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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
ートカードをプロビジョニングする方法であって、
　複数のマルチモードシステム選択方式からマルチモードシステム選択方式を選択するこ
とと、前記複数のマルチモードシステム選択方式のそれぞれは複数の無線アクセス技術か
ら無線アクセス技術を選択するためのものであり、
　前記複数の無線アクセス技術を使用するためのモバイルデバイスの機能制約を判定する
ことと、
　前記マルチモードシステム選択方式および前記機能制約に従って、選択された無線アク
セス技術を使用して無線アクセスネットワークと通信することとを備える方法。
【請求項２】
　前記マルチモードシステム選択方式を選択することは、３ＧＰＰマルチモードシステム
選択方式と３ＧＰＰ２マルチモードシステム選択方式と汎用の好ましいローミングリスト
マルチモードシステム選択方式の間で選択することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記機能制約を判定することは、モバイル事業者用の前記モバイルデバイスの加入者識
別子のプロビジョニングを判定することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記加入者識別子のプロビジョニングを判定することは、取り外し可能なユーザ識別モ
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ジュール（Ｒ－ＵＩＭ）と、ＣＤＭＡ加入者識別モジュール（ＣＳＩＭ）を含む汎用ＩＣ
カード（ＵＩＣＣ）と、汎用加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ）およびＣＳＩＭを含むＵ
ＩＣＣと、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）とから成るグループのうちの１つを検出する
ことをさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　スマートカードの前記グループのうちの第２のスマートカードのプロビジョニングを判
定することと、前記グループのうちの前記第２のスマートカードは、前記グループのうち
の前記１つとは異なり、
　前記グループのうちの前記１つおよび前記第２のスマートカードを選択的にアクティブ
化することとを備える、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記機能制約を判定することは、エアインターフェースに関連する前記モバイルデバイ
スのトランシーバ制限を判定することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記トランシーバ制限を判定することは、シングルモードまたはマルチモードを介して
通信することをさらに備える、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記トランシーバ制限および加入者の事業者から受信された構成情報を、前記モバイル
デバイスに組み込まれたスマートカード上に記憶することをさらに備える、請求項６に記
載の方法。
【請求項９】
　前記機能制約を判定することは、ローミングしているかあるいはホームにある前記モバ
イルデバイスのトランシーバ制限を判定することをさらに備える、請求項６に記載の方法
。
【請求項１０】
　前記機能制約を判定することは、ＣＤＭＡ２０００エアインターフェースと３ＧＰＰエ
アインターフェースと３ＧＰＰ２エアインターフェースとＧＳＭエアインターフェースと
ＷｉＭＡＸエアインターフェースから成るグループのうちの少なくとも１つのエアインタ
ーフェース上で通信するための前記モバイルデバイスのトランシーバ制限を判定すること
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記モバイルデバイスのコンピューティングプラットフォームと、モバイルネットワー
クへの加入者識別子を含む集積回路カードとのハンドシェークを実行し、前記機能制約を
判定することをさらに備える、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記コンピューティングプラットフォーム上に記憶されている第１のマルチモードシス
テム選択方式にアクセスすることと、前記集積回路カード上に記憶されている第２のマル
チモードシステム選択方式にアクセスすることとをさらに備える、請求項１１に記載の方
法。
【請求項１３】
　前記マルチモードシステム選択方式および前記機能制約を満足する利用可能な複数の無
線アクセス技術を判定することと、
　優先順位設定に従って前記利用可能な複数の無線アクセス技術のうちの１つを選択する
こととをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　指定された無線アクセス技術を有効化または無効化するネットワークコマンドを受信す
ることをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記モバイルデバイスに対してプロビジョニングされるスマートカード上のエレメンタ
リファイルにアクセスすることによって、前記マルチモードシステム選択方式にアクセス
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することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　無線サービスプロビジョニングによって前記マルチモードシステム選択方式用のローカ
ルに記憶されたデータ構造を修正するコマンドを受信することをさらに備える、請求項１
に記載の方法。
【請求項１７】
　前記モバイルデバイスの地理的位置を判定することと、
　前記選択された無線アクセス技術が前記地理的位置で利用可能であるかどうかを規定す
る前記機能制約にアクセスすることとをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１８】
　現在のカレンダー日付を判定することと、
　前記選択された無線アクセス技術が前記現在のカレンダー日付で利用可能であるかどう
かを規定する前記機能制約にアクセスすることとをさらに備える、請求項１に記載の方法
。
【請求項１９】
　スマートカードに含まれるジェネリックサービステーブル内の前記マルチモードシステ
ム選択方式にアクセスすることをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２０】
　前記マルチモードシステム選択方式にアクセスし、１次選択として働くアンカーシステ
ムを判定することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２１】
　少なくとも２つのエアインターフェースをアソシエートするために前記マルチモードシ
ステム選択方式にアクセスすることをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　前記モバイルデバイスの地理的位置を判定することと、
　無線アクセス技術のマニュアル選択が前記地理的位置で利用可能であるかどうかを規定
する前記機能制約にアクセスすることとをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記モバイルデバイスがアウトオブサービス領域にあると判定することと、
　サービスのスキャン同士の時間間隔を広げることとをさらに備える、請求項１に記載の
方法。
【請求項２４】
　サービスのスキャン同士の前記時間間隔を広げることは、しきい値を超えたと判定する
ことをさらに備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　アウトオブサービス領域でのスキャンに関するユーザの好みに応じてサービスのスキャ
ン同士の前記時間間隔を広げることをさらに備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項２６】
　ユーザと前記モバイルデバイスの相互作用がないことを検知したことに応じてサービス
のスキャン同士の前記時間間隔を広げることをさらに備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項２７】
　ロケーションに応じてサービスのスキャン同士の前記時間間隔を広げることをさらに備
える、請求項２３に記載の方法。
【請求項２８】
　地理的位置判定信号を受信すること、ワイヤレスアクセス送信を検出すること、無線周
波数環境を記憶されているロケーション記述に合致させること、アウトオブサービスロケ
ーションを示すセルラパイロットを識別することのうちの選択された１つに基づいてロケ
ーションを判定することをさらに備える、請求項２７に記載の方法。
【請求項２９】
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
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ートカードをプロビジョニングする少なくとも１つのプロセッサであって、
複数のマルチモードシステム選択方式からマルチモードシステム選択方式を選択する第１
のモジュールと、前記複数のマルチモードシステム選択方式のそれぞれは複数の無線アク
セス技術から無線アクセス技術を選択するためのものであり、
　前記複数の無線アクセス技術を使用するためのモバイルデバイスの機能制約を判定する
第２のモジュールと、
　前記マルチモードシステム選択方式および前記機能制約に従って、選択された無線アク
セス技術を使用して無線アクセスネットワークと通信する第３のモジュールとを備えるプ
ロセッサ。
【請求項３０】
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
ートカードをプロビジョニングするプログラムを記憶したコンピュータ可読記憶媒体であ
って、
　前記プログラムが、
　コンピュータに、複数のマルチモードシステム選択方式からマルチモードシステム選択
方式を選択させる第１組のコードと、前記複数のマルチモードシステム選択方式のそれぞ
れは複数の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するためのものであり、
　前記コンピュータに、前記複数の無線アクセス技術を使用するためのモバイルデバイス
の機能制約を判定させる第２組のコードと、
　前記コンピュータに、前記マルチモードシステム選択方式および前記機能制約に従って
、選択された無線アクセス技術を使用して無線アクセスネットワークと通信させる第３組
のコードとを備えるコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３１】
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
ートカードをプロビジョニングする装置であって、
　複数のマルチモードシステム選択方式からマルチモードシステム選択方式を選択する手
段と、前記複数のマルチモードシステム選択方式のそれぞれは複数の無線アクセス技術か
ら無線アクセス技術を選択するためのものであり、
　前記複数の無線アクセス技術を使用するためのモバイルデバイスの機能制約を判定する
手段と、
　前記マルチモードシステム選択方式および前記機能制約に従って、選択された無線アク
セス技術を使用して無線アクセスネットワークと通信する手段とを備える装置。
【請求項３２】
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
ートカードをプロビジョニングする装置であって、
　複数のマルチモードシステム選択方式からマルチモードシステム選択方式を選択するコ
ンピューティングプラットフォームと、前記複数のマルチモードシステム選択方式のそれ
ぞれは複数の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するためのものであり、
　前記コンピューティングプラットフォームと相互接続され、前記複数の無線アクセス技
術を使用するためのモバイルデバイスの機能制約を判定するスマートカードと、
　前記マルチモードシステム選択方式および前記機能制約に従って、選択された無線アク
セス技術を使用して無線アクセスネットワークと通信するトランシーバとを備える装置。
【請求項３３】
　前記複数のマルチモードシステム選択方式は、３ＧＰＰマルチモードシステム選択方式
と３ＧＰＰ２マルチモードシステム選択方式と汎用の好ましいローミングリストマルチモ
ードシステム選択方式を備える、請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記コンピューティングプラットフォームと相互接続された前記スマートカードはさら
に、モバイル事業者用の前記モバイルデバイスの加入者識別子のプロビジョニングを判定
することによって前記機能制約を判定する、請求項３２に記載の装置。
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【請求項３５】
　前記コンピューティングプラットフォームと相互接続された前記スマートカードはさら
に、取り外し可能なユーザ識別モジュール（Ｒ－ＵＩＭ）と、ＣＤＭＡ加入者識別モジュ
ール（ＣＳＩＭ）を含む汎用ＩＣカード（ＵＩＣＣ）と、汎用加入者識別モジュール（Ｕ
ＳＩＭ）およびＣＳＩＭを含むＵＩＣＣと、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）とから成る
グループのうちの１つを検出することによって前記加入者識別子のプロビジョニングを判
定する、請求項３４に記載の装置。
【請求項３６】
　スマートカードの前記グループのうちの第２のスマートカードを検出することをさらに
備え、前記グループのうちの前記第２のスマートカードは、前記グループのうちの前記１
つとは異なり、
前記コンピューティングプラットフォームはさらに、前記グループのうちの前記第２の１
つのプロビジョニングを判定し、前記グループのうちの前記１つおよび前記第２の１つを
選択的にアクティブ化する、請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記コンピューティングプラットフォームと相互接続された前記スマートカードはさら
に、エアインターフェースに関連する前記モバイルデバイスのトランシーバ制限を判定す
ることによって前記機能制約を判定する、請求項３２に記載の装置。
【請求項３８】
　前記コンピューティングプラットフォームと相互接続された前記スマートカードはさら
に、シングルモードまたはマルチモードを介して通信することによって前記トランシーバ
制限を判定する、請求項３７に記載の装置。
【請求項３９】
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、前記トランシーバ制限を前記モバ
イルデバイスに組み込まれた前記スマートカード上に記憶する、請求項３７に記載の装置
。
【請求項４０】
　前記コンピューティングプラットフォームと相互接続された前記スマートカードはさら
に、ローミングしているかあるいはホームにある前記モバイルデバイスのトランシーバ制
限を判定することによって前記機能制約を判定する、請求項３７に記載の装置。
【請求項４１】
　前記コンピューティングプラットフォームと相互接続された前記スマートカードはさら
に、ＣＤＭＡ２０００エアインターフェースと３ＧＰＰエアインターフェースと３ＧＰＰ
２エアインターフェースとＧＳＭエアインターフェースとＷｉＭＡＸエアインターフェー
スから成るグループのうちの少なくとも１つのエアインターフェース上で通信するための
前記モバイルデバイスのトランシーバ制限を判定することによって前記機能制約を判定す
る、請求項３２に記載の装置。
【請求項４２】
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、モバイルネットワークへの加入者
識別子を含む集積回路カードである前記スマートカードとのハンドシェークを実行し、前
記機能制約を判定する、請求項４１に記載の装置。
【請求項４３】
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、前記コンピューティングプラット
フォーム上に記憶されている第１のマルチモードシステム選択方式にアクセスし、前記ス
マートカード上に記憶されている第２のマルチモードシステム選択方式にアクセスする、
請求項４２に記載の装置。
【請求項４４】
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、前記マルチモードシステム選択方
式および前記機能制約を満足する利用可能な複数の無線アクセス技術を判定し、優先順位
設定に従って前記利用可能な複数の無線アクセス技術のうちの１つを選択する、請求項３
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２に記載の装置。
【請求項４５】
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、指定された無線アクセス技術を有
効化または無効化するネットワークコマンドを受信する、請求項３２に記載の装置。
【請求項４６】
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、前記モバイルデバイスに対してプ
ロビジョニングされるスマートカード上のエレメンタリファイルにアクセスすることによ
って、前記マルチモードシステム選択方式にアクセスする、請求項３２に記載の装置。
【請求項４７】
　前記トランシーバはさらに、無線サービスプロビジョニングによって、前記マルチモー
ドシステム選択方式用のローカルに記憶されたデータ構造を修正するコマンドを受信する
、請求項３２に記載の装置。
【請求項４８】
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、前記モバイルデバイスの地理的位
置を判定し、前記選択された無線アクセス技術が前記地理的位置で利用可能であるかどう
かを規定する前記機能制約にアクセスする、請求項３２に記載の装置。
【請求項４９】
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、現在のカレンダー日付を判定し、
前記選択された無線アクセス技術が前記現在のカレンダー日付で利用可能であるかどうか
を規定する前記機能制約にアクセスする、請求項３２に記載の装置。
【請求項５０】
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、スマートカードに含まれるジェネ
リックサービステーブル内の前記マルチモードシステム選択方式にアクセスする、請求項
３２に記載の装置。
【請求項５１】
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、前記モバイルデバイスの地理的位
置を判定し、無線アクセス技術のマニュアル選択が前記地理的位置で利用可能であるかど
うかを規定する前記機能制約にアクセスする、請求項３２に記載の装置。
【請求項５２】
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、前記マルチモードシステム選択方
式にアクセスし、１次選択として働くアンカーシステムを判定する、請求項３２に記載の
装置。
【請求項５３】
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、２つのエアインターフェースをア
ソシエートするために前記マルチモードシステム選択方式にアクセスする、請求項３２に
記載の装置。
【請求項５４】
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、前記モバイルデバイスがアウトオ
ブサービス領域にあると判定し、サービスのスキャン同士の時間間隔を広げる、請求項３
２に記載の装置。
【請求項５５】
　前記コンピューティングプラットフォームがさらにサービスのスキャン同士の前記時間
間隔を広げることは、しきい値を超えたと判定することをさらに備える、請求項５４に記
載の装置。
【請求項５６】
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、アウトオブサービス領域でのスキ
ャンに関するユーザの好みに応じてサービスのスキャン同士の前記時間間隔を広げる、請
求項５４に記載の装置。
【請求項５７】
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、ユーザと前記モバイルデバイスの
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相互作用がないことを検知したことに応じてサービスのスキャン同士の前記時間間隔を広
げる、請求項５４に記載の装置。
【請求項５８】
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、ロケーションに応じてサービスの
スキャン同士の前記時間間隔を広げる、請求項５４に記載の装置。
【請求項５９】
　前記トランシーバおよび前記コンピューティングプラットフォームはさらに、地理的位
置判定信号を受信すること、ワイヤレスアクセス送信を検出すること、無線周波数環境を
記憶されているロケーション記述に合致させること、アウトオブサービスロケーションを
示すセルラパイロットを識別することのうちの選択された１つに基づいてロケーションを
判定する、請求項５８に記載の装置。
【請求項６０】
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
ートカードをプロビジョニングする方法であって、
　ホスト無線アクセス技術を使用してホスト無線アクセスネットワークからモバイルデバ
イスにサービスを提供することと、
　複数のマルチモードシステム選択方式から選択されたマルチモードシステム選択方式を
含むデータ構造を修正するコマンドをモバイルデバイスに送信することとを備え、前記複
数のマルチモードシステム選択方式のそれぞれは複数の無線アクセス技術から無線アクセ
ス技術を選択するためのものであり、
　前記モバイルデバイスは、前記コマンドに少なくとも部分的に基づいて前記複数の無線
アクセス技術を使用するための機能制約を判定する方法。
【請求項６１】
　前記マルチモードシステム選択方式を選択することは、３ＧＰＰマルチモードシステム
選択方式と３ＧＰＰ２マルチモードシステム選択方式と汎用の好ましいローミングリスト
マルチモードシステム選択方式の間で選択することを備える、請求項６０に記載の方法。
【請求項６２】
　前記コマンドを送信することは、取り外し可能なユーザ識別モジュール（Ｒ－ＵＩＭ）
と、ＣＤＭＡ加入者識別モジュール（ＣＳＩＭ）を含む汎用ＩＣカード（ＵＩＣＣ）と、
汎用加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ）およびＣＳＩＭを含むＵＩＣＣと、加入者識別モ
ジュール（ＳＩＭ）とから成るグループのうちの１つから加入者識別子を受信したことに
応答して前記モバイルデバイスをプロビジョニングすることをさらに備える、請求項６０
に記載の方法。
【請求項６３】
　前記コマンドを送信することは、ＣＤＭＡ２０００エアインターフェースと３ＧＰＰエ
アインターフェースと３ＧＰＰ２エアインターフェースとＧＳＭエアインターフェースと
ＷｉＭＡＸエアインターフェースから成るグループの少なくとも１つのエアインターフェ
ース上で通信するための前記モバイルデバイスのトランシーバ制限を判定したことに応答
する、請求項６０に記載の方法。
【請求項６４】
　前記コマンドを送信することは、前記モバイルデバイスに対してプロビジョニングされ
るスマートカード上のエレメンタリファイルを修正することをさらに備える、請求項６０
に記載の方法。
【請求項６５】
　前記コマンドを送信して、無線サービスプロビジョニングによって前記マルチモード選
択方式用のローカルに記憶されたデータ構造を修正することをさらに備える、請求項６０
に記載の方法。
【請求項６６】
　前記コマンドを送信することは、スマートカードに含まれるジェネリックサービステー
ブル内の前記マルチモード選択方式を修正することをさらに備える、請求項６０に記載の
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方法。
【請求項６７】
　前記コマンドを送信することは、前記モバイルデバイスの地理的位置に基づいてローミ
ングの好ましいローミングリストをプロビジョニングすることをさらに備える、請求項６
０に記載の方法。
【請求項６８】
　前記コマンドを送信することはバイナリ形式で前記コマンドを送信することを備える、
請求項６０に記載の方法。
【請求項６９】
　前記コマンドを送信することはレコード形式で前記コマンドを送信することを備える、
請求項６０に記載の方法。
【請求項７０】
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
ートカードをプロビジョニングする少なくとも１つのプロセッサであって、
　ホスト無線アクセス技術を使用してホスト無線アクセスネットワークからモバイルデバ
イスにサービスを提供する第１のモジュールと、
　複数のマルチモードシステム選択方式から選択されたマルチモードシステム選択方式を
含むデータ構造を修正するコマンドを前記モバイルデバイスに送信する第２のモジュール
とを備え、前記複数のマルチモードシステム選択方式のそれぞれは複数の無線アクセス技
術から無線アクセス技術を選択するためのものであり、
　前記モバイルデバイスは、前記コマンドに少なくとも部分的に基づいて前記複数の無線
アクセス技術を使用するための機能制約を判定する少なくとも１つのプロセッサ。
【請求項７１】
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
ートカードをプロビジョニングするプログラムを記憶したコンピュータ可読記憶媒体であ
って、
　前記プログラムが、
　コンピュータに、ホスト無線アクセス技術を使用してホスト無線アクセスネットワーク
からモバイルデバイスにサービスを提供させる第１組のコードと、
　前記コンピュータに、複数のマルチモードシステム選択方式から選択されたマルチモー
ドシステム選択方式を含むデータ構造を修正するコマンドを前記モバイルデバイスに送信
させる第２組のコードとを備え、前記複数のマルチモードシステム選択方式のそれぞれは
複数の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するためのものであり、
　前記モバイルデバイスは、前記コマンドに少なくとも部分的に基づいて前記複数の無線
アクセス技術を使用するための機能制約を判定するコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項７２】
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
ートカードをプロビジョニングする装置であって、
　ホスト無線アクセス技術を使用してホスト無線アクセスネットワークからモバイルデバ
イスにサービスを提供する手段と、
　複数のマルチモードシステム選択方式から選択されたマルチモードシステム選択方式を
含むデータ構造を修正するコマンドを前記モバイルデバイスに送信する手段とを備え、前
記複数のマルチモードシステム選択方式のそれぞれは複数の無線アクセス技術から無線ア
クセス技術を選択するためのものであり、
　前記モバイルデバイスは、前記コマンドに少なくとも部分的に基づいて前記複数の無線
アクセス技術を使用するための機能制約を判定する装置。
【請求項７３】
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
ートカードをプロビジョニングする装置であって、
　ホスト無線アクセス技術を使用してホスト無線アクセスネットワークからモバイルデバ
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イスにサービスを提供するスケジューラと、
　複数のマルチモードシステム選択方式から選択されたマルチモードシステム選択方式を
含むデータ構造を修正するコマンドを前記モバイルデバイスに送信するトランシーバとを
備え、前記複数のマルチモードシステム選択方式のそれぞれは複数の無線アクセス技術か
ら無線アクセス技術を選択するためのものであり、
　前記モバイルデバイスは、前記コマンドに少なくとも部分的に基づいて前記複数の無線
アクセス技術を使用するための機能制約を判定する装置。
【請求項７４】
　前記マルチモードシステム選択方式を選択することは、３ＧＰＰマルチモードシステム
選択方式と３ＧＰＰ２マルチモードシステム選択方式と汎用の好ましいローミングリスト
マルチモードシステム選択方式の間で選択することを備える、請求項７３に記載の装置。
【請求項７５】
　前記トランシーバがさらに前記コマンドを送信することは、取り外し可能なユーザ識別
モジュール（Ｒ－ＵＩＭ）と、ＣＤＭＡ加入者識別モジュール（ＣＳＩＭ）を含む汎用Ｉ
Ｃカード（ＵＩＣＣ）と、汎用加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ）およびＣＳＩＭを含む
ＵＩＣＣと、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）とから成るグループのうちの１つから加入
者識別子を受信したことに応答して前記モバイルデバイスをプロビジョニングすることを
さらに備える、請求項７３に記載の装置。
【請求項７６】
　前記トランシーバがさらに前記コマンドを送信することは、ＣＤＭＡ２０００エアイン
ターフェースと３ＧＰＰエアインターフェースと３ＧＰＰ２エアインターフェースとＧＳ
ＭエアインターフェースとＷｉＭＡＸエアインターフェースから成るグループのうちの少
なくとも１つのエアインターフェース上で通信するための前記モバイルデバイスのトラン
シーバ制限を判定したことに応答する、請求項７３に記載の装置。
【請求項７７】
　前記トランシーバはさらに、前記モバイルデバイスに対してプロビジョニングされるス
マートカード上のエレメンタリファイルを修正するために前記コマンドを送信する、請求
項７３に記載の装置。
【請求項７８】
　前記トランシーバはさらに、無線サービスプロビジョニングによって前記マルチモード
システム選択方式用のローカルに記憶されたデータ構造を修正するために前記コマンドを
送信する、請求項７３に記載の装置。
【請求項７９】
　前記トランシーバはさらに、スマートカードに含まれるジェネリックサービステーブル
内の前記マルチモードシステム選択方式を修正するために前記コマンドを送信する、請求
項７３に記載の装置。
【請求項８０】
　前記トランシーバはさらに、前記モバイルデバイスの地理的位置に基づいてローミング
の好ましいローミングリストをプロビジョニングするために前記コマンドを送信する、請
求項７３に記載の装置。
【請求項８１】
　前記トランシーバはさらに、前記コマンドをバイナリ形式で送信する、請求項７３に記
載の装置。
【請求項８２】
　前記トランシーバはさらに、前記コマンドをレコード形式で送信する、請求項７３に記
載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許出願は、「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｐｒｏｖｉｓ
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ｉｏｎｉｎｇ　Ｍｕｌｔｉｍｏｄｅ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｐａｒａｍｅ
ｔｅｒｓ」という名称を有し、２００９年１０月２０日に出願された米国特許仮出願第６
１／２５３，４３６号および「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　Ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　Ｐ
ｒｏｖｉｓｉｏｎｉｎｇ　Ｍｕｌｔｉｍｏｄｅ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｐ
ａｒａｍｅｔｅｒｓ」という名称を有し、２００９年５月１３日に出願された米国特許仮
出願第６１／１７７，９８２号に対する優先権を主張する。上記の各出願は、本譲受人に
譲渡され、引用によって本明細書に明示的に組み込まれる。
【０００２】
　本開示は、モバイル動作環境に関し、より詳細には、様々なアクセス技術を選択できる
ようにモバイル機器またはスマートカードをプロビジョニングすることに関する。
【背景技術】
【０００３】
　音声、データなどの様々な種類の通信コンテンツを供給するためにワイヤレス通信シス
テムが幅広く配備されている。このようなシステムは、利用可能なシステムリソース（た
とえば、帯域幅および送信電力）を共用することによって複数のユーザとの通信をサポー
トすることのできる多元接続システムであってよい。このような多元接続システムの例に
は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周
波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）
システムがある。
【０００４】
　一般に、ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のワイヤレス端末用の通信を同時に
サポートすることができる。各端末は、順方向リンクおよび逆方向リンク上の送信を介し
て１つまたは複数の基地局と通信する。順方向リンク（またはダウンリンク）は、基地局
から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク（またはアップリンク）は、端末から基地
局への通信リンクを指す。この通信リンクは、単一入力単一出力システム、多入力単一出
力システム、または多入力多出力（ＭＩＭＯ）システムを介して確立することができる。
【０００５】
　第三世代（３Ｇ）携帯電話技術の１つにＵｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅ
ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）がある。ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒ
ｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋの略語であるＵＴＲＡＮは
、ＵＭＴＳ無線アクセスネットワークを構成するＮｏｄｅ　Ｂおよび無線ネットワークコ
ントローラを集合的に表す語である。この通信ネットワークは、リアルタイム回線交換か
らＩＰベースのパケット交換まで多数のトラヒックタイプを搬送することができる。ＵＴ
ＲＡＮは、ＵＥ（ユーザ機器）とコアネットワークとの接続を可能にする。ＵＴＲＡＮは
、Ｎｏｄｅ　Ｂと呼ばれる基地局と、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）とを含む
。ＲＮＣは、１つまたは複数のＮｏｄｅ　Ｂ用の制御機能を実現する。Ｎｏｄｅ　ＢとＲ
ＮＣは同じデバイスであってよい。ただし、通常の実装は、複数のＮｏｄｅ　Ｂにサービ
スを提供する中央局に配置された別個のＲＮＣを有する。Ｎｏｄｅ　ＢとＲＮＣを物理的
に分離する必要がないにもかかわらず、それらの間にＩｕｂと呼ばれる論理インターフェ
ースがある。ＲＮＣおよびそれに対応するＮｏｄｅ　Ｂは無線ネットワークサブシステム
（ＲＮＳ）と呼ばれる。ＵＴＲＡＮには複数のＲＮＳが存在してよい。
【０００６】
　ＣＤＭＡ２０００（ＩＭＴマルチキャリア（ＩＭＴ　ＭＣ）とも呼ばれる）は、ＣＤＭ
Ａチャネルアクセスを使用してモバイル電話とセルサイトとの間で音声、データ、シグナ
リングデータを送信する一群の３Ｇモバイル技術規格である。この規格には、ＣＤＭＡ２
０００　１Ｘ、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｒｅｖ．０、ＣＤＭＡ２０００　Ｅ
Ｖ－ＤＯ　Ｒｅｖ．Ａ、およびＣＤＭＡ２０００　ＥＶ－ＤＯ　Ｒｅｖ．Ｂがある。これ
らはすべてＩＴＵのＩＭＴ－２０００向けの承認されたエアインターフェースである。Ｃ
ＤＭＡ２０００は、技術的な歴史が比較的長く、それ以前の２ＧイテレーションＩＳ－９
５（ｃｄｍａＯｎｅ）との後方互換性を有する。
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【０００７】
　ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ（ＩＳ－２０００）は、１ｘおよび１ｘＲＴＴとも呼ばれ、コ
アＣＤＭＡ２０００ワイヤレスエアインターフェース規格である。符号「１ｘ」は、１倍
無線送信技術を意味し、ＩＳ－９５と同じＲＦ帯域幅、すなわち１．２５ＭＨｚ無線チャ
ネルのデュプレックスペアを示す。１ｘＲＴＴは、元の１組の６４個のトラヒックチャネ
ルに直交する６４個のトラヒックチャネルをさらに順方向リンクに付加することによって
ＩＳ－９５の容量をほぼ２倍にする。１Ｘ規格は、最高で１５３ｋｂｐｓのパケットデー
タ速度をサポートし、それによって、大部分の商用アプリケーションで実環境データ送信
が平均で６０～１００ｋｂｐｓになる。ＩＭＴ－２０００は、媒体アクセス制御プロトコ
ルおよびリンクアクセス制御プロトコルおよびＱｏＳを含め、データサービスの使用を拡
大するために、データリンク層にも変更を加えた。ＩＳ－９５データリンク層は、データ
に関し「ベストエフォート提供」を、音声に関し回線交換チャネルを実現したに過ぎなか
った（すなわち、２０ｍｓおきに１つの音声フレーム）。
【０００８】
　ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ（Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ－Ｄａｔａ　Ｏｐｔｉｍｉｚ
ｅｄ）は、ＥＶ－ＤＯまたはＥＶと呼ばれることが多く、無線信号によるデータのワイヤ
レス送信、通常はブロードバンドインタネットアクセスに関する電気通信規格である。Ｃ
ＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）と時分割多元接続（
ＴＤＭＡ）とを含む多重化技術を使用して個々のユーザのスループットとシステム全体の
スループットを最大にする。ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯは、第三世代パートナー
シッププロジェクト２（３ＧＰＰ２）によってＣＤＭＡ２０００規格群の一部として標準
化され、世界中の多数のモバイル電話サービスプロバイダ、特に以前からＣＤＭＡネット
ワークを使用している業者によって採用されている。
【０００９】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は、ＵＭＴＳモバイル
電話規格を将来の要件に対処するように向上させる第三世代パートナーシッププロジェク
ト（３ＧＰＰ）内のプロジェクトに付けられた名称である。この目標は、効率を向上させ
ることと、コストを削減することと、サービスを改善することと、新しいスペクトルオポ
チュニティを利用することと、他のオープン規格をよりうまく統合することとを含む。Ｌ
ＴＥシステムは、一連のＥｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（ＥＵＴＲＡ）およびＥｖｏｌｖｅｄ
　ＵＴＲＡＮ（ＥＵＴＲＡＮ）仕様に記載されている。
【００１０】
　ハンドセットが加入者ネットワークと相互接続するには、ハンドセットによって保持さ
れている加入者ＩＤが必要になる。たとえば、取り外し可能なＳＩＭカード上の加入者識
別モジュール（ＳＩＭ）は、モバイル電話デバイス（モバイル電話およびコンピュータな
ど）上での身分証明のためにサービス－加入者キーを安全に記憶する。ＳＩＭカードによ
って、ユーザは、１つのモバイル電話からＳＩＭカードを取り出し、別のモバイル電話ま
たはブロードバンド電話デバイスに挿入するだけで電話を変更することができる。
【００１１】
　ＳＩＭカードは、固有の通し番号と、モバイルデバイスの国際移動体加入者識別番号（
ＩＭＳＩ）と、セキュリティ認証および暗号化情報、ローカルネットワークに関する一時
情報と、ユーザがアクセスできるサービスのリストと、２つのパスワード（通常の用途用
のＰＩＮとロック解除用のＰＵＫ）とを含む。
【００１２】
　各ＳＩＭカードは、以下の番号フォーマットの固有の国際移動体加入者識別番号（ＩＭ
ＳＩ）、すなわち、（ａ）最初の３桁がモバイルカントリーコード（ＭＣＣ）を表し、（
ｂ）次の２桁または３桁がモバイルネットワークコード（ＭＮＣ）を表し、（ｃ）残りの
数字が移動局識別（ＭＳＩＤ）番号を表す国際移動体加入者識別番号（ＩＭＳＩ）を記憶
し、（ｄ）ＳＩＭカードは、ＩＣカード識別（ＩＣＣ－ＩＤ）番号も有する。
【００１３】
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　仮想ＳＩＭは、ユーザのモバイル電話上で電話呼び出し(phone call)をターミネート(t
erminate)するためにＳＩＭカードを要求しない、モバイルネットワーク事業者から提供
されるモバイル電話番号である。
【００１４】
　ＲＵＩＭカード（およびＲ－ＵＩＭ）すなわち取り外し可能なユーザ識別モジュールは
、ＣＤＭＡ２０００ネットワーク向けに作製された携帯電話用の取り外し可能なスマート
カードである。ＲＵＩＭは、基本的にＣＤＭＡ２０００システム用の３ＧＰＰ／ＥＴＳＩ
　ＳＩＭであり、それらはどちらもＩＣカード（ＩＣＣ）に基づいている。ＲＵＩＭカー
ドは、名前およびアカウント番号、携帯電話番号、電話帳、テキストメッセージ、ならび
に他の設定のような、ユーザの個人情報を保持する。
【００１５】
　ＣＤＭＡ２０００加入者識別モジュール（ＣＳＩＭ）は、汎用ＩＣカード（ＵＩＣＣ）
と呼ばれるより新しいスマートカード上で動作するアプリケーションである。ＵＩＣＣは
、ＣＳＩＭアプリケーション、ＵＳＩＭアプリケーション、ＳＩＭおよび／またはＲ－Ｕ
ＩＭを記憶することができ、全世界の携帯電話ネットワークとのオペレーションを有効化
するのに使用することができる。ＵＩＣＣは、ＣＳＩＭおよびＵＳＩＭなどのアプリケー
ションディレクトリファイル（ＡＤＦ）を保持する。ＳＩＭおよびＲ－ＵＩＭはＩＣＣに
基づくレガシカードである。ＳＩＭとＲ－ＵＩＭはどちらもＵＩＣＣに追加することがで
きるが、ＡＤＦとしてではなく、ＤＦ（ディレクトリファイル）として追加することがで
きる。ＣＳＩＭアプリケーションを保持することのできるＵＩＣＣは、ユーザが、あるモ
バイル電話からスマートカードを取り出し、他のモバイル電話またはブロードバンド電話
デバイスに挿入するだけで電話を変更することができる。
【００１６】
　以下では、語「スマートカード」は、これらの技術およびその均等物を包含するのに使
用される。
【００１７】
　デュアルモード（またはマルチモード）モバイルは、シングルモードモバイルと異なり
、複数の形態のデータ送信またはネットワークと互換性を有するモバイル電話を指す。た
とえば、デュアルモード電話は、複数の技術を使用して音声およびデータを送受信する電
話であってよい。このことはワイヤレスモバイル電話または有線電話に当てはまる。
【００１８】
　一態様では、デュアルモードは、音声およびデータ用の２種類のセルラ無線を含むモバ
イル電話のようなネットワーク互換性を指すことができる。これらの電話は、ＧＳＭ（登
録商標）技術とＣＤＭＡ技術の組み合わせを含む。これらの電話は、ユーザの好みに応じ
てＧＳＭ電話またはＣＤＭＡ電話として使用することができる。これらのハンドセットは
、グローバル電話とも呼ばれ、本質的に１つのデバイスにおける２つの電話である。ｃｄ
ｍａ２０００とＧＳＭのデュアルモード電話についてのこの特定の例では、Ｒ－ＵＩＭ情
報はモバイル機器（ハンドセットシェル）に記憶される１枚のカード（ＳＩＭのみ）また
は２枚のカード（Ｒ－ＵＩＭおよびＳＩＭ）のいずれかの２つの可能性がある。
【００１９】
　他の態様では、デュアルモードモバイルは、セルラ無線と非セルラ無線の両方を音声お
よびデータ通信に使用することができる。ＧＳＭ／ＣＤＭＡ／Ｗ－ＣＤＭＡを含むセルラ
無線、ならびにＩＥＥＥ８０２．１１（ＷｉＦｉ）無線、ＷｉＭＡＸ、またはＤＥＣＴ（
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｃｏｒｄｌｅｓｓ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔ
ｉｏｎｓ）無線のような他の技術を使用する２種類のデュアルモード電話がある。これら
の電話は、ワイドエリアセルラネットワークに接続されると携帯電話として使用すること
ができる。適切なＷｉ－ＦｉネットワークまたはＤＥＣＴネットワークの範囲内では、電
話をすべての通信のためにＷｉ－Ｆｉ／ＤＥＣＴ電話として使用することができる。この
運用方法は、（ネットワーク事業者と加入者の両方について）コストを削減し、室内受信
範囲を向上し、データアクセス速度を速くする。
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【００２０】
　Ｗｉ－Ｆｉは、ワイヤレス分配方法（通常スペクトラム拡散またはＯＦＤＭ）を介して
デバイスとリンクし、通常、アクセスポイントを通じてより広域のインタネットとの接続
を実現するワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）のサブセットである。こ
れによって、ユーザは、ローカル受信範囲内を自由に移動しても、ネットワークに接続す
ることができる。
【００２１】
　ＷｉＭＡＸは、Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍ
ｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓの略語であり、一定の、十分に移動可能なインタネット
アクセスを実現する電気通信技術である。ＷｉＭＡＸはＩＥＥＥ８０２．１６規格（Ｂｒ
ｏａｄｂａｎｄ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ａｃｃｅｓｓとも呼ばれる）に基づく技術である。
「ＷｉＭＡＸ」という名前は、この規格の適合性および相互運用性を推進するために２０
０１年６月に形成されたＷｉＭＡＸフォーラムによって作成された。このフォーラムは、
「ケーブルおよびＤＳＬに代わる手段としてラストマイルワイヤレスブロードバンドアク
セスの提供を実現可能にする、規格に基づく技術」とＷｉＭＡＸを記述している。
【００２２】
　ハンドセットとその加入者識別のこれらの様々な接続性制限および様々なアクセス技術
によって、システム選択パラメータおよびサービス管理に関するデバイスのプロビジョニ
ングには問題がある。
【発明の概要】
【００２３】
　以下に、１つまたは複数の態様を基本的に理解できるようにこれらの態様の簡単な概要
を示す。この概要は、考えられるすべての態様の広範囲な概要ではなく、また、すべての
態様の重要または重大な要素を識別するものでも、あらゆるまたはすべての態様の範囲を
定めるものでもない。この概要の唯一の目的は、以下のより詳細な説明の前置きとして１
つまたは複数の態様のいくつかの概念を簡略的に示すことである。
【００２４】
　一態様では、エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機
器またはスマートカードをプロビジョニングする方法が提供される。複数の無線アクセス
技術から無線アクセス技術を選択するマルチモードシステム選択方式にアクセスする。複
数の無線アクセス技術を使用するためのモバイルデバイスの機能制約を判定する。モバイ
ルデバイスが、マルチモードシステム選択方式および機能制約に従って、選択された無線
アクセス技術を使用して無線アクセスネットワークと通信する。
【００２５】
　他の態様では、エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル
機器またはスマートカードをプロビジョニングする少なくとも１つのプロセッサが提供さ
れる。第１のモジュールが、複数の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するマ
ルチモードシステム選択方式にアクセスする。第２のモジュールが、複数の無線アクセス
技術を使用するためのモバイルデバイスの機能制約を判定する。第３のモジュールが、マ
ルチモードシステム選択方式および機能制約に従って、選択された無線アクセス技術を使
用して無線アクセスネットワークと通信する。
【００２６】
　他の態様では、エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル
機器またはスマートカードをプロビジョニングするコンピュータプログラム製品が提供さ
れる。非一時的コンピュータ可読記憶媒体が数組のコードを備える。第１組のコードが、
コンピュータに、複数の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するマルチモード
システム選択方式にアクセスさせる。第２組のコードが、コンピュータに複数の無線アク
セス技術を使用するためのモバイルデバイスの機能制約を判定させる。第３組のコードが
、コンピュータに、マルチモードシステム選択方式および機能制約に従って、選択された
無線アクセス技術を使用して無線アクセスネットワークと通信させる。
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【００２７】
　他のさらなる態様では、エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のために
モバイル機器またはスマートカードをプロビジョニングする装置が提供される。複数の無
線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するマルチモードシステム選択方式にアクセ
スする手段が設けられる。複数の無線アクセス技術を使用するためのモバイルデバイスの
機能制約を判定する手段が設けられる。マルチモードシステム選択方式および機能制約に
従って、選択された無線アクセス技術を使用して無線アクセスネットワークと通信する手
段が設けられる。
【００２８】
　他の態様では、エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル
機器またはスマートカードをプロビジョニングする装置が提供される。コンピューティン
グプラットフォームが、複数の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するマルチ
モードシステム選択方式にアクセスする。コンピューティングプラットフォームと相互接
続されたスマートカードが、複数の無線アクセス技術を使用するためのモバイルデバイス
の機能制約を判定する。トランシーバが、マルチモードシステム選択方式および機能制約
に従って、選択された無線アクセス技術を使用して無線アクセスネットワークと通信する
。
【００２９】
　さらにもう１つの態様では、エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のた
めにモバイル機器またはスマートカードをプロビジョニングする方法が提供される。ホス
ト無線アクセスネットワークが、ホスト無線アクセス技術を使用してモバイルデバイスに
サービスを提供する。ホスト無線アクセスネットワークは、複数の無線アクセス技術から
無線アクセス技術を選択するマルチモードシステム選択方式を含むスマートカード上に記
憶されているデータ構造を修正するコマンドをモバイルデバイスに送信する。モバイルデ
バイスは、コマンドに少なくとも部分的に基づいて複数の無線アクセス技術を使用するた
めの機能制約を判定する。
【００３０】
　さらに他の態様では、エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモ
バイル機器またはスマートカードをプロビジョニングする少なくとも１つのプロセッサが
提供される。第１のモジュールが、ホスト無線アクセス技術を使用してホスト無線アクセ
スネットワークからモバイルデバイスにサービスを提供する。第２のモジュールが、複数
の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するマルチモードシステム選択方式を含
むデータ構造を修正するコマンドをモバイルデバイスに送信する。モバイルデバイスは、
コマンドに少なくとも部分的に基づいて複数の無線アクセス技術を使用するための機能制
約を判定する。
【００３１】
　さらに他の態様では、エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモ
バイル機器またはスマートカードをプロビジョニングするコンピュータプログラム製品が
提供される。非一時的コンピュータ可読記憶媒体が数組のコードを備える。第１組のコー
ドが、コンピュータにホスト無線アクセス技術を使用してホスト無線アクセスネットワー
クからモバイルデバイスにサービスを提供させる。第２組のコードが、コンピュータに、
複数の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するマルチモードシステム選択方式
を含むデータ構造を修正するコマンドをモバイルデバイスに送信させる。モバイルデバイ
スは、コマンドに少なくとも部分的に基づいて複数の無線アクセス技術を使用するための
機能制約を判定する。
【００３２】
　さらに他の態様では、エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモ
バイル機器またはスマートカードをプロビジョニングする装置が提供される。ホスト無線
アクセス技術を使用してホスト無線アクセスネットワークからモバイルデバイスにサービ
スを提供する手段が設けられる。複数の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択す
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るマルチモードシステム選択方式を含むデータ構造を修正するコマンドをモバイルデバイ
スに送信する手段が設けられる。モバイルデバイスは、コマンドに少なくとも部分的に基
づいて複数の無線アクセス技術を使用するための機能制約を判定する。
【００３３】
　さらに他の態様では、エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモ
バイル機器またはスマートカードをプロビジョニングする装置が提供される。スケジュー
ラが、ホスト無線アクセス技術を使用してホスト無線アクセスネットワークからモバイル
デバイスにサービスを提供する。トランシーバが、複数の無線アクセス技術から無線アク
セス技術を選択するマルチモードシステム選択方式を含むデータ構造を修正するコマンド
をモバイルデバイスに送信する。モバイルデバイスは、コマンドに少なくとも部分的に基
づいて複数の無線アクセス技術を使用するための機能制約を判定する。
【００３４】
　上述の目的および関連する目的を実現するために、１つまたは複数の態様は、以下に詳
しく説明し特に特許請求に範囲で指摘される特徴を備える。以下の説明および添付の図面
は、１つまたは複数の態様のある例示的な特徴を詳しく示している。しかし、これらの特
徴は、様々な態様の原則を使用することができる様々な方法のうちのいくつかを示してい
るに過ぎず、この説明は、そのような態様およびその等価物のすべてを含むものである。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】複数のアクセス技術間のシステム選択のためにプロビジョニングされる通信シス
テムの概略図。
【図２Ａ】マルチモードシステム選択のためにプロビジョニングされるユーザ機器のため
の方法の流れ図。
【図２Ｂ】ネットワークがユーザ機器をマルチモードシステム選択のためにプロビジョニ
ングする方法の流れ図。
【図３】アウトオブサービス（ＯｏＳ）状態のときにサービスの連続的なスキャンが失敗
するのを抑制する方法または動作のシーケンスの流れ図。
【図４Ａ】複数無線マルチモードシステム選択動作に関する方法または動作のシーケンス
の流れ図。
【図４Ｂ】複数無線マルチモードシステム選択動作に関する方法または動作のシーケンス
の流れ図。
【図４Ｃ】複数無線マルチモードシステム選択動作に関する方法または動作のシーケンス
の流れ図。
【図４Ｄ】複数無線マルチモードシステム選択動作に関する方法または動作のシーケンス
の流れ図。
【図５】マルチモードシステム選択に関するスマートカード内のエレメンタリフィールド
（ＥＦ）のデータ構造の図。
【図６】図５のＥＦの符号化に関するデータ構造の図。
【図７】マルチモードシステム選択に関するモード設定用のＥＦのデータ構造の図。
【図８】マルチモードシステム選択に関するロケーションアソシエーテッド（location a
ssociated）優先順位リスト用のＥＦのデータ構造の図。
【図９】マルチモードシステム選択に関するシステム優先順位リスト用のＥＦのデータ構
造の図。
【図１０】マルチモードシステム選択に関するワイヤレスローカルアクセスネットワーク
構成用のＥＦのデータ構造の図。
【図１１】例示的なコンピューティング環境の図。
【図１２】少なくとも部分的にユーザ機器に組み込まれたマルチモードサービス選択をプ
ロビジョニングする電気的コンポーネントの論理グループのブロック図。
【図１３】少なくとも部分的にノードに組み込まれたマルチモードサービス選択をプロビ
ジョニングする電気的コンポーネントの論理グループのブロック図。
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【図１４】マルチモードサービス選択をプロビジョニングする手段を有する装置のブロッ
ク図。
【図１５】マルチモードサービス選択をプロビジョニングする手段を有する装置のブロッ
ク図。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　本開示の利点によって、マルチモードシステム選択（ＭＭＳＳ）がモバイルデバイス（
ハンドセット）における複数の無線の使用に対処することを理解されたい。従来のＭＭＳ
Ｓは、ハンドセット内に単一のトランシーバが設けられる一般的な仮定に基づいて開発さ
れている。しかし、実際のハンドセット開発は、（ａ）２つの受信器（ＲＸ）および１つ
のアクティブ送信器（ＴＸ）（２ＲＸ／１ＴＸ）ならびに（ｂ）同時にアクティブになる
２つのトランシーバ（２ＲＸ／２ＴＸ）をサポートすることを対象としている。たとえば
、同時にｃｄｍａ２０００　１ｘを介した音声およびＬＴＥを介したデータ（ＳＶＬＴＥ
）をサポートするＬＴＥ／ＣＤＭＡ２０００ハンドセットを検討する。他の例として、回
線交換フォールバック（ＣＳＦＢ）をサポートする１つのＴＸを有する二重ＲＸ（すなわ
ち、複数の技術に使用される）を検討する。したがって、本イノベイションは、ＭＭＳＳ
を一般化して複数ＲＸ構成および／または複数ＴＸ構成をサポートすることによってその
ような新しいハンドセットをサポートする。
【００３７】
　現在、３ＧＰＰ２　Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｌｉｓｔ（ＰＲＬ）は「ア
ソシエーテッド・システム(Associated System)」をサポートしている。たとえば、１ｘ
およびＨＲＰＤのようなｃｄｍａ２０００システムは各セットにグループ分けすることが
できる。ＰＲＬは、これらのシステムがＰＮ＿ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮを使用して共通の
擬似ノイズ（ＰＮ）オフセットを共有するか、あるいはＤＡＴＡ＿ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯ
Ｎを使用して共通の１組のパケットデータサービングノード（ＰＤＳＮ）を共有するかを
示すこともできる。これによって、異なる事業者のＤＯへのデータ接続を防止し、ホーム
ＤＯでない場合には少なくともホーム（所望の）事業者の１ｘシステムに確実にデータ接
続することができるようにすることによってデータ接続を管理することができる。
【００３８】
　３ＧＰＰ２　ＭＭＳＳロケーションアソシエーテッド優先順位リスト（ＭＬＰＬ）およ
びＭＭＳＳシステム優先順位リスト（ＭＳＰＬ）は、３ＧＰＰシステムと３ＧＰＰ２シス
テムとの間のシステム選択を可能にし、かつ単一ＲＸ／ＴＸシステム向けに設計された従
来のＭＭＳＳをサポートする。
【００３９】
　ＣＤＭＡ開発グループ（ＣＤＧ）は、これを「１ｘ－ＤＯハイブリッドモード」によっ
てさらに改善しており、この場合、１ｘは、ＤＯシステム選択のためのアンカーシステム
として働き、１ｘシステムと「アソシエートされた(associated)」ＤＯシステムだけしか
選択できない。新しい１ｘシステムが取得されると、アソシエートされた新しい１組のＤ
Ｏシステムしか選択できなくなる。ＤＯを取得しようとすると、取得された１ｘシステム
とアソシエートされたシステムに限定される。これは、このようなアプローチがＤＯサー
ビスの探索を高速化し、電力消費量を節約するからである。ＣＤＧは、ＭＭＳＳに他の要
件、この場合も単一ＲＸ／ＴＸマルチモードハンドセットに関する要件を追加している。
【００４０】
　２つのＲＸチェーンを有するにもかかわらず、移動局（ＭＳ）が、一方のＲＸチェーン
の使用を試み、単一のＲＸチェーンしか有さない場合と同様に動作することができるある
実装があることに留意されたい。第２のＲＸチェーンがより大きな電力（すなわち、ｄＢ
）損失を導入する恐れがあるＳｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓ　Ｖｏｉｃｅ－Ｄａｔａ　Ｏｐｅ
ｒａｔｉｏｎ（ＳＶＤＯ）の場合、第１のＲＸチェーンが主に使用される可能性がある。
これに対して、２つのＲＸチェーンを有し、第２のＲＸチェーンがより近い品質であって
よいＳＨＤＲの場合、第２のＲＸチェーンの方がずっと多く使用される可能性がある。そ
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れによって、複数の無線システムに関するシステム選択が現在、１ｘをアンカーシステム
とする必要があるｃｄｍａ２０００システムに制限されているという点において欠点が生
じることがある。従来のＭＭＳＳは単一ＲＸ／単一ＴＸの使用に制限されている。たとえ
ば、１ｘ用の１つのＲｘチェーンとＬＴＥ用の別のＲＸチェーンとを有する１ｘＬＴＥデ
ュアルモードハンドセットを考えた場合、この２つの無線に関するシステム選択は、たと
えば、ｃｄｍａ２０００システムと同様なアソシエーションに基づいて、互いに調和して
動作するかあるいは互いに独立に動作することができる。
【００４１】
　まず、ベースバンドプロセッサの選択肢に１ｘと、発展型高速パケットデータ（ｅＨＲ
ＰＤ）と、ＬＴＥの組み合わせとを含む無線構成例、すなわち（ａ）１ｘおよびｅＨＲＰ
Ｄ／ＬＴＥ（２つのプロセッサ）、（ｂ）１ｘ／ｅＨＲＰＤおよびＬＴＥ（２つのプロセ
ッサ）、ならびに（ｃ）１ｘ／ｅＨＲＰＤ／ＬＴＥ（単一）を考える。ＲＸチェーンの数
には（ａ）複数のプロセッサ間で共有される１つのＲＸチェーンと、（ｂ）各ＲＸチェー
ンに２つ１つのプロセッサと、（ｃ）アイドル状態での使用に関して共有される１つのＲ
Ｘチェーンと、第１のＲＸチェーンがアクティブ状態であるときに使用される第２のＲＸ
チェーンとを含めてよい。
【００４２】
　したがって、本イノベイションは、ＭＳが、現在の１ｘ－ＤＯ制限を含む従来のＭＭＳ
Ｓを超える２つ以上のシステムについてのシステム選択を実行する手段を提供する。例示
的な態様では、革新的な発展型ＭＭＳＳ（「ｅＭＭＳＳ」）は３ＧＰＰ／３ＧＰＰ２シス
テムに対処する。
【００４３】
　様々なトランシーバタイプ、すなわち（ａ）単一ＲＸ／単一ＴＸ（オフ周波数スキャン
機能搭載）と、（ｂ）二重ＲＸ／単一ＴＸと、（ｃ）二重ＲＸ／二重ＴＸ（たとえば、Ｓ
ＶＬＴＥ、ＳＶＤＯ）と、（ｄ）複数のＲＸおよび／または複数のＴＸとを含む一般的な
例を含むために対処すべき初期条件を考える。
【００４４】
　対処すべき初期条件には、様々なエアインターフェース（ＡＩ）タイプ、すなわち、（
ａ）ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）（たとえば、１ｘ＋ＤＯなどの規
格内エアインターフェース、ＬＴＥ／ｃｄｍａ２０００などの規格間（ＭＭＳＳ））と、
（ｂ）非ＷＷＡＮエアインターフェース（たとえば、ワイヤレスローカルアクセスネット
ワーク（ＷＬＡＮ）、パーソナルアクセスネットワーク（ＰＡＮ））とを含めてもよい。
話を明確にするために、本開示ではＷＷＡＮ　ＡＩタイプを中心に説明する。ただし、各
態様を非ＷＷＡＮタイプに適用してもよいことを理解されたい。
【００４５】
　一態様では、ｅＭＭＳＳは、利用可能な規格を変更する必要なしに上記の要件に対処す
ることができる。
【００４６】
　１（ａ）　まず、モバイルデバイスには、３ＧＰＰ／３ＧＰＰ２を有する１つの無線と
３ＧＰＰ２を有する第２の無線（たとえば、それぞれｅＨＲＰＤ／ＬＴＥおよび１ｘ）と
を搭載してよい。ｅＨＲＰＤ／ＬＴＥ側は、ＭＭＳＳならびに基本的なＰＲＬリストおよ
びＰＬＭＮリストを使用することができる。１ｘ側は、アソシエーションを有する第２の
ＰＲＬを使用することができる。特定の実装では、モバイルデバイスまたは端末が、アソ
シエートされたｅＨＲＰＤシステムを見つけるのを助けるために、アソシエートされたＨ
ＲＰＤシステムをプロビジョニングすることができる。２つのＰＲＬリストおよびＰＬＭ
Ｎリストが適切にプロビジョニングされるように、１ｘ　ＡＩを第１のＰＲＬ（「ＰＲＬ
１」）から取り外すことができ、ＨＲＰＤを第２のＰＲＬ（「ＰＲＬ２」）から取り外す
ことができる。ＰＬＭＮリストはＬＴＥにしかプロビジョニングできない。あるいは、単
一のＰＲＬをＰＲＬ１およびＰＲＬ２のためにフィルタリングしてもよい。また、Ｏｖｅ
ｒ－Ｔｈｅ－Ａｉｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎｉｎｇ（ＯＴＡＳＰ）仕様お
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よびスマートカード仕様では、それぞれ２つのＰＲＬを送信し記憶するために変更が必要
になることがある。あるいは、単一のＰＲＬをモバイルに送信してもよく、モバイルは単
一のＰＲＬを２つに分割し、分割されたＰＲＬがモバイル上の２つの場所またはスマート
カード上の２つの場所（もしくは２枚のスマートカード）上に記憶される。当業者は、３
ＧＰＰ２のＯＴＡＳＰについての例示的な開示である「Ｏｖｅｒ－ｔｈｅ－Ａｉｒ　Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎｉｎｇ　ｏｆ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎｓ　ｉｎ
　Ｓｐｒｅａｄ　Ｓｐｅｃｔｒｕｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ」Ｃ．Ｓ００１６－Ｄｖ１．０
、２０１０年１月を認識すべきである。
【００４７】
　１（ｂ）　第２に、モバイルデバイスまたは端末には、３ＧＰＰ／３ＧＰＰ２を有する
１つの無線と３ＧＰＰを有する第２の無線（たとえば、ｅＨＲＰＤ／ＬＴＥおよびＧＳＭ
／ＵＭＴＳ）を搭載してよい。ｅＨＲＰＤ／ＬＴＥ側は、ＭＭＳＳおよび基本的なＰＲＬ
リストおよびＰＬＭＮリストを使用することができる。ＧＳＭ側は、第２のＰｒｉｖａｔ
ｅ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＰＬＭＮ）リストを使用することができ
る。ＰＲＬリストおよび２つのＰＬＭＮリストが適切にプロビジョニングされるように、
１ｘ　ＡＩをＰＲＬから取り外すことができ、ＰＬＭＮリスト１はＬＴＥにしかプロビジ
ョニングできず、ＰＬＭＮリスト２はＧＳＭ／ＵＭＴＳにしかプロビジョニングできない
。一態様では、同じＰＬＭＮを使用してＰＬＭＮリスト１、リスト２を作成することがで
きる。
【００４８】
　１（ｃ）　第３に、モバイルデバイスまたは端末には、３ＧＰＰ２を有する１つの無線
と３ＧＰＰを有する第２の無線（たとえば、１ｘ／ｅＨＲＰＤおよびＬＴＥ）とを搭載し
てよい。１ｘ／ｅＨＲＰＤ側はＰＲＬを使用することができ、ＬＴＥ側はＰＬＭＮを使用
することができる。
【００４９】
　１（ｄ）　第４に、モバイルデバイスまたは端末には、３ＧＰＰ／３ＧＰＰ２を有する
１つの無線と３ＧＰＰ／３ＧＰＰ２を有する第２の無線（たとえば、１ｘ／ＧＳＭおよび
ｅＨＲＰＤ／ＬＴＥ）とを搭載してよい。１ｘ／ＧＳＭ側は、ＭＭＳＳ１およびＰＲＬ１
、ＰＬＭＮ１を使用することができる。ｅＨＲＰＤ／ＬＴＥ側は、ＰＲＬ２およびＰＬＭ
Ｎ２を有するＭＭＳＳ２を使用する。同じＰＲＬ、ＰＬＭＮ、および／またはＭＭＳＳを
再使用するオプションを実施することができる。ある実装では、複数のＭＭＳＳダウンロ
ード（たとえば、ＭＭＳＳ１、ＭＭＳＳ２）をサポートするようにＯＴＡＳＰ仕様および
スマートカード仕様が変更されることがある。
【００５０】
　他の態様では、本イノベイションによるＭＭＳＳは、適用可能な規格を変更する必要な
しに上記の要件に対処することができる。このＭＭＳＳ手法は、ＭＭＳＳに対する、ＰＲ
Ｌにおけるようなシステムの暗黙的なアソシエーションを使用することができる。第１の
選択肢として、暗黙的なアソシエーションは、一意のＭＳＰＬレコードとＭＬＰＬレコー
ドの対にしか使用できない。第２の選択肢として、（ＰＲＬにおける）１ｘ／ｅＨＲＰＤ
アソシエーテッドペアを考えた場合、このｅＨＲＰＤシステムと等しいかあるいはより好
ましい任意のシステムは、この１ｘ／ｅＨＲＰＤペアとアソシエートされたとみなされる
。たとえば、ｃｄｍａ２０００システムは、特定の無線アクセス技術（ＲＡＴ）ではなく
てＰＬＭＮ＿ＩＤとアソシエートされることができる。
【００５１】
　２．他の態様では、本イノベイションによるＰＲＬ手法は、適用可能な規格を変更する
要求とともに上記の要件に対処することができる。特に、これは、従来定義されているＰ
ＲＬにＬＴＥシステムタイプおよび３ＧＰＰシステムタイプを追加するか、あるいは１ｘ
がアンカーのままである、現在定義されている１ｘ－ＤＯ／ＬＴＥハイブリッドモードを
拡張することによって実現することができる。
【００５２】
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　３．適用可能な規格を変更することを必要とする他の態様として３ＧＰＰ手法を使用す
ることができる。モバイルカントリーコード（ＭＣＣ）タイプ、モバイルネットワークコ
ード（ＭＮＣ）タイプ、ＲＡＴタイプにリンクするために新しい基本ファイル（ＥＦ）（
たとえば、ＥＦ（Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ＿Ｓｙｓｔｅｍｓ）を作成することができる。あ
るいは、この「Ａｓｓｏｃｉａｔｅｄ＿Ｓｙｓｔｅｍｓ」フィールドを追加してシステム
をグループ分けすることによって既存のＥＦを修正してもよい。たとえば、ＭＣＣ／ＭＮ
Ｃ／ＲＡＴ／ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ（１６ビット）は、Ｃ．Ｓ００１６－Ｄの新しいＭ
ＣＣベースのＳｙｓ＿Ｒｅｃｏｒｄを使用してシステム識別子（ＳＩＤ）／ネットワーク
識別子（ＮＩＤ）をＭＣＣ／ＭＮＣにマップすることができる。
【００５３】
　４．他の態様では、（ＰＲＬにおける）アソシエーション機能をＭＭＳＳに追加するよ
うに適用可能な規格を変更することによってＭＭＳＳ手法を実施することができる。適切
なプロビジョニングを確実に実現するために、ＭＳＰＬがＳＩＤ／ＮＩＤも、サブネット
ＩＤも、ＭＣＣ／ＭＮＣも明示的にリストしないことに留意されたい。プロビジョニング
では、ＭＬＰＬがＭＳＰＬを指し示すことが必要になることがある。しかし、複数のＭＬ
ＰＬが同じＭＳＰＬを指し示すことがある。ＭＳＰＬは、ＰＲＬアソシエーション手法に
従って規格間エアインターフェース（ＡＩ）（たとえば、ＬＴＥ－１ｘ）に対処するよう
に修正することができる。この手法が同じ規格のＡＩ（たとえば、１ｘ／ＤＯまたはＬＴ
Ｅ／ＧＳＭ）に適用できることを理解されたい。
【００５４】
　ＭＭＳＳに新しいフィールドを追加することができる。
【００５５】
　ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ＿ＩＮＣＬ（１ビット）、
　ＭＳＰＬレコード内で一意である値を有するＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ＿ＴＡＧ（８ビッ
ト）、
　ＡＩ同士が同じＰＤＳＮを共有する場合にのみセットされるＮＥＴＷＯＲＫ＿ＡＳＳＯ
ＣＩＡＴＩＯＮ（１ビット）、
　システムが、（ハイブリッド１ｘＤＯにおける１ｘと同様に）システム選択のために１
次システムになるアンカーシステムであるかどうかを示すＡＮＣＨＯＲ＿ＳＹＳＴＥＭ（
０ビットまたは１ビット）。ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ＿ＩＮＣＬ＝１であり、アンカーと
して示されているシステムがない場合、アンカーシステムはない。アプリケーションによ
っては、複数のアンカーを使用してもよい。
【００５６】
　ＣＥＬＬ＿ＩＤＥＮＴＩＴＹ＿ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ（０または１）は、ｃｄｍａ２
０００システムに関するＰＮ＿ＯＦＦＳＥＴとＬＴＥに関するＣＥＬＬ＿ＩＤＥＮＴＩＴ
Ｙとのアソシエーションがあることを示す。あるいは、新しいフィールドを伴わないシス
テム同士のアソシエーションを実現することができる。ＭＬＰＬ／ＭＳＰＬペア（ＭＬＰ
ＬはＭＳＰＬを指し示す）によって示されるシステムは「アソシエートされたシステム(A
ssociated Systems)」とみなすことができる。上述のような２つの無線（たとえば、１ｘ
＋ｅＨＲＰＤ／ＬＴＥ）は、適切にフィルタリングされた同じＭＭＳＳを使用し、互いに
独立に動作することができる。より粒度の高いアソシエーションが必要である場合、疎な
ＭＬＰＬ／ＭＳＰＬペアをより粒度の高い２つ以上のＭＬＰＬ／ＭＳＰＬぺアに分離する
ことができる。
【００５７】
　ｃｄｍａ２０００とＬＴＥとのセルアソシエーションに関しては、ＰＲＬは、アソシエ
ートされた１ｘシステムとＤＯシステムが、取得をアンカー１ｘシステムと同じ位置に配
置されたＤＯシステムに限定し、かつ電源電力を節約するために共通のＰＮオフセットを
共有するかどうかを示すことができる。ＬＴＥとｃｄｍａ２０００（または３ＧＰＰシス
テム全般）をアソシエートする同様の物理（ＰＨＹ）層機構は、特に初期ロールアウトの
間に同じ利点をもたらす。それによって、ハンドセットが、マッピングテーブルを参照す
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ることなどによって３×１６８＝５０４個の一意のＬＴＥセルＩＤについて網羅的にスキ
ャンする必要はなくなる。ＭＳＰＬにおける同様のフィールドを追加してＬＴＥセルＩＤ
をｃｄｍａ２０００　ＰＮ＿ＯＦＦＳＥＴ（たとえば、ＰＮ＿ＣＥＬＬ＿ＩＤＥＮＴＩＴ
Ｙ＿ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ）に結合することができる。
【００５８】
　このマッピングは、いくつかの例示的な方法で行うことができる。一態様では、事業者
が使用することのできる、ｃｄｍａ２０００　ＰＮオフセット（たとえば、５１２）への
５０４個のＬＴＥセルＩＤの１つまたは複数の一意のマッピングを作成することができる
。他の態様では、同じ位置に配置されたＬＴＥセクタのセルＩＤをブロードキャストする
ように１ｘ／ＤＯブロードキャストメッセージを標準化することができる。モバイルデバ
イスまたは端末での記憶のためにマッピングテーブルを作成することができる。たとえば
、事業者用のすべてのＲＡＴ間のマッピングを新しいテーブルに記憶してもよい。
【００５９】
　ＬＴＥおよびｃｄｍａ２０００を超える拡張に関しては、同様に、各態様を広帯域ＣＤ
ＭＡ（ＷＣＤＭＡ）における５１２個のスクランブリングコードに結合することができる
。前述のように、暗黙的なアソシエーションを使用してよい。ＬＴＥシステムは、暗黙的
に常にｅＨＲＰＤシステム以上であってよく、アソシエートされたと仮定することができ
る。一変形例では、１ｘ／ｅＨＲＰＤ／ＬＴＥのすべてが１つのチップに含められ、しか
も２つのＲＸ（１ＴＸまたは２ＴＸ）チェーンを有するか、あるいはＧＳＭ／ＵＭＴＳが
追加されたような様々な無線構成を設けることができる。他の変形例では、３ＧＰＰまた
は３ＧＰＰ２に加えてあるいは３ＧＰＰまたは３ＧＰＰ２の代わりにＷｉＭＡＸも有して
よい（たとえば、１ｘおよびｅＨＲＰＤ／ＬＴＥ／ＷｉＭＡＸ、１ｘおよびｅＨＲＰＤ／
ＬＴＥおよびＷｉＭＡＸなど）。さらなる変形例では、３つ以上のチップ／受信チェーン
に拡張してよい（たとえば、１ｘ／ｅＨＲＰＤおよびＬＴＥおよびＷｉＭＡＸおよび衛星
リンク）。他の変形例では、ＰＲＬ１とＰＲＬ２は同じ基本的なＰＲＬを使用することが
できるが、未使用のシステムを除外することができる。ＰＬＭＮ１およびＰＬＭＮ２なら
びにＭＭＳＳ１およびＭＭＳＳ２を同様に取り扱うことができる。さらに他の態様では、
帯域クラスおよびチャネル番号情報がこの情報を有してよい。取得時間が節約されること
を理解されたい。
【００６０】
　互いに独立に実行される２つ以上のシステム選択方式を有する態様では、これらの方式
間で情報を共用できるようにすることによって改善された動作を実現することができる。
たとえば、ＭＭＳＳ（ｅＨＲＰＤ／ＬＴＥの場合）およびＰＲＬ（１ｘの場合）を考えた
場合、ＭＭＳＳを実行するＲＸ１がＯｖｅｒ－ｔｈｅ－Ａｉｒ（ＯＴＡ）ＭＣＣ／ＭＮＣ
を読み取る場合、ＲＸ１は、ＰＲＬを実行するＲＸ２にこの情報を転送し、他の受信器チ
ェーンについてのスキャンを高速化することができる。
【００６１】
　他の態様では、不要な無線をオフにすることができる。たとえば、ＬＴＥを有さない国
では、第２のＲＸチェーンをオフにしてよく、ＬＴＥ無線（またはＬＴＥ無線の一部）を
オフにしてもよい。デバイスをあるモードに設定して特定の無線を自動的にあるいは手動
で探すのを回避することができる。
【００６２】
　他の態様では、それぞれ、独自の別々のＭＭＳＳリスト、ＰＲＬリスト、およびＰＬＭ
Ｎリストを有する、複数の汎用ＩＣカード（ＵＩＣＣ）またはＩＣカード（ＩＣＣ）をハ
ンドセット内に有してよい。さらに他の態様では、デバイスは、電池を節約するために、
かつ／あるいは第２の無線またはスマートカードを必要としない国の場合に、一方のカー
ドをオフにすることができる。
【００６３】
　一態様では、端末状態を示すユーザインターフェース（ＵＩ）ディスプレイが設けられ
る。たとえば、ＵＩディスプレイは、単一無線であるかそれとも二重無線であるか、どの
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無線が使用されているか、限定サービス領域であるか、それともアウトオブサービス領域
であるか、マニュアルシステム選択モードであるか、それとも自動モードであるか、それ
とも電源投入モードであるか、あるいはどのスマートカードまたはＩＣカード（ＩＣＣ）
がアクティブであるかどうかを示すことができる。また、オフにされているスマートカー
ドをオンに戻すとき、デバイスが、キャッシュされているＰＩＮ情報に基づいてユーザと
対話することなく、ＰＩＮ検証を行うことができる。これによって、スマートカードがオ
ンに戻されるたびにユーザがＰＩＮを入力する必要はなくなる。これらの表示は、直感的
なアイコンまたはアナンシエータであってよい。
【００６４】
　本開示の様々な態様について以下に詳しく説明する。本明細書の教示を様々な形態で実
現することができ、本明細書で開示されるどの特定の構造または機能も代表的なものに過
ぎないことが明らかであろう。当業者には、本明細書の教示に基づいて、本明細書で開示
される態様を他の態様とは独立に実施することができ、かつこれらの態様のうちの２つ以
上の態様を様々な方法で組み合わせることができることを理解されたい。たとえば、本明
細書に記載された態様のうちの任意の数の態様を使用して装置を実現するかあるいは方法
を実施することができる。また、本明細書に記載された態様のうちの１つまたは複数の態
様の他に他の構造または機能を使用してあるいは１つまたは複数の態様以外の構造または
機能を使用して装置を実現するかあるいは方法を実施することができる。一例として、本
明細書に記載された方法、デバイス、システム、および装置の多くは、モバイル通信環境
において動的クエリおよびレコメンデーションを行う文脈で記載されている。当業者は、
同様の技術を他の通信環境および非通信環境にも適用できることを理解されたい。
【００６５】
　本開示では、語「コンテント」および「オブジェクト」は、任意の種類のアプリケーシ
ョン、マルチメディアファイル、画像ファイル、実行可能ファイル、プログラム、ウェブ
ページ、スクリプト、ドキュメント、プレゼンテーション、メッセージ、データ、メタデ
ータ、またはデバイス上でレンダリング、処理、もしくは実行することのできる任意の他
の種類の媒体もしくは情報を記述するのに使用される。
【００６６】
　本開示では、語「コンポーネント」、「システム」、「モジュール」などは、コンピュ
ータ関連エンティティ、すなわち、ハードウェア、ソフトウェア、実行時ソフトウェア、
ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、またはそれらの任意の組み合わせを指
すものである。たとえば、コンポーネントは、プロセッサ上で実行されるプロセス、オブ
ジェクト、実行可能ファイル、実行のスレッド、プログラム、またはコンピュータであっ
てよいが、それらに限らない。１つまたは複数のコンポーネントは、プロセスまたは実行
のスレッド内に常駐してもよく、１つのコンポーネントは、１台のコンピュータ上にロー
カライズされるか、あるいは２台以上のコンピュータ間で分散されてもよい。また、これ
らのコンポーネントは、様々なデータ構造が記憶された様々なコンピュータ可読媒体から
実行することができる。各コンポーネントは、ローカルプロセスまたはリモートプロセス
を介し、たとえば、１つまたは複数のデータパケットを有する信号に従って通信すること
ができる（たとえば、あるコンポーネントからのデータが、ローカルシステム、分散シス
テム内の他のコンポーネントと相互作用するか、あるいはインタネットなどのネットワー
クを介し信号を介して他のシステムと相互作用する）。また、本明細書で説明するシステ
ムの各コンポーネントは、これらのコンポーネントに関して記載される様々な態様、目標
、利点などの実現を容易にするように再構成するかあるいは追加のコンポーネントによっ
て補足することができ、かつ当業者によって理解されるように、所与の図に記載された厳
密な構成に限定されない。
【００６７】
　また、本明細書に開示される各態様に関連して記載される様々な例示的な論理、論理ブ
ロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ
）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰ
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ＧＡ）、あるいは他のプログラマブル論理デバイス、離散ゲート論理もしくは離散トラン
ジスタ論理、離散ハードウェアコンポーネント、または本明細書に記載される機能を実行
するように構成されたこれらのデバイス、論理、およびコンポーネントの任意の適切な組
み合わせによって実現または実行することができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセ
ッサであってよいが、他の態様では、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントロー
ラ、マイクロコントローラ、または状態マシンであってよい。プロセッサは、コンピュー
ティングデバイスの組み合わせ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサ、複数のマイク
ロプロセッサ、ＤＳＰコアと連動する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは他
の任意の適切な構成として実現されてもよい。また、少なくとも１つのプロセッサは、本
明細書に記載される動作または処置のうちの１つまたは複数の動作または処置を実行する
ように動作可能な１つまたは複数のモジュールを備えてよい。
【００６８】
　さらに、本明細書に記載される様々な態様または特徴は、標準的なプログラミング技術
またはエンジニアリング技術を使用して方法、装置、または製造品として実現することが
できる。また、本明細書で開示される態様に関連して記載される方法またはアルゴリズム
の動作または処置は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュ
ール、またはその２つの組み合わせで直接実施することができる。また、いくつかの態様
では、方法またはアルゴリズムの動作または処置は、コンピュータプログラム製品に組み
込むことができる機械読み取り可能な媒体またはコンピュータ可読媒体上の少なくとも１
つのコードもしくは命令またはコードもしくは命令の任意の組み合わせまたは少なくとも
１組のコードもしくは命令として常駐してもよい。また、本明細書で使用される語「製造
品」は、任意のコンピュータ可読デバイス、キャリア、または媒体からアクセス可能なコ
ンピュータプログラムを包含するものである。たとえば、コンピュータ可読媒体は、磁気
記憶デバイス（たとえば、ハードディスク、フロッピディスク、磁気ストリップなど）、
光ディスク（たとえば、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタルバーサタイルディスク（
ＤＶＤ）など）、スマートカード、およびフラッシュメモリデバイス（たとえば、カード
、スティック、キードライブなど）を含んでよいが、それらに限らない。また、本明細書
で説明する様々な記憶媒体は、１つまたは複数のデバイスあるいは情報を記憶する他の機
械読み取り可能な媒体を表すことができる。語「機械読み取り可能な媒体」は、ワイヤレ
スチャネル、および命令またはデータを記憶するか、含むか、あるいは保持することがで
きる様々な他の媒体を含んでよいが、それらに限らない。
【００６９】
　また、本明細書では、様々な態様は、モバイルデバイスに関連して記載されている。モ
バイルデバイスは、システム、加入者ユニット、加入者局、移動局、モバイル、モバイル
デバイス、携帯デバイス、マルチモードデバイス、リモート局、リモート端末、アクセス
端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイス、またはユーザ機器などと呼ば
れることもある。加入者局は、携帯電話、コードレス電話、セッション確立プロトコル（
ＳＩＰ）電話、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、パーソナルデジタルアシスタン
ト（ＰＤＡ）、ワイヤレス接続機能を有するハンドヘルドデバイス、またはワイヤレスモ
デムに接続された他の処理デバイスもしくは処理デバイスとのワイヤレス通信を容易にす
る同様の機構であってよい。
【００７０】
　上記のことに加えて、語「例示的な」は、本明細書では例、インスタンス、例示として
働くことを意味する。本明細書で「例示的な」と記載されるあらゆる態様または設計は、
必ずしも他の態様または設計と比べて好ましいかあるいは有利な構成または設計として解
釈されるわけではない。むしろ、語「例示的な」を使用する場合は、概念を具体的に示す
ことが意図されている。また、本出願および添付の特許請求の範囲では、語「または」は
、排他的な「または」ではなく両立的な「または」を意味するものである。すなわち、特
に指定がない限り、あるいは文脈から明らかでない限り、「ＸがＡまたはＢを使用する」
は、自然な両立的順序のいずれかを意味するものである。すなわち、この例では、Ｘは、
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Ａを使用することができ、あるいはＢを使用することができ、あるいはＡとＢの両方を使
用することができ、したがって、文「ＸはＡまたはＢを使用する」は、上記の例のいずれ
かの下で満たされる。また、冠詞「ａ」および「ａｎ」は一般に、特に指定がない限りあ
るいは単数形を対象とすることが文脈から明らかでない限り「１つまたは複数の」を意味
するものと解釈されるべきである。
【００７１】
　本明細書では、語「推論する」または「推論」は、イベントまたはデータを介して得ら
れた１組の観測からシステム、環境、またはユーザの状態を判断または推定するプロセス
を一般に指す。推論は、特定の文脈または処置を識別するのに使用されるか、あるいはた
とえば、各状態にわたる確率分布を生成することができる。推論は、確率的であってよく
、すなわち、データおよびイベントを検討することに基づく注目する各状態にわたる確率
分布の計算であってよい。推論は、１組のイベントまたはデータからより高いレベルのイ
ベントを構成するのに使用される技術を指すこともある。このような推論では、イベント
同士が時間的に近接しているかどうか、イベントおよびデータが１つまたはいくつかのイ
ベント供給源から得られるかそれともデータ供給源から得られるかにかかわらず、１組の
観測されたイベントまたは記憶されているイベントデータから新しいイベントまたは処置
が構成される。
【００７２】
　次に様々な態様について図面を参照して説明する。以下の説明では、説明の都合上、１
つまたは複数の態様を完全に理解できるように多数の特定の詳細が記載されている。しか
し、これらの特定の詳細なしに様々な態様を実施できることは明白である。他の場合には
、これらの態様の説明を容易にするために公知の構造およびデバイスがブロック図で示さ
れている。
【００７３】
　図１には、複数規格通信システム（「ワイヤレスシステム」）１００において、第１お
よび第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）１０４、１０６として示されている複数のアクセ
ス技術間のシステム選択のためにプロビジョニングされるモバイル機器（たとえば、端末
、ハンドセット、ユーザイクイップメントなど）１０２として装置が示されている。モバ
イルデバイスまたはユーザイクイップメント（ＵＥ）１０２は、ホームにいてもよく、ま
たは、ローミングしていてもよい。
【００７４】
　ワイヤレスＵＥ１０２は、多数の異なる名称、たとえば、携帯電話、移動局、ワイヤレ
スハンドセットなどによって識別することができる。本イノベイションの範囲は、これら
のシステム、名称、用語、および同様の種類のワイヤレスシステムの各要素の実装ならび
にそのような他のシステム、名称、用語、および実装を対象としている。ＵＥ１０２は、
１つまたは複数の携帯電話、ワイヤレス接続されたコンピュータ、ＰＤＡ（パーソナルデ
ジタルアシスタント）、ページャ、ナビゲーションデバイス、音楽コンテンツダウンロー
ドユニットまたはビデオコンテンツダウンロードユニット、ワイヤレスゲームデバイス、
在庫管理ユニット、またはエアインターフェースを介してワイヤレスに通信する他の同様
の種類のデバイスを含む多数の異なる種類のワイヤレスデバイスを備えてよい。携帯サー
ビスまたはその他のワイヤレス電気通信サービスは、データリンクまたはその他のネット
ワークリンクを通じ、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、インタネット、Ｉｎｔｅｇｒａｔｅ
ｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＩＳＤＮ）、１つまたは複数
のローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）またはワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）ま
たは仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）、あるいはそのような他のネットワークで
あってよい固定ネットワーク１５０を介してキャリアネットワークと通信することができ
る。
【００７５】
　特定のＭＭＳＳ方式を選択する場合、３ＧＰＰ、３ＧＰＰ２、汎用ＰＲＬのような複数
の選択肢から行うことができる。モバイル機器１０２は、複数の送信器および受信器アン
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テナ１１０を介してＲＡＴ１０４、１０６およびワイヤレスアクセスポイント１１２と同
時にあるいは順次通信することができるトランシーバ１０８を有するように示されている
複数の無線構成を有することができる。コンピューティングプラットフォーム１１４は、
マルチモードシステム選択（ＭＭＳＳ）方式１１６にアクセスして複数のＲＡＴ１０４、
１０６からＲＡＴ１０４、１０６を選択する。コンピューティングプラットフォーム１１
４は、スマートカード１１８と相互接続されており、複数のＲＡＴ１０４、１０６を使用
するためのモバイルデバイス１０２の機能制約１２０を判定する。Ｒ－ＵＩＭ、ＣＳＩＭ
のみを有するＵＩＣＣ、ＵＳＩＭおよびＣＳＩＭを有するＵＩＣＣ、ＳＩＭのような様々
な種類のスマートカード１１８を使用してよい。
【００７６】
　トランシーバ１０８は、ＭＭＳＳ方式１１６、およびモバイルデバイス１０２の無線機
能であってよい機能制約１２０に従って選択されたＲＡＴ１０４、１０６を使用して特定
の無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）１２２、１２４と通信する。たとえば、利用可能
な無線モードは、ｃｄｍａ２０００、３ＧＰＰ、およびＷｉＭＡＸのある組み合わせ（た
とえば、ＬＴＥ／ｃｄｍａ２０００、ｃｄｍａ２０００のみ、ＧＳＭのみ）を含んでよい
。
【００７７】
　ユーザインターフェース１２６は、マニュアルシステム選択に関するユーザコントロー
ル１２８を提示することができる。
【００７８】
　上記の代わりにあるいは上記に加えて、ＲＡＮ１２２のスケジューラ１３０は、ホスト
ＲＡＴ１０４を使用するホストＲＡＮとしてモバイルデバイス１０２にサービスを提供す
ることができる。トランシーバ１３２は、ＭＭＳＳコマンド１３４をモバイルデバイス１
０２に送信し、複数のＲＡＴ１０４、１０６からＲＡＴ１０４、１０６を選択するＭＭＳ
Ｓ方式１１６を含むデータ構造を修正する。この場合、モバイルデバイス１０２は、コマ
ンド１３４に少なくとも部分的に基づいて複数のＲＡＴ１０４、１０６を使用するための
機能制約１２０を判定する。
【００７９】
　通信システム１００は、複数のＭＭＳＳ方式のうちの１つを選択する手段を有するだけ
でなく、様々なエアインターフェース技術／アクセス技術の各々を選択する（たとえば、
有効化および無効化する）手段を有し得る。コマンド１３４は、マニュアルシステム選択
に関するユーザコントロール１２８を地理的位置または事業者の関数として有効化するこ
とができる。たとえば、ある日付の後で特定のＲＡＴ／ＡＩをサポートできなくなる。あ
るいは、ある地理的領域において特定のＲＡＴ／ＡＩをサポートできなくなる。これをＭ
ＭＳＳから無効化すると、サービスを取得する際に不要なスキャンまたは遅延を避けるこ
とができる。
【００８０】
　ＭＭＳＳ１１６は、スマートカード１１８上で定義済みのＭＭＳＳ　ＥＦ（エレメンタ
リファイル）を使用することができる。スマートカード１１８は定義済みのＭＭＳＳコマ
ンド１１６をサポートすることができる。
【００８１】
　ＭＭＳＳコマンド１１６は、バイナリ形式またはレコードベースの形式で定義すること
ができる。
【００８２】
　ＭＭＳＳにはサービス番号を定義することができる。
【００８３】
　ＯＴＡＳＰコマンドはＭＭＳＳにおける個々のレコードの挿入、更新、および削除を行
うために使用することができ、これらのレコードに関してスマートカードＥＦおよびコマ
ンドを定義することができる。
【００８４】
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　ＬＴＥ定義およびＩＯＴＡ－ＤＭ定義を使用してＭＭＳＳを拡張することができる。
【００８５】
　各方式は、ＣＤＭＡ　ＯＴＡＳＰシステムを介してスマートカード上のサービスを管理
し、ジェネリックサービステーブルを使用して、スマートカード上のＭＭＳＳサービスを
含む共通のサービスを管理する方式を定義することができる。ＭＭＳＳ方式は、レガシＲ
－ＵＩＭがＬＴＥ／ｃｄｍａ２０００電話に挿入されたときのシナリオにどのように対処
するかを指定することができる。
【００８６】
　モバイルデバイス１０２とスマートカード１１８は、ハンドシェークを行うことができ
、各々は、各々がどのＭＭＳＳ方式をサポートするかを示す。複数の方式が合致する場合
、ネットワーク１２２は、モバイルデバイス１０２が使用できるＭＭＳＳ方式１１６の優
先順位リスト１２６を事前にプロビジョニングすることができる。合致する方式が１つだ
けである場合、モバイルデバイス１０２はその合致した方式を選択する。たとえば、３Ｇ
ＰＰ２　ＭＭＳＳおよび３ＧＰＰ／３ＧＰＰ２間のベーシックトグル(basic toggle)が合
致し、前者の方がより好ましい場合、モバイルデバイス１０２はＭＭＳＳを選択すること
ができる。合致する方式が３ＧＰＰ　ＰＬＭＮだけである場合、モバイルデバイス１０２
は、３ＧＰＰ　ＰＬＭＮを選択することができ、ｃｄｍａ２０００ハンドセットとして機
能することはできなくなる。Ｒ－ＵＩＭカードがマルチモード端末に挿入された場合、端
末は、ｃｄｍａ２０００モード、ｃｄｍａ２０００＋１ｘＥＶ－ＤＯモード、ｃｄｍａ２
０００＋１ｘＥＶ－ＤＯ＋ＧＳＭモードでのみ動作する。事業者およびＲ－ＵＩＭが、Ｐ
ＬＭＮエントリおよびＳＩＭ用のＤＦ（ＧＳＭ）を有し、国際移動体加入者識別番号（Ｉ
ＭＳＩ）がプロビジョニングされた汎用ＰＲＬをサポートする場合、ＭＭＳＳが機能する
ことができる。
【００８７】
　ＣＳＩＭが存在しない場合、３ＧＰＰ　ＰＬＭＮを使用することができる。３ＧＰＰ　
ＰＬＭＮリストが、ｃｄｍａ２０００　ＲＡＴと、ＭＣＣ／ＭＮＣからＳＩＤ／ＮＩＤへ
のテーブルマッピングとを含む場合、ＭＭＳＳを使用することができる。Ｒ－ＵＩＭ用の
ＤＦ（ＣＤＭＡ）はＩＤおよびクレデンシャル情報に使用することができる。他の場合に
は、３ＧＰＰシステムを選択することができる。
【００８８】
　ＣＳＩＭが存在するが、ＤＦ（ＭＭＳＳ）は存在しない場合、上記と同様の実装を使用
してよい。
【００８９】
　ＭＭＳＳ方式の優先順位リストと一緒にＥＦ（またはＯＴＡＳＰメッセージ）を定義し
プロビジョニングすることができる。モバイルデバイス１０２は、そのエアインターフェ
ース（ＡＩ）機能をスマートカード１１８に記憶することができる。
【００９０】
　システム選択ダウンロードおよびスマートカードストレージに関しては、一般に、ター
ゲット位置に適合されたユーザにカスタムダウンロードを可能にすることができる。たと
えば、２つのＰＲＬをホームＰＲＬおよびローミングＰＲＬに関して選択的にプロビジョ
ニングすることができる。モバイルデバイス１０２に対する地理ベースのプロビジョニン
グを使用することができる。いくつかの実装では、たとえば、特定の国に適用できるＰＲ
Ｌに限定された、複数のＰＲＬのうちの必要な一部または選択された１つのＰＲＬのみを
プロビジョニングまたはダウンロードすることによって、無線リソースまたはオンボード
リソースのいずれかを節約することができる。
【００９１】
　利用可能な電池電力を消費するのを避けるために、ＭＭＳＳ方式は、モバイルデバイス
１０２がアウトオブサービス（ＯｏＳ）状態であるときにスキャンを低減または停止する
機能を組み込むことができる。たとえば、配備されたとき、モバイルデバイス１０２は、
ＨＲＰＤサービスがもはや利用できず、ＰＲＬにリストされていないにもかかわらず、デ
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フォルトでそのようなサービスを探索することがある。特定のシナリオとして、モバイル
デバイス１０２が、１ｘサービスしか提供しない国でローミングすることを考える。圏外
になると、モバイルデバイスは、ＯＯＳの間にＨＲＰＤをスキャンすることがある。これ
は、すべてのシステム選択方式（たとえば、３ＧＰＰ、ＷｉＭＡＸ）に当てはまる。この
状況を軽減または回避するには、（たとえば、ＯＯＳ状態での）この特定のＡＩのスキャ
ンが許可されていない（または必要でない）ことを明示的に示すことができるフィールド
をＰＲＬ（またはＰＬＭＮ）に追加する。モバイルデバイス１０２がリストされていない
ＡＩをスキャンできるようにこのフィールドをプロビジョニングしないという選択肢も存
在する。この実装は、特に基本ＭＳＰＬ（ＭＭＳＳシステム優先順位リスト）システムエ
ントリ：ｃｄｍａ２０００＿ＡＩおよび３ＧＰＰ＿ＡＩが使用されるときにＭＭＳＳに適
用することができる。
【００９２】
　本開示の利点によって、ＲＡＴ／ＡＩの有効化／無効化が、周波数、チャネル、または
帯域クラスの関数として、および地理的な二次元座標または三次元座標によって定義し実
行することができることを理解されたい。さらに、コグニティブ無線によって認識される
チャネル条件および干渉条件を検出してサービスのスキャンに適応的な変更を施すことが
できる。
【００９３】
　さらに図１を参照すると分かるように、ワイヤレスコンピュータシステム１００は、本
イノベイションの様々な開示に従って移動局およびクライアントデバイスをサポートする
態様を組み込むことができる。ワイヤレスシステム１００は通常、コアネットワーク１５
０と、１つまたは複数の無線ネットワークサブシステムと、ワイヤレスユーザ機器１０２
とを含む。ＲＮＳは、ベースノード１５２に接続されたスケジューラ１３０として示され
た１つまたは複数のそれぞれの無線ネットワークコントローラを含む。ベースノード１５
２は、実装の詳細に応じて、他の形態をとってよい。図示されているワイヤレスネットワ
ークは、例示的なものに過ぎず、各コンポーネント間の無線通信を可能にする任意のシス
テムを含んでよい。
【００９４】
　様々なスケジューラ１３０要素およびベースノード１５２要素との間の通信は通常、イ
ンタネットおよび／または公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）の一部を含んでよいこの陸上通信
線ネットワークを介して実行される。上流側では、スケジューラ１３０を上述のような複
数のネットワーク、たとえば、ＰＳＴＮ、インタネット、ＩＳＤＮなどに接続することが
でき、したがって、クライアントＵＥ１０２デバイスがより広範囲の通信ネットワークに
アクセスすることができる。音声送信だけでなく、データを、ショートメッセージサービ
ス（ＳＭＳ）または当技術分野で公知の他の無線（ＯＴＡ）方法を介してクライアントデ
バイスに送信することができる。
【００９５】
　ベースノード１５２は、データメッセージまたは他の情報を当業者に公知の無線（ＯＴ
Ａ）方法によってワイヤレスにＵＥ１０２にブロードキャストする。たとえば、ＵＥ１０
２とベースノード１５２との間のワイヤレス信号は、ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）、Ｔ
ＤＭＡ（時分割多元接続）、ＦＤＭＡ（周波数分割多元接続）、ＯＦＤＭ（直交周波数分
割多重化）、およびＧＳＭ、ＬＴＥ、もしくは通信ネットワークまたはデータネットワー
クで使用される他の同様のワイヤレスプロトコルのような符号化技術のハイブリッドを使
用する任意のシステムを含むがそれらに限らない、いくつかの異なる技術のいずれかに基
づく信号であってよい。
【００９６】
　ベースノード１５２は、適切な符号化プロトコルまたは符号化方式で、送信すべき情報
を符号化し、受信された情報を復号するエンコーダ／デコーダ１３１を含む。ベースノー
ドは、ＵＥ１０２からアンテナ１５１を介してパケットをワイヤレスで受信し、パケット
をスケジューラ１３０に送信する（パケットは陸上通信線を介して送信することができる



(27) JP 5378596 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

）受信器／送信器回路１３２を含むことができる。ベースノード１５２は、無線通信に関
わるプロセスおよび活動、特に本明細書に記載されたプロセスまたは活動を実行または制
御することのできる回路または他の論理を含むプロセッサ１５８も含む。
【００９７】
　ベースノード１５２は、本明細書に記載されたようにワイヤレス通信を行う際に使用す
べき様々なプロトコル、ルーチン、プロセス、またはソフトウェアを記憶するメモリ１５
４を含むように構成されてもよい。たとえば、メモリ１５４は、ＵＥ１０２との通信に関
する１つまたは複数の送信方式、プロトコル、またはストラテジを記憶することができる
。これらの送信方式、ストラテジ、およびプロトコルには、データの喪失または破損によ
る再送信のタイミング、冗長バージョン符号化（もしあれば）、およびワイヤレス通信の
送受信に使用すべきあらゆる符号化方式または符号化プロトコルに関する情報が含まれる
。この情報は、スケジューラ１３０のメモリに記憶され、必要に応じてあるいは周期的な
更新およびシステムメンテナンスを実行する間にベースノード１５２に伝達されてもよい
。
【００９８】
　ＵＥ１０２は通常、ベースノード１５２の対応する部分の機能と同様の機能を実行する
、プロセッサまたは他の論理１６２と、メモリ１６４と、エンコーダ／デコーダ回路１６
０とを含む。たとえば、エンコーダ回路１６０、またはＵＥ１０２と一体の他の同様の回
路は、データをベースノード１５２に送信されるパケットとして符号化するかあるいは他
の方法でカプセル化するように構成される。各ＵＥ１０２は、受信器／送信器回路１０８
と、当業者に公知である、情報をワイヤレスに送受信する他の電子機器も有する。
【００９９】
　ＵＥ１０２は、プロセッサ１６２と示されている論理を含む。実際には、この論理は、
常駐の構成済み論理、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、マイク
ロコントローラ、あるいはこれらの組み合わせ、または少なくとも本明細書に記載される
動作を実行するように構成された他の同様のハードウェア、ソフトウェア、および／また
はファームウェアを実行する１つまたは複数の処理回路の形に構成されてよい。ＵＥ１０
２は、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）、またはＵＥ１０２を識別し、ＵＥ１０２がその
端末で電話をかけかつ電話を受け、さらに他の加入サービスを受信するのを可能にするそ
のような他の回路を含んでよい。ＳＩＭカード上に記憶されているＵＥ１０２のＩｎｔｅ
ｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ（ＩＭＥＩ
）は、その特定のＵＥ１０２を一意に識別する。ＳＩＭカードは、認証のために認証セン
タ（ＡｕＣ）レジスタから得られる秘密キーのコピー、ならびにセキュリティプロトコル
、識別プロトコル、および通信プロトコルに関する他の情報と一緒に、システムの加入者
を識別するのに使用される国際移動体加入者識別番号（ＩＭＳＩ）を有してもよい。ＵＥ
１０２には、ゲーム、ニュース、株式モニタ等のような１つまたは複数のソフトウェアア
プリケーションがインストールされるかあるいはそうでなければそれらがダウンロードさ
れることが多い。
【０１００】
　図２Ａには、エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機
器またはスマートカードをプロビジョニングする方法または動作のシーケンス２００が示
されている。複数のＲＡＴからＲＡＴを選択するＭＭＳＳ方式にアクセスする（ブロック
２０４）。複数のＲＡＴを使用するためモバイルデバイスの機能制約を判定する（ブロッ
ク２０６）。モバイルデバイスは、ＭＭＳＳ方式および機能制約に従って、選択されたＲ
ＡＴを使用して無線アクセスネットワークと通信する（ブロック２０８）。
【０１０１】
　図２Ｂには、エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機
器またはスマートカードをプロビジョニングする方法または動作のシーケンス２５０が示
されている。ホストＲＡＮがホストＲＡＴを使用してモバイルデバイスにサービスを提供
する（ブロック２５４）。ホストＲＡＮは、複数のＲＡＴからＲＡＴを選択するＭＭＳＳ
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方式を含むデータ構造を修正するコマンドをモバイルデバイスに送信する（ブロック２５
６）。モバイルデバイスは、コマンドに少なくとも部分的に基づいて複数の無線アクセス
技術を使用するための機能制約を判定する（ブロック２５８）。
【０１０２】
　図３には、アウトオブサービス（ＯｏＳ）状態のときにサービスの連続的なスキャンが
失敗するのを抑制する方法または動作のシーケンス３００が示されている。ブロック３０
２で、モバイルデバイスはＯｏＳ状態に入る。モバイルデバイスは、現状の間隔でサービ
スをスキャンする（ブロック３０４）。連続的なスキャンに関するしきい値（たとえば、
時間、試行数など）を超えた後（ブロック３０６）、再試行間隔を広げる（ブロック３０
８）。広げられた期間は、スキャンが再びトリガされるまでの不定の期間を含んでよい（
ブロック３１０）。たとえば、ユーザインターフェース上に表示を与えることができる（
ブロック３１２）。スキャンを更新するユーザ入力を検出する（ブロック３１４）。検出
された場合、スキャンがブロック３０４で、場合によっては初期デフォルト間隔で再開す
る。この代わりにあるいはこれに加えて、状況の変化によって、スキャン同士の間隔を短
くするかあるいはスキャンをトリガすることができる（ブロック３１６）。たとえば、モ
バイルデバイスは、ユーザのそばに置かれていないことを検出する（ブロック３１８）。
他の場合には、モバイルデバイスは、動きまたは他の種類の相互作用（たとえば、無関係
のユーザインターフェース入力）を検出する（ブロック３２０）。上記の代わりにあるい
は上記に加えて、モバイルデバイスは、サービスを取得できる可能性の変化を検出するこ
とができる（ブロック３２２）。たとえば、モバイルデバイスは、受信領域内である可能
性が低いかあるいはその可能性が高いＧＰＳ位置を判定することができる（ブロック３２
４）。モバイルデバイスは特殊なＤＯパイロットを検出することができる（ブロック３２
６）。モバイルデバイスは、サービスを検出できる可能性をモバイルデバイスに通知する
無線周波数（ＲＦ）マッチング（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉパターン）を実行することができ
る。
【０１０３】
　図４Ａ～４Ｃには、複数無線ＭＭＳＳ動作に関する方法または動作のシーケンス４００
が示されている。特に、各態様は、Ｅ－ＵＴＲＡからｃｄｍａ２０００へのリダイレクシ
ョン(redirection)機能に対処する。ユーザ機器（ＵＥ）の動作について、ＬＴＥ＋１ｘ
システムとＨＲＰＤ＋１Ｘシステムに同時にキャンプオンできるようにする３ＧＰＰシス
テムおよび３ＧＰＰ２システムを見つける際のＳＶＬＴＥ動作とともにＬＴＥマルチモー
ドデバイスに関して説明する。
【０１０４】
　特に図４Ａを参照すると分かるように、独立のＲＦチェーン（すなわち、１Ｘモデム－
１ＸＭ）において１Ｘをサポートし、第２のＲＦチェーンでＬＴＥ、ＵＭＴＳ、ＧＳＭ、
およびＨＲＰＤ（マルチモードモデム－ＭＭＭ）をサポートする（ブロック４０２）。１
ＸＭにＰＲＬがプロビジョニングされる。特に、ＰＲＬをスマートカード上に記憶する（
ブロック４０４）。ＭＭＭにＰＲＬ、ＰＬＭＮ　ＤＢ、およびＭＭＳＳ関連データベース
をプロビジョニングする。特に、これらのデータ構造をスマートカード上に記憶する（ブ
ロック４０６）。１ＸＭのＰＲＬとＭＭＭのＰＲＬは同一であり、デバイスＯＴＡ更新時
には、ＰＲＬの単一のコピーのみをデバイスに転送する（ブロック４０８）。
【０１０５】
　デバイス（すなわち、ＵＥ）に初めて電源を投入する（ブロック４１０）。デバイスは
、利用可能なシステムに対して１ＸＭとＭＭＭの両方にスキャンさせる（ブロック４１２
）。１ＸＭは、ＯＯＳを宣言する場合、このことを示す情報をＭＭＭに供給する（ブロッ
ク４１４）。１ＸＭが、ＭＭＭの前に利用可能なシステムを見つけた場合、ＵＥはこの情
報を使用して地理的位置（ＧＥＯ）を判定する（ブロック４１８）。したがって、ＭＭＳ
Ｓデータベース内のＭＳＰＬエントリの判定は、そのＭＳＰＬによって示されるエントリ
に基づいてスキャンの範囲を狭くすることによって支援される（ブロック４２０）。
【０１０６】
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　ＭＭＭが３ＧＰＰシステムを見つけられない場合、ＭＭＭは、１ＸＭステータスにかか
わらず、ＨＲＰＤシステムが利用可能である場合にはＨＲＰＤシステムにキャンプオンす
るＨＩＣＰＳ手順に従う（ブロック４２２）。
【０１０７】
　引き続き図４Ｂを参照すると分かるように、１ＸＭが１Ｘシステムを見つけたことを報
告した場合、ＵＥは、ＣＤＧ＃１４３に定義されている手順に基づいて、見つかった１Ｘ
システムとアソシエートされたＨＲＰＤシステムに接続する（ブロック４２４）。当業者
には、ＣＤＧ「Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄｅｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕ
ｉｒｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　１Ｘ　ａｎｄ　１ｘＥｖ－ＤＯ－Ｃａｐａｂｌｅ　Ｔｅｒｍ
ｉｎａｌｓ」、ＣＤＧ　Ｄｏｃ＃１４３、ｖ１．０、２００７年３月１５日を参照したと
きにこのことが認識されよう。
【０１０８】
　１ＸＭが１Ｘシステムを見つけたことを報告した場合、ＵＥは、３ＧＰＰシステムの優
先順位が、ＭＭＳＳごとに見つかった１Ｘシステムの優先順位以上であるときには、３Ｇ
ＰＰシステムに接続し、パケット呼をサポートすることができる（ブロック４２６）。
【０１０９】
　優先順位が１Ｘシステム以上である３ＧＰＰシステムまたはアソシエートされたＨＲＰ
Ｄシステムが見つからない場合、ＵＥは１ＸＭを介したパケット呼をサポートする（ブロ
ック４２８）。
【０１１０】
　ＵＥは、ＭＭＭによって示されるＭＭＭにおけるキャンプオンされている３ＧＰＰシス
テム、および見つかった１Ｘシステムの相対的な優先順位とは無関係に見つかった１Ｘシ
ステムにキャンプオンする（ブロック４３０）。
【０１１１】
　デバイスは以後の電源投入を実行する（ブロック４３２）。
【０１１２】
　より良いシステムを再選択できるように１ＸＭおよびＭＭＭに関するＭｏｓｔ　Ｒｅｃ
ｅｎｔｌｙ　Ｕｓｅｄ（ＭＲＵ）リストを独立に管理する（ブロック４３４）
　１ＸＭは、ベターシステム再選択（ＢＳＲ）手順を実行し、より好ましい１Ｘシステム
を探す（ブロック４３６）。ＵＥがキャンプオンしている１Ｘシステムが変わったときに
は、新しい１Ｘシステム情報をＭＭＭに供給する（ブロック４３８）。
【０１１３】
　ＭＭＭは、３ＧＰＰ手順ごとにＨＰＰＬＭＮ（Ｈｉｇｈｅｒ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ＰＬ
ＭＮ探索期間）スキャンを実行し、より好ましい３ＧＰＰシステムを探す（ブロック４４
０）。
【０１１４】
　引き続き図４Ｃを参照すると分かるように、ＭＭＭはＢＳＲ手順を実行し、ＭＭＳＳ手
順ごとにＬＴＥシステムおよびＨＲＰＤシステム全体にわたってより好ましいシステムを
探す（ブロック４４２）。ＭＭＳＳ　ＢＳＲに関する１Ｘ優先順位を無視し、１ＸＭによ
って判定されたより好ましいシステムを１Ｘシステムキャンプオンに使用する（ブロック
４４４）。
【０１１５】
　ＨＲＰＤネットワークにキャンプオンしている間にＢＳＲがより好ましいＬＴＥネット
ワークを探す場合は、ＨＲＰＤに関してＯＯＳを宣言する（ブロック４４６）。より好ま
しいＬＴＥシステムが見つからない場合、ＵＥはシステム選択手順を実行し、それによっ
て、ＭＲＵを使用して、以前にキャンプオンされたＨＲＰＤシステムを見つける（ブロッ
ク４４８）。ＵＥは、取得されたシステムに基づく無線／パケットセッションコンテクス
トを保持する（ブロック４５０）。
【０１１６】
　ＭＭＭがＤＯシステムにキャンプオンされた場合、ＰＲＬに基づいてＨＲＰＤ　ＢＳＲ
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を実行する（ブロック４５２）。
【０１１７】
　１ＸＭにおいて１ｘシステムが取得された場合、ＭＭＭは、同じアソシエーションタグ
内のより適切なＨＲＰＤへの移動を試みる（ブロック４５４）。
【０１１８】
　１ＸＭにおいて１ｘシステムが取得されない場合、ＭＭＭは同じＧＥＯ内のより適切な
ＨＲＰＤシステムへの移動を試みる（ブロック４５６）。
【０１１９】
　デバイスアウトオブサービス（ＯｏＳ）動作を確保することができる（ブロック４５８
）。
【０１２０】
　１ＸＭおよびＭＭＭは、個々のモデムのＯｏＳ手順に従うことができる（ブロック４６
０）。
【０１２１】
　１ＸＭにおいて１ｘＲＴＴシステムが取得された場合、取得されたシステムの知識を使
用してＭＭＭにおけるＯｏＳスキャンリストを向上させることができる（ブロック４６２
）。
【０１２２】
　１ＸＭに、ＣＤＧ＃１４３によって規定されているサイレントリダイヤル手順に従わせ
ることによって、音声呼サイレントリダイヤルを実行することもできる（ブロック４６４
）。
【０１２３】
　ＭＭＭ用のパケット呼サイレントリダイヤルは、１Ｘシステムを探す場合を除いてＬＴ
Ｅマルチモードデバイスについて規定された手順に従うことができる。ＵＥは、サイレン
トリダイヤル機能のためにＭＭＭおよび１Ｘから移行することはない（ブロック４６６）
。
【０１２４】
　引き続き図４Ｄを参照すると分かるように、ＬＴＥから（ｅ）ＨＲＰＤへのリダイレク
ションまたはＬＴＥから（ｅ）ＨＲＰＤへの再選択／ＢＳＲの後で、１ＸＭにおいて取得
された１ｘシステムと新しいＤＯがアソシエートしていない場合はアソシエーションタグ
を無視する。ＣＤＧ＃１４３手順に従って、アソシエートされたＨＲＰＤシステムに移動
する（ブロック４６８）。
【０１２５】
　ＵＥが、ＭＭＭにおいて取得されたシステムよりも好ましい１ｘＲＴＴシステムにキャ
ンプオンされたときは、１ＸＭを介してパケットセッションをサポートすることができる
。ＭＭＭは、１ＸＭにおいて現在取得されている１ｘＲＴＴシステム以上に好ましい（ｅ
）ＨＲＰＤシステムおよびＬＴＥシステムを引き続き探す（ブロック４７０）。
【０１２６】
　例示的な態様では、各実装は、複数のＭＭＳＳ方式のうちの１つを選択する手段を実現
することができる。このために、スマートカード（ＵＩＣＣ、Ｒ－ＵＩＭ、および／また
はＳＩＭ）内の、既存のＥＦに追加される新しいエレメンタリフィールド（ＥＦ）は、様
々なＭＭＳＳ方式をリスト表示し、どれが割り付けられているかあるいはアクティブ化さ
れているかを示すことができる。
【０１２７】
　他の態様では、この情報をネットワークから移動局（ＭＳ）に伝達する（たとえば、３
ＧＰＰ２　ＯＴＡＳＰにおける）新しい無線（ＯＴＡ）メッセージを定義することができ
る。このＯＴＡメッセージは、どの地理的領域でどのＭＭＳＳ方式を使用すべきか（たと
えば、ヨーロッパのある国々ではＭＭＳＳ－３ＧＰＰ　ＰＬＭＮベースの手法を使用する
）を示すロケーション情報を有してもよい。
【０１２８】
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　ＭＭＳＳ－３ＧＰＰ２の場合、スマートカード（たとえば、Ｒ－ＵＩＭ、ＣＳＩＭ／Ｓ
ＩＭ、またはＵＩＣＣ）内の新しいＥＦが、ＭＳは３ＧＰＰ２－ＭＭＳＳを使用できるか
どうかあるいは３ＧＰＰ２－ＭＭＳＳを使用すべきかどうかを示す。
【０１２９】
　図５において、ＭＭＳＳ選択に関するＥＦ定義例５００（ＥＦMMSS_Selection）は、マ
ルチモードシステム選択システムがアクティブ化されているかどうかを示すことができる
。このコンテントは少なくとも１バイトを含んでよい。さらにバイトを含めてもよい。
【０１３０】
　図６には、図５のＥＦ用の例示的な制御構造６００が示されている。３ＧＰＰ　ＰＬＭ
ＮベースのＭＭＳＳ無効化についてのｂ２＝０／１のような他のフラグを追加してもよい
。
【０１３１】
　本イノベイションは、様々なエアインターフェース技術／アクセス技術の各々を選択（
有効化／無効化）する手段を実現することができる。
【０１３２】
　まず、事業者によってサポートされる各エアインターフェースに、ＡＩが非アクティブ
化されているかそれともアクティブ化されているか、あるいはＡＩを基本的にＭＭＳＳ方
式から抽出すべきであることを示すＭＳにおけるフラグをプロビジョニングすることがで
きる。ＡＩは、（ａ）特定のＡＩ（たとえば、ＧＳＭまたはＨＲＰＤ）、（ｂ）より広範
囲の規格に基づくＡＩ（たとえば、３ＧＰＰ　ＡＩ、３ＧＰＰ２　ＡＩ、ＷｉＭＡＸ　Ａ
Ｉ）またはＷｉ－Ｆｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）やその他のような他のＡＩを指
すことができる。
【０１３３】
　第２に、この情報は、ロケーションベースの情報であってもよい。（ａ）あるＡＩが存
在しないことが分かっているある地理的領域では、ＭＳは、これらのＡＩがこれらの領域
で非アクティブ化されるようにプロビジョニングされてよい。（ｂ）たとえば、ハンドセ
ットが３ＧＰＰしか有さないヨーロッパのある国にある場合、すべての３ＧＰＰ２無線Ａ
Ｉを非アクティブ化してよい。（ｃ）これによって電池電力が節約され、システム選択性
能を向上させることができる（たとえば、スキャン時間が短縮される）。
【０１３４】
　第３に、スマートカード（たとえば、ＣＳＩＭ、Ｒ－ＵＩＭ、およびＶＳＩＭ）上に新
しいＭＭＳＳ　ＥＦ（エレメンタリファイル）を定義することができる。ＭＭＳＳパラメ
ータのバイナリ形式表現では、新たに導入されたＥＦはＯＴＡＳＰ　ＭＭＳＳ要求／応答
メッセージの場合と同じデータ構造を使用する。
【０１３５】
　図７では、サービスｎ４２が割り付けられている場合、このＥＦ（ＥＦMMSSModeSettin

gs）７００が存在してよい。このＥＦはＭＭＳＳモード設定を含む。
【０１３６】
　図８では、サービスｎ４２が割り付けられている場合、ＭＭＳＳロケーションアソシエ
ーテッド優先順位リスト（ＥＦMLPL）用のＥＦ８００が存在してよい。
【０１３７】
　５．２．１０８ＥＦMSPL（ＭＭＳＳシステム優先順位リスト）
　図９では、サービスｎ４２が割り付けられている場合、このＥＦ９００はＭＭＳＳシス
テム優先順位リストを含んでよい。
【０１３８】
　図１０では、サービスｎ４２が割り付けられている場合、このＥＦ（ＥＦMMSSWLAN）１
０００はＭＭＳＳ　ＷＬＡＮ構成を含んでよい。
【０１３９】
　スマートカード上で新しいＭＭＳＳコマンドを定義することに関して、３ＧＰＰ２　Ｃ
．Ｓ００６５　ＣＳＩＭ仕様では、以下の新しいテキストが提案されている。同様の定義
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【０１４０】
　以下のコマンド定義が、３ＧＰＰ２　Ｃ．Ｓ００６５に定義されている既存のＣＳＩＭ
コマンドを拡張して新しいＭＭＳＳコマンドをサポートし、Ｃ．Ｓ００２３における定義
を複製せずにＣ．Ｓ００２３におけるこれらのＣ．Ｓ００６５定義を参照する手法に基づ
く定義であることに留意されたい。
【０１４１】
　１つの代替手法として、３ＧＰＰ２　Ｃ．Ｓ００２３　Ｒ－ＵＩＭ仕様における新しい
同様のコマンドを定義し、Ｃ．Ｓ００６５における定義を複製せずにＣ．Ｓ００６５にお
けるこれらのＣ．Ｓ００２３定義を参照する手法がある。
【０１４２】
　ＯＴＡＳＰ／ＯＴＡＰＡ関連コマンドに関して、ジェネリック構成要求は以下の機能説
明を有してよい。このコマンドは、いくつかの「構成要求(configuration request)」機
能、すなわち、［７］に規定されている、構成要求、ＳＳＰＲ構成要求、ＰＵＺＬ構成要
求、３ＧＰＤ構成要求、構成要求／応答に対応するＭＭＳ構成要求およびシステムタグ構
成要求、ＳＳＰＲ構成要求／応答、ＰＵＺＬ構成要求／応答、３ＧＰＤ構成要求／応答メ
ッセージ、ＭＭＳ構成要求／応答、およびシステムタグ構成要求／応答を実行する。
【０１４３】
　これらの「構成要求」機能はＰ２値によって区別される。
【０１４４】
　コマンドパラメータおよびデータは以下の通りである

【表１】

【表２】

【０１４５】
　コマンドパラメータ／データ、入力パラメータ、および応答パラメータ／データは以下
のように符号化される。コマンドパラメータ／データは以下の通りである。
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【表３】

【０１４６】
　このコマンドは、４．５．１．２５節の［７］に記載されているように、単一のデータ
ブロックのＭＭＳＳ構成詳細を要求し、「ＭＭＳＳ構成要求メッセージ」のサブセットを
形成する。
【０１４７】
　応答パラメータ／データは以下の通りである。

【表４】

【０１４８】
　この応答は、３．５．１．２５節の［７］に記載されているように、単一のデータブロ
ックのＭＭＳＳ構成詳細を示し、「ＭＭＳＳ構成応答メッセージ」のサブセットを形成す
る。
【０１４９】
　ジェネリックダウンロード要求に関して、以下の機能説明を検討する。このコマンドは
、いくつかの「ダウンロード要求」機能、すなわち、［７］に規定されている、ダウンロ
ード要求、ＳＳＰＲダウンロード要求、ＰＵＺＬダウンロード要求、３ＧＰＤダウンロー
ド要求、ダウンロード要求／応答に対応するＭＭＳダウンロード要求およびシステムタグ
ダウンロード要求、ＳＳＰＲダウンロード要求／応答、ＰＵＺＬダウンロード要求／応答
および３ＧＰＤ構成要求／応答メッセージ、ＭＭＳ構成要求／応答およびシステムタグ構
成要求／応答を実行する。
【０１５０】
　これらの「ダウンロード要求」機能はＰ２値によって区別される。
【０１５１】
　コマンドパラメータおよびデータは以下の通りである。
【表５】
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【表６】

【０１５２】
　ＭＭＳＳダウンロード要求コマンドデータ（Ｐ２＝「０６」）
　コマンドパラメータ／データ、入力パラメータ、および応答パラメータ／データは以下
のように符号化される。
【０１５３】
　コマンドパラメータ／データは以下の通りである。

【表７】

【０１５４】
　このコマンドは、単一のデータブロックのＭＭＳＳダウンロードを要求し、「ＭＭＳＳ
ダウンロード要求メッセージ」のサブセットを形成する。Ｌｃ＝パラメータデータの長さ
＋２に留意されたい。
【０１５５】
　応答パラメータ／データは以下の通りである。

【表８】

【０１５６】
　この応答は、単一のデータブロックに関し、「ＭＭＳＳダウンロード応答メッセージ」
のサブセットを形成する。
【０１５７】
　ＭＭＳＳの新しいサービス番号を定義することができる。
【０１５８】
　ＣＳＩＭ仕様、Ｒ－ＵＩＭ仕様、およびＶＳＩＭ仕様は、以下にＥＦCST（ＣＳＩＭサ
ービステーブル）に関して示すように、本イノベイションをサポートする定義を反映する
ことができる。このＥＦは、どのサービスが利用可能であるかを示す。あるサービスがＣ
ＳＩＭにおいて利用可能と示されていない場合、モバイル機器はこのサービスを選択しな
い。
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【表９】

【０１５９】
　ＭＭＳＳパラメータのレコードベースのプロビジョニングおよびストレージを実施する
ことができる。ＭＭＳＳレコードの新しいＯＴＡＳＰコマンドを考える。既存のＯＴＡＳ
Ｐコマンドは、すべてのＭＬＰＬパラメータおよびＭＳＰＬパラメータを全体的に管理す
る。ＭＭＳＳのＭＬＰＬ情報およびＭＳＰＬ情報における個々のフィールドおよびレコー
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ドを管理するために、３ＧＰＰ２　Ｃ．Ｓ００１６　ＯＴＡＳＰ仕様に新しいパラメータ
ブロックを追加してこのような特定のＭＭＳＳレコードの挿入、更新、および削除を行う
ことが提案されている。このようなパラメータブロックは、ＭＭＳＳダウンロード要求メ
ッセージおよび／またはＭＭＳＳ構成要求メッセージに使用される。
【０１６０】
　ＭＬＰＬ挿入：新しいレコードを挿入する。
【０１６１】
　ＭＬＰＬ更新：レコードを更新する。
【０１６２】
　ＭＬＰＬ削除：レコードを削除する。
【０１６３】
　ＭＬＰＬ読み取り：レコードを読み取る。
【０１６４】
　ＭＳＰＬ挿入：新しいレコードを挿入する。
【０１６５】
　ＭＳＰＬ更新：レコードを更新する。
【０１６６】
　ＭＳＰＬ削除：レコードを削除する。
【０１６７】
　ＭＳＰＬ読み取り：レコードを読み取る。
【０１６８】
　これらのレコードを管理する際、各レコードは、これらのレコード内のインデックス番
号によってインデックス付けされる。これらはＣ．Ｓ００１６にはまだないので、この新
しいインデックス番号も各レコードに追加すべきである。
【０１６９】
　ＭＭＳＳレコードのストレージに関して、提案されているＭＭＳＳ　ＥＦはバイナリ形
式であってよい。この場合、ＭＬＰＬレコードおよびＭＳＰＬレコードは線形固定タイプ
のＥＦ内のレコードとして定義される。
【０１７０】
　他の場合には、これらのレコードは透過タイプのＥＦ内のＴＬＶオブジェクトとして定
義される。
【０１７１】
　ＭＬＰＬとＭＳＰＬはどちらもあるヘッダ情報（たとえば、ＭＬＰＬサイズおよびＩＤ
またはＭＳＰＬサイズおよびＩＤ）を有するので、別個のＥＦ（たとえば、ＥＦMLPLhead

erおよびＥＦMSPLheader）として記憶することができる。
【０１７２】
　ＭＭＳＳレコード用のスマートカードコマンドを設けることができる。スマートカード
における提案されているＭＭＳＳコマンドは、ＭＬＰＬパラメータブロックおよびＭＳＰ
Ｌパラメータブロック全体を管理する。これらのブロックを個々のレコードに関して管理
する追加的なスマートカードコマンドを導入することが提案されている。このようなコマ
ンドは、ＯＴＡＳＰにおけるレコードベースのコマンドに１対１で対応する。たとえば、
以下のスマートカードコマンドが定義されている。
【０１７３】
　ＭＬＰＬ挿入：新しいレコードを挿入する。
【０１７４】
　ＭＬＰＬ更新：レコードを更新する。
【０１７５】
　ＭＬＰＬ削除：レコードを削除する。
【０１７６】
　ＭＬＰＬ読み取り：レコードを読み取る。
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【０１７７】
　ＭＳＰＬ挿入：新しいレコードを挿入する。
【０１７８】
　ＭＳＰＬ更新：レコードを更新する。
【０１７９】
　ＭＳＰＬ削除：レコードを削除する。
【０１８０】
　ＭＳＰＬ読み取り：レコードを読み取る。
【０１８１】
　ＬＴＥおよびＩＯＴＡ－ＤＭ用のＭＭＳＳ拡張機能－－現在、ＭＭＳＳパラメータはＬ
ＴＥを対象としていない。ＧＳＭ／ＵＭＴＳシステム情報と同様のＬＴＥシステム情報を
ＭＭＳＳパラメータに追加することができる。
【０１８２】
　たとえば、
　ＭＳＰＬにおけるＳＹＳ＿ＴＹＰＥに新しい値：ＬＴＥ「００００００１１」を追加す
る。
【０１８３】
　ＡＩＲ＿ＩＮＴ＿ＴＹＰＥ用の新しいビット：「ＬＴＥサポート可能(LTE Supported)
」を追加する。
【０１８４】
　ＬＴＥシステムロケーションタグを定義する。
【０１８５】
　ＭＭＳＳに関するＯＴＡＳＰ拡張機能および追加要素は、ＩＯＴＡ－ＤＭに適用するこ
とができる。ＩＯＴＡ－ＤＭは、ＯＭＡのデバイス管理フレームワークを使用するＩＰベ
ースの無線プロビジョニングをサポートするように３ＧＰＰ２　Ｃ．Ｓ００６４に定義さ
れている。同様のＯＴＡＳＰコマンドおよびデータブロック定義を、ＩＯＴＡ－ＤＭ定義
に追加することができる。
【０１８６】
　たとえば、
　ＭＭＳＳに関する新しい管理されるオブジェクト(Managed Object)を追加する。
【０１８７】
　この新しい管理されるオブジェクト内のパラメータをＯＴＡＳＰからのＭＭＳＳパラメ
ータ（たとえば、モード設定、ＭＬＰＬヘッダおよびレコード、ＭＳＰＬヘッダおよびレ
コード．．．）を含むように定義する。
【０１８８】
　新しいジェネリックサービステーブルを使用して、スマートカード上の共通のサービス
を管理する方式を追加することができる。
【０１８９】
　ＣＳＩＭ／ＵＳＩＭを含むＵＩＣＣまたはＲ－ＵＩＭ／ＳＩＭ上のＭＦ（マスタファイ
ル）の下で、ＥＦGST（ジェネリックサービステーブル）と呼ばれる新しいＥＦまたはこ
の趣旨の何らかのファイルを作成する。このテーブルでは、以下のサービスを、スマート
カード上で個別にアクティブ化／非アクティブ化できるように定義することができる。
【０１９０】
　－ＡＤＮ（短縮ダイヤル番号）、
　－ＦＤＮ（固定ダイヤル番号）
　－ＬＤＮ（前回のダイヤル番号）
　－ＳＤＮ（サービスダイヤル番号）
　－マルチメディアストレージ
　－画像
　－ＭＭＳＳ（すなわち、定義および標準化中の新しいサービス）。
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【０１９１】
　このテーブル内でサービスがアクティブ化されると、ＣＳＩＭとＵＳＩＭの両方（およ
びＲ－ＵＩＭとＳＩＭの両方）がこのサービスにアクセス可能になる。サービスが非アク
ティブ化されると、ＣＳＩＭとＵＳＩＭの両者はこのサービスを利用できなくなる。特定
のジェネリックサービスの対象となるＥＦおよびコマンドは、ＭＦの下に存在し、ＣＳＩ
Ｍ　ＡＤＦの下にもＵＳＩＭ　ＡＤＦの下にも存在しない（ＤＦCDMAの下にもＤＦGSMの
下にも存在しない）。
【０１９２】
　一態様では、ＥＦ－ＧＳＴの目的は、ＵＳＩＭおよびＣＳＩＭ（ならびにＳＩＭおよび
Ｒ－ＵＩＭ）に「含まれず」あるいは場合によってはこれらに共通するサービスを管理す
ることであってよい。たとえば、このＥＦ　ＧＳＴは、ＵＩＣＣ上でＭＭＳＳが利用可能
であるかどうかを示すことができる。
【０１９３】
　すでにＣＳＩＭサービステーブルとＵＳＩＭサービステーブルの両方に存在するマルチ
メディアストレージのような既存のサービスの場合、ジェネリックサービステーブル内の
マルチメディアストレージは、ＣＳＩＭ（またはＲ－ＵＩＭ）サービステーブルおよびＵ
ＳＩＭ（またはＳＩＭ）サービステーブル内の対応する番号に優先する（すなわち、後者
の２つは無視される）。
【０１９４】
　ジェネリックサービスは、アクティブ化されないとき、それに関連するＥＦおよびコマ
ンドはカードによってサポートされず、したがって、これらのＥＦおよびコマンド処理論
理にメモリ空間を割り付ける必要はない。
【０１９５】
　適用可能な標準文書：この新しいＥＦGSTは、ＭＦ（マスタファイル）の下で、Ｃ．Ｓ
００７４、すなわち、ＣＳＩＭ／ＵＳＩＭベースのスマートカードに関する３ＧＰＰ２　
ＵＩＣＣ仕様に定義することができる。
【０１９６】
　この新しいＥＦGSTは、ＭＦ（マスタファイル）の下で、Ｃ．Ｓ００２３、すなわち、
Ｒ－ＵＩＭ／ＳＩＭに関する３ＧＰＰ２　Ｒ－ＵＩＭ仕様に定義することができる。
【０１９７】
　ＣＤＭＡ　ＯＴＡＳＰシステムを介してスマートカードに対するサービスを管理する方
式を定義する。
【０１９８】
　ネットワークがＲ－ＵＩＭ、ＣＳＩＭ、ＳＩＭ、ＵＳＩＭ、ＵＩＣＣ（ジェネリックサ
ービス用）、Ｒ－ＵＩＭ／ＳＩＭ（ジェネリックサービス用）、ＩＳＩＭなどに対するサ
ービスをアクティブ化／非アクティブ化できるようにするＯＴＡＳＰコマンド「サービス
変更要求メッセージ」を作成することができる。
【０１９９】
　順方向リンクメッセージは以下の新しいエントリを有してよい。
【０２００】
　サービス変更要求メッセージ「０００１１０００」（利用可能な次の値）
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【表１０】

【０２０１】
　ネットワークがＲ－ＵＩＭ／ＣＳＩＭに対するサービスの現在の値を問い合わせるため
の新しいＯＴＡＳＰコマンド「サービス構成要求」も作成する。
【０２０２】
　Ｃ．Ｓ００１６において、表４．５－１順方向リンクメッセージは以下の新しいエント
リを有する。
【０２０３】
　サービス構成要求メッセージ「０００１１００１」（利用可能な次の値）４．５．１．
２ｙ
　メッセージフォーマットを記述する新しい節４．５．１．２ｙサービス構成要求メッセ
ージを追加する。

【表１１】

【０２０４】
　次に、逆方向リンクメッセージにおける新しいコマンドを定義する必要がある。
【０２０５】
　表３．５－１逆方向リンクメッセージにおいて、以下の新しいメッセージを追加する。
【０２０６】
　サービス変更応答メッセージ「０００１１０００」（利用可能な次の値）３．５．１．
２ｘ
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　サービス構成応答メッセージ「０００１１００１」（利用可能な次の値）
【表１２】

【表１３】

【０２０７】
　ＣＳＩＭ仕様およびＲ－ＵＩＭ仕様では、ＯＴＡＳＰに関する以下のＣＳＩＭ／Ｒ－Ｕ
ＩＭコマンドを追加してネットワークからＲ－ＵＩＭへのジェネリックサービス管理をサ
ポートすることができる。
【０２０８】
　３ＧＰＰ２　Ｃ．Ｓ００６５　ＣＳＩＭ仕様では、以下を実施することができる。同様
の定義がＲ－ＵＩＭ仕様およびＶＳＩＭ仕様にも当てはまる。
【０２０９】
　ＯＴＡＳＰ／ＯＴＡＰＡ関連コマンドの場合、ジェネリック構成要求は以下の機能説明
を有してよい。このコマンドは、いくつかの「構成要求」機能、すなわち、構成要求、Ｓ
ＳＰＲ構成要求、ＰＵＺＬ構成要求、３ＧＰＤ構成要求、構成要求／応答に対応するＭＭ
Ｓ構成要求およびシステムタグ構成要求、ＳＳＰＲ構成要求／応答、ＰＵＺＬ構成要求／
応答、３ＧＰＤ構成要求／応答メッセージ、ＭＭＳ構成要求／応答およびシステムタグ構
成要求／応答を有してよい。
【０２１０】
　これらの「構成要求」機能は、以下のコマンドパラメータおよびデータによって示され
ているようにＰ２値によって区別される。



(41) JP 5378596 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

【表１４】

【表１５】

【０２１１】
　コマンドパラメータ／データ、入力パラメータ、および応答パラメータ／データは以下
のように符号化される。

【表１６】

【０２１２】
　このコマンドは、単一のデータブロックのサービス構成詳細を要求し、本開示の「サー
ビス構成要求メッセージ」のサブセットを形成する。応答パラメータ／データは以下の通
りである。
【表１７】
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　注意：Ｌｅ＝パラメータデータの長さ＋３
　この応答は、単一のデータブロックのサービス構成詳細を示し、「サービス構成応答メ
ッセージ」のサブセットを形成する。
【０２１４】
　ジェネリックダウンロード要求に関して、このコマンドは、いくつかの「ダウンロード
要求」機能、すなわち、［７］に規定されている、ダウンロード要求、ＳＳＰＲダウンロ
ード要求、ＰＵＺＬダウンロード要求、３ＧＰＤダウンロード要求、ダウンロード要求／
応答に対応するＭＭＳダウンロード要求およびシステムタグダウンロード要求、ＳＳＰＲ
ダウンロード要求／応答、ＰＵＺＬダウンロード要求／応答および３ＧＰＤ構成要求／応
答メッセージ、ＭＭＳ構成要求／応答およびシステムタグ構成要求／応答を実行する。
【０２１５】
　これらの「ダウンロード要求」機能はＰ２値によって区別される。
【０２１６】
　コマンドパラメータおよびデータは以下の通りである。
【表１８】

【０２１７】
　Ｐ２の符号化

【表１９】

【０２１８】
　サービス変更要求コマンドデータ（Ｐ２＝「０６」）
　コマンドパラメータ／データ、入力パラメータ、および応答パラメータ／データは以下
のように符号化される。コマンドパラメータ／データは以下の通りである。
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【表２０】

【０２１９】
　このコマンドは、この発明文献の「２．１　Ａｄｄｉｔｉｏｎｓ　ｔｏ　Ｃ．Ｓ００１
６（Ｃ．Ｓ００１６への追加事項）」に記載されているように、単一のデータブロックの
サービスダウンロードを要求し、「サービス変更要求メッセージ」のサブセットを形成す
る。
【０２２０】
　＊Ｌｃ＝パラメータデータの長さ＋２に留意されたい。
【０２２１】
　応答パラメータ／データは以下の通りである。
【表２１】

【０２２２】
　この応答は、単一のデータブロックに関し、「サービス変更応答メッセージ」のサブセ
ットを形成する。
【０２２３】
　本開示によって、イノベイティブな機能により、モバイルデバイスが、事業者の優先事
項に基づいてｃｄｍａ２０００システムおよび非ｃｄｍａ２０００システムを効率的に選
択できるようになり、このような優先事項をスマートカードまたはデバイスのメモリ（非
揮発性メモリまたはＮＶとも呼ばれる）に記憶できることを理解されたい。ＭＭＳＳパラ
メータおよびサービスのストレージおよび管理によって、加入者は、ＭＭＳＳパラメータ
を自分のスマートカード上に維持しつつ自分のＩＤを一方のデバイスから他方のデバイス
に伝達／転送することができる。ＭＭＳＳパラメータのレコードベースのプロビジョニン
グおよびストレージによって、これらのパラメータの融通性に富んだ管理が可能になる。
ＯＴＡＳＰ拡張機能によって、ネットワークは、ハンドセットまたはＲ－ＵＩＭ／ＣＳＩ
Ｍに対するサービスを動的に有効化／無効化することができる。新しいジェネリックサー
ビステーブルは、Ｒ－ＵＩＭ／ＳＩＭとＵＩＣＣ（ＣＳＩＭ／ＵＳＩＭ）の両方に適用さ
れ、２つの場所における重複したサービステーブルエントリを回避し、非同調問題を解決
する。
【０２２４】
　図１１を参照すると分かるように、請求された主題の様々な態様を実施する例示的なコ
ンピューティング環境１１００はコンピュータ１１１２を含む。コンピュータ１１１２は
、処理ユニット１１１４と、システムメモリ１１１６と、システムバス１１１８とを含む
。システムバス１１１８は、システムメモリ１１１６および処理ユニット１１１４を含む
がそれらに限らないシステムコンポーネント同士を結合する。処理ユニット１１１４は、
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様々な利用可能なプロセッサのうちのいずれかであってよい。二重マイクロプロセッサア
ーキテクチャおよび他のマルチプロセッサアーキテクチャを処理ユニット１１１４として
使用してもよい。
【０２２５】
　システムバス１１１８は、業界標準アーキテクチャ（ＩＳＡ）、マイクロチャネルアー
キテクチャ（ＭＳＡ）、拡張ＩＳＡ（ＥＩＳＡ）、Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ　Ｄｒｉｖｅ
　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ（ＩＤＥ）、ＶＥＳＡローカルバス（ＶＬＢ）、Ｐｅｒｉｐｈ
ｅｒａｌ　Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔ（ＰＣＩ）、カードバス、Ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ（ＵＳＢ）、Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｇｒａｐｈｉ
ｃｓ　Ｐｏｒｔ（ＡＧＰ）、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃａ
ｒｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎバス（ＰＣＭＣＩＡ）、Ｆ
ｉｒｅｗｉｒｅ（ＩＥＥＥ１１９４）、およびＳｍａｌｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｙｓｔ
ｅｍｓ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（ＳＣＳＩ）を含むがそれらに限らない様々な利用可能なバ
スアーキテクチャを使用するメモリバスもしくはメモリコントローラ、周辺バスもしくは
外部バス、および／またはローカルバスを含むいくつかの種類のバス構造のいずれかであ
ってよい。
【０２２６】
　システムメモリ１１１６は、揮発性メモリ１１２０と非揮発性メモリ１１２２とを含む
。起動時などに、コンピュータ１１１２内の要素同士の間で情報を転送する基本ルーチン
を含むＢａｓｉｃ　Ｉｎｐｕｔ／Ｏｕｔｐｕｔ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＢＩＯＳ）が非揮発性メ
モリ１１２２に記憶されている。制限としてではなく一例として、非揮発性メモリ１１２
２は、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ（ＰＲＯＭ）
、Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、Ｅｌ
ｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ（ＥＥＰ
ＲＯＭ）、またはフラッシュメモリを含んでよい。揮発性メモリ１１２０は、外部キャッ
シュメモリとして働くランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を含む。制限としてではなく一
例として、ＲＡＭは、スタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ
）、同期ＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ
）、ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、Ｓｙｎｃｈｌｉｎｋ　ＤＲＡＭ（
ＳＬＤＲＡＭ）、Ｒａｍｂｕｓ　Ｄｉｒｅｃｔ　ＲＡＭ（ＲＤＲＡＭ）、Ｄｉｒｅｃｔ　
Ｒａｍｂｕｓ　Ｄｙｎａｍｉｃ　ＲＡＭ（ＤＲＤＲＡＭ）、およびＲａｍｂｕｓ　Ｄｙｎ
ａｍｉｃ　ＲＡＭ（ＲＤＲＡＭ）のような多数の形態で利用可能である。
【０２２７】
　コンピュータ１１１２は、取り外し可能／取り外し不能、揮発性／非揮発性コンピュー
タ記憶媒体も含む。図１１は、たとえば、ディスクストレージ１１２４を示している。デ
ィスクストレージ１１２４は、磁気ディスクドライブ、フロッピディスクドライブ、テー
プドライブ、Ｊａｚドライブ、Ｚｉｐドライブ、ＬＳ－１００ドライブ、フラッシュメモ
リカード、またはメモリスティックのようなデバイスを含むがそれらに限らない。また、
ディスクストレージ１１２４は、コンパクトディスクＲＯＭデバイス（ＣＤ－ＲＯＭ）、
ＣＤ書き込み可能ドライブ（ＣＤ－Ｒドライブ）、ＣＤ書き換え可能ドライブ（ＣＤ－Ｒ
Ｗドライブ）、またはＤｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ　ＲＯＭ　Ｄｒｉ
ｖｅ（ＤＶＤ－ＲＯＭ）などの光学ディスクドライブを含むがそれらに限らない他の記憶
媒体とは別の記憶媒体またはこのような他の記憶媒体と組み合わされた記憶媒体を含んで
よい。ディスクストレージデバイス１１２４をシステムバス１１１８に接続するのを容易
にするために、通常、インターフェース１１２６のような取り外し可能または取り外し不
能なインターフェースが使用される。
【０２２８】
　図１１が、ユーザと、適切な動作環境１１００で説明した基本的なコンピュータリソー
スとの間の仲介として働くソフトウェアを表していることを理解されたい。このようなソ
フトウェアはオペレーティングシステム１１２８を含む。オペレーティングシステム１１
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２８は、ディスクストレージ１１２４上に記憶することができ、コンピュータシステム１
１１２のリソースを制御し割り付ける働きをする。システムアプリケーション１１３０は
、システムメモリ１１１６内またはディスクストレージ１１２４上に記憶されたプログラ
ムモジュール１１３２およびプログラムデータ１１３４を介したオペレーティングシステ
ム１１２８によるリソースの管理を利用する。請求された主題を様々なオペレーティング
システムまたはそれらのオペレーティングシステムの組み合わせによって実現できること
を理解されたい。
【０２２９】
　ユーザは、１つまたは複数の入力デバイス１１３６を通してコンピュータ１１１２にコ
マンドまたは情報を入力する。入力デバイス１１３６は、マウス、トラックボール、スタ
イラス、タッチパッド、キーボード、マイクロフォン、ジョイティック、ゲームパッド、
サテライトディッシュ、スキャナ、ＴＶチューナカード、デジタルカメラ、デジタルビデ
オカメラ、ウェブカメラなどのポインティングデバイスを含むがそれらに限らない。これ
らの入力デバイスおよびその他の入力デバイスは、システムバス１１１８を通し１つまた
は複数のインターフェースポート１１３８を介して処理ユニット１１１４に接続される。
１つまたは複数のインターフェースポート１１３８は、たとえば、シリアルポート、パラ
レルポート、ゲームポート、およびＵｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ（ＵＳＢ
）を含む。１つまたは複数の出力デバイス１１４０は、１つまたは複数の入力デバイス１
１３６と同じ種類のいくつかのポートを使用する。したがって、たとえば、ＵＳＢポート
を使用してコンピュータ１１１２に入力を供給し、かつコンピュータ１１１２から出力デ
バイス１１４０に情報を出力することができる。出力デバイス１１４０には、モニタ、ス
ピーカ、およびプリンタのように、特殊なアダプタを必要とする出力デバイス１１４０が
あることを示すために、出力アダプタ１１４２が設けられている。出力アダプタ１１４２
は、制限ではなく一例として、出力デバイス１１４０とシステムバス１１１８とを接続す
る手段を構成するビデオカードおよび音声カードを含む。他のデバイスおよび／またはデ
バイスのシステムが１つまたは複数のリモートコンピュータ１１４４のような入力機能と
出力機能の両方を実施することに留意されたい。
【０２３０】
　コンピュータ１１１２は、リモートコンピュータ１１４４のような１つまたは複数のリ
モートコンピュータとの論理接続を使用してネットワーク化環境で動作することができる
。１つまたは複数のリモートコンピュータ１１４４は、パーソナルコンピュータ、サーバ
、ルータ、ネットワークＰＣ、ワークステーション、マイクロプロセッサベースの電気器
具、ピアデバイス、その他の一般的なネットワークノードなどであってよく、通常、コン
ピュータ１１１２に関して説明した要素のうちの多くまたはすべての要素を含む。説明を
簡単にするために、メモリストレージデバイス１１４６のみが１つまたは複数のリモート
コンピュータ１１４４と一緒に図示されている。１つまたは複数のリモートコンピュータ
１１４４は、ネットワークインターフェース１１４８を通してコンピュータ１１１２に論
理的に接続され、次いで、通信接続１１５０を介して物理的に接続されている。ネットワ
ークインターフェース１１４８は、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）およびワイド
エリアネットワーク（ＷＡＮ）のような有線通信ネットワークおよび／または無線通信ネ
ットワークを包含する。ＬＡＮ技術は、Ｆｉｂｅｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｄａｔａ
　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（ＦＤＤＩ）、Ｃｏｐｐｅｒ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｄａｔａ
　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ（ＣＤＤＩ）、イーサネット（登録商標）、トークンリングなどを
含む。ＷＡＮ技術は、ポイントツーポイントリンク、Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉ
ｃｅｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ（ＩＳＤＮ）およびその変形例のような回線
交換ネットワーク、パケット交換ネットワーク、およびデジタル加入者線（ＤＳＬ）を含
むがそれらに限らない。
【０２３１】
　１つまたは複数の通信接続１１５０は、ネットワークインターフェース１１４８をバス
１１１８に接続するのに使用されるハードウェア／ソフトウェアを指す。通信接続１１５
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０はコンピュータ１１１２の内部を明確に例示するのに示されているが、コンピュータ１
１１２の外部に配置されてもよい。ネットワークインターフェース１１４８との接続に必
要なハードウェア／ソフトウェアは、例示のためにのみ、通常の電話レベルのモデム、ケ
ーブルモデムおよびＤＳＬモデム、ＩＳＤＮアダプタ、ならびにイーサネットカードを含
むモデムのような内部技術および外部技術を含む。
【０２３２】
　ベース、ノードベース。図１２を参照すると、エアインターフェース／アクセス技術の
システム選択のためにモバイル機器またはスマートカードをプロビジョニングするシステ
ム１２００が示されている。たとえば、システム１２００は、少なくとも部分的にユーザ
機器（ＵＥ）内に常駐してよい。システム１２００が、コンピューティングプラットフォ
ーム、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせ（たとえば、ファームウェ
ア）によって実施される機能を表す機能ブロックであってよい機能ブロックを含むように
表されていることを理解されたい。システム１２００は、連動して動作することのできる
電気的コンポーネントの論理グループ１２０２を含む。たとえば、論理グループ１２０２
は、複数の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するマルチモードシステム選択
方式にアクセスする電気的コンポーネントを含んでよい（１２０４）。さらに、論理グル
ープ１２０２は、複数の無線アクセス技術を使用するためのモバイルデバイスの機能制約
を判定する電気的コンポーネントを含んでよい（１２０６）。他の場合には、論理グルー
プ１２０２は、マルチモードシステム選択方式および機能制約に従って、選択された無線
アクセス技術を使用して無線アクセスネットワークと通信する電気的コンポーネントを含
んでよい（１２０８）。また、システム１２００は、電気的コンポーネント１２０４～１
２０８に関連する機能を実行する命令を保持するメモリ１２２０を含んでよい。電気的コ
ンポーネント１２０４～１２０８は、メモリ１２２０の外部に位置するように示されてい
るが、その１つまたは複数がメモリ１２２０の内部に存在してよいことを理解されたい。
【０２３３】
　図１３を参照すると、エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモ
バイル機器またはスマートカードをプロビジョニングするシステム１３００が示されてい
る。たとえば、システム１３００は、少なくとも部分的にネットワークエンティティ（た
とえば、発展型ベースノード）内に常駐することができる。システム１３００が、コンピ
ューティングプラットフォーム、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせ
（たとえば、ファームウェア）によって実施される機能を表す機能ブロックであってよい
機能ブロックを含むように表されていること理解されたい。システム１３００は、連動し
て動作することのできる電気的コンポーネントの論理グループ１３０２を含む。たとえば
、論理グループ１３０２は、ホスト無線アクセス技術を使用してホスト無線アクセスネッ
トワークからモバイルデバイスにサービスを提供する電気的コンポーネントを含むことが
できる（１３０４）。さらに、論理グループ１３０２は、複数の無線アクセス技術から無
線アクセス技術を選択するマルチモードシステム選択方式を含むデータ構造を修正するコ
マンドをモバイルデバイスに送信する電気的コンポーネントを含んでよく（１３０６）、
この場合、モバイルデバイスは、コマンドに少なくとも部分的に基づいて複数の無線アク
セス技術を使用するための機能制約を判定する。また、システム１３００は、電気的コン
ポーネント１３０４～１３０６に関連する機能を実行する命令を保持するメモリ１３２０
を含んでよい。電気的コンポーネント１３０４～１３０８は、メモリ１３２０の外部に位
置するように示されているが、その１つまたは複数がメモリ１３２０の内部に存在してよ
いことを理解されたい。
【０２３４】
　図１４には、エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機
器またはスマートカードをプロビジョニングする装置１４０２が示されている。複数の無
線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するマルチモードシステム選択方式にアクセ
スする手段１４０４が設けられる。複数の無線アクセス技術を使用するためのモバイルデ
バイスの機能制約を判定する手段１４０６が設けられる。マルチモードシステム選択方式
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および機能制約に従って、選択された無線アクセス技術を使用して無線アクセスネットワ
ークと通信する手段１４０８が設けられる。
【０２３５】
　図１５には、エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機
器またはスマートカードをプロビジョニングする装置１５０２が示されている。ホスト無
線アクセス技術を使用してホスト無線アクセスネットワークからモバイルデバイスにサー
ビスを提供する手段１５０４が設けられる。複数の無線アクセス技術から無線アクセス技
術を選択するマルチモードシステム選択方式を含むデータ構造を修正するコマンドをモバ
イルデバイスに送信する手段１５０６が設けられる。この場合、モバイルデバイスは、コ
マンドに少なくとも部分的に基づいて複数の無線アクセス技術を使用するための機能制約
を判定する。
【０２３６】
　当業者には、本明細書で説明した実施形態の変形例、修正例、および他の実装例が、請
求された開示の趣旨および範囲から逸脱せずに構想されよう。したがって、本開示は、上
記の例示的な説明ではなく、以下の特許請求の範囲の趣旨および範囲によって定義される
ものである。
　以下に本件出願当初の特許請求の範囲を付記する。
［Ｃ１］
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
ートカードをプロビジョニングする方法であって、
　複数の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するマルチモードシステム選択方
式にアクセスすることと、
　前記複数の無線アクセス技術を使用するためのモバイルデバイスの機能制約を判定する
ことと、
　前記マルチモードシステム選択方式および前記機能制約に従って、選択された無線アク
セス技術を使用して無線アクセスネットワークと通信することとを備える方法。
［Ｃ２］
　前記マルチモードシステム選択方式は、３ＧＰＰエアインターフェースと３ＧＰＰ２エ
アインターフェースと汎用の好ましいローミングリストの間の優先順位を定める、［Ｃ１
］に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記機能制約を判定することは、モバイル事業者用の前記モバイルデバイスの加入者識
別子のプロビジョニングを判定することをさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記加入者識別子のプロビジョニングを判定することは、取り外し可能なユーザ識別モ
ジュール（Ｒ－ＵＩＭ）と、ＣＤＭＡ加入者識別モジュール（ＣＳＩＭ）を含む汎用ＩＣ
カード（ＵＩＣＣ）と、汎用加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ）およびＣＳＩＭを含むＵ
ＩＣＣと、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）とから成るグループのうちの１つを検出する
ことをさらに備える、［Ｃ３］に記載の方法。
［Ｃ５］
　スマートカードの前記グループの第２のスマートカードのプロビジョニングを判定する
ことと、
　前記グループのうちの前記１つおよび前記第２のスマートカードを選択的にアクティブ
化することとを備える、［Ｃ４］に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記機能制約を判定することは、エアインターフェースに関連する前記モバイルデバイ
スのトランシーバ制限を判定することをさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記トランシーバ制限を判定することは、シングルモードまたはマルチモードを介して
通信することをさらに備える、［Ｃ６］に記載の方法。
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［Ｃ８］
　前記トランシーバ制限および加入者の事業者から受信された構成情報を、前記モバイル
デバイスに組み込まれたスマートカード上に記憶することをさらに備える、［Ｃ６］に記
載の方法。
［Ｃ９］
　前記機能制約を判定することは、ローミングしているかあるいはホームにある前記モバ
イルデバイスのトランシーバ制限を判定することをさらに備える、［Ｃ６］に記載の方法
。
［Ｃ１０］
　前記機能制約を判定することは、ＣＤＭＡ２０００エアインターフェースと３ＧＰＰエ
アインターフェースと３ＧＰＰ２エアインターフェースとＧＳＭエアインターフェースと
ＷｉＭＡＸエアインターフェースから成るグループのうちの少なくとも１つのエアインタ
ーフェース上で通信するための前記モバイルデバイスのトランシーバ制限を判定すること
をさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記モバイルデバイスのコンピューティングプラットフォームと、モバイルネットワー
クへの加入者識別子を含む集積回路カードとのハンドシェークを実行し、前記機能制約を
判定することをさらに備える、［Ｃ１０］に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記コンピューティングプラットフォーム上に記憶されている第１のマルチモードシス
テム選択方式にアクセスすることと、前記集積回路カード上に記憶されている第２のマル
チモードシステム選択方式にアクセスすることとをさらに備える、［Ｃ１１］に記載の方
法。
［Ｃ１３］
　前記マルチモードシステム選択方式および前記機能制約を満足する利用可能な複数の無
線アクセス技術を判定することと、
　優先順位設定に従って前記利用可能な複数の無線アクセス技術のうちの１つを選択する
こととをさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記マルチモードシステム選択方式にアクセスすることは、指定された無線アクセス技
術を有効化または無効化するネットワークコマンドを受信することをさらに備える、［Ｃ
１］に記載の方法。
［Ｃ１５］
　前記マルチモードシステム選択方式にアクセスすることは、前記モバイルデバイスに対
してプロビジョニングされるスマートカード上のエレメンタリファイルにアクセスするこ
とをさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ１６］
　無線サービスプロビジョニングによって前記マルチモードシステム選択方式用のローカ
ルに記憶されたデータ構造を修正するコマンドを受信することをさらに備える、［Ｃ１］
に記載の方法。
［Ｃ１７］
　前記モバイルデバイスの地理的位置を判定することと、
　前記選択された無線アクセス技術が前記地理的位置で利用可能であるかどうかを規定す
る前記機能制約にアクセスすることとをさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ１８］
　現在のカレンダー日付を判定することと、
　前記選択された無線アクセス技術が前記現在のカレンダー日付で利用可能であるかどう
かを規定する前記機能制約にアクセスすることとをさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法
。
［Ｃ１９］
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　スマートカードに含まれるジェネリックサービステーブル内の前記マルチモードシステ
ム選択方式にアクセスすることをさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ２０］
　前記マルチモードシステム選択方式にアクセスし、１次選択として働くアンカーシステ
ムを判定することをさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ２１］
　少なくとも２つのエアインターフェースをアソシエートする前記マルチモードシステム
選択方式にアクセスすることをさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ２２］
　前記モバイルデバイスの地理的位置を判定することと、
　無線アクセス技術のマニュアル選択が前記地理的位置で利用可能であるかどうかを規定
する前記機能制約にアクセスすることとをさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法。
［Ｃ２３］
　前記モバイルデバイスがアウトオブサービス領域にあると判定することと、
　サービスのスキャン同士の間隔を広げることとをさらに備える、［Ｃ１］に記載の方法
。
［Ｃ２４］
　サービスのスキャン同士の前記間隔を広げることは、しきい値を超えたと判定すること
をさらに備える、［Ｃ２３］に記載の方法。
［Ｃ２５］
　アウトオブサービス領域でのスキャンに関するユーザの好みに応じてサービスのスキャ
ン同士の前記間隔を広げることをさらに備える、［Ｃ２３］に記載の方法。
［Ｃ２６］
　ユーザと前記モバイルデバイスの相互作用がないことを検知したことに応じてサービス
のスキャン同士の前記間隔を広げることをさらに備える、［Ｃ２３］に記載の方法。
［Ｃ２７］
　ロケーションに応じてサービスのスキャン同士の前記間隔を広げることをさらに備える
、［Ｃ２３］に記載の方法。
［Ｃ２８］
　地理的位置判定信号を受信すること、ワイヤレスアクセス送信を検出すること、無線周
波数環境を記憶されているロケーション記述に合致させること、アウトオブサービスロケ
ーションを示すセルラパイロットを識別することのうちの選択された１つに基づいてロケ
ーションを判定することをさらに備える、［Ｃ２７］に記載の方法。
［Ｃ２９］
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
ートカードをプロビジョニングする少なくとも１つのプロセッサであって、
　複数の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するマルチモードシステム選択方
式にアクセスする第１のモジュールと、
　前記複数の無線アクセス技術を使用するためのモバイルデバイスの機能制約を判定する
第２のモジュールと、
　前記マルチモードシステム選択方式および前記機能制約に従って、選択された無線アク
セス技術を使用して無線アクセスネットワークと通信する第３のモジュールとを備えるプ
ロセッサ。
［Ｃ３０］
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
ートカードをプロビジョニングするコンピュータプログラム製品であって、
　非一時的コンピュータ可読記憶媒体が、
　コンピュータに、複数の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するマルチモー
ドシステム選択方式にアクセスさせる第１組のコードと、
　前記コンピュータに、前記複数の無線アクセス技術を使用するためのモバイルデバイス
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の機能制約を判定させる第２組のコードと、
　前記コンピュータに、前記マルチモードシステム選択方式および前記機能制約に従って
、選択された無線アクセス技術を使用して無線アクセスネットワークと通信させる第３組
のコードとを備えるコンピュータプログラム製品。
［Ｃ３１］
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
ートカードをプロビジョニングする装置であって、
　複数の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するマルチモードシステム選択方
式にアクセスする手段と、
　前記複数の無線アクセス技術を使用するためのモバイルデバイスの機能制約を判定する
手段と、
　前記マルチモードシステム選択方式および前記機能制約に従って、選択された無線アク
セス技術を使用して無線アクセスネットワークと通信する手段とを備える装置。
［Ｃ３２］
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
ートカードをプロビジョニングする装置であって、
　複数の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するマルチモードシステム選択方
式にアクセスするコンピューティングプラットフォームと、
　前記コンピューティングプラットフォームと相互接続され、前記複数の無線アクセス技
術を使用するためのモバイルデバイスの機能制約を判定するスマートカードと、
　前記マルチモードシステム選択方式および前記機能制約に従って、選択された無線アク
セス技術を使用して無線アクセスネットワークと通信するトランシーバとを備える装置。
［Ｃ３３］
　前記マルチモードシステム選択方式は、３ＧＰＰエアインターフェースと３ＧＰＰ２エ
アインターフェースと汎用の好ましいローミングリストの間の優先順位を定める、［Ｃ３
２］に記載の装置。
［Ｃ３４］
　前記コンピューティングプラットフォームと相互接続された前記スマートカードはさら
に、モバイル事業者用の前記モバイルデバイスの加入者識別子のプロビジョニングを判定
することによって前記機能制約を判定する、［Ｃ３２］に記載の装置。
［Ｃ３５］
　前記コンピューティングプラットフォームと相互接続された前記スマートカードはさら
に、取り外し可能なユーザ識別モジュール（Ｒ－ＵＩＭ）と、ＣＤＭＡ加入者識別モジュ
ール（ＣＳＩＭ）を含む汎用ＩＣカード（ＵＩＣＣ）と、汎用加入者識別モジュール（Ｕ
ＳＩＭ）およびＣＳＩＭを含むＵＩＣＣと、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）とから成る
グループのうちの１つを検出することによって前記加入者識別子のプロビジョニングを判
定する、［Ｃ３４］に記載の装置。
［Ｃ３６］
　前記グループのうちの第２の１つをさらに備え、前記コンピューティングプラットフォ
ームはさらに、前記グループのうちの前記第２の１つのプロビジョニングを判定し、前記
グループのうちの前記１つおよび前記第２の１つを選択的にアクティブ化する、［Ｃ３５
］に記載の装置。
［Ｃ３７］
　前記コンピューティングプラットフォームと相互接続された前記スマートカードはさら
に、エアインターフェースに関連する前記モバイルデバイスのトランシーバ制限を判定す
ることによって前記機能制約を判定する、［Ｃ３２］に記載の装置。
［Ｃ３８］
　前記コンピューティングプラットフォームと相互接続された前記スマートカードはさら
に、シングルモードまたはマルチモードを介して通信することによって前記トランシーバ
制限を判定する、［Ｃ３７］に記載の装置。
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［Ｃ３９］
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、前記トランシーバ制限を前記モバ
イルデバイスに組み込まれた前記スマートカード上に記憶する、［Ｃ３７］に記載の装置
。
［Ｃ４０］
　前記コンピューティングプラットフォームと相互接続された前記スマートカードはさら
に、ローミングしているかあるいはホームにある前記モバイルデバイスのトランシーバ制
限を判定することによって前記機能制約を判定する、［Ｃ３７］に記載の装置。
［Ｃ４１］
　前記コンピューティングプラットフォームと相互接続された前記スマートカードはさら
に、ＣＤＭＡ２０００エアインターフェースと３ＧＰＰエアインターフェースと３ＧＰＰ
２エアインターフェースとＧＳＭエアインターフェースとＷｉＭＡＸエアインターフェー
スから成るグループのうちの少なくとも１つのエアインターフェース上で通信するための
前記モバイルデバイスのトランシーバ制限を判定することによって前記機能制約を判定す
る、［Ｃ３２］に記載の装置。
［Ｃ４２］
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、モバイルネットワークへの加入者
識別子を含む集積回路カードである前記スマートカードとのハンドシェークを実行し、前
記機能制約を判定する、［Ｃ４１］に記載の装置。
［Ｃ４３］
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、前記コンピューティングプラット
フォーム上に記憶されている第１のマルチモードシステム選択方式にアクセスし、前記ス
マートカード上に記憶されている第２のマルチモードシステム選択方式にアクセスする、
［Ｃ４２］に記載の装置。
［Ｃ４４］
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、前記マルチモードシステム選択方
式および前記機能制約を満足する利用可能な複数の無線アクセス技術を判定し、優先順位
設定に従って前記利用可能な複数の無線アクセス技術のうちの１つを選択する、［Ｃ３２
］に記載の装置。
［Ｃ４５］
　前記コンピューティングプラットフォームがさらに前記マルチモードシステム選択方式
にアクセスすることは、指定された無線アクセス技術を有効化または無効化するネットワ
ークコマンドを受信することをさらに備える、［Ｃ３２］に記載の装置。
［Ｃ４６］
　前記コンピューティングプラットフォームがさらに前記マルチモードシステム選択方式
にアクセスすることは、前記モバイルデバイスに対してプロビジョニングされるスマート
カード上のエレメンタリファイルにアクセスすることをさらに備える、［Ｃ３２］に記載
の装置。
［Ｃ４７］
　前記トランシーバはさらに、無線サービスプロビジョニングによって、前記マルチモー
ドシステム選択方式用のローカルに記憶されたデータ構造を修正するコマンドを受信する
、［Ｃ３２］に記載の装置。
［Ｃ４８］
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、前記モバイルデバイスの地理的位
置を判定し、前記選択された無線アクセス技術が前記地理的位置で利用可能であるかどう
かを規定する前記機能制約にアクセスする、［Ｃ３２］に記載の装置。
［Ｃ４９］
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、現在のカレンダー日付を判定し、
前記選択された無線アクセス技術が前記現在のカレンダー日付で利用可能であるかどうか
を規定する前記機能制約にアクセスする、［Ｃ３２］に記載の装置。
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［Ｃ５０］
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、スマートカードに含まれるジェネ
リックサービステーブル内の前記マルチモードシステム選択方式にアクセスする、［Ｃ３
２］に記載の装置。
［Ｃ５１］
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、前記モバイルデバイスの地理的位
置を判定し、無線アクセス技術のマニュアル選択が前記地理的位置で利用可能であるかど
うかを規定する前記機能制約にアクセスする、［Ｃ３２］に記載の装置。
［Ｃ５２］
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、前記マルチモードシステム選択方
式にアクセスし、１次選択として働くアンカーシステムを判定する、［Ｃ３２］に記載の
装置。
［Ｃ５３］
　前記コンピューティングプラットフォームは、２つのエアインターフェースをアソシエ
ートする前記マルチモードシステム選択方式にアクセスする、［Ｃ３２］に記載の装置。
［Ｃ５４］
　前記コンピューティングプラットフォームは、前記モバイルデバイスがアウトオブサー
ビス領域にあると判定し、サービスのスキャン同士の間隔を広げる、［Ｃ３２］に記載の
装置。
［Ｃ５５］
　前記コンピューティングプラットフォームがさらにサービスのスキャン同士の前記間隔
を広げることは、しきい値を超えたと判定することをさらに備える、［Ｃ５４］に記載の
装置。
［Ｃ５６］
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、アウトオブサービス領域でのスキ
ャンに関するユーザの好みに応じてサービスのスキャン同士の前記間隔を広げる、［Ｃ５
４］に記載の装置。
［Ｃ５７］
　前記コンピューティングプラットフォームはさらに、ユーザと前記モバイルデバイスの
相互作用がないことを検知したことに応じてサービスのスキャン同士の前記間隔を広げる
、［Ｃ５４］に記載の装置。
［Ｃ５８］
　コンピューティングプラットフォームはさらに、ロケーションに応じてサービスのスキ
ャン同士の前記間隔を広げる、［Ｃ５４］に記載の装置。
［Ｃ５９］
　前記トランシーバおよび前記コンピューティングプラットフォームはさらに、地理的位
置判定信号を受信すること、ワイヤレスアクセス送信を検出すること、無線周波数環境を
記憶されているロケーション記述に合致させること、アウトオブサービスロケーションを
示すセルラパイロットを識別することのうちの選択された１つに基づいてロケーションを
判定する、［Ｃ５８］に記載の装置。
［Ｃ６０］
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
ートカードをプロビジョニングする方法であって、
　ホスト無線アクセス技術を使用してホスト無線アクセスネットワークからモバイルデバ
イスにサービスを提供することと、
　複数の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するマルチモードシステム選択方
式を含むデータ構造を修正するコマンドをモバイルデバイスに送信することとを備え、
　前記モバイルデバイスは、前記コマンドに少なくとも部分的に基づいて前記複数の無線
アクセス技術を使用するための機能制約を判定する方法。
［Ｃ６１］
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　前記マルチモードシステム選択方式は、３ＧＰＰエアインターフェースと３ＧＰＰ２エ
アインターフェースと汎用の好ましいローミングリストの間の優先順位を定める、［Ｃ６
０］に記載の方法。
［Ｃ６２］
　前記コマンドを送信することは、取り外し可能なユーザ識別モジュール（Ｒ－ＵＩＭ）
と、ＣＤＭＡ加入者識別モジュール（ＣＳＩＭ）を含む汎用ＩＣカード（ＵＩＣＣ）と、
汎用加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ）およびＣＳＩＭを含むＵＩＣＣと、加入者識別モ
ジュール（ＳＩＭ）とから成るグループのうちの１つから加入者識別子を受信したことに
応答して前記モバイルデバイスをプロビジョニングすることをさらに備える、［Ｃ６０］
に記載の方法。
［Ｃ６３］
　前記コマンドを送信することは、ＣＤＭＡ２０００エアインターフェースと３ＧＰＰエ
アインターフェースと３ＧＰＰ２エアインターフェースとＧＳＭエアインターフェースと
ＷｉＭＡＸエアインターフェースから成るグループの少なくとも１つのエアインターフェ
ース上で通信するための前記モバイルデバイスのトランシーバ制限を判定したことに応答
することをさらに備える、［Ｃ６０］に記載の方法。
［Ｃ６４］
　前記コマンドを送信することは、前記モバイルデバイスに対してプロビジョニングされ
るスマートカード上のエレメンタリファイルを修正することをさらに備える、［Ｃ６０］
に記載の方法。
［Ｃ６５］
　前記コマンドを送信して、無線サービスプロビジョニングによって前記マルチモード選
択方式用のローカルに記憶されたデータ構造を修正することをさらに備える、［Ｃ６０］
に記載の方法。
［Ｃ６６］
　スマートカードに含まれるジェネリックサービステーブル内の前記マルチモード選択方
式を修正するために前記コマンドを送信する、［Ｃ６０］に記載の方法。
［Ｃ６７］
　前記コマンドを送信することは、前記モバイルデバイスの地理的位置に基づいてローミ
ングの好ましいローミングリストをプロビジョニングすることをさらに備える、［Ｃ６０
］に記載の方法。
［Ｃ６８］
　前記コマンドをバイナリ形式で送信する、［Ｃ６０］に記載の方法。
［Ｃ６９］
　前記コマンドをレコード形式で送信する、［Ｃ６０］に記載の方法。
［Ｃ７０］
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
ートカードをプロビジョニングする少なくとも１つのプロセッサであって、
　ホスト無線アクセス技術を使用してホスト無線アクセスネットワークからモバイルデバ
イスにサービスを提供する第１のモジュールと、
　複数の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するマルチモードシステム選択方
式を含むデータ構造を修正するコマンドを前記モバイルデバイスに送信する第２のモジュ
ールとを備え、
　前記モバイルデバイスは、前記コマンドに少なくとも部分的に基づいて前記複数の無線
アクセス技術を使用するための機能制約を判定する少なくとも１つのプロセッサ。
［Ｃ７１］
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
ートカードをプロビジョニングするコンピュータプログラム製品であって、
　非一時的コンピュータ可読記憶媒体が、
　コンピュータに、ホスト無線アクセス技術を使用してホスト無線アクセスネットワーク
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からモバイルデバイスにサービスを提供させる第１組のコードと、
　コンピュータに、複数の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するマルチモー
ドシステム選択方式を含むデータ構造を修正するコマンドを前記モバイルデバイスに送信
させる第２組のコードとを備え、
　前記モバイルデバイスは、前記コマンドに少なくとも部分的に基づいて前記複数の無線
アクセス技術を使用するための機能制約を判定するコンピュータプログラム製品。
［Ｃ７２］
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
ートカードをプロビジョニングする装置であって、
　ホスト無線アクセス技術を使用してホスト無線アクセスネットワークからモバイルデバ
イスにサービスを提供する手段と、
　複数の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するマルチモードシステム選択方
式を含むデータ構造を修正するコマンドをモバイルデバイスに送信する手段とを備え、
　前記モバイルデバイスは、前記コマンドに少なくとも部分的に基づいて前記複数の無線
アクセス技術を使用するための機能制約を判定する装置。
［Ｃ７３］
　エアインターフェース／アクセス技術のシステム選択のためにモバイル機器またはスマ
ートカードをプロビジョニングする装置であって、
　ホスト無線アクセス技術を使用してホスト無線アクセスネットワークからモバイルデバ
イスにサービスを提供するスケジューラと、
　複数の無線アクセス技術から無線アクセス技術を選択するマルチモードシステム選択方
式を含むデータ構造を修正するコマンドを前記モバイルデバイスに送信するトランシーバ
とを備え、
　前記モバイルデバイスは、前記コマンドに少なくとも部分的に基づいて前記複数の無線
アクセス技術を使用するための機能制約を判定する装置。
［Ｃ７４］
　前記マルチモードシステム選択方式は、３ＧＰＰエアインターフェースと３ＧＰＰ２エ
アインターフェースと汎用の好ましいローミングリストの間の優先順位を定める、［Ｃ７
３］に記載の装置。
［Ｃ７５］
　前記トランシーバがさらに前記コマンドを送信することは、取り外し可能なユーザ識別
モジュール（Ｒ－ＵＩＭ）と、ＣＤＭＡ加入者識別モジュール（ＣＳＩＭ）を含む汎用Ｉ
Ｃカード（ＵＩＣＣ）と、汎用加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ）およびＣＳＩＭを含む
ＵＩＣＣと、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）とから成るグループのうちの１つから加入
者識別子を受信したことに応答して前記モバイルデバイスをプロビジョニングすることを
さらに備える、［Ｃ７３］に記載の装置。
［Ｃ７６］
　前記トランシーバがさらに前記コマンドを送信することは、ＣＤＭＡ２０００エアイン
ターフェースと３ＧＰＰエアインターフェースと３ＧＰＰ２エアインターフェースとＧＳ
ＭエアインターフェースとＷｉＭＡＸエアインターフェースから成るグループのうちの少
なくとも１つのエアインターフェース上で通信するための前記モバイルデバイスのトラン
シーバ制限を判定したことに応答することをさらに備える、［Ｃ７３］に記載の装置。
［Ｃ７７］
　前記トランシーバがさらに前記コマンドを送信することは、前記モバイルデバイスに対
してプロビジョニングされるスマートカード上のエレメンタリファイルを修正することを
さらに備える、［Ｃ７３］に記載の装置。
［Ｃ７８］
　前記トランシーバはさらに、無線サービスプロビジョニングによって前記マルチモード
システム選択方式用のローカルに記憶されたデータ構造を修正するために前記コマンドを
送信する、［Ｃ７３］に記載の装置。
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［Ｃ７９］
　前記トランシーバはスマートカードに含まれるジェネリックサービステーブル内の前記
マルチモードシステム選択方式を修正するために前記コマンドを送信する、［Ｃ７３］に
記載の装置。
［Ｃ８０］
　前記トランシーバがさらに前記コマンドを送信することは、前記モバイルデバイスの地
理的位置に基づいてローミングの好ましいローミングリストをプロビジョニングすること
をさらに備える、［Ｃ７３］に記載の装置。
［Ｃ８１］
　前記トランシーバはさらに、前記コマンドをバイナリ形式で送信する、［Ｃ７３］に記
載の装置。
［Ｃ８２］
　前記トランシーバはさらに、前記コマンドをレコード形式で送信する、［Ｃ７３］に記
載の装置。
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【図２Ｂ】
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