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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセスゲートウェイから送信時刻情報を設定したヘッダを付加したマルチキャストデ
ータ又はブロードキャストデータの受信時刻が前記ヘッダに設定した前記送信時刻情報に
従った送信時刻より時間的に前の時は正しいと判定し、前記送信時刻情報に従った送信時
刻に、前記ヘッダを削除した前記マルチキャストデータ又はブロードキャストデータを前
記複数の無線移動局へ無線送信するように指示し、前記マルチキャストデータ又はブロー
ドキャストデータの受信時刻が前記ヘッダに設定した前記送信時刻情報に従った送信時刻
より時間的に後の時は正しくないと判定し、前記マルチキャストデータ又はブロードキャ
ストデータの受信時刻と前記送信時刻情報に従った送信時刻との差分を修正時間差分とし
て前記アクセスゲートウェイに通知するように指示するヘッダ処理部を備えた
　ことを特徴とする無線基地局。
【請求項２】
　前記ヘッダ処理部は、前記アクセスゲートウェイから送信時刻情報を設定したヘッダを
付加した前記マルチキャストデータ又はブロードキャストデータの受信時刻が前記送信時
刻情報に従った送信時刻より時間的に前であり、且つ前記マルチキャストデータ又はブロ
ードキャストデータの受信時刻と前記送信時刻情報に従った送信時刻との差分が前記マル
チキャストデータ又はブロードキャストデータの無線基地局内における最大保持時間より
大きい値の時は、前記マルチキャストデータ又はブロードキャストデータの受信時刻と前
記送信時刻情報に従った送信時刻との差分を修正時間差分として前記アクセスゲートウェ
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イに通知するように指示する手段を有することを特徴とする請求項１記載の無線基地局。
【請求項３】
　複数の無線基地局は、前記アクセスゲートウェイから転送された前記マルチキャストデ
ータ又はブロードキャストデータに付加したヘッダの送信時刻情報に従った送信時刻が、
該マルチキャストデータ又はブロードキャストデータの受信時刻より時間的に後であり、
且つ前記送信時刻と前記受信時刻との差の時間が前記マルチキャストデータ又はブロード
キャストデータの無線基地局内における最大保持時間より小さい値の時は正しいと判定し
、それ以外は正しくないと判定し、正しいと判定した時は、前記送信時刻情報に従った送
信時刻に前記ヘッダを削除した前記データを前記複数の無線移動局へ送信する過程と、正
しくないと判定した時は、前記受信時刻と前記送信時刻との差分の時間を修正時間差分と
して前記アクセスゲートウェイに通知する過程とを有する
　ことを特徴とする移動無線通信制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の無線基地局と無線移動局とを含み、各種のデータをパケット化し、複
数の無線基地局から同一データを同一タイミングで無線移動局へ送信する無線基地局及び
移動無線通信制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の無線基地局は、ネットワークを介して上位のアクセスゲートウェイと接続し、無
線移動局は、移動しながら又は停止した状態で、無線基地局を介して通信する移動無線通
信システムは、既に各種のシステム構成が提案され、且つ実用化されている。例えば、Ｌ
ＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）に代表される次世代移動無線通信シス
テムに於いて、ＭＢＭＳ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｍｕｌｔｉｃａ
ｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）は、特定地域に存在する複数の無線移動局に対して同一データを
提供するサービスであり、マルチキャストサービスとブロードキャストサービスとが規定
されている。前者のマルチキャストサービスは、特定のマルチキャストサービスに対して
登録、加入したユーザ向けに提供するサービスであり、後者のブロードキャストサービス
は、そのサービスエリアに存在する総てのユーザに提供可能とするサービスであって、そ
のデータを受信するか否かは、ユーザが判断するもので、ネットワーク側との間の制御信
号の授受は行わないで済むものである（例えば、非特許文献１参照）。
【０００３】
　又同様に、マルチキャストサービスとブロードキャストサービスとを提供する移動無線
通信システムに於いて、無線基地局とその上位の制御局とを含み、論理チャネルとして、
データを送信するＭＴＣＨ（ＭＢＭＳ　ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　Ｔｒ
ａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）及び制御情報を送信するＭＣＣＨ（ＭＢＭＳ　ｐｏｉｎｔ
－ｔｏ－ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、物理チャネルと
して、制御情報送信中を通知するＭＩＣＨ（ＭＢＭＳ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）とを導入し、制御局は、同一制御情報を繰り返し送信
する送信時間を変更可能とし、その送信タイミング情報を無線基地局に通知するものであ
る。その為に、制御局のカウンタの第１のカウント値と、無線基地局のカウンタの第２の
カウント値との差分を第１のカウント値に加算した値以上の値に相当するタイミングを変
更タイミングとして、無線基地局へ通知する手段が提案されている（例えば、特許文献１
参照）。
【特許文献１】特開２００５－３２３１１３号公報
【特許文献２】特開２００１－６９５５９号公報
【特許文献３】特開平９－２６１１５４号公報
【特許文献４】特開２００３－３４８６４３号公報
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＲ２５．８１４　ｖ７．０．０（２００６－０６）　（３
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ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ；Ｔｅｃｈｎｉ
ｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ａｓｐｅｃｔｓ　ｆｏｒ　ｅｖｏｌｖｅｄ　
Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（ＵＴＲＡ）
　７．１．１　Ｂａｓｉｃ　ｔｒａｎｓｉｍｉｓｓｉｏｎ　ｓｃｈｅｍｅ）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述のＭＢＭＳ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　
Ｓｅｒｖｉｃｅ）の運用時に於いては、複数の無線基地局は、無線移動局に対して同一デ
ータを同一タイミングで送信する必要がある。即ち、複数の無線基地局が同一データを同
一タイミングで送信できない場合、無線移動局は、ハンドオーバ処理の前後に於けるデー
タの連続性が得られない問題が生じる。その為、複数の無線基地局は、相互に時間同期を
とる必要がある。その場合、前述の非特許文献１に於いて規定されているガードインター
バル（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｐｒｅｆｉｘ：ＣＰ）の範囲は、Ｌｏｎｇ　ＣＰ（Ｃｙｃｌｉｃ　
Ｐｒｅｆｉｘ）　Ｌｅｎｇｔｈとして、１６．６７μｓｅｃと規定されている。即ち、無
線基地局間で時間同期をとる場合、少なくもμｓｅｃオーダの精度が必要となる。このよ
うな時間精度を維持する為には、各無線基地局に高精度発振器を設ける必要がある。ＭＢ
ＭＳを実現する場合はさらに、この精度を保ちつつアクセスゲートウェイがそれぞれの無
線基地局へ同一のメッセージを送信し、各無線基地局から無線移動局へ同一タイミングで
送信する仕組みが必要となる。
【０００５】
　本発明は、前述の従来の問題を解決するもので、各無線基地局で時間同期を必要とする
環境に於いて、複数の無線基地局から同一データを同一タイミングで送信できるようにす
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の移動無線通信システムは、アクセスゲートウェイからマルチキャストデータ又
はブロードキャストデータを複数の無線基地局へ伝送し、これらの無線基地局から複数の
無線移動局へマルチキャストデータ又はブロードキャストデータを送信する移動無線通信
システムであって、アクセスゲートウェイは、マルチキャストデータ又はブロードキャス
トデータに、複数の無線移動局への送信時刻情報を設定したヘッダを付加して複数の無線
基地局へ送出する手段を備え、又複数の無線基地局は、ヘッダに設定された送信時刻情報
に従って、アクセスゲートウェイから転送されたマルチキャストデータ又はブロードキャ
ストデータを、複数の無線移動局へ送信する手段を備え、複数の無線移動局は、複数の無
線移動局から送信されたマルチキャストデータ又はブロードキャストデータを合成して受
信する受信手段を備えているものである。
【０００７】
　又アクセスゲートウェイは、上位装置からのＭＢＭＳ用データを受信するゲートウェイ
インタフェース機能部と、無線基地局から無線移動局へデータを送信する時刻を指定する
送信時刻情報を算出し、この送信時刻情報を設定したヘッダを、前記データの転送先の無
線基地局数分コピーしたそれぞれのデータに付加するヘッダ処理部と、このヘッダ処理部
によりヘッダを付加したデータを、無線基地局へ転送する伝送路インタフェース機能部と
を備えた構成を有するものである。
【０００８】
　又アクセスゲートウェイのヘッダ処理部は、ヘッダに設定する送信時刻情報を、データ
を伝送路インタフェース機能部から無線基地局へ転送する時刻と、無線基地局への伝送遅
延時間との和より時間的に後の時刻を示すように算出する手段を含む構成を有し、又無線
基地局からの送信時刻の修正要求により、ヘッダに設定する送信時刻情報を、データを伝
送路インタフェース機能部から無線基地局へ転送する時刻及び無線基地局への伝送遅延時
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間及び無線基地局から通知された修正時間に基づいて算出する手段を含む構成を有するも
のである。
【０００９】
　又アクセスゲートウェイから転送されたＭＢＭＳ用データを無線移動局へ無線送信する
無線基地局は、アクセスゲートウェイから送信時刻情報を設定したヘッダを付加したデー
タを受信し、送信時刻情報に従ってヘッダを削除したデータを無線移動局へ無線送信し、
又アクセスゲートウェイから送信時刻情報を設定したヘッダを付加したデータの受信時刻
が、ヘッダに設定した送信時刻情報に従った送信時刻より時間的に前の時刻は正しいと判
定し、その場合は、送信時刻情報に従った送信時刻に、ヘッダを削除したデータを無線移
動局へ無線送信するように指示し、又データの受信時刻が、ヘッダに設定した送信時刻情
報に従った送信時刻より時間的に後の時刻は、正しくないと判定し、その場合は、データ
の受信時刻と送信時刻情報に従った送信時刻との差分を修正時間差分として、アクセスゲ
ートウェイに通知するように指示するヘッダ処理部を備えている。又このヘッダ処理部は
、アクセスゲートウェイから送信時刻情報を設定したヘッダを付加したデータの受信時刻
が、送信時刻情報に従った送信時刻より時間的に前であり、且つデータの受信時刻と送信
時刻情報に従った送信時刻との差分が、無線基地局内に於けるデータの最大保持時間より
大きい値の時は、データの受信時刻と送信時刻情報に従った送信時刻との差分を修正時間
差分として、アクセスゲートウェイに通知するように指示する機能を有するものである。
【００１０】
　又移動無線通信制御方法は、アクセスゲートウェイにより、データの転送先の無線基地
局数分コピーし、且つ該データを無線移動局へ送信する送信時刻情報を設定したヘッダを
生成し、このヘッダを、コピーしたデータにそれぞれ付加して、複数の無線基地局へ送出
する過程と、複数の無線基地局に於いて、それぞれヘッダに設定された送信時刻情報に従
って、アクセスゲートウェイから転送されたデータを、ヘッダを削除して無線移動局へ無
線送信する過程とを含むものである。
【発明の効果】
【００１１】
　アクセスゲートウェイは、ＭＢＭＳ用データに送信時刻情報を設定したヘッダを付加し
て複数の無線基地局へ転送し、各無線基地局は、ヘッダに設定された送信時刻情報に従っ
た送信時刻に、ヘッダを削除したデータを複数の無線移動局から一斉に送信することがで
きるため、ＭＢＭＳサービスを容易に実現することが可能となる。又データに付加するヘ
ッダは、送信時刻情報を設定するだけであるから複雑化することはない利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の移動無線通信システムは、図１を参照すると、アクセスゲートウェイ１と複数
の無線基地局２と無線移動局３とを含み、アクセスゲートウェイ１からＭＢＭＳ用データ
を複数の無線基地局２へ転送し、この複数の無線基地局２から同時に無線移動局３へ送信
するシステムであって、アクセスゲートウェイ１は、データの転送先の無線基地局数分デ
ータをコピーし、且つこのデータに無線移動局３への送信時刻を、アクセスゲートウェイ
１と無線基地局２との間の伝送遅延時間等を考慮して算出し、その送信時刻を示す送信時
刻情報をヘッダ処理部１７に於いて生成してヘッダに設定し、これを複数の無線基地局２
へ伝送路インタフェース機能部１２から送出する。又複数の無線基地局２は、ヘッダに設
定された送信時刻情報に従った送信時刻に、アクセスゲートウェイ１から転送されたデー
タを、ヘッダを削除して無線移動局３へ無線送信する手段を備えている。
【００１３】
　又アクセスゲートウェイ１は、図１を参照すると、上位装置４からのＭＢＭＳ用データ
を受信するゲートウェイインタフェース機能部１４と、無線基地局２から無線移動局３へ
送信する時刻を指定する送信時刻情報を算出し、この送信時刻情報を設定したヘッダを、
データの転送先の無線基地局数分コピーしたそれぞれのデータに付加するヘッダ処理部１
７と、このヘッダ処理部１７によりヘッダが付加されたデータを、無線基地局２へ転送す
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る伝送路インタフェース機能部１２とを備えている。
【００１４】
　又無線基地局２は、アクセスゲートウェイ１から、送信時刻情報を設定したヘッダを付
加したデータを受信し、その送信時刻情報に従ってヘッダを削除したデータを無線移動局
３へ送信する。そのデータの受信時刻が、ヘッダに設定した送信時刻情報に従った送信時
刻より時間的に前の時刻は正しいと判定し、正しいと判定した場合は、送信時刻情報に従
った送信時刻に、ヘッダを削除したデータを無線移動局３へ無線送信するように指示する
。又データの受信時刻が、ヘッダに設定した送信時刻情報に従った送信時刻より時間的に
後の時刻は正しくないと判定し、この判定の場合は、データの受信時刻と送信時刻情報に
従った送信時刻との差分を修正時間差分として、アクセスゲートウェイ１に通知するよう
に指示するヘッダ処理部を備えている。
【実施例１】
【００１５】
　図１は、本発明の実施例１の要部説明図であり、（Ａ）はアクセスゲートウェイの要部
機能を示し、（Ｂ）はアクセスゲートウェイと無線基地局との間の伝送遅延時間の説明図
である。図１の（Ａ）に於いて、１はアクセスゲートウェイ、２は無線基地局、３は無線
移動局、４は上位装置、１１は呼処理監視制御機能部、１２は伝送路インタフェース機能
部、１３はユーザプレーン機能部、１４はゲートウェイインタフェース機能部、１５は呼
処理機能部、１６はユーザプレーン機能部、１７はヘッダ処理部を示す。
【００１６】
　図１に於いては、アクセスゲートウェイ１に、単一の無線基地局２とこの無線基地局２
に単一の無線移動局３が接続された状態を図示しているが、図示を省略したネットワーク
を介して、単一又は複数の上位装置４及び複数の無線基地局２が接続され、又無線移動局
３も複数存在するものであり、無線基地局２との間は無線で接続されて、移動無線通信シ
ステムを構成している。なお、アクセスゲートウェイ１と無線基地局２と無線移動局３と
上位装置４の主要部は、それぞれ既に知られた構成を適用することができるが、本発明の
実施例１に於いては、アクセスゲートウェイ１のユーザプレーン機能部１３に、ヘッダ処
理部１７を設ける。このヘッダ処理部１７は、上位装置４からのデータをゲートウェイイ
ンタフェース機能部１４により受信してＭＢＭＳ用データとする時に、このＭＢＭＳ用デ
ータを無線基地局２が送信する時刻を通知する為の送信時刻情報を設定したヘッダを生成
し、このヘッダをＭＢＭＳ用データに付加し、伝送路インタフェース機能部１２を介して
無線基地局２へ送信する。又呼処理監視制御機能部１１は、無線基地局２を介して無線移
動局３に対する呼処理の制御を行うものである。又ユーザプレーン機能部１３は、無線基
地局２を介した無線移動局３との間のデータの送受信の管理及び制御を行う。
【００１７】
　無線基地局２へ送信するＭＢＭＳ用データに対するヘッダに設定する送信時刻情報は、
アクセスゲートウェイ１のユーザプレーン機能部１３に於いて算出することができる。こ
の場合、図１の（Ｂ）に示すように、アクセスゲートウェイ１から無線基地局２へデータ
を送信する時刻をｔ１（送信タイムスタンプ）、無線基地局２が受信した時刻をｔ２（受
信タイムスタンプ）、無線基地局２からアクセスゲートウェイ１に送信した時刻をｔ３（
伝送タイムスタンプ）、アクセスゲートウェイ１が受信した時刻をｔ４（応答受信）とす
ると、下り伝送遅延時間Δｔｄ＝ｔ２－ｔ１、上り伝送遅延時間Δｔｕ＝ｔ４－ｔ３とな
る。各無線基地局２が無線移動局３へ送信する時刻ｔｓは、ｔｓ＞ｔ１＋Δｔｄの条件と
する必要がある。それにより、各無線基地局２は、無線移動局３に対して同一時刻にＭＢ
ＭＳ用データを送信することができるから、無線移動局３は、隣接する無線基地局２間を
移動した場合でも、連続してＭＢＭＳ用データを受信することができる。
【００１８】
　又システム立ち上げ初期や運用中等に於いて、アクセスゲートウェイ１からヘッダに設
定した送信時刻情報が無線基地局２に通知された時点で、その無線基地局２に於いては、
現在時刻が指定データ送信時刻を過ぎている場合がある。このような場合には、無線基地
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局２は、現在時刻と指定データ送信時刻との差を修正時間差分ｔｅとして、無線基地局２
からアクセスゲートウェイ１に指定データ送信時刻エラーを通知する。アクセスゲートウ
ェイ１は、無線基地局２へ通知する指定データ送信時刻ｔｄを修正する。即ち、ｔｓ＞ｔ
１＋Δｔｄ＋ｔｅの時刻関係となるように修正することになる。
【００１９】
　各無線基地局２は、アクセスゲートウェイ１からの指定データ送信時刻にＭＢＭＳ用デ
ータを送信するものであるから、アクセスゲートウェイ１を含めて時刻同期をとることが
必要であり、例えば、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）
を利用するか、電波時計用の放送波を利用するか、又は、アクセスゲートウェイ１から時
刻情報としてカウンタのカウント値を各無線基地局２へ、前述のヘッダ等により通知し、
各無線基地局２は、アクセスゲートウェイ１との間の伝送遅延時間を基に時刻情報を示す
カウンタのカウント値を修正する手段を設けることができる。又送信時刻情報をカウント
値としてヘッダに設定することも可能である。
【００２０】
　図２は、本発明の実施例１の無線基地局の要部説明図であり、２１は図示を省略した無
線移動局との間で送受信する為のアンテナ、２２は前置増幅器（ＭＨＡ；Ｍａｓｔ　Ｈｅ
ａｄ　Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ）、２３は電力増幅器（ＴＰＡ；Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｐｏｗｅ
ｒ　Ａｍｐｌｉｆｉｅｒ）、２４は送受信制御部、２５は制御処理部、２６は送受信部（
ＴＲＸ；Ｔｒａｎｓｍｉｔｔｅｒ　Ｒｅｃｅｉｖｅｒ）、２７はベースバンド処理部（Ｂ
Ｂ；Ｂａｓｅ　Ｂａｎｄ　Ｕｎｉｔ）、２８はヘッダ処理部、２９はインタフェース部（
ＩＦ）、３０は図示を省略したネットワークを介してアクセスゲートウェイとの間で送受
信する為のハイウェイインタフェース部（ＨＷＩＦ；Ｈｉｇｈ　Ｗａｙ　Ｉｎｔｅｒｆａ
ｓｅ）、３１は共通メモリ（ＣＭ；Ｃｏｍｍｏｎ　Ｍｅｍｏｒｙ）、３２は呼制御プロセ
ッサ（ＣＰＵ；Ｃａｌｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、３３はデータベース（Ｄ
Ｂ；Ｄａｔａ　Ｂａｓｅ　Ｕｎｉｔ）を示す。なお、無線移動局との間の送受信機能をま
とめて示すものである。
【００２１】
　アクセスゲートウェイから制御処理部２５のハイウェイインタフェース部３０により、
ヘッダが付加されたＭＢＭＳ用データを受信すると、呼制御プロセッサ３２の制御によっ
てインタフェース部２９から送受信制御部２４のベースバンド処理部２７へ転送し、ＭＢ
ＭＳ用データに付加されたヘッダをヘッダ処理部２８へ転送する。ヘッダ処理部２８は、
ＭＢＭＳ用データに付加されたヘッダに設定された送信時刻情報を基に無線移動局に対す
るＭＢＭＳ用データの送信時刻を決定する。この場合、前述のように、指定データ送信時
刻が現在時刻を過ぎている場合は、アクセスゲートウェイに対して、ハイウェイインタフ
ェース部３０を介して、指定データ送信時刻エラーを通知する。
【００２２】
　図３は、ＭＢＭＳ用データの送信の概要説明図であり、アクセスゲートウェイ（ａＧＷ
：ａｃｃｅｓｓ　Ｇａｔｅ　Ｗａｙ）１と、無線基地局（ｅＮＢ：ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｎ
ｏｄｅＢ）２－１，２－２と、無線移動局（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）３と
を示し、アクセスゲートウェイ１は、ＭＢＭＳ（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａ
ｓｔ　Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）情報を、例えば、図１に示す上位装置４か
ら受信すると、メッセージ分配として示すように、無線基地局数分コピーして無線基地局
２－１，２－２へ転送する。即ち、アクセスゲートウェイ１は、ＭＢＭＳ情報を前述のＭ
ＢＭＳ用データとし、且つ送信時刻情報を設定したヘッダを付加して転送する。各無線基
地局２－１，２－２は、ヘッダに設定された送信時刻情報に従った指定データ送信時刻に
、そのヘッダを除去したＭＢＭＳ用データを無線移動局３へ送信する。それにより、無線
基地局２－１から送信したＭＢＭＳ用データＳ１と、無線基地局２－２から送信したＭＢ
ＭＳ用データＳ２とは、同一時刻に、同一順序のパケットデータＰ１，Ｐ２，Ｐ３，・・
・として送信される。無線移動局３は、複数の無線基地局２－１，２－２からのＭＢＭＳ
用データを伝播遅延時間差で受信することができ、例えば、遅延波を含めて受信合成する
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レイク合成等により受信処理することができる。
【００２３】
　図４は、ＭＢＭＳ用データ伝送時のヘッダを含む説明図であり、アクセスゲートウェイ
ａＧＷに於いて上位装置から転送されたＰＤＣＰ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄｅｔａ　Ｃｏｎｖｅ
ｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）ヘッダを含むＰＤＣＰデータをＲＬＣ　ＳＤＵ（Ｒａ
ｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）として、そ
れに送信時刻情報を設定したＭＢＭＳヘッダを付加して、各無線基地局へ転送する。各無
線基地局は、ＭＢＭＳヘッダを削除し、ＲＬＣ　ＳＤＵデータを、ＲＬＣ　ＰＤＵデータ
とし、それぞれ宛先情報等を含むヘッダを付加した無線送信単位の図３のパケットデータ
Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，・・・として、ＭＢＭＳヘッダに設定された送信時刻情報に従った指
定データ送信時刻に送信する。
【００２４】
　図５は、ＭＢＭＳ用データ伝送時のシステムの概要を示すもので、アクセスゲートウェ
イ（ａＧＷ）１と、無線基地局（ｅＮＢ）２－１，２－２と、無線移動局（ＵＥ）３とを
含む移動無線通信システムを示し、Ｓ１　Ｉｎｔｅｒｆａｓｅは、アクセスゲートウェイ
１と無線基地局２－１，２－２との間のインタフェース、Ｘ２　Ｉｎｔｅｒｆａｓｅは、
無線基地局２－１，２－２間のインタフェースを示す。アクセスゲートウェイ１は、図１
に示すヘッダ処理部１７に於いて送信時刻情報を設定したヘッダＨを生成し、そのヘッダ
Ｈを付加したＭＢＭＳ用データを無線基地局２－１，２－２へＳ１　Ｉｎｔｅｒｆａｓｅ
を介して転送する。無線基地局２－１，２－２は、図２に示すヘッダ処理部２８に於いて
、ヘッダＨに設定された送信時刻情報を抽出し、無線移動局３に対する送信タイミングを
取得し、そのヘッダＨを除去して、各無線基地局２－１，２－２から同一タイミングで、
例えば、図３に示すパケットデータＰ１として送信する。
【００２５】
　図６は、本発明の実施例１のフローチャートであり、ステップ（Ａ１）～（Ａ９）につ
いて説明する。アクセスゲートウェイａＧＷは、上位ネットワーク（図１の上位装置４に
相当）からデータ（ＭＢＭＳ用データ）を受信すると（Ａ１）、そのデータの送信先無線
基地局ｅＮＢを確認し、そのデータを送信先無線基地局ｅＮＢ数分コピーする（Ａ２）。
そして、無線基地局ｅＮＢから無線移動局ＵＥへ送信する時刻を決定し、その送信時刻情
報を設定したヘッダをデータに付加する（Ａ３）。その場合のヘッダに設定する送信時刻
情報は、μｓｅｃ単位のデータ送信時刻とするか、又は、アクセスゲートウェイａＧＷと
無線基地局ｅＮＢと無線移動局ＵＥとの間のタイミング制御用のカウンタのカウント値又
は或る基準値からの差分値をカウント値として用いることもできる。そして、そのデータ
を無線基地局ｅＮＢへ送信する（Ａ４）。
【００２６】
　無線基地局ｅＮＢは、ヘッダに含まれている無線移動局ＵＥへの送信時刻情報を取得し
（Ａ５）、送信時刻は正しいか否かを判定する（Ａ６）。この判定処理は、無線基地局ｅ
ＮＢ内の時刻情報を基に、現在時刻より将来に向かった時刻を示しているか否か、又無線
基地局ｅＮＢのデータ最大保持時間を超えた時刻を示しているか否かとして判定する。即
ち、無線基地局ｅＮＢがアクセスゲートウェイａＧＷからの受信時刻が、送信時刻情報に
従った送信時刻より時間的に前の時刻は正しいと判定し、更に、受信時刻と送信時刻情報
に従った送信時刻との差分が、無線基地局ｅＮＢに於けるデータの最大保持時間より短い
と正しいと判定し、それ以外の場合は正しくないと判定する。そして、正しいと判定する
と、指定データ送信時刻に無線移動局ＵＥに対する送信を行う（Ａ７）。
【００２７】
　又指定された送信時刻の判定結果、正しくなかった場合は、ヘッダに設定された送信時
刻情報は破棄し、正しい判定が得られるように送信時刻のずれを計算してアクセスゲート
ウェイａＧＷに修正時間差分として通知する（Ａ８）。アクセスゲートウェイａＧＷは、
無線基地局ｅＮＢから通知された送信時刻のずれを基に送信時刻の計算式を修正し、その
修正した送信時刻の情報を次のデータに対するヘッダに設定して通知する（Ａ９）。この
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ような比較的簡単なヘッダを、アクセスゲートウェイａＧＷに於いて生成し、ＭＢＭＳ用
データに付加することにより、ＭＢＭＳ用データを複数の無線基地局ｅＮＢから同一の送
信時刻に無線移動局ＵＥに対して送信することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施例１の要部説明図である。
【図２】本発明の実施例１の無線基地局の要部説明図である。
【図３】ＭＢＭＳ用データ送信時の概要説明図である。
【図４】ＭＢＭＳ用データとヘッダとの説明図である。
【図５】ＭＢＭＳ用データ伝送時の概要説明図である。
【図６】本発明の実施例１のフローチャートである。
【符号の説明】
【００２９】
　１　アクセスゲートウェイ
　２　無線基地局
　３　無線移動局
　４　上位装置
　１１　呼処理監視制御機能部
　１２　伝送路インタフェース機能部
　１３　ユーザプレーン機能部
　１４　ゲートウェイインタフェース機能部
　１５　呼処理機能部
　１６　ユーザプレーン機能部
　１７　ヘッダ処理部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(10) JP 5112671 B2 2013.1.9

10

フロントページの続き

(72)発明者  川端　和生
            神奈川県川崎市中原区上小田中４丁目１番１号　富士通株式会社内

    審査官  川口　貴裕

(56)参考文献  特開２００４－２２９１１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０６５３３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－３３５５５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－０４１０２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００４／０１５１１５７（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　　７／２４　　－　　７／２６
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００　　－　９９／００
              Ｈ０４Ｌ　　１２／５６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

