
JP 2017-534213 A 2017.11.16

10

(57)【要約】
　多元接続ネットワークにおけるＵＥのための半接続状
態動作について説明する。半接続状態では、ＵＥはシス
テム情報およびページングを監視し得、モビリティはＵ
Ｅ制御され得る。基地局は、能力、優先度、データ接続
、または負荷コンディションに基づいて、ＵＥを半接続
状態に遷移させるべきかどうかを決定し得る。基地局は
、ＵＥが半接続状態において基地局によってサービスさ
れ続けながら、ＵＥのためのコンテキスト情報および論
理トラフィック接続を維持し得る。したがって、接続状
態への遷移が行われるとき、基地局は、セキュリティパ
ラメータを再確立する必要はなく、ＵＥのための制御プ
レーンおよびユーザプレーンデータを搬送するためのネ
ットワーク内の論理トラフィック接続を再確立する必要
もない。半接続状態ＵＥのためのコンテキスト情報は、
さらに、ネイバリング基地局間で共有され得る。本技法
はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークに適用され得る。



(2) JP 2017-534213 A 2017.11.16

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局におけるワイヤレス通信のための方法であって、
　　前記基地局によってサービスされ、前記基地局との接続状態において設定されたユー
ザ機器（ＵＥ）について、前記ＵＥが前記接続状態から抜けて遷移されるべきと決定する
ことと、
　　前記ＵＥに、前記ＵＥが前記接続状態から抜けて遷移すべきであることを示すことと
、
　　前記ＵＥが前記接続状態から抜けて遷移すべきであることを前記示すことに続いて、
および前記ＵＥが前記基地局によってサービスされ続けながら、前記基地局において前記
ＵＥのためのコンテキストを維持することと
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記ＵＥが前記接続状態から抜けているとき、前記ＵＥからアクセス要求を受信するこ
とと、
　前記ＵＥの接続状態動作について、前記ＵＥのための前記コンテキストを前記ＵＥに関
連付けることと、
　前記ＵＥに、前記ＵＥが前記ＵＥのための前記コンテキストに従って前記接続状態に遷
移すべきであることを示すことと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＵＥが前記接続状態から抜けて遷移した後、前記ＵＥがアイドル状態に遷移すべき
であると決定することと、
　前記ＵＥに、前記ＵＥが前記アイドル状態に遷移すべきであることを示すことと、
　前記ＵＥのための前記コンテキストを解放することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＵＥが前記アイドル状態に遷移すべきであると前記決定することが、アイドルタイ
マーの満了、過負荷コンディション、前記ＵＥの少なくとも１つの論理トラフィック接続
に関連するデータトラフィックタイプ、前記少なくとも１つの論理トラフィック接続に関
連するアクセスポイント名（ＡＰＮ）、またはそれらの組合せのいずれかに基づく、請求
項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ＵＥが前記接続状態から抜けて遷移した後、周期的検証間隔に従って前記ＵＥに検
証ページングメッセージを送信することと、
　検証応答が前記ＵＥから受信されない場合、前記ＵＥのための前記コンテキストを解放
することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ネットワークエンティティから、前記ＵＥが異なる基地局に再選択したという指示を受
信することと、
　前記指示を受信したことに応答して、前記ＵＥのための前記コンテキストを解放するこ
とと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記基地局のコンテキストエリア、前記基地局のトラッキングエリア、前記基地局のネ
イバーリスト、または前記ＵＥのネイバーリストうちの１つまたは複数に関連する少なく
とも１つの他の基地局に、前記ＵＥのための前記コンテキストを送ること
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
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　前記ＵＥのための前記コンテキストが、ＵＥ状態情報、ＵＥセキュリティ情報、ＵＥ能
力情報、前記ＵＥのための無線リソース制御（ＲＲＣ）設定、前記ＵＥのための少なくと
も１つの論理トラフィック接続に関連する識別情報、またはそれらの組合せのいずれかを
備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＵＥに、前記ＵＥが前記接続状態から抜けて遷移すべきであることを前記示すこと
は、前記ＵＥが前記接続状態から半接続状態に遷移すべきであることを示す第１の接続解
放メッセージを送ることを備え、前記半接続状態は、前記ＵＥによる少なくとも１つの一
時ネットワーク識別子による物理ダウンリンク制御チャネルの監視の抑制、前記物理ダウ
ンリンク制御チャネルのユーザ固有探索空間の監視の抑制、前記ＵＥがアイドル状態にあ
るときの前記ＵＥのページングのための第２の間欠受信（ＤＲＸ）サイクルよりも短い前
記ＵＥのページングのための第１のＤＲＸサイクル、前記ＵＥによるチャネル状態情報の
報告の抑制、または前記ＵＥのためのアップリンク制御情報リソースの利用可能性の抑制
のうちの少なくとも１つに関連する、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記基地局において、前記ＵＥが前記接続状態から抜けて遷移した後、前記ＵＥのため
のモビリティ管理エンティティまたはサービングゲートウェイのうちの少なくとも１つと
の少なくとも１つの論理トラフィック接続を維持すること
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＵＥのための前記少なくとも１つの論理トラフィック接続が、制御プレーントラフ
ィックのための論理接続、ユーザプレーントラフィックのための論理接続、またはそれら
の組合せのいずれかを備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＵＥが前記接続状態から抜けて遷移されるべきと前記決定することが、接続状態タ
イマーの満了、データトラフィックコンディション、サービングゲートウェイからの指示
、前記ＵＥの少なくとも１つの論理トラフィック接続に関連するデータトラフィックタイ
プ、前記少なくとも１つの論理トラフィック接続に関連するアクセスポイント名（ＡＰＮ
）、またはそれらの組合せのいずれかに基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　ＵＥ識別情報、ＵＥ能力インジケータ、ＵＥ設定、ＵＥ優先度情報、ＵＥデータトラフ
ィック履歴、ＵＥ接続履歴、前記ＵＥのデータ接続に関連するパケットデータネットワー
ク識別子、前記基地局の負荷コンディション、またはそれらの組合せのいずれかに基づい
て、前記ＵＥが前記接続状態から抜けて遷移するとき、前記ＵＥのための前記コンテキス
トが維持されるべきであるかどうかを決定すること
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記基地局が、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）またはＬＴＥアドバンスト（
ＬＴＥ－Ａ）ワイヤレスネットワークの発展型ノードＢ（ｅＮＢ）を備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項１５】
　基地局におけるワイヤレス通信のための装置であって、
　　プロセッサと、
　　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　　前記メモリに記憶された命令と
　を備え、前記命令が、前記装置に、
　　　前記基地局によってサービスされ、前記基地局との接続状態において設定されたユ
ーザ機器（ＵＥ）について、前記ＵＥが前記接続状態から抜けて遷移されるべきと決定す
ることと、
　　　前記ＵＥに、前記ＵＥが前記接続状態から抜けて遷移すべきであることを示すこと
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と、
　　　前記ＵＥが前記接続状態から抜けて遷移すべきであることを前記示すことに続いて
、および前記ＵＥが前記基地局によってサービスされ続けながら、前記基地局において前
記ＵＥのためのコンテキストを維持することと
　　を行わせるために前記プロセッサによって実行可能である、
　装置。
【請求項１６】
　前記メモリに記憶され、前記装置に、
　　前記ＵＥが前記接続状態から抜けているとき、前記ＵＥからアクセス要求を受信する
ことと、
　　前記ＵＥの接続状態動作について、前記ＵＥのための前記コンテキストを前記ＵＥに
関連付けることと、
　　前記ＵＥに、前記ＵＥが前記ＵＥのための前記コンテキストに従って前記接続状態に
遷移すべきであることを示すことと
　を行わせるために前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備える、請求項１５
に記載の装置。
【請求項１７】
　前記メモリに記憶され、前記装置に、
　　前記ＵＥが前記接続状態から抜けて遷移した後、前記ＵＥがアイドル状態に遷移すべ
きであると決定することと、
　　前記ＵＥに、前記ＵＥが前記アイドル状態に遷移すべきであることを示すことと、
　　前記ＵＥのための前記コンテキストを解放することと
　を行わせるために前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備える、請求項１５
に記載の装置。
【請求項１８】
　前記メモリに記憶され、前記装置に、
　　前記ＵＥが前記接続状態から抜けて遷移した後、周期的検証間隔に従って前記ＵＥを
ページングすることと、
　　前記ページングに対する応答が前記ＵＥから受信されない場合、前記ＵＥのための前
記コンテキストを解放することと
　を行わせるために前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備える、請求項１５
に記載の装置。
【請求項１９】
　基地局におけるワイヤレス通信のための装置であって、
　　前記基地局によってサービスされ、前記基地局との接続状態において設定されたユー
ザ機器（ＵＥ）について、前記ＵＥが前記接続状態から抜けて遷移されるべきと決定する
ための手段と、
　　前記ＵＥに、前記ＵＥが前記接続状態から抜けて遷移すべきであることを示すための
手段と、
　　前記ＵＥが前記接続状態から抜けて遷移すべきであることを前記示すことに続いて、
および前記ＵＥが前記基地局によってサービスされ続けながら、前記基地局において前記
ＵＥのためのコンテキストを維持するための手段と
　を備える、装置。
【請求項２０】
　前記ＵＥが前記接続状態から抜けているとき、前記ＵＥからアクセス要求を受信するた
めの手段と、
　前記ＵＥの接続状態動作について、前記ＵＥのための前記コンテキストを前記ＵＥに関
連付けるための手段と、
　前記ＵＥに、前記ＵＥが前記ＵＥのための前記コンテキストに従って前記接続状態に遷
移すべきであることを示すための手段と
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　をさらに備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記ＵＥが前記接続状態から抜けて遷移した後、前記ＵＥがアイドル状態に遷移すべき
であると決定するための手段と、
　前記ＵＥに、前記ＵＥが前記アイドル状態に遷移すべきであることを示すための手段と
、
　前記ＵＥのための前記コンテキストを解放するための手段と
　をさらに備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記ＵＥが前記接続状態から抜けて遷移した後、周期的検証間隔に従って前記ＵＥに検
証ページングメッセージを送信するための手段と、
　検証応答が前記ＵＥから受信されない場合、前記ＵＥのための前記コンテキストを解放
するための手段と
　をさらに備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２３】
　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、
　　ワイヤレス通信ネットワークの第１の基地局によってサービスされながら、接続状態
における無線リソース設定を確立することと、
　　前記第１の基地局から、前記ＵＥが半接続状態に遷移するべきという指示を受信する
ことと、
　　前記第１の基地局によってサービスされ続けながら、前記半接続状態に遷移した後、
前記無線リソース設定の少なくとも一部分を維持することと
　を備える、方法。
【請求項２４】
　前記第１の基地局によってサービスされ続けながら、接続状態に遷移するために前記無
線リソース設定の前記少なくとも一部分を利用すること
　をさらに備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記ＵＥによって、および前記第１の基地局から自律的に、前記ＵＥが第２の基地局へ
のセル再選択を実行すべきであると決定することと、
　前記第２の基地局にアクセス要求を送ることと、
　前記第１の基地局によってサービスされることから前記第２の基地局によってサービス
されることに遷移することと、
　前記無線リソース設定の前記少なくとも一部分に従って前記第２の基地局と通信するこ
とと
　をさらに備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　前記第２の基地局との初期ユーザプレーン通信において、前記ワイヤレス通信ネットワ
ークのモビリティエンティティに非アクセス層（ＮＡＳ）メッセージを送ることと、
　ＮＡＳ応答メッセージが前記モビリティエンティティから受信されていないと決定する
と、前記第２の基地局との通信を終了することと
　をさらに備える、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ＵＥによって、および前記第１の基地局から自律的に、前記ＵＥが第２の基地局へ
のセル再選択を実行すべきであると決定することと、
　前記第１の基地局にアクセス要求を送ることと、ここにおいて、前記アクセス要求が、
前記第２の基地局へのハンドオーバに関係する１つまたは複数の測定パラメータを備える
、
　前記第１の基地局によってサービスされることから前記第２の基地局によってサービス
されることに遷移することと、
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　前記無線リソース設定の前記少なくとも一部分に従って前記第２の基地局と通信するこ
とと
　をさらに備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項２８】
　前記半接続状態は、前記ＵＥによる少なくとも１つの一時ネットワーク識別子による物
理ダウンリンク制御チャネルの監視の抑制、前記物理ダウンリンク制御チャネルのユーザ
固有探索空間の監視の抑制、前記ＵＥがアイドル状態にあるときの前記ＵＥのページング
のための第２の間欠受信（ＤＲＸ）サイクルよりも短い前記ＵＥのページングのための第
１のＤＲＸサイクル、前記ＵＥによるチャネル状態情報の報告の抑制、または前記ＵＥの
ためのアップリンク制御情報リソースの利用可能性の抑制のうちの少なくとも１つに関連
する、請求項２３に記載の方法。
【請求項２９】
　前記第１の基地局から検証ページングメッセージを受信することと、
　前記第１の基地局に検証応答を送ることと、前記検証応答が、ランダムアクセスプリア
ンブルまたはアップリンク制御情報メッセージを備える、
　をさらに備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項３０】
　前記無線リソース設定の前記少なくとも一部分が、無線リソース制御（ＲＲＣ）セキュ
リティ情報、非アクセス層（ＮＡＳ）セキュリティ情報、前記ＵＥのための一時ネットワ
ーク識別子、またはそれらの組合せのいずれかを備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項３１】
　ユーザ機器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための装置であって、
　　プロセッサと、
　　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　　前記メモリに記憶された命令と
　を備え、前記命令が、前記装置に、
　　　ワイヤレス通信ネットワークの第１の基地局によってサービスされながら、接続状
態における無線リソース設定を確立することと、
　　　前記第１の基地局から、前記ＵＥが半接続状態に遷移するべきという指示を受信す
ることと、
　　　前記第１の基地局によってサービスされ続けながら、前記半接続状態に遷移した後
、前記無線リソース設定の少なくとも一部分を維持することと
　を行わせるために前記プロセッサによって実行可能である、
　装置。
【請求項３２】
　前記メモリに記憶され、前記装置に、
　　前記第１の基地局によってサービスされ続けながら、接続状態に遷移するために前記
無線リソース設定の前記少なくとも一部分を利用すること
　を行わせるために前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備える、請求項３１
に記載の装置。
【請求項３３】
　前記メモリに記憶され、前記装置に、
　　前記ＵＥによって、および前記第１の基地局から自律的に、前記ＵＥが第２の基地局
へのセル再選択を実行すべきであると決定することと、
　　前記第２の基地局にアクセス要求を送ることと、
　　前記第１の基地局によってサービスされることから前記第２の基地局によってサービ
スされることに遷移することと、
　　前記無線リソース設定の前記少なくとも一部分に従って前記第２の基地局と通信する
ことと
　を行わせるために前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備える、請求項３１
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に記載の装置。
【請求項３４】
　前記メモリに記憶され、前記装置に、
　　前記ＵＥによって、および前記第１の基地局から自律的に、前記ＵＥが第２の基地局
へのセル再選択を実行すべきであると決定することと、
　　前記第１の基地局にアクセス要求を送ることと、ここにおいて、前記アクセス要求が
、前記第２の基地局へのハンドオーバに関係する１つまたは複数の測定パラメータを備え
る、
　　前記第１の基地局によってサービスされることから前記第２の基地局によってサービ
スされることに遷移することと、
　　前記無線リソース設定の前記少なくとも一部分に従って前記第２の基地局と通信する
ことと
　を行わせるために前記プロセッサによって実行可能な命令をさらに備える、請求項３１
に記載の装置。
【請求項３５】
　ユーザ機器（ＵＥ）におけるワイヤレス通信のための装置であって、
　　ワイヤレス通信ネットワークの第１の基地局によってサービスされながら、接続状態
における無線リソース設定を確立するための手段と、
　　前記第１の基地局から、前記ＵＥが半接続状態に遷移するべきという指示を受信する
ための手段と、
　　前記第１の基地局によってサービスされ続けながら、前記半接続状態に遷移した後、
前記無線リソース設定の少なくとも一部分を維持するための手段と
　を備える、装置。
【請求項３６】
　前記第１の基地局によってサービスされ続けながら、接続状態に遷移するために前記無
線リソース設定の前記少なくとも一部分を利用するための手段
　をさらに備える、請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記ＵＥによって、および前記第１の基地局から自律的に、前記ＵＥが第２の基地局へ
のセル再選択を実行すべきであると決定するための手段と、
　前記第２の基地局にアクセス要求を送るための手段と、
　前記第１の基地局によってサービスされることから前記第２の基地局によってサービス
されることに遷移するための手段と、
　前記無線リソース設定の前記少なくとも一部分に従って前記第２の基地局と通信するた
めの手段と
　をさらに備える、請求項３５に記載の装置。
【請求項３８】
　前記ＵＥによって、および前記第１の基地局から自律的に、前記ＵＥが第２の基地局へ
のセル再選択を実行すべきであると決定するための手段と、
　前記第１の基地局にアクセス要求を送るための手段と、ここにおいて、前記アクセス要
求が、前記第２の基地局へのハンドオーバに関係する１つまたは複数の測定パラメータを
備える、
　前記第１の基地局によってサービスされることから前記第２の基地局によってサービス
されることに遷移するための手段と、
　前記無線リソース設定の前記少なくとも一部分に従って前記第２の基地局と通信するた
めの手段と
　をさらに備える、請求項３５に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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相互参照
　[0001]本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、２０１５年１１月６日に出
願された、「Enhanced Connection Management for Multiple Access Networks」と題す
る、Ｏｚｔｕｒｋらによる米国特許出願第１４／９３５，０５１号、および２０１４年１
１月１０日に出願された、「Enhanced Connection Management for Multiple Access Net
works」と題する、Ｏｚｔｕｒｋらによる米国仮特許出願第６２／０７７，６３７号の優
先権を主張する。
【０００２】
　[0002]本開示は、たとえば、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、多元接続
ワイヤレス通信システムにおけるワイヤレスデバイスの通信状態に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、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タイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されて
いる。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、時間、周波数、お
よび電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多
元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例としては、符号分割多元接
続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（
ＦＤＭＡ）システム、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムがある。
【０００４】
　[0004]例として、ワイヤレス多元接続通信システムは、その各々がユーザ機器（ＵＥ）
と呼ばれることがある、複数の通信デバイスのための通信を各々が同時にサポートする、
いくつかの基地局を含み得る。基地局は、（たとえば、基地局からＵＥへの送信のために
）ダウンリンクチャネル上でＵＥと通信し、（たとえば、ＵＥから基地局への送信のため
に）アップリンクチャネル上でＵＥと通信し得る。
【０００５】
　[0005]ワイヤレスデバイスの様々な動作モードのために通信状態が使用され得る。通信
状態は、システム情報を監視すること、ページングチャネルの監視、データ送信をスケジ
ュールするための制御チャネルの監視など、ワイヤレスデバイスと基地局とのための様々
な無線プロトコルプロシージャを定義し得る。ワイヤレスデバイスのための通信状態は、
ワイヤレスデバイスと基地局との間のリンクの接続ステータスに依存し得る。状態遷移（
state transitions）は、通信のいくつかのタイプについて顕著であり得る、データ送信
におけるレイテンシを招き得る。限られた電力バジェットの下で動作しながらデータ送信
におけるレイテンシを低減することは、ワイヤレス通信における課題を提示する。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]説明する特徴は、一般に、半接続状態動作（semi-connected state operation）
のための１つまたは複数の改善されたシステム、方法、および／または装置に関する。半
接続状態では、ＵＥはシステム情報およびページングを監視し得、いくつかの例では、モ
ビリティはＵＥ制御され得る。基地局は、基地局にキャンプオンしているか、基地局によ
ってサービスされているか、または他の何らかの形で基地局に接続されたＵＥについて状
態遷移を管理し得、非アクティビティ（inactivity）が検出されたときに、現在接続状態
にある特定のＵＥを半接続状態またはアイドル状態に遷移させるべきかどうかを決定し得
る。特定のＵＥを接続状態から半接続状態に遷移させるべきかどうかは、ＵＥの能力、優
先度、またはデータ接続、あるいは基地局における負荷などのコンディションに基づき得
る。ＵＥは半接続状態において基地局によってサービスされ続け得、基地局はＵＥのため
のコンテキスト情報および論理トラフィック接続を維持し得る。コンテキストが維持され
る例では、および論理トラフィック接続が維持されるいくつかの例では、半接続状態から
接続状態への遷移がＵＥのために行われるとき、基地局は、セキュリティモードパラメー
タを再確立する必要はなく、ＵＥのための制御プレーンおよびユーザプレーンデータを搬
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送するためのネットワーク内の論理トラフィック接続を再確立する必要もない。いくつか
の例では、半接続状態ＵＥのためのコンテキスト情報は、ネイバリング基地局またはコン
テキストエリア内の基地局間で共有され得る。
【０００７】
　[0007]基地局におけるワイヤレス通信のための方法について説明する。本方法は、基地
局によってサービスされる、基地局との接続状態において設定（configured）されたＵＥ
について、ＵＥが接続状態から抜けて遷移される（transitioned out of the connected 
state）べきと決定することと、ＵＥに、ＵＥが接続状態から抜けて遷移すべきであるこ
とを示すことと、ＵＥが接続状態から抜けて遷移すべきであることを示すことに続いて、
およびＵＥが基地局によってサービスされ続けながら、基地局においてＵＥのためのコン
テキストを維持することとを含み得る。
【０００８】
　[0008]基地局におけるワイヤレス通信のための装置について説明する。本装置は、基地
局によってサービスされる、基地局との接続状態において設定されたＵＥについて、ＵＥ
が接続状態から抜けて遷移されるべきと決定するための手段と、ＵＥに、ＵＥが接続状態
から抜けて遷移すべきであることを示すための手段と、ＵＥが接続状態から抜けて遷移す
べきであることを示すことに続いて、およびＵＥが基地局によってサービスされ続けなが
ら、基地局においてＵＥのためのコンテキストを維持するための手段とを含み得る。
【０００９】
　[0009]基地局によるワイヤレス通信のためのさらなる装置について説明する。本装置は
、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを
含み得る。命令は、本装置に、基地局によってサービスされ、基地局との接続状態におい
て設定されたＵＥについて、ＵＥが接続状態から抜けて遷移されるべきと決定することと
、ＵＥに、ＵＥが接続状態から抜けて遷移すべきであることを示すことと、ＵＥが接続状
態から抜けて遷移すべきであることを示すことに続いて、およびＵＥが基地局によってサ
ービスされ続けながら、基地局においてＵＥのためのコンテキストを維持することとを行
わせるためにプロセッサによって実行可能得る。
【００１０】
　[0010]基地局によるワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可
読媒体について説明する。コードは、基地局によってサービスされ、基地局との接続状態
において設定されたＵＥについて、ＵＥが接続状態から抜けて遷移されるべきと決定する
ことと、ＵＥに、ＵＥが接続状態から抜けて遷移すべきであることを示すことと、ＵＥが
接続状態から抜けて遷移すべきであることを示すことに続いて、およびＵＥが基地局によ
ってサービスされ続けながら、基地局においてＵＥのためのコンテキストを維持すること
とを行うために実行可能な命令を含み得る。
【００１１】
　[0011]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、ＵＥが接
続状態から抜けているとき、ＵＥからアクセス要求を受信することと、ＵＥの接続状態動
作について、ＵＥのためのコンテキストをＵＥに関連付けることと、ＵＥに、ＵＥがＵＥ
のためのコンテキストに従って接続状態に遷移すべきであることを示すこととを行うため
のプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００１２】
　[0012]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、ＵＥが接
続状態から抜けて遷移した後、ＵＥがアイドル状態に遷移すべきであると決定することと
、ＵＥに、ＵＥがアイドル状態に遷移すべきであることを示すことと、ＵＥのためのコン
テキストを解放することとを行うためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、ＵＥがアイドル
状態に遷移すべきであると決定することは、アイドルタイマーの満了、過負荷コンディシ
ョン、ＵＥの少なくとも１つの論理トラフィック接続に関連するデータトラフィックタイ
プ、少なくとも１つの論理トラフィック接続に関連するアクセスポイント名（ＡＰＮ）、
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またはそれらの組合せのいずれかに基づく。方法、装置、または非一時的コンピュータ可
読媒体のいくつかの例では、ＵＥに、ＵＥがアイドル状態に遷移すべきであることを示す
ことは、ＵＥがアイドル状態に遷移すべきであることを示す第２の接続解放メッセージを
送ることを行うためのプロセス、特徴、手段、または命令を含む。
【００１３】
　[0013]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、ＵＥが接
続状態から抜けて遷移した後、周期的検証間隔（periodic validation interval）に従っ
てＵＥに検証ページングメッセージを送信することと、検証応答がＵＥから受信されない
場合、ＵＥのためのコンテキストを解放することとを行うためのプロセス、特徴、手段、
または命令を含み得る。
【００１４】
　[0014]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、ネットワ
ークエンティティから、ＵＥが異なる基地局に再選択したという指示を受信することと、
指示を受信したことに応答して、ＵＥのためのコンテキストを解放することとを行うため
のプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００１５】
　[0015]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、基地局の
コンテキストエリア、基地局のトラッキングエリア、基地局のネイバーリスト、またはＵ
Ｅのネイバーリストうちの１つまたは複数に関連する少なくとも１つの他の基地局に、Ｕ
Ｅのためのコンテキストを送ることを行うためのプロセス、特徴、手段、または命令を含
み得る。
【００１６】
　[0016]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、ＵＥの
ためのコンテキストは、ＵＥ状態情報、ＵＥセキュリティ情報、ＵＥ能力情報、ＵＥのた
めの無線リソース制御（ＲＲＣ：radio resource control）設定、ＵＥのための少なくと
も１つの論理トラフィック接続に関連する識別情報、またはそれらの組合せのいずれかを
含み得る。
【００１７】
　[0017]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、ＵＥに
、ＵＥが接続状態から抜けて遷移すべきであることを示すことは、ＵＥが接続状態から半
接続状態に遷移すべきであることを示す第１の接続解放メッセージを送ることを含み、半
接続状態は、ＵＥによる少なくとも１つの一時ネットワーク識別子による物理ダウンリン
ク制御チャネルの監視の抑制、物理ダウンリンク制御チャネルにおけるユーザ固有探索空
間の監視の抑制、ＵＥがアイドル状態にあるときのＵＥのページングのための第２の間欠
受信（ＤＲＸ）サイクルよりも短いＵＥのページングのための第１のＤＲＸサイクル、Ｕ
Ｅによるチャネル状態情報の報告の抑制、またはＵＥのためのアップリンク制御情報リソ
ースの利用可能性の抑制のうちの少なくとも１つに関連する。
【００１８】
　[0018]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、基地局に
おいて、ＵＥが接続状態から抜けて遷移した後、ＵＥのためのモビリティ管理エンティテ
ィまたはサービングゲートウェイのうちの少なくとも１つとの少なくとも１つの論理トラ
フィック接続を維持することを行うためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る
。方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、ＵＥのための
少なくとも１つの論理トラフィック接続は、制御プレーントラフィックのための論理接続
、ユーザプレーントラフィックのための論理接続、またはそれらの組合せのいずれかを含
み得る。
【００１９】
　[0019]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、ＵＥが
接続状態から抜けて遷移されるべきと決定することは、接続状態タイマーの満了、データ
トラフィックコンディション、サービングゲートウェイからの指示、ＵＥの少なくとも１
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つの論理トラフィック接続に関連するデータトラフィックタイプ、少なくとも１つの論理
トラフィック接続に関連するＡＰＮ、またはそれらの組合せのいずれかに基づく。
【００２０】
　[0020]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、ＵＥ識別
情報、ＵＥ能力インジケータ、ＵＥ設定（UE configuration）、ＵＥ優先度情報、ＵＥデ
ータトラフィック履歴、ＵＥ接続履歴、ＵＥのデータ接続に関連するパケットデータネッ
トワーク識別子、基地局の負荷コンディション、またはそれらの組合せのいずれかに基づ
いて、ＵＥが接続状態から抜けて遷移するとき、ＵＥのためのコンテキストが維持される
べきであるかどうかを決定することを行うためのプロセス、特徴、手段、または命令を含
み得る。
【００２１】
　[0021]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、基地局
は、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登録商標））またはＬＴＥアドバンスト（
ＬＴＥ－Ａ）ワイヤレスネットワークの発展型ノードＢ（ｅＮＢ）であり得る。
【００２２】
　[0022]ＵＥにおけるワイヤレス通信のための方法について説明する。本方法は、ワイヤ
レス通信ネットワークの第１の基地局によってサービスされるように、接続状態における
無線リソース設定を確立することと、第１の基地局から、ＵＥが半接続状態に遷移するべ
きという指示を受信することと、第１の基地局によってサービスされ続けながら、半接続
状態に遷移した後、無線リソース設定の少なくとも一部分を維持することとを含み得る。
【００２３】
　[0023]ＵＥにおけるワイヤレス通信のための装置について説明する。本装置は、ワイヤ
レス通信ネットワークの第１の基地局によってサービスされるように、接続状態における
無線リソース設定（radio resource configuration）を確立するための手段と、第１の基
地局から、ＵＥが半接続状態に遷移するべきという指示を受信するための手段と、第１の
基地局によってサービスされ続けながら、半接続状態に遷移した後、無線リソース設定の
少なくとも一部分を維持するための手段とを含み得る。
【００２４】
　[0024]ＵＥによるワイヤレス通信のためのさらなる装置について説明する。本装置は、
プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶された命令とを含
み得る。命令は、本装置に、ワイヤレス通信ネットワークの第１の基地局によってサービ
スされるように、接続状態における無線リソース設定を確立することと、第１の基地局か
ら、ＵＥが半接続状態に遷移するべきという指示を受信することと、第１の基地局によっ
てサービスされ続けながら、半接続状態に遷移した後、無線リソース設定の少なくとも一
部分を維持することとを行わせるためにプロセッサによって実行可能であり得る。
【００２５】
　[0025]ＵＥによるワイヤレス通信のためのコードを記憶する非一時的コンピュータ可読
媒体について説明する。コードは、ワイヤレス通信ネットワークの第１の基地局によって
サービスされるように、接続状態における無線リソース設定を確立することと、第１の基
地局から、ＵＥが半接続状態に遷移するべきという指示を受信することと、第１の基地局
によってサービスされ続けながら、半接続状態に遷移した後、無線リソース設定の少なく
とも一部分を維持することとを行うために実行可能な命令を含み得る。
【００２６】
　[0026]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、第１の基
地局によってサービスされ続けながら、接続状態に遷移するために無線リソース設定の少
なくとも一部分を利用することを行うためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得
る。
【００２７】
　[0027]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、第１の基
地局から自律的（autonomously）に、ＵＥが第２の基地局へのセル再選択を実行すべきで
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あると決定することと、第２の基地局にアクセス要求を送ることと、第１の基地局によっ
てサービスされることから第２の基地局によってサービスされることに遷移することと、
第１の無線リソース設定の少なくとも一部分に従って第２の基地局と通信することとを行
うためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。方法、装置、または非一時的コ
ンピュータ可読媒体のいくつかの例は、第２の基地局との初期ユーザプレーン通信におい
て、ワイヤレス通信ネットワークのモビリティエンティティに非アクセス層（ＮＡＳ）メ
ッセージを送ることと、ＮＡＳ応答メッセージがモビリティエンティティから受信されて
いないと決定すると、第２の基地局との通信を終了することとを行うためのプロセス、特
徴、手段、または命令を含み得る。
【００２８】
　[0028]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、第１の基
地局から自律的に、ＵＥが第２の基地局へのセル再選択を実行すべきであると決定するこ
とと、第１の基地局にアクセス要求を送ることと、ここで、アクセス要求が、第２の基地
局へのハンドオーバに関係する１つまたは複数の測定パラメータを含む、第１の基地局に
よってサービスされることから第２の基地局によってサービスされることに遷移すること
と、無線リソース設定の少なくとも一部分に従って第２の基地局と通信することとを行う
ためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００２９】
　[0029]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、半接続
状態は、ＵＥによる少なくとも１つの一時ネットワーク識別子による物理ダウンリンク制
御チャネルの監視の抑制、物理ダウンリンク制御チャネルにおけるユーザ固有探索空間の
監視の抑制、ＵＥがアイドル状態にあるときのＵＥのページングのための第２の間欠受信
（ＤＲＸ）サイクルよりも短いＵＥのページングのための第１のＤＲＸサイクル、ＵＥに
よるチャネル状態情報の報告の抑制、またはＵＥのためのアップリンク制御情報リソース
の利用可能性の抑制のうちの少なくとも１つに関連する。
【００３０】
　[0030]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、第１の基
地局から検証ページングメッセージを受信することと、第１の基地局に検証応答を送るこ
とと、ここで、検証応答が、ランダムアクセスプリアンブルまたはアップリンク制御情報
メッセージを含み得る、を行うためのプロセス、特徴、手段、または命令を含み得る。
【００３１】
　[0031]方法、装置、または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、無線リ
ソース設定の少なくとも一部分は、無線リソース制御（ＲＲＣ）セキュリティ情報、非ア
クセス層（ＮＡＳ）セキュリティ情報、ＵＥのための一時ネットワーク識別子、またはそ
れらの組合せのいずれかを含み得る。
【００３２】
　[0032]上記では、以下の発明を実施するための形態がより良く理解され得るように、本
開示による例の特徴および技術的利点についてやや広く概説した。以下で、追加の特徴お
よび利点について説明する。開示する概念および具体例は、本開示の同じ目的を実行する
ための他の構造を変更または設計するための基礎として容易に利用され得る。そのような
等価な構成は、添付の特許請求の範囲から逸脱しない。本明細書で開示する概念の特性、
それらの編成と動作方法の両方は、関連する利点とともに、添付の図に関連して以下の説
明を検討するとより良く理解されよう。図の各々は、例示および説明のみの目的で提供さ
れ、特許請求の範囲の限界を定めるものではない。
【００３３】
　[0033]以下の図面を参照することにより、本発明の性質および利点のさらなる理解が得
られ得る。添付の図において、同様の構成要素または特徴は同じ参照ラベルを有し得る。
さらに、同じタイプの様々な構成要素は、参照ラベルの後に、ダッシュと、それらの同様
の構成要素同士を区別する第２のラベルとを続けることによって区別され得る。第１の参
照ラベルのみが本明細書において使用される場合、その説明は、第２の参照ラベルにかか
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わらず、同じ第１の参照ラベルを有する同様の構成要素のうちのいずれか１つに適用可能
である。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】[0034]本開示の態様による、ワイヤレス通信システムの一例を示す図。
【図２】[0035]本開示の態様による、ＬＴＥ／ＬＴＥアドバンストネットワークアーキテ
クチャを有するシステムを示す図。
【図３】[0036]本開示の態様による、例示的なＲＲＣ接続プロシージャの流れ図。
【図４】[0037]本開示の態様による、半接続状態動作のための例示的なプロシージャの流
れ図。
【図５】[0038]本開示の態様による、半接続状態動作を使用するＵＥのためのモード遷移
の例示的な状態図。
【図６】[0039]本開示の態様による、半接続状態動作のための例示的なプロシージャの流
れ図。
【図７】[0040]本開示の態様による、半接続状態動作における検証ページングのための例
示的なプロシージャの流れ図。
【図８】[0041]本開示の態様による、半接続状態モビリティのための例示的なプロシージ
ャの流れ図。
【図９】[0042]本開示の態様による、半接続状態動作のための例示的なコンテキストエリ
アの図。
【図１０】[0043]本開示の態様による、半接続状態動作において使用するためのデバイス
のブロック図。
【図１１】[0044]本開示の態様による、半接続状態動作において使用するためのデバイス
のブロック図。
【図１２】[0045]本開示の態様による、半接続状態動作のために設定されたＵＥのブロッ
ク図。
【図１３】[0046]本開示の態様による、半接続状態動作のためのデバイスのブロック図。
【図１４】[0047]本開示の態様による、半接続状態動作のためのデバイスのブロック図。
【図１５】[0048]本開示の態様による、半接続状態動作のための基地局（たとえば、ｅＮ
Ｂの一部または全部を形成する基地局）のブロック図。
【図１６】[0049]本開示の態様による、ワイヤレス通信のための方法の一例を示すフロー
チャート。
【図１７】[0050]本開示の態様による、ワイヤレス通信のための方法の一例を示すフロー
チャート。
【図１８】[0051]本開示の態様による、ワイヤレス通信のための方法の一例を示すフロー
チャート。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　[0052]技法は、一般に、半接続状態動作のための１つまたは複数の改善されたシステム
、方法、および／または装置に関する。ＵＥのための半接続状態は、ＵＥ制御モビリティ
と、アイドル状態間欠受信（ＤＲＸ）サイクルよりも短いことがある半接続状態ＤＲＸサ
イクルに従ってページングを監視することとを含み得る。追加または代替として、半接続
状態は、ＵＥによる少なくとも１つの一時ネットワーク識別子による物理ダウンリンク制
御チャネルの監視の抑制、物理ダウンリンク制御チャネルにおけるユーザ固有探索空間の
監視の抑制、ＵＥによるチャネル状態情報の報告の抑制、またはＵＥのためのアップリン
ク制御情報リソースの利用可能性の抑制など、様々な通信機能の抑制に関連し得る。様々
な例では、半接続状態にあるＵＥのための制御プレーンおよびユーザプレーンデータのた
めのコンテキストおよび論理トラフィック接続は、次のデータ転送が行われるときにコン
テキストおよび論理トラフィック接続が再確立される必要がないように、基地局において
維持され得る。
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【００３６】
　[0053]特定のＵＥについて半接続状態動作を使用すべきかどうかは、ＵＥ特性（たとえ
ば、能力、優先度など）、ＵＥの論理トラフィック接続の特性、または基地局における負
荷などのコンディションに基づき得る。たとえば、ＵＥが半接続状態動作に適格であるか
どうかは、ＵＥが半接続状態動作をサポートするかどうか、基地局によってサービスされ
る他のＵＥと比較したＵＥ優先度、あるいは論理トラフィック接続に関連するデータトラ
フィックタイプまたはアクセスポイント名（ＡＰＮ）（たとえば、ネットワーク接続のた
めのゲートウェイのアドレスなど）に依存し得る。いくつかの例では、低レイテンシデー
タサービスに関連するデータトラフィックタイプまたはＡＰＮを有するＵＥは、半接続状
態動作について優先され得る。半接続状態動作のためのＵＥの適格性および／または優先
度を決定した後、基地局は、ＵＥをアイドル状態に遷移させるための一般的な非アクティ
ビティタイマーよりも短いことがある非アクティビティタイマーに基づいて、ＵＥを接続
状態から半接続状態に移し得る。追加または代替として、基地局は、トラフィックコンデ
ィション（たとえば、過負荷コンディション）またはサービングゲートウェイからの指示
のうちのいずれか１つまたは複数に基づいて、ＵＥを接続状態から半接続状態に移し得る
。
【００３７】
　[0054]半接続状態では、ＵＥは基地局によってサービスされ続け得、基地局は、ＵＥが
まだ基地局のカバレージエリア中にあるかどうかを決定するために、検証ページングを実
行し得る。いくつかの例では、基地局は、ＵＥを接続状態からアイドル状態に遷移させる
ための一般的な非アクティビティタイマーよりも長いことがあるタイマーの満了の後、Ｕ
Ｅを半接続状態からアイドル状態に移し得る。追加または代替として、基地局は、過負荷
コンディション、またはＵＥの論理トラフィック接続の特性に基づいて、ＵＥを半接続状
態からアイドル状態に移し得る。
【００３８】
　[0055]いくつかの例では、基地局は、ＵＥが半接続状態にある間、ＵＥからアクセス要
求を受信し得、基地局は、接続状態動作について、ＵＥのための維持されたコンテキスト
をＵＥに関連付け、ＵＥに、それが接続状態に遷移すべきであることを示し得る。様々な
例では、半接続状態動作における動作は、断続的通信における接続状態への遷移に関連す
るレイテンシを低減し得、ＵＥが接続状態にある時間の量を低減することを通して電力消
費を低減し得る。
【００３９】
　[0056]以下の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載される範囲、適用
可能性、または例を限定するものではない。本開示の範囲から逸脱することなく、説明す
る要素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な例は、適宜に様々なプロシー
ジャまたは構成要素を省略、置換、または追加し得る。たとえば、説明する方法は、説明
する順序とは異なる順序で実行され得、様々なステップが追加、省略、または組み合わせ
られ得る。また、いくつかの例に関して説明する特徴は、他の例において組み合わせられ
得る。
【００４０】
　[0057]図１に、本開示の態様による、ワイヤレス通信システム１００の一例を示す。ワ
イヤレス通信システム１００は、基地局１０５と、ＵＥ１１５と、コアネットワーク１３
０とを含む。コアネットワーク１３０は、ユーザ認証と、アクセス許可と、トラッキング
と、インターネットプロトコル（ＩＰ）接続性と、他のアクセス、ルーティング、または
モビリティ機能とを与え得る。基地局１０５は、バックホールリンク１３２（たとえば、
Ｓ１など）を通してコアネットワーク１３０とインターフェースし、ＵＥ１１５との通信
のための無線設定およびスケジューリングを実行し得るか、または基地局コントローラ（
図示せず）の制御下で動作し得る。様々な例では、基地局１０５は、ワイヤードまたはワ
イヤレス通信リンクであり得るバックホールリンク１３４（たとえば、Ｘ１など）を介し
て、直接的または間接的のいずれかで（たとえば、コアネットワーク１３０を通して）、
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互いと通信し得る。
【００４１】
　[0058]基地局１０５は、１つまたは複数の基地局アンテナを介してＵＥ１１５とワイヤ
レス通信し得る。基地局１０５のサイトの各々は、それぞれの地理的カバレージエリア１
１０に通信カバレージを与え得る。いくつかの例では、基地局１０５は、基地トランシー
バ局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、ノードＢ、ｅノードＢ（ｅＮ
Ｂ）、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、または何らかの他の好適な用語で呼ばれるこ
とがある。基地局１０５のための地理的カバレージエリア１１０は、カバレージエリアの
一部分のみを構成するセクタに分割され得る（図示せず）。ワイヤレス通信システム１０
０は、異なるタイプの基地局１０５（たとえば、マクロセル基地局および／またはスモー
ルセル基地局）を含み得る。基地局１０５の各々は、１つまたは複数の通信技術を使用し
て通信するように構成され得、異なる技術のための重複する地理的カバレージエリア１１
０があり得る。
【００４２】
　[0059]いくつかの例では、ワイヤレス通信システム１００はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネット
ワークである。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークでは、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）という
用語は、基地局１０５を表すために使用され得、ＵＥという用語は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ
ネットワーク上で動作する様々なワイヤレス通信デバイスを表すために使用され得る。ワ
イヤレス通信システム１００は、異なるタイプの基地局１０５が様々な地理的領域にカバ
レージを与える、異種ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークであり得る。たとえば、各基地局
１０５は、マクロセル、スモールセル、および／または他のタイプのセルに通信カバレー
ジを与え得る。「セル」という用語は、コンテキストに応じて、基地局、基地局に関連す
るキャリアまたはコンポーネントキャリア、あるいはキャリアまたは基地局のカバレージ
エリア（たとえば、セクタなど）を表すために使用され得る３ＧＰＰ（登録商標）用語で
ある。
【００４３】
　[0060]マクロセルは、概して、比較的大きい地理的エリア（たとえば、半径数キロメー
トル）をカバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているＵＥによる無制限
アクセスを可能にし得る。スモールセルは、マクロセルと比較して、マクロセルと同じま
たは異なる（たとえば、ライセンス、アンライセンスなどの）周波数帯域内で動作し得る
、低電力基地局である。スモールセルは、様々な例によれば、ピコセルとフェムトセルと
マイクロセルとを含み得る。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーし得、ネッ
トワークプロバイダのサービスに加入しているＵＥによる無制限アクセスを可能にし得る
。フェムトセルは、比較的小さい地理的エリア（たとえば、自宅）を同じくカバーし得、
フェムトセルとの関連を有するＵＥ（たとえば、限定加入者グループ（ＣＳＧ：closed s
ubscriber group）中のＵＥ、自宅内のユーザのためのＵＥなど）による制限付きアクセ
スを与え得る。マクロセルのための基地局はマクロ基地局と呼ばれることがある。スモー
ルセルのための基地局は、スモールセル基地局、ピコ基地局、フェムト基地局またはホー
ム基地局と呼ばれることがある。基地局は、１つまたは複数の（たとえば、２つ、３つ、
４つなどの）セル（たとえば、コンポーネントキャリア）をサポートし得る。
【００４４】
　[0061]ワイヤレス通信システム１００は同期動作または非同期動作をサポートし得る。
同期動作の場合、基地局は同様のフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送信
は近似的に時間的にアライメントされ得る。非同期動作の場合、基地局は異なるフレーム
タイミングを有し得、異なる基地局からの送信は時間的にアライメントされないことがあ
る。本明細書で説明する技法は、同期動作または非同期動作のいずれかのために使用され
得る。
【００４５】
　[0062]様々な開示する例に適応し得る通信ネットワークは、階層化プロトコルスタック
に従って動作するパケットベースネットワークであり得る。ユーザプレーンでは、ベアラ
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またはパケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ：Packet Data Convergenc
e Protocol）レイヤにおける通信はＩＰベースであり得る。無線リンク制御（ＲＬＣ：Ra
dio Link Control）レイヤが、論理チャネルを介して通信するためにパケットセグメンテ
ーションおよびリアセンブリを実行し得る。媒体アクセス制御（ＭＡＣ：Medium Access 
Control）レイヤが、優先度処理と、トランスポートチャネルへの論理チャネルの多重化
とを実行し得る。ＭＡＣレイヤはまた、リンク効率を改善するためにＭＡＣレイヤにおい
て再送信を行うためにハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）を使用し得る。制御プレーンでは
、ＵＥとシステムアクセスのためのモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）との間のシグ
ナリングを伝達するために、非アクセス層（ＮＡＳ）シグナリングが使用される。無線リ
ソース制御（ＲＲＣ：Radio Resource Control）プロトコルレイヤが、制御プレーンおよ
びユーザプレーンデータのための無線ベアラをサポートする、ＵＥ１１５と基地局１０５
またはコアネットワーク１３０との間のＲＲＣ接続の確立と設定と保守とを行い得る。物
理（ＰＨＹ）レイヤにおいて、トランスポートチャネルは、物理ダウンリンク制御チャネ
ル（ＰＤＣＣＨ）または物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）など、物理チャネ
ルにマッピングされ得る。
【００４６】
　[0063]ＵＥ１１５はワイヤレス通信システム１００全体にわたって分散され、各ＵＥ１
１５は固定または移動であり得る。ＵＥ１１５は、移動局、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、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、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、または他の好適な用語を含むか、またはそ
のように当業者によって呼ばれることもある。ＵＥ１１５は、セルラーフォン、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、
タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスロ
ーカルループ（ＷＬＬ）局などであり得る。ＵＥは、マクロ基地局、スモールセル基地局
、リレー基地局などを含む、様々なタイプの基地局およびネットワーク機器と通信するこ
とが可能であり得る。
【００４７】
　[0064]ワイヤレス通信システム１００に示されている通信リンク１２５は、ＵＥ１１５
から基地局１０５へのアップリンク（ＵＬ）送信、および／または基地局１０５からＵＥ
１１５へのダウンリンク（ＤＬ）送信を含み得る。ダウンリンク送信は順方向リンク送信
と呼ばれることがあり、アップリンク送信は逆方向リンク送信と呼ばれることがある。通
信リンク１２５は、周波数分割複信（ＦＤＤ）動作を使用して（たとえば、対スペクトル
リソースを使用して）または時分割複信（ＴＤＤ）動作を使用して（たとえば、不対スペ
クトルリソースを使用して）双方向通信を送信し得る。各通信リンク１２５は、１つまた
は複数のキャリアを含み得、ここで、各キャリアは、異なる周波数範囲にわたり、周波数
範囲にわたるＵＬ、ＤＬ、またはＵＬとＤＬの両方の上で伝達される情報の変調のための
チャネル構造を定義し得る。たとえば、各キャリアは、１つまたは複数のフォーマッティ
ングチャネル、１つまたは複数の制御チャネル、１つまたは複数のインジケータチャネル
、１つまたは複数のデータチャネルなどを含み得る。各キャリアは、チャネル番号と動作
帯域内のキャリア周波数との間の関係に基づいて、指定されたチャネル番号（たとえば、
Ｅ－ＵＴＲＡ絶対無線周波数チャネル番号（ＥＡＲＦＣＮ：E-UTRA Absolute Radio Freq
uency Channel Number）など）を有し得る。
【００４８】
　[0065]ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、ダウンリンク上の直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ
）とアップリンク上のシングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）とを含む
、マルチキャリア変調（ＭＣＭ）技法を利用する。各ＭＣＭキャリアは、トーン、ビンな
どと呼ばれることがある、複数のサブキャリア（たとえば、直交サブキャリアなど）から
なる波形信号である。各サブキャリアは、情報（たとえば、基準信号、制御情報、オーバ
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ーヘッド情報、ユーザデータなど）で変調され得る。隣接するサブキャリア間の間隔は固
定であり得、サブキャリアの総数（Ｋ）はキャリア帯域幅に依存し得る。たとえば、Ｋは
、それぞれ、１．４、３、５、１０、１５、または２０メガヘルツ（ＭＨｚ）の（ガード
帯域をもつ）対応するキャリア帯域幅に対して、１５キロヘルツ（ＫＨｚ）のサブキャリ
ア間隔の場合、７２、１８０、３００、６００、９００、または１２００に等しくなり得
る。キャリア帯域幅はサブバンドに区分され得る。たとえば、サブバンドは１．０８ＭＨ
ｚをカバーし得、キャリアは１つ、２つ、４つ、８つまたは１６個のサブバンドを有し得
る。
【００４９】
　[0066]ワイヤレス通信システム１００のいくつかの実施形態では、基地局１０５および
／またはＵＥ１１５は、基地局１０５とＵＥ１１５との間の通信品質と信頼性とを改善す
るために、アンテナダイバーシティ方式を採用するために複数のアンテナを含み得る。追
加または代替として、基地局１０５および／またはＵＥ１１５は、同じまたは異なるコー
ド化データを搬送する複数の空間レイヤを送信するために、マルチパス環境上で動作する
ように構成され得る多入力多出力（ＭＩＭＯ）技法を採用し得る。
【００５０】
　[0067]ワイヤレス通信システム１００は、複数のセルまたはキャリア上での動作、すな
わち、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）またはマルチキャリア動作と呼ばれることがあ
る特徴をサポートし得る。コンポーネントキャリア（ＣＣ）という用語は、ＣＡ動作にお
いてＵＥによって利用される複数のキャリアの各々を指すことがあり、システム帯域幅の
他の部分（たとえば、他のキャリアなど）とは別個であり得る。ＣＡ動作では、ＵＥ１１
５は、より高いデータレートをサポートし得るより大きい動作帯域幅を与えるために、複
数のダウンリンクおよび／またはアップリンクＣＣをコンカレントに利用するように設定
され得る。ＣＡ動作において使用されるＣＣは、任意の好適な帯域幅（たとえば、１．４
、３、５、１０、１５、または２０メガヘルツ（ＭＨｚ）など）であり得、いくつかの例
では、各個々のＣＣは、シングルキャリア（たとえば、ＬＴＥ規格のリリース８またはリ
リース９に基づくシングルキャリア）と同じ能力を与え得る。したがって、個々のＣＣは
、レガシーＵＥ１１５（たとえば、ＬＴＥリリース８またはリリース９を実装するＵＥ１
１５）との後方互換性があるが、ＣＡのために設定されたかまたはシングルキャリアモー
ドにある他のＵＥ１１５（たとえば、リリース８またはリリース９後のＬＴＥバージョン
を実装するＵＥ１１５）によっても利用され得る。代替的に、ＣＣは、他のＣＣと組み合
わせて使用されるように設定され得、シングルキャリアモードをサポートするために使用
されるいくつかのチャネル（たとえば、フォーマットまたは制御チャネルなど）を搬送し
ないことがある。様々な例では、ＣＡは、ＦＤＤコンポーネントキャリアとＴＤＤコンポ
ーネントキャリアの両方とともに使用され得る。
【００５１】
　[0068]図２は、本開示の態様による、ＬＴＥ／ＬＴＥアドバンストネットワークアーキ
テクチャを有するワイヤレス通信システム２００を示す図である。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネ
ットワークアーキテクチャは発展型パケットシステム（ＥＰＳ：Evolved Packet System
）と呼ばれることがある。ＥＰＳは、１つまたは複数のＵＥ１１５にネットワークアクセ
スサービスを与える、発展型ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（Ｕ
ＭＴＳ）地上波無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）２０５と、発展型パケット
コア（ＥＰＣ）コアネットワーク１３０－ａとを含み得る。ＥＰＳは、１つまたは複数の
イントラネット、インターネット、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）、または
パケット交換（ＰＳ）ストリーミングサービス（ＰＳＳ）を含み得る、様々なパケットデ
ータネットワーク（ＰＤＮ）２８０に接続し得る。ＥＰＳは他のアクセスネットワークと
相互接続し得るが、簡単のために、それらのエンティティ／インターフェースは図示され
ていない。図示のように、ＥＰＳはパケット交換サービスを提供するが、当業者が容易に
諒解するように、本開示全体にわたって提示する様々な概念は、回線交換サービスを提供
するネットワークに拡張され得る。
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【００５２】
　[0069]コアネットワーク１３０－ａは、１つまたは複数のモビリティ管理エンティティ
（ＭＭＥ）２２０と、サービングゲートウェイ（ＳＧＷ）２４０と、ホーム加入者サーバ
（ＨＳＳ）２３０と、ポリシーおよび課金ルール機能（ＰＣＲＦ：Policy and Charging 
Rules Function）２７０と、パケットデータネットワークゲートウェイ（ＰＤＮ－ＧＷ）
２５０とを含み得る。ＭＭＥ２２０は、ＵＥ１１５とコアネットワーク１３０－ａとの間
の制御プレーンシグナリングを処理する制御ノードであり得る。概して、ＭＭＥ２２０は
ベアラおよび接続管理を行い得る。ＨＳＳ２３０は、ネットワークに関連するＵＥ１１５
のための加入情報を記憶し得る。ＨＳＳ２３０は、ネットワークを介してＵＥ１１５に与
えられるサービスについて、認証および許可を実行し得る。すべてのユーザＩＰパケット
はＳ－ＧＷ２４０を介して転送され得、Ｓ－ＧＷ２４０自体はＰＤＮ－ＧＷ２５０に接続
され得る。ＰＤＮ－ＧＷ２５０はＵＥのＩＰアドレス割振りならびに他の機能を与え得る
。ＰＤＮ－ＧＷ２５０は１つまたは複数のＰＤＮ２８０に接続され得る。ＰＣＲＦ２７０
は、データセッション管理と、課金および請求システムのための適切なインターフェース
とを与え得る。
【００５３】
　[0070]Ｅ－ＵＴＲＡＮ２０５は、基地局１０５を含み、フラットアーキテクチャに従っ
て構成され、ここで、基地局１０５は、別個の無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）
または基地局コントローラ（ＢＳＣ）なしに動作する。したがって、各基地局１０５は、
Ｕｕインターフェースとして知られる基地局１０５とＵＥ１１５との間のエアインターフ
ェース２２５のためのユーザプレーンおよび制御プレーン終端を与える。
【００５４】
　[0071]基地局１０５は、Ｘ２インターフェース２１０を介して互いに接続され得る。基
地局１０５は、Ｓ１－ＭＭＥインターフェース２３５を介して１つまたは複数のＭＭＥ２
２０に接続され得る。基地局１０５は、Ｓ１－Ｕインターフェース２４５を介して１つま
たは複数のＳ－ＧＷ２４０に接続され得る。Ｓ１－ＭＭＥインターフェース２３５および
Ｓ１－Ｕインターフェース２４５は、インターネットプロトコル（ＩＰ）インターフェー
スであり得、物理インターフェースと論理インターフェースの両方を含み得る。たとえば
、Ｓ１－ＭＭＥインターフェース２３５およびＳ１－Ｕインターフェース２４５の部分は
、Ｘ２インターフェース２１０の部分とも共有され得る、同じ物理接続上で実装され得る
。
【００５５】
　[0072]エアインターフェース２２５を介した通信は、ＲＲＣプロトコルレイヤに従って
制御される。ＲＲＣプロトコルレイヤの機能は、システム情報のブロードキャスティング
、ＲＲＣ接続制御、ページング、ＲＡＴ間モビリティ、測定設定および報告、他の無線技
術のための能力およびサポートの転送、エラー処理などを含む。ＵＥ１１５は、基地局１
０５とのＲＲＣ接続が確立されているとき、Ｅ－ＵＴＲＡＮ２０５を介して通信のために
接続されると見なされる。ＲＲＣ接続が確立されない場合、ＵＥ１１５は接続されないと
見なされる。
【００５６】
　[0073]ＵＥ１１５が基地局１０５とのＲＲＣ接続を確立すると、それは、ＲＲＣ接続が
解放されたときでも、基地局１０５によってサービスされると見なされ得る。ＵＥ１１５
は、ＵＥ１１５が基地局再選択プロセスを実行するか、基地局１０５またはＵＥ１１５が
別の基地局１０５へのハンドオーバをトリガするか、ＵＥ１１５が基地局１０５との無線
リンク障害コンディションを経験するか、あるいはネットワークからの切断をトリガする
何らかの他のコンディションまで、基地局１０５によってサービスされ続け得る。ＵＥ１
１５が基地局１０５によってサービスされるとき、ＵＥ１１５とコアネットワーク１３０
－ａとの間の通信は、基地局１０５を介してルーティングされることが予想される。たと
えば、第１の基地局１０５によってサービスされるが接続状態にないＵＥ１１５は、第１
の基地局１０５からページングを受信すること、および、ページングされると、またはＵ
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Ｅが送るべきＭＯデータを有する場合、第１の基地局１０５とのＲＲＣ接続を再確立する
ことを予想する。ＵＥ１１５が第１の基地局１０５によってサービスされたままであるが
、様々な例では、ページングは、異なる基地局（たとえば、同じトラッキングエリア中の
第２の基地局１０５）から受信され得、ＵＥ１１５は、ページングメッセージを受信する
と、第２の基地局１０５によってサービスされることに切り替わり得る。したがって、Ｕ
Ｅ１１５は、様々なＥＰＳ接続管理（ＥＣＭ：EPS connection management）状態間で遷
移する間、基地局１０５によって依然としてサービスされ得る。
【００５７】
　[0074]概して、ＵＥ１１５のために定義されるＥＣＭ状態は、ＲＲＣ接続ステータスに
起因し得る。ＵＥ１１５は、ＲＲＣ接続が確立されないとき、アイドル状態（たとえば、
ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ）にあると見なされ得る。アイドル状態では、ＵＥ１１５は、システム
情報を監視し、ネイバーセル測定およびセル選択／再選択などを実行し得る。したがって
、アイドル状態におけるモビリティはＵＥ制御され得る。アイドル状態では、ＵＥ１１５
は、間欠受信（ＤＲＸ）サイクルに従ってページングチャネルを監視し得るが、共有デー
タチャネルに関連する制御チャネルを監視せず、したがって、基地局１０５は、エアイン
ターフェース２２５を介した、アイドル状態にあるＵＥ１１５のためのアップリンクまた
はダウンリンクデータ送信をスケジュールしない。
【００５８】
　[0075]ＵＥ１１５がＲＲＣ接続を有するとき、それは接続状態（たとえば、ＲＲＣ＿Ｃ
ＯＮＮＥＣＴＥＤ）にあると見なされる。接続状態にあるとき、ＵＥ１１５は、システム
情報を監視し、チャネルフィードバックを与え、ネイバーセル測定および測定報告などを
実行する。さらに、ＵＥは、それがそれのためにスケジュールされたデータを有するかど
うかを決定するために、共有データチャネル（たとえば、ＰＤＳＣＨ）に関連する制御チ
ャネル（たとえば、ＰＤＣＣＨ）を監視し、ＵＥが送るべきデータを有する場合、割り振
られたリソース上でスケジューリング要求を送信し得る。接続状態では、ＵＥ１１５はま
た、モバイルアラート情報など、システム情報の更新をトリガするために使用され得るペ
ージングチャネルを監視し得る。
【００５９】
　[0076]アイドル状態と接続状態との間の移行は、ＲＲＣ接続をセットアップするための
プロシージャによって制御され得る。たとえば、ＵＥは、基地局１０５を介して通信する
ために、ＵＥ１１５のためのページングメッセージの受信によって、またはＵＥ１１５に
存在するデータによってトリガされ得る、ＲＲＣ接続をセットアップするためのランダム
アクセスプロシージャを実行し得る。接続状態にあるＵＥ１１５について、基地局１０５
は、データアクティビティなしにある時間が経過した後、ＵＥ１１５をアイドル状態に移
し得る。ＵＥ１１５を接続状態からアイドル状態に移すための非アクティビティタイマー
は、一般に、１０～３０秒の範囲内に設定され得る。
【００６０】
　[0077]図３に、本開示の態様による、例示的なＲＲＣ接続プロシージャの流れ図３００
を示す。流れ図３００は、ＵＥ１１５－ａがアイドルモードから接続モードに遷移するた
めのシグナリングを示す。流れ図３００は、モバイル発信（ＭＯ：mobile originated）
データまたはモバイル着信（ＭＴ：mobile terminated）データのいずれかのためのＲＲ
Ｃ接続を確立するために使用され得る。例示的なＲＲＣ接続プロシージャは、ＲＲＣ接続
セットアッププロシージャ３１０と専用無線ベアラセットアッププロシージャ３２０とを
伴う。
【００６１】
　[0078]ＲＲＣ接続セットアッププロシージャ３１０は、ＵＥ１１５－ａによって開始さ
れるが、ＭＯデータの場合ＵＥ１１５－ａによって、または（たとえば、ページングメッ
セージなどを介して）ＭＴデータの場合ネットワークによってのいずれかでトリガされ得
る。たとえば、ＵＥ１１５－ａは、ユーザが、リモートＩＰアドレスにデータを送るかま
たはボイス呼を開始するアプリケーションを開始するとき、ＲＲＣ接続セットアッププロ
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シージャ３１０をトリガし得る。ＲＲＣ接続セットアッププロシージャ３１０は、ランダ
ムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）上でＵＥ１１５－ａによって基地局１０５－ａに送られ
るランダムアクセスメッセージ３１１を含む。基地局１０５－ａは、ＲＲＣ接続要求３１
３を含むレイヤ３メッセージングのためのリソースを割り当てるランダムアクセス応答（
ＲＡＲ）３１２で応答する。基地局１０５－ａは、次いで、ＲＲＣ接続セットアップメッ
セージ３１４を送り、ＵＥ１１５－ａは、ＲＲＣ接続完了メッセージ３１５で応答する。
【００６２】
　[0079]ＵＥ１１５－ａが少なくともＲＲＣ接続セットアッププロシージャ３１０を完了
しているとき、ＵＥ１１５－ａは、コアネットワーク１３０との通信のために基地局１０
５－ａによってサービスされる（たとえば、ＵＥ１１５－ａとコアネットワーク１３０－
ａとの間の通信が基地局１０５－ａを介してルーティングされるように構成される）と見
なされる。様々な例では、ＵＥ１１５－ａは、ＵＥ１１５－ａが基地局再選択プロセスを
実行するか、基地局１０５－ａまたはＵＥ１１５－ａが別の基地局１０５へのハンドオー
バをトリガするか、ＵＥ１１５－ａが基地局１０５－ａとの無線リンク障害コンディショ
ンを経験するか、あるいはネットワークからの切断をトリガする何らかの他のコンディシ
ョンまで、基地局１０５－ａによってサービスされ続け得る。したがって、ＵＥ１１５は
、様々なＥＣＭ状態間で遷移する間、基地局１０５によって依然としてサービスされ得る
。
【００６３】
　[0080]基地局１０５－ａが複数のＭＭＥ２２０に接続された場合、基地局は、ＵＥのた
めの好適なＭＭＥ２２０－ａを選択し、（たとえば、ＨＳＳなどを介して）ＵＥ１１５－
ａの認証を実行する。基地局１０５－ａは、次いで、ＮＡＳセキュリティキーを含み得る
初期ＵＥメッセージ３２１（たとえば、アタッチメッセージ）を送ることを含み得る、専
用無線ベアラセットアッププロシージャ３２０を開始し、サービスのためにＵＥ１１５－
ａを登録する。ＭＭＥ２２０－ａは、ＵＥのためのセッションを作成するために、Ｓ－Ｇ
Ｗ２４０－ａとメッセージング３３０を交換し得る。ＭＭＥ２２０－ａは、次いで、認証
およびＮＡＳセキュリティセットアップ（たとえば、ＮＡＳ鍵を割り当てることなど）を
完了し得る。ＭＭＥ２２０－ａは、次いで、ＵＥ識別情報、ＮＡＳセキュリティ情報、ト
ラッキングエリア情報（たとえば、ＵＥがそれの内で登録されたトラッキングエリアのセ
ットなど）などを含み得る、初期コンテキストセットアップ要求メッセージ３２２で応答
する。基地局１０５－ａは、セキュリティモードコマンド３２３を送ることと、セキュリ
ティモード完了メッセージ３２４を受信することとを含む、ＵＥ１１５－ａのためのセキ
ュリティ認証を実行する。基地局１０５－ａは、ＵＥのための識別情報（たとえば、セル
無線ネットワーク一時識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ）など）と、無線リソース情報と、セッショ
ンのベアラを介したＵＥによる通信のための情報とを含み得る、ＲＲＣ接続再設定メッセ
ージ３２５を送る。ＵＥは、ＲＲＣ接続再設定完了メッセージ３２６でＲＲＣ再設定に肯
定応答する。
【００６４】
　[0081]基地局１０５－ａは、ＭＭＥ２２０－ａに初期コンテキストセットアップ応答メ
ッセージ３２７を送ることによって、専用無線ベアラセットアッププロシージャ３２０を
完了する。初期コンテキストセットアップ応答メッセージ３２７は、サービス品質（Ｑｏ
Ｓ）情報と、ＵＥ１１５－ａに関連する論理接続のための識別子（たとえば、ｅＮＢおよ
びＭＭＥ　Ｓ１アプリケーションプロトコル識別情報（ＡＰ　ＩＤ）、トンネルエンドポ
イント識別子（ＴＥＩＤ）など）とを含み得る。ＭＭＥ２２０－ａは、Ｓ－ＧＷ２４０－
ａにダウンリンクトランスポートレイヤアドレスとＴＥＩＤとを与えるベアラ変更要求３
２８をＳ－ＧＷ２４０－ａに送り得る。Ｓ－ＧＷ２４０－ａは、ベアラ変更応答メッセー
ジ３２９中の肯定応答で応答し得る。
【００６５】
　[0082]ＲＲＣ接続セットアッププロシージャ３１０と専用無線ベアラセットアッププロ
シージャ３２０とが成功した場合、ＵＥ１１５－ａは接続状態３５０に移る。専用無線ベ
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アラセットアッププロシージャ３２０は、Ｓ１－ＭＭＥインターフェース２３５－ａ上で
ＵＥ１１５－ａのための論理接続Ｓ１－Ｃ３７０を確立する。論理接続Ｓ１－Ｃ３７０は
、ｅＮＢおよびＭＭＥ　Ｓ１　ＡＰ　ＩＤによって識別されたＵＥ１１５－ａに固有の制
御プレーン情報を搬送するために使用される。専用無線ベアラセットアッププロシージャ
３２０はまた、Ｓ１－Ｕインターフェース２４５－ａ上でＵＥ１１５－ａのための論理接
続Ｓ１－Ｕ３７５を確立する。論理接続Ｓ１－Ｕ３７５は、基地局１０５－ａとＳ－ＧＷ
２４０－ａとの間で、ＴＥＩＤによって識別されたＵＥ１１５－ａのためのユーザプレー
ンデータを搬送するために使用される。
【００６６】
　[0083]専用無線ベアラセットアッププロシージャ３２０はまた、基地局１０５－ａにお
いてＵＥコンテキスト３６０を確立し、ＭＭＥ２２０－ａにおいてＵＥコンテキスト３６
５を確立する。ＵＥコンテキスト３６０および３６５は、ＵＥ１１５－ａのためのサービ
スを維持するための情報を含む。たとえば、ＵＥコンテキスト３６０および３６５は、Ｕ
Ｅ状態情報、ＵＥセキュリティ情報、ＵＥ能力情報、ＵＥのための無線リソース制御（Ｒ
ＲＣ）設定、ＵＥのための論理トラフィック接続に関連する識別情報（たとえば、Ｓ１　
ＡＰ　ＩＤ、ＴＥＩＤなど）、またはそれらの任意の組合せを含み得る。基地局１０５－
ａにおけるＵＥコンテキスト３６０は、基地局１０５－ａがＳ１－Ｃ３７０およびＳ１－
Ｕ３７５論理接続上でＵＥ１１５－ａのためのデータおよび制御プレーン情報をルーティ
ングすることを可能にする。
【００６７】
　[0084]ネットワーク負荷および他のファクタに応じて、ＲＲＣ接続セットアッププロシ
ージャ３１０は３０～６０ｍｓかかり得、専用無線ベアラセットアッププロシージャ３２
０は１００ｍｓ程度かかり得る。多くのタイプのモバイルアプリケーションについて、こ
れらのプロシージャは、断続的通信に顕著なレイテンシをもたらし得る。たとえば、メッ
セージング、ゲーミング、および他のアプリケーションでは、データは断続的であり得る
が、１００ｍｓ程度のレイテンシが性能の顕著な劣化を引き起こし得る。しかしながら、
モバイルデバイスは電力使用においても制約され、ＵＥ１１５が、それらの受信機が基地
局１０５からの通信を監視することを可能にする時間の量を低減することは、ＵＥ１１５
における電力使用を低減する際の重要なファクタである。したがって、限られた電力バジ
ェットの下で動作しながら断続的通信のためのレイテンシを低減することは、ＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａシステムなど、多元接続システムにおける課題を生じる。
【００６８】
　[0085]説明する態様によれば、ＵＥ１１５、基地局１０５、ＭＭＥ２２０、またはＳ－
ＧＷ２４０を含むワイヤレス通信システム１００および２００の構成要素は、半接続状態
にあるＵＥ１１５の動作のために構成され得る。半接続状態では、ＵＥ１１５は、ＲＲＣ
接続を再確立する際のレイテンシを低減するために、ＲＲＣコンテキスト情報を維持しな
がら、モビリティを制御し、システム情報およびページングを監視し得る。基地局１０５
は、基地局１０５にキャンプオンしており、基地局１０５によってサービスされ、および
／またはさもなければ基地局１０５に接続されたＵＥ１１５について状態遷移を管理し得
、非アクティビティが検出されたとき、現在接続状態にある特定のＵＥ１１５を半接続状
態またはアイドル状態に遷移させるべきかどうかを決定し得る。半接続状態にあり、基地
局１０５によって依然としてサービスされているＵＥ１１５について、基地局１０５は、
コンテキスト情報を維持し、いくつかの例では、さらに、確立された論理トラフィック接
続を維持し得る。コンテキストおよび論理トラフィック接続が維持される例では、半接続
状態から接続状態への遷移がＵＥのために行われるとき、基地局１０５は、セキュリティ
モードパラメータを再確立する必要はなく、ＵＥのための制御プレーンおよびユーザプレ
ーンデータを搬送するためのネットワーク内の論理トラフィック接続を再確立する必要も
ない。
【００６９】
　[0086]特定のＵＥ１１５を接続状態から半接続状態に遷移させるべきかどうかは、ＵＥ
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の能力、優先度、または論理トラフィック接続の特性に基づき得る。論理トラフィック接
続の特性は、たとえば、論理トラフィック接続に関連するデータトラフィックタイプまた
はＡＰＮを含み得る。追加または代替として、基地局１０５は、基地局１０５における負
荷などのコンディション、またはＵＥ１１５をアイドル状態に遷移させるための一般的な
非アクティビティタイマーよりも短いことがある非アクティビティタイマーに基づいて、
ＵＥ１１５を接続状態から半接続状態に遷移させ得る。いくつかの例では、基地局１０５
は、ＵＥの論理トラフィック接続の特性、データトラフィックコンディション（たとえば
、過負荷コンディション、アドレス空間コンディションなど）、またはＳ－ＧＷからの指
示に基づいて、ＵＥ１１５を接続状態から半接続状態に移し得る。
【００７０】
　[0087]いくつかの例では、基地局１０５は、ＵＥ１１５を接続状態から半接続状態に移
すと、非アクティビティタイマーを開始し得る。ＵＥ１１５が（たとえば、ＭＴまたはＭ
Ｏデータなどの結果として）接続状態に遷移する前に非アクティビティタイマーが満了し
た場合、基地局１０５は、ＵＥ１１５を半接続状態からアイドル状態に移し得る。いくつ
かの例では、非アクティビティタイマーは、ＵＥ１１５を接続状態からアイドル状態に遷
移させるための一般的な非アクティビティタイマーよりも長いものであり得る。いくつか
の例では、基地局１０５は、過負荷コンディション、またはＵＥ１１５のデータ接続の特
性に基づいて、ＵＥ１１５を半接続状態からアイドル状態に移し得る。
【００７１】
　[0088]いくつかの例では、基地局は、ＵＥが半接続状態にある間、ＵＥからアクセス要
求を受信し得、基地局は、接続状態動作について、ＵＥのための維持されたコンテキスト
をＵＥに関連付け、ＵＥに、それが接続状態に遷移すべきであることを示し得る。様々な
例では、半接続状態動作における動作は、断続的通信における接続状態への遷移に関連す
るレイテンシを低減し得、ＵＥが接続状態にある時間の量を低減することを通して電力消
費を低減し得る。
【００７２】
　[0089]図４に、本開示の態様による、半接続状態動作のための例示的なプロシージャの
流れ図４００を示す。流れ図４００は、たとえば、図１または図２を参照しながら説明し
たワイヤレス通信システム１００または２００におけるＵＥ１１５のための半接続状態動
作を示し得る。
【００７３】
　[0090]流れ図４００では、ＵＥ１１５－ａは基地局１０５－ａとの接続状態３５０にお
いて開始し、ここで、ＵＥ１１５－ａは、ダウンリンク制御チャネル（たとえば、ＰＤＣ
ＣＨなど）を監視し、ＲＲＣ接続３８０上で基地局１０５－ａとデータを交換し得る。
【００７４】
　[0091]基地局１０５－ａは、ＵＥ識別情報、ＵＥ能力インジケータ、ＵＥ設定、ＵＥ優
先度情報、ＵＥデータトラフィック履歴、ＵＥ接続履歴、ＵＥ１１５－ａの論理接続の特
性（たとえば、パケットデータネットワーク識別子、ＡＰＮ、データトラフィックタイプ
など）、基地局の負荷コンディションなどを含む様々なファクタに基づいて、状態動作に
ついて、接続されたＵＥ１１５を分類し得る。たとえば、基地局１０５－ａは、いくつか
のＵＥ１１５が、低レイテンシ動作のために設定されたか、または断続的トラフィックを
有し、通信におけるレイテンシに敏感であるアプリケーションを使用していると決定し得
る。したがって、基地局１０５－ａは、いくつかの接続されたＵＥ１１５を、半接続状態
動作を使用するように分類し得、他のＵＥ１１５は、半接続状態動作のないレガシー状態
動作に分類され得る。基地局１０５－ａは、半接続状態動作に分類されたＵＥ１１５と、
レガシー状態動作に分類されたＵＥ１１５とに、異なる接続状態非アクティビティタイマ
ーを適用し得る。たとえば、半接続状態動作に分類されたＵＥ１１５は、レガシー状態動
作に分類されたＵＥのための接続状態非アクティビティタイマーよりも短い、関連する接
続状態非アクティビティタイマーを有し得る。
【００７５】
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　[0092]基地局１０５－ａは、ブロック４４０において、ＵＥ１１５－ａが接続状態から
抜けて遷移すべきであると決定し得る。たとえば、ＵＥ１１５－ａは半接続状態動作に分
類され得、基地局１０５－ａは、ＵＥ１１５－ａのための接続状態非アクティビティタイ
マーが満了していると決定し得る。追加または代替として、基地局１０５－ａは、データ
トラフィックコンディション（たとえば、基地局１０５－ａにおける高い負荷など）、ま
たはＳ－ＧＷ２４０－ａからの、ＵＥ１１５がもはやセッションをアクティブに使用して
いないという指示に基づいて、ＵＥ１１５－ａを接続状態から抜けさせ得る。したがって
、基地局１０５－ａは、ＵＥ１１５－ａが接続状態から半接続状態に遷移すべきであると
決定し得る。
【００７６】
　[0093]基地局１０５－ａは、ＵＥ１１５－ａにメッセージ（たとえば、ＲＲＣ接続解放
）４４５を送り得、メッセージ４４５において、ＵＥ１１５－ａが半接続状態（ＳＣＳ：
semi-connected state）４６０に遷移することを示し得る。ＵＥ１１５－ａが半接続状態
４６０にあるとき、基地局１０５－ａは、ＵＥコンテキスト３６０を維持し、いくつかの
例では、ＵＥ１１５－ａのための論理トラフィック接続（たとえば、Ｓ１－Ｃ３７０、Ｓ
１－Ｕ３７５など）を維持し得る。ＵＥは、ＲＲＣ接続３８０上での通信のための論理制
御チャネル、データチャネル、およびセキュリティに関係する情報を含み得る、ＲＲＣコ
ンテキスト３８５を維持し得る。
【００７７】
　[0094]半接続状態４６０では、ＵＥ１１５－ａは、ページングメッセージングについて
ページングチャネル４９０を監視し得る。ＵＥ１１５－ａは、アイドル状態のためのＤＲ
Ｘサイクルとは異なり得るＤＲＸサイクルに従って、ページングチャネル４９０を監視し
得る。たとえば、半接続状態にあるＵＥ１１５のためのＤＲＸサイクルは、アイドル状態
にあるＵＥのためのＤＲＸサイクルの何分の１かであり得る。したがって、特定のアイド
ル状態ＤＲＸサイクル（たとえば、３２個、６４個、１２８個または２５６個のフレーム
など）のために設定されたＵＥ１１５について、半接続状態ＤＲＸサイクルは、ＤＲＸサ
イクル除数（たとえば、２、４、８など）によって除算されたアイドル状態ＤＲＸサイク
ルであり得る。追加または代替として、基地局１０５－ａは、デフォルト半接続状態ＤＲ
Ｘサイクルをブロードキャストし得る。さらに、ＵＥ１１５は、基地局１０５－ａと、異
なる半接続状態ＤＲＸサイクルまたはＤＲＸサイクル除数をネゴシエートし得る。
【００７８】
　[0095]追加または代替として、半接続状態は、ＵＥ１１５によるユーザ固有ネットワー
ク識別子（たとえば、Ｃ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ－ＲＮＴＩなど）による物理ダウンリンク制
御チャネルの監視の抑制、物理ダウンリンク制御チャネルにおけるユーザ固有探索空間の
監視の抑制、ＵＥによるＣＳＩの報告の抑制、ＵＥのためのアップリンク制御情報リソー
スの利用可能性の抑制、または共有物理アップリンクデータチャネル上の基準信号（たと
えば、ＳＲＳなど）送信リソースの利用可能性の抑制など、１つまたは複数の通信機能の
抑制に関連し得る。
【００７９】
　[0096]図５に、本開示の態様による、半接続状態動作を使用するＵＥ１１５のためのモ
ード遷移の例示的な状態図５００を示す。状態図５００は、たとえば、図１または図２を
参照しながら説明したワイヤレス通信システム１００または２００におけるＵＥ１１５の
ための半接続状態動作を示し得る。
【００８０】
　[0097]電源投入５０５時に、ＵＥ１１５はアイドル状態５１０において開始し得る。Ｕ
Ｅ１１５は、アイドル状態５１０において、システム情報を監視すること、ネイバーセル
測定およびセル選択／再選択を実行することなどを含み得るアイドル状態プロシージャ５
１５を実行し得る。ＵＥ１１５は、接続状態３５０に遷移するために、ＲＲＣセットアッ
ププロシージャ５２５を実行し得る。ＲＲＣセットアッププロシージャ５２５は、電源投
入の後に実行され得るか、または送信のためのＭＯまたはＭＴデータの存在によってトリ
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ガされ得る。ＲＲＣセットアッププロシージャ５２５は、たとえば、ＲＲＣ接続をセット
アップするためのランダムアクセスプロシージャを実行することを含み得る。ＵＥ１１５
を接続状態に遷移させることは、基地局１０５およびＭＭＥ２２０においてＵＥコンテキ
ストを確立することを含む。さらに、ＵＥ固有論理トラフィック接続が、基地局１０５と
ＭＭＥ２２０との間（たとえば、Ｓ１－Ｃ論理接続）、および基地局１０５とＳ－ＧＷ２
４０との間（たとえば、Ｓ１－Ｕ論理接続）でＵＥ１１５のためにセットアップされる。
【００８１】
　[0098]接続状態３５０において、ＵＥ１１５は接続状態プロシージャ５５５を実行する
。接続状態プロシージャ５５５は、たとえば、システム情報を監視することと、ネイバー
セル測定を実行することと、要求時に基準信号（たとえば、ＳＲＳなど）を送ることと、
制御プレーンシグナリングを送信および受信することと（たとえば、チャネルフィードバ
ックおよびネイバー測定報告を与えること、ＵＥ１１５がそれのためにスケジュールされ
たデータを有するかどうかを決定するために制御チャネルを監視すること、それが送るべ
きデータを有する場合、割り振られたリソース上でスケジューリング要求を送信すること
など）、ユーザプレーンデータを送信および受信することと（たとえば、コード化データ
パケットを送信および受信することなど）を含み得る。
【００８２】
　[0099]いくつかの例では、接続状態プロシージャ５５５は接続状態ＤＲＸ（ｃ－ＤＲＸ
）動作を含み得る。接続状態ＤＲＸ動作は、接続状態ＤＲＸサイクルに従って実行される
オンおよびオフ受信期間を含む。接続状態ＤＲＸ動作では、ＵＥ１１５は、各接続状態Ｄ
ＲＸサイクルについて、指定されたオン持続時間の間それの受信機を有効化し、データ関
連ＤＣＩと非データ関連ＤＣＩの両方についてＰＤＣＣＨを監視する。たとえば、ＵＥ１
１５は、ＰＤＣＣＨの１つまたはユーザ固有探索空間と１つまたは複数の共通探索空間と
を監視し得、非ユーザ固有ネットワーク識別子（たとえば、ページングＲＮＴＩ（ＰＲＴ
Ｉ）など）、ならびにユーザ固有ネットワーク識別子（たとえば、Ｃ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ
－ＲＮＴＩなど）に従って監視し得る。ＵＥ１１５は、短い接続状態ＤＲＸサイクルにお
いて開始し得、非アクティビティ期間の後に長い接続状態ＤＲＸサイクルに遷移し得る。
接続状態ＤＲＸ動作は非ＤＲＸ動作モードに勝って電力を節約するが、ＵＥ１１５は、フ
レームまたはサブフレームのかなりの割合の間依然としてパワーオンされており、オン持
続時間中にサウンディング基準信号（ＳＲＳ）など、何らかのシグナリングを送信する。
したがって、接続状態ＤＲＸ動作を使用する潜在的電力節約は制限される。さらに、接続
状態ＤＲＸにあるＵＥ１１５は、いくつかのタイプのシグナリングのためのアップリンク
リソース（たとえば、ＳＲリソース、ＳＲＳリソース、チャネル状態情報（ＣＳＩ）報告
リソースなど）を割り振られ、したがって接続状態ＤＲＸ動作においてサポートされ得る
ＵＥ１１５の数は、利用可能な物理リソースによって制限され得る。
【００８３】
　[0100]いくつかの例によれば、基地局１０５は、接続状態３５０から直接アイドル状態
５１０に、または半接続状態４６０にＵＥ１１５を遷移させることができる。基地局１０
５は、接続状態３５０にあるＵＥ１１５について、ＵＥ１１５が半接続状態動作を使用す
るように分類されることになるか否かを決定することができる。ＵＥを半接続状態動作に
分類すべきかどうかを決定することは、ＵＥ識別情報、ＵＥ能力、ＵＥ設定、ＵＥ優先度
情報、ＵＥデータトラフィック履歴、ＵＥ接続履歴、ＵＥ１１５のデータ接続に関連する
パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）識別子、基地局の負荷コンディションなどに基づ
き得る。たとえば、基地局１０５は、基地局１０５の物理または論理リソース（たとえば
、メモリ、コンカレントプロセス、アドレス空間など）の使用など、様々な負荷コンディ
ションを評価することができる。場合によっては、基地局１０５は、優先度情報、データ
トラフィック履歴、ＰＤＮ識別子（たとえば、アクセスポイント名（ＡＰＮ）など）など
に従って、半接続状態において動作する能力をもつ接続状態ＵＥ１１５を順序付け得る。
基地局１０５は、順序がより高いＵＥ１１５を、半接続状態動作を使用するように分類し
得、順序がより低いＵＥを、レガシー状態動作を使用するように分類し得る。
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【００８４】
　[0101]接続状態３５０にあるＵＥ１１５の分類に基づいて、基地局１０５は、ＵＥ１１
５について非アクティビティタイマーを決定し得る。半接続状態動作を使用するように分
類されたＵＥ１１５は、関連する接続状態非アクティビティタイマーの満了時に、接続状
態３５０から半接続状態４６０に遷移され得る。追加または代替として、基地局１０５は
、データトラフィックコンディション、またはＵＥ１１５がもはやセッションをアクティ
ブに使用していないというＳ－ＧＷからの指示に基づいて、接続状態にあるＵＥ１１５を
接続状態から抜けさせ得る。
【００８５】
　[0102]基地局１０５は、ＵＥ１１５を半接続状態４６０に遷移させるために、ＵＥ１１
５にメッセージ５３０（たとえば、ＲＲＣ接続解放（ＳＣＳ））を送り得る。いくつかの
例では、これは、ＵＥ１１５が半接続状態を使用する能力を有すると基地局１０５が決定
することに続き得る。メッセージ５３０は、さらに、ＵＥ１１５がそれに遷移すべきであ
る状態（たとえば、半接続）を示すためのフラグを含み得る。半接続状態４６０への遷移
の後、ＵＥは、基地局１０５によって依然としてサービスされ得る（たとえば、ＵＥ１１
５は、ＵＥ１１５とコアネットワーク１３０との間の通信が基地局１０５を介してルーテ
ィングされるように依然として設定され得る）。半接続状態４６０において、基地局１０
５は、接続状態３５０において確立されたＵＥコンテキストおよび／または論理トラフィ
ック接続を維持する。
【００８６】
　[0103]ＵＥ１１５が、半接続状態を使用する能力を有しないか（たとえば、レガシーＵ
Ｅ）、または他の理由（たとえば、低優先度ＵＥ、低優先度アプリケーションまたはトラ
フィック、セルまたは基地局負荷など）のために半接続状態４６０に遷移されるべきでな
いかのいずれかであると基地局１０５が決定した場合、基地局１０５は、メッセージ５４
５（たとえば、ＲＲＣ接続解放（ＩＤＬＥ）５４５）を使用して、ＵＥ１１５を直接アイ
ドル状態５１０に遷移させることができる。メッセージ５４５は、さらに、ＵＥ１１５が
それに遷移すべきである状態（たとえば、アイドル）を示すためのフラグを含み得る。
【００８７】
　[0104]半接続状態４６０において、ＵＥ１１５は半接続状態プロシージャ５６５を実行
し得る。半接続状態プロシージャ５６５は、モビリティプロシージャ（たとえば、セル再
選択など）を実行すること、システム情報を監視すること、ページングチャネルを監視す
ることなどを含み得る。追加または代替として、半接続状態４６０は、接続状態３５０と
比較して様々な通信機能の抑制に関連し得る。たとえば、ＵＥは、ユーザ固有ネットワー
ク識別子（たとえば、Ｃ－ＲＮＴＩ、ＳＰＳ－ＲＮＴＩなど）を用いてスクランブルされ
た巡回冗長検査（ＣＲＣ）ビットを有するＰＤＣＣＨにおけるダウンリンク制御情報を監
視することを抑制し得るか、またはユーザ固有探索空間中の制御情報を監視することを抑
制し得る。アップリンクリソースの利用可能性およびＣＳＩのアップリンク報告も抑制さ
れ得る。すなわち、ＵＥは、ＳＲおよび／またはＣＳＩのためのＰＵＣＣＨ上のリソース
、またはＳＲＳのためのＰＵＳＣＨ上のリソースを割り振られないことがある。ＵＥ１１
５は、上記で説明した、アイドル状態５１０のためのＤＲＸサイクルと同じまたは異なり
得るＤＲＸサイクルに従って、半接続状態においてページングを監視し得る。ページング
を監視することは、半接続状態ＤＲＸサイクルに従って、および非ユーザ固有ネットワー
ク識別子（たとえば、ページングＲＮＴＩ（Ｐ－ＲＮＴＩ）など）に従って、ページング
オケージョン中に共通探索空間を監視することによって実行され得る。
【００８８】
　[0105]ＵＥ１１５が半接続状態４６０にあり、ＭＯまたはＭＴデータの存在が検出され
た場合、接続状態３５０への遷移がトリガされる。たとえば、ＵＥ１１５が、送るべきＭ
Ｏデータを有するか、またはＵＥがそれによってサービスされている基地局１０５におい
てＵＥ１１５のためのＭＴデータがあることを示すページングメッセージングを受信した
場合、ＵＥ１１５は、ＲＲＣセットアッププロシージャ５３５を実行する。いくつかの例
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では、ＲＲＣセットアッププロシージャ５３５は、ランダムアクセスプロシージャを実行
することを含む。ＲＲＣセットアッププロシージャ５３５は、概して、ＲＲＣセットアッ
ププロシージャ５２５と同じプロシージャであり得るか、または場合によっては異なり得
る。たとえば、ＲＲＣセットアッププロシージャ５３５は、ＵＥコンテキスト情報が基地
局１０５において維持されるので、より少数のメッセージングステップを用いて実行され
ることが可能であり得る。たとえば、ＵＥ１１５のためのＲＲＣ接続のためにセキュリテ
ィ情報が再確立される必要がないことがある。
【００８９】
　[0106]ＵＥ１１５がそれによってサービスされている基地局１０５は、様々な理由で、
ＵＥ１１５を半接続状態４６０からアイドル状態５１０に遷移させ得る。たとえば、基地
局１０５は、ＵＥ１１５が半接続状態に入ると、タイマーを開始し得、ＵＥ１１５がまだ
半接続状態にある間にタイマーがしきい値レベルのデータアクティビティなしに満了した
場合、ＵＥ１１５はアイドル状態に遷移され得る。追加または代替として、基地局１０５
は、過負荷コンディションなどのデータトラフィックまたは負荷コンディションが基地局
１０５において起こった場合、ＵＥ１１５をアイドル状態に遷移させ得る。たとえば、多
数のＵＥ１１５が接続または半接続状態にある場合、基地局１０５が、ＵＥ１１５に割り
当てられたＣ－ＲＮＴＩのためのアドレス空間を使い果たすことが考えられる。多数のＵ
Ｅコンテキストまたは論理トラフィック接続（たとえば、Ｓ１－ＣおよびＳ１－Ｕ接続）
を維持するためのメモリまたは他の制約に基づいて、他のデータトラフィックまたは負荷
コンディションが起こり得る。いくつかの例では、基地局１０５は、データトラフィック
タイプまたはＡＰＮの一方または両方に基づいて、１つまたは複数のＵＥ１１５をアイド
ル状態に遷移させ得る。データトラフィックまたは負荷コンディションが起こった場合、
基地局１０５は、優先度（たとえば、ＵＥ優先度、ＰＤＮ接続優先度など）の順に、半接
続状態において経過した時間の順に、または優先度と経過した時間との組合せの順に、い
くつかの半接続ＵＥをアイドル状態に遷移させ得る。ＵＥ１１５をアイドル状態に遷移さ
せるために、基地局１０５はメッセージ５４０（たとえば、ＲＲＣ接続解放）を送り得る
。
【００９０】
　[0107]図６に、本開示の態様による、半接続状態動作のための例示的なプロシージャの
流れ図６００を示す。流れ図６００は、たとえば、図１または図２を参照しながら説明し
たワイヤレス通信システム１００または２００におけるＵＥ１１５のための半接続状態動
作を示し得る。
【００９１】
　[0108]流れ図６００の最初に、ＵＥ１１５－ａは、図４または図５を参照しながら説明
した半接続状態４６０にあり得る。ＵＥ１１５－ａが、送るべきＭＯデータを有するか、
またはＵＥ１１５－ａがそれによってサービスされている基地局１０５－ａにおいてＵＥ
のためのＭＴデータがあることを示すページングメッセージング４９０を受信した場合、
ＵＥ１１５－ａは、ＲＲＣセットアッププロシージャ６１０を実行する。ＲＲＣセットア
ッププロシージャ６１０は、たとえば、ＲＡＣＨ上でのランダムアクセスプリアンブル６
１１の送信と、ランダムアクセス応答（ＲＡＲ）６１２を受信することと、ＲＲＣ接続要
求６１３、ＲＲＣ接続セットアップ６１４、ＲＲＣ接続セットアップ完了６１５などのＲ
ＲＣ接続メッセージの交換とを含み得る。しかしながら、ＵＥ状態情報、ＵＥセキュリテ
ィ情報、ＵＥ能力情報、ＵＥのための無線リソース制御（ＲＲＣ）設定、またはＵＥのた
めの少なくとも１つの論理トラフィック接続に関連する識別情報（たとえば、Ｃ－ＲＮＴ
Ｉなど）は、半接続状態４６０において維持され得る。したがって、ＲＲＣセットアップ
プロシージャ６１０は、一般にＲＲＣ接続再設定メッセージングにおいて交換されるセキ
ュリティモードコマンドまたは他の情報を交換することを含む必要がないことがある。い
くつかの例では、ＲＲＣセットアッププロシージャ６１０は（セル負荷に応じて）２０～
６０ｍｓ中に完了され得、このことは、アイドル状態からのＲＲＣセットアップから約５
０～１００ｍｓまたはそれ以上を節約し得る。
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【００９２】
　[0109]ＲＲＣセットアッププロシージャ６１０のためのメッセージの数をさらに低減す
るために、様々な技法が使用され得る。たとえば、スケジューリング要求（ＳＲ）、バッ
ファステータス報告（ＢＳＲ）、またはＲＲＣ接続要求６１３が、ランダムアクセスプリ
アンブル６１１中に含まれ得る。場合によっては、ランダムアクセスプリアンブル６１１
を送信するときに前の接続状態動作からの同期（たとえば、タイミングアドバンスなど）
を再利用することは、（たとえば、スモールセルまたは低モビリティシナリオなどにおけ
る）ＲＲＣセットアッププロシージャ６１０のための時間を低減し得る。追加または代替
として、半接続状態にあるＵＥは、ランダムアクセスプリアンブルなしに、ＵＥがそれに
よってサービスされている基地局にＳＲを送ることが可能であり得る。たとえば、半接続
状態にあるＵＥ１１５は、アップリンク制御チャネル（たとえば、ＰＵＣＣＨ）のＳＲリ
ソースを割り当てられ得る。しかしながら、半接続状態ＵＥ１１５に、基地局におけるＳ
Ｒリソースを割り当てることは、基地局によってサービスされながら、同時に半接続状態
にあり得るＵＥ１１５の数を制限し得る。いくつかの例では、ＳＲリソースの割振りは、
（たとえば、ページングメッセージングなどを介して）半接続モードにあるＵＥについて
半静的に実行され得る。一例では、ＵＥは、半接続状態への初期移行時にＳＲリソースを
割り振られ得、ＳＲリソースは、タイマーの満了時に、または（たとえば、基地局１０５
が負荷コンディションを検出した場合などに）メッセージングを介して割振り解除され得
る。
【００９３】
　[0110]ブロック６２０において、基地局１０５－ａは、ＵＥ１１５－ａを、記憶された
ＵＥコンテキスト３６０と、接続モードにあるときにＵＥ１１５－ａのために確立された
論理接続（たとえば、Ｓ１－Ｃ３７０、Ｓ１－Ｕ３７５など）とに関連付け得る。したが
って、ＵＥ１１５－ａは、ＵＥ１１５－ａがそれによってサービスされている基地局１０
５－ａにおいてＵＥコンテキスト３６０を再確立する必要なしに、およびいくつかの例で
は、Ｓ１インターフェース上で制御プレーンとユーザプレーンデータとを搬送するための
論理トラフィック接続を再確立する必要なしに、半接続状態４６０から接続状態３５０に
遷移され得る。セキュリティ情報が半接続状態４６０において維持されるので、ＲＲＣ接
続３８０は同じｅＮＢ鍵（ＫｅＮＢ：eNB key）を使用し得、ＵＥ１１５とＭＭＥ２２０
との間の通信のためのＮＡＳセキュリティ鍵も維持され得る。
【００９４】
　[0111]図７に、本開示の態様による、半接続状態動作における検証ページングのための
例示的なプロシージャの流れ図７００を示す。流れ図７００は、たとえば、図１または図
２を参照しながら説明したワイヤレス通信システム１００または２００におけるＵＥ１１
５のための半接続状態動作のための検証ページングを示し得る。
【００９５】
　[0112]流れ図７００の最初に、ＵＥ１１５－ａは、図４または図５を参照しながら説明
した半接続状態４６０にあり得る。ＵＥ１１５－ａが半接続状態４６０にある間、ＵＥ１
１５－ａがそれによってサービスされている基地局１０５－ａは、周期的検証間隔に関連
し得る検証ページングメッセージ７３０をＵＥ１１５－ａに周期的に送り得る。検証ペー
ジングメッセージ７３０は、ＵＥ１１５－ａのためのページングオケージョン中のページ
ングメッセージによって示され得、それは、所定の検証ページングＲＮＴＩ（Ｖ－ＲＮＴ
Ｉ）を用いてマスキングされる。
【００９６】
　[0113]第１の検証ページングメッセージ７３０－ａについて、基地局１０５－ａは、Ｕ
Ｅ１１５－ａから検証ページング応答７３５を受信し得る。検証ページング応答７３５は
、たとえば、ＵＥ１１５－ａが検証ページングメッセージ７３０－ａを受信したことを示
すランダムアクセスプリアンブルであり得る。ランダムアクセスプリアンブルは、ＵＥが
検証ページングメッセージ７３０に応答していることを示す情報を含み得る。たとえば、
ランダムアクセスプリアンブルは、検証ページングに応答するための所定のまたは割り当
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てられたプリアンブル（たとえば、非競合プリアンブルなど）であり得る。
【００９７】
　[0114]第２の検証ページングメッセージ７３０－ｂについて、基地局１０５－ｂは、タ
イマー７４０の満了の前に、ＵＥ１１５－ａから検証ページング応答７３５を受信しない
ことがある。検証ページング応答７３５を受信しないことに基づいて、基地局１０５－ａ
は、ＵＥ１１５－ａが、基地局１０５－ａのサービスエリア外に移動した、または場合に
よっては到達不可能になったと決定し得る。したがって、基地局１０５－ａは、ブロック
７４５において、ＵＥコンテキスト３６０および／または論理トラフィック接続（たとえ
ば、Ｓ１－Ｃ３７０、Ｓ１－Ｕ３７５など）を解放し得る。基地局１０５－ａがページン
グ検証応答を受信することができない場合にＵＥ１１５－ａが検証ページングメッセージ
７３０を受信することが可能であり得るので、基地局１０５－ａは、ＵＥ１１５－ａがア
イドル状態に遷移すべきであることを示すＲＲＣ接続解放（図示せず）を送り得る。これ
は、基地局１０５－ａとＵＥ１１５－ａとの間の状態同期を維持するのを助け得る。ＵＥ
１１５－ａはまた、タイマーを維持し得、検証ページングメッセージ７３０を受信するこ
となしにタイマーが満了すると、半接続状態からアイドル状態に遷移し得る。アイドル状
態に遷移した後でも、ＵＥ１１５－ａが異なる基地局に再選択したかまたは新しいトラッ
キングエリアに入ったとネットワークが決定するまで、ＵＥ１１５－ａは基地局１０５－
ａによって依然としてサービスされ得る。
【００９８】
　[0115]図８に、本開示の態様による、半接続状態モビリティのための例示的なプロシー
ジャの流れ図８００を示す。流れ図８００は、たとえば、図１または図２を参照しながら
説明したワイヤレス通信システム１００または２００におけるＵＥ１１５のための半接続
状態モビリティを示し得、ここで、半接続状態におけるモビリティはＵＥ１１５によって
制御され得る。
【００９９】
　[0116]流れ図８００の最初に、ＵＥ１１５－ａは、基地局１０５－ａによってサービス
され得、図４または図５を参照しながら上記で説明したように、半接続状態４６０にあり
得る。ある時点において、ＵＥ１１５－ａは、（たとえば、ネイバーセル測定などに基づ
いて）それが、基地局１０５－ｂへのセル再選択を実行（たとえば、ＵＥ１１５－ａによ
ってサービスされることから基地局１０５－ｂによってサービスされることに遷移）すべ
きであると決定し得る。いくつかの例では、基地局１０５－ｂは、基地局１０５－ａのコ
ンテキストエリア、基地局１０５－ａのトラッキングエリア、基地局１０５－ａのネイバ
ーリスト、またはＵＥ１１５－ａのネイバーリストうちの１つまたは複数に関連し得る。
ＵＥ１１５－ａは、ＵＥ１１５－ａが次いで基地局１０５－ｂによってサービスされるよ
うに、たとえば、ランダムアクセスプロシージャとＲＲＣ接続セットアップメッセージン
グとを含み得るセル再選択メッセージング８１０を基地局１０５－ｂに送り得る。セル再
選択メッセージング８１０中で、ＵＥ１１５－ａは、ＵＥ１１５－ａがそれに接続され、
および／またはそれによってサービスされていた前のセルを示し得る。
【０１００】
　[0117]セル再選択メッセージング８１０に基づいて、基地局１０５－ｂは、ＵＥ１１５
－ａのためのＵＥコンテキスト３６０を取得するために、基地局１０５－ａにコンテキス
トフェッチメッセージ８２０を送り得る。コンテキストフェッチメッセージ８２０は、た
とえば、順方向ハンドオーバメッセージまたはコンテキストフェッチ専用メッセージであ
り得る。基地局１０５－ａはＵＥコンテキスト３６０で応答し得、基地局１０５－ｂは、
ＵＥ１１５－ａとのさらなる接続状態または半接続状態動作のために、ＵＥコンテキスト
３６０をＵＥ１１５－ａに関連付け得る。たとえば、基地局１０５－ｂは、ＵＥコンテキ
スト３６０に従ってＵＥ１１５－ａとの新しいＲＲＣ接続８８０を確立し得る。基地局１
０５－ｂは、ＵＥ１１５－ａのための論理トラフィック接続（たとえば、Ｓ１－Ｃ８７０
、Ｓ１－Ｕ８７５など）を確立し得る。場合によっては、基地局１０５－ａはまた、基地
局１０５－ａにおけるＵＥ１１５－ａのためのＳ１－ＣおよびＳ１－Ｕ論理トラフィック
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接続に関連するＳ１　ＡＰ　ＩＤおよびＴＥＩＤを基地局１０５－ｂに転送し得る。基地
局１０５－ｂは、次いで、基地局１０５－ｂ内で一意でないことがない限り、それぞれ、
論理トラフィック接続Ｓ１－Ｃ８７０およびＳ１－Ｕ８７５のための同じＳ１　ＡＰ　Ｉ
ＤおよびＴＥＩＤを再利用し得る。したがって、ＵＥ１１５－ａのための接続状態３５０
は、基地局１０５－ｂがＵＥコンテキスト３６０を復元する必要なしに、基地局１０５－
ｂにおいて確立され得る。
【０１０１】
　[0118]いくつかの例では、セル再選択メッセージング８１０は、セル再選択が半接続状
態セル再選択（たとえば、ＮＡＳ再選択プロシージャ）であることを示し得る。たとえば
、ＵＥ１１５－ａは、半接続状態セル再選択を示すセル再選択メッセージング８１０の一
部として、接続要求メッセージ（たとえば、ＲＲＣ接続要求）中にインジケータ（たとえ
ば、ＲＲＣ確立原因、ＵＥ状態のインジケータなど）を含め得る。追加または代替として
、基地局１０５－ａは、基地局１０５－ｂにＵＥコンテキスト３６０を送るとき、ＵＥ１
１５－ａがセル再選択より前に基地局１０５－ａとの半接続状態にあったことを示し得る
。様々な例では、ネットワークエンティティは、基地局１０５－ａに、ＵＥ１１５－ａが
異なる基地局に再選択したことを示す指示を送り得る。送信側ネットワークエンティティ
は、たとえば、ＵＥ１１５－ａ、ＭＭＥ、またはＵＥ１１５－ａがそれに再選択した基地
局（たとえば、基地局１０５－ｂ）であり得る。たとえば、指示はコンテキストフェッチ
メッセージ８２０中に含まれ得る。基地局１０５－ａは、指示に基づいて、基地局１０５
－ａにおいて維持されるＵＥコンテキスト３６０を解放し得る。
【０１０２】
　[0119]場合によっては、基地局１０５－ｂは、ＵＥコンテキスト３６０を受信した後、
急速に（たとえば、非アクティビティタイマーの満了を待つことなしに、など）ＵＥ１１
５－ａを半接続状態（図示せず）に遷移させ得る。したがって、セル再選択が半接続状態
セル再選択であるという指示は、ＵＥ開始型セル再選択のための電力消費を低減し得る。
いくつかの実施形態では、ＵＥコンテキストは複数の基地局１０５間で共有され得、この
ことは、半接続状態にあるＵＥのためのセル再選択プロシージャを低減するか、またはな
くし得る。いくつかの例では、コンテキストエリアは、ＵＥ１１５のためのコンテキスト
情報の共有のために使用される。
【０１０３】
　[0120]図９に、本開示の態様による、半接続状態動作のための例示的なコンテキストエ
リアの図９００を示す。図９００は、たとえば、図１または図２を参照しながら説明した
ワイヤレス通信システム１００または２００におけるコンテキストエリアを示し得る。
【０１０４】
　[0121]図９００はコンテキストエリア９０５－ａおよび９０５－ｂを示す。コンテキス
トエリア９０５内の基地局１０５のセルによってサービスされる各ＵＥ１１５について、
基地局１０５は、そのＵＥ１１５のためのコンテキストをコンテキストエリア９０５の他
の基地局１０５と共有し得る。基地局１０５は、ＵＥ１１５が接続状態にあるとき、コン
テキストを共有し得るか、または基地局１０５は、ＵＥが半接続状態に遷移するとき、コ
ンテキストを共有し得る。ＵＥ１１５が、コンテキストエリアから外に移動した（たとえ
ば、新しいコンテキストエリア９０５内のセルに再選択した）場合、新しいセルはコンテ
キストフェッチを実行し得、ＵＥのためのコンテキストは、古いコンテキストエリア９０
５の基地局１０５によって解放され得る。
【０１０５】
　[0122]コンテキストエリア９０５内で移動する半接続状態にあるＵＥ１１５は、新しい
セルに接続するためにランダムアクセスプロシージャを実行することなしに再選択（たと
えば、コンテキストエリア９０５内の新しいセルにキャンプオン）し得る。したがって、
セル再選択およびコンテキストフェッチプロシージャは、コンテキストエリア９０５内の
モビリティのために必要とされないことがある。しかしながら、ＵＥ１１５のために交換
されるべきＭＯまたはＭＴデータがあるとき、ＵＥ１１５は、現在選択されたセルについ
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てランダムアクセスプロシージャを実行し得、論理接続が、データ送信が行われるセルに
おいて（たとえば、同じまたは異なるＳ１　ＡＰ　ＩＤまたはＴＥＩＤを使用して）再確
立され得る。
【０１０６】
　[0123]コンテキストエリア９０５は、ネイバリング基地局１０５のグループを含み得、
アイドル状態ＵＥページングのために使用されるトラッキングエリアと同じまたは同様の
、基地局１０５のグループを含み得る。追加または代替として、コンテキストエリア９０
５は、基地局１０５の異なるグループであり得る。たとえば、トラッキングエリアは、概
して、ＵＥ１１５がＭＯまたはＭＴ通信間の長い時間期間の間それにあり得るアイドル状
態にＵＥ１１５がある間のトラッキングエリア更新の必要を低減するために、比較的多数
の基地局１０５を含む。ＵＥ１１５は、アイドル状態にあるよりも少ない時間の間半接続
状態にあり得るので、コンテキストエリア９０５は、場合によっては、トラッキングエリ
アよりも小さい、基地局１０５のグループを含み得る。いくつかの例では、コンテキスト
エリア９０５は、基地局１０５の重複するセットを含み得る。したがって、いくつかの基
地局１０５は、２つ以上のコンテキストエリア９０５中に含まれ得る。様々な例では、Ｕ
Ｅ１１５は、単一のコンテキストエリア９０５に、または複数のコンテキストエリア９０
５に割り当てられ得る。
【０１０７】
　[0124]半接続状態動作を使用して、ＵＥ１１５のための様々な情報がより長い時間期間
の間保たれ得る。たとえば、半接続状態にあるＵＥ１１５のために維持または転送される
コンテキストは、ＵＥ状態情報、ＵＥセキュリティ情報、ＵＥ能力情報、ＵＥのための無
線リソース制御（ＲＲＣ）設定、ＵＥのための論理トラフィック接続に関連する識別情報
、またはそれらの組合せを含み得る。たとえば、ｅＮＢ鍵（ＫｅＮＢ）は、半接続状態動
作のいくつかのサイクル全体にわたって保たれ得、半接続状態モビリティプロシージャの
ために基地局１０５間で転送され得る。しかしながら、これらのプロシージャのためのセ
キュリティは、概して、様々な状況において比較的長い持続時間の間接続状態のままであ
り得るＵＥ１１５と同様であり、セキュリティは、接続状態イントラＥ－ＵＴＲＡＮモビ
リティにおいて基地局１０５間で転送される。
【０１０８】
　[0125]いくつかの実施形態では、ＵＥ１１５は、半接続状態から接続状態に遷移すると
き、初期データ転送時にセキュリティ検証を実行し得る。場合によっては、ＵＥ１１５は
、半接続状態にあった後、ＵＥ１１５からの第１のデータ通信を用いてＭＭＥにＮＡＳメ
ッセージを送り得る。ＵＥ１１５がＭＭＥから適切なＮＡＳ返答を受信しない場合、ＵＥ
は、送信を停止し、（たとえば、異なるセルにおいて）接続を再確立することができる。
ＮＡＳメッセージは別個のセキュリティ鍵（ＮＡＳ鍵）を使用するので、ＵＥ１１５は、
次いで、それが、ＫｅＮＢをインターセプトした不正なｅＮＢに接続していないことを認
証することができる。転送された最初のパケットが損なわれ得るが、ＵＥ１１５は、ネッ
トワークとのセキュア通信を急速に再確立することができる。
【０１０９】
　[0126]図１０に、本開示の態様による、半接続状態動作において使用するための装置１
００５のブロック図１０００を示す。装置１００５は、図１～図９を参照しながら説明し
たＵＥ１１５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。装置１００５は、受信機１０１
０、半接続状態モジュール１０１５、および／または送信機１０２０を含み得る。装置１
００５はまた、プロセッサ（図示せず）であるか、それを含むか、またはそれの一部であ
り得る。これらのモジュールの各々は互いと通信していることがある。
【０１１０】
　[0127]受信機１０１０は、パケット、ユーザデータ、および／または様々な情報チャネ
ル（たとえば、制御チャネル、データチャネルなど）に関連する制御情報など、情報を受
信するように動作可能な少なくとも１つの無線周波数（ＲＦ）受信機を含み得る。受信機
１０１０は、ＵＥ状態動作のためのメッセージング（たとえば、ＲＲＣメッセージング、
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ページング、制御およびデータ送信など）を受信するように構成され得る。情報は、半接
続状態モジュール１０１５に、および装置１００５の他の構成要素に受け渡され得る。
【０１１１】
　[0128]半接続状態モジュール１０１５は、基地局によってサービスされ続けながら接続
状態から半接続状態に移ることの指示を受信すること、半接続状態から接続を再確立する
こと（たとえば、ランダムアクセスプリアンブル、ＲＲＣセットアッププロシージャなど
）、モビリティプロシージャ（たとえば、セル再選択など）を実行すること、システム情
報を監視すること、ページングチャネルを監視することなど、半接続状態動作プロシージ
ャを管理し得る。追加または代替として、半接続状態モジュール１０１５は、ＵＥによる
少なくとも１つの一時ネットワーク識別子による物理ダウンリンク制御チャネルの監視の
抑制、物理ダウンリンク制御チャネルにおけるユーザ固有探索空間の監視の抑制、ＵＥに
よるチャネル状態情報の報告の抑制、またはＵＥのためのアップリンク制御情報リソース
の利用可能性の抑制など、半接続状態において動作する間の様々な通信機能の抑制を管理
し得る。
【０１１２】
　[0129]送信機１０２０は、装置１００５の他の構成要素から受信された１つまたは複数
の信号を送信するように動作可能な少なくとも１つのＲＦ送信機を含み得る。送信機１０
２０は、ＵＥ状態動作のためのメッセージング（たとえば、ＲＲＣメッセージング、ペー
ジング、制御およびデータ送信など）を送信し得る。いくつかの例では、送信機１０２０
は、トランシーバにおいて受信機１０１０とコロケートされ得る。
【０１１３】
　[0130]図１１に、本開示の態様による、半接続状態動作において使用するための装置１
００５－ａのブロック図１１００を示す。装置１００５－ａは、図１～図９を参照しなが
ら説明したＵＥ１１５、または図１０を参照しながら説明した装置１００５の１つまたは
複数の態様の一例であり得る。装置１００５－ａは、受信機１０１０－ａ、半接続状態モ
ジュール１０１５－ａ、および／または送信機１０２０－ａを含み得、これらは、装置１
００５の対応するモジュールの例であり得る。装置１００５－ａはまた、プロセッサ（図
示せず）であるか、それを含むか、またはそれの一部であり得る。これらの構成要素の各
々は、互いと通信していることがある。半接続状態モジュール１０１５－ａは、ページン
グモジュール１１３０、半接続状態モビリティモジュール１１４０、ＵＥ状態マネージャ
１１５０、および／またはＮＡＳセキュリティ検証モジュール１１６０を含み得る。受信
機１０１０－ａおよび送信機１０２０－ａは、それぞれ、図１０を参照しながら説明した
受信機１０１０および送信機１０２０の機能を実行し得る。
【０１１４】
　[0131]ＵＥ状態マネージャ１１５０は、装置１００５－ａを実装するＵＥ１１５につい
て状態遷移を管理し得る。たとえば、ＵＥ状態マネージャ１１５０は、基地局によってサ
ービスされ続けながら、（たとえば、基地局からのシグナリングなどに基づいて）半接続
状態に入ることを決定し得る。ＵＥ状態マネージャ１１５０は、半接続状態においてＲＲ
Ｃコンテキスト情報（たとえば、デバイス識別情報、セキュリティ情報など）を維持し得
る。
【０１１５】
　[0132]半接続状態モビリティモジュール１１４０は、半接続状態にあるＵＥ１１５につ
いてモビリティを管理し得る。たとえば、半接続状態モビリティモジュール１１４０は、
より強いセルを示すセル測定値に基づいて、セル再選択（たとえば、異なる基地局によっ
てサービスされることに遷移することなど）を開始し得る。半接続状態モビリティモジュ
ール１１４０は、異なる基地局によってサービスされることの変更をトリガするために、
異なる基地局にアクセス要求を送ることによって、半接続状態においてセル再選択を実行
し得、異なる基地局は、次いで、コンテキストに従って接続を再確立するためのＵＥコン
テキストをフェッチし得る。追加または代替として、それが異なる基地局に再選択すべき
であると決定すると、半接続状態モビリティモジュール１１４０は、異なる基地局へのハ
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ンドオーバを開始するために、元の基地局との接続状態への復帰を開始し得る。
【０１１６】
　[0133]ページングモジュール１１３０は、ＵＥ１１５が半接続状態にある間、検証ペー
ジングを受信し得る。たとえば、ページングモジュール１１３０は、上記で説明した、ア
イドル状態のためのＤＲＸサイクルと同じまたは異なり得るＤＲＸサイクルに従って、半
接続状態において検証ページングメッセージを監視し得る。ページングモジュール１１３
０はまた、（たとえば、所定の検証ページングＲＮＴＩ（Ｖ－ＲＮＴＩ）などを使用して
）基地局からの検証ページングを監視し、それに応答し得る。検証ページングメッセージ
が受信されたとき、ページングモジュール１１３０は、検証応答メッセージ（たとえば、
ランダムアクセスプリアンブル、アップリンク制御情報メッセージなど）を送り得る。
【０１１７】
　[0134]いくつかの例では、ＵＥ状態マネージャ１１５０は、ＭＯまたはＭＴデータの存
在に基づいて、半接続状態から接続状態への遷移をトリガし得る。ＵＥ状態マネージャ１
１５０は、接続状態に再び入るために、ＲＲＣセットアッププロシージャを実行し得、こ
のことは、ＵＥがそれによってサービスされている基地局１０５においてＵＥコンテキス
ト情報が維持されるので、アイドル状態からのＲＲＣセットアップよりも少ないメッセー
ジングステップを用いて実行され得る。たとえば、ＵＥ１１５のためのＲＲＣ接続のため
にセキュリティ情報が再確立される必要がないことがある。
【０１１８】
　[0135]ＮＡＳセキュリティ検証モジュール１１６０は、第２の基地局との接続を再確立
すると、データの初期転送を用いてＮＡＳセキュリティ検証プロシージャを実行し得る。
たとえば、ＮＡＳセキュリティ検証モジュール１１６０は、半接続状態モビリティプロシ
ージャの後、新しい基地局を介して第１のユーザプレーンデータ転送を用いてＭＭＥにＮ
ＡＳメッセージを送り得る。ＭＭＥが適切なＮＡＳ応答で返答しない場合、ＮＡＳセキュ
リティ検証モジュール１１６０は、セキュリティが損なわれたと決定し得、新しい基地局
との通信を終了し得る。
【０１１９】
　[0136]図１０または図１１を参照しながら説明した装置１００５の構成要素の機能は、
全体的にまたは部分的に、１つまたは複数の汎用または特定用途向けプロセッサ（たとえ
ば、ＣＰＵ、コアなど）によって実行されるようにフォーマットされた、メモリに組み込
まれた命令を用いて実装され得る。たとえば、説明する構成要素は、１つまたは複数のプ
ロセッサ上で実行するためにコンパイルされ得るか、あるいは１つまたは複数のプロセッ
サによってランタイムにおいて解釈され得る、１つまたは複数の機能、サブルーチン、ク
ラス、モジュール、および／またはパッケージに組み込まれた命令を表し得る。追加また
は代替として、装置１００５の様々な構成要素は、当技術分野で知られている任意の様式
でプログラム（たとえば、ハードウェア記述言語（ＨＤＬ）から構成、合成など）され得
る、１つまたは複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ（ＦＰＧＡ）、および／あるいは他のセミカスタム構成要素または集積回路（
ＩＣ）を使用して、ハードウェアで個々にまたはまとめて実装され得る。
【０１２０】
　[0137]図１２に、本開示の態様による、半接続状態動作のために設定されたＵＥ１１５
－ｂのブロック図１２００を示す。ＵＥ１１５－ｂは、図１～図９を参照しながら説明し
たＵＥ１１５の一例であり得る。ＵＥ１１５－ｂはまた、図１０および図１１を参照しな
がら説明した装置１００５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。
【０１２１】
　[0138]ＵＥ１１５－ｂは、概して、通信を送信するための構成要素と通信を受信するた
めの構成要素とを含む、双方向音声およびデータ通信のための構成要素を含み得る。ＵＥ
１１５－ｂは、（１つまたは複数の）アンテナ１２４０と、（１つまたは複数の）トラン
シーバ１２３５と、（１つまたは複数の）プロセッサモジュール１２０５と、（ソフトウ
ェア／ファームウェアコード１２２０を含む）メモリ１２１５とを含み得、それらはそれ
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ぞれ、（たとえば、１つまたは複数のバス１２４５を介して）直接的または間接的に互い
に通信し得る。（１つまたは複数の）トランシーバ１２３５は、上記で説明したように、
（１つまたは複数の）アンテナ１２４０、および／あるいは１つまたは複数のワイヤード
またはワイヤレスリンクを介して、１つまたは複数のネットワークと双方向に通信するよ
うに構成され得る。たとえば、（１つまたは複数の）トランシーバ１２３５は、基地局１
０５および／または他のＵＥ１１５と双方向に通信するように構成され得る。（１つまた
は複数の）トランシーバ１２３５は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のた
めに（１つまたは複数の）アンテナ１２４０に与え、（１つまたは複数の）アンテナ１２
４０から受信されたパケットを復調するように構成されたモデムを含み得る。ＵＥ１１５
－ｂは単一のアンテナ１２４０を含み得るが、ＵＥ１１５－ｂは、複数のワイヤレス送信
を同時に送信および／または受信することが可能な複数のアンテナ１２４０を有し得る。
（１つまたは複数の）トランシーバ１２３５は、複数のコンポーネントキャリアを介して
１つまたは複数の基地局１０５と同時に通信することが可能であり得る。
【０１２２】
　[0139]ＵＥ１１５－ｂは、半接続状態動作に関係する図１～図９を参照しながら上記で
説明した特徴および／または機能の一部または全部を実行および／または制御するように
構成され得る、半接続状態モジュール１０１５－ｂを含み得る。いくつかの例では、半接
続状態モジュール１０１５－ｂは、ソフトウェア／ファームウェアコード１２２０の一部
であり得、プロセッサモジュール１２０５に本明細書で説明する様々な機能（たとえば、
半接続状態動作のためのＲＲＣ接続動作を実行すること、半接続状態ＤＲＸサイクルに従
ってページングを監視することなど）を実行させるように構成された命令を含み得る。半
接続状態モジュール１０１５－ｂは、図１０または図１１を参照しながら説明した半接続
状態モジュール１０１５の一例であり得る。
【０１２３】
　[0140]メモリ１２１５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）と読取り専用メモリ（Ｒ
ＯＭ）とを含み得る。メモリ１２１５は、実行されたとき、プロセッサモジュール１２０
５に本明細書で説明する様々な機能を実行させるように構成された命令を含んでいるコン
ピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア／ファームウェアコード１２２０を記
憶し得る。代替的に、コンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア／ファーム
ウェアコード１２２０は、プロセッサモジュール１２０５によって直接的に実行可能でな
いことがあるが、（たとえば、コンパイルされ、実行されたとき）コンピュータに本明細
書で説明する機能を実行させるように構成され得る。プロセッサモジュール１２０５は、
インテリジェントハードウェアデバイス、たとえば、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、マイ
クロコントローラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）などを含み得る。
【０１２４】
　[0141]図１３に、本開示の態様による、半接続状態動作のための装置１３０５のブロッ
ク図１３００を示す。いくつかの例では、装置１３０５は、図１～図９を参照しながら説
明した基地局１０５のうちの１つまたは複数の態様の一例であり得る。いくつかの例では
、装置１３０５は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ　ｅＮＢおよび／またはＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地
局の一部であるか、またはそれを含み得る。装置１３０５はまた、プロセッサであり得る
。装置１３０５は、基地局トランシーバ１３１０、ＵＥ状態マネージャ１３１５、および
／またはネットワーク通信マネージャ１３２０を含み得る。これらのモジュールの各々は
互いと通信していることがある。
【０１２５】
　[0142]いくつかの例では、基地局トランシーバ１３１０は、ＵＥ状態管理のためのＵＥ
との通信（たとえば、ＲＲＣメッセージング、ページング、制御およびデータ送信など）
を受信送信および受信するように動作可能な少なくとも１つのＲＦ送信機と少なくとも１
つのＲＦ受信機とを含み得る。基地局トランシーバ１３１０は、図１または図２を参照し
ながら説明したワイヤレス通信システム１００または２００など、ワイヤレス通信システ
ムの１つまたは複数の通信リンク上で、様々なタイプのデータおよび／または制御信号（
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すなわち、送信）を通信するために使用され得る。
【０１２６】
　[0143]ネットワーク通信マネージャ１３２０は、様々なネットワークプロトコル（たと
えば、Ｓ１プロトコル、Ｘ２プロトコルなど）を使用して、通信ネットワークの様々なエ
ンティティ（たとえば、ＭＭＥ、Ｓ－ＧＷ、Ｐ－ＧＷ、他の基地局１０５など）と通信す
るように構成され得る。ネットワーク通信マネージャ１３２０は、様々なネットワーキン
グプロトコルを使用してネットワーキングメッセージングをフォーマット、符号化、復号
、変調、復調、送信、および受信するためのワイヤードおよび／またはワイヤレス通信構
成要素を含み得る。
【０１２７】
　[0144]ＵＥ状態マネージャ１３１５は、基地局１０５にキャンプオンし、基地局１０５
によってサービスされ、および／またはさもなければ基地局１０５に接続されたＵＥにつ
いて状態動作を管理し得る。たとえば、ＵＥ状態マネージャ１３１５は、（たとえば、接
続状態非アクティビティタイマー、データトラフィックコンディション、およびＳ－ＧＷ
からの指示などに基づいて）接続状態にあるＵＥ１１５が、基地局１０５によってサービ
スされ続けながら、接続状態から抜け出されるべき（should be moved out of the conne
cted state）であると決定し得る。ＵＥ状態マネージャ１３１５は、半接続状態にあるＵ
Ｅ１１５のためのＵＥコンテキスト３６０および／または論理トラフィック接続（たとえ
ば、Ｓ１－Ｃ、Ｓ１－Ｕなど）を維持し得る。
【０１２８】
　[0145]ＵＥ状態マネージャ１３１５は、ＵＥ１１５にＵＥ状態動作を管理するためのメ
ッセージングを（たとえば、基地局トランシーバ１３１０を介して）通信し得る。たとえ
ば、ＵＥ状態マネージャ１３１５は、ＵＥから制御チャネル、ランダムアクセスチャネル
、およびＲＲＣメッセージングを受信し得、適切なＵＥ状態行為を決定し得る。ＵＥ状態
マネージャ１３１５は、ＵＥ１１５に状態動作のためのメッセージング（たとえば、ＲＲ
Ｃメッセージングなど）を通信し得、ＵＥ１１５を接続状態から抜けて遷移させる際に、
ＵＥ１１５がそれに遷移すべきである状態（たとえば、半接続またはアイドル）を示し得
る。
【０１２９】
　[0146]図１４に、本開示の態様による、半接続状態動作のための装置１３０５－ａのブ
ロック図１４００を示す。いくつかの例では、装置１３０５－ａは、図１～図９を参照し
ながら説明した基地局１０５、または図１３を参照しながら説明した装置１３０５のうち
の１つまたは複数の態様の一例であり得る。いくつかの例では、装置１３０５－ａは、Ｌ
ＴＥ／ＬＴＥ－Ａ　ｅＮＢおよび／またはＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ基地局の一部であるか、ま
たはそれを含み得る。装置１３０５－ａはまた、プロセッサであるか、それを含むか、ま
たはそれの一部であり得る。装置１３０５－ａは、基地局トランシーバ１３１０－ａ、Ｕ
Ｅ状態マネージャ１３１５－ａ、および／またはネットワーク通信マネージャ１３２０－
ａを含み得る。これらのモジュールの各々は互いと通信していることがある。
【０１３０】
　[0147]いくつかの例では、基地局トランシーバ１３１０－ａは、図１３を参照しながら
説明した基地局トランシーバ１３１０の１つまたは複数の態様の一例であり得る。いくつ
かの例では、ネットワーク通信マネージャ１３２０－ａは、図１３を参照しながら説明し
たネットワーク通信マネージャ１３２０の１つまたは複数の態様の一例であり得る。
【０１３１】
　[0148]ＵＥ状態マネージャ１３１５－ａは、ＵＥ状態動作マネージャ１４３０、ＵＥ状
態通信モジュール１４４０、ＵＥコンテキスト管理モジュール１４５０、および／または
ＵＥ論理接続管理モジュール１４６０を含み得る。ＵＥ状態動作マネージャ１４３０は、
接続状態ＵＥ１１５について、ＵＥ１１５が接続状態から抜け出されるべきであると決定
し得る。ＵＥ状態通信モジュール１４４０は、ＵＥ状態動作のためのメッセージングをＵ
Ｅ１１５と通信し得る。たとえば、ＵＥ状態通信モジュール１４４０は、ＵＥに、それが
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接続状態から抜けて遷移すべきであることを示し得る。
【０１３２】
　[0149]ＵＥコンテキスト管理モジュール１４５０は、ＵＥが接続状態を出た後、ＵＥの
ためのＵＥコンテキストを管理し得る。たとえば、ＵＥコンテキスト管理モジュール１４
５０は、ＵＥ状態情報、ＵＥセキュリティ情報、ＵＥ能力情報、ＵＥのためのＲＲＣ設定
、またはＵＥのための少なくとも１つの論理トラフィック接続に関連する識別情報を含み
得る、半接続状態において装置１３０５－ａによってサービスされるＵＥのためのＵＥコ
ンテキストを維持し得る。ＵＥ論理接続管理モジュール１４６０は、制御プレーントラフ
ィックまたはユーザプレーントラフィックのための論理接続など、ＵＥ１１５のための論
理接続を管理し得る。たとえば、ＵＥ論理接続管理モジュール１４６０は、半接続状態に
あるＵＥ１１５のための論理接続（たとえば、Ｓ１－Ｃ、Ｓ１－Ｕなど）を維持し得る。
【０１３３】
　[0150]ＵＥ状態動作マネージャ１４３０は、いくつかの接続状態ＵＥを半接続状態動作
に分類し、他の接続状態ＵＥを半接続状態動作に分類しないことがある。ＵＥを半接続状
態動作に分類すべきかどうかを決定することは、ＵＥ識別情報、ＵＥ能力、ＵＥ設定、Ｕ
Ｅ優先度情報、ＵＥデータトラフィック履歴、ＵＥ接続履歴、ＵＥ１１５のデータ接続に
関連するパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）識別子、基地局の負荷コンディションな
どに基づき得る。たとえば、ＵＥ状態動作マネージャ１４３０は、基地局１０５の物理ま
たは論理リソース（たとえば、メモリ、コンカレントプロセス、アドレス空間など）の使
用など、様々な負荷コンディションを評価することができ、半接続状態において動作する
能力をもつ接続状態ＵＥについて、半接続状態を使用するための優先順序を決定し得る。
【０１３４】
　[0151]基地局１０５によってサービスされている接続状態ＵＥ１１５の分類に基づいて
、ＵＥ状態動作マネージャ１４３０は、ＵＥ分類に依存し得る、ＵＥ１１５のための接続
状態非アクティビティタイマーを決定し得る。半接続状態動作を使用するように分類され
たＵＥ１１５は、関連する接続状態非アクティビティタイマーの満了時に接続状態から半
接続状態に遷移され得、半接続状態動作を使用するように分類されないＵＥは、接続状態
からアイドル状態に直接遷移され得る。
【０１３５】
　[0152]ＵＥ状態動作マネージャ１４３０は、様々な理由で、基地局１０５によってサー
ビスされているＵＥ１１５を半接続状態からアイドル状態に遷移させ得る。たとえば、Ｕ
Ｅ状態動作マネージャ１４３０は、ＵＥ１１５が半接続状態に入ると、タイマーを開始し
得、ＵＥ１１５がまだ半接続状態にある状態でタイマーが満了した場合、ＵＥ１１５はア
イドル状態に遷移され得る。追加または代替として、ＵＥ状態動作マネージャ１４３０は
、過負荷コンディションなどの負荷コンディションが基地局１０５において起こった場合
、ＵＥ１１５をアイドル状態に遷移させ得る。たとえば、多数のＵＥ１１５が接続または
半接続状態にある場合、基地局１０５が、ＵＥ１１５に割り当てられたＣ－ＲＮＴＩのた
めのアドレス空間を使い果たすことが考えられる。多数のＵＥコンテキストまたは論理ト
ラフィック接続（たとえば、Ｓ１－ＣおよびＳ１－Ｕ接続）を維持するためのメモリまた
は他の制約に基づいて、他の負荷コンディションが起こり得る。負荷コンディションが起
こった場合、ＵＥ状態動作マネージャ１４３０は、優先度（たとえば、ＵＥ優先度、ＰＤ
Ｎ接続優先度など）の順に、半接続状態において経過した時間の順に、または優先度と経
過した時間との組合せの順に、いくつかの半接続ＵＥをアイドル状態に遷移させ得る。い
くつかの例では、基地局１０５は、データトラフィックタイプまたはＡＰＮの一方または
両方に基づいて、１つまたは複数のＵＥ１１５をアイドル状態に遷移させ得る。ＵＥ１１
５をアイドル状態に遷移させるために、ＵＥ状態通信モジュール１４４０は、基地局トラ
ンシーバ１３１０－ａを介してメッセージ（たとえば、ＲＲＣ接続解放）を送り得る。
【０１３６】
　[0153]基地局トランシーバ１３１０－ａは、半接続状態において基地局１０５によって
サービスされているＵＥ１１５についてページングを実行し得る。半接続状態のためのＤ
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ＲＸサイクルは、上記で説明したように、アイドル状態のためのＤＲＸサイクルと同じま
たは異なり得る。基地局トランシーバ１３１０－ａは、接続状態に再び入るためのメッセ
ージング（たとえば、ランダムアクセスプリアンブル、ＲＲＣ接続セットアップなど）を
半接続状態にあるＵＥから受信し得る。ＵＥ状態動作マネージャ１４３０は、ＵＥコンテ
キスト管理モジュール１４５０とＵＥ論理接続管理モジュール１４６０とによって維持さ
れる、記憶されたコンテキストおよび／または論理接続にＵＥ１１５を関連付け得る。
【０１３７】
　[0154]いくつかの例では、基地局トランシーバ１３１０－ａは、半接続状態において基
地局１０５によってサービスされているＵＥ１１５について、検証ページングを実行し得
、このことは、検証ページングメッセージを送信することを含み得る。半接続状態にある
ＵＥ１１５が検証応答で検証ページングメッセージに応答しない場合、ＵＥコンテキスト
管理モジュール１４５０およびＵＥ論理接続管理モジュール１４６０は、ＵＥのためのＵ
Ｅコンテキストおよび／または論理トラフィック接続を解放し得る。
【０１３８】
　[0155]ネットワーク通信マネージャ１３２０－ａは、ＵＥコンテキストを他の基地局と
共有し得る。たとえば、ネットワーク通信マネージャ１３２０－ａは、装置１３０５－ａ
のコンテキストエリア、装置１３０５－ａのトラッキングエリア、装置１３０５－ａのネ
イバーリスト、またはＵＥ１１５のネイバーリストの基地局とＵＥコンテキストを共有し
得る。たとえば、ネットワーク通信マネージャ１３２０－ａは、ＵＥコンテキストを、Ｕ
Ｅ１１５のために維持されるネイバーリスト中の基地局と共有し得る。
【０１３９】
　[0156]図１３または図１４を参照しながら説明した装置１３０５の構成要素の機能は、
全体的にまたは部分的に、１つまたは複数の汎用または特定用途向けプロセッサ（たとえ
ば、ＣＰＵ、コアなど）によって実行されるようにフォーマットされた、メモリに組み込
まれた命令を用いて実装され得る。たとえば、説明する構成要素は、１つまたは複数のプ
ロセッサ上で実行するためにコンパイルされ得るか、あるいは１つまたは複数のプロセッ
サによってランタイムにおいて解釈され得る、１つまたは複数の機能、サブルーチン、ク
ラス、モジュール、および／またはパッケージに組み込まれた命令を表し得る。追加また
は代替として、装置１３０５の様々な構成要素は、当技術分野で知られている任意の様式
でプログラム（たとえば、ハードウェア記述言語（ＨＤＬ）から構成、合成など）され得
る、１つまたは複数のＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および／あるいは他のセミカスタム構成要素
またはＩＣを使用して、ハードウェアで個々にまたはまとめて実装され得る。
【０１４０】
　[0157]図１５に、本開示の態様による、半接続状態動作のための基地局１０５－ｂ（た
とえば、基地局の一部または全部を形成する基地局）のブロック図１５００を示す。いく
つかの例では、基地局１０５－ｂは、図１～図９を参照しながら説明した基地局１０５の
うちの１つまたは複数の態様、ならびに／あるいは図１３および／または図１４を参照し
ながら説明したように、基地局として構成されたときの装置１３０５のうちの１つまたは
複数の態様の一例であり得る。基地局１０５－ｂは、図１～図９、図１３または図１４を
参照しながら説明した基地局および／または装置の特徴および機能のうちの少なくともい
くつかを実装するかまたは可能にするように構成され得る。
【０１４１】
　[0158]基地局１０５－ｂは、基地局プロセッサモジュール１５１０、（ソフトウェア／
ファームウェアコード１５２５を含む）基地局メモリモジュール１５２０、１つまたは複
数の基地局トランシーバモジュール１５５０、１つまたは複数の基地局アンテナ１５５５
、および／またはＵＥ状態マネージャ１３１５－ｂを含み得る。基地局１０５－ｂはまた
、基地局通信モジュール１５３０および／またはネットワーク通信モジュール１５４０の
うちの１つまたは複数を含み得る。これらのモジュールの各々は、１つまたは複数のバス
１５３５上で、直接的または間接的に互いと通信していることがある。
【０１４２】
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　[0159]ＵＥ状態マネージャ１３１５－ｂは、ＵＥ１１５のための半接続状態管理に関係
する図１～図９を参照しながら上記で説明した特徴および／または機能の一部または全部
を実行および／または制御するように構成され得る。いくつかの例では、ＵＥ状態マネー
ジャ１３１５－ｂは、ソフトウェア／ファームウェアコード１５２５の一部であり得、基
地局プロセッサモジュール１５１０に本明細書で説明する様々な機能（たとえば、ＵＥが
半接続状態動作を利用すべきであるかどうかを決定すること、ＵＥ状態動作に関係するシ
グナリングをＵＥと交換する、ＵＥコンテキストおよび論理接続を管理する、など）を実
行させるように構成された命令を含み得る。ＵＥ状態マネージャ１３１５－ｂは、図１３
および図１４を参照しながら説明したＵＥ状態マネージャ１３１５の一例であり得る。
【０１４３】
　[0160]基地局メモリモジュール１５２０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）および
／または読取り専用メモリ（ＲＯＭ）を含み得る。基地局メモリモジュール１５２０は、
実行されたとき、基地局プロセッサモジュール１５１０に本明細書で説明する様々な機能
を実行させるように構成された命令を含んでいるコンピュータ可読、コンピュータ実行可
能ソフトウェア／ファームウェアコード１５２５を記憶し得る。代替的に、コンピュータ
可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア／ファームウェアコード１５２５は、基地局プ
ロセッサモジュール１５１０によって直接的に実行可能でないことがあるが、（たとえば
、コンパイルされ、実行されたとき）基地局プロセッサモジュール１５１０に本明細書で
説明する機能のうちのいくつかを実行させるように構成され得る。
【０１４４】
　[0161]基地局プロセッサモジュール１５１０は、インテリジェントハードウェアデバイ
ス、たとえば、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣなどを含
み得る。基地局プロセッサモジュール１５１０は、（１つまたは複数の）基地局トランシ
ーバ１５５０、基地局通信モジュール１５３０、および／またはネットワーク通信モジュ
ール１５４０を通して受信された情報を処理し得る。基地局プロセッサモジュール１５１
０はまた、（１つまたは複数の）アンテナ１５５５を通した送信のために（１つまたは複
数の）トランシーバ１５５０に送られるべき情報、１つまたは複数の他の基地局１０５－
ｍおよび１０５－ｎへの送信のために基地局通信モジュール１５３０に送られるべき情報
、ならびに／または図１を参照しながら説明したコアネットワーク１３０の１つまたは複
数の態様の一例であり得る、コアネットワーク１５４５への送信のためにネットワーク通
信モジュール１５４０に送られるべき情報を処理し得る。
【０１４５】
　[0162]（１つまたは複数の）基地局トランシーバ１５５０は、パケットを変調し、変調
されたパケットを送信のために（１つまたは複数の）基地局アンテナ１５５５に与え、（
１つまたは複数の）基地局アンテナ１５５５から受信されたパケットを復調するように構
成されたモデムを含み得る。（１つまたは複数の）基地局トランシーバ１５５０は、いく
つかの例では、１つまたは複数の基地局送信機および１つまたは複数の別個の基地局受信
機として実装され得る。（１つまたは複数の）基地局トランシーバ１５５０は、図１～図
１２を参照しながら説明したＵＥ１１５のうちの１つまたは複数など、１つまたは複数の
ＵＥまたは装置と、（１つまたは複数の）アンテナ１５５５を介して双方向に通信するよ
うに構成され得る。基地局１０５－ｂは、たとえば、複数の基地局アンテナ１５５５（た
とえば、アンテナアレイ）を含み得る。基地局１０５－ｂは、ネットワーク通信モジュー
ル１５４０を通してコアネットワーク１５４５と通信し得る。基地局１０５－ｂはまた、
基地局通信モジュール１５３０を使用して、基地局１０５－ｍおよび１０５－ｎなど、他
の基地局と通信し得る。
【０１４６】
　[0163]図１６は、本開示の態様による、ワイヤレス通信のための方法１６００の一例を
示すフローチャートである。明快のために、方法１６００について、図１～図９、または
図１５を参照しながら説明した基地局１０５のうちの１つまたは複数の態様、および／あ
るいは図１３または図１４を参照しながら説明した装置１３０５のうちの１つまたは複数
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の態様に関して以下で説明する。いくつかの例では、基地局１０５が、以下で説明する機
能を実行するように基地局１０５の機能要素を制御するためのコードの１つまたは複数の
セットを実行し得る。追加または代替として、基地局１０５は、専用ハードウェアを使用
して、以下で説明する機能のうちの１つまたは複数を実行し得る。
【０１４７】
　[0164]ブロック１６０５において、基地局１０５は、基地局によってサービスされ、基
地局との接続状態において設定されたＵＥ１１５について、ＵＥ１１５が接続状態から抜
けて遷移されるべきと決定する。たとえば、基地局１０５は、ＵＥ識別情報、ＵＥ能力、
ＵＥ設定、ＵＥ優先度情報、ＵＥデータトラフィック履歴、ＵＥ接続履歴、ＵＥ１１５の
データ接続に関連するＰＤＮ識別子、基地局の負荷コンディションなどに基づいて、ＵＥ
１１５を、半接続状態動作を使用するように分類していることがある。場合によっては、
ＵＥ１１５が接続状態から抜け出されるべきであると決定することは、半接続状態を使用
するように分類されないＵＥのための接続状態非アクティビティタイマーよりも短いよう
に構成され得る、接続状態非アクティビティタイマーの満了に起因し得る。いくつかの例
では、ＵＥ１１５が接続状態から抜け出されるべきであると決定することは、データトラ
フィックコンディション、サービングゲートウェイからの指示、データトラフィックタイ
プ、またはＡＰＮのうちのいずれか１つまたは複数に基づき得る。ブロック１６０５にお
ける（１つまたは複数の）動作は、図１４を参照しながら説明したＵＥ状態動作マネージ
ャ１４３０を使用して実行され得る。
【０１４８】
　[0165]ブロック１６１０において、基地局１０５は、ＵＥ１１５に、ＵＥ１１５が接続
状態から抜けて遷移すべきであることを示す。たとえば、基地局１０５は、メッセージ（
たとえば、ＲＲＣ接続解放）をＵＥ１１５に送り得、メッセージにおいて、ＵＥ１１５が
半接続状態に遷移することを示し得る。ブロック１６０５における（１つまたは複数の）
動作は、図１３または図１４を参照しながら説明したＵＥ状態動作マネージャ１４３０ま
たは基地局トランシーバ１３１０を使用して実行され得る。
【０１４９】
　[0166]ブロック１６１５において、基地局１０５は、ＵＥ１１５が接続状態から抜けて
遷移すべきであることを示すことに続いて、およびＵＥ１１５が基地局１０５によってサ
ービスされ続けながら、基地局においてＵＥ１１５のためのコンテキストを維持する。ブ
ロック１６０５における（１つまたは複数の）動作は、図１４を参照しながら説明したＵ
Ｅコンテキスト管理モジュール１４５０またはＵＥコンテキスト管理モジュール１４５０
を使用して実行され得る。
【０１５０】
　[0167]図１７は、本開示の態様による、ワイヤレス通信のための方法１７００の一例を
示すフローチャートである。明快のために、方法１７００について、図１～図９、または
図１５を参照しながら説明した基地局１０５のうちの１つまたは複数の態様、および／あ
るいは図１３または図１４を参照しながら説明したデバイスのうちの１つまたは複数の態
様に関して以下で説明する。いくつかの例では、基地局１０５が、以下で説明する機能を
実行するように基地局１０５の機能要素を制御するためのコードの１つまたは複数のセッ
トを実行し得る。追加または代替として、基地局１０５は、専用ハードウェアを使用して
、以下で説明する機能のうちの１つまたは複数を実行し得る。
【０１５１】
　[0168]ブロック１７０５において、基地局１０５は、ＵＥ１１５を、基地局１０５によ
ってサービスされ続けながら、半接続状態になるように移す。半接続状態では、基地局１
０５は、ＵＥのためのコンテキストを維持し得、いくつかの例では、ＵＥ１１５のための
論理トラフィック接続情報を維持し得る。基地局はまた、ＵＥ１１５に検証ページングメ
ッセージを周期的に送信することと、検証応答がＵＥ１１５から受信されない場合にコン
テキストを解放することとによって、検証ページングを実行し得る。
【０１５２】
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　[0169]ブロック１７１０において、基地局１０５は、アクセス要求がＵＥ１１５から受
信されたかどうかを決定する。ＵＥ１１５がアクセス要求を送った場合、基地局１０５は
、ＵＥ１１５とのＲＲＣ接続を再確立し、ブロック１７１５において、接続状態動作につ
いて、半接続状態にあるＵＥ１１５のために維持されるＵＥコンテキストおよび／または
論理トラフィック接続をＵＥ１１５に関連付ける。基地局１０５は、ブロック１７２０に
おいて、ＵＥ１１５に、それが維持されたコンテキストに従って接続状態に遷移すべきで
あることを示す。したがって、基地局１０５は、前の接続状態動作中に確立された、保存
されたＵＥコンテキストおよび／または論理トラフィック接続に従って、ＲＲＣ接続を再
確立し得る。ブロック１７１０、１７１５、および１７２０における（１つまたは複数の
）動作は、図１３または図１４を参照しながら説明したＵＥ状態動作マネージャ１４３０
または基地局トランシーバ１３１０を使用して実行され得る。
【０１５３】
　[0170]ブロック１７１０において、アクセス要求が受信されていないと基地局１０５が
決定した場合、基地局１０５は、ブロック１７２５において、それがＵＥ１１５をアイド
ル状態に移すべきであるかどうかを決定する。たとえば、基地局１０５は、ＵＥ１１５が
半接続状態に入ると、タイマーを開始し得、ＵＥ１１５がまだ半接続状態にある状態でタ
イマーが満了した場合、ＵＥ１１５はアイドル状態に遷移され得る。いくつかの例では、
基地局１０５は、過負荷コンディションに基づいてＵＥ１１５をアイドル状態に遷移させ
得る。いくつかの例では、ＵＥをアイドル状態に移すという決定は、データトラフィック
タイプまたはＡＰＮの一方または両方に基づき得る。基地局１０５は、ブロック１７３０
において、ＵＥに、ＵＥがアイドル状態に遷移すべきであることを示す。基地局１０５は
、ブロック１７３５においてＵＥコンテキストおよび／または論理トラフィック接続を解
放する。様々な例では、ＵＥ１１５は、アイドル状態に遷移した後、基地局１０５によっ
てサービスされ続け得る。ブロック１７２５、１７３０、および１７３５における（１つ
または複数の）動作は、図１３または図１４を参照しながら説明したＵＥ状態動作マネー
ジャ１４３０または基地局トランシーバ１３１０を使用して実行され得る。
【０１５４】
　[0171]図１８は、本開示の態様による、ワイヤレス通信のための方法１８００の一例を
示すフローチャートである。明快のために、方法１８００について、図１～図９または図
１２を参照しながら説明したＵＥ１１５のうちの１つまたは複数の態様、および／あるい
は図９または図１０を参照しながら説明したデバイスのうちの１つまたは複数の態様に関
して以下で説明する。いくつかの例では、ＵＥ１１５は、以下で説明する機能を実行する
ようにＵＥ１１５の機能要素を制御するためのコードの１つまたは複数のセットを実行し
得る。追加または代替として、ＵＥ１１５は、専用ハードウェアを使用して以下で説明す
る機能のうちの１つまたは複数を実行し得る。
【０１５５】
　[0172]ブロック１８０５において、ＵＥは、ワイヤレス通信ネットワーク（たとえば、
図１または図２を参照しながら説明したワイヤレス通信システム１００または２００）の
第１の基地局（たとえば、基地局１０５）によってサービスされるように、接続状態にお
ける無線リソース設定を確立し得る。たとえば、ＵＥは、ネットワークアタッチプロシー
ジャを実行し、第１の基地局とのＲＲＣ接続を確立し得、ワイヤレス通信ネットワークま
たは他のネットワーク（たとえば、インターネットなど）のエンティティとの１つまたは
複数のパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）セッションを確立し得る。したがって、Ｕ
Ｅは、第１の基地局との接続状態（たとえば、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤなど）にあり
、第１の基地局によってサービスされ得る。
【０１５６】
　[0173]ブロック１８１０において、ＵＥは、第１の基地局から、ＵＥが半接続状態に遷
移するべきという指示を受信する。たとえば、第１の基地局は、ＵＥが半接続状態に遷移
すべきであることを示す接続解放メッセージ（たとえば、ＲＲＣ接続解放など）をＵＥに
送り得る。
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【０１５７】
　[0174]ブロック１８１５において、ＵＥは、第１の基地局によってサービスされ（たと
えば、ＵＥとコアネットワークとの間の通信が第１の基地局を介してルーティングされる
ように設定され）続けながら、半接続状態に遷移した後、無線リソース設定の少なくとも
一部分を維持する。たとえば、ＵＥは、半接続状態においてＵＥが第１の基地局によって
引き続きサービスされ続けながら、ワイヤレス通信ネットワークとの無線リソース接続に
関連するＵＥコンテキスト情報を維持し得る。たとえば、ＵＥは、ＲＲＣセキュリティ情
報、ＮＡＳセキュリティ情報、ＵＥのための一時ネットワーク識別子（たとえば、Ｃ－Ｒ
ＮＴＩなど）などを含む接続情報を記憶し得る。
【０１５８】
　[0175]半接続状態では、ＵＥは、システム情報を監視し得、ワイヤレス通信ネットワー
クからのページングについてページングチャネルを監視し得る。ＵＥは、システム情報ま
たはページングを監視しないとき、それの受信機を無効化（たとえば、パワーダウンなど
）し得る。いくつかの例では、ＵＥは、アイドル状態において使用されるＤＲＸサイクル
とは異なり得るＤＲＸサイクルに従って、ページングチャネルを監視し得る。たとえば、
半接続状態のためのＤＲＸサイクルは、アイドル状態のためのＤＲＸサイクルの何分の１
かであり得る。したがって、ＵＥが特定のアイドル状態ＤＲＸサイクル（たとえば、３２
個、６４個、１２８個または２５６個のフレームなど）のために設定された場合、半接続
状態ＤＲＸサイクルは、ＤＲＸサイクル除数（たとえば、２、４、８など）によって除算
されたアイドル状態ＤＲＸサイクルであり得る。半接続状態ＤＲＸサイクルまたはＤＲＸ
サイクル除数は、基地局からのブロードキャスト情報（たとえば、システム情報など）中
で受信され得る。追加または代替として、ＵＥは、基地局と、異なる半接続状態ＤＲＸサ
イクルまたはＤＲＸサイクル除数をネゴシエートし得る。
【０１５９】
　[0176]半接続状態では、ＵＥは、同じく、基地局からの検証ページングを監視し、それ
に応答し得る。たとえば、ＵＥは、所定の検証ページングＲＮＴＩ（Ｖ－ＲＮＴＩ）を使
用して検証ページングメッセージを監視し得る。検証ページングメッセージが受信された
とき、ＵＥは、検証応答メッセージ（たとえば、ランダムアクセスプリアンブル、アップ
リンク制御情報メッセージなど）を送り得る。一例では、ＵＥは、ランダムアクセスチャ
ネル上の検証ページングに応答するための所定のまたは割り当てられたプリアンブル（た
とえば、非競合プリアンブルなど）で応答し得る。
【０１６０】
　[0177]追加または代替として、ＵＥは、半接続状態において動作しながら、ＵＥによる
少なくとも１つの一時ネットワーク識別子による物理ダウンリンク制御チャネルの監視を
抑制すること、またはＵＥによるチャネル状態情報の報告を抑制することなど、様々な通
信機能を抑制し得る。
【０１６１】
　[0178]半接続状態にある間、ＵＥは、ブロック１８２０においてＵＥ開始型モビリティ
プロシージャを実行し得る。たとえば、ＵＥは、（たとえば、ネイバーセル測定などに基
づいて）ＵＥが第１の基地局によってサービスされることから第２の基地局によってサー
ビスされることに遷移するように、第２の基地局へのセル再選択をＵＥが実行すべきであ
ると決定し得る。
【０１６２】
　[0179]ＵＥはまた、ブロック１８２５においてワイヤレス通信ネットワークに再接続す
る。たとえば、ＵＥは、ワイヤレス通信ネットワークを介した通信のためのＭＯまたはＭ
Ｔデータの指示時に、第１の基地局との接続を再確立し得る。ＵＥは、維持されたＵＥコ
ンテキスト情報、およびまたは維持された論理トラフィック接続に従って、（たとえば、
ランダムアクセスプロシージャを実行することなどによって）第１の基地局との接続を再
確立し得る。
【０１６３】
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　[0180]ＵＥは、第２の基地局へのセル再選択を自律的に実行し得る。たとえば、ＵＥは
、第２の基地局との接続を確立するために、ランダムアクセスプロシージャを実行し得る
。ＵＥは、それが第１の基地局に接続されていたことを示し得、第２の基地局は、ＵＥが
半接続状態にあった間に第１の基地局において維持されたコンテキストを受信するために
、コンテキストフェッチを実行し得る。したがって、ＵＥは、第１の基地局との前の接続
からの１つまたは複数のＵＥコンテキスト情報パラメータに従って、第２の基地局との接
続（たとえば、ＲＲＣ接続）を確立し、第２の基地局によってサービスされることに遷移
し得る。
【０１６４】
　[0181]代替的に、ＵＥが第２の基地局に再選択すべきであると決定すると、ＵＥは、第
２の基地局へのハンドオーバを開始するために、第１の基地局との接続状態に戻り得る。
たとえば、ＵＥは、第１の基地局によってサービスされながら、半接続状態からの第１の
基地局へのアクセス要求を実行し得、ハンドオーバが開始されるべきであることを示す測
定パラメータを第１の基地局に送り得る。したがって、ＵＥは、第１の基地局との接続状
態に再び入り得、第１の基地局は、第２の基地局にＵＥをハンドオーバするために接続状
態ハンドオーバプロシージャを開始し、第２の基地局によってサービスされることに遷移
し得る。
【０１６５】
　[0182]ブロック１８３０において、第２の基地局との接続を再確立すると、ＵＥは、デ
ータの初期転送を用いてＮＡＳセキュリティ検証プロシージャを実行する。たとえば、Ｕ
Ｅは、第２の基地局を介して第１のユーザプレーンデータ転送を用いてＭＭＥにＮＡＳメ
ッセージを送り得る。ＭＭＥが適切なＮＡＳ応答で返答しない場合、ＵＥは、セキュリテ
ィが損なわれたと決定し得、第２の基地局との通信を終了し得る。ＵＥは、次いで、セキ
ュア通信のための新しいセキュリティ情報を受信するために、ワイヤレス通信ネットワー
クの異なるセル（たとえば、異なる基地局など）との接続を再確立し得る。
【０１６６】
　[0183]したがって、方法１６００、１７００、および１８００はワイヤレス通信を提供
し得る。いくつかの例では、図１６、図１７、またはを参照しながら説明した方法１６０
０、１７００、または１８００のうちの２つまたはそれ以上からの態様が組み合わせられ
得る。方法１６００、１７００、および１８００は例示的な実装形態にすぎないこと、お
よび方法１６００、１７００、または１８００の動作は、他の実装形態が可能であるよう
に、並べ替えられるかまたは場合によっては変更され得ることに留意されたい。
【０１６７】
　[0184]本明細書で説明した技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ
－ＦＤＭＡ、および他のシステムなどの様々なワイヤレス通信システムのために使用され
得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される
。ＣＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡ２０００、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ
）などの無線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５、お
よびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＩＳ－２０００リリース０およびＡは、一般に、Ｃ
ＤＭＡ２０００　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６）は、一般
に、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、高速パケットデータ（ＨＲＰＤ：High Rate Pa
cket Data）などと呼ばれる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標）：W
ideband CDMA）およびＣＤＭＡの他の変形態を含む。ＴＤＭＡシステムは、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 Communication
s）などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、ウルトラモバイルブロードバ
ンド（ＵＭＢ）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ：Evolved UTRA）、米国電気電子技術者
協会（ＩＥＥＥ）８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（Ｗ
ｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）な
どの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイルテレ
コミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロングタームエボリュ
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ーション（ＬＴＥ）およびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ：LTE-Advanced）は、Ｅ－Ｕ
ＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。本明細書で説明した技法は、アンラ
イセンスおよび／または共有帯域幅を介したセルラー（たとえば、ＬＴＥ）通信を含む、
上述のシステムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術のために使用され
得る。ただし、上記の説明では、例としてＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムについて説明し、
上記の説明の大部分においてＬＴＥ用語が使用されるが、本技法はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ適
用例以外に適用可能である。
【０１６８】
　[0185]添付の図面に関して上記に記載された詳細な説明は、例について説明しており、
実装され得るまたは特許請求の範囲内に入る例のみを表すものではない。「例」および「
例示的」という語は、この説明で使用されるとき、「例、事例、または例示の働きをする
こと」を意味し、「好ましい」または「他の例よりも有利な」を意味しない。詳細な説明
は、説明する技法の理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの技法は、
これらの具体的な詳細なしに実施され得る。いくつかの事例では、説明した例の概念を不
明瞭にすることを回避するために、よく知られている構造および装置がブロック図の形式
で示されている。
【０１６９】
　[0186]情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表され得
る。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。
【０１７０】
　[0187]本明細書の開示に関して説明した様々な例示的なブロックおよび構成要素は、汎
用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ＡＳＩＣ、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、またはステートマシンであり得る。プ
ロセッサは、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、または任意の他のそのような構成としても実装され得る。
【０１７１】
　[0188]本明細書で説明する機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフ
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。プロセッサに
よって実行されるソフトウェアで実装される場合、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、またはコンピュータ可読媒体を介
して送信され得る。他の例および実装形態が、本開示および添付の特許請求の範囲および
趣旨内に入る。たとえば、ソフトウェアの性質により、上記で説明した機能は、プロセッ
サによって実行されるソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリン
グ、またはこれらのうちのいずれかの組合せを使用して実装され得る。機能を実装する特
徴は、機能の部分が、異なる物理的ロケーションにおいて実装されるように分散されるこ
とを含めて、様々な位置に物理的に配置され得る。特許請求の範囲を含めて、本明細書で
使用される場合、２つ以上の項目の列挙中で使用されるとき、「および／または」という
語は、列挙された項目のうちのいずれか１つが単独で採用され得ること、または列挙され
た項目のうちの２つ以上の任意の組合せが採用され得ることを意味する。たとえば、組成
が構成要素Ａ、Ｂ、および／またはＣを含んでいるものとして表される場合、その組成は
、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡとＢの組合せ、ＡとＣの組合せ、ＢとＣの組合せ、または
ＡとＢとＣの組合せを含んでいることがある。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書
で使用される場合、項目の列挙（たとえば、「のうちの少なくとも１つ」または「のうち
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ば、項目の列挙「のうちの少なくとも１つ」を指す句が単一のメンバーを含むそれらの項
目の任意の組合せを指すような包含的列挙を示す。一例として、「Ａ、Ｂ、またはＣのう
ちの少なくとも１つ」は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ａ－Ｂ、Ａ－Ｃ、Ｂ－Ｃ、およびＡ－Ｂ－Ｃ、な
らびに複数の同じ要素をもつ任意の組合せ（たとえば、Ａ－Ａ、Ａ－Ａ－Ａ、Ａ－Ａ－Ｂ
、Ａ－Ａ－Ｃ、Ａ－Ｂ－Ｂ、Ａ－Ｃ－Ｃ、Ｂ－Ｂ、Ｂ－Ｂ－Ｂ、Ｂ－Ｂ－Ｃ、Ｃ－Ｃ、お
よびＣ－Ｃ－Ｃ、またはＡ、Ｂ、およびＣの任意の他の順序）を包含するものとする。
【０１７２】
　[0189]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含む、非一時的コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を
含む。非一時的記憶媒体は、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、非一時的コンピュータ可読媒体は
、ＲＡＭ、ＲＯＭ、電気的消去可能プログラマブル読取り専用メモリ（ＥＥＰＲＯＭ（登
録商標））、コンパクトディスク（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、
任意の他の非一時的媒体を含むことができる。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、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、ここで、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、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読
媒体の範囲内に含まれる。
【０１７３】
　[0190]本明細書で使用する、「に基づいて」という句は、条件（condition）の閉集合
への参照と解釈されないものとする。たとえば、「条件（condition）Ａに基づいて」と
説明される例示的なステップは、本開示の範囲から逸脱することなく条件（condition）
Ａと条件（condition）Ｂの両方に基づき得る。言い換えれば、本明細書で使用する、「
に基づいて」という句は、「に少なくとも部分的に基づいて」という句と同様に解釈され
たい。
【０１７４】
　[0191]本開示についての以上の説明は、当業者が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べきで
なく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に一致する最も広い範囲を与えられるべ
きである。
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