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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおけるＵＥ（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）の接続を制御する方
法であって、前記方法は、
　前記ＵＥにより、基地局から、ＥＡＢ（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ａｃｃｅｓｓ　ｂａｒｒｉ
ｎｇ）が適用される前記ＵＥのＰＬＭＮ（ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅ
ｔｗｏｒｋ）情報を含むＥＡＢ情報を受信することと、
　前記ＵＥにより、前記ＵＥのＰＬＭＮ情報を、前記ＵＥにより選択されたＰＬＭＮと比
較することと、
　前記ＵＥにより、ＭＴ（ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ）接続に設定されたＲ
ＲＣ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）連結原因を含む特定条件が存在
するかどうかを決定することと、
　前記ＵＥにより、前記特定条件が存在すると決定された場合を除いては前記ＥＡＢ情報
に基づいて前記ＥＡＢを実行することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記特定条件は、緊急呼び及び高い優先権接続のうちの一つに設定された前記ＲＲＣ連
結原因をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＥＡＢを実行することは、前記ＵＥの上位階層から前記ＵＥの下位階層に前記ＥＡ
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Ｂ情報を指示することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記上位階層は、ＮＡＳ（ｎｏｎ－ａｃｃｅｓｓ　ｓｔｒａｔｕｍ）階層である、請求
項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記下位階層は、ＲＲＣ階層である、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記特定条件が存在しないと決定された場合にＡＣＢ（ａｃｃｅｓｓ　ｃｌａｓｓ　ｂ
ａｒｒｉｎｇ）を実行することをさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＥＡＢを実行して遮断されない場合に前記基地局にＲＲＣ連結要求メッセージを送
信することをさらに含む請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＲＲＣ連結要求メッセージは、ＲＲＣ連結原因を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＲＲＣ連結原因は、ＭＴ接続である、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記特定条件が存在するかどうかを決定する前に前記基地局から前記ＵＥのＩＤ（ｉｄ
ｅｎｔｉｔｙ）を含むページングメッセージを受信することをさらに含む請求項１に記載
の方法。
【請求項１１】
　前記ＥＡＢ情報は、ＳＩＢ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）１
４を介して受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　無線通信システムにおけるＵＥ（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）であって、前記ＵＥ
は、
　無線信号を送信又は受信するＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）部と、
　前記ＲＦ部と作用可能に連結されるプロセッサと
　を含み、
　前記プロセッサは、
　基地局から、ＥＡＢ（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ａｃｃｅｓｓ　ｂａｒｒｉｎｇ）が適用され
る前記ＵＥのＰＬＭＮ（ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）情報
を含むＥＡＢ情報を受信することと、
　前記ＵＥのＰＬＭＮ情報を、前記ＵＥにより選択されたＰＬＭＮと比較することと、
　ＭＴ（ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ）接続に設定されたＲＲＣ（ｒａｄｉｏ
　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）連結原因を含む特定条件が存在するかどうかを決
定することと、
　前記特定条件が存在すると決定された場合を除いては前記ＥＡＢ情報に基づいて前記Ｅ
ＡＢを実行することと
　を実行するように構成される、ＵＥ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信に関し、より詳しくは、無線通信システムにおける端末の接続を制
御する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＵＭＴＳ（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
ｓ　ｓｙｓｔｅｍ）は、ＧＳＭ（登録商標）（ｇｌｏｂａｌ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｍ
ｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）及びＧＰＲＳ（ｇｅｎｅｒａｌ　ｐａｃｋ
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ｅｔ　ｒａｄｉｏ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ）などのヨーロッパシステム（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　
ｓｙｓｔｅｍ）に基づいてＷＣＤＭＡ（登録商標）（ｗｉｄｅｂａｎｄ　ｃｏｄｅ　ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）で動作する３世帯（３ｒｄ　ｇｅｎｅ
ｒａｔｉｏｎ）非同期（ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ）移動通信システムである。ＵＭＴＳ
のＬＴＥ（ｌｏｎｇ－ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）がＵＭＴＳを標準化した３ＧＰＰ
（３ｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ）によって
議論中である。３ＧＰＰ　ＬＴＥは、高速パケット通信のための技術である。３ＧＰＰ　
ＬＴＥは、ユーザ及びプロバイダの費用減少、サービス品質の向上、拡張されて向上した
カバレッジ及びシステム容量、周波数帯域（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｂａｎｄ）の柔軟な（
ｆｌｅｘｉｂｌｅ）使用、簡単な構造（ｓｉｍｐｌｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）、開放イン
ターフェース（ｏｐｅｎ　ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）、及び端末の適切な電力使用などを要求
する。そのために多くの方式が提案されてきた。
【０００３】
　端末は、基地局とＲＲＣ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）連結され
た後に通信することができる。ユーザが端末の電源を最初オンにした時、端末は、適切な
セルを探索した後、該当セルでＲＲＣアイドル（ｉｄｌｅ）状態（ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ）に
とどまる。ＲＲＣアイドル状態にとどまっていた端末は、ＲＲＣ連結する必要がある時、
ＲＲＣ連結過程（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を介してネット
ワークのＲＲＣ階層とＲＲＣ連結してＲＲＣ連結状態（ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ）に
遷移する。ＲＲＣアイドル状態の端末がＲＲＣ連結する必要がある場合は、様々な場合が
ある。例えば、ユーザの通話試みなどによりアップリンクデータの送信が必要である時、
又はネットワークからページングメッセージを受信した場合、これに対する応答メッセー
ジを送信する時、端末は、ネットワークのＲＲＣ階層とＲＲＣ連結する必要がある。
【０００４】
　一方、状況によって、端末の基地局への接続が制限されることができる。これを接続遮
断（ａｃｃｅｓｓ　ｂａｒｒｉｎｇ）という。ＭＴＣ（ｍａｃｈｉｎｅ　ｔｙｐｅ　ｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）装置（ｄｅｖｉｃｅ）などの多様な種類の装置が導入されるに
つれて、接続遮断が効率的に実行される必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の技術的課題は、無線通信システムにおける端末の接続を制御する方法及び装置
を提供することである。本発明は、ＲＲＣ連結過程でＲＲＣ連結原因（ｅｓｔａｂｌｉｓ
ｈｍｅｎｔ　ｃａｕｓｅ）が着信（ＭＴ；ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ）であ
る場合、拡張された接続遮断（ＥＡＢ；ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ａｃｃｅｓｓ　ｂａｒｒｉｎ
ｇ）を実行せずに接続クラス遮断（ＡＣＢ；ａｃｃｅｓｓ　ｃｌａｓｓ　ｂａｒｒｉｎｇ
）を実行する方法を提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　一態様において、無線通信システムにおける端末（ＵＥ；ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎ
ｔ）の接続制御方法が提供される。前記接続制御方法は、下位階層（ｌｏｗｅｒ　ｌａｙ
ｅｒ）で基地局から１次接続制御情報を含むシステム情報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ）を受信し、前記端末が１次接続制御を実行するように構成され、ＲＲＣ（ｒ
ａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）連結原因（ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ
　ｃａｕｓｅ）が緊急呼び（ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｃａｌｌ）、着信（ＭＴ；ｍｏｂｉｌ
ｅ　ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ）接続、及び高い優先権接続（ｈｉｇｈ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ
　ａｃｃｅｓｓ）のいずれにも設定されない場合、上位階層（ｕｐｐｅｒ　ｌａｙｅｒ）
から前記下位階層に１次接続制御の実行を指示し、前記下位階層で前記１次接続制御を実
行する。
【０００７】
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　他の態様において、無線通信システムにおける端末が提供される。前記端末は、無線信
号を送信又は受信するＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）部、及び前記ＲＦ部と連
結されるプロセッサを含み、前記プロセッサは、下位階層（ｌｏｗｅｒ　ｌａｙｅｒ）で
基地局から１次接続制御情報を含むシステム情報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ）を受信し、前記端末が１次接続制御を実行するように構成され、ＲＲＣ（ｒａｄｉｏ
　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）連結原因（ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｃａｕ
ｓｅ）が緊急呼び（ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｃａｌｌ）、着信（ＭＴ；ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅ
ｒｍｉｎａｔｉｎｇ）接続、及び高い優先権接続（ｈｉｇｈ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ａｃｃ
ｅｓｓ）のいずれにも設定されない場合、上位階層（ｕｐｐｅｒ　ｌａｙｅｒ）から前記
下位階層に１次接続制御の実行を指示し、前記下位階層で前記１次接続制御を実行するよ
うに構成される。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　無線通信システムにおける端末（ＵＥ；ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）の接続制御方
法において、
　基地局から１次接続制御情報を含むシステム情報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ）を受信し、
　前記端末が１次接続制御を実行するように構成され、ＲＲＣ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）連結原因（ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｃａｕｓｅ）が緊急
呼び（ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｃａｌｌ）、着信（ＭＴ；ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｒｍｉｎａｔ
ｉｎｇ）接続、及び高い優先権接続（ｈｉｇｈ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ａｃｃｅｓｓ）のい
ずれにも設定されない場合、上位階層（ｕｐｐｅｒ　ｌａｙｅｒ）から下位階層（ｌｏｗ
ｅｒ　ｌａｙｅｒ）に１次接続制御の実行を指示し、
　前記１次接続制御を実行することを含む方法。
（項目２）
　前記１次接続制御は、拡張された接続遮断（ＥＡＢ；ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ａｃｃｅｓｓ
　ｂａｒｒｉｎｇ）である項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記１次接続制御を実行して遮断されない場合、前記２次接続制御を実行することをさ
らに含む項目１に記載の方法。
（項目４）
　前記２次接続制御は、接続クラス遮断（ＡＣＢ；ａｃｃｅｓｓ　ｃｌａｓｓ　ｂａｒｒ
ｉｎｇ）である項目３に記載の方法。
（項目５）
　前記１次接続制御を実行して遮断されない場合、前記基地局にＲＲＣ連結要求メッセー
ジを送信することをさらに含む項目３に記載の方法。
（項目６）
　前記ＲＲＣ連結要求メッセージは、前記ＲＲＣ連結原因を含む項目５に記載の方法。
（項目７）
　前記基地局から前記端末の識別子（ＩＤ；ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を含むページング（ｐａ
ｇｉｎｇ）メッセージを受信することをさらに含む項目１に記載の方法。
（項目８）
　前記ＲＲＣ連結原因が前記着信接続であると決定される項目７に記載の方法。
（項目９）
　前記ＲＲＣ連結原因が高い優先権接続である場合、前記端末の接続クラスは、１１～１
５のうちいずれか一つである項目１に記載の方法。
（項目１０）
　前記システム情報は、ＳＩＢ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）
１４である項目１に記載の方法。
（項目１１）
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　前記１次接続制御情報は、前記端末の接続クラスによる遮断可否と前記１次接続制御を
適用する端末のＰＬＭＮ（ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）情
報を含む項目１に記載の方法。
（項目１２）
　前記ＲＲＣ連結原因を前記１次接続制御の実行の指示と共に前記上位階層から前記下位
階層に送信することをさらに含む項目１に記載の方法。
（項目１３）
　前記上位階層は、ＮＡＳ（ｎｏｎ－ｓｔｒａｔｕｍ　ａｃｃｅｓｓ）階層である項目１
に記載の方法。
（項目１４）
　前記下位階層は、ＲＲＣ階層である項目１に記載の方法。
（項目１５）
　無線通信システムにおいて、
　無線信号を送信又は受信するＲＦ（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）部；及び、
　前記ＲＦ部と連結されるプロセッサ；を含み、
　前記プロセッサは、
　下位階層（ｌｏｗｅｒ　ｌａｙｅｒ）で基地局から１次接続制御情報を含むシステム情
報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を受信し、
　前記端末が１次接続制御を実行するように構成され、ＲＲＣ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕ
ｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）連結原因（ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　ｃａｕｓｅ）が緊急
呼び（ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｃａｌｌ）、着信（ＭＴ；ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｒｍｉｎａｔ
ｉｎｇ）接続、及び高い優先権接続（ｈｉｇｈ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ａｃｃｅｓｓ）のい
ずれにも設定されない場合、上位階層（ｕｐｐｅｒ　ｌａｙｅｒ）から前記下位階層に１
次接続制御の実行を指示し、
　前記下位階層で前記１次接続制御を実行するように構成される端末。
 
【発明の効果】
【０００８】
　端末が長時間ページングメッセージに応答しない問題を解決することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】無線通信システムを示すブロック図である。
【図２】無線プロトコル構造を示すブロック図である。
【図３】物理チャネルの構造の一例を示す。
【図４】ページングチャネルの送信を示す。
【図５】ＭＴＣの基本的な構造及び通信シナリオを示す。
【図６】本発明の一実施例に係る端末の接続制御方法の一例を示す。
【図７】本発明の実施例が具現される無線通信システムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下の技術は、ＣＤＭＡ（ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅ
ｓｓ）、ＦＤＭＡ（ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃ
ｅｓｓ）、ＴＤＭＡ（ｔｉｍｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）
、ＯＦＤＭＡ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌ
ｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）、ＳＣ－ＦＤＭＡ（ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）などのような多様
な無線通信システムに使われることができる。ＣＤＭＡは、ＵＴＲＡ（ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ）やＣＤＭＡ２０００のような
無線技術（ｒａｄｉｏ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）で具現されることができる。ＴＤＭＡは
、ＧＳＭ（登録商標）（ｇｌｏｂａｌ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍ
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ｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＧＰＲＳ（ｇｅｎｅｒａｌ　ｐａｃｋｅｔ　ｒａｄｉｏ　ｓｅ
ｒｖｉｃｅ）／ＥＤＧＥ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ（
登録商標）　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）のような無線技術で具現されることができる。ＯＦＤ
ＭＡは、ＩＥＥＥ（ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎｉｃｓ　ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２
．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２－２０、Ｅ－ＵＴＲＡ（ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲ
Ａ）などのような無線技術で具現されることができる。ＩＥＥＥ８０２．１６ｍは、ＩＥ
ＥＥ８０２．１６ｅの進化であり、ＩＥＥＥ８０２．１６ｅに基づくシステムとの下位互
換性（ｂａｃｋｗａｒｄ　ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）を提供する。ＵＴＲＡは、ＵＭ
ＴＳ（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｓ
ｙｓｔｅｍ）の一部である。３ＧＰＰ（３ｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｐａｒｔｎｅｒ
ｓｈｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ）ＬＴＥ（ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は、Ｅ
－ＵＴＲＡ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃ
ｅｓｓ）を使用するＥ－ＵＭＴＳ（ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ）の一部であり、ダウンリ
ンクでＯＦＤＭＡを採用し、アップリンクでＳＣ－ＦＤＭＡを採用する。ＬＴＥ－Ａ（ａ
ｄｖａｎｃｅｄ）は、３ＧＰＰ　ＬＴＥの進化である。
【００１１】
　説明を明確にするために、ＬＴＥ－Ａを中心に記述するが、本発明の技術的思想がこれ
に制限されるものではない。
【００１２】
　図１は、無線通信システムを示すブロック図である。
【００１３】
　図１は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＭＴＳ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　ｒａ
ｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ）のネットワーク構造の一例である。Ｅ－ＵＴＲ
ＡＮシステムは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムである。向上したＵＭＴＳは、
端末（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ＵＥ）１０と、端末に制御平面（ｃｏｎｔｒｏｌ
　ｐｌａｎｅ）及びユーザ平面（ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ）を提供する基地局（ｂａｓｅ　
ｓｔａｔｉｏｎ、ＢＳ）２０と、を含む。端末１０は、固定されてもよく、移動性を有し
てもよいし、ＭＳ（ｍｏｂｉｌｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）、ＵＴ（ｕｓｅｒ　ｔｅｒｍｉｎａ
ｌ）、ＳＳ（ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓｔａｔｉｏｎ）、ＭＴ（ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｒｍ
ｉｎａｌ）、無線機器（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｄｅｖｉｃｅ）等、他の用語で呼ばれること
もある。基地局２０は、端末１０と通信する固定局（ｆｉｘｅｄ　ｓｔａｔｉｏｎ）を意
味し、ｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ－ＮｏｄｅＢ）、ＢＴＳ（ｂａｓｅ　ｔｒａｎｓｃｅｉｖ
ｅｒ　ｓｙｓｔｅｍ）、アクセスポイント（ａｃｃｅｓｓ　ｐｏｉｎｔ）等、他の用語で
呼ばれることもある。一つの基地局２０には一つ以上のセルが存在することができる。一
つのセルは、１．２５、２．５、５、１０、及び２０ＭＨｚなどの帯域幅のうち一つに設
定され、複数の端末にダウンリンク又はアップリンク送信サービスを提供する。このとき
、互いに異なるセルは、互いに異なる帯域幅を提供するように設定されることができる。
 
【００１４】
　基地局２０間にはユーザトラフィック又は制御トラフィック送信のためのインターフェ
ースが使われることもできる。基地局２０は、Ｘ２インターフェースを介して互いに連結
されることができる。基地局２０は、Ｓ１インターフェースを介してＥＰＣ（ｅｖｏｌｖ
ｅｄ　ｐａｃｋｅｔ　ｃｏｒｅ）と連結される。より詳しくは、Ｓ１－ＭＭＥを介してＭ
ＭＥ（ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｅｎｔｉｔｙ）３０と連結され、Ｓ１
－Ｕを介してサービングゲートウェイ（ｓｅｒｖｉｎｇ　ｇａｔｅｗａｙ、Ｓ－ＧＷ）３
０と連結される。Ｓ１インターフェースは、基地局２０とＭＭＥ／Ｓ－ＧＷ３０との間に
多対多関係（ｍａｎｙ－ｔｏ－ｍａｎｙ－ｒｅｌａｔｉｏｎ）をサポートする。ＭＭＥは
、端末の接続情報や端末の能力に対する情報を有しており、このような情報は、端末の移
動性管理に主に使われることができる。Ｓ－ＧＷは、Ｅ－ＵＴＲＡＮを終端点として有す
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るゲートウェイであり、ＰＤＮ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）－ＧＷは、
ＰＤＮを終端点として有するゲートウェイである。
【００１５】
　以下、ダウンリンク（ＤＬ；ｄｏｗｎｌｉｎｋ）は、基地局２０から端末１０への通信
を意味し、アップリンク（ＵＬ；ｕｐｌｉｎｋ）は、端末１０から基地局２０への通信を
意味する。ダウンリンクにおいて、送信機は基地局２０の一部であり、受信機は端末１０
の一部である。アップリンクにおいて、送信機は端末１０の一部であり、受信機は基地局
２０の一部である。
【００１６】
　端末とＥ－ＵＴＲＡＮとの間の無線インターフェースプロトコル（ｒａｄｉｏ　ｉｎｔ
ｅｒｆａｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の階層は、通信システムで広く知られた開放型システ
ム間相互接続（ＯＳＩ；ｏｐｅｎ　ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）基
準モデルの下位３個階層に基づいてＬ１（第１の階層）、Ｌ２（第２の階層）、及びＬ３
（第３の階層）に区分されることができる。端末とＥ－ＴＵＲＡＮとの間の無線インター
フェースプロトコルは、水平的に、物理階層、データリンク階層（ｄａｔａ　ｌｉｎｋ　
ｌａｙｅｒ）、及びネットワーク階層（ｎｅｔｗｏｒｋ　ｌａｙｅｒ）に区分されること
ができ、垂直的に、データ情報送信のためのプロトコルスタック（ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｓ
ｔａｃｋ）であるユーザ平面（ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ）と、制御信号送信のためのプロト
コルスタックである制御平面（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｌａｎｅ）と、に区分されることがで
きる。無線プロトコル階層は、端末とネットワークに対（ｐａｉｒ）で存在し、無線区間
のデータ送信を担当する。
【００１７】
　図２は、無線プロトコル構造を示すブロック図である。図２－（ａ）は、ユーザ平面に
対する無線プロトコル構造を示すブロック図であり、図２－（ｂ）は、制御平面に対する
無線プロトコル構造を示すブロック図である。
【００１８】
　図２を参照すると、Ｌ１に属する物理階層（ＰＨＹ；ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ）
は、物理チャネル（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）を利用して上位階層に情報転送
サービス（ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｔｒａｎｓｆｅｒ　ｓｅｒｖｉｃｅ）を提供する。
物理階層は、上位階層であるＭＡＣ（ｍｅｄｉｕｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｏｎｔｒｏｌ）階
層とトランスポートチャネル（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）を介して連結され
ている。トランスポートチャネルを介してＭＡＣ階層と物理階層との間にデータが移動す
る。トランスポートチャネルは、無線インターフェースを介してデータがどのように、ど
んな特徴に送信されるかによって分類される。そして、互いに異なる物理階層間、即ち、
送信機と受信機の物理階層間には物理チャネルを介してデータが移動する。物理階層は、
ＯＦＤＭ（ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅｘｉｎｇ）方式に変調され、時間と周波数を無線リソースとして活用する。
【００１９】
　物理階層で使われる複数個の物理制御チャネルがある。ＰＤＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ
　ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）は、端末にＰＣＨ（ｐａｇｉｎ
ｇ　ｃｈａｎｎｅｌ）とＤＬ－ＳＣＨ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅ
ｌ）のリソース割当及びＤＬ－ＳＣＨと関連したＨＡＲＱ（ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａ
ｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ）情報を知らせる。ＰＤＣＣＨは、端末にアップ
リンク送信のリソース割当を知らせるアップリンクスケジューリンググラント（ｇｒａｎ
ｔ）を伝送することができる。ＰＣＦＩＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏ
ｒｍａｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｃｈａｎｎｅｌ）は、端末にＰＤＣＣＨに使われるＯＦ
ＤＭシンボルの数を知らせ、サブフレーム毎に送信される。ＰＨＩＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　ｈｙｂｒｉｄ　ＡＲＱ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ｃｈａｎｎｅｌ）は、アップリンク送
信の応答としてＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＫ信号を伝送する。ＰＵＣＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａ
ｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ）は、ダウンリンク送信に対するＨ
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ＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＫ、スケジューリング要求、及びＣＱＩのようなアップリンク制御
情報を伝送する。ＰＵＳＣＨ（ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａ
ｎｎｅｌ）は、ＵＬ－ＳＣＨ（ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）を伝送す
る。
【００２０】
　図３は、物理チャネルの構造の一例を示す。
【００２１】
　物理チャネルは、時間領域上にある複数のサブフレーム（ｓｕｂｆｒａｍｅ）と周波数
領域上にある複数の副搬送波（ｓｕｂｃａｒｒｉｅｒ）で構成される。一つのサブフレー
ムは、時間領域上の複数のシンボルで構成される。一つのサブフレームは、複数のリソー
スブロック（ＲＢ；ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｂｌｏｃｋ）で構成され、一つのリソースブロッ
クは、複数のシンボルと複数の副搬送波で構成される。また、各サブフレームは、ＰＤＣ
ＣＨのために該当サブフレームの特定シンボルの特定副搬送波を利用することができる。
例えば、サブフレームの１番目のシンボルがＰＤＣＣＨのために使われることができる。
データが送信される単位時間であるＴＴＩ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｔｉｍｅ　ｉｎ
ｔｅｒｖａｌ）は、１個のサブフレームの長さと同一である。
【００２２】
　ネットワークから端末にデータを送信するＤＬトランスポートチャネルは、システム情
報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を送信するＢＣＨ（ｂｒｏａｄｃａｓｔ　
ｃｈａｎｎｅｌ）、ページングメッセージを送信するＰＣＨ（ｐａｇｉｎｇ　ｃｈａｎｎ
ｅｌ）、及びユーザトラフィックや制御信号を送信するＤＬ－ＳＣＨなどがある。システ
ム情報は、一つ以上のシステム情報ブロックを伝送し、全てのシステム情報ブロックは、
同一周期に送信されることができる。マルチメディアブロードキャスト／マルチキャスト
サービス（ＭＢＭＳ；ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｂｒｏａｄｃａｓｔ／ｍｕｌｔｉｃａｓｔ
　ｓｅｒｖｉｃｅ）のトラフィック又は制御信号は、ＭＣＨ（ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　ｃｈ
ａｎｎｅｌ）を介して送信される。一方、端末からネットワークにデータを送信するＵＬ
トランスポートチャネルは、初期制御メッセージを送信するＲＡＣＨ（ｒａｎｄｏｍ　ａ
ｃｃｅｓｓ　ｃｈａｎｎｅｌ）と、ユーザトラフィックや制御信号を送信するＵＬ－ＳＣ
Ｈなどがある。
【００２３】
　Ｌ２に属するＭＡＣ階層は、論理チャネルを介して上位階層であるＲＬＣ（ｒａｄｉｏ
　ｌｉｎｋ　ｃｏｎｔｒｏｌ）階層にサービスを提供する。ＭＡＣ階層の機能は、論理チ
ャネルらとトランスポートチャネルらとの間のマッピング及び論理チャネルに属するＭＡ
Ｃ　ＳＤＵ（ｓｅｒｖｉｃｅ　ｄａｔａ　ｕｎｉｔ）のトランスポートチャネル上に物理
チャネルに提供されるトランスポートブロック（ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｂｌｏｃｋ）への
多重化／逆多重化を含む。論理チャネルらは、トランスポートチャネルらの上位にあり、
トランスポートチャネルらにマッピングされる。論理チャネルらは、制御領域情報の伝達
のための制御チャネルと、ユーザ領域情報の伝達のためのトラフィックチャネルと、に分
けられる。
 
【００２４】
　Ｌ２に属するＲＬＣ階層は、信頼性のあるデータの送信をサポートする。ＲＬＣ階層の
機能は、ＲＬＣ　ＳＤＵの連結（ｃｏｎｃａｔｅｎａｔｉｏｎ）、分割（ｓｅｇｍｅｎｔ
ａｔｉｏｎ）、及び再結合（ｒｅａｓｓｅｍｂｌｙ）を含む。無線ベアラ（ＲＢ；ｒａｄ
ｉｏ　ｂｅａｒｅｒ）が要求する多様なＱｏＳ（ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　ｓｅｒｖｉｃｅ
）を保障するために、ＲＬＣ階層は、透明モード（ＴＭ；ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　ｍｏ
ｄｅ）、非確認モード（ＵＭ；ｕｎａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｄ　ｍｏｄｅ）、及び確認モ
ード（ＡＭ；ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｄ　ｍｏｄｅ）の三つの動作モードを提供する。Ａ
Ｍ　ＲＬＣは、ＡＲＱ（ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　ｒｅｑｕｅｓｔ）を介して
エラー訂正を提供する。一方、ＲＬＣ階層の機能は、ＭＡＣ階層内部の機能ブロックで具
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現されることができ、このとき、ＲＬＣ階層は存在しないこともある。
【００２５】
　ＰＤＣＰ（ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ　ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）階
層は、Ｌ２に属する。ユーザ平面でのＰＤＣＰ階層の機能は、ユーザデータの伝達、ヘッ
ダ圧縮（ｈｅａｄｅｒ　ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）、及び暗号化（ｃｉｐｈｅｒｉｎｇ）
を含む。ヘッダ圧縮は、帯域幅が小さい無線区間で効率的な送信をサポートするために、
相対的に大きさが大きくて不必要な制御情報を含んでいるＩＰパケットヘッダサイズを減
らす機能をする。制御平面でのＰＤＣＰ階層の機能は、制御平面データの伝達及び暗号化
／完全性保護（ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ　ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）を含む。
【００２６】
　Ｌ３が属するＲＲＣ（ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）階層は、制御
平面でのみ定義される。ＲＲＣ階層は、端末とネットワークとの間の無線リソースを制御
する役割を実行する。そのために、端末とネットワークは、ＲＲＣ階層を介してＲＲＣメ
ッセージを互いに交換する。ＲＲＣ階層は、ＲＢの設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）
、再設定（ｒｅ－ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）、及び解除（ｒｅｌｅａｓｅ）と関連し
て論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルの制御を担当する。ＲＢは
、端末とネットワークとの間のデータ伝達のためにＬ２により提供される論理的経路を意
味する。ＲＢが設定されるとは、特定サービスを提供するために無線プロトコル階層及び
チャネルの特性を規定し、それぞれの具体的なパラメータ及び動作方法を設定することを
意味する。また、ＲＢは、ＳＲＢ（ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　ＲＢ）とＤＲＢ（ｄａｔａ　Ｒ
Ｂ）の二つに分けられることができる。ＳＲＢは、制御平面でＲＲＣメッセージを送信す
る通路として使われ、ＤＲＢは、ユーザ平面でユーザデータを送信する通路として使われ
る。
【００２７】
　ＲＲＣ状態は、端末のＲＲＣとネットワークのＲＲＣが論理的に連結されているかどう
かを指示する。即ち、端末のＲＲＣ階層とネットワークのＲＲＣ階層が連結（ｃｏｎｎｅ
ｃｔｉｏｎ）されている場合、端末は、ＲＲＣ連結状態（ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ）
にあるようになる。端末のＲＲＣ階層とネットワークのＲＲＣ階層が連結されていない場
合、端末は、ＲＲＣアイドル状態（ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ）にあるようになる。ネットワーク
は、ＲＲＣ連結状態にある端末の存在をセル単位で把握することができ、端末を効果的に
制御することができる。一方、ネットワークは、ＲＲＣアイドル状態にある端末の存在を
把握することができず、コアネットワーク（ＣＮ；ｃｏｒｅ　ｎｅｔｒｏｗｋ）がセルよ
り大きい地域単位であるトラッキング領域（ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ）単位に管理す
る。即ち、ＲＲＣアイドル状態の端末は、トラッキング領域単位に存在可否のみが把握さ
れ、音声やデータのような通常の移動通信サービスを受けるためにはＲＲＣ連結状態に遷
移しなければならない。
【００２８】
　ＲＲＣ階層上位に位置するＮＡＳ（ｎｏｎ－ａｃｃｅｓｓ　ｓｔｒａｔｕｍ）階層は、
セッション管理（ｓｅｓｓｉｏｎ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）と移動性管理（ｍｏｂｉｌｉ
ｔｙ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）などの機能を実行する。ＮＡＳ階層で端末の移動性を管理
するためにＥＭＭ（ＥＰＳ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）登録状態（ＥＭ
Ｍ－ＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ）及びＥＭＭ登録解除状態（ＥＭＭ－ＤＥＲＥＧＩＳＴＥＲＥ
Ｄ）が定義されることができる。ＥＭＭ登録状態及びＥＭＭ登録解除状態は、端末とＭＭ
Ｅに適用されることができる。初期端末は、ＥＭＭ登録解除状態にあり、この端末がネッ
トワークに接続するために初期接続（ｉｎｉｔｉａｌ　ａｔｔａｃｈ）手順を介して該当
ネットワークに登録する過程を実行する。接続手順が成功的に実行されると、端末及びＭ
ＭＥは、ＥＭＭ登録状態となる。
【００２９】
　また、端末とＥＰＣとの間のシグナリング連結（ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　ｃｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎ）を管理するためにＥＣＭ（ＥＰＳ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｍａｎａｇｅｍｅｎ
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ｔ）アイドル状態（ＥＣＭ－ＩＤＬＥ）及びＥＣＭ連結状態（ＥＣＭ－ＣＯＮＮＥＣＴＥ
Ｄ）が定義されることができる。ＥＭＭアイドル状態及びＥＭＭ連結解除状態も端末とＭ
ＭＥに適用されることができる。ＥＣＭアイドル状態の端末がネットワークとＲＲＣ連結
すると、該当端末は、ＥＣＭ連結状態となる。ＥＣＭアイドル状態のＭＭＥは、ネットワ
ークとＳ１連結すると、ＥＣＭ連結状態となる。端末がＥＣＭアイドル状態にある時、ネ
ットワークは、端末のコンテキスト（ｃｏｎｔｅｘｔ）情報を有していない。したがって
、ＥＣＭアイドル状態の端末は、ネットワークの命令を受ける必要無しにセル選択（ｃｅ
ｌｌ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）又はセル再選択（ｃｅｌｌ　ｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）のよ
うな端末ベースの移動性関連手順を実行することができる。一方、端末がＥＣＭ連結状態
にある時、端末の移動性は、ネットワークの命令によって管理される。ＥＣＭアイドル状
態で、端末の位置が、ネットワークが知っている位置と変わる場合、端末は、トラッキン
グ領域アップデート手順を介してネットワークに該当端末の位置を知らせることができる
。
【００３０】
　図４は、ページングチャネルの送信を示す。
【００３１】
　ページングチャネルは、ネットワークが特定端末に送信するデータ又は特定端末に到着
した呼び（ｃａｌｌ）がある場合、該当端末を探してウェイク（ｗａｋｅ）するために使
われることができる。ページングメッセージを送信するために、ネットワークは、該当端
末が現在どの位置領域（ｌｏｃａｔｉｏｎ　ａｒｅａ）にあるかを判断し、該当端末があ
る位置領域に属する一つのセルを介してページングメッセージを送信する。そのために、
端末は、位置領域が変更される度にネットワークに位置領域が変更されたことをネットワ
ークに知らせ、これを位置領域アップデート過程という。
【００３２】
　また、ページングメッセージを受信する端末は、電力消費減少を目的にしてＤＲＸ（ｄ
ｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ）を実行することができる。そのために
、ネットワークは、ページング周期（ｐａｇｉｎｇ　ｃｙｃｌｅ）と呼ばれる時間周期毎
に複数のページング機会（ｐａｇｉｎｇ　ｏｃｃａｓｉｏｎ）を構成し、特定端末は、特
定ページング機会のみを受信してページングメッセージを取得することができる。図４を
参照すると、一つのページング周期が８個のページング機会で構成され、端末は、８個の
ページング機会のうち一つのページング機会のみを介してページングメッセージを受信す
る。端末は、特定ページング機会外の時間にはページングチャネルを受信しない。また、
一つのページング機会は、一つのＴＴＩに対応されることができる。
【００３３】
　システム情報（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）は、端末が基地局に接続する
ために知るべき必須情報を含む。端末は、基地局に接続する前にシステム情報を全部受信
しなければならず、常に最新のシステム情報を有しなければならない。そして、システム
情報は、一つのセル内の全ての端末が知るべき情報であるため、基地局は、周期的にシス
テム情報を送信する。
【００３４】
　システム情報は、ＭＩＢ（ｍａｓｔｅｒ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）、Ｓ
Ｂ（ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　ｂｌｏｃｋ）、及びＳＩＢ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ）に区分されることができる。ＭＩＢは、該当セルの物理的構成、
例えば、帯域幅などを端末に知らせる。ＳＢは、ＳＩＢの送信情報、例えば、ＳＩＢの送
信周期などを端末に知らせる。ＳＩＢは、互いに関連あるシステム情報の集合体である。
例えば、あるＳＩＢは、周辺のセルの情報のみを含み、あるＳＩＢは、端末が使用するア
ップリンク無線チャネルの情報のみを含むことができる。
【００３５】
　基地局は、端末にシステム情報の変更可否を知らせるためにページングメッセージを送
信することができる。このとき、ページングメッセージは、システム情報変更指示子を含
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むことができる。端末は、ページング周期によってページングメッセージを受信し、ペー
ジングメッセージがシステム情報変更指示子を含む場合、ＢＣＣＨを介して送信されるシ
ステム情報を受信することができる。
【００３６】
　ＭＴＣ（ｍａｃｈｉｎｅ　ｔｙｐｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）は、人間の介入無
しに機械と機械との間に通信が行われることを意味する。ＭＴＣに使われる端末をＭＴＣ
装置（ｄｅｖｉｃｅ）ということができる。ＭＴＣは、Ｍ２Ｍ（ｍａｃｈｉｎｅ　ｔｏ　
ｍａｃｈｉｎｅ）と呼ばれることもある。ＭＴＣを介して提供されるサービスは、人間が
介入する既存の通信でのサービスとは差別性を有し、多様な範ちゅうのサービスが提供さ
れることができる。例えば、トラッキング（ｔｒａｃｋｉｎｇ）、計量（ｍｅｔｅｒｉｎ
ｇ）、支払（ｐａｙｍｅｎｔ）、医療、及び遠隔調整などの多様なサービスがＭＴＣを介
して提供されることができる。
【００３７】
　図５は、ＭＴＣの基本的な構造及び通信シナリオを示す。
【００３８】
　ＭＴＣ通信は、アプリケーション領域（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｄｏｍａｉｎ）、オ
ペレータ領域（ｏｐｅｒａｔｏｒ　ｄｏｍａｉｎ）、及び装置領域（ｄｅｖｉｃｅ　ｄｏ
ｍａｉｎ）に分けられることができる。装置領域のＭＴＣ装置は、他のＭＴＣ機器やＭＴ
Ｃサーバとオペレータ領域のＰＬＭＮ（ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）を介して通信を実行することができる。アプリケーション領域のＭＴＣサーバ
は、ＭＴＣ機器を介して提供されるサービスである計量、道路情報、ユーザ電子装置調整
などをＭＴＣユーザ（ｕｓｅｒ）に提供することができる。
【００３９】
　ＭＴＣサービスを効率的にサポートするために、ＭＴＣ機器の低移動性（ｌｏｗ　ｍｏ
ｂｉｌｉｔｙ）、時間遅延性（ｔｉｍｅ　ｔｏｌｅｒａｎｔ）、小さいデータ送信（ｓｍ
ａｌｌ　ｄａｔａ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ）などの特性が考慮されることができる。
また、数多くのＭＴＣ機器が一つのセル内に存在することができると仮定することができ
る。
【００４０】
　以下、接続クラス遮断（ＡＣＢ；ａｃｃｅｓｓ　ｃｌａｓｓ　ｂａｒｒｉｎｇ）及び拡
張された接続遮断（ＥＡＢ；ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ａｃｃｅｓｓ　ｂａｒｒｉｎｇ）に対し
て説明する。まず、ＡＣＢに対して説明する。これは３ＧＰＰ　ＴＳ　２２．０１１　Ｖ
１０．３．０の４．３．１節を参照することができる。
【００４１】
　サービスユーザは、ＡＣＢメカニズムを使用して無線アクセスネットワークに優先的に
接続する権利を得ることができる。ＡＣＢメカニズムは、割り当てられた接続クラスに基
づいて端末に接続優先権を提供することができる。サービスユーザが特別な接続クラスの
うちいずれか一つに属する場合、該当端末は、他の端末と比較して混雑した状況でネット
ワークに優先的に接続することができる。
【００４２】
　端末が、許容されたクラスに対応されるいずれか一つの接続クラスのメンバであり、接
続クラスがサービングネットワークで適用可能な場合、接続試みが許容されることができ
る。そうでない場合には接続試みが許容されない。また、共通的な接続が許容されるとし
ても、サービングネットワークは、端末が位置登録（ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｇｉｓｔｒ
ａｔｉｏｎ）を実行するように制限されると指示することができる。端末がページングに
対して応答する場合、端末は、一般的に定義された過程に従うことができる。
【００４３】
　ＡＣＢを適用するための要求事項（ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ）は、下記の通りである。
【００４４】
　－サービングネットワークは、接続クラス０－９に共通的に適用される平均接続制御期
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間（ｍｅａｎ　ｄｕｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｏｎｔｒｏｌ）と遮断率（ｂ
ａｒｒｉｎｇ　ｒａｔｅ）を端末に放送する。これは接続クラス１１－１５に対しても同
一に適用されることができる。
【００４５】
　－ネットワークは、接続試みのタイプに基づいて接続制御をサポートすることができる
。ネットワークは、発信（ＭＯ；ｍｏｂｉｌｅ　ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ）、着信（ｍｏ
ｂｉｌｅ　ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ）、及び位置登録（ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｇｉｓｔ
ｒａｔｉｏｎ）などの接続試みのタイプに基づいて接続制御を組合せることができる。平
均接続制御期間及び遮断率は、各接続試みタイプに対して放送されることができる。
【００４６】
　－端末は、サービングネットワークから提供された情報に基づいて遮断状態（ｂａｒｒ
ｉｎｇ　ｓｔａｔｕｓ）を決定し、それによる接続試みを実行する。端末は、連結設定を
初期化する時、０と１との間の任意値を生成し、これを現在遮断率と比較して端末が遮断
されたかどうかを判断することができる。任意値が遮断率より小さく、接続試みのタイプ
が許容されたと指示された場合、接続試みは、許容されることができる。そうでない場合
、接続試みは許容されない。接続試みが許容されない場合、同一タイプによる追加的な接
続試みは、平均接続制御期間に基づいて計算された特定期間遮断される。
【００４７】
　端末のＮＡＳ階層がＲＲＣ連結を要求すると、端末のＲＲＣの階層は、ＡＣＢを実行し
、ＡＣＢを通過した場合にのみランダムアクセス手順（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｐ
ｒｏｃｅｄｕｒｅ）を介してＲＲＣ連結要求メッセージを基地局に送信する。ＡＣＢを実
行するために、端末のＲＲＣ階層は、セルが放送するシステム情報を介してＡＣＢ情報を
取得することができる。ＡＣＢ情報は、互いに異なるＲＲＣ連結原因（ｅｓｔａｂｌｉｓ
ｈｍｅｎｔ　ｃａｕｓｅ）に対して互いに異なる遮断時間（ｂａｒｒｉｎｇ　ｔｉｍｅ）
と遮断因子（ｂａｒｒｉｎｇ　ｆａｃｔｏｒ）を含むことができる。ＡＣＢ情報を送信す
るシステム情報は、ＳＩＢ２である。
【００４８】
　端末のＮＡＳ階層がＲＲＣ連結を要求すると、ＮＡＳ階層は、ＲＲＣ連結原因を知らせ
、端末のＲＲＣ階層は、ＲＲＣ連結原因に対応される遮断時間と遮断因子を利用してＡＣ
Ｂを実行する。ＡＣＢを実行する時、端末のＲＲＣ階層は、任意の値を生成し、これを遮
断因子と比較し、生成された任意の値が遮断因子より大きいか小さいかによって遮断を実
行するかどうかを決定することができる。遮断を実行するようになると、端末は、遮断時
間中ＲＲＣ連結要求メッセージを送信することができない。
 
【００４９】
　以下、ＥＡＢに対して説明する。これは３ＧＰＰ　ＴＳ　２２．０１１　Ｖ１０．３．
０の４．３．４節を参照することができる。
【００５０】
　ＥＡＢは、オペレータがアクセスネットワーク及び／又はコアネットワークのオーバー
ロード（ｏｖｅｒｌｏａｄ）を防止するために、ＥＡＢを実行すると設定された端末のｍ
ｏｂｉｌｅ　ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ（ＭＯ）接続試みを制御するためのメカニズムであ
る。混雑状況で、オペレータは、ＥＡＢを実行するように設定された端末からの接続を制
限することができる。ＥＡＢを実行するように設定された端末は、他の端末より時間遅延
に敏感でない端末である。例えば、ＭＴＣ装置に対してＥＡＢが実行されることができる
。
【００５１】
　ＥＡＢを適用するための要求事項（ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ）は、下記の通りである。
【００５２】
　－端末は、ＨＰＬＭＮ（ｈｏｍｅ　ＰＬＭＮ）によってＥＡＢを実行するように設定さ
れることができる。
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【００５３】
　－ＥＡＢは、全ての３ＧＰＰ無線ネットワーク技術に適用可能である。
【００５４】
　－ＥＡＢは、端末がＨＰＬＭＮ内にあるか、ＶＰＬＭＮ（ｖｉｓｉｔｅｄ　ＰＬＭＮ）
内にあるかに関係無しに適用可能である。
【００５５】
　－ネットワークは、ＥＡＢ情報を放送する。
【００５６】
　－ＥＡＢ情報は、接続クラス０－９に対する拡張された遮断情報を含むことができる。
【００５７】
　－ＥＡＢを実行するように設定された端末は、ネットワークにより放送されたＥＡＢ情
報を判断する時、ネットワークに対する接続が遮断されたかどうかを判断するために割り
当てられた接続クラスを使用することができる。
【００５８】
　－ＥＡＢを実行するように設定された端末が緊急呼び（ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｃａｌｌ
）を初期化する場合、又はネットワークにより許容された１１－１５の接続クラスのメン
バである場合、端末は、ネットワークから放送されるどのようなＥＡＢ情報も無視可能で
ある。接続クラス１１－１５は、高い優先権（ｈｉｇｈ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）を有する接
続クラスである。
【００５９】
　－ネットワークがＥＡＢ情報を放送しない場合、端末は、ＥＡＢを実行せずにＡＣＢを
実行することができる。
【００６０】
　－ネットワークによって放送されたＥＡＢ情報が端末を遮断しない場合にも、端末は、
ＥＡＢを実行せずにＡＣＢを実行することができる。
【００６１】
　オペレータがＥＡＢを適用するに適当であると判断すると、ネットワークは、特定領域
内の端末に対してＥＡＢ情報を放送する。ＥＡＢを実行するように設定された端末は、端
末がＥＡＢ情報を放送するセル内にある場合、端末のＮＡＳ階層の要求によって端末のＲ
ＲＣ階層を介してＥＡＢを実行することができる。端末のＲＲＣ階層は、ＡＣＢ実行以前
にＥＡＢを実行し、ＥＡＢを通過した場合にＡＣＢを実行する。
【００６２】
　以下、提案された端末の接続制御方法に対して説明する。
【００６３】
　一般的に端末がページングメッセージを受信すると、端末は、ＲＲＣ連結過程を実行す
る。しかし、ＥＡＢが実行される場合、端末が長時間ページングメッセージに応答しなく
なる問題が発生することができる。端末がページングメッセージに応答しない場合、ネッ
トワークがあまりにも広い地域にページングメッセージを数回繰り返して送信するため、
リソースを浪費する問題が発生することができる。
【００６４】
　したがって、このような問題点を解決するために、端末の接続を制御するとき、設定原
因が着信（ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ）である場合にＥＡＢを実行せずにＡ
ＣＢを実行するようにする方法が提案されることができる。即ち、基地局とのＲＲＣ連結
設定のために、ＥＡＢとＡＣＢを順次に実行するように設定された端末は、設定原因が着
信である場合にはＥＡＢを実行せずにＡＣＢのみを実行し、ＡＣＢを通過した場合、基地
局とのＲＲＣ連結設定を要求することができる。
【００６５】
　図６は、本発明の一実施例に係る端末の接続制御方法の一例を示す。
【００６６】
　１．基地局は、ＥＡＢの実行のためにＥＡＢ情報を含むＳＩＢ１４を放送する。ＥＡＢ
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情報は、端末の接続クラスによる遮断可否とＥＡＢを適用する端末のＰＬＭＮ情報を含む
ことができる。ＥＡＢを実行するように設定された端末は、ＲＲＣ階層を介して現在セル
が放送するＥＡＢ情報を取得する。端末のＲＲＣ階層は、取得したＥＡＢ情報を端末のＮ
ＡＳ階層に伝達することができる。一方、ＥＡＢを実行しないように設定された端末は、
ＥＡＢ情報を含むＳＩＢ１４を受信しない。
【００６７】
　２．端末のＮＡＳ階層は、現在セルのＥＡＢ情報に含まれている端末のＰＬＭＮ情報と
端末が選択したＰＬＭＮを比較し、端末が現在セルでＥＡＢを実行すべきであるかどうか
を決定することができる。
【００６８】
　３．端末のＮＡＳ階層は、初期端末メッセージ（例えば、サービス要求（ｓｅｒｖｉｃ
ｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ）、トラッキング領域アップデート要求（ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅ
ａ　ｕｐｄａｔｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ）、拡張サービス要求（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ｓｅｒｖ
ｉｃｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ））などを送信するために、端末のＲＲＣ階層にＲＲＣ連結を要
求する。そのために、端末のＮＡＳ階層は、端末のＲＲＣ階層に初期端末メッセージと共
に接続制御の目的及び連結原因を知らせる。
【００６９】
　端末のＮＡＳ階層は、現在ＲＲＣ連結要求のためにＥＡＢを実行すべきであるかどうか
を決定し、ＥＡＢを実行すべき場合、端末のＲＲＣ階層にＥＡＢの実行を指示する。端末
のＮＡＳ階層は、連結原因によって端末のＲＲＣ階層にＥＡＢを実行すべきであるかどう
かを知らせることができる。端末のＮＡＳ階層は、連結原因が着信（ＭＴ；ｍｏｂｉｌｅ
　ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎｇ）、緊急呼び（ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　ｃａｌｌ）又は高い優先
権接続（ｈｉｇｈ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ａｃｃｅｓｓ）である場合、端末のＲＲＣ階層に
ＥＡＢを実行しないように指示することができる。これを除いた残りの連結原因、例えば
、連結原因が発信（ＭＯ；ｍｏｂｉｌｅ　ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ）データ、発信シグナ
リング、遅延耐性接続（ｄｅｌａｙ　ｔｏｌｅｒａｎｔ　ａｃｃｅｓｓ）などである場合
、端末のＮＡＳ階層は、端末のＲＲＣ階層にＥＡＢを実行するように指示することができ
る。図５では連結原因が発信データであると仮定する。
【００７０】
　４．端末のＮＡＳ階層がＥＡＢの実行を指示した場合、端末のＲＲＣ階層は、ＥＡＢを
実行する。端末は、セルが放送する最新のＥＡＢ情報を知っているべきである。ＥＡＢ情
報は、０～９の接続クラスに対して各々遮断可否を指示する。したがって、ＥＡＢを実行
する時、端末のＲＲＣ階層は、端末のＵＳＩＭ（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｓｕｂｓｃｒｉｂ
ｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ　ｍｏｄｕｌｅ）に格納された０～９の接続クラスがＥＡＢ情報
によって遮断されるかどうかを確認することができる。端末の接続クラスがＥＡＢ情報に
よって遮断されると、端末は、ＲＲＣ連結要求を基地局に送信しない。即ち、ＲＲＣ連結
設定過程が終了される。端末の接続クラスがＥＡＢ情報によって遮断されないと、ＥＡＢ
を通過するようになる。
【００７１】
　５．端末のＲＲＣ階層がＥＡＢを通過すると、端末のＲＲＣ階層は、ＡＣＢを実行する
。端末は、現在セルが放送する最新のＡＣＢ情報に基づいてＡＣＢを実行する。端末は、
現在ＲＲＣ連結要求の連結原因に対応されるＡＣＢ情報、即ち、遮断時間と遮断因子に基
づいて端末の遮断可否を決定することができる。遮断されなくてＡＣＢを通過する場合、
端末は、ＲＲＣ連結要求を基地局に送信し、基地局とＲＲＣ連結する。このとき、ＲＲＣ
連結要求は、ＲＲＣ連結の連結原因を含むことができる。以後、基地局は、ＲＲＣ連結解
除メッセージを介して端末とのＲＲＣ連結を解除することができる。
【００７２】
　６．ＲＲＣ連結されないアイドル状態の端末のＲＲＣ階層は、選択したセルから放送さ
れるＳＩＢ１４を受信し、ＥＡＢ情報を取得する。端末のＲＲＣ階層は、取得したＥＡＢ
情報を端末のＮＡＳ階層に伝達することができる。端末のＮＡＳ階層は、現在セルのＥＡ
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Ｂ情報に含まれている端末のＰＬＭＮ情報と端末が選択したＰＬＭＮを比較し、端末が現
在セルでＥＡＢを実行すべきであるかどうかを決定することができる。
【００７３】
　７．アイドル状態の端末のＲＲＣ階層は、周期的にページングメッセージの送信をモニ
タリングする。もし、端末の識別子を含むページングメッセージを受信する場合、端末の
ＲＲＣ階層は、ページングメッセージに含まれている端末の識別子を端末のＮＡＳ階層に
伝達する。
【００７４】
　８．該当端末の識別子を含むページングメッセージを受信した場合、端末のＮＡＳ階層
は、連結原因が着信接続（ＭＴ　ａｃｃｅｓｓ）であるＲＲＣ連結要求を端末のＲＲＣ階
層に指示する。このとき、端末のＮＡＳ階層は、サービス要求メッセージを伝達すると同
時に連結原因が着信接続であることを端末のＲＲＣ階層に知らせることができる。連結原
因が着信接続であるため、端末のＮＡＳ階層は、端末のＲＲＣ階層にＥＡＢの実行を指示
しない。
【００７５】
　９．端末のＮＡＳ階層がＥＡＢの実行を指示しなかったため、端末のＲＲＣ階層は、Ｒ
ＲＣ連結要求のためにＡＣＢを実行する。ＡＣＢの実行結果、端末が遮断されない場合、
端末は、ＲＲＣ連結要求を基地局に送信することができる。ＲＲＣ連結要求は、ＲＲＣ連
結の連結原因を含むことができる。ＡＣＢの実行結果、端末が遮断される場合、端末は、
基地局へのＲＲＣ連結が遮断される。
【００７６】
　図７は、本発明の実施例が具現される無線通信システムのブロック図である。
【００７７】
　基地局８００は、プロセッサ（ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）８１０、メモリ（ｍｅｍｏｒｙ）
８２０、及びＲＦ部（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｕｎｉｔ）８３０を含む。プロ
セッサ８１０は、提案された機能、過程及び／又は方法を具現する。無線インターフェー
スプロトコルの階層は、プロセッサ８１０により具現されることができる。メモリ８２０
は、プロセッサ８１０と連結され、プロセッサ８１０を駆動するための多様な情報を格納
する。ＲＦ部８３０は、プロセッサ８１０と連結され、無線信号を送信及び／又は受信す
る。
【００７８】
　端末９００は、プロセッサ９１０、メモリ９２０、及びＲＦ部９３０を含む。プロセッ
サ９１０は、提案された機能、過程及び／又は方法を具現する。無線インターフェースプ
ロトコルの階層は、プロセッサ９１０により具現されることができる。メモリ９２０は、
プロセッサ９１０と連結され、プロセッサ９１０を駆動するための多様な情報を格納する
。ＲＦ部９３０は、プロセッサ９１０と連結され、無線信号を送信及び／又は受信する。
【００７９】
　プロセッサ８１０、９１０は、ＡＳＩＣ（ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ－ｓｐｅｃｉｆｉｃ
　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、他のチップセット、論理回路及び／又はデ
ータ処理装置を含むことができる。メモリ８２０、９２０は、ＲＯＭ（ｒｅａｄ－ｏｎｌ
ｙ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＲＡＭ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシ
ュメモリ、メモリカード、格納媒体及び／又は他の格納装置を含むことができる。ＲＦ部
８３０、９３０は、無線信号を処理するためのベースバンド回路を含むことができる。実
施例がソフトウェアで具現される時、前述した技法は前述した機能を実行するモジュール
（過程、機能など）で具現されることができる。モジュールは、メモリ８２０、９２０に
格納され、プロセッサ８１０、９１０により実行されることができる。メモリ８２０、９
２０は、プロセッサ８１０、９１０の内部又は外部にあり、よく知られた多様な手段によ
りプロセッサ８１０、９１０と連結されることができる。
【００８０】
　前述した例示的なシステムにおいて、方法は、一連のステップ又はブロックで順序図に
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基づいて説明されているが、本発明は、ステップの順序に限定されるものではなく、ある
ステップは、前述と異なるステップと、他の順序に又は同時に発生することができる。ま
た、当業者であれば、順序図に示すステップが排他的でなく、他のステップが含まれ、又
は順序図の一つ又はそれ以上のステップが本発明の範囲に影響を及ぼさずに削除可能であ
ることを理解することができる。

【図１】 【図２（ａ）】

【図２（ｂ）】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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