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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】回線交換フォールバック（ＣＳＦＢ）に関係す
る呼設定における遅延を低減するための方法を提供する
。
【解決手段】第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡ
Ｔ）を介して通信するユーザ機器（ＵＥ）において、第
１のＲＡＴの基地局による拡張サービス要求（ＥＳＲ）
メッセージを処理する際の遅延の低減をもたらす能力を
示すように選択された１つまたは複数のパラメータをも
つＵＥ能力メッセージを送信し４０２、第１のＲＡＴの
基地局を介してサービスを受信し４０４、第２のＲＡＴ
の基地局を介して、ＵＥをターゲットにするページング
メッセージを受信し４０６、第１のＲＡＴにおいてＵＥ
のためのコンテキストの中断を要求するために、第１の
ＲＡＴの基地局にＥＳＲメッセージを送信する４０８。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための方法であって、前記方法は、
　前記第１のＲＡＴの基地局による拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを処理する際
の遅延の低減をもたらす能力を示すように選択された１つまたは複数のパラメータをもつ
ＵＥ能力メッセージを送信することと、
　前記第１のＲＡＴの前記基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に前記拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するこ
とと
を備える、方法。
【請求項２】
　前記１つまたは複数のパラメータは、
前記ＵＥが、前記第１のＲＡＴと前記第２のＲＡＴの両方からの通信を同時に受信する能
力を示す１つまたは複数のパラメータを有することを示す少なくとも１つのパラメータ
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＥＳＲメッセージに対する応答を受信することなしに前記第２のＲＡＴにおける登
録を実行すること
をさらに備える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つまたは複数のパラメータは、
前記ＥＳＲメッセージが前記ＵＥによる前記第２のＲＡＴにおける測定をトリガするのを
防ぐように選択された少なくとも１つのパラメータ
を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＥＳＲメッセージが前記ＵＥによる前記第２のＲＡＴにおける測定をトリガするの
を防ぐように選択された前記少なくとも１つのパラメータは、前記ＵＥが前記第２のＲＡ
Ｔにおける測定を実際にサポートするか否かにかかわらず、前記ＵＥが前記第２のＲＡＴ
における測定をサポートしないことを示す、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局による拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを処理する際
の遅延の低減をもたらす能力を示すように選択された１つまたは複数のパラメータをもつ
能力メッセージを送信するための手段と、
　前記第１のＲＡＴの前記基地局を介してサービスを受信するための手段と、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記装置をターゲットにするページングメッセー
ジを受信するための手段と、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に前記拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するた
めの手段と
を備える、装置。
【請求項７】
　前記１つまたは複数のパラメータは、
前記装置が、前記第１のＲＡＴと前記第２のＲＡＴの両方からの通信を同時に受信する能
力を示す１つまたは複数のパラメータを有することを示す少なくとも１つのパラメータ
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を備える、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記ＥＳＲメッセージに対する応答を受信することなしに前記第２のＲＡＴにおける登
録を実行するための手段
をさらに備える、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記１つまたは複数のパラメータは、
前記ＥＳＲメッセージが前記装置による前記第２のＲＡＴにおける測定をトリガするのを
防ぐように選択された少なくとも１つのパラメータ
を備える、請求項６に記載の装置。
【請求項１０】
　前記ＥＳＲメッセージが前記装置による前記第２のＲＡＴにおける測定をトリガするの
を防ぐように選択された前記少なくとも１つのパラメータは、前記装置が前記第２のＲＡ
Ｔにおける測定を実際にサポートするか否かにかかわらず、前記装置が前記第２のＲＡＴ
における測定をサポートしないことを示す、請求項６に記載の装置。
【請求項１１】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局による拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを処理する際
の遅延の低減をもたらす能力を示すように選択された１つまたは複数のパラメータをもつ
能力メッセージを送信することと、前記第１のＲＡＴの前記基地局を介してサービスを受
信することと、前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページ
ングメッセージを受信することと、前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキ
ストの中断を要求するために、前記第１のＲＡＴの前記基地局に前記拡張サービス要求（
ＥＳＲ）メッセージを送信することとを行うように構成された少なくとも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
を備える、装置。
【請求項１２】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局による拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを処理する際
の遅延の低減をもたらす能力を示すように選択された１つまたは複数のパラメータをもつ
ＵＥ能力メッセージを送信することと、
　前記第１のＲＡＴの前記基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に前記拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するこ
とと
を行うための、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令を記憶したコンピュ
ータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項１３】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための方法であって、前記方法が、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信することと
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、
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１のＲＡＴの前記基地局において正常に受信された確率
が比較的高いと判断することと、
　前記ＥＳＲメッセージに対する応答を待つことなしに、前記判断に応答して、前記第２
のＲＡＴにおける登録を実行することと
を備える、方法。
【請求項１４】
　前記判断することが、
前記ＥＳＲメッセージの少なくとも一部を含んでいるプロトコルデータユニット（ＰＤＵ
）の正常な受信を確認応答するメッセージを受信すること
を備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記判断することが、
前記ＥＳＲメッセージの最後の部分を含んでいるＲＬＣ　ＰＤＵの正常な受信を確認応答
する無線レイヤ制御（ＲＬＣ）メッセージを受信すること
を備える、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記ＥＳＲメッセージが、前記ＥＳＲメッセージを処理する際の遅延を低減するように
選択された１つまたは複数のパラメータを備える、請求項１３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記第２のＲＡＴにおける登録が、前記ＥＳＲメッセージに対する応答を待つことなし
に、前記判断に応答して、限られた数のシナリオにおいて実行される、請求項１３に記載
の方法。
【請求項１８】
　前記限られた数のシナリオがモバイル着信（ＭＴ）呼の発生を備える、請求項１７に記
載の方法。
【請求項１９】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信するための手段と、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信するための手段と、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記装置のためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するための
手段と、
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１のＲＡＴの前記基地局において正常に受信された確率
が比較的高いと判断するための手段と、
　前記ＥＳＲメッセージに対する応答を待つことなしに、前記判断に応答して、前記第２
のＲＡＴにおける登録を実行するための手段と
を備える、装置。
【請求項２０】
　判断するための前記手段が、
前記ＥＳＲメッセージの少なくとも一部を含んでいるプロトコルデータユニット（ＰＤＵ
）の正常な受信を確認応答するメッセージを受信するための手段
を備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　判断するための前記手段が、
前記ＥＳＲメッセージの最後の部分を含んでいるＲＬＣ　ＰＤＵの正常な受信を確認応答
する無線レイヤ制御（ＲＬＣ）メッセージを受信するための手段と
を備える、請求項２０に記載の装置。
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【請求項２２】
　前記ＥＳＲメッセージが、前記ＥＳＲメッセージを処理する際の遅延を低減するように
選択された１つまたは複数のパラメータを備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２３】
　前記第２のＲＡＴにおける登録が、前記ＥＳＲメッセージに対する応答を待つことなし
に、前記判断に応答して、限られた数のシナリオにおいて実行される、請求項１９に記載
の装置。
【請求項２４】
　前記限られた数のシナリオがモバイル着信（ＭＴ）呼の発生を備える、請求項２３に記
載の装置。
【請求項２５】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、前記第２のＲＡＴの基
地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセージを受信することと、前
記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前記第
１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信することと、前
記ＥＳＲメッセージが前記第１のＲＡＴの前記基地局において正常に受信された確率が比
較的高いと判断することと、前記ＥＳＲメッセージに対する応答を待つことなしに、前記
判断に応答して、前記第２のＲＡＴにおける登録を実行することとを行うように構成され
た少なくとも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
を備える、装置。
【請求項２６】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信することと
、
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１のＲＡＴの前記基地局において正常に受信された確率
が比較的高いと判断することと、
　前記ＥＳＲメッセージに対する応答を待つことなしに、前記判断に応答して、前記第２
のＲＡＴにおける登録を実行することと
を行うための、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令を記憶したコンピュ
ータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項２７】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための方法であって、前記方法が、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第２のＲＡＴを使用してショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージを送信
することであって、前記ＳＭＳメッセージが、前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのため
のコンテキストの中断を要求するために、前記第１のＲＡＴの前記基地局への拡張サービ
ス要求（ＥＳＲ）メッセージを含んでいる、送信することと
を備える、方法。
【請求項２８】
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　前記ＳＭＳメッセージが、指定されたモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）の識別情
報を備える、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　前記ＳＭＳメッセージが、前記識別されたＭＭＥにＩＰパケットとして前記ＥＳＲメッ
セージを送ることによって、ネットワークトリガされたＥＳＲを開始するように構成され
た特定のサーバに送信される、請求項２７に記載の方法。
【請求項３０】
　前記ＥＳＲメッセージが、前記ＥＳＲメッセージを処理する際の遅延を低減するように
選択された１つまたは複数のパラメータを備える、請求項２７に記載の方法。
【請求項３１】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信するための手段と、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記装置をターゲットにするページングメッセー
ジを受信するための手段と、
　前記第２のＲＡＴを使用してショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージを送信
するための手段であって、前記ＳＭＳメッセージが、前記第１のＲＡＴにおいて前記装置
のためのコンテキストの中断を要求するために、前記第１のＲＡＴの前記基地局への拡張
サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを含んでいる、送信するための手段と
を備える、装置。
【請求項３２】
　前記ＳＭＳメッセージが、指定されたモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）の識別情
報を備える、請求項３１に記載の装置。
【請求項３３】
　前記ＳＭＳメッセージが、前記識別されたＭＭＥにＩＰパケットとして前記ＥＳＲメッ
セージを送ることによって、ネットワークトリガされたＥＳＲを開始するように構成され
た特定のサーバに送信される、請求項３１に記載の装置。
【請求項３４】
　前記ＥＳＲメッセージが、前記ＥＳＲメッセージを処理する際の遅延を低減するように
選択された１つまたは複数のパラメータを備える、請求項３１に記載の装置。
【請求項３５】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、前記第２のＲＡＴの基
地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセージを受信することと、前
記第２のＲＡＴを使用してショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージを送信する
ことであって、前記ＳＭＳメッセージが、前記第１のＲＡＴにおいて前記装置のためのコ
ンテキストの中断を要求するために、前記第１のＲＡＴの前記基地局への拡張サービス要
求（ＥＳＲ）メッセージを含んでいる、送信することとを行うように構成された少なくと
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
を備える、装置。
【請求項３６】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第２のＲＡＴを使用してショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージを送信
することであって、前記ＳＭＳメッセージが、前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのため
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のコンテキストの中断を要求するために、前記第１のＲＡＴの前記基地局への拡張サービ
ス要求（ＥＳＲ）メッセージを含んでいる、送信することと
を行うための、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令を記憶したコンピュ
ータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項３７】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための方法であって、前記方法が、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信することで
あって、前記ＥＳＲメッセージが、モバイル発信（ＭＯ）呼またはモバイル着信（ＭＴ）
呼の発生以外の原因情報を示す原因コードを備える、送信することと
を備える、方法。
【請求項３８】
　前記原因コードが前記第２のＲＡＴにおける登録を示す、請求項３７に記載の方法。
【請求項３９】
　前記原因コードが前記第２のＲＡＴにおけるＳＭＳを示す、請求項３７に記載の方法。
【請求項４０】
　前記原因コードが確認応答メッセージを示す、請求項３７に記載の方法。
【請求項４１】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信するための手段と、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記装置をターゲットにするページングメッセー
ジを受信するための手段と、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記装置のためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するための
手段であって、前記ＥＳＲメッセージが、モバイル発信（ＭＯ）呼またはモバイル着信（
ＭＴ）呼の発生以外の原因情報を示す原因コードを備える、送信するための手段と
を備える、装置。
【請求項４２】
　前記原因コードが前記第２のＲＡＴにおける登録を示す、請求項４１に記載の装置。
【請求項４３】
　前記原因コードが前記第２のＲＡＴにおけるＳＭＳを示す、請求項４１に記載の装置。
【請求項４４】
　前記原因コードが確認応答メッセージを示す、請求項４１に記載の装置。
【請求項４５】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、前記第２のＲＡＴの基
地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセージを受信することと、前
記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前記第
１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信することであっ
て、前記ＥＳＲメッセージが、モバイル発信（ＭＯ）呼またはモバイル着信（ＭＴ）呼の
発生以外の原因情報を示す原因コードを備える、送信することとを行うように構成された
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
を備える、装置。
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【請求項４６】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信することで
あって、前記ＥＳＲメッセージが、モバイル発信（ＭＯ）呼またはモバイル着信（ＭＴ）
呼の発生以外の原因情報を示す原因コードを備える、送信することと
を行うための、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令を記憶したコンピュ
ータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項４７】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための方法であって、前記方法が、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に前記拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するこ
とと、
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信されたという指示を待っ
ている間、前記ページングメッセージを処理することを遅延させることと
を備える、方法。
【請求項４８】
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信されたという指示を受信
するより前に所定の時間量が終了した場合、前記ページングメッセージを処理し始めるこ
と
をさらに備える、請求項４７に記載の方法。
【請求項４９】
　所定の時間量が終了する前に、前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常
に受信されたという指示が受信された場合、前記ページングメッセージを処理し始めるこ
と
をさらに備える、請求項４７に記載の方法。
【請求項５０】
　前記所定の時間量は、前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信さ
れたという指示を受信するための予想される時間量に基づく、請求項４８に記載の方法。
【請求項５１】
　前記所定の時間量が、前記ＥＳＲに対する応答を受信するための予想される時間量に基
づく、請求項４８に記載の方法。
【請求項５２】
　前記所定の時間量がネットワーク再ページタイムアウト値に基づく、請求項４８に記載
の方法。
【請求項５３】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信するための手段と、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記装置をターゲットにするページングメッセー
ジを受信するための手段と、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記装置のためのコンテキストの中断を要求するために、前
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記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するための
手段と、
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信されたという指示を待っ
ている間、前記ページングメッセージを処理することを遅延させるための手段と
を備える、装置。
【請求項５４】
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信されたという指示を受信
するより前に所定の時間量が終了した場合、前記ページングメッセージを処理し始めるこ
と
をさらに備える、請求項５３に記載の装置。
【請求項５５】
　所定の時間量が終了する前に、前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常
に受信されたという指示が受信された場合、前記ページングメッセージを処理し始めるこ
と
をさらに備える、請求項５３に記載の装置。
【請求項５６】
　前記所定の時間量は、前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信さ
れたという指示を受信するための予想される時間量に基づく、請求項５４に記載の装置。
【請求項５７】
　前記所定の時間量が、前記ＥＳＲに対する応答を受信するための予想される時間量に基
づく、請求項５４に記載の装置。
【請求項５８】
　前記所定の時間量がネットワーク再ページタイムアウト値に基づく、請求項５４に記載
の装置。
【請求項５９】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、前記第２のＲＡＴの基
地局を介して、前記装置をターゲットにするページングメッセージを受信することと、前
記第１のＲＡＴにおいて前記装置のためのコンテキストの中断を要求するために、前記第
１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信することと、前
記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信されたという指示を待ってい
る間、前記ページングメッセージを処理することとを行うように構成された少なくとも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
を備える、装置。
【請求項６０】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に前記拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するこ
とと、
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信されたという指示を待っ
ている間、前記ページングメッセージを処理することを遅延させることと
を行うための、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令を記憶したコンピュ
ータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
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【米国特許法第１１９条に基づく優先権の主張】
【０００１】
　本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明確に組み込まれる
、２０１１年１０月１８日に出願された米国仮出願第６１／５４８，６４０号の優先権を
主張する。
【技術分野】
【０００２】
　本開示の態様は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、回線交換フォールバッ
ク（ＣＳＦＢ：circuit-switched fallback）ユーザエクスペリエンスを改善するための
技法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブ
ロードキャストなどの様々な通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これ
らのワイヤレスネットワークは、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
て複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。そのよう
な多元接続ネットワークの例としては、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時
分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク
、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、およびシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－
ＦＤＭＡ）ネットワークがある。
【０００４】
　回線交換フォールバック（ＣＳＦＢ）は、たとえば、モバイルがロングタームエボリュ
ーション（ＬＴＥ：long-term evolution）ネットワークにキャンプインされるときにモ
バイルにボイスサービスを配信するための技法である。ＣＳＦＢに関係する呼設定におけ
る遅延を生じるいくつかの課題を提示する。
【発明の概要】
【０００５】
　本開示のいくつかの態様は、第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ：radio acce
ss technology）を介して通信することが可能なユーザ機器（ＵＥ）におけるワイヤレス
通信のための、方法、対応する装置およびコンピュータプログラム製品を提供する。本方
法は、概して、第１のＲＡＴの基地局による拡張サービス要求（ＥＳＲ：extended servi
ce request）メッセージを処理する際の遅延の低減をもたらす能力を示すように選択され
た１つまたは複数のパラメータをもつＵＥ能力メッセージを送信することと、第１のＲＡ
Ｔの基地局を介してサービスを受信することと、第２のＲＡＴの基地局を介して、ＵＥを
ターゲットにするページングメッセージを受信することと、第１のＲＡＴにおいてＵＥの
ためのコンテキストの中断を要求するために、第１のＲＡＴの基地局に拡張サービス要求
（ＥＳＲ）メッセージを送信することとを含む。
【０００６】
　本開示のいくつかの態様は、第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通
信することが可能なユーザ機器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための、方法、対応す
る装置およびコンピュータプログラム製品を提供する。本方法は、概して、第１のＲＡＴ
の基地局を介してサービスを受信することと、第２のＲＡＴの基地局を介して、ＵＥをタ
ーゲットにするページングメッセージを受信することと、第１のＲＡＴにおいてＵＥのた
めのコンテキストの中断を要求するために、第１のＲＡＴの基地局に拡張サービス要求（
ＥＳＲ）メッセージを送信することと、ＥＳＲメッセージが第１のＲＡＴの基地局におい
て正常に受信された確率が比較的高いと判断することと、ＥＳＲメッセージに対する応答
を待つことなしに、その判断に応答して、第２のＲＡＴにおける登録を実行することとを
含む。
【０００７】
　本開示のいくつかの態様は、第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通
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信することが可能なユーザ機器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための、方法、対応す
る装置およびコンピュータプログラム製品を提供する。本方法は、概して、第１のＲＡＴ
の基地局を介してサービスを受信することと、第２のＲＡＴの基地局を介して、ＵＥをタ
ーゲットにするページングメッセージを受信することと、第２のＲＡＴを使用してショー
トメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージを送信することであって、ＳＭＳメッセージ
が、第１のＲＡＴにおいてＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、第１のＲ
ＡＴの基地局への拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを含んでいる、送信することと
を含む。
【０００８】
　本開示のいくつかの態様は、第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通
信することが可能なユーザ機器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための、方法、対応す
る装置およびコンピュータプログラム製品を提供する。本方法は、概して、第１のＲＡＴ
の基地局を介してサービスを受信することと、第２のＲＡＴの基地局を介して、ＵＥをタ
ーゲットにするページングメッセージを受信することと、第１のＲＡＴにおいてＵＥのた
めのコンテキストの中断を要求するために、第１のＲＡＴの基地局に拡張サービス要求（
ＥＳＲ）メッセージを送信することであって、ＥＳＲメッセージが、モバイル発信（ＭＯ
：mobile originated）呼またはモバイル着信（ＭＴ：mobile terminated）呼の発生以外
の原因情報（cause information）を示す原因コード（cause code）を備える、送信する
こととを含む。
【０００９】
　本開示のいくつかの態様は、第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通
信することが可能なユーザ機器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための、方法、対応す
る装置およびコンピュータプログラム製品を提供する。本方法は、概して、第１のＲＡＴ
の基地局を介してサービスを受信することと、第２のＲＡＴの基地局を介して、ＵＥをタ
ーゲットにするページングメッセージを受信することと、第１のＲＡＴにおいてＵＥのた
めのコンテキストの中断を要求するために、第１のＲＡＴの基地局に拡張サービス要求（
ＥＳＲ）メッセージを送信することと、ＥＳＲメッセージが第１の基地局において正常に
受信されたという指示を待っている間、ページングメッセージを処理することを遅延させ
ることとを含む。
【００１０】
　本開示の上述の特徴を詳細に理解することができるように、添付の図面にその一部を示
す態様を参照することによって、上記で簡単に要約したより具体的な説明が得られ得る。
ただし、その説明は他の等しく有効な態様に通じ得るので、添付の図面は、本開示のいく
つかの典型的な態様のみを示し、したがって、本開示の範囲を限定するものと見なすべき
ではないことに留意されたい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】複数のワイヤレスネットワークが重複するカバレージを有する例示的な展開を示
す図。
【図２】ユーザ機器（ＵＥ）と他のネットワークエンティティとのブロック図。
【図３】本開示のいくつかの態様による、２つの異なる無線アクセス技術（ＲＡＴ）ネッ
トワークにキャンプオンしたマルチモードＵＥをもつ例示的なシステムを示す図。
【図４】本開示のいくつかの態様による、呼設定遅延を低減するために実行され得る例示
的な動作を示す図。
【図５】本開示のいくつかの態様による、ＵＥと、異なるＲＡＴネットワークの基地局と
の間のメッセージの例示的な交換を示す図。
【図６】本開示のいくつかの態様による、呼設定遅延を低減するために実行され得る例示
的な動作を示す図。
【図７】本開示のいくつかの態様による、ＵＥと、異なるＲＡＴネットワークの基地局と
の間のメッセージの例示的な交換を示す図。
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【図８】本開示のいくつかの態様による、呼設定遅延を低減するために実行され得る例示
的な動作を示す図。
【図９】本開示のいくつかの態様による、ＵＥと、異なるＲＡＴネットワークの基地局と
の間のメッセージの例示的な交換を示す図。
【図１０】本開示のいくつかの態様による、異なる原因コードをもつ拡張サービス要求（
ＥＳＲ）を伝達するためにＵＥによって実行され得る例示的な動作を示す図。
【図１１】本開示のいくつかの態様による、不要なワイドエリアページングを回避するた
めにＵＥによって実行され得る例示的な動作を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　回線交換フォールバック（ＣＳＦＢ）は、モバイルがロングタームエボリューション（
ＬＴＥ）ネットワークにキャンプインされるときにモバイルにボイスサービスを配信する
ための技法である。これは、ＬＴＥネットワークがボイスサービスをネイティブにサポー
トしないときに必要とされ得る。ＬＴＥネットワークおよび１ｘネットワーク（たとえば
、ＣＤＭＡまたはＧＳＭ（登録商標））は、トンネルインターフェースを使用して接続さ
れ得る。ＵＥは、トンネルインターフェースを介してメッセージを１ｘコアネットワーク
と交換することによって、ＬＴＥネットワーク上にある間に、１ｘネットワークに登録し
得る。ユーザがモバイル発信（ＭＯ）呼を行うか、またはモバイル着信（ＭＴ）呼を受信
すると、ＵＥは、呼設定プロシージャを開始することによって、その呼のためにＵＥが離
れつつあることをＬＴＥネットワークに通知し得る。
【００１３】
　しかしながら、ＣＳＦＢに関連する望ましくない遅延があり得る。本開示のいくつかの
態様は、そのような遅延を低減するか、または場合によってはそれを制限するのを助ける
ために利用され得る技法を提供する。
【００１４】
　本明細書で説明する技法は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤＭ
Ａ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）、シングルキャリ
アＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）および他のネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネッ
トワークのために使用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、し
ばしば互換的に使用される。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上波無線アクセス
（ＵＴＲＡ：universal terrestrial radio access）、ｃｄｍａ２０００などの無線アク
セス技術（ＲＡＴ）を実装し得る。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標
））およびＣＤＭＡの他の変形態を含む。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－
９５およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＩＳ－２０００は、１ｘ無線伝送技術（１ｘ
ＲＴＴ）、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘなどとも呼ばれる。ＴＤＭＡネットワークは、モバイ
ル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標）：global system for mobile communi
cations）、ＧＳＭ進化型高速データレート（ＥＤＧＥ：enhanced data rates for GSM（
登録商標） evolution）、またはＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク（ＧＥＲＡ
Ｎ）などのＲＡＴを実装し得る。ＯＦＤＭＡネットワークは、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴ
ＲＡ：evolved UTRA）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ：ultra mobile broad
band）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（Ｗ
ｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）な
どのＲＡＴを実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイル電気通
信システム（ＵＭＴＳ：universal mobile telecommunication system）の一部である。
３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）およびＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ（Ｌ
ＴＥ－Ａ）は、ダウンリンク上ではＯＦＤＭＡを利用し、アップリンク上ではＳＣ－ＦＤ
ＭＡを利用するＥ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ
－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「第３世代パートナーシッ
ププロジェクト」（３ＧＰＰ：3rd Generation Partnership Project）と称する団体から
の文書に記載されている。ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッ



(13) JP 2016-54494 A 2016.4.14

10

20

30

40

50

ププロジェクト２」（３ＧＰＰ２：3rd Generation Partnership Project 2）と称する団
体からの文書に記載されている。本明細書で説明する技法は、上記のワイヤレスネットワ
ークおよびＲＡＴ、ならびに他のワイヤレスネットワークおよびＲＡＴのために使用され
得る。明快のために、本技法のいくつかの態様について以下ではＬＴＥおよび１ｘＲＴＴ
に関して説明する。
【００１５】
　添付の図面に関して以下に示す発明を実施するための形態は、様々な構成を説明するも
のであり、本明細書で説明する概念が実施され得る唯一の構成を表すものではない。発明
を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。
ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者には明ら
かであろう。いくつかの例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よく知られて
いる構造および構成要素をブロック図の形式で示す。
【００１６】
　次に図１を参照すると、電気通信システム１００の一例を示すブロック図が示されてい
る。本開示全体にわたって提示する様々な概念は、幅広い様々な電気通信システム、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施され得る。限定はしないが、例
として、ＴＤ－ＳＣＤＭＡ規格を採用するＵＭＴＳシステムに関して、図１に示す本開示
の態様を提示する。この例では、ＵＭＴＳシステムは、電話、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
スを提供する無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）１０２（たとえば、ＵＴＲＡＮ）を含
む。ＲＡＮ１０２は、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ：Radio Network Controll
er）１０６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（Ｒ
ＮＳ：Radio Network Subsystem）１０７などのいくつかのＲＮＳに分割され得る。明快
のために、ＲＮＣ１０６およびＲＮＳ１０７のみが示されているが、ＲＡＮ１０２は、Ｒ
ＮＣ１０６とＲＮＳ１０７とに加えて任意の数のＲＮＣとＲＮＳとを含み得る。ＲＮＣ１
０６は、特に、ＲＮＳ１０７内で無線リソースを割り当て、再構成し、解放することを担
当する装置である。ＲＮＣ１０６は、任意の好適なトランスポートネットワークを使用し
て、直接物理接続、仮想ネットワークなど、様々なタイプのインターフェースを通してＲ
ＡＮ１０２中の他のＲＮＣ（図示せず）と相互接続され得る。
【００１７】
　ＲＮＳ１０７によってカバーされる地理的領域は、いくつかのセルに分割され得、無線
トランシーバ装置が各セルをサービスし得る。無線トランシーバ装置は、ＵＭＴＳ適用例
では一般にノードＢと呼ばれるが、当業者によって、基地局（ＢＳ）、送受信基地局（Ｂ
ＴＳ：base transceiver station）、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能
、基本サービスセット（ＢＳＳ：basic service set）、拡張サービスセット（ＥＳＳ：e
xtended service set）、アクセスポイント（ＡＰ）、または何らかの他の好適な用語で
も呼ばれることがある。明快のために、２つのノードＢ１０８が示されているが、ＲＮＳ
１０７は任意の数のワイヤレスノードＢを含み得る。ノードＢ１０８は、任意の数のモバ
イル装置にコアネットワーク１０４へのワイヤレスアクセスポイントを与える。モバイル
装置の例には、セルラー電話、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（ＰＤ
Ａ）、衛星無線、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ーヤ（たとえば、ＭＰ３プレーヤ）、カメラ、ゲ
ーム機、または任意の他の同様の機能デバイスがある。モバイル装置は、ＵＭＴＳ適用例
では一般にユーザ機器（ＵＥ）と呼ばれるが、当業者によって、移動局（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
は何らかの他の好適な用語でも呼ばれることがある。説明のために、ノードＢ１０８と通
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信している３つのＵＥ１１０が示されている。順方向リンクとも呼ばれるダウンリンク（
ＤＬ）はノードＢからＵＥへの通信リンクを指し、逆方向リンクとも呼ばれるアップリン
ク（ＵＬ）はＵＥからノードＢへの通信リンクを指す。
【００１８】
　コアネットワーク１０４は、図示のように、ＧＳＭコアネットワークを含む。ただし、
当業者なら認識するように、本開示全体にわたって提示する様々な概念は、ＧＳＭネット
ワーク以外のタイプのコアネットワークへのアクセスをＵＥに与えるために、ＲＡＮ、ま
たは他の好適なアクセスネットワークにおいて実装され得る。
【００１９】
　この例では、コアネットワーク１０４は、モバイル交換センター（ＭＳＣ：mobile swi
tching center）１１２およびゲートウェイＭＳＣ（ＧＭＳＣ）１１４とともに回線交換
サービスをサポートする。ＲＮＣ１０６などの１つまたは複数のＲＮＣはＭＳＣ１１２に
接続され得る。ＭＳＣ１１２は、呼設定、呼ルーティング、およびＵＥモビリティ機能を
制御する装置である。ＭＳＣ１１２はまた、ＵＥがＭＳＣ１１２のカバレージエリア中に
ある持続時間の間の加入者関係情報を含んでいるビジターロケーションレジスタ（ＶＬＲ
）（図示せず）を含む。ＧＭＳＣ１１４は、ＵＥが回線交換ネットワーク１１６にアクセ
スするために、ＭＳＣ１１２を介したゲートウェイを与える。ＧＭＳＣ１１４は、特定の
ユーザが加入したサービスの詳細を反映す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）（図示せず）を含む。また、ＨＬＲは、加入者固有の
認証データを含んでいる認証センター（ＡｕＣ：authentication center）に関連付けら
れる。特定のＵＥのための呼が受信されると、ＧＭＳＣ１１４は、ＨＬＲに問い合わせて
ＵＥのロケーションを判断し、そのロケーションをサービスする特定のＭＳＣに呼をフォ
ワーディングする。
【００２０】
　コアネットワーク１０４は、サービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）１１８お
よびゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）１２０とともにパケットデータサ
ービスをもサポートする。汎用パケット無線サービス（General Packet Radio Service）
を表すＧＰＲＳは、標準のＧＳＭ回線交換データサービスで利用可能な速度よりも高い速
度でパケットデータサービスを提供するように設計されている。ＧＧＳＮ１２０は、パケ
ットベースネットワーク１２２へのＲＡＮ１０２のための接続を与える。パケットベース
ネットワーク１２２は、インターネット、プライベートデータネットワーク、または何ら
かの他の好適なパケットベースネットワークであり得る。ＧＧＳＮ１２０の主要機能は、
ＵＥ１１０にパケットベースネットワーク接続性を与えることである。データパケットは
ＳＧＳＮ１１８を通ってＧＧＳＮ１２０とＵＥ１１０との間で転送され、ＳＧＳＮ１１８
は、主に、ＭＳＣ１１２が回線交換ドメインで実行するのと同じ機能をパケットベースド
メインで実行する。
【００２１】
　ＵＭＴＳエアインターフェースはスペクトラム拡散直接シーケンス符号分割多元接続（
ＤＳ－ＣＤＭＡ：Direct-Sequence Code Division Multiple Access）システムである。
スペクトラム拡散ＤＳ－ＣＤＭＡは、チップと呼ばれる擬似ランダムビットのシーケンス
による乗算によって、ユーザデータをはるかに広い帯域幅にわたって拡散する。ＴＤ－Ｓ
ＣＤＭＡ規格は、そのような直接シーケンススペクトラム拡散技術に基づき、多くの周波
数分割複信（ＦＤＤ）モードＵＭＴＳ／Ｗ－ＣＤＭＡシステムにおいて使用されているＦ
ＤＤではなく、時分割複信（ＴＤＤ）をさらに必要とする。ＴＤＤは、ノードＢ１０８と
ＵＥ１１０との間のアップリンク（ＵＬ）とダウンリンク（ＤＬ）の両方に対して同じキ
ャリア周波数を使用するが、キャリア中でアップリンクおよびダウンリンク送信を異なる
タイムスロットに分割する。
【００２２】
　概して、任意の数のワイヤレスネットワークが所与の地理的エリア中に展開され得る。
各ワイヤレスネットワークは、特定のＲＡＴをサポートし得、１つまたは複数の周波数上
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で動作し得る。ＲＡＴは、無線技術、エアインターフェースなどと呼ばれることもある。
周波数は、キャリア、周波数チャネルなどと呼ばれることもある。各周波数は、異なるＲ
ＡＴのワイヤレスネットワーク間での干渉を回避するために、所与の地理的エリア中の単
一のＲＡＴをサポートし得る。
【００２３】
　ＵＥ１１０は、固定でも移動でもよく、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット
、局などと呼ばれることもある。ＵＥ１１０は、セルラー電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）
、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコ
ンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局などであり得る。
【００２４】
　電源投入時に、ＵＥ１１０は、通信サービスを受信することができるワイヤレスネット
ワークを探索し得る。２つ以上のワイヤレスネットワークが検出された場合、ＵＥ１１０
をサービスするために、最高優先順位をもつワイヤレスネットワークが選択され得、サー
ビングネットワークと呼ばれることがある。ＵＥ１１０は、必要な場合、サービングネッ
トワークへの登録を実行し得る。ＵＥ１１０は、次いで、サービングネットワークとアク
ティブ通信するために接続モードで動作し得る。代替的に、ＵＥ１１０は、アクティブ通
信がＵＥ１１０によって必要とされない場合、アイドルモードで動作し、サービングネッ
トワークにキャンプオンし得る。
【００２５】
　ＵＥ１１０は、アイドルモードにある間、複数の周波数および／または複数のＲＡＴの
セルのカバレージ内に位置し得る。ＬＴＥでは、ＵＥ１１０は、優先順位リストに基づい
てキャンプオンするために周波数とＲＡＴとを選択し得る。この優先順位リストは、周波
数のセットと、各周波数に関連するＲＡＴと、各周波数の優先順位とを含み得る。たとえ
ば、優先順位リストは、３つの周波数Ｘ、ＹおよびＺを含み得る。周波数Ｘは、ＬＴＥの
ために使用され得、最高優先順位を有し得、周波数Ｙは、ＧＳＭのために使用され得、最
低優先順位を有し得、周波数Ｚも、ＧＳＭのために使用され得、中間優先順位を有し得る
。概して、優先順位リストは、ＲＡＴの任意のセットのための任意の数の周波数を含み得
、ＵＥロケーションに固有であり得る。ＵＥ１１０は、たとえば、上記の例によって与え
られたように、ＬＴＥ周波数が最高優先順位にあり、他のＲＡＴのための周波数がより低
い優先順位にある優先順位リストを定義することによって、利用可能なときに、ＬＴＥを
選好するように構成され得る。
【００２６】
　ＵＥ１１０は、次のようにアイドルモードで動作し得る。ＵＥ１１０は、標準シナリオ
において「好適な」セルを見つけることが可能であるか、または緊急シナリオにおいて「
許容できる」セルを見つけることが可能であるすべての周波数／ＲＡＴを識別し得、ただ
し、「好適である」および「許容できる」は、ＬＴＥ規格において指定されている。ＵＥ
１１０は、次いで、すべての識別された周波数／ＲＡＴの中で最高優先順位をもつ周波数
／ＲＡＴにキャンプオンし得る。ＵＥ１１０は、（ｉ）周波数／ＲＡＴが所定のしきい値
においてもはや利用可能でないか、または（ｉｉ）より高い優先順位をもつ別の周波数／
ＲＡＴがこのしきい値に達するかのいずれかまで、この周波数／ＲＡＴにキャンプオンし
たままであり得る。アイドルモードにあるＵＥ１１０のためのこの動作挙動は、公開され
ている「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);User Equipment (UE) 
procedures in idle mode」と題する３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３０４に記載されている。
【００２７】
　ＵＥ１１０は、ＬＴＥネットワーク１０２からパケット交換（ＰＳ）データサービスを
受信することが可能であり得、アイドルモードにある間にＬＴＥネットワークにキャンプ
オンし得る。ＬＴＥネットワーク１０２は、ボイスオーバーインターネットプロトコル（
ＶｏＩＰ）の制限されたサポートを有し得るか、またはＶｏＩＰのサポートを有し得ず、
それは、しばしばＬＴＥネットワークの初期展開の場合であり得る。制限されたＶｏＩＰ
サポートにより、ＵＥ１１０は、ボイス呼のために別のＲＡＴの別のワイヤレスネットワ
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ークに転送され得る。この転送は回線交換（ＣＳ）フォールバックと呼ばれることがある
。ＵＥ１１０は、１ｘＲＴＴ、ＷＣＤＭＡ、ＧＳＭなどのボイスサービスをサポートする
ことができるＲＡＴに転送され得る。ＣＳフォールバックを用いた呼発信の場合、ＵＥ１
１０は、初めに、ボイスサービスをサポートし得ないソースＲＡＴ（たとえば、ＬＴＥ）
のワイヤレスネットワークに接続されるようになり得る。ＵＥは、このワイヤレスネット
ワークを用いてボイス呼を発信し得、上位レイヤシグナリングによって、ボイス呼をサポ
ートすることができるターゲットＲＡＴの別のワイヤレスネットワークに転送され得る。
ＵＥをターゲットＲＡＴに転送するための上位レイヤシグナリングは、様々なプロシージ
ャ、たとえば、リダイレクションを用いた接続解放、ＰＳハンドオーバなどのためのもの
であり得る。
【００２８】
　図２に、ＵＥ１１０、ｅＮＢ１０８、およびＭＭＥ１２６の設計のブロック図を示す。
ＵＥ１１０において、エンコーダ２１２は、アップリンク上で送られるべきトラフィック
データとシグナリングメッセージとを受信し得る。エンコーダ２１２は、トラフィックデ
ータとシグナリングメッセージとを処理（たとえば、フォーマット、符号化、およびイン
ターリーブ）し得る。変調器（Ｍｏｄ）２１４は、符号化されたトラフィックデータとシ
グナリングメッセージとをさらに処理（たとえば、シンボルマッピングおよび変調）し、
出力サンプルを与え得る。送信機（ＴＭＴＲ）２２２は、出力サンプルを調整（たとえば
、アナログ変換、フィルタ処理、増幅、および周波数アップコンバート）し、アップリン
ク信号を生成し、アップリンク信号はアンテナ２２４を介してｅＮＢ１０８に送信され得
る。
【００２９】
　ダウンリンク上で、アンテナ２２４は、ｅＮＢ１０８および／または他のｅＮＢ／基地
局によって送信されたダウンリンク信号を受信し得る。受信機（ＲＣＶＲ）２２６は、ア
ンテナ２２４からの受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増幅、周波数ダウンコン
バート、およびデジタル化）し、入力サンプルを与え得る。復調器（Ｄｅｍｏｄ）２１６
は、入力サンプルを処理（たとえば、復調）し、シンボル推定値を与え得る。デコーダ２
１８は、シンボル推定値を処理（たとえば、デインターリーブおよび復号）し、ＵＥ１１
０に送られる復号されたデータおよびシグナリングメッセージを与え得る。エンコーダ２
１２、変調器２１４、復調器２１６、およびデコーダ２１８はモデムプロセッサ２１０に
よって実装され得る。これらのユニットは、ＵＥ１１０が通信中であるワイヤレスネット
ワークによって使用されるＲＡＴ（たとえば、ＬＴＥ、１ｘＲＴＴなど）に従って処理を
実行し得る。
【００３０】
　コントローラ／プロセッサ２３０は、ＵＥ１１０において動作を指示し得る。コントロ
ーラ／プロセッサ２３０はまた、本明細書で説明する技法の他のプロセスを実行または指
示し得る。コントローラ／プロセッサ２３０はまた、図３および図４のＵＥ１１０による
処理を実行または指示し得る。メモリ２３２は、ＵＥ１１０のプログラムコードおよびデ
ータを記憶し得る。メモリ２３２はまた、優先順位リストと構成情報とを記憶し得る。
【００３１】
　ｅＮＢ１０８において、送信機／受信機２３８は、ＵＥ１１０および他のＵＥとの無線
通信をサポートし得る。コントローラ／プロセッサ２４０は、ＵＥとの通信のための様々
な機能を実行し得る。アップリンク上では、ＵＥ１１０からのアップリンク信号が、アン
テナ２３６を介して受信され、受信機２３８によって調整され、さらにコントローラ／プ
ロセッサ２４０によって処理されて、ＵＥ１１０によって送られたトラフィックデータお
よびシグナリングメッセージが復元され得る。ダウンリンク上では、トラフィックデータ
およびシグナリングメッセージが、コントローラ／プロセッサ２４０によって処理され、
送信機２３８によって調整されて、ダウンリンク信号が生成され、ダウンリンク信号はア
ンテナ２３６を介してＵＥ１１０および他のＵＥに送信され得る。コントローラ／プロセ
ッサ２４０はまた、本明細書で説明する技法の他のプロセスを実行または指示し得る。コ
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ントローラ／プロセッサ２４０はまた、図３および図４のｅＮＢ１０２による処理を実行
または指示し得る。メモリ２４２は、基地局のプログラムコードおよびデータを記憶し得
る。通信（Ｃｏｍｍ）ユニット２４４は、ＭＭＥ１２６および／または他のネットワーク
エンティティとの通信をサポートし得る。
【００３２】
　ＭＭＥ１２６において、コントローラ／プロセッサ２５０は、ＵＥの通信サービスをサ
ポートするために様々な機能を実行し得る。コントローラ／プロセッサ２５０はまた、図
３および図４のＭＭＥ１２６による処理を実行または指示し得る。メモリ２５２は、ＭＭ
Ｅ１２６のプログラムコードおよびデータを記憶し得る。通信ユニット２５４は、他のネ
ットワークエンティティとの通信をサポートし得る。
【００３３】
　図２は、ＵＥ１１０、ｅＮＢ１０８、およびＭＭＥ１２６の簡略化された設計を示して
いる。概して、各エンティティは、任意の数の送信機と、受信機と、プロセッサと、コン
トローラと、メモリと、通信ユニットと、他のタイプの好適な構成要素とを含み得る。
【００３４】
Ｓ１０２レスＣＳＦＢプロシージャに対する最適化
　本明細書で提示する技法は、呼設定遅延を増加させることができる既存のプロシージャ
（たとえば、従来の１ｘＣＳＦＢ）における固有の制限に対処するための改善または最適
化と考えられ得る。しかしながら、場合によっては、本技法は、新しいプロシージャが提
示されると考えられ得る。
【００３５】
　図３に示す１つのシナリオでは、マルチモードＵＥ１１０は、それぞれネイティブＲＡ
Ｔネットワーク上でシグナリングを実行することによって、（たとえば、１ｘ　ＲＡＮ基
地局１３２およびＬＴＥ　ｅＮＢ１０８を介して）複数のＲＡＴネットワークに登録し得
る。ＵＥ１１０は、次いで、あるＲＡＴにおいてサービス（ただしアイドル状態）を受信
しながら、他のＲＡＴにおいてページ（たとえば、１ｘページ）をリッスンし得る。また
、別個の受信機は、ＵＥが、あるＲＡＴにおいてデータトラフィックを受信しながら、別
のＲＡＴにおいてページをリッスンすることを可能にし得る。
【００３６】
　場合によっては、１ｘページを受信すると、ＵＥは、ＬＴＥネットワークにおいてＵＥ
コンテキストの解放を要求するためにメッセージ（たとえば、拡張サービス要求メッセー
ジまたはＥＳＲメッセージ）を送り得る。実際に、ＥＳＲは、ＵＥが呼中である間、ＬＴ
ＥネットワークにＵＥへのデータ送信を中断させ得る。これは、ＵＥが、モバイル発信（
ＭＯ）呼またはモバイル着信（ＭＴ）呼、ショートメッセージングサービス（ＳＭＳ）メ
ッセージ、あるいは１ｘ登録を処理している間、ＬＴＥネットワークがＵＥをページング
することを試みるのを防ぐために役立ち得る。
【００３７】
　したがって、ＥＳＲを送る主要な理由の１つは、ＵＥが１ｘボイス呼上にあるときにＬ
ＴＥ上のＵＥコンテキストを中断することであり得る。したがって、この時間中に着信Ｌ
ＴＥデータがある場合、ＬＴＥネットワークは、ＵＥをページングすることによってリソ
ースを浪費しない。ＵＥは、そのプロセスを完了した（たとえば、呼が終了した）とき、
データサービスを再開するためにＬＴＥネットワークにトラッキングエリア更新を送り得
る。
【００３８】
　ネットワークがこのＥＳＲメッセージにどのように応答するかは、ネットワークがどの
ように構成されるかに依存し得る。たとえば、いくつかのネットワークは、（１ｘ　ＲＡ
Ｔネットワークを用いたＡ１リンクを介しておよびＬＴＥネットワークを用いたＳ１０２
リンクを介して）２つのネットワーク間に「バックホール」リンクを与えるインターフェ
ース３１０を利用し得、いくつかのシステムは、そのようなインターフェースをもたない
相互動作（「Ｓ１０２レス」動作）を達成することを望み得る。
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【００３９】
　場合によっては、より現在のまたは「更新された」ネットワークは、本明細書で提示さ
れるように、呼設定遅延を低減するのを助けるために、本明細書で説明する方法でＥＳＲ
メッセージを解釈することが可能であり得る。ネットワークが単に「従来の」１ｘＣＳＦ
Ｂをサポートする場合でも、本明細書で提示する技法は、呼設定遅延を低減するのを助け
るために適用され得る。
【００４０】
　いくつかの態様によれば、ＵＥ能力メッセージ中で送信された特定のパラメータ値を選
択することによって、処理遅延が低減され得る。ＵＥ能力メッセージは、たとえば、ＵＥ
がどんなＲＡＴをサポートすることが可能であるかおよびどんな方法でするかを判断する
ために、ネットワーク要求に応答して送信され得る。
【００４１】
　図４に、本開示の態様による、ＵＥ能力メッセージを介して処理遅延を低減するために
使用され得る例示的な動作４００を示す。動作４００は、たとえば、１ｘおよびＬＴＥに
おいて動作することが可能なＵＥによって実行され得る。
【００４２】
　動作４００は、４０２において、第１のＲＡＴの基地局による拡張サービス要求（ＥＳ
Ｒ）メッセージを処理する際の遅延の低減をもたらす能力を示すように選択された１つま
たは複数のパラメータをもつＵＥ能力メッセージを送信することによって開始する。４０
４において、ＵＥは第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信し、４０６において、
ＵＥは、第２のＲＡＴの基地局を介して、ＵＥをターゲットにするページングメッセージ
を受信する。４０８において、ＵＥは、第１のＲＡＴにおいてＵＥのためのコンテキスト
の中断を要求するために、第１のＲＡＴの基地局にＥＳＲメッセージを送信する。
【００４３】
　図５は、図４に従って動作するＵＥ１１０と、１ｘおよびＬＴＥ　ＲＡＴネットワーク
との間のメッセージの交換を示す例示的な「コールフロー」図である。図示のように、呼
設定遅延を低減（または少なくとも抑制）しようとして、ＵＥ能力メッセージ中で以下の
パラメータ値が送られ得る。

【数１】

【００４４】
この例では、上記の第１の２つのフィールドは、（たとえば、ＵＥが両方のＲＡＴから同
時に受信することが可能であることを意味する）ＵＥのデュアルＲｘ能力を示し得る。し
たがって、これらのフィールドを解釈することによって、「Ｓ１０２レスＣＳＦＢ」を理
解するためにアップグレードされたネットワークが最適な方法でＥＳＲに応答し得る。
【００４５】
　図５に示すように、ネットワークは、ＬＴＥにおいてサービスを受信しながら、ＵＥが
１ｘからページを受信する能力を有することを認識し、直ちに接続を解放し得、ＵＥは、
続いて、即座に１ｘ呼を確立し得る。ネットワークは、特定の構成に応じて、ＥＳＲに対
する応答（図５に示す例には図示せず）を送ることも送らないこともある。以下で説明す
るように、場合によっては、ＵＥは、１ｘ登録を開始する前に、ＥＳＲに対する応答を待
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たないことがあり、それにより呼設定の速度を上げる。
【００４６】
　上記の最後の３つのフィールドは、最適な様式で（たとえば、アップグレードされない
ネットワークにおいて）「標準」１ｘＣＳＦＢを処理することを可能にし得る。たとえば
、それは、依然として、ＥＳＲをＭＯ／ＭＴ　１ｘＣＳＦＢプロシージャとして扱い得る
が、遅延を低減し得る。たとえば、上記の最後の３つのフィールドは、（ＵＥが、実際に
そのような測定が可能であり得るにもかかわらず）ＵＥがそのような測定をサポートしな
いことを示すので、１ｘ測定およびｅ１ｘＣＳＦＢプロシージャのネットワークトリガリ
ングを回避することによって遅延が低減され得る。
【００４７】
　上記のように、ＥＳＲを送る１つの理由は、ＵＥが１ｘボイス呼上のあるときにＬＴＥ
上のＵＥコンテキストを中断することであり、したがって、この時間中に着信ＬＴＥデー
タがある場合、ＬＴＥネットワークは、ＵＥをページングすることによってリソースを浪
費しない。
【００４８】
　いくつかの態様によれば、呼設定遅延を減少させるために、ＵＥが、比較的高い確率で
、ＥＳＲがネットワークに達したと判断するとすぐに、ＵＥがＬＴＥネットワークを離れ
るならば最良であり得る。したがって、ＥＳＲに対するネットワーク応答を待つ代わりに
、ＵＥは、ＥＳＲが受信されたという十分な証明としてＥＳＲの少なくとも一部分（たと
えば、最後の部分）を含んでいるプロトコルデータユニット（たとえば、ＲＬＣ　ＰＤＵ
）のための確認応答メッセージ（たとえば、ＲＬＣ　Ａｃｋ）の受信を使用することがで
きる。
【００４９】
　図６に、本開示の態様による、ＵＥによる処理遅延を低減するために使用され得る例示
的な動作６００を示す。
【００５０】
　動作６００は、６０２において、第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信するこ
とによって開始する。６０４において、ＵＥは、第２のＲＡＴの基地局を介して、ＵＥを
ターゲットにするページングメッセージを受信する。６０６において、ＵＥは、第１のＲ
ＡＴにおいてＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、第１のＲＡＴの基地局
に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信する。６０８において、ＵＥは、ＥＳＲ
メッセージが第１のＲＡＴの基地局において正常に受信された確率が比較的高いと判断し
、６１０において、ＥＳＲメッセージに対する応答を待つことなしに、その判断に応答し
て、第２のＲＡＴにおける登録を実行する。
【００５１】
　図７は、図６に従って動作するＵＥ１１０の例示的なコールフロー図である。この例に
示すように、ＵＥ１１０が、ＥＳＲを含んでいるＲＬＣ　ＰＤＵを終了した後にＲＬＣ－
Ａｃｋを受信するとすぐに、ＵＥは、比較的高い確率で、ＬＴＥネットワークがＥＳＲを
正常に受信したと仮定し得る。したがって、ＵＥは、それがＲＬＣ－Ａｃｋを受信すると
すぐに、ＭＯ／ＭＴ呼のための１ｘアクセスプロシージャを開始し得る。
【００５２】
　このようにして早く離れることがＬＴＥ　ｅＮＢ上の無線リンク障害（ＲＬＦ：radio 
link failure）として解釈され得るので、図７に示す最適化はいくつかのシナリオに制限
され得る。たとえば、この最適化は、ネットワークが「更新されない」（ｅ）１ｘＣＳＦ
Ｂネットワークである（たとえば、デュアルＲｘ　ＣＳＦＢを理解しない）場合、（ネッ
トワークタイマーがあるので）ＭＴ呼に制限され得る。
【００５３】
　いくつかの態様によれば、「ネットワークトリガされた」ＥＳＲはＵＥによって生じ得
る。しかしながら、そのような場合、これは、ＥＳＲ処理のための現在の規格の変更を必
要とし得る。上記のように、モバイル発信（ＭＯ）呼またはモバイル着信（ＭＴ）呼を遅
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延させ、（ＥＳＲを介して）ＬＴＥ上のＵＥコンテキストを中断しようと試みることに時
間を費やす１つの理由は、無駄なページングを回避することである。
【００５４】
　いくつかの態様によれば、ＵＥコンテキストのそのような中断は、ネットワークトリガ
されたプロシージャを介して達成され得る。このネットワークトリガされたプロシージャ
は、ＵＥによってショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージ中で、ＥＳＲをＬＴ
Ｅネットワークに中継するように構成された特殊なサーバに送られるＥＳＲによって開始
され得る。
【００５５】
　図８に、本開示の態様による、ＳＭＳメッセージを介してＥＳＲプロシージャをトリガ
することによって処理遅延を低減するために使用され得る例示的な動作８００を示す。
【００５６】
　動作８００は、８０２において、第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信するこ
とによって開始する。８０４において、ＵＥは、第２のＲＡＴの基地局を介して、ＵＥを
ターゲットにするページングメッセージを受信する。８０４において、ＵＥは、第２のＲ
ＡＴを使用してショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージを送信し、ＳＭＳメッ
セージは、第１のＲＡＴにおいてＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、第
１のＲＡＴの基地局への拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを含んでいる。
【００５７】
　図９は、図８に従って動作するＵＥ１１０の例示的なコールフロー図である。図示のよ
うに、ＵＥが「１ｘトラフィック」上にあり、ページを受信したとき、それは特殊なサー
バ９０２にＳＭＳメッセージを送り得る。図示のように、ＳＭＳメッセージは、ペイロー
ド中にＥＳＲを含んでいることがあり、場合によっては、ＭＭＥ９０４のためのＭＭＥ－
ＩＤの識別情報を、ＵＥを現在サービスしているＬＴＥ　ｅＮＢ１０８に与えるフィール
ドを含んでいることがある。特殊なサーバ９０２は、識別されたＭＭＥ９０４にＩＰパケ
ットとしてＥＳＲを送ることによって、ネットワークトリガされたＥＳＲを開始するよう
に構成され得る。
【００５８】
　ＥＳＲは、一般に、ＥＳＲの理由または「原因」の指示を与える原因コードを示すフィ
ールドを含んでいる。従来のシステムでは、原因コードは、常に、モバイル発信（ＭＯ）
呼またはモバイル着信（ＭＴ）呼を示す。
【００５９】
　しかしながら、本開示のいくつかの態様によれば、ＭＯ／ＭＴ呼以外の何かを示す原因
コードを用いてＥＳＲメッセージが送られ得る。この異なるタイプの原因コードは、ネッ
トワークが、ＵＥが特定の理由のために離れていることと、ＵＥが複数の受信機を有する
こととを認識することを可能にし得る。たとえば、ＵＥは、１ｘ登録、１ｘ　ＳＭＳ、ま
たはアクセスチャネル上のＡｃｋなど、１ｘアクティビティを開始する前にそのようなＥ
ＳＲメッセージを送り得る。ＵＥは、そのようなアクティビティを示す原因コードを含み
、それにより、ネットワークは、なぜＵＥがＬＴＥを離れているかを知ることが可能にな
り得る。
【００６０】
　図１０に、本開示の態様による、異なる原因コードをもつＥＳＲを送るための、ＵＥの
ための例示的な動作１０００を示す。動作１０００は、１００２において、第１のＲＡＴ
の基地局を介してサービスを受信することによって開始する。１００４において、ＵＥは
、第２のＲＡＴの基地局を介して、ＵＥをターゲットにするページングメッセージを受信
する。１００６において、ＵＥは、第１のＲＡＴにおいてＵＥのためのコンテキストの中
断を要求するために、第１のＲＡＴの基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを
送信し、ＥＳＲメッセージは、モバイル発信（ＭＯ）呼またはモバイル着信（ＭＴ）呼の
発生以外の原因情報を示す原因コードを備える。
【００６１】
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　従来の原因コードはＭＯ呼またはＭＲ呼の指示に制限され得るが、これらの追加の呼コ
ードは、ネットワークにより良い管理を与え得る。たとえば、ネットワークは、ＳＭＳ／
１ｘ登録のためのＥＳＲによりローディングを学習し得る。これは、ネットワークが、Ｉ
ＭＳ、Ｓ１０２トンネルを介してＳＭＳの利益をより良く調査することを可能にし得る。
これはまた、ネットワークが、いつＥＳＲを送るべきかまたはいつＥＳＲを送るべきでな
いかに関するルールを規定することを可能にし得る。さらに、そのような原因コードは、
ＥＳＲにより良く応答するために、デュアルＲＸ　ＣＳＦＢと（ｅ）１ｘＣＳＦＢの両方
をサポートするネットワークを可能にし得る。
【００６２】
　場合によっては、「Ｓ１０２レスＣＳＦＢ」はＭＴ呼の処理への課題を提示し得る。こ
れは、ＵＥが、それが待たなければならないＭＴ状態機械に新しい状態を追加することを
強制され得るからであり得る。これは、しばらくの間、開発され、テストされ、証明され
てきた「レガシー」１ｘ状態機械の変更を必要とし得る。さらに、ネットワークは、一般
に、ページ再送信タイマーを利用する。このタイマーが終了する前にＥＳＲが完全に処理
されず、それにより、ＵＥが１ｘ上のＲＡＣＨを実行し、ＰＲＭを送ることが可能になる
場合、ＵＥは、より広い１ｘエリアにわたってページングされる。ＵＥが実際にページを
受信した場合、このネットワークタイマーが終了した直後にＥＳＲ処理が完了するが、よ
り広いエリアにわたるこのページングは不要である。
【００６３】
　これらの課題に対処するために、以下の技法を提供する。１ｘボイスページが受信され
たとき、ページの処理は、ＥＳＲが送られ、処理される間、ある所定の時間量だけ遅延さ
れ得る。ＥＳＲがその時間の前に完了しない場合、ＵＥ上の１ｘ処理は、より広い１ｘエ
リアにわたるページの不要な再送信を回避しようとして、送信チェーンを引き継ぎ得、Ｐ
ＲＭを発信する。
【００６４】
　図１１に、本開示の態様による、ページを処理する遅延に対するＵＥのための例示的な
動作１１００を示す。動作１１００は、１１０２において、第１のＲＡＴの基地局を介し
てサービスを受信することによって開始する。１１０４において、ＵＥは、第２のＲＡＴ
の基地局を介して、ＵＥをターゲットにするページングメッセージを受信する。１１０６
において、ＵＥは、第１のＲＡＴにおいてＵＥのためのコンテキストの中断を要求するた
めに、第１のＲＡＴの基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信する。ペー
ジングメッセージを直ちに処理するのではなく、１１０８において、ＵＥは、ＥＳＲメッ
セージが第１の基地局において正常に受信されたという指示を待っている間、ページング
メッセージを処理することを遅延させる。
【００６５】
　上記のように、ＥＳＲが所定の時間期間内に完了しない場合、ＵＥ上の１ｘ処理は、送
信チェーンを引き継ぎ、ＰＲＭを送り得る。たいていの場合、成功のある確率（たとえば
、９０％）で、この所定の時間を、ＥＳＲが送出されることを可能にする値に設定する（
すなわち、ＥＳＲを含んでいる無線リンク制御（ＲＬＣ：radio link control）ＰＤＵの
受信を確認応答するＲＬＣ　Ａｃｋが受信される）ことによって、状態機械に著しく影響
を及ぼすことなしに、大部分の場合について問題が対処され得る。より広いエリアにわた
る１ｘのネットワーク再ページを回避するために、所定の量「Ｘ」は、
【数２】

【００６６】
のように選択され得る。さらに、ネットワークは、Ｓ１０２レスＣＳＦＢ　ＵＥのための
より大きい再ページタイムアウトを利用し得る。いずれの場合も、所定の時間が終了する
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と、ＵＥは１ｘページを処理し始め得る。
【００６７】
　上記で説明したように、本明細書で提供する技法は、マルチモードＵＥが、回線交換フ
ォールバック（ＣＳＦＢ）をサポートするネットワークにおいて呼設定処理遅延を低減す
ることを可能にし得、場合によっては、不要なページングを回避するのを助け得る。
【００６８】
　情報および信号は多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得ることを、
当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令
、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁
界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され
得る。
【００６９】
　さらに、本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール
、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア
、または両方の組合せなど、任意の好適な手段で実装され得ることを、当業者は諒解され
よう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構
成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップについて、上記では概してそれら
の機能に関して説明した。そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェ
アとして実装するかは、特定の適用例および全体的なシステムに課された設計制約に依存
する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのよ
うな実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
【００７０】
　本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回
路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラマブ
ル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、ある
いは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて
実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替とし
て、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、ま
たは状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、た
とえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコ
アと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成
として実装され得る。
【００７１】
　本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウ
ェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施され
るか、またはその２つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモ
リ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジス
タ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術分野で知られ
ている任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記
憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサ
に結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化され得る。プロセッサおよび
記憶媒体はＡＳＩＣ中に常駐し得る。ＡＳＩＣはユーザ端末中に常駐し得る。代替として
、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素として常駐し得る。
【００７２】
　１つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装した
場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶
されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読媒体
は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を
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含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用ま
たは専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定
ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ
、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁
気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード
手段を搬送または記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータ、または汎
用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることがで
きる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフト
ウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（
ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウ
ェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光
ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波な
どのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク（disk）お
よびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登
録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、
フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（
disc）を含み、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）
は、データをレーザで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内
に含めるべきである。
【００７３】
　本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用することが
できるように与えたものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかとなり
、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変
形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定
されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲
を与えられるべきである。
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【手続補正書】
【提出日】平成27年11月24日(2015.11.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための方法であって、前記方法は、
　前記第１のＲＡＴの基地局による拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを処理する際
の遅延の低減をもたらす能力を示すように選択された１つまたは複数のパラメータをもつ
ＵＥ能力メッセージを送信することと、
　前記第１のＲＡＴの前記基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に前記拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するこ
とと
を備える、方法。
【手続補正書】
【提出日】平成27年12月10日(2015.12.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための方法であって、前記方法が、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信することと
、
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１のＲＡＴの前記基地局において正常に受信された確率
が比較的高いと判断することと、前記ＥＳＲメッセージに対する応答を待つことなしに、
前記判断に応答して、前記第２のＲＡＴにおける登録を実行することとを備える、方法。
【請求項２】
　前記判断することが、前記ＥＳＲメッセージの少なくとも一部を含んでいるプロトコル
データユニット（ＰＤＵ）の正常な受信を確認応答するメッセージを受信することを備え
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記判断することが、前記ＥＳＲメッセージの最後の部分を含んでいるＲＬＣ　ＰＤＵ
の正常な受信を確認応答する無線レイヤ制御（ＲＬＣ）メッセージを受信することを備え
る、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
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　前記ＥＳＲメッセージが、前記ＥＳＲメッセージを処理する際の遅延を低減するように
選択された１つまたは複数のパラメータを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２のＲＡＴにおける登録が、前記ＥＳＲメッセージに対する応答を待つことなし
に、前記判断に応答して、限られた数のシナリオにおいて実行される、請求項１に記載の
方法。
【請求項６】
　前記限られた数のシナリオがモバイル着信（ＭＴ）呼の発生を備える、請求項５に記載
の方法。
【請求項７】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信するための手段と、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信するための手段と、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記装置のためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するための
手段と、
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１のＲＡＴの前記基地局において正常に受信された確率
が比較的高いと判断するための手段と、前記ＥＳＲメッセージに対する応答を待つことな
しに、前記判断に応答して、前記第２のＲＡＴにおける登録を実行するための手段とを備
える、装置。
【請求項８】
　判断するための前記手段が、前記ＥＳＲメッセージの少なくとも一部を含んでいるプロ
トコルデータユニット（ＰＤＵ）の正常な受信を確認応答するメッセージを受信するため
の手段を備える、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　判断するための前記手段が、前記ＥＳＲメッセージの最後の部分を含んでいるＲＬＣ　
ＰＤＵの正常な受信を確認応答する無線レイヤ制御（ＲＬＣ）メッセージを受信するため
の手段とを備える、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記ＥＳＲメッセージが、前記ＥＳＲメッセージを処理する際の遅延を低減するように
選択された１つまたは複数のパラメータを備える、請求項７に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第２のＲＡＴにおける登録が、前記ＥＳＲメッセージに対する応答を待つことなし
に、前記判断に応答して、限られた数のシナリオにおいて実行される、請求項７に記載の
装置。
【請求項１２】
　前記限られた数のシナリオがモバイル着信（ＭＴ）呼の発生を備える、請求項１１に記
載の装置。
【請求項１３】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、前記第２のＲＡＴの基
地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセージを受信することと、前
記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前記第
１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信することと、前
記ＥＳＲメッセージが前記第１のＲＡＴの前記基地局において正常に受信された確率が比
較的高いと判断することと、前記ＥＳＲメッセージに対する応答を待つことなしに、前記
判断に応答して、前記第２のＲＡＴにおける登録を実行することとを行うように構成され
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た少なくとも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
とを備える、装置。
【請求項１４】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のためのコンピュータ可読記録媒体であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信することと
、
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１のＲＡＴの前記基地局において正常に受信された確率
が比較的高いと判断することと、前記ＥＳＲメッセージに対する応答を待つことなしに、
前記判断に応答して、前記第２のＲＡＴにおける登録を実行することとを行うための、１
つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令を記憶したコンピュータ可読記録媒体
。
【請求項１５】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための方法であって、前記方法が、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、前記第２のＲＡＴを使用してショートメッセージサービス（ＳＭＳ
）メッセージを送信することであって、前記ＳＭＳメッセージが、前記第１のＲＡＴにお
いて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前記第１のＲＡＴの前記基
地局への拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを含んでいる、送信することとを備える
、方法。
【請求項１６】
　前記ＳＭＳメッセージが、指定されたモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）の識別情
報を備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記ＳＭＳメッセージが、前記識別されたＭＭＥにＩＰパケットとして前記ＥＳＲメッ
セージを送ることによって、ネットワークトリガされたＥＳＲを開始するように構成され
た特定のサーバに送信される、請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記ＥＳＲメッセージが、前記ＥＳＲメッセージを処理する際の遅延を低減するように
選択された１つまたは複数のパラメータを備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信するための手段と、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記装置をターゲットにするページングメッセー
ジを受信するための手段と、前記第２のＲＡＴを使用してショートメッセージサービス（
ＳＭＳ）メッセージを送信するための手段であって、前記ＳＭＳメッセージが、前記第１
のＲＡＴにおいて前記装置のためのコンテキストの中断を要求するために、前記第１のＲ
ＡＴの前記基地局への拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを含んでいる、送信するた
めの手段とを備える、装置。
【請求項２０】
　前記ＳＭＳメッセージが、指定されたモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）の識別情
報を備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
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　前記ＳＭＳメッセージが、前記識別されたＭＭＥにＩＰパケットとして前記ＥＳＲメッ
セージを送ることによって、ネットワークトリガされたＥＳＲを開始するように構成され
た特定のサーバに送信される、請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記ＥＳＲメッセージが、前記ＥＳＲメッセージを処理する際の遅延を低減するように
選択された１つまたは複数のパラメータを備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２３】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、前記第２のＲＡＴの基
地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセージを受信することと、前
記第２のＲＡＴを使用してショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージを送信する
ことであって、前記ＳＭＳメッセージが、前記第１のＲＡＴにおいて前記装置のためのコ
ンテキストの中断を要求するために、前記第１のＲＡＴの前記基地局への拡張サービス要
求（ＥＳＲ）メッセージを含んでいる、送信することとを行うように構成された少なくと
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を備える
、装置。
【請求項２４】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のためのコンピュータ可読記録媒体であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、前記第２のＲＡＴを使用してショートメッセージサービス（ＳＭＳ
）メッセージを送信することであって、前記ＳＭＳメッセージが、前記第１のＲＡＴにお
いて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前記第１のＲＡＴの前記基
地局への拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを含んでいる、送信することとを行うた
めの、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令を記憶したコンピュータ可読
記録媒体。
【請求項２５】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための方法であって、前記方法が、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を
要求するために、前記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセー
ジを送信することであって、前記ＥＳＲメッセージが、モバイル発信（ＭＯ）呼またはモ
バイル着信（ＭＴ）呼の発生以外の原因情報を示す原因コードを備える、送信することと
を備える、方法。
【請求項２６】
　前記原因コードが前記第２のＲＡＴにおける登録を示す、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記原因コードが前記第２のＲＡＴにおけるＳＭＳを示す、請求項２５に記載の方法。
【請求項２８】
　前記原因コードが確認応答メッセージを示す、請求項２５に記載の方法。
【請求項２９】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信するための手段と、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記装置をターゲットにするページングメッセー
ジを受信するための手段と、前記第１のＲＡＴにおいて前記装置のためのコンテキストの
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中断を要求するために、前記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メ
ッセージを送信するための手段であって、前記ＥＳＲメッセージが、モバイル発信（ＭＯ
）呼またはモバイル着信（ＭＴ）呼の発生以外の原因情報を示す原因コードを備える、送
信するための手段とを備える、装置。
【請求項３０】
　前記原因コードが前記第２のＲＡＴにおける登録を示す、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記原因コードが前記第２のＲＡＴにおけるＳＭＳを示す、請求項２９に記載の装置。
【請求項３２】
　前記原因コードが確認応答メッセージを示す、請求項２９に記載の装置。
【請求項３３】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、前記第２のＲＡＴの基
地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセージを受信することと、前
記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前記第
１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信することであっ
て、前記ＥＳＲメッセージが、モバイル発信（ＭＯ）呼またはモバイル着信（ＭＴ）呼の
発生以外の原因情報を示す原因コードを備える、送信することとを行うように構成された
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
を備える、装置。
【請求項３４】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のためのコンピュータ可読記録媒体であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を
要求するために、前記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセー
ジを送信することであって、前記ＥＳＲメッセージが、モバイル発信（ＭＯ）呼またはモ
バイル着信（ＭＴ）呼の発生以外の原因情報を示す原因コードを備える、送信することと
を行うための、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令を記憶したコンピュ
ータ可読記録媒体。
【請求項３５】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための方法であって、前記方法が、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に前記拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するこ
とと、前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信されたという指示を
待っている間、前記ページングメッセージを処理することを遅延させることとを備える、
方法。
【請求項３６】
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信されたという指示を受信
するより前に所定の時間量が終了した場合、前記ページングメッセージを処理し始めるこ
とをさらに備える、請求項３５に記載の方法。
【請求項３７】
　所定の時間量が終了する前に、前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常
に受信されたという指示が受信された場合、前記ページングメッセージを処理し始めるこ
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とをさらに備える、請求項３５に記載の方法。
【請求項３８】
　前記所定の時間量は、前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信さ
れたという指示を受信するための予想される時間量に基づく、請求項３６に記載の方法。
【請求項３９】
　前記所定の時間量が、前記ＥＳＲに対する応答を受信するための予想される時間量に基
づく、請求項３６に記載の方法。
【請求項４０】
　前記所定の時間量がネットワーク再ページタイムアウト値に基づく、請求項３６に記載
の方法。
【請求項４１】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信するための手段と、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記装置をターゲットにするページングメッセー
ジを受信するための手段と、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記装置のためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するための
手段と、前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信されたという指示
を待っている間、前記ページングメッセージを処理することを遅延させるための手段とを
備える、装置。
【請求項４２】
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信されたという指示を受信
するより前に所定の時間量が終了した場合、前記ページングメッセージを処理し始めるこ
とをさらに備える、請求項４１に記載の装置。
【請求項４３】
　所定の時間量が終了する前に、前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常
に受信されたという指示が受信された場合、前記ページングメッセージを処理し始めるこ
とをさらに備える、請求項４１に記載の装置。
【請求項４４】
　前記所定の時間量は、前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信さ
れたという指示を受信するための予想される時間量に基づく、請求項４２に記載の装置。
【請求項４５】
　前記所定の時間量が、前記ＥＳＲに対する応答を受信するための予想される時間量に基
づく、請求項４２に記載の装置。
【請求項４６】
　前記所定の時間量がネットワーク再ページタイムアウト値に基づく、請求項４２に記載
の装置。
【請求項４７】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、前記第２のＲＡＴの基
地局を介して、前記装置をターゲットにするページングメッセージを受信することと、前
記第１のＲＡＴにおいて前記装置のためのコンテキストの中断を要求するために、前記第
１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信することと、前
記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信されたという指示を待ってい
る間、前記ページングメッセージを処理することを遅延させることとを行うように構成さ
れた少なくとも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
リとを備える、装置。
【請求項４８】
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　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のためのコンピュータ可読記録媒体であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に前記拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するこ
とと、前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信されたという指示を
待っている間、前記ページングメッセージを処理することを遅延させることとを行うため
の、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令を記憶したコンピュータ可読記
録媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用することが
できるように与えたものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかとなり
、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変
形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定
されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲
を与えられるべきである。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための方法であって、前記方法は、
　前記第１のＲＡＴの基地局による拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを処理する際
の遅延の低減をもたらす能力を示すように選択された１つまたは複数のパラメータをもつ
ＵＥ能力メッセージを送信することと、
　前記第１のＲＡＴの前記基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に前記拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するこ
ととを備える、方法。
［Ｃ２］
　前記１つまたは複数のパラメータは、前記ＵＥが、前記第１のＲＡＴと前記第２のＲＡ
Ｔの両方からの通信を同時に受信する能力を示す１つまたは複数のパラメータを有するこ
とを示す少なくとも１つのパラメータを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記ＥＳＲメッセージに対する応答を受信することなしに前記第２のＲＡＴにおける登
録を実行することをさらに備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記１つまたは複数のパラメータは、前記ＥＳＲメッセージが前記ＵＥによる前記第２
のＲＡＴにおける測定をトリガするのを防ぐように選択された少なくとも１つのパラメー
タを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記ＥＳＲメッセージが前記ＵＥによる前記第２のＲＡＴにおける測定をトリガするの
を防ぐように選択された前記少なくとも１つのパラメータは、前記ＵＥが前記第２のＲＡ
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Ｔにおける測定を実際にサポートするか否かにかかわらず、前記ＵＥが前記第２のＲＡＴ
における測定をサポートしないことを示す、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局による拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを処理する際
の遅延の低減をもたらす能力を示すように選択された１つまたは複数のパラメータをもつ
能力メッセージを送信するための手段と、
　前記第１のＲＡＴの前記基地局を介してサービスを受信するための手段と、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記装置をターゲットにするページングメッセー
ジを受信するための手段と、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に前記拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するた
めの手段とを備える、装置。
［Ｃ７］
　前記１つまたは複数のパラメータは、前記装置が、前記第１のＲＡＴと前記第２のＲＡ
Ｔの両方からの通信を同時に受信する能力を示す１つまたは複数のパラメータを有するこ
とを示す少なくとも１つのパラメータを備える、Ｃ６に記載の装置。
［Ｃ８］
　前記ＥＳＲメッセージに対する応答を受信することなしに前記第２のＲＡＴにおける登
録を実行するための手段をさらに備える、Ｃ７に記載の装置。
［Ｃ９］
　前記１つまたは複数のパラメータは、前記ＥＳＲメッセージが前記装置による前記第２
のＲＡＴにおける測定をトリガするのを防ぐように選択された少なくとも１つのパラメー
タを備える、Ｃ６に記載の装置。
［Ｃ１０］
　前記ＥＳＲメッセージが前記装置による前記第２のＲＡＴにおける測定をトリガするの
を防ぐように選択された前記少なくとも１つのパラメータは、前記装置が前記第２のＲＡ
Ｔにおける測定を実際にサポートするか否かにかかわらず、前記装置が前記第２のＲＡＴ
における測定をサポートしないことを示す、Ｃ６に記載の装置。
［Ｃ１１］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局による拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを処理する際
の遅延の低減をもたらす能力を示すように選択された１つまたは複数のパラメータをもつ
能力メッセージを送信することと、前記第１のＲＡＴの前記基地局を介してサービスを受
信することと、前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページ
ングメッセージを受信することと、前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキ
ストの中断を要求するために、前記第１のＲＡＴの前記基地局に前記拡張サービス要求（
ＥＳＲ）メッセージを送信することとを行うように構成された少なくとも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を備える、装置。
［Ｃ１２］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局による拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを処理する際
の遅延の低減をもたらす能力を示すように選択された１つまたは複数のパラメータをもつ
ＵＥ能力メッセージを送信することと、
　前記第１のＲＡＴの前記基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
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ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に前記拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するこ
ととを行うための、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令を記憶したコン
ピュータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ１３］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための方法であって、前記方法が、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信することと
、
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１のＲＡＴの前記基地局において正常に受信された確率
が比較的高いと判断することと、
　前記ＥＳＲメッセージに対する応答を待つことなしに、前記判断に応答して、前記第２
のＲＡＴにおける登録を実行することとを備える、方法。
［Ｃ１４］
　前記判断することが、前記ＥＳＲメッセージの少なくとも一部を含んでいるプロトコル
データユニット（ＰＤＵ）の正常な受信を確認応答するメッセージを受信することを備え
る、Ｃ１３に記載の方法。
［Ｃ１５］
　前記判断することが、前記ＥＳＲメッセージの最後の部分を含んでいるＲＬＣ　ＰＤＵ
の正常な受信を確認応答する無線レイヤ制御（ＲＬＣ）メッセージを受信することを備え
る、Ｃ１４に記載の方法。
［Ｃ１６］
　前記ＥＳＲメッセージが、前記ＥＳＲメッセージを処理する際の遅延を低減するように
選択された１つまたは複数のパラメータを備える、Ｃ１３に記載の方法。
［Ｃ１７］
　前記第２のＲＡＴにおける登録が、前記ＥＳＲメッセージに対する応答を待つことなし
に、前記判断に応答して、限られた数のシナリオにおいて実行される、Ｃ１３に記載の方
法。
［Ｃ１８］
　前記限られた数のシナリオがモバイル着信（ＭＴ）呼の発生を備える、Ｃ１７に記載の
方法。
［Ｃ１９］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信するための手段と、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信するための手段と、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記装置のためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するための
手段と、
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１のＲＡＴの前記基地局において正常に受信された確率
が比較的高いと判断するための手段と、
　前記ＥＳＲメッセージに対する応答を待つことなしに、前記判断に応答して、前記第２
のＲＡＴにおける登録を実行するための手段とを備える、装置。
［Ｃ２０］
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　判断するための前記手段が、前記ＥＳＲメッセージの少なくとも一部を含んでいるプロ
トコルデータユニット（ＰＤＵ）の正常な受信を確認応答するメッセージを受信するため
の手段を備える、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２１］
　判断するための前記手段が、前記ＥＳＲメッセージの最後の部分を含んでいるＲＬＣ　
ＰＤＵの正常な受信を確認応答する無線レイヤ制御（ＲＬＣ）メッセージを受信するため
の手段とを備える、Ｃ２０に記載の装置。
［Ｃ２２］
　前記ＥＳＲメッセージが、前記ＥＳＲメッセージを処理する際の遅延を低減するように
選択された１つまたは複数のパラメータを備える、Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２３］
　前記第２のＲＡＴにおける登録が、前記ＥＳＲメッセージに対する応答を待つことなし
に、前記判断に応答して、限られた数のシナリオにおいて実行される、Ｃ１９に記載の装
置。
［Ｃ２４］
　前記限られた数のシナリオがモバイル着信（ＭＴ）呼の発生を備える、Ｃ２３に記載の
装置。
［Ｃ２５］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、前記第２のＲＡＴの基
地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセージを受信することと、前
記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前記第
１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信することと、前
記ＥＳＲメッセージが前記第１のＲＡＴの前記基地局において正常に受信された確率が比
較的高いと判断することと、前記ＥＳＲメッセージに対する応答を待つことなしに、前記
判断に応答して、前記第２のＲＡＴにおける登録を実行することとを行うように構成され
た少なくとも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を備える、装置。
［Ｃ２６］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信することと
、
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１のＲＡＴの前記基地局において正常に受信された確率
が比較的高いと判断することと、
　前記ＥＳＲメッセージに対する応答を待つことなしに、前記判断に応答して、前記第２
のＲＡＴにおける登録を実行することとを行うための、１つまたは複数のプロセッサによ
って実行可能な命令を記憶したコンピュータ可読媒体を備える、コンピュータプログラム
製品。
［Ｃ２７］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための方法であって、前記方法が、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
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　前記第２のＲＡＴを使用してショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージを送信
することであって、前記ＳＭＳメッセージが、前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのため
のコンテキストの中断を要求するために、前記第１のＲＡＴの前記基地局への拡張サービ
ス要求（ＥＳＲ）メッセージを含んでいる、送信することとを備える、方法。
［Ｃ２８］
　前記ＳＭＳメッセージが、指定されたモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）の識別情
報を備える、Ｃ２７に記載の方法。
［Ｃ２９］
　前記ＳＭＳメッセージが、前記識別されたＭＭＥにＩＰパケットとして前記ＥＳＲメッ
セージを送ることによって、ネットワークトリガされたＥＳＲを開始するように構成され
た特定のサーバに送信される、Ｃ２７に記載の方法。
［Ｃ３０］
　前記ＥＳＲメッセージが、前記ＥＳＲメッセージを処理する際の遅延を低減するように
選択された１つまたは複数のパラメータを備える、Ｃ２７に記載の方法。
［Ｃ３１］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信するための手段と、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記装置をターゲットにするページングメッセー
ジを受信するための手段と、
　前記第２のＲＡＴを使用してショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージを送信
するための手段であって、前記ＳＭＳメッセージが、前記第１のＲＡＴにおいて前記装置
のためのコンテキストの中断を要求するために、前記第１のＲＡＴの前記基地局への拡張
サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを含んでいる、送信するための手段とを備える、装置
。
［Ｃ３２］
　前記ＳＭＳメッセージが、指定されたモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）の識別情
報を備える、Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ３３］
　前記ＳＭＳメッセージが、前記識別されたＭＭＥにＩＰパケットとして前記ＥＳＲメッ
セージを送ることによって、ネットワークトリガされたＥＳＲを開始するように構成され
た特定のサーバに送信される、Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ３４］
　前記ＥＳＲメッセージが、前記ＥＳＲメッセージを処理する際の遅延を低減するように
選択された１つまたは複数のパラメータを備える、Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ３５］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、前記第２のＲＡＴの基
地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセージを受信することと、前
記第２のＲＡＴを使用してショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージを送信する
ことであって、前記ＳＭＳメッセージが、前記第１のＲＡＴにおいて前記装置のためのコ
ンテキストの中断を要求するために、前記第１のＲＡＴの前記基地局への拡張サービス要
求（ＥＳＲ）メッセージを含んでいる、送信することとを行うように構成された少なくと
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を備える、装置。
［Ｃ３６］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
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　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第２のＲＡＴを使用してショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージを送信
することであって、前記ＳＭＳメッセージが、前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのため
のコンテキストの中断を要求するために、前記第１のＲＡＴの前記基地局への拡張サービ
ス要求（ＥＳＲ）メッセージを含んでいる、送信することとを行うための、１つまたは複
数のプロセッサによって実行可能な命令を記憶したコンピュータ可読媒体を備える、コン
ピュータプログラム製品。
［Ｃ３７］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための方法であって、前記方法が、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信することで
あって、前記ＥＳＲメッセージが、モバイル発信（ＭＯ）呼またはモバイル着信（ＭＴ）
呼の発生以外の原因情報を示す原因コードを備える、送信することとを備える、方法。
［Ｃ３８］
　前記原因コードが前記第２のＲＡＴにおける登録を示す、Ｃ３７に記載の方法。
［Ｃ３９］
　前記原因コードが前記第２のＲＡＴにおけるＳＭＳを示す、Ｃ３７に記載の方法。
［Ｃ４０］
　前記原因コードが確認応答メッセージを示す、Ｃ３７に記載の方法。
［Ｃ４１］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信するための手段と、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記装置をターゲットにするページングメッセー
ジを受信するための手段と、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記装置のためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するための
手段であって、前記ＥＳＲメッセージが、モバイル発信（ＭＯ）呼またはモバイル着信（
ＭＴ）呼の発生以外の原因情報を示す原因コードを備える、送信するための手段とを備え
る、装置。
［Ｃ４２］
　前記原因コードが前記第２のＲＡＴにおける登録を示す、Ｃ４１に記載の装置。
［Ｃ４３］
　前記原因コードが前記第２のＲＡＴにおけるＳＭＳを示す、Ｃ４１に記載の装置。
［Ｃ４４］
　前記原因コードが確認応答メッセージを示す、Ｃ４１に記載の装置。
［Ｃ４５］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、前記第２のＲＡＴの基
地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセージを受信することと、前
記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前記第
１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信することであっ
て、前記ＥＳＲメッセージが、モバイル発信（ＭＯ）呼またはモバイル着信（ＭＴ）呼の
発生以外の原因情報を示す原因コードを備える、送信することとを行うように構成された
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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を備える、装置。
［Ｃ４６］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信することで
あって、前記ＥＳＲメッセージが、モバイル発信（ＭＯ）呼またはモバイル着信（ＭＴ）
呼の発生以外の原因情報を示す原因コードを備える、送信することとを行うための、１つ
または複数のプロセッサによって実行可能な命令を記憶したコンピュータ可読媒体を備え
る、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ４７］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための方法であって、前記方法が、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に前記拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するこ
とと、
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信されたという指示を待っ
ている間、前記ページングメッセージを処理することを遅延させることとを備える、方法
。
［Ｃ４８］
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信されたという指示を受信
するより前に所定の時間量が終了した場合、前記ページングメッセージを処理し始めるこ
とをさらに備える、Ｃ４７に記載の方法。
［Ｃ４９］
　所定の時間量が終了する前に、前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常
に受信されたという指示が受信された場合、前記ページングメッセージを処理し始めるこ
とをさらに備える、Ｃ４７に記載の方法。
［Ｃ５０］
　前記所定の時間量は、前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信さ
れたという指示を受信するための予想される時間量に基づく、Ｃ４８に記載の方法。
［Ｃ５１］
　前記所定の時間量が、前記ＥＳＲに対する応答を受信するための予想される時間量に基
づく、Ｃ４８に記載の方法。
［Ｃ５２］
　前記所定の時間量がネットワーク再ページタイムアウト値に基づく、Ｃ４８に記載の方
法。
［Ｃ５３］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信するための手段と、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記装置をターゲットにするページングメッセー
ジを受信するための手段と、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記装置のためのコンテキストの中断を要求するために、前
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記第１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するための
手段と、
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信されたという指示を待っ
ている間、前記ページングメッセージを処理することを遅延させるための手段とを備える
、装置。
［Ｃ５４］
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信されたという指示を受信
するより前に所定の時間量が終了した場合、前記ページングメッセージを処理し始めるこ
とをさらに備える、Ｃ５３に記載の装置。
［Ｃ５５］
　所定の時間量が終了する前に、前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常
に受信されたという指示が受信された場合、前記ページングメッセージを処理し始めるこ
とをさらに備える、Ｃ５３に記載の装置。
［Ｃ５６］
　前記所定の時間量は、前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信さ
れたという指示を受信するための予想される時間量に基づく、Ｃ５４に記載の装置。
［Ｃ５７］
　前記所定の時間量が、前記ＥＳＲに対する応答を受信するための予想される時間量に基
づく、Ｃ５４に記載の装置。
［Ｃ５８］
　前記所定の時間量がネットワーク再ページタイムアウト値に基づく、Ｃ５４に記載の装
置。
［Ｃ５９］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なワイヤレ
ス通信のための装置であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、前記第２のＲＡＴの基
地局を介して、前記装置をターゲットにするページングメッセージを受信することと、前
記第１のＲＡＴにおいて前記装置のためのコンテキストの中断を要求するために、前記第
１のＲＡＴの前記基地局に拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信することと、前
記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信されたという指示を待ってい
る間、前記ページングメッセージを処理することとを行うように構成された少なくとも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を備える、装置。
［Ｃ６０］
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが可能なユーザ機
器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のためのコンピュータプログラム製品であって、
　前記第１のＲＡＴの基地局を介してサービスを受信することと、
　前記第２のＲＡＴの基地局を介して、前記ＵＥをターゲットにするページングメッセー
ジを受信することと、
　前記第１のＲＡＴにおいて前記ＵＥのためのコンテキストの中断を要求するために、前
記第１のＲＡＴの前記基地局に前記拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを送信するこ
とと、
　前記ＥＳＲメッセージが前記第１の基地局において正常に受信されたという指示を待っ
ている間、前記ページングメッセージを処理することを遅延させることとを行うための、
１つまたは複数のプロセッサによって実行可能な命令を記憶したコンピュータ可読媒体を
備える、コンピュータプログラム製品。
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