
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービング無線網制御器（ＳＲＮＣ）とＩｕｒインターフェースを介して接続されてい
るドリフト無線網制御器（ＤＲＮＣ）の任意のセルに、マルチキャストマルチメディア放
送サービス（ＭＢＭＳ）を要請した使用者端末（ＵＥ）が移動する場合における、ＭＢＭ
Ｓのポイント対ポイント（ＰｔＰ）チャンネル及びポイント対マルチポイント（ＰｔＭ）
チャンネルのためのチャンネルタイプスイッチング方法であって、
　前記ＤＲＮＣが共通チャンネルと専用チャンネルとの間のチャンネルタイプスイッチン
グの遂行を決定するステップと、
　前記ＤＲＮＣが決定されたＭＢＭＳチャンネルタイプを前記ＳＲＮＣに通知するステッ
プと、
　

　前記ＭＢＭＳサービスを要請した使用者端末に前記決定されたＭＢＭＳチャンネルタイ
プでＭＢＭＳデータを伝送するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記チャンネルタイプスイッチングは、少なくとも前記ＭＢＭＳサービスを要請した使
用者端末の数に基づいて決定されることを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
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前記ＳＲＮＣがチャンネルスイッチングのために、無線資源制御（ＲＲＣ）メッセージ
を通じてＭＢＭＳチャンネル再構成を使用者端末に通知するステップと、



　前記チャンネルタイプスイッチングは、
　前記ＳＲＮＣが前記少なくとも１つ以上のＭＢＭＳサービス識別子を含む無線リンク設
定要請メッセージ（ radio rink setup request message）を前記ＤＲＮＣに伝送するステ
ップをさらに含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記チャンネルタイプスイッチングは、
　前記ＳＲＮＣが任意の無線リンク設定を要請するために
をＤＲＮＣへ伝送するステップと、
　前記ＤＲＮＣが少なくとも前記ＭＢＭＳサービスを要請した使用者端末の数を考慮して
チャンネルタイプを決定し、前記決定されたチャンネルタイプを前記ＳＲＮＣに伝送する
ステップと、
をさらに含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記チャンネルタイプスイッチングは、
　前記ＳＲＮＣがＤＲＮＣにＭＢＭＳサービスタイプを問い合わせるためのメッセージを
伝達するステップと、
　前記ＤＲＮＣが設定しようとするチャンネルタイプを決定し、前記設定されたＭＢＭＳ
チャンネルタイプのパラメータを前記ＳＲＮＣに伝達するステップと、
　前記ＳＲＮＣが専用チャンネル設定を完了するか、又は、前記ＤＲＮＣから共通チャン
ネル情報を獲得するステップと、
をさらに含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項６】
　前記ＳＲＮＣから前記ＤＲＮＣに伝達される前記メッセージは、前記ＤＲＮＣが使用者
端末の数をカウントするための、前記使用者端末が受信しているＭＢＭＳサービス識別子
を含むことを特徴とする請求項３乃至請求項５のいずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　前記ＵＥがＤＲＮＣで前記サービスを要請した一番目の加入者であれば、前記ＤＲＮＣ
は、基幹回線網とのＲＡＢ接続を遂行するステップを含むことを特徴とする請求項３乃至
請求項５のいずれか１項記載の方法。
【請求項８】
　マルチキャストマルチメディア放送サービス（ＭＢＭＳ）のポイント対ポイント（Ｐｔ
Ｐ）チャンネル及びポイント対マルチポイント（ＰｔＭ）チャンネルのための、無線網制
御器のチャンネルタイプスイッチング方法であって、
　ＭＢＭＳチャンネルタイプを決定するために、任意のセルの使用者端末の数を確認する
ステップと、
　前記ＭＢＭＳサービスを要請した前記使用者端末の数と任意のしきい値を比較し、前記
ＭＢＭＳチャンネルタイプを決定するステップと、
　前記変更されたＭＢＭＳチャンネルタイプをサービング無線網制御器（ＳＲＮＣ）に報
告するステップと、
　

を含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　前記ＳＲＮＣは、ドリフト無線網制御器（ＤＲＮＣ）からＭＢＭＳチャンネルタイプを
受信し、前記セルの前記使用者端末にチャンネル再構成要請メッセージを伝送するステッ
プをさらに含むことを特徴とする請求項８記載の方法。
【請求項１０】
　マルチキャストマルチメディア放送サービス（ＭＢＭＳ）のポイント対ポイント（Ｐｔ
Ｐ）チャンネル及びポイント対マルチポイント（ＰｔＭ）チャンネルのためのチャンネル
タイプスイッチング方法であって、
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無線リンク設定要請メッセージ

前記ＳＲＮＣが、ドリフト無線網制御器（ＤＲＮＣ）からＭＢＭＳチャンネルタイプを
受信し、前記セルの前記使用者端末にチャンネル再構成を通知するステップと、



　サービング無線網制御器（ＳＲＮＣ）がドリフト無線網制御器（ＤＲＮＣ）に無線リン
クセットアップメッセージを伝送するステップと、
　前記ＤＲＮＣが前記無線リンクセットアップメッセージを受信して任意のＭＢＭＳチャ
ンネルタイプを前記ＳＲＮＣに伝送するステップと、
　前記ＳＲＮＣが所定のメッセージを通じて前記ＵＥが要請したＭＢＭＳサービスのＭＢ
ＭＳチャンネルタイプを伝送するステップと、
　前記ＵＥが前記ＭＢＭＳチャンネルタイプを受信するステップと、
　前記ＭＢＭＳチャンネルタイプを使用してＭＢＭＳチャンネルを通してＭＢＭＳデータ
を受信するステップと、を含んでおり、
　前記ＭＢＭＳチャンネルタイプは、専用チャンネル又は共通チャンネルのうちの１つで
あることを特徴とする方法。
【請求項１１】
　前記ＳＲＮＣから前記ＤＲＮＣに伝送される前記メッセージは、ＭＢＭＳサービス識別
子を含むことを特徴とする請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　 サービング無線網制御器（ＳＲＮＣ）が前記ＤＲＮＣに

を伝送するステップと、
　前記ＤＲＮＣがＭＢＭＳサービス要請メッセージを に伝送するステッ
プと、
　前記ＣＮが前記ＤＲＮＣとのデータ接続のセットアップを要請するステップと、
　前記ＤＲＮＣが前記基幹回線網に応答メッセージを伝送するステップと、
を含むことを特徴とする 記載の方法。
【請求項１３】
　前記ＳＲＮＣから前記ＤＲＮＣに伝送する は、
ＭＢＭＳサービス識別子を含むことを特徴とする請求項１２記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチキャストマルチメディア放送サービス（ Multimedia Broadcast and M
ulticast Service；以下、ＭＢＭＳと称する。）を提供する移動通信システムに関し、特
に、 マルチキャストマルチメディア放送サービスによるポイント対ポイント（ Point-
to-Point ）チャンネルとポイント対マルチポイント（ Point-to-MultiPoint

）チャンネルとをチャンネルスイッチングする方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　マルチキャストマルチメディア放送サービスは、第３世代移動通信システムにおいて、
新たに提案されたポイント対マルチポイント（以下、‘ＰｔＭ’  と称する。）サービス
である。ＭＢＭＳサービスで使用されるチャンネルタイプは、サービス使用者の数に従う
ポイント対ポイント（以下、‘ＰｔＰ’  と称する。）チャンネル方式、及びＰｔＭチャ
ンネル方式がある。現在のＰｔＰチャンネルサービス方式は、任意の使用者が任意の新た
なセル、すなわち、目的地セルに移動する場合、 使用者端末が位置したソースセルか
ら 目的地セルにハンドオーバーを遂行するときに使用されるチャンネル方式である。
現在のチャンネルハンドオーバーは、すべてＰｔＰチャンネル方式に基づいていると共に
、 チャンネル方式による特性は変わらない。 ＭＢＭＳサービスにおいて、セルの
変更は、結果としてチャンネル特性の変化をもたらす。
【０００３】
　本発明を更に詳しく説明するために、移動通信システムにおいてＭＢＭＳサービスを提
供するためのネットワーク構造を図９を参照して説明する。
【０００４】
　ＭＢＭＳネットワークは、パケット無線サービス支援ノード（ General Packet Radio s
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前記 共通伝送チャンネル資源要
請メッセージ

基幹回線網 (ＣＮ )

請求項１０

共通伝送チャンネル資源要請メッセージ

上記
；ＰｔＰ ；Ｐ

ｔＭ

上記
上記

上記 上記



ervice；以下、‘ＧＰＲＳ’と称する。）である基幹回線網（ core network）に基づいて
、新たなネットワークの構成を追加した構造を有する。マルチキャスト放送サービスセン
ター（ Broadcast／ Multicast Service Center；以下、‘ＢＭ－ＳＣ’と称する。）（０
１）は、ＭＢＭＳシステムのサービス制御センターである。ゲートウェイパケット無線サ
ービス支援ノード（ Gateway GPRS Supporting Node；以下、‘ＧＧＳＮ’と称する。）（
０２）及びサービスパケット無線サービス支援ノード（ Service GPRS Supporting Node；
以下、‘ＳＧＳＮ’と称する。）（０３）は、ＭＢＭＳサービス伝送ネットワークで構成
され、データ伝送のためのルート (route)を提供する。ホーム位置登録器（ Home Location
 Register；以下、‘ＨＬＲ’と称する。）（０６）は、使用者端末に関連したデータを
貯蔵し、使用者認証のようなサービスを提供する。ＵＭＴＳ無線アクセスネットワーク（
UMTS Terrestrial Radio Access Network；以下、‘ＵＴＲＡＮ’と称する。）（０４）
は、無線インターフェース上でＭＢＭＳサービスのための無線資源を提供する。Ｕｕ（０
７）は、端末装置と無線アクセスネットワークとの間の無線インターフェースを指す。使
用者端末（ User Equipment；以下、‘ＵＥ’と称する。）（０５）は、データを受信する
端末装置を意味する。 ＭＢＭＳサービスで使用される無線資源は、１つの使用者のた
めの専用資源ではなく、複数の使用者によって共有される。
【０００５】
　従来技術による移動通信システムにおいては、同一のＳＧＳＮに位置するが、相互に異
なるＲＮＣのセル間のハンドオーバーをＵＥが遂行する場合、サービング無線網制御器（
Serving RNC；以下、‘ＳＲＮＣ’と称する。）がＳＲＮＣを再び割り当てるか否かを決
定する。ＳＲＮＣの再割当てが行われないと、データ及びシグナリングストリームは、Ｉ
ｕｒインターフェースを介して 無線網制御器（ Drift RNC；以下、‘ＤＲＮＣ’
と称する。）に伝送される。その後、 ＤＲＮＣからＵＥに伝送される。このようなハ
ンドオーバー手順で、 ＵＥの位置に基づく相異なる無線接続状態に従って相互に異な
る手順が遂行される。
【０００６】
　アイドル状態であるＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ（ cell_Forward Access Channel）、ＣＥＬＬ
＿ＰＣＨ（ cell_Paging Channel）、ＵＲＡ＿ＰＣＨ（ UTRAN Registration Area_Paging 
Channel）状態で、ＵＥがＳＲＮＣの１つのセルから他のＲＮＣの任意のセルに移動する
とき、 目的地ＲＮＣは、ＤＲＮＣと称する。このとき、ＵＥは、ＤＲＮＣにセルアッ
プデート（ cell update）メッセージを伝送する。そして、ＤＲＮＣは、Ｉｕｒインター
フェースを介してセルアップデートメッセージをＳＲＮＣに伝達する。その後、ＳＲＮＣ
は、ＤＲＮＣの セルの共通資源情報を獲得し、 情報をＵＥに通知するために、Ｄ
ＲＮＣと通信する。図７は、 セルアップデート手順を示し、これは、下記のように説
明される。
【０００７】
　ステップ６０１で、ＵＥが任意のセルを再び選択した後、

ＤＲＮＣにセルアッ
プデートメッセージを伝送する。
【０００８】
　ステップ６０２で、ＤＲＮＣは、ＵＥにＤＲＮＣ無線ネットワーク臨時識別子（ DRNC-R
adio Network Temporary Identifier；以下、‘Ｄ－ＲＮＴＩ’と称する。）を割り当て
、ＳＲＮＣに

アップリンク
シグナリング伝送指示メッセージを伝送する。
【０００９】
　ステップ６０３で、ＳＲＮＣは、ＳＲＮＣの再割当てを遂行するか否かを決定し、共通
伝送チャンネル資源 要請メッセージ（ common transport channel resource 

request message）をＤＲＮＣに伝送する。
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上記

ドリフト
上記

上記

上記

上記 上記
上記

無線資源制御（ radio resour
ce control；以下、‘ＲＲＣ’  と称する。）プロトコルを用いて共通制御チャンネル（ c
ommon control channel；以下、‘ＣＣＣＨ’と称する。）を介して

無線ネットワークサブシステムアプリケーションパーツ（ radio network su
bsystem application part；以下、‘ＲＮＳＡＰ’と称する。）を使用して

初期化 initia
lization 



【００１０】
　ステップ６０４で、ＤＲＮＣは、共通伝送チャンネル 資源応答（ common transpo
rt channel resource response）メッセージを通して共通チャンネルの
情報をＳＲＮＣに知らせる。
【００１１】
　ステップ６０５で、ＳＲＮＣは、

Ｉｕｒ
インターフェースを介してデータベアラーを設定する。
【００１２】
　ステップ６０６で、ＳＲＮＣは、ＵＥに 新たなセル 及び新た
な 知らせるために、

セルアップデート確認
メッセージ（ cell update confirmation message）を伝送する。
【００１３】
　ステップ６０７で、ＵＥは、 セルアップデート手順が完了するこ
とをＳＲＮＣに応答する。
【００１４】
　ステップ６０８で、ＳＲＮＣは、

もとのセル（ original cell）における 使用者の無線資源を削除する
。
【００１５】
　ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ（ cell_ Dedicated Channel）状態で、ＵＥは、他のＲＮＣの任意の
セルに移動する。ＳＲＮＣは、ＵＥによって報告されたメジャーメント（ measurement）
報告に従って他のセルにハンドオーバーを遂行するか否かを決定し、専用無線リンク構成
をＤＲＮＣに通知する。ＤＲＮＣは、無線リンク構成を完了した後、ＵＥがハンドオーバ
ーしてからのＵＥの無線リンク状態を通知するために、ＳＲＮＣに伝送する。
【００１６】
　図８は、このような状態でセルハンドオーバーを遂行する手順を示す。
【００１７】
　ステップ７０１で、ＳＲＮＣは、ＤＲＮＣの新たなセルに位置したＵＥのための新たな
専用無線リンク（ＲＬ）を設定するか否かを決定する。ＳＲＮＣは、

ＤＲＮＣに無線リンク設定要請メッセージを伝送し、専用チャンネルの情報をＤＲＮＣ
に
【００１８】
　ステップ７０２及び７０３で、ＤＲＮＣは、

新たな無線専用リンクを設定する。
【００１９】
　ステップ７０４で、ＤＲＮＣは、ＳＲＮＣに無線リンク追加応答メッセージを伝送する
。
【００２０】
　ステップ７０５で、 Ｉｕｒインターフェースを設定し、

Ｉｕｒインターフェースデータベアラーを設定する。ステップ７０６及び７０７で、

データフレームの同期を合わせる。
【００２１】
　 ＳＲＮＣは、

ＵＥに新たな専用リンクが追加されることを
通知する。
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初期化
initialization 

アクセスリンク制御アプリケーションパーツ（ access
 link control application part；以下、‘ＡＬＣＡＰ’と称する。）を使用して

上記 の共通チャンネル情報
ＵＥ識別子を ＲＲＣプロトコルを用いて専用制御チャンネル（ dedica

ted control channel；以下、‘ＤＣＣＨ’と称する。）を介して

上記ＤＣＣＨを通して

ＲＮＳＡＰを使用して共通伝送チャンネル資源メッセ
ージを伝送し、 上記

ＲＮＳＡＰを使用し
て

通知する。

Ｎｏｄｅ  Ｂアプリケーションパーツ (Node
 B application part；以下、‘ＮＢＡＰ’と称する。 )を用いてＤＲＮＣの任意のＮｏｄ
ｅ  Ｂと

ＳＲＮＣは、 ＡＬＣＡＰを用い
て Ｄ
ＣＨフレームパルス（ DCH frame pulse）（ＦＰ）を用いて、ダウンリンクとアップリン
クとの

ステップ７０８及び７０９で、 ＲＲＣを用いてＤＣＣＨを通してアクティ
ブセットアップデートメッセージを伝送して

ＵＥは、上記アクティブセットアップデートメッセージに対する応答としてア
クティブセットアップデート完了メッセージを伝送する。



【００２２】
　従来の移動通信システムにおいて、使用者のシグナリング及びデータは、ＳＲＮＣを通
してＤＲＮＣに伝送され、ＤＲＮＣがこれを使用者に伝送する。ハンドオーバーの前後に
、 使用者によって使用されるチャンネルタイプは変更されない。例えば、専用チャン
ネルから専用チャンネルに変更されると仮定する。ＭＢＭＳは、新たに提案されたＰｔＭ
サービスである。ＭＢＭＳサービスは、データの伝送のために、ＰｔＰチャンネル方式又
はＰｔＭチャンネル方式が使用されることができる。ＲＮＣは、任意のセルの同一の種類
のＭＢＭＳサービスを要請した使用者の数を考慮してチャンネルタイプを決定する。この
とき、 同一のＭＢＭＳサービスを要請した使用者の数が少ない場合、 ＭＢＭＳサ
ービスのためのチャンネルタイプは、ＰｔＰ方式である。一方、 ＭＢＭＳサービスを
要請した使用者の数が設定された特定のしきい値を超過する場合、 ＭＢＭＳチャンネ
ルタイプは、ＰｔＭ方式である。
【００２３】
　従って、使用者がセル再選択手順に従ってＳＲＮＣの任意のセルからＤＲＮＣの任意の
セルに移動する場合、ＳＲＮＣは、再び割り当てられないと仮定する。ＤＲＮＣは、
セルで同一のＭＢＭＳサービスを要請した使用者端末の数を考慮してＭＢＭＳチャンネル
タイプを決定する。これは、結果としてハンドオーバーの前後で、使用者によって使用さ
れるＭＢＭＳチャンネルタイプが違うものになる可能性がある。そのため、使用者によっ
て使用されるＭＢＭＳチャンネルをＰｔＰチャンネルからＰｔＭチャンネルに再構成する
必要がある。しかしながら、従来では、このようなハンドオーバー技術が考慮されなかっ
た。
【００２４】
　ＵＥが セルハンドオーバー手順を完了した後、使用者が セルに転入するか、ま
たは他のセルに転出して ＭＢＭＳサービスの使用者の数が変更されることにより、あ
るいは、他の使用者が ＭＢＭＳサービスに加入するか、または同一のＭＢＭＳサービ
スを脱退して ＭＢＭＳサービスの使用者の数が変更されることにより、使用者の数が
設定されたしきい値を超過する場合、 ＭＢＭＳチャンネルタイプは変更される。現在
の通信技術は、ＳＲＮＣが自分のセルのＭＢＭＳチャンネルタイプの変更を通知する方法
、そして、ＳＲＮＣが セルの内の全ての使用者にＭＢＭＳチャンネル再構成を通知す
る方法が提案されなかった。
【００２５】
　ＲＮＣは、ＭＢＭＳサービスを要請した使用者の数をカウンティングする機能を遂行す
る。使用者のセルハンドオーバーに従って、ＳＲＮＣの任意のセルからＤＲＮＣの任意の
セルへのハンドオーバーが遂行され、ＳＲＮＣの再割当てが遂行されない場合において、
解決すべき他の問題点は、ＳＲＮＣがＤＲＮＣに特定のセルの内のＭＢＭＳサービス使用
者の数を再びカウンティングするようにするために、ＤＲＮＣに 使用者端末が要請し
たＭＢＭＳサービスタイプを通知しなければならないということである。
【００２６】
　上述したように、ＭＢＭＳサービスは、新たなサービス形態であって、従来のハンドオ
ーバー技術は、 ＭＢＭＳサービスに完全に適用することができない、という問題点が
あった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
　上記背景に鑑みて、本発明の目的は、ＵＥが他のＲＮＣにハンドオーバーを遂行し、Ｓ
ＮＲＣが再び割当てられない場合、使用者が受信中であるＭＢＭＳサービスのためのチャ
ンネルスイッチングを遂行するハンドオーバー方法を提供することにある。
【００２８】
　本発明の他の目的は、ＵＥが移動しない場合に、他のＵＥが同一のＭＢＭＳサービスに
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加入するかまたは脱退することにより、あるいは、特定のセルに他のＵＥが転入するかま
たは他のセルに転出することにより、ＭＢＭＳチャンネルタイプが変更されるとき、ＭＢ
ＭＳチャンネルタイプスイッチングを遂行するハンドオーバー方法を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　このような目的を達成するために、本発明の実施形態によると、サービング無線網制御
器（ＳＲＮＣ）とＩｕｒインターフェースを介して接続されている 無線網制御器
（ＤＲＮＣ）の任意のセルに、マルチキャストマルチメディア放送サービス（ＭＢＭＳ）
を要請した使用者端末（ＵＥ）が移動する場合における、上記ＭＢＭＳのポイント対ポイ
ント（ＰｔＰ）チャンネル及びポイント対マルチポイント（ＰｔＭ）チャンネルのための
チャンネルタイプスイッチング方法であって、 ＤＲＮＣが 専用チャ
ンネルとの間のチャンネルタイプスイッチングの遂行を決定するステップと、 ＤＲＮ
Ｃが ＭＢＭＳ ＳＲＮＣに通知するステップと、

を含むことを特徴とする。
【００３０】
　本発明の ポイント対ポイント（ＰｔＰ）チャンネル
及びポイント対マルチポイント（ＰｔＭ）チャンネルのためのチャンネルタイプスイッチ
ング方法であって、ＭＢＭＳチャンネルタイプを決定するために、

の数を確認するステップと、 ＭＢＭＳサービスを
ＭＢＭＳチャンネルタイプを決定するステップと、

ＭＢＭ サービング無線網制御器（ＳＲＮＣ）に報告するステッ
プと、を含むことを特徴とする。
【００３１】
　本発明の ポイント（ＰｔＰ）チャンネ
ル及びポイント対マルチポイント（ＰｔＭ）チャンネルのためのチャンネルタイプスイッ
チング方法であって、

無線網制御器（ＤＲＮＣ）に伝送するステップと、 ＤＲＮＣが
受信して ＭＢＭＳ

ＳＲＮＣに伝送するステップと、 メッセージを通じて
ＭＢＭＳ チャンネル

チャンネル
タイプは、

ことを特徴とする。
【００３２】
　本発明のもうひとつの実施形態によると、使用者端末（ＵＥ）が 無線網制御器
（ＤＲＮＣ）の制御下にある任意のセルに移動する場合に、 ＤＲＮＣを通して基幹回
線網（ＣＮ）に対するマルチキャストマルチメディア放送サービス（ＭＢＭＳ）を設定す
るためのデータ通信チャンネルを設定する方法であって、サービング無線網制御器（ＳＲ
ＮＣ）が ＤＲＮＣに任意のメッセージを伝送するステップと、 ＤＲＮＣがＭＢＭ
Ｓサービス要請メッセージを ＣＮに伝送するステップと、 ＣＮが前記ＤＲＮＣと
の ＤＲＮＣが 応答メッセージを
伝送する を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
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【００３３】
　本発明は、移動端末のセルハンドオーバーを考慮してマルチキャストマルチメディア放
送サービスを支援する。すなわち、移動端末の移動性を考慮してＭＢＭＳサービスを支援
し、これにより、制限されている無線資源を効率的に使用することができる、という長所
を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明による好適な一実施形態について添付した図面を参照しつつ詳細に説明す
る。下記の説明において、本発明の要旨のみを明瞭にする目的で、関連した公知の機能又
は構成に関する具体的な説明は省略する。
【００３５】
　本発明は、ＵＥがＤＲＮＣの任意のセルに移動し、ＳＲＮＣが再び割り当てられない場
合、ＭＢＭＳチャンネルタイプスイッチングの問題を解決するための多様な方法を提案す
る。
【００３６】
　一番目の方法は、現存するメッセージを変更してＭＢＭＳチャンネルスイッチングを実
現するための現在のセルハンドオーバー手順に使用する。４個のメッセージが 手順を
完了することができる。さらに、現存するメッセージを変更するに従って、ＲＮＣは、使
用者端末の移動中にもＭＢＭＳサービス使用者端末の数を正確にカウントすることができ
る。
【００３７】
　二番目の方法は、２つの新たなメッセージを追加してセルハンドオーバーのための現存
するメッセージを変更せずに、ＭＢＭＳチャンネルスイッチングを遂行する。 二番目
の方法は、現在のハンドオーバー手順に何の影響も与えない。そして、 専用チャンネ
ルから共通チャンネルへのスイッチング、及び共通チャンネルから専用チャンネルへのス
イッチングは、 手順と同様に実現される。
【００３８】
　三番目の方法は、セルハンドオーバーのために、現存するメッセージを変更せず、Ｉｕ
ｒインターフェース上の現存するメッセージと組み合わせるだけではなく、新たに追加さ
れたメッセージを通してＭＢＭＳチャンネルスイッチングを完了する。
【００３９】
　Ｉｕｒインターフェースが存在し、 セルの他のＵＥが転入／転出するか、または、

ＭＢＭＳサービスに加入／脱退する場合、 ＭＢＭＳチャンネルタイプは変更され
る。このような状況は、 ＵＥがスタティック状態（セルハンドオーバーを遂行しない
）であるときに、ＭＢＭＳチャンネルスイッチングを完了する方法に該当する。本発明は
、次のような四番目の方法を提案して 問題を解決しようとする。
【００４０】
　四番目の方法は、Ｉｕｒインターフェース上に１つの新たなメッセージを追加する。こ
のとき、ＤＲＮＣは、ＳＲＮＣに ＭＢＭＳチャンネルタイプの変更を通知する。
チャンネルタイプが専用チャンネルに変更される場合、ＳＲＮＣは、 ＵＥのために、
無線専用リンクとＩｕｒ  ＭＢＭＳ専用データベアラーを設定する。さらに、ＳＲＮＣは
、 ＵＥにＭＢＭＳチャンネル情報を通知する機能を遂行する。 ＭＢＭＳチャンネ
ルタイプが専用チャンネルから共通チャンネルに変更されると、ＤＲＮＣは、新たに追加
されたメッセージを通してＭＢＭＳ共通チャンネル情報をＳＲＮＣに知らせ、ＳＲＮＣは
、ＵＥにＭＢＭＳチャンネル再構成を通知する。
【００４１】
　（１）  移動中の状況でのチャンネルタイプスイッチング
　方法１：
　（１．１）  専用チャンネルから共通チャンネルまたは専用チャンネルへのスイッチン
グ専用チャンネルから専用チャンネルへのスイッチングに従うチャンネル設定手順は、基
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本的に、現在の標準化で記載したことと同一である。
【００４２】
　専用チャンネルから共通チャンネルへのスイッチングに従うチャンネル設定手順は、専
用チャンネル及び共通チャンネルのための設定手順を組み合わせる。一番目に、ＳＲＮＣ
は、ＤＲＮＣに専用チャンネル設定を要請し、専用チャンネルを設定するための関連情報
及び特定の使用者によって受信されるＭＢＭＳサービス識別子をＤＲＮＣに知らせる。Ｄ
ＲＮＣは、 ＭＢＭＳサービス識別子に対応して ＭＢＭＳ使用者の数を再びカウン
ティングする。このとき、 使用者端末の数が任意のしきい値より大きい場合、ＤＲＮ
Ｃは、 ＭＢＭＳサービスのために専用チャンネルを設定することができず、共通チャ
ンネルを設定することを、応答メッセージを通してＳＲＮＣに知らせる。ＳＲＮＣが
チャンネルタイプの変更を認知した後、ＳＲＮＣは、共通チャンネルを設定するための要
請メッセージをＤＲＮＣにさらに伝送する。その後、ＤＲＮＣは、共通チャンネル情報を
ＳＲＮＣに報告する。ＳＲＮＣが 共通チャンネル情報を獲得した後、ＳＲＮＣは、

新たな共通チャンネルの特性をＵＥに通知する。
【００４３】
　（１．２）  共通チャンネルから専用チャンネル又は共通チャンネルへのスイッチング
共通チャンネルから専用チャンネルへのスイッチングに従うチャンネル設定手順は、基本
的に現在の標準化で記載したことと同一である。
【００４４】
　共通チャンネルから専用チャンネルへのスイッチングに従うチャンネル設定手順は、専
用チャンネル設定手順及び共通チャンネルのための設定手順を組み合わせる。
【００４５】
　 設定手順は、下記の通りである。まず、ＳＲＮＣは、ＤＲＮＣに共通チャンネル設
定を要請し、 ＵＥによって受信されるＭＢＭＳサービス識別子をＤＲＮＣに知らせる
。ＤＲＮＣは、 ＭＢＭＳサービス識別子に対応して ＭＢＭＳ使用者の数を再びカ
ウンティングする。このとき、 使用者端末の数が設定されたしきい値より小さい

場合、ＤＲＮＣは、 ＭＢＭＳサービスのために共通チャンネルを設定す
ることができず、専用チャンネルを設定することを、応答メッセージを通してＳＲＮＣに
知らせる。ＳＲＮＣは、 チャンネルタイプの変更を認知した後、専用チャンネルを設
定するための要請メッセージをＤＲＮＣにさらに伝送する。その後、ＤＲＮＣは、専用チ
ャンネル情報をＳＲＮＣに報告する。ＳＲＮＣは、 専用チャンネル情報を獲得した後
、 新たな専用チャンネルの特性をＵＥに通知する。
【００４６】
　方法２：
　ＳＲＮＣは、セルアップデートメッセージを受信するか、メジャーメント報告を受信し
た後、新たなセルへのハンドオーバーを遂行するか否かを決定する。ＳＲＮＣは、ＭＢＭ
Ｓサービス識別子、ＭＢＭＳ専用チャンネル情報、及び 情報を 組み
合わせられたメッセージを通してＤＲＮＣに知らせる。ＤＲＮＣは、 ＭＢＭＳサービ
ス識別子に対応して ＭＢＭＳ使用者の数を再びカウンティングする。ＤＲＮＣは、

使用者の数に従って専用チャンネルを設定するか、又は、共通チャンネルを設定するか
を決定し、ＳＲＮＣから伝送されたチャンネル情報に従って対応するチャンネルを設定す
る。 チャンネルが成功的に設定された後、ＤＲＮＣは、対応する共通チャンネル又は
専用チャンネルパラメータをＳＲＮＣに報告する。その後、ＳＲＮＣは、ＲＲＣメッセー
ジを通してＵＥにＭＢＭＳチャンネル再構成を知らせる。
【００４７】
　方法３：
　ＳＲＮＣは、セルアップデートメッセージを受信するか、またはメジャーメント報告を
受信した後、新たなセルへのハンドオーバーを決定する。ＳＲＮＣは、ＤＲＮＣにＭＢＭ
Ｓチャンネルタイプを問い合わせる。 メッセージは、ＵＥが受信中のＭＢＭＳサービ
ス識別子で構成される。ＤＲＮＣは、 ＭＢＭＳサービス識別子に対応して ＭＢＭ
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Ｓ使用者の数を再びカウンティングする。このとき、ＤＲＮＣは、 ＭＢＭサービス使
用者の数を考慮して設定するためのＭＢＭＳチャンネルタイプを決定し、 ＭＢＭＳチ
ャンネルタイプが専用チャンネルであるか、又は、共通チャンネルであるかをＳＲＮＣに
報告する。専用チャンネルが使用されると、ＳＲＮＣは、対応する専用チャンネル及びＩ
ｕｒ専用データベアラーを設定する。一方、共通チャンネルが使用されると、ＳＲＮＣは
、ＭＢＭＳ共通チャンネル情報を要請するメッセージをＤＲＮＣに伝送し、ＲＲＣメッセ
ージを通してＵＥにＭＢＭＳチャンネル再構成を知らせる。
【００４８】
　（２）  移動中でない状況でのチャンネルタイプスイッチング
　方法４：
　「専用チャンネルから共通チャンネルへのスイッチング」
　ＤＲＮＣは、ＭＢＭＳ使用者の数をカウンティングする。このとき、 使用者の数が
特定のしきい値を超過すると、ＤＲＮＣは、共通チャンネルの設定を決定する。
【００４９】
　ＤＲＮＣは、共通チャンネル情報をＳＲＮＣに通知し、 ＳＲＮＣは、ＵＥにチャン
ネル再構成を通知する。
【００５０】
　「共通チャンネルから専用チャンネルへのスイッチング」
　ＤＲＮＣは、ＭＢＭＳ使用者の数をカウンティングする。このとき、 使用者の数が
特定のしきい値より小さい と、ＤＲＮＣは、専用チャンネルの設定を決
定する。
【００５１】
　ＤＲＮＣは、これをＳＲＮＣに通知し、ＳＲＮＣは、ＭＢＭＳ専用チャンネルを設定し
、ＵＥに 専用チャンネル情報を通知する。
【００５２】
　（３）  移動中である使用者の数のカウンティングセルハンドオーバー手順中、情報要
素、すなわち、ＭＢＭＳサービス識別子が、現存するメッセージに基づいてＳＲＮＣから
ＤＲＮＣに伝送される第１のメッセージに追加される。 メッセージは、ＭＢＭＳサー
ビス使用者の数をカウンティングするためにＤＲＮＣによって使用される。
【００５３】
　（４）  チャンネルセットアップメッセージ
　（４．１）  現存するメッセージへの変更
　「Ｉｕｒインターフェースメッセージ」
　「共通伝送チャンネル資源要請メッセージ」
　新たな情報要素、すなわち、ＭＢＭＳサービス識別子が、現在標準に定義されているメ
ッセージに新たに追加される。 ＭＢＭＳサービス識別子は、２つのパーツ、すなわち
、アクセスポイントネーム（ Access Point Name ）及びインターネットプロトコ
ルマルチキャストアドレス（ IP（ Internet Protocol） multicast address）を含む。
【００５４】
　「共通伝送チャンネル資源応答メッセージ」
　新たな情報要素、すなわち、ＭＢＭＳチャンネルタイプが、現在標準に定義されている
メッセージに新たに追加される。 情報は、すなわち、ブール値（ Boolean value）で
設定される。例えば、“１”は、専用チャンネルタイプを意味し、“０”は、共通チャン
ネルタイプを意味する。
【００５５】
　無線リンクセットアップ要請メッセージに新たな情報、すなわち、ＭＢＭＳサービス識
別子を追加する。これは、現在標準に定義されているメッセージに基づいている。 Ｍ
ＢＭＳサービス識別子は、２つのパーツ、すなわち、ＡＰＮ及びＩＰマルチキャストアド
レスを含む。
【００５６】
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　「無線リンクセットアップ応答メッセージ」
　新たな情報要素、すなわち、ＭＢＭＳチャンネルタイプが、現在標準に定義されている
メッセージに新たに追加される。これは、ブール値で設定される。例えば、“１”は、専
用チャンネルタイプを意味し、“０”は、共通チャンネルタイプを意味する。
【００５７】
　「ＲＲＣメッセージ」
　「セルアップデート確認メッセージ（ Cell update confirmation message）」
　新たな情報、すなわち、ＭＢＭＳチャンネルタイプが、現在標準に定義されているメッ
セージに新たに追加される。 情報は、すなわち、ブール値で設定される。 “
１”は、専用チャンネルタイプを意味し、“０”は、共通チャンネルタイプを意味する。
そして、ＭＢＭＳチャンネル情報が追加される。これは、選択的タイプである。ＭＢＭＳ
サービスタイプが専用チャンネルであれば、 メッセージは、ＭＢＭＳ専用チャンネル
情報を含む。このような詳細な情報要素は、現在標準に定義されている情報と同一である
。ＭＢＭＳサービスタイプが共通チャンネルであれば、 メッセージは、ＭＢＭＳ共通
チャンネル情報を含む。
【００５８】
　（４．２）  ＭＢＭＳチャンネルスイッチングのために新たに定義されたメッセージ
　（４．２．１）  ＭＢＭＳチャンネルセットアップ要請メッセージ
　本発明では、方法２のために新たなメッセージ、すなわち、ＭＢＭＳチャンネルセット
アップ要請メッセージを定義する。これは、Ｉｕｒインターフェース上のメッセージであ
って、ＳＲＮＣが、ＵＥが受信しているＭＢＭＳサービスタイプと、 使用者のために
設定されるＭＢＭＳ専用チャンネルと、共通チャンネルの情報とを、ＤＲＮＣに通知する
ためのメッセージである。ＳＲＮＣは、 メッセージを通してＭＢＭＳ専用チャンネル
及び共通チャンネルを設定するために必要な全ての情報をＤＲＮＣに知らせる。そして、
ＤＲＮＣは、設定しようとするＭＢＭＳチャンネルタイプを決定するために、 ＭＢＭ
Ｓ使用者の数を再びカウンティングする。 メッセージによって提供されるパラメータ
に従って対応するＭＢＭＳチャンネルを設定する。
【００５９】
　 メッセージは、下記のような構成要素を含む。
【００６０】
◆　ＭＢＭＳサービス識別子（ MBMS Service identifier）
２つのパーツ、すなわち、ＡＰＮ及びＩＰマルチキャストアドレスを含む。
【００６１】
◆　ＭＢＭＳ専用チャンネル情報（ MBMS dedicated channel information）
　主要な内容は、下記の通りである。
※　ダウンリンク伝送組合せフォーマットセット（ Downlink transport combination for
mat Set）
※　ダウンリンク専用物理チャンネルタイムスロットフォーマット（ Downlink dedicated
 physical channel timeＳ lot format）
※　ダウンリンク周波数拡散コード番号（ Downlink frequency Spreading code number）
※　ダウンリンクデータの受信ウィンドー開始点（ Start point of downlink data recei
ving window）
※　ダウンリンクデータの受信ウィンドー終端点（ End point of downlink data receivi
ng window）
※　専用伝送チャンネル識別子（ Dedicated transfer channel identifier）
※　伝送ソースの統計的状況（ Statistical description of transfer Source）
※　伝送チャンネルのフォーマットセット（ Transfer channel format Set）
※　伝送ブロックのコードエラー率（ Code error rate of transmission block）
【００６２】
◆　共通チャンネル情報（ Common channel information）
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※　 無線網制御器の臨時識別子（ Drift radio network temporary identifier）
※　伝送ベアラー要請指示（ Transfer bearer requirementＳ indication）
※　伝送ベアラーロゴ（ Transfer bearer logo）
【００６３】
　（４．２．２）  ＭＢＭＳチャンネルセットアップ応答メッセージ（ MBMS channel Setu
p response message）
　ＭＢＭＳを支援するために、本発明で新たに定義されたメッセージ、すなわち、 Ｍ
ＢＭＳチャンネルセットアップ応答メッセージは、ＤＲＮＣからＳＲＮＣに伝送される応
答メッセージである。 対応するＭＢＭＳチャンネルに対応して設定した後、ＤＲＮＣ
は、ＭＢＭＳチャンネルタイプを使用し、ＲＲＣメッセージを通してＵＥのＭＢＭＳチャ
ンネル構成のために、専用チャンネル又は共通チャンネルに対応する情報をＳＲＮＣにさ
らに伝送する。
【００６４】
　 メッセージは、下記のような構成要素を含む。
【００６５】
◆　ＭＢＭＳサービス識別子（ MBMS service identifier）
◆　ＭＢＭＳ専用チャンネル情報（ MBMS dedicated channel information）  
　これは、選択的なタイプである。ＤＲＮＣがＭＢＭＳサービスのために、伝送チャンネ
ルの設定を決定すると、 情報が メッセージに含まれる。共通チャンネルが設定さ
れると、 情報は含まれない。
【００６６】
　主要な内容は、下記の通りである。
※　専用伝送チャンネル識別子（ Dedicated transfer channel identifier）
※　バインディング識別子（ Binding identifier）、すなわち、データ伝送ベアラーのた
めに、ＤＲＮＣによって割り当てられる単一識別子
※　伝送レイヤーアドレス（ Transport layer address）
【００６７】
◆　ＭＢＭＳ共通チャンネル情報（ MBMS common channel information）
　すなわち、選択的なタイプである。ＤＲＮＣがＭＢＭＳサービスのために、共通チャン
ネルセットアップを決定すると、 情報が メッセージに含まれる。専用チャンネル
が設定されると、 情報は除外される。
【００６８】
　主要な内容は、下記の通りである。
※　ＳＣＣＰＣＨオフセット（ SCCPCH offset）
※　ダウンリンクスクランブリングコード（ Download Scrambling code）
※　ダウンリンク周波数拡散コード番号（ Download frequency Spreading code number）
※　伝送フォーマット組合せセット（ Transport format combination Set）
※　ＳＣＣＰＣＨタイムスロットフォーマット（ SCCPCH time-slot format）
※　ＦＡＣＨ／ＰＣＨ伝送フォーマットセット（ FACH/PCH transport format Set）
【００６９】
（４．２．３）  ＭＢＭＳチャンネル情報の問合せメッセージ（ MBMS channel informatio
n query message）
　方法３のために、本発明で新たに定義されたメッセージ、すなわち、ＭＢＭＳチャンネ
ル情報の問合せメッセージは、Ｉｕｒインターフェースのために使用される。これは、Ｄ
ＲＮＣでＭＢＭＳを支援するための設定可能なチャンネルタイプを問い合わせるために、

ＳＲＮＣからＤＲＮＣに伝送される。
【００７０】
　 メッセージは、下記の情報要素を含む。
【００７１】
◆　ＭＢＭＳサービス識別子（ MBMS service identifier）
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【００７２】
　（４．２．４）  ＭＢＭＳチャンネル情報報告メッセージ（ MBMS channel information 
report message）  
　方法３のために、本発明で新たに定義されたメッセージ、すなわち、 ＭＢＭＳチャ
ンネル情報報告メッセージは、ＤＲＮＣがＳＲＮＣに使用される全てのＭＢＭＳサービス
タイプを報告するために使用される。
【００７３】
◆　 メッセージは、下記の情報要素を含む。
【００７４】
◆　ＭＢＭＳサービス識別子（ MBMS service identifier）  
◆　ＭＢＭＳチャンネルタイプ（ MBMS channel type）
　ここで、“１”  は、専用チャンネルを意味し、“０”は、共通チャンネルを意味する
。
【００７５】
（４．２．５）  ＭＢＭＳチャンネル情報指示メッセージ（ MBMS channel information in
dication message）
　方法４のために、本発明で新たに定義されたメッセージ、すなわち、 ＭＢＭＳチャ
ンネル情報指示は、ＤＲＮＣがＳＲＮＣに使用されたＭＢＭＳサービスタイプを報告する
のに使用される。
【００７６】
　 メッセージは、下記のような情報要素を含む。
【００７７】
◆　ＭＢＭＳサービス識別子（ MBMS service identifier）
◆　ＭＢＭＳチャンネルタイプ（ MBMS channel Type）
◆　ＭＢＭＳ共通チャンネル情報（ MBMS common channel information）
　 メッセージは、ＤＲＮＣがＭＢＭＳデータを伝送するために、共通チャンネルを使
用する場合、 情報を含む。そうでない場合は、 メッセージは、 情報を含まな
い。
【００７８】
　（４．２．６）  ＭＢＭＳサービス要請メッセージ（ MBMS service request message）
　ＭＢＭＳのために、本発明で新たに定義したメッセージ、すなわち、 ＭＢＭＳサー
ビス要請メッセージは、ＳＮＲＣがＭＢＭＳチャンネル情報をＵＥに通知するのに使用さ
れる。
【００７９】
　 メッセージは、下記の情報要素を含む。
【００８０】
◆　ＭＢＭＳサービス識別子（ MBMS service identifier）
◆　ネットワークフィールド識別子（ Network field identifier）
◆　ルートフィールド識別子（ Route field identifier）
◆　サービスフィールド識別子（ Service filed identifier）
◆　Ｉｕシグナリング識別子（ Iu Signalling identifier）
◆　グローバルＲＮＣ番号（ Global RNC number）
【００８１】
　（４．２．７）  ＭＢＭＳチャンネル再構成要請メッセージ（ MBMS channel re-configu
ration request message）
　ＭＢＭＳのために、本発明で新たに定義したメッセージ、すなわち、 ＭＢＭＳチャ
ンネル再構成要請メッセージは、ＳＲＮＣがＵＥにＭＢＭＳチャンネル情報を通知するの
に使用される。
【００８２】
　 メッセージは、下記の情報要素を含む。

10

20

30

40

50

(13) JP 3908763 B2 2007.4.25

上記

上記

上記

上記

上記
上記 上記 上記

上記

上記

上記

上記



【００８３】
◆　ＭＢＭＳサービス識別子（ MBMS service identifier）
◆　チャンネルタイプ（ Channel Type）
◆　ＭＢＭＳ共通チャンネル情報（ MBMS common channel information）
　 メッセージは、ＤＲＮＣがＭＢＭＳデータを伝送するために、共通チャンネルを使
用する場合、 情報を含む。そうでない場合は、 メッセージは、 情報を含まな
い。
【００８４】
◆　ＭＢＭＳ専用チャンネル情報（ MBMS dedicated channel information）
　 メッセージは、ＤＲＮＣがＭＢＭＳデータを伝送するために、専用チャンネルを使
用する場合、 情報を含む。そうでない場合は、 メッセージは、 情報を含まな
い。
【００８５】
　（４．２．８）  ＭＢＭＳチャンネル再構成応答メッセージ（ MBMS channel re-configu
ration response message）
　ＭＢＭＳのために、本発明で新たに定義したメッセージ、すなわち、 ＭＢＭＳチャ
ンネル再構成応答メッセージは、ＵＥによってＭＢＭＳチャンネル再構成が完了すること
をＳＲＮＣに通知するのに使用される。
【００８６】
　 メッセージは、下記の情報要素を含む。
【００８７】
◆　ＭＢＭＳサービス識別子（ MBMS service identifier）
【００８８】
　以下、本発明による望ましい実施形態を添付図面を参照して詳細に説明する。
【００８９】
　方法１：
　図１及び図２は、使用者がＤＲＮＣの任意のセルに移動し、ＳＲＮＣは、再び割り当て
られない場合、ＭＢＭＳチャンネルタイプスイッチング手順を示す。下記で 手順を具
体的に説明する。

【００９０】
　（１）  専用チャンネルから専用チャンネル／共通チャンネルへのスイッチング
　ステップ９０２で、ＵＥは、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態で存在し、ＤＲＮＣの任意の
セルに進入する。現在の標準に従って、ＳＲＮＣは、ＵＥから伝送されたメジャーメント
報告により、ＳＲＮＣを再位置させないように決定し、セルハンドオーバー手順を遂行す
る。ＳＲＮＣは、ＵＥが受信しているＭＢＭＳサービス識別子をＤＲＮＣに通知するため
に、現在のメッセージフォーマットに基づいて、新たな情報である“ＭＢＭＳサービス識
別子”を追加した無線リンクセットアップ要請メッセージをＤＲＮＣに伝送する。
【００９１】
　ステップ９０３で、ＤＲＮＣは、 ＭＢＭＳサービス識別子に従って使用者が要請し
たＭＢＭＳサービスの種類を認知するようになり、 サービスに対応する使用者の数を
１つ追加することができる。
【００９２】
　ステップ９０４で、 使用者がローカルＲＮＣの中で サービスを要請した一番目
の使用者であれば、ＤＲＮＣは、 基幹回線網（以下、“ＣＮ”と称
する。）に対するデータチャンネルを設定する。ＤＲＮＣは、 ＭＢＭＳ識別子を知ら
せるために、 ＭＢＭＳサービス要請メッセージを伝送する。そして、

データチャンネルを設定する役割を遂行する。
【００９３】
　ステップ９０５で、 ＤＲＮＣにＭＢＭＳ  又はＲＡＢの割り当
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て要請メッセージを伝送する。
【００９４】
　ステップ９０６で、 データチャンネルを成功的に設定した後、ＤＲＮＣは、ＭＢＭ
Ｓ  ＲＡＢ応答又はＲＡＢの割当て応答メッセージを 伝送する。
【００９５】
　ステップ９０７で、ＤＲＮＣは、無線リンクセットアップ応答メッセージをＳＲＮＣに
伝送する。 メッセージは、現在のフォーマットに基づいて新たな情報要素、すなわち
、ＭＢＭＳチャンネルタイプを追加する。これは、ＤＲＮＣが、ＵＥが位置した セル
で使用される サービスのチャンネルタイプをＳＲＮＣに通知するためである
。
【００９６】
　ステップ９０８で、ＳＲＮＣは、 チャンネルタイプを分析する。 ＵＥ
が位置したＤＲＮＣの セルが専用チャンネルを使用すると、 ステップ

に進行する。
【００９７】
　ステップ９０９で、ＳＲＮＣは、 分析を通じて、 ＵＥが位置したＤＲＮＣの

セルが共通チャンネルを使用するＭＢＭＳチャンネルタイプであることを認知する。Ｓ
ＲＮＣは、共通チャンネル情報を報告するために、共通伝送チャンネル資源要請

（ common transport channel resource request ）を通じてＤＲＮＣに通知す
る。
【００９８】
　ステップ９１０で、ＤＲＮＣは、共通伝送チャンネル資源応答メッセージをＳＲＮＣに
伝送する。これは、ＭＢＭＳ共通チャンネルパラメータをＳＲＮＣに報告するためである
。
【００９９】
　ステップ９１１で、ＳＲＮＣの特定のソースセルは、ＵＥの脱退に従って対応するＭＢ
ＭＳサービス使用者の数を１つ減少させる。
【０１００】
　ステップ９１２で、ＳＲＮＣは、ＲＲＣ

又は、ＭＢＭＳチャンネル再構成メッセージを通じてＭＢＭＳチャンネル情報をＵ
Ｅに通知する。
【０１０１】
　ステップ９１３で、ＵＥは、 ＭＢＭＳチャンネルパラメータがハンドオーバーの前
に使用したものと同一でない場合、ＭＢＭＳチャンネルを再構成する。成功すると、成功
メッセージをリターンする。ＵＥは、ＭＢＭＳチャンネル再構成の完了を報告するために
、ＳＲＮＣにＭＢＭＳチャンネル再構成完了メッセージを伝送する。このとき、セルハン
ドオーバー手順は完了する。新たなＭＢＭＳチャンネルが専用チャンネルであれば、ＭＢ
ＭＳデータは、Ｉｕｒインターフェースを介してＳＲＮＣからＤＲＮＣを通してＵＥに伝
送される。共通チャンネルが使用されると、ＭＢＭＳデータは、ＳＧＳＮによってＤＲＮ
Ｃに直接に伝送され、ＤＲＮＣによってＵＥに伝送される。
【０１０２】
　ステップ９１４で、ＳＲＮＣは、 ソースセルの無線専用リンクを削除する。
【０１０３】
（２）  共通チャンネルから共通チャンネル又は専用チャンネルへのスイッチング
　ステップ１０１で、ｎｏｎ -ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態のＵＥがＤＲＮＣの
に進入する。現在の標準に従って、ＵＥは、セルアップデート手順の遂行を必要とする。
ＵＥは、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨに遷移し、ＳＲＮＣにセルアップデートメッセージを伝送す
る。 メッセージフォーマットは、現在標準に定義されているものと同一である。
【０１０４】
　ステップ１０２で、ＳＲＮＣは、現在のメッセージフォーマットに“  ＭＢＭＳサービ
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上記
ＳＧＳＮに

上記
上記

上記ＭＢＭＳ

上記ＭＢＭＳ 上記
上記 ＳＲＮＣは、 ９

１１ そうでない場合は、ＳＲＮＣは、ステップ９０９に進行する。

上記 上記 上
記

メッセー
ジ  message 

メッセージ、物理チャンネル再構成要請メッセ
ージ、

上記

上記

ターゲットセル

上記



ス識別子”を新たに追加した共通伝送チャンネル資源要請メッセージをＤＲＮＣに伝送す
る。これは、ＵＥが受信している サービス識別子をＤＲＮＣに通知するため
に使用される。
【０１０５】
　ステップ１０３で、ＤＲＮＣは、 ＭＢＭＳサービス識別子に従って使用者が要請し
たＭＢＭＳサービスの種類を認知するようになり、対応するサービス使用者に１つを追加
することができる。
【０１０６】
　ステップ１０４で、 使用者がローカルＲＮＣで サービスを要請した一番目の使
用者であれば、ＤＲＮＣは、 基幹回線網 (ＣＮ )とサービスデータチ
ャンネルを設定し、 サービス識別子を知らせる。ＤＲＮＣは、Ｍ
ＢＭＳサービス要請メッセージを 伝送し、 データチャンネルを設
定する機能を遂行する。
【０１０７】
　ステップ１０５で、 ＭＢＭＳ  又は メッセー
ジをＤＲＮＣに伝送する。
【０１０８】
　ステップ１０６で、 データチャンネルを成功的に設定した後、ＤＲＮＣは、ＭＢＭ
Ｓ  ＲＡＢ応答又は メッセージをＣＮに伝送する。
【０１０９】
　ステップ１０７で、ＤＲＮＣは、共通伝送チャンネル資源応答メッセージをＳＲＮＣに
伝送する。 メッセージは、現在のフォーマットに基づいて新たな情報要素、すなわち
、ＭＢＭＳチャンネルタイプが追加される。これは、ＤＲＮＣが ＵＥが位置した
セルで使用されるＭＢＭＳサービスのチャンネルタイプをＳＲＮＣに通知するためである
。
【０１１０】
　ステップ１０８で、ＳＲＮＣは、 ＭＢＭＳチャンネルタイプを分析する。 ＵＥ
が位置したＤＲＮＣの セルが共通チャンネルを使用すると、直接ステップ１１３を遂
行する。
【０１１１】
　ステップ１０９で、ＳＲＮＣは、 ＭＢＭＳチャンネルタイプの分析から ＵＥが
位置したＤＲＮＣの セルが専用チャンネルを使用することを認知し、ＤＲＮＣに無線
リンクセットアップ要請メッセージを通じてＤＲＮＣの専用チャンネルを通知するために
、ＤＲＮＣにＰｔＰ  ＭＢＭＳチャンネル設定を通知する。
【０１１２】
　ステップ１１０で、ＤＲＮＣは、 Ｎｏｄｅ  と
専用無線リンクを設定する。
【０１１３】
　ステップ１１１で、リンクを成功的に設定した後、ＤＲＮＣは、成功

メッセージをＳＲＮＣへ伝送する。
【０１１４】
　ステップ１１２で、ＭＢＭＳデータ伝送のために、ＳＲＮＣとＤＲＮＣとの間にデータ
リンクベアラーが設定される。
【０１１５】
　ステップ１１３で、ＳＲＮＣのソースセルは、 ＵＥの移動に従って対応するＭＢＭ
Ｓサービス使用者の数を１つ減少させる。
【０１１６】
　ステップ１１４で、ＳＲＮＣは、セルアップデート確認メッセージを通じてＭＢＭＳチ
ャンネル情報をＵＥに通知する。
【０１１７】
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上記ＭＢＭＳ

上記

上記 上記
ＳＧＳＮで構成された

ＳＧＳＮに上記ＭＢＭＳ
ＳＧＳＮに ＳＧＳＮは、

ＳＧＳＮは、 ＲＡＢ要請 ＲＡＢ割当て要請

上記
ＲＡＢ割当て応答

上記
上記 上記

上記 上記
上記

上記 上記
上記

ＤＲＮＣのターゲットセルの領域に Ｂ２

をＳＲＮＣに通報
するために、無線リンクセットアップ応答

上記



　ステップ１１５で、ＵＥは、ＭＢＭＳチャンネルパラメータがハンドオーバーの前に使
用したものと同一でなければ、ＭＢＭＳチャンネルを再構成する。成功すると、成功メッ
セージ、すなわち、ＭＢＭＳチャンネル リターンする。このとき
、セルハンドオーバー手順は完了する。新たなＭＢＭＳチャンネルが専用チャンネルであ
れば、ＭＢＭＳデータは、Ｉｕｒインターフェースを介してＳＲＮＣからＤＲＮＣを通し
てＵＥに伝送される。共通チャンネルが使用されると、ＭＢＭＳデータは、ＳＧＳＮによ
ってＤＲＮＣに直接に伝送され、 ＤＲＮＣによってＵＥに伝送される。
【０１１８】
　方法２：
　図３は、ＵＥがＤＲＮＣの任意のセルにハンドオーバーを遂行する場合に変更されるＭ
ＢＭＳチャンネルタイプスイッチング手順を示す。下記でさらに具体的に説明する。
【０１１９】
　 手順は、共通チャンネルと共通チャンネルとの間のスイッチング手順である。
【０１２０】
　ステップ２０１で、ＳＲＮＣは、セルアップデートメッセージ又はＵＥから受信された
メジャーメント報告に従って、ＳＲＮＣを再位置させないように決定し、セルハンドオー
バー又はセルアップデート手順を遂行する。特に、ＭＢＭＳチャンネルスイッチングのた
めに使用されるメッセージと手順は、現在のハンドオーバー手順に影響を与えない範囲の
内で追加される。ＳＲＮＣは、ＤＲＮＣにＭＢＭＳチャンネルセットアップ

伝送する。これは、３つの観点で下記の内容を含む。一番目は、ＤＲＮＣに使用者を
容易にカウントさせるためのＭＢＭＳサービスの識別子であり、二番目は、ＭＢＭＳ専用
チャンネル情報であり、三番目は、ＭＢＭＳ共通チャンネル情報である。ここで、ＤＲＮ
Ｃが共通チャンネル又は専用チャンネルの使用を決定する。
【０１２１】
　ステップ２０２で、ＤＲＮＣは、 ＭＢＭＳサービス識別子に対応して、 使用者
が要請したＭＢＭＳサービスの種類を認知することができ、 対応するサービス使用者
の数に１つを追加する。
【０１２２】
　ステップ２０３で、 使用者がローカルＲＮＣで サービスを要請した一番目の使
用者であれば、ＤＲＮＣは、 基幹回線網（ＣＮ）とデータチャンネ
ルを設定する。ＤＲＮＣは、ＭＢＭＳ識別子を知らせるために、 ＭＢＭＳサー
ビス要請メッセージを伝送する。そして、 データチャンネルを設定する機能
を遂行する。
【０１２３】
　ステップ２０４で、 ＭＢＭＳ  ＲＡＢ設定要請又はＲＡＢの割当て要請メ
ッセージをＤＲＮＣに伝送する。
【０１２４】
　ステップ２０５で、 データチャンネルを成功的にセットアップした後、ＤＲＮＣは
、ＭＢＭＳ  ＲＡＢ設定応答又は メッセージを 伝送する。
【０１２５】
　ステップ２０６で、ＤＲＮＣは、 のＭＢＭＳサービス使用者の数に
従って、専用チャンネル又は共通チャンネルを設定するか否かを決定する。成功的に設定
した後、ＭＢＭＳが専用チャンネルを使用すると、ＤＲＮＣは、

専用チャンネル情報をＳＲＮＣに通知する。共通チャンネルが使
用されると、ＤＲＮＣは、 共通チャンネ
ル情報をＳＲＮＣに通知する。
【０１２６】
　ステップ２０７で、ＳＲＮＣは、 ＭＢＭＳチャンネルタイプを分析する。 ＵＥ
が位置したＤＲＮＣの セルが共通チャンネルを使用すると、ＳＲＮＣは、ステップ２
０９に進行する。
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再構成完了メッセージを

上記

上記

要請メッセー
ジを

上記 上記
上記

上記 上記
ＳＧＳＮで構成された

ＳＧＳＮに
ＳＧＳＮは、

ＳＧＳＮは、

上記
ＲＡＢ割当て応答 ＳＧＳＮに

上記ターゲットセル

ＭＢＭＳチャンネル設定
応答メッセージを用いて

ＭＢＭＳチャンネル設定応答メッセージを用いて

上記 上記
上記



【０１２７】
　ステップ２０８で、ＳＲＮＣは、 ＭＢＭＳチャンネルタイプの分析を通じて、
ＵＥが位置したＤＲＮＣのセルが専用チャンネルを使用するかを確認し、 ＭＢＭＳデ
ータを伝送するために、ＳＲＮＣとＤＲＮＣとの間にデータリンクベアラーを設定する。
【０１２８】
　ステップ２０９で、ＳＲＮＣのセルは、 ＵＥの脱退によって対応するＭＢＭＳサー
ビス使用者の数を１つ減少させる。
【０１２９】
　ステップ２１０で、ＳＲＮＣは、ＲＲＣメッセージを通じてセルアップデート確認メッ
セージ、又は、他のＲＲＣメッセージを通じてＵＥのＭＢＭＳチャンネル情報を通知する
。
【０１３０】
　ステップ２１１で、ＵＥは、ＭＢＭＳチャンネルパラメータがハンドオーバーの前に使
用したものと同一でなければ、ＭＢＭＳチャンネルを再構成する。 ＭＢＭＳチャンネ
ル再構成が成功すると、 は、リターンされる。新たなＭＢＭＳチャ
ンネルが専用チャンネルであれば、ＭＢＭＳデータは、Ｉｕｒインターフェースを介して
ＳＲＮＣによってＤＲＮＣを通してＵＥに伝送される。共通チャンネルが使用されると、
ＭＢＭＳデータは、ＳＧＳＮによってＤＲＮＣに直接に伝送され、 ＤＲＮＣによって
ＵＥに伝送される。
【０１３１】
　方法３：
　図４は、ＵＥがＤＲＮＣの任意のセルにハンドオーバーを遂行する場合に変更されるＭ
ＢＭＳチャンネルタイプスイッチング手順を示す。下記でさらに具体的に説明する。
【０１３２】
　 手順は、共通チャンネルと専用チャンネル間のスイッチング手順である。
【０１３３】
　ステップ４０１で、ＵＥが他のセルに進入する場合、異なる状態に従って、ＵＥは、Ｓ
ＲＮＣに異なるメッセージ報告を伝送する。
【０１３４】
　ステップ４０２で、ＳＲＮＣは、 使用者が受信中であるＭＢＭＳサービスを認知し
、 ＤＲＮＣにＭＢＭ
Ｓサービスのチャンネル情報を問い合わせる。 メッセージは、ＭＢＭＳサービス識別
子を含む。これにより、 ＭＢＭＳサービス識別子に対応してＤＲＮＣが使用者の数を
再びカウンティングし、 ＤＲＮＣは、専用チャンネル又は共通チャンネルの支援を決
定する。
【０１３５】
　ステップ４０３で、ＤＲＮＣは、ＭＢＭＳサービスを支援するためのチャンネルタイプ
を ＳＲＮＣに報告する。
【０１３６】
　ステップ４０４で、ＳＲＮＣは、 ＤＲＮＣで支援される異なるチャンネルタイプに
従って、共通チャンネル又は専用チャンネルを設定するための異なるメッセージを伝送す
る。専用チャンネルが設定された場合、無線リンクセットアップメッセージが伝送されな
ければならない。一方、共通チャンネルが設定された場合、共通伝送チャンネル資源要請
メッセージが伝送されなければならない。
【０１３７】
　ステップ４０５で、ＤＲＮＣは、サービス使用者の数を１つ増加させる。
【０１３８】
　ステップ４０６～ステップ４０８で、 使用者がＭＢＭＳサービスを要請する一番目
の使用者であれば、ＤＲＮＣは、これをＭＢＭＳマルチキャストグループに加入させるこ
とを要求し、
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上記 上記
上記
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上記
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上記
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対応するＲＡＢを設定する。
【０１３９】
　ステップ４０９で、ＳＲＮＣは、ＤＲＮＣが専用チャンネルを設定するように指示する
と、ＤＲＮＣは、 ＵＥが位置したセル に無線リンクの設定を要
請する。
【０１４０】
　ステップ４１０で、ＤＲＮＣは、

無線リンク上の ＳＲ
ＮＣへ通知する。
【０１４１】
　ステップ４１１で、ＭＢＭＳが専用チャンネルを通して伝送される場合、Ｉｕｒインタ
ーフェースのユーザープレーン（ plane）が設定される。
【０１４２】
　ステップ４１２で、ＳＲＮＣは、使用者端末が位置したセルの使用者の数を１つ減少さ
せる。
【０１４３】
　ステップ４１３で、ＳＲＮＣは、物理チャンネルを再構成することをＵＥに指示し、Ｕ
Ｅが存在する 異なる状態に 異なるメッセージを 伝送する。

【０１４４】
　ステップ４１４で、ＵＥは、

チャンネル再構成が成功的に完了することをＳＲＮＣに報告する。
【０１４５】
　方法４：
　下記では、他の使用者の移動又は新たなサービスの登録に従うＭＢＭＳチャンネルタイ
プのスイッチング手順を示す。下記でさらに具体的に説明する。
【０１４６】
　（１）  専用チャンネルから共通チャンネルへのスイッチング
　ステップ５０１で、ＤＲＮＣは、新たな使用者が ＭＢＭＳサービスグループに加入
し、ＤＲＮＣの セルに転入して 使用者の数が特定のしきい値を超過する場合、

タイプを共通チャンネルにスイッチングするか否かを決定する。
【０１４７】
　ステップ５０２で、ＤＲＮＣは、 ＵＥが
位置した 共通チャンネルを設定する。
【０１４８】
　ステップ５０３で、ＤＲＮＣは、ＭＢＭＳチャンネル情報指示メッセージを使用して

チャンネルタイプの変更をＳＲＮＣに通知し、 メッセージに従って共通チャンネル
情報セットアップを遂行する。
【０１４９】
　ステップ５０４及びステップ５０５で、ＳＲＮＣは、

ＵＥのＭＢＭＳチャンネルを再構成し、専用チャンネルから共
通チャンネルに チャンネルタイプを変更する。
【０１５０】
　ステップ５０６～ステップ５０８で、ＳＲＮＣは、

ＭＢＭＳサービスのために構成されたもとの専用チャンネルの
削除をＤＲＮＣに通知する。ＤＲＮＣは、 Ｎｏｄｅ  の専用チャンネル資源を削
除し、無線リンク削除応答メッセージをＳＲＮＣに伝送する。
【０１５１】
　ステップ５０９で、 ユーザープレーン
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ＭＢＭＳ  ＲＡＢ応答メッセージを交換して

上記 領域のＮｏｄｅ  Ｂ２

共通伝送チャンネル応答メッセージを通じて、無線リ
ンクセットアップ応答メッセージ又は共通チャンネルを用いて 情報を

相互に 従って相互に ＵＥへ ここ
で、上記相互に異なるメッセージは、セルアップデート確認メッセージとＭＢＭＳチャン
ネル再構成要請メッセージとを意味する。

ＭＢＭＳチャンネル再構成完了メッセージを用いて上記Ｍ
ＢＭＳ

上記
特定の 上記

上記ＭＢＭＳチャンネル

上記ＭＢＭＳサービスを支援するために、上記
セル領域内のＮｏｄｅ  Ｂ２と

上
記 上記

ＭＢＭＳチャンネル再構成要請／
完了メッセージを交換して

上記

無線リンク削除応答メッセージを伝
送することによって、上記

上記 Ｂ２

上記ＤＲＮＣとＳＲＮＣとの間の 上に設定された



Ｉｕｒインターフェースの伝送ベアラーを解除する。
【０１５２】
　（２）  共通チャンネルから専用チャンネルへのスイッチング
　ステップ６０１で、ＤＲＮＣは、任意の使用者が ＭＢＭＳサービスグループから

ＤＲＮＣのサービスセルから他のセルへ 使用者の数が
特定のしきい値より小さい場合、 チャンネルタイプを専用チャンネルにスイッチング
するか否かを決定する。
【０１５３】
　ステップ６０２で、ＤＲＮＣは、ＭＢＭＳチャンネル情報指示メッセージを使用して

チャンネルタイプ変更をＳＲＮＣに通知する。
【０１５４】
　ステップ６０３からステップ６０５で、ＳＲＮＣは、

使用者のＭＢＭＳサービスのための専用チャンネル
の設定をＤＲＮＣに指示する。ＤＲＮＣは、対応する専用無線リンクをＮｏｄｅ  

する。
【０１５５】
　ステップ６０６で、 ＳＲＮＣとＤＲＮＣとの間にＩｕｒインターフェース上のユー
ザープレーンの が設定される。
【０１５６】
　ステップ６０７及びステップ６０８で、ＳＲＮＣは、

ＭＢＭＳサービスチャンネル ＵＥに指
示する。
【０１５７】
　以上、本発明を具体的な実施形態を参照して詳細に説明してきたが、本発明の範囲は上
述の実施形態によって限定されるべきではなく、本発明の範囲内で様々な変形が可能であ
るということは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
【図面の簡単な説明】
【０１５８】
【図１】本発明の第１の実施形態に従って、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態にある使用者端末が、
専用チャンネルから共通チャンネル又は専用チャンネルにＭＢＭＳチャンネルタイプスイ
ッチングを遂行するプロセスを示すフローチャートである。
【図２】本発明の第１の実施形態に従って、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態にある使用者端末が
、共通チャンネルから専用チャンネル又は共通チャンネルにＭＢＭＳチャンネルタイプス
イッチングを遂行するプロセスを示すフローチャートである。
【図３】本発明の第２の実施形態に従って、共通チャンネルから専用チャンネルにＭＢＭ
Ｓチャンネルタイプスイッチングを遂行するプロセスを示すフローチャートである。
【図４】本発明の第３の実施形態に従って、共通チャンネルから専用チャンネル又は共通
チャンネルにＭＢＭＳチャンネルタイプスイッチングを遂行するプロセスを示すフローチ
ャートである。
【図５】本発明の第４の実施形態に従って、専用チャンネルから共通チャンネルにＭＢＭ
Ｓチャンネルタイプスイッチングを遂行するプロセスを示すフローチャートである。
【図６】本発明の第４の実施形態に従って、共通チャンネルから専用チャンネルにＭＢＭ
Ｓチャンネルタイプスイッチングを遂行するプロセスを示すフローチャートである。
【図７】サービング無線網制御器が再び割り当てられない場合、従来のＩｕｒインターフ
ェースを介してセルアップデート手順が遂行されるプロセスを示す図である。
【図８】サービング無線網制御器が再び割り当てられない場合、従来のＩｕｒインターフ
ェースを介してソフトハンドオーバー手順が遂行されるプロセスを示す図である。
【図９】移動通信システムでＭＢＭＳサービスを提供するためのネットワーク構造を概略
的に示す図である。
【符号の説明】
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上記 脱
退するか、又は上記 移動して、上記

上記

上
記

無線リンクセットアップ要請メッ
セージを伝送することによって、上記

Ｂ２と
設定し、無線リンクセットアップ応答メッセージをＳＲＮＣに伝送

上記
伝送ベアラー

ＭＢＭＳチャンネル再構成要請／
完了メッセージを交換し、上記 を再構成するように



【０１５９】
　０１　　マルチキャスト放送サービスセンター（ Broadcast／ Multicast Service Cente
r）
　０２　　ゲートウェイパケット無線サービス支援ノード（ Gateway GPRS Supporting No
de）
　０３　　サービスパケット無線サービス支援ノード（ Service GPRS Supporting Node）
　０４　　ＵＭＴＳ無線アクセスネットワーク（ UMTS Terrestrial Radio Access Networ
k）
　０５　　使用者端末（ User Equipment）
　０６　　ホーム位置登録器（ Home Location Register）
　０７　　Ｕｕ（端末装置と無線アクセスネットワークとの間の無線インターフェース）
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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