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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークノードで用いる方法であって、
　前記ネットワークノードが、アタッチ要求メッセージを、ワイヤレス送受信装置（ＷＴ
ＲＵ）から、セルラー無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）を介して、受信するステップ
であって、
　　前記アタッチ要求メッセージは、移動局（ＭＳ）無線アクセス機能情報要素（ＩＥ）
を含み、
　　前記ＭＳ無線アクセス機能ＩＥは、前記ＷＴＲＵがサービスをコアネットワークから
非セルラー無線アクセスネットワークを介して受信する能力があるか否かを示す、フィー
ルドを含む、受信するステップと
　前記ネットワークノードが、サービスを前記コアネットワークから前記ＷＴＲＵに提供
するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ネットワークノードは、サービング汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）サポー
トノード（ＳＧＳＮ）であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記非セルラー無線アクセスネットワークは、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬ
ＡＮ）であることを特徴とする請求項１に記載の方法。



(2) JP 5678117 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

【請求項４】
　前記ＭＳ無線アクセス機能ＩＥは、さらに、ＲＦ電力機能フィールド、マルチスロット
機能フィールド、８ＰＳＫ電力機能フィールド、ＣＯＭＰＡＣＴ干渉測定機能フィールド
、リビジョンレベルインジケータフィールド、ＵＭＴＳ　ＦＤＤ無線アクセス技術機能フ
ィールド、ＵＭＴＳ３．８４Ｍｃｐｓ　ＴＤＤ無線アクセス技術機能フィールド、ＵＭＴ
Ｓ１．２８Ｍｃｐｓ　ＴＤＤ無線アクセス技術機能フィールド、および変調ベースのマル
チスロットクラスサポートフィールドを含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記セルラー無線アクセスネットワークは、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳ
Ｍ）またはユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム（ＵＭＴＳ）技術に
基づいていることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記サービスは、前記セルラーＲＡＮを介して提供されることを特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項７】
　前記サービスは、非セルラー無線アクセスネットワークを介して提供されることを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　さらに、前記ネットワークノードが、前記アタッチ要求メッセージに応答して、アタッ
チ受諾メッセージを前記ＷＴＲＵに提供するステップを備えること特徴とする請求項１に
記載の方法。
【請求項９】
　アタッチ要求メッセージを、ワイヤレス送受信装置（ＷＴＲＵ）から、セルラー無線ア
クセスネットワーク（ＲＡＮ）を介して、受信するように構成された、受信機であって、
　　前記アタッチ要求メッセージは、移動局（ＭＳ）無線アクセス機能情報要素（ＩＥ）
を含み、
　　前記ＭＳ無線アクセス機能ＩＥは、前記ＷＴＲＵがサービスをコアネットワークから
非セルラー無線アクセスネットワークを介して受信する能力があるか否かを示す、フィー
ルドを含む、受信機と
　サービスを前記コアネットワークから前記ＷＴＲＵに提供するように構成された、プロ
セッサおよび送信機と
　を備えたことを特徴とするネットワークノード。
【請求項１０】
　前記ネットワークノードは、サービング汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）サポー
トノード（ＳＧＳＮ）であることを特徴とする請求項９に記載のネットワークノード。
【請求項１１】
　前記ＭＳ無線アクセス機能ＩＥは、前記非セルラー無線アクセスネットワークが無線ロ
ーカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）であるか否かを示すことを特徴とする請求項９に
記載のネットワークノード。
【請求項１２】
　前記ＭＳ無線アクセス機能ＩＥは、さらに、ＲＦ電力機能フィールド、マルチスロット
機能フィールド、８ＰＳＫ電力機能フィールド、ＣＯＭＰＡＣＴ干渉測定機能フィールド
、リビジョンレベルインジケータフィールド、ＵＭＴＳ　ＦＤＤ無線アクセス技術機能フ
ィールド、ＵＭＴＳ３．８４Ｍｃｐｓ　ＴＤＤ無線アクセス技術機能フィールド、ＵＭＴ
Ｓ１．２８Ｍｃｐｓ　ＴＤＤ無線アクセス技術機能フィールド、および変調ベースのマル
チスロットクラスサポートフィールドを含むことを特徴とする請求項９に記載のネットワ
ークノード。
【請求項１３】
　前記セルラーＲＡＮは、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ）またはユニバー
サルモバイルテレコミュニケーションズシステム（ＵＭＴＳ）技術に基づいていることを
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特徴とする請求項９に記載のネットワークノード。
【請求項１４】
　前記プロセッサおよび前記送信機は、前記サービスを前記セルラーＲＡＮを介して提供
するように構成されたことを特徴とする請求項９に記載のネットワークノード。
【請求項１５】
　前記プロセッサおよび前記送信機は、前記サービスを非セルラー無線アクセスネットワ
ークを介して提供するように構成されたことを特徴とする請求項９に記載のネットワーク
ノード。
【請求項１６】
　前記プロセッサおよび前記送信機は、さらに、前記アタッチ要求メッセージに応答して
、アタッチ受諾メッセージを前記ＷＴＲＵに、生成および送信するように構成されたこと
特徴とする請求項９に記載のネットワークノード。
【請求項１７】
　ネットワークノードで用いる方法であって、
　アタッチ要求メッセージを、ワイヤレス送受信装置（ＷＴＲＵ）から、受信するステッ
プであって、前記アタッチ要求メッセージは、セルラーコアネットワークにアタッチする
要求を示し、および前記ＷＴＲＵがサービスを前記セルラーコアネットワークから無線ロ
ーカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を介して受信する能力があるか否かを示す機能イ
ンジケータを含む、受信するステップと
　サービスを前記ＷＴＲＵに前記機能インジケータに基づいて提供するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項１８】
　前記サービスは、セルラー無線アクセスネットワークを介して提供されることを特徴と
する請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記セルラー無線アクセスネットワークは、ＧＳＭまたはＵＭＴＳ技術に基づいている
ことを特徴とする請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記機能インジケータは、無線アクセス機能情報要素または移動局（ＭＳ）ネットワー
ク機能情報要素であることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　前記サービスは、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を介して提供されるこ
とを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項２２】
　さらに、前記ＷＴＲＵに、前記アタッチ要求メッセージの肯定応答を提供するステップ
を備えることを特徴とする請求項１７に記載の方法。
【請求項２３】
　アタッチ要求メッセージを、ワイヤレス送受信装置（ＷＴＲＵ）から、受信するように
構成された、受信機であって、前記アタッチ要求メッセージは、セルラーコアネットワー
クにアタッチする要求を示し、および前記ＷＴＲＵがサービスを前記セルラーコアネット
ワークから無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を介して受信する能力があるか
否かを示す機能インジケータを含む、受信機と
　サービスを前記ＷＴＲＵに前記機能インジケータに基づいて提供するように構成された
、プロセッサおよび送信機と
　を備えたことを特徴とするネットワークノード。
【請求項２４】
　前記プロセッサおよび前記送信機は、前記サービスをセルラー無線アクセスネットワー
クを介して提供するように構成されたことを特徴とする請求項２３に記載のネットワーク
ノード。
【請求項２５】



(4) JP 5678117 B2 2015.2.25

10

20

30

40

50

　前記セルラー無線アクセスネットワークは、ＧＳＭまたはＵＭＴＳ技術に基づいている
ことを特徴とする請求項２４に記載のネットワークノード。
【請求項２６】
　前記機能インジケータは、無線アクセス機能情報要素または移動局（ＭＳ）ネットワー
ク機能情報要素であることを特徴とする請求項２４に記載のネットワークノード。
【請求項２７】
　前記サービスは、ＷＬＡＮを介して提供されることを特徴とする請求項２４に記載のネ
ットワークノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、デュアルモード機能を有するＷＴＲＵ（ワイヤレス送受信装置）に関し、よ
り詳細には、デュアルモード機能を報告し、ネットワークのインターワーキング（ｉｎｔ
ｅｒｗｏｒｋｉｎｇ：相互接続、相互作用、相互動作、相互連動網、相互連動性とも称さ
れている）のアベイラビリティ（利用可能性）を報告する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　汎用パケット無線サービス／ユニバーサル移動体通信システム／第３世代（ＧＰＲＳ／
ＵＴＭＳ／３Ｇ）ネットワークとインターワーキングをするワイヤレスローカルエリアネ
ットワーク（ＷＬＡＮ）の現在の発展は、共通の封入物内に２つの無線ユニットを収納し
ている製品（例えば８０２．１１ｂ＋ＧＰＲＳエアインターフェイスおよび８０２．１１
ｂ＋ＵＭＴＳエアインターフェイスをサポートするカードなど）をもたらした。これらユ
ニットは、それぞれ個別のカードでも良く、または共通の１枚のカードに統合されていて
も良い。
【０００３】
　以下において、ワイヤレス送受信装置（ＷＴＲＵ）は、それだけには限定されないが、
ユーザ機器、移動局、固定式または移動式の加入者用装置、ページャ（ポケットベル）、
またはワイヤレス環境で動作することができる他の任意のタイプの装置を含む。以下に言
及するときに、基地局（ＢＳ）は、それだけには限定されないが、Ｎｏｄｅ－Ｂ（ノード
Ｂ）、サイトコントローラ、アクセスポイントまたはワイヤレス環境における他の任意の
タイプのインターフェイス装置を含む。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　現在、ネットワークは、端末のデュアルモード機能を感知していない場合がある。さら
に、提供されるサービスは、処理能力、メモリのアベイラビリティ、画面サイズ、ビット
レートなどに関する端末の機能に基づいて劇的に変わり得る。例えば、デュアルモード８
０２＋ＧＰＲＳ携帯端末（ＰＤＡ）は、ＧＰＲＳや８０２ネットワークを介してショート
メッセージサービス（ＳＭＳ）やマルチメディアメッセージサービス（ＭＭＳ）のメッセ
ージを受信することはできるが、これらのサービスのうちのいくつかのバリエーションは
、ワイヤレス端末に割り当てられたメモリ空間に従って提供される場合がある。内容の濃
いマルチメディアサービスは、ＰＤＡで使用可能なものよりも大きいメモリサイズを必要
とする場合がある。したがって、同じマルチメディアサービスは、端末の機能に基づいて
、白黒または切り詰めた色セットによって提供される場合がある。また、ネットワーク支
援型ハンドオフ（ｎｅｔｗｏｒｋ－ａｓｓｉｓｔｅｄ　ｈａｎｄｏｆｆ）の可能性を、デ
ュアルモード（ＷＬＡＮ／ＧＰＲＳまたはＷＬＡＮ／３Ｇ）機能を示す端末に提供するこ
とができる。既存のＧＰＲＳ／ＵＭＴＳネットワークに対してこれらの機能を提示するた
めの機構が必要である。
【０００５】
　さらに、ネットワークのインターワーキング（相互接続）には、デュアルモード無線機
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能を有しインターワーキング機能に関する通知を受けるために通信するネットワークのう
ちの１つに依存するワイヤレス端末に情報を提供して、そのワイヤレス端末が２つのネッ
トワークのうちのいずれかと通信ができる進展した性能を有するようにするための機能が
存在していない。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、ワイヤレス端末がデュアルモード機能を連絡できるようにする方法を含むこ
とを特徴とし、さらに、ワイヤレス端末がインターワーキングするネットワークのうちの
いずれか一方からサービスを取得する拡張機能を有する、２つのネットワークのインター
ワーキング機能を報告する方法を提供することを特徴としている。
【０００７】
　本発明は、同等の構成要素が同等の数表示によって指定されている図面を参照すること
によって理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】統合型ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）およびワイヤレスローカル
エリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を有するネットワークの概略図である。
【図２】本発明のＡＴＴＡＣＨ手順と機能の具体化例を示す概略図である。
【図３】ＷＴＲＵネットワーク機能情報要素（ＩＥ）を示す図である。
【図４】既存の、および改変されたネットワーク機能情報要素（ＩＥ）を示す図である。
【図４Ａ】図４の改変されたネットワーク機能ＩＥをより詳細に示す図である。
【図５】既存の、および改変された無線アクセス（ＲＡ）機能情報要素（ＩＥ）を示す図
である。
【図５Ａ】図５の改変されたＲＡ機能ＩＥをより詳細に示す図である。
【図５Ｂ】図５の改変されたＲＡ機能ＩＥをより詳細に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明によって解決される課題は、ＧＰＲＳ（ｇｅｎｅｒａｌ　ｐａｃｋｅｔ　ｒａｄ
ｉｏ　ｓｅｒｖｉｃｅ）およびＷＬＡＮ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎ
ｅｔｗｏｒｋ）、または３Ｇ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）およびＷＬＡＮの両方をサポートする端末が、そのサポートするＧＰＲＳ／ＵＭ
ＴＳ(ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｓ
ｙｓｔｅｍ)ネットワークに、そのＷＬＡＮ機能を報告できるようにするための機構であ
る。また、本発明は、３ＧネットワークがＷＬＡＮ上の３Ｇまたはパケット交換ドメイン
サービスが使用可能であることを示すことができる機構を突き止めている。
【００１０】
　図１は、ＵＴＭＳおよびＷＬＡＮが統合されているネットワークの概略図を示している
。ＷＴＲＵ１２、１４、１６は、それぞれの無線リンク（ＲＬ－１、ＲＬ－２、ＲＬ－３
）を介してネットワークと通信する。より詳細には、ＷＴＲＵ１２はＧＳＭ(ｇｌｏｂａ
ｌ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ)無線アクセ
スネットワーク（ＲＡＮ）と通信し、ＷＴＲＵ１４は２．５／３Ｇ　ＲＡＮと通信し、Ｗ
ＴＲＵ１６はＷＬＡＮアクセスポイント（ＡＰ）と通信する。ＷＴＲＵ１２およびＷＴＲ
Ｕ１４はセル方式の携帯無線電話（携帯電話）、ＷＴＲＵ１６は、ＷＬＡＰ　ＡＰと通信
することができる適切なカードを有するラップトップ（ノート型パソコン）、あるいは携
帯端末（ＰＤＡ）または他の類似の装置とすることができる。
【００１１】
　ＧＳＭ　ＲＡＮは、移動通信交換局（ＭＳＣ）と通信し、移動通信交換局は、当分野で
知られているように、位置データベースとインターワーキングする機能を有する。ＭＳＣ
は、ＶＬＲ（ｖｉｓｉｔｏｒ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｇｉｓｔｅｒ：加入者情報を記し
た原本に関する情報を交換機にその都度コピーするための移動体加入者管理用のデータベ
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ース）と連携して、ＷＴＲＵ１２の識別、認証などを行なう通信をする。また、ＭＳＣは
、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ：文字メッセージ送受信サービス）データなどの
サービスを提供するＳＭＳ－ＧＭＳＣ／ＩＷ－ＭＳＣ（ｓｈｏｒｔ　ｍｅｓｓａｇｅ　ｓ
ｅｒｖｉｃｅ－ｇａｔｅｗａｙ　ｍｏｂｉｌｅ　ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　ｃｅｎｔｅｒ／ｉ
ｎｔｅｒｗｏｒｋｉｎｇ－ｍｏｂｉｌｅ　ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　ｃｅｎｔｅｒ）と通信す
る。ホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ：加入者情報を記した原本に関する情報を、交
換機が原本のある場所まで問い合わせるための移動体加入者管理用のデータベース）は、
移動機からの呼（ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｒｍｉｎａｔｅｄ　ｃａｌｌｓ）およびＳＭＳデー
タのルーティング情報を提供するＨＰＬＭＮ（ｈｏｍｅ　ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏ
ｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）内のデータベースであり、また、位置エリアやルーティング
エリアの更新など、接続プロセスおよび移動管理手順を介して関連するＶＬＲ（図１のＶ
ＬＲ参照）またはＧＳＮ（ＧＰＲＳサポートノード）に配信されるユーザ加入情報（ｕｓ
ｅｒ　ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）のメンテナンスの責任も負
う。
【００１２】
　ＷＬＡＮ　ＡＰは、パケットデータゲートウェイ／ＷＬＡＮアクセスゲートウェイ（Ｐ
ＤＧ／ＷＡＧ）と連絡をとる。ＧＳＮとＰＤＧ／ＷＡＧとの間で機能情報（ｃａｐａｂｉ
ｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）がやりとりされる。ＳＭＳデータサービスなどのサ
ービスがＰＤＧ／ＷＡＧに伝えられ、それからＰＤＧ／ＷＡＧおよびＷＬＡＮ　ＡＰを経
てＷＴＲＵ１６に伝えられる。ＳＭＳデータは、ＷＴＲＵ１６の機能に基づいてそのＷＴ
ＲＵ１６に配信され得る。
【００１３】
　ＷＴＲＵ１２およびＷＴＲＵ１４は、関連のＲＡＮを介してネットワークとそれぞれ通
信するとき、本発明に従って、ＷＬＡＮ適合性を含むその機能に関する情報を提供する。
【００１４】
　図２は、ＷＬＡＮ機能の更新を兼ねる接続手順を示している。図２に示す手順において
、ステップＳ１で、ＵＭＴＳデュアルモードＷＴＲＵが、ＡＴＴＡＣＨ（アタッチ、接続
）手順を行う信号接続のために電力を上げる。ステップＳ２で、無線リソース制御（ＲＲ
Ｃ）接続要求メッセージが無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）に伝えられる。Ｓ３
で、アドミッション（進入許可）制御およびリソースのアベイラビリティ（利用できる度
合い）がＲＮＣによって実行され、次いでＲＮＣは、ステップＳ４で、ＲＲＣ接続設定メ
ッセージをデュアルモードＷＴＲＵに伝える。ＷＴＲＵは、ステップＳ５で、ＷＴＲＵ無
線アクセス（ＲＡ）の適合性を与えるＲＲＣ接続設定完了メッセージを提供し、ステップ
Ｓ６で、初期直接転送メッセージ（ｉｎｉｔｉａｌ　ｄｉｒｅｃｔ　ｔｒａｎｓｆｅｒ　
ｍｅｓｓａｇｅ）を提供するが、この初期直接転送メッセージは、ＡＴＴＡＣＨ要求およ
びポイントツーマルチポイントシステム情報（ＰｔＭ　ＳＩ）、インスタントメッセージ
ングシステム情報（ＩＭ　ＳＩ）、ネットワーク（ＮＷ）機能および無線アクセス（ＲＡ
）機能を含む。ステップＳ７で、ＲＮＣは、初期ＷＴＲＵメッセージを提供するが、この
メッセージは、ネットワークおよび無線アクセスの機能を含むＡＴＴＡＣＨ要求である。
ＵＭＴＳ機能に加えて、このメッセージは、さらにＷＬＡＮ機能を含んでいる。ステップ
Ｓ８で、認証および暗号化要求およびセキュリティモードコマンドが実行され、ステップ
Ｓ９で、ＷＴＲＵが認証される。その後、ＳＧＳＮは、ステップＳ１０で、ＷＡＧ－ＰＤ
ＧにＷＴＲＵ機能の更新を送り、ステップＳ１１で、ＲＮＣにＡＴＴＡＣＨ－受諾メッセ
ージ（ａｔｔａｃｈ－ａｃｃｅｐｔ　ｍｅｓｓａｇｅ）を提供し、次いでステップＳ１２
で、その接続－受諾メッセージがＷＴＲＵに伝えられる。
【００１５】
　ステップＳ１０で、ＷＡＧ－ＰＤＧに送信されたＷＴＲＵ機能の更新は、ＳＧＳＮにＷ
ＡＧを更新させ、次いでこのＷＡＧは、サービス要求を終了することができるかどうかを
決定することができる。
【００１６】
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　移動局ＷＴＲＵネットワーク機能情報要素の目的は、ＧＰＲＳに関連するＷＴＲＵの状
況（ａｓｐｅｃｔ）に関する情報をネットワークに提供することにある。情報要素の内容
は、ネットワークがＷＴＲＵの動作を処理する方法に影響を与える可能性がある。ＷＴＲ
Ｕネットワーク機能情報は、一般のＷＴＲＵの特徴を示し、明示的に示されているフィー
ルドを除いて、送信側チャネルの周波数帯域に依存しない。
【００１７】
　ＷＴＲＵネットワーク機能は、１０オクテット(ｏｃｔｅｔ)の最大長を有するタイプ４
の情報要素（ＩＥ）である。
【００１８】
　ＷＴＲＵネットワーク機能ＩＥの値部分は、図３に示すようにコード化される。
【００１９】
　図４は、既存のネットワーク機能ＩＥ（情報要素）を本発明のネットワーク機能情報要
素と比較したものであり、図５は、既存の無線アクセス機能情報要素（ＲＡＮ　ＩＥ）を
本発明のＲＡＣ　ＩＥと比較したものを示している。
【００２０】
　移動局（ＭＳ）ネットワーク機能ＩＥの目的は、ＧＰＲＳに関連する移動局（すなわち
ＷＴＲＵ）の状況（ａｓｐｅｃｔ）に関する情報をネットワークに提供することにある。
その内容は、ネットワークが移動局の動作を処理するやり方に影響を与えることができる
。ＭＳネットワーク機能情報は、全般的な移動局の特徴を示し、明示的に示されているフ
ィールドを除いて、それが送信されるチャネルの周波数帯域に依存しないものである。Ｍ
Ｓネットワーク機能は、１０オクテットの最大長を有するタイプ４の情報要素（ＩＥ）で
ある。ＭＳネットワーク機能情報要素の値の部分は、図３に示すように符号化される。
【００２１】
　図４を参照すると、ネットワーク機能ＩＥを詳述するやり方で図示しており、既存のＩ
Ｅと新規なＩＥの両方の項目（１）、すなわち専用のチャネルを経由してのシステム管理
機能は同じである。既存のＩＥと新規なＩＥに列挙された項目（２）、つまりＧＰＲＳチ
ャネルを経由してのシステム管理機能は同じである。既存のＩＥの項目（３）と新規な情
報要素内の項目（６）、つまりＵＣＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－Ｏｃｔ
ｅｔ　Ｃｏｄｅｄ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒ　Ｓｅｔ）、ＵＳＣ２　１６ビットコーディング
サポートは同じである。
【００２２】
　既存のＩＥ内の項目（４）と新規なＩＥ内の項目（７）、すなわち付加サービス（ＳＳ
）スクリーニングインジケータ（ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｓｃｒ
ｅｅｎｉｎｇ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）は同じである。ＳｏＬＳＡ（ｓｕｐｐｏｒｔ　ｏｆ
　ｌｏｃａｌｉｚｅｄ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ａｒｅａ）機能、つまり既存のＩＥの項目（５
）と新規なＩＥの項目（８）は同じである。
【００２３】
　既存のＩＥの項目（６）、つまりリビジョン（改訂）レベルインジケータは、新規なＩ
Ｅの項目（９）と同じである。新規なＩＥの項目（４）および（５）、すなわちＷＬＡＮ
を経由してのシステム管理機能、およびテキストのみ、テキストおよび動画、インスタン
トメッセージサービス、マルチメディアサービスなどを識別するショートメッセージシス
テム（ＳＭＳ）項目は、ＷＴＲＵに提供されるが、既存のＩＥには提供されない。既存の
ＩＥの項目（７）から項目（１０）は、新規なＩＥでは省略されており、簡潔にするため
に本明細書では説明しない。
【００２４】
　図４Ａは、ネットワーク機能ＩＥをさらに詳しく示している。例えば、図４Ａに示すよ
うに、位置サービス（ＬＣＳ）の付加価値（ＶＡ）位置要求通知ビット（ｔｈｅ　ｌｏｃ
ａｔｉｏｎ　ｓｅｒｖｉｃｅ（ＬＣＳ）ｖａｌｕｅ　ａｄｄｅｄ（ＶＡ）ｌｏｃａｔｉｏ
ｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ　ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｂｉｔ）（バイナリフォーマット）は
、サポートされていない場合は「０」、サポートされている場合は「１」である。ＷＬＡ
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Ｎ機能は、そのバイナリビットが「１」である場合はサポートされており、「０」状態で
ある場合はサポートされていない。各機能を識別する１ビットまたは複数ビットは、予め
定められた位置がＩＥに割り当てられている。このことは、ＲＡ機能の場合も同じである
。また、ＧＰＲＳ暗号化アルゴリズム（ＧＥＡ）機能ビットは、サポートされていない場
合は「０」、サポートされている場合は「１」であることにも留意されたい。
【００２５】
　移動局無線アクセス（ＭＳ　ＲＡ）機能情報要素（ＩＥ）の目的は、移動局（すなわち
ＷＴＲＵ）の無線の状況に関する情報をネットワークの無線部に提供することにある。そ
の内容は、ネットワークが移動局の動作を処理するやり方に影響を与えることができる。
ＭＳ　ＲＡ機能は、５２オクテットの最大長を有するタイプ４の情報要素である。ＭＳ　
ＲＡ機能情報要素の値部分は、図５Ａおよび図５Ｂに示すようにコード化される。
【００２６】
　図５は、既存および新規な無線アクセス機能ＩＥを比較したものである。既存のＩＥの
項目（１）から項目（４）、すなわちアクセス技術タイプ、アクセス機能、ＵＭＴＳ　Ｆ
ＤＤ　ＲＡ技術機能、およびＵＭＴＳ３．８４Ｍｃｐｓ　ＴＤＤ　ＲＡ技術機能は、新規
なＩＥの項目（１）から項目（４）と同じである。
【００２７】
　既存のＩＥの項目（５）から項目（６）は、新規なＩＥからは省略されており、よって
簡潔目的で本明細書では説明しない。新規なＩＥの項目（５）は、既存のＩＥには示され
ておらず、リモート端末のタイプ（ＰＤＡ、ラップトップ、電話など）、メモリサイズ、
画面サイズ、処理能力、技術バージョン（８０２．１１、８０２．１５、８０２．１６な
ど）、サービスプロファイル（ＳＭＳテキストのみまたはテキストおよび動画など）、Ｍ
ＭＳ、ＩＭＳ、位置、ＭＢＭＳなどを識別するＷＬＡＮ無線アクセス機能を提供する。
【００２８】
　図５Ａおよび図５Ｂは、ＭＳ　ＲＡ機能ＩＥをさらに詳しく示している。図５Ａでは、
４バイナリビットのアクセス技術タイプが、アクセスに使用される技術タイプを表す。ガ
ウスフィルタ型最小偏移変調（ＧＭＳＫ）は、すぐれたスペクトル効率を提供する周波数
変調の形の１つである。８ＰＳＫは、搬送波が８つの状態のうちの１つに存在する変調技
術である。図５Ｂは、機能の一部を識別するフィールドおよびバイナリビットを示してい
る。例えば、３ビットフィールドは、サポートされる技術が特定の組合せのバイナリビッ
トによって同定されるＷＬＡＮ８０２ＲＡ技術を識別するのに使用される。例えばＷＬＡ
Ｎ８０２.ｘｘ技術をサポートしていないことは、「０００」によって表され、ＷＬＡＮ
８０２．１１ｂ技術をサポートしていることは、「００１」によって表されることに留意
されたい。別の例では、ＣＤＭＡ　２０００　ＲＡ技術機能は、サポートされていない場
合は「０」、サポートされている場合は「１」である。
【００２９】
　デュアルモードＷＴＲＵは、デュアルモードＷＴＲＵがＷＬＡＮ／ＵＭＴＳ機能を有し
ているか、ＷＬＡＮ／ＧＰＲＳ機能を有しているかに応じて、そのＵＭＴＳ（ＧＰＲＳ）
ネットワークを介してＷＬＡＮ機能レポートを提供する。
【００３０】
　図２に示すように、ＷＴＲＵは、電力が上昇されると、まずＵＭＴＳチャネル経由で通
信して、非アクセス層（ＮＡＳ）「ＡＴＴＡＣＨ」手順を実行し、図２に示すようにＵＭ
ＴＳ／ＷＬＡＮ機能がネットワークとやりとりされる。
【００３１】
　実装に応じて、ユーザは、ＵＭＴＳネットワークと引き続き通信すること、手動でＷＬ
ＡＮチャネルに切り替えること、または利用可能な場合、ＷＬＡＮネットワークへの自動
ハンドオーバを実行することを選択することができる。
【００３２】
　したがって、本発明は、ＷＴＲＵおよびネットワークとネットワークおよびＷＴＲＵと
の間の既存のＧＰＲＳ／ＵＭＴＳ機能メッセージに２つの新規なＩＥを導入している。無
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線アクセス機能情報要素（ＲＡＣ　ＩＥ）は、ＷＴＲＵ／カードすなわちＧＰＲＳ＋ＷＬ
ＡＮまたはＵＭＴＳ／ＷＬＡＮのデュアルモード機能についてネットワークに通知するた
めに変更される。無線アクセス機能（ＲＡＣ）は、端末タイプ（ＰＤＡ、ラップトップ、
セル方式の携帯電話など）、メモリサイズ、画面サイズ、処理能力、技術バージョン（８
０２．１１、８０２．１５、８０２．１６など）、サービスプロファイル（ＳＭＳテキス
トのみまたはテキストおよび動画など）、ＳＭＳ、ＭＭＳ、ＩＭＳ、位置、ＭＢＭＳ（ｍ
ｕｌｔｉｃａｓｔ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｍｅｄｉａ　ｓｅｒｖｉｃｅ）などを含むＷＬ
ＡＮ機能のすべての状況を運ぶ。ＷＬＡＮ機能更新手順は、既存の「ＡＴＴＡＣＨ」手順
の変更無しに達成される。ネットワーク機能は、ＷＬＡＮインターワーキング機能の存在
、およびＷＬＡＮネットワークを介して提供できる様々なタイプのサービスに関して、デ
ュアルモードＷＴＲＵに通知するために改変されている。

【図１】 【図２】
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【図４Ａ】 【図５】
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