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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動端末で点対多サービスを受信する方法において、
　現在セルである第１のセルから無線ベアラ設定識別子、無線プロトコルパラメータ及び
チャンネルパラメータを含む無線ベアラ設定情報を受信する段階と、
　前記無線ベアラ設定情報に基づいて前記第１のセルから第１の点対多サービスを受信す
る段階と、
　前記移動端末が隣接のセルである第２のセルからサービスを受ける場合に、該移動端末
は前記第２のセルから前記無線ベアラ設定情報に基づいて第２の点対多サービスを受信す
る段階と、
を含む、点対多サービス受信方法。
【請求項２】
　前記無線ベアラ設定情報は周期的に転送される、請求項１に記載の点対多サービス受信
方法。
【請求項３】
　前記第１の点対多サービス及び前記第２の点対多サービスは、マルチメディア放送及び
マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）である、請求項１に記載の点対多サービス受信方法
。
【請求項４】
　前記無線ベアラ設定情報は、制御チャンネルを通じて受信される、請求項１に記載の点
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対多サービス受信方法。
【請求項５】
　前記制御チャンネルは、ＭＢＭＳ制御チャンネル（ＭＣＣＨ）である、請求項４に記載
の点対多サービス受信方法。
【請求項６】
　前記第１の点対多サービス及び前記第２の点対多サービスは、ＭＢＭＳトラフィックチ
ャンネル（ＭＴＣＨ）を通じて受信される、請求項４に記載の点対多サービス受信方法。
【請求項７】
　前記第１の点対多サービス及び前記第２の点対多サービスは同じサービスである、請求
項１に記載の点対多サービス受信方法。
【請求項８】
　前記第２のセルから別の無線ベアラ設定情報を受信する段階をさらに含む、請求項１に
記載の点対多サービス受信方法。
【請求項９】
　前記無線プロトコルパラメータは、
　パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）副階層及び無線リンク制御（
ＲＬＣ）副階層の無線インターフェースプロトコルを含む、請求項１に記載の点対多サー
ビス受信方法。
【請求項１０】
　前記無線ベアラ設定識別子は、前記第１のセルで設定された無線ベアラチャンネル設定
を識別するために用いられる、請求項１に記載の点対多サービス受信方法。
【請求項１１】
　前記チャンネルパラメータは、
　論理チャンネル情報、物理チャンネル情報及び転送チャンネル情報のうち一つ以上を含
む、請求項１に記載の点対多サービス受信方法。
【請求項１２】
　前記移動端末は、前記現在セルから前記隣接のセルにハンドオーバーを行う段階をさら
に含む、請求項１に記載の点対多サービス受信方法。
【請求項１３】
　一つ以上の移動端末に点対多サービスを提供する方法であって、
　現在セルである第１のセルが、無線ベアラ設定識別子、無線プロトコルパラメータ及び
チャンネルパラメータを含む無線ベアラ設定情報を前記現在セル内の一つ以上の移動端末
に周期的に転送する段階と、
　前記第１のセルから前記無線ベアラ設定情報に基づいて第１の点対多サービスを前記一
つ以上の移動端末に転送する段階と、
　隣接のセルである第２のセルから前記無線ベアラ設定情報に基づいて第２の点対多サー
ビスを前記一つ以上の移動端末に転送する段階と、
を含む、点対多サービス提供方法。
【請求項１４】
　前記第１の点対多サービス及び前記第２の点対多サービスは、マルチメディア放送及び
マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）である、請求項１４に記載の点対多サービス提供方
法。
【請求項１５】
　前記無線ベアラ設定情報は、制御チャンネルを通じて転送される、請求項１４に記載の
点対多サービス提供方法。
【請求項１６】
　前記制御チャンネルは、ＭＢＭＳ制御チャンネル（ＭＣＣＨ）である、請求項１６に記
載の点対多サービス提供方法。
【請求項１７】
　前記第１の点対多サービス及び前記第２の点対多サービスは、ＭＢＭＳトラフィックチ
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ャンネル（ＭＴＣＨ）を通じて転送される、請求項１７に記載の点対多サービス提供方法
。
【請求項１８】
　前記無線プロトコルパラメータは、パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤ
ＣＰ）副階層及び無線リンク制御（ＲＬＣ）副階層の無線インターフェースプロトコルを
含む、請求項１４に記載の点対多サービス提供方法。
【請求項１９】
　前記無線ベアラ設定識別子は、前記現在セルで設定された無線ベアラチャンネル設定を
識別するために用いられる、請求項１４に記載の点対多サービス提供方法。
【請求項２０】
　前記チャンネルパラメータは、論理チャンネル情報、物理チャンネル情報及び転送チャ
ンネル情報のうち一つ以上を含む、請求項１４に記載の点対多サービス提供方法。
【請求項２１】
　点対多サービスを受信する移動端末であって、
　前記移動端末は、
　現在セルである第１のセルから無線ベアラ設定識別子、無線プロトコルパラメータ及び
チャンネルパラメータを含む無線ベアラ設定情報を受信する段階と、
　前記無線ベアラ設定情報に基づいて前記第１のセルから第１の点対多サービスを受信す
る段階と、
　前記移動端末が隣接のセルである第２のセルからサービスを受ける場合に、前記移動端
末は、前記無線ベアラ設定情報に基づいて前記第２のセルから第２の点対多サービスを受
信する段階を行うように構成された、移動端末。
【請求項２２】
　前記無線ベアラ設定情報は周期的に転送される、請求項２３に記載の移動端末。
【請求項２３】
　前記第１の点対多サービス及び前記第２の点対多サービスは、マルチメディア放送及び
マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）である、請求項２３に記載の移動端末。
【請求項２４】
　前記無線ベアラ設定情報は、ＭＢＭＳ制御チャンネル（ＭＣＣＨ）を通じて受信し、
　前記第１の点対多サービス及び前記第２の点対多サービスは、ＭＢＭＳトラフィックチ
ャンネル（ＭＴＣＨ）を通じて受信する、請求項２３に記載の移動端末。
【請求項２５】
　前記無線ベアラ設定識別子は、前記現在セルで設定された無線ベアラチャンネル設定を
識別するために用いられる、請求項２３に記載の移動端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommunications System）に提供されたラ
ジオブロードキャスト／マルチメディアサービスに関し、特に、ＵＥ（user equipment）
がセル間で移動する際、ラジオベアラー（bearer）を速く構築するための、プロトコルパ
ラメータとチャネルパラメータのようなラジオベアラーパラメータの基準構成を活用する
ことにより、点対多マルチメディアサービスのラジオベアラーを構築する方法と装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＭＴＳは、ヨーロッパ式標準のモバイル通信システム用グローバルシステムから発展
した３世代のモバイル通信システムである。ＵＭＴＳは、ＧＳＭコアネットワークとワイ
ドバンドコード分割多元接続技術を基にして強化されたモバイル通信サービスを提供する
ことを目的とする。
【０００３】
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　従来のＵＭＴＳネットワーク構造１が図１に図示されている。１つのモバイルターミナ
ル２またはＵＥ（User Equipment）は、ＵＴＲＡＮ（UTMS terrestrial radio access ne
twork）６を通じてコアネットワーク４に連結される。ＵＴＲＡＮ６はサービス品質の最
高品質を満足させるためにＵＥ２とコアネットワーク４との間に通信するためのラジオア
クセスベアラーを構成し、維持し、管理する。
【０００４】
　ＵＴＲＡＮ６は、各々が１つのラジオネットワーク制御器（ＲＮＣ）１０及び複数の基
地局１２すなわち“ノードＢ”を含む複数のラジオネットワークサブシステム８を含む。
所定の基地局１２に連結されたＲＮＣ１０は１つのセルで動作する任意の数のＵＥに提供
された共通リソースを割り当てて管理するための制御ＲＮＣである。制御ＲＮＣ１０はト
ラフィックロード、セル混雑、新しいラジオリンクの受容を制御する。各ノードＢ１２は
ＵＥ２からアップリンク信号を受信し、ダウンリンク信号をＵＥに伝送する。各ノードＢ
１２はＵＥ２がＵＴＲＡＮ６に連結されるようにするアクセスポイントとして作用し、Ｒ
ＮＣ１０は対応するノードＢをコアネットワーク４に連結するためのアクセスポイントと
して作用する。
【０００５】
　ＵＴＲＡＮ６のラジオネットワークサブシステム８の中で、サービング（serving）Ｒ
ＮＣ１０は特定のＵＥ２へサービスを提供するための専用ラジオリソースを管理するＲＮ
Ｃであり、特定のＵＥへのデータ伝送のためのコアネットワーク４に対するアクセスポイ
ントである。ＵＥ２に連結された全ての他のＲＮＣ１０は、ドリフト（drift）ＲＮＣで
あり、ＵＥをＵＴＲＡＮ４を通じてコアネットワーク４に連結するのは１つのサービング
ＲＮＣのみある。ドリフトＲＮＣ１０はユーザデータのルーティングを容易にし、コード
を共通リソースとして割り当てる。
【０００６】
　ＵＥ２とＵＴＲＡＮ６との間のインターフェースは、物理層（Ｌ１）、データリンク層
（Ｌ２）、ネットワーク層（Ｌ３）を記述する３ＧＰＰラジオアクセスネットワーク仕様
により設定されたラジオインターフェースプロトコルを通じて具現される。制御プレーン
はインターフェースのメンテナンス及び管理のための制御情報を搬送するのに用いられ、
ユーザプレーンはデータトラフィック、例えば音声信号及びインターネットプロトコルパ
ケット伝送を搬送するのに用いられる。従来のラジオインターフェースプロトコルのアー
キテクチャは図２に図示される。
【０００７】
　物理ＰＨＹ層は、情報伝送サービスを上位層に提供し、トランスポートチャネルを介し
てＭＡＣ（medium access control)層にリンクされる。ＭＡＣ層は、ＭＡＣ－ｂエンティ
ティー、ＭＡＣ－ｄエンティティー、ＭＡＣ－ｃ／ｓｈエンティティーを含む。
【０００８】
　ＭＡＣ－ｂエンティティーは、システム情報のブロードキャストを担当するトランスポ
ートチャネルとしてブロードキャストチャネルを管理する。ＭＡＣ－ｃ／ｓｈエンティテ
ィーは、セル内の他のＵＥ２と共有される共通トランスポートチャネル、例えばフォワー
ドアクセスチャネルとダウンリンク共有チャネルを管理して、１つのＭＡＣ－ｃ／ｓｈエ
ンティティーが各セルに存在し、制御ＲＮＣ１０に位置する。したがって、各ＵＥ２は１
つのＭＡＣ－ｃ／ｓｈエンティティーを備える。ＭＡＣ－ｄエンティティーは、特定のＵ
Ｅ２に関する専用トランスポートチャネルを管理して、ＭＡＣ－ｄエンティティーがサー
ビングＲＮＣ１０に位置し、各ＵＥがまた１つのＭＡＣ－ｄエンティティーを備えること
になる。
【０００９】
　本発明の従来の方法によれば、点対多サービス、例えばＭＢＭＳ（multimedia broadca
st／ｍulticast service）を提供するために、ＭＢＭＳ機能はＭＡＣ－ｃ／ｓｈエンティ
ティーの機能に付加されて、ＭＡＣ－ｃ／ｓｈ／ｍ層を生成する。ＵＴＲＡＮ６にはセル
当たり１つのＭＡＣ－ｃ／ｓｈ／ｍ層とＵＥ当たり１つのＭＡＣ－ｃ／ｓｈ／ｍ層がある
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。
【００１０】
　ＲＬＣ（radio link control）層は信頼性あるデータの伝送を支援し、上位層から伝え
られたＲＬＣサービスデータユニットの分割と連結（segmentation and concatenation）
を担当する。ＲＬＣサービスデータユニットの大きさは、ＲＬＣ層内の処理能力に合うよ
うに調節され、ヘッダはＭＡＣ層への伝達のためのＲＬＣプロトコルデータユニットを形
成するために付加される。
【００１１】
　上位層から伝えられたサービスデータとプロトコルデータの形成ユニットは、ＲＬＣ層
のＲＬＣバッファーに格納される。ＲＬＣサービスはユーザプレーン上のサービス特定プ
ロトコル層、即ちＢＭＣ（broadcast/multicast control）プロトコル及びＰＤＣＰ（pac
ket data convergence protocol）により使用されて、制御プレーン上でトランスポート
をシグナルリングするためのＲＲＣ（radio resource control）により使われる。
【００１２】
　ＢＭＣ層は、コアネットワークから伝えられたセルブロードキャストメッセージをスケ
ジューリングし、セルブロードキャストメッセージが適切なセル内の対応するＵＥ２にブ
ロードキャストされるようにすることができる。例えば、メッセージ識別子、一連番号、
コーディングスキームなどのヘッダ情報がセルブロードキャストメッセージに付加されて
、ＲＬＣ層への伝達のためのブロードキャスト／マルチキャスト制御メッセージを生成す
る。
【００１３】
　ＲＬＣ層は、ＲＬＣヘッダ情報をブロードキャスト／マルチメディア制御メッセージに
付加して、このメッセージを論理チャネルとして共通トラフィックチャネルを介してＭＡ
Ｃ層に伝送する。ＭＡＣ層は共通トラフィックチャネルをトランスポートチャネルとして
フォワードアクセスチャネルにマッピングする。トランスポートチャネルは物理チャネル
として第２の共通制御物理チャネルにマッピングされる。
【００１４】
　ＰＤＣＰ層は、比較的小さな帯域幅を有するラジオインターフェースを通じてデータを
效率よく伝送する。ＰＤＣＰ層は、ネットワークプロトコル、例えばＩｐｖ４またはＩｐ
ｖ６と、無線ネットワークで活用される不要な制御情報を除去するためのヘッダ圧縮技術
を利用する。ＰＤＣＰ層はヘッダに本質的な情報のみ伝送に含まれるので、伝送効率を強
化する。
【００１５】
　ＲＲＣ層は、ＵＥ２とＵＴＲＡＮ６との間のネットワーク層（Ｌ３）の制御プレーンシ
グナルリングを操作し、ラジオベアラーの設定、再構成、解除のためにトランスポートチ
ャネルと物理チャネルを制御する。ラジオベアラーはＵＥ２及びＵＴＲＡＮ６により予め
決定されたサービスの品質を保障するために、ＵＥ２とＵＴＲＡＮ６との間のデータ伝送
のための下位層、例えばＲＬＣ層またはＭＡＣ層により提供されるサービスである。
【００１６】
　ラジオベアラーの設定は、特定のサービスを提供するのに必要とするプロトコル層とチ
ャネルの規則的な特徴を決定して、サービスのパラメータや動作方法を設定する。特定の
ＵＥ２のＲＲＣ層とＵＴＲＡＮ６のＲＲＣ層との間にメッセージ伝送を許すように連結が
設定される際、ＵＥはＲＲＣ－連結状態にあると言われる。このような連結がないならば
、ＵＥ２はアイドル状態にある。
【００１７】
　ＭＢＭＳは、ダウンリンク専用ＭＢＭＳラジオベアラーを利用する複数のＵＥ２に提供
されたストリーミングまたはバックグラウンドサービスである。ＵＴＲＡＮ６において、
ＭＢＭＳは点対多または点対点ラジオベアラーを活用する。
【００１８】
　ＭＢＭＳブロードキャストモードにおいて、マルチメディアデータは、ブロードキャス
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ト領域、例えばブロードキャストサービスが利用可能なドメイン内の全てのＵＥ２に伝送
される。ＭＢＭＳマルチキャストモードにおいて、特定のＵＥ２グループ用マルチメディ
アデータはマルチキャスト領域、例えばマルチキャストサービスが利用可能なドメイン内
で伝送される。
【００１９】
　ＭＢＭＳは、２つの論理チャネルの支援を要求する。一つはＭＢＭＳ制御プレーン情報
を伝送するための点対多ダウンリンクチャネルであるＭＣＣＨ（MBMS control channel）
で、他はＭＢＭＳデータをＵＥに伝送するための点対多ダウンリンクチャネルであるＭＴ
ＣＨ（MBMS traffic channel）である。１つのＭＣＣＨチャネルは各セルに存在し、１つ
のＭＴＣＨチャネルは特定のセル内の各特定ＭＢＭＳに対して存在する。論理チャネル全
てはトランスポートチャネル、例えばＦＡＣＨ（forward access channel）及びＳ－ＣＣ
ＰＣＨ（secondary control physical channel）にマッピングされる。
【００２０】
　図３は、ＲＮＣ１０の構成が１つは３つのセルを管理し、もう１つが１つのセルを管理
する２つのノードＢを有する従来のＭＴＣＨプロトコルを図示する。各セルは、ＵＴＲＡ
Ｎ６側でＭＴＣＨ及びＭＢＭＳ毎に全てのＰＨＹ、ＲＬＣ、ＰＤＣＰエンティティー用ラ
ジオベアラーパラメータを個別的に構成する。同一エンティティーはＵＥ２側で類似に設
定される（図示していない）。
【００２１】
　しかしながら、従来の方法においては、ＵＴＲＡＮ６は各セルに対するラジオベアラー
パラメータを独立的に構成し、再構成する。したがって、同一サービスを提供するにもか
かわらず、ラジオベアラーパラメータは異なるように構成されるので、プロトコルエンテ
ィティーとチャネルは異なるように動作する。ＵＥ２が異なるセルに移動する度に新しい
プロトコルパラメータを構成する必要があるため、ラジオベアラーが新しく設定される前
に好ましくない遅延が生じ、ＵＥはラジオベアラーを持たず、これによって、ＭＢＭＳデ
ータも受信できない。ＵＥ２が新しいセルに移動する際、データ損失が発生し、ＵＥはい
ろいろなセルからの値がソフトハンドオーバーの間結合されるソフトハンドオーバー結合
利得を達成できない。
【００２２】
　したがって、データ損失なしにプロトコルパラメータを再構成し、ソフトハンドオーバ
ーを通じてソフト結合利得を達成するためにモバイルターミナルがセル同士間に移動する
ようにする方法と装置に対する必要が生じることになった。本発明はこれら及び他の必要
を指向する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　本発明は、基準構成を活用することにより、ラジオベアラーパラメータを構成する方法
と装置に向けられる。特に、本発明は同一または均等値、プロトコル、チャネルパラメー
タが各セルに対して設定されるように基準構成を活用することにより特定の点対多サービ
ス用ラジオベアラーパラメータを構成する方法と装置に向けられる。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　本発明の付加的な特徴及び利点は次の説明に開示され、部分的には次の説明から自明で
あり、または、本発明の教示により学習できる。本発明の目的及び利点は開示された説明
及び特許請求範囲と添付の図面で特別に指摘された構造により実現され、獲得される。
【００２５】
　本発明のこれら目的及び他の利点を達成するための本発明の目的によれば、以下に開示
されたように、本発明は特定の点対多サービスを提供するためにネットワークにより活用
される基準構成に関する情報をモバイルターミナルに提供する方法と装置で具現される。
モバイルターミナルが他のセルに移動する際、モバイルターミナルに新しい構成を通知す
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れば、特定の点対多サービスを引続き受信するのに必要なパラメータを識別することがで
きる。
【００２６】
　本発明の一態様によれば、モバイルターミナルにおける点対多サービスを受信する方法
が提供される。この方法は、点対多サービスに対する第１構成型識別子と関連した第１デ
ータ通信パラメータを活用するステップと、同一点対多サービスに対する第２データ型通
信パラメータと関連した第２構成型識別子を受信するステップと、第１構成型識別子と第
２構成型識別子とを比較するステップと、第１構成型識別子と第２構成型識別子が同一な
場合、点対多サービスを受信するために第１データ通信パラメータを活用するステップと
を含む。
【００２７】
　第１と第２データ通信パラメータは、点対多サービスを受信するのに必要なチャネルを
構成するためのチャネルパラメータを各々含む。更に、第１と第２データ通信パラメータ
が点対多サービスを受信するのに必要なプロトコルエンティティーを構成するためのプロ
トコルパラメータを各々含む。好ましい実施態様において、本方法は第１構成型識別子と
第２構成型識別子が同一でない場合、点対多サービスを受信するために第２構成型識別子
と関連した第２データ通信パラメータを活用するステップを更に含む。
【００２８】
　第１データ通信パラメータと第２データ通信パラメータは、モバイルターミナルにプリ
ローディングされる。代案的に、第１データ通信パラメータと第２データ通信パラメータ
はネットワークから受信できる。
【００２９】
　第１データ通信パラメータと第２データ通信パラメータがネットワークから受信される
とすると、これらパラメータは専用チャネルまたは共通チャネルを介して受信される。第
１データ通信パラメータと第２データ通信パラメータは共通チャネルを介して反復的に、
かつ、周期的に受信される。
【００３０】
　第１構成型識別子は、共通チャネルを介して受信される。同様に、第２構成型識別子は
共通チャネルを介して受信される。好ましくは、モバイルターミナルが第１セルから第２
セルに移動する際、第１構成型識別子は第１セルと関連し、第２構成型識別子は第２セル
と関連する。
【００３１】
　本発明の他の態様では、モバイルターミナルで点対多サービスを受信する方法が提供さ
れる。本方法は、対応する格納された構成型識別子を備えたパラメータセットの各々を有
するデータ通信パラメータのセットを格納するステップと、点対多サービスに対する構成
型識別子を受信するステップと、受信された構成型識別子と関連したデータ通信パラメー
タのセットを検索するステップと、点対多サービスを受信するためにデータ通信パラメー
タの検索されたセットを活用するステップとを含む。
【００３２】
　構成型識別子は、共通制御チャネルを介して受信される。本方法は受信された構成型識
別子に対応する点対多サービスを受信するステップを含む。好ましくは、点対多サービス
はパケットデータサービスである。モバイルターミナルは構成型識別子の受信時に任意の
応答を伝送しない。
【００３３】
　データ通信パラメータのセットは、点対多サービスを受信するための共通トラフィック
チャネルと関連する。データ通信パラメータの１つ以上のセットは同時に活用される。
【００３４】
　データ通信パラメータと対応する構成型識別子のセットは、モバイルターミナルにプリ
ローディングされる。代案的に、データ通信パラメータ及び対応する構成型識別子のセッ
トはネットワークから受信できる。
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【００３５】
　本発明の他の態様では、点対多サービスを１つ以上のモバイルターミナルに提供する方
法が提供される。本方法は、点対多サービスをモバイルターミナルに伝送するために第１
構成型識別子と関連した第１データ通信パラメータを活用するステップと、同一点対多サ
ービスに対する第２データ通信パラメータと関連した第２構成型識別子をモバイルターミ
ナルに伝送するステップとを含む。
【００３６】
　第１データ通信パラメータと第２データ通信パラメータは、点対多サービスを受信する
のに必要なチャネルを構成するためのチャネルパラメータを各々含む。第１データ通信パ
ラメータと第２データ通信パラメータは、点対多サービスを受信するのに必要なプロトコ
ルエンティティーを構成するためのプロトコルパラメータを各々含む。好ましい実施態様
において、本方法は点対多サービスをモバイルターミナルに伝送するために第２構成型識
別子と関連した第２データ通信パラメータを活用するステップを更に含む。
【００３７】
　本方法は、第１データ通信パラメータと第２データ通信パラメータをモバイルターミナ
ルに伝送するステップを更に含む。第１データ通信パラメータと第２データ通信パラメー
タは専用チャネルまたは共通チャネルを介して伝送される。第１データ通信パラメータと
第２データ通信パラメータは共通チャネルを介して反復的かつ周期的に伝送される。
【００３８】
第１構成型識別子は、共通チャネルを介して伝送される。第２構成型識別子は、共通チャ
ネルを介して伝送される。
【００３９】
　本発明の更に他の態様では、点対多サービスを１つ以上のモバイルターミナルに提供す
る方法が提供される。本方法は対応する格納された構成型識別子を備えたパラメータセッ
トの各々を有するデータ通信パラメータのセットを格納するステップと、点対多サービス
に対する構成型識別子をモバイルターミナルに伝送するステップと、伝送された構成型識
別子と関連したデータ通信パラメータのセットを検索するステップと、点対多サービスを
モバイルターミナルに伝送するためにデータ通信パラメータの検索されたセットを活用す
るステップとを含む。
【００４０】
　構成型識別子は、共通制御チャネルを介して受信される。本方法は伝送された構成型識
別子に対応する点対多サービス識別子を伝送するステップを含む。
【００４１】
　データ通信パラメータのセットは、点対多サービスを伝送するための共通トラフィック
チャネルと関連する。複数の点対多サービスは１つ以上のデータ通信パラメータのセット
を活用するモバイルターミナルに同時に伝送される。好ましくは、点対多サービスはパケ
ットデータサービスである。
【００４２】
データ通信パラメータ及び対応する構成型識別子のセットはネットワークにプリローディ
ングされる。本方法は、データ通信パラメータと対応する構成型識別子のセットをモバイ
ルターミナルに伝送するステップを含む。
【００４３】
　本発明の更に他の態様において、点対多サービスを受信するためのモバイル通信装置が
提供される。モバイル通信装置は、ＲＦモジュール、アンテナ、キーパッド、ディスプレ
イ、格納部、処理部を含む。
【００４４】
　ＲＦモジュールとアンテナが構成型識別子を受信する。キーパッドによってユーザが情
報を入力できる。ディスプレイは情報をユーザに伝達する。格納部は構成型識別子と関連
したデータ通信パラメータを格納する。処理部は本発明の方法を実施して、第１構成型識
別子と関連した点対多サービス用第１データ通信パラメータを活用し、点対多サービス用
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第２データ通信パラメータと関連した第２構成型識別子を処理し、第１構成型識別子と第
２構成型識別子とを比較し、第１構成型識別子と第２構成型識別子が同一である場合、点
対多サービスを受信するために第１データ通信パラメータを活用する。第１構成型識別子
と第２構成型識別子が同一でない場合、処理部は点対多サービスを受信するために第２構
成型識別子と関連した第２データ通信パラメータを活用する。
【００４５】
　本発明の更に他の態様において、点対多サービスを受信するためのモバイル通信装置が
提供される。モバイル通信装置は、ＲＦモジュール、アンテナ、キーパッド、ディスプレ
イ、格納部及び処理部を含む。
【００４６】
　ＲＦモジュールとアンテナが構成型識別子を受信する。キーパッドによってユーザが情
報を入力できる。ディスプレイは情報をユーザに伝達する。格納部はデータ通信パラメー
タや対応する構成型識別子を格納する。処理部は本発明の方法を実施して、第１構成型識
別子と関連した点対多サービス用第１データ通信パラメータを活用し、点対多サービス用
構成型識別子を処理し、受信された構成型識別子と関連した格納されたデータ通信パラメ
ータのセットを検索し、点対多サービスを受信するためにデータ通信パラメータの検索さ
れたセットを活用する。
【００４７】
　本発明の更に他の態様では、点対多サービスをモバイルターミナルに提供するためのネ
ットワークが提供される。ネットワークは、送信器、受信器、制御器を含む。
【００４８】
　送信器は、構成型識別子及び関連したデータ通信パラメータを１つ以上のモバイルター
ミナルに伝送する。受信器は、モバイルターミナルから情報を受信する。制御器は本発明
の方法を実施して、点対多サービスをモバイルターミナルに提供するために第１構成型識
別子と関連した第１データ通信パラメータを活用し、同一点対多サービス用第２データ通
信パラメータと関連した第２構成型識別子をモバイルターミナルに伝送する。
【００４９】
　本発明の更に他の態様ではサービスをモバイルターミナルに提供するためのネットワー
クが提供される。ネットワークは、送信器、受信器、制御器を含む。
【００５０】
　送信器は、構成型識別子と関連したデータ通信パラメータを１つ以上のモバイルターミ
ナルに伝送する。受信器は、モバイルターミナルから情報を受信する。制御器は、本発明
の方法を実施して、データ通信パラメータと対応する構成型識別子のセットを格納し、点
対多サービス用構成型識別子をモバイルターミナルに伝送し、伝送された構成型識別子と
関連した格納されたデータ通信パラメータを検索し、点対多サービスをモバイルターミナ
ルに伝送するためにデータ通信パラメータの検索されたセットを活用する。
【００５１】
　本発明の前述した説明及び次の詳細な説明は特許請求範囲に開示された本発明の追加の
理解を提供し、例示的であることに留意しなければならない。
【００５２】
　本発明は、モバイル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】
【００５３】
　本発明は、ＵＭＴＳのようなモバイル通信システムに提供されたＭＢＭＳのような特定
の点対多サービス用ラジオベアラーパラメータを、各々のセルに対する同一または均等値
、プロトコルパラメータ、チャネルパラメータを設定することにより構成する方法と装置
に向けられている。本発明がＵＭＴＳ内のモバイルターミナルに関して例示されるが、本
発明はモバイル通信システムに提供された特定の点対多サービス用ラジオベアラーを構成
することを希望すれば何時でも活用できるので、同一プロトコルパラメータとチャネルパ
ラメータがシステムの各セルにサービスを提供することに活用される。
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【００５４】
　以下、参考に、本発明の好ましい実施形態で詳細に開示され、例として図面に図示され
る。図面において、類似の構成要素は、同一、または、類似の図面符号を利用して表示さ
れる。
【００５５】
　本発明に係るラジオベアラーパラメータを構成するために、ＵＴＲＡＮ６は好ましくは
、少なくとも１つのＭＢＭＳ伝送に活用されるプロトコルとチャネルパラメータの特定値
のセットである基準構成を定義する。
【００５６】
　１つ以上のＭＢＭＳを提供するために、ＵＴＲＡＮ６は基準構成タイプを定義するプロ
トコルパラメータとチャネルパラメータのような１つのセットの構成値を含む各タイプを
有する複数の基準構成タイプを定義する。したがって、異なる基準構成タイプは異なる構
成値を有する。
【００５７】
　特定のＭＢＭＳを提供するために、ＵＴＲＡＮ６は好ましくは１つの基準構成タイプを
選択し、対応する構成値、例えばプロトコルとチャネルパラメータを利用してＭＢＭＳデ
ータを伝送するのに必要なプロトコルエンティティー及び論理／トランスポート／物理チ
ャネルを構成する。ＵＴＲＡＮ６は複数のＵＥ２に選択された基準構成タイプのＭＢＭＳ
を受信することを希望すると知らせる。ＵＥ２は選択された基準構成タイプに対応するチ
ャネルパラメータとプロトコルの構成値によってプロトコルエンティティーとチャネルを
構成する。
【００５８】
　本発明によれば、プロトコルエンティティーは、ＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＭＡＣサブ層を含
むＬ２層のラジオインターフェースプロトコルであり、チャネルは、論理チャネル、トラ
ンスポートチャネル、物理チャネルを含む。したがって、専用構成タイプに対応するプロ
トコルとチャネルパラメータの構成値は、ＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＭＡＣサブ層のパラメータ
値と、論理チャネル、トランスポートチャネル、物理チャネルのパラメータ値とを含む。
【００５９】
　図４は、本発明に係るＭＢＭＳのラジオベアラーを設定する方法１００を示す。図４に
おいて、ＵＥ２はＭＢＭＳを受信することを希望する複数のＵＥ中の１つを表し、好まし
くはＵＥはＭＢＭＳと結合されている。
【００６０】
　コアネットワーク４は、ＱｏＳ（quality of service）情報をＵＴＲＡＮ６に伝送する
（Ｓ１０２）。ＱｏＳ情報はコアネットワークのＳＧＳＮ（serving GPRS support node
）からＵＴＲＡＮ６に伝送される。ＵＴＲＡＮ６のＲＲＣ層はＱｏＳ情報パラメータを支
援する基準構成タイプを決める（Ｓ１０４）。
【００６１】
　ＵＴＲＡＮ６のＲＲＣ層はラジオベアラーが設定されるようにするために、ＵＴＲＡＮ
６のＬ１／Ｌ２プロトコルエンティティーに決まった基準構成タイプを知らせる（Ｓ１０
６）。基準構成タイプを表す情報は特定ＭＢＭＳを提供するためのラジオベアラー設定情
報を含む。ＵＴＲＡＮ６のＲＲＣ層は情報を複数のＵＥにマルチキャスト／ブロードキャ
ストすることによりＵＥ２のＲＲＣ層に基準構成型情報を伝送する（Ｓ１０８）。各々の
ＵＥ２は結合されるＭＢＭＳまたはサービスに対する基準構成型情報を受信する。
【００６２】
　ＵＥ２ＲＲＣ層は受信された基準構成型情報から基準構成タイプを認識し、ラジオベア
ラー設定情報をＵＥのL１／L２プロトコル情報に伝送する（Ｓ１１０）。ＵＥ２のL１／L
２プロトコルエンティティーは、ラジオベアラー設定情報によってラジオベアラーを設定
する。ＵＴＲＡＮ６のＬ１／Ｌ２プロトコルエンティティーは、ＭＢＭＳデータを設定さ
れたラジオベアラーを通じてＵＥ２に伝送する（Ｓ１１４）。
【００６３】
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　ＵＴＲＡＮ６とＵＥ２層が、図４に図示された方法１００のステップを実行する前に、
利用可能な基準構成タイプとそれらのパラメータのような獲得された基準構成情報を有す
ると仮定する。ＵＥ２は今後の使用のためのＵＥに格納された基準構成のような３つのス
キームの中の１つに従う基準構成を獲得する。ＵＥ２は基準構成情報から対応する基準構
成タイプを表す情報を獲得し、基準構成情報がＵＥに格納される際、ＵＴＲＡＮ６が基準
構成タイプを変更しない限りＵＥがこのような情報をまた受信する必要がない。
【００６４】
　第１スキームにおいて、基準構成タイプと対応するパラメータの値は、例えばＵＥ製造
業者によりＵＥ２に予め格納される。第２スキームにおいて、基準構成タイプと対応する
パラメータの値は今後の使用のためにＵＥで使用され、格納される前にＵＴＲＡＮ６から
特定ＵＥ２に直接伝送される。第３スキームにおいて、基準構成タイプと対応するパラメ
ータの値は今後の使用のためにＵＥで使用され、格納される前に、ＵＴＲＡＮ６によりセ
ル内のＵＥ２にマルチキャストまたはブロードキャスト、好ましくは、反復的、かつ、周
期的にマルチキャストまたはブロードキャストされる。
【００６５】
　図５は、ＵＥ２のハンドオーバーの間実施される図４の方法の第１実施形態２００を図
示する。図５において、ハンドオーバーは同一サービスに対して同一基準構成タイプを活
用するセルの間に生じる。したがって、所定のサービスにおいて、各セルのプロトコルパ
ラメータとチャネルパラメータは同一値に各々設定される。
【００６６】
　図５に示すように、ＵＥ２はＵＥがＭＢＭＳを初期に受信する第１ＲＮＣＲＮＣ１１０
により管理される第１セルから第２ＲＮＣＲＮＣ２により管理される第２セルに移動する
。図５に図示された実施形態はまたＵＥ２が同一ＲＮＣ１０により管理されるセル間に移
動する時に適用可能である。
【００６７】
　ＲＮＣ１により管理される第１セルに位置する間、ＵＥ２はＲＮＣ１から特定ＭＢＭＳ
に対応する基準構成タイプを受信する（Ｓ２０２）。例えば、前述した３つのスキームの
中の１つにより以前に獲得されたデータを含むＵＥ２に格納されたルックアップテーブル
から受信された基準構成タイプと内部基準データにしたがって、ＵＥはＭＢＭＳラジオベ
アラーを設定し、ＭＢＭＳデータを受信する（Ｓ２０４）。
【００６８】
　その後、ＵＥ２はＲＮＣ１により管理される第１セルからＲＮＣ２により管理される第
２セルに移動する（Ｓ２０６）。ＲＮＣ２により管理される第２セルに位置する間、ＵＥ
２は以前のセルに設定されたラジオベアラーを利用してＭＢＭＳデータを続けて受信する
（Ｓ２０８）。
【００６９】
　同一サービスに対する同一基準構成タイプを活用する際、特定ＭＢＭＳを識別する１つ
のサービス識別子が１つの特定基準構成タイプにマッピングされる。各々のＲＮＣ１０は
３つのプロセスの中の１つにより特定ＭＢＭＳに対する同一基準構成タイプを決める。
【００７０】
　第１プロセスにおいて、ＲＮＣ１０は同一基準構成タイプを活用するために各々のセル
に向かう。このようなプロセスは同一ノードＢ１２の全てのセルと同一ＲＮＣ１０の全て
のセルに適用可能である。ここで、全てのセルはコアネットワーク４で同一ＲＮＣにより
管理され、対応するＲＮＣが同一基準構成タイプを活用できるようにする。
【００７１】
　第２プロセスにおいて、コアネットワーク４のＳＧＳＮは各々のセルが同一基準構成タ
イプを活用できるようにする。このようなプロセスは、コアネットワーク４で同一ノード
Ｂ１２の全てのセル、同一ＲＮＣ１０の全てのセル、同一ＳＧＳＮの全てのセルに適用可
能であり、これらセルはＲＮＣ１０が同一基準構成タイプを活用するようにする同一ＳＧ
ＳＮに連結される。
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【００７２】
　第３プロセスにおいて、ネットワーク提供者、例えば操作者は各々のセルが同一基準構
成タイプを使用できるようにする。したがって、同一基準構成タイプはネットワーク提供
者により管理される全てのセルに対して活用される。
【００７３】
　前述したプロセスは、ＭＢＭＳ用基準構成タイプが変更される場合も適用される。好ま
しくは、同一基準構成タイプを活用する特定ＭＢＭＳを提供するセルの各々は、同時に対
応するＭＢＭＳの基準構成タイプを変更する。本発明において、同一基準構成タイプを活
用する特定ＭＢＭＳを提供しようとするセルは、同時に対応するタイプを決定し、変更す
る。基準構成タイプの変更は、ラジオベアラーパラメータ、例えばプロトコルパラメータ
とチャネルパラメータの変更を含む。
【００７４】
　全てのセルが特定ＭＢＭＳに対して同一基準構成タイプを利用できなければ、図６に図
された実施形態３００が適用可能である。図６はＵＥ２のハンドオーバーの間実施される
図４の方法の第２実施形態３００を図示する。
【００７５】
　図６において、ハンドオーバーが同一サービスに対して異なる基準構成タイプを利用す
るセル間で生じると仮定する。したがって、サービス用第１ＲＮＣ１０により構成される
基準構成タイプが同一サービスに対する第２ＲＮＣにより構成されるタイプとは異なると
仮定する。図６に図示された実施形態３００は、同一ＲＮＣ１０により管理されるセル間
でＵＥ２の移動にまた適用可能である。
【００７６】
　第１ＲＮＣＲＮＣ１１０により管理される第１セルに位置する間、ＵＥ２はＲＮＣ１か
ら特定ＭＢＭＳに対応する基準構成タイプを受信する（Ｓ３０２）。
【００７７】
　例えば、前述した３つのスキームの中の１つにより以前に獲得されたデータを含むＵＥ
２に格納されたルックアップテーブルから受信された基準構成タイプと内部的な基準デー
タにしたがって、ＵＥはＭＢＭＳラジオベアラーを設定し、ＭＢＭＳデータを受信する（
Ｓ３０４）。
【００７８】
　その後、ＵＥ２はＲＮＣ１により管理される第１セルからＲＮＣ２により管理される第
２セルに移動する（Ｓ３０６）。ＲＮＣ２により管理される第２セルに位置する間、ＭＢ
ＭＳデータを続けて受信するために、ＵＥはＲＮＣ２からＭＢＭＳに対する基準構成タイ
プを表す情報を受信する（Ｓ３０８）。ステップＳ３０４において、ＵＥ２は基準構成タ
イプを認識し、ラジオベアラーを設定し、ＭＢＭＳデータを受信するために受信された情
報及び内部基準データを利用する（Ｓ３１０）。
【００７９】
　図７を参照すれば、本発明のモバイル通信装置４００のブロック図であって、本発明の
方法を実施するためのモバイル電話が示されている。モバイル通信装置４００は、マイク
ロプロセッサーまたはディジタル信号プロセッサーのような処理部４１０、ＲＦモジュー
ル４３５、電力管理モジュール４０５、アンテナ４４０、バッテリ４５５、ディスプレイ
４１５、キーパッド４２０、フラッシュメモリ、ＲＯＭまたはＳＲＡＭのような格納部４
３０、スピーカ、マイクロホン４５０、選択的にＳＩＭカード４２５を含む。
【００８０】
　例えばユーザがキーパッド４２０のボタンを押したり、マイクロホン４５０を利用して
音声を活性化することにより、電話番号のような指示情報を入力する。処理部４１０は電
話番号ダイヤルのような適切な機能を実施するために指示情報を受信し、処理する。この
ような機能を実施するために格納部４３０から動作データが検索される。更に、処理部４
１０はユーザの嗜好と便宜のための指示及び動作情報をディスプレイ４１５上に表示する
。
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【００８１】
　処理部４１５は、例えば音声通信データを含むラジオ信号を伝送することにより通信を
初期化するために指示情報をＲＦ部４３５に発行する。ＲＦモジュール４３５はラジオ信
号を伝送し、受信する送信器と受信器を含む。アンテナ４４０はラジオ信号の伝送と受信
を容易にする。ラジオ信号の受信の際、ＲＦモジュール４３５は信号を処理部４１０によ
る処理のためのベースバンド周波数で伝達し、変換する。処理された信号は、例えばスピ
ーカ４４５を通じて可聴なまたは読取可能な情報出力に変換される。
【００８２】
　モバイル通信装置４００の一実施形態において、ＲＦモジュール４３５とアンテナ４４
０は第１と第２構成型識別子を受信するように適応され、格納部４３０またはＳＩＭカー
ド４２５は第１と第２構成型識別子と第１、第２データ通信パラメータとを格納するよう
に適応され、処理部４１０は点対多サービス用第１構成型識別子と関連した第１データ通
信パラメータを活用し、第２データ通信パラメータと関連した点対多サービス用第２構成
型識別子を処理し、第１構成型識別子と第２構成型識別子とを比較し、第１データ通信パ
ラメータを活用して第１と第２構成型識別子が同一である場合、点対多サービスを受信す
るように適応される。
【００８３】
　モバイル通信装置４００の他の実施形態において、ＲＦモジュール４３５とアンテナ４
４０は構成型識別子を受信するように適応され、格納部４３０またはＳＩＭカード４２５
はデータ通信パラメータと対応する構成型識別子のセットを格納するように適応され、処
理部４１０は点対多サービス用構成型識別子を処理し、受信された構成型識別子と関連し
た格納されたデータ通信パラメータのセットを検索し、点対多サービスを受信するために
データ通信パラメータの検索されたセットを活用する。
【００８４】
　本技術分野の専門家にはモバイル通信装置４００が例えば処理部４１０または他のデー
タまたはディジタル処理装置を単独に、または、外部支援ロジックと組合せて利用して具
現できることは自明なことである。
【００８５】
　図８は、本発明の一実施形態に係るＵＴＲＡＮ５００のブロック図も図示する。ＵＴＲ
ＡＮ５００は、１つ以上のラジオネットワークサブシステム（ＲＮＳ）５２５を含む。各
々のＲＮＳ５２５はラジオネットワーク制御器（ＲＮＣ）５２３とこれにより管理される
複数のノードＢ５２１すなわち基地局を含む。ＲＮＣ５２３はラジオ資源の割当と管理を
操作し、コアネットワークに関するアクセスポイントとして動作する。さらに、ＲＮＣ５
２３は本発明の方法を実施するように適応される。
【００８６】
　ノードＢ５２１は、アップリンクを通じてモバイルターミナルの物理層により伝送され
た情報を受信し、ダウンリンクを通じてモバイルターミナルにデータを伝送する。ノード
Ｂ５２１はターミナル４００の送信器または受信器として、またはアクセスポイントとし
て動作する。
【００８７】
　ＵＴＲＡＮ５００の一実施形態において、ＲＮＣ５２３は、構成型識別子と、それに関
連したデータ通信パラメータとをノードＢ５２１を経由して１つ以上のモバイルターミナ
ルに伝送するように適応され、ＲＮＣ５２３は第１構成型識別子と関連した第１データ通
信パラメータを活用して点対多サービスをモバイルターミナルに提供し、同一の点対多サ
ービスに対する第２データ通信パラメータと関連した第２構成型識別子をモバイルターミ
ナルに伝送するように適応される。
【００８８】
　ＵＴＲＡＮ５００の他の実施形態において、ＲＮＣ５２３は、構成型識別子と、それに
関連したデータ通信パラメータをノードＢ５２１を経由して１つ以上のモバイルターミナ
ルに伝送するように適応され、ＲＮＣ５２３はデータ通信パラメータ及び対応する構成型
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識別子の１つ以上のセットを格納し、点対多サービス用構成型識別子をモバイルターミナ
ルに伝送して、伝送された構成型識別子と関連した格納されたデータ通信パラメータのセ
ットを検索し、点対多サービスをモバイルターミナルに伝送するためにデータ通信パラメ
ータの検索されたセットを活用するように適応される。
【００８９】
　本発明は、特定の点対多サービスが提供される通信システムにおける異なるセルが、同
一パラメータ値を利用して、ラジオプロトコルエンティティー、チャネル、ラジオベアラ
ーを、同時に構成することができる。したがって、ラジオベアラー設定時の遅延の最小化
、ハンドオーバーの間生じるデータ損失の最小化、ネットワークリソースの保存、ソフト
結合を通じた受信性能の強化を提供することができる。さらに、本発明はストリーミング
ブロードキャストサービスを效率よく提供できる。
【００９０】
　本発明がモバイル通信の観点で記述されても、本発明は無線通信能力を備えたラップト
ップコンピュータとＰＤＡのようなモバイルデバイスを利用する任意の無線通信システム
でも使用できる。さらに、本発明を説明するための所定の用語の使用は、ＵＭＴＳのよう
な無線通信システムのどんなタイプに本発明の範囲を制限するものではない。本発明は、
異なるエアーインターフェース及び／または例えばＴＤＭＡ、ＣＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＷＣ
ＤＭＡなどのような物理層を利用する他の無線通信システムにも適用可能である。
【００９１】
　好ましい実施形態は、ソフトウェア、ファームウエア、ハードウェアまたはこれらの如
何なる組合を生成するために、標準プログラミング及び／またはエンジニアリング技術を
利用する方法、装置または製造物として具現される。用語“製造物”はハードウェアロジ
ック（例えば、集積回路チップ、ＦＰＧＡ（field effect programmable gate array）、
ＡＳＩＣ（application specific integrated circuit）等）またはコンピュータ読取可
能な媒体（例えば、磁気ストレージ媒体（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、テープ等）、光ストレージ（ＣＤ－ＲＯＭ、光ディスク等）、揮
発性及び非揮発性メモリデバイス（例えば、ＥＥＰＲＯＭ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＲＡＭ、
ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ファームウエア、プログラム可能なロジック等）で具現されたロジ
ックまたはコードを言及する。
【００９２】
　コンピュータ読取可能な媒体内のコードは、プロセッサーによりアクセスされ、実行さ
れる。好ましい実施形態で具現されるコードは更に伝送媒体を通じてまたはネットワーク
を通じたファイルサーバーからアクセス可能である。この場合、コードが具現される製造
物は、伝送媒体、例えばネットワーク伝送線、無線伝送線、大気を通じた信号伝播、無線
波、赤外線信号などを含む。勿論、当業者は本発明の範囲を外れることなく、本発明に対
する多数の修正が行なわれることができ、製造物が公知された任意の情報含有媒体を含む
ことを容易に認識するはずである。
【００９３】
　図面に示された論理実装は、特定の順序で起こる特定動作を記述する。代案的な実装に
おいて、任意の論理動作は異なる順序、修正または除去され暗示された本発明の好ましい
実施形態で実施できる。更に、前述したロジックにステップが付加されることができ、こ
のステップは本発明の具現に一致する。
【００９４】
　当業者には本発明に対するいろいろな修正や変更が可能であることを当然に理解するは
ずである。したがって、本発明は添付の特許請求範囲及びその均等物内に提供される本発
明の修正及び変動をカバーする。
【図面の簡単な説明】
【００９５】
【図１】従来のＵＭＴＳネットワーク構造を示すブロック図である。
【図２】３ＧＰＰ無線アクセスネットワーク仕様を基盤にした従来の無線インターフェー
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スプロトコルのアーキテクチャを示すブロック図である。
【図３】従来のＭＴＣＨプロトコルアーキテクチャを示すブロック図である。
【図４】本発明に係る点対多サービス用ラジオベアラーを設定する方法を示す図である。
【図５】モバイルターミナルのハンドオーバーの間適用される図４の方法の第１実施形態
を示す図である。
【図６】モバイルターミナルのハンドオーバーの間適用される図４の方法の第２実施形態
を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態に係るネットワークから点対多サービスを受信するためのモ
バイル通信装置を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態に係る点対多サービスをモバイルターミナルに伝送するため
のネットワークを示す図である。
【符号の説明】
【００９６】
１…ネットワーク構造、２…モバイルターミナル（ＵＥ）、４…コアネットワーク、６、
５００…ＵＴＲＡＮ、８…ラジオネットワークサブシステム、１０、５２３…ラジオネッ
トワーク制御器（ＲＮＣ）、１２…基地局、４００…モバイル通信装置、４０５…電力管
理モジュール、４１０…処理段、４１５…ディスプレイ、４２０…キーパッド、４２５…
ＳＩＭカード、４３０…格納部、４３５…ＲＦモジュール、４４０…アンテナ、４５０…
マイクロホン、４５５…バッテリ、５２５…ラジオネットワークサブシステム（ＲＮＳ）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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