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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）で動作可能なワイヤレス通信の方法であって、前記方法は、
　訪問先公衆ランドモバイルネットワーク（ＶＰＬＭＮ）に登録することと、
　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥのホーム公衆ランドモバイルネットワーク（ホームＰＬＭＮ
）の近傍であるかどうかを、モバイル局に記憶されている近傍データベースに従って決定
することと、
　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ホームＰＬＭＮの近傍でないことを前記近傍データベ
ースが示す場合、前記ＶＰＬＭＮに登録されたままで前記ホームＰＬＭＮの探索を差し控
えることと
　を備え、
　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ホームＰＬＭＮの近傍であるかどうかを前記決定する
ことは、
　　前記ＶＰＬＭＮのＰＬＭＮ ＩＤの少なくとも一部分が前記近傍データベースに記憶
されているかどうかを決定することと、
　　前記ＰＬＭＮ ＩＤの前記一部分が前記近傍データベースに記憶されている場合、前
記ホームＰＬＭＮのロケーション識別子が前記ＶＰＬＭＮの近傍に対応するかどうかを決
定することと、
　を備える、方法。
【請求項２】
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　前記ロケーション識別子は、モバイルカントリーコード（ＭＣＣ）を備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＶＰＬＭＮの前記ＰＬＭＮ ＩＤの前記少なくとも一部分は、モバイルカントリー
コード（ＭＣＣ）を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＶＰＬＭＮの前記ＰＬＭＮ ＩＤの前記少なくとも一部分は、モバイルネットワー
クコード（ＭＮＣ）を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＵＥのユーザへの展開の前に、前記ＵＥの不揮発性メモリに前記近傍データベース
を供給すること
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ホームＰＬＭＮへの前記ＵＥの登録時に、ネットワークシグナリングを利用して前
記近傍データベースを受信すること
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ホームＰＬＭＮ以外のＰＬＭＮへの前記ＵＥの登録時に、ネットワークシグナリン
グを利用して前記近傍データベースを受信すること
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ＯＭＡデバイス管理シグナリングを利用して前記近傍データベースを受信すること
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ＨＰＬＭＮの近傍であるかどうかを前記決定すること
は、
　前記ＶＰＬＭＮに対応するモバイルカントリーコード（ＭＣＣ）またはモバイルネット
ワークコード（ＭＮＣ）が前記近傍データベースに記憶されているかどうかを決定するこ
と
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ホームＰＬＭＮは、ＨＰＬＭＮまたはＥＨＰＬＭＮのうちの１つを備える、請求項
１に記載の方法。
【請求項１１】
　ネットワークエンティティで動作可能なワイヤレス通信の方法であって、
　　複数のネットワークについてのＰＬＭＮ ＩＤ情報と、
　　近傍データベース内の各ＰＬＭＮ ＩＤエントリついての近傍情報と
　を備える前記近傍データベースを記憶することと、
　ＮＡＳ登録メッセージングまたはＯＭＡデバイス管理シグナリングのうちの１つを利用
してユーザ機器（ＵＥ）に前記近傍データベースを送信することと
　を備え、
　　前記ＵＥに前記近傍データベースを前記送信することは、訪問先公衆ランドモバイル
ネットワーク（ＶＰＬＭＮ）が前記ＵＥのホーム公衆ランドモバイルネットワーク（ホー
ムＰＬＭＮ）の近傍であるかどうかを、前記近傍データベースに従って、前記ＵＥが決定
するのを可能にすることを備え、
　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ホームＰＬＭＮの近傍であるかどうかを、前記ＵＥが
決定するのを前記可能にすることは、
　　前記ＶＰＬＭＮのＰＬＭＮ ＩＤの少なくとも一部分が前記近傍データベースに記憶
されているかどうかを、前記ＵＥが決定するのを可能にすることと、
　　前記ＰＬＭＮ ＩＤの前記一部分が前記近傍データベースに記憶されている場合、前
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記ホームＰＬＭＮのロケーション識別子が前記ＶＰＬＭＮの近傍に対応するかどうかを、
前記ＵＥが決定するのを可能にすることと、
　を備える、方法。
【請求項１２】
　ワイヤレス通信のために構成されたユーザ機器（ＵＥ）であって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された送信機と、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された受信機と、
　を備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　訪問先公衆ランドモバイルネットワーク（ＶＰＬＭＮ）に登録し、
　　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥのホーム公衆ランドモバイルネットワーク（ホームＰＬＭ
Ｎ）の近傍であるかどうかを、モバイル局に記憶されている近傍データベースに従って決
定し、
　　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ホームＰＬＭＮの近傍でないことを前記近傍データ
ベースが示す場合、前記ＶＰＬＭＮに登録されたままで前記ホームＰＬＭＮの探索を差し
控える
　ように構成され、
　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ホームＰＬＭＮの近傍であるかどうかを決定するよう
に構成された、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　前記ＶＰＬＭＮのＰＬＭＮ ＩＤの少なくとも一部分が前記近傍データベースに記憶
されているかどうかを決定し、
　　前記ＰＬＭＮ ＩＤの前記一部分が前記近傍データベースに記憶されている場合、前
記ホームＰＬＭＮのロケーション識別子が前記ＶＰＬＭＮの近傍に対応するかどうかを決
定する、
　ようにさらに構成される、ＵＥ。
【請求項１３】
　前記ＶＰＬＭＮの前記ＰＬＭＮ ＩＤの前記少なくとも一部分は、モバイルカントリー
コード（ＭＣＣ）を備える、請求項１２に記載のＵＥ。
【請求項１４】
　前記ＶＰＬＭＮの前記ＰＬＭＮ ＩＤの前記少なくとも一部分は、モバイルネットワー
クコード（ＭＮＣ）を備える、請求項１２に記載のＵＥ。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ＵＥのユーザへの展開の前に、前記ＵＥの不揮発性メモリに前記近傍データベース
を供給する
　ようにさらに構成された、請求項１２に記載のＵＥ。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ホームＰＬＭＮへの前記ＵＥの登録時に、ネットワークシグナリングを利用して前
記近傍データベースを受信する
　ようにさらに構成された、請求項１２に記載のＵＥ。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ホームＰＬＭＮ以外のＰＬＭＮへの前記ＵＥの登録時に、ネットワークシグナリン
グを利用して前記近傍データベースを受信する
　ようにさらに構成された、請求項１２に記載のＵＥ。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
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　ＯＭＡデバイス管理シグナリングを利用して前記近傍データベースを受信する
　ようにさらに構成された、請求項１２に記載のＵＥ。
【請求項１９】
　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ＨＰＬＭＮの近傍であるかどうかを決定するように構
成された、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ＶＰＬＭＮに対応するモバイルカントリーコード（ＭＣＣ）またはモバイルネット
ワークコード（ＭＮＣ）が前記近傍データベースに記憶されているかどうかを決定する
　ようにさらに構成される、請求項１２に記載のＵＥ。
【請求項２０】
　ワイヤレス通信のために構成されたネットワークエンティティであって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された通信インターフェースと
　を備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　複数のネットワークについてのＰＬＭＮ ＩＤ情報と、
　　近傍データベース内の各ＰＬＭＮ ＩＤエントリついての近傍情報と
　を備える前記近傍データベースを記憶し、
　ＮＡＳ登録メッセージングまたはＯＭＡデバイス管理シグナリングのうちの１つを利用
してユーザ機器（ＵＥ）に前記近傍データベースを送信する
　ように構成され、
　前記ＵＥに前記近傍データベースを前記送信することは、訪問先公衆ランドモバイルネ
ットワーク（ＶＰＬＭＮ）が前記ＵＥのホーム公衆ランドモバイルネットワーク（ホーム
ＰＬＭＮ）の近傍であるかどうかを、前記近傍データベースに従って、前記ＵＥが決定す
るのを可能にすることを備え、
　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ホームＰＬＭＮの近傍であるかどうかを、前記ＵＥが
決定するのを前記可能にすることは、
　　前記ＶＰＬＭＮのＰＬＭＮ ＩＤの少なくとも一部分が前記近傍データベースに記憶
されているかどうかを、前記ＵＥが決定するのを可能にし、
　　前記ＰＬＭＮ ＩＤの前記一部分が前記近傍データベースに記憶されている場合、前
記ホームＰＬＭＮのロケーション識別子が前記ＶＰＬＭＮの近傍に対応するかどうかを、
前記ＵＥが決定するのを可能にする
　ように構成された、ネットワークエンティティ。
【請求項２１】
　ワイヤレス通信のために構成されたユーザ機器（ＵＥ）であって、
　訪問先公衆ランドモバイルネットワーク（ＶＰＬＭＮ）に登録するための手段と、
　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥのホーム公衆ランドモバイルネットワーク（ホームＰＬＭＮ
）の近傍であるかどうかを、モバイル局に記憶されている近傍データベースに従って決定
するための手段と、
　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ホームＰＬＭＮの近傍でないことを前記近傍データベ
ースが示す場合、前記ＶＰＬＭＮに登録されたままで、前記ホームＰＬＭＮの探索を差し
控えるための手段と
　を備え、
　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ホームＰＬＭＮの近傍であるかどうかを決定するため
の前記手段は、
　　前記ＶＰＬＭＮのＰＬＭＮ ＩＤの少なくとも一部分が前記近傍データベースに記憶
されているかどうかを決定するための手段と、
　　前記ＰＬＭＮ ＩＤの前記一部分が前記近傍データベースに記憶されている場合、前
記ホームＰＬＭＮのロケーション識別子が前記ＶＰＬＭＮの近傍に対応するかどうかを決
定するための手段と、
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　を備える、ＵＥ。
【請求項２２】
　ワイヤレス通信ネットワーク内での動作のために構成されたネットワークエンティティ
であって、
　　複数のネットワークについてのＰＬＭＮ ＩＤ情報と、
　　近傍データベース内の各ＰＬＭＮ ＩＤエントリついての近傍情報と
　を備える前記近傍データベースを記憶するための手段と、
　ＮＡＳ登録メッセージングまたはＯＭＡデバイス管理シグナリングのうちの１つを利用
してユーザ機器（ＵＥ）に前記近傍データベースを送信するための手段と
　を備え、
　前記ＵＥに前記近傍データベースを送信するための前記手段は、訪問先公衆ランドモバ
イルネットワーク（ＶＰＬＭＮ）が前記ＵＥのホーム公衆ランドモバイルネットワーク（
ホームＰＬＭＮ）の近傍であるかどうかを、前記近傍データベースに従って、前記ＵＥが
決定するのを可能にするための手段を備え、
　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ホームＰＬＭＮの近傍であるかどうかを、前記ＵＥが
決定するのを前記可能にするための前記手段は、
　　前記ＶＰＬＭＮのＰＬＭＮ ＩＤの少なくとも一部分が前記近傍データベースに記憶
されているかどうかを、前記ＵＥが決定するのを可能にするための手段と、
　　前記ＰＬＭＮ ＩＤの前記一部分が前記近傍データベースに記憶されている場合、前
記ホームＰＬＭＮのロケーション識別子が前記ＶＰＬＭＮの近傍に対応するかどうかを、
前記ＵＥが決定するのを可能にするための手段と、
　を備える、ネットワークエンティティ。
【請求項２３】
　ワイヤレス通信のために構成されたユーザ機器（ＵＥ）で動作可能な非一時的なコンピ
ュータ読取可能な記憶媒体であって、
　コンピュータに、訪問先公衆ランドモバイルネットワーク（ＶＰＬＭＮ）へ登録させる
ための命令と、
　コンピュータに、前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥのホーム公衆ランドモバイルネットワーク
（ホームＰＬＭＮ）の近傍であるかどうかを、モバイル局に記憶されている近傍データベ
ースに従って、決定させるための命令と、
　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ホームＰＬＭＮの近傍でないことを前記近傍データベ
ースが示す場合、コンピュータに、前記ＶＰＬＭＮに登録されたままで前記ホームＰＬＭ
Ｎの探索を差し控えさせるための命令と
　を備え、
　コンピュータに、前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ホームＰＬＭＮの近傍であるかどう
かを決定させるための前記命令は、
　　コンピュータに、前記ＶＰＬＭＮのＰＬＭＮ ＩＤの少なくとも一部分が前記近傍デ
ータベースに記憶されているかどうかを決定させるための命令と、
　　前記ＰＬＭＮ ＩＤの前記一部分が前記近傍データベースに記憶されている場合、コ
ンピュータに、前記ホームＰＬＭＮのロケーション識別子が前記ＶＰＬＭＮの近傍に対応
するかどうかを決定させるための命令と、
　を備える、非一時的なコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【請求項２４】
　ワイヤレス通信ネットワーク内での使用のために構成されたネットワークエンティティ
で動作可能な非一時的なコンピュータ読取可能な記憶媒体であって、
　コンピュータに、
　　複数のネットワークについてのＰＬＭＮ ＩＤ情報と、
　　近傍データベース内の各ＰＬＭＮ ＩＤエントリついての近傍情報と
　を備える前記近傍データベースを記憶させるための命令と、
　　コンピュータに、ＮＡＳ登録メッセージングまたはＯＭＡデバイス管理シグナリング
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のうちの１つを利用してユーザ機器（ＵＥ）に前記近傍データベースを送信させるための
命令と
　を備え、
　　コンピュータに、前記ＵＥに前記近傍データベースを前記送信させるための前記命令
は、コンピュータに、訪問先公衆ランドモバイルネットワーク（ＶＰＬＭＮ）が前記ＵＥ
のホーム公衆ランドモバイルネットワーク（ホームＰＬＭＮ）の近傍であるかどうかを、
前記近傍データベースに従って、前記ＵＥが決定するのを可能にさせるための命令を備え
、
　コンピュータに、前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ホームＰＬＭＮの近傍であるかどう
かを、前記ＵＥが決定するのを、可能にさせるための前記命令は、
　　コンピュータに、前記ＶＰＬＭＮのＰＬＭＮ ＩＤの少なくとも一部分が前記近傍デ
ータベースに記憶されているかどうかを、前記ＵＥが決定するのを、可能にさせるための
命令と、
　　コンピュータに、前記ＰＬＭＮ ＩＤの前記一部分が前記近傍データベースに記憶さ
れている場合、前記ホームＰＬＭＮのロケーション識別子が前記ＶＰＬＭＮの近傍に対応
するかどうかを、前記ＵＥが決定するのを、可能にさせるための命令と、
　を備える、非一時的なコンピュータ読取可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　[0001]　本開示の実施形態は、一般に、ワイヤレス通信システムに関し、より具体的に
は、ローミングしている間（while roaming）のホームＰＬＭＮ探索に関する。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]　ワイヤレス通信ネットワークは、電話通信、ビデオ、データ、メッセージング
、ブロードキャストなどといった、様々な通信サービスを提供するために広く展開されて
いる。通常は多元接続ネットワークであるこのようなネットワークは、利用可能なネット
ワークリソースを共有することによって複数のユーザのための通信をサポートする。
【０００３】
　[0003]　ワイヤレス通信ネットワークでは、ローミングは、モバイル局が、それのホー
ムＰＬＭＮ（公衆ランドモバイルネットワーク（public land mobile network））でない
ネットワークを訪問する場合に使用される用語である。訪問先ネットワーク（visited ne
twork）はしばしば、ＶＰＬＭＮ（Ｖは訪問先（V being visitesd））と呼ばれる。訪問
先ネットワークは、ホームＰＬＭＮと同じ国（country）に属しうる、または属し得ない
。
【０００４】
　[0004]　ネットワークのアイデンティティは、一般に、ＰＬＭＮ ＩＤによって提供さ
れる。ＰＬＭＮ ＩＤは、一般に、モバイルカントリーコード（ＭＣＣ：mobile country 
code）およびモバイルネットワークコード（ＭＮＣ：mobile network code）の組み合わ
せを含む。ＧＳＭＡは、世界中で使用されるＰＬＭＮ ＩＤの正確なリストを保持してお
り、ここで、各３ＧＰＰに適合したモバイルネットワーク（3GPP-compliant mobile netw
ork）が、それのＭＣＣおよびＭＮＣによって識別される。このようなモバイルネットワ
ーク内の各セルは、モバイル局が、それがどのネットワーク内にいるのかを識別すること
ができるように、それのＭＣＣおよびＭＮＣをブロードキャストする。一般に、各国は、
１つ（または、ある場合には１つ以上）のカントリーコードを利用し、また多くの国は通
常、いくつかのネットワークを有しており、従って、いくつかのＭＮＣを有している。Ｍ
ＣＣの中で、各モバイルネットワークは、固有のＭＮＣを有している。
【０００５】
　[0005]　モバイル局がローミングしているときに、すなわち、それがＶＰＬＭＮに登録
されるときに、モバイル局は一般に、それのホームＰＬＭＮを定期的に探索するためのい



(7) JP 5869189 B2 2016.2.24

10

20

30

40

50

くつかのアルゴリズムのうちの１つを使用する。これは、モバイル局が、例えば国境（a 
border）の近くなど、それのホームＰＬＭＮの近くにいる場合、モバイル局は、信号の特
性に従って、ベストなセルに登録されるが、音声またはデータコール（data calls）につ
いての、ユーザに対する、さらに増加した請求金額を含む様々な理由のために、それのホ
ームＰＬＭＮに登録することがモバイル局にとって好ましいからである。例えば、モバイ
ルは、定期的な、固定されたインターバルで、それのホームＰＬＭＮを探索しうるか、ま
たは探索が失敗し続けるので、探索があまり成功しそうにないと決定するにつれて（as i
t comes to determine that the success of the search is less likely as it continu
es to fail）、長時間にわたって、より長いインターバルで探索しうる。
【０００６】
　[0006]　ＶＰＬＭＮに登録されている間、ホームＰＬＭＮを探索することは、一般に、
利用可能なセルリストを確立するために、全てのサポートされた周波数／帯域上で受信し
た電力を測定すること、およびホームＰＬＭＮ ＩＤが発見されるまで、または利用可能
なセルリストが使い果たされるまで、それのＰＬＭＮ ＩＤを決定するために各セルのア
イデンティティを読み取ることなどの処理を含む。これらの処理は、かなりの量の電力を
消費する。そのため、モバイルがホームＰＬＭＮを探索するたびに、特に、モバイルがア
イドルまたはスタンバイモードであるときに、モバイルでの電力消費は増大する。
【０００７】
　[0007]　しかしながら、ホームＰＬＭＮが、モバイル局をサービスしている（serving
）ＶＰＬＭＮの付近（vicinity）にない場合に、探索処理がホームＰＬＭＮを発見するで
あろう可能性は、ないに近い（little to no possibility）ものでありうる。例えば、ア
メリカ合衆国にホームネットワークを有するモバイル局は、オーストラリアのネットワー
クに登録される場合、それのホームＰＬＭＮの探索に必然的に失敗するだろう。そのため
、このシナリオにおけるホームＰＬＭＮについてのこのような探索は、避けた方が好都合
である、電力の浪費であるだろう。
【０００８】
　[0008]　他では、ＶＰＬＭＮがモバイル局のＨＰＬＭＮの付近内にあるかどうかの情報
を、モバイル局に送信するためのネットワークを備えることによって、この問題を解消し
ようと試みている。ここで、ＶＰＬＭＮがＨＰＬＭＮの付近でない場合、ＨＰＬＭＮの探
索およびスキャニングは、排除されうる。例えば、エリクソン（Ericsson）は、3GPP TSG
-CN-WG1, Meeting #17で公開された、「Border problem and efficient periodic search
」と題された文書を発表した。この文書内で、エリクソンは、シグナリングメカニズムを
使用して（すなわち、ブロードキャストメッセージ、登録メッセージ、またはＬＡ／ＲＡ
アップデートを介して）、近傍ＰＬＭＮリスト（neighbor PLMN list）を送信する手順を
開示した。しかしながら、この解決策は、モバイル局よりもむしろネットワークの要望で
モバイル局への近傍ＰＬＭＮのリストの送信を要求し、さらにネットワークからの送信を
要求することによって、エアインターフェース上で通信を定義する規格に対する変更を要
求した。
【０００９】
　[0009]　モバイルブロードバンド接続に対する需要が増え続けるにつれ、モバイルブロ
ードバンド接続に対する高まる需要を満たすためだけでなく、モバイル通信とのユーザ経
験も促進し増進するために、研究開発がワイヤレス技術を発展させ続けている。
【発明の概要】
【００１０】
　[0010]　下記は、本開示の１つまたは複数の態様の基本的理解を提供するために、この
ような態様の簡略化された概要を提示する。この概要は、本開示の考えられるすべての特
徴の広範な概観ではなく、本開示のすべての態様の重要なまたは鍵となる要素を特定する
ことも、本開示の態様のいずれかまたはすべての範囲を線引きする（delineate）ことも
意図されていない。その唯一の目的は、後に提示されるより詳細な説明への前置きとして
、簡略化された形式で本開示の１つまたは複数の態様のいくつかの概念を提示するもので
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ある。
【００１１】
　[0011]　一態様では、本開示は、ユーザ機器（ＵＥ）で動作可能なワイヤレス通信の方
法を提供する。ここで、方法は、訪問先公衆ランドモバイルネットワーク（a visited pu
blic land mobile network）（ＶＰＬＭＮ）に登録することと、ＶＰＬＭＮがＵＥのホー
ム公衆ランドモバイルネットワーク（a home public land mobile network）（ホームＰ
ＬＭＮ）の近傍（a neighbor）であるかどうかを、モバイル局に記憶されている近傍デー
タベース（neighbor database）に従って決定することと、ＶＰＬＭＮがＵＥのホームＰ
ＬＭＮの近傍でないことを近傍データベースが示す場合、ＶＰＬＭＮに登録されたままで
（while remaining registered on）ホームＰＬＭＮの探索を差し控えること（forgoing
）とを含む。
【００１２】
　[0012]　本開示の別の態様は、ネットワークエンティティで動作可能なワイヤレス通信
の方法を提供する。ここで方法は、複数のネットワークについてのＰＬＭＮ ＩＤ情報と
、近傍データベース内の各ＰＬＭＮ ＩＤエントリついての近傍情報（neighbor informat
ion）とを含む、近傍データベースを記憶することを含む。方法は、ＮＡＳ登録メッセー
ジング（NAS registration messaging）またはＯＭＡデバイス管理シグナリング（OMA de
vice management signaling）のうちの１つを利用してＵＥに近傍データベースを送信す
ることをさらに含む。
【００１３】
　[0013]　本開示の別の態様は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロ
セッサに結合されたメモリと、少なくとも１つのプロセッサに結合された送信機と、少な
くとも１つのプロセッサに結合された受信機とを含む、ワイヤレス通信のために構成され
たＵＥを提供する。ここで、少なくとも１つのプロセッサは、ＶＰＬＭＮに登録し、ＶＰ
ＬＭＮがＵＥのホーム公衆ランドモバイルネットワーク（ホームＰＬＭＮ）の近傍である
かどうかを、モバイル局に記憶されている近傍データベースに従って決定し、ＶＰＬＭＮ
がＵＥのホームＰＬＭＮの近傍でないことを近傍データベースが示す場合、ＶＰＬＭＮに
登録されたままでホームＰＬＭＮの探索を差し控えるように構成される。
【００１４】
　[0014]　本開示の別の態様は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロ
セッサに結合されたメモリと、少なくとも１つのプロセッサに結合された通信インターフ
ェースとを含む、ワイヤレス通信のために構成されたネットワークエンティティを提供す
る。ここで少なくとも１つのプロセッサは、複数のネットワークについてのＰＬＭＮ Ｉ
Ｄ情報と、近傍データベース内の各ＰＬＭＮ ＩＤエントリついての近傍情報とを含む、
近傍データベースを記憶するように構成される。少なくとも１つのプロセッサはさらに、
ＮＡＳ登録メッセージングまたはＯＭＡデバイス管理シグナリングのうちの１つを利用し
てＵＥに近傍データベースを送信するようにさらに構成される。
【００１５】
　[0015]　本開示の別の態様は、ＶＰＬＭＮに登録するための手段と、ＶＰＬＭＮがＵＥ
のホームＰＬＭＮの近傍であるかどうかを、モバイル局に記憶されている近傍データベー
スに従って決定するための手段と、ＶＰＬＭＮがＵＥのホームＰＬＭＮの近傍でないこと
を近傍データベースが示す場合、ＶＰＬＭＮに登録されたままでホームＰＬＭＮの探索を
差し控えるための手段とを含む、ワイヤレス通信のために構成されたＵＥを提供する。
【００１６】
　[0016]　本開示の別の態様は、複数のネットワークについてのＰＬＭＮ ＩＤ情報と、
近傍データベース内の各ＰＬＭＮ ＩＤエントリついての近傍情報とを含む近傍データベ
ースを記憶するための手段を含む、ワイヤレス通信ネットワーク内での動作のために構成
されたネットワークエンティティを提供する。ネットワークエンティティは、ＮＡＳ登録
メッセージングまたはＯＭＡデバイス管理シグナリングのうちの１つを利用してＵＥに近
傍データベースを送信するための手段をさらに含む。
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【００１７】
　[0017]　本開示の別の態様は、コンピュータに、ＶＰＬＭＮに登録させるための命令と
、コンピュータに、ＶＰＬＭＮがＵＥのホームＰＬＭＮの近傍であるかどうかを、モバイ
ル局に記憶されている近傍データベースに従って、決定させるための命令と、ＶＰＬＭＮ
がＵＥのホームＰＬＭＮの近傍でないことを近傍データベースが示す場合、コンピュータ
に、ＶＰＬＭＮに登録されたままでホームＰＬＭＮの探索を差し控えさせるための命令と
を有する、コンピュータ読取可能な記憶媒体を含む、ワイヤレス通信のために構成された
ＵＥで動作可能なコンピュータプログラム製品を提供する。
【００１８】
　[0018]　本開示の別の態様は、コンピュータに、複数のネットワークについてのＰＬＭ
Ｎ ＩＤ情報と、近傍データベース内の各ＰＬＭＮ ＩＤエントリついての近傍情報とを含
む近傍データベースを記憶させるための命令を有する、コンピュータ読取可能な記憶媒体
を含む、ワイヤレス通信ネットワーク内での使用のために構成されたネットワークエンテ
ィティで動作可能なコンピュータプログラム製品を提供する。コンピュータ読取可能な記
憶媒体はさらに、コンピュータに、ＮＡＳ登録メッセージングまたはＯＭＡデバイス管理
シグナリングのうちの１つを利用してＵＥに近傍データベースを送信させるための命令を
含む。
【００１９】
　[0019]　本発明の他の態様、特徴、および実施形態は、添付図面とともに、以下の本発
明の具体的な例示的実施形態の説明を検討すると、当業者に対して明らかになるだろう。
本発明の特徴は、以下の特定の実施形態および図に関連して説明されうるが、本発明の全
ての実施形態は、本願に説明される有利な特徴の１つまたは複数を含みうる。言い換える
と、１または複数の実施形態は、特定の有利な特徴を有しているとして説明されうるが、
そのような特徴の１つまたは複数はまた、本明細書で説明される発明の様々な実施形態に
従って使用されうる。同様の方法で、例示的な実施形態は、装置、システム、または方法
の実施形態として下記で説明されうるが、そのような例示的な実施形態は、様々な装置、
システム、および方法において実装されうることを理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、処理システムを用いて、装置のためのハードウェアの実装の例を図示す
るブロック図である。
【図２】図２は、電気通信システムの例を概念的に図示するブロック図である。
【図３】図３は、アクセスネットワークの例を図示する概念図である。
【図４】図４は、ユーザおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの例
を図示する概念図である。
【図５】図５は、電気通信システムにおいてＵＥと通信するノードＢの例を概念的に図示
するブロック図である。
【図６Ａ】図６Ａは、ホームＰＬＭＮの付近でないＶＰＬＭＮを訪問しているときに、ホ
ームＰＬＭＮ探索を差し控えるプロセスの一例を図示するフローチャートである。
【図６Ｂ】図６Ｂは、ホームＰＬＭＮの付近でないＶＰＬＭＮを訪問しているときに、ホ
ームＰＬＭＮ探索を差し控えるプロセスの一例を図示するフローチャートである。
【図７】図７は、ＵＥに近傍データベースを供給するための３つの例示的な手順を図示す
る概略図である。
【図８】図８は、３ＧＰＰネットワーク内で利用されるＰＬＭＮ ＩＤの一部分を図示す
る２つの表を示す。
【図９】図９は、いくつかの例に従った、近傍データベースの構造を示す表を含む。
【図１０】図１０は、いくつかの例に従った、近傍データベースの構造を示す表を含む。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　[0029]　添付の図面に関連して以下に述べられる詳細な説明は、様々な構成の説明を意
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図したものであり、本明細書において説明される概念が実施されうる、唯一の構成を表す
ことを意図したものではない。詳細な説明は、様々な概念の完全な理解を提供する目的の
ために、具体的な詳細を含む。しかしながら、これらの概念がこれらの具体的な詳細なし
に実現されうることは当業者対して明らかであるだろう。いくつかの事例では、周知の構
造およびコンポーネントが、そのようなコンセプトを曖昧にすることを避けるためにブロ
ック図の形態で図示される。
【００２２】
　[0030]　本開示の様々な態様は、モバイル局がホームＰＬＭＮの近傍でないネットワー
クでローミングしているときに、モバイル局によるそれのホームＰＬＭＮについての探索
を、低減または排除する探索アルゴリズムを提供する。すなわち、モバイル局が、異なる
ＰＬＭＮを訪問しているときに、ホームＰＬＭＮが近くにありそうかどうかを決定するこ
とができるように、モバイル局は、それのホームＰＬＭＮについての情報を供給されうる
。
【００２３】
　[0031]　図１は、処理システム１１４を用いる装置１００（例えば、ユーザ機器）のた
めのハードウェアの実装の例を図示する概念図である。本開示の様々な態様に従って、要
素または要素の任意の一部、あるいは要素の任意の組み合わせは、１つまたは複数のプロ
セッサ１０４を含む処理システム１１４を用いて実装されうる。プロセッサ１０４の例は
、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）
、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブルロジックデバイ
ス（ＰＬＤ）、ステートマシン、ゲートロジック、離散ハードウェア回路、および本開示
を通して説明される様々な機能を行うように構成された、他の適切なハードウェアを含む
。
【００２４】
　[0032]　この例では、処理システム１１４は、一般に、バス１０２によって表されるバ
スアーキテクチャを用いて実装されうる。バス１０２は、処理システム１１４の特定の用
途と全体的な設計の制約に依存して、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含みうる
。バス１０２は、（プロセッサ１０４により通常表される）１つまたは複数のプロセッサ
、メモリ１０５、およびコンピュータ読取可能な媒体（コンピュータ読取可能な媒体１０
６によって通常表される）を含む様々な回路を互いにリンクする。バス１０２はまた、タ
イミングソース、周辺機器、電圧レギュレータ、および電力管理回路のような様々な他の
回路をリンクすることができ、これらは、当該技術分野で周知であるため、これ以上説明
されない。バスインターフェース１０８は、バス１０２とトランシーバ１１０との間のイ
ンターフェースを提供する。トランシーバ１１０は、送信媒体を介して様々な他の装置と
通信するための手段を提供する。装置の性質に依存して、ユーザインターフェース１１２
（例えば、キーパッド、ディスプレイ、スピーカー、マイクロフォン、ジョイスティック
）もまた提供されうる。
【００２５】
　[0033]　プロセッサ１０４は、バス１０２の管理、およびコンピュータ読取可能な媒体
１０６に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理を担当する。このソフトウェ
アは、プロセッサ１０４によって実行される場合、処理システム１１４に、任意の特定の
装置に関して後に説明される様々な機能を行わせる。コンピュータ読取可能な媒体１０６
はまた、ソフトウェアを実行する場合にプロセッサ１０４によって操作されるデータを記
憶するために使用されうる。
【００２６】
　[0034]　処理システムにおける１つまたは複数のプロセッサ１０４は、ソフトウェアを
実行しうる。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロ
コード、ハードウェア記述言語と呼ばれる場合も、それ以外で呼ばれる場合も、命令、命
令のセット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラ
ム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフ
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トウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレ
ッド、手順、関数などを意味するものと広く解釈されるだろう。ソフトウェアは、コンピ
ュータ読取可能な媒体１０６に存在しうる。コンピュータ読取可能な媒体１０６は、非一
時的なコンピュータ読取可能な媒体でありうる。非一時的なコンピュータ読取可能な媒体
は、例として、磁気記憶デバイス（例えば、ハードディスク、フロッピー（登録商標）デ
ィスク、磁気ストリップ）、光学ディスク（例えば、コンパクト・ディスク（ＣＤ）、ま
たはデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ））、スマートカード、フラッシュメモリデバイス
（例えば、カード、スティック、キードライブ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、
読取専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去可能なＰＲＯＭ（
ＥＰＲＯＭ）、電気的に消去可能なＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ（登録商標））、レジスタ、
リムーバブルディスク、およびコンピュータによってアクセスおよび読取可能なソフトウ
ェアおよび／または命令を記憶するための、任意の他の適切な媒体を含む。コンピュータ
読取可能な媒体はまた、例として、コンピュータによってアクセスおよび読取可能なソフ
トウェアおよび／または命令を送信するための、搬送波、伝送回線、および任意の他の適
切な媒体を含みうる。コンピュータ読取可能な媒体１０６は、処理システム１１４の内部
、処理システム１１４の外部に存在し、または、処理システム１１４を含む複数のエンテ
ィティにわたって分散されうる。コンピュータ読取可能な媒体１０６は、コンピュータプ
ログラム製品において具現化されうる。例として、コンピュータプログラム製品は、パッ
ケージング材料内のコンピュータ読取可能な媒体を含みうる。当業者は、システム全体に
課された全体的な設計の制約、および特定のアプリケーションに依存して、本開示全体を
通して提示され説明される機能をどのように最善に実装するかを理解するだろう。
【００２７】
　[0035]　本開示を通して提示される様々な概念は、幅広い種類の電気通信システム、ネ
ットワークアーキテクチャ、および通信規格にわたって実装されうる。制限されない説明
に役立つ実例として、図２を参照すると、本開示の様々な態様が、ユニバーサルモバイル
電気通信システム（ＵＭＴＳ）システム２００に関連して図示される。ＵＭＴＳネットワ
ークは、３つの相互に作用する領域、すなわち、コアネットワーク２０４、無線アクセス
ネットワーク（ＲＡＮ）（例えば、ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ
）２０２）、およびユーザ機器２１０を含む。この例では、ＵＴＲＡＮ ２０２に使用可
能ないくつかのオプションの中で、図示されたＵＴＲＡＮ ２０２は、電話通信、ビデオ
、データ、メッセージング、ブロードキャスト、および／または他のサービスを含む、様
々なワイヤレスサービスを可能にするためにＷ－ＣＤＭＡ（登録商標）エアインターフェ
ースを用いうる。ＵＴＲＡＮ ２０２は、各無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）２
０６などのＲＮＣによって各々が制御される、無線ネットワークサブシステム（ＲＮＳ）
２０７などの複数のＲＮＳを含みうる。ここで、ＵＴＲＡＮ ２０２は、図示されたＲＮ
Ｃ ２０６およびＲＮＳ ２０７に加えて、任意の数のＲＮＣ ２０６およびＲＮＳ ２０７
を含みうる。ＲＮＣ ２０６は特に、ＲＮＳ ２０７内の無線リソースを割り当てること、
再構成すること、および解放することを担当する装置である。ＲＮＣ ２０６は、直接物
理接続（direct physical connection）、仮想ネットワーク、または任意の適切なトラン
スポートネットワークを使用する同様なもののような様々なタイプのインターフェースを
通して、ＵＴＲＡＮ ２０２内の他のＲＮＣ（図示されない）に相互接続されうる。
【００２８】
　[0036]　ＲＮＳ ２０７によってカバーされる地理的領域は、各セルにサービスする無
線トランシーバ装置を有する、多数のセルに分割されうる。無線トランシーバ装置は通常
、ＵＭＴＳアプリケーションにおいてノードＢと呼ばれるが、また当業者によって、基地
局（ＢＳ）、基地トランシーバ局（ＢＴＳ）、無線基地局、無線トランシーバ、トランシ
ーバ機能、ベーシックサービスセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、アク
セスポイント（ＡＰ）、または何らかの他の適切な専門用語でも呼ばれうる。明確化のた
めに、各ＲＮＳ ２０７内に３つのノードＢ ２０８が図示されるが、ＲＮＳ ２０７は、
任意の数のワイヤレスノードＢを含みうる。ノードＢ ２０８は、任意の数のモバイル装
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置のためにコアネットワーク２０４へのワイヤレスアクセスポイントを提供する。モバイ
ル装置の例は、セルラ電話、スマートフォン、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話
、ラップトップ、ノートブック、ネットブック、スマートブック、携帯情報端末（ＰＤＡ
）、衛星ラジオ、全地球測位システム（ＧＰＳ）デバイス、マルチメディアデバイス、ビ
デオデバイス、デジタルオーディオプレイヤ（例えば、ＭＰ３プレイヤ）、カメラ、ゲー
ム機器、または任意の他の同様の機能デバイスを含む。モバイル装置は一般に、ＵＭＴＳ
アプリケーションにおいてユーザ機器（ＵＥ）と呼ばれるが、当業者によって、モバイル
局（ＭＳ）、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモ
ートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモ
ートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末（ＡＴ）、モバイル端末、ワイヤレス端
末、リモート端末、ハンドセット、端末、ユーザエージェント、モバイルクライアント、
クライアント、または何らかの他の適切な専門用語でも呼ばれうる。ＵＭＴＳシステムで
は、ＵＥ ２１０はさらに、ユニバーサル加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ）２１１を含
み、それは、ネットワークに対するユーザの加入情報を含む。説明のための目的で、１つ
のＵＥ ２１０は、多数のノードＢ ２０８と通信していると示される。ダウンリンク（Ｄ
Ｌ）は、順方向リンクとも呼ばれ、ノードＢ ２０８からＵＥ ２１０への通信リンクを指
し、アップリンク（ＵＬ）は、逆方向リンクとも呼ばれ、ＵＥ ２１０からノードＢ ２０
８への通信リンクを指す。
【００２９】
　[0037]　コアネットワーク２０４は、ＵＴＲＡＮ ２０２のような１つまたは複数のア
クセスネットワークとインターフェースしうる。示されるように、コアネットワーク２０
４は、ＵＭＴＳコアネットワークである。しかしながら、当業者が理解するように、本開
示全体を通して提示される様々な概念は、ＵＭＴＳネットワーク以外の数タイプのコアネ
ットワークへのアクセスをＵＥに提供するために、ＲＡＮまたは他の適切な接続ネットワ
ークにおいて実装されうる。
【００３０】
　[0038]　図示されたＵＭＴＳコアネットワーク２０４は、回路交換（ＣＳ）領域および
パケット交換（ＰＳ）領域を含む。回路交換エレメントのいくつかは、モバイルサービス
交換センタ（ＭＳＣ：Mobile services Switching Centre）、ビジタロケーションレジス
タ（ＶＬＲ：Visitor Location Register）、およびゲートウェイＭＳＣ（ＧＭＳＣ）で
ある。パケット交換エレメントは、サービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）およ
びゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）を含む。ＥＩＲ、ＨＬＲ、ＶＬＲ、
およびＡｕｃのようないくつかのネットワークエレメントは、回路交換およびパケット交
換の両方で共有されうる。
【００３１】
　[0039]　図示された例では、コアネットワーク２０４は、ＭＳＣ ２１２およびＧＭＳ
Ｃ ２１４で回線交換サービスをサポートする。いくつかのアプリケーションでは、ＧＭ
ＳＣ ２１４は、メディアゲートウェイ（ＭＧＷ）と呼ばれうる。ＲＮＣ ２０６のような
１つまたは複数のＲＮＣは、ＭＳＣ ２１２に接続されうる。ＭＳＣ ２１２は、呼設定（
call setup）、呼ルーティング（call routing）、およびＵＥモビリティ機能を制御する
装置である。ＭＳＣ ２１２はまた、ＵＥが、ＭＳＣ ２１２のカバレッジエリア内にいる
継続期間の間、加入者に関連した情報を含むビジタロケーションレジスタ（ＶＬＲ）を含
む。ＧＭＳＣ ２１４は、回線交換ネットワーク２１６にアクセスするためにＵＥのため
のＭＳＣ ２１２を通したゲートウェイを提供する。ＧＭＳＣ ２１４は、特定のユーザが
加入しているサービスの詳細を反映しているデータなどの、加入者データを含んでいるホ
ームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）２１５を含む。ＨＬＲはまた、加入者固有の認証デ
ータを含む認証センタ（Ａｕｃ）と関連付けられている。特定のＵＥについて呼出（call
）が受信されると、ＧＭＳＣ ２１４は、ＵＥのロケーションを決定するためにＨＬＲ２
１５に問い合わせを行い、呼出を、そのロケーションにサービスしている特定のＭＳＣに
転送する。
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【００３２】
　[0040]　図示されたコアネットワーク２０４はまた、サービングＧＰＲＳサポートノー
ド（ＳＧＳＮ）２１８およびゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）２２０で
パケット交換データサービスをサポートする。汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）は
、標準的な回路交換データサービスで利用可能なものよりも速いスピードでパケットデー
タサービスを提供するように設計される。ＧＧＳＮ ２２０は、パケットベースのネット
ワーク２２２への接続をＵＴＲＡＮ ２０２に提供する。パケットベースのネットワーク
２２２は、インターネット、プライベートデータネットワーク、またはいくつかの他の適
切なパケットベースのネットワークでありうる。ＧＧＳＮ ２２０の主要機能は、パケッ
トベースのネットワークの接続性をＵＥ ２１０に提供することである。データパケット
は、主に、ＭＳＣ ２１２が回線交換ドメインにおいて行うものと同様の機能をパケット
ベースのドメインで行う、ＳＧＳＮ ２１８を通してＧＧＳＮ ２２０とＵＥ ２１０との
間で転送されうる。
【００３３】
　[0041]　ＵＴＲＡＮ ２０２は、本開示に従って利用されうるＲＡＮの１つの例である
。制限なしに一例として、図３を参照すると、ＵＴＲＡＮアーキテクチャにおけるＲＡＮ
 ３００の簡略化された概略図が図示される。システムは、セル３０２、３０４、および
３０６を含む複数のセルラ領域（セル）を含み、その各々は、１つまたは複数のセクタを
含みうる。セルは、地理的に（例えば、カバレッジエリアによって）定義され、および／
または周波数、スクランブリングコードなどに従って定義されうる。すなわち、図示され
た地理的に定義されたセル３０２、３０４、および３０６は各々、例えば、異なるスクラ
ンブリングコードを利用することによって、複数のセルにさらに分割されうる。例えば、
セル３０４ａは、第１のスクランブリングコードを利用し、セル３０４ｂは、同じ地理的
領域内にいて同じノードＢ ３４４によってサービスされる間、第２のスクランブリング
コードを利用することによって区別されうる。
【００３４】
　[0042]　セクタに分割されたセルでは、セル内の複数のセクタは、各アンテナがセルの
一部におけるＵＥとの通信を担当するその各アンテナを有するアンテナのグループによっ
て形成されうる。例えば、セル３０２において、アンテナのグループ３１２、３１４、お
よび３１６は各々、異なるセクタに対応しうる。セル３０４において、アンテナのグルー
プ３１８、３０４、および３２２は各々、異なるセクタに対応しうる。セル３０６におい
て、アンテナのグループ３２４、３２６、および３２８は各々、異なるセクタに対応しう
る。
【００３５】
　[0043]　セル３０２、３０４、および３０６は、各セル３０２、３０４、または３０６
の１つまたは複数のセクタと通信中でありうる、いくつかのＵＥを含みうる。例えば、Ｕ
Ｅ３３０および３３２は、ノードＢ ３４２と通信中であり、ＵＥ３３４および３３６は
、ノードＢ ３４４と通信中であり、ＵＥ３３８および３４０は、ノードＢ ３４６と通信
中でありうる。ここで、各ノードＢ３４２、３４４、および３４６は、それぞれのセル３
０２、３０４、および３０６内の全てのＵＥ３３０、３３２、３３４、３３６、３３８お
よび３４０にコアネットワーク２０４（図２を参照）へのアクセスポイントを提供するよ
うに構成されうる。
【００３６】
　[0044]　ソースセルでの呼出（a call with a source cell）の間、または他のいずれ
の時点においても、ＵＥ ３３６は、隣接セルの様々なパラメータと同様、ソースセルの
様々なパラメータをモニタしうる。さらに、これらのパラメータの品質に依存して、ＵＥ
 ３３６は、隣接セルのうちの１つまたは複数との通信を保持しうる。この間中、ＵＥ ３
３６は、アクティブセット（Active Set）、すなわち、ＵＥ ３３６が同時に接続される
セルのリストを保持しうる（すなわち、ダウンリンク専用物理チャネル（ＤＰＣＨ）、ま
たはフラクショナルダウンリンク専用物理チャネル（fractional downlink dedicated ph
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ysical channel）（Ｆ－ＤＰＣＨ）をＵＥ ３３６に現在割り当てているＵＴＲＡＮセル
は、アクティブセットを構成しうる）。
【００３７】
　[0045]　ＵＴＲＡＮのエアインターフェースは、例えば、Ｗ－ＣＤＭＡ規格を利用する
もののような、スペクトル拡散直接シーケンス符号分割多重アクセス（ＤＳ－ＣＤＭＡ：
spread spectrum Direct-Sequence Code Division Multiple Access）システムでありう
る。スペクトル拡散ＤＳ－ＣＤＭＡは、チップと呼ばれる疑似ランダムビットのシーケン
スによる乗算を通してユーザデータを拡散する。ＵＴＲＡＮ ２０２のためのＷ－ＣＤＭ
Ａのエアインターフェースは、そのようなＤＳ－ＣＤＭＡ技術に基づいており、また追加
的に周波数分割複信（ＦＤＤ）を必要とする（call for）。ＦＤＤは、ノードＢ ４０８
とＵＥ ２１０と間のアップリンク（ＵＬ）およびダウンリンク（ＤＬ）について異なる
キャリア周波数を使用しうる。ＤＳ－ＣＤＭＡを利用し、および時分割複信（ＴＤＤ）を
使用するＵＭＴＳのための別のエアインターフェースは、ＴＤ－ＳＣＤＭＡエアインター
フェースでありうる。本明細書で説明される様々な例がＷ－ＣＤＭＡエアインターフェー
スを示しうるが、根本的な原理は、ＴＤ－ＣＤＭＡエアインターフェースまたは任意の他
の適切なエアインターフェースに等しく適用可能であることを当業者は理解するだろう。
【００３８】
　[0046]　ワイヤレス電気通信システムでは、通信プロトコルアーキテクチャは、特定の
アプリケーションに依存する様々な形式をとりうる。例えば、３ＧＰＰ ＵＭＴＳシステ
ムでは、シグナリングプロトコルスタック（the signaling protocol stack）は、非アク
セス層（ＮＡＳ）とアクセス層（ＡＳ）とに分割される。ＮＡＳは、ＵＥ ２１０とコア
ネットワーク２０４との間でシグナリングするために（図２を参照）、上位レイヤを提供
し、また回路交換、およびパケット交換プロトコルを含みうる。ＡＳは、ＵＴＲＡＮ ２
０２とＵＥ ２１０との間でシグナリングするために、下層レイヤを提供し、またユーザ
プレーンおよび制御プレーンを含みうる。ここで、ユーザプレーンまたはデータプレーン
はユーザトラフィックを搬送し、一方、制御プレーンは制御情報を搬送する（すなわちシ
グナリング）。
【００３９】
　[0047]　図４を参照すると、ＡＳが、レイヤ１、レイヤ２、レイヤ３の３つのレイヤを
用いて示される。レイヤ１は、最下位のレイヤであり、様々な物理レイヤの信号処理機能
を実装する。レイヤ１は、本明細書において物理レイヤ４０６と呼ばれる。データリンク
レイヤは、レイヤ２ ４０８と呼ばれ、物理レイヤ４０６よりも上位であり、物理レイヤ
４０６を介してＵＥ ２１０とノードＢ ２０８との間のリンクを担当する。
【００４０】
　[0048]　レイヤ３では、ＲＲＣレイヤ４１６は、ＵＥ ２１０とノードＢ ２０８との間
で制御プレーンシグナリング（the control plane signaling between）を扱う。ＲＲＣ
レイヤ４１６は、上位レイヤメッセージをルーティングすること、ブロードキャスティン
グおよびページング機能を扱うこと、および無線ベアラ確立し、構成することのための、
多数の機能的エンティティを含む。
【００４１】
　[0049]　図示されたエアインターフェースでは、Ｌ２レイヤ４０８がサブレイヤに分け
られている。制御プレーンでは、Ｌ２レイヤ４０８は、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）サブ
レイヤ４１０、および無線リンク制御（ＲＬＣ）サブレイヤ４１２の２つのサブレイヤを
含む。ユーザプレーンでは、Ｌ２レイヤ４０８は、パケットデータコンバージェンスプロ
トコル（a packet data convergence protocol）（ＰＤＣＰ）サブレイヤ４１４を追加的
に含む。図示されないが、ＵＥは、ネットワーク側のＰＤＮゲートウェイで終端するネッ
トワークレイヤ（例えば、ＩＰレイヤ）、および接続の他端（例えば、遠端のＵＥ、サー
バなど）で終端するアプリケーションレイヤを含む、Ｌ２レイヤ４０８よりも上の、いく
つかの上位レイヤを有することができる。
【００４２】
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　[0050]　ＰＤＣＰサブレイヤ４１４は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間の多重
化を提供する。ＰＤＣＰサブレイヤ４１４はまた、無線送信のオーバーヘッドを低減させ
るために上位レイヤデータパケットのヘッダ圧縮を提供し、それらのデータパケットを暗
号化することによってセキュリティを提供し、ノードＢ間でのＵＥのハンドオーバのサポ
ートを提供する。
【００４３】
　[0051]　ＲＬＣサブレイヤ４１２は、一般に、データ転送のために、肯定応答モード（
an acknowledged mode）（ＡＭ）（ここで、肯定応答および再送信処理は、誤り訂正のた
めに使用されうる）、否定応答モード（ＵＭ）、およびデータ転送のための透過モードを
サポートし、また、ＭＡＣレイヤでのハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）によって順
序が乱れた受信（out-of-order reception）を埋め合わせるために、上位レイヤデータパ
ケットのセグメンテーション（segmentation）および再組立（reassembly）、並びにデー
タパケットの並べ替えを提供する。肯定応答モードでは、ＲＮＣおよびＵＥのようなＲＬ
Ｃピアエンティティ（RLC peer entities）は、特に、ＲＬＣデータＰＤＵ、ＲＬＣステ
ータスＰＤＵ、およびＲＬＣリセットＰＤＵを含む、様々なＲＬＣプロトコルデータユニ
ット（PDUs）を交換しうる。本開示では、「パケット」という用語は、ＲＬＣピアエンテ
ィティ間で交換されたいずれかのＲＬＣ ＰＤＵを指しうる。
【００４４】
　[0052]　ＭＡＣサブレイヤ４１０は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の
多重化を提供する。ＭＡＣサブレイヤ４１０はまた、複数のＵＥの間での１つのセルにお
ける様々な無線リソース（例えば、リソースブロック）の割り当てを担当する。ＭＡＣサ
ブレイヤ４ １０はまた、ＨＡＲＱオペレーションを担当する。
【００４５】
　[0053]　図５は、例示的なＵＥ ５５０と通信中の例示的なノードＢ ５１０のブロック
図であり、ここで、ノードＢ ５１０は、図２のノードＢ ２０８であり、ＵＥ ５５０は
、図２のＵＥ ２１０でありうる。ダウンリンク通信では、送信プロセッサ５２０が、デ
ータソース５１２からのデータと、コントローラ／プロセッサ５４０からの制御信号とを
受信しうる。送信プロセッサ５２０は、基準信号（例えば、パイロット信号）と同様に、
データおよび制御信号のための様々な信号処理機能（various signal processing functi
ons）を提供する。例えば、送信プロセッサ５２０は、誤り訂正のための巡回冗長検査（
ＣＲＣ）コード、前方誤り訂正（ＦＥＣ）を容易にするための符号化およびインターリー
ビング、様々な変調方式（例えば、２相位相シフトキーイング（ＢＰＳＫ）、４相位相シ
フトキーイング（ＱＰＳＫ）、Ｍ相位相シフトキーイング（Ｍ－ＰＳＫ）、Ｍ直交振幅変
調（M-quadrature amplitude modulation）（Ｍ－ＱＡＭ）など）に基づいた信号配列（s
ignal constellations）へのマッピング、直交可変拡散ファクタ（orthogonal variable 
spreading factors）（ＯＶＳＦ）を用いた拡散、および一連のシンボルを作り出すため
のスクランブリングコードでの乗算を提供しうる。チャネルプロセッサ５４４からのチャ
ネル推定値は、送信プロセッサ５２０のためのコーディング、変調、拡散、および／また
はスクランブリング スキームを決定するために、コントローラ／プロセッサ５４０によ
って使用されうる。これらのチャネル推定値は、ＵＥ ５５０によって送信された基準信
号から、またはＵＥ ５５０からのフィードバックから導出されうる。送信プロセッサ５
２０によって生成されたシンボルは、フレーム構造を作り出すために、送信フレームプロ
セッサ５３０に提供される。送信フレームプロセッサ５３０は、コントローラ／プロセッ
サ５４０からの情報でシンボルを多重化することによって、このフレーム構造を作り出し
、一連のフレームをもたらす。フレームは、送信機５３２に提供され、それは、アンテナ
５３４を通してワイヤレス媒体にわたってダウンリンク送信のためにキャリア上でフレー
ムを増幅すること、フィルタリングすること、および変調することを含む様々な信号調整
機能を提供する。アンテナ５３４は、例えば、ビームステアリング双方向適応アンテナア
レイ（beam steering bidirectional adaptive antenna arrays）、または他の同様のビ
ーム技術を含む、１つまたは複数のアンテナを含む。
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【００４６】
　[0054]　ＵＥ ５５０において、受信機５５４がアンテナ５５２を通してダウンリンク
送信を受信し、キャリア上で変調された情報を再生するために送信を処理する。受信機５
５４によって再生された情報は、受信フレームプロセッサ５６０に提供され、それは、各
フレームを構文解析し（parses）、チャネルプロセッサ５９４へフレームからの情報を提
供し、また受信プロセッサ５７０へデータ、制御、および基準信号を提供する。受信プロ
セッサ５７０は、ノードＢ５１０において送信プロセッサ５２０によって行われる処理の
逆を行う。より具体的には、受信プロセッサ５７０は、シンボルをデスクランブル（desc
rambles）および逆拡散（despreads）し、変調スキームに基づいて、ノードＢ ５１０に
よって送信された最も適した信号配列を決定する。これらの軟判定は、チャネルプロセッ
サ５９４によって計算されたチャネル推定値に基づきうる。軟判定は、データ、制御、お
よび基準信号を再生するために復号され、またデインターリーブされる。ＣＲＣコードは
、フレームがうまく復号されるかどうかを決定するためにチェックされる。うまく復号さ
れたフレームによって搬送されたデータは、データシンク５７２に提供され、それは、Ｕ
Ｅ ５５０および／または様々なユーザインターフェース（例えば、ディスプレイ）で走
行するアプリケーションを表わす。うまく復号されたフレームによって搬送された制御信
号は、コントローラ／プロセッサ５９０に提供される。フレームが受信機プロセッサ５７
０によってうまく復号されない場合、コントローラプロセッサ５９０はまた、これらのフ
レームへの再送要求をサポートするために、肯定応答（ＡＣＫ）および／または否定応答
（ＮＡＣＫ）プロトコルを使用しうる。
【００４７】
　[0055]　アップリンクでは、データソース５７８からのデータ、およびコントローラ／
プロセッサ５９０からの制御信号は、送信プロセッサ５８０に提供される。データソース
５７８は、ＵＥ ５５０および様々なユーザインターフェース（例えば、キーボード）に
入るアプリケーションを表わす。ノードＢ ５１０によるダウンリンク送信に関連して説
明される機能性に類似して、送信プロセッサ５８０は、ＣＲＣコード、ＦＥＣを容易にす
るための符号化およびインターリービング、信号配列へのマッピング、ＯＶＳＦを用いた
拡散、および一連のシンボルを作成するためのスクランブリングを含む、様々な信号処理
機能を提供する。ノードＢ ５１０によって送信された基準信号からチャネルプロセッサ
５９４によって、またはノードＢ ５１０によって送信されたミッドアンブルに包含され
るフィードバックから導出されたチャネル推定値は、適切な符号化、変調、拡散、および
／またはスクランブリング方式を選択するために使用されうる。送信プロセッサ５８０に
よって作成されたシンボルは、フレーム構造を作り出すために、送信フレームプロセッサ
５８２に提供される。送信フレームプロセッサ５８２は、コントローラ／プロセッサ５９
０からの情報でシンボルを多重化することによって、このフレーム構造を作り出し、一連
のフレームをもたらす。フレームは、送信機５５６に提供され、それは、フレームを増幅
すること、フィルタリングすること、および、アンテナ５５２を通してワイヤレス媒体を
介したアップリンク送信のためにキャリア上でフレームを変調することを含む、様々な信
号調整機能を提供する。
【００４８】
　[0056]　アップリンク送信は、ＵＥ ５５０における受信機機能に関連して説明さるも
のと同様の手法で、ノードＢ ５１０において処理される。受信機５３５がアンテナ５３
４を通してアップリンク送信を受信し、キャリア上で変調された情報を再生するために、
送信を処理する。受信機５３５によって再生された情報は、受信フレームプロセッサ５３
６に提供され、それは、各フレームを構文解析し、チャネルプロセッサ５４４へフレーム
からの情報を提供し、また受信プロセッサ５３８へデータ、制御、および基準信号を提供
する。受信プロセッサ５３８は、ＵＥ ５５０内の送信プロセッサ５８０によって行われ
る処理の逆を行う。うまく復号されたフレームによって搬送されたデータおよび制御信号
は、データシンク５３９およびコントローラ／プロセッサにそれぞれ提供されうる。フレ
ームのうちのいくつかが受信機プロセッサによってうまく復号されない場合、コントロー
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ラ／プロセッサ５４０はまた、これらのフレームへの再送要求をサポートするために、肯
定応答（ＡＣＫ）および／または否定応答（ＮＡＣＫ）プロトコルを使用しうる。
【００４９】
　[0057]　コントローラ／プロセッサ５４０および５９０は、それぞれ、ノードＢ ５１
０およびＵＥ ５５０における動作を指示するように使用されうる。例えば、コントロー
ラ／プロセッサ５４０および５９０は、タイミング、周辺インターフェース、電圧レギュ
レーション、電力管理、および他の制御機能を含む様々な機能を提供しうる。メモリ５４
２および５９２のコンピュータ読取可能な媒体は、それぞれ、ノードＢ５１０およびＵＥ
 ５５０のためのデータおよびソフトウェアを記憶しうる。ノードＢ５１０における、ス
ケジューラ／プロセッサ５４６は、ＵＥへリソースを割り当て、ＵＥに対するダウンリン
クおよび／またはアップリンク送信をスケジュールするために使用されうる。
【００５０】
　[0058]　上述されるように、ＵＥ ５５０は、ワイヤレス通信のための公衆ランドモバ
イルネットワーク（ＰＬＭＮ）に登録しうる。ＰＬＭＮは、一般に、ＰＬＭＮ ＩＤによ
って識別され、それは、モバイルカントリーコード（ＭＣＣ）およびモバイルネットワー
クコード（ＭＮＣ）の組み合わせを含みうる。ＧＳＭＡは、ＰＬＭＮ ＩＤのリストを保
持しており、また一般に、各国は、１つ（または、ある場合には１つ以上）のカントリー
コードを利用し、また多くの国は通常、いくつかのネットワークを有しており、従って、
いくつかのＭＮＣを有している。
【００５１】
　[0059]　表１は、国の小さいセットに関する、モバイルカントリーコード（ＭＭＣ）の
例示的なリストを示す。図示された国は各々、本開示の範囲内で、３桁の単一のＭＭＣを
含んでいるが、ＭＭＣの任意の数字は、特定の国に対応し、またＭＭＣは任意の適切な長
さのものでありうる。
【００５２】
　[0060]　通常、ある一つの国の内の全てのモバイルネットワークは、同一のＭＮＣを共
有するが、それらの１つひとつは、一般に、それ自身のＭＮＣを有している。いくつかの
大きな国では、１つ以上のＭＣＣが同一の国を示すために利用されうる。
【００５３】
　[0061]　表２は、特定のモバイルオペレータの名称の例を、それらに対応するＭＣＣお
よびＭＮＣとともに、示す。示されるように、表中の各オペレータは、ＭＣＣおよびＭＮ
Ｃの特定の組み合わせで識別されるが、本開示の範囲内で、ＭＣＣおよびＭＮＣの任意の
数の組み合わせは、特定のオペレータに対応しうる。
【００５４】
　[0062]　ＵＥ ５５０は、一般に、ホームＰＬＭＮ（ＨＰＬＭＮ）を有するように構成
される。ＵＥ ５５０は、それのＨＰＬＭＮ ＩＤおよび同等なＨＰＬＭＮ（an equivalen
t HPLMN）（ＥＨＰＬＭＮ）リストを含む、メモリ５９２および／またはそれのＵＳＩＭ 
２１１に記憶されたリストを含みうる。すなわち、ＵＥ ５５０は、ホームＰＬＭＮのよ
うな１つより多いＰＬＭＮに登録することができ、従って、特定のＵＥのための１つまた
は複数のＥＨＰＬＭＮがありうる。本開示では、参照がホームＰＬＭＮに対して行われる
場合にのみ、これがＨＰＬＭＮまたはＥＨＰＬＭＮのうちのいずれか一方を指すように意
図される。
【００５５】
　[0063]　本開示の様々な態様は、ローミングの際に、ＵＥ ５５０における電力を節約
するための装置および方法を提供する。例えば、ＶＰＬＭＮにおけるローミングの際に、
ホームＰＬＭＮを探索するために使用されるアルゴリズムは、ホームＰＬＭＮを発見する
いくつかの可能性がある場合のみ、ホームＰＬＭＮを探索するように適応されうる。
【００５６】
　[0064]　これを達成するために、本開示のいくつかの態様に従って、ＵＥ ５５０は、
例えば、ホームＰＬＭＮの付近にあるＰＬＭＮの、近傍モバイルカントリーコード（ＭＣ
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Ｃ）またはモバイルネットワークコード（ＭＮＣ）のうちの１つまたは複数のリストを含
む、近傍データベースを記憶しうる。ここで、近傍ＰＬＭＮは、ホームＰＬＭＮに隣接し
ているか、ホームＰＬＭＮの近くであるか、またはオペレータが近傍として指定するのに
適切であると決定しうるいずれかの近接にある、ものでありうる。
【００５７】
　[0065]　この方法では、ホームＰＬＭＮの付近でないことが知られているロケーション
においてモバイル局がローミングしているときに、モバイル局が、ホームＰＬＭＮについ
ての探索を差し控えうる。例えば、アメリカ合衆国内にそれのＨＰＬＭＮを有するＵＥ 
５５０がオーストラリアのＶＰＬＭＮに登録される場合、そのＵＥはそれのＨＰＬＭＮに
ついての探索を、差し控えうる。しかしながら、ＶＰＬＭＮが近傍ＰＬＭＮのリストにあ
るＰＬＭＮ ＩＤを有する場合、ユーザは、国境地帯（a border region）にいる可能性が
あり、ホームＰＬＭＮについての探索は、いくつかの成功をもたらしうる。例えば、フラ
ンスにそれのＨＰＬＭＮを有するＵＥ ５５０がイタリアのＶＰＬＭＮに登録される場合
、そのＵＥは、国境地帯にいることがあり、そのため、そのＵＥはそれのＨＰＬＭＮにつ
いての探索を差し控えうる。この場合、ホームＰＬＭＮについての探索は、例えば、固定
された、定期的なインターバルで、または時間がたつにつれてより長くなる間隔で探索す
る、従来のアルゴリズムを使用して、行われうる。
【００５８】
　[0066]　表３は、本開示のいくつかの態様に従った、近傍データベースがどのように構
築されうるかの例を図示する。この事例について、４つのネットワークが図示されており
、そのうちのいくつかは互いに近傍であり、またいくつかは、近傍ではない。表３には、
オペレータのネットワークの近接内の全ての近傍ネットワークについてのＭＣＣおよびＭ
ＮＣの関連付けられたリストと同様に、オペレータの名称、カントリーコード（ＭＣＣ）
、およびネットワークコード（ＭＮＣ）が含まれる。表３は非常に小さく、４つの異なる
オペレータについての情報のみを示しているが一方、データベースが作成されて、ＵＥ 
５５０内に供給され、図示された情報を含み、しかし、例えば、世界中の全てのオペレー
タ、または任意の適切な数のオペレータを含んでいる。
【００５９】
　[0067]　表４は、ＭＮＣ情報が排除されているが、近傍ＭＣＣを利用する近傍データベ
ースの別の例を提供する。このようにして、いくつかの国がかなり多数のＭＮＣを有しう
るため、ＵＥ ５５０におけるメモリ空間は、より小さなデータベースを利用することに
よって維持されうる。すなわち、近傍データベースがかなり多数のＰＬＭＮのためのリス
トを含む場合、全ての近傍ＰＬＭＮについての全ての近傍ＰＬＭＮ ＩＤを含むことは、
相当量のメモリ容量を消費し始めうる。そのため、近傍情報をＭＣＣのみに制限するこの
ような例は、メモリがＵＳＩＭ ２１１／メモリ５９２において制限される場合に、また
は特定の例において近傍データベースがどこで記憶されうる場合でも、適切でありうる。
さらに、例えば、新しい国が作られた場合や、国が追加のＭＣＣを取得する場合のように
、ＭＣＣは、比較的まれにしか変わらないため、近傍データベースのアップデートは非常
にまれであり、または利用されない可能性がある。
【００６０】
　[0068]　別の例では、ＵＥ ５５０は、ＵＥ ５５０が販売されるであろう国に、または
ホームＰＬＭＮの国に対応する近傍データベースの一部分のみを記憶しうる。このように
、ＵＥは、ＶＰＬＭＮのＰＬＭＮ ＩＤを、ホームＰＬＭＮの近傍である近傍ＰＬＭＮの
リストとのみ比較する必要がありうる。これは、近傍データベースに要求されるメモリの
量を低減させることができる。
【００６１】
　[0069]　もちろん、これらは、単に本開示のいくつかの態様において使用されうる近傍
データベースの例にすぎず、本開示の範囲内の特定の実装におけるデータベースの構造は
、これらの例に制限されない。
【００６２】
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　[0070]　図６Ａおよび６Ｂは、本開示のいくつかの態様に従って、ＰＬＭＮを探索する
ための例示的な処理６００を図示するフローチャートである。いくつかの例では、処理６
００は、処理システム１１４、ＵＥ ２１０および／またはＵＥ ５５０、あるいは、記載
された機能を行うためのいずれかの他の適切な装置または手段を含む、装置１００によっ
て実装されうる。
【００６３】
　[0071]　図示された例では、処理は、ＵＥ ５５０のパワーアップ（powering up）にと
もないステップ６０２で始まる。ＵＥ ５５０のパワーアップは、本明細書で説明される
ような探索が発生する場合のシナリオの一例としてのみ利用される。しかしながら、当業
者は、ＰＬＭＮ探索を利用する本明細書で明確に説明されていない他のシナリオにおいて
も、本開示の様々な態様が実装されうることを理解するだろう。
【００６４】
　[0072]　ステップ６０４では、ＵＥ ５５０は、利用可能なＰＬＭＮに関する無線チャ
ネルを探索しうる。ステップ６０４での探索の詳細は当業者にとって既知であり、従って
、本開示では詳細に説明されない。
【００６５】
　[0073]　ステップ６０６では、ＵＥ ５５０は、それのホームＰＬＭＮがステップ６０
４において実施された探索で発見されるかどうかを決定しうる。例えば、探索で識別され
たＰＬＭＮのリストは、ＨＰＬＭＮまたはＥＨＰＬＭＮのうちの１つまたは複数に対応す
るＰＬＭＮ ＩＤの少なくとも一部分と比較されうる。イエスである場合、ＵＥ ５５０は
、ステップ６０８に進み、探索で発見されたホームＰＬＭＮに登録しうる。ステップ６１
０は、ＵＥ ５５０が、ブロック６０８で説明されるホームＰＬＭＮに登録されたままで
ありうることを示す、プレースホルダ（placeholder）として実質的に（essentially）、
図示される。ブロック６１２では、ＵＥ ５５０は、サービスがホームＰＬＭＮ上で失わ
れたかどうかを決定しうる。ノーである場合、処理は、ＵＥ ５５０がホームＰＬＭＮに
登録されたままであるため、ステップ６１０に戻る。一方、ステップ ６１２において、
ＵＥ ５５０は、サービスがホームＰＬＭＮで失われていることを決定する場合、処理は
、ステップ６０４に戻り、ここで、ＵＥ ５５０は、利用可能なＰＬＭＮを探索しうる。
【００６６】
　[0074]　ここで、ステップ６０６を参照すると、ステップ６０４で探索が行われている
間にＵＥ ５５０がホームＰＬＭＮを発見しない場合、処理は、ステップ６１４へ進み、
ここで、ＵＥ ５５０は、ステップ６０４で行われる探索から、どんな他のＰＬＭＮが利
用可能であるかを、もしあれば、決定しうる。他のＰＬＭＮが利用可能でない場合、サー
ビスはＵＥ ５５０に関して利用可能ではなく、従って、処理はステップ６０４に戻り、
ここで、ＵＥ ５５０は、利用可能なＰＬＭＮについての別の探索を行いうる。一方、ホ
ームＰＬＭＮ以外に利用可能な１つまたは複数のＰＬＭＮがある場合、処理は、ブロック
６１６へと進み、ここで、ＵＥ ５５０は、利用可能なＰＬＭＮを有するネットワークに
登録しうる。ここで、上述されるように、ＵＥ ５５０がステップ６１６で登録するＰＬ
ＭＮは、ＶＰＬＭＮと呼ばれうる。
【００６７】
　[0075]　ステップ６１８では、ＵＥ ５５０は、ステップ６１６でＵＥ ５５０が登録さ
れたＰＬＭＮのＰＬＭＮ ＩＤの少なくとも一部分（すなわち、ＶＰＬＭＮ）が、ＵＥ ５
５０で記憶された近傍データベース内のエントリに対応するかどうかを決定しうる。例え
ば、モバイルカントリーコード（ＭＣＣ）、モバイルネットワークコード（ＭＮＣ）、お
よび／またはＶＰＬＭＮのＰＬＭＮ ＩＤの任意の他の部分は、近傍データベース内のエ
ントリに対応しうる。ノーである場合、処理は、ステップ６２２へと進み、それは、下記
でさらに説明される。イエスである場合、処理は、ステップ６２０へと進み、ここで、Ｕ
Ｅ ５５０は、近傍データベース内のＶＰＬＭＮに対応する近傍ＰＬＭＮがＨＰＬＭＮま
たはＥＨＰＬＭＮのうちの１つであるかどうかを決定しうる。例えば、表４で図示される
ように、ＭＣＣのエントリのみを含む近傍データベースでは、ＵＥ ５５０は、ＶＰＬＭ
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ＮのＭＣＣと同じ行にある近傍ＭＣＣが、ＵＥ ５５０のホームＰＬＭＮのＭＣＣに対応
するかどうかを決定しうる。別の例では、表３で図示されるように、ＭＣＣおよびＭＮＣ
のエントリを含む近傍データベースにおいて、ＵＥ ５５０は、ＶＰＬＭＮのＭＣＣ／Ｍ
ＮＣの組み合わせと同じ行にある近傍ＭＣＣ／ＭＮＣの組み合わせが、ＵＥ ５５０のホ
ームＰＬＭＮに対応するかどうかを決定しうる。
【００６８】
　[0076]　ステップ６２０では、ＵＥ ５５０は、近傍ＰＬＭＮ ＩＤがＵＥ ５５０のホ
ームＰＬＭＮに対応することを決定し、処理は、ステップ６２２（図６Ｂ参照）へと進み
、ホームＰＬＭＮの探索を始めうる。すなわち、ＶＰＬＭＮが近傍データベース内に現れ
ない場合（ステップ６１８で決定される）、またはＶＰＬＭＮが近傍データベーに従って
ホームＰＬＭＮの近傍である場合（ステップ６２０で決定される）、ＵＥ ５５０は、ホ
ームＰＬＭＮへの探索を開始しうる。ＶＰＬＭＮが近傍データベース内に現れない場合（
ステップ６１８で決定されるように）、ホームＰＬＭＮの探索は、たとえそれがそのデー
タベース内に現れないとしても、ＶＰＬＭＮが、ホームＰＬＭＮの近傍である可能性をカ
バーするために利用されうるオプションである。例えばこれは、ＶＰＬＭＮが、データベ
ースにない新しいネットワークまたは新しいカントリーコードに対応する場合に起こりう
る。
【００６９】
　[0077]　ステップ６２２では、ＵＥ ５５０は、ホームＰＬＭＮ探索をタイミングする
（timing home PLMN searches）ためのタイマを開始しうる。実質的にプレースホルダブ
ロック（a placeholder block）である、ステップ６２４では、ＵＥ ５５０はＶＰＬＭＮ
に登録されたままでありうる。ブロック６２６では、ＵＥ ５５０は、ＶＰＬＭＮでのサ
ービスを失ったかどうかを決定しうる。ＵＥ ５５０がサービスを失う場合、処理は、利
用可能なＰＬＭＮについての探索を行うためにステップ６０４に戻りうる。一方、ＵＥ 
５５０がステップ６２６でサービスを失っておらず、従って、ＶＰＬＭＮに登録されたま
まであると決定する場合、処理は、ステップ６２８へと進み、ここで、ＵＥ ５５０は、
ステップ６２２で開始されたホームＰＬＭＮ探索をタイミングするタイマが満了したかど
うかを決定しうる。タイマがまだ満了していない場合、処理は、ブロック６２４に戻り、
ＶＰＬＭＮに登録されたままでありうる。一方、タイマが満了した場合、処理は、ステッ
プ６３０へと進み、ここで、ＵＥ ５５０は、ホームＰＬＭＮを探索しうる。このような
探索は、ＶＰＬＭＮでのローミングの際、従来のＵＥによって行われるホームＰＬＭＮの
ための、従来の探索と同じでありうる。ステップ６３２では、ホームＰＬＭＮが発見され
る場合、処理は、上述されるようにステップ６０８へと進み、ここで、ＵＥ ５５０は、
ホームＰＬＭＮに登録しうる。一方、ホームＰＬＭＮがステップ６３２で発見されない場
合、処理は、ステップ６２４へと戻り、ここで、ＵＥ ５５０は、ＶＰＬＭＮに登録され
たままでありうる。
【００７０】
　[0078]　本開示のいくつかの態様では、ステップ６２２と６３２の間の処理は、ＵＥが
ＶＰＬＭＮでローミングしている全ての場合において、従来のＵＥによって行われるホー
ムＰＬＭＮについての探索と同じでありうる。しかしながら、本開示のいくつかの態様で
は、ホームＰＬＭＮ探索をタイミングするためのタイマは、ＶＰＬＭＮがホームＰＬＭＮ
の近傍であることが既知である場合に、ホームＰＬＭＮ探索を促進するように構成されう
る。このように、ホームＰＬＭＮは、それが発見されるより大きい可能性があることが既
知である場合、より素早く位置付けられうる。
【００７１】
　[0079]　よって、上述されるように、ステップ６２２－６３２は、従来のＵＥがローミ
ングしている、すなわち、ＶＰＬＭＮに登録される、場合に行われる、ホームＰＬＭＮに
ついての従来の探索と同じであるか、類似しうる。しかしながら、上述されるように、本
開示の態様では、このような探索は、ＶＰＬＭＮが近傍データベースに現れない場合か、
またはＶＰＬＭＮがホームＰＬＭＮの近傍であることを近傍データベースが示す場合のシ
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ナリオに制限されうる。一方、ステップ６２０に戻ると、本開示の態様では、ＶＰＬＭＮ
がホームＰＬＭＮの近傍でないことを近傍データベースが示す場合、処理は、ステップ６
３４へと進み、ＶＰＬＭＮに登録されたままである一方、ホームＰＬＭＮの探索を差し控
えうる。すなわち、ＶＰＬＭＮのＰＬＭＮ ＩＤが近傍データベースに現れる（ステップ
６１８で決定される）ため、ステップ６３６では、ＵＥ ５５０は、ＶＰＬＭＮにおける
サービスが失われたかどうかを決定しうる。ノーである場合、処理は、ステップ６３４に
戻り、ＶＰＬＭＮに登録されたままとなる。イエスである場合、処理は、ステップ６０４
へと戻り、上述されるような利用可能なＰＬＭＮの探索を開始する。
【００７２】
　[0080]　よって、本開示の態様に従って、ＵＥ ５５０がホームＰＬＭＮの付近にいる
場合、ＵＥ ５５０は、より頻繁にそれのホームＰＬＭＮを探索し、近傍でない場合、こ
の探索を停止しうる。この解決策は、両方のケースに対して利点を有しうる。すなわち、
ＵＥがその付近にいる場合に、ＵＥはより早くそれのホームＰＬＭＮを発見することがで
き、ＵＥがその付近にいない場合、エネルギーを浪費することをストップすることができ
る。
【００７３】
　[0081]　さらに、本開示の態様に従って、ＵＥ ５５０は、ネットワークサポートを必
要とすることなく、すなわち、ＵＥ ５５０に局所的に記憶された、内蔵された（self-co
ntained）近傍データベースを利用することによって、ＶＰＬＭＮがホームＰＬＭＮの近
傍であるかどうかを決定しうる。ここで、近傍データベースは、ネットワークをシグナリ
ングすることなく、要求に応じてＵＥ ５５０によってアクセスされうる。
【００７４】
　[0082]　図７は、本開示のさらなる態様を図示する概念図であり、ここで、ＵＥ ５５
０は、１つまたは複数の供給アルゴリズム（provisioning algorithms）を利用すること
によって近傍データベースを供給され、それは、ＭＣＣおよびＭＮＣの記憶されたリスト
を含みうる。ここで、このようなデータベースをＵＥ ５５０に供給するために、下記に
３つの例示的な手順が説明され、本開示の様々な態様において、これらの３つの手順は、
単独でまたは組み合わせで利用されうる。もちろん、このようなデータベースをＵＥ ５
５０に供給するために、任意の他の適切な手順が、本開示の範囲内で、利用されうる。
【００７５】
　[0083]　一例において、ブロック７０４で示されるように、ＵＥ ５５０は、初期の登
録（すなわち、ＵＥ ５５０が最初にパワーオン（powered on）したとき）の間、近傍デ
ータベース７０２を供給されうる。例えば、新規の加入でＵＥ ５５０が初めてパワーオ
ンされる場合、ＨＰＬＭＮは、登録メッセージング中で、ＵＥ ５５０にこのデータベー
スを提供しうる。ここで、この近傍データベース７０２は、ＵＥ ５５０内のＵＳＩＭ ２
１１または不揮発性メモリ（例えば、メモリ５９２）に記憶されうる。
【００７６】
　[0084]　別の例では、ブロック７０６で示されるように、サービングネットワーク（se
rving network）（すなわち、ＵＥがローミングしている場合のＶＰＬＭＮ、またはＵＥ 
５５０がそれのホームネットワークに登録する場合のＨＰＬＭＮ）は、任意の適切な時間
に、近傍データベース７０２をＵＥ ５５０に提供しうる。ここで、例えば、登録中に（
例えば、サービングＰＬＭＮへのハンドオーバまたはパワーオンのような接続の開始にお
いて）、ＵＥ ５５０への近傍データベースの供給が発生しうる。例えば、図６を再度参
照すると、データベースは、ステップ６１６および／またはステップ６０８の間に、ＵＥ
 ５５０へと供給されうる。いくつかの例において、ＵＥ ５５０の登録の間のこのメッセ
ージングは、上述されるように、初期のパワーオンで供給される初期の登録を更新するた
めに利用されうる。この例は、任意の適切な登録メッセージングが近傍データベース７０
２を提供するために利用され、アタッチ（Attach）、ロケーションアップデート（Locati
on Update）、ルーティングエリアアップデート（Routing Area Update）、または追跡エ
リアアップデート（Tracking Area Update）を含むがそれらに制限されない。
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【００７７】
　[0085]　別の例では、ブロック７０６におけるＵＥ ５５０への近傍データベースの供
給は、オープンモバイルアライアンス（ＯＭＡ）によって定義されるシグナリングプロト
コルを使用して達成され、それは、ＯＭＡデバイス管理シグナリング（OMA device manag
ement signaling）と呼ばれうる。ＯＭＡデバイス管理シグナリングは、当業者に対して
既知であり、従来、ＵＥ ５５０のようなモバイルデバイスを構成するために利用されう
る。このため、近傍データベース７０２をＵＥ ５５０に供給するためにＯＭＡデバイス
管理シグナリングを利用することによって、既存の仕様に関連する追加のシグナリングが
利用されうるが、変更は比較的小さく、比較的容易に実施されうる。
【００７８】
　[0086]　別の例では、ブロック７０８で示されるように、ＵＥ ５５０は永久的な（ま
たは半永久的な）データベースを供給され、それは、供給時に世界中で既知である全ての
ＰＬＭＮ ＩＤ、または世界的なＰＬＭＮ ＩＤのセットの任意の適切な一部分を含みうる
。例えば、ＵＥ ５５０における不揮発性メモリは、ＵＥ ５５０の製造中に、小売のロケ
ーション（retail location）において、またはそれのユーザへのＵＥ ５５０の配置（de
ployment）の前はいつでも、ＰＬＭＮ ＩＤのデータベースを記憶するように構成されう
る。配置の前にデータベースをＵＥ ５５０に供給することは、それがエアインターフェ
ース規格またはネットワークサポートへのいずれの変更も要求しないため、モバイルネッ
トワークのための比較的容易なオプションである。しかしながら、このオプションは、ネ
ットワークによる更新がなければ、新規のＰＬＭＮ ＩＤを有する新規のネットワークが
配置されるにつれて、データベースは、結局は時代遅れになるという欠点がある。そのた
め、本開示のいくつかの態様は、例えば、ＵＥ ５５０の初期の登録において、および／
またはＰＬＭＮに登録するときに、上述されるように、新規の情報でデータベースをアッ
プデートすることができうる。
【００７９】
　[0087]　いくつかの例は、本開示の範囲内で、上記３つの供給アルゴリズムのうちの２
つ以上の組み合わせを利用しうる。
【００８０】
　[0088]　電気通信システムのいくつかの態様は、Ｗ－ＣＤＭＡシステムに関連して提示
されている。当業者は、本開示を通して説明された様々な態様が他の電気通信システム、
ネットワークアーキテクチャ、および通信規格にまで拡大されうることを、容易に理解す
るだろう。
【００８１】
　[0089]　例として、様々な態様が、ＴＤ－ＳＣＤＭＡおよびＴＤ－ＣＤＭＡのような他
のＵＭＴＳにまで拡大されうる。様々な態様はまた、ロングタームエボリューション（Ｌ
ＴＥ）（ＦＤＤ、ＴＤＤ、またはそれら両方のモードにおいて）、ＬＴＥアドバンスト（
ＬＴＥ－Ａ）（ＦＤＤ、ＴＤＤ、またはそれら両方のモードにおいて）、ＣＤＭＡ２００
０、エボリューションデータオプティマイズド（ＥＶ－ＤＯ）、ウルトラモバイルブロー
ドバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ ８
０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ ８０２．２０、ウルトラワイドバン
ド（ＵＷＢ）、ブルートゥース、および／または他の適切なシステムを用いたシステムに
まで拡大されうる。用いられる実際の電気通信規格、ネットワークアーキテクチャ、およ
び／または通信規格は、システムに課された特定のアプリケーションおよび全体設計制約
に依存するだろう。
【００８２】
　[0090]　開示された方法におけるステップの特定の順序または階層は、例示的プロセス
の図であると理解されるべきである。設計の選好に基づいて、これらの方法におけるステ
ップの特定の順序または階層は並べ替えられうるということが理解される。添付の方法の
請求項は、本明細書に特に記載されない限り、サンプルの順序において、様々なステップ
の要素を提示し、提示された特定の順序または階層に限定されるようには意図されない。
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【００８３】
　[0091]　先の説明は、いずれの当業者も、本明細書に説明される様々な態様を実現でき
るように提供される。これらの態様への様々な変更は、当業者に対して容易に明らかであ
り、本明細書で定義される包括的な本質は他の態様に適用されうる。よって、請求項は、
明細書に示された態様に限定されることを意図するものではなく、請求項における記載と
一致する全範囲を付与されるべきものであるが、単数形でのエレメントへの言及は、そう
であるとの明確な記載がない限り、「１つ、および１つのみ」を意味するように意図され
ず、「１つまたは複数」を意味するものとする。そうでないことが特に述べられていない
限り、「いくつかの」という用語は、１つまたは複数のことを指している。項目のリスト
のうちの「少なくとも１つ」に言及するフレーズは、単一の要素を含む、それらの項目の
うちの任意の組み合わせに言及するものである。例として、「ａ，ｂ，またはｃのうちの
少なくとも１つ」は、「ａ，ｂ，ｃ，ａおよびｂ，ａおよびｃ，ｂおよびｃ，ａ，ｂ，お
よびｃ」を含むことを意図する。当業者に対して既知である、あるいは後に既知となる本
開示を通して説明された多様な態様の要素に対する全ての構造的および機能的な同等物は
、参照によって本明細書に明確に組み込まれ、請求項によって包含されるよう意図される
。さらに、本明細書で開示されたものはどれも、そのような開示が請求項において明示的
に記載されているかどうかに関わらず公共に寄与されるようには意図されていない。請求
項のどの要素も、その要素が明確に「～のための手段」というフレーズを使用して記載さ
れていない限り、または、方法の請求項の場合には、その要素が「～するためのステップ
」というフレーズを使用して記載されていない限り、米国特許法第１１２条６項の規定の
もとで解釈されるべきではない。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］　ユーザ機器（ＵＥ）で動作可能なワイヤレス通信の方法であって、前記方法は
、
　訪問先公衆ランドモバイルネットワーク（ＶＰＬＭＮ）に登録することと、
　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥのホーム公衆ランドモバイルネットワーク（ホームＰＬＭＮ
）の近傍であるかどうかを、モバイル局に記憶されている近傍データベースに従って決定
することと、
　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ホームＰＬＭＮの近傍でないことを前記近傍データベ
ースが示す場合、前記ＶＰＬＭＮに登録されたままで前記ホームＰＬＭＮの探索を差し控
えることと
　を備える、方法。
［Ｃ２］　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ＨＰＬＭＮの近傍であるかどうかを前記決定
することは、
　前記ＶＰＬＭＮのＰＬＭＮ ＩＤの少なくとも一部分が前記近傍データベースに記憶さ
れているかどうかを決定することと、
　前記ＰＬＭＮ ＩＤの前記一部分が前記近傍データベースに記憶されている場合、前記
ホームＰＬＭＮのＭＣＣが前記ＶＰＬＭＮの近傍に対応するかどうかを決定することと、
　を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］　前記ＶＰＬＭＮの前記ＰＬＭＮ ＩＤの前記少なくとも一部分は、モバイルカ
ントリーコード（ＭＣＣ）を備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］　前記ＶＰＬＭＮの前記ＰＬＭＮ ＩＤの前記少なくとも一部分は、モバイルネ
ットワークコード（ＭＮＣ）を備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ５］　前記ＵＥのユーザへの展開の前に、前記ＵＥの不揮発性メモリに前記近傍デー
タベースを供給すること
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］　前記ホームＰＬＭＮへの前記ＵＥの登録時に、ネットワークシグナリングを利
用して前記近傍データベースを受信すること
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］　前記ホームＰＬＭＮ以外のＰＬＭＮへの前記ＵＥの登録時に、ネットワークシ
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グナリングを利用して前記近傍データベースを受信すること
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］　ＯＭＡデバイス管理シグナリングを利用して前記近傍データベースを受信する
こと
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ＨＰＬＭＮの近傍であるかどうかを前記決定
することは、
　前記ＶＰＬＭＮに対応するモバイルカントリーコード（ＭＣＣ）またはモバイルネット
ワークコード（ＭＮＣ）が前記近傍データベースに記憶されているかどうかを決定するこ
と
　を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］　前記ホームＰＬＭＮは、ＨＰＬＭＮまたはＥＰＬＭＮのうちの１つを備える
、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１１］　ネットワークエンティティで動作可能なワイヤレス通信の方法であって、
　　複数のネットワークについてのＰＬＭＮ ＩＤ情報と、
　　近傍データベース内の各ＰＬＭＮ ＩＤエントリついての近傍情報と
　を備える前記近傍データベースを記憶することと、
　ＮＡＳ登録メッセージングまたはＯＭＡデバイス管理シグナリングのうちの１つを利用
してユーザ機器（ＵＥ）に前記近傍データベースを送信することと
　を備える、方法。
［Ｃ１２］　ワイヤレス通信のために構成されたユーザ機器（ＵＥ）であって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された送信機と、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された受信機と、
　を備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　訪問先公衆ランドモバイルネットワーク（ＶＰＬＭＮ）に登録し、
　　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥのホーム公衆ランドモバイルネットワーク（ホームＰＬＭ
Ｎ）の近傍であるかどうかを、モバイル局に記憶されている近傍データベースに従って決
定し、
　　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ホームＰＬＭＮの近傍でないことを前記近傍データ
ベースが示す場合、前記ＶＰＬＭＮに登録されたままで前記ホームＰＬＭＮの探索を差し
控える
　ように構成される、ＵＥ。
［Ｃ１３］　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ＨＰＬＭＮの近傍であるかどうかを決定す
るように構成された、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ＶＰＬＭＮのＰＬＭＮ ＩＤの少なくとも一部分が前記近傍データベースに記憶さ
れているかどうかを決定し、
　前記ＰＬＭＮ ＩＤの前記一部分が前記近傍データベースに記憶されている場合、前記
ホームＰＬＭＮのＭＣＣが前記ＶＰＬＭＮの近傍に対応するかどうかを決定する
　ようにさらに構成された、Ｃ１２に記載のＵＥ。
［Ｃ１４］　前記ＶＰＬＭＮの前記ＰＬＭＮ ＩＤの前記少なくとも一部分は、モバイル
カントリーコード（ＭＣＣ）を備える、Ｃ１３に記載のＵＥ。
［Ｃ１５］　前記ＶＰＬＭＮの前記ＰＬＭＮ ＩＤの前記少なくとも一部分は、モバイル
ネットワークコード（ＭＮＣ）を備える、Ｃ１３に記載のＵＥ。
［Ｃ１６］　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ＵＥのユーザへの展開の前に、前記ＵＥの不揮発性メモリに前記近傍データベース
を供給する
　ようにさらに構成された、Ｃ１２に記載のＵＥ。
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［Ｃ１７］　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ホームＰＬＭＮへの前記ＵＥの登録時に、ネットワークシグナリングを利用して前
記近傍データベースを受信する
　ようにさらに構成された、Ｃ１２に記載のＵＥ。
［Ｃ１８］　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ホームＰＬＭＮ以外のＰＬＭＮへの前記ＵＥの登録時に、ネットワークシグナリン
グを利用して前記近傍データベースを受信する
　ようにさらに構成された、Ｃ１２に記載のＵＥ。
［Ｃ１９］　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　ＯＭＡデバイス管理シグナリングを利用して前記近傍データベースを受信する
　ようにさらに構成された、Ｃ１２に記載のＵＥ。
［Ｃ２０］　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ＨＰＬＭＮの近傍であるかどうかを決定す
るように構成された、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ＶＰＬＭＮに対応するモバイルカントリーコード（ＭＣＣ）またはモバイルネット
ワークコード（ＭＮＣ）が前記近傍データベースに記憶されているかどうかを決定する
　ようにさらに構成される、Ｃ１２に記載のＵＥ。
［Ｃ２１］　前記ホームＰＬＭＮは、ＨＰＬＭＮまたはＥＰＬＭＮのうちの１つを備える
、Ｃ１２に記載のＵＥ。
［Ｃ２２］　ワイヤレス通信のために構成されたネットワークエンティティであって、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合されたメモリと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された通信インターフェースと
　を備え、
　前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　複数のネットワークについてのＰＬＭＮ ＩＤ情報と、
　　近傍データベース内の各ＰＬＭＮ ＩＤエントリついての近傍情報と
　を備える前記近傍データベースを記憶し、
　ＮＡＳ登録メッセージングまたはＯＭＡデバイス管理シグナリングのうちの１つを利用
してユーザ機器（ＵＥ）に前記近傍データベースを送信する
　ように構成された、ネットワークエンティティ。
［Ｃ２３］　ワイヤレス通信のために構成されたユーザ機器（ＵＥ）であって、
　訪問先公衆ランドモバイルネットワーク（ＶＰＬＭＮ）に登録するための手段と、
　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥのホーム公衆ランドモバイルネットワーク（ホームＰＬＭＮ
）の近傍であるかどうかを、モバイル局に記憶されている近傍データベースに従って決定
するための手段と、
　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ホームＰＬＭＮの近傍でないことを前記近傍データベ
ースが示す場合、前記ＶＰＬＭＮに登録されたままで、前記ホームＰＬＭＮの探索を差し
控えるための手段と
　を備える、ＵＥ。
［Ｃ２４］　ワイヤレス通信ネットワーク内での動作のために構成されたネットワークエ
ンティティであって、
　　複数のネットワークについてのＰＬＭＮ ＩＤ情報と、
　　近傍データベース内の各ＰＬＭＮ ＩＤエントリついての近傍情報と
　を備える前記近傍データベースを記憶するための手段と、
　ＮＡＳ登録メッセージングまたはＯＭＡデバイス管理シグナリングのうちの１つを利用
してユーザ機器（ＵＥ）に前記近傍データベースを送信するための手段と
　を備える、ネットワークエンティティ。
［Ｃ２５］　ワイヤレス通信のために構成されたユーザ機器（ＵＥ）で動作可能なコンピ
ュータプログラム製品であって、
　コンピュータに、訪問先公衆ランドモバイルネットワーク（ＶＰＬＭＮ）へ登録させる
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ための命令と、
　コンピュータに、前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥのホーム公衆ランドモバイルネットワーク
（ホームＰＬＭＮ）の近傍であるかどうかを、モバイル局に記憶されている近傍データベ
ースに従って、決定させるための命令と、
　前記ＶＰＬＭＮが前記ＵＥの前記ホームＰＬＭＮの近傍でないことを前記近傍データベ
ースが示す場合、コンピュータに、前記ＶＰＬＭＮに登録されたままで前記ホームＰＬＭ
Ｎの探索を差し控えさせるための命令と
　を備える、コンピュータ読取可能な記憶媒体
　を備える、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ２６］　ワイヤレス通信ネットワーク内での使用のために構成されたネットワークエ
ンティティで動作可能なコンピュータプログラム製品であって、
　コンピュータに、
　　複数のネットワークについてのＰＬＭＮ ＩＤ情報と、
　　近傍データベース内の各ＰＬＭＮ ＩＤエントリついての近傍情報と
　を備える前記近傍データベースを記憶させるための命令と、
　コンピュータに、ＮＡＳ登録メッセージングまたはＯＭＡデバイス管理シグナリングの
うちの１つを利用してユーザ機器（ＵＥ）に前記近傍データベースを送信させるための命
令と
　を備える、コンピュータ読取可能な記憶媒体
　を備える、コンピュータプログラム製品。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６Ａ】
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【図８】 【図９】
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