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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　異なる種類の通知を設定するステップを有し、各通知は、利用者数のカウントに応答す
るようにアイドルモードにあるＵＥおよび／または接続モードにあるＵＥに命令するよう
に構成され、
　前記通知を用いてアイドルモードにあるＵＥおよび／または接続モードにあるＵＥのＭ
ＢＭＳへの活性状態を監視し、かつＭＢＭＳ利用者数のカウントを実現するために、ネッ
トワーク側においてＵＥに通知を発行するステップをさらに有し、
　前記通知は、
　利用者数のカウントに応答するようにアイドルモードにあるＵＥおよび接続モードにあ
るＵＥに命令するように構成されるか、または、
　利用者数のカウントに応答するようにアイドルモードにあるＵＥに命令するように構成
されるか、または、
　利用者数のカウントに応答するように接続モードにあるＵＥに命令するように構成され
るＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法。
【請求項２】
　前記異なる種類の通知を設定するステップは、ネットワーク側におけるＲＮＣによって
ＭＢＭＳ制御チャネル内に通知を設定するステップを有する請求項１に記載のＭＢＭＳ利
用者数をカウントする方法。
【請求項３】
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　前記ネットワーク側においてＵＥに通知を発行するステップは、ネットワーク側におけ
るＲＮＣによってＵＥへの通知を発行するステップを有する請求項１に記載のＭＢＭＳ利
用者数をカウントする方法。
【請求項４】
　前記ネットワーク側においてＵＥに通知を発行する前に、コアネットワークによって前
記ネットワーク側にＭＢＭＳセッション開始メッセージ送信するステップをさらに有する
請求項１に記載のＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法。
【請求項５】
　ＰＴＰベアラモードとＰＴＭベアラモードとの間の切り換え閾値を設定するステップと
、
　ネットワーク側において、ＭＢＭＳ利用者数のカウント結果を前記切り換え閾値と比較
し、かつ前記比較の結果に従ってＵＥにＭＢＭＳサービスデータを送信するために適切な
ベアラモードを選択するステップと、
　をさらに有する請求項１に記載のＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法。
【請求項６】
　前記比較によってＭＢＭＳ利用者数のカウント結果が前記切り換え閾値以上ならば、ネ
ットワーク側においてＵＥにＭＢＭＳサービスデータを送信するためにＰＴＭモードを選
択し、そうでなければ、ネットワーク側においてＵＥにＭＢＭＳサービスデータを送信す
るためにＰＴＰモードを選択する請求項５に記載のＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法
。
【請求項７】
　前記通知は、
　利用者数のカウントに応答するようにＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥおよびＣＥＬＬ＿
ＰＣＨ状態にあるＵＥに命令するように構成されるか、または、
　利用者数のカウントに応答するようにＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥに命令するように
構成されるか、または、
　利用者数のカウントに応答するようにＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥに命令するよう
に構成されるか、または、
　利用者数のカウントに応答するようにＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態にあるＵＥに命令するよ
うに構成されるか、または、
　利用者数のカウントに応答するようにＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態にあるＵＥに命令するよう
に構成されるか、または、
　利用者数のカウントに応答するようにアイドルモードにあるＵＥ、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態
にあるＵＥ、およびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥに命令するように構成される請求項
１に記載のＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法。
【請求項８】
　前記異なる種類の通知は異なる２進数で表現される請求項１、２、３、４、７のいずれ
か１項に記載のＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法。
【請求項９】
　ネットワーク側において、利用者数のカウントに応答するように接続モードにあるＵＥ
およびアイドルモードにあるＵＥのうち少なくとも一方に命令する通知をＵＥに発行する
ステップと、
　接続モードにあるＵＥおよびアイドルモードにあるＵＥのうち少なくとも一方のＭＢＭ
Ｓサービスへの活性状態を監視することによって、ネットワーク側において、各ＭＢＭＳ
サービスの利用者数のカウントを遂行するステップと、
　をさらに有する請求項１または７に記載のＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法。
【請求項１０】
　各ＭＢＭＳサービスの利用者数をカウントするステップが完了した後に、
　コアネットワークにおいて、前記ネットワーク側にＭＢＭＳセッション情報を送信する
ステップと、
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　予め定義された判定条件に従ってＵＥに前記異なる種類の通知を再発行することによっ
て、前記ネットワーク側において各ＭＢＭＳの利用者数を再カウントするステップと、
　をさらに有する請求項９に記載のＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法。
【請求項１１】
　前記判定条件に従ってＵＥに前記異なる種類の通知を再発行することによって、前記ネ
ットワーク側において利用者数を再カウントする前記ステップは、
　ＰＴＰベアラモードとＰＴＭベアラモードとの間の切り換え閾値を設定するステップと
、
　ＭＢＭＳサービスデータを受信し、かつ各セルにおける詳細なセル位置情報がＲＮＣに
よって知られたＵＥの数がｎ（自然数）であると仮定するステップと、をさらに有し、
　前記ネットワーク側が、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にある、ＭＢＭＳにアクセスするＵＥの数
が値（閾値Ｍａｘ（ｎ））以下であると認識すると、前記ネットワーク側において、利用
者数のカウントに応答するようにアイドルモードにあるＵＥに命令する通知をＵＥに再発
行することによって各ＭＢＭＳの利用者数を再カウントし、前記ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあ
るＵＥは不連続受信モードにあるＵＥである請求項１０に記載のＭＢＭＳ利用者数をカウ
ントする方法。
【請求項１２】
　前記判定条件に従ってＵＥに前記異なる種類の通知を再発行することによって、前記ネ
ットワーク側において利用者数を再カウントする前記ステップは、
　ＰＴＰベアラモードとＰＴＭベアラモードとの間の切り換え閾値を設定するステップと
、
　ＭＢＭＳサービスデータを受信し、かつ各セルにおける詳細なセル位置情報がＲＮＣに
よって知られたＵＥの数がｎ（自然数）であると仮定するステップと、をさらに有し、
　前記ネットワーク側が、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にある、ＭＢＭＳにアクセスするＵＥの数
が値（閾値Ｍａｘ（ｎ））以下であると認識すると、前記ネットワーク側において、利用
者数のカウントに応答するようにアイドルモードにあるＵＥおよび不連続受信モードにあ
るＵＥに命令する通知をＵＥに再発行することによって各ＭＢＭＳの利用者数を再カウン
トし、前記ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥは不連続受信モードにあるＵＥである請求項１
０に記載のＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法。
【請求項１３】
　前記判定条件に従ってＵＥに前記異なる種類の通知を再発行することによって、前記ネ
ットワーク側において利用者数を再カウントする前記ステップは、
　ＰＴＰベアラモードとＰＴＭベアラモードとの間の切り換え閾値を設定するステップと
、
　ＭＢＭＳサービスデータを受信し、かつ各セルにおける詳細なセル位置情報がＲＮＣに
よって知られたＵＥの数がｎ（自然数）であると仮定するステップと、をさらに有し、
　前記ネットワーク側が、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にある、ＭＢＭＳにアクセスするＵＥの数
が値（閾値Ｍａｘ（ｎ））を超えると認識すると、前記ネットワーク側において、利用者
数のカウントに応答するように不連続受信モードにあるＵＥに命令する通知をＵＥに再発
行することによって各ＭＢＭＳの利用者数を再カウントし、前記ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあ
るＵＥは不連続受信モードにあるＵＥである請求項１０に記載のＭＢＭＳ利用者数をカウ
ントする方法。
【請求項１４】
　前記アイドルモードにあるＵＥが、ＲＮＣによって指定された確率で利用者数のカウン
トに応答するようにアイドルモードにあるＵＥに命令する通知に応答し、
　前記不連続受信モードにあるＵＥが、ＲＮＣによって指定された確率で、または常に、
利用者数のカウントに応答するように不連続受信モードにあるＵＥに命令する通知に応答
する請求項９に記載のＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法。
【請求項１５】
　ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥおよびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥのうち少なくと
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も一方が、前記ネットワークから送信されたカウント命令に応答するためにセル更新処理
を用いる請求項１に記載のＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法。
【請求項１６】
　ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態にあるＵＥおよびＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態にあるＵＥのうち少な
くとも一方が、前記ネットワークから送信されたカウント命令に応答するために専用チャ
ネル送信を用いる請求項１に記載のＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信ネットワークシステムにおける新たな付加価値サービス技術に関し
、特に、新たな付加価値サービスの利用者数をカウントする方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　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）は、既存の
移動パケット通信ネットワークシステムにおいてデータソースから複数の宛先端末にデー
タメッセージを送信するように構成された技術である。
【０００３】
　従来の移動通信ネットワークシステムにおいてセルブロードキャストサービス（ＣＢＳ
）は、現在、共有ブロードキャストチャネルを通してセル内の全てのユーザ端末に低ビッ
トレートデータを送信することを可能とし、それはメッセージサービスに属する。現在、
移動通信に対する人々の要求は、もはや電話およびメッセージサービスに限定されない。
インターネットが急速に発展しているので、たくさんのマルチメディアサービスが出現し
、ＶＯＤ、テレビ放送、ビデオ会議、オンライン教育、対話型ゲーム、等のようないくつ
かのアプリケーションサービスは、複数のユーザ端末が同一のデータを同時に受信可能で
あることを要求する。一般のメッセージサービスと比較して、それらの移動マルチメディ
アデータサービスは、大量データ、長時間、遅延に高感度、等によって特徴づけられる。
【０００４】
　移動通信ネットワークにおけるリソースをより効果的に利用するために、３ＧＰＰ、Ｗ
ＣＤＭＡ／ＧＳＭグローバル標準化組織は、ＭＢＭＳを進展させてきた。ＭＢＭＳは、移
動通信ネットワークシステムにおいてデータソースから複数のユーザ端末にデータを送信
するＰＴＭ技術を提供し、それによって、ネットワーク資源の共有を実現し、かつネット
ワーク資源の利用率、特に、無線インタフェース資源の利用率を向上させる。ＭＢＭＳは
、低速プレーンテキストメッセージのブロードキャストおよびマルチキャストだけでなく
、将来の移動データ通信技術の発展動向に明らかに適応する高いデータ速度のマルチメデ
ィアデータサービスのブロードキャストおよびマルチキャストをサポートする。
【０００５】
　ＭＢＭＳがＷＣＤＭＡ／ＧＳＭ移動パケット通信ネットワークに基づくとき、既存の通
信ネットワークシステムにおいていくつかの新たな機能要素（例えば、ブロードキャスト
マルチキャスト－サービスセンター（ＢＭ－ＳＣ））を付加することによって、サービス
ＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）、ゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ
）、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、ユーザ端末（ＵＥ）のような、ＰＳ－サ
ービスドメインにおける既存の機能要素にＭＢＭＳ機能を付加することによって、および
、新たな論理共有チャネルを定義することによって、無線インタフェース資源を共有する
ことが可能である。
【０００６】
　図１は、先行技術におけるＧＰＲＳパケット移動ネットワーク上に実現されたＭＢＭＳ
ネットワークの参照モデルを表わす。ここで、ＢＭ－ＳＣは、主に、コンテンツプロバイ
ダのための入口として構成され、移動ネットワークにおいてＭＢＭＳベアラサービスに権
限を与え、かつ開始するために用いられる、新たに付加されたＭＢＭＳ機能要素であり、
かつＭＢＭＳコンテンツをスケジュールされたように複数のＵＥに送信する。ＭＢＭＳベ
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アラサービスの境界は、図示された参照符号ＧｍｂおよびＧｉ（すなわち、ＢＭ－ＳＣと
ＧＧＳＮとの間のインタフェース部）である。ここで、Ｇｍｂインタフェースは制御プレ
ーンにおいて機能を提供するように構成され、一方、Ｇｉインタフェースは利用者プレー
ンにおいてベアラ機能を提供するように構成される。図示されたＭＢＭＳ機能を有するネ
ットワークトポロジーにおいて、唯一新たに付加されたインタフェースはＧｍｂインタフ
ェースであり、他のインタフェースはＷＣＤＭＡ／ＧＳＭネットワークシステムにおいて
既存のインタフェースである。
【０００７】
　先行技術において、ＭＢＭＳは同一のデータソースから生成された同一のデータを複数
の移動ＵＥに送信するために高速無線送信を利用する。ここで、送信されるデータは、主
にストリーミングサービスまたはバックグラウンドのサービス品質によって要求されるマ
ルチメディアデータを含む。
【０００８】
　ここで、各ＭＢＭＳは、ＭＢＭＳの利用者数に従って各セルにおいて適切なベアラモー
ド、すなわち、ポイントツーポイント（ＰＴＰ）モードまたはポイントツーマルチポイン
ト（ＰＴＭ）モードを利用すべきである。ここで、ＰＴＰベアラモードは、ＭＢＭＳを受
信する利用者の専用チャネルにおいてＭＢＭＳが発生することを表わし、一方、ＰＴＭベ
アラモードは、移動通信システムにおける公衆チャネル（public channel）においてＭＢ
ＭＳが発生することを表わす。
【０００９】
　先行技術において、セルにおけるＭＢＭＳの利用者数はカウント処理によってカウント
される。現在、移動パケット通信ネットワークシステム（例えば、ＧＰＲＳネットワーク
、３Ｇネットワーク、等）において、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）がアイド
ルモードにあるＵＥを起動し、かつある条件においてそのようなＵＥのカウントを実行す
ることが可能である。
【００１０】
　ここで、ネットワークシステムにおけるＲＮＣにおいて、対応するＭＢＭＳサービスコ
ンテキストが各ＭＢＭＳについて構成される。各ＭＢＭＳサービスコンテキストは、ＭＢ
ＭＳに付加され、かつＲＲＣ接続モードまたはＰＭＭ接続モードにあるＵＥの記録を含む
。各ＭＢＭＳサービスコンテキストに記録されたＵＥ数のカウントを実行することによっ
て、ＲＮＣは、セルにおいてＭＢＭＳを受信する利用者数を取得し、かつ、対応するＭＢ
ＭＳサービスデータを複数のＵＥに送信するために、各セルにおける各ＭＢＭＳの利用者
数に従って対応するベアラモードを選択することが可能である。
【００１１】
　現在、３ＧＰＰによって発行されたＴＳ２５．３４６プロトコルにおいて、各セルにお
ける各ＭＢＭＳの利用者数のカウントは、次のように規定されている。
　ネットワークシステムにおける無線資源管理（ＲＲＭ）が各セルにおける各ＭＢＭＳの
利用者数のカウントを要求すると、次のステップが実行されなければならない。
　１）　ＭＢＭＳセッションが開始される。
　２）　ＲＮＣは、ページングによってＵＲＡ＿ＰＣＨ（UTRAN Registration Area Publ
ic Channel）状態の利用者（subscriber）をＣＥＬＬ＿ＰＣＨ（CELL Public Channel）
状態に変更する（ここで、ＵＲＡ＿ＰＣＨおよびＣＥＬＬ＿ＰＣＨは、３Ｇネットワーク
システムにおいてＲＮＣの制御下にあるＵＥの２つの動作状態である）。
　３）　ＲＮＣは、端末移動グループ識別情報（Terminal Mobile Group Identify（TMGI
））を用いてアイドルモードにあるＵＥを呼び出し、ＵＥはＲＮＣへのＲＲＣ（Radio Re
source Connected）接続を確立し、そして、ＲＮＣはコアネットワーク（ＣＮ）を介して
各セルにおいてＭＢＭＳサービスデータを受信する既存の各利用者の情報を取得し、かつ
利用者情報をＭＢＭＳに対応するＭＢＭＳサービスコンテキストに記録する。
　４）　ＲＮＣは、ＭＢＭＳに対応するＭＢＭＳサービスコンテキストに記録された利用
者数のカウントを実行する。ＲＮＣが、ＭＢＭＳサービスデータを受信する利用者数が予
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め定義された閾値（ＰＴＰモードとＰＴＭモードとの間の切り換え閾値）を超えると認識
すると、ＲＮＣはそのセルにおいてＰＴＭモードで、複数のＵＥにＭＢＭＳサービスデー
タを送信する。すなわち、公衆チャネルブロードキャストによってＭＢＭＳサービスデー
タを複数のＵＥに送信する。
　ＲＮＣが、利用者数が予め設定された閾値より小さいと認識すると、ＲＮＣはそのセル
においてＰＴＰモードで、ＭＢＭＳサービスデータを要求するＵＥにＭＢＭＳサービスデ
ータを送信する。すなわち、各利用者への専用チャネルを確立し、かつＭＢＭＳサービス
データを利用者に送信する。
　５）　上記のＭＢＭＳサービスデータの送信処理において、ＲＮＣは再カウント動作を
実行することも可能である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかし、上記技術を用いて各セルにおける各ＭＢＭＳの利用者数のカウントを実行する
方法は次の欠点がある。
　（Ａ）　ステップ３）において、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にある利用者およびＵＲＡ＿Ｐ
ＣＨ状態にある利用者は、様々な場合に、カウント処理においてお互いから明確に区別す
ることができない可能性がある。したがって、カウントが不完全となりうるので、ＲＮＣ
がＭＢＭＳの利用者数のカウントを実行する間に不正確な結果を引き起こす可能性があり
、それによって、ＲＮＣは、ＭＢＭＳサービスデータを受信する必要のないＵＥにＭＢＭ
Ｓサービスデータを送信する可能性があり、無線インタフェース資源を浪費する結果とな
る。
　（Ｂ）　上記のＭＢＭＳの利用者数のカウント処理において、ＭＢＭＳを利用し、かつ
ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態またはＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態にある各利用者について、ＲＮＣは
、ＵＥがデフォルトでＭＢＭＳサービスデータを受信するとみなす。実際、ＵＥはＭＢＭ
Ｓサービスデータを受信することを意図しない可能性がある。しかし、ＲＮＣはカウント
においてそのようなＵＥをカウントし、カウント結果においてエラーとなり、かつ無線イ
ンタフェース資源を浪費する結果となる。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、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）
の利用者数をカウントする方法を提供し、ＵＥが異なるモードにあるときでも、より正確
に各ＭＢＭＳの利用者数をカウントすることが可能であり、それによって、貴重な無線イ
ンタフェース資源を十分に活用することが可能である。
【００１４】
　上記課題を解決するため、本発明は、異なる種類の通知を設定するステップを有し、各
通知は、利用者数のカウントに応答するように少なくとも１つのモードにあるＵＥに命令
するように構成され、前記それぞれの通知を用いて少なくとも１つのモードにあるＵＥの
ＭＢＭＳへの活性状態を監視し、かつ各ＭＢＭＳの利用者数のカウントを実現するために
、ネットワーク側においてＵＥに通知を発行するステップをさらに有するＭＢＭＳ利用者
数をカウントする方法を提供する。
　ここで、ネットワーク側におけるＲＮＣは、ＭＢＭＳ制御チャネル内に通知を設定し、
かつＵＥへの通知を発行する。
　ここで、前記方法は、前記ネットワーク側においてＵＥへの通知を発行する前に、コア
ネットワークによって前記ネットワーク側にＭＢＭＳセッション開始メッセージ送信する
ステップをさらに有する。
【００１５】
　前記方法は、ＰＴＰベアラモードとＰＴＭベアラモードとの間の切り換え閾値を設定す
るステップと、ネットワーク側において、ＭＢＭＳ利用者数のカウント結果を前記切り換
え閾値と比較し、かつ前記比較の結果に従ってＵＥにＭＢＭＳサービスデータを送信する
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ために適切なベアラモードを選択するステップと、をさらに有する。
　前記比較によってＭＢＭＳ利用者数のカウント結果が前記切り換え閾値以上ならば、ネ
ットワーク側においてＵＥにＭＢＭＳサービスデータを送信するためにＰＴＭモードを選
択し、そうでなければ、ネットワーク側においてＵＥにＭＢＭＳサービスデータを送信す
るためにＰＴＰモードを選択する。
　ここで、前記通知は、利用者数のカウントに応答するようにアイドルモードにあるＵＥ
および接続モードにあるＵＥに命令するように構成されるか、または、利用者数のカウン
トに応答するようにアイドルモードにあるＵＥに命令するように構成されるか、または、
利用者数のカウントに応答するように接続モードにあるＵＥに命令するように構成される
。
　ここで、前記通知は、利用者数のカウントに応答するようにＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にある
ＵＥおよびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥに命令するように構成されるか、または、利
用者数のカウントに応答するようにＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥに命令するように構成
されるか、または、利用者数のカウントに応答するようにＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵ
Ｅに命令するように構成されるか、または、利用者数のカウントに応答するようにＣＥＬ
Ｌ＿ＦＡＣＨ状態にあるＵＥに命令するように構成されるか、または、利用者数のカウン
トに応答するようにＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態にあるＵＥに命令するように構成されるか、ま
たは、利用者数のカウントに応答するようにアイドルモードにあるＵＥ、ＵＲＡ＿ＰＣＨ
状態にあるＵＥ、およびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥに命令するように構成される。
　前記異なる種類の通知は、それぞれ異なる２進数で表現される。
【００１６】
　ここで、各ＭＢＭＳの利用者数をカウントする前記処理は、ネットワーク側において、
利用者数のカウントに応答するように接続モードにあるＵＥおよびアイドルモードにある
ＵＥのうち少なくとも一方に命令する通知をＵＥに発行するステップと、接続モードにあ
るＵＥおよびアイドルモードにあるＵＥのうち少なくとも一方のＭＢＭＳサービスへの活
性状態を監視することによって、ネットワーク側において、各ＭＢＭＳサービスの利用者
数のカウントを遂行するステップと、をさらに有する。
　ここで、前記方法は、各ＭＢＭＳの利用者数をカウントする前記処理が完了した後に、
コアネットワークにおいて、前記ネットワーク側にＭＢＭＳセッション情報を送信するス
テップと、前記ネットワーク側において、予め定義された判定条件に従ってＵＥに前記異
なる種類の通知を再発行することによって、各ＭＢＭＳの利用者数を再カウントするステ
ップと、をさらに有する。
【００１７】
　ここで、前記判定条件に従ってＵＥに前記異なる種類の通知を再発行することによって
、前記ネットワーク側において利用者数を再カウントする前記処理は、ＰＴＰベアラモー
ドとＰＴＭベアラモードとの間の切り換え閾値を設定するステップと、ＭＢＭＳサービス
データを受信し、かつ各セルにおける詳細なセル位置情報がＲＮＣによって知られたＵＥ
の数がｎ（自然数）であると仮定するステップと、をさらに有し、前記ネットワーク側が
、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態においてＭＢＭＳにアクセスするＵＥの数が値（閾値Ｍａｘ（ｎ）
）以下であると認識すると、前記ネットワーク側において、利用者数のカウントに応答す
るようにアイドルモードにあるＵＥに命令する通知をＵＥに再発行することによって各Ｍ
ＢＭＳの利用者数を再カウントし、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態および／またはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ
状態にある利用者は、前記ネットワークから送信されたカウント命令に応答するためにセ
ル更新処理を用い、一方、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態および／またはＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態
にある利用者は、前記ネットワークからのカウント命令に応答するために専用チャネル送
信を用いる。
　前記ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥは不連続受信モードにあるＵＥである。
【００１８】
　前記判定条件に従ってＵＥに異なる種類の通知を再発行することによって、前記ネット
ワーク側において利用者数を再カウントする前記処理は、ＰＴＰベアラモードとＰＴＭベ
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アラモードとの間の切り換え閾値を設定するステップと、ＭＢＭＳサービスデータを受信
し、かつ各セルにおける詳細なセル位置情報がＲＮＣによって知られたＵＥの数がｎ（自
然数）であると仮定するステップと、をさらに有し、前記ネットワーク側が、ＵＲＡ＿Ｐ
ＣＨ状態においてＭＢＭＳにアクセスするＵＥの数が値（閾値Ｍａｘ（ｎ））以下である
と認識すると、前記ネットワーク側において、利用者数のカウントに応答するようにアイ
ドルモードにあるＵＥおよび不連続受信モードにあるＵＥに命令する通知をＵＥに再発行
することによって各ＭＢＭＳの利用者数を再カウントし、前記ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にある
ＵＥは不連続受信モードにあるＵＥである。
【００１９】
　前記判定条件に従ってＵＥに異なる種類の通知を再発行することによって、前記ネット
ワーク側において利用者数を再カウントする前記処理は、ＰＴＰベアラモードとＰＴＭベ
アラモードとの間の切り換え閾値を設定するステップと、ＭＢＭＳサービスデータを受信
し、かつ各セルにおける詳細なセル位置情報がＲＮＣによって知られたＵＥの数がｎ（自
然数）であると仮定するステップと、をさらに有し、前記ネットワーク側が、ＵＲＡ＿Ｐ
ＣＨ状態においてＭＢＭＳにアクセスするＵＥの数が値（閾値Ｍａｘ（ｎ））を超えると
認識すると、前記ネットワーク側において、利用者数のカウントに応答するように不連続
受信モードにあるＵＥに命令する通知をＵＥに再発行することによって各ＭＢＭＳの利用
者数を再カウントし、前記ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥは不連続受信モードにあるＵＥ
である。
【００２０】
　ここで、前記アイドルモードにあるＵＥが、ＲＮＣによって指定された確率で利用者数
のカウントに応答するようにアイドルモードにあるＵＥに命令する通知に応答し、前記不
連続受信モードにあるＵＥが、ＲＮＣによって指定された確率で、または常に、利用者数
のカウントに応答するように不連続受信モードにあるＵＥに命令する通知に応答する。
　ここで、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥおよびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥのうち
少なくとも一方が、前記ネットワークから送信されたカウント命令に応答するためにセル
更新処理を用いる。
　ここで、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態にあるＵＥおよびＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態にあるＵＥの
うち少なくとも一方が、前記ネットワークから送信されたカウント命令に応答するために
専用チャネル送信を用いる。
【００２１】
　異なる種類の通知を用いた本発明において提供されるＭＢＭＳ利用者数をカウントする
方法は、利用者数の正確なカウント結果に従ってＭＢＭＳサービスデータを送信するため
に異なる無線ベアラモードを選択することによって、ＭＢＭＳ利用者のカウント範囲を拡
張し、かつカウントの正確さを向上するために、ＭＢＭＳ利用者数のカウントに参加する
ように少なくとも1つのモードにあるＵＥに命令するために、異なる種類の通知を用いる
ためにネットワーク側を支援することが可能である。したがって、不要な無線リソースの
占有を防止し、かつ貴重な無線インタフェース資源を十分に活用するために役立つ。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　先行技術のＭＢＭＳ利用者数のカウントにおける不正確さの欠点の観点から、本発明に
おいて提供されるＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法は、最適化されたカウント方法を
提供する。異なるモードにあるＵＥが、ＭＢＭＳサービスデータを受信するときにＭＢＭ
Ｓ利用者数に考慮に入れることが可能であることを保証するために、柔軟な通知機構を利
用する。
【００２３】
　以下、本発明において提供されるＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法の実現手順は、
添付図面を参照して実施形態において詳細に説明される。ここで、この書類において用い
られる用語の省略形は次の通りである。
　ユーザ端末（User Equipment）　－　ＵＥ
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　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
　無線ネットワークコントローラ　－　ＲＮＣ
　ポイントツーポイント　－　ＰＴＰ
　ポイントツーマルチポイント　－　ＰＴＭ
　コアネットワーク　－　ＣＮ
　説明の目的のため、以下、本発明はこれらの用語の省略形を用いて説明される。
【００２４】
　図２は、本発明において提供されるＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法の主要な実現
手順を表わす。図示されているように各ＭＢＭＳの利用者数をカウントするためのステッ
プは次の通りである。
　ステップＳ２：ネットワーク側は、ＰＴＰモードとＰＴＭモードとの間の切り換え閾値
を設定する。
　ステップＳ４：異なる種類の通知を設定し、各通知は、利用者数のカウントに応答する
ように少なくとも１つのモードにあるＵＥに命令するように構成される。
【００２５】
　３Ｇ移動通信ネットワークにおいて、無線資源制御（ＲＲＣ）のモード、すなわち、Ｕ
Ｅのモード情報は、特定のモードにあるいくつかのＵＥによる無線送信チャネル資源の使
用を表示および識別するように構成される。ＵＥが、確立されたＲＲＣ接続を有するか否
かに応じて、ＵＥのモードは２つの種類、ＵＥアイドルモードおよびＵＴＲＡ　ＲＲＣ接
続モードに分類される。特に、ＵＥの動作モードは次の通りである。
【００２６】
　１．ＵＥアイドルモード
　ＲＮＣは、ページングおよびブロードキャストのためのデータ送信チャネル以外の他の
データ送信チャネルを用いない、すなわち、ＲＮＣはシステムにおける他の無線チャネル
資源を占有しない。同時に、ＵＥはＲＲＣシグナリング接続を有さない。
　このモードにおいて、ＵＥは、セルとＰＬＭＮ（Public Land Mobile Network）のどち
らかを選択して、どのサービスプロバイダを利用するか決定し、サービスプロバイダの基
地局から送信された情報を受信し、かつサービスプロバイダから提供されたセルおよび無
線資源を利用するために、いくつかの必要な設定動作および無線チャネル資源の事前設定
を行うことが可能である。
【００２７】
　２．ＵＴＲＡ　ＲＲＣ接続モード
　このモードの基本特性は、ＵＥとＵＴＲＡＮ－ＲＮＣとの間でＲＲＣメッセージを送信
するように構成されたＲＲＣシグナリング接続の確立である。このモードにおいて、ＵＥ
はシステムの無線チャネル資源を使用する。このモードは無線チャネル資源の使用に応じ
て４つの状態に分類される。
　（Ａ）　ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ　：　この状態において、ＵＥは、ページングおよびブロ
ードキャストのための無線チャネル資源の他に、セルのブロードキャスト範囲内の全ての
ＵＥにＵＴＲＡＮ－ＤＲＮＣ設定をすることによってサービスプロバイダによって提供さ
れる無線資源を共有で使用することが可能である。
　（Ｂ）　ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ　：　この状態において、ＵＥはＵＴＲＡＮ－ＳＲＮＣ設定
によって決定された専用無線チャネル資源を使用することが可能である。
　（Ｃ）　ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ　：　この状態において、ＵＥは、ページングおよびブロー
ドキャストのための無線チャネル資源の他に、セルのブロードキャスト範囲内の全てのＵ
ＥにＵＴＲＡＮ－ＤＲＮＣ設定をすることによってサービスプロバイダによって提供され
る無線資源を共有で使用することが可能である。ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態とは大きく異な
り、ＵＥはこの状態において情報を送信せず、その代わりに、受信動作のみを行う。ＣＥ
ＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥは、セルにおけるそれらの位置についてシステムに通知する
ことが可能である。
　（Ｄ）　ＵＲＡ＿ＰＣＨ　：　この状態において、ＵＥは、ページングおよびブロード
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キャストのための無線チャネル資源の他に、セルのブロードキャスト範囲内の全てのＵＥ
にＵＴＲＡＮ－ＤＲＮＣ設定をすることによってサービスプロバイダによって提供される
無線資源を共有で使用することが可能である。ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるのと同様に、
この状態にあるＵＥは情報を送信せず、その代わりに、受信動作のみを行う。しかし、Ｃ
ＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるのと異なり、システムはＵＥの正確なセルの代わりに、ＵＥの
ＵＴＲＡＮ登録領域のみ知ることが可能である。
　したがって、まとめると、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ／ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態とＵＥアイドルモー
ドとの間の最大の違いは、ＲＲＣ接続が確立されているか否かであり、一方、ＵＲＡ＿Ｐ
ＣＨ状態とＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態との間の違いは、システムがＵＲＡより小さい範囲内の
ＵＥのセル位置を知っているか否かである。
【００２８】
　本発明において提供されるＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法において、接続モード
にあるＵＥとは、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ、またはＵ
ＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥを表わす。
　アイドルモードにあるＵＥとは、ＵＥアイドルモードにあるＵＥを表わす。
　不連続受信モードにあるＵＥとは、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨまたはＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にある
ＵＥを表わす。
　以下、接続モードとしてＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ、
およびＵＲＡ＿ＰＣＨ状態、アイドルモードとしてアイドルモード、不連続受信モード（
Discontinuous Reception mode）としてＣＥＬＬ＿ＰＣＨまたはＵＲＡ＿ＰＣＨ状態を用
いて、本発明において提供されるＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法の実現手順を説明
する。
【００２９】
　ここで、ステップＳ２において設定された通知は、
　利用者数のカウントに応答するように、接続モード（ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ、ＣＥＬＬ＿
ＤＣＨ、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ、またはＵＲＡ＿ＰＣＨ）にあるＵＥおよびアイドルモード（
ＵＥアイドルモード）にあるＵＥに命令するために使用することが可能であり、
　利用者数のカウントに応答するように、アイドルモード（ＵＥアイドルモード）にある
ＵＥに命令するために使用することが可能であり、
　利用者数のカウントに応答するように、不連続受信モード（ＣＥＬＬ＿ＰＣＨまたはＵ
ＲＡ＿ＰＣＨ）にあるＵＥに命令するために使用することが可能であり、
　利用者数のカウントに応答するように、アイドルモード（ＵＥアイドルモード）にある
ＵＥおよび不連続受信モード（ＣＥＬＬ＿ＰＣＨまたはＵＲＡ＿ＰＣＨ）にあるＵＥに命
令するために使用することも可能である。
　さらに、ネットワーク側は、利用者数のカウントに応答しないようにＵＥに命令するた
めに、上記の通知と異なる通知を設定することも可能である。
　ここで、利用者数のカウントに応答するように異なるモードにあるＵＥに命令するよう
に構成された通知は、異なる２進数で表わすことが可能である。
【００３０】
　ステップＳ４において記載された通知は、ＲＮＣによってＭＢＭＳ表示チャネル（ＭＩ
ＣＨ）またはＭＢＭＳ制御チャネルに設定することが可能である。
【００３１】
　ステップＳ６：ＣＮは、ＭＢＭＳのためのセッション開始メッセージをネットワーク側
におけるＲＮＣに送信する。
【００３２】
　ステップＳ８：ネットワーク側におけるＲＮＣがＭＢＭＳのためのセッション開始メッ
セージを受信すると、ＲＮＣは、ＭＩＣＨに設定された通知をＵＥに発行する。対応する
モードにあるＵＥはその通知に応答し、かつＭＢＭＳに参加するときにＣＮに通知する。
ここで、ネットワーク側からの異なる種類の通知をＵＥに発行する作業は、ＲＮＣまたは
ネットワークにおける他の機能要素（例えば、基地局または通知を発行するように専用に
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構成された送出ユニット）によって遂行することが可能である。もちろん、標準に準拠し
た３Ｇネットワークシステムにおいては、通知をＵＥに発行するためにＲＮＣを用いるこ
とが好ましい。以下、本発明において提供されるＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法の
実現手順が、ＵＥへの通知がＲＮＣによって発行されると仮定して詳述される。
【００３３】
　ステップＳ１０：ＲＮＣは、異なる通知によって命令されたようにＵＥの活性状態を検
出することによって、および、ＣＮに接続することによって、ＭＢＭＳにおけるＵＥの活
性状態の情報を取得する。そして、ＲＮＣは、ＭＢＭＳ利用者数をカウントする目的を達
成するために、ＭＢＭＳに対応するＭＢＭＳサービスコンテキストにおける統計を実行す
る。
【００３４】
　上述したＭＢＭＳ利用者数の正確なカウントに基づいて、ＭＢＭＳサービスデータをＵ
Ｅに送信するためのベアラモードをカウント結果に従って決定することが可能である。図
３は、本発明において提供されるＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法に基づいて実現さ
れた異なるベアラモードを選択する処理フローを表わす。さらに、処理フローは、図２の
ステップＳ１０に記載されたＭＢＭＳ利用者数のカウントに基づいて続くステップを含む
。
【００３５】
　ステップＳ１２：ＲＮＣは、セルにおけるＭＢＭＳの利用者数が切り換え閾値以上であ
るか判定し、閾値以上であるならばＲＮＣはステップＳ１４を実行し、そうでなければＲ
ＮＣはステップＳ１６を実行する。
【００３６】
　ステップＳ１４：ＲＮＣは、セルにおいてＭＢＭＳサービスデータを受信するＵＥのた
めにＰＴＭモードを選択し、ＭＢＭＳに参加した全てのＵＥにＭＢＭＳサービスデータを
送信する。
【００３７】
　ステップＳ１６：ＲＮＣは、セルにおいてＭＢＭＳサービスデータを受信するＵＥのた
めにＰＴＰモードを選択し、ＭＢＭＳに参加した全てのＵＥにＭＢＭＳサービスデータを
送信する。
【００３８】
　さらに、上述した各ＭＢＭＳの利用者数の正確なカウントに基づいて、ＭＢＭＳセッシ
ョンの間に、各ＭＢＭＳの利用者数について再カウントを実行することが可能である。図
４は、本発明における方法に基づいて実現された各ＭＢＭＳの利用者数を再カウントする
フロー図を表わす。本発明において提供される方法は、図２のステップＳ１０に記載され
た各ＭＢＭＳの利用者数のカウントに基づいて続くステップを含むことも可能である。
【００３９】
　ステップＳ２０：ＣＮは、ＭＢＭＳのセッション情報をＲＮＣに送信する。
　ステップＳ２２：ＲＮＣは、予め定義された判定条件に従ってＵＥに通知を再発行する
ことによってＭＢＭＳ利用者数の再カウントを実行する。
【００４０】
　ここで、ＭＢＭＳ利用者数を再カウントする処理は、２つの場合に分類することが可能
である。（以下、この処理は次の例を用いて説明される：ＲＮＣは、利用者数のカウント
に応答するように、接続モードにあるＵＥおよびアイドルモードにあるＵＥに命令する通
知をＵＥに発行する。ＲＮＣは、接続モードにあるＵＥおよびアイドルモードにあるＵＥ
のＭＢＭＳへの活性状態を監視することによってＭＢＭＳ利用者数のカウントを実行する
。そして、それに基づいてＲＮＣは再カウントを実行する。）第１の場合は、本発明にお
いて提供されるＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法における再カウントの第１の実施形
態のフロー図である図５に表わされている。最初に、ネットワーク側は、次のように判定
条件を設定する。
　ＰＴＰモードとＰＴＭモードとの間で切り換えるための閾値として切り換え閾値を設定
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する。
　ＲＮＣによって制御されるセルにおいて、各セルにおいてＭＢＭＳに参加するＵＥ（こ
こで、ＵＥは、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥ、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態にあるＵＥ、Ｃ
ＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態にあるＵＥのような、ＲＮＣによって検出されたセル位置情報を有
するＵＥを表わす）の数をｎ（自然数）と仮定し、例えば、ＲＮＣは同時に第１セルＡ、
第２セルＢ、第３セルＣを制御し、ここで、第１セルＡにおいてＭＢＭＳに参加するＵＥ
（ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥ、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態にあるＵＥ、ＣＥＬＬ＿ＦＡ
ＣＨ状態にあるＵＥ）の数は３であり、第２セルＢにおいてＭＢＭＳに参加するＵＥ（Ｃ
ＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥ、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態にあるＵＥ、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ
状態にあるＵＥ）の数は４であり、第３セルＣにおいてＭＢＭＳに参加するＵＥ（ＣＥＬ
Ｌ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥ、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態にあるＵＥ、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態
にあるＵＥ）の数は５であり、そして、Ｍａｘ（ｎ）は３つのセルのうちＭＢＭＳに参加
するＵＥの最大数（すなわち、５）に等しいと仮定する（以下、Ｍａｘ（ｎ）の意味は同
じである）。
【００４１】
　上記の設定および仮定に基づいて、閾値Ｍａｘ（ｎ）が判定条件として用いられる。
　詳細には、ＲＮＣは以下のステップによって再カウントを実行する。
　ステップＳ１００：ＲＮＣは、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にある、ＭＢＭＳに参加するＵＥの
数が値（閾値Ｍａｘ（ｎ））を超えるか判定する。超えないならば、ＲＮＣはステップＳ
１０１を実行し、そうでなければＲＮＣはステップＳ１０５を実行する。
　ステップＳ１０１：ＲＮＣは、利用者数のカウントに応答するようにアイドルモードに
あるＵＥに命令する通知をＵＥに再発行する。
　ステップＳ１０２：アイドルモードにあるＵＥがＭＢＭＳに参加すると、ＲＮＣはＭＢ
ＭＳの利用者数を再カウントする。
　ステップＳ１０３：ＲＮＣは、セルにおけるＭＢＭＳの利用者数が閾値以上であるか判
定する。閾値以上であるならば、ＲＮＣはステップＳ１０４を実行し、そうでなければＲ
ＮＣはステップＳ１０１を実行する。
　ステップＳ１０４：ＲＮＣは、ＵＥにＭＢＭＳサービスデータを送信するためにＰＴＭ
モードを選択する。
　ステップＳ１０５：ＲＮＣは、利用者数の再カウントに応答するようにＵＲＡ＿ＰＣＨ
状態にあるＵＥおよびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥに命令する通知をＵＥに再発行す
る。
　ステップＳ１０６：ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥおよびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にある
ＵＥがＭＢＭＳに参加すると、ＲＮＣはＭＢＭＳ利用者数の再カウントを実行する。
　ステップＳ１０７：ＲＮＣは、セルにおけるＭＢＭＳのＵＥの数が閾値以上であるか判
定する。閾値以上であるならば、ＲＮＣはステップＳ１０８を実行し、そうでなければＲ
ＮＣはステップＳ１０５を実行する。
　ステップＳ１０８：ＲＮＣは、ＵＥにＭＢＭＳサービスデータを送信するためにＰＴＭ
モードを選択する。
【００４２】
　図６は、本発明において提供されるＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法における再カ
ウントの第２の実施形態のフロー図である。処理フローは、次のように、第１の実施形態
の処理フローと類似している。
　ステップＳ２００：ＲＮＣは、セルにおいてＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にある、ＭＢＭＳに参
加するＵＥの数が値（閾値Ｍａｘ（ｎ））を超えるか判定する。超えないならば、ＲＮＣ
はステップＳ２０１を実行し、そうでなければＲＮＣはステップＳ２０５を実行する。
　ステップＳ２０１：ＲＮＣは、利用者数のカウントに応答するようにアイドルモードに
あるＵＥ、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥ、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥに命令する
通知をＵＥに再発行する。
　ステップＳ２０２：アイドルモードにあるＵＥ、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥ、ＣＥ
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ＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥがＭＢＭＳに参加すると、ＲＮＣはＭＢＭＳの利用者数の再
カウントを実行する。
　ステップＳ２０３：ＲＮＣは、セルにおいてＭＢＭＳに参加するＵＥの数が閾値以上で
あるか判定する。閾値以上であるならば、ＲＮＣはステップＳ２０４を実行し、そうでな
ければＲＮＣはステップＳ２０１を実行する。
　ステップＳ２０４：ＲＮＣは、ＵＥにＭＢＭＳサービスデータを送信するためにＰＴＭ
モードを選択する。
　ステップＳ２０５：ＲＮＣは、利用者数のカウントに応答するようにＵＲＡ＿ＰＣＨ状
態にあるＵＥおよびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥに命令する通知をＵＥに再発行する
。
　ステップＳ２０６：ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥおよびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にある
ＵＥがＭＢＭＳに参加すると、ＲＮＣはＭＢＭＳ利用者数の再カウントを実行する。
　ステップＳ２０７：ＲＮＣは、セルにおいてＭＢＭＳに参加するＵＥの数が閾値以上で
あるか判定する。閾値以上であるならば、ＲＮＣはステップＳ２０８を実行し、そうでな
ければＲＮＣはステップＳ２０５を実行する。
　ステップＳ２０８：ＲＮＣは、ＵＥにＭＢＭＳサービスデータを送信するためにＰＴＭ
モードを選択する。
【００４３】
　以下、上記処理の例が説明される。
　ここでのパラメータは次の通りである。
　Ｍａｘ（ｎ）：セルにおいてＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態、または
ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にある、ＭＢＭＳサービスデータを受信するＵＥの最大数
　閾値：セルにおいてＰＴＭ／ＰＴＰモードの間を切り換えるための閾値
【００４４】
　本発明におけるＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法の解決策は、次のように実現され
る。
【００４５】
　１．ＣＮは、ＭＢＭＳのためのセッション開始メッセージをＲＮＣに送信する。
【００４６】
　２．ＲＮＣは、ＭＣＣＨ内に通知情報（ＮＩ）を設定することが必要であり、ＭＢＭＳ
の利用者数がカウントされるならば、ＲＮＣはカウントのための原因（cause）を次のよ
うに設定する。
　ＲＮＣは通知内にカウントのための原因を設定することが必要である（例えば、原因は
２つの２進数のビット“０”および“１”を用いて表わすことが可能である）。
　“００”で表わされる通知は、全てのモードにあるＵＥがカウントに応答すべきである
ことを示す。ここで、全てのモードとは、アイドル、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ、ＣＥＬＬ＿ＦＡ
ＣＨ、ＵＲＡ＿ＰＣＨ、およびＣＥＬＬ＿ＰＣＨを含む。
　“０１”で表わされる通知は、アイドルモードにあるＵＥのみカウントに応答すべきで
あることを示す。
　“１０”で表わされる通知は、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥおよびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ
状態にあるＵＥがカウントに応答すべきであることを示す。
　“１１”で表わされる通知は、アイドルモードにあるＵＥ、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にある
ＵＥ、およびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥがカウントに応答すべきであることを示す
。
【００４７】
　３．初期状態において利用者数をカウントするために、“原因”が“００”に設定され
る。すなわち、ＲＮＣは、カウントに応答するように全てのモードにあるＵＥに命令する
通知をＵＥに発行し、かつ全てモードにあるＵＥがこのページングを無視できないことを
要求し、詳しくは、異なるモードにあるＵＥが次のようにカウントに応答することを要求
する。
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　３１）　ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態にあるＵＥ、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態にあるＵＥ、およ
びＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥについて、これらがＭＢＭＳを受信する準備が整って
いるならば、それらはＲＮＣに応答せず、そうでなければ、それらはその時にＭＢＭＳを
受信しないことを通知するためにＲＮＣに応答すべきである。
　３２）　ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥおよび／またはＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵ
Ｅは、ある確率でセル更新動作を開始する。
　３３）　アイドルモードにあるＵＥは、ある確率でＲＲＣ結合動作を実行する。
　３４）　ＲＮＣは、ＵＥ結合処理によって異なるモードにあるＵＥのＭＢＭＳへの活性
状態についての情報をＣＮから取得し、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態にあるＵＥ、ＣＥＬＬ＿Ｆ
ＡＣＨ状態にあるＵＥ、およびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥからのフィードバック情
報を考慮して、各セルにおいてＭＢＭＳのＵＥのカウントを実行する。
　ここで、初期カウント処理が完了する。
【００４８】
　４．ＭＢＭＳセッションの間の再カウントは次のように処理される。
　４１）　ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にある、ＭＢＭＳに参加するＵＥの数が（閾値Ｍａｘ（ｎ
））より小さい場合（ここで、Ｍａｘ（ｎ）は、セルにおいてＭＢＭＳを受信する準備が
整っており、かつＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態にあるＵＥ、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥ、
およびＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態にあるＵＥのうちの最大数を表わす）、再カウント処理は
次の通りである。
　（１）　ＲＮＣは、カウントに応答するようにアイドルモードにあるＵＥに命令する通
知“０１”をＵＥに再発行する。
　（２）　アイドルモードにあるＵＥのみが通知“０１”に応答し、かつある確率でＲＲ
Ｃ接続およびＩｕ接続を確立する。
　（３）　ＲＮＣは、ＵＥのＭＢＭＳへの活性状態の情報をＣＮから取得する。
　（４）　ＲＮＣが、セルにおけるＭＢＭＳのＵＥの数が閾値に到達したことを認識した
ならば、ＲＮＣは、ＰＴＭベアラモードでＵＥにＭＢＭＳサービスデータを送信する。Ｍ
ＢＭＳのＵＥの数が閾値に到達していないならば、ＲＮＣは、応答が成功していないＵＥ
に通知し続ける。すなわち、ＲＮＣはステップ（１）を繰り返す。
　ここで、再カウント処理は完了する。
　もちろん、上記ステップ（１）において、ＲＮＣは、カウントに応答するようにアイド
ルモードにあるＵＥおよびＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥに命令する通知“１１”をＵＥ
に再発行することも可能である。すると、全ての、アイドルモードにあるＵＥおよびＵＲ
Ａ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥは、ある確率で応答する。
【００４９】
　４２）　ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にある、ＭＢＭＳに参加するＵＥの数が（閾値Ｍａｘ（ｎ
））を超える場合、再カウント処理は次の通りである。
　（ａ）　ＲＮＣは、カウントに応答するようにＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥおよびＣ
ＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥに命令する通知“１０”をＵＥに再発行する。
　（ｂ）　ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥは、この通知を受信すると、ある確率でセル更
新処理を開始する。
　（ｃ）　ＲＮＣは、セル更新要求に応答し、かつ要求されたようにＵＥに命令する。
　（ｄ）　ＲＮＣが、セルにおいてＭＢＭＳに参加するＵＥの数が閾値に到達したことを
認識したならば、ＲＮＣは、ＰＴＭベアラモードでＵＥにＭＢＭＳサービスデータを送信
する。その数が閾値に到達していないならば、ＲＮＣは、応答が成功していないＵＥに通
知し続ける。すなわち、ＲＮＣはステップ（ａ）を繰り返す。
　（ｅ）　ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥがセルにおいて閾値に到達しないならば、ＲＮ
Ｃは、カウントに応答するようアイドルモードにあるＵＥに命令する通知“１０”をＵＥ
に発行し続け、かつカウントにＵＥを含める。
　ここで、再カウント処理は完了する。
　上記のアイドルモードにあるＵＥは、ＲＮＣによって指定された確率でカウントに応答
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するようにアイドルモードにあるＵＥに命令する通知に応答する。不連続受信モード（Ｃ
ＥＬＬ＿ＤＣＨ、ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ、およびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ）にあるＵＥは、ＲＮＣ
によって指定された確率で、または常に、カウントに応答するように不連続受信モードに
あるＵＥに命令する通知に応答する。
【００５０】
　以下、本発明において提供されるＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法の技術的な詳細
は、本方法をより十分に開示するために、異なる実施形態において詳述される。
【００５１】
　実施形態　１：
　この実施形態は、ＭＢＭＳ利用者数の初期カウント処理である。
　１．ＲＮＣはＣＮからＭＢＭＳのためのセッション開始メッセージを取得する。
　２．ＲＮＣはＭＢＭＳ利用者数のカウントを実行することを決定し、かつカウントに応
答するように全ての状態にあるＵＥに命令する通知“００”を発行する。
　３．ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ、またはＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態にあるＵＥ
が通知“００”を受信すると、それらがＭＢＭＳを受信する準備が整っているならば、そ
れらはＲＮＣに情報をフィードバックする必要がなく、そうでなければ、情報の受信を拒
否するためにＲＮＣに応答する。
　４．ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥが通知“００”を受信すると、それらは通知におい
て指示された要因による確率でセル更新動作を実行し、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥが
存在しなければ、Ｉｕ－ｐｓ接続が確立される。
　５．アイドルモードにあるＵＥは、ある確率でＲＲＣ接続およびＩｕ－ｐｓ接続を確立
する。
　６．ＵＥ結合処理によってＣＮを介してＭＢＭＳにおけるＵＥの活性状態の情報を取得
する。
　７．ＲＮＣは、ＵＥ結合によって取得した情報およびステップ３におけるＵＥからのフ
ィードバックに従ってＭＢＭＳのためのベアラモードを取得する。
【００５２】
　実施形態　２：
　この実施形態は、上記実施形態１に類似する。相違点は、全てのＵＥが通知“００”に
応答しなくてもよいことである。
【００５３】
　実施形態　３：
　この実施形態は、上記実施形態１に類似する。相違点は、ＲＮＣが、フィードバックが
成功したＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥおよびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥの総数が
、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥおよびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥの総数より小さ
く、かつ切り換え閾値があるセルにおいてまだ超えていないならば、応答するようにＵＲ
Ａ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥおよびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥに命令する通知“１０
”を用いることである。
【００５４】
　実施形態　４：
　この実施形態は、実施形態３に類似する。相違点は、ＲＮＣが、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態に
あるＵＥおよびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥへのページングを実行するために、ペー
ジング指示チャネル（ＰＩＣＨ）を用いることである。
【００５５】
　実施形態　５：
　この実施形態は、ＭＢＭＳセッションを実行する間に再カウントするために用いられる
。
　１．ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にある、ＭＢＭＳに参加するＵＥの数が（閾値Ｍａｘ（ｎ））
よりかなり小さいとき、ＲＮＣは、カウントに応答するようにアイドルモードにあるＵＥ
に命令する通知“０１”を発行する。すなわち、ＲＮＣはアイドルモードにあるＵＥのカ
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ウントのみ実行する。
　２．他の任意のモードにあるＵＥは、通知“０１”を受信すると、カウント命令を無視
する。
　３．アイドルモードにあるＵＥは通知“０１”に応答し、かつある確率でＲＲＣ接続お
よびＩｕ－ｐｓ接続を確立する。
　４．ＲＮＣは、再カウントを実行するために、ＵＥ結合によってＣＮを介してＭＢＭＳ
におけるＵＥの活性状態についての情報を取得する。
【００５６】
　実施形態　６：
　実施形態４および実施形態５に基づいて、セルにおいてＭＢＭＳに参加するＵＥの数が
まだＰＴＭ閾値に到達していないならば、ＲＮＣは、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥおよ
びＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥのカウントを実行するために、カウントに応答するよ
うにＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥおよびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥに命令する通
知“１０”を再発行する。
【００５７】
　実施形態　７：
　この実施形態は実施形態６に類似するが、ＲＮＣは、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥお
よびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥへのページングを実行するためにＰＩＣＨを用いる
。
【００５８】
　実施形態　８：
　実施形態４に基づいて、次のアプローチも適用可能である。
　１．ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にある、ＭＢＭＳに参加するＵＥの数が（閾値Ｍａｘ（ｎ））
より小さいとき、ＲＮＣは、カウントに応答するようにアイドルモードにあるＵＥ、ＵＲ
Ａ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥ、およびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥに命令する通知“１
１”を再発行する。すなわち、ＲＮＣはアイドルモードにあるＵＥ、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態
にあるＵＥ、およびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥにのみカウント通知を送信する。
　２．他のモードにあるＵＥは、通知を受信した後、カウント命令を無視する。
　３．アイドルモードにあるＵＥは、通知に応答し、かつある確率でＲＲＣ接続およびＩ
ｕ－ｐｓ接続を確立する。
　４．ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥは、通知を受信した後、セル更新を実行する。
　５．ＲＮＣは、再カウントを実行するために、ＵＥ結合によってＣＮを介してＭＢＭＳ
におけるＵＥの活性状態についての情報を取得する。
【００５９】
　実施形態　９：
　１．ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にある、ＭＢＭＳに参加するＵＥの数が（閾値Ｍａｘ（ｎ））
を超えるとき、
　２．ＲＮＣは、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥおよびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥ
のカウントを実行するために、カウントに応答するようにＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥ
およびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥに命令する通知“１０”をＵＥに再発行する。
　３．他のモードにあるＵＥは、通知“１０”を無視する。
　４．ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥは、通知“１０”を受信した後、ある確率でセル更
新処理を開始する。
【００６０】
　実施形態　１０：
　実施形態９に基づいて、あるセルにおいてＭＢＭＳに参加するＵＥの数が切り換えのた
めのＰＴＭ閾値よりまだ小さいならば、ＲＮＣは、アイドルモードにあるＵＥの再カウン
トを実行するために、カウントに応答するようにアイドルモードにあるＵＥに命令する通
知“０１”を発行し、アイドルモードにあるＵＥはＲＲＣ接続およびＩｕ－ｐｓ接続を確
立する。
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【００６１】
　実施形態　１１：
　この実施形態は、ＭＢＭＳサービスの再カウント処理のために用いられる。
　１．ＲＮＣがＭＢＭＳ利用者数のカウントの実行を要求されると、ＰＩＣＨチャネルを
通してＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥのカウントを実行する。
　２．あるセルにおいてＭＢＭＳ利用者数が閾値に到達すると、ＲＮＣは、それらのセル
内のＵＥへのページングを実行せず、ＭＢＭＳ利用者数が閾値に到達しないと、ＲＮＣは
、通知“０１”を用いてアイドルモードにあるＵＥへのページングのみ実行する。
　上記の処理において、ＭＢＭＳのＩＤを用いたページングメッセージが用いられ、ＲＮ
Ｃが、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥおよびＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥへのページ
ングを実行するとき、ＲＣＮは従来のページングモードを用いるか、またはそれらのＵＥ
へのページングを実行するためにＰＩＣＨチャネルを用いることが可能である。
【００６２】
　上記の技術的解決策において用いられる通知の２進数表現は単に例であり、ここで通知
の種類は要求に従って増加または減少することが可能であり、異なる種類の通知の間での
選択条件は変えることも可能である。
　本発明において提供されるＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法は、正確なカウントを
前提として貴重な無線インタフェース資源をさらに節約するために、要求されるカウント
を実行するように、様々な場合において異なるモードにあるＵＥへのページングを実行す
るために用いることが可能である。
　本発明は上述したように好ましい実施形態を用いて説明された。この技術分野の当業者
は本発明の技術的思想から逸脱することなく、この実施形態の様々な改良および修正を行
うことが可能であるが、そのような改良および修正は本発明の保護範囲内にあることに留
意すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】先行技術においてＧＰＲＳパケット移動ネットワーク上で実現されたＭＢＭＳネ
ットワークの参照モデルを表わす。
【図２】本発明において提供されるＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法の主要な実現手
順を表わす。
【図３】本発明において提供されるＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法に基づいて実現
された異なるベアラモードを選択する処理フローを表わす。
【図４】本発明において提供されるＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法に基づいて実現
された再カウントフローを表わす。
【図５】本発明において提供されるＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法における再カウ
ントの第１の実施形態のフロー図である。
【図６】本発明において提供されるＭＢＭＳ利用者数をカウントする方法における再カウ
ントの第２の実施形態のフロー図である。
【符号の説明】
【００６４】
　ＢＭ－ＳＣ　ブロードキャストマルチキャスト－サービスセンター
　ＧＧＳＮ　ゲートウェイＧＰＲＳサポートノード
　ＳＧＳＮ　サービスＧＰＲＳサポートノード
　ＵＥ　ユーザ端末
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