
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つのセル内の複数の使用者端末機に各使用者端末機が受信しようとする放送サービス
を基地局制御器を通じて前記複数の使用者端末機に提供する移動無線システムでの前記各
使用者端末機が前記放送サービスを受信するための方法において、
　前記無線網制御器から前記放送サービス制御情報を受信できない使用者端末機が前記セ
ル内で提供されている放送サービスの種類を示す放送状態メッセージから受信しようとす
る放送サービスを確認するステップと、
　前記放送サービスが前記放送状態メッセージに含まれている場合、前記無線網制御器か
ら前記放送サービス制御情報を要請するステップと、
　前記無線網制御器から前記放送サービス制御情報を受信するステップと、
　前記放送サービス制御情報によって前記放送サービスを受信するステップと、を含むこ
とを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記放送状態メッセージは、予めスケジューリングされた周期によって反復伝送される
請求項１記載の方法。
【請求項３】
　セル内の複数の使用者端末機は、セル放送サービスを通じてセル別に前記スケジューリ
ングされた周期を知らせる請求項２記載の方法。
【請求項４】
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　前記放送状態メッセージは、セル放送サービスを利用してセル別に伝送される請求項１
記載の方法。
【請求項５】
　前記放送サービス制御情報の要請は、メッセージタイプ、使用者端末機の識別子、及び
放送サービス識別子を含む無線ベアラー情報再要請伝送メッセージによって行われる請求
項１記載の方法。
【請求項６】
　前記放送サービス制御情報は、前記再伝送を要請した使用者端末機のみが受信する請求
項１記載の方法。
【請求項７】
　前記放送サービス制御情報は、前記再伝送を要請した使用者端末機を区別するための無
線網臨時識別子を含む請求項６記載の方法。
【請求項８】
　サービスが終了される放送サービスは、前記放送状態メッセージから除外される請求項
１記載の方法。
【請求項９】
　１つのセル内の複数の使用者端末機に各使用者端末機が受信しようとする放送サービス
を無線網制御器を通じて前記複数の使用者端末機に提供する移動無線システムで  前記無
線網制御器が前記各使用者端末機に対して前記放送サービスを受信するための方法におい
て、
　前記セル内で提供されている放送サービスの種類を示す放送状態メッセージを前記使用
者端末機へ伝送するステップと、
　前記放送状態メッセージによって自分の所望する放送サービスが提供されていることを
確認した使用者端末機から前記放送サービス制御情報の再伝送要請を受信するステップと
、
　前記再伝送を要請した使用者端末機へ前記放送サービス制御情報を伝送するステップと
、
　前記再伝送を要請した使用者端末機から前記放送サービス制御情報の受信を確認するス
テップと、を含むことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記放送状態メッセージは、予めスケジューリングされた周期によって反復伝送される
請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記複数の使用者端末機は、セル放送サービスを通じてセル別に前記スケジューリング
された周期を知らせる請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
　前記放送状態メッセージは、セル放送サービスを利用してセル別に伝送される請求項９
記載の方法。
【請求項１３】
　前記放送サービス制御情報の要請は、メッセージタイプ、使用者端末機の識別子、及び
放送サービス識別子を含む無線ベアラー情報再伝送要請メッセージによって行われる請求
項９記載の方法。
【請求項１４】
　前記放送サービス制御情報は、前記再伝送を要請した使用者端末機のみが受信できるよ
うにする請求項９記載の方法。
【請求項１５】
　前記放送サービス制御情報は、前記再伝送を要請した使用者端末機を区別するための無
線網臨時識別子を含む請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　サービスが終了される放送サービスは、前記放送状態メッセージから除外される請求項
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９記載の方法。
【請求項１７】
　少なくとも１つの使用者端末機からパケットデータサービスが要請されるとき、前記少
なくとも１つの使用者端末機に前記パケットデータサービスを提供する移動通信システム
で、無線網制御器が前記少なくとも１つの使用者端末機に対してパケットデータサービス
が提供されるようにする方法において、
　前記少なくとも１つの使用者端末機へのページングが存在することを示すページング指
示者と、前記ページング指示者に対応して前記少なくとも１つの使用者端末機を呼び出す
ページング情報及び前記パケットデータサービスのための無線ベアラー情報を伝送するス
テップと、
　前記パケットデータサービスが終了するときまで予め設定された周期で前記無線ベアラ
ー情報を再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１８】
　前記ページング指示者は、グループページングに使用する臨時マルチキャストグループ
識別子とモニタリング周期と関連した不連続受信パラメータを利用して計算されたページ
ング表示チャンネルの位置で伝送される請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　前記ページング情報は、前記ページング指示者が指示するページングチャンネルを通じ
て伝送される請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　前記無線ベアラー情報は、複数の使用者端末機へのグループ伝送が可能な順方向アクセ
スチャンネルを通じて伝送される請求項１９記載の方法。
【請求項２１】
　前記予め設定された周期は、前記ページング指示者、ページング情報、及び無線ベアラ
ー情報を一回伝送するのに必要な時間より長く、前記パケットデータサービスの持続時間
よりは短い請求項１７記載の方法。
【請求項２２】
　１つのセル内の複数の使用者端末機に各使用者端末機が受信しようとするパケットデー
タサービスを無線網制御器を通じて前記複数の使用者端末機に提供する移動無線システム
で前記各使用者端末機が前記パケットデータサービスを受信するための方法において、
　前記無線網制御器から前記パケットデータサービスによるページングが存在することを
示すページング指示者を受信し、前記ページング指示者によってページング情報を受信し
た後、前記パケットデータサービスのための無線ベアラー情報を受信するステップと、
　前記無線ベアラー情報に対応して応答制御メッセージを前記無線網制御器へ伝送せず、
前記パケットデータサービスに対応して前記無線網制御器を通じて伝送されるパケットデ
ータを受信するステップと、を含むことを特徴とする方法。
【請求項２３】
　前記使用者端末機が前記ページング指示者、前記ページング情報、及び前記無線ベアラ
ー情報のうちのいずれか１つでも受信できない場合、前記パケットデータサービスが終了
するときまで前記ページング指示者、前記ページング情報、及び前記無線ベアラー情報が
予め設定された周期によって反復伝送される請求項２２記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムでの制御メッセージの送受信方法に関し、特に、マルチメ
ディア放送／マルチキャストサービス (Multimedia Broadcast/Multicast Service；以下
、“ＭＢＭＳ”と略称する。 )を提供する移動通信システムで無線網制御器と使用者端末
機との間の制御メッセージの送受信を行う方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　近年、通信産業の発達によって符号分割多重接続 (Code Division Multiple Access；以
下、“ＣＤＭＡ”と略称する。 )移動通信システムから提供するサービスは、音声サービ
スのみならずパケットデータ (packet data)、サーキットデータ (circuit data)などのよ
うな大容量のデータを伝送するマルチキャストマルチメディア通信に発展している。従っ
て、前記マルチキャストマルチメディア通信を支援するために１つのデータソースで多数
の使用者端末機 (User Equipment；以下、“ＵＥ”と略称する。 )にサービスを提供する放
送 /マルチキャストサービス (Broadcast/Multicast Service)の開発が活発になされている
。前記放送 /マルチキャストサービスは、メッセージ中心のサービスであるセル放送サー
ビス (Cell Broadcast Service；以下、“ＣＢＳ”と略称する。 )と実時間映像及び音声、
静止映像、文字などのマルチメディア形態を支援するＭＢＭＳとに区分されることができ
る。
【０００３】
　そうすると、移動通信システムで前記ＭＢＭＳサービスを提供するためのネットワーク
(network)構造を図１を参照して説明する。
【０００４】
　図１は、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。
【０００５】
　図１を参照すると、まず、マルチキャスト／放送サービスセンター (Multicast/Broadca
st- Service Center；以下、“ＭＢ－ＳＣ”と略称する。 )１１０は、ＭＢＭＳストリー
ム (stream)を提供するソース (source)であり、前記ＭＢ－ＳＣ１１０は、ＭＢＭＳサービ
スに対するストリームをスケジューリング (scheduling)して伝送ネットワーク (transit N
/W)１２０へ伝送する。前記伝送ネットワーク１２０は、前記ＭＢ－ＳＣ１１０とサービ
スパケット無線サービス支援ノード (Serving GPRS Support Node；以下、“ＳＧＳＮ”と
略称する。 )１３０との間に存在するネットワークを意味し、前記ＭＢ－ＳＣ１１０から
のＭＢＭＳサービスに対するストリームを前記ＳＧＳＮ１３０へ伝送する。ここで、前記
ＳＧＳＮ１３０は、ゲートウェイパケット無線サービス支援ノード (Gateway GPRS Suppor
t Node；以下、ＧＧＳＮと略称する。 )及び外部ネットワークなどで構成でき、任意の時
点で前記ＭＢＭＳサービスを受信しようとする多数のＵＥ、例えば、第１基地局 (Ｎｏｄ
ｅ  Ｂ  １ )、  すなわち、セル１  １６０に属するＵＥ１  １６１、  ＵＥ２  １６２、  ＵＥ
３  １６３、及び第２基地局 (Ｎｏｄｅ  Ｂ  ２ )、すなわち、セル２  １７０に属するＵＥ４
 １７１、  ＵＥ５  １７２が存在していると仮定する。前記伝送ネットワーク１２０でＭ
ＢＭＳサービスに対するストリームが伝達されたＳＧＳＮ１３０は、ＭＢＭＳサービスを
受信しようとする複数の加入者、すなわち、ＵＥのＭＢＭＳ関連サービスを制御する役割
り、例えば、それぞれの加入者のＭＢＭＳサービス課金関連データを管理し、ＭＢＭＳサ
ービスデータの特定な無線網制御器 (Radio Network Controller；以下、“ＲＮＣ”と略
称する。 )１４０に選択的に伝送するもののようなＭＢＭＳ関連サービスを制御する。以
下、便宜上、前記“Ｎｏｄｅ  Ｂ”を“セル”と描写する。前記Ｎｏｄｅ  Ｂは、１つのセ
ルまたは多数のセルを管理することができる。
【０００６】
　また、前記ＳＧＳＮ１３０は前記ＲＮＣ１４０へ、前記ＲＮＣ１４０は該当セルへ選択
的なＭＢＭＳデータの伝送を遂行しなければならなく、このために、前記ＳＧＳＮ１３０
は、前記ＭＢＭＳサービスを受信しているＲＮＣのリストを知るべきであり、前記ＲＮＣ
１４０は、前記ＭＢＭＳサービスを受信しているセルのリストを知らなければならない。
従って、前記ＲＮＣ１４０は、前記セルへＭＢＭＳサービスを提供することができる。前
記ＲＮＣ１４０は、多数のセルを制御し、自分が管理しているセルのうち、ＭＢＭＳサー
ビスを要求するＵＥが存在するセルへＭＢＭＳサービスデータを伝送し、また、前記ＭＢ
ＭＳサービスを提供するために設定される無線チャンネル (radio channel)を制御し、ま
た、前記ＳＧＳＮ１３０からのＭＢＭＳサービスに対するストリームをもって前記ＭＢＭ
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Ｓサービスに関する情報を管理する。そして、図１に示しているように、１つのＮｏｄｅ
 Ｂ、例えば、セル２  １７０及び前記セル２  １７０に属するＵＥ１７１とＵＥ１７２と
の間には、ＭＢＭＳサービスを提供するために１つの無線チャンネルのみが構成される。
そして、図１に示されていなかったが、ホーム位置登録器 (Home Location Register；Ｈ
ＬＲ )は、前記ＳＧＳＮ１３０に連結されてＭＢＭＳサービスのための加入者の認証を遂
行する。
【０００７】
　ここで、任意のＭＢＭＳサービスを提供する過程を考慮すると、次のようである。
　任意のＭＢＭＳサービスを提供するためには、まず、前記ＭＢＭＳサービスに対する基
本情報がＵＥへ伝達されなければならなく、前記ＭＢＭＳサービスに対する基本情報を受
信したＵＥが前記任意のＭＢＭＳサービスを受信したい場合、そのＵＥのリストがネット
ワークへ伝達されなければならない。このように、ネットワークで前記任意のＭＢＭＳサ
ービスの受信を所望するＵＥのリストを受信すると、前記ネットワークは、前記ＵＥのペ
ージング (paging)を行って前記ＭＢＭＳサービスを提供するための無線ベアラー (Radio B
earer)を設定すべきである。このように、前記ＵＥと無線ベアラーが設定された後、前記
設定された無線ベアラーを通じて前記任意のＭＢＭＳサービスを提供する。一方、前記Ｍ
ＢＭＳサービスが終了されると、その終了事実がすべてのＵＥに通報されなければならな
く、これに従って、すべてのＵＥは、前記ＭＢＭＳサービスのために割り当てたすべての
資源 (resource)を解除 (release)しなければ正常的なＭＢＭＳサービスが不能である。
【０００８】
　図２は、移動通信システムでＵＥとネットワークとのＭＢＭＳサービスを提供するため
の信号フローを示す図である。
　図２を参照すると、ＵＥは、ステップ２０１で、任意のＭＢＭＳサービスを提供される
ために、コアネットワーク (Core Network；ＣＮ )へ使用者の登録 (SUBSCRIPTION)過程を遂
行する。ここで、前記コアネットワークは、図１に示したように、ＭＢ－ＳＣ、伝送ネッ
トワーク、及びＳＧＳＮを含む。前記使用者の登録過程は、サービス提供者 (service pro
vider)と使用者との間のＭＢＭＳサービスにおいて、課金またはＭＢＭＳサービスの受信
に関連した基本的な情報を交換する過程である。このように使用者の登録が完了すると、
ステップ２０２で、前記コアネットワークは、現在提供可能なＭＢＭＳサービスに対する
基本的な情報、例えば、メニュー情報 (MENU INFORMATION)を前記ＭＢＭＳサービスの加入
者であるＵＥに案内するためにサービス案内 (ANNOUNCEMENT)過程を遂行する。ここで、前
記メニュー情報は、特定なＭＢＭＳサービスが開始される時間及び持続時間などを示す情
報である。前記コアネットワークは、前記メニュー情報を一般的な案内サービス (ＣＢＳ
など )を通じて放送するか、またはＭＢＭＳサービスの要請があるＵＥにのみ伝送するこ
とができる。そして、前記コアネットワークは、前記メニュー情報を通じて各ＭＢＭＳの
サービスを区分するためのＭＢＭＳサービス識別子 (MBMS SERVICE ID)を通報する。
【０００９】
　前記サービス案内過程を通じてメニュー情報を受信すると、ＵＥのそれぞれは、ステッ
プ２０３で、前記メニュー情報のうちサービスを受けようとする特定なＭＢＭＳサービス
を選択し、前記コアネットワークへ前記選択したＭＢＭＳサービスに対するサービス要請
(JOINING)過程を遂行する。ここで、前記ＵＥが前記コアネットワークへ伝送する前記サ
ービス要請メッセージは、前記選択したＭＢＭＳサービスを示すＭＢＭＳサービス識別子
と該当ＵＥを示すＵＥ識別子 (ＵＥ  ＩＤ )とを含む。前記ＵＥのサービス要請に応じて、
前記コアネットワークは、ステップ２０４で、ＵＥがサービスを受けようとするＭＢＭＳ
サービスを識別するようになり、前記ＵＥとのマルチキャストモードベアラーセットアッ
プ (multicast mode bearer setup)過程を遂行する。前記マルチキャストモードベアラー
セットアップ過程で、前記コアネットワーク、すなわち、ＳＧＳＮ及び伝送ネットワーク
上に前記ＭＢＭＳサービスを提供するためのトランスポートベアラー (transport bearer)
が予め設定されることができる。例えば、前記ＳＧＳＮとＧＧＳＮとの間に前記ＭＢＭＳ
サービスのためのＧＴＰ－Ｕ／ＵＤＰ／Ｌ２ /Ｌ１ベアラー (３ＧＰＰ  ＴＳ２３．０６０

10

20

30

40

50

(5) JP 3803661 B2 2006.8.2



参照 )が予め設定されることもできる。その後、前記コアネットワークは、ステップ２０
５で、前記ＵＥによって要請されたＭＢＭＳサービスがすぐ開始されることをページング
(paging)タイプ通知 (NOTIFICATION)を通じて通報する。ステップ２０５でなされるページ
ング過程は、既存のページング方式が使用されるか、または同一な出願人によって先出願
された特許出願２００２－３４７０４号に開示されているＭＢＭＳサービスに最適化され
たページング方式が使用されることができる。前記サービス通知過程を通じて要請したＭ
ＢＭＳサービスがすぐ開始されることを感知したＵＥは、ステップ２０６で、前記コアネ
ットワーク及び無線資源割当て (Radio resource allocation)過程を通じて前記ＭＢＭＳ
サービスを提供するために無線資源を実際割り当て、前記割り当てた無線資源関連情報を
実際ハードウェア的な構成で実現する。ここで、前記無線資源割当て過程は、２つのステ
ップによって行われるが、前記ＲＮＣが任意のセルに位置したＵＥに該当セルで前記ＭＢ
ＭＳサービスが伝送される無線ベアラー (radio bearer)情報を通報するステップ (以下、
“無線ベアラーセットアップ (radio bearer setup)”ステップ )と前記ＲＮＣがＭＢＭＳ
サービスを受信するＵＥが位置しているセルにＩｕｂインタフェース上に構成されるトラ
ンスポートベアラー情報及び無線ベアラー情報を通報するステップ (以下、“無線リンク
セットアップ (radio link setup)”ステップ )に区分される。前記無線ベアラーセットア
ップステップは、図４を参照して後述されるのであろう。前記無線資源割当て過程が完了
すると、特定なＭＢＭＳサービスを要請したすべてのＵＥは、前記特定なＭＢＭＳサービ
スが提供される無線リンクと前記サービスが処理される上位階層情報を認知するようにな
り、前記ＵＥが属したセルは、前記無線リンクとＩｕｂインタフェースの設定を完了する
。このように前記ＲＮＣとＵＥとの間にＭＢＭＳサービスの提供のための用意が完了した
状態で、前記コアネットワークは、ステップ２０７で、前記ＲＮＣを通じて前記ＵＥへＭ
ＢＭＳサービスデータを伝送するＭＢＭＳデータ伝送過程を遂行する。この後、前記ＭＢ
ＭＳサービスデータの伝送が完了すると、ステップ２０８で、前記ＵＥとコアネットワー
クとの間には、前記設定されている無線資源、すなわち、トランスポートベアラー及び無
線ベアラーを解除する無線資源解除過程を遂行する。
【００１０】
　以下、図３を参照して図２のステップ２０３乃至ステップ２０６での信号フローをより
具体的に説明すると次のようである。図２において、ＣＮは、ＳＧＳＮ１３０、伝送ネッ
トワーク１２０、及びＭＢ－ＳＣ１１０を含む用語として使用されているが、下記では、
無線接続網 (Radio Access Network；以下、“ＲＡＮ”と略称する。 )の動作について詳細
に説明される。従って、下記説明では、ＣＮの構成のうちＳＧＳＮのみを考慮する。
【００１１】
　図３は、図２で説明しているステップ２０３乃至ステップ２０６の信号フローをより具
体的に示す図である。
　図３を参照すると、ＵＥは、ステップ２０２で、任意のＭＢＭＳサービスに対する基本
情報を受信した後、ステップ３０１で、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態でＳＧＳＮ１３０へＭＢ
ＭＳパケットデータプロトコル (Packet Data Protocol；以下、“ＰＤＰ”と略称する。 )
コンテキスト (context)活性化要求 (ACTIVATE MBMS PDP CONTEXT REQUEST)メッセージ (mes
sage)を伝送する。ここで、前記ＰＤＰコンテキストは、第１ＰＤＰコンテキスト (primar
y PDP context)及び第２ＰＤＰコンテキスト (second PDP context)に分類される。前記第
２ＰＤＰコンテキストは、前記第１ＰＤＰコンテキストと同一な情報を有するＰＤＰコン
テキスト、すなわち、第１ＰＤＰコンテキストが存在する場合にのみ存在するコンテキス
トとして前記第１ＰＤＰコンテキストの情報をそのまま再び使用する。このように、前記
第１ＰＤＰコンテキスト及び第２ＰＤＰコンテキストで使用する情報は同一である。ただ
、実際パケットデータが伝送されるパケット無線サービス (General Packet Radio Servic
e；以下、“ＧＰＲＳ”と略称する。 )トンネルプロトコル (GPRS Tunneling Protocol；以
下、“ＧＴＰ”と略称する。 )トンネル (tunnel)が相異である。ここで、前記ＧＰＲＳは
、ＵＭＴＳネットワークで遂行するパケットデータサービスである。また、前記ＭＢＭＳ
 ＰＤＰコンテキスト活性化要求メッセージに含まれるパラメータ (parameter)では、ネッ
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トワーク階層サービス接続ポイント識別子 (Network layer Service Access Point Identi
fier；以下、“ＮＳＡＰＩ”と略称する。 )、ＴＩ、ＰＤＰタイプ、ＰＤＰアドレス (addr
ess)、接続ポイントネットワーク (Access Point Network)、及びサービス品質 (Quality o
f Service；ＱｏＳ )などがある。前記移動通信システムでＧＴＰトンネルを生成する場合
は、前記ＵＥ１６１がコアネットワーク、すなわち、ＳＧＳＮ１３０に要請する場合、す
なわち、ＵＥ初期活性化 (ＵＥ -Initiated Activate)と外部ネットワークから前記コアネ
ットワークに
要請する場合、すなわち、ネットワーク要請活性化 (Network Requested Activate)の２つ
の場合に区分される。
【００１２】
　前記ＳＧＳＮ１３０は、前記ＵＥ１６１からＭＢＭＳ  ＰＤＰコンテキスト活性化要求
メッセージを受信すると、前記ＵＥ１６１が該当ＭＢＭＳサービスを要請した一番目のＵ
Ｅである場合、前記該当ＭＢＭＳサービスのためのＭＢＭＳ  ＰＤＰコンテキストを生成
し、前記生成したＭＢＭＳ  ＰＤＰコンテキストに前記ＵＥ１６１の情報を貯蔵した後、
前記ＳＧＳＮ１３０に連結されているＧＧＳＮ (図示せず )と一連の動作を遂行する。ここ
で、前記ＳＧＳＮ１３０が前記ＧＧＳＮと遂行する動作は、ＧＴＰトンネルセットアップ
のための動作として、前記ＳＧＳＮ１３０が前記ＵＥ１６１から受信したＭＢＭＳ  ＰＤ
Ｐコンテキスト活性化要求メッセージに含まれているパラメータを前記ＧＧＳＮに通報す
ると、前記ＧＧＳＮは、前記パラメータをもってＧＴＰトンネルをセットアップする。ま
た、前記ＭＢＭＳ  ＰＤＰコンテキストは、任意のＭＢＭＳサービスに関連した情報が貯
蔵されている変数の集合であり、前記ＭＢＭＳ  ＰＤＰコンテキスト活性化要求メッセー
ジを伝送したＵＥのリストと、前記ＵＥの位置情報と、前記該当ＭＢＭＳサービスデータ
を伝送するトランスポートベアラー関連情報が貯蔵される。その後、前記ＳＧＳＮ１３０
は、ステップ３０２で、前記ＵＥ１６１へＭＢＭＳ  ＰＤＰコンテキスト活性化受諾 (ACTI
VATE MBMS PDP CONTEXT REQUEST ACCEPT)メッセージを伝送する。ここで、前記ＭＢＭＳ  
ＰＤＰコンテキスト活性化受諾メッセージには、前記ＭＢＭＳサービスのためにグループ
ページング (group paging)に使用する臨時マルチキャストグループ識別子 (Temporary Mul
ticast Group Identity；以下、“ＴＭＧＩ”と略称する。 )と不連続受信 (Discontinuous
 Reception；以下、“ＤＲＸ”と略称する。 )パラメータが含まれる。ここで、前記ＤＲ
Ｘパラメータは、前記ＵＥ１６１がページング表示チャンネル (Paging Indicator Channe
l；以下、“ＰＩＣＨ”と略称する。 )をモニタリングする周期と関連するパラメータであ
る。前記ＤＲＸパラメータは、ＤＲＸ周期 (Cycle Length；ＣＬ )係数 (coefficient)とＮ
ｐなどが含まれる。前記Ｎｐは、 [１８，３６，７２，１４４ ]のうち１つの値でシステム
情報 (System Information；ＳＩ )に与えられ、１つのシステムフレームに幾つのページン
グ表示 (Paging Instance；ＰＩ )が存在するかを示す値である。前記ＴＭＧＩと前記ＤＲ
Ｘパラメータの用法については、同一な出願人によって先出願された特許出願２００２－
３４７０４号に詳細に記述されている。このように、前記ＳＧＳＮ１３０からＭＢＭＳ  
ＰＤＰコンテキスト活性化受諾メッセージを受信したＵＥ１６１は、アイドル状態へ遷移
した後待機する。一方、前記ＳＧＳＮ１３０は、前記該当ＭＢＭＳサービスの開始時点に
迫って、あるいはＭＢ－ＳＣ１１０から一番目のＭＢＭＳサービスデータを受信するとき
前記サービスを受けようとするＵＥ、すなわち、ステップ３０３で、前記ＭＢＭＳ  ＰＤ
Ｐコンテキスト活性化要求メッセージを伝送したＵＥ１６１の属したＲＮＣ１４０へサー
ビス通知メッセージを伝送する。前記ＳＧＳＮ１３０は、前記該当ＭＢＭＳサービスを要
請したＵＥのリストと、前記ＵＥの属したＲＮＣを貯蔵していて該当ＭＢＭＳサービスが
開始されると、該当ＵＥの属したＲＮＣへサービス通知メッセージを伝送するようになる
。一方、前記ＳＧＳＮ１３０は、前記ＭＢＭＳサービスの開始を知らせるサービス通知メ
ッセージに前記ＴＭＧＩ及びＤＲＸパラメータを含ませてＲＮＣ１４０へ伝送する。
【００１３】
　前記ＲＮＣ１４０は、前記ＳＧＳＮ１３０から前記サービス通知メッセージを受信する
とステップ３０４を遂行する。ステップ３０４で行われた動作を説明すると、前記ＲＮＣ
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１４０は、前記サービス通知メッセージに含まれているＴＭＧＩ及びＤＲＸパラメータを
利用してページング時点 (Paging Occasion；以下、“ＰＯ”と略称する。 )とＰＩを算出
する。これと同様に、前記ＵＥ１６１も前記ＭＢＭＳ  ＰＤＰコンテキスト活性化受諾メ
ッセージに含まれているＴＭＧＩ及びＤＲＸパラメータを利用してＰＯ及びＰＩを算出す
る。前記ＲＮＣ１４０は、前記ＰＩ及びＰＯが指示する時点のＰＩＣＨをオン (on)または
オフ (off)させて前記ＵＥ１６１がページングチャンネル (Paging Channel；以下、“ＰＣ
Ｈ”と略称する。 )を受信するか否かを指示する。ここで、前記ＰＩＣＨが該当ＰＯのＰ
Ｉでオンとなっている場合、前記ＵＥ１６１は、前記ＰＣＨ信号を受信して自分に対する
ページングを感知する。これとは反対に、前記ＰＩＣＨがオフとなっている場合前記ＵＥ
１６１はＰＣＨを受信しない。一方、前記ＲＮＣ１４０は、前記ＵＥ１６１に対するペー
ジングがある場合、前記ＰＩＣＨと予め設定されている設定時間の後に前記ＰＩＣＨと関
連するＰＣＨ、すなわち、連関 (associated)ＰＣＨに前記サービス通知メッセージまたは
ページングメッセージを伝送する。従って、前記ＵＥ１６１は、該当ＭＢＭＳサービスが
すぐ開始されることを認知するようになるか、またはページングメッセージが受信される
ことを認知するようになる。前記サービス通知メッセージは一種のページングメッセージ
であり、 [メッセージタイプ、ページングコーズ、ＴＭＧＩ ]のような情報などを含む。前
記情報のうち、前記ページングコーズは前記ページングが発生する理由を示す。現在Ｗ－
ＣＤＭＡ移動通信システムで前記ＭＢＭＳサービスに適用できるページングコーズでは“
Terminating streaming call”があることもあり、既存のページングコーズではない別途
の新たなページングコーズをＭＢＭＳサービスのために定義することもできる。そして、
以下、前記サービス通知メッセージまたはページングメッセージを便宜上“ＭＢＭＳペー
ジングメッセージ”であると定義する。
【００１４】
　一方、前記ＵＥ１６１は、前記計算したＰＯのＰＩで周期的にＰＩＣＨを監視し、前記
ＰＩＣＨがオンとなっている場合連関ＰＣＨのＭＢＭＳページングメッセージを受信し、
前記ＰＩＣＨがオフとなっている場合連関ＰＣＨを受信しない。ここで、前記ＰＣＨがオ
ンとなっていることは、前記ＰＯのＰＩで前記ＰＩＣＨに“１”という情報がコーディン
グされている場合を、前記ＰＣＨがオフとなっていることは、前記ＰＯのＰＩで前記ＰＩ
ＣＨに“０”という情報がコーディングされている場合を意味する。一方、前記ＭＢＭＳ
ページングメッセージを受信したＵＥ１６１は、前記ＭＢＭＳページングメッセージに含
まれているＴＭＧＩを利用してどんなＭＢＭＳサービスが開始されることであるかを判断
する。もしも、前記ＴＭＧＩが前記ＵＥ１６１の自分が要請したＭＢＭＳサービスを示す
場合、前記ＵＥ１６１は、該当ＭＢＭＳサービスデータの受信を待機するのであろう。
【００１５】
　前記ＭＢＭＳページングメッセージを受信した後、ＵＥ１６１は、ステップ３０５で再
びＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態へ遷移し、前記ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態で前記サービス通知メ
ッセージを正常的に受信したことを示すサービス通知応答 (NOTIFICATION RESPONSE)メッ
セージを前記ＳＧＳＮ１３０へ伝送する。ステップ３０６で、前記ＳＧＳＮ１３０は、前
記サービス通知応答メッセージを受信した後、前記ＲＮＣ１４０へＭＢＭＳ無線接続ベア
ラー (Radio Access Bearer；以下、“ＲＡＢ”と略称する。 )割当て要求 (MBMS RAB ASSIG
NMENT REQUEST)メッセージを伝送する。前記ＭＢＭＳ  ＲＡＢ割当て要求メッセージには
、前記ＭＢＭＳサービスを提供するために要求されるサービス品質 (Quality of Service
；ＱｏＳ )情報とＭＢＭＳ  ＲＡＢを設定するＵＥのリストなどが含まれることができる。
前記では、ＵＥ１６１のみを一例に挙げて説明しているが、該当ＭＢＭＳサービスの受信
を要求するＵＥが多数である場合には、その多数のＵＥのリストを前記ＭＢＭＳ  ＲＡＢ
割当て要求メッセージに含ませて前記ＲＮＣ１４０へ伝送し、前記ＲＮＣ１４０は、前記
多数のＵＥのそれぞれに対して該当ＭＢＭＳサービス受信のための以後の動作を遂行する
。一方、前記ＲＡＢは、任意のＭＢＭＳサービスを提供するためにＲＡＮに構成される伝
送資源の集合を意味する。具体的に、前記ＲＡＢは、ＳＧＳＮ１３０とＲＮＣ１４０との
間 (Ｉｕインタフェース )のトランスポートベアラー、ＲＮＣ１３０とノードＢ１６０との
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間 (Ｉｕｂインタフェース )のトランスポートベアラー、及び無線チャンネルなどを含む。
【００１６】
　前記ＲＮＣ１４０は、前記ＳＧＳＮ１３０から受信したＭＢＭＳ  ＲＡＢ割当て要求メ
ッセージに相応するように該当ＭＢＭＳサービスのための無線ベアラー情報 (MBMS RB inf
o)を決定する。ここで、前記ＭＢＭＳ無線ベアラー情報は、階層２ (Layer 2；以下、“Ｌ
２”と称する。 )情報と階層１ (Layer 1；以下、“Ｌ１”と称する。 )情報とを含む。前記
Ｌ２情報では、無線リンク制御 (Radio Link Control；以下、“ＲＬＣ”と略称する。 )／
パケットデータ収斂プロトコル (Packet Data Convergence Protocol；以下、“ＰＤＣＰ
”と略称する。 )関連情報などが含まれることができる。そして、前記Ｌ１情報では、伝
送フォーマットセット (Transport Format Set；以下、“ＴＦＳ”と略称する。 )情報と、
伝送フォーマット組合せセット (Transport Format Combination Set；以下、“ＴＦＣＳ
”と略称する。 )情報と、チャンネル化コード (channelization code)情報と、伝送電力 (t
ransmit power)関連情報などが含まれることができる。一方、前記ＲＮＣ１４０は、前記
ＵＥのリストを利用してＭＢＭＳ  ＲＡＢを設定するセルを決定するが、ＣＥＬＬ＿ＦＡ
ＣＨ状態にあるＵＥの位置をセル単位で認知するので、ＵＥのリストをセルのリストに置
き換えることができる。従って、前記ＲＮＣ１４０は、下記で説明するＭＢＭＳ無線ベア
ラーセットアップ (MBMS RB SETUP)メッセージをセル別に伝送し、ＵＥが位置しているセ
ルの数だけ前記ＭＢＭＳ無線ベアラーセットアップメッセージを反復して伝送する。
【００１７】
　前記ＭＢＭＳ無線ベアラー情報を決定したＲＮＣ１４０は、ステップ３０７で、前記Ｕ
Ｅ１６１へＭＢＭＳ無線ベアラーセットアップメッセージを伝送する。そうすると、前記
ＵＥ１６１は、ステップ３０８で、前記受信したＭＢＭＳ無線ベアラーセットアップメッ
セージに含まれているＭＢＭＳ無線ベアラー情報に相応するようにＭＢＭＳ無線ベアラー
をセットアップした後、ＭＢＭＳ無線ベアラーセットアップ完了 (MBMS RB SETUP COMPLET
E)メッセージを前記ＲＮＣ１４０へ伝送する。前記ＲＮＣ１４０は、ステップ３０９で、
前記ＳＧＳＮ１３０へＭＢＭＳ無線ベアラー割当て応答 (MBMS RAB ASSIGNMENT RESPONSE)
メッセージを伝送する。そうすると、前記ＳＧＳＮ１３０は、ステップ２０７で、前記Ｕ
Ｅ１６１へ該当ＭＢＭＳサービスデータの伝送を開始する (DATA TRANSFER)。
【００１８】
　一方、図３で説明したメッセージのうち、サービス通知メッセージとＭＢＭＳ無線ベア
ラーセットアップメッセージとはグループメッセージ (group message)である。ここで、
前記グループメッセージとは、１つのメッセージを多数のＵＥが受信するようにしたメッ
セージを意味する。すなわち、ステップ３０４で、多数のＵＥが同一なＰＯのＰＩを参照
して、前記ＰＩＣＨ上のサービス通知メッセージを受信するか否かを決定し、前記ＴＭＧ
Ｉは、サービス通知メッセージを受信するＵＥを示すので、１つのサービス通知メッセー
ジを多数のＵＥが受信するようになる。また、ステップ３０７で説明したＭＢＭＳ無線ベ
アラーセットアップメッセージも共通チャンネルである順方向アクセスチャンネル (Forwa
rd Access Channel；以下、“ＦＡＣＨ”と略称する。 )を通じて伝送する一方、前記ＭＢ
ＭＳ無線ベアラーセットアップメッセージにＴＭＧＩなどを挿入して多数のＵＥが共通的
に受信するように指定している。
【００１９】
　図４は、図３に示したステップ３０７及び３０８の詳細あ信号フローを示す図である。
図４の説明に先立って、ＲＮＣ１４０は、図１で説明したように、セル１  １６０及びセ
ル２  １７０を管理し、図４の説明において、便宜上、前記ＲＮＣ１４０のセル１  １６０
に存在するＵＥ１  １６１及びＵＥ２  １６２を含んだｎ個のＵＥが同一なＢＭＳサービス
を要請したものと仮定する。また、図３で説明したステップと同一な動作を遂行するステ
ップは、図３で使用した参照番号と同一な参照符号を使用することとする。
【００２０】
　図４を参照すると、ＲＮＣ１４０は、ステップ３０６で、前記ＳＧＳＮ１３０からＭＢ
ＭＳ  ＲＡＢ割当て要求メッセージを受信する。そうすると、前記ＲＮＣ１４０は、ステ
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ップ４０１で、前記ＭＢＭＳ無線ベアラーセットアップメッセージを前記ｎ個のＵＥへ伝
送する。前記ＭＢＭＳ無線ベアラーセットアップメッセージには、前記ＭＢＭＳ無線ベア
ラー情報及びＲＲＣ状態指示者が含まれ、前記ＲＲＣ状態指示者は、前記ＲＮＣ１４０と
前記ｎ個のＵＥとの間の制御メッセージの伝送が終了される場合、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態
へ遷移するように指定される (ＲＲＣ  ＳＴＡＴＥ  ＩＮＤＩＣＡＴＯＲ  = ＣＥＬＬ＿ＰＣ
Ｈ )。また、前記ＭＢＭＳ無線ベアラーセットアップメッセージはＦＡＣＨを通じてセル
別に伝送され、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態にある前記ＵＥは、前記ＭＢＭＳ無線ベアラーセ
ットアップメッセージを受信することが可能である。すなわち、前記ＭＢＭＳ無線ベアラ
ーセットアップメッセージは、１つのセルに共通されたＭＢＭＳ無線ベアラー情報を伝達
するためのメッセージである。従って、すべてのＵＥに１つずつ伝送することよりは１つ
のメッセージを通じて伝送することが望ましい。従って、ＦＡＣＨと定義づけられる一種
の放送チャンネルの使用は、前記ＦＡＣＨを通じて前記ＭＢＭＳ無線ベアラーセットアッ
プメッセージの伝送を可能であるようにする。
【００２１】
　前記ＭＢＭＳ無線ベアラーセットアップメッセージを受信したｎ個のＵＥのそれぞれは
、前記ＭＢＭＳ無線ベアラーセットアップメッセージに対する応答メッセージ、すなわち
、ＭＢＭＳ無線ベアラーセットアップ完了メッセージを前記ＲＮＣ１４０へそれぞれ伝送
する (ステップ４０２ -１、ステップ４０２ -２、ステップ４０２ -３、．．．、４０２ -ｎ )
。そして、ｎ個のＵＥは、前記ＭＢＭＳ無線ベアラーセットアップメッセージにＲＲＣ状
態指示者がＣＥＬＬ＿ＰＣＨで指定されているから自分の状態をＣＥＬＬ＿ＰＣＨへ遷移
する。
【００２２】
　一方、前記ＲＮＣ１４０は、前記ｎ個のＵＥからＭＢＭＳ無線ベアラーセットアップ完
了メッセージを受信すると、ステップ３０９で、前記ＭＢＭＳ  ＲＡＢ  ＡＳＳＩＧＮＭＥ
ＮＴ  ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに対応したＭＢＭＳ  ＲＡＢ  ＡＳＳＩＧＮＭＥＮＴ  ＲＥ
ＳＰＯＮＳＥメッセージを前記ＳＧＳＮ１３０へ伝送する。
【００２３】
　前述した手順において、前記ＵＥのそれぞれは、前記ＭＢＭＳ無線ベアラーセットアッ
プ完了メッセージをランダムアクセスチャンネル (Random Access Channel；以下、“ＲＡ
ＣＨ”と略称する。 )を使用して伝送することができる。しかし、前記ＲＡＣＨは、容量
が制限されていて同一な時点で多数のＵＥが前記ＭＢＭＳ無線ベアラーセットアップ完了
メッセージの伝送を試みると、システム性能に深刻な影響を及ぼすことができる。図４に
示すように、前記ＵＥのそれぞれが前記ＭＢＭＳ無線ベアラーセットアップ完了メッセー
ジの伝送は、ステップ４０１が完了した時点とほぼ一致するので、すべてのＵＥにとって
ほぼ同一であると言える。従って、多数のＵＥから同時に伝送される前記ＭＢＭＳ無線ベ
アラーセットアップ完了メッセージが輻輳することによりシステム性能が低下する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　従って、本発明の目的は、マルチメディア放送／マルチキャストサービスを提供する移
動通信システムでシステム性能に影響を及ぼさないように制御メッセージを送受信する方
法を提供することにある。
【００２５】
　本発明の他の目的は、マルチメディア放送／マルチキャストサービスを提供する移動通
信システムで同一な時点でメッセージの輻輳が発生しないように制御メッセージを送受信
する方法を提供することにある。
【００２６】
　本発明のまた他の目的は、マルチメディア放送／マルチキャストサービスを提供する移
動通信システムでグループ制御メッセージに対応した応答メッセージを伝送しなくても、
マルチメディア放送／マルチキャストサービスのための手順が行われるようにする制御メ
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ッセージの送受信方法を提供することにある。
【００２７】
　本発明のさらに他の目的は、一定な時差をおいてマルチメディア放送／マルチキャスト
サービスのための無線ベアラー情報を持続的に伝送することにより、マルチメディア放送
／マルチキャストサービス無線ベアラーセットアップメッセージを受信できなかった使用
者端末が周期的に伝送されるマルチメディア放送／マルチキャストサービス無線ベアラー
情報によって所望するマルチメディア放送／マルチキャストサービスを利用できるように
する制御メッセージの送受信方法を提供することにある。
【００２８】
　本発明のなお他の目的は、セル別にサービスが進行中のマルチメディア放送／マルチキ
ャストサービスの情報を一定な時差をおいて伝送することにより、マルチメディア放送／
マルチキャストサービス無線ベアラーセットアップメッセージを受信できなかった使用者
端末がサービスが進行中のマルチメディア放送／マルチキャストサービスに対応した無線
ベアラー情報を要請できるようにする制御メッセージの送受信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】
　前記目的を達成するための本発明の一側面によれば、１つのセル内の複数のＵＥに各Ｕ
Ｅが受信しようとする放送サービスをＲＮＣを通じて前記複数のＵＥに提供する移動無線
システムでの前記各ＵＥが前記放送サービスを受信するための方法において、前記ＲＮＣ
から前記放送サービス制御情報を受信できないＵＥが前記セル内で提供されている放送サ
ービスの種類を示す放送状態メッセージから受信しようとする放送サービスを確認するス
テップと、前記放送サービスが前記放送状態メッセージに含まれている場合、前記ＲＮＣ
から前記放送サービス制御情報を要請するステップと、前記ＲＮＣから前記放送サービス
制御情報を受信するステップと、前記放送サービス制御情報によって前記放送サービスを
受信するステップと、を含むことを特徴とする。
【００３０】
　前記目的を達成するための本発明の他側面によれば、１つのセル内の複数のＵＥに各Ｕ
Ｅが受信しようとする放送サービスをＲＮＣを通じて前記複数のＵＥに提供する移動無線
システムで前記ＲＮＣが前記各ＵＥに対して前記放送サービスを受信するための方法にお
いて、前記セル内で提供されている放送サービスの種類を示す放送状態メッセージを前記
ＵＥへ伝送するステップと、前記放送状態メッセージによって自分の所望する放送サービ
スが提供されていることを確認したＵＥから前記放送サービス制御情報の再伝送要請を受
信するステップと、前記再伝送を要請したＵＥへ前記放送サービス制御情報を伝送するス
テップと、前記再伝送を要請したＵＥから前記放送サービス制御情報の受信を確認するス
テップと、を含むことを特徴とする。
【００３１】
　前記目的を達成するための本発明のまた他側面によれば、少なくとも１つのＵＥからパ
ケットデータサービスが要請されるとき、前記少なくとも１つのＵＥに前記パケットデー
タサービスを提供する移動通信システムで、ＲＮＣが前記少なくとも１つのＵＥに対して
パケットデータサービスが提供されるようにする方法において、前記少なくとも１つのＵ
Ｅへのページングが存在することを示すページング指示者と、前記ページング指示者に対
応して前記少なくとも１つのＵＥを呼び出すページング情報及び前記パケットデータサー
ビスのための無線ベアラー情報を伝送するステップと、前記パケットデータサービスが終
了するときまで予め設定された周期で前記無線ベアラー情報を再伝送するステップと、を
含むことを特徴とする。
【００３２】
　前記目的を達成するための本発明のさらにまた他側面によれば、１つのセル内の複数の
ＵＥに各ＵＥが受信しようとするパケットデータサービスをＲＮＣを通じて前記複数のＵ
Ｅに提供する移動無線システムで前記各ＵＥが前記パケットデータサービスを受信するた

10

20

30

40

50

(11) JP 3803661 B2 2006.8.2



めの方法において、前記ＲＮＣから前記パケットデータサービスによるページングが存在
することを示すページング指示者を受信し、前記ページング指示者によってページング情
報を受信した後、前記パケットデータサービスのための無線ベアラー情報を受信するステ
ップと、前記無線ベアラー情報に対応して応答制御メッセージを前記ＲＮＣへ伝送せず、
前記パケットデータサービスに対応して前記ＲＮＣを通じて伝送されるパケットデータを
受信するステップと、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００３３】
　本発明は、ＭＢＭＳサービスを提供する移動通信システムで特定なＭＢＭＳサービスの
ために要求されるＭＢＭＳ無線ベアラー設定のためのＭＢＭＳ無線ベアラーセットアップ
メッセージに対応してＵＥが応答メッセージを伝送しないようにすることによって無線資
源の効率を増加させられる。また、移動通信システムで応答メッセージによるシステム性
能の低下を防止できる。
【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図を参照しつつ詳細に説明する。下
記説明において、本発明の要旨のみを明瞭するために公知の機能又は構成に対する詳細な
説明は省略する。
【００３５】
　本発明の実施形態では、移動通信システムでマルチメディア放送／マルチキャストサー
ビスを提供するために要求されるグループ制御メッセージ (例えば、 MBMS RB SETUPメッセ
ージなど )を受信したＵＥが応答メッセージを伝送しないようにし、前記応答メッセージ (
例えば、 MBMS RB SETUP COMPLETEメッセージなど )を伝送しないことによって発生できる
問題点を解決する方法について開示する。これは、前述したように、グループ制御メッセ
ージに対応して多数のＵＥが応答メッセージを同時に伝送する場合発生できるシステム性
能の低下を防止するためである。また、多数のＵＥが応答メッセージを同時に伝送するこ
とによって発生する輻輳状態では、前記ＭＢＭＳサービスを受信するＵＥの状態を正確に
判断し難い。その上に、ＭＢＭＳサービスを開始すると共に課金が遂行される場合にも、
前記ＵＥがＭＢＭＳサービスを受けている状況であるか否かを正確に判断できないと、課
金上の深刻な問題が発生することもできる。従って、本発明は、多数のＵＥの応答メッセ
ージの輻輳による問題点を解決しようとする。
【００３６】
　前記グループ制御 (Group Signaling)メッセージは、網から伝送される１つのメッセー
ジを複数のＵＥが受信してそれに従う動作を取る任意のＲＲＣメッセージを意味する。一
方、前記グループ制御メッセージの一例であるＭＢＭＳ無線ベアラーセットアップメッセ
ージは、ＲＮＣが決定したＭＢＭＳ無線ベアラー情報を該当サービスを受信しようとする
ＵＥへ伝達しようとする目的を有する。前記制御メッセージの他の例として、ＭＢＭＳ無
線ベアラーセットアップ完了メッセージは、ＲＮＣがすべてのＵＥが前記ＭＢＭＳ無線ベ
アラー情報を受信したか否かを確認するための目的を有する。通常に、あるＵＥが応答メ
ッセージを伝送しない場合、該当ＵＥがＭＢＭＳ無線ベアラー情報を受信できなかったも
のと判断し、前記ＭＢＭＳ無線ベアラーセットアップメッセージを再伝送するなどの必要
な処置を取ることができる。しかし、本発明の第１実施形態では、一定な時差をおいて前
記ＭＢＭＳ無線ベアラー情報を持続的に伝送するようにして、ＭＢＭＳ無線ベアラーセッ
トアップメッセージを受信できなかったＵＥが前記周期的に伝送されるＭＢＭＳ無線ベア
ラー情報を受信できるようにする。また、本発明の第２実施形態では、ＲＮＣがセル別に
現在提供されているＭＢＭＳサービスの種類に関する情報、すなわち、前記ＭＢＭＳ無線
ベアラーセットアップメッセージを受信できなかったＵＥが現在自分が受信しようとする
ＭＢＭＳサービスがすでに遂行中であることを知らせるための情報を該当セル内のＵＥへ
伝送する。従って、ＵＥのそれぞれは、自分の要請したＭＢＭＳサービスがすでに提供さ
れていると、無線ベアラー情報を前記ＲＮＣに要請して受信できるようにする。
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【００３７】
　一方、本発明の実施形態では、ＭＢＭＳサービスを限定して記述しているが、これは、
すべてのパケットデータサービスを通称する用語として解釈されなければならない。従っ
て、本発明の実施形態は、ＭＢＭＳサービスを除外した多様なパケットデータサービスに
同一に適用できる。
【００３８】
　１ .第１実施形態
　本発明の第１実施形態は、前述したように、ＲＮＣが現在提供されているＭＢＭＳサー
ビスに対応したＭＢＭＳ無線ベアラー情報を周期的に伝送することによって、該当ＵＥが
最初ＭＢＭＳ無線ベアラー情報の受信に失敗しても所定の周期の以後に所望するＭＢＭＳ
無線ベアラー情報を受信できるようにする。
【００３９】
　１．１  信号処理手順
　図５は、本発明の第１実施形態によるＭＢＭＳサービスのための無線ベアラー設定過程
を示す図である。図５において、ＲＮＣ１４０からＵＥへ伝送されるすべてのメッセージ
は、グループシグナリング (Group Signaling)によって伝送される。前記グループシグナ
リングは、ＲＮＣ１４０が１つのメッセージを複数の対象 (ＵＥまたはセル )へ伝送する信
号伝送方式を通称する。
【００４０】
　図５を参照して第１実施形態をより具体的に説明すると、ステップ５０１で、ＲＮＣ１
４０は、ＳＧＳＮ１３０から MBMS RAB ASSIGNMENT REQUESTメッセージを受信する。前記 M
BMS RAB ASSIGNMENT REQUESTメッセージには、該当ＭＢＭＳサービスに対応してＴＭＧＩ
、ＤＲＸパラメータ、ＱｏＳ情報及びＵＥのリストの以外にも再伝送周期 (Ｒ＿Ｔ： Repet
ition Time)情報が含まれている。前記ＲＮＣ１４０は、前記ＳＧＳＮ１３０から MBMS RA
B ASSIGNMENT REQUESTメッセージを受信すると、前記 MBMS RAB ASSIGNMENT REQUESTメッ
セージに含まれているＴＭＧＩ及びＤＲＸパラメータを利用してページング時点 (Paging 
Occasion；以下、“ＰＯ”と略称する。 )とＰＩを算出する。また、前記ＲＮＣ１４０は
、前記ＵＥのリストを利用してＭＢＭＳ  ＲＢを設定するセルを決定し、ＱｏＳ情報を利
用してＭＢＭＳ  ＲＢパラメータを決定する。すなわち、ＭＢＭＳサービスの受信を要請
したＵＥの位置によってＭＢＭＳサービスを伝送するセルを決定し、それに従う無線ベア
ラー (Radio Bearer)に関する情報を決定する。そして、前記ＭＢＭＳ  ＲＢを設定するセ
ルとＭＢＭＳ  ＲＢパラメータが決定されると、前記ＲＮＣ１４０は、ステップ５０３乃
至５０５でＭＢＭＳ  ＲＢパラメータを前記決定したセルへグループシグナリングを通じ
て提供する。
【００４１】
　前記ＲＮＣ１４０は、前記ＰＩ及びＰＯが指示する時点のページング表示チャンネル (P
aging Indicator Channel；以下、“ＰＩＣＨ”と略称する。 )をオン (on)またはオフ (off
)させて前記ＵＥへ伝送するすることにより、前記ＵＥのそれぞれに対してページングチ
ャンネル (Paging Channel；以下、“ＰＣＨ”と略称する。 )を受信するか否かを指示する
。すなわち、前記ＰＩＣＨは、ページングメッセージ (Paging Message)が受信されること
を該当ＵＥが認知するようにする。そして、前記ＲＮＣ１４０は、前記ＰＩＣＨを伝送し
た後、前記 MBMS RAB ASSIGNMENT REQUESTメッセージを通じて前記ＳＧＳＮ１３０から提
供された任意の再伝送周期を検査するための再伝送タイマーを駆動する。前記再伝送タイ
マーの駆動は、前記ＰＩＣＨを伝送する前に行われるか、または前記ＰＩＣＨを伝送した
後に行われることもできる。
【００４２】
　これに対応して、前記ＵＥは、ＭＢＭＳ  ＰＤＰコンテキスト活性化受諾メッセージに
含まれているＴＭＧＩ及びＤＲＸパラメータを利用してＰＯ及びＰＩを算出する。そして
、ステップ５０３で前記ＰＩＣＨを受信し、前記算出したＰＯのＰＩが指示する時点で前
記ＰＩＣＨがオンまたはオフとなっているか否かを検査する。前記ＵＥは、前記検査結果
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によって、以後のＰＣＨを通じてページングメッセージが受信されるか否かを認知する。
すなわち、前記ＰＩＣＨが特定なＰＯのＰＩでオンとなっている場合、前記ＰＯのＰＩに
対応したＵＥは、前記ＰＣＨを通じて受信される信号を受信して自分に対するページング
を感知する。しかし、オフとなっているＰＯのＰＩに対応するＵＥの場合は前記ＰＣＨを
受信しない。
【００４３】
　一方、前記ＲＮＣ１４０は、ステップ５０４で、特定なＵＥに対するページングがある
場合、前記ＰＩＣＨと予め設定されている設定時間の後に前記ＰＩＣＨと関連するＰＣＨ
、  すなわち、連関ＰＣＨにページングメッセージを伝送する。これは、前記特定のＵＥ
が該当ＭＢＭＳサービスがすぐ開始されることを認知するようにする。ここで、前記ペー
ジングメッセージには、ＵＥ識別子の代わりＴＭＧＩまたはサービスＩＤのようなグルー
プ識別子が挿入される。
【００４４】
　これに対応して、ページングメッセージが受信されることを認知していた該当ＵＥは、
ステップ５０４を通じてページングメッセージを受信する。そして、前記ページングメッ
セージによって特定なＭＢＭＳサービスに対応して自分が呼び出されているか否かを判断
する。すなわち、前記ページングメッセージが受信されることを認知しているＵＥは、前
記ページングメッセージに自分が受信しようとするＭＢＭＳサービスの識別子と一致する
識別子 (ＴＭＧＩまたはサービスＩＤ )が含まれている場合、ＦＡＣＨを通じて伝送される
すべてのデータを受信するためのＣｅｌｌ＿ＦＡＣＨ状態へ遷移する。
【００４５】
　前記ＲＮＣ１４０は、前記ページングメッセージの伝送が完了すると、ステップ５０５
で、ＦＡＣＨを通じてＭＢＭＳ無線ベアラーセットアップメッセージ (MBMS RB SETUP MES
SAGE)を伝送する。前記 MBMS RB SETUPメッセージには、すでに決定したＭＢＭＳ  ＲＢパ
ラメータが挿入される。これに対応して、前記ページングメッセージによってページング
が行われたＵＥは、前記ＦＡＣＨを通じて前記 MBMS RB SETUPメッセージを受信する。そ
して、前記受信した MBMS RB SETUPメッセージによって特定なＭＢＭＳサービスを提供す
るために必要な無線ベアラーを設定する手順を遂行する。すなわち、前記ページングメッ
セージによって呼び出された前記ＵＥは、前記 MBMS RB SETUPメッセージに含まれている
ＭＢＭＳ無線ベアラー情報によってＬ２／Ｌ１を設定し、後に前記ＭＢＭＳ無線ベアラー
を通じて伝送されるＭＢＭＳデータを受信する。
【００４６】
　しかし、特定なＭＢＭＳサービスを要請した任意のＵＥが前記ＦＡＣＨを通じて前記 MB
MS RB SETUPッセージを正常的に受信できない状況が発生することができる。このような
状況は、ＰＩが 'オン '状態であることを認知するのに失敗するか、あるいは、劣化した無
線リンク状況によって前記ページングメッセージまたは前記 MBMS RB SETUPメッセージの
受信に失敗することによる。前記ＵＥは、前記 MBMS RB SETUPメッセージを受信できない
ことを前記ＲＮＣ１４０へ通報するためのいずれのメッセージも伝送しない。ただ、一定
な周期で再伝送されるＰＩＣＨに対して前記算出されたＰＯのＰＩ監視を持続して、追っ
て前記 MBMS RB SETUPメッセージの受信のために待機するようになる。従って、遅いが所
望するＭＢＭＳサービスを受信することができる。
【００４７】
　前記ＲＮＣ１４０は、ステップ５０１で、前記 MBMS RAB ASSIGNMENT REQUESTメッセー
ジを受信した後、ステップ５０３乃至ステップ５０５が遂行される任意の時点または前記
ＦＡＣＨを通じた MBMS RB SETUPメッセージを伝送した後、サービス通報応答 (MBMS RAB A
SSIGNMENT RESPONSE)メッセージを前記ＳＧＳＮ１３０へ伝送することができる。前記 MBM
S RAB ASSIGNMENT RESPONSEメッセージは、前記 MBMS RAB ASSIGNMENT REQUESTメッセージ
に対する応答メッセージで、前記 MBMS RAB ASSIGNMENT REQUESTメッセージを通じて要請
されたＭＢＭＳ  ＲＡＢの設定が成功的に完了したことを前記ＳＧＳＮ１３０に通報する
役割りを行う。本発明では、ＵＥから前記 MBMS RB SETUPメッセージに対応した応答を受
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信しないので、前記ＲＮＣ１４０は、前記ＭＢＭＳ  ＲＡＢの成功的な設定を確認するこ
とができる。しかし、前記ＭＢＭＳ  ＲＡＢに対応する MBMS RB SETUPメッセージの伝送を
完了すると、前記ＭＢＭＳ  ＲＡＢが成功的に設定されたものと見なし、ステップ５０２
で MBMS RAB ASSIGNMENT RESPONSEメッセージを伝送する。
【００４８】
　この後、前記ＲＮＣ１４０は、先に駆動した再伝送タイマーを通じて再伝送周期が到来
したか否かを検査する。前記再伝送周期が到来したことは、再伝送周期だけの時間が経過
したもので、前記再伝送タイマーの値が“０”になったことを意味する。前記再伝送周期
が到来すると、前記ＲＮＣ１４０は、ステップ５０６乃至ステップ５０８で、前記再伝送
タイマーを再駆動し、ステップ５０３乃至ステップ５０５を通じて伝送されたＰＩＣＨ、
ＰＣＨ、及びＭＢＭＳ無線ベアラーセットアップメッセージを伝送するＦＡＣＨを再伝送
する。このとき、ステップ５０６乃至ステップ５０８に対応して、該当ＵＥの動作は前述
したようものと同一である。ステップ５０９乃至ステップ５１１では、前記タイマーが満
了すると前記ＲＮＣ１４０が前記タイマーを再駆動し、前記ＦＡＣＨを再伝送することを
示している。
【００４９】
　１．２  ＵＥの動作
　図６は、本発明の第１実施形態によるＵＥの制御動作を示すフローチャートである。図
６に示している制御フローによる動作は、特定なＭＢＭＳサービスを要請したＵＥを対象
にして提案しており、ＵＥが特定なＭＢＭＳサービスを要請したものを仮定して説明して
いることに留意したい。
【００５０】
　図６を参照してＵＥの動作を説明する前に前記ＵＥの動作によって変化する状態を説明
すると、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態とは、ＵＥが専用チャンネル (dedicated channel)をセッ
トアップ (setup)しない状態でＰＩＣＨのみをセットアップしてＰＩＣＨ信号を受信して
いる状態を意味する。もちろん、前記ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態で前記ＰＩＣＨ信号を受信す
る間、前記ＰＩＣＨ信号のページング (paging)があることを示す、すなわち、ＰＣＨ信号
を受信すべきことを示す場合ＵＥは前記ＰＣＨ信号を受信する。また、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣ
Ｈ状態とは、ＵＥが専用チャンネルをセットアップしない状態でＦＡＣＨをセットアップ
して前記ＦＡＣＨを通じて受信されるすべての制御メッセージに相応する動作を遂行する
状態を意味する。そして、ＵＥは、前記ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態で前記ＰＣＨ信号を受信す
るようになると、前記ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態へ遷移するようになる。
【００５１】
　図６を参照すると、ＵＥは、ＭＢＭＳ  ＰＤＰコンテキスト活性化受諾メッセージを通
じてＴＭＧＩ及びＤＲＸパラメータを受信し、ステップ６０１で、前記ＴＭＧＩ及び前記
ＤＲＸパラメータを利用してＰＯ及びＰＩを算出する。前記ＰＯ及びＰＩを算出した前記
ＵＥは、ステップ６０２へ進行してＲＮＣ１４０から受信されるＰＩＣＨに対応して前記
算出したＰＯのＰＩを持続的に監視する。そして、前記ＵＥは、ステップ６０３で、前記
監視結果によって自分を呼び出すために前記ＰＩＣＨを構成するＰＯのＰＩのうち、前記
算出したＰＯのＰＩが“オン”に設定されているか否かを判断する。もしも、前記算出し
たＰＯのＰＩが“オフ”に設定されていると判断されると、前記ＵＥは、ステップ６０２
へ進行して前記算出したＰＯのＰＩによって前記ＰＩＣＨを持続的に監視する。しかし、
 前記算出したＰＯのＰＩが“オン”になっていると判断されると、前記ＵＥは、ステッ
プ６０４へ進行する。
【００５２】
　前記ＵＥは、ステップ６０４で、前記ＲＮＣ１４０から連関ＰＣＨを受信する。前記連
関ＰＣＨは、前記“オン”に設定されたＰＩと予め約束された時間だけ離隔して前記ＲＮ
Ｃ１４０から伝送されたＰＣＨを意味する。前記ＵＥは、前記ＰＣＨを受信すると、ステ
ップ６０５で、前記ページングメッセージの識別子が自分が受信しようとするサービスの
識別子と一致するか否かを判断する。すなわち、前記ＵＥは、前記ページングメッセージ
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に含まれているＴＭＧＩまたはサービスＩＤが自分が認知しているＴＭＧＩまたはサービ
スＩＤと一致するか否かを判断する。もしも、前記ページングメッセージの識別子が自分
の受信しようとするサービスの識別子と一致しないと、前記ＵＥは、ステップ６０２へ進
行して前記ＲＮＣ１４０から一定な周期で再伝送される前記ＰＩＣＨを持続的に監視する
。しかし、前記ページングメッセージの識別子が自分の受信しようとするサービスの識別
子と一致すると、前記ＵＥはステップ６０６へ進行する。
【００５３】
　前記ＵＥは、ステップ６０６でＣｅｌｌ＿ＦＡＣＨ状態へ遷移した後、前記ＲＮＣ１４
０からＦＡＣＨを通じて伝送されるすべてのデータを受信する。前記ＵＥは、ステップ６
０７で、前記ＦＡＣＨを通じて受信した MBMS RB SETUPメッセージに含まれているＭＢＭ
Ｓ無線ベアラー情報によって２階層及び１階層を構成した後、ステップ６０８で、前記Ｍ
ＢＭＳ無線ベアラーを通じて前記ＲＮＣ１４０から伝送されるＭＢＭＳサービスによるデ
ータを受信する。
【００５４】
　一方、図６には、前記ＵＥが前記ＦＡＣＨを通じて MBMS RB SETUPメッセージを受信で
きない場合においての動作に対しては示していない。しかし、前記ＵＥは、ステップ６０
６で所望する MBMS RB SETUPメッセージが受信されないと、ステップ６０２へ戻る。そし
て、所定の周期 (再伝送周期 )によって前記ＲＮＣ１４０から再伝送されるＰＩＣＨを受信
した後、前述した過程を再び遂行するようになる。
【００５５】
　１．３  ＲＮＣの動作
　図７は、本発明の第１実施形態によるＲＮＣ１４０の制御動作を示すフローチャートを
示す。
　図７を参照すると、ＲＮＣ１４０は、ステップ７０１で、ＳＧＳＮから MBMS RAB ASSIG
NMENT REQUESTメッセージを受信した後ステップ７０２へ進行する。前記ＲＮＣ１４０は
、ステップ７０２で前記 MBMS RAB ASSIGNMENT REQUESTメッセージに含まれたＴＭＧＩ及
びＤＲＸパラメータを利用してＰＯ及びＰＩを算出する。また、前記ＲＮＣ１４０は、ス
テップ７０３で、前記 MBMS RAB ASSIGNMENT REQUESTメッセージに含まれているＱｏＳ情
報及びＵＥのリストを利用してＭＢＭＳ無線ベアラーを設定するセルを決定し、前記各セ
ル別にＭＢＭＳ無線ベアラー情報を決定する。
【００５６】
　前記ＲＮＣ１４０は、ステップ７０４で、前記 MBMS RAB ASSIGNMENT REQUESTメッセー
ジを通じて前記ＳＧＳＮ１３０から受信された任意の再伝送周期を検査するための再伝送
タイマーを駆動する。前記再伝送周期の検査は、ＵＥから応答メッセージを受信しない代
わりに、ＭＢＭＳ無線ベアラー設定のためのグループシグナリングを周期的に遂行するた
めに要求されることである。
【００５７】
　一方、前記ＲＮＣ１４０は、ステップ７０５で、ＰＩＣＨ、  ＰＣＨ  及びＦＡＣＨを通
じてＭＢＭＳ無線ベアラーメッセージを伝送するための一連の動作を遂行する。このとき
、前記ＰＩＣＨは、前記算出したＰＯのＰＩが“オン”に設定されて伝送され、ＴＭＧＩ
が含まれたページングメッセージは、前記ＰＣＨを通じて伝送される。また、前記ＦＡＣ
Ｈを通じて伝送される MBMS RB SETUPメッセージは、前記決定したＭＢＭＳ無線ベアラー
情報を含む。
【００５８】
　その後、前記ＲＮＣ１４０は、ステップ７０６で、すでに駆動した再伝送タイマーを通
じて再伝送周期が到来したか否かを検査する。前記再伝送周期が到来したということは、
再伝送周期だけの時間が経過したもので前記再伝送タイマーの値が“０”になっているこ
とを意味するか、あるいは、構成によって再伝送タイマーが一定な時間に至ったことを意
味することもある。前記再伝送周期が到来すると、前記ＲＮＣ１４０は、ステップ７０４
へ進行して前記再伝送タイマーを再び駆動し、前記ステップ７０５へ進行してすでに伝送
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されたＰＩＣＨ、ＰＣＨ、及び前記 MBMS RB SETUPメッセージを伝送するＦＡＣＨ信号を
再伝送する。前記再伝送周期 (Repetition_Time)は、ＳＧＳＮ１３０がＭＢＭＳサービス
の種類によって決定されることができ、適切な決定方法は、状況によって可変的に適用さ
れることができるので、本発明では明示しない。しかし、前記再伝送周期は、ＰＩＣＨが
伝送された後、 MBMS RB SETUPメッセージを含むＦＡＣＨが伝送されるまでかかる時間よ
りは長く、該当ＭＢＭＳサービスが持続される時間よりは短くなければならない。そして
、前記ＲＮＣ１４０は、図７では示していないが、前記ＰＩＣＨ、ＰＣＨ、及びＦＡＣＨ
の再伝送が行われているとしても、正常的にＭＢＭＳ無線ベアラー設定が完了したＵＥの
ために該当ＭＢＭＳサービスに従うデータを伝送しなければならない。一方、前記ＲＮＣ
１４０は、ステップ７０７で、該当ＭＢＭＳサービスが終了したか否かを持続的に検査す
る。もしも、該当ＭＢＭＳサービスが終了したら、ステップ７０４乃至ステップ７０６に
よって遂行される再伝送過程が不要になるのであろう。
【００５９】
　前述したように、本発明の第１実施形態では、ステップ７０４乃至ステップ７０７を通
じて該当ＭＢＭＳサービスが終了するときまで、ＰＩＣＨ／ＰＣＨ／ＦＡＣＨは、所定の
再伝送周期によって反復して伝送されている。
【００６０】
　２ .第２実施形態
　本発明の第２実施形態は、ＲＮＣ１４０が任意のセル内に存在するＵＥからサービスが
要請されたＭＢＭＳサービスのそれぞれの現在サービスが提供されるか否かを通報する情
報をセル放送サービス (Cell Broadcast Service；以下、ＣＢＳと略称する。 )を利用して
セル別に周期的に放送する。一方、ＵＥは、前記ＣＢＳを通じて前記情報を受信して現在
セル内で提供されているＭＢＭＳサービスのうち自分がサービスを要請したが、該当サー
ビスを受信できなかったら、前記ＲＮＣ１４０から個別的にＭＢＭＳ無線ベアラー情報を
再び受信するための手順を遂行する。従って、特定なＭＢＭＳサービスに対応した MBMS R
B SETUPメッセージに対する応答メッセージを前記特定なＭＢＭＳサービスを要請したす
べてのＵＥが個別的に伝送しなくとも、前記特定なＭＢＭＳサービスが行われるようにす
る方法を提供する。
【００６１】
　２．１  信号処理手順
　図８は、本発明の第２実施形態によるＭＢＭＳサービスを提供するためのＭＢＭＳＲＢ
設定過程に対する信号フローを示す図である。図８において、無線ベアラーを設定するた
めにＲＮＣ１４０からＵＥへ最初伝送されるすべてのメッセージは、グループシグナリン
グ (Group Signaling)によって伝送される。前記グループシグナリングは、ＲＮＣ１４０
が１つのメッセージを複数の対象 (ＵＥまたはセル )へ伝送する信号伝送方式を通称する。
しかし、最初の伝送後、無線ベアラー設定のためにＲＮＣ１４０とＵＥとの間に伝送され
る制御メッセージは個別シグナリングによって伝送される。前記個別シグナリングは、Ｒ
ＮＣ１４０と特定なＵＥとの間に行われる信号伝送方式を通称する。そして、下記説明に
おいて、“ＵＥ”とは、同一なセル内に存在するＵＥであって、ＭＢＭＳサービスを要請
したＵＥを称する意味として使用されている。また、 ACTIVATE MBMS PDP CONTEXT REQUES
Tメッセージを伝送し、前記 ACTIVATE MBMS PDP CONTEXT REQUESTメッセージを受信するこ
とによって、サービス要請過程が完了したＵＥをその対象にしている。
【００６２】
　図８を参照して第２実施形態をより具体的に説明すると、ＭＢＭＳ無線ベアラーを設定
するためにステップ５０１乃至ステップ５０５で遂行される一連の手順は、図５を参照し
て前記第１実施形態で説明したものと同様であるので、詳細な説明は省略する。
【００６３】
　前記説明を省略した手順によってＭＢＭＳ無線ベアラーの設定に成功したＵＥとＳＧＳ
Ｎは、ステップ２０７で、前記ＭＢＭＳ無線ベアラーによるＭＢＭＳデータの送受信を遂
行する。
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【００６４】
　しかし、前記ＭＢＭＳ無線ベアラーの設定に失敗したＵＥのためには、別途のシグナリ
ングが提案されている。まず、前記ＲＮＣ１４０は、前記ＭＢＭＳデータを伝送する手順
とは別に、ステップ８０１、ステップ８０５及びステップ８０６で、ＭＢＭＳ状態 (MBMS 
STATUS)メッセージをＣＢＳ (Cell Broadcast Service)を利用して周期的に伝送する。前
記ＭＢＭＳ状態メッセージはセル別に伝送が行われ、各セル別に要請されたＭＢＭＳサー
ビスのうちすでに提供されているＭＢＭＳサービスを同一なセル内に存在するＵＥに通報
する役割りをする。
【００６５】
　これに対応して、ＵＥは、前記ＣＢＳを通じて前記ＲＮＣ１４０から伝送されるＭＢＭ
Ｓ状態メッセージを受信し、前記ＭＢＭＳ状態メッセージによって自分が要請したＭＢＭ
Ｓサービスがすでにセル内で提供されているか否かを判断する。もしも、セル内ですでに
提供されているＭＢＭＳサービスのうち自分が要請したＭＢＭＳサービスが存在しないと
、ＭＢＭＳ無線ベアラー情報を受信するための通常的な手順を持続的に遂行する。しかし
、セル内ですでに支援されているＭＢＭＳサービスのうち自分が要請したＭＢＭＳサービ
スが存在すると、前記ＵＥは、すでに所望する MBMS RB SETUPメッセージが伝送されたが
、受信できないことを認知するようになる。
【００６６】
　前記ＵＥの動作をより具体的に説明すると、任意のＵＥは、サービス要請過程を完了し
たＭＢＭＳサービスの識別子 (SERVICE ID)を MBMS_SERVICE_JOINEDという変数に貯蔵する
。もしも、ステップ５０５で、 MBMS RB SETUPメッセージを正常的に受信してＭＢＭＳサ
ービスを開始したら、前記 MBMS_SERVICE_JOINEDに貯蔵されている該当サービスＩＤを削
除し、前記サービスＩＤを MBMS_SERVICE_ONGOING変数に貯蔵する。前記 MBMS_SERVICE_JOI
NEDという変数に１個以上のサービスＩＤを貯蔵しているＵＥは、ＣＢＳを通じて伝送さ
れるＭＢＭＳ状態メッセージを受信する。そして、前記 MBMS_SERVICE_JOINEDに貯蔵され
ているサービスＩＤと前記受信したＭＢＭＳ状態メッセージに含まれているサービスＩＤ
とを比較する。前記比較結果、前記 MBMS_SERVICE_JOINEDに貯蔵されているサービスＩＤ
と一致するＩＤが存在すると、該当ＵＥは、ステップ８０２へ進行して前記サービスＩＤ
を含むＭＢＭＳ無線ベアラー情報再伝送要請 (MBMS RB info RTX REQ)メッセージを個別シ
グナリングを通じて前記ＲＮＣ１４０へ伝送する。前記ＭＢＭＳ無線ベアラー情報再伝送
要請 (MBMS RB info RTX REQ)メッセージは、“ MBMS RB info RTX REQUEST=[メッセージタ
イプ、ＵＥ  ＩＤ、サービスＩＤ ]”の情報を含む。
【００６７】
　前記ＲＮＣ１４０は、前記 MBMS RB info RTX REQメッセージを受信すると、前記 MBMS R
B info RTX REQメッセージに含まれたサービスＩＤを確認する。そして、前記確認された
識別子に対応するＭＢＭＳサービスのＭＢＭＳ無線ベアラー情報を含むように MBMS RB SE
TUPメッセージを構成する。前記 MBMS RB SETUPメッセージは、ステップ８０３で、ＦＡＣ
Ｈを通じて前記再伝送を要請したＵＥへ伝送される。すなわち、前記再伝送される MBMS R
B SETUPメッセージは、個別シグナリング (個別メッセージ )によって伝送されるので他の
ＵＥへ伝送されない。このために、前記 MBMS RB SETUPメッセージは、ＵＥの個別識別子
であるＲＮＴＩ (Radio Network Temporary Identity)を含む。すなわち、本発明の第２実
施形態では、ＵＥからＭＢＭＳサービスに対する無線ベアラー (Radio Bearer)情報に対す
る応答メッセージを受信しない代わりに、ＣＢＳを通じて現在提供されるＭＢＭＳサービ
スの情報を持続的に知らせ、前記ＵＥがＣＢＳから伝送されるメッセージを通じて自分が
現在ＭＢＭＳ無線ベアラーに対する情報を受信したか否かを判断するようにする。もしも
、受信できない場合ＲＮＣに要請することにより、前記ＲＮＣは、ＭＢＭＳ無線ベアラー
に対する情報を受信できないＵＥにのみ個別的に無線ベアラーに対する情報を伝送するよ
うにするものである。ここで、前記ＣＢＳで現在ＵＥが無線ベアラーに対する情報を受信
したか否かを認知するようにするための方法であって、ＭＢＭＳサービスに対する情報を
与えるものと説明しているが、これは、多様な形態で変形可能である。
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【００６８】
　前記ＵＥは、個別シグナリングを通じて前記ＲＮＣ１４０から前記 MBMS RB SETUPメッ
セージを受信し、ステップ８０４では、前記 MBMS RB SETUPメッセージに対する応答で MBM
S RB SETUP COMPLETEメッセージを前記ＲＮＣ１４０へ伝送する。前記 MBMS RB SETUP COM
PLETEメッセージは、ランダムアクセスチャンネル (ＲＡＣＨ )を通じて伝送されるので、
前記ＵＥを区分するための個別識別子であるＲＮＴＩを含む。前記個別メッセージ (indiv
idual signaling)は、グループメッセージ (group signaling)に対比される用語で、送信
装置と受信装置が単数である場合を称する。すなわち、ステップ５０５で伝送が行われる
MBMS RB SETUPメッセージは、送信装置は単数であるが、受信装置は、特定なＭＢＭＳサ
ービスを受信しようとする複数のＵＥであるグループメッセージの例であるといえる。
【００６９】
　本発明の第２実施形態で新たに提案されているＭＢＭＳ状態メッセージは、ＣＢＳのス
ケジュール状況によって反復して伝送される (ステップ８０１、  ステップ８０５、及びス
テップ８０６ )。前記ＣＢＳスケジュール状況は、ＣＢＳスケジュールメッセージを通じ
てＵＥに公知されるので、ＵＥは、前記ＣＢＳスケジュールメッセージの情報に基づいて
ＭＢＭＳ状態メッセージのみを受信することができる。
【００７０】
　一方、現在提供されているＭＢＭＳサービスのうち任意のＭＢＭＳサービスが終了され
ると、前記解除されたＭＢＭＳサービスのために割り当てられた無線資源は解除されるべ
きであろう。そして、前記ＲＮＣ１４０は、ステップ８０６で、現在提供されているＭＢ
ＭＳサービスのうちサービスが終了したＭＢＭＳサービスを除外し、この後反復して伝送
されるＭＢＭＳ状態メッセージを通じては残りのＭＢＭＳサービスに対する情報のみが提
供される。
【００７１】
　前述したように、本発明の第２実施形態では、ＲＮＣでセル別に現在提供されているＭ
ＢＭＳサービスの情報を提供することによって、最初 MBMS RB SETUPメッセージの受信に
失敗したＵＥが前記ＲＮＣとの個別的なメッセージ交換を通じて所望するＭＢＭＳ無線ベ
アラー情報を認知するようにした。従って、 MBMS RB SETUPメッセージに対応してＵＥの
それぞれが応答メッセージを伝送しなくとも、正常的なＭＢＭＳサービスが行われること
ができる。
【００７２】
　２．２  追加メッセージの定義
　２．２．１  スケジュールメッセージ
　図９は、本発明の第２実施形態の具現のために要求されるスケジュールメッセージの構
造を示す。
　図９を参照すると、スケジュールメッセージは、ＭＢＭＳ状態メッセージの伝送スケジ
ュールに関する情報をセル別に提供するためのメッセージである。前記スケジュールメッ
セージは、各セル内のＵＥへ伝達される。すなわち、前記スケジュールメッセージは、Ｒ
ＮＣがセル別に構成して該当セル別に放送する。前記スケジュールメッセージは、１つの
スケジューリング周期 (scheduling period)の間伝送されるデータに対する情報を含んで
いる。前記スケジューリング周期は、多数の共通伝送チャンネルブロックセット (Common 
Transport Channel Block Set；ＣＴＣＨ  ＢＳ )で構成され、前記ＣＴＣＨ  ＢＳの大きさ
は、複数のラジオフレームで規定される。また、前記スケジュールメッセージを通じて伝
送される情報は、上位階層信号として予めＵＥとＲＮＣが共有しなければならない情報で
ある。
【００７３】
　図１１は、本発明の第２実施形態でスケジューリングメッセージと共にスケジューリン
グ周期の間ＣＴＣＨ  ＢＳが伝送される例を示す。
【００７４】
　図１１に示すように、１つのスケジューリング周期１１０６は、スケジュールメッセー
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ジ１１０１によって公知されたＣＢＳスケジューリング周期の長さ (length of CBS sched
uling period)９０４だけのＣＴＣＨ  ＢＳで構成される。前記スケジューリング周期の開
始点は、前記スケジュールメッセージ１１０１から所定のオフセット (Offset to Begin C
TCH BS)１１０３だけ離隔される。各ＣＴＣＨ  ＢＳに対する説明は、図９に示しているス
ケジュールメッセージのメッセージディスクリプション (message description)９０６～
９０７によって行われる。前記メッセージディスクリプションの１つはＣＴＣＨ  ＢＳの
１つと対応し、前記メッセージディスクリプションは、前記ＣＴＣＨ  ＢＳのメッセージ
ディスクリプションタイプに関する情報を含む。前記メッセージディスクリプションタイ
プ情報は、該当ＣＴＣＨ  ＢＳの性格を規定する予め決定された値である。本発明では、
前記メッセージディスクリプションタイプ情報のうち使用しない値である‘９’をＭＢＭ
Ｓ状態メッセージと対応させる。前記オフセット (Offset to Begin CTCH BS)の情報要素 (
Information Element)９０３は、図９に示すように８ビットの大きさを有し、１と２５５
との間の値を表現する。前記ＣＢＳスケジューリング周期の長さ (length of CBS schedul
ing period)９０４の情報要素も８ビットの大きさを有し、１と２５５との間の値を表現
する。
【００７５】
　本発明の第２実施形態を支援するＵＥは、前記スケジュールメッセージ１１０１を受信
すると、前記スケジュールメッセージに含まれている前記オフセット９０３の情報と前記
ＣＢＳスケジューリング周期の長さ９０４の情報とを利用して、前記スケジューリング周
期の開始時点と終了時点とを認知することができる。また、前記スケジュールメッセージ
に含まれているメッセージディスクリプション９０６及び９０７のメッセージディスクリ
プションタイプ情報を読み取って、前記情報が‘９’であるＣＴＣＨ  ＢＳの位置を確認
することができる。従って、前記メッセージディスクリプションタイプ情報が‘９’であ
るＣＴＣＨ  ＢＳのみ選択的に受信することができる。
【００７６】
　以下、前記スケジュールメッセージ１１０１の構造について簡単に説明すると、前記ス
ケジュールメッセージのメッセージタイプは‘２’と定義されている。そして、新たなメ
ッセージビットマップ (New Message Bitmap)９０５は、各ＣＴＣＨ  ＢＳが新たなメッセ
ージであるか、すでに伝送されたことがあるメッセージ (old message)であるかを知らせ
る値である。前記新たなメッセージビットマップの大きさは、１つのスケジューリング周
期 (Scheduling period)の間に伝送されるＣＴＣＨ  ＢＳの個数に従って可変的である。例
えば、ＣＴＣＨ  ＢＳがビットマップで‘０’に設定されると、前記ＣＴＣＨ  ＢＳは、す
でに伝送されたことがあるメッセージ (old message)を伝送し、ＣＴＣＨ  ＢＳが‘１’に
設定されると、ＣＴＣＨ  ＢＳは、新たなメッセージ (new message)を伝送する。一方、図
１１で説明したように、ＵＥは、スケジュールメッセージを受信してＭＢＭＳ状態メッセ
ージが伝送されるＣＴＣＨ  ＢＳを確認し、前記ＣＴＣＨ  ＢＳを選択的に受信することが
できる。
【００７７】
　２．２．２  ＭＢＭＳ状態メッセージ
　図１０は、本発明の第２実施形態の具現のために要求されるＭＢＭＳ状態メッセージの
構造を示す。図１０に示されているＭＢＭＳ状態メッセージの構造は、通常的なＣＢＳメ
ッセージの構造と同一である。
　図１０を参照すると、ＭＢＭＳ状態メッセージを構成するメッセージタイプ１０５１の
値は、現在使用されない‘４’に設定されることができる。メッセージ識別子 (Message I
D)１０５２は、ＣＢＳメッセージの識別子の役割りをし、通常に、ＵＥは、前記メッセー
ジＩＤを利用して任意のＣＢＳメッセージが受信されたか否かを決定することができる。
しかし、前記ＵＥは、メッセージタイプを利用してＭＢＭＳ状態メッセージであることを
識別するので、前記メッセージＩＤの実際的な効用性は存在しない。一方、ＲＮＣは、前
記メッセージＩＤの値をすでに定義されていない値で設定して前記ＭＢＭＳ状態メッセー
ジを伝送し、前記ＵＥは、前記メッセージＩＤの値を貯蔵する。
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【００７８】
　シリアルナンバー (Serial Number)１０５３は、１６ビットであって、任意の同一なメ
ッセージが含んでいる内容が更新されたか否かを示す。前記同一なメッセージは、同一な
メッセージＩＤを有するＣＢＳメッセージを意味する。本発明では、図８でのステップ８
０５及びステップ８０６でのように、任意のＭＢＭＳサービスが該当セルで追加されるか
または終了されてＭＢＭＳ状態メッセージの内容が変わる場合、前記シリアルナンバーを
変化させる。
【００７９】
　データコーディング技法 (Data Coding Scheme)１０５４は、ＣＢＳメッセージのペイロ
ード (payload)に適用された言語を示す値であり、３ＧＰＰ  ＴＳ  ２３．０８１に定義さ
れている。本発明において、前記データコーディング技法フィールド１０５４は何の効用
性を有しない。しかし、既存方式との互換性を保持するために、前記３ＧＰＰ  ＴＳ  ２３
．０８１で使用されていない任意の値を前記データコーディング技法フィールド１０５４
の値と定義する。
【００８０】
　ＭＢＭＳ状態データ１０５５は、前記ＭＢＭＳ状態メッセージのペイロードであり、前
記ＭＢＭＳ状態メッセージを伝送する現在の時点に該当セルで提供されているＭＢＭＳサ
ービスＩＤ１０５６～１０５８で構成される。前記サービスＩＤとしてＩＰＶ６アドレス
が使用されると、前記サービスＩＤフィールド１０５６～１０５８の大きさは１２８ビッ
トである。
【００８１】
　２．３  ＵＥの動作
　図１２は、本発明の第２実施形態によるＵＥの制御動作を示すフローチャートである。
前記ＵＥが特定なＭＢＭＳサービスを要請したものと仮定する。
　図１２を参照すると、ＵＥは、特定なＭＢＭＳサービスを要請した後、ステップ１２０
１で MBMS_SERVICE_JOINED変数を空いており、ステップ１２０２で、前記 MBMS_SERVICE_JO
INED変数に貯蔵されている項目の更新によって、１個以上の変数が存在するとステップ１
２０３へ進行する。ステップ１２０３へ進行すると、前記ＵＥは、セル単位で公知される
システム情報を通じてＣＢＳがサービスされる第２共通制御物理チャンネル (Secondary-C
ommon Control Physical Channel；Ｓ－ＣＣＰＣＨ )を確認する。そして、前記チャンネ
ルを通じてＣＢＳメッセージを受信すると、前記ＣＢＳメッセージのそれぞれのメッセー
ジタイプフィールドに設定されている値を検査する。もしも、前記メッセージタイプフィ
ールドに該当ＣＢＳメッセージがスケジュールメッセージであることを示す‘２’が設定
されていると、前記ＵＥは、ステップ１２０４へ進行する。前記ＵＥは、図８及び図９で
説明したように、ステップ１２０４でスケジューリング周期 (scheduling period)を求め
、ステップ１２０５で、前記スケジューリング区間の間ＭＢＭＳ状態メッセージがあるか
否かを判断する。前記判断は、スケジューリングメッセージ (scheduling message)のメッ
セージディスクリプションタイプが‘９’であるメッセージディスクリプション (message
 description)が存在するか否かに基づいて行われる。もしも、ＭＢＭＳ状態メッセージ
が存在すると判断される場合、前記ＵＥは、ステップ１２０６へ進行して前記メッセージ
ディスクリプションに該当するＣＴＣＨ  ＢＳを通じて伝送されるＭＢＭＳ状態メッセー
ジを受信する。しかし、次のスケジューリング周期の間ＭＢＭＳ状態メッセージが存在し
ないと判断されると、前記ＵＥは、ステップ１２０３へ進行して次のスケジュールメッセ
ージが到着するときまで待機する。
【００８２】
　一方、前記ＵＥは、ステップ１２０７で前記受信したＭＢＭＳ状態メッセージに MBMS_S
ERVICE_JOINEDに貯蔵されているサービスＩＤと同一なサービスＩＤが含まれているか否
かを判断する。もしも、前記ＭＢＭＳメッセージが前記 MBMS_SERVICE_JOINEDに貯蔵され
ているサービスＩＤを含んでいると、前記ＵＥは、自分の要請したＭＢＭＳサービスに対
応してＲＮＣから伝送された MBMS RB SETUPメッセージを受信できないことを認める。そ
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して、前記ＵＥは、ステップ１２０８へ進行して所望する MBMS RB SETUPメッセージの再
伝送を要請する MBMS RB info RTX REQメッセージを前記ＲＮＣへ伝送する。前記 MBMS RB 
info RTX REQメッセージはＤＣＣＨを通じて伝送されることができ、サービスＩＤとＵＥ
の個別識別子が含まれる。一方、前記ＵＥは、前記 MBMS RB info RTX REQメッセージを伝
送した後、ステップ１２０９で、前記ＲＮＣから再伝送される MBMS RB SETUPメッセージ
を受信する。前記 MBMS RB SETUPメッセージを受信すると、前記ＵＥは、ステップ１２１
０へ進行して前記 MBMS RB SETUPメッセージに含まれたＭＢＭＳ無線ベアラー情報によっ
て各階層を設定する。そして、前記設定によって所望するＭＢＭＳサービスに従うＭＢＭ
Ｓデータを受信するための用意を完了した後、前記ＭＢＭＳデータの受信を開始する。ス
テップ１２０９から受信する MBMS RB SETUPメッセージは、個別メッセージへ伝送される
。
【００８３】
　一方、前記ＵＥは、ステップ１２１０で、所望するＭＢＭＳサービスに従うＭＢＭＳデ
ータの受信が開始されると、前記ＭＢＭＳデータの受信が開始された該当ＭＢＭＳサービ
スのサービスＩＤを前記 MBMS_SERVICE_JOINED変数から除去する。そして、ステップ１２
１１で、前記 MBMS_SERVICE_JOINED変数に貯蔵されている空いている項目が存在するか否
かを判断する。もしも、空いている項目が存在すると、ステップ１２０３へ戻って次のス
ケジュールメッセージ (schedule message)を受信した後前述した動作を反復して遂行する
。しかし、ステップ１２１１で、前記 MBMS_SERVICE_JOINED変数に貯蔵されている項目が
存在しないと、ステップ１２０１へ戻って前記 MBMS_SERVICE_JOINED変数として新たな項
目が追加されるときまで待機する。
【００８４】
　２．４  ＲＮＣの動作
　図１３は、本発明の第２実施形態によるＲＮＣの制御動作を示すフローチャートである
。
　図１３を参照すると、前記ＲＮＣは、現在該当セルで提供されているＭＢＭＳサービス
のサービスＩＤを MBMS_STATUS_DATAという変数に貯蔵する。従って、前記ＲＮＣは、ステ
ップ１３０１で、新たなサービスに対する MBMS RAB ASSIGNMENT RESPONSEメッセージを伝
送するか、または、ステップ１３０２で既存のＭＢＭＳサービスの中断を指示するＭＢＭ
Ｓ  ＲＡＢ解除メッセージを伝送した後ステップ１３０３へ進行する。ステップ１３０３
へ進行した前記ＲＮＣは、前記新たに開始されるかまたは中断されたサービスのサービス
ＩＤを前記 MBMS_STATUS_DATAで更新する。
【００８５】
　その後、前記ＲＮＣは、ステップ１３０４で次のスケジューリング周期の間伝送するＣ
ＢＳメッセージをセル別にスケジューリングした後、ステップ１３０５へ進行して次のス
ケジューリング周期の間ＭＢＭＳ状態メッセージを伝送するか否かを判断する。もしも、
次のスケジューリング周期の間ＭＢＭＳ状態メッセージを伝送することにしたら、前記Ｒ
ＮＣは、ステップ１３０６へ進行する。そうでない場合、ステップ１３０４へ戻る。ステ
ップ１３０４へ戻ると、前記ＲＮＣは、次のスケジューリング周期のスケジューリング動
作まで待機する。
【００８６】
　一方、ステップ１３０６へ戻ると、前記ＲＮＣは、ＭＢＭＳ状態メッセージが伝送され
るＣＴＣＨ  ＢＳに対応するメッセージディスクリプション部分のＭＤＴ (Message Descri
ption Type)を‘９’に設定する。そして、ステップ１３０７へ進行してスケジュールメ
ッセージを伝送する。
【００８７】
　また、前記ＲＮＣは、ステップ１３０８で、前記ＭＢＭＳ状態メッセージを構成するに
おいて、メッセージタイプを‘４’に設定し、ステップ１３０９では、メッセージＩＤを
予め決定されている値で設定する。ステップ１３１０で、前記ＲＮＣはシリアルナンバー
を適切に設定し、ステップ１３１１で、ＭＢＭＳ状態データの部分に MBMS_STATUS_DATA変
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数に貯蔵されているサービスＩＤを挿入する。ステップ１３１１で、ＭＢＭＳ状態データ
が以前に伝送したＭＢＭＳ状態データと異なる場合、前記ＲＮＣは、シリアルナンバーを
以前に使用したシリアルナンバーと異なる値で設定し、同じ場合には、ステップ１３１０
で、前記ＲＮＣは、シリアルナンバーを以前に使用したシリアルナンバーと同じ値で設定
する。
【００８８】
　この後、前記ＲＮＣ１４０は、ステップ１３１２で前記ＭＢＭＳ状態メッセージが伝送
されるべき時点になると、前記ＭＢＭＳ状態メッセージを伝送した後ステップ１３０４へ
進行する。
【００８９】
　前述の如く、本発明の詳細な説明では、具体的な実施形態について説明してきたが、本
発明の範囲を逸脱しない限り、各種の変形が可能なのは明らかである。従って、本発明の
範囲は、前記実施形態に限るものでなく、特許請求の範囲のみならず、その範囲と均等な
ものにより定められるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】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。
【図２】移動通信システムでＭＢＭＳサービスのための信号フローを示す図。
【図３】図２に示したステップ２０３乃至２０６の詳細な信号フローを示す図。
【図４】図３に示したステップ３０７及びステップ３０８の詳細な信号フローを示す図。
【図５】本発明の第１実施形態によるＭＢＭＳサービスのための無線ベアラー設定過程に
対する信号フローを示す図。
【図６】本発明の第１実施形態によるＵＥの制御動作を示すフローチャート。
【図７】本発明の第１実施形態によるＲＮＣの制御動作を示すフローチャート。
【図８】本発明の第２実施形態によるＭＢＭＳサービスのための無線ベアラー設定過程に
対する信号フローを示す図。
【図９】本発明の第２実施形態によるスケジューリングメッセージの構造を示す図。
【図１０】本発明の第２実施形態によるＭＢＭＳ状態ＣＢＳメッセージの構造を示す図。
【図１１】本発明の第２実施形態による共通伝送チャンネルの伝送例を示す図。
【図１２】本発明の第２実施形態によるＵＥの制御動作を示すフローチャート。
【図１３】本発明の第２実施形態によるＲＮＣの制御動作を示すフローチャート。
【符号の説明】
【００９１】
　１３０　　　ＳＧＳＮ
　１４０　　　ＲＮＣ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

(26) JP 3803661 B2 2006.8.2



【 図 １ ３ 】
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