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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいてネットワークと通信する端末のための方法であって、
　前記方法は、
　ネットワークから、前記ネットワークから提供されるＭＢＭＳサービスを識別するサー
ビス識別子を受信し、ポイントツーマルチポイント状態と、ポイントツーポイント状態と
、無転送状態とのうちの１つの中から前記ＭＢＭＳサービスの状態を示すパラメータを受
信することと、
　前記サービス識別子が前記ＭＢＭＳサービスを識別し、前記パラメータが前記無転送状
態を示す場合に、前記ネットワークからの前記ＭＢＭＳサービスのデータの伝送を要求す
ることと
　を包含する、方法。
【請求項２】
　コアネットワークからセッション開始メッセージを受信した前記ネットワークからＭＢ
ＭＳ通知メッセージを受信することをさらに包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＭＢＭＳサービスの前記データを受信することをさらに包含する、請求項１に記載
の方法。
【請求項４】
　前記サービス識別子および前記パラメータは、ＭＢＭＳ制御チャネル（ＭＣＣＨ）また



(2) JP 4284357 B2 2009.6.24

10

20

30

40

50

はブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）を介して伝送される、請求項１に記載の方
法。
【請求項５】
　前記要求するステップは、ＲＲＣ接続要求メッセージを前記ネットワークに伝送するこ
とによって実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記端末は、状態３にあり、前記状態３は、初期ＭＢＭＳ無線ベアラを設定した後に開
始して、前記ネットワークがコアネットワークからＭＢＭＳセッション中止指示を受信し
たときに終了する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　特定のセルに対する前記ＭＢＭＳサービスの現在の状態は、前記特定のセル内の端末の
数の変化に従って別の状態に遷移し得る、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　無線通信システムにおいて少なくとも１つの端末と通信するネットワークのための方法
であって、
　前記方法は、
　前記ネットワークから提供されるＭＢＭＳサービスを識別するサービス識別子を端末に
伝送し、ポイントツーマルチポイント状態と、ポイントツーポイント状態と、無転送状態
とのうちの１つの中から前記ＭＢＭＳサービスの状態を示すパラメータを伝送することと
、
　前記サービス識別子が前記ＭＢＭＳサービスを識別し、前記パラメータが前記無転送状
態を示す場合に、前記ネットワークからの前記ＭＢＭＳサービスのデータの伝送の要求を
受信することと
　を包含する、方法。
【請求項９】
　コアネットワークからセッション開始メッセージを受信することと、ＭＢＭＳ通知メッ
セージを前記端末に伝送することとをさらに包含する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ＭＢＭＳサービスに加入する端末がない場合に、前記ネットワークは、前記パラメ
ータを前記無転送状態に設定する、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記サービス識別子および前記パラメータは、ＭＢＭＳ制御チャネル（ＭＣＣＨ）また
はブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）を介して伝送される、請求項８に記載の方
法。
【請求項１２】
　特定のセルに対する前記ＭＢＭＳサービスの現在の状態は、前記特定のセル内の端末の
数の変化に従って別の状態に遷移し得る、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ネットワークが前記コアネットワークから前記ＭＢＭＳサービスの前記セッション
開始メッセージを受信した場合に、前記ＭＢＭＳサービスに加入した端末の数をカウント
するカウント手順を実行することと、
　前記端末のカウントされた数に基づいて、前記ＭＢＭＳサービスの状態を、前記ポイン
トツーマルチポイント状態、前記ポイントツーポイント状態または前記無転送状態として
決定することと
　をさらに包含する、請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　特定のＭＢＭＳサービスに対する前記ネットワークの動作は、３つの状態に分けられ、
前記３つの動作は、状態１と、状態２と、状態３とからなり、
　前記状態１の間では、前記ＭＢＭＳサービスの進行中のセッションがない場合、または
前記端末が前記ＭＢＭＳサービスのサービスエリアに属していない場合に、前記ネットワ
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ークは、前記ＭＢＭＳサービスに関連せず、
　前記状態２の間では、前記ネットワークは、前記ＭＢＭＳサービスに関して前記端末に
通知を伝送し、設定されるＭＢＭＳ無線ベアラのタイプを決定するためにカウント手順を
実行し、
　前記状態３の間では、前記ネットワークは、前記ＭＢＭＳのデータを伝送する、請求項
８に記載の方法。
【請求項１５】
　前記状態３の前記ネットワークの動作は、初期ＭＢＭＳ無線ベアラを設定した後に開始
して、前記ネットワークがコアネットワークからＭＢＭＳセッション中止を受信したとき
に終了し、前記状態３は、前記ポイントツーマルチポイント状態と、前記ポイントツーポ
イント状態と、前記無転送状態とからなる３つの状態に分けられる、請求項１４に記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、端末機の移動性をサポートするＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌ
ｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）のＭＢＭＳ（Ｍｕｌｔｉｍｅ
ｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を提供するための
方法及び装置に関し、より詳しくは、端末機が提供されないサービスを要求することを防
止するために前記端末機にＭＢＭＳの状態情報を通知するための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＭＴＳは、欧州標準であるＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）から進化した第３世代移動通信システムであり、
ＧＳＭコアネットワークとＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ
　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）技術をベースとしてより向上した移動通信サービス
の提供を目標とする。
【０００３】
　ＵＭＴＳの標準化作業のために、１９９８年１２月に欧州のＥＴＳＩ、日本のＡＲＩＢ
／ＴＴＣ、米国のＴ１、及び韓国のＴＴＡなどは、第３世代移動体通信システムの標準化
プロジェクト（Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊ
ｅｃｔ；３ＧＰＰ）というプロジェクトを構成し、現在までＵＭＴＳの細部的な標準仕様
（ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を作成中である。３ＧＰＰでは、ＵＭＴＳの迅速かつ効
率的な技術開発のために、ネットワーク構成要素とこれらの動作の独立性を考慮して、Ｕ
ＭＴＳの標準化作業を５つの技術仕様グループ（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐｓ；ＴＳＧ）に分けて進めている。
【０００４】
　各ＴＳＧは、関連エリア内で標準規格の開発、承認、及びその管理を担当するが、その
うち、無線接続ネットワーク（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；ＲＡＮ）グ
ループ（ＴＳＧ　ＲＡＮ）は、ＵＭＴＳにおいてＷＣＤＭＡ接続技術をサポートするため
の新しい無線接続ネットワークであるＵＭＴＳ無線ネットワーク（ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅ
ｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；ＵＴＲＡＮ）の機能、要求
事項、及びインターフェースの規格を開発する。
【０００５】
　図１は、一般的な３ＧＰＰ　ＵＭＴＳネットワークにおける基本構造を示す図である。
図１に示すように、ＵＭＴＳは、端末又はユーザ装置（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ；
ＵＥ）１０、ＵＴＲＡＮ２０、及びコアネットワーク３０で構成される。
【０００６】
　ＵＴＲＡＮ２０は、１つ以上の無線ネットワークサブシステム（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ　Ｓｕｂ－ｓｙｓｔｅｍｓ；ＲＮＳ）２５で構成され、各ＲＮＳ２５は、１つの無
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線ネットワーク制御装置（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ；ＲＮＣ
）２３と、該ＲＮＣ２３により管理される１つ以上のＮｏｄｅ　Ｂ（基地局）２１とから
構成される。前記ＲＮＣ２３は、無線資源の割り当て及び管理を担当し、コアネットワー
ク３０とのアクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）の役割を果たす。
【０００７】
　前記Ｎｏｄｅ　Ｂ２１は、アップリンクを介して端末１０の物理層から転送される情報
を受信し、ダウンリンクを介して端末にデータを転送する。前記Ｎｏｄｅ　Ｂ２１は、端
末へのＵＴＲＡＮのアクセスポイントの役割を果たす。
【０００８】
　前記ＵＴＲＡＮ２０は、端末１０とコアネットワーク３０間の通話のために、無線接続
ベアラ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ；ＲＡＢ）を構成して維持する。前記
コアネットワーク３０は、終端間のサービス品質（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ；ＱｏＳ）要求事項をＲＡＢに要求し、該当ＲＡＢは、コアネットワーク３０が設定し
たＱｏＳ要求事項をサポートする。従って、ＵＴＲＡＮ２０は、ＲＡＢを構成して維持す
ることにより、終端間のＱｏＳ要求事項を満たすことができる。
【０００９】
　特定端末１０に提供されるサービスは、回線交換（ｃｉｒｃｕｉｔ　ｓｗｉｔｃｈｅｄ
；ＣＳ）サービスとパケット交換（ｐａｃｋｅｔ　ｓｗｉｔｃｈｅｄ；ＰＳ）サービスと
に大別されるが、例えば、一般的な音声電話サービスは回線交換サービスに属し、インタ
ーネット接続によるウェブブラウジングサービスはパケット交換サービスに分類される。
【００１０】
　回線交換サービスをサポートする場合、ＲＮＣ２３は、コアネットワーク３０の移動交
換局（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ；ＭＳＣ）３１に接続され、前
記ＭＳＣ３１は、他のネットワークとの接続を管理するゲートウェイ移動交換局（Ｇａｔ
ｅｗａｙ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ；ＧＭＳＣ）３３に接続さ
れる。また、パケット交換サービスをサポートする場合、ＲＮＣ２３は、コアネットワー
ク３０のＳＧＳＮ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ）３５とＧＧ
ＳＮ３７に接続される。前記ＳＧＳＮ３５は、ＲＮＣ２３とのパケット通信をサポートし
、ＧＧＳＮ３７は、インターネットのような他のパケット交換ネットワークとの接続を管
理する。
【００１１】
　図２は３ＧＰＰ無線接続ネットワーク標準に準拠した前記端末１０と前記ＵＴＲＡＮ２
０間の無線インターフェースプロトコルの構造を示す。図２に示すように、前記無線イン
ターフェースプロトコルは、垂直的に物理層、データリンク層、及びネットワーク層とか
らなり、水平的にはユーザのデータ情報を転送するためのユーザプレーン（Ｕｓｅｒ　Ｐ
ｌａｎｅ）と制御情報を転送するためのコントロールプレーン（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｌａ
ｎｅ）とに区分される。
【００１２】
　ユーザプレーンは、音声やＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）パケットの転
送などのようにユーザのトラフィック情報を管理する領域であり、コントロールプレーン
は、ネットワークのインターフェースや呼の維持及び管理などの制御情報を管理する領域
である。
【００１３】
　図２のプロトコル層は、開放型システム間相互接続（Ｏｐｅｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔ
ｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ；ＯＳＩ）基本参照モデルの下位３層をベースとして、第１層
Ｌ１、第２層Ｌ２、及び第３層Ｌ３に区分される。
【００１４】
　前記物理層である第１層Ｌ１は、上位層に多様な無線伝送技術により情報転送サービス
を提供する。前記物理層は、転送チャネルを介して上位層であるメディアアクセス制御（
Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；ＭＡＣ）層と接続され、前記ＭＡＣ層と
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物理層とは、前記転送チャネルでデータを相互に交換する。
【００１５】
　前記第２層Ｌ２には、ＭＡＣ層、ＲＬＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層
、ＢＭＣ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）層、及びＰＤＣ
Ｐ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）層が含まれ
る。
【００１６】
　前記ＭＡＣ層は、論理チャネルと転送チャネル間のマッピングを管理し、無線資源の割
り当て及び再割り当てのためにＭＡＣパラメータを割り当てる。前記ＭＡＣ層は、論理チ
ャネルを介して上位層であるＲＬＣ層と接続される。
【００１７】
　転送された情報の種類によって多様な論理チャネルが提供される。一般に、コントロー
ルプレーンの情報は制御チャネルで転送され、ユーザプレーンの情報はトラフィックチャ
ネルで転送される。
【００１８】
　論理チャネルは、共有されているか否かによって、共通チャネル又は専用チャネルであ
り得る。論理チャネルには、専用トラフィックチャネル（ＤＴＣＨ）、専用制御チャネル
（ＤＣＣＨ）、共通トラフィックチャネル（ＣＴＣＨ）、共通制御チャネル（ＣＣＣＨ）
、ブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）、及びページング制御チャネル（ＰＣＣＨ
）が含まれる。前記ＢＣＣＨは、端末１０がシステムに接続するために使用した情報を含
む情報を提供する。前記ＰＣＣＨは、ＵＴＲＡＮ２０を端末１０に接続するために使用さ
れる。
【００１９】
　前記ＭＡＣ層は、転送チャネルを介して前記物理層と接続され、管理する転送チャネル
の種類によって、ＭＡＣ－ｂサブ層、ＭＡＣ－ｄサブ層、ＭＡＣ－ｃ／ｓｈサブ層、及び
ＭＡＣ－ｈｓサブ層に区分される。前記ＭＡＣ－ｂサブ層は、システム情報のブロードキ
ャストを担当する転送チャネルであるブロードキャストチャネル（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　
Ｃｈａｎｎｅｌ；ＢＣＨ）を管理する。前記ＭＡＣ－ｃ／ｓｈサブ層は、複数の端末が共
有するフォワードアクセスチャネル（Ｆｏｒｗａｒｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ；
ＦＡＣＨ）又はダウンリンク共有チャネル（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ；ＤＳＣＨ）のような共通転送チャネルを管理する。前記ＭＡＣ－ｄサブ層は、特
定端末１０のための専用転送チャネルである個別チャネル（ＤＣＨ）を管理する。従って
、前記ＭＡＣ－ｄサブ層は、該当端末を管理するＳＲＮＣ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＲＮＣ）に
位置し、各端末には、１つのＭＡＣ－ｄサブ層が存在する。
【００２０】
　前記ＲＬＣ層は、信頼できるデータ転送をサポートし、上位層から送られた複数のＲＬ
Ｃ　ＳＤＵ（ＲＬＣ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）の分割及び連結を行う。上
位層から複数のＲＬＣ　ＳＤＵを受信すると、前記ＲＬＣ層は、処理能力によって適した
方式で各ＲＬＣ　ＳＤＵのサイズを調節してヘッダ情報を追加することにより、データユ
ニットを作成することができる。ＰＤＵ（Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ）と呼
ばれる前記データユニットは、前記ＭＡＣ層に論理チャネルを介して転送される。前記Ｒ
ＬＣ層は、ＲＬＣ　ＳＤＵ及び／又はＲＬＣ　ＰＤＵを保存するためのＲＬＣバッファを
含む。
【００２１】
　前記ＢＭＣ層は、コアネットワークから転送されたコールブロードキャスト（Ｃａｌｌ
　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ；ＣＢ）メッセージをスケジューリングし、特定セル又は各セルに
位置する端末１０に前記ＣＢメッセージをブロードキャストする。
【００２２】
　前記ＰＤＣＰ層は、前記ＲＬＣ層の上位に位置して、相対的に少ない帯域幅を有する無
線インターフェースで、ＩＰｖ４又はＩＰｖ６のようなネットワークプロトコルデータを
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効果的に転送するために使用される。このために、前記ＰＤＣＰ層は、有線ネットワーク
で使用される不要な制御情報を減少させる。このような機能はヘッダ圧縮と呼ばれる。
【００２３】
　前記第３層の最下部に位置する前記ＲＲＣ層は、コントロールプレーンでのみ定義され
る。前記ＲＲＣ層は、無線ベアラ（ＲＢ）の設定、再設定、及び解除又は取消に関連した
転送チャネル及び物理チャネルの制御を担当する。前記ＲＢは、端末１０とＵＴＲＡＮ２
０間のデータ転送のために、第２層Ｌ２が提供するサービスを示す。一般に、ＲＢの設定
とは、特定データサービスを提供するために要求されるプロトコル層及びチャネルの特性
を規定し、それぞれの具体的なパラメータ及び動作方法を設定するための過程を意味する
。
【００２４】
　ＲＲＣ状態とは、端末１０のＲＲＣとＵＴＲＡＮ２０のＲＲＣの間に論理的接続が存在
するかどうかを意味する。前記端末１０は、論理的接続が存在すると、ＲＲＣ接続状態（
ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　ｓｔａｔｅ）であり、論理的接続が存在しないと、休止状
態（ｉｄｌｅ　ｓｔａｔｅ）である。
【００２５】
　ＲＲＣ接続は、ＲＲＣ接続状態の端末１０との間に存在するため、ＵＴＲＡＮ２０は、
セルユニット、例えば、ＲＲＣ接続状態の端末が存在するセル内に特定端末が存在するか
どうかを判断することができる。このように、前記端末１０を効果的に制御することがで
きる。
【００２６】
　それに対して、ＵＴＲＡＮ２０は、休止状態の端末が存在するかどうかは判断すること
ができない。休止状態の端末１０が存在するかどうかは、コアネットワークにより判断さ
れるが、コアネットワークは、端末１０がセルより大きい領域、例えば、ロケーション又
はルーティングエリア内に存在するかどうかを判断することができる。従って、休止状態
の端末１０が大きい領域内に存在すると判断することができ、音声やデータのような移動
通信サービスを受信するために、休止状態の端末は、ＲＲＣ接続状態に移行又は変化しな
ければならない。
【００２７】
　３ＧＰＰシステムにおいては、Ｒｅｌｅａｓｅ６の新しいサービス種類であるＭＢＭＳ
を提供することができる。３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＳＡ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ　Ａｓｐｅｃｔ）は、多様なネットワーク構成要素とＭＢＭＳを提供するために必要
な機能について定義している。従来、Ｒｅｌｅａｓｅ９９で提供していたセルブロードキ
ャストサービスは、テキスト形式のショートメッセージを所定エリアにブロードキャスト
するサービスに限定されていたが、Ｒｅｌｅａｓｅ６で提供するＭＢＭＳは、マルチメデ
ィアデータをブロードキャストするだけでなく、マルチメディアデータを該当サービスに
加入した端末１０にマルチキャストする、より発展したサービスである。
【００２８】
　ＭＢＭＳは、下り専用サービスであって、共通又は専用の下りチャネルを使用して、複
数の端末１０にストリーミング又はバックグラウンドサービスを提供する。前記ＭＢＭＳ
は、ブロードキャストモードとマルチキャストモードとに区分される。
【００２９】
　ＭＢＭＳブロードキャストモードは、ブロードキャストエリア（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　
Ａｒｅａ）の全てのユーザにマルチメディアデータを容易に転送するサービスであるのに
対し、ＭＢＭＳマルチキャストモードは、マルチキャストエリア（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　
Ａｒｅａ）の特定ユーザグループにのみマルチメディアデータを転送するサービスである
。ここで、前記ブロードキャストエリアは、ブロードキャストサービスが可能な領域を意
味し、前記マルチキャストエリアは、マルチキャストサービスが可能な領域を意味する。
【００３０】
　図３は、マルチキャストモードを用いて、サービス１と呼ばれる特定ＭＢＭＳを提供す
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るための過程を示す図である。前記ＭＢＭＳを受信しようとするユーザ（例えば、ＵＥ１
）は、まず、端末でネットワークが提供するサービス案内（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｎｎｏｕ
ｎｃｅｍｅｎｔ）を受信する。ここで、サービス案内とは、提供されるサービスのリスト
と関連情報を端末に通知することをいう。また、ユーザは、ネットワークが提供するサー
ビス通知（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を受信する。ここで、サービス
通知とは、転送されるブロードキャストデータに関する情報を端末に通知することをいう
。
【００３１】
　また、前記マルチキャストモードのＭＢＭＳを受信しようとするユーザは、マルチキャ
ストサブスクリプショングループ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｇ
ｒｏｕｐ）に加入しなければならない。マルチキャストサブスクリプショングループとは
、加入手続きを経たユーザの集団を意味する。マルチキャストサブスクリプショングルー
プに加入したユーザは、特定マルチキャストサービスを受信するために、マルチキャスト
グループ、即ち、特定マルチキャストサービスを受信するユーザ集団に参加することがで
きる。マルチキャストグループへの参加は、ＭＢＭＳマルチキャストアクティベーション
（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ）とも呼ばれ、特定マルチキャストサービ
スを受信しようと集まったユーザがマルチキャストグループに入ることをいう。従って、
ユーザは、ＭＢＭＳマルチキャストアクティベーションと呼ばれるマルチキャストグルー
プへの参加により、特定マルチキャストデータを受信することができる。各端末１０は、
マルチキャストサブスクリプショングループに個人的に加入することができ、データの転
送前、転送中、又は転送後のいつでもマルチキャストグループに参加又は脱退することが
できる。
【００３２】
　特定ＭＢＭＳの実行中に、そのサービスの少なくとも１つ以上のセッションが順に発生
し得る。コアネットワーク３０は、特定ＭＢＭＳのために転送されるデータがＭＢＭＳデ
ータソースから発生すると、ＲＮＣ２３にセッション開始を指示し、特定ＭＢＭＳのため
に転送されるデータがないと、ＲＮＣ２３にセッション中止を指示する。
【００３３】
　セッション開始からセッション中止までの間、前記特定ＭＢＭＳのためのデータの転送
が行われる。前記ＭＢＭＳのためのマルチキャストグループに参加した端末１０のみが前
記データの転送中にデータを受信することができる。
【００３４】
　セッション開始過程で、コアネットワーク３０からサービス開始命令を受信したＵＴＲ
ＡＮ２０は、端末１０にＭＢＭＳ通知（ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を転送する。前記Ｍ
ＢＭＳ通知は、ＵＴＲＡＮ２０が端末１０に特定セル内の特定ＭＢＭＳのためのデータ転
送が迫っていることを通知するためのものである。
【００３５】
　ＵＴＲＡＮ２０は、前記ＭＢＭＳ通知過程により、特定セル内で特定ＭＢＭＳを受信し
ようとする端末１０の数を把握するための集計（Ｃｏｕｎｔｉｎｇ）過程を行うことがで
きる。前記集計過程により、特定ＭＢＭＳを提供するための無線ベアラを、ポイントツー
マルチポイント（Ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ）に設定するか、ポイントツ
ーポイント（Ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－ｐｏｉｎｔ）に設定するかを判断する。
【００３６】
　前記ＭＢＭＳ無線ベアラを選択するために、ＵＴＲＡＮ２０は、内部的に閾値を設定す
る。前記集計機能を行った後、該当セル内に存在する端末１０の数が閾値より小さいと、
ＵＴＲＡＮ２０は、ポイントツーポイントＭＢＭＳ無線ベアラを設定し、前記該当セル内
に存在する端末１０の数が閾値より大きいか等しいと、ポイントツーマルチポイントＭＢ
ＭＳ無線ベアラを設定する。
【００３７】
　特定サービスにポイントツーポイント無線ベアラが設定された場合、該当サービスを受
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信しようとする端末１０は、全てＲＲＣ接続状態となる。しかしながら、特定サービスに
ポイントツーマルチポイント無線ベアラが設定された場合、該当サービスを受信しようと
する端末１０が全てＲＲＣ接続状態である必要はなく、ＲＲＣ休止状態の端末も、前記ポ
イントツーマルチポイント無線ベアラを使用して該当サービスを受信することができる。
【００３８】
　従来、特定サービスにポイントツーマルチポイント無線ベアラが設定された場合、ＵＴ
ＲＡＮ２０は、無線資源管理状態によって、幾つかの端末１０はＲＲＣ接続状態にあるよ
うに、残りの端末１０は休止状態にあるように要求する。例えば、ＵＴＲＡＮ２０が特定
サービスを受信しようとする端末１０からＲＲＣ接続要求メッセージを受信した場合、Ｒ
ＲＣ接続状態での該当サービスの受信を制御するために、無線資源管理状態によって、制
限された数の端末にＲＲＣ接続設定メッセージを転送する。ＵＴＲＡＮ２０が残りの端末
１０にＲＲＣ接続拒否メッセージを転送することにより、該当端末は休止状態で該当サー
ビスを受信することができる。
【００３９】
　図４は従来技術によるＲＲＣ接続が正常に設定された場合を示す信号流れ図である。コ
アネットワークからＭＢＭＳセッション開始メッセージを受信した後（Ｓ５０）、ＵＴＲ
ＡＮ２０は、該当ＭＢＭＳを受信しようとする端末１０にＭＢＭＳ通知メッセージを転送
して（Ｓ５２）、前記特定ＭＢＭＳのためのデータ転送が迫っていることを通知する。
【００４０】
　前記ＭＢＭＳ通知メッセージを受信した端末１０は、ＲＲＣ接続要求メッセージをＵＴ
ＲＡＮ２０に転送する（Ｓ５４）。ＵＴＲＡＮ２０は、無線資源の現在状態を考慮して、
ＲＲＣ接続が与えられる閾値以下の制限された数の端末を選択する（Ｓ５６）。
【００４１】
　その後、ＵＴＲＡＮ２０は、ＲＲＣ接続が与えられるように選択された端末にＲＲＣ接
続設定メッセージを転送し（Ｓ５８）、ＲＲＣ接続設定メッセージを受信した端末は、Ｕ
ＴＲＡＮ２０にＲＲＣ接続設定完了メッセージを転送する（Ｓ６０）。この過程が正常に
完了すると、選択された端末１０とＵＴＲＡＮ２０の間にＲＲＣ接続が存在して、選択さ
れた端末１０はＲＲＣ接続状態となる。ＵＴＲＡＮ２０は、ＲＲＣ接続が与えられるよう
に選択されていない、前記ＭＢＭＳを受信しようとする端末１０に、ポイントツーマルチ
ポイント無線ベアラを設定する（Ｓ６２）。
【００４２】
　図５は従来技術によるＲＲＣ接続が正常に設定されていない場合を示す信号流れ図であ
る。コアネットワーク３０からＭＢＭＳセッション開始メッセージを受信した後（Ｓ５０
）、ＵＴＲＡＮ２０は、該当ＭＢＭＳを受信しようとする端末１０にＭＢＭＳ通知メッセ
ージを転送して（Ｓ５２）、前記特定ＭＢＭＳのためのデータ転送が迫っていることを通
知する。
【００４３】
　前記ＭＢＭＳ通知メッセージを受信した端末１０は、ＲＲＣ接続要求メッセージをＵＴ
ＲＡＮ２０に転送し（Ｓ５４）、ＵＴＲＡＮ２０は、無線資源の現在状態を考慮して、Ｒ
ＲＣ接続が与えられる閾値以下の制限された数の端末１０を選択する（Ｓ５６）。
【００４４】
　図５に示すように、ＵＴＲＡＮ２０は、前記閾値を超過した端末１０（例えば、端末の
数が前記閾値と一致した後に集計された端末）にはＲＲＣ接続を与えることができないと
判断する。その後、ＵＴＲＡＮ２０は、ＲＲＣ接続を要求しないと判断された端末１０に
ＲＲＣ接続拒否メッセージを転送する（Ｓ５９）。ＲＲＣ接続拒否メッセージを受信した
端末１０は休止状態となる。その後、ＵＴＲＡＮ２０は、ＲＲＣ接続が与えられるように
選択されていない、前記ＭＢＭＳを受信しようとする端末１０に、ポイントツーマルチポ
イントＭＢＭＳベアラを設定する（Ｓ６２）。
【００４５】
　図４及び図５は、特定ＭＢＭＳを受信しようとする少なくとも１つの端末１０が存在す
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る場合の過程を示している。しかしながら、集計の結果、特定ＭＢＭＳを受信しようとす
る端末１０が存在しないと、ＵＴＲＡＮ２０は、無線ベアラを設定せず、ＭＢＭＳデータ
も転送しない。これは、サービスを受信しようとするユーザが存在しないのに無線ベアラ
を設定することは無線資源の浪費だからである。
【００４６】
　ＭＢＭＳの１セッションで、ＭＢＭＳデータがコアネットワークから転送される場合、
ＵＴＲＡＮ２０は、設定された無線ベアラを使用して前記データを転送する。コアネット
ワークからセッション中止命令を受信すると、ＵＴＲＡＮ２０は、前記設定された無線ベ
アラを解除する。
【００４７】
　１つのセル内でＭＢＭＳを受信している端末１０は、他のセルに移動するか、又は１つ
のセル内で電源をオンすることにより、前記ＭＢＭＳデータが前記セルに転送されている
か否かによって２つの状況のいずれか１つを発生させることができる。
【００４８】
　第１の状況は、前記端末１０が以前に受信したか、又は電源がオンになった端末が希望
したＭＢＭＳデータが、前記端末が属している新しいセルに転送されている場合に発生す
る。前記新しいセルで前記端末１０にＭＢＭＳデータを受信させるために、ＵＴＲＡＮ２
０は、該当ＭＢＭＳのセッション中止（命令）が受信されるまで、前記セル内で該当ＭＢ
ＭＳ無線ベアラに関連した情報を前記端末１０に通知する。
【００４９】
　このような過程により、新しいセルに移動した端末１０が、現在属している新しいセル
のＭＣＣＨやＢＣＣＨのような共通チャネルで転送されたＭＢＭＳ無線ベアラに関する情
報を受信して、パラメータや環境を設定することにより、ＭＢＭＳを受信し続けることが
できる。また、このような過程により、１つのセル内でのＭＢＭＳセッションの実行中に
電源がオンになった端末１０も、共通制御チャネルで転送されるＭＢＭＳ無線ベアラに関
する情報を受信してパラメータを設定することにより、ＭＢＭＳデータを受信することが
できる。
【００５０】
　第２の状況は、前記端末１０が以前に受信したか、又は電源がオンになった端末が希望
したＭＢＭＳデータが、前記端末が属している前記新しいセルに転送されていない場合に
発生する。このような状況は、前記端末が該当セルに移動するか、又は該当セル内で電源
をオンするまで該当ＭＢＭＳを受信する端末１０が前記新しいセル内に存在しない場合に
発生する。前記新しいセルに移動したか、又は新しいセルで電源をオンした端末１０が、
該当ＭＢＭＳの無線ベアラに関する情報を受信できないと、前記端末は、ＵＴＲＡＮ２０
との接続を設定して、ＭＢＭＳデータを前記端末に転送することを要求する。
【００５１】
　端末から特定ＭＢＭＳデータ転送要求を受信したＵＴＲＡＮ２０は、コアネットワーク
３０に前記ＭＢＭＳデータを転送することを要求する。その後、ＵＴＲＡＮ２０は、該当
セルのＭＢＭＳ無線ベアラを設定して、コアネットワーク３０から受信したＭＢＭＳデー
タを前記端末１０に転送し始める。また、ＵＴＲＡＮ２０は、前記セッションが完了する
まで、前記ＭＢＭＳ無線ベアラに関連した情報を共通制御チャネルを介して転送する。
【００５２】
　このような２つの方法により、端末１０は、他のセルに移動した後、又は電源をオンし
た後にも、ＭＢＭＳを受信することができる。しかしながら、ＵＴＲＡＮ２０が特定ＭＢ
ＭＳの状態や状況について端末１０に通知しないため、前記端末１０は、前記特定ＭＢＭ
Ｓの状態について知らないまま動作する。端末１０が前記新しいセルに移動するか、又は
電源をオンする前に該当ＭＢＭＳセッションが終了した後で、特定ＭＢＭＳに関連したデ
ータをＵＴＲＡＮ２０に要求した場合、又は新しいセルがサービス領域内でない場合、前
記端末１０は正常に動作しない。
【００５３】



(10) JP 4284357 B2 2009.6.24

10

20

30

40

50

　従って、ＭＢＭＳ状態情報を端末に容易に通知することにより、提供できないサービス
を端末が要求することを防止できる方法及び装置が必要である。本発明は、このような場
合とその他の必要な場合を扱っている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００５４】
　本発明の目的は、端末が受信を希望しているが利用できないサービスに関する状態情報
を前記端末に提供するための方法及び装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００５５】
　本発明は、上記の目的を達成するために、端末が受信しようとするサービスに関する状
態情報を前記端末に容易に提供する移動通信システム及び装置で実現される。特に、本発
明は、前記端末が１つのセル内で動作を最初に開始するときに、特定サービスに関連した
ネットワーク接続を要求する前に前記特定サービスの利用可能性を考慮させる方法及び装
置に関する。
【００５６】
　本発明の目的は、端末とネットワークの無線通信方法を提供するもので、端末が特定サ
ービスに加入して、前記特定サービスが提供されないセル内で最初に動作する段階と、前
記セルで提供しているサービスに関連したＩＤ（Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）及び状
態情報を含む制御メッセージを、前記ネットワークから受信する段階と、前記提供された
サービスのＩＤと前記端末が加入した前記特定サービスとを比較して、前記サービスが前
記セル内で利用可能かどうかを判断する段階とを含む。前記提供されたサービスに関連し
た状態情報は、端末が接続要求を求めているか否かを示すか、又は前記提供されたサービ
スが転送中であるか否かを示す情報を含む。
【００５７】
　本発明においては、端末の電源をオンするか、又は端末が他のセルから移動してきては
じめてセル内で動作することができる。前記提供されるサービスに関する識別情報を端末
に通知することによって、前記端末は、加入した特定サービスが前記セルでサービスされ
ないため転送されないと判断することができる。前記端末は、制御メッセージのサービス
ＩＤを活用して、セルから提供されたサービスが端末が加入した特定サービスであるか否
かを判断する。
【００５８】
　前記制御メッセージのサービスＩＤが前記端末が加入した特定サービスのサービスＩＤ
と一致しないと、前記端末は、前記特定サービスが前記セル内で利用できないと判断し、
「サービス不可能（Ｓｅｒｖｉｃｅ　ｎｏｔ　ａｖａｉｌａｂｌｅ）」状態であると認識
する。前記端末は、例えば、要求メッセージを転送してネットワークとの接続過程を開始
することにより、無線資源を浪費しない。
【００５９】
　前記制御メッセージのサービスＩＤが前記端末が加入した特定サービスのサービスＩＤ
と一致すると、前記端末は、前記特定サービスが前記セル内で利用できると判断し、「サ
ービス可能（Ｓｅｒｖｉｃｅ　ａｖａｉｌａｂｌｅ）」状態であると認識する。前記端末
は、ネットワークに要求メッセージを転送して特定サービスを要求する。
【００６０】
　好ましくは、前記「サービス不可能」状態は、特定サービスがセッション実行中でない
か、又はセルが前記特定サービスのサービス領域に属していない不在状態を示す。好まし
くは、前記「サービス可能」状態は、ネットワークがセル内の特定サービスを受信しよう
とする端末の数によって設定される無線ベアラの形態を決定するために集計過程を行って
いる状態である準備状態（Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｐｈａｓｅ）、又は前記セル内にサ
ービスを受信しようとする端末が存在しないため設定された無線ベアラがない状態である
無転送状態（Ｎｏ－ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｓｔａｔｅ）を示す。
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【００６１】
　好ましくは、前記接続過程は、前記特定サービス、例えば、ＭＢＭＳに関連したもので
、端末とネットワーク間のＲＲＣ接続を得るために開始する。好ましくは、制御メッセー
ジはＭＢＭＳ通知メッセージであり、要求メッセージはＲＲＣ接続要求メッセージである
。
【００６２】
　本発明の他の目的は、端末とネットワーク間の無線通信のための方法であって、端末が
特定サービスに加入してセル内で最初に動作する段階と、前記セルで提供しているサービ
スに関連したＩＤ及び状態情報を含む制御メッセージを、前記ネットワークから受信する
段階と、前記提供されたサービスのＩＤと前記端末が加入した前記特定サービスとを比較
して、前記特定サービスがセル内で利用可能かどうかを判断し、利用可能なサービスであ
ると、接続過程を決定してサービスを受信する段階とを含む。前記提供されたサービスに
関連した状態情報は、端末が接続要求を求めているか否かを示すか、提供されたサービス
が転送中であるか否かを示す情報を含む。
【００６３】
　本発明においては、端末の電源をオンするか、又は端末が他のセルから移動してきては
じめてセル内で動作することもできる。前記提供されるサービスに関する識別情報を端末
に通知することによって、前記端末は、加入した特定サービスが前記セルでサービスされ
ないため転送されないと判断することができる。前記端末は、制御メッセージのサービス
ＩＤを活用して、セルから提供されたサービスが端末が加入した特定サービスであるか否
かを判断する。
【００６４】
　前記端末は、前記制御メッセージのサービスＩＤを活用して、前記端末が加入した特定
サービスが、セル内で特定サービスのセッションが実行中でないか、又は前記セルが特定
サービスのサービス領域に属していないため、セル内で利用できないという不在状態を認
識する。前記制御メッセージのサービスＩＤが前記端末が加入した特定サービスのサービ
スＩＤと一致しないと、前記端末は不在状態であると認識する。前記端末は、ネットワー
クとの接続過程の開始を試みることにより、例えば、要求メッセージを転送することによ
り、無線資源を浪費しない。
【００６５】
　前記制御メッセージのサービスＩＤが前記端末が加入した特定サービスのサービスＩＤ
と一致すると、前記端末は、前記制御メッセージに含まれた状態情報によって接続要求を
転送するか、又は無線ベアラを設定する。本発明において、前記制御メッセージの状態情
報は、準備状態、ポイントツーポイント状態、ポイントツーマルチポイント状態、及び無
転送状態を示すことができる。
【００６６】
　前記準備状態で、ネットワークは、特定サービスを受信しようとする端末の数に基づい
て設定する無線ベアラの形態を決定するために集計過程を実行中にある。前記無転送状態
では、前記セル内にサービスを受信しようとする端末が存在しないため、設定された無線
ベアラが存在しない。前記ポイントツーポイント状態とポイントツーマルチポイント状態
は、前記特定サービスが転送中であり、無線ベアラが設定された状態である。
【００６７】
　前記ポイントツーポイント状態を示す場合、前記端末は、ポイントツーポイント無線ベ
アラを設定して前記特定サービスを受信し、前記ポイントツーマルチポイント状態を示す
場合、前記端末は、ポイントツーマルチポイント無線ベアラを設定して前記特定サービス
を受信する。好ましくは、前記無線ベアラは、前記端末と前記ネットワーク間のＲＲＣ接
続を意味する。前記準備状態又は前記無転送状態を示す場合、前記端末は、要求メッセー
ジを転送して前記特定サービスを受信する。
【００６８】
　好ましくは、前記要求メッセージは、特定サービスに関連したＲＲＣ接続要求メッセー
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ジであり、前記制御メッセージは、ＭＢＭＳ通知メッセージである。好ましくは、前記サ
ービスはＭＢＭＳである。
【００６９】
　本発明のさらに他の目的は、端末とネットワーク間の無線通信のための方法を提供する
もので、端末が特定サービスに加入して１つのセルで最初に動作する段階と、前記セルで
提供しているサービスに関連したサービスＩＤ、転送状態指示子、及び集計状態を含む制
御メッセージを、ネットワークから受信する段階と、前記提供されたサービスのサービス
ＩＤと前記端末が加入した特定サービスのサービスＩＤとを比較して、第１の状態、第２
の状態、又は第３の状態を認識する段階と、ネットワークとの接続過程を開始するかどう
か、前記認識された状態に基づいて前記接続過程をどのように開始するかを決定する段階
とを含む。前記サービスＩＤは、前記セルから提供されたサービスの識別情報である。前
記転送状態指示子は、前記提供されたサービスが転送中であるか否かを示す。前記集計状
態情報は、集計動作が行われているかどうかを示す。
【００７０】
　前記端末は、前記制御メッセージの前記サービスＩＤを活用して、前記特定サービスの
セッションが実行中でないか、又は前記セルが前記特定サービスのサービス領域に属して
いないため、前記端末が加入した特定サービスが前記セル内で利用できない状態である前
記第１の状態、好ましくは、不在状態を認識する。前記制御メッセージのサービスＩＤが
前記端末が加入した特定サービスのサービスＩＤと一致しないと、前記端末は、前記第１
の状態が存在すると認識する。前記端末は、ネットワークとの接続過程の開始を試みるこ
とにより、例えば、要求メッセージを転送することにより、無線資源を浪費しない。
【００７１】
　前記制御メッセージのサービスＩＤが前記端末が加入した特定サービスのサービスＩＤ
と一致すると、前記端末は、前記第２の状態又は前記第３の状態が存在すると認識する。
前記端末は接続過程を開始する。
【００７２】
　好ましくは、前記第２の状態は、前記セル内で特定サービスを受信しようとする端末の
数によって設定する無線ベアラの種類を決定するために集計過程を行っている準備状態を
示す。好ましくは、前記第３の状態は、転送状態指示子が示す無転送状態、ポイントツー
ポイント状態、及びポイントツーマルチポイント状態を含む。前記無転送状態は、前記サ
ービスを受信しようとする端末がないため、設定された無線ベアラも存在しない状態であ
る。前記ポイントツーポイント状態と前記ポイントツーマルチポイント状態は、特定サー
ビスが転送中であり、無線ベアラが設定されている状態である。
【００７３】
　前記端末は、前記制御メッセージに含まれた転送状態指示子及び集計状態を活用して接
続要求を転送することにより、接続過程を開始するか又は無線ベアラを設定するかを判断
する。前記集計状態が集計過程が行われていることを示すか、又は前記転送状態指示子が
前記提供されたサービスが転送されていないことを示す場合、前記端末は、接続要求メッ
セージを転送して接続過程を開始する。前記転送状態指示子が前記サービスが転送中であ
ることを示す場合、前記端末は、前記転送状態指示子が示す転送種類に基づいて、ポイン
トツーポイント無線ベアラ又はポイントツーマルチポイント無線ベアラを設定する。
【００７４】
　本発明のさらに他の目的は、ネットワークと複数の端末間の無線通信のための方法を提
供するもので、サービスセッション開始指示を受信する段階と、現在サービスに加入して
いるセル内の端末の数を判断する段階と、現在サービスに加入している端末がない場合、
サービスＩＤ及び状態情報を含む制御メッセージを転送して接続要求を行う段階とを含む
。
【００７５】
　前記サービスセッション開始指示は、好ましくは、コアネットワークから受信され、Ｍ
ＢＭＳに関連している。前記セッション開始指示を受けると、集計動作が行われて前記サ
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ービスに現在加入している端末を判断することができる。
【００７６】
　前記集計動作が完了すると、制御メッセージ、例えば、ＭＢＭＳ通知メッセージを端末
に転送する。前記制御メッセージは、前記サービスのＩＤを含む。現在前記サービスに加
入している端末が存在しない場合、前記制御メッセージは、少なくとも１つの端末に接続
要求を促すことに関連した状態情報をさらに含む。前記状態情報は、準備状態又は無転送
状態を示す転送状態指示子をさらに含む。
【００７７】
　本発明においては、前記の方法が現在サービスに加入している端末が少なくとも１つ存
在する場合、設定された無線ベアラを示す転送状態指示子を含む制御メッセージを転送す
る段階をさらに含むことができる。前記転送状態指示子は、ポイントツーマルチポイント
無線ベアラ又はポイントツーポイント無線ベアラが現在サービスに加入している端末の数
に基づいて設定されたことを示す。
【００７８】
　本発明においては、前記の方法がセッション中止指示を受信して不在状態に入る段階を
さらに含むことができる。前記不在状態は、設定された無線ベアラの解除と、サービスに
関連したＩＤ及び状態情報を含む制御メッセージの転送の中止とを含む。
【００７９】
　本発明においては、前記の方法が前記セルに新しく進入した端末を検出して、前記端末
にサービス状態を通知するための制御メッセージを提供する段階をさらに含むことができ
る。前記制御メッセージは、現在前記サービスに加入している他の端末が存在しない場合
、前記新しく進入した端末に接続要求を求めることに関連した状態情報、及び現在前記サ
ービスに加入している少なくとも１つの他の端末が存在する場合、前記新しく進入した端
末に設定された無線ベアラの種類を示す転送状態指示子を含む。
【００８０】
　本発明のさらに他の目的は、ネットワークとの無線通信のための端末を提供するもので
、前記端末は、受信器、送信器、ディスプレイ、メモリ部、及び処理部を含む。
【００８１】
　前記受信器は、前記端末が最初にセルに進入したときに、ネットワークが提供するサー
ビスに関連したサービスＩＤ及びサービス状態情報を含む制御メッセージを受信する。前
記送信器は、ネットワークに接続要求を転送することにより、前記サービスに関連したネ
ットワーク接続過程を開始する。前記ディスプレイは、ユーザに情報を送る。前記メモリ
部は、ネットワーク接続及びユーザサービスに関連した情報を保存する。前記処理部は、
本発明の方法を行って、前記制御メッセージのサービスＩＤ及びサービス状態情報に基づ
いて、接続過程を開始するかどうかを判断する。
【００８２】
　本発明のさらに他の目的は、複数の端末との無線通信のためのネットワークを提供する
もので、前記端末は、受信器、送信器、保存部、及び制御部を含む。
【００８３】
　前記受信器は、サービスに加入したセル内の端末から接続要求を受信する。前記送信器
は、前記セル内の端末に制御メッセージを転送する。前記保存部は、ネットワーク接続、
ユーザサービス、及び前記サービスに関連したフィードバック情報を提供するための端末
の性能に関連した情報を保存する。前記制御部は、本発明による方法を行って、コアネッ
トワークからサービス開始指示を受信し、現在サービスに加入しているセル内の端末の数
を判断し、少なくとも１つの端末に接続要求を求めるか、又は現在サービスに加入してい
る端末の数に基づいて設定された無線ベアラの種類を示すサービスＩＤ及びサービス状態
情報を含む制御メッセージを端末に転送し、前記コアネットワークからサービス中止指示
を受信すると不在状態に入る。
【００８４】
　本発明のさらなる利点、目的、及び特性は、部分的に以下で説明され、以下の説明によ
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りこの分野における通常の知識を有する者にとって明確になり、本発明の適用によって熟
知されるはずである。本発明の目的と利点は、特に添付の特許請求の範囲により達成され
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００８５】
　本発明の理解を助け、本明細書の一部分を構成する添付の図面は、本発明の実施形態を
提示しており、前述した内容と共に本発明の原理を説明する役割を果たしている。各図面
での同じ参照番号による本発明の特性、構成要素、及び目的は、１つ以上の実施形態によ
って同様であるか又は類似した特性、構成要素、又は目的を示す。
【００８６】
　本発明は、端末が最初に動作する新しいセル内で前記端末に該端末が受信しようとする
サービスに関する状態情報を提供するための方法に関し、前記新しいセルで前記端末が最
初に動作して、サービスが可能かどうかと、前記サービスを受信するための過程を判断す
ることができる。本発明は、３ＧＰＰが開発したＵＭＴＳのような移動通信システム、特
に、ＭＢＭＳユーザサービスに関連したＲＲＣ接続について説明しているが、ここに説明
された発明及び装置は、新しいセル内で最初に動作する端末に情報を提供しようとする場
合、類似又は相違する標準に準拠した通信システムにも適用することができる。
【００８７】
　本発明は、端末の移動性をサポートする通信システムを提供して、前記システムにより
特定サービスの状態や条件を端末４００に通知することにより、前記端末４００に特定サ
ービスを提供するために無線資源を効果的に活用する。複数の端末４００にブロードキャ
スト及び／又はマルチキャストサービスをダウンリンクチャネルで転送する無線システム
において、ＵＴＲＡＮ５２０は、特定ブロードキャスト及び／又はマルチキャストサービ
スの状態を端末に通知する。
【００８８】
　ＵＴＲＡＮ５２０が端末４００に提供するサービスの状態又は条件に関する情報には、
ＵＴＲＡＮが該当サービスのデータ転送を準備し、ＵＴＲＡＮがポイントツーポイント無
線ベアラ又はポイントツーマルチポイント無線ベアラを使用して該当サービスデータを転
送し、ＵＴＲＡＮが該当サービスデータを転送せずに端末からの該当サービスデータに対
する要求を待ち、ＵＴＲＡＮの位置領域がサービス領域内に位置しないか、又は該当サー
ビスのセッションが実行中でないという内容が含まれている。前記特定サービスの状態を
転送することにより、ＵＴＲＡＮがセッションで動作していないか、又はサービス領域に
位置していない場合、端末４００が不要にＵＴＲＡＮにサービスデータを要求することに
関連した問題を最小化することができる。
【００８９】
　本発明の第１実施形態において、特定ブロードキャスト及び／又はマルチキャストサー
ビスに対するＵＴＲＡＮ５２０の動作は、５つの状態に分離されて管理される。図６は前
記５つの状態の間での遷移を示す。
【００９０】
　第１の状態は、不在（ＮＵＬＬ）状態１０１であって、ＭＢＭＳのために実行中のセッ
ションが存在しないか、又はセルがサービスのサービス領域に属していない状態を示す。
これは、ＵＴＲＡＮ５２０の基本状態であって、ネットワークからセッション開始メッセ
ージを受信すると、第２の状態１０２に遷移する。端末４００は、前記ＮＵＬＬ状態のＵ
ＴＲＡＮ５２０にサービス転送を要求しない。
【００９１】
　前記第２の状態は、準備（Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ；ＰＲ）１０２状態であって、ＵＴ
ＲＡＮ５２０がコアネットワーク３０からサービスセッション開始通知を受けて無線環境
を準備するか、設定する状態であることを示す。この状態は、ＵＴＲＡＮ５２０がコアネ
ットワーク３０からサービスセッション開始メッセージを受信したときに開始して、ＵＴ
ＲＡＮ５２０がセル内で使用を決定した無線ベアラに関する情報や無線ベアラが設定され
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ていないことを通知する情報を端末に送るまで持続する。
【００９２】
　前記ＰＲ状態１０２で、ＵＴＲＡＮ５２０は、端末４００に提供されるサービスに関す
る通知を転送し、無線ベアラの種類を決定するための集計過程を行う。ＵＴＲＡＮ５２０
は、セル内でサービスを受信しようとする端末４００の数によって、ポイントツーマルチ
ポイント無線ベアラを設定するか、ポイントツーポイント無線ベアラを設定するか、無線
ベアラを設定しないかを決定する。
【００９３】
　前記ＰＲ状態１０２で行われた決定によって、ＵＴＲＡＮ５２０は、３つの状態のうち
の１つに遷移する。ポイントツーポイント（Ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－Ｐｏｉｎｔ；ＰＴＰ）状
態１０３は、ポイントツーポイント無線ベアラが設定された場合に入る状態であり、ポイ
ントツーマルチポイント（Ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ；ＰＴＭ）状態１０
４は、ポイントツーマルチポイント無線ベアラが設定された場合に入る状態である。無転
送（Ｎｏ－Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ；ＮＴ）状態１０５は、無線ベアラが設定されない
場合に入る状態である。
【００９４】
　ポイントツーマルチポイント無線ベアラは、サービスを受信しようとする端末４００の
数が閾値より大きいか等しい場合に設定され、ポイントツーポイント無線ベアラは、サー
ビスを受信しようとする端末の数が前記閾値より小さい場合に設定される。端末４００が
サービスを受信しようとしていないため無線ベアラが設定されない場合、前記端末はその
旨を通知される。
【００９５】
　前記ＰＴＰ状態１０３で、ＵＴＲＡＮ５２０は、コアネットワーク３０から転送された
サービスデータを受信し、ポイントツーポイント無線ベアラを使用して、端末４００に前
記データを転送する。ＵＴＲＡＮ５２０は、サービスを要求する端末４００の数が閾値を
超過すると、無線ベアラをポイントツーマルチポイント無線ベアラに変更し、前記各端末
４００にその情報を通知した後にＰＴＭ状態１０４に遷移することができる。ＵＴＲＡＮ
５２０は、セル内にユーザが存在しないと、前記ポイントツーポイント無線ベアラを解除
又は取消し、前記各端末４００にその情報を通知した後にＮＴ状態１０５に遷移すること
ができる。ＭＢＭＳセッションが完了すると、ＵＴＲＡＮ５２０は、ポイントツーポイン
ト無線ベアラを取消し、ＭＢＭＳ状態はＮＵＬＬ状態１０１に遷移する。
【００９６】
　前記ＰＴＭ状態１０４で、ＵＴＲＡＮ５２０は、コアネットワーク３０から転送された
サービスデータを受信し、ポイントツーマルチポイント無線ベアラを使用して、端末４０
０に前記データを転送する。ＵＴＲＡＮ５２０は、サービスを受信しようとする端末４０
０の数が閾値より小さいと、無線ベアラをポイントツーポイント無線ベアラに変更し、前
記各端末４００にその情報を通知した後にＰＴＰ状態１０３に遷移することができる。Ｕ
ＴＲＡＮ５２０は、セル内にユーザがないと、前記ポイントツーマルチポイント無線ベア
ラを解除又は取消しし、前記各端末４００にその情報を通知した後にＮＴ状態１０５に遷
移することができる。ＭＢＭＳセッションが完了すると、ＵＴＲＡＮ５２０は、ポイント
ツーマルチポイント無線ベアラを取り消し、ＭＢＭＳ状態はＮＵＬＬ状態１０１に遷移す
る。
【００９７】
　前記ＮＴ状態１０５では、該当サービスのセッションが開始しても、セル内にサービス
を受信しようとする端末４００が存在しないため、無線ベアラが設定され、ＵＴＲＡＮ５
２０はサービスデータを転送しない。ＵＴＲＡＮ５２０は、少なくとも１つ以上の端末４
００からのサービスデータ転送要求を待つ。
【００９８】
　ＵＴＲＡＮ５２０が閾値より小さい数の端末４００からサービスデータ転送要求を受信
した場合、ポイントツーポイント無線ベアラが設定され、このような設定情報を前記各端
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末４００に通知した後にＰＴＰ状態１０３に遷移する。ＵＴＲＡＮ５２０が閾値より大き
いか等しい数の端末４００からサービスデータ転送要求を受信した場合、ポイントツーマ
ルチポイント無線ベアラが設定され、これを前記各端末４００に通知した後にＰＴＭ状態
１０４に遷移する。ＭＢＭＳセッションが完了した場合、ＵＴＲＡＮ５２０はＮＵＬＬ状
態１０１に遷移する。
【００９９】
　表１は、本発明の第１実施形態において、ＵＴＲＡＮ５２０の現在状態を端末４００に
通知するために各状態で転送された情報の種類を示す。
【０１００】
　表１で、「ＹＥＳ」及び「ＮＯ」は、ＵＴＲＡＮ５２０が各状態で該当データを転送す
るか否かを示す。端末４００に該当セル内で前記確認された情報を受信させるために、Ｕ
ＴＲＡＮ５２０は、ＭＣＣＨ又はＢＣＣＨのような共通制御チャネルで情報を周期的に転
送する。
【０１０１】
　「サービスＩＤ」は、各ＭＢＭＳを区別できる固有の識別子である。「セッション実行
」は、現在セッションが実行中であるかどうかを示す。「ベアラタイプ」は、システムに
より設定された無線ベアラの種類、例えば、設定された無線ベアラがポイントツーポイン
トであるか、ポイントツーマルチポイントであるか、又は無線ベアラが設定されていない
かを示す。「状態情報」は、ＵＴＲＡＮ５２０の現在状態を示すものであり、「セッショ
ン実行」情報及び「ベアラタイプ」情報から推定することができる。従って、ＵＴＲＡＮ
は、「セッション実行」情報を転送しないこともある。
【０１０２】
【表１】

　本発明の第１実施形態において、移動性を有する端末４００がＵＴＲＡＮ５２０の状態
を判断するために、前記端末は、まず、共通制御チャネルで受信された情報のうち、受信
しようとするサービスと一致する「サービスＩＤ」情報があるかどうかを確認する。端末
４００は、該当「サービスＩＤ」がないと、特定サービスに対するＵＴＲＡＮ５２０の状
態がＮＵＬＬ状態であると認識し、該当「サービスＩＤ」があると、該当サービスの「状
態情報」を活用してシステムの状態を判断する。
【０１０３】
　ＵＴＲＡＮ５２０が「セッション情報」を転送しないこともあるため、端末４００は、
「セッション実行」情報及び「ベアラタイプ」情報を用いて、該当サービスに対するＵＴ
ＲＡＮ５２０の状態を判断することができる。システムの状態を判断した後に、端末は、
前記判断されたシステムの状態によって動作する。
【０１０４】
　ＮＵＬＬ状態１０１であると認識した場合、端末４００は、セルがサービス領域内に位
置しないか、又は該当サービスのセッションが実行中でないと判断する。端末４００は、
ＵＴＲＡＮ５２０にサービスデータ転送を要求しない。
【０１０５】
　ＰＲ状態１０２であると認識した場合、端末４００は、共通制御チャネルで転送された
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メッセージによって動作して、ＵＴＲＡＮ５２０が転送したサービス通知を受信すること
ができる。ＵＴＲＡＮ５２０が集計過程を行っている場合、端末４００は、ＵＴＲＡＮ５
２０にサービスを受信しようとすることを通知する。
【０１０６】
　ＰＴＰ状態１０３であると認識した場合、端末４００は、前記共通制御チャネルで転送
されたポイントツーポイント無線ベアラ情報を取得して、自分の環境を設定し、ＵＴＲＡ
Ｎ５２０が転送したサービスデータを受信する。
【０１０７】
　ＰＴＭ状態１０４であると認識した場合、端末４００は、前記共通制御チャネルで転送
されたポイントツーマルチポイント無線ベアラ情報を取得して、自分の環境を設定し、Ｕ
ＴＲＡＮ５２０が転送したサービスデータを受信する。
【０１０８】
　ＮＴ状態１０５であると認識した場合、端末４００は、ＵＴＲＡＮ５２０に該当ＭＢＭ
Ｓデータを転送することを要求する。前記ＮＴ状態１０５で、ＵＴＲＡＮ５２０は、セル
内にＭＢＭＳを受信しようとする端末４００がないため、該当位置領域内では該当ＭＢＭ
Ｓデータを転送しない。従って、端末４００は、ＵＴＲＡＮ５２０に該当サービスのデー
タを受信しようとすることを通知しなければならない。
【０１０９】
　端末４００は、所望のサービスの識別情報を含む該当サービスのデータ転送を要求する
メッセージをＵＴＲＡＮ５２０に転送する。すると、ＵＴＲＡＮ５２０は、端末４００に
無線ベアラ情報を通知し、端末は、サービスデータを受信するための無線ベアラ情報によ
って自分の環境を設定する。
【０１１０】
　本発明の第２実施形態において、特定ブロードキャスト及び／又はマルチキャストサー
ビスに対するＵＴＲＡＮ５２０の動作は、３つの状態に分けることができる。図７は本発
明の第２実施形態によるＭＢＭＳのタイムラインを示す。
【０１１１】
　ＭＢＭＳのセッションが実行中でないか、又はセルがサービスのサービス領域内に属し
ていない場合、セルは状態１に止まる。状態１で、ＵＴＲＡＮ５２０は、ＭＢＭＳに関連
していない。ＭＢＭＳに参加した端末１０は、セル内でＭＢＭＳ状態情報ブロードキャス
トの受信を定期的に試みる。端末１０は、ＵＴＲＡＮ５２０にサービスの転送を要求しな
い。
【０１１２】
　状態２は、ＵＴＲＡＮ５２０がコアネットワーク３０からＭＢＭＳセッション開始メッ
セージを受信したときに開始して、ＵＴＲＡＮ５２０が前記セッションに対して最初にＭ
ＢＭＳ無線ベアラを設定したとき、又はセル内にＭＢＭＳ無線ベアラを設定しないと決定
したときに終了する。
【０１１３】
　状態２で、ＵＴＲＡＮ５２０は、入るサービスに関する通知を端末１０に転送し、集計
過程を行って設定するＭＢＭＳ無線ベアラの種類を決定する。ＵＴＲＡＮ５２０は、前記
セル内でサービスを受信しようとする端末１０の数によって、ポイントツーマルチポイン
ト無線ベアラを設定するか、ポイントツーポイント無線ベアラを設定するか、又は無線ベ
アラを設定しないかを決定する。ＭＢＭＳに参加した端末１０は、ＭＣＣＨチャネル上で
ＲＲＣメッセージを活用してサービスを要求する。
【０１１４】
　状態３は、初期ＭＢＭＳ無線ベアラを設定した後に開始して、ＵＴＲＡＮ５２０がコア
ネットワーク３０からＭＢＭＳセッション中止メッセージを受信すると終了する。状態３
で、ＵＴＲＡＮ５２０は、設定された無線ベアラがあると、これを使用してコアネットワ
ーク３０から受信されたＭＢＭＳデータを転送する。設定された無線ベアラがない場合、
端末からのサービス転送要求を待つ。この状態のときに再集計及び無線ベアラの再設定を
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行うことができる。
【０１１５】
　状態３でのＵＴＲＡＮ５２０の作用は、３つの状態、即ち、無転送状態、ポイントツー
ポイント転送状態、ポイントツーマルチポイント転送状態に分けてみることができる。各
セルは、前記３つの状態のいずれか１つの状態にある。端末１０の数の変化によって、セ
ルの状態も３つの状態の間で遷移する。ＵＴＲＡＮ５２０は、このような状態を端末１０
にブロードキャストすることができる。
【０１１６】
　セルが無転送状態の場合、サービスを受信しようとする端末１０が存在しないため、無
線ベアラも設定されない。このような状態のセルに移動した、ＭＢＭＳに参加した休止状
態の端末１０は、ＵＴＲＡＮ５２０に要求メッセージを転送してサービス転送を要求する
。
【０１１７】
　セルがポイントツーポイント状態の場合、ポイントツーポイント無線ベアラが設定され
、ＭＢＭＳに参加した端末１０は、受信するＭＢＭＳが存在すると、ポイントツーポイン
ト無線ベアラを使用してＭＢＭＳを受信することができる。
【０１１８】
　セルがポイントツーマルチポイント状態の場合、ポイントツーマルチポイント無線ベア
ラが設定され、端末１０は、受信するＭＢＭＳが存在すると、ポイントツーマルチポイン
ト無線ベアラを使用してＭＢＭＳを受信することができる。
【０１１９】
　表２は、本発明の第２実施形態において、ＵＴＲＡＮ５２０の現在状態を端末４００に
通知するためにＭＢＭＳの各状態で転送された情報の種類を示す。表２で、「ＹＥＳ」は
ＵＴＲＡＮ５２０がデータを転送できる状態を示し、「ＮＯ」はＵＴＲＡＮ５２０がデー
タを転送しない状態を示す。
【０１２０】
　「サービスＩＤ」は、提供された特定サービスのための固有の識別子である。「転送状
態」は、状態３でのセルの状態、例えば、どのタイプ（ＰＴＰ、　ＰＴＭ、又はＮＯＮＥ
）の転送が実行中であるかを示し、「集計」は、ＵＴＲＡＮ５２０が集計過程を行ってい
るか否かを示す。「集計」が「ＯＮ」の場合、端末４００は、要求メッセージを転送して
サービスを受信する。
【０１２１】
【表２】

　本発明の第２実施形態において、移動性を有する端末４００がＵＴＲＡＮ５２０の状態
を判断するために、端末は、まず、受信しようとするサービスのサービスＩＤと共通制御
チャネルで受信された「サービスＩＤ」とが一致するかどうかを判断する。移動性を有す
る端末４００は、例えば、新しいセルに移動したか、又は電源をオンした端末である。
【０１２２】
　「サービスＩＤ」が所望のサービスのサービスＩＤと一致しないと、端末４００は、特
定サービスが状態１であると認識し、セルがサービス領域内にないか、又は該当サービス
のセッションが実行中でないと判断して、ＵＴＲＡＮ５０にサービスデータ転送を要求し
ない。
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【０１２３】
　「サービスＩＤ」が所望のサービスのサービスＩＤと一致すると、端末４００は、該当
サービスの「転送状態」を活用してシステムの状態を決定する。システムの状態を決定す
ることにより、端末４００は、無線ベアラの再設定を開始するか、又はＵＴＲＡＮ５２０
にサービス要求を転送することができる。
【０１２４】
　ＵＴＲＡＮ５２０が状態２の場合、端末４００は、共通制御チャネルで転送されたメッ
セージによって動作する。端末４００は、ＵＴＲＡＮ５２０が転送したサービス通知を受
信することができる。「集計」が「ＯＮ」の場合、集計が行われ、前記端末４００は、Ｕ
ＴＲＡＮ５２０にサービス要求メッセージを転送してサービスの転送を受信しようとする
ことを通知する。
【０１２５】
　ＵＴＲＡＮ５２０が状態３の場合、端末４００は、「転送状態」を活用して設定する無
線ベアラの種類を判断する。端末４００は、「転送状態」がＰＴＰ状態の場合、ポイント
ツーポイント無線ベアラを設定し、「ＰＴＭ」状態の場合、ポイントツーマルチポイント
無線ベアラを設定する。また、端末４００は、「ＮＯＮＥ」状態の場合、ＵＴＲＡＮ５２
０にサービス要求を送る。
【０１２６】
　図８は本発明の一実施形態によるネットワークがＭＢＭＳを提供するための方法２００
を示す。前記方法２００は、セッション開始指示を受信する段階（Ｓ２０２）と、集計過
程を開始して（Ｓ２０４）、サービスに加入した端末４００の数を判断する段階（Ｓ２０
６）と、前記集計の結果によって、接続要求指示子を設定するか（Ｓ２０８）、無線ベア
ラを設定するか（Ｓ２１０）を決定する段階と、前記接続要求指示子、サービスＩＤ、及
び状態情報を含む制御メッセージを転送し（Ｓ２１２）、セッション中止指示を受信する
と（Ｓ２１４）、ＮＵＬＬ状態に入る段階（Ｓ２１６）とを含む。
【０１２７】
　コアネットワーク３０から特定サービスのセッション開始指示を受けると（Ｓ２０２）
、ＵＴＲＡＮ５２０は、ＮＵＬＬ状態１０１からＰＲ状態１０２に遷移する。前記特定サ
ービス、例えば、ＭＢＭＳに現在加入している端末４００の集計を開始し（Ｓ２０４）、
その集計の結果を活用して（Ｓ２０６）、無線ベアラが設定されているか、セル内に位置
している端末が接続要求を行ったかを判断する。
【０１２８】
　セル内に現在サービスに加入している端末４００が存在しないと、ＲＲＣ接続要求指示
子が設定され（Ｓ２０８）、ＵＴＲＡＮ５２０は、ＮＴ状態１０５に遷移する。セル内に
現在サービスに加入している端末４００が少なくとも１つ存在すると、加入した端末の数
によって、ＵＴＲＡＮ５２０と少なくとも１つの端末間のＲＲＣ接続のような無線ベアラ
を設定し（Ｓ２１０）、ＵＴＲＡＮ５２０は、ＰＴＰ状態１０３又はＰＴＭ状態１０４に
遷移する。
【０１２９】
　ＭＢＭＳ通知メッセージのような制御メッセージがセル内の端末４００に転送される（
Ｓ２１２）。前記制御メッセージは、特定サービスに関連した特定サービスのサービスＩ
Ｄ、接続要求指示子、及び状態情報を含む。
【０１３０】
　セッション中止指示が受信されたと判断されると（Ｓ２１４）、ＵＴＲＡＮ５２０は、
ＮＵＬＬ状態１０１に遷移する（Ｓ２１６）。設定された全ての無線ベアラが解除され、
接続要求指示子が再設定され、それ以降はサービスＩＤが前記制御メッセージに含まれな
い。
【０１３１】
　図８に示す方法２００は、１つのセル内に新しく進入した端末４００を検出する段階を
さらに含むことができる。新しく進入した端末４００を検出すると、ＵＴＲＡＮ５２０は
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、端末との無線ベアラを設定するか、又はＲＲＣ接続要求指示子を設定する。現在サービ
スに加入している他の端末４００が存在すると、無線ベアラを設定し、現在サービスに加
入している他の端末４００が存在しないと、接続要求指示子を設定する。
【０１３２】
　図９は本発明の一実施形態による端末がＭＢＭＳを受信する方法３００を示す。前記方
法３００は、端末がセル内に新しく進入する段階（Ｓ３０２）と、接続要求指示子、サー
ビスＩＤ、及び状態情報を含む制御メッセージを受信する段階（Ｓ３０４）と、所望のサ
ービスが利用可能なサービスであるか否かを判断する段階（Ｓ３０６）と、利用可能なサ
ービスの場合、サービス要求を送るために（Ｓ３１２）、又は無線ベアラを設定するため
に（Ｓ３１４）、前記サービスが転送されているか否かを判断する段階（Ｓ３１０）とを
含む。利用可能なサービスでない場合、端末は、ＮＵＬＬ状態１０１に入る（Ｓ３０８）
。
【０１３３】
　端末４００は、例えば、新しいセルに移動するか、又はそのセルで電源をオンすること
により、セルに新しく進入する（Ｓ３０２）。前記端末４００は、ＵＴＲＡＮ５２０から
ＭＢＭＳ通知メッセージのような制御メッセージを受信する（Ｓ３０４）。前記制御メッ
セージは、前記特定サービスに関連した前記セルで提供される特定サービスのサービスＩ
Ｄ、接続要求指示子、及び状態情報を含む。
【０１３４】
　前記端末４００は、段階Ｓ３０６で、前記制御メッセージのサービスＩＤと所望のサー
ビスのＩＤとを比較して、例えば、ＭＢＭＳのような所望のサービスがセル内で利用可能
かどうかを判断する。前記制御メッセージに含まれたサービスＩＤと前記所望のサービス
のＩＤとが一致しないと、前記所望のサービスは現在のセル内で利用することができず、
前記制御メッセージに含まれたサービスＩＤと前記所望のサービスのＩＤとが一致すると
、前記所望のサービスを前記セル内で利用することができる。
【０１３５】
　セル内で所望のサービスを利用できない場合、端末４００は、所望のサービスがＮＵＬ
Ｌ状態１０１であると認識して（Ｓ３０８）、ＵＴＲＡＮ５２０にサービス要求を送らな
い。
【０１３６】
　制御メッセージのサービスＩＤと所望のサービスのＩＤとが一致する場合、端末４００
は、所望のサービスに対してＰＲ状態１０２、ＰＴＰ状態１０３、ＰＴＭ状態１０４、又
はＮＴ状態１０５が存在すると認識し、制御メッセージに含まれた状態情報及び接続要求
指示子を活用して、前記セル内でサービスが転送中であるか否かを判断する（Ｓ３１０）
。
【０１３７】
　前記セル内でサービスが転送中でないと、端末４００は、前記サービスに対してＮＴ状
態が存在すると判断して、ＵＴＲＡＮ５２０に要求メッセージを転送する（Ｓ３１２）。
好ましくは、前記要求メッセージは、例えば、ＲＲＣ接続要求メッセージのように、前記
サービスに関連したものである。
【０１３８】
　サービスが転送中であると、端末は、無線ベアラ、例えば、端末４００とＵＴＲＡＮ５
２０間のＲＲＣ接続を設定してサービスを受信する（Ｓ３１４）。前記無線ベアラは、Ｐ
ＴＰ３０３状態の場合、ポイントツーポイント無線ベアラ、ＰＴＭ状態１０４の場合、ポ
イントツーマルチポイント無線ベアラである。
【０１３９】
　図１０は本発明の一実施形態による端末４００のブロック図である。前記端末４００は
、プロセッサ又はデジタル信号プロセッサ４１０、ＲＦモジュール４３５、電源管理モジ
ュール４０５、アンテナ４４０、バッテリー４５５、ディスプレイ４１５、キーパッド４
２０、メモリ４３０、ＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ
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）カード４２５（オプション）、スピーカ４４５、及びマイク４５０から構成される。
【０１４０】
　ユーザはキーパッド４２０のボタンを押すか、又はマイク４５０を使用した音声駆動に
より、電話番号のような指示情報を入力する。前記プロセッサ４１０は、前記指示情報を
受信処理して、電話番号に電話をかけるような適当な機能を行う。ＳＩＭカード４２５又
はメモリモジュール４３０が運用データを検索して前記機能を行う。また、前記プロセッ
サ４１０は、ユーザの参照や便宜のために、前記指示及び運用情報をディスプレイ４１５
に表示することができる。さらに前記プロセッサ４１０は図９に示す方法を行うために備
えられる。
【０１４１】
　前記プロセッサ４１０は、指示情報を前記ＲＦモジュール４３５に送って、音声通信デ
ータを含む無線信号を転送するか、又は、前記のように、ＲＲＣ接続要求メッセージを転
送することにより通信を開始する。前記ＲＦモジュール４３５は、無線信号を送受信する
ための受信器と送信器とから構成される。アンテナ４４０は、無線信号の送受信を容易に
する。前記のように、ネットワークからＭＢＭＳ通知メッセージのような無線信号を受信
すると、前記ＲＦモジュール４３５は、プロセッサ４１０による処理のために、前記信号
をベースバンド周波数で転送及び変換する。前記処理された信号は、例えば、前記無線信
号が着信呼の場合、前記スピーカ４４５から出力される聴取及び読出（ｒｅａｄａｂｌｅ
）可能な情報にも変換することができる。
【０１４２】
　図１１は本発明の好ましい実施形態によるＵＴＲＡＮ５２０のブロック図である。前記
ＵＴＲＡＮ５２０は、少なくとも１つ以上の無線ネットワークサブシステム（ＲＮＳ）５
２５で構成される。各ＲＮＳ５２５は、１つの無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）５２
３と、前記ＲＮＣにより管理される複数のＮｏｄｅ－Ｂ（基地局）５２１とを含む。前記
ＲＮＣ５２３は、無線資源の割当及び管理を担当し、コアネットワーク３０へのアクセス
ポイントとして動作する。さらに前記ＲＮＣ５２３は図８に示す方法を行うために備えら
れる。
【０１４３】
　前記Ｎｏｄｅ－Ｂ５２１は、アップリンクを介して端末４１０の物理層から転送された
情報を受信し、ダウンリンクを介して端末にデータを転送する。前記Ｎｏｄｅ－Ｂ５２１
は、端末４１０へのＵＴＲＡＮ５２０のアクセスポイント、又は送信器及び受信器として
動作する。
【０１４４】
　従来技術では、特定ＭＢＭＳにおいて、端末１０は、自分が位置しているセルの状態を
把握することができなかった。本発明によると、システムは、前記特定ＭＢＭＳにおける
システムの状態を端末４００に通知して、システムの状態情報によって動作させる。従っ
て、端末４００が不要に動作することを防止することができ、不要なシグナリング及び無
線資源の浪費を最小化することができる。
【０１４５】
　特定サービスを受信する端末４００の場合、本発明は、システムから端末に特定サービ
スに関連した状態情報を受信させる通信システムを提供する。特に、ダウンリンクチャネ
ルでブロードキャスト及び／又はマルチキャストサービスを受信する端末４００の場合、
本発明は、端末が受信しようとする特定ブロードキャスト及び／又はマルチキャストサー
ビスに関連した状態情報を位置領域内のＵＴＲＡＮ５２０から受信するシステムを提供す
る。前記端末４００は、自分が移動した新しい位置領域から特定ブロードキャスト及び／
又はマルチキャストサービスを受信しようとする場合、ＵＴＲＡＮ５２０の状態を判断し
てそれによって動作する。
【０１４６】
　本発明の実施形態は、プロセッサ、他のデータあるいはデジタル処理装置の単独形態、
又は外付けのサポートロジック（ｅｘｔｅｒｎａｌ　ｓｕｐｐｏｒｔ　ｌｏｇｉｃ）と結
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合された形態によって容易に適用できるということは、当該技術分野における通常の知識
を有する者であれば容易に理解することができる。
【０１４７】
　本発明は、移動通信と関連して説明されたが、無線通信特性を備えたＰＤＡ及びラップ
トップコンピュータのような移動装置を使用する他の無線通信システムにも適用すること
ができる。また、本発明を説明するために使用された特定用語は本発明の権利範囲をＵＭ
ＴＳなどの特定無線通信システムに限定するものではない。本発明は、さらに、ＴＤＭＡ
、ＣＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＷＣＤＭＡなどの他の無線インターフェース及び／又は他の物理
層を使用する他の無線通信システムにも適用することができる。
【０１４８】
　本実施形態は、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、又はこれらの組み合わ
せを生産するための標準プログラム及び／又はエンジニアリング技術を用いて製造方法、
装置、及び製造物として実行することができる。ここで、「製造物」という用語は、ハー
ドウェアロジック（例えば、集積回路チップ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　
Ｃｈｉｐ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ
）、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃ
ｉｒｃｕｉｔ）など）、コンピュータ可読媒体（例えば、ハードディスクドライブ、フロ
ッピー（登録商標）ディスク、テープなどの磁気記録媒体）、光記録装置（ＣＤ－ＲＯＭ
、光ディスクなど）、及び揮発性／不揮発性メモリ装置（例えば、ＥＥＰＲＯＭ、ＲＯＭ
、ＰＲＯＭ、ＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ファームウェア、プログラムロジックなど）
において実行されるコードやロジックを示す。コンピュータ可読媒体内のコードはプロセ
ッサにより接続及び実行される。本実施形態を実行するコードは伝送媒体を通じて、又は
ネットワーク上のファイルサーバから接続することもできる。その場合、前記コードが実
行される製造物は、ネットワークライン、無線伝送媒体、空間を伝達される信号、無線波
、赤外線信号などの伝送媒体を含む。もちろん、当該技術分野における通常の知識を有す
る者であれば、本発明の要旨を逸脱しない範囲においてこのような形態の多様な変形が可
能であり、前記製造物が公知の情報伝達媒体（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｅａｒｉｎｇ
　ｍｅｄｉｕｍ）も含むことができるという点を理解すると思われる。
【０１４９】
　図面に示されたロジック実装（ｌｏｇｉｃ　ｉｍｐｌｅｍｅｎｔａｔｉｏｎ）は、特定
順序に従った特定動作によって説明された。また、他の実施形態では、前記ロジック実装
を他の順序にするか、その一部を変更又は削除して実行することができ、本発明の好まし
い実施形態を実現することができる。また、前述したロジックに過程がさらに追加されて
本発明によって実行することもできる。
【０１５０】
　前述した実施形態と利点は本発明を制限するものでなく、単なる例示にすぎない。本発
明は、他の形態の装置やシステムにも容易に適用することができる。本発明の説明は特許
請求の範囲を制限するものでなく、単なる説明の便宜のためのものである。当該技術分野
における通常の知識を有する者であれば多様な代案、変更、変形が可能であることを理解
すると思われる。請求項において、ミーンズプラスファンクションクレーム（ｍｅａｎｓ
－ｐｌｕｓ－ｆｕｎｃｔｉｏｎ　ｃｌａｕｓｅｓ）は列挙された機能を実行するものであ
り、ここに記載された構造、構造的同等物だけでなく均等な構造まで含む。
【図面の簡単な説明】
【０１５１】
【図１】一般的な３ＧＰＰ　ＵＭＴＳのネットワーク構造を示す図である。
【図２】一般的なＵＭＴＳネットワークの基本的な構造を示す図である。
【図３】特定ＭＢＭＳを提供する従来のＵＭＴＳネットワークのためのタイムラインを示
す図である。
【図４】ＵＴＲＡＮが端末のＲＲＣ接続要求を受諾した場合の従来技術による過程を示す
図である。



(23) JP 4284357 B2 2009.6.24

10

【図５】ＵＴＲＡＮが端末のＲＲＣ接続要求を拒否した場合の従来技術による過程を示す
図である。
【図６】本発明の第１実施形態によるサービス準備状態の遷移を示す図である。
【図７】本発明の第２実施形態によるＭＢＭＳを提供するためのタイムラインを示す図で
ある。
【図８】本発明の一実施形態によるネットワークがＭＢＭＳを提供するための方法を示す
図である。
【図９】本発明の一実施形態による端末がＭＢＭＳを受信するための方法を示す図である
。
【図１０】本発明の一実施形態によるＭＢＭＳを受信するための端末を示す図である。
【図１１】本発明の一実施形態によるＭＢＭＳを提供するためのネットワークを示す図で
ある。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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