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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
移動通信システムでサービス有効性情報を伝送する方法であって、
マルチメディア放送/マルチキャストサービス(ＭＢＭＳ)を提供するセルを判断する過
程と、
前記ＭＢＭＳを提供する前記セル内の端末機に呼び出しメッセージを伝送する過程と、
前記ＭＢＭＳを提供する前記セル内の端末機に、前記複数のセルのうち少なくとも一つ
で有効な少なくとも一つのＭＢＭＳに対するサービス有効性メッセージが伝送される過程
と、
を含み、
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前記サービス有効性メッセージは、前記有効なＭＢＭＳサービスを示す少なくとも１つ
のサービス識別子と対応するＭＢＭＳサービスがポイント・ツウ・マルチポイント（Ｐｔ
Ｍ）モードであるかどうかを示すＰｔＭ指示子を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
前記呼び出しメッセージを伝送する過程は、前記特定ＭＢＭＳのためのセッションが始
まると、前記特定ＭＢＭＳのサービス識別子とセッションスタートを知らせるコーズ値と
を含む前記呼び出しメッセージを伝送する請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記呼び出しメッセージに対応する接続設定要求メッセージが受信されると、前記特定
ＭＢＭＳを受信しようとする接続モードの端末機の個数をカウントして前記特定ＭＢＭＳ
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のサービスタイプを決定する過程と、
前記決定されたサービスタイプによる前記特定ＭＢＭＳのための無線ベアラー情報を前
記特定ＭＢＭＳが有効なセルに位置した端末機に伝送する過程とをさらに含むことを特徴
とする請求項１記載の方法。
【請求項４】
前記サービス有効性メッセージは、該当ＭＢＭＳのサービス識別子に対するｍＲＮＴＩ
(Radio Network Temporary Identifier for MBMS)のマッピング情報をさらに含むことを
特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項５】
前記サービス有効性メッセージは、前記少なくとも一つのＭＢＭＳが遂行される途中で

10

ＭＢＭＳ制御チャンネルを通じて周期的に伝送される請求項１記載の方法。
【請求項６】
前記複数のセルに位置した端末機に、該当セルで有効な少なくとも一つのＭＢＭＳに対
する無線ベアラー情報を含む無線ベアラー情報メッセージをＭＢＭＳ制御チャンネルを通
じて周期的に伝送する過程をさらに含むことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項７】
移動通信システムでサービス有効性情報を受信する方法であって、
前記端末機が現在位置しているセルに有効な少なくとも一つのＭＢＭＳに対するサービ
ス有効性メッセージを受信する過程と、
前記サービス有効性メッセージにより、前記端末機が現在位置しているセルで前記端末
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機が所望のＭＢＭＳに対する有効性有無を判断する過程と、
前記所望のＭＢＭＳが有効であれば、前記端末機が現在位置しているセルで前記所望の
ＭＢＭＳを受信する過程と、
を含み、前記サービス有効性メッセージは、前記有効なＭＢＭＳサービスを示す少なく
とも１つのサービス識別子と対応するＭＢＭＳサービスがポイント・ツウ・マルチポイン
ト（ＰｔＭ）モードであることを示すＰｔＭ指示子を含むことを特徴とする方法。
【請求項８】
前記サービス有効性メッセージは、該当ＭＢＭＳのサービス識別子に対するｍＲＮＴＩ
のマッピング情報をさらに含むことを特徴とする請求項７記載の方法。
【請求項９】
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前記サービス有効性メッセージは、前記端末機が現在位置しているセルに有効な少なく
とも一つのＭＢＭＳが遂行される途中でＭＢＭＳ制御チャンネルを通じて周期的に受信さ
れることを特徴とする請求項７記載の方法。
【請求項１０】
前記端末機が現在位置するセルに、有効な少なくとも一つのＭＢＭＳに対する無線ベア
ラー情報を含む無線ベアラー情報メッセージをＭＢＭＳ制御チャンネルを通じて周期的に
受信する過程をさらに含むことを特徴とする請求項７記載の方法。
【請求項１１】
前記所望のＭＢＭＳを受信する過程は、
前記サービス有効性メッセージに前記所望のＭＢＭＳのサービス識別子が含まれている
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かどうかを判断する段階と、
前記サービス有効性メッセージに前記所望のＭＢＭＳのサービス識別子が含まれている
と、前記サービス有効性メッセージに含まれた前記所望のＭＢＭＳのＰｔＭ指示子を確認
する段階と、
前記ＰｔＭ指示子がＰｔＭモードを示すと、ＭＢＭＳ制御チャンネルを通じて前記所望
のＭＢＭＳのためのＰｔＭ無線ベアラー情報を受信し、前記ＰｔＭ無線ベアラー情報によ
り共通チャンネルを通じて前記所望のＭＢＭＳを受信する段階と、
前記ＰｔＭ指示子がＰｔＭモードを示さないと、前記所望のＭＢＭＳのためのＰｔＰ無
線ベアラー情報が得られ、前記ＰｔＰ無線ベアラー情報によって専用チャンネルを通じて
前記所望のＭＢＭＳを受信する段階と、

50

(3)

JP 4690003 B2 2011.6.1

を含むことを特徴とする請求項７記載の方法。
【請求項１２】
前記専用チャンネルを通じて前記所望のＭＢＭＳを受信する段階は、前記端末機がアイ
ドルモードの場合、前記無線網制御器と無線接続設定手順を遂行し、前記無線接続を通じ
て前記ＰｔＰ無線ベアラー情報を得ることを特徴とする請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
前記専用チャンネルを通じて前記所望のＭＢＭＳを受信する段階は、
前記端末機がＣＥＬＬ̲ＦＡＣＨまたはＣＥＬＬ̲ＰＣＨ状態であれば、前記無線網制御
器から受信されるセルアップデート確認メッセージまたは無線ベアラー設定メッセージに
よって前記ＰｔＰ無線ベアラー情報が得られ、
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前記端末機がＵＲＡ̲ＰＣＨ状態であれば、前記無線網制御器とセルアップデート手順
を遂行し、前記無線網制御器から受信されるセルアップデート確認メッセージによって前
記ＰｔＰ無線ベアラー情報が得られ、
前記端末機がＣＥＬＬ̲ＤＣＨ状態であれば、前記無線網制御器とハンドオーバ手順を
遂行して前記無線網制御器から専用制御チャンネルを通じて前記ＰｔＰ無線ベアラー情報
を受信することを特徴とする請求項１１記載の方法。
【請求項１４】
前記サービス有効性情報を受信する過程は、
放送チャンネルを通じてシステム情報を受信し、前記システム情報にＭＢＭＳ制御チャ
ンネルの構成情報が含まれているかどうかを判断する段階と、
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前記ＭＢＭＳ制御チャンネルの構成情報が含まれていると、前記構成情報を用いて前記
ＭＢＭＳ制御チャンネルを通じて無線ベアラー情報メッセージを受信し、前記無線ベアラ
ー情報メッセージに前記所望のＭＢＭＳのサービス識別子が含まれているかどうかを判断
する段階と、
前記無線ベアラー情報メッセージに前記所望のＭＢＭＳのサービス識別子が含まれてい
ると、前記無線ベアラー情報メッセージに含まれた前記所望のＭＢＭＳの無線ベアラー情
報を用いて前記所望のＭＢＭＳを受信する段階と、
前記無線ベアラー情報メッセージに前記所望のＭＢＭＳのサービス識別子が含まれてい
ないと前記ＭＢＭＳ制御チャンネルを通じて前記サービス有効性メッセージを受信する段
階と、
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を含むことを特徴とする請求項１１記載の方法。
【請求項１５】
前記所望のＭＢＭＳを受信する過程は、前記サービス有効性メッセージに前記所望のＭ
ＢＭＳのサービス識別子が含まれていないと、ルーティング地域アップデートを遂行する
段階をさらに含むことを特徴とする請求項１１記載の方法。
【請求項１６】
前記ルーティング地域アップデートを遂行する過程は、
前記ルーティング地域アップデートの必要性有無を判断する段階と、
前記ルーティング地域アップデートが必要でないと、前記所望のＭＢＭＳを提供する他の
セルを再選択し、あるいは前記現在位置するセルを維持する段階と、
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前記ルーティング地域アップデートが必要であれば、前記無線網制御器にルーティング
地域アップデートを要求し、ルーティング地域アップデート確認メッセージを受信する段
階と、
前記ルーティング地域アップデート確認メッセージに前記端末機が現在位置しているセ
ルに有効な少なくとも一つのＭＢＭＳに対するサービス情報が含まれているかどうかを判
断する段階と、
前記ルーティング地域アップデート確認メッセージに前記サービス情報が含まれている
と、前記サービス情報により前記所望のＭＢＭＳが有効であるかどうかを判断する段階と
、
前記ルーティング地域アップデート確認メッセージに前記サービス情報が含まれていな
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いと、前記ルーティング地域アップデートを遂行した後、受信したサービス有効性メッセ
ージにより前記所望のＭＢＭＳが有効であるかどうかを判断する段階と、
を含むことを特徴とする請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
前記ルーティング地域アップデートを遂行する過程は、
前記ルーティング地域アップデート確認メッセージに含まれた前記サービス情報により
前記所望のＭＢＭＳが有効であると判断されると、前記サービス情報に含まれた前記所望
のＭＢＭＳに対するＰｔＰ無線ベアラー情報により前記所望のＭＢＭＳを受信する段階と
、
前記サービス情報により前記所望のＭＢＭＳが有効でないと判断されると、前記所望の
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ＭＢＭＳを提供する他のセルを再選択し、あるいは前記現在位置するセルを維持する段階
と、
をさらに含むことを特徴とする請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
前記ルーティング地域アップデートを遂行する過程は、
前記ルーティング地域アップデート確認メッセージを遂行した以後に受信したサービス
有効性メッセージにより前記所望のＭＢＭＳが有効であると判断される場合は、前記無線
網制御器に前記所望のＭＢＭＳを求める段階と、
前記ルーティング地域アップデート確認メッセージを遂行した後、受信したサービス有
効性メッセージにより前記所望のＭＢＭＳが有効でないと判断される場合は、前記所望の
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ＭＢＭＳを提供する他のセルを再選択し、あるいは前記現在位置するセルを維持する段階
と、
前記ルーティング地域アップデート確認メッセージを遂行した後に前記所望のＭＢＭＳ
のＰｔＰ無線ベアラー情報を含む無線ベアラー設定メッセージが受信されると、前記Ｐｔ
Ｐ無線ベアラー情報により前記所望のＭＢＭＳを受信する段階と、
をさらに含むことを特徴とする請求項１６記載の方法。
【請求項１９】
前記現在セルを維持する段階は、前記現在セルでＭＢＭＳに係る呼び出しチャンネルを
周期的にモニタリングすることを特徴とする請求項１６記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は移動通信システムでマルチメディア放送/マルチキャストサービス(Multimedia
Broadcast/Multicast Service：以下、

ＭＢＭＳ

とする)を提供する方法に関するも

ので、特に端末機の移動性を支援するためにＭＢＭＳのためのサービス有効性(Service A
vailability)情報を送受信する方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
最近では、通信技術の発達と使用者の要求増大により符号分割多重接続(Code Division
Multiple Access：以下、

ＣＤＭＡ

とする)技術を使用する移動通信システムは、音
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声サービスだけでなくサーキット通信、パケット通信などを利用して大容量のデータを伝
送するマルチメディアサービスを支援する方向に発展している。マルチメディア通信を支
援するために、３世代標準化機構では一つのデータソースから多数の移動端末機(User Eq
uipment：以下、

端末機

とする)に同一のデータを伝送するＭＢＭＳを提供するための

多様な基準を提示している。
【０００３】
図１は、通常のＭＢＭＳのための移動通信システムの構成図である。ここで、ＧＳＭ(G
lobal System for Mobile Communications)とＧＰＲＳ(General Packet Radio Services)
に基づいた３世代非同期移動通信方式の標準である３ＧＰＰ(3rd Generation Partnershi
p Project)システムにＭＢＭＳを適用した構成例を示す。
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【０００４】
図１を参照すると、端末機１０１，１０２，１０３，１０４，１０５，１０６，１０７
，１０８はＭＢＭＳデータを受信する装置を示し、セル１１１，１１２，１１３は前記端
末機１０１〜１０８が位置している基地局のセル領域を示す。ノードＢ１２１は３ＧＰＰ
標準により無線信号と有線信号との間の交換を遂行する基地局であって、セル１１１、１
１２、１１３内の端末機１０１〜１０８にＭＢＭＳを提供する。
【０００５】
無線網制御器(Radio Network Controller：以下、

ＲＮＣ

とする)１３１は多数のノ

ードＢを管理し、ＭＢＭＳデータをノードＢ１２１及びＭＢＭＳを支援する多数のノード
Ｂ(図示せず)に提供するために、ノードＢと端末機との間に設定されている無線チャンネ
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ルを制御する。ＲＮＣ１３１とノードＢ１２１はＵＭＴＳ無線接続網(UMTS Terrestrial
Radio Access Network：以下、

ＵＴＲＡＮ

とする)を構成し、ＵＴＲＡＮは端末機１

０１〜１０８を中心網(Core Network)に接続する役割を果たす。
【０００６】
ＳＧＳＮ(Serving GPRS Support Node)１４１はＭＢＭＳ加入者それぞれのサービスを
制御する。代表的な例として、ＳＧＳＮは各加入者のサービス課金データを管理し、マル
チメディアデータを特定ＲＮＣに選別的に提供する。ＨＬＲ(Home Location Register)１
５１はＳＧＳＮ１４１に接続して加入者を認証する。ＧＧＳＮ(Gateway GPRS Support No
de)１６１は、端末機１０１〜１０８に供給されるＭＢＭＳデータをＢＭ‑ＳＣ(Broadcast
/Multicast Service Center)１８１及びＢＧ(Border Gateway)１７１を通じてコンテンツ
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提供者(Contents Provider)１９１及びマルチキャスト/放送ソース(Multicast Broadcast
Sources)１９２，１９３から受信してＳＧＳＮ１４１に伝送する。このＳＧＳＮ１６１
は、端末機１０１〜１０８の移動状況に対する管理と端末機１０１〜１０８に提供される
ＭＢＭＳのサービス品質に対する管理などを遂行する。コンテンツ提供者１９１とマルチ
キャスト/放送ソース１９２、１９３はＭＢＭＳデータ伝送の根源地を示す。
【０００７】
ＢＧ１７１は、現在サービス事業者が管理しない網のマルチキャスト/放送ソース１９
２からＭＢＭＳデータを受信してＧＧＳＮ１６１に伝送する。ＢＭ‑ＳＣ１８１はコンテ
ンツ提供者１９１からＭＢＭＳデータを受信してＧＧＳＮ１６１に伝達する。ＢＭ‑ＳＣ
１８１は、コンテンツ提供者１９１に対する認証、ＭＢＭＳのサービス品質の決定、ＭＢ
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ＭＳデータの損失に対する誤り訂正機能、コンテンツ提供者１９１に対する課金などの機
能を遂行する。そして、ＢＭ‑ＳＣ１８１は、端末機１０１〜１０８に現在提供されるＭ
ＢＭＳサービスを通知する。
【０００８】
ＭＢＭＳデータストリームは、コンテンツ提供者１９１からＢＭ‑ＳＣ１８１を経て、
または外部網のマルチキャスト/放送ソース１９２からＢＧ１７１を経て、または内部網
のマルチキャスト/放送ソース１９３から直接に、ＧＧＳＮ１６１へ伝送される。このＭ
ＢＭＳデータストリームは、ＳＧＳＮ１４１とＲＮＣ１３１の制御下にノードＢ１２１を
通じてセル１１１，１１２，１１３内の端末機１０１〜１０８に伝達される。
【０００９】
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図示していないが、一つのＭＢＭＳサービスに対して多数のＳＧＳＮと、各ＳＧＳＮに
接続された多数のＲＮＣが存在することができる。このＳＧＳＮとＲＮＣは、それぞれＲ
ＮＣとノードＢに選別的なデータ伝送を遂行し、このためにデータを伝達すべきノードの
リスト(ＳＧＳＮではＲＮＣのリスト、ＲＮＣではノードＢのリスト)などを貯蔵する。
【００１０】
図２は、通常のＭＢＭＳ手順を示すメッセージフローチャートである。ここでは、特定
セルでＭＢＭＳが提供される手順を説明するために、ＭＢＭＳが提供される端末機２０１
、ＭＢＭＳのためのＲＮＣ２１１、及びＭＢＭＳのためのＳＧＳＮ２２１間の信号流れの
みを示す。
【００１１】
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図２を参照すると、ステップ２３１でＳＧＳＮ２２１はＲＮＣ２１１を通じて端末機２
０１にＭＢＭＳに関する基本的情報、例えばＭＢＭＳ識別子とＭＢＭＳの提供可否を知ら
せる。この通知(Announcement)ステップ２３１を通じて認知したＭＢＭＳのうち所望のサ
ービスがある場合、ステップ２４１で端末機２０１はＲＮＣ２１１を通じてＳＧＳＮ２２
１に前記所望のＭＢＭＳにジョイン(Joining)することを知らせる。このジョインステッ
プ２４１は、端末機２０１がＳＧＳＮ２２１に自分が受信しようとするＭＢＭＳの識別子
を通知し、ＳＧＳＮ２２１が端末機２０１を認証した後、端末機２０１にＭＢＭＳの受信
可能性有無を通知することを遂行する。ＳＧＳＮ２２１はこのジョインステップ２４１を
通じて特定ＭＢＭＳを受信しようとする端末機のリストと位置を貯蔵する。
10

【００１２】
ＢＭ‑ＳＣが前記ジョインしたＭＢＭＳのスタートを知らせると、ステップ２５１で、
ＳＧＳＮ２２１は端末機２０１の位置しているＲＮＣ２１１にセッションスタート(Sessi
on Start)メッセージを伝送する。ステップ２５２で、ＲＮＣ２１１は端末機２０１にＭ
ＢＭＳのスタートを通知 (notification)するためのＭＢＭＳ呼び出し(paigng)メッセー
ジを伝送する。このＭＢＭＳ呼び出しメッセージは、ＭＢＭＳにジョインした複数の端末
機に伝送されるので、ステップ２５２は既存の呼び出し手順と対比する意味で集団呼び出
し(Group Paging)と称する。
【００１３】
ステップ２６１で、端末機２０１は前記呼び出しに対する応答メッセージ(Notificatio
n Response)を伝送する。このステップ２６１を通じて、ＲＮＣ２１１はセル別にＭＢＭ

20

Ｓを受信しようとする端末機の数を把握し、該当セルの無線チャンネルの種類、すなわち
サービスタイプを決める。このとき、ＲＮＣ２１１はＭＢＭＳの提供を受けようとする端
末機の数が予め定められたしきい値以上の場合には、ポイント・ツウ・マルチポイント (
Point to Multipoint：以下、

ＰｔＭ

とする)モードによって共通チャンネルを通じて

ＭＢＭＳを提供する。一方、前記端末機の数が予め定められたしきい値より小さい場合に
は、ポイント・ツウ・ポイント(Point to Point：以下、

ＰｔＰ

とする)モードによっ

て端末機別にＲＲＣ(Radio Resource Control)接続を設定し、専用チャンネルを構成して
ＭＢＭＳを提供する。
【００１４】
ステップ２７１で、ＲＮＣ２１１は端末機２０１にＭＢＭＳ ＲＢ情報を送信する。こ
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のＭＢＭＳ ＲＢ情報はＭＢＭＳが提供される無線チャンネル情報、例えばＯＶＳＦ(Orth
ogonal Variable Spreading Factor)コード情報、トランスポートフォーマット(Transpor
t Format)情報、無線リンク制御(Radio Link Control：以下、

ＲＬＣ

パケットデータ衝突制御(Packet Data Convergence Control：以下、

とする)情報、
ＰＤＣＰ

とする

)情報などを含む。ステップ２８１で、端末機２０１は前記ＭＢＭＳ ＲＢ情報によりＭＢ
ＭＳを受信する。
【００１５】
特定ＭＢＭＳを特定セルに提供するときに使用するＭＢＭＳ ＲＢ情報は、前記セルに
ＭＢＭＳを受けようとするすべての端末機に有効になる。したがって、ＭＢＭＳに係る制
御信号はセル内に構成されている共通制御チャンネルを通じて伝送されるのが効率的であ

40

る。３ＧＰＰで、ＭＢＭＳ制御信号は論理(Logical)チャンネルのＭＢＭＳ制御チャンネ
ル(ＭＢＭＳ Control Channel：以下、

ＭＣＣＨ

とする)を通じて周期的に伝送する。

【００１６】
端末機の位置できる複数のセルは、サービス事業者との協約、または無線資源の可用性
などに応じて特定ＭＢＭＳを提供し、提供しないようになる。しかしながら、端末機は自
分の位置するセルに受信しようとするＭＢＭＳが可用性があるか、すなわちＳＡ(Service
Availability)であるか、あるいはＮＳＡ(Non‑SA)であるか、判断できない。その結果、
端末機がＮＳＡのＭＢＭＳのためにＲＲＣ接続設定を行い、ＭＢＭＳを求める手順を遂行
して不要なシグナリングオーバヘッドを発生させ、サービス遅延時間が長くなるという問
題点があった。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
したがって、上記の従来技術の問題点を解決するために本発明の目的は、ＭＢＭＳを提
供する移動通信システムで、各セルでＭＢＭＳの可能性有無に対するサービス可用性情報
を端末機に通報する方法を提供することにある。
【００１８】
また本発明の目的は、ＭＢＭＳを提供する移動通信システムで、端末機がＭＢＭＳサー
ビスが可能でないセルに進むことを認識した後、ＭＢＭＳを求め、あるいは他のセルを選
択する方法を提供することにある。
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【００１９】
本発明の他の目的は、ＭＢＭＳを提供する移動通信システムにおいて、各セルにＭＢＭ
ＳがＮＳＡであるか、あるいはＳＡであるかを示すサービス有効性情報を端末機に通報す
る方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２０】
上記の目的を達成するために本発明は、移動通信システムでサービス有効性情報を伝送
する方法であって、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
セルを判断する過程と、前記ＭＢＭＳを提供する前記セル内の端末機に呼び出しメッセー
ジを伝送する過程と、前記ＭＢＭＳを提供する前記セル内の端末機に、前記複数のセルの
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うち少なくとも一つで有効な少なくとも一つのＭＢＭＳに対するサービス有効性メッセー
ジが伝送される過程とを含むことを特徴とする。
【００２１】
また上記の目的を達成するために本発明は、移動通信システムでサービス有効性情報を
受信する方法であって、前記端末機が現在位置しているセルに有効な少なくとも一つのＭ
ＢＭＳに対するサービス有効性メッセージを受信する過程と、前記サービス有効性メッセ
ージにより、前記端末機が現在位置しているセルで前記端末機が所望のＭＢＭＳに対する
有効性有無を判断する過程と、前記所望のＭＢＭＳが有効であれば、前記端末機が現在位
置しているセルで前記所望のＭＢＭＳを受信する過程とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
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【００２２】
本発明は、ＭＢＭＳを提供する移動通信システムにおいて、端末機がＭＣＣＨを通じて
受信される制御メッセージを利用して現在セルで所望するＭＢＭＳの提供可否が判断可能
である。ＭＢＭＳを利用する端末機の移動の際に、ＭＢＭＳ受信の連続性を向上すること
ができるだけでなく、端末機が現在セルで所望のＭＢＭＳの提供が可能な場合のみに、Ｒ
ＲＣの設定を選別的に遂行することにより、不要なＲＲＣ接続の設定によるオーバヘッド
を減少することもできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
以下、添付の図面を参照して本発明の望ましい実施形態を詳細に説明する。本発明の説
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明において、関連した公知の機能または構成に関する説明が本発明の要旨を不明にすると
判断される場合は、その詳しい説明を省略する。そして、後述する用語は機能によって定
められたもので、使用者及び運用者の意図または慣例などに従って異にすることができる
。したがって、その定義は本発明の全般的内容に基づいて定められるべきである。
【００２４】
後述する本発明は、ＭＢＭＳを提供する移動通信システムで、サービスの有効性に対す
る情報を無線網制御器(ＲＮＣ)から端末機(ＵＥ)に伝送するためにＭＣＣＨを通じて周期
的に伝送されるＭＢＭＳ制御メッセージを用いることである。
【００２５】
端末機が進入し、あるいは最初に通信を始めるセルでＭＢＭＳの状態は、次のように２
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つに定義される。第１は、該当セルで可用性のないＭＢＭＳはＮＳＡ(Non Service Avail
ability)状態で、第２に、該当セルで可用性のあるＭＢＭＳはＳＡ(Service Availabilit
y)状態である。ここで、ＳＡとは該当ＭＢＭＳが該当セルに提供可能であることを意味す
る。このＳＡは、ＭＢＭＳが現在サービスされている場合と、ＭＢＭＳのためのセッショ
ンが既に始まっており、端末機がＭＢＭＳを求めると、ＭＢＭＳが提供できる場合を示す
。
【００２６】
特定セルで特定ＭＢＭＳがＮＳＡ状態の場合に、端末機はＭＢＭＳの要求のためのＲＲ
Ｃ接続設定を遂行しない。この特定セルでＭＢＭＳがＳＡ状態の場合に、セルはＰｔＰま
たはＰｔＭモードでＭＢＭＳを提供中で、あるいは現在ＭＢＭＳを要求した端末機の不在
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により、ＭＢＭＳを提供しない。しかしながら、端末機の要求があるときにすぐにＭＢＭ
Ｓを始めることができる。上記のように、特定セルでＭＢＭＳに対してＳＡ状態またはＮ
ＳＡ状態を示す情報は、ＭＢＭＳが始まるとき、またはＭＢＭＳが提供される間にＭＣＣ
Ｈを通じて伝送される制御メッセージに含まれる。
【００２７】
図３Ａ及び図３Ｂは、ＭＢＭＳの提供途中で端末機の移動性を支援するためにＭＣＣＨ
を通じて伝送される制御メッセージを示す図である。ここで、制御メッセージは、ＰＭＭ
(Packet Mobility Management)アイドル(IDLE)モードとＰＭＭ接続モードの端末機のＭＢ
ＭＳを支援する。
図３ＡはＭＢＭＳサービス有効性メッセージ３０１の伝送を示すものである。ここで、
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ＭＢＭＳサービス有効性メッセージ３０１は、ＭＢＭＳの提供途中で該当ＭＢＭＳの有効
性情報をＲＮＣから端末機に通報するために使用される。特定セルに伝送されるＭＢＭＳ
サービス有効性メッセージ３０１は、前記セルで有効な少なくとも一つのＭＢＭＳのそれ
ぞれに対する有効性情報を含む。このサービス有効性情報は、ＭＢＭＳ識別子とサービス
タイプを含んでいる。
【００２８】
図３Ｂは、ＭＢＭＳ無線ベアラー情報(Radio Bearer Information)メッセージ３０２の
伝送を示す図であって、ＭＢＭＳ無線ベアラー情報メッセージ３０２はＲＮＣが端末機に
ＭＢＭＳデータを伝送するＭＢＭＳトラヒックチャンネル(MBMS Tfaffic Channel：以下
、

ＭＴＣＨ

とする)に対する無線ベアラー(Radio bearer：以下、

ＲＢ

とする)情
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報を知らせる。ＭＢＭＳはＰｔＰモードで提供される場合、ＲＢは各端末機別に設定され
るため、ＭＣＣＨを通じて各端末機別にＲＢ情報を知らせることは不可能である。したが
って、ＭＢＭＳ無線ベアラー情報メッセージ３０２のＲＢ情報は、ＰｔＭモードで提供さ
れるＭＢＭＳの場合のみに有効である。このＭＢＭＳ無線ベアラー情報は、ＭＢＭＳ識別
子と論理チャンネル/トランスポートチャンネル/物理(Physical)チャンネルに関する情報
などを含む。
【００２９】
図４は、ＭＢＭＳが提供される端末機の移動例を示す図であって、参照番号４０１，４
０２はそれぞれ第１及び第２セルを示し、参照番号４１１はＭＢＭＳ Ｃを受信する間に
第１セル４０１から第２セル４０２に移動する端末機を示す。ここで、第１セル４０１は
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ＭＢＭＳ Ｃを支援するが、第２セル４０２はＭＢＭＳ Ｃを支援しない。したがって、Ｍ
ＢＭＳ Ｃは第１セル４０１ではＳＡ状態で、第２セル４０２ではＮＳＡ状態である。こ
のＮＳＡは、第２セル４０２がＭＢＭＳ Ｃのサービス地域でなく、或いは第２セル４０
２がサービス地域であっても現在前記サービスＣがサービス中ではなく、端末機がこのサ
ービスＣを要求しても提供できない状態を示す。例えば、第２セル４０２でＭＢＭＳ Ｃ
のための無線資源の不足により現在サービス中でなく、且つ端末機がサービスＣを要求し
てもサービスが提供されないと、第２セル４０２はＮＳＡ状態である。端末機４１１は、
第２セル４０２で前記ＭＢＭＳ ＣがＮＳＡ状態であることを知るようになると、不要な
ＲＢ接続とサービス要求を遂行せず、前記ＭＢＭＳ Ｃが可能なセルでセル再選択を遂行
し、あるいは第２セル４０２を維持する動作などを遂行する。ＮＳＡ状態の第２セル４０
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２で、端末機４１１の動作はシステムの設定または使用者の要求に従う。
【００３０】
図５は、本発明の望ましい実施形態によりＭＢＭＳのサービス有効性に対する情報をＭ
ＣＣＨを通じて端末機に知らせる動作を示すメッセージフローチャートである。ここで、
参照番号５０１，５０２はＭＢＭＳを受信している端末機を示し、参照番号５１１はＭＢ
ＭＳのために端末機５０１、５０２の無線接続を制御するＲＮＣを示し、参照番号５２１
はＲＮＣ５１１を制御するＳＧＳＮを示す。端末機５０１、５０２は同一の一つのＭＢＭ
Ｓの受信を所望するが、端末機(ＵＥ＃１)５０１はＳＡ状態のセルに位置しており、端末
機(ＵＥ＃Ｍ)５０２はＮＳＡ状態のセルに位置している。
10

【００３１】
図５を参照すると、ステップ５３１でＲＮＣ５１１はＳＧＳＮ５２１から特定ＭＢＭＳ
に対するセッションスタート(session start)メッセージを受信する。このセッションス
タートメッセージはＭＢＭＳ識別子とサービス品質(Quality of Service：ＱｏＳ)などの
パラメータを含む。ステップ５１４で、ＲＮＣ５１１は前記パラメータを参照してＲＮＣ
５１１により管理するセルのそれぞれに対してＭＢＭＳサービスの可用性、すなわちＮＳ
ＡまたはＳＡ状態を確認する。つまり、可用性の確認はサービスの地域的な制限だけでな
くセル内のリソース制限などを考慮して遂行する。すなわち、ＭＢＭＳは地域的サービス
との理由で、またはセル内の無線リソースが足りないとの理由で特定セルでＮＳＡ状態に
なる。
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【００３２】
ステップ５５１で、ＲＮＣ５１１はＭＢＭＳに対してＭＢＭＳ呼び出しメッセージをＭ
ＢＭＳ呼び出しチャンネルを通じて端末機５０１に伝送する。このＭＢＭＳ呼び出しメッ
セージは、ＭＢＭＳのためのセッションスタートなどのイベントが発生したことを示すた
めに、ＭＢＭＳが使用可能な、すなわちＳＡ状態のセルのみに伝送される。このＭＢＭＳ
呼び出しメッセージは、ＭＢＭＳ識別子(ＭＢＭＳ Service ID)、セッションスタート指
示(Session Start Indication)として設定されたコーズ値(Cause value)などを含む。加
えて、付加値 (Optional Value：以下、
Value：以下、

ＣＶ

ＯＶ

とする)または条件付き値(Conditional

とする)で端末機カウントに必要なパラメータがさらに含まれるこ

とができる。このパラメータはアイドルモードの端末機によるＲＲＣ接続設定手順(Conne
ction Setup Procedure)のためのパラメータを意味する。このＭＢＭＳ呼び出しメッセー
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ジはＭＢＭＳが進行されている途中でも伝送可能であり、サービスイベント及び受信すべ
きＭＢＭＳ制御メッセージの種類によって該当するパラメータを有する。
【００３３】
このＭＢＭＳがＳＡ状態のセルに位置する端末機は、ＭＢＭＳ呼び出しメッセージに含
まれるＭＢＭＳ識別子及びコーズ値と自分の接続状態による動作を遂行する。具体的な例
として、ステップ５５２でアイドルモードの端末機(ＵＥ＃１)５０１はＭＢＭＳ呼び出し
メッセージに応答してＭＢＭＳを受信するためのＲＲＣ接続設定要求(connection setup
request)メッセージを上向リンクを通じてＲＮＣ５１１に伝送する。
【００３４】
ステップ５６１で、ＲＮＣ５１１はＭＢＭＳを受信しようとする端末機をカウントする
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。ここで、ＲＮＣはＭＢＭＳ呼び出しメッセージに対応してＲＲＣ接続を設定した端末機
の数をカウントする。ステップ５６２で、ＲＮＣ５１１はＭＢＭＳのための無線ベアラー
(ＲＢ)の構成情報を含むＲＢ設定メッセージを端末機(ＵＥ＃１)５０１に伝送する。この
ＲＢ構成情報は、ステップ５６１のカウント結果によりＰｔＰタイプまたはＰｔＭタイプ
のＲＢに関連する。ステップ５６３で、端末機(ＵＥ＃１)５０１はＲＢ構成情報により設
定した無線ベアラーを通じてＭＢＭＳのデータを受信する。
【００３５】
ステップ５７１で、ＲＮＣ５１１はＭＢＭＳを受信する途中でセル間を移動する端末機
のために、管理されるセルにそれぞれＭＢＭＳサービス有効性メッセージをスケジュール
によりＭＣＣＨを通じて伝送する。各セルに伝送されるＭＢＭＳ有効性メッセージは、該
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当セルでＳＡに該当するＭＢＭＳの識別子のみを含み、ＮＳＡに該当するＭＢＭＳの識別
子は含まない。すなわち、ＭＢＭＳサービス有効性メッセージにサービス識別子が含まれ
るというのは、当該ＭＢＭＳが可能であることを意味する。このＭＢＭＳサービス有効性
メッセージはＲＮＣのスケジュールに従って周期的に伝送され、あるいはサービスイベン
トが発生したときに伝送される。
【００３６】
あるセルで端末機が受信しようとするＭＢＭＳがＮＳＡ状態の場合に、端末機はＭＢＭ
Ｓの提供のためにＲＲＣ接続設定のような動作を遂行する必要がない。一方、端末機が受
信しようとするＭＢＭＳがＳＡ状態の場合に、端末機はＭＢＭＳのサービスタイプを確認
する。もし、ＭＢＭＳがＰｔＭモードであれば、端末機は、ＭＢＭＳ無線ベアラー情報メ

10

ッセージを通じて得られたＰｔＭ無線ベアラー情報を通じてＰｔＭ無線ベアラーを設定し
てＭＢＭＳのデータを受信する。もし、ＭＢＭＳがＰｔＭモードであれば、端末機は、必
要な場合にＲＲＣ接続設定を遂行してＭＢＭＳを要求する。
【００３７】
図６は、本発明の望ましい実施形態によりＭＣＣＨを通じて伝送されるサービス有効性
メッセージのフォーマットを示す。図示のように、サービス有効性情報はメッセージタイ
プとＳＡ状態の ＭＢＭＳに対応する少なくとも一つのメッセージ情報要素(Information
Element：ＩＥ)を含む。
図６を参照すると、メッセージ情報要素はＭＢＭＳ識別子と、サービスタイプと、この
ＭＢＭＳ識別子に対するｍＲＮＴＩ(Radio Network Temporary Identifier for ＭＢＭＳ

20

)のマッピング情報を含む。このサービスタイプは、端末機不在(no ＵＥ)とＰｔＰまたは
ＰｔＭ指示子(ＰｔＭ indication)を示す。ここで、

no ＵＥ

は特定セルに特定ＭＢＭ

Ｓを受信する端末機が存在しないことを意味する。マッピング情報は、選択値(ＯＶ)また
はサービスタイプがＰｔＰまたはＰｔＭの場合のみに含まれる条件付き値(ＣＶ)である。
【００３８】
図５の方法を使用すると、アイドルモードの端末機において不要なＲＲＣ接続設定によ
るオーバヘッドを減少することができる。しかし、特定セルで現在はＭＢＭＳが不可能で
あっても、以後可能になることもできる。そのため、端末機はＮＳＡのセルでもＭＢＭＳ
呼び出しメッセージを受信するための動作を遂行する。例えば、セルが地域的にはＭＢＭ
Ｓを提供することができるが、無線リソースの不足により一時的にＭＢＭＳを提供するこ
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とができない。無線リソースが使用可能になるとき、前記セルはＭＢＭＳを提供すること
ができる。アイドルモードの端末機は、受信しようとするＭＢＭＳが現在セルでＮＳＡ状
態であることをＭＢＭＳサービス有効性メッセージを通じて確認すると、ＲＲＣ接続設定
手順を遂行する必要はないが、ＭＢＭＳ呼び出し有無を確認する動作は継続して遂行する
。
【００３９】
図７は、本発明の望ましい実施形態によるＲＮＣの動作を示すフローチャートである。
図７を参照すると、ステップ６０１でＲＮＣはＳＧＳＮからセッションスタートメッセー
ジが受信されるかを確認する。もし、ＭＢＭＳのセッションスタートメッセージを受信す
ると、ＲＮＣはステップ６１１で管理されるセルに対してＭＢＭＳがＳＡ状態であるかを
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判断する。もし、ステップ６１１でＭＢＭＳがＳＡ状態でないと、すなわちＮＳＡ状態で
あれば、前記ＲＮＣはステップ６１２でセッションスタートメッセージの受信によるサー
ビスイベントは無視され、前記セル内でＭＢＭＳ呼び出しメッセージは伝送されない。
【００４０】
一方、ＭＢＭＳがＳＡ状態であれば、ＲＮＣはステップ６２１でＭＢＭＳ呼び出しのた
めの情報を設定し、ステップ６２２で設定された情報をＭＢＭＳ呼び出しメッセージに乗
せて伝送するようになる。この設定された情報は、ＭＢＭＳ識別子、セッションスタート
を示すコーズ値、そしてＲＲＣ接続設定に必要なパラメータ(アイドルモード端末機のＲ
ＲＣ接続が必要な場合)が含まれる。ＲＮＣは、ＭＢＭＳのためのＭＢＭＳ無線ベアラー
のサービスタイプを決定するために、ステップ６２１でＲＲＣ接続設定のためのパラメー
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タをＭＢＭＳ呼び出しメッセージに設定し、ステップ６２２でＭＢＭＳ呼び出しメッセー
ジを伝送する。アイドルモードの端末機は、パラメータによりＲＲＣ接続設定手順を遂行
して接続モードに進むようになる。
【００４１】
ステップ６３１で、ＲＮＣはＭＢＭＳのために接続モードの端末機数をカウントする。
例えば、ステップ６２２の呼び出しメッセージに応答して接続モードに新たに進入した端
末機を考慮するためである。ステップ６４１で、カウント値はＰｔＭタイプのサービスを
決めるための所定のしきい値と比較される。もし、カウント値がしきい値以上であればＲ
ＮＣはステップ６５３に進む反面、カウント値がしきい値より小さいとステップ６５１に
進む。

10

【００４２】
ステップ６５１で、ＭＢＭＳはＰｔＰタイプに決定され、ＰｔＰ無線ベアラー設定また
は無線ベアラー構成手順が遂行される。また、ＲＮＣはＭＢＭＳサービス有効性メッセー
ジに、サービス識別子と偽(false)として設定されたＰｔＭ指示子とｍＲＮＴＩマッピン
グ情報を設定する。ここで、ＭＢＭＳサービス有効性メッセージはＰｔＰタイプのサービ
スと、該当サービスのセッションは始まったが、このサービスを所望する端末機の不在に
よって現在サービスが提供されないＭＢＭＳに係る情報をすべて含む。
【００４３】
ステップ６５３で、ＲＮＣはＭＢＭＳをＰｔＭタイプに決定し、共通チャンネルのＭＴ
ＣＨの無線ベアラー情報を端末機に伝送する。また、ステップ６５３で、ＲＮＣはＭＢＭ
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Ｓ途中で周期的に伝送するためのＭＢＭＳサービス有効性メッセージとＭＢＭＳ無線ベア
ラー情報メッセージのための情報要素（ＩＥ）を設定する。ここで、ＭＢＭＳサービス有
効性メッセージのためにサービス識別子とＰｔＭ指示子とｍＲＮＴＩマッピング情報が設
定され、ＭＢＭＳ無線ベアラー情報メッセージのための論理チャンネル/伝送チャンネル/
物理チャンネルの情報が設定される。ＰｔＭ指示子は真(true)として設定される。
【００４４】
ステップ６５２では、ステップ６５２またはステップ６５３で設定されたＭＢＭＳサー
ビス有効性メッセージとＭＢＭＳ無線ベアラー情報メッセージはＲＮＣのスケジュールに
よりＭＣＣＨを通じて伝送する。例えば、前記メッセージは所定周期によって周期的に伝
送される。
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【００４５】
図８は、本発明の望ましい実施形態による端末機の動作を示すフローチャートである。
図８を参照すると、ステップ７０１で端末機は初めにターンオンとし、あるいは新たなセ
ルに進入するときにＢＣＣＨ(Broadcasting Control Channel)を通じて伝送されるシステ
ム情報を読み出す。ステップ７０２で、端末機は前記システム情報にＭＣＣＨ構成に関す
る情報が含まれているかどうかを判断する。もし、ＭＣＣＨ構成に関する情報が前記シス
テム情報に含まれていないと、ステップ７１２で端末機は現在セルで所望のＭＢＭＳが不
可能(ＮＳＡ状態)であると判断する。すると、端末機は、ＭＢＭＳが支援される他のセル
を探索して再選択し、あるいはＭＢＭＳの受信を放棄する。このとき、端末機は不必要な
電力消耗を防ぐために、ＲＲＣ接続を設定して所望するＭＢＭＳを要求し、あるいはＭＢ
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ＭＳに関連した呼び出しチャンネルをモニタリングしない。
【００４６】
一方、ＭＣＣＨ構成情報をシステム情報を通じて把握したと、ステップ７１１で端末機
はＭＣＣＨ構成情報を利用してＭＣＣＨを受信する。ここで、端末機はＭＣＣＨを通じて
ＭＢＭＳ無線ベアラー情報メッセージ及び/またはＭＢＭＳサービス有効性メッセージを
受信するようになる。ステップ７１３で、端末機はＭＣＣＨを通じて受信したＭＢＭＳ無
線ベアラー情報メッセージに端末機が受信しようとするＭＢＭＳの識別子が含まれている
かどうかを確認する。もし、ＭＢＭＳの識別子が含まれていると、ステップ７２２に進ん
で端末機はＭＴＣＨを通じてＭＢＭＳのデータを受信する。
【００４７】
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ＭＢＭＳ無線ベアラー情報メッセージにＭＢＭＳの識別子が含まれないと、ステップ７
２１で端末機はＭＣＣＨを通じて受信したＭＢＭＳサービス有効性メッセージに端末機が
受信しようとするＭＢＭＳの識別子が含まれているかどうかを確認する。もし、ＭＢＭＳ
の識別子が含まれていないと、図９のステップ７５１で、必要に応じてルーティング地域
(Routing Area：以下、

ＲＡ

とする)アップデートを遂行する。図９に関する詳細な説

明は、次に説明する。
【００４８】
もし、サービス有効性メッセージにＭＢＭＳの識別子が含まれていると、ステップ７３
１で端末機はＭＢＭＳサービス有効性メッセージに含まれたＰｔＭ指示子の真/偽を確認
する。このＰｔＭ指示子が偽である場合は、ステップ７４３に進む。
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【００４９】
ステップ７４３では、端末機の現在状態による動作が行われる。すなわち、アイドルモ
ードの場合に、端末機はＲＲＣ接続設定要求を伝送してＲＲＣ接続設定を初期化し、接続
モードに進む。接続モードの場合は、端末機の動作が次のようである。ＦＡＣＨ(Forward
Access Channel)やＰＣＨ(Paging Channel)をモニタリングするＣＥＬＬ̲ＦＡＣＥまた
はＣＥＬＬ̲ＰＣＨ状態であれば、端末機は前記ＲＮＣからセルアップデート確認メッセ
ージや無線ベアラー設定メッセージが受信されることを待機して、セルアップデート確認
メッセージや無線ベアラー設定メッセージによってＰｔＰ無線ベアラー情報を受信する。
ＣＥＬＬ̲ＰＣＨ状態の場合よりは低い頻度でセルアップデートを遂行するＵＲＡ̲ＰＣＨ
(UTRAN Registration Area̲Paging Channel)状態であれば、端末機はセルアップデート手
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順を遂行し、このセルアップデート手順途中で、ＲＮＣから受信されるセルアップデート
確認メッセージによってＰｔＰ無線ベアラー情報を得る。最後に、ＤＣＨ(Dedicated Cha
nnel)をモニタリングするＣＥＬＬ̲ＤＣＨ状態であれば、端末機はハンドオーバ手順を遂
行し、このハンドオーバ手順中に専用制御チャンネル(Dedicated Control Channel)を通
じてＰｔＰ無線ベアラー情報を受信する。すると、端末機はＰｔＰ無線ベアラー情報を利
用して無線ベアラーを設定し、専用チャンネルを通じてＭＢＭＳを受信する。
【００５０】
一方、ステップ７３１でＰｔＭ指示子が真であれば、端末機はステップ７４１でＭＣＣ
Ｈを通じてＭＢＭＳ無線ベアラー情報を受信する。ステップ７４２で、端末機はＭＢＭＳ
無線ベアラー情報によりＰｔＭモードの無線ベアラーを設定した後、ＭＴＣＨを通じてＭ
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ＢＭＳのデータを受信する。ＭＢＭＳのデータを受信し始めた以後、端末機はＲＮＣによ
って指示されたスケジュールによって定められた時間区間で周期的に伝送されるＭＢＭＳ
無線ベアラー情報メッセージとＭＢＭＳサービス有効性メッセージを受信する。このメッ
セージにより、端末機はセル間を移動しながらもＭＢＭＳを持続的に受信可能になる。
【００５１】
図９は、本発明の望ましい実施形態により端末が受信しようとするＭＢＭＳがＮＳＡの
セルでＲＡアップデートを遂行する場合のフローチャートである。すなわち、図９のステ
ップは図８のステップ７２１の

Ｎｏ

から連結される。

図９を参照すると、端末機が受信しようとするＭＢＭＳが現在セルで有効でない(ＮＳ
Ａ状態である)場合に、端末機はステップ７５１で現在セルでルーティング地域(ＲＡ)ア
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ップデートが必要であるかを判断する。この判断は、現在セルが以前セルとは異なるルー
ティング地域に含まれているかどうかによって遂行できる。もし、ＲＡアップデートが必
要でないと、ステップ７６２で端末機はＭＢＭＳを支援する他のセルを探して再選択し、
あるいは現在セルに位置する。前記現在セルを維持する場合、端末機は現在セルで所望の
ＭＢＭＳが始まるかを確認するために、ＭＢＭＳに係る呼び出しチャンネルを周期的にモ
ニタリングする。
【００５２】
一方、ＲＡアップデートが必要であれば、ステップ７６１で端末機はＲＡアップデート
要求メッセージをＲＮＣに伝送し、ＲＮＣからＲＡアップデート確認メッセージの受信を
待機する。ステップ７７１で、端末機はＲＮＣから受信したＲＡアップデート確認メッセ
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ージにＭＢＭＳ情報が含まれているかどうかを確認する。ここで、ＭＢＭＳ情報とは、前
述したＭＢＭＳサービス有効性メッセージとＭＢＭＳ無線ベアラー情報メッセージに含ま
れるすべての情報、すなわち、ＳＡ状態のＭＢＭＳに対するサービス識別子、サービスタ
イプ、及びＰｔＰ無線ベアラー情報などを含むことができる。
【００５３】
もし、ＲＡアップデート確認メッセージにＭＢＭＳ情報が含まれていると、ステップ７
８１で端末機はＲＡアップデート確認メッセージから読み出されたＭＢＭＳ情報によって
受信しようとするＭＢＭＳがＳＡ状態であるか、ＮＳＡ状態であるかを判断する。すなわ
ち、受信しようとするＭＢＭＳがＮＳＡであれば、端末機はＭＢＭＳが支援される他のセ
ルを探して再選択し、あるいは現在セルを維持する。現在セルを維持する場合、端末機は
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ＭＢＭＳに関連した呼び出しチャンネルを周期的にモニタリングする。その反面、ＭＢＭ
ＳがＳＡ状態であれば、端末機はＲＡアップデート確認メッセージに含まれるＰｔＰ無線
ベアラー情報によって無線ベアラーを設定し、専用チャンネルを通じてＭＢＭＳのデータ
を受信する。
【００５４】
ＲＡアップデート確認メッセージにＭＢＭＳ情報が含まれないと、ステップ７８２で端
末機はＲＡアップデート確認メッセージ以後に受信したＭＢＭＳサービス有効性メッセー
ジにより受信しようとするＭＢＭＳがＳＡであるかＮＳＡであるかを判断する。すなわち
、ＭＢＭＳがＮＳＡであれば、端末機はＭＢＭＳが支援される他のセルを探して再選択し
、あるいは現在セルに位置する。現在セルを維持する場合、端末機はＭＢＭＳに関連した

20

呼び出しチャンネルを周期的にモニタリングする。一方、ＭＢＭＳがＳＡ状態であれば、
端末機はＭＢＭＳを要求する。もし、ステップ７８２の以前にＭＢＭＳのためのＰｔＰ
ＲＢ情報を含む無線ベアラー設定メッセージが受信されると、端末機はＰｔＰ ＲＢ情報
を含むＭＢＭＳを受信する。一方、図９のルーティング地域アップデートを遂行した後、
受信したＭＢＭＳの有効性メッセージに所望のＭＢＭＳのサービス識別子が含まれない場
合、端末機は更にルーティング地域アップデートを遂行する必要がないと判断する。これ
は、不要なルーティング地域アップデートが反復的に遂行されることを防ぐためである。
【００５５】
一方、本発明の詳細な説明では具体的な実施形態に関して説明したが、本発明の範囲を
外れない限り、多様な変形が可能であることはもちろんである。したがって、本発明の範
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囲は説明した実施形態に局限せず、特許請求の範囲だけでなく、この特許請求の範囲と均
等なものによって定められなければならない。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】通常のＭＢＭＳのための移動通信システムの構成図である。
【図２】通常のＭＢＭＳの手順を示すメッセージフローチャートである。
【図３Ａ】ＭＢＭＳ制御チャンネル(ＭＣＣＨ)を通じて伝送される制御メッセージを示す
図である。
【図３Ｂ】ＭＢＭＳ制御チャンネル(ＭＣＣＨ)を通じて伝送される制御メッセージを示す
図である。
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【図４】ＭＢＭＳが提供される端末機の移動を示す図である。
【図５】本発明の望ましい実施形態により、ＭＢＭＳに対する制御情報を伝送する手順を
示す図である。
【図６】本発明の望ましい実施形態により伝送されるサービス有効性メッセージのフォー
マットを示す図である。
【図７】本発明の望ましい実施形態によるＲＮＣの動作を示すフローチャートである。
【図８】本発明の望ましい実施形態による端末機の動作を示すフローチャートである。
【図９】本発明の望ましい実施形態により、端末機でＭＢＭＳのサービス有効性メッセー
ジを受信した以後のＲＡアップデートを遂行する場合のフローチャートである。
【符号の説明】
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(14)
【００５７】
３０１

ＭＢＭＳサービス有効性メッセージ

３０２

ＭＢＭＳ無線ベアラー情報メッセージ

４０１

第１セル

４０２

第２セル

４１１

端末機
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