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(57)【要約】
【課題】コアネットワークで管理するマルチキャストデ
ータ通信に用いる識別情報のデータ量を削減する。
【解決手段】コアネットワーク装置は、下りリンクのマ
ルチキャストデータを受信するためのサービス毎の識別
情報をアクセスネットワーク装置に通知する。アクセス
ネットワーク装置は、コアネットワーク装置から通知さ
れた識別情報を受信して、その識別情報で識別されるサ
ービスのために無線チャネルを捕捉する。コアネットワ
ーク装置は、識別情報に基づいて受信可能な形式でマル
チキャストデータをアクセスネットワーク装置に送信す
る。アクセスネットワーク装置は、コアネットワーク装
置から送信されたマルチキャストデータを識別情報に基
づいて受信し、受信したマルチキャストデータを無線チ
ャネルで端末に送信する。
【選択図】図１３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
下りリンクでマルチキャストデータを配信するコアネットワークノードとアクセスネット
ワークと、端末とを有する移動通信システムであって、
　前記コアネットワークノードは、ＩＰマルチキャストアドレスを送信し、前記ＩＰマル
チキャストアドレスに基づいて前記マルチキャストデータを配信し、
　前記アクセスネットワークは、前記コアネットワークノードから送信された前記ＩＰマ
ルチキャストアドレスと、前記マルチキャストデータとを受信し、前記マルチキャストデ
ータを送信し、
　前記端末は、前記アクセスネットワークから送信された前記マルチキャストデータを受
信する、移動通信システム。
【請求項２】
前記コアネットワークノードは、前記ＩＰマルチキャストアドレスを、セッション開始メ
ッセージに含めて送信する、請求項１に記載の移動通信システム。
【請求項３】
　前記アクセスネットワークは基地局を有し、
　前記基地局は、前記ＩＰマルチキャストアドレスを受信すると、マルチキャストグルー
プに参加する、請求項１または２に記載の移動通信システム。
【請求項４】
前記基地局は、前記ＩＰマルチキャストアドレスをＩＰマルチキャストルータに送信する
、請求項３に記載の移動通信システム。
【請求項５】
制御装置を有し、
　前記コアネットワークノードは、前記制御装置を介して、前記ＩＰマルチキャストアド
レスを前記基地局に送信する、請求項３または４に記載の移動通信システム。
【請求項６】
アクセスネットワークと端末とを有する移動通信システムに含まれ、下りリンクでマルチ
キャストデータを配信するコアネットワークノードであって、
　ＩＰマルチキャストアドレスを前記アクセスネットワークに送信する送信部と、
　前記ＩＰマルチキャストアドレスに基づいて、前記マルチキャストデータを前記アクセ
スネットワークに配信する配信部と、を有するコアネットワークノード。
【請求項７】
制御装置を有し、
　前記アクセスネットワークは基地局を有し、
前記送信部は、前記制御装置を介して、前記ＩＰマルチキャストアドレスを前記基地局に
送信する、請求項６に記載のコアネットワークノード。
【請求項８】
下りリンクでマルチキャストデータを受信するアクセスネットワークであって、
　ＩＰマルチキャストアドレスを受信する第１の受信部と、
　前記ＩＰマルチキャストアドレスに基づいて、前記マルチキャストデータを前記コアネ
ットワークノードから受信する第２の受信部と、
　前記マルチキャストデータを端末に送信する送信部と、を有する、アクセスネットワー
ク。
【請求項９】
前記第一の受信部は、制御装置を介して、前記ＩＰマルチキャストアドレスをコアネット
ワークノードから受信する、請求項８に記載のアクセスネットワーク。
【請求項１０】
下りリンクでマルチキャストデータを配信するコアネットワークノードと、アクセスネッ
トワークと、端末とを有する移動通信システムのマルチキャストデータ配信方法であって
、
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　ＩＰマルチキャストアドレスと、前記マルチキャストデータとを前記コアネットワーク
ノードから送信し、
　前記アクセスネットワークを介して、前記マルチキャストデータを前記端末に送信する
、マルチキャストデータ配信方法。
【請求項１１】
前記コアネットワークノードは、前記ＩＰマルチキャストアドレスを、セッション開始メ
ッセージに含めて送信する、請求項１０に記載の移動通信システムのマルチキャストデー
タ配信方法。
【請求項１２】
前記アクセスネットワークは基地局を有し、
　前記コアネットワークノードは、制御装置を介して、前記ＩＰマルチキャストアドレス
を前記基地局に送信する、請求項１０または１１に記載の移動通信システムのマルチキャ
ストデータ配信方法。
【請求項１３】
下りリンクでマルチキャストデータを配信するコアネットワークノードのマルチキャスト
データ配信方法であって、
　ＩＰマルチキャストアドレスを前記アクセスネットワークに送信し、
　前記ＩＰマルチキャストアドレスに基づいて、前記マルチキャストデータを前記アクセ
スネットワークに配信する、コアネットワークノードのマルチキャストデータ配信方法。
【請求項１４】
前記アクセスネットワークは基地局を有し、
前記コアネットワークノードは、制御装置を介して、前記ＩＰマルチキャストアドレスを
前記基地局に送信する、請求項１３に記載のコアネットワークノードのマルチキャストデ
ータ配信方法。
【請求項１５】
下りリンクでマルチキャストデータの受信するアクセスネットワークのマルチキャストデ
ータ配信方法であって、
　コアネットワークノードから、ＩＰマルチキャストアドレスを受信し、
　前記ＩＰマルチキャストアドレスに基づいて、前記マルチキャストデータを前記コアネ
ットワークノードから受信し、
　前記マルチキャストデータを所定の端末に送信する、アクセスネットワークのマルチキ
ャストデータ配信方法。
【請求項１６】
前記アクセスネットワークは基地局を有し、
　前記基地局は、制御装置を介して、前記ＩＰマルチキャストアドレスを前記コアネット
ワークノードから受信する、請求項１５に記載のアクセスネットワークのマルチキャスト
データ配信方法。
【請求項１７】
下りリンクでマルチキャストデータを配信するコアネットワークノードと、アクセスネッ
トワークとを有する移動通信システムにおける端末であって、
　ＩＰマルチキャストアドレスと、前記ＩＰマルチキャストアドレスに基づいて送信され
る前記マルチキャストデータと、を前記コアネットワークノードから受信する前記アクセ
スネットワークと通信する手段と、
　前記アクセスネットワークから送信される前記マルチキャストデータを受信する手段と
、を有する端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の端末へデータのマルチキャストが可能な移動通信システムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　現在、３ＧＰＰでは、３ＧＰＰ－ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ Ｔｅｒｍ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）と
して次世代移動体通信システムの検討がなされている。３ＧＰＰ－ＬＴＥでは、ＣＮ（Ｃ
ｏｒｅ Ｎｅｔｗｏｒｋ）とＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ Ｒａｄｉｏ 
Ａｃｃｅｓｓ Ｎｅｔｗｏｒｋ）の間がＩＰネットワークで接続される。データ転送では
ＣＮとＵＴＲＡＮの間にトンネルが設定される。ＩＰネットワーク上のユーザデータはト
ンネルの識別情報によって識別される。これにより例えばＣＮからのデータを適切な端末
（ＵＥ）に転送することが可能となる。
【０００３】
　トンネルの識別情報には、通常、ＴＥＩＤ（Ｔｕｎｎｅｌ Ｅｎｄｐｏｉｎｔ Ｉｄｅｎ
ｔｉｆｉｅｒ）が用いられる。ＴＥＩＤはトンネルの設定の際に割り当てられる。ＴＥＩ
Ｄの割り当てはＣＮおよびＵＴＲＡＮでそれぞれ行なわれ、それらのＴＥＩＤがＲＡＢ（
Ｒａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ Ｂｅａｒｅｒ）の設定時にＣＮとＵＴＲＡＮの間で相互に交換
される。下りリンクのデータ転送に用いられるＴＥＩＤはＵＴＲＡＮが設定してＣＮに通
知し、上りリンクのデータ転送に用いられるＴＥＩＤはＣＮが設定してＵＴＲＡＲＮに通
知する。
【０００４】
　実際のデータの転送にはＧＴＰ（ＧＰＲＳ Ｔｕｎｎｅｌ Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）が用いら
れる。実際のデータを転送するパケット（データパケット）にはＧＴＰのＵ－Ｐｌａｎｅ
（Ｕｓｅｒ Ｐｌａｎｅ）であるＧＴＰ－Ｕのヘッダが付与される。図１は、ＧＴＰ－Ｕ
のヘッダの構成例を示す図である。図１を参照すると、ＧＴＰ－Ｕのヘッダに４オクテッ
トのＴＥＩＤが設定されている。
【０００５】
　送信側装置はＴＥＩＤをＧＴＰ－Ｕのヘッダに設定したデータパケットを送出する。受
信側装置は、受信したデータパケットのＴＥＩＤによってユーザデータを識別する。例え
ば、下りデータであれば、ＣＮは、ＧＴＰ－ＵのヘッダにＴＥＩＤを設定したデータパケ
ットを送信する。ＵＴＲＡＮは、受信したデータパケットのＧＴＰ－Ｕのヘッダに設定さ
れたＴＥＩＤを参照してユーザ（ＵＥ）を識別し、そのＵＥに対応する無線チャネルへデ
ータをマッピングする。
【０００６】
　３ＧＰＰ－ＬＴＥでは、複数のＵＥに同じデータをマルチキャストするＭＢＭＳ（Ｍｕ
ｌｔｉｍｅｄｉａ Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ Ｓｅｒｖｉｃｅ）が行なわ
れる（「特開２００４－１３５２６０号公報」、「３ＧＰＰ ＴＳ２５．４１３ Ｖ７．４
．０ （２００６－１２）， 'ＵＴＲＡＮ Ｉｕ ｉｎｔｅｒｆａｃｅ ＲＡＮＡＰ ｓｉｇ
ｎａｌｌｉｎｇ （Ｒｅｌｅａｓｅ ７）'」、「３ＧＰＰ ＴＳ２５．４１４ Ｖ７．１．
０ （２００６－０９）， 'ＵＴＲＡＮ Ｉｕ ｉｎｔｅｒｆａｃｅ ｄａｔａ ｔｒａｎｓ
ｐｏｒｔ ＆ ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｓｉｇｎａｌｉｎｇ （Ｒｅｌｅａｓｅ ７）'」参照）
。ＭＢＭＳでは、通常のデータ通信と異なり、下りリンクでのみデータが転送される。上
述したように下りリンクのＴＥＩＤはＵＴＲＡＮが設定してＣＮに通知するので、ＭＢＭ
ＳではＴＥＩＤの設定はＵＴＲＡＮでのみ行なわれ、ＣＮでは行なわれない。ＣＮは、通
知されたＴＥＩＤを用いてデータを送信するだけである。
【発明の開示】
【０００７】
　図２は、移動通信システムの構成を示すブロック図である。図２を参照すると、ＣＮの
ノード（ＣＮ Ｎｏｄｅ）は、複数の制御装置（ＲＮＣ：Ｒａｄｉｏ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｃ
ｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）と接続している。そして、各ＲＮＣは複数のＮｏｄｅＢをそれぞれ
に収容している。ＲＮＣとＮｏｄｅＢによって、ＵＴＲＡＮのような無線アクセスネット
ワーク（ＲＡＮ：Ｒａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ Ｎｅｔｗｏｒｋ）が構成されている。
【０００８】
　ＭＢＭＳのサービス展開においては全エリアの基地局でサービスを提供できるようする
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のが好ましい。例えば、Ｍｏｂｉｌｅ ＴＶのサービスは全国で均一に展開されることが
好ましい。その場合、ＣＮから全てのエリアのＮｏｄｅＢに対してＭＢＭＳのデータをマ
ルチキャストできることが要求される。
【０００９】
　上述したように、下りリンクのＴＥＩＤはＲＡＮからＣＮに指定される。各ＲＡＮは相
互に連携することなく独自にＴＥＩＤを設定するので、各ＲＡＮによって設定されるＴＥ
ＩＤは互いに異なる値である。それ故、ＣＮには、１つのＭＢＭＳに対して複数のＴＥＩ
Ｄを管理し、それらのＴＥＩＤを用いてデータをマルチキャストするという複雑な処理が
要求される。また、１つのＭＢＭＳに対して複数のＴＥＩＤを管理するので、ＭＢＭＳの
ために必要とされるメモリ容量が大きくなる。図２の例では、ＣＮは１つのＭＢＭＳに対
して複数のＲＮＣから通知されたＴＥＩＤを管理する必要がある。
【００１０】
　また、３ＧＰＰ－ＬＴＥでは複数のＮｏｄｅＢを束ねて収容する制御装置がＵＴＲＡＮ
に存在しないのでＣＮはＩＰネットワークを介してＮｏｄｅＢと直接対向する。図３は、
３ＧＰＰ－ＬＴＥの移動通信システムの構成を示すブロック図である。図３を参照すると
、３ＧＰＰ－ＬＴＥではＣＮがＮｏｄｅＢと直接対向している。
【００１１】
　図４は、３ＧＰＰ－ＬＴＥのＣＮにおけるＴＥＩＤの管理状態を示す図である。図４に
示すように、ＣＮは、各ＮｏｄｅＢで設定されたＴＥＩＤをＮｏｄｅＢ ＩＤと対応付け
て管理している。そして、ＣＮは、ＮｏｄｅＢに対応するＴＥＩＤを検索して取得し、デ
ータの転送に用いる。このような３ＧＰＰ－ＬＴＥの構成では、ＣＮで管理すべきＴＥＩ
Ｄの数は、ＵＴＲＡＮ内で複数のＮｏｄｅＢを束ねる制御装置が下りリンクのＴＥＩＤを
設定する図２の構成と比べて更に多くなる。
【００１２】
　この場合、ＣＮがＴＥＩＤを保持するために確保しなければならないメモリ量は（１つ
のＴＥＩＤの長さ）×（ＮｏｄｅＢ数）である。例えばＴＥＩＤの長さが４バイトであり
、ＮｏｄｅＢ数が１万個であるとすると、ＣＮはＭＢＭＳの１つのサービスに対して４０
Ｋバイトのメモリを確保しておく必要がある。更に、同時に提供できるサービスの数を１
０とすると、ＣＮは、ＴＥＩＤを管理するために４００Ｋバイトのメモリを確保しておく
必要がある。
【００１３】
　本発明の目的は、コアネットワークで管理するマルチキャストデータ通信に用いる識別
情報のデータ量を削減した移動通信システムを提供することである。
【００１４】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様による移動通信システムは、下りリンクで
マルチキャストデータを配信するコアネットワークノードと、アクセスネットワークと、
端末とを有する移動通信システムであって、
　前記コアネットワークノードは、ＩＰマルチキャストアドレスを送信し、前記ＩＰマル
チキャストアドレスに基づいて前記マルチキャストデータを配信し、
　前記アクセスネットワークは、前記コアネットワークノードから送信された前記ＩＰマ
ルチキャストアドレスと、前記マルチキャストデータとを受信し、前記マルチキャストデ
ータを送信し、
　前記端末は、前記アクセスネットワークから送信された前記マルチキャストデータを受
信する、移動通信システム。
【００１５】
　本発明の一態様によるコアネットワークノードは、アクセスネットワークと端末とを有
する移動通信システムに含まれ、下りリンクでマルチキャストデータを配信するコアネッ
トワークノードであって、
　ＩＰマルチキャストアドレスを前記アクセスネットワークに送信する送信部と、
　前記ＩＰマルチキャストアドレスに基づいて、前記マルチキャストデータを前記アクセ
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スネットワークに配信する配信部と、を有する。
【００１６】
　本発明の一態様によるアクセスネットワークは、下りリンクでマルチキャストデータを
受信するアクセスネットワークであって、
　ＩＰマルチキャストアドレスを受信する第１の受信部と、
　前記ＩＰマルチキャストアドレスに基づいて、前記マルチキャストデータを前記コアネ
ットワークノードから受信する第２の受信部と、
　前記マルチキャストデータを端末に送信する送信部と、を有する。
【００１７】
　本発明の一態様による移動通信システムのマルチキャストデータ配信方法は、下りリン
クでマルチキャストデータを配信するコアネットワークノードと、アクセスネットワーク
と、端末とを有する移動通信システムのマルチキャストデータ配信方法であって、
　ＩＰマルチキャストアドレスと、前記マルチキャストデータとを前記コアネットワーク
ノードから送信し、
　前記アクセスネットワークを介して、前記マルチキャストデータを前記端末に送信する
。
【００１８】
　本発明の一態様によるコアネットワークノードのマルチキャストデータ配信方法は、下
りリンクでマルチキャストデータを配信するコアネットワークノードのマルチキャストデ
ータ配信方法であって、
　ＩＰマルチキャストアドレスを前記アクセスネットワークに送信し、
　前記ＩＰマルチキャストアドレスに基づいて、前記マルチキャストデータを前記アクセ
スネットワークに配信する。
【００１９】
　本発明の一態様によるアクセスネットワークのマルチキャストデータ配信方法は、下り
リンクでマルチキャストデータの受信するアクセスネットワークのマルチキャストデータ
配信方法であって、
　コアネットワークノードから、ＩＰマルチキャストアドレスを受信し、
　前記ＩＰマルチキャストアドレスに基づいて、前記マルチキャストデータを前記コアネ
ットワークノードから受信し、
　前記マルチキャストデータを所定の端末に送信する。
【００２０】
　本発明の一態様によるプログラムは、下りリンクでマルチキャストデータの受信するア
クセスネットワークのマルチキャストデータ配信方法を、コンピュータに実行させるプロ
グラムであって、
　コアネットワークノードから、ＩＰマルチキャストアドレスを受信し、
　前記ＩＰマルチキャストアドレスに基づいて、前記マルチキャストデータを前記コアネ
ットワークノードから受信し、
　前記マルチキャストデータを所定の端末に送信する、マルチキャストデータ配信方法を
、コンピュータに実行させる。
【００２１】
　本発明の一態様による端末は、下りリンクでマルチキャストデータを配信するコアネッ
トワークノードと、アクセスネットワークとを有する移動通信システムにおける端末であ
って、
　ＩＰマルチキャストアドレスと、前記ＩＰマルチキャストアドレスに基づいて送信され
る前記マルチキャストデータと、を前記コアネットワークノードから受信する前記アクセ
スネットワークと通信する手段と、
　前記アクセスネットワークから送信される前記マルチキャストデータを受信する手段と
、を有する。
【図面の簡単な説明】
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【００２２】
【図１】ＧＴＰ－Ｕのヘッダの構成例を示す図である。
【図２】移動通信システムの構成を示すブロック図である。
【図３】３ＧＰＰ－ＬＴＥの移動通信システムの構成を示すブロック図である。
【図４】３ＧＰＰ－ＬＴＥのＣＮにおけるＴＥＩＤの管理状態を示す図である。
【図５】第１の実施形態による移動通信システムの構成を示すブロック図である。
【図６】第１の実施形態のコアネットワークノードの構成を示すブロック図である。
【図７】第１の実施形態の基地局装置の構成を示すブロック図である。
【図８】第１の実施形態の端末の構成を示すブロック図である。
【図９】第１の実施形態の移動通信システムによるＭＢＭＳデータ通信の動作を示すシー
ケンス図である。
【図１０】セッション開始メッセージの構成例を示す図である。
【図１１】ＧＴＰ－Ｕのヘッダの構成例を示す図である。
【図１２】第２の実施形態の移動通信システムによるＭＢＭＳデータ通信の動作を示すシ
ーケンス図である。
【図１３】第３の実施形態の移動通信システムによるＭＢＭＳデータ通信の動作を示すシ
ーケンス図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　本発明を実施するための形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００２４】
　（第１の実施形態）
　図５は、第１の実施形態による移動通信システムの構成を示すブロック図である。ここ
では３ＧＰＰ－ＬＴＥ移動通信システムの例が示されている。図５を参照すると、移動通
信システムは、コアネットワークノード（ＣＮ Ｎｏｄｅ）１１、基地局装置（ｅＮｏｄ
ｅＢ）１２、および端末（ＵＥ）１３を有している。コアネットワークノード１１と基地
局装置１２とはＩＰネットワーク１４を介して接続されている。
【００２５】
　コアネットワークノード１１は、コアネットワークを構成する装置であり、端末１３の
ＭＢＭＳへの参加（ｊｏｉｎ）を処理した後、各基地局装置１２とのセッション確立にお
いてトンネルを設定し、そのトンネルによってＭＢＭＳのデータを配信する。なお、コア
ネットワークは他にＡＳＧＷ（Ａｃｃｅｓｓ Ｇａｔｅｗａｙ）、Ａｃｃｅｓｓ Ａｎｃｈ
ｏｒ、ＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ Ｐａｃｋｅｔ Ｃｏｒｅ）などと言われることもある。
【００２６】
　基地局装置１２は、アクセスネットワークであるＵＴＲＡＮを構成する基地局装置（ｅ
ＮｏｄｅＢ）であり、コアネットワークノード１１とのセッション確立においてトンネル
を設定するとともに、端末１３との無線チャネルを設定する。その後、基地局装置１２は
、コアネットワークノード１１から配信されたデータを受信し、無線チャネルにマッピン
グして端末１３へ配信する。
【００２７】
　端末１３は、コアネットワークノード１１との間でＭＢＭＳへの参加の処理を行った後
、コアネットワークノード１１から基地局装置１２を介して配信されたデータを受信する
。
【００２８】
　ＭＢＭＳデータのパケットはコアネットワークノード１１から基地局装置１２への下り
リンクでのみ転送されるので、コアネットワークノード１１と基地局装置１２は下りのト
ンネルだけを設定する。本実施形態のトンネル設定においては、コアネットワークノード
１１が、トンネルを識別するためのトンネル識別子（トンネルＩＤ）を設定して基地局装
置１２に通知する。コアネットワークノード１１は、１つのＭＢＭＳのサービスに対して
１つのトンネルＩＤを決めて各基地局装置１２へ通知する。トンネルＩＤはコアネットワ
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ークノード１１が決めるのでコアネットワークノード１１毎には異なるが、同じコアネッ
トワーク１１に接続する全ての基地局装置１２で共通である。
【００２９】
　そしてデータ配信時には、コアネットワークノード１１は、トンネルＩＤを付与したＭ
ＢＭＳデータのパケットをＩＰネットワーク１４に送信する。基地局装置１２は、ＩＰネ
ットワーク１４から受信したパケットから、コアネットワークノード１１から通知された
トンネルＩＤを用いてＭＢＭＳデータのパケットを識別する。
【００３０】
　図６は、第１の実施形態のコアネットワークノードの構成を示すブロック図である。図
６を参照すると、コアネットワークノード１１は、参加処理部２１、セッション制御部２
２、記憶部２３、およびデータ配信部２４を有している。
【００３１】
　参加処理部２１は、端末１３のＭＢＭＳへの参加（ｊｏｉｎ）の処理を行う。参加の処
理において、参加処理部２１はＭＢＭＳのサービスを識別するためのサービス識別子（サ
ービスＩＤ）を端末１３に通知する。
【００３２】
　セッション制御部２２は、基地局装置１２との間でＭＢＭＳのセッション確立の処理を
行う。このセッション確立の処理において、セッション制御部２２は、各基地局装置１２
に共通のトンネルＩＤを設定して記憶部２３に格納するとともに各基地局装置１２に通知
する。
【００３３】
　記憶部２３は、セッション制御部２２によって設定された各ＭＢＭＳのトンネルＩＤを
記憶する。
【００３４】
　データ配信部２４は、ＭＢＭＳデータのパケットを生成し、そのパケットに、記憶部２
３に記憶されているＭＢＭＳのトンネルＩＤを付与してＩＰネットワーク１４に送信する
。
【００３５】
　図７は、第１の実施形態の基地局装置の構成を示すブロック図である。図７を参照する
と、基地局装置１２は、マッピング制御部３１、記憶部３２、およびデータ処理部３３を
有している。
【００３６】
　マッピング制御部３１は、コアネットワークノード１１との間でＭＢＭＳのセッション
確立の処理を行うとともに、無線チャネルの割り当て処理を行う。セッション確立処理に
おいて、コアネットワークノード１１との間のトンネルのトンネルＩＤはコアネットワー
クノード１１から通知される。また、マッピング制御部３１は、無線チャネルの割り当て
処理において、ＭＢＭＳに割り当てた無線チャネルの情報を端末１３に通知する。
【００３７】
　また、マッピング制御部３１は、ＭＢＭＳセッションの確立処理で通知されたトンネル
ＩＤと、無線チャネルの割り当て処理で割り当てた無線チャネルとのマッピング情報を記
憶部３２に格納する。
【００３８】
　記憶部３２は、マッピング制御部３１によって設定されたマッピング情報を記憶する。
【００３９】
　データ処理部３３は、ＩＰネットワーク１４から受信したパケットのトンネルＩＤを参
照してＭＢＭＳのデータパケットを識別し、記憶部３２に記憶されているマッピング情報
を参照して対応する無線チャネルを判定する。そして、データ処理部３３は、ＭＢＭＳデ
ータを無線チャネルにマッピングして端末１３に送信する。
【００４０】
　図８は、第１の実施形態の端末の構成を示すブロック図である。図８を参照すると、端
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末１３は参加処理部４１およびデータ受信部４２を有している。
【００４１】
　参加処理部４１は、コアネットワークノード１１との間でＭＢＭＳへの参加（ｊｏｉｎ
）の処理を行う。参加処理部４１は、コアネットワークノード１１から通知された、ＭＢ
ＭＳのサービスを識別するためのサービスＩＤを取得する。
【００４２】
　データ受信部４２は、基地局装置１２によってＭＢＭＳに割り当てられた無線チャネル
の情報の通知を受け、その後にその無線チャネルで基地局装置１２から送信されたＭＢＭ
Ｓデータを受信する。
【００４３】
　図９は、第１の実施形態の移動通信システムによるＭＢＭＳデータ通信の動作を示すシ
ーケンス図である。ここでは、コアネットワークノード１１と基地局装置１２の間のＳ１
インタフェース上の制御プロトコルをｅＲＡＮＡＰ（Ｒａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ Ｐａｒｔ）と呼ぶことにする。ｅＲＡＮＡＰはコネクシ
ョン型での制御メッセージを送受信するプロトコルであるとする。
【００４４】
　図９を参照すると、端末１３とコアネットワークノード１１とは、端末１３のＭＢＭＳ
への参加の処理を行う（ステップ１０１）。この処理によって端末１３はＭＢＭＳに参加
することができる。参加によって端末１３はＭＢＭＳデータを受信できるようになる。
【００４５】
　次に、コアネットワークノード１１は、基地局装置１２にｅＲＡＮＡＰのＭＢＭＳセッ
ション開始（ＭＢＭＳ Ｓｅｓｓｉｏｎ Ｓｔａｒｔ）メッセージを送る（ステップ１０２
）。ＭＢＭＳセッション開始メッセージには、サービスＩＤであるＴＭＧＩ（Ｔｅｍｐｏ
ｒａｒｙ Ｍｏｂｉｌｅ Ｇｒｏｕｐ Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）、コアネットワークノード１１
が決めたトンネルＩＤであるＴＥＩＤ（Ｔｕｎｎｅｌ Ｅｎｄｐｏｉｎｔ Ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｅｒ）、およびＱｏＳ（Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｓｅｒｖｉｃｅ）情報が含まれている。
ＴＥＩＤの値はコアネットワークノード１１が決めたものである。ＱｏＳ情報によってＭ
ＢＭＳのサービスのビットレートなどが指定される。
【００４６】
　図１０は、セッション開始メッセージの構成例を示す図である。図１０のメッセージに
含まれている「ＴＭＧＩ」情報要素としてＴＭＧＩが入り、「ＱｏＳ Ｌａｂｅｌ」情報
要素としてＱｏＳが入り、「Ｉｕ Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ」情報要
素としてＴＥＩＤが入る。これらは本例のセッション開始メッセージにおいて必須（Ｐｒ
ｅｓｅｎｃｅ＝Ｍ（Ｍａｎｄａｔｏｒｙ））の情報要素である。なお図１０において、オ
プションの情報要素はＰｒｅｓｅｎｃｅ＝Ｏ（Ｏｐｔｉｏｎ）と示されている。
【００４７】
　ＭＢＭＳセッション開始メッセージを受信した基地局装置１２は、そのメッセージに含
まれているＴＥＩＤを記憶する（ステップ１０３）。例えば、ＴＥＩＤは、ＭＢＭＳセッ
ション開始メッセージに、Ｓ１インタフェース上の転送の関連付けを示す（Ｓ１ Ｔｒａ
ｎｓｐｏｒｔ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）情報要素として記載されてもよい。その場合、
基地局装置１２は、ＭＢＭＳセッション開始メッセージからその情報要素を取得して記憶
し、ＭＢＭＳセッションが継続している間その情報要素を保持する。また、基地局装置１
２はＱｏＳも記憶する。
【００４８】
　続いて、基地局装置１２は、ＱｏＳ情報に従って無線チャネルの割り当て処理を行う（
ステップ１０４）。この無線チャネルの割り当て処理によって、基地局装置１２は無線チ
ャネルを捕捉し、ＴＥＩＤと無線チャネルとのマッピング情報を設定する。さらに、基地
局装置１２は、ＭＢＭＳ無線チャネル指示（ＭＢＭＳ Ｒａｄｉｏ Ｃｈａｎｎｅｌ ｉｎ
ｄｉｃａｔｉｏｎ）メッセージで無線チャネルを端末１３に通知する（ステップ１０５）
。
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【００４９】
　マッピングが設定され、ＭＢＭＳの無線アクセスベアラの設定が完了すると、基地局装
置１１は、コアネットワークノード１１にＭＢＭＳセッション開始応答（ＭＢＭＳ Ｓｅ
ｓｓｉｏｎ Ｓｔａｒｔ Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）メッセージを送って設定が完了したことを通
知する（ステップ１０６）。ＭＢＭＳセッション開始応答メッセージには、基地局装置１
２が割り当てたＩＰアドレスが、トランスポートレイヤアドレス（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ 
Ａｄｄｒｅｓｓ）として含まれる。
【００５０】
　なお、ここでは基地局装置１１が無線チャネルを捕捉した後にコアネットワークノード
１１にＭＢＭＳセッション開始応答メッセージを送る（ステップ１０６）という手順を例
示したが、本発明はこれに限定されるものではない。他の例として、基地局装置１１は、
ステップ１０２にてＭＢＭＳセッション開始メッセージを受信すると、まずコアネットワ
ークノード１１にＭＢＭＳセッション開始応答メッセージを送り、それから無線チャネル
を捕捉するという手順を採ってもよい。
【００５１】
　ＭＢＭＳのセッションが確立した後、コアネットワークノード１１は、不図示のＭＢＭ
ＳサーバからＭＢＭＳデータを取得し（ステップ１０７）、ＴＥＩＤを付与したＭＢＭＳ
データを基地局装置１２に配信する（ステップ１０８）。ＴＥＩＤは、ＭＢＭＳデータの
パケットのＧＴＰ－Ｕのヘッダに記載される。
【００５２】
　ＭＢＭＳデータを転送するベアラ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｅａｒｅｒ ｆｏｒ ＭＢＭ
Ｓ）は、ＧＴＰ－Ｕのヘッダに記載されているＴＥＩＤと、ＩＰアドレスとによって識別
することができる。ＩＰアドレスは基地局装置１２によって割り当てられるが、ＴＥＩＤ
はコアネットワークノード１１によって割り当てられる。
【００５３】
　基地局装置１２は、ＭＢＭＳデータを受信し、ＧＴＰ－Ｕのヘッダに記載されているＴ
ＥＩＤによってマッピング情報を参照してトンネルを識別し、マッピング情報に従ってＭ
ＢＭＳデータを端末１３への無線チャネルにマッピングする（ステップ１０９）。これに
より基地局装置１２から端末１３へＭＢＭＳデータが無線で送信される。端末１３は、無
線チャネルからＭＢＭＳデータを受信する。
【００５４】
　以上説明したように、本実施形態によれば、ＭＢＭＳデータを転送するトンネルのトン
ネルＩＤをコアネットワークノード１１が１つのサービスに対して１つ決めて各基地局装
置１２に通知するので、コアネットワークノード１１は、マルチキャストのために基地局
装置１２毎に異なるトンネルＩＤを管理する必要が無くなり、処理が容易になりメモリ容
量が低減される。
【００５５】
　なお、本実施形態では、コアネットワークノード１１と基地局装置１２がＩＰネットワ
ーク１４を介して直接対向する３ＧＰＰ－ＬＴＥ移動通信システムの例を示したが、本発
明はこれに限定されるものではない。他の例として、コアネットワークノードと基地局装
置の間に、複数の基地局装置を束ねる制御装置が存在する構成の移動通信システムであっ
てもよい。このようにアクセスネットワークが制御装置と基地局装置を有する場合には、
コアネットワークノードは決定したトンネルＩＤを制御装置に通知することにしてよく、
また制御装置を介して基地局装置に通知することにしてもよい。
【００５６】
　（第２の実施形態）
第１の実施形態ではコアネットワークノードがトンネルＩＤを決定したが、第２の実施形
態では、ＭＢＭＳのサービスに固有の値をとるサービスＩＤをトンネルＩＤとして用いる
。これにより第２の実施形態ではコアネットワークノードがトンネルＩＤを決定する処理
が不要となる。
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【００５７】
　ただし、ＭＢＭＳでない通常のデータを転送するためのトンネルのトンネルＩＤは従来
通りコアネットワークノードと基地局装置がそれぞれに決定して交換する。それ故、サー
ビスＩＤによって固定的に決まる、ＭＢＭＳデータを転送するためのトンネルのトンネル
ＩＤと、ＭＢＭＳでないデータを転送するためのトンネルのトンネルＩＤとの重複を防止
するのが好ましい。そこで、本実施形態では、ＭＢＭＳデータか否かを示す指示情報がパ
ケットに付加される。これによりトンネルＩＤの重複による処理の不都合が解消される。
【００５８】
　一例として、トンネルＩＤの所定の１ビットをＭＢＭＳデータか否かの指示情報に用い
ればよい。具体例として、図１に示したＧＴＰ－ＵのヘッダのＴＥＩＤの第１オクテット
の第８ビットが"１"であればＭＢＭＳデータであり、"０"であればＭＢＭＳデータでない
と規定すればよい。
【００５９】
　また、他の例として、トンネルＩＤの他に、ＭＢＭＳデータか否かを表示する情報要素
を付加すればよい。具体例として、図１１に示すようにＧＴＰ－ＵのヘッダのＴＥＩＤの
前にＭＢＭＳ指示（ＭＢＭＳ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）の情報要素を付加すればよい。
【００６０】
　第２の実施形態による移動通信システムは図５に示した第１の実施形態のものと同様の
構成である。また、コアネットワークノード１１、基地局装置１２、および端末１３も図
６、７、および８に示した第１の実施形態のものと同様の構成である。
【００６１】
　本実施形態では、第１の実施形態と異なり、コアネットワークノード１１は、自身でト
ンネルＩＤを決定するのではなく、ＭＢＭＳのサービスを示すサービスＩＤをトンネルＩ
Ｄとして用い、基地局装置１２に通知する。そして、コアネットワークノード１１は、Ｍ
ＢＭＳデータを配信するとき、ＭＢＭＳデータのパケットにトンネルＩＤ（＝サービスＩ
Ｄ）とＭＢＭＳ指示情報とを付加する。
【００６２】
　基地局装置１２は、コアネットワークノード１１から通知されたトンネルＩＤを保持し
ておき、配信されたＭＢＭＳデータのパケットを、トンネルＩＤとＭＢＭＳ指示情報とで
識別する。
【００６３】
　図１２は、第２の実施形態の移動通信システムによるＭＢＭＳデータ通信の動作を示す
シーケンス図である。ここでは主に第２の実施形態が第１の実施形態と異なる部分につい
て説明する。
【００６４】
　図１２を参照すると、本実施形態では、ステップ１０１に続くステップ１０２'として
、コアネットワークノード１１は、基地局装置１２にｅＲＡＮＡＰのＭＢＭＳセッション
開始メッセージを送る。このＭＢＭＳセッション開始メッセージには、一例として、ＴＭ
ＧＩ、ＴＥＩＤ、およびＱｏＳ情報が含まれており、ＴＥＩＤにはＴＭＧＩがそのまま用
いられている。また、他の例としてＭＢＭＳセッション開始メッセージにＴＥＩＤのフィ
ールドが無くてもよい。その場合、基地局装置１２はＴＭＧＩをＴＥＩＤとして取得すれ
ばよい。
【００６５】
　ＭＢＭＳセッション開始メッセージを受信した基地局装置１２は、ステップ１０３にお
いて、そのメッセージに含まれている、ＴＥＩＤ（＝ＴＭＧＩ）、ＱｏＳ、および他のセ
ッション属性情報を取得し、保持する。例えばＱｏＳは、ＭＢＭＳセッション開始メッセ
ージに、無線アクセスベアラのパラメータ（ＲＡＢ Ｐａｒａｍｅｔｅｒ）の情報要素も
しくはＱｏＳ Ｌａｖｅｌの情報要素として含まれる。本実施形態では、ＴＭＧＩは、Ｍ
ＢＭＳのサービスを個別に識別するＴＭＧＩ識別子としての意味を持ち、かつトランスポ
ートレイヤの関連付けをするＴＥＩＤとしての意味も持つこととなる。
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【００６６】
　また、ステップ１０６にてＭＢＭＳのセッションの確立が完了すると、コアネットワー
クノード１１は、ＧＴＰ－ＵのヘッダにＴＥＩＤ（＝ＴＭＧＩ）とＭＢＭＳ指示情報とを
付与したＭＢＭＳデータのパケットを基地局装置１２に配信する（ステップ１０８'）。
【００６７】
　ＭＢＭＳデータを転送するベアラ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｅａｒｅｒ ｆｏｒ ＭＢＭ
Ｓ）は、ＧＴＰ－Ｕのヘッダに記載されているＴＥＩＤと、ＩＰアドレスとによって識別
することができる。ＩＰアドレスは基地局装置１２によって割り当てられるが、ＴＥＩＤ
はＴＭＧＩと等しい値である。
【００６８】
　基地局装置１２は、ＭＢＭＳ指示情報の付与されたＭＢＭＳデータを受信し、ＧＴＰ－
Ｕのヘッダに記載されているＴＥＩＤによってマッピング情報を参照してトンネルを識別
し、マッピング情報に従ってＭＢＭＳデータを端末１３への無線チャネルにマッピングす
る（ステップ１０９'）。
【００６９】
　以上説明したように、本実施形態によれば、コアネットワークノード１１は、ＭＢＭＳ
データを転送するトンネルのトンネルＩＤとして、ＭＢＭＳのサービスを識別するための
サービスＩＤを各基地局装置１２に通知するので、コアネットワークノード１１は、マル
チキャストのために基地局装置１２毎に異なるトンネルＩＤを管理する必要が無くなり、
処理が容易になりメモリ容量が低減される。また、基地局装置１２とコアネットワークノ
ード１１のどちらもトンネルＩＤを決定する処理を行う必要が無い。
【００７０】
　（第３の実施形態）
第１および第２の実施形態では、ＭＢＭＳデータをコアネットワークノード１１からＧＴ
Ｐ－ＵのヘッダにＴＥＩＤを記載したパケットにより配信したが、第３の実施形態では、
コアネットワークノード１１からＭＢＭＳデータをＩＰマルチキャストで配信する。
【００７１】
　そのために、第３の実施形態では、コアネットワークノード１１は、セッション確立の
際にＩＰマルチキャストアドレスを基地局装置１２に通知する。基地局装置１２は、その
ＩＰマルチキャストアドレスで示されるＩＰマルチキャストグループに参加（ｊｏｉｎ）
する。ＩＰマルチキャストグループに参加した基地局装置１２にはＩＰネットワーク１４
内のＩＰマルチキャストルータによってＭＢＭＳデータのパケットが配信される。
【００７２】
　第３の実施形態による移動通信システムは図５に示した第１の実施形態のものと同様の
構成である。本実施形態では、ＩＰマルチキャストによってＭＢＭＳデータを配信するの
で、ＩＰネットワーク１４内にＩＰマルチキャストルータがある必要がある。また、コア
ネットワークノード１１、基地局装置１２、および端末１３も図６、７、および８に示し
た第１の実施形態のものと同様の構成である。
【００７３】
　本実施形態では、第１の実施形態と異なり、コアネットワークノード１１は、ＭＢＭＳ
データの配信に用いるＩＰマルチキャストアドレスを決定し、基地局装置１２に通知する
。そして、コアネットワークノード１１は、ＭＢＭＳデータを配信するとき、ＭＢＭＳデ
ータのパケットにＩＰマルチアドレスを付加する。ＩＰマルチアドレスの付加されたＭＢ
ＭＳデータのパケットは、ＩＰネットワーク１４内でＩＰマルチキャストルータによって
、ＩＰマルチキャストグループに参加している各基地局装置１２に配信される。
【００７４】
　基地局装置１２は、コアネットワークノード１１から通知されたＩＰマルチキャストア
ドレスで指定されたＩＰマルチキャストグループに参加し、ＩＰマルチキャストルータか
らのＭＢＭＳデータのパケットの配信を受ける。
【００７５】
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　図１３は、第３の実施形態の移動通信システムによるＭＢＭＳデータ通信の動作を示す
シーケンス図である。ここでは主に第３の実施形態が第１、第２の実施形態と異なる部分
について説明する。
【００７６】
　図１３を参照すると、本実施形態では、ステップ１０１に続くステップ１０２''として
、コアネットワークノード１１は、基地局装置１２にｅＲＡＮＡＰのＭＢＭＳセッション
開始メッセージを送る。このＭＢＭＳセッション開始メッセージには、ＴＭＧＩ、ＩＰマ
ルチキャストアドレス、およびＱｏＳ情報が含まれている。
【００７７】
　ＭＢＭＳセッション開始メッセージを受信した基地局装置１２は、ステップ１０３''に
おいて、そのメッセージに含まれている、ＩＰマルチキャストアドレス、ＱｏＳ、および
他のセッション属性情報を取得し、保持する。また、基地局装置１２は、Ｓ１インタフェ
ース上のトランスポートレイヤのアドレスであるＩＰアドレスを記憶し、ＭＢＭＳセッシ
ョンが継続している間保持する。
【００７８】
　続いて、基地局装置１２は、ＱｏＳ情報に従って無線チャネルを捕捉するともに（ステ
ップ１０４ａ''）、ＩＰマルチキャストグループに参加（ｊｏｉｎ）して（ステップ１０
４ｂ''）、ＭＢＭＳデータのＩＰアドレスと無線チャネルとのマッピング情報を設定する
。ＩＰマルチキャストグループへのｊｏｉｎには例えばＩＥＴＦ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅ
ｎｇｉｎｅｅｒ Ｔａｓｋ Ｆｏｒｃｅｓ）のＲＦＣ２２３６に規定された手順を用いれば
よい。
【００７９】
　続いて、基地局装置１２は、ＭＢＭＳ無線チャネル指示（ＭＢＭＳ Ｒａｄｉｏ Ｃｈａ
ｎｎｅｌ ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）メッセージで無線チャネルを端末１３に通知し（ステ
ップ１０５）、コアネットワークノード１１にＭＢＭＳセッション開始応答（ＭＢＭＳ 
Ｓｅｓｓｉｏｎ Ｓｔａｒｔ Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）メッセージを送って設定が完了したこと
を通知する（ステップ１０６）。
【００８０】
　ＭＢＭＳデータを転送するベアラ（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ ｂｅａｒｅｒ ｆｏｒ ＭＢＭ
Ｓ）は、ＩＰマルチキャストアドレスによって識別することができる。
【００８１】
　ＭＢＭＳのセッションが確立した後、コアネットワークノード１１は、不図示のＭＢＭ
ＳサーバからＭＢＭＳデータを取得し（ステップ１０７）、ＩＰマルチキャストアドレス
を付与したＭＢＭＳデータをＩＰネットワーク１４に送信する（ステップ１０８ａ''）。
ＩＰネットワーク１４内のＩＰマルチキャストルータ１４Ａは、ＩＰマルチキャストグル
ープに参加している基地局装置１２にＭＢＭＳデータを配信する（ステップ１０８ｂ''）
。
【００８２】
　基地局装置１２は、ＩＰマルチキャストルータ１４Ａで配信されたＭＢＭＳデータをＩ
Ｐアドレスで識別して受信し、マッピング情報に従ってＭＢＭＳデータを端末１３への無
線チャネルにマッピングする（ステップ１０９''）。ＭＢＭＳデータの転送にはＧＴＰ－
Ｕが用いられ、ＧＴＰ－ＵのヘッダにＴＥＩＤのフィールドが必須であれば、ＭＢＭＳデ
ータのパケットにはＴＥＩＤのフィールドを設けておき、更にＩＰマルチキャストアドレ
スのフィールドを設ければよい。例えば、図１１に示したＧＴＰ－ＵのヘッダにＩＰマル
チキャストアドレスのフィールドを追加すればよい。しかし、本実施形態ではＭＢＭＳデ
ータのパケットの転送にＴＥＩＤを用いないのでＴＥＩＤは本来不要である。そこで例え
ば送信側ではＴＥＩＤのフィールドに固定値を設定し、受信側ではＴＥＩＤのフィールド
の内容を無視すればよい。本実施形態では、基地局装置１２は、コアネットワークノード
１１によってＧＴＰ－Ｕのヘッダに何らかのＴＥＩＤが設定されているか否かと関係なく
、ＭＢＭＳデータのパケットのＧＴＰ－ＵのヘッダにあるＴＥＩＤのフィールドを無視す



(14) JP 2012-54990 A 2012.3.15

10

るとする。
【００８３】
　以上説明したように、本実施形態によれば、ＭＢＭＳデータを転送するためのＩＰマル
チキャストアドレスをコアネットワークノード１１から各基地局装置１２に通知し、基地
局装置１２はそのＩＰマルチキャストアドレスで指定されたＩＰマルチキャストグループ
に参加するので、コアネットワークノード１１は、マルチキャストのために基地局装置１
２毎に異なるトンネルＩＤを管理する必要が無くなり、処理が容易になりメモリ容量が低
減される。
【００８４】
　以上、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は実施形態に限定されるもので
はない。請求項に定義された本発明の構成や詳細には、発明のスコープ内で当業者が理解
し得る様々な変更をすることができる。
【００８５】
　この出願は、２００７年１月３０日に出願された日本出願特願２００７－１９０７１を
基礎として優先権の利益を主張するものであり、その開示の全てを引用によってここに取
り込む。

【図１】
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【図４】



(15) JP 2012-54990 A 2012.3.15

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】

【図１１】



(16) JP 2012-54990 A 2012.3.15

【図１２】 【図１３】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

