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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信システムにおける端末（ＵＥ；ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）によるネット
ワークと通信する方法において、
　ＭＢＳＦＮ（ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｓｉ
ｎｇｌｅ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｎｅｔｗｏｒｋ）領域（ａｒｅａ）に対する情報を含む
第１のシステム情報ブロック（ＳＩＢ；ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏ
ｃｋ）を前記ネットワークから受信し、
　隣接（ｎｅｉｇｈｂｏｒｉｎｇ）ＭＢＭＳ（ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｂｒｏａｄｃａｓ
ｔ　ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｓｅｒｖｉｃｅ）サービス領域（ＳＡ；ｓｅｒｖｉｃｅ　ａｒ
ｅａ）に対する情報を含む第２のＳＩＢを前記ネットワークから受信することを含む方法
。
【請求項２】
　前記第１のＳＩＢは、ＳＩＢ１３であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のＳＩＢは、前記端末の現在セル（ｃｕｒｒｅｎｔ　ｃｅｌｌ）から受信され
ることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のＳＩＢは、前記端末の現在セルから受信されることを特徴とする請求項１に
記載の方法。
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【請求項５】
　前記第２のＳＩＢを受信することは、前記現在セルの特定周波数（ｓｐｅｃｉｆｉｃ　
ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）にキャンプオン（ｃａｍｐ　ｏｎ）することを含むことを特徴とす
る請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２のＳＩＢは、前記隣接ＭＢＭＳ　ＳＡに対応される隣接セルから受信されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２のＳＩＢを受信することは、前記隣接セルの特定周波数にキャンプオンするこ
とを含むことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記隣接ＭＢＭＳ　ＳＡに対する情報は、特定周波数のための情報であることを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記隣接ＭＢＭＳ　ＳＡに対する情報に基づいて前記特定周波数にキャンプオンするこ
をさらに含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　移動通信システムにおけるネットワークと通信するように構成される端末（ＵＥ；ｕｓ
ｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）において、
　ＭＢＳＦＮ（ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｓｉ
ｎｇｌｅ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｎｅｔｗｏｒｋ）領域（ａｒｅａ）に対する情報を含む
第１のシステム情報ブロック（ＳＩＢ；ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏ
ｃｋ）を前記ネットワークから受信し、
　隣接（ｎｅｉｇｈｂｏｒｉｎｇ）ＭＢＭＳ（ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｂｒｏａｄｃａｓ
ｔ　ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｓｅｒｖｉｃｅ）サービス領域（ＳＡ；ｓｅｒｖｉｃｅ　ａｒ
ｅａ）に対する情報を含む第２のＳＩＢを前記ネットワークから受信するように構成され
る送受信機（ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ）を含む端末。
【請求項１１】
　前記第１のＳＩＢは、ＳＩＢ１３であることを特徴とする請求項１０に記載の端末。
【請求項１２】
　前記第１のＳＩＢは、前記端末の現在セル（ｃｕｒｒｅｎｔ　ｃｅｌｌ）から受信され
ることを特徴とする請求項１０に記載の端末。
【請求項１３】
　前記第２のＳＩＢは、前記端末の現在セルから受信されることを特徴とする請求項１０
に記載の端末。
【請求項１４】
　前記送受信機は、前記現在セルの特定周波数（ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ
）にキャンプオン（ｃａｍｐ　ｏｎ）するように構成されることを特徴とする請求項１３
に記載の端末。
【請求項１５】
　前記第２のＳＩＢは、前記隣接ＭＢＭＳ　ＳＡに対応される隣接セルから受信されるこ
とを特徴とする請求項１０に記載の端末。
【請求項１６】
　前記送受信機は、前記隣接セルの特定周波数にキャンプオンするように構成されること
を特徴とする請求項１５に記載の端末。
【請求項１７】
　前記隣接ＭＢＭＳ　ＳＡに対する情報は、特定周波数のための情報であることを特徴と
する請求項１０に記載の端末。
【請求項１８】
　前記送受信機は、前記隣接ＭＢＭＳ　ＳＡに対する情報に基づいて前記特定周波数にキ
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ャンプオンするように構成されることを特徴とする請求項１７に記載の端末。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、無線通信システムにおけるシステム情報を
送信する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＭＴＳ（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ　ｓｙｓｔｅｍ）は、ＧＳＭ（登録商標）（ｇｌｏｂａｌ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｍ
ｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）及びＧＰＲＳ（ｇｅｎｅｒａｌ　ｐａｃｋ
ｅｔ　ｒａｄｉｏ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ）などのヨーロッパシステム（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　
ｓｙｓｔｅｍ）に基づいてＷＣＤＭＡ（登録商標）（ｗｉｄｅｂａｎｄ　ｃｏｄｅ　ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）で動作する３世帯（３ｒｄ　ｇｅｎｅ
ｒａｔｉｏｎ）非同期（ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ）移動通信システムである。ＵＭＴＳ
のＬＴＥ（ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）がＵＭＴＳを標準化した３ＧＰＰ
（３ｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ）により議
論中である。３ＧＰＰ　ＬＴＥは、高速パケット通信のための技術である。３ＧＰＰ　Ｌ
ＴＥは、ユーザ及び供給者の費用減少、サービス品質の向上、拡張されて向上したカバレ
ッジ及びシステム容量、周波数帯域（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｂａｎｄ）の柔軟な（ｆｌｅ
ｘｉｂｌｅ）使用、簡単な構造（ｓｉｍｐｌｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）、開放インターフ
ェース（ｏｐｅｎ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）及び端末の適切な電力使用などを要求する。こ
のために多くの方式が提案されてきた。
【０００３】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥでＭＢＭＳ（ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ／ｍｕｌｔ
ｉｃａｓｔ　ｓｅｒｖｉｃｅ）サービスが提供されることができる。ＭＢＭＳは、データ
パケットを多数のユーザに同時に送信するサービスである。一定水準のユーザが同一セル
に存在する場合、各ユーザが必要なリソースを共有するようにすることによって、多数の
ユーザが同一マルチメディアデータを受信してリソースの効率を高めることができる。ま
た、ユーザ立場ではマルチメディアサービスを安く利用することができる。
【０００４】
　ＭＢＭＳサービスは、非ＭＢＭＳサービスと共有される周波数階層（ｆｒｅｑｕｅｎｃ
ｙ）上に単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ；ｓｉｎｇｌｅ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）により提供されることができる。ＭＢＭＳサービスを受信しようとする端末は
、ＭＢＭＳサービスが提供される周波数で放送される制御情報を介して現在搬送波周波数
（ｃｕｒｒｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）で提供されるＭＢＭＳサービ
スの情報を獲得することができる。また、端末は、状況によって現在搬送波周波数でない
他の搬送波周波数で提供されるＭＢＭＳサービスの受信を所望することもある。
【０００５】
　他の搬送波周波数が提供するＭＢＭＳサービスを、端末が効率的に受信するための方法
が要求される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の技術的課題は、無線通信システムにおけるシステム情報を送信する方法及び装
置を提供することである。本発明は、現在搬送波周波数（ｃｕｒｒｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅ
ｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）及び隣接搬送波周波数（ｎｅｉｇｈｂｏｒｉｎｇ　ｃａｒｒｉ
ｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）に対する情報をシステム情報を介して送信する方法を提供す
る。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　一態様において、無線通信システムにおける端末（ＵＥ；ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎ
ｔ）によるＭＢＭＳ（ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ／ｍｕｌｔｉｃａｓｔ
　ｓｅｒｖｉｃｅ）サービス領域（ｓｅｒｖｉｃｅ　ａｒｅａ）情報を獲得する方法が提
供される。前記方法は、第１の搬送波周波数（ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）上
で動作する第１のセルから放送（ｂｒｏａｄｃａｓｔ）されるシステム情報（ｓｙｓｔｅ
ｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を受信し、前記第１の搬送波周波数で提供されるＭＢＭＳ
サービスに対応される少なくとも一つの第１のＭＢＭＳサービス領域識別子（ＳＡＩ；ｓ
ｅｒｖｉｃｅ　ａｒｅａ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を前記受信されたシステム情報から獲得し
、前記第１の搬送波周波数に隣接し、ＭＢＭＳサービスを提供する少なくとも一つの第２
の搬送波周波数及び前記少なくとも一つの第２の搬送波周波数で提供されるＭＢＭＳサー
ビスに対応される少なくとも一つの第２のＭＢＭＳサービス領域識別子を前記受信された
システム情報から獲得することを含む。
【０００８】
　他の態様において、無線通信システムにおけるＭＢＭＳ（ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｂｒ
ｏａｄｃａｓｔ／ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｓｅｒｖｉｃｅ）サービス領域（ｓｅｒｖｉｃｅ
　ａｒｅａ）情報を獲得する端末（ＵＥ；ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）が提供される
。前記端末は、無線信号を送信または受信するＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）
部及び前記ＲＦ部と連結されるプロセッサを含み、前記プロセッサは、第１の搬送波周波
数（ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）上で動作する第１のセルから放送（ｂｒｏａ
ｄｃａｓｔ）されるシステム情報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を受信し、
前記第１の搬送波周波数で提供されるＭＢＭＳサービスに対応される少なくとも一つの第
１のＭＢＭＳサービス領域識別子（ＳＡＩ；ｓｅｒｖｉｃｅ　ａｒｅａ　ｉｄｅｎｔｉｔ
ｙ）を前記受信されたシステム情報から獲得し、前記第１の搬送波周波数に隣接し、ＭＢ
ＭＳサービスを提供する少なくとも一つの第２の搬送波周波数及び前記少なくとも一つの
第２の搬送波周波数で提供されるＭＢＭＳサービスに対応される少なくとも一つの第２の
ＭＢＭＳサービス領域識別子を前記受信されたシステム情報から獲得するように構成され
る。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　無線通信システムにおける端末（ＵＥ；ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）によるＭＢＭ
Ｓ（ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ／ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｓｅｒｖｉｃｅ
）サービス領域（ｓｅｒｖｉｃｅ　ａｒｅａ）情報を獲得する方法において、
　第１の搬送波周波数（ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）上で動作する第１のセル
から放送（ｂｒｏａｄｃａｓｔ）されるシステム情報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ）を受信し、
　前記第１の搬送波周波数で提供されるＭＢＭＳサービスに対応される少なくとも一つの
第１のＭＢＭＳサービス領域識別子（ＳＡＩ；ｓｅｒｖｉｃｅ　ａｒｅａ　ｉｄｅｎｔｉ
ｔｙ）を前記受信されたシステム情報から獲得し、
　前記第１の搬送波周波数に隣接し、ＭＢＭＳサービスを提供する少なくとも一つの第２
の搬送波周波数及び前記少なくとも一つの第２の搬送波周波数で提供されるＭＢＭＳサー
ビスに対応される少なくとも一つの第２のＭＢＭＳサービス領域識別子を前記受信された
システム情報から獲得することを含む方法。
（項目２）
　前記システム情報は、ＳＩＢ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）
１５であることを特徴とする項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記システム情報は、特定周波数で提供されるＭＢＭＳサービスに対応される少なくと
も一つの第３のＭＢＭＳサービス領域識別子を含むことを特徴とする項目１に記載の方法
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。
（項目４）
　前記システム情報は、特定ＭＢＭＳサービスに特定されることを特徴とする項目１に記
載の方法。
（項目５）
　前記端末が受信しようとするＭＢＭＳサービスに対応されるＭＢＭＳサービス領域の識
別子が前記少なくとも一つの第２のＭＢＭＳサービス領域識別子に含まれる場合、前記Ｍ
ＢＭＳサービスを提供する第２の搬送波周波数上のセルを再選択（ｒｅｓｅｌｅｃｔ）す
ることをさらに含む項目１に記載の方法。
（項目６）
　少なくとも一つの搬送波周波数と少なくとも一つのＭＢＭＳサービス領域のマッピング
情報を前記第１のセルから受信することをさらに含む項目１に記載の方法。
（項目７）
　ＭＢＭＳサービス領域当たりＭＢＭＳサービスに対する情報をＭＢＭＳアプリケーショ
ンサーバ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｅｒｖｅｒ）またはＢＭ－ＳＣ（ｂｒｏａｄｃａ
ｓｔ　ａｎｄ　ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｃｅｎｔｅｒ）から受信すること
をさらに含む項目１に記載の方法。
（項目８）
　特定ＭＢＭＳサービスの開始時間に対する情報をＭＢＭＳアプリケーションサーバまた
はＢＭ－ＳＣから受信することをさらに含む項目１に記載の方法。
（項目９）
　前記第１のＭＢＭＳサービス領域及び前記第２のＭＢＭＳサービス領域は、少なくとも
一つのセルを含むことを特徴とする項目１に記載の方法。
（項目１０）
　前記第１のＭＢＭＳサービス領域及び前記第２のＭＢＭＳサービス領域は、少なくとも
一つのＭＢＳＦＮ（ＭＢＭＳ　ｓｉｎｇｌｅ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｎｅｔｗｏｒｋ）領
域を含むことを特徴とする項目１に記載の方法。
（項目１１）
　無線通信システムにおけるＭＢＭＳ（ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ／ｍ
ｕｌｔｉｃａｓｔ　ｓｅｒｖｉｃｅ）サービス領域（ｓｅｒｖｉｃｅ　ａｒｅａ）情報を
獲得する端末（ＵＥ；ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）において、
　無線信号を送信または受信するＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）部；及び、
　前記ＲＦ部と連結されるプロセッサ；を含み、
　前記プロセッサは、
　第１の搬送波周波数（ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）上で動作する第１のセル
から放送（ｂｒｏａｄｃａｓｔ）されるシステム情報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ）を受信し、
　前記第１の搬送波周波数で提供されるＭＢＭＳサービスに対応される少なくとも一つの
第１のＭＢＭＳサービス領域識別子（ＳＡＩ；ｓｅｒｖｉｃｅ　ａｒｅａ　ｉｄｅｎｔｉ
ｔｙ）を前記受信されたシステム情報から獲得し、
　前記第１の搬送波周波数に隣接し、ＭＢＭＳサービスを提供する少なくとも一つの第２
の搬送波周波数及び前記少なくとも一つの第２の搬送波周波数で提供されるＭＢＭＳサー
ビスに対応される少なくとも一つの第２のＭＢＭＳサービス領域識別子を前記受信された
システム情報から獲得するように構成される端末。
（項目１２）
　前記システム情報は、ＳＩＢ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）
１５であることを特徴とする項目１１に記載の端末。
（項目１３）
　前記端末が受信しようとするＭＢＭＳサービスに対応されるＭＢＭＳサービス領域の識
別子が前記少なくとも一つの第２のＭＢＭＳサービス領域識別子に含まれる場合、前記プ
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ロセッサは、前記ＭＢＭＳサービスを提供する第２の搬送波周波数上のセルを再選択（ｒ
ｅｓｅｌｅｃｔ）するようにさらに構成されることを特徴とする項目１１に記載の端末。
（項目１４）
　前記プロセッサは、少なくとも一つの搬送波周波数と少なくとも一つのＭＢＭＳサービ
ス領域のマッピング情報を前記第１のセルから受信するように構成されることを特徴とす
る項目１に記載の端末。
【発明の効果】
【０００９】
　端末は、隣接搬送波周波数が提供するＭＢＭＳサービスを効率的に受信することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】無線通信システムを示すブロック図である。
【図２】ユーザ平面に対する無線プロトコル構造を示すブロック図である。
【図３】制御平面に対する無線プロトコル構造を示すブロック図である。
【図４】物理チャネルの構造の一例を示す。
【図５】ＭＢＭＳサービス領域（ｓｅｒｖｉｃｅ　ａｒｅａ）とＭＢＳＦＮ領域の構造を
示す。
【図６】アイドルモードで端末にＭＢＭＳサービス連続性を提供することを示す。
【図７】提案されたシステム情報送信方法の一実施例を示す。
【図８】本発明の実施例が具現される無線通信システムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の技術は、ＣＤＭＡ（ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅ
ｓｓ）、ＦＤＭＡ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃ
ｅｓｓ）、ＴＤＭＡ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）
、ＯＦＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）、ＳＣ－ＦＤＭＡ（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）などのような多様
な無線通信システムに使われることができる。ＣＤＭＡは、ＵＴＲＡ（ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ）やＣＤＭＡ２０００のような
無線技術（ｒａｄｉｏ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）で具現されることができる。ＴＤＭＡは
、ＧＳＭ（登録商標）（ｇｌｏｂａｌ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍ
ｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＧＰＲＳ（ｇｅｎｅｒａｌ　ｐａｃｋｅｔ　ｒａｄｉｏ　ｓｅ
ｒｖｉｃｅ）／ＥＤＧＥ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ（
登録商標）　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）のような無線技術で具現されることができる。ＯＦＤ
ＭＡは、ＩＥＥＥ（ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎｉｃｓ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２
．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２－２０、Ｅ－ＵＴＲＡ（ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲ
Ａ）などのような無線技術で具現されることができる。ＩＥＥＥ８０２．１６ｍは、ＩＥ
ＥＥ８０２．１６ｅの進化であり、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅに基づくシステムとの後方互
換性（ｂａｃｋｗａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）を提供する。ＵＴＲＡは、ＵＭ
ＴＳ（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｓ
ｙｓｔｅｍ）の一部である。３ＧＰＰ（３ｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｐａｒｔｎｅｒ
ｓｈｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ）ＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は、Ｅ
－ＵＴＲＡ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃ
ｅｓｓ）を使用するＥ－ＵＭＴＳ（ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ）の一部であり、ダウンリ
ンクでＯＦＤＭＡを採用し、アップリンクでＳＣ－ＦＤＭＡを採用する。ＬＴＥ－Ａ（ａ
ｄｖａｎｃｅｄ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥの進化である。
【００１２】
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　説明を明確にするために、ＬＴＥ－Ａを中心に記述するが、本発明の技術的思想がこれ
に制限されるものではない。
【００１３】
　図１は、無線通信システムを示すブロック図である。
【００１４】
　図１は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａ
ｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ）のネットワーク構造の一例である。Ｅ－ＵＴＲ
ＡＮシステムは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムであってもよい。Ｅ－ＵＴＲＡ
Ｎ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　
ｎｅｔｗｏｒｋ）は、端末（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ；ＵＥ）１０、及び端末に制
御平面（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｌａｎｅ）とユーザ平面（ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ）を提供す
る基地局（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ；ＢＳ）２０を含む。端末１０は、固定されたり移
動性を有することができ、ＭＳ（ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）、ＵＴ（ｕｓｅｒ　ｔ
ｅｒｍｉｎａｌ）、ＳＳ（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓｔａｔｉｏｎ）、ＭＴ（ｍｏｂｉｌ
ｅ　ｔｅｒｍｉｎａｌ）、無線機器（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｄｅｖｉｃｅ）等、他の用語で
呼ばれることもある。基地局２０は、端末１０と通信する固定局（ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔ
ｉｏｎ）を意味し、ｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＮｏｄｅＢ）、ＢＴＳ（ｂａｓｅ　ｔｒａ
ｎｓｃｅｉｖｅｒ　ｓｙｓｔｅｍ）、アクセスポイント（ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）等
、他の用語で呼ばれることもある。一つの基地局２０には一つ以上のセルが存在すること
ができる。一つのセルは、１．２５、２．５、５、１０、及び２０ＭＨｚなどの帯域幅の
うち一つに設定され、複数の端末にダウンリンクまたはアップリンクの転送サービスを提
供する。この時、互いに異なるセルは、互いに異なる帯域幅を提供するように設定される
ことができる。
【００１５】
　基地局２０間にはユーザトラフィックあるいは制御トラフィックの送信のためのインタ
ーフェースが使われることもできる。基地局２０は、Ｘ２インターフェースを介して互い
に連結されることができる。基地局２０は、Ｓ１インターフェースを介してＥＰＣ（ｅｖ
ｏｌｖｅｄ　ｐａｃｋｅｔ　ｃｏｒｅ）と連結される。より詳しくは、Ｓ１－ＭＭＥを介
してＭＭＥ（ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｅｎｔｉｔｙ）３０と連結され
、Ｓ１－Ｕを介してサービングゲートウェイ（ｓｅｒｖｉｎｇ　ｇａｔｅｗａｙ；Ｓ－Ｇ
Ｗ）３０と連結される。Ｓ１インターフェースは、基地局２０とＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ３０と
の間に多対多関係（ｍａｎｙ－ｔｏ－ｍａｎｙ－ｒｅｌａｔｉｏｎ）をサポートする。
【００１６】
　以下、ダウンリンク（ＤＬ；ｄｏｗｎｌｉｎｋ）は、基地局２０から端末１０への通信
を意味し、アップリンク（ＵＬ；ｕｐｌｉｎｋ）は、端末１０から基地局２０への通信を
意味する。ダウンリンクで、送信機は基地局２０の一部であり、受信機は端末１０の一部
である。アップリンクで、送信機は端末１０の一部であり、受信機は基地局２０の一部で
ある。
【００１７】
　端末とＥ－ＵＴＲＡＮとの間の無線インターフェースプロトコル（ｒａｄｉｏ　ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の階層は、通信システムで広く知られた開放型システ
ム間相互接続（ＯＳＩ；ｏｐｅｎ　ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）基
準モデルの下位３個階層に基づき、Ｌ１（第１の階層）、Ｌ２（第２の階層）、及びＬ３
（第３の階層）に区分されることができる。端末とＥ－ＴＵＲＡＮとの間の無線インター
フェースプロトコルは、水平的に、物理階層、データリンク階層（ｄａｔａ　ｌｉｎｋ　
ｌａｙｅｒ）、及びネットワーク階層（ｎｅｔｗｏｒｋ　ｌａｙｅｒ）に区分されること
ができ、垂直的に、データ情報送信のためのプロトコルスタック（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｓ
ｔａｃｋ）であるユーザ平面（ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ）と制御信号送信のためのプロトコ
ルスタックである制御平面（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｌａｎｅ）に区分されることができる。
【００１８】
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　図２は、ユーザ平面に対する無線プロトコル構造を示すブロック図である。図３は、制
御平面に対する無線プロトコル構造を示すブロック図である。
【００１９】
　図２及び図３を参照すると、Ｌ１に属する物理階層（ＰＨＹ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａ
ｙｅｒ）は、物理チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を利用して上位階層に
情報転送サービス（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｓｅｒｖｉｃｅ）を提
供する。物理階層は、上位階層であるＭＡＣ（ｍｅｄｉｕｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｏｎｔｒ
ｏｌ）階層とトランスポートチャネル（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）を介して
連結されている。トランスポートチャネルを介してＭＡＣ階層と物理階層との間にデータ
が移動する。トランスポートチャネルは、無線インターフェースを介してデータがどんな
方法により、どんな特徴に送信されるかによって分類される。また、互いに異なる物理階
層間、即ち、送信機と受信機の物理階層間には物理チャネルを介してデータが移動する。
物理階層は、ＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ
　ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）方式に変調され、時間と周波数を無線リソースとして活用
する。
【００２０】
　物理階層で使われる複数個の物理制御チャネルがある。ＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ
　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）は、端末にＰＣＨ（ｐａｇｉｎ
ｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）とＤＬ－ＳＣＨ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅ
ｌ）のリソース割当及びＤＬ－ＳＣＨと関連したＨＡＲＱ（ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａ
ｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ）情報を知らせる。ＰＤＣＣＨは、端末にアップ
リンク送信のリソース割当を知らせるアップリンクスケジューリンググラント（ｇｒａｎ
ｔ）を運ぶことができる。ＰＣＦＩＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒｍ
ａｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｃｈａｎｎｅｌ）は、端末にＰＤＣＣＨに使われるＯＦＤＭ
シンボルの数を知らせ、サブフレーム毎に送信される。ＰＨＩＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　
ｈｙｂｒｉｄ　ＡＲＱ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｃｈａｎｎｅｌ）は、アップリンク送信の
応答としてＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＫ信号を運ぶ。ＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐ
ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）は、ダウンリンク送信に対するＨＡＲＱ　
ＡＣＫ／ＮＡＫ、スケジューリング要求及びＣＱＩのようなアップリンク制御情報を運ぶ
。ＰＵＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）は、
ＵＬ－ＳＣＨ（ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）を運ぶ。
【００２１】
　図４は、物理チャネルの構造の一例を示す。
【００２２】
　物理チャネルは、時間領域上にある複数のサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）と周波数
領域上にある複数の副搬送波（ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ）で構成される。一つのサブフレー
ムは、時間領域上の複数のシンボルで構成される。一つのサブフレームは、複数のリソー
スブロック（ＲＢ；ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ）で構成され、一つのリソースブロッ
クは、複数のシンボルと複数の副搬送波で構成される。また、各サブフレームは、ＰＤＣ
ＣＨのために該当サブフレームの特定シンボルの特定副搬送波を利用することができる。
例えば、サブフレームの最初のシンボルがＰＤＣＣＨのために使われることができる。デ
ータが送信される単位時間であるＴＴＩ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｔｉｍｅ　ｉｎｔ
ｅｒｖａｌ）は、１個のサブフレームの長さと同じである。
【００２３】
　ネットワークから端末にデータを送信するＤＬトランスポートチャネルは、システム情
報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を送信するＢＣＨ（ｂｒｏａｄｃａｓｔ　
ｃｈａｎｎｅｌ）、ページングメッセージを送信するＰＣＨ（ｐａｇｉｎｇ　ｃｈａｎｎ
ｅｌ）、及びユーザトラフィックや制御信号を送信するＤＬ－ＳＣＨなどがある。システ
ム情報は、一つ以上のシステム情報ブロックを運び、全てのシステム情報ブロックは同一
周期に送信されることができる。マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービ
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ス（ＭＢＭＳ；ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ／ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｓｅ
ｒｖｉｃｅ）のトラフィックまたは制御信号は、ＭＣＨ（ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｃｈａｎ
ｎｅｌ）を介して送信される。一方、端末からネットワークにデータを送信するＵＬトラ
ンスポートチャネルは、初期制御メッセージを送信するＲＡＣＨ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃ
ｅｓｓ　ｃｈａｎｎｅｌ）とユーザトラフィックや制御信号を送信するＵＬ－ＳＣＨなど
がある。
【００２４】
　Ｌ２に属するＭＡＣ階層は、論理チャネルを介して上位階層であるＲＬＣ（ｒａｄｉｏ
　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）階層にサービスを提供する。ＭＡＣ階層の機能は、論理チ
ャネルとトランスポートチャネルとの間のマッピング及び論理チャネルに属するＭＡＣ　
ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）のトランスポートチャネル上に、物理チ
ャネルに提供されるトランスポートブロック（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ）への多
重化／逆多重化を含む。論理チャネルは、トランスポートチャネルの上位にあり、トラン
スポートチャネルにマッピングされる。論理チャネルは、制御領域情報の伝達のための制
御チャネルとユーザ領域情報の伝達のためのトラフィックチャネルに分けることができる
。
【００２５】
　Ｌ２に属するＲＬＣ階層は、信頼性のあるデータの送信をサポートする。ＲＬＣ階層の
機能は、ＲＬＣ　ＳＤＵの連結（ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｉｏｎ）、分割（ｓｅｇｍｅｎｔ
ａｔｉｏｎ）、及び再結合（ｒｅａｓｓｅｍｂｌｙ）を含む。無線ベアラ（ＲＢ；ｒａｄ
ｉｏ　ｂｅａｒｅｒ）が要求する多様なＱｏＳ（ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　ｓｅｒｖｉｃｅ
）を保障するために、ＲＬＣ階層は、透明モード（ＴＭ；ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｍｏ
ｄｅ）、非確認モード（ＵＭ；ｕｎａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｄ　ｍｏｄｅ）、及び確認モ
ード（ＡＭ；ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｄ　ｍｏｄｅ）の３つの動作モードを提供する。Ａ
Ｍ　ＲＬＣは、ＡＲＱ（ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を介して
エラー訂正を提供する。一方、ＲＬＣ階層の機能は、ＭＡＣ階層内部の機能ブロックで具
現されることができ、この時、ＲＬＣ階層は、存在しないこともある。
【００２６】
　ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）階
層は、Ｌ２に属する。ユーザ平面でのＰＤＣＰ階層の機能は、ユーザデータの伝達、ヘッ
ダ圧縮（ｈｅａｄｅｒ　ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）、及び暗号化（ｃｉｐｈｅｒｉｎｇ）
を含む。ヘッダ圧縮は、帯域幅が小さい無線区間で効率的な送信をサポートするために、
相対的に大きさが大きくて不必要な制御情報を含んでいるＩＰパケットヘッダサイズを減
らす機能をする。制御平面でのＰＤＣＰ階層の機能は、制御平面データの伝達及び暗号化
／完全性保護（ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ　ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）を含む。
【００２７】
　Ｌ３に属するＲＲＣ（ｒａｄｉｏｒｅ　ｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）階層は、制御
平面でのみ定義される。ＲＲＣ階層は、端末とネットワークとの間の無線リソースを制御
する役割を遂行する。このために、端末とネットワークは、ＲＲＣ階層を介してＲＲＣメ
ッセージを互いに交換する。ＲＲＣ階層は、ＲＢの設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）
、再設定（ｒｅ－ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）、及び解除（ｒｅｌｅａｓｅ）と関連し
て論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルの制御を担当する。ＲＢは
、端末とネットワークとの間のデータ伝達のために、Ｌ２により提供される論理的経路を
意味する。ＲＢが設定されるというのは、特定サービスを提供するために、無線プロトコ
ル階層及びチャネルの特性を規定し、それぞれの具体的なパラメータ及び動作方法を設定
することを意味する。また、ＲＢは、ＳＲＢ（ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　ＲＢ）とＤＲＢ（ｄ
ａｔａ　ＲＢ）の２つに分けられることができる。ＳＲＢは、制御平面でＲＲＣメッセー
ジを送信する通路として使われ、ＤＲＢは、ユーザ平面でユーザデータを送信する通路と
して使われる。一方、端末のＲＲＣ階層とネットワークのＲＲＣ階層との間のＲＲＣ連結
（ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）がある場合、端末は、ＲＲＣ連結状態にあり、そうでない場合
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、ＲＲＣアイドルモード（ｉｄｌｅ　ｍｏｄｅ）にある。
【００２８】
　ＲＲＣ階層の上位に位置するＮＡＳ（ｎｏｎ－ａｃｃｅｓｓ　ｓｔｒａｔｕｍ）階層は
、セッション管理（ｓｅｓｓｉｏｎ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）と移動性管理（ｍｏｂｉｌ
ｉｔｙ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）などの機能を遂行する。
【００２９】
　ＭＢＭＳのためのトランスポートチャネルであるＭＣＨは、制御信号のための論理チャ
ネルであるＭＣＣＨ（ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）及びデー
タのための論理チャネルであるＭＴＣＨ（ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｔｒａｆｆｉｃ　ｃｈａ
ｎｎｅｌ）とマッピングされることができる。ＭＣＣＨはＭＢＭＳ関連ＲＲＣメッセージ
を送信し、ＭＴＣＨは特定ＭＢＭＳサービスのトラフィックを送信することができる。同
一ＭＢＭＳ情報及びトラフィックを送信する一つのＭＢＳＦＮ（ＭＢＭＳ　ｓｉｎｇｌｅ
　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｎｅｔｗｏｒｋ）領域毎に一つのＭＣＣＨチャネルが存在するこ
とができる。または、複数のＭＢＳＦＮ領域が一つのセルで提供される場合、端末は、複
数のＭＣＣＨを受信することもできる。特定ＭＣＣＨでＭＢＭＳ関連ＲＲＣメッセージが
変更される場合、ＰＤＣＣＨは、Ｍ－ＲＮＴＩ（ＭＢＭＳ　ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ
　ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）と特定ＭＣＣＨを指示するＭＣＣＨ指示子を
送信することができる。ＭＢＭＳをサポートする端末は、前記ＰＤＣＣＨを介してＭ－Ｒ
ＮＴＩとＭＣＣＨ指示子を受信し、特定ＭＣＣＨでＭＢＭＳ関連ＲＲＣメッセージが変更
されたと判断し、前記特定ＭＣＣＨを受信することができる。ＭＣＣＨのＲＲＣメッセー
ジは、変更周期毎に変更されることができ、反復周期毎に繰り返して放送（ｂｒｏａｄｃ
ａｓｔ）されることができる。
【００３０】
　図５は、ＭＢＭＳサービス領域（ｓｅｒｖｉｃｅ　ａｒｅａ）とＭＢＳＦＮ領域の構造
を示す。
【００３１】
　ＭＢＭＳサービス領域は、特定ＭＢＭＳサービスが提供される領域である。図５に示し
ていないが、ＭＢＳＦＮ同期化領域（ｓｙｎｃｈｒｏｎｉｚａｔｉｏｎ　ａｒｅａ）は、
全ての基地局が同期化されることができ、ＭＢＳＦＮ送信を実行するネットワーク上の領
域を示す。ＭＢＳＦＮ同期化領域は、一つ以上のＭＢＳＦＮ領域をサポートすることがで
きる。与えられた周波数階層で、基地局は一つのＭＢＳＦＮ同期化領域に属することがで
きる。ＭＢＳＦＮ同期化領域は、ＭＢＭＳサービス領域と独立的に設定されることができ
る。ＭＢＳＦＮ領域は、ネットワークのＭＢＳＦＮ同期化領域内のセルのグループを含む
ことができる。ＭＢＳＦＮ領域留保セル（ｒｅｓｅｒｖｅｄ　ｃｅｌｌ）を除いてＭＢＳ
ＦＮ領域内の全てのセルは、ＭＢＳＦＮ送信を実行することができる。端末は、受信に関
心のあるＭＢＭＳサービスのためにどのＭＢＳＦＮ領域が適用されるかを知ることができ
る時、構成されたＭＢＳＦＮ領域の副集合（ｓｕｂｓｅｔ）のみを考慮すればよい。ＭＢ
ＳＦＮ領域留保セルは、ＭＢＳＦＮ領域内に位置し、ＭＢＳＦＮ送信を実行しないセルで
ある。
【００３２】
　一方、ネットワークは、集計過程（ｃｏｕｎｔｉｎｇ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を介して
特定サービスを受信する端末の数を計算することができる。集計過程は、ネットワークが
集計要求（ｃｏｕｎｔｉｎｇ　ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージを送信すると、端末が集計応
答（ｃｏｕｎｔｉｎｇ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）メッセージを送信することと構成されること
ができる。
【００３３】
　図６は、アイドルモードで端末にＭＢＭＳサービス連続性を提供することを示す。
【００３４】
　図６を参照すると、現在端末は、第１の周波数（ｆｒｅｑ　１）を介してサービスされ
ている。端末が第１の周波数上のセル１０からセル１１に移動する途中にＭＢＭＳサービ
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スの受信に関心があると、端末は、第１の周波数上のセル１１から離れて第２の周波数（
ｆｒｅｑ　２）上のセル２２を再選択してＭＢＳＦＮ領域に進入することができる。端末
は、第２の周波数に最も高い再選択優先順位（ｈｉｇｈｅｓｔ　ｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎ
　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）を置いてセル２２を再選択することができる。ＭＢＳＦＮ領域は、
第２の周波数上のセル２２からセル２４まで続くことができる。端末が移動し続けること
によって、端末は、ＭＢＳＦＮ領域から離れるようになり、第１の周波数上のセル１５に
進入する。
【００３５】
　この時、端末がＭＢＭＳサービスを提供する領域に位置するかどうかが問題になること
ができる。例えば、図６で、端末は第２の周波数がＭＢＭＳサービスを提供するというこ
とを知ることができるが、第２の周波数上の全てのセルがＭＢＭＳサービスを提供するも
のではない。図６で、セル２２～セル２４がＭＢＳＦＮ領域に該当し、セル２０、セル２
１、及びセル２５は、ＭＢＭＳサービスを提供しない。即ち、端末が第１の周波数上のセ
ル１０に位置する時、第２の周波数上のセル２０がＭＢＭＳサービスを提供しないという
ことをどのように認知するかが問題になる。
【００３６】
　ＭＢＭＳサービスを受信しようとする端末は、ＭＢＭＳサービスが提供される周波数で
放送される制御情報を介して現在搬送波周波数（ｃｕｒｒｅｎｔ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒ
ｅｑｕｅｎｃｙ）で提供されるＭＢＭＳサービスの情報を獲得することができる。しかし
、端末は、隣接搬送波周波数（ｎｅｉｇｈｂｏｒｉｎｇ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ）で提供されるＭＢＭＳサービスに対する情報を知らない。端末は、隣接搬送波周
波数で提供されるＭＢＭＳサービスを受信しようとすることができる。端末は、隣接搬送
波周波数で放送される制御情報を直接受信し、隣接搬送波周波数で提供されるＭＢＭＳサ
ービスの情報を獲得することができる。しかし、端末が隣接搬送波周波数で放送される制
御情報を直接探して受信することによって、端末のバッテリ消耗が増加する問題点が発生
することができる。
【００３７】
　従って、本発明は、端末が隣接搬送波周波数が提供するＭＢＭＳサービスを大きいバッ
テリ消耗無しに効率的に受信するために、システム情報を介して隣接搬送波周波数が提供
するＭＢＭＳサービスに関する情報を獲得する方法を提供する。端末は、第１の搬送波周
波数を提供する第１のセルに接続し、第１のセルが放送するシステム情報を受信し、受信
したシステム情報からＭＢＭＳサービスを提供する第２の搬送波周波数及び第２のセルで
提供されるＭＢＭＳサービス領域に対する情報を獲得することができる。受信しようとす
るＭＢＭＳサービスのサービス領域が前記ＭＢＭＳサービス領域に対する情報に含まれる
場合、端末は、第２の搬送波周波数を提供する第２のセルを再選択（ｒｅｓｅｌｅｃｔｉ
ｏｎ）することができる。
【００３８】
　以下、具体的な実施例を介して提案された発明を説明する。
【００３９】
　図７は、提案されたシステム情報送信方法の一実施例を示す。
【００４０】
　１．端末は、ＭＢＭＳサービス領域当たりＭＢＭＳサービスに対する情報を受信する。
ＭＢＭＳサービス領域は、端末が関心を有するＭＢＭＳサービスを提供する一つ以上のセ
ルを含むことができる。また、ＭＢＭＳサービス領域は、端末が関心を有するＭＢＭＳサ
ービスを提供する一つ以上のＭＢＳＦＮ領域を含むことができる。ＭＢＭＳサービスに対
する情報は、ＭＢＭＳアプリケーションサーバ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｅｒｖｅｒ
）またはＢＭ－ＳＣ（ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ａｎｄ　ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｓｅｒｖｉｃ
ｅ　ｃｅｎｔｅｒ）から受信されることができる。また、端末は、特定ＭＢＭＳサービス
の送信開始時間に対する情報を受信することができる。
【００４１】
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　２．ＭＣＥ（ＭＢＭＳ　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｉｏｎ　ｅｎｔｉｔｙ）／ＭＭＥは、特定
搬送波周波数上でどのＭＢＭＳサービス領域がカバーされるかに対する情報をＭＢＭＳア
プリケーションサーバまたはＢＭ－ＳＣから獲得することができる。即ち、ＭＣＥ／ＭＭ
Ｅは、一つ以上の搬送波周波数と一つ以上のＭＢＭＳサービス領域のマッピング関係に対
する情報を受信することができる。ＭＣＥ／ＭＭＥは、獲得した情報を第１のセルを管理
する基地局に送信することができる。セル１は、第１の搬送波周波数（Ｆ１）を提供する
。
【００４２】
　３．端末は、関心のあるＭＢＭＳサービスの開始時間になったかどうかを判断する。
【００４３】
　４．端末は、Ｆ１を提供する第１のセルに接続する。第１のセルは、隣接セルである第
２のセルが提供する第２の搬送波周波数（Ｆ２）上でどのＭＢＭＳサービス領域がカバー
されるかに対する情報をシステム情報を介して放送することができる。端末が関心のある
ＭＢＭＳサービスの開始時間になった場合、端末は、Ｆ１上にシステム情報を受信する。
システム情報は、一つ以上の特定ＭＢＭＳサービスに特定（ｓｐｅｃｉｆｉｃ）されるこ
とができる。ＳＩＢは、搬送波周波数の一つ以上の識別子（ｉｄｅｎｔｉｔｙ）と前記搬
送波周波数に対応されるＭＢＭＳサービス領域の一つ以上の識別子を含むことができる。
例えば、システム情報は、Ｆ２の識別子を使用して少なくとも一つのＦ２を指示し、ＭＢ
ＭＳサービス領域の識別子を使用してＦ２が提供する少なくとも一つのＭＢＭＳサービス
領域を指示することができる。
【００４４】
　端末がＦ１上に受信するシステム情報は、ＳＩＢ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ　ｂｌｏｃｋ）１３であってもよい。または、端末がＦ１上に受信するシステム情報
は、新たに定義されるＳＩＢ１５であってもよい。ＳＩＢ１５は、現在及び／または隣接
搬送波周波数のＭＢＭＳサービス領域識別子（ＳＡＩ；ｓｅｒｖｉｃｅ　ａｒｅａ　ｉｄ
ｅｎｔｉｔｙ）を含むことができる。表１は、ＳＩＢ１５の一例を示す。
【００４５】
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【表１】

【００４６】
　表１で、ｓａｉ－ＩｎｔｒａＦｒｅｑフィールドは、現在端末が接続している搬送波周
波数のＭＢＭＳサービス領域識別子のリストを含む。ｓａｉ－ＩｎｔｅｒＦｒｅｑＬｉｓ
ｔフィールドは、ＭＢＭＳサービスを提供する隣接周波数のリスト及びこれに対応される
ＭＢＭＳサービス領域識別子のリストを含む。ｓａｉ－Ｌｉｓｔフィールドは、特定周波
数のためのＭＢＭＳサービス領域識別子のリストを含む。
【００４７】
　５．端末は受信したシステム情報を介して関心のあるＭＢＭＳサービスが提供されるＭ
ＢＭＳサービス領域の搬送波周波数を獲得する。これにより、端末は関心のあるＭＢＭＳ
サービス領域の搬送波周波数がＦ２であることを知ることができる。
【００４８】
　６．端末は、チャネル品質（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ）に基づいてＦ２上のセ
ルを再選択する。
【００４９】
　７．端末は、Ｆ２を提供する第２のセルからシステム情報を受信する。システム情報は
、ＳＩＢ１３であってもよい。または、システム情報は、表１の新たに定義されたＳＩＢ
１５であってもよい。端末は、第２の搬送波周波数上にどのＭＢＳＦＮ領域が提供される
かに対する情報を獲得することができる。特定ＭＢＳＦＮ領域が関心のあるＭＢＭＳサー
ビスが提供されるＭＢＭＳサービス領域にマッピングされる場合、端末は、関心のあるＭ
ＢＭＳサービスの受信のために特定ＭＢＳＦＮ領域に対応されるＭＣＣＨを構成すること
ができる。端末は、ＭＢＳＦＮ領域とＭＢＭＳサービス領域のマッピング関係をＭＢＭＳ
アプリケーションサーバ、ＢＭ－ＳＣ、ＭＣＥ／ＭＭＥ等を介して予め知ることができる
。
【００５０】
　８．端末は、関心のあるＭＢＭＳサービスのセッションが開始したかどうかをチェック
するためにＭＣＣＨを周期的にモニタリングする。この時、端末は、第１のセルに接続し
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ている。端末が第１のセルに接続している場合、端末は、Ｆ２上のＭＣＣＨをモニタリン
グするためのタイマを使用することができる。端末がＦ２上のＭＣＣＨをモニタリングす
るたびに、端末はタイマを開始または再開始することができる。タイマが動作中、端末は
、第１のセルに接続している。タイマが満了すると、端末は、Ｆ２上のＭＣＣＨをモニタ
リングする。ＭＣＣＨをモニタリングした結果、関心のあるＭＢＭＳサービスがＦ２上に
送信されないと、端末は、再びＦ１上の第１のセルに接続する。または、関心のあるＭＢ
ＭＳサービスが開始される場合、端末は、Ｆ１上の第１のセルからＦ２上の第２セルに移
動し、第２のセルに引き続き接続することもある。
【００５１】
　９．関心のあるＭＢＭＳサービスのセッションの送信が開始されると、第１のセルに接
続した端末は第２セルに接続する。
【００５２】
　１０．関心のあるＭＢＭＳサービスのセッションの送信が開始された場合、端末は、Ｐ
ＭＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）上にＭＴＣＨを構成
し、ＭＴＣＨ上に関心のあるＭＢＭＳサービスを受信することができる。
【００５３】
　図８は、本発明の実施例が具現される無線通信システムのブロック図である。
【００５４】
　基地局８００は、プロセッサ（ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）８１０、メモリ（ｍｅｍｏｒｙ）
８２０、及びＲＦ部（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｕｎｉｔ）８３０を含む。プロ
セッサ８１０は、提案された機能、過程及び／または方法を具現する。無線インターフェ
ースプロトコルの階層は、プロセッサ８１０により具現されることができる。メモリ８２
０は、プロセッサ８１０と連結され、プロセッサ８１０を駆動するための多様な情報を格
納する。ＲＦ部８３０は、プロセッサ８１０と連結され、無線信号を送信及び／または受
信する。
【００５５】
　端末９００は、プロセッサ９１０、メモリ９２０、及びＲＦ部９３０を含む。プロセッ
サ９１０は、提案された機能、過程及び／または方法を具現する。無線インターフェース
プロトコルの階層は、プロセッサ９１０により具現されることができる。メモリ９２０は
、プロセッサ９１０と連結され、プロセッサ９１０を駆動するための多様な情報を格納す
る。ＲＦ部９３０は、プロセッサ９１０と連結され、無線信号を送信及び／または受信す
る。
【００５６】
　プロセッサ８１０、９１０は、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ
　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、他のチップセット、論理回路及び／または
データ処理装置を含むことができる。メモリ８２０、９２０は、ＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎ
ｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、フラッ
シュメモリ、メモリカード、格納媒体及び／または他の格納装置を含むことができる。Ｒ
Ｆ部８３０、９３０は、無線信号を処理するためのベースバンド回路を含むことができる
。実施例がソフトウェアで具現される時、前述した技法は、前述した機能を遂行するモジ
ュール（過程、機能など）で具現されることができる。モジュールは、メモリ８２０、９
２０に格納され、プロセッサ８１０、９１０により実行されることができる。メモリ８２
０、９２０は、プロセッサ８１０、９１０の内部または外部にあり、よく知られた多様な
手段によりプロセッサ８１０、９１０と連結されることができる。
【００５７】
　前述した例示的なシステムにおいて、方法は一連の段階またはブロックで順序図に基づ
いて説明されているが、本発明は、段階の順序に限定されるものではなく、ある段階は前
述と異なる段階と異なる順序にまたは同時に発生することができる。また、当業者であれ
ば、順序図に示す段階が排他的ではなく、他の段階が含まれたり、順序図の一つまたはそ
の以上の段階が本発明の範囲に影響を及ぼさずに削除可能であることを理解することがで
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