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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器にブロードキャスト・データ・セッションを受信させる方法において、デー
タは複数の周波数で送信されており、
　ブロードキャスト・データのために前記ユーザ機器に割り当てられた第１周波数を監視
する段階と、
　前記ブロードキャスト・データ・セッションのブロードキャスト・データが送信される
第２周波数を識別するブロードキャスト・データ・セッションの通知を前記第１周波数で
受信する段階と、
　前記ブロードキャスト・データ・セッションの受信に従い、第２周波数に関連する設定
を決定する段階と、
　前記決定された設定に従い、前記ブロードキャスト・データ・セッションを受信すべく
ユーザ機器を設定する段階と、
を備える方法。
【請求項２】
　前記ブロードキャスト・データ・セッションを前記第２周波数で受信することを更に備
える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ブロードキャスト・データ・セッションによる前記ブロードキャスト・データの受
信の完了直後に、前記第２周波数から前記第１周波数へ切り替えることを更に備える、請
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求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ブロードキャスト・データ・セッションの受信に従って、前記ユーザ機器に予め保
存された設定から、前記第２周波数に関連するブロードキャスト周波数設定を決定するこ
とを更に備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ブロードキャスト・データ・セッションの通知を受信する前記段階の後、前記ユー
ザ機器が前記第１周波数でのデータ交換を行っているか否かを判定して、該データ交換動
作を終了することを更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２周波数で前記ブロードキャスト・データ・セッションを受信することを更に備
える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ブロードキャスト・データ・セッションの通知を受信する前記段階の後、前記ユー
ザ機器が前記第１周波数でのデータ交換動作を行っているか否かを判定して、該データ交
換動作を継続することを更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１周波数で第１ブロードキャスト・データ・セットを受信することと、
　前記第２周波数で第２ブロードキャスト・データ・セットを同時に受信することと、
を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　上記第１周波数で上記通知を受信する前に、前記第１周波数で前記第１ブロードキャス
ト・データを受信することを更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１ブロードキャスト・データ・セットと同時に前記第２周波数で第２ブロードキ
ャスト・データ・セッションを受信することを更に備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　ブロードキャスト・データ・セッションの通知をブロードキャスト制御チャンネルで受
信することを更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　ブロードキャスト・データ・セッションの通知をマルチキャスト制御チャンネルで受信
することを更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記通知が前記ユーザ機器に保存された設定に合致する無線設定を識別する識別子を含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　複数のデータ・サービスが複数の周波数で利用可能なユーザ機器においてブロードキャ
スト・データを受信する方法において、
　前記ユーザ機器に割り当てられ、マルチメディア・ブロードキャスト及びマルチキャス
ト・サービス（ＭＢＭＳ）のための第１搬送周波数を監視することと、
　前記第１搬送周波数とは異なる第２搬送周波数で送信されるべきＭＢＭＳデータ・セッ
ションの通知を、前記第１搬送周波数で受信することであって、該通知が前記第２搬送周
波数の識別子を含むことと、
　前記第２搬送周波数での前記ＭＢＭＳデータ・セッションの受信を可能にすべく、該第
２搬送周波数に関連する設定を決定することと、
　ＭＢＭＳデータ・セッションを受信すべく、前記ユーザ機器を前記第２搬送周波数に設
定することと、
を備える方法。
【請求項１５】
　前記第１搬送周波数から前記第２搬送周波数に再選択することを更に備える、請求項１
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４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１搬送周波数で第１ＭＢＭＳデータ・セットを受信し、且つ前記第２搬送周波数
で第２ＭＢＭＳデータ・セットを受信することを更に備える、請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第２搬送周波数に関連する前記設定が前記ユーザ機器のメモリに保存されている、
請求項１４に記載の方法。
【請求項１８】
　前記第２搬送周波数に関連する前記設定が、前記ユーザ機器に保存された複数の設定の
一部である、請求項１４に記載の方法。
【請求項１９】
　前記通知が、前記ユーザ機器に保存された前記複数の設定に関する設定識別子を含む、
請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第２搬送周波数に関連する前記設定が前記ユーザ機器に送信される、請求項１４に
記載の方法。
【請求項２１】
　前記ＭＢＭＳデータ・セッションの間、前記第２搬送周波数を選択することと、
　前記ＭＢＭＳデータ・セッションによるブロードキャスト・データの受信の完了後に前
記第１搬送周波数を選択することと、
を更に備える、請求項１４に記載の方法。
【請求項２２】
　ブロードキャスト又はマルチキャスト通信のいずれか１つを通じて前記ＭＢＭＳデータ
・セッションを受信することを更に備える、請求項１４に記載の方法。
【請求項２３】
　複数の周波数で送信されるマルチキャスト及びブロードキャスト情報をユーザ機器にお
いて受信する方法において、
　マルチキャスト及びブロードキャスト周波数の周波数設定を含む通知データを受信する
ことと、
　前記ユーザ機器に割り当てられ、マルチメディア・ブロードキャスト及びマルチキャス
ト・メッセージ（ＭＢＭＳ）通知用の第１周波数を監視することと、
　前記第１周波数と異なる複数の周波数のうちの少なくとも一つで送信されるべきＭＢＭ
Ｓの通知を第１周波数で受信することであって、前記通知が前記ＭＢＭＳに関連し、無線
設定を識別する設定識別子を含むことと、
　複数の周波数のうちの少なくとも一つの前記設定識別子と合致する設定を、前記通知デ
ータから決定することと、
　前記ＭＢＭＳ送信の開始直前に、前記設定識別子と合致する設定を行って、該ＭＢＭＳ
を受信することと、
を備える方法。
【請求項２４】
　前記通知の前記ＭＢＭＳセッションを、複数の周波数のうちの少なくとも一つで受信す
ることを更に備える、請求項２３に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般的にマルチキャスト及びブロードキャスト・データ・サービスの分野に関
し、特にマルチ周波数通信ネットワークにおいてユーザ機器をデータ・ブロードキャスト
に誘導する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　無線電話システムは、物理的及び論理的な多重チャンネルを利用して、ユーザ機器と通
信する。これらのシステムは音声及びデータの両方を無線で通信するために利用される。
従来の通信システム（第１世代及び第２世代）における通信は、一般的に音声通信及び少
量のデータの伝送を伴う。より大きなデータ送信は、バンド幅、技術及びメモリの制限の
ために制限される。その結果、比較的大きな量のデータをユーザ機器へブロードキャスト
又はマルチキャストすることは、これらのシステムでは実行することができなかった。
【０００３】
　現在、モバイル通信用全地球システム（ＧＳＭ: Global System for Mobile communica
tion）において、ショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）として知られるショート・
メッセージを送るサービスは、ＳＭＳセル・ブロードキャスト・サーバを利用して、セル
・ブロードキャスト・チャンネル上でデータをブロードキャストする。この１チャンネル
はデータをブロードキャストするための専用チャンネルであり、この目的専用のチャンネ
ルである。これはブロードキャストの装備であるが、低ビットレート向けであり、高いサ
ービス品質（ＱｏＳ）のデータ・ストリーミングや高ビットレートには適しておらず、そ
れゆえ、「ショート・メッセージ・サービス」と命名されている。
【０００４】
　より高速な第２世代（２．５Ｇ）及び新しい第３世代（３Ｇ）の通信システムの到来に
よって、ブロードキャスト及びマルチキャスト・サービスを含むより大容量のデータの通
信が、現在では可能になっている。ユーザへデータをブロードキャストすることの実用性
は、複数のブロードキャスト・サービスが利用可能となる結果をもたらす。しかし、加入
者数の増加、増大したデータ速度の利用度合及びユーザに提供される様々なブロードキャ
スト・サービスの結果として、サービス・プロバイダ又はオペレータは、同じ領域内に複
数の周波数でネットワークを整備し、大量のデータ及びサービスをユーザ機器に送ること
を可能にしている。その結果、多くのサービスが１つ以上のサービス・プロバイダ及び１
つ以上のネットワークによって１つのサービス・エリア内で提供される可能性がある。あ
るネットワークは、全く異なる周波数を採用する２Ｇ及び３Ｇ両方のネットワークを一緒
に採用してもよい。加えて、ユーザ負荷を分散するために、システム・オペレータはユー
ザ機器を異なる周波数に割り当てる。しかし、大容量の情報をブロードキャストするとき
、このことは、複数の周波数に割り当てられた全てのユーザに対して同じ量のデータを同
時に到達させるべく、装備された周波数の全てに亘ってかなりの資源を割り当てることを
ネットワーク・オペレータに要求する。
【発明の開示】
【０００５】
　そのため、ユーザ機器にブロードキャスト及びマルチキャスト・データを効率的にルー
ティングするように複数の周波数で動作する無線通信システムで利用するための方法が必
要である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　本発明は様々な形態で実施可能であるが、本開示が本発明の例示であり且つ図示された
特定の実施形態に本発明を限定することを意図していないという理解のもとに、図面に示
すとともに好ましい実施形態を以下に説明する。
【０００７】
　ユーザ機器（モバイル・ステーション又はユーザ・デバイスとしても知られる）が、高
速データ・サービス又は高ビットレート・サービスを複数の利用可能なサービスから受け
ることを可能にするための方法が、ここに開示される。ブロードキャスト（又は通知）チ
ャンネル上を送られるシステム情報は、どの周波数が高速データ・サービス又は一般的に
マルチキャスト及びブロードキャストのようなサービスを伝送しているかを示す表示を追
加的に含む。例えばデータをブロードキャストする又はマルチキャストするような本発明
の前記高速データ・サービスは、複数の周波数でのブロードキャストである。前記複数の
ブロードキャストは、一つのシステム又は重なり合うカバー領域を有する複数のシステム
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からのいずれかのブロードキャストである。
【０００８】
　本発明の実施形態において、前記ユーザ機器は、割り当てられたブロードキャスト・デ
ータ周波数を監視している。該ユーザ機器は、該ユーザ機器に割り当てられたブロードキ
ャスト・データ周波数である第１周波数で、第２周波数で送られるべきブロードキャスト
・データの通知を受信する。この実施形態において、前記ブロードキャスト・データはマ
ルチメディア・ブロードキャスト及びマルチキャスト・メッセージ（ＭＢＭＳ）等である
。前記通知メッセージは、前記ユーザ機器に対して、データ及びそのデータがどのチャン
ネル又は周波数で送信されるであろうか（すなわち第１周波数とは異なる第２周波数）を
知らせる。前記ユーザ機器は次に、前記ＭＢＭＳデータ・セッションを受信するために、
前記第２周波数に関連したチャンネル設定を決定する。前記ユーザ機器は次に、第１周波
数から第２周波数に切り替わり、前記ＭＢＭＳデータ・セッションを受信するための設定
を行う。該ＭＢＭＤデータ・セッションがデータ送信を一旦完了すると、前記ユーザ機器
は第１周波数に戻る。
【０００９】
　図１を参照すると、ブロードキャスト又はマルチキャスト・サービス能力を有する無線
通信システム１００が提供される。ベース・ステーション１０２が第１ユーザ機器１０４
及び第２ユーザ機器１０６に送信していることが示される。前記ベース・ステーション１
０２は、無線電話ネットワークを含むネットワークの一部であり、これは、一つ以上のコ
ア・ネットワーク（ＣＮ）に接続された無線アクセス・ネットワーク（ＲＡＮ）を一般的
に備える。例えば、無線電話ネットワークは汎携帯電話通信システム（ＵＭＴＳ: univer
sal mobile telecommunication system）等のような第１，２，３世代のネットワークで
あってよく、パケット・データ・ネットワーク及び回線交換コア・ネットワークに接続さ
れていてよい。実施形態の通信システム１００が示すように、前記ベース・ステーション
１０２は第１ＭＢＭＳデータ・セット１０８を第１周波数１１０で送信することができ、
第２ＭＢＭＳデータ・セット１１２を第２周波数１１４で送信することができる。第１及
び第２ＭＢＭＳデータ・セット１０８，１１２の送信は、相互依存または独立であってよ
い。前記第１周波数１１０が第１ベース・ステーションから送信され、前記第２周波数１
１４が第２ベース・ステーションから送信されてもよいことに注意すべきである（図示せ
ず）。両送信は第１ユーザ機器１０４でも利用可能である。１つのベース・ステーション
が本開示の例示の目的で利用される。この実施形態では、前記第１ユーザ機器１０４は前
記第１周波数１１０を監視しており、前記第２ユーザ機器は前記第２周波数を監視してい
る。前記ベース・ステーション１００は通知メッセージ１１６を前記第２周波数１１４で
送信し、ＭＢＭＳが前記第１周波数１１０で送信されることを第２ユーザ機器１０６に通
知する。
【００１０】
　前記第２ユーザ機器１０６は第１周波数に設定して第１ＭＢＭＳデータ・セット１０８
を受信し、次に第１ＭＢＭＳデータ・セット１０８の送信が完了した後に前記第２周波数
１１４に戻る。
【００１１】
　前記第１及び第２ユーザ機器１０４，１０６は、ブロードキャスト・データを受信する
ことができる任意のタイプの機器である。前記機器は実施形態にあったような無線電話で
もよいし、或いはパソコン、ＰＤＡ、パーム・トップ・コンピュータ、ページャ、無線イ
ンターネット機器等のいかなるタイプの通信機器でもよいが、これらに制限されない。前
記ベース・ステーション１００は、広域ネットワーク・セルラ・システムのような無線電
話ベース・ステーション、ＴＶ又は無線送信機のような一般的なブロードキャスト送信機
、或いはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、８０２．１１，ＩｒＤＡ等を含むＷＬＡＮの
ようなローカル・エリア・ネットワークであってもよいが、それらには制限されない。当
業者には明らかなように、本発明はこれらの特別なシステムに制限されず、これら又は別
の通信システムの組み合わせで実施することができる。
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【００１２】
　図２を参照すると、実施形態に従って、ＵＭＴＳ端末のような前記ユーザ機器１０４，
１０６の例示的なブロック図が示される。該ユーザ機器１０４，１０６は、筐体２１０、
該筐体２１０に結合されたコントローラ２２０、音声入出力回路２３０、該筐体２１０に
結合されたディスプレイ２４０、トランシーバ２５０、該筐体２１０に結合されたユーザ
・インターフェイス２６０、及びメモリ２７０を含んでよい。ブロードキャスト・データ
受信モジュール２８０は、前記コントローラ２２０に結合されている。前記ブロードキャ
スト・データ受信モジュール２８０は、コントローラ２２０に結合されるハードウェアで
あってもよく、又は前記メモリ２７０内に設けられて該コントローラ２２０によって実行
されるソフトウェアであってもよい。前記メモリ２７０は、周波数設定のための割り当て
空間、又は保存された周波数設定を含むことができる。前記メモリ２７０はまた、ブロー
ドキャスト周波数設定データを含んでもよく、或いはブロードキャスト周波数設定のリス
トが加入者識別モジュール（ＳＩＭ）２９０又は汎用加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ）
に保存されていてもよい。
【００１３】
　前記トランシーバ２５０は、少なくとも一つの送信機及び少なくとも一つの受信機を含
む。前記受信機は複数の搬送周波数を同時に受信可能である。特に、前記受信機は、第１
周波数１１０及び第２周波数１１４から、少なくとも一つの信号を受信する能力がある。
前記受信機は、前記第１周波数１１０及び前記第２周波数１１４からデータを受信可能な
前記ブロードキャスト受信モジュールであってよい。前記受信機は、２つの独立した周波
数から高速データ（ＨＤＲ）送信を同時に受信する能力があってもよい。
【００１４】
　図２を続けると、前記ディスプレイ２４０は、液晶（ＬＣＤ）ディスプレイ、発光ダイ
オード（ＬＥＤ）ディスプレイ、プラズマディスプレイ、又は情報を表示するための他の
いかなる手段であってもよい。実施形態において、前記無線電話の前記ディスプレイは、
第１周波数又は第２周波数のいずれかで受信したブロードキャスト・データを表示する。
前記ブロードキャスト・データはまた、マイクロフォン、スピーカ、トランデューサ、又
は任意の他の音声入出力回路を含むことが可能な前記音声入出力回路２３０に出力される
ことも可能である。前記ユーザ・インターフェイス２６０は、キーパッド、ボタン、タッ
チパッド、ジョイステック、追加のディスプレイ、或いはユーザと電子機器との間のイン
ターフェイスを提供するための任意の他の機器を含んでよい。前記メモリ２７０は、ラン
ダム・アクセス・メモリ、読み出し専用メモリ、光学メモリ、ＳＩＭ、又はモバイル通信
機に接続できる任意の他のメモリであってよい。
【００１５】
　図３を参照すると、ブロードキャスト・データ・セッションのセットアップの例示的な
フロー図が示される。この実施形態では前記第１ユーザ機器１０４が利用されるが、該第
１ユーザ機器又は前記第２ユーザ機器が入れ替えることはない。前記ユーザ機器１０４は
、ブロードキャスト情報に対する第１周波数１１０を監視する（３０２）。この実施形態
において、前記第１ユーザ機器１０４は第１ＭＢＭＳデータ・セッションの第１周波数１
１０を監視している。該ユーザ機器１０４は、異なる周波数で送られる第２ＭＢＭＳデー
タ・セッションの通知を、前記第１周波数１１０で受信する。該ユーザ機器１０４が前記
第２ＭＢＭＳデータ・セッション１１２の通知を一旦受信すると（３０４）、該ユーザ機
器１０４は該第２ＭＢＭＳデータ・セッションの受信のために前記第２周波数１１４に切
り替える。そして、前記ＭＢＭＳデータは、該第２周波数１１４で該ユーザ機器１０４に
おいて受信される。該第２ＭＢＭＳデータ・セッション１１２が受信された後、該ユーザ
機器１０４は前記第１周波数に復帰する。前記携帯機器は、例えＭＢＭＳデータを受信し
ているときであっても、キャンプオンされるチャンネルで呼び出される。
【００１６】
　この実施形態において、前記ユーザ機器は前記第２ＭＢＭＳデータ・セッション１１２
に加入しているか、加入していないかのいずれかである。もしユーザ機器が加入していれ
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ば、上記のステップが続く。もし加入していなければ、前記第２ＭＢＭＳデータ・セッシ
ョンの通知メッセージを受信（３０４）した後に、ユーザは該第２ＭＢＭＳデータ・セッ
ション１１２の受信を許可又は拒否するように促されるかもしれない。
【００１７】
　今度は図４を参照すると、ブロードキャスト・データへのセットアップのための例示的
なフロー図が示される。しかし、この実施形態では、前記ユーザ機器１０４はすでに、情
報、音声コール又はデータ転送を前記第１周波数１１０で受信している（４０２）。この
実施形態において、該第１ユーザ機器１０４は、第１ＭＢＭＳデータ・セッション１０８
を第１周波数１１０で受信している。該第１ＭＢＭＳデータ・セッション１０８を受信し
ている間、前記ユーザ・機器１０４は、第２周波数１１４で送信される第２ＭＢＭＳデー
タ・セッション１１２の通知を監視している（４０４）。前記第２ＭＢＭＳデータ・セッ
ション１１２が送信される周波数は、通知の一部として送られる。前記ユーザ機器１０４
が第２データ・セッション１１２の通知を受信すると（４０６）、該ユーザ機器１０４は
、前記第２ＭＢＭＳデータ・セッションがいつ送信予定であるのかを判定する（４０８）
。該第２ＭＢＭＳデータ・セッションの送信が、前記第１ＭＢＭＳデータ・セッション１
０８の現在の送信と重なる場合には（４１０）、該ユーザ機器１０４は両ＭＢＭＳデータ
・セッション１０８，１１４を同時に受信することができるか否かを判定しなければなら
ない。
【００１８】
　もし、前記ユーザ機器１０４が複数のデータ・セッションを受信する能力が無い場合、
ユーザ又はユーザ機器１０４は、現在の第１ＭＢＭＳデータ・セッション１０８の受信を
続けるのか（４１６）、又は現在の第１ＭＢＭＳデータ・セッション１０８の受信を終了
するのか（４１８）を決定しなければならない（４１４）。ユーザ機器１０４が前記第１
及び前記第２ＭＢＭＳデータの両方を受信する能力が無い場合に、該機器が第１ＭＢＭＳ
データ・セッションを自動的に受信し続ける場合を考えてみる。ある実施形態において、
ユーザは自身が加入しているＭＢＭＳに優先度を割り当ててよい。もしより高い優先度の
サービスが利用可能であれば、前記機器は自動的に現在のＭＢＭＳデータ・セッションを
終了し、第２ＭＢＭＳデータ・セッション１１２を受信し始めてよい。もし前記ユーザ機
器１０４が前記第１ＭＢＭＳデータ・セッション１０８を終了しようとすれば、該第１デ
ータ・セッション１０８は終了する（４１４）。次に、ユーザ機器は第２周波数を設定し
て（４２０）、該第２周波数で前記第２ＭＢＭＳデータ・セッション１１２を受信する。
もし、機器１０４が複数の発信源から同時にブロードキャスト・データを受信できる場合
（４２２）、該ユーザ機器１０４は受信の設定を行い（４２０）、前記第１ＭＢＭＳデー
タ・セッション１０８を同時に受信しながら、前記第２ＭＢＭＳデータ・セッションを受
信し始める。
【００１９】
　２つのデータ・サービス・セッションが重ならないが（４２４）、前記ユーザ機器が複
数のデータ・セッションを同時に受信することができなければ、該ユーザ機器は前記第２
ＭＢＭＳデータ・セッション１１２を受信するための設定を待たなければならない（４２
６）。
【００２０】
　もし、前記ユーザ機器が同時に受信することができず、前記第１データ・セッションを
終了しなければ（４１６）、該ユーザ機器は前記第２ＭＢＭＳデータ・セッションの別の
通知を待つか、後の時期４２８に前記第２ＭＭＳデータ・セッションを受信するように予
定を決めるかのいずれかであろう。第２周波数で送信される前記ＭＢＭＳデータ・セッシ
ョンの通知は、予定に関する情報を含んでいてもよい。例えば、前記通知は、前記ＭＢＭ
Ｓデータ・セッションの周波数に加えて、そのデータ・セッションの開始時刻を含むだろ
う。前記ユーザ機器は、従って、前記第２ＭＢＭＳデータ・セッション１１２のブロード
キャストの直前の時刻まで設定をしないだろう。もし、前記ブロードキャスト・データ・
セッションが一度以上送信されたら、各々のブロードキャストの前記予定情報は前記通知
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に含まれるであろう。このことはデータ送信をすでに約束されたユーザ機器に、いつ前記
第２ＭＢＭＳデータ・セッションを受信することができるかを判定することを可能にする
であろう。一旦現在のデータ送信が完了すると、前記ユーザ機器は前記第２ＭＢＭＳデー
タ・セッション１１２を、前記データ送信完了直後又は前記第２ＭＢＭＳデータ・セッシ
ョン１１２の開始直前のいずれかに受信するように設定されるであろう。
【００２１】
　ブロードキャスト・データを受信するための前記第１周波数１１０は、第１のサービス
・プロバイダによって運営される１つのネットワークの一部であってもよく、前記第２周
波数１１４は同じネットワークの一部で該第１サービス・プロバイダによって運営されて
いてもよいし、或いは第２ネットワークは該第１サービス・プロバイダ又は該第１とは異
なる第２サービス・プロバイダによって運営されていてもよい。
【００２２】
　前記第１周波数及び前記第２周波数１１４によって送信されるデータは、同じサービス
又はデータ、或いは異なるサービス又はデータであってもよい。異なるブロードキャスト
は、異なる周波数で送信されるであろう。ある実施形態において、同じブロードキャスト
・データが複数回、同じ周波数で、同じ周波数で連続的に、又は異なる周波数でのいずれ
かで送信される。同じブロードキャスト・データが複数の周波数で送信された場合には、
前記送信は、重なってもいいし、時間的に連続していてもいいし、重ならない異なる時間
であってもよい。
【００２３】
　前記ブロードキャスト・データはいかなるタイプのデータでもよいが、一般的には高速
データ送信を含む。音声及び映像データは高速データ・コンテントの例であり、ブロード
キャスト・メディアとして提供される可能性がある。該音声及び映像データはバッチ・デ
ータ又はストリーミング・データであってよい。リアルタイム・ゲーム又はアプリケーシ
ョンがダウンロードされるサービスは別の例である。ブロードキャスト・データが、ブロ
ードキャストに適した数々のタイプのデータ及び状況に適し得ることは当業者には明らか
であろう。例を挙げると、音声ストリーミング、音声ダウンロード、高又は低品質映像を
伴う音声ストリーミング又はダウンロード、映像ストリーミング、映像ダウンロード、或
いは天気、広告、ニュース放送、スポーツ再生、音楽、映像コンテンツ等の目的で補助的
にテキストを伴う映像ストリーミングがある。
【００２４】
　図５を参照すると、ＭＢＭＳ通知メッセージを受信するための例示的なフロー図が示さ
れる。この実施形態において、前記ユーザ機器１０４は休止モードにあり、いかなるデー
タ転送も行わない、すなわち、前記ブロードキャスト制御チャンネル（ＢＣＣＨ）を監視
することは（５０２）、通知制御チャンネルを更に監視してよい。前記ユーザ機器１０４
は、ＭＢＭＳが送信される旨及び該ＭＢＭＳデータが送信される周波数の通知を、前記Ｂ
ＣＣＨ又は通知チャンネルで受信する（５０４）。前記ユーザ機器１０４は、前記ＭＢＭ
Ｓに前記機器１０４が加入しているか否かを通知メッセージから判断する（５０６）。こ
の時点で、前記ユーザは、通知メッセージの受信前に加入していなければ、前記ＭＢＭＳ
データ・セッションを受信することを選んでもよい。もし、前記ユーザ機器１０４が前記
ＭＢＭＳを有して又は該ＭＢＭＳに加入していて（５０８）、且つ該機器１０４が該ＭＢ
ＭＳデータ・セッションを受信することが可能である場合、該ユーザ機器１０４は次に、
該ＭＢＭＳデータ・セッションに関連したチャンネル設定が通知メッセージと共に送信さ
れたか否かを判定する（５１０）。もし前記設定が該通知と共に送られたら（５１２）、
前記機器１０４は、前記ＭＢＭＳデータ・セッションが、該ユーザ機器１０４が現在監視
している（キャンプオンされている）周波数と同じ周波数で送信されるべきか、又はＭＢ
ＭＳデータ・セッションが異なる周波数で送信されるべきかを決定しなければならない（
５１４）。前記ＭＢＭＳデータ・セッションが異なる周波数で送信される場合（５１６）
、前記ユーザ機器１０４は、前記ＭＢＭＳデータ・セッションが送信される第２周波数１
１４にキャンプオンしなければならない（５１８）。次に、前記ユーザ機器１０４は、第
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２周波数で該ＭＢＭＳデータ・セッションを受信するように設定しなければならない（５
２０）。
【００２５】
　加えて、無線バンド幅を取る完全な無線設定を提供する代わりに、ユーザ機器が、該ユ
ーザ機器に保存された、使用すべき所定の設定識別子を備えることも考えられる。前記設
定識別子は、論理的な転送チャンネル設定や、送信フォーマットの組み合わせ設定等のよ
うな、全ての必要な情報を提供するであろう。このことは、次に別の周波数を再選択又は
再設定する必要がある機器が、必要なチャンネル設定情報の生成における別の周波数に少
しも時間を無駄にしないことを成し遂げるであろう。それに代えて、前記ユーザ機器はＭ
ＢＭＳデータ・セッションの開始直前に実行される第２周波数の再選択の直後に、自身を
事前設定することができる。事前に定義された設定の場合、全ての周波数でブロードキャ
ストすることは、無線資源の非効率な利用をも導き、この場合、初期設定は、より適切で
あるかもしれない。
【００２６】
　上記したように、ユーザ又はユーザ機器はキャンプオンしている周波数でサービス（例
えば音声通話）に接続されてもよく、従って、ブロードキャスト又はマルチキャストを提
供している周波数への再選択又は設定をすることはできなくてよい。しかし、受信の成功
を確実にするためにサービスが複数回繰り返されて、従って、次のマルチキャスト／ブロ
ードキャスト・サービスの適切な指示が、前記ユーザ機器１０４に提供され得て、現在の
通話を続けるか、別のブロードキャスト・サービスに移るかの選択をすることができる、
ということが考えられる。
【００２７】
　更に別の実施形態として、音声通話中のユーザはマルチキャスト・データ・サービス専
用のチャンネルを提供されていてもよい。マルチキャスト／ブロードキャスト・データに
対する周波数の選択は、どれだけのユーザが所与の周波数に割り当てられ又はキャンプオ
ンされ且つ現在音声通話中であるのかに依存することが好ましいかもしれないことにも注
意すべきである。従って、システム上のユーザ数に依存して、前記システムは、例えば前
記ＢＣＣＨのような共通のブロードキャスト・チャンネルで、又は転送アクセス制御チャ
ンネル（ＦＡＣＨ）へマップされたマルチキャスト・チャンネルでデータをブロードキャ
ストすることが適切か、又はサービスの各加入者に専用チャンネルでデータをマルチキャ
ストすることが適切かを、判定するであろう。
【００２８】
　図５を続けて、前記チャンネル設定が前記ＭＢＭＳ通知メッセージとともに送られなか
った場合（５２６）、前記ユーザ機器１０４は、設定コード・ブックを利用して、受信す
べきＭＢＭＳの周波数で利用される設定を決定するであろう。上で述べたように、前記通
知は、ユーザ機器またはユーザのＳＩＭにインストールされた前記コード・ブックの設定
に相関し得る識別子を送信してもよい。前記コード・ブックは、前記ユーザ機器又は前記
ＳＩＭに事前に保存される。該コード・ブックは、ユーザがサービスに加入する又は、サ
ービス・プロバイダにインストールされたときに保存され得る。前記コード・ブックの前
記インストールは、有線ケーブル又は無線で可能である。前記コード・ブックは与えられ
た周波数に関係する必要な情報を保存する。例えばコード・ブックは、送信フォーマット
・セット、ＴＴＩ、チャンネル化コード、基幹情報を含み得るチャンネル設定を含んでい
てもよい。前記基幹設定は、ＲＬＣ　ＰＤＵサイズ、ＲＬＣモード、及び前記ＲＬＣモー
ドパラメータを含む。この情報は前記コード・ブックに保存され、各周波数又はチャンネ
ルに関連付けられ、前記ＭＢＭＳ通知メッセージで送信される。前記ユーザ機器が、前記
ＭＢＭＳの通知の前記ＭＢＭＳ周波数を受信するとき、前記機器は前記コード・ブックで
周波数を探す。合致したものが見つかったとき、前記ユーザ機器１０４はコード・ブック
の周波数に関連した設定を使い、該ユーザ機器１０４を設定して、前記ＭＢＭＳデータを
受信する。
【００２９】
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　図６に示された別の実施形態において、前記ユーザ機器１０４は、上記で議論した音声
通話又は別のデータ・サービスのような情報を受信することをすでに保障されている。本
実施例において、前記ユーザ機器１０４は第１周波数１１０でＭＢＭＳデータを受信して
いる（６０２）。前記データを受信する間、前記ユーザ機器１０４は、第２ＭＢＭＳデー
タ・セッション・ブロードキャスト周波数及び／又は識別子を含み且つ前記ユーザ機器１
０４により受信可能な第２ＭＢＭＳデータ・セッションの通知を受信する（６０４）。ユ
ーザ機器１０４が前記第２ＭＢＭＳに加入する、又は該ユーザが該第２ＭＢＭＳを受信す
ることを決めた場合、該ユーザ機器は該第２ＭＢＭＳを受信するように設定し続ける。ユ
ーザ機器１０４が第２サービスに加入しない場合（６０８）、該ユーザ機器は前記第１Ｍ
ＢＭＳを受信し続ける。
【００３０】
　前記ユーザ機器１０４が前記サービスに加入したとき（６０６）、前記ユーザ機器１０
４は設定を通知メッセージから受信するか（６１２）、又は設定情報を該ユーザ機器１０
４のメモリ２７０から読み出すか（６１４）、を決定しなければならない（６１０）。次
に、ユーザ機器１０４は、現在キャンプオンしている第１周波数１０８が前記第２ＭＢＭ
Ｓデータ・セッション１１２の前記第２周波数１１４と同じか否かを判定する（６１６）
。第２ＭＢＭＳデータ・セッション１１２の前記第２周波数１１４が前記第１周波数と異
なっている場合には、前記機器１０４は前記第２周波数１１４にキャンプオンする（６２
０）。前記ユーザ機器１０４は、前記決定された設定に従い、前記ブロードキャスト・デ
ータ・セッションを受信するように設定する。
【００３１】
　一度前記ユーザ機器が前記ブロードキャスト・データ・セッションを受信すると、前記
ユーザ機器１０４は元の周波数、本実施形態においては第１周波数に戻る。前記元の周波
数は、該ユーザ機器１０４の初期設定値であり、ブロードキャスト・データを受信するた
めにキャンプオンしている。前記ブロードキャスト・データが送信されるべき周波数にす
でにキャンプオンしている機器は、ブロードキャスト・データ・サービスに加入している
のであれば、ブロードキャスト・データを自動的に受信し始める。
【００３２】
　図７で説明される別の実施形態において、前記ユーザ機器１０４は、該機器のサービス
・プロバイダによって割り当てられた、関連した周波数にキャンプオンする（７０２）。
この実施形態において、前記ユーザ機器はブロードキャスト・データの周波数にキャンプ
オンし、送信されるべき情報を待っている。情報を待ち受ける周波数にキャンプオンする
ことは、一般的に知られている。前記ユーザ機器１０４は、システムにおいてそのタイプ
の唯一の周波数であるという理由のため、又はシステムの複数の周波数にわたってユーザ
機器をバランスさせる結果として、前記周波数を割り当てられる。前記ユーザ機器１０４
が同じ地理的領域内で複数のブロードキャスト周波数へのアクセスを有する、この実施形
態におけるキャンプオンする方法は、第１搬送波で先ずキャンプオンすること（７０２）
を備える。これは、ユーザ機器がそれに関連付けられたシステムによって割り当てられた
周波数であるか、又はユーザ機器がセル（すなわちベース・ステーション）選択手順を通
じてキャンプオンする周波数である。
【００３３】
　前記ユーザ機器１０４は、第１搬送周波数で、サービスのリダイレクトに対するブロー
ドキャスト・半静的情報メッセージを受信する（７０４）。本実施形態において、前記半
静的情報メッセージは、前記ユーザ機器がキャンプオンしている周波数のブロードキャス
ト制御チャンネル（ＢＣＣＨ）又はマルチキャスト制御チャンネル（ＭＣＣＨ）で送信さ
れる。前記半静的情報メッセージは、ブロードキャスト・データが送信される第２搬送波
周波数、チャンネル化コードを示す、チャンネル割り当てを含む。前記ユーザ機器１０４
は、次に前記ブロードキャスト・データの受信に備えて、前記第２周波数にキャンプオン
する（７０６）。本実施例において、前記第２周波数はＭＢＭＳ制御チャンネル（ＭＣＣ
Ｈ）である。すると、前記ユーザ機器はＭＣＣＨで通知を受信し（７０８）、前記第２周
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波数でブロードキャスト・データ・セッションの開始を、該データ・セッションの開始直
前に指示する。前記ＭＣＣＨは第２搬送周波数に関連付けられる。一旦前記ブロードキャ
スト・データ・セッションが完了したら（７１２）、前記ユーザ機器は前記第１搬送周波
数にキャンプオンする。
【００３４】
　別の実施形態において、動的キャンピング法が提供される。前記動的キャンピング法に
おいて、サービスのリダイレクトに対する前記半静的情報は、ＢＣＣＨでのブロードキャ
スト（８０２）である。このブロードキャストは異なる無線構成の各パラメータを含む。
前記ユーザ機器１０４は、次に前記サービス・リダイレクトに対する前記半静的情報メッ
セージに応答して、リダイレクトされる第２周波数にキャンプオンする。異なるユーザ機
器が、システム負荷のパラメータに従って、同じ搬送周波数又は複数の搬送周波数に向け
られることがある。次に、前記ユーザ機器は前記ＭＣＣＨで、割り当てられた周波数、す
なわち前記第２周波数で、セッション開始前に通知メッセージを受信する。前記ユーザ機
器は、前記ブロードキャスト・データ・セッションの期間の間のみ前記第２周波数にキャ
ンプオンする。前記ブロードキャスト・データ・セッション終了後、前記ユーザ機器１０
４は元の周波数である、第１搬送周波数に戻る。
【００３５】
　同様にして、ネットワーク、より詳しくはＲＮＣ、ＢＳＣ等は、モバイル・ステーショ
ンへのブロードキャストを制御する。前記ベース・ステーションは前記各ユーザ機器へブ
ロードキャストを送信する。図７に従うと、第１周波数でサービスのリダイレクトに対し
て半静的情報をブロードキャストし、少なくとも一つのユーザ機器１０４がそこにキャン
プオンする。前記ベース・ステーションは複数のＭＣＣＨでデータ・セッションの通知を
該データ・セッション開始直前に送信する。もしシステムが１つのＭＣＣＨしか有しなけ
れば、前記ベース・ステーションはその１つのＭＣＣＨでデータ・セッションの通知を送
信する。すると、該ベース・ステーションはブロードキャスト・データを送信する。
【００３６】
　データ・サービスは、前記ユーザ機器１０４へのブロードキャスト又はマルチキャスト
であってよい。システムの設計及びユーザの負荷及びデータのタイプに依存して、前記デ
ータは一つの周波数で全ての機器に対するブロードキャストであっても、特定のＭＢＭＳ
セッションに対する登録及び加入に基づく個々の機器を選択するマルチキャストであって
もよい。ここに記載された本発明はブロードキャスト及びマルチキャスト送信の両方に等
しく適用する。ブロードキャスト・データ・セッションは本開示を通じて実施形態として
利用されたが、本発明は同様にマルチキャストにも適用されることは、当業者に理解され
る。
【００３７】
　１つのブロードキャスト周波数は１つのサービスの専用であってもよく、或いは複数の
サービスを送信してもよい。複数のサービスがマルチキャスト又はブロードキャストされ
る場合、通知又はブロードキャスト制御情報はサービス特定の基礎で送信され得る。従っ
て、例えばオペレータは異なるサービスを異なる周波数でマルチキャスト又はブロードキ
ャストすることを選択してもよい。すなわち、サービス・タイプ１を周波数Ｆ１でブロー
ドキャストし、サービス・タイプ２を周波数Ｆ２でブロードキャストし、…としてもよい
。サービス・タイプ１に加入したが周波数Ｆ２にキャンプオンしたユーザは、サービスが
利用可能になる直前に再選択してＦ１に設定し、サービス・タイプ２に加入したが周波数
Ｆ１にキャンプオンしたユーザは、再選択し、周波数Ｆ２に設定する。Ｆ１のユーザでサ
ービス・タイプ１に加入した者はＦ１を保つ。一般的な場合、複数のサービスがサーポー
トされ始めたとき、前記通知チャンネルは各々のサービス識別子の表示を提供する。例え
ユーザが同時に送信されたサービスに同時に加入しても、上で議論したように、同じ機器
は複数のブロードキャスト・データ・セッションを受信する能力があってもよい。
【００３８】
　本発明の好ましい実施例が図説され且つ記載されてきたが、本発明がそれに制限されな
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いことは理解されるべきである。数々の別例、変更、変形、置き換え及び均等物は、添付
した各請求項で定義される本発明の精神及び範囲から外れることなく当業者が気付くであ
ろう。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】本発明に従う、通信システムの実施形態を示す図。
【図２】図１の一つ以上のユーザ機器の実施形態のブロック図。
【図３】本発明に従う周波数設定の実施形態のフロー図。
【図４】本発明に従う周波数設定の別実施形態のフロー図。
【図５】本発明に従う周波数設定の別実施形態のフロー図。
【図６】本発明に従う周波数設定の別実施形態のフロー図。
【図７】本発明に従う周波数設定の別実施形態のフロー図。

【図１】 【図２】
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