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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル端末によって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（Ｍ
ＢＭＳ）点対多サービスを受信する方法であって、
　第１のチャンネルを読み出すことにより、第２のチャンネルに関する情報を受信するこ
とと、
　該第２のチャンネルを読み出すことにより、第３のチャンネルに関する情報を受信する
ことと、
　該第３のチャンネルを読み出すことにより、該ＭＢＭＳ点対多サービスを受信すること
と
　を包含し、
　該第１のチャンネルは、放送制御チャンネル（ＢＣＣＨ）であり、該第２のチャンネル
は、該ＭＢＭＳ点対多サービスの制御チャンネルであり、該第３のチャンネルは、該ＭＢ
ＭＳ点対多サービスのトラフィックチャンネルであり、
　該ＢＣＣＨは、システム情報を受信するために用いられ、
　該第１のチャンネル、該第２のチャンネルおよび該第３のチャンネルは、無線リンク制
御（ＲＬＣ）階層と媒体アクセス制御（ＭＡＣ）階層との間にある論理チャンネルであり
、
　該第２のチャンネルは、点対多ＭＢＭＳ無線ベアラ（ＲＢ）に関連したＭＢＭＳ制御情
報を受信するために用いられ、
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　該ＭＢＭＳ制御情報は、点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報を含み、
　該点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報は、チャンネル情報および階層情報を含み、
　該チャンネル情報は、該ＭＡＣ階層と物理階層との間にある伝送チャンネルと、物理チ
ャンネルとに関連し、
　該階層情報は、無線資源制御（ＲＲＣ）階層の下位にある少なくとも１つの第２の階層
に関連する、方法。
【請求項２】
　前記第１のチャンネルを読み出すステップは、該第１のチャンネルを介して第１の構成
情報を受信することを包含し、
　前記第２のチャンネルを読み出すステップは、該第１の構成情報を受信した後に、該第
２のチャンネルを介して第２の構成情報を受信することを包含し、該第１の構成情報は、
該第２の構成情報を受信するための情報を含み、
　前記第３のチャンネルを読み出すステップは、該第２の構成情報を受信した後に、該第
３のチャンネルを介して前記ＭＢＭＳ点対多サービスを受信することを包含し、該第２の
構成情報は、該ＭＢＭＳ点対多サービスを受信するための情報を含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項３】
　前記第１の構成情報が前記第２のチャンネルに関する情報を含むことと、前記第２の構
成情報が前記第３のチャンネルに関する情報を含むこととのうちの少なくとも一方である
、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記モバイル端末が前記ＭＢＭＳ点対多サービスに参加した、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記制御チャンネルを介して、ＭＢＭＳ点対多サービス特有の制御情報を含むＭＢＭＳ
点対多サービス情報ブロックを受信することであって、該ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブ
ロックは、単一のＭＢＭＳ点対多サービスに専用である、ことと、
　前記トラフィックチャンネルを介して、該受信されたＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロ
ックに基づいて単一のＭＢＭＳ点対多サービスを受信することと
　をさらに包含する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックを受信することを繰り返すことをさらに包含
する、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックは、スケジュールされた時間に受信される、
請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックを受信する前にスケジューリングブロックを
受信することをさらに包含し、該スケジューリングブロックは、いつ前記モバイル端末が
該ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックを受信すべきかに関する情報を含む、請求項５に
記載の方法。
【請求項９】
　前記モバイル端末は、いつ該モバイル端末が前記ＢＣＣＨを介して前記スケジューリン
グブロックを受信すべきかに関する情報を受信する、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記いつモバイル端末がスケジューリングブロックを受信すべきかに関する情報は、Ｍ
ＢＭＳ点対多サービスシステム情報ブロックを介して受信される、請求項９に記載の方法
。
【請求項１１】
　前記スケジューリングブロックは、前記ＢＣＣＨを介して周期的に受信される、請求項
８に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記スケジューリングブロックは、前記ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックが更新さ
れるか否かに関する情報を含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記モバイル端末は、前記ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックが更新されるか否かに
関する情報に基づいて前記ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックを受信する、請求項１２
に記載の方法。
【請求項１４】
　前記スケジューリングブロックは、更新タグを含み、該更新タグは、前記ＭＢＭＳ点対
多サービス情報ブロックが更新されるか否かを示す、請求項８に記載の方法。
【請求項１５】
　前記モバイル端末は、該モバイル端末が所望する特定のＭＢＭＳ点対多サービス情報ブ
ロックを受信する、請求項２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記モバイル端末は、前記ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックに基づいて前記ＭＢＭ
Ｓ点対多サービスを受信する、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックは、前記ＢＣＣＨを介して受信される、請求
項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックを受信する前にスケジューリングブロックを
受信することをさらに包含し、該スケジューリングブロックは、いつ前記モバイル端末が
該ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックを受信すべきかに関する情報を含み、該スケジュ
ーリングブロックおよび該ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックは、同一のＢＣＣＨを介
して該モバイル端末によって受信される、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　ネットワークによってモバイル端末に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）点対多サービスを伝送する方法であって、
　第１のチャンネルを用いて、第２のチャンネルに関する情報を伝送することと、
　該第２のチャンネルを用いて、第３のチャンネルに関する情報を伝送することと、
　該第３のチャンネルを用いて、該ＭＢＭＳ点対多サービスを伝送することと
　を包含し、
　該第１のチャンネルは、放送制御チャンネル（ＢＣＣＨ）であり、該第２のチャンネル
は、該ＭＢＭＳ点対多サービスの制御チャンネルであり、該第３のチャンネルは、該ＭＢ
ＭＳ点対多サービスのトラフィックチャンネルであり、
　該ＢＣＣＨは、システム情報を伝送するために用いられ、
　該第１のチャンネル、該第２のチャンネルおよび該第３のチャンネルは、無線リンク制
御（ＲＬＣ）階層と媒体アクセス制御（ＭＡＣ）階層との間にある論理チャンネルであり
、
　該第２のチャンネルは、点対多ＭＢＭＳ無線ベアラ（ＲＢ）に関連したＭＢＭＳ制御情
報を伝送するために用いられ、
　該ＭＢＭＳ制御情報は、点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報を含み、
　該点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報は、チャンネル情報および階層情報を含み、
　該チャンネル情報は、該ＭＡＣ階層と物理階層との間にある伝送チャンネルと、物理チ
ャンネルとに関連し、
　該階層情報は、無線資源制御（ＲＲＣ）階層の下位にある少なくとも１つの第２の階層
に関連する、方法。
【請求項２０】
　前記第１のチャンネルを用いるステップは、前記第１のチャンネルを介して第１の構成
情報を伝送することを包含し、
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　前記第２のチャンネルを用いるステップは、該第１の構成情報を伝送した後に、該第２
のチャンネルを介して第２の構成情報を伝送することを包含し、該第１の構成情報は、該
第２の構成情報を伝送するための情報を含み、
　前記第３のチャンネルを用いるステップは、該第２の構成情報を伝送した後に、該第３
のチャンネルを介して前記ＭＢＭＳ点対多サービスを伝送することを包含し、該第２の構
成情報は、該ＭＢＭＳ点対多サービスを伝送するための情報を含む、請求項１９に記載の
方法。
【請求項２１】
　前記第１の構成情報が前記第２のチャンネルに関する情報を含むことと、前記第２の構
成情報が前記第３のチャンネルに関する情報を含むこととのうちの少なくとも一方である
、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記モバイル端末が前記ＭＢＭＳ点対多サービスに参加した、請求項２０に記載の方法
。
【請求項２３】
　前記制御チャンネルを介して、ＭＢＭＳ点対多サービス特有の制御情報を含むＭＢＭＳ
点対多サービス情報ブロックを伝送することであって、該ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブ
ロックは、単一のＭＢＭＳ点対多サービスに専用である、ことと、
　前記トラフィックチャンネルを介して、該伝送されたＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロ
ックに基づいて単一のＭＢＭＳ点対多サービスを伝送することと
　をさらに包含する、請求項１９に記載の方法。
【請求項２４】
　前記ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックを伝送することを繰り返すことをさらに包含
する、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックは、スケジュールされた時間に伝送される、
請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　前記ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックを伝送する前にスケジューリングブロックを
伝送することをさらに包含し、該スケジューリングブロックは、いつ前記モバイル端末が
該ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックを受信すべきかに関する情報を含む、請求項２３
に記載の方法。
【請求項２７】
　前記モバイル端末は、いつ該モバイル端末が前記ＢＣＣＨを介して前記スケジューリン
グブロックを受信すべきかに関する情報を受信する、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記いつモバイル端末がスケジューリングブロックを受信すべきかに関する情報は、Ｍ
ＢＭＳ点対多サービスシステム情報ブロックを介して伝送される、請求項２７に記載の方
法。
【請求項２９】
　前記スケジューリングブロックは、前記ＢＣＣＨを介して周期的に伝送される、請求項
２６に記載の方法。
【請求項３０】
　前記スケジューリングブロックは、前記ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックが更新さ
れるか否かに関する情報を含む、請求項２６に記載の方法。
【請求項３１】
　前記モバイル端末は、前記ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックが更新されるか否かに
関する情報に基づいて前記ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックを受信する、請求項３０
に記載の方法。
【請求項３２】
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　前記スケジューリングブロックは、更新タグを含み、該更新タグは、前記ＭＢＭＳ点対
多サービス情報ブロックが更新されるか否かを示す、請求項２６に記載の方法。
【請求項３３】
　前記モバイル端末は、該モバイル端末が所望する特定のＭＢＭＳ点対多サービス情報ブ
ロックを受信する、請求項２０に記載の方法。
【請求項３４】
　前記モバイル端末は、前記ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックに基づいて前記ＭＢＭ
Ｓ点対多サービスを受信する、請求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックは、前記ＢＣＣＨを介して受信される、請求
項３３に記載の方法。
【請求項３６】
　前記ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックを受信する前にスケジューリングブロックを
受信することをさらに包含し、該スケジューリングブロックは、いつ前記モバイル端末が
該ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックを受信すべきかに関する情報を含み、該スケジュ
ーリングブロックおよび該ＭＢＭＳ点対多サービス情報ブロックは、同一のＢＣＣＨを介
して該モバイル端末によって受信される、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　通信システムが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
）点対多サービスを伝送および受信する方法であって、
　第１のチャンネルを用いて、ネットワークからモバイル端末に第２のチャンネルに関す
る情報を伝送することと、
　該第２のチャンネルを用いて、該ネットワークから該モバイル端末に第３のチャンネル
に関する情報を伝送することと、
　該第３のチャンネルを用いて、該ネットワークから該モバイル端末に該ＭＢＭＳ点対多
サービスを伝送することと
　を包含し、
　該第１のチャンネルは、放送制御チャンネル（ＢＣＣＨ）であり、該第２のチャンネル
は、該ＭＢＭＳ点対多サービスの制御チャンネルであり、該第３のチャンネルは、該ＭＢ
ＭＳ点対多サービスのトラフィックチャンネルであり、
　該ＢＣＣＨは、システム情報を伝送するために用いられ、
　該第１のチャンネル、該第２のチャンネルおよび該第３のチャンネルは、無線リンク制
御（ＲＬＣ）階層と媒体アクセス制御（ＭＡＣ）階層との間にある論理チャンネルであり
、
　該第２のチャンネルは、点対多ＭＢＭＳ無線ベアラ（ＲＢ）に関連したＭＢＭＳ制御情
報を伝送するために用いられ、
　該ＭＢＭＳ制御情報は、点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報を含み、
　該点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報は、チャンネル情報および階層情報を含み、
　該チャンネル情報は、該ＭＡＣ階層と物理階層との間にある伝送チャンネルと、物理チ
ャンネルとに関連し、
　該階層情報は、無線資源制御（ＲＲＣ）階層の下位にある少なくとも１つの第２の階層
に関連する、方法。
【請求項３８】
　前記第１のチャンネルを用いるステップは、前記ネットワークから前記モバイル端末に
、前記第１のチャンネルを介して第１の構成情報を伝送することを包含し、
　前記第２のチャンネルを用いるステップは、該第１の構成情報を伝送した後に、該ネッ
トワークから該モバイル端末に、該第２のチャンネルを介して第２の構成情報を伝送する
ことを包含し、該第１の構成情報は、該第２の構成情報を伝送するための情報を含み、
　前記第３のチャンネルを用いるステップは、該第２の構成情報を伝送した後に、該ネッ
トワークから該モバイル端末に、該第３のチャンネルを介して前記ＭＢＭＳ点対多サービ
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スを伝送することを包含し、該第２の構成情報は、該ＭＢＭＳ点対多サービスを伝送する
ための情報を含む、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　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）点対多サービ
スを受信するモバイル端末であって、
　放送制御チャンネル（ＢＣＣＨ）を読み出すことにより、制御チャンネルに関する情報
を受信し、該制御チャンネルを読み出すことにより、トラフィックチャンネルに関する情
報を受信するように構成された無線資源制御階層プロトコルと、
　該無線資源制御階層プロトコルと協働する下位階層プロトコルであって、該トラフィッ
クチャンネルを介して該ＭＢＭＳ点対多サービスを受信するように構成されている下位階
層プロトコルと
　を備えており、該放送制御チャンネルは、システム情報を受信するために用いられ、該
ＢＣＣＨ、該制御チャンネルおよび該トラフィックチャンネルは、無線リンク制御（ＲＬ
Ｃ）階層と媒体アクセス制御（ＭＡＣ）階層との間にある論理チャンネルであり、
　該第２のチャンネルは、点対多ＭＢＭＳ無線ベアラ（ＲＢ）に関連したＭＢＭＳ制御情
報を受信するために用いられ、
　該ＭＢＭＳ制御情報は、点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報を含み、
　該点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報は、チャンネル情報および階層情報を含み、
　該チャンネル情報は、該ＭＡＣ階層と物理階層との間にある伝送チャンネルと、物理チ
ャンネルとに関連し、
　該階層情報は、無線資源制御（ＲＲＣ）階層の下位にある少なくとも１つの第２の階層
に関連する、モバイル端末。
【請求項４０】
　前記無線資源制御階層プロトコルは、前記ＢＣＣＨを介して第１の構成情報を受信し、
該第１の構成情報を受信した後に、前記制御チャンネルを介して第２の構成情報を受信す
るようにさらに構成されており、該第１の構成情報は、該第２の構成情報を受信するため
の情報を含み、
　前記下位階層プロトコルは、該無線資源制御階層プロトコルと協働し、該無線資源制御
階層プロトコルが該第２の構成情報を受信した後に、トラフィックチャンネルを介して前
記ＭＢＭＳ点対多サービスを受信するようにさらに構成されており、該第２の構成情報は
、該ＭＢＭＳ点対多サービスを受信するための情報を含む、請求項３９に記載のモバイル
端末。
【請求項４１】
　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）点対多サービ
スを提供するネットワークであって、
　放送制御チャンネル（ＢＣＣＨ）を用いて、制御チャンネルに関する情報を提供し、該
制御チャンネルを用いて、トラフィックチャンネルに関する情報を提供するように構成さ
れた無線資源制御階層プロトコルと、
　該無線資源制御階層プロトコルと協働する下位階層プロトコルであって、該トラフィッ
クチャンネルを介して該ＭＢＭＳ点対多サービスを伝送するように構成されている下位階
層プロトコルと
　を備えており、該ＢＣＣＨは、システム情報を提供するために用いられ、該放送制御チ
ャンネル、該制御チャンネルおよび該トラフィックチャンネルは、無線リンク制御（ＲＬ
Ｃ）階層と媒体アクセス制御（ＭＡＣ）階層との間にある論理チャンネルであり、
　該第２のチャンネルは、点対多ＭＢＭＳ無線ベアラ（ＲＢ）に関連したＭＢＭＳ制御情
報を伝送するために用いられ、
　該ＭＢＭＳ制御情報は、点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報を含み、
　該点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報は、チャンネル情報および階層情報を含み、
　該チャンネル情報は、該ＭＡＣ階層と物理階層との間にある伝送チャンネルと、物理チ
ャンネルとに関連し、
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　該階層情報は、無線資源制御（ＲＲＣ）階層の下位にある少なくとも１つの第２の階層
に関連する、ネットワーク。
【請求項４２】
　前記無線資源制御階層プロトコルは、前記ＢＣＣＨを介して第１の構成情報を伝送し、
該第１の構成情報を受信した後に、制御チャンネルを介して第２の構成情報を伝送するよ
うにさらに構成されており、該第１の構成情報は、端末が該第２の構成情報を受信するた
めの情報を含み、
　前記下位階層プロトコルは、該無線資源制御階層プロトコルと協働し、該無線資源制御
階層プロトコルが該第２の構成情報を伝送した後に、トラフィックチャンネルを介して前
記ＭＢＭＳ点対多サービスを伝送するようにさらに構成されており、該第２の構成情報は
、該ＭＢＭＳ点対多サービスを伝送するための情報を含む、請求項４１に記載のネットワ
ーク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）のＭｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔ
ｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＭＢＭＳ）サービスに関し、特に、ＭＢＭＳデータ伝送の
ための制御信号伝送方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）は、ヨーロッパ式標準のＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏ
ｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）システムから進化した第３世代移動
通信システムであって、ＧＳＭ核心網（Ｃｏｒｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）及びＷＣＤＭＡ（Ｗ
ｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）接続
技術を基盤として、より向上した移動通信サービスの提供を目標とする。
【０００３】
　図１は、一般のＵＭＴＳの網構造である。
【０００４】
　図１に示すように、ＵＭＴＳシステムは、大きく端末、ＵＴＲＡＮ及び核心網により構
成される。ＵＴＲＡＮは、一つ以上の無線網サブシステム（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
　Ｓｕｂ－ｓｙｓｔｅｍｓ：ＲＮＳ）により構成され、各ＲＮＳは、一つの無線網制御器
（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：ＲＮＣ）と、そのＲＮＣにより
管理される一つ以上のＮｏｄｅ　Ｂ（基地局）と、により構成される。
【０００５】
　Ｎｏｄｅ　Ｂは、ＲＮＣにより管理され、アップリンクでは端末の物理階層から伝送さ
れる情報を受信し、ダウンリンクでは端末にデータを伝送して端末に対するＵＴＲＡＮの
アクセスポイント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ）の役割を担当する。前記ＲＮＣは、無線
資源の割当及び管理を担当し、核心網とのアクセスポイントの役割を担当する。
【０００６】
　ＵＴＲＡＮの主な機能は、端末と核心網間の通話のために無線アクセスベアラ（Ｒａｄ
ｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ：ＲＡＢ）を構成及び維持することである。核心網は
、終端間（ｅｎｄ－ｔｏ－ｅｎｄ）のサービス品質（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉ
ｃｅ：ＱｏＳ）要求事項をＲＡＢに適用し、ＲＡＢは核心網が設定したＱｏＳ要求事項を
支援する。従って、ＵＴＲＡＮは、ＲＡＢを構成及び維持することで、終端間のＱｏＳ要
求事項を充足させる。
【０００７】
　ＲＡＢサービスは、更に下位概念のＩｕ　ＢｅａｒｅｒサービスとＲａｄｉｏ　Ｂｅａ
ｒｅｒサービスとに分けられる。ここで、Ｉｕ　Ｂｅａｒｅｒサービスは、ＵＴＲＡＮと
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核心網の境界ノード間で使用者データの信頼性のある伝送を担当し、Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａ
ｒｅｒサービスは、端末とＵＴＲＡＮ間で使用者データの信頼性のある伝送を担当する。
【０００８】
　図２は、３ＧＰＰ無線アクセス網規格を基盤とした、端末とＵＴＲＡＮ間の無線プロト
コルの構造である。
【０００９】
　図２を参照すると、無線プロトコルは、水平的に、物理階層、データリンク階層及びネ
ットワーク階層からなり、垂直的には、データ情報を伝送するための使用者平面（Ｕｓｅ
ｒ　Ｐｌａｎｅ）と、制御信号（Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）の伝達のための制御平面（Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｐｌａｎｅ）とに区分される。前記使用者平面は、音声やＩＰパケットのよう
に使用者のトラフィック情報が伝達される領域で、前記制御平面は、網のインターフェー
スや呼の維持及び管理のような制御情報が伝達される領域を示す。
【００１０】
　図２に示す各プロトコル階層は、通信システムにおいて広く知られている開放型システ
ム間相互接続（Ｏｐｅｎ　ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ：ＯＳＩ）基準モデルの下
位の三つの階層に基づいて、Ｌ１（第１階層）、Ｌ２（第２階層）、Ｌ３（第３階層）に
区分することができる。
【００１１】
　Ｌ１階層（ＰＨＹ）は、多様な無線伝送技術を利用して上位階層に情報伝送サービスを
提供する。前記Ｌ１階層は、伝送チャンネル（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）を
通じて上位の媒体アクセス制御（Ｍｅｄｉｕｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｏｎｔｒｏｌ）階層と
接続され、伝送チャンネルを通じてＭＡＣ階層と物理階層間のデータが移動する。
【００１２】
　伝送チャンネルを通じて伝送されるデータは、伝送時間間隔（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏ
ｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ：ＴＴＩ）に合わせて伝達される。物理チャンネルは、
フレーム（Ｆｒａｍｅ）と呼ばれる所定時間単位に分けられてデータを伝達する。ＵＥと
ＵＴＲＡＮ間に伝送チャンネルの同期をとるため、Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｆｒａｍｅ　
Ｎｕｍｂｅｒ（ＣＦ）が用いられる。前記ＣＦＮ値の範囲は、ページングチャンネル（Ｐ
ＣＨ）を除いた残りの伝送チャンネルの場合、０から２５５までである。即ち、ＣＦＮは
、２５６フレームを周期に繰り返して循環される。ＣＦＮの他にも、Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｒ
ａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ（ＳＦＮ）が物理チャンネルの同期をとるために用いられる。前記
ＳＦＮ値の範囲は、０から４０９５までで、４０９６フレームを周期に繰り返される。
【００１３】
　媒体アクセス制御（Ｍｅｄｉｕｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｏｎｔｒｏｌ：ＭＡＣ）階層は、
無線資源の割当及び再割当のためのＭＡＣパラメーターの再割当サービスを提供し、論理
チャンネル（Ｌｏｇｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を通じて上位の無線リンク制御（Ｒａｄ
ｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ：ＲＬＣ）階層と連結される。前記ＭＡＣには、伝送さ
れる情報の種類によって多様な論理チャンネルが提供されるが、一般に、制御平面の情報
を伝送する場合は、制御チャンネル（Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を利用し、使用
者平面の情報を伝送する場合は、トラフィックチャンネル（Ｔｒａｆｆｉｃ　ｃｈａｎｎ
ｅｌ）を利用する。ＭＡＣは、管理する伝送チャンネルの種類によって、ＭＡＣ－ｂサブ
階層（Ｓｕｂｌａｙｅｒ）、ＭＡＣ－ｄサブ階層及びＭＡＣ－ｃ／ｓｈサブ階層に区分さ
れる。前記ＭＡＣ－ｂサブ階層は、システム情報の放送を担当する伝送チャンネルのＢＣ
Ｈ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）を管理し、ＭＡＣ－ｃ／ｓｈサブ階層は、他
の端末と共有されるＦＡＣＨ（Ｆｏｒｗａｒｄ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｈａｎｎｅｌ）やＤＳ
ＣＨ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）のような共有伝送チャンネル
を管理する。
【００１４】
　ＵＴＲＡＮのＭＡＣ－ｃ／ｓｈサブ階層は、Ｃｏｎｔｒｏｌ　ＲＮＣ（ＣＲＮＣ）に位
置し、セル内の全ての端末が共有する各チャンネルを管理するので、各セルに対して一つ
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ずつ存在する。また、各端末にも一つずつのＭＡＣ－ｃ／ｓｈサブ階層が存在する。ＭＡ
Ｃ－ｄサブ階層は、特定の端末に対する専用伝送チャンネルのＤＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅ
ｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）の管理を担当する。従って、ＵＴＲＡＮのＭＡＣ－ｄサブ階層は、
該当端末を管理するＳｅｒｖｉｎｇ　ＲＮＣ（ＳＲＮＣ）に位置し、各端末にも一つずつ
のＭＡＣ－ｄサブ階層が存在する。
【００１５】
　無線リンク制御（Ｒａｄｉｏ　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ：ＲＬＣ）階層は、信頼性の
あるデータの伝送を支援し、上位階層からのＲＬＣサービスデータ単位（Ｓｅｒｖｉｃｅ
　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ：ＳＤＵ）の分割及び連結（Ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ａｎｄ　
ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｉｏｎ）機能を遂行する。上位から伝達されたＲＬＣ　ＳＤＵは、
ＲＬＣ階層で処理容量に合わせて大きさが調節された後、ヘッダー（ｈｅａｄｅｒ）情報
が加えられ、プロトコルデータ単位（Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ：ＰＤＵ）
の形態でＭＡＣ階層に伝達される。ＲＬＣ階層には、上位からのＲＬＣ　ＳＤＵまたはＲ
ＬＣ　ＰＤＵを保存するためのＲＬＣバッファが存在する。
【００１６】
　放送／マルチキャスト制御（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｃｏｎｔｒｏ
ｌ：ＢＭＣ）階層は、核心網から伝達されたセル放送メッセージ（Ｃｅｌｌ　ｂｒｏａｄ
ｃａｓｔ　ｍｅｓｓａｇｅ：ＣＢ）をスケジューリングし、特定のセル（ら）に位置した
各ＵＥにＣＢを放送する機能を遂行する。ＵＴＲＡＮの側面から見ると、上位から伝達さ
れたＣＢメッセージは、メッセージＩＤ、シリアルナンバー、コーディングスキームなど
の情報が加えられてＢＭＣメッセージの形態でＲＬＣ階層に伝達され、論理チャンネルの
ＣＴＣＨ（Ｃｏｍｍｏｎ　ｔｒａｆｆｉｃ　ｃｈａｎｎｅｌ）を通じてＭＡＣ階層に伝達
される。この場合、論理チャンネル（ＣＴＣＨ）は、伝送チャンネルのＦＡＣＨ（Ｆｏｒ
ｗａｒｄ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｈａｎｎｅｌ）及び物理チャンネルのＳ－ＣＣＰＣＨ（Ｓｅ
ｃｏｎｄａｒｙ　ｃｏｍｍｏｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）
にマッピングされる。
【００１７】
　パケットデータ収束プロトコル（Ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　
ｐｒｏｔｏｃｏｌ：ＰＤＣＰ）階層は、ＲＬＣ階層の上位に位置し、ＩＰｖ４やＩＰｖ６
のようなネットワークプロトコルを通じて伝送されるデータが、相対的に帯域幅の小さい
無線インターフェース上で效率的に伝送されるようにする。このために、ＰＤＣＰ階層は
、不要な制御情報を減らす機能を遂行するが、この機能をヘッダー圧縮（Ｈｅａｄｅｒ　
ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）といい、ＩＥＴＦ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎ
ｇ　ｔａｓｋ　ｆｏｒｃｅ）というインターネット標準化グループで定義するヘッダー圧
縮技法のＲＦＣ２５０７及びＲＦＣ３０９５（Ｒｏｂｕｓｔ　ｈｅａｄｅｒ　ｃｏｍｐｒ
ｅｓｓｉｏｎ：ＲＯＨＣ）を用いることができる。これらの方法は、データのヘッダー部
分に必ず必要な情報のみを伝送するようにしてより少ない制御情報を伝送するので、伝送
すべきデータ量を減らすことができる。
【００１８】
　Ｌ３の最下部に位置した無線資源制御（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ：ＲＲＣ）階層は、制御平面でのみ定義され、無線ベアラ（Ｒａｄｉｏ　ｂｅａｒｅｒ
：ＲＢ）の設定、再設定及び解除に関連して、伝送チャンネル及び物理チャンネルを制御
する。このとき、前記ＲＢは、端末とＵＴＲＡＮ間のデータ伝達のために第２階層により
提供されるサービスを意味し、一般に、ＲＢが設定されるということは、特定のサービス
を提供するために必要なプロトコル階層及びチャンネルの特性を規定し、それぞれの具体
的なパラメーター及び動作方法を設定する過程を意味する。
【００１９】
　以下、前記システム情報（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）の放送について説
明する。システムの情報の放送は、ＲＲＣ階層の主要機能の一つである。システム情報に
は、端末が網に接続するためのシステム情報、端末の移動性支援情報及び測定情報などの
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多様な情報が含まれる。システム情報は、論理チャンネルのＢｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＢＣＣＨ）を通じて伝送され、伝送チャンネルとしては、Ｂ
ＣＨまたはＦＡＣＨを用いることができる。
【００２０】
　システム情報を体系的に伝送するためにＲＲＣ階層は、類似した特性を有するシステム
情報をまとめてＳｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ（ＳＩＢ）を構成す
る。互いに異なるＳＩＢに属するシステム情報は、内容だけでなく、伝送反復周期におい
て互いに異なる特性を有する。ＳＩＢには、実質的なシステム情報が含まれ、ＳＩＢの伝
送のためのスケジューリング情報は、Ｍａｓｔｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃ
ｋ（ＭＩＢ）またはＳｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｂｌｏｃｋ（ＳＢ）に載せられる。ＭＩＢは
、セルで放送される各ＳＩＢの基準情報やスケジューリング情報を含んでおり、ＢＣＨを
通じて規則的に伝送されるようにして、端末が容易にシステム情報を受信するようにする
。また、ＭＩＢは、一つまたは二つのＳＢの基準情報及びスケジューリング情報を含み、
ＳＢは、各ＳＩＢの追加的なスケジューリング情報を含むので、ＭＩＢ及びＳＢを通じて
各ＳＩＢの伝送スケジューリング情報を得ることができる。
　以下、前記ＢＭＣ階層に関連するセル放送サービス（Ｃｅｌｌ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　
ｓｅｒｖｉｃｅ：ＣＢＳ）について説明する。
　端末間、または端末とネットワーク間に、文字及び数字により構成されたメッセージを
送受信するサービスを短文メッセージサービス（Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖ
ｉｃｅ：ＳＭＳ）という。このようなＳＭＳは、更に一つ以上のセルに同じ短文メッセー
ジを送るセル放送ＳＭＳ（Ｃｅｌｌ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｓｈｏｒｔ　ｍｅｓｓａｇｅ
　ｓｅｒｖｉｃｅ：ＳＭＳ－ＣＢ）サービスと、点対点ＳＭＳ（Ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－Ｐｏ
ｉｎｔ　ＳＭＳ：ＳＭＳ－ＰＰ）サービスとに分けられる。前記ＣＢＳサービスは、前記
ＳＭＳ－ＣＢサービスに該当し、特に、複数のＣＢＳメッセージを特定地域の全ての使用
者に放送するサービスをいう。
　前記ＣＢＳメッセージは、文字及び数字により構成された使用者メッセージである。一
つのＣＢＳメッセージは、一つ以上のページ（最大１５ページ）により構成され、一つの
ページは、９３個程度の文字情報量に該当する８２ｏｃｔｅｔｓにより構成される。前記
ＣＢＳメッセージは、セル放送地域と呼ばれる地理学的地域に放送される。これらの地域
は、一つ以上のセルにより構成されるか、ＰＬＭＮ全体により構成され、各ＣＢＳメッセ
ージは、情報提供者とＰＬＭＮ運営者間の相互契約により地理学的領域に放送される。
　前記ＣＢＳメッセージの伝送は、セル放送センター（ＣＢＣ：Ｃｅｌｌ　Ｂｒｏａｄｃ
ａｓｔ　Ｃｅｎｔｒｅ）に連結された複数のセル放送エンティティ（Ｃｅｌｌ　Ｂｒｏａ
ｄｃａｓｔ　Ｅｎｔｉｔｙ：ＣＢＥ）から開始する。前記ＣＢＥは、ＣＢＳメッセージを
複数のページに分離する機能を遂行する。また、前記ＣＢＣは、核心網の一つのノードで
あって、ＣＢＳメッセージを管理してＣＢＳメッセージに対するスケジューリング機能を
遂行する。
　Ｉｕ－ＢＣは、前記ＣＢＣとＲＮＣ間に定義されるインターフェースであって、前記Ｌ
ｕ－ＢＣには、サービス地域放送プロトコル（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｒｅａ　Ｂｒｏａｄｃ
ａｓｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：ＳＡＢＰ）が用いられる。前記ＣＢＣは、ＳＡＢＰプロトコ
ルを利用してＲＮＣに新しいメッセージ放送を命令するか、既存の放送メッセージを修正
または中止させる。
　前記ＲＮＣは、ＢＭＣプロトコルを利用して前記ＣＢＣが伝達したＣＢＳメッセージを
スケジューリングして特定セルに放送する機能を遂行する。また、前記ＲＮＣは、ＢＭＣ
階層の上位に放送／マルチキャスト相互連動機能（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔｉｃａ
ｓｔ　Ｉｎｔｅｒｗｏｒｋｉｎｇ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ：ＢＭＣ－ＩＷＦ）をおいて、ＣＢ
Ｃから伝達されたメッセージと情報を解析する機能を遂行する。
　ＢＭＣプロトコルで用いられるＢＭＣメッセージとしては、使用者情報を伝達するＣＢ
Ｓメッセージ、端末のＣＢＣメッセージの受信を容易にするためのスケジュールメッセー
ジ、ＡＮＳ１４１網で伝達するＣＢＳ４１メッセージなどがある。全てのメッセージは、
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ＵＴＲＡＮから端末方向に伝送される。端末は、ＵＴＲＡＮが伝達するスケジュールメッ
セージの情報を利用して不連続受信（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ
：ＤＲＸ）機能を遂行することで、バッテリーの消費を減らすことができる。
　前記ＢＭＣメッセージを伝送するためのスケジューリングは、第１及び第２レベルスケ
ジューリングに区分される。
　第１レベルスケジューリングは、共通トラフィックチャンネル（Ｃｏｍｍｏｎ　ｔｒａ
ｆｆｉｃ　ｃｈａｎｎｅｌ：ＣＴＣＨ）のデータが伝送されるフレームを決定（割当）す
ることである。
　論理チャンネルＣＴＣＨは、伝送チャンネルＦＡＣＨを通して物理チャンネルＳ－ＣＣ
ＰＣＨにマッピングされる。前記第１レベルスケジューリングは、データを伝送する前に
、論理チャンネルＣＴＣＨのデータが伝送される物理チャンネルのフレームを予め指定す
ることである。前記ＣＴＣＨに伝達されるデータは、常にある連続的なフレームグループ
に伝送され、このようなフレームグループは、所定のフレームに対し周期Ｎだけ繰り返さ
れる。
　例えば、前記ＣＴＣＨに伝達されるデータは、常に二つの連続的なフレーム区間の間に
伝送され、６フレームを周期に繰り返される。また、ＣＴＣＨデータを伝送するフレーム
グループは、ＳＦＮ値がＫのとき開始して周期Ｎだけ繰り返される。図４において、フレ
ームグループは、ＳＦＮ値が２のとき開始して６周期だけ繰り返して伝送される。
　前記第１レベルスケジューリングは、ＣＢＳの全てのサービスに対し同様に行われる。
即ち、ＣＢＳの全てのサービスは、同じセルでは同じフレームが割り当てられる。前記第
１レベルスケジューリングはＲＲＣ階層で行われ、前記Ｎ、Ｋ、Ｍ値はシステム情報に含
まれて端末に放送される。
　前記第２レベルスケジューリングは、前記第１レベルスケジューリングで割り当てられ
たフレームを、更にＣＢＳスケジュール期間（ＣＢＳ　Ｓｃｈｅｄｕｌｅ　Ｐｅｒｉｏｄ
）に分ける。前記第２レベルスケジューリングはＢＭＣ階層で行われ、端末は、ＢＭＣス
ケジュールメッセージを受信してＣＢＳスケジュール期間情報を獲得する。前記ＢＭＣス
ケジュールメッセージは、ＣＢＳスケジュール期間の長さ及びＣＢＳスケジュール期間の
開始点情報を含む。ＣＢＳスケジュール期間の長さは、ＢＭＣスケジュールメッセージの
後に開始するＣＢＳスケジュール期間の開始と終了間の長さを知らせ、ＣＢＳスケジュー
ル期間の開始点は、現在のＢＭＣスケジュールメッセージの伝送時点とＢＭＣスケジュー
ルメッセージの後に開始するＣＢＳスケジュール期間の開始時点との差値を知らせる。
　よって、前記ＣＢＳメッセージを受信する端末は、ＢＭＣスケジュールメッセージを受
信して、以後に開始するＣＢＳスケジュール期間がいつ開始していつ終了するかが分かる
ようになる。端末は、ＣＢＳスケジュール期間の間にＢＭＣスケジュールメッセージ受信
して、次のＣＢＳスケジュール期間情報を獲得することができる。端末は、このような方
式でどの時間にＢＭＣメッセージが伝送されないかを把握できるので、バッテリーの消耗
を減らし得るＤＲＸを行うことができる。
　ＢＭＣスケジュールメッセージは、次のＣＢＳスケジュール期間の間に伝送される一つ
または複数のＢＭＣメッセージに対する情報を提供する。新規メッセージのビットマップ
パラメーターは、次のＣＢＳスケジュール期間の間に伝送される各ＢＭＣメッセージに対
し、該当のメッセージが新たに放送されるメッセージであるか、以前に放送されたメッセ
ージの反復伝送であるかを知らせる。メッセージの説明パラメーターは、次のＣＢＳスケ
ジュール期間の間に伝送される各ＢＭＣメッセージの種類及びＩＤなどの情報を知らせる
。このとき、前記種類は、メッセージがＣＢＳメッセージであるか、スケジュールメッセ
ージであるか、ＣＢＳ４１メッセージであるかを示す。
　しかし、一般にＣＢＳメッセージの最大長さは１２３０ｏｃｔｅｔに制限されているた
め、マルチメディアデータを放送またはマルチキャストする用途としては適当でない。ま
た、前記ＣＢＳメッセージは、特定のセルの全ての端末に放送されるため、特定の端末グ
ループのみにサービスを提供するマルチキャストが無線上で不可能である。従って、無線
上でマルチメディアデータを特定の端末グループに放送またはマルチキャストするために
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、Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（
ＭＢＭＳ）と呼ばれる新しいサービスが提案された。
【００２１】
　以下、Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉ
ｃｅ（ＭＢＭＳ）について説明する。
【００２２】
　ＭＢＭＳは、単方向点対多ベアラサービス（Ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ
　Ｂｅａｒｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）を利用して、オーディオ、ビデオ及び映像のようなマ
ルチメディアデータを複数の端末に伝達するサービスである。ＭＢＭＳは、放送モードと
マルチキャストモードとに分けられる。即ち、ＭＢＭＳサービスは、ＭＢＭＳ放送サービ
スとＭＢＭＳマルチキャストサービスとに分けられる。
【００２３】
　ＭＢＭＳ放送モードは、放送地域（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ａｒｅａ）にいる全ての使用
者にマルチメディアデータを伝送するサービスである。このとき、放送地域とは、放送サ
ービスが可能な領域をいう。一つのＰＬＭＮ内には、一つ以上の放送地域が存在し、一つ
の放送地域で一つ以上の放送サービスが提供され、且つ、一つの放送サービスが複数の放
送地域に提供されることもできる。
【００２４】
　ＭＢＭＳマルチキャストモードは、マルチキャスト地域（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ａｒｅ
ａ）にいる特定の使用者グループのみにマルチメディアデータを伝送するサービスである
。このとき、マルチキャスト地域とは、マルチキャストサービスが可能な領域をいう。一
つのＰＬＭＮ内には、一つ以上のマルチキャスト地域が存在し、一つのマルチキャスト地
域に一つ以上のマルチキャストサービスが提供される。且つ、一つのマルチキャストサー
ビスが複数のマルチキャスト地域に提供されることもできる。
【００２５】
　ＭＢＭＳマルチキャストモードで、使用者は、特定のマルチキャストサービスを受信す
るため、マルチキャストグループ（Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｇｒｏｕｐ）に参加（Ｊｏｉｎ
ｉｎｇ）するように要求される。このとき、マルチキャストグループとは、特定のマルチ
キャストサービスを受信する使用者集団をいい、参加とは、特定のマルチキャストサービ
スを受信しようと集まったマルチキャストグループに合流する行為をいう。
　ＭＢＭＳデータは、ＰＤＣＰ階層、ＲＬＣ階層、ＭＡＣ階層、およびＵＴＲＡＮプロト
コルの使用者平面に位置する物理階層のサービスを用いることによって、ＲＮＣから基地
局に、かつ、端末に伝送される。すなわち、核心網（ＣＮ）から伝送されたＭＢＭＳデー
タは、ＰＤＣＰ階層においてヘッダー圧縮を受け、ＲＬＣ　ＵＭ　ＳＡＰを介してＲＬＣ
　ＵＭエンティティとして伝送され、次いで、ＲＬＣ　ＵＭエンティティは、共通トラフ
ィックチャンネル、論理チャンネルを介してＭＡＣ階層に伝送される。
　ＭＡＣ階層は、受信されたＭＢＭＳデータにＭＡＣヘッダーを加え、共通トランスポー
トチャンネルを介して基地局の物理階層に転送する。そして、ＭＢＭＳデータは、物理階
層においてコーディングおよび変調を受け、共通物理チャンネルを介して端末に伝送され
る。この時点で、共通トランスポートチャンネルは、伝送時間間隔（ＴＴＩ）の特定の時
間単位でそのデータを転送し、共通トランスポートチャンネルにマッピングされた共通物
理チャンネルは、フレーム単位で伝送される。
【００２６】
　ＭＢＭＳのためのｒａｄｉｏ　ｂｅａｒｅｒ（ＲＢ）のＭＢＭＳ　ＲＢは、核心網から
ＵＴＲＡＮに伝達された一つの特定のＭＢＭＳサービスの使用者データを特定の端末グル
ープに伝送する役割を遂行する。ＭＢＭＳ　ＲＢは、大きく点対多（Ｐｏｉｎｔ　ｔｏ　
Ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ）と点対点（Ｐｏｉｎｔ　ｔｏ　Ｐｏｉｎｔ）とに区分される。Ｕ
ＴＲＡＮは、ＭＢＭＳサービスを提供するため、前記二種類のＭＢＭＳ　ＲＢの一つを選
択して用いる。ＭＢＭＳ　ＲＢを選択するため、ＵＴＲＡＮは、一つのセル内に存在する
特定のＭＢＭＳサービスの使用者数を把握する。ＵＴＲＡＮは、内部的に閾値を設定する
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が、該当セルに存在する使用者数が閾値より少ない場合は点対点ＭＢＭＳ　ＲＢを設定し
、該当セルに存在する使用者数が閾値より多い場合は点対多ＭＢＭＳ　ＲＢを設定する。
【００２７】
　図３は、ＵＴＲＡＮがＭＢＭＳ　ＲＢの種類を決定する過程を示す一例である。
【００２８】
　特定のＭＢＭＳサービスデータを伝送するため、ＵＴＲＡＮは、特定のＭＢＭＳサービ
スのためのＭＢＭＳ　ＲＢを設定しなければならない。このために、ＵＴＲＡＮは、まず
、特定のＭＢＭＳサービスを受信しようとする各端末にグループ呼出信号を伝送し（Ｓ１
）、伝送時点から呼出タイマーを稼動させる。前記呼出タイマーは、ＵＴＲＡＮが指定し
た特定値を超える場合に終了する（ｅｘｐｉｒｅｄ）。
【００２９】
　グループ呼出信号を受信した端末がＭＢＭＳサービスの受信を所望する場合、該当端末
は、呼出応答信号をＵＴＲＡＮに伝達する（Ｓ２）。ＵＴＲＡＮは、一つ以上の端末から
呼出応答信号を受信することができ、呼出タイマーが終了するまで端末から呼出応答信号
を受信する。
【００３０】
　ＵＴＲＡＮは、呼出タイマーが終了するまで受信した呼出応答信号をカウントして、該
当セルでＭＢＭＳサービスを受信しようとする端末の数を計算する（Ｓ３）。ＵＴＲＡＮ
は、閾値と前記計算された端末の数とを比較して、ＭＢＭＳ　ＲＢ、即ち、点対多または
点対点ＭＢＭＳ　ＲＢを設定する（Ｓ４）。
【００３１】
　ＭＢＭＳの伝送のためにＵＴＲＡＮは、各セル毎に論理チャンネルのＭＢＭＳ　Ｔｒａ
ｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＭＴＣＨ）及びＭＢＭＳ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ
（ＭＣＣＨ）を運用することができる。ＭＴＣＨは、伝送チャンネル及び物理チャンネル
と共に点対多ＭＢＭＳ　ＲＢを構成する。ＭＴＣＨは、特定のサービスに対する情報を提
供する論理チャンネルであって、一つのＭＴＣＨは、一つのＭＢＭＳサービスを端末グル
ープに提供する。ＭＣＣＨは、ＭＴＣＨを通じて伝送されるデータの制御情報を端末グル
ープに提供する。
【００３２】
　従来は、マルチキャスト用共用チャンネル情報を全てＢＣＣＨを通じて伝送した。即ち
、ＵＴＲＡＮは、Ｃｏｍｍｏｎ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＣＴＣＨ）とＣｏｍ
ｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＣＣＣＨ）に関係なく、システム情報ブロッ
ク（ＳＩＢ）をＢＣＣＨを通じて伝送した。従って、このような方式をＭＢＭＳに適用す
る場合、ＭＴＣＨ及びＭＣＣＨデータ（ＭＢＭＳ制御情報及びシステム情報）は、全てＢ
ＣＣＨを通じて伝送されるべきである。
【００３３】
　ところが、ＭＢＭＳサービスの場合は、多様なサービスがマルチキャストされるため、
ＭＴＣＨを通じて非常に多い量のデータが伝送される。よって、ＭＢＭＳサービスの場合
、ＢＣＣＨを通じてＭＴＣＨ及びＭＣＣＨデータを全て伝送する場合は、伝送負荷が増大
するという不都合な点があった。
【００３４】
　また、ＢＣＣＨを通じてＭＴＣＨ及びＭＣＣＨデータを伝送する場合、端末は所望しな
いデータまで受けるようになってデータ処理時間が長くなるという不都合な点があった。
【００３５】
　一般に、従来は、ＲＲＣの無線ベアラ設定（Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｓｅｔｕｐ）
プロシージャまたはＲＲＣのシステム情報を利用して無線ベアラ（ＲＢ）を設定した。
【００３６】
　無線ベアラ設定プロシージャを利用する方法は、ＵＴＲＡＮがＲＢ設定情報を伝達する
無線ベアラ設定メッセージを一つの特定の端末に伝送し、該当端末がＲＢを設定した後、
ＵＴＲＡＮに無線ベアラ設定完了メッセージを伝送する方式である。
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【００３７】
　反面、システム情報を利用する方法は、端末がＵＴＲＡＮが放送するシステム情報から
特定のＲＢ設定情報を獲得して該当ＲＢを設定する方式である。
【００３８】
　前者の方法は、一つの端末が特定のＲＢを設定するときだけ用いられ、後者の方法は、
一つ以上の端末が特定のＲＢを設定するとき用いられることができる。この場合、二つの
方法の差は、前者の場合は、端末の応答メッセージを必要とする反面、後者の場合は、端
末の応答メッセージを必要としないという点である。
【００３９】
　従って、ＭＢＭＳ　ＲＢの場合は、複数の端末グループに特定のＲＢを設定する方法が
要求される。ところが、従来の無線ベアラ設定方法を用いてＭＢＭＳ　ＲＢを設定する場
合は、端末グループに属する端末の数に比例する無線ベアラ設定メッセージが送受信され
なければならないため、無線容量を多く占めるという不都合な点があった。従って、シス
テム情報を通じたＲＢ設定と類似した方法によりＭＢＭＳ　ＲＢを設定することが無線容
量面では有利であるが、現在までＭＢＭＳ　ＲＢを設定する過程が具体的に定義されてい
ない実情である。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００４０】
　本発明の目的は、システム情報とＭＢＭＳ制御情報とを互いに異なる論理チャンネルを
通じて伝送する制御信号伝送方法を提供することにある。
【００４１】
　本発明の他の目的は、特定のサービスに対する無線ベアラ関連情報をサービス別に区分
して伝送できる制御信号伝送方法を提供することにある。
【００４２】
　本発明の更に他の目的は、専用チャンネルが設定されている端末には、ＭＢＭＳ関連制
御情報を専用制御チャンネル（ＤＣＣＨ）を通じて伝送できるようにした制御信号伝送方
法を提供することにある。
【００４３】
　本発明の更に他の目的は、共用チャンネルが設定されている端末には、ＭＢＭＳ関連制
御情報をＭＢＭＳ共通制御チャンネル（ＭＣＣＨ）を通じて伝送できるようにした制御信
号伝送方法を提供することにある。
【００４４】
　前記のような目的を達成するため、複数の端末により構成された端末グループにＭｕｌ
ｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＭＢＭＳ
）を提供する無線通信システムにおいて、本発明に係る制御信号伝送方法は、ＭＢＭＳサ
ービスのためのシステム情報と制御情報とを互いに異なる論理チャンネルを通じて伝送す
ることを特徴とする。
【００４５】
　好ましくは、前記ＭＢＭＳシステム情報は、Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃ
ｈａｎｎｅｌ（ＢＣＣＨ）を通じて伝送されることを特徴とする。
【００４６】
　好ましくは、前記ＭＢＭＳシステム情報は、ＭＢＭＳ関連システム情報を伝送するＭＢ
ＭＳ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ（ＭＢＭＳ　ＳＩＢ）と、Ｍ
ＢＭＳ　ＳＩＢに対するスケジューリング情報を伝送するブロックと、から構成されるこ
とを特徴とする。
【００４７】
　好ましくは、前記ＭＢＭＳ　ＳＩＢは、ＭＢＭＳ制御情報を伝送する共通制御チャンネ
ルの設定（Ｓｅｔｕｐ）情報を含むことを特徴とする。
【００４８】
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　好ましくは、前記ＭＢＭＳ制御情報は、特定のサービスに対する情報を提供する論理チ
ャンネルを通じて伝送されることを特徴とする。
【００４９】
　好ましくは、前記論理チャンネルは、ＭＢＭＳ　ｃｏｍｍｏｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈ
ａｎｎｅｌ（ＭＣＣＨ）であることを特徴とする。
【００５０】
　好ましくは、前記ＭＢＭＳ制御情報は、ＭＢＭＳ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｂｌｏｃｋ
（ＭＳＢ）と、複数のＭＢＭＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂｌｏｃｋ（ＭＳＩＢ）と、から構成
される。
【００５１】
　好ましくは、前記ＭＳＩＢは、サービス規定（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ）情報を含み、前記サービス規定情報は、無線ベアラ情報またはＭＢＭＳ　Ｔｒａ
ｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＭＴＣＨ）の設定情報であることを特徴とする。
【００５２】
　好ましくは、前記一つのＭＳＩＢは、一つのサービス関連情報のみを伝送することを特
徴とする。
【００５３】
　前記のような目的を達成するため、複数の端末により構成された端末グループにサービ
スデータをマルチキャストする無線システムにおいて、本発明に係る制御信号伝送方法は
、第１論理チャンネルを通じてシステム情報を伝送する段階と、第２論理チャンネルを通
じて特定のサービス関連制御情報を伝送する段階と、第３論理チャンネルを通じて特定の
サービスデータを伝送する段階と、に区分して独立的に伝送することを特徴とする。
【００５４】
　好ましくは、前記特定のサービスは、Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍ
ｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＭＢＭＳ）であることを特徴とする。
【００５５】
　好ましくは、前記第１論理チャンネルは、Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌで、前記第２論理チャンネルは、ＭＢＭＳ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ
（ＭＣＣＨ）で、前記第３論理チャンネルは、ＭＢＭＳ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ（ＭＴＣＨ）であることを特徴とする。
【００５６】
　好ましくは、前記システム情報は、ＭＢＭＳ関連（ｓｐｅｃｉｆｉｅｄ）システム情報
を伝送するＭＢＭＳ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ（ＭＢＭＳ　
ＳＩＢ）と、ＭＢＭＳ　ＳＩＢに対するスケジューリング情報を伝送するブロックと、か
ら構成されることを特徴とする。
【００５７】
　好ましくは、前記ＭＢＭＳ　ＳＩＢは、ＭＢＭＳ制御情報を伝送する第３論理チャンネ
ルの設定情報を含むことを特徴とする。
【００５８】
　好ましくは、前記第１論理チャンネルは、第２論理チャンネルの設定情報を提供し、前
記第２論理チャンネルは、第３論理チャンネルの設定情報を提供することを特徴とする。
【００５９】
　好ましくは、前記サービス関連制御情報は、ブロック別に伝送され、一つのブロックは
、一つのサービス関連制御情報のみを伝送することを特徴とする。
【００６０】
　好ましくは、前記サービス関連制御情報は、ＭＢＭＳ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｂｌｏ
ｃｋ（ＭＳＢ）と、複数のＭＢＭＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｂｌｏｃｋ（ＭＳＩＢ）と、から
構成される。
【００６１】
　好ましくは、前記ＭＳＩＢは、サービス規定情報を含み、前記サービス規定情報は、無
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線ベアラ情報またはＭＢＭＳ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＭＴＣＨ）の設定情報
であることを特徴とする。
【００６２】
　好ましくは、前記一つのＭＳＩＢは、一つのサービス関連情報のみを伝送することを特
徴とする。
【００６３】
　前記のような目的を達成するため、複数の端末により構成された端末グループにサービ
ス関連制御情報を伝送する無線システムにおいて、本発明に係る制御信号伝送方法は、共
通制御チャンネルを通じて特定のサービスに関連する制御情報をブロック別に分けて伝送
することを特徴とする。
【００６４】
　好ましくは、前記特定のサービスは、Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍ
ｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＭＢＭＳ）であることを特徴とする。
【００６５】
　好ましくは、前記一つのブロックは、一つのサービス関連制御情報のみを伝送すること
を特徴とする。
【００６６】
　好ましくは、前記サービス関連制御情報は、サービス規定情報で、前記サービス規定情
報は、無線ベアラ情報または特定のサービスに対する情報を提供する論理チャンネルの設
定情報であることを特徴とする。
【００６７】
　好ましくは、前記特定のサービスに対する情報を提供する論理チャンネルは、ＭＢＭＳ
　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＭＴＣＨ）であることを特徴とする。
【００６８】
　好ましくは、前記サービス関連制御情報は、ＭＢＭＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ（ＭＳＩＢ）であることを特徴とする。
【００６９】
　前記のような目的を達成するため、複数の端末により構成された端末グループにＭｕｌ
ｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＭＢＭＳ
）を提供する無線通信システムにおいて、本発明に係る制御信号伝送方法は、サービス別
にＭＢＭＳ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｂｌｏｃｋ（ＭＳＢ）を構成する段階と、ＭＢＭ　
Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ（ＭＳＩＢ）を構成する段階と、
前記ＭＳＢとＭＳＩＢとを互いに異なる論理チャンネルを通じて端末グループに伝送する
段階と、を含む。
【００７０】
　好ましくは、前記ＭＳＢは、Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌを
通じて伝送され、前記ＭＳＩＢは、ＭＢＭＳ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＭＣＣ
Ｈ）を通じて伝送されることを特徴とする。
【００７１】
　好ましくは、前記ＭＳＩＢは、サービスをブロック別に分けて伝送し、一つのブロック
は、一つのサービスのみを伝送することを特徴とする。
【００７２】
　好ましくは、前記ＭＳＩＢは、サービス規定情報を伝送することを特徴とする。
【００７３】
　好ましくは、前記サービス規定情報は、無線ベアラ情報または特定のサービスに対する
情報を提供する論理チャンネルの設定情報であることを特徴とする。
【００７４】
　好ましくは、前記ＭＳＢは、ＭＢＭＳサービス識別子目録と、ＭＳＩＢの伝送スケジュ
ーリング情報と、ＭＳＩＢの更新情報と、から構成されることを特徴とする。
【００７５】
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　好ましくは、前記伝送スケジューリング情報は、一つのＭＳＩＢが物理チャンネルを通
じて伝送される時間を示すＳｙｓｔｅｍ　Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ（ＳＦＮ）であるこ
とを特徴とする。
【００７６】
　好ましくは、前記更新情報は、ＭＳＢの更新情報も含み、特定のブロックの情報が更新
される度に初期値から限界値まで順次増加した後、再び初期値に設定されることを特徴と
する。
【００７７】
　好ましくは、前記ＭＳＩＢは、一つのＭＢＭＳサービス識別子と、該当サービスのため
のＲａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ（ＲＢ）設定情報と、から構成されることを特徴とする。
【００７８】
　好ましくは、前記ＲＢ設定情報は、各ＭＢＭＳ　ＲＢが活性化される時間情報と、各Ｍ
ＢＭＳ　ＲＢを構成するチャンネルの設定情報と、各階層の設定情報と、を含むことを特
徴とする。
【００７９】
　前記のような目的を達成するため、複数の端末により構成された端末グループにＭｕｌ
ｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＭＢＭＳ
）を提供する無線通信システムにおいて、本発明に係る制御信号伝送方法は、Ｂｒｏａｄ
ｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌを通じてシステム情報を受信する段階と、シ
ステム情報からＭＢＭＳ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＭＣＣＨ）の設定情報を獲
得してＭＣＣＨチャンネルを設定する段階と、設定されたＭＣＣＨチャンネルを通じてＭ
ＢＭＳ制御情報を受信する段階と、ＭＢＭＳ制御情報を利用してＭＢＭＳ　Ｔｒａｆｆｉ
ｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＭＴＣＨ）を設定した後、該当ＭＴＣＨを通じてＭＢＭＳデータを
受信する段階と、を含む。
【００８０】
　好ましくは、前記制御情報受信段階は、ＭＢＭＳ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｂｌｏｃｋ
（ＭＳＢ）を受信する段階と、ＭＳＢに含まれたＭＢＭ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ（ＭＳＩＢ）のスケジューリング情報を利用して特定のＭＳＩＢ
を受信する段階と、受信されたＭＳＩＢからＲａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ（ＲＢ）設定情報
を獲得する段階と、獲得されたＲＢ設定情報を端末に設定し、設定されたＲＢを通じて特
定のＭＢＭＳデータを受信する段階と、を含む。
【００８１】
　好ましくは、前記ＭＳＩＢは、サービスをブロック別に分けて受信し、一つのブロック
は、一つのサービスのみを含むことを特徴とする。
【００８２】
　好ましくは、前記ＭＳＩＢは、サービス規定情報を伝送し、前記サービス規定情報は、
無線ベアラ情報または特定のサービスに対する情報を提供する論理チャンネルの設定情報
であることを特徴とする。
【００８３】
　好ましくは、前記ＭＳＢは、ＭＢＭＳサービス識別子目録と、ＭＳＩＢの伝送スケジュ
ーリング情報と、ＭＳＩＢの更新情報と、から構成されることを特徴とする。
【００８４】
　好ましくは、前記伝送スケジューリング情報は、一つのＭＳＩＢが物理チャンネルを通
じて伝送される時間を示すＳｙｓｔｅｍ　Ｆｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ（ＳＦＮ）であるこ
とを特徴とする。
【００８５】
　好ましくは、前記更新情報は、ＭＳＢの更新情報も含み、特定のブロックの情報が更新
される度に初期値から限界値まで順次増加した後、再び初期値に設定されることを特徴と
する。
【００８６】
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　好ましくは、前記ＭＳＩＢは、一つのＭＢＭＳサービス識別子と、該当サービスのため
のＲａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ（ＲＢ）設定情報と、から構成されることを特徴とする。
【００８７】
　好ましくは、前記ＲＢ設定情報は、各ＭＢＭＳ　ＲＢが活性化される時間情報と、各Ｍ
ＢＭＳ　ＲＢを構成するチャンネルの設定情報と、各階層の設定情報と、を含むことを特
徴とする。
【００８８】
　好ましくは、前記ＭＳＩＢ受信段階は、共通制御チャンネルを通じてＭＳＢを受信する
段階と、ＭＳＢのブロック更新情報を獲得してＭＳＢが更新されたかをチェックする段階
と、ＭＳＢが更新された場合、該当ＭＳＢからＭＳＩＢの伝送スケジューリング情報及び
更新情報を獲得する段階と、獲得された伝送スケジューリング情報及び更新情報を利用し
てＭＳＩＢが更新されたかをチェックする段階と、ＭＳＩＢが更新された場合、伝送スケ
ジューリング情報が指示する区間の間特定のＭＳＩＢを受信する段階と、を含む。
【００８９】
　好ましくは、現在のＭＳＢから獲得したＭＳＩＢの更新情報と、以前のＭＳＢから獲得
したＭＳＩＢの更新情報とを比較して、二つの更新情報の値が同一の場合、該当ＭＳＩＢ
の内容が更新されたことで判断することを特徴とする。
【００９０】
　好ましくは、前記二つの更新情報の値が異なる場合、該当ＭＳＩＢの内容が更新されな
いことで判断し、ＭＳＩＢを受信しないことを特徴とする。
【００９１】
　好ましくは、前記端末グループは、特定のＭＳＩＢの伝送スケジューリング情報を利用
して、伝送スケジューリング情報が指示しない時間の間、共通制御チャンネル以外のチャ
ンネルを受信するか、または全てのチャンネルの受信を一時中断することを特徴とする。
【００９２】
　前記のような目的を達成するため、複数の端末により構成された端末グループにＭｕｌ
ｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＭＢＭＳ
）を提供する無線通信システムにおいて、本発明に係る制御信号伝送方法は、特定の伝送
チャンネルが設定されている端末には、ＭＢＭＳ関連制御情報を該当伝送チャンネルに対
応される論理チャンネルを通じて伝送することを特徴とする。
【００９３】
　好ましくは、前記Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌが設定されている端末には、Ｍ
ＢＭＳ関連制御情報をＤｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＤＣＣＨ
）を通じて伝送することを特徴とする。
【００９４】
　好ましくは、前記ＭＢＭＳ関連制御情報は、ＭＢＭＳ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ（ＤＴＣＨ）関連情報であることを特徴とする。
【００９５】
　好ましくは、前記ＭＢＭＳ関連制御情報は、ＭＢＭＳ　Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ（Ｒ
Ｂ）再設定情報であることを特徴とする。
【００９６】
　好ましくは、前記Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌが設定されている端末には、ＭＢＭＳ
関連制御情報をＭＢＭＳ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＭＣＣＨ）を通じて伝送す
ることを特徴とする。
【００９７】
　好ましくは、前記ＭＢＭＳ関連制御情報は、ＭＢＭＳ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ（ＭＴＣＨ）関連情報であることを特徴とする。
【００９８】
　好ましくは、前記ＭＢＭＳ関連制御情報は、ＭＢＭＳ　Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ（Ｒ
Ｂ）再設定情報であることを特徴とする。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００９９】
　以下、本発明の実施例を詳細に説明する。
【０１００】
　本発明は、３ＧＰＰにより開発されたＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｍｏｂｉｌｅ　
ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｓｙｓｔｅｍ）のような移動通信システムで実
現される。しかし、本発明は、他の標準によって動作する通信システムにも適用されるこ
とができる。
【０１０１】
　本発明は、多様な種類のＭＢＭＳサービスを提供する無線システムにおいて、ＭＢＭＳ
サービスデータを伝送するための制御信号伝送方法を提案する。このために、本発明は、
システム情報とＭＢＭＳ制御情報とを互いに異なる論理チャンネルを通じて伝送する方案
を提案する。即ち、システム情報は、ＢＣＣＨを通じて伝送し、ＭＢＭＳ制御情報は、Ｍ
ＣＣＨを通じて伝送する。
【０１０２】
　本発明は、ＭＣＣＨを通じて伝送されるＭＢＭＳ制御情報の構成を定義する。
【０１０３】
　このために、本発明は、ＭＢＭＳサービス識別子目録及びＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報のス
ケジューリング情報により構成されたＭＢＭＳスケジューリングブロック（ＭＢＭＳ　Ｓ
ｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｂｌｏｃｋ：ＭＳＢ）と、一つのＭＢＭＳサービス識別子及び該当
サービスのためのＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報により構成されたＭＢＭＳサービス情報ブロッ
ク（ＭＢＭＳ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ：ＭＳＩＢ）と、
を構成する。
【０１０４】
　また、本発明において、端末グループは、ＭＳＢが指示する時間にＭＳＩＢを受信し、
受信されたＭＳＩＢのＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報を利用してＭＢＭＳ　ＲＢを設定した後、
ＭＢＭＳ　ＲＢに伝送されるＭＢＭＳサービスデータを受信する方案を提案する。
【０１０５】
　本発明において、ＭＳＢ及びＭＳＩＢは、繰り返して各端末グループに伝送し続けられ
る。無線システム（ＵＴＲＡＮ）は、ＭＳＢ及びＭＳＩＢを構成した後、同じ情報を有す
るＭＳＢ及びＭＳＩＢを繰り返して伝送し続ける。無線システムは、既存のＭＳＢ及びＭ
ＳＩＢに含まれた一部または全体の情報を新しい情報に代替することができる。
【０１０６】
　本発明のＭＳＢは、何れのＭＳＩＢが新しい情報に更新されたことを端末グループに知
らせるため、各ＭＳＩＢ毎に一つずつあるブロック更新情報を含む。また、ＭＳＢが新し
い情報に更新されたことを端末グループに知らせるため、ＭＳＢは、自分のためのブロッ
ク更新情報を含む。従って、ＭＳＢは、ＭＢＭＳサービス識別子目録及びＭＢＭＳ　ＲＢ
設定情報のスケジューリング情報と共に、各ブロックに対する更新情報も含む。前記ブロ
ック更新情報は、正の整数値を有する。最初のブロックが形成されると、ブロック更新情
報は初期値に設定され、特定のブロックの情報が一回更新されると、該当ブロック更新情
報は初期値に１を加算した値に増加する。従って、該当ブロック更新情報は、特定のブロ
ックの情報が一回更新される度に、以前の値に更に１を加算した値に増加する。
【０１０７】
　このように増加されたブロック更新情報の値が無線システムに予め設定された限界値と
同一になった状態で、特定のブロックの情報がもう一回更新されると、該当ブロック更新
情報は初期値に設定される。従って、ブロック更新情報の値は、該当ブロックが更新され
る度に１ずつ増加しながら、初期値と限界値間を循環し続ける。
【０１０８】
　ＭＢＭＳのためのシステム情報及びＭＢＭＳ制御情報の構成
　本発明においては、ＭＢＭＳサービスデータを伝送するため、ＭＢＭＳサービス識別子
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目録、ＭＢＭＳサービス識別子、各ＭＢＭＳサービスに対するＭＢＭＳ無線ベアラ（ＲＢ
）設定情報、ブロック更新情報及びＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報のスケジューリング情報を含
んで、ＭＢＭＳサービスを提供するための関連制御情報をＭＢＭＳ制御情報と命名する。
即ち、ＭＢＭＳ制御情報は、ＭＢＭＳスケジューリングブロック（ＭＳＢ）と、ＭＢＭＳ
サービス情報ブロック（ＭＳＩＢ）と、から構成される。
【０１０９】
　ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報は、各ＭＢＭＳ　ＲＢが活性化される活性化時間（Ａｃｔｉｖ
ａｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅ）、各ＭＢＭＳ　ＲＢを構成する各チャンネル（論理チャンネル、
伝送チャンネル及び物理チャンネル）の設定情報及び各階層（ＰＤＣＰ階層、ＲＬＣ階層
、ＭＡＣ階層及び物理階層）の設定情報を含む。ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報は、各ＭＢＭＳ
　ＲＢ毎に存在する。前記ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報の伝送スケジューリング情報は、一つ
のセルで提供される一つ以上のＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報がそれぞれ物理チャンネルを通じ
て伝送される時間情報を提供する。例えば、各ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報が物理チャンネル
を通じて無線伝送されるとき、スケジューリング情報はＳｙｓｔｅｍ　ｆｒａｍｅ　ｎｕ
ｍｂｅｒ（ＳＦＮ）値を知らせる。
【０１１０】
　図４は、一つのセルに対するシステム情報及びＭＢＭＳ制御情報の階層構造を示す図で
ある。
【０１１１】
　図４に示すように、システム情報は、ＢＣＣＨを通じて伝送され、ＭＢＭＳ制御情報は
、ＭＣＣＨを通じて伝送される。
【０１１２】
　制御情報は、大きくＭＢＭＳスケジューリングブロック（ＭＢＭＳ　Ｓｃｈｅｄｕｌｉ
ｎｇ　Ｂｌｏｃｋ：ＭＳＢ）と、ＭＢＭＳサービス情報ブロック（ＭＢＭＳ　Ｓｅｒｖｉ
ｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ：ＭＳＩＢ）と、に区分される。ここで、Ｎ
は、該当セルで提供されるＭＢＭＳサービスの数である。
【０１１３】
　前記ＭＳＩＢは、サービス規定情報（ＭＴＣＨ設定情報及びベアラ情報）を伝送し、一
つのブロックは、一つのサービスを伝送する。ＭＳＩＢは、該当セルに提供される一つの
ＭＢＭＳサービスに関連した情報を提供する。ＭＳＩＢは、ＭＢＭＳサービス識別子及び
該当サービスのためのＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報を含み、前記ＭＳＩＢは、該当セルで提供
されるＭＢＭＳサービスの数だけ存在する。
【０１１４】
　ＭＳＢは、該当セルで提供されるＭＢＭＳサービス識別子目録、各ＭＳＩＢの伝送スケ
ジューリング情報及びＭＳＢと各ＭＳＩＢのためのブロック更新情報を含む。ここで、Ｍ
ＳＩＢの伝送スケジューリング情報は、ある一つのＭＳＩＢが物理チャンネルを通じて伝
送される時間を示し、通常ＳＦＮ値に表示される。
【０１１５】
　ＭＢＭＳ制御情報の上位に該当するシステム情報は、Ｍａｓｔｅｒ　ｉｎｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ（ＭＩＢ）と、Ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ
（ＳＩＢ）と、ＭＢＭＳ　ＳＩＢと、から構成される。ＳＩＢには、実質的なシステム情
報が含まれ、ＳＩＢの伝送のためのスケジューリング情報は、Ｍａｓｔｅｒ　Ｉｎｆｏｒ
ｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ（ＭＩＢ）に載せられる。
【０１１６】
　ＭＢＭＳ　ＳＩＢは、ＭＢＭＳ関連情報、即ち、ＭＣＣＨ設定情報を伝送するＳＩＢで
、ＭＩＢは、ＭＢＭＳ　ＳＩＢに対するスケジューリング情報を伝送する。例えば、前記
ＭＢＭＳ　ＳＩＢは、従来のＳＩＢと別途に存在することができる。この場合、ＭＩＢは
、新しいＳＩＢ（ＭＢＭＳ　ＳＩＢ）に対するスケジューリング情報を含まなければなら
ない。他の例として、ＭＢＭＳ　ＳＩＢは、従来のＳＩＢにＭＣＣＨ設定情報を含んで構
成することができる。この場合、従来のＳＩＢを用いるため、ＭＩＢ及びＳＢに新たに追
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加される情報はない。
【０１１７】
　また、他の実施例として、前記ＭＳＢは、ＭＢＭＳ　ＳＩＢに含まれることができる。
この場合、ＭＳＢは、該当セルで提供されるＭＢＭＳサービス識別子目録、各ＭＳＩＢの
伝送スケジューリング情報及びＭＳＢと各ＭＳＩＢのためのブロック更新情報がＢＣＣＨ
を通じて伝送される。
【０１１８】
　本発明において、ＭＢＭＳ制御情報及びシステム情報は、別途の互いに異なる論理チャ
ンネルを通じて伝送される。即ち、システム情報は、ＢＣＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を通じて伝達され、ＭＢＭＳ制御情報は、ＭＢＭＳ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ（ＭＣＣＨ）を通じて伝達される。
【０１１９】
　即ち、図５（Ａ）に示すように、従来、ＵＴＲＡＮは、ＢＣＣＨを通じてＭＢＭＳ制御
情報及びシステム情報を端末に伝送し、端末は、ＢＣＣＨからＣＴＣＨの設定情報（ベア
ラ情報）を獲得した後、ＣＴＣＨを通じてデータを受信した。従って、従来は、ＭＣＣＨ
を通じて伝達されるＭＢＭＳ関連制御情報の構成が定義されていなかった。
【０１２０】
　図５（Ｂ）に示すように、本発明において、ＵＴＲＡＮは、ＢＣＣＨによってはＭＣＣ
Ｈの設定情報を伝送し、ＭＣＣＨによってはＭＴＣＨの設定情報（ベアラ情報）を端末に
伝送する。端末は、ＭＣＣＨからＭＴＣＨの設定情報を獲得した後、ＭＴＣＨを通じてＭ
ＢＭＳデータを受信する。
【０１２１】
　ＭＣＣＨは、一つのＭＳＢ及び一つ以上のＭＳＩＢにより構成されるデータを各端末グ
ループに伝送する。端末グループは、まず、ＢＣＣＨ及びＭＣＣＨを通じてそれぞれシス
テム情報及びＭＳＢを獲得した後、特定のサービスに対するベアラ情報、即ち、ＭＴＣＨ
設定情報を含むＭＳＩＢを受信する。
【０１２２】
　本発明において、特定のＭＢＭＳサービスを受信する端末グループは、ＭＳＢに含まれ
たＭＳＩＢのスケジューリング情報を利用して、該当ＭＳＩＢが伝送される時間区間の間
だけＭＣＣＨを受信する。
【０１２３】
　従って、端末グループに属する他の端末は、ＭＳＩＢのスケジューリング情報が指示す
る時間区間以外の時間の間は、ＭＣＣＨ以外のチャンネルを受信することができる。例え
ば、複数のチャンネルを同時に受信できない端末は、スケジューリング情報が指示する時
間区間以外の時間の間、Ｐａｇｉｎｇ　ｃｈａｎｎｅｌ（ＰＣＨ）、Ｂｒｏａｄｃａｓｔ
　ｃｈａｎｎｅｌ（ＢＣＨ）またはＤｅｄｉｃａｔｅｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅ
ｌ（ＤＣＣＨ）、Ｃｏｍｍｏｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ（ＣＣＣＨ）、Ｄｅｄ
ｉｃａｔｅｄ　ｔｒａｆｆｉｃ　ｃｈａｎｎｅｌ（ＤＴＣＨ）、Ｃｏｍｍｏｎ　ｔｒａｆ
ｆｉｃ　ｃｈａｎｎｅｌ（ＣＴＣＨ）、ＭＢＭＳ　ＣＴＣＨ（ＭＴＣＨ）などのチャンネ
ルを受信することができる。または、ＭＳＩＢのスケジューリング情報が指示する時間区
間以外の時間の間、他の端末は、全てのチャンネルの受信を一時中断して、不連続受信（
Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ：ＤＲＸと称する）を行うこともでき
る。
【０１２４】
　また、ＭＢＭＳ　ＳＩＢ、ＭＳＢ及びＭＳＩＢは、繰り返して伝送し続けられる。ＭＢ
ＭＳ　ＳＩＢ、ＭＳＢ及びＭＳＩＢが更新されたか否かは、前述したブロック更新情報か
ら分かり、前記ＭＳＢは、自分に対するブロック更新情報も有している。従って、端末は
、最初にＭＳＢを受信したとき、そのＭＳＢのためのブロック更新情報を保存する。その
後、端末は、常に、まずＭＳＢのブロック更新情報を獲得し、獲得したブロック更新情報
の値を以前に保存した値と比較する。比較の結果、二つの値が同一であると、端末は該当
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ＭＳＢの情報が更新されないことで判断する。反面、二つの値が異なる場合、端末は該当
ＭＳＢの情報が更新されたことで判断し、該当ＭＳＢに含まれたＭＳＩＢのスケジューリ
ング情報が更新されたか否かを把握する。
【０１２５】
　また、ＭＳＢは、一つのセルの全てのＭＳＩＢに対するブロック更新情報を有している
。従って、端末は、ＭＳＢを最初に受信する場合、または前記過程を通じてＭＳＢの情報
が更新されたと判断した場合、該当ＭＳＩＢに対するブロック更新情報を獲得することが
できる。端末は、該当ＭＳＩＢに対するブロック更新情報を最初に獲得した場合、該当ブ
ロック更新情報を保存する。端末は、以後にブロック更新情報の値を獲得する場合、新た
に獲得した値を以前に保存した値と比較する。比較の結果、二つの値が同一であると、端
末は該当ＭＳＩＢの情報が更新されないことで判断し、該当ＭＳＩＢを受信しない。逆に
、比較の結果、二つの値が異なる場合、端末は該当ＭＳＩＢの情報が更新されたことで判
断し、該当ＭＳＩＢを受信する。
【０１２６】
　また、以後の全過程において、下位階層とは、ＲＲＣの下位階層のＰＤＣＰ、ＲＬＣ、
ＭＡＣ及び物理階層を含む。且つ、図中、点線は、条件によって遂行されるか、または遂
行されない過程を表示する。
【０１２７】
　（ＭＢＭＳサービスのためのＭＢＭＳ　ＲＢの設定）
　図６は、あるセルで特定のＭＢＭＳサービスを最初に提供しようとするとき、ＭＢＭＳ
制御情報を送受信してＭＢＭＳ　ＲＢを設定する方法を示す図である。このとき、点線で
表示された矢印は遂行されないこともある段階を示し、下位階層は、端末またはＵＴＲＡ
ＮのＬ１／Ｌ２階層を意味する。
【０１２８】
　前記ＭＢＭＳ　ＲＢの設定方法は、主に点対多ＭＢＭＳ　ＲＢの設定に容易である。Ｕ
ＴＲＡＮは、該当セルで特定のＭＢＭＳサービスを受信しようとする端末の数を把握した
後、端末の数が特定の閾値より高いか、または低いかによって、該当ＭＢＭＳサービスの
ための点対多（ＰＴＭ）または点対点（ＰＴＰ）ＭＢＭＳ　ＲＢを設定する。
【０１２９】
　図６に示すように、ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、まず、特定のＭＢＭＳサービスを特定のセ
ルに提供するため、前記のような動作を行って、特定のＭＢＭＳサービスの使用者データ
を伝送するＭＢＭＳ　ＲＢの設定を決定する（Ｓ１０）。
【０１３０】
　この場合、該当セルにＭＢＭＳ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ（ＭＣＣＨ）の既設
定の有無によって、次の三つの過程中何れか一つを行う。
【０１３１】
　若し、該当セルにＭＣＣＨが設定されていない場合、ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、下位階層
（Ｌ１／Ｌ２）にＭＣＣＨ設定情報を伝達してＭＣＣＨを設定する（Ｓ１１）。ところが
、他のＭＢＭＳサービスを提供するために該当セルに何れのＭＢＭＳ　ＲＢが存在する場
合は、該当セルに既にＭＣＣＨが存在することができる。従って、該当セルにＭＣＣＨが
既に設定されているがＭＣＣＨの設定事項を修正しようとする場合、ＵＴＲＡＮのＲＲＣ
は、下位階層（Ｌ１／Ｌ２）にＭＣＣＨ再設定情報を伝達してＭＣＣＨを再設定する（Ｓ
１１）。最後に、該当セルにＭＣＣＨが既に設定されており、再設定を必要としない場合
、ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、ＭＣＣＨ設定／再設定過程を行わない。
【０１３２】
　ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、該当ＭＢＭＳサービスを提供するためのＭＢＭＳ　ＲＢ設定情
報をＵＴＲＡＮの下位階層に伝達して、ＵＴＲＡＮにＭＢＭＳ　ＲＢを設定する（Ｓ１２
）。
【０１３３】
　ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、該当セルで提供するＭＣＣＨチャンネルの設定情報を含むＭＢ



(23) JP 4327089 B2 2009.9.9

10

20

30

40

50

ＭＳ　ＳＩＢを構成した後、ＢＣＣＨを通じてＭＢＭＳ　ＳＩＢのスケジューリング情報
が含まれたＭＩＢを端末に伝送する（Ｓ１３）。このとき、ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、ＭＩ
ＢがＭＢＭＳ　ＳＩＢのスケジューリング情報を含んでいるか否かによって、次のような
動作を行う。
【０１３４】
　即ち、過程Ｓ１３でＭＩＢがＭＢＭＳ　ＳＩＢのスケジューリング情報を含むことがで
きない場合、ＭＢＭＳ　ＳＩＢのスケジューリング情報は、ＳＢを通じて伝送される（Ｓ
１４）。端末は、ＵＴＲＡＮが伝送するＳＢを受信するが、このとき、ＳＢのスケジュー
リング情報は、以前に受信したＭＩＢに含まれている。従って、端末は、以前に受信した
ＭＩＢからＳＢのスケジューリング情報を獲得した後、該当ＳＢを受信する。反面、過程
Ｓ１３でＭＩＢがＭＢＭＳ　ＳＩＢのスケジューリング情報を含んている場合、端末はＳ
Ｂを受信しない。
【０１３５】
　過程Ｓ１３またはＳ１４が完了すると、ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、ＭＢＭＳ　ＳＩＢをＢ
ＣＣＨを通じて該当セルの各端末グループに伝送する（Ｓ１５）。従って、端末は、ＭＩ
ＢまたはＳＢに含まれたＭＢＭＳ　ＳＩＢのスケジューリング情報を利用してＭＢＭＳ　
ＳＩＢを受信する。
【０１３６】
　端末グループに属する端末のＲＲＣは、ＭＢＭＳ　ＳＩＢを受信した後、ＭＢＭＳ　Ｓ
ＩＢに含まれたＭＣＣＨ設定情報を下位階層に伝達して、端末にＭＣＣＨを設定する（Ｓ
１６）。
【０１３７】
　以後、ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、該当ＭＢＭＳサービスのための一つのＭＳＩＢを構成し
た後、ＭＳＩＢのスケジューリング情報を構成する。ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、ＭＳＩＢの
スケジューリング情報を含むＭＳＢを、ＭＣＣＨを通じて特定の端末グループに伝送し（
Ｓ１７）、端末のＲＲＣは、受信したＭＳＢから特定のＭＳＩＢのスケジューリング情報
を獲得した後、該当スケジューリング情報によって特定のＭＳＩＢを受信する（Ｓ１８）
。このとき、端末グループは、自分に必要のないＭＳＩＢは受信しない。即ち、特定のＭ
ＢＭＳサービスを受信する端末グループは、該当ＭＢＭＳサービスのための特定のＭＳＩ
Ｂ以外の他のＭＳＩＢは受信しない。
【０１３８】
　端末グループに属する端末のＲＲＣは、受信したＭＳＩＢから特定のＭＢＭＳサービス
のためのＭＢＭＳ　ＲＢ（ＭＴＣＨまたはＤＴＣＨ）設定情報を獲得した後、その獲得さ
れた設定情報を下位階層に伝達して、ＭＢＭＳ　ＲＢを設定する（Ｓ１９）。
【０１３９】
　ＵＴＲＡＮの下位階層は、受信されたＭＳＩＢのＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報に含まれた活
性化時間以後、使用者平面上の上位階層からデータが受信されると、ＭＢＭＳ　ＲＢを通
じて該当ＭＢＭＳサービスの使用者データを特定の端末グループに伝送する（Ｓ２０）。
このとき、点対多ＭＢＭＳ　ＲＢの場合は、データ伝送のために論理チャンネル（ＭＴＣ
Ｈ）が用いられ、点対点ＭＢＭＳ　ＲＢの場合は、論理チャンネル（ＤＴＣＨ）がデータ
伝送に用いられる。該当端末グループに属する端末の下位階層は、ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情
報に含まれた活性化時間以後、ＭＢＭＳ　ＲＢから伝送された使用者データを受信し、受
信したデータは端末の下位階層の使用者平面の上位階層に伝達される。
【０１４０】
　（ＭＢＭＳ　ＲＢ再設定の第１実施例）
　一般に、サービス伝送速度及びパケットサイズの変化などにより、既存のＭＢＭＳ　Ｒ
Ｂが再設定されることができる。本発明は、特定のＭＢＭＳサービスのための何れのＭＢ
ＭＳ　ＲＢが新しい設定値を有するＭＢＭＳ　ＲＢに再設定される過程を説明する。この
過程は、主に点対多ＭＢＭＳ　ＲＢから点対多ＭＢＭＳ　ＲＢに再設定されるとき容易で
ある。
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【０１４１】
　図７は、ＭＢＭＳ　ＲＢの再設定過程の第１実施例を示す図で、ＭＣＣＨの設定が特定
のＭＢＭＳ　ＲＢの再設定過程で変更されない場合を示す。若し、ＭＢＭＳ　ＲＢの再設
定と共にＭＣＣＨの既存の設定も変更される場合、端末及びＵＴＲＡＮは、図６の過程と
同じ過程を行う。このとき、ＭＣＣＨ設定及びＭＢＭＳ　ＲＢ設定過程は、それぞれＭＣ
ＣＨ再設定及びＭＢＭＳ　ＲＢ再設定に代替される。
【０１４２】
　図７に示すように、ＭＢＭＳサービスの伝送速度及びパケットサイズの変化が感知され
ると、ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、まず、ＭＢＭＳ　ＲＢの再設定を決定する（Ｓ２１）。こ
のとき、ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、データ損失を防止するため、一時的にデータ伝送を中止
することもできる。
【０１４３】
　ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、下位階層にＭＢＭＳ　ＲＢの再設定情報を伝達して、ＵＴＲＡ
ＮでＭＢＭＳ　ＲＢを再設定する（Ｓ２２）。そして、ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、該当ＭＢ
ＭＳサービスに対するＭＳＩＢの既存のＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報を前記ＭＢＭＳ　ＲＢ再
設定情報に代替する。ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、前記ＭＳＩＢのスケジューリング情報を構
成した後、ＭＳＩＢのスケジューリング情報を含むＭＳＢを特定の端末グループに伝送す
る（Ｓ２３）。
【０１４４】
　端末は、まず、ＭＳＢを受信してＭＳＢが更新されたか否かを把握する。ＭＳＢが更新
されたと判断されると、端末は、該当ＭＳＩＢに対するブロック更新情報の値を以前に保
存した値と比較する。比較の結果、二つの値が異なる場合、端末は該当ＭＳＩＢのスケジ
ューリング情報を獲得する。
【０１４５】
　ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、ＭＳＩＢのスケジューリング情報によってＭＳＩＢを伝送する
（Ｓ２４）。端末は、以前に獲得したスケジューリング情報によって特定のＭＳＩＢを受
信する。このとき、端末グループは、自分に必要のないＭＳＩＢは受信しない。即ち、特
定のＭＢＭＳサービスを受信する端末グループは、該当ＭＢＭＳサービスのための特定の
ＭＳＩＢ以外のＭＳＩＢは受信しない。
【０１４６】
　端末グループに属する端末のＲＲＣは、受信したＭＳＩＢから特定のＭＢＭＳサービス
のためのＭＢＭＳ　ＲＢ再設定情報を獲得し、獲得された再設定情報を下位階層に伝達し
て、端末にＭＢＭＳ　ＲＢを再設定する（Ｓ２５）。
【０１４７】
　ＵＴＲＡＮの下位階層は、伝達されたＭＳＩＢのＭＢＭＳ　ＲＢ再設定情報に含まれた
活性化時間以後、使用者平面の上位階層からデータが受信された場合、または一時中止さ
れたデータ伝送を再開して、ＭＢＭＳ　ＲＢを通じて該当ＭＢＭＳサービスの使用者デー
タを特定の端末グループに伝送する。このとき、点対多ＭＢＭＳ　ＲＢの場合は、論理チ
ャンネル（ＭＴＣＨ）が用いられ、点対点ＭＢＭＳ　ＲＢの場合は、ＤＴＣＨがデータ伝
送に用いられる。該当端末グループに属する端末の下位階層は、ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報
に含まれた活性化時間以後、ＭＢＭＳ　ＲＢから使用者データを受信し（Ｓ２６）、受信
したデータは使用者平面の上位階層に伝達される。
【０１４８】
　一般に、ある端末が新しいセルに移動した場合、以前のセルで提供された特定のＭＢＭ
Ｓサービスが、新しいセルでも端末に提供されるようにするためには、新しいセルのＭＢ
ＭＳ　ＲＢを設定しなければならない。また、該当セルで既に特定のＭＢＭＳサービスが
提供されている状態で、新しい端末が該当端末グループに入ってデータを受信しようとす
る場合も、ＭＢＭＳ　ＲＢを設定しなければならない。
【０１４９】
　以下、セルでＭＢＭＳ　ＲＢが設定された後に、新しい端末が既に設定されたＭＢＭＳ
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　ＲＢを内部に設定して、該当ＭＢＭＳサービスのデータを受信する過程を説明する。
【０１５０】
　図８は、新しい端末がＭＢＭＳ　ＲＢを設定する過程を示す図である。
【０１５１】
　図８に示す過程は、図６の全ての過程（Ｓ１３～Ｓ２０）と同一である。即ち、新しい
端末は、まず、ＢＣＣＨを通じて該当セルのＭＩＢまたはＳＢを受信してＭＢＭＳ　ＳＩ
Ｂを獲得した後、端末にＭＣＣＨを設定する（Ｓ３０～Ｓ３３）。また、新しい端末は、
ＭＣＣＨを通じて伝送されるＭＳＢを受信して、使用者が提供を受けようとするＭＢＭＳ
サービスに対するＭＳＩＢを獲得して、端末にＭＢＭＳ　ＲＢを設定する（Ｓ３４～Ｓ３
６）。
【０１５２】
　端末は、受信したＭＳＩＢのＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報に含まれた活性化時間以後、ＭＢ
ＭＳ　ＲＢ（ＭＴＣＨまたはＤＴＣＨ）からＭＢＭＳデータを受信し（Ｓ３７）、下位階
層の使用者平面の上位階層に伝達する。このとき、点対多ＭＢＭＳ　ＲＢの場合は、論理
チャンネル（ＭＴＣＨ）がデータ送受信に用いられ、点対点ＭＢＭＳ　ＲＢの場合は、Ｄ
ＴＣＨが用いられる。ＵＴＲＡＮのＭＢＭＳ　ＲＢが既にデータを伝送していることがあ
るため、活性化時間がＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報に含まれないこともあり得る。若し、活性
化時間がＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報に含まれていない場合、端末はＭＢＭＳ　ＲＢが設定さ
れた後、直ちに前記ＭＢＭＳ　ＲＢを受信する。
【０１５３】
　（ＭＢＭＳ　ＲＢ再設定の第２実施例：点対多ＭＢＭＳ　ＲＢから点対点ＭＢＭＳ　Ｒ
Ｂへの再設定）
　本発明は、特定のＭＢＭＳサービスのための何れの点対多ＭＢＭＳ　ＲＢを新しい設定
値を有する点対点ＭＢＭＳ　ＲＢに再設定する方案を提案する。このために、本発明は、
共用チャンネルが設定されている端末に、ＤＣＣＨでなく、現在のＭＢＭＳ共通制御チャ
ンネル（ＭＣＣＨ）を通じて、ＭＢＭＳ関連制御情報、即ち、ＭＢＭＳ　ＲＢ再設定情報
を伝送する。
【０１５４】
　図７に示すＭＢＭＳ　ＲＢの一般の再設定過程（ＭＢＭＳ　ＲＢ再設定の第１実施例）
も、点対多ＭＢＭＳ　ＲＢから点対点ＭＢＭＳ　ＲＢへの再設定時に用いられることがで
きるが、図７の再設定過程は、主に点対多ＭＢＭＳ　ＲＢから再び点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ
に再設定される方式に有利である。
【０１５５】
　ＭＢＭＳ　ＲＢ再設定の第２実施例は、ＭＢＭＳ　ＲＢ再設定の第１実施例と異なって
、従来の無線ベアラ（ＲＢ）設定または無線ベアラ（ＲＢ）再設定過程を利用して点対点
ＭＢＭＳ　ＲＢを設定する点で差がある。ＲＢ設定／再設定は、端末の応答を要求するた
め、信頼性があるように点対点ＲＢを解除することができる。
【０１５６】
　本発明に係るＭＢＭＳ　ＲＢ再設定の第２実施例は、ＵＴＲＡＮが該当セルに特定の端
末が存在することを認知しているか否かによって二つに分けられる。
【０１５７】
　図９は、ＵＴＲＡＮが該当セルに特定の端末が存在することを認知している場合、点対
多から点対点にＭＢＭＳ　ＲＢを再設定する過程を示す図である。
【０１５８】
　図９に示すように、現在、ＵＴＲＡＮ及び端末は、点対多ＭＢＭＳ　ＲＢを通じてＭＢ
ＭＳデータを伝送している（Ｓ４０）。このとき、データ送受信に用いられる論理チャン
ネルはＭＴＣＨである。
【０１５９】
　ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、該当セル内に特定のＭＢＭＳサービスを受信する使用者の数を
把握し、ＭＢＭＳ　ＲＢを再設定することを決定する（Ｓ４１）。例えば、ＵＴＲＡＮの
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ＲＲＣは、セルアップデート（Ｃｅｌｌ　Ｕｐｄａｔｅ）プロシージャを通じて特定の端
末のセル移動を感知することができる。このとき、ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、セル内に特定
のＭＢＭＳサービスを受信する使用者の数を計算して、使用者数が特定の閾値より低い場
合、点対多から点対点にＭＢＭＳ　ＲＢを再設定することを決定する。ＵＴＲＡＮは、Ｍ
ＢＭＳ　ＲＢを再設定するため、該当ＭＢＭＳサービスのデータ伝送を一時的に中止する
ことができる。
【０１６０】
　ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、点対点ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報を下位階層に伝達して、ＵＴＲ
ＡＮに点対点ＭＢＭＳ　ＲＢを設定する（Ｓ４２）。点対点ＭＢＭＳ　ＲＢは、特定の端
末のための専用チャンネルであるので、端末毎にその情報が異なることもある。従って、
特定のＭＢＭＳサービスのための点対点ＭＢＭＳ　ＲＢは、そのサービスを受信する特定
の端末グループに属する端末の数だけ存在する。このような理由で、ＵＴＲＡＮは、点対
点ＭＢＭＳ　ＲＢの数だけＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報をＵＴＲＡＮの下位階層に伝達しなけ
ればならない。
【０１６１】
　ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、ＭＣＣＨを通じて特定の端末グループに属する全ての端末のＲ
ＲＣに点対点ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報を伝達する（Ｓ４３）。このとき、点対点ＭＢＭＳ
　ＲＢ設定情報は、ＲＲＣ　ＲＢ設定メッセージに挿入されて該当端末別にそれぞれ伝送
される。従って、端末のＲＲＣは、受信された点対点ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報に基づいて
、ＭＢＭＳ　ＲＢを点対多から点対点に再構成する（Ｓ４４）。
【０１６２】
　即ち、ＲＲＣ　ＲＢ設定メッセージが受信されると、端末グループに属する端末のＲＲ
Ｃは、端末の下位階層に点対多ＭＢＭＳ　ＲＢの解除を命令して、ＭＢＭＳサービスを受
信するための点対多ＭＢＭＳ　ＲＢを解除し、受信した点対点ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報を
端末の下位階層に伝達して、点対点ＭＢＭＳ　ＲＢを設定する。
【０１６３】
　下位階層の設定が完了すると、端末のＲＲＣは、点対点ＭＢＭＳ　ＲＢ設定完了情報を
ＲＲＣ　ＲＢ設定完了メッセージに挿入してＵＴＲＡＮのＲＲＣに伝達する。ＲＲＣ　Ｒ
Ｂ設定完了メッセージを受信したＵＴＲＡＮのＲＲＣは、ＵＴＲＡＮの下位階層に点対多
ＭＢＭＳ　ＲＢの解除を命令する。
【０１６４】
　従って、ＵＴＲＡＮのＬ１／Ｌ２は、論理チャンネル（ＤＴＣＨ）を含む新しい点対点
ＭＢＭＳ　ＲＢを通じてそれぞれＭＢＭＳサービスのデータ伝送を再開する（Ｓ４５）。
【０１６５】
　図１０は、ＵＴＲＡＮが該当セルに特定の端末が存在することを認知していない場合、
点対多から点対点にＭＢＭＳ　ＲＢを再設定する過程を示す図である。
【０１６６】
　図１０に示すように、現在、ＵＴＲＡＮ及び端末は、点対多ＭＢＭＳ　ＲＢを通じてＭ
ＢＭＳデータを伝送している（Ｓ５０）。このとき、データ送受信が用いられる論理チャ
ンネルはＭＴＣＨである。
【０１６７】
　ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、セルアップデート（Ｃｅｌｌ　Ｕｐｄａｔｅ）プロシージャを
通じて特定の端末のセル移動を感知して、該当セル内に特定のＭＢＭＳサービスを受信す
る使用者の数を計算する。計算された使用者数が特定の閾値より低い場合、ＵＴＲＡＮの
ＲＲＣは、点対多から点対点にＭＢＭＳ　ＲＢを再設定することを決定する（Ｓ５１）。
【０１６８】
　ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、該当ＭＢＭＳサービスに対するＭＳＩＢの既存のＭＢＭＳ　Ｒ
Ｂ設定情報を前記ＭＢＭＳ　ＲＢ再設定情報に代替する。ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、ＭＳＩ
Ｂのスケジューリング情報を構成した後、ＭＣＣＨを通じてＭＳＩＢのスケジューリング
情報を含むＭＳＢを特定の端末グループに伝送する（Ｓ５２）。
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【０１６９】
　端末は、ＭＳＢを受信してＭＳＢが更新されたか否かを把握する。ＭＳＢが更新された
と判断されると、端末は、該当ＭＳＩＢに対するブロック更新情報の値を以前に保存した
値と比較する。比較の結果、二つの値が異なる場合、端末は該当ＭＳＩＢのスケジューリ
ング情報を獲得する。ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、ＭＢＭＳサービスのためのＭＳＩＢに点対
多ＭＢＭＳ　ＲＢ再設定通知メッセージを含んで端末グループに伝送する（Ｓ５３）。
【０１７０】
　従って、端末のＲＲＣは、受信された点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ再設定通知に基づいてＭＢ
ＭＳ　ＲＢを点対多から点対点に再構成する（Ｓ５４）。
【０１７１】
　即ち、端末のＲＲＣは、スケジューリング情報を利用して、該当ＭＢＭＳサービスのた
めのＭＳＩＢを受信して、点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定通知メッセージを獲得する。前記メ
ッセージは、該当端末グループの各端末は点対点から点対多にＭＢＭＳ　ＲＢを再設定す
べきことを知らせる。
【０１７２】
　点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定通知メッセージが獲得されると、端末グループに属する各端
末のＲＲＣは、それぞれＭＢＭＳ　ＲＢ再設定要請メッセージをＵＴＲＡＮのＲＲＣに伝
達する。前記メッセージは、該当端末の端末識別子情報を含む。
【０１７３】
　ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、点対点ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報をＵＴＲＡＮの下位階層に伝達
して、ＵＴＲＡＮに点対点ＭＢＭＳ　ＲＢを設定する。点対点ＭＢＭＳ　ＲＢは、特定の
端末のための専用チャンネルであるので、ＵＴＲＡＮは点対点ＭＢＭＳ　ＲＢの数だけＭ
ＢＭＳ　ＲＢ設定情報をＵＴＲＡＮの下位階層に伝達する。
【０１７４】
　また、ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、セル内に特定の端末グループに属する全ての端末のＲＲ
Ｃに点対点ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報を伝達する。このとき、点対点ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情
報は、ＲＲＣ　ＲＢメッセージに挿入されて該当端末別にそれぞれ伝送される。
【０１７５】
　ＲＲＣ　ＲＢ設定メッセージが受信されると、端末グループに属する端末のＲＲＣは、
端末の下位階層に点対多ＭＢＭＳ　ＲＢの解除を命令して、ＭＢＭＳサービスを受信する
ための点対多ＭＢＭＳ　ＲＢを解除し、受信した点対点ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報を端末の
下位階層に伝達して点対点ＭＢＭＳ　ＲＢを設定する。
【０１７６】
　下位階層の設定が完了すると、端末のＲＲＣは、点対点ＭＢＭＳ　ＲＢ設定完了情報を
ＲＲＣ　ＲＢ設定完了メッセージに挿入してＵＴＲＡＮのＲＲＣに伝達する。ＲＲＣ　Ｒ
Ｂ設定完了メッセージを受信したＵＴＲＡＮのＲＲＣは、ＵＴＲＡＮの下位階層に点対多
ＭＢＭＳ　ＲＢの解除を命令する。
【０１７７】
　従って、ＵＴＲＡＮは、論理チャンネル（ＤＴＣＨ）を含む新しい点対点ＭＢＭＳ　Ｒ
Ｂを通じてそれぞれＭＢＭＳサービスのデータ伝送を再開する（Ｓ５５）。
【０１７８】
　（ＭＢＭＳ　ＲＢ再設定の第３実施例：点対点ＭＢＭＳ　ＲＢから点対多ＭＢＭＳ　Ｒ
Ｂへの再設定）
　本発明は、特定のＭＢＭＳサービスのための何れの点対点ＭＢＭＳ　ＲＢを新しい設定
値を有する点対多ＭＢＭＳ　ＲＢに再設定する方案を提案する。このために、本発明は、
専用チャンネルが設定されている端末に、ＭＣＣＨでなく、現在の専用制御チャンネル（
ＤＣＣＨ）を通じて、ＭＢＭＳ関連制御情報、即ち、ＭＢＭＳ　ＲＢ再設定情報を伝送す
る。図７に示すＭＢＭＳ　ＲＢの一般の再設定過程（ＭＢＭＳ　ＲＢ再設定の第１実施例
）も点対多ＭＢＭＳ　ＲＢから点対点ＭＢＭＳ　ＲＢへの再設定時に用いられることがで
きるが、図７の再設定過程は、主に点対多ＭＢＭＳ　ＲＢから再び点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ



(28) JP 4327089 B2 2009.9.9

10

20

30

40

50

に再設定される方式に有利である。
【０１７９】
　本発明に係るＭＢＭＳ　ＲＢ再設定の第３実施例は、第２実施例と同様に、ＲＢ設定ま
たはＲＢ再設定過程を利用して、点対点ＭＢＭＳ　ＲＢを解除する。その理由は、ＲＢ設
定／再設定は端末の応答を要求するため、信頼性があるように点対点ＲＢを解除できるた
めである。
【０１８０】
　本発明に係るＭＢＭＳ　ＲＢ再設定の第３実施例は、端末がＤＴＣＨ及びＭＣＣＨを同
時に受信できるかによって二つの方式に区分される。
【０１８１】
　図１１は、端末がＤＴＣＨ及びＭＣＣＨチャンネルを同時に受信することができず、Ｄ
ＴＣＨを通じて新しい点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報を伝達する方法を示す図である。図
１１に示すように、ＵＴＲＡＮ及び端末は、点対点ＭＢＭＳ　ＲＢを通じてＭＢＭＳデー
タを伝送している（Ｓ７０）。このとき、データ送受信に用いられる論理チャンネルはＤ
ＴＣＨである。
【０１８２】
　ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、セルアップデート（Ｃｅｌｌ　Ｕｐｄａｔｅ）プロシージャを
通じて特定の端末のセル移動を感知して、該当セル内に特定のＭＢＭＳサービスを受信す
る使用者の数を計算する。計算された使用者数が特定の閾値より高い場合、ＵＴＲＡＮの
ＲＲＣは、点対点から点対多にＭＢＭＳ　ＲＢを再設定することを決定する（Ｓ７１）。
このとき、ＵＴＲＡＮは、ＭＢＭＳ　ＲＢを再設定するため、該当ＭＢＭＳサービスのデ
ータ伝送を一時的に中止することができる。
【０１８３】
　ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、ＵＴＲＡＮの下位階層（Ｌ１／Ｌ２）に点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ
を設定し（Ｓ７２）、セル内の特定の端末グループに属する全ての端末のＲＲＣに点対多
ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報を伝達する（Ｓ７３）。このとき、点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情
報がＲＲＣ　ＲＢ設定メッセージに挿入されて該当端末別にそれぞれ伝送される。前記点
対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報は、特定の端末グループに属する全ての端末に同一である。
【０１８４】
　従って、端末のＲＲＣは、受信された点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報に基づいて、ＭＢ
ＭＳ　ＲＢを点対点から点対多に再構成する（Ｓ７４）。
【０１８５】
　即ち、点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報が受信されると、端末グループに属する端末のＲ
ＲＣは、下位階層に点対点ＭＢＭＳ　ＲＢの解除を命令して点対点ＭＢＭＳ　ＲＢを解除
し、受信した点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報を端末の下位階層に伝達して点対多ＭＢＭＳ
　ＲＢを設定する。
【０１８６】
　下位階層の設定が完了すると、端末のＲＲＣは、点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定完了情報を
ＲＲＣ　ＲＢ設定完了メッセージに挿入してＵＴＲＡＮのＲＲＣに伝達する。ＲＲＣ　Ｒ
Ｂ設定完了メッセージを受信したＵＴＲＡＮのＲＲＣは、ＵＴＲＡＮの下位階層に点対点
ＭＢＭＳ　ＲＢの解除を命令する。このとき、点対点ＭＢＭＳ　ＲＢは、特定の端末のた
めの専用チャンネルであるので、ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、点対点ＭＢＭＳ　ＲＢの数だけ
ＭＢＭＳ　ＲＢ解除命令をＵＴＲＡＮの下位階層に伝達しなければならない。
【０１８７】
　従って、ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、論理チャンネル（ＤＴＣＨ）を含む新しい点対点ＭＢ
ＭＳ　ＲＢを通じてＭＢＭＳサービスのデータ伝送を再開する（Ｓ７５）。
【０１８８】
　図１２は、端末がＤＴＣＨ及びＭＣＣＨチャンネルを同時に受信できる場合、ＭＣＣＨ
を通じて新しい点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報の伝達を受ける方法を示す図である。この
過程では、ＵＴＲＡＮ及び端末にＭＣＣＨが既に設定されたことで仮定する。
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【０１８９】
　図１２に示すように、ＵＴＲＡＮ及び端末は、点対点ＭＢＭＳ　ＲＢを通じてデータを
伝送しており（Ｓ８０）、データ送受信に用いられる論理チャンネルはＤＴＣＨである。
【０１９０】
　ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、セルアップデート（Ｃｅｌｌ　Ｕｐｄａｔｅ）プロシージャを
通じて特定の端末のセル移動を感知し、該当セル内に特定のＭＢＭＳサービスを受信する
使用者の数を計算する。計算された使用者数が特定の閾値より高い場合、ＵＴＲＡＮのＲ
ＲＣは、点対点から点対多にＭＢＭＳ　ＲＢを再設定することを決定する（Ｓ８１）。こ
のとき、ＵＴＲＡＮは、ＭＢＭＳ　ＲＢを再設定するため、該当ＭＢＭＳサービスのデー
タ伝送を一時的に中止することができる。
【０１９１】
　ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報をＵＴＲＡＮの下位階層（Ｌ１
／Ｌ２）に伝達して、ＵＴＲＡＮに点対多ＭＢＭＳ　ＲＢを設定する（Ｓ８２）。また、
ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、ＭＣＣＨを通じて、ＭＢＭＳ制御情報、即ち、ＭＳＢ及びＭＳＩ
Ｎを伝送する（Ｓ８３、Ｓ８４）。
【０１９２】
　端末は、まず、ＭＳＢを受信してＭＳＢが更新されたか否かを把握する。ＭＳＢが更新
されたと判断されると、端末は、該当ＭＳＩＢに対するブロック更新情報の値を以前に保
存した値と比較する。比較の結果、二つの値が異なる場合、端末は該当ＭＳＩＢのスケジ
ューリング情報を獲得する。
【０１９３】
　端末は、以前に受信したＭＳＢから特定のＭＳＩＢのスケジューリング情報を獲得した
後、そのスケジューリング情報によって特定のＭＳＩＢを受信する。このとき、端末グル
ープは、自分に必要のないＭＳＩＢは受信しない。即ち、特定のＭＢＭＳサービスを受信
する端末グループは、該当ＭＢＭＳサービスのための特定のＭＳＩＢ以外のＭＳＩＢは受
信しない。
【０１９４】
　従って、端末のＲＲＣは、受信されたＭＳＢの更新情報及びＭＳＩＢのスケジューリン
グ情報を利用して、ＭＢＭＳ　ＲＢを点対点から点対多に再構成する（Ｓ８５）。
【０１９５】
　即ち、端末グループに属する端末のＲＲＣは、受信したＭＳＩＢから特定のＭＢＭＳサ
ービスのためのＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報を獲得した後、下位階層に点対点ＭＢＭＳ　ＲＢ
の解除を命令して点対点ＭＢＭＳ　ＲＢを解除し、獲得された点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定
情報を端末の下位階層に伝達して点対多ＭＢＭＳ　ＲＢを設定する。
【０１９６】
　下位階層の設定が完了すると、端末のＲＲＣは、点対点ＭＢＭＳ　ＲＢ設定完了情報を
ＲＲＣ　ＲＢ設定完了メッセージに挿入してＵＴＲＡＮのＲＲＣに伝達する。ＲＲＣ　Ｒ
Ｂ設定完了メッセージを受信したＵＴＲＡＮのＲＲＣは、ＵＴＲＡＮの下位階層に点対点
ＭＢＭＳ　ＲＢの解除を命令する。このとき、点対点ＭＢＭＳ　ＲＢは、特定の端末のた
めの専用チャンネルであるので、ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、点対点ＭＢＭＳ　ＲＢの数だけ
ＭＢＭＳ　ＲＢ解除命令をＵＴＲＡＮの下位階層に伝達しなければならない。
【０１９７】
　従って、ＵＴＲＡＮの下位階層は、伝送したＭＳＩＢのＭＢＭＳ　ＲＢ再設定情報に含
まれた活性化時間以後、使用者平面の上位からデータが受信されるか、または、一時中止
されたデータ伝送を再開して、点対多ＭＢＭＳ　ＲＢを通じて該当ＭＢＭＳデータを特定
の端末グループに伝送する（Ｓ８６）。該当端末グループに属する端末の下位階層は、Ｍ
ＢＭＳ　ＲＢ設定情報に含まれた活性化時間以後、ＭＢＭＳ　ＲＢから伝送されたＭＢＭ
Ｓデータを受信して、端末の下位階層の使用者平面の上位階層に伝達する。
【０１９８】
　（ＭＢＭＳ　ＲＢの解除）
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　図１３は、本発明に係るＭＢＭＳ　ＲＢの解除過程を示す図である。
【０１９９】
　図１３に示す過程は、点対多及び点対点ＭＢＭＳ　ＲＢの解除に共に適用することがで
きる。従来技術の無線ベアラ解除過程を利用してＭＢＭＳ　ＲＢを解除することもできる
が、従来の技術は、特定の端末グループに属する全ての端末がＵＴＲＡＮに応答メッセー
ジを伝送しなければならないという不都合な点があった。
【０２００】
　端末は、まず、ＵＴＲＡＮのＲＲＣからＭＳＢを受信してＭＳＢが更新されたか否かを
把握する（Ｓ９０）。ＭＳＢが更新されたと判断されると、端末は、該当ＭＳＩＢに対す
るブロック更新情報の値を以前に保存した値と比較する。比較の結果、二つの値が異なる
場合、端末は該当ＭＳＩＢのスケジューリング情報を獲得する。
【０２０１】
　端末は、スケジューリング情報によって特定のＭＳＩＢを受信するが（Ｓ９１）、この
とき、端末グループは、自分に必要のないＭＳＩＢは受信しない。即ち、特定のＭＢＭＳ
サービスを受信する端末グループは、該当ＭＢＭＳサービスのための特定のＭＳＩＢ以外
のＭＳＩＢは受信しない。ＭＳＩＢには、特定のＭＢＭＳサービスに対するＭＢＭＳ　Ｒ
Ｂ解除命令が含まれる。
【０２０２】
　端末グループに属する端末のＲＲＣは、受信したＭＳＩＢから特定のＭＢＭＳサービス
のためのＭＢＭＳ　ＲＢ解除情報を獲得する。端末のＲＲＣは、端末の下位階層にＭＢＭ
Ｓ　ＲＢの解除を命令し（Ｓ９２）、ＵＴＲＡＮのＲＲＣは、ＵＴＲＡＮの下位階層にＭ
ＢＭＳ　ＲＢの解除を命令する（Ｓ９３）。
【０２０３】
　前述したように、ＭＢＭＳ　ＲＢの場合、複数の端末グループに特定のＲＢを設定する
方式が要求される。従来の無線ベアラ設定によりＭＢＭＳ　ＲＢを設定する場合、端末グ
ループに属する使用者数に比例するメッセージを送受信しなければならないため、無線容
量を多く占めるという不都合な点があった。
【０２０４】
　従って、システム情報を通じたＲＢ設定と類似した方式によりＭＢＭＳ　ＲＢを設定す
ることが無線容量面では有利である。また、本発明においては、ＭＢＭＳ制御情報を従来
のシステム情報の下位に置き、ＭＢＭＳが既存のシステムに新たにアップグレードされる
とき適用しやすくした。
【０２０５】
　そして、本発明は、図面に示す実施例に基づいて説明されたが、これは例示的なものに
過ぎず、本技術分野における通常の知識を有する者であれば、多様な変形及び均等な他の
実施例が可能である。従って、本発明の真の技術的保護範囲は、添付された特許請求の範
囲の技術的思想により決定されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０２０６】
【図１】図１は、一般のＵＭＴＳシステムの網構造。
【図２】図２は、３ＧＰＰ無線アクセス網規格を基盤とした、端末とＵＴＲＡＮ間の無線
アクセスインターフェース（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）プロトコ
ルの構造を示す図。
【図３】図３は、ＭＢＭＳ無線ベアラ（ＲＢ）の種類をＵＴＲＡＮが決定する過程を示す
図。
【図４】図４は、一つのセルに対するＭＢＭＳ制御情報の階層構造を示す図。
【図５Ａ】図５Ａは、従来のＭＢＭＳ制御情報とシステム情報とが一つの論理チャンネル
（ＢＣＣＨ）を通じて伝送されることを示す図。
【図５Ｂ】図５Ｂは、本発明によりＭＢＭＳ制御情報とシステム情報とが互いに異なる論
理チャンネル（ＢＣＣＨ、ＭＣＣＨ）を通じて伝送されることを示す図。
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【図６】図６は、あるセルで特定のＭＢＭＳサービスを最初に提供しようとするとき、Ｍ
ＢＭＳ制御情報を送受信してＭＢＭＳ　ＲＢを設定する方法を示す図。
【図７】図７は、本発明に係るＭＢＭＳ　ＲＢ再設定の第１実施例として、ＭＣＣＨの設
定が特定のＭＢＭＳ　ＲＢの再設定過程で変更されない場合を示す図。
【図８】図８は、新しい端末がＭＢＭＳ　ＲＢを設定する過程を示す図。
【図９】図９は、本発明に係るＭＢＭＳ　ＲＢ再設定の第２実施例として、ＵＴＲＡＮが
該当セルでの特定の端末の存在を認知している場合、点対多から点対点にＭＢＭＳ　ＲＢ
を再設定する過程を示す図。
【図１０】図１０は、本発明に係るＭＢＭＳ　ＲＢ再設定の第２実施例として、ＵＴＲＡ
Ｎが該当セルでの特定の端末の存在を認知していない場合、点対多から点対点にＭＢＭＳ
　ＲＢを再設定する過程を示す図。
【図１１】図１１は、特定のＭＢＭＳデータを受信する端末グループに属するある端末が
ＭＢ１２Ｓデータを受信する間に他のサービスを受信する過程を示す図。
【図１２】図１２は、端末がＤＴＣＨ及びＭＣＣＨチャンネルを同時に受信できる場合、
ＭＣＣＨを通じて新しい点対多ＭＢＭＳ　ＲＢ設定情報の伝達を受ける方法を示す図。
【図１３】図１３は、本発明に係るＭＢＭＳ　ＲＢの解除過程を示す図。
【符号の説明】
【０２０７】
　ＭＢＭＳ：Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ／Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒ
ｖｉｃｅ
　ＲＢ：Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ
　ＲＲＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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