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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使用者機器（ＵＥ）により点対多サービスを受信する方法で
あって、
　前記無線通信システムは、ネットワークと、少なくとも１つの使用者機器とを備え、
　前記方法は、
　前記ネットワークから、スケジューリング周期に関する情報を受信することと、
　前記ネットワークから、現在のスケジューリング周期においてスケジューリング情報を
受信することであって、前記スケジューリング情報は、前記点対多サービスに対するデー
タ伝送区間の長さおよびデータ伝送開始点を含み、前記スケジューリング情報は、前記現
在のスケジューリング周期の後で前記点対多サービスに関連するデータ伝送がないスケジ
ューリング周期の数を示す受信保留情報をさらに含む、ことと、
　前記スケジューリング情報に基づいて、前記現在のスケジューリング周期のデータ伝送
区間の間において、前記点対多サービスに対するデータを受信することと
　を含み、
　前記使用者機器は、前記受信保留情報により示される数のスケジューリング周期の間に
おいて、前記点対多サービスに対するデータおよびスケジューリング情報の受信を停止す
る、方法。
【請求項２】
　前記受信保留情報により示される数のスケジューリング周期の後に、前記ネットワーク
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から、スケジューリング情報を受信することと、
　前記スケジューリング情報に基づいて、前記ネットワークから、前記点対多サービスに
対するデータを受信することと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記スケジューリング情報および前記受信保留情報は、第２共通物理チャネル（ＳＣＣ
ＰＣＨ）上で受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記点対多サービスに対するデータは、論理チャネル上で受信され、前記論理チャネル
は、前記受信保留情報が受信される別の論理チャネルとは異なる、請求項３に記載の方法
。
【請求項５】
　前記ネットワークは、ＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ　
ｎｅｔｗｏｒｋ）である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記点対多サービスは、マルチメディア放送／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）で
ある、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　無線通信システムにおいて点対多サービスを受信する使用者機器（ＵＥ）であって、
　前記無線通信システムは、ネットワークと、少なくとも１つの使用者機器とを備え、
　前記使用者機器（ＵＥ）は、
　前記ネットワークから、スケジューリング周期に関する情報を受信する手段と、
　前記ネットワークから、現在のスケジューリング周期においてスケジューリング情報を
受信する手段であって、前記スケジューリング情報は、前記点対多サービスに対するデー
タ伝送区間の長さおよびデータ伝送開始点を含み、前記スケジューリング情報は、前記現
在のスケジューリング周期の後で前記点対多サービスに関連するデータ伝送がないスケジ
ューリング周期の数を示す受信保留情報をさらに含む、手段と、
　前記スケジューリング情報に基づいて、前記現在のスケジューリング周期のデータ伝送
区間の間において、前記点対多サービスに対するデータを受信する手段と
　を含み、
　前記使用者機器は、前記受信保留情報により示される数のスケジューリング周期の間に
おいて、前記点対多サービスに対するデータおよびスケジューリング情報の受信を停止す
る、使用者機器（ＵＥ）。
【請求項８】
　前記受信保留情報により示される数のスケジューリング周期の後に、前記ネットワーク
から、スケジューリング情報を受信する手段と、
　前記スケジューリング情報に基づいて、前記ネットワークから、前記点対多サービスに
対するデータを受信する手段と
　をさらに含む、請求項７に記載の使用者機器（ＵＥ）。
【請求項９】
　無線通信システムにおいてネットワークにより点対多サービスを伝送する方法であって
、
　前記無線通信システムは、少なくとも１つの使用者機器と、前記ネットワークとを備え
、
　前記方法は、
　使用者機器（ＵＥ）に、スケジューリング周期に関する情報を伝送することと、
　前記使用者機器に、現在のスケジューリング周期においてスケジューリング情報を伝送
することであって、前記スケジューリング情報は、前記点対多サービスに対するデータ伝
送区間の長さおよびデータ伝送開始点を含み、前記スケジューリング情報は、前記現在の
スケジューリング周期の後で前記点対多サービスに関連するデータ伝送がないスケジュー
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リング周期の数を示す受信保留情報をさらに含む、ことと、
　前記スケジューリング情報に基づいて、前記現在のスケジューリング周期のデータ伝送
区間の間において、前記使用者機器に、前記点対多サービスに対するデータを伝送するこ
とと
　を含み、
　前記使用者機器は、前記受信保留情報により示される数のスケジューリング周期の間に
おいて、前記点対多サービスに対するデータおよびスケジューリング情報の受信を停止す
る、方法。
【請求項１０】
　前記受信保留情報により示される数のスケジューリング周期の後に、前記使用者機器に
、スケジューリング情報を伝送することと、
　前記スケジューリング情報に基づいて、前記使用者機器に、前記点対多サービスに対す
るデータを伝送することと
　をさらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記スケジューリング情報および前記受信保留情報は、第２共通物理チャネル（ＳＣＣ
ＰＣＨ）上で伝送される、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記点対多サービスに対するデータは、論理チャネル上で伝送され、前記論理チャネル
は、前記受信保留情報が受信される別の論理チャネルとは異なる、請求項１１に記載の方
法。
【請求項１３】
　前記ネットワークは、ＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ　
ｎｅｔｗｏｒｋ）である、請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　前記点対多サービスは、マルチメディア放送／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）で
ある、請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　無線通信システムにおいて点対多サービスを伝送するネットワークデバイスであって、
　前記無線通信システムは、少なくとも１つの使用者機器と、ネットワークとを備え、
　前記ネットワークデバイスは、
　使用者機器（ＵＥ）に、スケジューリング周期に関する情報を伝送する手段と、
　前記使用者機器に、現在のスケジューリング周期においてスケジューリング情報を伝送
する手段であって、前記スケジューリング情報は、前記点対多サービスに対するデータ伝
送区間の長さおよびデータ伝送開始点を含み、前記スケジューリング情報は、前記現在の
スケジューリング周期の後で前記点対多サービスに関連するデータ伝送がないスケジュー
リング周期の数を示す受信保留情報をさらに含む、手段と、
　前記スケジューリング情報に基づいて、前記現在のスケジューリング周期のデータ伝送
区間の間において、前記使用者機器に、前記点対多サービスに対するデータを伝送する手
段と
　を含み、
　前記使用者機器は、前記受信保留情報により示される数のスケジューリング周期の間に
おいて、前記点対多サービスに対するデータおよびスケジューリング情報の受信を停止す
る、ネットワークデバイス。
【請求項１６】
　前記受信保留情報により示される数のスケジューリング周期の後に、前記使用者機器に
、スケジューリング情報を伝送する手段と、
　前記スケジューリング情報に基づいて、前記使用者機器に、前記点対多サービスに対す
るデータを伝送する手段と
　をさらに含む、請求項１５に記載のネットワークデバイス。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに係り、より詳細には、点対多点（ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－ｍ
ｕｌｔｉｐｏｉｎｔ）サービス通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、ＵＭＴＳ（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）ネットワーク構造を示すブロックダイヤグラムである。
【０００３】
　図１に示すように、ＵＭＴＳシステムは、端末（例えば、使用者機器（ＵＥ））、ＵＭ
ＴＳ領域無線接続網（ＵＴＲＡＮ）及び核心網（ＣＮ）を含む。ＵＴＲＡＮは少なくとも
一つの無線網サブシステム（ＲＮＳ）を含む。それぞれのＲＮＳは、一つの無線網制御機
（ＲＮＣ）及び前記ＲＮＣによって管理される少なくとも一つの基地局（例えば、ｎｏｄ
ｅ－Ｂ）を含む。それぞれのｎｏｄｅ－Ｂには少なくとも一つのセルが存在する。
【０００４】
　図２は、端末とＵＴＲＡＮ間の無線インターフェースプロトコル（ｒａｄｉｏ　ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）構造を示すダイヤグラムである。図２は、端末とＵＴ
ＲＡＮ間の３ＧＰＰ（ｔｈｉｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　ｐ
ｒｏｊｅｃｔ）無線接続網規格による無線インターフェースプロトコル構造を示す。
【０００５】
　図２によれば、無線インターフェースプロトコルは、水平的に物理階層、データリンク
階層及びネットワーク階層を含んで配列される。なお、該無線インターフェースプロトコ
ルは、垂直的にデータ情報伝達のための使用者平面及び信号伝達のための制御平面に分け
られる。これらのプロトコル階層は、開放型システム間相互接続（ｏｐｅｎ　ｓｙｓｔｅ
ｍ　ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ；ＯＳＩ）基準モデルの下位３個階層に基づいてＬ
１（第１階層）、Ｌ２（第２階層）、Ｌ３（第３階層）に分けられることができる。
【０００６】
　第１階層または物理階層は、物理チャネルを介して情報伝達サービスを上位階層に提供
する。この物理階層は、伝送チャネルを介して媒体接続制御（ＭＡＣ）階層である上位階
層に接続される。該記伝送チャネルを介してデータがＭＡＣ階層及び物理階層間で送信さ
れる。データはまた、他の物理階層間、すなわち、送信側面及び受信側面の物理階層間で
も送信される。
【０００７】
　第２階層のＭＡＣ階層は、論理チャネルを介して上位階層である無線リンク制御（ＲＬ
Ｃ）階層にサービスを提供する。第２階層の無線リンク制御（ＲＬＣ）階層は、信頼性あ
るデータ伝送を提供し、上位階層から受信したサービスデータユニット（ＳＤＵ）の分割
及び結合機能を行う。Ｌ３階層の下位領域の無線資源制御（ＲＲＣ）階層は、制御平面で
定義され、無線ベアラ（ＲＢ）等の設定、再設定及び解除に関連して論理チャネル、伝送
チャネル及び物理チャネルの制御を担当する。無線ベアラは、端末とＵＴＲＡＮ間のデー
タ伝送のために第２階層によって提供されるサービスである。ＲＢの設定とは、特定サー
ビスを提供するために必要なプロトコル階層及びチャネルの特性を定義し、それぞれの具
体的パラメータ及び動作方法を設定することをいう。
【０００８】
　以下、マルチメディア放送／マルチキャストサービス（ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｂｒｏ
ａｄｃａｓｔ／ｍｕｌｔｉ　ｃａｓｔ　ｓｅｒｖｉｃｅ；ＭＢＭＳ）について詳細に説明
する。
ＭＢＭＳは、下り専用ＭＢＭＳベアラサービスを用いて複数の端末（ＵＥ）にストリーミ
ング（ｓｔｒｅａｍｉｎｇ）またはバックグラウンド（ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ）サービス
を提供する。ＭＢＭＳは少なくとも一つのセッション（ｓｅｓｓｉｏｎ）を含む。ＭＢＭ
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Ｓデータは、セッション進行中にＭＢＭＳベアラサービスを経由して複数の端末に伝送さ
れる。
【０００９】
　ＵＴＲＡＮは、ＭＢＭＳベアラサービスを無線ベアラを用いて端末（ＵＥ）に提供する
。点対点（ｐｏｉｎｔ　ｔｏ　ｐｏｉｎｔ）無線ベアラは、両方向（ｂｉ－ｄｉｒｅｃｔ
ｉｏｎａｌ）無線ベアラであり、論理チャネルＤＴＣＨ（専用トラフィックチャネル）、
伝送チャネルＤＣＨ（専用チャネル）及び物理チャネルＤＰＣＨ（専用物理チャネル）ま
たは物理チャネルＳＣＣＰＣＨ（第２共通制御物理チャネル）を含む。点対多点無線ベア
ラは、単方向下りリンク無線ベアラである。点対多点無線ベアラは、論理チャネルＭＴＣ
Ｈ（ＭＢＭＳトラフィックチャネル）、伝送チャネルＦＡＣＨ（前方接続チャネル）及び
物理チャネルＳＣＰＣＨを含む。論理チャネルＭＴＣＨは、それぞれのセルに提供される
ＭＢＭＳごとに構成され、特定ＭＢＭＳの使用者平面のデータを複数の端末に伝送するた
めに使用される。
【００１０】
　図３は、端末による点対多点サービスの受信に対するチャネル写像（ｍａｐｐｉｎｇ）
の一例である。
【００１１】
　図３によれば、論理チャネルＭＣＣＨ（ＭＢＭＳ制御チャネル）は、点対多点下りリン
クチャネルであり、ＭＢＭＳと関連した制御情報を送信するのに使用される。この論理チ
ャネルＭＣＣＨは、前記伝送チャネルＦＡＣＨ（前方接続チャネル）に写像され、一方、
この伝送チャネルＦＡＣＨは、前記物理チャネルＳＣＣＰＣＨ（第２共通制御物理チャネ
ル）に写像される。一つのセル中に少なくとも一つのＭＣＣＨが存在する。
【００１２】
　ＭＢＭＳを提供するＵＴＲＡＮは、ＭＣＣＨ情報をＭＣＣＨチャネルを介して複数の端
末（ＵＥ）に伝送する。該ＭＣＣＨ情報は、ＭＢＭＳ（例えば、ＭＢＭＳに関連したＲＲ
Ｃメッセージ）に関連した通知メッセージを含む。例えば、ＭＣＣＨ情報は、ＭＢＭＳ情
報の通知を提供するメッセージ、点対多点無線ベアラ情報の通知を提供するメッセージ及
び／または特定ＭＢＭＳに対して要求されるＥＥＣ連結の通知を提供する接続情報を含む
ことができる。
【００１３】
　図４は、点対多点サービスに対する制御情報の伝送を示すダイヤグラムである。
【００１４】
　図４によれば、ＭＣＣＨ情報は、変更（ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ）周期及び繰り返し
周期によって周期的に伝送される。ＭＣＣＨ情報は、重要情報（ｃｒｉｔｉｃａｌ　ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ）及び非重要情報（ｎｏｎ－ｃｒｉｔｉｃａｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ）に分けられることができる。重要情報及び非重要情報の間で、非重要情報は変更周
期または繰り返し周期で修正されることができる。しかし、重要情報は、変更周期にのみ
修正可能である。したがって、重要情報は各繰り返し周期ごとに１回ずつ繰り返し伝送さ
れて、変更された重要情報の伝送は、単に変更周期の開始地点でのみ可能である。
【００１５】
　前記ＵＴＲＡＮは、ＭＣＣＨ情報が変更周期で更新されたか否かを指示するために周期
的に物理チャネルＭＩＣＨ（ＭＢＭＳ通知指示子チャネル）を伝送する。したがって、特
定ＭＢＭＳサービスのみを受信しようとする端末は、そのサービスのセッションが始まる
前にはＭＣＣＨまたはＭＴＣＨを受信しない。しかし、端末は、ＭＩＣＨ（ＭＢＭＳ通知
指示子チャネル）を周期的に受信しない。ＭＣＣＪ情報の更新とは、ＭＣＣＨ情報のうち
、特定項目の生成、追加、変更または除去のことをいう。
【００１６】
　一度特定ＭＢＭＳセッションが始まると、ＵＴＲＡＮはＮＩ（通知指示子）を伝送する
。ＮＩは特定ＭＢＭＳを受信しようとする端末（ＵＥ）にＭＣＣＨチャネルの受信を通知
する指示子である。ＭＩＣＨを介してＮＩを受信する間に、端末はＭＩＣＨによって指示
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された特定変更周期にＭＣＣＨを受信する。
【００１７】
　点対多点無線ベアラを用いて特定ＭＢＭＳを受信しようとする端末（ＵＥ）は、ＭＣＣ
Ｈチャネルを介して無線ベアラ情報を含むＭＣＣＨ情報を受信し、該受信した情報を用い
て点対多点無線ベアラを設定する。点対多点無線ベアラを構成した後に、当該ＵＥは、Ｍ
ＴＣＨを介して伝送される特定ＭＢＭＳサービスのデータを得るために、ＭＴＣＨの写像
された物理チャネルＳＣＣＰＣＨを続けて受信する。
【００１８】
　図５は、点対多点サービスデータ及びスケジューリング情報の伝送を示すダイヤグラム
である。
【００１９】
　図５によれば、ＵＴＲＡＮは、ＭＴＣＨを経由して不連続的にＭＢＭＳデータを伝送す
るはずである。このとき、ＵＴＲＡＮは、ＭＴＣＨの写像されたＳＣＣＰＣＨ（ＳＣＣＰ
ＣＨ　ｃａｒｒｙｉｎｇ　ＭＴＣＨ）を介して端末（ＵＥ）にスケジューリングメッセー
ジを周期的に伝送する。この場合、スケジューリングメッセージは、１スケジューリング
周期に伝送されるＭＢＭＳデータの伝送開始時点及び伝送区間を提供する。このために、
ＵＴＲＡＮは、スケジューリング情報の伝送周期（スケジューリング周期）を端末にあら
かじめ知らせなければならない。
【００２０】
　端末はＵＴＲＡＮからスケジューリング周期を獲得し、獲得したスケジューリング周期
によって周期的にスケジューリングメッセージを受信する。端末は、ＭＴＣＨの写像され
たＳＣＣＰＣＨ（ＳＣＣＰＣＨ　ｃａｒｒｙｉｎｇ　ＭＴＣＨ）を、受信したスケジュー
リングメッセージを用いて不連続的且つ周期的に受信する。したがって、スケジューリン
グメッセージを用いて、端末（ＵＥ）は、データが伝送される時間区間ではＭＴＣＨの写
像されたＳＣＣＰＣＨを受信するが、データが伝送されない時間区間ではＭＴＣＨの写像
されたＳＣＣＰＣＨを受信しない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２１】
　しかしながら、従来技術において端末（ＵＥ）は、様々なスケジューリング周期でデー
タが伝送されない場合にも周期的にスケジューリングメッセージを続けて受信する。した
がって、バッテリー（ｂａｔｔｅｒｙ）電力のような端末資源の無駄使いになる。しかも
、ＵＥは、データの伝送有無に関係なく周期的にスケジューリングメッセージを確認する
。データが伝送されない場合には、端末（ＵＥ）は、ＭＴＣＨの写像されたＳＣＣＰＣＨ
を受信する必要がないにもかかわらず、スケジューリングメッセージを周期的に確認しな
ければならず、したがって、ＭＴＣＨの写像されたＳＣＣＰＣＨを受信するのに端末資源
を消耗するという問題点があった。
【００２２】
　したがって、本発明は、上記従来技術の限界及び不利な点に起因する１つ以上の問題を
実質的に解決するための、点対多点（ｐｏｉｎｔ　ｔｏ　ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ）通信サ
ービス関する。
【００２３】
　本発明の目的は、ネットワーク（ｎｅｔｗｏｒｋ）が、受信留保（ｒｅｓｅｒｖａｔｉ
ｏｎ）メッセージをスケジューリングメッセージ受信の遅延のために端末（ＵＥ）に伝送
する点対多点通信サービスを提供することにある。本発明は、バッテリー電力のような端
末（ＵＥ）資源を保全できる。
【００２４】
　本発明の追加的な利点、目的及び特徴は、一部は以下の詳細な説明で説明され、一部は
以下説明に基づいて当該技術分野における通常の知識を持つ者にとっては明白なもので、
本発明の実行によって明らかになるであろう。上記発明の目的、他の利点は、添付の図面
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の他、ここに作成された説明及び請求項で指摘された構造によって実現され、得られるこ
とができる。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　以上の目的及び他の利点を得るために、そして、発明の目的に応じてここに具体化され
且つ概略説明されるように、本発明の一実施例として、無線通信システムで点対多点（ｐ
ｏｉｎｔ　ｔｏ　ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ）サービスを受信できる使用者機器（ＵＥ：ｕｓ
ｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）を制御する方法において、ネットワークから物理チャネル上
で前記点対多点サービスを受信する段階を含む。前記方法はまた、それぞれのスケジュー
リング周期はスケジューリング指示子と関連し、前記点対多点サービスと関連した伝送の
ないスケジューリング周期の回数に関連した第１スケジューリング指示子を受信する段階
を含む。前記方法はまた、前記伝送のないスケジューリング周期の回数後に前記物理チャ
ネルを介して前記点対多点サービスを受信する段階を含む。前記点対多点サービス及び前
記第１スケジューリング指示子は、同じ物理チャネルで受信することを特徴とする。
【００２６】
　前記方法は、前記伝送のないスケジューリング周期の回数後に第２スケジューリング指
示子を受信する段階をさらに含むことができる。前記方法は、前記第２スケジューリング
指示子に対応して、前記物理チャネルを介して前記点対多点サービスを受信する段階をさ
らに含むことができる。
【００２７】
　前記同じ物理チャネルは、共通の物理チャネルを含むことができる。前記方法では、前
記共通の物理チャネルは第２共通物理チャネル（ＳＣＣＰＣＨ：ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃ
ｏｍｍｏｎ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を含むことができる。前記点対多点サ
ービス、前記第１スケジューリング指示子及び前記第２スケジューリング指示子は、それ
ぞれ異なる論理チャネルで受信されることができる。選択的に、前記第１スケジューリン
グ指示子及び前記第２スケジューリング指示子は同じ論理チャネルで受信されることがで
き、前記点対多点サービスはＭＴＣＨ（ＭＢＭＳ　ｔｒａｆｆｉｃ　ｃｈａｎｎｅｌ）で
受信されることができる。前記点対多点サービスは、それぞれ異なる形態の論理チャネル
で受信されることができる。前記ネットワークは、ＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ　ｔｅｒｒｅｓ
ｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ）であることを特徴とする。
【００２８】
　他の実施例として、無線通信システムのネットワークで点対多点サービスを受信できる
使用者機器（ＵＥ）を制御する方法は、物理チャネルで前記点対多点サービスを送信する
段階、及び前記点対多点サービスと関連した伝送がないスケジューリング周期回数を決定
する段階を含む。前記方法はまた、それぞれのスケジューリング周期はスケジューリング
指示子と関連し、伝送のない前記スケジューリング周期の回数と関連した第１スケジュー
リング指示子を送信する段階を含む。前記方法はまた、前記伝送のないスケジューリング
周期回数後に、前記物理チャネルを伝送する段階を含む。前記方法はまた、前記伝送のな
いスケジューリング周期の回数後に前記物理チャネルを介して前記点対多点サービスを送
信する段階を含む。前記点対多点サービス及び前記第１スケジューリング指示子は、同じ
前記物理チャネルで伝送されることを特徴とする。前記方法はまた、伝送のない前記スケ
ジューリング周期の回数後に第２スケジューリング指示子を送信する段階をさらに含むこ
とを特徴とする。
【００２９】
　本発明の以上の、そして他の目的、特徴、様相及び利点は、添付の図面に基づいて行わ
れる以下の本発明の詳細な説明からより明確になる。以上の一般的な説明及び以下の本発
明の詳細な説明はいずれも例示的で且つ説明的なもので、請求範囲によって発明の追加的
な説明が提供されることと理解しなければならない。
【発明の効果】
【００３０】
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　本発明は、３ＧＰＰ（ｔｈｉｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　
ｐｒｏｊｅｃｔ）によって標準化が進行中の非同期式無線移動通信システムのような点対
多点サービスを提供する移動通信システムに適用可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の好ましい実施形態、添付された図面に表された例について詳細に説明す
る。図面中、同一の構成要素には可能な限り同一の参照番号を共通使用するものとする。
【００３２】
　本発明は、３ＧＰＰ（ｔｈｉｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　
ｐｒｏｊｅｃｔ）によって開発されたＵＭＴＳ（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｍｏｂｉｌｅ　ｔ
ｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）のような移動通信システムで具現さ
れることができる。しかし、本発明は、他の明細を用いて作動する通信システムにも適用
されることができる。なお、ここでの点対多点（ｐｏｉｎｔ　ｔｏ　ｍｕｌｔｉｐｏｉｎ
ｔ）サービスは、マルチメディア放送／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）または他の
形態のサービスでありうる。また、ここでの端末（ｔｅｒｍｉｎａｌ）は、ＵＥ（ｕｓｅ
ｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）または他の形態の端末でありうる。
【００３３】
　図６は、本発明の一実施例による、点対多点（ｐｏｉｎｔ　ｔｏ　ｍｕｌｔｉｐｏｉｎ
ｔ）サービスの伝送及び受信方法を示すダイヤグラムである。具体的に、図６には、ＳＣ
ＣＰＣＨのような物理チャネルを介して伝送されるスケジューリングメッセージ及びＭＢ
ＭＳデータの点対多点マルチメディアサービスの伝送及び受信方法を示す。
【００３４】
　図６を参照すると、ＵＴＲＡＮは、スケジューリング周期でスケジューリングメッセー
ジを伝送する。該スケジューリングメッセージは、１スケジューリング周期に伝送される
ＭＢＭＳデータの伝送開始時点及び伝送区間（ｓｅｃｔｉｏｎ）を含むデータ伝送情報を
含むことができる。データ伝送情報は、対応するスケジューリング周期に伝送されるデー
タがないという指示及び／または受信留保メッセージを含むことができる。特定ＭＢＭＳ
に対してデータが伝送されないか、引続き様々なスケジューリング周期（例えば、受信留
保区間）で伝送されない場合には、ＵＴＲＡＮは、データの伝送されない区間で伝送され
るスケジューリングメッセージを通じて受信留保メッセージを伝送する。受信留保情報は
、スケジューリングメッセージを含む。選択的に、受信留保情報は、他の手段を通じて伝
送されても良い。
【００３５】
　図６を参照すると、第１スケジューリングメッセージ乃至第６スケジューリングメッセ
ージに対するＵＴＲＡＮ及び端末（ＵＥ）の動作は、下記の通りである。
【００３６】
　ＵＴＲＡＮは、第１スケジューリングメッセージを通じて第１スケジューリングメッセ
ージ及び第２スケジューリングメッセージ間に伝送されるデータの伝送情報を端末に通知
する。端末（ＵＥ）は、スケジューリング周期ごとにスケジューリングメッセージを受信
する。第１スケジューリングメッセージを受信した後に、端末（ＵＥ）は、第１及び第２
スケジューリングメッセージ間に伝送されるデータの伝送情報によって、第１及び第２ス
ケジューリングメッセージ間に伝送されるデータを受信する。
【００３７】
　ＵＴＲＡＮは、第２スケジューリングメッセージに含まれた受信留保情報を伝送する。
図６で、第２スケジューリングメッセージと第５スケジューリングメッセージ間に該当Ｍ
ＢＭＳサービスに対して伝送するデータがない場合に、ＵＴＲＡＮは、第２スケジューリ
ングメッセージに含まれる受信留保情報を通じて、第３及び第４スケジューリングメッセ
ージの受信を留保することを端末に知らせる。例えば、ここで、受信留保情報に含まれた
スケジューリングメッセージ受信留保区間の値は‘２’であり、これは、端末が第２スケ
ジューリングメッセージ伝送以降に伝送される２個のスケジューリングメッセージの受信
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を留保しなければならないということを端末に知らせるためのものである。
【００３８】
　また、端末（ＵＥ）は、第２スケジューリングメッセージを受信した後に第２スケジュ
ーリングメッセージに含まれた受信留保情報を獲得し、第５スケジューリングメッセージ
が伝送されるまで受信を留保する。したがって、端末は、第２スケジューリングメッセー
ジは受信するが、第３及び第４スケジューリングメッセージは受信しない。
【００３９】
　もし、端末が第２スケジューリングメッセージ受信に失敗すると、ＵＴＲＡＮは、第３
スケジューリングメッセージを通じて受信留保情報を伝送できる。この場合、第３スケジ
ューリングメッセージに含まれた受信留保情報は、第４スケジューリングメッセージの受
信が留保されたことを端末（ＵＥ）に知らせる。例えば、受信留保情報に含まれたスケジ
ューリングメッセージ受信留保区間の値は‘１’と設定されることができ、これは、端末
が第３スケジューリングメッセージの受信以降に伝送される１個のスケジューリングメッ
セージの受信を留保しなければならないということを指示する。なお、端末（ＵＥ）は、
第３スケジューリングメッセージを受信した後に、第３スケジューリングメッセージに含
まれた受信留保情報を獲得し、第５スケジューリングメッセージが伝送されるまでスケジ
ューリングメッセージの受信を留保する。したがって、端末は、第３スケジューリングメ
ッセージは受信するが、第４スケジューリングメッセージは受信しない。
【００４０】
　端末が第２及び第３スケジューリングメッセージの受信に失敗する場合に、ＵＴＲＡＮ
は第４スケジューリングメッセージを伝送する。第４スケジューリングメッセージは、特
定ＭＢＭＳサービスに対する第４及び第５スケジューリングメッセージ間に伝送されるデ
ータがないという通知を提供する。また、第４スケジューリングメッセージを受信すると
、端末は、伝送されるデータがないということを認識できる。端末（ＵＥ）は、第５スケ
ジューリングメッセージが伝送されるまでＭＢＭＳデータが伝送されるチャネルを受信し
ない。
【００４１】
　ＵＴＲＡＮは、第５スケジューリングメッセージを通じて第５スケジューリングメッセ
ージと第６スケジューリングメッセージ間に伝送されるデータの伝送情報を端末に通知す
る。該伝送情報は、当該データの伝送開始点と伝送区間の長さを含む。上記の過程で受信
を留保した端末やその他前記サービスを受信しようとする端末は、第５スケジューリング
メッセージを受信し、このメッセージに含まれたデータの伝送情報によって第５スケジュ
ーリングメッセージと第６スケジューリングメッセージ間に伝送されるデータを受信する
。
【００４２】
　図７は、本発明の一実施例による、端末（ｔｅｒｍｉｎａｌ）によってＵＴＲＡＮから
受信したスケジューリングメッセージに基づく情報提供手順を示す流れ図である。
【００４３】
　図７に示すように、端末は、特定ＭＢＭＳサービスに対する点対多点（ｐｏｉｎｔ　ｔ
ｏ　ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ）無線ベアラ（ｒａｄｉｏ　ｂｅａｒｅｒ）に関連した設定情
報を獲得する。端末は、ＵＴＲＡＮから特定ＭＢＭＳデータ伝送を支援するためのスケジ
ューリングメッセージの伝送周期であるスケジューリング周期情報を受信する（Ｓ７１）
。端末は、獲得した無線ベアラ設定情報によって点対多点無線ベアラを設定する（Ｓ７２
）。点対多点無線ベアラが設定されると、ＭＢＭＳサービスを提供するためのプロトコル
階層（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｌａｙｅｒ）及びチャネル特性が規定され、それぞれの具体的
なパラメータ及び動作方法が設定される。
【００４４】
　端末は、獲得したスケジューリング周期情報を用いて、特定物理チャネルを介してＵＴ
ＲＡＮから伝送されたスケジューリングメッセージを受信する（Ｓ７３）。受信したスケ
ジューリングメッセージを確認した後に（Ｓ７４）、端末はスケジューリングメッセージ
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内容によって次のように動作する。
【００４５】
　まず、当該スケジューリングメッセージに含まれた内容が、データ伝送情報、すなわち
、データの伝送開始点と伝送区間の長さのようにデータがいつ伝送されるかに対する情報
である場合、端末は、データを受信するために前記データ伝送情報によって前記物理チャ
ネルを不連続的に受信する（Ｓ７５）。端末は、次のスケジューリング周期に伝送される
スケジューリングメッセージの伝送を待つ。
【００４６】
　一方、もし受信留保情報がスケジューリングメッセージに含まれた内容であると、端末
は、受信留保情報によって定義された時間周期でスケジューリングメッセージの受信を留
保する。あるいは、端末は、受信留保情報によって指示されたスケジューリングメッセー
ジのセット回数の間にスケジューリングメッセージの受信を留保する（Ｓ７６）。したが
って、端末は、前記時間区間または前記スケジューリングメッセージのセット回数の間に
物理チャネルを受信しない。その代わりに、端末は、前記時間区間または前記スケジュー
リングメッセージのセット回数が経過した後に伝送されるスケジューリングメッセージを
待つ。
【００４７】
　また、スケジューリングメッセージに含まれた内容が、該当のスケジューリング周期に
データの伝送がないことを知らせる情報である場合には、端末は、該当のスケジューリン
グ周期で前記物理チャネルを受信しない（Ｓ７７）。その代わりに、端末は、次のスケジ
ューリング周期に伝送されるスケジューリングメッセージの伝送を待つ。
【００４８】
　また、スケジューリングメッセージに含まれた内容が、ＭＢＭＳサービスに対する無線
ベアラの解除を指示するための情報である場合には、端末は、無線ベアラを解除し（Ｓ７
８）、該特定ＭＢＭＳ受信手順を終了する。
【００４９】
　スケジューリングメッセージが伝送される物理チャネルは、ＭＢＭＳデータを伝送する
物理チャネルと同一であることが好ましい。この物理チャネルは、例えば、ＳＣＣＰＣＨ
である。ＭＢＭＳデータは、ＳＣＣＰＣＨに写像されたＭＴＣＨ論理チャネルを経由して
伝送されることが好ましい。スケジューリングメッセージは、ＭＴＣＨではなくＳＣＣＰ
Ｈに写像された他の物理チャネルを介して伝送されることが好ましい。
【００５０】
　他の実施例として、無線通信システムで点対多点（ｐｏｉｎｔ　ｔｏ　ｍｕｌｔｉｐｏ
ｉｎｔ）サービスを受信できる使用者機器（ＵＥ：ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）を制
御する方法において、該方法は、ネットワークから物理チャネル上で前記点対多点サービ
スを受信する段階を含む。この方法はまた、それぞれのスケジューリング周期はスケジュ
ーリング指示子と関連し、前記点対多点サービスと関連した伝送のないスケジューリング
周期の回数に関連した第１スケジューリング指示子を受信する段階を含む。この方法はま
た、前記伝送のないスケジューリング周期の回数以降に前記物理チャネルを介して前記点
対多点サービスを受信する段階を含む。前記点対多点サービス及び前記第１スケジューリ
ング指示子は同じ物理チャネルで受信されることを特徴とする。
【００５１】
　前記方法は、前記伝送のないスケジューリング周期の回数以降に第２スケジューリング
指示子を受信する段階をさらに含むことができる。この方法は、前記第２スケジューリン
グ指示子に対応して、前記物理チャネルを介して前記点対多点サービスを受信する段階を
さらに含むことができる。
【００５２】
　前記同一の物理チャネルは、共通の物理チャネルを含むことができる。前記方法は、前
記共通の物理チャネルは第２共通物理チャネル（ＳＣＣＰＣＨ：ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｃ
ｏｍｍｏｎｐ　ｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を含むことができることを特徴とする
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。前記点対多点サービス、前記第１スケジューリング指示子及び前記第２スケジューリン
グ指示子は、それぞれ異なる論理チャネルで受信されることができる。選択的に、前記第
１スケジューリング指示子及び前記第２スケジューリング指示子は、同一の論理チャネル
で受信されることができる。前記点対多点サービスは、ＭＴＣＨ（ＭＢＭＳ　ｔｒａｆｆ
ｉｃ　ｃｈａｎｎｅｌ）から受信されることができる。前記点対多点サービスは、相異な
る形態の論理チャネルで受信されることができる。前記ネットワークは、ＵＴＲＡＮ（Ｕ
ＭＴＳ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ　ｎｅｔｗｏｒｋ）であることを特徴とす
る。
【００５３】
　さらに他の実施例として、無線通信システムのネットワークで点対多点サービスを受信
できる使用者機器（ＵＥ）を制御する方法は、物理チャネルで前記点対多点サービスを送
信する段階、及び前記点対多点サービスと関連した伝送のないスケジューリング周期回数
を決定する段階を含む。前記方法はまた、それぞれのスケジューリング周期はスケジュー
リング指示子と関連し、伝送のない前記スケジューリング周期の回数と関連した第１スケ
ジューリング指示子を送信する段階を含む。前記方法はまた、前記伝送のないスケジュー
リング周期回数後に、前記物理チャネルを伝送する段階を含む。前記方法はまた、前記伝
送のないスケジューリング周期の回数後に、前記物理チャネルを介して前記点対多点サー
ビスを送信する段階を含む。前記点対多点サービス及び前記第１スケジューリング指示子
は同一の前記物理チャネルで伝送されることを特徴とする。前記方法はまた、伝送のない
前記スケジューリング周期の回数後に、第２スケジューリング指示子を送信する段階をさ
らに含むことを特徴とする。
【００５４】
　以上では本発明が３ＧＰＰ（ｔｈｉｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｐａｒｔｎｅｒｓｈ
ｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ）によって標準化が進行中の非同期式無線移動通信システムに適用
される場合について説明したが、本発明は、点対多点（ｐｏｉｎｔ　ｔｏ　ｍｕｌｔｉｐ
ｏｉｎｔ）サービスを提供する他の移動通信システムにも適用可能である。
【００５５】
　本発明は、点対多点サービスと関連したデータを非連続的に受信する端末（ＵＥ）にと
ってバッテリー電力のような資源の効率的使用を可能にする。
【００５６】
　本発明は、本発明の精神及び必須特徴を逸脱しない範囲で別の特定の形態に具体化でき
ることは当業者にとって自明である。したがって、上記の詳細な説明は、あらゆる面にお
いて制限的に解析されてはいけなく、例示的なものとして考慮されるべきである。したが
って、本発明の範囲は、添付した特許請求の範囲の合理的解析によって決定されなければ
ならず、本発明の等価的範囲内における様々な変更はいずれも本発明の範囲に含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】ＵＭＴＳ（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ）ネットワーク構造を示すブロックダイヤグラムである。
【図２】端末とＵＴＲＡＮ間の無線インターフェースプロトコル（ｒａｄｉｏ　ｉｎｔｅ
ｒｆａｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）構造を示すダイヤグラムである。
【図３】端末による点対多点サービスの受信に対するチャネル写像（ｍａｐｐｉｎｇ）の
一例を示す図である。
【図４】点対多点サービスに対する制御情報の伝送を示すダイヤグラムである。
【図５】点対多点サービスデータ及びスケジューリング情報の伝送を示すダイヤグラムで
ある。
【図６】本発明の一実施例による、点対多点（ｐｏｉｎｔ　ｔｏ　ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ
）サービスの伝送及び受信方法を示すダイヤグラムである。
【図７】本発明の一実施例による、端末（ｔｅｒｍｉｎａｌ）によってＵＴＲＡＮから受
信したスケジューリングメッセージに基づく情報提供手順を示す流れ図である。
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