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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のネットワークから第２のネットワークへローミング中のユーザ装置（ＵＥ）にマ
ルチメディア放送／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）を提供する方法であって、
　第１のネットワークが、ＭＢＭＳサービスに加入したいという要求をＵＥから受け取る
こと；
　前記要求の受け取りに応じて、第１のネットワークが、ＭＢＭＳサービスとＭＢＭＳサ
ーバに関連する第１のネットワークとに関連する一時的モバイルグループ識別情報（ＴＭ
ＧＩ）をＵＥに伝送すること；
　前記第１のネットワークが、第２のネットワークから、第２のネットワークへのＵＥの
登録に関連する情報を受け取ること；
　前記第１のネットワークが、ＭＢＭＳコンテンツプロバイダからＭＢＭＳサービスに関
連するＭＢＭＳデータを受け取ること；
　前記第１のネットワークが、第２のネットワークに、前記ＭＢＭＳデータおよび前記Ｔ
ＭＧＩを伝送すること；および
　前記第２のネットワークが、前記ＭＢＭＳデータと、前記ＴＭＧＩとをＵＥに伝送する
ことであって、前記ＴＭＧＩは第２のネットワークによって割り当てられるＴＭＧＩとは
異なること；
から成る
方法。
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【請求項２】
　前記第１のネットワークが第２のネットワークに前記ＭＢＭＳデータおよび前記ＴＭＧ
Ｉを伝送することが、
　前記マルチメディア放送／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）に参加したいという要
求の受け取りに応じて、第１のネットワークのＭＢＭＳサーバが、ＭＢＭＳサービスおよ
び第１のネットワークに関連する一時的モバイルグループ識別情報（ＴＭＧＩ）を生成す
ること；および
　ＭＢＭＳサーバまたはＭＢＭＳサーバに接続されたサポートノードが、前記ＴＭＧＩを
ユーザ装置に伝送すること；
を含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のネットワークが第２のネットワークに前記ＭＢＭＳデータおよび前記ＴＭＧ
Ｉを伝送することが、
　前記マルチメディア放送／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）のサービスに参加した
いという要求の受け取りに応じて、第１のネットワークのＭＢＭＳサーバが、ＭＢＭＳサ
ービスおよび第１のネットワークに関連する格納された一時的モバイルグループ識別情報
（ＴＭＧＩ）を検索すること；および
　ＭＢＭＳサーバまたはＭＢＭＳサーバに接続されたサポートノードが、前記ＴＭＧＩを
ユーザ装置に伝送すること；
を含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のネットワークを通じたユーザ装置（ＵＥ）の登録の受け取りに応じて、第１
のネットワークのサポートノードまたはＭＢＭＳサーバが、該ＵＦに関連するフラグを格
納すること；および
　前記マルチメディア放送／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）データの受け取りに応
じて、前記サポートノードまたはＭＢＭＳサーバが、ＵＥが第１のネットワークの外にロ
ーミングしていることを前記フラグに基づいて判定すること；
をさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２のネットワークが前記ＭＢＭＳデータと前記ＴＭＧＩとをＵＥに伝送する工程
は、
　前記第２のネットワークまたは第２のネットワークのコントローラが、第２のトランシ
ーバによってサービス提供されているユーザ装置の数を最初に数えることなく、第２のネ
ットワークのトランシーバとユーザ装置（ＵＥ）との間のポイント・ツー・ポイント（Ｐ
ＴＰ）通信チャンネルをセットアップすること；および
　前記第２のネットワークまたは第２のネットワークのコントローラが、前記ＰＴＰ通信
チャネルを通じてＵＥにＭＢＭＳデータとＴＭＧＩを伝送すること；
を含む請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ＭＢＭＳサービスに参加したいという第１のネットワークから第２のネットワークへロ
ーミング中のユーザ装置（ＵＥ）に関連する要求を受け取るマルチメディア放送／マルチ
キャストサービス（ＭＢＭＳ）サーバであって、
　前記マルチメディア放送／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）サーバは、
　前記ＵＥからの前記要求の受け取りに応じて、ＭＢＭＳサービスとＭＢＭＳサーバが存
在する第１のネットワークとに関連する一時的モバイルグループ識別情報（ＴＭＧＩ）を
伝送し、
　ＭＢＭＳサービスに関連するＭＢＭＳデータをＭＢＭＳコンテンツプロバイダから受け
取り、
　第２のネットワークを通じて、ＭＢＭＳデータと、前記第１のネットワークに関連する
ＴＭＧＩとをＵＥに伝送し、前記ＭＢＭＳサービスと第１のネットワークとに関連するＴ
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ＭＧＩは第２のネットワークによって割り当てられるＴＭＧＩとは異なる、マルチメディ
ア放送／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）サーバ。
【請求項７】
　前記一時的モバイルグループ識別情報（ＴＭＧＩ）を伝送することは、ＭＢＭＳサービ
スに参加したいという前記ＵＥからの要求の受け取りに応じて、ＭＢＭＳサービスおよび
第１のネットワークに関連するＴＭＧＩを生成し、該ＴＭＧＩを伝送することを含む請求
項６に記載のマルチメディア放送／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）サーバ。
【請求項８】
　前記一時的モバイルグループ識別情報（ＴＭＧＩ）を伝送することは、ＭＢＭＳサービ
スに参加したいという前記ＵＥからの要求の受け取りに応じて、ＭＢＭＳサービスおよび
第１のネットワークに関連する格納された一時的モバイルグループ識別情報（ＴＭＧＩ）
を検索し、該ＴＭＧＩを伝送することを含む請求項６に記載のマルチメディア放送／マル
チキャストサービス（ＭＢＭＳ）サーバ。
【請求項９】
　前記サーバは、ユーザ装置（ＵＥ）が第２のネットワークを通じてサービス提供される
ことをさらに判定し、ＵＥが第２のネットワークを通じてサービス提供されることの判定
に応じて該ＵＥに関連するフラグを格納し、かつ、格納されたフラグに基づいて第２のネ
ットワークを通じてＵＥにＭＢＭＳデータと一時的モバイルグループ識別情報とを伝送す
る請求項６に記載のマルチメディア放送／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）サーバ。
【請求項１０】
　マルチメディア放送／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）のサービスに加入すると共
にホームＭＢＭＳネットワークのサービスエリア外にローミングしているユーザ装置（Ｕ
Ｅ）にマルチメディア放送／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）のサービスを提供する
ことができるサポートノードであって、前記ホームＭＢＭＳネットワークが前記サポート
ノードを備え、該サポートノードは、
　ＵＥにサービスを提供している前記ホームＭＢＭＳネットワークとは別のネットワーク
から、該別のネットワークへのＵＥの登録に関する情報を受け取り、
　該情報の受け取りに応じて、前記ホームＭＢＭＳネットワークのサービスエリア外にロ
ーミングしたことを示す該ＵＥに関連するフラグを格納し、
　ＵＥにより加入されているＭＢＭＳサービスに関連するＭＢＭＳデータをＭＢＭＳサー
バから受け取り、
　格納されたフラグに基づいて前記別のネットワークに、ＭＢＭＳデータおよびＭＢＭＳ
サービスとＭＢＭＳサーバに関連する第１のネットワークとに関連する一時的モバイルグ
ループ識別情報（ＴＭＧＩ）を送り、
　前記ＭＢＭＳデータおよび前記ＴＭＧＩはさらに別のネットワークからＵＥに伝送され
、前記ＴＭＧＩは前記別のネットワークによって割り当てられるＴＭＧＩとは異なるもの
である
サポートノード。
【請求項１１】
　第１のネットワークのサポートノードが、ＭＢＭＳサービスに加入したいという要求を
ＵＥから受け取り、
　第１のネットワークの前記サポートノードに接続されたＭＢＭＳサーバが、ＭＢＭＳサ
ービスとＭＢＭＳサーバに関連する第１のネットワークとに関連する一時的モバイルグル
ープ識別情報（ＴＭＧＩ）をＵＥに伝送し、
　前記第１のネットワークのサポートノードが、第２のネットワークから、第２のネット
ワークへのＵＥの登録に関連する情報を受け取り、
　前記の第１ネットワークの前記ＭＢＭＳサーバが、ＭＢＭＳコンテンツプロバイダから
ＭＢＭＳサービスに関連するＭＢＭＳデータを受け取り、
　前記サポートノードまたは前記ＭＢＭＳサーバが、第２のネットワークに、前記ＭＢＭ
Ｓデータおよび前記ＴＭＧＩを伝送する、請求項１に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本願は２００４年９月２０日出願の米国特許出願第１０／９４５，４８１号（代理人整
理番号ＣＥ１１８００Ｎ）に関すると共に、２００４年２月２日出願の本願出願人と同じ
出願人が所有し、援用によりその全体を本明細書に組み込む米国仮出願第６０／５４１，
０２３号、発明の名称「訪問先のネットワークにおいてマルチメディア放送／マルチキャ
ストサービスを提供する方法および装置(METHOD AND APPRATUS FOR PROVIDING A MULTIME
DIA BROADCAST/MUSTICAST SERVICE IN A VISITED NETWORK)」の優先権を主張する。
【０００２】
　（発明の属する技術分野）
　本発明はパケットデータ通信方式に関し、詳細にはパケットデータ通信方式におけるマ
ルチメディア放送マルチキャストサービスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションサービス（ＵＭＴＳ）規格はセル式モバ
イル通信方式のための互換性規格を提供している。ＵＭＴＳ規格は、ＵＭＴＳ方式で動作
中のユーザ装置（ＵＥ）が、かかる規格に従って製造されたシステム内で動作している場
合に、通信サービスを受け取ることができることを保証する。互換性を保証するために、
エアインターフェースで交換されるデジタル制御メッセージやベアラ・トラフィックを規
定するプロトコルを含めて、無線方式パラメータおよびデータ転送手順は、かかる規格に
よって特定される。
【０００４】
　ＵＭＴＳ規格は、３ＧＰＰ ＴＳ ２５．３４４（第３世代パートナーシッププロジェク
ト技術仕様書２５.３４４）ｖ．０．５．０、３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．２４６ ｖ．２．０
．０、および３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．８４６ ｖ６．１．０の下、ＵＭＴＳ通信方式によ
りサービス提供されていると共にマルチメディア放送マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ
）に加入している移動局（ＭＳ）に、ＵＭＴＳ通信方式によりＭＢＭＳのプロビジョンを
提供する。ユーザ装置（ＵＥ）が、ＭＢＭＳサービス、例えばスーパーボウルやワールド
・カップ・サッカーゲームのようなスポーツイベントに関する音声、映像および／または
データの放送のようなＭＢＭＳサービスを提供する通信システムにおいて動作している場
合、ＵＥは、ＵＥにサービスを提供する１または複数サポートノードおよび放送マルチキ
ャストサービスセンタ（ＢＭ－ＳＣ）にそのようなＭＢＭＳサービスを求めて登録手続を
することにより、かかるＭＢＭＳサービスに加入することが可能である。ＭＢＭＳサービ
スに加入することにより、ＵＥはそのサービスに関連する加入グループに加わる。
【０００５】
　サービス提供しているＢＭ－ＳＣがＭＢＭＳサービスに関連するＭＢＭＳデータを受け
取ると、ＢＭ－ＳＣはそのデータを、サービス提供しているサポートノードを通じて、Ｕ
Ｅにサービス提供する無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）に転送する。ＭＢＭＳデ
ータの受け取りに応じて、ＲＮＣは、ＲＮＣによってサービス提供されているすべてのＵ
ＥにＭＢＭＳ通知を放送する。ＭＢＭＳ通知の受け取りに応じて、ＭＢＭＳサービスに加
入している各ＵＥは、アクセスチャンネルおよび対応するノードＢを通じて、接続要求、
通常は無線資源制御（ＲＲＣ）接続確立要求を、ＲＮＣへ伝送する。加入している各ＵＥ
から接続要求を受け取ると、ＲＮＣは、各ノードＢによってサービス提供されている応答
中のＵＥの数を数え、ノードＢによってサービス提供されている応答中のＵＥの数に基づ
き、ノードＢによってサービス提供されている応答中のＵＥの各々に関し、ポイント・ツ
ー・マルチポイント（ＰＴＭ）通信チャネルまたはポイント・ツー・ポイント（ＰＴＰ）
通信チャネルを確立することにより各ノードＢにおける通信セッションをセットアップす
る。サービス提供しているノードＢでＰＴＭ通信チャネルまたはＰＴＰ通信チャネルを確
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立すると、ＲＮＣは、その確立された１または複数のチャネルを通じて、加入ＵＥにＭＢ
ＭＳデータを伝送する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ローミング中のＭＢＭＳユーザに来るべきＭＢＭＳデータ伝送を通知する効率的な方法
に関しては、問題が生じている。加入ＵＥがＵＥのホームＭＢＭＳサービスエリア（すな
わちＵＥがＭＢＭＳサービスのために登録したホームＢＭ－ＳＣのサービスエリアまたは
ＵＥが自身を登録するために利用するサポートノードにサービス提供しているホームＢＭ
－ＳＣのサービスエリア）の外の訪問先ネットワークにローミングしている場合、ＵＥは
そのＵＥが加入しているＭＢＭＳサービスを受けないだろう。
【０００７】
　したがって、加入ＵＥが自身のホームＭＢＭＳサービスエリアの外にローミングしてい
る場合に、その加入ＵＥにＭＢＭＳサービスのプロビジョンを提供する方法および装置に
対する要求がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　自身のホームＭＢＭＳサービスエリアの外にローミングしている加入ＵＥにＭＢＭＳサ
ービスのプロビジョンを提供する方法および装置に対する要求に対応するために、通信シ
ステムは、ＭＢＭＳサービスに加入したいという要求をローミング中のユーザ装置（ＵＥ
）から第１のネットワークで受け取り、その要求の受け取りに応じて、ＭＢＭＳサービス
と第１のネットワークとに関連付けられた一時的モバイルグループ識別情報（ＴＭＧＩ）
をＵＥに伝送することにより、そのＵＥにマルチメディア放送／マルチキャストサービス
（ＭＢＭＳ）を提供する。第１のネットワークが第２のネットワークへのＵＥの登録に関
連する情報を受け取り、さらにはＭＢＭＳサービスに関連するＭＢＭＳデータを受け取る
と、第１のネットワークは第２のネットワークを通じてＭＢＭＳデータとＴＭＧＩをＵＥ
に伝送する。ＭＢＭＳサービスと第１のネットワークに固有のＴＭＧＩの使用によって、
第２のネットワークでＭＢＭＳサービスに加入したＵＥは、第２のネットワークによって
ＵＥに伝送される通知を無視し、それによりそのＵＥのバッテリ寿命を保持する。さらに
、第２のネットワークから登録情報を受け取ると、第１のネットワークのサポートノード
またはＭＢＭＳサーバはＵＥにフラグを立ててもよく、それによりＵＥがローミングして
いる際のＵＥへのＭＢＭＳデータの伝送が促進される。
【０００９】
　一般に、本発明の実施形態は、ローミング中のユーザ装置（ＵＥ）にマルチメディア放
送／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）を提供する方法を包含する。方法は、ＭＢＭＳ
サービスに加入したいという要求をＵＥから受け取ること、および要求の受け取りに応じ
て、ＭＢＭＳサービスとＭＢＭＳサーバに関連する第１のネットワークとに関連する一時
的モバイルグループ識別情報（ＴＭＧＩ）をＵＥに伝送すること、を含む。方法はさらに
、第２のネットワークへのＵＥの登録に関連する情報を受け取ること、ＭＢＭＳサーバに
より、ＭＢＭＳサービスに関連するＭＢＭＳデータを受け取ること、および第２のネット
ワークを通じてＭＢＭＳデータとＴＭＧＩをＵＥに伝送すること、を含む。
【００１０】
　本発明の別の実施形態は、ＭＢＭＳサービスに参加したいというＵＥに関連する要求を
受け取るマルチメディア放送／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）サーバであって、要
求の受け取りに応じて、ＭＢＭＳサービスとＭＢＭＳサーバが存在する第１のネットワー
クとに関連するＴＭＧＩを伝送し、ＭＢＭＳサービスに関連するＭＢＭＳデータを受け取
り、第２のネットワークを通じてＭＢＭＳデータとＴＭＧＩをＵＥに伝送する、ＭＢＭＳ
サーバを包含する。
【００１１】
　本発明のさらに別の実施形態は、要求の受け取りに応じて、ＵＥにサービスを提供して
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いる第２のネットワークから情報を受け取り、該情報の受け取りに応じて該ＵＥに関連す
るフラグを格納する、サポートノードが関連する第１のネットワークの外にローミングし
ているユーザ装置（ＵＥ）にマルチメディア放送／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）
のサービスを提供することができるサポートノードを包含する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明を図１－５Ｃを参照しながらより詳細に説明する。
　図１は、本発明の実施形態による無線通信システム１００のブロック図である。通信シ
ステム１００は、第１の公衆陸上移動通信網（Public Land Mobile Network, PLMN）のよ
うな第１のネットワーク１１０を備えており、第１のネットワーク１１０は第１のサポー
トノード１１８に結合された第１の無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）１１２を有する
。ネットワーク１１０はさらに、サポートノード１１８に各々結合された、第１のマルチ
メディア放送／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）サーバ１２０、好ましくは放送マル
チキャストサービスセンタ（ＢＭ－ＳＣ）と、モバイルロケーションプロビジョニングデ
ータベース（Mobile Location & Provisioning Database）１２２とを有する。通信シス
テム１００はさらに、第２のＰＬＭＮのような第２のネットワーク１４０を備え、第２の
ネットワーク１４０は第２のサポートノード１４８に結合された第２の無線アクセスネッ
トワーク（ＲＡＮ）１４２を有する。ＲＡＮ　１１０，１４２の各々は、ネットワークコ
ントローラ１１６，１４６、好ましくは無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）に動作
上結合された、少なくとも１つのトランシーバ、好ましくはノードＢ　１１４，１４４を
それぞれ有している。各サポートノード１１８，１４８は、１または複数のゲートウェイ
３Ｇ－ＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）に各々結合された１または複数のサービス提
供３Ｇ－ＧＰＲＳサポートノードを含む。しかしながら、各サポートノード１１８，１４
８の正確なアーキテクチャは、通信システム１００のオペレータ次第であり、本発明にと
って重要ではない。各ネットワーク１１０，１４０は、詳細にはネットワーク１１０のサ
ポートノード１１８およびＭＢＭＳサーバ１２０、ならびにネットワーク１４０のサポー
トノード１４８は、データ網１３０、好ましくはネットワーク１１０とネットワーク１４
０との間のパケット交換リンクを提供するインターネットプロトコル（ＩＰ）ネットワー
クに、さらに結合されている。
【００１３】
　モバイルロケーションプロビジョニングデータベース１２２は、例えば、ネットワーク
１１０のオペレータにより提供される通信サービスに加入した各ＵＥに関連する国際移動
電話加入者識別情報（International Mobile Subscriber Identity,ＩＭＳＩ）のような
ＵＥ識別子（モバイルＩＤ）の記録を保持する。データベース１２２はさらに、ＵＥが通
信システム１００内で作動した場合のＵＥの登録を含めて、そのようなＵＥの各々に関す
るプロビジョニングと移動性の情報を保持および追跡する。データベース１２２内で保持
される情報の中には、そのような各ＵＥの位置、例えばＵＥにサービスを提供しているＲ
ＡＮ、ＵＥに現在サービスを提供しているネットワークに関連するネットワークサービス
識別子（ネットワークサービスＩＤ）、例えばそのようなネットワークのオペレータに関
連するオペレータ識別子またはＰＬＭＮに関連するＰＬＭＮ識別子が含まれる。モバイル
ロケーションプロビジョニングデータベース１４２は、当該技術分野で周知のように、ホ
ームロケーションレジスタ（Home location Register, ＨＬＲ）または訪問先ロケーショ
ンレジスタ（Visited location Register, ＶＬＲ）により実現されてもよいし、または
ＨＬＲとＶＬＲの組み合わせにより実現されてもよいし、もしくは１または複数のＨＬＲ
とＶＬＲのうちの少なくとも一つの組み合わせにより実現されてもよい。
【００１４】
　通信システム１００はさらに、第１のＲＡＮ　１１２を通じて第１のネットワーク１１
０と無線通信する少なくとも１つのユーザ装置（ＵＥ）１０２を含んでおり、ＵＥ　１０
２には、無線周波数（ＲＦ）能力を有するセルラ電話、無線電話、携帯情報端末（ＰＤＡ
）、またはラップトップコンピュータ等のデジタル端末装置（ＤＴＥ）にＲＦアクセスを
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提供する無線モデムが含まれるが、それらに限定されるわけではない。ＵＥ　１０２は通
信システム１００により提供されたＭＢＭＳサービスに関連する音声、映像、またはデー
タの少なくとも一つを受け取り、表示することができ、該ＭＢＭＳサービスはＵＥにＭＢ
ＭＳデータの配布を提供する。ＭＢＭＳサービスは、３ＧＰＰ（第３世代パートナーシッ
ププロジェクト）規格、詳細には３ＧＰＰ　ＴＳ（技術仕様書）２５．３４４　ｖ．０．
５．０、３ＧＰＰ　ＴＲ　２３．８４６　ｖ６．０．０、３ＧＰＰ　ＴＳ　２２．１４６
　ｖ．６．３．０、３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．２４６　ｖ．６．１．０、３ＧＰＰ　ＴＲ（
技術報告書）２１．９０５　ｖ５．４．０、および報告書R２-０３００６３で詳細に記述
され、これらの仕様書および報告書は参照により本明細書に組み込まれ、それらのコピー
はインターネットを通じて３ＧＰＰから、またはフランス国ソフィア－アンチポリス　セ
デックス　０６９２１　ルート　デ　ルシオレス　モバイル　コンピテンス　セントレ　
６５０（Mobile Competence Centre 650, route de Lucioles, 06921 Sophia-Antipolis 
Cedex, France）所在の３ＧＰＰ機関パートナー出版オフィス（3GPP Organization Partn
er’s Publications Offices）から入手可能である。
【００１５】
　各ＲＡＮ　１１２，１４２は、それぞれのエアインターフェース１２４，１５０を通じ
て、ＲＡＮによりサービス提供されているセルを始めとするサービスエリアにあるＵＥに
、通信サービスを提供する。各エアインターフェース１２４，１５０は、各々が複数の通
信チャネルを備えたダウンリンクおよびアップリンクを含む。各ダウンリンクは、ページ
ングチャンネル、少なくとも１つのダウンリンク制御チャンネル、および少なくとも１つ
のダウンリンクトラヒックチャネルを含む。各アップリンクリンクは、アップリンクアク
セスチャンネル、少なくとも１つのアップリンク制御チャンネル、および少なくとも１つ
のアップリンクトラヒックチャネルを含む。
【００１６】
　通信システム１００は、例えばＩＰマルチキャストサーバのようなマルチメディア放送
／マルチキャストサービス（ＭＢＭＳ）コンテンツプロバイダ１３２をさらに含み、これ
はＭＢＭＳサーバ１２０に結合されるか、ＭＢＭＳサーバ１２０上で動作するアプリケー
ションを含んでもよい。通信システム１００により提供され、ＵＥ　１０２により加入さ
れる場合があるＭＢＭＳサービスの一部として、ＭＢＭＳコンテンツプロバイダ１３２は
、ＭＢＭＳデータを、通常ＩＰはデータパケット形式で、ＭＢＭＳサーバ１２０を通じて
ＵＥ　１０２に供給する。
【００１７】
　ここで図２－４を参照すると、ＵＥ　１０２、サポートノード１１８および１４８、な
らびにＭＢＭＳサーバ１２０の各々は、１または複数のマイクロプロセッサ、マイクロコ
ントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、それらの組み合わせ、または当業者に
周知の他のそのような装置のような、プロセッサ２０２，３０２および４０２をそれぞれ
含んでいる。ＵＥ　１０２、サポートノード１１８および１４８、ならびにＭＢＭＳサー
バ１２０の各々はさらに、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ダイナミックランダムア
クセスメモリ（ＤＲＡＭ）、および／または、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、もしくは
その等価物のような、プロセッサにより実行され得るデータおよびプログラムを保持し、
プロセッサが通信システム内で動作するのを可能にする、それぞれのプロセッサに関連す
る１または複数のメモリデバイス２０４，３０４、および４０４をそれぞれ備えている。
ＵＥ　１０２の１または複数のメモリデバイス２０４はさらに、ＵＥと固有に関連付けら
れるモバイル識別子（モバイルＩＤ）をさらに保持している。サポートノード１１８およ
び１４８ならびにＭＢＭＳサーバ１２０の各々の１または複数のメモリデバイス３０４，
４０４はさらに、サポートノードまたはＭＢＭＳサーバが存在するネットワークに関連す
るネットワークサービス識別子（ネットワークサービスＩＤ）をそれぞれ保持し、その上
、サポートノード１１８および１４８の各々の１または複数のメモリデバイス３０４は、
サポートノードに固有に関連付けられたサポートノードのルーティングアドレスを始めと
する、サポートノード識別子（サポートノードＩＤ）を保持している。
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【００１８】
　ＵＥ　１０２はさらに、プロセッサ２０２に動作上結合されたユーザインタフェース２
０６を含む。ユーザインタフェース２０６は表示画面２０８を備え、ＭＳへの命令の入力
を含めてＭＳと対話する能力をＭＳのユーザに提供する。本発明の一実施形態では、ユー
ザインタフェース２０６は、ＭＳのユーザがＭＳへの命令を入力することを可能にする多
数のキーを備えたキーパッドをさらに備え得る。本発明の別の実施形態では、表示画面２
０８はタッチスクリーン上のユーザの触れた位置（すなわちＸ座標およびＹ座標）を決定
し、その位置データをプロセッサ２０２に伝送することができるタッチスクリーンを備え
てもよい。その位置データに基づいて、プロセッサ２０２は、ユーザの接触を命令に翻訳
する。好ましくは、タッチスクリーンは、従来の電話キーパッド上のキーに対応するソフ
トキーのような複数のソフトキーを備え「キーパッド」スクリーンを表示し得る。
【００１９】
　好ましくは、通信システム１００は、３ＧＰＰ（第３世代パートナーシッププロジェク
ト）規格に従って動作するユニバーサルモバイルテレコミュニケーションサービス（ＵＭ
ＴＳ）通信システムである。３ＧＰＰ規格はＵＭＴＳエアインターフェースに互換性の規
格を提供し、この規格はその全体が参照により本明細書に組み込まれる。かかる規格は、
無線方式パラメータおよび呼処理手順を含めたプロトコルを動作させる無線通信方式を特
定する。通信システム１００では、ダウンリンクチャネル１３４またはアップリンク１３
５の通信チャネルの各々は、アクセスチャンネル、制御チャンネル、ページングチャンネ
ルおよびトラヒックチャネルを含めて、同じ周波数帯幅内に１または複数のマルチプル・
タイムスロットを含む。しかしながら、当業者には、通信システム１００が、汎用パケッ
ト無線サービス（ＧＰＲＳ）通信方式、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）２０００通信方式
、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）通信方式または直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭ）通信
方式を含むがそれらに限定されない任意の無線通信方式に従って動作可能であることが理
解される。
【００２０】
　ネットワーク１１０がＭＢＭＳサービスのプロビジョンに関連する加入グループを確立
し、かつ関連するＭＢＭＳデータの放送／マルチキャストを加入ＵＥに通知するために、
ネットワーク１１０、詳細にはＭＢＭＳサーバ１２０は、ＭＢＭＳサービスに割り当てら
れると共にサービスに加入しているＵＥに配布される一時的モバイルグループ識別情報（
ＴＭＧＩ）を生成する。ＴＭＧＩは、ＭＢＭＳサービスと、サービスを提供するネットワ
ーク１１０を始めとするホームＭＢＭＳサービスネットワークとに固有に関連付けられて
いる。ＴＭＧＩに基づいて、ＵＥは、そのＵＥがＵＥのホームＭＢＭＳサービスネットワ
ークによってサービス提供されているか、または訪問先のＭＢＭＳサービスネットワーク
によってサービス提供されているか否かにかかわらず、自身がＭＢＭＳサービスの適切な
受け取り手か否かを判定することができる。
【００２１】
　図５Ａ、５Ｂおよび５Ｃは、本発明の様々な実施形態による訪問先のＭＢＭＳサービス
ネットワークでＵＥにＭＢＭＳサービスを提供する際の、通信システム１００により実行
される方法の論理フローチャート５００を示す。論理フローチャート５００が開始する（
５０２）のは、ネットワーク１１０である第１のネットワーク、詳細にはＭＢＭＳサーバ
１２０が、サポートノード１１８およびＲＡＮ　１１２を通じて、スーパーボウルゲーム
やワールド・カップ・サッカーゲームのようなスポーツイベントの放送を始めとするＭＢ
ＭＳサービスに関するサービス通知をＵＥ　１０２に伝送したときである（５０４）。Ｕ
Ｅ　１０２はネットワーク１１０のオペレータによって提供される通信サービスに加入し
、ネットワーク１１０、より詳細にはＲＡＮ　１１２のトランシーバ１１４のサービスエ
リア内に存在する。
【００２２】
　サービス通知は、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）を通じて、またはマルチキャ
ストを通じて、エアインターフェース１２４のページングチャンネル上の放送による等、
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任意の放送形式で送られ得る。サービス通知は、イベントに関連する情報を含み、その情
報はそのイベントに加入すべきかどうか決定するためにＵＥのユーザによって利用され得
る。例えば、情報は、ＭＢＭＳサービスに関連するＭＢＭＳサービス識別子（ＭＢＭＳサ
ービスＩＤ）を含んでいてもよく、ＭＢＭＳサービスＩＤの少なくとも一部として提供さ
れない場合には、イベントに関連するデータを供給するＭＢＭＳコンテンツプロバイダ１
３２のようなＭＢＭＳデータ供給元に関連するインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチ
キャストアドレスのようなルーティングアドレス、イベントがサッカーゲームであれば「
スポーツ」または／またはより詳細には「サッカー」のようなイベントの主題に関連する
主題のカテゴリー、「ワールドカップゲーム１」のようなイベント名、およびイベントの
日時、のうちの１または複数をさらに含んでいてもよい。
【００２３】
　ＭＢＭＳサービスＩＤはＭＢＭＳサービスに固有に関連付けられた識別子である。本発
明の一実施形態では、ＭＢＭＳサービスＩＤは、ＭＢＭＳサービスを識別するインターネ
ットプロトコル（ＩＰ）マルチキャストアドレスのようなルーティングアドレスを含むか
、その関数であり得る。例えば、ルーティングアドレスは、イベントに関連するデータを
供給するＭＢＭＳコンテンツプロバイダ１３２のようなＭＢＭＳデータ供給元に関連する
か、もしくはＭＢＭＳデータを供給するＭＢＭＳサーバ１２０上のアプリケーションに関
連するＩＰアドレス、例えば１０．１０．１０．１０であってよい。本発明の別の実施形
態では、かかるＭＢＭＳサービスＩＤは、ルーティングアドレスを含むか、その関数であ
り得、サポートノード１１８または１４８のような特定のサポートノードもしくはサーバ
１２０のようなＭＢＭＳサーバに関連付けられたアクセス・ポイント名（ＡＰＮ）をさら
に含むか、その関数であり得る。例えば、ＡＰＮは、サポートノードまたはサーバを動作
させる通信システム１００のインフラストラクチュアのオペレータのようなサービスプロ
バイダに関連するユニフォームリソースロケータ（ＵＲＬ）、例えば「t-mobile.com」で
あり得る。本発明の実施形態では、ＭＢＭＳサービスＩＤは、通信システム１００によっ
て提供されたあるＭＢＭＳサービスを、通信システムにより提供された他のすべてのＭＢ
ＭＳサービスから区別する任意の識別子であってもよく、それにより通信システムは各Ｍ
ＢＭＳサービスを別々に識別することが可能となる。
【００２４】
　サービス通知の受け取り（５０６）に応じて、ＵＥ　１０２は、そのサービス通知で識
別されたＭＢＭＳサービスに加入するべきかどうかを決定する（５０８）。ＵＥ　１０２
がサービスに加入することを決定した場合、ＵＥは、そのＭＢＭＳサービスに加入したい
という要求を第１のネットワーク１１０に伝送する（５１０）。加入要求は、そのＭＢＭ
Ｓサービスに関連するＭＢＭＳサービスＩＤと、ＵＥ　１０２に関連するモバイルＩＤと
を含んでいる。さらに、ＵＥ　１０２がＭＢＭＳサービスに加入することを決定した場合
、ＵＥはＵＥの１または複数のメモリデバイス２０４に、例えばＭＢＭＳサービスに関連
するＭＢＭＳサービスＩＤまたはサポートノード１１８もしくはＭＢＭＳサーバ１２０に
関連する１または複数のルーティングアドレスまたはＡＰＮのような、イベントに関する
受信情報の少なくとも一部を格納し得る。ネットワーク１１０は、これを通じてＵＥがＭ
ＢＭＳサービスに加入するものであるが、ここではＵＥのホームＭＢＭＳサービスネット
ワークと称することにし、ネットワーク１１０に関連するサービスエリアは、ここではＵ
ＥのホームＭＢＭＳサービスエリアと称することにする。加入要求の受け取りに応じて、
ネットワーク１１０は、加入要求をサポートノード１１８に送る。
【００２５】
　ＵＥ　１０２からの加入要求の受け取りに応じて（５１４）、サポートノード１１８は
、加入要求に含まれる１または複数のＭＢＭＳサービスＩＤおよびモバイルＩＤを格納し
得る（５１６）。さらに、本発明の一実施形態では、ＵＥ　１０２がサポートノード１１
８上のこの特定のＭＢＭＳサービスを起動した最初のＵＥ（５１８）である場合、サポー
トノード１１８は、加入要求の受け取りに応じて、ＭＢＭＳサービスへの参加を要求して
いるＭＢＭＳサーバ１２０にメッセージを伝送する（５２２）。参加要求は、ＭＢＭＳサ
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ービスに関連する識別子、好ましくはサービスに関連するＭＢＭＳサービスＩＤまたはル
ーティングアドレスの少なくとも一つと、サポートノードを要求の供給元であることを確
認するサポートノード１１８に関連するサポートノードＩＤとを含む。参加要求はさらに
、ＵＥ　１０２から受け取ったモバイルＩＤを含んでいてもよい。
【００２６】
　サポートノード１１８からの参加要求の受け取りに応じて、サポートノード１１８がＭ
ＢＭＳサーバ１２０におけるＭＢＭＳサービスに加入した最初のサポートノードである場
合（５２４）、ＭＢＭＳサーバ１２０は、ＭＢＭＳサービスおよびネットワーク１１０に
関連する一時的モバイルグループ識別子（ＴＭＧＩ）を生成する（５２６）。ＭＢＭＳサ
ーバ１２０は、ＭＢＭＳサーバの１または複数のメモリデバイス４０４に含まれるデータ
ベース４０６に、ＴＭＧＩを、ＭＢＭＳサービスＩＤまたはＭＢＭＳサービスに関連する
ルーティングアドレスのようなＭＢＭＳサービスに関連する情報と関連付けて格納する（
５２８）。ＭＢＭＳサーバ１２０は、サポートノード１１８に関連するサポートノードＩ
Ｄと、加入要求に含まれている場合にはＵＥ　１０２に関連するモバイルＩＤとを、デー
タベース４０６にＴＭＧＩと関連付けて格納することにより、ＭＢＭＳサービスのための
加入グループを作成する（５３０）。サポートノード１１８が、ＭＢＭＳサーバ１２０で
ＭＢＭＳサービスに加入する最初のサポートノードでない場合（５２４）、新しいＴＭＧ
Ｉを生成する代わりに、ＭＢＭＳサーバ１２０はＭＢＭＳサービスに関連付けてデータベ
ース４０６に既に格納されていたＴＭＧＩを検索（５３２）し、サポートノード１１８に
関連するサポートノードＩＤと、参加要求に含まれている場合にはＵＥ　１０２に関連す
るモバイルＩＤとを、加入グループに追加する（５３４）。その後、ＭＢＭＳサーバ１２
０は、生成または検索されたＴＭＧＩをサポートノード１１８に伝送する（５３６）。
【００２７】
　本発明の一実施形態では、サポートノード１１８は工程５２２を実行する。すなわち、
サポートノード１１８は、ＵＥ　１０２がサポートノード上のこの特定のＭＢＭＳサービ
スを起動した最初のＵＥである場合に限り、ＭＢＭＳサービスに参加したいという要求を
ＭＢＭＳサーバ１２０に伝送する（５１８）。そのような実施形態では、サポートノード
１１８がＭＢＭＳサーバ１２０からＴＭＧＩを受け取ると、サポートノードは、サポート
ノードの１または複数のメモリデバイス３０４に、ＭＢＭＳサービスＩＤおよび／または
ＭＢＭＳサービスに関連するルーティングアドレスに関連付けられたＴＭＧＩのような、
ＭＢＭＳサービスに関連付けられたＴＭＧＩを、ローカルに格納する（５３８）。ＵＥ　
１０２がサポートノード１１８によってサービス提供されている別のＵＥによって既に加
入されているＭＢＭＳサービスに加入したいと要求した場合には（５１８）、サポートノ
ードは単に格納されたＴＭＧＩを検索し（５２０）、ＵＥにその検索ＴＭＧＩを伝送し、
ＭＢＭＳサーバ１２０に再び要求を伝送する必要はない（５４０）。
【００２８】
　本発明の別の実施形態では、サポートノード１１８はローカルにＴＭＧＩを格納しない
場合がある。そのような実施形態では、サポートノード１１８は、サポートノードでこの
特定のＭＢＭＳサービスを起動するために、ＵＥ　１０２を始めとするＵＥから要求を受
け取るたびに、ＭＢＭＳサーバ１２０にＭＢＭＳサービスに参加したいという要求を伝送
し得る。すなわち、本発明のかかる実施形態では、サポートノード１１８は工程５１８を
回避し、工程５１４または工程５１６から工程５２２へ直接進み得る。
【００２９】
　ＭＢＭＳサーバ１２０からのＴＭＧＩの受け取り、またはサポートノードの１または複
数のメモリデバイス３０４からのローカルに格納されたＴＭＧＩの検索に応じて、サポー
トノード１１８は受け取られたまたは検索されたＴＭＧＩをＲＡＮ　１１２およびエアイ
ンターフェース１２４を通じてＵＥ　１０２に送信する（５４０）。サービス通知と同様
に、ネットワーク１１０は、例えばページングチャンネル上のページングメッセージを通
じて、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）のメッセージを通じて、またはマルチキャ
ストメッセージを通じて等、任意のセル放送フォーマットを通じて、ＵＥ　１０２にＴＭ
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ＧＩを伝送し得る。さらに、ＴＭＧＩを伝送するメッセージは、１または複数のＭＢＭＳ
サービスに関連するＭＢＭＳサービスＩＤおよびイベントに加入しているＵＥに関連する
モバイルＩＤをさらに含み得る。すなわち、自身がＴＭＧＩの意図した受け取り手である
ことをＵＥが判定することが可能となる。　　
【００３０】
　ＵＥ　１０２がＴＭＧＩを受け取ると（５４２）、ＵＥは、ＵＥの１または複数のメモ
リデバイス２０４にＴＭＧＩを格納する（５４４）。工程５１２で、ＵＥがＭＢＭＳサー
ビスに関連する情報、例えば関連のＭＢＭＳサービスＩＤ、ＩＰマルチキャストアドレス
、またはＡＰＮを格納する場合、ＴＭＧＩはそのような情報と関連付けて格納され得る。
本明細書に別段の定めがない限り、ＵＥ　１０２によって実行されるものとして本明細書
で説明されているすべての機能は、ＵＥのプロセッサ２０２により行なわれ、また、サポ
ートノード１１８および１４８もしくはＭＢＭＳサーバ１２０のうちのいずれかによって
実行されるものとして本明細書で説明されているすべての機能は、サポートノードまたは
サーバのプロセッサ３０２，４０２によりそれぞれ行なわれる。
【００３１】
　ＴＭＧＩは、加入グループまたはＭＢＭＳサービスに関連する情報を含み、ＴＭＧＩを
生成するネットワークに関連する情報をさらに含む。本発明の一実施形態では、ＴＭＧＩ
は、ＭＢＭＳサービスに対応するＭＢＭＳサービスＩＤ、ＭＢＭＳサービスに関連するル
ーティングアドレス、またはＭＢＭＳサービスに関連するルーティングアドレスおよびＡ
ＰＮのような、サービスを識別する他の情報の派生物であり得る。本発明の別の実施形態
では、ＴＭＧＩに含まれる情報は、サービスを固有に識別する任意の識別子、例えば「ワ
ールド・カップ・サッカー２００４　ゲーム１」のようなイベント名、イベント名、日お
よび時間であり得る。さらに、ＴＭＧＩはまたはその派生物は、ＭＢＭＳサービスを提供
する他のネットワークに対してＴＭＧＩを生成するネットワークを固有に識別する、ネッ
トワークサービス識別子（ネットワークサービスＩＤ）を含む。例えば、ネットワークサ
ービスＩＤは、当該技術分野においてよく知られているように、ネットワーク１１０のオ
ペレータに固有に関連する識別子であってもよいし、またはネットワーク１１０に関連す
るＰＬＭＮ識別子であってもよい。ＴＭＧＩはそのような情報を含むか、またはビットス
ペースが限定されている場合には、そのような情報の短縮版を含む。例えば、ＭＢＭＳサ
ーバ１２０は、そのような情報の短縮版を決定するために情報にハッシュ関数を適用して
もよい。
【００３２】
　ＵＥ　１０２がそのホームＭＢＭＳサービスエリア、すなわちネットワーク１１０によ
り、詳細にはＭＢＭＳサーバ１２０によりサービス提供されているサービスエリアを離れ
、ネットワーク１４０のような第２の訪問先ネットワークに関連するサービスエリアに移
動した場合、ＵＥは周知の登録技術に従って第２の訪問先ネットワーク１４０に登録する
（５４６）。例えば、登録は、第１のネットワークから第２のネットワーク１４０へのハ
ンドオフの結果であってもよいし、または、登録はＵＥ　１０２がネットワーク１４０中
で起動した結果であってもよい。第２のネットワーク１４０へのＵＥ　１０２の登録の一
部として、第２のネットワークのサポートノード１４８は、ネットワーク１１０、詳細に
はサポートノード１１８に、およびサポートノードを通じてモバイルロケーションプロビ
ジョニングデータベース１１８に確認要求を伝送し、ＵＥに関連するプロビジョニングお
よび移動性の情報および第２のネットワークに関連するルーティング情報のような情報を
提供することにより、ＵＥ　１０２を確認する（５４８）。
【００３３】
　確認要求の受け取りに応じて、モバイルロケーションプロビジョニングデータベース１
２２は、ＵＥ　１０２に関連してデータベースによって格納されたプロビジョニングおよ
び移動性の情報の少なくとも一部分をサポートノード１４８に伝送する。さらに、確認要
求の受け取りに応じて、ネットワーク１１０、詳細にはモバイルロケーションプロビジョ
ニングデータベース１２２は、ＵＥ　１０２に関連して、ネットワーク１４０に関連して
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受け取られたルーティング情報を格納する（５５０）。例えば、データベース１２２は、
訪問先のサポートノード１４８、訪問先のネットワークコントローラ１４６、および訪問
先のトランシーバ１４８の１または複数の要素のような、ＭＢＭＳサーバと、ＵＥ　１０
２との間の通信路中の１または複数の要素に関連するルーティングアドレスを受け取り、
格納し得る。本発明の別の実施形態では、サポートノード１１８またはＭＢＭＳサーバ１
２０は、ＵＥ　１０２と関連して、サポートノードの１または複数のメモリデバイス３０
４にまたはＭＢＭＳサーバの１または複数のメモリデバイス４０４もしくはより詳細には
データベース４０６に、ネットワーク１４０に関連するルーティング情報をさらに格納し
得る。
【００３４】
　本発明の別の実施形態では、サポートノード１４８からの確認要求の受け取りに応じて
、およびネットワーク１４０に関連する情報のモバイルロケーションプロビジョニングデ
ータベース１２２による格納に加えて、サポートノード１１８は、確認要求に基づいて、
ＵＥ　１０２がネットワークの外にローミングしていることを判定し得る（５５２）。例
えば、通常の確認要求は、ＵＥがネットワーク、例えばネットワーク１４０に登録した時
に、ＵＥ、例えばＵＥ　１０により割り当てられるＩＭＳＩを含み得る。ＩＭＳＩは、通
常、ＵＥが登録しているネットワークに関連するネットワークサービスＩＤを含む。ネッ
トワーク１４０からの確認要求の受け取りに応じて、サポートノード１１８は付随のＩＭ
ＳＩを評価し得る。ＩＭＳＩを評価する際に、サポートノード１１８は、受け取ったＩＭ
ＳＩに含まれるネットワークサービスＩＤを、ネットワーク１１０に関連し、サポートノ
ードの１または複数のメモリデバイス内で保持されているネットワークサービスＩＤと比
較し得る。受け取ったＩＭＳＩに含まれるネットワークサービスＩＤがネットワークに関
連するネットワークサービスＩＤとは異なることをサポートノード１１８が判定した場合
、サポートノードは、ＵＥ　１０２がネットワークサポートノード１１８の外にローミン
グしていることを判定し得る。ＵＥ　１０２がネットワーク１１０の外にローミングして
いることの判定に応じて、サポートノード１１８はサポートノードの１または複数のメモ
リデバイス３０４にＵＥ　１０２のモバイルＩＤに関連するローミング「フラグ」を格納
し得る（５５４）。このローミングフラグは、ＵＥ　１０２がホームＭＢＭＳサービスネ
ットワーク１１０のサービスエリアの外にローミングしていることを示す。
【００３５】
　本発明のさらに別の実施形態では、工程５５２で、サポートノード１１８の代わりにＭ
ＢＭＳサーバ１２０が、確認要求に基づいて、ここでも好ましい確認要求に伴うＩＭＳＩ
の評価により、ＵＥ　１０２がネットワーク１１０の外にローミングしていることを判定
してもよい。ＵＥ　１０２がネットワーク１１０の外にローミングしていることの判定に
応じて、ＭＢＭＳサーバ１２０は、工程５５４で、１または複数のメモリデバイス４０４
に、詳細にはＭＢＭＳサーバのデータベース４０６に、ＵＥ　１０２のモバイルＩＤに関
連するローミング「フラグ」を格納し得る。
【００３６】
　ＭＢＭＳサービスが開始すると、ＭＢＭＳコンテンツプロバイダ１３２はＭＢＭＳサー
バ１２０に、またはＭＢＭＳサーバ１２０を通じてサポートノード１１８に、ＭＢＭＳサ
ービスに関するペイロードデータを含むデータパケットのセットを伝送する。ＭＢＭＳデ
ータの受け取りに応じて（５５６）、ＭＢＭＳサーバ１２０またはサポートノード１１８
は、ＵＥ　１０２がホームＭＢＭＳサービスネットワーク以外のネットワークすなわち訪
問先のネットワーク１４０によってサービス提供されていることを判定する（５５８）。
ＵＥ　１０２がネットワーク１１０以外のネットワークによってサービス提供されている
ことの判定に応じて、ＭＢＭＳサーバ１２０またはサポートノード１１８は、ＭＢＭＳサ
ービスおよびネットワーク１１０に関連するＭＢＭＳデータとＴＭＧＩを、第２のネット
ワーク１４０のサポートノードすなわち第２のサポートノード１４８と、サポートノード
１４８を介して第２のネットワークのネットワークコントローラすなわち第２のネットワ
ークコントローラ１４６とに伝送する（５６０）。
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【００３７】
　本発明の一実施形態では、データパケットのセットの受け取りに応じて、サポートノー
ド１１８、またはサポートノード１１８を通じてＭＢＭＳサーバ１２０は、モバイルロケ
ーションプロビジョニングデータベース１２２に、ＵＥ　１０２に関するルーティング情
報を問い合わせることにより、ＵＥ　１０２がネットワーク１１０以外のネットワークに
よってサービス提供されていることを判定し得る。問い合わせに応じて、モバイルロケー
ションプロビジョニングデータベース１２２は、ＭＢＭＳサーバ１２０またはサポートノ
ード１１８のいずれか適切な方に、ＵＥ　１０２は現在ネットワーク１４０によりサービ
ス提供されていることを通知し、対応のルーティング情報を提供する。ルーティング情報
の受け取りに応じて、ＭＢＭＳサーバ１２０またはサポートノード１１８は、ＭＢＭＳサ
ービスに関連するＭＢＭＳデータとＴＭＧＩとをサポートノード１４８に伝送し得る。
【００３８】
　本発明の別の実施形態では、データパケットのセットの受け取りに応じて、ＭＢＭＳサ
ーバ１２０がＵＥ　１０２のモバイルＩＤと関連するローミングフラグを格納した場合、
ＭＢＭＳサーバ１２０はそのフラグに基づいて、ＵＥ　１０２が別のネットワークによっ
てサービス提供されていることを判定し得る。ＵＥ　１０２が別のネットワーク１４０に
よってサービス提供されていることの判定に応じて、ＭＢＭＳサーバ１２０はモバイルロ
ケーションプロビジョニングデータベース１２２からＵＥ　１０２のルーティング情報を
受け取る。本発明のさらに別の実施形態では、ＭＢＭＳサーバ１２０はＵＥ　１０２に関
するルーティング情報を格納し、その後、ＵＥ　１０２がローミングしていることの判定
に応じて、ＭＢＭＳサーバ１２０は、ＭＢＭＳサーバの１または複数のメモリデバイス４
０４からＵＥ　１０２のルーティング情報を検索し得る。ＭＢＭＳサーバの１または複数
のメモリデバイス４０４にルーティング情報を格納することによって、ＭＢＭＳサーバは
、ローミング中のＵＥ　１０２にＭＢＭＳデータを送るために、モバイルロケーションプ
ロビジョニングデータベース１２２を参照する必要がなくなる。ルーティング情報に基づ
いて、ＭＢＭＳサーバ１２０は、ネットワーク１４０、詳細にはサポートノード１４８に
、ＭＢＭＳサービスに関連する受信ＭＢＭＳデータとＴＭＧＩとを伝送する。
【００３９】
　本発明のさらに別の実施形態では、データパケットのセットの受け取りに応じて、サポ
ートノード１１８がＵＥ　１０２のモバイルＩＤと関連するローミングフラグを格納した
場合、ＭＢＭＳサーバ１２０は、ＭＢＭＳサービスに関連する受信ＭＢＭＳデータとＴＭ
ＧＩとを、サポートノード１１８に送る。データとＴＭＧＩの受け取りに応じて、サポー
トノード１１８は、フラグに基づいて、ＵＥ　１０２が別のネットワークによってサービ
ス提供されていることを判定する。ＵＥ　１０２が別のネットワーク１４０によってサー
ビス提供されていることの判定に応じて、サポートノード１１８はモバイルロケーション
プロビジョニングデータベース１２２からＵＥ　１０２のルーティング情報を受け取る。
本発明のさらに別の実施形態では、サポートノード１１８がＵＥ　１０２に関するルーテ
ィング情報を格納すると、その後、ＵＥ　１０２がローミングしていることの判定に応じ
て、サポートノードは、サポートノードの１または複数のメモリデバイス３０４からＵＥ
　１０２のルーティング情報を検索し得る。ＭＢＭＳサーバ１２０と同様に、サポートノ
ード１１８の１または複数のメモリデバイス３０４にルーティング情報を格納することに
より、サポートノードはローミング中のＵＥ　１０２にＭＢＭＳデータを送るために、モ
バイルロケーションプロビジョニングデータベース１２２を参照する必要がなくなる。ル
ーティング情報に基づいて、サポートノード１１８は、ネットワーク１４０、詳細にはサ
ポートノード１４８に、ＭＢＭＳサービスに関連する受信ＭＢＭＳデータとＴＭＧＩとを
伝送し、サポートノード１４８はＭＢＭＳデータとＴＭＧＩをネットワークコントローラ
１４６に送る。
【００４０】
　データパケットとＴＭＧＩの受け取りに応じて、ネットワーク１４０のネットワークコ
ントローラ１４６は、周知のＭＢＭＳサービス技術に従って、ＵＥ　１０２とのＰＴＰ通
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信セッションをセットアップする（５６２）。すなわち、データパケットとＴＭＧＩの受
け取りに応じて、ネットワークコントローラ１４６は、トランシーバ１４４およびエアイ
ンターフェース１５０のダウンリンクコントロールチャンネルを通じて、ＭＢＭＳ通知を
放送する。通知は、加入グループに割り当てられると共に、ＭＢＭＳサービスおよびホー
ムＭＢＭＳサービスネットワーク１１０に関連するＴＭＧＩを含み、さらには、ＭＢＭＳ
サービスに関連するＭＢＭＳサービスＩＤを含んでもよい。
【００４１】
　ＵＥ　１０２が通知を受け取ると、ＵＥは、通知に含まれたＴＭＧＩをＵＥの１または
複数のメモリデバイス２０４に格納されたＴＭＧＩと比較することにより、自身が通知の
意図した受け取り手であることを判定する。ＴＭＧＩはＵＥのホームＭＢＭＳサービスネ
ットワーク１１０に固有であるため、ＵＥ　１０２は、ＴＭＧＩを、訪問先のネットワー
ク１４０によって生成され利用され得るＴＭＧＩと区別することができる。さらに、ＴＭ
ＧＩはネットワーク１１０に固有であるため、訪問先ネットワーク１４０により提供され
ているＭＢＭＳサービスによりサービス提供され、該ＭＢＭＳサービスに加入しているＵ
Ｅ、すなわちホームＭＢＭＳサービスネットワークがネットワーク１４０であるＵＥは、
この通知に応答しないだろう。
【００４２】
　自身が通知の意図した受け取り手であることの判定に応じて、ＵＥ　１０２は、ＵＥの
ユーザに、好ましくはＵＥのユーザインタフェース２０６を通じてテキストまたは音声メ
ッセージを提供することにより、ＭＢＭＳサービスが開始するところであることを通知す
る。メッセージの受け取りに応じて、ＵＥ　１０２のユーザは、そのサービスに参加する
べきか決定し得る。ユーザがサービスに参加しないと決定した場合、ユーザはメッセージ
に答える必要はない。ユーザがサービスに参加しようと決定した場合、ユーザは、例えば
ＵＥのユーザインタフェース２０６に表示された指示テキスト、ソフトキー、またはキー
を選択することにより、サービスに参加したい旨の自身の希望を入力する。
【００４３】
　サービスに参加したい旨のユーザの希望の受け取りに応じて、ＵＥ　１０２は、接続要
求、通常は無線資源管理（ＲＲＣ）接続確立要求を、エアインターフェース１５０のアク
セスチャンネルおよびトランシーバ１４４を通じて、ネットワークコントローラ１４６に
伝送する。ＵＥ　１０２から接続要求を受け取ると、ネットワークコントローラ１４６は
、トランシーバ１４４においてＵＥ　１０２とのＰＴＰ通信チャネルを確立する。ＰＴＰ
通信チャネルを確立すると、ネットワークコントローラ１４６は、その確立したチャンネ
ルを通じて、ＵＥ　１０２にＭＢＭＳデータを伝送する（５６４）。そして論理フロー５
００は終了する（５６６）。
【００４４】
　ＵＥ　１０２のホームＭＢＭＳサービスネットワーク１１０に固有のＴＭＧＩの使用に
より、ネットワーク１４０でＭＢＭＳサービスに加入したＵＥは、ネットワーク１４０に
よりＵＥ　１０２に伝送される通知を無視する。この通知の無視により、そのようなＵＥ
は、自身がＭＢＭＳサービスに加入したかどうか、およびＭＢＭＳサービスの受け取りを
希望するかどうかを決定する際に消費される恐れのある処理電力の消費を回避し、ＵＥの
バッテリ寿命を保持する。ＵＥによって実行されるアプリケーションの数はますます増え
ているため、バッテリ寿命の保持はセルラシステムオペレータのための絶えず重要な問題
である。その結果、通信システム１００は、ＵＥ　１０２がローミングしているネットワ
ークの中の他のＵＥに最小の影響しか及ぼさない方法で、ローミング中のＵＥ　１０２に
ＭＢＭＳサービスを提供する。ネットワークすなわちネットワーク１４０へのローミング
を通じたＭＢＭＳサービスの提供は、ローミング中のＵＥにトランスペアレントであり、
それによりローミング中のＵＥのユーザの経験が増強される。
【００４５】
　さらに、ＵＥ　１０２のホームＭＢＭＳサービスネットワーク１１０のサポートノード
またはＭＢＭＳサーバ、すなわち、サポートノード１１８またはＭＢＭＳサーバ１２０が
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ＵＥがローミングしているか否かを判定することを許容することにより、プロセスは、い
つサポートノードまたはＭＢＭＳサーバがモバイルロケーションプロビジョニングデータ
ベース１２２からルーティング情報を受け取り得るかを決定することに関して単純化され
る。すなわち、サポートノード１１８またはＭＢＭＳサーバ１２０が、ＵＥが別のネット
ワークにローミングしていることを判定すると、サポートノードまたはＭＢＭＳサーバは
そのＵＥにフラグを立てる。ＵＥによって加入されたＭＢＭＳサービスのＭＢＭＳデータ
が受け取られ、ＵＥに関連するフラグは格納されない場合、ＭＢＭＳサーバ１２０はその
データを参加中のサポートノード１１８へ転送し、サポートノードはそのデータをモバイ
ルロケーションプロビジョニングデータベース１２２を参照することなくサービス提供ネ
ットワークコントローラ１１６に転送し得る。ＵＥによって加入されたＭＢＭＳサービス
のＭＢＭＳデータが受け取られ、ＵＥに関連するフラグが格納される場合、ＭＢＭＳサー
バ１２０またはサポートノード１１８は、モバイルロケーションプロビジョニングデータ
ベース１２２を参照して、そのデータをＵＥに送る方法を決定し得る。本発明のさらに他
の実施形態では、ＭＢＭＳサーバ１２０またはサポートノード１１８がフラグに基づいて
ＵＥ　１０２がローミングしていることを判定した場合、その判定に応じて、ＭＢＭＳサ
ーバまたはサポートノードは、それぞれのメモリデバイス３０４および４０４からＵＥ　
１０２のためのルーティング情報を検索し得る。このように、ＭＢＭＳサーバ１０２およ
びサポートノード１１８は、ＵＥがローミングしている場合でさえ、モバイルロケーショ
ンプロビジョニングデータベース１２２を参照せずにＭＢＭＳデータをＵＥ　１０２に送
ることが可能である。
【００４６】
　本発明を特定の実施形態に参照して図示および説明してきた。しかし、当業者であれば
、特許請求の範囲に記載される本発明の範囲から逸脱することなく、種々の変更が行え、
等価物を本発明の要素と置換できることが理解される。したがって、明細書と図面は、制
限的な意味ではなく例証的な意味で解釈されるべきであり、そのような変更や置換はすべ
て、本発明の範囲内に含まれるものとする。
【００４７】
　利点、他の効果、および課題に対する解決策を、特定の実施形態に関して上に説明した
。しかし、その利点、効果、課題の解決策、およびあらゆる利点、長所、または解決策を
生じさせるか、またはより顕著にする任意の１つまたは２つ以上の要素は、請求項のいず
れかまたはすべての重要な、必要な、または不可欠な特徴または要素として解釈されるべ
きでない。本明細書で使用する場合、用語「有する（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」、「有してい
る（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」、またはその用語のあらゆる他の変形は、非排他的な包括
物をも権利範囲として包含し、構成要素について明細書に記載されたプロセス、方法、物
品、または装置は、それらの構成要素のみを包含しているものではなく、明細書に明示的
に挙げられていない、またはこのようなプロセス、方法、物、または装置に本来備わって
いる、他の構成要素を含むものとする。さらに、第１および第２、上および下、などの関
係を表す用語の使用は、たとえあるとしても、ある実体または動作を別の実体または動作
と区別するだけのために使用され、実体または動作の間に実際にそのような関係または順
序があることを必ずしも必要としないことを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の実施形態による無線通信システムを示すブロック図。
【図２】本発明の実施形態による図１の移動局を示すブロック図。
【図３】本発明の実施形態による図１のサポートノードを示すブロック図。
【図４】本発明の実施形態による図１のマルチメディア放送マルチキャストサービス（Ｍ
ＢＭＳ）サーバを示すブロック図。
【図５Ａ】本発明の様々な実施形態による訪問先のネットワークでユーザ装置（ＵＥ）に
ＭＢＭＳサービスを提供する際の、図１の通信システムにより実行される方法を示す論理
フローチャート。



(16) JP 4658071 B2 2011.3.23

【図５Ｂ】本発明の様々な実施形態による訪問先のネットワークでＵＥにＭＢＭＳサービ
スを提供する際の、図１の通信システムによって実行される方法を示す図５Ａの論理フロ
ーチャートの続き。
【図５Ｃ】本発明の様々な実施形態による訪問先のネットワークでＵＥにＭＢＭＳサービ
スを提供する際の、図１の通信システムによって実行された方法を示す図５Ａおよび図５
Ｂの論理フローチャートの続き。
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【図３】

【図４】
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