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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムにおけるユーザ装置（ＵＥ）において、ブロードキャスト情報を含み連続
的なフレームで形成される受信信号の測定をスケジューリングする方法であって、
　前記ＵＥが確認応答不要のブロードキャスト情報を受信するブロードキャスト情報受信
モードであるか否かを判断するステップと、
　前記ＵＥが前記ブロードキャスト情報受信モードである場合に、前記ＵＥが前記通信シ
ステムによる制御から独立して、前記確認応答不要のブロードキャスト情報を受信する時
間以外の時間にのみ受信信号強度表示信号（ＲＳＳＩ）を評価するステップと、
　前記評価したＲＳＳＩに基づいてセルを再選択する処理を実行するステップと、
　受信周波数を新しいセルの周波数に変更するステップであって、前記確認応答不要のブ
ロードキャスト情報を受信する時間以外の時間にのみ前記新しいセルを求めて近隣セルの
リストを検査し、前記新しいセルにおける物理チャネルを検索することを含むステップと
、
　前記新しいセルにおける前記物理チャネルが発見された場合に、前記新しいセルのブロ
ードキャストチャネルを読み、前記新しいセルを前記近隣セルのリストに含めるステップ
と、
　前記ブロードキャスト情報を受信する時間以外の時間のみにおいて前記新しいセルにお
ける前記物理チャネルが発見されなかった場合に、前記確認応答不要のブロードキャスト
情報の受信を中断し、前記確認応答不要のブロードキャスト情報を受信する時間以外の時
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間のみならず他の時間にも前記新しいセルにおける物理チャネルを検索するステップと、
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記物理チャネルを検索するために、所定のフレーム数毎に定期的に前記確認応答不要
のブロードキャスト情報の受信を中断するステップを更に備えることを特徴とする請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記物理チャネルは、周波数補正チャネル及び同期チャネルのうちの少なくとも一方で
あることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ブロードキャスト情報のデコーダがリスタートする時間に、前記新しいセルにおける前
記物理チャネルを検索するステップを更に備えることを特徴とする請求項１に記載の方法
。
【請求項５】
　前記通信システムにおいて送信されるブロードキャスト信号は少なくとも１つのアイド
ルフレームを含み、
　前記方法は、前記少なくとも１つのアイドルフレームの間に前記新しいセルにおける前
記物理チャネルを検索することにより前記確認応答不要のブロードキャスト情報の受信を
中断するステップを更に備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記通信システムにおいて送信される前記ブロードキャスト信号は、規則的な時間間隔
で前記少なくとも１つのアイドルフレームを含むことを特徴とする請求項５に記載の方法
。
【請求項７】
　前記時間間隔の間隔は、前記通信システムから受信したメッセージに基づいて前記ＵＥ
によって決定されることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記時間間隔の間隔は、アイドルフレームを検出することにより前記ＵＥによって決定
されることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　通信システムにおいて送信された無線信号を受信し、ブロードキャスト情報を含み連続
的なフレームで形成される受信信号の測定をスケジューリングするユーザ装置（ＵＥ）で
あって、
　受信した無線信号からベースバンド信号を生成するように構成された受信機と、
　受信信号強度表示信号（ＲＳＳＩ）を判断するように構成されたベースバンドプロセッ
サと、
　前記ＵＥが確認応答不要のブロードキャスト情報を受信するブロードキャスト情報受信
モードであるか否かを判断し、前記ＵＥが前記ブロードキャスト情報受信モードである場
合に、前記通信システムによる制御から独立して、前記確認応答不要のブロードキャスト
情報を受信する時間以外の時間にのみ前記ＲＳＳＩを評価し、前記評価したＲＳＳＩに基
づいて前記ＵＥにセルを再選択する処理を実行させるように構成された制御部と、
　を備え、
　前記制御部は、
　受信周波数を新しいセルの周波数に変更するように構成されており、当該変更は、前記
確認応答不要のブロードキャスト情報を受信する時間以外の時間にのみ前記新しいセルを
求めて近隣セルのリストを検査し、前記新しいセルにおける物理チャネルを検索すること
を含み、
　前記新しいセルにおける前記物理チャネルが発見された場合、前記新しいセルのブロー
ドキャストチャネルが読まれ、前記新しいセルが前記近隣セルのリストに含められ、
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　前記ブロードキャスト情報を受信する時間以外の時間のみにおいて前記新しいセルにお
ける前記物理チャネルが発見されなかった場合、前記確認応答不要のブロードキャスト情
報を受信する時間以外の時間のみならず他の時間にも前記新しいセルにおける物理チャネ
ルを検索するために前記確認応答不要のブロードキャスト情報の受信が中断される
　ように構成されていることを特徴とするユーザ装置（ＵＥ）。
【請求項１０】
　前記確認応答不要のブロードキャスト情報の受信は、前記物理チャネルを検索するため
に、所定のフレーム数毎に定期的に中断されることを特徴とする請求項９に記載のユーザ
装置。
【請求項１１】
　前記物理チャネルは、周波数補正チャネル及び同期チャネルのうちの少なくとも一方で
あることを特徴とする請求項９に記載のユーザ装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記ブロードキャスト情報をデコードするデコーダを含み、
　前記制御部は、前記デコーダがリスタートする時間に、前記新しいセルにおける前記物
理チャネルを検索するように構成される
　ことを特徴とする請求項９に記載のユーザ装置。
【請求項１３】
　前記通信システムにおいて送信されるブロードキャスト信号は少なくとも１つのアイド
ルフレームを含み、
　前記確認応答不要のブロードキャスト情報の受信は、前記少なくとも１つのアイドルフ
レームの間に前記新しいセルにおける前記物理チャネルを検索するために中断される
　ことを特徴とする請求項９に記載のユーザ装置。
【請求項１４】
　前記ベースバンドプロセッサ及び前記制御部のうちの少なくとも一方は、前記アイドル
フレームを検出し、前記アイドルフレームの周期性を判断するように構成されていること
を特徴とする請求項１３に記載のユーザ装置。
【請求項１５】
　前記アイドルフレームは、前記受信した無線信号の既知の部分の間の受信信号エネルギ
ーを推定し、前記推定された受信信号エネルギーを、閾値、及び他の推定された受信信号
エネルギーのうちの少なくとも一方と比較することにより、検出されることを特徴とする
請求項１４に記載のユーザ装置。
【請求項１６】
　前記制御部は、受信したブロードキャスト情報をデコードするように構成されたデコー
ダを含み、
　前記アイドルフレームは、前記デコーダの出力に基づいて検出される
　ことを特徴とする請求項１４に記載のユーザ装置。
【請求項１７】
　ユーザによる操作のために構成された入力デバイスを更に備え、
　前記制御部は、前記入力デバイスへのユーザ入力によって生成される信号に基づいて、
或いは前記入力デバイスへのユーザ入力に応じて、前記ブロードキャスト情報受信モード
であるか否かを判断する
　ことを特徴とする請求項９に記載のユーザ装置。
【請求項１８】
　通信システムにおけるユーザ装置（ＵＥ）において、ブロードキャスト情報を含み連続
的なフレームで形成される受信信号の測定をスケジューリングするコンピュータプログラ
ムを含むコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、前記コンピュータプログラムは
前記ＵＥに、
　前記ＵＥが確認応答不要のブロードキャスト情報を受信するブロードキャスト情報受信
モードであるか否かを判断するステップと、



(4) JP 4791475 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

　前記ＵＥが前記ブロードキャスト情報受信モードである場合に、前記ＵＥが前記通信シ
ステムによる制御から独立して、前記確認応答不要のブロードキャスト情報を受信する時
間以外の時間にのみ受信信号強度表示信号（ＲＳＳＩ）を評価するステップと、
　前記評価したＲＳＳＩに基づいてセルを再選択する処理を実行するステップと、
　受信周波数を新しいセルの周波数に変更するステップであって、前記確認応答不要のブ
ロードキャスト情報を受信する時間以外の時間にのみ前記新しいセルを求めて近隣セルの
リストを検査し、前記新しいセルにおける物理チャネルを検索することを含むステップと
、
　前記新しいセルにおける前記物理チャネルが発見された場合に、前記新しいセルのブロ
ードキャストチャネルを読み、前記新しいセルを前記近隣セルのリストに含めるステップ
と、
　前記ブロードキャスト情報を受信する時間以外の時間のみにおいて前記新しいセルにお
ける前記物理チャネルが発見されなかった場合に、前記確認応答不要のブロードキャスト
情報の受信を中断し、前記確認応答不要のブロードキャスト情報を受信する時間以外の時
間のみならず他の時間にも前記新しいセルにおける物理チャネルを検索するステップと、
　を実行させることを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項１９】
　前記ＵＥに、前記物理チャネルを検索するために、所定のフレーム数毎に定期的に前記
確認応答不要のブロードキャスト情報の受信を中断するステップを更に実行させることを
特徴とする請求項１８に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項２０】
　前記ＵＥに、ブロードキャスト情報のデコーダがリスタートする時間に、前記新しいセ
ルにおける前記物理チャネルを検索するステップを更に実行させることを特徴とする請求
項１８に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項２１】
　前記通信システムにおいて送信されるブロードキャスト信号は少なくとも１つのアイド
ルフレームを含み、
　前記ＵＥに、前記少なくとも１つのアイドルフレームの間に前記新しいセルにおける前
記物理チャネルを検索することにより前記確認応答不要のブロードキャスト情報の受信を
中断するステップを更に実行させる
　ことを特徴とする請求項１８に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【請求項２２】
　前記ＵＥに、前記少なくとも１つのアイドルフレームを検出するステップを更に実行さ
せることを特徴とする請求項２１に記載のコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は移動通信システムに関し、特に、そのような通信システムにおける、テレビ放
送、及びそのような放送を受信するのに適したユーザ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　「放送のような(broadcast-like)」テレビ（ＴＶ）サービス、即ち、従来のテレビチャ
ネルのコンセプトを持つサービスは、いくつかの移動電話ネットワークにおいて既に利用
可能である。例えば、テレコムイタリアモバイル（ＴＩＭ）のモバイルＴＶサービスは、
ＴＩＭの加入者にストリーミングのコンテンツを提供し、ＧＳＭの汎用パケット無線サー
ビス（ＧＰＲＳ）技術により加入者が移動電話上でテレビ番組を見ることを可能にしてい
る。他の例として、例えばボーダフォンによって提供されているような、スポーツチーム
のゴールを通知するサービスがある。このサービスは、ＧＳＭのマルチメディアメッセー
ジングサービス（ＭＭＳ）を使用する。これらのサービスの現在の実装は、ユニキャスト
のＧＰＲＳベアラ上でのリアルタイムのストリーミングに基づいているが、アプリケーシ
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ョンサーバ、コアネットワーク、及び無線ネットワークに関する容量の限界により、サー
ビスの拡大や増強が制約を受ける。いくつかのネットワークオペレータは現在、回線交換
方式（ＣＳ）のストリーミングにより、広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）通信シス
テムにおいて放送のようなサービスを配信している。
【０００３】
　ＧＳＭ通信システム及びＷＣＤＭＡ通信システムにおけるマルチメディア・ブロードキ
ャスト／マルチキャスト・サービス（ＭＢＭＳ）は現在、第３世代パートナーシッププロ
ジェクト（３ＧＰＰ）によって、技術仕様書（ＴＳ） 23.246 "Multimedia Broadcast/Mu
lticast Service (MBMS);Architecture and functional description", V6.6.0, Rel.6 (
March 2003)で標準化されている。この仕様書によれば、ＭＢＭＳはポイント・ツー・マ
ルチポイントのサービスであり、単一の送信元エンティティから複数の受信者へデータが
送信される。同一のデータを複数の受信者へ送信することにより、ネットワークリソース
の共有が可能となる。また、ＭＢＭＳベアラサービスは、ブロードキャストモード及びマ
ルチキャストモードを持つ。ＭＢＭＳにより、通信システムに、マルチキャストサービス
及びブロードキャストサービスの完全なセットを提供することができる。ここで、通信シ
ステムは、例えばＵＭＴＳや、ＧＳＭに基づく移動電話システム、エンハンスト・データ
レート・フォー・ＧＳＭエボリューション（ＥＤＧＥ）、及びＷＣＤＭＡのような技術仕
様によるものなどである。ＧＳＭ　ＥＤＧＥ無線アクセスネットワークは通常、ＧＥＲＡ
Ｎと略される。ＭＢＭＳの配備により、ネットワークアーキテクチャの変更に加えて、サ
ービスに関連する追加のシグナリングが既存のシステムに対して導入されることになる。
ＭＢＭＳの特徴は、Ｍ．Ｂａｋｈｕｉｚｅｎ他による"Mobile Broadcast/Multicast in M
obile Networks", Ericsson Review vol. 82, no. 1, pp. 6-13 (2005)"に記載されてい
る。
【０００４】
　ハンドヘルドデバイスに特有の小さな表示画面のためのストリーミングセッションに使
用される、オーディオ及びビデオのコーダ／デコーダ（コーデック）が改良されつつあり
、３ＧＰＰによって標準化されている（例えば、TS 26.234 "Transparent end-to-end Pa
cket-switched Streaming Service (PSS);Protocols and codecs", V6.3.0, Rel.6 (Marc
h 2003)）。ＴＩＭのモバイルＴＶサービスのような現在の実装は、２８キロビット毎秒
（ｋｂｐｓ）のデータレートを持つストリームを使用するが、極めて高品質なコンテンツ
のためには、必要とされるデータレートは恐らく１００ｋｂｐｓ以上である。中間レベル
の品質については、４０－６４ｋｂｐｓのデータレートが、オーディオ及びビデオの両方
を含むストリームのために必要とされる。例えば、適応マルチレート広帯域コーデック（
ＡＭＲ－ＷＢ＋）に従って符号化されたステレオオーディオに対しては１２ｋｂｐｓを使
用可能であり、ＭＰＥＧ４コーデックに従って符号化されたビデオに対しては３２ｋｂｐ
ｓを使用可能であろう。許容可能な性能のためには、そのようなストリームにおけるエラ
ーに対するユーザの感度を１％、２％或いはそれ以下のブロックエラーレート（ＢＬＥＲ
）と考える必要があろう。
【０００５】
　進行中の他の標準化作業は、デジタルビデオブロードキャスティング（ＤＶＢ）プロジ
ェクトであり、例えば移動電話などのような移動端末（ＭＴ）にＤＶＢ受信機を含めるこ
とを目指している。最近の標準は、"Digital Video Broadcasting (DVB); Transmission 
System for Handheld Terminals (DVB-H)", ETSI EN 302 304 V1.1.1 (June 2004)である
。これは、現在のＤＶＢ－テレストリアル（ＤＶＢ－Ｔ）標準の拡張であり、ハンドヘル
ドデバイスをサポートし、新たな送信モードであるＩＰデータキャスティング（ＩＰＤＣ
）を導入するものである。これは、"IPDC in DVB-H: Technical requirements", DVB Pro
ject (June 2004)に記載されている。ＩＰＤＣは、エンド・ツー・エンドのＤＶＢシステ
ムであり、モバイルハンドヘルドブロードキャストサービスのためのモバイルインタラク
ションチャネルを含む。"IP Datacast Baseline Specification; PSI/SI Guidelines for
 DVB-T/H Systems", document A079, DVB Project (April 2004)も併せて参照されたい。
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更に多くの情報を得るためには、関心があればhttp://www.dvb.orgを参照されたい。
【０００６】
　また、独立したＤＶＢ－Ｈ受信機をユーザ端末に含めるには、新たな端末ハードウェア
及びアンテナも必要とされる。周波数帯の割り当てに違いにより、国毎に異なるアンテナ
が必要とされる場合もある。新たなネットワークノードに起因する相互運用性の試験及び
検証は、導入を遅らせることになろう。番組(programs)／チャネルを局所的（特定の場所
）に配布することは、一般的に国又は地域をカバーするように設計されているネットワー
ク構造を変更する必要があるので、費用のかかるものとなるであろう。
【０００７】
　ＤＶＢ－Ｈ及びＤＶＢ－Ｔと比べて、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮ　ＭＢＭＳは低いデータ
レートしか持たない。一方、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＭ　ＭＢＭＳは、セル毎に異なる情報
を送信することができる。それゆえ、特定の場所毎に変化したりブロードキャスト／マル
チキャストのグループに依存したりするコンテンツをブロードキャストするのに適してい
る。ＵＴＲＡＮ、即ちＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワークは、ユニバーサル移動通信
システム（ＵＭＴＳ）の一部であり、無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）と所謂ノード
Ｂとを含むネットワークの一部を特定する。ノードＢは、他の移動電話システムにおける
基地局と同等のものである。ＵＭＴＳは、国際電気通信連合（ＩＴＵ）のＩＭＴ－２００
０の枠組みで開発中の第３世代（３Ｇ）移動電話システムの１つであり、３ＧＰＰによっ
て標準化が進められている。
【０００８】
　例えそうであっても、ＤＶＢ－Ｈに対抗するためには、セルラブロードキャストベアラ
の性能は、改良すべき状態に置かれている。エンハンストＧＰＲＳ（ＥＧＰＲＳ）及びＷ
ＣＤＭＡのシステムのいずれにおいても、専用のユニキャストチャネルは、大規模な使用
形態に拡張できないので、モバイルＴＶのストリーミングに使用することは困難である。
無線ネットワークにおける容量の限界に関するこの問題には、ＭＢＭＳが有効である。Ｍ
ＢＭＳは、同一のコンテンツを受信する端末の各グループに対して１つの個別チャネル(d
edicated channel)を提供する。それにも関わらず、番組案内又はサービスの説明のため
の別のチャネルも必要である。更に、チャネルの切り替えは、ストリーミングセッション
の再開によって引き起こされる遅延のために、現在標準化されているＭＢＭＳでは遅いも
のとなり得る。
　Ｄｉａｃｈｉｎａ他による米国特許出願公開第２００４／０１３６３９２号明細書（２
００４年７月１５日）は、パケットデータセッションをあるセルにおける第１のパケット
データチャネル（ＰＤＣＨ）から他のセルにおける第２のＰＤＣＨに切り替えるのに必要
な時間を減少させる再選択方法を開示する。移動局が第１のＰＤＣＨ上のパケットデータ
セッションに従事している間に、移動局は隣接するセルにおける制御チャネルのチャネル
品質を監視し、再選択の決定を行う前に隣接する制御チャネル上のブロードキャスト情報
の少なくとも一部を読む。ある予め定められた基準が満たされると、１以上の隣接する制
御チャネルが潜在的な再選択の候補として特定される。移動局は選択されたセルにおける
ブロードキャスト情報を事前に読んでいるので、新しいＰＤＣＨ上のサービスを即座に捕
捉することができる。
【０００９】
　ＧＳＭ／ＥＤＧＥ標準に適合してＴＶ放送を提供する通信システムは、Ａ．Ｓｉｍｏｎ
ｓｓｏｎ他によって２００５年９月１４日に出願された米国特許出願第１１／２２６，４
８５号"Transparent TV Broadcast Structure in GSM/EDGE Networks"に記載されている
。ここで参照により全体が明示的に本願に組み込まれ、本特許出願においては「Ｓｉｍｏ
ｎｓｓｏｎ出願」と呼ぶ上記の特許出願は、ＧＳＭ／ＥＤＧＥ又は同様の通信システムに
おける報知制御チャネル（ＢＣＣＨ）のタイムスロット・ゼロ（ＴＳ０）によって一般的
に搬送される、既存のショートメッセージサービス（ＳＭＳ）ブロードキャストチャネル
を、追加のタイムスロットによって拡張可能であることを記載している。また、これらの
追加のタイムスロットは、ツリー構造で示すことが可能であり、そのルートがＳＭＳブロ
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ードキャストチャネルに存在することを記載している。ＢＣＣＨは一般的に、例えばペー
ジングメッセージや呼警報(call alert)メッセージのようなオーバヘッドメッセージに加
えて、個々の端末へ向けられたＳＭＳのようなテキストメッセージを搬送する。
【００１０】
　そのような拡張されたＢＣＣＨは、放送のようなサービスのために使用可能であり、例
えば移動電話などのような通信端末と例えば基地局やノードＢなどのような通信システム
の基幹部分との間での相互作用は不要である。端末は、基地局が送信したブロードキャス
トチャネルのみを受信する。このようにして、通常のＥＧＰＲＳチャネルを、メディアサ
ーバから基地局におけるブロードキャストチャネルに対して設定することができる。チャ
ネルの数、チャネルの内容（コンテンツ）、及びチャネルの構造は、適切なディメンショ
ニング及びプログラム生成(program production)によってシステムオペレータが規定する
ことができる。端末は、端末内で実行する適切なソフトウェアアプリケーションにより、
ブロードキャストチャネルを選択したり、放送コンテンツをキャッシュ或いは保存したり
することができる。また、同一の或いは他のソフトウェアアプリケーションは受信に最適
な周波数を選択することができるので、実質的に端末のハンドオーバを引き起こすことが
できる。
【００１１】
　追加の機能は、例えばＳｉｍｏｎｓｓｏｎ出願に記載されているような、通信システム
におけるユーザ装置（ＵＥ）にとって、例えばＴＶ及び他のマルチメディアなどのブロー
ドキャストされた情報を良い品質で受信することを可能にするためには有利である。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一態様によれば、通信システムにおけるＵＥにおいて、ブロードキャスト情報
を含み連続的なフレームで形成される受信信号の測定をスケジューリングする方法が提供
される。本方法は、ブロードキャスト情報を受信する時間以外の時間に受信信号強度表示
信号（ＲＳＳＩ）を評価するステップと、前記評価したＲＳＳＩに基づいてセルを再選択
する処理を実行するステップと、受信周波数を新しいセルの周波数に変更するステップで
あって、前記ブロードキャスト情報を受信する時間以外の時間に、前記新しいセルを求め
て近隣セルのリストを検査し、前記新しいセルにおける物理チャネルを検索することを含
むステップと、を含む。前記新しいセルにおける前記物理チャネルが発見された場合、前
記新しいセルのブロードキャストチャネルが読まれ、前記新しいセルは前記近接セルのリ
ストに含められる。前記ブロードキャスト情報を受信する時間以外の時間に前記新しいセ
ルにおける前記物理チャネルが発見されなかった場合、前記ブロードキャスト情報を受信
する時間内に前記新しいセルにおける物理チャネルを検索することにより前記ブロードキ
ャスト情報の受信が中断される。
【００１３】
　本発明の他の態様によれば、通信システムにおいて送信された無線信号を受信し、受信
信号の測定をスケジューリングするＵＥが提供される。前記受信信号は、ブロードキャス
ト情報を含み、連続的なフレームで形成される。前記ＵＥは、受信した無線信号からベー
スバンド信号を生成するように構成された受信機と、ＲＳＳＩを判断するように構成され
たベースバンドプロセッサと、ブロードキャスト情報を受信する時間以外の時間に前記Ｒ
ＳＳＩを評価し、前記評価したＲＳＳＩに基づいて前記ＵＥにセルを再選択する処理を実
行させるように構成された制御部と、を含む。前記制御部は、受信周波数を新しいセルの
周波数に変更するように構成されており、当該変更は、前記ブロードキャスト情報を受信
する時間以外の時間に、前記新しいセルを求めて近隣セルのリストを検査し、前記新しい
セルにおける物理チャネルを検索することを含み、前記新しいセルにおける前記物理チャ
ネルが発見された場合、前記新しいセルのブロードキャストチャネルが読まれ、前記新し
いセルが前記近接セルのリストに含められ、前記ブロードキャスト情報を受信する時間以
外の時間に前記新しいセルにおける前記物理チャネルが発見されなかった場合、前記ブロ
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ードキャスト情報を受信する時間内に前記新しいセルにおける物理チャネルを検索するた
めに前記ブロードキャスト情報の受信が中断されるように構成されている。
【００１４】
　本発明の更に他の態様によれば、通信システムにおけるユーザ装置（ＵＥ）において、
前記ＵＥが予め定められたブロードキャスト情報受信モードである場合に、ブロードキャ
スト情報を含み連続的なフレームで形成される受信信号の測定をスケジューリングするコ
ンピュータプログラムを含むコンピュータ読み取り可能な記録媒体が提供される。前記コ
ンピュータプログラムは前記ＵＥに、ブロードキャスト情報を受信する時間以外の時間に
ＲＳＳＩを評価するステップと、前記評価したＲＳＳＩに基づいてセルを再選択する処理
を実行するステップと、受信周波数を新しいセルの周波数に変更するステップであって、
前記ブロードキャスト情報を受信する時間以外の時間に、前記新しいセルを求めて近隣セ
ルのリストを検査し、前記新しいセルにおける物理チャネルを検索することを含むステッ
プと、を実行させる。前記新しいセルにおける前記物理チャネルが発見された場合、前記
新しいセルのブロードキャストチャネルが読まれ、前記新しいセルは前記近接セルのリス
トに含められる。前記ブロードキャスト情報を受信する時間以外の時間に前記新しいセル
における前記物理チャネルが発見されなかった場合、前記ブロードキャスト情報を受信す
る時間内に前記新しいセルにおける物理チャネルを検索することにより前記ブロードキャ
スト情報の受信が中断される。
【００１５】
　本発明のいくつかの特徴、目的、及び利点は、図面と併せて本明細書を読むことにより
理解できよう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　例えばＳｉｍｏｎｓｓｏｎ出願に記載されているような、通信システムにおけるＭＴに
とって、ＴＶ及び他のマルチメディアのブロードキャストを良い品質で受信することを可
能にするために有利な、新機能を説明する前に、Ｓｉｍｏｎｓｓｏｎ出願の特徴のいくつ
かを以下に説明する。
【００１７】
　図１は、キャリア信号の時間的な一部分である複数のタイムスロット、ＴＳ０，ＴＳ１
，ＴＳ２，．．．，ＴＳ７を示す。ＧＳＭ／ＥＤＧＥにおいては、ＢＣＣＨのＴＳ０はＳ
ＭＳ情報を搬送し、ＳＭＳブロードキャストチャネルは９３文字のページを１５ページ搬
送することができる。
【００１８】
　例えば文字列のような、拡張チャネルを示すポインタ又はトークンが、典型的なＳＭＳ
チャネル上でブロードキャストされたページのいずれかなどのタイムスロットに挿入され
得る。例えば、"Broadcast: BCCH TS1: BBC"という文字列が、ＴＳ０によって搬送される
ページに挿入され得る。文字列それ自体によって示唆され、且つ以下により詳細に説明さ
れるように、そのような文字列は、他の単数又は複数のＢＣＣＨタイムスロットを示し、
そこにある情報を表すことができる。この例では、ＢＣＣＨのタイムスロットＴＳ１は、
英国放送協会（ＢＢＣ）のチャネルに関する情報を有する。
【００１９】
　文字列だけではなく、あらゆる適切なポインタを使用可能であり、ポインタは、実質的
にあらゆるブロードキャストチャネル上で事前に決定されているスロットに含まれてさえ
いればよいということが、理解されよう。更に、ポインタは自身のチャネル上の単数又は
複数のスロットを示す必要は無く、一般に、通信システムにおけるあらゆる他の単数又は
複数のスロットを示すことができ、トラフィックチャネル上のスロットを示してもよい。
また、ポインタは、「開かれた」、即ちユーザに提示される情報を含んでもよいし、「隠
された」、即ちユーザ端末によって使用されるがユーザに提示される必要は無い情報を含
んでもよい。そのような隠された情報の例には、単数又は複数のブロードキャストチャネ
ルのために使用される変調方式及び符号化方式に関する情報や、どのタイムスロットがど
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のブロードキャストチャネルに対応するかに関する情報がある。
【００２０】
　図１に示される例のように、タイムスロットＴＳ１のようなタイムスロットにおいて搬
送され、ＳＭＳ文字列のようなポインタによって示される第１の拡張チャネルは、サービ
ス案内又は番組案内として都合良く使用可能である。サービス案内又は番組案内は、従来
のテキストＴＶチャネルのメインページと同じように見えることが便利であろうが、必ず
しもその必要は無い。拡張チャネルのために十分な数の物理的なタイムスロットを提供す
ることにより、いくつかのメインページ又はチャネルを示すことができる。例えば、その
１つは、通信システムにおいて利用可能なブロードキャストサービスノード或いはブロー
ドキャストプロダクションである。タイムスロットＴＳ１におけるこのような３つのメイ
ンページは、後続のタイムスロットの各ペアを指す３つの矢印によって示される。サービ
ス案内のコンテンツは端末に対して継続的に更新されると都合が良い。
【００２１】
　メインページ上の文字列のような１以上の適切なポインタは、追加の（単数又は複数の
）指し示されるタイムスロットによって搬送される、他の単数又は複数の拡張チャネルを
示すことができる。図１に示される例において、ＴＶチャネル１と呼ばれる拡張チャネル
は、タイムスロットＴＳ２及びＴＳ３によって搬送され、ＴＶチャネル２と呼ばれる他の
拡張チャネルは、タイムスロットＴＳ４及びＴＳ５によって搬送され、ＴＶチャネル３と
呼ばれる更に他の拡張チャネルは、タイムスロットＴＳ６及びＴＳ７によって搬送される
。それゆえ、ＢＣＣＨ全体が、ブロードキャストチャネルに割り当てられたものとして示
されるが、これは必須ではない。また、ＢＣＣＨチャネルだけが上述した放送のような情
報のための唯一の候補ではない。ＲＡＮにおいてトラフィックチャネル（ＴＣＨ）のため
に使用されるキャリアも使用可能である。この例におけるサービス案内及び３つのテレビ
チャネルのような、正式に承認されていないマルチメディア情報を搬送するチャネルは、
割り当てられたタイムスロットの中にあらゆる適切な方法で配置可能である。
【００２２】
　図２は、本願で説明するチャネル構造を使用可能な通信システム２００のブロック図で
ある。移動端末、即ちユーザ装置（ＵＥ）２０２は、例えばＧＳＭ／ＥＤＧＥネットワー
クのような無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）２０４を介して、コアネットワークのエ
ンティティと通信する。コアネットワークのエンティティは、在圏ＧＰＲＳサポートノー
ド（ＳＧＳＮ）２０６、関門ＧＳＮ（ＧＧＳＮ）２０８、ホームロケーションレジスタ（
ＨＬＲ）２１０、及びブロードキャスト／マルチキャスト・サービスセンター（ＢＭ－Ｓ
Ｃ）２１２を含む。コアネットワークのエンティティは、従来のものであり、ＭＢＭＳ及
びマルチメディアインフォーメーションを全体として扱うように適合されている。典型的
なＧＳＭ／ＥＤＧＥネットワークにおいて、データフローを管理するためのＰＤＰコンテ
キストが、ＭＴ／ＵＥ２０２からの要求に応答してＧＧＳＮ２０８において設定される。
【００２３】
　特に、ＢＭ－ＳＣ２１２は、モバイルブロードキャストサービスを提供して配信するこ
とを担い、コンテンツ配信サービスのためのエントリーポイント、或いはＭＢＭＳの使用
を欲するサーバとして機能する。ＢＭ－ＳＣ２１２は、ＲＡＮ２０４へのＭＢＭＳトラン
スポートベアラを設定して制御する。そして、ＭＢＭＳ放送(transmission)をスケジュー
リングして配信するために使用することができる。ＢＭ－ＳＣ２１２はまた、ＵＥに対し
て、ＭＢＭＳサービスに参加するために必要な情報を含むサービスアナウンスメント（告
知）を提供することもできる。ＢＭ－ＳＣ２１２は、マルチキャストモードのために規定
されるセキュリティ機能を管理するために使用可能である。ＲＡＮ２０４は、１以上の基
地局及び基地局コントローラ、或いはノードＢ及び無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）
を含む。これらは、ＵＥに対して送信される無線信号が本願で説明するチャネル構造を含
むということを除き、従来のものである。
【００２４】
　システムオペレータは、適切なディメンショニングにより、タイムスロットの数、サー
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ビス、及びブロードキャストの品質を決定することができる。ＲＡＮにおける送信のため
の変調方式及び符号化方式（ＭＳＣ）は、要求される品質、受信可能範囲(coverage)、及
び周波数計画(frequency plan)に基づいて選択可能であり、ブロードキャストのために割
り当てられるチャネルの数は、容量、及び要求されるサービス要件（例えば要求されるブ
ロードキャストＴＶサービスのためのコーデックビットレート）に基づき得る。多数の異
なる方式（ＭＳＣ－１からＭＳＣ－９）が現在ＥＧＰＲＳのために標準化されている。Ｍ
ＳＣ－１からＭＳＣ－４は、ガウス型最小シフトキーイング（ＧＭＳＫ）変調を使用し、
ＭＳＣ－５からＭＳＣ－９は、（３π／８）８－ａｒｙ位相シフトキーイング（８－ＰＳ
Ｋ）変調を使用する。
【００２５】
　上述の様に、この構成の利点は、端末と基地局との間における特別な相互作用の要求が
存在しないことである。基地局は、正式には承認されていないマルチメディア情報を継続
的に送信しさえすればよく、受信機の位置や起動状態を意識しなくてよい。端末は、ブロ
ードキャスト情報のチャネルを選択し、また、その情報の最良の送信機を都合良く選択す
る。
【００２６】
　図３は、ＭＴ又はＵＥ２０２のブロック図である。ブロードキャスト情報の選択を容易
にするために、端末２０２内のプロセッサ３０２によって実行されるソフトウェアアプリ
ケーションは、端末のキーパッド３０４を都合良く再定義することができる。ソフトウェ
アアプリケーションは、適切なアプリケーションメモリ３０６に格納可能であり、例えば
、キーパッド上の「１」が図１に示される構成においてサービス案内であるチャネル１を
意味し、キーパッド上の「２」がチャネル２を意味するといったように動作する。以下、
これを更に詳細に説明する。
【００２７】
　端末２０２はまた、ユーザの好み、及び端末のアプリケーションに基づいて、欲する情
報を適切なメモリ３０８にダウンロード及びキャッシュ、或いはダウンロード又はキャッ
シュすることもできる。キャッシュされた情報があれば、ストリーミングのバッファリン
グを開始する必要が無いので、ブロードキャストＴＶチャネル間の敏速なチャネルの切り
替えの実行が可能になる。全ブロードキャストチャネルそれぞれがダウンロード及びキャ
ッシュ、或いはダウンロード又はキャッシュされてもよいし、ユーザ設定又は以前の使用
形態に基づいて１以上のチャネルがダウンロード及びキャッシュ、或いはダウンロード又
はキャッシュされてもよい。非リアルタイム送信、例えばニュースクリップは、ユーザの
都合の良い時に見たサービス案内を介してダウンロードされ、動的に更新されても良い。
タイムスタンプの付与、及び記憶装置のリフレッシュが、サービス案内の更新と併せて恐
らくは必要であろう。例えば、サービス案内の最新版は、（最新版に記載されている）新
しいコンテンツ、各メモリポインタ、及びタイムスタンプと共に送信されてもよい。新し
いコンテンツはブロードキャストチャネル上で提示されてもよく、また、新しいコンテン
ツに対するポインタはサービス案内中に提示されてもよい。このようにして、リフレッシ
ュレートが増加されるので、データ（クリップ）の大部分は、ユーザアクセスの遅延につ
いていかなる変化も無しにタイムスロット毎に提供可能である。コンテンツの中にはリア
ルタイムではなくユーザの都合の良い時に視聴されるものもあるかもしれないが、そのよ
うなコンテンツでも現在の情報で更新してよい。
【００２８】
　ここで説明するＧＳＭ／ＥＤＧＥ通信システムにおけるブロードキャストＴＶは、一般
的に、非関知モード(unacknowledged-mode)の無線リンク制御（ＲＬＣ）による非暗号化
送信を使用する。非暗号化送信は、３ＧＰＰ標準でサポートされている（例えば、3GPP T
S 04.64 V8.7.0, General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station - Serving GP
RS Support Node (MS-SGSN) Logical Link Control (LLC) layer specification, Rel. 9
9 (Dec. 2001)）。暗号化が望まれる場合、アプリケーション層で実行されてもよいし、
署名(subscription)によって制御されてもよい。暗号化されたチャネルは、例えばペイ・
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パー・ビュー・イベントなどのような「有料」コンテンツのために使用され得る。
【００２９】
　通常のＧＰＲＳチャネルは、ＢＭ－ＳＣ２１２、又はブロードキャストコンテンツの他
のプロバイダから、ＲＡＮ２０４内の基地局に対して設定される。（利用可能なブロード
キャストチャネルの容量内での）コンテンツの変更、及び品質は、ＢＭ－ＳＣによって管
理され得る。また、ＢＭ－ＳＣは、ネットワーク設定の他の部分を変更すること無しに、
メインページ（タイムスロットＴＳ１）以下の図１に示されるようなチャネル構造又はタ
イムスロットツリーを変更することができる。
【００３０】
　許容可能な品質で一般的な移動電話上にリアルタイムのＴＶを表示するには、恐らく約
２％のＢＬＥＲを超えない、約４０ｋｂｐｓのデータレートが必要であろう。ＢＣＣＨは
一般的に、周波数の再利用係数が１２から１５で設計されており、セルの境界において１
０ｄＢから１２ｄＢのキャリア／干渉（Ｃ／Ｉ）比になっている。ＭＣＳ－５の方式は、
タイムスロット毎に２２ｋｂｐｓ(22kbps/timeslot)を、１０ｄＢのＣ／Ｉで約１％のＢ
ＬＥＲで提供する。送信は非関知(unacknowledged)なので、１％のＢＬＥＲに対応する「
パケットエラーレート」は、送信されるＩＰパケットの長さに依存することが理解できよ
う。ＢＬＥＲの更なる改良が必要であれば、転送エラー訂正（ＦＥＣ）（例えば、ブロッ
ク符号、畳み込み符号(convolutional codes)、及びこれらの変形）のようなエラー訂正
技術を使用可能である。この場合、（約５％から１０％）より多くの帯域が必要になろう
。図１に示されるように１つのＴＶチャネルに２つのＢＣＣＨタイムスロットを使用する
と、許容可能な品質のために必要なデータレートを提供することができる。
【００３１】
　それゆえ、図１に示されるように、２２ｋｂｐｓのデータレートで１つのタイムスロッ
トによって搬送可能な１つのチャネルを残して、３つのＴＶチャネルをＢＣＣＨ上に提供
可能である。残ったチャネルは、サービス案内でもよいし、テキストニュース、写真、及
びビデオクリップなどの情報でもよい。このチャネルは、周期的な形態で情報を送信する
ことができる。即ち、全情報が各タイムスロットで送信されるわけではない。そして、移
動端末は、高速アクセスのためにこの情報を蓄積することができる。情報コンテンツは、
従来のテキストＴＶ／テレテキスト(Tele-text)と似ていてもよいし、より進化して音声
及び映像を含むマルチメディアコンテンツを伴ってもよい。
【００３２】
　Ｓｉｍｏｎｓｓｏｎ出願に記載されているようなシステムにおいて、ＴＶチャネル（例
えば、チャネル２）は、キーパッド上の「２」キー又は他の適切なキーを動作させること
により選択可能である。例えば、ＵＥは、ブロードキャストコンテンツの選択のための専
用キーを含んでもよい。このキー動作が解釈されると、ＵＥの物理層（例えば、受信機３
１０）は、図１に示されるような構成に対してはタイムスロット４及び５を受信して復号
するようになる。このような機能を持つＵＥ２０２のブロック図が図３に示され、より詳
細なブロック図が図４に示されている。キーパッド、キーボード、或いはジョイスティッ
ク３０４からユーザが入力した情報、及びブロードキャストシステムに関する情報（例え
ば、上述した受信機３１０を介してネットワークから受信可能なチャネル案内）に基づい
て、制御プロセッサ３０２は、どの（単数又は複数の）タイムスロットを受信して復号す
るかを決定する。次いで、タイムスロットの情報は、受信機３１０に含まれるフロントエ
ンド受信機（Ｆｅ　ＲＸ）４０２及びデコーダ４０４の両方に入力される。Ｆｅ　ＲＸ４
０２及びデコーダ４０４は、ＵＥ２０２の「物理層」である。Ｆｅ　ＲＸ４０２は、適切
なアンテナ４０６によって捕捉された信号を受信し、受信した信号をベースバンドにダウ
ンコンバートする。省電力のために、キーパッド３０４を介してユーザが選択したＴＶブ
ロードキャストに対応するタイムスロットの間はＦｅ　ＲＸ４０２に電力が投入され、ブ
ロードキャストは適切なマルチメディアデコーダ３１２によって受信されて復号される。
マルチメディアデコーダ３１２は、プロセッサ３０２によって実行されるソフトウェアと
して実装されてもよいし、ハードウェアデバイスとして実装されてもよい。
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【００３３】
　Ｓｉｍｏｎｓｓｏｎ出願の特徴のいくつかを上で説明してきたので、以下では、例えば
Ｓｉｍｏｎｓｓｏｎ出願に記載されているような、通信システムにおけるＭＴにとって、
ＴＶ及び他のマルチメディアを良い品質で受信することを可能にするために有利な、追加
の機能を説明する。
【００３４】
　　＜強化されたＥＤＧＥ機能＞
　ＥＤＧＥ（３ＧＰＰ　リリース５）システムに従って情報を受信して復号することがで
きる従来技術のＵＥ５００のブロック図を図５Ａに示す。ＥＤＧＥ無線信号は、アンテナ
５０２によって受信され、Ｆｅ　ＲＸ５０４によってベースバンド信号にダウンコンバー
トされる。ベースバンド信号はＥＤＧＥベースバンド処理部５０６に入力される。ＥＤＧ
Ｅベースバンド処理部５０６は、チャネル推定、等化（イコライゼーション）、インター
リーブ解除、及びチャネル復号を、従来技術においてよく知られている方法で実行するこ
とにより、ＵＥのアプリケーションやディスプレイなどに供給される復号されたデータを
生成する。データのスループットを最適化するために、リンク品質測定がユニット５０６
によって実行され、最適なＭＳＣが使用可能になるように、リンク品質情報（ＬＱＣ）が
基地局への送信のための変調器５０８へ供給される。更に、受信したデータパケットが正
しく復号されたか或いは誤って復号されたかに関するＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報もまた、変調
器５０８、フロントエンド送信機（Ｆｅ　ＴＸ）５１０、及びアンテナ５０２を介して基
地局へフィードバックされる。変調器はまた、ＵＥ５００によって送信されるデータ（例
えば、音声、テキスト、など）も受信する。
【００３５】
　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びＬＱＣシグナリングなどのフィードバック情報は、ＥＤＧＥのブ
ロードキャストモードでは必要ないので、ＥＤＧＥフィードバック情報を無効化すること
のできるＵＥは、ＥＤＧＥ上でマルチメディアを受信するのに有用である。図５Ｂは、Ｅ
ＤＧＥフィードバック信号を無効化する構成を示す、ＵＥ２０２などのブロック図である
。ＬＱＣ及びＡＣＫ／ＮＡＣＫ情報は、ベースバンドプロセッサ４０４から制御プロセッ
サ３０２へ入力される。マルチメディア受信モードをユーザが選択しているか否かは、適
切なｙｅｓ／ｎｏ信号によってプロセッサ３０２へ示される。この信号は、キーパッド３
０４へのユーザ入力によって生成されてもよいし、キーパッド３０４へのユーザ入力に応
じて生成されてもよい。例えば、ｙｅｓ／ｎｏ信号は、ユーザがチャネル又はコンテンツ
を選択することによって生成され得る。ｙｅｓ／ｎｏ信号に基づいて、プロセッサ３０２
は、ＡＣＫ／ＮＡＣＫ及びＬＱＣ情報を変調器５０８に入力したり或いは入力しなかった
りし、また、Ｆｅ　ＴＸ５１０を停止させたり或いは停止させなかったりする。
【００３６】
　　＜ブロードキャストモードにおけるセルサーチ及び信号強度測定の方法＞
　ＵＥ２０２は、ＥＤＧＥブロードキャストの受信中はアイドルモードになってよいので
、ネットワークはＵＥに関する知識を持たず、それゆえ、ＵＥに通常の測定処理を行わせ
る基地局からのコマンドによって受信が中断されることは無い。ここで、通常の測定処理
は、受信したセルの受信信号強度表示信号（ＲＳＳＩ）を判定し、セルサーチ（即ち、周
波数補正チャネル（ＦＣＨ）、同期チャネル（ＳＣＨ）、及び報知チャネル（ＢＣＨ）の
サーチ）を実行することを含む。それにも関わらず、ＵＥは、ブロードキャストの受信が
中断される危険を最小限にするように、測定処理をスケジューリングしなければならない
。そのような測定をスケジューリングする方法を図６に示す。この方法は、適切にプログ
ラムされたプロセッサ３０２によって実行可能であることが理解されよう。
【００３７】
　最初に、上述したＥＤＧＥコンテンツブロードキャストを受信するようにＵＥ２０２が
設定されているか否かが判定される（ステップ６０１）。ＵＥがアイドル状態であってＥ
ＤＧＥブロードキャスト受信モードでない場合、測定処理のスケジューリングは、よく知
られた従来技術に従って行われる（ステップ６０３）。ＵＥがブロードキャスト受信モー
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ドの場合、以下の有利な測定スケジューリングが使用される。
【００３８】
　例えば、タイムスロットＴＳｉ，ＴＳｊ（まとめて、ＴＳｉｊと表す）でＥＤＧＥブロ
ードキャストを受信するものとする。ＵＥは、ブロードキャスト受信時間ＴＳｉｊ以外の
時間に他のセルのＲＳＳＩ測定結果を評価し（ステップ６０５）、評価に基づいてセルの
再選択が実行されたりされなかったりする（ステップ６０７）。再選択されなかった場合
、ＵＥは、ブロードキャスト受信時間ＴＳｉｊ以外の時間に他の既知のセルについてＲＳ
ＳＩの測定を継続し、ＢＣＣＨキャリア上のタイムスロットＴＳ０における通常の時間に
送信されたページメッセージを読む（ステップ６０９）。次いで、処理の流れは評価ステ
ップ６０５に戻る。
【００３９】
　セルの再選択が行われた場合、ＵＥは、受信周波数を、新しいセルで使用されているキ
ャリア信号の周波数に変更し、新しいセル上でブロードキャストチャネル（特に、タイム
スロットＴＳ０におけるＢＣＣＨ）を読む（ステップ６１１）。近隣リスト(neighbor li
st)において何らかの新しいセルが見つかった場合、ＵＥは、これらのセルのためのＦＣ
Ｈ及びＳＣＨの検索を開始する（ステップ６１３）。この検索は、ブロードキャスト受信
を中断しないようにするために、ブロードキャスト受信タイムスロットＴＳｉｊ以外の時
間において実行される。ＦＣＨ又はＳＣＨが発見された場合（ステップ６１３のｙｅｓ）
、そのセルに関するＢＣＣＨが読まれ、新しいセルがセルの近隣リストに含められる（ス
テップ６１５）。
【００４０】
　ＦＣＨ／ＳＣＨがブロードキャスト受信タイムスロットＴＳｉｊ以外の時間に発見され
なかった場合、これは、近隣リストにおけるセルと今いるセルとの間のタイミングが、近
隣セルにおけるＢＣＣＨのタイムスロットＴＳ０がＥＤＧＥブロードキャスト受信の時間
にぶつかるようになっているということを意味する。そこで、ＵＥは、ブロードキャスト
受信を中断しなければならないが、中断は、ブロードキャスト受信の品質を最小限しか低
下させないように行われなければならない。これは、ＦＣＨ／ＳＣＨ検索を実行するため
にｎ番目のＴＤＭＡフレーム毎にのみブロードキャスト受信を中断することによって実行
可能である（ステップ６１７）。ＧＳＭ／ＥＤＧＥシステムにおいては、ＦＣＨ／ＳＣＨ
フレームは、ＢＣＣＨ上のＴＳ０において１０のＴＤＭＡフレーム毎に見出される。それ
ゆえ、最終的にＦＣＨ／ＳＣＨバーストを発見するためには、１１，２１，３１，．．．
のＴＤＭＡフレーム毎にＦＣＨ／ＳＣＨ検索が実行されればよい。１１、２１、又は３１
などを、或いは他の値のどれを使用するかは、ＵＥのビデオデコーダがエラーのあるブロ
ックを訂正して復号する能力に依存する。適切な値は、実験室の試験(laboratory test)
で得られ、移動端末のメモリにハードコード或いは格納される。
【００４１】
　新しいセルのＦＣＨ／ＳＣＨが発見されると、ＵＥは新しいセルのためのＢＣＨを読み
、そのセルを近隣リストに追加する（ステップ６１９）。次いで、処理の流れは評価ステ
ップ６０５に戻る。
【００４２】
　このおおまかな方法は、もちろん、多数の方法で変更及び拡張することが可能である。
２つのそのような変更を以下に説明する。
【００４３】
　　＜マルチメディアデコーダからの情報に基づくセルサーチのスケジューリング＞
　上述の通り、品質の大きな低下無しにブロードキャスト受信を中断できる時間の長さは
、受信しているマルチメディアデコーダがエラーのある或いは失われたブロックを訂正す
る能力に大きく依存する。それゆえ、セルサーチ（即ち、ＦＣＨ／ＳＣＨ検索）は、いつ
、そしてどれだけ長時間受信を中断できるかを制御するデコーダ３１２によって、有利に
スケジュールすることができる。
【００４４】
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　例えば、セルの再選択をする場合、ＵＥは、周波数を新しいセルに変更しなければなら
ない。ブロードキャストサービスに関して、新しいセルは古いセルと完全には同期してい
ない場合もある。（異なるセルにおけるブロードキャストサービスのタイミングは、一般
的に、１００ミリ秒くらい異なっている場合がある。）従って、デコーダ３１２はリスタ
ート(restart)され、いずれにせよブロードキャスト受信において中断がもたらされると
いうことになり得る。そのような場合、デコーダがリスタートすることの表示信号は、デ
コーダ３１２からＵＥにおける物理層の処理へ通知され、その時間は、ＵＥは、新しいセ
ルのためのＦＣＨ／ＳＣＨバーストを発見するためにＴＤＭＡフレーム全体に亘ってセル
サーチを行うことができる。デコーダ３１２（或いはデコーダソフトウェアを実行するプ
ロセッサ３０２）は、送信されたフレームに含まれるフレーム番号を監視することにより
、リスタートしなければならないということを「知る」ようになる。新しいセルからのフ
レーム番号が古いセルからのフレーム番号と揃っていない場合、ビデオデコーダはリスタ
ートされなければならならず、そのようなリスタート処理がセルサーチのトリガーとなる
。
【００４５】
　　＜ＥＤＧＥマルチメディアシステムからの情報に基づくセルサーチのスケジューリン
グ＞
　セルサーチによる中断に起因するマルチメディアの品質の低下を最小限にする他の方法
は、マルチメディアの送信において、ネットワークに「アイドルフレーム(idle frame)」
を含ませることである。アイドルフレームは、マルチメディアデータが送信されない空の
フレームであり、例えば、規則的な間隔で１以上のアイドルフレームが含まれ得る。（単
数又は複数の）アイドルフレームの間、ＵＥはセルサーチや測定などを行うことができる
。アイドルフレームの数及び周期性は、マルチメディアデコーダ３１２がそのようなアイ
ドルフレームを訂正できるように選択され得る。
【００４６】
　周期性は、ＳＭＳブロードキャストメッセージ、或いは上述した「サービス案内」の中
でＵＥに知らせることができる。別の方法として、アイドルフレームは、ＵＥによって「
盲目的に」検出されてもよく、ＵＥは、検出されたアイドルフレームに基づいて周期性を
導出する。ＵＥは、フレームが情報を含んでいるか否かを判定することによりアイドルフ
レームを盲目的に検出することができ、この検出は、ベースバンドプロセッサ４０４又は
プロセッサ３０２のいずれかによって容易に実行可能である。ベースバンドプロセッサ４
０４又はプロセッサ３０２はまた、アイドルフレームの発生を記録し、そこから周期性を
判定する。周期性は、システムにおける全マルチメディアチャネルに対して同一であって
もよいし（ＵＥは１度だけ周期性を決定するか或いは通知されればよいことを意味する）
、各セル／チャネル毎に異なっていてもよいということが理解できよう。後者の場合、Ｕ
Ｅは、適切な基準で（例えば、あるセルから他のセルへのハンドオーバ後に）アイドルフ
レームの周期性を判定する。
【００４７】
　アイドルフレームの盲目的な検出を実行可能にする１つの方法は、タイムスロットの既
知の部分の間（例えば、トレーニングシーケンス(training sequence)の間）に、従来技
術でよく知られているいくつかの方法のいずれかにより、受信信号エネルギーを推定する
ことによるものである。アイドルフレームはトレーニングシーケンスを持たないので、信
号エネルギーの推定値は０又は０に十分近くなり、非アイドルフレームの信号エネルギー
の推定値から容易に区別できる。プロセッサ４０４又はプロセッサ３０２は、アイドルフ
レームを信号フレームと区別するために比較器及び閾値検出器のうちの少なくとも一方を
実装することができる。盲目的な検出を行う他の同様な方法は、デコーダ３１２の出力を
監視することによるものである。アイドルフレームはいかなるデコード可能なコンテンツ
も持たないので、例えデコーダが上述したようにアイドルフレームに対して訂正を行うこ
とができなければならないとしても、アイドルフレームに対するデコーダ３１２の出力は
非アイドルフレームに対する出力から容易に区別されるはずである。このようにしてアイ
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ドルフレームを検出することにより、アイドルフレームの周期性が上述の様に推定可能で
ある。
【００４８】
　本発明は、例えば移動通信デバイスを含む、多種多様な環境において実施可能であるこ
とが期待できる。また、上述の処理は、必要に応じて反復的に実行されるということも理
解できよう。理解を促進するために、本発明の特徴を、例えばプログラム可能なコンピュ
ータシステムの構成要素によって実行可能な一連の動作に関する見地から説明した。専用
回路（例えば、特定の機能を実行するように相互接続された個別論理回路、又は特定用途
向け集積回路）、１以上のプロセッサによって実行されるプログラム命令、或いは両者の
組み合わせによって、多様な動作を実行可能であるということが認識されよう。
【００４９】
　それゆえ、本発明は、多くの異なる形態で具現可能であり、その全てが上述されている
わけではない。そのような全ての形態は、本発明の範囲に属するように意図されている。
本発明の多様な特徴それぞれについて、記載されている動作を実行する「ように構成され
た論理(logic configured to)」、又は記載されている動作を実行する「論理(logic that
)」のような形態で言及することができる。
【００５０】
　「含む(comprises)」及び「含んでいる(comprising)」という用語は、本願で使用され
るとき、言及された特徴、整数、ステップ、或いは構成要素の存在を明示するが、１以上
の他の特徴、整数、ステップ、構成要素、或いはこれらの集合の存在を排除するものでは
ないということを強調しておく。
【００５１】
　上述の特定の実施形態は、単に説明のためのものであり、いかなる方法でも限定的なも
のに解釈してはならない。本発明の範囲は以下の請求の範囲によって決定され、請求の範
囲に含まれる全ての変形及び均等物は、そこに包含されるように意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】複数のタイムスロットを持つブロードキャストチャネルを示す図である。
【図２】通信システムのブロック図である。
【図３】移動端末のブロック図である。
【図４】移動端末の更に詳細なブロック図である。
【図５Ａ】従来技術における移動端末のブロック図である。
【図５Ｂ】改良された移動端末のブロック図である。
【図６】セルサーチ及び信号強度測定をスケジューリングする方法のフローチャートであ
る。
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