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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　限定加入者グループ（ＣＳＧ）識別子（ＩＤ）によって識別されたＣＳＧを通知してい
る基地局のセルを選択するため移動体機器によって手動ＣＳＧ選択を実行することと、
　前記基地局が、前記通知されたＣＳＧのメンバに対する前記セルにアクセスを許可する
か、又は前記通知されたＣＳＧのメンバと非メンバとにアクセスを許可するかを決定する
ことと、
　前記選択された基地局の前記セルにて登録を開始することと、
　　前記選択された基地局が前記通知されたＣＳＧのメンバにアクセスを許可するとき、
成功裏の登録時に、前記選択された基地局の前記ＣＳＧ　ＩＤをホワイトリストに追加す
ることと、
　　前記選択された基地局が前記通知されたＣＳＧのメンバと非メンバとにアクセスを許
可するとき、成功裏の登録時に、前記選択された基地局の前記ＣＳＧ　ＩＤを前記ホワイ
トリストに追加することを防止することと
　によって、前記登録が成功し、前記ＣＳＧ　ＩＤが前記移動体機器の前記ホワイトリス
トから欠如すると、前記ＣＳＧ　ＩＤを含めるために、前記ホワイトリストを更新するか
どうかを決定することと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記ホワイトリストが、許可されたＣＳＧリスト又はオペレータＣＳＧリストのうちの
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少なくとも１つである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ホワイトリストに書き込むことによって、前記ホワイトリストを更新することを更
に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　手動ＣＳＧ選択を実行することが、
　対応するＣＳＧ　ＩＤによって識別された、それぞれのＣＳＧを通知している利用可能
な基地局に関して走査することと、
　前記利用可能な基地局のうちの少なくとも１つに関する、前記対応するＣＳＧ　ＩＤの
うちの少なくとも１つを備えるリストを表示することと、
　利用可能な基地局の前記リストから、前記選択された基地局を識別する入力を受信する
ことと
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　登録が、
　前記選択された基地局上にキャンプするための要求を送信することと、
　前記選択された基地局上に成功裏にキャンプしていることを示す表示を受信することと
　を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　登録が、前記選択された基地局に登録するために、位置登録手順を実行することを更に
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記位置登録手順が、トラッキング領域更新手順、ルーティング領域更新手順、又は位
置領域更新手順のうちの少なくとも１つである、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記選択された基地局が、通知されたＣＳＧ表示に応じて、前記通知されたＣＳＧのメ
ンバにアクセスを許可するか、又は前記通知されたＣＳＧのメンバと非メンバとにアクセ
スを許可するかを決定すること、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　手動限定加入者グループ（ＣＳＧ）選択を実行するための手段と、
　ＣＳＧ識別子（ＩＤ）によって識別された、通知されたＣＳＧに関連する、選択された
基地局で登録するための手段と、
　前記選択された基地局がハイブリッドアクセスモード又は閉鎖型アクセスモードのうち
の１つで動作するかどうかを検出するための手段と、
　前記選択された基地局が閉鎖型アクセスモードで動作し、前記ＣＳＧ　ＩＤがホワイト
リストから欠けているとき、成功裏の登録時に、前記ＣＳＧ　ＩＤを前記ホワイトリスト
に追加するための手段と、
　前記選択された基地局がハイブリッドアクセスモードで動作するとき、前記ＣＳＧ　Ｉ
Ｄを前記ホワイトリスト内に含めることを防止するための手段と
　を備える装置。
【請求項１０】
　前記ホワイトリストが、許可されたＣＳＧリスト又はオペレータＣＳＧリストのうちの
少なくとも１つである、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項８のうちのいずれか一項に記載の方法を行うための命令を備える、
コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　以下の説明は、一般に、無線通信に関し、より詳細には、無線通信環境において基地局
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に関する多重アクセスモードをサポートすることに関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムは、例えば、音声、データなど、様々なタイプの通信コンテンツを提
供するために広く展開されている。典型的な無線通信システムは、利用可能なシステムリ
ソース（例えば、帯域幅、送信電力、．．．）を共有することによって、複数のユーザと
の通信をサポートすることが可能なマルチアクセスシステムであり得る。かかるマルチア
クセスシステムの例は、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）システム、時分割多重アクセ
ス（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多重アクセス（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分
割多重アクセス（ＯＦＤＭＡ）システムなどを含み得る。加えて、これらのシステムは、
第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ（登録商標））、３ＧＰＰロングター
ムエボリューション（ＬＴＥ（登録商標））、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ
）などの仕様書、及び／又はエボリューションデータオプティマイズド（ＥＶ－ＤＯ）な
どのマルチキャリア無線仕様書、それらの１つ以上の改定版に準拠し得る。
【０００３】
　一般に、無線多重アクセス通信システムは、複数の移動体機器に関する通信を同時にサ
ポートすることが可能である。それぞれの移動体機器は、順方向リンク上及び逆方向リン
ク上の伝送を経由して、1つ以上の基地局と通信することが可能である。順方向リンク（
即ち、ダウンリンク）は、基地局から移動体機器への通信リンクを指し、逆方向リンク（
即ち、アップリンク）は、移動体機器から基地局への通信リンクを指す。更に、移動体機
器と基地局との間の通信は、単入力単出力（ＳＩＳＯ）システム、多入力単出力（ＭＩＳ
Ｏ）システム、多入出力（ＭＩＭＯ）システムなどを経由して確立され得る。加えて、移
動体機器は、ピアツーピア無線ネットワーク構成において、その他の移動体機器と（及び
／又は基地局は、その他の基地局と）通信することが可能である。
【０００４】
　異種無線通信システムは、一般に、そのそれぞれが、異なるセルサイズに関連し得る、
様々なタイプの基地局を含むことが可能である。例えば、マクロセル基地局は、通常、柱
、屋根、その他の既存の構造などの上に取り付けられた（1つ以上の）アンテナを活用す
る。更に、マクロセル基地局は、多くの場合、数１０ワット程度の電力出力を有し、広い
領域に有効範囲を提供することができる。フェムトセル基地局は、近年出現したもう１つ
のクラスの基地局である。フェムトセル基地局は、通常、住宅用又は小規模事業環境用に
設計され、バックホールに関して、移動体機器及び既存の広帯域インターネット接続（例
えば、ディジタル加入者線（ＤＳＬ）、ケーブル、...）と通信するために、無線技術（
例えば、３ＧＰＰユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）又はロングタームエボリ
ューション（ＬＴＥ）、１ｘエボリューションデータオプティマイズド（１ｘＥＶ－ＤＯ
）、．．．）を使用して、無線有効範囲を移動体機器に提供することが可能である。フェ
ムトセル基地局は、ホーム進化型ノードＢ（ＨｅＮＢ）、ホームノードＢ（ＨＮＢ）、フ
ェムトセルなどと呼ばれる場合もある。その他のタイプの基地局の例は、ピコセル基地局
、マイクロセル基地局などを含む。
【０００５】
　更に、基地局は、異なるアクセスモードを用いることが可能である。従って、異種無線
通信システム内のいくつかの基地局は、実質的に任意の移動体機器によるアクセスを許可
することが可能であり、一方、異種基地局は、無許可の移動体機器を除外して、許可され
た移動体機器によるアクセスを可能にし得る。通常、基地局に関して異なるアクセスモー
ドを利用することは、移動体機器に関する様々な非アクセス層（ＮＡＳ）手順に悪影響を
及ぼす可能性がある。例えば、異なるアクセスモードを用いるとき、アクセス制御、ペー
ジング、及びホワイトリスト管理は、共通の手法による影響を受ける可能性がある。
【発明の概要】
【０００６】
米国特許法第１１９条に基づく優先権主張



(4) JP 6457134 B2 2019.1.23

10

20

30

40

50

　本特許出願は、２００８年１０月３１日に出願された、「METHOD,APPARATUS,AND SYSTE
M TO ENABLE SUPPORT FOR MULTIPLE ACCESS MODES FOR HOME BASE STATIONS」という表題
の仮出願第６１／１１０，４３６号、及び２００８年１２月２３日に出願された、「METH
OD,APPARATUS,AND SYSTEM TO ENABLE SUPPORT FOR MULTIPLE ACCESS MODES FOR HOME BAS
E STATIONS」という表題の仮出願第６１／１４０，５９１号の優先権を主張する。前述の
仮出願は、本譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明示的に組み込まれている。
【０００７】
　以下は、1つ以上の態様の基本的な理解をもたらすために、かかる態様の簡素化された
概要を提示する。この概要は、全ての企図される態様の広範囲な概要ではなく、全ての態
様の主要な要素又は重要な要素を識別すること、又は任意の若しくは全ての態様の範囲を
描写することが意図されない。その唯一の目的は、後に提示される、より詳細な説明の前
置きとして、1つ以上の態様のいくつかの概念を簡素化された形で提示することである。
【０００８】
　1つ以上の実施形態、及びその対応する開示によれば、無線通信環境において基地局に
関する多重アクセスモードをサポートすることに関して、様々な態様が説明される。基地
局は、ハイブリッドアクセスモード、閉鎖型アクセスモード、又は開放型アクセスモード
（closed, or open access mode）を活用することが可能である。移動体機器のホワイト
リストは、それを用いて、移動体機器が、その移動体機器がＣＳＧ　ＩＤをブロードキャ
ストしているセルにアクセスできるかどうかを決定することが可能な限定加入者グループ
（Closed Subscriber Group）（ＣＳＧ）識別子（ＩＤ）のリストを含む。移動体機器の
このホワイトリストは、ＵＥがその基地局に成功裏に登録した後で、基地局のＣＳＧ　Ｉ
Ｄを含めるために選択的に更新されることが可能である。例えば、基地局が閉鎖型アクセ
スモードで動作するとき、基地局のＣＳＧ　ＩＤは、ホワイトリストに追加されることが
可能であり、一方、基地局がハイブリッドアクセスモードで動作するとき、ＣＳＧ　ＩＤ
を追加することは省略され得る。もう１つの例によれば、ＣＳＧ　ＩＤは、受信された容
認原因値（accept cause value）に基づいて、選択的に追加されることが可能である。加
えて、又はその代わりに、ＣＳＧ　ＩＤ、又はアクセスモードインジケータは、ネットワ
ークノードにおいて、アクセス制御及び／又はページング最適化を実装するために、基地
局からネットワークノードに送信され得る。
【０００９】
　関連する態様によれば、移動体機器を用いて、ＣＳＧ　ＩＤによって識別されたＣＳＧ
を通知している基地局のセルを選択するための手動ＣＳＧ選択を実行することと、その基
地局が、通知されたＣＳＧのメンバに関するセルに対するアクセスを許可するか、又は通
知されたＣＳＧのメンバと非メンバとに対するアクセスを許可するかを決定することとを
含む方法が提供される。この方法は、選択された基地局のセルに登録することを開始する
こと、及び、登録することが成功し、そのＣＳＧ　ＩＤがその移動体機器のホワイトリス
トから欠けているとき、そのＣＳＧ　ＩＤを含めるために、ホワイトリストを更新するか
どうかを決定することも含む。
【００１０】
　もう１つの態様は、無線通信装置に関する。この無線通信装置は、手動ＣＳＧ選択を実
行して、ＣＳＧ　ＩＤによって認識された、通知されたＣＳＧに対応する、選択された基
地局に登録するように構成された、少なくとも１つのプロセッサを含み得る。この少なく
とも１つのプロセッサは、手動で選択された基地局がハイブリッドアクセスモード又は閉
鎖型アクセスモードのうちの１つで動作するかどうかを識別し、選択された基地局で登録
することが成功し、そのＣＳＧ　ＩＤがホワイトリストから欠けているとき、そのＣＳＧ
　ＩＤを移動体機器のホワイトリストに追加するかどうかを選択するように更に構成され
る。
【００１１】
　更にもう１つの態様は、装置に関する。この装置は、手動ＣＳＧ選択を実行するための
手段と、ＣＳＧ　ＩＤによって識別され、通知されたＣＳＧに関連する、選択基地局で登
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録するための手段とを含む。この装置は、選択基地局が閉鎖型アクセスモードで動作し、
そのＣＳＧ　ＩＤがホワイトリストから欠けているとき、成功裏の登録時に、そのＣＳＧ
　ＩＤをホワイトリストに追加するための手段も含む。
【００１２】
　更にもう１つの態様は、少なくとも１つのコンピュータに、手動ＣＳＧ選択を実施させ
るためのコードと、少なくとも１つのコンピュータに、ＣＳＧ　ＩＤによって識別された
、通知されたＣＳＧに関連する、選択された基地局で登録させるためのコードとを含むコ
ンピュータ可読媒体を有し得るコンピュータプログラム製品に関する。このコンピュータ
可読媒体は、少なくとも１つのコンピュータに、選択された基地局がハイブリッドアクセ
スモード又は閉鎖型アクセスモードのうちの１つで動作するかどうかを検出させるための
コードと、選択された基地局が閉鎖型アクセスモードで動作し、そのＣＳＧ　ＩＤがホワ
イトリストから欠けていると決定されたとき、成功裏の登録時に、少なくとも１つのコン
ピュータに、そのＣＳＧ　ＩＤをホワイトリスト内に含めさせるためのコードとを備える
ことも可能である。
【００１３】
　更に、追加の態様は、手動ＣＳＧ選択を実行する選択コンポーネントと、ＣＳＧ　ＩＤ
によって識別された、通知されたＣＳＧに関連する、選択された基地局に登録することを
開始する登録コンポーネントとを含む装置に関する。この装置は、手動で選択された基地
局が、ハイブリッドアクセスモード又は閉鎖型アクセスモードのうちの１つで動作するか
どうかを認識するモード検出コンポーネントと、手動で選択された基地局が閉鎖型アクセ
スモードで動作し、そのＣＳＧ　ＩＤがホワイトリストから欠けているとき、成功裏の登
録時に、そのＣＳＧ　ＩＤを含めるためにホワイトリストを更新し、手動で選択された基
地局がハイブリッドアクセスモードで動作するとき、ホワイトリストを更新することを防
止するリスト管理コンポーネントとを更に含む。
【００１４】
　もう１つの態様によれば、移動体機器を用いて、ＣＳＧのメンバと非メンバとに対する
アクセスを許可するＣＳＧ　ＩＤによって識別されたＣＳＧを通知している基地局に登録
することを開始することと、登録することからの応答内で、その移動体機器が通知された
ＣＳＧのメンバであるかどうかを指定する表示を受信することとを含む方法が提供される
。この方法は、その表示に少なくとも一部基づいて、そのＣＳＧ　ＩＤを含めるために、
ホワイトリストを更新するかどうかを決定することも含む。
【００１５】
　もう１つの態様は、無線通信装置に関する。この無線通信装置は、移動体機器のホワイ
トリストから欠けているＣＳＧ　ＩＤによって認識されたＣＳＧを通知している基地局に
登録するように構成された少なくとも１つのプロセッサを含み得る。この少なくとも１つ
のプロセッサは、基地局に登録する間に受信された、そのＣＳＧ　ＩＤを移動体機器のホ
ワイトリストに追加するか、又は追加することを差し控えるかを示す応答に応じて、ホワ
イトリストを更新することを制御するように更に構成される。
【００１６】
　更にもう１つの態様は、装置に関する。この装置は、ホワイトリストから欠けているＣ
ＳＧ　ＩＤによって識別されたＣＳＧを通知している基地局で登録するための手段を含む
。この装置は、移動体機器がＣＳＧのメンバ又はＣＳＧの非メンバのうちの１つであるこ
とを示す登録応答に応じて、ホワイトリストを更新することを管理するための手段も含む
。
【００１７】
　更にもう１つの態様は、少なくとも１つのコンピュータに、手動ＣＳＧ選択を実施させ
るためのコードと、少なくとも１つのコンピュータに、ＣＳＧのメンバと非メンバとに対
するアクセスを許可するＣＳＧ　ＩＤによって識別されたＣＳＧを通知している基地局に
登録させるためのコードとを含むコンピュータ可読媒体を有し得るコンピュータプログラ
ム製品に関する。このコンピュータ可読媒体は、少なくとも１つのコンピュータに、移動
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体機器がＣＳＧのメンバ又はＣＳＧの非メンバのうちの１つであることを示す登録応答に
基づいて、基地局のＣＳＧ　ＩＤを移動体機器のホワイトリスト内に含めることを制御さ
せるためのコードを備えることも可能である。
【００１８】
　更に、追加の態様は、ＣＳＧのメンバと非メンバとに対するアクセスを許可するＣＳＧ
　ＩＤによって識別されたＣＳＧを通知している基地局を選択する選択コンポーネントを
含む装置に関する。この装置は、基地局に登録することを開始する登録コンポーネントと
、移動体機器がＣＳＧのメンバ又はＣＳＧの非メンバのうちの１つであることを示す、受
信された登録応答に応じて、そのＣＳＧ　ＩＤを含めるためにホワイトリストを選択的に
更新するリスト管理コンポーネントとを更に含み得る。
【００１９】
　さらなる態様によれば、ＣＳＧ　ＩＤを基地局から、アクセス制御又はページング最適
化のうちの少なくとも１つを実行するネットワークノードに送信することを含む方法が提
供される。この方法は、アクセスモードインジケータをそのＣＳＧ　ＩＤと共に基地局か
らネットワークノードに送信することも含む。
【００２０】
　もう１つの態様は、無線通信装置に関する。この無線通信装置は、ＣＳＧ　ＩＤを基地
局から、アクセス制御又はページング最適化のうちの少なくとも１つを実行するネットワ
ークノードに送信するように構成された、少なくとも１つのプロセッサを含むことが可能
である。この少なくとも１つのプロセッサは、アクセスモードインジケータをそのＣＳＧ
　ＩＤと共に基地局からネットワークノードに送信するように更に構成される。
【００２１】
　更にもう１つの態様は、装置に関する。この装置は、ＣＳＧ　ＩＤを基地局からネット
ワークノードに送信するための手段を含む。この装置は、アクセスモードインジケータを
そのＣＳＧ　ＩＤと共に基地局からネットワークノードに送信するための手段も含む。
【００２２】
　更にもう１つの態様は、少なくとも１つのコンピュータに、基地局において移動体機器
からの要求を受信させるためのコードを含むコンピュータ可読媒体を有し得るコンピュー
タプログラム製品に関する。このコンピュータ可読媒体は、少なくとも１つのコンピュー
タに、その要求を用いて、基地局に関連するＣＳＧ　ＩＤと、基地局に関連するアクセス
モードインジケータとをアクセス制御又はページング最適化のうちの少なくとも１つを実
行するネットワークノードに送信させるためのコードを備えることも可能である。
【００２３】
　更に、追加の態様は、基地局において移動体機器からの要求を取得する要求受信コンポ
ーネントを含む装置に関する。この装置は、その要求と、基地局に関連するＣＳＧ　ＩＤ
と、基地局に関連するアクセスモードインジケータとを、アクセス制御又はページング最
適化のうちの少なくとも１つを実施するネットワークノードに送信する転送コンポーネン
トを更に含み得る。
【００２４】
　更にもう１つの態様では、ネットワークノードにおいて、基地局に対応するＣＳＧ　Ｉ
Ｄを基地局から受信することを含む方法が提供される。この方法は、ネットワークノード
において、基地局に対応するアクセスモードインジケータをＣＳＧ　ＩＤと共に基地局か
ら受信することも含む。
【００２５】
　もう１つの態様は、無線通信装置に関する。この無線通信装置は、ネットワークノード
において、基地局に対応するＣＳＧ　ＩＤを取得するように構成された、少なくとも１つ
のプロセッサを含み得る。この少なくとも１つのプロセッサは、ネットワークノードにお
いて、基地局に対応するアクセスモードインジケータをＣＳＧ　ＩＤと共に取得するよう
に更に構成される。
【００２６】



(7) JP 6457134 B2 2019.1.23

10

20

30

40

50

　更にもう１つの態様は、装置に関する。この装置は、ネットワークノードにおいて、基
地局に対応するＣＳＧ　ＩＤを受信するための手段を含む。この装置は、ネットワークノ
ードにおいて、基地局に対応するアクセスモードインジケータをＣＳＧ　ＩＤと共に受信
するための手段も含む。
【００２７】
　更にもう１つの態様は、少なくとも１つのコンピュータに、ネットワークノードにおい
て、基地局に対応するＣＳＧ　ＩＤを受信させるためのコードを含むコンピュータ可読媒
体を有し得るコンピュータプログラム製品に関する。このコンピュータ可読媒体は、少な
くとも１つのコンピュータに、ネットワークノードにおいて、基地局に対応するアクセス
モードインジケータをＣＳＧ　ＩＤと共に受信させるためのコードを備えることも可能で
ある。
【００２８】
　更に、追加の態様は、ＣＳＧ　ＩＤとアクセスモードインジケータとを基地局から受信
する情報収集コンポーネントを含む装置に関する。この装置は、基地局から受信されたア
クセスモードインジケータに応じて、基地局から受信されたＣＳＧ　ＩＤを評価するかど
うかを検出する選択的解析コンポーネントを更に含み得る。
【００２９】
　前述の目的及び関係する目的を達成するために、1つ以上の実施形態は、以下で十分に
説明され、特に、特許請求の範囲において指摘される特徴を備える。以下の説明及び添付
の図面は、1つ以上の実施形態のいくつかの例示的な特徴を詳細に記載する。しかし、こ
れらの特徴は、様々な態様の原理が用いられることが可能な様々な方式のほんのいくつか
を示し、この説明は、全てのかかる態様及びそれらの均等物を含むことが意図される。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本明細書に記載される様々な態様による無線通信システムを例示する図。
【図２】無線通信環境において、限定加入者グループ（ＣＳＧ）識別子（ＩＤ）を含む、
移動体機器のホワイトリストを管理することをサポートする１つの例示的なシステムを示
す図。
【図３】無線通信環境において、基地局によって、少なくとも１つの異種ネットワークエ
ンティティに対して用いられるアクセスモードを示す、１つの例示的なシステムを示す図
。
【図４】ＣＳＧセルにおけるアクセス制御に関する１つの例示的な呼の流れ図。
【図５】ネットワーク環境において、アクセスポイント基地局（例えば、フェムトセル基
地局、．．．）の配備を可能にする、１つの例示的なシステムを示す図。
【図６】無線通信環境において、限定加入者グループ（ＣＳＧ）サポートを提供する、１
つの例示的なシステムを示す図。
【図７】無線通信環境において、移動体機器に関するホワイトリストを管理することを円
滑にする、１つの例示的な方法論を示す図。
【図８】無線通信環境において、移動体機器に関するホワイトリストを更新することを制
御することを円滑にする、１つの例示的な方法論を示す図。
【図９】無線通信環境において、アクセス制御及び／又はページング最適化をサポートす
ることを円滑にする、１つの例示的な方法論を示す図。
【図１０】無線通信環境において、アクセス制御及び／又はページング最適化を実装する
ことを円滑にする、１つの例示的な方法論を示す図。
【図１１】無線通信システムにおいて、ＣＳＧ　ＩＤを含むホワイトリストを管理する、
１つの例示的な移動体機器を示す図。
【図１２】無線通信環境において、多重アクセスモードをサポートする、１つの例示的な
システムを示す図。
【図１３】本明細書で説明される様々なシステム及び方法に関して用いられることが可能
な、１つの例示的な無線ネットワーク環境を示す図。
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【図１４】無線通信環境において、移動体機器に関するホワイトリストを更新することを
可能にする、１つの例示的なシステムを示す図。
【図１５】無線通信環境において、移動体機器のホワイトリストを管理することを可能に
する、１つの例示的なシステムを示す図。
【図１６】無線通信環境において、アクセス制御及び／又はページング最適化をサポート
することを可能にする、１つの例示的なシステムを示す図。
【図１７】無線通信環境において、アクセス制御及び／又はページング最適化を実装する
ことを可能にする、１つの例示的なシステムを示す図。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　次に、図面を参照して様々な態様が説明される。以下の記載において、説明のために、
1つ以上の態様の十分な理解をもたらす目的で、多数の特定の詳細が記載される。しかし
、（1つ以上の）かかる態様は、これらの特定詳細なしに実行され得る点は明らかであろ
う。
【００３２】
　本出願で使用される場合、「コンポーネント」、「モジュール」、「システム」などの
用語は、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組合せ、ソフト
ウェア、又は実行中のソフトウェアなどであるが、これらに限定されないコンピュータ関
連のエンティティを含むことが意図される。例えば、コンポーネントは、プロセッサ上で
実行しているプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行可能物、実行のスレッド、プロ
グラム、及び／又はコンピュータであり得るが、これらに限定されない。例示として、計
算機器上で実行しているアプリケーションと計算機器は、両方ともコンポーネントであり
得る。１つ以上のコンポーネントは、プロセス及び／又は実行のスレッドの中に存在して
よく、コンポーネントは、１つのコンピュータ上に局在化されてもよく、及び／又は２つ
以上のコンピュータ間で分散されてもよい。加えて、これらのコンポーネントは、様々な
データ構造を格納している様々なコンピュータ可読媒体から実行することが可能である。
これらのコンポーネントは、ローカルシステム内、分散システム内のもう１つのコンポー
ネントと相互作用している、及び／又は信号によってインターネットなどのネットワーク
全域でもう１つのコンポーネントと相互作用している、１つのコンポーネントからのデー
タなど、１つ以上のデータパケットを有する信号に従ってなど、局所的プロセス及び／又
は遠隔プロセスによって通信することが可能である。
【００３３】
　更に、様々な態様は、本明細書において、有線端末であってよく、又は無線端末であっ
てもよい端末に関して説明される。端末は、システム、機器、加入者ユニット、加入者局
、移動局、移動体、移動体機器、遠隔局、遠隔端末、アクセス端末、ユーザ端末、端末、
通信機器、ユーザエージェント、ユーザ機器、又はユーザ機器（ＵＥ）と呼ばれる場合も
ある。無線端末は、セルラ電話、衛星電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル
（ＳＩＰ）電話、無線ローカルループ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線接続
機能を有するハンドヘルド機器、計算機器、又は無線モデムに接続された、その他の処理
機器であってよい。更に、様々な態様は、本明細書において、基地局に関して説明される
。基地局は、（1つ以上の）無線端末と通信するために利用されることが可能であり、ア
クセスポイント、ノードＢ、進化型ノードＢ（ｅノードＢ、ｅＮＢ）、フェムトセル、ピ
コセル、マイクロセル、マクロセル、ホーム進化型ノードＢ（ＨｅＮＢ）、ホームノード
Ｂ（ＨＮＢ）と呼ばれる場合があり、又はいくつかのその他の専門用語で呼ばれる場合も
ある。
【００３４】
　更に、「又は」という用語は、排他的な「又は」ではなく、包括的な「又は」を意味す
ることが意図される。即ち、特にその他の指定がない限り、又はその内容から明らかでな
い限り、「ＸはＡ又はＢを用いる」という語句は、当然の包括的な置換のいずれかを意味
することが意図される。即ち、「ＸはＡ又はＢを用いる」という語句は、以下の事例のい
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ずれかによって満たされる。即ち、ＸはＡを用いる、ＸはＢを用いる、又はＸはＡとＢの
両方を用いる、である。加えて、冠詞「ａ」及び「ａｎ」は、本出願及び添付の特許請求
の範囲において使用される場合、その他の指定がない限り、又はその内容から単数形に関
することが明らかでない限り、一般に、「1つ以上の」を意味すると解釈されるべきであ
る。
【００３５】
　本明細書で説明される技法は、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）、時分割多重アクセ
ス（ＴＤＭＡ）、周波数分割多重アクセス（ＦＤＭＡ）、直交周波数分割多重アクセス（
ＯＦＤＭＡ）、シングルキャリア周波数分割多重アクセス（ＳＣ－ＦＤＭＡ）、及びその
他のシステムなど、様々な無線通信システムに関して使用され得る。「システム」及び「
ネットワーク」という用語は、多くの場合、交換可能に使用される。ＣＤＭＡシステムは
、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ＣＤＭＡ２０００などの無線技術を実装
することが可能である。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ（登録商標））及び
ＣＤＭＡのその他の改変形態を含む。更に、ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００標準、
ＩＳ－９５標準、及びＩＳ－８５６標準をカバーする。ＴＤＭＡシステムは、移動体通信
用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））などの無線技術を実装することが可能であ
る。ＯＦＤＭＡシステムは、進化型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロー
ドバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（Ｗ
ｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、フラッシュＯＦＤＭなどの無線技術を実装すること
が可能である。ＵＴＲＡ及びＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴ
Ｓ）の一部である。３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）は、ダウンリンク
上でＯＦＤＭＡを用いて、アップリンク上でＳＣ－ＦＤＭＡを用いるＥ－ＵＴＲＡを使用
する、ＵＭＴＳのリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、及びＧ
ＳＭは、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と名付けられた機関か
らの文書において説明される。加えて、ＣＤＭＡ２０００及びウルトラモバイルブロード
バンド（ＵＭＢ）は、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と名
付けられた機関からの文書において説明される。更に、かかる無線通信システムは、加え
て、多くの場合、無対の無許可スペクトル、８０２．ｘｘ無線ＬＡＮ、ＢＬＵＥＴＯＯＴ
Ｈ(登録商標)、ならびに任意のその他の短距離無線通信技法及び長距離無線通信技法を使
用するピアツーピア（例えば、移動体間）アドホックネットワークシステムを含み得る。
【００３６】
　シングルキャリア周波数分割多重アクセス（ＳＣ－ＦＤＭＡ）は、シングルキャリア変
調及び周波数領域等化を利用する。ＳＣ－ＦＤＭＡは、ＯＦＤＭＡシステムのパフォーマ
ンスと類似のパフォーマンス、及びＯＦＤＭＡシステムの複雑さと本質的に同じ複雑さ全
体を有する。ＳＣ－ＦＤＭＡ信号は、その固有のシングルキャリア構造により、より低い
ピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）を有する。ＳＣ－ＦＤＭＡは、例えば、送信電力効率の
点から、より低いＰＡＰＲが大いにアクセス端末に役立つアップリンク通信において使用
されることが可能である。従って、ＳＣ－ＦＤＭＡは、３ＧＰＰ ロングタームエボリュ
ーション（ＬＴＥ）又は進化型ＵＴＲＡにおいてアップリンク多重アクセス方式として実
装されることが可能である。
【００３７】
　本明細書で説明される様々な態様又は特徴は、標準のプログラミング技法及び／又はエ
ンジニアリング技法を使用する方法、装置、又は製品として実装されることが可能である
。「製品」という用語は、本明細書で使用される場合、任意のコンピュータ可読機器、キ
ャリア、又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ことが意図され
る。例えば、コンピュータ可読媒体は、磁気記憶機器（例えば、ハードディスク、フロッ
ピー（登録商標）ディスク、磁気ストリップなど）、光ディスク（例えば、コンパクトデ
ィスク（ＣＤ）、ディジタル多目的ディスク（ＤＶＤ）など）、スマートカード、及びフ
ラッシュメモリ機器（例えば、ＥＰＲＯＭ、カード、スティック、キードライブなど）を
含み得るが、これらに限定されない。加えて、本明細書で説明される様々な記憶媒体は、
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情報を格納するための１つ以上の機器及び／又はその他の機械可読媒体を表す場合がある
。「機械可読媒体」という用語は、無線チャネルと、（１つ以上の）命令及び／又はデー
タを格納、包括、及び／又は伝搬することが可能な様々なその他の媒体とを含み得るが、
それらに限定されない。
【００３８】
　図１を参照すると、本明細書で提示される様々な実施形態による無線通信システム１０
０が例示される。システム１００は、複数のアンテナグループを含み得る基地局１０２を
備える。例えば、１つのアンテナグループは、アンテナ１０４及び１０６を含むことが可
能であり、もう１つのグループは、アンテナ１０８及び１１０を備えることが可能であり
、追加のグループは、アンテナ１１２及び１１４を含むことが可能である。それぞれのア
ンテナグループに関して２本のアンテナが例示されるが、それぞれのグループに関して、
より多い又はより少ないアンテナが利用され得る。基地局１０２は、加えて、当業者によ
って理解されるように、そのそれぞれが信号送受信に関連する複数のコンポーネント（例
えば、プロセッサ、変調器、多重化装置、復調器、多重化復調器、アンテナなど）を備え
得る送信機チェーンと受信機チェーンとを含むことが可能である。
【００３９】
　基地局１０２は、移動体機器１１６及び移動体機器１２２など、1つ以上の移動体機器
と通信することが可能であるが、基地局１０２は、移動体機器１１６及び１２２と類似の
、実質的に任意の数の移動体機器と通信することが可能である点を理解されたい。移動体
機器１１６及び１２２は、例えば、セルラ電話、スマートフォン、ラップトップ、ハンド
ヘルド通信機器、ハンドヘルド計算機器、衛星無線、全地球測位システム、ＰＤＡ、及び
／又は無線通信システム１００を介して通信するための任意のその他の適切な機器であっ
てよい。示されるように、移動体機器１１６は、アンテナ１１２及び１１４と通信中であ
り、この場合、アンテナ１１２及び１１４は、順方向リンク１１８を介して情報を移動体
機器１１６に送信して、逆方向リンク１２０を介して情報を移動体機器１１６から受信す
る。更に、移動体機器１２２は、アンテナ１０４及び１０６と通信中であり、この場合、
アンテナ１０４及び１０６は、順方向リンク１２４を介して情報を移動体機器１２２に送
信して、逆方向リンク１２６を介して情報を移動体機器１２２から受信する。周波数分割
複信（ＦＤＤ）システムでは、例えば、順方向リンク１１８は、逆方向リンク１２０によ
って使用される周波数帯域とは異なる周波数帯域を利用することが可能であり、順方向リ
ンク１２４は、逆方向リンク１２６によって用いられる周波数帯域とは異なる周波数帯域
を用いることが可能である。更に、時分割複信（ＴＤＤ）システムでは、順方向リンク１
１８及び逆方向リンク１２０は、共通の周波数帯域を利用することが可能であり、順方向
リンク１２４及び逆方向リンク１２６は、共通の周波数数帯域を利用することが可能であ
る。
【００４０】
　アンテナのそれぞれのグループ及び／又はそれらのアンテナが通信するように指定され
る領域は、基地局１０２のセクタと呼ばれる場合がある。例えば、アンテナグループは、
基地局１０２によってカバーされる領域のセクタ内で移動体機器と通信するように設計さ
れ得る。順方向リンク１１８及び１２４を介した通信において、基地局１０２の送信アン
テナは、移動体機器１１６ならびに１２２に関する順方向リンク１１８及び１２４のＳＮ
比を改善するために、ビーム形成を利用することが可能である。また、基地局１０２は、
関連する有効範囲の全体にわたって不規則に散乱された移動体機器１１６及び１２２に送
信するためにビーム形成を利用するが、隣り合うセル内の移動体機器は、全てのその移動
体機器に対して単一のアンテナを介して送信している基地局に比べて、より少ない干渉を
受ける可能性がある。
【００４１】
　基地局１０２は、任意のタイプの基地局（例えば、マクロセル基地局、ミクロセル基地
局、ピコセル基地局、フェムトセル基地局、．．．）であり得ることが企図される。更に
、基地局１０２は、可能なアクセスモードのセットからの特定のアクセスモードで動作す
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ることが可能である。この可能なアクセスモードのセットは、閉鎖型アクセスモードと、
ハイブリッドアクセスモードと、開放型アクセスモードとを含み得る。閉鎖型アクセスモ
ードを用いるとき、基地局１０２は、限定加入者グループ（ＣＳＧ）基地局として動作す
ることが可能であり、この場合、ＣＳＧ識別子（ＩＤ）によって識別されたユーザの選択
グループは、かかる基地局にアクセスすることが可能にされる。更に、ハイブリッドアク
セスモードを利用しているとき、基地局１０２は、ハイブリッド基地局として動作するこ
とが可能である（例えば、基地局１０２は、ＣＳＧメンバに加えて、非ＣＳＧメンバに対
するアクセスを可能にすると同時に、そのＣＳＧ　ＩＤを通知する、．．．）。ハイブリ
ッドアクセスモードでは、実質的にいずれのユーザも、かかる基地局にアクセスすること
が可能にされ得るが、ＣＳＧ　ＩＤは、例えば、特別サービス、優先権、より高い等級の
サービス、異なるアクセスなど、ユーザの選択グループに対する特別な特権を可能にする
ために通知されることが可能である。更に、開放型アクセスモードを使用しているとき、
基地局１０２は、非ＣＳＧ基地局（例えば、開放型基地局、．．．）として動作すること
が可能である。
【００４２】
　用いられるアクセスモードに応じて、基地局１０２は、ＣＳＧ基地局、ハイブリッド基
地局、又は開放型基地局であり得る。ＣＳＧ基地局は、限定加入者グループ（ＣＳＧ）の
メンバによってアクセス可能な（例えば、ＣＳＧの非メンバによってアクセス不可能な、
．．．）制限された関連付けを有する基地局を指す。ＣＳＧ基地局は、閉鎖型基地局と呼
ばれる場合もある。ＣＳＧは、移動体機器の共通のアクセス制御リストを共有する基地局
のセットである。更に、ＣＳＧ基地局は、ＣＳＧ基地局に対応するＣＳＧを指定する、対
応するＣＳＧ　ＩＤ（例えば、ＣＳＧ識別、．．．）を通知することが可能である。開放
型基地局は、制限された関連付けを伴わない基地局を指す。例えば、開放型基地局は、Ｃ
ＳＧ　ＩＤを通知することを差し控えることが可能である。更に、ハイブリッド基地局は
、ＣＳＧ　ＩＤを通知することが可能であり、更にＣＳＧ　ＩＤに関連するＣＳＧのメン
バと非メンバの両方に対してアクセスを可能にすることが可能である。例えば、ハイブリ
ッド基地局は、非メンバに比べて、メンバ向けの優先的料金請求をサポートすることが可
能である。もう１つの例によれば、ハイブリッド基地局は、非メンバに比べて、メンバに
優先権を提供することが可能である。（例えば、リソースの不足が存在する場合、メンバ
に先立って、非メンバが落とされることが可能である、．．．）。別の例として、ハイブ
リッド基地局は、非メンバに比べて、メンバにより高いレベルのサービスの質（ＱｏＳ）
を供給することが可能である。しかし、特許請求される主題は、前述の例に限定されない
ことが企図される。
【００４３】
　基地局１０２は、情報を移動体機器１１６、１２２にブロードキャストすることが可能
である。このブロードキャストされた情報は、例えば、基地局１０２に関連するＣＳＧを
識別するＣＳＧ　ＩＤを含み得る。更に、このブロードキャストされた情報は、基地局１
０２によって用いられるアクセスモードを指定するアクセスモードインジケータを含み得
る。例えば、このアクセスモードインジケータは、ＣＳＧのメンバだけに対するアクセス
を許可する基地局１０２と、ＣＳＧのメンバと非メンバの両方に対するアクセスを許可す
る基地局１０２とを区別するＣＳＧ表示であり得る。しかし、特許請求される主題は、前
述の説明に限定されない点を理解されたい。
【００４４】
　基地局１０２が可能なアクセスモードのセットからの特定のアクセスモードで動作する
とき、システム１００は、移動体機器１１６、１２２によるホワイトリスト管理、アクセ
ス制御、及び／又はページング最適化をサポートすることが可能である。例えば、システ
ム１００は、手動選択を実行しているとき、移動体機器（例えば、移動体機器１１６、移
動体機器１２２、．．．）が、ＣＳＧ　ＩＤをホワイトリスト内に含むかを識別すること
を可能にし得る。別の例として、移動体機器（例えば、移動体機器１１６、移動体機器１
２２、．．．）が基地局１０２にアクセスすることを要求するとき、基地局１０２は、（
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もしあれば）ＣＳＧ　ＩＤと基地局１０２に対応するアクセスモードインジケータとを、
アクセス制御を実行するネットワークノードに転送することが可能である。更にもう１つ
の例によれば、（もしあれば）ＣＳＧ　ＩＤと、基地局１０２に対応するアクセスモード
インジケータとは、ページング最適化（例えば、ネットワークエンティティにおけるペー
ジフィルタリング、．．．）を実行するネットワークノードに通信されることが可能であ
る。
【００４５】
　ＣＳＧ　ＩＤは、加入者グループに関連するバイナリベースの識別子である。このＣＳ
Ｇ　ＩＤは、ＣＳＧ基地局又はハイブリッド基地局に関連する加入者グループ（例えば、
ＣＳＧ、．．．）を識別するために使用されることが可能であり、ＣＳＧ基地局に関して
制限された関連付けをサポートするために利用されることも可能である。このＣＳＧ　Ｉ
Ｄは、ＣＳＧ基地局又はハイブリッド基地局に関連するＣＳＧを独自に識別することが可
能であるが、特許請求される主題は、そのように限定されない。更に、基地局に関連する
ＣＳＧ　ＩＤは、通常、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスに基づかない。更に
、２つ以上の基地局が共通のＣＳＧ　ＩＤを共有できることが企図されるが、特許請求さ
れる主題は、そのように限定されない。
【００４６】
　移動体機器１１６、１２２の観点から、ＣＳＧ基地局（例えば、基地局１０２、．．．
）は、ホーム基地局、ゲスト基地局、又は異種基地局であり得る。ホーム基地局は、移動
体機器１１６、１２２がアクセスすることが許可されるＣＳＧ基地局を指す。ゲスト基地
局は、移動体機器１１６、１２２がアクセスすることが一時的に許可されるＣＳＧ基地局
を指す。更に、異種基地局は、移動体機器１１６、１２２がアクセスすることが許可され
ないＣＳＧ基地局を指す。
【００４７】
　更に、ＣＳＧ基地局（例えば、基地局１０２、．．．）の観点から、それぞれの移動体
機器１１６、１２２は、ホーム移動体機器、ゲスト移動体機器、又は異種移動体機器であ
り得る。ホーム移動体機器は、アクセスが許可された移動体機器を指す。更に、ゲスト移
動体機器は、アクセスが一時的に許可された移動体機器を指す。更に、異種移動体機器は
、アクセスが許可されない移動体機器を指す。
【００４８】
　図２を参照すると、例示されるのは、無線通信環境において、限定加入者グループ識別
子（ＣＳＧ　ＩＤ）を含む、移動体機器のホワイトリストを管理することをサポートする
システム２００である。システム２００は、情報、信号、データ、命令、コマンド、ビッ
ト、記号などを送信及び／又は受信することが可能な基地局２０２を含む。更に、図示さ
れないが、システム２００は、実質的に基地局２０２に類似し得る、任意の数の（1つ以
上の）異種基地局を含むことが可能である。基地局２０２は、順方向リンク及び／又は逆
方向リンクを経由して、移動体機器２０４と通信することが可能である。移動体機器２０
４は、情報、信号、データ、命令、コマンド、ビット、記号などを送信及び／又は受信す
ることが可能である。更に、図示されないが、移動体機器２０４に類似した任意の数の移
動体機器がシステム２００内に含まれ得ることが企図される。更に、基地局２０２は、任
意のタイプの基地局（例えば、フェムトセル基地局、ピコセル基地局、マイクロセル基地
局、マクロセル基地局、．．．）であり得ることが企図される。
【００４９】
　一例によれば、基地局２０２は、ＣＳＧ基地局、ハイブリッド基地局、又は開放型基地
局であってよく、従って、基地局２０２は、閉鎖型アクセスモード、ハイブリッドアクセ
スモード、又は開放型アクセスモードのうちの１つで動作することが可能である。例えば
、基地局２０２がＣＳＧ基地局又はハイブリッド基地局である場合、基地局２０２は、Ｃ
ＳＧと関連付けられることが可能であり、このＣＳＧは、ＣＳＧ　ＩＤによって識別され
得る。ＣＳＧは、例えば、ＣＳＧ　ＩＤによって独自に識別されることが可能である。も
う１つの例によれば、ＣＳＧは、オペレータネットワーク内でＣＳＧ　ＩＤによって独自
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に識別されることが可能である。もう１つの例によれば、システム２００内に含まれた１
つ以上の異種基地局（図示せず）は、（１つ以上の）ＣＳＧ基地局、（１つ以上の）ハイ
ブリッド基地局、及び／又は（１つ以上の）開放型基地局であり得る。従って、システム
２００は、基地局の混合配備を用いることが可能であり、この場合、いくつかの基地局は
ハイブリッドであり、その他の基地局はＣＳＧ又は開放型である。この例を続けると、（
１つ以上の）ＣＳＧ基地局又は（１つ以上の）ハイブリッド基地局である（１つ以上の）
異種基地局は、それぞれの（１つ以上の）ＣＳＧと関連付けられることが可能であり、そ
れぞれの（１つ以上の）ＣＳＧのそれぞれは、それぞれの（１つ以上の）ＣＳＧ　ＩＤに
対応し得る。
【００５０】
　基地局２０２は、識別通知コンポーネント２０６と、モード公表コンポーネント２０８
とを更に含み得る。識別通知コンポーネント２０６は、基地局２０２に対応するＣＳＧを
識別する限定加入者グループ（ＣＳＧ）識別子（ＩＤ）を送信することが可能である。識
別通知コンポーネント２０６は、ダウンリンクを介してＣＳＧ　ＩＤを送信することがで
きる。ダウンリンクを介して送信されたＣＳＧ　ＩＤは、それが基地局２０２に対応する
ＣＳＧのメンバであるか、又は非メンバであるかを認識するために、移動体機器２０４に
よって利用されることが可能である。一例によれば、（例えば、基地局２０２が開放型基
地局である場合、．．．）開放型ＣＳＧ　ＩＤは、開放型基地局に関して定義されること
が可能であり、この開放型ＣＳＧ　ＩＤは、識別通知コンポーネント２０６によって通知
されることが可能であり、更に、全てのユーザは、開放型ＣＳＧ　ＩＤに対応するＣＳＧ
のメンバであり得る。もう１つの例として、（例えば、基地局２０２がハイブリッド基地
局である場合、．．．）ハイブリッド基地局は、開放型ＣＳＧ　ＩＤ、又は識別通知コン
ポーネント２０６によって広められることが可能な独自のＣＳＧ　ＩＤを使用することが
可能である。この例を続けると、全てのユーザは、開放型ＣＳＧ　ＩＤに関連するＣＳＧ
のメンバであり得、一方、ユーザのサブセットは、独自のＣＳＧ　ＩＤに対応するＣＳＧ
のメンバであり得る。しかし、特許請求される主題は、前述の例に限定されない点を理解
されたい。
【００５１】
　更に、モード公表コンポーネント２０８は、ダウンリンクを介してアクセスモードイン
ジケータを送信することが可能である。このアクセスモードインジケータは、基地局２０
２によって用いられるアクセスモードを示すことが可能である。例えば、このアクセスモ
ードインジケータは、1つ以上のビットからなり得る。例えば、このアクセスモードイン
ジケータは、基地局２０２が閉鎖型アクセスモード、ハイブリッドアクセスモード、又は
開放型アクセスモードのうちの１つを利用することを指定することができる。もう１つの
例として、このアクセスモードインジケータは、基地局２０２がハイブリッドアクセスモ
ードを活用するとき、使用されることが可能であり、基地局２０２が閉鎖型アクセスモー
ド又は開放型アクセスモードで動作するとき、モード公表コンポーネント２０８によって
送信されなくてよい。更にもう１つの例によれば、このアクセスモードインジケータは、
ダウンリンクを介して送信されたＣＳＧ表示であり得る。ＣＳＧ表示は、ＣＳＧ基地局で
ある基地局２０２とハイブリッド基地局である基地局２０２とを区別することが可能であ
る。更に、モード公表コンポーネント２０８によってもたらされたＣＳＧ表示は、基地局
２０２が、識別通知コンポーネント２０６によって送信された、通知されたＣＳＧ　ＩＤ
に関連するＣＳＧのメンバだけに対するアクセスを許可するか、又は識別通知コンポーネ
ント２０６によって送信された、通知されたＣＳＧ　ＩＤに関連するＣＳＧのメンバと非
メンバの両方に対するアクセスを許可するかを示すことが可能である。更にもう１つの例
では、このアクセスモードインジケータは、２ビットサイズのものであってよく、この場
合、１つのビットは、その基地局が閉鎖型であるか（例えば、ＣＳＧのメンバだけに対す
るアクセスを可能にするか）どうかを示し、もう１つのビットは、その基地局がＣＳＧ　
ＩＤを通知するかどうかを示す。かかる例の場合、基地局が閉鎖型でなく、ＣＳＧ　ＩＤ
を通知する場合、ハイブリッドモードが実装され得る。
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【００５２】
　移動体機器２０４は、選択コンポーネント２１０と、モード検出コンポーネント２１２
と、登録コンポーネント２１４と、リスト管理コンポーネント２１６とを含み得る。選択
コンポーネント２１０は、手動で選択された基地局（例えば、基地局２０２、．．．）上
にキャンプするために、手動限定加入者グループ（ＣＳＧ）選択を実行することが可能で
ある。しかし、選択コンポーネント２１０は、自動ＣＳＧ選択の実装が可能であることが
企図される。手動ＣＳＧ選択を用いるとき、選択コンポーネント２１０は、（1つ以上の
）利用可能な基地局（例えば、基地局２０２、（1つ以上の）異種基地局、．．．）を探
索することが可能である。更に、選択コンポーネント２１０は、選択可能な、利用可能な
基地局のセットを検出することが可能であり、その利用可能な基地局のセットから手動で
選択された基地局を識別する入力を受信することが可能である。
【００５３】
　１つの例によれば、（1つ以上の）利用可能な隣接基地局を探索しているとき、選択コ
ンポーネント２１０は、基地局２０２に対応するＣＳＧを識別する、通知されたＣＳＧ　
ＩＤ（例えば、同様に1つ以上の異種基地局の（1つ以上の）通知されたＣＳＧ　ＩＤ、．
．．）を取得することが可能である。更に、基地局２０２は、（例えば、基地局２０２が
開放型アクセスモードを用いる場合、．．．）それぞれのＣＳＧとの関連付けに欠ける場
合があり、従って、ＣＳＧ　ＩＤを通知することを差し控えることが可能である点を理解
されたい。
【００５４】
　更に、選択コンポーネント２１０は、利用可能な基地局のセットから手動で選択された
基地局に関する入力を取得することが可能である。例えば、この入力は、ユーザによって
手動で生み出されることが可能である。この例を続けると、選択コンポーネント２１０は
、利用可能な基地局のリストを選択に関するセット内に（例えば、グラフィカルユーザイ
ンターフェース（ＧＵＩ）を経由して、．．．）表示することが可能であり、その表示さ
れたリストに応答して、手動で選択された基地局を識別する入力を受信することが可能で
ある。
【００５５】
　更に、モード検出コンポーネント２１２は、（1つ以上の）利用可能な基地局によって
利用されるそれぞれのアクセスモードを認識することができる。例えば、モード検出コン
ポーネント２１２は、（例えば、選択コンポーネント２１０を利用して選択された、．．
．）手動で選択された基地局が、ＣＳＧのメンバに対するアクセスを許可するか、又はＣ
ＳＧのメンバと非メンバとに対するアクセスを許可するかを決定することが可能である。
従って、モード検出コンポーネント２１２は、手動で選択された基地局が、（例えば、Ｃ
ＳＧのメンバに対するアクセスを可能にする、．．．）ハイブリッドアクセスモードで動
作するか、又は（例えば、ＣＳＧのメンバと非メンバとに対するアクセスを可能にする、
．．．）閉鎖型アクセスモードで動作するかを認識することが可能である。
【００５６】
　モード検出コンポーネント２１２は、（例えば、モード公表コンポーネント２０８によ
ってダウンリンクを介して送信された、．．．）基地局２０２から取得されたアクセスモ
ードインジケータ（例えば、ＣＳＧ表示、．．．）に基づいて、基地局２０２によって利
用されるアクセスモードを検出することが可能である。このアクセスモードインジケータ
は、通知されたＣＳＧ　ＩＤによって識別されたＣＳＧのメンバだけに対するアクセスを
許可している基地局２０２と、通知されたＣＳＧ　ＩＤによって識別されたメンバと非メ
ンバの両方に対するアクセスを許可している基地局２０２とを区別することができる。
【００５７】
　登録コンポーネント２１４は、手動で選択された基地局に登録することを開始すること
が可能である。登録コンポーネント２１４は、（例えば、手動で選択された基地局を識別
する選択コンポーネント２１０によって収集された入力に応答して、．．．）手動で選択
された基地局上にキャンプするための要求を送信することが可能である。更に、登録が成
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功したとき、登録コンポーネント２１４は、手動で選択された基地局上に成功裏にキャン
プしていることを示し、手動で選択された基地局のＣＳＧ　ＩＤを供給する表示を受信す
ることが可能である。更に、登録コンポーネント２１４は、手動で選択された基地局に登
録する間に、位置登録手順を実装することが可能である。例えば、この位置登録手順は、
トラッキング領域更新（ＴＡＵ）手順、ルーティング領域更新（ＲＡＵ）手順、位置領域
更新（ＬＡＵ）手順、添付手順などであり得る。
【００５８】
　例として、登録コンポーネント２１４が登録を開始する、この手動で選択された基地局
は、移動体機器２０４のホワイトリスト２１８内に含まれないＣＳＧ　ＩＤによって識別
されたＣＳＧと関連付けられることが可能である。この例を続けると、基地局２０２から
取得された、通知されたＣＳＧ　ＩＤは、ホワイトリスト２１８内に含まれたＣＳＧ　Ｉ
Ｄに対する整合に欠ける場合がある。
【００５９】
　更に、リスト管理コンポーネント２１６は、ホワイトリスト２１８から読み取ること、
及び／又はホワイトリスト２１８に書き込むことが可能である。リスト管理コンポーネン
ト２１６は、例えば、登録コンポーネント２１４によって実施された登録が成功したとき
、ホワイトリスト２１８から読み取ること、及び／又はホワイトリスト２１８に書き込む
ことによって、ホワイトリスト２１８を選択的に更新することが可能である。
【００６０】
　一例によれば、リスト管理コンポーネント２１６は、手動で選択された基地局が閉鎖型
アクセスモードで動作するとき（例えば、登録が成功したとき、．．．）（例えば、選択
コンポーネント２１０によって選択された、．．．）手動で選択された基地局のＣＳＧ　
ＩＤを追加するために、ホワイトリスト２１８を更新することが可能である。更に、この
例を続けると、リスト管理コンポーネント２１６は、手動で選択された基地局がハイブリ
ッドアクセスモードで動作するとき（例えば、登録が成功したとき、．．．）、ホワイト
リスト２１８を更新することを防止すること（例えば、手動で選択された基地局のＣＳＧ
　ＩＤを追加することを省略すること、．．．）が可能である。従って、リスト管理コン
ポーネント２１６は、モード検出コンポーネント２１２が、手動で選択された基地局が、
ＣＳＧのメンバに対するアクセスを許可する（例えば、閉鎖型アクセスモードで動作する
、．．．）ことを決定するか、又はＣＳＧのメンバと非メンバとに対するアクセスを許可
する（例えば、ハイブリッドアクセスモードで動作する、．．．）ことを決定するか応じ
て、登録が成功したとき、手動で選択された基地局のＣＳＧ　ＩＤを含めるために、ホワ
イトリスト２１８を更新するかどうかを識別することが可能である。従って、リスト管理
コンポーネント２１６は、ハイブリッド基地局に関してホワイトリスト２１８を更新しな
いと同時に、ＣＳＧ基地局に関してホワイトリスト２１８を更新することを可能にし得る
。ハイブリッド基地局に関するＣＳＧ　ＩＤを含めるためにホワイトリスト２１８を更新
しないことによって、システム２００は、移動体機器２０４（又は、そのユーザ）が非メ
ンバであるＣＳＧに関するＣＳＧ　ＩＤを含めるために、ホワイトリスト２１８を不正確
に更新することを軽減することができる。
【００６１】
　前述の例によれば、リスト管理コンポーネント２１６は、手動選択が実行されるとき、
ハイブリッドアクセスモード基地局のＣＳＧ　ＩＤを移動体機器２０４のホワイトリスト
２１８内に含めることを省略することが可能である。かかるＣＳＧ　ＩＤの追加を防止す
ることは、関連するＣＳＧがハイブリッド基地局とＣＳＧ基地局の両方を含むことが可能
であることによる場合がある。ハイブリッドアクセスモード基地局に対して再選択すると
き、リスト管理コンポーネント２１６が、代わりに、ＣＳＧ　ＩＤをホワイトリスト２１
８内に含むことになった場合、移動体機器２０４は、登録せずに、後でこのＣＳＧ内のＣ
ＳＧ基地局に対して潜在的に再選択することが可能である。移動体機器２０４が実際にＣ
ＳＧのメンバでない場合、移動体機器２０４は、移動体機器２０４がＣＳＧ基地局におけ
るアクセスを再選択するか又は実行するまで、移動体機器２０４が（例えば、ページング
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に関して到達不可能な、．．．）有効範囲の外にいることに気づかない可能性がある。従
って、この例を続けると、リスト管理コンポーネント２１６は、かかるＣＳＧに関してＣ
ＳＧ基地局において手動選択が成功裏に実行された場合（例えば、又は、アプリケーショ
ンレベルシグナリングによって更新された場合、．．．）手動で選択された基地局に関す
るＣＳＧ　ＩＤを追加する。
【００６２】
　もう１つの例として、リスト管理コンポーネント２１６は、移動体機器２０４がＣＳＧ
のメンバであること、又はＣＳＧの非メンバであることを示す、受信された容認原因値に
応じて、（例えば、手動で選択された基地局がハイブリッドアクセスモードで動作すると
き、成功裏の登録時に、．．．）手動で選択された基地局のＣＳＧ　ＩＤを含めるために
、ホワイトリスト２１８を選択的に更新することが可能である。例えば、移動体機器２０
４がＣＳＧのメンバであるかどうかを示すこの容認原因値(accept cause value)は、リス
ト管理コンポーネント２１６によって取得され得る。更に、この容認原因値がＣＳＧ　Ｉ
Ｄを含むことを示すとき、リスト管理コンポーネント２１６は、ＣＳＧ　ＩＤを含めるた
めに、ホワイトリスト２１８を更新することが可能である。更に、この容認原因値がＣＳ
Ｇ　ＩＤを追加することを差し控えることを示すとき、リスト管理コンポーネント２１６
は、ＣＳＧ　ＩＤを含めるためにホワイトリスト２１８を更新することを防止することが
可能である。前述の例によれば、この容認原因値は、ハイブリッドアクセスモードで動作
している基地局のＣＳＧ　ＩＤが、添付手順、サービス要求手順、及びトラッキング領域
更新手順に関して、ネットワーク内の移動体機器２０４に関するホワイトリスト（例えば
、オペレータＣＳＧリスト、．．．）内にあることを示すように定義されることが可能で
ある。従って、例えば、移動度管理エンティティ（ＭＭＥ）、モバイルスイッチングセン
タ／ビジタロケーションレジスタ（Visitor Location Register）（ＭＳＣ／ＶＬＲ）、
又はサービス提供汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）サポートノード（ＳＧＳＮ）な
どのネットワークノードは、ＣＳＧ　ＩＤがすでに存在していない場合、移動体機器２０
４がＣＳＧ　ＩＤをホワイトリスト２１８に追加すべきであることを示すために、ＮＡＳ
シグナリング応答内に容認原因値を含むことが可能である。
【００６３】
　ホワイトリスト２１８は、許可されたＣＳＧリスト、オペレータＣＳＧリストなどであ
ってよい。ホワイトリスト２１８は、移動体機器２０４のメモリ（図示せず）内に格納さ
れ得る。もう１つの例（図示せず）によれば、ホワイトリスト２１８は、移動体機器２０
４に関連する加入者識別モジュール（ＳＩＭ）上又はユニバーサルＳＩＭ（ＵＳＩＭ）上
に保持され得る。ホワイトリスト２１８は、アクセス制御を行使するために、本明細書で
説明されるように、（例えば、その他の加入者プロファイル情報と共に、ホーム加入者サ
ーバ（ＨＳＳ）（図示せず）によって管理された、アクセスを受け入れるため、又は拒否
するために、移動度管理エンティティ（ＭＭＥ）（図示せず）によって活用される、．．
．）ネットワーク内に保持されることも可能である。ホワイトリスト２１８は、セル選択
優先度を管理するために使用されることが可能であり、（例えば、移動体機器２０４に関
連する、．．．）加入者が使用することが許可されるという、許可されたＣＳＧ　ＩＤの
セットを含むことが可能である。ホワイトリスト２１８は、（例えば、アクセス制御及び
／又は特別な料金請求のために、．．．）あるユーザがアクセスすることを可能にされた
、及び／又はアクセスすることを選ぶ（例えば、閉鎖型、ハイブリッド、開放型、．．．
）基地局を識別することが可能である。例えば、移動体機器２０４が、移動体機器２０４
が非メンバであるＣＳＧに対応するハイブリッド基地局と比べて、移動体機器２０４がメ
ンバであるＣＳＧに関連するハイブリッド基地局にアクセスすることを選ぶ場合、ホワイ
トリスト２１８は、ハイブリッド基地局のＣＳＧ　ＩＤを含むことが可能である。更に、
ホワイトリスト２１８は、（1つ以上の）ＣＳＧ基地局のＣＳＧ　ＩＤを備え得る。ホワ
イトリスト２１８内のＣＳＧ　ＩＤの順序付けは、優先順位を示すことが可能である（例
えば、ＣＳＧ　ＩＤは、ホワイトリスト２１８内に優先順位順序で格納され得る、．．．
）。加えて、ホワイトリスト２１８内に記入項を有する基地局は、ホワイトリスト２１８
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内に含まれないその他の基地局よりも優先される可能性がある。
【００６４】
　もう１つの例によれば、ホワイトリスト２１８は、適切なセルのＣＳＧ　ＩＤ記入項を
含み得る。ホワイトリスト２１８は、提供されるＣＳＧ　ＩＤに基づいて、作成されるこ
とが可能である。別の例によれば、ホワイトリスト２１８を補完するためにブラックリス
ト（例えば、ローミングに関して使用されるブラックリスト、．．．）が使用され得るこ
とが企図されるが、特許請求される主題は、そのように限定されない。
【００６５】
　ホワイトリスト２１８は、オペレータ又はユーザによって制御され得る。従って、加入
者は、ホワイトリスト２１８に記入項を追加すること、及びホワイトリスト２１８から記
入項を除去することが可能である。オペレータ及びユーザによって制御される手法に関連
する、かかるユーザ制御は、移動体機器２０４によって保持されるホワイトリスト２１８
とネットワーク（例えば、ＨＳＳ、ＭＭＥ、．．．）との間に同期を提供すると同時に、
アクセス制御において柔軟性を提供することが可能である。更に、ホワイトリスト２１８
は、加入者がホワイトリスト２１８内に記入項を追加すること又はホワイトリスト２１８
内から記入項を削除することが防止されることが可能であると同時に、オペレータがホワ
イトリスト２１８の制御を保持できるように、オペレータにより制御され得ることが企図
されるが、特許請求される主題は、そのように限定されない点を理解されたい。
【００６６】
　例えば、ホワイトリスト２１８は、移動体機器２０４のメモリ（図示せず）内に保持さ
れ得る。メモリは、揮発性メモリ又は不揮発性メモリのどちらかであってよく、若しくは
揮発性メモリと不揮発性メモリの両方を含むことも可能である。限定ではなく、例示とし
て、不揮発性メモリは、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ
）、電気プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ（
登録商標））、又はフラッシュメモリを含み得る。揮発性メモリは、外部キャッシュメモ
リとして機能するランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を含み得る。限定ではなく、例示と
して、ＲＡＭは、同期ＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、同期ＤＲ
ＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ）、拡張ＳＤ
ＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、シンクリンクＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）、及びダイレクトラン
バスＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ）など、多くの形態で利用可能である。主題のシステム及び方法
のメモリは、限定されることなく、これらの及び任意のその他の適切なタイプのメモリを
備えることが意図される。
【００６７】
　次に、図３を参照すると、例示されるのは、無線通信環境において、基地局によって、
少なくとも１つの異種ネットワークエンティティに対して用いられるアクセスモードを示
すシステム３００である。システム３００は、基地局２０２と、移動体機器２０４とを含
む。更に、システム３００は、ネットワークノード３０２を含む。基地局２０２及びネッ
トワークノード３０２は、直接的に又は間接的に通信することが可能であるが、特許請求
される主題は、そのように限定されない。ネットワークノード３０２は、アクセス制御又
はページング最適化のうちの少なくとも１つを実施することが可能である。ネットワーク
ノード３０２は、例えば、移動度管理エンティティ（ＭＭＥ）、ホーム進化型ノードＢゲ
ートウェイ（ＨｅＮＢ　ＧＷ）、ホームノードＢゲートウェイ（ＨＮＢ　ＧＷ）、モバイ
ルスイッチングセンタ／ビジタロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）、サービス提供
汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）サポートノード（ＳＧＳＮ）などであり得る。
【００６８】
　基地局２０２は、基地局２０２に対応するＣＳＧを識別する限定加入者グループ（ＣＳ
Ｇ）識別子（ＩＤ）を移動体機器２０４に送信することが可能な識別通知コンポーネント
２０６を含み得る。更に、基地局２０２は、基地局２０２によって利用されるアクセスモ
ードを指定するアクセスモードインジケータを、ダウンリンクを介して移動体機器２０４
に送信することが可能なモード公表コンポーネント２０８を含み得る。しかし、特許請求
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される主題は前述の説明に限定されない点を理解されたい。
【００６９】
　更に、基地局２０２は、要求受信コンポーネント３０４と転送コンポーネント３０６と
を含み得る。要求受信コンポーネント３０４は、（例えば、移動体機器２０４が接続を確
立し始めるとき、．．．）移動体機器２０４から要求を取得することが可能である。例え
ば、要求受信コンポーネント３０４によって移動体機器２０４から取得された要求は、ト
ラッキング領域更新（ＴＡＵ）要求メッセージであり得る。一例によれば、選択されたネ
ットワークの表示は、要求受信コンポーネント３０４によって、移動体機器２０４からの
ＴＡＵ要求メッセージを用いて取得され得る。従って、ネットワークノード３０２は、グ
ローバル一意仮識別子（Globally Unique Temporary Identity）（ＧＵＴＩ）から、かつ
選択されたネットワークの表示から識別され得る。しかし、更にもう１つの例によれば、
ネットワークノード３０２の識別は、実施されなくてもよい。別の例として、要求受信コ
ンポーネント３０４によって移動体機器２０４から受信された要求は、サービス要求、添
付要求、分離要求などであり得るが、特許請求される主題はそのように限定されない点を
理解されたい。
【００７０】
　転送コンポーネント３０６は、要求をネットワークノード３０２に送信することが可能
である（例えば、転送コンポーネント３０６は、ＴＡＵ要求メッセージをネットワークノ
ード３０２に送信することが可能である、．．．）。転送コンポーネント３０６は、更に
、又はその代わりに、基地局２０２に関連するＣＳＧ　ＩＤと基地局２０２に関連するア
クセスモードインジケータとをネットワークノード３０２に送信することも可能である。
一例によれば、転送コンポーネント３０６によって送信されたアクセスモードインジケー
タは、基地局２０２が開放型アクセスモード、ハイブリッドアクセスモード、又は閉鎖型
アクセスモードのうちの１つを利用することを指定することが可能である。もう１つの例
として、このアクセスモードインジケータは、基地局２０２がハイブリッドアクセスモー
ドを用いることを示すために、転送コンポーネント３０６によって選択的に送信されるこ
とが可能であり、一方、基地局２０２が開放型アクセスモード又は閉鎖型アクセスモード
で動作するとき、転送コンポーネント３０６は、アクセスモードインジケータを送信する
ことを省略することが可能である。
【００７１】
　例として、移動体機器２０４が接続を確立するとき、又は基地局２０２が接続をセット
アップするとき、転送コンポーネント３０６は、基地局２０２に関連するＣＳＧ　ＩＤと
基地局２０２に関連するアクセスモードインジケータとをネットワークノード３０２に送
信することが可能である。例えば、基地局２０２は、ネットワークノード３０２に対する
接続を確立することを選択することが可能であり、転送コンポーネント３０６を利用して
、ＣＳＧ　ＩＤとアクセスモードインジケータとをセットアップ要求メッセージ内でネッ
トワークノード３０２に送信することが可能であるが、特許請求される主題はそのように
限定されない。
【００７２】
　ネットワークノード３０２は、情報収集コンポーネント３０８と選択的解析コンポーネ
ント３１０とを更に含み得る。情報収集コンポーネント３０８は、（例えば、転送コンポ
ーネント３０６によって送信された、．．．）ＣＳＧ　ＩＤとアクセスモードインジケー
タとを基地局２０２から受信することが可能である。情報収集コンポーネント３０８は、
移動体機器２０４が接続を確立するとき、基地局２０２が接続をセットアップするときな
どに、ＣＳＧ　ＩＤとアクセスモードインジケータとを受信することが可能である。
【００７３】
　更に、選択的解析コンポーネント３１０は、基地局２０２から受信されたアクセスモー
ドインジケータに応じて、基地局２０２から受信されたＣＳＧ　ＩＤを評価するかどうか
を検出することが可能である。例えば、選択的解析コンポーネント３１０は、アクセス制
御又はページフィルタリングのうちの少なくとも１つに関してＣＳＧ　ＩＤを評価するか
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どうかを検出することが可能である。更に、選択的解析コンポーネント３１０は、基地局
２０２から取得されたアクセスモードインジケータに基づいて、基地局２０２が閉鎖型ア
クセスモードで動作するか、ハイブリッドアクセスモードで動作するか、又は開放型アク
セスモードで動作するかを検出することが可能である。
【００７４】
　一例によれば、選択的解析コンポーネント３１０は、アクセスモードインジケータに応
じて、基地局２０２にアクセスすることを試みている移動体機器（例えば、移動体機器２
０４、．．．）に関するアクセス制御を実行するかどうかを検出することが可能である。
この例によれば、基地局２０２に対応するアクセスモードインジケータが、基地局２０２
が閉鎖型アクセスモードで動作することを識別したとき、選択的解析コンポーネント３１
０は、情報収集コンポーネント３０８を経由して基地局２０２から受信されたＣＳＧ　Ｉ
Ｄが移動体機器２０４に対応するホワイトリスト内にあるかどうかを評価することが可能
である（例えば、このホワイトリストは、ネットワークノード３０２によって保持される
ことが可能である、このホワイトリストは、オペレータＣＳＧリストであり得る、．．．
）、更に、この例を続けると、基地局２０２に対応するアクセスモードインジケータが、
基地局２０２が開放型アクセスモード又はハイブリッドアクセスモードで動作することを
識別したとき、選択的解析コンポーネント３１０は、ＣＳＧ　ＩＤの解析を差し控えるこ
とが可能である。従って、ネットワークノード３０２は、アクセスモードインジケータに
応じて、ＣＳＧ　ＩＤに基づいてアクセス制御を実行するかどうかを決定する（例えば、
ＣＳＧ　ＩＤが存在するとき、移動体機器２０４がそのＣＳＧ　ＩＤに対応するＣＳＧの
メンバであるかどうかを検査する、．．．）ために、選択的解析コンポーネント３１０を
活用することが可能である。
【００７５】
　もう１つの例として、基地局２０２において移動体機器にページングするかどうかを識
別するとき、選択的解析コンポーネント３１０は、アクセスモードインジケータに応じて
、ページフィルタリングを選択的に実行することが可能である。従って、基地局２０２に
対応するアクセスモードインジケータが、基地局２０２が閉鎖型アクセスモードで動作す
ることを識別したとき、選択的解析コンポーネント３１０は、基地局２０２のＣＳＧ　Ｉ
Ｄが移動体機器２０４に対応するホワイトリスト内にあるかどうかを検出することが可能
である。基地局２０２が閉鎖型アクセスモードで動作する場合、基地局２０２のＣＳＧ　
ＩＤが、移動体機器２０４に対応するホワイトリスト内にある（例えば、移動体機器２０
４が、ＣＳＧ　ＩＤに対応するＣＳＧのメンバである、．．．）場合、移動体機器２０４
は、基地局２０２においてページングされ得る。或いは、基地局２０２が閉鎖型アクセス
モードで動作する場合、基地局２０２のＣＳＧ　ＩＤが移動体機器２０４に対応するホワ
イトリスト内に含まれない（例えば、移動体機器２０４がＣＳＧ　ＩＤに対応するＣＳＧ
の非メンバである、．．．）場合、移動体機器２０４のページングは、基地局２０２にお
いて防止され得る。更に、基地局２０２に対応するアクセスモードインジケータが、基地
局２０２が開放型アクセスモード又はハイブリッドアクセスモードで動作することを示す
とき、選択的解析コンポーネント３１０は、基地局２０２のＣＳＧ　ＩＤを評価すること
を省略することが可能である。従って、基地局２０２がハイブリッドアクセスモード又は
開放型アクセスモードで動作する場合、基地局２０２のＣＳＧ　ＩＤが移動体機器２０４
に対応するホワイトリスト内に含まれるか（例えば、移動体機器２０４がＣＳＧ　ＩＤに
対応するＣＳＧのメンバであり得るか、又は非メンバであり得るか、．．．）にかかわら
ず、移動体機器２０４は、基地局２０２においてページングされ得る。
【００７６】
　アクセス制御の場合、アクセス制御を実施しているネットワークノード３０２の情報収
集コンポーネント３０８は、移動体機器２０４がそのアクセスを実行している基地局２０
２のＣＳＧ　ＩＤを受信することが可能である。更に、情報収集コンポーネント３０８は
、アクセスモードインジケータをＣＳＧ　ＩＤと共に取得することが可能である。従って
、選択的解析コンポーネント３１０は、基地局２０２のアクセスモードに基づいて、基地
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局２０２のＣＳＧ　ＩＤが移動体機器２０４のホワイトリスト内にあるかどうかを検査す
るかどうかを識別することが可能である。閉鎖型アクセスモードの場合、ネットワークノ
ード３０２は、ＣＳＧ　ＩＤに基づいて、アクセス制御を実行することが可能であり、一
方、開放型アクセスモード又はハイブリッドアクセスモードの場合、基地局２０２のＣＳ
Ｇ　ＩＤの評価は必要とされない。異なるアクセスモードに関するアクセス制御をサポー
トするために、基地局２０２のＣＳＧ　ＩＤが基地局２０２とネットワークノード３０２
との間で通信されて、アクセス制御のために使用されるとき、（例えば、閉鎖型アクセス
モード、ハイブリッドアクセスモード、又は開放型アクセスモードを示す、．．．）アク
セスモードインジケータは、基地局２０２（例えば、転送コンポーネント３０６、．．．
）によってネットワークノード３０２（例えば、情報収集コンポーネント３０８、．．．
）に送信され得る。更に、開放型アクセスモードで動作しているとき、基地局２０２はＣ
ＳＧ　ＩＤを有する必要がなく、ＣＳＧ　ＩＤなしに、（例えば、転送コンポーネント３
０６を用いて、．．．）アクセスモードインジケータを送信することが可能であることが
企図されるが、特許請求される主題はそのように限定されない。
【００７７】
　ページングロードを低減するためにページング最適化（例えば、ページフィルタリング
、．．．）を実装しているとき、ページフィルタリングを実行しているネットワークノー
ド３０２は、ページ要求を送信するかどうかを決定する目的で、移動体機器２０４がアイ
ドルモードで基地局２０２上にキャンプすることが可能であるかどうかを検出するために
、選択的解析コンポーネント３１０を利用することが可能である。ネットワークノード３
０２は、例えば、ＭＭＥ、ＨＮＢ　ＧＷ、ＨｅＮＢ　ＧＷなどであり得る。ネットワーク
ノード３０２は、閉鎖型アクセスモードで動作している基地局２０２に関して、基地局２
０２のＣＳＧ　ＩＤが移動体機器２０４のホワイトリスト内にあるかどうかを決定するこ
とが可能である。アクセスモードインジケータがＣＳＧ　ＩＤと共に（例えば、基地局２
０２の転送コンポーネント３０６によって、ネットワークノード３０２の情報収集コンポ
ーネント３０８に、．．．）通信される場合、ページフィルタリングのために、ネットワ
ークノード３０２は、基地局２０２のアクセスモードに基づいて、基地局２０２のＣＳＧ
　ＩＤが移動体機器２０４のホワイトリスト内にあるかどうかを検査するかどうかを認識
することが可能である。閉鎖型アクセスモードの場合、ネットワークノード３０２は、Ｃ
ＳＧ　ＩＤに基づいて、ページフィルタリングを実行することが可能であり、一方、（例
えば、任意の移動体機器は、開放型アクセスモード又はハイブリッドアクセスモードで動
作している基地局に登録して、当該基地局においてページングされることが可能であるた
め、．．．）ネットワークノード３０２は、オープンアクセスモード又はハイブリッドア
クセスモードに関してページフィルタリングを実装しなくてよい。異なるアクセスモード
に関するページングをサポートするために、基地局２０２のＣＳＧ　ＩＤが基地局２０２
とネットワークノード３０２との間で通信されて、ページフィルタリングに関して使用さ
れるとき、（例えば、閉鎖型アクセスモード、ハイブリッドアクセスモード、又は開放型
アクセスモードを示す、．．．）アクセスモードインジケータは、基地局２０２（例えば
、転送コンポーネント３０６、．．．）によってネットワークノード３０２（例えば、情
報収集コンポーネント３０８、．．．）に送信され得る。更に、開放型アクセスモードで
動作しているとき、基地局２０２は、ＣＳＧ　ＩＤを有さなくてよく、ＣＳＧ　ＩＤなし
に、（例えば、転送コンポーネント３０６を用いて、．．．）アクセスモードインジケー
タを送信することが可能であることが企図されるが、特許請求される主題はそのように限
定されない。
【００７８】
　次に図４を参照すると、例示されるのは、ＣＳＧセルにおけるアクセス制御に関する１
つの例示的な呼の流れ図４００である。例えば、シグナリングは、トラッキング領域更新
（ＴＡＵ）手順の一環として、移動体機器（例えば、図２の移動体機器２０４、．．．と
）、基地局（例えば、図２の基地局２０２、図３のＨｅＮＢ、要求受信コンポーネント３
０４、及び転送コンポーネント３０６、．．．）と、移動度管理エンティティ（ＭＭＥ）
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との間で実施され得る。４０２において、移動体機器は、異種トラッキング領域（ＴＡ）
に対する変更を検出することが可能である。４０４において、移動体機器は、選択された
ネットワークの表示と一緒に、ＴＡＵ要求メッセージを基地局に送信することによって、
ＴＡＵ手順を開始する。４０６において、基地局は、グローバル一意仮識別子(Globally 
Unique Temporary Identity（ＧＵＴＩ）)から、かつ示された、選択されたネットワーク
からＭＭＥを導出することが可能である。更に、基地局は、基地局のＣＳＧ　ＩＤと基地
局のアクセスモードインジケータと共に、ＴＡＵ要求メッセージをＭＭＥに転送すること
が可能である。４０８において、ＭＭＥは、本明細書で説明されるように、アクセスモー
ドインジケータに応じて、ＴＡＵ要求メッセージを用いて提供されたサービス提供セルの
ＣＳＧ　ＩＤを利用することによって、移動体機器の加入データ内に含まれたホワイトリ
ストが基地局のＣＳＧ　ＩＤを含んだかどうかを検査することが可能である。基地局が閉
鎖型アクセスモードで動作するとき、そのＣＳＧ　ＩＤがホワイトリスト内の記入項に整
合しない場合、ＭＭＥは、移動体機器（図示せず）によって開始されたネットワークアク
セスを拒否する。或いは、基地局が閉鎖型アクセスモードで動作するとき（又は、基地局
が開放型アクセスモード又はハイブリッドアクセスモードで動作する場合）、そのＣＳＧ
　ＩＤがホワイトリスト内の記入項に整合する場合、ＭＭＥは、４１０において、ＴＡＵ
容認メッセージを移動体機器に送信することが可能である。更に、オプションで、４１２
において、ＧＵＴＩ又は非アクセス層（ＮＡＳ）セキュリティアルゴリズムがＴＡＵ容認
メッセージ内に含まれる場合、移動体機器は、ＴＡＵ完了メッセージをＭＭＥに戻すこと
によって、受信されたメッセージに肯定応答することが可能である。
【００７９】
　基地局が閉鎖型アクセスモードで動作するとき、４０８において認識されたように、Ｃ
ＳＧセルのＣＳＧ　ＩＤが移動体機器のホワイトリスト内にないことにより、トラッキン
グ領域更新動作が拒否された場合、ＭＭＥは、拒否メッセージを移動体機器に戻すことが
可能である。この拒否メッセージは、原因値(cause value)＃２５（例えば、この公衆陸
上移動体ネットワーク（ＰＬＭＮ）内で許可されないＣＳＧ、．．．）を含むことが可能
であり、Ｓ１接続は開放され得る。更に、アイドルに戻る時、移動体機器は、存在する場
合、ＣＳＧセルのＣＳＧ　ＩＤをホワイトリストから除去することが可能である。
【００８０】
　もう１つの例によれば、位置登録は、位置領域コード（ＬＡＣ）ベース／ルーティング
領域コード（ＲＡＣ）ベース／トラッキング領域コード（ＴＡＣ）ベースの登録を利用し
て実施されることが可能である。ＣＳＧベースのアクセス制御をサポートするために、そ
れぞれのＣＳＧは、独自のＬＡＣ／ＲＡＣ／ＴＡＣに属し得る。基地局（例えば、図２の
基地局２０２、．．．）の選択時、かかる基地局が新しいＬＡＣ／ＲＡＣ／ＴＡＣに属す
るとき、移動体機器は位置登録を実行する。しかし、特許請求される主題は前述の例に限
定されない点を理解されたい。
【００８１】
　様々な例が下で提示される。これらの例は、例示のためであり、特許請求される主題は
以下の例に限定されない点を理解されたい。更に、以下の例の多くは、優先度の生成、Ｈ
ｅＮＢの選択及び／又はアクセスに関するが、これらの例は、その他のタイプの基地局（
例えば、ＨＮＢ、マクロセル基地局、マイクロセル基地局、ピコセル基地局、．．．）の
選択及び／又はアクセスに拡張され得ることが企図される。
【００８２】
　例として、移動体機器２０４（例えば、図２の選択コンポーネント２１０、．．．）は
、検出された基地局（例えば、基地局２０２及び（1つ以上の）異種基地局（図示せず）
、．．．）の表示されたランキングに応答して、ユーザ入力に基づいて、基地局２０２に
アクセスすることを手動で選択すること（又は再選択すること）を可能にし得る。例えば
、検出された基地局の表示されたランキングは、検出された基地局のそれぞれがＣＳＧの
メンバに対するアクセスを許可するか、又はＣＳＧのメンバと非メンバとに対するアクセ
スを許可するかの表示を含み得る。一例によれば、手動ＨｅＮＢ選択又は手動ＨｅＮＢ再
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選択は、移動体機器２０４によって実施されることが可能である。手動ＨｅＮＢ（再）選
択において、移動体機器２０４は、検出されたＨｅＮＢに関するＨｅＮＢ識別子（ＨｅＮ
Ｂ　ＩＤ）のリストを走査して、それを提示することが可能である。ＨｅＮＢ　ＩＤ（例
えば、ホームノードＢ名、．．．）は、対応するＣＳＧ　ＩＤに関連するテキストベース
の識別子であり、手動セル選択に関して使用される。従って、一例によれば、目標ＨｅＮ
Ｂ（例えば、基地局２０２、．．．）は、所与のＨｅＮＢ　ＩＤと関連付けられることが
可能である。更に、ＨｅＮＢ　ＩＤは、ログインＩＤが独自であるように独自であり得る
。このＨｅＮＢ　ＩＤは、ＳＩＢｎを経由して送信されることが可能であり、及び／又は
ＯＡＭと組み合わせてユーザによって構成されることが可能であるが、特許請求される主
題はそのように限定されない。更に、移動体機器２０４によって表示されたリストは、以
下の順序で提示され得る。もしあれば、そのＣＳＧ　ＩＤがホワイトリスト（例えば、図
２のホワイトリスト２１８、．．．）内に含まれるセルのＨｅＮＢ　ＩＤは、そのホワイ
トリスト内で指定されたのと同じ順序で列挙され得る。２つ以上のＨｅＮＢが同じＣＳＧ
　ＩＤを共有する場合、かつそれらのＨＮＢ　ＩＤが同一である場合、移動体機器２０４
は、最善の無線周波数（ＲＦ）品質を有するＨｅＮＢを表示することが可能である。更に
、２つ以上のＨｅＮＢが同じＣＳＧ　ＩＤを共有する場合、かつそれらのＨｅＮＢ　ＩＤ
が互いと異なる場合、移動体機器２０４は、共通のＣＳＧに属しているＨｅＮＢ　ＩＤを
そのＲＦ品質の順序（最善から最悪）で表示することが可能である。その後、このリスト
は、そのホワイトリスト内に存在しない閉鎖型ＨｅＮＢを含めて、その他のＨｅＮＢ　Ｉ
ＤをＲＦ品質の順序（最善から最悪）で含むことが可能である。ホワイトリスト内に含ま
れないその他のＨｅＮＢ　ＩＤを含めることは、移動体機器２０４によって格納されたホ
ワイトリストがネットワーク内に保持されたホワイトリストのバージョンと同期すること
に失敗した場合、ユーザがＨｅＮＢの（再）選択を試みることを可能にする。かかる非同
期は、移動体機器２０４によって保持されたホワイトリストを更新する際の遅延又は一時
的な失敗の結果として生じる可能性がある。更に、手動選択の一環として、移動体機器２
０４は、ＨｅＮＢがハイブリッドであるか又は閉鎖型であるかを示すことが可能である。
移動体機器２０４は、加えて、選択決定においてユーザを支援するために、ＨｅＮＢ　Ｉ
Ｄと共に、マクロ有効範囲及び／又は相対信号強度（例えば、信号バー、．．．）の利用
可能性を表示することが可能である。ユーザがＨｅＮＢを選択するとすぐ、移動体機器２
０４は、選択されたＨｅＮＢの再選択を試みることが可能である。チャネル条件に応じて
、移動体機器２０４は、選択されたＨｅＮＢ上に残ることに失敗する場合がある点に留意
されたい。手動選択の後で、アイドルモード手順の一環として自動（再）選択規則を適用
することが可能であり、結果として、異なるＨｅＮＢの（再）選択をもたらす可能性があ
る。更に、何のＨｅＮＢも検出可能でない場合、手動選択プロセスは、終了することが可
能であり、移動体機器２０４は現在のセル上に残ることが可能である。
【００８３】
　ＨｅＮＢは、フリーテキストフォーマットでＨｅＮＢ　ＩＤをブロードキャストするこ
とが可能である。移動体機器２０４は、ＨｅＮＢ　ＩＤがブロードキャストされているセ
ル上にキャンプしているとき、そのＨｅＮＢ　ＩＤを表示することが可能である。更に、
ＨｅＮＢ　ＩＤは、ＨｅＮＢの管理者によって構成可能であり得る。更に、ＨｅＮＢ　Ｉ
Ｄは、格納されたＣＳＧ　ＩＤと関連付けられることが可能である。
【００８４】
　さらなる例として、ＣＳＧ　ＨｅＮＢは、手動選択及び手動提供のために、ＣＳＧ　Ｉ
Ｄによって識別されることが可能である。同じＣＳＧ　ＩＤを通知しているＣＳＧ　Ｈｅ
ＮＢは、異なるＨｅＮＢ　ＩＤを有する場合がある。更に、ＨｅＮＢ　ＩＤは、制限され
た関連付けに関して、移動体機器２０４によって聴取されなくてよい。むしろ、ＨｅＮＢ
　ＩＤは、通常、表示目的及び手動選択のために使用される。更に、ＨｅＮＢ　ＩＤは、
非常に稀に（例えば、数秒程度、．．．）しか送信され得ない。かかる例は、アイドル状
態又は接続状態でのハンドオーバーを決定するために、ＨｅＮＢ　ＩＤを聴取する必要が
ないことに関する利点をもたらし得る。しかし、前述の例は、結果として、数を手動で提
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供することに関して問題を生じさせる可能性がある。更に、ＣＳＧ　ＩＤは、企業モデル
に関する登録をサポートするために使用されることが不可能な場合がある。
【００８５】
　もう１つの例によれば、自動基地局選択（又は、再選択）は、移動体機器２０４（例え
ば、選択コンポーネント２１０、．．．）によって実施され得る。例えば、移動体機器２
０４は、自動ＨｅＮＢ選択又は自動ＨｅＮＢ再選択を実行することが可能であるが、特許
請求される主題はそのように限定されない。自動ＨｅＮＢ（再）選択において、移動体機
器２０４は、以下を実施することが可能である。（例えば、サービス提供セルによって送
信されたＳＩＢ１１内のＨｅＮＢインジケータによって識別された、．．．）ＨｅＮＢが
発見されることが可能であり、検出されたＨｅＮＢに対応するＣＳＧインジケータとＣＳ
Ｇ　ＩＤとが認識され得る。ＨｅＮＢインジケータは、ＨｅＮＢを隣接リスト内のマクロ
ｅＮＢと区別することが可能であり、ＨｅＮＢ配置専用の搬送周波数全体に関して設定さ
れることが可能である。検出されたＨｅＮＢに関するＣＳＧインジケータ及びＣＳＧ　Ｉ
Ｄを認識するとすぐ、測定されたセルはランク付けされ得る。更に、ホワイトリスト内に
ない閉鎖型ＨｅＮＢは、その動作頻度を制限せずに、ランキングから除去されることが可
能である。更に、最も高くランク付けされたセルは再選択され得る。
【００８６】
　図５は、ネットワーク環境において、アクセスポイント基地局（例えば、フェムトセル
基地局、．．．）の配備を可能にする、１つの例示的な通信システム５００を示す。図５
に示されるように、システム５００は、アクセスポイント基地局、ホーム進化型ノードＢ
ユニット（ＨｅＮＢ）、ホームノードＢユニット（ＨＮＢ）、フェムトセルなどと呼ばれ
る場合もある複数のフェムトセル基地局を含む。このフェムトセル基地局（ＨｅＮＢ５１
０）は、例えば、それぞれ、例えば、1つ以上のユーザ住居５３０内など、対応する小規
模ネットワーク環境内に設置されることが可能であり、それぞれ、（1つ以上の）関連移
動体機器５２０、ならびに（1つ以上の）異種移動体機器５２０にサービス提供するよう
に構成され得る。それぞれのＨｅＮＢ５１０は、更に、ＤＳＬルータ（図示せず）又は、
その代わりに、ケーブルモデム（図示せず）を経由して、インターネット５４０及び移動
体オペレータコアネットワーク５５０に結合される。
【００８７】
　本明細書で説明される実施形態は、３ＧＰＰ専門用語を使用するが、これらの実施形態
は、３ＧＰＰ（Ｒｅｌ９９、Ｒｅｌ５、Ｒｅｌ６、Ｒｅｌ７）技術、ならびに３ＧＰＰ２
（１ｘＲＴＴ、１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｒｅｌ０、ＲｅｖＡ、ＲｅｖＢ）技術、その他の知られ
ている技術、及び関連技術に適用されることも可能である点を理解されたい。本明細書で
説明されるかかる実施形態において、ＨｅＮＢ５１０の所有者は、例えば、移動体オペレ
ータコアネットワーク５５０を介して提供される３Ｇ移動体サービスなどの移動体サービ
スに加入することが可能であり、移動体機器５２０は、マクロセル基地局５６０を経由し
てマクロセルラ環境内、及び住居の小規模ネットワーク環境内の両方で動作することが可
能であり得る。従って、ＨｅＮＢ５１０は、任意の既存の移動体機器５２０と下位互換性
があり得る。ＨｅＮＢ５１０は、（１つ以上の）ＣＳＧ　ＨｅＮＢ、（１つ以上の）ハイ
ブリッドＨｅＮＢ、及び／又は（１つ以上の）開放型ＨｅＮＢを含み得ることが企図され
る。
【００８８】
　次に図６を参照すると、例示されるのは、無線通信環境において、限定加入者グループ
（ＣＳＧ）サポートを提供する、１つの例示的なシステム６００である。システム６００
は、ＨｅＮＢ６０２（例えば、図５のＨｅＮＢ５１０、図２の基地局２０２、．．．）に
関して利用されることが可能な、１つの例示的なアーキテクチャモデルを示す。しかし、
異なるアーキテクチャモデルは、本明細書に添付された請求項の範囲に包含されることが
意図されることが企図される。 例えば、示されないが、ＨＮＢ、マクロセル基地局、又
は任意のその他のタイプの基地局を用いたＣＳＧの利用をサポートする様々なアーキテク
チャは、特許請求される主題の範囲に包含されることが意図されることが企図される。 
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　一例によれば、ＨｅＮＢ６０２は、ユーザの施設上に配置されることが可能であるが、
特許請求される主題はそのように限定されない。ＨｅＮＢ６０２は、進化型ユニバーサル
地上波無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）ｅＮＢ機能、ならびに運用及び保守
（ＯＡＭ）を通したＨｅＮＢ認証、ＨｅＮＢ登録、及びＨｅＮＢ構成をサポートする機能
を提供することが可能である。
【００８９】
　ＨｅＮＢ６０２は、システム６００内でコアネットワーク（例えば、進化型パケットコ
ア（ＥＰＣ）、．．．）の様々なノードと直接的に又は間接的に通信することが可能であ
る。例えば、コアネットワークのこれらのノードは、パケットデータネットワークゲート
ウェイ（ＰＧＷ）６０４と、サービス提供ゲートウェイ（ＳＧＷ）６０６と、移動度管理
エンティティ（ＭＭＥ）６０８と、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）６１０とを含み得る。
示されないが、システム６００は、２つ以上のＰＧＷ６０４、ＳＧＷ６０６、ＭＭＥ６０
８、及び／又はＨＳＳ６１０を含み得ることが企図される。
【００９０】
　ＰＧＷ６０４は、例えば、インターネット６１２及び／又はＩＰマルチメディアサブシ
ステム（ＩＭＳ）６１４など、（１つ以上の）外部パケットデータネットワーク（ＰＤＮ
）とインターフェースをとることが可能である。更に、示されないが、ＰＧＷ６０４は、
加えて、又はその代わりに、イントラネット又は（１つ以上の）任意の異種ＰＤＮとイン
ターフェースをとることが可能である。ＰＧＷ６０４は、例えば、アドレス割当て、ポリ
シー行使、パケット分類、及びルーティングなどを処理することが可能である。
【００９１】
　ＳＧＷ６０６は、ユーザプレーンに関連し、移動度に関するアンカーポイントである。
ＳＧＷ６０６は、（例えば、移動体機器６１６を用いている、．．．）ユーザのサービス
提供基地局（例えば、ＨｅＮＢ６０２、異種ＨｅＮＢ、異なるｅＮＢ、．．．）を示す。
従って、異なる基地局にハンドオフするとすぐ、ＳＧＷ６０６は、異なる基地局を再度示
すことが可能である。更に、ＳＧＷ６０６は、データが所与の時点で移動体機器６１６に
サービス提供している適切な基地局（例えば、ＨｅＮＢ６０２、．．．）に経路指定され
ることを可能にし得る。
【００９２】
　ＭＭＥ６０８は制御プレーンに関連する。ＭＭＥ６０８は、移動度に関する制御プレー
ンシグナリング、サービスの質（ＱｏＳ）の初期化、ユーザ認証などをサポートすること
が可能である。更に、ＨＳＳ６１０は、例えば、電話番号、プロファイルなど、様々な加
入情報を格納することが可能である。
【００９３】
　システム６００は、ノード同士の間に様々なインターフェースを含む。例えば、Ｓ６ａ
インターフェースは、ＭＭＥ６０８とＨＳＳ６１０とを接続することが可能であり、Ｓ５
インターフェース／Ｓ８インターフェースは、ＳＧＷ６０６とＰＧＷ６０４とを接続する
ことが可能である。更に、Ｓ１－Ｕインターフェースは、ＨｅＮＢ６０２とＳＧＷ６０６
とを接続することが可能であり、Ｓ１１インターフェースは、ＳＧＷ６０６とＭＭＥ６０
８とを結合することが可能であり、Ｓ１－ＭＭＥインターフェースは、ＨｅＮＢ６０２と
ＭＭＥ６０８とを接続することが可能である。加えて、ＰＧＷ６０４は、それぞれのＳＧ
ｉインターフェースを経由して（1つ以上の）ＰＤＮ（例えば、インターネット６１２、
ＩＭＳ６１４、．．．）に接続することが可能であり、ＨｅＮＢ６０２及び移動体機器６
１６は、Ｅ－ＵＴＲＡ－Ｕｕインターフェースを経由して結合され得る。更に、ＭＭＥ６
０８は、Ｓ１０インターフェースと関連付けられることが可能である。
【００９４】
　ＨＳＳ６１０は、ＣＳＧ提供ネットワーク要素、即ち、ＣＳＧ管理サーバ６１８及びＣ
ＳＧリストサーバ６２０に直接的に又は間接的に接続することも可能である。ＣＳＧ管理
サーバ６１８は、ＣＳＧに関する加入者のリスト（例えば、ＣＳＧに関するアクセス制御
リスト、．．．）を管理するために利用され得るＣＳＧ管理機能をサポートすることが可
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能である。例えば、ＨｅＮＢ６０２の所有者は、ユーザをＨｅＮＢ６０２に関連するＣＳ
Ｇ内に追加するため、又はＨｅＮＢ６０２に関連するＣＳＧ内に含まれているユーザを除
去するために、インターフェース（例えば、グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵ
Ｉ）、ウェブサイト、．．．）を経由して、ＣＧＳ管理サーバ６１８と相互に作用するこ
とが可能である。かかる変更に基づいて、ＣＳＧ管理サーバ６１８は、修正されたように
、ユーザに関する加入情報を調整するために、ＨＳＳ６１０を更新することができる。
【００９５】
　更に、ＣＳＧリストサーバ６２０は、移動体機器６１６（及び／又は（１つ以上の）任
意の異種移動体機器（図示せず））に関するホワイトリスト（ＷＬ）（例えば、許可され
たＣＳＧリスト、．．．）を管理するために利用されるＵＥ　ＣＳＧ提供機能性を提供す
る。ＣＳＧリストサーバ６２０は、移動体機器６１６が特定のグループ（例えば、特定の
ＣＳＧ、．．．）のメンバであることを移動体機器６１６に通知することが可能である。
更に、加入がＣＳＧ管理サーバ６１８によって更新されるとき、ＨＳＳ６１０は、その更
新に対応する加入情報を格納することが可能である。更に、ＨＳＳ６１０内の加入情報を
更新することは、メッセージがＣＳＧリストサーバ６２０に転送されることをトリガする
ことが可能であり、これは、修正された加入情報を移動体機器６１６にダウンリンクする
ために、ＣＳＧリストサーバ６２０にオープンモバイルアライアンスの機器管理（Open M
obile Alliance Device Management）（ＯＭＡ－ＤＭ）プロセスを利用させる可能性があ
る。従って、ＣＳＧリストサーバ６２０は、ＨＳＳ６１０と移動体機器６１６とによって
保持された（例えば、移動体機器６１６のメモリ内に格納された、移動体機器６１６に関
連する加入者識別モジュール（ＳＩＭ）又はユニバーサルＳＩＭ（ＵＳＩＭ）上に保持さ
れた、．．．）加入情報を同期することを可能にし得る。
【００９６】
　移動体機器６１６とコアネットワーク要素との間の様々な論理ネットワークプロトコル
機能は、ＣＳＧをサポートするために、システム６００内で実施され得る。これらの論理
ネットワークプロトコル機能は、例えば、ＵＥ　ＣＳＧ提供機能、アクセス制御機能、移
動度管理機能、及びＣＳＧ管理機能を含み得る。
【００９７】
　ＵＥ　ＣＳＧ提供機能は、移動体機器６１６に関するホワイトリストを管理することが
可能である。このホワイトリストは、ＣＳＧ　ＩＤのリストであり、移動体機器６１６は
、ホワイトリスト内に含まれたＣＳＧ　ＩＤを有するＣＳＧセルにアクセスすることが可
能である。このホワイトリストは、アクセス制御を実行するためにネットワーク内に格納
されることが可能であり、アクセスされることになるセルを選択することを可能にするた
めに、移動体機器６１６によって格納され得る。ネットワーク内のホワイトリストは、Ｈ
ＳＳ６１０内に永久に格納されて、添付手順、分離手順、サービス要求手順、及びトラッ
キング領域更新手順の間にアクセス制御のためにＭＭＥ６０８によって取り出されること
が可能である。移動体機器６１６においてこのホワイトリストは、かかる移動体機器６１
６に関するＵＳＩＭ上、又は移動体機器６１６のメモリ上に格納されることが可能である
。
【００９８】
　アクセス制御機能は、移動体機器が、その移動体機器がアクセスを実行するＣＳＧにお
いて有効な加入を有することを確実にすることができる。ＭＭＥ６０８は、添付手順、分
離手順、サービス要求手順、及びトラッキング領域更新手順の間に、ＣＳＧセルを介して
、ネットワークにアクセスしている移動体機器６１６に関するアクセス制御を実行するこ
とが可能である。更に、ＭＭＥ６０８は、移動体機器６１６が添付手順、サービス要求手
順、及び／又はトラッキング領域更新手順に関してＣＳＧ内で許可されないことを認識す
るとすぐ、非アクセス層（ＮＡＳ）シグナリング応答内に拒否原因値を含むことが可能で
ある。
【００９９】
　更に、移動度管理機能は、移動体機器６１６の現在の位置を追跡するために使用され得
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る。アイドル状態の移動体機器６１６の位置は、トラッキング領域リストの粒度に基づい
てネットワークによって知られることが可能である。従って、アイドル状態にあるとき、
移動体機器６１６は、最後のトラッキング領域更新において受信されたトラッキング領域
リストの全てのセル内でページングされることが可能である。
【０１００】
　更に、ＣＳＧ管理機能は、ＣＳＧに関する加入者のリストを管理することが可能である
。このＣＳＧ管理機能は、オペレータ又は第三者によってホストされ得る。例えば、単一
のリストは、ＣＳＧに関するＨｅＮＢを制御することが可能である。更に、同じＣＳＧ　
ＩＤを通知している複数のＨｅＮＢは、加入者の単一のリストを有し得る。
【０１０１】
　上述のように、ＨＳＳ６１０は、ＣＳＧ加入情報を永久的に保持することが可能である
。更に、ＣＳＧ加入情報は、移動体機器６１６の加入プロファイルの一部として、添付手
順又はトラッキング領域更新手順の間にＭＭＥ６０８によって取り出されることが可能で
ある。ＭＭＥ６０８は、アクセス制御を実行するために、取り出されたＣＳＧ加入情報を
利用することが可能である。例えば、アクセス制御はＮＡＳレベル手順であり、ＭＭＥ６
０８はコアネットワーク内のＮＡＳ終点であるため、ＭＭＥ６０８は、アクセス制御を実
行することができる。更に、ＭＭＥ６０８は、移動体機器６１６に関するホワイトリスト
のコピーを取得して、格納することが可能である（例えば、このホワイトリストは、ユー
ザの加入情報の一部として保持され得る、．．．）。更に、ＭＭＥ６０８は移動体機器６
１６がアクセス制御を実施するためにアクセスを実行しているＣＳＧセルのＣＳＧ　ＩＤ
を知ることが可能である。
【０１０２】
　本明細書において、ＮＡＳにおいて実行されているとして説明されるが、ＣＳＧに関す
るアクセス制御は、アクセス層（ＡＳ）において実装されることも可能であることが企図
される。ＡＳにおけるアクセス制御は、ＨｅＮＢ６０２内の無線ネットワークコントロー
ラ（ＲＮＣ）機能において（又は、ＨｅＮＢゲートウェイ（図示せず）内の関連機能にお
いて）実装されることが可能である。しかし、特許請求される主題はそのように限定され
ない点を理解されたい。
【０１０３】
　一般にＣＳＧ利用に関する追加の例が下に記載される。これらの例は、例示のために提
示され、特許請求される主題はこれらの例に限定されないことが企図される。
【０１０４】
　ＣＳＧ基地局は、様々な特性と関連付けられることが可能である。例えば、ＣＳＧ基地
局は、単一の周波数上又は複数の周波数上に配備され得る（例えば、ＣＳＧ基地局周波数
／ハイブリッド基地局周波数／開放型基地局周波数は重複することが可能である、．．．
）。更に、ＣＳＧ基地局は、移動体機器が、その基地局がＣＳＧ基地局であり、ＣＳＧ基
地局にアクセスせずに、その基地局がホーム基地局であるか、ゲスト基地局であるか、又
は異種基地局であるかを決定することができるように、十分な情報をブロードキャストす
ることが可能である。更に、ＣＳＧ基地局は、移動体機器がアクセスすることを試みると
き、移動体機器がホーム機器であるか、ゲスト機器であるか、又は異種移動体機器である
かを決定することが可能である。ＣＳＧ基地局は、ゲスト移動体機器使用をサポートする
ことが可能であり、移動体機器が緊急サービスにアクセスすることを可能にすることが可
能であり、異種移動体機器は、当該異種移動体機器が再度アクセスすることを試みないよ
うにさせることが可能な形で拒否されることが可能である。更に、移動体機器は、アクセ
スを実行せずに、ＣＳＧ基地局がホーム基地局であるか、ゲスト基地局であるか、又は異
種基地局であるかを決定することが可能である。移動体機器には、許可されたホーム基地
局及びゲスト基地局のリストが提供され得る。移動体機器は、ホーム基地局とゲスト基地
局とを区別することが必要とされない場合がある。更に、移動体機器は、通常、（例えば
、緊急サービス以外に、．．．）異種基地局にアクセスを試みるべきではない。更に、移
動体機器は、一般に、アイドル状態にある間、（例えば、異種基地局が移動体機器にペー
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ジングすることが可能にされない限り、．．．）異種基地局上にキャンプするべきではな
い。移動体機器は、ＰＬＭＮ識別と無関係であり得る、ホーム基地局及びゲスト基地局の
リストを有することが可能である。
【０１０５】
　ＣＳＧ基地局は、様々なタイプの関連付け性をサポートすることができる。例えば、完
全な関連付けが、ＣＳＧ基地局において、ホーム移動体機器又はゲスト移動体機器に提供
され得る。完全な関連付けを有するかかる移動体機器は、ＣＳＧ基地上にアイドル状態で
キャンプして、ページングされることが可能であり、ＣＳＧ基地局から（例えば、添付、
．．．）呼／セッションをセットアップすることが可能である。更に、ＣＳＧ基地局にお
ける異種移動体機器の場合、シグナリングの関連付け又は制限された関連付けがサポート
され得る。（例えば、半開放型、．．．）シグナリングの関連付けは、移動体機器が異種
基地局上にアイドル状態でキャンプして、（例えば、アクセス以外で、．．．）ページン
グされること、及び／又はＮＡＳ及び／又は無線リソース制御（ＲＲＣ）制御プレーンシ
グナリングに関して異種基地局にアクセスすること（例えば、別の基地局にアクセスする
ために、インターフェースを管理すること、．．．）を可能にし得る。更に、制限された
関連付けの場合、移動体機器は、通常、異種基地局にアクセスせず、通常、アイドル状態
でかかる基地局上にキャンプされない。
【０１０６】
　図７～１０を参照すると、無線通信環境において、多重アクセスモードをサポートする
ことに関する方法論が例示される。説明を簡単にするために、これらの方法論は、一連の
活動として示され、説明されるが、いくつかの活動は、1つ以上の実施形態によれば、異
なる順序で、及び／又は本明細書で示され、説明される活動と別の活動と同時に発生する
場合があるため、これらの方法論は、活動の順序によって限定されない点を理解及び認識
されたい。例えば、当業者は、これらの方法論は、或いは、状態図におけるように、一連
の相互に関係する状態又は事象として表される場合がある点を理解及び認識されよう。更
に、1つ以上の実施形態によれば、方法論を実装するために全ての例示される活動が必要
とされるとは限らない可能性がある。
【０１０７】
　図７を参照すると、例示されるのは、無線通信環境において、移動体機器に関するホワ
イトリストを管理することを円滑にする方法論７００である。７０２において、手動限定
加入者グループ（ＣＳＧ）選択は、移動体機器を用いて、ＣＳＧ識別子（ＩＤ）によって
識別されたＣＳＧを通知している基地局のセルを選択するために実行され得る。例えば、
利用可能な基地局、又は対応するＣＳＧ　ＩＤによって識別された、それぞれのＣＳＧを
通知している関連するセルに関して走査することが実施され得る。更に、利用可能な基地
局のうちの少なくとも１つに関する、対応するＣＳＧ　ＩＤのうちの少なくとも１つを備
えるリストが表示され得る。更に、利用可能な基地局のリストから、選択された基地局を
識別する入力が受信され得る。或いは、自動ＣＳＧ選択が実装され得ることが企図される
が、特許請求される主題はそのように限定されない。７０４において、選択された基地局
が、通知されたＣＳＧのメンバに関するセルに対するアクセスを許可するか、又は通知さ
れたＣＳＧのメンバと非メンバとに対するアクセスを許可するかが決定され得る。かかる
決定は、例えば、（例えば、基地局から受信された、．．．）通知されたＣＳＧ表示に応
じて実施され得る。従って、（例えば、そのセルに関して）選択された基地局によって利
用されるアクセスモード（例えば、ハイブリッドアクセスモード、閉鎖型アクセスモード
、開放型アクセスモード、．．．）が認識され得る。７０６において、選択された基地局
のセルに登録することが開始され得る。更に、登録することは、手動で選択された基地局
上にキャンプするための要求を送信することと、手動で選択された基地局上に成功裏にキ
ャンプしていることを示す表示を受信することとを含み得る。更に、登録することは、選
択された基地局上で位置登録手順を実行することを備え得る。この位置登録手順は、例え
ば、トラッキング領域更新手順、ルーティング領域更新手順、位置領域更新手順などであ
り得る。７０８において、登録が成功し、ＣＳＧ　ＩＤが移動体機器のホワイトリストか



(28) JP 6457134 B2 2019.1.23

10

20

30

40

50

ら欠けているとき、ＣＳＧ　ＩＤを含めるために、ホワイトリストを更新するかどうかが
決定され得る。例として、このホワイトリストは、許可されたＣＳＧリスト、オペレータ
ＣＳＧリストなどであり得る。このホワイトリストは、ホワイトリストに書き込むことに
よって更新され得る。一例によれば、選択された基地局が閉鎖型アクセスモードで動作す
るとき、成功裏の登録時に、選択された基地局のＣＳＧ　ＩＤはホワイトリストに追加さ
れ得る。もう１つの例として、選択された基地局がハイブリッドアクセスモードで動作す
るとき、成功裏の登録時に、選択された基地局のＣＳＧ　ＩＤをホワイトリストに追加す
ることは防止され得る。
【０１０８】
　図８を参照すると、例示されるのは、無線通信環境において、移動体機器に関するホワ
イトリストを更新することを制御することを円滑にする方法論８００である。８０２にお
いて、移動体機器を用いて、限定加入者グループ（ＣＳＧ）のメンバと非メンバとに対す
るアクセスを許可するＣＳＤ識別子（ＩＤ）によって識別されたＣＳＧを通知している基
地局に登録することが開始され得る。ＣＳＧのメンバと非メンバとに対するアクセスを許
可する基地局は、ハイブリッドアクセスモードで動作することが可能である。一例によれ
ば、基地局は、自動ＣＳＧ選択を利用して選択され得る。もう１つの例として、基地局は
、手動ＣＳＧ選択を利用して選択され得る。この例を続けると、選択可能な、利用可能な
基地局のセットが検出されることが可能であり、利用可能な基地局のそのセットからその
基地局を識別する入力が受信され得る。更に、その基地局がハイブリッドアクセスモード
で動作し、ＣＳＧのメンバと非メンバとに対するアクセスを許可することが検出され得る
。更に、登録することは、その基地局上にキャンプするための要求を送信することと、そ
の基地局上に成功裏にキャンプしていることを示し、その基地局のＣＳＧ　ＩＤを供給す
る表示を受信することとを含み得る。もう１つの例として、位置登録手順は、基地局上に
登録するために実行され得る。この位置登録手順は、例えば、トラッキング領域更新手順
、ルーティング領域更新手順、位置領域更新手順などであり得る。８０４において、その
登録することからの応答内で、移動体機器がＣＳＧのメンバであるかどうかを示す表示が
受信され得る。例えば、この応答は、容認原因値であってよく、この容認原因値は、その
移動体機器がＣＳＧのメンバであるかどうかに対応し得る。８０６において、（例えば、
容認原因値が、ＣＳＧ　ＩＤを追加することを示すとき）ホワイトリストは、その表示に
少なくとも一部基づいて、ＣＳＧ　ＩＤを含めるために更新され得る。このホワイトリス
トは、例えば、許可されたＣＳＧリスト、オペレータＣＳＧリストなどであり得る。更に
、ＣＳＧ　ＩＤを含めるためにホワイトリストを更新することは、容認原因値がＣＳＧ　
ＩＤを追加することを差し控えることを示すとき、防止され得る。
【０１０９】
　次に、図９を参照すると、例示されるのは、無線通信環境において、アクセス制御及び
／又はページング最適化をサポートすることを円滑にする方法論９００である。９０２に
おいて、限定加入者グループ（ＣＳＧ）識別子（ＩＤ）は、基地局からネットワークノー
ドに送信され得る。このネットワークノードは、アクセス制御又はページング最適化のう
ちの少なくとも１つを実行することが可能である。例示として、このネットワークノード
は、移動度管理エンティティ（ＭＭＥ）、ホーム進化型ノードＢゲートウェイ（ＨｅＮＢ
　ＧＷ）、ホームノードＢゲートウェイ（ＨＮＢ　ＧＷ）、モバイルスイッチングセンタ
／ビジタロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）、サービス提供汎用パケット無線サー
ビス（ＧＰＲＳ）サポートノード（ＳＧＳＮ）などであり得る。９０４において、アクセ
スモードインジケータは、ＣＳＧ　ＩＤと共に基地局からネットワークノードに送信され
得る。例えば、アクセスモードインジケータは、その基地局が開放型アクセスモードを利
用すること、ハイブリッドアクセスモードを利用すること、又は閉鎖型アクセスモードを
利用することを指定することが可能である。もう１つの例として、このアクセスモードイ
ンジケータは、その基地局がハイブリッドアクセスモードを用いることを示すことが可能
である。
【０１１０】
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　一例によれば、トラッキング領域更新（ＴＡＵ）要求メッセージは、移動体機器から受
信され得る。更に、このＴＡＵ要求メッセージは、基地局のＣＳＧ　ＩＤとアクセスモー
ドインジケータと共にネットワークノードに転送されることが可能である。更に、選択さ
れたネットワークの表示は、移動体機器からＴＡＵ要求メッセージと共に受信されること
が可能であり、ネットワークノードは、グローバル一意仮識別子（ＧＵＴＩ）から、かつ
選択されたネットワークの表示から識別され得ることが企図される。もう１つの例によれ
ば、サービス要求、添付要求、及び／又は分離要求は、移動体機器から受信され得る。か
かる例を続けると、このサービス要求、添付要求、及び／又は分離要求は、基地局のＣＳ
Ｇ　ＩＤとアクセスモードインジケータと共にネットワークノードに転送され得る。更に
もう１つの例として、ネットワークノードに対する接続を確立することを選択することは
、（例えば、基地局によって、．．．）引き起こされることが可能であり、ＣＳＧ　ＩＤ
及びアクセスモードインジケータは、セットアップ要求メッセージ内でネットワークノー
ドに送信され得る。
【０１１１】
　図１０を参照すると、例示されるのは、無線通信環境において、アクセス制御及び／又
はページング最適化を実装することを円滑にする方法論１０００である。１００２におい
て、ネットワークノードにおいて、基地局に対応する限定加入者グループ（ＣＳＧ）識別
子（ＩＤ）がその基地局から受信され得る。このネットワークノードは、例えば、移動度
管理エンティティ（ＭＭＥ）、ホーム進化型ノードＢゲートウェイ（ＨｅＮＢ　ＧＷ）、
ホームノードＢゲートウェイ（ＨＮＢ　ＧＷ）、モバイルスイッチングセンタ／ビジタロ
ケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）、サービス提供汎用パケット無線サービス（ＧＰ
ＲＳ）サポートノード（ＳＧＳＮ）などであり得る。１００４において、ネットワークノ
ードにおいて、基地局に対応するアクセスモードインジケータがＣＳＧ　ＩＤと共に基地
局から受信され得る。例示として、ＣＳＧ　ＩＤ及びアクセスモードインジケータは、移
動体機器が接続を確立するとき、基地局がネットワークノードに対する接続を確立すると
きなどに受信され得る。更に、アクセスモードインジケータは、基地局が開放型アクセス
モードを利用すること、ハイブリッドアクセスモードを利用すること、又は閉鎖型アクセ
スモードを利用することを指定することが可能である。もう１つの例によれば、このアク
セスモードインジケータは、基地局がハイブリッドアクセスモードを利用することを指定
することが可能である。
【０１１２】
　一例によれば、基地局にアクセスすることを試みている移動体機器に関するアクセス制
御を実行するかどうかは、アクセスモードインジケータに応じて検出され得る。この例を
続けると、ＣＳＧ　ＩＤが移動体機器のホワイトリスト内にあるかどうかを評価すること
は、基地局に対応するアクセスモードインジケータが、その基地局が閉鎖型アクセスモー
ドで動作することを識別するときに実施され得る。更に、ＣＳＧ　ＩＤの解析は、基地局
に対応するアクセスモードインジケータが、その基地局が開放型アクセスモード又はハイ
ブリッドアクセスモードで動作することを識別するとき、省略され得る。
【０１１３】
　更にもう１つの例として、ページフィルタリングは、移動局において移動体機器にペー
ジングするかどうかを識別するとき、アクセスモードインジケータに応じて、選択的に実
装され得る。従って、ＣＳＧ　ＩＤが移動体機器のホワイトリスト内にあるかどうかは、
基地局に対応するアクセスモードインジケータが、その基地局が閉鎖型アクセスモードで
動作することを識別するときに検出され得る。更に、ＣＳＧ　ＩＤを評価することは、基
地局に対応するアクセスモードインジケータが、その基地局が開放型アクセスモード又は
ハイブリッドアクセスモードで動作することを示すとき、省略され得る。
【０１１４】
　本明細書で説明される1つ以上の態様によれば、移動体機器のホワイトリストの管理を
実施すること、多重アクセスモードをサポートする無線通信環境においてアクセス制御を
実装すること及び／又はページフィルタリングを用いることに関する推論が行われ得る点
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を理解されよう。本明細書で使用される場合、「推論する」又は「推論」に対する用語は
、一般に、事象及び／又はデータを介して捕捉された観測のセットから、システム、環境
、及び／又はユーザの状態について推理或いは推論するプロセスを指す。推論は、特定の
文脈若しくは活動を識別するために用いられることが可能であるか、又は、例えば、状態
に関する確率分布を生成することが可能である。この推論は、確率的、即ち、データ及び
事象の考慮事項に基づく、当該状態に関する確率分布の演算であり得る。推論は、事象及
び／又はデータのセットから、より高いレベルの事象を構成するために用いられる技法を
指す場合もある。かかる推論は、当該事象が密接な時間的近接性において相互に関係して
もしなくても、かつ当該事象ならびに当該データが、１つの事象及びデータ送信装置から
生じようと、複数の事象及びデータソースから生じようと、結果として、観測された事象
及び／又は格納された事象データのセットから、新しい事象又は新しい活動の構成をもた
らす。
【０１１５】
　図１１は、無線通信システムにおいて、限定加入者グループ（ＣＳＧ）識別子（ＩＤ）
を含むホワイトリストを管理する移動体機器１１００の例示である。移動体機器１１００
は、例えば、受信アンテナ（図示せず）から信号を受信して、受信された信号に関して、
典型的な活動（例えば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバートなど）を実行し、サン
プルを取得するために、条件付けされた信号をディジタル化する受信機１１０２を備える
。受信機１１０２は、例えば、ＭＭＳＥ受信機であってよく、受信された記号を復調して
、チャネル推定のために、それらの記号をプロセッサ１１０６に提供することが可能な復
調器１１０４を備え得る。一例によれば、受信機１１０２は、基地局に対応するＣＳＧを
識別する、通知されたＣＳＧ　ＩＤと、ハイブリッドアクセスモードで動作している基地
局、閉鎖型アクセスモードで動作している基地局、又は開放型アクセスモードで動作して
いる基地局を区別するアクセスモードインジケータとを取得することが可能である。プロ
セッサ１１０６は、受信機１１０２によって受信された情報を解析すること、及び／又は
送信機１１１６によって送信される情報を生成すること専用のプロセッサ、移動体機器１
１００の1つ以上のコンポーネントを制御するプロセッサ、及び／又は受信機１１０２に
よって受信された情報を解析して、送信機１１１６によって送信される情報を生成するこ
とと、移動体機器１１００の１つ以上のコンポーネントを制御することの両方を行うプロ
セッサであってよい。
【０１１６】
　移動体機器１１００は、加えて、プロセッサ１１０６に動作可能に結合され、送信され
ることになるデータ、受信されたデータ、ならびに本明細書に記載される様々な作用及び
機能を実行することに関する任意のその他の適切な情報を格納することが可能なメモリ１
１０８を備え得る。メモリ１１０８は、例えば、取得されたＣＳＧ　ＩＤとアクセスモー
ドインジケータとを解析することに関連するプロトコル及び／又はアルゴリズムを格納す
ることが可能である。更に、メモリ１１０８は、基地局を選択すること（例えば、手動Ｃ
ＳＧ選択又は自動ＣＳＧ選択、．．．）、基地局がＣＳＧのメンバに対するアクセスを許
可するか、又はＣＳＧのメンバと非メンバとに対するアクセスを許可するかを決定するこ
とと、選択された基地局に登録することを開始することと、成功裏の登録時に、基地局の
ＣＳＧ　ＩＤを含めるために、ホワイトリストを選択的に更新することとに関連するプロ
トコル及び／又はアルゴリズムを格納することが可能である。メモリ１１０８は、ホワイ
トリスト（例えば、図２のホワイトリスト２１８、許可されたＣＳＧリスト、．．．）を
含むことも可能である。
【０１１７】
　本明細書で説明されるデータ格納（例えば、メモリ１１０８）は、揮発性メモリ又は不
揮発性メモリであってよく、若しくは揮発性メモリと不揮発性メモリの両方を含んでもよ
い点を理解されよう。限定ではなく、例示として、不揮発性メモリは、読出し専用メモリ
（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲ
ＯＭ）、電気消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、又はフラッシュメモリを含み得る。揮
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発性メモリは、外部のキャッシュメモリとして動作するランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ
）を含み得る。限定ではなく、例示として、ＲＡＭは、同期ＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナ
ミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、同期ＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＳＤＲＡ
Ｍ（ＤＤＲ　ＳＤＲＡＭ）、拡張ＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、シンクリンクＤＲＡＭ（
ＳＬＤＲＡＭ）、及びダイレクトランバスＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ）など、多くの形態で利用
可能である。主題のシステム及び方法のメモリ１１０８は、これらのタイプ及び任意のそ
の他の適切なタイプのメモリに限定されずに、これらのメモリを備えることが意図される
。
【０１１８】
　プロセッサ１１０６は、登録コンポーネント１１１０及び／又はリスト管理コンポーネ
ント１１１２に動作可能に結合され得る。登録コンポーネント１１１０は、実質的に、図
２の登録コンポーネント２１４に類似してよく、及び／又はリスト管理コンポーネント１
１１２は、実質的に、図２のリスト管理コンポーネント２１６に類似してよい。登録コン
ポーネント１１１０は、ホワイトリスト内に含まれない（例えば、メモリ１１０８内に保
持された、．．．）ＣＳＧ　ＩＤによって識別されたＣＳＧに関連する基地局に登録する
ことを開始することが可能である。更に、リスト管理コンポーネント２１６は、ホワイト
リストを選択的に更新することが可能である。一例によれば、リスト管理コンポーネント
２１６は、基地局が閉鎖型アクセスモードで動作するとき、成功裏の登録時に、ＣＳＧ　
ＩＤを含めるために、ホワイトリストを更新することが可能であり、基地局がハイブリッ
ドアクセスモードで動作するとき、ホワイトリストを更新することを防止することが可能
である。もう１つの例として、リスト管理コンポーネント２１６は、移動体機器１１００
がＣＳＧのメンバであること、又はＣＳＧの非メンバであることを示す、受信された容認
原因値に応じて、基地局のＣＳＧ　ＩＤを含めるために、ホワイトリストを選択的に更新
することが可能である。図示されないが、移動体機器１１００は、更に、（例えば、実質
的に、図２の選択コンポーネント２１０に類似した、．．．）選択コンポーネント及び／
又は（例えば、実質的に、図２のモード検出コンポーネント２１２に類似した、．．．）
モード検出コンポーネントを含むことが可能である点を理解されたい。移動体機器１１０
０は、更にまた、変調器１１１４と、データ、信号などを基地局に送信する送信機１１１
６とを備える。プロセッサ１１０６から分離しているとして示されるが、登録コンポーネ
ント１１１０、リスト管理コンポーネント１１１２、及び／又は変調器１１１４は、プロ
セッサ１１０６又はいくつかのプロセッサ（図示せず）の一部であってもよい点を理解さ
れたい。
【０１１９】
　図１２は、無線通信環境において、多重アクセスモードをサポートするシステム１２０
０の例示である。システム１２００は、複数の受信アンテナ１２０６を介して、1つ以上
の移動体機器１２０４から（1つ以上の）信号を受信する受信機１２１０と、送信アンテ
ナ１２０８を介して、1つ以上の移動体機器１２０４に送信する送信機１２２４とを有す
る基地局１２０２（例えば、アクセスポイント、．．．）を備える。 受信機１２１０は
、受信アンテナ１２０６から情報を受信することが可能であり、受信された情報を復調す
る復調器１２１２と動作可能に関連付けられる。復調された記号は、図１１に関して上で
説明されたプロセッサに類似してよく、（１つ以上の）移動体機器１２０４から送信され
ることになるデータ又は（１つ以上の）移動体機器１２０４から受信されることになるデ
ータ、及び／又は本明細書に記載された様々な作用及び機能を実行することに関する任意
のその他の適切な情報を格納するメモリ１２１６に結合されたプロセッサ１２１４によっ
て解析される。プロセッサ１２１４は、更に、要求受信コンポーネント１２１８及び／又
は転送コンポーネント１２２０に結合される。要求受信コンポーネント１２１８は、実質
的に、図３の要求受信コンポーネント３０４に類似してよく、及び／又は転送コンポーネ
ント１２２０は、実質的に、図３の転送コンポーネント３０６に類似してよい。要求受信
コンポーネント１２１８は、基地局１２０２において、移動体機器（例えば、（1つ以上
の）移動体機器１２０４のうちの１つ、．．．）から要求を取得することが可能である。
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例えば、要求受信コンポーネント１２１８は、受信機１２１０の一部であり得ることが企
図されるが、特許請求される主題はそのように限定されない。更に、転送コンポーネント
１２２０は、要求と、基地局１２０２に関連するＣＳＧ　ＩＤと、基地局１２０２に関連
するアクセスモードインジケータとを、アクセス制御又はページング最適化のうちの少な
くとも１つを実施するネットワークノードに送信することが可能である。更に、図示され
ないが、基地局１２０２は、更に、実質的に、図２の識別通知コンポーネント２０６に類
似してよい識別通知コンポーネント、及び／又は、実質的に、図２のモード公表コンポー
ネント２０８に類似してよいモード公表コンポーネントを含み得る点を理解されたい。基
地局１２０２は、更に、変調器１２２２を含み得る。変調器１２２２は、前述の説明に従
って、アンテナ１２０８を介して、送信機１２２４によって（1つ以上の）移動体機器１
２０４に送信するためにフレームを多重化することが可能である。プロセッサ１２１４か
ら分離されているとして示されるが、要求受信コンポーネント１２１８、転送コンポーネ
ント１２２０、及び／又は変調器１２２２は、プロセッサ１２１４又はいくつかのプロセ
ッサ（図示せず）の一部であってもよい点を理解されたい。
【０１２０】
　図１３は、１つの例示的な無線通信システム１３００を示す。無線通信システム１３０
０は、説明を簡潔にするために、１つの基地局１３１０と、１つの移動体機器１３５０と
を示す。しかし、システム１３００は、２つ以上の基地局及び／又は２つ以上の移動体機
器を含むことが可能であり、追加の基地局及び／又は移動体機器は、実質的に、下で説明
される例示的な基地局１３１０及び移動体機器１３５０と類似してよく、又は異なっても
よい。加えて、基地局１３１０及び／又は移動体機器１３５０は、それらの間の無線通信
を円滑にするために、本明細書で説明されたシステム（図１～３、５～６、１１～１２、
及び１４～１７）及び／又は方法（図７～１０）を用いることが可能である点を理解され
たい。
【０１２１】
　基地局１３１０において、いくつかのデータストリームに関するトラヒックデータが、
データ送信装置１３１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ１３１４に提供される。一例
によれば、それぞれのデータストリームは、それぞれのアンテナを介して送信され得る。
ＴＸデータプロセッサ１３１４は、符号化されたデータを提供するために、そのデータス
トリームに関して選択された特定のコーディング方式に基づいて、トラヒックデータスト
リームをフォーマット、符号化、及びインタリーブする。
【０１２２】
　それぞれのデータストリームに関して符号化されたデータは、直交周波数分割多重化（
ＯＦＤＭ）技法を使用して、パイロットデータと多重化され得る。更に、又はその代わり
に、パイロット記号は、周波数分割多重化（ＦＤＭ）されること、時分割多重化（ＴＤＭ
）されること、又は符号分割多重化（ＣＤＭ）されることが可能である。パイロットデー
タは、通常、知られている形で処理されて、チャネル応答を推定するために、移動体機器
１３５０において使用され得る、知られているデータパターンである。それぞれのデータ
ストリームに関して多重化されたパイロットデータ及び符号化されたデータは、変調記号
を提供するために、そのデータストリームに関して選択された特定の変調方式（例えば、
２位相偏移キーイング（ＢＰＳＫ）、４位相偏移キーイング（ＱＰＳＫ）、Ｍ位相偏移キ
ーイング（Ｍ－ＰＳＫ）、多値直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ）など）に基づいて、変調（例
えば、記号マップ）され得る。それぞれのデータストリームに関するデータ転送速度、コ
ーディング、及び変調は、プロセッサ１３３０によって実行又は提供される命令によって
決定され得る。
【０１２３】
　データストリームに関する変調記号は、（例えば、ＯＦＤＭの場合）変調記号を更に処
理することが可能なＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１３２０に提供され得る。ＴＸ　ＭＩＭＯ
プロセッサ１３２０は、次いで、ＮT個の変調記号ストリームをＮT個の送信機（ＴＭＴＲ
）１３２２ａ乃至１３２２ｔに提供する。様々な実施形態において、ＴＸ　ＭＩＭＯプロ
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セッサ１３２０は、ビーム形成重みをデータストリームの記号と、そこからその記号が送
信されているアンテナとに適用する。
【０１２４】
　それぞれの送信機１３２２は、それぞれの記号ストリームを受信して、1つ以上のアナ
ログ信号を提供するために処理し、ＭＩＭＯチャネルを介した送信に適した変調された信
号を提供するために、アナログ信号を更に条件付け（例えば、増幅、フィルタリング、及
びアップコンバート）する。更に、送信機１３２２ａ乃至１３２２ｔからのＮT個の変調
された信号は、それぞれ、ＮT本のアンテナ１３２４ａ乃至１３２４ｔから送信される。
【０１２５】
　移動体機器１３５０において、送信された、変調された信号は、ＮR本のアンテナ１３
５２ａ乃至１３５２ｒによって受信されて、それぞれのアンテナ１３５２から受信された
信号は、それぞれの受信機（ＲＣＶＲ）１３５４ａ乃至１３５４ｒに提供される。それぞ
れの受信機１３５４は、それぞれの信号を条件付け（例えば、フィルタリング、増幅、及
びダウンコンバート）し、サンプルを提供するために、条件付けされた信号をディジタル
化し、対応する「受信された」記号ストリームを提供するために、それらのサンプルを更
に処理する。
【０１２６】
　ＲＸデータプロセッサ１３６０は、ＮR個の受信された記号ストリームをＮR個の受信機
１３５４から受信して、ＮT個の「検出された」記号ストリームを提供するために、特定
の受信機処理技法に基づいて、それらの受信された記号ストリームを処理することが可能
である。ＲＸデータプロセッサ１３６０は、そのデータストリームに関するトラヒックデ
ータを回復するために、それぞれの検出された記号ストリームを復調し、ディインタリー
ブし、復号することが可能である。ＲＸデータプロセッサ１３６０による処理は、基地局
１３１０においてＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１３２０及びＴＸデータプロセッサ１３１４
によって実行される処理に対して補完的である。
【０１２７】
　プロセッサ１３７０は、上で議論されたように、どのプリコーディング行列を利用する
かを周期的に決定することが可能である。更に、プロセッサ１３７０は、行列指数部分と
ランク値部分とを備える逆方向リンクメッセージを定式化することが可能である。
【０１２８】
　この逆方向リンクメッセージは、通信リンク及び／又は受信されたデータストリームに
関する様々なタイプの情報を備え得る。この逆方向リンクメッセージは、データ送信装置
１３３６から、いくつかのデータストリームに関するトラヒックデータも受信するＴＸデ
ータプロセッサ１３３８によって処理されて、変調器１３８０によって変調され、送信機
１３５４ａ乃至１３５４ｒによって条件付けされて、基地局１３１０に送信し戻されるこ
とが可能である。
【０１２９】
　基地局１３１０において、移動体機器１３５０からの変調された信号は、アンテナ１３
２４によって受信されて、受信機１３２２によって条件付けされ、復調器１３４０によっ
て復調されて、移動体機器１３５０によって送信された逆方向リンクメッセージを抽出す
るために、ＲＸデータプロセッサ１３４２によって処理される。更に、プロセッサ１３３
０は、ビーム形成重みを決定する目的で、どのプリコーディング行列を使用するかを決定
するために、その抽出されたメッセージを処理することが可能である。
【０１３０】
　プロセッサ１３３０及び１３７０は、それぞれ、基地局１３１０ならびに移動体機器１
３５０における動作を指令（例えば、制御、調整、管理など）することが可能である。そ
れぞれのプロセッサ１３３０及び１３７０は、プログラムコードとデータとを格納するメ
モリ１３３２ならびに１３７２と関連付けられることが可能である。プロセッサ１３３０
及び１３７０は、それぞれ、アップリンクならびにダウンリンクに関する周波数推定なら
びにインパルス応答推定を導出するための演算を実行することも可能である。
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【０１３１】
　本明細書で説明された実施形態は、ハードウェア、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、又はそれらの任意の組合せの形で実装されることが可能で
ある点を理解されたい。ハードウェア実装形態の場合、処理ユニットは、1つ以上の特定
用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ディジタル信号
処理機器（ＤＳＰＤ）、プログラマブル論理素子（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブル
ゲートアレー（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイク
ロプロセッサ、本明細書で説明された機能を実行するように設計されたその他の電気ユニ
ット、又はそれらの組合せの中で実装されることが可能である。
【０１３２】
　これらの実施形態がソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア又は、プログラムコ
ード又はコード区分の形で実装されるとき、これらは、記憶コンポーネントなどの機械可
読媒体内に格納され得る。コード区分は、手順、機能、サブプログラム、プログラム、ル
ーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウェアパッケージ、クラス、又は命令、デー
タ構造、若しくはプログラム文の任意の組合せを表し得る。コード区分は、情報、データ
、引数、パラメータ、又はメモリコンテンツを渡すこと及び／又は受信することによって
、別のコード区分或いはハードウェア回路に結合され得る。情報、引数、パラメータ、デ
ータなどは、メモリ共有、メッセージパッシング、トークンパッシング、ネットワーク伝
送などを含めて、任意の適切な手段を使用して、渡されること、転送されること、又は送
信されることが可能である。
【０１３３】
　ソフトウェア実装形態の場合、本明細書で説明された技法は、本明細書で説明された機
能を実行するモジュール（例えば、手順、機能など）を用いて実装され得る。これらのソ
フトウェアコードは、メモリユニット内に格納されて、プロセッサによって実行されるこ
とが可能である。このメモリユニットは、プロセッサ内で実装されることが可能であり、
又はプロセッサの外部で実装されることも可能であり、この場合、このメモリユニットは
、当技術分野で知られているような様々な手段を介して、プロセッサに通信可能に結合さ
れ得る。
【０１３４】
　図１４を参照すると、例示されるのは、無線通信環境において、移動体機器に関するホ
ワイトリストを更新することを可能にするシステム１４００である。例えば、システム１
４００は、移動体機器内に存在し得る。システム１４００は、プロセッサ、ソフトウェア
、又はそれらの組合せ（例えば、ファームウェア）によって実装される機能を表す機能ブ
ロックであり得る機能ブロックを含んでいるとして表される点を理解されたい。システム
１４００は、共に動作することが可能な電気コンポーネントの論理グルーピング１４０２
を含む。例えば、論理グルーピング１４０２は、手動限定加入者グループ（ＣＳＧ）選択
を実行するための電気コンポーネント１４０４を含み得る。更に、論理グルーピング１４
０２は、ＣＳＧ識別子（ＩＤ）によって識別された、通知されたＣＳＧに関連する、選択
された基地局で登録するための電気コンポーネント１４０６を含み得る。更に、論理グル
ーピング１４０２は、選択された基地局が閉鎖型アクセスモードで動作し、ＣＳＧ　ＩＤ
がホワイトリストから欠けているとき、成功裏の登録時に、ＣＳＧ　ＩＤをホワイトリス
トに追加するための電気コンポーネント１４０８を備え得る。オプションで、論理グルー
ピング１４０２は、選択された基地局がハイブリッドアクセスモードで動作するとき、Ｃ
ＳＧ　ＩＤをホワイトリスト内に含めることを防止するための電気コンポーネント１４１
０を含み得る。更にまた、論理グルーピング１４０２は、オプションで、選択された基地
局がハイブリッドアクセスモード又は閉鎖型アクセスモードのうちの１つで動作するかど
うかを検出するための電気コンポーネント１４１２を含み得る。加えて、システム１４０
０は、電気コンポーネント１４０４、１４０６、１４０８、１４１０、及び１４１２に関
連する機能を実行するための命令を保持するメモリ１４１４を含み得る。メモリ１４１４
の外部にあるとして示されるが、電気コンポーネント１４０４、１４０６、１４０８、１
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４１０、及び１４１２のうちの１つ又は複数は、メモリ１４１４内に存在し得る点を理解
されたい。
【０１３５】
　図１５を参照すると、例示されるのは、無線通信環境において、移動体機器のホワイト
リストを管理することを可能にするシステム１５００である。例えば、システム１５００
は、移動体機器内に常駐し得る。システム１５００は、プロセッサ、ソフトウェア、又は
それらの組合せ（例えば、ファームウェア）によって実装される機能を表す機能ブロック
であり得る機能ブロックを含んでいるとして表される点を理解されたい。システム１５０
０は、共に動作することが可能な電気コンポーネントの論理グルーピング１５０２を含む
。例えば、論理グルーピング１５０２は、ホワイトリストから欠けている、識別された限
定加入者グループ（ＣＳＧ）識別子（ＩＤ）によって識別されたＣＳＧを通知している基
地局に登録するための電気コンポーネント１５０４を含み得る。更に、論理グルーピング
１５０２は、移動体機器が、ＣＳＧのメンバ又はＣＳＧの非メンバのうちの１つであるこ
とを示す登録応答に応じて、ホワイトリストを更新することを管理するための電気コンポ
ーネントを１５０６含み得る。説明されるように、例えば、この登録応答は、容認原因値
であり得る。更に、論理グルーピング１５０２は、オプションで、手動ＣＳＧ選択を介し
て、基地局を選択するための電気コンポーネント１５０８を含み得る。加えて、システム
１５００は、電気コンポーネント１５０４、１５０６、及び１５０８に関連する機能を実
行するための命令を保持するメモリ１５１０を含み得る。メモリ１５１０の外部であると
して示されるが、電気コンポーネント１５０４、１５０６、及び１５０８のうちの１つ以
上は、メモリ１５１０内に存在し得る点を理解されたい。
【０１３６】
　図１６を参照すると、例示されるのは、無線通信環境において、アクセス制御及び／又
はページング最適化をサポートすることを可能にするシステム１６００である。例えば、
システム１６００は、少なくとも一部、基地局内に存在し得る。システム１６００は、プ
ロセッサ、ソフトウェア、又はそれらの組合せ（例えば、ファームウェア）によって実装
される機能を表す機能ブロックであり得る機能ブロックを含んでいるとして表される点を
理解されたい。システム１６００は、共に動作することが可能な電気コンポーネントの論
理グルーピング１６０２を含む。例えば、論理グルーピング１６０２は、限定加入者グル
ープ（ＣＳＧ）識別子（ＩＤ）を基地局からネットワークノードに送信するための電気コ
ンポーネント１６０４を含み得る。更に、論理グルーピング１６０２は、アクセスモード
インジケータをＣＳＧ　ＩＤと共に基地局からネットワークノードに送信するための電気
コンポーネント１６０６を含み得る。加えて、システム１６００は、電気コンポーネント
１６０４及び１６０６に関連する機能を実行するための命令を保持するメモリ１６０８を
含み得る。メモリ１６０８の外部にあるとして示されるが、電気コンポーネント１６０４
及び１６０６のうちの１つ以上は、メモリ１６０８内に存在し得る点を理解されたい。
【０１３７】
　図１７を参照すると、例示されるのは、無線通信環境において、アクセス制御及び／又
はページング最適化を実装することを可能にするシステム１７００である。例えば、シス
テム１７００は、少なくとも一部、ネットワークノード内に常駐し得る。ネットワークノ
ードは、例えば、移動度管理エンティティ（ＭＭＥ）、ホーム進化型ノードＢゲートウェ
イ（ＨｅＮＢ　ＧＷ）、ホームノードＢゲートウェイ（ＨＮＢ　ＧＷ）、モバイルスイッ
チングセンタ／ビジタロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）、サービス提供汎用パケ
ット無線サービス（ＧＰＲＳ）サポートノード（ＳＧＳＮ）などであり得る。システム１
７００は、プロセッサ、ソフトウェア、又はそれらの組合せ（例えば、ファームウェア）
によって実装される機能を表す機能ブロックであり得る機能ブロックを含んでいるとして
表される点を理解されたい。システム１７００は、共に動作することが可能な電気コンポ
ーネントの論理グルーピング１７０２を含む。例えば、論理グルーピング１７０２は、ネ
ットワークノードにおいて、基地局に対応する限定加入者グループ（ＣＳＧ）識別子（Ｉ
Ｄ）を受信するための電気コンポーネント１７０４を含み得る。更に、論理グルーピング
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１７０２は、ネットワークノードにおいて、基地局に対応するアクセスモードインジケー
タをＣＳＧ　ＩＤと共に受信するための電気コンポーネント１７０６を備え得る。更に、
論理グルーピング１７０２は、アクセスモードインジケータに基づいて、基地局にアクセ
スすることを試みている移動体機器に関するアクセス制御を実行するかどうかを検出する
ための電気コンポーネント１７０８を含み得る。更にまた、論理グルーピング１７０２は
、オプションで、基地局において、移動体機器にページングするかどうかを見分けるとき
、アクセスモードインジケータに応じて、ページフィルタリングを実装するかどうかを識
別するための電気コンポーネント１７１０を含み得る。加えて、システム１７００は、電
気コンポーネント１７０４、１７０６、１７０８、及び１７１０に関連する機能を実行す
るための命令を保持するメモリ１７１２を含み得る。メモリ１７１２の外部であるとして
示されるが、電気コンポーネント１７０４、１７０６、１７０８、及び１７１０のうち１
つ以上は、メモリ１７１２内に存在し得る点を理解されたい。
【０１３８】
　本明細書で開示された実施形態に関して説明された様々な例示的な論理、論理ブロック
、モジュール、及び回路は、汎用プロセッサ、ディ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ー（ＦＰＧＡ）
又はその他のプログラマブル論理素子、ディスクリートゲート若しくはトランジスタロジ
ック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、又は本明細書で説明された機能を実
行するように設計された、それらの任意の組合せを用いて実装或いは実行されることが可
能である。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってよいが、代替では、このプロ
セッサは、通常のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、又は状態機械のう
ちのいずれかであってよい。プロセッサは、計算機器の組合せ、例えば、ＤＳＰとマイク
ロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと共に１つ以上のマイク
ロプロセッサ、又は任意のその他のかかる構成として実装されることも可能である。加え
て、少なくとも１つのプロセッサは、上で説明されたステップ及び／又は活動のうちの１
つ以上を実行するように動作可能な１つ以上のモジュールを備え得る。
【０１３９】
　更に、本明細書で説明された態様に関して説明された方法又はアルゴリズムのステップ
及び／又は動作は、ハードウェアの形で直接的に、プロセッサによって実行されるソフト
ウェアモジュールの形で、又はそれら２つの組合せの形で実施され得る。ソフトウェアモ
ジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥ
ＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、着脱可能なディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、又は
当技術分野で知られている任意のその他の形態の記憶媒体の中に常駐し得る。例示的な記
憶媒体は、プロセッサがその記憶媒体から情報を読み取り、その記憶媒体に情報を書き込
むことが可能であるように、プロセッサに結合され得る。代替では、この記憶媒体は、プ
ロセッサと一体であり得る。更に、いくつかの態様では、プロセッサ及び記憶媒体は、Ａ
ＳＩＣ内に常駐し得る。加えて、ＡＳＩＣは、ユーザ端末内に常駐し得る。代替では、プ
ロセッサ及び記憶媒体は、ユーザ端末内のディスクリートコンポーネントとして存在し得
る。加えて、いくつかの態様では、方法又はアルゴリズムのステップ及び／又は動作は、
コンピュータプログラム製品内に組み込まれることが可能な機械可読媒体上及び／又はコ
ンピュータ可読媒体上のコード及び／又は命令のうちの１つ、又はそれらの任意の組合せ
、又はそれらのセットとして存在し得る。
【０１４０】
　1つ以上の態様では、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェ
ア、又はそれらの任意の組合せの形で実装され得る。ソフトウェアの形で実装される場合
、これらの機能は、１つ以上の命令又はコードとしてコンピュータ可読媒体に格納される
こと、或いはコンピュータ可読媒体上で送信されることが可能である。コンピュータ可読
媒体は、コンピュータ記憶媒体、及びある場所から別の場所へのコンピュータプログラム
の転送を円滑にする任意の媒体を含む通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、コンピュータ
によってアクセスされることが可能な任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく、
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例として、かかるコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯ
Ｍ又はその他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶媒体若しくはその他の磁気記憶機
器、或いは所望されるプログラムコードを命令又はデータ構造の形で伝搬若しくは格納す
るために使用されることが可能であり、コンピュータによってアクセスされ得る任意のそ
の他の媒体を備え得る。また、任意の接続は、コンピュータ可読媒体と呼ばれる場合があ
る。例えば、ソフトウェアが同軸ケーブル、光ファイバケーブル、より対線、ディジタル
加入者線（ＤＳＬ）、又は赤外線、無線、及びマイクロ波などの無線技術を使用して、ウ
ェブサイト、サーバ、又はその他の遠隔ソースから送信される場合、同軸ケーブル、光フ
ァイバケーブル、より対線、ＤＳＬ、又は、赤外線、無線、及びマイクロ波などの無線技
術は、媒体の定義の中に含まれる。本明細書で使用される場合、ディスク（Disk）及びデ
ィスク（disc）は、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）、光デ
ィスク、ディジタル多目的ディスク（ＤＶＤ）、フロッピーディスク、及びブルーレイデ
ィスクを含み、この場合、ディスク（disks）は、通常、磁気的にデータを再生し、一方
、ディスク（disc）は、レーザを用いて、光学的にデータを再生する。上記の組合せもコ
ンピュータ可読媒体の範囲に含まれるべきである。
【０１４１】
　前述の開示は例示的な態様及び／又は実施形態を議論するが、説明された態様及び／又
は添付の特許請求の範囲によって画定される実施形態の範囲から逸脱せずに、様々な変更
ならびに修正が本明細書に行われることが可能である点に留意されたい。更に、説明され
た態様及び／又は実施形態の要素は、単数形で説明又は特許請求される場合があるが、単
数形への限定が明示的に指定されない限り、複数形が企図される。加えて、任意の態様及
び／又は実施形態のすべて又は一部は、その他の指定がない限り、任意のその他の態様及
び／又は実施形態のすべて若しくは一部と共に利用されることが可能である。
　以下に本件出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［１］　限定加入者グループ（ＣＳＧ）識別子（ＩＤ）によって識別されたＣＳＧを通
知している基地局のセルを選択するため移動体機器によって手動ＣＳＧ選択を実行するこ
とと、
　前記基地局が、前記通知されたＣＳＧのメンバに対する前記セルにアクセスを許可する
か、又は前記通知されたＣＳＧのメンバと非メンバとにアクセスを許可するかを決定する
ことと、
　前記選択された基地局の前記セルにて登録を開始することと、
　前記登録が成功し、前記ＣＳＧ　ＩＤが前記移動体機器のホワイトリストから欠如する
と、前記ＣＳＧ　ＩＤを含めるために、前記ホワイトリストを更新するかどうかを決定す
ることと
　を備える方法。
　［２］　前記ホワイトリストが、許可されたＣＳＧリスト又はオペレータＣＳＧリスト
のうちの少なくとも１つである、［１］に記載の方法。
　［３］　前記ホワイトリストに書き込むことによって、前記ホワイトリストを更新する
ことを更に含む、［１］に記載の方法。
　［４］　手動ＣＳＧ選択を実行することが、
　対応するＣＳＧ　ＩＤによって識別された、それぞれのＣＳＧを通知している利用可能
な基地局に関して走査することと、
　前記利用可能な基地局のうちの少なくとも１つに関する、前記対応するＣＳＧ　ＩＤの
うちの少なくとも１つを備えるリストを表示することと、
　利用可能な基地局の前記リストから、前記選択された基地局を識別する入力を受信する
こととを更に含む、［１］に記載の方法。
　［５］　登録が、
　前記選択された基地局上にキャンプするための要求を送信することと、
　前記選択された基地局上に成功裏にキャンプしていることを示す表示を受信することと
を更に含む、［１］に記載の方法。
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　［６］　登録が、前記選択された基地局に登録するために、位置登録手順を実行するこ
とを更に含む、［１］に記載の方法。
　［７］　前記位置登録手順が、トラッキング領域更新手順、ルーティング領域更新手順
、又は位置領域更新手順のうちの少なくとも１つである、［６］に記載の方法。
　［８］　前記選択された基地局が前記通知されたＣＳＧのメンバにアクセスを許可する
とき、成功裏の登録時に、前記選択された基地局の前記ＣＳＧ　ＩＤを前記ホワイトリス
トに追加することを更に備える、［１］に記載の方法。
　［９］　前記選択された基地局が前記通知されたＣＳＧのメンバと非メンバとにアクセ
スを許可するとき、成功裏の登録時に、前記選択された基地局の前記ＣＳＧ　ＩＤを前記
ホワイトリストに追加することを防止することを更に含む、［１］に記載の方法。
　［１０］　前記選択された基地局が、通知されたＣＳＧ表示に応じて、前記通知された
ＣＳＧのメンバにアクセスを許可するか、又は前記通知されたＣＳＧのメンバと非メンバ
とにアクセスを許可するかを決定すること、［１］に記載の方法。
　［１１］　　手動限定加入者グループ（ＣＳＧ）選択を実行し、
　　ＣＳＧ識別子（ＩＤ）によって認識された、通知されたＣＳＧに対応する、選択され
た基地局で登録し、
　　前記手動で選択された基地局が、ハイブリッドアクセスモード又は閉鎖型アクセスモ
ードのうちの１つで動作するかどうかを識別し、
　　前記選択された基地局に登録することが成功し、前記ＣＳＧ　ＩＤがホワイトリスト
から欠けているとき、前記ＣＳＧ　ＩＤを移動体機器の前記ホワイトリストに追加するか
どうかを選択する
　ように構成された、少なくとも１つのプロセッサ
　を備える無線通信装置。
　［１２］　前記ホワイトリストが、許可されたＣＳＧリスト又はオペレータＣＳＧリス
トのうちの少なくとも１つである、［１１］に記載の無線通信装置。
　［１３］　　前記選択された基地局が閉鎖型アクセスモードで動作することを識別する
とすぐ、前記ＣＳＧ　ＩＤを前記移動体機器の前記ホワイトリストに追加する
　ように構成された、少なくとも１つのプロセッサ
　を更に備える、［１１］に記載の無線通信装置。
　［１４］　　前記選択された基地局がハイブリッドアクセスモードで動作することを識
別するとすぐ、前記ＣＳＧ　ＩＤを前記移動体機器の前記ホワイトリストに追加すること
を差し控える
　ように構成された、少なくとも１つのプロセッサ
　を更に備える、［１１］に記載の無線通信装置。
　［１５］　位置登録手順を利用して、前記選択された基地局に登録する
　ように構成された、少なくとも１つのプロセッサ
　を更に備える、［１１］に記載の無線通信装置。
　［１６］　前記選択された基地局が閉鎖型アクセスモードで動作しているとき、前記通
知されたＣＳＧのメンバにアクセスを許可し、ハイブリッドアクセスモードで動作してい
るとき、前記通知されたＣＳＧのメンバと非メンバとにアクセスを許可する、［１１］に
記載の無線通信装置。
　［１７］　前記選択された基地局が、ハイブリッドアクセスモード又は閉鎖型アクセス
モードのうちの１つで動作するかどうかを示す、通知されたＣＳＧ表示を受信する
　ように構成された、少なくとも１つのプロセッサ
　を更に備える、［１１］に記載の無線通信装置。
　［１８］　手動限定加入者グループ（ＣＳＧ）選択を実行するための手段と、
　ＣＳＧ識別子（ＩＤ）によって識別された、通知されたＣＳＧに関連する、選択された
基地局で登録するための手段と、
　前記選択された基地局が閉鎖型アクセスモードで動作し、前記ＣＳＧ　ＩＤがホワイト
リストから欠けているとき、成功裏の登録時に、前記ＣＳＧ　ＩＤを前記ホワイトリスト
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に追加するための手段と
　を備える装置。
　［１９］　前記ホワイトリストが、許可されたＣＳＧリスト又はオペレータＣＳＧリス
トのうちの少なくとも１つである、［１８］に記載の装置。
　［２０］　前記選択された基地局がハイブリッドアクセスモードで動作するとき、前記
ＣＳＧ　ＩＤを前記ホワイトリスト内に含めることを防止するための手段を更に備える、
［１８］に記載の装置。
　［２１］　前記選択された基地局がハイブリッドアクセスモード又は閉鎖型アクセスモ
ードのうちの１つで動作するかどうかを検出するための手段を更に備える、［１８］に記
載の装置。
　［２２］　前記選択された基地局が閉鎖型アクセスモードで動作しているとき、前記通
知されたＣＳＧのメンバにアクセスを許可し、ハイブリッドアクセスモードで動作してい
るとき、前記通知されたＣＳＧのメンバと非メンバとにアクセスを許可する、［２１］に
記載の装置。
　［２３］　　少なくとも１つのコンピュータに、手動限定加入者グループ（ＣＳＧ）選
択を実施させるためのコードと、
　　少なくとも１つのコンピュータに、ＣＳＧ識別子（ＩＤ）によって識別された、通知
されたＣＳＧ　ＩＤに関連する、選択された基地局で登録させるためのコードと、
　　少なくとも１つのコンピュータに、前記選択された基地局がハイブリッドアクセスモ
ード又は閉鎖型アクセスモードのうちの１つで動作するかどうかを検出させるためのコー
ドと、
　　前記選択された基地局が閉鎖型アクセスモードで動作し、前記ＣＳＧ　ＩＤがホワイ
トリストから欠如されていると決定されたとき、成功裏の登録時に、少なくとも１つのコ
ンピュータに、前記ＣＳＧ　ＩＤを前記ホワイトリスト内に含めさせるためのコードと
　を備えたコンピュータ可読媒体
　を備えるコンピュータプログラム製品。
　［２４］　前記ホワイトリストが、許可されたＣＳＧリスト又はオペレータＣＳＧリス
トのうちの少なくとも１つである、［２３］に記載のコンピュータプログラム製品。
　［２５］　前記選択された基地局がハイブリッドアクセスモードで動作するとき、成功
裏の登録時に、前記コンピュータ可読媒体が、少なくとも１つのコンピュータに、前記Ｃ
ＳＧ　ＩＤを前記ホワイトリスト内に含めることを防止させるためのコードを更に備える
、［２３］に記載のコンピュータプログラム製品。
　［２６］　前記選択された基地局が閉鎖型アクセスモードで動作しているとき、前記通
知されたＣＳＧのメンバにアクセスを許可し、ハイブリッドアクセスモードで動作してい
るとき、前記通知されたＣＳＧのメンバと非メンバとにアクセスを許可する、［２３］に
記載のコンピュータプログラム製品。
　［２７］　手動限定加入者グループ（ＣＳＧ）選択を実行する選択コンポーネントと、
　ＣＳＧ識別子（ＩＤ）によって識別された、通知されたＣＳＧに関連する、選択された
基地局で登録を開始する登録コンポーネントと、
　前記手動で選択された基地局が、ハイブリッドアクセスモード又は閉鎖型アクセスモー
ドのうちの１つで動作するかどうかを認識するモード検出コンポーネントと、
　前記手動で選択された基地局が閉鎖型アクセスモードで動作し、前記ＣＳＧ　ＩＤが前
記ホワイトリストから欠如しているとき、成功裏の登録時に、前記ＣＳＧ　ＩＤを含める
ためにホワイトリストを更新し、前記手動で選択された基地局がハイブリッドアクセスモ
ードで動作するとき、前記ホワイトリストを更新することを防止するリスト管理コンポー
ネントと
　を備える装置。
　［２８］　前記選択された基地局が、閉鎖型アクセスモードで動作しているとき、前記
通知されたＣＳＧのメンバにアクセスを許可し、ハイブリッドアクセスモードで動作して
いるとき、前記通知されたＣＳＧのメンバと非メンバとにアクセスを許可する、［２７］
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に記載の装置。
　［２９］　移動体機器を用いて、限定加入者グループ（ＣＳＧ）のメンバと非メンバと
にアクセスを許可するＣＳＧ識別子（ＩＤ）によって識別された前記ＣＳＧを通知してい
る基地局で登録を開始することと、
　前記登録からの応答内で、前記移動体機器が前記通知されたＣＳＧのメンバであるかど
うかを指定する表示を受信することと、
　前記表示に少なくとも一部基づいて、前記ＣＳＧ　ＩＤを含めるために、ホワイトリス
トを更新するかどうかを決定することと
　を含む方法。
　［３０］　前記登録からの前記応答が、容認原因値を含む、［２９］に記載の方法。
　［３１］　前記容認原因値が、前記移動体機器が前記ＣＳＧのメンバであるかどうかに
対応する、［３０］に記載の方法。
　［３２］　前記選択された基地局が、通知されたＣＳＧ表示に応じて、前記ＣＳＧのメ
ンバにアクセスを許可するか、又は前記ＣＳＧのメンバと非メンバとにアクセスを許可す
るかを決定することを更に含む、［２９］に記載の方法。
　［３３］　前記ホワイトリストが、許可されたＣＳＧリスト又はオペレータＣＳＧリス
トのうちの少なくとも１つである、［２９］に記載の方法。
　［３４］　前記登録に対する前記応答が、前記移動体機器が前記通知されたＣＳＧのメ
ンバでないことを示すとき、前記ＣＳＧ　ＩＤを含めるために前記ホワイトリストを更新
することを防止することを更に含む、［２９］に記載の方法。
　［３５］　自動ＣＳＧ選択を利用して、前記基地局を選択することを更に含む、［２９
］に記載の方法。
　［３６］　手動ＣＳＧ選択を利用して、前記基地局を選択することを更に備え、手動Ｃ
ＳＧ選択が、
　対応するＣＳＧ　ＩＤによって識別された、それぞれのＣＳＧを通知している利用可能
な基地局に関して走査することと、
　前記利用可能な基地局のうちの少なくとも１つに関する、前記対応するＣＳＧ　ＩＤの
うちの少なくとも１つを備えるリストを表示することと、
　利用可能な基地局の前記リストから、前記基地局を識別する入力を受信することとを更
に含む、［２９］に記載の方法。
　［３７］　登録が、
　前記基地局上にキャンプするための要求を送信することと、
　前記選択された基地局上に成功裏にキャンプしていることを示す表示を受信することと
を更に備える、［２９］に記載の方法。
　［３８］　登録が、前記基地局に登録する位置登録手順を実行することを更に含む、［
２９］に記載の方法。
　［３９］　前記位置登録手順が、トラッキング領域更新手順、ルーティング領域更新手
順、又は位置領域更新手順のうちの少なくとも１つである、［３８］に記載の方法。
　［４０］　　移動体機器のホワイトリストから欠如している限定加入者グループ（ＣＳ
Ｇ）識別子（ＩＤ）によって認識されたＣＳＧを通知している基地局に登録し、
　　前記基地局に登録する間に受信された、前記ＣＳＧ　ＩＤを前記移動体機器の前記ホ
ワイトリストに追加するか、又は追加することを差し控えるかを示す応答に応じて、前記
ホワイトリストを更新することを制御する
　ように構成された、少なくとも１つのプロセッサ
　を備える無線通信装置。
　［４１］　登録の間に受信された前記応答が、容認原因値である、［４０］に記載の無
線通信装置。
　［４２］　前記容認原因値が、前記移動体機器が、前記ＣＳＧのメンバ又は前記ＣＳＧ
の非メンバのうちの１つであることを示す、［４１］に記載の無線通信装置。
　［４３］　前記少なくとも１つのプロセッサが、通知されたＣＳＧ表示に応じて、前記
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基地局が、前記ＣＳＧのメンバにアクセスを許可するか、又は前記ＣＳＧのメンバと非メ
ンバとにアクセスを許可するかを決定するように更に構成された、［４０］に記載の無線
通信装置。
　［４４］　　位置登録手順を利用して、前記基地局に登録する
　ように構成された、少なくとも１つのプロセッサ
を更に備える、［４０］に記載の無線通信装置。
　［４５］　ホワイトリストから欠けている限定加入者グループ（ＣＳＧ）識別子（ＩＤ
）によって識別されたＣＳＧを通知している基地局に登録するための手段と、
　移動体機器が、前記ＣＳＧのメンバ又は前記ＣＳＧの非メンバのうちの１つであること
を示す登録応答に応じて、前記ホワイトリストを更新することを管理するための手段と
　を備える装置。
　［４６］　前記登録応答が容認原因値である、［４５］に記載の装置。
　［４７］　前記容認原因値が、成功裏の登録時に、前記ＣＳＧ　ＩＤを前記移動体機器
の前記ホワイトリストに追加するか、又は追加することを差し控えるかを示す、［４６］
に記載の装置。
　［４８］　手動ＣＳＧ選択を介して、前記基地局を選択するための手段を更に備える、
［４５］に記載の装置。
　［４９］　前記手動で選択された基地局がハイブリッドアクセスモードで動作し、前記
ＣＳＧのメンバと非メンバとにアクセスを可能にする、［４５］に記載の装置。
　［５０］　　少なくとも１つのコンピュータに、手動限定加入者グループ（ＣＳＧ）選
択を実施させるためのコードと、
　　少なくとも１つのコンピュータに、前記ＣＳＧのメンバと非メンバとにアクセスを許
可するＣＳＧ識別子（ＩＤ）によって識別されたＣＳＧを通知している基地局に登録させ
るためのコードと、
　　少なくとも１つのコンピュータに、前記移動体機器が前記ＣＳＧのメンバ又は前記Ｃ
ＳＧの非メンバのうちの１つであることを示す登録応答に基づいて、前記基地局のＣＳＧ
　ＩＤを移動体機器のホワイトリスト内に含めることを制御させるためのコードと
　を備えたコンピュータ可読媒体
　を備えるコンピュータプログラム製品。
　［５１］　前記登録応答が容認原因値である、［５０］に記載のコンピュータプログラ
ム製品。
　［５２］　前記受信された容認原因値が、成功裏の登録時に、前記ＣＳＧ　ＩＤを前記
移動体機器の前記ホワイトリストに追加するか、又は追加することを差し控えるかを示す
、［５１］に記載のコンピュータプログラム製品。
　［５３］　前記手動で選択された基地局がハイブリッドアクセスモードで動作する、［
５０］に記載のコンピュータプログラム製品。
　［５４］　限定加入者グループ（ＣＳＧ）のメンバと非メンバとにアクセスを許可する
ＣＳＧ識別子（ＩＤ）によって識別されたＣＳＧを通知している基地局を選択する選択コ
ンポーネントと、
　前記基地局に登録することを開始する登録コンポーネントと、
　移動体機器が前記ＣＳＧのメンバ又は前記ＣＳＧの非メンバのうちの１つであることを
示す、受信された登録応答に応じて、前記ＣＳＧ　ＩＤを含めるために、ホワイトリスト
を選択的に更新するリスト管理コンポーネントと
　を備える装置。
　［５５］　前記受信された登録応答が容認原因値である、［５４］に記載の装置。
　［５６］　前記基地局がハイブリッドアクセスモードで動作する、［５４］に記載の装
置。
　［５７］　限定加入者グループ（ＣＳＧ）識別子（ＩＤ）を基地局から、アクセス制御
又はページング最適化のうちの少なくとも１つを実行するネットワークノードへ送信する
ことと、



(42) JP 6457134 B2 2019.1.23

10

20

30

40

50

　アクセスモードインジケータを前記ＣＳＧ　ＩＤと共に前記基地局から前記ネットワー
クノードに送信することと
　を備える方法。
　［５８］　前記アクセスモードインジケータが、前記基地局が開放型アクセスモード、
ハイブリッドアクセスモード、又は閉鎖型アクセスモードのうちの１つを利用することを
示す、［５７］に記載の方法。
　［５９］　前記基地局がハイブリッドアクセスモードを用いることを示すために、前記
アクセスモードインジケータを選択的に送信することを更に備える、［５７］に記載の方
法。
　［６０］　前記ネットワークノードが、移動度管理エンティティ（ＭＭＥ）、ホーム進
化型ノードＢゲートウェイ（ＨｅＮＢ　ＧＷ）、ホームノードＢゲートウェイ（ＨＮＢ　
ＧＷ）、モバイルスイッチングセンタ／ビジタロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）
、又はサービス提供汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）サポートノード（ＳＧＳＮ）
のうちの少なくとも１つである、［５７］に記載の方法。
　［６１］　トラッキング領域更新（ＴＡＵ）要求、サービス要求、添付要求、又は分離
要求メッセージのうちの少なくとも１つを移動体機器から受信することと、
　前記ＴＡＵ要求、前記サービス要求、前記添付要求、又は前記分離要求メッセージのう
ちの前記少なくとも１つを、前記基地局の前記ＣＳＧ　ＩＤと前記アクセスモードインジ
ケータと共に前記ネットワークノードに転送することと、
　を更に備える、［５７］に記載の方法。
　［６２］　選択されたネットワークの表示を、前記ＴＡＵ要求、前記サービス要求、前
記添付要求、又は前記分離要求メッセージのうちの前記少なくとも１つと共に前記移動体
機器から受信することと、
　前記ネットワークノードを、グローバル一意仮識別子（ＧＵＴＩ）から、かつ前記選択
されたネットワークの前記表示から識別することと
　を更に備える、［６１］に記載の方法。
　［６３］　前記ネットワークノードに対する接続を確立することを選択することと、
　前記ＣＳＧ　ＩＤと前記アクセスモードインジケータとをセットアップ要求メッセージ
内で前記ネットワークノードに送信することと
　を更に備える、［５７］に記載の方法。
　［６４］　　限定加入者グループ（ＣＳＧ）識別子（ＩＤ）を基地局から、アクセス制
御又はページング最適化のうちの少なくとも１つを実行するネットワークノードに送信し
て、
　　アクセスモードインジケータを前記ＣＳＧ　ＩＤと共に前記基地局から前記ネットワ
ークノードに送信する
　ように構成された、少なくとも１つのプロセッサ
　を備える無線通信装置。
　［６５］　前記アクセスモードインジケータが、前記基地局が、開放型アクセスモード
、ハイブリッドアクセスモード、又は閉鎖型アクセスモードのうちの１つを利用すること
を指定する、［６４］に記載の無線通信装置。
　［６６］　前記アクセスモードインジケータが、前記基地局がハイブリッドアクセスモ
ードを利用することを指定する、［６４］に記載の無線通信装置。
　［６７］　トラッキング領域更新（ＴＡＵ）要求、サービス要求、添付要求、又は分離
要求メッセージのうちの少なくとも１つと、選択されたネットワークの表示とを移動体機
器から取得し、
　前記ネットワークノードをグローバル一意仮識別子（ＧＵＴＩ）から、かつ前記選択さ
れたネットワークの前記表示から認識し、
　前記ＴＡＵ要求、前記サービス要求、前記添付要求、又は前記分離要求メッセージのう
ちの前記少なくとも１つを、前記基地局の前記ＣＳＧ　ＩＤと前記アクセスモードインジ
ケータと共に前記ネットワークノードに送信する
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　ように構成された、少なくとも１つのプロセッサ
　を更に備える、［６４］に記載の無線通信装置。
　［６８］　　前記ネットワークノードに対する接続を確立することを選択し、
　　前記ＣＳＧ　ＩＤと前記アクセスモードインジケータとをセットアップ要求メッセー
ジ内で前記ネットワークノードに送信する
　ように構成された、少なくとも１つのプロセッサ
　を更に備える、［６４］に記載の無線通信装置。
　［６９］　限定加入者グループ（ＣＳＧ）識別子（ＩＤ）を基地局からネットワークノ
ードに送信するための手段と、
　アクセスモードインジケータを前記ＣＳＧ　ＩＤと共に前記基地局から前記ネットワー
クノードに送信するための手段と
　を備える装置。
　［７０］　前記ネットワークノードが、アクセス制御又はページング最適化のうちの少
なくとも１つを実行する、［６９］に記載の装置。
　［７１］　前記アクセスモードインジケータが、前記基地局が開放型アクセスモード、
ハイブリッドアクセスモード、又は閉鎖型アクセスモードのうちの１つを利用することを
指定する、［６９］に記載の装置。
　［７２］　前記アクセスモードインジケータが、前記基地局がハイブリッドアクセスモ
ードを利用することを指定する、［６９］に記載の装置。
　［７３］　前記ＣＳＧ　ＩＤと前記アクセスモードインジケータとが、移動体機器から
の要求の受信に応答して、前記ネットワークノードに送信される、［６９］に記載の装置
。
　［７４］　　少なくとも１つのコンピュータに、基地局において移動体機器からの要求
を受信させるためのコードと、
　　少なくとも１つのコンピュータに、前記要求を用いて、前記基地局に関連する限定加
入者グループ（ＣＳＧ）識別子（ＩＤ）と、前記基地局に関連するアクセスモードインジ
ケータとを、アクセス制御又はページング最適化のうちの少なくとも１つを実行するネッ
トワークノードへ送信させるためのコードと
　を備えたコンピュータ可読媒体
　を備えるコンピュータプログラム製品。
　［７５］　前記アクセスモードインジケータが、前記基地局が開放型アクセスモード、
ハイブリッドアクセスモード、又は閉鎖型アクセスモードのうちの１つを利用することを
指定する、［７４］に記載のコンピュータプログラム製品。
　［７６］　前記アクセスモードインジケータが、前記基地局がハイブリッドアクセスモ
ードを利用することを指定する、［７４］に記載のコンピュータプログラム製品。
　［７７］　前記コンピュータ可読媒体が、少なくとも１つのコンピュータに、前記要求
を用いて、前記移動体機器から受信された情報に少なくとも一部基づいて、前記ネットワ
ークノードを識別させるためのコードを更に備える、［７４］に記載のコンピュータプロ
グラム製品。
　［７８］　基地局において移動体機器から要求を取得する要求受信コンポーネントと、
　前記要求と、前記基地局に関連する限定加入者グループ（ＣＳＧ）識別子（ＩＤ）と、
前記基地局に関連するアクセスモードインジケータとを、アクセス制御又はページング最
適化のうちの少なくとも１つを実施するネットワークノードに送信する転送コンポーネン
トと
　を備える装置。
　［７９］　前記アクセスモードインジケータが、前記基地局が開放型アクセスモード、
ハイブリッドアクセスモード、又は閉鎖型アクセスモードのうちの１つを利用することを
指定する、［７８］に記載の装置。
　［８０］　前記アクセスモードインジケータが、前記基地局がハイブリッドアクセスモ
ードを利用することを指定する、［７８］に記載の装置。
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　［８１］　ネットワークノードにおいて、基地局に対応する限定加入者グループ（ＣＳ
Ｇ）識別子（ＩＤ）を前記基地局から受信することと、
　前記ネットワークノードにおいて前記基地局に対応するアクセスモードインジケータを
、前記ＣＳＧ　ＩＤと共に前記基地局から受信することと
　を含む方法。
　［８２］　前記ネットワークノードが、移動度管理エンティティ（ＭＭＥ）、ホーム進
化型ノードＢゲートウェイ（ＨｅＮＢ　ＧＷ）、ホームノードＢゲートウェイ（ＨＮＢ　
ＧＷ）、モバイルスイッチングセンタ／ビジタロケーションレジスタ（ＭＳＣ／ＶＬＲ）
、又はサービス提供汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）サポートノード（ＳＧＳＮ）
のうちの少なくとも１つである、［８１］に記載の方法。
　［８３］　移動体機器が前記基地局において接続を確立するとき、前記ＣＳＧ　ＩＤと
前記アクセスモードインジケータとが受信される、［８１］に記載の方法。
　［８４］　トラッキング領域更新（ＴＡＵ）要求、サービス要求、添付要求、又は分離
要求メッセージのうちの少なくとも１つを前記ＣＳＧ　ＩＤと前記アクセスモードインジ
ケータと共に受信することを更に備え、この場合、前記移動体機器が前記基地局において
接続を確立する、［８３］に記載の方法。
　［８５］　前記基地局が前記ネットワークノードに対する接続を確立するとき、前記Ｃ
ＳＧ　ＩＤと前記アクセスモードインジケータとが受信される、［８１］に記載の方法。
　［８６］　前記アクセスモードインジケータが、前記基地局が開放型アクセスモード、
ハイブリッドアクセスモード、又は閉鎖型アクセスモードのうちの１つを利用することを
指定する、［８１］に記載の方法。
　［８７］　前記アクセスモードインジケータが、前記基地局がハイブリッドアクセスモ
ードを利用することを指定する、［８１］に記載の方法。
　［８８］　前記アクセスモードインジケータに応じて、前記基地局にアクセスすること
を試みている移動体機器に関するアクセス制御を実行するかどうかを検出することを更に
含む、［８１］に記載の方法。
　［８９］　前記基地局に対応する前記アクセスモードインジケータが、前記基地局が閉
鎖型アクセスモードで動作することを識別するとき、前記ＣＳＧ　ＩＤが前記移動体機器
のホワイトリスト内にあるかどうかを評価すること
　を更に含む、［８８］に記載の方法。
　［９０］　前記基地局に対応する前記アクセスモードインジケータが、前記基地局が開
放型アクセスモード又はハイブリッドアクセスモードのうちの１つで動作することを識別
するとき、前記ＣＳＧ　ＩＤの解析を差し控えることを更に含む、［８８］に記載の方法
。
　［９１］　前記基地局において移動体機器にページングするかどうかを識別していると
き、前記アクセスモードインジケータに応じて、ページフィルタリングを選択的に実施す
ることを更に備える、［８１］に記載の方法。
　［９２］　前記基地局に対応する前記アクセスモードインジケータが、前記基地局が閉
鎖型アクセスモードで動作することを識別するとき、前記ＣＳＧ　ＩＤが前記移動体機器
のホワイトリスト内にあるかどうかを検出することと、
　前記基地局に対応する前記アクセスモードインジケータが、前記基地局が開放型アクセ
スモード又はハイブリッドアクセスモードのうちの１つで動作することを示すとき、前記
ＣＳＧ　ＩＤを評価することを省略することと
　を更に備える、［９１］に記載の方法。
　［９３］　　ネットワークノードにおいて、基地局に対応する限定加入者グループ（Ｃ
ＳＧ）識別子（ＩＤ）を取得して、
　　前記ネットワークノードにおいて、前記基地局に対応するアクセスモードインジケー
タを前記ＣＳＧ　ＩＤと共に取得する
　ように構成された、少なくとも１つのプロセッサ
　を備える無線通信装置。



(45) JP 6457134 B2 2019.1.23

10

20

30

40

50

　［９４］　前記アクセスモードインジケータが、前記基地局が開放型アクセスモード、
ハイブリッドアクセスモード、又は閉鎖型アクセスモードのうちの１つを利用することを
指定する、［９３］に記載の無線通信装置。
　［９５］　前記アクセスモードインジケータが、前記基地局がハイブリッドアクセスモ
ードを利用することを指定する、［９３］に記載の無線通信装置。
　［９６］　前記アクセスモードインジケータに応じて、前記基地局にアクセスすること
を試みている移動体機器に関するアクセス制御を実行するかどうかを評価する
　ように構成された、少なくとも１つのプロセッサ
　を更に備える、［９３］に記載の無線通信装置。
　［９７］　前記基地局に対応する前記アクセスモードインジケータが、前記基地局が閉
鎖型アクセスモードで動作することを識別するとき、前記基地局に対応する前記ＣＳＧ　
ＩＤが前記移動体機器のホワイトリスト内に含まれるかどうかを識別する
　ように構成された、少なくとも１つのプロセッサ
　を更に備える、［９６］に記載の無線通信装置。
　［９８］　前記基地局に対応する前記アクセスモードインジケータが、前記基地局が開
放型アクセスモード又はハイブリッドアクセスモードのうちの１つで動作することを識別
するとき、前記基地局に対応する前記ＣＳＧ　ＩＤの解析を防止する
　ように構成された、少なくとも１つのプロセッサ
　を更に備える、［９６］に記載の無線通信装置。
　［９９］　前記基地局において移動体機器にページングするかどうかを識別していると
き、前記アクセスモードインジケータに応じて、ページフィルタリングを選択的に適用す
る
　ように構成された、少なくとも１つのプロセッサ
　を更に備える、［９３］に記載の無線通信装置。
　［１００］　　前記基地局に対応する前記アクセスモードインジケータが、前記基地局
が閉鎖型アクセスモードで動作することを識別するとき、前記基地局に対応する前記ＣＳ
Ｇ　ＩＤが前記移動体機器のホワイトリスト内に含まれるかどうかを認識して、
　　前記基地局に対応する前記アクセスモードインジケータが、前記基地局が開放型アク
セスモード又はハイブリッドアクセスモードのうちの１つで動作することを示すとき、前
記基地局に対応する前記ＣＳＧ　ＩＤの解析を防止する
　ように構成された、少なくとも１つのプロセッサ
　を更に備える、［９９］に記載の無線通信装置。
　［１０１］　ネットワークノードにおいて、基地局に対応する限定加入者グループ（Ｃ
ＳＧ）識別子（ＩＤ）を受信するための手段と、
　前記ネットワークノードにおいて、前記基地局に対応するアクセスモードインジケータ
を前記ＣＳＧ　ＩＤと共に受信するための手段と
　を備える装置。
　［１０２］　前記アクセスモードインジケータが、前記基地局が開放型アクセスモード
、ハイブリッドアクセスモード、又は閉鎖型アクセスモードのうちの１つを利用すること
を指定する、［１０１］に記載の装置。
　［１０３］　前記アクセスモードインジケータが、前記基地局がハイブリッドアクセス
モードを利用することを指定する、［１０１］に記載の装置。
　［１０４］　前記アクセスモードインジケータに基づいて、前記基地局にアクセスする
ことを試みている移動体機器に関するアクセス制御を実行するかどうかを検出するための
手段を更に備える、［１０１］に記載の装置。
　［１０５］　前記基地局において移動体機器にページングするかどうかを見分けている
とき、前記アクセスモードインジケータに応じて、ページフィルタリングを実施するかど
うかを識別するための手段を更に備える、［１０１］に記載の装置。
　［１０６］　　少なくとも１つのコンピュータに、ネットワークノードにおいて、基地
局に対応する限定加入者グループ（ＣＳＧ）識別子（ＩＤ）を受信させるためのコードと
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、
　　少なくとも１つのコンピュータに、前記ネットワークノードにおいて、前記基地局に
対応するアクセスモードインジケータを前記ＣＳＧ　ＩＤと共に受信させるためのコード
と
　を備えたコンピュータ可読媒体
　を備えるコンピュータプログラム製品。
　［１０７］　前記アクセスモードインジケータが、前記基地局が開放型アクセスモード
、ハイブリッドアクセスモード、又は閉鎖型アクセスモードのうちの１つを利用すること
を指定する、［１０６］に記載のコンピュータプログラム製品。
　［１０８］　前記アクセスモードインジケータが、前記基地局がハイブリッドアクセス
モードを利用することを指定する、［１０６］に記載のコンピュータプログラム製品。
　［１０９］　前記コンピュータ可読媒体が、少なくとも１つのコンピュータに、前記ア
クセスモードインジケータに基づいて前記基地局にアクセスすることを試みている移動体
機器に関するアクセス制御を実行するかどうかを検出させるためのコードを更に備える、
［１０６］に記載のコンピュータプログラム製品。
　［１１０］　前記コンピュータ可読媒体が、前記基地局において、移動体機器にページ
ングするかどうかを見分けているとき、少なくとも１つのコンピュータに、前記アクセス
モードインジケータに応じて、ページフィルタリングを実施するかどうかを識別させるた
めのコードを更に備える、［１０６］に記載のコンピュータプログラム製品。
　［１１１］　限定加入者グループ（ＣＳＧ）識別子（ＩＤ）とアクセスモードインジケ
ータとを基地局から受信する情報収集コンポーネントと、
　　前記基地局から受信された前記アクセスモードインジケータに応じて、前記基地局か
ら受信された前記ＣＳＧ　ＩＤを評価するかどうかを検出する選択的解析コンポーネント
と
　を備える装置。
　［１１２］　前記選択的解析コンポーネントが、アクセス制御又はページフィルタリン
グのうちの少なくとも１つに関して前記ＣＳＧ　ＩＤを評価するかどうかを検出する、［
１１１］に記載の装置。
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