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(57)【要約】
ＣＳＦＢ（回線交換フォールバック）およびＨＯ（ハン
ドオーバー）中のＬＩＰＡ（ローカルＩＰ（インターネ
ットプロトコル）アクセス）接続を処理する方法および
装置を説明する。ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）
とのＬＩＰＡ（ローカルインターネットプロトコルアク
セス）ＰＤＮ（パケットデータネットワーク）接続を管
理する代表的な１つの方法は、切替え操作を実行し、Ｗ
ＴＲＵとの通信に対し、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続から非Ｌ
ＩＰＡ　ＰＤＮ接続に切り替えるステップと、切替え操
作に応答して、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を一時停止するス
テップとを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）とのローカルインターネットプロトコルアクセス
（ＬＩＰＡ）　パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続を管理する方法であって、前
記方法は、
　切替え操作を処理し、前記ＷＴＲＵとの通信に対し、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続から非ＬＩ
ＰＡ　ＰＤＮ接続に切り替えるステップと、
　前記ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を、前記切替え操作に応答して、一時停止するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を、前記切替え操作の終了後に再開するステップをさらに含
むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記切替え操作の前記処理するステップは、回線交換フォールバック（ＣＳＦＢ）操作
を実行するステップを含むことを特徴とする請求項１乃至２のいずれか１つに記載の方法
。
【請求項４】
　前記ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を、前記切替え操作の終了に応答して再開するステップをさ
らに含むことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１つに記載の方法。
【請求項５】
　前記ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の前記一時停止するステップは、前記ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続
に関連付けられる１つまたは複数のＬＩＰＡベアラーを一時停止するステップを含むこと
を特徴とする請求項１乃至４のいずれか１つに記載の方法。
【請求項６】
　前記切替え操作の前記処理するステップは、前記ＷＴＲＵを、前記ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接
続に関連付けられる第１のセルから、サービングセルとして非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関
連付けられる第２のセルにリダイレクトするステップを含むことを特徴とする請求項１乃
至５のいずれか１つに記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のセルから前記第２のセルに前記リダイレクトするステップは、（１）同じド
メインおよび前記第１のセルと異なるセル、または（２）前記第１のセルと異なる別のド
メインのうちの１つにある前記第２のセルにリダイレクトするステップを含むことを特徴
とする請求項１乃至６のいずれか１つに記載の方法。
【請求項８】
　前記一時停止したＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を、所定の期間の後に無効化または再開するス
テップをさらに含むことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１つに記載の方法。
【請求項９】
　前記ＷＴＲＵは、前記ＣＳＦＢ操作によってターゲットシステムに向けられ、前記方法
は、
　前記ＷＴＲＵを前記ターゲットシステムにアタッチするステップと、
　前記ターゲットシステムから、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）　無線アクセ
ス技術（ＲＡＴ）へのリダイレクションを制御するステップと
　をさらに含むことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１０】
　前記ＷＴＲＵを、前記ターゲットシステムからのリダイレクションの後に、前記リダイ
レクトしたＬＴＥ　ＲＡＴに再アタッチするステップをさらに含むことを特徴とする請求
項９に記載の方法。
【請求項１１】
　指示を、非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連付けられるネットワークリソースまたは無線ア
クセスネットワークに送信し、リダイレクションを処理するステップをさらに含むことを
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特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１２】
　前記送信した指示に応答して、前記ＷＴＲＵを、前記ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連付け
られるローカルセルにリダイレクトし、前記一時停止したＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を再開す
るステップをさらに含むことを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）を、通信に対し、ローカルインターネットプロト
コルアクセス（ＬＩＰＡ）　パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続から非ＬＩＰＡ
　ＰＤＮ接続に切り替えるための切替え操作の後に、ＬＩＰＡセルとの前記ＬＩＰＡ　Ｐ
ＤＮ接続を管理する方法であって、前記ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続は、前記切替え操作の後に
一時停止され、前記方法は
　前記非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連付けられるターゲットシステムによって、情報を、
前記ＷＴＲＵのリダイレクションのために前記ＬＩＰＡセルに送り返すステップと、
　前記ＷＴＲＵのリダイレクションを、前記ターゲットシステムから、前記ＬＩＰＡ　Ｐ
ＤＮ接続に関連付けられる前記ＬＩＰＡセルに制御し、前記一時停止したＬＩＰＡ　ＰＤ
Ｎ接続を再開するステップと
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　ローカルインターネットプロトコルアクセス（ＬＩＰＡ）　パケットデータネットワー
ク（ＰＤＮ）接続を管理する装置であって、
　切替え操作を実行し、無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）との通信に対し、前記ＬＩ
ＰＡ　ＰＤＮ接続から非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に切り替え、
　前記ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を、前記切替え操作に応答して、一時停止する
　ように構成されたプロセッサ
　を備えたことを特徴とする装置。
【請求項１５】
　前記ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の前記一時停止の後に、一時停止期間の満了を指示するよう
に構成された一時停止タイマーをさらに備え、前記プロセッサは、（１）前記一時停止期
間の前記満了に応答して、前記一時停止したＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を再開すべきか、また
は無効化すべきかを決定し、（２）前記一時停止期間の前記満了に、前記一時停止したＬ
ＩＰＡ　ＰＤＮ接続を無効化するか、または再開するように構成されることを特徴とする
請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、回線交換フォールバック（ＣＳＦＢ）操作の終了に応答して、リダ
イレクションを開始し、前記一時停止したＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を再開するように構成さ
れることを特徴とする請求項１４乃至１５のいずれか１つに記載の装置。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、
　前記ＷＴＲＵとの任意のＰＤＮ接続は、決定された結果として、非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接
続であるかどうかを判定し、
　前記ＬＩＰＡ接続の無効化を、前記決定された結果に基づいて防止する
　ように構成されることを特徴とする請求項１４乃至１６のいずれか１つに記載の装置。
【請求項１８】
　第１および第２のドメインとの接続を管理するように構成された無線送信／受信ユニッ
ト（ＷＴＲＵ）であって、
　（１）回線交換呼を要求し、（２）前記第１のドメインに再アタッチすることを示すシ
グナリングを受信するように構成された送信／受信ユニットと、
　前記第１のドメインに再アタッチすることを示す前記受信したシグナリングを破棄し、
前記第１のドメインから前記第２のドメインへの、前記回線交換呼のリダイレクションを
自立的に制御するように構成されたプロセッサと
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　を備えたことを特徴とするＷＴＲＵ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、無線通信、詳細には、回線交換フォールバックおよびハンドオーバーを処理
する方法、装置、およびシステムに関する。
【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それぞれの内容が組み込まれている、２０１１年１月
１４日に出願した米国特許仮出願第６１／４３２，８３４号明細書、２０１１年２月３日
に出願した米国特許仮出願第６１／４３９，０００号明細書、および２０１１年５月６日
に出願した米国特許仮出願第６１／４８３，３３９号明細書の優先権を主張するものであ
る。
【０００３】
　回線交換フォールバックは、既存のインフラストラクチャを使用して音声通話を可能に
し、かつ既存のインフラストラクチャとの後方互換性を可能にするために使用されている
。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】3GPP Technical Specification 23.122, V9.5.0, entitled "3rd Gener
ation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network and Termin
als; Non-Access-Stratum （NAS） functions related to Mobile Station （MS） in id
le mode （Release 9)" published December, 2011
【非特許文献２】3GPP Technical Specification 36.304, V9.5.0, entitled "3rd Gener
ation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; E
volved Universal Terrestrial Radio Access （E-UTRA）; User Equipment （UE） proc
edures in idle mode （Release 9）"
【非特許文献３】3GPP TS 24.008, V10.1.0, entitled "3rd Generation Partnership Pr
oject; Technical Specification Group Core Network and Terminals; Mobile radio in
terface Layer 3 specification; Core network protocols; Stage 3 （Release 10）"
【発明の概要】
【０００５】
　代表的な一実施形態において、ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）へのＬＩＰＡ（ロ
ーカルインターネットプロトコルアクセス）ＰＤＮ（パケットデータネットワーク）接続
を管理する方法は、ＷＴＲＵへの通信のためにＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続から非ＬＩＰＡ　Ｐ
ＤＮ接続に切り替える切替え操作を実行するステップと、切替え操作に応答して、ＬＩＰ
Ａ　ＰＤＮ接続を一時停止するステップとを含みうる。
【０００６】
　別の代表的な実施形態において、通信のためにＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）を
ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続から非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に切り替える切替え操作の後に、ＬＩ
ＰＡセルへのＬＩＰＡ（ローカルインターネットプロトコルアクセス）ＰＤＮ（パケット
データネットワーク）接続を管理する方法が開示される。ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続は、切替
え操作の後、一時停止されうる。この方法は、非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連付けられる
ターゲットシステムによって、ＷＴＲＵのリダイレクションのために情報をＬＩＰＡセル
に送り返すステップと、ターゲットシステムからＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連付けられる
ＬＩＰＡセルへのＷＴＲＵのリダイレクションを制御し、一時停止したＬＩＰＡ　ＰＤＮ
接続を再開するステップとを含みうる。
【０００７】
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　別の代表的な実施形態において、ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）へのＬＩＰＡ（
ローカルインターネットプロトコルアクセス）ＰＤＮ（パケットデータネットワーク）接
続を管理する方法は、切替え操作に応答して、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続をローカルで無効化
することによって、ＷＴＲＵへの通信のためにＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続から非ＬＩＰＡ　Ｐ
ＤＮ接続に切り替える切替え操作を実行するステップと、アタッチ手順（ａｔｔａｃｈ　
ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を開始するステップとを含みうる。
【０００８】
　別の代表的な実施形態において、ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）によるアイドル
モード再選択を処理する方法は、ＬＩＰＡ（ローカルインターネットプロトコルアクセス
）ＰＤＮ（パケットデータネットワーク）接続を確立するステップと、アイドルモード中
の間に一方のネットワークから他方のネットワークに移動するステップと、ＷＴＲＵがＬ
ＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有しているかどうかをモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）に通
知するステップとを含みうる。
【０００９】
　別の代表的な実施形態において、ＣＳＧ（限定加入者グループ）の加入が失効した場合
に、ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）を管理する方法は、ＷＴＲＵによって、ＬＩＰ
Ａ（ローカルインターネットプロトコルアクセス）ＰＤＮ（パケットデータネットワーク
）接続を確立するステップと、ＷＴＲＵによって、ＣＳＧセルにアクセスすることを試み
るステップと、ＷＴＲＵによって、ＷＴＲＵがＣＳＧセルにアクセスすることを試みた場
合に、ＷＴＲＵの加入が失効した後ではＷＴＲＵはＣＳＧへのアクセスを許可されないこ
と、かつＷＴＲＵがＬＩＰＡに対する１つのＰＤＮ接続を有していることを示すメッセー
ジを受信するステップとを含みうる。
【００１０】
　別の代表的な実施形態において、ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）から緊急呼を発
呼する方法は、確立節が緊急に設定されたサービス要求タイプを送信するステップと、送
信された確立節を使用してＷＴＲＵのローカルの登録抹消を防ぐステップと、緊急呼に対
するパケットデータネットワーク接続を開始するステップとを含みうる。
【００１１】
　別の代表的な実施形態において、ＬＩＰＡ（ローカルインターネットプロトコルアクセ
ス）ＰＤＮ（パケットデータネットワーク）接続を処理する方法は、回線交換フォールバ
ックを実行するステップと、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の一時停止と無効化との間での決定を
行うステップとを含みうる。
【００１２】
　別の代表的な実施形態において、第１のタイプのＲＡＴ（無線アクセス技術）を介して
ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）への接続を管理する方法は、ＷＴＲＵへの通信のた
め第１のタイプのＲＡＴを介した接続から第２のタイプのＲＡＴを介したさらなる接続に
切り替える切替え操作を実行するステップと、切替え操作に応答して、第１のタイプのＲ
ＡＴを介した接続を一時停止するステップとを含みうる。
【００１３】
　別の代表的な実施形態において、ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）の接続を管理す
る方法は、ＷＴＲＵによって、第１のドメインに再アタッチするシグナリングを受信する
ステップと、ＷＴＲＵによって、要求された、しかも決定された結果として、第１のドメ
インに再アタッチするシグナリングを受信することをもたらしたサービスのタイプを決定
するステップと、決定された結果に基づき、ＷＴＲＵによって、第２のドメインに、自立
的に再選択するステップとを含みうる。
【００１４】
　別の代表的な実施形態において、第１のセルとのＬＩＰＡ　ＰＤＮ（パケットデータネ
ットワーク）接続を有するＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）のハンドオーバーを試み
る場合にＷＴＲＵの接続を管理する方法は、ＨｅＮＢ（ホームｅＮｏｄｅＢ）によって、
第１の条件が存在するかどうかを判定するステップと、第１の条件が存在することに応答
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して、ＨｅＮＢによって、試行されたハンドオーバー手順を妨げる、または中断するステ
ップと、ＨｅＮＢによって、ＷＴＲＵを第２のセルにリダイレクトするステップとを含み
うる。
【００１５】
　別の代表的な実施形態において、ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）への１つまたは
複数の接続を管理する方法は、ＷＴＲＵの第１の接続からＷＴＲＵへの第２の接続に切り
替える切替え操作を実行するステップと、切替え操作を実行した後に少なくとも指定され
た期間において切替え操作に応答して第１の接続を一時停止するステップとを含みうる。
【００１６】
　別の代表的な実施形態において、ＬＩＰＡ（ローカルインターネットプロトコルアクセ
ス）ＰＤＮ（パケットデータネットワーク）接続を管理する装置は、ＷＴＲＵ（無線送信
／受信ユニット）への通信のためＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続から非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に切
り替える切替え操作を実行し、切替え操作に応答して、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を一時停止
するように構成されたプロセッサを備えることができる。
【００１７】
　別の代表的な実施形態において、アイドルモード中の間に一方のネットワークから他方
のネットワークに移動する場合にＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）によるアイドルモ
ード再選択を処理するための装置は、ＬＩＰＡ（ローカルインターネットプロトコルアク
セス）ＰＤＮ（パケットデータネットワーク）接続を確立するように構成されたプロセッ
サと、ＷＴＲＵがＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有しているかどうかをモビリティ管理エンティ
ティ（ＭＭＥ）に通知するように構成された送信／受信ユニットとを備えることができる
。
【００１８】
　別の代表的な実施形態において、ＣＳＧ（限定加入者グループ）の加入が失効した場合
にＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）を管理するための装置は、ＬＩＰＡ（ローカルイ
ンターネットプロトコルアクセス）ＰＤＮ（パケットデータネットワーク）接続を確立す
るように構成されたプロセッサと、（１）ＣＳＧセルにアクセスすることを試み、（２）
ＷＴＲＵがＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有しているかどうかをモビリティ管理エンティティ（
ＭＭＥ）に通知し、（３）ＷＴＲＵがＣＳＧセルにアクセスすることを試みた場合にＷＴ
ＲＵの加入が失効してしまった後ではＷＴＲＵはＣＳＧへのアクセスを許可されないこと
、またＷＴＲＵがＬＩＰＡに対する単一のＰＤＮ接続を有していることを示すメッセージ
を受信するように構成された送信／受信ユニットとを備えることができる。
【００１９】
　別の代表的な実施形態において、緊急呼を発呼するための装置は、無線送信／受信ユニ
ットから緊急事態を示すように確立節が設定されているサービス要求タイプを送信するよ
うに構成された送信／受信ユニットと、送信された確立節を使用してＷＴＲＵのローカル
の登録抹消を防止し、緊急呼に対するパケットデータネットワーク接続を開始するように
構成されたプロセッサとを備えることができる。
【００２０】
　別の代表的な実施形態において、第１のタイプのＲＡＴ（無線アクセス技術）を介して
接続を管理するための装置は、ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）への通信のため第１
のタイプのＲＡＴを介した接続から第２のタイプのＲＡＴを介したさらなる接続に切り替
える切替え操作の実行を制御し、切替え操作に応答して、第１のタイプのＲＡＴを介した
接続を一時停止するように構成されたプロセッサを備えることができる。
【００２１】
　別の代表的な実施形態において、第１のドメイン内でＬＩＰＡ（ローカルインターネッ
トプロトコルアクセス）ＰＤＮ（パケットデータネットワーク）接続を有していたＬＩＰ
Ａセルから移動する、接続を管理するように構成された、ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニ
ット）は、（１）回線交換呼を要求し、（２）第１のドメインに再アタッチすることを示
すシグナリングを受信するように構成された送信／受信ユニットと、第１のドメインに再
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アタッチすることを示す受信したシグナリングを破棄し、第２のドメイン内で回線交換呼
のリダイレクションを自立的に制御するように構成されたプロセッサとを備えることがで
きる。
【００２２】
　別の代表的な実施形態において、第１のセルとのＬＩＰＡ　ＰＤＮ（パケットデータネ
ットワーク）接続を有するＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）のハンドオーバーを試み
る場合に接続を管理するためのＨｅＮＢ（ホームｅＮｏｄｅＢ）は、（１）第１の条件が
存在するかどうかを判定し、（２）第１の条件に応答して、（ｉ）試みられたハンドオー
バー手順を中断し、（ｉｉ）ＷＴＲＵを第２のセルにリダイレクトし、（３）無線リソー
ス制御接続を解放するように構成されたプロセッサを備えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
　添付図面と併せて例として与えられる以下の説明を読むと、より詳細に理解することが
できる。このような図面中の図は、詳細な説明と同様、例である。したがって、図および
詳細な説明は、限定するものとしてみなすべきでなく、他の等しく効果的な例も、可能で
あり、ありうることである。さらに、図中の類似の参照番号は、類似の要素を示す。
【図１】１つまたは複数の開示されている実施形態が実装されうる例示的な通信システム
を示す図である。
【図２】図１に例示されている通信システム内で使用されうる例示的なＷＴＲＵ（無線送
信／受信ユニット）を示す図である。
【図３】図１に例示されている通信システム内で使用されうる代表的な無線アクセスネッ
トワークおよび代表的なコアネットワークのシステム図である。
【図４】図１に例示されている通信システム内で使用されうる代表的な無線アクセスネッ
トワークおよび代表的なコアネットワークのシステム図である。
【図５】図１に例示されている通信システム内で使用されうる代表的な無線アクセスネッ
トワークおよび代表的なコアネットワークのシステム図である。
【図６】図１に例示されている通信システム内で使用されうるＨｅＮＢ（ホーム発展型ノ
ードＢ）に配置されたＬＧＷ（ローカルゲートウェイ）を備える代表的なアーキテクチャ
を示す図である。
【図７】ＬＩＰＡ（ローカルインターネットプロトコルアクセス）ＰＤＮ（パケットデー
タネットワーク）接続を管理するための代表的な方法を示す流れ図である。
【図８】ＬＩＰＡ（ローカルインターネットプロトコルアクセス）ＰＤＮ（パケットデー
タネットワーク）接続を管理するための別の代表的な方法を示す流れ図である。
【図９】ＷＴＲＵによる再選択を処理するための代表的な方法を示す流れ図である。
【図１０】ＷＴＲＵのコンテキストを管理するための代表的な方法を示す流れ図である。
【図１１】緊急呼を発呼するための代表的な方法を示す流れ図である。
【図１２】ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を処理するための代表的な方法を示す流れ図である。
【図１３】ＷＴＲＵへの接続を管理するための代表的な方法を示す流れ図である。
【図１４】ＷＴＲＵの接続を管理するための代表的な方法を示す流れ図である。
【図１５】ＷＴＲＵの接続を管理するための代表的な方法を示す流れ図である。
【図１６】ＷＴＲＵの接続を管理するための代表的な方法を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　代表的な実施形態は、これ以降無線ネットワークアーキテクチャを使用して概要として
示されているが、例えば、有線コンポーネントおよび／または無線コンポーネントを伴う
ネットワークを含む、任意の数の異なるネットワークアーキテクチャを使用してもよい。
【００２５】
　図１は、１つまたは複数の開示されている実施形態が実装されうる代表的な通信システ
ム１００の図である。通信システム１００は、データ、動画像、メッセージング、放送な
どのコンテンツを複数の無線ユーザーに提供する多元接続システムであるものとしてもよ
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い。通信システム１００は、無線帯域を含む、システムリソースの共有を通じて複数のユ
ーザーがそのようなコンテンツにアクセスすることを可能にすることができる。例えば、
通信システム１００は、ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）、ＴＤＭＡ（時分割多元接続）、
ＦＤＭＡ（周波数分割多元接続）、ＯＦＤＭＡ（直交ＦＤＭＡ）、およびＳＣ－ＦＤＭＡ
（シングルキャリアＦＤＭＡ）などの１つまたは複数のチャネルアクセス方法を使用する
ことができる。
【００２６】
　図１に示されているように、通信システム１００は、ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニッ
ト）１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ、ＲＡＮ（無線アクセスネットワーク）１
０４、コアネットワーク１０６、ＰＳＴＮ（公衆交換電話網）１０８、インターネット１
１０、および他のネットワーク１１２を含むものとしてもよいが、開示されている実施形
態では、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
を企図していると理解される。ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのそれ
ぞれは、無線環境において動作し、および／または通信するように構成された任意の種類
のデバイスとすることができる。例えば、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０
２ｄは無線信号を送信し、および／または受信するように構成することができ、ＵＥ（ユ
ーザー装置）、移動局、固定または移動加入者ユニット、ポケベル（登録商標）、携帯電
話、ＰＤＡ（携帯情報端末）、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナ
ルコンピュータ、無線センサー、および家庭用電化製品などを含みうる。
【００２７】
　通信システム１００は、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂを備えることもできる。
基地局１１４ａ、１１４ｂのそれぞれは、コアネットワーク１０６、インターネット１１
０、および／またはネットワーク１１２などの、１つまたは複数の通信ネットワークへの
アクセスが円滑に行われるようにＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのう
ちの少なくとも１つのＷＴＲＵと無線方式でインターフェース接続するように構成された
任意の種類のデバイスとすることができる。例えば、基地局１１４ａ、１１４ｂは、ＢＴ
Ｓ（トランシーバ基地局）、ノードＢ、ｅＮｏｄｅＢ、ホームノードＢ、ホームｅＮｏｄ
ｅＢ、サイトコントローラ、アクセスポイント（ＡＰ）、および無線ルーターなどとする
ことができる。基地局１１４ａ、１１４ｂは、それぞれ、単一要素として示されているが
、基地局１１４ａ、１１４ｂは任意の数の相互接続された基地局および／またはネットワ
ーク要素を備えることができることは理解されるであろう。
【００２８】
　基地局１１４ａは、ＢＳＣ（基地局制御装置）、ＲＮＣ（無線ネットワークコントロー
ラ）、中継ノードなどの、他の基地局および／またはネットワーク要素（図示せず）も備
えることができる、ＲＡＮ１０４の一部であってもよい。基地局１１４ａおよび／または
基地局１１４ｂは、セル（図示せず）とも称されうる、特定の地理的領域内で無線信号を
送信し、および／または受信するように構成されうる。セルは、いくつかのセルセクター
にさらに分割されうる。例えば、基地局１１４ａに関連付けられているセルは、３つのセ
クターに分割されうる。したがって、一実施形態において、基地局１１４ａは、３つのト
ランシーバ、すなわち、セルのセクター毎にトランシーバを１つずつ備えることができる
。別の実施形態において、基地局１１４ａは、ＭＩＭＯ（マルチ入力マルチ出力）技術を
使用することができ、したがって、セルのそれぞれのセクターに対して複数のトランシー
バを使用することができる。
【００２９】
　基地局１１４ａ、１１４ｂは、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのう
ちの１つまたは複数と、任意の好適な無線通信リンク（例えば、ＲＦ（無線周波数）、マ
イクロ波、ＩＲ（赤外線）、ＵＶ（紫外線）、可視光などの）であってもよい、エアーイ
ンターフェース１１６を介して通信することができる。エアーインターフェース１１６は
、任意の好適なＲＡＴ（無線アクセス技術）を使用して設置することができる。
【００３０】
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　より具体的には、上記のように、通信システム１００は多元接続システムとすることが
でき、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、およびＳＣ－ＦＤＭＡなどの、１つ
または複数のチャネルアクセス方式を使用することができる。例えば、ＲＡＮ１０４内の
基地局１１４ａ、およびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃでは、ＷＣＤＭＡ（登録
商標）（広帯域ＣＤＭＡ）を使用してエアーインターフェース１１６を設置することがで
きる、ＵＭＴＳ（ユニバーサルモバイル通信システム）ＵＴＲＡ（地上波無線アクセス）
などの無線技術を実装することができる。ＷＣＤＭＡは、ＨＳＰＡ（高速パケットアクセ
ス）および／またはＨＳＰＡ＋（発展型ＨＳＰＡ）などの通信プロトコルを備えることが
できる。ＨＳＰＡは、ＨＳＤＰＡ（高速ダウンリンクパケットアクセス）および／または
ＨＳＵＰＡ（高速アップリンクパケットアクセス）を備えることができる。
【００３１】
　別の実施形態において、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ
は、ＬＴＥ（ロングタームエボリューション）および／またはＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄ
ｖａｎｃｅｄ）を使用してエアーインターフェース１１６を設置することができる、Ｅ－
ＵＴＲＡ（発展型ＵＭＴＳ地上無線アクセス）などの無線技術を実装することができる。
【００３２】
　他の実施形態において、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ
は、ＩＥＥＥ８０２．１６（すなわち、ＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏ
ｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ））、ＣＤＭＡ２０
００、ＣＤＭＡ２０００ＩＸ、ＩＳ－２０００（ＣＤＭＡ２０００　ＥＶ－ＤＯ、Ｉｎｔ
ｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　２０００）、ＩＳ－９５（Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａ
ｒｄ９５）、ＩＳ－８５６（Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ８５６）、ＧＳＭ（登録
商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎｓ）、ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ　Ｅｖ
ｏｌｕｔｉｏｎ）、およびＧＥＲＡＮ（ＧＳＭ　ＥＤＧＥ）などの無線技術を実装するこ
とができる。
【００３３】
　図１の基地局１１４ｂは、例えば、無線ルーター、ホームノードＢ、ホームｅＮｏｄｅ
Ｂ、またはアクセスポイントとすることができ、事業所、家庭、自動車、およびキャンパ
スなどの、局在化されたエリア内で無線接続を円滑に行えるようにするために好適なＲＡ
Ｔを利用することができる。一実施形態において、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２
ｃ、１０２ｄは、ＷＬＡＮ（無線ローカルエリアネットワーク）を構築するためにＩＥＥ
Ｅ８０２．１１などの無線技術を実装することができる。別の実施形態において、基地局
１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ＷＰＡＮ（無線パーソナルエリアネット
ワーク）を構築するためにＩＥＥＥ８０２．１５などの無線技術を実装することができる
。さらに別の実施形態において、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、
ピコセルまたはフェムトセルを構築するためにセルラーベースのＲＡＴ（例えば、ＷＣＤ
ＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａなど）を利用することができる。
図１に示されているように、基地局１１４ｂは、インターネット１１０との直接接続を有
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１１０にアクセスする必要がなくなる。
【００３４】
　ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０６と通信しているものとしてもよく、このコア
ネットワーク１０６は、音声、データ、アプリケーション、および／またはＶｏＩＰ（ボ
イスオーバーインターネットプロトコル）サービスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０
２ｃ、１０２ｄのうちの１つまたは複数のＷＴＲＵ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あってもよい。例えば、コアネットワーク１０６は、呼制御、課金サ
ービス、モバイル位置情報サービス、前払い制通話、インターネット接続性、映像配信な
どを提供し、および／またはユーザー認証などの高水準のセキュリティ機能を備えること
ができる。図１には示されていないが、ＲＡＮ１０４および／またはコアネットワーク１
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０６は、ＲＡＮ１０４と同じＲＡＴ、または異なるＲＡＴを使用する他のＲＡＮと直接的
な、または間接的な通信を行うことができる。例えば、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を使用して
いる可能性のある、ＲＡＮ１０４に接続されることに加えて、コアネットワーク１０６は
、ＧＳＭ無線技術を採用する別のＲＡＮ（図示せず）と連通していることもある。
【００３５】
　コアネットワーク１０６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄがＰＳ
ＴＮ１０８、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
するためのゲートウェイとしても機能しうる。ＰＳＴＮ１０８は、アナログ音声通話のみ
可能なＰＯＴＳ（旧来の電話サービス）を提供する回線交換電話網を含むものとしてもよ
い。インターネット１１０は、ＴＣＰ／ＩＰインターネットプロトコル群に含まれるＴＣ
Ｐ（伝送制御プロトコル）、ＵＤＰ（ユーザーデータグラムプロトコル）、およびＩＰ（
インターネットプロトコル）などの、共通通信プロトコルを使用する相互接続されたコン
ピューターネットワークおよびデバイスの地球規模のシステム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され、および／または運営され
る有線もしくは無線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を使用することができる、１つまた
は複数のＲＡＮに接続された別のコアネットワークを含むことができる。
【００３６】
　通信システム１００内のＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうちのい
くつか、またはすべてがマルチモード機能（ｍｕｌｔｉ－ｍｏｄｅ　ｃａｐａｂｉｌｉｔ
ｉｅｓ）を備える、すなわち、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、異
なる無線リンクを介して異なる無線ネットワークと通信する複数のトランシーバを備える
ことができる。例えば、図１に示されているＷＴＲＵ１０２ｃは、セルラーベースの無線
技術を使用している可能性のある基地局１１４ａと、およびＩＥＥＥ８０２無線技術を使
用している可能性のある基地局１１４ｂと通信するように構成することができる。
【００３７】
　図２は、代表的なＷＴＲＵ１０２のシステム図である。図２に示されているように、Ｗ
ＴＲＵ１０２は、プロセッサ１１８、トランシーバ１２０、送信／受信要素１２２、スピ
ーカー／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、
非リムーバブルメモリ１０６、リムーバブルメモリ１３２、電源１３４、ＧＰＳ（全世界
測位システム）チップセット１３６、および他の周辺機器１３８を備えることができる。
ＷＴＲＵ１０２は、一実施形態との整合性を維持しながら前記の要素の部分的組み合わせ
を備えることができる。
【００３８】
　プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型のプロセッサ、ＤＳＰ
（デジタルシグナルプロセッサ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアとの関連性を
持つ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、ＡＳ
ＩＣ（特定用途向け集積回路）、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）回
路、他の種類のＩＣ（集積回路）、および状態機械などとすることができる。プロセッサ
１１８は、信号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、および／またはＷＴＲＵ１
０２が無線環境内で動作することを可能にする他の機能性を実行することができる。プロ
セッサ１１８は、送信／受信要素１２０に結合されうる、トランシーバ１２２に結合する
ことができる。図２は、プロセッサ１１８およびトランシーバ１２０を別々のコンポーネ
ントとして表しているが、プロセッサ１１８およびトランシーバ１２０は、電子パッケー
ジまたはチップ内にまとめて集積化されうる。
【００３９】
　送信／受信要素１２２は、エアーインターフェース１１６を介して基地局（例えば、基
地局１１４ａ）に信号を送信するか、または基地局（例えば、基地局１１４ａ）から信号
を受信するように構成されうる。例えば、一実施形態において、送信／受信要素１２２は
、ＲＦ信号を送信し、および／または受信するように構成されたアンテナとすることがで
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きる。別の実施形態において、送信／受信要素１２２は、例えば、ＩＲ、ＵＶ、または可
視光信号を送信し、および／または受信するように構成された放射体／検出器とすること
ができる。さらに別の実施形態において、送信／受信要素１２２は、ＲＦ信号と光信号の
両方を送信し、受信するように構成されうる。送信／受信要素１２２は、無線信号の組み
合わせを送信し、および／または受信するように構成されうる。
【００４０】
　それに加えて、図２には送信／受信要素１２２は単一の要素として示されているが、Ｗ
ＴＲＵ１０２は、任意の数の送信／受信要素１２２を備えることができる。より具体的に
は、ＷＴＲＵ１０２は、ＭＩＭＯ技術を採用することができる。そのため、一実施形態に
おいて、ＷＴＲＵ１０２は、エアーインターフェース１１６を介して無線信号を送信し受
信するための２つまたはそれ以上の送信／受信要素１２２（例えば、複数のアンテナ）を
備えることができる。
【００４１】
　トランシーバ１２０は、送信器／受信要素１２２によって送信されるべき信号を変調し
、送信／受信要素１２２によって受信された信号を復調するように構成されうる。上記の
ように、ＷＴＲＵ１０２は、マルチモード機能を有することができる。そのため、トラン
シーバ１２０は、例えば、ＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．１１などの複数のＲＡＴを介
してＷＴＲＵ１０２が通信することを可能にするための複数トランシーバを備えることが
できる。
【００４２】
　ＷＴＲＵ１０２のプロセッサ１１８は、スピーカー／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（例えば、ＬＣＤ（液晶ディ
スプレイ）表示ユニットまたはＯＬＥＤ（有機発光ダイオード）表示ユニット）に結合さ
れ、またそこからユーザー入力データを受け取ることができる。プロセッサ１１８は、ユ
ーザーデータをスピーカー／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に出力することもできる。それに加えて、プロセッサ１
１８は、非リムーバブルメモリ１０６および／またはリムーバブルメモリ１３２などの、
任意の種類の好適なメモリにある情報にアクセスし、データをそのようなメモリに格納す
ることができる。非リムーバブルメモリ１０６としては、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモ
リ）、ＲＯＭ（リードオンリーメモリ）、ハードディスク、または他の種類のメモリスト
レージデバイスが挙げられる。リムーバブルメモリ１３２としては、ＳＩＭ（加入者識別
モジュール）カード、メモリスティック、およびＳＤ（セキュアデジタル）メモリカード
などが挙げられる。他の実施形態において、プロセッサ１１８は、サーバーもしくはホー
ムコンピュータ（図示せず）上など、ＷＴＲＵ１０２上に物理的に配置されていないメモ
リにある情報にアクセスし、データをそのようなメモリに格納することができる。
【００４３】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受け取り、その電力をＷＴＲＵ１０２内の
他のコンポーネントに分配し、および／または制御するように構成されうる。電源１３４
は、ＷＴＲＵ１０２に給電するための任意の好適なデバイスとすることができる。例えば
、電源１３４としては、１つまたは複数の乾電池（例えば、ＮｉＣｄ（ニッケルカドミウ
ム）電池、ＮｉＺｎ（ニッケル亜鉛）電池、ＮｉＭＨ（ニッケル水素）電池、Ｌｉ－ｉｏ
ｎ（リチウムイオン）など）、太陽電池、および燃料電池などが挙げられる。
【００４４】
　プロセッサ１１８は、ＷＴＲＵ１０２の現在位置に関する位置情報（例えば、経度と緯
度）を提供するように構成されうる、ＧＰＳチップセット１３６にも結合されうる。ＧＰ
Ｓ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、ＷＴＲＵ１０２は、基
地局（例えば、基地局１１４ａ、１１４ｂ）からエアーインターフェース１１６を介して
位置情報を受信し、および／または２つもしくはそれ以上の付近の基地局から信号を受信
するタイミングに基づきその位置を決定することができる。ＷＴＲＵ１０２は、一実施形
態との整合性を維持しながら任意の好適な位置決定方法を用いて位置情報を取得すること
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ができる。
【００４５】
　プロセッサ１１８は、追加の特徴、機能性、および／または有線もしくは無線接続性を
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備えう
る、他の周辺機器１３８にさらに結合されるものとしてもよい。例えば、周辺機器１３８
としては、加速度計、電子コンパス、衛星トランシーバ、デジタルカメラ（写真または動
画用）、ＵＳＢ（ユニバーサルシリアルバス）ポート、バイブレーションデバイス、テレ
ビジョントランシーバ、ハンズフリーヘッドセット、ブルートゥース（登録商標）モジュ
ール、ＦＭ（周波数変調）ラジオユニット、デジタル音楽プレーヤー、メディアプレーヤ
ー、ビデオゲームプレーヤーモジュール、およびインターネットブラウザなどが挙げられ
る。
【００４６】
　図３は、別の実施形態による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では、エアーインターフェース１１６を介してＷＴ
ＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ通信するためにＥ－ＵＴＲＡ無線技術を使用すること
ができる。ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０６と通信することもできる。
【００４７】
　ＲＡＮ１０４は、ｅＮｏｄｅＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを備えることができるが
、ＲＡＮ１０４は、一実施形態との整合性を維持しながら任意の数のｅＮｏｄｅＢを備え
ることができる。ｅＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、それぞれ、エアーイ
ンターフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するための
１つまたは複数のトランシーバを備えることができる。一実施形態において、ｅＮｏｄｅ
－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、ＭＩＭＯ技術を実装することができる。そのため
、ｅＮｏｄｅＢ１４０ａは、例えば、複数のアンテナを使用して、ＷＴＲＵ１０２ａに無
線信号を送信し、ＷＴＲＵ１０２ａから無線信号を受信することができる。
【００４８】
　ｅＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃのそれぞれは、特定のセル（図示せず）
に関連付けることができ、無線リソース管理決定、ハンドオーバー決定、アップリンクお
よび／またはダウンリンクにおけるユーザーのスケジューリングなどを処理するように構
成されうる。図３に示されているように、ｅＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃ
は、Ｘ２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。
【００４９】
　図３に示されているコアネットワーク１０６は、ＭＭＥ（モビリティ管理エンティティ
）１４２、ＳＧＷ（サービングゲートウェイ）１４４、およびＰＤＮ（パケットデータネ
ットワーク）１４６を含むものとしてもよい。前記の要素のそれぞれは、コアネットワー
ク１０６の一部として示されているが、これらの要素のうちのどれか１つが、コアネット
ワーク事業者以外の事業体によって所有され、および／または運営されていてもよいこと
は理解されるであろう。
【００５０】
　ＭＭＥ１４２は、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ１０４内のｅＮｏｄｅ－Ｂ１４
０ａ、１４０ｂ、１４２０ｃのそれぞれに接続され、制御ノードとして使用されうる。例
えば、ＭＭＥ１４２は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのユーザーの認証、ベア
ラー有効化／無効化、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃの初期アタッチ時の特定の
サービングゲートウェイの選択を行う役割を有しているものとしてもよい。ＭＭＥ１４２
は、ＲＡＮ１０４とＧＳＭまたはＷＣＤＭＡなどの他の無線技術を使用する他のＲＡＮ（
図示せず）とを切り換えるための制御プレーン機能も備えることができる。
【００５１】
　サービングゲートウェイ１４４は、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ１０４内のｅ
Ｎｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃのそれぞれに接続されうる。サービングゲー
トウェイ１４４は、概して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとの間でデータパケ



(13) JP 2014-502831 A 2014.2.3

10

20

30

40

50

ットの経路選択および回送を実行することができる。サービングゲートウェイ１４４は、
ｅＮｏｄｅＢ間ハンドオーバー時のユーザープレーンのアンカリング、ＷＴＲＵ１０２ａ
、１０２ｂ、１０２ｃに対してダウンリンクデータが利用可能になった場合にページング
をトリガーすること、ＷＴＲＵｓ　１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのコンテキストを管理
し、格納することなどの操作など、他の機能も実行することができる。
【００５２】
　サービングゲートウェイ１４４は、ＰＤＮゲートウェイ１４６にも接続することができ
、これは、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＩＰ対応デバイスとの間の通信が円
滑に行われるように、インターネット１１０などの、パケット交換ネットワークへのＷＴ
ＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのアクセスを可能にする。
【００５３】
　コアネットワーク１０６は、他のネットワークとの通信を円滑に行えるようにすること
ができる。例えば、コアネットワーク１０６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ
と従来の地上通信回線を使用する通信デバイスとの間の通信が円滑に行われるように、Ｐ
ＳＴＮ１０８などの、回路交換ネットワークへのＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ
のアクセスを可能にする。例えば、コアネットワーク１０６は、コアネットワーク１０６
とＰＳＴＮ１０８との間のインターフェースとして機能するＩＰゲートウェイ（例えば、
ＩＰ　ＩＭＳ（マルチメディアサブシステム）サーバー）を備えるか、またはそれと通信
することができる。それに加えて、コアネットワーク１０６によって、ＷＴＲＵ１０２ａ
、１０２ｂ、１０２ｃは、他のサービスプロバイダによって所有され、および／または運
営されている他の有線もしくは無線ネットワークを含んでいる可能性のある、ネットワー
ク１１２にアクセスすることが可能になる。
【００５４】
　図４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では、エアーインターフェース１１６を介してＷＴＲ
Ｕ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ通信するためにＵＴＲＡ無線技術を使用することができ
る。ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０６と通信することもできる。図３に示されて
いるように、ＲＡＮ１０４は、ノードＢ１５０ａ、１５０ｂ、１５０ｃを備えることがで
き、これらはそれぞれ、エアーインターフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０
２ｂ、１０２ｃと通信するための１つまたは複数のトランシーバを備えることができる。
ノードＢ１５０ａ、１５０ｂ、１５０ｃ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。ＲＡＮ１０４も、ＲＮＣ１５２ａ、１５２ｂを備え
ることができる。ＲＡＮ１０４は、一実施形態との整合性を維持しながら任意の数のノー
ドＢおよびＲＮＣ備えることができることは理解されるであろう。
【００５５】
　図４に示されるように、ノードＢ１５０ａ、１５０ｂは、ＲＮＣ１５２ａと通信してい
るものとしてもよい。それに加えて、ノードＢ１５０ｃは、ＲＮＣ１５２ｂと通信してい
てもよい。ノードＢ１５０ａ、１５０ｂ、１５０ｃは、Ｉｕｂインターフェースを介して
各ＲＮＣ１５２ａ、１５２ｂと通信することができる。ＲＮＣ１５２ａ、１５２ｂは、Ｉ
ｕｒインターフェースを介して互いに通信することもできる。ＲＮＣ１５２ａ、１５２ｂ
のそれぞれは、接続先の各ノードＢ１５０ａ、１５０ｂ、１５０ｃを制御するように構成
されうる。それに加えて、ＲＮＣ１５２ａ、１５２ｂのそれぞれは、アウターループ電力
制御、負荷制御、アドミッション制御、パケットスケジューリング、ハンドオーバー制御
、マクロダイバーシティ、セキュリティ機能、およびデータ暗号化などの他の機能を実行
もしくはサポートするように構成されうる。
【００５６】
　図４に示されているコアネットワーク１０６は、ＭＧＷ（メディアゲートウェイ）１５
４、ＭＳＣ（移動通信交換局）１５６、ＳＧＳＮ（サービングＧＰＲＳサポートノード）
１５８、および／またはＧＧＳＮ（ゲートウェイＧＰＲＳサポートノード）１５９を備え
ることができる。前記の要素のそれぞれは、コアネットワーク１０６の一部として示され
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ているが、これらの要素のうちのどれか１つが、コアネットワーク事業者以外の事業体に
よって所有され、および／または運営されていてもよいことは理解されるであろう。
【００５７】
　ＲＡＮ１０４内のＲＮＣ１５２ａは、ＩｕＣＳインターフェースを介してコアネットワ
ーク１０６内のＭＳＣ１５６に接続することができる。ＭＳＣ１５６は、ＭＧＷ１５４に
接続することができる。ＭＳＣ１５６およびＭＧＷ１５４は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２
ｂ、１０２ｃと従来の地上通信回線を使用する通信デバイスとの間の通信が円滑に行われ
るように、ＰＳＴＮ１０８などの、回路交換ネットワークへのＷＴＲＵ１０２ａ、１０２
ｂ、１０２ｃのアクセスを可能にする。
【００５８】
　ＲＡＮ１０４内のＲＮＣ１４２ａは、ＩｕＰＳインターフェースを介してコアネットワ
ーク１０６内のＳＧＳＮ１５８に接続することもできる。ＳＧＳＮ１５８は、ＧＧＳＮ１
５９に接続することができる。ＳＧＳＮ１５８およびＧＧＳＮ１５９は、ＷＴＲＵ１０２
ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＩＰ対応デバイスとの間の通信が円滑に行われるように、イン
ターネット１１０などの、パケット交換ネットワークへのＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、
１０２ｃのアクセスを可能にするものとしてもよい。
【００５９】
　上で指摘したように、コアネットワーク１０６によって、他のサービスプロバイダによ
って所有され、および／または運営されている他の有線もしくは無線ネットワークを含ん
でいる可能性のある、ネットワーク１１２にも接続することできる。
【００６０】
　図５は、別の実施形態によるＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０６のシステム図
である。ＲＡＮ１０４は、エアーインターフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１
０２ｂ、１０２ｃ通信するためにＩＥＥＥ８０２．１６無線技術を採用するＡＳＮ（アク
セスサービスネットワーク）であってもよい。以下でさらに説明するように、ＷＴＲＵ１
０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、ＲＡＮ１０４、およびコアネットワーク１０６の異なる機
能的エンティティの間の通信リンクを参照ポイントとして定義することができる。
【００６１】
　図５に示されるように、ＲＡＮ１０４は、基地局１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃ、およ
びＡＳＮゲートウェイ１６２を備えることができるが、ＲＡＮ１０４は、一実施形態との
整合性を維持しながら任意の数の基地局およびＡＳＮゲートウェイを備えることができる
。基地局１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃは、それぞれ、ＲＡＮ１０４内の特定のセル（図
示せず）と関連付けられ、それぞれエアーインターフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０
２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するための１つまたは複数のトランシーバを備えること
ができる。一実施形態において、基地局１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃは、ＭＩＭＯ技術
を実装することができる。そのため、基地局１６０ａは、例えば、複数のアンテナを使用
して、ＷＴＲＵ１０２ａに無線信号を送信し、ＷＴＲＵ１０２ａから無線信号を受信する
ことができる。基地局１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃは、ハンドオフのトリガー、トンネ
ル確立、無線リソース管理、トラヒック分類、およびＱｏＳ（サービス品質）ポリシー強
制などの機能など、モビリティ管理機能を備えることもできる。ＡＳＮゲートウェイ１６
２は、トラヒックアグリゲーションポイントとして使用され、ページング、加入者プロフ
ァイルのキャッシング、コアネットワーク１０６へのルーティングの機能を担うものとし
てもよい。
【００６２】
　ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＲＡＮ１０４との間のエアーインターフェー
ス１１６は、ＩＥＥＥ８０２．１６仕様を実装するＲ１参照ポイントとして定義されうる
。それに加えて、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのそれぞれは、コアネットワー
ク１０６との論理インターフェース（図示せず）を確立することができる。ＷＴＲＵ１０
２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとコアネットワーク１０６との間の論理インターフェースは、
認証、認可、ＩＰホスト構成管理、および／またはモビリティ管理に使用されうる、Ｒ２
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参照ポイントとして定義することができる。
【００６３】
　基地局１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃのそれぞれの間の通信リンクは、ＷＴＲＵのハン
ドオーバーおよび基地局間のデータの転送を円滑にするためのプロトコルを備えるＲ８参
照ポイントとして定義されうる。基地局１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃとＡＳＮゲートウ
ェイ１６２との間の通信リンクは、Ｒ６参照ポイントとして提示されうる。Ｒ６参照ポイ
ントは、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのそれぞれに関連付けられているモビリ
ティイベントに基づくモビリティ管理を円滑に行うためのプロトコルを備えることができ
る。
【００６４】
　図５に示されるように、ＲＡＮ１０４をコアネットワーク１０６に接続することができ
る。ＲＡＮ１０４とコアネットワーク１０６との間の通信リンクは、例えば、データ転送
およびモビリティ管理機能を円滑にするプロトコルを備えるＲ３参照ポイントとして定義
されうる。コアネットワーク１０６は、ＭＩＰ－ＨＡ（モバイルＩＰホームエージェント
）１６４、ＡＡＡ（認証／認可／アカウンティング）サーバー１６６、およびゲートウェ
イ１６８を備えることができる。前記の要素のそれぞれは、コアネットワーク１０６の一
部として示されているが、これらの要素のうちのどれか１つが、コアネットワーク事業者
以外の事業体によって所有され、および／または運営されていてもよいことは理解される
であろう。
【００６５】
　ＭＩＰ－ＨＡ１６４は、ＩＰアドレス管理を受け持ち、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、
１０２ｃが異なるＡＳＮおよび／または異なるコアネットワーク間でローミングすること
を可能にしうる。ＭＩＰ－ＨＡ１６４は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＩＰ
対応デバイスとの間の通信が円滑に行われるように、インターネット１１０などの、パケ
ット交換ネットワークへのＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのアクセスを可能にす
るものとしてもよい。ＡＡＡサーバー１６６は、ユーザー認証およびユーザーサービスの
サポートを担うものとしてもよい。ゲートウェイ１６８は、他のネットワークとの相互の
やり取りを円滑にすることができる。例えば、ゲートウェイ１６８は、ＷＴＲＵ１０２ａ
、１０２ｂ、１０２ｃと従来の地上通信回線を使用する通信デバイスとの間の通信が円滑
に行われるように、ＰＳＴＮ１０８などの、回路交換ネットワークへのＷＴＲＵ１０２ａ
、１０２ｂ、１０２ｃのアクセスを可能にする。それに加えて、ゲートウェイ１６８によ
って、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、他のサービスプロバイダによって所有
され、および／または運営されている他の有線もしくは無線ネットワークを含んでいる可
能性のある、ネットワーク１１２にアクセスすることが可能になる。
【００６６】
　図５には示されていないが、ＲＡＮ１０４は、他のＡＳＮに接続され、コアネットワー
ク１０６は、他のコアネットワークに接続されうることは理解されるであろう。ＲＡＮ１
０４と他のＡＳＮとの間の通信リンクは、ＲＡＮ１０４と他のＡＳＮとの間のＷＴＲＵ１
０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのモビリティを調整するためのプロトコルを含むものとして
もよい、Ｒ４参照ポイントとして定義することができる。コアネットワーク１０６と他の
コアネットワークとの間の通信リンクは、ホームコアネットワークと訪問したコアネット
ワークとの間の相互のやり取りを円滑にするためのプロトコルを含むものとしてもよい、
Ｒ５参照ポイントとして定義することができる。
【００６７】
　モバイルユーザーは、ＧＲＰＳ、ＥＤＧＥ、ワイドエリアアクセス用の３Ｇおよび／ま
たは４Ｇ、および／またはローカルエリアアクセス用のＷｉＦｉなどのネットワークにア
クセスするために広範な技術を選択することができる。モバイルホストは、ますますマル
チホーム化され（例えば、複数アクセス技術および／またはマルチアクセスポイントを介
して接続され）、２つまたはそれ以上の異種インターフェースを有することがある。イン
ターネットコンテンツは、コンテンツ配信がより複雑になる形で（例えば、正しいロケー
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ションから正しいコンテンツを取得するために）次第に（例えば、「クラウド」に）分散
化されてきている。
【００６８】
　ある代表的な実施形態では、マルチホーム無線デバイス（例えば、とりわけモバイルホ
スト、モバイルデバイス、ネットブック、および／またはＵＥ）は、コンテンツ（例えば
、インターネットベースのコンテンツ）をアクセスまたは受信（例えば、効率よくアクセ
スまたは受信）することができる。
【００６９】
　ある代表的な実施形態では、マルチホームモバイルホストは、コンテンツを送信する、
またはコンテンツを受信する（例えば、効率よくコンテンツを受信する）ために利用可能
なインターフェース（例えば、無線および／または有線の）の一部または全部を使用（例
えば、完全利用）することができる。
【００７０】
　受信機は、図１～５に無線端末として説明されているが、ある代表的な実施形態では、
そのような端末は通信ネットワークとの有線通信インターフェースを使用できることが企
図されている。
【００７１】
　図６は、ＨｅＮＢ（ホーム発展型ノードＢ）上に（例えば物理的に）配置されたＬＧＷ
（ローカルゲートウェイ）を含む代表的なアーキテクチャ（例えば、３ＧＰＰ（第３世代
パートナーシッププロジェクト）アクセス用の）を例示する図である。
【００７２】
　次に図６を参照すると、代表的なアーキテクチャ２００は、ＣＮ１０６、ＳｅＧＷ（セ
キュリティゲートウェイ）１７６、およびＥ－ＵＴＲＡＮ（ＵＥＴＲＡネットワーク）１
７０を含みうる。ＣＮ１０６は、ＭＭＥ１４２、ＳＧＷ１４４、ＰＧＷ１４６、ＨＳＳ（
ホーム加入者サーバー）１４３、および／またはＰＣＲＦ（ポリシーおよび課金ルール機
能）１４５を備えることができる。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１７０は、（１）ＬＧＷ（ローカルゲ
ートウェイ）１７２および／またはＨｅＮＢ１７４を備えるホームネットワーク１７５と
、および／または（２）ＩＰバックホール１８０とを備えることができ、ＳｅＧＷ１７６
を介してＣＮ１０６の発展型パケットコアとインターフェース接続することができる。Ｉ
Ｐバックホール１８０は、ホームＧＷ１８５を介してホームネットワーク１７０とインタ
ーフェース接続することができる。
【００７３】
　ＭＭＥ１４２は、（１）Ｓ６ａインターフェースを介してＨＳＳ１４３と、（２）Ｓ１
１インターフェースを介してＳＧＷ１４４と、（３）Ｓ１－ＭＭＥインターフェースを介
してホームネットワーク１７０のＨｅＮＢと、および／または（４）Ｓ３インターフェー
スを介してＳＧＳＮ１５８とインターフェース接続することができる。ＳＧＷ１４４は、
（１）Ｓ１－Ｕインターフェースを介してＨｅＮＢ１７４とインターフェース接続するこ
とができ、また、ＰＧＷ１４６とＬＧＷ１７２との間を、（２）Ｓ１１インターフェース
を介してＭＭＥ１４２を、（３）Ｓ４インターフェースを介してＳＧＳＮ１５８を、およ
び／または（４）Ｓ１２インターフェースを介してＵＴＲＡＮを接続（例えば、インター
フェース（例えば、Ｓ５インターフェース）を構成）することができる。ＰＧＷ１４６は
、（１）ＳＧｉインターフェースを介してオペレータのＩＰサービス１９０と、（２）Ｓ
ＧＷ１４４を使用してＳ５インターフェースを介してＬＧＷ１７２と、および／またはＧ
ｘインターフェースを介してＰＣＲＦ１４５とインターフェース接続することができる。
ＨｅＮＢ１７４は、ＬＴＥ－Ｕｕインターフェースを介してＷＴＲＵ１０２とインターフ
ェース接続することができる。
【００７４】
　ＬＩＰＡ（ローカルインターネットプロトコル（ＩＰ）アクセス）を使用することで、
ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）１０２は、その無線アクセス（例えば、ＬＴＥ－Ｕ
ｕ）においてＨｅＮＢ１７４を介してＩＰ接続を行うことができる。ＷＴＲＵ１０２は、
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ＷＴＲＵのＨｅＮＢロケーションに関してローカルである同じ住宅／企業ＩＰネットワー
ク内の他のＩＰエンティティとのＩＰセッションに参加することができる。ＬＩＰＡに対
するデータトラヒックは、オペレータのＣＮ１０６を横断しえない。シグナリングトラヒ
ックは、ＣＮ１０６を横断することができる（例えば、ＬＩＰＡトラヒック用のシグナリ
ングは、例えば、ＭＭＥ１４２で着信しうる）。
【００７５】
　ＬＩＰＡなしでは、ＷＴＲＵ１０２のＩＰアドレスは、ＣＮ１０６に常駐しうる、ＰＧ
Ｗ１４６によって割り当てられうる。ＬＩＰＡなしでは、ＵＬ（アップリンク）における
トラヒック経路は、ＷＴＲＵ１０２から、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１７０内のｅＮＢへ、ＳＧＷ１
４４へ、ＰＧＷ１４６へ、次いでオペレータのＩＰネットワーク１９０に至るものとして
もよい。ＤＬ（ダウンリンク）では、データ経路は反転されうる（例えば、ＰＧＷ１４６
から、ＳＧＷを経由し、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１７０内のｅＮＢ（またはＨｅＮＢ１７４）を経
由し、ＷＴＲＵ１０２に至る）。
【００７６】
　ＬＩＰＡでは、ＷＴＲＵ１０２が大学構内のネットワークなどの、ローカルネットワー
クとのＩＰ接続を確立することが許されうる。ＷＴＲＵ１０２は、ＣＮ１０６への少なく
とも１つのＰＤＮ接続およびローカルネットワークへの少なくとも１つの他のＰＤＮ接続
、例えばＬＩＰＡを含む２つまたはそれ以上のＰＤＮ（パケットデータネットワーク）接
続を有することができる。別の例では、ユーザーは、多くのデバイス、例えば、プリンタ
、テレビ（ＴＶ）、およびオーディオプレーヤーなどの接続先となるユーザーのホームで
ＩＰネットワークを有することができる。ＷＴＲＵ１０２は、ＩＰネットワークへのロー
カル接続、例えば、ＬＩＰＡを有することができる。
【００７７】
　ＬＩＰＡ接続では、ＨｅＮＢ１７４またはＣＳＧ（限定加入者グループ）上の同一の位
置（例えば、物理的に同一の位置）にある、（ＰＧＷ１４６と同等のものであってもよい
）、ＬＧＷ１７２が使用されうる。
【００７８】
　ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有するＷＴＲＵ１０２は、例えば、ＭＯ（移動局発信）呼を開
始するか、またはＭＴ（移動局着信）呼を受け付けるために、ＣＳＦＢ（回線交換フォー
ルバック）サービスを要求することができる。ＣＳＦＢは、ＲＡＴ（無線アクセス技術）
の変更（例えば、ＬＴＥから、ＧＥＲＡＮもしくはＵＴＲＡＮ（例えば、ＧＥＲＡＮ（Ｇ
ＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎｓ）／ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ　Ｅｖｏ
ｌｕｔｉｏｎ）無線アクセスアクセスネットワーク）またはＵＴＲＡＮ（ユニバーサル地
上無線アクセスネットワーク））へのシステム間変更）を伴いうる。ターゲットネットワ
ークは、ＰＳ（パケット交換）ＨＯ（ハンドオーバー）をサポートしえず、ＬＴＥにおい
てＷＴＲＵ１０２が有していたＰＳサービスは一時停止されうる。一時停止したトラヒッ
クは、もしあれば、ＣＮトラヒックであってもよいことは企図される。
【００７９】
　ある代表的な実施形態では、ＬＩＰＡは、ＣＳＦＢサービスが開始される後であっても
維持される（例えば、ＷＴＲＵ１０２は、現在のＨｅＮＢ１７４を出て（例えば、ＬＩＰ
Ａの場合）、および／またはＲＡＴを変更しうる）。ある代表的な実施形態では、ＷＴＲ
Ｕ１０２は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続のみを交換している可能性があり、ＣＮトラヒックに
対する１つまたは複数の他のＰＤＮ接続を有することがある。
【００８０】
　ある代表的な実施形態では、共通の代表的な原理／操作は、代表的なＵＭＴＳシステム
と代表的なＥＰＳ（発展型パケットシステム）の両方に適用することができ、これらの原
理／操作は、
　（１）ＭＯ（携帯電話事業者）のＣＮ１０６を通るトラヒックに対する１つまたは複数
の個別のＰＤＮ（パケットデータネットワーク）接続、
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　（２）複数のＰＤＮ接続をサポートするプレリリース９の３ＧＰＰ標準ＷＴＲＵ１０２
は、とりわけ、ＬＩＰＡ、ＳＩＰＴＯ（選択的ＩＰトラヒックオフローディング）、およ
び／またはＭＯのＣＮ　ＰＤＮ接続に同時にアクセスすることができること、
　（３）ＬＩＰＡトラヒックでは、ＥＰＳおよびＵＭＴＳに対するローカルＰ－ＧＷ機能
もしくはローカルＧＧＳＮ機能は、それぞれ、例えば、住宅／企業ネットワーク内に配置
されうること、
　（４）ＭＯのＣＮ１０６を通過するトラヒックでは、Ｐ－ＧＷ／ＧＧＳＮ１４６および
１５９は、ＣＮ１０６内に配置されうること、
　（５）ＬＩＰＡ　ＰＤＮは、ＡＰＮ（アクセスポイントネーム）（例えば、明確に定義
された名前）によって識別されうること、
　（６）ＷＴＲＵ１０２とネットワークとの間のモビリティ管理シグナリングは、ＣＮ１
０６内で処理されうること、
　（７）セッション管理シグナリング（ベアラーセットアップなど）は、ＣＮ１０６内に
着信しうること、
　（８）ＬＩＰＡまたはＳＩＰＴＯ　ＰＤＮ接続が確立される前に、ＷＴＲＵ１０２は、
ＣＮ１０６によって認証され、認可され、および／または登録されうること、
　（９）ＬＩＰＡ／ＳＩＰＴＯトラヒックに対するページング機能は、コアＳＧＳＮ／Ｍ
ＭＥ１５８および１４２内に配置されうる。
【００８１】
　（１０）アクティブなＷＴＲＵ１０２では、ユーザープレーンがコアＳＧＷ１４４およ
び／またはＳＧＳＮ１５８をバイパスすることを可能にする、ＬＩＰＡトラヒックに使用
されるＥＰＳ／ＵＭＴＳベアラーのルーティングを最適化するメカニズムが実装されうる
こと、
　（１１）ＰＤＰコンテキスト／ＰＤＮ接続性有効化のための代表的な手順を使用して、
（ａ）ＬＩＰＡを確立し、（ｂ）ＬＩＰＡがＷＴＲＵ１０２に対して有効化／無効化され
ているかを判定し、（ｃ）ＳＧＳＮ／ＭＭＥ１５８および１４２のところでＬＧＷ選択を
実行し、および／または（ｃ）Ｈ（ｅ）ＮＢ１７４とＬＧＷ１７２との間の直接的経路を
使用可能にするための相関情報を与えることができること、
　（１２）ＰＤＰコンテキスト／ＰＤＮ接続性無効化のための代表的な手順を使用して、
ＬＩＰＡ　ＰＤＰコンテキスト／ＰＤＮ接続性を無効化することができること
のうちの１つまたは複数を含みうる。
【００８２】
　上記の代表的な原理／操作に基づき、ＭＯのＣＮ１０６を通過するトラヒックに対して
個別のＰＤＮ接続が確立されうる。ＷＴＲＵ１０２は、ＬＩＰＡに対する１つのＰＤＮ接
続およびＣＮトラヒックに対する１つまたは複数の他のＰＤＮ接続を有することができる
。
【００８３】
　ＬＩＰＡ接続は、ＷＴＲＵ１０２が、例えばインターネット１１０へのＬＩＰＡ接続を
（例えば、ＣＮ１０６を横断せずに）与えることができるＨｅＮＢ１７４（または３Ｇの
場合にはＨＮＢ）によってカバーされる（例えば、カバーエリア内にある）場合に利用可
能である（例えば、利用可能であるのみ）ということも企図される。ＷＴＲＵ１０２が、
ＨｅＮＢのカバーエリアから移動して離れる（例えば、ＨｅＮＢのカバーエリアから外へ
出る）場合、ＰＤＮ　ＬＩＰＡ接続は無効化されうる。例えば、ＬＴＥでは、ＷＴＲＵ１
０２がＬＩＰＡに対するＰＤＮ接続を有していた場合（例えば、有していただけの場合）
、接続が無効化される、ＷＴＲＵ１０２は、システムに再アタッチしなければならないこ
とがある（例えば、ＷＴＲＵ１０２が（例えば、ＬＴＥにおいてＩＰアドレス取得に変換
される）ＰＤＮ接続を有する（例えば、常に有する）べきであるため）。
【００８４】
　ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有するＷＴＲＵ１０２からＴＲＡＣＫＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰ
ＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージが届いた場合に、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続のＥＰＳベ
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アラーコンテキストに対する格納されているセル識別が現在のセル識別と異なる場合、Ｍ
ＭＥ１４２は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連するＥＰＳベアラーコンテキスト（例えば、
ＥＰＳベアラーコンテキストのすべて）を無効化する（例えば、ローカルで無効化する）
ことができる。ＷＴＲＵ１０２に対してアクティブなＥＰＳベアラーコンテキストが残っ
ていない場合、ＭＭＥ１４２は、ＥＰＳ　ＥＭＭ（モビリティ管理）原因値＃１０（「ｉ
ｍｐｌｉｃｉｔｌｙ　ｄｅｔａｃｈｅｄ（暗黙のうちにデタッチされた）」）を含みうる
ＴＲＡＣＫＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＪＥＣＴメッセージを送信することが
できる。
【００８５】
　ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有するＷＴＲＵ１０２からサービス要求が受信された場合に、
ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続のＥＰＳベアラーコンテキストに対する格納されているセル識別が
現在のセル識別と異なる場合、ＭＭＥ１４２は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連するＥＰＳ
ベアラーコンテキスト（例えば、ＥＰＳベアラーコンテキストのすべて）を無効化する（
例えば、ローカルで無効化する）ことができる。ＷＴＲＵ１０２に対してアクティブなＥ
ＰＳベアラーコンテキストが残っていない場合、ＭＭＥ１４２は、ＥＭＭ原因値＃１０（
「ｉｍｐｌｉｃｉｔｌｙ　ｄｅｔａｃｈｅｄ（暗黙のうちにデタッチされた）」）を含む
ＳＥＲＶＩＣＥ　ＲＥＪＥＣＴメッセージを送信することができる。
【００８６】
　ＷＴＲＵ１０２が、ＬＩＰＡを提供したＨｅＮＢ１７４のカバーエリアから出た場合、
ＷＴＲＵ１０２がＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有していた（例えば、有していただけの）場合
に、ＷＴＲＵ１０２のＴＡＵ（トラッキングエリア更新）またはＳＲ（サービス要求）は
拒絶されうる。ＷＴＲＵ１０２が受信した「ｉｍｐｌｉｃｉｔｌｙ　ｄｅｔａｃｈｅｄ（
暗黙のうちにデタッチされた）」原因コードは、強制的にＷＴＲＵ１０２にシステムへの
再アタッチを実行させうる。ＨｅＮＢカバーエリアから外に出ているＷＴＲＵ１０２のモ
ビリティは、アイドルモードで実行され、ＷＴＲＵ１０２は、後から、例えば周期的ＴＡ
Ｕタイマーがタイムアウトする場合に、またはアイドルモードから接続モードに遷移する
ために、ＴＡＵもしくはＳＲメッセージを送信することができることが企図される。
【００８７】
　ある代表的な実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、別のセルへハンドオーバーされうる（
例えば、接続モードにおけるモビリティ（例えば、ハンドオーバー）は、ＬＩＰＡを別の
セルに提供することができるＨｅＮＢ１７４から生じる）。ＬＩＰＡ接続に関連するＬＩ
ＰＡベアラーは、最初に、発信元ＨｅＮＢ１７４（または３Ｇの場合にはＨＮＢ）で解放
されてから、ＨＯ（ハンドオーバー）手順を続けることができることが企図される。発信
元ＨｅＮＢ１７４はＨＯをＬＧＷ１７２に示し、ＰＧＷ１４６開始ベアラー無効化手順に
関してＬＩＰＡベアラー（例えば、ＬＩＰＡのすべて）を解放することができ、ＨＯは、
発信元１７４によって実行されうる。
【００８８】
　いくつかの代表的な場合において、ＲＲＣ接続を解放し、ＷＴＲＵ１０２を別のドメイ
ン／ＲＡＴ（例えば、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮ２０５および２１０）にリダイレクトする
ことによって回線交換フォールバック（ＣＳＦＢ）手順を実行することができる。
【００８９】
　ある代表的な実施形態では、ＨＯ手順は、ＲＲＣ接続を維持している間にＣＳＦＢ機能
を実現するように実装されうる（例えば、ＷＴＲＵ１０２のＨＯは、ＷＴＲＵ１０２に対
する接続モードをＣＮ１０６に維持している間に生じうる）。
【００９０】
　ある代表的な実施形態では、ＬＩＰＡベアラーは、ＰＳサービスを有効化するためにＣ
ＳＦＢの開始時に無効化されず、ＣＳＦＢの後再開するＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続は、完了し
ているものとしてもよい。
【００９１】
　ある代表的な実施形態では、ＣＳＦＢの後のＬＴＥサービスの適切な再開が確実になさ
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れるようにＭＭＥ１４２によりＷＴＲＵ１０２からサービス要求および／またはＥＳＲ（
拡張ＳＲ）を処理する処理手順が実装されうる。
【００９２】
　ある代表的な実施形態では、同じトラッキングエリア／ルーティングエリア／ロケーシ
ョンエリア（ＴＡ／ＲＡ／ＬＡ）内で別のセルに移動しうるＷＴＲＵ１０２の接続モード
ＨＯを処理する処理手順が実装されうる。
【００９３】
　ある代表的な実施形態では、ＷＴＲＵ１０２が単一のＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有する（
例えば、有するだけの）場合、ＷＴＲＵ１０２の接続モードＨＯを処理する処理手順が実
装されうる。
【００９４】
　ある代表的な実施形態では、例えば、ＷＴＲＵの加入が失効し、および／またはＷＴＲ
ＵがＣＳＧにおいて許可されていない場合に、ＬＩＰＡ接続とともにＣＳＧ（限定加入者
グループ）セル上のＷＴＲＵ１０２を処理する処理手順が実装されうる。
【００９５】
　ある代表的な実施形態では、ＬＩＰＡが提供されていた場合にＷＴＲＵ１０２がＣＳＧ
セルから移動する時期を処理する処理手順を実装することができ、ＷＴＲＵは、例えば、
ＷＴＲＵ１０２がＩＭＳ緊急呼を発呼するためのＳＲメッセージを送信することができる
場合に、別のＰＤＮ接続を有していないことがある。
【００９６】
　例えば、ＷＴＲＵのＮＡＳ要求（例えば、ＳＲ）がＣＳＧ加入の失効により拒絶された
場合、原因コード＃２５「ｎｏｔ　ａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ　ｆｏｒ　ｔｈｉｓ　ＣＳＧ（
このＣＳＧは許可されていない）」が、ＷＴＲＵ１０２に送信され、ＣＳＧ加入が失効し
たのか、ＷＴＲＵ１０２がＣＳＧに入るのを許可されていないかについて、ＭＭＥ１４２
の混乱を引き起こしうる。
【００９７】
　ＥＭＭ原因＃２５「ｎｏｔ　ａｕｔｈｏｒｉｚｅｄ　ｆｏｒ　ｔｈｉｓ　ＣＳＧ（この
ＣＳＧは許可されていない）」は、ＣＳＧセルから受信した場合に適用可能であるものと
してもよい（例えば、適用可能であるのみである）。ＥＭＭ原因コード＃２５のＳＥＲＶ
ＩＣＥ　ＲＥＪＥＣＴメッセージが完全性保護なしで受信された場合、ＷＴＲＵ１０２は
、このメッセージを破棄することができる。
【００９８】
　ＷＴＲＵ１０２は、ＥＰＳ更新ステータスをＥＵ３　ＲＯＡＭＩＮＧ　ＮＯＴ　ＡＬＬ
ＯＷＥＤに設定することができる（かつそれを格納することができる）。ＷＴＲＵは、状
態「ＥＭＭ－ＲＥＧＩＳＴＥＲＥＤ．ＬＩＭＩＴＥＤ－ＳＥＲＶＩＣＥに入ることができ
る。
【００９９】
　ＷＴＲＵ１０２がサービス要求手順を開始したセルのＣＳＧ　ＩＤが許可ＣＳＧリスト
に含まれる場合、ＷＴＲＵ１０２は、許可ＣＳＧリストからこのＣＳＧ　ＩＤに対応する
エントリを取り除くことができる。ＷＴＲＵ１０２がサービス要求手順を開始したセルの
ＣＳＧ　ＩＤがオペレータＣＳＧリストに含まれる場合、ＷＴＲＵ１０２は、例えば、非
特許文献１のセクション３．１Ａで定義されている手順を適用することができ、非特許文
献１の全内容は参照により本明細書に組み込まれている。
【０１００】
　ＷＴＲＵ１０２は、例えば、非特許文献２により、同じＰＬＭＮ（パブリックランドモ
バイルネットワーク）内の好適なセルを探索することができ、非特許文献２の全内容は参
照により本明細書に組み込まれている。
【０１０１】
　Ａ／ＧｂモードまたはＩｕモードがＷＴＲＵ１０２でサポートされている場合、ＷＴＲ
Ｕ１０２は、サービス要求手順が同じ値のＧＭＭ原因で拒絶された場合にＧＭＭ（ＧＰＲ
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Ｓモビリティ管理）パラメータ、ＧＭＭ状態、および／またはＧＰＲＳ更新ステータスを
（例えば、非特許文献３（非特許文献３の全内容は参照により本明細書に組み込まれてい
る）の中で）指定されたとおりに処理することができる。ＷＴＲＵ１０２は、別の好適な
セルを探索し、ＣＳＧ　ＩＤが許可ＣＳＧ　ＩＤのリストに加えられるまでこのセルに戻
ることができない。
【０１０２】
　ある代表的な実施形態では、例えば、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続（例えば、ＬＩＰＡ　ＰＤ
Ｎ接続のみ）を有するＷＴＲＵが無線アクセス技術の変更に至るアイドルモード再選択を
実行する場合に、ＬＩＰＡ接続とともにＣＳＧ（限定加入者グループ）セル上のＷＴＲＵ
１０２を処理する処理手順が実装されうる。
【０１０３】
　ある代表的な実施形態では、３ＧＰＰリリース１０にはＬＩＰモビリティがないためＬ
ＩＰＡ接続が維持されえないので、ＷＴＲＵ１０２がＵＴＲＡＮ２１０においてＬＩＰＡ
接続を有していなかった場合の処理手順が実装されうる。例えば、ＭＭＥ１４２は、ＷＴ
ＲＵ１０２のＩＰ接続がＬＩＰＡ接続であり、ＭＭＥ１４２は、ユーザーがＰＳセッショ
ンを行うことを開始できるようにＩＰアドレス（例えば、ＬＩＰＡと異なるアドレス）を
ＷＴＲＵ１０２が有することを許可することを知ることができると通知されうる。ＷＴＲ
Ｕ１０２に対する既存のＰＤＰコンテキストがＬＩＰＡベースであるかどうかの指示は、
ＳＧＳＮ１５８とＭＭＥ１４２との間で転送されるメッセージで実装されうる。同じ手順
がモビリティの他の方向に（例えば、アイドルモードにおいてＬＴＥからＵＴＲＡＮへの
方向に）等しく適用可能であること、および／またはＷＴＲＵ１０２がＭＭＥ１４２を変
更し、新しいＭＭＥ１４２が旧ＭＭＥ１４２に接触する場合（またはＷＴＲＵ１０２がＳ
ＧＳＮ１５８を変更し、新しいノードが旧ＳＧＳＮ１５８と接触する場合）が企図される
。ＵＴＲＡＮ２１０からＬＴＥへのアイドルモードモビリティに対して用意された処理手
順も、他のＲＡＴにも、同様に適用される。
【０１０４】
　ある代表的な実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、ＨｅＮＢカバーエリア内にあり、ＬＩ
ＰＡ　ＰＤＮ接続を有するものとしてもよい。ＷＴＲＵ１０２は、ＣＮトラヒックに対す
る別のＰＤＮ接続を有することもできる。「ＰＤＮ接続」という用語は、ＬＴＥと３Ｇの
両方に使用されるが、これは、ＬＴＥまたは３Ｇに限定されるわけではなく、概して、Ｇ
ＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮもしくは他の同様のシステムにおけるＰＤＰコンテキストまたはＰ
ＤＰ接続または類似のセッションを指すものとしてもよく、代表的なＣＳＦＢ手順は、概
して、異なるＲＡＴに、例えば、ＬＴＥおよび／またはＧＥＲＡＮ／３Ｇに、等しく適用
可能であるものとしてもよい。
【０１０５】
　ある代表的な実施形態では、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の一時停止が生じる場合に（例えば
、ＣＳＦＢが実行される場合に）処理する一時停止手順が実装されうる。ＷＴＲＵ１０２
は、ＣＳＦＢを実行する場合に、発信元ＨｅＮＢ１７４からその無線を実際に切断しうる
としても、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続は、ＣＳＦＢがあるためキャンセルできない。ＷＴＲＵ
１０２は、ＣＳサービスが完了した後、同じセル（例えば、ＰＳサービスを再開するため
にＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続がすでに確立されたＨｅＮＢ１７４）に戻ることができる。ＷＴ
ＲＵ１０２が、例えば、ＣＳＦＢに対するＥＳＲメッセージをＭＭＥ１４２に送信する場
合に、ＭＭＥ１４２は、ＷＴＲＵ１０２に対するＬＩＰＡについて確立されたＰＤＮ接続
があるかどうかを知る（例えば、決定する）ことができる。ＭＭＥ１４２は、ＣＳＦＢに
関してＬＧＷ１７２に（例えば、直接的にまたは間接的に）通知することができ、ＬＧＷ
１７２は、ＥＳＲメッセージを送信するＷＴＲＵ１０２に対してＬＩＰＡベアラーを一時
停止することができる。ある代表的な実施形態では、ＭＭＥ１４２は、ＨｅＮＢ１７４に
、ＷＴＲＵ１０２のＬＩＰＡベアラーがＭＭＥ１４２とＨｅＮＢ１７４との間で交換され
るＳＩＡＰメッセージで新しい指示もしくはＩＥ（情報要素）を与えることによって（例
えば、ＬＴＥにおいて）一時停止されうることを通知することができる（例えば、ＭＭＥ
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１４２は、この指示を、例えば、ＷＴＲＵＣｏｎｔｅｘｔＭｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎＲｅ
ｑｕｅｓｔで（例えば、ＣＳＦＢインジケータおよび／またはＷＴＲＵ識別とともに）与
えることができる）。新しいＩＥは、ＬＩＰＡベアラーが一時停止もしくは無効化されう
るか、または一時停止もしくは無効化されるべきであることを指示する値を有することが
できる。ある代表的な実施形態では、ＭＭＥ１４２は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続が、例えば
、ＷＴＲＵ１０２に対するオペレータポリシーに基づき、またはオペレータポリシーと無
関係に、一時停止もしくは無効化されうること、または一時停止もしくは無効化されるべ
きであることをＨｅＮＢ１７４に通知することを選択することができる。ＭＭＥ１４２か
ら（例えば、ＬＩＰＡベアラーを一時停止するために）受信された指示に基づき、ＨｅＮ
Ｂ１７４は、ＣＳＦＢまたはＨＯからＷＴＲＵ１０２が利用不可能であるという理由でベ
アラーを一時停止することをＬＧＷ１７２に通知することができる。ＬＧＷ１７２がデー
タをＷＴＲＵ１０２に能動的に回送した場合、ＬＧＷ１７２は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮセッシ
ョンが再開されるまでＬＩＰＡベアラー一時停止のためにＷＴＲＵ１０２のデータのバッ
ファリングを開始することができる。ある代表的な実施形態では、バッファリングは、Ｈ
ｅＮＢ１７４で実行されうる。ＣＮトラヒックに対して他のベアラーがある場合（例えば
、ＷＴＲＵ１０２が少なくとも１つの他のＰＤＮ接続を有している場合）、１つまたは複
数のベアラーは、ＰＳ　ＨＯがサポートされている場合に、ＣＳＦＢの一部としてハンド
オーバーされうることが企図される。ＰＳ　ＨＯの実行中、１つまたは複数のＬＩＰＡベ
アラーは、（例えば、ＬＴＥにおいて）一時停止状態を保ちうる。
【０１０６】
　ある代表的な実施形態では、ＬＩＰＡベアラーを一時停止または無効化するためユーザ
ーの入力が要求されることがある。ユーザーからの指示が、ＲＲＣメッセージングを介し
てＨｅＮＢ１７４に、またはＮＡＳメッセージングを介してＭＭＥ１４２に送信されうる
。ＭＭＥ１４２および／またはＨｅＮＢ１７４は、受信した指示に従って活動し（例えば
、ユーザーがＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を無効化するプリファレンスを指示する場合）、ＭＭ
Ｅ／ＨｅＮＢ１４２および１７４（および最終的にはＬＧＷ１７２）は、ＬＩＰＡ　ＰＤ
Ｎ接続の無効化に進むことができる。例えば、ＰＳ　ＨＯを介した、ＷＴＲＵ１０２に対
する、実行中である場合および／または実行中のときのＨｅＮＢ１７４およびシステム間
の変更は、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮ２０５および２１０にハンドオーバーされるベアラー
の一部としてＬＩＰＡベアラーを含むことはありえない。
【０１０７】
　ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続が、ＷＴＲＵ１０２に対して一時停止されている場合、ＭＭＥ／
ＨｅＮＢ（またはｅＮＢ）／ＬＧＷ１４２、１７４、および１７２は、タイマーを使って
、ＬＩＰＡベアラーを一時停止する持続時間をガードすることができる。タイマーがタイ
ムアウトし、ＷＴＲＵ１０２が発信元／元のＨｅＮＢ１７４に戻っていない（例えば、ま
だ戻っていない）（例えば、ＬＴＥにおいて）場合、ＬＧＷ１７２は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ
接続／ベアラーを無効化することができる。無効化は、ＬＧＷ１７２またはＨｅＮＢ１７
４のいずれかによってＨｅＮＢ１７４およびＭＭＥ１４２に指示されうる。タイマーは、
タイマーのタイムアウト後にＬＩＰＡベアラーを無効化することをＬＧＷ／ＨｅＮＢ１７
２および１７４に通知することができるＭＭＥ１４２（またはＨｅＮＢ１７４）内にある
ものとしてもよい。ＷＴＲＵ１０２は、同じ挙動に対して類似のタイマー設定がなされて
いるＬＩＰＡベアラーに対する一時停止コマンドを受信することができる。ＷＴＲＵ１０
２は、ＬＩＰＡに対する一時停止フラグをたてて、後で再開するために有用であればデー
タを（例えば、アップリンク用に）バッファリングすることができる。一時停止されてい
る場合、ＷＴＲＵ１０２は、ローカルでＬＩＰＡベアラーを無効化しえない。
【０１０８】
　ＷＴＲＵ１０２が、ＣＳＦＢまたは何らかの種類の一時的不在を終えた（例えば、完了
した）場合に、ＷＴＲＵ１０２が一時停止したＬＩＰＡアクセスを再開するつもりであれ
ば、いったんアイドルモードに入ってから、元のＨｅＮＢ１７４（またはＣＳＧセル）が
まだ適切なセルである場合に、その元のＨｅＮＢ１７４（またはＣＳＧセル）への再選択
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をすることができる。ネットワーク側で、一時停止したＬＩＰＡアクセスを再開すること
を望んでいる場合、ネットワーク側で、ＷＴＲＵ１０２をその元のＨｅＮＢ１７４（また
はＣＳＧセル）にリダイレクトすることができる。このリダイレクションは、ＣＳサービ
スが完了した後に３Ｇ／ＵＴＲＡＮ２１０またはＧＥＲＡＮ　２０５システムによって実
行されうる。例えば、ＳＧＳＮ１５８（または他のＣＮノード、例えば、ＭＳＣ１５６／
ＶＬＲ（図示せず））は、発信元ＨｅＮＢ１７４へのリダイレクションを実行することを
ＲＡＮ１０４に要求することができる。この要求は、ＷＴＲＵ１０２またはＬＴＥネット
ワーク（例えば、ＭＭＥ１４２もしくはＨｅＮＢ１７４）からＧＥＲＡＮ／３Ｇネットワ
ーク２０５および２１０（例えば、ＢＳＳ、ＮＢ、ＨＮＢ、ＳＧＳＮ、ＭＳＣ／ＶＬＲ、
ＲＮＣ）に送信される指示に基づくものとすることができる。
【０１０９】
　ＷＴＲＵ１０２は、ＣＳＦＢまたは何らかの一時的不在から発信元／元のＨｅＮＢ１７
４（またはＣＳＧセル）に戻る場合に、一時停止したＬＩＰＡ接続／トラヒックは、もし
まだ無効化されていなければ、以下のメカニズムのうちの１つまたは複数で再開されうる
。
【０１１０】
　ＷＴＲＵ１０２は、ＨｅＮＢ１７４／ＣＳＧセルにＲＲＣ接続確立もしくは再確立メッ
セージおよび／または他のＵＬ　ＲＲＣメッセージが生じた場合に一時停止したＬＩＰＡ
接続／トラヒックを再開するつもりであることを指示するインジケータを送信することが
でき、ＨｅＮＢ１７４は、一時停止したベアラーを再開するためのＬＧＷ１７２および／
またはＭＭＥ１４２（例えば、ＭＭＥ１４２はＬＧＷ１７２にＬＩＰＡサービスの再開を
要求することができる）へのそのような指示、またはネットワーク／ＭＭＥ１４２（例え
ば、ＭＭＥ１４２はメッセージ、情報、および／またはシグナリングを使用してメッセー
ジをＨｅＮＢ１７４、ＬＧＷ１７２、またはその両方に（例えば、順に）送信してＬＩＰ
Ａサービスを再開することができる）へのＳＲ、ＴＡＵ、または他のＰＤＮ接続シグナリ
ングメッセージなどのＥＭＭメッセージを回送／レプリケート（例えば、同様の意図のあ
る別のメッセージを送信）することができるか、またはＬＧＷ／ＨｅＮＢ１７２および１
７４は、関連するＷＴＲＵ１０２への一時停止したＬＩＰＡ接続／トラヒックの存在を、
ＷＴＲＵがＣＳＧセルまたはＨｅＮＢ１７４に戻ることが検出された場合に指示すること
ができる。
【０１１１】
　ＷＴＲＵ１０２が、アイドルモード中の場合、ＬＧＷ／ＨｅＮＢ１７２および１７４は
、関連するＷＴＲＵ１０２へのＣＮページングまたはＲＡＮページング（例えば、ＵＭＴ
Ｓにおける）を呼び出すことができる。ＷＴＲＵ１０２が、ＨｅＮＢ１７４に接続されて
いるか、または接続プロセスに入っている場合、ＨｅＮＢ／ＬＧＷ１７４および１７２は
いずれかが、関連するＷＴＲＵ１０２への指示を、ＲＲＣ上の、もしくはＥＭＭ上のＤＬ
シグナリングメッセージまたは与えられた（例えば、特別な）ＬＧＷ１７２からＷＴＲＵ
へのメッセージを介して実行することができるか、またはＨｅＮＢ／ＬＧＷ１７４および
１７２はいずれかがＭＭＥ１４２をトリガーして関連するＷＴＲＵ１０２に対してすでに
一時停止したＬＩＰＡベアラーを再開することができるか、またはＬＧＷ／ＨｅＮＢ１７
２および１７４は関連するＷＴＲＵ１０２との一時停止したＬＩＰＡベアラーの再接続（
例えば、再接続だけ）を行うことができる。
【０１１２】
　ＷＴＲＵ１０２／ユーザーは、ＷＴＲＵ１０２がＣＳＦＢまたはなんらかの一時的不在
から元のＨｅＮＢ１７４またはＣＳＧセルに戻る場合に一時停止したＬＩＰＡ接続／トラ
ヒックを無視することができ、一時停止フラグまたはバッファリングされているデータを
削除することができる。
【０１１３】
　ＷＴＲＵ１０２／ユーザーは、一時停止したＬＩＰＡ接続および／またはトラヒックを
再開するためＨｅＮＢ／ＬＧＷ１７４および１７２の指示を拒絶するか、または無視する
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ことができる。その場合、ＨｅＮＢ／ＬＧＷ１７４および１７２は、一時停止フラグおよ
びバッファリングされているデータを削除し、すでに一時停止したＬＩＰＡベアラーの無
効化ステータスをＭＭＥ１４２に通知することができる。
【０１１４】
　ある代表的な実施形態では、ＭＭＥ１４２は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続がＷＴＲＵ１０２
に利用可能であった場合に、ＥＳＲがＨｅＮＢ１７４と異なるセルから送信されれば、Ｅ
ＳＲを拒絶しえない。ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有している（例えば、単一のＬＩＰＡ　Ｐ
ＤＮ接続のみを有している）ＷＴＲＵ１０２が、アイドルモードでＨｅＮＢ１７４から外
へ出て（ＬＩＰＡ接続が提供された場合）、ＣＳＦＢについてＥＳＲをＭＭＥ１４２に送
信する場合、ＭＭＥ１４２は、ＷＴＲＵ１０２がＬＩＰＡに対するＰＤＮ接続を有してい
る（例えば、有しているのみ）の場合（例えば、そうであるとしても）ＥＳＲを拒絶しえ
ない（ＥＳＲに含まれうるサービスタイプ（例えば、ＭＯ　ＣＳＦＢ、または３つのＭＯ
緊急呼、または補助サービスなど）に関係なく）。ＷＴＲＵ１０２は、ＣＳＦＢを実行す
る前に最初に再アタッチすることはできない。ＷＴＲＵ１０２は、ＣＳＦＢを続けること
ができ、ＭＭＥ１４２は、ＣＳサービスが完了したか、またはＷＴＲＵ１０２がＬＴＥに
戻った場合にネットワークに再アタッチするようＷＴＲＵ１０２に後から要求することが
できる。ＭＭＥ１４２は、ＷＴＲＵ１０２がＬＴＥにおいて暗黙のうちにデタッチされう
ることをＳＧインターフェースを介してＭＳＣ１５６／ＶＬＲに通知することができる。
したがって、ＭＳＣ１５６／ＶＬＲは、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮ２０５および２１０にお
いてＷＴＲＵ１０２のページングを保つことができ、ＷＴＲＵ１０２がＬＴＥにおける組
み合わされた登録を完了するまでページング要求をＭＭＥ１４２に回送することはできな
い。ＭＳＣ１５６／ＶＬＲまたはＳＧＳＮ１５８は、ＭＭＥ１４２が暗黙のデタッチにつ
いてＷＴＲＵ１０２に通知する場合にＩＳＲ（アイドルモードシグナリングリダクション
）が無効化されることをＷＴＲＵ１０２に指示することができる。
【０１１５】
　ある代表的な実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、ＥＳＲが暗黙のデタッチを指示する原
因とともに拒絶される場合、ＣＳドメインを選択するか、またはＣＳドメインへ再選択す
ることを選ぶことができる。ＷＴＲＵ１０２は、最初に、ＣＳサービスを出すことに進み
、その後、ＬＴＥに戻り、アタッチを実行することができる。
【０１１６】
　ある代表的な実施形態では、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続のみでＷＴＲＵ接続モードモビリテ
ィを処理する処理手順が実装されうる。ＷＴＲＵ１０２が、ＬＩＰＡのＰＤＮ接続を有し
（例えば、ＬＩＰＡのＰＤＮ接続のみを有し）（他に例えば、ＣＮトラヒックのＰＤＮ接
続を有しておらず）、ＨｅＮＢ１７４が接続モードＷＴＲＵ　ＨＯをまさに実行しようと
している場合、発信元ＨｅＮＢ１７４は、ＷＴＲＵ１０２に対するＬＩＰＡベアラーを無
効化／解放するようＬＧＷ１７２に要求することができる。ＬＩＰＡベアラーを無効化／
解放する要求が発生した場合、ＷＴＲＵ１０２は、ＷＴＲＵ１０２に対するＬＩＰＡベア
ラーを無効化／解放するためにハンドオーバーされる他のベアラーを有しえない。
【０１１７】
　発信元ＨｅＮＢ１７４がＬＧＷ１７２においてＬＩＰＡベアラーの無効化の後にＷＴＲ
Ｕ１０２に対してこれ以上ベアラーが存在していないと判定したか、みなしている場合、
ＨｅＮＢ１７４は、ＨＯ手順を中断することができる。ＨｅＮＢ１７４は、ＷＴＲＵのＲ
ＲＣ接続を（例えば、ＷＴＲＵ１０２を別の隣接セルにリダイレクトすることによって）
気に入る（例えば、満足する）ことができる。ＷＴＲＵ１０２が別のセルへ移動し（例え
ば、および／またはそこでアタッチを試み）、ＮＡＳメッセージ（例えば、ＳＲまたはＴ
ＡＵ）をＭＭＥ／ＳＧＳＮ１４２および１５８に送信する場合、ＷＴＲＵのＮＡＳメッセ
ージは拒絶され、ＷＴＲＵ１０２は再アタッチを要求されることがある（例えば、原因指
示「ｉｍｐｌｉｃｉｔ　ｄｅｔａｃｈ（暗黙のデタッチ）」とともにサービス拒絶または
ＴＡＵ拒絶を送信することによって）。ＷＴＲＵ１０２は、強制的にアイドルモードにさ
れ、および／または次に接続モードに移動することを試みるため強制的にＮＡＳメッセー
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ジを送信させられうる。ＷＴＲＵのＲＲＣ接続は、リダイレクション情報なしで解放され
うる。ある代表的な実施形態では、新しい解放原因を導入して、ＷＴＲＵ１０２に、ネッ
トワーク上の再アタッチを実行することを通知するか、またはＷＴＲＵ１０２に、ベアラ
ー欠如しているためＨＯを続行できなかったことを通知することができ、ＷＴＲＵ１０２
は、次いで、アタッチ手順を実行することができる。
【０１１８】
　ある代表的な実施形態では、ＬＧＷ１７２が、ＷＴＲＵ１０２に対してＬＩＰＡベアラ
ーの無効化を開始したときに（例えば、これはＭＭＥ１４２に向けて送信される）、ＭＭ
Ｅ１４２が、他の非ＬＩＰＡベアラーがないとみなすか、および／またはそう判定した場
合、ＭＭＥ１４２は、ＨＯを続けることをＨｅＮＢ１７４に通知することができ、例えば
、ＭＭＥ１４２は、ＬＩＰＡベアラーを解放することをＨｅＮＢ１７４に通知し、ＳＲＢ
　ＨＯを実行することができる。これは、ＳＩＡＰメッセージ（または３Ｇの場合のＲＡ
ＮＡＰメッセージもしくは他のシステムに対する他の同等のメッセージ）で新しい指示を
使用することで実行されうる。ＨｅＮＢ１７４は、ＬＧＷ１７２もしくはＭＭＥ１４２の
いずれかもしくはその両方によってＷＴＲＵ１０２に対する非ＬＩＰＡベアラーがもうな
いことを指示することができる。ＭＭＥ１４２は、発信元セル内にまだある間に、または
適宜、ＳＲＢのみのＨＯを実行して、もしくは実行せずにＷＴＲＵ１０２がターゲットセ
ルに移動した後、新しいＰＤＮ接続を再有効化することをＷＴＲＵ１０２に要求すること
ができる。本明細書で開示されているすべての実施形態は、ＲＡＴ間ＨＯ手順に等しく適
用可能であることが企図される。
【０１１９】
　ＣＳＦＢが原因でＨｅＮＢ１７４がＨＯを実行している場合、ＨｅＮＢ１７４は、Ｈｅ
ＮＢ１７４がＨＯの実行を開始する前にＬＩＰＡベアラーの無効化を完了するＬＧＷ１７
２を、待つことができない。ＨｅＮＢ１７４は、ＬＩＰＡベアラーが無効化される前にＨ
Ｏを実行することができ、ＨｅＮＢ１７４は、ＬＩＰＡベアラーを一時停止することをＬ
ＧＷ１７２に通知することができる。ある代表的な実施形態では、例えば、ＨＯまたはＣ
ＳＦＢを実行しながら、ＨｅＮＢ１７４は、ＬＩＰＡベアラーを有効化することをＬＧＷ
１７２に要求することができる。ＬＩＰＡベアラーの無効化は、例えば、ＣＳＦＢの後に
、遅延がＣＳＦＢ手順に影響を及ぼさないように、および／またはＩＭＳ緊急呼があるた
めＨＯが実行されるべきである場合に、ＬＩＰＡベアラーが無効化されているため遅延な
しで（例えば、即座に）ＷＴＲＵ１０２によって完了させることができる。例えば、Ｈｅ
ＮＢ１７４は、ＩＭＳ緊急呼を有するＷＴＲＵ１０２に対してＨＯを実行する前にＬＩＰ
Ａベアラーの無効化を待つことができない（例えば、ベアラーの無効化を待つと、時間遅
延が生じ、ＷＴＲＵ１０２がＨｅＮＢ１７４との無線接続を喪失して、例えば緊急呼をも
し１つ存在すれば含むそれの呼（例えば、それのすべての呼）をドロップするおそれがあ
る）。ＩＭＳ緊急呼が存在する場合、またはＣＳＦＢがＰＳ　ＨＯで実行されるときに、
ＭＭＥ１４２は（それがＨＯシグナリングの一部である場合）、遅延が加わらないように
さらなるアクションを拒絶または要求しないでＨＯを続けることを許すことができる。Ｍ
ＭＥ１４２が適切なノード、例えば、ＳＧＷ１４４によるＬＩＰＡベアラーの解放（また
は無効化）を要求した場合、解放または無効化は、ＰＳ　ＨＯと並行して、または遅延（
例えば、すべての遅延）が排除されるようにＰＳ　ＨＯが完了した後実行されうる。
【０１２０】
　ＬＧＷ１７２にＬＩＰＡベアラーの無効化の実行を要求すると、ＨｅＮＢ１７４は、無
効化に対する理由（同様に、一時停止を要求した理由）を入れることができる。無効化ま
たは一時停止に対するこの理由は、ＭＭＥ１４２に（ＨｅＮＢ１７４もしくはＬＧＷ１７
２によって）回送されうる。ＭＭＥ１４２が受け取った理由を解析するときに、ＭＭＥ１
４２は、ＬＩＰＡベアラーの解放を要求することなくＨＯを続行することを選択するか、
または再度のアタッチ（例えば、アタッチまたは再アタッチ手順の開始）をＷＴＲＵ１０
２に要求することができる。ある代表的な実施形態では、ＭＭＥ１４２による要求は、Ｌ
ＩＰＡベアラーを無効化するために使用されうる（例えば、ＷＴＲＵ１０２が別のＰＤＮ
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接続を有している場合）。ＭＭＥ１４２は、ＬＩＰＡベアラーを無効化することを選択し
、ＷＴＲＵ１０２に、いくつかの場合おいて、例えば、ＷＴＲＵ１０２がＩＭＳ緊急呼を
有していないときに、再アタッチを要求することができる。ＷＴＲＵ１０２が、ＩＭＳ緊
急呼を有しているか、またはＣＳＦＢを要求している場合、ＭＭＥ１４２は、そのような
条件が存在していると判定することができ、その条件の指示を使用して、概して、ＣＳＦ
Ｂにおいて、および／またはＨＯにおいて、いくつかの手順を遅延させ、ＨＯの完了を高
速化するか、または遅延を短縮することができる。
【０１２１】
　ある代表的な実施形態では、ＨｅＮＢ１７４は、ＨＯを続けることができ、ＳＲＢ（シ
グナリング無線ベアラー）のＨＯを（例えば、無線ベアラーＨＯがないだけで）実行する
ことができる。ＨｅＮＢ１７４は、ＭＭＥ１４２に対して、（１）ＨＯがＳＲＢに対する
ものでありうること（例えば、ＳＲＢのみに対するものであり、無線ベアラーに対するも
のではない）、（２）ＨＯの理由（例えば、「ｎｏ　ＣＮ　ｂｅａｒｅｒｓ　ａｖａｉｌ
ａｂｌｅ（ＣＮベアラーは利用できない）」）を指示することができる。これらの指示は
、既存のメッセージの一部としてのものであってもよい（例えば、Ｓ１ベースのＨＯの場
合にＳ１ＳＰインターフェース越しに送信されうるＨａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ
メッセージ）。ＭＭＥ１４２は、オペレータポリシーまたはネットワーク構成に基づきＨ
Ｏを受け入れるか、または拒絶することができる。ＭＭＥ１４２がＨＯを拒絶する場合、
ＭＭＥ１４２は、ＲＲＣ接続を解放し、ＷＴＲＵ１０２を別のセルにリダイレクトするこ
とができる発信元ＨｅＮＢ１７４にその拒絶を指示することができる。ＭＭＥ１４２がＨ
Ｏを受け入れる場合、ＭＭＥ１４２はターゲットセルに、ＳＲＢ　ＨＯ（例えば、ＳＲＢ
のみのＨＯ）に対するリソースを用意するよう要求することができ、ＭＭＥ１４２は、Ｈ
ＯがＳＲＢ　ＨＯ（例えば、ＳＲＢ　ＨＯのみ）であるというターゲットセルへの指示を
入れることができる。ＨＯの完了後に、ＭＭＥ１４２は、ＰＤＮ接続の要求を開始するこ
とをＷＴＲＵ１０２に通知することができる。これは新しいＮＡＳメッセージであるか、
またはネットワーク側で、Ａｃｔｉｖａｔｅ　Ｄｅｆａｕｌｔ　ＥＰＳ　Ｂｅａｒｅｒ　
Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ（ＮＡＳ　ＥＳＭメッセージである）を送信
することによってデフォルトのＥＰＳ（発展型パケットシステム）ベアラーを有効化する
ことをＷＴＲＵに直接通知することができ、ＷＴＲＵ１０２に対して現在アクティブなＰ
ＤＮ接続が存在していないことをＷＴＲＵ１０２に指示すべき新しい原因を含めることが
できる。ＷＴＲＵ１０２およびネットワークは、そのようなメッセージがＷＴＲＵ１０２
によって受信された後に典型的な、または通常の手順に従うものとしてもよい。ネットワ
ーク／ＭＭＥ１４２が新しいＰＤＮ接続を確立することをＷＴＲＵ１０２に要求すること
は、アイドルモードモビリティで（例えば、ＷＴＲＵ１０２がＨｅＮＢ１７４から出たと
きに）実行することができ、後で、ＳＲもしくはＴＡＵ（ＴＡ更新）要求メッセージを送
信することができる。ＳＲもしくはＴＡＵ要求を拒絶する（そして、それが暗黙のうちに
デタッチされることをＷＴＲＵ１０２に通知する）代わりに、ネットワーク側では、ＴＡ
Ｕ要求を受け入れ、ＰＤＮ接続を確立することをＷＴＲＵ１０２に通知することができる
。ある代表的な実施形態では、ＨＯの完了後に、ＭＭＥ１４２は、システムに再アタッチ
することをＷＴＲＵ１０２に通知することができる（例えば、値が「ｒｅ－ａｔｔａｃｈ
　ｒｅｑｕｉｒｅｄ（再アタッチ要求）」に設定されているデタッチタイプを有するＮＡ
Ｓ　Ｄｅｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを送信することによって）。
【０１２２】
　Ｘ２ベースのＨＯの場合、発信元ＨｅＮＢ１７４は、ＨＯがＳＲＢ（例えば、ＳＲＢの
み）ベースであることをターゲットの通知し、Ｓ１ＨＯの場合について本明細書で説明さ
れているように進行しうる。ターゲットは、ＨＯの完了後に、Ｐａｔｈ　Ｓｗｉｔｃｈ　
ＲｅｑｕｅｓｔメッセージでＳＲＢ　ＨＯに関してＭＭＥ１４２に通知することができる
。発信元ＨｅＮＢ１７４は、その実行前にＳＲＢ　ＨＯ（例えば、ＳＲＢのみＨＯ）につ
いてＭＭＥ１４２に通知することができ、ＭＭＥ１４２がＳＲＢ　ＨＯを受け入れるか、
または拒絶するのを待つことができる。
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【０１２３】
　ある代表的な実施形態では、新しいメッセージが実装されうるか、または既存のメッセ
ージが、ＳＲＢ　ＨＯを規定するための新しいＩＥ（情報要素）を含むことができる。例
えば、新しいメッセージはＳ１ベースであってもよく、および／または既存のメッセージ
は、新しいＩＥを伴ってＳ１ベースであってもよい。ある代表的な実施形態では、ＨｅＮ
Ｂ１７４は、ＨＯを続けることができ、無線ベアラーＨＯがないだけでＳＲＢのＨＯを実
行することができる。発信元ＨｅＮＢ１７４は、ＨＯがＳＲＢ　ＨＯ（例えば、ＳＲＢの
みハンドオーバー）であることをＷＴＲＵ１０２に（例えば、ＲＲＣ再構成メッセージの
一部として）指示することができる。ＨＯが正常に完了した後に、ＷＴＲＵ１０２は、デ
フォルトのＰＤＮ接続有効化の要求を開始することができる。
【０１２４】
　ある代表的な実施形態では、ＨｅＮＢ１７４は、ＨＯを続けることができ、無線ベアラ
ーＨＯがないだけでＳＲＢのＨＯを実行することができる。ＷＴＲＵ１０２は、ＨＯがＳ
ＲＢのみＨＯであることを（例えば、ＲＲＣ再構成メッセージのコンテンツに基づき自立
的に、またはＨｅＮＢ１７４からの明示的指示に基づき）検出し、デフォルトのＰＤＮ接
続に対する要求を自立的に開始することができる。
【０１２５】
　上述の代表的な実施形態のうちの一部または全部について、デフォルトのＰＤＮ接続有
効化手順が失敗した場合、ＷＴＲＵ１０２は、接続の解放（例えば、ＳＲＢの解放）を自
立的に開始することができる。ある代表的な実施形態では、ネットワーク側（例えば、Ｍ
ＭＥ１４２）は、デフォルトのＳＲＢの解放を開始することができる。
【０１２６】
　ある代表的な実施形態では、ＨＯの前にただ１つのＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続／ベアラーを
修正することができる。ＷＴＲＵ１０２のＨＯを実行する前に、接続／ベアラーのＬＩＰ
Ａ属性を消去／無効化し、これにより、今や通常の非ＬＩＰＡ接続で通常のＨＯがＷＴＲ
Ｕ１０２に対して実行されるようにできる。ＷＴＲＵ１０２は、割り当てられているＩＰ
アドレスを保存することができ、ネットワーク側でＷＴＲＵ１０２をネットワークに再び
再アタッチさせるためデタッチされず、これにより、サービス継続性（例えば、ＰＳサー
ビスおよび／またはページングの再開）を有効化し、ネットワークに対して使用される全
体的なシグナリングのオーバーヘッドを減らすことができる。
【０１２７】
　ＨｅＮＢ／ＬＧＷ１７４および１７２は、明示的なネットワーク開始ＰＤＮ接続／ＥＰ
Ｓベアラー修正のいずれかに対するメッセージまたはインジケータを介してＭＭＥ１４２
に、ＬＩＰＡベアラーを非ＬＩＰＡベアラーになるように修正するよう通知することがで
き、他の接続詳細（例えば、ＩＰアドレスおよび／またはＭＭＥ１４２を含む）を入れて
、当該ＰＤＮ接続／ベアラーを暗黙のうちに非ＬＩＰＡ化することができる（例えば、Ｌ
ＩＰＡベアラーを通常ベアラーにする／修正することによって）。修正では、とりわけ、
同じＭＭＥ１４２および／または同じＰＧＷ１４６内にありうるＨＯに適用することがで
きる。ＷＴＲＵ１０２も当該ベアラーを非ＬＩＰＡ化するのであれば、類似の指示がＷＴ
ＲＵ１０２に送信されうる。ＨｅＮＢ／ＬＧＷ１７４および１７２は、ＬＩＰＡ接続コン
テキストおよびデータを当該ベアラーから取り除き、ＷＴＲＵ１０２に対して通常のＨＯ
の実行を開始することができる。
【０１２８】
　ある代表的な実施形態では、ＨＯは、ＷＴＲＵ１０２がＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続（例えば
、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続のみ）を有しているときに無効化されうる。ＨＯはサービス品質
を維持するので、ＨＯからＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続（例えば、この接続のみ）が失われると
、現在のサービスが喪失しうる。ただ１つのＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の場合、ＷＴＲＵ１０
２が無線リンクを維持できる限りＨｅＮＢ１７４上にとどまることを許可することが有益
であることがある。ＨＯは、ただ１つのＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有するＷＴＲＵ１０２に
おいて無効化され、それはＲＬＦ（無線リンク失敗）手順を使用して無線リンクの品質を
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監視することができる。ネットワーク側で、ただ１つのＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有するＷ
ＴＲＵ１０２においてＲＬＦパラメータ（例えば、指定された、または特別なＲＬＦパラ
メータ）を構成することができる。ＲＬＦがトリガーされると、ＷＴＲＵ１０２は、ＲＲ
Ｃ接続再確立手順を実行して、ＷＴＹＲＵのサービスを復旧することができるか、または
ＲＲＣ接続再確立手順が失敗した場合にＴＡＵを実行するか、もしくは再アタッチするこ
とができる。上述の手順は、可能な限り、任意の組み合わせで使用することができ、（例
えば、３Ｇ　ＣＳＧセルからの唯一のＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続があるＷＴＲＵ１０２におい
て処理するとき）３Ｇの場合にも適用することができる。
【０１２９】
　ある代表的な実施形態では、ＣＳＧ加入が失効し、ＷＴＲＵ１０２が１つのＬＩＰＡ　
ＰＤＮ接続を有する（例えば、有するだけの）場合、ＷＴＲＵコンテキストを処理するた
めの処理手順が実装されうる。ＷＴＲＵ１０２は、唯一のＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有する
か、またはＷＴＲＵは、ＣＮトラヒックに対して１つのＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続と少なくと
も別の１つのＰＤＮ接続を有することができることが企図される。
【０１３０】
　ＷＴＲＵ１０２が、唯一のＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有している場合、ＷＴＲＵ１０２が
ＣＳＧセルにアクセスを試みたときに（例えば、ＳＲまたはＥＳＲまたはＴＡＵメッセー
ジを送信することができる）ＷＴＲＵの加入が失効していると、ネットワーク側は、その
ＮＡＳメッセージを拒絶し、ＷＴＲＵ１０２に、既存の拒絶原因、例えば、「Ｎｏｔ　ａ
ｕｔｈｏｒｉｚｅｄ　ｆｏｒ　ｔｈｉｓ　ＣＳＧ（このＣＳＧは許可されていない）」を
送信しうる。一手順において、ＷＴＲＵ１０２は、好適なセルを探索することができる。
ＷＴＲＵの新しいセルは、発信元ＨｅＮＢ１７４（または３Ｇの場合にはＨＮＢ）と異な
りうるため、ＬＩＰＡ接続は利用可能でない場合がある。ＷＴＲＵ１０２が別のＮＡＳメ
ッセージをターゲットセルから送信する場合、ＮＡＳメッセージは、原因コード指示「ｉ
ｍｐｌｉｃｉｔｌｙ　ｄｅｔａｃｈｅｄ（暗黙的にデタッチされた）」で再び拒絶され、
ＷＴＲＵ１０２は、システムに再アタッチしなければならないことがある。この手順は、
サービスに遅延を引き起こし、および／またはユーザーエクスペリエンスに否定的影響を
及ぼしうる。原因＃２５を受け取った後、進行中のＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続があることを（
例えば、ＬＩＰＡに対して使用されるよく知られているＡＰＮに基づき）知ることができ
る、ＷＴＲＵ１０２は、好適なセルを探索し、それに加えて、ＭＭＥ１４２（または３Ｇ
の場合にはＳＧＳＮ１５８）にシグナリングを送らずにローカルでＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続
（例えば、関係するベアラー（例えば、すべてのベアラー））を無効化することができる
。ＷＴＲＵ１０２は、そのＰＤＮ接続（例えば、すべてのそのＰＤＮ接続）がローカルで
無効化されていた場合に、アタッチ手順を直接開始することができる。ある代表的な実施
形態では、ＷＴＲＵ１０２は、アタッチ手順を実行することなく新しいＰＤＮ接続を要求
することができ、またＰＤＮ接続が確立された後システムにおいて再開することができる
。そのような実施形態は、例えば、ＬＴＥおよび／または３Ｇを含む他のＲＡＴに適用さ
れることが企図される。
【０１３１】
　ある代表的な実施形態では、ＣＳＧセルにおいて許可されていないこと、またそれに加
えて、暗黙のうちにデタッチされていることをＷＴＲＵ１０２に通知する新しい原因コー
ドが実装されうる。ＷＴＲＵ１０２は、好適なセルを探索することができ、アタッチ手順
を開始することができる。新しい原因コードは、遅延時間を短縮できるが、それは、ＬＩ
ＰＡに対してＰＤＮ接続しか有していない場合にＷＴＲＵ１０２が他の何らかの形で最終
的には好適なセルにおいて再び拒絶されうるからである。
【０１３２】
　ＷＴＲＵ１０２がＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有し、ＣＮトラヒックに対する少なくとも１
つの他のＰＤＮ接続が存在する場合について、ＷＴＲＵ１０２が原因＃２５を受け取った
場合、好適なセルを探索することに加えて、ＷＴＲＵ１０２は、ＭＭＥ１４２（またはＳ
ＧＳＮ１５８）にシグナリングを送ることなくＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連するそのベア
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ラーをローカルで無効化することができる。ＷＴＲＵ１０２は、そのＣＮ　ＰＤＮ接続に
関連するベアラーを維持することができる。
【０１３３】
　ある代表的な実施形態では、ＩＭＳ緊急呼およびＬＩＰＡ接続を処理するための処理手
順を備えることができる。ＷＴＲＵ１０２は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有している間（例
えば、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続中）ＩＭＳ緊急呼を発呼することを望みうることが企図され
る。ＷＴＲＵ１０２は、ＬＩＰＡ接続が利用可能であったＣＳＧセル内にもはや存在しえ
ない（例えば、入っていない）。ＷＴＲＵ１０２は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続が与えられた
場所と異なるセルからＮＡＳメッセージを送信することができ、ＷＴＲＵ１０２がＬＩＰ
Ａに対してＰＤＮ接続を１つしか有していない場合、それが暗黙のうちにデタッチされる
ことを通知されうる。ＷＴＲＵ１０２は、再アタッチすることができる。ＷＴＲＵ１０２
が、緊急呼を発呼することを望んでいる場合、要求が緊急呼に対するものであるためＷＴ
ＲＵ１０２を拒絶し、強制的に再アタッチさせることには不都合がある。この場合、ネッ
トワーク（例えば、ＭＭＥ１４２、ＳＧＳＮ１５８、または他のＣＮノード）は、ＬＩＰ
Ａ接続が維持されえないため、ＷＴＲＵ１０２を拒絶できない。ネットワーク側では、そ
の代わりに、緊急呼に対するＷＴＲＵの要求を受け入れことができ（例えば、適切なシグ
ナリングを通常の緊急呼要求手順に従って通すことを許すことができ）、例えば、ＮＡＳ
　ＥＳＭ要求を送信してＬＩＰＡに関係するＰＤＮ接続を無効化することによって緊急ベ
アラーに対するリソース（ＮＡＳ、例えば、有効化、ＥＰＳベアラーコンテキスト、また
はアクセスストラタム、例えば無線リソース）のセットアップ後（またはセットアップ中
）にＬＩＰＡに関係するＷＴＲＵのベアラーを無効化することができる。新しい（あるい
は、既存の）原因コードを使用して、無効化に対する理由が現在のＷＴＲＵセル内にＬＩ
ＰＡがないことであることをＷＴＲＵ１０２に通知することができる。新しい（または既
存の）原因コードは、新しいＰＤＮ接続が非緊急目的のために確立されるべきであること
をＷＴＲＵ１０２に指示することができる。例えば、ＭＭＥ１４２は、Ｄｅａｃｔｉｖａ
ｔｅ　ＥＰＳ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　ＲｅｑｕｅｓｔメッセージをＷＴＲＵ１
０２に送信して、新しい原因コードでＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を無効化することができる。
同じ実施形態が、他のシステム（例えば、同じもしくは類似の目的のために同等のメッセ
ージを使用する３Ｇ）にも適用されることが企図される。
【０１３４】
　ＷＴＲＵ１０２がＳＲ（またはパケットサービスに対してはＥＳＲ）を、緊急呼を発呼
するために送信し（例えば、ＲＲＣ確立原因が緊急高に設定されうる）、ＷＴＲＵ１０２
が、ＬＩＰＡに対して１つのＰＤＮ接続を有している場合、ＷＴＲＵ１０２がＬＧＷ１７
２に接続するＨｅＮＢ／ＨＮＢ（サブシステム）のカバーエリア内に入っていなければ、
ネットワーク側ではユーザープレーンを確立することができない。ＷＴＲＵ１０２は、ベ
アラーが確立されていないためローカルで登録抹消（デタッチ）することができず、再度
アタッチを完了させることがある。ローカルの登録抹消による遅延を回避し、ＷＴＲＵ１
０２により再アタッチするために、ＷＴＲＵ１０２は、ユーザープレーンが確立されてい
なくてもシステム内にとどまり、緊急呼を発呼し続けることができる。ＷＴＲＵ１０２は
、緊急呼に対するＰＤＮ接続の要求を開始することができる。例えば、この場合（したが
って、他の場合から区別される）、ＷＴＲＵ１０２は、応答してユーザープレーンがセッ
トアップされない場合であっても、ＳＲ手順の特別な場合として、緊急に設定されている
確立原因を使用することができる。確立原因が緊急呼に設定され、ユーザープレーンが確
立されていない場合、ＷＴＲＵ１０２は、ローカルのデタッチ（登録抹消）およびその後
のアタッチを実行することができず、その代わり、システム内にとどまり、引き続き任意
の形態の緊急呼に対する適切なシグナリングを送ることができる（例えば、ＩＭＳおよび
／またはＣＳＦＢなどを含む）。これは、なぜネットワーク側でユーザープレーンをセッ
トアップしていないかという理由に関係なく適用することができると企図される。例えば
、これは、ネットワーク内のエラーによるもの、上で説明されているようにＬＩＰＡサー
ビス継続性の欠如によるもの、および／またはＷＴＲＵ１０２内のローカルの失敗による
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ものとしてもよい。例えば、ＲＲＣレベルでは、ＲＲＣレイヤは、ＮＡＳ／上位レイヤに
対して失敗を指示することができる。ＷＴＲＵ１０２は、ＳＲＢの確立をサービス要求手
順が正常に終了したものとみなすことができ、関係するタイマー（例えば、Ｔ３４１７）
を停止することができる。ある代表的な実施形態では、ネットワークは、別のＮＡＳメッ
セージ（例えば、Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｐｔなどの新しいＮＡＳメッセージ、または
サービス要求手順が正常に終了したことを指示する特定の原因値を伴うＥＭＭ情報などの
既存のＮＡＳメッセージ）を送信することができる。ＷＴＲＵ１０２は、この指示を使用
して、この手順が成功したと判定（または結論）することができ、関係するタイマーを停
止することができる。
【０１３５】
　ある代表的な実施形態では、ネットワークは、実際のユーザーデータが交換されないと
しても、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に対する無線ベアラーまたはネットワーク側でセットアッ
プしないと決定した可能性がある他のＥＰＳベアラーをセットアップすることができる。
ＭＭＥ１４２は、これらのベアラーが「モック」ベアラーであることを指摘する指示をＲ
ＲＣに含めるよう基地局に指示することができ、ユーザープレーンデータには使用されえ
ない、ある代表的な実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、サービス要求手順の終了を待たず
、緊急ベアラーサービスに対するＰＤＮ接続要求を送信（例えば、直接的に送信）するこ
とができる。緊急ベアラーサービスに対するＰＤＮ接続要求への応答（または任意の形態
の緊急呼について送信された他のメッセージへの応答）は、サービス要求およびＰＤＮ接
続要求手順の両方の正常終了としてＷＴＲＵ１０２によって決定されうる（またはみなさ
れうる）。ＷＴＲＵ１０２は、それ自体が緊急アタッチされていると決定するか、または
みなすことができる。ＷＴＲＵ１０２は、ＰＤＮ接続をデフォルトの非緊急ＰＤＮ接続と
なるように確立することができ、これはＷＴＲＵ１０２の現在の緊急セッションの存続期
間中に（または緊急ベアラーサービスに対するＰＤＮ接続の存続期間中に）実行されうる
。ＷＴＲＵ１０２が、ＰＤＮ接続の確立に成功すると、ＷＴＲＵ１０２は、それ自体が通
常サービスモードにあると決定することができる（例えば、緊急アタッチでない、または
制限サービスモードに入っている）。
【０１３６】
　ある代表的な実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、それ自体が緊急アタッチされていると
みなさず、非緊急目的のためにＰＤＮ接続を開始することができるが、ただし、とりわけ
、（１）緊急呼の期間中、（２）ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の無効化の後、および／または（
３）緊急呼の着信後である。ＰＤＮ接続の開始は、自立的であるか、またはＬＩＰＡに対
するＰＤＮ接続を無効化する要求で受け取った原因コードに基づくものとしてもよい。こ
の場合を、緊急ベアラーサービスに対するＰＤＮ接続が許可され、ネットワーク側でＷＴ
ＲＵ１０２が緊急アタッチされているとみなす（例えば、非緊急ベアラー、例えば、すべ
ての非緊急ベアラーを無効化することによって、ただしその結果、ＷＴＲＵ１０２であっ
てもそれ自体を緊急アタッチされているとみなす）場合から区別するために、ＬＩＰＡ　
ＰＤＮ接続を無効化するために使用される新しい原因コードで、ＷＴＲＵ１０２が緊急ア
タッチされていないことを指示することができる。ある代表的な実施形態では、ネットワ
ーク側で、ＮＡＳまたはＲＲＣメッセージを介して明示的にこの指示（例えば、ＷＴＲＵ
１０２が緊急アタッチされていない）をＷＴＲＵ１０２に送信することができる。
【０１３７】
　ある代表的な実施形態では、ＬＩＰＡ接続が存在するときにアイドルモード再選択を処
理する処理手順が実装されうる。ＷＴＲＵ１０２は、アイドルモードにおいて、ＵＴＲＡ
Ｎ（３Ｇ）からＬＴＥに移行することができることが企図される。同じことが、ＬＴＥか
らＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮ２０５および２１０へのアイドルモードにおけるモビリティ（
および適切な場合には接続モード）、またはＭＭＥ１４２またはＳＧＳＮ１５８などのい
くつかのノードの変更を伴うＬＴＥ内、３Ｇ内、および／またはＧＥＲＡＮ内モビリティ
（例えば、ＬＴＥ内のＭＭＥ１４２もしくは３Ｇ内のＳＧＳＮ１５８の変更を引き起こす
モビリティ）に適用可能であるものとしてもよい。
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【０１３８】
　ＷＴＲＵ１０２がアイドルモードにおいて３ＧからＬＴＥに移動し、ＴＡＵを実行する
場合、ＭＭＥ１４２は、ＳＧＳＮ１５８と接触することができる（例えば、コンテキスト
要求メッセージを使用してＷＴＲＵのコンテキストを取り出すことによって）。ＳＧＳＮ
１５８は、コンテキスト応答メッセージで応答することができる。ＳＧＳＮ１５８は、Ｍ
ＭＥ１４２に、ＭＭＥ１４２に送信される通常の情報に加えてＷＴＲＵ１０２がＬＩＰＡ
　ＰＤＮ接続を有するかどうかを通知することができる。この情報は、例えば、ＰＤＰコ
ンテキストＩＥに含まれうるか、またはＭＭＥ１４２に送信されるメッセージに入れられ
る新しいＩＥとして定義されうる。ＳＧＳＮ１５８は、ＬＩＰＡ接続が与えられたセルの
ＬＩＰＡ（例えば、セルＩＤまたは類似のＩＤ、例えば、ＣＳＧ　ＩＤ）に関係する他の
情報を含むことができる。ＷＴＲＵ１０２は、ＣＮトラヒックに対する別のＰＤＮ接続を
有する場合も、または有していない場合があることも企図される。
【０１３９】
　ある代表的な実施形態では、ＬＩＰＡベアラーおよび関連情報、例えば、ＩＰアドレス
は、ＭＭＥ１４２へのメッセージに含まれえない。ＭＭＥ１４２は、ＷＴＲＵ１０２が、
発信元システム内にＩＰアドレスを有していなかったと判定することができる。ＭＭＥ１
４２は、例えば、発信元システムにおいてＷＴＲＵ１０２に対して利用可能な他のＰＤＮ
接続がなかった場合に再アタッチすることをＷＴＲＵ１０２に要求する、さらなるアクシ
ョンを適宜実行することができる。発信元ノード（例えば、ＳＧＳＮ１５８）は、ターゲ
ットノード（例えば、ＭＭＥ１４２）をＷＴＲＵのコンテキストで更新するときに、ＬＩ
ＰＡ関係情報（例えば、とりわけベアラーおよび／またはＩＰアドレス）を除外すること
ができる。この除外は、ＷＴＲＵ１０２が、ＣＮトラヒックに対する別のＰＤＮ接続を有
しているかどうかに関係なく、生じうる。アイドルモードモビリティは、可能な限り、接
続モードモビリティに対して適用できることが企図される。
【０１４０】
　ＭＭＥ１４２が情報を受信した後、ＴＡＵでＷＴＲＵ１０２によって送信されたＩＥと
の比較を行うことができる（例えば、ＷＴＲＵ１０２においてアクティブであるＥＰＳベ
アラーを示しうるＥＰＳベアラーコンテキストステータスＩＥ）。ＭＭＥ１４２は、ＬＩ
ＰＡモビリティがサポートされていない場合、ＳＧＳＮ１５８からの指示により（または
それに従って）ＬＩＰＡ関連ベアラーおよび関係ＩＰアドレスをローカルで（例えば、Ｌ
ＩＰＡ関連ベアラーおよび関係ＩＰアドレスの全部）無効化することができる（例えば、
ＷＴＲＵ１０２にシグナリングを送ることなく）。ＭＭＥ１４２は、ＷＴＲＵ１０２が別
のＰＤＮ接続（例えば、ＬＩＰＡ接続と異なる）を有していた場合にＴＡＵを受け入れる
ことによってＷＴＲＵ１０２に応答することができ、ＴＡＵ　Ａｃｃｅｐｔメッセージで
ＷＴＲＵ１０２に、ＥＰＳベアラーコンテキストステータスＩＥにより（またはそれに従
って）ＷＴＲＵ１０２に対してアクティブ状態を保つベアラーを指示することができる。
【０１４１】
　ＷＴＲＵ１０２がＣＮトラヒックに対する別のＰＤＮ接続を有していない場合（例えば
、ＬＩＰＡは　ＰＤＮ接続のみを有している場合）、ＭＭＥ１４２は、ＴＡＵを受け入れ
、ＰＤＮ接続に対する要求を実行することをＷＴＲＵ１０２に要求することができる。Ｔ
ＡＵ　Ａｃｃｅｐｔメッセージ内の新しい原因は、ＰＤＮ接続に対する要求を実行するこ
とをＷＴＲＵ１０２に指示するように実装されうる。ある代表的な実施形態では、ＭＭＥ
１４２はＴＡＵを受け入れて、ＥＰＳベアラーコンテキストステータスＩＥ内にＷＴＲＵ
１０２に対するアクティブなＥＰＳベアラーがないことを指示することができる。ＷＴＲ
Ｕ１０２は、この指示に基づき、新しいＩＰアドレスを取得するＰＤＮ接続性要求をトリ
ガーすることができる。他の代表的な実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、Ａｔｔａｃｈ手
順を開始することができる。ある代表的な実施形態では、ＭＭＥ１４２はＷＴＲＵのＴＡ
Ｕを拒絶し、ＷＴＲＵ１０２が暗黙のうちにデタッチされていることを指示することがで
き、またＷＴＲＵ１０２は、アタッチ手順を実行することができる。
【０１４２】
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　上で説明されているメッセージ、例えば、コンテキスト要求およびコンテキスト応答メ
ッセージは、代表例であり、他の同等のもしくは類似のメッセージを使用することができ
ることが企図される（例えば、ＳＧＳＮ１５８が３ＧＰＰ規格の特定のバージョンもしく
はリリースをサポートしている場合、他のメッセージを代わりに使用することができる（
例えば、ＳＧＳＮコンテキスト要求および／またはＳＧＳＮコンテキスト応答）。
【０１４３】
　接続モードで（例えば、ＨＯ時に）システム間変更が行われる場合、発信元システムは
、ＷＴＲＵ１０２がＨＯの後にアタッチ手順を直接的に開始するか、またはＴＡＵを開始
しうることをＷＴＲＵ１０２に指示することができる。この指示は、ＷＴＲＵ１０２がＬ
ＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有していたかどうか（例えば、有しているのみ）に依存しうる。例
えば、ＷＴＲＵ１０２がＬＩＰＡに対するＰＤＮ接続のみを有していた場合（例えば、Ｈ
ＮＢもしくは発信元ＮＣＢ）、これは、ＷＴＲＵ１０２が拒絶されえないように、アタッ
チ手順、ＰＤＮ接続要求が続くＴＡＵ、または別の適切な手順（例えば、ＨＯコマンド、
またはリダイレクション情報を伴うＲＲＣ接続解放などのモビリティメッセージの一部と
して）を開始することをＷＴＲＵ１０２に通知することができる。
【０１４４】
　ある代表的な実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、ＴＡＵを実行するよう指令されるか、
またはＴＡＵを実行することを通知されうる（例えば、ＷＴＲＵ１０２がＣＮトラヒック
に対してＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続および別のＰＤＮ接続の両方を有している場合）。
【０１４５】
　ＷＴＲＵ１０２は、複数のＰＤＮ接続を有しているかどうか、および／またはＰＤＮ接
続がＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続であるかどうかに関する知識を使用して、再選択の後にＴＡＵ
またはアタッチを、またはＵＴＲＡＮ２１０（またはＧＥＲＡＮ　２０５）からＥ－ＵＴ
ＲＡＮ１７０（例えば、ＬＴＥにおける）へのＨＯを実行するかどうかを決定することが
できる。例えば、ＷＴＲＵ１０２が、ＬＴＥへのシステム間変更を実行する場合（例えば
、アイドルモードにおける再選択、またはＨＯ）、ＷＴＲＵ１０２は、それが発信元シス
テム内でＰＤＮ接続を有していたかどうかを判定することができる。ＷＴＲＵ１０２が、
ＵＴＲＡＮ２１０からＥ－ＵＴＲＡＮ１７０への、またはその逆の向きのアイドルモード
再選択もしくは接続モードＨＯを実行する場合、以下が適用されうる。
【０１４６】
　ＰＤＮ接続がないか、または発信元システム内にＰＤＮ接続がなかった場合、ＷＴＲＵ
１０２は、ＴＡＵの代わりにＬＴＥにおいてアタッチ手順を開始することができる。
【０１４７】
　ＷＴＲＵ１０２が、発信元システム内に少なくとも１つのＰＤＮ接続を有していた場合
、その後、それぞれのＰＤＮ接続について、ＷＴＲＵ１０２は、ＰＤＮ接続がＬＩＰＡに
対するものであるか、ＣＮトラヒックに対するものであるかをチェックすることができる
。ＷＴＲＵ１０２が、１つのＰＤＮ接続（例えば、唯一のＰＤＮ接続）を有し、ＷＴＲＵ
１０２が、そのＰＤＮ接続がＬＩＰＡに対するものであるという指示を受け取った（また
は有する）場合、ＷＴＲＵ１０２は、（１）そのＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続、関連するベアラ
ー、および／またはＰＤＰコンテキストをローカルで無効化し、（２）ローカルでデタッ
チし、および／または（３）アタッチ手順を開始することができる。ＷＴＲＵ１０２が複
数のＰＤＮ接続を有し、それらのＰＤＮ接続（例えば、ＰＤＮ接続のすべて）がＬＩＰＡ
　ＰＤＮ接続である場合、ＷＴＲＵ１０２は、（１）そのＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続、関連す
るベアラー、および／またはＰＤＰコンテキストをローカルで無効化し、（２）ローカル
でデタッチし、および／または（３）アタッチ手順を開始することができる。ＷＴＲＵ１
０２が唯一のＰＤＮ接続を有し、そのＰＤＮ接続がＬＩＰＡに対するものでないという指
示を有している場合（またはＰＤＮ接続がＬＩＰＡに対するものであるという指示を受信
していなかった場合）、ＷＴＲＵ１０２は、ＴＡＵ手順を開始し、ＷＴＲＵ１０２内でア
クティブであるベアラーを指示することができる。ＷＴＲＵ１０２が、複数のＰＤＮ接続
を有している場合、ＷＴＲＵ１０２は、それがＬＩＰＡに対するものでない少なくとも１
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つのＰＤＮ接続を有しているかどうかをチェックすることができる。ＷＴＲＵ１０２が、
ＬＩＰＡに対するものでないＰＤＮ接続を有している場合、ＷＴＲＵ１０２は、ＬＩＰＡ
　ＰＤＮ接続を無効化し、ＴＡＵ手順を開始し、どのベアラーがＷＴＲＵ１０２内でアク
ティブであるかをＭＭＥ１４２に指示することができる（例えば、ＷＴＲＵ１０２は、Ｌ
ＩＰＡ　ＰＤＮ接続ベアラーに関係する情報を含まないことがある）。
【０１４８】
　ある代表的な実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、例えば、ＵＳＩＭ（汎用加入者識別モ
ジュール）またはＷＴＲＵの不揮発性メモリ内に事前構成されうる、ＯＭＡ（オープンモ
バイルアライアンス）ＤＭ（デバイス管理）、ＯＴＡ（オーバーザエア）、および／また
はショートメッセージサービス（ＳＭＳ）を介してＷＴＲＵ１０２に送信されうるオペレ
ータポリシーもしくは構成により（またはそれに従って）ＴＡＵまたはアタッチ手順を開
始することができる。
【０１４９】
　ある代表的な実施形態では、ＷＴＲＵ１０２が、（リダイレクションもしくはＨＯのい
ずれかによって）Ｅ－ＵＴＲＡＮ１７０からＣＳＦＢを実行している場合、ＷＴＲＵ１０
２は、ターゲットシステムに向かうときに、そのＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続および／またはＬ
ＩＰＡベアラーをローカルで削除することができる。ＷＴＲＵ１０２は、ＰＤＮ接続がＬ
ＩＰＡに対するものであるかどうかに関して有している知識または指示を使用する。ＷＴ
ＲＵ１０２は、ターゲットシステムに移動する（例えば、進む）ときにそのＬＩＰＡ　Ｐ
ＤＮ接続および／またはＬＩＰＡベアラーを削除（例えば、常にローカルで削除）するか
、またはネットワーク指示もしくはオペレータポリシー／構成によりＬＩＰＡベアラーを
一時停止／維持（例えば、常に一時停止もしくは維持）するように構成されうる。ＷＴＲ
Ｕ１０２が、移動／進行先であるターゲットＣＳセルがＨｅＮＢ１７４と同一の場所に物
理的に置かれている別のＨＮＢ（例えば、ＬＴＥ　ＣＳセル）であることを知っている場
合、ＷＴＲＵ１０２は、ＬＩＰＡセッションの復帰と再開が可能である場合のためにＬＩ
ＰＡベアラーを維持することができる。
【０１５０】
　図７は、ＬＩＰＡ（ローカルインターネットプロトコルアクセス）ＰＤＮ（パケットデ
ータネットワーク）接続を管理するための代表的な方法を例示する流れ図である。
【０１５１】
　図７を参照すると、代表的な方法７００は、ＷＴＲＵ１０２へのＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続
を管理することができることがわかる。ブロック７１０で、ＷＴＲＵ１０２への通信のた
めＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続から非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続（例えば、３Ｇ接続）に切り替える
切替え操作（例えばＣＳＦＢ操作）を実行することができる。例えば、ＷＴＲＵ１０２は
、音声（または回線交換（ＣＳ））通話を行いたい、または音声（またはＣＳ）通話を受
けたい場合がある。ＷＴＲＵ１０２は、例えば、ＣＳＦＢ操作を開始するＭＭＥ１４２へ
のＳＲ（サービス要求）を開始することができる。ブロック７２０で、ＭＭＥ１４２は、
ＬＧＷ１７２にＣＳＦＢ操作を通知することができ、切替え操作（例えば、ＣＳＦＢ操作
）に応答して、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の一時停止を開始することができる。ある代表的な
実施形態では、ＭＭＥ１４２は、切替えおよび一時停止手順を制御／管理することができ
る。ネットワークエンティティでは、例えば、ＭＭＥ１４２、ｅＮＢもしくはＨｅＮＢ１
７２、ＬＧＷ１７４、および／またはＰＧＷ１４６を含む、切替え手順および一時停止手
順を実装／開始する制御もしくは管理シグナリング／メッセージングを提供することがで
きることが企図される。
【０１５２】
　ある代表的な実施形態では、ＬＧＷ１７４は、一時停止したＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を再
開することができる。ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の再開は、切替え操作の後、または切替え操
作の終了に応答して（例えば、音声通話もしくはＣＳ呼が着信した後）トリガーされうる
。ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の再開は、自動的であるものとしてもよく、ＷＴＲＵ１０２が再
びＬＩＰＡ　ＰＤＮ（例えば、またはＬＴＥ　ＲＡＴなどの元の無線アクセス技術）のサ
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ービスを受けることができるように開始されうる。例えば、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の一時
停止は、ＬＩＰＡ接続に関連付けられている１つまたは複数ＬＩＰＡベアラーが切替え操
作（例えば、ＣＳＦＢ操作）の実行後に動作を再開できるようにＬＧＷ１７４がＬＩＰＡ
　ＰＤＮ接続に関連付けられている１つまたは複数のＬＩＰＡベアラーを（例えば、終了
することなく）一時停止することを含みうる。
【０１５３】
　ある代表的な実施形態では、１つまたは複数の非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続（例えば、ＬＴ
Ｅドメインなどのローカルセルに関連付けられている第１のドメイン内の）は、ＣＳＦＢ
操作の実行前に確立されうる。例えば、ＷＴＲＵ１０２へのまたは複数のＬＩＰＡ　ＰＤ
Ｎ接続が、ローカルセルに関連付けられている第１のドメイン（例えば、ＬＴＥドメイン
）内に存在する場合、ＣＳＦＢ操作時にＷＴＲＵがローカルセルから外へ出ると、第１の
ドメイン内のＷＴＲＵ１０２のＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続が終了しうる。非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ
接続を第１のドメイン内に追加することによって、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続のコンテキスト
を、ＣＳＦＢ操作が終了した後にＷＴＲＵ１０２へのＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を後で再開で
きるように維持されうることが企図される。
【０１５４】
　ある代表的な実施形態では、ＷＴＲＵ１０２または他のネットワークエンティティは、
ＷＴＲＵとの第１のドメイン内の非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続が存在するかどうかを判定する
ことができ、第１のドメイン内の非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続が存在しない場合にＣＳＦＢ操
作の実行前に非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を選択的に確立することができる。
【０１５５】
　ある代表的な実施形態では、切替え操作は、ＷＴＲＵとの通信が第１のタイプのもの（
例えば、とりわけ、音声通話および／または低帯域要件を有するサービス）である場合に
開始されうる。
【０１５６】
　ある代表的な実施形態では、切替え操作は、ＷＴＲＵとの通信が第１のタイプのものま
たは１つまたは複数の指定されたタイプのもの（例えば、とりわけ、ストリーミングビデ
オ、高ＱｏＳ要求サービス、および／または高帯域幅を必要とするサービス）でない場合
に中断されうる。例えば、切替え操作の実行は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を介して送信され
る通信がいつ第１のタイプのものであるかを判定することと、非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を
介して第１のタイプの通信を送信することとを含むことができ、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の
再開は、第１のタイプの通信がいつ終了したかを判定することと、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続
を介して、第１のタイプの通信の後に続く、第２のタイプの通信を送信することとを含む
ことができる。ある代表的な実施形態では、非ＬＩＰＡ接続は、別のタイプのＲＡＴ（例
えば、ＣＳＦＢ対応ＲＡＴ）および／または別のタイプのドメイン（例えば、ＣＳドメイ
ン）内にあるものとしてもよい。
【０１５７】
　ある代表的な実施形態では、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の一時停止は、ＷＴＲＵとのＰＤＮ
接続が非ＬＩＰＡ　ＰＤＮであるかどうかを判定することと、例えば、ＷＴＲＵ１０２と
の１つまたは複数のＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続（例えば、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続のみ）が存在
する（例えば、ＷＴＲＵ１０２との接続のタイプに基づき）ときに、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接
続の無効化を防ぐこととを含みうる。
【０１５８】
　ある代表的な実施形態では、ＬＩＰＡ　ＰＤＮベアラー（例えば、ＬＩＰＡ接続）の無
効化または再開は、ＣＳＦＢ操作がＬＩＰＡ接続の無効化もしくは再開のいずれかの前に
終了できるように指定された期間が経過した後であるものとしてもよい。例えば、ＬＩＰ
Ａは、指定された時間の間、一時停止され、その後、ＷＴＲＵ１０２がローカルセルにお
いてサービスを再開しない場合に、ＬＩＰＡベアラー（例えば、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続）
は一時停止タイマーのタイムアウトに基づき無効化されうる。例えば、一時停止タイマー
は、一時停止期間中にＷＴＲＵ１０２が一時停止したＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の一時停止を
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解除し、一時停止タイマーを中止することによって通信を再開することができるようにＬ
ＩＰＡ　ＰＤＮ接続が一時停止されたときに開始されうる。一時停止期間が終了すると、
ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続は無効化され、もはや一時停止を解除されなくなる（例えば、コン
テキスト情報が削除されるか、または消去され、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の再開は可能でな
くなるものとしてもよい）。
【０１５９】
　ある代表的な実施形態では、非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連付けられているＰＤＮ（例
えば、ＣＳＦＢ対応サービスに使用される）は、一時停止したＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を再
開して保留中サービスを実行するようにさらなる切替え操作を実行できるように保留中サ
ービス（例えば、ＰＳ（パケット交換）サービス）を通知されうる。例えば、一時停止し
たＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を再開するさらなる切替え操作は、ＣＳＦＢ操作の終了に応答し
てなされるものとしてもよい。
【０１６０】
　ある代表的な実施形態では、ＣＮノードは、ＰＤＰ（パケットデータプロトコル）また
はＰＤＮ接続がＬＩＰＡ接続であるかどうかを、ＷＴＲＵコンテキストを要求するため交
換されるメッセージで指示することができる。
【０１６１】
　図８は、ＬＩＰＡ（ローカルインターネットプロトコルアクセス）ＰＤＮ（パケットデ
ータネットワーク）接続を管理するための別の代表的な方法を例示する流れ図である。
【０１６２】
　図８を参照すると、代表的な方法８００は、ＷＴＲＵ１０２へのＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続
を管理することができることがわかる。ブロック８１０で、ＷＴＲＵ１０２への通信のた
めＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続から非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続（例えば、３Ｇ接続）に切り替える
切替え操作（例えばＣＳＦＢ操作）を実行することができる。例えば、ＷＴＲＵ１０２は
、ＣＳ（回線交換）呼を行いたい、またはＣＳもしくは音声通話を受けたい場合がある。
ＷＴＲＵ１０２は、例えば、ＣＳＦＢ操作を開始するＭＭＥ１４２へのＳＲ（サービス要
求）を開始することができる。ある代表的な実施形態では、ＬＩＰＡ　ＰＤＮは、ＬＩＰ
ＡセルからＷＴＲＵ１０２をデタッチもしくは切断する切替え操作に応答してローカルで
無効化されうる。ブロック８２０で、ＷＴＲＵ１０２は、所望のサービスに応じてＷＴＲ
Ｕ１０２をアタッチするアタッチ手順を開始することができる（例えば、ＣＳＦＢサービ
スについては、ＷＴＲＵは、とりわけ、３Ｇドメイン、ＵＴＲＡＮドメイン、および／ま
たはＧＥＲＡＮドメインなどのＣＳ対応ドメインにアタッチすることができる）。
【０１６３】
　ある代表的な実施形態では、ＴＡＵ（トラッキングエリア更新）手順は、ＷＴＲＵ１０
２がＬＩＰＡに対するものではないＰＤＮ接続を有することに応答して開始され、機能強
化されたシグナリングを使用して、ＷＴＲＵ１０２内でどのベアラーがアクティブである
かがＭＭＥ　１５４２に指示されうる。
【０１６４】
　ある代表的な実施形態では、ＣＳＧ（限定加入者グループ）加入の失効が検出されると
、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続はローカルで無効化されうる。
【０１６５】
　ある代表的な実施形態では、ＷＴＲＵ１０２から受信したＩＭＳ（ＩＰマルチメディア
サブシステム）緊急呼は、第１のセルがＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続が与えられているセルでな
いことに応答して、第１のセルによって拒絶されることはない。
【０１６６】
　図９は、ＷＴＲＵによる再選択を処理するための代表的な方法を示す流れ図である。
【０１６７】
　図９を参照すると、代表的な方法９００は、ＷＴＲＵ１０２によるアイドルモード再選
択を処理することができることがわかる。ブロック９１０で、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を確
立することができる。ブロック９２０で、ＷＴＲＵ１０２は、アイドルモード中の間に一
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方のネットワーク（例えば、ＰＤＮ）から別のＰＤＮに移動することができる。ブロック
９３０で、ＭＭＥ１４２は、ＷＴＲＵ１０２のステータス（例えば、ＷＴＲＵ１０２がＬ
ＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有しているかどうか）の通知を受けることができる。例えば、ＷＴ
ＲＵ１０２は、ＥＰＳ（発展型パケットシステム）ベアラーがＷＴＲＵ１０２内でアクテ
ィブであるかどうかを指示することができるＩＥ（情報要素）を含むシグナリングまたは
メッセージをＭＭＥ１４２に送信することができる。これにより、ＭＭＥ１４２は、ＷＴ
ＲＵ１０２に対する再アタッチおよび／またはリダイレクト手順を制御し、例えば、別の
ＰＤＮに移動した後にＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続への再アタッチを行う無保証の、もしくは不
要な作業に伴う遅延時間を短縮するか、またはなくすことができる。
【０１６８】
　図１０は、ＷＴＲＵのコンテキストを管理するための代表的な方法を示す流れ図である
。
【０１６９】
　図１０を参照すると、代表的な方法１０００は、ＣＳＧ加入が失効したときにコンテキ
ストを管理することができることがわかる。ブロック１０１０で、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続
を確立した後、ＬＩＰＡ　ＰＤＮに対するベアラーは、ローカルで無効化されうる（原因
＃２５または新しい原因コードを受信することに基づき）。ブロック１０２０で、ＷＴＲ
Ｕ１０２は、率先してアタッチを実行することができる。ブロック１０３０で、ＷＴＲＵ
１０２は、ＣＳＧセルにアクセスすることを試みることができる。ブロック１０４０で、
ＷＴＲＵ１０２は、ＷＴＲＵがＣＳＧセルにアクセスすることを試みたときにＷＴＲＵの
加入が失効してしまった後ではＷＴＲＵ１０２はＣＳＧへのアクセスを許可されないこと
、およびＷＴＲＵがＬＩＰＡに対する１つのＰＤＮ接続を有していることを指示するメッ
セージを受信することができる。例えば、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連付けられているＷ
ＴＲＵ１０２のベアラーは、ＭＭＥ１４２にシグナリングを送るかまたはメッセージを与
えることなく、ローカルで無効化されうる。
【０１７０】
　図１１は、緊急呼を発呼するための代表的な方法を示す流れ図である。
【０１７１】
　図１１を参照すると、代表的な方法１１００は、ＷＴＲＵ１０２から緊急呼を発呼する
ことができることがわかる。ブロック１１１０で、ＷＴＲＵ１０２は、確立節（例えば、
緊急に設定されうる）で送信することができる情報とともにＳＲタイプを送信することが
できる。ブロック１１２０で、ＭＭＥ１４２（および／またはＬＧＷ１７４）は、確立節
で送信された情報を使用してＷＴＲＵ１０２のローカルでの登録抹消を防ぐことができる
。ブロック１１３０で、緊急呼に対してＰＤＮ接続を開始することができる。
【０１７２】
　ある代表的な実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、確立節が緊急呼に設定され、ＷＴＲＵ
がローカルのデタッチ（登録抹消）およびその後のアタッチを実行できず、その代わりに
システム内に留まり、引き続き任意の形態の緊急呼に対するシグナリングを送ることがで
きるように（例えば、とりわけ、ＩＭＳまたはＣＳＦＢ）ユーザープレーンが確立されて
いないとしてもＳＲ手順の特別な成功の場合として緊急に設定されている確立節を使用す
ることができる。ＷＴＲＵ１０２は、シグナリング無線ベアラーの確立をＳＲ手順が正常
に終了したものとみなすことができ、関係するタイマーを停止することができる。
【０１７３】
　ある代表的な実施形態では、ネットワークは、別のＮＡＳメッセージ（例えば、Ｓｅｒ
ｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｐｔなどの新しいＮＡＳメッセージ、または既存のＮＡＳメッセージ
（例えば、サービス要求手順が正常に終了したことを指示する特定の原因値を伴うＥＭＭ
情報））を送信することができる。ＷＴＲＵ１０２は、この指示を使用して、この手順が
成功したと結論し、関係するタイマーを停止することができる。
【０１７４】
　他の代表的な実施形態では、ネットワークは、実際のユーザーデータが交換されないと
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しても、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に対する無線ベアラーまたはネットワーク側でセットアッ
プしないと決定した可能性がある他のＥＰＳベアラーをセットアップすることができる。
ＭＭＥ１４２は、これらのベアラーが「モック」ベアラーであることを指摘する指示をＲ
ＲＣに含めるようｅＮＢ１４０に指示することができ、ユーザープレーンデータには使用
されえない。
【０１７５】
　図１２は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を処理するための代表的な方法を示す流れ図である。
【０１７６】
　図１２を参照すると、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を処理するための代表的な方法１２００は
、ブロック１２１０で、回線交換フォールバックを実行することと、ブロック１２２０で
、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の一時停止と無効化との間での決定を行うこととを含みうる。
【０１７７】
　図１３は、ＷＴＲＵへの接続を管理するための代表的な方法を示す流れ図である。
【０１７８】
　図１３を参照すると、代表的な方法１３００は、第１のタイプのＲＡＴ（無線アクセス
技術）を介した接続を管理することができることがわかる。ブロック１３１０で、ＷＴＲ
Ｕへの通信のため第１のタイプのＲＡＴを介した接続から第２のタイプのＲＡＴを介した
さらなる接続に切り替える切替え操作を実行することができる。ブロック１３２０で、切
替え操作に応答して、第１のタイプのＲＡＴを介した接続を一時停止することができる。
【０１７９】
　図１４は、ＷＴＲＵの接続を管理するための代表的な方法を示す流れ図である。
【０１８０】
　図１４を参照すると、代表的な方法１４００は、ＷＴＲＵ１０２の接続を管理すること
ができることがわかる。ブロック１４１０で、ＷＴＲＵ１０２は、第１のドメインに再ア
タッチすることを示すシグナリングを受信することができる。ブロック１４２０で、ＷＴ
ＲＵ１０２は、決定された結果として、要求された（例えば、ＣＳＦＢ）および／または
結果として第１のドメインへの再アタッチを示すシグナリングの受信をもたらしたサービ
スのタイプを決定することができる（またはＷＴＲＵ１０２は、特定の確立節の受信をト
リガーした要求がＣＳＦＢサービスに対する要求であったかどうかを判定するか、または
確認することができる）。例えば、決定された結果は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ（パケットデー
タネットワーク）接続が第１のドメイン（例えば、ＬＴＥドメイン）内で確立された後、
ＬＩＰＡセルからＷＴＲＵ１０２が移動したためＣＳＦＢ要求が再アタッチシグナリング
をもたらしたということになりうる。ブロック１４３０で、ＷＴＲＵ１０２は、決定され
た結果（例えば、決定された結果が例えば異なるセルもしくはネットワークを介してサー
ビスが提供（例えば、より適切に提供）されうることを指示するときに）に基づき第２の
ドメイン（例えば、（１）ＧＥＲＡＮ（ＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク）、
（２）ＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク）、および／または（３）１
ｘＲＴＴ（単一キャリア無線送信技術）などのＣＳＦＢ対応ドメイン）内で通信（例えば
、回線交換呼）に再選択および／または確立（自立的確立）することができる。
【０１８１】
　ある代表的な実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、第１のドメイン（例えば、ＬＴＥドメ
イン）に再アタッチするシグナリングを受信した後であってもＣＳ呼を開始することを要
求することができる。他の代表的な実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、第１のドメインに
再アタッチすることを示すシグナリングを受信した後であっても回線交換呼を受信するこ
とができる。
【０１８２】
　ある代表的な実施形態では、回線交換呼は、第２のドメイン内で確立され、ＷＴＲＵが
（１）回線交換呼を開始するかどうか、および／または（２）ＷＴＲＵがＬＩＰＡセルか
ら外へ出たかどうかを判定し、両方の条件が満たされている場合に（例えば、ＣＳ呼およ
びＬＩＰＡセルからの外への移動を望んでいる）、回線交換ドメイン内での回線交換呼の
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ＷＴＲＵ１０２による自立的確立を行うことを含みうる。
【０１８３】
　図１５は、ＷＴＲＵの接続を管理するための代表的な方法を示す流れ図である。
【０１８４】
　図１５を参照すると、代表的な方法１５００は、第１のセルとのＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続
を有するＷＴＲＵ１０２のハンドオーバーを試みるときにＷＴＲＵの接続を管理すること
ができることがわかる。ブロック１５１０で、ＨｅＮＢは、第１の条件が存在しているか
どうかを判定することができる（例えば、少なくとも一部はＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続が存在
しているかどうかを判定することを含む）。ブロック１５２０で、第１の条件が存在する
ことに応答して、（１）ＨｅＮＢは、試みられたハンドオーバー手順を中断し、ＷＴＲＵ
１０２を第２のセルにリダイレクトすることができる。
【０１８５】
　ある代表的な実施形態では、ＲＲＣ（無線リソース制御）接続も解放されうる。
【０１８６】
　図１６は、ＷＴＲＵの接続を管理するための代表的な方法を示す流れ図である。
【０１８７】
　図１６を参照すると、代表的な方法１６００は、通信のためＷＴＲＵをＬＩＰＡ　ＰＤ
Ｎ接続から非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に切り替える切替え操作の後にＬＩＰＡセルへのＬＩ
ＰＡ（ローカルインターネットプロトコルアクセス）ＰＤＮ（パケットデータネットワー
ク）接続を管理することができることがわかる。ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続は、切替え操作の
後、一時停止されうる。ブロック１６１０で、ターゲットシステム（例えば、非ＬＩＰ　
ＰＤＮ接続に関連付けられているＭＳＣ）は、ＷＴＲＵのリダイレクションのための情報
をＬＩＰＡセルに送り返す（例えば、その無線アクセスネットワークに）ことができる。
ブロック１６２０で、ターゲットシステム（例えば、ＭＳＣまたは基地局などの他のネッ
トワークリソース）は、一時停止したＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を再開するためにターゲット
システム（またはターゲットシステムのドメイン）からＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連する
ＬＩＰＡセルへのＷＴＲＵ１０２のリダイレクションを制御（または開始）することがで
きる。例えば、ある代表的な実施形態では、サービングノード（ＬＩＰＡを処理していな
い）は、保留中サービスに関して通知を受けることができる。
【０１８８】
　ある代表的な実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、リダイレクトされたＬＩＰＡセルにア
タッチ（または再アタッチ）して保留中サービスを実行することができる。
【０１８９】
　本明細書で開示されている実施形態は、任意の組み合わせで使用することができ、また
さまざまな無線通信システム、例えば、ＬＴＥ、およびＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮなどに適
用可能である。これらの実施形態は、ＳＩＰＴＯにも適用可能であるものとしてもよい。
【０１９０】
　特徴および要素が特定の組み合わせで上述されているが、当業者であれば、それぞれの
特徴もしくは要素は単独で、または他の特徴および要素と組み合わせて使用できることを
理解するであろう。それに加えて、本明細書で説明されている方法は、コンピュータまた
はプロセッサにより実行できるようにコンピュータ可読媒体内に組み込まれたコンピュー
タプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアにより実装されうる。非一時的なコ
ンピュータ可読記憶媒体の例としては、限定はしないが、ＲＯＭ（リードオンリーメモリ
）、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモリデ
バイス、内蔵ハードディスクおよびリムーバブルディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、
ならびにＣＤ－ＲＯＭディスクおよびＤＶＤ（デジタル多用途ディスク）などの光学媒体
が挙げられる。ソフトウェアとの関連性を持つプロセッサは、ＷＴＲＵ、ＵＥ、端末、基
地局、ＲＮＣ、またはホストコンピュータにおいて使用するための無線周波トランシーバ
を実装するために使用されうる。
【０１９１】
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　さらに、上で説明されている実施形態において、処理プラットフォーム、コンピューテ
ィングシステム、コントローラ、およびプロセッサを備える他のデバイスが言及されてい
る。これらのデバイスは、少なくとも１つのＣＰＵ（中央演算処理装置）およびメモリを
収容することができる。コンピュータプログラミングの当業者の技術によれば、活動への
参照および演算もしくは命令の記号表現が、さまざまなＣＰＵおよびメモリによって実行
されうる。このような活動および減算もしくは命令は、「実行される」、「コンピュータ
実行される」、または「ＣＰＵ実行される」と称されうる。
【０１９２】
　当業者であれば、これらの活動および記号的に表現された演算もしくは命令は、ＣＰＵ
による電気的信号の操作を含むことを理解するであろう。電気的システムは、結果として
電気的信号の変換もしくは縮小を引き起こしうるデータビットおよびメモリシステム内の
メモリロケーションにおけるデータビットを維持し、それによりＣＰＵの演算を再構成す
るか、または他の何らかの方法で変更するステップ、さらには信号の他の処理を表す。デ
ータビットが保持されるメモリロケーションは、データビットに対応するか、またはデー
タビットを表す特定の電気的、磁気的、光学的、または有機的特性を有する物理的ロケー
ションである。
【０１９３】
　データビットは、ＣＰＵによって読み出し可能な磁気ディスク、光ディスク、および他
の揮発性（例えば、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ））または不揮発性（例えば、ＲＯ
Ｍ（リードオンリーメモリ））大容量記憶システムを含むコンピュータ可読媒体上に保持
することもできる。コンピュータ可読媒体は、連携するか、または相互接続されたコンピ
ュータ可読媒体を含み、これは、処理システム上にもっぱら存在するか、または処理シス
テムのローカルもしくはリモートにありうる複数の相互接続された処理システム間に分散
される。代表的な実施形態は、上述のメモリに限定されないこと、また他のプラットフォ
ームおよびメモリが説明されている方法をサポートすることができることは理解される。
【０１９４】
　本出願の説明において使用されている要素、活動、または命令はどれも、そのようなも
のとして明示的に説明されていない限り本発明にとって重要もしくは不可欠であるものと
して解釈すべきでない。また、本明細書で使用されているように、「１つ」または「ある
」（原文中の冠詞「ａ」）は、１つまたは複数の項目を含むことが意図されている。１つ
の項目のみ意図されている場合、「１つ」（「ｏｎｅ」）という語または類似の言い回し
が使用される。さらに、複数の項目および／または項目の複数のカテゴリを列挙して「の
うちのどれか」を付けた場合、本明細書で使用されているように、項目「のうちのどれか
」、「の任意の組み合わせ」、「任意の複数の」項目、および／または項目「の複数の組
み合わせ」および／または項目のカテゴリを個別に、または他の項目および／または項目
の他のカテゴリと併せて含むことが意図されている。さらに、本明細書で使用されている
ように、「集合」は、ゼロ個を含む、任意の個数の項目を含むことが意図されている。さ
らに、本明細書で使用されているように、「数」は、ゼロを含む、任意の数を含むことが
意図されている。
【０１９５】
　さらに、請求項は、その趣旨で述べられていない限り説明されている順序または要素に
限定されるものとして読まれるべきでない。それに加えて、請求項において「手段」とい
う用語が使用された場合、これは、米国特許法第１１２条¶６を行使することを意図して
おり、「手段」という用語を用いない請求項にはそのような意図はない。
【０１９６】
　好適なプロセッサとして、例えば、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型のプロセ
ッサ、ＤＳＰ（デジタルシグナルプロセッサ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコア
との関連性を持つ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、ＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）、ＡＳＳＰ（特定用途向け標準品）、ＦＰＧ
Ａ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）回路、他のタイプのＩＣ（集積回路）およ
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び／または状態機械が挙げられる。
【０１９７】
　ソフトウェアとの関連性を持つプロセッサは、ＷＴＲＵ（無線送信受信ユニット）、Ｕ
Ｅ（ユーザー装置）、端末、基地局、ＭＭＥ（モビリティ管理エンティティ）もしくはＥ
ＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）、またはホストコンピュータにおいて
使用する無線周波トランシーバを実装するために使用できる。ＷＴＲＵは、カメラ、ビデ
オカメラモジュール、テレビ電話、スピーカーフォン、バイブレーションデバイス、スピ
ーカー、マイク、テレビトランシーバ、ハンズフリーヘッドセット、キーボード、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、ＦＭ（周波数変調）無線ユニット、ＮＦＣ（近距
離無線通信）モジュール、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）表示装置、ＯＬＥＤ（有機発光ダ
イオード）表示装置、デジタル音楽プレーヤー、メディアプレーヤー、ゲーム機モジュー
ル、インターネットブラウザ、および／またはＷＬＡＮ（無線ローカルエリアネットワー
ク）モジュールまたはＵＷＢ（ウルトラワイドバンド）モジュールなどの、ＳＤＲ（Ｓｏ
ｆｔｗａｒｅ　Ｄｅｆｉｎｅｄ　Ｒａｄｉｏ）または他のコンポーネントを含むハードウ
ェアおよび／またはソフトウェアで実装された、モジュール群と併せて使用できる。
【０１９８】
　本発明は、通信システムに関して説明されているが、これらのシステムは、マイクロプ
ロセッサ／汎用コンピュータ（図示せず）上のソフトウェアで実装されうることも企図さ
れる。いくつかの実施形態では、さまざまなコンポーネントの機能の１つまたは複数は、
汎用コンピュータを制御するソフトウェアで実装されうる。
【０１９９】
　それに加えて、本発明は、特定の実施形態を参照しつつ本明細書に例示され説明されて
いるが、本発明は、図示されている詳細に限定されることを意図していない。むしろ、さ
まざまな修正形態は、本発明の範囲から逸脱することなく請求項の範囲および請求項と同
等の項目の範囲内で構成されうる。
【０２００】
実施形態
　一実施形態において、ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）へのＬＩＰＡ（ローカルイ
ンターネットプロトコルアクセス）ＰＤＮ（パケットデータネットワーク）接続を管理す
る方法は、ＷＴＲＵへの通信のためＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続から非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に
切り替える切替え操作を実行するステップと、切替え操作に応答して、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ
接続を一時停止するステップとを含むことができる。
【０２０１】
　一実施形態において、この方法は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を、切替え操作の終了後に再
開するステップをさらに含むことができる。
【０２０２】
　一実施形態において、切替え操作の実行は、ＣＳＦＢ（回線交換フォールバック）操作
を遂行するステップを含むことができる。
【０２０３】
　一実施形態において、ＣＳＦＢ操作の実行は、ＷＴＲＵをＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連
付けられた第１のセルから非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連付けられた第２のセルにリダイ
レクトするステップと、ＷＴＲＵを第２のセルにアタッチするステップと、回線交換サー
ビスを実行するステップとを含むことができる。
【０２０４】
　一実施形態において、この方法は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を、切替え操作の終了に応答
して、再開するステップをさらに含むことができる。
【０２０５】
　一実施形態において、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の一時停止は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関
連付けられた１つまたは複数のＬＩＰＡベアラーを一時停止するステップを含むことがで
きる。
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【０２０６】
　一実施形態において、この方法は、ＣＳＦＢ操作の実行後に、ＬＩＰＡ接続に関連付け
られた１つまたは複数のＬＩＰＡベアラーの動作を再開するステップをさらに含むことが
できる。
【０２０７】
　一実施形態において、切替え操作の実行は、ＷＴＲＵをＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連付
けられた第１のセルからサービングセルとしての非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連付けられ
た第２のセルにリダイレクトするステップを含むことができる。
【０２０８】
　一実施形態において、第１のセルからサービングセルとしての第２のセルへのリダイレ
クトは、（１）同じドメインおよび第１のセルと異なるセル、または（２）第１のセルと
異なる、別のドメインのうちの１つにある第２のセルにリダイレクトするステップを含む
ことができる。
【０２０９】
　一実施形態において、切替え操作の実行は、アイドルモード再選択を実行するＷＴＲＵ
のＷＴＲＵによるリダイレクトを含む。
【０２１０】
　一実施形態において、この方法は、ＷＴＲＵを第２のセルに再アタッチする再アタッチ
操作を実行するステップをさらに含むことができる。
【０２１１】
　一実施形態において、この方法は、一時停止したＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の操作を再開す
るステップをさらに含むことができ、これは、ＣＳＦＢを第２のセルに関連付けられてい
るＭＳＣ（移動通信交換局）に通知するステップと、ＷＴＲＵを第２のセルから第１のセ
ルに戻す形でリダイレクトする指示をＭＳＣによってＲＮＣ（無線ネットワークコントロ
ーラ）に送信するステップとを含む。
【０２１２】
　一実施形態において、切替え操作の実行は、第１のドメインから第２のドメインへのリ
ダイレクトに対するＷＴＲＵからの要求を第１のドメインに関連付けられているネットワ
ークリソースにより受信するステップと、第２のドメインへのＷＴＲＵのリダイレクトを
ネットワークリソースによって開始するステップとを含むことができ、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ
接続の一時停止は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連付けられている１つまたは複数のＬＩＰ
Ａベアラーの一時停止をネットワークリソースによって開始するステップを含むことがで
きる。
【０２１３】
　一実施形態において、この方法は、通信に関連付けられている通信サービスのタイプを
ＷＴＲＵによって決定するステップと、その通信に関連付けられている通信サービスのタ
イプに基づき切替え操作を選択的に開始するステップとをさらに含むことができる。
【０２１４】
　一実施形態において、通信サービスのタイプが第１のタイプであることに応答して、切
替え操作を開始し、通信サービスのタイプが第２のタイプであることに応答して、切替え
操作を開始しない。
【０２１５】
　一実施形態において、通信サービスの第１のタイプは、回線交換サービスを含むことが
でき、通信サービスの第２のタイプは、パケット交換サービスを含むことができる。
【０２１６】
　一実施形態において、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の一時停止は、決定された結果として、Ｗ
ＴＲＵとのＰＤＮ接続が非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続であるかどうかを判定するステップと、
決定された結果に基づきＬＩＰＡ接続の無効化を防ぐステップとを含むことができる。
【０２１７】
　一実施形態において、切替え操作の実行は、
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【０２１８】
　ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を介して送信される通信がいつ第１のタイプのものであるかを判
定するステップと、非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を介して第１のタイプの通信を送信するステ
ップとを含むことができ、
【０２１９】
　ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の再開は、第１のタイプの通信がいつ終了したかを判定するステ
ップと、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を介して、第１のタイプの通信の後に続く、第２のタイプ
の通信を送信するステップとを含むことができる。
【０２２０】
　一実施形態において、第１のタイプの通信は、回線交換サービス使用することができ、
第２のタイプの通信サービスは、パケット交換サービスを使用することができる。
【０２２１】
　一実施形態において、この方法は、指定された期間が過ぎた後、一時停止したＬＩＰＡ
　ＰＤＮ接続を無効化または再開するステップをさらに含むことができる。
【０２２２】
　一実施形態において、この方法は、決定された結果として、一時停止期間の終了に応答
して、一時停止したＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を再開するか、または無効化するかを決定する
ステップと、決定された結果に従って、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を無効化または再開するス
テップとをさらに含むことができる。
【０２２３】
　一実施形態において、ＷＴＲＵは、ＣＳＦＢ操作によってターゲットシステムに向けら
れるか、またはリダイレクトされうる。
【０２２４】
　一実施形態において、この方法は、ＷＴＲＵをターゲットシステムにアタッチするステ
ップと、一時停止したＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を再開するためにターゲットシステムからＬ
ＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連付けられているローカルセル（例えば、ＬＩＰＡセル）へのリ
ダイレクションを制御するステップとをさらに含むことができる。
【０２２５】
　一実施形態において、この方法は、ＷＴＲＵをターゲットシステムにアタッチするステ
ップと、ターゲットシステムからＬＴＥ（ロングタームエボリューション）ＲＡＴ（無線
アクセス技術）へのリダイレクションを制御するステップとをさらに含むことができる。
【０２２６】
　一実施形態において、この方法は、ローカルセルへのリダイレクションの後にＷＴＲＵ
をリダイレクトされたローカルセルに再アタッチするステップをさらに含むことができる
。
【０２２７】
　一実施形態において、この方法は、ＣＳＦＢ操作の終了に応答して、一時停止したＬＩ
ＰＡ　ＰＤＮ接続を再開するためにリダイレクションを実行する指示をネットワークリソ
ースまたは非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連付けられている無線アクセスネットワークに送
信するステップをさらに含むことができる。
【０２２８】
　一実施形態において、この方法は、送信された指示に応答してＷＴＲＵをＬＩＰＡ　Ｐ
ＤＮ接続に関連付けられているローカルセルにリダイレクトして一時停止したＬＩＰＡ　
ＰＤＮ接続を再開するステップをさらに含むことができる。
【０２２９】
　一実施形態において、この方法は、通信のためＷＴＲＵをＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続から非
ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に切り替える切替え操作の後にＬＩＰＡセルへのＬＩＰＡ　ＰＤＮ
接続を管理することができることがわかる。
【０２３０】
　一実施形態において、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続は、切替え操作の後、一時停止されうる。
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【０２３１】
　一実施形態において、この方法は、非ＬＩＰ　ＰＤＮ接続に関連付けられているターゲ
ットシステムによって、ＷＴＲＵのリダイレクションのため情報をＬＩＰＡセルに送り返
すステップと、一時停止したＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を再開するためにターゲットシステム
からＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連付けられているＬＩＰＡセルへのＷＴＲＵのリダイレク
ションを制御するステップとを含みうる。
【０２３２】
　一実施形態において、この方法は、ＷＴＲＵをリダイレクトされたＬＩＰＡセルにアタ
ッチして保留中サービスを実行するステップをさらに含むことができる。
【０２３３】
　一実施形態において、ＷＴＲＵへのＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を管理する方法は、切替え操
作に応答して、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続をローカルで無効化することによってＷＴＲＵへの
通信のためＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続から非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に切り替える切替え操作を
実行するステップと、アタッチ手順を開始するステップとを含むことができる。
【０２３４】
　一実施形態において、この方法は、ＷＴＲＵがＬＩＰＡに対するものではないＰＤＮ接
続を有することに応答してＴＡＵ（トラッキングエリア更新）手順を開始するステップと
、ＷＴＲＵにおいてアクティブなベアラーを指示するステップとをさらに含むことができ
る。
【０２３５】
　一実施形態において、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の無効化は、ＷＴＲＵがＬＩＰＡ　ＰＤＮ
接続ではないＰＤＮ接続を有することに応答してなされるものとしてもよい。
【０２３６】
　一実施形態において、この方法は、どのベアラーがＷＴＲＵにおいてアクティブである
かをＭＭＥ（モビリティ管理エンティティ）に指示するステップを含むことができる。
【０２３７】
　一実施形態において、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続のローカルでの無効化は、ＣＳＧ（限定加
入者グループ）加入の失効が検出されると、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続をローカルで無効化す
るステップを含むことができる。
【０２３８】
　一実施形態において、この方法は、ＷＴＲＵから受信したＩＭＳ（ＩＰマルチメディア
サブシステム）緊急呼を、第１のセルがＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続が与えられているセルでな
いことに応答して、第１のセルによって拒絶しないステップをさらに含むことができる。
【０２３９】
　一実施形態において、ＷＴＲＵによるアイドルモード再選択を処理する方法は、ＬＩＰ
Ａ　ＰＤＮ接続を確立するステップと、アイドルモード中の間に一方のネットワークから
他方のネットワークに移動するステップと、ＷＴＲＵがＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有してい
るかどうかをモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）に通知するステップとを含むことが
できる。
【０２４０】
　一実施形態において、この方法は、ＥＰＳ（発展型パケットシステム）ベアラーがＷＴ
ＲＵにおいてアクティブであるかどうかを指示するＩＥ（情報要素）をＷＴＲＵによって
送信するステップをさらに含むことができる。
【０２４１】
　一実施形態において、ＣＳＧ（限定加入者グループ）の加入が失効したときにＷＴＲＵ
コンテキストを管理する方法は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続をＷＴＲＵによって確立するステ
ップと、ＣＳＧセルにアクセスすることをＷＴＲＵによって試みるステップと、ＷＴＲＵ
がＣＳＧセルにアクセスすることを試みた場合に、ＷＴＲＵの加入が失効した後ではＷＴ
ＲＵはＣＳＧへのアクセスを許可されないこと、およびＷＴＲＵがＬＩＰＡに対する１つ
のＰＤＮ接続を有していることを示すメッセージをＷＴＲＵによって受信するステップと
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を含むことができる。
【０２４２】
　一実施形態において、この方法は、ＭＭＥ（モビリティ管理エンティティ）へのシグナ
リングなしでＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に関連付けられているＷＴＲＵのベアラーをローカル
で無効化するステップをさらに含むことができる。
【０２４３】
　一実施形態において、ＷＴＲＵから緊急呼を発呼する方法は、確立節が緊急に設定され
たサービス要求タイプを送信するステップと、送信された確立節を使用してＷＴＲＵのロ
ーカルの登録抹消を防ぐステップと、緊急呼に対するパケットデータネットワーク接続を
開始するステップとを含むことができる。
【０２４４】
　一実施形態において、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を処理する方法は、回線交換フォールバッ
クを実行するステップと、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の一時停止と無効化との間での決定を行
うステップとを含むことができる。
【０２４５】
　一実施形態において、第１のタイプのＲＡＴ（無線アクセス技術）を介してＷＴＲＵへ
の接続を管理する方法は、ＷＴＲＵへの通信のため第１のタイプのＲＡＴを介した接続か
ら第２のタイプのＲＡＴを介したさらなる接続に切り替える切替え操作を実行するステッ
プと、切替え操作に応答して、第１のタイプのＲＡＴを介した接続を一時停止するステッ
プとを含むことができる。
【０２４６】
　一実施形態において、ＷＴＲＵの接続を管理する方法は、第１のドメインに再アタッチ
するシグナリングをＷＴＲＵによって受信するステップと、決定された結果として、ＷＴ
ＲＵがＬＩＰＡセルから移動し、確立されたＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有していたかどうか
をＷＴＲＵによって判定するステップと、決定された結果に基づき、第２のドメイン内で
回線交換呼をＷＴＲＵによって自立的に確立するステップとを含むことができる。
【０２４７】
　一実施形態において、ＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）の接続を管理する方法は、
第１のドメインに再アタッチするシグナリングをＷＴＲＵによって受信するステップと、
ＷＴＲＵによって、要求された、しかも決定された結果として、第１のドメインに再アタ
ッチするシグナリングを受信することをもたらしたサービスのタイプを決定するステップ
と、決定された結果に基づき、ＷＴＲＵによって、第２のドメインに、自立的に再選択す
るステップとを含むことができる。
【０２４８】
　一実施形態において、この方法は、第１のドメインに再アタッチする受信したシグナリ
ングをＷＴＲＵによって無視するステップをさらに含むことができ、第２のドメイン内で
回線交換呼の自立的確立は、移動局発信ＣＳＦＢ（回線交換フォールバック）または移動
局着信ＣＳＦＢをＷＴＲＵによって要求するステップを含むことができる。
【０２４９】
　一実施形態において、第１のドメインは、ＬＴＥ（ロングタームエボリューション）ド
メインであるものとしてもよく、第２のドメインは、回線交換ドメインであるものとして
もよい。
【０２５０】
　一実施形態において、第２のドメインは、（１）ＧＥＲＡＮ（ＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線ア
クセスネットワーク）、（２）ＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ地上波無線アクセスネットワーク）
、および／または（３）１ｘＲＴＴ（単一キャリア無線送信技術）のうちの１つであるも
のとしてもよい。
【０２５１】
　一実施形態において、第１のセルとのＬＩＰＡ　ＰＤＮ（パケットデータネットワーク
）接続を有するＷＴＲＵ（無線送信／受信ユニット）のハンドオーバーを試みる場合にＷ
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ＴＲＵの接続を管理する方法は、ＨｅＮＢ（ホームｅＮｏｄｅＢ）によって、第１の条件
が存在するかどうかを判定するステップと、第１の条件が存在することに応答して、試み
られたハンドオーバー手順をＨｅＮＢによって中断し、ＷＴＲＵを第２のセルにＨｅＮＢ
によってリダイレクトするステップとを含むことができる。
【０２５２】
　一実施形態において、この方法は、無線リソース制御接続を解放するステップをさらに
含むことができる。
【０２５３】
　一実施形態において、第１の条件が存在しているかどうかの判定は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ
接続が存在しているかどうかを判定するステップを含むことができる。
【０２５４】
　一実施形態において、ＷＴＲＵへの１つまたは複数の接続を管理する方法は、ＷＴＲＵ
への第１の接続からＷＴＲＵへの第２の接続に切り替える切替え操作を実行するステップ
と、切替え操作を実行した後に少なくとも指定された期間において切替え操作に応答して
第１の接続を一時停止するステップとを含むことができる。
【０２５５】
　一実施形態において、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を管理するための装置は、プロセッサであ
って、ＷＴＲＵへの通信のためＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続から非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続に切り
替える切替え操作を実行し、切替え操作に応答して、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を一時停止す
るように構成されたプロセッサを備えることができる。
【０２５６】
　一実施形態において、プロセッサは、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を、切替え操作の終了後に
再開するように構成されうる。
【０２５７】
　一実施形態において、プロセッサは、（１）ＷＴＲＵとの通信が第１のタイプのもので
あるかどうかを判定し、ＣＳＦＢ（回線交換フォールバック）操作を、通信が第１のタイ
プのものであることに応答して切替え操作の一部として実行するように構成されうる。
【０２５８】
　一実施形態において、プロセッサは、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を、切替え操作の終了に応
答して再開するように構成されうる。
【０２５９】
　一実施形態において、装置は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続の一時停止の後に一時停止期間の
終了を指示するように構成されうる一時停止タイマーと、プロセッサであって、一時停止
期間の終了に応答して、一時停止したＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を再開するか、または無効化
するかを決定し、一時停止期間の終了後に、一時停止したＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を無効化
するか、または再開するように構成されうるプロセッサとをさらに備えることができる。
【０２６０】
　一実施形態において、装置は、ＷＴＲＵに対する保留中サービスを非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ
接続に関連付けられているターゲットシステムに通知し、保留中サービスの実行のためリ
ダイレクション情報を提供してＷＴＲＵを一時停止したＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続にリダイレ
クトするように構成された送信／受信ユニットをさらに備えることができる。
【０２６１】
　一実施形態において、プロセッサは、一時停止したＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を、ＣＳＦＢ
操作の終了に応答して再開するリダイレクションを開始するように構成されうる。
【０２６２】
　一実施形態において、プロセッサは、決定された結果として、ＷＴＲＵとのＰＤＮ接続
が非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続であるかどうかを判定し、決定された結果に基づきＬＩＰＡ接
続の無効化を防ぐように構成されうる。
【０２６３】
　一実施形態において、プロセッサは、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を介して送信される通信が
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いつ第１のタイプのものであるかを判定し、非ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を介して第１のタイ
プの通信の送信を管理し、第１のタイプの通信がいつ終了したかを判定し、ＬＩＰＡ　Ｐ
ＤＮ接続を介して、第１のタイプの通信の後に続く、第２のタイプの通信の送信を管理す
るように構成されうる。
【０２６４】
　一実施形態において、第１のタイプの通信は、回線交換サービス使用し、第２のタイプ
の通信は、パケット交換サービスを使用する。
【０２６５】
　一実施形態において、アイドルモード中の間に一方のネットワークから他方のネットワ
ークに移動するときにＷＴＲＵによるアイドルモード再選択を処理するための装置は、Ｌ
ＩＰＡ　ＰＤＮ接続を確立するように構成されたプロセッサと、ＷＴＲＵがＬＩＰＡ　Ｐ
ＤＮ接続を有しているかどうかをＭＭＥに通知するように構成された送信／受信ユニット
とを備えることができる。
【０２６６】
　一実施形態において、送信／受信ユニットは、ＥＰＳ（発展型パケットシステム）ベア
ラーがＷＴＲＵに対してアクティブであるかどうかを指示するＩＥ（情報要素）を送信す
るように構成されうる。
【０２６７】
　一実施形態において、ＣＳＧ（限定加入者グループ）の加入が失効した場合にＷＴＲＵ
コンテキストを管理するための装置は、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を確立するように構成され
たプロセッサと、送信／受信ユニットであって、（１）ＣＳＧセルにアクセスすることを
試み、（２）ＷＴＲＵがＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有しているかどうかをＭＭＥに通知し、
（３）ＷＴＲＵがＣＳＧセルにアクセスすることを試みた場合にＷＴＲＵの加入が失効し
てしまった後ではＷＴＲＵはＣＳＧへのアクセスを許可されないこと、またＷＴＲＵがＬ
ＩＰＡに対する単一のＰＤＮ接続を有していることを示すメッセージを受信するように構
成された送信／受信ユニットとを備えることができる。
【０２６８】
　一実施形態において、緊急呼を発呼するための装置は、ＷＴＲＵから緊急事態を示すよ
うに確立節が設定されているサービス要求タイプを送信するように構成された送信／受信
ユニットと、送信された確立節を使用してＷＴＲＵのローカルの登録抹消を防止し、緊急
呼に対するパケットデータネットワーク接続を開始するように構成されたプロセッサとを
備えることができる。
【０２６９】
　一実施形態において、第１のタイプのＲＡＴ（無線アクセス技術）を介して接続を管理
するための装置は、プロセッサであって、ＷＴＲＵへの通信のため第１のタイプのＲＡＴ
を介した接続から第２のタイプのＲＡＴを介したさらなる接続に切り替える切替え操作の
実行を制御し、切替え操作に応答して、第１のタイプのＲＡＴを介した接続を一時停止す
るように構成されたプロセッサを備えることができる。
【０２７０】
　一実施形態において、第１のドメイン内でＬＩＰＡ（ローカルインターネットプロトコ
ルアクセス）ＰＤＮ（パケットデータネットワーク）接続を有していたＬＩＰＡセルから
移動する、接続を管理するように構成されたＷＴＲＵは、送信／受信ユニットであって、
（１）回線交換呼を要求し、（２）第１のドメインに再アタッチすることを示すシグナリ
ングを受信するように構成された送信／受信ユニットと、第１のドメインに再アタッチす
ることを示す受信したシグナリングを破棄し、第２のドメイン内で回線交換呼のリダイレ
クションを自立的に制御するように構成されたプロセッサとを備えることができる。
【０２７１】
　一実施形態において、第１のドメインは、ＬＴＥドメインであり、第２のドメインは、
（１）ＧＥＲＡＮ（ＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク）、（２）ＵＴＲＡＮ（
ＵＭＴＳ地上波無線アクセスネットワーク）、または（３）１ｘＲＴＴ（単一キャリア無
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【０２７２】
　一実施形態において、プロセッサは、（１）回線交換呼を開始するかどうかを判定する
ように構成され、（２）ＷＴＲＵは、決定された結果として、ＬＩＰＡセルから外へ出て
おり、決定された結果に応答して、ＷＴＲＵを、第２のドメインとして、回線交換ドメイ
ンに自立的にリダイレクトする。
【０２７３】
　一実施形態において、第１のセルとのＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を有するＷＴＲＵのハンド
オーバーを試みる場合に接続を管理するためのＨｅＮＢ（ホームｅＮｏｄｅＢ）は、（１
）第１の条件が存在するかどうかを判定し、（２）第１の条件に応答して、（ｉ）試みら
れたハンドオーバー手順を中断し、（ｉｉ）ＷＴＲＵを第２のセルにリダイレクトし、（
３）無線リソース制御接続を解放するように構成されたプロセッサを備えることができる
。
【０２７４】
　一実施形態において、プロセッサは、ＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続が、第１の条件の少なくと
も一部として存在するかどうかを判定するように構成されうる。
【０２７５】
　一実施形態において、非一時的なコンピュータ可読記憶媒体に、上記の方法のいずれか
を実装するためコンピュータによって実行可能なコンピュータコードを格納することがで
きる。

【図１】 【図２】
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【図１４】 【図１５】
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