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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの周波数チャネルを備えた単一の受信機を有する通信装置におけるＭＢＭＳデータ
を受信する方法であって、
　前記単一の受信機の第１の周波数でＭＢＭＳデータを受信する工程（６０２）と、
　前記単一の受信機を第２の周波数に切り替える工程（６０４）と、
　前記単一の受信機により前記第２の周波数で測定を行う工程（６０６）と、
　ＭＢＭＳデータの受信を継続するために前記単一の受信機を前記第１の周波数に切り戻
しする工程（６０８）と、
　前記測定を行う工程を実行中に受信できなかったＭＢＭＳデータを復元するために、タ
ーボ復号化あるいは畳込み復号化により外部符号の復号化を実行する工程（６１０）とを
備え、
　前記測定を行う期間は、前記外部符号の１データユニットの期間より短いことを特徴と
する方法。
【請求項２】
　前記外部符号の復号化を実行する工程は、
　　前記ＭＢＭＳデータを逆拡散し、拡散符号を用いて内部符号データを復号化する工程
（６５２）と、
　　ターボ復号化あるいは畳込み復号化を行う第１の復号器を用いて第１の外部符号デー
タを復号化する工程（６５４）と、
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　　冗長検査復号器を用いて第２の外部符号データを復号化する工程（６５６）と、
　　前記外部符号データと前記内部符号データとを組み合わせて、前記測定を行う工程を
実行中に受信できなかった前記ＭＢＭＳデータを復元する工程（６１２）とを有すること
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　通信装置（４００，５００）であって、
　２つの周波数チャネルを備えた単一の受信機と、
　プロセッサ（４０２，５０２）と、
　前記プロセッサに接続されるメモリ（４０４，４０６，５０４，５０６）とを有し、
　前記メモリは、
　　第１の周波数で前記単一の受信機によりＭＢＭＳデータを受信する命令と、
　　前記単一の受信機を第２の周波数に切り替える命令と、
　　前記単一の受信機により前記第２の周波数で測定を行う命令と、
　　ＭＢＭＳデータの受信を継続するために前記単一の受信機を前記第１の周波数に切り
戻す命令と、
　　前記測定の実行中において受信できなかったＭＢＭＳデータを復元するために、ター
ボ復号化あるいは畳込み復号化により外部符号の復号化命令とを含み、
　前記測定を行う期間は、前記外部符号の１データユニットの期間より短いことを特徴と
する通信装置。
【請求項４】
　前記外部符号の復号化命令は、さらに
　　前記ＭＢＭＳデータを逆拡散し、拡散符号を用いて内部符号データを復号化する命令
と、
　　ターボ復号化あるいは畳込み復号化を行う第１の復号器を用いて第１の外部符号デー
タを復号化する命令と、
　　冗長検査復号器を用いて第２の外部符号データを復号化する命令と、
　　前記外部符号データと前記内部符号データとを組み合わせて、前記測定の実行中に受
信できなかった前記ＭＢＭＳデータを復元する命令とを有することを特徴とする請求項３
に記載の通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一対多数の送信環境においてマルチメディア放送／マルチキャストサービス
（ＭＢＭＳ）データを受信しながら、周波数間ならびに無線アクセス技術間（ＲＡＴ間）
ハンドオーバのための測定を実行することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＭＢＭＳの目的は、同一のマルチメディアデータを複数の受信機に同一の無線チャネル
を用いて同時配信することで、無線資源の効率的な利用を図ることである。ＭＢＭＳでは
、複数のユーザへの一対多数（ｐ－ｔ－ｍ）送信を可能にするための多くの新しい手順が
定義されている。また、ＭＢＭＳでは、既存の手順を用いた単一ユーザへのポイント－ツ
ウ－ポイント（ｐ－ｔ－ｐ）送信も可能である。
【０００３】
　ＭＢＭＳを用いることにより、ニュース、交通情報、スポーツクリップなどといった人
気のあるマルチメディアサービスの効率的な放送あるいはマルチキャストが可能となるた
め、オペレータが新しいサービスを立ち上げることが期待されている。第三世代パートナ
ーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）では、現在、マルチメディア放送／マルチキャストサ
ービス（ＭＢＭＳ）の標準化を、新しい特徴の一部として仕様のリリース６に含めるよう
に進めている。
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　提案された標準によれば、ＭＢＭＳを受信するすべてのユーザ装置（ＵＥ）あるいは移
動ユニットは共通のダウンリンクを共有する。即ち、ネットワークがユーザ装置個々に対
して測定タイミングを調整することはできない。提案された標準は、セル中のＭＢＭＳユ
ーザ数が多い環境を仮定しているため、不可能ではないとしても、ＭＢＭＳ伝送容量の損
失を招くことなく、すべてのユーザ装置間で測定タイミングを調整することは難しい。
【０００５】
　しかしながら、ユーザ装置が下りアクセスチャネル（ＦＡＣＨ：Forward Access Chann
el）での一対多数のＭＢＭＳデータを受信しているなら、ユーザ装置は周波数間とＲＡＴ
（無線アクセス技術）間との内の少なくともいずれかに関係する測定を実行することがで
きないかもしれない。したがって、一対多数のＭＢＭＳデータ受信をしながら周波数／Ｒ
ＡＴ間測定を行う際に、例えば、ページメッセージや多量のＭＢＭＳデータを損失させな
いようなサービス品質（ＱｏＳ: Quality of Service）のレベルを保持できるようなシス
テムと方法との内、少なくともいずれかが必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　ユーザ装置がＭＢＭＳデータを受信しながら、周波数間とＲＡＴ間との測定を行うこと
が可能なシステムと方法とが開示される。開示されるように、測定タイミングの決定は、
下りアクセスチャネル（“ＦＡＣＨ”）受信中の不連続受信（“ＤＲＸ”）を用いること
で、ユーザ装置によりなされる。開示された実施例の形態を用いることで、各ユーザ装置
は個別に、（セルの再選択が必要になったときに、）いつ周波数／ＲＡＴ間測定を行うの
かを決定する。また、測定中に損失したデータを復元するために、外部符号処理が実行さ
れる。
【０００７】
　これらの特徴や利点は、添付図面とともになされる以下の詳細な説明から、より明らか
になろう。なお、図面は本発明の唯一の形態を示すものではないことに注意されたい。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　この開示のために、種々の頭字語を用いているが、その定義は以下の通りである。
【０００９】
　ＣＲＮＣ　　　　　無線ネットワーク制御局の制御機能
　ＤＣＨ圧縮モード　専用チャネル圧縮モード
　　　　　　　　　　圧縮モードは、周波数間とＲＡＴ間の測定を実行するために
　　　　　　　　　　ＣＥＬＬ＿ＤＣＨで用いられる
　ＤＲＸ　　　　　　不連続受信
　　　　　　　　　　電力消費を低減するために、現在、ＵＥはアイドルモード、
　　　　　　　　　　ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ、ＵＲＡ＿ＰＣＨにおいて不連続受信（ＤＲＸ）
　　　　　　　　　　を用いることがある。この出願の文脈で用いられる用語ＤＲＸは、
　　　　　　　　　　不連続受信の一般的な言葉である
　ＤＴＸ　　　　　　不連続送信
　ＦＡＣＨ　　　　　下りアクセスリンク
　Inter-ＲＡＴ　　　無線アクセス技術間
　　　　　　　　　　ここでは、ＧＳＭ、ＴＤ－ＣＤＭＡ、ＴＤ－ＳＣＤＭＡなどの
　　　　　　　　　　非ＷＣＤＭＡ技術
　ＭＢＭＳ　　　　　マルチメディア放送／マルチキャストシステム
　ＭＴＣＨ　　　　　ＭＢＭＳトラフィックチャネル
　ノードＢ　　　　　一つ以上のセルにおけるユーザ装置への／からの無線送信／受信を
　　　　　　　　　　担当する論理ノード。ＲＮＣへのＩｕｂインタフェースを終端する
　外部符号　　　　　内部符号に対する外部符号
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　ＰＣＨ　　　　　　呼出チャネル
　ＰＩＣＨ　　　　　呼出指示転送用チャネル
　ｐｔｍ　　　　　　一対多数
　ｐｔｐ　　　　　　ポイント－ツウ－ポイント
　ＱｏＳ　　　　　　サービス品質
　ＲＡＴ　　　　　　無線アクセス技術
　ＲＮＣ　　　　　　無線ネットワーク制御局
　Ｓ－ＣＣＰＣＨ　　セカンダリ共通制御物理チャネル
　ＳＦ１２８コード　拡散率
　ＳＦＮ　　　　　　システムフレーム数
　ＴＴＩ　　　　　　送信時間間隔
　Ｔｘ　　　　　　　送信
　ＵＥ　　　　　　　ユーザ装置
　ＵＴＲＡＮ　　　　ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク
【００１０】
　本発明の原理の理解を容易にするために、図面で例示した実施例或いは例などを参照し
ながら、具体的な専門用語を用いて説明する。しかしながら、それによって、本発明の範
囲を限定することを意図するものでないことが理解されよう。説明した実施例を変更した
り、さらに変形したものや、ここで説明したような本発明の原理をさらに応用したものな
どは、本発明の分野に関連する当業者であれば容易に発明することができる。
【００１１】
　図１は、本実施例の種々の特徴を組み込んだ代表的なネットワーク１００を示したもの
である。ここでは、ユニバーサル移動通信システム（“ＵＭＴＳ”）に基づいた技術、標
準、システムを用いたネットワーク１００の例を示している。しかしながら、本発明の種
々の実施例は他のネットワークやシステムにおいて採用できることは当業者には明らかで
ある。
【００１２】
　ＵＭＴＳネットワークは、一般に３つの相互に関連するドメイン、即ち、コアネットワ
ーク（ＣＮ）、ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）、ユーザ装置（Ｕ
Ｅ）から構成される。コアネットワークの主たる機能は、ユーザトラフィックの交換、ル
ーティング、伝送である。コアネットワークは、データベースとネットワーク管理機能を
備える。ＵＴＲＡＮ１０４は、ユーザ装置に対するエアインタフェースによる接続方法を
提供する。通常、基地局はノード－Ｂ　１０１などのようにノード－Ｂと呼ばれ、ノード
－Ｂの制御装置は無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）と呼ばれる。図では、一つのＲＮＣ
１０３が例示されている。ネットワーク１００はまた、複数の移動体ユニットやユーザ装
置を含む。図では、それらの内、ユーザ装置１０２のみが図示されている。ユーザ装置１
０２は、従来技術でもってＵＴＲＡＮ１０４と通信する。
【００１３】
　ＭＢＭＳ環境を実現するためには、既存の３ＧＰＰネットワークエンティティに対して
数多くの新しい機能が追加され、複数の新たな機能エンティティが追加される。従って、
（例えば、ＧＧＳＮ、ＳＧＳＮ、ＵＴＲＡＮ、ＵＥなどの）“既存の”パケット交換ドメ
イン機能エンティティの機能拡張を行うことで、ＭＢＭＳベアラサービスが提供される。
【００１４】
　図１に示すように、ＵＴＲＡＮ１０４は、ＵＴＲＡＮ１０４とコアネットワークとの間
のゲートウェイとして作用するサービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）１０６と
通信する。ＳＧＳＮ１０６は、通常加入者データを保持するデータベースを含むホームロ
ケーションレジスタ（ＨＬＲ）１０８と通信する。従って、ＳＧＳＮ１０６は前記ホーム
ロケーションレジスタ１０８にアクセスして、ユーザ装置１０２がコアネットワークにア
クセスすることを許可するか否かを決定する。ＭＢＭＳアーキテクチャにおけるＳＧＳＮ
１０６の役割は、ユーザごとのＭＢＭＳベアラサービス制御機能の実行と、ＵＴＲＡＮ１
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０４へのＭＢＭＳ伝送の提供である。また、ＳＧＳＮ１０６は、ＳＧＳＮ内ならびにＳＧ
ＳＮ間でのモビリティ手順に対するサポートを提供しても良い。具体的には、ＳＧＳＮ１
０６は、アクティブなマルチキャストＭＢＭＳベアラサービスにおけるユーザ固有のＭＢ
ＭＳ　ＵＥコンテキストを保持し、ＳＧＳＮ間でのモビリティ手順の実行の際にはこれら
のコンテキストを隣のＳＧＳＮに転送する。
【００１５】
　ＳＧＳＮ１０６は、コアネットワークあるいはセルラネットワークと、ＩＰネットワー
クとの間でのゲートウェイとして機能するゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳ
Ｎ）１１０とも通信する。ＭＢＭＳ環境におけるＧＧＳＮ１１０の役割は、ＭＢＭＳデー
タなどのＩＰマルチキャストトラフィックの入口点となることである。ＧＧＳＮ１１０は
、同報あるいはマルチキャストＭＢＭＳ送信のためのベアラプレーンの確立を要求するこ
とができる。また、ＧＧＳＮ１１０は、確立したベアラプレーンを解放することもできる
。マルチキャストサービスのためのベアラプレーンの確立は、特定のマルチキャストＭＢ
ＭＳベアラサービスの送信を受信するように要求したＳＧＳＮに対して行われる。また、
ＧＧＳＮ１１０は、（ＢＭ－ＳＣ１１２あるいはマルチキャスト同報ソース１１４などと
いった他のデータソースから）ＩＰマルチキャストトラフィックを受信し、ＭＢＭＳベア
ラサービスの一部として適切なＧＴＰトンネルにこのデータをルーティングすることがで
きる。
【００１６】
　ＢＭ－ＳＣ１１２は、ＭＢＭＳユーザサービスのプロビジョニングと配信のための機能
を提供する。また、ＢＭ－ＳＣ１１２は、例えば、コンテンツプロバイダ１１６などのコ
ンテンツプロバイダのＭＢＭＳ伝送のための入力点としての役割を果たしても良い。さら
に、ＢＭ－ＳＣ１１２は、ネットワーク内のＭＢＭＳベアラサービスの認証ならびに起動
のために用いられたり、ＭＢＭＳ伝送をスケジューリングして配信するためにも用いられ
る。ＢＭ－ＳＣ１１２はＭＢＭＳユーザサービスごとに存在する機能エンティティである
。
【００１７】
　ＭＢＭＳデータは、多くのＢＳＣ／ＲＮＣ、多くのＳＧＳＮ、そして、一つ以上のＧＧ
ＳＮを通過するＭＢＭＳ配信ツリーを介して、複数のユーザに配信される。さらに、いく
つかのベアラ資源は、同じＭＢＭＳベアラサービスにアクセスする多くのユーザ間で共有
され、資源の節約が図られる。その結果、ＭＢＭＳ配信ツリーの各ブランチは通常、その
ブランチ全てに対して同じＱｏＳとなる。
【００１８】
　従って、ＭＢＭＳ配信ツリーのブランチが生成された場合、（例えば、新たなユーザ装
置の追加や、ブランチの削除と追加がなされるユーザ装置の位置変化などによる）別のブ
ランチが、既に確立されているブランチのＱｏＳに影響を与えることはない。言い換える
と、ＵＭＴＳネットワーク要素間でのＱｏＳ値のネゴシエーションはなされない。このこ
とは、ＱｏＳ要求が注目しているネットワークノードにおいて認められなければ、ブラン
チの確立がなされないかもしれないことを意味する。ＵＴＲＡＮ１０４においても通常、
ＭＢＭＳベアラサービスのためのＱｏＳ（再）ネゴシエーション処理は行われない。ここ
で開示する種々の形態を除いては、ユーザ装置１０２がＭＢＭＳデータを受信しながら周
波数間ならびにＲＡＴ間測定を実行することができる例は現時点では存在しない。現時点
でのユーザ装置１０２は、ＭＢＭＳ受信中にはこれらの測定をしないため、このことがモ
ビリティに影響を与え、その結果、ＭＢＭＳデータの損失と、過度の再送やポイント－ツ
ウ－ポイントにおける修復などが生じてしまう。
【００１９】
　一般に、測定のタイミングは、各ユーザ装置１０２が自律的に決める方法と、ＵＴＲＡ
Ｎ１０４が決める方法との２つに分けられる。ここの開示では、前記ユーザ装置１０２に
より測定タイミングを決めることが可能な方法とシステムとに焦点を当てる。
【００２０】
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　ＭＢＭＳデータの受信中に、ユーザ装置１０２が他の周波数に切り替えて、周波数間な
らびにＲＡＴ間測定といった測定処理を実行すると、ＭＢＭＳデータの損失が生じる。従
って、損失したパケットを復元する機構があることが望ましい。これに向けて用いられ得
る一つの機構は、部分的損失を復元するための外部符号の利用である。一般に、外部符号
としては、畳み込み符号、ターボ符号、ＣＲＣ符号、リードソロモン符号などの誤り訂正
符号を用いることができる。内部符号としては、繰り返し符号の一具体例として拡散符号
などを用いることができる。
【００２１】
　下りアクセスチャネル（ＦＡＣＨ）上で不連続受信（ＤＲＸ）が用いられるなら、無線
レイヤでの外部符号を用いて、ＤＲＸ期間にデータ損失を補償することが可能である。外
部符号は、複数の内部符号ブロックを符号化する（無線レイヤ外部符号の場合には、数多
くの複数のトランスポートブロックが内部符号ブロック誤りを復元するために用いられる
パリティ情報を付加する）。
【００２２】
　この例では、アクティブに測定を行うのはユーザ装置１０２であり、ＵＴＲＡＮ１０４
は単にＭＢＭＳサービスを送信するのみである。即ち、ノード－Ｂ１０１のようなネット
ワークノードは相対的にはパッシブであり。いくつかの実施例では、ネットワークノード
は送信処理の期間に、対応する外部符号を提供するといった処理が行われる。
【００２３】
　さて、図２には、本発明の種々の特徴を組み込んだ、例えば、ノード－Ｂ１０１などの
ネットワークノードにおける送信機で実行される方法２００が示されている。通常、ネッ
トワークノードから送信されるデータは、送信時間間隔（ＴＴＩ）ごとのトランスポート
ブロックセットの形式をしている。送信時間間隔はトランスポートチャネル固有である。
ここでの例では、ＴＴＩを１０ｍｓとしている。ステップ２０２において、ノードＢなど
のネットワークノードは、ＴＴＩ中に受信したトランスポートブロックごとに巡回冗長検
査（ＣＲＣ）を付与し、第二の外部符号を符号化する。ステップ２０４において、ネット
ワークノードは受信したトランスポートブロックを結合する。通常は、ＴＴＩ中のすべて
のトランスポートブロックをシリアルに結合する。ステップ２０６では、結合結果が所定
のサイズを越えたか否かの判定がなされ、もし、越えている場合には、ステップ２０８に
おいて、その結果を符号ブロックに分割する。言い換えると、ＴＴＩ中のビット数が問題
としている符号ブロックの最大サイズより大きい場合には、そのトランスポートブロック
の結合の後に、符号ブロックの分割が行われる。符号ブロックの最大サイズは、畳み込み
符号とターボ符号のいずれが用いられているのかなどを含む、種々の要因に依存する。ス
テップ２１０では、符号ブロックを畳み込み符号あるいはターボ符号でもって符号化し、
第一の外部符号を符号化する。ステップ２１２では、符号ブロックがインタリーブされた
り、レート調整が行われ、他のトランスポートチャネルとともに更に処理がなされる。（
ステップ２１６で）無線信号に変換されてアンテナから送出される前に、ステップ２１４
では、内部符号を符号化する拡散符号で拡散される。
【００２４】
　図３はＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態におけるＭＢＭＳの測定タイミング例を示す図である。
ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態はいくつかのＲＲＣサービス状態の一つである。ＣＥＬＬ＿ＦＡ
ＣＨ状態はＲＡＣＨとＦＡＣＨにより送信されるデータにより特徴付けられる。専用チャ
ネルが割り当てられているわけではなく、ＵＥはＢＣＨを聴取する。
【００２５】
　図３は異なるユーザ装置（ＵＥ１, ＵＥ２, ＵＥ３）が測定を行いながら何をし、そし
て同時に各自のＦＡＣＨチャネル３０４を聴取する様子を示した図である。この例では、
ユーザ装置ＵＥ１とＵＥ２がＳ－ＣＣＰＣＨ（１）上の同一のＦＡＣＨ（１）を聴取して
おり、ＵＥ３は別のＳ－ＳＳＰＣＨ（２）上の異なるＦＡＣＨ（２）を聴取している。こ
の例では、すべてのユーザ装置がＧＳＭ搬送波３０２を聴取している。しかしながら、（
ＭＢＭＳチャネルではない）ＦＡＣＨチャネルは、ユーザ装置がＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態
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である場合にＭＢＭＳを聴取する一方、例えば、ＭＢＭＳ以外のサービスのために維持さ
れる必要があるため、ユーザ装置はＵＥ固有のタイミングで測定を行う。これらタイミン
グの決定は、現在の仕様によれば、ユーザ装置識別子Ｃ－ＲＮＴＩに従って計算される。
ネットワークはユーザ装置がどの時点で測定を行うのかを把握することができるため、Ｄ
ＴＸを適用できる。ＦＡＣＨの下りリンクでは、１つのユーザ装置に創成されたＤＴＸギ
ャップ（区間）は他のユーザ装置がビットで無線フレームを満たすために用いられても良
い。
【００２６】
　ＤＴＸのある期間（その期間はすべてのＴＴＩにあり、この例ではＦＡＣＨのＴＴＩは
無線フレーム長と同一の１０ｍｓである）に、ユーザ装置はＲＡＴ間と周波数間との測定
を行うことができる。ここで、。しかしながら、Ｕ１－Ｕ３の場合のようにＭＢＭＳも平
行的に存在する場合には、ユーザ装置はＭＢＭＳチャネルから自律的に離れなければなら
ない（そのチャネルのＤＲＸを行なうべきである）。なぜなら、デュアル受信機でないユ
ーザ装置は、（それは、例えば、図３の例であるＧＳＭにおける測定を行なう時のように
）ＭＢＭＳ受信と測定とを異なる周波数上で同時に行うことができないためである。また
なお、（Ｓ－ＣＣＰＣＨ１における非ＭＢＭＳ　ＦＡＣＨ１のついての送信タイミングは
、この図の例では、Ｓ－ＣＣＰＣＨ２における非ＭＢＭＳ　ＦＡＣＨ２と同じタイミング
であるが、）異なる非ＭＢＭＳ　ＦＡＣＨは、ＭＢＭＳ　ＦＡＣＨと、また互いと比較し
て異なる送信タイミングであっても良い。なおまた、（ユーザ装置は非ＭＢＭＳ　ＦＡＣ
Ｈにおいて異なるＤＴＸスケジュールを有するため、）異なるユーザ装置は異なる時刻に
ＭＢＭＳ　ＦＡＣＨを離れるであろう。
【００２７】
　ユーザ装置が測定を行う際に、ＭＢＭＳ　ＦＡＣＨの１無線フレームに等しい内部符号
化ブロックの１つあるいは複数の部分を損失することがあり得る。しかしながら、ＴＴＩ
レベルで実行される外部符号があるので、この損失を復元することができる。この例では
、第２、第３符号化レベル（夫々、ターボあるいは畳込み符号、ＣＲＣ符号）を、８０ｍ
ｓのＴＴＩレベルで用いている。
【００２８】
　デュアル受信機を備えるユーザ装置は、データ損失なく測定を行うこともできるため、
それ故に、例えば、より良いストリーミング性能やより少ないポイント－ツウ－ポイント
（ptp）復元などといったより良いＱｏＳを実現できる。図４は、本発明の種々の特徴を
実現する代表的なユーザ装置４００を示す図である。移動端末４００の核は、中央演算処
理装置（“ＣＰＵ”）４０２である。ＣＰＵ４０２は、読出し専用メモリ（“ＲＯＭ”）
４０４などのようなメモリデバイスから命令を受け取る。また、ランダムアクセスメモリ
（“ＲＡＭ”）４０６などのようなメモリデバイスが備えられても良い。ＲＡＭ４０６は
、受信ＭＢＭＳデータ、ユーザ定義可能な数値、ネットワーク可変値やフラグなどといっ
た一時的データを保持するために用いられる。ＣＰＵ４０２はまた、携帯識別番号を保持
し、ＲＦ送信機４１０、ＧＳＭ受信機４１２ａ、ＵＭＴＳ受信機４１２ｂの動作周波数を
制御するセルラ制御チップ４０８とも通信する。ＲＦ送信機４１０と受信機４１２ａと４
１２ｂは、デュープレクサ４１４を介してアンテナ４１６に接続される。ＧＳＭ受信機４
１２ａに接続される測定ユニット４２２は、他の搬送波周波数を用いる隣接セルの干渉測
定を担当する。ＣＰＵ４０２は、ディスプレイ４１８上に出力情報を表示する。例えば、
デュアルトーンマルチ周波数（“ＤＴＭＦ”）生成器を備え、発呼を可能とするようなキ
ーパッド４２０も図示されている。
【００２９】
　従って、ユーザは、キーパッド４２０を押すことでコマンドを入力する。キーボードコ
マンド列が入力されると、ユーザ装置４００はＭＢＭＳセッションを確立する。この例で
は、ＵＭＴＳ受信機４１２ｂがＭＢＭＳデータを受信している間、ＧＳＭ受信機４１２ａ
が他の周波数にチューニングされ測定処理を実行する。この構成では、データ損失は生じ
ない。
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【００３０】
　しかしながら、そのようなユーザ装置に関する複雑度と電力消費の観点から、デュアル
受信機は高価であるかもしれない。図５は、単一受信機を用いた本発明の種々の特徴を実
現する代表的なユーザ装置５００を示す図である。移動端末５００の核は、中央演算処理
装置（“ＣＰＵ”）５０２である。ＣＰＵ５０２は、読出し専用メモリ（“ＲＯＭ”）５
０４などのようなメモリデバイスから命令を受け取る。また、ランダムアクセスメモリ（
“ＲＡＭ”）５０６などのような他の付加的なメモリデバイスを備えても良い。ＲＡＭ５
０６は、受信ＭＢＭＳデータ、ユーザ定義可能な数値、ネットワーク可変値やフラグなど
といった一時的データを保持するために用いられる。ＣＰＵ５０２は、携帯識別番号を保
持し、ＲＦ送信機５１０やＲＦ受信機５１２の動作周波数を制御するセルラ制御チップ５
０８とも通信する。ＲＦ送信機５１０とＲＦ受信機５１２は、デュープレクサ５１４を介
してアンテナ５１６に接続される。ＲＦ受信機５１２に接続される測定ユニット５２２は
、隣接セルの干渉測定を担当する。ＣＰＵ５０２は、ディスプレイ５１８上に出力情報を
表示する。例えば、デュアルトーンマルチ周波数（“ＤＴＭＦ”）生成器を備え、発呼を
可能とするようなキーパッド５２０も図示されている。
【００３１】
　従って、ユーザは、キーパッド５２０を押すことでコマンドを入力する。キーボードコ
マンド列が入力されると、ＵＥはＭＢＭＳセッションを確立する。この例では、ＲＦ受信
機５１２がＭＢＭＳデータを受信するが、一時的に他の周波数やＲＡＴに切り換えて測定
処理を実行する。従って、ＲＦ受信機５１２はデュアルＵＭＴＳ／ＧＳＭ受信機であるか
もしれない。受信機が切り換えて測定処理を行っている間、即ち、ＤＲＸの期間は、ＭＢ
ＭＳのデータは損失するものの、それは、上述のように外部符号を利用することで復元す
ることができる。
【００３２】
　図６ａは、上述の単一受信機を有したユーザ装置５００において実行される方法を示し
ている。ステップ６０２において、ユーザ装置はＭＢＭＳデータを受信する。ステップ６
０４において、ユーザ装置は別の周波数に切り換えて測定処理を実行する（ステップ６０
６）。ステップ６０８では、ユーザ装置はもとの周波数に切り戻し、ＭＢＭＳデータの受
信を続行する。ステップ６１０において、ユーザ装置は外部符号の復号化を行い、損失し
たＭＢＭＳデータを復元する。ステップ６１２では、ユーザ装置は、外部符号と内部符号
とを組み合わせてＭＢＭＳフレームを復元する。
【００３３】
　図６ｂは、方法６００において実行される外部符号の復号処理に関するより詳細な処理
であって、ユーザ装置で実行される方法６５０である。ステップ６５２において、ユーザ
装置は内部符号の復号化のために、拡散復号器、或いは逆拡散器を用いる。ステップ６５
４において、ターボ復号器や畳込み復号器が用いられて、第１の外部符号を復号化する。
ステップ６５６において、ＣＲＣ復号器が用いられて、第２の外部符号を復号化する。外
部符号と内部符号とが組み合わせられて、ＭＢＭＳデータを復元する。
【００３４】
　それはＭＢＭＳの一対多数のシナリオなので、すべてのユーザ装置は同一チャネルを聴
取しているため、すべてのユーザ装置のダウンロード遅延は同一になる。しかしながら、
すべてのユーザ装置が平均としてより多くの正しいＭＢＭＳ伝送ブロックを受信するとし
ても、異なったユーザ装置からのポイント－ツウ－ポイントでの復元量は異なるであろう
。ポイント－ツウ－ポイントでの復元処理を減らすことで、この追加トラフィックに要す
る資源／干渉も減らすことができる。なお、例えば、無線環境が極めて劣悪な状態のとき
にはしばしばトランスポートブロックの損失が生じるため、無線あるいはアプリケーショ
ンレイヤにおいて外部符号を用いることで、エンドユーザに対する性能も向上させること
ができる。
【００３５】
　本発明の開示された種々の特徴は、比較的実装が簡単であり、特別なシグナリングを必
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要とせず、３ＧＰＰにおける前述の標準化リリースに従うＳ－ＣＣＰＣＨ（セカンダリ共
通制御チャネル）への影響もない。さらに、測定は呼出タイミング間で実行されるため、
アイドル状態のユーザ装置あるいはＰＣＨのユーザ装置に関する呼出の再スケジューリン
グも必要ない。ＦＡＣＨのユーザ装置は、このような測定を、ユーザ装置がＣＥＬＬ＿Ｆ
ＡＣＨ状態にある非ＭＢＭＳ測定のために利用可能である“ＦＡＣＨ測定タイミング”に
おいて行うことができる一方、ＤＣＨにあるユーザ装置は圧縮モード間隔を利用すること
ができる利点がある。これにより、ＭＢＭＳデータ損失を最小限に抑えることが可能とな
る。
【００３６】
　以上の説明は、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態に焦点を当てたものである。しかしながら、当
業者であれば認識するように、上述の方法は、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ、ＵＲＡ＿ＰＣＨ、アイ
ドルモードなどといった他のＲＲＣサービス状態においても用いることができる。図７は
、ユーザ装置が呼出の受信をしていない期間中のどこかで測定を行う様子を示したもので
、他のＲＲＣサービス状態にも適用可能であることを示している。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の種々の特徴を組み込んだネットワークアーキテクチュアを示す図である
。
【図２】本発明の種々の特徴を組み込んだネットワークノード中の送信機により実行され
る方法を示す図である。
【図３】ＭＢＭＳの測定タイミングを示す図である。
【図４】本発明の種々の特徴を実現するデュアル受信機を組み込んだユーザ装置の機能ブ
ロック図である。
【図５】本発明の種々の特徴を実現する単一受信機を組み込んだユーザ装置の機能ブロッ
ク図である。
【図６ａ】、
【図６ｂ】本発明の種々の特徴を実現する方法を示す図である。
【図７】呼出受信、ＭＢＭＳ受信、測定処理中の測定タイミングを示す図である。
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