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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて１対多サービスを受信する方法であって、
　前記方法は、
　１対多制御チャネルから少なくとも１つの制御情報メッセージを受信するための属性情
報を有する１対多サービス用制御情報指示メッセージを受信することと、
　前記属性情報によって前記少なくとも１つの制御情報メッセージを受信すると決定する
ことと、
　移動端末が前記少なくとも１つの制御情報メッセージを受信すると決定した場合、前記
１対多制御チャネルを介して前記少なくとも１つの制御情報メッセージを受信することと
　を含み、
　前記制御情報指示メッセージと前記少なくとも１つの制御情報メッセージは、同一のプ
ロトコル層から生成された１対多メッセージであり、
　前記属性情報によって少なくとも１つの制御情報メッセージを受信すると決定すること
は、
　前記制御情報指示メッセージに基づいて、前記移動端末が加入している１対多サービス
のための少なくとも１つの制御情報メッセージの更新を確認することと、
　前記少なくとも１つの制御情報メッセージが更新されると、前記少なくとも１つの制御
情報メッセージを受信すると決定することと
　を含む、方法。
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【請求項２】
　前記移動端末が前記少なくとも１つの制御情報メッセージを受信しないと決定した場合
、前記移動端末は、前記少なくとも１つの制御情報メッセージを受信しない、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記制御情報メッセージを受信するために以前に受信されたトラフィックチャネルから
前記１対多制御チャネルに切り替えることをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの制御情報メッセージを受信すると決定した場合、以前に受信され
たトラフィックチャネルから前記１対多制御チャネルに切り替えることをさらに含む、請
求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記少なくとも１つの制御情報メッセージを処理することと、
　前記１対多サービスを受信するために前記１対多制御チャネルからトラフィックチャネ
ルに切り替えることと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記属性情報は、
　前記１対多サービスに関する１対多サービスＩＤを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記属性情報によって少なくとも１つの制御情報メッセージを受信すると決定するステ
ップは、
　前記１対多サービスＩＤが前記属性情報に含まれていると、前記１対多サービスＩＤを
確認することと、
　前記１対多サービスＩＤが前記移動端末が加入している１対多サービスに関連している
と、前記１対多制御チャネルからどの制御情報メッセージを受信するかを決定することと
　を含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記１対多サービスＩＤが前記移動端末が加入している１対多サービスに関連していな
いと、前記移動端末は、前記制御情報指示メッセージを受信する前に、以前に受信したト
ラフィックチャネルの受信を続ける、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記トラフィックチャネルは、
　１対多トラフィックチャネルと１対１トラフィックチャネルのいずれか１つである、請
求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記属性情報は、
　前記少なくとも１つの制御情報メッセージに関する制御情報識別子と、
　前記少なくとも１つの制御情報メッセージに関する更新情報と、
　前記１対多サービスに関するタイミング情報と
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記更新情報は、
　前記１対多サービスのための少なくとも１つの制御情報メッセージの更新情報を示す、
請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記タイミング情報は、
　前記１対多制御チャネルのどの部分が受信されるかを示す、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記タイミング情報は、



(3) JP 4335259 B2 2009.9.30

10

20

30

40

50

　前記１対多制御チャネル受信の開始時間を示す、請求項１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記移動端末は、
　前記タイミング情報によって持続時間に前記１対多制御チャネルを受信する、請求項１
０に記載の方法。
【請求項１５】
　前記移動端末は、
　前記タイミング情報によって終了時間に前記１対多制御チャネルの受信を中止する、請
求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　前記制御情報識別子が前記属性情報に含まれていると、前記制御情報識別子を確認する
ことと、
　前記制御情報識別子が前記移動端末に関連していると、前記少なくとも１つの制御情報
メッセージを受信することと
　をさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１７】
　前記更新情報が前記属性情報に含まれていると、前記更新情報を確認することと、
　前記更新情報を以前に保存された更新情報と比較することと、
　以前に保存された更新情報がないか、又は前記更新情報が以前に保存された更新情報と
異なると、前記少なくとも１つの制御情報メッセージを受信することと
　をさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１８】
　前記タイミング情報が前記属性情報に含まれていると、前記タイミング情報を確認する
ことと、
　前記タイミング情報が示す時間区間によって前記少なくとも１つの制御情報メッセージ
を受信することと
　をさらに含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１９】
　前記制御情報指示メッセージは、
　ＭＴＣＨを介して受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記制御情報指示メッセージは、
　Ｓ－ＭＣＣＨを介して受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　前記１対多制御チャネルは、
　ＭＣＣＨである、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記トラフィックチャネルは、
　ＭＴＣＨである、請求項５に記載の方法。
【請求項２３】
　無線通信システムにおいて１対多サービスを伝送する方法であって、
　前記方法は、
　１対多制御チャネルを介して少なくとも１つの制御情報メッセージを伝送するための属
性情報を有する１対多サービス用制御情報指示メッセージを移動端末に伝送することと、
　前記１対多制御チャネルを介して前記少なくとも１つの制御情報メッセージを伝送する
ことと
　を含み、
　前記制御情報指示メッセージと前記少なくとも１つの制御情報メッセージは、同一のプ
ロトコル層から生成された１対多メッセージであり、
　前記移動端末が少なくとも１つの制御情報メッセージを受信すると決定するときに、前
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記移動端末による決定は、
　前記制御情報指示メッセージに基づいて、前記移動端末が加入している１対多サービス
のための少なくとも１つの制御情報メッセージの更新を確認することと、
　前記少なくとも１つの制御情報メッセージが更新されると、前記少なくとも１つの制御
情報メッセージを受信すると決定することと
　を含む、方法。
【請求項２４】
　前記移動端末は、
　前記属性情報によって前記少なくとも１つの制御情報メッセージを受信すると決定する
、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記属性情報は、
　前記１対多サービスに関する１対多サービスＩＤを含む、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記属性情報によって前記少なくとも１つの制御情報メッセージを受信すると前記移動
端末が決定する方法は、
　前記１対多サービスＩＤが前記属性情報に含まれていると、前記１対多サービスＩＤを
確認することと、
　前記１対多サービスＩＤが前記移動端末が加入している１対多サービスに関連している
と、前記１対多制御チャネルからどの制御情報メッセージを受信するかを決定することと
　を含む、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記１対多サービスＩＤが前記移動端末が加入している１対多サービスに関連していな
いと、前記移動端末は、前記制御情報指示メッセージを受信する前に、以前に受信された
トラフィックチャネルの受信を続ける、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記トラフィックチャネルは、
　１対多トラフィックチャネルと１対１トラフィックチャネルのいずれか１つである、請
求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記属性情報は、
　前記少なくとも１つの制御情報メッセージに関する制御情報識別子と、
　前記少なくとも１つの制御情報メッセージに関する更新情報と、
　前記１対多サービスに関するタイミング情報と
　のうちの少なくとも１つを含む、請求項２３に記載の方法。
【請求項３０】
　前記更新情報は、
　前記１対多サービスのための少なくとも１つの制御情報メッセージの更新情報を示す、
請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記タイミング情報は、
　前記１対多制御チャネルのどの部分が前記移動端末により受信されるかを示す、請求項
２９に記載の方法。
【請求項３２】
　前記タイミング情報は、
　前記１対多制御チャネル伝送の開始時間を示す、請求項２９に記載の方法。
【請求項３３】
　ネットワークは、
　前記タイミング情報によって持続時間に前記１対多制御チャネルを伝送する、請求項２
９に記載の方法。



(5) JP 4335259 B2 2009.9.30

10

20

30

40

50

【請求項３４】
　ネットワークは、
　前記タイミング情報によって終了時間に前記１対多制御チャネルの伝送を中止する、請
求項２９に記載の方法。
【請求項３５】
　前記属性情報によって前記少なくとも１つの制御情報メッセージを受信すると前記移動
端末が決定する方法は、
　前記制御情報識別子が前記属性情報に含まれていると、前記制御情報識別子を確認する
ことと、
　前記制御情報識別子が前記移動端末に関連していると、前記少なくとも１つの制御情報
メッセージを受信することと
　を含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３６】
　前記属性情報によって前記少なくとも１つの制御情報メッセージを受信すると前記移動
端末が決定する方法は、
　前記更新情報が前記属性情報に含まれていると、前記更新情報を確認することと、
　前記更新情報を以前に保存された更新情報と比較することと、
　以前に保存された更新情報がないか、又は前記更新情報が以前に保存された更新情報と
異なると、前記少なくとも１つの制御情報メッセージを受信することと
　を含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３７】
　前記属性情報によって前記少なくとも１つの制御情報メッセージを受信すると前記移動
端末が決定する方法は、
　前記タイミング情報が前記属性情報に含まれていると、前記タイミング情報を確認する
ことと、
　前記タイミング情報が示す時間区間によって前記少なくとも１つの制御情報メッセージ
を受信することと
　を含む、請求項２９に記載の方法。
【請求項３８】
　前記制御情報指示メッセージは、
　ＭＴＣＨを介して伝送される、請求項２３に記載の方法。
【請求項３９】
　前記制御情報指示メッセージは、
　Ｓ－ＭＣＣＨを介して伝送される、請求項２３に記載の方法。
【請求項４０】
　前記１対多制御チャネルは、
　ＭＣＣＨである、請求項２３に記載の方法。
【請求項４１】
　前記トラフィックチャネルは、
　ＭＴＣＨである、請求項２７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムにおける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）に関し、特に、ＭＢＭＳサービスのための制御情報の送受信方法
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
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ｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）から進化した第３世代移動通信シス
テムであり、ＧＳＭコアネットワークとＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）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、従来のＵＭＴＳネットワークの構造１を示す。
【０００４】
　図１に示すように、移動端末２又はユーザ装置（ＵＥ）２は、ＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ　
ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ）６を通じてコア
ネットワーク４と接続されていて、前記ＵＴＲＡＮ６は、前記ＵＥ２とコアネットワーク
４の間の通信のための無線接続ベアラを構成、維持及び管理し、エンドツーエンドのサー
ビス品質（ＱｏＳ）の要求事項を充足させる。
【０００５】
　前記ＵＴＲＡＮ６は、複数の無線ネットワークサブシステム（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ　Ｓｕｂ－ｓｙｓｔｅｍｓ：ＲＮＳ）８から構成され、各ＲＮＳは、複数の基地局１
２やＮｏｄｅ　Ｂ１２のための１つの無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ　：　Ｒａｄｉ
ｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）１０から構成される。前記基地局１２に接
続されたＲＮＣ１０は、１つのセル内で動作する各ＵＥ１０に提供される共通資源の割当
及び管理を担当する制御ＲＮＣを意味する。１つのＮｏｄｅ　Ｂには、１つ以上のセルが
存在する。前記制御ＲＮＣ１０は、トラフィック負荷、セルの輻輳、及び新しい無線リン
クの承認を制御する。各Ｎｏｄｅ　Ｂ１２は、ＵＥ１０からアップリンク信号を受信して
前記ＵＥ２にダウンリンク信号を伝送する。各Ｎｏｄｅ　Ｂ１２は、ＵＥ２と前記ＵＴＲ
ＡＮ６とを接続する接続ポイントの役割を果たし、ＲＮＣ１０は、該当Ｎｏｄｅ　Ｂと前
記コアネットワーク４とを接続するための接続ポイントの役割を果たす。
【０００６】
　前記ＵＴＲＡＮ６の無線ネットワークサブシステム８の中で、前記サービング（ｓｅｒ
ｖｉｎｇ）ＲＮＣ１０は、特定ＵＥ２へのサービス提供のための専用無線資源を管理する
ＲＮＣであり、前記コアネットワーク４と特定ＵＥの間のデータの伝送のための接続ポイ
ントの役割を果たす。前記ＵＥ２に接続された他のＲＮＣ１０は、全てドリフト（ｄｒｉ
ｆｔ）ＲＮＣであるため、前記ＵＴＲＡＮ６を通じて前記ＵＥとコアネットワーク４とを
接続するサービングＲＮＣ１０は、１つのみが存在する。前記各ドリフトＲＮＣ１０は、
容易にユーザデータをルーティングし得るようにして共通資源としてコードを割り当てる
。
【０００７】
　前記ＵＥ２とＵＴＲＡＮ６の間のインタフェースは、３ＧＰＰの標準に記述された物理
層Ｌ１、データリンク層Ｌ２及びネットワーク層Ｌ３を記述している無線接続網の基準に
よって設定された無線インタフェースプロトコルにより実現される。前記各プロトコル層
は、通信システムにおけるよく知られているＯＳＩ（Ｏｐｅｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅ
ｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）参照モデルの下位３つ３層に基づく。
【０００８】
　図２は、従来の無線インタフェースプロトコルの構造を示している。図に示すように、
前記無線インタフェースプロトコルは、水平的に物理層、データリンク層、及びネットワ
ーク層に分けることができ、垂直的には、音声信号及びインターネットプロトコルパケッ
ト伝送のようなデータトラフィックを伝送するためのユーザプレーンとインタフェースの
維持及び管理のための制御情報を伝送するための制御プレーンに分けることができる。
【０００９】
　前記物理層（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｌａｙｅｒ：ＰＨＹ）は、上位の層に情報伝送サービ
スを提供し、伝送チャネルで媒体アクセス制御（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ：ＭＡＣ）層と接続されている。前記ＭＡＣ層とＰＨＹ層は、伝送チャネルでお互
いにデータをやり取りする。また、データの伝送は、異なる物理層間、すなわち、送信側
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（送信機）と受信側（受信機）の物理層間の物理チャネルで行われる。
【００１０】
　前記第２層Ｌ２のＭＡＣ層は、上位層に情報伝送サービスを提供して論理チャネルでＲ
ＬＣ層と接続される。前記第２層Ｌ２のＲＬＣ層は、信頼性あるデータの伝送をサポート
し、上位層から受信されたＲＬＣサービスデータユニット（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ　
Ｕｎｉｔ：ＳＤＵ）の分割及び接続を行うことができる。
【００１１】
　前記第３層Ｌ３の最も下部に位置する無線資源制御（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
Ｃｏｎｔｒｏｌ：ＲＲＣ）層は、制御プレーンでのみ定義され、各無線ベアラなどの設定
、再設定及び解除に対する伝送チャネル及び物理チャネルを制御する。無線ベアラ（Ｒａ
ｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ；ＲＢ）サービスは、ＵＥ２とＵＴＲＡＮ６の間のデータの伝送の
ためにＲＬＣ層又はＭＡＣ層のような下位層により提供されるサービスである。
【００１２】
　無線ベアラを設定するということは、特定のサービスを提供するために必要なプロトコ
ル層及びチャネルの特性を規定して前記サービスのパラメータ及び動作方法を設定するこ
とを意味する。特定ＵＥ２のＲＲＣ層とＵＴＲＡＮ６のＲＲＣ層の間の接続が設定されて
伝送可能になると、前記ＵＥ２は、ＲＲＣ－接続状態にあるという。前記接続が設定され
ていないＵＥ２は、アイドル状態にあるという。
【００１３】
　以下、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又はＭＢ
ＭＳサービス）について記述する。
【００１４】
　ＭＢＭＳとは、１対多及び１対１無線ベアラの少なくとも１つを活用するダウンリンク
専用のＭＢＭＳ無線ベアラを利用して複数のＵＥ１０にストリーミング又はバックグラウ
ンドサービスを提供するための方法を意味する。１つのＭＢＭＳサービスは、１つ以上の
セッションを含んでＭＢＭＳデータは、セッション中に前記ＭＢＭＳ無線ベアラで複数の
端末に伝送される。
【００１５】
　前記名称が意味するように、ＭＢＭＳは、ブロードキャストモードやマルチキャストモ
ードで実行することができる。前記ブロードキャストモードは、ブロードキャストエリア
（ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ａｒｅａ）、例えば、ブロードキャストサービスを利用し得るド
メイン内にある全てのＵＥ２にマルチメディアデータを伝送するためのモードである。前
記マルチキャストモードは、マルチキャストエリア（ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ａｒｅａ）、
例えば、マルチキャストサービスを利用し得るドメイン内にある特定のＵＥ２グループに
マルチメディアデータを伝送するためのモードである。
【００１６】
　前記ＵＴＲＡＮ６は、前記ＲＢでＵＥ２にＭＢＭＳサービスを提供する。前記ＵＴＲＡ
Ｎ６により使用された各ＲＢは、１対１ＲＢと１対多ＲＢに区分される。前記１対１ＲＢ
は、双方向ＲＢであり、論理チャネルＤＴＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｔｒａｆｆｉｃ　
Ｃｈａｎｎｅｌ）、伝送チャネルＤＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）及び物
理チャネルＤＰＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）又はＳ
ＣＣＰＣＨ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　
Ｃｈａｎｎｅｌ）を含む。
【００１７】
　前記１対多ＲＢは、単方向ダウンリンクＲＢであり、論理チャネルＭＴＣＨ（ＭＢＭＳ
　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、伝送チャネルＦＡＣＨ（Ｆｏｒｗａｒｄ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｃｈａｎｎｅｌ）及び前記物理チャネルＳＣＣＰＣＨを含む。前記論理チャネル
ＭＴＣＨは、１つのセルに提供されている各ＭＢＭＳサービスのために構成され、特定の
ＭＢＭＳサービスのユーザプレーンデータを前記ＵＥ２に伝送するのに利用される。
【００１８】
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　前記ＭＢＭＳサービスを提供するＵＴＲＡＮ６は、ＭＣＣＨ（ＭＢＭＳ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）で複数の端末（ＵＥｓ）２にＭＢＭＳ関連制御情報を伝送する。こ
こで、前記論理チャネルＭＣＣＨは、１対多ダウンリンクチャネルで、前記ＳＣＣＰＣＨ
にマッピングされるＦＡＣＨにマッピングされる。前記ＭＢＭＳ関連制御情報は、ＭＢＭ
Ｓサービスの開始を知らせるセッション開始（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｓｔａｒｔ）、ＭＢＭＳ
サービスの終了を知らせるセッション終了（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｓｔｏｐ）、ＭＢＭＳサー
ビスが１対１で提供されるか、又は１対多で提供されるかを示すＲＢタイプインジケータ
（Ｔｙｐｅ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、前記ＲＢ　Ｔｙｐｅが１対多である場合、ＭＴＣＨ
などの１対多無線ベアラ情報を知らせるＲＢ情報、前記ＭＢＭＳサービスを受信しようと
する端末の数を測定するための集計（Ｃｏｕｎｔｉｎｇ）情報及び前記ＭＢＭＳサービス
を提供している途中に該ＭＢＭＳサービスを受信しようとする端末の数を再び測定するた
めの再集計（Ｒｅ－ｃｏｕｎｔｉｎｇ）情報などを含む。
【００１９】
　前記各ＭＢＭＳ関連制御情報は、独立したメッセージに含んで伝送することもできて、
１つのＭＢＭＳ制御メッセージの中に全て含むこともできる。このようにＭＢＭＳに関す
る多様な制御情報を伝送するために論理チャネルのＭＣＣＨが使用され、該ＭＣＣＨのチ
ャネルマッピングは、前記ＭＴＣＨのチャネルマッピングと類似している。すなわち、前
記ＭＣＣＨは、１対多ダウンリンクチャネル（Ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－ｍｕｌｔｉｐｏｉｎｔ
　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｈａｎｎｅｌ）であり、伝送チャネルＦＡＣＨにマッピングされ
、該ＦＡＣＨは、物理チャネルのＳＣＣＰＣＨにマッピングされる。なお、前記ＭＴＣＨ
は、１サービス当たり１つ存在するのに対して前記ＭＣＣＨは、１セル当たり１つのみ存
在する。
【００２０】
　ＭＢＭＳサービスを受信しようとする端末２は、まず、ＭＣＣＨでＭＢＭＳ制御情報を
取得しなければならない。しかし、端末２は、ＭＢＭＳ用としては１つのＳＣＣＰＣＨの
みが受信可能で、また、前記ＭＣＣＨは、ＭＴＣＨとは別個のＳＣＣＰＣＨで伝送される
ため、端末が既に１つ以上のＭＢＭＳサービスを受信している場合は前記ＭＣＣＨを受信
することができない。
【００２１】
　ＭＢＭＳ制御情報受信指示メッセージ（ＭＣＣＨ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　Ｍｅｓｓａ
ｇｅ）は、１つ以上のＭＢＭＳサービスを受信している端末、すなわちＭＴＣＨを受信し
ている各端末に情報を指示するために使用される。
【００２２】
　前記ＭＣＣＨ指示メッセージは、ＳＣＣＰＣＨで伝送される。また、前記ＭＴＣＨは、
ＳＣＣＰＣＨで伝送される。前記ＭＢＭＳデータを受信するために、前記端末２は、１つ
のＳＣＣＰＣＨを受信する。前記ＵＴＲＡＮ６は、ＭＣＣＨで伝送された制御情報を端末
が受信し得るように前記ＳＣＣＰＣＨで前記ＭＣＣＨ指示メッセージを伝送する。この場
合、前記ＭＣＣＨ指示メッセージは、端末が受信しているＭＴＣＨで伝送されるか、又は
前記ＭＴＣＨと同一のＳＣＣＰＣＨにマッピングされている補助チャネル、すなわち、Ｓ
－ＭＣＣＨ（Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ＭＣＣＨ）で伝送される。ここで、前記Ｓ－ＭＣＣＨ
は、ＭＴＣＨと同様にＳＣＣＰＣＨにマッピングされるチャネルである。前記Ｓ－ＭＣＣ
Ｈは、ＤＣＣＨ（Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）のような専用
チャネルであったり、ＣＣＣＨ（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）のよ
うな共用チャネルであったり、又は新しい専用又は共用チャネルである。どのチャネルが
使用されたとしても前記ＭＣＣＨ指示メッセージは、ＭＴＣＨがマッピングされた同一の
ＳＣＣＰＣＨで伝送される。
【００２３】
　前記ＭＣＣＨ指示メッセージは、１ｂｉｔの指示メッセージであり、前記ＭＣＣＨで所
定の制御情報が伝送される時、前記端末２によりＭＣＣＨで前記制御情報を受信するよう
に指示する目的で使用される。すなわち、ＭＴＣＨを受信する途中にＭＣＣＨ指示メッセ
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ージを受信すると、前記端末２は、ＭＴＣＨが伝送されるＳＣＣＰＣＨからＭＣＣＨが伝
送されるＳＣＣＰＣＨにチャネルを切り替え、前記ＭＣＣＨで伝送されるＭＢＭＳ制御情
報を受信する。前記ＭＣＣＨで所望のＭＢＭＳ制御情報を受信すると、前記端末２は、再
びＭＴＣＨがマッピングされたＳＣＣＰＣＨに切り替えてＭＴＣＨを受信する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　しかし、従来のＭＣＣＨ指示メッセージは、１ｂｉｔの指示メッセージであるために、
前記端末２にＭＣＣＨを受信しろという指示のみを行う。このような方式は、指示メッセ
ージの伝送量を最小化する面では利点があるが、次のような問題点がある。
【００２５】
　まず、前記端末２は、ＭＣＣＨ指示メッセージがどのサービスの受信を指示しているか
分からないために、自身が所望しないサービスの制御情報が伝送される場合にも不要にＭ
ＣＣＨ指示メッセージを受信する。
【００２６】
　また、前記端末２は、ＭＣＣＨ指示メッセージがどの制御情報の受信を指示しているか
分からない。従って、様々な種類の制御情報が続けて伝送される場合、前記端末２は、ど
の制御情報を受信すべきか分からず、特に、いつ再びＭＴＣＨを受信すべきか分からなく
なる。かつ、同一の制御情報が数回繰り返して伝送される場合、前記端末２は、不要に既
に受信した制御メッセージを再び受信する。
【００２７】
　従って、従来の方法で、前記端末２は、不要にＭＣＣＨを受信する場合が多く発生する
が、ここでさらに大きな問題は、ＭＣＣＨを受信している間は端末がＭＴＣＨを受信しな
いために、ＭＢＭＳデータを損失するという点である。前記ＭＢＭＳデータの損失は、端
末がＭＣＣＨを読み込む回数が多くなるほどさらに大きくなるために、端末がＭＣＣＨを
読み込む回数を最小化させる方法が切実に要求される。
【００２８】
　従って、本発明は、ＭＢＭＳのための制御情報の送受信方法を提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　本発明の付加的な特性及び利点は、以下の説明に記載され、部分的には、以下の説明に
よって明らかになるか、又は本発明の実行を通じて熟知されるであろう。本発明の目的及
び他の利点は、特に、以下に記載された説明及び図面だけではなく、請求項で指摘した構
造により実現されるであろう。
【００３０】
　前記の目的を達成するために、本発明の一実施形態による無線通信システムにおける１
対多サービスの受信方法は、１対多制御チャネルから少なくとも１つの制御情報メッセー
ジを受信するための属性情報を有する１対多サービス用制御情報指示メッセージを受信す
る段階と、前記属性情報によって少なくとも１つの制御情報メッセージを受信すると決定
する段階と、移動端末が少なくとも１つの制御情報メッセージを受信すると決定した場合
、前記１対多制御チャネルで少なくとも１つの制御情報メッセージを受信する段階と、を
含み、前記制御情報指示メッセージと少なくとも１つの制御情報メッセージは、同一のプ
ロトコル層から生成された１対多メッセージであることを特徴とする。もし、前記移動端
末が少なくとも１つの制御情報メッセージを受信しないと決定すると、前記移動端末は、
少なくとも１つの制御情報メッセージを受信しないことを特徴とする。
【００３１】
　本発明の一態様において、前記属性情報によって少なくとも１つの制御情報メッセージ
を受信すると決定する段階は、前記制御情報指示メッセージに基づき、移動端末が加入し
ている１対多サービスのための少なくとも１つの制御情報メッセージの更新を確認する段
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階と、前記少なくとも１つの制御情報メッセージが更新されると少なくとも１つの制御情
報メッセージを受信すると決定する段階と、から構成されることを特徴とする。
【００３２】
　前記方法は、前記制御情報メッセージを受信するために以前に受信されたトラフィック
チャネルから１対多制御チャネルに切り替える段階を含むことを特徴とする。好ましくは
、前記方法は、前記少なくとも１つの制御情報メッセージを受信すると決定した場合、以
前に受信されたトラフィックチャネルから１対多制御チャネルに切り替える段階を含むこ
とを特徴とする。また、前記方法は、前記少なくとも１つの制御情報メッセージを処理す
る段階と、１対多サービスを受信するために１対多制御チャネルからトラフィックチャネ
ルに切り替える段階と、を含むことを特徴とする。
【００３３】
　本発明の他の態様において、前記属性情報は、１対多サービスに関する１対多サービス
ＩＤから構成されることを特徴とする。かつ、前記属性情報によって少なくとも１つの制
御情報メッセージを受信すると決定する段階は、１対多サービスＩＤが属性情報に含まれ
ていると１対多サービスＩＤを確認する段階と、前記１対多サービスＩＤが移動端末が加
入している１対多サービスに関連していると、１対多制御チャネルでどの制御情報メッセ
ージを受信するかを決定する段階と、を含むことを特徴とする。
【００３４】
　もし、前記１対多サービスＩＤが移動端末が加入している１対多サービスに関連してい
ないと、端末は、前記制御情報指示メッセージを受信する前に、以前に受信したトラフィ
ックチャネルの受信を続ける。前記トラフィックチャネルは、１対多トラフィックチャネ
ルと１対１トラフィックチャネルのいずれか１つであることを特徴とする。
【００３５】
　好ましくは、前記属性情報は、前記少なくとも１つの制御情報メッセージに関する制御
情報識別子と、前記少なくとも１つの制御情報メッセージに関する更新情報と、前記１対
多サービスに関するタイミング情報の少なくとも１つから構成されることを特徴とする。
前記更新情報は、前記１対多サービスのための少なくとも１つの制御情報メッセージの更
新情報を示すことを特徴とする。
【００３６】
　前記タイミング情報は、前記１対多制御チャネルのどの部分が受信されるかを示すこと
を特徴とする。好ましくは、前記タイミング情報は、１対多制御チャネル受信の開始時間
を示すことを特徴とする。また、前記移動端末は、前記タイミング情報によって持続時間
に１対多制御チャネルを受信することを特徴とする。それに対して、前記移動端末は、前
記タイミング情報によって終了時間に前記１対多制御チャネルの受信を中止することを特
徴とする。
【００３７】
　本発明のさらに他の態様において、前記方法は、制御情報識別子が前記属性情報に含ま
れていると、前記制御情報識別子を確認する段階と、前記制御情報識別子が移動端末に関
連していると、少なくとも１つの制御情報メッセージを受信する段階と、を含むことを特
徴とする。
【００３８】
　本発明の一態様において、前記方法は、更新情報が前記属性情報に含まれていると、前
記更新情報を確認する段階と、前記更新情報を以前に保存された更新情報と比較する段階
と、以前に保存された更新情報がないか、又は前記更新情報が以前に保存された更新情報
と異なると、少なくとも１つの制御情報メッセージを受信する段階と、を含むことを特徴
とする。
【００３９】
　本発明の他の態様において、前記方法は、タイミング情報が前記属性情報に含まれてい
ると、前記タイミング情報を確認する段階と、前記タイミング情報が示す時間区間によっ
て少なくとも１つの制御情報メッセージを受信する段階と、を含むことを特徴とする。
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【００４０】
　好ましくは、前記制御情報指示メッセージはＭＴＣＨで受信され、前記制御情報指示メ
ッセージはＳ－ＭＣＣＨで受信され、前記１対多制御チャネルはＭＣＣＨであり、前記ト
ラフィックチャネルはＭＴＣＨであることを特徴とする。
【００４１】
　本発明の他の実施形態による無線通信システムにおける１対多サービス伝送方法は、１
対多制御チャネルで少なくとも１つの制御情報メッセージを伝送するための属性情報を有
する、１対多サービス用制御情報指示メッセージを移動端末に伝送する段階と、前記１対
多制御チャネルで少なくとも１つの制御情報メッセージを伝送する段階と、を含み、前記
制御情報指示メッセージと前記少なくとも１つの制御情報メッセージは、同一のプロトコ
ル層から生成された１対多メッセージであることを特徴とする。
【００４２】
　本発明の一態様において、前記移動端末は、少なくとも１つの制御情報メッセージを受
信すると決定する段階は、前記制御情報指示メッセージに基づき、移動端末が加入してい
る１対多サービスのための少なくとも１つの制御情報メッセージの更新を確認する段階と
、前記少なくとも１つの制御情報メッセージが更新されると少なくとも１つの制御情報メ
ッセージを受信すると決定する段階と、を含むことを特徴とする。
【００４３】
　本発明の他の態様において、前記移動端末は、前記属性情報によって少なくとも１つの
制御情報メッセージを受信すると決定し、前記属性情報は、前記１対多サービスに関する
１対多サービスＩＤから構成されることを特徴とする。
【００４４】
　属性情報によって少なくとも１つの制御情報メッセージを受信すると決定する段階は、
１対多サービスＩＤが属性情報に含まれていると、前記１対多サービスＩＤを確認する段
階と、前記１対多サービスＩＤが移動端末が加入している１対多サービスに関連している
と、１対多制御チャネルからどの制御情報メッセージを受信するかを決定する段階と、を
含むことを特徴とする。
【００４５】
　もし、前記１対多サービスＩＤが移動端末が加入している１対多サービスに関連してい
ないと、前記移動端末は、前記制御情報指示メッセージを受信する前に、以前に受信され
たトラフィックチャネルの受信を続けることを特徴とする。好ましくは、前記トラフィッ
クチャネルは、１対多トラフィックチャネルと１対１トラフィックチャネルのいずれか１
つであることを特徴とする。
【００４６】
　本発明の一態様において、前記属性情報は、前記少なくとも１つの制御情報メッセージ
に関する制御情報識別子と、前記少なくとも１つの制御情報メッセージに関する更新情報
と、前記１対多サービスに関するタイミング情報の少なくとも１つと、から構成されるこ
とを特徴とする。前記更新情報は、前記１対多サービスのための少なくとも１つの制御情
報メッセージの更新情報を示すことを特徴とする。
【００４７】
　前記タイミング情報は、前記１対多制御チャネルのどの部分が端末により受信されるか
を示すことを特徴とする。また、前記タイミング情報は、前記１対多制御チャネル伝送の
開始時間を示すことを特徴とする。好ましくは、前記ネットワークは、タイミング情報に
よって持続時間に１対多制御チャネルを伝送することを特徴とする。それに対して、前記
ネットワークは、前記タイミング情報によって終了時間に１対多制御チャネルの伝送を中
止することを特徴とする。
【００４８】
　本発明の一態様において、前記属性情報によって少なくとも１つの制御情報メッセージ
を受信すると決定する段階は、制御情報識別子が属性情報に含まれていると、前記制御情
報識別子を確認する段階と、前記制御情報識別子が移動端末に関連していると、少なくと
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も１つの制御情報メッセージを受信する段階と、を含むことを特徴とする。
【００４９】
　本発明の他の態様において、前記属性情報によって少なくとも１つの制御情報メッセー
ジを受信すると決定する段階は、更新情報が前記属性情報に含まれていると、前記更新情
報を確認する段階と、前記更新情報を以前に保存された更新情報と比較する段階と、以前
に保存された更新情報がないか、又は前記更新情報が以前に保存された更新情報と異なる
と、少なくとも１つの制御情報メッセージを受信する段階と、を含むことを特徴とする。
【００５０】
　本発明のさらに他の態様において、前記属性情報によって少なくとも１つの制御情報メ
ッセージを受信すると決定する段階は、タイミング情報が前記属性情報に含まれていると
、前記タイミング情報を確認する段階と、前記タイミング情報が示す時間区間によって前
記少なくとも１つの制御情報メッセージを受信する段階と、を含むことを特徴とする。
【００５１】
　好ましくは、前記制御情報指示メッセージはＭＴＣＨで受信され、前記制御情報指示メ
ッセージはＳ－ＭＣＣＨで受信され、前記１対多制御チャネルはＭＣＣＨであり、前記ト
ラフィックチャネルはＭＴＣＨであることを特徴とする。
【００５２】
　下記の本発明の一般的な記載と詳細な記載は例示的であり、請求項に指摘されたように
、本発明のより明らかな説明のために提供されたものであることを認知しなければならな
い。
【発明の効果】
【００５３】
　本発明によるＭＢＭＳサービスの制御情報の送受信方法は、多くの長所を有している。
例えば、端末が１つ以上のＭＢＭＳサービスを受信する途中にＭＢＭＳ制御情報受信指示
メッセージ（ＭＣＣＨ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　ｍｅｓｓａｇｅ）を受信すると、前記Ｍ
ＢＭＳ制御情報受信指示メッセージに含まれているサービスＩＤ、ＲＲＣメッセージＩＤ
及び更新情報を確認してＭＣＣＨを受信するか否かを決定する。従って、端末は、ＭＣＣ
Ｈで受信される制御情報が既に受信されたか、又は受信される制御情報が端末に関連して
いないサービスに該当する時に不要にＭＣＣＨを受信することを防止する。従って、前記
ＭＣＣＨの不要な受信によるＭＢＭＳデータの損失を減らす。
【００５４】
　また、本発明は、前記ＭＢＭＳ制御情報受信指示メッセージにタイミング情報を含めて
伝送することで、端末が不要に長時間ＭＣＣＨを受信することを防止してＭＢＭＳデータ
の損失をさらに減らすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５５】
　本発明は、端末がＭＢＭＳデータの受信中にＭＢＭＳ制御情報を受信するためのＭＣＣ
Ｈを不要に読み込むことで発生するデータの損失を最小化するための方法に関する。この
目的のために、本発明は、ＭＢＭＳ制御情報受信指示メッセージ（ＭＣＣＨ　Ｉｎｄｉｃ
ａｔｉｏｎ　Ｍｅｓｓａｇｅ）の構成方法及びこれを利用したＭＢＭＳ制御情報の受信方
法を提供する。
【００５６】
　本発明は、３ＧＰＰ標準により開発されたＵＭＴＳのような移動通信システムで実現さ
れるが、他の標準に準拠した通信システムにも適用することができる。
【００５７】
　本発明の好ましい実施形態において、ＭＣＣＨ指示メッセージ（ＭＣＣＨ　Ｉｎｄｉｃ
ａｔｉｏｎ　Ｍｅｓｓａｇｅ）は、どのサービスに対する制御情報が伝送されるかを示す
サービスＩＤ、どの種類の制御情報が伝送されるかを示すＲＲＣメッセージＩＤを含む。
前記ＭＣＣＨ指示メッセージは、現在伝送されているＭＣＣＨ指示メッセージ又はＭＣＣ
Ｈで伝送される制御情報（ＲＲＣ　ｍｅｓｓａｇｅ）が新しい情報であるか更新された情
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報であるか、又は以前に伝送された情報であるかを示す更新情報をさらに含み、また、Ｍ
ＣＣＨ受信のための時間区間を示すタイミング情報をさらに含む。
【００５８】
　前記ＭＣＣＨ指示メッセージは、端末が受信しているＭＴＣＨで伝送することができて
、前記ＭＴＣＨを伝送するＳＣＣＰＣＨにマッピングされたＳ－ＭＣＣＨ（Ｓｅｃｏｎｄ
ａｒｙ　ＭＣＣＨ）で伝送することもできる。また、前記ＭＣＣＨ指示メッセージは、サ
ービスＩＤ、ＲＲＣメッセージＩＤ、更新情報及びタイミング情報の少なくとも１つを含
むことができる。
【００５９】
　前記ＲＲＣメッセージＩＤには、ＭＢＭＳサービスの開始を知らせるセッション開始情
報、ＭＢＭＳサービスの終了を知らせるセッション中断情報、前記ＭＢＭＳサービスが提
供されるＲＢのタイプが何かを示すＲＢタイプインジケータ、前記ＲＢタイプが１対多の
場合にＭＴＣＨのような１対多ＲＢ情報を提供するためのＲＢ情報、前記ＭＢＭＳサービ
スを受信しようとする端末の数を測定するための集計情報及び前記ＭＢＭＳサービスの提
供中に前記ＭＢＭＳサービスを受信しようとする端末の数を再集計するための再集計（Ｒ
ｅ－ｃｏｕｎｔｉｎｇ）情報が含まれる。
【００６０】
　前記更新情報は、ＭＣＣＨ指示メッセージ又はＲＲＣメッセージに関する一種の値タグ
（Ｖａｌｕｅ　Ｔａｇ）として該当メッセージの新規性を知らせる。前記更新情報は、Ｍ
ＣＣＨ指示メッセージに関する更新情報及びＲＲＣメッセージに関する更新情報に区分さ
れるが、注目すべき点は、前記更新情報のタイプによって端末の動作方法が若干異なると
いうことである。
【００６１】
　もし、更新情報がＭＣＣＨ指示メッセージに関する更新情報であると、端末は、ＭＣＣ
Ｈ指示メッセージを受信する度に該当ＭＣＣＨ指示メッセージの更新情報を保存する。Ｍ
ＣＣＨ指示メッセージが受信されると、端末は、該当ＭＣＣＨ指示メッセージに含まれて
いる更新情報と以前に保存された更新情報とを比較する。比較の結果、以前に保存した更
新情報がないか、又は前記２つの更新情報が異なると、端末は、現在受信した更新情報を
新しい情報であると判断する。もし、前記２つの更新情報が同一であると、端末は、現在
受信した更新情報が以前に受信した更新情報と同一であると判断する。
【００６２】
　もし、前記更新情報がＲＲＣメッセージに関する更新情報であると、前記ＭＣＣＨ指示
メッセージは、ＲＲＣメッセージＩＤと更新情報を含む。前記ＭＣＣＨ指示メッセージが
受信されると、端末は、各ＲＲＣメッセージ毎に該当更新情報を保存する。新しいＭＣＣ
Ｈ指示メッセージが受信されると、端末は、ＲＲＣメッセージＩＤに関連して受信した更
新情報と以前に保存した更新情報とを比較する。比較の結果、以前に保存された更新情報
がないか、又は２つの更新情報が異なると、端末は、現在の更新情報が新しい情報である
と判断し、同一なら以前に受信した更新情報と同一であると判断する。
【００６３】
　前記タイミング情報は、端末がＭＣＣＨを受信すべきである時間区間に関する情報を知
らせる。該時間区間情報には、ＭＣＣＨ受信開始時間、受信終了時間及び受信区間時間の
少なくとも１つが含まれる。前記時間区間情報は、一般的な時間情報であったり、フレー
ム情報又はスロット情報である。
【００６４】
　もし、前記ＭＣＣＨ指示メッセージにサービスＩＤが含まれていると、端末は、サービ
スＩＤを確認する。もし、前記サービスＩＤが移動端末に関連していない場合、端末は、
前記受信したＭＣＣＨ指示メッセージを無視してＭＴＣＨの受信を続ける。しかし、前記
サービスＩＤが自身が受信しているか、又は受信しようとするＭＢＭＳサービスのサービ
スＩＤであると、端末は、ＭＴＣＨからＭＣＣＨに受信チャネルを切り替えてＭＣＣＨで
伝送される制御情報を受信する。
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【００６５】
　もし、前記ＭＣＣＨ指示メッセージにＲＲＣメッセージＩＤが含まれている場合、端末
は、ＲＲＣメッセージＩＤを確認してＭＴＣＨからＭＣＣＨに受信チャネルを切り替える
ことで、前記ＭＣＣＨで伝送される制御情報のうちＲＲＣメッセージＩＤが示す制御情報
を受信する。
【００６６】
　もし、前記ＭＣＣＨ指示メッセージに更新情報が含まれている場合、端末は、受信した
更新情報と予め保存された更新情報とを比較し、受信したＭＣＣＨ指示メッセージが新し
いメッセージであるか否かを確認する。もし、受信した更新情報が予め保存された更新情
報と同一であると、端末は、受信したＭＣＣＨ指示メッセージが以前に受信したＭＣＣＨ
指示メッセージと同一であると判断し、前記受信したＭＣＣＨ指示メッセージを無視して
ＭＴＣＨの受信を続ける。しかし、以前に保存された更新情報がないか、又は前記受信し
た更新情報が以前に保存された更新情報と異なると、端末は、受信した更新情報を保存し
、ＭＴＣＨからＭＣＣＨに受信チャネルを切り替えてＭＣＣＨで伝送される各制御情報を
受信する。
【００６７】
　また、前記ＭＣＣＨ指示メッセージにタイミング情報が含まれている場合、端末は、前
記受信したタイミング情報が示す時間区間にＭＴＣＨからＭＣＣＨに受信チャネルを切り
替えてＭＣＣＨを受信する。もし、前記タイミング情報に受信開始時間が含まれている場
合、端末は、指示された開始時間からＭＣＣＨ受信を始める。もし、前記タイミング情報
に受信終了時間が含まれている場合、端末は、指示された終了時間時間までＭＣＣＨを受
信し、受信区間時間が含まれている場合には、該当時間区間にＭＣＣＨを受信する。
【００６８】
　好ましくは、前記ＭＣＣＨ指示メッセージは、サービスＩＤ、ＲＲＣメッセージＩＤ、
更新情報及びタイミング情報の少なくとも１つを含む。前記各情報の少なくとも１つが前
記ＭＣＣＨ指示メッセージに含まれている場合、端末は、前述した各情報の個別動作を行
って制御情報を受信する。
【００６９】
　例えば、前記ＭＣＣＨ指示メッセージにサービスＩＤとＲＲＣメッセージＩＤが含まれ
ている場合、端末は、サービスＩＤを確認する。確認の結果、もし、受信したサービスＵ
Ｄが自身に関連していないサービスＩＤであると、前記端末は、受信したＭＣＣＨ指示メ
ッセージを無視してＭＴＣＨの受信を続ける。それに対して、受信したサービスＩＤが自
身が受信しているか、又は受信しようとするＭＢＭＳサービスのサービスＩＤであると、
端末は、ＭＴＣＨからＭＣＣＨにチャネルを切り替えてＭＣＣＨで伝送される各制御情報
を受信する。前記ＭＣＣＨで伝送される制御情報のうちＲＲＣメッセージＩＤが示す制御
情報を受信した後、端末は、該当制御情報によって動作を行う。
【００７０】
　もし、前記ＭＣＣＨ指示メッセージにサービスＩＤと更新情報が含まれていると、端末
は、サービスＩＤを確認する。もし、前記受信されたサービスＩＤが自身に関連していな
いサービスＩＤである場合、端末は、受信したＭＣＣＨ指示メッセージを無視してＭＴＣ
Ｈの受信を続ける。それに対して、前記受信したサービスＩＤが自身が受信しているか、
又は受信しようとするＭＢＭＳサービスのサービスＩＤである場合、端末は、更新情報を
さらに確認する。確認の結果、前記受信した更新情報が以前に保存された更新情報と同一
であると、端末は、受信したＭＣＣＨ指示メッセージを無視してＭＴＣＨの受信を続ける
。しかし、保存している更新情報がないか、又は前記以前に保存された更新情報が現在受
信した更新情報と異なると、端末は、前記受信した更新情報を保存し、ＭＴＣＨからＭＣ
ＣＨにチャネルを切り替えてＭＣＣＨで伝送される各制御情報を受信する。
【００７１】
　また、前記ＭＣＣＨ指示メッセージにＲＲＣメッセージＩＤと更新情報が含まれている
場合、端末は、受信した更新情報を以前に保存した更新情報と比較し、前記受信したＭＣ
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ＣＨ指示メッセージ又はＭＣＣＨで伝送されるＲＲＣメッセージが新しいメッセージであ
るかを確認する。もし、受信した更新情報と予め保存された更新情報と同一であると、端
末は、前記受信したＭＣＣＨ指示メッセージを無視してＭＴＣＨの受信を続ける。しかし
、もし、以前に保存した更新情報がないか、又は予め保存された更新情報が新しく受信し
た更新情報と異なると、端末は、前記受信したＭＣＣＨ指示メッセージ又はＲＲＣメッセ
ージに関する更新情報を保存し、ＭＴＣＨからＭＣＣＨにチャネルを切り替えてＭＣＣＨ
で伝送される各制御情報を受信する。前記ＭＣＣＨで伝送される制御情報のうちＲＲＣメ
ッセージＩＤが示す制御情報を受信した後、端末は、該当制御情報によってその後の動作
を行う。
【００７２】
　詳述したように、本発明は、ＭＣＣＨ指示メッセージにサービスＩＤ、ＲＲＣメッセー
ジＩＤ及び更新情報のうち２つの情報が含まれている場合について記述した。しかし、本
発明は、ＭＣＣＨ指示メッセージにサービスＩＤ、ＲＲＣメッセージＩＤ、更新情報及び
時間情報のうち２つの情報又は３つ以上の情報が含まれている場合にも容易に適用するこ
とができて、前記端末は、各情報に対する動作を個別に処理して制御情報を受信する。
【００７３】
　図４は、本発明の好ましい実施形態によるＭＢＭＳサービスのための制御情報の選択的
な送受信方法を示す。図示のように、端末ＵＥ５０が第１のＭＢＭＳサービス（ＭＢＭＳ
１）を受けている途中に第２のＭＢＭＳサービス（ＭＢＭＳ２）が始まる。従って、ＵＴ
ＲＡＮは、端末に第２のＭＢＭＳサービスのセッション開始（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｓｔａｒ
ｔ）を知らせる。ここで、ＭＣＣＨ指示メッセージは、サービスＩＤ、ＲＲＣメッセージ
ＩＤ、更新情報及びタイミング情報を含む。
【００７４】
　端末５０は、ＭＴＣＨ　１でＬ１／Ｌ２層にＭＢＭＳ　１データを受信する（Ｓ１０）
。前記端末５０のＲＲＣは、ＭＢＭＳ　１データを受信する途中にＭＴＣＨ　１又はＳ－
ＭＣＣＨでＭＣＣＨ指示メッセージを受信する（Ｓ１１）。ここで、前記ＭＣＣＨ指示メ
ッセージは、ＭＢＭＳ　２のための制御情報受信指示メッセージである。ここで、前記サ
ービスＩＤは、２の値を有し、前記ＲＲＣメッセージＩＤは、セッション開始を示すと仮
定し、前記サービスＩＤとＲＲＣメッセージＩＤは、ＭＣＣＨ指示メッセージにより伝送
されると仮定する。
【００７５】
　前記端末５０は、サービスＩＤを確認して前記ＭＢＭＳ　２サービスが端末５０が受信
しようとするサービスであるか否かを判断する。もし、前記ＭＢＭＳ２が受信しようとす
るサービスであると、端末は、伝送される制御情報が新しい情報であるか否かを把握する
ためにさらに更新情報を確認してＭＣＣＨを受信するか否かを決定する（Ｓ１２）。もし
、ＭＣＣＨが受信されると決定されると、前記端末５０のＲＲＣは、ＰＨＹ／ＭＡＣ／Ｒ
ＬＣ（Ｌ１／Ｌ２層）などの下位層に前記時間情報が示す時間に受信チャネルをＭＴＣＨ
１からＭＣＣＨに切り替えることを指示する（Ｓ１３）。前記端末ＲＲＣの指示によって
前記各下位層は、受信チャネルをＭＴＣＨ　１からＭＣＣＨに切り替えるが（Ｓ１４）、
前記ＭＴＣＨ　１とＭＣＣＨは、それぞれ異なるＳＣＣＰＣＨにマッピングされているた
め、物理チャネルも切り替えられる。
【００７６】
　その後、端末ＲＲＣは、前記ＭＣＣＨでＲＲＣメッセージＩＤが示すＲＲＣメッセージ
の受信を続ける（Ｓ１５）。好ましくは、前記端末ＲＲＣは、ＭＢＭＳ　２のセッション
開始メッセージを受信する。
【００７７】
　前記ＭＢＭＳ　２のセッション開始情報を受信すると、端末ＲＲＣは、ＭＢＭＳ　１の
受信を続けるか、又は新しいＭＢＭＳ　２を受信するかを決定する。この場合、ＭＢＭＳ
　２のセッション開始情報を端末ユーザに知らせ、その後の動作が前記ユーザの決定（ユ
ーザの制御情報）によって決定される（Ｓ１６）。この実施形態では、ユーザがＭＢＭＳ
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　２を受信しようとすると仮定する。
【００７８】
　ユーザが新しいＭＢＭＳ　２を受信すると決定すると、端末ＲＲＣは、ＰＨＹ／ＭＡＣ
／ＲＬＣのような各下位層に受信チャネルをＭＣＣＨからＭＴＣＨ２に切り替えることを
指示する（Ｓ１７）。従って、前記各下位層は、受信チャネルを前記ＭＣＣＨからＭＴＣ
Ｈ２に切り替えることで、端末ＲＲＣは、前記ＭＴＣＨ　２でＬ１／Ｌ２層にＭＢＭＳ２
データを受信する。
【００７９】
　本発明は、移動通信に関連して説明したが、無線通信性能を備えたＰＤＡ及びラップト
ップコンピュータなどの移動装置を利用する他の無線通信システムにも適用することがで
きる。かつ、本発明を説明するための特定用語はＵＭＴＳのような所定形態の無線通信シ
ステムに本発明の領域を制限するものではない。また、本発明は、ＴＤＭＡ、ＣＤＭＡ、
ＦＤＭＡ、ＷＣＤＭＡなどのような他の無線インタフェース及び／又は各物理層を使用す
る他の無線通信システムにも適用することができる。
【００８０】
　本実施形態は、ソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、又はそれらの組み合わ
せを生産するために基準プログラミング及び／又はエンジニアリング技術を用いて製造方
法、装置及び製造物として実現される。ここで、使用される「製造物」という用語は、ハ
ードウェア論理（例えば、Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｃｈｉｐ、Ｆｉｅｌ
ｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ（ＦＰＧＡ）、Ａｐｐｌｉａｔｉ
ｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ（ＡＳＩＣ）、ｅｔｃ
）、コンピュータ可読媒体（ｃｏｍｐｕｔｅｒ　ｒｅａｄａｂｌｅ　ｍｅｄｉｕｍ）（例
えば、磁気記録媒体（すなわち、ハードディスクドライブ、フロッピー（登録商標）ディ
スク、テープなど）、光記憶装置（ＣＤ－ＲＯＭｓ、光ディスクなど）、及び揮発性／不
揮発性メモリ装置（例えば、ＥＥＰＲＯＭｓ、ＲＯＭｓ、ＰＲＯＭｓ、ＲＡＭｓ、ＤＲＡ
Ｍｓ、ＳＲＡＭｓ、ファームウェア、プログラム可能論理など）で実現されるコードや論
理を示す。
【００８１】
　コンピュータ可読媒体内のコードは、プロセッサにより接続されて実行される。また、
本実施形態が実現されたコードは、伝送メディア又はネットワークのファイルサーバから
接続可能であり得る。このような場合、前記コードが実現された製造物は、網伝送ライン
、無線伝送メディア、空間を通じて伝達される信号、無線波、赤外線信号のような伝送メ
ディアから構成される。もちろん、この分野の技術における通常の知識を有する者であれ
ば本発明の領域から逸脱することなく、このような構成で多様な変形を作り出し得るとい
うことと、製造物が従来技術でよく知られている情報方位媒体（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
　ｂｅａｒｉｎｇ　ｍｅｄｉｕｍ）から構成されるということを認識するであろう。
【００８２】
　本発明の精神や重要な特性から逸脱することなく、様々な形態で本発明を実現すること
で、前述した実施形態がいかなる詳細な記載内容によっても限定されるものではなく、添
付された請求範囲に定義されたように、本発明の精神や範囲内で広範囲に解釈されるべき
であることを認識しなければならず、本発明の真の技術的な保護範囲は、添付された特許
請求の範囲の技術的な思想により決定されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
　本発明の理解を助けるためのものであり、この明細書と共に明細書の一部を構成する各
添付図面は、本発明の原理を説明するための本発明の実施形態を図示している。
【図１】従来の無線通信システムのネットワーク構造を示す図である。
【図２】ＵＥとＵＴＲＡＮの間の無線接続ネットワーク規格に基づいた従来の無線インタ
フェースプロトコルの構造を示す図である。
【図３】移動端末側のＭＢＭＳのための従来のチャネルマッピングを示す図である。
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【図４】本発明の実施形態によるＭＢＭＳサービスのための制御情報を選択的に送受信す
るためのダイヤグラムを示す図である。
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