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(57)【要約】
無線通信システムにおいて、移動局は、サービング無線
アクセスネットワーク（ＲＡＮ）との“キープアライブ
”シグナリングを実行し、そして、必ずしもデータ部を
伴わない、その識別情報を送信する。サービングＲＡＮ
は、必ずしも承認するわけではない。それによって、移
動局は、サービングＲＡＮとの状態同期を維持する。そ
れはまた、“キープアライブ”トランスミッションが続
かない場合に、タイムリーにコンテキストをリリースす
ることができることにおいて利益を受ける。一つの態様
において、移動局は、０バイトのＭＡＣバッファ・ステ
ータス・レポート（その識別するセル無線ネットワーク
一時識別情報（Ｃ－ＲＮＴＩ）は、キープアライブの目
的のためにサービングＲＡＮにより使用されることがで
きる）とともに、アップリンク・データ到着のためのラ
ンダム・アクセス・プロシージャー（ＲＡＣＨ）を利用
する。他の態様において、移動局は、サービングＲＡＮ
を介した基本的なアクセス・ストラタム（ＡＳ）シグナ
リングによりサポートされる移動局のための識別情報を
含むノンアクセス・ストラタム（ＮＡＳ）シグナリング
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）に対するキープアライブ・シグナリングのための
方法において、
　サービング無線アクセスネットワークへのトランスミッションのためにキューに入れら
れているデータが存在しないことを判定することと、
　コンテキストの維持を促す、レイヤ３シグナリング・データを伴わない識別信号を周期
的に送信することによって、サービング無線アクセスネットワークとの状態同期を維持す
ることを含む方法。
【請求項２】
　前記サービング無線アクセスネットワークへのトランスミッションのためにキューに入
れられているデータが存在することを判定することと、
　発展型ユニバーサル移動通信システムの地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡ
Ｎ）プロトコルを実行することによって、前記データを送信することを更に含む請求項１
の方法。
【請求項３】
　無線資源制御（ＲＲＣ）メッセージを送信すること、
　前記サービング無線アクセスネットワークによるタイマーのリセットを促すことを更に
含む請求項２の方法。
【請求項４】
　識別するセル無線ネットワーク一時識別情報（Ｃ－ＲＮＴＩ）を含むメディアアクセス
制御（ＭＡＣ）バッファ・ステータス・レポートを送信することによって、識別信号を周
期的に送信することを更に含む請求項１の方法。
【請求項５】
　前記識別信号を含むノンアクセス・ストラタム・レイヤをサポートする前記サービング
無線アクセスネットワークへ、アクセス・ストラタム（ＡＳ）トランスミッションを送信
することを更に含む請求項１の方法。
【請求項６】
　周期的トラッキング・エリア・アップデートを送信することによって、前記ノンアクセ
ス・ストラタム・レイヤ・シグナリングを送信することを更に含む請求項５の方法。
【請求項７】
　前記識別信号を検出するために、前記サービング無線アクセスネットワークのためのメ
ディアアクセス制御（ＭＡＣ）バッファ・ステータス・レポートをトリガーする前記ノン
アクセス・ストラタム・レイヤ・シグナリングを送信することを更に含む請求項５の方法
。
【請求項８】
　ダウンストリームの受信者から前記識別信号を受信するために、前記サービング無線ア
クセスネットワークのためのメディアアクセス制御（ＭＡＣ）バッファ・ステータス・レ
ポートをトリガーする前記ノンアクセス・ストラタム・レイヤ・シグナリングを送信する
ことを更に含む請求項５の方法。
【請求項９】
　レポート要求の判定に応答して、前記サービング無線アクセスネットワークを介して、
モビリティ管理エンティティーへ、移動局識別情報をもつノンアクセス・ストラタム周期
的トラッキング・エリア・アップデートを送信することと、
　データが前記サービング無線アクセスネットワークへアップリンク上で送信されるべき
ことの判定に応答して、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）メッセージを送信することと、
　アップリンク・トランスミッションのためにキューに入れられているデータが存在しな
いことの判定に応答して、アップリンク・データ到着のためのＭＡＣバッファ・ステータ
ス・レポートを送信することによる、
　キープアライブ・シグナリングのための複数のオプションのうちの一つを選択すること
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を更に含む請求項１の方法。
【請求項１０】
　前記サービング無線アクセスネットワークからの承認を受信することなく、タイマーに
基づいて、前記識別信号を周期的に送信することを更に含む請求項１の方法。
【請求項１１】
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）に対するキープアライブ・シグナリングのための
少なくとも一つのプロセッサにおいて、
　サービング無線アクセスネットワークへのトランスミッションのためにキューに入れら
れているデータが存在しないことを判定するための第１のモジュールと、
　コンテキストの維持を促す、データを伴わない識別信号を周期的に送信することによっ
て、サービング無線アクセスネットワークとの状態同期を維持するための第２のモジュー
ルとを含むプロセッサ。
【請求項１２】
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）に対するキープアライブ・シグナリングのための
コンピュータプログラムプロダクトにおいて、
　コンピュータに、サービング無線アクセスネットワークへのトランスミッションのため
にキューに入れられているデータが存在しないことを判定させるための第１のコードのセ
ットと、
　前記コンピュータに、コンテキストの維持を促す、データを伴わない識別信号を周期的
に送信することによって、サービング無線アクセスネットワークとの状態同期を維持させ
るための第２のコードのセットとを含むコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を含むコン
ピュータプログラムプロダクト。
【請求項１３】
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）に対するキープアライブ・シグナリングのための
装置において、
　サービング無線アクセスネットワークへのトランスミッションのためにキューに入れら
れているデータが存在しないことを判定するための手段と、
　コンテキストの維持を促す、データを伴わない識別信号を周期的に送信することによっ
て、サービング無線アクセスネットワークとの状態同期を維持するための手段とを含む装
置。
【請求項１４】
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）に対するキープアライブ・シグナリングのための
装置において、
　サービング無線アクセスネットワークへのトランスミッションのためにキューに入れら
れているデータが存在しないことを判定するためのコンピュータ・プラットホームと、
　コンテキストの維持を促す、データを伴わない識別信号を周期的に送信することによっ
て、サービング無線アクセスネットワークとの状態同期を維持するための送信機とを含む
装置。
【請求項１５】
　前記コンピュータ・プラットホームは、更に、前記サービング無線アクセスネットワー
クへのトランスミッションのためにキューに入れられているデータが存在することを判定
するためのものであり、
　前記送信機は、更に、前記データを送信するためのものである請求項１４の装置。
【請求項１６】
　無線資源制御（ＲＲＣ）メッセージを送信すること、
　前記サービング無線アクセスネットワークによるタイマーのリセットを促すことを更に
含む請求項１５の装置。
【請求項１７】
　識別するセル無線ネットワーク一時識別情報（Ｃ－ＲＮＴＩ）を含むメディアアクセス
制御（ＭＡＣ）バッファ・ステータス・レポートを送信することによって、識別信号を周
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期的に送信することを更に含む請求項１４の装置。
【請求項１８】
　前記識別信号を含むノンアクセス・ストラタム・レイヤをサポートする前記サービング
無線アクセスネットワークへ、アクセス・ストラタム（ＡＳ）トランスミッションを送信
することを更に含む請求項１４の装置。
【請求項１９】
　周期的トラッキング・エリア・アップデートを送信することによって、前記ノンアクセ
ス・ストラタム・レイヤ・シグナリングを送信することを更に含む請求項１８の装置。
【請求項２０】
　前記識別信号を検出するために、前記サービング無線アクセスネットワークのためのメ
ディアアクセス制御（ＭＡＣ）バッファ・ステータス・レポートをトリガーする前記ノン
アクセス・ストラタム・レイヤ・シグナリングを送信することを更に含む請求項１８の装
置。
【請求項２１】
　ダウンストリームの受信者から前記識別信号を受信するために、前記サービング無線ア
クセスネットワークのためのメディアアクセス制御（ＭＡＣ）バッファ・ステータス・レ
ポートをトリガーする前記ノンアクセス・ストラタム・レイヤ・シグナリングを送信する
ことを更に含む請求項１８の装置。
【請求項２２】
　レポート要求の判定に応答して、前記サービング無線アクセスネットワークを介して、
モビリティ管理エンティティーへ、移動局識別情報をもつノンアクセス・ストラタム周期
的トラッキング・エリア・アップデートを送信し、
　データが前記サービング無線アクセスネットワークへアップリンク上で送信されるべき
ことの判定に応答して、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）メッセージを送信し、
　アップリンク・トランスミッションのためにキューに入れられているデータが存在しな
いことの判定に応答して、アップリンク・データ到着のためのＭＡＣバッファ・ステータ
ス・レポートを送信することによる、
　キープアライブ・シグナリングのための複数のオプションのうちの一つを選択すること
を更に含む請求項１４の装置。
【請求項２３】
　前記送信機は、更に、前記サービング無線アクセスネットワークからの承認を受信する
ことなく、タイマーに基づいて、前記識別信号を周期的に送信するためのものである請求
項１４の装置。
【請求項２４】
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）において移動局からキープアライブ・シグナリン
グを受信するための方法において、
　データを伴わない識別信号を移動局から周期的に受信することと、
　前記識別信号に基づいて、前記移動局のためのキープアライブ・タイマーをリセットす
ることと、
　前記移動局のためにコンテキストを維持することを含む方法。
【請求項２５】
　前記移動局からデータを受信することと、
　前記受信されたシグナリング・データからの前記移動局の識別情報の判定に基づいて、
前記移動局のための前記キープアライブ・タイマーをリセットすることを更に含む請求項
２４の方法。
【請求項２６】
　前記移動局から無線資源制御（ＲＲＣ）メッセージを受信することによってシグナリン
グ・データを受信することを更に含む請求項２５の方法。
【請求項２７】
　識別するセル無線ネットワーク一時識別情報（Ｃ－ＲＮＴＩ）を含むメディアアクセス
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制御（ＭＡＣ）バッファ・ステータス・レポートを受信することによって前記識別信号を
周期的に受信することを更に含む請求項２４の方法。
【請求項２８】
　前記移動局からアクセス・ストラタム（ＡＳ）トランスミッションを受信することと、
　前記識別信号が添付され且つダウンストリームの受信者への前記ＡＳトランスミッショ
ンによりサポートされる、ノンアクセス・ストラタム・レイヤ・シグナリングを中継する
ことを更に含む請求項２４の方法。
【請求項２９】
　周期的トラッキング・エリア・アップデートを受信することによって前記ノンアクセス
・ストラタム・レイヤを受信することを更に含む請求項２８の方法。
【請求項３０】
　前記サービング無線アクセスネットワークにおいて前記ノンアクセス・ストラタム・レ
イヤ・シグナリングに添付された前記識別信号を検出することを更に含む請求項２８の方
法。
【請求項３１】
　前記ノンアクセス・ストラタム・レイヤの前記ダウンストリームの受信者から前記添付
された識別信号を受信することを更に含む請求項２８の方法。
【請求項３２】
　前記移動局からノンアクセス・ストラタム周期的トラッキング・エリア・アップデート
を受信することによって前記識別信号を受信することと、
　メディアアクセス制御（ＭＡＣ）メッセージを受信することによって前記識別信号を受
信することと、
　アップリンク・データ到着のためのＭＡＣバッファ・ステータス・レポートを受信する
ことによる、
　前記移動局により実行されるキープアライブ・シグナリングのための複数のオプション
のうちの選択された一つに対応することを更に含む請求項２４の方法。
【請求項３３】
　前記識別信号を周期的に受信することと、
　前記移動局への識別信号の受信を承認することなく、前記キープアライブ・タイマーを
リセットすることを更に含む請求項２４の方法。
【請求項３４】
　前記識別信号を周期的に受信することと、
　前記移動局への識別信号の受信を承認することを更に含む請求項２４の方法。
【請求項３５】
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）において移動局からキープアライブ・シグナリン
グを受信するための少なくとも一つのプロセッサにおいて、
　データを伴わない識別信号を移動局から周期的に受信するための第１のモジュールと、
　前記識別信号に基づいて、前記移動局のためのキープアライブ・タイマーをリセットす
るための第２のモジュールと、
　前記移動局のためにコンテキストを維持するための第３のモジュールとを含むプロセッ
サ。
【請求項３６】
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）において移動局からキープアライブ・シグナリン
グを受信するためのコンピュータプログラムプロダクトにおいて、
　コンピュータに、データを伴わない識別信号を移動局から周期的に受信させるための第
１のコードのセットと、
　前記コンピュータに、前記識別信号に基づいて、前記移動局のためのキープアライブ・
タイマーをリセットさせるための第２のコードのセットと、
　前記コンピュータに、前記移動局のためにコンテキストを維持させるための第３のコー
ドのセットとを含むコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を含むコンピュータプログラム
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プロダクト。
【請求項３７】
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）において移動局からキープアライブ・シグナリン
グを受信するための装置において、
　データを伴わない識別信号を移動局から周期的に受信するための手段と、
　前記識別信号に基づいて、前記移動局のためのキープアライブ・タイマーをリセットす
るための手段と、
　前記移動局のためにコンテキストを維持するための手段とを含む装置。
【請求項３８】
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）において移動局からキープアライブ・シグナリン
グを受信するための装置において、
　データを伴わない識別信号を移動局から周期的に受信するための受信機、
　前記識別信号に基づいて、前記移動局のためのキープアライブ・タイマーをリセットす
るための及び前記移動局のためにコンテキストを維持するためのコンピュータ・プラット
ホームとを含む装置。
【請求項３９】
　前記受信機は、更に、シグナリング・デートを復号化することによって前記移動局から
データを受信するためのものであり、
　前記コンピュータ・プラットホームは、更に、前記受信されたシグナリング・データか
らの前記移動局の識別情報の判定に基づいて、前記移動局のためのキープアライブ・タイ
マーをリセットするためのものである請求項３８の装置。
【請求項４０】
　前記受信機は、更に、前記移動局から無線資源制御（ＲＲＣ）メッセージを受信するこ
とによってシグナリング・データを受信するためのものである請求項３９の装置。
【請求項４１】
　前記受信機は、更に、識別するセル無線ネットワーク一時識別情報（Ｃ－ＲＮＴＩ）を
含むメディアアクセス制御（ＭＡＣ）バッファ・ステータス・レポートを受信することに
よって、前記識別信号を周期的に受信するためのものである請求項３８の装置。
【請求項４２】
　前記受信機は、更に、前記移動局からアクセス・ストラタム（ＡＳ）トランスミッショ
ンを受信するためのものであり、
　前記コンピュータ・プラットホームは、更に、前記識別信号に添付され且つダウンスト
リームの受信者への前記ＡＳトランスミッションによりサポートされる、ノンアクセス・
ストラタム・レイヤ・シグナリングを中継するためのものである請求項３８の装置。
【請求項４３】
　前記受信機は、更に、周期的トラッキング・エリア・アップデートを受信することによ
って前記ノンアクセス・ストラタム・レイヤを受信するためのものである請求項４２の装
置。
【請求項４４】
　前記コンピュータ・プラットホームは、更に、前記サービング無線アクセスネットワー
クにおいて前記ノンアクセス・ストラタム・レイヤ・シグナリングに添付された前記識別
信号を検出するためのものである請求項４２の装置。
【請求項４５】
　前記受信機は、更に、前記ノンアクセス・ストラタム・レイヤの前記ダウンストリーム
の受信者から前記識別信号を受信するためのものである請求項４２の装置。
【請求項４６】
　前記コンピュータ・プラットホームは、更に、前記移動局により実行されるキープアラ
イブ・シグナリングのための複数のオプションのうちの選択された一つに対応するもので
あり、
　前記無線機は、更に、前記移動局からノンアクセス・ストラタム周期的トラッキング・
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エリア・アップデートを受信することによって前記識別信号を受信するための、メディア
アクセス制御（ＭＡＣ）メッセージを受信することによって前記識別信号を受信するため
の、及び、アップリンク・データ到着のためのＭＡＣバッファ・ステータス・レポートを
受信するためのものである請求項３８の装置。
【請求項４７】
　前記受信機は、更に、前記識別信号を周期的に受信するためのものであり、
　前記コンピュータ・プラットホームは、更に、前記移動局への識別信号の受信を承認す
ることなく、前記キープアライブ・タイマーをリセットするものである請求項３８の装置
。
【請求項４８】
　前記受信機は、更に、前記識別信号を周期的に受信するためのものであり、
　前記コンピュータ・プラットホームは、更に、前記移動局への識別信号の受信を承認す
るためのものである請求項３８の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連する出願）
　本特許出願は、２００８年２月２日付け提出され、「RAN LEVEL ‘KEEP ALIVE’ SIGNA
LLING」と題された米国仮出願第６１／０２５，７７０号の優先権を主張する。そして、
その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる。
【０００２】
　（技術分野）
　本発明は、モバイル電話に関係し、特に広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）を含む
モバイル電話をサービスする無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）におけるコンテキスト
“キープアライブ（keep alive）”に関係する。
【背景技術】
【０００３】
　例えばボイス、ビデオ、パケット・データ、メッセージング、ブロードキャストなどの
ような様々なサービスを提供するために、無線通信ネットワークが広く配置される。これ
らの無線ネットワークは、利用可能なネットワーク資源を共有することによって、複数の
ユーザをサポートすることができる多元接続ネットワークであっても良い。そのような多
元接続ネットワークの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接
続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交ＦＤ
ＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、及びシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネ
ットワークを含む。
【０００４】
　ＷＣＤＭＡ（広帯域符号分割多元接続（Wideband Code Division Multiple Access））
は、モバイル通信のための第３世代標準になった。ＷＣＤＭＡは、制限されたデータ能力
によるボイス通信を指向する第２世代標準を、ＧＳＭ（グローバル移動体通信システム（
Global System for Mobile Communications））に置き換える。ボイス通信についてだけ
でなく、ウェブ閲覧、電子メールのダウンロード、及び画像の送信についても、ユーザに
よる要望は、より高いデータレート能力に関する要望を出した。ＷＣＤＭＡ標準は、５Ｍ
Ｈｚのキャリアをもつスペクトルを提供する。そして、それは、第２世代のＧＳＭ技術に
比べておよそ５０倍高いデータレートを提供する。より高いデータレート能力とともに、
より多くの電力を使用する必要性、言い換えると、モバイル又はセルラー電話のバッテリ
ー寿命に対する要求を緩和するために省電力をもつ必要性が生じる。
【０００５】
　無線ネットワークにおいて、資源を適切にスケジューリングするために、また、通信セ
ッションを首尾良くルーティングし維持するために、移動局のプレゼンス（presence）が
ネットワークにより維持される。受信されるデータには、上記プレゼンスのトラッキング
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の維持をサポートできる移動局（又は、ユーザ装置）に関する識別情報が添付される。逆
に言えば、移動局は、しばしば、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）のカバレージエリ
アを離れ、長期間の間、オフにされ、又は、サービングＲＡＮを介した継続するセッショ
ンを阻むフェーディング・チャネルを被る可能性がある。それゆえ、ＲＡＮが、資源を解
放することを許され、また、そのような離れている移動局に関するプレゼンス・トラッキ
ングの維持を中断することを許されることは、有利である。
【０００６】
　多くの例において、移動局は、データ通信セッションはアクティブでないが、サービン
グＲＡＮとの状態同期が要求される状態に入る。それによって、将来のセッションはすぐ
に開始されることができ、あるいは、移動局はサービングＲＡＮを介して他の局により速
く接続されることができる。しばしば、そのような移動局は、最小限の送信がなされるべ
き省電力状態（データ・アイドル状態）に入る。しかし、従来は、サービングＲＡＮにお
いて移動局に関するコンテキストを“キープアライブ”するために、レイヤ３メッセージ
が移動局からサービングＲＡＮまでなされなければならない。一般的に、レイヤ３メッセ
ージはまた、ＲＡＮからの承認（acknowledgement）を促す。それゆえ、移動局が通信す
るデータを持たない場合には、そのようなキープアライブ・シグナリングは、エアー資源
上で、アップリンク及びダウンリンクの両方を消費する。
【発明の概要】
【０００７】
　以下は、開示された態様の幾つかの態様の基本的な理解を提供するために、簡略化され
た概要を示す。この概要は、外延的な概要ではなく、また、鍵となる又は重要な要素を特
定することも、上記態様の範囲を線引きすることも意図されていない。その目的は、後で
示されるより詳しい説明に対する前置きとして、説明される特徴の幾つかの概念を簡略化
された形で示すことである。
【０００８】
　一つ又は複数の態様及びその対応する開示に従って、状態同期のためにユーザ装置（Ｕ
Ｅ）に関するコンテキストを維持するための無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）レベル
における“キープアライブ”シグナリングに関連して、様々な態様が説明される。
【０００９】
　一つの態様において、サービング無線アクセスネットワークへのトランスミッションの
ためにキューに入れられているデータが存在しないことを判定することと、コンテキスト
の維持を促す、データを伴わない識別信号を周期的に送信することによって、サービング
無線アクセスネットワークとの状態同期を維持することによって、無線アクセスネットワ
ーク（ＲＡＮ）に対するキープアライブ・シグナリングのための方法が提供される。
【００１０】
　他の態様において、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）に対するキープアライブ・シ
グナリングのための少なくとも一つのプロセッサが提供される。第１のモジュールは、サ
ービング無線アクセスネットワークへのトランスミッションのためにキューに入れられて
いるデータが存在しないことを判定する。第２のモジュールは、コンテキストの維持を促
す、データを伴わない識別信号を周期的に送信することによって、サービング無線アクセ
スネットワークとの状態同期を維持する。
【００１１】
　更なる態様において、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）に対するキープアライブ・
シグナリングのためのコンピュータプログラムプロダクトが提供される。コンピュータ読
み取り可能な記憶媒体は、コンピュータに、サービング無線アクセスネットワークへのト
ランスミッションのためにキューに入れられているデータが存在しないことを判定させる
ための第１のコードのセットを含む。第２のコードのセットは、前記コンピュータに、コ
ンテキストの維持を促す、データを伴わない識別信号を周期的に送信することによって、
サービング無線アクセスネットワークとの状態同期を維持させる。
【００１２】
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　更に他の態様において、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）に対するキープアライブ
・シグナリングのための装置が提供される。サービング無線アクセスネットワークへのト
ランスミッションのためにキューに入れられているデータが存在しないことを判定するた
めの手段が提供される。コンテキストの維持を促す、データを伴わない識別信号を周期的
に送信することによって、サービング無線アクセスネットワークとの状態同期を維持する
ための手段が提供される。
【００１３】
　更なる態様において、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）に対するキープアライブ・
シグナリングのための装置が提供される。コンピュータ・プラットホームは、サービング
無線アクセスネットワークへのトランスミッションのためにキューに入れられているデー
タが存在しないことを判定する。送信機は、コンテキストの維持を促す、データを伴わな
い識別信号を周期的に送信することによって、サービング無線アクセスネットワークとの
状態同期を維持する。
【００１４】
　更に一つの態様において、移動局から添付のデータなしに識別信号を周期的に受信する
ことと、前記識別信号に基づいて、前記移動局のためのキープアライブ・タイマーをリセ
ットすることと、前記移動局のためにコンテキストを維持することによって、無線アクセ
スネットワーク（ＲＡＮ）において移動局からキープアライブ・シグナリングを受信する
ための方法が提供される。
【００１５】
　さらにもう一つの態様において、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）における移動局
からキープアライブ・シグナリングを受信するために、少なくとも一つのプロセッサが提
供される。第１のモジュールは、移動局から添付のデータなしに識別信号を周期的に受信
する。第２のモジュールは、前記識別信号に基づいて、前記移動局のためのキープアライ
ブ・タイマーをリセットする。第３のモジュールは、前記移動局のためにコンテキストを
維持する。
【００１６】
　まだ更なる態様において、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）において移動局からキ
ープアライブ・シグナリングを受信するためのコンピュータプログラムプロダクトが提供
される。コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、コンピュータに、移動局から添付のデ
ータなしに識別信号を周期的に受信させるための第１のコードのセットを含む。第２のコ
ードのセットは、前記コンピュータに、前記識別信号に基づいて、前記移動局のためのキ
ープアライブ・タイマーをリセットさせる。第３のコードのセットは、前記コンピュータ
に、前記移動局のためにコンテキストを維持させる。
【００１７】
　まだ更なる態様において、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）において移動局からキ
ープアライブ・シグナリングを受信するための装置が提供される。移動局から添付のデー
タなしに識別信号を周期的に受信するための手段が提供される。前記識別信号に基づいて
、前記移動局のためのキープアライブ・タイマーをリセットするための手段が提供される
。前記移動局のためにコンテキストを維持するための手段が提供される。
【００１８】
　まだ他の更なる態様において、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）において移動局か
らキープアライブ・シグナリングを受信するための装置が提供される。受信機は、移動局
から添付のデータなしに識別信号を周期的に受信する。コンピュータ・プラットホームは
、前記識別信号に基づいて、前記移動局のためのキープアライブ・タイマーをリセットし
、また、前記移動局のためにコンテキストを維持する。
【００１９】
　前述の目的及び関係する目的の達成のために、1又は複数の態様は、以下に十分に説明
され、特に特許請求の範囲において指摘された特徴を包含する。以下の説明及び添付され
た図面は、いくつかの説明的な態様を説明し、また、態様の原理が使用されることのでき
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る様々な方法のうちのほんの数例を示す。他の利点及び新規な特徴は図面と併せて考察し
たときに以下の詳細な説明から明らかであり、開示された態様はすべての当該の態様及び
それらの均等物を含むことが意図される。
【００２０】
　本開示の特徴、性質及び利点は、同様の参照文字が全体的に及びここで対応するように
特定する図面を併せて考慮したときに、以下で説明される詳細な説明から、より明らかに
されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】図１は、アイドルの移動局又はユーザ装置（ＵＥ）が、必ずしもデータを伴わな
い識別シグナリング（identifying signaling）をアップリンク上で送信することによっ
て状態同期を維持することができる無線通信システムのブロック図を示す。
【図２】図２は、ＭＡＣシグナリング・ベースの“キープアライブ”に関する第１のオプ
ションのためのタイミングチャートを示す。
【図３】図３は、ＲＲＣシグナリング・ベースの“キープアライブ”に関する第２のオプ
ションのためのタイミングチャートを示す。
【図４】図４は、ＮＡＳシグナリング・ベースの“キープアライブ”に関する第３のオプ
ション（第１の変形）のためのタイミングチャートを示す。
【図５】図５は、ＮＡＳシグナリング・ベースの“キープアライブ”に関する第３のオプ
ション（第２の変形）のためのタイミングチャートを示す。
【図６】図６は、一つの態様に従った多元接続無線通信システムのブロック図を示す。
【図７】図７は、一つの態様に従った通信システムのブロック図を示す。
【図８】図８は、キープアライブ識別シグナリングを実行する発展型ベース・ノード（ev
olved base node）（ｅＮＢ）及びユーザ装置（ＵＥ）のためのコンピュータ・プラット
ホームのブロック図を示す。
【図９】図９は、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）に対するキープアライブ・シグナ
リングを実行する移動局又はＵＥのためのオペレーションの手順又はシーケンスのフロー
チャートを示す。
【図１０】図１０は、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）における移動局からキープア
ライブ・シグナリングを受信するためのオペレーションの手順又はシーケンスのフローチ
ャートを示す。
【詳細な説明】
【００２２】
　例えば発展型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Evolved Universal Terres
trial Radio Access Network）（E-UTRAN）を使用するような無線通信システムにおいて
、移動局は、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）との“キープアライブ”シグナリング
を実行することができる。移動局は、データ部を伴わない識別する“キープアライブ”ト
ランスミッションにおいて、そのプレゼンスをサービングＲＡＮへ送信する。サービング
ＲＡＮは、承認（acknowledge）を必要としない。それによって、移動局は、サービング
ＲＡＮとの状態同期を維持する。そして、それはまた、“キープアライブ”トランスミッ
ションが続けられない場合に、移動局に関するコンテキストをタイムリーにリリースする
ことにおいて利益を得る。一つの態様において、移動局は、０バイトのメディアアクセス
制御（ＭＡＣ）のバッファ・ステータス・レポート（その識別するセル無線ネットワーク
一時識別情報（Cell Radio Network Temporary Identity）（Ｃ－ＲＮＴＩ）は、キープ
アライブ目的のためにサービングＲＡＮにより使用されることができる）を伴う、アップ
リンク・データ到着のためのランダム・アクセス・プロシージャー（ＲＡＣＨ）を利用す
る。他の態様において、移動局は、サービングＲＡＮを介した基本的なアクセス・ストラ
タム（ＡＳ）シグナリングによりサポートされる、該移動局に関する識別情報を含む、ノ
ンアクセス・ストラタム（ＮＡＳ）シグナリングを実行することができる。このＮＡＳシ
グナリングは、ＡＳレベルにおいて移動局の同一のＭＡＣレベルの識別情報をトリガーす
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る。この検出は、ＮＡＳシグナリングの対象とする受信者（例えば、モビリティ管理エン
ティティー（ＭＭＥ））に、この“キープアライブ”トランスミッションを、サービング
ＲＡＮへパスさせることによって、強化されることができる。このデータ・アイドル状態
の間、移動局にデータを送信する必要があれば、該移動局は、上位層データを含む無線資
源制御（ＲＲＣ）メッセージを利用することができる。それは、サービングＲＡＮが同様
にキープアライブ・トランスミッションとして認識する。
【００２３】
　さて、様々な態様が図面を参照して説明される。以下の記述では、説明のために、多く
の特定の細部が、１又は複数の態様の深い理解を与えるために説明される。しかし、これ
ら特定の細部なしに様々な態様が実施され得ることは明らかであろう。他の例において、
これら態様の説明を容易にするために、既知の構造及びデバイスがブロック図の形で示さ
れる。
【００２４】
　図１を参照して、一つの態様における無線通信システム１００は、無線（over-the-air
）（ＯＴＡ）リンク１０８を介して、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）（発展型基地
局（ｅＮＢ）１０４として描かれる）と移動局（ユーザ装置（ＵＥ）１０６として描かれ
る）との間で双方向通信を実行する発展型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（
Ｅ－ＵＴＲＡＮ）１０２を含む。それによって、アクセス・ストラタム（ＡＳ）１１０は
、ＵＥ１０６とｅＮＢ１０４との間、コア・ネットワーク１１４で終端するためにｅＮＢ
１０４とコア・ネットワーク中の他のネットワーク制御ノード（モバイル管理エンティテ
ィー（ＭＭＥ）１１２として描かれる）との間で、サポートされる。アクセス・ストラタ
ム１１０は、ＵＥ１０６と、コア・ネットワーク１１４とインターラクトするためのＭＭ
Ｅ１１２との間で、ノンアクセス・ストラタム１１６のトランスポートをサポートする。
【００２５】
　説明的な態様において、ＭＭＥ（モビリティ管理エンティティー）１１２は、無線アク
セスネットワーク（ＲＡＮ）１０４とインターラクトするコア・ネットワーク・ノードで
ある。それは、待機モードのＵＥのトラッキング及び再送信を含むページング・プロシー
ジャーの役割を果たす。それは、ベアラ起動／停止プロセスに関係し、また、初期の接続
の時に又はコア・ネットワーク（ＣＮ）ノードのリロケーションを伴うイントラＬＴＥハ
ンドオーバの時に、ＵＥ １０６のためのサービング・ゲートウェイ（ＳＧＷ）（図示せ
ず）を選択する役割を果たす。それは、（ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）とインターラク
トすることによって）ユーザを認証する役割を果たす（図示せず）。ノンアクセス・スト
ラタム（ＮＡＳ）シグナリングは、ＭＭＥ１１２で終端する。それは、サービスプロバイ
ダの公衆地上移動通信ネットワーク（Public Land Mobile Network）（ＰＬＭＮ）（図示
せず）の上にとどまるＵＥ １０６の許可をチェックし、ＵＥローミング・リストリクシ
ョンを実行する。ＭＭＥ１１２は、ＮＡＳシグナリングのための暗号化／完全性（integr
ity）保護に関するネットワーク１０２の終端点であり、セキュリティ・キー管理を扱う
。シグナリングの正当な傍受はまた、ＭＭＥ１１２によってサポートされる。ＭＭＥ１１
２はまた、サービングＧＰＲＳサポート・ノード（ＳＧＳＮ）（図示せず）からＭＭＥ１
１２で終端するＳ３インタフェースにより、ＬＴＥ及び２Ｇ／３Ｇアクセスネットワーク
の間の移動性（mobility）のための制御プレーン機能を提供する。ＭＭＥ１１２はまた、
ＵＥ １０６をローミングするために、ホームＨＳＳに向かってＳ６ａインタフェースを
終端する。
【００２６】
　ｅＮＢ １０４は、ｅＮＢ １０４が少なくともそのためにサービングＲＡＮであるその
カバレージエリア内のそれらＵＥ １０６に関するＵＥコンテキスト１２０を維持する。
処理及び資源割り当ての効率性のために、１２２で表されるように他のものが破棄され、
このコンテキスト１２０が、正確に、ｅＮＢ １０４に同期した状態にあるそれらＵＥ １
０６を反映することは、望ましい。好都合にも、ｅＮＢ １０４のキープアライブ・トラ
ッキング・コンポーネント１２４は、通信システム１００に好都合にも従来に比べてより
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少ない負担しかかけない、ＵＥ １０６からの少なくとも一つのフォームの識別シグナリ
ング１２６を活用する。例えば、識別シグナリング１２６は、ＵＥコンテキスト１２０に
マッチされることができるＵＥ １０６に対する識別子１３０（例えば、Ｃ－ＲＮＴＩ）
をもつ、レイヤ２制御チャネル１２８を含むことができる。この識別シグナリング１２６
は、幾つかの又は全てのインスタンスにおいて、キープアライブ目的のために送信される
不必要なデータ１３４を運んでいる、資源を消耗する（resource-consuming）上位層１３
２を、省くことができる。他の態様において、識別シグナリング１２６は、ＮＡＳシグナ
リング１３５を含むことができる。そして、それは、キープアライブ・トラッキング・コ
ンポーネント１２４のためにｅＮＢ １０４により認識されることができる、ＡＳシグナ
リング１１０における同一のレイヤ２制御チャネル１２８をトリガーする。ＵＥ １０６
は、識別シグナリング１２６のための識別子データ構造１３６、並びに、バッテリー耐用
年数を延長するための及び強化された効率性キープアライブ・シグナリングを実行するた
めのアイドル／キープアライブ・コンポーネント１３８を維持することによって、キープ
アライブ・シグナリングをサポートする。
【００２７】
　ＷＣＤＭＡシステムにおいて、ＴＳ２５．３３１のセクション８．３．１ “ＵＴＲＡ
無線資源制御（ＲＲＣ）プロトコル仕様”に記載されているとおり、ＲＲＣ（無線資源制
御）接続モードにおける無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）レベルで、“キープアライ
ブ”シグナリングとして、周期的なセル・アップデート・プロシージャーが使用される。
生成されるデータ・トラフィックがある場合を除いてユーザ装置（ＵＥ）１０６のアップ
リンク・アクティビティーが完全に休止されることができる“共通チャネル”状態におい
て、シグナリングが使用される。ＵＥが接続モードにおいて（有効なタイム・アドバンス
なしで）アップリンク非同期モードに置かれることができるので、類似する状態が、Ｅ－
ＵＴＲＡＮ（発展型ユニバーサル移動通信システムの地上無線アクセスネットワーク）中
に存在する。ｅＮＢがＵＥコンテキストを永久に保持する必要がないように、ＲＡＮ（例
えば、発展型ベース・ノード（ｅＮＢ））とＵＥとの状態同期を確実にするためのメカニ
ズムがなければならない。本明細書で開示される有利な“キープアライブ”シグナリング
・オプションは、ＲＡＮレベルで機能する。
【００２８】
　図２に示される一つの態様において、第１のシグナリング・オプションは、メディアア
クセス制御（ＭＡＣ）シグナリング・ベースのスキーム又は手順２００を含む。特に、ア
ップリンク・データ到着のためのランダム・アクセス・プロシージャー（ＲＡＣＨ）は、
ＵＥ ２０２により使用される。そこにおいて、ｅＮＢ ２０６として示されるネットワー
クに対して、２０４で示したように、ＭＡＣバッファ・ステータス・レポートが、周期的
に送信される。このトランスミッションは、バッファ・ステータスについて“０バイト”
を示す。ｅＮＢ ２０６は、“キープアライブ”を送信しているＵＥを識別するために、
ＭＡＣ制御エレメントとして送信されるＣ－ＲＮＴＩを見ることができる（ブロック２０
８）。２１０で表されるように、繰り返し（repetition）は、循環するタイマー（recurr
ing timer）‘Ｔ’に基づくことができる。
【００２９】
　図３における態様において、第２のシグナリング・オプションは、無線資源制御（ＲＲ
Ｃ）シグナリング・ベースのスキーム又は手順３００を含む。特に、ＵＥ ３０２は、Ｒ
ＲＣメッセージ３０４（それが新しいメッセージであろうと既存のメッセージの再利用で
あろうと）を使用する。それは、ｅＮＢ ３０６に対して“私は生存している（I am aliv
e）”ことを示すために使用され、識別される（ブロック３０８）。シグナリングの周期
性を定義する関連したタイマー３１０が、存在することができる。ＷＣＤＭＡシステムの
ために、タイマーＴ３０５による周期的なセル・アップデートが定義される点は、留意さ
れるべきである。そのうえ、ＲＲＣメッセージのアップリンク・トランスミッションは、
マック・レベルでのアップリンク・データ到着のためのランダム・アクセス・プロシージ
ャーを実際に伴うので、これはマック・シグナリング・ソリューション上の最適化である
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。ＵＥがその識別情報（例えば、Ｃ－ＲＮＴＩ（セル無線ネットワーク一時識別情報））
に加えて伝達するのを望むであろう他の情報が存在するという点で、ＲＲＣシグナリング
は強化される。３１２で表されるように、アクセス・ストラタム（ＡＳ）構成の上でのＲ
ＲＣレベルの同期又は何らかのステータスが重要であると考えられるならば、ダウンリン
クにおけるＲＲＣ応答メッセージは、必要とされてもよい。
【００３０】
　図４における更なる態様において、第３のシグナリング・オプションは、ＮＡＳレベル
の“キープアライブ”シグナリング（すなわち、周期的なトラッキング・エリア・アップ
デート（ＴＡＵ））の上でｅＮＢ ４０６にリプライ４０４を送信するＵＥ４０２のため
の、ノンアクセス・ストラタム（ＮＡＳ）シグナリング・ベースのスキーム又は手順４０
０を含む。
【００３１】
　このＮＡＳシグナリング・ベースのスキームにおいて、二つのバリエーションが存在す
る。図４において表される第１の変形において、ｅＮＢ ４０６は、ＮＡＳメッセージ・
トランスミッションの結果として生成されるマック制御エレメントにおけるＣ－ＲＮＴＩ
を捕える（ブロック４０８）。このソリューションの変形において、ｅＮＢ４０６は、Ｎ
ＡＳトラッキング・エリア・アップデート・シグナリング４０４の結果として生成される
ＭＡＣレベルの情報だけに頼る。それで、第１のオプション（図２）との相違は、効果的
に、周期性がＡＳタイマーと対照的にＮＡＳタイマー‘Ｔｘ’４１０によって定義される
ということである。また、このソリューションによる一つのレイヤ・バイオレーションの
態様は、ｅＮＢがＮＡＳ周期的トラッキング・エリア・アップデートのためのタイマー値
を知っていなければならないということである。
【００３２】
　第３のオプションに関する第２の変形において、図５の中の手順５００として描かれる
ように、ｅＮＢ ５０２は、Ｓ１インタフェースの上のＭＭＥ（モビリティ管理エンティ
ティー）５０４からのインジケーションに頼る。この代わりの変形において、Ｅ－ＵＴＲ
ＡＮは、“キープアライブ”を提供する手段を何も実装しない。つまり、Ｅ－ＵＴＲＡＮ
は、ＮＡＳレベルの“キープアライブ”、ｅＮＢ５０２を介したＵＥ５０８からＭＭＥ５
０４へのＮＡＳ周期的トラッキング・エリア・アップデート・プロシージャー５０６に完
全に頼る。一旦、タイマー‘Ｔｘ’５１４によって定義されるように、５１２で表される
（１又は複数の）トラッキング・エリア・アップデートの欠如によってネットワークから
ＵＥ５０８が見失われたとＭＭＥ５０４が考えるならば（ブロック５１０）、５１６で表
されるように、ＵＥ（そして、それゆえ、ＲＡＮにおけるＵＥコンテンツ）のためのＳ１
コネクションは、リリースされる。この点まで、ｅＮＢ ５０２は、ＵＥコンテキストが
有効で且つそれを保つと考える。
【００３３】
　図６を参照して、一つの態様に従う多元接続無線通信システムが説明される。アクセス
ポイント６５０（ＡＰ）（それは、例示的な実装において、発展型ベース・ノード（ｅＮ
Ｂ）であることができる）は、複数のアンテナ・グループを含み、一つのグループは、６
５４及び６５６を含み、もう一つのグループは、６５８及び６６０を含み、更なるグルー
プは、６６２及び６６４を含む。図４において、各々のアンテナ・グループについて、二
つのアンテナだけが示されているが、各々のアンテナ・グループについて、より多い又は
より少ないアンテナが利用されても良い。アクセス端末（ＡＴ）６６６（それはユーザ装
置（ＵＥ）とも呼ばれる）は、アンテナ６６２及び６６４と通信可能であり、ここで、ア
ンテナ６６２及び６６４は、順方向リンク６７０上でアクセス端末６６６に情報を送信し
、また、逆方向リンク６６８上でアクセス端末６６６から情報を受信する。アクセス端末
６７２は、アンテナ６５６及び６５８と通信可能であり、ここで、アンテナ６５６及び６
５８は、順方向リンク６７６上でアクセス端末６７２に情報を送信し、また、逆方向リン
ク６７４上でアクセス端末６７２から情報を受信する。ＦＤＤシステムにおいて、通信リ
ンク６６８，６７０，６７４及び６７６は、通信のために異なる複数の周波数を使用する
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ことができる。例えば、順方向リンク６７０は、逆方向リンク６６８により用いられるも
のとは異なる周波数を使うことができる。複数のアンテナからなるグループ及び／又はそ
れらがその中において通信するようにデザインされているところのエリアの各々は、しば
しば、アクセスポイント６５０のセクターと呼ばれる。本態様において、アンテナ・グル
ープそれぞれは、アクセス端末６５０によりカバーされる諸エリア内の一つのセクターに
おいて諸アクセス端末ＵＥ６６６，６７２と通信するように、デザインされている。
【００３４】
　順方向リンク６７０及び６７６上の通信において、アクセスポイント６５０の送信アン
テナは、異なる複数のアクセス端末６６６及び６７４のための順方向リンクの信号対雑音
比を改善するために、ビームフォーミングを利用する。また、そのカバレージエリアの至
る所にランダムに散在するアクセス端末に送信するためにビームフォーミングを使用して
いるアクセスポイントは、そのすべてのアクセス端末に単一のアンテナを通して送信して
いるアクセスポイントと比べて、近隣のセルにおけるアクセス端末に対して、より少ない
干渉しか引き起こさない。
【００３５】
　アクセスポイント６５０は、端末と通信するために使用される固定局であることができ
、そして、アクセスポイント、Ｎｏｄｅ Ｂと呼ばれることもでき、又は何らかの他の専
門用語で呼ばれることもできる。アクセス端末６６６，６７２は、ユーザ装置（ＵＥ）、
無線通信デバイス、端末、アクセス端末と呼ばれることもでき、又は何らかの他の専門用
語で呼ばれることもできる。
【００３６】
　図７は、ＭＩＭＯシステム７００における送信機システム７１０（別名、アクセスポイ
ント）及び受信機システム７７０（別名、アクセス端末）アクセス端末（ＡＴ）の態様の
ブロック図である。送信機システム７１０において、幾つかのデータストリームのための
トラフィック・データは、データソース７１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ７１４
へ提供される。
【００３７】
　一つの態様において、各々のデータストリームは、それぞれの送信アンテナ上で送信さ
れる。ＴＸデータプロセッサ７１４は、符号化されたデータを供給するために、そのデー
タストリームについて選択された特定の符号化スキームに基づいて、各々のデータストリ
ームのためのトラフィック・データを、フォーマットし、符号化し、そして、インターリ
ーブする。
【００３８】
　各々のデータストリームのための符号化されたデータは、ＯＦＤＭ技術を用いて、パイ
ロット・データと多重化されることができる。パイロット・データは、一般的に、既知の
方法で処理された既知のデータ・パターンであり、また、チャネル・レスポンスを推定す
るために受信機システムで使用されることができる。各々のデータストリームのための多
重化されたパイロット及び符号化されたデータは、それから、変調シンボルを提供するた
めに、そのデータストリームについて選択された特定の変調スキーム（例えば、ＢＰＳＫ
、ＱＳＰＫ、Ｍ－ＰＳＫ、又はＭ－ＱＡＭ）に基づいて、変調（すなわち、シンボルマッ
ピング）される。各々のデータストリームに関するデータレート、符号化及び変調は、プ
ロセッサ７３０により実行されるインストラクションにより決定されることができる。
【００３９】
　すべてのデータストリームのための変調シンボルは、それから、ＴＸ ＭＩＭＯプロセ
ッサ７２０に提供され、そして、ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ７２０は、更に、（例えば、
ＯＦＤＭに関して）該変調シンボルを処理することができる。ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ
７２０は、それから、ＮＴ個の変調シンボル・ストリームをＮＴ個の送信機（ＴＭＴＲ）
７２２ａ～７２２ｔに提供する。特定の実装において、ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ７２０
は、データストリームのシンボルに及び該シンボルが送信されているアンテナに、ビーム
フォーミング重みを適用する。
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【００４０】
　各々の送信機７２２は、１又は複数のアナログ信号を提供するために、それぞれのシン
ボル・ストリームを受信及び処理し、そして、ＭＩＭＯチャネル上でのトランスミッショ
ンに適した変調信号を供給するために、該アナログ信号を更に調整（conditions）（例え
ば、増幅、フィルタリング及びアップコンバート）する。送信機７２２ａ～７２２ｔのＮ

Ｔ個の変調信号は、それから、それぞれ、ＮＴ個のアンテナ７２４ａ～７２４ｔから送信
される。
【００４１】
　受信機システム７５０において、送信された変調信号は、ＮＲ個のアンテナ７５２ａ～
７５２ｒにより受信され、そして、各々のアンテナ７５２からの該受信された信号は、そ
れぞれの受信機（ＲＣＶＲ）７５４ａ～７５４ｒに提供される。各々の受信機７５４は、
それぞれの受信された信号を調整（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、該調整された信号をデジタイズし、更に、対応する“
受信（received）”シンボル・ストリームを提供するために、該サンプルを処理する。
【００４２】
　ＲＸデータプロセッサ７６０は、それから、ＮＴ個の“検出（detected）”シンボル・
ストリームを提供するために、特定の受信機処理技術に基づいて、ＮＲ個の受信機７５４
から、該ＮＲ個の受信シンボル・ストリームを受信し処理する。ＲＸデータプロセッサ７
６０は、それから、データストリームのためのトラフィック・データを回復するために、
各々の検出されたシンボル・ストリームを、復調し、デインターリーブし、そして、復号
化する。ＲＸデータプロセッサ７６０による処理は、送信機システム７１０におけるＴＸ
 ＭＩＭＯプロセッサ７２０及びＴＸデータプロセッサ７１４により実行されるそれと相
補的である。
【００４３】
　プロセッサ７７０は、周期的に、いずれのプリコーディング・マトリックスを使用する
べきかについて判定する（以下に記載する）。プロセッサ７７０は、マトリックス・イン
デックス部とランク値部とを含む逆方向リンク・メッセージを作成する。
【００４４】
　逆方向リンク・メッセージは、通信リンク及び／又は受信データストリームに関して様
々なタイプの情報を含むことができる。逆方向リンク・メッセージは、それから、ＴＸデ
ータプロセッサ７３８（それはまた、データソース７３６から幾つかのデータストリーム
のためのトラフィック・データを受信する。）により処理され、変調器７８０により変調
され、送信機７５４ａ～７５４ｒにより調整され、そして、もとの送信機システム７１０
へ送信される。
【００４５】
　送信機システム７１０において、受信機システム７５０からの変調信号は、受信機シス
テム７５０により送信された逆方向リンク・メッセージを抽出するために、アンテナ７２
４により受信され、受信機７２２により調整され、復調器７４０により復調され、そして
、ＲＸデータプロセッサ７４２により処理される。プロセッサ７３０は、それから、いず
れのプリコーディング・マトリックスを、ビームフォーミング重みを決定するための用い
るかについて判定し、次に、該抽出されたメッセージを処理する。
【００４６】
　一つの態様において、論理チャネルは、制御チャネルとトラフィックチャネルに分類さ
れる。論理制御チャネルは、システム制御情報を放送するためのＤＬチャネルであるブロ
ードキャスト制御チャネル（Broadcast Control Channel）（ＢＣＣＨ）を含む。ページ
ング制御チャネル（Paging Control Channel）（ＰＣＣＨ）は、ページング情報を転送す
るＤＬチャネルである。マルチキャスト制御チャネル（Multicast Control Channel）（
ＭＣＣＨ）は、マルチメディアブロードキャスト及びマルチキャストサービス（Multimed
ia Broadcast and Multicast Service）（ＭＢＭＳ）スケジューリングと、１又はいくつ
かのＭＴＣＨに関する制御情報とを送信するために使用されるポイントツーマルチポイン
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ト・チャネルである。通常、ＲＲＣコネクションを確立した後に、このチャネルは、ＭＢ
ＭＳ（注：旧ＭＣＣＨ＋ＭＳＣＨ）を受信するＵＥにより使用されるだけである。専用制
御チャネル（Dedicated Control Channel）（ＤＣＣＨ）は、専用制御情報を送信し且つ
ＲＲＣコネクションを持つＵＥにより使用される、ポイントツーポイント双方向チャネル
である。態様において、論理トラフィックチャネルは、ユーザ情報のトランスファーのた
めの（一つのＵＥのために専用された）ポイントツーポイント双方向チャネルである専用
トラフィックチャネル（Dedicated Traffic Channel）（ＤＴＣＨ）を含む。その上、マ
ルチキャスト・トラフィックチャネル（Multicast Traffic Channel）（ＭＴＣＨ）は、
トラフィック・データを送信するためのポイントツーマルチポイントＤＬチャネルである
。
【００４７】
　一つの態様において、トランスポート・チャネルは、ＤＬとＵＬに分類される。ＤＬト
ランスポート・チャネルは、ブロードキャスト・チャネル（Broadcast Channel）（ＢＣ
Ｈ）、ダウンリンク共有データ・チャネル（Downlink Shared Data Channel）（ＤＬ－Ｓ
ＤＣＨ）及びページング・チャネル（Paging Channel）（ＰＣＨ）を含む。ＵＥの省電力
のサポートのためのＰＣＨ（ＤＲＸサイクルは、ＵＥへのネットワークにより示される）
は、セル全体にわたってブロードキャストされ、また、他の制御チャネル／トラフィック
チャネルのために使用されることのできるＰＨＹ資源にマッピングされる。ＵＬトランス
ポート・チャネルは、ランダム・アクセス・チャネル（Random Access Channel）（ＲＡ
ＣＨ）、リクエスト・チャネル（Request Channel）（ＲＥＱＣＨ）、アップリンク共有
データ・チャネル（Uplink Shared Data Channel）（ＵＬ－ＳＤＣＨ）及び複数個のＰＨ
Ｙチャネルを含む。ＰＨＹチャネルは、ＤＬチャネル群及びＵＬチャネル群のセットを含
む。
【００４８】
　ＤＬ ＰＨＹチャネルは、共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ）、同期チャネル（Ｓ
ＣＨ）、共通制御チャネル（ＣＣＣＨ）、共有ＤＬ制御チャネル（ＳＤＣＣＨ）、マルチ
キャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）、共有ＵＬ割り当てチャネル（ＳＵＡＣＨ）、承認チ
ャネル（ＡＣＫＣＨ）、ＤＬ物理共有データ・チャネル（ＤＬ－ＰＳＤＣＨ）、ＵＬ電力
制御チャネル（ＵＰＣＣＨ）、ページング・インジケータ・チャネル（ＰＩＣＨ）、負荷
インジケータ・チャネル（ＬＩＣＨ）を含む。ＵＬ ＰＨＹチャネルは、物理ランダム・
アクセス・チャネル（ＰＲＡＣＨ）、チャネル品質インジケータ・チャネル（ＣＱＩＣＨ
）、承認チャネル（ＡＣＫＣＨ）、アンテナ・サブセット・インジケータ・チャネル（Ａ
ＳＩＣＨ）、共有リクエスト・チャネル（ＳＲＥＱＣＨ）、ＵＬ物理共有データ・チャネ
ル（ＵＬ－ＰＳＤＣＨ）、ブロードバンド・パイロット・チャネル（ＢＰＩＣＨ）を含む
。
【００４９】
　一つの態様において、シングルキャリア波形の低ＰＡＲ（いつでも、該チャネルは周波
数上で近接に又は均一に間隔を置いて配置される）特性を維持するチャネル構造が提供さ
れる。
【００５０】
　本文書のために、以下の略記法が適用される。　
　　　 3GPP　　第三世代パートーシップ・プロジェクト（Third Generation Partnershi
p Project）　
　　　 AIS　　 自動識別システム（Automatic Identification System）　
　　　 AM　　　承認モード（Acknowledged Mode）　
　　　 AMD　　 承認モード・データ（Acknowledged Mode Data）　
　　　 ARQ　　 自動再送リクエスト（Automatic Repeat Request）　
　　　 AS　　　アクセス・ストラタム（Access Stratum）　
　　　 BCCH　　ブロードキャスト制御チャネル（Broadcast Control Channel）　
　　　 BCH　　 ブロードキャスト・チャネル（Broadcast Channel）　
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　　　 BLER　　ブロック・エラー・レート（Block Error Rate）　
　　　 C-　　　制御-（Control-）　
　　　 CCCH　　共通制御チャネル（Common Control Channel）　
　　　 CCH　　 制御チャネル（Control Channel）　
　　　 CCTrCH　符号化複合トランスポート・チャネル（Coded Composite Transport Cha
nnel）　
　　　 CDI　　 チャネル方向情報（Channel Direction Information）　
　　　 C-RNTI　セル無線ネットワーク一時識別情報（Cell Radio Network Temporary Id
entity）　
　　　 CP　　　サイクリックプリフィックス（Cyclic Prefix）　
　　　 CRC　　 巡回冗長検査（Cyclic Redundancy Check）　
　　　 CTCH　　共通トラフィックチャネル（Common Traffic Channel）　
　　　 DCCH　　専用制御チャネル（Dedicated Control Channel）　
　　　 DCH　　 専用チャネル（Dedicated Channel）　
　　　 DL　　　ダウンリンク（DownLink）　
　　　 DL-SCH　ダウンリンク共有チャネル（Downlink Shared Channel）　
　　　 DSCH　　ダウンリンク共有チャネル（Downlink Shared Channel）　
　　　 DTCH　　専用トラフィックチャネル（Dedicated Traffic Channel）　
　　　 eNB　　 発展型ベース・ノード（evolved Base Node）　
　　　 E-UTRAN 発展型ユニバーサル移動通信システムの地上無線アクセスネットワーク
（Evolved Universal Mobile Telecommunications System Terrestrial Radio Access Ne
twork）　
　　　 FACH　　順方向リンク・アクセス・チャンネル（Forward link Access Channel）
　
　　　 FDD　　 周波数分割双方向（Frequency Division Duplex）　
　　　 FSTD　　周波数スイッチング送信ダイバーシティー（Frequency Switching Trans
mit Diversity）　
　　　 FTSTD　 周波数時間スイッチング送信ダイバーシティー（Frequency Time Switch
ing Transmit Diversity）　
　　　 HFN　　 ハイパー・フレーム数（Hyper Frame Number）　
　　　 i.i.d.　独立同一分布に従う（independent and identically distributed）　
　　　 L1　　　レイヤ１（物理レイヤ）（Layer 1 (physical layer)）　
　　　 L2　　　レイヤ２（データリンク層）（Layer 2 (data link layer)）　
　　　 L3　　　レイヤ３（ネットワーク層）（Layer 3 (network layer)）　
　　　 LI　　　長さインジケータ（Length Indicator）　
　　　 LSB　　 最下位ビット（Least Significant Bit）　
　　　 LTE　　 ロング・ターム・エボリューション（Long Term Evolution）　
　　　 MAC　　 メディアアクセス制御（Medium Access Control）　
　　　 MBMS　　マルチメディア・ブロードキャスト・マルチキャスト・サービス（Multi
media Broadcast Multicast Service）　
　　　 MBSFN　 マルチキャスト・ブロードキャスト単一周波数ネットワーク（Multicast
 Broadcast Single Frequency Network）　
　　　 MCCH　　ＭＢＭＳポイントツーマルチポイント制御チャネル（MBMS point-to-mul
tipoint Control Channel）　
　　　 MCE　　 ＭＢＭＳ調整エンティティー（MBMS Coordinating Entity）　
　　　 MCH　　 マルチキャスト・チャネル（Multicast Channel）　
　　　 MIMO　　多重入力多重出力（Multiple Input Multiple Output）　
　　　 MME　　 モビリティ管理エンティティー（Mobility Management Entity）　
　　　 MRW　　 ムーブ受信ウインドウ（Move Receiving Window）　
　　　 MSB　　 最上位ビット（Most Significant Bit）　
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　　　 MSCH　　ＭＢＭＳポイントツーマルチポイント・スケジューリング・チャネル（M
BMS point-to-multipoint Scheduling Channel）　
　　　 MTCH　　ＭＢＭＳポイントツーマルチポイント・トラフィックチャネル（MBMS po
int-to-multipoint Traffic Channel）　
　　　 NAS　　 ノンアクセス・ストラタム（Non-Access Stratum）　
　　　 OFDM　　直交周波数分割マルチプレックス（Orthogonal Frequency Division Mul
tiplex）　
　　　 PBCH　　物理ブロードキャスト・チャネル（Physical Broadcast Channel）　
　　　 PCCH　　ページング制御チャネル（Paging Control Channel）　
　　　 PCH　　 ページング・チャネル（Paging Channel）　
　　　 PDCCH　 物理ダウンリンク制御チャネル（Physical Downlink Control Channel）
　
　　　 PDSCH　 物理ダウンリンク共有チャネルＰＤＵプロトコル・データ・ユニット（P
hysical Downlink Shared Channel PDU Protocol Data Unit）　
　　　 PFSTD　 プリコード周波数スイッチング送信ダイバーシティー（Precoded Freque
ncy Switching Transmit Diversity）　
　　　 PHY　　 物理レイヤ（PHYsical layer）　
　　　 PhyCH　 物理チャネル（Physical Channels）　
　　　 PSC　　 一次同期チャネル（Primary Synchronization Channel）　
　　　 PUSCH　 物理アップリンク共有チャネル（Physical Uplink Shared Channel）　
　　　 PUCCH　 物理アップリンク制御チャネル（Physical Uplink Control Channel）　
　　　 PVS　　 プリコーディング・ベクトル・スイッチ（Precoding Vector Switch）　
　　　 QoS　　 サービス品質（Quality of Service）　
　　　 RACH　　ランダム・アクセス・チャネル（Random Access Channel）　
　　　 RAN　　 無線アクセスネットワーク（Radio Access Network）　
　　　 RLC　　 無線リンク制御（Radio Link Control）　
　　　 RRC　　 無線資源制御（Radio Resource Control）　
　　　 RS　　　受信信号（Received Signal）　
　　　 RX　　　受信（Receive）　
　　　 SCH　　 同期チャネル（Synchronization Channel）　
　　　 SAP　　 サービス・アクセス・ポイント（Service Access Point）　
　　　 SFBC　　空間周波数ブロックコード（Space-Frequency Block-Code）　
　　　 SSC　　 二次同期チャネル（Secondary Synchronization Channel）　
　　　 SDU　　 サービス・データ・ユニット（Service Data Unit）　
　　　 SHCCH　 共有チャネル制御チャネル（SHared channel Control Channel）　
　　　 SN　　　シーケンス番号（Sequence Number）　
　　　 SUFI　　スーパー・フィールド（SUper Field）　
　　　 TCH　　 トラフィックチャネル（Traffic Channel）　
　　　 TDD　　 時分割双方向（Time Division Duplex）　
　　　 TFI　　 トランスポート・フォーマット・インジケータ（Transport Format Indi
cator）　
　　　 TM　　　トランスペアレント・モード（Transparent Mode）　
　　　 TMD　　 トランスペアレント・モード・データ（Transparent Mode Data）　
　　　 TTI　　 トランスミッション・タイム・インターバル（Transmission Time Inter
val）　
　　　 TX　　　送信（Transmit）　
　　　 U-　　　ユーザ-（User-）　
　　　 UE　　　ユーザ装置（User Equipment）　
　　　 UL　　　アップリンク（UpLink）　
　　　 UM　　　不承認モード（Unacknowledged Mode）　
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　　　 UMB　　 ウルトラ・モバイル・ブロードバンド（Ultra Mobile Broadband）　
　　　 UMD　　 不承認モード・データ（Unacknowledged Mode Data）　
　　　 UMTS　　ユニバーサル移動通信システム（Universal Mobile Telecommunications
 System）　
　　　 UTRA　　ＵＭＴＳ地上無線アクセス（UMTS Terrestrial Radio Access）　
　　　 UTRAN　 ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク（UMTS Terrestrial Radio Acce
ss Network）　
　　　 VTSTD　 バーチャル・タイム・スイッチング送信ダイバーシティー（Virtual Tim
e Switching Transmit Diversity）　
　　　 WCDMA　　　　　ワイドバンド符号分割多元接続（Wideband Code Division Multi
ple Access）　
　　　 WWAN　　無線ワイド・エリア・ネットワーク（Wireless Wide Area Network）
　図８において、サービング無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）（発展型ベース・ノー
ド（ｅＮＢ）８００として描かれる）は、例えばコンピュータに移動局からキープアライ
ブ・シグナリングを受信させるためのコードセットのような手段を提供するコンピュータ
・プラットホーム８０２を持つ。特に、コンピュータ・プラットホーム８０２は、（１又
は複数の）プロセッサ８２０により実行される複数のモジュール８０６－８１０を格納す
るコンピュータ読み取り可能な記憶媒体（例えば、メモリ）８０４を含む。プロセッサ８
２０により制御される変調器８２２は、送信機８２４による変調のためのダウンリンク信
号を用意し、（１又は複数の）アンテナ８２６により放射される。受信機８２８は、（１
又は複数の）アンテナ８２６からアップリンク信号を受信し、それは復調器８２８により
復調され、復号化するためにプロセッサ８２０に提供される。特に、手段（例えば、モジ
ュール、コードセット）８０６は、データを伴わない識別信号を移動局から周期的に受信
するために提供される。手段（例えば、モジュール、コードセット）８０８は、識別信号
に基づいて、移動局のためのキープアライブ・タイマーをリセットするために提供される
。手段（例えば、モジュール、コードセット）８１０は、移動局のためのコンテキストを
維持するために提供される。
【００５１】
　続いて図８を参照して、（ユーザ装置（ＵＥ）８５０として描かれた）移動局は、例え
ばコンピュータに無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）へのキープアライブ・シグナリン
グをさせるためのコードセットのような手段を提供するコンピュータ・プラットホーム８
５２を持つ。特に、コンピュータ・プラットホーム８５２は、（１又は複数の）プロセッ
サ８７０により実行される複数のモジュール８５６－８５８を格納するコンピュータ読み
取り可能な記憶媒体（例えば、メモリ）８５４を含む。プロセッサ８７０により制御され
る変調器８７２は、送信機８７４による変調のためのアップリンク信号を用意し、８７７
で表されるように（１又は複数の）アンテナ８７６によりｅＮＢ８００へ放射される。受
信機８７８は、（１又は複数の）アンテナ８７６から、ｅＮＢ８００からのダウンリンク
信号を受信し、それは復調器８７８により復調され、復号化するためにプロセッサ８７０
に提供される。特に、手段（例えば、モジュール、コードセット）８５６は、サービング
無線アクセスネットワークに送信するためにキューに入れられているデータが存在しない
ことを判定するためのものである。手段（例えば、モジュール、コードセット）８５８は
、コンテキストの維持を促す、データを伴わない識別信号を周期的に送信することによっ
てサービング無線アクセスネットワークとの状態同期を維持するために提供される。
【００５２】
　図９において、移動局又はＵＥが無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）へのキープアラ
イブ・シグナリングを実行するための手順９００又はオペレーションのシーケンスが提供
される。一つの態様において、ＵＥは、キープアライブ・シグナリングについて、複数の
スキームから選択することができる。例えばモビリティ管理エンティティー（ＭＭＥ）の
ようなネットワーク・エンティティーへのノンアクセス・ストラタム（ＮＡＳ）の上でな
されるトラッキング・エリア・アップデート（ＴＡＵ）を要求する通信システム内で、Ｕ
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Ｅが動作しているかどうかに関して、判定がなされる（ブロック９０２）。もしそうなら
ば、ＵＥは、ＴＡＵタイマーに従って、周期的に、サービング無線アクセスネットワーク
（ＲＡＮ）を介して、ＭＭＥにＮＡＳ ＴＡＵを送信する（ブロック９０４）。ＵＥはサ
ービングＲＡＮ（例えば、ｅＮＢ）への識別シグナリングを控えることができ、サービン
グＲＡＮが、ＮＡＳ ＴＡＵに添付されたＭＡＣコンテンツからの識別コンテキストを検
出することができるならば（ブロック９０６）、又は、ＵＥが見失われたことがＭＭＥに
より通知されるまで、サービングＲＡＮがコンテキストを維持するならば（ブロック９０
８）、９１０で表されるように、ＵＥはキープアライブ目的のために他の識別シグナリン
グを控えることができる。代わりに又は加えて、ブロック９０２においてＮＡＳ ＴＡＵ
が要求されないと判定されるならば、たとえＵＥがデータ・アイドル状態にあるとしても
好都合にもデータがサービングＲＡＮに送信されることができることの更なる判定がなさ
れることができる（ブロック９１２）。もしそうならば、データは、Ｅ－ＵＴＲＡＮプロ
トコルを実行することによって、アップリンクの上で送信されることができる（ブロック
９１４）。特に、このトランスミッションは、ランダム・アクセス・チャネル（ＲＡＣＨ
）プロシージャーを利用する無線資源制御（ＲＲＣ）メッセージを送信することであるこ
とができる（ブロック９１６）。代わりに又は加えて、ブロック９０２において送信され
るべきＮＡＳ ＴＡＵがなく、且つ、ブロック９１２におけるように、データを送信する
必要がないならば、キープアライブ目的のために、データを伴わない識別シグナリングが
なされる（ブロック９１８）。他の態様において、この識別シグナリングは、ランダム・
アクセス・プロシージャー（ＲＡＣＨ）による０バイトのデータを示すメディアアクセス
制御（ＭＡＣク）バッファ・ステータス・レポート及び識別するセル無線ネットワーク一
時識別情報（Ｃ－ＲＮＴＩ）を含む（ブロック９２０）。キープアライブ目的のためにデ
ータを送信する必要がないことによって、９２２で表されるように、このアイドル／キー
プアライブ・アプローチは、サービング無線アクセスネットワークから承認を受信する必
要なく、再送されることができる。
【００５３】
　図１０において、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）において移動局からキープアラ
イブ・シグナリングを受信するための手順１０００又がオペレーションのシーケンスが表
される。ｅＮＢは、移動局から、必ずしもデータを伴わない識別信号を、周期的に受信す
る（ブロック１００２）。ｅＮＢは、識別信号に基づいて、移動局のためのキープアライ
ブ・タイマーをリセットすることによって、応答する（ブロック１００４）。それによっ
て、ｅＮＢは、状態同期のために、移動局のためのコンテキストを維持する（ブロック１
００６）。説明的な態様において、この識別シグナリングは、アップリンク・データ到着
のためのランダム・アクセス・プロシージャーを使用して、０バイトを示すＭＡＣバッフ
ァ・ステータス・レポートを受信することを含む（ブロック１００８）。１０１０で表さ
れるように、ｅＮＢは、識別シグナリングの受信を承認することをオミットすることがで
きる。代わりに又は加えて、一つの態様において、サービングＲＡＮ又はｅＮＢは、Ｅ－
ＵＴＲＡＮプロトコルを復号化することによって、移動局又はＵＥからシグナリング・デ
ータを伴う識別シグナリングを受信することができる（ブロック１０１２）。ｅＮＢは、
受信されたＥ－ＵＴＲＡＮシグナリング・データから移動局の識別情報を判定することに
基づいて、移動局のためのキープアライブ・タイマーをリセットする（ブロック１０１４
）。代わりに又は加えて、ｅＮＢは、ＵＥがＮＡＳ ＴＡＵを送信する要求から利益を得
ることができる（ブロック１０１６）。識別シグナリングは、ｅＮＢによってＭＭＥにリ
レーされるように、検出されることができ（ブロック１０１８）、あるいは、ＵＥがＮＡ
Ｓ ＴＡＵを送信することを停止したことを、ＭＭＥがｅＮＢにアラートするまで、ｅＮ
Ｂはコンテキストを維持する（ブロック１０２０）。
【００５４】
　情報及び信号は、いろいろな異なるテクノロジー及びテクニックの任意のものを用いて
表現可能であることを、当業者は理解できるであろう。例えば、上記説明の間に参照され
る、データ、インストラクション、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及び、チ
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ップは、電圧、電流、電磁波、磁場若しくは磁性粒子（magnetic fields or particles）
、光場若しくは光学粒子（optical fields or particles）、又はそれらの任意の組み合
わせにより表現可能である。
【００５５】
　本明細書で開示された実施形態に関連して説明された、各種の説明的な論理ブロック、
モジュール、回路、及び、アルゴリズムのステップは、電子回路用ハードウェア、コンピ
ュータソフトウェア、又は、それらの組み合わせとして、実装されても良いことを、当業
者はさらに理解できるであろう。このハードウェア及びソフトウェアの互換性をめいりょ
うに説明するために、各種の説明的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、及
びステップが、一般に、それらの機能性の観点で、前述された。当該の機能性は、システ
ム全体に課される特定のアプリケーション及びデザインの制約に応じて、ハードウェア又
はソフトウェアとして実装される。当業者は、説明された機能性を、各々のアプリケーシ
ョンのためのさまざまな方法で実装しても良いが、当該の実装の決定は、本開示の範囲か
らの逸脱をもたらすものとして説明されるべきではない。
【００５６】
　この出願において用いられるように、用語“コンポーネント（component）”、“モジ
ュール（module）”、“システム（system）”及び同類のものは、コンピュータ関連のエ
ンティティー、ハードウェア、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせ、ソフトウェア
又は実行中のソフトウェアのいずれをも指すことを意図されている。例えば、コンポーネ
ントは、プロセッサ上で動作するプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル（
executable）、実行のスレッド、プログラム、及び／又は、コンピュータであっても良い
（ただし、これらに制限されない）。例として、サーバ上で動作するアプリケーションと
、そのサーバの両方とも、コンポーネントであることができる。１又は複数のコンポーネ
ントがプロセス及び／又は実行のスレッドの内部に存在することができ、また、一つのコ
ンポーネントが一つのコンピュータに局在し及び／又は２以上のコンピュータ間に分散さ
れることができる。
【００５７】
　The word “exemplary” is used herein to mean serving as an example, instance,
 or illustration.
　“例示的な（exemplary）”という語は、“例（example）、インスタンス（instance）
又はイラストレーション（illustration）として役に立つこと”を意味するために本明細
書で用いられる。“例示的な（exemplary）”として本明細書で説明された態様又はデザ
インは、他の態様又はデザイン以上に好ましい又は有利であると解釈される必要はない。
【００５８】
　様々な態様は、幾つかのコンポーネント、モジュールなどを含んでもよいシステムに関
して示される。様々なシステムが、更なるコンポーネント、モジュールなどを含んでもよ
く及び／又は図面に関連して議論されたコンポーネント、モジュールなどを必ずしもすべ
て含まなくてもよいことは、理解及び認識されるべきである。また、これらのアプローチ
の組み合せが使用されても良い。本明細書で開示される様々な態様は、タッチ・スクリー
ン・ディスプレイ技術、及び／又は、マウス－アンド－キーボードのタイプのインタフェ
ースを利用するデバイスを含む電気デバイスの上で実行されることができる。そのような
デバイスの例は、コンピュータ（デスクトップ及びモバイル）、高度自動機能電話（smar
t phones）、携帯情報端末（ＰＤＡ）、及び、無線と有線両方の他の電子デバイスを含む
。
【００５９】
　その上、本明細書に開示された実施形態に関連して説明された、種々の説明的な、論理
ブロック、モジュール、及び回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ
）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰ
ＧＡ）又は他のプログラマブルロジックデバイス、個別ゲート又はトランジスタロジック
、個別の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
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デザインされた任意のそれらの組み合わせで実装されても良い。汎用プロセッサは、マイ
クロプロセッサであっても良いが、代わりに、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、
コントローラ、マイクロコントローラ、又はステートマシンであっても良い。プロセッサ
はまた、コンピュータデバイスの組み合わせ、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの
組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連結する１つ又は複数のマイクロプロ
セッサ、又は、他のそのような構成、として実装されても良い。
【００６０】
　さらにまた、一つ又は複数のバージョンは、開示された態様を実装するようコンピュー
タを制御するためのソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、又はそれらの任意の
組み合せを作り出すための標準的なプログラミング及び／又はエンジニアリング技術を使
用して、方法、装置又は製品として実装されることができる。本明細書で用いられる用語
“製品（article of manufacture）”（又は、その代わりに、“コンピュータプログラム
プロダクト（computer program product）”）は、任意のコンピュータ読み取り可能なデ
バイス、キャリア又は媒体からアクセスできるコンピュータプログラムを包含することを
意図されている。例えば、コンピュータ読み取り可能な媒体は、磁気記憶装置（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…）、光ディスク（
例えば、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）…）、スマー
トカード、及びフラッシュメモリ・デバイス（例えば、カード、スティック…）を含むこ
とができるが、それらに制限されるものではない。その上、コンピュータ読み取り可能な
電子データ（例えば、電子メールを送信及び受信する際に又はインターネット若しくはロ
ーカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）のようなネットワークにアクセスする際に使用され
るものなど）を運ぶために、キャリア・ウェイブが使用できることは、理解されるべきで
ある。もちろん、開示された態様の範囲を逸脱することなく多くの修正がこの構成になさ
れることができることを当業者は認めるであろう。
【００６１】
　本明細書に開示された実施形態に関連して説明された方法又はアルゴリズムのステップ
は、直接、ハードウェアにより具体化されても良いし、プロセッサにより実行されるソフ
トウェアモジュールにより具体化されても良いし、又は、それら二つの組合せにより具体
化されても良い。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、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバ
ブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、又は当該技術分野において周知の任意の他のフォームの記
憶媒体に存在しても良い。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
み込み、また、それへ情報を書き込むことができるように、そのプロセッサに接続される
。代わりに、記憶媒体は、プロセッサに一体化されていても良い。プロセッサ及び記憶媒
体は、ＡＳＩＣにおいて存在してもよい。ＡＳＩＣは、ユーザ端末に存在しても良い。代
案では、プロセッサ及び記憶媒体は、ユーザ端末の個別のコンポーネントとして存在して
も良い。
【００６２】
　開示された実施形態の前の説明は、当業者が本開示を製造又は使用できるようにするた
めに提供される。これらの実施形態への種々の変形は、当業者には容易に明白になるであ
ろう。また、本明細書で定義された一般的な原理は、本開示の精神又は範囲から逸脱する
ことなく、他の実施形態に適用されても良い。それゆえ、本開示は、本明細書で示された
実施形態に限定されることが意図されているのではなく、本明細書に開示された原理及び
新規な特徴に合致する最も広い範囲を与えられることが意図されている。
【００６３】
　上記に説明された例示的なシステムを考慮して、開示された主題に従って実装されるこ
とができる手順が、幾つかのフローチャートを参照して、説明された。説明を簡単にする
目的で、手順が一連のブロックとして図示され説明されるが、クレームされた主題は、ブ
ロックの順序により制限されるものではなく、幾つかのブロックが、１又は複数の実施形
態に従って、本明細書で図示され説明されるものとは異なる順序で及び／又は他のブロッ



(23) JP 2011-511584 A 2011.4.7

10

クと同時に発生しても良いことは、理解（understood）及び認識（appreciated）される
べきである。さらに、本明細書で説明された手順を実装するために、必ずしも説明された
すべてのブロックが要求されなくても良い。その上、本明細書で開示される手順は、その
ような手順をコンピュータへトランスポート又はトランスファーすることを容易にするた
めに製品に記憶されることができることは、更に認識されるべきである。本明細書で使用
される製品という用語は、任意のコンピュータ読み取り可能なデバイス、キャリア又は媒
体からアクセスできるコンピュータプログラムを包含することを意図されている。
【００６４】
　参照により本明細書に組み込まれると言われる何れの特許、公開又は他の開示資料も、
全体又は一部において、その組み込まれた資料がこの開示で説明される既存の定義、ステ
ートメント又は他の開示資料と矛盾しない範囲においてのみ、本明細書に組み込まれるこ
とは、理解されるべきである。よって、必要な範囲で、本明細書で明確に説明される開示
は、参照により本明細書に組み込まれる何れの矛盾する資料にも優先する。参照により本
明細書に組み込まれると言われたが本明細書で説明される既存の定義、ステートメント又
は他の開示資料に矛盾する何れの資料又はその部分も、その組み込まれた資料と該既存の
開示資料との間で矛盾が起こらない範囲でのみ、組み込まれるであろう。

【図１】 【図２】

【図３】



(24) JP 2011-511584 A 2011.4.7
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【図６】

【図７】 【図８】
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