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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムの移動端末における１対多サービスを受信する方法であって、
　前記方法は、
　少なくとも１つの１対多サービスに加入している複数の移動端末によって受信される通
知情報を第１周期の間にネットワークから受信することと、
　前記通知情報によって第２周期の間に制御情報メッセージを受信するために制御チャネ
ルを受信するか否かを決定することと、
　前記移動端末が前記第２周期の間に前記制御情報メッセージを受信すると決定した場合
、前記第２周期の間に前記１対多サービスに関する前記制御情報メッセージを受信するこ
とと
　を含み、前記通知情報は、特定１対多サービスに関する１対多無線ベアラの解除情報か
、または特定１対多サービスに関する接続情報かを含み、前記通知情報は、第１ＳＣＣＰ
ＣＨ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）を介して受信され、前記制御情報メッセージは、第２ＳＣＣＰＣＨを介して受
信される、方法。
【請求項２】
　前記通知情報は、特定時間間隔の間に周期的に受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１周期は、修正周期であり、前記第２周期は、前記第１周期の次の修正周期であ
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る、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１ＳＣＣＰＣＨおよび前記第２ＳＣＣＰＣＨは、同一のＳＣＣＰＣＨである、請
求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記通知情報によって第２周期の間に制御情報メッセージを受信するために制御チャネ
ルを受信するか否かを決定するステップは、
　前記１対多サービスに加入している移動端末が前記第２周期の間に前記制御情報メッセ
ージを受信するように前記通知情報が指示するか否かを決定することを含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項６】
　前記制御チャネルは、ＭＣＣＨ（ＭＢＭＳ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）である
、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記制御情報メッセージは、周期的に受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１ＳＣＣＰＣＨは、ＭＴＣＨ（ＭＢＭＳ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を
伝送するＳＣＣＰＣＨである、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ネットワークから前記通知情報を受信するためのスケジューリング情報を受信する
ことをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記スケジューリング情報は、周期的に受信される、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　スケジューリング周期内で前記通知情報の伝送時点は一定でなく、それにより、前記ス
ケジューリング周期内で前記通知情報の受信時点も一定でない、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記スケジューリング情報によって前記第１ＳＣＣＰＣＨを不連続的に受信することを
さらに含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　無線通信システムのネットワークから１対多サービスを伝送する方法であって、
　前記方法は、
　少なくとも１つの１対多サービスに加入している複数の移動端末に提供される通知情報
を第１周期の間に伝送することと、
　第２周期の間に前記１対多サービスに関する制御情報メッセージを伝送することと
　を含み、
　前記通知情報は、移動端末で前記第２周期の間に前記制御情報メッセージを受信するた
めの制御チャネルの受信の指示を含み、
　前記通知情報は、特定１対多サービスに関する１対多無線ベアラの解除情報か、または
特定１対多サービスに関する接続情報かを含み、前記通知情報は、第１ＳＣＣＰＣＨ（Ｓ
ｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ
）を介して伝送され、前記制御情報メッセージは、第２ＳＣＣＰＣＨを介して伝送される
、方法。
【請求項１４】
　前記通知情報は、特定時間間隔の間に周期的に伝送される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１周期は、修正周期であり、前記第２周期は、前記第１周期の次の修正周期であ
る、請求項１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第１ＳＣＣＰＣＨおよび前記第２ＳＣＣＰＣＨは、同一のＳＣＣＰＣＨである、請
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求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記制御チャネルは、ＭＣＣＨ（ＭＢＭＳ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）である
、請求項１３に記載の方法。
【請求項１８】
　前記制御情報メッセージは、周期的に伝送される、請求項１３に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第１ＳＣＣＰＣＨは、ＭＴＣＨ（ＭＢＭＳ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を
伝送するＳＣＣＰＣＨである、請求項１３に記載の方法。
【請求項２０】
　前記通知情報を受信するために前記移動端末にスケジューリング情報を伝送することを
さらに含む、請求項１３に記載の方法。
【請求項２１】
　前記スケジューリング情報は、周期的に伝送される、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　スケジューリング周期内で前記通知情報の伝送時点は一定でない、請求項２０に記載の
方法。
【請求項２３】
　前記スケジューリング情報によって前記第１ＳＣＣＰＣＨを不連続的に伝送することを
さらに含む、請求項２０に記載の方法。
【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おける１対多サービスに関し、より詳しくは、１対多サ
ービスに関する制御情報の通知を送受信する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）は、欧州標準であるＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　
Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）から進化した第３世代移動通信システム
であり、ＧＳＭコアネットワークとＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉ
ｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）技術を基盤としてより向上した移動通信サ
ービスの提供を目標とする。
【０００３】
　図１は、従来のＵＭＴＳネットワーク構造１を示す図である。移動端末又はユーザ装置
（ＵＥ）２は、ＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅ
ｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ）６を介してコアネットワーク４に接続する。前記ＵＴＲＡＮ６は
、前記ＵＥ２と前記コアネットワーク４間の通信のための無線接続ベアラの設定、維持、
及び管理を行い、エンドツーエンドのサービス品質要求事項を充足させる。
【０００４】
　前記ＵＴＲＡＮ６は、複数の無線ネットワークサブシステム（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍｓ：ＲＮＳ）８から構成され、各ＲＮＳ８は、複数の基地局又
はＮｏｄｅ　Ｂ１２を管理する１つの無線ネットワーク制御装置（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：ＲＮＣ）１０を含む。所定の基地局１２に接続したＲＮ
Ｃ１０は、１つのセル内で動作する前記ＵＥ２に提供される共有リソースの割り当て及び
管理を担当する制御ＲＮＣを意味する。１つのＮｏｄｅ　Ｂには、１つ以上のセルが存在
する。前記制御ＲＮＣ１０は、トラヒック負荷、セル輻輳（ｃｏｎｇｅｓｔｉｏｎ）、及
び新しい無線リンクの承認を制御する。各Ｎｏｄｅ　Ｂ１２は、前記ＵＥ２からアップリ
ンク信号を受信し、前記ＵＥ２にダウンリンク信号を伝送する。各Ｎｏｄｅ　Ｂ１２は、
前記ＵＥ２と前記ＵＴＲＡＮ６を接続するアクセスポイントの役割を果たし、前記ＲＮＣ
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１０は、該当Ｎｏｄｅ　Ｂと前記コアネットワーク４を接続するためのアクセスポイント
の役割を果たす。
【０００５】
　前記ＵＴＲＡＮ６のＲＮＳ８のうち、サービングＲＮＣ１０は、特定ＵＥにサービスを
提供するための専用無線リソースを管理するＲＮＣであり、前記特定ＵＥにデータを送信
するための前記コアネットワーク４とのアクセスポイントである。前記ＵＥ２に接続され
た他の全てのＲＮＣがドリフト（ｄｒｉｆｔ）ＲＮＣであるため、前記ＵＴＲＡＮ６を介
して前記ＵＥと前記コアネットワーク４を接続するサービングＲＮＣ１０は１つのみ存在
する。前記ドリフトＲＮＣ１０は、ユーザデータのルーティングを容易にし、共有リソー
スとして符号を割り当てる。
【０００６】
　前記ＵＥ２と前記ＵＴＲＡＮ６間のインタフェースは、無線アクセスネットワーク規格
に準拠して設定された無線インタフェースプロトコルにより実現されるが、この無線イン
タフェースプロトコルは、例えば、３ＧＰＰ規格で説明された物理層（Ｌ１）、データリ
ンク層（Ｌ２）、及びネットワーク層（Ｌ３）からなる。これらの層は、通信システムに
おいて公知の開放型システム間相互接続（ＯＳＩ）モデルの下位３層に基づく。
【０００７】
　図２は、従来の無線インタフェースプロトコルの構造を示す。図２に示すように、前記
無線インタフェースプロトコルは、水平的には、物理層と、データリンク層と、ネットワ
ーク層とに区分され、垂直的には、音声信号及びＩＰパケット送信などのデータトラヒッ
クを転送するためのユーザプレーンと、インタフェースの維持及び管理のための制御情報
を転送するための制御プレーンとに区分される。
【０００８】
　物理層（ＰＨＹ）は、上位層に情報転送サービスを提供し、媒体アクセス制御（ＭＡＣ
）層とは送信チャネル（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）で接続される。データは
、送信チャネルを介して前記ＭＡＣ層と前記物理層間を移動する。また、データ送信は、
相異なる物理層間、すなわち、送信側（送信機）と受信側（受信機）の物理層間で物理チ
ャネルを介して行われる。
【０００９】
　第２層（Ｌ２）のＭＡＣ層は、上位層に情報転送サービスを提供し、論理チャネルを介
して無線リンク制御（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：ＲＬＣ）層に接続される
。前記第２層（Ｌ２）のＲＬＣ層は、信頼性のあるデータ送信をサポートし、上位層から
のＲＬＣサービスデータ単位（ＳＤＵ）の分割及び連結機能を果たす。
【００１０】
　第３層（Ｌ３）の最下部に位置する無線リソース制御（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ：ＲＲＣ）層は、制御プレーンにおいてのみ定義され、無線ベアラ（Ｒ
ａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ：ＲＢ）の設定、再設定及び解除に関連して送信チャネル及び物
理チャネルを制御する。ここで、ＲＢは、前記ＵＥ２と前記ＵＴＲＡＮ６間のデータ転送
のために、ＲＬＣ層又はＭＡＣ層などの下位層により提供されるサービスである。
【００１１】
　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層及びチャネルの特
性を規定することで、前記サービスのパラメータ及び動作方法を設定することである。特
定ＵＥ２のＲＲＣ層とＵＴＲＡＮ６のＲＲＣ層間に接続が設定されて転送が可能なときは
、前記ＵＥ２がＲＲＣ接続状態にあるといい、接続されていないときは、前記ＵＥ２がア
イドル状態にあるという。
【００１２】
　以下、マルチメディアブロードキャスト／マルチキャストサービス（Ｍｕｌｔｉｍｅｄ
ｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ：　ＭＢＭＳ又はＭＢ
ＭＳサービス）について説明する。ＭＢＭＳとは、１対多無線ベアラ及び１対１無線ベア
ラの少なくとも１つを利用するダウンリンク専用のＭＢＭＳ無線ベアラを使用して複数の
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ＵＥ２にストリーミング及びバックグラウンドサービスを提供する方法をいう。１つのＭ
ＢＭＳサービスは、１つ以上のセッションを含み、ＭＢＭＳデータは、セッション中にの
みＭＢＭＳ無線ベアラで複数の端末に送信される。
【００１３】
　ＭＢＭＳは、その名称から分かるように、ブロードキャストモード又はマルチキャスト
モードで行われる。前記ブロードキャストモードは、ブロードキャスト領域、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ＵＥにマルチメディアデータを
送信するためのモードである。前記マルチキャストモードは、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の特定ＵＥグループにマルチメディ
アデータを送信するためのモードである。
【００１４】
　前記ＵＴＲＡＮ６は、ＲＢを使用して前記ＵＥ２にＭＢＭＳサービスを提供する。前記
ＵＴＲＡＮ６により使用されるＲＢは、１対１ＲＢと１対多ＲＢに分類される。前記１対
１ＲＢは、双方向ＲＢ（ｂｉ－ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　ＲＢ）であり、論理チャネルＤ
ＴＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、送信チャネルＤＣＨ
（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）並びに物理チャネルＤＰＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔ
ｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）もしくはＳＣＣＰＣＨ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ
　Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を含む。
【００１５】
　１対多ＲＢは、単方向ダウンリンクＲＢ（ｕｎｉ－ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｌ　ｄｏｗｎ
ｌｉｎｋ　ＲＢ）であり、図３に示すように、論理チャネルＭＴＣＨ（ＭＢＭＳ　Ｔｒａ
ｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、送信チャネルＦＡＣＨ、及び物理チャネルＳＣＣＰＣＨを
含む。前記論理チャネルＭＴＣＨは、１つのセルに提供されるそれぞれのＭＢＭＳサービ
ス毎に設定され、特定ＭＢＭＳサービスのユーザプレーンデータを前記ＵＥ２に伝送する
ために使用される。
【００１６】
　前記ＭＢＭＳサービスを提供するＵＴＲＡＮ６は、ＭＣＣＨ（ＭＢＭＳ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）でＭＢＭＳ関連制御情報を複数の端末（ＵＥ）２に送信する。前記
論理チャネルＭＣＣＨは、１対多ダウンリンクチャネルであり、前記ＳＣＣＰＣＨにマッ
ピングされたＦＡＣＨにマッピングされる。前記ＭＢＭＳ関連制御情報は、ＭＢＭＳサー
ビスの開始を示すセッション開始（ｓｅｓｓｉｏｎ　ｓｔａｒｔ）、ＭＢＭＳサービスの
終了を示すセッション終了（ｓｅｓｓｉｏｎ　ｅｎｄ）、ＭＢＭＳサービスが１対１ＲＢ
で提供されるか、１対多ＲＢで提供されるかを示すＲＢタイプインジケータ、前記ＲＢが
１対多ＲＢである場合、ＭＴＣＨのような１対多ＲＢ情報を提供するためのＲＢ情報、前
記ＭＢＭＳサービスを受信しようとする端末の数を測定するための集計情報、及び前記Ｍ
ＢＭＳサービスの提供中に前記ＭＢＭＳサービスを受信しようとする端末の数を再集計す
る再集計情報を含む。
【００１７】
　図３は、ＵＥ側のＭＢＭＳのためのチャネルマッピングを示す。前記ＭＢＭＳ関連制御
情報は、独立したメッセージに含まれて伝送されるか、又は、全てが１つのＭＢＭＳ制御
メッセージに含まれて伝送される。前記ＭＢＭＳに関する多様な制御情報を伝送するため
には、論理チャネルＭＣＣＨが使用される。ＭＣＣＨのチャネルマッピングは、ＭＴＣＨ
のマッピングと類似している。すなわち、ＭＣＣＨは、１対多ダウンリンクチャネルであ
り、送信チャネルＦＡＣＨにマッピングされ、ＦＡＣＨは、物理チャネルＳＣＣＰＣＨに
マッピングされる。また、１つのサービスには１つのＭＴＣＨのみが提供され、１つのセ
ルには１つのＭＣＣＨのみが提供される。
【００１８】
　ＭＢＭＳサービスを受信しようとする端末（ＵＥ）２は、まずＭＣＣＨでＭＢＭＳ制御
情報を受信しなければならない。しかしながら、端末２は、ＭＢＭＳに対して１つのＳＣ
ＣＰＣＨのみを受信することができ、ＭＣＣＨは、ＭＴＣＨと関係ない他のＳＣＣＰＣＨ
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で伝送されるため、前記端末は、自身が既に１つ以上のＭＢＭＳサービスを受信した場合
、前記ＭＣＣＨを受信することができない。
【００１９】
　図４は、従来のＭＣＣＨ情報伝送方法を示す。前記ＭＣＣＨ情報は、修正周期及び繰り
返し周期で周期的に伝送される。また、前記ＭＣＣＨ情報は、重要情報（ｃｒｉｔｉｃａ
ｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）と非重要情報に分けられる。前記非重要情報は、伝送され
る各修正周期及び繰り返し周期の間に容易に修正できる。しかしながら、前記重要情報は
、伝送される各修正周期の間にのみ修正できる。このように、前記重要情報は、繰り返し
周期毎に１回ずつ繰り返して伝送されるが、修正された重要情報は、前記修正周期が開始
する時点でのみ伝送される。
【００２０】
　１対多ＲＢを利用して特定ＭＢＭＳサービスを受信しようとするＵＥは、ＭＣＣＨチャ
ネルでＲＢ情報を含むＭＣＣＨ情報を受信する。前記ＵＥは、前記ＭＣＣＨ情報を利用し
て前記１対多ＲＢを設定する。前記１対多ＲＢが設定されると、前記ＵＥは継続してＭＴ
ＣＨがマッピングされた物理チャネルＳＣＣＰＣＨを受信して、前記ＭＴＣＨで伝送され
る特定ＭＢＭＳサービスデータを取得する。
【００２１】
　図５は、物理チャネルＳＣＣＰＣＨで不連続ＭＢＭＳデータ、スケジューリング情報、
及びＳＮＩ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を
伝送する一例を示す。ＵＴＲＡＮは、ＭＴＣＨでＭＢＭＳデータを不連続的に伝送でき、
これと同時に、ＭＴＣＨにマッピングされたＳＣＣＰＣＨでスケジューリング情報をＵＥ
に周期的に伝送できる。ここで、前記スケジューリング情報は、１つのスケジューリング
周期の間に伝送されるＭＢＭＳサービスの伝送周期をＵＥに通知するためのものである。
ＵＴＲＡＮは、ＵＥが前記スケジューリング情報を受信できるように、前記スケジューリ
ング情報、すなわち、スケジューリング周期の伝送周期をＵＥに通知した。従って、ＵＥ
がＵＴＲＡＮから前記スケジューリング周期を取得すると、前記取得されたスケジューリ
ング周期で前記スケジューリング情報を受信する。ＵＥは前記受信されたスケジューリン
グ情報を利用してＭＴＣＨがマッピングされたＳＣＣＰＣＨも不連続的に受信する。
【００２２】
　図５に示すように、特定ＭＢＭＳサービスに対するＭＴＣＨが設定されると、ＵＴＲＡ
Ｎは、前記ＭＴＣＨがマッピングされたＳＣＣＰＣＨでＵＥにＳＮＩを伝送できる。特定
ＭＢＭＳサービスに関するＭＣＣＨ情報がＭＣＣＨで伝送されると、前記ＳＮＩにより前
記ＭＣＣＨ情報の伝送を該当ＭＴＣＨを受信するＵＥに通知する。つまり、ＭＣＣＨで伝
送されるＭＣＣＨ情報が存在すると、ＵＴＲＡＮは、ＭＴＣＨがマッピングされたＳＣＣ
ＰＣＨで前記ＳＮＩをＵＥに伝送する。従って、ＵＥは、まずＳＣＣＰＣＨでＳＮＩを受
信した後、前記ＳＮＩの指示に従って前記ＭＣＣＨを受信する。その後、ＵＥは、前記Ｍ
ＣＣＨでＭＣＣＨ情報を受信する。前記ＳＮＩは、ＭＴＣＨで、又は、前記ＭＴＣＨとと
もに、ＳＣＣＰＣＨにマッピングされた他の論理チャネルで送受信できる。
【００２３】
　しかしながら、従来において、ＵＥはＳＮＩが伝送される時間が分からなかった。例え
ば、図４に示すように、ＵＥが前記スケジューリング情報によってＭＴＣＨがマッピング
されたＳＣＣＰＣＨを不連続的に受信すると、前記スケジューリング情報によってはＭＢ
ＭＳデータの伝送間隔のみを通知できるため、ＵＥは、ＭＢＭＳサービスが伝送される周
期の間にのみ前記ＳＣＣＰＣＨを受信する。
【００２４】
　従って、ＭＴＣＨがマッピングされたＳＣＣＰＣＨを受信するＵＥは、前記ＳＮＩを受
信することはできない。前記ＳＮＩを受信することができないと、該当ＵＥは、ＵＴＲＡ
ＮがＭＣＣＨで伝送する通知メッセージを受信することができない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【００２５】
　従って、本発明の目的は、１対多サービスに関する制御情報の通知を送受信する方法を
提供することにある。
【００２６】
　本発明の付加的な長所と特徴は以下の説明に記載され、一部は当業者が以下の内容を検
討するか、又は発明を実施することにより明確になる。本発明の他の長所と目的は以下に
記載の説明、請求項、添付図面に特別に指摘された構成によって実現及び達成される。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　このような目的を達成するために、本発明は、少なくとも１つの１対多サービスに加入
している複数の移動端末が受信する通知情報を第１周期の間にネットワークから受信する
段階と、前記通知情報によって第２周期の間に制御情報メッセージを受信するために制御
チャネルを受信するか否かを判断する段階と、前記移動端末が前記第２周期の間に前記制
御情報メッセージを受信すると決定した場合、前記第２周期の間に前記１対多サービスに
関する制御情報メッセージを受信する段階とを含むことを特徴とする無線通信システムの
移動端末における１対多サービス受信方法を提供する。
【００２８】
　好ましくは、前記通知情報は、特定時間間隔の間に周期的に受信される。前記第１周期
は、修正周期であり、前記第２周期は、次の修正周期である。
【００２９】
　本発明の一態様において、前記通知情報によって第２周期の間に制御情報メッセージを
受信するために制御チャネルを受信するか否かを判断する段階は、前記通知情報が、前記
１対多サービスに加入している移動端末が前記第２周期の間に前記制御情報メッセージを
受信するように指示しているか否かを判断する段階を含む。
【００３０】
　好ましくは、前記制御チャネルは、ＭＣＣＨであり、前記制御情報メッセージは、周期
的に受信される。前記通知情報は、ＭＴＣＨを伝送する物理チャネルＳＣＣＰＣＨで受信
される。
【００３１】
　本発明の他の態様において、前記方法は、前記ネットワークから前記通知情報を受信す
るためのスケジューリング情報を受信する段階と、前記スケジューリング情報によって前
記通知情報を受信する段階をさらに含む。前記スケジューリング情報は、周期的に受信さ
れる。スケジューリング周期内で前記通知情報の受信時点は一定でない。好ましくは、前
記方法は、前記スケジューリング情報によってＭＴＣＨを伝送するＳＣＣＰＣＨを不連続
的に受信する段階をさらに含む。
【００３２】
　本発明の他の実施形態によって、無線通信システムのネットワークからの１対多サービ
ス伝送方法は、少なくとも１つの１対多サービスに加入している複数の移動端末に提供さ
れる通知情報を第１周期の間に伝送する段階と、第２周期の間に前記１対多サービスに関
する制御情報メッセージを送信する段階と、を含むことを特徴とし、前記通知情報は、移
動端末で前記第２周期の間に前記制御情報メッセージを受信するための制御チャネルの受
信の指示を含む。
【００３３】
　好ましくは、前記通知情報は、特定時間間隔の間に周期的に伝送される。前記第１周期
は、修正周期であり、前記第２周期は、次の修正周期である。前記制御チャネルは、ＭＣ
ＣＨであり、前記制御情報メッセージは、周期的に送信され、前記通知情報は、ＭＴＣＨ
を伝送する物理チャネルＳＣＣＰＣＨで伝送される。
【００３４】
　本発明の一態様において、前記方法は、前記通知情報を受信するために前記移動端末に
スケジューリング情報を伝送する段階と、前記スケジューリング情報によって前記通知情
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報を伝送する段階とをさらに含む。前記スケジューリング情報は、周期的に伝送される。
スケジューリング周期内で前記通知情報の伝送時点は一定でない。好ましくは、前記方法
は、前記スケジューリング情報によって前記ＭＴＣＨを伝送する前記ＳＣＣＰＣＨを不連
続的に伝送する段階をさらに含む。
【００３５】
　本発明の他の実施形態において、移動通信システムにおいて１対多サービスを受信する
移動端末は、少なくとも１つの１対多サービスに加入している複数の移動端末が受信する
通知情報を第１周期の間にネットワークから受信する手段と、前記通知情報によって第２
周期の間に制御情報メッセージを受信するために制御チャネルを受信するか否かを判断す
る手段と、移動端末が前記第２周期の間に前記制御情報メッセージを受信すると決定した
場合、前記第２周期の間に前記１対多サービスに関する前記制御情報メッセージを受信す
る手段とを含む。
【００３６】
　好ましくは、前記通知情報は、特定時間周期の間に周期的に受信される。前記第１周期
は、修正周期であり、前記第２周期は、次の修正周期である。
【００３７】
　本発明の一態様において、前記通知情報によって第２周期の間に制御情報メッセージを
受信するために制御チャネルを受信するか否かを判断するための手段は、前記通知情報が
、前記１対多サービスに加入している移動端末が前記第２周期の間に前記制御情報メッセ
ージを受信するように指示しているか否かを判断する手段とを含む。
【００３８】
　好ましくは、前記制御チャネルは、ＭＣＣＨであり、前記制御情報メッセージは、周期
的に受信され、前記通知情報は、ＭＴＣＨを伝送する物理チャネルＳＣＣＰＣＨで受信さ
れる。
【００３９】
　本発明の他の態様において、前記移動端末は、前記通知情報を受信するためにネットワ
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よって前
記通知情報を受信する手段とをさらに含む。前記スケジューリング情報は、周期的に受信
される。スケジューリング周期内で前記通知情報の受信時点は一定でない。好ましくは、
前記移動端末は、前記スケジューリング情報によってＭＴＣＨを伝送するＳＣＣＰＣＨを
不連続的に受信する手段をさらに含む。
【００４０】
　本発明についての前記一般的な説明と以下の詳細な説明は、単に実施形態を提示して説
明をするためのものであり、本発明についての追加的な説明のために記載されたものであ
ることが明白である。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明において、ネットワークがＭＢＭＳデータを伝送する物理チャネルでＭＣＣＨ受
信を示す通知メッセージ（通知インジケータ）を周期的に伝送する。これに応じて、移動
端末は、前記通知メッセージの送信をチェックしてＭＣＣＨを受信するか否かを決定する
。このような方式により、ＭＢＭＳデータが不連続的に伝送される場合、ＵＥは、前記通
知インジケータを容易に受信することができ、ＭＴＣＨがマッピングされたＳＣＣＰＣＨ
を効果的に受信することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　本発明は、１対多サービスに関する制御情報の通知を送受信する方法に関する。
【００４３】
　以下、添付図面に示す本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。本発明は、ＵＭＴ
Ｓのような移動通信ンシステムにおいて実現される。しかしながら、他の標準に準拠した
多くの通信システムにも適用が可能である。
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【００４４】
　本発明の一実施形態により、ＭＢＭＳデータを不連続的に伝送するとき、ＵＥや移動端
末がＳＮＩのような通知インジケータを受信して、ＭＴＣＨのような論理チャネルがマッ
ピングされたＳＣＣＰＣＨのような物理チャネルを効果的に受信できる方法が提供される
。
【００４５】
　このような目的で、ネットワークは、第１物理チャネルでＭＢＭＳ制御情報を伝送して
第２物理チャネルで通知インジケータを伝送するが、前記通知インジケータは、特定ＭＢ
ＭＳサービスデータ及びＭＢＭＳ制御情報の存在を示す。前記ネットワークは、特定周期
毎に指定時間間隔で前記通知インジケータを伝送する。その後、移動端末は、前記第１物
理チャネルで前記ＭＢＭＳ制御情報を受信し、前記第２物理チャネルで特定ＭＢＭＳサー
ビスデータ及び通知インジケータを受信する。この過程において、移動端末は、特定周期
毎に指定時間間隔で前記通知インジケータを受信する。
【００４６】
　好ましくは、前記ネットワークは、前記通知インジケータを伝送する前に前記移動端末
に通知インジケータの伝送周期を伝送する。特に、前記ネットワークは、特定ＭＢＭＳサ
ービスデータを伝送する前に、ＭＣＣＨやＢＣＣＨなどの論理チャネルで前記移動端末に
通知インジケータを伝送する周期を伝送する。
【００４７】
　好ましくは、前記ＭＢＭＳ制御情報は、周期的に伝送される。前記通知インジケータは
、特定ＭＢＭＳサービスに加入している移動端末が次の周期に伝送されると期待されるＭ
ＢＭＳ制御情報を受信する必要があるか否かを示す。すなわち、前記通知インジケータは
、特定ＭＢＭＳサービスに関するＭＢＭＳ制御情報が次の周期に修正されるか否かを示す
。従って、前記ＭＢＭＳ制御情報が次の周期に修正される場合、前記特定ＭＢＭＳサービ
スに加入している移動端末は、該当ＭＢＭＳ制御情報を受信する。
【００４８】
　好ましくは、前記通知インジケータは、ＭＴＣＨのような論理チャネルや前記ＭＴＣＨ
だけでなく、ＳＣＣＰＣＨのような物理チャネルにマッピングされた他の論理チャネルで
伝送される。前記他の論理チャネルは、通知インジケータを伝送するときに利用される論
理チャネルのセカンダリＭＣＣＨ（以下Ｓ－ＭＣＣＨという）であることもある。
【００４９】
　図６は、本発明の一実施形態による通知インジケータ伝送方法を示す。図６に示すよう
に、前記通知インジケータは、特定周期毎に１回ずつ伝送される。ここで、前記特定周期
は、通知インジケータ周期である。前記通知インジケータは、１つ以上のＭＢＭＳサービ
スに関する制御情報がそれぞれ修正されるか否かを通知する。従って、前記通知インジケ
ータは、ＭＢＭＳサービスＩＤ及び前記制御情報の修正されたコンテンツを含む。前記通
知インジケータは、論理チャネルＭＴＣＨで、又は、ＭＴＣＨと共に物理チャネルＳＣＣ
ＰＣＨにマッピングされた論理チャネルＳ－ＭＣＣＨで伝送される。
【００５０】
　図７は、通知インジケータ伝送とＭＣＣＨ情報伝送との間の時間的相関関係を示す図で
ある。ＭＣＣＨは、修正周期及び繰り返し周期でＭＢＭＳ制御情報を含むＭＣＣＨ情報を
伝送する。修正周期（＃ｎ）の間に伝送された通知インジケータは、次の修正周期（＃ｎ
＋１）の間に伝送されるＭＣＣＨ情報が修正されるか否かを移動端末に通知する。ここで
、ＭＣＣＨが伝送される物理チャネルは、ＭＴＣＨが伝送される物理チャネルとは異なる
。
【００５１】
　図７に示すように、ＭＴＣＨにマッピングされたＳＣＣＰＣＨを受信した移動端末は、
前記修正周期（＃ｎ）の間に伝送された通知インジケータを受信する。前記受信された通
知インジケータが前記次の修正周期（＃ｎ＋１）の間に伝送されるＭＣＣＨ情報が修正さ
れることを示す場合、移動端末は、前記修正周期（＃ｎ＋１）の間に伝送されたＭＣＣＨ
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情報を受信する。
【００５２】
　図８は、本発明の一実施形態による通知インジケータ伝送とＭＣＣＨ情報伝送との間の
時間的相関関係による移動端末の動作を示す図である。本発明においては、通知インジケ
ータが周期的に伝送されるため、ＵＥ　ＲＲＣは、前記通知インジケータを受信する前に
ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣから通知インジケータ伝送周期に関する情報を受信する。その後、Ｕ
Ｅの第１層及び第２層は、前記ＵＥ　ＲＲＣの指示によって通知インジケータ周期毎に１
回ずつ通知インジケータの受信を試みる。
【００５３】
　ＭＴＣＨがマッピングされたＳＣＣＰＣＨを設定すると、ＵＥは、受信進行（ｒｅｃｅ
ｐｔｉｏｎ－ｏｎｇｏｉｎｇ）時間間隔が、前記通知インジケータが毎伝送時間間隔（Ｔ
ＴＩ）に関して伝送される時間間隔であるか否かを判断する（Ｓ１０）。前記受信進行時
間間隔が前記通知インジケータを伝送する時間間隔であると、ＵＥは前記時間間隔の間に
ＳＣＣＰＣＨを受信する（Ｓ１１）。
【００５４】
　前記ＵＥは、前記時間間隔で受信されたデータユニットが前記通知インジケータに該当
するか否かを識別する（Ｓ１２）。識別の結果、前記受信されたデータユニットが通知イ
ンジケータである場合、すなわち、通知インジケータが取得された場合、ＵＥは、前記通
知インジケータがＵＥが加入しているＭＢＭＳサービスを示しているか否かを確認する（
Ｓ１３）。好ましくは、前記通知インジケータは、１つ以上のＭＢＭＳサービスＩＤ及び
各サービスに関するＭＣＣＨ情報を修正するか否かを示す情報を含む。前記通知インジケ
ータが、ＵＥが加入し、かつ、前記ＭＢＭＳサービスに関するＭＣＣＨ情報の修正を示す
ＭＢＭＳサービスＩＤを含む場合、前記ＵＥは、それをＵＥが加入しているＭＢＭＳサー
ビスを示す通知インジケータであると判別する。
【００５５】
　前記通知インジケータがＵＥが加入しているＭＢＭＳサービスを示すと認識されると、
ＵＥは、前記ＭＣＣＨの次の修正周期の開始時点からＭＣＣＨ受信を開始する（Ｓ１４）
。
【００５６】
　図９は、通知インジケータをスケジューリング情報と共に伝送する方法を示す図である
。ＵＴＲＡＮは、スケジューリング周期毎に１回ずつスケジューリング情報をＵＥに伝送
できる。ＵＴＲＡＮは、ＵＥの受信動作を単純化するためにスケジューリング周期毎に１
回ずつ通知インジケータも伝送する。図９に示すように、前記スケジューリング周期は、
通知インジケータ周期と同一である。従って、ＵＥは、２周期のうち１つの周期で前記ス
ケジューリング情報及び通知インジケータを受信することができる。好ましくは、前記Ｕ
Ｅは、単純にＵＴＲＡＮが前記スケジューリング情報を伝送する前又は伝送した後に前記
通知インジケータを伝送するとき、前記スケジューリング情報及び通知インジケータを受
信する。従って、ＵＥは、スケジューリング周期毎に１回ずつ前記スケジューリング情報
と共に通知インジケータの受信を開始する。その結果、ＵＥは、図８の方法によって動作
する。
【００５７】
　図１０は、通知インジケータをスケジューリング情報と共に伝送する他の方法を示す図
である。スケジューリング情報は、該当スケジューリング周期内で伝送される通知インジ
ケータの伝送間隔に関する情報を含む。従って、前記通知インジケータは、前記スケジュ
ーリング情報によって伝送される。ここで、前記スケジューリング周期内で前記通知イン
ジケータの伝送時点は一定でない。
【００５８】
　図１１は、通知インジケータをスケジューリング情報と共に伝送するときの移動端末の
動作を示す図である。前述したように、通知インジケータは、スケジューリング情報によ
って伝送される。従って、ＵＥ　ＲＲＣは、スケジューリング情報を受信して通知インジ
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ケータ伝送周期に関する情報を取得する。その後、ＵＥの第１層及び第２層は、ＵＥ　Ｒ
ＲＣの指示によってスケジューリング周期毎に該当通知インジケータの受信を開始する。
【００５９】
　ＭＴＣＨがマッピングされたＳＣＣＰＣＨを構成するとき、ＵＥは、受信進行時間間隔
が、前記スケジューリング情報が各伝送時間間隔（ＴＴＩ）に関して伝送される時間間隔
であるか否かを判断する（Ｓ２０）。前記受信進行時間間隔が前記スケジューリング情報
を伝送する時間間隔であると確認された場合、ＵＥは、前記時間間隔の間にＳＣＣＰＣＨ
を受信する（Ｓ２１）。
【００６０】
　ＵＥは、前記時間間隔の間に受信されたデータユニットが前記スケジューリング情報に
該当するか否かを判断する（Ｓ２２）。前記受信されたデータユニットがスケジューリン
グ情報であると判断された場合、すなわち、前記スケジューリング情報が取得された場合
、ＵＥは、前記取得されたスケジューリング情報によってＳＣＣＰＣＨを不連続的に受信
する（Ｓ２３）。
【００６１】
　また、ＵＥが前記ＳＣＣＰＣＨを不連続的に受信するとき、前記ＳＣＣＰＣＨで受信さ
れたデータユニットが前記通知インジケータに該当するか否かを確認する（Ｓ２４）。前
記受信されたデータユニットが通知インジケータである場合、すなわち、前記通知インジ
ケータが取得された場合、ＵＥは、前記通知インジケータがＵＥが加入しているＭＢＭＳ
サービスに関するＭＣＣＨ情報の修正を示すか否かを確認する（Ｓ２５）。すなわち、前
記通知インジケータは、１つ以上のＭＢＭＳサービスＩＤに関する情報及び各サービスに
関するＭＣＣＨ情報を修正するか否かに関する情報を含む。従って、前記通知インジケー
タがＵＥが加入しているＭＢＭＳサービスＩＤを含んで前記サービスに関するＭＣＣＨ情
報の修正を示す場合、ＵＥは、前記通知インジケータをＵＥが加入しているＭＢＭＳサー
ビスを示す通知インジケータであると判断する。
【００６２】
　前記通知インジケータがＵＥが加入しているＭＢＭＳサービスを示すと判断された場合
、ＵＥは、ＭＣＣＨの次の修正周期の開始時点からＭＣＣＨ受信を開始する（Ｓ２６）。
【００６３】
　また、前記通知インジケータは、特定ＭＢＭＳサービスに関する多様な情報やメッセー
ジを含む。例えば、前記通知インジケータは、特定ＭＢＭＳサービスに関する１対多無線
ベアラの解除情報や前記特定ＭＢＭＳサービスに関する接続情報を含む。ＵＥは、このよ
うな情報を含む通知インジケータを受信すると、前記通知インジケータに含まれた情報に
よって動作する。ＵＴＲＡＮは、１つの修正周期内で周期的に前記通知インジケータを繰
り返して伝送する。
【００６４】
　前記方法で受信された通知インジケータが前記特定ＭＢＭＳサービスに対する１対多無
線ベアラの解除を示す場合、前記ＭＢＭＳサービスに参加しているＵＥは、前記１対多無
線ベアラを解除する。また、前記方法で受信された通知インジケータが前記特定ＭＢＭＳ
サービスに関する接続情報を含む場合、前記サービスに参加しているＵＥは、前記接続情
報によってアップリンクでＲＲＣ接続要求メッセージの送信を試みる。
【００６５】
　本発明は、移動通信に関連して説明されたが、無線通信特性を備えたＰＤＡ及びラップ
トップコンピュータのような移動装置を使用する他の無線通信システムにも適用できる。
また、本発明を説明するために使用された特定用語は本発明の権利範囲をＵＭＴＳなどの
特定無線通信システムに限定するものではない。本発明は、さらに、ＴＤＭＡ、ＣＤＭＡ
、ＦＤＭＡ、ＷＣＤＭＡなどの他の無線インターフェース及び／又は他の物理層を使用す
る他の無線通信システムにも適用できる。
【００６６】
　本実施形態は、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、又はこれらの組み合わ
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方法、装置、又は製造物として実行できる。ここで、「製造物」という用語は、ハードウ
ェアロジック（例えば、集積回路チップ、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂ
ｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ
　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）など）、コンピュータ可読媒体（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、テープなどの磁気記録媒体）
、光記録装置（ＣＤ－ＲＯＭ、光ディスクなど）、又は揮発性／不揮発性メモリ装置（例
えば、ＥＥＰＲＯＭ、ＲＯＭ、ＰＲＯＭ、ＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ファームウェア
、プログラムロジックなど）において実行されるコードやロジックを示す。
【００６７】
　コンピュータ可読媒体内のコードはプロセッサにより接続及び実行される。本実施形態
を実行するコードは伝送媒体を通じて、又はネットワーク上のファイルサーバから接続す
ることもできる。その場合、前記コードが実行される製造物は、ネットワーク送送ライン
、無線伝送媒体、空中を伝播する信号、無線波、赤外線信号などの伝送媒体を含む。もち
ろん、当該技術分野における通常の知識を有する者であれば、本発明の要旨を逸脱しない
範囲においてこのような形態の多様な変形が可能であり、前記製造物が公知の情報伝達媒
体（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｅａｒｉｎｇ　ｍｅｄｉｕｍ）も含むことができるとい
う点を理解すると思われる。
【００６８】
　本発明の精神や重要な特性から外れないように多様な形態で本発明を実現することによ
り、前述した実施形態のいずれの細部の記載内容によっても限定されず、添付された請求
範囲に定義されたように本発明の精神や範囲内で広範囲に解釈されるべきであることを認
識しなければならず、本発明の技術的保護範囲は、添付された特許請求の範囲の技術的思
想により決定されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
　発明の理解を容易にするために添付され、本明細書の一部を構成する図面は、発明の多
様な実施形態を示し、明細書と共に発明の原理を説明するためのものである。
【図１】従来の無線通信システムのネットワーク構造を示す図である。
【図２】ＵＥとＵＴＲＡＮ間の無線アクセスネットワーク標準による従来の無線インタフ
ェースプロトコル構造を示す図である。
【図３】移動端末に対するＭＢＭＳサービスのための従来のチャネルマッピングを示す図
である。
【図４】従来のＭＣＣＨ情報伝送方法を示す図である。
【図５】従来の物理チャネルでの不連続ＭＢＭＳデータ、スケジューリング情報、及びＳ
ＮＩ伝送方法を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態による通知インジケータ伝送方法を示す図である。
【図７】本発明の一実施形態による通知インジケータ伝送とＭＣＣＨ情報伝送との間の時
間的相関関係を示す図である。
【図８】本発明の一実施形態による通知インジケータ伝送とＭＣＣＨ情報伝送との間の時
間的相関関係による移動端末の動作を示す図である。
【図９】本発明の一実施形態による通知インジケータをスケジューリング情報と共に伝送
する方法を示す図である。
【図１０】本発明の一実施形態による通知インジケータをスケジューリング情報と共に伝
送する他の方法を示す図である。
【図１１】本発明の一実施形態による通知インジケータをスケジューリング情報と共に伝
送するときの移動端末の動作を示す図である。



(13) JP 4511593 B2 2010.7.28

【図１】



(14) JP 4511593 B2 2010.7.28

【図２】



(15) JP 4511593 B2 2010.7.28

【図３】

【図４】



(16) JP 4511593 B2 2010.7.28

【図５】

【図６】



(17) JP 4511593 B2 2010.7.28

【図７】



(18) JP 4511593 B2 2010.7.28

【図８】



(19) JP 4511593 B2 2010.7.28

【図９】

【図１０】



(20) JP 4511593 B2 2010.7.28

【図１１】



(21) JP 4511593 B2 2010.7.28

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  イ，　スン－ジューン
            大韓民国　１３７－８８０　ソウル，　ソチョウ－ク，　ソチョウ　１－ドン，　１６４１－３，
            　デソン　ヨウニード　１０１－１２０３
(72)発明者  チュン，　スン　ダク
            大韓民国　４３１－７１９　キョンギ－ド，　アンヤン，　ドンガン－ク，　ダラン－ドン，　サ
            ビウル　ハンヤン　アパートメント　６０１－１００７

    審査官  松野　吉宏

(56)参考文献  特開２００３－１１５７９６（ＪＰ，Ａ）
              Motorola，In-Band Secondary Notification Indicator for the MCCH，R2-040811，米国，3GPP
              ，２００４年　４月２２日，paragraph 2，ＵＲＬ，http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2
              /TSGR2_AHs/2004_04_MBMS/R2-040811.zip
              Qualcomm，MBMS Notification and counting procedures，R2-040510，米国，3GPP，２００４年
              　２月２０日，paragraph 3.2，ＵＲＬ，http://ftp.3gpp.org/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_41/Docs
              /R2-040510.zip
              LG Electronics Inc.，Use of Secondary Notification Indication，R2-040814，米国，3GPP，
              ２００４年　４月２２日，ＵＲＬ，http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_AHs/2004
              _04_MBMS/R2-040814.zip
              Qualcomm，In-band notification for MBMS，R2-040511，米国，3GPP，２００４年　２月２０日
              ，ＵＲＬ，http://ftp.3gpp.org/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_41/Docs/R2-040511.zip
              LG Electronics，Use of Secondary Notification Indication，R2-040414，米国，3GPP，２０
              ０４年　２月２０日，ＵＲＬ，http://ftp.3gpp.org/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_41/Docs/R2-04041
              4.zip
              Qualcomm，Notification text proposal，R2-040572，米国，3GPP，２００４年　２月２０日，
              ＵＲＬ，http://ftp.3gpp.org/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_41/Docs/R2-040572.zip

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04B   7/24 -  7/26
              H04W   4/00 - 99/00


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

