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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルラーシステムにおけるポイントツーマルチポイントサービスを提供するための方法
であって、その方法は、
　１つの無線ネットワークサブシステム（ＲＮＳ）に属する１つのセルグループについて
、前記ポイントツーマルチポイントサービスの無線アクセスネットワーク上に少なくとも
１つの共用無線プロトコルエンティティを設定するステップと、
　前記少なくとも１つの共用無線プロトコルエンティティを通じて前記セルグループに前
記ポイントツーマルチポイントサービスのためのデータを提供するステップと、
　前記セルグループを識別するための識別子、および前記セルグループうちの少なくとも
一つの移動体端末が前記ポイントツーマルチポイントサービスを受信するために必要な前
記識別子に関連するパラメータを伝送するステップと、
から構成され、
　少なくとも１つの前記共用無線プロトコルエンティティはメディアアクセス制御（ＭＡ
Ｃ）エンティティ、無線リンク制御（ＲＬＣ）エンティティ、パケットデータ集束プロト
コル（ＰＤＣＰ）エンティティのうち、少なくとも一つ以上を含むことを特徴とする方法
。
【請求項２】
　前記無線アクセスネットワークは少なくとも１つの無線ネットワークシステムを有する
ことを特徴とする請求項１に記載のセルラーシステムにおけるポイントツーマルチポイン
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トサービス提供方法。
【請求項３】
　前記無線プロトコルエンティティは、共通トラフィックチャネルを介して前記ポイント
ツーマルチポイントサービスを提供することを特徴とする請求項１に記載のセルラーシス
テムにおけるポイントツーマルチポイントサービス提供方法。
【請求項４】
　前記識別子およびパラメータは共通制御チャネルを介して伝送されることを特徴とする
請求項１に記載のセルラーシステムにおけるポイントツーマルチポイントサービス提供方
法。
【請求項５】
　前記共通制御チャネルはブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）であることを特徴
とする請求項４に記載のセルラーシステムにおけるポイントツーマルチポイントサービス
提供方法。
【請求項６】
　前記共通制御チャネルはマルチメディアブロードキャストマルチキャスト制御チャネル
（ＭＣＣＨ）であることを特徴とする請求項４に記載のセルラーシステムにおけるポイン
トツーマルチポイントサービス提供方法。
【請求項７】
　セルラーシステムにおけるポイントツーマルチポイントサービス提供するための無線通
信システムであって、該システムは、
　１つの無線ネットワークサブシステム（ＲＮＳ）に属する１つのセルグループについて
、前記ポイントツーマルチポイントサービスの無線アクセスネットワーク上に少なくとも
１つの共用無線プロトコルエンティティを設定し、かつ、前記少なくとも１つの共用無線
プロトコルエンティティを通じて前記セルグループに前記ポイントツーマルチポイントサ
ービスのためのデータを提供し、前記セルグループを識別するための識別子、および前記
セルグループうちの少なくとも一つの移動体端末が前記ポイントツーマルチポイントサー
ビスを受信するために必要な前記識別子に関連するパラメータを伝送するための無線アク
セスネットワークを備え、
　前記少なくとも１つの共用無線プロトコルエンティティはメディアアクセス制御（ＭＡ
Ｃ）エンティティ、無線リンク制御（ＲＬＣ）エンティティ、パケットデータ集束プロト
コル（ＰＤＣＰ）エンティティのうち、少なくとも１つを有することを特徴とするシステ
ム。
【請求項８】
　前記無線アクセスネットワークは少なくとも１つの無線ネットワークシステムを有する
ことを特徴とする請求項７に記載の無線通信システム。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの無線プロトコルエンティティは前記無線リンク制御（ＲＬＣ）エ
ンティティおよびパケットデータ集束プロトコル（ＰＤＣＰ）エンティティを有すること
を特徴とする請求項７に記載の無線通信システム。
【請求項１０】
　前記無線プロトコルエンティティは、共通トラフィックチャネルを介して前記ポイント
ツーマルチポイントサービスを提供することを特徴とする請求項７に記載の無線通信シス
テム。
【請求項１１】
　前記識別子および前記パラメータは、共通制御チャネルを介して伝送されることを特徴
とする請求項７に記載の無線通信システム。
【請求項１２】
　前記共通制御チャネルはブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）であることを特徴
とする請求項１１に記載の無線通信システム。
【請求項１３】
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　前記共通制御チャネルは、マルチメディアブロードキャストマルチキャスト制御チャネ
ル（ＭＣＣＨ）であることを特徴とする請求項１１に記載の無線通信システム。
【請求項１４】
　２つのセル間を移動する移動体端末におけるポイントツーマルチポイントサービスを受
信するための方法であって、この方法は
　第１のセルから、前記第１のセルに設定された無線プロトコルエンティティを使用して
前記ポイントツーマルチポイントサービスを受信するステップと、
　第２のセルから、前記第２のセルを含んだセルグループを識別する識別子、および前記
セルグループの１つのセルに含まれている少なくとも１つの移動体端末が前記ポイントツ
ーマルチポイントサービスを受信するために必要な前記識別子に関連づけられたパラメー
タを受信するステップと、
　前記第２のセルのセルグループ識別子が前記第１のセルのセルグループ識別子と同一で
ある場合、前記第１のセルに設定された少なくとも１つの共用の無線プロトコルエンティ
ティを使用して前記第２のセルから前記ポイントツーマルチポイントサービスを受信する
ステップと、
から構成され、
　前記少なくとも１つの共用無線プロトコルエンティティは、メディアアクセス制御（Ｍ
ＡＣ）エンティティ、無線リンク制御（ＲＬＣ）エンティティ、パケットデータ集束プロ
トコル（ＰＤＣＰ）エンティティのうち、少なくとも１つを有することを特徴とする方法
。
【請求項１５】
　前記ポイントツーマルチポイントサービスは共通トラフィックチャネルを介して受信さ
れることを特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記セルグループ識別子およびパラメータは共通制御チャネルを介して受信されること
を特徴とする請求項１４に記載の方法。
【請求項１７】
　前記共通制御チャネルはブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）またはマルチメデ
ィアブロードキャストマルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）であることを特徴とする
請求項１４に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、汎用移動体通信システム（ＵＭＴＳ：Universal Mobile Telecommunication
s System）のような無線通信システムにユーザサービスを提供することに関し、より詳し
くは、一つ以上の共用無線プロトコルエンティティを利用することにより複数のセルにマ
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（ＭＢＭＳ）を提供することに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１を参照すれば、一般的なＵＭＴＳネットワーク構造が示されている。ＵＭＴＳは移
動体端末とも言及されるユーザ設備（ＵＥ）、ＵＴＲＡＮ（UTMS terrestrial radio acc
ess network）、コアネットワークを含む。ＵＴＲＡＮは各々が一つの無線ネットワーク
制御器（ＲＮＣ）とそのＲＮＣにより管理される少なくとも一つの基地局（または、ノー
ドＢ）を含む複数の無線ネットワークサブシステムを含む。ＲＮＣにより管理されるノー
ドＢは、ＵＥの物理層から伝送されたアップリンク情報を受信し、ダウンリンクデータを
ＵＥに伝送し、したがって、ＵＥをＵＴＲＡＮに連結するアクセスポイントとして作用す
る。ＲＮＣは無線リソースの割当と管理を担当し、ノードＢをコアネットワークに連結す
るアクセスポイントとして作用する。特定のＵＥに対する無線リソースを管理するＲＮＣ
はサービングＲＮＣであり、一つのセル内の複数のＵＥに対する共通リソースを管理する
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ＲＮＣは制御ＲＮＣである。ドリフトＲＮＣはＵＥが通信するサービングＲＮＣ以外の任
意のＲＮＣである。ＲＮＣとコアネットワークとの間のインターフェースはｌｕインター
フェースであり、サービングＲＮＣとドリフトＲＮＣとの間のインターフェースはｌｕｒ
インターフェースであり、ＲＮＣとノードＢとの間のインターフェースはｌｕｂインター
フェースである。各インターフェースは搬送ベアラー（Bearer）を通じて制御情報または
データ伝送サービスを提供する。例えば、ｌｕｂインターフェースに提供されたベアラー
はｌｕｂ搬送ベアラーであり、ｌｕｂ搬送ベアラーはＲＮＣとノードＢとの間で制御情報
とデータを伝送する。
【０００３】
　図２は、ＵＥとＵＴＲＡＮとの間の無線インターフェースプロトコルのアーキテクチャ
を示す。図２を参照すれば、無線インターフェースプロトコルは、物理層（層１すなわち
Ｌ１）、データリンク層（層２すなわちＬ２）、ネットワーク層（層３すなわちＬ３）を
垂直方向に含む。無線インターフェースプロトコルはデータ情報を提供するためのユーザ
プレーン、制御信号（シグナルリング）を提供するための制御プレーンを水平方向に含む
。ユーザプレーンは音声用ユーザトラフィックまたはインターネットプロトコル（ＩＰ）
パケット伝送などを搬送する。制御プレーンはインターフェースまたはネットワーク内の
呼出などのメンテナンス及び管理用制御情報を搬送する。プロトコル層は第１（Ｌ１）、
第２（Ｌ２）、第３（Ｌ３）層を含み、これはオープンシステム相互接続参照モデルの３
つの下位層である。
【０００４】
　Ｌ１層は各種の無線搬送技術を用いて情報伝送サービスを上位層に提供する。Ｌ１層は
トランスポートチャネルを介して上位層のメディアアクセス制御（ＭＡＣ）にリンクされ
る。データはＭＡＣと物理層との間にトランスポートチャネルを介して伝えられる。
【０００５】
　ＭＡＣ層は無線リソースの割当と再割当のためのＭＡＣパラメータの再割当サービスを
提供する。ＭＡＣ層は、論理チャネルを介して上位層としての無線リンク制御（ＲＬＣ）
層に連結される。論理チャネルは、データタイプにしたがって、制御チャネルまたはトラ
フィックチャネルとして分類される。一般に、制御チャネルは制御プレーンの情報を伝送
する時に使われて、トラフィックチャネルはユーザプレーンの情報を伝送するのに使われ
る。ＭＡＣ層は管理されるトランスポートチャネルのタイプによって分類される、ＭＡＣ
－ｂサブ層、ＭＡＣ－ｄサブ層、ＭＡＣ－ｃ／ｓｈサブ層を含む。ＭＡＣ－ｂサブ層は、
システム情報をブロードキャストする役割を果たすトランスポートチャネルであって、ブ
ロードキャストチャネルを管理する。ＭＡＣ－ｃ／ｓｈサブ層は、他のＵＥ、フォワード
アクセスチャネル（ＦＡＣＨ）、ダウンリンク共用チャネル（ＤＳＣＨ）と共用される共
通トランスポートチャネルを管理する。ＭＡＣ－ｃ／ｓｈサブ層は、ＵＴＲＡＮ内の制御
ＲＮＣに位置し、セル内の全てのＵＥと共通のチャネルを管理する。その結果、一つのＭ
ＡＣ－ｃ／ｓｈサブ層は各セルに存在し、一つのＵＥは一つのＭＡＣ－ｃ／ｓｈサブ層を
含む。ＭＡＣ－ｄサブ層は特定のＵＥに対する専用トランスポートチャネルであって、専
用チャネル（ＤＣＨ）を管理する。その結果、ＵＴＲＡＮのＭＡＣ－ｄサブ層はサービン
グＲＮＣに位置し、各ＵＥは一つのＭＡＣ－ｄサブ層を備える。
【０００６】
　本発明の方法に係るＭＢＭＳサービスを提供するために、ＭＢＭＳ機能はＭＡＣ－ｃ／
ｓｈサブ層機能に付加されて、ＭＡＣ－ｃ／ｓｈ／ｍ層を生成する。ＵＴＲＡＮにはセル
当たり一つのＭＡＣ－ｃ／ｓｈ／ｍ層とＵＥ当り一つのＭＡＣ－ｃ／ｓｈ／ｍ層がある。
【０００７】
　ＲＬＣ層は、信頼性あるデータ伝送を支援し、さらに、上位層から伝えられ、ＲＬＣ層
の処理能力に合せるために大きさが調節されるＲＬＣサービスデータユニットの分割と結
合を実施するように動作する。ヘッダは、プロトコルデータユニットの形態でＭＡＣ層に
伝えられる、調節されたＲＬＣサービスデータユニットに付加される。ＲＬＣバッファは
上位層から伝えられるＲＬＣサービスデータユニットまたはＲＬＣプロトコルデータユニ
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ットを格納するためにＲＬＣ層に存在する。
【０００８】
　ブロードキャスト／マルチキャスト制御（ＢＭＣ）層はＲＬＣ層の上に位置し、コアネ
ットワークから伝えられたセルのブロードキャストメッセージをスケジューリングし、特
定のセルまたはセル内でＵＥにブロードキャストするように動作する。
【０００９】
　パケットデータ集束プロトコル（ＰＤＣＰ：packet data convergence protocl）層は
ＲＬＣ層の上に位置し、比較的小さな帯域幅を有する無線インターフェースを介して、Ｉ
Ｐｖ４やＩＰｖ６のようなネットワークプロトコルを介して伝えられるデータを效率よく
伝送するように動作する。したがって、ヘッダ圧縮で知らされたプロセスによって、ＰＤ
ＣＰ層は、有線ネットワークで利用される不要な制御情報を除去して、ヘッダに本質的な
情報のみが伝送のために含まれ、無線部の伝送効率を強化することになる。
【００１０】
　Ｌ３層の一部である無線リソース制御（ＲＲＣ）層は制御プレーンでのみ定義される。
無線ベアラーの設定、再構成、解除に関して、ＲＲＣ層は、トランスポートチャネルと物
理チャネルを制御する。無線ベアラーは、ＵＥとＵＴＲＡＮとの間にデータ伝送に対して
、所定のＱｏＳ（Quality of service）を保障する第２層によって提供されるサービスで
ある。一般的に無線ベアラーの設定は、特定のサービスを提供するために必要なプロトコ
ル層とチャネルの特性を規制し、それぞれのパラメータと動作方法を構成する。ＵＥは、
ＵＥとＵＴＲＡＮのＲＲＣ層が互いに通信するとき、ＲＲＣメッセージの通信を可能にす
るためにＲＲＣ連結モードにおり、このような通信がない時にはＲＲＣアイドルモードに
ある。
【００１１】
　ＭＢＭＳサービスはダウンリンクのＭＢＭＳ無線ベアラーのみを用いてストリーミング
またはバックグラウンドサービスを複数のＵＥに提供する。ＵＴＲＡＮまたはネットワー
クにおいて、ＭＢＭＳサービスはポイントツーマルチポイントまたはポイントツーポイン
トベアラーサービスを利用する。ポイントツーマルチポイントサービスは、一般的にネッ
トワークから複数のＵＥにデータを伝送することを表す。ポイントツーポイントサービス
は、ネットワークから指定されたＵＥにデータを伝送することを表す。
【００１２】
　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
ト領域、即ち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に伝送され
る。ＭＢＭＳマルチキャストモードにおいて、特定のＵＥグループ用マルチキャストデー
タはマルチキャスト領域、即ちマルチキャストサービスが利用可能なドメイン内に伝送さ
れる。ＭＢＭＳサービスは２つの論理チャネル、即ちＭＢＭＳ制御情報をＵＥに伝送する
ためのポイントツーマルチポイント・ダウンリンクチャネルであるＭＢＭＳ制御チャネル
（ＭＣＣＨ）と、ＭＢＭＳをＵＥに伝送するためのポイントツーマルチポイント・ダウン
リンクチャネルであるＭＢＭＳトラフィックチャネル（ＭＴＣＨ）の支援を要求する。一
つのＭＣＣＨチャネルは各セル内に存在し、一つのＭＴＣＨチャネルは特定のセル内の各
特定のＭＢＭＳに対して存在する。論理チャネルの全てはトランスポートチャネル（ＦＡ
ＣＨ）と２次共通制御物理チャネル（Ｓ－ＣＣＰＣＨ）にマッピングされる。
【００１３】
　図３は関連技術によるＭＴＣＨプロトコルアーキテクチャを図示し、ここでＲＮＣ構成
の例は２つのノードＢを有し、一つは３つのセルを管理し、もう一つは一つのセルを管理
するノードＢである。各セルは、ＵＴＲＡＮ側においてＭＴＣＨチャネル毎及びＭＢＭＳ
サービス毎に全てのＰＨＹエンティティ、ＲＬＣエンティティ、ＰＤＣＰエンティティに
対する無線ベアラーパラメータを個別的に構成する。同一のプロトコルエンティティが同
様にＵＥ側にも設定される（図示していない）。
【００１４】
　しかしながら、従来の技術では、ネットワークは各セル毎に個別のプロトコルエンティ
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ティを独立に構成（及び、再構成）する。その結果、同一サービスを提供するにも関わら
ず、プロトコルエンティティが異なるように構成され、エンティティ関連パラメータ値が
異なるセルに存在する異なるプロトコルエンティティによって独立に、かつ、別々設定さ
れ、同一サービスを提供するプロトコルエンティティは独立に管理され、制御される。そ
の結果、ＵＥは異なるセルに移動する度に新たなプロトコルパラメータを再構成する必要
がある。したがって、新たな無線ベアラーが設定される前に、ＵＥが無線ベアラーを持た
ず、ＭＢＭＳデータを受信できない好ましくない遅延がある。したがって、新たなセルに
移動する際、データ損失が起こる。さらに、ＵＥは様々なセルからの値がソフトハンドオ
ーバーの間に結合されるソフト結合利得を達成できない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　これによって、本発明は従来の技術の制限及び短所に起因した一つ以上の問題を実質的
に解消する無線プロトコルエンティティ共用装置及び方法を指向する。
【００１６】
　本発明の一つの目的はＭＢＭＳサービスに無線プロトコルエンティティ共用方法を提供
することである。複数のセルにより共用される少なくとも一つのプロトコルエンティティ
と共通関連パラメータ値が特定のＭＢＭＳサービスに対して使用され、ＵＥが他のセルに
移動する時にベアラーの設定が容易になる。ハンドオーバーの間に起きるデータの損失が
最小化され、ソフト結合利得がセル同士間で達成でき、特定のＭＢＭＳサービスに対して
単一プロトコルエンティティと単一関連パラメータ値を用いてネットワークリソースの浪
費が防止される。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明の付加的な特徴及び利点は次の説明に開示されて、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することができる。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された図面で特別に指摘された構造により実現され
て獲得される。
【００１８】
　本発明のこれらの目的及び他の利点を達成するために、かつ本発明の目的によれば、以
下に開示されたように、本発明はセルラーシステムでポイントツーマルチポイントサービ
スを提供する方法が開示される。本方法は、セルのグループ用ポイントツーマルチポイン
トサービスに対する無線アクセスネットワークに無線プロトコルエンティティを設定する
ステップと、同一の無線プロトコルエンティティによってポイントツーマルチポイントサ
ービス用データをセルのグループに提供するステップとを含み、その際、各セルはアップ
リンク通信能力とダウンリンク通信能力を有する少なくとも一つの移動体端末として動作
する。好ましくは、セルのグループは無線ネットワークシステムに属し、無線アクセスネ
ットワークは少なくとも一つの無線ネットワークシステムを含む。無線プロトコルエンテ
ィティは少なくともＭＡＣ、ＲＬＣ、またはＰＤＣＰを含む。
【００１９】
　本発明の一態様によれば、本方法はポイントツーマルチポイントサービスを受信するた
めに、セルのグループの中の一つのセルの少なくとも一つの移動体端末に必要なパラメー
タインジケータに関連した無線プロトコルパラメータとそのパラメータのインジケータを
セルのグループに伝送するステップを更に含み、このパラメータインジケータはセルのグ
ループに対して同じである。
【００２０】
　本発明の他の態様によれば、無線プロトコルエンティティは共通のトラフィックチャネ
ルを介してポイントツーマルチポイントサービスを提供する。また、パラメータインジケ
ータは、ブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）である共通制御チャネルを介して伝
送される。好ましくは、共通制御チャネルはマルチメディアブロードキャストマルチキャ
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ストサービス制御チャネル（ＭＣＣＨ）である。
【００２１】
　本発明の他の実施態様によれば、ポイントツーマルチポイントサービスを受信する方法
が提供される。本方法は第１パラメータインジケータと、これと関連した第１無線プロト
コルパラメータを受信するステップと、受信した第１無線プロトコルパラメータにしたが
って、移動体端末において、ポイントツーマルチポイントサービスを受信するために無線
プロトコルエンティティを設定するステップと、ポイントツーマルチポイントサービスを
受信するのに必要な第２パラメータインジケータを受信するステップと、第１と第２パラ
メータインジケータが同一であれば第２パラメータインジケータに関連した第２無線プロ
トコルパラメータを受信せずにポイントツーマルチポイントサービスの受信を引き続くス
テップと、第１と第２パラメータインジケータが同一でなければ第２無線プロトコルパラ
メータを受信するステップと、ポイントツーマルチポイントサービスを受信するために受
信した第２無線プロトコルパラメータにしたがって無線プロトコルエンティティを再設定
するステップとを含む。
【００２２】
　本発明の一態様によれば、第１パラメータインジケータと第２パラメータインジケータ
は同一セルで受信される。他の例では、第１パラメータインジケータが第１セルで受信さ
れ、第２パラメータインジケータが第２セルで受信される。
【００２３】
　本発明の他の実施態様によれば、第１と第２パラメータインジケータの各々は無線プロ
トコルエンティティを共用するセルのグループを識別する。好ましくは、無線プロトコル
エンティティはメディアアクセス制御エンティティ（ＭＡＣ）、無線リンク制御エンティ
ティ（ＲＬＣ）またはパケットデータ集束プロトコルエンティティ（ＰＤＣＰ）を少なく
とも含む。
【００２４】
　本発明の他の実施態様によれば、セルラーシステムにおいてポイントツーマルチポイン
トサービスを提供するための無線通信システムは、セルのグループに対するポイントツー
マルチポイントサービス用無線プロトコルエンティティを設定するためのＲＡＮまたはＵ
ＴＲＡＮのような無線アクセスネットワークを含む。それぞれのセルは、同一無線プロト
コルエンティティによってポイントツーマルチポイントサービス用データをセルのグルー
プに提供する無線アクセスネットワークによって、アップリンク通信能力とダウンリンク
通信能力とを備えた少なくとも一つの移動体端末にサービスすることができる。好ましく
は、無線プロトコルエンティティは、メディアアクセス制御エンティティ（ＭＡＣ）、無
線リンク制御エンティティ（ＲＬＣ）またはパケットデータ集束プロトコルエンティティ
（ＰＤＣＰ）を少なくとも含む。無線プロトコルエンティティは、パラメータインジケー
タをセルのグループに送るとともに、ポイントツーマルチポイントサービスを受信するた
めにセルのグループ中の一つのセルの少なくとも一つの移動体端末に必要なパラメータイ
ンジケータに関連した無線プロトコルパラメータをセルのグループに伝送する。パラメー
タインジケータはセルのグループに対して同一である。
【００２５】
　本発明の他の実施態様によれば、ポイントツーマルチポイントサービスを受信するため
の移動体端末は、第１パラメータインジケータとこれに関連した第１無線プロトコルパラ
メータを受信する手段と、受信した第１無線プロトコルパラメータにしたがってポイント
ツーマルチポイントサービスを受信するための無線プロトコルエンティティを移動体端末
で設定する手段と、ポイントツーマルチポイントサービスを受信するのに必要な第２パラ
メータインジケータを受信する手段と、第１と第２パラメータインジケータが同一の場合
、第２パラメータインジケータに関連した第２無線プロトコルパラメータを受信せずにポ
イントツーマルチポイントサービスの受信を続ける手段を含む。移動体端末は、第１と第
２パラメータインジケータが同一でない場合に、第２無線プロトコルパラメータを受信す
る手段と、ポイントツーマルチポイントサービスを受信するために受信した第２無線プロ
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トコルパラメータにしたがって無線プロトコルエンティティを設定する手段を更に含む。
【００２６】
　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。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明は、ＭＢＭＳサービスを提供する移動体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】
【００２８】
　以下、参照に、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。図面で類似の構成要素は同一、または、類似の図面符号を用いて表示される。
【００２９】
　特定のＲＮＣ内の特定のＭＢＭＳサービスのデータを伝送するための少なくとも一つの
プロトコルエンティティは、特定のＲＮＣにより管理される複数のセルまたはノードＢに
より共用される。少なくとも一つのプロトコルエンティティは、好ましくは、第２層の無
線プロトコルエンティティであり、ＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＭＡＣそれぞれのサブ層を含む。
好ましくは、それぞれのセルは特定のＭＢＭＳサービス用に個別の物理層を含み、同一に
動作する物理層に対しては、ＲＮＣは好ましく同一パラメータ値をｌｕｂインターフェー
スを介して物理層に伝送する。さらに、コアネットワークから特定のＭＢＭＳサービスデ
ータを受信した後、ＲＮＣはＭＢＭＳデータを少なくとも一つのプロトコルエンティティ
に伝送する。好ましくは、少なくとも一つのプロトコルエンティティは受信したＭＢＭＳ
データをそれぞれの下位層プロトコルエンティティに伝送し、下位層が物理層（Ｌ１）で
ある場合、ＲＮＣは好ましくｌｕｂインターフェースを介してＭＢＭＳデータをそれぞれ
のセル内の各物理層に伝送する。
【００３０】
　図４Ａ及び４Ｂは、本発明の一実施形態に係る層２のプロトコルエンティティのうち、
少なくとも一つを共用することにより特定のＭＢＭＳサービスを提供するＵＴＲＡＮのプ
ロトコルエンティティを示している。本例において、ＭＴＣＨチャネルはＲＮＣが異なる
ＭＢＭＳサービスを提供するために論理チャネルとして使われている。言い換えると、デ
ータは３つのチャネルを介して伝送される。
【００３１】
　図４ＡのＲＮＣに示すように、ＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＭＡＣのサブ層を含む第２層プロト
コルエンティティは、特定のＭＢＭＳサービスをＲＮＣにより管理される複数のセルに提
供するように構成される。図４Ａを参照すれば、ＵＴＲＡＮ側において、ＰＤＣＰとＲＬ
Ｃのエンティティが各サービスに対して個別に提供される。複数のセル（または、ノード
Ｂ）の各々が一つのＰＤＣＰエンティティと一つのＲＬＣエンティティの使用を共用する
。この場合、本例で、３つの異なるＰＤＣＰエンティティと３つの異なるＲＬＣエンティ
ティが３つの異なるＭＢＭＳサービスを提供し、下位物理層により共用される。また、Ｐ
ＤＣＰエンティティのみが特定のＭＢＭＳサービスのために複数のセルにより共用される
ようにすることも可能である。図４ＢはＰＤＣＰとＲＬＣプロトコルエンティティの全て
が特定のＭＢＭＳサービスを移動体端末に提供するように共用されるネットワーク構成を
図示する。一つのＰＤＣＰエンティティと一つのＲＬＣエンティティは無線アクセスネッ
トワーク（ＲＡＮ）毎に一つの特定のＭＢＭＳに対して存在することが望ましい。他の例
では、ＰＤＣＰとＲＬＣの全てを共用する代わりに、ＰＤＣＰまたはＲＬＣの一つのみを
特定のＭＢＭＳサービスに共用させるようにすることもできる。
【００３２】
　ＵＴＲＡＮ側において、一つのＭＡＣエンティティが複数のセル（ノードＢ）により使
用される各種のＭＢＭＳサービスにより共用される。ＲＮＣ当り一つのＭＡＣエンティテ
ィ、特に一つのＭＡＣ－ｃ／ｓｈ／ｍサブ層があるのが好ましい。一つのＭＡＣエンティ
ティは３つの異なるＭＢＭＳサービスを提供し、下位物理層により共用される。
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【００３３】
　図４Ａ及び４Ｂにおいて、端末Ａ及びＢとして図示されてＵＥは各々少なくとも２つの
異なるセルまたはノードＢから特定のＭＢＭＳサービスを受信し、層２の無線プロトコル
エンティティの中の一つ（例えば、図４ＡではＭＡＣサブ層、図４ＢではＰＤＣＰサブ層
とＲＬＣサブ層）と、特定のＭＢＭＳサービスに対して同一の関連パラメータ値を共用す
る。言い換えると、異なるセルに位置しても、同一ＭＢＭＳサービスを受信するＵＥは同
一プロトコルエンティティと同一関連パラメータ値を共用する。
【００３４】
　複数のセルは特定のＭＢＭＳサービスのデータ伝送のためにプロトコルエンティティを
共用する。その結果、プロトコルエンティティにより用意された論理チャネルは複数のセ
ルによりまた共用される。さらに、論理、トランスポート、物理の各チャネルのセル共用
パラメータ値がＭＢＭＳサービスのデータ伝送のために設定される。即ち、複数のセルは
論理チャネル、トランスポートチャネル、物理チャネルの同一パラメータ値を有し、また
プロトコルエンティティのプロトコルパラメータ値を共用する。したがって、セルは全て
同一チャネルパラメータ値及び同一プロトコルパラメータ値を有する。さらに、関連した
セルが同一プロトコルエンティティとプロトコルパラメータ値を共用するため、端末Ｂは
ソフト結合利得が得られ、２つ以上の異なるセルから特定のＭＢＭＳサービスを同時に受
信することができる。
【００３５】
　図５はｌｕｂ搬送ベアラーが本発明により共用される際、特定のＭＢＭＳサービスを提
供するＵＴＲＡＮのプロトコルエンティティを図示する。　
【００３６】
　図５を参照すれば、一つのノードＢの複数のセルが一つのｌｕｂ搬送ベアラーを共通で
使用し、一つのプロトコルエンティティが共用され、一つのｌｕｂデータフレームが一つ
の伝送時間の間（ＴＴＩ）に、様々なセルに一度に伝送される。様々なセルがｌｕｂデー
タフレーム内に含まれた一つのＭＡＣプロトコルデータユニットを共用する。ノードＢは
一つの共用されたｌｕｂ搬送ベアラーによってデータフレームを受信し、データフレーム
をノードＢにより管理される複数のセルに伝送するために、受信したデータフレームに含
まれていたＭＡＣプロトコルデータユニットを複写する。
【００３７】
　本発明の好ましい実施形態によれば、特定のＭＢＭＳサービスを受信しようとするＵＥ
は、例えば、複数のセルにより共用されるチャネルパラメータ値とプロトコルパラメータ
値を用いて、特定のＭＢＭＳサービスのデータを受信するためのチャネル及びプロトコル
エンティティを設定する。これらパラメータ値は以下で共通パラメータ値またはＣＰＶ情
報として言及される。チャネルパラメータ値は特定のＭＢＭＳサービスのデータを伝送す
る時に使われる論理チャネルＭＴＣＨ、トランスポートチャネルＦＡＣＨ、物理チャネル
Ｓ－ＣＣＰＣＨのパラメータ値を含む。プロトコルパラメータ値は特定のＭＢＭＳサービ
スのデータを伝送する時に使われるＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＭＡＣ、物理層のパラメータ値を
含む。ＵＥはＭＢＭＳデータを受信するチャネルとプロトコルエンティティを設定するた
めにＣＰＶ情報を使用する。ＣＰＶ情報を共用する複数のセルのいずれか一つに移動する
ＵＥは論理チャネルとトランスポートチャネルだけでなくプロトコルエンティティの再構
成無しに新たなセル内でデータを速く受信することができる。
【００３８】
　ＵＴＲＡＮは特定のＭＢＭＳサービスを受信しようとするＵＥに、セル毎のＣＰＶ情報
を識別するための上記したＣＰＶ識別子とＣＰＶ情報を伝送する。好ましくは、ＣＰＶ識
別子はＭＢＭＳセルグループを固有に識別する。新たなセルのＣＰＶ識別子が以前のセル
の識別子と同じであれば、同じＣＰＶ識別子を有するセルが同一のＣＰＶ情報を用いるの
で、新たなセルに移動しているＵＥは以前のセルのＣＰＶ情報を用いて新たなセル用チャ
ネルとプロトコルエンティティを設定することができる。さらに、同一ＣＰＶ識別子を有
するセルが同一ＣＰＶ情報を用いるので、ＵＥはハンドオーバーの間、ＭＢＭＳデータを
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受信する際、ソフト結合利得を達成することができる。
【００３９】
　図６は、本発明の方法を採択するＵＥで特定のＭＢＭＳサービスを受信するプロセスを
示す。ＵＥはＣＰＶ情報とＣＰＶ識別子を用いて動作する。
【００４０】
　ステップＳ６０１において、ＵＥは最初のセルからＣＰＶ情報及びＣＰＶ識別子を受信
し、これを格納して、その情報を用いて特定のＭＢＭＳサービスのデータを伝送するＭＢ
ＭＳチャネルを設定する。ステップＳ６０２において、ＵＥは最初（すなわち、以前）の
セルに位置している間、即ち、ステップＳ６０３により決定され、新たなセルに移動する
時まで、設定されたＭＢＭＳチャネルを介してＭＢＭＳデータを受信する。ステップＳ６
０４において、ＵＥが新たなセルに移動した後、ＵＥは新たなセルから伝送されたＣＰＶ
識別子を受信して、受信された値を格納された値、即ちステップＳ６０５で以前セルのＣ
ＰＶ識別子と比較する。
【００４１】
　新しく受信されたＣＰＶ識別子（新たなセル）の値が格納されたＣＰＶ識別子（以前セ
ル）の値と同じなら、ステップＳ６０６で、ＵＥは格納されたＣＰＶ情報を用いてＭＢＭ
Ｓデータを受信する。そうでなければ、ＵＥは、ステップＳ６０７で、新たなセルのＣＰ
Ｖ情報を受信し、新しく受信したＣＰＶ情報を以前セルの情報に代えて格納し、新たなセ
ルにおいてＭＢＭＳチャネルを介してＭＢＭＳデータを受信する時に、その格納されたＣ
ＰＶ情報を使用する。以前のセル及び新たなセルのＭＢＭＳチャネルを同時に受信するこ
とができるので、ＵＥはソフトハンドオーバーと類似の方式で２つのセルからＭＢＭＳチ
ャネル上でソフト結合を実施する。
【００４２】
　記録媒体に格納されたコンピュータ読取可能なプログラムにより本発明の方法を実施す
ることができる。
【００４３】
　これによって、本発明は同一のチャネルパラメータ値と同一のプロトコルパラメータ値
を用いるために、異なるセルが第２層プロトコルエンティティを共用でき、したがって、
ハンドオーバーの場合に、無線ベアラーの再設定による遅延を減少させ、ハンドオーバー
の間のデータ損失を最小化し、ネットワークリソースを保存し、ソフト結合によって受信
性能を強化することができる。
【００４４】
　図７を参照すれば、本発明の移動体通信デバイス８００のブロックは、例えば本発明の
方法を実施する携帯電話として示されている。移動体通信デバイス８００はマイクロプロ
セッサまたはデジタル信号プロセッサのようなプロセッシングユニット８１０、ＲＦモジ
ュール８３５、電力管理モジュール８０５、アンテナ８４０、バッテリ８５５、ディスプ
レイ８１５、キーパッド８２０、フレッシュメモリ、ＲＯＭまたはＲＡＭのようなストー
レージユニット８３０、スピーカ８４５、マイクロホン８５０を含む。
【００４５】
　ユーザは例えばマイクロホン８５０を用いた音声によるか、キーパッド８２０のボタン
を押すことにより電話番号のような指示情報を入力する。プロセッシングユニット８１０
は電話番号ダイヤルリングのような適切な機能を実施するための指示情報を受信し、処理
する。機能を実施するためにストレージユニット８３０から動作データが検索される。さ
らに、プロセッシングユニット８１０はユーザの参照と便宜のためにディスプレイ８１５
上に指示させ、動作情報をディスプレイさせる。
【００４６】
　プロセッシングユニット８１０は例えば音声通信データを含む無線信号を伝送すること
により通信を開始するために、指示情報をＲＦ部８３５に発行する。ＲＦモジュール８３
５は無線信号を送信し、受信するための送信器と受信器を含む。アンテナ８４０は無線信
号の送信と受信を容易にする。無線信号の受信の際、ＲＦモジュール８３５はプロセッシ
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ングユニット８１０による処理用のベースバンド周波数でこの信号をフォワードし、変換
する。処理された信号は例えばスピーカ８４５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。
【００４７】
　当業者には、例えばプロセッシングユニット８１０や他のデータまたはディジタルプロ
セッシングデバイスを単独でまたは外部支援ロジックと組合せて用いて移動体通信ディバ
イス８００を容易に実装できることは自明である。
【００４８】
　本発明が移動体通信の観点で記述されているが、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やＰＤＡのような移動体デバイスを用いる任意の無線通信システムで
使用することができる。さらに、本発明を記述するために所定の用語の使用はＵＭＴＳの
ような無線通信システムのあるタイプに本発明の範囲を制限してはならない。本発明は他
のエアーインターフェース及び／または例えばＴＤＭＡ、ＣＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＷＣＤＭ
Ａなどのような物理層を用いる他の無線通信システムにも適用可能である。
【００４９】
　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任
意の組合せを生成するために、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
用いる方法、装置または製造物として具体化させることができる。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 g
ate array)、ＡＳＩＣ(application specific integrated circuit)等）、または、コン
ピュータ可読媒体（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）で具体化
されたロジックまたはコードを意味する。
【００５０】
　コンピュータ可読媒体内のコードはプロセッサによりアクセスされ、実行される。好ま
しい実施形態が実装されたコードは、伝送媒体を介して、または、ネットワークを介した
ファイルサーバーからアクセス可能である。この場合、コードが実装された製造物は、伝
送媒体、例えばネットワーク伝送線、無線伝送線、大気を通じた信号電波、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ずに、本発明に対する多数の修正
を行うことができ、製造物が、知られた任意の情報含有媒体を含むということを容易に認
識できるであろう。
【００５１】
　図面に示された論理実装は特定の順序で起こる特定の動作を記述する。代案的な実装に
おいて、任意の論理動作は他の順序、修正または除去され暗示された本発明の好ましい実
施形態として実施できる。さらに、前述したロジックに他のステップを加えることができ
、それでも本発明の実施に一致する。
【００５２】
　当業者には本発明に種種なる修正及び変形が行なわれることが自明である。したがって
、本発明は特許請求範囲及びその均等物の範囲内で提供される本発明の修正及び変形をカ
バーすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】無線通信システムの構造図である。
【図２】図１のＵＥとＵＴＲＡＮとの間の無線インターフェース　プロトコルアーキテク
チャを示す図である。
【図３】従来の技術に係る特定のＭＢＭＳサービスを提供する、ＵＴＲＡＮのプロトコル
エンティティを示すブロック図である。
【図４Ａ】本発明の他の実施形態に係る層２プロトコルエンティティを共用することによ
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り特定のＭＢＭＳサービスを提供する、ＵＴＲＡＮのプロトコルエンティティを示すブロ
ック図である。
【図４Ｂ】本発明の又他の実施形態に係る層２プロトコルエンティティを共用することに
より特定のＭＢＭＳサービスを提供する、ＵＴＲＡＮのプロトコルエンティティを示すブ
ロック図である。
【図５】本発明の他の実施形態に係るｌｕｂ搬送ベアラーを共用することにより特定のＭ
ＢＭＳサービスを提供する、ＵＴＲＡＮのプロトコルエンティティを示すブロック図であ
る。
【図６】本発明の好ましい実施形態に係る、ＵＥ（移動体端末）で特定のＭＢＭＳサービ
スを受信するフローチャートである。
【図７】本発明の一実施形態に係る、ネットワークからサービスを受信する移動体通信デ
バイスを示す図である。
【符号の説明】
【００５４】
　８００　移動体通信デバイス、８０５　電力管理モジュール、８１０　プロセッシング
ユニット、８１５　ディスプレイ、８２０　キーパッド、８３０　ストーレージユニット
、８３５　ＲＦモジュール、８４０　アンテナ、８４５　スピーカ、８５５　バッテリ、
８５０　マイクロホン

【図１】 【図２】



(13) JP 4393516 B2 2010.1.6

【図３】

【図４Ａ】
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【図５】 【図６】
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