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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワーク基盤構成要素を動作させる方法であって、前記無線通信ネットワ
ーク基盤構成要素は基地局を含み、前記方法は、前記基地局において、
　前記基地局の通信可能範囲内の少なくとも１つの移動局から、前記基地局によりブロー
ドキャストされる少なくとも１つのメッセージに対する応答を受信するための共有無線資
源を割り当てる段階であって、前記共有無線資源は、共有周波数及び時間ベース資源を含
み、前記応答は、前記少なくとも１つの移動局によって実現可能な少なくとも１つの変調
及び符号化方式を示すものである、前記割り当てる段階と、
　前記少なくとも１つの移動局からの前記共有無線資源上における前記応答を要求する第
１メッセージを前記基地局からブロードキャストする段階であって、前記第１メッセージ
は初期の確率係数を含み、前記第１メッセージは、前記少なくとも１つの移動局に、前記
初期の確率係数を用いて第１の確率検定を行なわせる、前記第１メッセージをブロードキ
ャストする段階と、
　前記初期の確率係数をより大きな確率係数に更新し、更新された確率係数に基づいて前
記応答を送るように前記少なくとも１つの移動局に要求する第２メッセージを前記基地局
からブロードキャストする段階であって、前記第２メッセージは、前記少なくとも１つの
移動局に、前記更新された確率係数を用いて第２の確率検定を行なわせる、前記第２メッ
セージをブロードキャストする段階と、
　前記基地局が、前記共有無線資源に基づいて前記応答を受信する段階と、
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　前記少なくとも１つの移動局からの少なくとも１つの受信された応答に基づいて、前記
基地局が前記少なくとも１つの変調及び符号化方式を決定する段階と、
　前記基地局が、前記少なくとも１つの移動局から前記応答を受信することに応答して、
前記変調及び符号化方式を用いて、一対多地点間送信モードでマルチメディア・ブロード
キャスト・マルチキャスト・サービス（ＭＢＭＳ）データを送信する段階と
を備える方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記共有無線資源上における前記応答を要求する第１
メッセージをブロードキャストする段階は、
　暫定移動体グループ識別子（ＴＭＧＩ）及び前記初期の確率係数を示す物理層信号を提
供すること
を更に含む、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、前記共有無線資源上における前記応答を要求する第１
メッセージをブロードキャストする段階は、
　前記共有無線資源上での前記応答の送信を停止するように前記少なくとも１つの移動局
に通知する物理層信号を送信すること
を含む、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記共有無線資源上で複数の移動局から組み合わせられた応答を受信する段階
を更に備える方法。
【請求項５】
　無線通信ネットワーク基盤構成要素を動作させる方法であって、
　前記無線通信ネットワーク基盤構成要素の通信可能範囲内の少なくとも１つの移動局か
ら、前記無線通信ネットワーク基盤構成要素によりブロードキャストされる少なくとも１
つのメッセージに対する応答を受信するための共有周波数及び時間ベース無線資源を割り
当てる段階と、
　前記少なくとも１つの移動局からの共有無線資源上における前記応答を要求する第１メ
ッセージをブロードキャストする段階であって、前記第１メッセージは初期の確率係数を
含み、前記第１メッセージは、前記少なくとも１つの移動局に、前記初期の確率係数を用
いて第１の確率検定を行なわせる、前記第１メッセージをブロードキャストする段階と、
　前記初期の確率係数をより大きな確率係数に更新し、更新された確率係数に基づいて前
記応答を送るように前記少なくとも１つの移動局に要求する第２メッセージをブロードキ
ャストする段階であって、前記第２メッセージは、前記少なくとも１つの移動局に、前記
更新された確率係数を用いて第２の確率検定を行なわせる、前記第２メッセージをブロー
ドキャストする段階と、
　特定の信号対雑音及び干渉比の範囲又は特定の範囲の変調及び符号化状態の内の少なく
とも１つをブロードキャストする段階と、
　前記共有無線資源上で前記応答を受信する段階であって、前記メッセージに対する応答
の総数は、更新された確率係数と、前記特定の信号対雑音及び干渉比の範囲又は特定の範
囲の変調及び符号化状態の内の少なくとも１つとに基づいている、前記受信する段階と、
　前記少なくとも１つの移動局から前記応答を受信することに応答して、一対多地点間送
信モードでデータを送信する段階と
を備える方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法であって、前記特定の信号対雑音及び干渉比の範囲又は特定の範
囲の変調及び符号化状態の内の少なくとも１つをブロードキャストする段階は、
　受信信号に対する前記特定の信号対雑音及び干渉比の範囲を有する移動局のみから前記
応答を要求すること
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を含む方法。
【請求項７】
　請求項５に記載の方法であって、前記特定の信号対雑音及び干渉比の範囲又は特定の範
囲の変調及び符号化状態の内の少なくとも１つをブロードキャストする段階は、
　受信信号に対する前記特定の信号対雑音及び干渉比の範囲を有する移動局であって、前
記確率係数を用いて前記移動局によって決定された確率基準を満たす移動局から前記応答
を要求すること
を含む方法。
【請求項８】
　基地局であって、
　送受信機と、
　前記送受信機に結合されたコントローラであって、
　　前記基地局の通信可能範囲内の複数の移動局から、前記基地局によりブロードキャス
トされる少なくとも１つのメッセージに対する少なくとも１つの応答であって、前記複数
の移動局のうちの少なくとも１つによって実現可能な少なくとも１つの変調及び符号化方
式を示す前記応答を受信するための共有周波数及び時間ベース資源を割り当て、
　　前記複数の移動局の少なくとも１つからの前記共有周波数及び時間ベース資源上にお
ける前記応答を要求する第１要求メッセージであって、初期の確率係数を含み、前記複数
の移動局のうちの少なくとも１つに、前記初期の確率係数を用いて第１の確率検定を行な
わせる前記第１要求メッセージをブロードキャストするように前記送受信機に指示し、
　　前記初期の確率係数をより大きな確率係数に更新し、更新された確率係数に基づいて
前記共有周波数及び時間ベース資源上で前記応答を送信するように前記複数の移動局の少
なくとも１つに要求する第２要求メッセージであって、前記複数の移動局のうちの少なく
とも１つに、前記更新された確率係数を用いて第２の確率検定を行なわせる前記第２要求
メッセージをブロードキャストするように前記送受信機に指示し、
　　少なくとも１つの応答を受信することによって、前記基地局の通信可能範囲内に少な
くとも１つの移動局があるかどうか判断し、
　　前記複数の移動局の少なくとも１つからの少なくとも１つの応答に基づいて、一対多
地点間モードでデータを送信するための前記少なくとも１つの変調及び符号化方式を選択
し、
　　少なくとも１つの移動局が前記通信可能範囲内にあると判断することに応答して、前
記変調及び符号化方式を用いて、一対多地点間モードでマルチメディア・ブロードキャス
ト・マルチキャスト・サービス（ＭＢＭＳ）データを送信する
　ように構成された前記コントローラと
を備える基地局。
【請求項９】
　請求項８に記載の基地局であって、前記送受信機は、前記共有周波数及び時間ベース資
源を介して、複数の移動局から組み合わせられた応答を受信するように構成される、基地
局。
【請求項１０】
　基地局であって、
　送受信機と、
　前記送受信機に結合されたコントローラであって、
　　前記基地局の通信可能範囲内の複数の移動局から、前記基地局によりブロードキャス
トされる少なくとも１つのメッセージに対する応答を受信するための共有周波数及び時間
ベース資源を割り当て、
　　前記複数の移動局の少なくとも１つからの前記共有周波数及び時間ベース資源上にお
ける前記応答を要求する第１要求メッセージであって、初期の確率係数を含み、前記複数
の移動局のうちの少なくとも１つに、前記初期の確率係数を用いて第１の確率検定を行な
わせる前記第１要求メッセージをブロードキャストするように前記送受信機に指示し、
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　　前記初期の確率係数をより大きな確率係数に更新し、更新された確率係数に基づいて
前記共有周波数及び時間ベース資源上で前記応答を送信するように前記複数の移動局の少
なくとも１つに要求する第２要求メッセージであって、前記複数の移動局のうちの少なく
とも１つに、前記更新された確率係数を用いて第２の確率検定を行なわせる前記第２要求
メッセージをブロードキャストするように前記送受信機に指示し、
　　特定の信号対雑音及び干渉比の範囲をブロードキャストするように前記送受信機に指
示し、
　　少なくとも１つの応答を受信することによって、前記基地局の通信可能範囲内に少な
くとも１つの移動局があるかどうか判断し、
　　少なくとも１つの移動局が前記通信可能範囲内にあると判断することに応答して、一
対多地点間モードでデータを送信する
　ように構成された前記コントローラと
を備え、応答の総数は、更新された確率変数と、前記特定の信号対雑音及び干渉比の範囲
とに基づいている、基地局。
【請求項１１】
　移動局であって、
　送受信機と、
　前記送受信機に結合され複数の変調及び符号化方式を利用するように構成されたコント
ローラであって、
　　受信信号に対する信号対雑音及び干渉比の範囲を指定する要求メッセージを基地局か
ら受信し、
　　前記送受信機によって受信された信号の信号対雑音及び干渉比が、前記信号対雑音及
び干渉比の範囲内にあるかどうか判断し、
　　前記判断に基づいて前記送受信機によって受信された信号の前記信号対雑音及び干渉
比に基づきデータを受信するための変調及び符号化方式を前記複数の変調及び符号化方式
から選択し、
　　前記基地局がマルチメディア・ブロードキャスト・マルチキャスト・サービス（ＭＢ
ＭＳ）データを一対多地点間モードで送信できるように、前記基地局に対して、選択され
た変調及び符号化方式を示す応答を送信する
　ように更に構成された前記コントローラと
を備える、移動局。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の移動局であって、前記コントローラは、
　一対多地点間送信モードで送信されるＭＢＭＳデータのサービス識別子指標を受信する
ように更に構成される、移動局。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の移動局であって、前記コントローラは、
　複数の移動局による応答用の共有周波数及び時間ベース無線資源に関する通知を受信し
、共有無線資源を用いて、前記要求メッセージに対する前記応答を送信するように更に構
成される、移動局。
【請求項１４】
　請求項１１に記載の移動局であって、前記コントローラは、
　暫定移動体グループ識別子（ＴＭＧＩ）及び確率係数を示す物理層信号を受信し、そこ
から前記暫定移動体グループ識別子（ＴＭＧＩ）及び前記確率係数を決定するように更に
構成される、移動局。
【請求項１５】
　請求項１３に記載の移動局であって、前記コントローラは、
　前記共有無線資源を用いて、送信を停止する物理層信号を受信するように更に構成され
る、移動局。
【請求項１６】
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　請求項１１に記載の移動局であって、前記複数の変調及び符号化方式は、前方誤り訂正
コードを有する四位相偏移変調（ＱＰＳＫ）と、前方誤り訂正コードを有する１６－ＱＡ
Ｍ及び前方誤り訂正コードを有する６４－ＱＡＭを含む前方誤り訂正コードを有する直交
振幅変調（ＱＡＭ）とを備える、移動局。
【請求項１７】
　マルチメディア・ブロードキャスト・マルチキャスト・サービス（ＭＢＭＳ）のための
適応ベアラ構成を提供する方法であって、
　基地局が、該基地局の通信可能範囲内の少なくとも１つの移動局から、前記基地局によ
りブロードキャストされる少なくとも１つのメッセージに対する応答を受信するための共
有無線資源を割り当てることであって、前記共有無線資源は、共有周波数及び時間ベース
資源を含み、前記応答は、前記少なくとも１つの移動局によって実現可能な少なくとも１
つの変調及び符号化方式を示すものである、前記割り当てること、
　前記少なくとも１つの移動局からの前記共有無線資源上における前記応答を要求する第
１メッセージを前記基地局からブロードキャストすることであって、前記第１メッセージ
は初期の確率係数を含み、前記第１メッセージは、前記少なくとも１つの移動局に、前記
初期の確率係数を用いて第１の確率検定を行なわせる、前記第１メッセージをブロードキ
ャストすること、
　前記初期の確率係数をより大きな確率係数に更新し、前記少なくとも１つの移動局から
の前記共有無線資源上における前記応答を要求する第２メッセージを前記基地局からブロ
ードキャストすることであって、前記第２メッセージは、前記少なくとも１つの移動局に
、前記更新された確率係数を用いて第２の確率検定を行なわせる、前記第２メッセージを
ブロードキャストすること、
　前記少なくとも１つの移動局が、前記第２メッセージを受信し、前記初期の確率係数を
更新し、更新された確率係数に基づいて前記基地局に対して前記共有無線資源上において
前記応答を送ること、
　前記基地局が、前記共有無線資源上において前記応答を受信すること、
　前記少なくとも１つの移動局からの少なくとも１つの受信された応答に基づいて、前記
少なくとも１つの変調及び符号化方式を決定すること、
　前記少なくとも１つの移動局から前記応答を受信することに応答して、前記変調及び符
号化方式を用いて、一対多地点間送信モードでマルチメディア・ブロードキャスト・マル
チキャスト・サービス（ＭＢＭＳ）データを前記基地局から送信すること
を備える方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の方法であって、更に、
　暫定移動体グループ識別子（ＴＭＧＩ）及び前記初期の確率係数を示す物理層信号を前
記基地局により提供すること
　を備える方法。
【請求項１９】
　請求項１７に記載の方法であって、更に、
　前記共有無線資源上での前記応答の送信を停止するように前記少なくとも１つの移動局
に通知する物理層信号を前記基地局から送信すること
　を備える方法。
【請求項２０】
　請求項１７に記載の方法であって、更に、
　前記共有無線資源上で複数の移動局から組み合わせられた応答を前記基地局が受信する
こと
　を備える方法。
【請求項２１】
　マルチメディア・ブロードキャスト・マルチキャスト・サービス（ＭＢＭＳ）のための
適応ベアラ構成を提供する方法であって、
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　基地局が、該基地局の通信可能範囲内の少なくとも１つの移動局から、前記基地局によ
りブロードキャストされる少なくとも１つのメッセージに対する応答を受信するための共
有無線資源を割り当てることであって、前記共有無線資源は、共有周波数及び時間ベース
資源を含む、前記割り当てること、
　前記少なくとも１つの移動局からの前記共有無線資源上における前記応答を要求する第
１メッセージを前記基地局からブロードキャストすることであって、前記第１メッセージ
は初期の確率係数を含む、前記第１メッセージをブロードキャストすること、
　前記少なくとも１つの移動局からの前記共有無線資源上における前記応答を要求する第
２メッセージを前記基地局からブロードキャストすること、
　特定の信号対雑音及び干渉比の範囲又は特定の範囲の変調及び符号化状態の内の少なく
とも１つを前記基地局によりブロードキャストすること、
　前記少なくとも１つの移動局が、前記第２メッセージを受信し、前記初期の確率係数を
より大きな確率係数に更新し、更新された確率係数を用いて確率検定を実行し、
　前記少なくとも１つの移動局が、前記更新された確率係数及び前記確率検定に基づいて
前記基地局に対して前記共有無線資源上において前記応答を送ること、
　前記基地局が、前記共有無線資源上で前記応答を受信することであって、応答の総数は
、更新された確率係数と、前記特定の信号対雑音及び干渉比の範囲又は特定の範囲の変調
及び符号化状態の内の少なくとも１つとに基づいている、前記受信すること、
　前記少なくとも１つの移動局から前記応答を受信することに応答して、一対多地点間送
信モードで前記基地局からマルチメディア・ブロードキャスト・マルチキャスト・サービ
ス（ＭＢＭＳ）データを送信すること
を備える方法。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の方法であって、更に、
　前記基地局が、受信信号に対する前記特定の信号対雑音及び干渉比の範囲を有する移動
局のみから前記応答を要求すること
を備える方法。
【請求項２３】
　請求項２１に記載の方法であって、更に、
　前記基地局が、受信信号に対する前記特定の信号対雑音及び干渉比の範囲を有する移動
局であって、前記初期の確率係数を用いて前記移動局によって決定された確率基準を満た
す前記移動局から前記応答を要求すること
を備える方法。
【請求項２４】
　請求項１０に記載の基地局であって、
　前記送受信機は、受信信号に対する前記特定の信号対雑音及び干渉比の範囲を有する移
動局であって、前記更新された確率係数を用いて前記移動局によって決定された確率基準
を満たす前記移動局から前記応答を受信するように構成される、基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般的に、マルチメディア・ブロードキャスト・マルチキャスト・サービス
を提供する通信ネットワークに関し、特に、通信ネットワーク有効範囲領域内においてマ
ルチメディア・ブロードキャスト・マルチキャスト・サービスを提供し受信するための方
法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　局所化マルチキャスト手法は、送受信基地局の有効範囲領域によって定められる地理的
領域又は送受信基地局のアンテナ有効範囲セクタによって定められるような更に狭い領域
に伝送を限定することによって、費やされるネットワーク資源を低減する。マルチキャス



(7) JP 4964248 B2 2012.6.27

10

20

30

40

50

ト・サービスは、一般的に、第３世代移動体通信システム標準化プロジェクト（３ＧＰＰ
）やユニバーサル移動電話システム（ＵＭＴＳ）規格等の様々な規格に記載されている。
【０００３】
　同様に、一般的に、局所化マルチキャストは、ＵＭＴＳ規格に記載されている。ＵＭＴ
Ｓ規格リリース６は、マルチメディア・ブロードキャスト・マルチキャスト・サービス（
ＭＢＭＳ）用の計数手順を定めており、これによって、ネットワークは、各セルにおける
移動装置の状態を学習し、学習した状態情報に基づき無線ベアラ（ＲＢ）を構成する。
【０００４】
　２つの動作モード、即ち、二地点間（ＰＴＰ）及び一対多地点間（ＰＴＭ）が、この規
格に用いられる。計数手順の下では、予め設定された数より少ないユーザを有する有効範
囲領域は、ＲＢのセットアップをユーザ毎に個別に必要とするＰＴＰ動作を用いる。逆に
、少なくとも予め設定された数のユーザを有する有効範囲領域は、ＭＢＭＳ配信にＰＴＭ
を用いるが、この場合、個別のＲＢは不要である。
【０００５】
　これらの既知のＭＢＭＳ配信用手順、具体的には、ＰＴＰとＰＴＭモードとの間の選択
／切り替え手順には、幾つかの不利な点がある。第１に、２つの送信モードを用いたり、
それらの間を切り替えたりすると、これらに限定するものではないが、無線リンク制御（
ＲＬＣ）バッファ管理やＲＢ切り替え等のネットワーク手順が複雑になる。
【０００６】
　第２に、ＰＴＰを用いると、ＰＴＭでマクロダイバーシティを用いることによって実現
し得る性能の向上を利用できなくなる。
　第３に、ＰＴＰ／ＰＴＭ切り替えは、ある程度の計数精度を必要とし、これは、アップ
リンクアクセスチャネル及び無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）双方に対する好ましく
ないネットワーク負荷を生じ得る。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　適応ベアラ構成をＭＢＭＳ配信に提供するための方法及び装置について、本明細書に記
載する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本開示の第１態様は、無線基盤構成要素を動作させる方法である。本方法において、共
有無線資源が、少なくとも１つの移動局から応答を受信するために割り当てられる。計数
要求と類似した要求メッセージが、有効範囲領域内にある全ての移動局にブロードキャス
トされる。少なくとも１つの移動局が要求に応答した場合、ＰＴＭ送信モードが、所定の
有効範囲領域内におけるＭＢＭＳ配信に用いられる。有効範囲領域内における複数の移動
局が要求に応答した場合、一実施形態に基づき、それらの応答は、共有無線資源を介する
。要求メッセージに対する応答の総数は、幾つかの実施形態では、要求メッセージ内に確
率係数を提供することによって限定される。
【０００９】
　更に、第１態様に基づくと、ブロードキャスト要求メッセージには、更に、指定された
信号対雑音及び干渉比（ＳＩＮＲ）範囲を含む。対応する一実施形態では、指定されたＳ
ＩＮＲを有する移動局は、ブロードキャスト要求に応答するが、この場合、そのような移
動局が、あらゆる他の指定パラメータ要件も満たすことを前提とする。
【００１０】
　本開示の第２態様は、ＰＴＭモードのために用いるべき変調及び符号化方式を決定し、
また、その変調及び符号化方式を用いて移動体にＭＢＭＳデータを送信する段階を伴う。
　本開示の第３態様は、基地局であり、これは、例えば、高度ユニバーサル地上無線接続
ネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）内における高度ユニバーサル地上無線接続（Ｅ－ＵＴＲ
Ａ）エッジノード（ＥＮ）である。一実施形態において、基地局は、ブロードキャスト要
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求メッセージに対する多数の応答を受信するための共有周波数及び時間ベース資源を割り
当てるように構成された送受信機及びコントローラを有する。基地局は、少なくとも１つ
の移動局が、送受信機の有効範囲領域内にあるかどうか判断し、そうであれば、ＰＴＭモ
ードで送信する。
【００１１】
　ブロードキャスト要求に応答する移動局からの多数の応答は、幾つかの一実施形態に基
づく組み合わせられた方法で受信される。
　更に、本開示の第３態様に関連した幾つかの実施形態では、基地局は、ブロードキャス
ト要求メッセージに対する少なくとも１つの移動局応答に基づき、ＰＴＭモードで送信す
るための変調及び符号化方式を選択する。
【００１２】
　本開示の第４態様は、移動局であり、これは、幾つかの実施形態において、ＵＭＴＳユ
ーザ設備（ＵＥ）即ちＥ－ＵＴＲＡ＿ＵＥである。移動局には、送信及び受信のために様
々な変調及び符号化方式を利用し得る送受信機及びコントローラが含まれる。移動局は、
幾つかの実施形態において、受信信号用のＳＩＮＲ値を測定し、この情報を基地局に示す
。他の選択肢として、移動局は、測定された１つ又は複数のＳＩＮＲ値を独立に用いて、
ＰＴＭ送信を受信するための適切な変調及び符号化方式を選択し、所望の方式を基地局に
示す。一実施形態において、この移動体による表示は、ネットワークによってブロードキ
ャストされた要求メッセージに移動局がこれを介して応答し得る複数の共有無線資源の内
の１つを選択することによって示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　次に、図面を参照すると、ここでは、同じ数字が同じ構成要素を表す。図１は、様々な
基地局１０３を伴う通信ネットワーク１００を示しており、各基地局１０３は、対応する
有効範囲領域１０５を有する。一般的に、基地局有効範囲領域は、重なり合い、一般的に
、全ネットワーク有効範囲領域を形成する。ＭＢＭＳ有効範囲領域には、連続した有効範
囲領域を形成し得る多数の基地局有効範囲領域１０５を含む。しかしながら、連続したＭ
ＢＭＳ有効範囲を有することは必要ではなく、従って、他の選択肢として、ＭＢＭＳ有効
範囲領域は、全ネットワーク有効範囲領域に渡って分散し得る。更に、各有効範囲領域は
、多数の移動局又はＵＥ１０９を有する。多数の基地局１０３が、迂回接続１０７を介し
て基地局コントローラ１０１に接続される。基地局コントローラ及び基地局は、無線アク
セスネットワーク（ＲＡＮ）を形成する。ネットワーク全体には、任意の数の基地局コン
トローラが含まれ、各々、多数の基地局を制御する。他の選択肢として、各基地局コント
ローラ１０１は、基地局間において、分散機能として実現されることに留意されたい。
【００１４】
　基地局１０３は、任意の数の標準無線インターフェイスを介して、また、任意の数の変
調及び符号化方式を用いて、移動局１０９と通信を行う。例えば、Ｅ－ＵＭＴＳ又はＣＤ
ＭＡ２０００を用い得る。更に、Ｅ－ＵＭＴＳは、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）を用
いてもよく、ＣＤＭＡ２０００は、ウォルシュコード等の直交拡散コードを用いてもよい
。半直交拡散コードを利用して、無線インターフェイス上で追加のチャネル化を実現する
こともできる。
【００１５】
　図２は、図１の有効範囲領域１０５を六角形の領域として簡略化して表す。各六角形の
領域は、基地局又はエッジノード（ＥＮ）有効範囲領域に対応し、また、他の選択肢とし
て、セルと称され、例えば、セル２０３、２０５及び２０７等と称される。更に、図２に
示すネットワーク２００は、任意の数のセルに接続し得る基地局コントローラ２０１等の
多数の基地局コントローラを有している。
【００１６】
　通常、基地局コントローラは、連続した有効範囲領域に渡って多数のセルを制御するが
、そのような方式は、要求されない。図２に戻ると、各セルは、多数の移動装置を有し、
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例えば、セル２０３は、１台の移動装置を有し、セル２０７は、９台の移動装置を有し、
セル２０５には、移動装置がない。
【００１７】
　図２において、幾つかのセルに示された図示した数の移動局が、ＭＢＭＳサービスを受
信するように構成されている（“ＭＢＭＳに加入している”）とすると、各移動局は、Ｐ
ＴＭを介して、そのそれぞれのセルからＰＴＭ無線ベアラ（ＲＢ）でＭＢＭＳデータを受
信する。ＭＢＭＳに加入した移動装置を有さないセル、例えば、セル２０５は、ＰＴＭ＿
ＲＢを確立し得ない。
【００１８】
　ＭＢＭＳに加入した移動装置を有さないセルには、依然として、移動局が存在し得るが
、そのような移動局は、図２には図示していないことを理解されたい。更に、図２に示す
セルは、理想化されている。有効範囲領域は、図１によって更に現実的に表されており、
これは、有効範囲領域又はセル１０５が重なり合うことを示す。従って、移動局は、重な
り合う領域を有する幾つかのセルと通信を行うことが可能である。しかしながら、図２の
理想化されたセル領域は、“最適なサーバ”を用いるという概念、即ち、その特定の時間
に最適な有効範囲を移動局に提供するセルを示す。最適なサーバは、信号対雑音及び干渉
比（ＳＩＮＲ）、ビット誤り率（ＢＥＲ）、フレーム消去レート（ＦＥＲ）、又はいずれ
か他の指標、指標の組合せ、又は指標の任意の１つ又は複数を入力として用いたアルゴリ
ズムから出力される指標等、全て当業者によって理解される任意の数のパラメータによっ
て決定される。
【００１９】
　従って、図２に戻ると、移動局２０９は、ＰＴＭ＿ＲＢを有するセルを離れて、ＰＴＭ
＿ＲＢが以前確立されていなかったセル２１１に移動する。この場合、移動局２０９は、
新しい最適なサーバセル２１１上でＰＴＭセットアップを開始する。
【００２０】
　図３は、セル内の移動局から応答を受信するために割り当てられる共有資源を示す時間
尺度図である。横軸３０１は、増加時間の尺度であり、持続時間３０３が、移動局から基
地局への通信経路である逆方向リンク又はアップリンク上の持続時間である。受信の信頼
性改善等の様々な目的のために、応答受信用の多数の資源を割り当てる。更に、特定の具
体的な資源を介して応答する移動局から特定の表示情報を受信するための特定の資源を割
り当てる。例えば、移動局は、特定の資源を介して応答することによって、それらそれぞ
れのＳＩＮＲ値又は指定されたＳＩＮＲ範囲の一部を示す。
【００２１】
　一実施形態において、“０－１”計数を適用する。具体的には、基地局は、ユーザ間を
区別する必要がない。基地局は、ＭＢＭＳに加入した移動局が、セル内にあるかどうか判
断するだけでよく、また、幾つかの実施形態では、移動局が、提示されたＭＢＭＳ送信を
以前受信していないかどうか判断するだけでよい。例えば、基地局からの計数要求には、
特定のプロバイダＭＢＭＳに対応するサービス識別名、また、多数のセッションが利用可
能なセッション識別名を含む。移動局が、サービス識別名によって判断されるＭＢＭＳに
加入しているが、セッション識別名によって判断される現セッションを受信していない場
合、移動局は、提示されたセッションを受信したいことを示す。従って、図３に戻ると、
基地局は、周波数及び時間ベース資源３０３、例えば、１つ又は複数のＯＦＤＭ副搬送波
符号持続時間を割り当てる。その後、基地局は、ＭＢＭＳ送信を受信したい移動局の計数
値を要求するブロードキャストメッセージを送信する。
【００２２】
　図３に示すように、第１ユーザ３０５からｎ番目のユーザ３０９までの多数の移動局は
、符号持続時間中に応答する。幾つかの実施形態によれば、移動局は、オンオフキーイン
グ方式を採用しており、同じ資源３０３上で同じ符号を送信する。幾つかの実施形態に基
づく基地局は、応答に参加している移動局から同じ符号の組合せとして応答を受信する。
【００２３】
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　基地局が、割り当てられた持続時間中に、割り当てられた資源３０３上で符号を受信す
る場合、基地局は、ＰＴＭ送信が要求されていると判断する。そうでない場合、符号が基
地局によって検出されなければ、ＰＴＭ＿ＲＢは、その特定のセルにおいて、確立されて
いない。
【００２４】
　いずれか特定のセルの無線環境において、フラット・レイリーフェージング等の困難な
無線伝搬条件のために、１つの潜在的な難題が生じ得る。即ち、応答する移動局の数が極
めて少ない場合、受信性能は、基地局が符号を検出できない程度に極めて悪いことがある
。従って、幾つかの実施形態では、繰り返しが、ダイバーシティを提供するために行われ
、また、周波数領域及び時間領域双方において行われる。
【００２５】
　例えば、ＯＦＤＭを利用するシステムでは、２つの副搬送波及び２つの符号持続時間は
、移動局から送信された符号の４回の繰り返しが起こるように割り当てられる。著しいダ
イバーシティ利得並びに電力利得が、幾つかの実施形態に基づくような単純な繰り返しを
用いることによって達成される。
【００２６】
　応答する移動局の数が極めて大きい場合、例えば、１０００以上の場合、他の潜在的な
難題が生じ得る。この場合、他の近傍のセルとの干渉が起こり得る。従って、幾つかの実
施形態では、多段階計数手順が、クイック表示（ＱＩ）と共に用いられる。この手法は、
図４によって示される。図４は、順方向リンク（ダウンリンク）４０１上及び逆方向リン
ク（アップリンク）４０３上におけるメッセージを示す時間尺度図である。
【００２７】
　基地局が、例えば、要求メッセージをブロードキャストすることによって、計数が開始
されたことを示した後は、既定の初期確率“Ｐ”が、要求に応答する移動局の数を調整す
るために用いられる。
【００２８】
　従って、１０００の移動局が応答し、Ｐ＝０．０１の場合、確率検定の結果、計数応答
を送信する移動局の平均の数は、１０である。基地局が、応答を検出しない場合、より高
い確率係数と共に他の要求メッセージをブロードキャストする。例えば、最初に、Ｐ＝０
．０１である場合、次の計数要求は、Ｐ＝０．１を示す。他の選択肢として、移動局は、
追加の計数要求がないか監視する。他の要求が受信された場合、移動局は、１０の係数で
Ｐを更新し、応答に先立って確率検定を繰り返す。
【００２９】
　基地局が計数応答を検出すると、計数が停止し、要求メッセージはそれ以上送信されな
い。従って、図４において、また、図１を参照すると、基地局コントローラ１０１は、そ
の制御領域内にある全ての基地局（エッジノード）１０３に暫定移動体グループ識別子（
ＴＭＧＩ）及びセッションＩＤを送る。そして、各基地局１０３は、時間間隔Ｔ１＿４０
５中、通知メッセージＱＩ４０９をブロードキャストし、時間間隔Ｔ２＿４０７として、
応答用の資源を割り当てる。通知メッセージＱＩ４０９は、少なくともＴＭＧＩ、セッシ
ョンＩＤ、初期の確率係数Ｐ、及び逆方向リンク上の割り当てられた応答資源を示す。Ｑ
Ｉは、複数の物理層信号の内の１つであり、これによって、ＴＭＧＩ、セッションＩＤ、
初期の確率係数Ｐ、及び逆方向リンク上の割り当てられた応答資源は、移動局にとって既
知の方法で変更又は設定される。他の選択肢として、１つ又は全ての資源は、事前に規定
し得るが、この場合、資源割り当て情報は、通知メッセージＱＩ４０９に含む必要がない
。更に、ＱＩを用いると、移動局が計数応答の送信を停止すべきであることを示すことが
できる。
【００３０】
　第１のＱＩ４０９を受信した後、移動局は、初期の確率係数Ｐを用いて、確率検定を行
い、計数応答に参加すべきかどうか判断する。移動局は、応答すべきであると判断すると
、割り当てられた応答時間間隔Ｔ２＿４０７中、オンオフキーイングを用いて送信する。
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基地局１０３は、その後、時間間隔Ｔ２＿４０７中、少なくとも１つの応答又は組み合わ
せられた応答４１５を受信する。
【００３１】
　基地局１０３は、応答を受信しない場合、第１応答時間間隔４０７の後、第２のＱＩ４
１１を送信する。第２のＱＩ４１１は、初期のＱＩ４０９からかなり簡略化される。移動
局１０９は、次のＱＩ４１１がないか監視する。追加のＱＩが移動局によって検出されな
い場合、移動局は、計数プロセスが完了したものと見なされる。他のＱＩ、例えば、ＱＩ
４１１が検出された場合、移動局は、確率係数を初期の確率係数のＮ倍に更新するが、例
えば、Ｎ＝１０の場合、Ｐ次＝１０ｘＰ初期であり、再度確率検定を行って、計数応答に
参加するかどうか判断する。この手順は、基地局１０３が少なくとも１つの応答を検出す
るまで、図４に示すように繰り返す。例えば、図４において、第３のＱＩ４１３が送信さ
れ、また、移動局は、ＰをＰ＝０．１に更新し、確率検定を行い、そして、適宜、応答４
１９を送信する。Ｐ＝１であり、また、応答が受信されていない場合、セル有効範囲領域
内に移動局が存在していないものとして、計数手順が終了することに留意されたい。
【００３２】
　図５は、幾つかの実施形態に基づく移動局の主要な構成要素を示すブロック図である。
移動局５００には、ユーザインターフェイス５０１、少なくとも１つのプロセッサ５０３
、及び少なくとも１つのメモリ５１１が含まれる。メモリ５１１は、移動局オペレーティ
ング・システム５０５、アプリケーション５０７及び一般的なファイル記憶領域５０９用
の充分な記憶容量を有する。移動局５００ユーザインターフェイス５０１は、限定するも
のではないが、キーパッド、タッチスクリーン、音声起動命令入力装置、及びジャイロカ
ーソル制御装置を含むユーザインターフェイスの組合せである。移動局５００には、専用
のプロセッサ及び／又はメモリ、ドライバ等（図５には図示せず）を有し得るグラフィカ
ル表示装置５１７がある。
【００３３】
　図５は、例示の目的のためだけであり、本開示に基づく移動局の主な構成要素を示すた
めであり、また、様々な構成要素及び移動局に必要なそれらの間の接続の完全な概略図で
あることを意図していないことを理解されたい。従って、移動局には、図５には示さない
他の様々な構成要素を含み得るが、依然として、本開示の範囲内にある。
【００３４】
　図５に戻ると、移動局５００には、更に、送受信機５１３及び５１５等の多数の送受信
機が含まれる。送受信機５１３及び５１５は、これらに限定するものではないが、例えば
、ＵＭＴＳ、ＣＤＭＡ２０００、８０２．１１、８０２．１６等の様々な規格を用いて、
様々な無線ネットワークと通信を行うためのものであってよい。
【００３５】
　メモリ５１１は、例示の目的のためだけであり、様々な方法で構成し得るが、依然とし
て、本開示の範囲内にある。例えば、メモリ５１１には、各々プロセッサ５０３に結合さ
れた幾つかの要素を含む。更に、別個のプロセッサ及びメモリ要素を、グラフィカル表示
装置上でのグラフィカル画像の描画等の特定タスクに専用化される。いずれにせよ、メモ
リ５１１は、少なくとも、移動局５００用のオペレーティング・システム５０５、アプリ
ケーション５０７及び一般的なファイル記憶領域５０９に記憶領域を提供する機能を有す
る。一実施形態において、アプリケーション５０７には、移動局５００が、本明細書に述
べた幾つかの一実施形態に基づく計数応答に参加すべきであるかどうか判断するためのＱ
Ｔメッセージの受信後実行される確率検定アプリケーションが含まれる。
【００３６】
　更に、幾つかの実施形態において、アプリケーション５０７には、ＭＢＭＳを受信する
ための適切な変調及び符号化方式を決定する変調及び符号化方式決定アプリケーションを
含む。そのような実施形態については、更に後述する。
【００３７】
　次に、図６において、様々な実施形態の高位レベルの動作を示す。まず、基地局即ち基
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地局１０３は、ブロック６０１において、共有無線資源を割り当てる。共有無線資源は、
例えば、１つ又は複数のＯＦＤＭ副搬送波である。基地局即ち基地局１０３は、ブロック
６０３に示すように、計数要求をブロードキャストする。計数要求には、初期の確率係数
、ＴＭＧＩ、セッション識別名、及び更に幾つかの実施形態において、ＳＩＮＲ範囲をむ
。
【００３８】
　ブロック６０５において、少なくとも１つの計数応答が、移動局から受信され、又は組
み合わせられた応答が、多くの移動局から受信される。応答の数は、各移動局が、提供さ
れた初期の確率係数を用いて実行する確率検定によって限定される。移動局は、引き続き
受信される計数要求により、この係数を増大し得る。最後に、ブロック６０７において、
基地局は、ＰＴＭ＿ＲＢを確立し、そして、応答が受信されていると仮定してＭＢＭＳを
配信する。
【００３９】
　次に、図７において、他の実施形態を示すが、ここでは、ブロック７０１、７０３、及
び７０５は、それぞれブロック６０１、６０３、及び６０５と同様である。しかしながら
、ブロック７０５において、受信された応答は、移動局によって実現可能な変調及び符号
化方式（ＭＣＳ）を示す。幾つかの実施形態において、基地局は、ブロック７０３におい
て、実現可能なＭＣＳ状態を求め、ブロック７０５において、応答の一部として、ＭＣＳ
選択表示を受信する。ＭＣＳは、例えば、四位相偏移変調（ＱＰＳＫ）、４、８、１６、
又は６４－ＱＡＭ等の直交振幅変調（ＱＡＭ）の内の１つに用いられるレート１／３ター
ボコーディングである。ＭＣＳは、一般的に、いずれか他の適切な変調及び符号化方式で
ある。更に、ＭＣＳ状態の表示には、他の選択肢として、基地局送信機によって用い得る
ＭＣＳに対応し、また、移動局が許容可能なエラーレートで受信し得るＳＩＮＲの表示を
含む。
【００４０】
　異なる一実施形態において、ブロック７０５の応答は、移動局がブロック７０３におい
て提供されたＳＩＮＲ範囲内にあるという表示を提供し、こうして、基地局は、ブロック
７０７に示すように適切なＭＣＳを選択する。ブロック７０９において、ＰＴＭ＿ＲＢは
、少なくとも１つの応答が受信されたと仮定して確立され、決定されたＭＣＳは、ＭＢＭ
Ｓ配信に用いられる。
【００４１】
　本開示の様々な実施形態を用いることによって、逆方向リンク信号伝達オーバーヘッド
は、低減されるが、この理由は、様々な実施形態が、送信される情報量が少ないメッセー
ジ伝達を用いるよりもむしろ物理層信号送信手法を利用するためである。更に、計数に応
答して移動局から送信されるパワーは、様々な実施形態において組み合わせられることか
ら、信頼性が増大する。更にまた、様々な実施形態では、基地局コントローラのより高位
の層よりもむしろ、基地局の物理層が計数を制御し得ることから、遅延が低減される。
【００４２】
　他の実施形態において、変調及び符号化状態（ＭＣＳ）が、ＭＢＭＳの出力のために選
択される。高度ＭＢＭＳ配信（Ｅ－ＭＢＭＳ）では、１つのセルだけが送信する場合、低
ＳＩＮＲが起こり得る一方で、多くのセルが単一周波数ネットワークで送信する場合、極
めて高い信号対雑音及び干渉比（ＳＩＮＲ）が起こりる。最適な効率が、適切なＭＣＳ状
態をできるだけ早く選択することによって実現されることから、幾つかの実施形態は、計
数プロセス中、送信が始まる前に、この選択を行う。
【００４３】
　従って、幾つかの実施形態において、基地局１０３は、ＳＩＮＲ範囲を提供するが、こ
れにより、その範囲内にある信号受信用のＳＩＮＲを有する移動局だけが、計数に参加す
る。確率検定等の他の手順は、依然として、ＳＩＮＲ範囲要件と共に用いられる。他の選
択肢としての一実施形態において、基地局は、移動局に対して、与えられたＭＣＳが実現
可能であるかどうか直接答えるように要求するが、そうでない場合、移動局は、ＳＩＮＲ
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【００４４】
　幾つかの実施形態において、移動局は、１ビットで返信し、それがＳＩＮＲ範囲内にあ
ることを示す。しかしながら、多数のビットを送信して、移動局用のチャネル条件又は好
適なＭＣＳを示す。幾つかの実施形態でのように、追加のビットを用いることは、例えば
、大きな制約条件範囲を仮定して、移動局が範囲のどこに入るのかを示すために有用であ
る。
【００４５】
　移動局によるＳＩＮＲ測定用の様々な手法が用いられ、また、それらは、本開示の範囲
内にある。例えば、サービス提供側基地局は、隣接リストと同様に、どの基地局が送信す
るか移動局に示し、これによって、移動局は、示された各基地局からのパイロットチャネ
ルを測定することによってＳＩＮＲを推定する。他の選択肢として、ネットワークは、サ
ービスを提供する全ての基地局から単一のパイロットを送信し、これによって、移動局は
、組み合わせられたパイロットチャネルからＳＩＮＲを決定し得る。
【００４６】
　好適な実施形態について説明したが、本開示は、そのように限定されないことを理解さ
れたい。添付の請求項によって定められる本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、
数多くの修正点、変更点、バリエーション、代替品及び等価物が、当業者には起こり得る
。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】移動局が配置された様々な有効範囲領域を有する代表的な通信ネットワークを示
す図。
【図２】幾つかの有効範囲領域即ちセルが多数のユーザを有する有効範囲領域を簡略化し
て表す図。
【図３】単一の周波数及び時間ベースの資源に接続された多数のユーザを示す時間尺度図
。
【図４】順方向及び逆方向リンク上のメッセージを示す時間尺度図。
【図５】幾つかの実施形態に基づく移動局のブロック図。
【図６】一実施形態に基づく方法を示すフローチャート。
【図７】一実施形態に基づく方法の更に詳細を示すフローチャート。
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