
JP 2019-180094 A 2019.10.17

(57)【要約】
【課題】ＭＴＣをサポートする方法および装置を提供す
る。
【解決手段】ＷＴＲＵは、モバイル発信限定モード２１
０で動作するように自身を構成できる。ＷＴＲＵは、モ
バイル発信限定モードで、ＲＲＣアイドルおよび／また
はＮＡＳアイドル／スタンバイ状態の手順を実行しない
かまたはサブセットを実行することができる。モバイル
発信限定モードの動作は、明示的または暗黙的にトリガ
ーし、ＷＴＲＵは、事前に構成されたスケジュールに従
ってモードを切り替える。動作モードの移行後に、ＷＴ
ＲＵは、そのようなモード切り替えを示すメッセージを
、ネットワークに送信する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワークにおいて使用するためにマシンタイプ通信をサポートし、無線送受信
ユニット（ＷＴＲＵ）電力節約モードで動作するＷＴＲＵを使用する方法であって、
　前記ＷＴＲＵが前記ＷＴＲＵ電力節約モードをサポートすることを前記無線ネットワー
クに示すトラッキングエリア更新（ＴＡＵ）要求を前記ＷＴＲＵから前記無線ネットワー
クに送るステップと、
　モバイル発信および着信モードから前記ＷＴＲＵ電力節約モードに変化するように前記
ＷＴＲＵを構成するために使用される第１のＷＴＲＵタイマーのための第１のタイマー値
を前記無線ネットワークから前記ＷＴＲＵにおいて受信するステップと、
　前記受信された第１のタイマー値に基づいて前記第１のＷＴＲＵタイマーを設定するス
テップと、
　前記第１のＷＴＲＵタイマーの満了に基づいて前記ＷＴＲＵ電力節約モードに入るステ
ップと
　を備えたことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　マシンタイプ通信をサポートする方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、参照により本明細書に組み込まれている、2010年2月12日に出願した米国仮
出願61/304,383号明細書の優先権を主張するものである。
【０００３】
　マシンタイプ通信（ＭＴＣ）とは、必ずしも人間による相互作用を必要としない１つま
たは複数のエンティティを含む通信のことである。ＭＴＣは、多数の通信ＭＴＣ機器（つ
まり、ＭＴＣ用に装備されたワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ））を含み、ＭＴＣ機
器を宛先とするトラフィックがなかったり、または少なかったりする（例えば、センサネ
ットワーク）。ＭＴＣ機器は、バッテリー駆動の場合があるため、バッテリー消費を減ら
し、かつ手動による介入なしに長時間動作できるようにする必要がある。
【０００４】
　ＭＴＣにおいて、一部の使用事例では、機器は、モバイル発信の通信（mobile origina
ted communications）だけをサポートすることを要求されることがある（たとえば、定期
的に測定値を報告する計測システム）。機器が、呼（Call）を開始または受信することが
予期されているような場合、機器がアイドルモードにある場合でも、その機器に対して呼
を行う必要がある場合に、呼を適時に完了させることができるように、ネットワークは機
器の位置（つまり、機器が位置する領域）を認識している必要がある。しかし、機器が呼
を行うのみで、呼を受信しない場合、ネットワークは機器を見つける必要がないため、機
器の位置はそれほど重要ではなくなる。他の使用事例では、機器は、低頻度モバイル着信
（infrequent mobile terminated communications）の通信をサポートすることが要求さ
れる場合がある（たとえば、ネットワークによる機器のポーリングをサポートする計測シ
ステム）。
【発明の概要】
【０００５】
　マシンタイプ通信をサポートする方法および装置を開示する。ＷＴＲＵは、トリガーに
基づいてモバイル発信のみモードで動作するように自身を構成することができる。ＷＴＲ
Ｕは、モバイル発信のみモードでは、無線資源制御（ＲＲＣ）アイドル、および／または
非アクセス層（ＮＡＳ）アイドル／スタンバイ状態の手順を実行しなくてもよい、または
サブセットを実行することができる。たとえば、ＷＴＲＵは、モバイル発信のみモードに



(3) JP 2019-180094 A 2019.10.17

10

20

30

40

50

おいて、セル再選択を実行できるが、ページング監視は実行することができない。あるい
は、ＷＴＲＵは、ページング監視を実行できるが、セル再選択および位置更新は実行する
ことができない。モバイル発信のみモードの動作は、明示的または暗黙的にトリガーする
ことができる。たとえば、ＷＴＲＵは、無効タイマー（ｉｎａｃｔｉｖｉｔｙ　ｔｉｍｅ
ｒ）の期限が切れたときにモバイル発信のみモードでの動作を開始することができる。Ｗ
ＴＲＵは、事前に構成されたスケジュールに従ってモードを切り替えることができる。動
作モードの移行後に、ＷＴＲＵは、そのようなモード切り替えを示すメッセージをネット
ワークに送信することも、またはしないこともできる。
【０００６】
　モバイル発信のみモードの動作は、ＲＲＣおよび／またはＮＡＳ手順に一部の修正を追
加することによってサポートすることができる。修正を完成するために、個別のＲＲＣア
イドル状態、モバイル発信のみモード用に構成されたプロファイル構成を有するＲＲＣア
イドルモード、またはＲＲＣアイドルモードにおけるモバイル発信のみ状態を使用して実
装を行うことができる。同様に、新しいＮＡＳ状態をサポートすることによって、または
モバイル発信のみモードにおいて新しいプロファイル構成を使用することによって、ＮＡ
Ｓ修正を行うことができる。
【０００７】
　「モバイル発信のみモード」と呼ぶ新しい動作モードをサポートする実施形態を開示す
る。この新しい動作モードは、新しい「モバイル発信のみ状態」またはＲＲＣおよび／ま
たはＮＡＳレイヤーに対する新しいプロファイル構成を使用して実装することができる。
ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵが、モバイル発信のみモードおよび／またはモバイル発信のみモー
ドにおいてＷＴＲＵによってサポートされる機能をサポートすることを示すメッセージを
ネットワークに送信することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　例として以下に示す説明および添付の図面によって、より詳細な理解を得ることができ
る。
【０００９】
【図１Ａ】１つまたは複数の開示された実施形態を実装できる通信システム例のシステム
図である。
【図１Ｂ】図１Ａに図示した通信システム内で使用できるワイヤレス送受信ユニット（Ｗ
ＴＲＵ）例のシステム図である。
【図１Ｃ】図１Ａに図示した通信システム内で使用できる無線アクセスネットワーク例お
よびコアネットワーク例のシステム図である。
【図１Ｄ】ＭＴＣ機器がＭＴＣサーバと通信する通信事例である。
【図２】モバイル発信のみモードと、モバイル発信および着信モードとの間の移行を示す
図である。
【図３】一実施形態によるＵＴＲＡ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒ
ａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）のＲＲＣ状態図の例である。
【図４】一実施形態によるＥ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒ
ｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）のＲＲＣ状態図の例である。
【図５】接触可能期間および接触不能期間の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１Ａは、１つまたは複数の開示された実施形態を実施することが可能な通信システム
１００の例を示す図である。通信システム１００は、音声、データ、ビデオ、メッセージ
ング、および同報通信などのコンテンツを複数のワイヤレスユーザに提供するマルチプル
アクセスシステムでもよい。通信システム１００は、複数のワイヤレスユーザが、ワイヤ
レス帯域幅を含むシステムリソースの共有を通じて、そのようなコンテンツにアクセスで
きるようにすることができる。たとえば、通信システム１００は、符号分割多元接続（Ｃ
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ＤＭＡ）、時分割多重アクセス（ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、直交Ｆ
ＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）、シングルキャリアのＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）など、１つまた
は複数のチャネルアクセス方式を使用することができる。
【００１１】
　図１Ａに示すように、通信システム１００は、ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）
１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）１０４
、コアネットワーク１０６、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１０８、インターネット１１０
、および他のネットワーク１１を含むことができるが、開示した実施形態は、任意の数の
ＷＴＲＵ、基地局、ネットワーク、および／またはネットワーク要素を意図することは、
当業者には自明であろう。ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、および１０２ｄのそ
れぞれは、ワイヤレス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
種類の機器でもよい。例を挙げると、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、および１
０２ｄは、ワイヤレス信号を伝送および／または受信するように構成することができ、ユ
ーザ装置（ＵＥ）、移動局、固定またはモバイルの加入者ユニット、ポケットベル、携帯
電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、スマートフォン、ラップトップコンピュータ、ネットブ
ック、パーソナルコンピュータ、ワイヤレスセンサ、家電などを含むことができる。
【００１２】
　また、通信システム１００は、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂを含むことができ
る。基地局１１４ａおよび１１４ｂのそれぞれは、コアネットワーク１０６、インターネ
ット１１０、および／またはネットワーク１１２など、１つまたは複数の通信ネットワー
クに対するアクセスを促進するために、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２
ｄの少なくとも１つとワイヤレスにインターフェースするように構成された任意の種類の
機器でもよい。例を挙げると、基地局１１４ａおよび１１４ｂは、無線基地局（ＢＴＳ）
、ノードＢ、ｅＮｏｄｅ　Ｂ、ホームノードＢ、ホームｅＮｏｄｅ　Ｂ、サイトコントロ
ーラ、アクセスポイント（ＡＰ）、ワイヤレスルータなどでもよい。基地局１１４ａおよ
び１１４ｂは、それぞれ単一の要素として描かれているが、基地局１１４ａおよび１１４
ｂは、任意の数の相互に連結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
できることに注意されたい。
【００１３】
　基地局１１４ａはＲＡＮ１０４の一部でもよく、また、他の基地局および／または基地
局制御装置（ＢＳＣ）、無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）、中継ノードなどのネット
ワーク要素（図示せず）を含むことができる。基地局１１４ａおよび／または基地局１１
４ｂは、セル（図示せず）と呼ぶことができる特定の地理的領域内でワイヤレス信号を伝
送および／または受信するように構成することができる。セルは、セルセクタにさらに分
割することができる。たとえば、基地局１１４ａに関連するセルは、３つのセクタに分割
することができる。したがって、一実施形態では、基地局１１４ａは、３つの送受信装置
、つまりセルのセクタごとに１つを含むことができる。他の実施形態では、基地局１１４
ａは、多入力多出力（ＭＩＭＯ）テクノロジーを使用することができるため、セルのセク
タごとに複数の送受信装置を利用することができる。
【００１４】
　基地局１１４ａおよび１１４ｂは、任意の適切なワイヤレス通信リンク（たとえば、無
線周波数（ＲＦ）、マイクロウェーブ、赤外線（ＩＲ）、紫外線（ＵＶ）、可視光線など
）によるエアインターフェース１１６を介して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ
、１０２ｄの１つまたは複数と通信することができる。エアインターフェース１１６は、
任意の適切な無線アクセステクノロジー（ＲＡＴ）を使用することができる。
【００１５】
　より具体的には、上記のように、通信システム１００は、マルチプルアクセスシステム
でもよく、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡなど、１つまた
は複数のチャネルアクセス方式を使用することができる。例えば、ＲＡＮ１０４の基地局
１１４ａ、およびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭ
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Ａ（登録商標））を使用してエアインターフェース１１６を確立できる、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）テレストリアル無線アクセス（ＵＴ
ＲＡ）など、無線テクノロジーを実装することができる。ＷＣＤＭＡは、高速パケットア
クセス（ＨＳＰＡ：Ｈｉｇｈ－Ｓｐｅｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）および／また
はＥｖｏｌｖｅｄ　ＨＳＰＡ（ＨＳＰＡ＋）などの通信プロトコルを含むことができる。
ＨＳＰＡは、高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）および／または高速アッ
プリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ）を含むことができる。
【００１６】
　他の実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、
Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）および／またはＬＴＥ－Ａｄｖａｎ
ｃｅｄ（ＬＴＥ－Ａ）を使用してエアインターフェース１１６を確立できる、Ｅ－ＵＴＲ
Ａ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）
などの無線テクノロジーとして実施することができる。
【００１７】
　他の実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、
ＩＥＥＥ８０２．１６（つまり、Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔ
ｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＷｉＭＡＸ））、ＣＤＭＡ２０００、
ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、ＣＤＭＡ２０００　ＥＶ－ＤＯ、Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄ
ａｒｄ２０００（ＩＳ－２０００）、Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ９５（ＩＳ－９
５）、Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ８５６（ＩＳ－８５６）、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａ
ｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）、ＥＤＧＥ
（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、
ＧＳＭ　ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク（ＧＥＲＡＮ）などの無線テクノロジーとし
て実施することができる。
【００１８】
　図１Ａの基地局１１４ｂは、たとえば、ワイヤレスルータ、ホームノードＢ、ホームｅ
Ｎｏｄｅ　Ｂ、またはアクセスポイントでもよく、事業所、家庭、車両、キャンパスなど
、局所的な領域においてワイヤレス接続を促進するために適切なＲＡＴを利用することが
できる。一実施形態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ワイヤ
レスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を確立するためにＩＥＥＥ８０２．１１な
どの無線テクノロジーを実装することができる。他の実施形態では、基地局１１４ｂおよ
びＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ワイヤレス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などの無線テクノロジーを実装することができ
る。さらに他の実施形態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ピ
コセルまたはフェムトセルを確立するために、セルに基づくＲＡＴ（たとえば、ＷＣＤＭ
Ａ、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａなど）を利用することができる。図
１Ａに示すように、基地局１１４ｂは、インターネット１１０に直接接続することができ
る。したがって、基地局１１４ｂは、コアネットワーク１０６を介してインターネット１
１０にアクセスすることを要求されない場合がある。
【００１９】
　ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０６と通信することができ、このネットワークは
、音声、データ、アプリケーション、および／またはボイスオーバーインターネットプロ
トコル（ＶｏＩＰ）サービスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの１つ
または複数に提供するように構成された任意の種類のネットワークでもよい。たとえば、
コアネットワーク１０６は、コール制御、課金サービス、モバイルの位置ベースのサービ
ス、前払いの電話、インターネット接続、ビデオ配信などを提供することができ、かつ／
またはユーザ認証など、高レベルのセキュリティー機能を実行することができる。図１Ａ
には示していないが、ＲＡＮ１０４および／またはコアネットワーク１０６は、ＲＡＮ１
０４と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを利用する他のＲＡＮと直接的または間接的に通信
することができることに注意されたい。たとえば、Ｅ－ＵＴＲＡ無線テクノロジーを利用
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する可能性があるＲＡＮ１０４に接続されることに加えて、コアネットワーク１０６は、
また、ＧＳＭ無線テクノロジーを利用する他のＲＡＮ（図示せず）と通信することができ
る。
【００２０】
　また、コアネットワーク１０６は、ＰＳＴＮ１０８、インターネット１１０、および／
または他のネットワーク１１２にアクセスするためのＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０
２ｃ、１０２ｄに対するゲートウェイとして機能することができる。ＰＳＴＮ１０８は、
基本電話サービス（ＰＯＴＳ：ｐｌａｉｎ　ｏｌｄ　ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　ｓｅｒｖｉｃ
ｅ）を提供する回線交換式の電話ネットワークを含むことができる。インターネット１１
０は、相互に接続されたコンピュータネットワークのグローバルシステムおよび伝送制御
プロトコル（ＴＣＰ）、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）、およびＴＣＰ／ＩＰ
インターネットプロトコルスイートのインターネットプロトコル（ＩＰ）など、一般的な
通信プロトコルを使用する機器を含むことができる。ネットワーク１１２は、他のサービ
スプロバイダによって所有および／または運用されてい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。例えば、ネットワーク１１２は、ＲＡＮ１０４と同じＲＡＴま
たは異なるＲＡＴを利用できる、１つまたは複数のＲＡＮに接続された他のコアネットワ
ークを含むことができる。
【００２１】
　通信システム１００のＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、および１０２ｄの一部
またはすべては、マルチモード機能を含むことができる。つまり、ＷＴＲＵ１０２ａ、１
０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、異なるワイヤレスリンクを通じて異なるワイヤレスネッ
トワークと通信するために複数の送受信装置を含むことができる。たとえば、図１Ａに示
すＷＴＲＵ１０２ｃは、セルラーベースの無線テクノロジーを利用できる基地局１１４ａ
、およびＩＥＥＥ８０２無線テクノロジーを利用できる基地局１１４ｂと通信するように
構成することができる。
【００２２】
　図１Ｂは、ＷＴＲＵ１０２の例のシステム図である。図１Ｂに示すように、ＷＴＲＵ１
０２は、プロセッサ１１８、送受信装置１２０、送受信要素１２２、スピーカ／マイクロ
ホン１２４、キーパッド１２６、ディスプレイ／タッチパッド１２８、取り外し可能でな
いメモリ１０６、取り外し可能メモリ１３２、電源１３４、全地球測位システム（ＧＰＳ
）チップセット１３６、および他の周辺装置１３８を含むことができる。ＷＴＲＵ１０２
は、一実施形態に従いながら前述の要素の任意の部分的な組み合わせを含むことができる
ことに注意されたい。
【００２３】
　プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、特殊用途向けプロセッサ、従来のプロセッサ、
デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアとともに用
いる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、特定
用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、書き替え可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）回路、その他の
種類の集積回路（ＩＣ）、状態機械などでもよい。プロセッサ１１８は、信号の符号化、
データ処理、電力制御、入出力処理、および／またはＷＴＲＵ１０２がワイヤレス環境で
動作できるようにする他の機能を実行することができる。プロセッサ１１８は、送受信要
素１２２に結合できる送受信装置１２０に結合することができる。図１Ｂは、プロセッサ
１１８および送受信装置１２０を個別のコンポーネントとして描いているが、プロセッサ
１１８および送受信装置１２０は、電子パッケージまたはチップに統合できることに注意
されたい。
【００２４】
　送受信要素１２２は、エアインターフェース１１６を通じて基地局（たとえば、基地局
１１４ａ）との間で信号を送受信するように構成することができる。たとえば、一実施形
態では、送受信要素１２２は、ＲＦシグナルを伝送および／または受信するように構成さ
れたアンテナでもよい。他の実施形態では、たとえば、送受信要素１２２は、ＩＲ、ＵＶ
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、または可視光線信号を伝送および／または受信するように構成されたエミッタ／検出器
でもよい。さらに他の実施形態では、送受信要素１２２は、ＲＦおよび光信号の両方を伝
送および受信するように構成することができる。送受信要素１２２は、ワイヤレス信号の
任意の組み合わせを伝送および／または受信するように構成できることに注意されたい。
【００２５】
　これに加えて、送受信要素１２２は、単一の要素として図１Ｂに描かれているが、ＷＴ
ＲＵ１０２は、任意の数の送受信要素１２２を含むことができる。より具体的には、ＷＴ
ＲＵ１０２は、ＭＩＭＯテクノロジーを利用することができる。したがって、一実施形態
では、ＷＴＲＵ１０２は、エアインターフェース１１６を通じてワイヤレス信号を伝送お
よび受信するために２つ以上の送受信要素１２２（たとえば、複数のアンテナ）を含むこ
とができる。
【００２６】
　送受信装置１２０は、送受信要素１２２によって伝送されることとなる信号を変調する
ように、および送受信要素１２２によって受信される信号を復調するように構成すること
ができる。上記のように、ＷＴＲＵ１０２は、マルチモード機能を持つことができる。し
たがって、送受信装置１２０は、たとえば、ＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．１１など複
数のＲＡＴを介してＷＴＲＵ１０２が通信できるようにするために複数の送受信装置を含
むことができる。
【００２７】
　ＷＴＲＵ１０２のプロセッサ１１８は、スピーカ／マイクロホン１２４、キーパッド１
２６、および／またはディスプレイ／タッチパッド１２８（たとえば、液晶ディスプレイ
（ＬＣＤ）表示装置または有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）表示装置）に結合したり、こ
れらからユーザ入力データを受信したりすることができる。また、プロセッサ１１８は、
スピーカ／マイクロホン１２４、キーパッド１２６、および／またはディスプレイ／タッ
チパッド１２８にユーザデータを出力することができる。これに加えて、プロセッサ１１
８は、取り外し可能でないメモリ１０６および／または取り外し可能メモリ１３２など任
意の種類の適切なメモリの情報にアクセスしたり、そこにデータを格納したりすることが
できる。取り外し可能でないメモリ１０６は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み
取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ハードディスク、または他の種類の記憶装置を含むことがで
きる。取り外し可能メモリ１３２は、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カード、メモリス
ティック、ＳＤ（セキュアデジタル）メモリカードなどを含むことができる。他の実施形
態では、プロセッサ１１８は、サーバまたはホームコンピュータ（図示せず）など、ＷＴ
ＲＵ１０２に物理的に配置されていないメモリの情報にアクセスしたり、そこにデータを
格納したりすることができる。
【００２８】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受けることができ、ＷＴＲＵ１０２の他の
コンポーネントに対して電力を配分および／または制御するように構成することができる
。電源１３４は、ＷＴＲＵ１０２に電力を供給するための任意の適切な機器でもよい。た
とえば、電源１３４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（Ｎ
ｉＣｄ）、ニッケル亜鉛（ＮｉＺｎ）、ニッケル水素（ＮｉＭＨ）、リチウムイオン（Ｌ
ｉ－ｉｏｎ）など）、太陽電池、燃料電池などを含むことができる。
【００２９】
　また、プロセッサ１１８は、ＷＴＲＵ１０２の現在の位置に関して位置情報（たとえば
、経度および緯度）を提供するように構成できるＧＰＳチップセット１３６に結合するこ
とができる。ＧＰＳチップセット１３６からの情報に加えて、またはその代わりに、ＷＴ
ＲＵ１０２は、基地局（たとえば、基地局１１４ａ、１１４ｂ）からエアインターフェー
ス１１６を通じて位置情報を受信したりおよび／または近くにある２つ以上の基地局から
受信される信号のタイミングに基づいて位置を決定したりすることができる。ＷＴＲＵ１
０２は、一実施形態に従いながら、任意の適切な位置決定方法により位置情報を取得する
ことができることに注意されたい。
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【００３０】
　プロセッサ１１８は、他の周辺装置１３８にさらに結合することができ、他の周辺装置
１３８は、追加の特徴、機能、および／または有線もしくは無線の接続を提供する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、周辺装置１３８は、加速度計、電子コンパス、衛星送受信装置（ｓａｔｅｌｌｉ
ｔｅ　ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ）、デジタルカメラ（写真またはビデオ用）、ユニバーサ
ルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート、振動機器、テレビの送受信装置、ハンズフリーのヘッ
ドセット、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、周波数変調（ＦＭ）無線ユニッ
ト、デジタル音楽プレイヤー、メディアプレイヤー、ビデオゲームプレイヤーモジュール
、インターネットブラウザ、などを含むことができる。
【００３１】
　図１Ｃは、一実施形態によるＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０６のシステム図
である。上記のように、ＲＡＮ１０４は、エアインターフェース１１６を通じて、ＷＴＲ
Ｕ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するためにＵＴＲＡ無線テクノロジーを利用する
ことができる。また、ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０６と通信することができる
。図１Ｃ示すように、ＲＡＮ１０４は、ノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを含むこ
とができ、これらはそれぞれ、エアインターフェース１１６を通じて、ＷＴＲＵ１０２ａ
、１０２ｂ、１０２ｃと通信するために１つまたは複数の送受信装置を含むことができる
。ノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃはそれぞれ、ＲＡＮ１０４内の特定のセル（図
示せず）に関連付けることができる。また、ＲＡＮ１０４は、ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂ
を含むことができる。一実施形態に従いながら、ＲＡＮ１０４は、任意の数のノードＢお
よびＲＮＣを含むことができることに注意されたい。
【００３２】
　図に１Ｃ示すように、ノードＢ１４０ａ、１４０ｂは、ＲＮＣ１４２ａと通信すること
ができる。さらに、ノードＢ１４０ｃは、ＲＮＣ１４２ｂと通信することができる。ノー
ドＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、Ｉｕｂインターフェースを介して、それぞれのＲ
ＮＣ１４２ａ、１４２ｂと通信することができる。ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂは、Ｉｕｒ
インターフェースを介して互いに通信することができる。ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂのそ
れぞれは、接続されているそれぞれのノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを制御する
ように構成することができる。これに加えて、ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂのそれぞれは、
アウターループ電力制御（ｏｕｔｅｒ　ｌｏｏｐ　ｐｏｗｅｒ　ｃｏｎｔｒｏｌ）、負荷
制御、承認制御、パケットスケジューリング、ハンドオーバ制御、マクロダイバーシティ
、セキュリティー機能、データの暗号化、など、他の機能を実行またはサポートするよう
に構成することができる。
【００３３】
　図１Ｃに示すコアネットワーク１０６は、メディアゲートウェイ（ＭＧＷ）１４４、移
動通信交換局（ＭＳＣ）１４６、サービスを提供するＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ
）１４８、および／またはゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）１５０を含
むことができる。前述の要素のそれぞれは、コアネットワーク１０６の一部として描かれ
ているが、これらの要素のいずれも、コアネットワークオペレータ以外のエンティティが
所有および／または運用することができることに注意されたい。
【００３４】
　ＲＡＮ１０４のＲＮＣ１４２ａは、ＩｕＣＳインターフェースを介してコアネットワー
ク１０６のＭＳＣ１４６に接続することができる。ＭＳＣ１４６は、ＭＧＷ１４４に接続
することができる。ＭＳＣ１４６およびＭＧＷ１４４は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、
１０２ｃと従来の陸線通信機器との間の通信を促進するために、ＰＳＴＮ１０８など、回
線交換ネットワークへのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供するこ
とができる。
【００３５】
　また、ＲＡＮ１０４のＲＮＣ１４２ａは、ＩｕＰＳインターフェースを介してコアネッ
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トワーク１０６のＳＧＳＮ１４８に接続することができる。ＳＧＳＮ１４８は、ＧＧＳＮ
１５０に接続することができる。ＳＧＳＮ１４８およびＧＧＳＮ１５０は、ＷＴＲＵ１０
２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＩＰ対応機器との間の通信を促進するために、インターネッ
ト１１０など、パケット交換ネットワークへのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、
１０２ｃに提供することができる。
【００３６】
　上記のように、コアネットワーク１０６は、また、ネットワーク１１２に接続すること
ができ、ネットワーク１１２は、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のネットワークを含むことができる。
【００３７】
　図１Ｄは、ＭＴＣ機器１８０がＭＴＣサーバ１６０と通信するような通信の形態の一例
を示す。ＭＴＣ機器１８０は、マシンタイプ通信用に装備されたＷＴＲＵであり、ＭＴＣ
サーバ（複数可）１６０および／または他のＭＴＣ機器（複数可）１８０と、陸上移動通
信網（ＰＬＭＮ）を通じて通信することができる。ＭＴＣサーバ１６０はサーバであり、
ＰＬＭＮ自体と通信し、ＰＬＭＮを通じてＭＴＣ機器１８０と通信する。ＭＴＣサーバ１
６０は、ＭＴＣユーザ１７０がアクセスできるインターフェースを持つことができる。Ｍ
ＴＣユーザ１７０は、ＭＴＣサーバ１６０によって提供されるサービスを使用する。この
例では、ＭＴＣサーバ１６０は、オペレータドメイン１６５に配置することができるが、
オペレータドメイン１６５外に配置することもできる。ＭＴＣ機器１６０は、１つまたは
複数のＭＴＣサーバ１６０と通信することができ、また互いに通信することができる。ネ
ットワークオペレータは、ＭＴＣサーバ（複数可）へのネットワーク接続を提供する。
【００３８】
　本明細書に開示する実施形態は、ＵＭＴＳ、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
（ＬＴＥ）、ｃｄｍａ２０００、ＩＥＥＥ８０２．１６、ＧＥＲＡＮなどを含む任意の種
類のワイヤレス通信システムに実装することができるが、これらに限定されるものではな
いことに注意されたい。本明細書に開示する実施形態は、モバイル発信のみ機能および低
頻度モバイル着信機能の両方に適用することができ、「モバイル発信のみモード」という
用語は、「低頻度モバイル着信モード」も包含することに注意されたい。
【００３９】
　一実施形態によると、ＷＴＲＵは、所定のトリガー（複数可）に基づいて、モバイル発
信のみモード２１０とモバイル発信および着信モード２２０とを切り替えることができる
。図２は、モバイル発信のみモード２１０とモバイル発信および着信モード２２０との間
の移行を示す。あるいは、ＷＴＲＵは、モバイル発信のみモード２１０で動作するように
、自身を構成することも、または事前に構成することもできる。モバイル発信のみモード
の動作は、明示的または暗黙的なトリガーによってトリガーすることができる（たとえば
、ネットワークからのコマンド、事前に構成されたスケジュールなど）。ＷＴＲＵは、モ
バイル発信のみモードのみで動作するように構成することができる。この場合、モバイル
発信のみモードでの動作を開始または再開するためのトリガーは必要ない場合がある。
【００４０】
　モバイル発信および着信モード２２０では、ＷＴＲＵは、ページングチャネルまたはペ
ージングインジケータチャネルなど（以後、まとめて「ページングチャネル」）をリスン
し、かつ／または移動性管理手順を実行する。モバイル発信および着信モード２２０では
、ネットワークは、たとえば、テスト、ソフトウェア更新を実行したり、呼を確立したり
するためにＷＴＲＵに接触することができる。
【００４１】
　モバイル発信のみモード２１０では、ＷＴＲＵは、モバイル発信および着信モードで実
行できるアイドルモード手順を実行しなくてもよい、またはサブセットを実行することが
できる。ＷＴＲＵは、ネットワークに対してその位置を更新する必要がないため、特定の
移動性管理手順を実行しなくてもよい、または、ＷＴＲＵがコールを受信しないと想定さ
れているため、ページングチャネルをリスンしなくてもよい。モバイル発信のみモードで
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実行できる機能について、以下に詳細に説明する。
【００４２】
　ＷＴＲＵは、最初に、モバイル発信のみモード２１０にあり、たとえば、ＷＴＲＵがネ
ットワークとの通信を開始したときに、モバイル発信および着信モード２２０に移行する
ことができる。ネットワークは、ＷＴＲＵをモバイル発信のみモード２１０から外すこと
ができる。ＷＴＲＵは、タイマーまたはイベントなどに基づいて、モバイル発信のみモー
ド２１０を終了することができる。
【００４３】
　モバイル発信のみモード２１０では、ＷＴＲＵは、ネットワークにアタッチ（ａｔｔａ
ｃｈ）した状態を維持することができる（たとえば、ネットワークに登録、および認証す
る）。ＷＴＲＵがアタッチされた状態が維持されるので、接続された状態への移行は、Ｗ
ＴＲＵが切り離されているときより、はるかに速い。
【００４４】
　ＷＴＲＵがモバイル発信のみモード２１０にいる間、ネットワークによって接触できな
い場合がある。あるいは、モバイル発信のみモード２１０のＷＴＲＵは、一部の場合に、
ネットワークによって接触されるメカニズム（複数可）をサポートすることができる。
【００４５】
　機器は、通常のアイドルモードとは対照的に、ページング監視、セル内、セル間、また
は無線アクセステクノロジー（ＲＡＴ）間の測定など、所定または構成されたバックグラ
ウンドアクティビティを実行する必要がないため、モバイル発信のみモードの省電力は、
非常に大きい。
【００４６】
　モバイル発信のみモードでサポートされる機能について以下に説明する。
【００４７】
　モバイル発信のみモードでは、ＷＴＲＵはページング監視を実行しないことがある。そ
の結果、ＷＴＲＵは、ページングチャネルを介してモバイル着信コールおよびシステム情
報変更の通知を受信できないことがある。
【００４８】
　モバイル発信のみモードでは、ＷＴＲＵはセル再選択を実行しないことがある。ＷＴＲ
Ｕは、セル再選択のために隣接するセルの測定を実行しないことがある。あるいは、ＷＴ
ＲＵは、新しいセルを選択する必要があるかどうかを判断するために、隣接するセルの測
定を実行できるが、ロケーションエリア更新、ルーティングエリア更新、またはトラッキ
ングエリア更新（以後、まとめて「ロケーションエリア更新」）など、他の手順を実行し
ないことがある。ＷＴＲＵが隣接するセルの測定に従って新しいセルを再選択する場合、
ＷＴＲＵは、新しいセルのシステム情報を取得および格納することができる。あるいは、
システム情報を取得する前に、トリガーを待つことができる（たとえば、モバイル発信の
みモード、ＲＲＣ接続のトリガーなどを終了する）。
【００４９】
　モバイル発信のみモードでは、ＷＴＲＵは、新しいロケーションエリア、ルーティング
エリア、またはトラッキングエリア（以後、まとめて「ロケーションエリア」）のセルが
選択されたり、または新しい陸上移動通信網（ＰＬＭＮ）に入ったりした場合でも、ロケ
ーションエリア更新を実行しないことがある。あるいは、新しいＰＬＭＮに入ることがロ
ケーションエリア更新を実行するトリガーになることもある。
【００５０】
　あるいは、モバイル発信のみモードにある間、ＷＴＲＵは、アイドルモードで実行され
る機能のサブセットを実行することができる。たとえば、モバイル発信のみモードにある
ＷＴＲＵは、より優先度の高いＰＬＭＮ検索、セル再選択、またはページング監視などの
バックグラウンドチェックを実行しないことがある。
【００５１】
　ＷＴＲＵは、ＰＬＭＮごとにモバイル発信のみモードで動作することができる。たとえ
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ば、ＷＴＲＵは、各ＰＬＭＮの動作モードを示す許可されたＰＬＭＮのリストを持つこと
ができる（つまり、許可された各ＰＬＭＮに対するモバイル発信のみモードまたはモバイ
ル発信および着信モード）。リストは、たとえば、ＵＳＩＭ（ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　ｓｕ
ｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ　ｍｏｄｕｌｅ）においてＷＴＲＵに維持すること
ができる。
【００５２】
　ＷＴＲＵ（つまりＭＴＣ機器）は、モバイルでも、移動性を限定されていても、固定で
もよい。ＷＴＲＵがどんな場所にでも移動できる場合、セル再選択がない場合は、ページ
ング監視およびロケーションエリア更新がないことを意味する。ロケーションエリア更新
がない場合は、ＷＴＲＵがどこに位置するかをネットワークが認識していないため、ペー
ジングがないことを意味する。これに対して、固定ＷＴＲＵは、セル再選択、ロケーショ
ンエリア更新などの移動性に関する手順を実行しないことがある。この場合、ＷＴＲＵが
ロケーションエリア更新を実行しなくても、位置には変更がないのでネットワークはそれ
までどおりＷＴＲＵを見つけることができる。したがって、ＷＴＲＵはそれまでどおりペ
ージングチャネルを監視することができる。この場合、バッテリー節約を可能にするため
に、ＷＴＲＵは、より長い非連続受信（ＤＲＸ）サイクル長を持つことができる。ＷＴＲ
Ｕの移動が制限されている場合（たとえば、ＷＴＲＵが同じロケーションエリアに居続け
るか、またはセルのグループに制限されるなど）、ＷＴＲＵは位置更新を実行しないこと
があるが、位置は認識されているのでＷＴＲＵにページングすることができる。
【００５３】
　モバイル発信のみモードは、モバイル、移動性を限定された、または固定ＷＴＲＵの上
記の機能の１つまたは組み合わせをサポートすることができる。表１は、モバイル発信の
みモードにおける、モバイル、移動性を限定された、または固定ＷＴＲＵに対してサポー
トされている機能のオプションの例を示す。表１に記載した機能は完全なものではなく、
他の機能を追加できることに注意されたい。
【００５４】
【表１】

【００５５】
　オプション１では、ＷＴＲＵは、ページング監視を実行しないことがあるが、セル再選
択および位置更新を実行することができる。ＷＴＲＵがセルを選択もしくは再選択すると
、またはＷＴＲＵがモバイル発信のみモードを終了すると、ＷＴＲＵは、同報通信チャネ
ルを読み込むことができるが、ＷＴＲＵはページングチャネルを監視しないため、同報通
信チャネル情報において変更の通知を受けないことがある。ＷＴＲＵが伝送する必要があ
る場合、ＷＴＲＵはモバイル発信のみモードを終了し、システム情報に変更があるかどう
かをチェックすることができる。値タグのシステム情報ブロック（ＳＩＢ）については、
ＷＴＲＵは、値タグに変更があるかどうかを確認することができる。定期的なＳＩＢにつ
いては、ＷＴＲＵは、有効期限が切れている場合はＳＩＢを読み込むことができる。変更
がある場合、ＷＴＲＵはシステム情報を取得し、次に伝送を開始する。
【００５６】
　ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵがモバイル発信のみモードを終了したことをネットワークに通知
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することができる。次に、ネットワークは、ＷＴＲＵのために格納した可能性がある状態
情報を更新し、ＷＴＲＵにダウンリンク伝送（信号またはデータ）を送信する前に、ＷＴ
ＲＵがネットワークとの接続を確立するのを待たないことがある。指示は、無線資源制御
（ＲＲＣ）または非アクセス層（ＮＡＳ）メッセージでネットワークに送信することがで
きる。指示がＲＲＣメッセージ（たとえば、ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＳｅｔｕｐＣｏ
ｍｐｌｅｔｅ）を通じて送信される場合、ＲＡＮノード（たとえば、ＲＮＣ、ｅＮｏｄｅ
　Ｂ）は、Ｓ１／無線アクセスネットワークアプリケーション部（ＲＡＮＡＰ）メッセー
ジを通じて、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）／サービスを提供するＧＰＲＳサポ
ートノード（ＳＧＳＮ）に、この指示を転送することができる。あるいは、ＷＴＲＵは、
この指示とともに、トラッキングエリア更新（ＴＡＵ）メッセージなど、ＮＡＳメッセー
ジを送信しながら、ＴＡＵメッセージの「アクティブフラグ」ビットを、ＴＡＵ手順が完
了した後にユーザプレーンベアラを確立するようにネットワークに指示する「１」に設定
することができる。これは、４オクテット長で、そのような指示を含めるためのスペース
を持たないサービス要求メッセージを送信する代わりに行うことができる。あるいは、コ
アネットワーク（たとえば、ＭＭＥまたはＳＧＳＮ）に、この指示を提供するために、拡
張されたサービス要求（ｅｘｔｅｎｄｅｄ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ）または変
更されたサービス要求メッセージ（ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ｓｅｒｖｉｃｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ
　ｍｅｓｓａｇｅ）を追加の情報要素（ＩＥ）とともに送信することができる。
【００５７】
　オプション２では、ＷＴＲＵは、ページング監視およびロケーションエリア更新を実行
しないことがあるが、隣接するセルの測定およびセル再選択を実行することができる。Ｗ
ＴＲＵがセル再選択を実行しているので、ＷＴＲＵは、セルが再選択されるたびに同報通
信チャネルを読み込むことができる。しかし、ＷＴＲＵはページングチャネルを監視しな
いため、ＷＴＲＵは、同報情報の変更について通知を受けないことがある。あるいは、Ｗ
ＴＲＵはセル再選択を実行することができるが、システム情報を取得および格納しないこ
とがある。ＷＴＲＵは、モバイル発信のみモードから移行するのを、またはシステム情報
を取得および格納する前にアップリンク伝送が開始されるまで待つことができる。
【００５８】
　ＷＴＲＵが伝送する必要がある場合、ＷＴＲＵはモバイル発信のみモードを終了し、シ
ステム情報に変更があるかどうかをチェックすることができる。値タグＳＩＢについては
、ＷＴＲＵは、値タグに変更があるかどうかを確認することができる。定期的なＳＩＢに
ついては、ＷＴＲＵは、有効期限が切れている場合はＳＩＢを読み込むことができる。Ｗ
ＴＲＵがＳＩＢの一部を取得しなかった場合、残りのＳＩＢを読み込み取得することがで
きる。ロケーションエリア（つまりロケーションエリア、ルーティングエリア、またはト
ラッキングエリア）に変更がある場合、ＷＴＲＵは位置更新手順を実行することができる
。ネットワークがロケーションエリア更新を検出すると、ネットワークは、ＷＴＲＵが伝
送するべきデータを持っており、ＷＴＲＵがデータを伝送するためにリソースを割り当て
られることを認識する。あるいは、ＷＴＲＵは、アップリンク伝送を実行したいことをロ
ケーションエリア更新を用いて明示的に示すことができる。
【００５９】
　オプション３では、ＷＴＲＵは、ページング監視、セル再選択、または位置更新を実行
しないことがある。ＷＴＲＵが伝送する必要がある場合、ＷＴＲＵは、モバイル発信のみ
モードを終了し、現在のセルがまだ適切なセルかどうかを確認することができる。まだ適
切なセルである場合、ＷＴＲＵは同じセルに居続けることができる。適切なセルでない場
合、ＷＴＲＵは、隣接するセルに対して測定を実行することによって、セル再選択手順を
実行することができる。隣接するセルが適切でない場合、ＷＴＲＵは、最初のセル選択を
実行することができる。ＷＴＲＵは、選択されたセルで同報通信チャネルを読み込むこと
ができる。選択されたセルが以前のセルと同じである場合、ＷＴＲＵは、システム情報に
変更があるかどうかだけをチェックすることができる。値タグＳＩＢについては、ＷＴＲ
Ｕは、値タグに変更があるかどうかを確認することができる。定期的なＳＩＢについては
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、ＷＴＲＵは、有効期限が切れている場合はＳＩＢを読み込むことができる。位置（ロケ
ーションエリア、ルーティングエリア、またはトラッキングエリア）に変更がある場合、
ＷＴＲＵは、位置更新手順を実行することができる。次に、ＷＴＲＵは伝送を開始するこ
とができる。
【００６０】
　オプション４では、ＷＴＲＵは、ページング監視を実行することができるが、セル再選
択および位置更新を実行しないことがある。オプション４は、固定ＷＴＲＵに対するもの
である。ＷＴＲＵが固定されているため、セル再選択または位置更新を実行する必要がな
い。ＷＴＲＵが伝送する必要がある場合、ＷＴＲＵはモバイル発信のみモードを終了し、
伝送を開始することができる。
【００６１】
　オプション５では、ＷＴＲＵはページング監視およびセル再選択を実行することができ
るが、位置更新を実行しないことがある。オプション５は、移動性を限定されたＷＴＲＵ
に対するものである（たとえば、ＷＴＲＵが同じロケーションエリアに居続ける、または
１つのセルであってもよい、セルのグループに制限されている）。ＷＴＲＵが同じロケー
ションエリアに居続けるため、位置更新を実行する必要はなく、位置が認識されているの
で位置更新なしでＷＴＲＵをページングすることができる。ＷＴＲＵが伝送する必要があ
る場合、ＷＴＲＵはモバイル発信のみモードを終了し、伝送を開始することができる。
【００６２】
　ＷＴＲＵは、モバイル発信のみモードをサポートすることをネットワークに信号で送る
ことができる。この通知は、モバイル発信のみモードでＷＴＲＵにサポートされる１組の
機能を意味することができる。あるいは、ＷＴＲＵは、モバイル発信のみモードでＷＴＲ
Ｕによってサポートされる機能をネットワークに明確に通知することができる（たとえば
、ページング監視、セル再選択、および／または位置更新）。
【００６３】
　モバイル発信のみモードのＷＴＲＵの振る舞いを制御するために、新しいモバイル発信
のみ状態または新しいプロファイル構成（以後、「モバイル発信のみ状態または構成」と
呼ぶ）を定義することができる。新しいモバイル発信のみ状態または構成は、無線資源制
御（ＲＲＣ）および／または非アクセス層（ＮＡＳ）レイヤーで定義することができる。
モバイル発信のみ状態または構成は、追加のＲＲＣおよび／またはＮＡＳ状態または構成
なしで実装することができ、本明細書に開示した実施形態は、新しいＲＲＣおよび／また
はＮＡＳ状態または構成を用いて、または用いずに実装することができることに注意され
たい。
【００６４】
　一実施形態によると、モバイル発信のみモードの機能は、新しいＲＲＣ状態によってサ
ポートすることができる。図３は、一実施形態によるＵＴＲＡ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔ
ｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）のＲＲＣ状態図の例である。図４は
、他の実施形態によるＥ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅ
ｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）のＲＲＣ状態図の例である。図３および図４
では、従来のＵＴＲＡ／Ｅ－ＵＴＲＡ　ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤおよびＵＴＲＡ／Ｅ
－ＵＴＲＡ　ＲＲＣＩＤＬＥ状態に加えて、ＵＴＲＡ／Ｅ－ＵＴＲＡ　ＲＲＣ　ＩＤＬＥ
＿ＭＯ＿ＯＮＬＹ状態が、モバイル発信のみモードのＷＴＲＵおよびネットワークの振る
舞いを制御するために定義される。ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤとＲＲＣ＿ＩＤＬＥまた
はＲＲＣ＿ＩＬＤＥ＿ＭＯ＿ＯＮＬＹとの間のＲＲＣ状態遷移は、ＲＲＣ接続の確立また
はリリースによってトリガーされる。ＲＲＣ＿ＩＤＬＥとＲＲＣ＿ＩＤＬＥ＿ＭＯ＿ＯＮ
ＬＹとの間のＲＲＣ状態遷移は、以下に詳細に説明する、明示的または暗黙的なトリガー
によってトリガーすることができる。
【００６５】
　他の実施形態によると、モバイル発信のみモードの機能は、モバイル発信のみモードで
特定の動作をすべて取り込む新しいＲＲＣプロファイル構成を用いてＲＲＣ　ＩＤＬＥ状
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態によってサポートすることができる。モバイル発信のみモードで動作している間、ＷＴ
ＲＵは、ＩＤＬＥモードで新しいＲＲＣ構成を使用することができる。ＷＴＲＵは、その
メモリに新しいプロファイル構成を格納することができ、これにより、ＷＴＲＵは、ネッ
トワークから新しいＲＲＣ構成を取得することなく、あるモードから別のモードにすぐに
切り替えることができる。モバイル発信のみプロファイル構成は、ＲＲＣ接続解放メッセ
ージまたは他のメッセージなど、従来のＲＲＣメッセージにカプセル化される専用のＲＲ
Ｃ信号メッセージを使用して、ＷＴＲＵに送信することができる。あるいは、ネットワー
クは、ＳＩＢを通じてモバイル発信のみプロファイル構成を送信することができる。モバ
イル発信のみモードで初めて動作するＷＴＲＵは、対応するＳＩＢを取得することができ
る。ＷＴＲＵがこのモードから切り替えるときに、ＷＴＲＵは、メモリにモバイル発信の
み構成プロファイルを格納することができるため、ＷＴＲＵは、中断なく、またこのプロ
ファイルに関連付けられたＲＲＣ構成を再取得する必要なく、このモードに戻ることがで
きる。
【００６６】
　他の実施形態によると、ＲＲＣアイドルモードの新しい状態を定義することができる。
この場合、ネットワークの観点からは、ＷＴＲＵは単にＲＲＣアイドルモードにあるため
、ネットワーク側のＲＲＣエンティティは、ＷＴＲＵがこの状態にあるという事実を認識
している場合もあれば、認識していない場合もある。ネットワーク側のＮＡＳ状態は、（
たとえば、新しいＲＲＣ状態が使用されなくても）ＷＴＲＵには異なることがある。
【００６７】
　ＮＡＳサポートについては、機能は新しいＮＡＳ状態でサポートすることができる。Ｗ
ＴＲＵは、ＮＡＳメッセージにおいてネットワークからのトリガーにより新しいＮＡＳ状
態に入ることができる。ＮＡＳメッセージは、ネットワークからＷＴＲＵに送信される受
け入れメッセージの場合がある（たとえば、アタッチ受け入れ（Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅ
ｐｔ）、位置更新受け入れ（Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ　Ａｃｃｅｐｔ）、および
トラッキングエリア更新受け入れ（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ａｃｃ
ｅｐｔ）など）。あるいは、新しいＮＡＳ状態への移行は、（たとえば、内部無効タイマ
ーを介して）ＷＴＲＵによってトリガーすることができる。この場合、ＷＴＲＵは、ＷＴ
ＲＵが新しいＮＡＳ状態に入ることをネットワークに通知することができる。特定の期間
（たとえば、１日のうち特定の時間）を、ＷＴＲＵがこの新しいＮＡＳ状態で動作するた
めに予約することができる。この新しいＮＡＳ状態からの移行は、たとえば、その日の時
刻に基づいてネットワークと調整することができる。ＷＴＲＵが新しいＮＡＳ状態を終了
し、接触可能になると、ＷＴＲＵはネットワークに通知を送信することができる。ＲＲＣ
状態遷移に適用可能なトリガーは、ＮＡＳ状態遷移に対して適用することができる。これ
は、ＷＴＲＵ　ＲＲＣとＮＡＳとは同期できるためである（つまり、どの時点でも同じ動
作モード（同じ状態または構成）を使用する）。
【００６８】
　等価な新しいモバイル発信のみＮＡＳ状態は、ネットワーク側で構成することができる
（たとえば、ＭＭＥ、ＳＧＳＮなどで）。ＷＴＲＵに対して適用されるイベントは、ネッ
トワーク（たとえば、ＭＭＥまたはＳＧＳＮ）のＮＡＳ状態に移行したり、その状態から
抜け出したりするために適用することができる。ネットワークポリシーおよびイベントに
基づいて、ネットワークの新しいＮＡＳ状態は、特定のＷＴＲＵに対して変更することが
できる。これにより、他の状態を終了したり、他の状態に入ったりするようにＷＴＲＵに
要求するようにネットワーク（たとえば、ＭＭＥまたはＳＧＳＮ）をトリガーすることが
できる。そのような指示は、ＮＡＳメッセージ、またはＲＲＣもしくはＯＭＡ　ＭＤ／Ｏ
ＴＡメッセージを通じて提供することができる。また、ＲＡＮに基づく指示は、ＳｌＡＰ
もしくはＲＡＮＡＰ、または他の等価なメッセージを通じて転送することができる。
【００６９】
　あるいは、機能は、新しいＮＡＳプロファイル／構成を用いてＮＡＳアイドル／スタン
バイ状態によってサポートすることができる。新しい構成は、ＮＡＳ進化型パケットシス
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テム（ＥＰＳ：ｅｖｏｌｖｅｄ　ｐａｃｋｅｔ　ｓｙｓｔｅｍ）接続管理（ＥＣＭ）アイ
ドル状態（ＬＴＥ）、ＮＡＳパケット移動性管理（ＰＭＭ：ｐａｃｋｅｔ　ｍｏｂｉｌｉ
ｔｙ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）アイドル状態（Ｉｕモード）、またはＮＡＳスタンバイ状
態（Ａ／Ｇｂモード）でサポートするために提供することができる。上記のように、この
状態での修正は、サポートされる機能に依存することがある。
【００７０】
　ＳＧＳＮ／ＭＭＥは、ＷＴＲＵの接触可能なタイマーの期限が切れた後に、暗黙的な汎
用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）デタッチを実行することができるため、ネットワー
クは、この構成モードの動作の間に、このタイマーの値を増やすか、または無効にするこ
とができる。タイマーは、モバイルで接触可能なタイマーおよび／または暗黙的なデタッ
チタイマー（ｉｍｐｌｉｃｉｔ　ｄｅｔａｃｈ　ｔｉｍｅｒ）でもよい。
【００７１】
　モバイル発信のみモードとモバイル発信および着信モードとの間で移行するためのトリ
ガー（つまりＲＲＣ／ＮＡＳ状態または構成の間の移行）、またはモバイル発信のみモー
ドでの動作を開始および停止するためのトリガーについて、以下に説明する。トリガーは
、明示的なものでも、または暗黙的なものでもよい。以下に開示するトリガーは、上記に
開示した任意の実施形態で使用することができる。
【００７２】
　モバイル発信のみモードとモバイル発信および着信モードとの間の移行（つまりＲＲＣ
／ＮＡＳ状態または構成の間の移行）は、ＲＲＣメッセージ（たとえば、ＲＲＣ接続解放
メッセージ）を介して明示的に信号で送ることができる。ＲＲＣ接続された状態からモバ
イル発信のみ状態または構成への移行をトリガーするために、新しいパラメータ、情報要
素（ＩＥ）、またはフィールドをＲＲＣメッセージに含めることができる。あるいは、Ｒ
ＲＣメッセージの特定のフィールドがない場合は、ＷＴＲＵはモバイル発信および着信モ
ード（つまり、従来のＲＲＣ／ＮＡＳ状態）で動作するべきであることをＷＴＲＵに示す
ことができる。
【００７３】
　ネットワークは、ページングメッセージ、同報通信メッセージ、またはセルブロードキ
ャストサービス（ＣＢＳ）メッセージなど、アイドルモードの信号を送信することによっ
て、モバイル発信のみモードとモバイル発信および着信モードとの間で移行するようにＷ
ＴＲＵに信号を送ることができる（つまりＲＲＣ／ＮＡＳ状態または構成の間の移行）。
モバイル発信のみモードおよびモバイル発信および着信モードからの移行（つまり通常の
アイドル状態からモバイル発信のみ状態または構成（つまりＲＲＣ／ＮＡＳ状態または構
成の間の移行））は、ページングメッセージ、任意のＮＡＳメッセージなどによってトリ
ガーすることができる。
【００７４】
　動作の状態／構成の移行をトリガーする決定は、ネットワーク／オペレータポリシーに
基づくことがある（たとえば、ネットワークの負荷条件）。無線アクセスネットワーク（
たとえば、ｅｖｏｌｖｅｄ　ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）またはＮｏｄｅＢ）は、ＬＴＥまたは
３Ｇシステムの場合には、ＳｌＡＰまたは無線アクセスネットワークアプリケーション部
（ＲＡＮＡＰ）メッセージを通じて受信される指示に基づいて、それぞれ、これをＷＴＲ
Ｕに示すことができる。たとえば、ＷＴＲＵの動作モードをモバイル発信のみモードに変
更するために、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）は、ｅＮＢに要求を送信すること
ができ、これはＳｌＡＰメッセージ（たとえば、ＵＥＣｏｎｔｅｘｔＭｏｄｉｆｉｃａｉ
ｔｏｎＲｅｑｕｅｓｔなど）に新しいＩＥを導入することによって行うことができる。ま
た、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）とコアネットワークとの間で、これは３Ｇシス
テムの等価なメッセージまたはＧＰＲＳ　ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク（ＧＥＲＡ
Ｎ）の等価なメッセージに適用される。
【００７５】
　あるいは、登録時（たとえば、アタッチ手順）、またはロケーションエリア更新手順（
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たとえば、ロケーションエリア更新、ルーティングエリアアップデート、トラッキングエ
リア更新、または、これらの組み合わせ）のときに、ＷＴＲＵは、以前の動作のモードま
たは設定（たとえば、それぞれのＲＲＣおよびＮＡＳの状態またはプロファイル構成）を
ネットワークに示すことができる。また、ネットワーク（たとえば、ＭＭＥ）は、応答メ
ッセージまたは他のＮＡＳメッセージ（たとえば、ＥＭＭ情報または等価のメッセージ）
でＷＴＲＵによって使用される動作モードを示すことができる。ＷＴＲＵは、特定のモー
ドで動作するための設定を用いてネットワークによって示されるモードを使用することが
できる。
【００７６】
　あるいは、ＷＴＲＵは、提案されたネットワークの動作モード（たとえば、モバイル発
信のみモード）に従うことができる。ＷＴＲＵのＮＡＳエンティティが、たとえば、ＭＭ
Ｅからの指示に基づいて動作モードを決定すると、ＮＡＳエンティティは、選択した動作
モードに関してアクセス層（ＡＳ）／ＲＲＣに通知することができる。
【００７７】
　あるいは、ＷＴＲＵのＮＡＳまたはＲＲＣエンティティは、使用する動作の構成または
モードに関する指示を受信することができる。指示は、インターフェース（たとえば、自
動販売機のインターフェース）を介してユーザから、またはユーザ処置（ｍｅｄｉｃａｔ
ｉｏｎ）による設定の変更から受信することができる。あるいは、指示は、ショートメッ
セージサービス（ＳＭＳ）メッセージ、および／またはオープンモバイルアライアンス（
ＯＭＡ）機器管理（ＤＭ）もしくはオーバーザエアー（ＯＴＡ）プロトコルを介して受信
することができる。
【００７８】
　動作の構成またはモードは、機器の動作モードの変更により変更することができる。た
とえば、ＷＴＲＵがモバイル発信のみモードで動作している場合、自動から手動に機器の
動作モードを変更すると（たとえば、手動によるクローズドサブスクライバグループ（Ｃ
ＳＧ）の選択または手動によるＰＬＭＮの選択の要求）、モバイル発信のみモードを終了
するようにＷＴＲＵをトリガーすることができ、手動モードから自動モードへ変更すると
、モバイル発信のみモードで動作するようにＷＴＲＵをトリガーすることができる。
【００７９】
　モバイル発信および着信モードとモバイル発信のみモードとの間の移行は、特定の条件
（複数可）が満たされたときに、暗黙的にトリガーすることができる。たとえば、条件は
無効タイマーに基づいていてもよい（たとえば、ダウンリンクデータが事前に構成された
時間内に受信されない場合）。無効タイマーの期限が切れるか、または特定の値に達した
ら、ＷＴＲＵは、モバイル発信のみモードおよびモバイル発信および着信モードから移行
することができるし（つまりＲＲＣ／ＮＡＳ状態または構成の間の移行（つまり通常のア
イドル状態からモバイル発信のみ状態または構成））または、その逆もできる。
【００８０】
　無効タイマーは、ＲＲＣ接続された状態から通常のＲＲＣアイドル状態への移行など、
アクティビティに基づいて、再び開始したり、または再び初期化したりすることができる
。あるいは、ネットワークは、無効タイマーを再び開始したり、または再び初期化するた
めに、ページメッセージまたはアイドルモード信号（たとえば、ＣＢＳメッセージ）を送
信し、モバイル発信および着信モードにＷＴＲＵを維持することができる。あるいは、Ｗ
ＴＲＵがＲＲＣ接続された状態にある間、無効タイマーを再び開始したり、または再び初
期化することができる。
【００８１】
　無効タイマーの期限が切れると、ＷＴＲＵは、移行についてネットワークに通知するこ
となく、（それぞれのＲＲＣおよびＮＡＳ状態、またはプロファイル構成に関して）モバ
イル発信のみ状態／構成に自律的に移行することができる。あるいは、ＷＴＲＵは、モバ
イル発信のみ状態または構成に自律的に移行し、移行についてネットワークに通知を送信
することができる。あるいは、ＷＴＲＵは、このトリガーをネットワークに信号で送り、
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モバイル発信のみ状態または構成に移行するために、ネットワークからの明示的なトリガ
ーを待つことができる。
【００８２】
　あるいは、ＷＴＲＵは、定期的な方法で（たとえば、１日に１度）、モバイル発信のみ
モードからモバイル発信および着信モードに移行することができる。ＷＴＲＵがモバイル
発信のみモードを離れたら、ＷＴＲＵは、通常のアイドルモード手順のすべてまたはサブ
セットを実行することができる（たとえば、ページングチャネルをリスンする、セル再選
択または位置更新を実行するなど）。ＷＴＲＵがモバイル発信のみモードを終了し、現在
は接触可能であることを示すために、ＷＴＲＵはネットワークに「ポーリング」メッセー
ジを送信することができる。より具体的には、定期的なタイマーの期限が切れた場合、ま
たはネットワークまたはアプリケーションによって構成された一定の時間に到達した場合
、ＷＴＲＵは、通常のアイドルモードに移行し、ＷＴＲＵがモバイル発信および着信モー
ドで動作していることをネットワークに通知するために伝送を開始することができる。伝
送されたメッセージは、ＲＲＣメッセージの場合があり、このトリガーを示すために、新
しい確立原因または新しいＩＥを含めることができる。あるいは、メッセージはＮＡＳメ
ッセージの場合がある。ＮＡＳメッセージは、ロケーションエリア、新しい原因、および
／またはＷＴＲＵがモバイル発信のみモードを終了したことを示す追加情報要素（複数可
）を含むことができる。次に、ネットワークは、ＷＴＲＵが接触可能であることを認識し
、ＷＴＲＵに接触する必要がある場合は、ＷＴＲＵをページングすることができる。
【００８３】
　あるいは、ネットワークは、特定のＳＩＢで新しいフラグを同報送信し、ＷＴＲＵは、
構成された周期に従ってＳＩＢを監視するために同報通信チャネルを受信することができ
る。監視時間は、定期的なタイマー、またはネットワークによって構成された絶対時刻お
よび時間に対応することができる。その時間に、ＷＴＲＵは、ＲＲＣアイドルモードに移
行するのではなく、モバイル発信のみモードに居続けて、ただＳＩＢを監視することがで
きる。ＳＩＢのフラグが設定されている場合、ＷＴＲＵは、モバイル発信のみモードを終
了し、すべてのＳＩＢを読み込み、ページングチャネルなどを監視し始めることができる
。あるいは、フラグが設定されている場合、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵがモバイル発信のみモ
ードを終了したことをネットワークに示す「ポーリングメッセージ」をトリガーし、事前
に定義した、または構成された期間に対してページングすることができる。ＷＴＲＵがモ
バイル発信のみモードを離れてＳＩＢを読み込むとＳＩＢのフラグは、ページングチャネ
ルの監視、またはＷＴＲＵが接触可能になったことを通知する「ポーリング」メッセージ
の送信、またはモバイル発信のみモードに戻ることをＷＴＲＵに指示することができる。
期限が切れたときに、ＷＴＲＵがページングを受信していない、またはフラグがＳＩＢで
設定されなかった場合、ＷＴＲＵは、モバイル発信のみモードに再び移行することができ
る。
【００８４】
　ＭＴＣ加入者は、モバイル発信のみモードからモバイル発信および着信モード、または
この反対に移行するように、特定のＭＴＣ機器またはＭＴＣグループをトリガーすること
ができる。ＭＴＣ加入者は、１つまたは複数のＭＴＣ機器にサービスを提供するネットワ
ークオペレータと契約関係を持つ法的実体である。ＭＴＣグループは、同じＭＴＣ加入者
に属するＭＴＣ機器のグループである。一実施形態によると、メッセージのアドレスフィ
ールドは、ＭＴＣ加入者がユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストのト
リガーを特定のＭＴＣ機器またはＭＴＣグループに送信できるようにする。アドレスフィ
ールドは、ユニキャストおよびマルチキャストのアドレスに対してアドレスの範囲を予約
するために分割することができる（たとえば、アドレスフィールドの最上位ビット（ＭＳ
Ｂ）は、マルチキャストまたはユニキャストのアドレスを示すために使用できる）。特定
のアドレスは、ブロードキャストアドレスを示すために予約することができる（たとえば
、「すべて１」のアドレス）。
【００８５】
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　ＷＴＲＵは、モバイル発信および着信モードとモバイル発信のみモードとの間で定期的
に移行することができる。ＷＴＲＵがモバイル発信のみモードにある場合、接触不能期間
にあると言うことができ、ＷＴＲＵがモバイル発信のみモードから出ると、接触可能期間
にあると言うことができる。図５は、接触可能期間および接触不能期間の例を示す。ＷＴ
ＲＵは、構成されたルール（複数可）に基づいて、接触不能期間と接触可能期間とを交互
に切り替えることができる。
【００８６】
　ＷＴＲＵは、上記に開示した任意の暗黙的または明示的なトリガーに基づいて、接触不
能期間に入ったり、終了したりすることができる。ＷＴＲＵは、接触可能サイクルに基づ
いて、またはタイマーもしくはアップリンクアクティビティの終了など、イベントに基づ
いて、接触不能期間を終了することができる。ＷＴＲＵが接触不能期間を終了すると、新
しい接触不能サイクルが開始するまで、ＷＴＲＵは接触可能期間（つまり「通常の」アイ
ドルモード）に居続けることができる。あるいは、ネットワークは、接触不能期間に戻る
ように、ＷＴＲＵに指示することができる。この指示は、同報通信メッセージ、ページン
グメッセージなどを介して送信することができる。あるいは、ネットワークは、ＲＲＣ接
続を確立し、ＲＲＣ接続モードに入るように、ＷＴＲＵに指示することができる。
【００８７】
　明示的なトリガーは、ネットワークからＷＴＲＵへのメッセージでもよい。このメッセ
ージは、ＮＡＳメッセージ、ＲＲＣ専用メッセージ、同報通信メッセージ、ページングメ
ッセージなどでもよい。トリガーがＲＮＣ／ｅＮｏｄｅＢからの場合、トリガー情報もコ
アネットワークに伝播することができるため、ＳＧＳＮ／ＭＭＥは、ＷＴＲＵの接触可能
状態を認識している。
【００８８】
　暗黙的なトリガーは、活動タイマー（ａｃｔｉｖｉｔｙ　ｔｉｍｅｒ）または事前に構
成された接触可能サイクルの終了などのイベントでもよい。暗黙的なトリガーの場合には
、ＷＴＲＵは、接触不能期間または接触可能期間に入っていることをネットワークに通知
することができる。ＷＴＲＵは、ＮＡＳもしくはＲＲＣのエンティティ、または両方に通
知することができる。ＷＴＲＵがＲＲＣエンティティに通知する場合、情報はコアネット
ワークに伝播することができるため、ＳＧＳＮ／ＭＭＥは、ＷＴＲＵの接触可能状態を認
識している。ＷＴＲＵの接触可能サイクルは、ネットワークにおいて事前に構成すること
ができ、その場合には、ＷＴＲＵからの通知は必要ではないことがある。
【００８９】
　モバイル発信のみモード（低頻度モバイル着信モードを含む）の動作については、ＷＴ
ＲＵは、ネットワークから受信したり、または接触不能サイクルを含む構成を用いて事前
に構成したりすることができる。構成は、接触不能期間の第１のサイクルおよび／または
サイクルの期間を作動させるためのタイミングを示すことができる。ＷＴＲＵは、メッセ
ージ（たとえば、アタッチ受け入れ、位置更新受け入れ、およびトラッキングエリア更新
受け入れ）を介してコアネットワークから、または無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）
から（たとえば、ＲＲＣメッセージを介して）構成を受信することができる。構成がＲＡ
Ｎから受信された場合、ＲＡＮは、コアネットワークのノードにそれを伝播することがで
きる。ＷＴＲＵが接触不能サイクルで事前に構成されている場合、ＷＴＲＵは、ＲＡＮ（
たとえば、ＲＮＣまたはｅＮｏｄｅＢ）および／またはコアネットワーク（たとえば、Ｓ
ＧＳＮ、ＭＭＥ）のネットワークエンティティに使用されるパラメータを通知することが
できる。この通知は、ＮＡＳメッセージ（たとえば、アタッチ、位置更新、およびトラッ
キングエリア更新）またはＲＲＣメッセージ（たとえば、ＲＲＣ接続要求）の一部でもよ
い。通知がＲＲＣメッセージとして送信される場合、それはコアネットワークのノードに
伝播することができる。接触可能期間は、絶対時刻および期間の点から構成することがで
きる。より具体的には、ネットワークは絶対時刻（たとえば、午後２時）および期間（た
とえば、Ｘ時間、分、秒）を指定することができる。１つを超える絶対時刻を、１日また
は特定の期間内に指定することができる。ＷＴＲＵは、使用される接触不能サイクルの点
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から、そのＲＲＣおよびＮＡＳのエンティティを構成し、次にＲＲＣエンティティは、上
記に開示するような機能を実行するために下位レイヤーを構成することができる。
【００９０】
　アプリケーションレイヤーまたは他のイベントによって、接触不能期間の途中にウェイ
クアップするようにＷＴＲＵをトリガーしない限り、接触不能サイクルの最初に、ＷＴＲ
Ｕはスリープに入り、接触不能サイクルの終わりにウェイクアップに入ることができる。
接触不能期間および接触可能期間は、ＷＴＲＵがモバイル発信のみモードとモバイル発信
および着信モードとの間を移行する期間を定義することができる。
【００９１】
　ＷＴＲＵは、コール（たとえば、パケット交換（ＰＳ）もしくは回線交換（ＣＳ）ドメ
インでの緊急コール、または優先度の低い機器のために導入できる他の遭難信号）を行う
要求に応じてウェイクアップする（またはモバイル発信のみモードを終了する）ことがで
きる。ＷＴＲＵは、コール（たとえば、緊急コール）が終了するまで、またはコールに対
するリソースがなくなるまで（たとえば、緊急コールに使用されたパケットデータネット
ワーク（ＰＤＮ）またはパケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキストがクリアされ
るか、または無効化されるまで）モバイル発信のみモードに入らないことがある。ＷＴＲ
Ｕが緊急サービスのためにアタッチされている場合、ＷＴＲＵはモバイル発信のみモード
に入らないことがある。
【００９２】
　接触不能期間の終わりに、ＷＴＲＵはウェイクアップし、搬送周波数、セルＩＤ、ＰＬ
ＭＮ　ＩＤなど、以前に格納されたネットワーク情報を使用してネットワーク同期および
基本セル情報を取得する。ＷＴＲＵが以前サービスを提供していたセルの範囲内にまだあ
る場合、ＷＴＲＵは、ＳＩＢが変更されていないことを確認することができる。ＳＩＢが
変更されていない場合、ＷＴＲＵは、以前に格納されたＳＩＢの情報を使用することがで
きる。ＳＩＢが変更されている場合、ＷＴＲＵは、ＳＩＢ情報を再び取得することができ
る。ＷＴＲＵは、接触不能サイクルの次の開始を計算し、接触可能期間の間にアイドルモ
ード動作に入ることができる。ＷＴＲＵは、ページング監視、セル再選択、および他のア
イドルモード手順を再開することができる。ロケーションエリアが変更されている場合、
ＷＴＲＵは、ロケーションエリア更新をトリガーすることができる。
【００９３】
　以前サービスを提供していたセルが範囲内にない場合、ＷＴＲＵは、ＰＬＭＮを維持し
ながら完全なセル探索を試みることができる。ＷＴＲＵは、セル再選択およびロケーショ
ンエリア更新を実行することができる。
【００９４】
　接触可能期間の終わりに、ＷＴＲＵはアイドルモード手順を終了し、接触不能期間に入
り、スリープに入ることができる。
【００９５】
　伝送をするためにＷＴＲＵがモバイル発信のみモードを抜け出すと、ＷＴＲＵは、一定
期間は接触可能な状態を維持することができる。期間は、ＮＡＳメッセージの伝送内、デ
ータ伝送内など、第１の伝送の開始（たとえば、ＲＲＣ接続確立）に関して決定すること
ができる。期間は、すべての伝送または受信の後に再び開始することができる。期限が切
れると、ＷＴＲＵは、ＲＲＣ接続（該当する場合）を自律的に解放し、モバイル発信のみ
モードに移動することができる。あるいは、ＷＴＲＵがモバイル発信のみモードに移行す
る期限が切れた後に、ＷＴＲＵは、ＲＲＣ接続を解放し、モバイル発信および着信モード
（つまり、この場合は通常のアイドルモード）に移動して、追加の無効タイマーを監視す
ることができる。
【００９６】
　ネットワークは、モバイル発信のみモードのＷＴＲＵがモバイル発信のみモードを終え
たという指示を同報送信することができる。ＮｏｄｅＢ（複数可）は、たとえば、システ
ム情報（たとえば、ＳＩＢ１）において、ＷＴＲＵにモバイル発信のみモードを終えるよ
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うに要求するために特別な情報要素を送信することができる。これはすべてのＮｏｄｅＢ
、またはターゲットとされるＮｏｄｅＢ（複数可）によって同報送信することができる。
たとえば、モバイル発信のみモードにあるＷＴＲＵの数に関する情報が必要な場合、特別
な情報要素をＮｏｄｅＢ（複数可）によって送信することができる。特別な情報要素は、
モバイル発信のみモードのＷＴＲＵが、モバイル発信のみモードを終えるように要求され
ているかどうかを示すフラグ、ターゲットＷＴＲＵのリスト（これは、たとえば、ＷＴＲ
Ｕ（複数可）の位置を追跡するためにネットワークが特定のＷＴＲＵ（複数可）に接触し
たい場合に使用できる）、またはＷＴＲＵのグループのグループＩＤ（グループＩＤは、
ＷＴＲＵアクセスクラスまたは他の一部のＷＴＲＵ固有の機能に関係することがある）を
含むことができる。また、特別な情報要素は、どのようにおよびいつＷＴＲＵがモバイル
発信のみモードを終えるかに関する情報を含むことができる。これが必要なのは、特別な
情報要素が、１つを超えるＷＴＲＵがモバイル発信のみモードを終えるようにトリガーす
ることがあり、これにより、ネットワークは、これらのＷＴＲＵの作動を（時間内に）広
げ、作動されたＷＴＲＵがアクセスネットワークで生成する、結果として生じる負荷に対
する制御を得ることができるからである。
【００９７】
　モバイル発信のみモードのＷＴＲＵは、定期的に、特別な情報要素を取得するためにシ
ステム情報を監視することができる。このような場合、ＷＴＲＵは、最初に、滞在（ｃａ
ｍｐ）していた最後の既知のセルからシステム情報を取得しようと試みることができる。
それが可能でない場合（たとえば、最後に滞在していたセルが範囲内にない場合）、ＷＴ
ＲＵは、システム情報を取得するためにセル選択を実行することができる。ＷＴＲＵは、
新しいセルに滞在できないが、特別な情報要素を含むＳＩＢを取得することができる。
【００９８】
　特別な情報要素を読み込むときに、ＷＴＲＵは、たとえば、システム情報に含まれてい
る情報の種類に基づいて、モバイル発信のみモードを終える必要があるかどうかを評価す
ることができる。ネットワークが特定のＷＴＲＵをターゲットとしている場合（たとえば
、特別な情報要素は、特定のＷＴＲＵアドレスのリストまたはグループＩＤを含む）、Ｗ
ＴＲＵがターゲットリストに含まれている場合、ＷＴＲＵはモバイル発信のみモードを終
えることができる。そうでない場合、ＷＴＲＵはモバイル発信のみモードに居続けること
ができる。ＷＴＲＵがターゲットリストに含まれている場合、ＷＴＲＵは、モバイル発信
のみモードから移行するタイミングを決定することができる。これは、即時であったり、
または特別な情報要素に含まれている一部のパラメータに基づいていたりする。
【００９９】
　ＷＴＲＵがモバイル発信通信をトリガーするために指示を受信すると（つまり、モバイ
ル発信のみモードを終えると）、ＷＴＲＵは、セル選択を実行し、ネットワークに対して
ＲＲＣ接続要求を開始することができる。ＲＲＣ接続要求メッセージを受信すると、ネッ
トワークは、ＷＴＲＵにモバイル発信のみモードを終了させる必要があるかどうかを決定
し、ＷＴＲＵにモバイル発信のみモードを終えさせるために、ＲＲＣ接続セットアップま
たはＲＲＣ接続拒否メッセージを送信する。ＷＴＲＵは、ポーリングメッセージをネット
ワークに送信することを要求されることがある。
【０１００】
　上記の実施形態は、独立してまたは任意に組み合わせて使用できることに注意されたい
。
【０１０１】
　実施形態
【０１０２】
　１．マシンタイプ通信をサポートする方法。
【０１０３】
　２．モバイル発信のみモードで動作するＷＴＲＵを含み、ＷＴＲＵは、モバイル発信の
みモードで、ＲＲＣアイドルおよび／またはＮＡＳアイドル／スタンバイ状態の手順を実



(21) JP 2019-180094 A 2019.10.17

10

20

30

40

50

行しない、またはサブセットを実行する実施形態１に記載の方法。
【０１０４】
　３．ＷＴＲＵがモバイル発信のみモードで動作する、または動作を停止することを示す
メッセージをＷＴＲＵがネットワークに送信するステップをさらに含む実施形態２に記載
の方法。
【０１０５】
　４．モバイル発信のみモードの動作は、個別のＲＲＣアイドル状態、モバイル発信のみ
モード用に構成されたプロファイル構成を有するＲＲＣアイドルモード、またはＲＲＣア
イドルモードにおけるモバイル発信のみ状態のいずれか１つによってサポートされる実施
形態２～３のいずれか１つに記載の方法。
【０１０６】
　５．モバイル発信のみモードの動作は、個別のＮＡＳ状態、またはＮＡＳ状態でサポー
トされるモバイル発信のみ構成によってサポートされる実施形態２～４のいずれか１つに
記載の方法。
【０１０７】
　６．ＷＴＲＵは、モバイル発信のみモードにおいて、ページング監視、セル再選択、ま
たは位置更新の少なくとも１つを実行しない実施形態２～５のいずれか１つに記載の方法
。
【０１０８】
　７．ＷＴＲＵがモバイル発信のみモード、および／またはモバイル発信のみモードでＷ
ＴＲＵによってサポートされる機能をサポートすることを示すメッセージをＷＴＲＵがネ
ットワークに送信するステップをさらに含む実施形態２～６のいずれか１つに記載の方法
。
【０１０９】
　８．ＷＴＲＵは、事前に構成されたトリガーに基づいて、またはネットワークからのメ
ッセージに従って、モバイル発信のみモードにおいて動作するように、または動作を停止
するように自身を構成する実施形態２～７のいずれか１つに記載の方法。
【０１１０】
　９．メッセージは、ページングメッセージ、同報通信メッセージ、ＲＲＣメッセージ、
ＣＢＳメッセージ、ＮＡＳメッセージ、ＳＭＳメッセージ、またはＯＭＡ　ＤＭまたはＯ
ＴＡプロトコルに従うメッセージの少なくとも１つである実施形態８に記載の方法。
【０１１１】
　１０．ＷＴＲＵは、ネットワーク／オペレータポリシーまたは機器の動作モードに基づ
いて、モバイル発信のみモードで動作し、機器の動作モードは、自動または手動のＣＳＧ
またはＰＬＭＮ選択のいずれかである実施形態２～９のいずれか１つに記載の方法。
【０１１２】
　１１．ＷＴＲＵは、無効タイマーの期限が切れるという条件でモバイル発信のみモード
で動作する実施形態２～１０のいずれか１つに記載の方法。
【０１１３】
　１２．ＷＴＲＵは、モバイル発信のみモードで動作し、事前に構成されたスケジュール
に従ってモバイル発信のみモードで動作を停止する実施形態２～１１のいずれか１つに記
載の方法。
【０１１４】
　１３．マシンタイプ通信をサポートするＷＴＲＵ。
【０１１５】
　１４．モバイル発信のみモードで動作するように構成されたプロセッサを含み、プロセ
ッサは、モバイル発信のみモードで、ＲＲＣアイドルおよび／またはＮＡＳアイドル／ス
タンバイ状態の手順を実行しない、またはサブセットを実行するように構成された実施形
態１３に記載のＷＴＲＵ。
【０１１６】
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　１５．プロセッサは、ＷＴＲＵがモバイル発信のみモードで動作する、または動作を停
止することを示すメッセージをネットワークに送信するように構成された実施形態１４に
記載のＷＴＲＵ。
【０１１７】
　１６．モバイル発信のみモードの動作は、個別のＲＲＣアイドル状態、モバイル発信の
みモード用に構成されたプロファイル構成を有するＲＲＣアイドルモード、またはＲＲＣ
アイドルモードにおけるモバイル発信のみ状態のいずれか１つによってサポートされる実
施形態１４～１５のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１１８】
　１７．モバイル発信のみモードの動作は、個別のＮＡＳ状態、またはＮＡＳ状態でサポ
ートされるモバイル発信のみ構成によってサポートされる実施形態１４～１６のいずれか
１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１１９】
　１８．プロセッサは、モバイル発信のみモードにおいて、ページング監視、セル再選択
、または位置更新の少なくとも１つを実行しない実施形態１４～１７のいずれか１つに記
載のＷＴＲＵ。
【０１２０】
　１９．プロセッサは、ＷＴＲＵが、モバイル発信のみモード、および／またはモバイル
発信のみモードでＷＴＲＵによってサポートされる機能をサポートすることを示すメッセ
ージをネットワークに送信するように構成された実施形態１４～１８のいずれか１つに記
載のＷＴＲＵ。
【０１２１】
　２０．プロセッサは、事前に構成されたトリガーに基づいて、またはネットワークから
のメッセージに従って、モバイル発信のみモードで動作するように、または動作を停止す
るように構成された実施形態１４～１９のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１２２】
　２１．メッセージは、ページングメッセージ、同報通信メッセージ、ＲＲＣメッセージ
、ＣＢＳメッセージ、ＮＡＳメッセージ、ＳＭＳメッセージ、またはＯＭＡ　ＤＭまたは
ＯＴＡプロトコルに従うメッセージのいずれか１つである実施形態２０に記載のＷＴＲＵ
。
【０１２３】
　２２．プロセッサは、ネットワーク／オペレータポリシーまたは機器の動作モードに基
づいて、モバイル発信のみモードで動作するように構成され、機器の動作モードは、自動
または手動のＣＳＧまたはＰＬＭＮ選択のいずれかである実施形態１４～２１のいずれか
１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１２４】
　２３．プロセッサは、無効タイマーの期限が切れるという条件でモバイル発信のみモー
ドで動作するように構成された実施形態１４～２２のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１２５】
　２４．プロセッサは、モバイル発信のみモードで動作し、事前に構成されたスケジュー
ルに従ってモバイル発信のみモードで動作を停止するように構成された実施形態１４～２
３のいずれか１つに記載のＷＴＲＵ。
【０１２６】
　上記において、機能および要素を特定の組み合わせで記述しているが、機能または要素
はそれぞれ、単独または他の機能および要素と任意に組み合わせて使用できることは当業
者には自明であろう。これに加えて、本明細書に記述した方法は、コンピュータまたはプ
ロセッサによって実行するためのコンピュータ可読媒体に組み込まれているコンピュータ
プログラム、ソフトウェア、またはファームウェアに実装することができる。コンピュー
タ可読媒体の例としては、（有線または無線の接続を通じて伝送される）電子信号および
コンピュータ可読記憶媒体などがある。コンピュータ可読記憶媒体の例としては、読み出
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し専用メモリ（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、半導体記憶装置、内蔵型ハードディスクおよび取り外し可能ディスクなどの磁気媒
体、光磁気媒体、およびＣＤ－ＲＯＭディスクなどの光学式媒体、ならびにデジタル多用
途ディスク（ＤＶＤ）などがあるが、これらに限定するものではない。ソフトウェアに関
連してプロセッサを使用することで、ＷＴＲＵ、ＵＥ、端末、基地局、ＲＮＣ、または任
意のホストコンピュータで使用する無線周波数送受信装置（ｒａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎ
ｃｙ　ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ）を実装することができる。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図１Ｄ】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(25) JP 2019-180094 A 2019.10.17

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ジャン－ルイス　ゴヴロー
            カナダ　ジェイ５アール　６ジー７　ケベック　ラ　プライリー　パラディス　１１５
(72)発明者  ロッコ　ディジローラモ
            カナダ　エイチ７ケー　３ワイ３　ケベック　ラバル　デ　フリブール　ストリート　６３２
(72)発明者  ジョセフ　マレー
            アメリカ合衆国　１９４７３　ペンシルベニア州　シュウェンクスビル　アシュレイ　ドライブ　
            １２
(72)発明者  クリストファー　アール．ケイブ
            カナダ　エイチ９エー　３ジェイ２　ケベック　モントリオール　ドラール－デ－オルモー　バフ
            ィン　２５８
(72)発明者  ダイアナ　パニ
            カナダ　エイチ３シー　１ワイ９　ケベック　モントリオール　リュジニャン　７３０　アパート
            メント　４
(72)発明者  ベロウズ　アギリ
            アメリカ合衆国　１１７２５　ニューヨーク州　コマック　ベサル　レーン　３２
(72)発明者  マームード　ワトファ
            カナダ　エイチ１エス　２ビー３　ケベック　サン　レオナール　ド　ポントワーズ　７１６２
Ｆターム(参考) 5K067 AA43  BB27  EE02  EE10  GG02 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

