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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端末と無線通信を行う無線基地局において、
　上位装置から前記端末にマルチキャストするデータを受信するデータ受信手段と、
　前記端末側で受信品質に応じたマルチキャストチャネルが選択可能となるように、前記
データ受信手段によって受信された前記データに対して、送信レートの異なる複数のマル
チキャストチャネルを設定し、前記複数のマルチキャストチャネルを前記端末へ配信する
マルチキャストチャネル設定手段と、
　を有することを特徴とする無線基地局。
【請求項２】
　前記データ受信手段は、
　前記上位装置から受信した前記データを前記複数のマルチキャストチャネルに振り分け
るデータ振り分け手段と、
　前記データ振り分け手段によって振り分けられた前記データのデータ量を調整するデー
タ調整手段と、
　を有することを特徴とする請求項１記載の無線基地局。
【請求項３】
　前記マルチキャストチャネル設定手段によって設定された前記複数のマルチキャストチ
ャネルのチャネル情報を、前記端末に報知するチャネル情報報知手段を有することを特徴
とする請求項１記載の無線基地局。



(2) JP 5245452 B2 2013.7.24

10

20

30

40

50

【請求項４】
　無線基地局と無線通信を行う端末において、
　当該端末で受信品質に応じてマルチキャストチャネルが選択可能となるように、送信レ
ートの異なる複数のマルチキャストチャネルを設定し、前記複数のマルチキャストチャネ
ルを配信する前記無線基地局からマルチキャストチャネルを受信して、前記受信品質を測
定する受信品質測定手段と、
　前記受信品質に基づいて、前記無線基地局が設定した複数のマルチキャストチャネルの
いずれかに接続するマルチキャストチャネル接続手段と、
　を有することを特徴とする端末。
【請求項５】
　前記マルチキャストチャネル接続手段は、前記複数のマルチキャストチャネルを切り替
える際、一時的に元のマルチキャストチャネルと、次のマルチキャストチャネルとを同時
に接続することを特徴とする請求項４記載の端末。
【請求項６】
　前記マルチキャストチャネル接続手段は、ハンドオーバを行う際、一時的にハンドオー
バ元のマルチキャストチャネルと、ハンドオーバ先のマルチキャストチャネルとを同時に
接続することを特徴とする請求項４記載の端末。
【請求項７】
　無線基地局を制御する上位装置において、
　端末に配信するデータをサーバから受信するデータ受信手段と、
　前記サーバから受信した前記データを前記無線基地局が設定する複製のマルチキャスト
チャネルに対応するように振り分けるデータ振り分け手段と、
　前記データ振り分け手段によって振り分けられた前記データのデータ量を調整するデー
タ調整手段と、
　前記端末側で受信品質に応じたマルチキャストチャネルが選択可能となるように、受信
データに送信レートの異なる複数のマルチキャストチャネルを設定し、前記複数のマルチ
キャストチャネルを前記端末へ配信する前記無線基地局に対して、前記データ調整手段に
よってデータ量が調整された前記データを前記無線基地局に送信するデータ送信手段と、
　を有することを特徴とする上位装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線基地局、端末、および上位装置に関し、特にマルチキャストによる無線通
信を行う無線基地局、端末、および無線基地局を制御する上位装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＭＢＭＳ（Multimedia Broadcast Multicast Service）は、移動通信システムにおいて
、複数の端末へ同一コンテンツを効率よく配信するための技術であり、３ＧＰＰ（3rd Ge
neration Partnership Project）やモバイルＷｉＭＡＸ（IEEE802.16e）などにおいて仕
様化されている。ＭＢＭＳにより、映像や音楽などのマルチキャストストリーミング（配
信を要求した移動コンテンツのみコンテンツを受信する）配信サービスが可能となる。
【０００３】
　ユニキャストは、端末ごとに個別の接続を確立する。そのため、複数の端末が同じコン
テンツを要求した場合、コンテンツは各端末へ別々のデータとして送信する必要があり、
ネットワーク上を流れるデータ量が多くなってしまう。一方、マルチキャストでは、１対
多の接続を確立し、複数の相手にコンテンツを同報配信（端末ごとの配信ではなく、共通
チャネルによるブロードキャストとなり、受信要求する端末のみコンテンツを受信）する
ため、ユニキャストに比べてネットワークに負荷がかかりにくいのが特徴である。
【０００４】
　端末が無線基地局から離れるほど、電波の受信レベルが弱くなるため端末の受信品質は
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悪化する。また、無線基地局からそれほど離れていなくても、障害物などによっては電波
が届きにくくなり端末の受信品質が悪化する。
【０００５】
　ユニキャストサービスは、１対１接続のため、各端末は、個別に受信品質に応じて伝送
レートを変更することが可能で、受信品質を改善することができる。例えば、ハンドオー
バ時などにおいて、電力密度が低下したとき伝送速度を下げる端末装置が提供されている
（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２０００－１８３８０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、マルチキャストサービスでは、複数の端末が１つのチャネルから同じデータを
受信するという性質上、１つの端末が無線状況に応じて送信レートを変更する必要が生じ
た場合、変更をする必要のない他の端末もその端末に合わせて送信レートを変更しなけれ
ばならず、通信の安定化を図ることが困難であるという問題点があった。
【０００７】
　本件はこのような点に鑑みてなされたものであり、マルチキャストサービスにおいても
、通信の安定化を図ることができる無線基地局、端末、および上位装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、端末と無線通信を行う無線基地局が提供される。この無線
基地局は、上位装置から前記端末にマルチキャストするデータを受信するデータ受信手段
と、前記端末側で受信品質に応じたマルチキャストチャネルが選択可能となるように、前
記データ受信手段によって受信された前記データに対して、送信レートの異なる複数のマ
ルチキャストチャネルを設定し、前記複数のマルチキャストチャネルを前記端末へ配信す
るマルチキャストチャネル設定手段と、を有する。
【発明の効果】
【００１４】
　開示の装置では、マルチキャストサービスにおいても、通信の安定化を図ることができ
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１は、無線基地局と端末の概要を説明する図である。図に示すように無線基地局１は
、データ受信手段１ａおよびマルチキャストチャネル設定手段１ｂを有している。端末３
は、受信品質測定手段３ａおよびマルチキャストチャネル接続手段３ｂを有している。
【００１６】
　データ受信手段１ａは、上位装置から、端末３にマルチキャストするデータを受信する
。
　マルチキャストチャネル設定手段１ｂは、データ受信手段１ａによって受信されたデー
タを端末３にマルチキャストするための、送信レートの異なる複数のマルチキャストチャ
ネル２ａ，２ｂ，…，２ｎを設定する。
【００１７】
　受信品質測定手段３ａは、無線基地局１から受信するマルチキャストデータの受信品質
を測定する。
　マルチキャストチャネル接続手段３ｂは、受信品質測定手段３ａの受信品質に基づいて
、無線基地局１の設定した複数のマルチキャストチャネル２ａ，２ｂ，…，２ｎのいずれ
かに接続する。
【００１８】
　例えば、図１の例の場合、マルチキャストチャネル接続手段３ｂは、マルチキャストチ
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ャネル２ｂに接続しており、受信品質測定手段３ａは、無線基地局１から受信するマルチ
キャストデータの受信品質を測定する。マルチキャストチャネル接続手段３ｂは、受信品
質測定手段３ａの受信品質の測定結果に基づいて、マルチキャストチャネルの接続を切り
替える。具体的には、マルチキャストチャネル２ｂの受信品質が劣化した場合、マルチキ
ャストチャネル接続手段３ｂは、送信レートの低いマルチキャストチャネルに接続を切り
替えて受信品質を確保するようにする。
【００１９】
　このように、無線基地局１は、送信レートの異なる複数のマルチキャストチャネル２ａ
，２ｂ，…，２ｎを設定するので、端末３は、他の端末に影響されることなく自由に別の
送信レートのマルチキャストチャネル２ａ，２ｂ，…，２ｎに切り替えることができ、通
信の安定化を図ることができる。
【００２０】
　次に、第１の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
　図２は、第１の実施の形態にかかる移動通信システムの構成例を示した図である。図に
示すように、移動通信システムは、無線基地局１０、端末２０、およびコアネットワーク
３０から構成されている。
【００２１】
　コアネットワーク３０は、コンテンツサーバ３１およびゲートウェイ３２を有している
。コンテンツサーバ３１は、マルチキャスト配信する映像や音楽などのコンテンツを格納
している。コンテンツサーバ３１のコンテンツは、ゲートウェイ３２によってプロトコル
変換され、無線基地局１０へ送信される。
【００２２】
　無線基地局１０は、コンテンツサーバ３１から送られてくるコンテンツ（データ）を端
末２０に無線送信する。無線基地局１０は、複数の共通チャネル（マルチキャストチャネ
ル）により、コンテンツサーバ３１から送られてくるデータを端末２０に無線送信する。
【００２３】
　図２の例では、無線基地局１０は、２本の異なるマルチキャストチャネルによって、コ
ンテンツサーバ３１のコンテンツを端末２０に無線送信する。無線基地局１０は、一方の
マルチキャストチャネルでは、送信レートを高く、他方のマルチキャストチャネルでは、
送信レートを低く設定する。例えば、一方のマルチキャストチャネルの変調方式を１６Ｑ
ＡＭ（Quadrature Amplitude Modulation）にし、他方のマルチキャストチャネルの変調
方式をＱＰＳＫ（Quadrature Phase Shift Keying）にして、それぞれのマルチキャスト
チャネルの送信レートを設定する。
【００２４】
　無線基地局１０は、例えば、Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband Code Division Multiple Access
）やＷｉＭＡＸ、ＬＴＥ（Long Term Evolution）などの通信方式によって、端末２０と
無線通信を行う。
【００２５】
　端末２０は、無線基地局１０から、マルチキャスト配信されるコンテンツサーバ３１の
データを受信する。端末２０は、受信したデータの受信品質を測定し、測定した受信品質
に基づいて、２本のマルチキャストチャネルの一方に接続し、コンテンツサーバ３１のコ
ンテンツを受信する。
【００２６】
　例えば、受信品質が良好な場合、送信レートの高い方のマルチキャストチャネル（１６
ＱＡＭ変調）に接続してコンテンツを受信し、受信品質が良好でない場合、送信レートの
低い方のマルチキャストチャネル（ＱＰＳＫ変調）に接続してコンテンツを受信する。
【００２７】
　なお、図に示す３つの端末２０は、１台の端末の移動する様子を示しており、同一の端
末である。端末２０は、図２の例では、図中点線矢印に示すように、移動するものとする
。端末２０は、例えば、携帯電話などである。
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【００２８】
　エリア４１，４２は、端末２０の接続するマルチキャストチャネルの切り替え目安を示
している。例えば、エリア４１は、端末２０が１６ＱＡＭのマルチキャストチャネルに接
続するエリアを示している。エリア４２は、端末２０がＱＰＳＫのマルチキャストチャネ
ルに接続するエリアを示している。なお、エリア４１，４２は、端末２０が接続するマル
チキャストチャネルの切り替え目安を示したものであり、変調方式１６ＱＡＭのマルチキ
ャストチャネルがセル端（無線基地局１０から最も遠いエリア）をカバーしないという意
味ではない。
【００２９】
　ゲートウェイ３２と無線基地局１０との間に示す数字を記載した四角は、コンテンツサ
ーバ３１から配信されるデータを示している。無線基地局１０と端末２０の間の大きい方
の四角は、高品質のデータ、すなわち、１６ＱＡＭのマルチキャストチャネルで配信され
るデータを示している。小さい方の四角は、低品質のデータ、すなわち、ＱＰＳＫのマル
チキャストチャネルで配信されるデータを示している。なお、１６ＱＡＭは、ＱＰＳＫに
対し、情報を送信する状態数が多く、高品質のデータを送信することができるが、ノイズ
の影響を受けやすくなる。
【００３０】
　図２の動作について説明する。図に示すように、コンテンツサーバ３１のデータは、ゲ
ートウェイ３２を経由して無線基地局１０に送信される。
　無線基地局１０は、２本のマルチキャストチャネルを設定し、それぞれからコンテンツ
サーバ３１から受信したデータを端末２０に無線送信する。
【００３１】
　端末２０は、無線基地局１０との間の受信品質を測定する。端末２０は、図２に示すよ
うに、エリア４１内に存在する場合、無線基地局１０との距離が近く、受信品質が良好の
ため、送信レートの高い方のマルチキャストチャネルに接続し、コンテンツサーバ３１の
データを受信する。すなわち、端末２０は、エリア４１内に存在する場合、データエラー
が少ないので、１６ＱＡＭのマルチキャストチャネルで高品質データを受信するようにす
る。
【００３２】
　端末２０は、エリア４１からエリア４２へ移動する場合、無線基地局１０との距離が長
くなり受信品質が悪化する。この場合、端末２０は、低品質データを受信するように、送
信レートの低い方のマルチキャストチャネルに接続する。すなわち、端末２０は、エリア
内４２に存在する場合、低品質ではあるが、データエラーの少なくなるＱＰＳＫのマルチ
キャストチャネルでデータを受信するようにする。
【００３３】
　なお、端末２０は、マルチキャストチャネルを切り替える際、画像や音声の途切れが目
立たないようにするため、過渡的に２つのマルチキャストチャネルに同時に接続し、その
後、それまで接続していたマルチキャストチャネルを切断する。
【００３４】
　このように、無線基地局１０は、送信レートの異なるマルチキャストチャネルを設定し
、コンテンツサーバ３１のコンテンツをマルチキャストする。端末２０は、受信品質に応
じて、接続すべきマルチキャストチャネルを選択する。これにより、端末２０の受信品質
が悪化してマルチキャストサービスの継続が困難となるような状況においても、データ欠
損することなく、マルチキャストサービスを安定して提供することができる。
【００３５】
　なお、上記では、無線基地局１０と端末２０との距離によって、マルチキャストチャネ
ルを切り替えることを説明したが、もちろん、端末２０は、受信品質に応じてマルチキャ
ストチャネルを切り替えるので、障害物などによって受信品質が変化した場合にも、マル
チキャストチャネルの接続を切り替える。
【００３６】
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　図３は、図２の無線基地局の機能ブロック図である。図に示すように無線基地局１０は
、データ振り分け部１１、データ量調整部１２、およびベースバンド／変調処理部１３を
有している。図３には、１６ＱＡＭのマルチキャストチャネル５１と、ＱＰＳＫのマルチ
キャストチャネル５２とが示してある。また、図に示す四角は、コンテンツサーバ３１か
ら配信されたデータを示している。
【００３７】
　データ振り分け部１１は、ゲートウェイ３２を経由して、コンテンツサーバ３１のデー
タを受信する。データ振り分け部１１は、受信したデータを複製し、一方はベースバンド
／変調処理部１３へ出力し、他方はデータ量調整部１２へ出力する。
【００３８】
　データ量調整部１２は、送信レートの低いＱＰＳＫのマルチキャストチャネル５２の送
信レートに合致するようにデータ量を調整する。例えば、データ量調整部１２は、再エン
コードやフレーム間引きによるビットレート調整によってデータ量を調整する。
【００３９】
　なお、データ振り分け部１１からベースバンド／変調処理部１３へ出力されるデータは
、送信レートの高い１６ＱＡＭのマルチキャストチャネル５１で送信される。
　また、データは、ソース以上のビットレートにすることはできないため、データ量は必
ずソースより小さくなる。従って、上位装置から送られてくるコンテンツサーバ３１のデ
ータは、できるだけ高品質（無線基地局１０が設定するマルチキャストチャネル内で最も
高い送信レートに相当）であることが望ましい。
【００４０】
　ベースバンド／変調処理部１３は、データのベースバンド処理および変調処理を行い、
無線送信する。ベースバンド／変調処理部１３は、マルチキャストデータを無線送信する
のに、２本のマルチキャストチャネル５１，５２を設定する。ベースバンド／変調処理部
１３は、データ振り分け部１１から出力されるデータを１６ＱＡＭにより変調し、マルチ
キャストチャネル５１で無線送信する。また、ベースバンド／変調処理部１３は、データ
量調整部１２から出力されるデータをＱＰＳＫにより変調し、マルチキャストチャネル５
２で無線送信する。
【００４１】
　図４は、図２の端末の機能ブロック図である。図に示すように端末２０は、送受信部２
１、マルチキャスト情報記憶部２２、受信品質算出部２３、マルチキャストチャネル選択
部２４、およびマルチキャストチャネル切り替え部２５を有している。
【００４２】
　送受信部２１は、無線基地局１０からの無線データを受信し、復調する。また、無線基
地局１０へ送信するデータを変調し、無線送信する。送受信部２１は、無線基地局１０か
ら報知情報を受信した場合、報知情報に含まれるマルチキャストチャネル情報をマルチキ
ャスト情報記憶部２２に記憶する。また、送受信部２１は、マルチキャストチャネル切り
替え部２５の切り替え指示に応じて、マルチキャストチャネルの接続を切り替える。
【００４３】
　マルチキャスト情報記憶部２２は、マルチキャストチャネル情報と受信品質算出項目情
報とを記憶するメモリである。
　図５は、マルチキャスト情報記憶部に記憶されるマルチキャストチャネル情報を示した
図である。マルチキャストチャネル情報は、無線基地局１０が設定するマルチキャストチ
ャネルの特性を示す情報である。マルチキャストチャネル情報は、上述したように報知情
報によって、無線基地局１０から端末２０に報知される。
【００４４】
　図５に示すように、マルチキャストチャネル情報には、無線基地局１０が設定するマル
チキャストチャネルのチャネルナンバー（MCH No.）と、そのチャネルの帯域幅と、変調
方式と、伝送速度（送信レート）との情報が含まれる。例えば、図５の例の場合、チャネ
ルナンバー１のマルチキャストチャネルの帯域幅は１０ＭＨｚ、変調方式は１６ＱＡＭ、
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伝送速度は３８４ｋｂｐｓであることが分かる。また、チャネルナンバー１のマルチキャ
ストチャネルは、例えば、図３のマルチキャストチャネル５１が対応し、チャネルナンバ
ー２のマルチキャストチャネルは、マルチキャストチャネル５２が対応する。
【００４５】
　このように、無線基地局１０がマルチキャストチャネル情報を報知することにより、端
末２０は、無線基地局１０がどのようなマルチキャストチャネルを設定しているか認識す
ることができる。なお、上記では、マルチキャストチャネルのチャネル数を２チャネルし
か示していないがもちろん３以上であってもよい。
【００４６】
　図６は、マルチキャスト情報記憶部に記憶される受信品質算出項目情報を示した図であ
る。受信品質算出項目情報は、端末２０が算出した受信品質に基づいて、接続すべきマル
チキャストチャネルを選択するための情報である。つまり、端末２０は、算出した受信品
質と受信品質算出項目情報とを比較して、接続すべきマルチキャストチャネルを選択する
。
【００４７】
　図に示すように、受信品質算出項目情報には、ＳＩＲ（Signal to Interference Ratio
n）と、ＢＥＲ（Bit Error Rate）と、接続（使用）すべきマルチキャストチャネルを示
したチャネルナンバー（使用MCH No.）との情報が含まれる。例えば、端末２０は、２５
～２９ｄＢの間のＳＩＲと、１０-4～１０-5の間のＢＥＲとを算出した場合、図６の例で
は、チャネルナンバー１のマルチキャストチャネルに接続してコンテンツサーバ３１のデ
ータを受信することになる。
【００４８】
　なお、受信品質算出項目情報は、予めマルチキャスト情報記憶部２２に記憶しておいて
もよいし、マルチキャストチャネル情報と同様に、報知情報によって無線基地局１０から
受信してマルチキャスト情報記憶部２２に記憶するようにしてもよい。
【００４９】
　図４の説明に戻る。受信品質算出部２３は、送受信部２１がマルチキャストチャネルか
らデータを受信すると、その受信したデータに基づき、現在接続しているマルチキャスト
チャネルの受信品質を算出する。例えば、受信品質算出部２３は、ＳＩＲとＢＥＲを算出
する。
【００５０】
　マルチキャストチャネル選択部２４は、受信品質算出部２３によって算出されたマルチ
キャストチャネルの受信品質と、マルチキャスト情報記憶部２２に記憶されているマルチ
キャストチャネル情報と受信品質算出項目情報とに基づき、接続すべきマルチキャストチ
ャネルを選択する。
【００５１】
　例えば、マルチキャストチャネル選択部２４は、受信品質算出部２３によって算出され
た受信品質のＳＩＲおよびＢＥＲと、マルチキャスト情報記憶部２２に記憶されている受
信品質算出項目情報のＳＩＲおよびＢＥＲとを比較する。そして、算出された受信品質の
値を含む受信品質算出項目情報より、マルチキャストチャネルを選択する。具体的には、
算出された受信品質のＳＩＲとＢＥＲが、それぞれ２５～２９ｄＢのＳＩＲと１０-4～１
０-5の間にある場合、図６の例の場合だと、ナンバー１のマルチキャストチャネルが選択
されることになる。
【００５２】
　なお、受信品質と受信品質算出項目情報との比較項目が複数の場合、マルチキャストチ
ャネル選択部２４は、比較項目のＡＮＤ条件、ＯＲ条件、ＡＮＤとＯＲの組み合わせ条件
によってマルチキャストチャネルを選択することができる。例えば、上記例では、ＳＩＲ
とＢＥＲのＡＮＤ条件によってマルチキャストチャネルを選択するようにしたが、ＳＩＲ
またはＢＥＲの一方（ＯＲ条件）の項目のみを比較してマルチキャストチャネルを選択す
るようにしてもよい。
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【００５３】
　マルチキャストチャネル切り替え部２５は、マルチキャストチャネル選択部２４によっ
て選択されたマルチキャストチャネルでコンテンツサーバ３１のデータを受信するように
、送受信部２１の接続しているマルチキャストチャネルを切り替える。
【００５４】
　以下、無線基地局１０と端末２０の動作について説明する。まず、無線基地局１０のマ
ルチキャストチャネルの初期設定と、端末２０のマルチキャストチャネルへの初期接続に
ついて説明する。
【００５５】
　図７は、無線基地局のマルチキャストチャネルの初期設定処理を示したシーケンス図で
ある。
　ステップＳ１において、無線基地局１０は、コアネットワーク３０の上位装置から、マ
ルチキャストチャネルの設定要求を受ける。なお、上位装置は、複数のマルチキャストチ
ャネルということを意識せず、単にマルチキャストチャネルを設定するように要求する。
すなわち、無線基地局１０は、上位装置からの１本のマルチキャストチャネル設定要求に
対し、自律的に複数のマルチキャストチャネルを設定する。よって、上位装置は、複数の
マルチキャストチャネルを意識することなく、データを無線基地局１０に送信できる。
【００５６】
　ステップＳ２において、無線基地局１０は、上位装置からのマルチキャストチャネル設
定要求を受けて、複数のマルチキャストチャネルを設定する。図７の例では、１６ＱＡＭ
のマルチキャストチャネルと、ＱＰＳＫのマルチキャストチャネルとを設定する。
【００５７】
　ステップＳ３において、無線基地局１０は、マルチキャストチャネルを設定すると、
その旨のマルチキャストチャネル設定応答を上位装置に送信する。
　ステップＳ４において、無線基地局１０は、設定したマルチキャストチャネルのマルチ
キャストチャネル情報を含む報知情報を、報知チャネルを用いて配下の端末２０に報知す
る。例えば、図５に示したようなマルチキャストチャネル情報を報知する。端末２０は、
報知情報を受信すると、報知情報に含まれるマルチキャストチャネル情報をマルチキャス
ト情報記憶部２２に記憶する。
【００５８】
　図８は、端末のマルチキャストチャネルへの初期接続処理を示したフローチャートであ
る。端末２０は、以下のステップにより、最初に接続するマルチキャストチャネルを選択
する。
【００５９】
　ステップＳ１１において、端末２０は、マルチキャスト情報記憶部２２に記憶した、無
線基地局１０からのマルチキャストチャネル情報のソートを行う。端末２０は、伝送速度
の早い順にマルチキャストチャネル情報をソートし、ソート順にインデックスを付与する
。例えば、図５の例では、チャネルナンバー１のマルチキャストチャネルが最も伝送速度
が速く、次に、チャネルナンバー２のマルチキャストチャネルの伝送速度が早いので、そ
れぞれ１，２のインデックスが付与されることになる。
【００６０】
　ステップＳ１２において、端末２０は、変数Ｘに１を代入する。
　ステップＳ１３において、端末２０は、受信品質を算出するため、インデックスＸのマ
ルチキャストチャネルから一定時間、データのテスト受信を行う。テスト受信時間は１０
０～２００ｍｓ程度行う。
【００６１】
　ステップＳ１４において、端末２０は、受信したデータに基づいて受信品質を算出する
。すなわち、端末２０は、インデックスＸのマルチキャストチャネルの受信品質を算出す
る。
【００６２】
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　ステップＳ１５において、端末２０は、受信品質が予め決められたしきい値以上である
か否か判断する。すなわち、端末２０は、現在選択されているマルチキャストチャネルの
受信品質が所定以上の品質を有しているか判断する。受信品質がしきい値以上の場合、ス
テップＳ１９へ進む。受信品質がしきい値より小さければ、ステップＳ１６へ進む。
【００６３】
　ステップＳ１６において、端末２０は、全てのインデックスの、マルチキャストチャネ
ルの受信品質を算出したか判断する。全てのインデックスの、マルチキャストチャネルの
受信品質を算出した場合、ステップＳ１８へ進む。全てのインデックスの、マルチキャス
トチャネルの受信品質を算出していない場合、次のマルチキャストチャネルの受信品質を
算出すべく、ステップＳ１７へ進む。
【００６４】
　ステップＳ１７において、端末２０は、変数Ｘに１を加算する。そして、ステップＳ１
３の処理へ進む。これにより、次に実行するステップＳ１３の処理では、次のマルチキャ
ストチャネルのテスト受信が行われる。
【００６５】
　ステップＳ１８において、端末２０は、ハンドオーバが不可能か否か判断する。ハンド
オーバが可能な場合、ステップＳ２０へ進む。ハンドオーバが不可能な場合、ステップＳ
１９へ進む。
【００６６】
　ステップＳ１９において、端末２０は、選択するマルチキャストチャネルをインデック
スＸのマルチキャストチャネルに決定する。なお、ステップＳ１８を経由してステップＳ
１９の処理を実行する場合には、最も伝送速度の低いマルチキャストチャネルが選択され
ることになる。すなわち、全てのマルチキャストチャネルの受信品質がしきい値を超えず
、端末２０がハンドオーバもできない場合、端末２０は、最後に受信品質のチェックを行
った最も伝送速度の低いマルチキャストチャネルを選択する。
【００６７】
　ステップＳ２０において、端末２０は、ハンドオーバ先の無線基地局から報知情報を受
信し、図８のフローと同様の処理を実施する。すなわち、全てのマルチキャストチャネル
の受信品質がしきい値を超えないが、ハンドオーバが可能な場合、端末２０は、ハンドオ
ーバ先の報知情報にて、図８と同様の処理を行う。
【００６８】
　このように、端末２０は、無線基地局１０から受信したマルチキャストチャネル情報を
伝送速度順に並び替え、伝送速度の高い順にそのマルチキャストチャネルの受信品質を測
定する。そして、その受信品質がしきい値以上であれば、接続するマルチキャストチャネ
ルを最初のマルチキャストチャネルとして選択し、しきい値以上でなれば、次に伝送速度
の高いマルチキャストチャネルを選択する。全てのマルチキャストチャネルの受信品質が
しきい値より悪ければ、最も伝送速度の低いマルチキャストチャネルを選択して、無線基
地局１０との接続を確保する。ハンドオーバが可能であれば、ハンドオーバ先で同様のマ
ルチキャストチャネルの選択を行う。
【００６９】
　次に、端末２０のマルチキャストチャネルの接続切り替えについて説明する。
　図９は、端末のマルチキャストチャネルの接続切り替え処理を示したシーケンス図であ
る。以下のステップは、図２において、端末２０が点線矢印に示すように移動した場合の
処理内容を示している。すなわち、端末２０が無線基地局１０から離れるように移動した
場合の処理内容を示している。なお、図中の太い円筒は、１６ＱＡＭのマルチキャストチ
ャネルを示し、細い円筒は、ＱＰＳＫのマルチキャストチャネルを示している。
【００７０】
　ステップＳ３１において、コアネットワーク３０のコンテンツサーバ３１は、コンテン
ツのデータ配信を行う。
　ステップＳ３２ａ，３２ｂにおいて、無線基地局１０は、コンテンツサーバ３１から受
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信したデータのベースバンド処理および変調処理を行って無線信号に変換する。無線基地
局１０は、設定した１６ＱＡＭおよびＱＰＳＫの２つのマルチキャストチャネルを用いて
、コンテンツサーバ３１から受信したデータを同時にマルチキャストする。
【００７１】
　なお、端末２０は、現在、無線基地局１０の近くに存在しており（図２のエリア４１内
に存在）、十分な受信品質を確保できるため、１６ＱＡＭのマルチキャストチャネルに接
続して、高品質データを受信している。
【００７２】
　ステップＳ３３において、端末２０は、現在接続している１６ＱＡＭのマルチキャスト
チャネルの受信品質を算出する。端末２０は、一定周期で受信品質を算出する。
　ステップＳ３４において、端末２０は、算出した受信品質がしきい値範囲内にあるか否
か判断する。すなわち、端末２０は、算出した受信品質が図６に示した受信品質算出項目
情報のチャネルナンバー１の範囲内にあるか判断する。受信品質がしきい値範囲内にある
場合、ステップＳ３３に進む。受信品質がしきい値範囲内にない場合、ステップＳ３５へ
進む。
【００７３】
　なお、端末２０は、図２の点線矢印に沿って移動し、無線基地局１０からの距離が遠く
なるため、電波の受信レベル低下等の要因により、受信品質も低下してくる。従って、端
末２０は、そのうちステップＳ３５の処理へ進むことになる。
【００７４】
　ステップＳ３５において、端末２０は、算出した受信品質の該当するマルチキャストチ
ャネルを選択する。すなわち、端末２０は、図６に示した受信品質算出項目情報を参照し
、算出した受信品質の属するマルチキャストチャネルを選択する。なお、ここでは、端末
２０は、ＱＰＳＫのマルチキャストチャネルを選択する。
【００７５】
　ステップＳ３６において、端末２０は、無線基地局１０に対し、マルチキャストチャネ
ル切り替え要求を行う。
　ステップＳ３７において、無線基地局１０は、端末２０からマルチキャストチャネル切
り替え要求を受けると、端末２０に対し、切り替えタイミングを通知する。このとき、無
線基地局１０は、切り替えタイミングの期間を指定する。
【００７６】
　ステップＳ３８において、コアネットワーク３０のコンテンツサーバ３１は、コンテン
ツのデータ配信を行っている。
　ステップＳ３９ａ，３９ｂにおいて、無線基地局１０は、１６ＱＡＭとＱＰＳＫの２つ
のマルチキャストチャネルを用いて、コンテンツサーバ３１のデータを配信している。端
末２０は、ステップＳ３７の切り替えタイミング通知とともに受信した指定タイミングの
期間の間、２つのマルチキャストチャネルに接続して、無線基地局１０からのデータを受
信する。その後、端末２０は、ステップＳ３５で選択したマルチキャストチャネルのみで
データを受信するように切り替える。
【００７７】
　ステップＳ４０において、端末２０は、無線基地局１０に対し、マルチキャストチャネ
ルの切り替えが完了した旨を通知する。
　ステップＳ４１において、コアネットワーク３０のコンテンツサーバ３１は、コンテン
ツのデータ配信を行っている。
【００７８】
　ステップＳ４２ａ，４２ｂにおいて、無線基地局１０は、１６ＱＡＭとＱＰＳＫの２つ
のマルチキャストチャネルを用いて、コンテンツサーバ３１のデータを配信している。端
末２０は、ＱＰＳＫのマルチキャストチャネルに接続して、無線基地局１０から配信され
ているデータを受信している。
【００７９】
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　このように、端末２０は、無線基地局１０から遠く離れた場所に移動しまたは周囲に障
害物等が存在しても、高品質のデータから低品質のデータへと受信を切り替えることによ
り、受信品質が悪化した状況でも安定したデータの受信を継続することができる。
【００８０】
　なお、上記では、変調方式が異なる２本のマルチキャストチャネルの場合について説明
したが、マルチキャストチャネルが３本以上の場合や、異なる帯域幅を使用する場合も、
上記と同様である。
【００８１】
　端末２０は、図９のステップＳ３３，Ｓ３４の処理において、算出した受信品質の当て
はまるしきい値が見つからなかった場合には、最も低い送信レートのマルチキャストチャ
ネルでデータの受信を継続する。また、ハンドオーバが可能であれば、以下で説明するよ
うにハンドオーバ先でマルチキャストチャネルの接続を行う。
【００８２】
　図１０は、ハンドオーバを行う場合のマルチキャストチャネルの切り替え動作を説明す
る図である。図１０において、図２と同じものには同じ符号を付し、その説明を省略する
。
【００８３】
　図１０では、コンテンツサーバ３１のコンテンツは、ゲートウェイ３３を経由して無線
基地局６０にも配信されている。端末２０は、図中の点線矢印に示すように無線基地局１
０のエリア４１，４２を移動し、無線基地局６０のエリア６２，６１を移動するものとす
る。
【００８４】
　無線基地局６０も無線基地局１０と同様に、複数のマルチキャストチャネルを設定して
いる。例えば、１６ＱＡＭとＱＰＳＫのマルチキャストチャネルを設定している。無線基
地局６０は、２つのマルチキャストチャネルでコンテンツサーバ３１のコンテンツを配下
の端末に配信する。
【００８５】
　端末２０は、無線基地局１０のエリア４２から無線基地局６０のエリア６２を移動する
場合、ハンドオーバ処理を行う。このとき、端末２０は、無線基地局１０に接続している
マルチキャストチャネルと、これから接続を切り替える無線基地局６０のマルチキャスト
チャネルとの両方から、過渡的にコンテンツを受信する。そして、移動元の無線基地局１
０のマルチキャストチャネルを切断し、移動先の無線基地局６０のマルチキャストチャネ
ルのみからデータを受信する。端末２０は、無線基地局６０に近づいて、エリア６１内に
存在すると、送信レートの高い１６ＱＡＭのマルチキャストチャネルに切り替える。
【００８６】
　図１１、図１２は、端末のハンドオーバ時のマルチキャストチャネルの切り替え動作を
示したシーケンス図である。図１１、図１２のステップは、端末２０が図１０のエリア４
２とエリア６２の重なった部分を移動するときの処理を示している。
【００８７】
　ステップＳ５１ａ，５１ｂにおいて、コンテンツサーバ３１は、ゲートウェイ３２，３
３を経由して無線基地局１０，６０にコンテンツを送信する。
　ステップＳ５２ａ，５２ｂにおいて、無線基地局１０，６０のそれぞれは、１６ＱＡＭ
とＱＰＳＫの２つのマルチキャストチャネルを設定し、コンテンツサーバ３１のコンテン
ツを配信している。
【００８８】
　なお、端末２０は、現在、無線基地局１０のマルチキャストチャネルに接続していると
する。また、端末２０は、現在、エリア４２に存在しているので、ＱＰＳＫのマルチキャ
ストチャネルに接続している。また、図１１、図１２では、１６ＱＡＭのマルチキャスト
チャネルの図示を省略している。
【００８９】
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　ステップＳ５３において、無線基地局１０は、設定しているマルチキャストチャネルの
マルチキャストチャネル情報を含む報知情報を、報知チャネルを用いて配下の端末２０に
報知する。例えば、図５に示したようなマルチキャストチャネル情報を報知する。
【００９０】
　端末２０は、無線基地局１０から報知情報を受信すると、報知情報に含まれるマルチキ
ャストチャネル情報をマルチキャスト情報記憶部２２に記憶する。
　ステップＳ５４において、無線基地局６０は、設定しているマルチキャストチャネルの
マルチキャストチャネル情報を含む報知情報を、報知チャネルを用いて配下の端末２０に
報知する。例えば、図５に示したようなマルチキャストチャネル情報を報知する。
【００９１】
　端末２０は、無線基地局６０から報知情報を受信すると、報知情報に含まれるマルチキ
ャストチャネル情報をマルチキャスト情報記憶部２２に記憶する。
　ステップＳ５５において、端末２０は、現在接続している無線基地局１０の、ＱＰＳＫ
のマルチキャストチャネルの受信品質を算出する。端末２０は、一定周期で受信品質を算
出する。
【００９２】
　ステップＳ５６において、端末２０は、算出した受信品質がしきい値（受信品質算出項
目情報）範囲内にあるか否か判断する。端末２０は、受信品質がしきい値範囲内にある場
合、ステップＳ５５に進む。受信品質がしきい値範囲内にない場合、ステップＳ５７へ進
む。
【００９３】
　端末２０は、無線基地局１０内でマルチキャストチャネルの切り替えができない場合、
隣接する無線基地局６０へのハンドオーバを試みる。すなわち、算出した受信品質の当て
はまるしきい値がない場合（現在接続しているマルチキャストチャネルよりさらに低送信
レートのマルチキャストチャネルが存在しない場合）、端末２０は、ハンドオーバを試み
る。そして、ハンドオーバ先の無線基地局６０のマルチキャストチャネルを選択するよう
にする。
【００９４】
　ステップＳ５７において、端末２０は、ハンドオーバ先の無線基地局６０において、算
出した受信品質の該当するマルチキャストチャネルを選択する。
　なお、端末２０は、図８で示した初期接続のフローに従って、ハンドオーバ先の無線基
地局６０のマルチキャストチャネルを選択する。端末２０は、エリア６２に存在している
ので、ＱＰＳＫのマルチキャストチャネルを選択することになる。
【００９５】
　ステップＳ５８において、端末２０は、ハンドオーバ先の無線基地局６０に対し、マル
チキャストチャネル切り替え要求を行う。
　ステップＳ５９において、無線基地局６０は、端末２０からマルチキャストチャネル切
り替え要求を受けると、端末２０に対し、切り替えタイミングを通知する。このとき、無
線基地局６０は、切り替えタイミングの期間を指定する。
【００９６】
　ステップＳ６０ａ，６０ｂにおいて、コアネットワーク３０のコンテンツサーバ３１は
、無線基地局１０，６０に対し、コンテンツのデータ配信を行っている。
　ステップＳ６１ａ，６１ｂにおいて、無線基地局１０，６０のそれぞれは、ＱＰＳＫの
マルチキャストチャネルを用いて、コンテンツサーバ３１のデータを配信している。端末
２０は、ステップＳ５８の切り替えタイミング通知とともに受信した指定タイミングの期
間の間、無線基地局１０，６０の２つのマルチキャストチャネルに接続して、データを受
信する。その後、端末２０は、ステップＳ５７で選択したマルチキャストチャネルのみで
データを受信するように切り替える。
【００９７】
　ステップＳ６２において、端末２０は、無線基地局６０に対し、マルチキャストチャネ
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ルの切り替えが完了した旨を通知する。
　ステップＳ６３ａ，６３ｂにおいて、コアネットワーク３０のコンテンツサーバ３１は
、コンテンツのデータ配信を行っている。
【００９８】
　ステップＳ６４ａ，６４ｂにおいて、端末２０は、無線基地局６０のＱＰＳＫのマルチ
キャストチャネルのみに接続して、無線基地局６０から配信されているデータを受信する
。
【００９９】
　このように、端末２０は、同一の無線基地局１０でマルチキャストチャネルの切り替え
ができなくなる場合は、隣接する無線基地局６０へハンドオーバを試みる。これにより、
端末２０は、継続してデータ配信を受信することができる。
【０１００】
　図１３は、端末が無線基地局に近づく場合のマルチキャストチャネルの接続切り替え処
理を示したシーケンス図である。図のステップは、図１０に示した端末２０がエリア６２
からエリア６１に移動する場合の処理を示している。
【０１０１】
　ステップＳ７１において、コアネットワーク３０のコンテンツサーバ３１は、コンテン
ツのデータ配信を行う。
　ステップＳ７２ａ，７２ｂにおいて、無線基地局６０は、設定した１６ＱＡＭおよびＱ
ＰＳＫの２つのマルチキャストチャネルを用いて、コンテンツサーバ３１から受信したデ
ータをマルチキャストする。端末２０は、現在、無線基地局６０のエリア６２に存在して
いるので、ＱＰＳＫのマルチキャストチャネルでコンテンツのデータを受信している。
【０１０２】
　ステップＳ７３において、端末２０は、現在接続しているＱＰＳＫのマルチキャストチ
ャネルの受信品質を算出する。端末２０は、一定周期で受信品質を算出する。
　ステップＳ７４において、端末２０は、算出した受信品質がしきい値範囲内にあるか否
か判断する。すなわち、端末２０は、算出した受信品質がＱＰＳＫのマルチキャストチャ
ネルの受信算出項目情報に該当しているか否か判断する。受信品質がしきい値範囲内にあ
る場合、ステップＳ７３に進む。受信品質がしきい値範囲内にない場合、ステップＳ７５
へ進む。
【０１０３】
　なお、端末２０は、図１０の点線矢印に沿って移動し、無線基地局６０に近づくため、
電波の受信レベル上昇により、受信品質も上昇してくる。従って、端末２０は、そのうち
ステップＳ７５へ進むことになる。
【０１０４】
　ステップＳ７５において、端末２０は、算出した受信品質の該当するマルチキャストチ
ャネルを選択する。すなわち、端末２０は、受信品質算出項目情報を参照し、算出した受
信品質の属するマルチキャストチャネルを選択する。なお、ここでは、端末２０は、エリ
ア６１に移動するので、１６ＱＡＭのマルチキャストチャネルを選択することになる。
【０１０５】
　ステップＳ７６において、端末２０は、無線基地局６０に対し、マルチキャストチャネ
ル切り替え要求を行う。
　ステップＳ７７において、無線基地局６０は、端末２０からマルチキャストチャネル切
り替え要求を受けると、端末２０に対し、切り替えタイミングを通知する。このとき、無
線基地局６０は、切り替えタイミングの期間を指定する。
【０１０６】
　ステップＳ７８において、コアネットワーク３０のコンテンツサーバ３１は、コンテン
ツのデータ配信を行っている。
　ステップＳ７９ａ，７９ｂにおいて、無線基地局６０は、１６ＱＡＭとＱＰＳＫの２つ
のマルチキャストチャネルを用いて、コンテンツサーバ３１のデータを配信している。端
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末２０は、ステップＳ７７の切り替えタイミング通知とともに受信した指定タイミングの
期間の間、２つのマルチキャストチャネルに接続して、無線基地局１０からのデータを受
信する。その後、端末２０は、ステップＳ７５で選択したマルチキャストチャネルのみで
データを受信するように切り替える。
【０１０７】
　ステップＳ８０において、端末２０は、無線基地局６０に対し、マルチキャストチャネ
ルの切り替えが完了した旨を通知する。
　ステップＳ８１において、コアネットワーク３０のコンテンツサーバ３１は、コンテン
ツのデータ配信を行っている。
【０１０８】
　ステップＳ８２ａ，８２ｂにおいて、無線基地局６０は、１６ＱＡＭとＱＰＳＫの２つ
のマルチキャストチャネルを用いて、コンテンツサーバ３１のデータを配信している。端
末２０は、１６ＱＡＭのマルチキャストチャネルに接続して、無線基地局６０から配信さ
れているデータを受信している。
【０１０９】
　このように、端末２０は、無線基地局６０に近づく場合、受信品質が向上するので、送
信レートの高いマルチキャストチャネルに接続を切り替えるようにする。これにより、無
線状況に応じた安定したデータの受信を継続することができる。
【０１１０】
　次に、第２の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。第１の実施の形態では、無
線基地局がコンテンツサーバから受信したデータを複数のマルチキャストチャネルに対応
するように振り分け、配信していた。第２の実施の形態では、無線基地局の上位装置がマ
ルチキャストするデータを振り分けて無線基地局に送信し、無線基地局は、受信したデー
タを複数のマルチキャストチャネルで端末に配信する。
【０１１１】
　図１４は、第２の実施の形態に係る無線基地局と上位装置の機能ブロック図である。上
位装置７０は、無線基地局８０を制御する機能を有する装置である。例えば、Ｗ－ＣＤＭ
Ａでは、ＲＮＣ（Radio Network Controller）、モバイルＷｉＭＡＸでは、ＡＳＮ（Acce
ss Service Network）、ＬＴＥでは、ａＧＷ（Access GateWay）といった装置が該当する
。
【０１１２】
　上位装置７０は、データ振り分け部７１およびデータ量調整部７２を有している。無線
基地局８０は、ベースバンド／変調処理部８１を有している。すなわち、第２の実施の形
態では、図３で示した無線基地局１０のデータ振り分け部１１とデータ量調整部１２の機
能を、上位装置７０が有している。上位装置７０は、コンテンツサーバ３１から配信され
るコンテンツをデータ振り分け部７１で複製し、２つのチャネルで無線基地局８０へ送信
する。データ振り分け部７１は、複製した一方のデータをデータ量調整部７２へ出力する
。データ量調整部７２は、コンテンツサーバ３１から受信したデータを、再エンコードや
フレーム間引きによるビットレート調整によってデータ量を調整し、無線基地局８０に送
信するようにする。
【０１１３】
　無線基地局８０は、図３で説明した無線基地局１０と同様に、２つのマルチキャストチ
ャネル５１，５２を設定する。ベースバンド／変調処理部８１は、上位装置７０から送信
される２チャネルのデータを無線信号に変換し、２つのマルチキャストチャネル５１，５
２で端末２０に無線送信する。無線基地局８０は、データ量調整部７２でデータ量が調整
された方のデータを、送信レートの低いＱＰＳＫのマルチキャストチャネル５２で送信す
るようにする。
【０１１４】
　図１５は、無線基地局のマルチキャストチャネルの初期設定処理を示したシーケンス図
である。
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　ステップＳ９１において、上位装置７０は、無線基地局８０に対し、マルチキャストチ
ャネルの設定要求をする。
【０１１５】
　ステップＳ９２において、無線基地局８０は、上位装置７０からのマルチキャストチャ
ネル設定要求を受けて、１６ＱＡＭのマルチキャストチャネルを設定する。
　ステップＳ９３において、無線基地局８０は、上位装置７０にマルチキャストチャネル
の設定応答を返す。
【０１１６】
　ステップＳ９４において、上位装置７０は、無線基地局８０に対し、マルチキャストチ
ャネルの設定要求をする。
　ステップＳ９５において、無線基地局８０は、上位装置７０からのマルチキャストチャ
ネル設定要求を受けて、ステップＳ９２で設定したのとは別のＱＰＳＫのマルチキャスト
チャネルを設定する。
【０１１７】
　ステップＳ９６において、無線基地局８０は、上位装置７０にマルチキャストチャネル
の設定応答を返す。
　ステップＳ９７において、無線基地局８０は、設定したマルチキャストチャネルのマル
チキャストチャネル情報を含む報知情報を、報知チャネルを用いて配下の端末２０に報知
する。例えば、図５に示したようなマルチキャストチャネル情報を報知する。端末２０は
、報知情報を受信すると、報知情報に含まれるマルチキャストチャネル情報をマルチキャ
スト情報記憶部に記憶する。
【０１１８】
　なお、端末２０のマルチキャストチャネルの切り替えは、第１の実施の形態と同様であ
り、その説明を省略する。
　このように、上位装置７０がマルチキャストデータを振り分けて無線基地局８０に送信
するようにしても、安定したデータの受信を継続することができる。
【０１１９】
　（付記１）　端末と無線通信を行う無線基地局において、
　上位装置から前記端末にマルチキャストするデータを受信するデータ受信手段と、
　前記データ受信手段によって受信された前記データを前記端末にマルチキャストするた
めの、送信レートの異なる複数のマルチキャストチャネルを設定するマルチキャストチャ
ネル設定手段と、
　を有することを特徴とする無線基地局。
【０１２０】
　（付記２）　前記データ受信手段は、
　前記上位装置から受信した前記データを前記複数のマルチキャストチャネルに振り分け
るデータ振り分け手段と、
　前記データ振り分け手段によって振り分けられた前記データのデータ量を調整するデー
タ調整手段と、
　を有することを特徴とする付記１記載の無線基地局。
【０１２１】
　（付記３）　前記マルチキャストチャネル設定手段によって設定された前記複数のマル
チキャストチャネルのチャネル情報を、前記端末に報知するチャネル情報報知手段を有す
ることを特徴とする付記１記載の無線基地局。
【０１２２】
　（付記４）　前記複数のマルチキャストチャネルは、それぞれ帯域幅または変調方式が
異なることを特徴とする付記１記載の無線基地局。
　（付記５）　無線基地局と無線通信を行う端末において、
　前記無線基地局から受信するマルチキャストデータの受信品質を測定する受信品質測定
手段と、
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　前記受信品質に基づいて、前記無線基地局が設定した複数のマルチキャストチャネルの
いずれかに接続するマルチキャストチャネル接続手段と、
　を有することを特徴とする端末。
【０１２３】
　（付記６）　前記無線基地局から報知される前記複数のマルチキャストチャネルのチャ
ネル情報を受信するチャネル情報受信手段を有し、
　前記マルチキャストチャネル接続手段は、前記チャネル情報によって、前記無線基地局
が設定している前記複数のマルチキャストチャネルを認識することを特徴とする付記５記
載の端末。
【０１２４】
　（付記７）　前記マルチキャストチャネル接続手段は、前記複数のマルチキャストチャ
ネルを切り替える際、一時的に元のマルチキャストチャネルと、次のマルチキャストチャ
ネルとを同時に接続することを特徴とする付記５記載の端末。
【０１２５】
　（付記８）　前記マルチキャストチャネル接続手段は、ハンドオーバを行う際、一時的
にハンドオーバ元のマルチキャストチャネルと、ハンドオーバ先のマルチキャストチャネ
ルとを同時に接続することを特徴とする付記５記載の端末。
【０１２６】
　（付記９）　無線基地局を制御する上位装置において、
　端末に配信するデータをサーバから受信するデータ受信手段と、
　前記サーバから受信した前記データを前記無線基地局が設定する複製のマルチキャスト
チャネルに対応するように振り分けるデータ振り分け手段と、
　前記データ振り分け手段によって振り分けられた前記データのデータ量を調整するデー
タ調整手段と、
　前記データ調整手段によってデータ量が調整された前記データを前記無線基地局に送信
するデータ送信手段と、
　を有することを特徴とする上位装置。
【図面の簡単な説明】
【０１２７】
【図１】無線基地局と端末の概要を説明する図である。
【図２】第１の実施の形態にかかる移動通信システムの構成例を示した図である。
【図３】図２の無線基地局の機能ブロック図である。
【図４】図２の端末の機能ブロック図である。
【図５】マルチキャスト情報記憶部に記憶されるマルチキャストチャネル情報を示した図
である。
【図６】マルチキャスト情報記憶部に記憶される受信品質算出項目情報を示した図である
。
【図７】無線基地局のマルチキャストチャネルの初期設定処理を示したシーケンス図であ
る。
【図８】端末のマルチキャストチャネルへの初期接続処理を示したフローチャートである
。
【図９】端末のマルチキャストチャネルの接続切り替え処理を示したシーケンス図である
。
【図１０】ハンドオーバを行う場合のマルチキャストチャネルの切り替え動作を説明する
図である。
【図１１】端末のハンドオーバ時のマルチキャストチャネルの切り替え動作を示したシー
ケンス図である。
【図１２】端末のハンドオーバ時のマルチキャストチャネルの切り替え動作を示したシー
ケンス図である。
【図１３】端末が無線基地局に近づく場合のマルチキャストチャネルの接続切り替え処理
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を示したシーケンス図である。
【図１４】第２の実施の形態に係る無線基地局と上位装置の機能ブロック図である。
【図１５】無線基地局のマルチキャストチャネルの初期設定処理を示したシーケンス図で
ある。
【符号の説明】
【０１２８】
　１　無線基地局
　１ａ　データ受信手段
　１ｂ　マルチキャストチャネル設定手段
　２ａ，２ｂ，…，２ｎ　マルチキャストチャネル
　３　端末
　３ａ　受信品質測定手段
　３ｂ　マルチキャストチャネル接続手段

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図１１】 【図１２】
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