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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の基地局を含む移動通信システムにおける、放送サービスを提供する方法において
、
　端末が放送領域で変更を認識するように少なくとも一つの基地局によって同一の放送サ
ービスが提供される放送領域を識別するように固有に割り当てられた放送領域識別子を前
記端末に転送するステップと、
　前記放送領域識別子に対応する放送サービスを前記端末に転送するステップとを含み、
　前記少なくとも一つの基地局は複数の放送領域識別子を有することを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記放送領域識別子は、各基地局にマッピングされていることを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記放送領域識別子は、該当基地局で利用可能な放送番組に対応する接続識別子にそれ
ぞれマッピングされていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記端末が特定の放送番組情報に対する提供を要請するとき、マルチキャストＩＰアド
レスと、ポート番号と、暗号化キー及び接続識別子を提供するステップをさらに含むこと
を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
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　複数の基地局を含む移動通信システムにおける、端末が前記複数の基地局間を移動しな
がら放送サービスを受信する方法において、
　前記基地局を含む少なくとも一つの基地局によって同一の放送サービスが提供される放
送領域を識別するように固有に割り当てられた放送領域識別子を前記基地局から受信する
ステップと、
　受信された放送領域識別子と以前に格納された放送領域識別子とを比較して前記端末が
以前放送領域から外れているか否かを検出するステップと、
　前記端末が前記以前放送領域から外れていると検出された場合、前記基地局に放送番組
情報に対する要請を転送するステップと、
　受信された放送番組情報を用いて放送番組を受信するステップとを含み、
　前記少なくとも一つの基地局は複数の放送領域に対応する複数の放送領域識別子を有す
ることを特徴とする方法。
【請求項６】
　以前の放送領域から外れていると検出された場合、ユーザーにその旨を報知するステッ
プをさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　以前に格納された放送領域識別子が前記受信された放送領域識別子と同一である場合に
、前記受信された放送番組情報を用いて前記端末が以前に受信していた前記放送番組を受
信し続けるステップをさらに含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記受信された放送番組情報から、前記端末が以前に受信していた放送サービスが利用
可能ではないと判断された場合、ユーザーに新たな放送番組を選択するかどうかを問い合
わせるステップと、
　前記ユーザーにより新たな放送番組が選択されていない場合、前記放送番組を終了する
ステップと、
　前記ユーザーにより新たな放送番組が選択される場合、前記基地局から前記新たな放送
番組に関する物理チャンネル情報を要請して得、この得られた物理チャンネル情報に基づ
き、前記新たな放送番組を受信するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項５に
記載の方法。
【請求項９】
　前記移動端末が以前の放送領域から外れていると検出された場合、以前に用いられてい
た物理チャンネル情報に基づき、前記基地局から前記放送番組の受信を試みるステップを
さらに含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項１０】
　前記放送領域識別子は、各基地局にマッピングされていることを特徴とする請求項５に
記載の方法。
【請求項１１】
　前記移動端末が以前の放送領域から外れているかどうかの判断は、前記基地局の放送領
域識別子が、前記以前基地局の放送領域識別子と同じでない場合、以前放送領域から外れ
ていると検出することを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項１２】
　前記放送領域識別子は、該当基地局で利用可能な放送番組に対応する接続識別子にそれ
ぞれマッピングされていることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項１３】
　前記移動端末が放送領域から外れているかどうかの判断は、
　前記端末が以前に格納された放送領域識別子一覧を受信した以前基地局から提供される
放送番組に対応する放送領域識別子を含む第１の放送領域識別子一覧と、前記以前基地局
が提供する全ての放送番組に対応する放送領域識別子を含む第２の放送領域識別子一覧を
受信して格納するステップと、
　前記基地局から受信された全ての放送領域識別子を含む第３の放送領域識別子一覧が前
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記第２の放送領域識別子一覧とは異なり、且つ、前記第３の放送領域識別子一覧が前記第
１の放送領域識別子一覧を含んでいない場合、放送領域から外れていると判断するステッ
プとを含むことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項１４】
　前記端末が以前の放送領域を外れている場合、
　前記第２の放送領域識別子一覧を前記第３の放送領域識別子一覧に更新し、前記以前基
地局における物理チャンネル情報に基づき、前記ターゲットセルにおいて前記放送番組を
受信することを試みるステップと、
　前記放送番組の受信に成功した場合、前記基地局から前記放送番組を受信し続けるステ
ップと、
　前記放送番組の受信に失敗した場合、前記第１の放送領域識別子一覧から前記放送番組
に対応する放送領域識別子を削除し、前記ターゲットセルの基地局に前記放送番組に関す
る物理チャンネル情報を要請するステップと、
　前記基地局から前記物理チャンネル情報を得た場合、前記得られた物理チャンネル情報
に基づき、前記基地局から前記放送番組を受信し続けるステップとをさらに含むことを特
徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記基地局から前記放送番組を提供していない場合、
ユーザーに新たな放送番組を選択するかどうかを問い合わせるステップと、
　前記ユーザーにより新たな放送番組が選択されない場合、前記放送番組を終了するステ
ップと、
　前記ユーザーにより新たな放送番組が選択される場合、前記基地局から前記新たな放送
番組に関する物理チャンネル情報を要請して得、この得られた物理チャンネル情報に基づ
き、前記新たな放送番組を受信するステップとをさらに含むことを特徴とする請求項１４
に記載の方法。
【請求項１６】
　第３の放送領域識別子一覧が前記第２の放送領域識別子一覧とは異なり、且つ、前記第
３の放送領域識別子一覧が前記第１の放送領域識別子一覧を含んでいる場合、前記第２の
放送領域識別子一覧と前記第３の放送領域識別子一覧を比較するステップと、
　前記第３の放送領域識別子一覧が前記第２の放送領域識別子一覧に加えて、放送領域識
別子をさらに含んでいる場合、新たな放送領域に入っていると判断するステップと、
　前記第２の放送領域識別子一覧が前記第３の放送領域識別子一覧に加えて、放送領域識
別子をさらに含んでいる場合、以前の未所属の放送領域から外れていると判断するステッ
プと、
　前記新たな放送領域に入っている場合、ユーザーに前記新たな放送領域から提供可能な
新たな放送番組を選択するかどうかを問い合わせ、前記ユーザーにより新たな放送番組が
選択される場合、前記基地局において前記新たな放送番組を受信するステップと、
　前記以前の未所属の放送領域から外れてはいるものの、前記新たな放送領域にまだ入っ
ていない場合、ユーザーに前記以前の未所属の放送領域から外れている旨を通知するステ
ップとをさらに含むことを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　複数の基地局を含む移動通信システムにおける複数の基地局間の境界を移動する間に端
末が放送サービスを受信する方法において、
　基地局によって提供される放送サービス番組に対応する放送領域識別子一覧を前記基地
局から受信するステップと、
　受信された放送領域識別子一覧と以前に格納された放送領域識別子一覧とを比較して以
前放送領域から前記端末が外れているか否かを検出するステップと、
　前記端末が前記以前放送領域から外れていると検出された場合に、前記基地局に放送番
組情報に対する要請を転送するステップと、
　前記受信された放送番組情報を用いて放送サービスを受信するステップとを含むことを
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特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線移動通信システムにおいて放送サービスを受信するための方法に係り、
さらに詳しくは、共通する無線資源を用いて放送サービスを提供し且つ受信する方法及び
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　将来の通信環境は、有線と無線との領域区分や、地域若しくは国家の区分を越える程度
に急速に変わりつつある。特に、ＩＭＴ－２０００（International Mobile Telecommuni
cation ２０００）などの将来の通信環境は、映像と音声はもとより、ユーザーが必要と
する様々な情報をリアルタイムにて、且つ、総合的に提供する環境として構築される傾向
にある。移動通信システムの発達は、セルラーホンやＰＣＳ（Personal Communication S
ystem）などの移動端末（Access Terminal：ＡＴ）において単に音声通信のみを行うこと
に留まらず、文字情報の送信をはじめとして、高速映像、音声及びサウンドを含む放送サ
ービスを視聴可能なレベルにまで至っている。
【０００３】
　典型的な移動通信システムにおける放送サービスにおいては、端末は、該当端末が位置
しているセル内において放送が送受信可能であることが把握された場合、基地局から物理
チャンネルを受信するための情報（例えば、接続識別子（Connection Identifier：ＣＩ
Ｄ）、暗号化キー）と、放送を受信するための情報（例えば、番組一覧、マルチキャスト
ＩＰアドレス、ポート番号）などを得た後で、該当放送を受信していた。このためには、
端末がどのセルに存在するにせよ、同じ放送関連情報を得なければならない。
【０００４】
　図１は、全てのセルが同じ放送サービスを提供する場合におけるシステムの構造図であ
る。図１に示すように、それぞれ基地局（Access Point：ＡＰ）によりカバーされるセル
はいずれも同じサービスを提供するため、端末１０は、ある基地局から提供された単一の
番組情報とそれに相当する物理チャンネル情報に基づき、全てのセルにおいて放送サービ
スを受信することができる。
【０００５】
　しかしながら、例えば、相異なる２つの領域において相異なる地域放送が提供され、且
つ、それぞれの領域から得られる放送受信情報及び物理チャンネル情報などが相違すると
したとき、放送受信中にある端末が上記相異なる２つの領域間を行き来する場合、新たな
領域の放送サービスを認知することができない。
【０００６】
　すなわち、従来の移動通信システムにおいては、新たな領域から、元の領域とは異なる
物理チャンネル情報に基づいて異なる内容の放送サービスを提供する場合、特定の放送チ
ャンネルを受信していた端末は、上記領域間を移動するとき、放送サービスが変わるとい
うことを知らないままで、以前の領域の物理チャンネル情報に基づき、放送サービスを受
信し続けることを試みてしまう。このため、この場合、端末は、放送が受信できないとい
うことは知らないままで、放送受信不可の状態に陥ってしまうという不都合があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は上記の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、複数の放送領域を含む
無線通信システムのサービス領域内において、端末の放送領域間の移動に際し、新たな放
送領域から提供される放送サービスが変わるという旨を端末に通知する方法及び装置を提
供するところにある。
【０００８】
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　本発明の他の目的は、複数の放送領域を含む無線通信システムのサービス領域内におい
て、放送領域間を移動する端末が、新たな放送領域から提供される放送サービスが変わる
という旨を受信する方法及び装置を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するために、本発明の一実施の形態によれば、複数のセルからなる移
動通信システムにおける、放送サービスを提供する方法において、提供される放送番組に
関する放送番組情報と、上記提供可能な放送番組を受信する上で必要となる放送関連情報
及び放送領域識別情報を端末に転送するステップと、上記放送サービスを上記端末に転送
するステップとを含むことを特徴とする。
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明の他の実施の形態によれば、複数のセルからなる
移動通信システムにおける、端末が上記複数のセル間を移動しながら放送サービスを受信
する方法において、上記複数のセルのうち１つであるソースセルにおいて放送番組を受信
している端末がターゲットセルに移動するときに、上記ターゲットセルが属する放送領域
を示す放送領域識別情報を受信するステップと、上記放送領域識別情報に基づき、以前の
放送領域から外れているかどうかを判断するステップとを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、放送サービスを提供する無線移動通信システムにおいて、端末が位置する地
域から提供可能な放送サービスを示す少なくとも１つの放送領域識別子をＤＬ－ＭＡＰメ
ッセージに含めて端末に転送することにより、端末が相異なる放送サービスを提供する放
送領域の間を移動するとき、既に受信していた放送サービスを受信し続けることが可能で
あるかどうかを認知し、必要に応じて、新たな放送サービスに関する情報を要請可能にす
る。本発明は、放送領域間を移動するとき、端末が認知できないままで放送サービスが中
断される不都合を防止することにより、ユーザーの満足度を高めることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、添付した図面に基づき、本発明に係る好適な実施の形態を詳細に説明する。本発
明を説明するに当たって、関連する公知の機能あるいは構成についての詳細な説明が本発
明の要旨を余計に曖昧にすると認められる場合、その詳細な説明を省く。そして、後述す
る用語は本発明における機能を考慮して定義されたものであって、これは、ユーザー、運
用者の意図または慣例などによって変わりうる。よって、その定義はこの明細書の全般に
亘っての内容を基に行われるべきである。
【００１３】
　後述する本発明は、複数の放送領域を含む１つの無線通信システムのサービス領域内に
おいて、放送領域別に放送領域識別子（ＭＢＳ（Multimedia and Broadcast Service）zo
ne Identifier）を与えて、放送受信中にある端末に、放送サービス領域が変わるという
旨を認知させる。この明細書においては、相異なる放送領域に放送領域識別子を与える２
種類の実施の形態を提示する。一つの実施の形態は、単一の基地局に対して単一の放送領
域識別子を与えることであり、もう一つの実施の形態は、転送される放送番組に相当する
接続識別子（Connection Identification：ＣＩＤ）に基づき、放送領域を区分すること
である。
【００１４】
　図２は、本発明に係る移動通信システムにおいて、セルが相異なる放送サービスを提供
する場合におけるシステム構造を示している。図２に示すように、相異なる斜線にて示す
２つの放送領域に属するセルは相異なる放送サービスを提供し、且つ、上記２つの放送領
域はそれぞれ放送領域識別子１と２を有する。端末２０がセルＡからセルＢへと移動する
場合、システムは、放送サービス領域が変わっている旨を端末に報知し、これを認知した
端末は、基地局に放送関連情報を再度要請して、放送を受信し続ける。
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【００１５】
　以下、ＩＥＥＥ（Institute for Electrical and Electronics Engineers）８０２．１
６標準を使用する無線通信システムを例にとって、本発明の実施の形態を説明する。しか
しながら、本発明の実施の形態が下記に例示するシステムの構造に限定されるものではな
く、類似する技術的な背景を有するその他のシステムに適用可能であることはもちろんで
ある。
【００１６】
　＜第１の実施の形態＞
　本発明の第１の実施の形態は、放送領域を地理的に区分するものであり、単一の基地局
に対して単一の放送領域識別子を与える。端末が、自分が位置するセルの物理的なチャン
ネル構成情報を把握するために、下りリンク地図（Ｄｏｗｎ－Ｌｉｎｋ Ｍａｐ：以下、
ＤＬ－ＭＡＰと称する。）メッセージを観察する。端末は、基地局から発せられる全ての
ＤＬ－ＭＡＰメッセージを観察するため、システムにおいては、上記ＤＬ－ＭＡＰメッセ
ージに放送領域識別子を含めることにより、端末に、現在どの放送領域に属しているかを
認知させる。
【００１７】
　図３は、本発明に係るＤＬ－ＭＡＰメッセージの構造を示している。図３に示すように
、ＤＬ－ＭＡＰメッセージは、８ビットのメッセージタイプ（Management Message Type
）と、物理階層同期化フィールド（ＰＨＹ Synchronization Field）と、８ビットのＤＣ
Ｄ（Downlink Channel Descriptor）カウントと、４８ビットの基地局識別子（Base Stat
ion ＩＤ）と、物理階層特性部分（ＰＨＹ Specific Section）と、により構成されてい
る。上記物理階層特性部分は、ｎ個のＤＬ－ＭＡＰ情報要素（Information Element：Ｉ
Ｅ）を含む。
【００１８】
　図４に、上記ＤＬ－ＭＡＰ情報要素の通常のフォーマットを示す。図４に示すように、
ＤＬ－ＭＡＰ情報要素は、上記ＤＬ－ＭＡＰ情報要素がどの類型の情報であるかを示す４
ビットのＤＩＵＣ（Down-link Interval Usage Code）を基本的に含む。通常、上記ＤＬ
－ＭＡＰ情報要素は、上記ＤＩＵＣの他に、８ビットのＮ＿ＣＩＤ（Number of ＣＩＤｓ
）と、それぞれ１６ビットの上記Ｎ＿ＣＩＤ分のＣＩＤと、１０ビットのＯＦＤＭＡ（Or
thogonal Frequency Division Multiple Access）シンボルオフセットと、５ビットのサ
ブチャンネルオフセットと、３ビットのブーストと、９ビットのＯＦＤＭＡシンボル数と
、５ビットのサブチャンネル数とを含む。
【００１９】
　上記ＣＩＤは、ＤＬ－ＭＡＰ情報要素に含まれる接続識別子であり、上記ＤＬ－ＭＡＰ
情報要素が割り当てられたマルチキャストアドレスまたはユニキャストアドレスを示す。
上記ＯＦＤＭＡシンボルオフセットは、ＭＤＬ－ＭＡＰが転送される下りリンクフレーム
の先頭から、データバーストが始まるＯＦＤＭＡシンボルの位置を示す。上記サブチャン
ネルオフセットは、データバーストを転送するために用いられる最低なＯＦＤＭＡサブチ
ャンネルのインデックスであり、０番から始まる。ブーストは、該当割り当てられた副搬
送波が電力加速されているかどうかを示す。ＯＦＤＭＡシンボル数は、下りリンク物理チ
ャンネルバーストを転送するためのＯＦＤＭＡシンボルの数であり、サブチャンネル数は
、データバーストを転送するために用いられる連続するインデックスを有しているサブチ
ャンネルの数である。
【００２０】
　上記ＤＬ－ＭＡＰ情報要素に放送領域識別子を追加したい場合、上記ＤＩＵＣの値は、
予め定められた値、例えば、１５に設定される。上記ＤＩＵＣの値が１５である場合には
、ＤＩＵＣの以降に拡張ＤＩＵＣ依存情報要素が含まれる。上記拡張ＤＩＵＣ依存情報要
素は、ＴＤ＿Ｚｏｎｅ＿ＩＥにより構成されている。
【００２１】
　図５は、本発明の第１の実施の形態により、ＤＬ－ＭＡＰメッセージのＴＤ＿Ｚｏｎｅ
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＿ＩＥ内に放送領域識別子を含む場合を示している。図５に示すように、ＴＤ＿Ｚｏｎｅ
＿ＩＥは、４ビットの拡張ＤＩＵＣと、４ビットの長さフィールドと、８ビットの放送領
域識別子とを含む。上記拡張ＤＩＵＣは、上記ＴＤ＿Ｚｏｎｅ＿ＩＥのＤＩＵＣを示す。
他の場合、上記拡張ＤＩＵＣ依存情報要素に放送領域識別子を挿入するための専用のフィ
ールドＭＢＳ＿Ｚｏｎｅ＿ＩＥを使用する。
【００２２】
　図６は、本発明の第１の実施の形態により、ＤＬ－ＭＡＰメッセージのＭＢＳ＿Ｚｏｎ
ｅ＿ＩＥ内に放送領域識別子を含む場合を示している。図６に示すように、ＭＢＳ＿Ｚｏ
ｎｅ＿ＩＥは、４ビットの拡張ＤＩＵＣと、４ビットの長さフィールドと、８ビットの放
送領域識別子とを含む。上記拡張ＤＩＵＣは、上記ＭＢＳ＿Ｚｏｎｅ＿ＩＥのＤＩＵＣを
示す。
【００２３】
　放送サービスを受信中の端末は、システムから受信したＤＬ－ＭＡＰメッセージのＴＤ
＿Ｚｏｎｅ＿ＩＥ（）またはＭＢＳ＿Ｚｏｎｅ＿ＩＤ（）に基づき、放送領域識別子を検
出し、これを既知の放送領域識別子と比較する。もし、新たに受信した放送領域識別子が
既知の放送領域識別子とは異なる場合、端末は新たな放送領域に入っていると認識して、
基地局に、放送関連情報として、マルチキャストＩＰアドレス、ポート番号、暗号化キー
、ＣＩＤなどを要請する。そして、基地局から上記放送関連情報を受信して放送を受信し
続ける。
【００２４】
　図７は、本発明の第１の実施の形態による放送サービス領域の切り換えの手続きを示す
メッセージの流れを示すフローチャートである。上記図７を参照すると、端末は、先ず、
放送領域識別子が１であるソースセルから放送を受信するために、必要に応じて、放送番
組に関する情報を得る（１０２）。ここで、放送番組に関する情報は、提供中の、または
提供可能な放送一覧であってもよい。端末は、ＤＳＡ－ＲＥＱ（Dynamic Service Additi
on Request）により、ソースセルから放送番組のデータ（映像、音、テキストなど）を受
信するためのＣＩＤ、暗号化キーなどの情報を基地局に要請する（１０４）。このとき、
端末は、該当番組のマルチキャストＩＰアドレスなどを基地局に一緒に転送する。基地局
は、上記要請が有効である旨のＤＳＸ－ＲＶＤ（Dynamic Service-x Received）を上記端
末に転送した後（１０６）、上記端末の認証、ＱｏＳへの対応有無などの確認応答である
ＤＳＡ－ＲＳＰ（Dynamic Service Addition Response）を端末に転送する（１０８）。
上記ＤＳＡ－ＲＳＰは、上記ソースセルから放送を受信するためのＣＩＤ、暗号化キーな
どの情報を含む。すると、端末は、上記ＤＳＡ－ＲＳＰに関する応答として、ＤＳＡ－Ａ
ＣＫ（Dynamic Service Addition Acknowledge）を基地局に転送し（１１０）、上記情報
に基づき、放送を受信する（１１２）。すなわち、端末は、ソースセルから受信されるＤ
Ｌ－ＭＡＰメッセージをデコードして、受信しようとする番組のＣＩＤを有する物理チャ
ンネルを受信し始める。上記ＤＬ－ＭＡＰメッセージに含まれている上記ソースセルの放
送領域識別子の値、すなわち、「１」を格納する。
【００２５】
　端末がターゲットセルに移動すると（１１４）、端末は、ターゲットセルからＤＬ－Ｍ
ＡＰメッセージを受信し、上記ＤＬ－ＭＡＰメッセージのＴＤ＿Ｚｏｎｅ＿ＩＥまたはＭ
ＢＳ＿Ｚｏｎｅ＿ＩＥを解析して、上記ターゲットセルの放送領域識別子「２」を確認す
る（１１６）。上記ターゲットセルの放送領域識別子「２」が既に格納されている放送領
域識別子「１」とは異なるため、端末は、現在受信中の放送を受信し続けることができな
いと判断して、必要に応じて、ターゲットセルに新たな放送番組の受信関連情報を要請す
る（１１８）。このとき、端末は、必要に応じて、上記新たな放送番組の受信関連情報を
要請可能なアウェイクの状態に切り換えられる。その後、端末は、ソースセルから受信し
ていた放送がターゲットセルからも提供可能であるかどうかを問い合わせるために、ター
ゲットセルにＤＳＡ－ＲＥＱメッセージを転送する（１２０）。端末は、ターゲットセル
からＤＳＸ＿ＲＶＤを受信した後（１２２）、新たな放送受信関連情報を含むＤＳＡ＿Ｒ
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ＳＰを上記ターゲットセルから受信した場合（１２４）、ＤＳＡ＿ＡＣＫ（１２６）と応
答し、ターゲットセルから放送サービスを受信する（１２８）。ここで、端末は、放送領
域識別子「２」を格納し直す。もし、ソースセルから受信していた放送がターゲットセル
から提供されていない場合、端末は、ターゲットセルから受信可能な番組一覧を得、新た
な放送番組の受信を始める。
【００２６】
　図８は、本発明の第１の実施の形態による端末の動作を示すフローチャートである。上
記図８を参照すると、ステップＳ２００において、端末は、ソースセルの基地局から番組
情報を得、ステップＳ２０２において、上記基地局から、ユーザーが選択した放送番組に
対応する物理チャンネル情報（ＣＩＤ及び暗号化キーなど）及び放送領域識別子を得る。
ステップＳ２０４において、現在の領域の放送領域識別子を格納し、ステップＳ２０６に
おいて、上記物理チャンネル情報に基づき、上記ソースセルから放送サービスを受信する
。
【００２７】
　ステップＳ２０８において、ターゲットセルの基地局からＤＬ－ＭＡＰメッセージが受
信されると、ステップＳ２１０において、端末は、上記受信されたＤＬ－ＭＡＰメッセー
ジに含まれている放送領域識別子が上記格納した放送領域識別子と同じであるかどうかを
判断し、上記受信されたＤＬ－ＭＡＰメッセージに含まれている放送領域識別子が上記格
納した放送領域識別子と同じであれば、ステップＳ２０６へ戻り、放送サービスを受信し
続ける。これに対し、上記受信されたＤＬ－ＭＡＰメッセージに含まれている放送領域識
別子が上記格納した放送領域識別子と同じではない場合、端末は、ステップＳ２１２へ移
って上記受信した放送領域識別子を格納し直し、ステップＳ２１４において、ユーザーに
以前に受信していた放送番組に対応する以前の放送領域から外れている旨を報知する。こ
のような報知は、端末に含まれている液晶表示パネル、音響または振動などを用いてユー
ザーに行うことができる。ステップＳ２１６において、端末は、上記ソースセルにおいて
用いられていた上記物理チャンネル情報に基づき、上記ターゲットセルにおいて上記放送
番組を受信することを試みる。上記ステップＳ２１６は、必要があればさらに行うように
してもよい。すなわち、同じ放送サービスに対してセルが変わる場合であっても、できる
限り同じ方法により転送するシステムにおいては、上記ステップＳ２１６を行い、そうで
なければ、上記ステップＳ２１６を省略する。以下、ステップＳ２１６が含まれている場
合を想定して説明を進める。
【００２８】
　もし、上記放送番組の受信に失敗した場合、ステップＳ２１８において、端末は、上記
ターゲットセルの基地局に、上記ソースセルから受信し続けられる放送番組に関する物理
チャンネル情報を要請する。ステップＳ２２０において、端末は、ターゲットセルから、
上記物理チャンネル情報の要請に応えて受信された情報に基づき、上記放送番組が上記タ
ーゲットセルにおいて利用可能である旨を示す情報と上記放送番組に関する物理チャンネ
ル情報が受信されているかどうかを判断する。もし、上記情報が受信されている場合、ス
テップＳ２０６へ戻り、上記応答メッセージに含まれている上記放送番組に関する物理チ
ャンネル情報に基づき、上記放送番組を受信し続ける。
【００２９】
　これに対し、上記ターゲットセルにおいて上記放送番組が利用可能である旨を示す情報
と上記放送番組に関する情報が受信されていない場合、ステップＳ２２２において、端末
は、ユーザーに新たな放送番組を受信するかどうかを問い合わせる。これは、上述のよう
に、液晶表示パネルなどに文字メッセージまたはアイコンなどにより表示可能である。ユ
ーザーが新たな放送番組を受信することを希望する場合、すなわち、新たな放送サービス
を要求する旨の信号が入力される場合、上記端末は、上記ターゲットセルの基地局から必
要な放送番組の情報を要請する。しかる後、上記端末は、上記ターゲットセルから、ユー
ザーが選択した新たな放送番組の情報を得て上記新たな放送番組を受信するために、ステ
ップＳ２００へ戻る。ユーザーが新たな放送番組を受信することを希望しない場合、ステ
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ップＳ２２４において、以前に受信していた上記放送番組を終了する。
【００３０】
　＜第２の実施の形態＞
　本発明の第２の実施の形態は、接続識別子（ＣＩＤ）に基づき、放送領域を区別するこ
とである。基地局から送られてくる放送番組は、それぞれ固有のＣＩＤを有している。こ
のため、第２の実施の形態は、同じＣＩＤを有する番組を転送するセルにより１つの放送
領域を構成する。このため、複数の番組を転送するセルは、複数の放送領域識別子を有す
ることになる。
【００３１】
　図９は、本発明の第２の実施の形態により、複数の放送領域識別子を有するセルの構造
を示している。図９に示すように、３つの放送領域Ａ、Ｂ、Ｃが存在する。それぞれの放
送領域は、相異なるＣＩＤ＃１、ＣＩＤ＃２、ＣＩＤ＃３を有する番組を送信しており、
全部で４つのセルを含む。セル１は、ＣＩＤ＃１、ＣＩＤ＃３の番組を送信するため、２
つの放送領域Ａ、Ｃに属している。セル４の場合には、ＣＩＤ＃３の番組のみを送信する
ため、１つの放送領域Ｃにのみ属することになる。
【００３２】
　各セルは、ＤＬ－ＭＡＰメッセージを用いて、自分が属している少なくとも１つの放送
領域を示す放送領域識別子一覧を転送する。上記セル内の端末は、上記ＤＬ－ＭＡＰメッ
セージを解析して、放送領域識別子一覧を得る。上記ＤＬ－ＭＡＰメッセージは、第１の
実施の形態と同様に、ＴＤ＿Ｚｏｎｅ＿ＩＥまたはＭＢＳ＿Ｚｏｎｅ＿ＩＥ内に上記放送
領域識別子一覧を含む。
【００３３】
　図１０は、本発明の第２の実施の形態により、ＤＬ－ＭＡＰメッセージのＴＤ＿Ｚｏｎ
ｅ＿ＩＥ内に放送領域識別子一覧を含む場合を示している。図１０に示すように、ＴＤ＿
Ｚｏｎｅ＿ＩＥは、４ビットの拡張ＤＩＵＣと、４ビットの長さフィールドと、８ビット
の放送領域識別子数Ｎ＿ＭＢＳ＿Ｚｏｎｅ＿Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ及び上記数分の放送領
域識別子を含む。上記拡張ＤＩＵＣは、上記ＴＤ＿Ｚｏｎｅ＿ＩＥのＤＩＵＣを示す。
【００３４】
　図１１は、本発明の第２の実施の形態により、ＤＬ－ＭＡＰメッセージのＭＢＳ＿Ｚｏ
ｎｅ＿ＩＥ内に放送領域識別子一覧を含む場合を示している。図１１に示すように、ＭＢ
Ｓ＿Ｚｏｎｅ＿ＩＥは、４ビットの拡張ＤＩＵＣと、４ビットの長さフィールドと、複数
の放送領域識別子を含む。上記放送領域識別子の数は、上記長さフィールドから推察可能
である。上記拡張ＤＩＵＣは、上記ＭＢＳ＿Ｚｏｎｅ＿ＩＥのＤＩＵＣを示す。
【００３５】
　放送サービスを受信中である端末は、システムから受信したＤＬ－ＭＡＰメッセージの
ＴＤ＿Ｚｏｎｅ＿ＩＥ（）またはＭＢＳ＿Ｚｏｎｅ＿ＩＤ（）に基づき、放送領域識別子
一覧を検出し、これを既知の放送領域識別子と比較する。もし、既知の放送領域識別子が
上記放送領域識別子一覧に含まれていない場合、端末は、新たな放送領域に入っていると
認識して、基地局に、放送関連情報として、マルチキャストＩＰアドレス、ポート番号、
暗号化キー、ＣＩＤなどを要請することができる。そして、基地局から上記放送関連情報
を受信して放送を受信し続ける。
【００３６】
　上述のように、基地局は、ＤＬ－ＭＡＰメッセージを用いて、現在セルがどの放送領域
に属しているかを報知する。そして、ＣＩＤと対応する放送領域に関するマッピング情報
は、ＤＬ－ＭＡＰメッセージではないＤＳＡ－ＲＳＰメッセージにより通知される。端末
が所望の放送番組を要請するためのＤＳＡ－ＲＥＱメッセージを基地局に転送すると、基
地局は、上記ＤＳＡ－ＲＥＱメッセージに関する応答であるＤＳＡ－ＲＳＰメッセージを
用いて、上記要請された放送番組のＣＩＤと上記ＣＩＤに対応する放送領域のマッピング
情報を上記端末に報知する。上記ＤＳＡ－ＲＳＰメッセージ内における放送領域識別子情
報は、下記表１のように構成される。
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【００３７】
【表１】

【００３８】
　端末は、自分が登録されている放送領域識別子一覧ＭＹ＿ＺＯＮＥ＿ＩＤ＿ＬＩＳＴと
、全体の放送領域識別子一覧ＺＯＮＥ＿ＩＤ＿ＬＩＳＴを管理する。上記ＭＹ＿ＺＯＮＥ
＿ＩＤ＿ＬＩＳＴは、上記端末が現在受信中のＣＩＤに相当する少なくとも１つの放送領
域識別子を含んでいる。上記ＺＯＮＥ＿ＩＤ＿ＬＩＳＴは、現在セルが属している全ての
放送領域識別子、すなわち、ＤＬ－ＭＡＰメッセージから得られた全ての放送領域識別子
を含む。以下、上記一覧の管理について説明する。
【００３９】
　先ず、端末が、自分の属する放送領域から外れる場合を説明する。端末が受信していた
ＣＩＤに相当する放送領域識別子が新たなセルから受信した放送領域識別子一覧に含まれ
ていない場合、端末は、ＭＹ＿ＺＯＮＥ＿ＩＤ＿ＬＩＳＴとＺＯＮＥ＿ＩＤ＿ＬＩＳＴか
ら、以前に受信していた上記放送領域識別子を除去する。このとき、端末は、上記新たな
セルの基地局にＤＳＡ－ＲＥＱメッセージを転送して、上記受信していたＣＩＤに相当す
る放送番組が他の物理チャンネルに転送されているかどうかを確認し、もし、上記放送番
組が他の物理チャンネルに転送されている場合、上記ＭＹ＿ＺＯＮＥ＿ＩＤ＿ＬＩＳＴに
上記新たなセルの該当放送領域識別子を追加した後、上記放送番組を受信し続ける。これ
に対し、上記放送番組が転送されていない場合、上記端末は、上記新たなセルの基地局か
ら放送番組関連情報を受信し直し、ユーザーに受信可能な新たな番組を報知する。
【００４０】
　次に、端末が、自分が属する放送領域から外れてはいるものの、ＭＹ＿ＺＯＮＥ＿ＬＩ
ＳＴが新たなセルの基地局から受信した放送領域識別子一覧に含まれる場合について説明
する。すなわち、端末が受信している番組を送信する放送領域から外れてはいるものの、
上記受信していた放送がターゲットセルからも放送されている場合、端末は、上記ターゲ
ットセルからＺＯＮＥ＿ＩＤ＿ＬＩＳＴを受信して放送領域識別子一覧に更新し、以前に
受信していた放送を受信し続ける。このとき、端末は、上記放送に関する他の情報を得る
ために、ＤＳＡ－ＲＥＱメッセージや他の要請メッセージを転送することができる。
【００４１】
　端末が新たな放送領域に入っている場合、端末は、ユーザーの要請に応じて、新たなセ
ルの基地局に接続して該当放送領域から提供される放送番組関連情報を受信し、上記放送
番組情報に基づき、受信可能な放送番組をユーザーに報知する。そして、ユーザーが希望
する場合、新たな放送番組を受信し始める。
【００４２】
　上記図９を例にとって説明する。端末１２は、セル２においてＣＩＤ＃３の放送を受信
している。セル２において、端末１２は放送領域Ｃに属し、セル２のＤＬ－ＭＡＰメッセ
ージには放送領域識別子一覧｛Ａ、Ｃ｝が含まれる。端末１２がセル３に移動すると、セ
ル３において、放送領域識別子一覧｛Ｂ、Ｃ｝を含むＤＬ－ＭＡＰメッセージを受信する
。この場合、セル３は、依然として放送領域Ｃに属するため、端末１２は、新たな放送関
連情報を要請することなく、ＣＩＤ＃３の放送を受信し続ける。ユーザーからの要請があ
る場合、端末１２は、放送領域Ｃのセル３に放送番組関連情報を要請して、新たな放送番
組の受信を試みる。
【００４３】
　他の例として、端末１２がセル２においてＣＩＤ＃１の放送を受信していて、セル３に
移動した場合を想定する。すると、端末１２は、セル３の放送領域識別子一覧｛Ｂ、Ｃ｝
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を解析して、セル３においてＣＩＤ＃１の放送をそれ以上受信することができない旨を認
知して、ＣＩＤ＃１の放送受信を終了する。他の場合、端末１２は、以前に受信していた
放送番組を他のＣＩＤに基づいて受信し続けることが可能であるかどうかを確認するため
に、セル３の基地局にＤＳＡ－ＲＥＱメッセージを転送する。上記ＤＳＡ－ＲＥＱメッセ
ージに関する応答として受信されたＤＳＡ－ＲＳＰメッセージを確認した結果、上記セル
３から、以前に受信していた放送番組を提供している場合、端末１２はＭＹ＿ＺＯＮＥ＿
ＩＤ＿ＬＩＳＴを更新し、上記セル３から上記放送番組を受信し続ける。これに対し、上
記セル３から上記放送番組を提供していない場合、端末１２は、ユーザーからの要請に応
じて、受信可能な新たな放送番組を得るために、上記セル３の基地局に放送番組関連情報
を要請する。
【００４４】
　さらに他の例として、端末１４が放送領域Ｃのセル４においてＣＩＤ＃３の放送を受信
していて、放送領域Ａのセル２に移動した場合を想定する。この場合、端末１４は、新た
な放送領域Ａに移動したため、セル２に、放送番組を受信するための関連情報を要請する
。このとき、ユーザーが希望する場合、端末１４は、既に受信していたＣＩＤ＃３の放送
番組を受信し続ける。
【００４５】
　図１２Ａないし図１２Ｃは、本発明の第２の実施の形態による端末の動作を示すフロー
チャートである。
【００４６】
　上記図１２Ａを参照すると、ステップＳ３０２において、端末は、ソースセルの基地局
から放送番組情報を得、ステップＳ３０４において、端末は、基地局に、ユーザーが選択
した放送番組に対応する物理チャンネル情報（ＣＩＤ及び暗号化キーなど）と放送領域識
別子を要請して得る。ステップＳ３０６において、端末は、ＭＹ＿ＺＯＮＥ＿ＩＤ＿ＬＩ
ＳＴに上記放送領域識別子を追加し、ステップＳ３０８において、上記物理チャンネル情
報に基づき、上記放送を受信する。このとき、上記端末のＺＯＮＥ＿ＩＤ＿ＬＩＳＴは、
上記ソースセルが属している全ての放送領域に対応する放送領域識別子を含む。
【００４７】
　端末が上記ソースセルから隣のターゲットセルに移動して、ステップＳ３１０において
、ターゲットセルの基地局からＤＬ－ＭＡＰメッセージが受信されると、ステップＳ３１
２において、端末は、上記受信されたＤＬ－ＭＡＰメッセージに含まれている放送領域識
別子一覧が上記ＺＯＮＥ＿ＩＤ＿ＬＩＳＴと同じであるかどうかを判断し、上記受信され
たＤＬ－ＭＡＰメッセージに含まれている放送領域識別子一覧が上記ＺＯＮＥ＿ＩＤ＿Ｌ
ＩＳＴと同じであれば、上記放送を受信し続けるためにステップＳ３０８へ戻る。これに
対し、上記受信されたＤＬ－ＭＡＰメッセージに含まれている放送領域識別子一覧が上記
ＺＯＮＥ＿ＩＤ＿ＬＩＳＴと同じではない場合、新たな放送領域に入ったか、あるいは、
単に既存の放送領域から外れているかを判断するために、ステップＳ３１４へ移る。
【００４８】
　ステップＳ３１４において、端末は、ＭＹ＿ＺＯＮＥ＿ＩＤ＿ＬＩＳＴが上記受信され
た放送領域識別子一覧に含まれているかどうかをチェックする。もし、ＭＹ＿ＺＯＮＥ＿
ＩＤ＿ＬＩＳＴが上記受信された放送領域識別子一覧に含まれていない場合、上記端末は
、上記受信していた以前の放送番組に相当する放送領域から外れていると判断して、図１
２ＢのステップＳ３３２へ移る。
【００４９】
　上記図１２Ｂを参照すると、上記ステップＳ３３２において、端末は、上記受信された
放送領域識別子一覧にＺＯＮＥ＿ＩＤ＿ＬＩＳＴを更新し、ステップＳ３３４において、
ユーザーに、以前の放送領域から外れている旨を報知する。上記ステップＳ３３４は、後
述するステップＳ３３６とステップＳ３４０との間に設けられてもよく、ステップＳ３４
４とステップＳ３４６との間に設けられてもよい。ステップＳ３３６において、端末は、
先ず、ソースセルにおいて用いられていた以前の物理チャンネル情報に基づき、上記ター
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ゲットセルから上記放送番組を受信することを試み、受信に成功しているかどうかを判断
する。もし、受信に成功した場合、端末は、ステップＳ３０８へ戻り、上記放送番組を受
信し続ける。これに対し、上記放送番組を受信できなかった場合、ステップＳ３４０へ移
る。
【００５０】
　上記ステップＳ３４０において、端末は、ＭＹ＿ＺＯＮＥ＿ＩＤ＿ＬＩＳＴから、受信
できない物理チャンネルに相当する放送領域の放送領域識別子を除去し、ステップＳ３４
２において、上記ターゲットセルの基地局に、上記以前の放送番組を受信するための物理
チャンネル情報を要請する。ステップＳ３４４において、端末は、上記要請に対する応答
に応じて、上記ターゲットセルの基地局から上記以前の放送番組が利用可能であることを
示す情報が受信されるかどうかを判断する。上記以前の放送番組が上記ターゲットセルに
おいて利用可能である場合、上記ターゲットセルから上記以前の放送番組を受信するため
の物理チャンネル情報が一緒に受信される。もし、上記放送番組が上記ターゲットセルに
おいて利用可能である場合、端末は、ステップＳ３０８へ戻り、上記ターゲットセルの物
理チャンネル情報に基づき、上記以前の放送番組を受信し続ける。
【００５１】
　上記ステップＳ３４４において、上記以前の放送番組が上記ターゲットセルにおいて利
用可能ではない場合、ステップＳ３４６において、端末は、ユーザーに新たな放送番組を
受信するかどうかを問い合わせる。ユーザーが新たな放送番組を受信することを希望する
場合、上記ターゲットセルの基地局から放送番組情報と物理チャンネル情報を得て新たな
放送番組を受信するためにステップＳ３０２へ戻る。そうでなければ、ステップＳ３４８
において、上記以前の放送番組が終了される。
【００５２】
　一方、上記ステップＳ３１４において、上記ＭＹ＿ＺＯＮＥ＿ＬＩＳＴが上記受信され
た放送領域識別子一覧にいずれも含まれる場合、端末は、以前より属している放送領域か
ら外れてはいないものの、新たな放送領域に入る、あるいは、以前の未所属の放送領域か
ら外れる可能性があると判断して、ステップＳ３１６へ移る。ここで、上記属している放
送領域とは、上記端末が受信している放送番組に対応する放送領域を意味し、上記以前の
未所属の放送領域とは、上記端末が受信してはいないものの、上記ソースセルから提供可
能な放送番組に対応する放送領域を意味する。
【００５３】
　上記ステップＳ３１６において、端末は、上記受信された放送領域識別子一覧がＺＯＮ
Ｅ＿ＩＤ＿ＬＩＳＴに加えて、放送領域識別子をさらに含んでいるかどうかを判断する。
上記受信された放送領域識別子一覧がＺＯＮＥ＿ＩＤ＿ＬＩＳＴを除く放送領域識別子を
さらに含んでいる場合、ステップＳ３２０において、新たな放送領域に入ったかどうかを
示すＥｎｔｅｒＺｏｎｅがＹＥＳに設定され、そうでなければ、ステップＳ３１８におい
て、上記ＥｎｔｅｒＺｏｎｅはＮＯに設定される。上記ＥｎｔｅｒＺｏｎｅは、端末の内
部に組み込まれているメモリーなどにフラグとして設定可能である。また、ステップＳ３
２２において、端末は、ＺＯＮＥ＿ＩＤ＿ＬＩＳＴが上記受信された放送領域識別子一覧
に加えて、放送領域識別子をさらに含んでいるかどうかを判断する。もし、ＺＯＮＥ＿Ｉ
Ｄ＿ＬＩＳＴが上記受信された放送領域識別子一覧を除く放送領域識別子をさらに含んで
いる場合、ステップＳ３２６において、端末が以前の未所属の放送領域から外れているか
どうかを示すＥｘｉｔＺｏｎｅはＮＯに設定され、そうでなければ、ステップＳ３２４に
おいて、上記ＥｘｉｔＺｏｎｅはＹＥＳに設定される。上記ＥｘｉｔＺｏｎｅもまた、端
末の内部に組み込まれているメモリーなどにフラグとして設定可能である。上記Ｅｎｔｅ
ｒＺｏｎｅと上記ＥｘｉｔＺｏｎｅの判断は、図１２Ｃに示すフローチャートに基づいて
行われる。
【００５４】
　図１２ＣのステップＳ３２８において、ＥｎｔｅｒＺｏｎｅとＥｘｉｔＺｏｎｅが両方
ともＹＥＳである場合、端末が以前の未所属の放送領域から外れて新たな放送領域に入っ
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ていると判断して、ステップＳ３５０へ移る。これに対し、ステップＳ３３０において、
ＥｎｔｅｒＺｏｎｅがＹＥＳであり、且つ、ＥｘｉｔＺｏｎｅがＮＯである場合、端末が
新たな放送領域に入っていると判断して、ステップＳ３６４へ移り、残りの場合には、端
末が新たな放送領域に入ってはいないものの、以前の未所属の放送領域から外れていると
判断して、ステップＳ３５８へ移る。
【００５５】
　上記ステップＳ３５０において、端末のＺＯＮＥ＿ＩＤ＿ＬＩＳＴは、上記受信された
放送領域識別子一覧に更新され、ステップＳ３５２において、端末は、ユーザーに、以前
には未提供の他の放送サービスをさらに提供する新たな放送領域に入っている旨を報知す
る。ステップＳ３５４において、端末は、ユーザーに上記新たな放送領域から提供可能な
新たな放送番組を受信するかどうかを問い合わせ、もし、ユーザーが新たな放送番組の受
信を希望する場合、ステップＳ３０２へ戻る一方、ユーザーが新たな放送番組の受信を希
望しない場合、ステップＳ３０８へ戻る。このとき、端末は、上記ステップＳ３０８へ戻
る前に、ステップＳ３５６において、ターゲットセルの基地局に以前の未所属の放送領域
から外れている旨を報告してもよい。
【００５６】
　上記ステップＳ３５８において、端末のＺＯＮＥ＿ＩＤ＿ＬＩＳＴは、上記受信された
放送領域識別子一覧に更新される。そして、ステップＳ３６０において、端末は、ユーザ
ーに以前の未所属の放送領域から外れている旨を報知し、ステップＳ３０８へ戻る。この
とき、端末は、上記ステップＳ３０８へ戻る前に、ステップＳ３６２において、ターゲッ
トセルの基地局に以前の未所属の放送領域から外れている旨を報告してもよい。
【００５７】
　ステップＳ３６４において、端末のＺＯＮＥ＿ＩＤ＿ＬＩＳＴを上記受信された放送領
域識別子一覧に更新し、ステップＳ３６６において、端末は、ユーザーに新たな放送領域
に入っている旨を報知する。ステップＳ３６８において、端末は、ユーザーに上記新たな
放送領域から提供可能な新たな放送番組を受信するかどうかを問い合わせ、もし、ユーザ
ーが新たな放送番組の受信を希望する場合、ステップＳ３０２へ戻る一方、ユーザーが新
たな放送番組の受信を希望しない場合、以前の放送番組を受信し続けるためにステップＳ
３０８へ戻る。
【００５８】
　なお、本発明の詳細な説明においては、具体的な実施の形態について説明したが、本発
明の範囲から逸脱しない範囲内であれば、種々な変形が可能であることは言うまでもない
。よって、本発明の範囲は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の
範囲とその均等物によって定められるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】全てのセルが同じ放送サービスを提供する場合におけるシステム構造図である。
【図２】本発明に係る移動通信システムにおいて、セルが相異なる放送サービスを提供す
る場合におけるシステム構造図である。
【図３】本発明に係るＤＬ－ＭＡＰメッセージの構造を示す図である。
【図４】上記ＤＬ－ＭＡＰ情報要素の通常のフォーマットを示す図である。
【図５】本発明の第１の実施の形態により、ＤＬ－ＭＡＰメッセージのＴＤ＿Ｚｏｎｅ＿
ＩＥ内に放送領域識別子を含む場合におけるメッセージフォーマットを示す図である。
【図６】本発明の第１の実施の形態により、ＤＬ－ＭＡＰメッセージのＭＢＳ＿Ｚｏｎｅ
＿ＩＥ内に放送領域識別子を含む場合におけるメッセージフォーマットを示す図である。
【図７】本発明の第１の実施の形態による放送領域の切り換え動作を示すメッセージの流
れを示すフローチャートである。
【図８】本発明の第１の実施の形態による端末の放送領域の切り換え動作を示すフローチ
ャートである。
【図９】本発明の第２の実施の形態により複数の放送領域識別子を有するセルの構造を示
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す図である。
【図１０】本発明の第２の実施の形態により、ＤＬ－ＭＡＰメッセージのＴＤ＿Ｚｏｎｅ
＿ＩＥ内に放送領域識別子一覧を含む場合におけるメッセージフォーマットを示す図であ
る。
【図１１】本発明の第２の実施の形態により、ＤＬ－ＭＡＰメッセージのＭＢＳ＿Ｚｏｎ
ｅ＿ＩＥ内に放送領域識別子一覧を含む場合におけるメッセージフォーマットを示す図で
ある。
【図１２Ａ】本発明の第２の実施の形態による端末の放送領域の切り換え動作を示すフロ
ーチャートである。
【図１２Ｂ】本発明の第２の実施の形態による端末の放送領域の切り換え動作を示すフロ
ーチャートである。
【図１２Ｃ】本発明の第２の実施の形態による端末の放送領域の切り換え動作を示すフロ
ーチャートである。
【符号の説明】
【００６０】
　ＡＰ　基地局
　１２、１４　端末

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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【図１２Ｃ】
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