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(57)【要約】
　通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノー
ドの動作方法が開示される。本発明の一実施例に係る通
信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノードの
動作方法は、通信ネットワークでシステム情報を伝送す
る基地局の動作方法であって、通信ネットワークでシス
テム情報の要請時間およびシステム情報の伝送時間につ
いての情報を設定する段階、設定された要請時間および
伝送時間についての情報が含まれたメッセージをブロー
ドキャスト方式に基づいて伝送する段階、通信ネットワ
ークに含まれた少なくとも一つの端末から要請時間に基
づいてシステム情報を要請するメッセージを受信する段
階および伝送時間に基づいてシステム情報が含まれたメ
ッセージを少なくとも一つの端末に伝送する段階を含む
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークでシステム情報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を伝送す
る基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）の動作方法であって、
　前記通信ネットワークで前記システム情報の要請時間および前記システム情報の伝送時
間についての情報を設定する段階；
　前記設定された要請時間および前記伝送時間についての情報が含まれたメッセージをブ
ロードキャスト（ｂｒｏａｄｃａｓｔ）方式に基づいて伝送する段階；
　前記通信ネットワークに含まれた少なくとも一つの端末から前記要請時間に基づいて前
記システム情報を要請するメッセージを受信する段階；および
　前記伝送時間に基づいて前記システム情報が含まれたメッセージを前記少なくとも一つ
の端末に伝送する段階を含む、
　基地局の動作方法。
【請求項２】
　前記要請時間についての情報は、
　前記システム情報の要請が可能な時点についての情報を含むことを特徴とする、
　請求項１に記載の基地局の動作方法。
【請求項３】
　前記システム情報の要請が可能な時点は、
　前記少なくとも一つの端末で前記システム情報の要請のためにあらかじめ設定された第
１時点および前記少なくとも一つの端末でアップリンク（ｕｐｌｉｎｋ）伝送が可能な第
２時点のうち一つであることを特徴とする、
　請求項２に記載の基地局の動作方法。
【請求項４】
　前記システム情報を要請するメッセージは、
　前記少なくとも一つの端末から前記システム情報の要請が可能な時点で受信されること
を特徴とする、
　請求項２に記載の基地局の動作方法。
【請求項５】
　前記伝送時間についての情報は、
　前記基地局で前記システム情報が伝送される時点についての情報および前記システム情
報が伝送される少なくとも一つの時間区間についての情報のうち一つを含むことを特徴と
する、
　請求項１に記載の基地局の動作方法。
【請求項６】
　前記システム情報が伝送される時点は、
　前記システム情報を要請するメッセージが受信された時点からあらかじめ設定された時
間後である第１時点および前記基地局で前記システム情報を周期的に伝送するためにあら
かじめ設定された第２時点のうち一つであることを特徴とする、
　請求項５に記載の基地局の動作方法。
【請求項７】
　前記システム情報が含まれたメッセージは、
　前記少なくとも一つの時間区間に伝送される場合、前記少なくとも一つの時間区間内に
複数の重複バージョン（ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｖｅｒｓｉｏｎ）に基づいて伝送される
ことを特徴とする、
　請求項５に記載の基地局の動作方法。
【請求項８】
　通信ネットワークでシステム情報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を伝送す
る基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）の動作方法であって、
　前記通信ネットワークで少なくとも一つの端末を含む複数のグループから前記システム
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情報を要請するメッセージを受信する段階；
　前記複数のグループのそれぞれに対するシステム情報の伝送のための複数のパラメータ
ー（ｐａｒａｍｅｔｅｒ）を設定する段階；および
　前記設定された複数のパラメーターに基づいて前記複数のグループに対するシステム情
報が含まれたメッセージを伝送する段階を含む、
　基地局の動作方法。
【請求項９】
　前記システム情報を要請するメッセージは、
　前記システム情報の要請のために前記基地局によってあらかじめ設定された資源（ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ）のＲＡＣＨプリアンブルに基づいて伝送されることを特徴とする、
　請求項８に記載の基地局の動作方法。
【請求項１０】
　前記複数のパラメーターは、
　前記システム情報が伝送される伝送時間および前記システム情報の伝送に使われる識別
子（ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を含むことを特徴とする、
　請求項８に記載の基地局の動作方法。
【請求項１１】
　前記複数のパラメーターを設定する段階は、
　前記複数のグループに含まれた第１グループに対する第１システム情報および前記複数
のグループに含まれた第２グループに対する第２システム情報に対する伝送時間および識
別子を、前記第１システム情報および前記第２システム情報が区分されるように設定する
ことを特徴とする、
　請求項９に記載の基地局の動作方法。
【請求項１２】
　前記複数のパラメーターを設定する段階は、
　前記第１システム情報および前記第２システム情報の伝送時間を同一に設定する場合、
前記第１システム情報および前記第２システム情報のそれぞれの識別子を互いに異なるよ
うに設定することを特徴とする、
　請求項１１に記載の基地局の動作方法。
【請求項１３】
　前記複数のパラメーターを設定する段階は、
　前記第１システム情報および前記第２システム情報の伝送時間を互いに異なるように設
定する場合、前記第１システム情報および前記第２システム情報のそれぞれの識別子を互
いに同一に設定することを特徴とする、
　請求項１１に記載の基地局の動作方法。
【請求項１４】
　通信ネットワークでシステム情報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を受信す
る端末の動作方法であって、
　前記通信ネットワークの基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）で伝送される前記システ
ム情報の要請時間および前記システム情報の伝送時間についての情報が含まれたメッセー
ジを受信する段階；
　前記要請時間に基づいて前記システム情報を要請するメッセージを前記基地局に伝送す
る段階；および
　前記伝送時間に基づいて前記基地局から前記システム情報が含まれたメッセージを受信
する段階を含む、
　端末の動作方法。
【請求項１５】
　前記要請時間についての情報は、
　前記システム情報の要請が可能な時点についての情報を含むことを特徴とする、
　請求項１４に記載の端末の動作方法。
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【請求項１６】
　前記システム情報の要請が可能な時点は、
　前記端末で前記システム情報の要請のためにあらかじめ設定された第１時点および前記
端末でアップリンク（ｕｐｌｉｎｋ）伝送が可能な第２時点のうち一つであることを特徴
とする、
　請求項１５に記載の端末の動作方法。
【請求項１７】
　前記伝送時間についての情報は、
　前記基地局で前記システム情報が伝送される時点についての情報および前記システム情
報が伝送される少なくとも一つの時間区間についての情報のうち一つを含むことを特徴と
する、
　請求項１４に記載の端末の動作方法。
【請求項１８】
　前記システム情報が伝送される時点は、
　前記システム情報を要請するメッセージが前記基地局に受信された時点からあらかじめ
設定された時間後である第１時点および前記基地局で前記システム情報を周期的に伝送す
るためにあらかじめ設定された第２時点のうち一つであることを特徴とする、
　請求項１４に記載の端末の動作方法。
【請求項１９】
　前記システム情報が含まれたメッセージは、
　前記伝送時間についての情報に含まれた前記システム情報が伝送される時点および前記
少なくとも一つの時間区間のうち一つに基づいて受信されることを特徴とする、
　請求項１８に記載の端末の動作方法。
【請求項２０】
　前記システム情報が含まれたメッセージは、
　前記少なくとも一つの時間区間に受信される場合、前記少なくとも一つの時間区間内に
複数の重複バージョン（ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｖｅｒｓｉｏｎ）に基づいて受信される
ことを特徴とする、
　請求項１８に記載の端末の動作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信ネットワークでシステム情報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
）を伝送する通信ノードの動作方法に関するものであって、より詳細には、通信ネットワ
ークでシステム情報の要求にしたがってシステム情報を伝送する通信ノードの動作方法に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通信ネットワークで、端末（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）は、一般的に基地局（ｂ
ａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）を通じてデータを送受信することができる。例えば、第２端末
に伝送されるデータが存在する場合、第１端末は、第２端末に伝送されるデータを含むメ
ッセージを生成することができ、生成されたメッセージを自分が属した第１基地局に伝送
することができる。第１基地局は、第１端末からメッセージを受信することができ、受信
したメッセージの目的地が第２端末であることを確認することができる。第１基地局は、
確認された目的地である第２端末が属した第２基地局にメッセージを伝送することができ
る。第２基地局は、第１基地局からメッセージを受信することができ、受信したメッセー
ジの目的地が第２端末であることを確認することができる。第２基地局は、確認された目
的地である第２端末にメッセージを伝送することができる。第２端末は、第２基地局から
メッセージを受信することができ、受信したメッセージに含まれたデータを獲得すること
ができる。
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【０００３】
　一方、通信ネットワークで、端末は、基地局から周期的に伝送される同期信号（ｓｙｎ
ｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ）に基づいてダウンリンクと関連した情報（例
えば、周波数（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）、時間同期（ｔｉｍｅ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔ
ｉｏｎ）およびセルＩＤ（ｃｅｌｌ　ＩＤ）等）を獲得することができる。以降、端末は
、基地局に対する無線リンクを形成することができ、形成された無線リンクを通じて基地
局から伝送されるシステム情報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を獲得するこ
とができる。以降、端末は、システム情報に基づいて基地局に対する接続手続きを遂行す
ることによって基地局に接続することができる。
【０００４】
　このように、基地局から伝送されるシステム情報は、端末の要請にかかわらず周期的に
伝送され得る。すなわち、通信ネットワークで、基地局は、システム情報に対する要請が
なくてもシステム情報を周期的に伝送することになる。これに伴い、通信ネットワークで
、基地局は、不要にシステム情報を伝送し得、これによって無線資源を効率的に使用でき
ない問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記のような問題点を解決するための本発明の目的は、通信ネットワークでシステム情
報の要求にしたがってシステム情報を伝送する通信ノードの動作方法を提供するところに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するための本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報（
ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を伝送する基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ
）の動作方法であって、前記通信ネットワークで前記システム情報の要請時間および前記
システム情報の伝送時間についての情報を設定する段階、前記設定された要請時間および
前記伝送時間についての情報が含まれたメッセージをブロードキャスト（ｂｒｏａｄｃａ
ｓｔ）方式に基づいて伝送する段階、前記通信ネットワークに含まれた少なくとも一つの
端末から前記要請時間に基づいて前記システム情報を要請するメッセージを受信する段階
および前記伝送時間に基づいて前記システム情報が含まれたメッセージを前記少なくとも
一つの端末に伝送する段階を含む。
【０００７】
　ここで、前記要請時間についての情報は、前記システム情報の要請が可能な時点につい
ての情報を含むことができる。
【０００８】
　ここで、前記システム情報の要請が可能な時点は、前記少なくとも一つの端末で前記シ
ステム情報の要請のためにあらかじめ設定された第１時点および前記少なくとも一つの端
末でアップリンク（ｕｐｌｉｎｋ）伝送が可能な第２時点のうち一つであり得る。
【０００９】
　ここで、前記システム情報を要請するメッセージは、前記少なくとも一つの端末から前
記システム情報の要請が可能な時点で受信され得る。
【００１０】
　ここで、前記伝送時間についての情報は、前記基地局で前記システム情報が伝送される
時点についての情報および前記システム情報が伝送される少なくとも一つの時間区間につ
いての情報のうち一つを含むことができる。
【００１１】
　ここで、前記システム情報が伝送される時点は、前記システム情報を要請するメッセー
ジが受信された時点からあらかじめ設定された時間後である第１時点および前記基地局で
前記システム情報を周期的に伝送するためにあらかじめ設定された第２時点のうち一つで
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あり得る。
【００１２】
　ここで、前記システム情報が含まれたメッセージは、前記少なくとも一つの時間区間に
伝送される場合、前記少なくとも一つの時間区間内に複数の重複バージョン（ｒｅｄｕｎ
ｄａｎｃｙ　ｖｅｒｓｉｏｎ）に基づいて伝送され得る。
【００１３】
　前記目的を達成するための本発明の他の実施例に係る通信ネットワークでシステム情報
を伝送する通信ノードの動作方法は、通信ネットワークでシステム情報（ｓｙｓｔｅｍ　
ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を伝送する基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）の動作方法で
あって、前記通信ネットワークで少なくとも一つの端末を含む複数のグループから前記シ
ステム情報を要請するメッセージを受信する段階、前記複数のグループのそれぞれに対す
るシステム情報の伝送のための複数のパラメーター（ｐａｒａｍｅｔｅｒ）を設定する段
階および前記設定された複数のパラメーターに基づいて前記複数のグループに対するシス
テム情報が含まれたメッセージを伝送する段階を含むことができる。
【００１４】
　ここで、前記システム情報を要請するメッセージは、前記システム情報の要請のために
前記基地局によってあらかじめ設定された資源（ｒｅｓｏｕｒｃｅ）のＲＡＣＨプリアン
ブルに基づいて伝送され得る。
【００１５】
　ここで、前記複数のパラメーターは、前記システム情報が伝送される伝送時間および前
記システム情報の伝送に使われる識別子（ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を含むことができる。
【００１６】
　ここで、前記複数のパラメーターを設定する段階は、前記複数のグループに含まれた第
１グループに対する第１システム情報および前記前記複数のグループに含まれた第２グル
ープに対する第２システム情報に対する伝送時間および識別子を、前記第１システム情報
および前記第２システム情報が区分されるように設定することができる。
【００１７】
　ここで、前記複数のパラメーターを設定する段階は、前記第１システム情報および前記
第２システム情報の伝送時間を同一に設定する場合、前記第１システム情報および前記第
２システム情報のそれぞれの識別子を互いに異なるように設定することができる。
【００１８】
　ここで、前記複数のパラメーターを設定する段階は、前記第１システム情報および前記
第２システム情報の伝送時間を互いに異なるように設定する場合、前記第１システム情報
および前記第２システム情報のそれぞれの識別子を互いに同一に設定することができる。
【００１９】
　前記目的を達成するための本発明のさらに他の実施例に係る通信ネットワークでシステ
ム情報を伝送する通信ノードの動作方法は、通信ネットワークでシステム情報（ｓｙｓｔ
ｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を受信する端末の動作方法であって、前記通信ネットワ
ークの基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）で伝送される前記システム情報の要請時間お
よび前記システム情報の伝送時間についての情報が含まれたメッセージを受信する段階、
前記要請時間に基づいて前記システム情報を要請するメッセージを前記基地局に伝送する
段階および前記伝送時間に基づいて前記基地局から前記システム情報が含まれたメッセー
ジを受信する段階を含む。
【００２０】
　ここで、前記要請時間についての情報は、前記システム情報の要請が可能な時点につい
ての情報を含むことができる。
【００２１】
　ここで、前記システム情報の要請が可能な時点は、前記端末で前記システム情報の要請
のためにあらかじめ設定された第１時点および前記端末でアップリンク（ｕｐｌｉｎｋ）
伝送が可能な第２時点のうち一つであり得る。



(7) JP 2019-528642 A 2019.10.10

10

20

30

40

50

【００２２】
　ここで、前記伝送時間についての情報は、前記基地局で前記システム情報が伝送される
時点についての情報および前記システム情報が伝送される少なくとも一つの時間区間につ
いての情報のうち一つを含むことができる。
【００２３】
　ここで、前記システム情報が伝送される時点は、前記システム情報を要請するメッセー
ジが前記基地局に受信された時点からあらかじめ設定された時間後である第１時点および
前記基地局で前記システム情報を周期的に伝送するためにあらかじめ設定された第２時点
のうち一つであり得る。
【００２４】
　ここで、前記システム情報が含まれたメッセージは、前記伝送時間についての情報に含
まれた前記システム情報が伝送される時点および前記少なくとも一つの時間区間のうち一
つに基づいて受信され得る。
【００２５】
　ここで、前記システム情報が含まれたメッセージは、前記少なくとも一つの時間区間に
受信される場合、前記少なくとも一つの時間区間内に複数の重複バージョン（ｒｅｄｕｎ
ｄａｎｃｙ　ｖｅｒｓｉｏｎ）に基づいて受信され得る。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によると、通信ネットワークで基地局の役割を遂行する通信ノードは、システム
情報が要求される場合にのみシステム情報を伝送することによって無線資源を効率的に使
用できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】通信ネットワークの第１実施例を図示した概念図
【図２】通信ネットワークを構成する通信ノードの一実施例を図示したブロック図
【図３】タイプ１フレームの一実施例を図示した概念図
【図４】タイプ２フレームの一実施例を図示した概念図
【図５】本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノード
の動作方法を図示したフローチャート
【図６】本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノード
の動作方法についての第１実施例を図示した概念図
【図７】本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノード
の動作方法についての第２実施例を図示した概念図
【図８】本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノード
の動作方法についての第３実施例を図示した概念図
【図９】本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノード
の動作方法についての第４実施例を図示した概念図
【図１０】本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノー
ドの動作方法についての第５実施例を図示した概念図
【図１１】本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノー
ドの動作方法についての第６実施例を図示した概念図
【図１２】本発明の他の実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノ
ードの動作方法を図示したフローチャート
【図１３】本発明の他の実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノ
ードの動作方法を図示した概念図
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明は多様な変更を加えることができ、多様な実施例を有することができるところ、
特定の実施例を図面に例示して詳細に説明する。しかし、これは本発明を特定の実施形態
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に限定しようとするものではなく、本発明の思想および技術範囲に含まれるすべての変更
、均等物乃至代替物を含むものと理解されるべきである。
【００２９】
　第１、第２等の用語は、多様な構成要素の説明に使用され得るが、前記構成要素は前記
用語によって限定されてはならない。前記用語は一つの構成要素を他の構成要素から区別
する目的でのみ使われる。例えば、本発明の権利範囲を逸脱することなく第１構成要素は
第２構成要素と命名され得、同様に第２構成要素も第１構成要素と命名され得る。および
／またはという用語は複数の関連した記載された項目の組み合わせまたは複数の関連した
記載された項目のうちいずれかの項目を含む。
【００３０】
　ある構成要素が他の構成要素に「連結されて」いるとか「接続されて」いると言及され
た時には、その他の構成要素に直接的に連結されていたりまたは接続されていたりしても
よいが、中間に他の構成要素が存在してもよいと理解されるべきである。その反面、ある
構成要素が他の構成要素に「直接連結されて」いるとか「直接接続されて」いると言及さ
れた時には、中間に他の構成要素が存在しないものと理解されるべきである。
【００３１】
　本出願で使った用語は単に特定の実施例を説明するために使われたものであって、本発
明を限定しようとする意図ではない。単数の表現は文脈上明白に異なることを意味しない
限り、複数の表現を含む。本出願で、「含む」または「有する」等の用語は、明細書上に
記載された特徴、数字、段階、動作、構成要素、部品またはこれらを組み合わせたものが
存在することを指定しようとするものであって、一つまたはそれ以上の他の特徴や数字、
段階、動作、構成要素、部品またはこれらを組み合わせたものなどの存在または付加の可
能性をあらかじめ排除しないものと理解されるべきである。
【００３２】
　異なって定義されない限り、技術的または科学的な用語を含んでここで使われるすべて
の用語は、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者によって一般的に理解される
ものと同じ意味を有している。一般的に使われる辞書に定義されているような用語は関連
技術の文脈上有する意味と一致する意味を有するものと解釈されるべきであり、本出願で
明白に定義しない限り、理想的または過度に形式的な意味と解釈されない。
【００３３】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の好ましい実施例をより詳細に説明する。本発
明の説明において、全体的な理解を容易にするために図面上の同じ構成要素については同
じ参照符号を付し、重複する説明は省略する。
【００３４】
　図１は、通信ネットワークの一実施例を図示した概念図である。
【００３５】
　図１を参照すると、通信ネットワーク１００は、複数の通信ノード１１０－１、１１０
－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２、１３０－１、１３０－２、１３０－３、１
３０－４、１３０－５、１３０－６で構成され得る。ここで、通信ネットワーク１００は
、「通信システム（ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）」と指称され得る。複
数の通信ノードのそれぞれは、少なくとも一つの通信プロトコル（ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を
支援することができる。例えば、複数の通信ノードのそれぞれは、ＣＤＭＡ（ｃｏｄｅ　
ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）基盤の通信プロトコル、ＷＣＤＭ
Ａ（ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ）基盤の通信プロトコル、ＴＤＭＡ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）基盤の通信プロトコル、ＦＤＭＡ（ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）基盤の通信プロ
トコル、ＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）基盤の通信プロトコル、ＯＦＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　
ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）基盤の通信
プロトコル、ＳＣ（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ）－ＦＤＭＡ基盤の通信プロトコル、
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ＮＯＭＡ（ｎｏｎ－ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）基盤の通
信プロトコル、ＳＤＭＡ（ｓｐａｃｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅ
ｓｓ）基盤の通信プロトコルなどを支援することができる。複数の通信ノードのそれぞれ
は、次のような構造を有することができる。
【００３６】
　図２は、通信ネットワークを構成する通信ノードの一実施例を図示したブロック図であ
る。
【００３７】
　図２を参照すると、通信ノード２００は、少なくとも一つのプロセッサ２１０、メモリ
２２０およびネットワークと連結されて通信を遂行する送受信装置２３０を含むことがで
きる。また、通信ノード２００は、入力インタフェース装置２４０、出力インタフェース
装置２５０、保存装置２６０等をさらに含むことができる。通信ノード２００に含まれた
それぞれの構成要素は、バス（ｂｕｓ）２７０により連結されて通信を遂行することがで
きる。
【００３８】
　プロセッサ２１０は、メモリ２２０および保存装置２６０のうち、少なくとも一つに保
存されたプログラム命令（ｐｒｏｇｒａｍ　ｃｏｍｍａｎｄ）を遂行することができる。
プロセッサ２１０は、中央処理装置（ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔ
、ＣＰＵ）、グラフィック処理装置（ｇｒａｐｈｉｃｓ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉ
ｔ、ＧＰＵ）、または、本発明の実施例に係る方法が遂行される専用のプロセッサを意味
し得る。メモリ２２０および保存装置２６０のそれぞれは、揮発性保存媒体および不揮発
性保存媒体のうち、少なくとも一つで構成され得る。例えば、メモリ２２０は、読み取り
専用メモリ（ｒｅａｄ　ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ、ＲＯＭ）およびランダムアクセスメモ
リ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ、ＲＡＭ）のうち、少なくとも一つで構
成され得る。
【００３９】
　再び図１を参照すると、通信ネットワーク１００は、複数の基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａ
ｔｉｏｎｓ）１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２、複数の端
末（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）１３０－１、１３０－２、１３０－３、１３０－４
、１３０－５、１３０－６を含むことができる。第１基地局１１０－１、第２基地局１１
０－２および第３基地局１１０－３のそれぞれは、マクロセル（ｍａｃｒｏ　ｃｅｌｌ）
を形成することができる。第４基地局１２０－１および第５基地局１２０－２のそれぞれ
は、スモールセル（ｓｍａｌｌ　ｃｅｌｌ）を形成することができる。第１基地局１１０
－１のカバレッジ（ｃｏｖｅｒａｇｅ）内に第４基地局１２０－１、第３端末１３０－３
および第４端末１３０－４が属し得る。第２基地局１１０－２のカバレッジ内に第２端末
１３０－２、第４端末１３０－４および第５端末１３０－５が属し得る。第３基地局１１
０－３のカバレッジ内に第５基地局１２０－２、第４端末１３０－４、第５端末１３０－
５および第６端末１３０－６が属し得る。第４基地局１２０－１のカバレッジ内に第１端
末１３０－１が属し得る。第５基地局１２０－２のカバレッジ内に第６端末１３０－６が
属し得る。
【００４０】
　ここで、複数の基地局１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２
のそれぞれは、ノードＢ（ＮｏｄｅＢ）、高度化ノードＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ　ＮｏｄｅＢ
）、ＢＴＳ（ｂａｓｅ　ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　ｓｔａｔｉｏｎ）、無線基地局（ｒａ
ｄｉｏ　ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）、無線トランシーバー（ｒａｄｉｏ　ｔｒａｎｓｃ
ｅｉｖｅｒ）、アクセスポイント（ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）、アクセスノード（ｎｏ
ｄｅ）、路辺装置（ｒｏａｄ　ｓｉｄｅ　ｕｎｉｔ；ＲＳＵ）、ＲＲＨ（ｒａｄｉｏ　ｒ
ｅｍｏｔｅ　ｈｅａｄ）、ＴＰ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ）、ＴＲＰ（ｔ
ｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ａｎｄ　ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ）、中継ノード（ｒ
ｅｌａｙ　ｎｏｄｅ）等と指称され得る。複数の端末１３０－１、１３０－２、１３０－
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３、１３０－４、１３０－５、１３０－６のそれぞれは、ターミナル（ｔｅｒｍｉｎａｌ
）、アクセスターミナル（ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）、モバイルターミナル（ｍ
ｏｂｉｌｅ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ステーション（ｓｔａｔｉｏｎ）、加入者ステーショ
ン（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓｔａｔｉｏｎ）、モバイルステーション（ｍｏｂｉｌｅ　
ｓｔａｔｉｏｎ）、携帯加入者ステーション（ｐｏｒｔａｂｌｅ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ
　ｓｔａｔｉｏｎ）、ノード（ｎｏｄｅ）、デバイス（ｄｅｖｉｃｅ）等と指称され得る
。
【００４１】
　複数の通信ノード１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２、１
３０－１、１３０－２、１３０－３、１３０－４、１３０－５、１３０－６のそれぞれは
、セルラー（ｃｅｌｌｕｌａｒ）通信（例えば、３ＧＰＰ（３ｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ）標準で規定されたＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔ
ｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、ＬＴＥ－Ａ（ａｄｖａｎｃｅｄ）等）を支援することが
できる。複数の基地局１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２の
それぞれは、互いに異なる周波数帯域で動作することができ、または、同じ周波数帯域で
動作することができる。複数の基地局１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１
、１２０－２のそれぞれは、アイデアルバックホール（ｉｄｅａｌ　ｂａｃｋｈａｕｌ）
またはノン（ｎｏｎ）－アイデアルバックホールを通じて連結され得、アイデアルバック
ホールまたはノン－アイデアルバックホールを通じて情報を交換することができる。複数
の基地局１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２のそれぞれは、
アイデアルバックホールまたはノン－アイデアルバックホールを通じてコア（ｃｏｒｅ）
ネットワーク（図示されず）と連結され得る。複数の基地局１１０－１、１１０－２、１
１０－３、１２０－１、１２０－２のそれぞれは、コアネットワークから受信した信号を
該当端末１３０－１、１３０－２、１３０－３、１３０－４、１３０－５、１３０－６に
伝送することができ、該当端末１３０－１、１３０－２、１３０－３、１３０－４、１３
０－５、１３０－６から受信した信号をコアネットワークに伝送することができる。
【００４２】
　複数の基地局１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２のそれぞ
れは、ＯＦＤＭＡ基盤のダウンリンク（ｄｏｗｎｌｉｎｋ）伝送を支援することができ、
ＳＣ－ＦＤＭＡ基盤のアップリンク（ｕｐｌｉｎｋ）伝送を支援することができる。また
、複数の基地局１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２のそれぞ
れは、ＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕｔ）伝
送（例えば、ＳＵ（ｓｉｎｇｌｅ　ｕｓｅｒ）－ＭＩＭＯ、ＭＵ（ｍｕｌｔｉ　ｕｓｅｒ
）－ＭＩＭＯ、大規模（ｍａｓｓｉｖｅ）ＭＩＭＯなど）、ＣｏＭＰ（ｃｏｏｒｄｉｎａ
ｔｅｄ　ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ）伝送、キャリアアグリゲーション（ｃａｒｒｉｅｒ　ａ
ｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）伝送、非免許帯域（ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｂａｎｄ）で伝送、
端末間直接（ｄｅｖｉｃｅ　ｔｏ　ｄｅｖｉｃｅ、Ｄ２Ｄ）通信（またはＰｒｏＳｅ（ｐ
ｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ））等を支援することができる。ここで、複数の端
末１３０－１、１３０－２、１３０－３、１３０－４、１３０－５、１３０－６のそれぞ
れは、基地局１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２と対応する
動作、基地局１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２により支援
される動作を遂行することができる。
【００４３】
　例えば、第２基地局１１０－２は、ＳＵ－ＭＩＭＯ方式に基づいて信号を第４端末１３
０－４に伝送することができ、第４端末１３０－４は、ＳＵ－ＭＩＭＯ方式によって第２
基地局１１０－２から信号を受信することができる。または、第２基地局１１０－２は、
ＭＵ－ＭＩＭＯ方式に基づいて信号を第４端末１３０－４および第５端末１３０－５に伝
送することができ、第４端末１３０－４および第５端末１３０－５のそれぞれは、ＭＵ－
ＭＩＭＯ方式によって第２基地局１１０－２から信号を受信することができる。第１基地
局１１０－１、第２基地局１１０－２および第３基地局１１０－３のそれぞれは、ＣｏＭ
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Ｐ方式に基づいて信号を第４端末１３０－４に伝送することができ、第４端末１３０－４
は、ＣｏＭＰ方式によって第１基地局１１０－１、第２基地局１１０－２および第３基地
局１１０－３から信号を受信することができる。複数の基地局１１０－１、１１０－２、
１１０－３、１２０－１、１２０－２のそれぞれは、自分のカバレッジ内に属した端末１
３０－１、１３０－２、１３０－３、１３０－４、１３０－５、１３０－６とキャリアア
グリゲーション方式に基づいて信号を送受信することができる。第１基地局１１０－１、
第２基地局１１０－２および第３基地局１１０－３のそれぞれは、第４端末１３０－４と
第５端末１３０－５間のＤ２Ｄ通信をコーディネーション（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）
することができ、第４端末１３０－４および第５端末１３０－５のそれぞれは、第２基地
局１１０－２および第３基地局１１０－３のそれぞれのコーディネーションによってＤ２
Ｄ通信を遂行することができる。
【００４４】
　一方、通信ネットワークは、ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐ
ｌｅｘ）方式、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）方式などを支援す
ることができる。ＦＤＤ方式に基づいたフレームは、「タイプ（ｔｙｐｅ）１フレーム」
と定義され得、ＴＤＤ方式に基づいたフレームは、「タイプ２フレーム」と定義され得る
。
【００４５】
　図３は、タイプ１フレームの一実施例を図示した概念図である。
【００４６】
　図３を参照すると、ラジオ（ｒａｄｉｏ）フレーム３００は、１０個のサブフレームを
含むことができ、サブフレームは、２個のスロット（ｓｌｏｔ）を含むことができる。し
たがって、ラジオフレーム６００は、２０個のスロット（例えば、スロット＃０、スロッ
ト＃１、スロット＃２、スロット＃３、…、スロット＃１８、スロット＃１９）を含むこ
とができる。ラジオフレーム３００の長さＴｆは１０ｍｓであり得る。サブフレームの長
さは１ｍｓであり得る。スロット長さ（Ｔｓｌｏｔ）は０．５ｍｓであり得る。ここで、
Ｔｓは１／３０，７２０，０００ｓであり得る。
【００４７】
　スロットは、時間領域で複数のＯＦＤＭシンボルで構成され得、周波数領域で複数の資
源ブロック（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ；ＲＢ）で構成され得る。資源ブロックは、
周波数領域で複数のサブキャリア（ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ）で構成され得る。スロットを
構成するＯＦＤＭシンボルの個数は、ＣＰ（ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）の構成により
変わり得る。ＣＰは、正規（ｎｏｒｍａｌ）ＣＰおよび拡張された（ｅｘｔｅｎｄｅｄ）
ＣＰに分類され得る。正規ＣＰが使われるとスロットは、７個のＯＦＤＭシンボルで構成
され得、この場合にサブフレームは、１４個のＯＦＤＭシンボルで構成され得る。拡張さ
れたＣＰが使われると、スロットは６個のＯＦＤＭシンボルで構成され得、この場合にサ
ブフレームは１２個のＯＦＤＭシンボルで構成され得る。
【００４８】
　図４は、タイプ２フレームの一実施例を図示した概念図である。
【００４９】
　図４を参照すると、ラジオフレーム４００は２個のハーフ（ｈａｌｆ）フレームを含む
ことができ、ハーフフレームは５個のサブフレームを含むことができる。したがって、ラ
ジオフレーム４００は１０個のサブフレームを含むことができる。ラジオフレーム４００
の長さＴｆは１０ｍｓであり得る。ハーフフレームの長さは５ｍｓであり得る。サブフレ
ームの長さは１ｍｓであり得る。ここで、Ｔｓは１／３０，７２０，０００ｓであり得る
。
【００５０】
　ラジオフレーム４００は、ダウンリンクサブフレーム、アップリンクサブフレームおよ
び特別（ｓｐｅｃｉａｌ）サブフレームを含むことができる。ダウンリンクサブフレーム
およびアップリンクサブフレームのそれぞれは、２個のスロットを含むことができる。ス
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ロット長さ（Ｔｓｌｏｔ）は０．５ｍｓであり得る。ラジオフレーム４００に含まれたサ
ブフレームのうち、サブフレーム＃１およびサブフレーム＃６のそれぞれは、特別サブフ
レームであり得る。特別サブフレームは、ダウンリンクパイロット時間スロット（ｄｏｗ
ｎｌｉｎｋ　ｐｉｌｏｔ　ｔｉｍｅ　ｓｌｏｔ；ＤｗＰＴＳ）、保護区間（ｇｕａｒｄ　
ｐｅｒｉｏｄ；ＧＰ）およびアップリンクパイロット時間スロット（ｕｐｌｉｎｋ　ｐｉ
ｌｏｔ　ｔｉｍｅ　ｓｌｏｔ；ＵｐＰＴＳ）を含むことができる。
【００５１】
　ダウンリンクパイロット時間スロットは、ダウンリンク区間と見なされ得、端末のセル
探索、時間および周波数同期獲得などのために使用され得る。保護区間は、ダウンリンク
データ受信遅延によって発生するアップリンクデータ伝送の干渉問題の解決のために使用
され得る。また、保護区間は、ダウンリンクデータの受信動作からアップリンクデータの
伝送動作に転換するために必要な時間を含むことができる。アップリンクパイロット時間
スロットは、アップリンクチャネル推定、時間および周波数同期獲得などのために使用さ
れ得る。
【００５２】
　特別サブフレームに含まれるダウンリンクパイロット時間スロット、保護区間およびア
ップリンクパイロット時間スロットのそれぞれの長さは、必要に応じて可変的に調節され
得る。また、ラジオフレーム４００に含まれるダウンリンクサブフレーム、アップリンク
サブフレームおよび特別サブフレームのそれぞれの個数および位置は、必要に応じて変更
され得る。
【００５３】
　図５は、本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノー
ドの動作方法を図示したフローチャートである。
【００５４】
　図５を参照すると、本発明の一実施例に係る通信ネットワークはＮＲ（ｎｅｗ　ｒａｄ
ｉｏ）通信システムを意味し得る。ＮＲ通信システムは、６ＧＨｚより低い（ｕｎｄｅｒ
　６ＧＨｚ）周波数だけでなく、６ＧＨｚ以上（ａｂｏｖｅ　６ＧＨｚ）の周波数でも通
信を支援する通信システムであり得る。このような、本発明の一実施例に係る通信ネット
ワークでシステム情報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を伝送する通信ノード
の動作方法は、基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）で遂行され得る。すなわち、本発明
の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノードは基地局を意味
し得る。
【００５５】
　まず、基地局は、通信ネットワークでシステム情報の要請時間およびシステム情報の伝
送時間についての情報を設定することができる（Ｓ１００）。ここで、システム情報の要
請時間についての情報は、通信ネットワークに含まれた少なくとも一つの端末でシステム
情報の要請が可能な時点についての情報を含むことができる。例えば、システム情報の要
請が可能な時点は、少なくとも一つの端末でシステム情報の要請のために基地局であらか
じめ設定された第１時点および少なくとも一つの端末でアップリンク（ｕｐｌｉｎｋ）伝
送が可能な第２時点のうち一つであり得る。
【００５６】
　また、システム情報の伝送時間は、基地局でシステム情報が伝送される時点についての
情報、および、基地局でシステム情報が伝送される少なくとも一つの時間区間（本発明で
は時間区間を時間ウインドウ（ｔｉｍｅ　ｗｉｎｄｏｗ）と称することもある）について
の情報のうち一つを含むことができる。例えば、システム情報が伝送される時点は、シス
テム情報を要請するメッセージが受信された時点からあらかじめ設定された時間後である
第１時点および基地局でシステム情報を周期的に伝送するためにあらかじめ設定された第
２時点のうち一つであり得る。また、システム情報が伝送される少なくとも一つの時間区
間は、一つの時間区間や複数の時間区間であり得る。この時、システム情報が伝送される
時間区間が複数の時間区間で設定される場合、複数の時間区間は、周期的または非周期的
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に設定され得る。
【００５７】
　その後、基地局は、設定された要請時間および伝送時間についての情報が含まれたメッ
セージをブロードキャスト方式に基づいて伝送することができる（Ｓ２００）。具体的に
は、基地局は、通信ネットワークに含まれた少なくとも一つの端末でシステム情報を要請
可能な要請時間についての情報および基地局でシステム情報が伝送される伝送時間につい
ての情報が含まれたメッセージを生成することができる。その後、基地局は、要請時間に
ついての情報および伝送時間についての情報が含まれたメッセージをブロードキャスト方
式に基づいて伝送することができる。
【００５８】
　例えば、システム情報の要請時間についての情報およびシステム情報の伝送時間につい
ての情報が含まれたメッセージは、通信ネットワークに含まれた少なくとも一つの端末で
常に必要なシステム情報を意味する最小限のシステム情報（ｍｉｎｉｍｕｍ－ＳＩ）が含
まれたメッセージを意味し得る。すなわち、システム情報の要請時間についての情報およ
びシステム情報の伝送時間についての情報は、基地局で伝送される最小限のシステム情報
に含まれて周期的に伝送され得る。また、システム情報の要請時間についての情報および
システム情報の伝送時間についての情報は、少なくとも一つの端末に対するＲＲＣパラメ
ーターの設定情報に含まれて伝送されてもよい。
【００５９】
　これに伴い、通信ネットワークに含まれた少なくとも一つの端末は、基地局でブロード
キャスト方式に基づいて伝送される要請時間についての情報および伝送時間についての情
報が含まれたメッセージを受信することができる。その後、通信ネットワークに含まれた
少なくとも一つの端末は、要請時間に基づいてシステム情報を要請するメッセージを基地
局に伝送することができる。具体的には、少なくとも一つの端末は、システム情報を要請
可能な要請時間についての情報からシステム情報を要請可能な時点を確認することができ
る。その後、少なくとも一つの端末は、確認された時点に基づいてシステム情報を要請す
るメッセージを基地局に伝送することができる。
【００６０】
　すなわち、システム情報の要請時間が示す時点が第１時点（少なくとも一つの端末でシ
ステム情報の要請のためにあらかじめ設定された時点）である場合、少なくとも一つの端
末は、システム情報を要請するメッセージを第１時点で伝送することができる。その反面
、少なくとも一つの端末は、システム情報の要請時間が示す時点が第２時点（少なくとも
一つの端末でアップリンク伝送が可能な時点）である場合、システム情報を要請するメッ
セージを第２時点で伝送することができる。
【００６１】
　この時、通信ネットワークに含まれた少なくとも一つの端末に伝送されるシステム情報
を要請するメッセージは、少なくとも一つの端末で伝送されるスケジューリング要請（Ｓ
Ｒ、ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージおよびＲＡＣＨプリアンブル（
ＲＡＣＨ　ｐｒｅａｍｂｌｅ）などのような形態であり得る。また、少なくとも一つの端
末で伝送されるシステム情報を要請するメッセージは、システム情報を要請するために生
成された別途のメッセージでもよい。例えば、少なくとも一つの端末で伝送されるシステ
ム情報を要請するメッセージがＲＡＣＨプリアンブルに基づいて伝送される場合、ＲＡＣ
Ｈプリアンブルは、無競争（ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ－ｆｒｅｅ）基盤のＲＡＣＨプリアン
ブルであり得る。
【００６２】
　その後、基地局は、少なくとも一つの端末から要請時間に基づいてシステム情報を要請
するメッセージを受信することができる（Ｓ３００）。すなわち、基地局で受信されるシ
ステム情報を要請するメッセージは、システム情報の要請時間が示す時点である第１時点
および第２時点のうち一つの時点で受信され得る。
【００６３】
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　その後、基地局は、伝送時間に基づいてシステム情報が含まれたメッセージを少なくと
も一つの端末に伝送することができる（Ｓ４００）。具体的には、基地局は、システム情
報が伝送される伝送時間をシステム情報が伝送される時点に設定した場合、設定された時
点である第１時点および第２時点のうち一つの時点でシステム情報が含まれたメッセージ
を少なくとも一つの端末に伝送することができる。
【００６４】
　その反面、基地局は、システム情報が伝送される伝送時間をシステム情報が伝送される
少なくとも一つの区間に設定した場合、設定された少なくとも一つの区間にシステム情報
が含まれたメッセージを少なくとも一つの端末に伝送することができる。この時、基地局
は、少なくとも一つの時間区間内に複数の重複バージョン（ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｖｅ
ｒｓｉｏｎ）に基づいてシステム情報が含まれたメッセージを少なくとも一つの端末に伝
送することができる。
【００６５】
　これに伴い、少なくとも一つの端末は、伝送時間に基づいて基地局からシステム情報が
含まれたメッセージを受信することができる。すなわち、少なくとも一つの端末で受信さ
れるシステム情報が含まれたメッセージは、システム情報の伝送時間が示す時点および伝
送区間のうち一つに受信され得る。具体的には、少なくとも一つの端末は、システム情報
の伝送時間が示す時点および伝送区間のうち一つでシステム情報の受信に対するモニタリ
ング（ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）を遂行することができる。例えば、少なくとも一つの端末
は、基地局のＰＨＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈ
ａｎｎｅｌ）のＳＩ－ＲＮＴＩ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－ＲＮＴＩ）を
モニタリングすることができる。
【００６６】
　例えば、少なくとも一つの端末は、システム情報の伝送時間が伝送区間を示し、システ
ム情報が含まれたメッセージがシステム情報の伝送時間が示す伝送区間に受信され得る。
このような場合、少なくとも一つの端末は、少なくとも一つの時間区間内に複数の重複バ
ージョンに基づいてシステム情報が含まれたメッセージを受信することができる。
【００６７】
　一方、図５を参照して説明された本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム
情報を伝送する基地局は、システム情報を要請可能な時点を第１時点または第２時点（少
なくとも一つの端末でアップリンク伝送が可能な時点）で設定可能なものと説明された。
しかし、基地局はシステム情報を要請可能な時点である第１時点または第２時点を設定し
なくてもよい。
【００６８】
　このような場合、基地局は、段階Ｓ１００でシステム情報の伝送時間についての情報の
み設定することができ、段階Ｓ２００でシステムの伝送時間についての情報のみが含まれ
たメッセージをブロードキャスト方式で伝送することができる。これに伴い、少なくとも
一つの端末は、システム情報の要請時間についての情報を獲得することができなくなる。
このような場合、少なくとも一つの端末は、図５を参照して説明された第２時点と同様に
アップリンク伝送が可能な時点でシステム情報を要請するメッセージを端末に伝送するこ
とができる。
【００６９】
　以下では、図５を参照して説明された本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシス
テム情報を伝送する通信ノードの動作方法に対する複数の実施例（第１実施例～第６実施
例）を図６～図１１を参照して具体的に説明する。
【００７０】
　図６は、本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノー
ドの動作方法についての第１実施例を図示した概念図である。
【００７１】
　図６を参照すると、本発明の一実施例に係る通信ネットワークは、システム情報を伝送



(15) JP 2019-528642 A 2019.10.10

10

20

30

40

50

する基地局６１０および複数の端末６２１～６２７を含むことができる。複数の端末は、
第１端末６２１、第２端末６２２、第３端末６２３、第４端末６２４、第５端末６２５お
よび第６端末６２６を含むことができる。通信ネットワークに含まれた基地局６１０およ
び複数の端末６２１～６２７は、図１を参照して説明された基地局および端末を意味し得
、図２を参照して説明された通信ノードの構造と類似または同じ構造を有し得る。
【００７２】
　まず、通信ネットワークで複数の端末６２１～６２７は、複数の端末６２１～６２７の
それぞれでシステム情報を要請するメッセージを生成することができ、システム情報を要
請するメッセージを基地局６１０に伝送することができる。具体的には、複数の端末６２
１～６２７は、複数の端末６２１のそれぞれでアップリンク伝送が可能な時点でシステム
情報を要請するメッセージを基地局６１０に伝送することができる。すなわち、システム
情報を要請するメッセージがアップリンク伝送が可能な時点で伝送されることは、システ
ム情報を要請可能な時点があらかじめ設定されていないか、アップリンク伝送が可能な時
点がシステム情報を要請可能な時点にあらかじめ設定されたことを意味し得る。
【００７３】
　これに伴い、基地局６１０は、複数の端末６２１～６２７のそれぞれのアップリンク伝
送が可能な時点で、複数の端末６２１～６２７のそれぞれからシステム情報を要請するメ
ッセージを受信することができる。その後、基地局６１０は、システム情報を要請するメ
ッセージが受信された時点からあらかじめ設定された時間後である時点で各端末にシステ
ム情報が含まれたメッセージを伝送することができる。すなわち、システム情報が含まれ
たメッセージがシステム情報を要請するメッセージが受信された時点からあらかじめ設定
された時間後である時点で伝送されることは、システム情報が伝送される時点が図５を参
照して説明された伝送時間に相応する第１時点に設定されたことを意味し得る。
【００７４】
　例えば、基地局６１０は、第１端末６２１からシステム情報を要請するメッセージを第
１時点で受信することができる。その後、基地局６１０は、第１端末６２１からシステム
情報を要請するメッセージが受信された第１時点からあらかじめ設定された時間後である
第２時点でシステム情報が含まれたメッセージを第１端末６２１に伝送することができる
。また、基地局６１０は、第２端末６２２からシステム情報を要請するメッセージを第３
時点で受信することができる。その後、基地局６１０は、第２端末６２２からシステム情
報を要請するメッセージが受信された第３時点からあらかじめ設定された時間後である第
４時点で、システム情報が含まれたメッセージを第２端末６２２に伝送することができる
。このような方法を通じて、基地局６１０は、複数の端末６２１～６２７のそれぞれにシ
ステム情報が含まれたメッセージを伝送することができる。
【００７５】
　図７は、本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノー
ドの動作方法についての第２実施例を図示した概念図である。
【００７６】
　図７を参照すると、本発明の一実施例に係る通信ネットワークは、図６を参照して説明
した通り、システム情報を伝送する基地局６１０および複数の端末６２１～６２７を含む
ことができる。まず、通信ネットワークに含まれた複数の端末６２１～６２７は、複数の
端末６２１～６２７のそれぞれでシステム情報を要請するメッセージを生成することがで
き、システム情報を要請するメッセージを基地局６１０に伝送することができる。具体的
には、複数の端末６２１～６２７は、複数の端末６２１のそれぞれでアップリンク伝送が
可能な時点でシステム情報を要請するメッセージを基地局６１０に伝送することができる
。すなわち、システム情報を要請するメッセージがアップリンク伝送が可能な時点で伝送
されることは、図６と同様にシステム情報を要請可能な時点があらかじめ設定されていな
いか、アップリンク伝送が可能な時点がシステム情報を要請可能な時点にあらかじめ設定
されたことを意味し得る。
【００７７】
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　これに伴い、基地局６１０は、複数の端末６２１～６２７のそれぞれのアップリンク伝
送が可能な時点で、複数の端末６２１～６２７のそれぞれからシステム情報を要請するメ
ッセージを受信することができる。その後、基地局６１０は、システム情報が伝送される
時点にあらかじめ設定された時点で、システム情報が含まれたメッセージを複数の端末６
２１～６２７に伝送することができる。すなわち、システム情報が含まれたメッセージが
システム情報が伝送されるあらかじめ設定された時点で伝送されることは、システム情報
が伝送される時点が図５を参照して説明された伝送時間に相応する第２時点に設定された
ことを意味し得る。
【００７８】
　例えば、第１端末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３は、第１端末６２１、
第２端末６２２および第３端末６２３のそれぞれのアップリンク伝送が可能な時点でシス
テム情報を要請するメッセージを生成することができ、システム情報を要請するメッセー
ジを基地局６１０に伝送することができる。これに伴い、基地局６１０は、第１端末６２
１、第２端末６２２および第３端末６２３から第１端末６２１、第２端末６２２および第
３端末６２３のそれぞれのアップリンク伝送が可能な時点で順次システム情報を要請する
メッセージを受信することができる。その後、基地局６１０は、システム情報が伝送され
るあらかじめ設定された時点が経過する場合、あらかじめ設定された時点でシステム情報
が含まれたメッセージを第１端末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３に伝送す
ることができる。
【００７９】
　その後、第４端末６２４、第５端末６２５、第６端末６２６および第７端末６２７は、
第４端末６２４、第５端末６２５、第６端末６２６および第７端末６２７のそれぞれのア
ップリンク伝送が可能な時点でシステム情報を要請するメッセージを生成することができ
、システム情報を要請するメッセージを基地局６１０に伝送することができる。これに伴
い、基地局６１０は、第４端末６２４、第５端末６２５、第６端末６２６および第７端末
６２７から第４端末６２４、第５端末６２５、第６端末６２６および第７端末６２７のそ
れぞれのアップリンク伝送が可能な時点で、順次システム情報を要請するメッセージを受
信することができる。その後、基地局６１０は、システム情報が伝送されるあらかじめ設
定された時点が経過する場合、あらかじめ設定された時点でシステム情報が含まれたメッ
セージを第４端末６２４、第５端末６２５、第６端末６２６および第７端末６２７に伝送
することができる。このような方法を通じて、基地局６１０は、複数の端末６２１～６２
７それぞれにシステム情報が含まれたメッセージを伝送することができる。
【００８０】
　図８は、本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノー
ドの動作方法についての第３実施例を図示した概念図である。図８を参照すると、本発明
の一実施例に係る通信ネットワークは、システム情報を伝送する基地局６１０、少なくと
も一つの端末を含む第１グループ６２０－１および第２グループ６２０－２を含むことが
できる。例えば、第１グループ６２０－１は、図６～図７を参照して説明された第１端末
６２１、第２端末６２２および第３端末６２３を含むことができる。また、第２グループ
６２０－２は、図６～図７を参照して説明された第４端末６２４、第５端末６２５、第６
端末６２６および第７端末６２７を含むことができる。
【００８１】
　まず、第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３
端末６２３は、システム情報を要請可能な時点にあらかじめ設定された時点でシステム情
報を要請するメッセージを生成することができ、システム情報を要請するメッセージを基
地局６１０に伝送することができる。すなわち、システム情報を要請するメッセージがあ
らかじめ設定された時点で伝送されることは、システム情報を要請可能な時点が基地局６
１０であらかじめ設定され、あらかじめ設定された時点についての情報を基地局６１０か
ら獲得した状態であることを意味し得る。
【００８２】
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　これに伴い、基地局６１０は、システム情報を要請可能な時点にあらかじめ設定された
時点で、第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３
端末６２３からシステム情報を要請するメッセージを受信することができる。その後、基
地局６１０は、システム情報が伝送される時点にあらかじめ設定された時点でシステム情
報を生成することができ、生成されたシステム情報が含まれたメッセージを第１グループ
６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３に伝送する
ことができる。
【００８３】
　このような方法を通じて、基地局６１０はシステム情報を要請可能な時点にあらかじめ
設定された時点で、第２グループ６２０－２に含まれた第４端末６２４、第５端末６２５
、第６端末６２６および第７端末６２７からシステム情報を要請するメッセージを受信す
ることができ、システム情報が伝送される時点にあらかじめ設定された時点で、第２グル
ープ６２０－２に含まれた第４端末６２４、第５端末６２５、第６端末６２６および第７
端末６２７にシステム情報が含まれたメッセージを伝送することができる。
【００８４】
　図９は、本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノー
ドの動作方法についての第４実施例を図示した概念図である。
【００８５】
　図９を参照すると、本発明の一実施例に係る通信ネットワークは、システム情報を伝送
する基地局６１０および少なくとも一つの端末を含む第１グループ６２０－１を含むこと
ができる。例えば、第１グループ６２０－１は、図６～図７を参照して説明された第１端
末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３を含むことができる。
【００８６】
　まず、第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３
端末６２３は、システム情報を要請可能な時点にあらかじめ設定された時点でシステム情
報を要請するメッセージを生成することができ、システム情報を要請するメッセージを基
地局６１０に伝送することができる。すなわち、システム情報を要請するメッセージがあ
らかじめ設定された時点で伝送されることは、システム情報を要請可能な時点が基地局６
１０であらかじめ設定され、あらかじめ設定された時点についての情報を基地局６１０か
ら獲得した状態であることを意味し得る。
【００８７】
　これに伴い、基地局６１０は、システム情報を要請可能な時点にあらかじめ設定された
時点で、第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３
端末６２３からシステム情報を要請するメッセージを受信することができる。その後、基
地局６１０は、システム情報が伝送される時間区間にあらかじめ設定された少なくとも一
つの時間区間（図９では一つの時間区間に設定）にシステム情報を生成することができ、
生成されたシステム情報が含まれたメッセージを第１グループ６２０－１に含まれた第１
端末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３に伝送することができる。
【００８８】
　具体的には、基地局６１０でシステム情報が伝送される時間区間は、第１グループ６２
０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３からシステム情
報を要請するメッセージが受信された時点からあらかじめ設定された時間後から開始され
得る。この時、基地局６１０は、システム情報が伝送される時間区間内で任意の地点でシ
ステム情報が含まれたメッセージを伝送することができる。
【００８９】
　ただし、基地局６１０は、システム情報が含まれたメッセージを伝送するためのダウン
リンク資源が確保されていない状態である場合、システム情報が伝送される時間区間内で
システム情報が含まれたメッセージを伝送するためのダウンリンク資源が確保される時点
で、システム情報が含まれたメッセージを伝送することができる。すなわち、基地局６１
０でシステム情報が伝送される時点は、ダウンリンク資源が確保される時点を意味し得る



(18) JP 2019-528642 A 2019.10.10

10

20

30

40

50

。
【００９０】
　また、基地局６１０は、システム情報が伝送される時間区間にあらかじめ設定された少
なくとも一つの時間区間で、システム情報が含まれたメッセージを複数の重複バージョン
に基づいて伝送することができる。これに伴い、第１グループ６２０－１に含まれた第１
端末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３は、システム情報が含まれたメッセー
ジに対する複数の重複バージョンのうち一つのみを受信してもシステム情報を獲得するこ
とができる。
【００９１】
　一方、本発明の一実施例に係る通信ネットワークで基地局６１０は、システム情報が伝
送される複数の時間区間を設定することもできる。このような場合、基地局６１０は、複
数の時間区間をあらかじめ設定された周期に基づいて設定することができる。すなわち、
複数の時間区間は、あらかじめ設定された周期に基づいて周期的に設定され得る。この時
、基地局６１０は、複数の時間区間のそれぞれで複数の重複バージョンに基づいてシステ
ム情報が含まれたメッセージを伝送することができる。
【００９２】
　例えば、基地局６１０は、複数の時間区間のうち、第１時間区間で第１重複バージョン
に基づいてシステム情報が含まれたメッセージを伝送することができる。また、基地局６
１０は、複数の時間区間のうち、第１時間区間以降の時間区間である第２時間区間で第１
重複バージョンとことなる第２重複バージョンに基づいてシステム情報が含まれたメッセ
ージを伝送することができる。すなわち、基地局６１０は、複数の時間に対して互いに異
なる重複バージョンに基づいてシステム情報が含まれたメッセージを伝送することができ
る。
【００９３】
　図１０は、本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノ
ードの動作方法についての第５実施例を図示した概念図である。
【００９４】
　図１０を参照すると、本発明の一実施例に係る通信ネットワークは、システム情報を伝
送する基地局６１０および少なくとも一つの端末を含む第１グループ６２０－１を含むこ
とができる。例えば、第１グループ６２０－１は、図６～図７を参照して説明された第１
端末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３を含むことができる。
【００９５】
　まず、第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３
端末６２３は、システム情報を要請可能な時点にあらかじめ設定された時点でシステム情
報を要請するメッセージを生成することができ、システム情報を要請するメッセージを基
地局６１０に伝送することができる。この時、通信ネットワークに含まれた複数の端末の
うち、あらかじめ設定された時点でシステム情報を要請できなかった端末６２０－３が存
在し得る。すなわち、システム情報を要請するメッセージがあらかじめ設定された時点で
伝送されることは、システム情報を要請可能な時点が基地局６１０であらかじめ設定され
、あらかじめ設定された時点についての情報を基地局６１０から獲得した状態であること
を意味し得る。
【００９６】
　これに伴い、基地局６１０は、システム情報を要請可能な時点にあらかじめ設定された
時点で、第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３
端末６２３からシステム情報を要請するメッセージを受信することができる。その後、基
地局６１０は、システム情報が伝送される時点にあらかじめ設定された時点でシステム情
報を生成することができ、生成されたシステム情報が含まれたメッセージを第１グループ
６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３に伝送する
ことができる。
【００９７】
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　この時、システム情報を要請できなかった端末６２０－３は、基地局６１０にシステム
情報を要請することができなかったが、基地局６１０でシステム情報が含まれたメッセー
ジが伝送される伝送時間についての情報をあらかじめ獲得した場合、基地局６１０で伝送
されるシステム情報が含まれたメッセージを受信することができる。このような方法を通
じて、通信ネットワークで基地局６１０にシステム情報を要請できなかった端末６２０－
３は、基地局６１０で伝送されるシステム情報が含まれたメッセージを受信することがで
きる。
【００９８】
　図１１は、本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノ
ードの動作方法についての第６実施例を図示した概念図である。
【００９９】
　図１１を参照すると、図１０を参照すると、本発明の一実施例に係る通信ネットワーク
は、システム情報を伝送する基地局６１０および少なくとも一つの端末を含む第１グルー
プ６２０－１を含むことができる。例えば、第１グループ６２０－１は、図６～図７を参
照して説明された第１端末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３を含むことがで
きる。
【０１００】
　まず、第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３
端末６２３は、システム情報を要請可能な時点にあらかじめ設定された時点でシステム情
報を要請するメッセージを生成することができ、システム情報を要請するメッセージを基
地局６１０に伝送することができる。ここで、あらかじめ設定された時点でシステム情報
を要請するメッセージは、アップリンク制御チャネルであるＰＵＣＣＨを通じて伝送され
るスケジューリング要請メッセージに基づいて使用され得る。すなわち、あらかじめ設定
された時点で要請されるシステム情報は、アップリンク制御チャネルであるＰＵＣＣＨを
通じて伝送されるスケジューリング要請メッセージを通じて要請され得る。
【０１０１】
　これに伴い、基地局６１０は、システム情報を要請可能な時点にあらかじめ設定された
時点で、第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３
端末６２３からシステム情報を要請するメッセージを受信することができる。この時、通
信ネットワークに含まれた複数の端末のうち、あらかじめ設定された時点でシステム情報
を要請できなかった端末６２０－３が存在し得る。このように、システム情報を要請でき
なかった端末６２０－３は、システム情報を要請可能なあらかじめ設定された時点ではな
い任意の時間を通じてシステム情報を要請することができる。例えば、システム情報を要
請可能なあらかじめ設定された時点ではない任意の時間を通じてシステム情報を要請する
場合、システム情報を要請できなかった端末は、アップリンクデータチャネルであるＰＵ
ＳＣＨを通じてピギーバック（ｐｉｇｇｙｂａｃｋ）方式でシステム情報を要請するメッ
セージを伝送することができる。
【０１０２】
　これに伴い、基地局６１０はシステム情報を要請できなかった端末６２０－３からシス
テム情報を要請するメッセージを受信することができる。その後、基地局６１０はシステ
ム情報が伝送される時点にあらかじめ設定された時点でシステム情報を生成することがで
き、生成されたシステム情報が含まれたメッセージを第１グループ６２０－１に含まれた
第１端末６２１、第２端末６２２、第３端末６２３およびシステム情報を要請できなかっ
た端末６２０－３に伝送することができる。
【０１０３】
　このような方法を通じて、通信ネットワークに含まれた複数の端末は、あらかじめ設定
された時点でシステム情報を要請するメッセージを伝送する場合、アップリンク制御チャ
ネルであるＰＵＣＣＨに基づいてシステム情報を要請するメッセージを基地局６１０に伝
送することができる。また、通信ネットワークに含まれた複数の端末は、任意の時間を通
じてシステム情報を要請するメッセージを伝送する場合、アップリンクデータチャネルで
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あるＰＵＳＣＨに基づいてシステム情報を要請するメッセージを基地局６１０に伝送する
ことができる。
【０１０４】
　一方、本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を要請できなかった端
末６２０－３がＰＵＳＣＨに基づいてシステム情報を要請するもので説明されたが、必ず
しもこれに限定されるものではない。すなわち、本発明の一実施例に係る通信ネットワー
クに含まれた複数の端末のうち、システム情報を要請できなかった端末６２０－３以外の
少なくとも一つの端末は、ＰＵＳＣＨに基づいてシステム情報を要請するメッセージを基
地局６１０に伝送することもできる。
【０１０５】
　図１２は、本発明の他の実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信
ノードの動作方法を図示したフローチャートである。
【０１０６】
　図１２を参照すると、本発明の他の実施例に係る通信ネットワークは、図５を参照して
説明された通信ネットワークと同じであり得る。すなわち、本発明の他の実施例に係る通
信ネットワークは、６ＧＨｚより低い（ｕｎｄｅｒ　６ＧＨｚ）周波数だけでなく、６Ｇ
Ｈｚ以上（ａｂｏｖｅ　６ＧＨｚ）の周波数でも通信を支援するＮＲ通信システムを意味
し得る。このような、本発明の他の実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送
する通信ノードの動作方法は、基地局で遂行され得る。すなわち、本発明の他の実施例に
係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信ノードは基地局を意味し得る。
【０１０７】
　まず、基地局は、通信ネットワークで少なくとも一つの端末を含む複数のグループから
システム情報を要請するメッセージを受信することができる（Ｓ１２１０）。ここで、複
数のグループは、少なくとも一つの端末を含む第１グループおよび少なくとも一つの端末
を含む第２グループを含むことができる。また、ここで、複数のグループは、システム情
報を要請可能なあらかじめ設定された時点でシステム情報を要請するメッセージを伝送す
る端末別に区分され得る。例えば、第１グループに含まれた少なくとも一つの端末は、あ
らかじめ設定された時点である第１時点でシステム情報を要請可能な端末であり得、第１
時点に要請可能な第１システム情報が必要な端末であり得る。また、第２グループに含ま
れた少なくとも一つの端末は、あらかじめ設定された時点である第２時点でシステム情報
を要請可能な端末であり得、第２時点に要請可能な第２システム情報が必要な端末であり
得る。すなわち、第１グループに含まれた少なくとも一つの端末および第２グループに含
まれた少なくとも一つの端末は、互いに同じであってもよく、互いに異なってもよい。
【０１０８】
　ここで、システム情報を要請するメッセージがあらかじめ設定された時点で伝送される
ことは、基地局によってシステム情報を要請可能な時点があらかじめ設定され、あらかじ
め設定された時点についての情報を通信ネットワークに含まれた複数の端末があらかじめ
獲得した状態であることを意味し得る。例えば、基地局は、第１システム情報の要請のた
めの第１時点および第２システム情報の要請のための第２時点をあらかじめ設定すること
ができる。その後、基地局は、各システム情報の要請のために設定された時点についての
情報（要請時間についての情報を意味し得る）を、通信ネットワークに含まれた複数の端
末にあらかじめ伝送することができる。
【０１０９】
　また、システム情報を要請するメッセージを伝送するために使われる資源（ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ）は、基地局であらかじめ設定され得、あらかじめ設定された資源についての情報
は、通信ネットワークに含まれた複数の端末にあらかじめ伝送することができる。例えば
、端末でシステム情報を要請するメッセージを伝送するために使われる資源は、ＲＡＣＨ
プリアンブルであり得、システム情報の要請のために設定された時点についての情報とと
もに伝送され得る。
【０１１０】
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　具体的には、基地局は、第１システム情報の要請のための第１時点および第２システム
情報の要請のための第２時点を同一に設定する場合、第１システム情報の要請のために使
われるＲＡＣＨプリアンブルおよび第２システム情報の要請のために使われるＲＡＣＨプ
リアンブルを互いに異なるように設定することができる。また、第１システム情報の要請
のための第１時点および第２システム情報の要請のための第２時点を互いに異なるように
設定する場合、第１システム情報の要請のために使われるＲＡＣＨプリアンブルおよび第
２システム情報の要請のために使われるＲＡＣＨプリアンブルを同一に設定することがで
きる。これに伴い、複数のグループから受信されるシステム情報を要請するメッセージは
、システム情報の要請のためにあらかじめ設定された時点についての情報および資源につ
いての情報に基づいて受信され得る。
【０１１１】
　その後、基地局は、複数のグループのそれぞれに対するシステム情報の伝送のための複
数のパラメーターを設定することができる（Ｓ１２２０）。基地局で設定される複数のパ
ラメーターは、システム情報が伝送される伝送時間およびシステム情報の伝送に使われる
識別子（ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を含むことができる。ここで、識別子は、システム情報
の伝送に使われるＳＩ－ＲＮＴＩであり得る。具体的には、基地局は、複数のグループに
含まれた第１グループに対する第１システム情報および複数のグループに含まれた第２グ
ループに対する第２システム情報に対する伝送時間および識別子を第１システム情報およ
び第２システム情報が区分されるように設定することができる。
【０１１２】
　例えば、基地局は、第１システム情報の伝送時間および第２システム情報の伝送時間を
同一に設定する場合、第１システム情報および第２システム情報のそれぞれの識別子を互
いに異なるように設定することができる。その反面、基地局は、第１システム情報の伝送
時間および第２システム情報の伝送時間を互いに異なるように設定する場合、第１システ
ム情報および第２システム情報のそれぞれの識別子を互いに同一に設定することができる
。
【０１１３】
　その後、基地局は、設定された複数のパラメーターに基づいて複数のグループに対する
システム情報が含まれたメッセージを伝送することができる（Ｓ１２３０）。具体的には
、基地局は、第１システム情報の伝送時間および第２システム情報の伝送時間を同一に設
定する場合、互いに異なる識別子を有する第１システム情報および第２システム情報のそ
れぞれが含まれたメッセージを生成することができ、生成されたメッセージを伝送するこ
とができる。その反面、基地局は、第１システム情報の伝送時間および第２システム情報
の伝送時間が互いに異なるように設定する場合、同じ識別子を有する第１システム情報お
よび第２システム情報のそれぞれが含まれたメッセージを生成することができ、生成され
たメッセージを伝送することができる。
【０１１４】
　これに伴い、複数のグループのそれぞれに含まれた少なくとも一つの端末は、基地局か
ら伝送されるシステム情報が含まれたメッセージを受信することができる。この時、複数
のグループのそれぞれに含まれた少なくとも一つの端末は、第１グループに対する第１シ
ステム情報の伝送時間および第２グループに対する第２システム情報の伝送時間が同じで
ある場合、システム情報の伝送に使われる識別子であるＳＩ－ＲＮＴＩをモニタリングす
ることができ、これを通じてシステム情報を識別することができる。
【０１１５】
　図１２を参照して説明された本発明の他の実施例に係る通信ネットワークでシステム情
報を伝送する基地局は、システム情報が伝送される伝送時間を複数のグループからシステ
ム情報を要請するメッセージを受信した後に設定するものと説明されたが、これに限定さ
れるものではない。すなわち、通信ネットワークで基地局は、システム情報を要請するメ
ッセージを受信する前にシステム情報が伝送される伝送時間についての情報（例えば、複
数のグループのシステム情報に対する伝送時間の同一の有無）をあらかじめ設定すること
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ができ、設定された伝送時間についての情報を複数のグループに伝送した状態であり得る
。以下では、図１２を参照して説明された基地局で互いに異なる伝送時間にシステム情報
が含まれたメッセージを伝送する方法で、システム情報が互いに異なる伝送時間に伝送さ
れる実施例が図１３を参照して具体的に説明され得る。
【０１１６】
　図１３は、本発明の他の実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を伝送する通信
ノードの動作方法を図示した概念図である。
【０１１７】
　図１３を参照すると、本発明の他の実施例に係る通信ネットワークは、図８を参照して
説明された通信ネットワークと同じであり得る。すなわち、本発明の他の実施例に係る通
信ネットワークは、システム情報を伝送する基地局６１０、少なくとも一つの端末を含む
第１グループ６２０－１および第２グループ６２０－２を含むことができる。例えば、第
１グループ６２０－１は、図６～図７を参照して説明された第１端末６２１、第２端末６
２２および第３端末６２３を含むことができる。また、第２グループ６２０－２は、図６
～図７を参照して説明された第４端末６２４、第５端末６２５、第６端末６２６および第
７端末６２７を含むことができる。ここで、第１グループ６２０－１に含まれる少なくと
も一つの端末および第２グループ６２０－２に含まれる少なくとも一つの端末が互いに異
なるものと説明されたが、これに限定されるものではない。換言すると、第１グループ６
２０－１に含まれる少なくとも一つの端末および第２グループ６２０－２に含まれる少な
くとも一つの端末は、図１２を参照して説明された通り、互いに同じ端末であるか一部の
端末のみ同じであってもよい。
【０１１８】
　すなわち、第１グループ６２０－１に含まれた少なくとも一つの端末は、第１システム
情報の要請が可能なあらかじめ設定された第１時点についての情報をあらかじめ獲得した
状態であり得、第１システム情報が必要な端末であり得る。また、第２グループ６２０－
２に含まれた少なくとも一つの端末は、第２システム情報の要請が可能なあらかじめ設定
された第２時点についての情報をあらかじめ獲得した状態であり得、第２システム情報が
必要な端末であり得る。
【０１１９】
　まず、第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３
端末６２３は、システム情報を要請可能な時点にあらかじめ設定された第１時点で第１シ
ステム情報を要請するメッセージを生成することができ、第１システム情報を要請するメ
ッセージを基地局６１０に伝送することができる。すなわち、第１システム情報を要請す
るメッセージがあらかじめ設定された第１時点で伝送されることは、システム情報を要請
可能な第１時点が基地局６１０であらかじめ設定され、あらかじめ設定された第１時点に
ついての情報を基地局６１０から獲得した状態であることを意味し得る。
【０１２０】
　これに伴い、基地局６１０は、システム情報を要請可能な時点にあらかじめ設定された
第１時点で第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第
３端末６２３から第１システム情報を要請するメッセージを受信することができる。その
後、基地局６１０は、システム情報が伝送される時点にあらかじめ設定された時点で、第
１システム情報を生成することができ、生成された第１システム情報が含まれたメッセー
ジを第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３端末
６２３に伝送することができる。
【０１２１】
　このような方法を通じて、基地局６１０は、システム情報を要請可能な時点にあらかじ
め設定された第２時点で第２グループ６２０－２に含まれた第４端末６２４、第５端末６
２５、第６端末６２６および第７端末６２７から第２システム情報を要請するメッセージ
を受信することができ、システム情報が伝送される時点にあらかじめ設定された時点で、
第２グループ６２０－２に含まれた第４端末６２４、第５端末６２５、第６端末６２６お
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よび第７端末６２７で第２システム情報が含まれたメッセージを伝送することができる。
【０１２２】
　この時、第１グループ６２０－１に含まれた少なくとも一つの端末および第２グループ
６２０－２に含まれた少なくとも一つの端末は、第１システム情報を要請する時点および
第２システム情報を要請する時点が互いに異なるため、第１システム情報の要請に使われ
る資源であるＲＡＣＨプリアンブルおよび第２システム情報の要請に使われる資源である
ＲＡＣＨプリアンブルは互いに同じであり得る。また、基地局６１０は、第１システム情
報が伝送される時点と第２システム情報が伝送される時点が互いに異なるため、第１シス
テム情報の伝送に使われる識別子および第２システム情報の伝送に使われる識別子を互い
に同一に設定することができる。
【０１２３】
　本発明に係る方法は、多様なコンピュータ手段を通じて遂行され得るプログラム命令形
態で具現されてコンピュータ読み出し可能媒体に記録され得る。コンピュータ読み出し可
能媒体は、プログラム命令、データファイル、データ構造などを単独でまたは組み合わせ
て含むことができる。コンピュータ読み出し可能媒体に記録されるプログラム命令は、本
発明のために特別に設計されて構成されたものであるかコンピュータソフトウェア当業者
に公知とされて使用可能なものであり得る。
【０１２４】
　コンピュータ読み出し可能媒体の例には、ロム（ｒｏｍ）、ラム（ｒａｍ）、フラッシ
ュメモリ（ｆｌａｓｈ　ｍｅｍｏｒｙ）等のようにプログラム命令を保存して遂行するよ
うに特別に構成されたハードウェア装置が含まれる。プログラム命令の例にはコンパイラ
（ｃｏｍｐｉｌｅｒ）により作られるような機械語コードだけでなくインタープリタ（ｉ
ｎｔｅｒｐｒｅｔｅｒ）等を使ってコンピュータによって遂行され得る高級言語コードを
含む。前述したハードウェア装置は本発明の動作を遂行するために少なくとも一つのソフ
トウェアモジュールで作動するように構成され得、その逆も同じであり得る。
【０１２５】
　以上実施例を参照して説明したが、該当技術分野の熟練した当業者は、下記の特許請求
の範囲に記載された本発明の思想および領域から逸脱しない範囲内で本発明を多様に修正
および変更できることが理解できるはずである。
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【図１０】 【図１１】
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【手続補正書】
【提出日】平成31年2月22日(2019.2.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末において実行される、システム情報を受信するための方法であって、
　第１の最小限のシステム情報を基地局から受信し、
　前記第１の最小限のシステム情報によって示される少なくとも１つのシステム情報の要
請時間のうちの１つに従って物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）を介して前記
第１の最小限のシステム情報以外のシステム情報を前記基地局に要請し、
　前記第１の最小限のシステム情報によって示されるシステム情報の伝送時間に従って、
前記要請されたシステム情報を前記基地局から受信する、
　方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのシステム情報の要請時間のうちの１つは、前記要請されたシステ
ム情報の種類に従って選択される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのシステム情報の要請時間は、前記第１の最小限のシステム情報以
外の前記システム情報が要請されることを許容される時点を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのシステム情報の要請時間は、前記第１の最小限のシステム情報以
外の前記システム情報が要請されることを許可されるウィンドウを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記システム情報の要請において使用することが許可されている無競合（ｃｏｎｔｅｎ
ｔｉｏｎ－ｆｒｅｅ）のＰＲＡＣＨプリアンブルに関する情報を前記基地局から受信する
ことをさらに含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記要請されたシステム情報と第２の最小限のシステム情報とが同一の伝送時間の中で
受信される場合、前記要請されたシステム情報と前記第２の最小限のシステム情報に対し
てそれぞれ設定された識別子を用いることによって前記要請されたシステム情報が前記第
２の最小限のシステム情報から区別される、
　請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の最小限のシステム情報以外の前記システム情報は、前記ＰＲＡＣＨの代わり
に物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を介して要請される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　基地局において実行される、システム情報を伝送するための方法であって、
　第１の最小限のシステム情報を端末に伝送し、
　前記第１の最小限のシステム情報によって示される少なくとも１つのシステム情報の要
請時間のうちの１つに従って物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）を介して前記
第１の最小限のシステム情報以外のシステム情報の要請を前記端末から受信し、
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　前記第１の最小限のシステム情報によって示されるシステム情報の伝送時間に従って、
前記要請されたシステム情報を前記端末に伝送する、
　方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのシステム情報の要請時間のうちの１つは、前記要請されたシステ
ム情報の種類に従って選択される、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのシステム情報の要請時間は、前記第１の最小限のシステム情報以
外のシステム情報が要請されることを許容される時点を含む、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのシステム情報の要請時間は、その間に前記第１の最小限のシステ
ム情報以外の前記システム情報が要請されることを許可されるウィンドウを含む、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記要請の受信において使用することが許可されている無競合（ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ
－ｆｒｅｅ）のＰＲＡＣＨプリアンブルに関する情報を前記端末に伝送することをさらに
含む、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記要請されたシステム情報と第２の最小限のシステム情報とが同一の伝送時間の中で
伝送される場合、前記要請されたシステム情報と前記第２の最小限のシステム情報に対し
てそれぞれ設定された識別子を用いることによって前記要請されたシステム情報が前記第
２の最小限のシステム情報から区別される、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１の最小限のシステム情報以外の前記システム情報は、前記ＰＲＡＣＨの代わり
に物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を介して要請される、
　請求項８に記載の方法。
【手続補正書】
【提出日】平成31年3月26日(2019.3.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末において実行される、システム情報を受信するための方法であって、
　第１の最小限のシステム情報を基地局から受信し、
　前記第１の最小限のシステム情報によって示される少なくとも１つのシステム情報の要
求時間のうちの１つに従って物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）を介して前記
第１の最小限のシステム情報以外のシステム情報を前記基地局に要求し、
　前記第１の最小限のシステム情報によって示されるシステム情報の送信時間に従って、
前記要求されたシステム情報を前記基地局から受信する、
　方法。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのシステム情報の要求時間のうちの１つは、前記要求されたシステ
ム情報の種類に従って選択される、
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　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記少なくとも１つのシステム情報の要求時間は、前記第１の最小限のシステム情報以
外の前記システム情報が要求されることを許可される時点を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのシステム情報の要求時間は、前記第１の最小限のシステム情報以
外の前記システム情報が要求されることを許可されるウィンドウを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記システム情報の要求において使用することが許可されている無競合（ｃｏｎｔｅｎ
ｔｉｏｎ－ｆｒｅｅ）のＰＲＡＣＨプリアンブルに関する情報を前記基地局から受信する
ことをさらに含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記要求されたシステム情報と第２の最小限のシステム情報とが同一の送信時間の中で
受信される場合、前記要求されたシステム情報と前記第２の最小限のシステム情報に対し
てそれぞれ設定された識別子を用いることによって前記要求されたシステム情報が前記第
２の最小限のシステム情報から区別される、
　請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の最小限のシステム情報以外の前記システム情報は、前記ＰＲＡＣＨの代わり
に物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を介して要求される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　基地局において実行される、システム情報を送信するための方法であって、
　第１の最小限のシステム情報を端末に送信し、
　前記第１の最小限のシステム情報によって示される少なくとも１つのシステム情報の要
求時間のうちの１つに従って物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）を介して前記
第１の最小限のシステム情報以外のシステム情報の要求を前記端末から受信し、
　前記第１の最小限のシステム情報によって示されるシステム情報の送信時間に従って、
前記要求されたシステム情報を前記端末に送信する、
　方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのシステム情報の要求時間のうちの１つは、前記要求されたシステ
ム情報の種類に従って選択される、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのシステム情報の要求時間は、前記第１の最小限のシステム情報以
外のシステム情報が要求されることを許可される時点を含む、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つのシステム情報の要求時間は、その間に前記第１の最小限のシステ
ム情報以外の前記システム情報が要求されることを許可されるウィンドウを含む、
　請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記要求の受信において使用することが許可されている無競合（ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ
－ｆｒｅｅ）のＰＲＡＣＨプリアンブルに関する情報を前記端末に送信することをさらに
含む、
　請求項８に記載の方法。
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【請求項１３】
　前記要求されたシステム情報と第２の最小限のシステム情報とが同一の送信時間の中で
送信される場合、前記要求されたシステム情報と前記第２の最小限のシステム情報に対し
てそれぞれ設定された識別子を用いることによって前記要求されたシステム情報が前記第
２の最小限のシステム情報から区別される、
　請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１の最小限のシステム情報以外の前記システム情報は、前記ＰＲＡＣＨの代わり
に物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を介して要求される、
　請求項８に記載の方法。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信ネットワークでシステム情報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
）を送信する通信ノードの動作方法に関するものであって、より詳細には、通信ネットワ
ークでシステム情報の要求にしたがってシステム情報を送信する通信ノードの動作方法に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　通信ネットワークで、端末（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）は、一般的に基地局（ｂ
ａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）を通じてデータを送受信することができる。例えば、第２端末
に送信されるデータが存在する場合、第１端末は、第２端末に送信されるデータを含むメ
ッセージを生成することができ、生成されたメッセージを自分が属した第１基地局に送信
することができる。第１基地局は、第１端末からメッセージを受信することができ、受信
したメッセージの目的地が第２端末であることを確認することができる。第１基地局は、
確認された目的地である第２端末が属した第２基地局にメッセージを送信することができ
る。第２基地局は、第１基地局からメッセージを受信することができ、受信したメッセー
ジの目的地が第２端末であることを確認することができる。第２基地局は、確認された目
的地である第２端末にメッセージを送信することができる。第２端末は、第２基地局から
メッセージを受信することができ、受信したメッセージに含まれたデータを獲得すること
ができる。
【０００３】
　一方、通信ネットワークで、端末は、基地局から周期的に送信される同期信号（ｓｙｎ
ｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ｓｉｇｎａｌ）に基づいてダウンリンクと関連した情報（例
えば、周波数（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）、時間同期（ｔｉｍｅ　ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔ
ｉｏｎ）およびセルＩＤ（ｃｅｌｌ　ＩＤ）等）を獲得することができる。以降、端末は
、基地局に対する無線リンクを形成することができ、形成された無線リンクを通じて基地
局から送信されるシステム情報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を獲得するこ
とができる。以降、端末は、システム情報に基づいて基地局に対する接続手続きを遂行す
ることによって基地局に接続することができる。
【０００４】
　このように、基地局から送信されるシステム情報は、端末の要求にかかわらず周期的に
送信され得る。すなわち、通信ネットワークで、基地局は、システム情報に対する要求が
なくてもシステム情報を周期的に送信することになる。これに伴い、通信ネットワークで



(31) JP 2019-528642 A 2019.10.10

、基地局は、不要にシステム情報を送信し得、これによって無線資源を効率的に使用でき
ない問題がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記のような問題点を解決するための本発明の目的は、通信ネットワークでシステム情
報の要求にしたがってシステム情報を送信する通信ノードの動作方法を提供するところに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　前記目的を達成するための本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報（
ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を送信する基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ
）の動作方法であって、前記通信ネットワークで前記システム情報の要求時間および前記
システム情報の送信時間についての情報を設定する段階、前記設定された要求時間および
前記送信時間についての情報が含まれたメッセージをブロードキャスト（ｂｒｏａｄｃａ
ｓｔ）方式に基づいて送信する段階、前記通信ネットワークに含まれた少なくとも一つの
端末から前記要求時間に基づいて前記システム情報を要求するメッセージを受信する段階
および前記送信時間に基づいて前記システム情報が含まれたメッセージを前記少なくとも
一つの端末に送信する段階を含む。
【０００７】
　ここで、前記要求時間についての情報は、前記システム情報の要求が可能な時点につい
ての情報を含むことができる。
【０００８】
　ここで、前記システム情報の要求が可能な時点は、前記少なくとも一つの端末で前記シ
ステム情報の要求のためにあらかじめ設定された第１時点および前記少なくとも一つの端
末でアップリンク（ｕｐｌｉｎｋ）送信が可能な第２時点のうち一つであり得る。
【０００９】
　ここで、前記システム情報を要求するメッセージは、前記少なくとも一つの端末から前
記システム情報の要求が可能な時点で受信され得る。
【００１０】
　ここで、前記送信時間についての情報は、前記基地局で前記システム情報が送信される
時点についての情報および前記システム情報が送信される少なくとも一つの時間区間につ
いての情報のうち一つを含むことができる。
【００１１】
　ここで、前記システム情報が送信される時点は、前記システム情報を要求するメッセー
ジが受信された時点からあらかじめ設定された時間後である第１時点および前記基地局で
前記システム情報を周期的に送信するためにあらかじめ設定された第２時点のうち一つで
あり得る。
【００１２】
　ここで、前記システム情報が含まれたメッセージは、前記少なくとも一つの時間区間に
送信される場合、前記少なくとも一つの時間区間内に複数の重複バージョン（ｒｅｄｕｎ
ｄａｎｃｙ　ｖｅｒｓｉｏｎ）に基づいて送信され得る。
【００１３】
　前記目的を達成するための本発明の他の実施例に係る通信ネットワークでシステム情報
を送信する通信ノードの動作方法は、通信ネットワークでシステム情報（ｓｙｓｔｅｍ　
ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を送信する基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）の動作方法で
あって、前記通信ネットワークで少なくとも一つの端末を含む複数のグループから前記シ
ステム情報を要求するメッセージを受信する段階、前記複数のグループのそれぞれに対す
るシステム情報の送信のための複数のパラメーター（ｐａｒａｍｅｔｅｒ）を設定する段
階および前記設定された複数のパラメーターに基づいて前記複数のグループに対するシス
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テム情報が含まれたメッセージを送信する段階を含むことができる。
【００１４】
　ここで、前記システム情報を要求するメッセージは、前記システム情報の要求のために
前記基地局によってあらかじめ設定された資源（ｒｅｓｏｕｒｃｅ）のＲＡＣＨプリアン
ブルに基づいて送信され得る。
【００１５】
　ここで、前記複数のパラメーターは、前記システム情報が送信される送信時間および前
記システム情報の送信に使われる識別子（ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を含むことができる。
【００１６】
　ここで、前記複数のパラメーターを設定する段階は、前記複数のグループに含まれた第
１グループに対する第１システム情報および前記前記複数のグループに含まれた第２グル
ープに対する第２システム情報に対する送信時間および識別子を、前記第１システム情報
および前記第２システム情報が区分されるように設定することができる。
【００１７】
　ここで、前記複数のパラメーターを設定する段階は、前記第１システム情報および前記
第２システム情報の送信時間を同一に設定する場合、前記第１システム情報および前記第
２システム情報のそれぞれの識別子を互いに異なるように設定することができる。
【００１８】
　ここで、前記複数のパラメーターを設定する段階は、前記第１システム情報および前記
第２システム情報の送信時間を互いに異なるように設定する場合、前記第１システム情報
および前記第２システム情報のそれぞれの識別子を互いに同一に設定することができる。
【００１９】
　前記目的を達成するための本発明のさらに他の実施例に係る通信ネットワークでシステ
ム情報を送信する通信ノードの動作方法は、通信ネットワークでシステム情報（ｓｙｓｔ
ｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を受信する端末の動作方法であって、前記通信ネットワ
ークの基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）で送信される前記システム情報の要求時間お
よび前記システム情報の送信時間についての情報が含まれたメッセージを受信する段階、
前記要求時間に基づいて前記システム情報を要求するメッセージを前記基地局に送信する
段階および前記送信時間に基づいて前記基地局から前記システム情報が含まれたメッセー
ジを受信する段階を含む。
【００２０】
　ここで、前記要求時間についての情報は、前記システム情報の要求が可能な時点につい
ての情報を含むことができる。
【００２１】
　ここで、前記システム情報の要求が可能な時点は、前記端末で前記システム情報の要求
のためにあらかじめ設定された第１時点および前記端末でアップリンク（ｕｐｌｉｎｋ）
送信が可能な第２時点のうち一つであり得る。
【００２２】
　ここで、前記送信時間についての情報は、前記基地局で前記システム情報が送信される
時点についての情報および前記システム情報が送信される少なくとも一つの時間区間につ
いての情報のうち一つを含むことができる。
【００２３】
　ここで、前記システム情報が送信される時点は、前記システム情報を要求するメッセー
ジが前記基地局に受信された時点からあらかじめ設定された時間後である第１時点および
前記基地局で前記システム情報を周期的に送信するためにあらかじめ設定された第２時点
のうち一つであり得る。
【００２４】
　ここで、前記システム情報が含まれたメッセージは、前記送信時間についての情報に含
まれた前記システム情報が送信される時点および前記少なくとも一つの時間区間のうち一
つに基づいて受信され得る。
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【００２５】
　ここで、前記システム情報が含まれたメッセージは、前記少なくとも一つの時間区間に
受信される場合、前記少なくとも一つの時間区間内に複数の重複バージョン（ｒｅｄｕｎ
ｄａｎｃｙ　ｖｅｒｓｉｏｎ）に基づいて受信され得る。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によると、通信ネットワークで基地局の役割を遂行する通信ノードは、システム
情報が要求される場合にのみシステム情報を送信することによって無線資源を効率的に使
用できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】通信ネットワークの第１実施例を図示した概念図
【図２】通信ネットワークを構成する通信ノードの一実施例を図示したブロック図
【図３】タイプ１フレームの一実施例を図示した概念図
【図４】タイプ２フレームの一実施例を図示した概念図
【図５】本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信ノード
の動作方法を図示したフローチャート
【図６】本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信ノード
の動作方法についての第１実施例を図示した概念図
【図７】本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信ノード
の動作方法についての第２実施例を図示した概念図
【図８】本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信ノード
の動作方法についての第３実施例を図示した概念図
【図９】本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信ノード
の動作方法についての第４実施例を図示した概念図
【図１０】本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信ノー
ドの動作方法についての第５実施例を図示した概念図
【図１１】本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信ノー
ドの動作方法についての第６実施例を図示した概念図
【図１２】本発明の他の実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信ノ
ードの動作方法を図示したフローチャート
【図１３】本発明の他の実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信ノ
ードの動作方法を図示した概念図
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　本発明は多様な変更を加えることができ、多様な実施例を有することができるところ、
特定の実施例を図面に例示して詳細に説明する。しかし、これは本発明を特定の実施形態
に限定しようとするものではなく、本発明の思想および技術範囲に含まれるすべての変更
、均等物乃至代替物を含むものと理解されるべきである。
【００２９】
　第１、第２等の用語は、多様な構成要素の説明に使用され得るが、前記構成要素は前記
用語によって限定されてはならない。前記用語は一つの構成要素を他の構成要素から区別
する目的でのみ使われる。例えば、本発明の権利範囲を逸脱することなく第１構成要素は
第２構成要素と命名され得、同様に第２構成要素も第１構成要素と命名され得る。および
／またはという用語は複数の関連した記載された項目の組み合わせまたは複数の関連した
記載された項目のうちいずれかの項目を含む。
【００３０】
　ある構成要素が他の構成要素に「連結されて」いるとか「接続されて」いると言及され
た時には、その他の構成要素に直接的に連結されていたりまたは接続されていたりしても
よいが、中間に他の構成要素が存在してもよいと理解されるべきである。その反面、ある
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構成要素が他の構成要素に「直接連結されて」いるとか「直接接続されて」いると言及さ
れた時には、中間に他の構成要素が存在しないものと理解されるべきである。
【００３１】
　本出願で使った用語は単に特定の実施例を説明するために使われたものであって、本発
明を限定しようとする意図ではない。単数の表現は文脈上明白に異なることを意味しない
限り、複数の表現を含む。本出願で、「含む」または「有する」等の用語は、明細書上に
記載された特徴、数字、段階、動作、構成要素、部品またはこれらを組み合わせたものが
存在することを指定しようとするものであって、一つまたはそれ以上の他の特徴や数字、
段階、動作、構成要素、部品またはこれらを組み合わせたものなどの存在または付加の可
能性をあらかじめ排除しないものと理解されるべきである。
【００３２】
　異なって定義されない限り、技術的または科学的な用語を含んでここで使われるすべて
の用語は、本発明が属する技術分野で通常の知識を有する者によって一般的に理解される
ものと同じ意味を有している。一般的に使われる辞書に定義されているような用語は関連
技術の文脈上有する意味と一致する意味を有するものと解釈されるべきであり、本出願で
明白に定義しない限り、理想的または過度に形式的な意味と解釈されない。
【００３３】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の好ましい実施例をより詳細に説明する。本発
明の説明において、全体的な理解を容易にするために図面上の同じ構成要素については同
じ参照符号を付し、重複する説明は省略する。
【００３４】
　図１は、通信ネットワークの一実施例を図示した概念図である。
【００３５】
　図１を参照すると、通信ネットワーク１００は、複数の通信ノード１１０－１、１１０
－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２、１３０－１、１３０－２、１３０－３、１
３０－４、１３０－５、１３０－６で構成され得る。ここで、通信ネットワーク１００は
、「通信システム（ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）」と指称され得る。複
数の通信ノードのそれぞれは、少なくとも一つの通信プロトコル（ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を
支援することができる。例えば、複数の通信ノードのそれぞれは、ＣＤＭＡ（ｃｏｄｅ　
ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）基盤の通信プロトコル、ＷＣＤＭ
Ａ（ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ）基盤の通信プロトコル、ＴＤＭＡ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖ
ｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）基盤の通信プロトコル、ＦＤＭＡ（ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）基盤の通信プロ
トコル、ＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍ
ｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）基盤の通信プロトコル、ＯＦＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　
ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）基盤の通信
プロトコル、ＳＣ（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ）－ＦＤＭＡ基盤の通信プロトコル、
ＮＯＭＡ（ｎｏｎ－ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）基盤の通
信プロトコル、ＳＤＭＡ（ｓｐａｃｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅ
ｓｓ）基盤の通信プロトコルなどを支援することができる。複数の通信ノードのそれぞれ
は、次のような構造を有することができる。
【００３６】
　図２は、通信ネットワークを構成する通信ノードの一実施例を図示したブロック図であ
る。
【００３７】
　図２を参照すると、通信ノード２００は、少なくとも一つのプロセッサ２１０、メモリ
２２０およびネットワークと連結されて通信を遂行する送受信装置２３０を含むことがで
きる。また、通信ノード２００は、入力インタフェース装置２４０、出力インタフェース
装置２５０、記憶装置２６０等をさらに含むことができる。通信ノード２００に含まれた
それぞれの構成要素は、バス（ｂｕｓ）２７０により連結されて通信を遂行することがで
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きる。
【００３８】
　プロセッサ２１０は、メモリ２２０および記憶装置２６０のうち、少なくとも一つに記
憶されたプログラム命令（ｐｒｏｇｒａｍ　ｃｏｍｍａｎｄ）を遂行することができる。
プロセッサ２１０は、中央処理装置（ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔ
、ＣＰＵ）、グラフィック処理装置（ｇｒａｐｈｉｃｓ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉ
ｔ、ＧＰＵ）、または、本発明の実施例に係る方法が遂行される専用のプロセッサを意味
し得る。メモリ２２０および記憶装置２６０のそれぞれは、揮発性記憶媒体および不揮発
性記憶媒体のうち、少なくとも一つで構成され得る。例えば、メモリ２２０は、読み取り
専用メモリ（ｒｅａｄ　ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ、ＲＯＭ）およびランダムアクセスメモ
リ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ、ＲＡＭ）のうち、少なくとも一つで構
成され得る。
【００３９】
　再び図１を参照すると、通信ネットワーク１００は、複数の基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａ
ｔｉｏｎｓ）１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２、複数の端
末（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）１３０－１、１３０－２、１３０－３、１３０－４
、１３０－５、１３０－６を含むことができる。第１基地局１１０－１、第２基地局１１
０－２および第３基地局１１０－３のそれぞれは、マクロセル（ｍａｃｒｏ　ｃｅｌｌ）
を形成することができる。第４基地局１２０－１および第５基地局１２０－２のそれぞれ
は、スモールセル（ｓｍａｌｌ　ｃｅｌｌ）を形成することができる。第１基地局１１０
－１のカバレッジ（ｃｏｖｅｒａｇｅ）内に第４基地局１２０－１、第３端末１３０－３
および第４端末１３０－４が属し得る。第２基地局１１０－２のカバレッジ内に第２端末
１３０－２、第４端末１３０－４および第５端末１３０－５が属し得る。第３基地局１１
０－３のカバレッジ内に第５基地局１２０－２、第４端末１３０－４、第５端末１３０－
５および第６端末１３０－６が属し得る。第４基地局１２０－１のカバレッジ内に第１端
末１３０－１が属し得る。第５基地局１２０－２のカバレッジ内に第６端末１３０－６が
属し得る。
【００４０】
　ここで、複数の基地局１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２
のそれぞれは、ノードＢ（ＮｏｄｅＢ）、高度化ノードＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ　ＮｏｄｅＢ
）、ＢＴＳ（ｂａｓｅ　ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　ｓｔａｔｉｏｎ）、無線基地局（ｒａ
ｄｉｏ　ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）、無線トランシーバー（ｒａｄｉｏ　ｔｒａｎｓｃ
ｅｉｖｅｒ）、アクセスポイント（ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）、アクセスノード（ｎｏ
ｄｅ）、路辺装置（ｒｏａｄ　ｓｉｄｅ　ｕｎｉｔ；ＲＳＵ）、ＲＲＨ（ｒａｄｉｏ　ｒ
ｅｍｏｔｅ　ｈｅａｄ）、ＴＰ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ）、ＴＲＰ（ｔ
ｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ａｎｄ　ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ）、中継ノード（ｒ
ｅｌａｙ　ｎｏｄｅ）等と指称され得る。複数の端末１３０－１、１３０－２、１３０－
３、１３０－４、１３０－５、１３０－６のそれぞれは、ターミナル（ｔｅｒｍｉｎａｌ
）、アクセスターミナル（ａｃｃｅｓｓ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）、モバイルターミナル（ｍ
ｏｂｉｌｅ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ステーション（ｓｔａｔｉｏｎ）、加入者ステーショ
ン（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓｔａｔｉｏｎ）、モバイルステーション（ｍｏｂｉｌｅ　
ｓｔａｔｉｏｎ）、携帯加入者ステーション（ｐｏｒｔａｂｌｅ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ
　ｓｔａｔｉｏｎ）、ノード（ｎｏｄｅ）、デバイス（ｄｅｖｉｃｅ）等と指称され得る
。
【００４１】
　複数の通信ノード１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２、１
３０－１、１３０－２、１３０－３、１３０－４、１３０－５、１３０－６のそれぞれは
、セルラー（ｃｅｌｌｕｌａｒ）通信（例えば、３ＧＰＰ（３ｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ）標準で規定されたＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔ
ｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、ＬＴＥ－Ａ（ａｄｖａｎｃｅｄ）等）を支援することが
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できる。複数の基地局１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２の
それぞれは、互いに異なる周波数帯域で動作することができ、または、同じ周波数帯域で
動作することができる。複数の基地局１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１
、１２０－２のそれぞれは、アイデアルバックホール（ｉｄｅａｌ　ｂａｃｋｈａｕｌ）
またはノン（ｎｏｎ）－アイデアルバックホールを通じて連結され得、アイデアルバック
ホールまたはノン－アイデアルバックホールを通じて情報を交換することができる。複数
の基地局１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２のそれぞれは、
アイデアルバックホールまたはノン－アイデアルバックホールを通じてコア（ｃｏｒｅ）
ネットワーク（図示されず）と連結され得る。複数の基地局１１０－１、１１０－２、１
１０－３、１２０－１、１２０－２のそれぞれは、コアネットワークから受信した信号を
該当端末１３０－１、１３０－２、１３０－３、１３０－４、１３０－５、１３０－６に
送信することができ、該当端末１３０－１、１３０－２、１３０－３、１３０－４、１３
０－５、１３０－６から受信した信号をコアネットワークに送信することができる。
【００４２】
　複数の基地局１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２のそれぞ
れは、ＯＦＤＭＡ基盤のダウンリンク（ｄｏｗｎｌｉｎｋ）送信を支援することができ、
ＳＣ－ＦＤＭＡ基盤のアップリンク（ｕｐｌｉｎｋ）送信を支援することができる。また
、複数の基地局１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２のそれぞ
れは、ＭＩＭＯ（ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｉｎｐｕｔ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｏｕｔｐｕｔ）送
信（例えば、ＳＵ（ｓｉｎｇｌｅ　ｕｓｅｒ）－ＭＩＭＯ、ＭＵ（ｍｕｌｔｉ　ｕｓｅｒ
）－ＭＩＭＯ、大規模（ｍａｓｓｉｖｅ）ＭＩＭＯなど）、ＣｏＭＰ（ｃｏｏｒｄｉｎａ
ｔｅｄ　ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ）送信、キャリアアグリゲーション（ｃａｒｒｉｅｒ　ａ
ｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）送信、非免許帯域（ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｂａｎｄ）で送信、
端末間直接（ｄｅｖｉｃｅ　ｔｏ　ｄｅｖｉｃｅ、Ｄ２Ｄ）通信（またはＰｒｏＳｅ（ｐ
ｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ））等を支援することができる。ここで、複数の端
末１３０－１、１３０－２、１３０－３、１３０－４、１３０－５、１３０－６のそれぞ
れは、基地局１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２と対応する
動作、基地局１１０－１、１１０－２、１１０－３、１２０－１、１２０－２により支援
される動作を遂行することができる。
【００４３】
　例えば、第２基地局１１０－２は、ＳＵ－ＭＩＭＯ方式に基づいて信号を第４端末１３
０－４に送信することができ、第４端末１３０－４は、ＳＵ－ＭＩＭＯ方式によって第２
基地局１１０－２から信号を受信することができる。または、第２基地局１１０－２は、
ＭＵ－ＭＩＭＯ方式に基づいて信号を第４端末１３０－４および第５端末１３０－５に送
信することができ、第４端末１３０－４および第５端末１３０－５のそれぞれは、ＭＵ－
ＭＩＭＯ方式によって第２基地局１１０－２から信号を受信することができる。第１基地
局１１０－１、第２基地局１１０－２および第３基地局１１０－３のそれぞれは、ＣｏＭ
Ｐ方式に基づいて信号を第４端末１３０－４に送信することができ、第４端末１３０－４
は、ＣｏＭＰ方式によって第１基地局１１０－１、第２基地局１１０－２および第３基地
局１１０－３から信号を受信することができる。複数の基地局１１０－１、１１０－２、
１１０－３、１２０－１、１２０－２のそれぞれは、自分のカバレッジ内に属した端末１
３０－１、１３０－２、１３０－３、１３０－４、１３０－５、１３０－６とキャリアア
グリゲーション方式に基づいて信号を送受信することができる。第１基地局１１０－１、
第２基地局１１０－２および第３基地局１１０－３のそれぞれは、第４端末１３０－４と
第５端末１３０－５間のＤ２Ｄ通信をコーディネーション（ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ）
することができ、第４端末１３０－４および第５端末１３０－５のそれぞれは、第２基地
局１１０－２および第３基地局１１０－３のそれぞれのコーディネーションによってＤ２
Ｄ通信を遂行することができる。
【００４４】
　一方、通信ネットワークは、ＦＤＤ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐ
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ｌｅｘ）方式、ＴＤＤ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄｕｐｌｅｘ）方式などを支援す
ることができる。ＦＤＤ方式に基づいたフレームは、「タイプ（ｔｙｐｅ）１フレーム」
と定義され得、ＴＤＤ方式に基づいたフレームは、「タイプ２フレーム」と定義され得る
。
【００４５】
　図３は、タイプ１フレームの一実施例を図示した概念図である。
【００４６】
　図３を参照すると、ラジオ（ｒａｄｉｏ）フレーム３００は、１０個のサブフレームを
含むことができ、サブフレームは、２個のスロット（ｓｌｏｔ）を含むことができる。し
たがって、ラジオフレーム６００は、２０個のスロット（例えば、スロット＃０、スロッ
ト＃１、スロット＃２、スロット＃３、…、スロット＃１８、スロット＃１９）を含むこ
とができる。ラジオフレーム３００の長さＴｆは１０ｍｓであり得る。サブフレームの長
さは１ｍｓであり得る。スロット長さ（Ｔｓｌｏｔ）は０．５ｍｓであり得る。ここで、
Ｔｓは１／３０，７２０，０００ｓであり得る。
【００４７】
　スロットは、時間領域で複数のＯＦＤＭシンボルで構成され得、周波数領域で複数の資
源ブロック（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ；ＲＢ）で構成され得る。資源ブロックは、
周波数領域で複数のサブキャリア（ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ）で構成され得る。スロットを
構成するＯＦＤＭシンボルの個数は、ＣＰ（ｃｙｃｌｉｃ　ｐｒｅｆｉｘ）の構成により
変わり得る。ＣＰは、正規（ｎｏｒｍａｌ）ＣＰおよび拡張された（ｅｘｔｅｎｄｅｄ）
ＣＰに分類され得る。正規ＣＰが使われるとスロットは、７個のＯＦＤＭシンボルで構成
され得、この場合にサブフレームは、１４個のＯＦＤＭシンボルで構成され得る。拡張さ
れたＣＰが使われると、スロットは６個のＯＦＤＭシンボルで構成され得、この場合にサ
ブフレームは１２個のＯＦＤＭシンボルで構成され得る。
【００４８】
　図４は、タイプ２フレームの一実施例を図示した概念図である。
【００４９】
　図４を参照すると、ラジオフレーム４００は２個のハーフ（ｈａｌｆ）フレームを含む
ことができ、ハーフフレームは５個のサブフレームを含むことができる。したがって、ラ
ジオフレーム４００は１０個のサブフレームを含むことができる。ラジオフレーム４００
の長さＴｆは１０ｍｓであり得る。ハーフフレームの長さは５ｍｓであり得る。サブフレ
ームの長さは１ｍｓであり得る。ここで、Ｔｓは１／３０，７２０，０００ｓであり得る
。
【００５０】
　ラジオフレーム４００は、ダウンリンクサブフレーム、アップリンクサブフレームおよ
び特別（ｓｐｅｃｉａｌ）サブフレームを含むことができる。ダウンリンクサブフレーム
およびアップリンクサブフレームのそれぞれは、２個のスロットを含むことができる。ス
ロット長さ（Ｔｓｌｏｔ）は０．５ｍｓであり得る。ラジオフレーム４００に含まれたサ
ブフレームのうち、サブフレーム＃１およびサブフレーム＃６のそれぞれは、特別サブフ
レームであり得る。特別サブフレームは、ダウンリンクパイロット時間スロット（ｄｏｗ
ｎｌｉｎｋ　ｐｉｌｏｔ　ｔｉｍｅ　ｓｌｏｔ；ＤｗＰＴＳ）、保護区間（ｇｕａｒｄ　
ｐｅｒｉｏｄ；ＧＰ）およびアップリンクパイロット時間スロット（ｕｐｌｉｎｋ　ｐｉ
ｌｏｔ　ｔｉｍｅ　ｓｌｏｔ；ＵｐＰＴＳ）を含むことができる。
【００５１】
　ダウンリンクパイロット時間スロットは、ダウンリンク区間と見なされ得、端末のセル
探索、時間および周波数同期獲得などのために使用され得る。保護区間は、ダウンリンク
データ受信遅延によって発生するアップリンクデータ送信の干渉問題の解決のために使用
され得る。また、保護区間は、ダウンリンクデータの受信動作からアップリンクデータの
送信動作に転換するために必要な時間を含むことができる。アップリンクパイロット時間
スロットは、アップリンクチャネル推定、時間および周波数同期獲得などのために使用さ
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れ得る。
【００５２】
　特別サブフレームに含まれるダウンリンクパイロット時間スロット、保護区間およびア
ップリンクパイロット時間スロットのそれぞれの長さは、必要に応じて可変的に調節され
得る。また、ラジオフレーム４００に含まれるダウンリンクサブフレーム、アップリンク
サブフレームおよび特別サブフレームのそれぞれの個数および位置は、必要に応じて変更
され得る。
【００５３】
　図５は、本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信ノー
ドの動作方法を図示したフローチャートである。
【００５４】
　図５を参照すると、本発明の一実施例に係る通信ネットワークはＮＲ（ｎｅｗ　ｒａｄ
ｉｏ）通信システムを意味し得る。ＮＲ通信システムは、６ＧＨｚより低い（ｕｎｄｅｒ
　６ＧＨｚ）周波数だけでなく、６ＧＨｚ以上（ａｂｏｖｅ　６ＧＨｚ）の周波数でも通
信を支援する通信システムであり得る。このような、本発明の一実施例に係る通信ネット
ワークでシステム情報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を送信する通信ノード
の動作方法は、基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）で遂行され得る。すなわち、本発明
の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信ノードは基地局を意味
し得る。
【００５５】
　まず、基地局は、通信ネットワークでシステム情報の要求時間およびシステム情報の送
信時間についての情報を設定することができる（Ｓ１００）。ここで、システム情報の要
求時間についての情報は、通信ネットワークに含まれた少なくとも一つの端末でシステム
情報の要求が可能な時点についての情報を含むことができる。例えば、システム情報の要
求が可能な時点は、少なくとも一つの端末でシステム情報の要求のために基地局であらか
じめ設定された第１時点および少なくとも一つの端末でアップリンク（ｕｐｌｉｎｋ）送
信が可能な第２時点のうち一つであり得る。
【００５６】
　また、システム情報の送信時間は、基地局でシステム情報が送信される時点についての
情報、および、基地局でシステム情報が送信される少なくとも一つの時間区間（本発明で
は時間区間を時間ウインドウ（ｔｉｍｅ　ｗｉｎｄｏｗ）と称することもある）について
の情報のうち一つを含むことができる。例えば、システム情報が送信される時点は、シス
テム情報を要求するメッセージが受信された時点からあらかじめ設定された時間後である
第１時点および基地局でシステム情報を周期的に送信するためにあらかじめ設定された第
２時点のうち一つであり得る。また、システム情報が送信される少なくとも一つの時間区
間は、一つの時間区間や複数の時間区間であり得る。この時、システム情報が送信される
時間区間が複数の時間区間で設定される場合、複数の時間区間は、周期的または非周期的
に設定され得る。
【００５７】
　その後、基地局は、設定された要求時間および送信時間についての情報が含まれたメッ
セージをブロードキャスト方式に基づいて送信することができる（Ｓ２００）。具体的に
は、基地局は、通信ネットワークに含まれた少なくとも一つの端末でシステム情報を要求
可能な要求時間についての情報および基地局でシステム情報が送信される送信時間につい
ての情報が含まれたメッセージを生成することができる。その後、基地局は、要求時間に
ついての情報および送信時間についての情報が含まれたメッセージをブロードキャスト方
式に基づいて送信することができる。
【００５８】
　例えば、システム情報の要求時間についての情報およびシステム情報の送信時間につい
ての情報が含まれたメッセージは、通信ネットワークに含まれた少なくとも一つの端末で
常に必要なシステム情報を意味する最小限のシステム情報（ｍｉｎｉｍｕｍ－ＳＩ）が含
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まれたメッセージを意味し得る。すなわち、システム情報の要求時間についての情報およ
びシステム情報の送信時間についての情報は、基地局で送信される最小限のシステム情報
に含まれて周期的に送信され得る。また、システム情報の要求時間についての情報および
システム情報の送信時間についての情報は、少なくとも一つの端末に対するＲＲＣパラメ
ーターの設定情報に含まれて送信されてもよい。
【００５９】
　これに伴い、通信ネットワークに含まれた少なくとも一つの端末は、基地局でブロード
キャスト方式に基づいて送信される要求時間についての情報および送信時間についての情
報が含まれたメッセージを受信することができる。その後、通信ネットワークに含まれた
少なくとも一つの端末は、要求時間に基づいてシステム情報を要求するメッセージを基地
局に送信することができる。具体的には、少なくとも一つの端末は、システム情報を要求
可能な要求時間についての情報からシステム情報を要求可能な時点を確認することができ
る。その後、少なくとも一つの端末は、確認された時点に基づいてシステム情報を要求す
るメッセージを基地局に送信することができる。
【００６０】
　すなわち、システム情報の要求時間が示す時点が第１時点（少なくとも一つの端末でシ
ステム情報の要求のためにあらかじめ設定された時点）である場合、少なくとも一つの端
末は、システム情報を要求するメッセージを第１時点で送信することができる。その反面
、少なくとも一つの端末は、システム情報の要求時間が示す時点が第２時点（少なくとも
一つの端末でアップリンク送信が可能な時点）である場合、システム情報を要求するメッ
セージを第２時点で送信することができる。
【００６１】
　この時、通信ネットワークに含まれた少なくとも一つの端末に送信されるシステム情報
を要求するメッセージは、少なくとも一つの端末で送信されるスケジューリング要求（Ｓ
Ｒ、ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージおよびＲＡＣＨプリアンブル（
ＲＡＣＨ　ｐｒｅａｍｂｌｅ）などのような形態であり得る。また、少なくとも一つの端
末で送信されるシステム情報を要求するメッセージは、システム情報を要求するために生
成された別途のメッセージでもよい。例えば、少なくとも一つの端末で送信されるシステ
ム情報を要求するメッセージがＲＡＣＨプリアンブルに基づいて送信される場合、ＲＡＣ
Ｈプリアンブルは、無競争（ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ－ｆｒｅｅ）基盤のＲＡＣＨプリアン
ブルであり得る。
【００６２】
　その後、基地局は、少なくとも一つの端末から要求時間に基づいてシステム情報を要求
するメッセージを受信することができる（Ｓ３００）。すなわち、基地局で受信されるシ
ステム情報を要求するメッセージは、システム情報の要求時間が示す時点である第１時点
および第２時点のうち一つの時点で受信され得る。
【００６３】
　その後、基地局は、送信時間に基づいてシステム情報が含まれたメッセージを少なくと
も一つの端末に送信することができる（Ｓ４００）。具体的には、基地局は、システム情
報が送信される送信時間をシステム情報が送信される時点に設定した場合、設定された時
点である第１時点および第２時点のうち一つの時点でシステム情報が含まれたメッセージ
を少なくとも一つの端末に送信することができる。
【００６４】
　その反面、基地局は、システム情報が送信される送信時間をシステム情報が送信される
少なくとも一つの区間に設定した場合、設定された少なくとも一つの区間にシステム情報
が含まれたメッセージを少なくとも一つの端末に送信することができる。この時、基地局
は、少なくとも一つの時間区間内に複数の重複バージョン（ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ　ｖｅ
ｒｓｉｏｎ）に基づいてシステム情報が含まれたメッセージを少なくとも一つの端末に送
信することができる。
【００６５】
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　これに伴い、少なくとも一つの端末は、送信時間に基づいて基地局からシステム情報が
含まれたメッセージを受信することができる。すなわち、少なくとも一つの端末で受信さ
れるシステム情報が含まれたメッセージは、システム情報の送信時間が示す時点および送
信区間のうち一つに受信され得る。具体的には、少なくとも一つの端末は、システム情報
の送信時間が示す時点および送信区間のうち一つでシステム情報の受信に対するモニタリ
ング（ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ）を遂行することができる。例えば、少なくとも一つの端末
は、基地局のＰＨＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈ
ａｎｎｅｌ）のＳＩ－ＲＮＴＩ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ－ＲＮＴＩ）を
モニタリングすることができる。
【００６６】
　例えば、少なくとも一つの端末は、システム情報の送信時間が送信区間を示し、システ
ム情報が含まれたメッセージがシステム情報の送信時間が示す送信区間に受信され得る。
このような場合、少なくとも一つの端末は、少なくとも一つの時間区間内に複数の重複バ
ージョンに基づいてシステム情報が含まれたメッセージを受信することができる。
【００６７】
　一方、図５を参照して説明された本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム
情報を送信する基地局は、システム情報を要求可能な時点を第１時点または第２時点（少
なくとも一つの端末でアップリンク送信が可能な時点）で設定可能なものと説明された。
しかし、基地局はシステム情報を要求可能な時点である第１時点または第２時点を設定し
なくてもよい。
【００６８】
　このような場合、基地局は、段階Ｓ１００でシステム情報の送信時間についての情報の
み設定することができ、段階Ｓ２００でシステムの送信時間についての情報のみが含まれ
たメッセージをブロードキャスト方式で送信することができる。これに伴い、少なくとも
一つの端末は、システム情報の要求時間についての情報を獲得することができなくなる。
このような場合、少なくとも一つの端末は、図５を参照して説明された第２時点と同様に
アップリンク送信が可能な時点でシステム情報を要求するメッセージを端末に送信するこ
とができる。
【００６９】
　以下では、図５を参照して説明された本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシス
テム情報を送信する通信ノードの動作方法に対する複数の実施例（第１実施例～第６実施
例）を図６～図１１を参照して具体的に説明する。
【００７０】
　図６は、本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信ノー
ドの動作方法についての第１実施例を図示した概念図である。
【００７１】
　図６を参照すると、本発明の一実施例に係る通信ネットワークは、システム情報を送信
する基地局６１０および複数の端末６２１～６２７を含むことができる。複数の端末は、
第１端末６２１、第２端末６２２、第３端末６２３、第４端末６２４、第５端末６２５お
よび第６端末６２６を含むことができる。通信ネットワークに含まれた基地局６１０およ
び複数の端末６２１～６２７は、図１を参照して説明された基地局および端末を意味し得
、図２を参照して説明された通信ノードの構造と類似または同じ構造を有し得る。
【００７２】
　まず、通信ネットワークで複数の端末６２１～６２７は、複数の端末６２１～６２７の
それぞれでシステム情報を要求するメッセージを生成することができ、システム情報を要
求するメッセージを基地局６１０に送信することができる。具体的には、複数の端末６２
１～６２７は、複数の端末６２１のそれぞれでアップリンク送信が可能な時点でシステム
情報を要求するメッセージを基地局６１０に送信することができる。すなわち、システム
情報を要求するメッセージがアップリンク送信が可能な時点で送信されることは、システ
ム情報を要求可能な時点があらかじめ設定されていないか、アップリンク送信が可能な時
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点がシステム情報を要求可能な時点にあらかじめ設定されたことを意味し得る。
【００７３】
　これに伴い、基地局６１０は、複数の端末６２１～６２７のそれぞれのアップリンク送
信が可能な時点で、複数の端末６２１～６２７のそれぞれからシステム情報を要求するメ
ッセージを受信することができる。その後、基地局６１０は、システム情報を要求するメ
ッセージが受信された時点からあらかじめ設定された時間後である時点で各端末にシステ
ム情報が含まれたメッセージを送信することができる。すなわち、システム情報が含まれ
たメッセージがシステム情報を要求するメッセージが受信された時点からあらかじめ設定
された時間後である時点で送信されることは、システム情報が送信される時点が図５を参
照して説明された送信時間に相応する第１時点に設定されたことを意味し得る。
【００７４】
　例えば、基地局６１０は、第１端末６２１からシステム情報を要求するメッセージを第
１時点で受信することができる。その後、基地局６１０は、第１端末６２１からシステム
情報を要求するメッセージが受信された第１時点からあらかじめ設定された時間後である
第２時点でシステム情報が含まれたメッセージを第１端末６２１に送信することができる
。また、基地局６１０は、第２端末６２２からシステム情報を要求するメッセージを第３
時点で受信することができる。その後、基地局６１０は、第２端末６２２からシステム情
報を要求するメッセージが受信された第３時点からあらかじめ設定された時間後である第
４時点で、システム情報が含まれたメッセージを第２端末６２２に送信することができる
。このような方法を通じて、基地局６１０は、複数の端末６２１～６２７のそれぞれにシ
ステム情報が含まれたメッセージを送信することができる。
【００７５】
　図７は、本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信ノー
ドの動作方法についての第２実施例を図示した概念図である。
【００７６】
　図７を参照すると、本発明の一実施例に係る通信ネットワークは、図６を参照して説明
した通り、システム情報を送信する基地局６１０および複数の端末６２１～６２７を含む
ことができる。まず、通信ネットワークに含まれた複数の端末６２１～６２７は、複数の
端末６２１～６２７のそれぞれでシステム情報を要求するメッセージを生成することがで
き、システム情報を要求するメッセージを基地局６１０に送信することができる。具体的
には、複数の端末６２１～６２７は、複数の端末６２１のそれぞれでアップリンク送信が
可能な時点でシステム情報を要求するメッセージを基地局６１０に送信することができる
。すなわち、システム情報を要求するメッセージがアップリンク送信が可能な時点で送信
されることは、図６と同様にシステム情報を要求可能な時点があらかじめ設定されていな
いか、アップリンク送信が可能な時点がシステム情報を要求可能な時点にあらかじめ設定
されたことを意味し得る。
【００７７】
　これに伴い、基地局６１０は、複数の端末６２１～６２７のそれぞれのアップリンク送
信が可能な時点で、複数の端末６２１～６２７のそれぞれからシステム情報を要求するメ
ッセージを受信することができる。その後、基地局６１０は、システム情報が送信される
時点にあらかじめ設定された時点で、システム情報が含まれたメッセージを複数の端末６
２１～６２７に送信することができる。すなわち、システム情報が含まれたメッセージが
システム情報が送信されるあらかじめ設定された時点で送信されることは、システム情報
が送信される時点が図５を参照して説明された送信時間に相応する第２時点に設定された
ことを意味し得る。
【００７８】
　例えば、第１端末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３は、第１端末６２１、
第２端末６２２および第３端末６２３のそれぞれのアップリンク送信が可能な時点でシス
テム情報を要求するメッセージを生成することができ、システム情報を要求するメッセー
ジを基地局６１０に送信することができる。これに伴い、基地局６１０は、第１端末６２
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１、第２端末６２２および第３端末６２３から第１端末６２１、第２端末６２２および第
３端末６２３のそれぞれのアップリンク送信が可能な時点で順次システム情報を要求する
メッセージを受信することができる。その後、基地局６１０は、システム情報が送信され
るあらかじめ設定された時点が経過する場合、あらかじめ設定された時点でシステム情報
が含まれたメッセージを第１端末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３に送信す
ることができる。
【００７９】
　その後、第４端末６２４、第５端末６２５、第６端末６２６および第７端末６２７は、
第４端末６２４、第５端末６２５、第６端末６２６および第７端末６２７のそれぞれのア
ップリンク送信が可能な時点でシステム情報を要求するメッセージを生成することができ
、システム情報を要求するメッセージを基地局６１０に送信することができる。これに伴
い、基地局６１０は、第４端末６２４、第５端末６２５、第６端末６２６および第７端末
６２７から第４端末６２４、第５端末６２５、第６端末６２６および第７端末６２７のそ
れぞれのアップリンク送信が可能な時点で、順次システム情報を要求するメッセージを受
信することができる。その後、基地局６１０は、システム情報が送信されるあらかじめ設
定された時点が経過する場合、あらかじめ設定された時点でシステム情報が含まれたメッ
セージを第４端末６２４、第５端末６２５、第６端末６２６および第７端末６２７に送信
することができる。このような方法を通じて、基地局６１０は、複数の端末６２１～６２
７それぞれにシステム情報が含まれたメッセージを送信することができる。
【００８０】
　図８は、本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信ノー
ドの動作方法についての第３実施例を図示した概念図である。図８を参照すると、本発明
の一実施例に係る通信ネットワークは、システム情報を送信する基地局６１０、少なくと
も一つの端末を含む第１グループ６２０－１および第２グループ６２０－２を含むことが
できる。例えば、第１グループ６２０－１は、図６～図７を参照して説明された第１端末
６２１、第２端末６２２および第３端末６２３を含むことができる。また、第２グループ
６２０－２は、図６～図７を参照して説明された第４端末６２４、第５端末６２５、第６
端末６２６および第７端末６２７を含むことができる。
【００８１】
　まず、第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３
端末６２３は、システム情報を要求可能な時点にあらかじめ設定された時点でシステム情
報を要求するメッセージを生成することができ、システム情報を要求するメッセージを基
地局６１０に送信することができる。すなわち、システム情報を要求するメッセージがあ
らかじめ設定された時点で送信されることは、システム情報を要求可能な時点が基地局６
１０であらかじめ設定され、あらかじめ設定された時点についての情報を基地局６１０か
ら獲得した状態であることを意味し得る。
【００８２】
　これに伴い、基地局６１０は、システム情報を要求可能な時点にあらかじめ設定された
時点で、第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３
端末６２３からシステム情報を要求するメッセージを受信することができる。その後、基
地局６１０は、システム情報が送信される時点にあらかじめ設定された時点でシステム情
報を生成することができ、生成されたシステム情報が含まれたメッセージを第１グループ
６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３に送信する
ことができる。
【００８３】
　このような方法を通じて、基地局６１０はシステム情報を要求可能な時点にあらかじめ
設定された時点で、第２グループ６２０－２に含まれた第４端末６２４、第５端末６２５
、第６端末６２６および第７端末６２７からシステム情報を要求するメッセージを受信す
ることができ、システム情報が送信される時点にあらかじめ設定された時点で、第２グル
ープ６２０－２に含まれた第４端末６２４、第５端末６２５、第６端末６２６および第７
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端末６２７にシステム情報が含まれたメッセージを送信することができる。
【００８４】
　図９は、本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信ノー
ドの動作方法についての第４実施例を図示した概念図である。
【００８５】
　図９を参照すると、本発明の一実施例に係る通信ネットワークは、システム情報を送信
する基地局６１０および少なくとも一つの端末を含む第１グループ６２０－１を含むこと
ができる。例えば、第１グループ６２０－１は、図６～図７を参照して説明された第１端
末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３を含むことができる。
【００８６】
　まず、第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３
端末６２３は、システム情報を要求可能な時点にあらかじめ設定された時点でシステム情
報を要求するメッセージを生成することができ、システム情報を要求するメッセージを基
地局６１０に送信することができる。すなわち、システム情報を要求するメッセージがあ
らかじめ設定された時点で送信されることは、システム情報を要求可能な時点が基地局６
１０であらかじめ設定され、あらかじめ設定された時点についての情報を基地局６１０か
ら獲得した状態であることを意味し得る。
【００８７】
　これに伴い、基地局６１０は、システム情報を要求可能な時点にあらかじめ設定された
時点で、第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３
端末６２３からシステム情報を要求するメッセージを受信することができる。その後、基
地局６１０は、システム情報が送信される時間区間にあらかじめ設定された少なくとも一
つの時間区間（図９では一つの時間区間に設定）にシステム情報を生成することができ、
生成されたシステム情報が含まれたメッセージを第１グループ６２０－１に含まれた第１
端末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３に送信することができる。
【００８８】
　具体的には、基地局６１０でシステム情報が送信される時間区間は、第１グループ６２
０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３からシステム情
報を要求するメッセージが受信された時点からあらかじめ設定された時間後から開始され
得る。この時、基地局６１０は、システム情報が送信される時間区間内で任意の地点でシ
ステム情報が含まれたメッセージを送信することができる。
【００８９】
　ただし、基地局６１０は、システム情報が含まれたメッセージを送信するためのダウン
リンク資源が確保されていない状態である場合、システム情報が送信される時間区間内で
システム情報が含まれたメッセージを送信するためのダウンリンク資源が確保される時点
で、システム情報が含まれたメッセージを送信することができる。すなわち、基地局６１
０でシステム情報が送信される時点は、ダウンリンク資源が確保される時点を意味し得る
。
【００９０】
　また、基地局６１０は、システム情報が送信される時間区間にあらかじめ設定された少
なくとも一つの時間区間で、システム情報が含まれたメッセージを複数の重複バージョン
に基づいて送信することができる。これに伴い、第１グループ６２０－１に含まれた第１
端末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３は、システム情報が含まれたメッセー
ジに対する複数の重複バージョンのうち一つのみを受信してもシステム情報を獲得するこ
とができる。
【００９１】
　一方、本発明の一実施例に係る通信ネットワークで基地局６１０は、システム情報が送
信される複数の時間区間を設定することもできる。このような場合、基地局６１０は、複
数の時間区間をあらかじめ設定された周期に基づいて設定することができる。すなわち、
複数の時間区間は、あらかじめ設定された周期に基づいて周期的に設定され得る。この時
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、基地局６１０は、複数の時間区間のそれぞれで複数の重複バージョンに基づいてシステ
ム情報が含まれたメッセージを送信することができる。
【００９２】
　例えば、基地局６１０は、複数の時間区間のうち、第１時間区間で第１重複バージョン
に基づいてシステム情報が含まれたメッセージを送信することができる。また、基地局６
１０は、複数の時間区間のうち、第１時間区間以降の時間区間である第２時間区間で第１
重複バージョンとことなる第２重複バージョンに基づいてシステム情報が含まれたメッセ
ージを送信することができる。すなわち、基地局６１０は、複数の時間に対して互いに異
なる重複バージョンに基づいてシステム情報が含まれたメッセージを送信することができ
る。
【００９３】
　図１０は、本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信ノ
ードの動作方法についての第５実施例を図示した概念図である。
【００９４】
　図１０を参照すると、本発明の一実施例に係る通信ネットワークは、システム情報を送
信する基地局６１０および少なくとも一つの端末を含む第１グループ６２０－１を含むこ
とができる。例えば、第１グループ６２０－１は、図６～図７を参照して説明された第１
端末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３を含むことができる。
【００９５】
　まず、第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３
端末６２３は、システム情報を要求可能な時点にあらかじめ設定された時点でシステム情
報を要求するメッセージを生成することができ、システム情報を要求するメッセージを基
地局６１０に送信することができる。この時、通信ネットワークに含まれた複数の端末の
うち、あらかじめ設定された時点でシステム情報を要求できなかった端末６２０－３が存
在し得る。すなわち、システム情報を要求するメッセージがあらかじめ設定された時点で
送信されることは、システム情報を要求可能な時点が基地局６１０であらかじめ設定され
、あらかじめ設定された時点についての情報を基地局６１０から獲得した状態であること
を意味し得る。
【００９６】
　これに伴い、基地局６１０は、システム情報を要求可能な時点にあらかじめ設定された
時点で、第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３
端末６２３からシステム情報を要求するメッセージを受信することができる。その後、基
地局６１０は、システム情報が送信される時点にあらかじめ設定された時点でシステム情
報を生成することができ、生成されたシステム情報が含まれたメッセージを第１グループ
６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３に送信する
ことができる。
【００９７】
　この時、システム情報を要求できなかった端末６２０－３は、基地局６１０にシステム
情報を要求することができなかったが、基地局６１０でシステム情報が含まれたメッセー
ジが送信される送信時間についての情報をあらかじめ獲得した場合、基地局６１０で送信
されるシステム情報が含まれたメッセージを受信することができる。このような方法を通
じて、通信ネットワークで基地局６１０にシステム情報を要求できなかった端末６２０－
３は、基地局６１０で送信されるシステム情報が含まれたメッセージを受信することがで
きる。
【００９８】
　図１１は、本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信ノ
ードの動作方法についての第６実施例を図示した概念図である。
【００９９】
　図１１を参照すると、図１０を参照すると、本発明の一実施例に係る通信ネットワーク
は、システム情報を送信する基地局６１０および少なくとも一つの端末を含む第１グルー
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プ６２０－１を含むことができる。例えば、第１グループ６２０－１は、図６～図７を参
照して説明された第１端末６２１、第２端末６２２および第３端末６２３を含むことがで
きる。
【０１００】
　まず、第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３
端末６２３は、システム情報を要求可能な時点にあらかじめ設定された時点でシステム情
報を要求するメッセージを生成することができ、システム情報を要求するメッセージを基
地局６１０に送信することができる。ここで、あらかじめ設定された時点でシステム情報
を要求するメッセージは、アップリンク制御チャネルであるＰＵＣＣＨを通じて送信され
るスケジューリング要求メッセージに基づいて使用され得る。すなわち、あらかじめ設定
された時点で要求されるシステム情報は、アップリンク制御チャネルであるＰＵＣＣＨを
通じて送信されるスケジューリング要求メッセージを通じて要求され得る。
【０１０１】
　これに伴い、基地局６１０は、システム情報を要求可能な時点にあらかじめ設定された
時点で、第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３
端末６２３からシステム情報を要求するメッセージを受信することができる。この時、通
信ネットワークに含まれた複数の端末のうち、あらかじめ設定された時点でシステム情報
を要求できなかった端末６２０－３が存在し得る。このように、システム情報を要求でき
なかった端末６２０－３は、システム情報を要求可能なあらかじめ設定された時点ではな
い任意の時間を通じてシステム情報を要求することができる。例えば、システム情報を要
求可能なあらかじめ設定された時点ではない任意の時間を通じてシステム情報を要求する
場合、システム情報を要求できなかった端末は、アップリンクデータチャネルであるＰＵ
ＳＣＨを通じてピギーバック（ｐｉｇｇｙｂａｃｋ）方式でシステム情報を要求するメッ
セージを送信することができる。
【０１０２】
　これに伴い、基地局６１０はシステム情報を要求できなかった端末６２０－３からシス
テム情報を要求するメッセージを受信することができる。その後、基地局６１０はシステ
ム情報が送信される時点にあらかじめ設定された時点でシステム情報を生成することがで
き、生成されたシステム情報が含まれたメッセージを第１グループ６２０－１に含まれた
第１端末６２１、第２端末６２２、第３端末６２３およびシステム情報を要求できなかっ
た端末６２０－３に送信することができる。
【０１０３】
　このような方法を通じて、通信ネットワークに含まれた複数の端末は、あらかじめ設定
された時点でシステム情報を要求するメッセージを送信する場合、アップリンク制御チャ
ネルであるＰＵＣＣＨに基づいてシステム情報を要求するメッセージを基地局６１０に送
信することができる。また、通信ネットワークに含まれた複数の端末は、任意の時間を通
じてシステム情報を要求するメッセージを送信する場合、アップリンクデータチャネルで
あるＰＵＳＣＨに基づいてシステム情報を要求するメッセージを基地局６１０に送信する
ことができる。
【０１０４】
　一方、本発明の一実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を要求できなかった端
末６２０－３がＰＵＳＣＨに基づいてシステム情報を要求するもので説明されたが、必ず
しもこれに限定されるものではない。すなわち、本発明の一実施例に係る通信ネットワー
クに含まれた複数の端末のうち、システム情報を要求できなかった端末６２０－３以外の
少なくとも一つの端末は、ＰＵＳＣＨに基づいてシステム情報を要求するメッセージを基
地局６１０に送信することもできる。
【０１０５】
　図１２は、本発明の他の実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信
ノードの動作方法を図示したフローチャートである。
【０１０６】
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　図１２を参照すると、本発明の他の実施例に係る通信ネットワークは、図５を参照して
説明された通信ネットワークと同じであり得る。すなわち、本発明の他の実施例に係る通
信ネットワークは、６ＧＨｚより低い（ｕｎｄｅｒ　６ＧＨｚ）周波数だけでなく、６Ｇ
Ｈｚ以上（ａｂｏｖｅ　６ＧＨｚ）の周波数でも通信を支援するＮＲ通信システムを意味
し得る。このような、本発明の他の実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信
する通信ノードの動作方法は、基地局で遂行され得る。すなわち、本発明の他の実施例に
係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信ノードは基地局を意味し得る。
【０１０７】
　まず、基地局は、通信ネットワークで少なくとも一つの端末を含む複数のグループから
システム情報を要求するメッセージを受信することができる（Ｓ１２１０）。ここで、複
数のグループは、少なくとも一つの端末を含む第１グループおよび少なくとも一つの端末
を含む第２グループを含むことができる。また、ここで、複数のグループは、システム情
報を要求可能なあらかじめ設定された時点でシステム情報を要求するメッセージを送信す
る端末別に区分され得る。例えば、第１グループに含まれた少なくとも一つの端末は、あ
らかじめ設定された時点である第１時点でシステム情報を要求可能な端末であり得、第１
時点に要求可能な第１システム情報が必要な端末であり得る。また、第２グループに含ま
れた少なくとも一つの端末は、あらかじめ設定された時点である第２時点でシステム情報
を要求可能な端末であり得、第２時点に要求可能な第２システム情報が必要な端末であり
得る。すなわち、第１グループに含まれた少なくとも一つの端末および第２グループに含
まれた少なくとも一つの端末は、互いに同じであってもよく、互いに異なってもよい。
【０１０８】
　ここで、システム情報を要求するメッセージがあらかじめ設定された時点で送信される
ことは、基地局によってシステム情報を要求可能な時点があらかじめ設定され、あらかじ
め設定された時点についての情報を通信ネットワークに含まれた複数の端末があらかじめ
獲得した状態であることを意味し得る。例えば、基地局は、第１システム情報の要求のた
めの第１時点および第２システム情報の要求のための第２時点をあらかじめ設定すること
ができる。その後、基地局は、各システム情報の要求のために設定された時点についての
情報（要求時間についての情報を意味し得る）を、通信ネットワークに含まれた複数の端
末にあらかじめ送信することができる。
【０１０９】
　また、システム情報を要求するメッセージを送信するために使われる資源（ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ）は、基地局であらかじめ設定され得、あらかじめ設定された資源についての情報
は、通信ネットワークに含まれた複数の端末にあらかじめ送信することができる。例えば
、端末でシステム情報を要求するメッセージを送信するために使われる資源は、ＲＡＣＨ
プリアンブルであり得、システム情報の要求のために設定された時点についての情報とと
もに送信され得る。
【０１１０】
　具体的には、基地局は、第１システム情報の要求のための第１時点および第２システム
情報の要求のための第２時点を同一に設定する場合、第１システム情報の要求のために使
われるＲＡＣＨプリアンブルおよび第２システム情報の要求のために使われるＲＡＣＨプ
リアンブルを互いに異なるように設定することができる。また、第１システム情報の要求
のための第１時点および第２システム情報の要求のための第２時点を互いに異なるように
設定する場合、第１システム情報の要求のために使われるＲＡＣＨプリアンブルおよび第
２システム情報の要求のために使われるＲＡＣＨプリアンブルを同一に設定することがで
きる。これに伴い、複数のグループから受信されるシステム情報を要求するメッセージは
、システム情報の要求のためにあらかじめ設定された時点についての情報および資源につ
いての情報に基づいて受信され得る。
【０１１１】
　その後、基地局は、複数のグループのそれぞれに対するシステム情報の送信のための複
数のパラメーターを設定することができる（Ｓ１２２０）。基地局で設定される複数のパ
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ラメーターは、システム情報が送信される送信時間およびシステム情報の送信に使われる
識別子（ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）を含むことができる。ここで、識別子は、システム情報
の送信に使われるＳＩ－ＲＮＴＩであり得る。具体的には、基地局は、複数のグループに
含まれた第１グループに対する第１システム情報および複数のグループに含まれた第２グ
ループに対する第２システム情報に対する送信時間および識別子を第１システム情報およ
び第２システム情報が区分されるように設定することができる。
【０１１２】
　例えば、基地局は、第１システム情報の送信時間および第２システム情報の送信時間を
同一に設定する場合、第１システム情報および第２システム情報のそれぞれの識別子を互
いに異なるように設定することができる。その反面、基地局は、第１システム情報の送信
時間および第２システム情報の送信時間を互いに異なるように設定する場合、第１システ
ム情報および第２システム情報のそれぞれの識別子を互いに同一に設定することができる
。
【０１１３】
　その後、基地局は、設定された複数のパラメーターに基づいて複数のグループに対する
システム情報が含まれたメッセージを送信することができる（Ｓ１２３０）。具体的には
、基地局は、第１システム情報の送信時間および第２システム情報の送信時間を同一に設
定する場合、互いに異なる識別子を有する第１システム情報および第２システム情報のそ
れぞれが含まれたメッセージを生成することができ、生成されたメッセージを送信するこ
とができる。その反面、基地局は、第１システム情報の送信時間および第２システム情報
の送信時間が互いに異なるように設定する場合、同じ識別子を有する第１システム情報お
よび第２システム情報のそれぞれが含まれたメッセージを生成することができ、生成され
たメッセージを送信することができる。
【０１１４】
　これに伴い、複数のグループのそれぞれに含まれた少なくとも一つの端末は、基地局か
ら送信されるシステム情報が含まれたメッセージを受信することができる。この時、複数
のグループのそれぞれに含まれた少なくとも一つの端末は、第１グループに対する第１シ
ステム情報の送信時間および第２グループに対する第２システム情報の送信時間が同じで
ある場合、システム情報の送信に使われる識別子であるＳＩ－ＲＮＴＩをモニタリングす
ることができ、これを通じてシステム情報を識別することができる。
【０１１５】
　図１２を参照して説明された本発明の他の実施例に係る通信ネットワークでシステム情
報を送信する基地局は、システム情報が送信される送信時間を複数のグループからシステ
ム情報を要求するメッセージを受信した後に設定するものと説明されたが、これに限定さ
れるものではない。すなわち、通信ネットワークで基地局は、システム情報を要求するメ
ッセージを受信する前にシステム情報が送信される送信時間についての情報（例えば、複
数のグループのシステム情報に対する送信時間の同一の有無）をあらかじめ設定すること
ができ、設定された送信時間についての情報を複数のグループに送信した状態であり得る
。以下では、図１２を参照して説明された基地局で互いに異なる送信時間にシステム情報
が含まれたメッセージを送信する方法で、システム情報が互いに異なる送信時間に送信さ
れる実施例が図１３を参照して具体的に説明され得る。
【０１１６】
　図１３は、本発明の他の実施例に係る通信ネットワークでシステム情報を送信する通信
ノードの動作方法を図示した概念図である。
【０１１７】
　図１３を参照すると、本発明の他の実施例に係る通信ネットワークは、図８を参照して
説明された通信ネットワークと同じであり得る。すなわち、本発明の他の実施例に係る通
信ネットワークは、システム情報を送信する基地局６１０、少なくとも一つの端末を含む
第１グループ６２０－１および第２グループ６２０－２を含むことができる。例えば、第
１グループ６２０－１は、図６～図７を参照して説明された第１端末６２１、第２端末６
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２２および第３端末６２３を含むことができる。また、第２グループ６２０－２は、図６
～図７を参照して説明された第４端末６２４、第５端末６２５、第６端末６２６および第
７端末６２７を含むことができる。ここで、第１グループ６２０－１に含まれる少なくと
も一つの端末および第２グループ６２０－２に含まれる少なくとも一つの端末が互いに異
なるものと説明されたが、これに限定されるものではない。換言すると、第１グループ６
２０－１に含まれる少なくとも一つの端末および第２グループ６２０－２に含まれる少な
くとも一つの端末は、図１２を参照して説明された通り、互いに同じ端末であるか一部の
端末のみ同じであってもよい。
【０１１８】
　すなわち、第１グループ６２０－１に含まれた少なくとも一つの端末は、第１システム
情報の要求が可能なあらかじめ設定された第１時点についての情報をあらかじめ獲得した
状態であり得、第１システム情報が必要な端末であり得る。また、第２グループ６２０－
２に含まれた少なくとも一つの端末は、第２システム情報の要求が可能なあらかじめ設定
された第２時点についての情報をあらかじめ獲得した状態であり得、第２システム情報が
必要な端末であり得る。
【０１１９】
　まず、第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３
端末６２３は、システム情報を要求可能な時点にあらかじめ設定された第１時点で第１シ
ステム情報を要求するメッセージを生成することができ、第１システム情報を要求するメ
ッセージを基地局６１０に送信することができる。すなわち、第１システム情報を要求す
るメッセージがあらかじめ設定された第１時点で送信されることは、システム情報を要求
可能な第１時点が基地局６１０であらかじめ設定され、あらかじめ設定された第１時点に
ついての情報を基地局６１０から獲得した状態であることを意味し得る。
【０１２０】
　これに伴い、基地局６１０は、システム情報を要求可能な時点にあらかじめ設定された
第１時点で第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第
３端末６２３から第１システム情報を要求するメッセージを受信することができる。その
後、基地局６１０は、システム情報が送信される時点にあらかじめ設定された時点で、第
１システム情報を生成することができ、生成された第１システム情報が含まれたメッセー
ジを第１グループ６２０－１に含まれた第１端末６２１、第２端末６２２および第３端末
６２３に送信することができる。
【０１２１】
　このような方法を通じて、基地局６１０は、システム情報を要求可能な時点にあらかじ
め設定された第２時点で第２グループ６２０－２に含まれた第４端末６２４、第５端末６
２５、第６端末６２６および第７端末６２７から第２システム情報を要求するメッセージ
を受信することができ、システム情報が送信される時点にあらかじめ設定された時点で、
第２グループ６２０－２に含まれた第４端末６２４、第５端末６２５、第６端末６２６お
よび第７端末６２７で第２システム情報が含まれたメッセージを送信することができる。
【０１２２】
　この時、第１グループ６２０－１に含まれた少なくとも一つの端末および第２グループ
６２０－２に含まれた少なくとも一つの端末は、第１システム情報を要求する時点および
第２システム情報を要求する時点が互いに異なるため、第１システム情報の要求に使われ
る資源であるＲＡＣＨプリアンブルおよび第２システム情報の要求に使われる資源である
ＲＡＣＨプリアンブルは互いに同じであり得る。また、基地局６１０は、第１システム情
報が送信される時点と第２システム情報が送信される時点が互いに異なるため、第１シス
テム情報の送信に使われる識別子および第２システム情報の送信に使われる識別子を互い
に同一に設定することができる。
【０１２３】
　本発明に係る方法は、多様なコンピュータ手段を通じて遂行され得るプログラム命令形
態で具現されてコンピュータ読み出し可能媒体に記録され得る。コンピュータ読み出し可
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能媒体は、プログラム命令、データファイル、データ構造などを単独でまたは組み合わせ
て含むことができる。コンピュータ読み出し可能媒体に記録されるプログラム命令は、本
発明のために特別に設計されて構成されたものであるかコンピュータソフトウェア当業者
に公知とされて使用可能なものであり得る。
【０１２４】
　コンピュータ読み出し可能媒体の例には、ロム（ｒｏｍ）、ラム（ｒａｍ）、フラッシ
ュメモリ（ｆｌａｓｈ　ｍｅｍｏｒｙ）等のようにプログラム命令を記憶して遂行するよ
うに特別に構成されたハードウェア装置が含まれる。プログラム命令の例にはコンパイラ
（ｃｏｍｐｉｌｅｒ）により作られるような機械語コードだけでなくインタープリタ（ｉ
ｎｔｅｒｐｒｅｔｅｒ）等を使ってコンピュータによって遂行され得る高級言語コードを
含む。前述したハードウェア装置は本発明の動作を遂行するために少なくとも一つのソフ
トウェアモジュールで作動するように構成され得、その逆も同じであり得る。
【０１２５】
　以上実施例を参照して説明したが、該当技術分野の熟練した当業者は、下記の特許請求
の範囲に記載された本発明の思想および領域から逸脱しない範囲内で本発明を多様に修正
および変更できることが理解できるはずである。
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