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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　輻輳したネットワークにおいて拡張サービス要求メッセージを送信するための、無線送
信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）において実施される方法であって、
　タイマー値を含むメッセージを受信するステップと、
　前記タイマー値に基づいて、前記ＷＴＲＵのタイマーを設定するステップと、
　前記タイマーをアクティブ化するステップであって、前記ＷＴＲＵは、緊急コールに対
するモバイル発信（ＭＯ）回線交換（ＣＳ）フォールバックを除き、前記タイマーが満了
するまで、ＭＯサービスに対する拡張サービス要求メッセージを、ネットワークへ送信す
ることを試みないように構成されている、ステップと
　を備えたことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記拡張サービス要求メッセージは、拡張ＣＳサービス要求メッセージであることを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記受信されたメッセージは、ＣＳサービスが、前記タイマー値によって示される時間
の間は一時的に利用できないことを示す、進化型パケットシステムモビリティ管理（ＥＭ
Ｍ）原因コードをさらに含んでいることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
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　タイマーと、
　タイマー値を含むメッセージを受信するように構成された受信機と、
　前記タイマー値に基づいて前記タイマーを設定し、および、前記タイマーをアクティブ
化するように構成されたプロセッサであって、前記プロセッサは、緊急コールに対するモ
バイル発信（ＭＯ）回線交換（ＣＳ）フォールバックを除き、前記タイマーが満了するま
で、前記ＷＴＲＵが、ＭＯサービスに対する拡張サービス要求メッセージをネットワーク
へ送信することを止める、プロセッサと
　を備えたことを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項５】
　前記受信されたメッセージは、ＣＳサービスが、前記タイマー値によって示される時間
の間は一時的に利用できないことを示す、進化型パケットシステムモビリティ管理（ＥＭ
Ｍ）原因コードをさらに含んでいることを特徴とする請求項４に記載のＷＴＲＵ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、無線通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本出願は、参照により内容を本願に援用する、２０１０年６月７日に出願した米国特許
仮出願第６１／３５２０９６号明細書、２０１０年６月１５日に出願した米国特許仮出願
第６１／３５４９７９号明細書、２０１０年６月２８日に出願した米国特許仮出願第６１
／３５９０６３号明細書、および２０１１年５月９日に出願した米国特許仮出願第６１／
４８４１１５号明細書の利益を主張するものである。
【０００３】
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）がＥ－ＵＴＲＡＮ（evolved universal terrestr
ial radio access network）によりサービスを提供される場合、ＥＰＳ（evolved packet
 system）における回線交換（ＣＳ）フォールバック（ＣＳＦＢ：circuit switched fall
back）は、音声およびその他のＣＳドメインサービスのプロビジョニング（provisioning
）を可能にする。図１Ａは、ＣＳＦＢ対応のＷＴＲＵ１０５、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１１０、モ
ビリティマネジメントエンティティ（ＭＭＥ：mobility management entity）１１５、移
動通信交換局（ＭＳＣ：mobile switching center）／ＶＬＲ（visitor location regist
er）１２０、（ＧＳＭ（登録商標））／ＧＥＲＡＮ（enhanced data rates for GSM evol
ution（EDGE））１２５、ＵＴＲＡＮ１３０、およびＧＰＲＳ（general packet radio se
rvice）サポートノード（ＳＧＳＮ）１３５を含む従来のＥＰＳアーキテクチャ１００を
示す。ＷＴＲＵ１０５は、少なくとも１つのタイマー１４０を含むことができる。ＭＭＥ
１１５は、ＳＧインターフェイス１４５を介して、ＭＳＣ／ＶＬＲ１２０と通信する。シ
ョートメッセージサービス（ＳＭＳ）のような、ＣＳＦＢおよびインターネットプロトコ
ル（ＩＰ）マルチメディアサブシステム（ＩＭＳ：Internet Protocol Multimedia Subsy
stem）ベースのサービスは、従来のＥＰＳアーキテクチャ１００で共存することができる
。ＣＳＦＢ対応のＷＴＲＵ１０５は、ＩＭＳ音声サービスを提供するため、ＧＥＲＡＮ１
３０またはＵＴＲＡＮ１２５を使用してＣＳドメインに接続し、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１１０を
使用してパケット交換（ＰＳ）ドメイン（たとえば、ＬＴＥ（ロングタームエボリューシ
ョン）ネットワーク）に接続することができる。図１Ａの従来のＥＰＳアーキテクチャ１
００は、ＷＴＲＵ１０５がＰＳドメインを使用して、ＳＭＳのようなＣＳサービスを受信
し、ＣＳコールを発信することを可能にする。しかし、ＣＳ音声および位置情報サービス
のようなその他のサービスでは、ＣＳドメインが音声または位置情報サービスデータの実
際の交換を目的として使用されることが必要となる。ＷＴＲＵ１０５がＰＳおよびＣＳド
メインのいずれともアクセスするために、ＷＴＲＵ１０５は、結合型ＥＰＳ／ＩＭＳＩ（
国際移動体加入者識別情報：international mobile subscriber identity）登録プロシー
ジャを実行する。
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【０００４】
　図１Ｂは、図１Ａの従来のＥＰＳアーキテクチャ１００において実行されるＣＳＦＢコ
ール確立プロシージャのシグナルフロー図である。アタッチメッセージまたはトラッキン
グエリアアップデート（ＴＡＵ：tracking area update）メッセージの送信後に、ＷＴＲ
Ｕ１０５がＰＳおよびＣＳドメインの両方に登録されるときに、ＷＴＲＵ１０５は結合型
ＥＰＳ／ＩＭＳＩアタッチド（combined EPS/IMSI attached）であってもよい（１５０）
。ＷＴＲＵ１０５は、モバイル発信（ＭＯ：mobile originated）ＣＳＦＢ拡張サービス
要求（ＥＳＲ：extended service request）メッセージをＭＭＥ１１５に送信し（１５５
）、ＷＴＲＵ１０５のタイマー１４０（すなわちＴ３４１７ｅｘｔ）をアクティブ化する
ことにより（１６０）、ＣＳＦＢ要求プロシージャを開始することができる。タイマー１
４０は、ＣＳＦＢ要求プロシージャを実施するために、所定の時間（たとえば、１０秒）
に設定されてもよい。ＣＳＦＢ要求プロシージャが成功する場合、タイマー１４０は、満
了前に非アクティブ化される（たとえば、ゼロの値に設定される）（１６２）。それ以外
の場合、ＷＴＲＵは、ＣＳＦＢ要求プロシージャがアボートされるという条件で、タイマ
ー１４０が満了するのを待つ（１６４）。図１ＢのＣＳＦＢコール確立プロシージャによ
る問題は、ＣＳＦＢ要求プロシージャの失敗が判明するのを待つことのＷＴＲＵ１０５が
浪費しなければならない時間が許容しがたいことである。ＣＳＦＢ要求プロシージャが失
敗した場合、ＷＴＲＵ１０５のユーザは、結局、別のＥＳＲメッセージを送信するか（１
６６）、または代替の措置をとらなければならないことになり、時間を浪費することにな
る。
【０００５】
　図１Ｃは、従来のＥＰＳアーキテクチャ１００において実行されるＣＳＦＢコール確立
プロシージャのシグナルフロー図であり、ＣＳドメインへのアクセスが、輻輳またはオペ
レータポリシーの実施により一時的に制限される。アタッチまたはＴＡＵメッセージの送
信後に、ＷＴＲＵ１０５がＰＳおよびＣＳドメインの両方に登録されるときに、ＷＴＲＵ
１０５は結合型ＥＰＳ／ＩＭＳＩアタッチドである（１７０）。ＷＴＲＵ１０５は、ＭＯ
－ＣＳＦＢ－ＥＳＲメッセージ（１７５）をＭＭＥ１１５に送信することにより、ＣＳＦ
Ｂ要求プロシージャを開始することができる。ＣＳドメインへのアクセスが一時的に制限
されているため、ＭＭＥ１１５は、原因値（たとえば、＃３９）を使用して、サービス拒
否メッセージでタイマー値により定義されるように、ＣＳドメインが所定の期間にわたり
一時的に使用不可能になることを指示するために、サービス拒否メッセージ（１８０）を
ＷＴＲＵ１０５に送信することができる。ＷＴＲＵ１０５のタイマー１４０（すなわち、
Ｔ３４４２）は、サービス拒否メッセージに含まれているタイマー値に設定され、アクテ
ィブ化されてもよい（１８２）。ＷＴＲＵ１０５は、別のＥＳＲメッセージを送信できる
ようにする前に、タイマー１４０が満了するのを待つ必要がある（１８４）。
【０００６】
　しかし、図１Ｄに示されているように、ＭＳＣ／ＶＬＲ１２０は、ＷＴＲＵ１０５に対
するモバイル着信（ＭＴ）コール要求を受信し、ＷＴＲＵ１０５に通知するようにＭＭＥ
１１５に要求することができる。ＭＭＥ１１５は、ページング要求をＥ－ＵＴＲＡＮ１１
０に送信して（１９０）、ＭＴ－ＣＳコールのためにＷＴＲＵ１０５にページングするこ
とができる（１９２）。ＷＴＲＵ１０５は、ＭＴ－ＣＳＦＢコールのためにＥＳＲメッセ
ージによりページングに応答することができる（１９４）。しかし、タイマー１４０は、
タイマーが満了するまで実行を継続するので、もはや該当していない場合であっても、Ｃ
Ｓドメインが輻輳していることを指示する。次いで、ＭＭＥ１１５は、リダイレクション
／ハンドオーバー情報（たとえば、ターゲットセルのパラメータ）をＷＴＲＵ１０５に送
信することができる（１９６）。
【０００７】
　図１Ｂ、図１Ｃ、および図１ＤのＣＳＦＢコール確立プロシージャによる問題は、ＣＳ
ドメインが輻輳しているときに、ＣＳＦＢ緊急コールの取り扱いを迅速に処理するための
プロビジョニングが存在しないことである。
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【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　輻輳するネットワークにおいて回線交換（ＣＳ）サービス要求メッセージを送信するた
めの方法および装置が説明される。１つの実施形態において、タイマー値を含むサービス
拒否メッセージは、タイマー値に基づいて設定されるタイマーを有する無線送信／受信ユ
ニット（ＷＴＲＵ）によって受信されてもよい。タイマーがアクティブ化されると、ＷＴ
ＲＵは、タイマーが満了するまで、緊急コールのためのモバイル発信（ＭＯ）ＣＳフォー
ルバックの場合を除き、拡張サービス要求（ＥＳＲ）メッセージを、ＭＯサービスのため
にネットワークに送信しようと試みてはならない。別の実施形態において、タイマーは、
モバイル着信（ＭＴ）ＣＳコールのためのページングを受信したことに応答して、非アク
ティブ化されてもよい。輻輳したネットワークは、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ
）、および移動通信交換局（ＭＳＣ）／ＶＬＲ（visitor location register）を含むこ
とができる。ＭＭＥは、ＭＭＥのタイマーがアクティブ化されているかまたは満了してい
るかどうかに基づいて、輻輳制御基準をＷＴＲＵに適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　さらに詳細な理解は、添付の図面と併せて一例として示した以下の説明から得ることが
できる。
【００１０】
【図１Ａ】従来のＥＰＳアーキテクチャ１００を示す図である。
【図１Ｂ】図１ＡのＥＰＳアーキテクチャにおいて実行される従来のＣＳＦＢコール確立
プロシージャを示すシグナルフロー図である。
【図１Ｃ】図１ＡのＥＰＳアーキテクチャにおいて実行される従来のＣＳＦＢコール確立
プロシージャを示すシグナルフロー図である。
【図１Ｄ】図１ＡのＥＰＳアーキテクチャにおいて実行される従来のＣＳＦＢコール確立
プロシージャを示すシグナルフロー図である。
【図２Ａ】１つまたは複数の開示される実施形態が実施されうる例示的な通信システムを
示す図である。
【図２Ｂ】図２Ａに示される通信システム内で使用されうる例示的な無線送信／受信ユニ
ット（ＷＴＲＵ）を示す図である。
【図２Ｃ】図２Ａに示される通信システム内で使用されうる例示的な無線アクセスネット
ワークおよび例示的なコアネットワークを示す図である。
【図３】１つの実施形態によるＣＳＦＢコール確立プロシージャを示すシグナルフロー図
である。
【図４】１つの実施形態によるＣＳＦＢコール確立プロシージャを示すシグナルフロー図
である。
【図５】１つの実施形態によるＣＳＦＢコール確立プロシージャを示すシグナルフロー図
である。
【図６】図３から図５のプロシージャに準じて構成されたＷＴＲＵを示すブロック図であ
る。
【図７】図３から図５のプロシージャに準じて構成されたＭＭＥを示すブロック図である
。
【図８】図３から図５のプロシージャに準じて構成されたＭＳＣ／ＶＬＲを示すブロック
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図２Ａは、１つまたは複数の開示される実施形態が実施されうる例示的な通信システム
２００を示す。通信システム２００は、音声、データ、ビデオ、メッセージング、および
ブロードキャストなどのコンテンツを、複数の無線ユーザに提供する多元接続システムで
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あってもよい。通信システム２００は、複数の無線ユーザが、無線帯域幅を含むシステム
リソースの共用を通じて、そのようなコンテンツへのアクセスを可能にする。たとえば、
通信システム２００は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、
周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）、シングルキャリアＦＤ
ＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）などの、１つまたは複数のチャネルアクセス方式を採用すること
ができる。
【００１２】
　図２Ａにおいて示されるように、通信システム２００は、ＷＴＲＵ２０２ａ、２０２ｂ
、２０２ｃ、および２０２ｄ、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）２０４、コアネット
ワーク２０６、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）２０８、インターネット２１０、ならびにそ
の他のネットワーク２１２を含むことができるが、開示される実施形態は任意の数のＷＴ
ＲＵ、基地局、ネットワーク、および／またはネットワーク要素を考慮することが理解さ
れるであろう。ＷＴＲＵ２０２ａ、２０２ｂ、２０２ｃ、および２０２ｄの各々は、無線
環境において動作および／または通信するように構成された任意のタイプのデバイスであ
ってもよい。一例として、ＷＴＲＵ２０２ａ、２０２ｂ、２０２ｃ、および２０２ｄは、
無線信号を送信および／または受信するように構成されてもよく、ユーザ機器（ＵＥ）、
移動局、固定または移動加入者ユニット、ページャー、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ
）、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、無線セン
サー、および家庭用電化製品などを含むことができる。
【００１３】
　通信システム２００はまた、基地局２１４ａおよび基地局２１４ｂを含むこともできる
。基地局２１４ａおよび２１４ｂの各々は、コアネットワーク２０６、インターネット２
１０、および／またはその他のネットワーク２１２などの１つまたは複数の通信ネットワ
ークへのアクセスを円滑にするために、ＷＴＲＵ２０２ａ、２０２ｂ、２０２ｃ、および
２０２ｄのうちの少なくとも１つと無線でインターフェイスをとるように構成された任意
のタイプのデバイスであってもよい。一例として、基地局２１４ａおよび２１４ｂは、無
線基地局装置（ＢＴＳ）、ＮｏｄｅＢ、ｅｖｏｌｖｅｄ－ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）、Ｈｏｍ
ｅ－ＮｏｄｅＢ（ＨＮＢ）、Ｈｏｍｅ－ｅＮＢ（ＨｅＮＢ）、サイトコントローラ、アク
セスポイント（ＡＰ）、および無線ルータなどであってもよい。基地局２１４ａおよび２
１４ｂは、各々が単一の要素として示されるが、基地局２１４ａおよび２１４ｂは、任意
の数の相互接続された基地局および／またはネットワーク要素を含むことができることを
理解されたい。
【００１４】
　基地局２１４ａはＲＡＮ２０４の一部であってもよく、ＲＡＮ２０４はまた、基地局コ
ントローラ（ＢＳＣ）、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、およびリレーノード
などの、その他の基地局および／またはネットワーク要素（図示せず）を含むこともでき
る。基地局２１４ａおよび／または基地局２１４ｂは、セル（図示せず）と称され得る特
定の地理的領域内で、無線信号を送信および／または受信するように構成されてもよい。
セルは、セルセクタにさらに分割されてもよい。たとえば、基地局２１４ａに関連付けら
れるセルは、３つのセクタに分割されてもよい。したがって、１つの実施形態において、
基地局２１４ａは、３つの送受信機、すなわちセルのセクタごとに１つの送受信機を含む
ことができる。別の実施形態において、基地局２１４ａは、ＭＩＭＯ（multiple-input m
ultiple-output）技術を採用することができるので、セルの各セクタに対して複数の送受
信機を使用することができる。
【００１５】
　基地局２１４ａおよび２１４ｂは、エアインターフェイス２１６上で、ＷＴＲＵ２０２
ａ、２０２ｂ、２０２ｃ、および２０２ｄのうちの１つまたは複数と通信することができ
、エアインターフェイス２１６は（たとえば、無線周波数（ＲＦ）、マイクロ波、赤外線
（ＩＲ）、紫外線（ＵＶ）、可視光線など）任意の適切な無線通信リンクであってもよい
。エアインターフェイス２１６は、任意の適切な無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用して
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確立されてもよい。
【００１６】
　さらに具体的には、前述のように、通信システム２００は、多元接続システムであって
もよく、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、およびＳＣ－ＦＤＭＡなどの、１
つまたは複数のチャネルアクセススキームを採用することができる。たとえば、ＲＡＮ２
０４における基地局２１４ａ、ならびにＷＴＲＵ２０２ａ、２０２ｂ、および２０２ｃは
、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））を使用して、エアインターフェイス２１６
を確立することができるＵＴＲＡ（universal mobile telecommunications system（UMTS
）terrestrial radio access）のような無線技術を実施することができる。ＷＣＤＭＡは
、ＨＳＰＡ（high-speed packet access）および／またはＨＳＰＡ＋（evolved HSPA）な
どの通信プロトコルを含むことができる。ＨＳＰＡは、ＨＳＤＰＡ（high-speed downlin
k packet access）および／またはＨＳＵＰＡ（high-speed uplink packet access）を含
むことができる。
【００１７】
　別の実施形態において、基地局２１４ａならびにＷＴＲＵ２０２ａ、２０２ｂ、および
２０２ｃは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）および／またはＬＴＥ－Ａｄｖａ
ｎｄｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）を使用して、エアインターフェイス２１６を確立することができ
るＥ－ＵＴＲＡ（evolved UTRA）のような無線技術を実施することができる。
【００１８】
　別の実施形態において、基地局２１４ａならびにＷＴＲＵ２０２ａ、２０２ｂ、および
２０２ｃは、ＩＥＥＥ８０２．１６（すなわち、ＷｉＭＡＸ（worldwide interoperabili
ty for microwave access））、ＣＤＭＡ２０００、ＣＤＭＡ２０００－１Ｘ、ＣＤＭＡ
２０００－ＥＶ－ＤＯ（evolution-data optimized）、ＩＳ－２０００（Interim Standa
rd 2000）、ＩＳ－９５（Interim Standard 95）、ＩＳ－８５６（Interim Standard 856
）、ＧＳＭ（global system for mobile communications：登録商標）、ＥＤＧＥ（enhan
ced data rates for GSM evolution）、およびＧＥＲＡＮ（GSM/EDGE RAN）などの無線技
術を実施することができる。
【００１９】
　図２Ａの基地局２１４ｂは、たとえば、無線ルータ、ＨＮＢ、ＨｅＮＢ、またはＡＰで
あってもよく、事業所、家庭、車両、キャンパスなどのような、局在的な領域において無
線接続を円滑にするための任意の適切なＲＡＴを使用することができる。１つの実施形態
において、基地局２１４ｂならびにＷＴＲＵ２０２ｃ、および２０２ｄは、無線ローカル
エリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を確立するためにＩＥＥＥ８０２．１１のような無線技
術を実施することができる。別の実施形態において、基地局２１４ｂならびにＷＴＲＵ２
０２ｃ、および２０２ｄは、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）を確立する
ためにＩＥＥＥ８０２．１５のような無線技術を実施することができる。さらに別の実施
形態において、基地局２１４ｂならびにＷＴＲＵ２０２ｃ、および２０２ｄは、セルラー
ベースのＲＡＴ（たとえば、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ、ＬＴＥ、およびＬ
ＴＥ－Ａなど）を使用して、ピコセルまたはフェムトセルを確立することができる。図２
Ａにおいて示されるように、基地局２１４ｂは、インターネット２１０に直接接続するこ
とができる。したがって、基地局２１４ｂが、コアネットワーク２０６を介してインター
ネット２１０にアクセスする必要がない。
【００２０】
　ＲＡＮ２０４は、コアネットワーク２０６と通信することができ、コアネットワーク２
０６は音声、データ、アプリケーション、および／またはＶｏＩＰ（voice over Interne
t protocol）サービスをＷＴＲＵ２０２ａ、２０２ｂ、２０２ｃ、および２０２ｄのうち
の１つまたは複数に提供するように構成された任意のタイプのネットワークであってもよ
い。たとえば、コアネットワーク２０６は、コール制御、課金サービス、モバイルロケー
ションベースのサービス、プリペイドコール、インターネット接続、およびビデオ配信な
どを提供すること、および／またはユーザ認証のような高水準のセキュリティを実行する
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ことができる。図２Ａにおいて示されていないが、ＲＡＮ２０４および／またはコアネッ
トワーク２０６は、ＲＡＮ２０４と同一のＲＡＴまたは異なるＲＡＴを採用するその他の
ＲＡＮと直接または間接的に通信できることが理解されよう。たとえば、Ｅ－ＵＴＲＡ無
線技術を使用しているＲＡＮ２０４に接続されることに加えて、コアネットワーク２０６
はまた、ＧＳＭ無線技術を採用する別のＲＡＮ（図示せず）と通信することもできる。
【００２１】
　コアネットワーク２０６はまた、ＰＳＴＮ２０８、インターネット２１０、および／ま
たはその他のネットワーク２１２にアクセスするためのＷＴＲＵ２０２ａ、２０２ｂ、２
０２ｃ、および２０２ｄのゲートウェイとしての役割を果たすこともできる。ＰＳＴＮ２
０８は、従来のアナログ電話回線サービス（ＰＯＴＳ）を提供する回線交換電話ネットワ
ークを含むことができる。インターネット２１０は、ＴＣＰ／ＩＰ群の伝送制御プロトコ
ル（ＴＣＰ）、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）、およびインターネットプロト
コル（ＩＰ）など、共通の通信プロトコルを使用する相互接続されたコンピュータネット
ワーク、およびデバイスのグローバルシステムを含むことができる。ネットワーク２１２
は、その他のサービスプロバイダによって所有および／または運用される有線または無線
の通信ネットワークを含むことができる。たとえば、ネットワーク２１２は、ＲＡＮ２０
４と同一のＲＡＴまたは異なるＲＡＴを採用することができる、１つまたは複数のＲＡＮ
に接続された別のコアネットワークを含むことができる。
【００２２】
　通信システム２００におけるＷＴＲＵ２０２ａ、２０２ｂ、２０２ｃ、および２０２ｄ
の一部または全ては、マルチモードケイパビリティ（capability）を含むことができる、
すなわち、ＷＴＲＵ２０２ａ、２０２ｂ、２０２ｃ、および２０２ｄは、異なる無線リン
ク上で、異なる無線ネットワークと通信するための複数の送受信機を含むことができる。
たとえば、図２Ａに示されるＷＴＲＵ２０２ｃは、セルラーベースの無線技術を採用する
ことができる基地局２１４ａ、およびＩＥＥＥ８０２無線技術を採用することができる基
地局２１４ｂと通信するように構成されてもよい。
【００２３】
　図２Ｂは、図２Ａに示される通信システム２００内で使用されうる例示的なＷＴＲＵ２
０２を示す。図２Ｂにおいて示されるように、ＷＴＲＵ２０２は、プロセッサ２１８、送
受信機２２０、送信／受信要素（たとえば、アンテナ）２２２、スピーカ／マイクロフォ
ン２２４、キーパッド２２６、ディスプレイ／タッチパッド２２８、着脱不能メモリ２３
０、着脱可能メモリ２３２、電源２３４、全地球測位システム（ＧＰＳ）チップセット２
３６、および周辺機器２３８を含むことができる。実施形態との整合性を維持しながらＷ
ＴＲＵ２０２が、前述の要素の任意のサブコンビネーションを含むことができることが理
解されよう。
【００２４】
　プロセッサ２１８は、汎用プロセッサ、特殊用途プロセッサ、従来型プロセッサ、デジ
タル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、マイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと関連する１つまたは
複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特殊用途向け集積回
路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）回路、集積回路（
ＩＣ）、および状態機械などであってもよい。プロセッサ２１８は、信号符号化、データ
処理、電力制御、入出力処理、および／またはＷＴＲＵ２０２が無線環境で動作すること
を可能にする任意のその他の機能を実行することができる。プロセッサ２１８は、送信／
受信要素２２２に結合されうる送受信機２２０に結合されてもよい。図２Ｂはプロセッサ
２１８および送受信機２２０を別個のコンポーネントとして示すが、プロセッサ２１８お
よび送受信機２２０は電子パッケージまたはチップに統合されてもよい。
【００２５】
　送信／受信要素２２２は、エアインターフェイス２１６上で基地局（たとえば、基地局
２１４ａ）に信号を送信するか、または基地局から信号を受信するように構成されてもよ
い。たとえば、１つの実施形態において、送信／受信要素２２２は、ＲＦ信号を送信およ
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び／または受信するように構成されたアンテナであってもよい。別の実施形態において、
送信／受信要素２２２は、たとえば、ＩＲ、ＵＶ、または可視光信号を送信および／また
は受信するように構成されたエミッタ／ディテクタであってもよい。さらに別の実施形態
において、送信／受信要素２２２は、ＲＦ信号および光信号を送信および受信するように
構成されてもよい。送信／受信要素２２２は、無線信号の任意の組み合わせを送信および
／または受信するように構成されてもよい。
【００２６】
　加えて、図２Ｂにおいて、送信／受信要素２２２は単一の要素として示されるが、ＷＴ
ＲＵ２０２は任意の数の送信／受信要素２２２を含むことができる。さらに具体的には、
ＷＴＲＵ２０２は、ＭＩＭＯ技術を採用することができる。したがって、１つの実施形態
において、ＷＴＲＵ２０２は、エアインターフェイス２１６上で無線信号を送信および受
信するために、２つまたはそれ以上の送信／受信要素２２２（たとえば、複数のアンテナ
）を含むことができる。
【００２７】
　送受信機２２０は、送信／受信要素２２２によって送信されるべき信号を変調し、送信
／受信要素２２２によって受信される信号を復調するように構成されてもよい。前述した
ように、ＷＴＲＵ２０２は、マルチモードケイパビリティを有することができる。したが
って、送受信機２２０は、ＷＴＲＵ２０２が、たとえばＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．
１１のような複数のＲＡＴを介して通信できるようにするための複数の送受信機を含むこ
とができる。
【００２８】
　ＷＴＲＵ２０２のプロセッサ２１８は、スピーカ／マイクロフォン２２４、キーパッド
２２６、および／またはディスプレイ／タッチパッド２２８（たとえば、液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ）表示ユニット、または有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）表示ユニット）に結
合されてもよく、これらの機器からユーザ入力データを受信することができる。プロセッ
サ２１８はまた、スピーカ／マイクロフォン２２４、キーパッド２２６、および／または
ディスプレイ／タッチパッド２２８にユーザデータを出力することもできる。加えて、プ
ロセッサ２１８は、着脱不能メモリ２３０および／または着脱可能メモリ２３２などの、
任意のタイプの適切なメモリから情報にアクセスし、それらのメモリにデータを格納する
ことができる。着脱不能メモリ２３０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、リードオ
ンリメモリメモリ（ＲＯＭ）、ハードディスク、または任意のタイプのメモリストレージ
デバイスを含むことができる。着脱可能メモリ２３２は、加入者識別モジュール（ＳＩＭ
）カード、メモリスティック、セキュアデジタル（ＳＤ）メモリなどを含むことができる
。その他の実施形態において、プロセッサ２１８は、サーバ上、またはホームコンピュー
タ（図示せず）上のような、ＷＴＲＵ２０２に物理的に位置していないメモリから情報に
アクセスし、それらのメモリにデータを格納することができる。
【００２９】
　プロセッサ２１８は、電源２３４から電力を受信することができ、ＷＴＲＵ２０２にお
けるその他のコンポーネントへの電力の配電および／または制御を行うように構成されて
もよい。電源２３４は、ＷＴＲＵ２０２に電力を供給するための任意の適切なデバイスで
あってもよい。たとえば、電源２３４は、１つまたは複数の乾電池（たとえば、ニッケル
カドミウム（ＮｉＣｄ）、ニッケル亜鉛（ＮｉＺｎ）、ニッケル水素（ＮｉＭＨ）、リチ
ウムイオン（Ｌｉ－ｉｏｎ）など）、太陽電池、および燃料電池などを含むことができる
。
【００３０】
　プロセッサ２１８はまた、ＧＰＳチップセット２３６に結合されてもよく、ＧＰＳチッ
プセット２３６は、ＷＴＲＵ２０２の現在の場所に関する位置情報（たとえば、緯度およ
び経度）を提供するように構成されてもよい。ＧＰＳチップセット２３６からの情報に加
えて、またはその情報の代わりに、ＷＴＲＵ２０２は、基地局（たとえば、基地局２１４
ａ、２１４ｂ）からエアインターフェイス２１６上で位置情報を受信すること、および／
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または２つまたはそれ以上の近隣の基地局から受信されている信号のタイミングに基づい
て、その位置を判定することができる。ＷＴＲＵ２０２は、実施形態との整合性を維持し
ながら、任意の適切な位置判定の方法を用いて位置情報を取得することができる。
【００３１】
　プロセッサ２１８はさらに、その他の周辺機器２３８に結合されてもよく、周辺機器２
３８は、追加の特徴、機能、および／または有線もしくは無線接続を提供する１つまたは
複数のソフトウェアおよび／またはハードウェアモジュールを含むことができる。たとえ
ば、周辺機器２３８は、加速度計、電子コンパス、衛星送受信機、デジタルカメラ（写真
またはビデオ用）、ＵＳＢ（ユニバーサルシリアルバス）ポート、振動装置、テレビ送受
信機、ハンドフリーヘッドセット、ブルートゥース（登録商標）モジュール、周波数変調
（ＦＭ）無線装置、デジタル音楽プレイヤー、メディアプレイヤー、テレビゲームプレイ
ヤーモジュール、およびインターネットブラウザなどを含むことができる。
【００３２】
　図２Ｃは、図２Ａに示される通信システム２００内で使用されうる例示的なＲＡＮ２０
４および例示的なコアネットワーク２０６を示す。前述するように、ＲＡＮ２０４は、Ｅ
－ＵＴＲＡ無線技術を採用して、エアインターフェイス２１６上でＷＴＲＵ２０２ａ、２
０２ｂ、および２０２ｃと通信することができる。ＲＡＮ２０４はまた、コアネットワー
ク２０６と通信することもできる。
【００３３】
　ＲＡＮ２０４は、ｅＮＢ２４０ａ、２４０ｂ、および２４０ｃを含むことができるが、
実施形態との整合性を維持しながら、ＲＡＮ２０４は任意の数のｅＮＢを含むことができ
ることが理解されよう。ｅＮＢ２４０ａ、２４０ｂ、および２４０ｃの各々は、エアイン
ターフェイス２１６上でＷＴＲＵ２０２ａ、２０２ｂ、および２０２ｃと通信するための
１つまたは複数の送受信機を含むことができる。ある実施形態において、ｅＮＢ２４０ａ
、２４０ｂ、および２４０ｃは、ＭＩＭＯ技術を実施することができる。したがって、た
とえば、ｅＮＢ２４０ａは、複数のアンテナを使用して、ＷＴＲＵ２０２ａに無線信号を
送信し、ＷＴＲＵ２０２ａから無線信号を受信することができる。
【００３４】
　ｅＮＢ２４０ａ、２４０ｂ、および２４０ｃの各々は、特定のセル（図示せず）に関連
付けられてもよく、無線リソース管理の決定、ハンドオーバーの決定、アップリンクおよ
び／またはダウンリンクにおけるユーザのスケジューリングなどを処理するように構成さ
れてもよい。図２Ｃに示すように、ｅＮＢ２４０ａ、２４０ｂ、および２４０ｃは、Ｘ２
インターフェイス上で相互に通信することができる。
【００３５】
　図２Ｃに示されるコアネットワーク２０６は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）
２４２、サービングゲートウェイ２４４、およびパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）
ゲートウェイ２４６を含むことができる。前述の要素の各々は、コアネットワーク２０６
の一部として示されているが、それらの要素のうちのいずれかがコアネットワークオペレ
ータ以外のエンティティによって所有および／または運用されてもよいことが理解されよ
う。
【００３６】
　ＭＭＥ２４２は、Ｓ１インターフェイスを介してＲＡＮ２０４におけるｅＮＢ２４０ａ
、２４０ｂ、および２４０ｃの各々に接続されてもよく、制御ノードとしての役割を果た
すことができる。たとえば、ＭＭＥ２４２は、ＷＴＲＵ２０２ａ、２０２ｂ、および２０
２ｃのユーザを認証すること、ベアラのアクティブ化／非アクティブ化、ＷＴＲＵ２０２
ａ、２０２ｂ、および２０２ｃの初期アタッチ中に、特定のサービングゲートウェイを選
択することなどを担当することができる。ＭＭＥ２４２はまた、ＲＡＮ２０４と、ＧＳＭ
またはＷＣＤＭＡのようなその他の無線技術を採用するその他のＲＡＮ（図示せず）とを
切り替えるための制御プレーン機能を提供することもできる。
【００３７】
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　サービングゲートウェイ２４４は、Ｓ１インターフェイスを介してＲＡＮ２０４におけ
るｅＮＢ２４０ａ、２４０ｂ、および２４０ｃの各々に接続されてもよい。サービングゲ
ートウェイ２４４は一般に、ユーザデータパケットを、ＷＴＲＵ２０２ａ、２０２ｂ、お
よび２０２ｃの間でルーティングおよび転送することができる。サービングゲートウェイ
２４４はまた、ｅＮＢ間ハンドオーバー中にユーザプレーンをアンカリング（anchoring
）すること、ダウンリンクデータがＷＴＲＵ２０２ａ、２０２ｂ、および２０２ｃに対し
て使用可能な場合に、ページングをトリガすること、ＷＴＲＵ２０２ａ、２０２ｂ、およ
び２０２ｃのコンテキストを管理して格納することなどのその他の機能を実行することも
できる。
【００３８】
　サービングゲートウェイ２４４はまた、ＰＤＮゲートウェイ２４６に接続されてもよく
、ＰＤＮゲートウェイ２４６は、インターネット２１０のようなパケット交換ネットワー
クへのアクセスをＷＴＲＵ２０２ａ、２０２ｂ、および２０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ２
０２ａ、２０２ｂ、および２０２ｃとＩＰ対応のデバイスとの間の通信を円滑にすること
ができる。
【００３９】
　コアネットワーク２０６は、その他のネットワークとの通信を円滑にすることができる
。たとえば、コアネットワーク２０６は、ＰＳＴＮ２０８のような回線交換ネットワーク
へのアクセスをＷＴＲＵ２０２ａ、２０２ｂ、および２０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ２０
２ａ、２０２ｂ、および２０２ｃと従来の地上通信線通信デバイスとの間の通信を円滑に
することができる。たとえば、コアネットワーク２０６は、コアネットワーク２０６とＰ
ＳＴＮ２０８との間のインターフェイスとしての役割を果たすＩＰゲートウェイ（たとえ
ば、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）サーバ）を含むことができるか、または
ＩＰゲートウェイと通信することができる。加えて、コアネットワーク２０６は、その他
のサービスプロバイダによって所有および／または運用される他の有線または無線ネット
ワークを含むことができるネットワーク２１２へのアクセスを、ＷＴＲＵ２０２ａ、２０
２ｂ、および２０２ｃに提供することができる。
【００４０】
　これ以降、用語「無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）」に言及するときは、ユーザ機
器（ＵＥ）、移動局、固定または移動加入者ユニット、ページャー、携帯電話、携帯情報
端末（ＰＤＡ）、コンピュータ、または無線環境において動作することのできるその他の
任意の種類のユーザ装置を含むが、これらに限定されない。
【００４１】
　これ以降、用語「基地局」に言及するときは、ＮｏｄｅＢ、サイトコントローラ、アク
セスポイント（ＡＰ）、または無線環境において動作することのできるその他の任意の種
類のインターフェイス接続装置を含むが、これらに限定されない。
【００４２】
　図３は、第１の実施形態に準じたＷＴＲＵ３０５、Ｅ－ＵＴＲＡＮ３１０、ＭＭＥ３１
５、およびＭＳＣ／ＶＬＲ３２０を含む無線通信システムにおいて実行されるＣＳＦＢコ
ール確立プロシージャのシグナルフロー図であり、ＣＳドメインへのアクセスが輻輳また
はオペレータポリシーの実施により一時的に制限されている。ＷＴＲＵ３０５は、少なく
とも１つのタイマー３２５（すなわち、Ｔ３４４２）を含むことができ、ＭＭＥ３１５は
、少なくとも１つのタイマー３３０を含むことができ、ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０は、少なく
とも１つのタイマー３３５を含むことができる。ＭＭＥ１１５は、ＳＧインターフェイス
３３８を介してＭＳＣ／ＶＬＲ３２０と通信することができる。アタッチメッセージまた
はＴＡＵメッセージの送信後に、ＷＴＲＵ３０５がＰＳおよびＣＳドメインの両方に登録
されるときに、ＷＴＲＵ３０５は結合型ＥＰＳ／ＩＭＳＩアタッチドであってもよい（３
４０）。ＷＴＲＵ３０５は、ＭＯ－ＣＳＦＢ－ＥＳＲメッセージをＭＭＥ３１５に送信す
る（３４５）ことにより、ＣＳＦＢ要求プロシージャを開始することができる。しかし、
ＭＭＥ３１５は、ＭＳＣ／ＶＬＲ１２０により判定されるように、所定の期間にわたりＣ
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Ｓ輻輳制御を一時的に適用することができる。ＣＳドメインへのアクセスが一時的に制限
されているため、ＭＭＥ３１５は、原因値（たとえば、＃３９）を使用して、サービス拒
否メッセージでタイマー値により定義されるように、ＣＳドメインが所定の期間にわたり
一時的に使用不可能になることを指示するために、サービス拒否メッセージをＷＴＲＵ３
０５に送信することができる（３５０）。ＷＴＲＵ３０５のタイマー３２５（すなわち、
Ｔ３４４２）は、サービス拒否メッセージに含まれるタイマー値に設定され、アクティブ
化されてもよい（３５５）。
【００４３】
　図３のＣＳＦＢコール確立プロシージャの第１の実施形態に準じて、ＭＳＣ／ＶＬＲ３
２０は、ＷＴＲＵ３０５に対するＭＴコール要求を受信し、ＷＴＲＵ３０５に通知するよ
うＭＭＥ３１５に要求することができる。ＭＭＥ３１５は、ページング要求をＥ－ＵＴＲ
ＡＮ３１０に送信して（３６０）、ＭＴ－ＣＳコールについてＷＴＲＵ３０５にページン
グする（３６２）。この実施形態において、ＷＴＲＵ３０５は、ＭＴ－ＣＳコールのペー
ジングが受信される場合（３６０）、別のＥＳＲメッセージを送信できるようになる前に
、タイマー３２５が満了するのを待つ必要はない。その代わり、ＷＴＲＵ３０５のタイマ
ー３２５は、ページングに応答して非アクティブ化されてもよく（３６５）、ＭＴ－ＣＳ
ＦＢコールのためのＥＳＲメッセージは、タイマー３２５が満了するのを待つことなく、
即座に送信されてもよい（３７０）。次いで、ＭＭＥ３１５は、リダイレクション／ハン
ドオーバー情報（たとえば、ターゲットセルのパラメータ）をＷＴＲＵ１１５に送信する
ことができる（３７５）。
【００４４】
　引き続き図３を参照すると、ＣＳサービスの使用可能化／使用不可能化要求の目的で、
タイマー３２５がＷＴＲＵ３０５で稼働している場合、ＷＴＲＵ３０５は、ページング（
３６２）の送信元が、ＭＴ－ＣＳコール、または位置情報サービスもしくは補足サービス
のようなその他のＣＳサービスの目的で、ＣＳドメインであることを指示するページング
メッセージ（無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージ）を受信する場合、タイマー３２５
を非アクティブ化することができる。加えて、ＷＴＲＵ３０５は、予想されるとおりＥＳ
Ｒメッセージを送信することによりページング（３６２）に応答することができる。一方
、ＷＴＲＵ３０５が接続済みモードにある（すなわち、少なくともＮＡＳ（non-access s
tratum）シグナリング接続による）場合、ＷＴＲＵ３０５がＭＴ－ＣＳサービス（たとえ
ば、ＣＳコール、位置情報サービス、または補足サービス）の通知を受信するときに、Ｗ
ＴＲ３０５は類似するアクションをとることができる、すなわちＷＴＲＵ３０５はタイマ
ー３２５を停止して、ＣＳサービス通知メッセージを通常どおりに（すなわち、通知が受
信され、タイマー３２５が稼働していない場合と同様に）処理することができる。
【００４５】
　あるいは、ＣＳサービスの使用可能化／使用不可能化要求の目的で、ＷＴＲＵ３０５は
、ＭＴ－ＣＳＦＢ要求が受信される場合（すなわち、ページングまたはＣＳサービス通知
メッセージの受信を介して）、ＥＳＲを送信することが許可されてもよい。しかし、タイ
マー３２５は、ＭＴ－ＳＦＢが承認されることをＥＳＲが指示するという条件で、非アク
ティブ化されてもよい。ＷＴＲＵ３０５がＭＴ－ＣＳＦＢのためにページングされた場合
、ＷＴＲＵはＥＳＲメッセージを送信することができ、ユーザは要求を拒否する選択を有
さない。したがって、これは、ＭＴ－ＣＳＦＢ要求を承認するものと見なされてもよい。
あるいは、タイマー３２５は、（正常なシステム間変更の下位層インジケーション、また
はシステム間変更を実行するためのモビリティメッセージを受信すると）、ＭＴ－ＣＳＦ
Ｂ要求が承認されており、ＣＳＦＢプロシージャが開始されるか、または正常に完了して
いるときに、非アクティブ化されてもよい。ＣＳＦＢコール確立プロシージャが失敗した
と見なされる場合、ＷＴＲＵ３０５はタイマー３２５を再開するか、または再アクティブ
化することができる。
【００４６】
　あるいは、ＣＳサービスの使用可能化／使用不可能化要求の目的で、ＷＴＲＵ３０５が
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ＣＳサービス通知メッセージを受信し、上位層（たとえば、コールを承認／拒否するよう
に要求された後のユーザ）が、コールの拒否を指示する場合、ＭＴ－ＣＳＦＢ要求の拒否
を指示するＥＳＲメッセージが送信されてもよい。しかし、ＷＴＲＵ３０５は、タイマー
３２５の稼働状態を維持することができる。
【００４７】
　ＷＴＲＵ３０５が緊急コールを発信しようとするので、ＥＳＲメッセージが送信され、
ＷＴＲＵ３０５が原因＃３９によるサービス拒否を受信する場合（たとえば、ＷＴＲＵ３
０５がＩＭＳ緊急コールをサポートしない場合）、ＷＴＲＵ３０５は緊急コールを発信す
るために自発的にＣＳドメインへの再選択をすることができる。あるいは、輻輳制御は緊
急コールのためのＭＯ－ＣＳＦＢ要求に適用されてはならない、すなわち、ＭＭＥ３１５
がＣＳＦＢコールの輻輳制御を適用している場合に、ＭＭＥ３１５は常にそのような要求
を承認することができる。ＷＴＲＵ３０５は、たとえタイマー３２５が稼働中であっても
（たとえばＮＡＳメッセージなどのシグナリングを介して）、緊急コールのＭＯ－ＣＳＦ
Ｂを送信するように通知されるか、または事前構成されてもよく、たとえば要求が拒否さ
れる場合に、ＣＳドメインへの自発的再選択など、別のアクションを行う前にネットワー
ク応答を待つことができる。同様に、ＷＴＲＵ３０５は、タイマー３２５が稼働中のとき
に、ＣＳ緊急コールを発信するためにＣＳドメインへの再選択を実行するよう（たとえば
ＮＡＳメッセージなどのシグナリングを介して）通知されるか、または事前構成されても
よい。
【００４８】
　第２の実施形態において、ＣＳドメインの使用不可能状態に関するインジケーションは
（場合によっては、ＷＴＲＵによって送信される定期的ＴＡＵ要求に応答して、すなわち
、たとえＴＡＵ要求が結合型に設定された更新タイプを持たない場合であっても）、結合
型登録されるＷＴＲＵに対して、たとえばＴＡＵ承認メッセージなど、その他のＮＡＳメ
ッセージに含まれてもよい。このようにして、ネットワークは、たとえばサービス拒否メ
ッセージを介して、使用不可能状態に関してＷＴＲＵに通知するため、ＷＴＲＵがＥＳＲ
メッセージを送信するのを待つ必要はない。さらに、ＷＴＲＵは、たとえばＣＳドメイン
の使用不可能状態を指示するために、メッセージをユーザに表示することができる。
【００４９】
　第２の実施形態において、ＷＴＲＵ３０５のタイマー３２５を設定するためのタイマー
値は、ＣＳドメインの使用不可能状態の期間に関してＷＴＲＵ３０５に通知するために、
ＭＭＥ３１５またはＥ－ＵＴＲＡＮ３１０により送信されたその他のＮＡＳメッセージに
含まれてもよい。ＷＴＲＵ３０５は、緊急コールが要求され、ＷＴＲＵ３０５がＩＭＳ緊
急コールをサポートしない場合に、ＣＳドメインへ自発的に再選択することができる。Ｃ
Ｓドメインの使用不可能状態に関するインジケーションは、ＥＰＳネットワークフィーチ
ャサポートＩＥのような、新しい情報要素（ＩＥ）または既存のＩＥの新しいビット位置
の形態であってもよい。
【００５０】
　さらに、ネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）は、ＣＳドメインの使用可能状態または使用
可能状態の不足をシグナリングするために、インジケータをブロードキャストすることが
できる。インジケータは、たとえば、ＭＭＥ３１５からＥ－ＵＴＲＡＮ３１０へのＣＳド
メインが使用可能または使用不可能であることの通知などに応じて、使用可能または使用
不可能（またはＣＳドメインの使用可能状況を指示する任意の名称）に設定されてもよい
。この通知は、ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０による使用可能状態、ＳＧインターフェイス３３８
の障害の結果としてのＣＳドメインの使用可能状態の不足、ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０の障害
またはリセット、または任意のその他の輻輳制御の形態をシグナリングするインジケーシ
ョンの受信によりトリガされてもよい。加えて、ＷＴＲＵ３０５が、システム情報を読み
込み中に、ＣＳドメインが現在使用可能であると指示するＣＳドメイン使用可能状況にお
ける変化を認識する場合、ＷＴＲＵ３０５はタイマー３２５を非アクティブ化することが
できる。
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【００５１】
　ＷＴＲＵ３０５が、たとえば発信番号識別（caller line identification）などを伴う
ＣＳサービス通知を受信することができるときに、ＷＴＲＵ３０５は、コールを承認また
は拒否するために、上位層（たとえば、ユーザ）に入力を要求することができる場合もあ
る。上位層からの入力は、受信されてはならない。したがって、タイマー３２５が稼働し
ている場合、ＷＴＲＵ３０５は、コールを承認または拒否する入力を上位層に要求する前
に（またはその要求にかかわりなく）ＣＳサービス通知を受信するときに、タイマー３２
５を停止することができる。これは、上位層の入力が要求されないときに適用可能であっ
てもよい。さらに、ＷＴＲＵ３０５は、ここで、輻輳制御状況（またはＣＳドメイン使用
可能状況）が変化した（たとえば、使用可能である）ことをユーザに表示することができ
る。
【００５２】
　ＣＳＦＢコール（たとえば、ＭＯもしくはＭＴ、その両方、またはＳＭＳ、補足サービ
ス（ＳＳ）、および位置情報サービス（ＬＣＳ）のようなその他のＣＳサービス）が一時
的に許可されないことがユーザに指示されてもよい。このインジケーションは、タイマー
３２５がアクティブ化されるときに常に行われてもよく、タイマーが停止されるときに、
または満了した後に解除されてもよい。
【００５３】
　緊急コールの発信への遅延を回避する目的で、ＷＴＲＵ３０５が緊急コールのためにＳ
ＣＦＢのＥＳＲメッセージを送信するときに、タイマー３２５（すなわち、Ｔ３４１７ｅ
ｘｔ）は、図１ＢのＷＴＲＵ１０５のタイマー１４０で使用される１０秒よりも小さい値
を有することができる。たとえば、４秒の値は、図３のＷＴＲＵ３０５におけるタイマー
３２５に使用されてもよい。それにより、ＷＴＲＵ３０５は、たとえば連続的な下位層の
障害、ＭＭＥリセットなどのような、ネットワークからの応答には至らない障害のシナリ
オが発生した場合に、その他のアクションを行うことができる。したがって、このタイマ
ー３２５が満了する場合、ＷＴＲＵ３０５は、緊急コールを発信するためにＣＳドメイン
へ自発的に再選択することができる。あるいは、ＷＴＲＵ３０５がＩＭＳ対応であり、ネ
ットワークがＩＭＳ緊急コールをサポートする場合、ＷＴＲＵ３０５は、ＩＭＳを介して
緊急コールの発信を試みることができる。
【００５４】
　あるいは、タイマー３２５の値は、変更されてはならない。しかし、ＷＴＲＵ３０５は
、すでにＥＳＲメッセージを送信していた場合であっても、別のＥＳＲメッセージを送信
することができる。したがって、ＷＴＲＵ３０５は、たとえタイマー３２５が引き続き稼
働しているとしても、ネットワークからの応答（すなわち、サービス拒否メッセージ、ま
たはＣＳＦＢ要求プロシージャの成功もしくは失敗に関する下位層インジケーションのい
ずれか）を受信しない場合、複数のＥＳＲメッセージを送信することができる。ＷＴＲＵ
３０５が追加のＥＳＲメッセージを送信することを決定する時間は、実施態様に依存して
もよく、またはＷＴＲＵ３０５で事前定義されてもよい。上記で説明される実施形態が緊
急コール向けではないＭＯ－ＣＳＦＢまたはＭＴ－ＣＳＦＢの場合にも適用できることに
留意されたい。
【００５５】
　ＰＳドメイン（たとえば、ＬＴＥ）上でのＳＭＳ転送が、ＵＬ（ＭＯ）のＮＡＳ－ＵＬ
転送メッセージ、およびＤＬ（ＭＴ）のＮＡＳ－ＤＬ転送メッセージのそれぞれで、ＳＭ
Ｓメッセージをカプセル化することにより実行されてもよい。ＰＳドメインのＮＡＳ層は
、たとえＳＭＳメッセージを送信する場合であっても、再送信を実行してはならない。こ
れらの再送信は、ＳＭＳエンティティ自体によってトリガされてもよい。したがって、Ｓ
ＭＳの受信を確認するためのＬＴＥ－ＮＡＳ肯定応答（ＡＣＫ）メッセージは存在しない
。ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０がリセットして、ＬＴＥおよびＣＳドメインへの結合型登録を実
行したＷＴＲＵのすべてのコンテキストを失うことがある場合もある。ＷＴＲＵに通知さ
れない場合、ＷＴＲＵによるＳＭＳメッセージの連続的な送信は失敗し続けることがある
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。さらに、ＭＭＥ３１５がＵＬおよびＤＬの両方でＳＭＳメッセージを再カプセル化して
中継するだけなので、この場合のＭＭＥ３１５は、ＳＭＳメッセージ転送要求を単に無視
することがある。したがって、ＷＴＲＵ３０５がＰＳドメインに留まり、ＭＳＣ／ＶＬＲ
３２０がまだ稼働していない場合、ユーザはＳＭＳメッセージの送信／受信を行うことが
できない場合がある。
【００５６】
　たとえば、ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０のリセットに起因するなど、ＳＧインターフェイス３
３８の障害について知る目的で、ＳＭＳメッセージのＮ回の送信／再送信を実行した後（
Ｎは整数）、ＷＴＲＵ３０５がＳＭＳプロトコルに従ってＡＣＫを受信しなかった場合、
（すなわち、競合期間（ＣＰ：contention period）－ＡＣＫ）、ＷＴＲＵ３０５はＳＭ
Ｓ（ＮＡＳ－ＵＬトランスポート）またはＥＳＲメッセージの送信を停止することができ
る。さらに、これは、ＷＴＲＵ３０５が、ネットワークからの応答を検証することにより
、ＳＧインターフェイス３３８の状況に関して通知されるようにするために、結合型ＴＡ
Ｕ要求を送信するためのトリガとして使用されてもよい。あるいは、ＷＴＲＵ３０５は次
の定期的ＴＡＵプロシージャを待ち、次いで、更新タイプが定期的に設定されたＴＡＵの
代わりに、結合型ＴＡＵを送信することができる。加えて、ＷＴＲＵ３０５がＭＴ－ＳＭ
ＳまたはＭＴ－ＣＳＦＢ要求を受信する場合、ＷＴＲＵ３０５はＳＭＳ（ＵＬ－ＮＡＳト
ランスポート）またはＥＳＲメッセージの送信を再開することができる。この場合、ＷＴ
ＲＵ３０５は、ＳＧインターフェイス３３８の接続が引き続き有効であると仮定して、通
常通り続行することができる。
【００５７】
　あるいは、ＷＴＲＵ３０５は、ＣＳサービス／ドメインが一時的に（たとえば、輻輳に
より）使用可能ではないことを、アタッチ承認またはＴＡＵ承認メッセージを介して通知
されてもよい。ネットワークはまた、ＷＴＲＵ３０５のタイマー３２５を設定するための
タイマー値（すなわち、Ｔ３４４２）をそのようなメッセージに含むこともできる。した
がって、ＷＴＲＵ３０５は、ＥＳＲメッセージを送信する前にこのサービス／ドメイン使
用不可能状態に関して通知されてもよく、ＷＴＲＵ３０５は、たとえばそのようなインジ
ケーションをユーザに表示し、または上位層により要求されるときに緊急コールのために
ＣＳドメインへ再選択するなどの、特定のアクションを行うことができる。ＷＴＲＵ３０
５は、あたかもＥＳＲメッセージの送信によりサービス拒否メッセージが受信されたかの
ように、アタッチ／ＴＡＵ承認メッセージにタイマー値が含まれることを解釈することが
できる（たとえば、ＷＴＲＵ３０５は、たとえば特定の補足サービスまたはすべての補足
サービスなどに対して、明示的に行わないよう通知されない限り、ＭＴ－ＣＳＦＢに引き
続き応答することができる）。これは、定期的ＴＡＵ要求を含む、すべてのタイプの登録
メッセージに適用されもよい。さらに、そのようなインジケーションは、ＷＴＲＵ３０５
がＣＳドメインにあるときに（ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮ）、ＷＴＲＵ３０５に提供されて
もよい。したがって、ＭＭＥ３１５が輻輳制御を実行していることをＷＴＲＵ３０５が通
知される場合、ユーザは（たとえば、ＷＴＲＵ３０５からのインジケーションを使用する
ことにより）、ＷＴＲＵ３０５がＣＳドメインに留まるなど、ＷＴＲＵ３０５の設定を変
更するよう選択することができる。あるいは、ＷＴＲＵ３０５はＷＴＲＵの設定に基づい
て、ＣＳドメインに留まることを決定することができる（たとえば、ＷＴＲＵ３０５が音
声中心であり、そのようなインジケーションが受信される場合、ＷＴＲＵ３０５は、輻輳
制御が終了するまで、またはＷＴＲＵ３０５によるマニュアル選択が無線アクセス技術（
ＲＡＴ）のＰＳドメイン（ＬＴＥ）への変更を引き起こすまで、またはハンドオーバーま
で、ＣＳドメインに留まることができる）。インジケーションが、ＣＳドメインにあるＷ
ＴＲＵに対して（ＰＳドメインの）そのような制御の終了のために設定されてもよい。
【００５８】
　図４は、第３の実施形態に準じたＣＳＦＢコール確立プロシージャを示すシグナルフロ
ー図である。ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０は、輻輳制御プロシージャを開始するために、ＳＧイ
ンターフェイス３３８上で輻輳インジケーションメッセージ（４０５）を送信することが
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でき、輻輳の増大を防ぐように、ＭＭＥ３１５のタイマー３３０、およびＷＴＲＵ３０５
のタイマー３２５を設定するためのタイマー値を随意に含むことができる。ＭＳＣ／ＶＬ
Ｒ３２０はまた、所定の期間に設定されたタイマー３３５をアクティブ化することもでき
、その間にＭＭＥ３１５からの輻輳インジケーションＡＣＫを待つ（４１０）。ＭＭＥ３
１５は、輻輳インジケーションメッセージに含まれるタイマー値に設定されたタイマー３
３０をアクティブ化して、輻輳制御基準を適用することができる（４１５）。ＭＳＣ／Ｖ
ＬＲ３２０がＭＭＥ３１５から輻輳インジケーションＡＣＫを受信する場合（４２０）、
ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０のタイマー３３５は非アクティブ化される（４２５）。それ以外の
場合、ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０は、輻輳インジケーションＡＣＫが受信される前にタイマー
３３５が満了する場合、輻輳インジケーションメッセージを再送信することができる（４
３０）。ＭＭＥ３１５のタイマー３３０が満了するときに、ＭＭＥ３１５は、輻輳制御基
準の適用を停止することができる（４３５）。
【００５９】
　輻輳制御基準が適用されている期間中、ＷＴＲＵ３０５により送信されたＣＳサービス
要求がＭＭＥ３１５により受信されるときに（４４０）、サービス拒否メッセージ（４４
５）がＭＭＥ３１５によりＷＴＲＵ３０５に送信される。サービス拒否メッセージは、Ｗ
ＴＲＵ３０５のタイマー３２５を設定するために使用されるべきタイマー値を含むことが
でき、またＣＳドメイン輻輳インジケーション（原因）を含むこともできる。ＣＳサービ
ス要求は、ＣＳＦＢ（すなわち、ＥＳＲメッセージ）、またはＳＭＳ（すなわち、ＵＬ－
ＮＡＳトランスポートメッセージ）に対するものであってもよい。
【００６０】
　ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０は、輻輳制御基準（またはＣＳドメイン使用可能状況）が、ＣＳ
ＦＢ（ＣＳドメイン）、またはＣＳＦＢおよびＳＭＳ（ＰＳドメイン）の両方に適用可能
であるかどうかを、ＭＭＥ３１５に指示することができる。さらに、ＣＳＦＢ輻輳制御基
準（またはＣＳドメイン使用可能状況）は、ＣＳコールのみ、位置情報サービスのみ、補
足サービスのみ、またはそれらの任意の組み合わせに適用可能であってもよい。したがっ
て、ＭＭＥ３１５は、輻輳制御（またはＣＳドメイン使用可能状況）基準が満たされない
場合、ＣＳＦＢを許可することができる。たとえば、輻輳制御がＣＳコールのみに適用さ
れたと仮定して、ＬＣＳおよびＳＳに対するＭＴ－ＣＳＦＢが許可されてもよい。この場
合、ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０は、ページングがその他の（非ＣＳコール）の目的のためであ
ることをＭＭＥ３１５が認識できるように、ＳＧインターフェイス３３８上のページング
メッセージにおける関連するＩＥを含むことができる。
【００６１】
　輻輳制御は、ＷＴＲＵのサブセット（たとえば一部のオペレータポリシーに基づいてＣ
Ｓドメインにアクセスすることを許可されなくなったＷＴＲＵ）のみに対して実行されて
もよい。したがって、ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０は、アクセス制御が実行されうるＷＴＲＵを
ＭＭＥ３１５に指示することができる。これは、ＷＴＲＵ識別情報としてＩＭＳＩを使用
することにより実行されてもよい。さらに、ＣＳドメイン使用可能状態制御は、特定のＣ
ＳＧ（closed subscriber group）のメンバーであるＷＴＲＵに適用されてもよい。たと
えば、ＨｅＮＢは、ＩＭＳサービスをサポートしないが、特定のＣＳＧのメンバーである
ＷＴＲＵにサービスを提供するために配置されてもよい。
【００６２】
　輻輳制御を実行する目的で、ＷＴＲＵ３０５が輻輳に関して通知される（たとえば、Ｗ
ＴＲＵが、バックオフ輻輳制御／バックオフタイマー、ＥＰＳバックオフ、ＮＡＳバック
オフタイマー、アクセスポイントネットワーク（ＡＰＮ）バックオフタイマー、またはタ
イマーの任意の組み合わせを提供される）場合、ＷＴＲＵ３０５は、ＣＳドメインサービ
スに固有であるか、またはＰＳドメインで稼動するアプリケーション（たとえば、（ＵＬ
／ＤＬ汎用ＮＡＳトランスポートを介して、位置サービス情報を交換するためにＬＴＥ－
ＮＡＳメッセージを使用する）ＬＴＥの位置情報サービス）に固有である要求／メッセー
ジを搬送するＮＡＳメッセージを送信してはならない。
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【００６３】
　たとえば、ＷＴＲＵ３０５が、ＰＳドメインにある間に、ＣＳドメイン輻輳に関して通
知される（たとえば、ＷＴＲＵが、そのタイマー３２５を、たとえばＴ３４４２または任
意のその他の明確なＭＭバックオフタイマー値などに設定するためにモビリティ管理（Ｍ
Ｍ）バックオフタイマー値を提供されうる）場合、以下の方法が適用可能であってもよい
。例示の方法において、ＷＴＲＵ３０５がＥＰＳに登録される場合、すなわち、ＷＴＲＵ
の結合型アタッチプロシージャがＥＰＳアタッチに対して承認される場合、およびＷＴＲ
Ｕ３０５がＭＭバックオフタイマー（たとえば、Ｔ３４４２または任意の等価のタイマー
）を提供されうる場合、ＷＴＲＵ３０５は、ＭＭバックオフタイマー（または、たとえば
Ｔ３４４２など任意のその他の等価のタイマー）が満了するまで別の結合型アタッチを開
始してはならない。例外的に、ＷＴＲＵ３０５がＣＳ緊急コールの要求を有する場合、Ｗ
ＴＲＵ３０５は、結合型アタッチプロシージャを開始することができる。このルールの例
外は、地上波公共移動通信ネットワーク（ＰＬＭＮ：Public Land Mobile Network）、Ｍ
ＭＥ／ＳＧＳＮ、ＭＳＣ／ＶＬＲ、または任意の組み合わせにおける変更であってもよい
。
【００６４】
　この目的で、ＷＴＲＵ３０５は、結合型アタッチプロシージャをアイドルモードで開始
している場合、確立原因を「緊急コール」に設定することができる。ＷＴＲＵ３０５が、
アタッチ要求メッセージの代わりに、ＴＡＵメッセージを送信することができる（すなわ
ち、方法はアタッチおよびＴＡＵメッセージの両方に適用される）ことに留意されたい。
【００６５】
　ＷＴＲＵ３０５がすでに接続済みモードにあり、アタッチ要求またはＴＡＵメッセージ
を送信しようとする場合、（アタッチプロシージャまたはＴＡＵプロシージャのそれぞれ
に対し）新しいアタッチタイプまたは更新タイプは、保留中の緊急コールがあることをＷ
ＴＲＵ３０５がＭＭＥ３１５に通知できるように定義されてもよい。たとえば、新しいア
タッチタイプは、「ＥＰＳ／緊急ＩＭＳＩアタッチ」となるよう定義されてもよく、また
は新しい更新タイプは、たとえば「通常のＥＰＳ更新／緊急ＩＭＳＩアタッチ」に定義さ
れてもよい。したがって、これにより、ＭＭＥ３１５は、保留中ＣＳ緊急コールがあるの
で、ＷＴＲＵ３０５がこのメッセージを送信していることを認識する。
【００６６】
　加えて、ＭＭＥ３１５は（保留中の緊急コールがあるので）登録を承認することができ
、またＣＳドメインのＷＴＲＵを登録するために、ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０向け位置更新プ
ロシージャをトリガすることができる。さらに、ＭＭＥ３１５は、登録が緊急の目的のた
めであることをＭＳＣ／ＶＬＲ３２０向け位置更新に指示することができる。これは、新
しい更新タイプを定義するか、または新しいＩＥをＭＳＣ／ＶＬＲ３２０向けメッセージ
に含めることにより達成されてもよい。
【００６７】
　ＷＴＲＵ３０５は、優先度の低いデバイス（または、将来のリリースで定義されうる任
意のその他の動作モード）として構成されてもよく、送信するＥＳＲメッセージにデバイ
ス特性ＩＥを含めることができる。もう別のオプションとして、ＷＴＲＵ３０５は、ＥＳ
Ｒメッセージが緊急コールのためのものである場合（たとえば、ＷＴＲＵ３０５が上記で
説明されるような緊急コールのためにＣＳドメインに登録を試みている場合）、このＩＥ
をＥＳＲメッセージに含めてはならない。同様に、ＭＭＥ３１５は、ＷＴＲＵ３０５が緊
急コールを発信する目的で結合型登録を実行している場合、ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０に送信
されるメッセージにデバイス特性ＩＥを含めてはならない。登録に成功した後、ＷＴＲＵ
３０５は、ＣＳＦＢをトリガするためにＥＳＲメッセージを送信する必要はない。ＭＭＥ
３１５は、自発的に（すなわち、ＣＳＦＢに対するＷＴＲＵからの明示的なＥＳＲなしに
）、あたかもＥＳＲメッセージがＷＴＲＵ３０５から受信されたかのように、当該ＷＴＲ
Ｕ３０５に対しＣＳＦＢを実行するためのアクションを行うことができる。したがって、
ＭＭＥ３１５は、ＰＳハンドオーバー（ＨＯ）を実行するか、またはＥ－ＵＴＲＡＮ３１
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０にその接続を解放することにより、ＷＴＲＵ３０５をリダイレクトして、リダイレクシ
ョン情報を提供するよう通知するかのいずれかを選択することができる。リダイレクショ
ンは、実行されてもよく、さらに、ＭＭＥ３１５は、優先度の高いＣＳＦＢを、Ｓ１ＡＰ
メッセージ（たとえば、ＣＳＦＢインジケータを持つＷＴＲＵコンテキスト変更メッセー
ジ）を介してＥ－ＵＴＲＡＭ３１０にシグナリングすることができる。ＷＴＲＵ３０５は
、ＰＳドメイン（すなわち、ＬＴＥまたはＵＴＲＡＮ）におけるいかなる確立済みベアラ
も非アクティブ化してはならない。
【００６８】
　あるいは、ＷＴＲＵ３０５は、ＣＳ緊急コールの要求があると、直接／自発的にＣＳド
メインに再選択することができる（すなわち、ＷＴＲＵ３０５は、ＰＳドメインを介して
ＣＳドメインに登録、（アタッチまたはＴＡＵメッセージを介してＰＳドメインで結合型
登録を実行）する必要はない）。再選択すると、ＷＴＲＵ３０５は、ＣＳドメインで登録
することができ、（ＷＴＲＵ３０５がすでにＣＳドメインにあったかのように）予想通り
にプロシージャに従うことができる。
【００６９】
　ＷＴＲＵ３０５がＣＳドメインにあり（すなわち、ＷＴＲＵ３０５がすでにＣＳドメイ
ンにあったか、またはＣＳドメインへの再選択を実行した）、（自発的またはネットワー
クにより指示されたように、またはＣＳドメインへのシステム間変更を実行していた）、
およびＭＭバックオフタイマーまたは任意の等価のタイマーを稼働している場合、緊急コ
ールの要求があると、ＷＴＲＵ３０５は、（ＷＴＲＵ３０５がまだ登録されていない場合
）この登録の理由が緊急コールであることを、たとえば「緊急ＩＭＳＩアタッチ」のよう
な新しいアタッチタイプを定義することにより、アタッチメッセージに指示することがで
きる
【００７０】
　さらに、ＷＴＲＵ３０５がバックオフタイマーを稼働していたので、ＷＴＲＵ３０５は
、緊急コールの期間にわたり自身が、緊急アタッチされていると見なすことができる。Ｗ
ＴＲＵ３０５は、稼働しているバックオフタイマーが停止するときに、その値を保存する
ことができ、緊急コールが終了した後に、ＷＴＲＵ３０５がその保存された値またはその
値の一部からタイマーを再開して、そのようなタイマーが稼働中のときに予想されるルー
ルに準じて動作する（たとえば、ＷＴＲＵ３０５はＭＯ－ＣＳ関連のシグナリング／ＣＳ
データ要求を送信してはならない、など）。これは、ＰＳドメイン（たとえば、ＬＴＥま
たはＥ－ＵＴＲＡＮ）に適用可能であってもよい、すなわち、稼働中の任意のＮＡＳ、Ｐ
Ｓ、もしくはＣＳ固有、またはＡＰＮ固有のバックオフタイマーがある間に、ＭＯ－ＣＳ
関連のシグナリングが緊急ベアラサービスのための緊急アタッチを実行している場合、Ｗ
ＴＲＵ３０５は、緊急コール中にタイマーを停止およびリセットしてはならない。別のオ
プションとして、ＷＴＲＵ３０５は、通常通り緊急コールの存続期間中に、タイマーの稼
働を維持することができる。それらの方法がＣＳおよび／またはＰＳ緊急コール／サービ
スの両方に適用できることに留意されたい。
【００７１】
　別の方法において、ＷＴＲＵ３０５がＥＰＳ／ＩＭＳＩ（すなわち、ＰＳおよびＣＳド
メインの両方）にすでに登録されているが、ＷＴＲＵ３０５がすでにＭＭバックオフタイ
マー（または任意の等価のタイマー、たとえばＴ３４４２）を稼働中である場合、ＷＴＲ
Ｕは（緊急コールの場合を除き）ＣＳＦＢのいかなる要求も送信してはならない、またＵ
Ｌ－ＮＡＳ－ＴＲＡＮＳＰＯＲＴ（ＬＴＥ－ＮＡＳ）メッセージを介していかなるＳＭＳ
メッセージも送信してはならない。以下の事項が任意の組み合わせで使用されてもよい。
【００７２】
　ＷＴＲＵ３０５は、ＰＬＭＮ、ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０、またはＭＭＥ３１５のうちの少
なくとも１つが変更されている場合を除き、別の結合型登録を送信してはならない。
【００７３】
　ＭＭＥ３１５またはＭＳＣ／ＶＬＲ３２０はまた、ＳＧＳＮが輻輳しているかどうかに
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関してＷＴＲＵ３０５に通知することができる。ＳＧＳＮが輻輳していない場合、（また
はＷＴＲＵ３０５がＳＧＳＮ輻輳に関する情報を有していない場合）、ＷＴＲＵは自発的
にＰＳドメイン（ＧＥＲＡＮ１２５／ＵＴＲＡＮ１３０）へ再選択して、ＳＧＳＮを介し
てＳＭＳ転送を実行することができる。あるいは、ＭＭＥ３１５／Ｅ－ＵＴＲＡＮ３１０
は、ＷＴＲＵ３０５をＰＳドメインにリダイレクトして、ＳＧＳＮを介してＳＭＳを実行
することができる。そのようなインジケーションはまた、ＲＲＣメッセージング（たとえ
ば、ＲＲＣ接続解放）を介してＷＴＲＵ３０５に提供されてもよい。
【００７４】
　ＷＴＲＵ３０５は、ＭＭＥ３１５に通知するために接続済みモードへ遷移するとき、Ｐ
Ｓドメインで送信される初期ＮＡＳメッセージがサービス要求メッセージまたはＥＳＲメ
ッセージであり、そのいずれもそのようなインジケーションを提供しないので、この遷移
の目的がＳＭＳのためであるという新しい確立原因を使用することができる。また、ＥＳ
Ｒメッセージが使用される場合、ＷＴＲＵ３０５はこの目的で新しいサービスタイプを使
用することができる。あるいは、ＷＴＲＵ３０５は、（随意に優先度の低いデバイスまた
はその他の動作モードのみ）、初期ＮＡＳメッセージとしてＵＬ－ＮＡＳ－ＴＲＡＮＳＰ
ＯＲＴメッセージを送信することを許可されてもよい。
【００７５】
　ＷＴＲＵ３０５は、再選択、またはシステム間変更、またはＰＬＭＮ変更などのいずれ
かがあると、ＷＴＲＵ３０５が登録されていた以前のノード、（または、たとえば、ＭＭ
Ｅ３１５、またはＭＳＣ／ＶＬＲ３２０、またはＳＧＳＮ、または任意の組み合わせなど
接続していた最後のノード）が、当該ＷＴＲＵ３０５へ問題になる輻輳制御を適用したこ
とを、新しい／ターゲットノード（たとえば、ＭＭＥ３１５、またはＳＧＳＮ、またはＭ
ＳＣ／ＶＬＲ３２０）に指示することができる。受信側ノードは、指示されたノードとコ
ンタクトすることを回避することができ、現在のサービングノードは、任意の加入者関連
情報についてホーム加入者サービス（ＨＳＳ：home subscribver service）に直接コンタ
クトすることができる。
【００７６】
　ＷＴＲＵ３０５が結合型アタッチまたは結合型ＴＡＵを実行するためのトリガがなく、
ＷＴＲＵ３０５がすでにＣＳおよびＰＳドメインの両方に登録されていてもよい場合があ
る。したがって、成功した結合型登録が存在することにより、ＷＴＲＵ３０５は、ＰＳド
メインを介して、（ＵＬ－ＮＡＳ－ＴＲＡＮＳＰＯＲＴメッセージを使用して）ＳＭＳメ
ッセージを送信することができる。ＭＭＥ３１５の予想される動作は、このＮＡＳメッセ
ージのカプセル化された内容（すなわち、ＳＭＳメッセージ）をＭＳＣ／ＶＬＲ３２０に
転送することである。しかし、ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０は、（この時点、またはＷＴＲＵ３
０５によるＳＭＳの送信前の任意の時点において）、問題となる当該ＷＴＲＵ３０５（ま
たはＷＴＲＵのサブセット）の輻輳制御の適用を要求することができる。したがって、こ
の機能を達成するため、以下の方法が使用されてもよい。
【００７７】
　ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０は、輻輳制御を指示する前に、ＷＴＲＵが結合型登録を実行する
のを待つ必要はない（すなわち、ＭＳＣ／ＶＬＲはＳＧインターフェイス３３８を介して
ＭＭＥからの位置更新要求を待つ必要はない）。したがってＭＳＣ／ＶＬＲは、随意に各
ＷＴＲＵのシグナリングされたタイマーにより、任意の時点において、輻輳制御が（ＩＭ
ＳＩまたは任意のその他の識別により一意に識別されうる）ＷＴＲＵまたはＷＴＲＵのサ
ブセットに対して実行されうることをＭＭＥに指示することができき、または事前構成さ
れた輻輳制御タイマーがＭＭＥ３１５により使用されてもよい。したがって、ＭＭＥ３１
５はそれから、ＮＡＳまたはＲＲＣメッセージのいずれかを介してそのようなインジケー
ションをＷＴＲＵに転送することができ、またＷＴＲＵがそれらのタイマーに適用できる
必要なバックオフタイマー値を転送することもできる。
【００７８】
　さらに、ＭＭＥ３１５が、少なくとも１つのＷＴＲＵ３０５に対して、または任意の操
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作および保守構成またはポリシーに基づいて、輻輳制御を実行するよう通知される場合、
ＭＭＥ３１５は、ＮＡＳアップリンクトランスポートメッセージを受信すると、単にメッ
セージを破棄するべきではないが、新しいまたは既存のＮＡＳメッセージ（たとえば、Ｅ
ＰＳモビリティ管理（ＥＭＭ）情報要求）を介してＷＴＲＵ３０５に応答することもでき
、ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０（または関連付けられているサービスに関する任意のその他のノ
ード）において輻輳があることをＷＴＲＵ３０５に通知し、必要なバックオフタイマー値
をＷＴＲＵ３０５に提供することもできる。このタイマー値を受信すると、ＷＴＲＵ３０
５は、バックオフタイマー３２５の期間にわたり、任意のＳＭＳ要求、または任意のＣＳ
サービス（例えば、ＣＳＦＢ）の要求を送信してはならない。さらに、ＷＴＲＵ３０５は
、サービスが緊急コールである場合を除き、任意のＣＳサービスを要求するためにＣＳド
メインへ自発的に再選択してはならない。上記の方法がまた、ＧＳインターフェイスおよ
びＵＴＲＡＮに使用されうる任意の等価のメッセージを介して、ＳＧＳＮおよびＭＳＣ／
ＶＬＲ３２０に適用されてもよいことに留意されたい（たとえば、グローバルメディアモ
ビリティ（ＧＭＭ：global media mobility）情報メッセージは、ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０
の輻輳に関して通知するために、ＳＧＳＮからＷＴＲＵ３０５に送信されてもよい）。
【００７９】
　ＳＧＳＮまたはＭＳＣ／ＶＬＲ３２０はまた、ＷＴＲＵ３０５がＣＳドメイン内にある
とき、ＭＭＥの任意の輻輳に関してＷＴＲＵ３０５に通知することもできる。ＭＭＥ３１
５の輻輳に関するＳＧＳＮまたはＭＳＣ／ＶＬＲ３２０における認識は、実装に固有であ
ってもよい。あるいは、ＭＭＥ３１５は、適切なインターフェイス（たとえば、ＭＭＥ３
１５とＭＳＣ／ＶＬＲ３２０との間の通信のためのＳＧインターフェイス３３８）を介し
て、ＭＭＥ３１５における輻輳に関してＳＧＳＮおよび／またはＭＳＣ／ＶＬＲ３２０に
通知することができる。このインジケーションは、すべてのＷＴＲＵがＥＭＭ固有のバッ
クオフタイマーを提供されるような一般的なインジケーションであってもよく、またはイ
ンジケーションは、ＳＧＳＮおよび／またはＭＳＣ／ＶＬＲ３２０により、後に関連する
バックオフタイマー値を提供されうる少なくとも１つのＷＴＲＵ３０５のセットのための
ものであってもよい。ＭＭＥ３１５はまた、必要なバックオフタイマー値をＷＴＲＵ３０
５に指示することもできる。
【００８０】
　そのようなバックオフタイマー値を受信すると、ＷＴＲＵ３０５は、ＰＳドメインへの
再選択を回避することができる、または、ＷＴＲＵ３０５がＰＳドメインへ再選択する場
合、ＷＴＲＵ３０５はいかなるＭＯシグナリング、またはデータ要求も開始してはならな
い。
【００８１】
　特定のＮＡＳメッセージが正しく処理されたかどうかを知る目的で、以下の方法が使用
されてもよい。方法において、ＵＬ－ＮＡＳトランスポートメッセージ毎、ＤＬトランス
ポートＮＡＳメッセージ毎、汎用ＵＬ－ＮＡＳトランスポートメッセージ毎、または汎用
ＤＬ－ＮＡＳトランスポートメッセージ毎に、受信側からの応答メッセージを有すること
ができる。現在、受信側ノードは、たとえばＭＭＥ３１５がＵＬ－ＮＡＳトランスポート
メッセージを受信するときに、ＮＡＳメッセージ（例えば、ＳＭＳ）の内容に応じて、適
切なノード（例えば、ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０）に内容を転送するだけである。あるいは、
ＭＭＥ３１５は、コンテンツが転送されるべきノードに問題がある場合、メッセージを破
棄することができる。この動作に関して、ＷＴＲＵ３０５はメッセージが破棄されたこと
を知らない場合があり、またＷＴＲＵ３０５のＳＭＳエンティティは、ＳＭＳの再送信を
トリガすることができ、ＭＭＥ３１５はメッセージを破棄することができる。前述のメッ
セージは、メッセージを送信したノードに対する応答を有することができる。その応答は
いつ送信されてもよく、新しいＮＡＳメッセージの形態であってもよく、または既存のメ
ッセージが使用されてもよい。いずれの場合においても、原因コードは、受信側ノードに
おける処理の成功または失敗を指示するために使用されてもよい。たとえば、ＷＴＲＵ３
０５がＵＬ－ＮＡＳ－ＴＲＡＮＳＰＯＲＴメッセージを介してＳＭＳを送信する場合、Ｍ
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ＭＥ３１５は、たとえば「メッセージは正しく処理された」または「ＳＧインターフェイ
スがダウンしている」などの結果を指示するために別のメッセージにより応答することが
できる。これらは例であり、結果または処理結果、および受信側（この例ではＭＭＥ３１
５）により使用されうる原因コードを限定するものではない。
【００８２】
　あるいは、応答は、受信側ノードにおける処理に障害がある場合に送信されてもよい。
たとえば、ＷＴＲＵ３０５がＭＭＥ３１５からＤＬ－ＮＡＳ－ＴＲＡＮＳＰＰＯＲＴメッ
セージを受信し、内容がＷＴＲＵ３０５に送信されないようなエラーが発生する場合、Ｗ
ＴＲＵ３０５は障害を指示するために応答をＭＭＥ３１５に送信することができる。これ
はまた、ＵＬ／ＤＬ汎用ＮＡＳトランスポートメッセージにも適用することができ、メッ
セージの受信側は常に、またはメッセージの処理に失敗すると、別のメッセージ（新しい
かまたは既存の）、および障害を指示する原因コードにより送信者に応答することができ
る。受信側はまた、意図されたアプリケーションに指示することもできる（たとえば、Ｍ
ＭＥ３１５はメッセージの失敗に関してＷＴＲＵ３０５に通知する）。
【００８３】
　同じ方法は、ＭＭＥ３１５およびＭＳＣ／ＶＬＲ３２０のようなノードに適用すること
ができる、すなわち、そのような応答は受信したメッセージの処理が成功したか否かを送
信者に指示するために使用されてもよい。たとえば、ＭＭＥ３１５が、ＳＧインターフェ
イス３３８上でＭＳＣ／ＶＬＲ３２０により送信されたＳＭＳメッセージの転送に失敗す
る場合、ＭＭＥ３１５は、このことを新しいＳＧメッセージ、既存のメッセージ、および
適切な原因のいずれかとともにＭＳＣ／ＶＬＲ３２０に指示することができる。同様の方
法は、ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０とＳＧＳＮ、またはＳＧＳＮとＭＭＥ３１５、または任意の
組み合わせの間の任意の対話に適用することができる。
【００８４】
　あるいは、応答は、オペレータ構成に従って送信されてもよい（たとえば、障害がある
場合、輻輳がある場合、または任意の組み合わせ）。たとえば、ＭＭＥ３１５はまた、た
とえばＭＳＣ／ＶＬＲ３２０における輻輳など、ＷＴＲＵ３０５からのＵＬ－ＮＡＳ－Ｔ
ＲＡＮＳＰＯＲＴメッセージを処理しない理由を説明するために、原因コードを含むこと
もできる。さらに、ＭＭＥ３１５は、バックオフタイマー値をＷＴＲＵ３０５に提供する
ことができ、その間にＷＴＲＵ３０５はＳＭＳ要求（すなわち、ＵＬ－ＮＡＳ－ＴＲＡＮ
ＳＰＯＲＴメッセージ）、および／または任意のＣＳＦＢ要求を送信してはならない。
【００８５】
　上記で提案される応答メッセージに対して、受信側ノードは、セキュリティ検査が失敗
する場合（たとえば、保全性検査が失敗する場合）、応答（またはレポートメッセージ）
を破棄することができる。たとえば、ＷＴＲＵ３０５は、セキュリティ検査、たとえば保
全性検査がＷＴＲＵ３０５において失敗する場合、ＭＭＥ３１５からの応答（ＵＬ－ＮＡ
Ｓ－ＴＲＡＮＳＰＯＲＴメッセージへの）を破棄することができる。したがって、ＷＴＲ
Ｕ３０５は、拒否を受信し、セキュリティ検査が成功するまで、別のＳＭＳ（またはその
他の任意のＣＳサービス関連の要求）を送信することができる。
【００８６】
　ＭＭＥ３１５は、ＭＭＥ３１５が輻輳していること、およびＭＳＣ／ＶＬＲ３２０が輻
輳制御を開始できることをＭＳＣ／ＶＬＲ３２０に指示することができる。このインジケ
ーションは、１つまたは複数のＷＴＲＵ３０５に対するものであってもよく、結合型登録
されるすべてのＷＴＲＵに対して、ＭＭＥ３１５により開始されてもよい。あるいは、Ｍ
ＭＥ３１５は、ＣＳＦＢのためにＷＴＲＵ３０５をページングするＭＳＣ／ＶＬＲ３２０
からの要求があると、またはＭＳＣ／ＶＬＲ３２０がＷＴＲＵ３０５に対するＳＭＳメッ
セージを送信するときに、またはＭＳＣ／ＶＬＲ３２０がＭＭＥ３１５による任意のＳＧ
プロシージャを開始するときに、このインジケーションを送信することができる。ＭＭＥ
３１５は、バックオフタイマー値をＭＳＣ／ＶＬＲ３２０に提供することができ、その間
にＭＳＣ／ＶＬＲ３２０は、少なくとも１つのＷＴＲＵ３０５について、ＭＭＥ３１５に
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向けていかなるメッセージも転送してはならないか、またはＭＭＥ３１５に向けていかな
るＳＧプロシージャも開始してはならない。これらの方法は、もう一方の命令に適用する
ことができる、すなわち、輻輳に関して通知される場合、ＭＭＥ３１５は、少なくとも１
つのＷＴＲＵ３０５について、ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０に向けていかなるＳＧプロシージャ
も開始してはならない。同様の方法はまた、ＭＭＥ３１５とＳＧＳＮ、またはＭＳＣ／Ｖ
ＬＲ３２０とＳＧＳＮ、または任意の組み合わせに対して適用される。
【００８７】
　ＭＭＥ３１５がＷＴＲＵ３０５にＭＭ（または等価物）、一例としてＵＬ－ＮＡＳ－Ｔ
ＲＡＮＳＰＯＲＴメッセージ（または応答を有するよう提案されるその他のメッセージ）
への応答を介して、バックオフタイマー値を提供している場合、ＭＭＥ３１５はまた、Ｍ
ＭＥ３１５における一般的ＮＡＳ輻輳、ＡＰＮ輻輳、ＳＧＳＮ、およびＭＳＣ／ＶＬＲ３
２０の輻輳などに対するバックオフタイマー値を含むこともできる。したがって、任意の
コアネットワーク（ＣＮ）ノードは、ＮＡＳまたはＲＲＣメッセージングを使用して、同
時に、その他のＣＮノードの複数セットに関する輻輳関連情報を常に提供することができ
る。たとえば、ＭＭＥ３１５は、ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０輻輳により破棄されたＵＬ－ＮＡ
Ｓ－ＴＲＡＮＳＰＯＲＴメッセージに応答して、ＥＭＭ情報要求メッセージを使用するこ
とができる。このメッセージにおいて、ＭＭＥ３１５は、たとえば輻輳しているノード、
バックオフタイマー値など、一般的な輻輳制御情報をＷＴＲＵ３０５に提供することがで
きる。
【００８８】
　説明されている方法またはルールの例外は、ＰＬＭＮの変更、ＷＴＲＵ３０５、ＭＭＥ
３１５、ＭＳＣ／ＶＬＲ３２０、およびＳＧＳＮにおける設定の変更、トラッキングエリ
ア識別情報（ＴＡＩ：tracking area identity）、ルーティングエリア識別情報（ＲＡＩ
：routing area identity）、ロケーションエリア識別情報（ＬＡＩ：rocation area ide
ntity）などの変更であってもよい。方法はまた、ＷＴＲＵがローミングされうるときに
も適用することができる。あるいは、移動先ＰＬＭＮ（ＶＰＬＭＮ）は、このＷＴＲＵか
らの要求を処理する方法に関する情報（たとえば、輻輳を適用するかどうかなど）をホー
ムＰＬＭＮ（ＨＰＬＭＮ）に要求することができ、または、たとえば輻輳制御が少なくと
も１つのＷＴＲＵ３０５に適用されるべきかどうかを決定するために、自身のポリシーを
使用することができる。
【００８９】
　図５は、第４の実施形態に従って実行されるＣＳＦＢコール確立プロシージャのシグナ
ルフロー図であり、ＣＳドメインへのアクセスが輻輳またはオペレータポリシーの実施に
より一時的に制限されている。図５に示されるように、ＷＴＲＵ５０５は、Ｅ－ＵＴＲＡ
Ｎ１１５、ＭＭＥ５２０、およびＭＳＣ／ＶＬＲ５２５を含むネットワーク５１０と通信
する。ＷＴＲＵ５０５は、少なくとも１つのタイマー５３０を含むことができる。アタッ
チメッセージまたはＴＡＵメッセージの送信後に、ＷＴＲＵ５０５がＰＳおよびＣＳドメ
インの両方に登録されるときに、ＷＴＲＵ５０５は結合型ＥＰＳ／ＩＭＳＩアタッチドで
ある（５３５）。ＷＴＲＵ５０５は、ＭＯ－ＣＳＦＢ－ＥＳＲメッセージをＭＭＥ５２０
に送信する（５４０）ことにより、ＣＳＦＢ要求プロシージャを開始することができる。
ＣＳドメインへのアクセスが一時的に制限されているため、ＭＭＥ５２０は、原因値（た
とえば、＃３９）を使用して、サービス拒否メッセージ（５４５）でタイマー値により定
義されるように、ＣＳドメインが所定の期間にわたり一時的に使用不可能であることを指
示するために、サービス拒否メッセージ（５４５）をＷＴＲＵ５０５に送信することがで
きる。ＷＴＲＵ５０５のタイマー５３０（すなわち、Ｔ３４４２）は、サービス拒否メッ
セージに含まれているタイマー値に基づいて設定され、アクティブ化されてもよい（５５
０）。ＷＴＲＵ５０５は、ＭＴ　ＣＳＦＢ緊急コールの場合を除き、タイマーが満了する
まで、ＭＯサービスに対するＥＳＲメッセージをネットワーク５１０に送信してはならな
い（５５５）。
【００９０】
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　図６は、図３乃至図５のプロシージャに準じて構成されたＷＴＲＵ６００を示すブロッ
ク図である。ＷＴＲＵ６００は、少なくとも１つのアンテナ６０５、受信機６１０、プロ
セッサ６１５、送信機６２０、および少なくとも１つのタイマー６２５を含むことができ
る。受信機６１０は、アンテナ６０５を介して、タイマー値を含むサービス拒否メッセー
ジを受信するように構成されてもよい。プロセッサ６１５は、タイマー値に基づいてタイ
マー６２５を設定し、タイマー６２５をアクティブ化するように構成されてもよい。プロ
セッサ６１５は、緊急コールのためのＭＯ－ＣＳフォールバックの場合を除き、タイマー
６２５が満了するまで、ＭＯサービスを要求するためにＥＳＲメッセージをネットワーク
に送信することを試みないようにさらに構成されてもよい。受信機６１０は、アンテナ６
０５を介して、ＭＴ　ＣＳコールのページングを受信するようにさらに構成されてもよい
。プロセッサ６１５は、受信機６１０がページングを受信するのに応答して、タイマー６
２５を非アクティブ化するようにさらに構成されてもよい。送信機６２０は、ＭＯ－ＣＳ
フォールバックコールのためにＥＳＲメッセージを送信するようにさらに構成されてもよ
い。送信機６２０がＥＳＲメッセージを送信するのに応答して、サービス拒否メッセージ
は受信機６１０により受信されてもよい。送信機６２０は、プロセッサ６１５がタイマー
６２５を非アクティブ化するのに応答して、アンテナ６０５を介して、ＭＯ－ＣＳフォー
ルバックコールのためのＥＳＲメッセージを送信するように構成されてもよい。受信機６
１０は、アンテナ６０５を介して、リダイレクションおよびハンドオーバー情報のうちの
少なくとも１つを受信するように構成されてもよい。
【００９１】
　図７は、図３乃至図５のプロシージャに準じて構成されたＭＭＥ７００を示すブロック
図である。ＭＭＥ７００は、少なくとも１つのアンテナ７０５、受信機７１０、プロセッ
サ７１５、送信機７２０、および少なくとも１つのタイマー７２５を含むことができる。
受信機７１０は、アンテナ７０５を介して、タイマー値を含む輻輳インジケーションメッ
セージを受信するように構成されてもよい。プロセッサ７１５は、タイマーをタイマー値
に設定し、タイマー７２５をアクティブ化し、タイマー７２５がアクティブ状態にある間
に、輻輳制御基準を適用して、タイマー７２５が満了すると輻輳制御基準の適用を停止す
るように構成されてもよい。送信機７２０は、輻輳制御基準が適用されている間、受信し
たＣＳサービス要求に応答してサービス拒否メッセージを、アンテナ７０５を介して送信
するように構成されてもよい。
【００９２】
　図８は、図３乃至図５のプロシージャに準じて構成されたＭＳＣ／ＶＬＲ８００を示す
ブロック図である。ＭＳＣ／ＶＬＲ８００は、少なくとも１つのアンテナ８０５、受信機
８１０、プロセッサ８１５、送信機８２０、および少なくとも１つのタイマー８２５を含
むことができる。送信機８２０は、アンテナ８０５を介して、タイマー値を含む輻輳イン
ジケーションメッセージを送信するように構成されてもよい。プロセッサ８１５は、タイ
マー８２５をタイマー値に設定し、タイマー８２５をアクティブ化し、受信機８１０がア
ンテナ８０５を介して輻輳インジケーションＡＣＫを受信するのを待ち、輻輳インジケー
ションＡＣＫが受信されることを条件に、タイマー８２５を非アクティブ化して、輻輳イ
ンジケーションＡＣＫが受信機８１０により受信される前に、タイマー８２５が満了する
ことを条件に、輻輳インジケーションメッセージをアンテナ８０５を介して再送信するた
めに送信機８２０を制御するように構成されてもよい。
【００９３】
実施形態
１．　輻輳したネットワークにおいてサービス要求メッセージを送信するための方法であ
って、
　タイマー値を含むメッセージを受信するステップと、
　タイマー値に基づいて無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）においてタイマーを設定す
るステップと、
　タイマーをアクティブ化するステップとを備え、ＷＴＲＵは、モバイル発信（ＭＯ）緊
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急コールの場合を除き、タイマーが満了するまで、ＭＯサービスのためにサービス要求メ
ッセージをネットワークへ送信することを試みないように構成されることを特徴とする方
法。
２．　タイマー値を含むメッセージは、アタッチ承認メッセージ、トラッキングエリア更
新（ＴＡＵ）メッセージ、またはサービス拒否メッセージのうちの１つであることを特徴
とする実施形態１に記載の方法。
３．　ＭＯ緊急コールは緊急コールのためのＭＯ回線交換（ＣＳ）フォールバックであり
、サービス要求はＣＳサービス要求であることを特徴とする実施形態１または２のいずれ
か一項に記載の方法。
４．　輻輳したネットワークにおいてサービス要求メッセージを送信するための方法であ
って、
　タイマー値を含むメッセージを受信するステップと、
　タイマー値に基づいて無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）においてタイマーを設定す
るステップと、
　タイマーをアクティブ化するステップとを備え、ＷＴＲＵは、モバイル発信（ＭＯ）緊
急コールの場合を除き、タイマーがアクティブ化されている限り、ＭＯコールのためのサ
ービスを要求することが制約されることを特徴とする方法。
５．　タイマー値を含むメッセージは、アタッチ承認メッセージ、トラッキングエリア更
新（ＴＡＵ）メッセージ、またはサービス拒否メッセージのうちの１つであることを特徴
とする実施形態４に記載の方法。
６．　輻輳したネットワークにおいてサービス要求メッセージを送信するための方法であ
って、
　タイマー値を含むメッセージを受信するステップと、
　タイマー値に基づいて無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）においてタイマーを設定す
るステップと、
　タイマーをアクティブ化するステップと、
　モバイル着信（ＭＴ）コールのためのページングを受信するステップと、
　ページングに応答してタイマーを非アクティブ化するステップとを備えることを特徴と
する方法。
７．　タイマー値を含むメッセージは、モバイル発信（ＭＯ）回線交換（ＣＳ）フォール
バックコールのためのサービス要求メッセージを送信することに応答して、受信されるこ
とを特徴とする実施形態６に記載の方法。
８．　タイマーを非アクティブ化することに応答して、ＭＴ－ＣＳフォールバックコール
のためのサービス要求メッセージを送信するステップと、
　リダイレクション情報およびハンドオーバー情報のうちの少なくとも１つを受信するス
テップとをさらに備えることを特徴とする実施形態６または７のうちのいずれか一に記載
の方法。
９．　タイマー値を含むメッセージは、アタッチ承認メッセージ、トラッキングエリア更
新（ＴＡＵ）メッセージ、またはサービス拒否メッセージのうちの１つであることを特徴
とする実施形態６乃至８のうちのいずれか一に記載の方法。
１０．　輻輳したネットワークにおいて回線交換（ＣＳ）サービス要求メッセージを送信
するための方法であって、
　パケット交換（ＰＳ）ドメインおよびＣＳドメインにおいて登録する結合型アタッチプ
ロシージャを開始するステップと、
　タイマー値を受信するステップと、
　タイマー値に基づいて無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）においてタイマーを設定す
るステップと、
　タイマーをアクティブ化するステップとを備え、ＷＴＲＵは、ＣＳ緊急コールのための
要求を送信する場合、またはタイマーが満了する場合を除き、別の結合型アタッチプロシ
ージャを開始することが制約されることを特徴とする方法。
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１１．　輻輳したネットワークにおいてサービス要求メッセージを送信するための、モビ
リティ管理エンティティ（ＭＭＥ）で実施される方法であって、
　輻輳インジケーションメッセージを受信するステップと、
　輻輳インジケーションメッセージに含まれるタイマー値に設定されたタイマーをアクテ
ィブ化するステップと、
　タイマーがアクティブ化されている間、輻輳制御基準を適用するステップと、
　タイマーが満了すると輻輳制御基準の適用を停止するステップとを備えることを特徴と
する方法。
１２．　輻輳インジケーションメッセージは、移動通信交換局（ＭＳＣ）／ＶＬＲ（visi
tor location register）から受信されることを特徴とする実施形態１１に記載の方法。
１３．　輻輳制御基準が適用されている間、受信した任意の回線交換（ＣＳ）サービス要
求に応答して、サービス拒否メッセージを送信するステップをさらに備えることを特徴と
する実施形態１１または１２のうちのいずれか一に記載の方法。
１４．　輻輳したネットワークにおいてサービス要求メッセージを送信するための、移動
通信交換局（ＭＳＣ）／ＶＬＲ（visitor location register）で実施される方法であっ
て、
　タイマー値を含む輻輳インジケーションメッセージを送信するステップと、
　タイマーをタイマー値に設定するステップと、
　タイマーをアクティブ化するステップと、
輻輳インジケーション肯定応答（ＡＣＫ）メッセージが受信されることを条件に、タイマ
ーを非アクティブ化するステップと、
　輻輳インジケーションＡＣＫの受信よりも前にタイマーが満了することを条件に、輻輳
インジケーションメッセージを再送信するステップとを備えることを特徴とする方法。
１５．　タイマーと、
　タイマー値を含むメッセージを受信するように構成された受信機と、
　タイマー値に基づいてタイマーを設定して、タイマーをアクティブ化するように構成さ
れたプロセッサであって、モバイル発信（ＭＯ）緊急コールの場合を除き、タイマーが満
了するまで、ＭＯサービスのためのサービス要求メッセージをネットワークへ送信するこ
とを試みないようにさらに構成されるプロセッサとを備えることを特徴とする無線送信／
受信ユニット（ＷＴＲＵ）。
１６．　タイマー値を含むメッセージは、アタッチ承認メッセージ、トラッキングエリア
更新（ＴＡＵ）メッセージ、またはトラッキングエリア更新（ＴＡＵ）メッセージのうち
の１つであることを特徴とする実施形態１５に記載のＷＴＲＵ。
１７．　タイマーと、
　タイマー値を含むメッセージを受信するように構成された受信機と、
　タイマー値に基づいてタイマーを設定して、タイマーをアクティブ化するように構成さ
れたプロセッサとを備える無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、ＷＴＲＵは、
モバイル発信（ＭＯ）緊急コールの場合を除き、タイマーがアクティブ化されている限り
、ＭＯコールのサービスを要求することが制約されることを特徴とするＷＴＲＵ。
１８．　タイマー値を含むメッセージは、アタッチ承認メッセージ、トラッキングエリア
更新（ＴＡＵ）メッセージ、またはトラッキングエリア更新（ＴＡＵ）メッセージのうち
の１つであることを特徴とする実施形態１７に記載のＷＴＲＵ。
１９．　タイマーと、
　タイマー値に基づいてタイマーを設定して、タイマーをアクティブ化するように構成さ
れたプロセッサと、
　タイマー値を含むメッセージ、およびモバイル着信（ＭＴ）コールのためのページング
を受信するように構成された受信機とを備える無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であ
って、プロセッサは、受信機がページングを受信するのに応答して、タイマーを非アクテ
ィブ化するようにさらに構成されることを特徴とするＷＴＲＵ。
２０．　モバイル発信（ＭＯ）回線交換（ＣＳ）フォールバックコールのためのサービス
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要求メッセージを送信するように構成された送信機をさらに備え、タイマー値を含むメッ
セージは、送信機がサービス要求メッセージを送信することに応答して、受信機により受
信されることを特徴とする実施形態１９に記載のＷＴＲＵ。
２１．　プロセッサがタイマーを非アクティブ化することに応答して、ＭＴ－ＣＳフォー
ルバックコールのためのサービス要求メッセージを送信するように構成された送信機と、
　リダイレクション情報およびハンドオーバー情報のうちの少なくとも１つを受信するよ
うに構成された受信機とをさらに備えることを特徴とする実施形態２０に記載のＷＴＲＵ
。
【００９４】
　特徴および要素は、特定の組み合わせで上記で説明されるが、各々の特徴または要素は
、単独で使用されるか、または他の特徴および要素の任意の組み合わせで使用されてもよ
いことが、当業者であれば理解されるであろう。加えて、本明細書において説明される方
法は、コンピュータまたはプロセッサにより実行するためにコンピュータ可読媒体に組み
込まれたコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアにおいて実施さ
れてもよい。コンピュータ可読媒体の例は、（有線または無線接続を介して伝送される）
電子信号およびコンピュータストレージ媒体を含む。コンピュータ可読ストレージ媒体の
例は、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、レジスタ、
キャッシュメモリ、半導体メモリデバイス、内蔵ハードディスクおよび着脱可能ディスク
などの磁気媒体、磁気光学媒体、ＣＤ－ＲＯＭディスク、ならびにデジタル多用途ディス
ク（ＤＶＤ）などの光媒体を含むが、これらに限定されない。ソフトウェアと関連するプ
ロセッサは、ＷＴＲＵ、ＵＥ、端末、基地局、ＲＮＣ、または任意のホストコンピュータ
において使用する無線周波数送受信機を実施するために使用されてもよい。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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