
プＳＴ１７９６にて移動端末は、同じ周波数内（ｆ（ＭＢＭＳ））にて受信可能な他のＭ
ＢＭＳエリアが存在するか否か判断する。存在する場合は、ステップＳＴ１７３０へ戻り
処理を繰り返す。存在しない場合はステップＳＴ１７９７へ移行する。ステップ１７９７
にて移動端末は、ステップＳＴ１７０８にて受信した受信可能なＭＢＳＦＮ同期エリアの
周波数リストにて他の周波数が存在するか否か判断する。存在した場合は、ステップＳＴ
１７２２へ戻り、新たな周波数（ｆ２（ＭＢＭＳ））へシンセサイザを切り替えて処理を
繰り返す。存在しない場合は処理を終了する。本実施の形態においても実施の形態２同様
に、移動体通信システムとして移動端末の識別子にユニキャスト／ミクスド周波数レイヤ
で用いる移動端末の識別子とＭＢＳＦＮ送信専用周波数レイヤで用いる移動端末の識別子
が存在する方法を用いることが出来る。
【０３４８】
　上記にて開示した移動体通信システムにてＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにて所望の
サービスを選択するまでの方法、及びそのための移動体通信システムについて開示するこ
とが出来る。
【０３４９】
　次に変形例を説明する（変形例１）。現在の３ＧＰＰの議論において、ＭＢＳＦＮ同期
エリア中の基地局（セル）は複数のＭＢＳＦＮエリアを構成することもあるとされている
。但し先にも述べたように、現在の３ＧＰＰにおいてはＭＢＳＦＮエリアの多重方法につ
いては詳細な決定がなされていない。本変形例１においては、そのような場合のＭＢＳＦ
Ｎエリアの多重方法の具体例を述べるとともに、本発明の課題であるＭＢＭＳ送信専用の
周波数レイヤにて所望のサービスを選択するまでの方法、及びそのための移動体通信シス
テムについて開示することを目的とする。なお、実施の形態１１と異なる部分を中心に説
明し、実施の形態１１と同様の部分の説明は省略する。
【０３５０】
　実施の形態１１では、ＰＭＣＨの構成として、ＭＢＳＦＮエリア毎に時分割多重(TDM)
、ＭＢＳＦＮエリア毎にコード分割多重(CDM)とする方法を開示した。本変形例1では、Ｐ
ＭＣＨの構成として、ＭＢＳＦＮエリア毎に時分割多重(TDM)とコード分割多重(CDM)とを
混在させる方法を開示する。図６３に、ＭＢＳＦＮエリア毎に設けられたＰＭＣＨの構成
を示す。図６３はＭＢＳＦＮエリア毎に時分割多重(TDM)とコード分割多重を混在させて
いる。セル＃ｎ１はＭＢＳＦＮエリア１内のセル、セル＃ｎ２はＭＢＳＦＮエリア２内の
セル、セル＃ｎ３はＭＢＳＦＮエリア３内のセルである。また、セル＃ｎ１、セル＃ｎ２
、セル＃ｎ３のセルはＭＢＳＦＮエリア４内のセルでもある。図２８はＭＢＳＦＮ同期エ
リアを構成する複数のＭＢＳＦＮエリアを示す説明図であって、複数のＭＢＳＦＮエリア
をカバーするＭＢＳＦＮエリアを示す説明図である。図２８において、１つのＭＢＳＦＮ
同期エリア（MBSFN Synchronization Area）中にＭＢＳＦＮエリア１～４が存在する。そ
のうち、ＭＢＳＦＮエリア４は、ＭＢＳＦＮエリア１～３をカバーしている。ＭＢＳＦＮ
エリア１とＭＢＳＦＮエリア２とＭＢＳＦＮエリア３のＰＭＣＨは符号分割多重され、Ｍ
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ＢＳＦＮエリア１、ＭＢＳＦＮエリア２、ＭＢＳＦＮエリア３のＰＭＣＨとＭＢＳＦＮエ
リア４のＰＭＣＨは時分割多重される。セル＃ｎ１のセルはＭＢＳＦＮエリア１に属する
ため、ＭＢＳＦＮエリア１に対応したＰＭＣＨがある時間に送信される。ＰＭＣＨはＭＢ
ＳＦＮエリア内でマルチセル送信されるため、ＭＢＳＦＮサブフレーム上で送信される。
【０３５１】
　ＭＢＳＦＮサブフレームが割り当てられる無線フレームであるＭＢＳＦＮフレームの集
合を「ＭＢＳＦＮフレームクラスタ」（MBSFN frame cluster）とする。ＭＢＭＳ専用セ
ルではＭＢＳＦＮフレーム内全てのサブフレームを、マルチセル送信に用いられるＭＢＳ
ＦＮサブフレームとしても良い。あるＭＢＳＦＮエリアに対応したＭＢＳＦＮフレームク
ラスタが繰り返される周期を「ＭＢＳＦＮフレームクラスタ繰り返し周期」（MBSFN fram
e cluster Repetition period）とする。ＰＭＣＨにはＭＢＭＳ用のトランスポートチャ
ネルのＭＣＨがマッピングされ、ＭＣＨにはＭＢＭＳ用制御情報のロジカルチャネルＭＣ
ＣＨと、ＭＢＭＳ用データのロジカルチャネルＭＴＣＨのいずれかあるいは両方がマッピ
ングされる。ＭＣＣＨとＭＴＣＨは時間的に分割されてＰＭＣＨ上にマッピングされても
良いし、さらに時間的に分割されてマルチセル送信される物理領域にマッピングされても
良い。例えば、ＭＴＣＨとＭＣＣＨが、結果としてマッピングされる物理領域であるＭＢ
ＳＦＮサブフレームが異なっていても良い。各ＭＢＳＦＮフレームクラスタ上にＭＣＣＨ
がマッピングされても良いし、ＭＴＣＨのみでも良い。ＭＴＣＨのみが存在する場合、Ｍ
ＣＣＨの繰り返し周期は、ＭＢＳＦＮフレームクラスタの繰り返し周期と異なる。また、
ＭＢＳＦＮフレームクラスタ上に複数のＭＣＣＨがマッピングされる場合も存在する。Ｍ
ＣＣＨの繰り返し周期を「MCCH Repetition period 1」とする。
【０３５２】
　図６３で、ＭＣＣＨ１はＭＢＳＦＮエリア１用のＭＢＭＳ制御情報で、ＭＴＣＨ１はＭ
ＢＳＦＮエリア１用のＭＢＭＳデータである。セル＃ｎ１のセルはＭＢＳＦＮエリア１と
ＭＢＳＦＮエリア４に属するため、ＭＢＳＦＮエリア１のＰＭＣＨとＭＢＳＦＮエリア４
のＰＭＣＨは時間分割多重される。同様に、セル＃ｎ２のセルはＭＢＳＦＮエリア２とＭ
ＢＳＦＮエリア４に属するため、ＭＢＳＦＮエリア２のＰＭＣＨとＭＢＳＦＮエリア４の
ＰＭＣＨは時間分割多重され、セル＃ｎ３のセルはＭＢＳＦＮエリア３とＭＢＳＦＮエリ
ア４に属するため、ＭＢＳＦＮエリア３のＰＭＣＨとＭＢＳＦＮエリア４のＰＭＣＨは時
間分割多重される。 ＭＢＳＦＮエリア４のＰＭＣＨはＭＢＳＦＮエリア4でマルチセル送
信されるため、PMCHの送信タイミングはセル＃ｎ１、＃ｎ２、＃ｎ３で全て同じである。
このように、ＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨを、時分割多重とコード分割多重を混在させ
ることで、例えば、ＭＢＳＦＮエリア間で重複するＭＢＳＦＮエリアには時分割多重を、
重複しないＭＢＳＦＮエリアにはコード分割多重を用いることが可能となる。従って、時
間分割多重のみの場合に比べてコード分割多重を用いているため無線リソースの効率化が
図れる。さらには、コード分割多重のみの場合に比べ、重複するＭＢＳＦＮエリア間での
相互干渉を低減することが可能となり、移動端末でのＭＢＭＳデータの受信誤りの低減が
図れる。
【０３５３】
　以下、図１８のステップＳＴ１７２５の具体例を示す。第一段階として移動端末は、前
記専用のシーケンスにてＰ-ＳＣＨをブラインド検出する。Ｐ－ＳＣＨをブラインド検出
した移動端末は、５ｍｓタイミング検出することができる。また、Ｐ－ＳＣＨはマルチセ
ル送信である。ＭＢＳＦＮ同期エリア内に位置する基地局はマルチセル送信のための同期
が取られている。よって、Ｐ－ＳＣＨのマルチセル送信は同期エリア内に含まれる基地局
が対象となる。第二段階として移動端末は、Ｓ－ＳＣＨをブラインド検出する。Ｓ－ＳＣ
Ｈをブラインド検出した移動端末は１０ｍｓタイミング検出（フレーム同期）とＭＢＳＦ
ＮエリアＩＤを知ることが出来る。またＳ－ＳＣＨはマルチセル送信である。本変形例で
は１つの基地局が複数のＭＢＳＦＮエリアに属するものとする。よって、Ｓ－ＳＣＨにマ
ッピングされているＭＢＳＦＮエリアＩＤがいずれのＭＢＳＦＮエリアを指すものかが問
題となる。この場合、Ｓ－ＳＣＨにマッピングされるＭＢＳＦＮエリアＩＤは基地局が属
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するいずれか１つのＭＢＳＦＮエリアＩＤとする。更には、基地局が属する最も小さい（
覆われている）ＭＢＳＦＮエリアのＩＤとする。よってＳ－ＳＣＨのマルチセル送信は覆
われている各ＭＢＳＦＮエリア内に含まれる基地局が対象となる。移動端末は、第二段階
で得たＭＢＳＦＮエリアＩＤと関連付けられている拡散コードを用いてＢＣＣＨを受信す
る。ＢＣＣＨをデコードすることにより、ＭＣＣＨのスケジューリングを得ることが出来
る。またＢＣＣＨはマルチセル送信である。第二段階で得られた拡散コードを用いること
から、ＢＣＣＨは覆われているＭＢＳＦＮエリアからのＢＣＣＨとなる。よって、ＢＣＣ
Ｈのマルチセル送信は覆われている各ＭＢＳＦＮエリア内に含まれる基地局が対象となる
。移動端末は、ＢＣＣＨをデコードすることにより、ＭＣＣＨのスケジューリング、ｆ（
ＭＢＭＳ）におけるシステム帯域幅、送信アンテナ数などを得ることが出来る。
【０３５４】
　ここで更にＭＣＣＨのスケジューリングについて検討する。ＭＢＳＦＮ同期エリアは時
間的に同期しているため、Ｐ－ＳＣＨはＭＢＳＦＮエリア１内のＭＢＭＳ専用セル、ＭＢ
ＳＦＮエリア２内のＭＢＭＳ専用セル、ＭＢＳＦＮエリア３内のＭＢＭＳ専用セルとも同
じタイミングで送信されている。また、前記ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤ専用のシー
ケンスを用いるとすれば全てのＭＢＳＦＮエリア内のＰ－ＳＣＨのシーケンスは同じとな
る。よって、Ｐ－ＳＣＨはＭＢＳＦＮ同期エリア内にて同じ情報を同じタイミングで送信
されることになる。Ｓ－ＳＣＨによって、前記の通りＭＢＳＦＮエリアＩＤが送信される
ことが考えられている。したがって、Ｓ－ＳＣＨはＭＢＳＦＮエリア毎に異なる情報がＭ
ＢＳＦＮ同期エリアにて同じタイミングで送信されることになる。この場合、各ＭＢＳＦ
Ｎエリア内の全ＭＢＭＳ専用セルからは同じ情報が同じタイミングで送信されることにな
る。Ｓ－ＳＣＨはＭＢＳＦＮ同期エリアにおいて周波数的、時間的に同じ無線リソースを
用いる。またＳ－ＳＣＨに各ＭＢＳＦＮエリアの拡散コードに関連付けられたＭＢＳＦＮ
エリアＩＤのサーチのために用いられることから、Ｓ－ＳＣＨには各ＭＢＳＦＮエリアの
拡散コードをかけることは出来ない。このようなＳ－ＳＣＨの機能を踏襲しつつ、１つの
基地局が複数のＭＢＳＦＮエリアに属することを実現するためには、前記に示したとおり
、覆っている方のＭＢＳＦＮエリア特有のＳ-ＳＣＨはないものとし、Ｓ－ＳＣＨにマッ
ピングされるＭＢＳＦＮエリアＩＤを基地局が属する最も小さいＭＢＳＦＮエリアＩＤと
することで実現できる。
【０３５５】
　更に覆っているＭＢＳＦＮエリアからＳ－ＳＣＨの送信を行わないことは、地理的なロ
ケーションとしては複数のＭＢＳＦＮエリアが重なっているが、重なっているＭＢＳＦＮ
エリア（例えばＭＢＳＦＮエリア１とＭＢＳＦＮエリア４）において、Ｓ－ＳＣＨを１種
類のみ送信すればよいことになる。これにより、お互いのＭＢＳＦＮエリアからのＳ－Ｓ
ＣＨが干渉になることを防ぐことが出来るという効果を得ることができる。移動体通信シ
ステムは、Ｓ－ＳＣＨにて通知するＭＢＳＦＮエリアＩＤと関連付けられた拡散コードを
用いて拡散処理を行ったＢＣＣＨを送信する。よってその場合ＢＣＣＨは、覆われている
ＭＢＳＦＮエリア毎に異なる情報がＭＢＳＦＮ同期エリアにて同じタイミングで送信され
ることになる。ＢＣＣＨの内容はＭＢＳＦＮエリア内の全ＭＢＭＳ専用基地局にて同じで
ある。移動端末はＢＣＣＨをデコードすることによって、ＭＣＣＨのスケジューリングを
取得することができる。現在の３ＧＰＰではＭＣＣＨのスケジューリングの具体例につい
ては議論されていない。本発明ではＭＣＣＨのスケジューリングの具体例を示す。
【０３５６】
　図６３を用いて、ＭＢＳＦＮフレームクラスタがＭＣＣＨ繰り返し周期より大きい場合
における、ＭＣＣＨのスケジューリングについてあわせて説明する。覆っているＭＢＳＦ
Ｎエリア、例えば、図２８のＭＢＳＦＮエリア４のＭＣＣＨのスケジューリングとしては
２段階を考える。以下の説明にて便宜上、移動端末がＭＢＳＦＮエリア１とＭＢＳＦＮエ
リア４に属する基地局の傘下にある場合を説明する。第一段階としてＭＢＳＦＮエリア１
のＢＣＣＨにてＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨスケジューリングが通知される。本発明で
はＭＣＣＨのスケジューリングの具体例を示す。本発明では、「ＭＣＣＨがマッピングさ
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れる時間のスターティングポイント値」、「ＭＢＳＦＮフレームクラスタ繰り返し周期」
、「ＭＢＳＦＮフレームクラスタ繰り返し周期内のＭＣＣＨ送信回数」を、ＭＣＣＨのス
ケジューリングのため、セルから端末に通知するものとする。更に具体的には、スターテ
ィングポイント値の指定にはＳＦＮ（System Frame Number）を用いる。スターティング
ポイント値を求める具体的な計算式は下記のとおりである。
　スターティングポイント値＝（ＭＢＳＦＮフレームクラスタ内でＭＣＣＨがマッピング
される先頭のＳＦＮ番号）ｍｏｄ（ＭＢＳＦＮフレームクラスタ繰り返し周期）
【０３５７】
　更に具体的には、ＭＢＳＦＮフレームクラスタ繰り返し周期内のＭＣＣＨ送信回数とし
てＭＢＳＦＮフレームクラスタ内のＭＣＣＨ送信回数（以降、ＮＭＣＣＨと称する。）を
用いる。ＮＭＣＣＨを求める具体的な計算式は下記のとおりである。
　ＮＭＣＣＨ＝ＭＢＳＦＮフレームクラスタ／ＭＣＣＨ　繰り返し周期
　図６３においては、ＭＢＳＦＮエリア１のスターティングポイント値１は、５ｍｏｄ１
６＝５　あるいは、２１ｍｏｄ１６＝５ ・・・となる。ＭＢＳＦＮエリア２のスターテ
ィングポイント値２は、５ｍｏｄ１６＝５　あるいは、２１ｍｏｄ１６＝５ ・・・とな
る。ＭＢＳＦＮエリア３は同様である。次に、ＭＢＳＦＮエリア１のＮＭＣＣＨ1は１２
／６＝２、ＭＢＳＦＮエリア２のＮＭＣＣＨ２は１２／４＝３となる。ＭＢＳＦＮエリア
３の場合も同様に求められる。よってＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨのスケジューリング
のパラメータはＭＢＳＦＮフレームクラスタ繰り返し周期１「１６」、スターティングポ
イント値１「５」、ＮＭＣＣＨ１「２」となる。この時ＮＭＣＣＨ１をパラメータとして
通知する代わりに、ＭＢＳＦＮフレームクラスタ１とＭＣＣＨ繰り返し周期１を通知して
も良い。
【０３５８】
　第二段階としてＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨにてＭＢＳＦＮエリア４のＭＣＣＨのス
ケジューリングが通知される。ＭＣＣＨのスケジューリングのパラメータの計算方法はＭ
ＢＳＦＮフレームクラスタがＭＣＣＨ繰り返し周期より小さいので図６０の場合と同様で
ある。ＭＢＳＦＮエリア４のスターティングポイント値４は、１ｍｏｄ１６＝１　あるい
は、１７ｍｏｄ１６＝１・・・となる。ＭＣＣＨのスケジューリングの具体例は上記ＭＢ
ＳＦＮエリア４（ＭＣＣＨ　繰り返し周期４「１６」、ステーティングポイント４「１」
）のパラメータに加えて、覆っているＭＢＳＦＮエリア４のＭＢＳＦＮエリアＩＤを通知
する。ＭＢＳＦＮエリア４専用のＳ－ＳＣＨが存在しないとするため、ここでＭＢＳＦＮ
エリアＩＤを通知する必要がある。
【０３５９】
　つまり、ＭＢＳＦＮエリア１から送信されるデータとしては次のようになる。ＭＢＭＳ
送信専用の周波数レイヤ専用のシーケンスであるＰ－ＳＣＨ、ＭＢＳＦＮエリアＩＤ１な
どがマッピングされたＳ－ＳＣＨ１、ＭＣＣＨスターティングポイント値１「５」、ＭＢ
ＳＦＮフレームクラスタ繰り返し周期１「１６」、ＮＭＣＣＨ１「２」などがマッピング
され、拡散コード１がかけられたＢＣＣＨ１、拡散コード１がかけられたＭＢＳＦＮエリ
ア１のＭＣＣＨ１とＭＴＣＨ１が送信される。ＭＣＣＨ１ではＭＢＳＦＮエリアＩＤ（Ｍ
ＢＳＦＮエリア４）とＭＢＳＦＮエリア４のＭＣＣＨスケジューリングである、ＭＣＣＨ
スターティングポイント値４「１」、ＭＣＣＨ　繰り返し周期４「１６」が送信される。
【０３６０】
　ＭＢＳＦＮエリア１同様にＭＢＳＦＮエリア２から送信されるデータとしては、次のよ
うになる。ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤ専用のシーケンスであるＰ－ＳＣＨ、ＭＢＳ
ＦＮエリアＩＤ２などがマッピングされたＳ－ＳＣＨ２、ＭＣＣＨスターティングポイン
ト値２「５」、ＭＢＳＦＮフレームクラスタ繰り返し周期２「１６」、ＮＭＣＣＨ２「３
」などがマッピングされ、拡散コード２がかけられたＢＣＣＨ２、拡散コード２がかけら
れたＭＢＳＦＮエリア２のＭＣＣＨ２とＭＴＣＨ２が送信される。ＭＣＣＨ２ではＭＢＳ
ＦＮエリアＩＤ（ＭＢＳＦＮエリア４）とＭＢＳＦＮエリア４のＭＣＣＨスケジューリン
グである、ＭＣＣＨスターティングポイント値４「１」、ＭＣＣＨ　繰り返し周期４「１
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６」が送信される。ＭＢＳＦＮエリア４から送信されるデータとしては、先に説明したよ
うにＰ－ＳＣＨ、Ｓ－ＳＣＨの送信はない。更に、ＭＢＳＦＮエリア４のシステム情報と
して、覆われているＭＢＳＦＮエリア（ＭＢＳＦＮエリア１～３）のＢＣＣＨにて送信さ
れたもの以外に通知するものがなければ、ＭＢＳＦＮエリア４からのＢＣＣＨの送信を省
略することが出来る。これにより、無線リソースの有効活用という効果を得ることが出来
る。拡散コードがかけられないＭＢＳＦＮエリア４のＭＣＣＨ４とＭＴＣＨ４が送信され
る。ＭＣＣＨ４とＭＴＣＨ４にＭＢＳＦＮエリア４特有の拡散コードをかけても良い。各
ＭＢＳＦＮエリア間の干渉が抑制されるという効果を得ることが出来る。その場合、ＭＢ
ＳＦＮエリア４特有の拡散コードは、ＭＢＳＦＮエリア１、ＭＢＳＦＮエリア２、ＭＢＳ
ＦＮエリア３などのＭＣＣＨにて通知されたＭＢＳＦＮエリア４のＭＢＳＦＮエリア　Ｉ
Ｄと関連付けられたものとする。これにより、更なるシグナリングが不要であるという効
果を得ることができる。
【０３６１】
　図６３においては、便宜上、ＭＣＣＨとＭＴＣＨがサブフレーム単位で時分割されて例
を示しているが、ＭＣＣＨとＭＴＣＨの多重方法が別の方法であっても、時分割多重の単
位がサブフレーム単位以外であっても本発明は適用可能である。上記で説明した移動体通
信システムにおいて、基地局が複数のＭＢＳＦＮエリアを構成する場合であっても、本発
明の課題であるＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにて所望のサービスを選択するまでの方
法、及びそのための移動体通信システムについて開示することが出来る。
【０３６２】
　上記においては、ＭＢＳＦＮエリア４のサービス内容はＭＣＣＨ４中のＭＢＭＳエリア
情報中に含まれる。ここで、覆っているＭＢＳＦＮエリア（MBSFNエリア4、図２８参照）
のＭＣＣＨスケジューリング情報を、覆われているＭＢＳＦＮエリア（MBSFNエリア1-3、
図２８参照）のＭＣＣＨを用いて通知する際に、当該スケジューリング情報とあわせて、
ＭＢＳＦＮエリア４のサービス内容を通知するようにしても良い。これにより、移動端末
（ユーザ）は、覆われているＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨをデコードした段階で、基地局
が属する複数のＭＢＳＦＮエリアのサービス内容を把握することが可能となる。よって、
基地局が属する複数のＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨを順次、受信・デコードしＭＢＭＳサ
ービス選択を行う必要がなくなり、制御遅延が削減出来るという効果を得ることができる
。具体的には、図１９のステップＳＴ１７２９にて移動端末は、覆われているＭＢＳＦＮ
エリア（MBSFNエリア1-3、図２８参照）のＭＣＣＨを介して、覆われているＭＢＳＦＮエ
リア（MBSFNエリア1-3、図２８参照）のサービス内容と、覆っているＭＢＳＦＮエリア（
MBSFNエリア4、図２８参照）のサービス内容とを受信する。これにより、移動端末は、現
在の位置（ロケーション）にて受信可能なＭＢＭＳのサービス内容を把握することができ
る。図１９のステップＳＴ１７３０にて移動端末は、所望のＭＢＭＳのサービス内容が送
信されているＭＢＳＦＮエリアを確認する。
【０３６３】
　また、ＭＢＳＦＮエリア４のＭＣＣＨスケジューリングのため、ＭＢＳＦＮエリア１の
ＢＣＣＨにて通知する方法も考えられる。これにより、ＭＢＳＦＮエリア４のサービスを
受信する移動端末にとっては、ＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨを受信しデコードする処理
が不要となるので、制御遅延が減るという効果を得ることが出来る。ＭＣＣＨスケジュー
リングとして、上記スターティングポイント、ＭＢＳＦＮフレームクラスタ繰り返し周期
、ＮＭＣＣＨ（ＭＢＳＦＮフレームクラスタとＭＣＣＨ繰り返し周期でもよい）を用いる
方法は、ＭＢＳＦＮエリアが時分割多重された場合（図６０参照）のＭＢＳＦＮフレーム
クラスタ内に複数回ＭＣＣＨが存在した場合にも用いることが出来る。
【０３６４】
変形例２
　実施の形態１１において、ＭＢＳＦＮエリア毎のサービス内容はＭＣＣＨ中のＭＢＭＳ
エリア情報中に含まれている。ここで、ＭＢＳＦＮエリア毎のサービス内容をＢＣＣＨに
てＭＣＣＨのスケジューリングとともに通知するようにしても良い。これにより、移動端
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末（ユーザ）は、ＢＣＣＨをデコードした段階で、基地局が属するＭＢＳＦＮエリアのサ
ービス内容が把握可能となる。よって、ＭＣＣＨの受信・デコード前に所望のサービスが
存在するか否かの判断が可能となり、所望のサービスが行われていないＭＢＳＦＮエリア
のＭＣＣＨを受信・デコードする必要がなくなり、制御遅延が削減出来るという効果を得
ることができる。具体的には、図１８のステップＳＴ１７２５にて移動端末は、ＭＢＳＦ
Ｎエリアのサービス内容を受信する。これにより、移動端末は、現在の位置（ロケーショ
ン）にて受信可能なＭＢＭＳのサービス内容を把握することができる。その後、移動端末
はステップ図１９のＳＴ１７２９に先立って、該当のＭＢＳＦＮエリアにてユーザ所望の
サービスが行われているか確認する。所望のサービスが行われていた場合はステップＳＴ
１７２９へ移行する。ステップＳＴ１７２９の後、ステップＳＴ１７３１へ移行する。一
方、所望のサービスが行われていない場合はステップＳＴ１７２９及び、ステップＳＴ１
７３１の処理を省略し、ステップＳＴ１７３３へ移行する。
【０３６５】
　更にＢＣＣＨにてＭＣＣＨにマッピングされるＭＢＭＳエリア情報、ＤＲＸ情報、ＭＢ
ＭＳ受信時間欠受信用パラメータなどを合わせて通知するようにしても良い。これにより
、ＭＣＣＨが不要となり無線リソースの効率化が図れる。よって、ＢＣＣＨにてＭＣＣＨ
のスケジューリングを通知する必要がなくなり、更に無線リソースの効率化が図れる。本
変形例２は変形例１に対しても適応でき、同様に効果を得ることが出来る。
【０３６６】
　次に３ＧＰＰにおいて、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいて、シングルセル送信
（Single-cell transmission）を適用することも検討されている。その方法として、シン
グルセル送信を１セル構成のＭＢＳＦＮエリアで実現する方法が考えられる。しかし、具
体的な実現方法については確定していない。上記説明においてＭＢＳＦＮエリアに属する
基地局を１つとすれば、シングルセル送信を１セル構成のＭＢＳＦＮエリアで実現する移
動体通信システムを開示することが出来る。
【０３６７】
実施の形態１２．
　本実施の形態１２においては、主にＭＢＭＳサーチ部分にて実施の形態１１とは異なる
移動体通信システムについて開示する。本実施の形態１２にかかる移動体通信システムと
しての処理の流れは、実施の形態１１の図１６、図１７とほぼ同様である。説明において
は、実施の形態１１と異なる部分を中心に説明する。図１７のステップＳＴ１７０７にて
ユニキャストセル、またはユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルはＢＣＣＨを用いて、現在の
ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤ以外の周波数でＭＢＭＳサービスが行われている１
つあるいは複数の周波数を、傘下の移動端末に対して報知する。つまり受信可能なＭＢＳ
ＦＮ同期エリアの周波数（ｆ（ＭＢＭＳ））を１つあるいは複数報知する。それに加えて
、各ｆ（ＭＢＭＳ）におけるシステム帯域幅、送信アンテナ数のいずれか一方、あるいは
両方を通知する。図１７のステップＳＴ１７０８にて、移動端末は、サービング基地局か
らのＢＣＣＨを受信しデコードすることにより、ｆ（ＭＢＭＳ）、各ｆ（ＭＢＭＳ）にお
けるシステム帯域幅、送信アンテナ数を受信する。あわせてｆ（ＭＢＭＳ）毎にユニキャ
スト／ＭＢＭＳ混合セルにて構成された周波数レイヤであるか、ＭＢＭＳ専用セルにて構
成された周波数レイヤであるかという情報を通知してもよい。これによりユニキャスト／
ＭＢＭＳ混合セルにて構成された周波数レイヤと、ＭＢＭＳ専用セルにて構成された周波
数レイヤにて、移動端末の動作を変更することが可能となる。具体的な動作としては、Ｍ
ＢＭＳサーチ動作がある。ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルにおいては、ユニキャストサ
ービスを提供することから、ユニキャストサービスにて用いるＰ－ＳＣＨ、Ｓ－ＳＣＨな
どを削減することは難しい。したがって、ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルにて構成され
た周波数レイヤのＭＢＭＳサーチ動作は、実施の形態１１で説明した方法を用いる。一方
、ＭＢＭＳ専用セルにおいてはユニキャストサービスを提供しないことからＰ－ＳＣＨ、
Ｓ－ＳＣＨなどを削減することは、ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルと比較して制約事項
が少ない。よってＭＢＭＳ専用セルにて構成された周波数レイヤのＭＢＭＳサーチ動作は
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以下説明する処理を適用する。
【０３６８】
　実施の形態１２では、図１８のステップＳＴ１７２３～ステップＳＴ１７２５を図６４
の通りに変更する。図６４は、ＭＢＭＳのサーチ方法を示すフローチャートである。図６
４において、ステップＳＴ２２０１にて、ＭＢＭＳ　ＧＷ８０２、更に具体的にはＭＢＭ
Ｓ　ＣＰ８０２－１がＭＣＥ８０１に対して、ＭＢＳＦＮ同期エリア内でマルチセル送信
される物理チャネル(メインＰＭＣＨと称す)の内容を通知する。メインＰＭＣＨはＭＢＳ
ＦＮ同期エリア内にてマルチセル送信されることからＭＢＳＦＮ同期エリア内の基地局か
ら同じ無線リソースを使って、同じ情報が送信される必要がある。よって、ＭＢＭＳ　Ｇ
ＷはステップＳＴ２２０１にてメインＰＭＣＨの内容を通知するのとあわせて、無線リソ
ース（周波数、時間など）的なスケジューリング情報を通知する。
【０３６９】
　図６５は、ＭＢＳＦＮ同期エリア内のメインＰＭＣＨの構成を示す説明図である。図６
５は、ＭＢＳＦＮエリア毎に設けられたＰＭＣＨが時分割多重及び符号分割多重により多
重化された場合について示している。セル＃ｎ１はＭＢＳＦＮエリア１内のセル、セル＃
ｎ２はＭＢＳＦＮエリア２内のセル、セル＃ｎ３はＭＢＳＦＮエリア３内のセルである。
また、セル＃ｎ１、セル＃ｎ２、セル＃ｎ３のセルはＭＢＳＦＮエリア４内のセルでもあ
る。ＭＢＳＦＮエリア１からＭＢＳＦＮエリア３のＰＭＣＨは符号分割多重され、さらに
ＭＢＳＦＮエリア４のＰＭＣＨと時分割多重される。メインＰＭＣＨは、ＭＢＳＦＮエリ
ア毎のＰＭＣＨと時分割多重される。セル＃ｎ１では、ＭＢＳＦＮエリア１とＭＢＳＦＮ
エリア４に属するため、ＰＭＣＨ１とＰＭＣＨ４は時分割多重され、さらにメインＰＭＣ
Ｈが時分割多重されて設けられることになる。セル＃２、セル＃３でも同様である。メイ
ンＰＭＣＨはＭＢＳＦＮ同期エリア内でマルチセル送信されるため、ＳＦＮ合成がなされ
るＭＢＳＦＮサブフレーム上で送信される。ＭＢＳＦＮサブフレームが割り当てられるＭ
ＢＳＦＮフレームの集合をＭＢＳＦＮフレームクラスタとする。ＭＢＭＳ専用セルではＭ
ＢＳＦＮフレーム内全てのサブフレームをマルチセル送信に用いられるＭＢＳＦＮサブフ
レームとしても良い。メインＰＭＣＨが繰り返される周期をメインＰＭＣＨ繰り返し周期
とする。
【０３７０】
　メインＰＭＣＨにはＭＢＭＳ用のトランスポートチャネルのＭＣＨがマッピングされる
。ＭＣＨにはＭＢＭＳ用制御情報のロジカルチャネルＭＣＣＨ、ＭＢＭＳ用データのロジ
カルチャネルＭＴＣＨがマッピングされる。ＭＣＣＨとＭＴＣＨは時間的に分割されてメ
インＰＭＣＨ上にマッピングされても良いし、さらに時間的に分割されてマルチセル送信
される物理領域にマッピングされても良い。例えば、ＭＴＣＨとＭＣＣＨが、結果として
マッピングされる物理領域であるＭＢＳＦＮサブフレームが異なっていても良い。メイン
ＰＭＣＨが送信される各ＭＢＳＦＮフレームクラスタにＭＣＣＨがマッピングされても良
いし、ＭＴＣＨのみでも良い。ＭＴＣＨのみが存在する場合、ＭＣＣＨの繰返し周期はメ
インＰＭＣＨの繰返し周期と異なる。また、メインＰＭＣＨが送信されるＭＢＳＦＮフレ
ームクラスタ上に複数のＭＣＣＨがマッピングされる場合も存在する。
【０３７１】
　図６５で、ＭＣＣＨ１はＭＢＳＦＮエリア１用のＭＢＭＳ制御情報で、ＭＴＣＨ１はＭ
ＢＳＦＮエリア１用のＭＢＭＳデータである。ＭＣＣＨ２はＭＢＳＦＮエリア２用のＭＢ
ＭＳ制御情報で、ＭＴＣＨ２はＭＢＳＦＮエリア２用のＭＢＭＳデータである。ＭＣＣＨ
３はＭＢＳＦＮエリア３用のＭＢＭＳ制御情報で、ＭＴＣＨ３はＭＢＳＦＮエリア３用の
ＭＢＭＳデータである。ＭＣＣＨ４はＭＢＳＦＮエリア４用のＭＢＭＳ制御情報で、ＭＴ
ＣＨ４はＭＢＳＦＮエリア４用のＭＢＭＳデータである。各ＰＭＣＨ上に各々ＭＣＣＨが
マッピングされても良いし、ＭＴＣＨのみでも良い。ＭＴＣＨのみが存在する場合、各々
のＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨは、メインＰＭＣＨにマッピングされても良い。また、メ
インＰＭＣＨにマッピングされるＭＣＣＨの情報要素として含まれても良い。メインＰＭ
ＣＨはＭＢＳＦＮ同期エリア内でマルチセル送信されるため、メインＰＭＣＨにおいては
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、各ＭＢＳＦＮエリアでＰＭＣＨが拡散されているように、ＭＢＳＦＮエリア固有のスク
ランブリングコードを乗じることが不可能である。なぜならば、異なるＭＢＳＦＮエリア
のセルからメインＰＭＣＨは同じタイミングで送信されているため、メインＰＭＣＨにお
いて、ＭＢＳＦＮエリア固有の拡散コードで拡散した場合、移動端末の受信機において、
各ＭＢＳＦＮエリアから送信された該メインＰＭＣＨの位相がランダムになってしまいＳ
ＦＮ合成できなくなるためである。従って、上記に示したように、メインＰＭＣＨと各Ｍ
ＢＳＦＮエリアのＰＭＣＨとを時分割多重することで、各ＭＢＳＦＮエリア固有のスクラ
ンブリングコードを乗じるのをサブフレーム単位で行うようにでき、メインＰＭＣＨのみ
に各ＭＢＳＦＮエリア固有のスクランブリングコードを乗じないようにできる。これによ
り、メインＰＭＣＨはＭＢＳＦＮ同期エリア内でマルチセル送信されることができ、移動
端末は該ＭＢＳＦＮ同期エリア内のどのＭＢＭＳサービスを受信している、もしくは受信
しようとしていても、メインＰＭＣＨを受信することができ、さらにはＳＦＮ利得を得る
ことが可能となる。メインＰＭＣＨにおいては、固有のスクランブリングコードを乗じな
いことを述べたが、ＭＢＳＦＮ同期エリア固有のスクランブリングコードであれば乗じて
も良い。この場合、他のＭＢＳＦＮ同期エリア内セルからの干渉を抑圧でき、移動端末に
おけるＭＢＭＳサービスの受信誤差を低減することが可能となる。ＭＢＳＦＮ同期エリア
固有のスクランブリングコードは、静的（Static）に規定されていても良いし、準静的（
Semi-Static）に規定されサービング基地局からのＢＣＣＨにマッピングされステップＳ
Ｔ１７０５にて移動端末に通知されても良い。
【０３７２】
　さらに図６４のステップＳＴ２２０１における、メインＰＭＣＨの無線リソース（周波
数、時間など）のスケジューリングについて説明する。周波数のスケジューリングの具体
例としては周波数、帯域などがある。時間のスケジューリングの具体例を図６５を用いて
説明する。メインＰＭＣＨのスケジューリングのため、メインＰＭＣＨがマッピングされ
る時間のスターティングポイント値とメインＰＭＣＨ繰り返し周期を通知することを考え
る。更に具体的には、スターティングポイント値の指定にはＳＦＮ（System Frame Numbe
r）を用いる。メインＰＭＣＨスターティングポイント値を求める具体的な計算式は下記
のとおりである。
　メインＰＭＣＨ　スターティングポイント値＝（メインＰＭＣＨがマッピングされる先
頭のＳＦＮ番号）ｍｏｄ（メインＰＭＣＨ　繰り返し周期）
【０３７３】
　図６５においては、メインＰＭＣＨスターティングポイント値は、１ｍｏｄ１１＝１、
あるいは、１２ｍｏｄ１１＝１・・・となりメインＰＭＣＨのスケジューリングのパラメ
ータはメインＰＭＣＨ繰り返し周期１「１１」、メインＰＭＣＨスターティングポイント
値「１」となる。
【０３７４】
　次に、図６４のステップＳＴ２２０１におけるメインＰＭＣＨの内容の具体例について
説明する。メインＰＭＣＨにて通知される情報の具体例としては、ＭＢＳＦＮ同期エリア
内に存在する全ＭＢＳＦＮエリアの番号（ＩＤ、識別子）、各ＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣ
Ｈのスケジューリング、ＤＲＸ情報などが考えられる。ＤＲＸ情報の詳細説明は、実施の
形態１１と同様であるので省略する。ＤＲＸ情報は、各ＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨで通
知しても同じ効果を得ることが出来る。更には、ＤＲＸ情報をサービングセルのＢＣＣＨ
にマッピングし、図１７のステップＳＴ１７０５にて移動端末に通知しても同じ効果を得
ることが出来る。更には、ＤＲＸ情報を、静的に規定された値としても同じ効果を得るこ
とが出来る。静的に規定した値とした場合、ネットワーク側から移動端末に対して値を通
知する必要がないので無線リソースの有効活用という効果を得ることができる。各ＭＢＳ
ＦＮエリアのＭＣＣＨのスケジューリングについても実施の形態１１と同様である。図６
５においては、ＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨのスケジューリング情報（パラメータ）と
して、ＭＣＣＨ繰り返し周期１「１１」、ＭＣＣＨスターティングポイント値１「２」と
なる。ＭＢＳＦＮエリア２、ＭＢＳＦＮエリア３、ＭＢＳＦＮエリア４のＭＣＣＨのスケ
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ジューリング情報（パラメータ）としてもＭＢＳＦＮエリア１と同様である。ここで、メ
インＰＭＣＨにＭＢＳＦＮ同期エリア内の全ＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨスケジューリン
グをマッピングすることにより、メインＰＭＣＨをＭＢＳＦＮ同期エリア内でマルチセル
送信することが可能となる。
【０３７５】
　図６４のステップＳＴ２２０２にて、ＭＣＥはＭＢＭＳ　ＧＷよりメインＰＭＣＨの内
容及びスケジューリング情報を受信する。ステップＳＴ２２０３にて、ＭＣＥは、当該Ｍ
ＣＥが制御を司るＭＢＳＦＮエリアに属する基地局に対してメインＰＭＣＨの内容及びス
ケジューリング情報を送信する。ステップＳＴ２２０４にて、基地局は、メインＰＭＣＨ
の内容及びスケジューリング情報を受信する。ステップＳＴ２２０５にて、基地局は、Ｍ
ＣＥからのスケジューリングに従い、メインＰＭＣＨを送信する。
【０３７６】
　ステップＳＴ２２０６にて、移動端末はＭＢＭＳのサーチを行う。ステップＳＴ２２０
６においては特にタイミング同期を行う。メインＰＭＣＨの一部に規定の情報をマッピン
グする。これにより、移動端末は前記メインＰＭＣＨの規定の情報をブラインド検出する
ことによりタイミング同期を確立する。
【０３７７】
　メインPMCHの一部に物理的な無線リソースに規定の情報（またはシンボル、あるいはシ
ーケンス)をマッピングする。これにより、移動端末は物理的な無線リソースを規定の情
報（またはシンボル、あるいはシーケンス）をブラインド検出することによりタイミング
同期を確立することができる。また、メインPMCHと時間的に隣接、あるいはある一定のオ
フセットを持って接する、物理的な無線リソースに規定の情報（またはシンボル、あるい
はシーケンス)をマッピングする。これにより、移動端末は物理的な無線リソースを規定
の情報（またはシンボル、あるいはシーケンス）をブラインド検出することによりタイミ
ング同期を確立することができる。
【０３７８】
　実施の形態１１においては、タイミング同期をＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおけ
るＰ－ＳＣＨ、Ｓ－ＳＣＨにて行っていたが、本実施の形態１２ではＰ－ＳＣＨ、Ｓ－Ｓ
ＣＨを用いることなく実現できる。よって本実施の形態１２のＭＢＭＳサーチ方法により
、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤ（ＭＢＭＳ専用基地局）におけるＰ－ＳＣＨ、Ｓ－Ｓ
ＣＨを削減することが可能となる。これにより無線リソースの有効活用という効果を得る
ことが出来る。ステップＳＴ２２０７にて、移動端末は、ステップＳＴ２２０６にて検出
したメインＰＭＣＨの受信・デコードを行う。移動端末はメインＰＭＣＨにマッピングさ
れた全ＭＢＳＦＮエリアＩＤ、各ＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨのスケジューリング、ＤＲ
Ｘ情報を受信する。
【０３７９】
　また実施の形態１１にてＢＣＣＨにマッピングされていた情報としては、ＭＣＣＨのス
ケジューリング、ｆ（ＭＢＭＳ）におけるシステム帯域幅、ｆ（ＭＢＭＳ）における送信
アンテナ数、ＳＦＮなどがある。実施の形態１２においては、ＭＣＣＨスケジューリング
はメインＰＭＣＨにマッピングする。またｆ（ＭＢＭＳ）におけるシステム帯域幅、ｆ（
ＭＢＭＳ）における送信アンテナ数は、ユニキャストセル、ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合
セルはＢＣＣＨにマッピングする。ここで、ＳＦＮをメインＰＭＣＨにマッピングするこ
とにより、ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤ（ＭＢＭＳ専用セル）からのＢＣＣＨ送信を削
減することが可能となる。これにより無線リソースの有効活用という効果を得ることが出
来る。更にＳＦＮを受信するためにメインＰＭＣＨとは別のチャネルであるＢＣＣＨを受
信する必要がなくなる。よって移動端末の制御負荷が軽減され、制御遅延の削減及び移動
端末の低消費電力化という効果を得ることが出来る。図１８のステップＳＴ１７２６以降
の処理は、実施の形態１１と同様であるため詳細な説明を省略する。図１９のステップＳ
Ｔ１７２９において、移動端末が各ＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨを受信・デコードするこ
とにより得るＭＢＭＳサービス用の制御情報には、ＭＢＭＳエリア情報、ＭＢＭＳ受信時
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間欠受信用パラメータなどがある。ＭＢＭＳエリア情報の具体例としては、各エリアのフ
レーム構成（ＭＢＳＦＮフレームクラスタ、ＭＢＳＦＮサブフレーム）、サービス内容、
ＭＴＣＨの変調情報などが考えられる。
【０３８０】
　また、実施の形態１１で説明した、図１８のステップＳＴ１７２３～ステップＳＴ１７
２５を用いても良い。その場合、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤからのＢＣＣＨにて実
施の形態１１のＭＣＣＨのスケジューリングの代わりに、メインＰＭＣＨのスケジューリ
ング情報を通知としてもよい。これにより、図６４のステップＳＴ２２０６のブラインド
検出が不要となる。これにより移動端末の処理負荷削減および低消費電力化という効果を
得ることができる。
【０３８１】
　次に本実施形態の変形例１を説明する。実施の形態１２において、ＭＢＳＦＮエリア毎
のサービス内容はＭＣＣＨ中のＭＢＭＳエリア情報中に含まれている。ここで、ＭＢＳＦ
Ｎエリア毎のサービス内容をメインＰＭＣＨにてＭＣＣＨのスケジューリングとともに通
知するようにしても良い。これにより、移動端末（ユーザ）は、メインＰＭＣＨをデコー
ドした段階で、各ＭＢＳＦＮエリアのサービス内容が把握可能となる。よって、ＭＣＣＨ
の受信・デコード前に所望のサービスが存在するか否かの判断が可能となり、所望のサー
ビスが行われていないＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨを受信・デコードする必要がなくなり
、制御遅延が削減出来るという効果を得ることができる。具体的には、図６４のステップ
ＳＴ２２０７にて移動端末は、各ＭＢＳＦＮエリアのサービス内容を受信する。これによ
り、移動端末は、各ＭＢＳＦＮエリアのサービス内容を把握することができる。その後、
移動端末は、図１９のステップＳＴ１７２９に先立って、ユーザ所望のサービスが行われ
ているＭＢＳＦＮエリアを検索する。所望のサービスが行われているＭＢＳＦＮエリアが
存在する場合には、該当のＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨを受信すべく、該当のＭＢＳＦＮ
エリアのＭＣＣＨスケジューリングに従ってステップＳＴ１７２９を実行する。一方、所
望のサービスが行われているＭＢＳＦＮエリアが存在しない場合は、図１９のステップＳ
Ｔ１７２９、ステップＳＴ１７３０、ステップＳＴ１７３３の処理を省略し、ステップＳ
Ｔ１７３４へ移行する。
【０３８２】
　更に、メインＰＭＣＨにて各ＭＣＣＨにマッピングされるＭＢＭＳエリア情報、ＭＢＭ
Ｓ受信時間欠受信用パラメータなどを合わせて通知するようにしても良い。これにより、
各ＭＢＳＦＮエリア毎のＭＣＣＨが不要となり無線リソースの効率化が図れる（図６６参
照）。よって、メインＰＭＣＨにて各ＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨのスケジューリングを
通知する必要がなくなり、更に無線リソースの効率化が図れる。また、移動端末が各ＭＢ
ＳＦＮエリア毎のＭＣＣＨを受信する必要がなくなるので、移動端末の負荷軽減及び低消
費電力化がはかれるという効果を得ることができる。
【０３８３】
　次に本実施形態の変形例２を説明する。実施の形態１２における、図６４のステップＳ
Ｔ２２０１～ステップＳＴ２２０７に変わって、変形例２では以下の処理を行う。本変形
例２にかかる移動体通信システムとしての処理の流れは、実施の形態１２で説明したもの
とほぼ同様である。説明においては、実施の形態１２と異なる部分を中心に説明する。変
形例２では、図６４のステップＳＴ２２０１～ステップＳＴ２２０７を図６７の通りに変
更する。ステップＳＴ１７２６～ステップＳＴ１７２８までの説明は、図１８、図１９の
ステップＳＴ１７２６～ステップＳＴ１７２８までの説明と同様であるために省略する。
図６７のステップＳＴ２５０１にて、移動端末は、ＭＢＭＳのサーチを行う。ステップＳ
Ｔ２５０１にて移動端末はタイミング同期を行う。各ＭＢＳＦＮエリア毎のＭＣＣＨの一
部に規定の情報をマッピングする。これにより、移動端末は各ＭＢＳＦＮエリアの規定の
情報をブラインド検出することによりタイミング同期を確立する。MBSFNエリア毎のMCCH
がマッピングされるＭＢＳＦＮサブフレームの一部の物理的な無線リソースに規定の情報
（またはシンボル、あるいはシーケンス)をマッピングする。これにより、移動端末は物
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理的な無線リソースを規定の情報（またはシンボル、あるいはシーケンス）でブラインド
検出することによりタイミング同期を確立することができる。また、MBSFNエリア毎のMCC
Hと時間的に隣接、あるいはある一定のオフセットを持って接する、物理的な無線リソー
スに規定の情報（またはシンボル、あるいはシーケンス)をマッピングする。これにより
、移動端末は物理的な無線リソースを規定の情報（またはシンボル、あるいはシーケンス
）でブラインド検出することによりタイミング同期を確立することができる。ブラインド
検出に用いる規定の情報には、各ＭＢＳＦＮエリア固有のスクランブリングコードはかけ
ないことにより、移動端末のブラインド検出が可能となる。よって、各ＭＢＳＦＮエリア
の多重方法は、時分割多重が本変形例２と親和性が高い（図６０参照）。実施の形態１１
においてはタイミング同期をＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおけるＰ－ＳＣＨ、Ｓ－
ＳＣＨにて行っていたが、本実施の形態１２ではＰ－ＳＣＨ、Ｓ－ＳＣＨを用いることな
く実現できる。よって本実施の形態１２のＭＢＭＳサーチ方法により、ＭＢＭＳ送信専用
の周波数レイヤ（ＭＢＭＳ専用基地局）におけるＰ－ＳＣＨ、Ｓ－ＳＣＨを削減すること
が可能となる。更には、実施の形態１２においてはタイミング同期をメインＰＭＣＨにて
行っていたが、本変形例２では各ＭＢＳＦＮエリア毎のＭＣＣＨにて行うことになる。こ
れにより、移動端末の現在の位置（ロケーション）にて受信可能なＭＢＳＦＮエリアのＭ
ＣＣＨによってのみタイミング同期を行うことになる。よって、ステップＳＴ１７３１に
おいてＭＢＭＳサービスを受信するのに満足な感度を満たしていないと判断されることが
実施の形態１１及び実施の形態１２と比較して少なくなる。これにより移動体通信システ
ムとしての制御遅延を削減できると言う効果を得ることができる。図６７のステップＳＴ
２５０２にて移動端末は、ステップＳＴ２５０１にて検出したＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣ
Ｈの受信・デコードを行う。移動端末はＭＣＣＨにマッピングされたＭＢＭＳサービス用
の制御情報を受信する。制御情報の具体例としては、ＭＢＭＳエリア情報、ＭＢＭＳ受信
時間欠受信用パラメータなどがある。ＭＢＭＳエリア情報として、各エリアのフレーム構
成（ＭＢＳＦＮフレームクラスタ、ＭＢＳＦＮサブフレーム、）サービス内容、ＭＴＣＨ
の変調情報などが考えられる。
【０３８４】
　図１９のステップＳＴ１７３０にて移動端末は、ＭＢＭＳエリア情報に含まれるサービ
ス内容を確認する。当該ＭＢＳＦＮエリアにてユーザ所望のサービスが行われている場合
は、ステップＳＴ１７３１へ移行する。ユーザ所望のサービスが行われていない場合は、
図６７のステップＳＴ２５０３へ移行する。ステップＳＴ１７３１にて移動端末は当該Ｍ
ＢＳＦＮエリアの無線リソースにてＲＳを受信し、受信電力を測定する（ＲＳＲＰ）。受
信電力が静的あるいは準静的に決められた、閾値以上であるか否か判断する。前記閾値は
、閾値以上であればＭＢＭＳサービスを受信するのに満足な感度であることを示し、閾値
未満であればＭＢＭＳサービスを受信するのに満足な感度を満たしていないことを示す。
閾値以上であればステップＳＴ１７３２へ移行し、閾値以下であればステップＳＴ２５０
３へ移行する。ステップＳＴ２５０３にて移動端末は、ステップＳＴ２５０１同様の方法
にてＭＢＭＳのサーチを行う。ステップＳＴ２５０４にて、移動端末は、ステップ１７３
０にて所望のサービスが行われていないＭＢＳＦＮエリア、あるいは、ステップＳＴ１７
３１にてＭＢＭＳサービスを受信するのに満足な感度を満たしていないと判断されたＭＢ
ＳＦＮエリア以外のＭＢＳＦＮエリアのタイミング同期がとれたか否か判断する。別のＭ
ＢＳＦＮエリアのタイミング同期がとれた場合は、ステップＳＴ２５０２へ移行する。別
のＭＢＳＦＮエリアのタイミング同期が取れない場合は、ステップＳＴ１７３４へ移行す
る。更に各ＭＣＣＨにてメインＰＭＣＨにマッピングされるＤＲＸ情報、ＳＦＮなどを合
わせて通知するようにしても良い。これにより、メインＰＭＣＨが不要となり無線リソー
スの効率化が図れる。
【０３８５】
実施の形態１３．
　本実施の形態１３においては、主にＤＲＸ情報にて実施の形態１１とは異なる移動体通
信システムについて開示する。本実施の形態１３にかかる移動体通信システムとしての処
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理の流れは、実施の形態１１の図１６、図１７とほぼ同様である。説明においては、実施
の形態１１と異なる部分を中心に説明する。実施の形態１１ではＭＢＳＦＮ同期エリア内
で一つのＤＲＸ期間を設けていたが（図６２参照）、本実施の形態１３ではＭＢＳＦＮエ
リア内で一つのＤＲＸ期間を設ける。本実施の形態１３におけるＤＲＸ期間としては、該
当のＭＢＳＦＮエリアからのＭＢＭＳサービス送信ＯＦＦの期間をいうこととする。具体
例について図６８及び図６９を用いてＤＲＸ情報について説明する。初めに図６８を用い
て説明する。図６８は、ＭＢＳＦＮエリア毎のＰＭＣＨ構成を示す説明図である。ＭＢＳ
ＦＮエリア１からのＭＢＭＳサービスを受信中の移動端末にとってのＤＲＸ期間はＤＲＸ
期間１、ＤＲＸ周期はＤＲＸ周期１となる。ＤＲＸ情報の具体的なパラメータ例について
説明する。具体的には、ＤＲＸ期間、ＤＲＸ周期、スターティングポイント値（ＤＲＸ）
が考えられる。ＤＲＸ期間１は「６」無線フレームとなる。またＤＲＸ周期１は「９」無
線フレームとなる。更にＤＲＸ期間が始まるスターティングポイント値（ＤＲＸ）の指定
にはＳＦＮを用いる。スターティングポイント値（ＤＲＸ）を求める具体的な計算式は下
記のとおりである。
　スターティングポイント値（ＤＲＸ）＝（ＤＲＸ期間が始まる先頭のＳＦＮ番号）ｍｏ
ｄ（ＤＲＸ周期）、スターティングポイント値１（ＤＲＸ）は、４ｍｏｄ９＝４　あるい
は　１３ｍｏｄ９＝４・・・となる。
　ＭＢＳＦＮエリア２からのＭＢＭＳサービスを受信中の移動端末にとってのＤＲＸ期間
はＤＲＸ期間２、ＤＲＸ周期はＤＲＸ周期２となる。ＤＲＸ期間２は「６」無線フレーム
となる。またＤＲＸ周期２は「９」無線フレームとなる。スターティングポイント値２（
ＤＲＸ）は、７ｍｏｄ９＝７　あるいは　１６ｍｏｄ９＝７・・・となる。ＭＢＳＦＮエ
リア３からのＭＢＭＳサービスを受信中の移動端末にとってのＤＲＸ情報も同様となる。
【０３８６】
　次に図６９を用いて説明する。ＭＢＳＦＮエリア１からのＭＢＭＳサービスを受信中の
移動端末にとってのＤＲＸ期間はＤＲＸ期間１、ＤＲＸ周期はＤＲＸ周期１となる。ＤＲ
Ｘ期間１は「４」無線フレームとなる。またＤＲＸ周期１は「１６」無線フレームとなる
。スターティングポイント値１（ＤＲＸ）は、１ｍｏｄ１６＝１　あるいは　１７ｍｏｄ
１６＝１・・・となる。ＭＢＳＦＮエリア２、ＭＢＳＦＮエリア３からのＭＢＭＳサービ
スを受信中の移動端末にとってのＤＲＸ情報も同様となる。ＭＢＳＦＮエリア４からのＭ
ＢＭＳサービスを受信中の移動端末にとってのＤＲＸ期間はＤＲＸ期間４、ＤＲＸ周期は
ＤＲＸ周期４となる。ＤＲＸ期間４は「１２」無線フレームとなる。またＤＲＸ周期４は
「１６」無線フレームとなる。スターティングポイント値４（ＤＲＸ）は、５ｍｏｄ１６
＝５　あるいは　２１ｍｏｄ１６＝５・・・となる。実施の形態１２で説明したメインＰ
ＭＣＨがあるときは、それぞれのＭＢＳＦＮエリアのＭＢＭＳサービスを受信中の移動端
末であってもメインＰＭＣＨを受信する必要があるために、それぞれのＭＢＳＦＮエリア
毎のＤＲＸ期間からメインＰＭＣＨの送信期間は除く。
【０３８７】
　移動端末は、ＭＢＳＦＮエリア毎に設けられたＤＲＸ期間を用いてユニキャスト／ミク
スド周波数レイヤのメジャメントを行うことが可能となる。これにより、本発明の課題で
ある、上りリンクが存在しないＭＢＭＳ専用基地局で構成されたＭＢＭＳ送信専用の周波
数レイヤにてＭＢＭＳサービスを受信中であってもユニキャスト／ミクスド周波数レイヤ
経由における移動端末のモビリティ管理が可能となる効果を得ることが出来る。
【０３８８】
　更にＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤのＤＲＸ周期及びＤＲＸ期間の情報をいずれかの
経路を通じてユニキャスト／ミクスドレイヤ側の制御装置（基地局、ＭＭＥ、ＰＤＮＧＷ
など）に通知せずに、ＭＢＭＳサービスの受信を中断することなく、ネットワーク側から
通知されたユニキャスト／ミクスド周波数レイヤのメジャメント周期を満足することが可
能とするためは本発明では実施の形態１１同様、以下の方法を開示する。
【０３８９】
　ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおけるＤＲＸ期間にユニキャスト／ミクスド周波数
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レイヤでのメジャメント周期が１回以上含まれるようにする。これにより、ユニキャスト
セル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルにて移動端末にどのメジャメント周期が通知（設
定）されたとしても、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいてＤＲＸ周期にて設けられ
たＤＲＸ期間にて、ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤのメジャメントを行えば、ネッ
トワーク側から通知されたメジャメント周期を満足することが可能となる。この方法を採
用することにより、ＭＢＭＳ送信専用セルの制御装置（基地局、MCE、MBMSゲートウェイ
、eBNSCなど）から、ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルの制御装置に
対して、ＭＢＭＳ送信専用セルのＤＲＸ周期やＤＲＸ期間を通知する必要がなくなる。よ
って、移動体通信システムの複雑化を防ぐ、つまり無線インタフェース上あるいはネット
ワーク内の追加のシグナリングを回避しつつ、ＭＢＳＦＮ送信専用周波数レイヤにてＭＢ
ＭＳサービス受信中の移動端末がＭＢＭＳサービスの受信を中断することなく、ユニキャ
ストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャストミクスドセルが当該移動端末に通知（設定）した、メ
ジャメント周期にてメジャメントを実行することが出来るという効果を得ることになる。
ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおけるＤＲＸ周期をユニキャスト／ミクスド周波数レ
イヤでとり得るメジャメント周期の最小値あるいは最小値の約数とする。ＭＢＭＳ送信専
用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービスを受信中の移動端末に対して設定可能なメジャメ
ント周期がユニキャスト／ミクスド周波数レイヤで取り得るメジャメント周期と異なる場
合は、ＤＲＸ周期は、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービスを受信中の
移動端末に対して設定可能なメジャメント周期、あるいは前記メジャメント周期の最小値
、あるいは前記メジャメント周期の最小値の約数とする。これにより本発明の課題を解決
することが出来る。
【０３９０】
　図１９のステップＳＴ１７２９にて移動端末は、ＤＲＸ情報を受信する。各ＭＢＳＦＮ
エリア毎にＤＲＸ情報が異なるために、各ＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨにＤＲＸ情報をマ
ッピングすることは移動端末が不要な情報（他のＭＢＳＦＮエリアのＤＲＸ情報）を受信
することを防ぐことができる。これにより、移動端末の処理負荷の軽減、低消費電力化と
いう効果を得ることが出来る。ただし、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおけるＢＣＣ
Ｈ、あるいはメインＰＭＣＨにＤＲＸ情報をマッピングしても実施の形態１３同様の効果
を得ることが出来る。
【０３９１】
　実施の形態１３の移動体通信システムは、実施の形態１１で開示した移動体通信システ
ムと比較し以下の効果を得ることが出来る。実施の形態１１においてはＭＢＳＦＮ同期エ
リア内で一つのＤＲＸ期間を設ける（図６２参照）。実施の形態１１の方法でのＤＲＸ期
間とは、ＭＢＳＦＮ同期エリア内で全ＭＢＳＦＮエリアのＭＢＭＳサービス送信ＯＦＦと
なる。一方、実施の形態１３では、ＭＢＳＦＮエリア毎にＤＲＸ期間を設けている、つま
りあるＭＢＳＦＮエリア１について見ればＤＲＸ期間１はＭＢＭＳサービスＯＦＦである
が、別のＭＢＳＦＮエリア２についてみればＤＲＸ期間１はＭＢＭＳサービスを行ってい
ても良い。つまり、ＭＢＳＦＮ同期エリア内で全ＭＢＳＦＮエリアのＭＢＭＳサービスを
オフにする必要がない。よって実施の形態１３は、実施の形態１１と比較して無線リソー
スの有効活用がはかれるという効果を得ることができる。
【０３９２】
　次に、本実施形態の変形例１を説明する。実施の形態１１において移動端末は、ＭＢＳ
ＦＮ同期エリア内で一つのＤＲＸ期間を設けることから、何の制御を付加することなくＭ
ＢＳＦＮ同期エリア内のＭＢＳＦＮエリアからのＭＢＭＳデータを同時に受信可能となる
。言い換えれば、各ＭＢＳＦＮエリアからのＭＢＭＳサービスを同時に受信する場合、Ｍ
ＢＳＦＮエリアの組み合わせ方法は、移動端末（ユーザ）が自由に選択できる。しかし実
施の形態１３において、移動端末はＭＢＳＦＮエリアを同時に受信不可能である。具体例
を図７０を用いて説明する。ＭＢＳＦＮエリア１からのＭＢＭＳサービスを受信中の移動
端末にとってのＤＲＸ期間はＤＲＸ期間１、ＤＲＸ周期はＤＲＸ周期１となる。ＤＲＸ期
間１は「６」無線フレームとなる。またＤＲＸ周期１は「９」無線フレームとなる。ＤＲ
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Ｘ期間が始まるスターティングポイント値１（ＤＲＸ）＝「４」となる。移動端末が実施
の形態１１のようにＤＲＸ期間１を用いてユニキャスト／ミクスド周波数レイヤのメジャ
メントを実施する場合、ＤＲＸ期間１と時間的に重複して基地局より送信されているＭＢ
ＳＦＮエリア２およびＭＢＳＦＮエリア３からのＭＢＭＳサービスは受信不可能である。
同様にＭＢＳＦＮエリア２からのＭＢＭＳサービスを受信中の移動端末にとって、実施の
形態１３の方法によりユニキャスト／ミクスド周波数レイヤのメジャメントを実施する場
合、ＭＢＳＦＮエリア１およびＭＢＳＦＮエリア３からのＭＢＭＳサービスは受信不可能
である。ＭＢＳＦＮエリア３についても同様である。
【０３９３】
　ＭＢＳＦＮエリア内で一つのＤＲＸ期間を設けた場合に、各ＭＢＳＦＮエリアからのＭ
ＢＭＳサービスを同時に受信することが出来ないという課題について以下の解決策を開示
する。ネットワーク側から移動端末に対して、同時に受信可能なＭＢＳＦＮエリアを通知
する。更に同時に受信可能なＭＢＳＦＮエリア毎のＤＲＸ情報を通知する。ＤＲＸ情報の
具体例について図７０を用いて説明する。移動端末がＭＢＳＦＮエリア１とＭＢＳＦＮエ
リア２からのＭＢＭＳサービスを受信する場合のＤＲＸ期間は、ＤＲＸ期間（１＋２）＝
［３］となる。またその際のＤＲＸ周期は、ＤＲＸ周期（１＋２）＝［９］となる。更に
ＤＲＸ期間が始まるスターティングポイント値（１＋２）（ＤＲＸ）は、７ｍｏｄ９＝７
　あるいは　１６ｍｏｄ９＝７となり、スターティングポイント値１＋２（ＤＲＸ）＝［
７］となる。移動端末がＭＢＳＦＮエリア１とＭＢＳＦＮエリア３からのＭＢＭＳサービ
スを受信する場合のＤＲＸ期間は、ＤＲＸ期間（１＋３）＝［３］となる。またその際の
ＤＲＸ周期は、ＤＲＸ周期（１＋３）＝［９］となる。更にＤＲＸ期間が始まるスターテ
ィングポイント値（１＋３）（ＤＲＸ）は、４ｍｏｄ９＝４　あるいは　１３ｍｏｄ９＝
４となり、スターティングポイント値（１＋３）（ＤＲＸ）＝［４］となる。
【０３９４】
　図１９のステップＳＴ１７２９にて移動端末は、ＤＲＸ情報を受信する。図７１にステ
ップＳＴ１７２９にて移動端末が受信するＤＲＸ情報についての具体例についてまとめる
。図７１［ａ］は、ＭＢＳＦＮエリア１のＭＣＣＨにマッピングされるＤＲＸ情報の具体
例である。図７１［ｂ］は、ＭＢＳＦＮエリア２のＭＣＣＨにマッピングされるＤＲＸ情
報の具体例である。図７１［ｃ］は、ＭＢＳＦＮエリア３のＭＣＣＨにマッピングされる
ＤＲＸ情報の具体例である。ここで、ＤＲＸ期間、ＤＲＸ周期をサブフレーム単位で記し
ているがサブフレーム単位以外であっても良い。またスターティングポイント値（ＤＲＸ
）をＳＦＮ番号で記しているが別の指定方法であってもよい。
【０３９５】
　更にＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤのＤＲＸ周期及びＤＲＸ期間の情報をいずれかの
経路を通じてユニキャスト／ミクスドレイヤ側の制御装置（基地局、ＭＭＥ、ＰＤＮＧＷ
など）に通知せずに、ＭＢＭＳサービスの受信を中断することなく、ネットワーク側から
通知されたユニキャスト／ミクスド周波数レイヤのメジャメント周期を満足することが可
能とするために本発明では実施の形態１１、実施の形態１３同様以下の方法を開示する。
ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおけるＤＲＸ期間にユニキャスト／ミクスド周波数レ
イヤでのメジャメント周期が１回以上含まれるようにする。また、ＭＢＭＳ送信専用の周
波数レイヤにおけるＤＲＸ周期をユニキャスト／ミクスド周波数レイヤでとり得るメジャ
メント周期の最小値あるいは最小値の約数とする。ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにて
ＭＢＭＳサービスを受信中の移動端末に対して設定可能なメジャメント周期がユニキャス
ト／ミクスド周波数レイヤで取り得るメジャメント周期と異なる場合は、ＤＲＸ周期は、
ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービスを受信中の移動端末に対して設定
可能なメジャメント周期、あるいは前記メジャメント周期の最小値、あるいは前記メジャ
メント周期の最小値の約数とする。これにより本発明の課題を解決することが出来る。
【０３９６】
　ネットワーク側から移動端末に対して、同時に受信可能なＭＢＳＦＮエリアの情報を通
知することから各ＭＢＳＦＮエリアからのＭＢＭＳサービスを同時に受信することが可能
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となる。同時に受信可能なＭＢＳＦＮエリアの情報とあわせて、その際のＤＲＸ情報を通
知することで、本発明の課題を解決することができるという効果を得ることができる。
【０３９７】
　本変形例１では同時に受信可能なＭＢＳＦＮエリアの情報、及びその際のＤＲＸ情報を
ＭＢＳＦＮエリア毎のＭＣＣＨにマッピングする方法を開示した。各ＭＢＳＦＮエリアの
ＭＣＣＨにマッピングされる同時に受信可能なＭＢＳＦＮエリアの情報及びその際のＤＲ
Ｘ情報をＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤのＢＣＣＨにマッピングしても変形例１と同様
の効果を得ることが出来る。また、メインＰＭＣＨにマッピングしても変形例１と同様の
効果を得ることが出来る。
【０３９８】
変形例２
　ＭＢＳＦＮエリア内で一つのＤＲＸ期間を設けた場合に、各ＭＢＳＦＮエリアからのＭ
ＢＭＳサービスを同時に受信することが出来ないという課題について以下の変形例１とは
別の解決策を開示する。ネットワーク側から各ＭＢＳＦＮエリアのＤＲＸ情報を通知し、
移動端末が同時に受信を希望するＭＢＳＦＮエリアにおけるＤＲＸ情報を計算する。ステ
ップＳＴ１７２９にて移動端末は、ＤＲＸ情報を受信する。図７２は図７０の場合の変形
例２におけるネットワーク側から移動端末へ通知される各ＭＢＳＦＮエリアのＭＣＣＨに
マッピングされるＤＲＸ情報の具体例である。ＤＲＸ情報の具体例としては、ＭＢＳＦＮ
エリア毎のＭＢＳＦＮエリア番号（ＩＤ）、サービス内容、ＭＢＳＦＮフレームクラスタ
、ＭＢＳＦＮフレームクラスタ　繰り返し周期、ＭＢＳＦＮフレームクラスタのスターテ
ィングポイントを通知する。これにより、移動端末においてＤＲＸ情報を計算可能となる
効果を得ることが出来る。ここで、ＤＲＸ情報に加えて各ＭＢＳＦＮエリアのサービス内
容を通知してもよい。これにより、移動端末は１つのＭＢＳＦＮエリアからのＭＣＣＨを
受信・デコードすることでユーザ所望の同時に受信するＭＢＳＦＮエリアを選択すること
が可能になるという効果を得ることができる。
【０３９９】
　ステップＳＴ１７３０にて移動端末は、ユーザ所望の同時に受信するＭＢＳＦＮエリア
におけるＤＲＸ情報を計算する。具体例について図７２を用いて説明する。例えばユーザ
が「天気予報」と「ニュース」の同時受信を希望した場合、移動端末はＭＢＳＦＮエリア
１とＭＢＳＦＮエリア２の同時受信におけるＤＲＸ情報を計算する。ＤＲＸ期間について
説明する。ＭＢＳＦＮエリア１とＭＢＳＦＮエリア２を受信するためには、ＭＢＳＦＮエ
リア１とＭＢＳＦＮエリア２の送信が行われていない期間がＤＲＸ期間（１＋２）となる
。図７０および図７２よりＤＲＸ期間（１＋２）＝３となるＤＲＸ周期について説明する
。ＭＢＳＦＮエリア１とＭＢＳＦＮエリア２を受信するためには、ＭＢＳＦＮエリア１と
ＭＢＳＦＮエリア２の送信が行われていない期間の周期がＤＲＸ周期（１＋２）となる。
ＤＲＸ周期（１＋２）＝ＭＢＳＦＮフレームクラスタ　繰り返し周期３＝９となる。ＤＲ
Ｘのスターティングポイントについて説明する。ＭＢＳＦＮエリア１とＭＢＳＦＮエリア
２を受信するためには、ＭＢＳＦＮエリア１とＭＢＳＦＮエリア２の送信が行われていな
い期間のスターティングポイン値がスターティングポイント（１＋２）（ＤＲＸ）となる
。スターティングポイント（１＋２）（ＤＲＸ）＝７となる。
【０４００】
　更にＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤのＤＲＸ周期及びＤＲＸ期間の情報をいずれかの
経路を通じてユニキャスト／ミクスドレイヤ側の制御装置（基地局、ＭＭＥ、ＰＤＮＧＷ
など）に通知せずに、ＭＢＭＳサービスの受信を中断することなく、ネットワーク側から
通知されたユニキャスト／ミクスド周波数レイヤのメジャメント周期を満足することが可
能とするために以下の方法を開示する。移動端末は、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤに
おけるＤＲＸ期間にユニキャスト／ミクスド周波数レイヤでのメジャメント周期が１回以
上含まれるようなＭＢＳＦＮエリアの多重を選択する。また、移動端末は、ＭＢＭＳ送信
専用の周波数レイヤにおけるＤＲＸ周期をユニキャスト／ミクスド周波数レイヤでとり得
るメジャメント周期の最小値あるいは最小値の約数となるようなＭＢＳＦＮエリアの多重
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を選択する。言い換えれば、移動端末はＤＲＸ情報を計算し、ＤＲＸ周期が前記の条件を
満たさないようなＭＢＳＦＮエリアの組合せを選択しない。ＭＢＭＳ送信専用の周波数レ
イヤにてＭＢＭＳサービスを受信中の移動端末に対して設定可能なメジャメント周期がユ
ニキャスト／ミクスド周波数レイヤで取り得るメジャメント周期と異なる場合は、ＤＲＸ
周期は、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービスを受信中の移動端末に対
して設定可能なメジャメント周期、あるいは前記メジャメント周期の最小値、あるいは前
記メジャメント周期の最小値の約数とする。これにより課題を解決することが出来る。
【０４０１】
　本変形例２にて、変形例１と同様の効果を得ることができる。さらには、ＭＢＳＦＮエ
リアの数をおおく、ＭＢＳＦＮエリアの組み合わせ数が多くなった場合には、変形例１と
比較して変形例２ではネットワーク側から移動端末に対して通知する、ＤＲＸ情報量が少
なくて済む。これにより無線リソースの有効活用という効果を得ることが出来る。
【０４０２】
　本変形例２では同時に受信可能なＭＢＳＦＮエリアの情報、及びその際のＤＲＸ情報を
ＭＢＳＦＮエリア毎のＭＣＣＨにマッピングする方法を開示した。各ＭＢＳＦＮエリアの
ＭＣＣＨにマッピングされる同時に受信可能なＭＢＳＦＮエリアの情報及びその際のＤＲ
Ｘ情報をＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤのＢＣＣＨにマッピングしても変形例２と同様
の効果を得ることが出来る。また、メインＰＭＣＨにマッピングしても変形例２と同様の
効果を得ることが出来る。
【０４０３】
　本実施の形態１３およびその変形例は、実施の形態１１およびその変形例、実施の形態
１２およびその変形例について適用可能である。
【０４０４】
実施の形態１４．
　発明が解決しようとする課題について図７３を用いて説明する。図７３において、Ａは
Ｌ１／Ｌ２シグナリングチャネル、Ｂはユニキャスト送信用リソースである。非特許文献
２のとおり、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルにおけるＭＢＳＦＮサブフレームの割り当
てについて検討されている。非特許文献１のとおり、サブフレーム単位にてＭＢＳＦＮ（
Multimedia Broadcast multicast service Single Frequency Network）用とＭＢＳＦＮ
以外のチャネルの多重が行われる。以降、ＭＢＳＦＮ送信用のサブフレームをＭＢＳＦＮ
サブフレーム（MBSFN sub-frame）と称する。また、現在の３ＧＰＰにおいて、混合セル
においては、ＭＢＳＦＮフレーム（サブフレーム）において、サブフレーム単位において
先頭の１～２ＯＦＤＭシンボル以外は、ユニキャスト送信用に用いてはいけないことが決
定されている。つまり先頭の１～２ＯＦＤＭシンボル以外は、ＭＢＭＳ送信専用のリソー
スとなる。図７３ではＰＭＣＨと表記している。一方、非特許文献１において、ＰＣＨが
ＰＤＳＣＨあるいは、ＰＤＣＣＨにマッピングされることが開示されている。また非特許
文献１において、ページンググループは、Ｌ１／Ｌ２シグナリングチャネル（PDCCH）を
用いること、及び移動端末の明確な識別子（UE-ID）はＰＣＨ上で見つけることが出来る
ことが開示されている。よって、ＰＣＨは、Ｌ１／Ｌ２シグナリングチャネルを用いるた
め、ＭＢＳＦＮフレームであってもマッピングすることができる。一方、ＭＢＳＦＮフレ
ームにおいては、ＰＣＨにて次の制御情報の下り無線リソースの割当をする場合、同じサ
ブフレーム上の下り無線リソースはＭＢＭＳ送信専用となるため、同じサブフレーム内に
制御情報の割当をすることは出来ないという課題が発生する。
【０４０５】
　非特許文献３に移動端末へのページング信号送信について以下の記載がある。ページン
ググループに属するいずれかの移動端末宛のページング信号が発生したことを伝えるＰＩ
ＣＨ（Paging Indicator channel）は、Ｌ１／Ｌ２シグナリングチャネルを用いて送信さ
れる。ページング信号が自分宛てのものであるか否かを判断するために移動端末は、ペー
ジング信号をデコードする。ＰＣＨはページング信号を１つ以上持つことが可能である。
PICHはL1/L2シグナリングチャネルを用いて送信される、つまりサブフレーム単位におい



(132) JP 5855289 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

て先頭の１～３ＯＦＤＭシンボルに位置づけられる。一方ＰＣＨは、ＰＩＣＨと同じサブ
フレームにあるＰＤＳＣＨにマッピングされる。非特許文献３のページング信号送信手順
においても本発明の解決しようとする課題は発生する。つまりＭＢＭＳ／ユニキャスト混
合セルにおいて、ＭＢＳＦＮサブフレームが構成されている場合、ＭＢＳＦＮサブフレー
ムの先頭の１～２ＯＦＤＭシンボルにてＰＩＣＨを送信したとしても、ＰＩＣＨと同じサ
ブフレームはＭＢＭＳ送信専用のリソースである。そのため、ページング信号が自分宛て
のものであるか否かを判断するためのページング信号をマッピングするＰＣＨを送信する
ことは出来ない。
【０４０６】
　非特許文献４にページングがおこる時（ページングアケージョン（ページングオケージ
ョン）：Paging occasion）を求める式について以下の記載がある。ページングアケージ
ョンを求めるためには、ページングインターバル（本発明における混合周波数レイヤにお
ける間欠受信周期にあたる）とページングインターバル中でのページングアケージョンの
数の２つのパラメータが必要であり、他に必要なパラメータはないと記載されている。更
にページングアケージョンが発生する無線フレーム中のサブフレームは、固定値とすると
記載されている。しかし非特許文献４にはページング信号がマッピングされるページング
アケージョンの無線フレーム中のサブフレームについての決定方法についての記載はない
。また、非特許文献４にはページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとMB
SFNサブフレームとの関係についての記載はない。
【０４０７】
　ＭＢＳＦＮサブフレームの先頭の1～２ＯＦＤＭシンボル以外はＭＢＭＳ送信専用のリ
ソースとなる。ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームがＭＢＳＦＮサ
ブフレームの割当と重なった場合、先頭の１～２ＯＦＤＭシンボル以外は、ＭＢＭＳ送信
専用のリソースとなりページング処理に用いることはできない。従来のページング処理方
法ではＭＢＳＦＮサブフレームについて全く考慮していないため、ＭＢＭＳ／ユニキャス
ト混合セルでのページング処理に適用することは不可能となる問題が生じる。この問題を
解決するため、本実施の形態１４では、ＭＢＳＦＮサブフレームを考慮した、ページング
アケージョンの無線フレームの決定方法について開示する。
【０４０８】
　ＭＢＳＦＮサブフレームの先頭の1～２ＯＦＤＭシンボル以外はＭＢＭＳ送信専用のリ
ソースとなる。ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームがＭＢＳＦＮサ
ブフレームの割当と重なった場合、先頭の１～２ＯＦＤＭシンボル以外は、ＭＢＭＳ送信
専用のリソースとなりページング処理に用いることはできない。従来のページング処理方
法ではＭＢＳＦＮサブフレームについて全く考慮していないため、ＭＢＭＳ／ユニキャス
ト混合セルでのページング処理に適用することは不可能となる問題が生じる。この問題を
解決するため、本実施の形態１４では、ＭＢＳＦＮサブフレームを考慮した、ページング
アケージョンの無線フレームの決定方法について開示する。
【０４０９】
　ＭＢＳＦＮサブフレームの構成は、図３に示したように、ＭＢＳＦＮフレーム（MBSFN 
frame）毎にＭＢＳＦＮサブフレームを割り当てる。ＭＢＳＦＮフレームの集合の繰り返
し周期（Repetition Period）を設け、該繰返し周期内で、ＭＢＳＦＮフレームの集合（M
BSFN frame Cluster）をスケジュールする。各ＭＢＳＦＮフレームに割当てられるＭＢＳ
ＦＮサブフレームは同じであっても良いし異なっていても良い。ＭＢＳＦＮフレームの集
合によって、繰り返し周期（Repetition Period）内のＭＢＳＦＮサブフレームの割り当
てパターンが決定される。該ＭＢＳＦＮサブフレームの割当てパターンは該繰返し周期毎
に繰り返される。図では、ＭＢＳＦＮフレーム内のＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てパ
ターンを同一にしているが、こうすることによって、ＭＢＳＦＮサブフレームのサブフレ
ーム番号を表すのに必要なbit数が、同一でない場合に比べてすくなくすることができる
。また、図ではＭＢＳＦＮフレームを連続としているが、特に連続である必要はない。連
続の場合、ＭＢＳＦＮフレームのフレーム番号を表すのに必要なビット数が、連続でない
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場合に比べて少なくすることができる。
【０４１０】
　ＭＢＳＦＮフレームの集合の繰返し周期、ＭＢＳＦＮフレームやＭＢＳＦＮサブフレー
ムの該繰返し周期内の割当てパターンは、ロジカルチャネルである報知制御チャネル（BC
CH）にマッピングされ、さらにトランスポートチャネルである報知チャネル（BCH）、物
理チャネルである物理報知チャネル（PBCH）にマッピングされて移動端末に通知される。
また、自セル情報は、ロジカルチャネルである報知制御チャネル（BCCH）にマッピングさ
れ、さらにトランスポートチャネルである下り共有チャネル（DL-SCH）、物理チャネルで
ある物理下り共有チャネル（PDSCH）にマッピングされて移動端末に通知される。一方、
ページングアケージョンの無線フレームの決定方法として以下の算出式が考えられる。
「ページング発生無線フレーム」（Paging Occasion）=移動端末の識別子（IMSIなど）ｍ
ｏｄ　Ｘ　＋ｎ×（間欠受信周期）、ｎ：０、１、２・・・ただし、Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｃ
ｃａｓｉｏｎ≦ＳＦＮの最大値。ＳＦＮは０からＳＦＮの最大値までの整数。Ｘは間欠受
信周期内でページングが発生する無線フレームの数で、Ｘ≦間欠受信周期(無線フレーム
数)である。なお、Ｘの値（Ｘでの剰余値）と、無線フレームナンバ（SFN）を関係付けて
おく。
【０４１１】
　上記の式からわかるように、間欠受信周期内で、ページング発生無線フレーム数Ｘに関
係付けられた無線フレームにおいて、ページングアケージョンが発生することになる。い
いかえると、ページングアケージョンの発生は、該Ｘに関係付けられた無線フレームのパ
ターンで、間欠周期毎に繰り返されることになる。ページングアケージョンを導出するた
めに必要なパラメータ、移動端末の識別子、間欠受信周期、Ｘ等は、ロジカルチャネルで
ある報知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、さらにトランスポートチャネルである
報知チャネル（BCH）、物理チャネルである物理報知チャネル（PBCH）にマッピングされ
て移動端末に通知される。また、自セル情報は、ロジカルチャネルである報知制御チャネ
ル（BCCH）にマッピングされ、さらにトランスポートチャネルである下り共有チャネル（
DL-SCH）、物理チャネルである物理下り共有チャネル（PDSCH）にマッピングされて移動
端末に通知される。
【０４１２】
　前述したように、ＭＢＳＦＮサブフレームの先頭の1～２OFDMシンボル以外はMBMS送信
専用のリソースとなるため、ＭＢＳＦＮサブフレームをページング処理に用いることはで
きない。従って、従来のページング処理方法ではＭＢＳＦＮサブフレームについて全く考
慮していないため、ＭＢＭＳ/ユニキャスト混合セルでのページング処理に適用すること
は不可能となる問題が生じる。この問題を解決するため、ここでは、ＭＢＳＦＮフレーム
とページングアケージョンが発生するフレームが常に同一の無線フレームとなるのを避け
る方法を開示する。具体的には、ＭＢＳＦＮフレームの集合の繰り返し周期（Repetition
 Period）と、間欠受信周期を異にする。特に、ＭＢＳＦＮフレームの集合の繰返し周期
と間欠受信周期を同じにしない、あるいは、倍数関係にしないようにする。
【０４１３】
　一例を下記に示す。従来、間欠受信周期として、２a×無線フレーム（単位は、数ある
いは時間）、aは正の整数、が用いられる。aの値は、基地局またはネットワークによって
決定され移動端末にサービングセルを通して通知される。
この場合、ＭＢＳＦＮフレームの集合の繰り返し周期（Repetition Period）を以下の導
出式にする。
２b×無線フレーム（単位は、数あるいは時間）、ｂは正の整数。
ただし、ａ≠ｂ。
こうすることで、各周期が同じになることは無く、もし、最初に割当てられる初期無線フ
レーム番号（オフセット値）が同じ場合にも、常に同一の無線フレームでＭＢＳＦＮフレ
ームとページングアケージョンの発生が生じることを避けることができる。
これにより、ＭＢＳＦＮサブフレームの存在するＭＢＭＳ/ユニキャスト混合セルでのペ
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ージング処理を可能にすることができる。上記例では、ＭＢＳＦＮフレームとページング
アケージョンの発生が、常に同一の無線フレームで生じることを避けることができる。し
かし、両周期の導出式を、２m×無線フレーム（ｍ＝ａ、ｂ）としているため、各周期が
倍数関係になってしまい、何回かに一度同一の無線フレームで、ＭＢＳＦＮフレームとペ
ージングアケージョンの発生が生じることになってしまう。
【０４１４】
　これを避けるため、他の例として、各周期の導出式を以下のようにしても良い。
Sm×無線フレーム（単位は、数あるいは時間）、Sは素数、ｍは正の整数。
ＭＢＳＦＮフレームの集合の繰り返し周期と間欠受信周期とで、異なるＳの値を用いるよ
うにする。Ｓは素数なので、各周期に異なるＳの値を用いることによって、ＭＢＳＦＮフ
レームとページングアケージョンの発生が、同一の無線フレームで生じることを避けるこ
とができる。従って、ＭＢＳＦＮフレームとページングアケージョンが発生するフレーム
が同一となる頻度をさらに低くすることが可能となる。
【０４１５】
　もし、同一の無線フレームでＭＢＳＦＮフレームとページングアケージョンの発生が生
じた場合は、基地局あるいはネットワークは、その無線フレームはＭＢＳＦＮフレームを
ページングアケージョンより優先し、ＭＢＭＳ用の情報の通信を優先して送信するように
する。この優先順位をあらかじめ決めておくことで、移動端末においても、同時に発生す
る無線フレームにおいてどちらの情報が送信されるかがわかることになり、受信、デコー
ドすることが可能となる。優先順位はＭＢＳＦＮフレームとページングアケージョンのど
ちらが高くても良い。ＭＢＳＦＮフレームの優先順位を高くする場合は、ＭＢＭＳデータ
の欠落、遅延無しにＭＢＭＳサービスを受信することが可能となる。ページングアケージ
ョンの優先順位を高くする場合は、移動端末への着信処理に有する時間が短縮可能となり
、着信時の遅延時間を低減させることが可能となる。
【０４１６】
　これらの例における各周期の導出式は静的に決められておくと良い。導出式をあらかじ
め２種類以上用意しておき、どれを選ぶかを決めておいても良い。また、どの導出式を選
ぶかをパラメータとしても良い。導出式に用いられるパラメータは、静的に決められても
良いし、準静的、あるいは動的に決められても良い。準静的、あるいは動的に決められる
場合、各パラメータは、基地局またはネットワークによって決定され、ＢＣＣＨやＭＣＣ
Ｈ、あるいはＬ１／Ｌ２シグナリングによって移動端末にサービングセルを通して通知さ
れる。どの導出式を用いるかのパラメータについては、導出式をあらかじめ２種類として
おくことで、該パラメータを1bitで通知することができ、最小の情報量で基地局あるいは
ネットワークから移動端末へ通知することができ、無線リソースの使用効率が増大する。
【０４１７】
　図７４に、ＭＢＳＦＮサブフレームの割当て情報の通知およびページング信号がマッピ
ングされるページングアケージョンの導出を行う場合のシーケンス図の具体例を示す。ス
テップＳＴ4001にてサービングセルは、自セルのシステム情報を傘下の移動端末へ通知す
る。通知されるシステム情報の具体例としては、メジャメント周期、トラッキングエリア
情報（TA情報）、間欠受信周期がある。自セルのシステム情報には、間欠受信用パラメー
タを含むものとする。間欠受信周期は、上記に開示したページングアケージョン発生無線
フレームの決定方法によって、該間欠受信用パラメータを用いて導出される。間欠受信用
パラメータの具体例としては、間欠受信周期導出用のパラメータである、a、ｍ、S、どの
導出式を用いるかの情報などや、間欠受信周期中のページングアケージョンの数（Ｘ）（
あるいは、ページンググループ数）、Ｘの値（Ｘでの剰余値）と無線フレームナンバ（SF
N）の関係などがある。間欠受信周期の表し方の具体例としては無線フレーム数などがあ
る。ステップＳＴ4002にて移動端末は、サービングセルから自セルのシステム情報を受信
する。ステップＳＴ4501にてサービングセルは、MBSFNサブフレームの割り当て情報を送
信する。ＭＢＳＦＮサブフレームの割当てに関する現在の３ＧＰＰでは、以下のようなこ
とが議論されている。ＭＢＳＦＮサブフレーム中のレファレンスシグナルとＭＢＳＦＮサ
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ブフレームではないサブフレームのレファレンスシグナルの無線リソースとしてのマッピ
ング位置が異なる。よってより正確なレファレンスシグナルを用いた測定を行うためには
、ＭＢＭＳサービスを受信する能力のない移動端末であってもサービングセルのMBSFNサ
ブフレームの割り当て情報を把握する必要があるという議論がされている（非特許文献２
）。ＭＢＳＦＮサブフレームの割り当て情報の具体例としては、ＭＢＳＦＮフレームの集
合の繰り返し周期導出用パラメータ、該周期内のＭＢＳＦＮサブフレーム割当てパターン
が考えられる。ＭＢＳＦＮフレームの集合の繰り返し周期は、上記に開示したＭＢＳＦＮ
フレームの集合の繰り返し周期決定方法によって、該ＭＢＳＦＮフレームの集合の繰り返
し周期導出用パラメータを用いて導出される。ＭＢＳＦＮフレームの集合の繰り返し周期
導出用パラメータの具体例としては、該繰返し周期導出用のパラメータである、ｂ、ｍ、
S、どの導出式を用いるかの情報などがある。該周期内のＭＢＳＦＮサブフレーム割当て
パターンの具体例としては、該繰返し周期内のＭＢＳＦＮフレームナンバ、または／かつ
ＭＢＳＦＮサブフレームナンバがある。ステップＳＴ4502にて移動端末は、サービングセ
ルからＭＢＳＦＮサブフレームの割り当て情報を受信する。ステップＳＴ4503にて移動端
末は、ページングアケージョンを求める。ステップＳＴ4503、4504にて移動端末とサービ
ングセルは、移動体通信システムとして同じ方法を用いてページングアケージョンの無線
フレームを求める。ステップＳＴ4505にて移動端末は、ページングアケージョンの無線フ
レーム中のサブフレームを求める。ステップＳＴ4506にてサービングセルは、移動体通信
システムとして移動端末と同じ方法を用いてページングアケージョンの無線フレーム中の
サブフレームを求める。
【０４１８】
　本実施の形態１４で開示したように、ＭＢＳＦＮフレームとページングアケージョンが
発生するフレームが常に同一の無線フレームとならないようにすることによって、本発明
の課題を解決することができ、ＭＢＳＦＮサブフレームの存在するＭＢＭＳ／ユニキャス
ト混合セルでのページング処理を可能にすることができる。
【０４１９】
　次に本実施形態の変形例１を説明する。実施の形態１４では、ＭＢＳＦＮフレームの集
合の繰り返し周期とページングアケージョンにおける間欠受信周期を異にするようにした
が、ＭＢＳＦＮフレームの集合の繰り返し周期内のＭＢＳＦＮフレームのパターンと、間
欠受信周期内のページングアケージョンの無線フレームの発生パターンが、同一にならな
いようにしても良い。例えば、ＭＢＳＦＮフレームの集合の繰り返し周期を３２無線フレ
ームとする。該繰返し周期内のＭＢＳＦＮフレームを＃０～＃７（繰返し周期内最初の無
線フレームを＃０とする）とする。この場合、例えば、上記のページングオケージョンの
導出式を用いて、間欠受信周期を３２無線フレーム、ページング発生無線フレーム数Ｘを
４、かつ、Ｘでの剰余値と無線フレームナンバの関係を、以下のようにしておく。

Ｘの剰余値＝０　のとき　無線フレームナンバ　＃８、
Ｘの剰余値＝１　のとき　無線フレームナンバ　＃１４、
Ｘの剰余値＝２　のとき　無線フレームナンバ　＃２０、
Ｘの剰余値＝３　のとき　無線フレームナンバ　＃２６。
　ただし、無線フレームナンバは、間欠受信周期内最初の無線フレームを＃０とする。
このように対応付けることで、ＭＢＳＦＮフレームの集合の繰り返し周期内のＭＢＳＦＮ
フレームのパターンと、間欠受信周期内のページングアケージョンの無線フレームの発生
パターンが、同一にならないようにできる。従って、たとえ、ＭＢＳＦＮフレームの集合
の繰り返し周期とページングアケージョンにおける間欠受信周期が同じであったとしても
、該周期内のパターンが各々異なるため、ＭＢＳＦＮフレームとページングアケージョン
の発生が、常に同一の無線フレームで生じることを避けることができる。
　本変形例では、ＭＢＳＦＮフレームをもとにページングオケージョンの発生無線フレー
ムを決めているが、逆に、ページングオケージョンの発生無線フレームをもとにＭＢＳＦ
Ｎフレームを決めても良い。例えば、ページングオケージョンの発生無線フレームを静的
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に決めておき、ＭＢＳＦＮフレームを準静的あるいは動的に決める場合は、間欠受信周期
内のページングオケージョンの発生無線フレームと異なる無線フレームをＭＢＳＦＮフレ
ームとするようにすれば良い。こうすることによって、例えば、ＭＢＭＳのデータ量に応
じて柔軟にＭＢＳＦＮサブフレームを決定することが可能となり、無線リソースの使用効
率を増大させることが可能となる。このページングオケージョンの発生無線フレームを静
的に決めておき、ＭＢＳＦＮフレームを準静的あるいは動的に決める方法は、実施の形態
１４においても、あるいは変形例２においても適用可能である。また、本変形例における
パラメータの通知方法は実施の形態１４で述べた方法が適用可能である。
【０４２０】
　本変形例１の方法を用いることによって、実施の形態１４の効果に加えて、ＭＢＳＦＮ
フレームの集合の繰り返し周期と間欠受信周期が同じであっても良いという、効果が得ら
れる。ＭＢＳＦＮフレームの集合の繰り返し周期と間欠受信周期を同じにすることで、基
地局あるいはネットワークから移動端末に通知するパラメータが少なくてすみ、無線リソ
ースの使用効率を増大させることができる。
【０４２１】
　上記例では、ＭＢＳＦＮフレームの集合の繰り返し周期内のＭＢＳＦＮフレームのパタ
ーンを用いたが、繰り返し周期（Repetition Period）内のＭＢＳＦＮサブフレームの割
り当てパターンであっても良い。この場合、該ＭＢＳＦＮサブフレームが含まれるＭＢＳ
ＦＮフレームを、ＭＢＳＦＮフレームの集合の繰り返し周期内のＭＢＳＦＮフレームのパ
ターンとすれば良い。これにより同等の効果が得られる。
【０４２２】
実施の形態１５．
　実施の形態２では、ページング信号はＭＣＣＨ繰り返し期間（MCCH repetition period
）毎やページング信号有無インジケータ繰り返し期間毎に基地局から送信され、ページン
グ信号を受信する移動端末はそれらの繰り返し期間において間欠受信動作を行う方法を開
示した。ここでは、ページング信号の通知方法として別の新たな方法を開示する。実施の
形態２でも述べたが、従来の技術（W-CDMA）では、ＰＣＨがマッピングされるＳ－ＣＣＰ
ＣＨの本数（チャネライゼーションコードの数）をグループ数とし、移動端末の識別子（
UE-IDD，IMSI）、間欠受信タイミングを用いてページングインジケーションが送信される
タイミング、すなわちＳＦＮ（System Frame Number）を計算する方法としていた。しか
し、ＬＴＥシステムのＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおいてはページング信号の通知方
法の開示はまだない。ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおいてはマルチセル送信であり、
さらには、任意の一つのセルが複数のＭＢＳＦＮエリアに属することも許されているため
、ページング信号をどの無線フレーム上、または、どのサブフレーム上にマッピングする
かといった方法について、従来の技術のページングインジケーションを送信する方法を適
用することはできず、さらには、ＬＴＥシステムはＣＤＭ方式ではないので、チャネライ
ゼーションコード数という考え方はないため、従来の技術を適用することは不可能である
。そこで、ここでは、ＬＴＥシステムのＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤでページング信号
を通知する方法を開示する。説明においては、実施の形態２と異なる部分を中心に説明す
る。特に説明がない部分については実施の形態２と同様である。
【０４２３】
　ＬＴＥシステムのＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤでＭＢＭＳ専用セルがページング信号
を通知する方法として、該セルが属するＭＢＳＦＮエリアに対応する無線フレームでペー
ジング信号が送信される構成とする。具体例として、図４０で示すように、各セルにおい
て重複する（覆いかぶさる）ＭＢＳＦＮエリアが存在せず、ＭＢＳＦＮエリアに対応した
ＭＢＳＦＮサブフレームがＣＤＭされている場合のページング信号の通知方法を開示する
。まず、ページンググループの算出式について開示する。ページンググループの算出式（
ＩＭＳＩ　ｍｏｄ　Ｋsf）のうち、Ｋsfをページンググループ数とする。Ｋsfの値の具体
例としては、１無線フレーム中のＭＢＳＦＮサブフレームの数とする。１無線フレーム中
のＭＢＳＦＮサブフレーム数が１０の場合は、Ｋsf＝１０となる。また、１無線フレーム
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中ＳＣＨがマッピングされる＃０、＃５を除いたＭＢＳＦＮサブフレーム数とした場合は
、Ｋsf＝８である。Ｋsfの値（Ksfでの剰余値）と、無線フレーム中のサブフレームナン
バを関係付けておくことで、上記の式で算出されたページンググループの値により無線フ
レーム中のどのサブフレームに、自移動端末が属するグループのページング情報がマッピ
ングされるかが分かることになる。
【０４２４】
　次に、どの無線フレームに自分が属するグループのページング信号がマッピングされる
かを関連付けておく。具体例として算出式は以下のとおりとなる。「ページング発生無線
フレーム」（Paging Occasion）＝（IMSI div Ksf）ｍｏｄ（MBMS送信専用周波数レイヤ
における間欠受信周期）＋ｎ×（MBMS送信周波数レイヤにおける間欠受信周期）、ｎ：０
、１、２・・・ただし、Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｃｃａｓｉｏｎ≦ＳＦＮの最大値。ＳＦＮは０
からＳＦＮの最大値までの整数。
【０４２５】
　「ページング発生無線フレーム」（以下、ページングアケージョン）は、ページング信
号がマッピングされるＳＦＮである。この式からもわかるように、ページングアケージョ
ンは０からＳＦＮの最大値まで全ての値をとりうる。従って、実施の形態２で開示した方
法に比べ、ページング信号をのせるＭＢＳＦＮサブフレーム数やそれを有する無線フレー
ム数を多くすることができる。このため、ひとつのＭＢＳＦＮサブフレームにのせる移動
端末数を少なくすることが可能となり、ひとつのＭＢＳＦＮサブフレーム上の該移動端末
数のページング信号をのせるのに必要な物理領域は少なくてすむことになる。また、ＭＢ
ＭＳ送信周波数レイヤにおける間欠受信周期をＭＣＣＨが送信される周期に依存して決め
る必要がないため、システムとして柔軟に間欠受信周期を設定することが可能となる。次
に、ページング信号をのせる物理領域について述べる。セルが属するＭＢＳＦＮエリアに
対応する全無線フレームで送信される構成とする。実施の形態８で開示した、ＭＢＳＦＮ
エリア内でマルチセル送信されるページング専用の物理チャネル（ＤＰＣＨ）を設け、該
物理チャネル上にページング信号をのせる方法を適用する。図４２に示されるように、Ｍ
ＢＳＦＮエリアに対応するＭＢＳＦＮサブフレームの一部にページング信号をのせるため
のＤＰＣＨを設ける構成とする。ＤＰＣＨはＭＢＳＦＮエリアに対応する全無線フレーム
に構成され、ＤＰＣＨは１無線フレーム内の全ＭＢＳＦＮサブフレームに構成されても良
いし、１無線フレーム中ＳＣＨがマッピングされる＃０、＃５を除いたＭＢＳＦＮサブフ
レームに構成されても良い。ＤＰＣＨが、１無線フレーム内の全ＭＢＳＦＮサブフレーム
に構成された場合はＫｓｆ＝１０とすれば良く、１無線フレーム中ＳＣＨがマッピングさ
れる＃０、＃５を除いたＭＢＳＦＮサブフレームに構成された場合はＫｓｆ＝８とすれば
良い。また、Ｋｓｆは１無線フレーム内のサブフレーム数であれば他の値であっても良い
。ページング専用チャネル上のページング信号について、ページング信号をページング信
号専用チャネルにマッピングする方法については実施の形態８で開示した方法が適用でき
るのでここでは説明を省略する。
【０４２６】
　上記のようなページング信号の通知方法、ページング信号をのせるチャネル構成とする
ことで、ＭＢＭＳ専用セルが属するＭＢＳＦＮエリアに対応する全無線フレームでページ
ング信号が送信されることが可能となり、ＬＴＥシステムのＭＢＭＳ送信専用周波数レイ
ヤでＭＢＭＳ専用セルがページング信号を通知することが可能となるという効果が得られ
る。
【０４２７】
　別の具体例として、ＤＲＸ期間を考慮に入れた場合のページング信号の送信方法を開示
する。実施の形態２で、ページング信号をＭＢＭＳ送信専用セルで通知するためにユニキ
ャスト／混合周波数レイヤにおける同期維持や報知情報の取得やセルリセレクションを可
能にするため、ユニキャスト／混合周波数レイヤのメジャメント用のＤＲＸ期間を設ける
方法を開示した。ここでは、該ＤＲＸ期間を設けた場合について、該ＤＲＸ期間も考慮に
入れた場合のページング信号の送信方法について示す。該ＤＲＸに関する詳細の説明は実
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施の形態２で開示してあるのでここでは省略する。本具体例においては、該ＤＲＸ期間は
ＭＢＳＦＮ同期エリア（MBSFN Synchronization Area）に一つ設けられることとする。図
７５にＤＲＸ期間も考慮に入れた場合の各セルにおけるＭＢＳＦＮエリア毎のＭＢＳＦＮ
サブフレーム構成例を示す。ＳＦＮが０からＳＦＮｍａｘとし、ＤＲＸ期間をｄ無線フレ
ームとする。各セルから、ＳＦＮ＝０～ＳＦＮｍａｘ－ｄの無線フレームでＭＢＭＳ用デ
ータが送信される。ＳＦＮ＝ＳＦＮｍａｘ－ｄ＋１～ＳＦＮｍａｘはＤＲＸ期間とし、送
信オフとなる。ＤＲＸ期間はＭＢＳＦＮ同期エリアに一つ設けられるとしている。従って
、各ＭＢＳＦＮエリアに属するセルは同じタイミング（ＳＦＮ）で送信オフとなる。ペー
ジング信号は、ＭＢＭＳ用データが送信されるＳＦＮ＝０～ＳＦＮｍａｘ－ｄの無線フレ
ームで実施の形態８で開示したＤＰＣＨにのせて送信される。まず、ページンググループ
の算出式について開示する。ページンググループの算出式を以下に示す。
ＩＭＳＩ　ｍｏｄ　Ｋｓｆ
Ｋｓｆをページンググループ数とする。Ｋｓｆの値の具体例としては、１無線フレーム中
のＭＢＳＦＮサブフレームの数とする。１無線フレーム中のＭＢＳＦＮサブフレーム数が
１０の場合は、Ｋｓｆ＝１０となる。また、１無線フレーム中ＳＣＨがマッピングされる
＃０、＃５を除いたＭＢＳＦＮサブフレーム数とした場合は、Ｋｓｆ＝８である。Ｋｓｆ
の値と、無線フレーム中のサブフレームナンバを関係付けておくことで、ページンググル
ープにより無線フレーム中のどのサブフレームに、自移動端末が属するグループのページ
ング情報がマッピングされるかが分かることになる。
【０４２８】
　次に、どの無線フレームに自分が属するグループのページング信号がマッピングされる
かであるが、具体的な算出式として二つの方法を開示する。まず、一つ目の方法を開示す
る。ページングアケージョン（Paging Occasion）を次のようにする。
ページングアケージョン＝（IMSI div Ksf）ｍｏｄ（SFNmax－ΣDRX）、
ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおける間欠受信周期＝ＳＦＮｍａｘ、
ただし、ページングアケージョンは、ＤＲＸを除く無線フレームをリナンバリングした値
とする。
【０４２９】
　ここで、ＳＦＮｍａｘはＳＦＮの最大値、ΣＤＲＸは、０からＳＦＮｍａｘまでに存在
するＤＲＸ期間全ての和である。つまり、（ＳＦＮmax－ΣＤＲＸ）はＤＲＸ期間を除い
た無線フレーム数を示している。従って、この式からもわかるように、ページング信号が
マッピングされるＳＦＮはＤＲＸを除いたＭＢＳＦＮエリア毎のＭＢＳＦＮサブフレーム
が存在する無線フレームの値をとりうることになる。また、間欠受信周期はＳＦＮｍａｘ
としているので、ある一つの移動端末にとっては、ＳＦＮが０からＳＦＮｍａｘ中に１回
のページングアケージョンが発生することになる。こうすることによって、移動端末が受
信中もしくは受信しようとしているＭＢＳＦＮエリアに対応するＭＢＳＦＮサブフレーム
にページング信号を設けることが可能となり、移動端末は該ページング信号をＭＢＭＳ受
信中もしくは受信しようとしている際にページング信号を受信することが可能となる。ペ
ージング信号をのせる物理領域の構成方法およびページング信号をページング信号専用チ
ャネルにマッピングする方法については前述の方法が適用できるのでここでは説明を省略
する。
【０４３０】
　どの無線フレームに自分が属するグループのページング信号がマッピングされるかにつ
いて、二つ目の方法を開示する。ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおける間欠受信周期と
して２種類の周期を有する方法とする。一つはＳＦＮの最大値内で間欠受信が繰り返され
る周期、もう一つはＳＦＮの最大値毎に間欠受信が繰り返される周期である。具体的なペ
ージングアケージョン（Paging Occasion）を次のようにする。
Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｃｃａｓｉｏｎ＝（IMSI div　Ksf）ｍｏｄ（MBMS送信専用周波数レイ
ヤにおける間欠受信周期＃１）＋ｎ×（MBMS送信専用周波数レイヤにおける間欠受信周期
#1）、
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ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおける間欠受信周期＃１≦（SFNmax-ΣDRX）、
ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおける間欠受信周期＃２＝ＳＦＮｍａｘ、
ｎ：０、１、２・・・　　ただし、∀Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｃｃａｓｉｏｎ≦（SFNmax-ΣDRX
）。
ただし、ページングアケージョンは、ＤＲＸを除く無線フレームをリナンバリングした値
とする。
【０４３１】
　ここで、ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおける間欠受信周期＃１はＳＦＮの最大値内
で間欠受信が繰り返される周期である。ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおける間欠受信
周期＃２はＳＦＮの最大値毎に間欠受信が繰り返される周期である。ＭＢＭＳ送信専用周
波数レイヤにおける間欠受信周期＃２は、該ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおける間欠
受信周期＃１で算出される０からＳＦＮｍａｘの間の無線フレームの値のパターンを、Ｓ
ＦＮの最大値毎に繰り返すように設定するための周期である。ページングアケージョンの
計算結果のとりうる全ての値が（SFNmax-ΣDRX）以下となるようにｎを決めることで、各
移動端末のページング機会は均等に与えられることになる。もし、各移動端末のページン
グ機会は均等に与える必要のない場合は、
ｎ：０、１、２・・・　　ただし、Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｃｃａｓｉｏｎ≦（SFNmax-ΣDRX）
としても良い。
こうすることによって、各移動端末のページング機会に差が生じることになるが、ページ
ング信号通知に使用されない無線フレームはなくなり、移動端末としてはなるべく多くの
機会をページング信号を受信することが可能となり、ページング信号の受信誤差、着信動
作の遅延等を削減することが可能となる。
【０４３２】
　ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおける間欠受信周期＃１の具体的な設定例を示す。例
えば、
ａ×２(ｋ－１)≦ＳＦＮｍａｘ－ΣＤＲＸ、ただし、ａ、ｋは正の整数、
とし、あらかじめ、ａ、ａ×２、ａ×２２、・・・、ａ×２(ｋ－１)　をＭＢＭＳ送信専
用周波数レイヤにおける間欠受信周期＃１としておき、その中から選択できるようにして
おけば良い。ａ、ｋの値を上位レイヤにて選択し、ユニキャスト／混合周波数レイヤのセ
ルの報知情報、あるいはＭＢＭＳ専用周波数レイヤのセルの報知情報、あるいは移動端末
が受信中もしくは受信しようとしているＭＢＳＦＮエリア内のＭＢＭＳサービスに対応す
るＭＣＣＨで移動端末に通知しておき、移動端末はその通知された値を元に算出するよう
にしても良い。本方法においても、ページング信号をのせる物理領域の構成方法およびペ
ージング信号をページング信号専用チャネルにマッピングする方法については前述の方法
が適用できるのでここでは説明を省略する。
【０４３３】
　以上に、ＤＲＸ期間を考慮に入れた場合のページング信号の送信方法の具体例を開示し
た。ＤＲＸ期間を考慮に入れた場合のページング信号の送信方法として、ＤＲＸ期間を除
いた無線フレームのＭＢＳＦＮサブフレームにページング信号をのせるようにしておけば
良い。該ＭＢＳＦＮサブフレームは、ＤＲＸ期間を除いた無線フレームの全てのＭＢＳＦ
Ｎサブフレームとしても良いし、一部のＭＢＳＦＮサブフレームとしても良い。
【０４３４】
　以上に、ＤＲＸ期間を考慮に入れた場合のページング信号の送信方法を開示した。この
ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおける間欠受信周期として２種類の周期を有する方法は
、ＭＢＳＦＮエリアに対応したＭＢＳＦＮサブフレームがＴＤＭされている場合について
も適用可能である。例えば、図３９に示した様に、各セルにおいて重複するＭＢＳＦＮエ
リアが存在せず、ＭＢＳＦＮエリアに対応したＭＢＳＦＮサブフレームがＴＤＭされてい
る場合でＤＲＸ期間がある場合には、（SFNmax-ΣDRX）のかわりに、各セルが属するＭＢ
ＳＦＮエリアに対応したＭＢＳＦＮサブフレームを有する無線フレーム数とし、１無線フ
レーム内のＭＢＳＦＮサブフレーム数をＫｓｆとすれば良い。例えば、図４１に示したよ
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うに、各セルにおいて重複するＭＢＳＦＮエリアが存在しており、重複していないＭＢＳ
ＦＮエリアに対応したＭＢＳＦＮサブフレームがＣＤＭされており、重複しているＭＢＳ
ＦＮエリアに対応したＭＢＳＦＮサブフレームがＴＤＭされている場合でＤＲＸ期間があ
る場合には、いくつかの方法が考えられる。
【０４３５】
　各セルが属するひとつのＭＢＳＦＮエリア上でページング信号を送信する場合は、同じ
ように、（SFNmax-ΣDRX）のかわりに、該ＭＢＳＦＮエリアに対応したＭＢＳＦＮサブフ
レームを有する無線フレーム数とし、１無線フレーム内のＭＢＳＦＮサブフレーム数をＫ
ｓｆとすれば良い。覆っているＭＢＳＦＮエリア（エリア４）でもページング信号を送信
する場合は、覆っているＭＢＳＦＮエリアの＃０、＃５のサブフレームにＤＰＣＨを設け
、覆われているＭＢＳＦＮエリア（例えばエリア１）のスクランブリングコードを乗じて
送るようにすれば良い。実施の形態２で開示したように、覆われているＭＢＳＦＮエリア
に対応するＭＢＳＦＮサブフレームの＃０、＃５のサブフレームでは、ＳＣＨが送信され
るため、ＭＢＳＦＮエリア１のスクランブリングコードやリファレンスシグナル（RS）が
用いられるよう構成される。従って、覆っているＭＢＳＦＮエリアの＃０、＃５のサブフ
レームにＤＰＣＨを設け、ＭＢＳＦＮエリア１のスクランブリングコードを乗じて送るよ
うにすることでＤＲＸ期間を除く全ての無線フレームにＤＰＣＨを設けることが可能とな
る。従って、（SFNmax-ΣDRX）はそのまま用い、Ｋｓｆを２（#0,#5のサブフレームに対
応）にすれば良い。覆っているＭＢＳＦＮエリア（エリア4）において覆われているＭＢ
ＳＦＮエリア（例えばエリア1）のスクランブリングコードが乗じられるサブフレームが
ない場合は、ＤＲＸ期間を除く全無線フレームで同じページング信号を送信することは不
可能となる。従って、ＭＢＳＦＮエリア１もしくはＭＢＳＦＮエリア４のみのＭＢＳＦＮ
サブフレームにＤＰＣＨを設け、ページング信号を送信する。この場合は、ひとつのＭＢ
ＳＦＮエリア上でページング信号を送信する場合と同じように、（SFNmax－ΣDRX）のか
わりに、どれかひとつのＭＢＳＦＮエリアに対応したＭＢＳＦＮサブフレームを有する無
線フレーム数とし、１無線フレーム内のＭＢＳＦＮサブフレーム数をＫｓｆとすれば良い
。
【０４３６】
　また、上記では、ＭＢＳＦＮエリアに対応したＭＢＳＦＮサブフレームがＴＤＭされて
いる場合についても本ページング信号の送信方法は適用可能であることを説明したが、こ
の場合にさらにＤＲＸ期間が設けられる場合であっても適用可能である。上記のようなペ
ージング信号の通知方法、ページング信号をのせるチャネル構成とすることで、ＭＢＭＳ
送信専用周波数レイヤにおいてＤＲＸ期間が設けられた場合にも、ＬＴＥシステムのＭＢ
ＭＳ送信専用周波数レイヤでＭＢＭＳ専用セルがページング信号を通知することが可能と
なるという効果が得ることができる。さらには、ＤＲＸ期間として、上記でユニキャスト
／混合周波数レイヤにおける同期維持や報知情報の取得やセルリセレクションを可能にす
る用途でＤＲＸ期間を設けた場合を述べたが、この用途に限らず、ＤＲＸ期間が設けられ
た場合においても本実施の形態で開示したページング信号の通知方法、ページング信号を
のせるチャネル構成は適用可能であるため、ユニキャスト／混合周波数レイヤ、ＭＢＭＳ
送信専用周波数レイヤ、さらにはその他のシステムの並存、共用を可能とし、移動体通信
システムを柔軟に構成、運用できるという効果が得られる。
【０４３７】
　本実施の形態における移動体通信システムの処理の流れについて説明する。実施の形態
２で開示した方法と異なる点を主に示す。まず、ＭＣＣＨ繰り返し期間（MCCH repetitio
n period）等のＭＣＣＨのスケジューリングに関する情報やユニキャスト／混合周波数レ
イヤの測定用のＤＲＸ情報に加えて、ＭＢＭＳ受信時間欠受信時用のパラメータ、具体的
にはＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおける間欠受信周期、ＭＢＭＳ送信専用周波数レイ
ヤにおける間欠受信周期＃１、＃２、ａ、ｋ、Ｋｓｆが移動端末に通知されなくてはなら
ない。これらの情報は全て通知される必要がなく、使用されるページンググループやペー
ジングアケージョン（paging occasion）の算出式に応じて必要なパラメータが通知され
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れば良い。これらＭＢＭＳ受信時間欠受信時用のパラメータは、ＭＣＣＨのスケジューリ
ングに関する情報とともに、ＳＴ１７２３、ＳＴ１７２４でＭＢＭＳ専用セルからＢＣＣ
Ｈにて移動端末に通知されるようにしても良い。また、ＭＢＭＳエリア情報やユニキャス
ト／混合周波数レイヤのメジャメント用のＤＲＸ情報やページンググループ数とともに、
ＳＴ１７２８、ＳＴ１７２９でＭＢＭＳ専用セルからＭＣＣＨにて移動端末に通知される
ようにしても良い。ここで、ページングアケージョン算出式に必要なパラメータが通知さ
れれば良いとしたが、ページングアケージョンに限らず、移動端末が間欠受信動作の際ど
のタイミング（SFN）を受信したら良いかを示すパラメータであれば良い。具体例として
、明示的な受信タイミング（SFN）、間欠受信周期があげられる。
【０４３８】
　次に、移動端末における間欠受信準備動作を説明する。図７６に本実施の形態における
移動端末における間欠受信準備動作処理を示す。図１９中のＳＴ１７３５のかわりにＳＴ
６２０１が行われる。ＳＴ６２０１にて移動端末は、ステップＳＴ１７２９にて受信した
ＭＢＭＳ受信時間欠受信時用のパラメータを用いてＭＢＭＳ受信時間欠受信準備を行う。
具体的には、ステップＳＴ１７２９にて受信したページンググループ数Ｋsf、ＭＢＭＳ送
信専用周波数レイヤにおける間欠受信周期、ａ、ｋ、ＤＲＸ情報等を用いて、前述した自
移動端末のページンググループとページングアケージョンを算出する。また、ページング
グループとページングアケージョンの算出には、移動端末の識別ＩＤ（UE-ID，IMSI）を
用いる。ＳＦＮｍａｘはシステムとしてあらかじめ決められておけば良く、その値を用い
る。
【０４３９】
　次に、ＭＢＭＳ受信時の間欠受信処理について説明する。図７７に本実施の形態におけ
るＭＢＭＳ受信時間欠受信処理を示す。ステップＳＴ６３０１にて移動端末は、ステップ
ＳＴ６２０１で行ったページングアケージョン算出結果よりページング信号の受信タイミ
ングかどうか判断する。さらに具体的には自移動端末宛のページングアケージョンのＳＦ
Ｎ番号であるか否かを判断する。ページングアケージョンのＳＦＮ番号でなかった場合、
ＳＴ６３０６に移行する。ＳＴ６３０６にて移動端末はＳＴ１７２５にて受信したＭＣＣ
Ｈのスケジューリングを用いて、ＭＣＣＨ受信タイミングであるか否か判断する。さらに
具体的には、ＭＣＣＨがマッピングされる先頭のＳＦＮ番号であるか否かを判断する。具
体例としては、ステップＳＴ１７２５にて受信するパラメータ例のＭＣＣＨ繰り返し期間
、スターティングポイント値を用いてＭＣＣＨがマッピングされる先頭のＳＦＮ番号を求
め、ＢＣＣＨなどにマッピングされるＳＦＮを基にＭＣＣＨがマッピングされる先頭であ
るか否かを判断する。ＭＣＣＨがマッピングされる先頭のタイミングでなかった場合、ス
テップＳＴ１７５３へ移行する。ＭＣＣＨがマッピングされる先頭のタイミングであった
場合、ステップＳＴ１７８８へ移行する。ステップＳＴ１７２２は、例えば図２６であれ
ばＭＣＣＨ繰り返し期間１ごとに判断するとしても良い。また例えば図２７、図２９であ
ればＭＣＣＨ繰り返し期間ごとに判断するとしても良い。ＳＴ６３０１でページングアケ
ージョンのＳＦＮ番号であった場合は、ＳＴ６３０２に移行する。
【０４４０】
　ステップＳＴ６３０７にて当該移動端末へページングが発生する。ステップＳＴ６３０
８にてＭＭＥはページングが発生した、当該移動端末の識別子（UE-ID，IMSI，S-TMSIな
ど）をもとに、当該移動端末のＴＡ（Tracking Area）リストを確認する。ステップＳＴ
６３０９にてＭＭＥは、当該移動端末のＴＡリスト中にＴＡ（ＭＢＭＳ）が含まれている
か否か判断する。具体例としては、図３１［ａ］のようなリストにてＵＥ－ＩＤを基に当
該移動端末のＴＡリストを検索する。当該移動端末が図３１［ａ］のＵＥ＃１（ＵＥ－Ｉ
Ｄ＃１）であった場合にはＴＡ（ＭＢＭＳ）は含まれないと判断する。一方当該移動端末
が図３１［ａ］のＵＥ＃２（ＵＥ－ＩＤ＃２）であった場合には、ＴＡ（ＭＢＭＳ）＃１
が含まれているので、ＴＡ（ＭＢＭＳ）は含まれると判断する。ＴＡ（ＭＢＭＳ）が含ま
れていない場合、ステップＳＴ１８１４へ移行する。ＴＡ（ＭＢＭＳ）が含まれていた場
合、ステップＳＴ６３１０へ移行する。ステップＳＴ６３１０にてＭＭＥはＭＣＥに対し
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てページングリクエスト（Paging Request）を送信する。ＭＭＥからページングリクエス
トを送信するＭＣＥとしては、ＭＭＥが管理する基地局と地理的に重なっている基地局を
管理する全ＭＣＥが考えられる。ページングリクエスト中のパラメータの具体例としては
、移動端末の識別子（UE-ID,IMSI,S-TMSIなど）、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバなどが考えら
れる。この時、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバの代わりにｆ（ＭＢＭＳ）かつＭＢＳＦＮエリア
ＩＤ、あるいはＭＢＳＦＮエリアＩＤとしても良い。
【０４４１】
　ステップＳＴ６３１１にてＭＣＥはページングリクエストを受信する。ステップＳＴ６
３１２にてページングリクエストを受信したＭＣＥのうち、ページングリクエスト中のパ
ラメータとして通知された、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバと関連付けられたＭＢＳＦＮエリア
ＩＤを制御しているＭＣＥは、ページング送信準備を行う。ページング送信準備の具体例
としては、ＭＢＭＳ受信時間欠受信時用のパラメータを用いて当該移動端末のページング
グループとページングアケージョン（paging occasion）を算出する。ＭＢＭＳ受信時間
欠受信時用のパラメータとして具体的には、自基地局（自MBSFN Area）のページンググル
ープ数Ｋｓｆ、ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおける間欠受信周期、ａ、ｋ、ＤＲＸ情
報等である。ページンググループとページングアケージョンの算出の際は、移動端末側で
用いた算出式と同じ式を用いる。具体的な算出式は前述したのでここでは省略する。上記
のように、ページングリクエストを受信したＭＣＥ側でＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバ（MBSFN 
Area）とＭＣＥのくくりつけを管理する方法は、ＭＢＳＦＮエリアＩＤとそれを制御する
ＭＣＥとの関係をＭＢＭＳサービスのアーキテクチャ内のみで行えるため、つまりＭＭＥ
と無関係に行えるため、自由度の高い移動体通信システムを構築することが可能になると
いう効果を得ることが出来る。
【０４４２】
　またＭＭＥが図３１［ｃ］に示すように、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバと関係するＭＢＳＦ
ＮエリアＩＤを管理し、更には図３１［ｄ］に示すように、ＭＢＳＦＮエリアＩＤとそれ
を制御するＭＣＥの番号を管理する場合を考える。その場合、ステップＳＴ６３１０にて
ＭＭＥは、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバと関係するＭＢＳＦＮエリアＩＤを管理するＭＣＥの
みにページングリクエストを送信する。その時のページングリクエスト中のパラメータの
具体例としては、移動端末の識別子などが考えられる。ステップＳＴ６３１１にてページ
ングリクエストを受信したＭＣＥは、上記同様ページング送信準備を行う。上記のように
、ＭＭＥ内でＭＢＳＦＮエリアＩＤとそれを制御するＭＣＥとの関係を管理する方法（図
３１［ｄ］）は、ＭＭＥからＭＣＥへ通知するＭＣＥの数が少なくなるためリソースの有
効活用が可能となる効果を得られる。また通知する情報量が少なくなるためにリソースの
有効活用が可能となる効果を得られる。
【０４４３】
　またＭＭＥが図３１［ｃ］に示すように、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバと関係するＭＢＳＦ
ＮエリアＩＤを管理し、更に図３１［ｅ］に示すように、ＭＢＳＦＮエリアＩＤとＭＢＳ
ＦＮエリアＩＤに含まれるＭＢＭＳ専用セル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルのセルＩ
Ｄを管理する場合を考える。その場合、ステップＳＴ６３１０にてＭＭＥは、ＭＣＥでは
なくＭＭＥが管理するＭＢＳＦＮエリアＩＤに含まれるセルに対して、ページングリクエ
ストを送信する。その時のページングリクエスト中のパラメータの具体例としては、移動
端末の識別子などが考えられる。上記のように、ＭＭＥ内でＭＢＳＦＮエリアＩＤとＭＢ
ＳＦＮエリアＩＤに含まれるセルの関係を管理する方法（図３１［ｅ］）は、ＭＣＥにて
移動端末のページング信号送信に関する処理を行わなくてもよくなる。このことは、ＭＣ
Ｅへの機能追加を行わなくても良くなるのでＭＣＥの複雑性を回避できるという効果を得
ることができる。またＭＣＥの処理負荷の低減を図れるという効果を得ることが出来る。
【０４４４】
　実際にＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおけるページング信号をマッピングするチャネ
ル構成例については実施の形態８で開示したページング専用チャネル（ＤＰＣＨ）のチャ
ネル構成およびページング信号をページング信号専用チャネルにマッピングする方法が適
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用できる。図４３、図４４、図４５にそれらの構成及び方法が示されている。これらの詳
細の説明は実施の形態８で開示されているのでここでは省略する。
【０４４５】
　以降、ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおけるページング信号をマッピングするチャネ
ル構成については図４３、図４４を例にして説明する。ステップＳＴ６３１３にてＭＣＥ
は、当該移動端末のページング信号のスケジューリングを行う。具体的には、ページング
が発生した移動端末の台数に応じて必要となるページング信号用の物理領域（OFDMシンボ
ル数）からＰＣＦIＣＨの値を決定する。また、ステップＳＴ６３１２にて算出した当該
移動端末のページンググループ番号とページングアケージョンから得られるＳＦＮナンバ
のＭＢＳＦＮサブフレームナンバ上のページング信号用の物理領域にマッピングされる情
報要素の何番目に当該移動端末の識別子を割り当てるかを決定する。このスケジューリン
グをＭＣＥにて行うことによりＭＢＳＦＮエリア内に含まれる基地局の同じ物理リソース
から当該移動端末の識別子が送信されることになる。これにより、移動端末はＭＢＳＦＮ
エリアにてマルチセル送信されているＤＰＣＨを受信することにより、ＳＦＮゲインの恩
恵を受けたページング信号が受信可能となるという効果を得ることができる。ステップＳ
Ｔ６３１４にてＭＣＥはＭＢＳＦＮエリア内の基地局に対して当該移動端末に対するペー
ジングリクエストを送信する。ページングリクエストに含まれるパラメータの具体例とし
ては、移動端末の識別子（UE-ID、IMSI，S-TMSIなど）、ステップＳＴ６３１３にて行っ
たページング信号のスケジューリング結果（具体的にはSFN，MBSFNサブフレームナンバ、
情報要素ナンバ、PCFICH値）などが考えられる。ステップＳＴ６３１５にてＭＢＳＦＮエ
リア内の各基地局はＭＣＥからのページングリクエストを受信する。
【０４４６】
　ＭＭＥ１０３とＭＣＥ８０１間にＭＭＥ―ＭＣＥ間ＩＦを設ける代わりに、ＭＭＥ１０
３とＭＢＭＳ　ＧＷ８０２（更に詳しくは、ＭＢＭＳ　ＣＰ８０２－１）間にＭＭＥ－Ｍ
ＢＭＳ　ＧＷインタフェースを設けてもよい。そして、ステップＳＴ６３１１～ステップ
ＳＴ６３１４までのＭＣＥの処理内容をＭＢＭＳ　ＧＷで行うとしても本発明と同じ効果
が得られる。
【０４４７】
　ステップＳＴ６３１６にてＭＢＳＦＮエリア内の各基地局は当該移動端末ページンググ
ループとページングアケージョンを算出する。算出の際には、移動端末側で用いた算出式
と同じ式を用いる。ステップＳＴ６３１４にて当該移動端末のページンググループとペー
ジングアケージョンも通知していれば、ステップＳＴ６３１６は省略可能である。これに
より、ＭＢＳＦＮエリア内の各基地局の制御負荷の軽減効果を得ることができる。一方ス
テップＳＴ６３１４にて当該移動端末のページンググループもしくはページングアケージ
ョンを通知せず、ステップＳＴ６３１６にてＭＢＳＦＮエリア内の各基地局にてページン
ググループとページングアケージョンを算出する方法においては、ＭＣＥからＭＢＳＦＮ
エリア内の各基地局に対する通知情報を軽減可能となり、リソースの有効活用という効果
を得ることができる。ステップＳＴ６３１７にてＭＢＳＦＮエリア内の各基地局は、ステ
ップＳＴ６３１５にて受信した当該移動端末の識別子、ページング信号のスケジューリン
グ結果などを用いて、ページング信号を送信する無線フレームナンバ、ＭＢＳＦＮサブフ
レームナンバを導出する。ステップＳＴ６３１８にて、導出した無線フレームナンバ、Ｍ
ＢＳＦＮサブフレームナンバのＰＣＦＩＣＨの物理領域にＰＣＦＩＣＨ値をマッピングし
、かつ、導出した無線フレームナンバ、ＭＢＳＦＮサブフレームナンバのＤＰＣＨの物理
領域に、当該移動端末の識別子を、当該情報要素ナンバに割り当ててマッピングして送信
を行う。ＭＢＳＦＮエリア内の各基地局にページング信号の送信を行う。その際のＤＰＣ
Ｈ内のページング関連領域へのマッピング方法や、具体的な物理チャネルへのマッピング
方法などは実施の形態８で開示した方法を用いることが可能である。
【０４４８】
　ステップＳＴ６３０２にて移動端末は、ページンググループ算出結果より得た自グルー
プのＭＢＳＦＮサブフレームのＰＣＦＩＣＨを受信する。ステップＳＴ６３０３にて移動
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端末は、ＰＣＦＩＣＨより、ＤＰＣＨ用ＯＦＤＭシンボル数を判定する。ステップＳＴ６
３０４にて移動端末は、判定したＤＰＣＨ用ＯＦＤＭシンボル数をもとに、同じＭＢＳＦ
ＮサブフレームのＤＰＣＨがのる物理領域を受信しデコードする。その際、移動端末固有
の識別コードとの相関演算を行うことによりブラインド検出を行う。ステップＳＴ６３０
５にて移動端末は、ステップＳＴ６３０４にて行ったブラインド検出において自移動端末
の識別子を検出したか否か判断する。検出しなかった場合はステップＳＴ１７８８へ移行
する。検出した場合はステップＳＴ１８１９へ移行する。
【０４４９】
　これにより、本発明の課題である、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤでＭＢＭＳサービ
スを受信している移動端末に対する、ページング信号の通知方法、及びそのための移動体
通信システムを開示することができ、これにより、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤでＭ
ＢＭＳサービスを受信している移動端末においても、ページング信号を受信可能になると
いう効果を奏する。
【０４５０】
　本実施の形態に開示したＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤでページング信号を通知する方
法とすることにより、ページング信号をのせるＭＢＳＦＮサブフレーム数やそれを有する
無線フレーム数を多くすることができる。このため、ひとつのＭＢＳＦＮサブフレームに
のせる移動端末数を少なくすることが可能となり、ひとつのＭＢＳＦＮサブフレーム上の
該移動端末数のページング信号をのせるのに必要な物理領域は少なくてすむことになる。
また、ＭＢＭＳ送信周波数レイヤにおける間欠受信周期をＭＣＣＨが送信される周期に依
存して決める必要がないため、システムとして柔軟に間欠受信周期を設定することが可能
となる。
【０４５１】
　上記では、ページング信号の通知方法として、ページングアケージョンがＤＲＸ期間を
除く全ての無線フレームに存在する場合について述べた。ページングアケージョンをＤＲ
Ｘ期間を除く無線フレームの内、ひとつまたは複数個としても良い。これによって、全無
線フレームにページング信号をのせるためのページング専用チャネル（ＤＰＣＨ）を設け
ておく必要が無くなり、ページング信号をのせない無線フレームではＭＢＭＳサービス用
のデータを送信することが可能となり、ＭＢＭＳサービスの高速、大容量化が図れる。ペ
ージングアケージョンをＤＲＸ期間を除く無線フレームの内、ひとつまたは複数個とする
具体的な方法を開示する。ページンググループの算出式は同じように、Ｋはページンググ
ループ数として、ＩＭＳＩ　ｍｏｄ　Ｋ　とする。
【０４５２】
　Ｋの値の具体例としては、１無線フレーム中のＭＢＳＦＮサブフレームの数とする。例
えば、１無線フレーム中のＭＢＳＦＮサブフレーム数が１０の場合は、Ｋ＝１０となる。
また、１無線フレーム中ＳＣＨがマッピングされる＃０、＃５を除いたＭＢＳＦＮサブフ
レーム数とした場合は、Ｋ＝８である。Ｋの値（Ｋでの剰余値）と、無線フレーム中のサ
ブフレームナンバを関係付けておくことで、上記の式で算出されたページンググループの
値により無線フレーム中のどのサブフレームに、自移動端末が属するグループのページン
グ情報がマッピングされるかが分かることになる。次に、どの無線フレームに自分が属す
るグループのページング信号がマッピングされるかを関連付けておく。具体例として算出
式は以下のとおりとなる。まずは、ＤＲＸ期間が無い場合について開示する。
【０４５３】
　「ページング発生無線フレーム」（Paging Occasion）=（IMSI div K）ｍｏｄ　Ｘ　＋
ｎ×（MBMS送信周波数レイヤにおける間欠受信周期）、ｎ：０、１、２・・・ただし、Ｐ
ａｇｉｎｇ　Ｏｃｃａｓｉｏｎ≦ＳＦＮの最大値。ＳＦＮは０からＳＦＮの最大値までの
整数。ＸはMBMS送信周波数レイヤにおける間欠受信周期内でページングが発生する無線フ
レームの数で、Ｘ≦MBMS送信周波数レイヤにおける間欠受信周期(無線フレーム数)である
。なお、Ｘの値（Ｘでの剰余値）と、無線フレームナンバ（SFN）を関係付けておく。
【０４５４】
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　こうすることで、ページングが、ＭＢＭＳ送信周波数レイヤにおける間欠受信周期内の
Ｘ個の無線フレームで発生するようにでき、上記の式で算出されたページングアケージョ
ンの値により、どの無線フレームに自移動端末のページング情報がのるかがわかることと
なる。Ｘの値と関係付けられた無線フレーム以外の無線フレームではページングアケージ
ョンは発生せず、ＭＢＭＳサービス用のデータを送信させることが可能となる。ページン
グが発生する無線フレームが、周期的になっている場合は、例えば、該周期をＴＸとする
と次式のようにすれば良い。
【０４５５】
　「ページング発生無線フレーム」（Paging Occasion）=（（IMSI div K）ｍｏｄ（Int
（Ｔ／ＴＸ））)×ＴＸ　＋ｎ×（MBMS送信周波数レイヤにおける間欠受信周期）、ｎ：
０、１、２・・・ただし、Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｃｃａｓｉｏｎ≦ＳＦＮの最大値。ＳＦＮは
０からＳＦＮの最大値までの整数。ＴＸ≦MBMS送信周波数レイヤにおける間欠受信周期(
無線フレーム数)である。
【０４５６】
　周期的にすることによって、前述したＸの値（Ｘでの剰余値）と無線フレームナンバ（
SFN）を関係付けておく必要がなくなるため、算出演算を簡単にすることができる。次に
ＤＲＸ期間がある場合について開示する。「ページング発生無線フレーム」（Paging Occ
asion）=（IMSI div K）ｍｏｄ　Ｘ　＋ｎ×（MBMS送信周波数レイヤにおける間欠受信周
期）、ｎ：０、１、２・・・ただし、Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｃｃａｓｉｏｎ≦ＳＦＮの最大値
。ＳＦＮは０からＳＦＮの最大値までの整数。ＸはMBMS送信周波数レイヤにおける間欠受
信周期内でページングが発生する無線フレームの数で、Ｘ≦（SFNmax－ΣDRX）。なお、
Ｘの値（Ｘでの剰余値）と、無線フレームナンバ（SFN）を関係付けておく。
【０４５７】
　または、「ページング発生無線フレーム」（Paging Occasion）=（（IMSI div K）ｍｏ
ｄ（Int（Ｔ／ＴＸ））)×ＴＸ　＋ｎ×（MBMS送信周波数レイヤにおける間欠受信周期）
、ｎ：０、１、２・・・ただし、Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｃｃａｓｉｏｎ≦ＳＦＮの最大値。Ｓ
ＦＮは０からＳＦＮの最大値までの整数。ＴＸ≦（SFNmax－ΣDRX）。ただし、ページン
グアケージョンは、ＤＲＸを除く無線フレームをリナンバリングした値とする。
【０４５８】
　上記のＭＢＭＳ受信時間欠受信時用のパラメータは使用されるページンググループやペ
ージングアケージョン（paging occasion）の算出式に応じて必要なパラメータが通知さ
れれば良い。例えばＭＢＭＳ受信時間欠受信時用のパラメータとして、上記ページングア
ケージョンの算出式ではＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおける間欠受信周期、Ｘ、Ｘ値
（Xの剰余値）と無線フレームナンバ（SFN）の関係付け、ＴＸ、Ｋ、Ｋ値（Ｋの剰余値）
とサブフレームの関係付け等がある。これらＭＢＭＳ受信時間欠受信時用のパラメータは
、ＭＣＣＨのスケジューリングに関する情報とともに、ＳＴ１７２３、ＳＴ１７２４でＭ
ＢＭＳ専用セルからＢＣＣＨにて移動端末に通知されるようにしても良い。また、ＭＢＭ
Ｓエリア情報やユニキャスト／混合周波数レイヤのメジャメント用のＤＲＸ情報やページ
ンググループ数とともに、ＳＴ１７２８、ＳＴ１７２９でＭＢＭＳ専用セルからＭＣＣＨ
にて移動端末に通知されるようにしても良い。ここで、ページングアケージョン算出式に
必要なパラメータが通知されれば良いとしたが、ページングアケージョンに限らず、移動
端末が間欠受信動作の際どのタイミング（SFN）を受信したら良いかを示すパラメータで
あれば良い。具体例として、明示的な受信タイミング（SFN）、間欠受信周期があげられ
る。Ｘ値（Ｘの剰余値）と無線フレームナンバ（SFN）の関係付けや、Ｋ値（Ｋの剰余値
）とサブフレームの関係付けについては、パラメータとせずに、あらかじめ決められてい
ても良い。例えば、ページング信号をのせるサブフレーム数をＫとしたとき、Ｋの剰余値
が０の場合は無線フレーム中のページング信号がのる最初のサブフレーム、Ｋの剰余値が
1の場合はページング信号がのる2番目のサブフレーム、・・・、Ｋの剰余値がＫ－１の場
合は無線フレーム中のページング信号がのる最後のＫ番目のサブフレームとする。こうす
ることによって、シグナリング量を削減することが可能となり、ＭＢＭＳサービスの伝送
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容量を増大させることが可能となる。
【０４５９】
　上記では、ページング信号の通知方法として、ページングアケージョンがＤＲＸ期間を
除く無線フレームの内、ひとつまたは複数個とした場合について示した。この方法はＭＢ
ＳＦＮエリアに対応したＭＢＳＦＮサブフレームがＴＤＭされている場合にも適用できる
。先に述べたように、ＭＢＳＦＮエリアに対応したＭＢＳＦＮサブフレームがＴＤＭされ
ている場合には（SFNmax-ΣDRX）のかわりに、該ＭＢＳＦＮエリアに対応したＭＢＳＦＮ
サブフレームを有する無線フレーム数とすれば良い。
【０４６０】
　ページング信号をのせる物理領域については前述したように、実施の形態８で開示した
、ＭＢＳＦＮエリア内でマルチセル送信されるページング専用の物理チャネル（ＤＰＣＨ
）を設け、該物理チャネル上にページング信号をのせる方法が適用可能である。この場合
は、ＤＰＣＨはＭＢＳＦＮエリアに対応する全無線フレームに構成される必要は無く、ペ
ージングアケージョンが発生する無線フレームに構成されれば良い。また、ＤＰＣＨは１
無線フレーム内の全ＭＢＳＦＮサブフレームに構成されても良いし、ＫこのＭＢＳＦＮサ
ブフレームに構成されても良い。これにより、ＤＰＣＨを構成しない無線フレームではＭ
ＢＭＳサービス用のデータを送信することが可能となるため、ＭＢＭＳサービスの高速化
、大容量化が図れる。このようなページング信号の通知方法とすることで、ＭＢＭＳ送信
専用周波数レイヤにおいてＤＲＸ期間が設けられた場合にも、ＬＴＥシステムのＭＢＭＳ
送信専用周波数レイヤでＭＢＭＳ専用セルがページング信号を通知することが可能となる
という効果が得ることができる。本発明におけるページング方法では、ページング後の通
信はユニキャストセルで行うため、基地局が送信するページング情報として着信の有無を
通知するページングインジケータ（Paging Indicator：PI）のみとしても良い。この場合
も、実施の形態８で開示したＤＰＣＨの構成を適用することが可能である。
【０４６１】
実施の形態１６
　実施の形態２では移動端末が受信中もしくは受信しようとしているＭＢＭＳサービスを
送信するＭＢＳＦＮエリア内全セルからページング信号を送信する方法について開示した
。ここでは、複数のＭＢＳＦＮエリアを覆うようなＭＢＳＦＮエリアの存在の有無にかか
わらず、移動端末がＭＢＭＳ専用周波数レイヤにおいてページング信号を受信することを
可能とするため、メインＰＭＣＨを用いて、ページング信号をＭＢＳＦＮ同期エリア（MB
SFN Synchronization Area）内全セルから送信する方法を開示する。説明においては、実
施の形態２と異なる部分を中心に説明する。特に説明がない部分については実施の形態２
と同様である。
【０４６２】
　ページング信号をのせる物理チャネルとして、ＭＢＳＦＮ同期エリア内の全セルでマル
チセル送信されるのに使用されるメインＰＭＣＨを用いる。メインＰＭＣＨについては実
施の形態９で開示した。メインＰＭＣＨはＭＢＳＦＮ同期エリア内全セルにて同期がとら
れるように構成されＳＦＮ合成がなされる。これは、ＭＢＳＦＮ同期エリア内の全セルが
属するひとつのＭＢＳＦＮエリアが設けられ、該ＭＢＳＦＮエリアに対応するＭＢＳＦＮ
サブフレームをメインＰＭＣＨとしても良い。ここでは、ＭＢＳＦＮエリア毎に設けられ
たＰＭＣＨとして時分割多重とコード分割多重が混在している場合を例にとって説明する
。図４６に、ＭＢＳＦＮ同期エリア（MBSFN Synchronization area）内でマルチセル送信
される物理チャネル（メインPMCH）の構成を示す。セル＃ｎ１はＭＢＳＦＮエリア１内の
セル、セル＃ｎ２はＭＢＳＦＮエリア２内のセル、セル＃ｎ３はＭＢＳＦＮエリア３内の
セルである。また、セル＃ｎ１、セル＃ｎ２、セル＃ｎ３のセルはＭＢＳＦＮエリア４内
のセルでもある。メインＰＭＣＨは、他のＭＢＳＦＮエリア用のＭＢＳＦＮサブフレーム
と時分割多重して設けられ、繰り返し周期メインＰＭＣＨ繰り返し期間で送信される。具
体的な構成については実施の形態９で開示してあるので説明を省略する。
【０４６３】
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　本実施の形態における移動体通信システムの処理の流れについて説明する。ページング
信号がＭＢＳＦＮ同期エリア内全セルでマルチセル送信されるメインＰＭＣＨにのるため
、移動端末に対するページング信号を通知する方法が実施の形態２とは異なる。実施の形
態２で開示した方法と異なる点を主に示す。まず、ＭＣＣＨ繰り返し期間等のＭＣＣＨの
スケジューリングに関する情報に加えて、メインＰＭＣＨのスケジューリング情報が移動
端末に通知されなくてはならない。メインＰＭＣＨのスケジューリング情報として具体的
には、メインＰＭＣＨのスタートタイミング(SFN、スターティングポイント)、メインＰ
ＭＣＨ繰り返し期間、サブフレームナンバ、ページング信号有無インジケータ繰り返し期
間、ＭＢＭＳ関連変更有無インジケータ繰り返し期間、それらインジケータの存在するＭ
ＢＳＦＮサブフレームのスタートタイミング(SFN、スターティングポイント)、サブフレ
ームナンバ等である。メインＰＭＣＨのスケジューリング情報はＭＣＣＨのスケジューリ
ングに関する情報とともに、ＳＴ１７２３、ＳＴ１７２４でＤＭＢＭＳからＢＣＣＨにて
移動端末に通知されるようにしても良いし、また、ＭＢＭＳエリア情報やユニキャスト／
混合周波数レイヤのメジャメント用のＤＲＸ情報やページンググループ数とともに、ＳＴ
１７２８、ＳＴ１７２９でＭＢＭＳ専用セルからＭＣＣＨにて移動端末に通知されるよう
にしても良い。
【０４６４】
　メインＰＭＣＨにマッピングされるＭＣＨ／ＰＣＨ／メインＰＣＨで使用されるスクラ
ンブリングコードはＭＢＳＦＮ同期エリア内でマルチセル送信されるため、サーチしたMB
MS専用セルが属するＭＢＳＦＮエリア（例えばＭＢＳＦＮエリア１）に対応するスクラン
ブリングコードとは異なる。従って、該スクランブリングコードも移動端末に通知される
必要がある。該スクランブリングコードは、メインＰＭＣＨのスケジューリング情報と一
緒に、ＳＴ１７２３、ＳＴ１７２４でＭＢＭＳ専用セルからＢＣＣＨにて移動端末に通知
されるようにしても良いし、また、ＳＴ１７２８、ＳＴ１７２９でＭＢＭＳ専用セルから
ＭＣＣＨにて移動端末に通知されるようにしても良い。移動端末は、ＳＴ１７２４あるい
はＳＴ１７２９で受信したメインＰＭＣＨスケジューリング情報をもとにメインＰＭＣＨ
を受信し、ＳＴ１７２４あるいはＳＴ１７２９で受信した該スクランブリングコードを用
いてメインＰＭＣＨを逆拡散（descramble）して復号化（decode）することが可能となる
。該スクランブリングコードはＭＢＳＦＮ同期エリア内全セルで用いられるため、予め決
められておいても良いし、または、ＳＴ１７０７、ＳＴ１７０８の受信可能なＭＢＭＳに
関する報知において、サービングセルから自セル内で受信可能なｆ（ＭＢＭＳ）と一緒に
移動端末に送信されても良い。実施の形態９で説明した、メインＰＭＣＨのチャネル構成
で用いられるページンググループ数Ｋ（Kmpとする）は、実施の形態２と同様に、ＳＴ１
７２８、ＳＴ１７２９において、サーチしたＭＢＭＳ専用セルが属するＭＢＳＦＮエリア
（例えばＭＢＳＦＮエリア１）のＭＣＣＨに含まれてＭＢＭＳ専用セルから移動端末に送
信される。移動端末は該ページンググループ数Ｋｍｐを用いて、ＳＴ１７３５でＭＢＭＳ
受信時間欠受信準備としてページンググループの算出を行う。
【０４６５】
　次に、ＭＢＭＳ送信専用の周波数でのトラッキングエリア（ＴＡ）リストについて説明
する。メインＰＭＣＨはＭＢＳＦＮ同期エリア内全セルでマルチセル送信されるため、移
動端末へのページング信号の通知範囲としてＭＢＳＦＮ同期エリア内全てにできる。この
ため、ＭＢＭＳ送信専用セルのトラッキングエリアをＭＢＳＦＮ同期エリア内全てとする
ことができる。実施の形態２で、図３１[ａ]に各移動端末のＴＡリストが示され、図３１
[ｂ]にユニキャスト／混合周波数レイヤにおけるＴＡ（unicast）と属するセルの対応表
を示した。本実施の形態においてもこれらは適用することができる。次に、本実施の形態
においては新たにＭＢＭＳ送信専用の周波数でのトラッキングエリア（ＴＡ）とＭＢＳＦ
Ｎ同期エリアを関連付ける表を設ける。図７８に、ＭＢＭＳ送信専用の周波数でのトラッ
キングエリア（ＴＡ）を示す表の具体例を示す。図７８[ａ]にＭＢＳＦＮエリアＩＤおよ
びｆ（ＭＢＭＳ）番号とそれが属するＭＢＳＦＮ同期エリア番号（ＩＤ）の表を示す。こ
の表を用いて、ＭＢＳＦＮエリアＩＤおよびｆ（ＭＢＭＳ）番号からＭＢＳＦＮ同期エリ
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ア番号が関係付けられる。図７８[ｂ]にＭＢＳＦＮ同期エリアＩＤとＴＡ（ＭＢＭＳ）番
号との関係を示す表を示す。これらによって、移動端末が受信しているＭＢＳＦＮエリア
が属するＭＢＭＳ専用周波数レイヤでのＴＡ（ＭＢＭＳ）番号が関連付けられることにな
る。
【０４６６】
　ＴＡリストの管理の詳細を説明する。実施の形態２において、ＭＢＭＳ側の受信状況で
開示した方法が適用可能である。図２０に示すように、ステップＳＴ１７４２にて移動端
末は、ステップＳＴ１７４１にて受信したＵＬアロケーションに従って「ＭＢＭＳ側受信
状況通知」をサービングセルへ送信する。「ＭＢＭＳ側受信状況通知」に含まれるパラメ
ータ例としては、移動端末の識別子（UE-ID，IMSI，S-TMSIなど）、ＭＢＭＳサービスを
受信する周波数（ｆ（ＭＢＭＳ））、ＭＢＳＦＮエリア番号（ＩＤ）などがある。ステッ
プＳＴ１７４３にてサービングセルは、移動端末からＭＢＭＳ側受信状況通知を受信する
。ステップＳＴ１７４３にてネットワーク側は、ＭＢＭＳ専用セルに上りリンクを追加す
ることなく、つまり移動体通信システムとして複雑性を増すことなく、当該移動端末がＭ
ＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービスを受信している旨を知ることが出来
る。これにより、ネットワーク側が通常のページング信号を通知する構成から、ＭＢＭＳ
受信時間欠受信構成へ変更することが可能となる効果を奏する。ステップＳＴ１７４４に
てサービングセルは、ＭＢＭＳ側受信状況通知をＭＭＥへ送信する。ステップＳＴ１７４
５にてＭＭＥは、ＭＢＭＳ側受信状況通知をサービングセルより受信する。ステップＳＴ
１７４６にてＭＭＥは、当該移動端末のＭＢＭＳ送信専用の周波数でのＭＢＭＳサービス
を受信中のトラッキングエリア（以降、ＴＡ（ＭＢＭＳ）と称する）を決定する。トラッ
キングエリアの決定に際しては、ＭＢＭＳ側受信状況通知を基に、更に具体的にはＭＢＭ
Ｓ側受信状況のパラメータを基に、更に具体的にはパラメータ中のｆ（ＭＢＭＳ）とＭＢ
ＳＦＮエリア番号を基に決定する。ｆ（ＭＢＭＳ）とＭＢＳＦＮ同期エリアが１対１対応
である場合は、ＭＢＳＦＮエリア番号を用いなくても良い。具体的には、図７８[ａ]の表
中にＭＢＳＦＮエリアＩＤを含めない。また、ＳＴ１７４２～ＳＴ１７４５のＭＢＭＳ側
受信状況のパラメータの中にもＭＢＳＦＮエリア番号を含めない。こうすることにより、
移動端末とサービングセル間およびサービングセル間とＭＭＥ間のシグナリング量を削減
することが可能となり、無線資源の効率化が図れる。
【０４６７】
　ステップＳＴ１７４７にて当該移動端末のトラッキングエリアリストを更新する。現在
の３ＧＰＰにおいてユニキャスト／混合周波数レイヤにおいて１つの移動端末に対して、
複数のトラッキングエリアを持つことが決定されている（以降、TA(unicast)と称する）
。しかし、ＭＢＭＳ専用セルからのあるいはＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおける、
移動端末に対するページング信号の送信を行うか否か決定されていない現段階において、
複数のトラッキングエリアについてもＭＢＭＳ専用セル、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイ
ヤなどのことは考慮されていない。ステップＳＴ１７４７では、ＴＡ（ｕｎｉｃａｓｔ）
または／かつＴＡ（ＭＢＭＳ）を含むＴＡリストの管理（保存、追加、更新、削除）をす
る。ステップＳＴ１７４７のＴＡリストの管理の詳細を説明する。ＭＭＥはステップＳＴ
１７４５にて受信したｆ（ＭＢＭＳ）、ＭＢＳＦＮエリアＩＤを基にＭＭＥ内で管理して
いるＴＡ（ＭＢＭＳ）番号を検索する。具体的な検索方法として例えば図７８の表を用い
る。受信したｆ（ＭＢＭＳ）、ＭＢＳＦＮエリアＩＤから、図７８[ａ]を用いて対応する
ＭＢＳＦＮ同期エリア番号（ＩＤ）を検索し、図７８[ｂ]を用いて対応するＴＡ（ＭＢＭ
Ｓ）番号を検索する。次に、当該移動端末のＴＡリスト中に検索の結果判明したＴＡ（Ｍ
ＢＭＳ）が存在するか否か判断する。
【０４６８】
　存在した場合、現状のＴＡリストを保存する。存在しなかった場合、当該移動端末のＴ
Ａリストに前記ＴＡ（ＭＢＭＳ）を追加する。ステップＳＴ１７４８にてＭＭＥはＭＢＭ
Ｓ側受信状況通知のＡｃｋをサービングセルへ送信する。ＭＢＭＳ側受信状況通知のＡｃ
ｋに含まれるパラメータ例としては、当該移動端末のＴＡリストが考えられる。ステップ
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ＳＴ１７４９にてサービングセルはＭＭＥよりＭＢＭＳ側受信状況通知のＡｃｋを受信す
る。ステップＳＴ１７５０にてサービングセルはＭＢＭＳ側受信状況通知のＡｃｋを移動
端末へ送信する。ステップＳＴ１７５１にて移動端末はサービングセルよりＭＢＭＳ側受
信状況通知のＡｃｋを受信する。ステップＳＴ１７５２にて移動端末は、周波数変換部１
１０７の設定周波数を変更し、中心周波数をＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤの周波数（
ｆ（ＭＢＭＳ））へ変更することによりＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤへ移動する。
【０４６９】
　次に、本実施の形態における当該移動端末へページングが発生した場合の処理について
詳細を説明する。ステップＳＴ１７７３にて当該移動端末へページングが発生する。ステ
ップＳＴ１７７４にてＭＭＥはページングが発生した、当該移動端末の識別子（UE-ID,IM
SI,S-TMSIなど）を基に、当該移動端末のＴＡリストを確認する。ステップＳＴ１７７５
にてＭＭＥは、当該移動端末のＴＡリスト中にＴＡ（ＭＢＭＳ）が含まれているか否か判
断する。具体例としては、図３１［ａ］のようなリストにてＵＥ－ＩＤを基に当該移動端
末のＴＡリストを検索する。当該移動端末が図３１［ａ］のＵＥ＃１（UE-ID#1）であっ
た場合にはＴＡ（ＭＢＭＳ）は含まれないと判断する。一方当該移動端末が図３１［ａ］
のＵＥ＃２（UE-ID#2）であった場合には、ＴＡ（ＭＢＭＳ）＃１が含まれているので、
ＴＡ（ＭＢＭＳ）は含まれると判断する。ＴＡ（ＭＢＭＳ）が含まれていない場合、ステ
ップＳＴ１８１４へ移行する。ＴＡ（ＭＢＭＳ）が含まれていた場合、ステップＳＴ１７
７６へ以降する。ステップＳＴ１７７６にてＭＭＥはＭＣＥに対してページングリクエス
トを送信する。ＭＭＥからページングリクエストを送信するＭＣＥとしては、ＭＭＥが管
理する基地局と地理的に重なっている基地局を管理する全ＭＣＥが考えられる。ページン
グリクエスト中のパラメータの具体例としては、移動端末の識別子（ＵＥ－ＩＤ、ＩＭＳ
Ｉ、Ｓ－ＴＭＳＩなど）、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバなどが考えられる。この時、ＴＡ（Ｍ
ＢＭＳ）ナンバの代わりにｆ（ＭＢＭＳ）かつＭＢＳＦＮエリアＩＤ、あるいはＭＢＳＦ
Ｎ同期エリアＩＤとしても良い。
【０４７０】
　ステップＳＴ１７７７にてＭＣＥはページングリクエストを受信する。ステップＳＴ１
７７８にてページングリクエストを受信したＭＣＥの内、ページングリクエスト中のパラ
メータとして通知された、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバと関連付けられたＭＢＳＦＮ同期エリ
アＩＤ、あるいはｆ（ＭＢＭＳ）かつＭＢＳＦＮエリアＩＤを制御しているＭＣＥは、ペ
ージング送信準備を行う。ページング送信準備の具体例としては、メインＰＭＣＨで用い
られるページンググループ数Ｋmpと、受信したページングリクエストを用いて当該移動端
末のページンググループを算出する。算出の際には、移動端末側で用いた算出式と同じ式
を用いる。具体例としてはステップＳＴ１７３５と同様のページンググループ＝ＩＭＳＩ
　ｍｏｄ　Ｋmp　を用いる。上記のように、ページングリクエストを受信したＭＣＥ側で
、例えば図７８の表のようなＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバとＭＣＥのくくりつける情報を有し
、そのくくりつけを管理する方法は、ＭＢＳＦＮ同期エリアＩＤ、あるいはｆ（ＭＢＭＳ
）かつＭＢＳＦＮエリアＩＤと、それを制御するＭＣＥとの関係をＭＢＭＳサービスのア
ーキテクチャ内のみで行えるため、つまりＭＭＥと無関係に行えるため、自由度の高い移
動体通信システムを構築することが可能になるという効果を得ることが出来る。
【０４７１】
　またＭＭＥが図７８に示すように、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバと関係するｆ（ＭＢＭＳ）
かつＭＢＳＦＮエリアＩＤを管理し、更には図７９［ａ］に示すように、ｆ（ＭＢＭＳ）
かつＭＢＳＦＮエリアＩＤとそれを制御するＭＣＥの番号を管理する場合を考える。その
場合、ステップＳＴ１７７６にてＭＭＥは、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバと関係するｆ（ＭＢ
ＭＳ）かつＭＢＳＦＮエリアＩＤを管理するＭＣＥのみにページングリクエストを送信す
る。その時のページングリクエスト中のパラメータの具体例としては、移動端末の識別子
などが考えられる。図７９［ａ］ではｆ（ＭＢＭＳ）かつＭＢＳＦＮエリアＩＤとそれを
制御するＭＣＥの番号の対応表を示したが、ｆ（ＭＢＭＳ）かつＭＢＳＦＮエリアＩＤで
はなく、ＭＢＳＦＮ同期エリアＩＤとそれを制御するＭＣＥの番号の対応表であっても良
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い。ステップＳＴ１７７８にてページングリクエストを受信したＭＣＥは、上記同様ペー
ジング送信準備を行う。上記のように、ＭＭＥ内でｆ（ＭＢＭＳ）かつＭＢＳＦＮエリア
ＩＤとそれを制御するＭＣＥとの関係を管理する方法は、ＭＭＥからＭＣＥへ通知する通
知するＭＣＥの数が少なくなるためリソースの有効活用が可能となる効果を得られる。ま
た通知する情報量が少なくなるためにリソースの有効活用が可能となる効果を得られる。
【０４７２】
　またＭＭＥが図７８に示すように、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバと関係するｆ（ＭＢＭＳ）
かつＭＢＳＦＮエリアＩＤを管理し、更に図７９［ｂ］に示すように、ｆ（ＭＢＭＳ）か
つＭＢＳＦＮエリアＩＤと、それに含まれるＭＢＭＳ専用セルまたは／かつミクスドセル
のセルＩＤを管理する場合を考える。その場合、ステップＳＴ１７７６にてＭＭＥは、Ｍ
ＣＥではなくＭＭＥが管理するＭＢＳＦＮエリアＩＤに含まれるセルに対して、ページン
グリクエストを送信する。その時のページングリクエスト中のパラメータの具体例として
は、移動端末の識別子などが考えられる。この場合も図７９［ａ］と同様に、図７９［ｂ
］でｆ（ＭＢＭＳ）かつＭＢＳＦＮエリアＩＤではなく、ＭＢＳＦＮ同期エリアＩＤとそ
れをそれに含まれるＭＢＭＳ専用セルまたは／かつミクスドセルのセルＩＤの対応表であ
っても良い。上記のように、ＭＭＥ内でｆ（ＭＢＭＳ）かつＭＢＳＦＮエリアＩＤとそれ
に含まれるセルの関係を管理する方法は、ＭＣＥにて移動端末のページング信号送信に関
する処理を行わなくてもよくなる。このことは、ＭＣＥへの機能追加を行わなくても良く
なるのでＭＣＥの複雑性を回避できるという効果を得ることができる。またＭＣＥの処理
負荷の低減を図れるという効果を得ることが出来る。ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにお
けるページング信号をマッピングするチャネル構成については実施の形態９で開示した方
法が適用できるのでここでは説明は省略する。
【０４７３】
　ステップＳＴ１７７９にてＭＣＥは、当該移動端末のページング信号のスケジューリン
グを行う。具体的には、ステップＳＴ１７７８にて算出した当該移動端末のページンググ
ループ番号に割り当てられた物理領域にマッピングされる情報要素の何番目に当該移動端
末の識別子を割り当てるかを決定する。ここで、実施の形態２で開示した方法と異なり、
ページング信号がのる物理領域は、ＭＢＳＦＮ同期エリアでマルチセル送信されるメイン
ＰＭＣＨ用の物理領域である。このスケジューリングを、ＳＴ１７７７で受信したＴＡ（
ＭＢＭＳ）と関連付けられたＭＢＳＦＮ同期エリアＩＤ、あるいはｆ（ＭＢＭＳ）かつＭ
ＢＳＦＮエリアＩＤを制御しているＭＣＥにて行うことにより、ＭＢＳＦＮ同期エリア内
に含まれる基地局の同じ物理リソースから当該移動端末の識別子が送信されることになる
。これにより、移動端末はＭＢＳＦＮ同期エリアにてマルチセル送信されているメインＰ
ＭＣＨを受信することにより、ＳＦＮゲインの恩恵を受けたページング信号が受信可能と
なるという効果を得ることができる。ステップＳＴ１７８０にてＭＣＥはＭＢＳＦＮエリ
ア内の基地局に対して当該移動端末に対するページングリクエストを送信する。ページン
グリクエストに含まれるパラメータの具体例としては、移動端末の識別子（UE-ID，IMSI
，S-TMSIなど）、ステップＳＴ１７７９にて行ったページング信号のスケジューリング結
果（具体的にはメインＰＭＣＨのＳＦＮ、ＭＢＳＦＮサブフレームナンバ、情報要素ナン
バ）などが考えられる。ステップＳＴ１７８１にてＭＢＳＦＮエリア内の各基地局はＭＣ
Ｅからのページングリクエストを受信する。
【０４７４】
　移動端末へのページング信号のスケジューリングにおいて、メインＰＭＣＨが送信され
る全サブフレームにページング信号をのせても良いし、一部のサブフレームにページング
信号をのせても良い。例えば、メインＰＭＣＨにＭＣＣＨあるいはメインＭＣＣＨがのる
サブフレームにページング信号をのせても良い。メインＰＭＣＨが送信されるサブフレー
ムのうち、一部のサブフレームにページング信号をのせる場合は、該サブフレームはあら
かじめ決められていても良いし、ユニキャスト／ミクスドセルもしくはＭＢＭＳ専用セル
から報知されても良い。また、ネットワーク側（ＭＭＥ，ＭＣＥ）、基地局、移動端末で
同じパラメータと同じ算出式を用いて導出するようにしても良い。該パラメータ、該算出
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式は、あらかじめ決められていても良いし、ユニキャスト/ミクスドセルもしくはＭＢＭ
Ｓ専用セルから報知されても良い。全サブフレームにページング信号をのせることにより
、少ない遅延時間で多くの移動端末へのページングを可能にすることができる。一方、一
部のサブフレームにページング信号をのせる場合は、ページング信号を受信したい端末は
、メインＰＭＣＨが送信される全てのサブフレームで受信する必要が無く、ページング信
号が送信される一部のサブフレームのみを受信すればよく、低消費電力化がはかれる。ま
た、ＭＣＣＨあるいはメインＭＣＣＨがのるサブフレームにページング信号をのせること
により、移動端末はＭＣＣＨあるいはメインＭＣＣＨを受信するのと同じサブフレームで
受信することが可能となるため、ＭＢＭＳを受信している移動端末は少ない遅延時間でペ
ージングを受信することが可能となる。
【０４７５】
　ステップＳＴ１７８２にてＭＢＳＦＮエリア内の各基地局は当該移動端末ページンググ
ループを算出する。算出方法の具体例としては、メインＰＭＣＨで用いられるページング
グループ数Ｋｍｐと、受信したページングリクエストを用いて当該移動端末のページング
グループを算出する。算出の際には、移動端末側で用いた算出式と同じ式を用いる。具体
例としてはステップＳＴ１７３５と同様のページンググループ＝ＩＭＳＩ　ｍｏｄ　Ｋｍ
ｐを用いる。ステップＳＴ１７８０にて当該移動端末のページンググループをも通知して
いれば、ステップＳＴ１７８２は省略可能である。これにより、ＭＢＳＦＮエリア内の各
基地局の制御負荷の軽減とう効果を得ることができる。一方ステップＳＴ１７８０にて当
該移動端末のページンググループを通知せず、ステップＳＴ１７８２にてＭＢＳＦＮエリ
ア内の各基地局にてページンググループを算出する方法においては、ＭＣＥからＭＢＳＦ
Ｎエリア内の各基地局に対する通知情報を軽減可能となり、リソースの有効活用という効
果を得ることができる。ステップＳＴ１７８３にてＭＢＳＦＮエリア内の各基地局は、ス
テップＳＴ１７８１にて受信した当該移動端末の識別子、ページング信号のスケジューリ
ング結果、ステップＳＴ１７８２にて算出した当該移動端末のページンググループなどを
用いて、ＰＭＣＨではなく、ページング信号をのせたメインPMCHの送信を行う。その際の
メインＰＭＣＨ内のページング関連領域へのマッピング方法や、具体的な物理チャネルへ
のマッピング方法などは実施の形態９で説明した方法を用いることが可能である。
【０４７６】
　ステップＳＴ１７８４にて移動端末は、ＰＭＣＨ内ではなく、メインＰＭＣＨ内の自移
動端末のステップＳＴ１７３５にて算出したページンググループに対応したページング関
連の変更有無インジケータを受信する。ステップＳＴ１７８５にて移動端末は、ページン
グ関連の変更有無インジケータの変更の有無を判断する。変更無しの場合は、ステップＳ
Ｔ１７８８へ移行する。変更有りの場合は、ステップＳＴ１７８６へ移行する。ステップ
ＳＴ１７８６にて移動端末は、つづけて自ページンググループのページング関連情報がマ
ッピングされる物理領域を受信しデコードする。その際、移動端末固有の識別コードとの
相関演算を行うことによりブラインド検出を行う。ステップＳＴ１７８７にて移動端末は
、ステップＳＴ１７８６にて行ったブラインド検出において自移動端末の識別子を検出し
たか否か判断する。検出しなかった場合はステップＳＴ１７８８へ移行する。検出した場
合はステップＳＴ１８１４へ移行する。以上のような方法とすることで、複数のＭＢＳＦ
Ｎエリアを覆うようなＭＢＳＦＮエリアの存在の有無にかかわらず、移動端末がＭＢＭＳ
専用周波数レイヤにおいてページング信号を受信することが可能となる。
【０４７７】
　本実施の形態において、実施の形態２と同様にＭＭＥからＭＣＥに対してページングリ
クエストを送信する方法を示した。別の方法として、ページングリクエストをＭＭＥから
ＭＣＥに対してではなく、ＭＭＥからＭＢＭＳＧＷに対して送信するようにしても良い。
さらに具体的にはＭＭＥからＭＢＭＳＧＷ内のＭＢＭＳＣＰに対して送信するようにして
も良い。これはページング信号をのせるチャネルがＭＢＳＦＮ同期エリア内でマルチセル
送信されるためである。ページングリクエストを受信したＭＢＭＳＣＰはＭＣＥを介さず
に直接ｅＮＢへページングリクエストを送信する。この場合、図１０で開示した、本発明



(152) JP 5855289 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

で用いる移動体通信システムの全体的なアーキテクチャにおいて、ＭＭＥ１０３とＭＢＭ
ＳＧＷ８０２もしくはＭＢＭＳＣＰ８０２－１間のＩＦを新たに設けておけば良い。この
ＩＦを使用して、上記ページングリクエストをＭＭＥからＭＢＭＳＧＷもしくはＭＢＭＳ
ＣＰへ送信する。ページングリクエストを受信したＭＢＭＳＧＷもしくはＭＢＭＳＣＰは
Ｍ１のＩＦを用いてＭＢＳＦＮ同期エリア内の全ｅＮＢに対してページングリクエスト信
号を送信する。
【０４７８】
　次に、この場合の当該移動端末へページングが発生した場合の処理について説明する。
ステップＳＴ１７７３にて当該移動端末へページングが発生する。ステップＳＴ１７７４
にてＭＭＥはページングが発生した、当該移動端末の識別子（UE-ID,IMSI,S-TMSIなど）
を基に、当該移動端末のＴＡリストを確認する。ステップＳＴ１７７５にてＭＭＥは、当
該移動端末のＴＡリスト中にＴＡ（ＭＢＭＳ）が含まれているか否か判断する。ＴＡ（Ｍ
ＢＭＳ）が含まれていない場合、ステップＳＴ１８１４へ移行する。ＴＡ（ＭＢＭＳ）が
含まれていた場合、ステップＳＴ１７７６へ以降する。ステップＳＴ１７７６にて、ＭＭ
ＥはＭＣＥではなく、ＭＢＭＳＣＰに対してページングリクエストを送信する。ＭＭＥか
らページングリクエストを送信するＭＢＭＳＣＰとしては、ＭＭＥが管理する基地局から
受信可能なＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤを管理する全ＭＢＭＳＣＰが考えられる。ペ
ージングリクエスト中のパラメータの具体例としては、移動端末の識別子（ＵＥ－ＩＤ、
ＩＭＳＩ、Ｓ－ＴＭＳＩなど）、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバなどが考えられる。この時、Ｔ
Ａ（ＭＢＭＳ）ナンバの代わりにｆ（ＭＢＭＳ）かつＭＢＳＦＮエリアＩＤ、あるいはＭ
ＢＳＦＮ同期エリアＩＤとしても良い。ステップＳＴ１７７７にて、ＭＣＥではなく、Ｍ
ＢＭＳＣＰがページングリクエストを受信する。ステップＳＴ１７７８にてページングリ
クエストを受信したＭＢＭＳＣＰの内、ページングリクエスト中のパラメータとして通知
された、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバと関連付けられたＭＢＳＦＮ同期エリアＩＤ、あるいは
ｆ（ＭＢＭＳ）かつＭＢＳＦＮエリアＩＤを制御しているＭＢＭＳＣＰは、ページング送
信準備を行う。ページング送信準備の具体例としては、メインＰＭＣＨで用いられるペー
ジンググループ数Ｋｍｐと、受信したページングリクエストを用いて当該移動端末のペー
ジンググループを算出する。算出の際には、移動端末側で用いた算出式と同じ式を用いる
。
【０４７９】
　具体例としてはステップＳＴ１７３５と同様のページンググループ＝ＩＭＳＩ　ｍｏｄ
　Ｋｍｐ　を用いる。ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤにおけるページング信号をマッピン
グするチャネル構成については実施の形態９で開示した方法が適用できるのでここでは説
明は省略する。ステップＳＴ１７７９にてＭＢＭＳＣＰは、当該移動端末のページング信
号のスケジューリングを行う。具体的には、ステップＳＴ１７７８にて算出した当該移動
端末のページンググループ番号に割り当てられた物理領域にマッピングされる情報要素の
何番目に当該移動端末の識別子を割り当てるかを決定する。このスケジューリングをＭＢ
ＭＳＣＰにて行うことによりＭＢＳＦＮエリア内ではなく、ＭＢＳＦＮ同期エリア内に含
まれる基地局の同じ物理リソースから当該移動端末の識別子が送信されることになる。こ
れにより、移動端末はＭＢＳＦＮ同期エリアにてマルチセル送信されているメインＰＭＣ
Ｈを受信することにより、ＳＦＮゲインの恩恵を受けたページング信号が受信可能となる
という効果を得ることができる。ステップＳＴ１７８０にてＭＢＭＳＣＰはＭＢＳＦＮ同
期エリア内の基地局に対して当該移動端末に対するページングリクエストを送信する。ペ
ージングリクエストに含まれるパラメータの具体例としては、移動端末の識別子（UE-ID,
IMSI,S-TMSIなど）、ステップＳＴ１７７９にて行ったページング信号のスケジューリン
グ結果（具体的にはSFN，MBSFNサブフレームナンバ、情報要素ナンバ）などが考えられる
。ステップＳＴ１７８１にてＭＢＳＦＮ同期エリア内の各基地局はＭＢＭＳＣＰからのペ
ージングリクエストを受信する。
【０４８０】
　ステップＳＴ１７８２にてＭＢＳＦＮ同期エリア内の各基地局は当該移動端末ページン
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ググループを算出する。算出方法の具体例としては、メインＰＭＣＨで用いられるページ
ンググループ数Ｋｍｐと、受信したページングリクエストを用いて当該移動端末のページ
ンググループを算出する。算出の際には、移動端末側で用いた算出式と同じ式を用いる。
具体例としてはステップＳＴ１７３５と同様の、ページンググループ＝ＩＭＳＩ　ｍｏｄ
　Ｋｍｐを用いる。ステップＳＴ１７８０にて当該移動端末のページンググループを通知
していれば、ステップＳＴ１７８２は省略可能である。これにより、ＭＢＳＦＮ同期エリ
ア内の各基地局の制御負荷の軽減等の効果を得ることができる。一方ステップＳＴ１７８
０にて当該移動端末のページンググループを通知せず、ステップＳＴ１７８２にてＭＢＳ
ＦＮ同期エリア内の各基地局にてページンググループを算出する方法においては、ＭＢＭ
ＳＣＰからＭＢＳＦＮ同期エリア内の各基地局に対する通知情報を軽減可能となり、リソ
ースの有効活用という効果を得ることができる。
ステップＳＴ１７８３にてＭＢＳＦＮ同期エリア内の各基地局は、ステップＳＴ１７８１
にて受信した当該移動端末の識別子、ページング信号のスケジューリング結果、ステップ
ＳＴ１７８２にて算出した当該移動端末のページンググループなどを用いて、ページング
信号をのせたメインＰＭＣＨの送信を行う。その際のメインＰＭＣＨ内のページング関連
領域へのマッピング方法や、具体的な物理チャネルへのマッピング方法などは実施の形態
９で説明した方法を用いることが可能である。
【０４８１】
　ステップＳＴ１７８４にて移動端末は、ＰＭＣＨ内でなく、メインＰＭＣＨ内の自移動
端末のステップＳＴ１７３５にて算出したページンググループに対応したページング関連
情報有無インジケータを受信する。ステップＳＴ１７８５にて移動端末は、ページング関
連情報有無インジケータによりページング関連情報の有無を判断する。変更無しの場合は
、ステップＳＴ１７８８へ移行する。変更有りの場合は、ステップＳＴ１７８６へ移行す
る。ステップＳＴ１７８６にて移動端末は、つづけて自ページンググループのページング
関連情報がマッピングされる物理領域を受信しデコードする。その際、移動端末固有の識
別コードとの相関演算を行うことによりブラインド検出を行う。ステップＳＴ１７８７に
て移動端末は、ステップＳＴ１７８６にて行ったブラインド検出において自移動端末の識
別子を検出したか否か判断する。検出しなかった場合はステップＳＴ１７８８へ移行する
。検出した場合はステップＳＴ１８１４へ移行する。
【０４８２】
　以上のような方法とすることで、複数のＭＢＳＦＮエリアを覆うようなＭＢＳＦＮエリ
アの存在の有無にかかわらず、移動端末がＭＢＭＳ専用周波数レイヤにおいてページング
信号を受信することが可能となる。上記では、ＭＭＥとＭＢＭＳＣＰが個別に存在する場
合を示したが、ＭＢＭＳＣＰがＭＭＥの機能をもっても良い。こうすることで、ＭＭＥ（
もしくはＥＰＣ）とＭＢＭＳＧＷもしくはＭＢＭＳＣＰ間の長距離の物理的ＩＦの敷設が
必要なくなるため、システムとして安価に高い安全性で構成でき、さらには、ＭＭＥ（も
しくはＥＰＣ）とＭＢＭＳＧＷもしくはＭＢＭＳＣＰ間の信号の遅延も低減できるため制
御遅延、ここではページングの制御遅延を低減することが可能となる。
【０４８３】
　本実施の形態や実施の形態２のように、ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤでのトラッキン
グエリアがＭＢＳＦＮ同期エリア や、ＭＢＳＦＮエリアである場合は、ＭＭＥにおいて
ＴＡ（ＭＢＭＳ）番号を導出して各移動端末のＴＡリストに加える方法を開示したが、Ｔ
Ａリストにはこだわらず、各移動端末と該移動端末が受信しているｆ（ＭＢＭＳ）かつＭ
ＢＳＦＮエリアＩＤを直接リスト化しておいても良い。この場合は、ＳＴ１７７４で該当
ＵＥのＴＡリストではなく、該直接リスト化したものを確認すれば良い。また、この場合
、ＳＴ１７７６、ＳＴ１７７７においては、ＴＡ（ＭＢＭＳ）を送受信するのではなく、
ｆ（ＭＢＭＳ）かつＭＢＳＦＮエリアＩＤを送受信すればよい。これは、ＴＡがセル単位
ではなくＭＢＳＦＮエリア単位もしくはＭＢＳＦＮ同期エリア単位であるために可能とな
る。
【０４８４】
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　なお、本実施の形態では、ＭＢＳＦＮエリア毎に設けられたPMCHとして時分割多重とコ
ード分割多重が混在している場合を例にとって説明したが、重複するＭＢＳＦＮエリアが
無く、ＭＢＳＦＮエリア毎に設けられたＰＭＣＨとしてＴＤＭの場合やＣＤＭの場合にお
いても適用することは可能である。
【０４８５】
　これにより、本発明の課題である、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤでＭＢＭＳサービ
スを受信している移動端末に対する、ページング信号の通知方法、及びそのための移動体
通信システムを開示することができ、これにより、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤでＭ
ＢＭＳサービスを受信している移動端末においても、ページング信号を受信可能になると
いう効果を奏する。
【０４８６】
　本実施の形態に開示したＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤでページング信号を通知する方
法とすることにより、移動端末がどのＭＢＳＦＮエリアのＭＢＭＳサービスを受信中もし
くは受信しようとしていても同じようにメインＰＭＣＨののるＭＢＳＦＮサブフレームを
受信することでページング信号を受信できるので、移動端末が受信するＭＢＳＦＮエリア
を変更してＭＢＭＳサービスを受信する場合にも、処理を簡略化できるという効果が生じ
る。
【０４８７】
実施の形態１７．
　実施の形態２では移動端末が受信中もしくは受信しようとしているＭＢＭＳサービスを
送信するＭＢＳＦＮエリア内全セルからページング信号を送信する方法について開示した
。また、実施の形態１６ではＭＢＳＦＮ同期エリア内全セルからページング信号を送信す
る方法について開示した。しかし、ＭＢＳＦＮエリアやＭＢＳＦＮ同期エリアは地理的に
広大な範囲となることも考えられる。このような場合、移動端末においてＳＦＮ合成に寄
与しないセルから該移動端末向けのページング信号を送信することは、無線リソースの無
駄となりシステム容量の低下を引き起こす。従って、ページング信号を送信するセルを移
動端末が存在するセルおよび近傍のセルに限定する必要性が生じてくる。これらの必要性
を満たすため、ここでは、移動端末のユニキャスト側のサービングセルと地理的に対応し
た任意のＭＢＭＳ専用セルをトラッキングエリアとし、該トラッキングエリアに属する、
ＭＢＳＦＮエリア内（もしくはＭＢＳＦＮ同期エリア内）の一部のセルからページング信
号を送信する方法について開示する。説明においては、実施の形態２と異なる部分を中心
に説明する。特に説明がない部分については実施の形態２と同様である。
【０４８８】
　ページング信号を送信するセルを移動端末が存在するセルおよび近傍のセルに限定する
ため、移動端末のユニキャスト側のトラッキングエリアと地理的に対応した、移動端末が
受信中もしくは受信しようとしているＭＢＳＦＮエリア内あるいはＭＢＳＦＮ同期エリア
内の、任意のＭＢＭＳ専用セルをトラッキングエリアとする。ＭＢＭＳ専用周波数レイヤ
用基地局の配置として、ユニキャスト／混合周波数レイヤのセルと同じにするよう、基地
局の配置位置は共用するが装置（アンテナ等）をＭＢＭＳ専用周波数レイヤ用とユニキャ
スト／混合周波数レイヤ用と両方備えるように構成したり、スポット的にＭＢＭＳサービ
スを行うためユニキャスト／混合周波数レイヤのセルのある一部にＭＢＭＳ専用周波数レ
イヤ用基地局を配置位置することが考えられる。ユニキャスト側のトラッキングエリアと
ＭＢＭＳ専用セルのトラッキングエリアを地理的に対応させるため、前者の場合には、ユ
ニキャスト／混合周波数レイヤでのトラッキングエリア内のセルと同じＭＢＭＳ専用周波
数レイヤ用のセルをトラッキングエリア内のセルとすれば良い。後者の場合には、ユニキ
ャスト／混合周波数レイヤでのトラッキングエリア内に存在するＭＢＭＳ専用周波数レイ
ヤ用のセルをトラッキングエリア内のセルとすれば良い。図８０に一例としてひとつのＭ
ＢＳＦＮエリア内の任意のＭＢＭＳ専用セルをトラッキングエリアとした図を示す。ＭＢ
ＭＳ送信専用周波数レイヤのひとつのＭＢＳＦＮエリア（MBSFNエリア1）内で斜線で示し
たＭＢＭＳ専用セル（MBMS送信専用周波数レイヤでのトラッキングエリアTA（MBMS）#1）
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とそうでないＭＢＭＳ専用セルを構成する。図では、ユニキャスト／混合周波数レイヤで
のトラッキングエリア（TA（unicast）#1）と地理的に対応したＴＡ（ＭＢＭＳ）を構成
している。ＴＡ（ＭＢＭＳ）＃１内のＭＢＭＳ専用セルからページング信号を送信し、そ
の他のＭＢＭＳ専用セルではページング信号を送信しない。この場合、同じＭＢＳＦＮエ
リア（もしくは同じＭＢＳＦＮ同期エリア内）で、ある移動端末へのページング信号を送
信するセルと送信しないセルが生じてしまい、セル間で異なる信号を送信することとなり
マルチセル送信ではなくなってしまう。移動端末は受信するセルを選択的に限定できない
ため、マルチセル送信ではなくなってしまった信号も受信してしまうことになり、受信誤
りが引き起こされる。
【０４８９】
　ページング信号を送信しないセルから送信された異なる信号により、所望のページング
信号の受信品質が劣化することになる。特に、ページング信号を送信するセルとページン
グ信号を送信しないセルとの境界付近に存在する移動端末にとっては受信誤りが増大し、
ページング信号を受信できなくなるという問題が生じる。これらの問題を解決するための
ページング信号用のチャネル構成については実施の形態１０で開示した。ここではページ
ング信号用のチャネル構成については実施の形態１０で開示した方法を適用する。ＭＢＳ
ＦＮエリア毎に設けられたＰＭＣＨとしてコード分割多重している場合を例にとって説明
する。図４０に、ＭＢＳＦＮエリア毎に設けられたＰＭＣＨの構成を示す。セル＃ｎ１は
ＭＢＳＦＮエリア1内のセル、セル＃ｎ２はＭＢＳＦＮエリア２内のセル、セル＃ｎ３は
ＭＢＳＦＮエリア３内のセルである。セル＃ｎ１のセルではＭＢＳＦＮエリア１に対応し
たＰＭＣＨが送信され、セル＃ｎ２のセルではＭＢＳＦＮエリア２に対応したＰＭＣＨが
送信され、同様に、セル＃ｎ３のセルではＭＢＳＦＮエリア３に対応したＰＭＣＨが送信
される。ＰＭＣＨは時間的に連続していても良いし、不連続でも良い。不連続の場合はＭ
ＢＳＦＮエリアに対応したＰＭＣＨが送信されるＭＢＳＦＮフレームクラスタ（MBSFN fr
ame cluster）が繰り返される周期がＭＢＳＦＮフレームクラスタ繰り返し期間になる。
また、連続の場合のＭＢＳＦＮフレームクラスタ繰り返し期間は０としても良いし、明示
しなくても良い。ＭＣＣＨとＭＴＣＨは時間的に分割されてＰＭＣＨ上にマッピングされ
ても良いし、さらに時間的に分割されてマルチセル送信される物理領域にマッピングされ
ても良い。例えば、ＭＴＣＨとＭＣＣＨが、結果としてマッピングされる物理領域である
ＭＢＳＦＮサブフレームが異なっていても良い。ＭＣＣＨが繰り返される周期をＭＣＣＨ
繰り返し期間とする。
【０４９０】
　ページング信号用の物理領域の構成については、図４６で開示したような、ページング
信号をＭＣＣＨとともにＰＭＣＨにのせる方法、ページング信号をＭＣＣＨの情報要素の
ひとつとしてＰＭＣＨにマッピングする方法、インジケータを用いる方法、移動端末をペ
ージンググループ化する方法、また、図４２で開示したような、ページング専用チャネル
を設けてページング信号をのせる方法、また、図４９で開示したような、メインＰＭＣＨ
を設けてページング信号をのせる方法が適用できる。ページング信号をページング信号の
のる物理領域にマッピングする場合に、ページング信号を送信するセルとしないセルとで
マッピングする方法を変える。例えばＭＢＳＦＮエリア内に着信がかかっている移動端末
に対してページング信号を送信するセルと送信しないセルが存在する場合、具体的には、
着信がかかっている移動端末にページング信号を送信するセルでは、基地局は、図５０で
開示したように、スイッチ２４０１を用いて該スイッチを端子aに接続する。移動端末へ
のページング信号に該移動端末固有の識別番号を乗じ、ＣＲＣ付加を行い、エンコード、
レートマッチング等の処理を行う。スイッチ２４０１が端子ａに接続されているので、移
動端末毎の上記処理後の情報が、ある情報要素単位に割り当てられる。着信がかかってい
る移動端末にページング信号を送信しないセルでは、基地局は、図５０で開示したように
、スイッチ２４０１を用いて該スイッチを端子ｂに接続する。移動端末へのページング信
号を用いることなく、セル毎のパディング用コードを設け、該パディング用コードがある
情報要素単位に割り当てられる。
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【０４９１】
　ここで、ある移動端末に対して割り当てられる情報要素単位の領域は、ページング信号
を送信するセルと送信しないセルとで同一とする。これにより基地局は、ページング信号
を送信するセルと送信しないセルとで割り当てる情報をスイッチによって簡単に切替え可
能とできる。さらに、ある移動端末に対して割り当てられる情報要素単位の領域の大きさ
を、全ての移動端末で同じにしておくことで、セル毎のパディング用コード長をあらかじ
め決めておくことが可能となる。これにより、パディング用コードの埋めこみ制御を簡易
に構成することが可能となる。ページング信号を送信しないセルで設けたセル毎のパディ
ング用コードの具体例としては、図５１に示したように、例えば、ａｌｌ０、ａｌｌ１と
する。こうすることによって、移動端末において受信機に干渉キャンセラなどの干渉除去
機能を持つことで、移動端末はページング信号を送信しないセルから送信された“０”も
しくは“１”の成分をキャンセルすることができ、ページング信号を送信するセルから送
信されたページング信号のみをSFN合成することが可能となる。また、ランダム値として
もよく、この場合、各セル毎でランダムな値を導出し、パディングする。こうすることに
よって、移動端末において、ページング信号を送信しないセルから送信された信号が異な
るランダム信号のためお互いにキャンセルされることになり、ページング信号を送信する
セルから送信されたページング信号成分が相対的に強くなるため、相関演算におけるペー
ジング信号の受信誤りを低減することが可能となる。従って、ＭＢＳＦＮエリア内で移動
端末に対してページング信号を送信するセルと送信しないセルが存在する場合も、ページ
ング信号を受信することが可能となる。さらに詳細なページング信号用のチャネルの構成
については実施の形態１０で説明しているのでここでは省略する。
【０４９２】
　次に、ＭＢＭＳ送信専用の周波数でのトラッキングエリア（ＴＡ）リストについて説明
する。ページング信号を送信するセルを移動端末が存在するセルおよび近傍のセルに限定
するため、移動端末のユニキャスト側のサービングセルと地理的に対応した、移動端末が
受信中もしくは受信しようとしているＭＢＳＦＮエリア内あるいはＭＢＳＦＮ同期エリア
内の、任意のＭＢＭＳ専用セルをトラッキングエリア（ＴＡ（MBMS））とする。ここでは
、移動端末が受信中もしくは受信しようとしているＭＢＳＦＮエリア内の任意のＭＢＭＳ
専用セルをＴＡとする方法について説明する。実施の形態２で、図３１[ａ]に各移動端末
のＴＡリストが示され、図３１[ｂ]にユニキャスト／混合周波数レイヤにおけるトラッキ
ングエリア（TA（unicast））と属するセルの対応表を示した。本実施の形態においても
これらは適用することができる。実施の形態２では、図３１[ｃ]に示すような、ｆ（ＭＢ
ＭＳ）かつＭＢＳＦＮエリアＩＤとＴＡ（ＭＢＭＳ）番号とを関連付ける表を設けて、移
動端末が受信中もしくは受信しようとしているｆ（ＭＢＭＳ）かつＭＢＳＦＮエリアＩＤ
から、MBMS送信専用周波数レイヤでのトラッキングエリアを導出できるようにしている。
本実施の形態では、ＭＢＳＦＮエリア内にページング信号を送信するセルと送信しないセ
ルが存在するので、単純にｆ（ＭＢＭＳ）かつＭＢＳＦＮエリアＩＤから、ＭＢＭＳ送信
専用周波数レイヤでのトラッキングエリアを対応づけることはできない。この問題を解決
するため、ここでは、ＴＡ（MBMS）IDとｆ（ＭＢＭＳ）かつＴＡ（ｕｎｉｃａｓｔ）ＩＤ
を関連付ける表を設けることとし、さらに、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ＩＤと、ＴＡ（ｕｎｉｃａ
ｓｔ）と地理的に対応したMBMS送信専用セルとを関連付けた表を設けることとする。図８
１に、ＴＡ（ＭＢＭＳ）を示す表の具体例を示す。図８１［ａ］にＴＡ（ＭＢＭＳ）ＩＤ
とｆ（ＭＢＭＳ）かつＴＡ（ｕｎｉｃａｓｔ）ＩＤを関連付ける表を、図８１［ｂ］にＴ
Ａ（ＭＢＭＳ）ＩＤと、ＴＡ（ｕｎｉｃａｓｔ）と地理的に対応したMBMS送信専用セルを
関連付ける表を示す。これらの表により、ＴＡ（ｕｎｉｃａｓｔ）と地理的に対応したＭ
ＢＭＳ送信専用セルがＴＡ（ＭＢＭＳ）を用いて特定し、該ＴＡ（ＭＢＭＳ）内のセルに
ページング信号送信を限定することにより、ＭＢＳＦＮエリア内のセルにおいてページン
グ信号を送信するセルと送信しないセルを設けることが可能となる。
【０４９３】
　ＴＡリストの管理の詳細を説明する。実施の形態２においてＭＢＭＳ側の受信状況で開
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示した方法を適用できる。その際に、図２０のステップＳＴ１７４６にて、ＭＭＥが、当
該移動端末のＴＡ（ＭＢＭＳ）を決定する処理において、トラッキングエリアの決定に際
しては、ＴＡ（ｕｎｉｃａｓｔ）ＩＤとＭＢＭＳ側受信状況通知内容を基に決定するよう
に変更する。ＭＢＭＳ側受信状況通知内容として更に具体的にはＭＢＭＳ側受信状況のパ
ラメータを基に、更に具体的にはパラメータ中のｆ（ＭＢＭＳ）を基に決定するようにす
れば良い。また、ステップＳＴ１７４７にて当該移動端末のトラッキングエリアリストの
管理において、ＭＭＥはステップＳＴ１７４５にて受信したｆ（ＭＢＭＳ）とＳＴ１７１
４からＳＴ１７１６にて決定したＴＡ（ｕｎｉｃａｓｔ）を基にＭＭＥ内で管理している
ＴＡ（ＭＢＭＳ）番号を検索するように変更する。具体的な検索方法として例えば図８１
［ａ］の表を用いる。次に、当該移動端末のＴＡリスト中（図３１［ａ］）に検索の結果
判明したＴＡ（ＭＢＭＳ）が存在するか否か判断する。存在した場合、現状のＴＡリスト
を保存する。存在しなかった場合、当該移動端末のＴＡリストに前記ＴＡ（ＭＢＭＳ）を
追加する。上記のように、実施の形態２で開示したＭＢＭＳ側受信状況通知の処理の一部
を変更することで、本実施の形態のＴＡの管理を行うことが可能となる。
【０４９４】
　上記の例では、ＳＴ１７４２において、実施の形態２と同じく移動端末が、受信中もし
くは受信しようとしているＭＢＳＦＮエリア番号をサービングセルへ通知し、さらにはＳ
Ｔ１７４４にてサービングセルはＭＭＥへ該ＭＢＳＦＮエリア番号を通知するようにした
。しかし、本実施の形態にかかる発明においては、ＴＡ（ＭＢＭＳ）の管理においてＭＢ
ＳＦＮエリア番号情報は必要ない。従って、ＳＴ１７４２、ＳＴ１７４４にてＭＢＳＦＮ
エリア番号を通知する必要は無く、移動端末とサービングセル間およびサービングセルと
ＭＭＥ間のシグナリング量を低減することが可能となる。
【０４９５】
　次に、本実施の形態における当該移動端末へページングが発生した場合の処理について
詳細を説明する。ここでは、ページング信号を送信するセルを移動端末が存在するセルお
よび近傍のセルに限定するため、移動端末のユニキャスト側のサービングセルと地理的に
対応した、ＭＢＳＦＮエリア内の任意のＭＢＭＳ専用セルからページング信号を送信する
場合について説明する。実施の形態２で開示したＭＢＭＳ受信時間欠受信の処理において
、前述したように、ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤのトラッキングエリア（ＴＡ（ＭＢＭ
Ｓ））をユニキャスト／混合周波数レイヤのトラッキングエリア（TA（unicast））に関
連付けるように構成し、また、ページング信号のマッピング方法をページング信号を送信
するセルとしないセルとで異なる情報を割り当てるように変更することで実現する。さら
に具体的に説明する。ステップＳＴ１７７３にて当該移動端末へページングが発生する。
ステップＳＴ１７７４にてＭＭＥはページングが発生した、当該移動端末の識別子（ＵＥ
－ＩＤ、ＩＭＳＩ、Ｓ－ＴＭＳＩなど）を基に、当該移動端末のＴＡリストを確認する。
ステップＳＴ１７７５にてＭＭＥは、当該移動端末のＴＡリスト中にＴＡ（ＭＢＭＳ）が
含まれているか否か判断する。具体例としては、図３１［ａ］のようなリストにてＵＥ－
ＩＤを基に当該移動端末のＴＡリストを検索する。当該移動端末が図３１［ａ］のＵＥ＃
１（ＵＥ－ＩＤ＃１）であった場合にはＴＡ（ＭＢＭＳ）は含まれないと判断する。一方
当該移動端末が図３１［ａ］のＵＥ＃２（ＵＥ－ＩＤ＃２）であった場合には、ＴＡ（Ｍ
ＢＭＳ）＃１が含まれているので、ＴＡ（ＭＢＭＳ）は含まれると判断する。ＴＡ（ＭＢ
ＭＳ）が含まれていない場合、ステップＳＴ１８１４へ移行する。ＴＡ（ＭＢＭＳ）が含
まれていた場合、ステップＳＴ１７７６へ移行する。
【０４９６】
　ステップＳＴ１７７６にてＭＭＥはＭＣＥに対してページングリクエストを送信する。
ＭＭＥからページングリクエストを送信するＭＣＥとしては、ＭＭＥが管理する基地局と
地理的に重なっている基地局を管理する全ＭＣＥが考えられる。また、ＭＭＥにおいて各
ＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤ（ｆ（ＭＢＭＳ））に対応したひとつまたは複数のＭＣＥ
情報を有するようにしておき、移動端末から通知されたｆ（ＭＢＭＳ）をもとに、それと
対応したひとつまたは複数のＭＣＥにページングリクエストを送信するようにしても良い
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。これは実施の形態２においても可能である。ページングリクエスト中のパラメータの具
体例としては、移動端末の識別子（UE-ID,IMSI,S-TMSIなど）、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバ
などが考えられる。この時、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバの代わりにｆ（ＭＢＭＳ）かつＴＡ
(unicast)ナンバとしても良い。ステップＳＴ１７７７にてＭＣＥはページングリクエス
トを受信する。ステップＳＴ１７７８にてページングリクエストを受信したＭＣＥの内、
ページングリクエスト中のパラメータとして通知された、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバと関連
付けられた、あるいはｆ（ＭＢＭＳ）かつＴＡ(ｕｎｉｃａｓｔ)ナンバと関連付けられた
ＭＢＭＳ専用セルを制御しているＭＣＥは、ページング送信準備を行う。ページング送信
準備の具体例としては、実施の形態２と同じ方法を適用できる。自基地局（自ＭＢＳＦＮ
エリア）のページンググループ数ＫＭＢＭＳと受信したページングリクエストを用いて当
該移動端末のページンググループを算出する。算出の際には、移動端末側で用いた算出式
と同じ式を用いる。具体例としてはステップＳＴ１７３５と同様の、ページンググループ
＝ＩＭＳＩ　ｍｏｄ　ＫＭＢＭＳ
を用いる。上記のように、ページングリクエストを受信したＭＣＥ側でＴＡ（ＭＢＭＳ）
ナンバとＭＢＭＳ専用セルのくくりつけを管理する方法、具体的には、実施の形態２では
図３１［ｃ］であったが、本実施の形態においてはＭＣＥ内に図８１［ｂ］に示した関連
付け情報を示した表を構成しておき、それを用いて導出する方法は、ＭＢＭＳ専用セルと
それを制御するＭＣＥとの関係をＭＢＭＳサービスのアーキテクチャ内のみで行なえるた
め、つまりＭＭＥと無関係に行えるため、自由度の高い移動体通信システムを構築するこ
とが可能になるという効果を得ることが出来る。
【０４９７】
　ステップＳＴ１７７９にてＭＣＥは、当該移動端末のページング信号のスケジューリン
グを行う。具体的には、ステップＳＴ１７７８にて算出した当該移動端末のページンググ
ループ番号に割り当てられた物理領域にマッピングされる情報要素の何番目に当該移動端
末の識別子を割り当てるかを決定する。このスケジューリングをＭＣＥにて行うことによ
りＭＢＳＦＮエリア内に含まれる基地局の同じ物理リソースから当該移動端末の識別子が
送信されることになる。これにより、移動端末はＭＢＳＦＮエリアにてマルチセル送信さ
れているＭＣＣＨを受信することにより、ＳＦＮゲインの恩恵を受けたページング信号が
受信可能となるという効果を得ることができる。ステップＳＴ１７８０にてＭＣＥは該Ｍ
ＣＥが制御するＭＢＳＦＮエリア内に含まれるＭＢＭＳ専用セルの基地局に対して当該移
動端末に対するページングリクエストを送信する。ページングリクエストに含まれるパラ
メータの具体例としては、移動端末の識別子（UE-ID，IMSI，S-TMSIなど）、ステップＳ
Ｔ１７７９にて行ったページング信号のスケジューリング結果（具体的にはSFN、MBSFNサ
ブフレームナンバ、情報要素ナンバ）などの実施の形態２で開示した情報に加え、ページ
ング送信可否情報が考えられる。本実施例において新たに設けた、ページング送信可否情
報は、各ＭＢＭＳ専用セルがページング信号を送信するかしないかを示す情報である。ペ
ージング送信可否情報の具体例としては１ビット（“１”、“０”）とする。ＳＴ１７８
０において、ＭＣＥは図８１[ｂ]の表を用いて表中に存在するＭＢＭＳ専用セルに対して
はページング送信可の情報“１”を送信する。図８１[ｂ]の表中に存在しないＭＢＭＳ専
用セルに対してはページング送信否の情報“０”を送信する。ページング送信可否のため
の情報を設け、ＭＣＥから各ＭＢＭＳ専用セルに対して送信することでページング信号を
送信するセルと送信しないセルを設けることが可能となる。
【０４９８】
　ステップＳＴ１７８１にて該ＭＣＥが制御するＭＢＳＦＮエリア内の各基地局は、該Ｍ
ＣＥからのページングリクエストを受信する。図８１[ｂ]で示すＴＡ（ＭＢＭＳ）のＭＢ
ＭＳ専用セルの基地局はページング信号可を、そうでないＭＢＭＳ専用セルの基地局はペ
ージング信号否を受信する。
【０４９９】
　ＭＭＥ１０３とＭＣＥ８０１間にＭＭＥ―ＭＣＥ間ＩＦを設ける代わりに、ＭＭＥ１０
３とＭＢＭＳ　ＧＷ８０２（更に詳しくは、MBMSCP802-1）間にＭＭＥ－ＭＢＭＳ　ＧＷ
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インタフェースを設けてもよい。そして、ステップＳＴ１７７６～ステップＳＴ１７８０
までのＭＣＥの処理内容をＭＢＭＳ　ＧＷで行うとしても本発明と同じ効果が得られる。
【０５００】
　またＭＭＥが図８１[ｂ]に示すように、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバと関係するＭＢＭＳ専
用セルまたは／かつミクスドセルのセルＩＤを管理する場合を考える。その場合、ステッ
プＳＴ１７７６にてＭＭＥは、ＭＣＥではなくＭＭＥが管理するＭＢＳＦＮエリア内の各
ＭＢＭＳ専用セルに対して、ページングリクエストを送信する。その時のページングリク
エスト中のパラメータとして、移動端末の識別子などに加え、前述したページング送信可
否情報を有するようにする。ＭＭＥは図８１[ｂ]に示すＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバに含まれ
るＭＢＭＳ専用セルにはページング送信可の情報“１”を、含まれないＭＢＭＳ専用セル
にはページング送信否の情報“０”を送信する。上記のように、ＭＭＥ内でＴＡ（ｕｎｉ
ｃａｓｔ）に加えて、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバとＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバに含まれるセル
の関係を管理する方法（図８１）は、ＭＣＥにて移動端末へのページング信号を送信する
セルと送信しないセルの認識や、その結果によって各セルに対して個別のページング送信
可否情報を送信する処理を行わなくてもよくなる。このことは、ＭＣＥへの機能追加を行
わなくても良くなるのでＭＣＥの複雑性を回避できるという効果を得ることができる。ま
たＭＣＥの処理負荷の低減を図れるという効果を得ることが出来る。
【０５０１】
　ステップＳＴ１７８２にてＭＢＳＦＮエリア内の各基地局は当該移動端末ページンググ
ループを算出する。算出方法の具体例としては、実施の形態２と同じ方法を適用できる。
自基地局（自ＭＢＳＦＮエリア）のページンググループ数ＫＭＢＭＳと受信したページン
グリクエストを用いて当該移動端末のページンググループを算出する。算出の際には、移
動端末側で用いた算出式と同じ式を用いる。具体例としてはステップＳＴ１７３５と同様
の、ページンググループ＝ＩＭＳＩ　ｍｏｄ　ＫＭＢＭＳを用いる。ステップＳＴ１７８
０にて当該移動端末のページンググループをも通知していれば、ステップＳＴ１７８２は
省略可能である。これにより、ＭＢＳＦＮエリア内の各基地局の制御負荷の軽減効果を得
ることができる。一方ステップＳＴ１７８０にて当該移動端末のページンググループを通
知せず、ステップＳＴ１７８２にてＭＢＳＦＮエリア内の各基地局にてページンググルー
プを算出する方法においては、ＭＣＥからＭＢＳＦＮエリア内の各基地局に対する通知情
報を軽減可能となり、リソースの有効活用という効果を得ることができる。ステップＳＴ
１７８３にてＭＢＳＦＮエリア内の各基地局は、ステップＳＴ１７８１にて受信した当該
移動端末の識別子、ページング信号のスケジューリング結果、ステップＳＴ１７８２にて
算出した当該移動端末のページンググループなどを用いて、ページング信号もしくはパデ
ィング用コード等をのせて送信を行う。ＳＴ１７８１でページング送信可否情報として送
信可の情報“１”を受信したセルはページング信号をＰＭＣＨ上にのせてＭＢＳＦＮエリ
アに対応したＭＢＳＦＮサブフレームにマッピングして送信する。ＳＴ１７８１でページ
ング送信可否情報として送信否の情報“０”を受信したセルはページング信号ではなくパ
ディング用コードを同じ情報要素ナンバにパディングしてＭＢＳＦＮエリアに対応したＭ
ＢＳＦＮサブフレームにマッピングして送信する。ＰＭＣＨ内のページング関連領域への
マッピング方法や、ページング信号をページング信号ののる物理領域にマッピングする場
合に、ページング信号を送信するセルとしないセルとでマッピングする方法を変える方法
については、実施の形態２および実施の形態１０で詳細を説明したのでここでは省略する
。
【０５０２】
　ステップＳＴ１７８４にて移動端末は、ＳT１７８３でＭＢＳＦＮエリア内全セルから
送信するページング関連情報有無インジケータを受信する。実施の形態２と同じように、
ＳT１７８３で各ＭＢＭＳ専用セルは、ＳT１７８２で算出した該当の移動端末のページン
ググループに対応した物理領域にページング関連情報有無インジケータをマッピングして
いる。従って、移動端末はステップＳＴ１７３５にて同じ式を用いて算出した自移動端末
のページンググループに対応した物理領域を受信すれば良い。ページング関連情報有無イ
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ンジケータの繰返し周期や物理領域はユニキャストサービスのサービングセルの報知情報
で通知されても良いし、ＭＢＭＳ専用セルの報知情報で通知されても良いし、あらかじめ
決められていても良い。ステップＳＴ１７８５にて移動端末は、ページング関連の変更有
無インジケータの変更の有無を判断する。変更無しの場合は、ステップＳＴ１７８８へ移
行する。変更有りの場合は、ステップＳＴ１７８６へ移行する。ステップＳＴ１７８６に
て移動端末は、つづけて自ページンググループのページング関連情報がマッピングされる
物理領域を受信しデコードする。その際、移動端末固有の識別コードとの相関演算を行う
ことによりブラインド検出を行う。ＭＢＳＦＮサブフレームはＭＢＳＦＮ内でマルチセル
送信されているため、移動端末で受信時にページング信号を送信しないセルから送信され
た信号は雑音となる。しかし、上記に開示したような方法とすることで、移動端末は受信
機に干渉キャンセラなどの干渉除去機能を持つことで、ページング信号を送信しないセル
から送信されたパディング用コードの成分をキャンセルすることができ、ページング信号
を送信するセルから送信されたページング信号のみをＳＦＮ合成することが可能となる。
パディング用コードがランダム値の場合は移動端末で受信機に干渉キャンセラなどの干渉
除去機能を持つ必要が無い。各セルが各セル毎でランダムな値を導出してパディングする
ため、移動端末において、ページング信号を送信しないセルから送信された信号が異なる
ランダム信号のためお互いにキャンセルされることになり、ページング信号を送信するセ
ルから送信されたページング信号成分が相対的に強くなるため、相関演算におけるページ
ング信号の受信誤りを低減することが可能となる。ステップＳＴ１７８７にて移動端末は
、ステップＳＴ１７８６にて行ったブラインド検出において自移動端末の識別子を検出し
たか否か判断する。検出しなかった場合はステップＳＴ１７８８へ移行する。検出した場
合はステップＳＴ１８１４へ移行する。
【０５０３】
　以上のような方法とすることで、本発明の課題である、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイ
ヤでＭＢＭＳサービスを受信している移動端末に対する、ページング信号の通知方法、及
びそのための移動体通信システムを開示することができ、これにより、ＭＢＭＳ送信専用
の周波数レイヤでＭＢＭＳサービスを受信している移動端末においても、ページング信号
を受信可能になるという効果を奏する。さらには、ページング信号を送信するセルと送信
しないセルが混在しても移動端末においてページング信号受信時の受信誤差の低減を少な
くすることが可能となるため、システムとしてページング信号を送信するセルと送信しな
いセルを設けることで、ページング信号を送信するエリアを移動端末が存在するセルおよ
び近傍のセルに限定することが可能となり、無線リソースの無駄を削減することができシ
ステム容量の増大が図れる。
【０５０４】
　上記の具体例では、ＭＢＳＦＮエリア毎に設けられたPMCHとしてコード分割多重してい
る場合について説明した。コード分割多重だけでなく、ＭＢＳＦＮエリア毎に時分割多重
している場合にも適用可能である。
【０５０５】
　ひとつのＭＢＳＦＮエリア内の任意のＭＢＭＳ専用セルによってトラッキングエリア（
ＴＡ（ＭＢＭＳ））が構成されている場合だけでなく、図８２［ａ］に示すような、複数
のＭＢＳＦＮエリア内の任意のＭＢＭＳ専用セルによってトラッキングエリア（ＴＡ（Ｍ
ＢＭＳ））が構成されている場合にも、本実施の形態で開示した方法は適用可能である。
この場合、ステップＳＴ１７７８にてページングリクエストを受信したＭＣＥの内、ペー
ジングリクエスト中のパラメータとして通知された、ＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバと関連付け
られた、あるいはｆ（ＭＢＭＳ）かつＴＡ(ｕｎｉｃａｓｔ)ナンバと関連付けられたＭＢ
ＭＳ専用セルを制御しているＭＣＥが複数となる。また、この場合、移動端末は、ＴＡ（
ＭＢＭＳ）内の全てのＭＢＭＳ専用セルからのページング信号を受信せず、自移動端末が
受信中もしくは受信しようとしているひとつまたは複数のＭＢＳＦＮエリアに属する、Ｔ
Ａ（ＭＢＭＳ）内のＭＢＭＳ専用セルからのページング信号を受信する。各ＭＢＳＦＮエ
リアで用いられるページンググループ数Ｋは、ＳＴ１７２８で、移動端末が受信中もしく



(161) JP 5855289 B2 2016.2.9

10

20

30

40

50

は受信しようとしている各ＭＢＳＦＮエリアに属するＭＢＭＳ専用セルからＭＣＣＨにマ
ッピングされて送信される。移動端末はＳＴ１７２９で該ページンググループ数Ｋを受信
する。
【０５０６】
　図８２［ｂ］に示すような、ひとつのセルが複数のＭＢＳＦＮエリアに属しており、複
数のＭＢＳＦＮエリア内の任意のＭＢＭＳ専用セルによってトラッキングエリア（ＴＡ（
ＭＢＭＳ））が構成されている場合にも、上記の方法は適用可能である。なお、この場合
は、ページング信号あるいはパディング用コードをのせるチャネル構成として実施の形態
７変形例に開示した方法が適用でき、ページング信号あるいはパディング用コードをPMCH
上のページング信号ののる物理領域へマッピングする方法については、実施の形態１０で
開示した方法が適用できる。
【０５０７】
　上記の具体例では、移動端末のユニキャスト側のサービングセルと地理的に対応したＭ
ＢＭＳ送信専用周波数レイヤのトラッキングエリアとするため、ＴＡ（ＭＢＭＳ）がＭＢ
ＳＦＮエリア内の任意のＭＢＭＳ専用セルによって構成される方法について開示した。こ
のため、本実施の形態で示したページング動作においては、ＳＴ１７４２～ＳＴ１７４５
、ＳＴ１７７６、ＳＴ１７７７にて移動端末が受信中もしくは受信しようとしているＭＢ
ＳＦＮエリアＩＤ情報の送受信を必要としなかった。しかし、ＳＴ１７４２～ＳＴ１７４
５、ＳＴ１７７６、ＳＴ１７７７にて送受信される情報に、上記の具体例で示した情報に
加えてさらに該ＭＢＳＦＮエリアＩＤを含めるようにしても良い。該ＭＢＳＦＮエリアＩ
Ｄを含めた場合、複数のＭＢＳＦＮエリア内の任意のＭＢＭＳ専用セルによってトラッキ
ングエリア（ＴＡ（ＭＢＭＳ））が構成されている場合や、ひとつのセルが複数のＭＢＳ
ＦＮエリアに属しており、複数のＭＢＳＦＮエリア内の任意のＭＢＭＳ専用セルによって
トラッキングエリア（ＴＡ（ＭＢＭＳ））が構成されている場合において、さらにページ
ング信号を送信するＭＢＭＳ専用セルを該ＭＢＳＦＮエリアＩＤのＭＢＳＦＮエリアに限
定することが可能となる。
【０５０８】
　ＳＴ１７７７でＭＢＳＦＮエリアＩＤ情報も含めたページングリクエストを受信したＭ
ＣＥは、該ＭＢＳＦＮエリアＩＤにより、ページングリクエストをMBMS専用セルに送信す
るかどうかを判断できるようになり、制御が簡易化できる。該ＭＢＳＦＮエリアＩＤ内の
ＭＢＭＳ専用セルを制御するＭＣＥはMBMS専用セルに送信すると判断し、該ＭＣＥのみが
ＳＴ１７８０でページングリクエストをＭＢＭＳ専用セルに送信する。ページングリクエ
ストをＭＢＭＳ専用セルを受信したMBMS専用セルは、ページング送信可否情報をもとに、
図８１[ｂ]に示すＴＡ（ＭＢＭＳ）ナンバに含まれるＭＢＭＳ専用セルはページング信号
を送信し、含まれないＭＢＭＳ専用セルはページング信号をではなくパディング用コード
を送信する。このような方法とすることで、移動端末が受信中では無くかつ受信しようと
していないＭＢＳＦＮエリア内のセルはページング信号を送信しなくて良いことになるた
め、無駄な無線リソースの使用を削減でき、システム容量が増大するという効果が得られ
る。
【０５０９】
　上記の具体例では、各ＭＢＭＳ専用セルがページング信号を送信するかしないかを示す
ページング送信可否情報を設けて、ＭＣＥがページングリクエスト内に該ページング送信
可否情報を含めてＭＢＳＦＮエリア内のＭＢＭＳ専用セルに送信する方法を示した。しか
し、実施の形態７から実施の形態１０で示したように、ページング信号がマッピングされ
る物理領域が決まっている場合は、ページング送信可否情報を設ける必要がなく、ＭＣＥ
は、ＭＢＳＦＮエリア内の、ページング信号を送信するＭＢＭＳ専用セルにページングリ
クエストを送信し、ページング信号を送信しないＭＢＭＳ専用セルにはページングリクエ
ストを送信しないようにすればよい。ＭＣＥよりページングリクエストを受信したＭＢＭ
Ｓ専用セルはページング信号をマッピングするための物理領域にページング信号をマッピ
ングして送信し、ＭＣＥよりページングリクエストを受信しないＭＢＭＳ専用セルはペー
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ジング信号をマッピングするための物理領域の出力電力を例えば０にして送信するように
すれば良い。こうすることによって、上記の具体例と同様の効果が得られるだけでなく、
ＭＣＥからＭＢＳＦＮエリア内全セルにページングリクエストを送信する必要が無くなり
、システムとしてシグナリング量の削減がはかれる、という効果が得られる。
【０５１０】
　本実施の形態では、移動端末のユニキャスト側のサービングセルと地理的に対応した任
意のＭＢＭＳ専用セルをトラッキングエリアとし、該トラッキングエリアに属する、ＭＢ
ＳＦＮエリア内（もしくはＭＢＳＦＮ同期エリア内）の一部のセルからページング信号を
送信する方法について開示した。具体例として、ＭＢＳＦＮエリア内（もしくはＭＢＳＦ
Ｎ同期エリア内）に一つのトラッキングエリアを構成する場合について示した。ここでは
、一つのＭＢＳＦＮエリア内（もしくはＭＢＳＦＮ同期エリア内）に複数のトラッキング
エリア（TA(MBMS)）が構成された場合について、ＭＢＳＦＮエリア内（もしくはＭＢＳＦ
Ｎ同期エリア内）各セルからページング信号を送信する方法を開示する。図９８において
、ＡはＭＢＭＳ送信専用周波数レイヤ、Ｂはユニキャスト／ミクスド周波数レイヤを示す
。図９８に示すように、例えば、一つのＭＢＳＦＮエリア内に二つのＴＡ（ＭＢＭＳ）（
TA(MBMS)#1、TA(MBMS)#2）が構成されるような場合を示す。このように、一つのＭＢＳＦ
Ｎエリア内に二つのＴＡ（ＭＢＭＳ）（TA（MBMS）#1、TA（MBMS）#2）が構成される場合
、ＭＢＳＦＮエリア内のＭＢＭＳ専用セルはトラッキングエリア毎に異なるページング信
号を傘下の移動端末に送信する必要が生じる。このように、一つのＭＢＳＦＮエリア内（
もしくはＭＢＳＦＮ同期エリア内）に複数のトラッキングエリア（TA(MBMS)）が構成され
た場合、ＭＢＳＦＮエリア内のＭＢＭＳ専用セルがトラッキングエリア毎に異なるページ
ング情報を送信するため、ＴＡ（ＭＢＭＳ）毎にページング信号をマッピングするＭＢＳ
ＦＮサブフレームを時分割して多重（ＴＤＭ）して送信する。ページング信号をＭＢＳＦ
Ｎサブフレームにマッピングするため、例えば、実施の形態７から実施の形態９で開示し
た、ＰＭＣＨ、ＤＰＣＨ、メインＰＭＣＨなどにページング信号をのせる構成を適用でき
る。図９９にＴＡ（ＭＢＭＳ）毎にページング信号をＴＤＭしてマッピングする図を示す
。図９９において、Ａは「ＴＡ（ＭＢＭＳ）＃１のページング信号がマッピングされるＭ
ＢＳＦＮサブフレーム」、Ｂは「ＴＡ（ＭＢＭＳ）＃２のパディングコードがマッピング
されるＭＢＳＦＮサブフレーム」、Ｃは「ＴＡ（ＭＢＭＳ）＃２のページング信号がマッ
ピングされるＭＢＳＦＮサブフレーム」、Ｄは「ＴＡ（ＭＢＭＳ）＃１のパディングコー
ドがマッピングされるＭＢＳＦＮサブフレーム」である。セル＃ｎ１－１はＭＢＳＦＮエ
リア＃１内のセルでＴＡ（ＭＢＭＳ）＃１に属するセルを表し、セル＃ｎ１－２はＭＢＳ
ＦＮエリア＃１内のセルでＴＡ（ＭＢＭＳ）＃２に属するセルを表している。図で示すよ
うに、セル＃ｎ１－１で送信されるページング信号がマッピングされるＭＢＳＦＮサブフ
レームとセル＃ｎ１－２で送信されるページング信号がマッピングされるＭＢＳＦＮサブ
フレームとは時分割して多重される。図では隣接するサブフレームを示しているが、隣接
しなくても良く、時間的に分割されていれば良い。セル＃ｎ１－１で送信されるページン
グ信号がマッピングされるＭＢＳＦＮサブフレームでは、セル＃ｎ１－２からはパディン
グ用コードがマッピングされて送信される。また、セル＃ｎ１－２で送信されるページン
グ信号がマッピングされるＭＢＳＦＮサブフレームでは、セル＃ｎ１－１からはパディン
グ用コードがマッピングされて送信される。これらのパディング用コードの送信方法は、
実施の形態１０や本実施の形態で記載した方法が適用できる。また、図では、パディング
用のコードをマッピングして送信しているが、ページング信号がマッピングされる物理領
域がＭＢＳＦＮサブフレーム内で決められている場合は、セル＃ｎ１－１で送信されるペ
ージング信号がマッピングされるＭＢＳＦＮサブフレームでは、セル＃ｎ１－２からは該
ＭＢＳＦＮサブフレーム内のページング信号がマッピングされる物理領域の送信電力を０
とすれば良い。また、同様に、セル＃ｎ１－２で送信されるページング信号がマッピング
されるＭＢＳＦＮサブフレームでは、セル＃ｎ１－１からは該ＭＢＳＦＮサブフレーム内
のページング信号がマッピングされる物理領域の送信電力を０とすれば良い。これらの方
法も実施の形態１０で記載した方法を適用することができる。
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【０５１１】
　このようにすることで、一つのＭＢＳＦＮエリアに複数のトラッキングエリア（TA（MB
MS））の構成が可能となる。このため、システムとして柔軟なトラッキングエリア管理が
可能となるため、ＭＢＭＳ専用周波数レイヤのトラッキングエリアをユニキャスト／ミク
スド周波数レイヤに合わせたり、さらには、ＭＢＳＦＮエリアとユニキャスト／ミクスド
周波数レイアのトラッキングエリアとを同じにしたりする必要が無くなる。したがって、
各レイヤでセル配置が柔軟に行えるという効果が得られる。将来の、ＭＢＭＳ専用周波数
レイヤのセル数が多く配置された場合でも、ここで開示した方法を用いることによって、
移動体通信システムの構築を可能とする。
【０５１２】
実施の形態１８．
　本実施の形態においては、図８３を用いて、実施の形態１及び実施の形態２で述べた移
動体通信システムの処理のうち、「受信可能なＭＢＭＳに関する報知」及び「ＭＢＭＳの
サーチ」「ＭＢＭＳサービス選択」部分について更に説明する。図８３のステップＳＴ３
５０１にて、サービングセルは移動端末に対して、受信可能なＭＢＭＳに関する情報を通
知する。また、サービングセルは移動端末に対して自セル内で受信可能なＭＢＭＳに関す
る情報を通知する。サービングセルとは、当該移動端末に対して、上り無線リソース、下
り無線リソースの割り当てを行うべく、スケジューリング（Scheduling）を行う基地局で
ある。サービングセルになり得る基地局としては、ユニキャストセルあるいはＭＢＭＳ／
ユニキャスト混合セルがある。受信可能なＭＢＭＳに関する情報の具体例としては、利用
可能なＭＢＭＳサービスの周波数、つまり受信可能なＭＢＳＦＮ同期エリア（MBSFN Sync
hronization Area）の周波数、つまり受信可能なＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤの周波
数（f（ＭＢＭＳ）と称する）を１つあるいは複数通知する。サービングセルから移動端
末に対して、受信可能なＭＢＭＳに関する情報を通知する際に、報知制御チャネル（BCCH
）が使用される。受信可能なＭＢＭＳに関する情報は、まず、ロジカルチャネルである報
知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、さらに、トランスポートチャネルである報知
チャネル（BCH）、物理チャネルである物理報知チャネル（PBCH）にマッピングされる。
また、受信可能なＭＢＭＳに関する情報は、ロジカルチャネルである報知制御チャネル（
BCCH）にマッピングされた後、トランスポートチャネルである下り共有チャネル（DL-SCH
）、さらに、物理チャネルである物理下り共有チャネル（PDSCH）にマッピングされても
よい。
【０５１３】
　ステップＳＴ３５０２にて移動端末は、サービングセルから送信されたf（ＭＢＭＳ）
を受信する。ここで、ステップＳＴ３５０１にて、サービングセルから移動端末に対して
通知される受信可能なＭＢＭＳに関する情報を、サービングセルがどのように入手するか
が問題となる。具体的には、受信可能なＭＢＭＳに関する情報が頻繁に変更されず、準静
的（semi-static）に決定されたものであるならば、変更の度にサービングセルへ設定す
ることも可能である。また、受信可能なＭＢＭＳに関する情報は、ＭＢＭＳ送信専用の周
波数レイヤの制御装置からユニキャスト／ミクスド周波数レイヤの制御装置へ変更時、あ
るいは定期的に通知されても良い。さらなる具体例としては、受信可能なＭＢＭＳに関す
る情報は、ＭＣＥからＭＭＥあるいは基地局へ通知される。またＭＢＭＳ　ＧＷからＭＭ
Ｅあるいは基地局へ通知されても良い。
【０５１４】
　ステップＳＴ３５０３にて移動端末は、ステップＳＴ３５０２にて、受信可能なＭＢＭ
Ｓ送信専用の周波数レイヤの周波数を１つ以上受信したか否かを確認する。受信していな
かった場合、処理を終了する。受信していた場合、ステップＳＴ３５０４へ移行する。ス
テップＳＴ３５０４にて移動端末は、ユーザがＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢ
ＭＳサービスを受信する意思があるかどうかを確認する。確認の具体例としては、ユーザ
がＭＢＭＳサービスを受信する意思が有る場合に、ユーザインタフェースを用いて移動端
末に対して指示を送り、移動端末はユーザの意思をプロトコル処理部１１０１へ保管する
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。ステップＳＴ３５０４にて、移動端末は、プロトコル処理部１１０１に保管されている
ＭＢＭＳサービスを受信する意思の有無を確認する。ＭＢＭＳサービスを受信する意思が
なければ、ステップＳＴ３５０４の処理を繰り返す。繰り返す方法としては、一定周期で
移動端末がステップＳＴ３５０４の判断を行う方法、あるいは、ユーザインタフェースを
通じてユーザにより入力された、ＭＢＭＳサービスを受信する意思の変更通知があった際
に、ステップＳＴ３５０４あるいは、ステップＳＴ３５０３を行う方法などがある。ＭＢ
ＭＳサービスを受信する意思があれば、ステップＳＴ３５０５へ移行する。ステップＳＴ
３５０３とステップＳＴ３５０４の処理の順序は任意であり、同時であっても構わない。
ステップＳＴ３５０５にて移動端末は、周波数変換部１１０７の設定周波数を変更し、中
心周波数をｆ（ＭＢＭＳ）へ変更することによりＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤへ移動
する。周波数変換部１１０７の設定周波数を変更し、中心周波数を変更することをリチュ
ーン（re-tune）と称する。
【０５１５】
　ステップＳＴ３５０６にて、移動端末はＭＢＭＳのサーチ動作を行う。ＭＢＭＳのサー
チ動作の詳細は実施の形態２に記載しているので、ここでは省略する。移動端末は、ＭＢ
ＭＳのサーチ動作によりＭＢＭＳ専用セルとの同期確立、ＭＢＭＳ専用セルのシステム情
報の入手、ＭＣＣＨスケジューリングの入手などを行う。ステップＳＴ３５０７にてＭＢ
ＭＳ専用セルは、移動端末に対して、ＭＢＭＳのサービス内容を通知する。非特許文献１
にて、ＭＣＥ８０１は、マルチセルＭＢＭＳ送信（multi-cell ＭＢＭＳ transmission）
を行うため、ＭＢＳＦＮエリア中の全ての基地局に対する無線リソースの割り当てを行う
と記載されている。このことより、ＭＢＳＦＮエリアにおいてＳＦＮ合成（Combining）
可能な、同じＭＢＭＳサービスが提供されていると考えられる。よって、ステップＳＴ３
５０７でのＭＢＭＳのサービス内容の通知は、ＭＢＳＦＮエリア毎のチャネルを用いてMB
SFNエリア毎に行う。また、非特許文献１にて、ＭＢＳＦＮ同期エリアは１つ以上のＭＢ
ＳＦＮエリア（MBSFN Areas）を含むと記載されている。このことより、ステップＳＴ３
５０７でのＭＢＭＳのサービス内容の通知は、ＭＢＳＦＮ同期エリア毎のチャネルを用い
て、ＭＢＳＦＮ同期エリアに含まれる全てのMBSFNエリアについて、MBSFNエリア毎に行う
。
【０５１６】
　ＭＢＭＳのサービス内容の具体例としては、直接的なサービス内容、例えば「天気予報
」「野球中継」、「ニュース」などがある。また、直接的なサービス内容ではなく、サー
ビス番号あるいはＭＢＳＦＮエリア番号（ID）であっても良い。ＭＢＭＳのサービス内容
がサービス番号、あるいはＭＢＳＦＮエリア番号（ID）で通知される場合、静的あるいは
準静的に、サービス番号あるいはＭＢＳＦＮエリア番号（ID）と直接的なサービス内容の
対応（図８４参照）をネットワーク側および移動端末側で把握しておく必要がある。サー
ビス番号と直接的なサービス内容の対応が準静的に決定される場合は、変更されるたびに
、あるいは周期的に、ネットワーク側から移動端末側へ、サービス番号と直接的なサービ
ス内容の対応が通知される必要がある。
【０５１７】
　サービス番号と直接的なサービス内容の対応は、ＭＢＭＳ専用セルのロジカルチャネル
である報知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、さらに、トランスポートチャネルで
ある報知チャネル（BCH）、物理チャネルである物理報知チャネル（PBCH）にマッピング
される。ロジカルチャネルである報知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、さらに、
トランスポートチャネルである下り共有チャネル（DL-SCH）、物理チャネルである物理下
り共有チャネル（PDSCH）にマッピングされてもよい。また、ロジカルチャネルであるマ
ルチキャスト制御チャネル（MCCH）にマッピングされ、トランスポートチャネルであるマ
ルチキャストチャネル（MCH）、物理チャネルである物理マルチキャストチャネル（PMCH
）にマッピングされてもよい。また、ロジカルチャネルであるマルチキャスト制御チャネ
ル（MCCH）にマッピングされ、トランスポートチャネルである下り共有チャネル（DL-SCH
）、物理チャネルである物理下り共有チャネル（PDSCH）にマッピングされてもよい。
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【０５１８】
　また、直接的なサービス内容ではなく、チャネル番号あるいはＭＢＳＦＮエリア番号（
ID）を、ネットワーク側から移動端末側へ通知するようにしてもよい。ここでいうチャネ
ル番号、あるいはＭＢＳＦＮエリア番号（ID）とは、テレビのチャネル番号のようなもの
を想定している。この場合、別途チャネル毎の番組表（時間毎の直接的なサービス内容）
をユーザが知る必要がある。この番組表は変更されるたびに、あるいは周期的にネットワ
ーク側から移動端末側へ通知されても良いし、新聞などの既存の媒体に掲載されても良い
。チャネル毎の番組表を、ネットワーク側から移動端末側へ通知するのに用いるチャネル
の具体例は、サービス番号と直接的なサービス内容の対応を通知する場合と同様であるの
で説明を省略する。ステップＳＴ３５０８にて、移動端末は、ＭＢＭＳ専用セルから送信
されたＭＢＭＳのサービス内容を受信する。
【０５１９】
　ステップＳＴ３５０９にて、移動端末は、ユーザ所望のサービスが行われているか知る
ため、ステップＳＴ３５０８にて受信したＭＢＭＳのサービス内容を確認する。ユーザ所
望のサービスが行われている場合は、ステップＳＴ３５１０へ移行する。ユーザ所望のサ
ービスが行われていない場合は、ステップＳＴ３５１２へ移行する。ステップＳＴ３５１
０にて、移動端末は、ユーザ所望のサービスが行われているＭＢＳＦＮエリアの無線リソ
ースにてレファレンスシグナル(RS)を受信して受信電力の測定（RSRP）を行う。ステップ
ＳＴ３５１０では、移動端末は、受信電力が静的あるいは準静的に決められた閾値以上で
あるか否か判断する。前記閾値は、閾値以上であればＭＢＭＳサービスを受信するのに満
足な品質であることを示し、閾値未満であればＭＢＭＳサービスを受信するのに満足な品
質を満たしていないことを示す。閾値以上であればステップＳＴ３５１１へ移行し、閾値
以下であればステップＳＴ３５１２へ移行する。ステップＳＴ３５１０においては、受信
品質がＭＢＭＳサービスを受信するのに満足な品質を満たしているか否かを判定できれば
、レファレンスシグナル（RS）の受信電力を測定する上記方法を用いなくても良い。ステ
ップＳＴ３５１１にて、移動端末はＭＢＭＳサービスを選択する。具体的には、移動端末
は、ユーザが所望するＭＢＭＳサービスを受信するための、ＭＢＭＳ送信専用の周波数ｆ
（ＭＢＭＳ）とＭＢＳＦＮエリアＩＤ（番号）などを取得、確定する。ステップＳＴ３５
１２にて、移動端末は、ステップＳＴ３５０２にて受信した、受信可能なＭＢＳＦＮ同期
エリアの周波数（周波数リスト）にて、他の周波数（現在の周波数とは別のＭＢＭＳ送信
専用の周波数レイヤの周波数）が存在するか否か判断する。存在した場合は、ステップＳ
Ｔ３５０５へ戻り、新たな周波数（例えば、f2（ＭＢＭＳ））へ設定周波数を切り替えて
処理を繰り返す。存在しない場合は処理を終了する。
【０５２０】
　実施の形態１８により、本発明の課題である、移動端末がＭＢＭＳ送信専用の周波数レ
イヤに移動する方法や所望のサービスを選択するまでの方法を得ることが出来る。更に、
移動端末が地理的に位置する場所において、利用可能なＭＢＭＳサービスが存在すること
や、その周波数を知ることができるので、移動端末がＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤに
てＭＢＭＳサービスを受信する意思がある場合、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤが存在
する可能性のある周波数を総当り的に検索する必要がなくなる。このことは、現在の周波
数以外の周波数によるサービスを受信するまでの、移動端末の制御遅延が短縮されるとい
う効果を奏する。これにより移動端末の低消費電力化の効果も合わせて得ることが出来る
。また、後述する実施の形態１９と比較して、課題を解決するにあたり、サービングセル
から通知する情報量が少なくて良い。このことは、サービングセルからの情報を受信する
時間、つまり受信時間・受信データのデコード時間などが実施の形態１９と比較して短く
なることを意味する。これにより、現在の周波数以外の周波数によるサービスを受信する
までの、移動端末の制御遅延が短縮されるという効果を奏する。さらには、移動端末の低
消費電力化という効果も得ることが出来る。
【０５２１】
変形例１．
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　以下、本実施例の変形例1について説明する。サービングセルから移動端末に、周辺セ
ルの情報（周辺セル情報（リスト）、隣接セル（neighboring cell）情報（リスト））が
通知された場合、サービングセルから隣接セルにおける受信可能なＭＢＭＳに関する情報
を通知しても良い。隣接セルにおける受信可能なＭＢＭＳに関する情報は、隣接セル情報
と同時に通知しても良いし、同時に通知しなくても良い。受信可能なＭＢＭＳに関する情
報の具体例は、実施の形態１８と同様であるため、説明を省略する。変形例１により、以
下の効果を得ることが出来る。ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤにおいて、隣接セル
の受信感度が良好になってきた場合、つまりハンドオーバを実行するタイミングが到来し
た場合を考える。新しくサービングセルとして選択する基地局（新しいサービングセル：
New Serving cell、ハンドオーバ先基地局）における受信可能なＭＢＭＳに関する情報に
、現在移動端末が受信中のｆ（ＭＢＭＳ）が存在しない場合、このまま移動をつづけると
現在受信中のｆ(ＭＢＭＳ)によるサービスの感度が悪くなると判断できる。この判断結果
を表示部への表示、鳴動などによりユーザに知らせることが出来る。これにより、ユーザ
が移動より現在のＭＢＭＳサービス受信を優先する場合、移動を中止することが可能にな
り、よりユーザのニーズに合わせた使い方が可能となる効果を得ることが出来る。また、
受信中のｆ１（ＭＢＭＳ）の受信感度が悪くなってきた場合、サービングセル（自セル）
の受信可能なＭＢＭＳに関する情報中に存在しないが、隣接セルにおける受信可能なＭＢ
ＭＳに関する情報中にｆ２（ＭＢＭＳ）が存在した場合、ｆ２（ＭＢＭＳ）にてＭＢＭＳ
サーチなどの動作を試してみることが出来る。これにより、よりユーザのニーズに合わせ
た使い方が可能となる効果を得ることが出来る。
【０５２２】
実施の形態１９．
　本実施の形態においては、図８５を用いて、実施の形態１及び実施の形態２で述べた移
動体通信システムの処理の流れのうち、「受信可能なＭＢＭＳに関する報知」及び「ＭＢ
ＭＳのサーチ」「ＭＢＭＳサービス選択」部分について更に説明する。なお、図８５にお
いて、図８３と同一のステップは同一または相当の処理を示すので説明は省略する。ステ
ップＳＴ３７０１にて、サービングセルは移動端末に対して、受信可能なＭＢＭＳに関す
る情報を通知する。また、サービングセルは移動端末に対して、自セル内で受信可能なＭ
ＢＭＳに関する情報を通知する。受信可能なＭＢＭＳに関する情報の具体例としては、利
用可能なＭＢＭＳサービスの周波数、つまり受信可能なＭＢＳＦＮ同期エリア（MBSFN Sy
nchronization Area）の周波数、つまり受信可能なＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤの周
波数（f（MBMS）と称する）を１つあるいは複数通知する。また、当該ｆ（ＭＢＭＳ）に
て受信可能なサービス内容を通知する。上記ｆ（ＭＢＭＳ）とｆ（ＭＢＭＳ）にて受信可
能なサービス内容の通知は同時であっても良いし、同時でなくても良い。受信可能なＭＢ
ＭＳに関する情報を通知する際に用いるチャネルの具体例は、実施の形態１８と同様であ
るので、説明を省略する。また、サービス内容の具体例は実施の形態１８と同様であるの
で、説明を省略する。ステップＳＴ３７０２にて、移動端末は、サービングセルから送信
されたｆ(ＭＢＭＳ)およびf（ＭＢＭＳ）にて受信可能なサービス内容を受信する。ここ
で、ステップＳＴ３７０１にて、サービングセルから移動端末に対して通知される受信可
能なＭＢＭＳに関する情報を、サービングセルがどのように入手するかが問題となる。具
体的には、受信可能なＭＢＭＳに関する情報が頻繁に変更されず、準静的（semi-static
）に決定されたものであるならば、変更の度にサービングセルへ設定することも可能であ
る。また、受信可能なＭＢＭＳに関する情報は、ＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤの制御
装置からユニキャスト／ミクスド周波数レイヤの制御装置へ、変更時あるいは定期的に通
知されても良い。さらなる具体例としては、受信可能なＭＢＭＳに関する情報は、ＭＣＥ
からＭＭＥあるいは基地局へ通知される。またＭＢＭＳ　ＧＷからＭＭＥあるいは基地局
へ通知されても良い。ステップＳＴ３５０４にて移動端末は、ユーザがＭＢＭＳ送信専用
の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービスを受信する意思があるかどうかを確認する。ＭＢＭ
Ｓサービスを受信する意思があれば、ステップＳＴ３７０３へ移行する。ＭＢＭＳサービ
スを受信する意思がなければ、ステップＳＴ３５０４の処理を繰り返す。
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【０５２３】
　ステップＳＴ３７０３にて、移動端末は、ステップＳＴ３７０２にて、ユーザ所望のサ
ービスを行っている受信可能なＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤの周波数を、１つ以上受
信したか否か確認する。受信していなかった場合、処理を終了する。受信していた場合、
ステップＳＴ３７０４へ移行する。例えば、ユーザ所望のサービスを行っている受信可能
なＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤの周波数をｆａ（ＭＢＭＳ）とする。ステップＳＴ３
７０４にて、周波数変換部１１０７の設定周波数を変更し、中心周波数をｆa（ＭＢＭＳ
）へ変更することによりユーザ所望のサービスを行っている受信可能なＭＢＭＳ送信専用
の周波数レイヤへ移動する。ステップＳＴ３５０６にて、移動端末は、ＭＢＭＳのサーチ
動作を行う。ステップＳＴ３５０７にて、ＭＢＭＳ専用セルは、移動端末に対して、ＭＢ
ＭＳのサービス内容を通知する。ステップＳＴ３５０８にて、移動端末は、ＭＢＭＳ専用
セルからＭＢＭＳのサービス内容を受信する。ステップＳＴ３５１０にて、移動端末は、
ユーザ所望のサービスが行われているＭＢＳＦＮエリアの受信感度が、受信するのに充分
な品質であるかを判断する。受信品質が良好である場合、ステップＳＴ３５１１へ移行す
る。受信品質が良好でない場合、ステップＳＴ３７０５へ移行する。ステップＳＴ３５１
１にて、移動端末はＭＢＭＳサービスを選択する。ステップＳＴ３７０５にて、移動端末
は、ステップＳＴ３７０２にて受信した、受信可能なＭＢＳＦＮ同期エリアの周波数（周
波数リスト）にて、ユーザ所望のサービスを行っている他の周波数（現在の周波数とは別
のＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤの周波数）が存在するか否か判断する。存在した場合
は、ステップＳＴ３７０４へ戻り、新たな周波数、例えば、ｆｂ（ＭＢＭＳ）へシンセサ
イザを切り替えて処理を繰り返す。存在しない場合は処理を終了する。
【０５２４】
　実施の形態１９により、本発明の課題である、移動端末がＭＢＭＳ送信専用の周波数レ
イヤに移動する方法や所望のサービスを選択するまでの方法を得ることが出来る。実施の
形態１８と比較して、課題を解決するにあたり以下の効果を得ることが出来る。実施の形
態１８では、周波数を変更しＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤへ移動する前には、当該Ｍ
ＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいてユーザ所望のサービスが行われているか否かを知
る手段はない。よって実施の形態１８では、ユーザがＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤに
てＭＢＭＳサービスを受信する意思がある場合、受信可能なＭＢＭＳ送信専用の周波数レ
イヤの周波数に対して総当り的にリチューンを行い、ユーザ所望のサービスが行われてい
るか確認する必要がある。一方、実施の形態１９では、移動端末は周波数を変更し、ＭＢ
ＭＳ送信専用の周波数レイヤへ移動する前に、受信可能なＭＢＭＳ送信専用の周波数レイ
ヤの周波数と、当該周波数にて受信可能なサービス内容を知ることが出来る。よって、ユ
ーザ所望のサービスを行っていない周波数に対しての処理、図８５におけるステップＳＴ
３７０４以降の処理をする必要がなくなる。このように、実施の形態１９では、移動端末
がＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにてＭＢＭＳサービスを受信する意思がある場合、受
信可能なＭＢＭＳ送信専用の周波数を総当り的に検索する必要がなくなる。このことは、
移動端末が現在の周波数以外の周波数からのサービスを受信するまでの制御遅延を短くす
るという効果を奏する。これにより移動端末の低消費電力化の効果も合わせて得ることが
出来る。
【０５２５】
　次に本実施形態の変形例１を説明する。図８５のステップＳＴ３７０１にて、サービン
グセルは、移動端末に対して、受信可能なＭＢＭＳに関する情報を通知する。受信可能な
ＭＢＭＳに関する情報の具体例としては、利用可能なＭＢＭＳサービスの周波数、つまり
受信可能なＭＢＳＦＮ同期エリア（MBSFN Synchronization Area）の周波数、つまり受信
可能なＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤの周波数（f（MBMS）と称する）を１つあるいは
複数通知する。また、当該ｆ（ＭＢＭＳ）にて受信可能なサービス内容を通知する。その
際、ｆ（ＭＢＭＳ）にて受信可能なサービス内容全てではなく、サービングセルのカバレ
ッジエリアと重なるカバレッジエリアを持つMBSFNエリアで行われているサービス内容を
通知する。実施の形態１９では、移動端末は、サービングセルのカバレッジエリアと重な
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るカバレッジエリアを持つ、MBSFNエリアで行われているサービス内容を知る手段を持た
ない。よって、以下のような状況が生じる。ユーザが所望するサービスを行っているMBSF
Nエリアのカバレッジエリアに、移動端末が位置していない場合であっても、図８５のス
テップＳＴ３７０３にて、移動端末は、ユーザが所望するサービスを行っている、受信可
能なＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤの周波数（ｆc（ＭＢＭＳ））が存在すると判断し
、その後、ステップＳＴ３７０４にて、ｆｃ（ＭＢＭＳ）へ移動することになる。しかし
、移動端末は、ユーザが所望するサービスを行っているMBSFNエリアのカバレッジエリア
外に位置するので、ステップＳＴ３５１０にて、ユーザが所望するサービスが行われてい
るＭＢＳＦＮエリア（ｆｃ（ＭＢＭＳ））の受信品質が良好ではないと判断される可能性
が高くなる。
【０５２６】
　変形例１により、実施の形態１９と比較して以下の更なる効果を得ることが出来る。実
施の形態１９と比較して、本変形例１は、移動端末が、サービングセルのカバレッジエリ
アと重なるカバレッジエリアを持つMBSFNエリアで行われているサービス内容を受信し、
ステップＳＴ３７０３にて、サービングセルのカバレッジエリアと重なるカバレッジエリ
アを持つＭＢＳＦＮエリアにて、ユーザが所望するサービスを行っている受信可能なＭＢ
ＭＳ送信専用の周波数レイヤの周波数を１つ以上受信したか否か確認することが可能とな
る。よって、ステップＳＴ３５１０にて、ユーザが所望するサービスが行われているＭＢ
ＳＦＮエリアの受信品質が、受信するのに充分良好ではないと判断される可能性が低くな
る。このことは、移動端末が、現在の周波数以外の周波数からのサービスを受信するまで
の制御遅延を短くするという効果を奏する。これにより移動端末の低消費電力化の効果も
合わせて得ることが出来る。
【０５２７】
　次に本実施形態の変形例２を説明する。サービングセルから移動端末に、隣接セル（ne
ighboring cell）情報が通知された場合、サービングセルから移動端末に、隣接セルにお
ける受信可能なＭＢＭＳに関する情報を通知しても良い。隣接セルにおける受信可能なＭ
ＢＭＳに関する情報は、隣接セル情報と同時に通知しても良いし、同時に通知しなくても
良い。受信可能なＭＢＭＳに関する情報の具体例は、実施の形態１９と同様であるため、
説明を省略する。変形例２により、以下の効果を得ることが出来る。ユニキャスト／ミク
スド周波数レイヤにおいて、隣接セルの受信感度が良好になってきた場合、つまり、ハン
ドオーバ処理を行うタイミングが近づいた場合を考える。新しくサービングセルとして選
択する基地局（新しいサービングセル：New Serving cell、ハンドオーバ先基地局）にお
ける受信可能なＭＢＭＳに関する情報に、現在移動端末が受信中のサービス内容が含まれ
ていない場合、このまま移動をつづけると現在受信中のサービスの感度が悪くなると判断
できる。この判断結果を表示部への表示、鳴動などによりユーザに知らせることが出来る
。これにより、ユーザが移動より現在のＭＢＭＳサービス受信を優先する場合、移動を中
止することが可能になり、よりユーザのニーズに合わせた使い方が可能となる効果を得る
ことが出来る。また、受信中の周波数ｆ１（ＭＢＭＳ）でのサービスの受信品質が悪くな
ってきた場合、サービングセルの受信可能なＭＢＭＳに関する情報中に存在しないが、隣
接セルにおける受信可能なＭＢＭＳに関する情報中に異なる周波数ｆ２（ＭＢＭＳ）にて
同じサービスが存在した場合、ｆ２（ＭＢＭＳ）にてＭＢＭＳサーチなどの動作を試して
みることが出来る。これにより、よりユーザのニーズに合わせた使い方が可能となる効果
を得ることが出来る。本変形例２は、実施の形態１９のみではなく、実施の形態１９の変
形例１にも適用可能である。
【０５２８】
実施の形態２０．
　非特許文献３には、現在の３ＧＰＰでの移動端末からネットワーク側（基地局）へのサ
ービングセルと周辺セルの測定結果の通知に用いるイベント（event）について説明され
ている。サービングセルと同じ周波数内での測定について以下説明する。移動端末は、サ
ービングセルの測定結果が、ある閾値（threshold）より大きくなったになった場合、イ
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ベントＡ１をネットワーク側（基地局）へ通知することが開示されている。移動端末は、
サービングセルの測定結果がある閾値（threshold）より小さくになった場合、イベント
Ａ２をネットワーク側（基地局）へ通知する。移動端末は、周辺セルの測定結果が、サー
ビングセルの測定結果にあるオフセット値（offset）を加えた値より大きくなった場合、
イベントＡ３をネットワーク側（基地局）へ通知する。イベントＡ３は、同じ周波数内で
のハンドオーバのために用いられる。非特許文献３には、本発明の課題についての記載は
ない。また閾値、オフセット値を複数持つことの記載もない。更には、移動端末の状態に
応じて複数の閾値、オフセット値を使い分ける旨の記載もない。
【０５２９】
　ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤにおいて、ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルから
マルチセル送信された、ＭＢＭＳサービスを受信している移動端末がハンドオーバを行う
場合のシーケンス図の具体例を図８６に示す。ステップＳＴ３８０１にて、サービングセ
ルは、自セルのシステム情報を傘下の移動端末へ通知する。通知されるシステム情報の具
体例としては、メジャメント周期、間欠受信周期、トラッキングエリア情報（TA情報）な
どがある。メジャメント周期とは、ネットワーク側が傘下の移動端末に通知する周期であ
って、この周期にしたがって移動端末は電界強度などの測定を行う。また、自セル情報を
サービングセルから移動端末に対して通知する際、かかる自セル情報は、ロジカルチャネ
ルである報知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、さらにトランスポートチャネルで
ある報知チャネル（BCH）、物理チャネルである物理報知チャネル（PBCH）にマッピング
される。また、自セル情報は、ロジカルチャネルである報知制御チャネル（BCCH）にマッ
ピングされ、さらにトランスポートチャネルである下り共有チャネル（DL-SCH）、物理チ
ャネルである物理下り共有チャネル（PDSCH）にマッピングされてもよい。
【０５３０】
　ステップＳＴ３８０２にて、移動端末は、サービングセルから送信された、自セルのシ
ステム情報を受信する。ステップＳＴ３８０３にて、サービングセルは、自セルのＭＢＭ
Ｓスケジューリング情報を傘下の移動端末へ通知する。通知されるＭＢＭＳスケジューリ
ング情報の具体例としては、ＭＢＳＦＮサブフレームの割当て情報（MBSFN sub-frame al
location）などが考えられる。また、ＭＢＭＳスケジューリング情報を、サービングセル
から移動端末に対して通知する際、かかるＭＢＭＳスケジューリング情報は、ロジカルチ
ャネルである報知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、さらにトランスポートチャネ
ルである報知チャネル（BCH）、物理チャネルである物理報知チャネル（PBCH）にマッピ
ングされる。また、ＭＢＭＳスケジューリング情報は、ロジカルチャネルである報知制御
チャネル（BCCH）にマッピングされ、さらにトランスポートチャネルである下り共有チャ
ネル（DL-SCH）、物理チャネルである物理下り共有チャネル（PDSCH）にマッピングされ
てもよい。ステップＳＴ３８０４にて、移動端末は、サービングセルから送信された、自
セルのＭＢＭＳスケジューリング情報を受信する。
【０５３１】
　ステップＳＴ3805にて、移動端末は、ユーザがＭＢＭＳサービスを受信する意思がある
かどうかを確認する。ユーザがＭＢＭＳサービスを受信する意思がある場合、ステップＳ
Ｔ３８０７へ移行する。ユーザがＭＢＭＳサービスを受信する意思がない場合、処理を終
了する。ステップＳＴ３８０６にて、サービングセルは、ＭＢＭＳサービスの制御情報を
移動端末へ通知する。ステップＳＴ３８０７にて、移動端末は、ＭＢＭＳサービスの制御
情報を受信する。ＭＢＭＳサービスの制御情報の具体例としては、ＭＢＭＳのサービス内
容などが考えられる。ＭＢＭＳのサービス内容の具体例は実施の形態１８と同様であるの
で説明を省略する。また、ＭＢＭＳサービスの制御情報をサービングセルから移動端末に
対して通知する際、ＭＢＭＳサービスの制御情報は、ロジカルチャネルである報知制御チ
ャネル（BCCH）にマッピングされ、さらに、トランスポートチャネルである報知チャネル
（BCH）、物理チャネルである物理報知チャネル（PBCH）にマッピングされる。また、Ｍ
ＢＭＳサービスの制御情報は、ロジカルチャネルとである報知制御チャネル（BCCH）にマ
ッピングされ、さらにトランスポートチャネルである下り共有チャネル（DL-SCH）、物理
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チャネルである物理下り共有チャネル（PDSCH）にマッピングされてもよい。また、ＭＢ
ＭＳサービスの制御情報は、ロジカルチャネルであるマルチキャスト制御チャネル（MCCH
）にマッピングされ、さらにトランスポートチャネルであるマルチキャストチャネル（MC
H）、物理チャネルである物理マルチキャストチャネル（PMCH）にマッピングされてもよ
い。MCCHにマッピングされる場合、移動端末は、ステップＳＴ３８０４にて受信したＭＢ
ＭＳスケジューリング情報（MBSFNサブフレームの割当て情報）に従い、ＭＢＳＦＮサブ
フレーム内のデータを受信する。ステップＳＴ３８０８にて、移動端末は、ステップＳＴ
３８０７にて受信したＭＢＭＳサービスの制御情報に従い、ユーザ所望のサービスが行わ
れているか否かを判断する。ユーザ所望のサービスが行われている場合、ステップＳＴ３
８０９へ移行する。ユーザ所望のサービスが行われていない場合、処理を終了する。ステ
ップＳＴ３８０９にて、移動端末は、ＭＢＭＳサービス（MTCH、MCCH）の受信を開始する
。ＭＢＭＳサービスの受信に際しては、移動端末はステップＳＴ３８０４にて受信したＭ
ＢＭＳスケジューリング情報（MBSFNサブフレームの割当て情報）に従い、ＭＢＳＦＮサ
ブフレーム内のデータを受信する。
【０５３２】
　ステップＳＴ３８１０にて、移動端末は、ＭＢＭＳサービスの受信動作と並行しながら
、ステップＳＴ３８０２にて受信したメジャメント周期であるか否か判断する。メジャメ
ント周期であった場合、ステップＳＴ３８１１へ移行する。メジャメント周期でなければ
ステップＳＴ３８１０の判断を繰り返す。ステップＳＴ３８１１にて、移動端末は測定を
実行する。実際に移動端末が測定する値としては、サービングセルと周辺セルのリファレ
ンスシンボル受信電力（Reference Symbol received power：RSRP）、Ｅ－ＵＴＲＡキャ
リア受信信号強度値（E-UTRA carrier received signal strength indicator：RSSI）な
どが考えられる。周辺セルの情報は、周辺セル情報（リスト）（あるいは隣接セル（neig
hboring cells）情報（リスト）と呼ばれることもある）としてサービングセルから報知
される場合もある。ステップＳＴ３８１２にて、移動端末は、ステップＳＴ３８１１にて
測定した結果、サービングセルの再選択（cell re-selection）が必要か否か判断する。
判断の具体例としては、周辺セルの測定結果が、サービングセルの測定結果にあるオフセ
ット値（offset）を加えた値より大きくなった場合などが考えられる。再選択が必要ない
場合、ステップＳＴ３８１０へ移行する。再選択が必要な場合、ステップＳＴ３８１３へ
移行する。ステップＳＴ３８１３にて、移動端末は、測定結果の通知に用いるイベントを
サービングセルへ通知する。サービングセルの再選択が必要となった場合のイベントの具
体例としては、移動端末は、イベントA３をサービングセルへ通知する。ステップＳＴ３
８１４にて、サービングセルは、移動端末よりイベントA３を受信する。その後、移動体
通信システムとしてハンドオーバ処理が行われ、ステップＳＴ３８１５へ移行する。
【０５３３】
　ステップＳＴ３８１５にて、新しくサービングセルとして選択する基地局（新しいサー
ビングセル：New serving cell、ハンドオーバ先基地局）は、ステップＳＴ３８０１同様
、自セルのシステム情報を傘下の移動端末へ通知する。ステップＳＴ３８１６にて、移動
端末は、ステップＳＴ３８０２同様、新しいサービングセルから自セルのシステム情報を
受信する。ステップＳＴ３８１７にて新しいサービングセルは、ステップＳＴ３８０３同
様、自セルのＭＢＭＳスケジューリング情報を傘下の移動端末へ通知する。ステップＳＴ
３８１８にて移動端末は、ステップＳＴ３８０４同様、新しいサービングセルから自セル
のＭＢＭＳスケジューリング情報を受信する。ステップＳＴ３８１９にて、新しいサービ
ングセルは、ステップＳＴ３８０６同様、ＭＢＭＳサービスの制御情報を移動端末へ通知
する。ステップＳＴ３８２０にて、移動端末は、ステップＳＴ３８０７同様、ＭＢＭＳサ
ービスの制御情報を受信する。ステップＳＴ３８２１にて、移動端末は、ステップＳＴ３
８０８同様、ステップＳＴ３８２０にて受信したＭＢＭＳサービスの制御情報に従い、ユ
ーザ所望のサービスが行われているか否かを判断する。ユーザ所望のサービスが行われて
いる場合、ステップＳＴ３８２２へ移行する。ユーザ所望のサービスが行われていない場
合、ステップＳＴ３８２３へ移行する。ステップＳＴ３８２２にて、移動端末は、ステッ
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プＳＴ３８１８にて受信した新しいサービング基地局のＭＢＭＳスケジューリング情報（
MBSFNサブフレームの割当て情報）に従い、ＭＢＭＳサービス（MTCH、MCCH）の受信を開
始する。ステップＳＴ３８２３にて移動端末は、ＭＢＭＳサービス受信の停止処理を行う
。
【０５３４】
　図８６のステップＳＴ３８２１、ステップＳＴ３８２３に示すように、ハンドオーバに
よりＭＢＭＳサービス受信の中断が発生するという問題が生じる。本実施の形態２０にお
いては、隣接セル情報にＭＢＭＳサービスのサービス内容を付加することにより上記課題
を解決することを考える。詳細な方法を図８７を用いて説明する。また、図８７は、図８
６と類似しているため、同じ部分の説明は省略する。ステップＳＴ３９０１にて、サービ
ングセルは、隣接セル情報を傘下の移動端末へ通知する。隣接セル情報に、隣接セルのＭ
ＢＭＳサービスのサービス内容を新たに設ける。サービス内容の具体例としては、実施の
形態１８と同様であるので説明を省略する。また、隣接セルのＭＢＭＳサービス内容では
なく、隣接セルのＭＢＳＦＮサブフレームの割当情報を代用しても良い。隣接セルのＭＢ
ＳＦＮサブフレームの割り当てが、サービングセルのＭＢＳＦＮサブフレームの割り当て
と同じであれば、該隣接セルとサービングセルは、ＳＦＮ合成をサポートするべく、ＭＢ
ＭＳサービスのマルチセル送信を行っていると判断できる。よって該隣接セルとサービン
グセルは、同じＭＢＭＳサービスを行っていると判断できるからである。また、隣接セル
情報を、サービングセルから移動端末に対して通知する際、隣接セル情報は、ロジカルチ
ャネルである報知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、さらにトランスポートチャネ
ルである報知チャネル（BCH）、物理チャネルである物理報知チャネル（PBCH）にマッピ
ングされる。また、隣接セル情報は、ロジカルチャネルである報知制御チャネル（BCCH）
にマッピングされ、さらに、トランスポートチャネルである下り共有チャネル（DL-SCH）
、物理チャネルである物理下り共有チャネル（PDSCH）にマッピングされてもよい。
【０５３５】
　また、サービングセルは、隣接セル情報にＭＢＭＳサービスのサービス内容を付加する
のではなく、隣接セル毎のサービス内容を、ステップＳＴ３８０６にてＭＢＭＳサービス
の制御情報として送信しても良い。この場合、隣接セル番号（ID）に対応させた形で、隣
接セル毎のサービス内容を通知する必要がある。「隣接セルで行われているＭＢＭＳサー
ビスのサービス内容」という情報は、ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤにおいてユニ
キャスト／ＭＢＭＳ混合セルからマルチセル送信されている、ＭＢＭＳサービスを受信し
ている移動端末が、ハンドオーバを行う場合に、ＭＢＭＳ受信の中断という問題を解決す
るために、本実施の形態２０により新設したパラメータである。よって、ＭＢＭＳサービ
スを受信している移動端末にのみ有効なパラメータである。よってＭＢＭＳサービスを受
信する移動端末のみが受信するＭＢＭＳサービスの制御情報に付加しても問題ない。これ
により、ＢＣＣＨの情報量増加を防ぐことが可能となり、移動体通信システム全体の制御
遅延を防止するという効果を得ることが出来る。更に、移動端末はステップＳＴ３８０９
にて、実際にＭＢＭＳサービスの受信を開始してからのみ、ＭＢＭＳサービスの制御情報
に付加された隣接セル毎のサービス内容を受信、デコードしても良い。ここでサービング
セルがどのようにして隣接セル毎のサービス内容を入手するかが問題となる。解決方法と
しては、基地局間通信を用いて、つまり隣接セル毎からサービングセルへサービス内容を
通知する場合が考えられる。また、別の解決策としては、各セルからサービス内容をＭＭ
Ｅへ通知し、ＭＭＥからサービングセルへ隣接セルに含まれるセルのサービス内容を通知
する場合が考えられる。また、別の解決策としては、ＭＣＥがＭＭＥへ各セルのサービス
内容を通知し、MMEからサービングセルへ、隣接セルに含まれるセルのサービス内容を通
知する場合が考えられる。また、別の解決策としては、ＭＣＥから直接、各サービングセ
ルへ各隣接セルのサービス内容を通知する場合が考えられる。ステップＳＴ３９０２にて
、移動端末は隣接セル情報を受信する。
【０５３６】
　ステップＳＴ３９０３にて、移動端末は、隣接セルのＭＢＭＳサービスのサービス内容
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を確認し、新しいサービングセルにて、現在移動端末が受信中のサービスが行われている
か否かを判断する。サービスが行われている場合、ステップＳＴ３８１３へ移行する。サ
ービスが行われていない場合、ステップＳＴ３９０４へ移行する。ステップＳＴ３９０４
にて、移動端末は、サービングセルへの測定結果の通知に用いるイベントの通知を行わな
い。具体的には、サービングセルの再選択が必要となった場合のイベントの通知を行わな
い。更に具体的には、イベントＡ３のサービングセルへの通知を行わない。これにより、
移動体通信システムとしてのハンドオーバ処理が開始されることはなく、サービングセル
の再選択は行われない。よってユーザ所望のＭＢＭＳサービスが行われている、従来のサ
ービングセルが変更されることはなく、ＭＢＭＳサービス受信の中断は起こらないという
効果を得ることができる。これにより、本発明の課題である、ユニキャスト／ミクスド周
波数レイヤにおいて、ＭＢＭＳ専用セル、ないしユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルからマ
ルチセル送信されているＭＢＭＳサービスを受信している移動端末が、ハンドオーバによ
りＭＢＭＳサービス受信の中断が発生するという問題を解決することが出来る。
【０５３７】
　また、ステップＳＴ３８１２において、ステップＳＴ３８１１にて測定した結果、サー
ビングセルの再選択（cell re-selection）が必要であると判断されているのは事実であ
るので、ＭＢＭＳサービスの中断を行いたくないのであれば、ユーザは移動を中断すべき
とも考えられる。よって、サービングセルの再選択が必要であると判断したにも関わらず
、新しいサービングセルにて所望のＭＢＭＳサービスが行われていないことにより、ハン
ドオーバ処理を中止した旨を表示部への表示、鳴動などによりユーザに知らせても良い。
これにより、ユーザが移動より現在のＭＢＭＳサービス受信を優先する場合、移動を中止
することが可能になり、よりユーザのニーズに合わせた使い方が可能となる効果を得るこ
とが出来る。また、ステップＳＴ３９０４にて、イベントＡ３のサービングセルへの通知
を行わない代わりに、サービングセルの再選択が必要となった場合のイベント（イベント
A３）をサービングセルへ通知するとともに、ユーザの意思を通知しても良い。ユーザの
意思の具体例としては、ハンドオーバを希望しない旨などが考えられる。
【０５３８】
　実施の形態２０により、本発明の課題である、ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤに
おいて、ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルからマルチセル送信されているＭＢＭＳサービ
スを受信している移動端末が、ハンドオーバによりＭＢＭＳサービス受信の中断が発生す
るという問題を解決することが出来る。
【０５３９】
実施の形態２１．
　実施の形態２１で用いる移動体通信システムのシーケンス図を図８８に示す。図８８に
おいて、図８６と同一のステップは同一または相当する処理を示すので、説明は省略する
。ステップＳＴ４００１にて、サービングセルは、自セルのシステム情報を傘下の移動端
末へ通知する。通知されるシステム情報の具体例としては、メジャメント周期、間欠受信
周期、トラッキングエリア情報（TA情報）などがある。メジャメント周期とはネットワー
ク側が傘下の移動端末に通知する周期であって、この周期にしたがって移動端末は電界強
度などの測定を行う。自セルのシステム情報には、サービングセルと周辺セルの測定時に
用いる測定報告用パラメータ（measurement reporting parameters）を含むものとする。
測定報告用パラメータの具体例としては、非特許文献３に示されている「閾値（threshol
d）」「オフセット値（offset）」などが考えられる。本実施の形態２１では、新たに、
ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤにおいて、ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルからマ
ルチセル送信されているＭＢＭＳサービスを受信していない移動端末用（以降、単にＭＢ
ＭＳサービス未受信中の移動端末と称する）と、ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤに
おいて、ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルからマルチセル送信されているＭＢＭＳサービ
スを受信している移動端末用（以降、単にＭＢＭＳサービス受信中の移動端末と称する）
とに上記測定報告用パラメータを分離することを考える。更に、ＭＢＭＳサービス未受信
の移動端末とＭＢＭＳサービス受信中の移動端末用にオフセット値を分離することを考え
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る。更に、ＭＢＭＳサービス受信中の移動端末用のオフセット値を、ＭＢＭＳサービス未
受信の移動端末用のオフセット値より大きい値とすることを考える。
【０５４０】
　サービングセルから移動端末に対して、自セル情報を通知する際、自セル情報は、ロジ
カルチャネルである報知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、さらに、トランスポー
トチャネルである報知チャネル（BCH）、物理チャネルである物理報知チャネル（PBCH）
にマッピングされる。また、自セル情報は、ロジカルチャネルである報知制御チャネル（
BCCH）にマッピングされ、さらに、トランスポートチャネルである下り共有チャネル（DL
-SCH）、物理チャネルである物理下り共有チャネル（PDSCH）にマッピングされてもよい
。ＭＢＭＳサービス受信中の移動端末用の「測定報告用パラメータ」は、ユニキャスト／
ミクスド周波数レイヤにおいて、ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルからマルチセル送信さ
れているＭＢＭＳサービスを受信している移動端末が、ハンドオーバを行う場合に発生し
得るＭＢＭＳ受信中断という問題を解決するために、新設されたパラメータである。よっ
て、ＭＢＭＳサービスを受信している移動端末に有効なパラメータである。よって、他の
システム情報とは分離して、ＭＢＭＳサービスを受信する移動端末が受信する、ＭＢＭＳ
サービスの制御情報に付加しても問題ない。これにより、ＢＣＣＨの情報量増加を防ぐこ
とが可能となり、移動体通信システム全体の制御遅延を防止するという効果を得ることが
出来る。サービングセルから移動端末に対して、ＭＢＭＳサービスの制御情報を通知する
際、ＭＢＭＳサービスの制御情報は、ロジカルチャネルである報知制御チャネル（BCCH）
にマッピングされ、さらに、トランスポートチャネルである報知チャネル（BCH）、物理
チャネルである物理報知チャネル（PBCH）にマッピングされる。また、ＭＢＭＳサービス
の制御情報は、ロジカルチャネルである報知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、さ
らに、トランスポートチャネルである下り共有チャネル（DL-SCH）、物理チャネルである
物理下り共有チャネル（PDSCH）にマッピングされてもよい。また、ＭＢＭＳサービスの
制御情報は、ロジカルチャネルであるマルチキャスト制御チャネル（MCCH）にマッピング
され、さらにトランスポートチャネルであるマルチキャストチャネル（MCH）、物理チャ
ネルである物理マルチキャストチャネル（PMCH）にマッピングされてもよい。ステップＳ
Ｔ４００２にて、移動端末は、サービングセルから自セルのシステム情報を受信する。
【０５４１】
　ステップＳＴ４００３にて、移動端末は、ＭＢＭＳ受信中であるか否かを判断する。具
体的には、ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤにおいて、ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合
セルからマルチセル送信されているＭＢＭＳサービスを受信しているか否かを判断する。
受信中であれば、ステップＳＴ４００４へ移行する。受信中でなければステップＳＴ４０
０５へ移行する。ステップＳＴ４００４にて、移動端末は、測定報告用パラメータにＭＢ
ＭＳ受信中の移動端末用の測定報告用パラメータをセットする。具体的には、オフセット
値にＭＢＭＳ受信中の移動端末用のオフセット値をセットする。ステップＳＴ４００５に
て、移動端末は、測定報告用パラメータにＭＢＭＳ未受信中の移動端末用の測定報告用パ
ラメータをセットする。更に具体的には、オフセット値にＭＢＭＳ未受信中の移動端末用
のオフセット値をセットする。
【０５４２】
　本実施の形態２１により、ＭＢＭＳサービスを受信中とＭＢＭＳサービスを未受信の移
動端末のハンドオーバ処理が起こる周辺セル（新しいサービングセル）の測定結果を変更
することが可能となる。更には、ＭＢＭＳサービス受信中の移動端末用のオフセット値を
ＭＢＭＳサービス未受信の移動端末用のオフセット値より大きい値とすることにより、Ｍ
ＢＭＳサービス受信中の移動端末がハンドオーバ処理を行う周辺セルの測定結果をＭＢＭ
Ｓサービス未受信中より高くすることが可能となる。これにより、ユニキャスト／ミクス
ド周波数レイヤにおいて、ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルからマルチセル送信されてい
るＭＢＭＳサービスを受信している移動端末が、ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤに
おいて、ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルからマルチセル送信されているＭＢＭＳサービ
スを受信していない移動端末と比較して、地理的に同じ場所に位置した場合、ハンドオー
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バを起こりにくくすることが可能となる。これにより、同じ基地局からユニキャスト／ミ
クスド周波数レイヤにおいて、ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルからマルチセル送信され
ているＭＢＭＳサービスを受信することが可能な地理的範囲を広くすることが出来る。こ
れにより、ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤにおいて、ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合
セルからマルチセル送信されているＭＢＭＳサービスを受信している移動端末が、ハンド
オーバによりＭＢＭＳサービス受信の中断の発生を減らすという効果を得ることが出来る
。実施の形態２０では、隣接セル情報に、新たに隣接セルのＭＢＭＳサービスのサービス
内容を付加することにより、課題を解決した。しかし、隣接セル毎のＭＢＭＳサービスの
サービス内容の情報量は多くなることが考えられる。本実施の形態２１では、隣接セルの
ＭＢＭＳサービスのサービス内容を付加することなく、課題を解決した。よって、実施の
形態２０と比較してサービングセルから移動端末へ通知される情報量を少なくしつつ、課
題を解決可能となる。よって、実施の形態２０と比較して無線リソースの有効活用という
効果を得ることが出来る。
【０５４３】
　次に本実施形態の変形例１を説明する。実施の形態２１を以下のように変形すれば、更
なる効果を得ることが出来る。実施の形態２１の変形例１で用いる移動体通信システムの
シーケンス図を図８９に示す。なお、図８９において、図８６ないし図８８と同一番号の
ステップは、同一または相当の処理を示すので説明は省略する。ステップＳＴ４００３に
て、移動端末は、ＭＢＭＳ受信中であるか否かを判断する。更に具体的には、ユニキャス
ト／ミクスド周波数レイヤにおいて、ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルからマルチセル送
信されているＭＢＭＳサービスを受信しているか否かを判断する。受信中であれば、ステ
ップＳＴ４１０１へ移行する。受信中でなければステップＳＴ４００５へ移行する。ステ
ップＳＴ４１０１にて、移動端末は、ユーザの意思を確認する。更に具体的には、ユニキ
ャスト通信よりＭＢＭＳサービス受信を優先するか否かを判断する。更に具体的には、ユ
ニキャスト通信よりユニキャスト／ミクスド周波数レイヤにおいて、ユニキャスト／ＭＢ
ＭＳ混合セルからマルチセル送信されているＭＢＭＳサービスを受信を優先するか否かを
判断する。優先する場合、ステップＳＴ４００４へ移行する。優先しない場合、ステップ
ＳＴ４００５へ移行する。
【０５４４】
　実施の形態２１の変形例１により以下の更なる効果を得ることが出来る。ステップＳＴ
４００４にて、オフセット値に、ＭＢＭＳ受信中の移動端末用のオフセット値をセットし
た場合、ＭＢＭＳサービスを受信していない移動端末が、現在のサービングセルからの受
信状況が悪くなり、新しいサービングセルへハンドオーバ処理を開始したとしても（イベ
ントA3をサービングセルへ通知したとしても）、ＭＢＭＳサービス受信中の移動端末は同
じ受信状況（同じ地理的な位置とも言える）であってもハンドオーバ処理を開始しない。
このことは、ＭＢＭＳサービスを受信していない移動端末が、現在のサービングセルから
の受信状況が悪いとして、ハンドオーバ処理を開始する場合であっても、ＭＢＭＳサービ
ス受信中の移動端末は、現在のサービングセルに留まることを意味する。よって、ＭＢＭ
Ｓサービス受信の中断はおこらないが、ユニキャストサービスの受信品質の劣化に繋がる
ことも考えられる。よって、本変形例を用いれば、ＭＢＭＳサービスの受信の中断を可能
な限り行いたくないのか、ＭＢＭＳサービスの受信の中断を許しユニキャストサービスの
受信品質の劣化を防ぎたいのか、ユーザの意思を反映した移動体通信システムの処理とす
ることが可能となり、よりユーザのニーズに合わせた使い方が可能となる効果を得ること
が出来る。
【０５４５】
　次に本実施形態の変形例２を説明する。実施の形態２１を以下のように変形すれば、更
なる効果を得ることが出来る。実施の形態２１の変形例２で用いる移動体通信システムの
シーケンス図を図９０に示す。なお、図９０において、図８６～４０と同一番号のステッ
プは、同一または相当の処理を示すので説明は省略する。ステップＳＴ４００３にて、移
動端末は、ＭＢＭＳ受信中であるか否かを判断する。受信中であれば、ステップＳＴ４２
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０１へ移行する。受信中でなければステップＳＴ４００５へ移行する。ステップＳＴ４２
０１にて、移動端末は、測定対象の周辺セルについて、ステップＳＴ３９０２にて受信し
た隣接セル情報を用いて、隣接セルのＭＢＭＳサービスのサービス内容を確認する。測定
対象の周辺セルにて、現在のサービングセルにて受信中のＭＢＭＳサービスが行われてい
るかを判断する。行われていた場合、ステップＳＴ４００５へ移行する。行われていない
場合、ステップＳＴ４００４へ移行する。
【０５４６】
　実施の形態２１の変形例２により、以下の更なる効果を得ることが出来る。新しいサー
ビングセルにて、現在のサービングセルにて受信中のＭＢＭＳサービスが行われている場
合、ハンドオーバによるＭＢＭＳサービス受信の中断という問題は発生しない。よって、
新しいサービングセルにて、現在のサービングセルにて受信中のＭＢＭＳサービスが行わ
れている場合、ユニキャストサービス（ＭＢＭＳサービスも含む）の受信品質の劣化につ
ながる、ＭＢＭＳサービス受信中の測定報告用パラメータを用いることを防ぐことが可能
となる。また、実施の形態２１の変形例１と実施の形態２１の変形例２は、組み合わせて
用いることが可能である。
【０５４７】
実施の形態２２．
　ＭＢＳＦＮ同期エリア内の、全てのＭＢＳＦＮエリアに属する基地局が、ユニキャスト
／ミクスド周波数レイヤにおいて、ユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルからマルチセル送信
に用いる無線リソースを同じとすることを考える。更に具体的には、ＭＢＳＦＮ同期エリ
ア内の、全てのＭＢＳＦＮエリアが、ＭＢＭＳサービス（MCCH、MTCH）送信に用いるMBSF
Nサブフレームを、ともに用いることを考える。更に具体的には、ＭＢＳＦＮ同期エリア
にて共通の無線リソース（MBSFNサブフレーム）を、各ＭＢＳＦＮエリアにて多重して用
いる。多重方法の具体例を図９１に示す。図９１は、ＭＢＳＦＮサブフレームをＭＢＳＦ
Ｎエリアで多重する概念を示す説明図である。図９１において、Ａは「ＭＢＳＦＮエリア
Ａに属する基地局からのＭＢＭＳサービスデータ」、Ｂは「ＭＢＳＦＮエリアＢに属する
基地局からのＭＢＭＳサービスデータ」である。図９１の（Ａ）（パターンＡ）では、Ｍ
ＢＳＦＮエリアＡに属する基地局とＭＢＳＦＮエリアBに属する基地局が使用する無線リ
ソース（MBSFNサブフレーム）が時分割多重されている。ＭＢＳＦＮサブフレーム中にて
、ＭＢＳＦＮエリアＡに属する基地局がＭＢＭＳサービスを送信している時間は、ＭＢＳ
ＦＮエリアＢに属する基地局からのＭＢＭＳサービス及びユニキャストサービスの送信は
行わない、つまり送信オフの期間である。また、ＭＢＳＦＮエリアBに属する基地局がＭ
ＢＭＳサービスを送信している時間は、ＭＢＳＦＮエリアＡに属する基地局からのＭＢＭ
Ｓサービス及びユニキャストサービスの送信は行わない、つまり送信オフの期間である。
パターンＢも時分割多重の具体例であるが、パターンＢはＭＢＳＦＮサブフレーム内を時
分割するのではなく、ＭＢＳＦＮエリア毎に用いるＭＢＳＦＮサブフレームを決定する。
ただし、図９１の（Ｂ）（パターンＢ）もパターンＡ同様、ＭＢＳＦＮエリアＡに属する
基地局がＭＢＭＳサービスを送信しているＭＢＳＦＮサブフレームでは、ＭＢＳＦＮエリ
アＢに属する基地局からのＭＢＭＳサービス及びユニキャストサービスの送信は行わない
、つまり送信オフである。また、ＭＢＳＦＮエリアＢに属する基地局がＭＢＭＳサービス
を送信しているＭＢＳＦＮサブフレームでは、ＭＢＳＦＮエリアＡに属する基地局からの
ＭＢＭＳサービス及びユニキャストサービスの送信は行わない、つまり送信オフである。
【０５４８】
　図９１の（Ｃ）（パターンＣ）では、ＭＢＳＦＮエリアＡに属する基地局とＭＢＳＦＮ
エリアBに属する基地局が使用する無線リソース（MBSFNサブフレーム）が周波数分割多重
（FDM：Frequency Division Multiplexing）されている例である。ＭＢＳＦＮサブフレー
ム中にて、ＭＢＳＦＮエリアＡに属する基地局が、ＭＢＭＳサービスを送信している周波
数では、ＭＢＳＦＮエリアＢに属する基地局からのＭＢＭＳサービス及びユニキャストサ
ービスの送信は行わない、つまり送信オフである。ＭＢＳＦＮサブフレーム中にて、ＭＢ
ＳＦＮエリアＢに属する基地局がＭＢＭＳサービスを送信している周波数では、ＭＢＳＦ
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ＮエリアＡに属する基地局からのＭＢＭＳサービス及びユニキャストサービスの送信は行
わない、つまり送信オフである。図９１の（Ｄ）（パターンＤ）では、ＭＢＳＦＮエリア
Ａに属する基地局とＭＢＳＦＮエリアBに属する基地局が使用する無線リソース（MBSFNサ
ブフレーム）が符号分割多重されている例である。ＭＢＳＦＮ同期エリアにて共通の無線
リソース（ＭＢＳＦＮサブフレーム）にて、ＭＢＳＦNエリアＡに属する基地局は、デー
タにコードＡを乗算してＭＢＭＳサービスを送信する。また、ＭＢＳＦＮ同期エリアにて
、共通の無線リソース（MBSFNサブフレーム）にて、ＭＢＳＦＮエリアＢに属する基地局
は、データにコードＢを乗算してＭＢＭＳサービスを送信する。また、ＭＢＳＦＮエリア
内の全てのＭＢＳＦＮエリアに属する基地局が同じ無線リソース（MBSFNサブフレーム）
を用いる例について述べたが、ＭＢＳＦＮエリアを構成する基地局が隣接するMBSFNエリ
アに属する基地局が同じ無線リソースを用いるとしても良い。
【０５４９】
　実施の形態２２により、ユニキャスト／ミクスド周波数レイヤにおいて、ユニキャスト
／ＭＢＭＳ混合セルからマルチセル送信されているＭＢＭＳサービスを受信している移動
端末が、ハンドオーバによりＭＢＭＳサービス受信の中断の発生を減らすという効果を得
ることが出来る。なぜなら、実施の形態２２のような移動体通信システムにより、ＭＢＳ
ＦＮ同期エリアに属する基地局においては、同じ無線リソース（MBSFNサブフレーム）を
用いてＭＢＭＳサービスを提供することになる。現在のサービングセルがＭＢＳＦＮエリ
アＡに属し、新しいサービングセルがＭＢＳＦＮエリアＢに属した場合を考える。ユニキ
ャストサービスは受信品質の良好な新しいサービングセルと送受信を行い、また、新しい
サービングセルがスケジューリングを行う。一方、ＭＢＭＳサービスはユーザ所望のサー
ビスを行っているＭＢＳＦＮエリアのＭＢＭＳサービスを受信することが可能となる。ま
た、ＭＢＳＦＮ同期エリアに属する基地局を対象としているため、本実施の形態を実現す
るために新たに基地局間の同期を維持する基地局を増やす必要がないので、移動体通信シ
ステムの複雑性を増すことはない。実施の形態２０と比較して以下の効果を得ることが出
来る。実施の形態２０で必要な隣接セルのＭＢＭＳサービスのサービス内容が不要である
。よって、実施の形態２０と比較してサービングセルから移動端末へ通知される情報量を
少なくしつつ、課題を解決可能となる。よって、実施の形態２０と比較して無線リソース
の有効活用という効果を得ることが出来る。
【０５５０】
　実施の形態２１と比較して以下の効果を得ることが出来る。実施の形態２１で必要なユ
ニキャスト／ミクスド周波数レイヤにおいてユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルからマルチ
セル送信されているＭＢＭＳサービスを受信していない移動端末用と、ユニキャスト／ミ
クスド周波数レイヤにおいてユニキャスト／ＭＢＭＳ混合セルからマルチセル送信されて
いるＭＢＭＳサービスを受信している移動端末用とに分離した測定報告用パラメータが不
要となる。よって実施の形態２１と比較してサービングセルから移動端末へ通知される情
報量を少なくしつつ、課題を解決可能となる。よって、実施の形態２１と比較して無線リ
ソースの有効活用という効果を得ることが出来る。さらには、実施の形態２２では、ＭＢ
ＭＳサービス受信中の移動端末であってもサービングセルの受信品質がＭＢＭＳサービス
未受信中の移動端末と同じだけ悪くなれば、新しいサービングセルにて現在受信中のＭＢ
ＭＳサービスが行われているか行われていないかに関わらずハンドオーバすることが可能
となるので、実施の形態２１と比較してユニキャストサービスの受信品質の劣化がおこら
ないという効果を得ることが出来る。
【０５５１】
実施の形態２３．
　発明が解決しようとする課題について図９２を用いて説明する。図９２に示すＡはＬ１
／Ｌ２シグナリングチャネル、Ｂはユニキャスト送信用リソースである。非特許文献２の
とおり、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルにおけるＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てに
ついて検討されている。非特許文献１のとおり、サブフレーム単位にてＭＢＳＦＮ（Mult
imedia Broadcast multicast service Single Frequency Network）用とＭＢＳＦＮ以外
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のチャネルの多重が行われる。以降、ＭＢＳＦＮ送信用のサブフレームをＭＢＳＦＮサブ
フレーム（ＭＢＳＦＮ sub-frame）と称する。また、現在の３ＧＰＰにおいて、混合セル
においては、ＭＢＳＦＮフレーム（サブフレーム）において、サブフレーム単位において
先頭の１～２ＯＦＤＭシンボル以外は、ユニキャスト送信用に用いてはいけないことが決
定されている。つまり先頭の１～２ＯＦＤＭシンボル以外は、ＭＢＭＳ送信専用のリソー
スとなる。図９２ではＰＭＣＨと表記している。一方、非特許文献１において、ＰＣＨが
ＰＤＳＣＨあるいは、ＰＤＣＣＨにマッピングされることが開示されている。また非特許
文献１において、ページンググループは、Ｌ１／Ｌ２シグナリングチャネル（PDCCH）を
用いること、及び移動端末の明確な識別子（UE-ID）はＰＣＨ上で見つけることが出来る
ことが開示されている。よって、ＰＣＨは、Ｌ１／Ｌ２シグナリングチャネルを用いるた
め、ＭＢＳＦＮフレームであってもマッピングすることができる。一方、ＭＢＳＦＮフレ
ームにおいては、ＰＣＨにて次の制御情報の下り無線リソースの割り当てをする場合、同
じサブフレーム上の下り無線リソースはＭＢＭＳ送信専用となるため、同じサブフレーム
内に制御情報の割り当てをすることは出来ないという課題が発生する。
【０５５２】
　非特許文献４に移動端末へのページング信号送信について以下の記載がある．ページン
ググループに属するいずれかの移動端末宛のページング信号が発生したことを伝えるＰＩ
ＣＨ（Paging Indicator channel）は、Ｌ１／Ｌ２シグナリングチャネルを用いて送信さ
れる。ページング信号が自分宛てのものであるか否かを判断するために移動端末は、ペー
ジング信号をデコードする。ＰＣＨはページング信号を1つ以上持つことが可能である。
ＰＩＣＨはL1/L2シグナリングチャネルを用いて送信される、つまりサブフレーム単位に
おいて先頭の１～３ＯＦＤＭシンボルに位置づけられる。一方ＰＣＨは、ＰＩＣＨと同じ
サブフレームにあるＰＤＳＣＨにマッピングされる。非特許文献４のページング信号送信
手順においても本発明の解決しようとする課題は発生する。つまりＭＢＭＳ/ユニキャス
ト混合セルにおいて、ＭＢＳＦＮサブフレームが構成されている場合、ＭＢＳＦＮサブフ
レームの先頭の１～２ＯＦＤＭシンボルにてＰＩＣＨを送信したとしても、ＰＩＣＨと同
じサブフレームはＭＢＭＳ送信専用のリソースである。そのため、ページング信号が自分
宛てのものであるか否かを判断するためのページング信号をマッピングするＰＣＨを送信
することは出来ない。また、非特許文献４には本発明の解決しようとする課題についての
示唆もない。
【０５５３】
　非特許文献５にページングがおこる時（ページングアケージョン（ページングオケージ
ョン）:Paging occasion）を求める式について以下の記載がある。ページングアケージョ
ンを求めるためには、ページングインターバル（本発明における混合周波数レイヤにおけ
る間欠受信周期にあたる）とページングインターバル中でのページングアケージョンの数
の２つのパラメータが必要であり、他に必要なパラメータはないと記載されている。更に
ページングアケージョンが発生する無線フレーム中のサブフレームは、固定値とすると記
載されている。しかし非特許文献５にはページング信号がマッピングされるページングア
ケージョンの無線フレーム中のサブフレームについての決定方法についての記載はない。
また、非特許文献５にはページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとＭＢ
ＳＦＮサブフレームとの関係についての記載はなく、本発明の解決しようとする課題につ
いての示唆もない。
【０５５４】
　ＭＢＳＦＮサブフレームの先頭の1～２ＯＦＤＭシンボル以外はＭＢＭＳ送信専用のリ
ソースとなる。ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームがＭＢＳＦＮサ
ブフレームの割り当てと重なった場合、先頭の１～２ＯＦＤＭシンボル以外は、ＭＢＭＳ
送信専用のリソースとなりページング処理に用いることはできない。従来のページング処
理方法ではＭＢＳＦＮサブフレームについて全く考慮していないため、ＭＢＭＳ/ユニキ
ャスト混合セルでのページング処理に適用することは不可能となる問題が生じる。この問
題を解決するため、本実施の形態２３では、ページングアケージョンの無線フレーム中の
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どのサブフレームを、ページング処理（ページング信号（ページングメッセージ）、ＰＩ
ＣＨ、ＰＣＨなどの送信）に用いるかを決定する方法について開示する。ページング信号
がマッピングされるページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームの決定を行
う場合のシーケンス図の具体例を図９３に示す。図８８と同じステップ番号の処理につい
ては、同じ処理であるために説明を省略する。ステップＳＴ4001にてサービングセルは、
自セルのシステム情報を傘下の移動端末へ通知する。通知されるシステム情報の具体例と
しては、メジャメント周期、間欠受信周期、トラッキングエリア情報（TA情報）などがあ
る。自セルのシステム情報には、間欠受信用パラメータを含むものとする。間欠受信用パ
ラメータの具体例としては、混合周波数レイヤにおける間欠受信周期（T）、ページング
インターバル中でのページングアケージョンの数（N）（あるいは、ページンググループ
数）などがある。間欠受信周期の表し方の具体例としては無線フレーム数などがある。ス
テップＳＴ4002にて移動端末は、サービングセルから自セルのシステム情報を受信する。
ステップＳＴ4501にてサービングセルは、ＭＢＳＦＮサブフレームの割り当て情報を送信
する。ＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てに関する現在の3GPPの議論では、以下のような
ことが話されている。ＭＢＳＦＮサブフレーム中のレファレンスシグナルとＭＢＳＦＮサ
ブフレームではないサブフレームのレファレンスシグナルの無線リソースとしてのマッピ
ング位置が異なる。よってより正確なレファレンスシグナルを用いた測定を行うためには
、ＭＢＭＳサービスを受信する能力のない移動端末であってもサービングセルのＭＢＳＦ
Ｎサブフレームの割り当て情報を把握する必要があるという議論がされている（非特許文
献２）。ＭＢＳＦＮサブフレームの割り当て情報の具体例としては、ＭＢＳＦＮサブフレ
ームとして割り当てられるサブフレームのサブフレーム番号（例えば図９２では、サブフ
レーム番号＃1）が考えられる。ステップＳＴ4502にて移動端末は、サービングセルから
ＭＢＳＦＮサブフレームの割り当て情報を受信する。
【０５５５】
　ステップＳＴ4503にて移動端末は、ページングアケージョンを求める。本実施の形態２
３では課題を解決するためのページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームの
決定方法を開示する。本実施の形態２３で開示する方法は、ページングアケージョン（ペ
ージングアケージョンの無線フレーム）の求め方によらずに、用いられることができる。
ステップＳＴ4504にてサービングセルは、移動体通信システムとして移動端末と同じ方法
を用いてページングアケージョンの無線フレームを求める。ステップＳＴ4505にて移動端
末は、ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームを求める。ステップＳＴ
4506にてサービングセルは、移動体通信システムとして移動端末と同じ方法を用いてペー
ジングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームを求める。
【０５５６】
　ステップＳＴ4505における、ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレーム
を求める方法の詳細を以下に説明する。移動端末は、ステップＳＴ4502にて受信したＭＢ
ＳＦＮサブフレームの割り当て情報を元に、ＭＢＳＦＮサブフレーム以外のサブフレーム
がページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとなるようにする。更に具体
的には、ＭＢＳＦＮサブフレームを除いてサブフレームの再番号付けを行う。図９４を用
いて説明する。図９２において、ＡはＭＢＳＦＮサブフレームである。図９４（a）はＭ
ＢＳＦＮサブフレームが存在しない無線フレームである。図９４（b）は、例えばサブフ
レーム番号＃3にＭＢＳＦＮサブフレームが割り当てられた場合のサブフレームの再番号
付けの例である。再番号付けの前と後では、次のような対応となる。（再番号付け前―再
番号付け後）、（#0-#0（ＭＢＳＦＮ））（#1-#1（ＭＢＳＦＮ））（#2-#2（ＭＢＳＦＮ
））（#3-ＭＢＳＦＮサブフレーム）（#4-#3（ＭＢＳＦＮ））（#5-#4（ＭＢＳＦＮ））
（#6-#5（ＭＢＳＦＮ））（#7-#6（ＭＢＳＦＮ））（#8-#7（ＭＢＳＦＮ））（#9-#8（Ｍ
ＢＳＦＮ））。以降再番号付け後のサブフレーム番号には(ＭＢＳＦＮ)を付加して記載す
ることとする。図９４（c）には1無線フレーム中に2つのＭＢＳＦＮサブフレームが割り
当てられた場合について記載している。再番号付けの詳細についてＭＢＳＦＮサブフレー
ムが1つの場合と同様であるので説明を省略する。ページングアケージョンの無線フレー
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ム中のサブフレームをＭＢＳＦＮサブフレームを除いたサブフレーム数に対応付けて決定
する。具体例として図９５に対応表を示す。図９５（a）について説明する。ＭＢＳＦＮ
サブフレームを除いたサブフレーム数が「９」であった場合（つまり該無線フレーム中の
ＭＢＳＦＮサブフレームとしての割り当ては1サブフレームである）、ページングアケー
ジョンの無線フレーム中のサブフレームは#4(ＭＢＳＦＮ)となる。図９５（a）を用いて
、図９４(c)の場合のページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームを求めて
みる。図９４(c)の場合、ＭＢＳＦＮサブフレームを除いたサブフレーム数は、「8」とな
る。図９５（a）を用いてページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームを決
定すると、#3(ＭＢＳＦＮ)となる。図９５（b）には、１無線フレーム中にページングア
ケージョンの無線フレーム中のサブフレームが複数発生する場合を考えた対応表を示す。
例えば、図９５（b）の１無線フレーム中にページングアケージョンのサブフレームが発
生する数が「２」の場合には、各移動端末は図９５（b）の1無線フレーム中にページング
アケージョンのサブフレームが発生する数が「2」の場合の欄に示すどちらのサブフレー
ムを間欠受信にて受信（モニタ）すれば良いか分からない。このことは以下の方法によっ
て解決できる。移動端末の識別子　mode　1無線フレーム中のページングアケージョンの
サブフレームの数　を求める。1無線フレーム中のページングアケージョンのサブフレー
ム数が「２」の場合、前記式の解は０あるいは１となる。よって具体例としては前記式の
解が「０」となった場合は、対応表の上段のサブフレーム番号、「１」となった場合は対
応表の下段のサブフレーム番号と規定する。あるいは対応表に前記情報を含める。また別
の解決策として、移動端末は1無線フレーム中に複数存在するページングアケージョンの
サブフレームを全て受信（モニタ）することにより前記課題は解決される。更に１無線フ
レーム中に複数のページングアケージョンが発生するにも関わらずＭＢＳＦＮサブフレー
ムの割り当てとの関係でページングアケージョンのサブフレーム番号が必要数分規定出来
ない場合が発生する。具体的には図９５（b）の1無線フレーム中にページングアケージョ
ンのサブフレームが発生する数が「２」、ＭＢＳＦＮサブフレームを除いたサブフレーム
数「１」、の場合である。この課題は以下の方法によって解決できる。1無線フレーム中
に存在するページングアケージョン数がＭＢＳＦＮサブフレームを除いたサブフレーム数
以下となるようにページンググループ数または/かつ混合周波数レイヤにおける間欠受信
周期（T）または/かつＭＢＳＦＮサブフレームの割り当て（割り当て数）を決定する。つ
まり以下の式（「ページンググループ数（N）／混合周波数レイヤにおける間欠受信周期
（T）＝＜10（1無線フレーム中のサブフレーム数）－ＭＢＳＦＮサブフレームの割り当て
数」）を満たすようなページンググループ数（N）、混合周波数レイヤにおける間欠受信
周期（T）、ＭＢＳＦＮサブフレームの割り当て数を決定すればよい。
【０５５７】
　上記で述べた1無線フレーム中にページングアケージョンのサブフレームが複数発生す
る場合の具体例を以下に述べる。ページングアケージョンの無線フレームを求める方法に
て、非特許文献５を用いた場合を考える。非特許文献５では先にも述べたように、ページ
ングアケージョンを求めるためには、ページングインターバル（本発明における混合周波
数レイヤにおける間欠受信周期にあたる）（T）とページングインターバル中でのページ
ングアケージョンの数（N）の２つのパラメータが必要であり、他に必要なパラメータは
ないと記載されている。1無線フレーム中にページングアケージョンのサブフレームが複
数発生する場合は、以下の式（１＜N/T）で表すことが出来る。その場合の図９５（b）の
用いる方法について具体例を以下に示す。
１＜N/T＝＜２の場合は1無線フレーム中に異なるページンググループのページングアケー
ジョンに対応するサブフレームが２つ存在することになる。よって１＜N/T＝＜２の場合
は、図９５（b）の1無線フレーム中にページングアケージョンのサブフレームが発生する
数が「2」の欄を用いることとなる。
【０５５８】
　図９５に示したような対応表は、ネットワーク側と移動端末側で認識を合わせておく必
要がある。対応表が移動体通信システムとして静的に決定されていても良い。これにより
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、ネットワーク側から移動端末側へ通知する必要がないため、無線リソースの有効活用と
いう更なる効果を得ることが出来る。一方、対応表が変更可能とするならば、ロジカルチ
ャネルとして報知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、トランスポートチャネルの報
知チャネル（BCH）にマッピングされ、物理チャネルの物理報知チャネル（PBCH）にマッ
ピングされることが考えられる。また別の具体例としては、ロジカルチャネルとして報知
制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、トランスポートチャネルの下り共有チャネル（
DL-SCH）にマッピングされ、物理チャネルの物理下り共有チャネル（PDSCH）にマッピン
グされることが考えられる。対応表を変更可能とすることにより、より柔軟な移動体通信
システムの構築が可能となる更なる効果を得ることが出来る。
【０５５９】
　実施の形態２３では、ＭＢＳＦＮサブフレームを除いてサブフレームの再番号付けを行
い、再番号付け後のサブフレーム番号にてページングアケージョンの無線フレーム中のサ
ブフレームを決定している。よってページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレ
ームとＭＢＳＦＮサブフレームが同じサブフレームとなることはない。よって本発明の課
題を解決することができるという効果を得ることが出来る。
【０５６０】
　本変形例１では、実施の形態２３のステップＳＴ4505の処理の異なる方法を示す。移動
端末は、ステップＳＴ4502にて受信したＭＢＳＦＮサブフレームの割り当て情報を元に、
ＭＢＳＦＮサブフレーム以外のサブフレームがページングアケージョンの無線フレーム中
のサブフレームとなるようにする。更に具体的には、ＭＢＳＦＮサブフレームを除いてサ
ブフレームの再番号付けを行う。詳細は実施の形態２３と同様であるので説明を省略する
。本変形例１では実施の形態２３と異なり、対応表ではなくＭＢＳＦＮサブフレームを除
いたサブフレームの数とページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとの関
係を一定に保つことを考える。言い換えれば、ＭＢＳＦＮサブフレームを除いたサブフレ
ームの数とページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとの関係式を規定す
る。関係式の具体例を以下に示す。
移動端末の識別子（ＵＥ－ＩＤ、ＩＭＳＩ、Ｓ－ＴＭＳＩなど）mod（ＭＢＳＦＮサブフ
レームを除いたサブフレーム数）＝ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレ
ーム（但し再番号付け後のサブフレーム番号）（式１）
（移動端末の識別子（ＵＥ－ＩＤ、ＩＭＳＩ、Ｓ－ＴＭＳＩなど）div　ページンググル
ープ数（N））mod　ＭＢＳＦＮサブフレームを除いたサブフレーム数＝ページングアケー
ジョンの無線フレーム中のサブフレーム（但し再番号付け後のサブフレーム番号）(式２)
などが考えられる。
【０５６１】
　本変形例１により実施の形態２３での効果に加えて以下の効果を得ることが出来る。ネ
ットワーク側と移動端末側とで、対応表といった多量の情報を記憶しておく必要がないと
いう効果を得ることが出来る。また、ＭＢＳＦＮサブフレームを除いたサブフレーム数と
ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームの対応が変更となった場合であ
っても、関係式をネットワーク側から移動端末側へ通知するのみでよく、対応表といった
多量の情報を通知する必要がないという効果を得ることが出来る。
【０５６２】
　上記関係式は、ページングアケージョン（ページングアケ-ジョンの無線フレーム）の
求め方によらず適用可能ではあるが、1無線フレームの中で実際にページングアケージョ
ンが割り当てられるサブフレームに偏りが生じてしまう場合が発生する。ページングアケ
-ジョンの算出式を「ページングアケージョン＝（移動端末の識別子　mod　ページンググ
ループ数（N））×Int（混合周波数レイヤにおける間欠受信周期（T）/ページンググルー
プ数（N））」とすることが考えられる。もしこの場合に、ページングアケ-ジョンの無線
フレームの中のサブフレームの決定式に式１を適用した場合、ページングアケ-ジョンが
割り当てられるサブフレームに偏りが生じる場合がある。例えば、N＝３で、ＭＢＳＦＮ
サブフレームを除いたサブフレーム数＝３の場合である。N=3なので、ページングアケ-ジ
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ョンが＃０の無線フレームに発生するが、この無線フレームに割り当てられる移動端末の
識別子（IMSI等）は３の倍数となる。したがって、式１を適用すると、K=３なので、該無
線フレーム中で割り当てられるサブフレームは全ての移動端末において＃０のサブフレー
ムとなってしまう。このように、場合によっては、1無線フレームの中で実際にページン
グアケージョンが割り当てられるサブフレームに偏りが生じてしまう場合が発生する。こ
こでは、１無線フレームの中で実際にページングアケージョンが割り当てられるサブフレ
ームに偏りが生じないようにする方法を開示する。例えば、ページングアケ-ジョンの無
線フレームとサブフレームの両者ともに、移動端末の識別子を、NやＭＢＳＦＮサブフレ
ームを除いたサブフレーム数でmod演算をとる式としない方法がある。具体例として、サ
ブフレームの決定式を（式１）とした場合は、実施の形態２に示した以下のページングア
ケージョンの求め方とする。
「Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｃｃａｓｉｏｎ＝（ＩＭＳＩ　ｄｉｖ　Ｋ）ｍｏｄ（ユニキャスト／
混合周波数レイヤにおける間欠受信周期）＋ｎ×（ユニキャスト／混合周波数レイヤにお
ける間欠受信周期）　ｎ：０、１、２・・・、ただし、Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｃｃａｓｉｏｎ
≦ＳＦＮの最大値。」となる。ここでＳＦＮは０からＳＦＮの最大値までの整数。KはＭ
ＢＳＦＮサブフレームを除いたサブフレーム数。また、サブフレームの決定式を（式２）
とした場合は、以下のページングアケ-ジョンの求め方とする。
ページングアケージョン＝（移動端末の識別子　mod　ページンググループ数（N））×In
t（混合周波数レイヤにおける間欠受信周期（T）/ページンググループ数（N））
【０５６３】
　また別の方法として、サブフレームの決定式を（式２）とした場合、以下のページング
アケ-ジョンの求め方とする。
「ページング発生無線フレーム」（Paging Occasion）=（IMSI div K）ｍｏｄ　Ｘ　＋ｎ
×（ＭＢＭＳ送信周波数レイヤにおける間欠受信周期）、ｎ：０、１、２・・・ただし、
Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｃｃａｓｉｏｎ≦ＳＦＮの最大値。ＳＦＮは０からＳＦＮの最大値まで
の整数。ＸはＭＢＭＳ送信周波数レイヤにおける間欠受信周期内でページングが発生する
無線フレームの数で、Ｘ≦ＭＢＭＳ送信周波数レイヤにおける間欠受信周期(無線フレー
ム数)である。なお、Ｘの値（Ｘでの剰余値）と、無線フレームナンバ（SFN）を関係付け
ておく。こうすることで、ページングが発生する無線フレームを任意に設定しておけると
いう効果がある。　また別の方法として、サブフレームの決定式を（式２）とした場合、
以下のページングアケ-ジョンの求め方とする。
「ページング発生無線フレーム」（Paging Occasion）=（（IMSI div K）ｍｏｄ（Int（
Ｔ／ＴＸ））)×ＴＸ　＋ｎ×（ＭＢＭＳ送信周波数レイヤにおける間欠受信周期）、ｎ
：０、１、２・・・ただし、Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｃｃａｓｉｏｎ≦ＳＦＮの最大値。ＳＦＮ
は０からＳＦＮの最大値までの整数。ＴＸ≦ＭＢＭＳ送信周波数レイヤにおける間欠受信
周期(無線フレーム数)である。
ページングが発生する無線フレームを周期的にすることによって、前述したＸの値（Ｘで
の剰余値）と無線フレームナンバ（SFN）を関係付けておく必要がなくなるため、算出演
算を簡単にすることができる。
【０５６４】
　上記関係式は静的に決定されていても良い。これにより、ネットワーク側から移動端末
側へ通知する必要がないため、無線リソースの有効活用という更なる効果を得ることが出
来る。一方、関係式が変更可能とするならば、ロジカルチャネルとして報知制御チャネル
（BCCH）にマッピングされ、トランスポートチャネルの報知チャネル（BCH）にマッピン
グされ、物理チャネルの物理報知チャネル（PBCH）にマッピングされることが考えられる
。また別の具体例としては、ロジカルチャネルとして報知制御チャネル（BCCH）にマッピ
ングされ、トランスポートチャネルの下り共有チャネル（DL-SCH）にマッピングされ、物
理チャネルの物理下り共有チャネル（PDSCH）にマッピングされることが考えられる。対
応表を変更可能とすることにより、より柔軟な移動体通信システムの構築が可能となる更
なる効果を得ることが出来る。上記関係式の具体例において以下の効果を得ることが出来
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る。同じページンググループに属する移動端末であっても移動端末の識別子に応じてペー
ジングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームの値が変る。これにより、同じサブ
フレームを用いる移動端末の数が減ることになる。よって1サブフレーム中でＰＩＣＨ、
ＰＣＨに用いる無線リソースが減るという効果を得ることが出来る。
【０５６５】
　本変形例２では、実施の形態２３のステップ4505の処理の異なる方法を示す。本変形例
２では、サブフレームの再番号付けを行わない。移動端末は、ページングアケージョンの
無線フレーム中のサブフレームをステップＳＴ4502にて受信したＭＢＳＦＮサブフレーム
の割り当て情報に対応付けて（割り当てを避けるように）決定する。具体例として図９６
に対応表を示す。図９６(a)について説明する。ＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てが「
＃1」であった場合、ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームは「＃4」
となる。 図９６（b）には、１無線フレーム中にページングアケージョンの無線フレーム
中のサブフレームが複数発生する場合を考えた対応表を示す。例えば、図９６（b）の1無
線フレーム中にページングアケージョンのサブフレームが発生する数が「2」の場合には
、各移動端末は図９６（b）の1無線フレーム中にページングアケージョンのサブフレーム
が発生する数が「2」の場合の欄に示すどちらのサブフレームを間欠受信にて受信（モニ
タ）すれば良いか分からない。このことは以下の方法によって解決できる。移動端末の識
別子　mode　1無線フレーム中のページングアケージョンのサブフレームの数　を求める
。1無線フレーム中のページングアケージョンのサブフレーム数が「２」の場合、前記式
の解は０あるいは１となる。よって具体例としては前記式の解が「０」となった場合は、
対応表の上段のサブフレーム番号、「１」となった場合は対応表の下段のサブフレーム番
号と規定する。あるいは対応表に前記情報を含める。また別の解決策として、移動端末は
1無線フレーム中に複数存在するページングアケージョンのサブフレームを全て受信（モ
ニタ）することにより前記課題は解決される。更に1無線フレーム中に複数のページング
アケージョンが発生するにも関わらずＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てとの関係でペー
ジングアケージョンのサブフレーム番号が必要数分規定出来ない場合が発生する。この課
題は以下の方法によって解決できる。1無線フレーム中に存在するページングアケージョ
ン数がＭＢＳＦＮサブフレームを除いたサブフレーム数以下となるようにページンググル
ープ数または/かつ混合周波数レイヤにおける間欠受信周期（T）または/かつＭＢＳＦＮ
サブフレームの割り当て（割り当て数）を決定する。つまり以下の式を満たすようなペー
ジンググループ数（N）、混合周波数レイヤにおける間欠受信周期（T）、ＭＢＳＦＮサブ
フレームの割り当て数を決定すればよい。
ページンググループ数（N）／混合周波数レイヤにおける間欠受信周期（T）＝＜10（1無
線フレーム中のサブフレーム数）－ＭＢＳＦＮサブフレームの割り当て数
【０５６６】
　上記で述べた1無線フレーム中にページングアケージョンのサブフレームが複数発生す
る場合の具体例を以下に述べる。ページングアケージョンの無線フレームを求める方法に
て、非特許文献５を用いた場合を考える。非特許文献５では先にも述べたように、ページ
ングアケージョンを求めるためには、ページングインターバル（本発明における混合周波
数レイヤにおける間欠受信周期にあたる）（T）とページングインターバル中でのページ
ングアケージョンの数（N）の２つのパラメータが必要であり、他に必要なパラメータは
ないと記載されている。1無線フレーム中にページングアケージョンのサブフレームが複
数発生する場合は、以下の式（１＜N/T）で表すことが出来る。その場合の図９６（b）の
用いる方法について具体例を以下に示す。１＜N/T＝＜２の場合は1無線フレーム中に異な
るページンググループのページングアケージョンに対応するサブフレームが２つ存在する
ことになる。よって１＜N/T＝＜２の場合は、図９６（b）の1無線フレーム中にページン
グアケージョンのサブフレームが発生する数が「2」の欄を用いることとなる。
【０５６７】
　図９６に示したような対応表は、ネットワーク側と移動端末側で認識を合わせておく必
要がある。対応表が移動体通信システムとして静的に決定されていても良い。これにより
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、ネットワーク側から移動端末側へ通知する必要がないため、無線リソースの有効活用と
いう更なる効果を得ることが出来る。一方、対応表が変更可能とするならば、ロジカルチ
ャネルとして報知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、トランスポートチャネルの報
知チャネル（BCH）にマッピングされ、物理チャネルの物理報知チャネル（PBCH）にマッ
ピングされることが考えられる。また別の具体例としては、ロジカルチャネルとして報知
制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、トランスポートチャネルの下り共有チャネル（
DL-SCH）にマッピングされ、物理チャネルの物理下り共有チャネル（PDSCH）にマッピン
グされることが考えられる。対応表を変更可能とすることにより、より柔軟な移動体通信
システムの構築が可能となる更なる効果を得ることが出来る。
【０５６８】
　変形例２では、ＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てに応じて（割り当てを避けるように
）、ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームを対応付けている。よって
ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとＭＢＳＦＮサブフレームが同
じサブフレームとなることはない。よって本発明の課題を解決することができるという効
果を得ることが出来る。実施の形態２３、変形例１と比較して変形例２では、移動端末及
びネットワーク側にてサブフレームの再番号付けという処理を省略できるという効果を得
ることが出来る。
【０５６９】
　本変形例３では、実施の形態２３のステップ4505の処理の異なる方法を示す。本変形例
３では変形例２と異なり、対応表ではなくＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てとページン
グアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとの関係を一定に保つことを考える。言
い換えれば、ＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てとページングアケージョンの無線フレー
ム中のサブフレームとの関係式を規定する。関係式の具体例を以下に示す。以下サブフレ
ームの再番号付けを行わないサブフレーム番号にて説明する。しかし本変形例の考え方は
サブフレームの再番号付けを行った場合であっても用いることが出来る。
ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレーム＝ＭＢＳＦＮサブフレームの割
り当て番号＋Ｐ　（P：整数）
上記式にて求められたページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームが＃9を
越えた場合には、
ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレーム＝ＭＢＳＦＮサブフレームの割
り当て番号＋Ｐ－（9×n）　（Ｐ：整数、n：正の整数、nは９を超える毎に「１」加える
こととする）
上記式で求められたページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームが更にＭＢ
ＳＦＮサブフレームと重なるということも考えられる。本問題は以下にて解決可能である
。ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレーム＝ＭＢＳＦＮサブフレームの
割り当て番号＋Ｐ＋（m×Ｑ）－（9×n）　（Ｐ：整数、n：正の整数、m＝1、2、3…10）
上記式で求められたページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームがＭＢＳＦ
Ｎサブフレームと重ならないような値となるまで、mの値を進める。
Ｑは、1及び、10と公約数を持たない整数とする。具体的には、Ｑ＝1、3、7、9…が考え
られる。この時Ｐ＝Ｑとしても良い。
上記関係式は静的に決定されていても良い。これにより、ネットワーク側から移動端末側
へ通知する必要がないため、無線リソースの有効活用という更なる効果を得ることが出来
る。一方、関係式が変更可能とするならば、ロジカルチャネルとして報知制御チャネル（
BCCH）にマッピングされ、トランスポートチャネルの報知チャネル（BCH）にマッピング
され、物理チャネルの物理報知チャネル（PBCH）にマッピングされることが考えられる。
また別の具体例としては、ロジカルチャネルとして報知制御チャネル（BCCH）にマッピン
グされ、トランスポートチャネルの下り共有チャネル（DL-SCH）にマッピングされ、物理
チャネルの物理下り共有チャネル（PDSCH）にマッピングされることが考えられる。対応
表を変更可能とすることにより、より柔軟な移動体通信システムの構築が可能となる更な
る効果を得ることが出来る。
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【０５７０】
　本変形例３により変形例２での効果に加えて以下の効果を得ることが出来る。ネットワ
ーク側と移動端末側とで、対応表といった多量の情報を記憶しておく必要がないという効
果を得ることが出来る。また、ＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てとページングアケージ
ョンの無線フレーム中のサブフレームの対応が変更となった場合であっても、関係式をネ
ットワーク側から移動端末側へ通知するのみでよく、対応表といった多量の情報を通知す
る必要がないという効果を得ることが出来る。
【０５７１】
　本変形例４では、実施の形態２３のステップ4505の処理の異なる方法を示す。移動体通
信システムとしてページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとしてＭＢＳ
ＦＮサブフレームを除いたサブフレームを規定する。さらに具体的には、ページングアケ
ージョンの無線フレーム中のサブフレームとして、SCHがマッピングされるという理由に
てＭＢＳＦＮサブフレームが割り当てられない＃０または/かつ＃５と規定する。ページ
ングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームは静的に決定されていても良い。これ
により、ネットワーク側から移動端末側へ通知する必要がないため、無線リソースの有効
活用という更なる効果を得ることが出来る。一方、ページングアケージョンの無線フレー
ム中のサブフレームが変更可能とするならば、ロジカルチャネルとして報知制御チャネル
（BCCH）にマッピングされ、トランスポートチャネルの報知チャネル（BCH）にマッピン
グされ、物理チャネルの物理報知チャネル（PBCH）にマッピングされることが考えられる
。また別の具体例としては、ロジカルチャネルとして報知制御チャネル（BCCH）にマッピ
ングされ、トランスポートチャネルの下り共有チャネル（DL-SCH）にマッピングされ、物
理チャネルの物理下り共有チャネル（PDSCH）にマッピングされることが考えられる。対
応表を変更可能とすることにより、より柔軟な移動体通信システムの構築が可能となる更
なる効果を得ることが出来る。本変形例４では、ＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てを避
けるようなサブフレームをページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとし
て規定する。よってページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとＭＢＳＦ
Ｎサブフレームが同じサブフレームとなることはない。よって本発明の課題を解決するこ
とができるという効果を得ることが出来る。実施の形態２３、変形例１と比較して変形例
２では、移動端末及びネットワーク側にてサブフレームの再番号付けという処理を省略で
きるという効果を得ることが出来る。変形例２、変形例３と比較して変形例４では、移動
端末及びネットワーク側にてＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てに応じたページングアケ
ージョンの無線フレーム中のサブフレームの決定という処理を省略することができるとい
う効果を得ることが出来る。
【０５７２】
　本変形例５では、実施の形態２３のステップＳＴ4505の処理の異なる方法を示す。ステ
ップＳＴ4505にて移動端末は、ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレーム
を求める。本変形例５では、ステップ4505に変えて図９７に示す処理を行う。ステップＳ
Ｔ4901にて移動端末は、ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームを求め
る。変形例５では、ステップＳＴ4901でのページングアケージョンの無線フレーム中のサ
ブフレームを求める方法のとしては特に指定しない。ＭＢＳＦＮサブフレームの割り当て
を考慮しない方法であって良い。具体的なページングアケージョンの無線フレーム中のサ
ブフレームを求める方法例としては、実施の形態２で述べた方法、非特許文献5記載の方
法ようにＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てに応じることなく固定値とするなどを用いる
ことが出来る。ステップＳＴ4902にて移動端末は、ステップＳＴ4502にて受信したＭＢＳ
ＦＮサブフレームの割り当てとステップＳＴ4901にて求めたページングアケージョンの無
線フレーム中のサブフレームを用いて、両者が同じサブフレームとなるか否かを判断する
。同じサブフレームとなる場合、ステップＳＴ4903へ移行する。同じサブフレームになら
ない場合、ステップＳＴ4903へは移行せずに終了する、つまりステップＳＴ4901にて求め
たページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームをそのまま用いる。ステップ
ＳＴ4903にて移動端末は、ステップＳＴ4902で求めたページングアケージョンの無線フレ
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ーム中のサブフレームについて次のＭＢＳＦＮサブフレーム以外のサブフレームへと変更
する。例えば、ステップＳＴ4901にて求めたページングアケージョンの無線フレーム中の
サブフレームが#2であり、ステップＳＴ4502にて受信したＭＢＳＦＮサブフレームの割り
当てが#2であった場合を考える。この場合、ステップＳＴ4902にて両者が同じサブフレー
ムになると判断される。よって、ステップＳＴ4903にてページングアケージョンの無線フ
レーム中のサブフレームは、次のＭＢＳＦＮサブフレーム以外のサブフレーム、つまり#3
となる。この時、ステップＳＴ4903にてページングアケージョンの無線フレーム中のサブ
フレームを前のＭＢＳＦＮサブフレーム以外のサブフレームに変更しても良い、つまり#1
としても良い。ステップＳＴ4902の判断は、ステップＳＴ4503で求めたページングアケー
ジョンの無線フレーム毎に行っても良い。また、ステップＳＴ4902の判断は、当該サービ
ングセルにて間欠受信を開始する際に1度、または/かつ、ＭＢＳＦＮサブフレームの割り
当てが変更される際に1度、ＭＢＳＦＮフレームの集合の繰り返し周期分判断するとして
も良い。この場合、いずれか1つのページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレ
ームがＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てと重なることになれば、毎ページングアケージ
ョンの無線フレーム中のサブフレームについてステップＳＴ4903を処理する。また、該当
（ＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てと重なる）のページングアケージョンの無線フレー
ム中のサブフレームのみステップＳＴ4903を処理するとしても良い、この場合ＭＢＳＦＮ
フレームの集合の繰返し周期において、該当（ＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てと重な
る）ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームに対してステップＳＴ4903
の処理を行う。ステップ4506にてサービングセルは、移動端末同様のステップＳＴ4901か
らステップＳＴ4903の処理を行う。
【０５７３】
　更に、ステップＳＴ4903の処理により求められたページングアケージョンの無線フレー
ム中のサブフレームが元のページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレーム（ス
テップＳＴ4901にて求められたページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレーム
）と同じ無線フレーム内とならない場合が考えられる。その場合の処理について以下に述
べる。ステップＳＴ4903の処理により求められたページングアケージョンの無線フレーム
中のサブフレームが元のページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームと異な
る無線フレームとなっても良いものとする。あるいは、ステップＳＴ4901で求めるページ
ングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームをステップＳＴ4903の処理により求め
られたページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームが元のページングアケー
ジョンの無線フレーム中のサブフレームと同じ無線フレームとなるような値とする。具体
例としては、ステップＳＴ4901にて求められるページングアケージョンの無線フレーム中
のサブフレームが無線フレームの最後のサブフレーム（#9）となることを除く、あるいは
、ある規定値から最後のサブフレームとなることを除くとする。ある規定値のサブフレー
ム番号の具体例として、「ある規定値のサブフレーム番号＝最後のサブフレーム－ＭＢＳ
ＦＮサブフレームの連続割り当て数」となる。
【０５７４】
　本変形例５では、ＭＢＳＦＮサブフレームを考慮することなくページングアケージョン
の無線フレーム中のサブフレームを求めた上で、ページングアケージョンの無線フレーム
中のサブフレームとＭＢＳＦＮサブフレームが重なった場合において、ページングアケー
ジョンの無線フレーム中のサブフレームを次のＭＢＳＦＮサブフレーム以外のサブフレー
ムへ変更する。よってページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとＭＢＳ
ＦＮサブフレームが同じサブフレームとなることはない。よって本発明の課題を解決する
ことができるという効果を得ることが出来る。
【０５７５】
　本変形例６は、実施の形態２３のステップＳＴ4503の処理の異なる方法を示す。ステッ
プＳＴ4503にて非特許文献５記載の方法を用いた場合を考える。ここで、ページングイン
ターバルとページングインターバル中でのページングアケージョンの数を等しいとしてペ
ージングアケージョンを求める。これにより、ページングアケージョンを求めるためのパ
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ラメータが１つ減るという効果を得ることが出来る。このことは、ステップＳＴ4001にお
ける自セルのシステム情報の削減に繋がる。これにより、無線リソースの有効活用という
効果を得ることが出来る。
【０５７６】
　実施の形態２３、変形例１～変形例６は、実施の形態１及び実施の形態２に示した、「
Ｕｎｉｃａｓｔ側　間欠受信」に適応可能である。
【０５７７】
実施の形態２４
　ＭＢＳＦＮサブフレームの先頭の1～２ＯＦＤＭシンボル以外はＭＢＭＳ送信専用のリ
ソースとなる。ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームがＭＢＳＦＮサ
ブフレームの割り当てと重なった場合、先頭の１～２ＯＦＤＭシンボル以外は、ＭＢＭＳ
送信専用のリソースとなりページング処理に用いることはできない。そのため従来のペー
ジング処理方法では不都合が生じるという課題を解決するため、本実施の形態２４では、
ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとＭＢＳＦＮサブフレームが重
なった場合の処理方法について開示する。本実施の形態２４では、ページングアケージョ
ンの無線フレーム中のサブフレームとＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てが重なった場合
、ＭＢＳＦＮ送信専用となる先頭１～２ＯＦＤＭシンボル以外の無線リソースをユニキャ
スト送信用、さらに具体的にはページング処理に用いないこととする。また、さらには、
ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとＭＢＳＦＮサブフレームの割
り当てが重なった場合、ＭＢＳＦＮ送信専用となる先頭１～２ＯＦＤＭシンボル以外の無
線リソースにて送信するページング処理に関する情報を、次のＭＢＳＦＮサブフレーム以
外のサブフレームにて送信することとする。処理方法の具体例を以下に示す。ページング
信号の処理方法は、図９３のステップＳＴ4505の処理を図９７に変えた処理に類似してい
る。異なる部分を中心に説明する。ステップＳＴ4902にて移動端末は、ステップＳＴ4502
にて受信したＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てとステップＳＴ4901にて求めたページン
グアケージョンの無線フレーム中のサブフレームを用いて、両者が同じサブフレームとな
るか否かを判断する。同じサブフレームとなる場合、ステップＳＴ4903へ移行する。実施
の形態２４では、ステップＳＴ4903の処理に変えて、以下の処理を行う。ステップＳＴ49
01にて求めたページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームの先頭の１～２Ｏ
ＦＤＭシンボルを用いて、ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとＭ
ＢＳＦＮサブフレームの割り当てが重ならなかった場合に先頭の１～３ＯＦＤＭシンボル
（L１/L２シグナリングチャネル）で送信するはずであった情報を送信する。また、ペー
ジングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとＭＢＳＦＮサブフレームの割り当
てが重ならなかった場合に先頭の１～３ＯＦＤＭシンボル以外（PDSCH）で送信するはず
であった情報を、次のＭＢＳＦＮサブフレーム以外のサブフレームの先頭の１～３ＯＦＤ
Ｍシンボル以外（PDSCH）で送信する。次のＭＢＳＦＮサブフレーム以外のサブフレーム
の先頭の１～３ＯＦＤＭシンボル以外（PDSCH）とした場合は、該PDSCH内の無線リソース
の割り当ては、ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとＭＢＳＦＮサ
ブフレームが重ならなかった場合の割り当てと同じとすれば、再度の割り当てなどが不要
となり無線リソースの有効活用という効果を得ることが出来る。ステップＳＴ4902の判断
で、同じサブフレームにならない場合、ステップＳＴ4903へは移行せずに終了する、つま
りステップＳＴ4901にて求めたページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレーム
をそのまま用いる。
【０５７８】
　ステップＳＴ4901にて求めたページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレーム
の先頭の１～２ＯＦＤＭシンボルを用いて、ページングアケージョンの無線フレーム中の
サブフレームとＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てが重ならなかった場合に先頭の１～３
ＯＦＤＭシンボル（L１/L２シグナリングチャネル）で送信するはずであった情報の具体
例を以下に示す。非特許文献１において、ＰＣＨがＰＤＳＣＨあるいは、ＰＤＣＣＨにマ
ッピングされることが開示されている。また非特許文献１において、ページンググループ
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は、Ｌ１／Ｌ２シグナリングチャネル（PDCCH）を用いること、及び移動端末の明確な識
別子（UE-ID）はＰＣＨ上で見つけることが出来ることが開示されている。よって、ＰＣ
Ｈは、Ｌ１／Ｌ２シグナリングチャネルを用いて送信されることとなる。一方、非特許文
献４において、ページンググループに属するいずれかの移動端末宛のページング信号が発
生したことを伝えるＰＩＣＨ（Paging Indicator channel）は、L1/L2シグナリングチャ
ネルを用いて送信されると記載されている。
【０５７９】
　ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとＭＢＳＦＮサブフレームの
割り当てが重ならなかった場合に先頭の１～３ＯＦＤＭシンボル以外（PDSCH）で送信す
るはずであった情報の具体例を以下に示す。非特許文献１において、ＰＣＨにて次の制御
情報の下り無線リソースの割り当てが行われた場合、該制御情報がPDSCHにマッピングさ
れる。一方、非特許文献４においてＰＣＨは、ＰＩＣＨと同じサブフレームにあるPDSCH
にマッピングされると記載されている。
【０５８０】
　本実施の形態２４では、ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとＭ
ＢＳＦＮサブフレームの割り当てが重なった場合、ＭＢＳＦＮ送信専用となる先頭１～２
ＯＦＤＭシンボル以外の無線リソースをユニキャスト送信用、つまりページング処理に用
いないこととした。これにより、ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレー
ムとＭＢＳＦＮサブフレーム割り当てが重なった場合であってもページング処理に必要な
情報がネットワーク側から移動端末へ送信不可能となることが発生しない。よって本発明
の課題を解決することが出来るという効果を得ることが出来る。
【０５８１】
　変形例１の説明をする。ステップＳＴ4502にて受信したＭＢＳＦＮサブフレームの割り
当てとステップＳＴ4901にて求めたページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレ
ームを用いて、両者が同じサブフレームとなると判断した場合、変形例１では実施の形態
２４の処理に変えて以下の処理を行う。ページングアケージョンの無線フレーム中のサブ
フレームとＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てが重ならなかった場合に先頭の１～３ＯＦ
ＤＭシンボル（L１/L２シグナリングチャネル）で送信するはずであった情報とページン
グアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとＭＢＳＦＮサブフレームの割り当てが
重ならなかった場合に先頭の１～３ＯＦＤＭシンボル以外（PDSCH）で送信するはずであ
った情報をステップＳＴ4901にて求めたページングアケージョンの無線フレーム中のサブ
フレームの先頭の１～２ＯＦＤＭシンボルを用いて送信する。
【０５８２】
　本変形例１では、ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとＭＢＳＦ
Ｎサブフレームの割り当てが重なった場合、ＭＢＳＦＮ送信専用となる先頭１～２ＯＦＤ
Ｍシンボル以外の無線リソースをユニキャスト送信用、つまりページング処理に用いない
こととした。これにより、ページングアケージョンの無線フレーム中のサブフレームとＭ
ＢＳＦＮサブフレーム割り当てが重なった場合であってもページング処理に必要な情報が
ネットワーク側から移動端末へ送信不可能となることが発生しない。よって本発明の課題
を解決することが出来るという効果を得ることが出来る。
【０５８３】
実施の形態２５．
　実施の形態７では、ＭＢＳＦＮサブフレームのＰＭＣＨ上にページング信号が送信され
たかどうかを示すインジケータやページング信号をのせる構成を開示した。一方、実施の
形態８では、ＭＢＳＦＮサブフレームにページング信号専用のチャネルを設け、例えば、
ページングメッセージや、着信の有無を通知するための情報としてページングメッセージ
の割当て情報やページング有無を表す1ビットの情報など、ページング信号は全てページ
ング信号専用のチャネル（ＤＰＣＨ）にマッピングされる構成を開示した。本実施の形態
では、ＭＢＭＳ専用セルからページング信号を送信するため、ＰＭＣＨとページング信号
専用チャネルの両方にページング信号をマッピングする方法を開示する。具体的には、同
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じＭＢＳＦＮサブフレーム内にＰＭＣＨとページング信号専用チャネルを設け、１サブフ
レームで送信するページング信号の一部をＰＭＣＨにマッピングし、残りをページング信
号専用チャネルにマッピングして送信する。
【０５８４】
　図１００に、同じＭＢＳＦＮサブフレーム内にページング信号専用チャネルとＰＭＣＨ
を設けた構成の一例を示す。同じＭＢＳＦＮサブフレーム内にページング信号専用チャネ
ル（ＤＰＣＨ）とＰＭＣＨを設ける。ページング信号専用チャネル（ＤＰＣＨ）に該ＭＢ
ＳＦＮサブフレームで着信の有無を示す情報をマッピングし、ＰＭＣＨに残りのページン
グ信号、例えばページングメッセージ情報をマッピングする。該ＭＢＳＦＮサブフレーム
の着信の有無を示す情報としては、例えばページングメッセージの割当て情報とする。ペ
ージングメッセージの割当て情報として、ＰＭＣＨにマッピングされるページング信号の
割当て情報とすれば良い。図に示すように、ＤＰＣＨに使用するＯＦＤＭシンボル数（ｋ
）を示す情報をのせるＰＣＦＩＣＨを設けても良い。この際、実施の形態８で開示した方
法が適用できる。また、ＰＣＦＩＣＨは設けなくても良い。その場合は、実施の形態８で
開示した、ＤＰＣＨのＭＢＳＦＮサブフレーム内の物理領域が決められる方法が適用でき
る。例えば、ページング信号をマッピングする物理領域を、ＭＢＳＦＮエリア毎に固有の
物理領域とし、ＭＢＳＦＮエリア固有の番号（ＭＢＳＦＮエリアＩＤ）などから導出され
るようにする方法などである。ページング信号をマッピングする物理領域をＭＢＳＦＮエ
リア毎に同じ物理領域とすることで、ページング信号をマルチセル送信することが可能と
なる効果を得ることが出来る。これにより、移動端末にてページング信号のＳＦＮ合成が
可能となり、移動端末でのページング信号の受信誤りを低減するという効果を得ることが
出来る。このことは、移動体通信システム全体の制御遅延防止、無線リソースの有効活用
といった効果につながる。
【０５８５】
　図１０１に、ページング情報を各物理チャネルの物理領域にマッピングする方法の一例
を示す。ページングメッセージの割当て情報をページング信号専用チャネルにマッピング
する方法は、実施の形態８で開示した方法が適用できる。基地局は、着信がかかっている
移動端末に対してページングメッセージ割当て情報をページング専用物理チャネルにマッ
ピングする。基地局は、着信がかかっている各移動端末ｍへのページングメッセージ割当
て情報に該移動端末固有の識別番号を乗算する（処理１）。次に、該乗算結果にＣＲＣ（
Cyclic Redundancy Check）付加を行い（処理２）、符号化（Encode）、レートマッチン
グ、インタリーブ等の符号化（Coding）処理を行う（処理３）。これら一連の処理を行っ
た結果を、マッピングする物理領域の大きさに対応した制御情報要素単位に割り当て、着
信がかかっている各々の移動端末分連結する(処理４)。連結した結果を、ＭＢＳＦＮエリ
ア固有の拡散コード（Scrambling Code）による拡散処理、変調処理等を行う（処理５）
。変調処理は、ＭＢＳＦＮエリア固有であっても良い。これらの処理を行った結果を、先
頭からｋＯＦＤＭシンボル内へマッピングする（処理６）。その際に、基地局は 、着信
がかかっている各々の移動端末分連結した結果をもとに 、必要となるＯＦＤＭシンボル
数ｋを導出し 、該kに対応するインジケータにエンコーディング等の処理を行い 、ＰＣ
ＦＩＣＨにマッピングする。これらはＭＢＳＦＮエリア内の全セルにて同一の方法で行わ
れ、ＭＢＳＦＮエリア内でマルチセル送信されることになる。図では、ＤＰＣＨを送信す
るＯＦＤＭシンボル数（k）を１とした場合を示す。ＤＰＣＨはサブフレームの１番目の
ＯＦＤＭシンボルに、ＰＣＦＩＣＨ、リファレンスシンボルとともにマッピングされる。
【０５８６】
　マルチセル送信された信号を受信している移動端末においては、受信したＰＣＦＩＣＨ
のデコード結果をもとにページングに使用されるＯＦＤＭシンボル数を判定し、復調処理
、逆拡散（Descrambling）処理等を行う。それらの処理後、ある領域毎に分割し、逐次デ
インタリーブ、復号化（Decoding）、誤り検出、訂正処理等を行い、端末固有の識別番号
でブラインド検出を行う。ブラインド検出により自移動端末の識別番号を検出した場合は
、ページングがあったと判断できるとともに、自移動端末宛のページングメッセージの割
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当て情報を受信することができる。ＰＣＦＩＣＨ、リファレンスシンボル等については、
例えばあらかじめ決められた方法で物理リソースへのマッピングを行う。ユニキャストセ
ルと同様の方法を用いてもよい。ユニキャストセルと同様の方法を用いることで、基地局
の構成や移動端末の受信回路の構成を簡略化することが可能となる。
【０５８７】
　また、基地局は、着信がかかっている移動端末に対するページングメッセージをページ
ングＰＭＣＨにマッピングする。基地局は、着信がかかっている各移動端末ｍへのページ
ングメッセージに該移動端末固有の識別コード(番号、シーケンス)を乗じ（処理７）、Ｃ
ＲＣ（Cyclic Redundancy Check）付加を行い（処理８）、符号化（Encode）、レートマ
ッチング等の処理を行う（処理９）。これら一連の処理を行った結果に、ＭＢＳＦＮエリ
ア固有の拡散符号（Scrambling code）による拡散処理、変調処理等を行う（処理１０）
。変調処理は、ＭＢＳＦＮエリア固有であっても良い。これらの処理を行った結果を、ペ
ージング専用チャネルにマッピングしたページングメッセージ割当て情報で示したＰＭＣ
Ｈ内の物理領域に割り当てる（処理１１）。
【０５８８】
　ＭＢＭＳ専用セルがページング信号を通知する方法として、実施の形態２で開示した方
法が適用できる。実施の形態２ではＰＭＣＨのＭＣＣＨとともにページング信号を送信し
ているが、ここではＤＰＣＨにてページングメッセージの割当て情報が送信されたＭＢＳ
ＦＮサブフレームに設けられたＰＭＣＨにてページング信号を送信する。ＰＭＣＨにペー
ジング信号をマッピングする方法は実施の形態７を適用することができる。本実施の形態
の場合、実施の形態２と異なり、移動端末がＭＣＣＨを受信する際にページング信号を受
信する必要がないため、ＭＣＣＨとＰＣＣＨののるＭＢＳＦＮサブフレームを時間的に隣
接するなどの限定は必要ない。本実施の形態では、移動端末はＭＣＣＨとは別に、該ペー
ジング信号がマッピングされたＭＢＳＦＮサブフレームを受信する。このようにするため
、例えば、ＳＴ１７３５の移動端末におけるＭＢＭＳ受信時　間欠受信準備動作で、ペー
ジンググループ算出ではなく、ページングメッセージ割当て情報がのるＭＢＳＦＮフレー
ムおよびＭＢＳＦＮサブフレームを算出するようにしておく。該ＭＢＳＦＮフレームやＭ
ＢＳＦＮサブフレームは、移動端末固有の識別番号（ＵＥ－ＩＤなど）や間欠受信周期や
ＤＲＸ情報をもとに算出式により算出されるようにしても良い。ネットワーク側、基地局
、移動端末にて同じパラメータと同じ算出式を用いて算出できるようにしておけば良い。
該算出式はあらかじめ決められていても良い。ページング信号が発生する該ＭＢＳＦＮフ
レームやＭＢＳＦＮサブフレームの導出方法は実施の形態１５の方法も適用できる。ペー
ジングが発生した場合、ＳＴ１７７７でＭＭＥからのページングリクエストを受信したＭ
ＣＥは、ＳＴ１７３５と同様に、ＳＴ１７７８でページングメッセージ割当て情報がのる
ＭＢＳＦＮフレームおよびＭＢＳＦＮサブフレームを算出する。ＳＴ１７７９でページン
グ信号のスケジューリングとともに、ＰＭＣＨ上のページングメッセージの割当て領域を
決定する。ＳＴ１７８０のページングリクエスト信号で該ページング信号のスケジューリ
ング情報とＰＭＣＨ上のページングメッセージ割当て情報をＭＢＭＳ専用セルに送信する
。ＭＢＭＳ専用セルは、ＳＴ１７８２でＳＴ１７３５と同様に導出したＭＢＳＦＮフレー
ムやＭＢＳＦＮサブフレームで、ページングリクエストで受信した情報をもとに、ページ
ングメッセージ割当て情報をＤＰＣＨにマッピングし、ページングメッセージを同じサブ
フレームのＰＭＣＨにマッピングして傘下の移動端末に送信する。一方、移動端末は、Ｍ
ＣＣＨとは別にＳＴ１７３５で導出したＭＢＳＦＮフレームやＭＢＳＦＮサブフレームか
を判断する。この動作をＳＴ１７７２の後に追加しておく。ページング信号がマッピング
されるＭＢＳＦＮサブフレームでない場合、ＳＴ１７８８に移行する。ページング信号が
マッピングされるＭＢＳＦＮサブフレームである場合は、ＳＴ１７８４でＰＭＣＨでなく
ＤＰＣＨを受信し、前述のように、ＤＰＣＨにマッピングされた情報を自移動端末固有の
識別番号でブラインド検出する。ＳＴ１７８５でブラインド検出により自移動端末宛のペ
ージングメッセージ割当て情報があることを検出した場合は、該ページングメッセージ割
当て情報に従って、ＳＴ１７８６によりＰＭＣＨ上のページング情報を受信する。ＳＴ１
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７８７で、ＰＭＣＨ上のページング情報を自移動端末固有の識別番号で検出することによ
り確実に自移動端末宛のページングメッセージを受信することが可能となる。ＳＴ１７８
５でブラインド検出により自移動端末宛のページングメッセージ割当て情報がない場合は
、ＳＴ１７８８へ移行する。
【０５８９】
　上記の例では図１０１で開示した処理1、処理７において、各移動端末のページング信
号に該移動端末固有の識別コードを乗じる処理を行ったが、実施の形態２、実施の形態７
、実施の形態８などで示したように、別の処理方法として、各移動端末のページング信号
と該移動端末固有の識別番号を加えるようにしても良い。この場合移動端末においては、
ＤＰＣＨ上のページング信号（ここではページングメッセージ割当て情報）用物理領域（
ここでは１番目のＯＦＤＭシンボルのＤＰＦＩＣＨ、ＲＳを除いた領域）あるいはＰＭＣ
Ｈ上のページング信号（ここではページングメッセージ）用物理領域（ここではページン
グメッセージ割当て情報で示された領域）を受信し、復調、ＭＢＳＦＮエリア固有のスク
ランブリングコードによるデスクランブリングを行い、その結果を情報要素単位に分割し
、分割した情報要素単位毎にデコード等の処理を行う。デコード等の処理後の情報内に、
自移動端末固有の識別番号が存在するか否かにより自移動端末向けのページング信号を検
出する。なお、各物理チャネルに対して同じ処理にしなくても良く、該移動端末固有の識
別コードを乗じる処理と該移動端末固有の識別番号を加える処理を、物理チャネル毎に設
定できるようにしても良い。
【０５９０】
　また、実施の形態２や実施の形態７で示したように、ページング信号をマッピングする
物理チャネルにおいて、その他の情報と区別するため、該情報に、情報種別毎に固有の識
別子（ＩＤ）を乗じても良い。情報種別毎の固有の識別子は、ユニキャスト通信とは異な
りマルチセル送信されるＭＢＳＦＮサブフレームで用いられるため、マルチセル送信する
複数のセルから同じものが送信されるようにしておく必要がある。例えば、ＭＢＳＦＮエ
リア毎に同じ情報種別毎に固有の識別子を用いるようにする。具体例として、ＭＢＭＳ専
用セルは、ページング信号に対してページング信号用の識別子を乗じて送信する。当該Ｍ
ＢＭＳ専用セル傘下の移動端末の中でページング信号を受信する必要がある移動端末は、
ページング信号用の識別子を用いてブラインド検出する。これにより移動端末が必要な情
報を必要な場合に受信可能となる効果を得ることができる。このことは、移動端末の消費
電力低減という効果を得ることができる。また、移動端末の制御遅延防止とう効果を得る
ことが出来る。情報種別毎の識別子はあらかじめ決められていても良いし、サービングセ
ルの報知情報によって報知されても良い。また、ＭＢＭＳ専用セルから報知されても良い
。なお、さらに、ページング信号に移動端末固有の識別子を乗じるあるいは加えるように
しておけば、移動端末毎のブラインド検出も可能となるため、ページング信号をマッピン
グする物理領域のをあらかじめ固定しておく必要がなくなり、柔軟なマッピングが可能と
なり、物理リソースの使用効率が向上する効果が得られる。
【０５９１】
このようにすることで、本実施の形態で開示した方法を用いてＭＢＭＳ専用セルからペー
ジング信号を移動端末に通知することが可能となる。さらに、本実施の形態で開示した方
法を用いることで、ページング信号を全てひとつの物理チャネルにマッピングする必要が
なくなる。このため、ＤＰＣＨとＰＭＣＨの送信のスケジューリングを柔軟に行うことが
でき、無線リソースの使用効率を向上させることが可能となる効果が得られる。また、Ｄ
ＰＣＨにページングメッセージの割当て情報をマッピングすることで、ＰＭＣＨにマッピ
ングされるページングメッセージをＰＭＣＨ内物理領域において柔軟にマッピングするこ
とが可能となり、無線リソースの使用効率を向上させることが可能となる。
【０５９２】
なお、本実施の形態や、実施の形態８、実施の形態１５では、ページング信号をのせる専
用のチャネルをＤＰＣＨとしたが、ＭＢＳＦＮサブフレームにＰＭＣＨの他にマルチセル
送信が可能な物理チャネルが存在する場合は、該物理チャネルにページング信号をのせて
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も良い。ページング信号がＭＢＳＦＮサブフレームで送信されれば良く、新たなＤＰＣＨ
を設けないですむため、制御が簡単になり、回路規模の削減、消費電力の削減が図れる、
という効果がある。また、ＭＢＳＦＮサブフレームにマルチセル送信可能な制御情報送信
用の物理チャネルを設けても良い。この場合もページング専用の物理チャネルを設けない
ですみ、他の制御情報と一緒に該物理チャネルを用いて送信できるので、制御が簡単にな
り、回路規模の削減、消費電力の削減が図れる、という効果がある。他の制御情報として
例えば、システム情報としても良い。
【０５９３】
　ページング信号を他の制御情報と一緒に該物理チャネルを用いて送信する場合、ページ
ング信号とその他の情報とを区別する必要がある。このため、該物理チャネルにマッピン
グする情報に対して、情報種別毎に固有の識別子（ＩＤ）を乗じても良い。また、いずれ
か特定の情報種別のみに該情報種別固有の識別子を乗じても良い。情報種別毎の固有の識
別子は、ユニキャスト通信とは異なりマルチセル送信されるＭＢＳＦＮサブフレームで用
いられるため、マルチセル送信する複数のセルから同じものが送信されるようにしておく
必要がある。例えば、ＭＢＳＦＮエリア毎に同じ情報種別毎に固有の識別子を用いるよう
にする。こうすることで、マルチセル送信に対応可能となる。情報種別毎に固有の識別子
を乗じる具体例としては、ページング信号（例えばページングメッセージ割当て情報）と
システム情報が、該物理チャネルにて通知される場合を考える。ページングメッセージ割
当て情報に対してページング信号用の識別子を、システム情報に対してシステム情報用の
識別子を各々乗じて、該物理チャネルを用いて送信する。当該ＭＢＭＳ専用セル傘下の移
動端末の中でページング信号を受信する必要がある移動端末は、ページング信号用の識別
子を用いてページングメッセージ割当て情報をブラインド検出し、ページングメッセージ
割当て情報が存在した場合、例えば同じフレームに構成されたＰＭＣＨの、ページングメ
ッセージ割当て情報によって示された物理領域のページング信号（ページングメッセージ
）を受信する。ページングメッセージ割当て情報によって示された物理領域のページング
信号（ページングメッセージ）を受信した移動端末は、復調、デコード等の処理を行い、
デコード処理後の情報内に、自移動端末固有の識別番号が存在するか否かを判定すること
によって、該ページングメッセージが自移動端末宛かどうかを判定する。こうすることに
よってページング信号を受信する必要がある移動端末はページング信号のみを検出し受信
可能となる。このように必要な情報を必要な場合に受信可能となる効果を得ることができ
る。このことは、移動端末の消費電力低減という効果を得ることができる。また、移動端
末の制御遅延防止とう効果を得ることが出来る。情報種別毎の識別子はあらかじめ決めら
れていても良いし、サービングセルの報知情報によって報知されても良い。また、ＭＢＭ
Ｓ専用セルから報知されても良い。なお、さらに、ページング信号に移動端末固有の識別
子を乗じるあるいは加えるようにしておけば、移動端末毎のブラインド検出も可能となる
ため、ページング信号をマッピングする物理領域のをあらかじめ固定しておく必要がなく
なり、柔軟なマッピングが可能となり、物理リソースの使用効率が向上する効果が得られ
る。
【０５９４】
実施の形態２６．
　本実施の形態では、実施の形態１、実施の形態２ほかで記載の「ＭＢＭＳのサーチ」動
作の別の具体例を開示する。実施の形態１８、実施の形態１９で記載のユニキャストセル
、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルにおけるセルから傘下の移動端末へ通知されるＭＢＳ
ＦＮエリア番号(ＩＤ)を「ＭＢＭＳのサーチ」に用いる。ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／
ユニキャスト混合セルにおけるセルから傘下の移動端末へ通知されるＭＢＳＦＮエリア番
号(ＩＤ)をＭＢＭＳ専用周波数レイヤにおける同期確立に用いる。ユニキャストセル、Ｍ
ＢＭＳ／ユニキャスト混合セルにおけるセルから傘下の移動端末へ通知されるＭＢＳＦＮ
エリア番号(ＩＤ)をＭＢＭＳ専用周波数レイヤにおけるフレーム同期確立に用いる。
【０５９５】
　実施の形態１８、実施の形態１９で記載のユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト
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混合セルのサービングセルから傘下の移動端末へ通知されるＭＢＳＦＮエリア番号(ＩＤ)
を「ＭＢＭＳのサーチ」に用いる。ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セル
のサービングセルから傘下の移動端末へ通知されるＭＢＳＦＮエリア番号(ＩＤ)をＭＢＭ
Ｓ専用周波数レイヤにおける同期確立に用いる。ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャ
スト混合セルのサービングセルから傘下の移動端末へ通知されるＭＢＳＦＮエリア番号(
ＩＤ)をＭＢＭＳ専用周波数レイヤにおけるフレーム同期確立に用いる。ユニキャストセ
ル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セル、あるいはユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャ
スト混合セルのサービングセルからのＭＢＳＦＮエリアＩＤの通知方法の具体例を以下に
開示する。ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルは、ＭＢＳＦＮエリアＩ
Ｄをロジカルチャネルである報知制御チャネル（ＢＣＣＨ）にマッピングし、さらにトラ
ンスポートチャネルである報知チャネル（ＢＣＨ）、物理チャネルである物理報知チャネ
ル（ＰＢＣＨ）にマッピングして傘下の移動端末に通知する。また、ＭＢＳＦＮエリアＩ
Ｄをマスタ情報にマッピングしてロジカルチャネルである報知制御チャネル（ＢＣＣＨ）
にマッピングし、さらにトランスポートチャネルである報知チャネル（ＢＣＨ）、物理チ
ャネルである物理報知チャネル（ＰＢＣＨ）にマッピングして傘下の移動端末に通知する
。
【０５９６】
　また別の通知方法としては、ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルは、
ＭＢＳＦＮエリアＩＤをロジカルチャネルである報知制御チャネル（ＢＣＣＨ）にマッピ
ングし、さらにトランスポートチャネルである下り共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）、物理
チャネルである物理下り共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）にマッピングして傘下の移動端末に
通知する。また、ＭＢＳＦＮエリアＩＤをシステム情報にマッピングしてロジカルチャネ
ルである報知制御チャネル（ＢＣＣＨ）にマッピングし、さらにトランスポートチャネル
である下り共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）、物理チャネルである物理下り共有チャネル（
ＰＤＳＣＨ）にマッピングして傘下の移動端末に通知する。また別の通知方法としては、
ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルは、ＭＢＳＦＮエリアＩＤをロジカ
ルチャネルである共有制御チャネル（ＣＣＣＨ）、あるいは個別制御チャネル（ＤＣＣＨ
）にマッピングし、さらにトランスポートチャネルである下り共有チャネル（ＤＬ－ＳＣ
Ｈ）、物理チャネルである物理下り共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）にマッピングして傘下の
移動端末に通知する。
【０５９７】
　ＭＢＳＦＮエリアＩＤをどのように通知するか具体例について開示する。利用可能なＭ
ＢＭＳサービスの周波数、つまり受信可能なＭＢＳＦＮ同期エリアの周波数（ｆ(ＭＢＭ
Ｓ)と称する）とＭＢＳＦＮエリアＩＤを通知する。ＭＢＳＦＮエリアＩＤとｆ（ＭＢＭ
Ｓ）の通知は同時であっても、同時でなくても構わない。また、ｆ(ＭＢＭＳ)に含まれる
ＭＢＳＦＮエリアＩＤを全て報知するのではなく、当該ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユ
ニキャスト混合セル傘下の移動端末が実際に受信可能なＭＢＳＦＮエリアＩＤのみを報知
しても良い。言い換えれば、当該ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルと
地理的に重なったＭＢＳＦＮエリアＩＤのみを報知しても良い。これにより、移動端末が
受信可能なＭＢＳＦＮエリアＩＤのみをＭＢＭＳのサーチに用いることができ、制御遅延
防止という効果を得ることができる。また、ｆ（ＭＢＭＳ）とＭＢＳＦＮ同期エリアに含
まれるＭＢＳＦＮエリアＩＤを通知する。ＭＢＳＦＮエリアＩＤとｆ（ＭＢＭＳ）の通知
は同時であっても、同時でなくても構わない。また、ＭＢＳＦＮ同期エリアに含まれるＭ
ＢＳＦＮエリアＩＤを全て報知するのではなく、当該ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニ
キャスト混合セル傘下の移動端末が実際に受信可能なＭＢＳＦＮエリアＩＤのみを報知し
ても良い。言い換えれば、当該ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルと地
理的に重なったＭＢＳＦＮエリアＩＤのみを報知しても良い。これにより、移動端末が受
信可能なＭＢＳＦＮエリアＩＤのみをＭＢＭＳのサーチに用いることができ、制御遅延防
止という効果を得ることができる。上記具体例について、ＭＢＳＦＮエリアＩＤをＭＢＳ
ＦＮ同期エリア識別子（ＩＤ）として通知しても良い。また、ユニキャスト／ミクスド周
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波数レイヤで用いるセルＩＤの一部をＭＢＳＦＮエリアＩＤに用いる。ユニキャスト／ミ
クスド周波数レイヤで用いる物理レイヤセル識別子(Physical Layer cell identity)の一
部をＭＢＳＦＮエリアＩＤに用いる。f（ＭＢＭＳ）とＭＢＳＦＮエリアＩＤ用に用いる
ことのできるセルＩＤ、あるいは物理レイヤ識別子の範囲を通知する。ｆ（ＭＢＭＳ）と
上記範囲の通知は同時であっても、同時でなくても構わない。
【０５９８】
　また、上記ＭＢＳＦＮエリアＩＤ用に用いることのできるセルＩＤ、あるいは物理レイ
ヤ識別子の範囲を予め静的（Static）に決定する。ネットワーク側から移動端末へ無線リ
ソースを用いてパラメータを通知する必要がなくなるので、無線リソースの有効活用とう
効果を得ることができる。また、無線リソースを用いないので受信エラーが生じないとい
う効果も得ることができる。MBMSのサーチ動作について具体例を以下開示する。実施の形
態２の図１７、図１８を用いて説明する。ステップＳＴ１７０７にてユニキャストセル、
ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルはＢＣＣＨを用いて、移動端末に対してｆ(ＭＢＭＳ)を
１つあるいは複数報知する。ｆ(ＭＢＭＳ)とあわせてｆ（ＭＢＭＳ）に含まれるＭＢＳＦ
ＮエリアＩＤを１つあるいは複数報知する。ｆ（ＭＢＭＳ）とＭＢＳＦＮエリアＩＤの報
知は同時であっても、異なったタイミングでも良い。ステップＳＴ１７０８にて、移動端
末は、サービング基地局からＢＣＣＨを用いて送信されたｆ（ＭＢＭＳ）とｆ（ＭＢＭＳ
）に含まれるＭＢＳＦＮエリアＩＤを受信する。ステップＳＴ１７２３にて、ＭＢＭＳ専
用セルは第一同期チャネル（Ｐ－ＳＣＨ）と第二同期チャネル（Ｓ－ＳＣＨ）、レファレ
ンス信号（RS(MBMS)）、ＢＣＣＨを傘下の移動端末に対して報知する。Ｐ－ＳＣＨは、現
在３ＧＰＰで議論されているＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおいて専用的に用いる追
加されたシーケンスでもよいが、本具体例ではユニキャスト／ミクスド周波数レイヤと同
様のP-SCHを用いる。
【０５９９】
　Ｓ－ＳＣＨとＭＢＳＦＮエリアＩＤを対応付けておく。Ｓ－ＳＣＨとＭＢＳＦＮエリア
ＩＤを一意に対応付けておく。あるいは、Ｐ－ＳＣＨとＳ－ＳＣＨをあわせたシーケンス
からＭＢＳＦＮエリアＩＤを同定可能としておく。ステップＳＴ１７２４にて、移動端末
はＭＢＭＳ専用セルからのＰ－ＳＣＨ、Ｓ－ＳＣＨ、ＲＳ（ＭＢＭＳ）、ＢＣＣＨ（報知
制御チャネル）を受信する。ステップＳＴ１７２５にて移動端末はＭＢＭＳのサーチ動作
を行う。移動端末は、サービング基地局から受信したｆ(ＭＢＭＳ)とｆ(ＭＢＭＳ)に含ま
れるＭＢＳＦＮエリアＩＤを基にＭＢＭＳのサーチ動作を行う。移動端末は、ステップＳ
Ｔ１７２２にて切替えたｆ（ＭＢＭＳ）に含まれるＭＢＳＦＮエリアＩＤを基にＭＢＭＳ
のサーチ動作を行う。移動端末は、現在３ＧＰＰで議論されているＭＢＭＳ送信専用の周
波数レイヤにおいて専用的に用いる追加されたシーケンスではなく、ユニキャスト／ミク
スド周波数レイヤと同様のＰ－ＳＣＨを用いてブラインド検出を行う。Ｐ－ＳＣＨをブラ
インド検出した移動端末は、５ｍｓタイミング検出することが出来る。次に移動端末は、
ステップＳＴ１７０８にて受信したＭＢＳＦＮエリアＩＤを用いてＳ－ＳＣＨのブライン
ド検出を行う。
【０６００】
　Ｓ－ＳＣＨをブラインド検出した移動端末は、１０ｍｓタイミング検出することができ
る。現在３ＧＰＰで議論されているＰ－ＳＣＨにＭＢＭＳ送信専用の周波数レイヤにおい
て専用的に用いるシーケンスを追加する方法と比較する。Ｓ－ＳＣＨをブラインド検出す
る回数が、従来の技術においてはＭＢＳＦＮエリアＩＤ用に割当てられたシーケンス分全
てであったのに対して、本実施の形態ではステップＳＴ１７０８にて受信したＭＢＳＦＮ
エリアＩＤの数とすることができ、大きな削減となる。例えば本実施の形態においてステ
ップＳＴ１７０８にて受信したＭＢＳＦＮエリアＩＤが１つであった場合においてはＳ－
ＳＣＨのブラインド検出は１通りで良い。これは、移動体通信システムとしての制御遅延
防止という効果を得ることができる。また移動端末の低消費電力化という効果を得ること
ができる。ＭＢＳＦＮエリアＩＤと関連付けられているスクランブリングコード(Scrambl
ing Code)を用いてＢＣＣＨを受信する。以降の処理は実施の形態２ほかに示す具体例と
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同様であるため、説明を省略する。
【０６０１】
　次に本実施形態の変形例１を説明する。別のサーチ動作についての具体例を以下開示す
る。ＭＢＳＦＮエリアＩＤから規定の情報を得て、規定の情報（またはシンボル、あるい
はシーケンス)を基にＭＢＭＳのサーチを行う。ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャ
スト混合セル、あるいはユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルのサービン
グセルからのＭＢＳＦＮエリアＩＤの通知方法の具体例、及びＭＢＳＦＮエリアＩＤをど
のように通知するか具体例は上記と同じ方法を用いることが出来るので説明を省略する。
ＭＢＳＦＮエリアＩＤから規定の情報（またはシンボル、あるいはシーケンス)を算出す
る。ネットワーク側と移動端末側で同じ算出式を用いる。これにより、ネットワーク側か
ら移動端末へＭＢＳＦＮエリアＩＤという少ない情報量の通知により、ネットワーク側と
移動端末で共通の規定の情報を得ることが出来る。無線リソースを有効活用という効果を
得ることができる。ＭＢＳＦＮエリアＩＤと規定の情報（またはシンボル、あるいはシー
ケンス）の対応付けを予め静的（Static）に決定する。ネットワーク側から移動端末へ通
知する情報を省略できるので、無線リソースを有効活用という効果を得ることができる。
また無線リソースを用いることがないので、受信エラーが発生しないという効果を得るこ
とができる。移動端末にて規定の情報を算出する必要がないので、制御遅延の防止に効果
を得ることができる。
【０６０２】
　ＭＢＳＦＮエリアＩＤと対応付けられた規定の情報（またはシンボル、あるいはシーケ
ンス)をサービングセルから傘下の移動端末へ通知しても良い。移動端末にて規定の情報
を算出する必要がないので、制御遅延の防止に効果を得ることができる。規定の情報をど
のように用いるかの具体例を以下に開示する。ＭＢＭＳ専用セルが物理的に規定の情報を
挿入し、移動端末が規定の情報を用いてブラインド検出を行う。規定の情報のマッピング
方法について具体例を開示する。マルチセル送信されている物理チャネルに規定の情報を
マッピングする。規定の情報は、規定の長さとしてマッピングする。一定周期で規定の情
報をマッピングする。具体例としては、無線フレーム毎にマッピングする。これにより、
移動端末はフレーム同期を取ることができる。サブフレーム毎にマッピングする。これに
より、移動端末はサブフレーム同期を取ることが出来る。周波数として決まった周波数に
規定の情報をマッピングする。具体例としては、システム帯域幅の中心の数サブキャリア
にマッピングする。中心の数サブキャリアとすることで、ＭＢＭＳのサーチの際には、移
動端末が帯域幅を知る必要がないという効果を得ることができる。ＭＢＭＳのサーチ動作
について具体例を以下開示する。
【０６０３】
　実施の形態２の図１７、図１８を用いて説明する。ステップＳＴ１７０７にてユニキャ
ストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルはＢＣＣＨを用いて、移動端末に対してf(Ｍ
ＢＭＳ)を１つあるいは複数報知する。ｆ(ＭＢＭＳ)とあわせてｆ（ＭＢＭＳ）に含まれ
るＭＢＳＦＮエリアＩＤを１つあるいは複数報知する。ｆ（ＭＢＭＳ）とＭＢＳＦＮエリ
アＩＤの報知は同時であっても、異なったタイミングでも良い。ステップＳＴ１７０８に
て、移動端末は、サービング基地局からＢＣＣＨを用いて送信されたｆ（ＭＢＭＳ）とｆ
（ＭＢＭＳ）に含まれるＭＢＳＦＮエリアＩＤを受信する。ステップＳＴ１７２３にて、
ＭＢＭＳ専用セルは自セルが属するＭＢＳＦＮエリアＩＤを基に規定の情報を算出する。
ＭＢＭＳ専用セルは規定の情報とレファレンス信号（ＲＳ(ＭＢＭＳ)）、ＢＣＣＨを傘下
の移動端末に対して報知する。規定の情報の通知方法の具体例は上記方法を用いることが
できる。ここでは具体例として、無線フレーム毎に、システム帯域幅の中心の数サブキャ
リアにて報知する。数サブキャリアの値は静的（Static）に決定されても、ネットワーク
側から通知されても良い。ここで、MBMS専用セルが複数のＭＢＳＦＮエリアに属する場合
は、ＭＢＭＳ専用セルは属するＭＢＳＦＮエリアに対応する規定の情報を順に通知しても
良い。具体例としては、ＴＤＭ、ＣＤＭを用いて複数のMBSFNエリアに対応する複数の規
定の情報を通知しても良い。
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【０６０４】
　ステップＳＴ１７２４にて、移動端末はＭＢＭＳ専用セルからの規定の情報と、ＲＳ（
ＭＢＭＳ）、ＢＣＣＨ（報知制御チャネル）を受信する。ステップＳＴ１７２５にて、移
動端末はＭＢＭＳのサーチ動作を行う。移動端末は、サービング基地局から受信したｆ（
ＭＢＭＳ）とｆ（ＭＢＭＳ）に含まれるＭＢＳＦＮエリアＩＤを基にＭＢＭＳのサーチ動
作を行う。移動端末は、ステップＳＴ１７２２にて切替えたｆ（ＭＢＭＳ）に含まれるＭ
ＢＳＦＮエリアＩＤを基にＭＢＭＳのサーチ動作を行う。移動端末は、ＭＢＳＦＮエリア
ＩＤを基に規定の情報を算出する。移動端末は、規定の情報にてブラインド検出する。シ
ステム帯域幅の中心の数サブキャリアにてブラインド検出を行う。これにより、移動端末
は無線フレーム同期を得ることが出来る。ＭＢＳＦＮエリアＩＤと関連付けられているス
クランブリングコード(Scrambling Code)を用いてＢＣＣＨを受信する。以降の処理は実
施の形態２ほかに示す具体例と同様であるため、説明を省略する。この方法により、ＭＢ
ＭＳ専用セルからのＰ－ＳＣＨ、Ｓ－ＳＣＨを省略することが可能となる。これにより、
無線リソースの有効活用という効果を得ることが出来る。
【０６０５】
　次に、本実施形態の変形例２について説明する。別のサーチ動作についての具体例を以
下開示する。ＭＢＳＦＮエリアＩＤから規定の情報を得て、規定の情報（またはシンボル
、あるいはシーケンス)を基にＭＢＭＳのサーチを行う。ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／
ユニキャスト混合セル、あるいはユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルの
サービングセルからのＭＢＳＦＮエリアＩＤの通知方法の具体例、及びＭＢＳＦＮエリア
ＩＤをどのように通知するか具体例、及び規定の情報を得る方法は上記と同じ方法を用い
ることが出来るので説明を省略する。規定の情報の用い方の具体例を以下に開示する。Ｍ
ＢＭＳ専用セルがある情報に規定の情報を乗じ、移動端末が規定の情報を用いてブライン
ド検出を行う。ＭＢＭＳ専用セルがある情報に規定の情報でスクランブリングをかけ、移
動端末が規定の情報を用いてブラインド検出を行う。ある情報の具体例としては、Ｐ－Ｓ
ＣＨ、Ｓ－ＳＣＨなどがある。一定の周期毎にスクランブリングを乗じる。一定の周期の
具体例としては、無線フレーム、サブフレームなどがある。ＭＢＭＳ専用セルがある情報
を規定の情報で拡散し、移動端末が規定の情報を用いてブラインド検出を行う。ある情報
の具体例としては、Ｐ－ＳＣＨ、Ｓ－ＳＣＨなどがある。一定の周期毎に拡散を行う。一
定の周期の具体例としては無線フレーム、サブフレームなどがある。この方法により、Ｍ
ＢＭＳ専用セルからのＰ－ＳＣＨ、Ｓ－ＳＣＨを省略することが可能となる。これにより
、無線リソースの有効活用という効果を得ることが出来る。
【０６０６】
実施の形態２７．
　ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルでは、システム情報をロジカルチ
ャネルである報知制御チャネル（ＢＣＣＨ）にマッピングされ、さらにトランスポートチ
ャネルである下り共有チャネル（ＤＬ－ＳＣＨ）、物理チャネルである物理下り共有チャ
ネル（ＰＤＳＣＨ）にマッピングされて移動端末に通知される。一方、MBMS専用セルの物
理チャネルにＰＤＳＣＨが存在するか否かは不明である。よってＭＢＭＳ専用セルから傘
下の移動端末へのシステム情報通知方法が確立されていないという課題がある。ユニキャ
ストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルでは、システム情報はセル固有である。一方
、ＭＢＭＳ専用セルはＭＢＳＦＮエリア内でマルチセル送信が必要となる。従って、セル
固有という、ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルでのシステム情報の送
信方法を、マルチセル送信が必要なＭＢＭＳ専用セルにそのまま適用することは不可能で
ある。上記課題の解決策について以下開示する。ＭＢＭＳ専用セルから傘下の移動端末へ
システム情報をＰＭＣＨにマッピングして通知する。そのとき、システム情報をＭＣＣＨ
あるいはＭＴＣＨの情報要素としてマッピングしても、物理的にマッピングしても良い。
物理的にマッピングする場合、ＰＭＣＨ中のネットワーク側とUE側で共通の認識の物理リ
ソースにシステム情報をマッピングする必要がある。ネットワーク側とＵＥ側で共通の認
識の物理リソースに関するパラメータの通知方法として以下を開示する。
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【０６０７】
　共通の認識の物理リソースに関するパラメータをMBMS専用セルから報知する。共通の認
識の物理リソースに関するパラメータは、ロジカルチャネルである報知制御チャネル（BC
CH）にマッピングされ、さらにトランスポートチャネルである報知チャネル（BCH）、物
理チャネルである物理報知チャネル（PBCH）にマッピングされて移動端末に通知される。
共通の認識の物理リソースに関するパラメータは、マスタ情報にマッピングされ、マスタ
情報ブロック(MIB)にマッピングされ、ロジカルチャネルである報知制御チャネル（BCCH
）にマッピングされ、さらにトランスポートチャネルである報知チャネル（BCH）、物理
チャネルである物理報知チャネル（PBCH）にマッピングされて移動端末に通知される。
【０６０８】
また別の通知方法としては、ユニキャストセル、あるいはＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セ
ルから報知あるいは通知する。共通の認識の物理リソースに関するパラメータは、ロジカ
ルチャネルである報知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、さらにトランスポートチ
ャネルである報知チャネル（BCH）、物理チャネルである物理報知チャネル（PBCH）にマ
ッピングされて移動端末に通知される。共通の認識の物理リソースに関するパラメータは
、マスタ情報にマッピングされ、マスタ情報ブロック(MIB)にマッピングされ、ロジカル
チャネルである報知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、さらにトランスポートチャ
ネルである報知チャネル（BCH）、物理チャネルである物理報知チャネル（PBCH）にマッ
ピングされて移動端末に通知される。
【０６０９】
　あるいは、共通の認識の物理リソースに関するパラメータは、ロジカルチャネルである
報知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、さらにトランスポートチャネルである下り
共有チャネル（DL-SCH）、物理チャネルである物理下り共有チャネル（PDSCH）にマッピ
ングされて移動端末に通知される。共通の認識の物理リソースに関するパラメータは、シ
ステム情報にマッピングされ、システム情報ブロック(SIB)にマッピングされ、ロジカル
チャネルである報知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、さらにトランスポートチャ
ネルである下り共有チャネル（DL-SCH）、物理チャネルである物理下り共有チャネル（PD
SCH）にマッピングされて移動端末に通知される。あるいは、共通の認識の物理リソース
に関するパラメータは、ロジカルチャネルである共有制御チャネル（CCCH）、あるいは個
別制御チャネル（DCCH）、あるいはマルチキャスト制御チャネル(MCCH)、あるいはマルチ
キャストトラフィックチャネル（MTCH）にマッピングされ、さらにトランスポートチャネ
ルである下り共有チャネル（DL-SCH）、物理チャネルである物理下り共有チャネル（PDSC
H）にマッピングされて移動端末に通知される。
【０６１０】
　また別の方法としては、共通の認識の物理リソースに関するパラメータを通知するので
はなく、共通の認識の物理リソースに関するパラメータを予め静的（Static）に共通の認
識の物理リソースに関するパラメータを決定する。ネットワーク側から移動端末へ無線リ
ソースを用いてパラメータを通知する必要がなくなるので、無線リソースの有効活用とう
効果を得ることができる。また、無線リソースを用いないので受信エラーが生じないとい
う効果も得ることができる。また別の方法としては、共通の認識の物理リソースに関する
パラメータを通知するのではなく、基地局はＰＭＣＨの一部の物理的な無線リソースに規
定の情報（またはシンボル)をマッピングする。これにより、移動端末は物理的な無線リ
ソースを規定の情報（またはシンボル）でブラインド検出することによりシステム情報が
マッピングされている物理リソースを検出する。ネットワーク側から移動端末へパラメー
タを通知せずに、物理リソースのマッピング位置を変更可能となるので、自由度の高い無
線リソースの活用が可能となる効果を得ることができる。
【０６１１】
　次に物理的にマッピングした場合のシステム情報がマッピングされるＰＭＣＨの領域と
システム情報がマッピングされないＰＭＣＨの領域の多重方法の具体例について、以下に
開示する。システム情報がマッピングされるＰＭＣＨの領域をシステム情報がマッピング
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されないＰＭＣＨの領域と時分割多重（TDM）する。その場合の共通の認識の物理リソー
スに関するパラメータの具体例としては、スターティングポイント(具体例としてはＳＦ
Ｎ、サブフレーム番号、シンボル番号)、期間(具体例としては無線フレーム数、サブフレ
ーム数、シンボル数)などが考えられる。多重の具体例としては、ＰＭＣＨに割当てられ
ている物理リソースの各サブフレームの先頭２OFDMシンボルにシステム情報をマッピング
するなどが考えられる。別の多重方法としては、システム情報がマッピングされるＰＭＣ
Ｈの領域をシステム情報がマッピングされないＰＭＣＨの領域と周波数分割多重（FDM）
する。その場合の共通の認識の物理リソースに関するパラメータの具体例としては、周波
数、帯域幅などが考えられる。多重の具体例としては、ＰＭＣＨに割当てられている物理
リソースの中心の数サブキャリアにシステム情報をマッピングする。また、ＰＭＣＨに割
当てられている物理リソースの端の数サブキャリアにシステム情報をマッピングする。別
の多重方法としては、システム情報がマッピングされるＰＭＣＨの領域をシステム情報が
マッピングされないＰＭＣＨの領域と符号分割多重（CDM）する。その場合の共通の認識
の物理リソースに関するパラメータ具体例としては、拡散コード、スクランブリングコー
ドなどが考えられる。多重の具体例としては、システム情報がマッピングされるＰＭＣＨ
の領域とシステム情報がマッピングされないPMCHの領域とに別々にスクランブリングコー
ドを乗算する。あるいは、片方だけスクランブリングコードを乗じても良い。
【０６１２】
　また別の解決策としては、ＭＢＭＳ専用セルから傘下の移動端末へシステム情報をマス
タ情報にマッピングして通知する。そのとき、システム情報をマスタ情報の情報要素とし
てマッピングしても、物理的にマッピングしても良い。物理的にマッピングする場合、マ
スタ情報中のネットワーク側とUE側で共通の認識の物理リソースにシステム情報をマッピ
ングする必要がある。ネットワーク側とUE側で共通の認識の物理リソースに関するパラメ
ータの通知方法は、上記PMCHにマッピングして通知する場合に開示した方法を用いること
が出来る。また、物理的にマッピングした場合のシステム情報がマッピングされるマスタ
情報の領域とシステム情報がマッピングされないマスタ情報の領域の多重方法の具体例に
ついても、上記ＰＭＣＨにマッピングして通知する場合に開示した方法を用いることが出
来る。
【０６１３】
　また別の解決策としては、新しいチャネルを設け、ＭＢＭＳ専用セルから傘下の移動端
末へシステム情報を上記新しいチャネルにマッピングして通知する。新しいチャネルは、
マルチセル送信とする。これにより、移動端末においてＳＦＮ合成が可能となり、移動端
末における受信品質の向上という効果を得ることができる。また新しいチャネルは、ＭＢ
ＳＦＮサブフレーム内に存在しても良い。新しいチャネルは、ネットワーク側とＵＥ側で
共通の認識のＰＭＣＨとは別の物理リソースにシステム情報をマッピングする必要がある
。ネットワーク側とＵＥ側で共通の認識の物理リソースに関するパラメータの通知方法は
、上記ＰＭＣＨにマッピングして通知する場合に開示した方法を用いることが出来る。ま
た、物理的にマッピングした場合のシステム情報がマッピングされる領域とシステム情報
がマッピングされない領域の多重方法の具体例についても、上記ＰＭＣＨにマッピングし
て通知する場合に開示した方法を用いることが出来る。上記新しいチャネルを以降、物理
マルチ送信用制御チャネル（PMCCH）と称する。
【０６１４】
　またＰＭＣＣＨとして、ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルのＬ１／
Ｌ２制御信号と同様の物理リソースを用いることができる。ＭＢＭＳ専用セルとユニキャ
ストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルの物理チャネルを類似とでき、移動体通信シ
ステムとしての複雑性を回避できるという効果を得ることが出来る。具体例としては、Ｍ
ＢＭＳ専用セルはサブフレーム毎にＰＭＣＣＨを送信する。また、ＭＢＭＳ専用セルは、
サブフレーム毎の先頭１～３ＯＦＤＭシンボルにてＰＭＣＣＨを送信する。また、ＭＢＭ
Ｓ専用セルは、サブフレーム毎の先頭１～２ＯＦＤＭシンボルにてＰＭＣＣＨを送信する
。ＰＭＣＣＨにマッピングする情報に対して、情報種別毎に識別子を乗じても良い。具体
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例としては、ＭＢＭＳ専用セルからシステム情報とその他の制御情報がＰＭＣＣＨにて通
知される場合を考える。ＭＢＭＳ専用セルは、システム情報に対してシステム情報用の識
別子を乗じ、その他の制御情報にその他の制御情報用の識別子を乗じ、ＰＭＣＣＨを用い
て送信する。当該ＭＢＭＳ専用セル傘下の移動端末の中でシステム情報を受信する必要が
ある移動端末は、システム情報用の識別子を用いてブラインド検出する。また、当該ＭＢ
ＭＳ専用セル傘下の移動端末の中でその他の制御情報を受信する必要がある移動端末は、
その他の制御情報用の識別子を用いてブラインド検出する。これにより移動端末が必要な
情報を必要な場合に受信可能となる効果を得ることができる。このことは、移動端末の消
費電力低減という効果を得ることができる。また、移動端末の制御遅延防止とう効果を得
ることが出来る。情報種別毎の識別子の通知方法は、上記ＰＭＣＨにマッピングして通知
する場合に開示した、共通の認識の物理リソースに関するパラメータの通知方法を用いる
ことが出来る。また、これらの情報種別毎の識別子の通知方法は、本実施の形態に限らず
、情報種別毎の識別子を用いる場合に適用できる。
【０６１５】
　ユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セルのＬ１／Ｌ２制御信号にマッピン
グされる情報は、当該情報通知先の移動端末の識別子が乗じられる。当該ユニキャストセ
ル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セル傘下の移動端末の中でＬ１／Ｌ２制御信号を受信す
る必要がある移動端末は、当該移動端末の識別子を用いてブラインド検出する。これによ
り、移動端末はＬ１／Ｌ２制御信号から必要な情報を得ている。一方、ＭＢＭＳ専用セル
では上りチャネルが存在しないことが考えられている。よってＭＢＭＳ専用セル単独の機
能では、ＭＢＭＳ専用セル傘下にいずれの移動端末が属しているか知る手段がない。これ
により、ＭＢＭＳ専用セルがＰＭＣＣＨにマッピングする情報に対して、移動端末の識別
子を乗ずることが不可能という課題発生する。よって移動端末がＰＭＣＣＨを移動端末の
識別子によってブラインド検出することにより、必要な情報を得ることが出来ないという
課題が発生する。
【０６１６】
　本課題についての解決策を以下に開示する。ＭＢＭＳ専用セルがMBMS専用セル傘下、あ
るいはＭＢＳＦＮエリア傘下、あるいはＭＢＳＦＮ同期エリア傘下にいずれの移動端末が
属しているか知り、ＰＭＣＣＨにマッピングする情報に対して、移動端末の識別子を乗ず
る。ＭＢＭＳ専用セルがＭＢＭＳ専用セル傘下、あるいはＭＢＳＦＮエリア傘下、あるい
はＭＢＳＦＮ同期エリア傘下にいずれの移動端末が属しているか知る具体例としては、実
施の形態２ほかで記載の移動端末がユニキャストセル、ＭＢＭＳ／ユニキャスト混合セル
におけるサービングセルに対して行うＭＢＭＳ受信状況通知を用いる。上記各方法でＭＢ
ＭＳ専用セルから傘下の移動端末へ通知されるシステム情報は、一定周期で繰り返し報知
されても良い。また、システム情報の一部は、一定周期で繰り返し報知されても良い。Ｍ
ＢＭＳ専用セルから傘下の移動端末へ上記各方法を用いてマスタ情報（MIB）を通知して
も良い。上記各方法により、ＭＢＭＳ専用セルから傘下の移動端末へのシステム情報通知
方法が確立されるという効果を得ることができる。本実施の形態においても実施の形態２
同様に、移動体通信システムとして移動端末の識別子にユニキャスト／ミクスド周波数レ
イヤで用いる移動端末の識別子とＭＢＳＦＮ送信専用周波数レイヤで用いる移動端末の識
別子が存在する方法を用いることが出来る。
【０６１７】
　次に本実施形態の変形例１を説明する。実施の形態２ほかで記載のＭＢＭＳ専用セルの
ＭＣＣＨスケジューリングを上記方法でＭＢＭＳ専用セルから傘下の移動端末に対して通
知してもよい。ＭＢＭＳ専用セルのＭＣＣＨスケジューリングをＭＢＭＳ専用セルの報知
情報(BCCH)にマッピングして上記方法でMBMS専用セルから傘下の移動端末に対して通知し
ても良い。ＭＢＭＳ専用セルのＭＣＣＨスケジューリングをＭＢＭＳ専用セルのシステム
情報にマッピングして上記方法でＭＢＭＳ専用セルから傘下の移動端末に対して通知して
も良い。ＭＢＭＳ専用セルのＭＣＣＨスケジューリングをＭＢＭＳ専用セルのＳＩＢ２に
マッピングして上記方法でＭＢＭＳ専用セルから傘下の移動端末に対して通知しても良い
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。ＭＢＭＳ専用セルのＭＣＣＨスケジューリングをＭＢＭＳ専用セルのＭＩＢにマッピン
グして上記方法でMBMS専用セルから傘下の移動端末に対して通知しても良い。これにより
、ＭＢＭＳ専用セルから傘下の移動端末へのＭＣＣＨスケジューリング通知方法が確立さ
れるという効果を得ることができる。
【０６１８】
実施の形態２８．
　非特許文献６（6.10.2.1章）にセル固有のレファレンスシグナル(Reference signal)の
ＯＦＤＭシンボルのスタート位置、つまりマッピングのスタート位置を算出の際には、セ
ルＩＤ（NcellID）が用いられることが記載されている。ＮセルＩＤは、物理レイヤセル
識別子(Physical Layer cell identity)とされている。一方、ＭＢＳＦＮサブフレーム中
のＭＢＳＦＮレファレンスシグナル(MBSFN reference signal)についての記載がある。レ
ファレンスシグナルのＯＦＤＭシンボルのスタート位置、つまりマッピングのスタート位
置算出の際に、ＭＢＳＦＮエリアＩＤ（NMBSFNID）が用いられることが記載されている。
また、非特許文献７（5.2.2.9章）に基地局は傘下の移動端末に対して、報知情報中のシ
ステム情報中のシステム情報ブロック2(SIB2)にて、ＭＢＳＦＮサブフレームの設定を通
知するとの記載がある。一方、ＭＢＳＦＮエリアＩＤについての記載はない。ここで、従
来の技術では以下の問題が生じる。
【０６１９】
　移動端末はサービングセルの報知情報を受信した段階ではＭＢＳＦＮサブフレームでの
ＭＢＳＦＮレファレンスシグナルのシンボル位置を把握することは出来ない。ＭＢＳＦＮ
レファレンスシグナルのＯＦＤＭシンボルのスタート位置の算出にＭＢＳＦＮエリアＩＤ
が必要だからである。つまり、移動端末がＭＢＳＦＮサブフレームにてレファレンスシグ
ナルの位置を把握するためには、従来のセルＩＤのみでは不足で、ＭＢＳＦＮサブフレー
ム特有のＭＢＳＦＮエリアＩＤが必要となる。よって、本課題はＭＢＳＦＮ特有の課題で
ある。このことから移動端末は、サービングセルの報知情報を受信した段階ではＭＢＳＦ
ＮサブフレームでのＭＢＳＦＮレファレンスシグナルを用いた正確な受信品質の測定が出
来ないという課題が発生する。本課題は、ＭＢＳＦＮサブフレームを有する移動体通信シ
ステム特有の課題である。言い換えると、マルチセル送信が行われている期間を有する移
動体通信システム特有の課題である。よって従来の移動体通信システムでは生じなかった
新たな課題である。
【０６２０】
　また、別の課題として以下が発生する。ＭＢＳＦＮサブフレーム中のＭＢＳＦＮレファ
レンスシグナルを除いた無線リソースにてＭＢＭＳデータが送信される。よって移動端末
はサービングセルの報知情報を受信した段階ではＭＢＳＦＮサブフレームでのＭＢＭＳデ
ータ(ＭＣＣＨ、ＭＴＣＨ)送信に用いられているＯＦＤＭシンボルを把握することが出来
ない。よって、移動端末は、サービングセルの報知情報を受信した段階ではＭＢＳＦＮサ
ブフレームでのＭＢＭＳサービスの受信が行えないという課題が発生する。
【０６２１】
　上記課題の解決策について以下開示する。基地局が傘下の移動端末に対して、ＭＢＳＦ
ＮエリアＩＤを報知情報にて通知する。基地局の具体例としては、ユニキャストセル、Ｍ
ＢＭＳ／ユニキャスト混合セルがあげられる。但しＭＢＭＳ専用セルへも適用可能である
。ＭＢＳＦＮエリアＩＤの具体例としては、自セルが属するＭＢＳＦＮエリアＩＤがあげ
られる。自セルが複数のＭＢＳＦＮエリアに属する場合は、複数のＭＢＳＦＮエリアＩＤ
を傘下の移動端末に対して通知しても良い。通知の具体例としては、自セルのＭＢＳＦＮ
エリアＩＤは、ロジカルチャネルである報知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、さ
らにトランスポートチャネルである報知チャネル（BCH）、物理チャネルである物理報知
チャネル（PBCH）にマッピングされて移動端末に通知される。また、自セルのＭＢＳＦＮ
エリアＩＤはマスタ情報にマッピングされ、マスタ情報ブロック(MIB)にマッピングされ
、ロジカルチャネルである報知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、さらにトランス
ポートチャネルである報知チャネル（BCH）、物理チャネルである物理報知チャネル（PBC
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H）にマッピングされて移動端末に通知される。物理報知チャネル上にマッピングされた
情報は、移動端末がサービングセルにキャンプオンする前に、あるいはキャンプオン後早
い段階で、サービングセル傘下の全移動端末が受信するデータである。よって本解決策は
、ＭＢＳＦＮサブフレームでのＭＢＳＦＮレファレンスシグナルを用いた正確な受信品質
の測定、ＭＢＳＦＮサブフレームでのＭＢＭＳサービスの受信を早期に開始可能という効
果を得ることができる。つまり制御遅延防止という効果を得ることが出来る。
【０６２２】
　また、別の解決策を以下に開示する。基地局が傘下の移動端末に対して、ＭＢＳＦＮエ
リアＩＤを報知情報にて通知する。基地局の具体例としては、ユニキャストセル、ＭＢＭ
Ｓ／ユニキャスト混合セルがあげられる。但しＭＢＭＳ専用セルへも適用可能である。Ｍ
ＢＳＦＮエリアＩＤの具体例としては、自セルが属するＭＢＳＦＮエリアＩＤがあげられ
る。自セルが複数のＭＢＳＦＮエリアに属する場合は、複数のＭＢＳＦＮエリアＩＤを傘
下の移動端末に対して通知しても良い。通知の具体例としては、自セルのＭＢＳＦＮエリ
アＩＤは、ロジカルチャネルである報知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、さらに
トランスポートチャネルである下り共有チャネル（DL-SCH）、物理チャネルである物理下
り共有チャネル（PDSCH）にマッピングされて移動端末に通知される。また自セルのＭＢ
ＳＦＮエリアＩＤはシステム情報にマッピングされ、システム情報ブロック(SIB)にマッ
ピングされ、ロジカルチャネルである報知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、さら
にトランスポートチャネルである下り共有チャネル（DL-SCH）、物理チャネルである物理
下り共有チャネル（PDSCH）にマッピングされて移動端末に通知される。また、自セルの
ＭＢＳＦＮエリアＩＤはシステム情報ブロック中のSIB2にマッピングされ、ロジカルチャ
ネルである報知制御チャネル（BCCH）にマッピングされ、さらにトランスポートチャネル
である下り共有チャネル（DL-SCH）、物理チャネルである物理下り共有チャネル（PDSCH
）にマッピングされて移動端末に通知される。
【０６２３】
　本解決策にて以下の効果を得ることができる。上記の通りＭＢＳＦＮサブフレームの設
定はＳＩＢ２を用いて報知される。よって移動端末は、ＭＢＳＦＮサブフレームでのＭＢ
ＳＦＮレファレンスシグナルを用いた正確な受信品質の測定に必要な情報である「ＭＢＳ
ＦＮサブフレームの設定」及び「ＭＢＳＦＮエリアＩＤ」を同じシステム情報ブロックの
受信で得ることが可能となる。これにより、移動端末のＭＢＳＦＮサブフレームでのＭＢ
ＳＦＮレファレンスシグナルを用いた正確な受信品質の測定動作の複雑性が回避できると
いう効果を得ることが出来る。このことは制御遅延防止という効果にもつながる。また、
移動端末はＭＢＳＦＮサブフレームでのＭＢＭＳデータ受信に必要な情報である「ＭＢＳ
ＦＮサブフレームの設定」及び「ＭＢＳＦＮエリアＩＤ」を同じシステム情報ブロックの
受信で得ることが可能となる。これにより、移動端末のＭＢＳＦＮサブフレームでのＭＢ
ＭＳデータ受信動作の複雑性が回避できるという効果を得ることが出来る。このことは制
御遅延防止という効果にもつながる。
【０６２４】
また、別の解決策を以下に開示する。基地局が傘下の移動端末に対して、ＭＢＳＦＮエリ
アＩＤを報知情報にて通知する。基地局の具体例としては、ユニキャストセル、ＭＢＭＳ
／ユニキャスト混合セルがあげられる。但しＭＢＭＳ専用セルへも適用可能である。ＭＢ
ＳＦＮエリアＩＤの具体例としては、自セルが属するＭＢＳＦＮエリアＩＤがあげられる
。自セルが複数のMBSFNエリアに属する場合は、複数のＭＢＳＦＮエリアＩＤを傘下の移
動端末に対して通知しても良い。通知の具体例としては、自セルのＭＢＳＦＮエリアＩＤ
は、ロジカルチャネルである共有制御チャネル（CCCH）、あるいは個別制御チャネル（DC
CH）にマッピングされ、さらにトランスポートチャネルである下り共有チャネル（DL-SCH
）、物理チャネルである物理下り共有チャネル（PDSCH）にマッピングされて移動端末に
通知される。本解決策にて移動体通信システムとして自由度の高い制御を得つつ、ＭＢＳ
ＦＮサブフレームでのＭＢＳＦＮレファレンスシグナルを用いた正確な受信品質の測定、
ＭＢＳＦＮサブフレームでのＭＢＭＳサービスの受信が可能となる効果を得ることが出来
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る。
【０６２５】
実施の形態２９．
　ＭＢＭＳ専用周波数レイヤ内のセルのシステム帯域をＭＢＭＳ専用セルから報知するよ
うにした場合、ＭＢＳＦＮエリア内のＭＢＭＳ専用セルではマルチセル送信されなくては
ならないため、システム帯域もマルチセル送信が必要となる。このため、ＭＢＳＦＮエリ
ア内のＭＢＭＳ専用セルではシステム帯域は同じでなくてはならなくなってしまうという
問題が生じる。上記の問題を解決するため、本実施の形態では、マルチセル送信するセル
は、該セルのシステム帯域の中で最も広いシステム帯域を、報知情報で傘下の移動端末に
報知する。具体例を示す。ＭＢＳＦＮエリア内の全てのセルから、報知情報で同じシステ
ム帯域を報知する。ここで報知する同じシステム帯域として、ＭＢＳＦＮエリア内のセル
の最も広いシステム帯域とする。システム帯域情報は、システム情報としてＭＩＢにマッ
ピングされＰＢＣＨで報知される。図１０２に、ＭＢＳＦＮエリア内の各セルのシステム
帯域の一例を示す。セル＃ｎ１-１からセル＃ｎ１-３が同一ＭＢＳＦＮエリア内のセルと
する。セル＃ｎ１-１はシステム帯域ＢＷ１、セル＃ｎ１-２はシステム帯域ＢＷ２、セル
＃ｎ１-３はシステム帯域ＢＷ３とする。各セルのキャリア周波数は同じにする。ＭＢＳ
ＦＮエリア内の各セルのシステム帯域をこのようにする。このような場合、ＭＢＳＦＮエ
リア内のセルで最も広いシステム帯域はＢＷ３となるので、ＭＢＳＦＮエリア内全セルか
ら傘下の移動端末に対して、システム帯域情報としてＢＷ３を送信する。
【０６２６】
　ＭＢＳＦＮエリア内のセルで最も広いシステム帯域の決定は、例えば、該ＭＢＳＦＮエ
リア内のセルを管理しているＭＣＥが行い、ＭＢＳＦＮエリア内の各セルに通知する。Ｍ
ＣＥはあらかじめＭＢＳＦＮエリア内全セルのシステム帯域情報を有しておくようにすれ
ば良い。これは、セル設置時にＭＣＥに記憶させるようにしても良い。また、ＭＢＳＦＮ
エリア内の各セルからＭＣＥに対してあらかじめ自セルのシステム帯域情報を送信してお
き、ＭＣＥにてＭＢＳＦＮエリア内のセルで最も広いシステム帯域を決定するようにして
おいても良い。該システム帯域情報の送信は、セルが設置されたときに送信されても良い
。図１０３に、その場合に各セルから傘下の移動端末にシステム帯域を報知する方法の一
例を示す。ＭＢＳＦＮエリア内の各セルからＭＣＥに対してあらかじめ自セルのシステム
帯域情報を送信しておき、ＭＣＥにてＭＢＳＦＮエリア内のセルで最も広いシステム帯域
を決定する方法について示してある。ＳＴ５００１、ＳＴ５００２、ＳＴ５００３でＭＢ
ＳＦＮエリア内のＭＢＭＳ専用セル＃ｎ１－１、＃ｎ１－２、＃ｎ１－３は自セルのシス
テム帯域情報をＭＣＥに送信する。ＳＴ５００４、ＳＴ５００５、ＳＴ５００６でＭＢＳ
ＦＮエリア内全セルからのシステム帯域情報を受信したＭＣＥは、ＳＴ５００７で該シス
テム帯域情報をもとに、該ＭＢＳＦＮエリア内の最大のシステム帯域を導出する。ＳＴ５
００８でＭＣＥは、導出したＭＢＳＦＮエリア内の最大のシステム帯域情報を、ＭＢＳＦ
Ｎエリア内全セルに送信する。ＳＴ５００９でＭＢＳＦＮエリア内の最大のシステム帯域
情報を受信した各セルは、ＳＴ５０１０、ＳＴ５０１１、ＳＴ５０１２で、各セルからの
システム情報として、ＭＢＳＦＮエリア内の最大のシステム帯域情報を、傘下の移動端末
に報知する。
【０６２７】
　ＳＴ５０１３でシステム帯域情報を受信した移動端末は、該システム帯域で受信を行う
。ＭＢＳＦＮエリア内ＭＢＭＳ専用セルから送信される信号はＭＣ送信であるため移動端
末においては受信時ＳＦＮ合成される。このため、たとえＭＢＳＦＮエリア内の各セルの
システム帯域が異なっていたとしても、移動端末でＭＢＳＦＮエリア内の最大のシステム
帯域で受信するようにしておけば、移動端末はＭＢＳＦＮエリア内各セルからの送信信号
をＳＦＮ合成することが可能となる。例えば、図１０２で、帯域ＢＷ２の送信信号はセル
＃ｎ１-１と＃ｎ１-２と＃ｎ１-３からの送信信号がＳＦＮ合成され、帯域ＢＷ１の送信
信号はセル＃ｎ１-１と＃ｎ１-３からの送信信号がＳＦＮ合成され、帯域ＢＷ３の送信信
号はセル＃ｎ１-３からのみの送信信号がＳＦＮ合成される。例えば、ＬＴＥシステムに
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知情報送信用のＰＢＣＨに用いられるため、全セルで共通に送信される。セルの配置とし
ては、例えば、最大のシステム帯域のセルをカバレッジエリアの広いマクロセルとして配
置し、該マクロセルの周辺に狭帯域のシステム帯域のセル（例えば、マイクロセル、ピコ
セル、フェムトセル、ホーム基地局など）を配置するようにすれば良い。ＭＢＳＦＮエリ
アでの周波数利用方法として、例えば、両端の帯域（例えばＢＷ３－ＢＷ１）を、マクロ
セルの近傍に存在する移動端末に割当て、真中の帯域（例えばＢＷ１あるいはＢＷ２）を
マクロセルの遠方で狭帯域セルの近傍に存在する移動端末に割当てるようにすれば良い。
こうすることによって、マクロセル周辺での移動端末におけるＳＦＮのゲインを向上させ
ることができるため、移動端末の受信品質を向上させることが可能となる。
【０６２８】
　本実施の形態で開示した方法を用いることによって、ＭＢＳＦＮエリアを構成する全セ
ルでシステム帯域を同じにする必要が無くなり、各セルのシステム帯域を異ならせること
が可能となる。従って、セルの柔軟な配置が可能となり、また、異なるシステム帯域を持
ったセルの柔軟な配置によりＳＦＮゲインを高めることが可能となるため、システムの通
信品質が向上するという効果が得られる。これらの方法は、マクロセル内に配置するホー
ム基地局などにも適用可能となる。なお、上記では、具体例としてＭＢＳＦＮエリア内セ
ルについて記載したが、ＭＢＳＦＮエリア内のセルに限定せず、マルチセル（MC）送信す
るセルにたいして適用可能である。
【符号の説明】
【０６２９】
　１０１　移動端末、１０２　基地局、１０３　ＭＭＥ（Mobility Management Entity）
、１０４　Ｓ－ＧＷ（Serving Gateway）。

【図１】

【図２】

【図３】
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