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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワーク制御局を含む無線アクセスネットワークを動作させる方法であって、
　前記無線ネットワーク制御局の障害からの回復を行う回復ユニットを備えた前記無線ネ
ットワーク制御局において、接続モードのユーザ機器ユニットについての環境情報を前記
回復ユニットに備えられたデータベースに格納する工程と、
　前記無線ネットワーク制御局の回復ユニットによる前記無線ネットワーク制御局の障害
からの回復時に前記データベースを参照して、前記ユーザ機器ユニットに対してセル更新
促進メッセージの送信を開始させる工程とを有し、
　前記セル更新促進メッセージは前記環境情報を用いる前記ユーザ機器ユニットに宛てら
れることを特徴とする方法。
【請求項２】
　無線アクセスネットワークのサービスを行う無線ネットワーク制御局において、接続モ
ードのユーザ機器ユニットについてのＵＴＲＡＮ無線網臨時アイデンティティ（Ｕ－ＲＮ
ＴＩ）を含む環境情報の少なくとも部分的な喪失からの回復の方法であって、
　前記無線アクセスネットワークの、前記サービスを行う無線ネットワーク制御局の障害
からの回復を行う回復ユニットが備えられたドリフト無線ネットワーク制御局において、
接続モードの前記ユーザ機器ユニットについての前記環境情報を前記回復ユニットに備え
られたデータベースに格納する工程と、
　前記ドリフト無線ネットワーク制御局の回復ユニットによる前記サービスを行う無線ネ
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ットワーク制御局の障害からの回復時に前記データベースを参照して、前記ユーザ機器ユ
ニットに対してセル更新促進メッセージの送信を開始させる工程とを有し、
　前記セル更新促進メッセージは前記環境情報を用いる前記ユーザ機器ユニットに宛てら
れることを特徴とする方法。
【請求項３】
　前記セル更新促進メッセージは、呼出メッセージであるか、或いは無線資源制御（ＲＲ
Ｃ）システム情報同報メッセージであることを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記接続モードのＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態或いはＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にある前記ユーザ機
器ユニットに対して前記セル更新促進メッセージを送信する工程をさらに有することを特
徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項５】
　前記セル更新促進メッセージは前記接続モードの複数のユーザ機器ユニットに個々に送
信されることを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項６】
　前記無線ネットワーク制御局において、前記ユーザ機器ユニットの国際移動電話加入者
アイデンティティ（ＩＭＳＩ）を格納する工程と、
　前記ユーザ機器ユニットの前記国際移動電話加入者アイデンティティ（ＩＭＳＩ）を用
いて前記セル更新促進メッセージについての送信機会を決定する工程とをさらに有するこ
とを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記セル更新促進メッセージは、前記接続モードの複数のユーザ機器ユニットに対して
集合的に送信されることを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項８】
　前記接続モードの前記複数のユーザ機器ユニットの少なくともいくつかに対して前記セ
ル更新促進メッセージを繰り返し送信する工程と、
　前記セル更新促進メッセージのユーザ機器ユニットによる複数回受信の可能性にもかか
わらず、前記ユーザ機器ユニットがただ一回のセル更新を実行するのを容易にするセル更
新繰返防止フィールドを前記セル更新促進メッセージに含ませる工程とをさらに有するこ
とを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記セル更新促進メッセージの前記セル更新繰返防止フィールドに特定のセル更新要求
に関係したカウンタを含ませる工程をさらに有し、
　前記ユーザ機器ユニットは前記カウンタに同じ内容をもつセル更新促進メッセージの最
初の受信を除く全ての受信を無視することを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記格納する工程と前記開始させる工程とは、ユーザ機器ユニットについての環境情報
の少なくとも部分的な喪失から回復するために、前記無線ネットワーク制御局において実
行され、
　ユーザ機器ユニットについての環境情報の喪失を被る前記無線ネットワーク制御局はサ
ービスを行う無線ネットワーク制御局であり、
　前記方法はさらに、
　前記サービスを行う無線ネットワーク制御局或いは前記ドリフト無線ネットワーク制御
局が前記接続モードの重大な状態にあるユーザ機器ユニットのリストを維持し、前記リス
ト上の前記ユーザ機器ユニットについてのＩＭＳＩを格納し、
　前記サービスを行う無線ネットワーク制御局或いは前記ドリフト無線ネットワーク制御
局が前記セル更新促進メッセージを前記ユーザ機器ユニットに送信することを特徴とする
請求項１又は２に記載の方法。
【請求項１１】
　さらに、前記接続モードにある前記ユーザ機器ユニットはセル更新手順を実行し、
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　その後、前記接続モードにある前記ユーザ機器ユニットを前記ユーザ機器ユニットにつ
いての前記ＵＴＲＡＮ無線網臨時アイデンティティ（Ｕ－ＲＮＴＩ）で呼出すことを特徴
とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項１２】
　無線ネットワーク制御局を含む無線アクセスネットワークシステムであって、
　前記無線ネットワーク制御局は、該無線ネットワーク制御局の障害を回復させる回復ユ
ニットを有し、
　前記回復ユニットは、
　接続モードにあるユーザ機器ユニットについての環境情報を格納するデータベースと、
　前記無線ネットワーク制御局の障害からの回復時、前記データベースを参照することに
より、前記ユーザ機器ユニットに対するセル更新促進メッセージの送信を開始させる手段
とを有し、
　前記セル更新促進メッセージは前記環境情報を用いる前記ユーザ機器ユニットに対して
宛てられていることを特徴とする無線アクセスネットワークシステム。
【請求項１３】
　無線アクセスネットワークの無線ネットワーク制御局であって、
　前記無線ネットワーク制御局の障害からの回復を行う回復ユニットを有し、
　前記回復ユニットは、
　接続モードにあるユーザ機器ユニットについての環境情報を格納するデータベースと、
　前記無線ネットワーク制御局の障害からの回復時、前記データベースを参照することに
より前記ユーザ機器ユニットに対するセル更新促進メッセージの送信を開始させる手段と
を有し、
　前記セル更新促進メッセージは前記環境情報を用いる前記ユーザ機器ユニットに対して
宛てられていることを特徴とする無線ネットワーク制御局。
【請求項１４】
　前記セル更新促進メッセージは、呼出メッセージであるか、或いは無線資源制御（ＲＲ
Ｃ）システム情報同報メッセージであることを特徴とする請求項１３に記載の無線ネット
ワーク制御局。
【請求項１５】
　前記セル更新促進メッセージは、前記接続モードのＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態或いはＵＲＡ
＿ＰＣＨ状態にある前記ユーザ機器ユニットに対して送信されることを特徴とする請求項
１３に記載の無線ネットワーク制御局。
【請求項１６】
　前記セル更新促進メッセージは、前記接続モードにある複数のユーザ機器ユニットに個
々に送信されることを特徴とする請求項１３に記載の無線ネットワーク制御局。
【請求項１７】
　前記無線ネットワーク制御局は、
　　前記ユーザ機器ユニットの国際移動電話加入者アイデンティティ（ＩＭＳＩ）を格納
し、
　　前記ユーザ機器ユニットの前記国際移動電話加入者アイデンティティ（ＩＭＳＩ）を
用いて前記セル更新促進メッセージについての送信機会を決定することを特徴とする請求
項１６に記載の無線ネットワーク制御局。
【請求項１８】
　前記セル更新促進メッセージは、前記接続モードにある複数のユーザ機器ユニットに対
して集合的に送信されることを特徴とする請求項１３に記載の無線ネットワーク制御局。
【請求項１９】
　前記無線ネットワーク制御局は、前記接続モードにある前記複数のユーザ機器ユニット
の少なくともいくつかに対して前記セル更新促進メッセージを繰り返し送信し、
　前記無線ネットワーク制御局は、前記セル更新促進メッセージのユーザ機器ユニットに
よる複数回受信の可能性にもかかわらず、前記ユーザ機器ユニットがただ一回のセル更新
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を実行するのを容易にするセル更新繰返防止フィールドを前記セル更新促進メッセージに
含ませることを特徴とする請求項１８に記載の無線ネットワーク制御局。
【請求項２０】
　前記セル更新促進メッセージの前記セル更新繰返防止フィールドは、特定のセル更新要
求に関係したカウンタを有し、
　前記ユーザ機器ユニットは、前記カウンタに同じ内容をもつセル更新促進メッセージの
最初の受信を除く全ての受信を無視することを特徴とする請求項１９に記載の無線ネット
ワーク制御局。
【請求項２１】
　前記無線ネットワーク制御局は、ユーザ機器ユニットについての環境情報の、前記無線
ネットワーク制御局における、少なくとも部分的な喪失から回復に関連して、前記セル更
新促進メッセージを送信することを特徴とする請求項１３に記載の無線ネットワーク制御
局。
【請求項２２】
　ユーザ機器ユニットについての環境情報の喪失を被る前記無線ネットワーク制御局はサ
ービスを行う無線ネットワーク制御局であり、
　前記サービスを行う無線ネットワーク制御局は、前記接続モードの重大な状態にあるユ
ーザ機器ユニットのリストを維持し、前記リスト上にある前記ユーザ機器ユニットについ
ての環境情報を格納し、
　前記サービスを行う無線ネットワーク制御局は、前記セル更新促進メッセージを前記ユ
ーザ機器ユニットに送信することを特徴とする請求項２１に記載の無線ネットワーク制御
局。
【請求項２３】
　ユーザ機器ユニットについての環境情報の喪失を被る前記無線ネットワーク制御局はサ
ービスを行う無線ネットワーク制御局であり、
　前記無線アクセスネットワークはさらに、前記サービスを行う無線ネットワーク制御局
により制御される無線アクセス接続をもち、かつ前記接続モードの重大な状態にあるユー
ザ機器ユニットのリストを維持するドリフト無線ネットワーク制御局を有し、
　前記ドリフト無線ネットワーク制御局は、前記セル更新促進メッセージの前記ユーザ機
器ユニットへの送信を開始することを特徴とする請求項２１に記載の無線ネットワーク制
御局。
【請求項２４】
　前記ドリフト無線ネットワーク制御局は前記リスト上のユーザ機器ユニットについての
国際移動電話加入者アイデンティティ（ＩＭＳＩ）を格納し、
　前記ユーザ機器ユニットの前記ＩＭＳＩを用いて、前記セル更新促進メッセージについ
ての送信機会を決定することを特徴とする請求項２３に記載の無線ネットワーク制御局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は２００１年９月１０日出願の米国特許仮出願番号第６０／３１７，９７０号の優
先権と利益とを主張するものであり、その出願はその全体が参照によってここで組み込ま
れる。本願は２００１年５月１１日出願の“総括的解放メッセージを用いた複数の無線接
続の解放（RELEASING PLURAL RADIO CONNECTION WITH OMINIBUS REALEASE MESSAGE）”と
いう名称の米国特許出願シリアル番号第０９／８５２，９１５号（代理人ドケット番号２
３８０－３３６）に関係するものであり、その出願はここでその全体が参照により組み込
まれる。
【０００２】
　本発明は無線通信に関し、特に、基地局を制御する無線アクセスネットワークのノード
におけるある情報の喪失があったときの回復に関するものである。
【背景技術】
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【０００３】
　典型的なセルラ無線システムにおいて、移動体ユーザ機器ユニット（ＵＥ）は無線アク
セスネットワーク（ＲＡＮ）を介して１つ以上のコアネットワークに通信する。そのユー
ザ機器ユニット（ＵＥ）は移動電話（“セルラ”電話）や移動端末を備えたラップトップ
のような移動局でも良く、従って、音声とデータとの内少なくともいずれかを無線アクセ
スネットワークと通信する、例えば、携帯型、ポケット型、手持ち型、コンピュータ内蔵
型、或いは車輌積載型の移動体機器でも良い。
【０００４】
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）は複数のセル領域に分割された地理的な領域をカ
バーし、各セル領域は基地局によってサービスを受ける。セルは地理的な領域であり、そ
こには無線カバレッジが基地局のある場所の無線基地局装置によって備えられる。各セル
はユニークなアイデンティティにより識別され、それがそのセルにおいて同報される。基
地局は空中インタフェース（例えば、無線周波数）により基地局の範囲内でユーザ機器ユ
ニット（ＵＥ）と通信を行なう。無線アクセスネットワークでは、いくつかの基地局は通
常は無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）と（例えば、ランドライン或いはマイクロ波によ
り）接続されている。また、無線ネットワーク制御局は、しばしば基地局制御局（ＢＳＣ
）とも呼ばれ、そこに接続されている複数の基地局の種々のアクティビティを監視し調整
する。無線ネットワーク制御局は通常は１つ以上のコアネットワークに接続されている。
【０００５】
　無線アクセスネットワークの一例は、世界規模の移動体通信サービス（ＵＭＴＳ）の地
上無線アクセス網（ＵＴＲＡＮ）である。ＵＭＴＳは、いくつかの点については、欧州で
開発された汎欧州デジタル移動電話方式（ＧＳＭ）として知られる無線アクセス技術上に
構築した第３世代のシステムである。ＵＴＲＡＮは本質的には、ユーザ機器ユニット（Ｕ
Ｅ）に広帯域符号分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）を提供する無線アクセスネットワークで
ある。第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）はＵＴＲＡＭとＧＳＭを基本
とする無線アクセスネットワーク技術をさらに進歩させることに着手した。
【０００６】
　当業者であれば認識するように、Ｗ－ＣＤＭＡ技術においては、共通の周波数バンドに
よりユーザ機器ユニット（ＵＥ）と複数の基地局との間の同時通信が可能になる。共通の
周波数バンドを占有している信号は、高速の擬似ランダム（ＰＮ）符号の使用に基づくス
ペクトラム拡散ＣＤＭＡ波形の特質により受信局において判別される。これらの高速ＰＮ
コードが用いられて、基地局とユーザ機器ユニット（ＵＥ）から送信される信号を変調す
る。異なるＰＮコード（或いは、時間的なオフセットのあるＰＮコード）を用いる送信局
では、受信局で別々に復調される信号を生成する。また、高速のＰＮ復調により受信局は
、送信信号のいくつかの明瞭に異なる伝播経路を結合することにより、単一の送信局から
の受信信号をうまく生成することができる。それ故に、ＣＤＭＡでは、ユーザ機器ユニッ
ト（ＵＥ）は、１つのセルから別のセルへの接続のハンドオフがなされるときに、周波数
を切り換える必要はない。その結果、宛先のセルは、発信元のセルが接続のサービスを続
けると同時に、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）への接続をサポートできる。ユーザ機器ユニ
ット（ＵＥ）は、ハンドオーバ期間には常に少なくとも１つのセルを通して通信を行なっ
ているので、呼に対する中断はない。それ故に、これを“ソフトハンドオーバ”という。
ハードハンドオーバとは対照的に、ソフトハンドオーバは“切断前接続（make-before-br
eak）”切り換え動作である。
【０００７】
　ＵＴＲＡＮには、関心のあるいくつかのインタフェースがある。無線ネットワーク制御
局（ＲＮＣ）とコアネットワークとの間のインタフェースは、“Ｉｕ”インタフェースと
名づけられる。無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）とその基地局（ＢＳ）との間のインタ
フェースは、“Ｉｕｂ”インタフェースと名づけられる。ユーザ機器ユニット（ＵＥ）と
基地局との間のインタフェースは、“空中インタフェース”或いは“無線インタフェース
”或いは“Ｕｕインタフェース”として知られている。幾つかの例では、接続にはサービ
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スを行なう或いはソースＲＮＣ（ＳＲＮＣ）とターゲット或いはドリフトＲＮＣ（ＤＲＮ
Ｃ）の両方を関与させ、ＳＲＮＣでは接続を制御するがその接続の１つ以上のダイバーシ
ティ・レッグがＤＲＮＣによって扱われる。ＲＮＣ間転送リンクは、ソースＲＮＣとドリ
フト或いはターゲットＲＮＣとの間での制御及びデータ信号の転送のために用いられ、ダ
イレクトリンク或いはロジカルリンクでも良い。無線ネットワーク制御局間（例えば、サ
ービスを行なうＲＮＣ（ＳＲＮＣ）とドリフトＲＮＣ（ＤＲＮＣ）との間）でのインタフ
ェースは、“Ｉｕｒ”インタフェースと名づけられる。
【０００８】
　無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）はＵＴＲＡＮを制御する。その制御の役割を成し遂
げるときに、ＲＮＣはＵＴＲＡＮの資源を管理する。ＲＮＣによって管理されるそのよう
な資源は、（とりわけ）基地局により送信されるダウンリンク（ＤＬ）電力、基地局によ
り感知されるアップリンク（ＵＬ）の干渉、及び基地局に位置するハードウェアを含んで
いる。
【０００９】
　当業者は、あるＲＡＮ－ＵＥ接続に関して、ＲＮＣはサービスを行なうＲＮＣ（ＳＲＮ
Ｃ）の役割或いはドリフトＲＮＣ（ＤＲＮＣ）の役割をもつことができることを認識する
であろう。もし、ＲＮＣがサービスを行なうＲＮＣ（ＳＲＮＣ）であれば、そのＲＮＣは
ユーザ機器ユニット（ＵＥ）との接続を担当し、例えば、無線アクセスネットワーク（Ｒ
ＡＮ）内での接続を完全に制御する。サービスを行うＲＮＣ（ＳＲＮＣ）はコアネットワ
ークに接続される。これに対して、もしそのＲＮＣがドリフトＲＮＣ（ＤＲＮＣ）であれ
ば、それはユーザ機器ユニット（ＵＥ）との接続に必要な無線資源を（ドリフトＲＮＣ（
ＤＲＮＣ）により制御されるセル内で）供給することによりサービスを行なうＲＮＣ（Ｓ
ＲＮＣ）をサポートする。ドリフト無線ネットワーク制御局（ＤＲＮＣ）とドリフト無線
ネットワーク制御局（ＤＲＮＣ）によるＩｕｂインタフェースにより制御される基地局と
を含むシステムは、ここでは、ＤＲＮＣサブシステム或いはＤＲＮＳとして参照される。
ＲＮＣは、Ｉｕｂインタフェースによりそれに接続される基地局に対する制御を行うＲＮ
Ｃ（ＣＲＮＣ）であると言える。このＣＲＮＣの役割はＵＥ特有のものではない。ＣＲＮ
Ｃはとりわけ、Ｉｕｂインタフェースによりそれに接続される基地局におけるセルについ
て無線資源の管理を扱う任務がある。
【００１０】
　ＵＴＲＡＮインタフェース（Ｉｕ、Ｉｕｒ、Ｉｕｂ）は２つのプレーンをもっている。
即ち、制御プレーン（ＣＰ）とユーザプレーン（ＵＰ）である。ＵＴＲＡＮを制御するた
めに、異なる通信ノードにおける無線ネットワークアプリケーションは、制御プレーンプ
ロトコルを用いることにより通信を行う。ＲＡＮＡＰはＩｕインタフェースについての制
御プレーンプロトコルであり、ＲＮＳＡＰはＩｕｒインタフェースについての制御プレー
ンプロトコルであり、そして、ＮＢＡＰはＩｕｂインタフェースについての制御プレーン
プロトコルである。これらの制御プレーンプロトコルは、信頼性のあるシングナリングベ
アラにより転送される。無線インタフェースにおいて送受信されるデータの転送はユーザ
プレーン（ＵＰ）において発生する。そのユーザプレーンでは、データは信頼性のないシ
ングナリングベアラにより転送される。サービスを行う無線ネットワーク制御局（ＳＲＮ
Ｃ）は、サービスを行う無線ネットワーク制御局（ＳＲＮＣ）とドリフト無線ネットワー
ク制御局（ＤＲＮＣ）との間で必要な転送ベアラを確立する任務がある。
【００１１】
　ユーザ機器ユニット（ＵＥ）は、２つのモード、即ち、アイドルモードと接続モードと
をもつものとして無線資源制御（ＲＲＣ）の観点から抽象化される。図１０は、これら２
つのモードをもつユーザ機器ユニット（ＵＥ）に関係した状態モデルを示している。電源
投入後はアイドルモードに入る。アイドルモードでは、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）とＵ
ＴＲＡＮとの間に接続はない。接続が確立されたとき、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）には
Ｕ－ＲＮＴＩが割当てられ、そのユーザ機器ユニット（ＵＥ）は接続モードに入る。Ｕ－
ＲＮＴＩ（ＵＴＲＡＮ無線網臨時アイデンティティ）は全的なアイデンティティであり、
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それはＵＴＲＡＮのどのセルでも使用される。
【００１２】
　接続モードには、４つの異なった状態がある。即ち、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態、ＣＥＬＬ
＿ＦＡＣＨ状態、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、及びＵＲＡ＿ＰＣＨ状態である。以下に、簡単
に説明するように、各状態はアクティビティの異なったレベルを反映している。
【００１３】
　ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態は、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）に割当てられた専用チャネル（
ＤＣＨ）があることによって特徴付けられる。マクロダイバーシティがいくつかのセルの
ＤＣＨの間で用いられても良い。ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態では、ユーザ機器ユニット（ＵＥ
）とＵＴＲＡＮとの間でのシグナリングメッセージの送信のために用いられる専用制御チ
ャネル（ＤＣＣＨ）がある。
【００１４】
　ＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態では、専用物理チャネルが割当てられるのではなく、ユーザ機
器ユニット（ＵＥ）は選択セルに属するダウンリンクにおいて共通チャネル（ＦＡＣＨ）
を連続的に聴取している。アップリンクにおいては、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）は通常
ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）を用いる。各セル再選択において、ユーザ機器ユ
ニット（ＵＥ）はネットワークをその現在のセル位置で更新する。この状態では、ユーザ
機器ユニット（ＵＥ）とＵＴＲＡＮとの間のシグナリングメッセージの送信に用いられる
専用制御チャネル（ＤＤＣＨ）がある。ＤＣＣＨは無線網臨時アイデンティティ（Ｕ－Ｒ
ＮＴＩ或いはＣ－ＲＮＴＩ）を全てのシグナリングメッセージに付加し、従って、個々の
ＵＥをアドレスすることにより実施される。前に述べたように、Ｕ－ＲＮＴＩ（ＵＴＲＡ
Ｎ　ＲＮＴＩ）は全的なアイデンティティであり、それはＵＴＲＡＮのいずれのセルでも
使用される。Ｃ－ＲＮＴＩ（セルＲＮＴＩ）は単一のセルにおいて重要なだけであり、各
セル毎に再割当てされねばならない。これに対して、Ｃ－ＲＮＴＩはＵ－ＲＮＴＩにより
かなり短く、それは用いられるときに無線インタフェースによる空間を節約する。また、
この状態では、例えば、ＲＮＣ境界でのセル再選択後のようなＳＲＮＣへの接続が利用可
能ではないときに、ＣＥＬＬ　ＵＰＤＡＴＥ或いはＵＲＡ　ＵＰＤＡＴＥメッセージがＤ
ＲＮＣに送信されるときに用いられるＣＣＣＨ（共通制御チャネル）がある。
【００１５】
　ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態では、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）は選択セルの呼出チャネル（
ＰＣＨ）を監視する。ＰＣＨでは、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）は不連続な受信（ＤＲＸ
）を利用して電力を節約し、そして、いつ聴取するのかについての方式は、ユーザ機器ユ
ニット（ＵＥ）毎を基本にネットワークとユーザ機器ユニット（ＵＥ）との間で合意がと
られる。また、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態では、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）はネットワーク
をセル再選択時に現在のセル位置を更新する。ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態では、ＤＣＣＨは利
用可能ではない。ＰＣＨでは、個々のユーザ機器ユニット（ＵＥ）をアドレスする手段が
（Ｕ－ＲＮＴＩを用いて）存在するが、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）はネットワークへの
どんなシグナリングメッセージを転送することもできない。
【００１６】
　ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態はＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態とほとんど同一である。その違いは、ユー
ザ機器ユニット（ＵＥ）がＵＲＡ境界を越えた後にはその位置のネットワークを更新する
だけにある。ＵＲＡ（ＵＴＲＡＮ登録領域）はセルのグループである。これは、この状態
において、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）の位置が一般にはＵＲＡレベルにおいてのみ知ら
れることを意味している。
【００１７】
　ＲＲＣ接続モードのＣＥＬＬ＿ＰＣＨとＵＲＡ＿ＰＣＨの状態において、ユーザ機器ユ
ーザ（ＵＥ）はＲＲＣページタイプ１を聴取する（例えば、非特許文献１を参照）。ＲＲ
Ｃページタイプ１において、呼出されたＵＥはＵＴＲＡＮアイデンティティ（Ｕ－ＲＮＴ
Ｉ）によってアドレスされる。図１１に示されているように、Ｕ－ＲＮＴＩは実際には２
つの部分、特に、１２ビットのＳＲＮＣ－ｉｄ情報要素部と２０ビットのＳ－ＲＮＴＩ情
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報要素部とを有している。ＳＲＮＣ－ｉｄ情報要素は通常、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）
にサービスを行うＳＲＮＣの識別子である。Ｓ－ＲＮＴＩ情報要素はそのＳＲＮＣ内でユ
ーザ機器ユニット（ＵＥ）を区別するＳＲＮＣにより割当てられる番号である。
【００１８】
　ユーザ機器ユニット（ＵＥ）がアイドルモードにあるとき、これに対して、ＣＮアイデ
ンティティ（ＴＭＳＩ）は呼出のために用いられる。ＴＭＳＩ（一時的な移動局識別子）
は通常、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）に割当てられるが一方、そのユーザ機器ユニット（
ＵＥ）はあるマルチセル領域にいる。残念なことに、ＣＮアイデンティティ（ＴＭＳＩ）
は、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）がＲＲＣ接続モードのＣＥＬＬ＿ＰＣＨとＵＲＡ＿ＰＣ
Ｈの状態にあるとき、呼出をするために用いることができない。これは、ＣＮアイデンテ
ィティ（ＴＭＳＩ）がそのユーザ機器ユニット（ＵＥ）が最初にＲＲＣ接続を確立し位置
の更新を実行した位置領域においてのみ正当なものであるからである。接続確立と位置更
新の後に、接続モードにあるユーザ機器ユニット（ＵＥ）が別の位置領域（ＬＡ）に移動
するなら、さらなる位置更新の手順は発生しない（なぜなら、位置更新手順は実行されな
いが、その一方でユーザ機器ユニット（ＵＥ）は接続モードにあるからである）。それ故
に、接続モードでは、ＵＴＲＡＮアイデンティティ（Ｕ－ＲＮＴＩ）が、ＣＮアイデンテ
ィティ（ＴＭＳＩ）の代わりに、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）を呼出すのに用いられる。
【非特許文献１】３ＧＰＰ（第３世代パートナーシッププロジェクト）ＴＳ（技術仕様）
２５．３１１，ＲＲＣプロトコル仕様（3GPP TS 25.311, RRC Protocol Specification）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　残念なことに、無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）ノードの障害の後、そのＲＮＣに接
続されているユーザ機器ユニットについてのある関連情報は喪失してしまう。その結果、
そのユーザ機器ユニットはＵＴＲＡＮが到達しえないものとなるであろう。例えば、その
喪失情報が接続モードにおけるユーザ機器ユニットのＵ－ＲＮＴＩを含むなら、そのユー
ザ機器ユニットの呼出は不可能である。その結果、そのユーザ機器ユニットが次に位置更
新（例えば、定期的なセル更新或いは定期的なＵＲＡ更新）を実行するまでは、そのユー
ザ機器ユニットは“ハングしたＵＥ”という状態になるであろう。そのような定期的な更
新（定期的なセル更新或いは定期的なＵＲＡ更新）は、例えば、定期的セル更新タイマや
定期的ＵＲＡ更新タイマのような適当なタイマの時間切れにより促される。しかしながら
、これらのタイマの時間切れは通常、かなり長いものであり、３０分から１時間のオーダ
である。適切に、定期的なセル更新或いは定期的なＵＲＡ更新が実行されるまで、影響を
受けたユーザ機器ユニットには到達することができない。１つの救済的な手段はそれらの
タイマの時間切れを短くすることであるかもしれないが、そのように短くすることは、（
定期的な更新が増加するために）それに対応して通常の動作中におけるシグナリング負荷
が増加する結果となり、これは望まれないことである。
【００２０】
　そのようなＲＮＣ障害の後、コアネットワーク（ＣＮ）により開始されＵｕインタフェ
ース（例えば、無線インタフェース）によるＵＴＲＡＮにより送信される呼出があり得る
が、そのような呼出は、ＣＮアイデンティティ（ＴＭＳＩ）によりアドレスされるであろ
う。しかしながら、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨとＵＲＡ＿ＰＣＨの状態にあるユーザ機器ユニット
（ＵＥ）は単にそのような試行呼出を無視するであろう。
【００２１】
　従って、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）環境の部分的な損失がある場合（即ち、ＵＥ環境
の情報（Ｕ－ＲＮＴＩ）があるユーザ機器ユニットに対して失われること）、ＵＥ環境を
喪失したユーザ機器ユニット自身は本質的に喪失したのであり、呼出を受けることはでき
ない。それらのユーザ機器ユニットにとって、現在の無線アクセスネットワーク方式にお
いて、そのユーザ機器ユニットを再度獲得する可能性はなく、むしろ、セルにおける送信
を切断するか或いはそのセルを閉鎖するという抜本的な手段があるだけである。そのよう
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な抜本的な手段は、環境情報を喪失してはいない他のユーザ機器ユニットに悪い影響を与
えることになる。
【００２２】
　上述の問題は様々な場合に生じる。例えば、ＳＲＮＣとＣＲＮＣとが１つであり、同じ
であるときに、その問題は生じる。その問題はまた、サービスを行うＲＮＣ（ＳＲＮＣ）
がユーザ機器ユニット（ＵＥ）が現在位置するセルを制御するＲＮＣではない、即ち、ユ
ーザ機器ユニットがＩｕｒインタフェースを介してＳＲＮＣに接続されているときにも生
じる。ＳＲＮＣがリセットされる場合、ＳＲＮＣにはこれ以上到達不可能であるか、或い
は環境が更新される必要があることをこれらの状態ではユーザ機器ユニットに伝える機構
はない。
【００２３】
　それ故に、必要なことは、そして、本発明の目的は、ＲＮＣ障害後に発生するようなユ
ーザ機器ユニットの環境情報（例えば、Ｕ－ＲＮＴＩ）の喪失後、接続モードのある重要
な局面において、さもなければ喪失される（例えば、ハングする）ユーザ機器ユニットの
回復技術である。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　無線アクセスネットワークの改良された無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）ノードは、
接続モードにあるユーザ機器ユニットについての環境情報を格納し、そのユーザ機器ユニ
ットに送信されるセル更新促進メッセージを創始する。その格納された環境情報は、ユー
ザ機器ユニットにそのセル更新促進メッセージを宛先にする環境強化された無線ネットワ
ーク制御局（ＲＮＣ）ノードにより用いられる。（接続モードにある）ユーザ機器ユニッ
トが促進されたセル更新手順を実行した後、そのようなユーザ機器ユニット（ＵＥ）は従
来の呼出メッセージにより呼出される。環境強化型の無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）
ノードを備えた本発明は、特に、（例えば）接続モードのＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態或いはＵ
ＲＡ＿ＰＣＨ状態のような、接続モードの重大な状態にあるユーザ機器ユニットに対して
適している。
【００２５】
　ＵＥ環境情報の格納と環境強化型の無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）ノードによるセ
ル更新促進メッセージの開始とは特に、無線アクセスネットワークの無線ネットワーク制
御局（ＲＮＣ）ノードの障害時やリセット時に都合が良い。そのような障害は通常、障害
を起こした無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）ノードにおける、ユーザ機器ユニットの環
境情報（例えば、ユーザ機器ユニットについてのＵＴＲＡＮ無線網臨時アイデンティティ
（Ｕ－ＲＮＴＩ））の少なくとも部分的な喪失が関係している。
【００２６】
　本発明の１つの態様では、障害を起こしたＲＮＣノードは、ユーザ機器ユニットが留ま
るセルに関してサービスを行うＲＮＣノードとＣＲＮＣノードの両方としての役目を果た
す環境強化型の無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）ノードである。この第１の態様では、
ＣＲＮＣ／ＳＲＮＣノードは、接続モードの重大な状態にあるユーザ機器ユニットのリス
トを維持するＲＮＣ回復ユニットをもっている。その障害とリセットの後、ＣＲＮＣ／Ｓ
ＲＮＣは（そのＣＲＮＣ／ＳＲＮＣにより制御されるセルにいる）ユーザ機器ユニットに
セル更新促進メッセージを送信する。
【００２７】
　本発明の第２の態様では、障害を起こしたＲＮＣノードはサービスを行うＲＮＣノード
であり、そのノードのために環境強化型の無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）ノードはド
リフトＲＮＣ（ＤＲＮＣ）ノードとしての役目を果たす。本発明の第２の態様に従えば、
ユーザ機器ユニットについての環境情報の喪失を被る無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）
ノードがＳＲＮＣノードとしての役目を果たすが、その接続についてのセル資源はドリフ
トＲＮＣ（ＤＲＮＣ）により制御されるとき、環境強化型のＤＲＮＣノードのＳＲＮＣ回
復ユニットは接続モードの重大な状態にあるユーザ機器ユニットのリストを維持する。そ
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のＳＲＮＣノードのリセット後、ＤＲＮＣノードはユーザ機器ユニットにセル更新促進メ
ッセージの送信を開始する。
【００２８】
　セル更新促進メッセージは種々の形式をとることができる。例えば、１つの面からする
と、そのセル更新促進メッセージは呼出メッセージでも良い。別の面から見ると、セル更
新促進メッセージは無線資源制御（ＲＲＣ）システム情報同報メッセージでも良い。
【００２９】
　セル更新促進メッセージの送信／同報の方法もまた、変化があってよい。例えば、セル
更新促進メッセージは、接続モードの重大な状態にある複数のユーザ機器ユニットに個々
に送信されても良い。特定のユーザ機器ユニットにセル更新促進メッセージをいつ送信す
るのかを知るために、環境強化型のＲＮＣはまた、接続モードにあるユーザ機器ユニット
の国際移動電話加入者アイデンティティ（ＩＭＳＩ）を格納する。そのＩＭＳＩは環境強
化型のＲＮＣにより利用されて、そのユーザ機器ユニットについての呼出機会を決定、例
えば、そのユーザ機器ユニットが呼出チャネルを聴取しているであろう時点を決定する。
環境強化型のＤＲＮＣがそのリスト上にあるユーザ機器ユニットについてのＩＭＳＩを取
得するために、ＳＲＮＣはそのＤＲＮＣに接続モードの重大な状態にあるユーザ機器ユニ
ットについてのＩＭＳＩを送信する。ＳＲＮＣからＤＲＮＣへのＩＭＳＩのそのような送
信は、例えば、ダウンリンク（ＤＬ）シグナリング転送メッセージを用いて発生できる。
【００３０】
　或いは、セル更新促進メッセージは、接続モードの重大な状態にある複数のユーザ機器
ユニットに対して集合的に送信しても良い。そのセル更新促進メッセージが関係する複数
のユーザ機器ユニットは、障害のあるＲＮＣのＳＲＮＣアイデンティティ、或いはそれら
複数のユーザ機器ユニットに関係したグループアドレスを用いてアドレスされる。そのよ
うなグループアドレスは、例えば、障害のあるＳＲＮＣのＳＲＮＣアイデンティティとＳ
－ＲＮＴＩ情報要素の選択ビットとを用いて形成される。
【００３１】
　セル更新促進メッセージが接続モードの重大な状態にある複数のユーザ機器ユニットの
少なくともいくつかに対して繰り返し送信されるとき、本発明の１つの面からすれば、そ
のセル更新促進メッセージのユーザ機器ユニットによる複数回受信の可能性があるにもか
かわらず、ユーザ機器ユニットの負荷がただ一回のセル更新を実行するのを容易にするフ
ィールドを含んでも良い。例えば、そのフィールドは値をもつタグ或いはカウンタを有す
ることができる。ユーザ機器ユニットがそのカウンタについて一定の値を含むセル更新促
進メッセージによりアドレスされ、そのセル更新を実行した後、ユーザ機器ユニットは、
そのタグの値やカウンタが変化していないセル更新促進メッセージのさらなる送信に対し
ては応答しない（例えば、さらなるセル更新を実行しない）。
【００３２】
　本発明の前述などの目的と特徴と利点とは、添付図面において図示されるように好適な
実施例についての次のより具体的な記述から明らかになるであろう。その添付図面におい
て、参照記号は種々の図面を通じて同じ部分に言及している。その図面は、必ずしもスケ
ールをきちんを決める必要はなく、その代わりに本発明の原理を図解することに重きが置
かれている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　次の記載では、限定ではなく説明を目的として、本発明の完全な理解を提供するために
特定のアーキテクチュア、インタフェース、技術などの具体的な詳細が説明される。しか
しながら、本発明がこれらの詳細な説明から離れた他の実施例において実践されても良い
ことが当業者には明らかである。他の例では、公知の機器、回路、及び方法の詳細な説明
は、不必要な詳細な説明により本発明の説明をあいまいなものとしないように省略される
。さらにその上、個々の機能ブロックが図面のいくつかには示されている。当業者であれ
ば、個々のハードウェア回路と、適切にプログラムされたデジタルマイクロプロセッサ或
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いは汎用コンピュータとの関連で機能するソフトウェアと、アプリケーション専用集積回
路（ＡＳＩＣ）と、１つ以上のデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）との少なくともいずれ
かを用いて、これらの機能が実現されても良いことを認識するであろう。
【００３４】
　本発明の第１の態様は、図１Ａに示される世界規模の移動体通信（ＵＭＴＳ）１０の非
限定的な例の環境下で説明される。雲形１２として示されている代表的な接続指向の外部
コアネットワークは、例えば、公衆交換電話ネットワーク（ＰＳＴＮ）と統合型サービス
デジタルネットワーク（ＩＳＤＮ）との内、少なくともいずれかで良い。雲形１４として
示されている代表的な非接続型の外部コアネットワークは、例えば、インターネットでも
良い。両方のコアネットワークはそれらが対応するサービスノード１６に接続される。Ｐ
ＳＴＮ／ＩＳＤＮの接続指向型ネットワーク１２は回路交換サービスを提供する移動体交
換センタ（ＭＳＣ）ノード１８として示されている接続指向型のサービスノードに接続さ
れる。インターネットのような非接続指向型のネットワーク１４は、しばしば、サービス
を行なうＧＰＲＳサービスノード（ＳＧＳＮ）として言及されるパケット交換型のサービ
スを提供するためにあつらえられた汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）ノード２０に
接続される。
【００３５】
　コアネットワークサービスノード１８と２０の夫々は、Ｉｕインタフェースとして言及
されている無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）インタフェースによりＵＭＴＳの地上無
線アクセス網（ＵＴＲＡＮ）２４に接続している。ＵＴＲＡＮ２４は１つ以上の無線ネッ
トワーク制御局（ＲＮＣｓ）２６を含んでいる。説明を単純にするために、図１ＡのＵＴ
ＲＡＮ２４には２つだけのＲＮＣノード、特に、ＲＮＣ２６1とＲＮＣ２６2とが示されて
いる。各ＲＮＣ２６は複数の基地局（ＢＳ）２８に接続されている。例えば、再び説明を
簡単にするために、２つの基地局ノードが各ＲＮＣ２６に接続されているように示されて
いる。この点について、ＲＮＣ２６1は基地局２８1-1と基地局２８1-2にサービスを行な
う一方、ＲＮＣ２６2は基地局２８2-1と基地局２８2-2にサービスを行なう。異なる数の
基地局が各ＲＮＣによりサービスを受け、ＲＮＣは同じ数の基地局にサービスを行なう必
要はないことが認識される。さらにその上、図１ＡはＲＮＣがＩｕｒインタフェースによ
りＵＴＲＡＮ２４において１つ以上の別のＲＮＣに接続されることを示している。さらに
、当業者であれば、基地局はしばしば、この技術分野では、無線基地局、ノードＢ、或い
はＢノードとして言及されることを認識するであろう。
【００３６】
　図示された実施例において、説明を簡単にするために、各基地局２８は１つのセルにサ
ービスを行なうものとして示されている。各セルは各基地局を囲む円によって表現されて
いる。しかしながら、基地局は１個以上のセルに対して空中インタフェースにより通信を
行なうためにサービスを行っても良いことが当業者には認識されるであろう。例えば、２
つのセルが同じ基地局のサイトに位置する資源を用いても良い。
【００３７】
　図１Ａに示されているユーザ機器ユニット（ＵＥ）３０のようなユーザ機器ユニット（
ＵＥ）は、１つ以上のセル或いは１つ以上の基地局（ＢＳ）２８と無線或いは空中インタ
フェース３２を介して通信をする。無線インタフェース３２とＩｕインタフェースとＩｕ
ｂインタフェースとＩｕｒインタフェースの各々は、図１Ａにおいて、一点鎖線で示され
ている。
【００３８】
　無線接続は、ＣＤＭＡ拡散コードを用いて割当てられた個々の無線チャネルを備えた広
帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）に基づくのが好ましい。もちろん、他の接続方法が
採用されても良い。ＷＣＤＭＡはマルチメディアサービスと他の高速送信要求のための広
帯域とダイバーシティハンドオフとＲＡＫＥ受信機のような耐性の強い特徴とを備え、高
品質を保証している。
【００３９】
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　ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態において、各ユーザ移動局或いは機器ユニット（ＵＥ）３０には
それ自身のスクランブルコードが割当てられ、基地局２８がその特定のユーザ機器ユニッ
ト（ＵＥ）からの送信を識別するとともに、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）がそのユーザ機
器ユニットに対して意図された基地局からの送信をその同じ領域に存在する他の全ての送
信と雑音の全てから識別する。
【００４０】
　１つの基地局２８と複数のユーザ機器ユニット（ＵＥｓ）３０との間には制御データと
ユーザデータの転送のために、異なるタイプのチャネルが存在するかもしれない。例えば
、フォワード或いはダウンリンク方向には、汎用同報チャネル（ＢＣＨ）、呼出チャネル
（ＰＣＨ）、共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ）、及び、フォワードアクセスチャネ
ル（ＦＡＣＨ）を含むいくつかのタイプの同報チャネルがあり、ユーザ機器ユニット（Ｕ
Ｅ）に対して種々の別のタイプの制御メッセージを提供している。フォワードアクセスチ
ャネル（ＦＡＣＨ）はまたユーザデータを搬送するために用いられる。リバース或いはア
ップリンク方向には、位置登録、呼の開始、呼出応答、及び他のタイプのアクセス動作を
実行するためにアクセスが必要とされるときはいつでも、ランダムアクセスチャネル（Ｒ
ＡＣＨ）がユーザ機器ユニット（ＵＥ）により用いられる。ランダムアクセスチャネル（
ＲＡＣＨ）はまた、あるユーザデータ、例えばウェブブラウザアプリケーションのための
、例えばベストエフォートパケットデータを搬送するのに用いられる。専用チャネル（Ｄ
ＣＨ）が割当てられてユーザ機器ユニット（ＵＥ）との実質的な呼の通信を搬送しても良
い。制御チャネルによりセットアップされると、トラフィックチャネル（ＴＣＨ）が割当
てられてユーザ機器ユニット（ＵＥ）との実質的な呼の通信を搬送しても良い。トラフィ
ックチャネルのいくつかは共通トラフィックチャネルでも良いが、他のトラフィックチャ
ネルは専用トラフィックチャネル（ＤＣＨ）で良い。
【００４１】
　図２は、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）３０と無線ネットワーク制御局２６と基地局２８
のような例示的なノードの選択された概要を示している。図２に示されたユーザ機器ユニ
ット（ＵＥ）３０は、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）により要求された種々の動作を制御す
るデータ処理制御ユニット３１を含んでいる。ＵＥのデータ処理制御ユニット３１は、ア
ンテナ３５に接続された無線トランシーバ３３への制御信号とデータとを提供する。
【００４２】
　図２に示されている無線ネットワーク制御局２６と基地局２８の例は、夫々が、ＲＮＣ
２６とユーザ機器ユニット（ＵＥｓ）３０との間での通信を行うのに必要とされる数多く
の無線とデータの処理動作を実行する対応するデータ処理制御ユニット３６と３７とを夫
々含む無線ネットワークノードである。基地局のデータ処理制御ユニット３７によって制
御される機器の一部は、１つ以上のアンテナ３９に接続される複数の無線トランシーバ３
８を含む。
【００４３】
　本発明の態様では、無線ネットワーク制御局は、接続モードにあるユーザ機器ユニット
についての環境情報（例えば、“ＵＥ環境情報”或いは“ＵＥ環境”）を格納し、特定の
接続点では、そのようなユーザ機器ユニットに対してセル更新促進メッセージの送信を発
生或いは開始させる特別のユニットを含む。そのような特別なユニットをもつか、さもな
ければ、本発明の利点を備える無線ネットワーク制御局はここでは、しばしば、“環境強
化型の”或いは“改良型”の無線ネットワーク制御局或いはＲＮＣノードとして言及され
る。明らかになることであるが、環境情報の格納とセル更新促進メッセージの創始とは特
に、接続モードの重大な状態（例えば、接続モードのＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態或いはＵＲＡ
＿ＰＣＨ状態）にあるユーザ機器ユニットに適したものである。
【００４４】
　上述した特別なユニット或いは改良型ＲＮＣ機能の実行の原因になる重要な情勢或いは
事象とは、無線アクセスネットワークの無線ネットワーク制御局の故障とそれに続くリセ
ットである。本発明の第１の態様では、図１Ａと図４Ａとに関連してまず以下に説明する
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ように、故障の起きたＲＮＣノードは環境強化型の無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）ノ
ードそれ自身であり、それはユーザ機器ユニットが留まっているセルに対してサービスを
行うＲＮＣノードとＣＲＮＣノードの両方として役目を果たしている。本発明の第２の態
様では、図１Ａと図４Ａとに関連してまず以下に説明するように、故障の起きたＲＮＣノ
ードはサービスを行うＲＮＣノードであり、そのノードのために環境強化型のＲＮＣノー
ドはドリフトＲＮＣノード（ＤＲＮＣ）としての役目を果たす。
【００４５】
　図１Ａに図示されているように本発明の第１の態様では、先に言及された特別のユニッ
トはＲＮＣ回復ユニットとして示されている、結局のところ、図１Ａでは、無線ネットワ
ーク制御局（ＲＮＣ）２６1はＲＮＣ回復ユニット１００1をもち、無線ネットワーク制御
局（ＲＮＣ）２６2はＲＮＣ回復ユニット１００2をもつ。図１Ａに示された態様は特に、
重要な情勢或いは事象を経験しているＲＮＣがユーザ機器ユニット（ＵＥ）３０に関与す
る接続についてＣＲＮＣとＳＲＮＣの両方としての役目を果たしているときに適用可能で
ある。図１Ａにおいて、例えば、無線ネットワーク制御局２６1は、そのユーザ機器ユニ
ット（ＵＥ）３０が現在位置するセルの基地局２８1-1を制御している。
【００４６】
　図２に見られるように、ＲＮＣノードのためのＲＮＣ回復ユニット１００は、接続モー
ドの重大な状態（例えば、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態或いはＵＲＡ＿ＰＣＨ状態）にあるユー
ザ機器ユニットについてのＵＥ環境データベース１０２を維持している。ＵＥ環境データ
ベース１０２は、重大な状態（例えば、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態或いはＵＲＡ＿ＰＣＨ状態
）にあるユーザ機器ユニットに関与する各接続についての行をもつテーブルとして概念的
に表わすことができる。ＵＥ環境データベース１０２のテーブルの各行には、その接続に
ついての接続識別子としての役目を果たすフィールド１０４と、そのユーザ機器ユニット
（ＵＥ）についての環境情報が格納されるフィールド１０５とを含む（ＵＥ環境データベ
ース１０２では列として示されている）一連のフィールドがある。
【００４７】
　ユーザ機器ユニットについての“環境情報”の内容、即ち、ＵＥ環境は当業者には知ら
れたものである。国際移動電話加入者アイデンティティ（ＩＭＳＩ）が、無線資源制御（
ＲＲＣ）接続がセットアップされるとき、ＲＡＮＡＰ　ＣＯＭＭＯＮ　ＩＤメッセージに
おいて、コアネットワーク（ＣＮ）からＳＲＮＣノードにおいて最終的には受信される。
国際移動電話加入者アイデンティティ（ＩＭＳＩ）（これは数字１５個を超えない）は３
つの要素を有している。即ち、移動局の国コード（ＭＣＣ）［数字３個］、移動局ネット
ワークコード（ＭＮＣ）［数字２個或いは３個］、移動電話加入者識別番号（ＭＳＩＮ）
である。個々のユーザ機器ユニットについての呼出機会を決定するのに関連したＩＭＳＩ
の使用について次に説明する。
【００４８】
　改良型無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）がＳＲＮＣであるとき、その環境情報はさら
に、とりわけ、次のパラメータ、即ち、Ｃ－ＩＤ、Ｄ－ＲＮＴＩ、そしてユーザ機器ユニ
ット（ＵＥ）が現在位置しているＤＲＮＣのＲＮＣアイデンティティを含む。そのＤ－Ｒ
ＮＴＩパラメータはＳ－ＲＮＴＩパラメータに類似しているが、ＤＲＮＣにおけるＵＥ環
境情報を識別する。Ｃ－ＩＤパラメータは、ＵＥが現在位置するセルのアイデンティティ
である。Ｃ－ＩＤパラメータは、ＵＲＡ＿ＰＣＨの状態にあるユーザ機器ユニット（ＵＥ
）の位置がセルレベルでは知られるのではなく、むしろＵＲＡレベル（１つのＵＲＡレベ
ルとして定義されるセルグループ）で知られるので、ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥに適
用可能なのではない。なお、ＲＮＣアイデンティティパラメータに関して、ＣＥＬＬ＿Ｄ
ＣＨ状態では多くの同時的な無線リンク（ＲＬｓ）があって良く、それでＵＥへの接続の
脚（ｌｅｇ）を扱う（少なくとも理論的には）同数のＲＮＣが考えられる。改良型無線ネ
ットワーク制御局（ＲＮＣ）がＳＲＮＣであるとき、ＵＥ環境データベース１０２へのエ
ントリは（例えば、列の第１フィールドに含まれる）Ｓ－ＲＮＴＩによりソートされ調整
されても良い。
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【００４９】
　ＵＥ環境データベース１０２は重大な状態、例えば、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるユー
ザ機器ユニットを有するＵＥ環境データベース１０２の第１のサブディビジョンと、ＵＲ
Ａ＿ＰＣＨ状態にあるユーザ機器ユニットを有するＵＥ環境データベース１０２の第２の
サブディビジョンとを備えることで、フォーマット化或いはグループ化される。或いは、
付加的なフィールドが各行に対して設けられ、ユーザ機器ユニットについての特定の重大
な状態（例えば、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態、或いはＵＲＡ＿ＰＣＨ状態）を示すようにして
も良い。
【００５０】
　図４Ａは、ある基本的なメッセージの例と図１Ａの第１の態様に関連して実行される事
象とを示している。事象４Ａ－１は、ＲＮＣが無線接続を制御する接続モードの重要な状
態にあるユーザ機器ユニットについてのＵＥ環境情報を維持している、例えば、図１Ａに
おける無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）２６1のようなＲＮＣのＲＮＣ回復ユニット１
００を示している。上述のように、そのようなＵＥ環境情報はＵＥ環境データベース１０
２を介して維持されるが、そのデータベースはＲＮＣが無線接続を制御する接続モードの
重要な状態にあるユーザ機器ユニットのリストを含んでいる。
【００５１】
　事象４Ａ－２は、例えば、無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）２６1のような、ＲＮＣ
回復ユニット１００をもつ無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）によって制御される無線接
続をもつ複数のユーザ機器ユニットの内、少なくともいくつかについての環境の喪失を描
写している。環境の喪失は、ＵＥ環境の部分的な喪失でも良いし、完全な喪失でも良い。
事象４Ａ－２によって描写されるように、そのような環境の喪失は通常、１つ以上のユー
ザ機器ユニットについてのＵ－ＲＮＴＩの損失を意味し、一般には、ＲＮＣノードが障害
中に発生する。その障害が検出されると仮定すると、回復動作（事象４Ａ－３）の一部と
して、回復するＲＮＣでは、そのＵＥ環境データベース１０２から、その障害により影響
を受けたユーザ機器ユニットについてのＵＥ環境情報を取得する。ＵＥ環境情報の回復は
、ＵＥ環境データベース１０２が不揮発性メモリに保持されるか、さもなければＳＲＮＣ
の障害後に復旧可能であるので可能である。事象４Ａ－４として、ＲＮＣは影響を受けた
ユーザ機器ユニット（ＵＥ）３０に対してセル更新促進メッセージの送信を開始する。そ
の障害により影響を受けたユーザ機器ユニットに対してセル更新促進メッセージをアドレ
スするのに用いられるのは、その障害により影響を受けたユーザ機器ユニットについての
ＵＥ環境情報（例えば、Ｕ－ＲＮＴＩ）である。
【００５２】
　事象４Ａ－４のセル更新促進メッセージの受信時、事象４Ａ－５として、ユーザ機器ユ
ニット（ＵＥ）はセル更新手順を開始する。ユーザ機器ユニット（ＵＥ）がＣＥＬＬ＿Ｐ
ＣＨ状態にあるとき、そのセル更新手順はセル更新手順である。セル更新手順の例は、３
ＧＰＰ　ＴＳ　２５．３３１のＲＲＣプロトコル仕様の第８．３．１節に記載されている
。これに対して、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）がＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるなら、セル更
新手順はＵＲＡ更新手順である。セル更新手順（例えば、事象４Ａ－５）の完了時、事象
４Ａ－６として、ＲＮＣはそのデータベースのユーザ機器ユニットについてのＵＥ環境を
更新する。セル更新促進メッセージは多くの形式をとることができる。図４Ａ（１）と図
４Ａ（２）とは具体的に、図１Ａと図４Ａの第１の態様に関連して特定のメッセージタイ
プの例を図示している。例えば、図４Ａ（１）は事象４Ａ－４のセル更新促進メッセージ
が呼出メッセージの形式をとることができることを示している（図４Ａ（１）における事
象４Ａ（１）－４を参照）。図４Ａ（２）は、代替案として、事象４Ａ－４のセル更新促
進メッセージが無線資源制御（ＲＲＣ）システム情報同報メッセージの形式をとることが
できることを示している（図４Ａ（２）における事象４Ａ（２）－４を参照）。図４Ａ（
２）の無線資源制御（ＲＲＣ）システム情報同報メッセージのシナリオは、ＳＲＮＣがＣ
ＲＮＣとしての役目も果たしているときにだけ用いられる。図４Ａ（２）は、無線資源制
御（ＲＲＣ）システム情報同報メッセージを送信するＳＲＮＣ／ＣＲＮＣを示している。
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なぜなら、ＳＲＮＣが自分自身のセルにおいて、即ち、制御を行っているＲＮＣについて
のセルであり、別のＲＮＣ（ＤＲＮＣ）によって制御されるセルではないセルにおいて、
そのようなメッセージ（システム情報同報メッセージ）を送信することができるだけであ
るからである。
【００５３】
　そのようなものとして具体的に図示されてはないが、図４Ａと図４Ａ（１）の実施例に
関して、呼出／セル更新促進メッセージが図４Ａと図４Ａ（１）において他のＤＲＮＣを
介して送信されても良いことを理解すべきである。現在のところ、３ＧＰＰ仕様（２５．
４２３）では、他のＲＮＣ（ＤＲＮＣ）におけるユーザ機器ユニット（ＵＥ）への呼出は
、そのユーザ機器ユニットに対して向けられるＤＲＮＣに対してＩｕｒを介してセットさ
れる。
【００５４】
　図１Ｂと図４Ｂとは本発明の第２の態様の例を示している。図１Ｂ／図４Ｂの第２の態
様は本質的には、図１Ａ／図４Ａの第１の態様のそれと類似しており、そのために、第１
の態様と本質的には同じである第２の態様の特徴は、図１Ａで採用されたのと同じ参照番
号を用いて図１Ｂにおいて描かれている。しかしながら、図１Ｂの第２の態様では、無線
ネットワーク制御局（ＲＮＣ）２６1はユーザ機器ユニット（ＵＥ）３０に関与する制御
のためのサービスを行うＲＮＣ（ＳＲＮＣ）としての役目を果たす。一方、無線ネットワ
ーク制御局（ＲＮＣ）２６2は、ドリフトＲＮＣ（ＤＲＮＣ）としての役割を果たす。な
ぜなら、無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）２６2は、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）３０
との接続の脚に関与したセルを制御するからである。図１Ｂの第２の態様では、無線ネッ
トワーク制御局（ＲＮＣ）２６1は、ＳＲＮＣ回復準備ユニット１００1Bをもつ。さらに
その上、第２の態様では、ＤＲＮＣ２６2は、ＳＲＮＣ回復ユニット１００2をもつ。
【００５５】
　図１Ｂの第２の態様では、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）についての環境情報の喪失を被
る無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）ノードがＳＲＮＣノード（例えば、無線ネットワー
ク制御局２６1）としての役目を果たす。その接続自体はＳＲＮＣにより制御されるが、
その接続についてのセル資源はドリフトＲＮＣ（ＤＲＮＣ）［例えば、無線ネットワーク
制御局（ＲＮＣ）２６2］により制御される。
【００５６】
　第２の態様［例えば、図４Ｂ、図４Ｂ（１）、及び図４Ｂ（２）］は、Ｉｕｒインタフ
ェースとシグナリングリンクとがダウンリンクであり、それ故に、ＳＲＮＣメッセージが
ＩｕｒによりＤＲＮＣに対して送信できないとき、特に有用である。従って、第２の態様
では、ＤＲＮＣは都合良くこれらの手順（呼出／セル更新促進手順）を実行する。
【００５７】
　第２の態様において、ＤＲＮＣノードのＳＲＮＣ回復ユニット１００2は、ＵＥ環境デ
ータベース１０２2Bを維持する。ＵＥ環境データベース１０２2Bは、ＳＲＮＣ（即ち、無
線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）２６1）により制御される接続をもち、接続モードの重
大な状態（例えば、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態或いはＵＲＡ＿ＰＣＨ状態）にあるユーザ機器
ユニットについてのエントリを含む。ＵＥ環境データベース１０２2Bの内容とフォーマッ
トの例は本質的には、図２を参照して以前に接続したものと同じで良い。
【００５８】
　改良型無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）がＤＲＮＣであるとき、データベース１０２

2Bの環境情報はさらに、とりわけ、次のパラメータ、即ち、Ｕ－ＲＮＴＩ、ＩＭＳＩ、Ｃ
－ＩＤ、Ｄ－ＲＮＴＩ、Ｓ－ＲＮＴＩ、ＳＲＮＣアイデンティティ、及びＲＬ－ＩＤを含
む。種々のこれらのパラメータは、既に前に説明したものであり、ここでは、そのような
以前の説明に対して参照がなされる。ＲＬ－ＩＤパラメータは、ＤＲＮＣにおいてユーザ
機器ユニット（ＵＥ）に対して確立された無線リンクの識別子である。ＲＬ－ＩＤパラメ
ータはＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態にあるユーザ機器ユニット（ＵＥ）に対してのみ適用可能で
ある。改良型無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）がＤＲＮＣであるとき、ＵＥ環境データ
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ベース１０２2Bへのエントリは（例えば、行の第１フィールド［図２を参照］に含まれる
）Ｄ－ＲＮＴＩによりソートされ調整されても良い。
【００５９】
　ＳＲＮＣのリセット後、ＤＲＮＣはユーザ機器ユニットに対するセル更新促進メッセー
ジの送信を開始する。ユーザ機器ユニットの従来の呼出がそのユーザ機器ユニットが関与
する接続を制御するＳＲＮＣにおいて開始される一方、本発明では、ＤＲＮＣはセル更新
促進メッセージの送信を自発的に決定して開始する権限が与えられている。さらにその上
、ＣＥＬＬ＿ＤＣＨ状態やＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨ状態にあるユーザ機器ユニットについての
ＵＥ環境情報が以前にＤＲＮＣに保持されていたが、本発明ではＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態や
ＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるユーザ機器ユニットについてのＵＥ環境情報をＤＲＮＣに格納
させている。
【００６０】
　図１Ｂの図示は、ただ２つのＲＮＣノードを示しているという点でいくらか簡略化され
ている。例えば、無線ネットワーク制御局２６2がいくつかの異なるＳＲＮＣノードに対
してＤＲＮＣノードとしての役割を果たしても良いということもありえる。そのような場
合、ＤＲＮＣノードのＳＲＮＣ回復ユニット１００2は、そのようなノード各々について
のＵＥ環境データベースを保持しても良いし、さもなければ、そのデータベースにリスト
されたユーザ機器ユニットに関与する接続のためのＳＲＮＣノードとしてどの特定のＲＮ
Ｃノードが役割を果たすのかを（共通データベースの中で）区別する方法をもっても良い
。従って、あるＳＲＮＣノードが故障するとき、ＳＲＮＣ回復ユニット１００2は、故障
しているＳＲＮＣノードにより制御される接続に関与しているのがどのユーザ機器ユニッ
トであるのかを判断する方法をもたなければならない。
【００６１】
　図４Ｂは、ある基本的なメッセージの例と図１Ｂの第２の態様に関連して実行される事
象とを示している。本発明の１つの付随的な側面として、ＤＲＮＣはＳＲＮＣの故障によ
り影響を受けるユーザ機器ユニットに対して個々にそのセル更新促進メッセージをアドレ
スすることができる。しかしながら、ユーザ機器ユニットへの個々のそのようなアドレッ
シングを実施するために、ＤＲＮＣはユーザ機器ユニットのＩＭＳＩを知り、どの各ユー
ザ機器ユニットに個々にセル更新促進メッセージを送信するのかについての呼出機会を決
定或いは計算しなければならない。それ故に、ＤＲＮＣがユーザ機器ユニットについての
ＩＭＳＩを取得してそのＵＥ環境データベース１０２2B上に置き、そのような呼出タイミ
ングを知る目的のために用いるためには、図４Ｂは事象４Ｂ－１として（破線で）、ＳＲ
ＮＣが接続モードの重要な状態にあるユーザ機器ユニットについてのＩＭＳＩをＤＲＮＣ
に送信するのを示している。ＩＭＳＩのそのような送信は、例えば、ダウンリンク（ＤＬ
）シグナリング転送メッセージ（３ＧＰＰ　ＴＳ　２５．４２３に記載）を用いて発生す
ることができる。
【００６２】
　事象４Ｂ－２は、例えば、図１Ｂにおける無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）２６2の
ような、ＤＲＮＣのＳＲＮＣ回復ユニット１００2BがＵＥ環境データベース１０２2Bを維
持しているのを示している。上述のように、ＵＥ環境データベース１０２2Bは、ＳＲＮＣ
（例えば、無線ネットワーク制御局２６1）によって制御される無線接続をもち、ＤＲＮ
Ｃがユーザ機器ユニット（ＵＥ）３０との無線接続により利用されるセルを制御する接続
モードでの重大な状態にある１つ以上のユーザ機器ユニットについてのＵＥ環境（例えば
、Ｕ－ＲＮＴＩ）を格納する。
【００６３】
　事象４Ｂ－３では、ＳＲＮＣ（無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）２６1）において、
ＳＲＮＣにより制御される無線接続がある複数のユーザ機器ユニットの内、少なくともい
くつかについての環境の損失があり、続いて回復が試みられる様子を描写している。図１
Ａの第１の態様の場合のように、そのような環境の喪失は通常、ユーザ機器ユニット各々
についてのＵ－ＲＮＴＩの喪失を意味し、一般には、ＳＲＮＣノードが障害中に発生する
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。
【００６４】
　ＳＲＮＣの障害と回復の試みがＤＲＮＣにより検出されるとき（そのような検出は事象
４Ｂ－４として描かれている）、ＤＲＮＣは（事象４Ｂ－５として）、影響を受けたユー
ザ機器ユニット（ＵＥ）３０に対してセル更新促進メッセージを送信する。その障害によ
り影響を受けたユーザ機器ユニットについてのＵＥ環境情報（例えば、Ｕ－ＲＮＴＩ）は
ＵＥ環境データベース１０２2Bから取得され、そのようなＵＥ環境情報が用いられて、そ
の障害により影響を受けたユーザ機器ユニットに対してセル更新促進メッセージをアドレ
スする。
【００６５】
　事象４Ｂ－５のセル更新促進メッセージの受信時に、事象４Ｂ－６として、ユーザ機器
ユニット（ＵＥ）はセル更新手順を開始する。第１の態様の場合のように、ユーザ機器ユ
ニット（ＵＥ）がＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態にあるとき、そのセル更新手順はセル更新手順で
ある。これに対して、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）がＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるなら、セ
ル更新手順はＵＲＡ更新手順である。
【００６６】
　セル更新手順（例えば、事象４Ｂ－６）の完了時、ＳＲＮＣはユーザ機器ユニット（Ｕ
Ｅ）のＵ－ＲＮＴＩを用いて従来の方法でユーザ機器ユニット（ＵＥ）３０を呼出すこと
ができる。ユーザ機器ユニット（ＵＥ）３０のそのような呼出は、図４Ｂに事象４Ｂ－７
としてラベルが付された２つのステップの事象により描かれており、最初に呼出メッセー
ジがＳＲＮＣからＤＲＮＣに送信されて、それから、適当な基地局を介してＤＲＮＣから
ユーザ機器ユニット（ＵＥ）３０に送信される。事象４Ｂ－７に関し、ＤＲＮＣは本質的
にはユーザ機器ユニットに対してのＳＲＮＣで創始された呼出メッセージを遅延させる。
メッセージのそのような遅延は、本発明のセル更新促進メッセージのＤＲＮＣによる開始
とは全く異なる事柄である。
【００６７】
　第２の態様でのＳＲＮＣ回復準備ユニット１００1Bは、ＳＲＮＣによって制御されるセ
ルにおけるユーザ機器ユニットとの制御に関して、図１Ａと図４Ａの第１の態様で説明し
たようなＲＮＣ回復ユニット１００1の機能を含む他の機能を実行することができる。
【００６８】
　第１の態様のように、図１Ｂと図４Ｂの第２の態様でも、セル更新促進メッセージは多
くの形式をとることができる。図４Ｂ（１）と図４Ｂ（２）とは具体的に、図１Ｂと図４
Ｂの第２の態様に関連して特定のメッセージタイプの例を図示している。例えば、図４Ｂ
（１）は事象４Ｂ－５のセル更新促進メッセージが呼出メッセージの形式をとることがで
きることを示している（図４Ｂ（１）における事象４Ｂ（１）－５を参照）。図４Ｂ（２
）は、代替案として、事象４Ｂ－５のセル更新促進メッセージが無線資源制御（ＲＲＣ）
システム情報同報メッセージの形式をとることができることを示している（図４Ｂ（２）
における事象４Ｂ（２）－５を参照）。
【００６９】
　図４Ａと図４Ｂと関係する図面とは、無線基地局をわざわざ示してはいないが、当業者
であれば（特に、図１Ａと図１Ｂとを夫々参照して）ＲＮＣノードからの無線送信がＵＴ
ＲＡＮの適当な無線基地局ノードを介して発生することを理解するであろう。
【００７０】
　セル更新促進メッセージ（どんな形式であれ）の送信／同報の方法もまた変えることが
できる。例えば、図５に図示されているように、セル更新促進メッセージは接続モードの
重大な状態にある複数のユーザ機器ユニットに対して個々に送信されても良い。そのセル
更新促進メッセージが個々に送信されるとき、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）のＵ－ＲＮＴ
Ｉがセル更新促進メッセージをアドレスするのに採用される。即ち、一連のセル更新促進
メッセージはＲＮＣから継続的な時間期間で送信される。例えば、図５は、時刻ｔ1にお
いてユーザ機器ユニット（ＵＥ）３０1に送信される第１のセル更新促進メッセージと、
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時刻ｔ2においてユーザ機器ユニット（ＵＥ）３０2に送信される第２のセル更新促進メッ
セージと、そして、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）３０nについて時刻ｔnまで送信が続くこ
となどを示している。
【００７１】
　図５に示されるＲＮＣは、図１Ａと図４Ａの第１の態様での方法におけるＳＲＮＣ或い
はＳＲＮＣ／ＣＲＮＣでも良いし、或いは図１Ｂと図４Ｂの第２の態様での方法における
ＤＲＮＣでも良い。図５に示されるＲＮＣがＳＲＮＣ或いはＳＲＮＣ／ＣＲＮＣであると
き、ＵＥ環境情報の回復には、ＵＥ環境データベース１０２が不揮発性メモリに維持され
るか、さもなければＳＲＮＣの故障後に回復可能であることが必要とされる。
【００７２】
　セル更新促進メッセージを対応するユーザ機器ユニットに送信する特定の時刻、例えば
、ｔ1、ｔ2、……などの決定は、環境の喪失により影響を受けるユーザ機器ユニットにつ
いてのＩＭＳＩを知っている環境強化型ＲＮＣにより容易になされる。ＩＭＳＩは環境強
化型ＲＮＣにより利用され、例えば、ユーザ機器ユニットが呼出チャネルを聴取するであ
ろう時点を決定するために、ユーザ機器ユニットについての呼出機会を決定する。図２に
示されているように、ＩＭＳＩは環境強化型のＲＮＣノードのデータベースに随意格納さ
れる。上述のように、環境強化型のＤＲＮＣがリスト上にあるユーザ機器ユニットについ
てのＩＭＳＩを取得するために、ＳＲＮＣはＤＲＮＣに対して接続モードの重大な状態に
あるユーザ機器ユニットについてのＩＭＳＩを送信する。ＳＲＮＣからＤＲＮＣへのＩＭ
ＳＩのそのような送信は、例えば、ダウンリンク（ＤＬ）シグナリング転送メッセージを
用いて発生することができる。
【００７３】
　或いは、セル更新促進メッセージは図６に一般的に図示されている方法で、接続モード
の重大な状態にある複数のユーザ機器ユニットに対して集合的に送信されても良い。図６
は特に、統合或いは集合形式で（例えば、本質的には同時的に）、例えば、ユーザ機器ユ
ニット（ＵＥ）３０1からユーザ機器ユニット（ＵＥ）３０nまで複数のユーザ機器ユニッ
ト（ＵＥｓ）各々に送信されているセル更新促進メッセージを示している。
【００７４】
　セル更新促進メッセージが関係する複数のユーザ機器ユニットは、故障したＲＮＣのＳ
ＲＮＣアイデンティティを用いてアドレスされるか、或いはグループアドレスが複数のユ
ーザ機器ユニットに関連している。そのようなグループアドレスは、例えば、故障したＳ
ＲＮＣのＳＲＮＣアイデンティティとＳ－ＲＮＴＩ情報要素の選択ビットとを用いて形成
される。現在のところ、Ｕ－ＲＮＴＩとして知られる情報要素は、ＳＲＮＣアイデンティ
ティ［ＳＲＮＣ－ｉｄ］（１２ビット）として知られる第１の情報要素（ＩＥ）と、Ｓ－
ＲＮＴＩ（２０ビット）として知られる第２の情報要素とから構成される。ＳＲＮＣ－ｉ
ｄはＵ－ＲＮＴＩの最上位ビットから複数のビットを占める。ＳＲＮＣ－ｉｄ情報要素は
通常、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）にサービスを行うＳＲＮＣの識別子である。Ｓ－ＲＮ
ＴＩ情報要素はそのＳＲＮＣ内にあるユーザ機器ユニット（ＵＥ）を区別するためにその
ＳＲＮＣにより割当てられた番号である。
【００７５】
　また、図６に示されるＲＮＣは、図１Ａと図４Ａの第１の態様の方法におけるＳＲＮＣ
或いはＳＲＮＣ／ＣＲＮＣであっても良いし、或いは図１Ｂと図４Ｂの第２の態様の方法
におけるＤＲＮＣであっても良い。ユーザ機器ユニットがグループアイデンティティ（Ｓ
ＲＮＣ－ＩＤ）、或いは、ＳＲＮＣ－ＩＤ＋Ｓ－ＲＮＴＩの数ビットでアドレスされると
き、個々のユーザ機器ユニット（ＵＥ）のアドレスを回復する必要は必ずしもなく、むし
ろ、ＳＲＮＣ－ｉｄ或いはＳＲＮＣ－ｉｄ＋Ｓ－ＲＮＴＩの数ビットが用いられてその全
てのユーザ機器ユニット（ＵＥ）をアドレスするため、不揮発性のメッセージは必ずしも
必要ではない。
【００７６】
　図５に示されるＲＮＣはＳＲＮＣ或いはＳＲＮＣ／ＣＲＮＣであり、ＵＥ環境情報の回
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復にはＵＥ環境データベース１０２が不揮発性メッセージに維持されるか、さもなければ
、ＳＲＮＣの故障後に回復可能であることを必要とする。
【００７７】
　図７は、ＳＲＮＣアイデンティティに加えて、Ｓ－ＲＮＴＩの余分の数ビットもまた用
いられるアドレッシング技術を示している。例えば、図７のセル更新促進メッセージのア
ドレスフィールドは、Ｕ－ＲＮＴＩの最上位ビット（ＭＳＢ）からＮ個のビットを用いる
。ここで、Ｎ≧１２である。このアドレッシング技術は特に、Ｓ－ＲＮＴＩの最初のＭ個
のビットが共通の値をもつ複数のユーザ機器ユニットをグループ化してアドレスするのに
有益である。
【００７８】
　セル更新促進メッセージが繰り返し接続モードの重大な状態にある複数のユーザ機器ユ
ニットの少なくともいくつかに送信されるような図６に図示されているような状況におい
て、本発明の１つの側面として、セル更新促進メッセージは、セル更新促進メッセージが
ユーザ機器ユニットにより複数回受信可能であるにも係らず、そのユーザ機器ユニットが
一度だけそのセル更新を実行するのを容易にするフィールドを含むことができる。そのフ
ィールドが含まれることで、セル更新繰り返し防止技術として役目を効果的に果たすこと
になる。
【００７９】
　図８はセル更新繰返防止技術の第１の例を表わしている。図８の技術に従えば、その思
想はＲＮＣ再起動の間に用いられるいくらかのＳ－ＲＮＴＩをリザーブしておき、ユーザ
機器ユニットがそのセル更新を実行するとき、リザーブされた範囲内にあるＳ－ＲＮＴＩ
がユーザ機器ユニットに割当てられ、Ｃｅｌｌ　Ｃｏｎｆｏｒｍメッセージでユーザ機器
ユニットに送信されることにある。その後、正常の状態に戻ったとき、Ｓ－ＲＮＴＩがＲ
ＮＣにより再割当てされ、リザーブされていない範囲の値に戻る。Ｓ－ＲＮＴＩ再割当機
構それ自身は現在の仕様に存在する。
【００８０】
　“Ｓ－ＲＮＴＩのリザーブ範囲”はＳＲＮＣにより知られる（例えば、オペレータによ
る運用と保守で定義される）。そのリザーブ範囲内のＳ－ＲＮＴＩは正常運用中（例えば
、全てが順調に作用し、ＲＮＣリセット／回復が進行中ではないとき）には用いられない
。例えば、Ｋ＝４、即ち、（全２０ビットをもつ）Ｓ－ＲＮＴＩ情報要素の最上位ビット
（ＭＳＢ）から４ビットがリザーブされると、（２20）個の可能性のあるＳ－ＲＮＴＩの
値の内、（２16）個のＳ－ＲＮＴＩ値だけが正常運用の間には用いられることが許され、
即ち、（２20）－（２16）個の値がリザーブされ、それ故に、ＳＲＮＣによってはどんな
ＵＥに対しても用いられない。ＳＲＮＣリセットのとき、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）（
それは以前にリザーブされない範囲にあったＳ－ＲＮＴＩをもっていた）は、ＳＲＮＣに
対してセル更新メッセージの送信を開始する。ＳＲＮＣはセル更新メッセージを受信し、
それから、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）に対して、そのリザーブ範囲内にあるＳ－ＲＮＴ
Ｉを再割当てし、この再割当てされ、リザーブされた範囲のＳ－ＲＮＴＩの値を応答メッ
セージ（例えば、Ｃｅｌｌ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｃｏｎｆｉｒｍメッセージ）においてユーザ
機器ユニット（ＵＥ）に送信する。ＳＲＮＣが回復し、正常運用に戻った後、ＳＲＮＣは
複数のユーザ機器ユニット（ＵＥｓ）を１個１個（或いは、正常セル更新時）呼出し、リ
ザーブされた範囲内にあるＳ－ＲＮＴＩをリザーブされていない範囲の値に再割当てして
戻す。
【００８１】
　第２の例として、セル更新繰返防止フィールドは、図９に示されるセル更新促進メッセ
ージのフォーマット例におけるフィールド“ＣＯＵＮＴＥＲ”によって示されるもののよ
うな値のタグ或いはカウンタを有することができる。ユーザ機器ユニットがそのカウンタ
についての一定の値を含むセル更新促進メッセージによりアドレスされ、そのセル更新を
実行した後、ユーザ機器ユニットは、値のタグやカウンタが変更されないセル更新促進メ
ッセージのさらなる送信に対しては応答しない（例えば、更なるセル更新を実行すること



(20) JP 4272064 B2 2009.6.3

10

20

30

40

50

はない）。これに対して、セル更新促進メッセージの更なる受信があるとき、もし、セル
更新促進メッセージの以前の受信以来のそのカウンタの値が変更されるなら、ユーザ機器
ユニットはそのセル更新手順を実行しなければならない。
【００８２】
　図９の技術の変形例として、グループアイデンティティをもつユーザ機器ユニットをア
ドレスすることが可能である。例えば、グループ内の全てのユーザ機器ユニットが影響を
受けるなら、そのグループアイデンティティを用いてこれらだけがアドレスされる。これ
は、ＲＮＣが異なるハードウェアプロセッサにより実現され、一定のＳ－ＲＮＴＩの範囲
が複数のハードウェアエンティティ各々について割当てられるときに実施するシナリオに
ついてのものである。グループアイデンティティはＵ－ＲＮＴＩの最上位ビットからのＮ
個のビットであり、Ｎ≧１６である。図９に示す技術では、セル更新の繰り返しの問題を
解決するのに意図されているのはＳ－ＲＮＴＩではなく、むしろ、繰り返し送信の問題を
解決する値のタグ（或いはカウンタ）である。
【００８３】
　従って、広い面から見れば、本発明ではユーザ機器ユニット（ＵＥ）がセル更新を実行
するのを促進させ、ＵＥ環境情報を更新している。或いは、セル更新が可能でないなら（
例えば、ＲＮＣ故障後に回復することが不可能であるなら）、ユーザ機器ユニット（ＵＥ
）はＲＲＣ接続を解放することによりアイドルモードに遷移する。
【００８４】
　なお、上述した種々のモードとシナリオとは組み合わされても良い。例えば、図１Ｂと
図４Ｂの第２の態様におけるＳＲＮＣ故障の場合、図５の方法では、ＤＲＮＣ（例えば、
無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）２６2）は個々のユーザ機器ユニット（ＵＥ）３０を
１個１個づつ呼出してセル更新手順を開始できる。前に説明したように、この解決策のた
めに、ＵＥ環境情報は、接続モードの重要な状態にあるユーザ機器ユニットについてＤＲ
ＮＣに（例えば、ＵＥ環境データベース１０２2Bに）保存されねばならない。さらに上述
したように、ＤＲＮＣはユーザ機器ユニット（ＵＥ）のＩＭＳＩ（それは環境データベー
ス１０２2B或いはＤＲＮＣノードのどこかに格納される）を用いて呼出機会を決定し、こ
れによりセル更新促進メッセージをいつ送信するのかを知る。それ故に、ＩＭＳＩは、例
えば、上述したような３ＧＰＰ　ＴＳ　２５．４２３に従ってＤＬシグナリング転送メッ
セージを用いてそのＩＭＳＩをＤＲＮＣに転送することにより、そのＤＲＮＣに明らかに
利用可能となる。このことは、ＳＲＮＣの故障時にはＩＭＳＩが常にＤＲＮＣで利用可能
であることを保証する。
【００８５】
　図１Ｂと図４Ｂの第２の態様におけるＳＲＮＣ故障の場合、図６の方法では、ＤＲＮＣ
（例えば、無線ネットワーク制御局（ＲＮＣ）２６2）は呼出メッセージ或いは何らかの
他の新しいメッセージをＵｕインタフェースで、ＳＲＮＣアイデンティティによりアドレ
スしている全ての影響を受けたユーザ機器ユニットに送信することができる。連続的な或
いは繰返された呼出メッセージの送信のため、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）による連続的
なセル更新を回避するため、図８と図９とを参照して例証したように、種々のセル更新繰
返防止フォーマットがセル更新促進メッセージのために利用される。
【００８６】
　従って、本発明は、ＲＮＣ故障後に長い時間にわたり到達されない接続モードの重大な
状態（例えば、ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態或いはＵＲＡ＿ＰＣＨ状態）にあるユーザ機器ユニ
ットの問題をうまく解決する。もしセル更新が可能ではないなら（例えば、ＲＮＣ故障後
に回復することが可能ではないなら）、ユーザ機器ユニット（ＵＥ）はＲＲＣ接続を解放
することによりアイドルモードに遷移する。ＲＲＣ接続を解放する方法の例は、２００１
年５月１１日出願の発明名称を「総括的解放メッセージを用いた複数の無線接続の解放（
RELEASING PLURAL RADIO CONNECTION WITH OMNIBUS RELEASE MESSAGE）」という米国特許
出願シリアル番号第０９／８５２，９１５号（代理人ドケット番号２３８０－３３６）に
説明されており、その出願はここで参照によりその全体が組み込まれる。
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【００８７】
　図３は、本発明のＲＮＣノード２６の非限定的な例を、いくらか詳細に図示したもので
ある。図３のＲＮＣノード２６はたまたまスイッチ１２０を有する交換を基本にしたノー
ドである。スイッチ１２０はＲＮＣノード２６の他の構成要素を内部接続する役割を果た
している。そのような他の構成要素には内線端末１２２1から１２２nを含むとともに、内
線端末１２４を含む。内線端末１２２1から１２２nは本質的にはＲＮＣノード２６を、Ｒ
ＮＣノード２６によりサービスを受ける基地局２８に接続するために機能する。内線端末
１２４はＲＮＣノード２６をＩｕインタフェースによりコアネットワークに接続する。
【００８８】
　ＲＮＣノード２６のさらに別の構成要素は、ダイバーシティ・ハンドオーバ・ユニット
１２６、コーデック１３０、タイミングユニット１３２、データサービスアプリケーショ
ンユニット１３４、主プロセッサ１４０を含む。当業者であれば、一般的に、これらの構
成要素を機能を認識するであろう。図２と図３とにおいて、ＲＮＣ回復ユニット１００は
一般には、データ処理及び制御機能（或いは、特に、主プロセッサ１４０により）実行さ
れるものとして示されているが、ＲＮＣ回復ユニット１００の機能は、個々のハードウェ
ア回路と、適切にプログラムされたデジタルマイクロプロセッサ或いは汎用コンピュータ
との関連で機能するソフトウェアと、アプリケーション専用集積回路（ＡＳＩＣ）と、１
つ以上のデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）との少なくともいずれかを用いて、実施され
ても良いことを理解すべきである。
【００８９】
　ここで用いられた接続モードの“重大な状態”とは、ＲＮＣ故障時において、本質的に
ユーザ機器ユニットを何らかの時間ハングしたユーザ機器ユニット（例えば、呼出ができ
ない）にするどんな状態でも良い。ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ状態とＵＲＡ＿ＰＣＨ状態とはその
ような重大な状態の例として引用されたものであり、本発明はこれらの状態によって限定
されるものでもないし、これらの状態に特に制限されるものでもない。
【００９０】
　本発明を最も実際的で好適な実施例であると現在考えられているものに関連して説明し
たが、本発明は開示された実施例によって限定されるものではなく、それとは反対に添付
した種々の変形例や同等の構成を含むことが意図されていることを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１Ａ】本発明の第１の態様を実施するのに都合の良い移動体通信システムの実施例を
示す図である。
【図１Ｂ】本発明の第２の態様を実施するのに都合の良い移動体通信システムの実施例を
示す図である。
【図２】ユーザ機器ユニット（ＵＥ）局、無線ネットワーク制御局、及び基地局を含むＵ
ＭＴＳ地上無線アクセス網の一部を示す単純化された機能ブロック図である。
【図３】本発明の代表的な１実施例に従うＲＮＣノードの一例を示す図である。
【図４Ａ】あるメッセージと図１Ａの第１の態様に関連して実行される事象とを示す図で
ある。
【図４Ａ（１）】、
【図４Ａ（２）】図１Ａの第１の態様に関連した特定のメッセージの採用を模式的に示し
た図である。
【図４Ｂ】あるメッセージと図１Ｂの第２の態様に関連して実行される事象とを示す図で
ある。
【図４Ｂ（１）】、
【図４Ｂ（２）】図１Ｂの第２の態様に関連した特定のメッセージの採用を模式的に示し
た図である。
【図５】本発明の種々のモードに従う複数のユーザ機器ユニットに対する別のセル更新促
進メッセージの送信を示すタイムチャートである。
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【図６】本発明の種々のモードに従う複数のユーザ機器ユニットに対する統合されたセル
更新促進メッセージの送信を示すタイムチャートである。
【図７】統合されたセル更新促進メッセージの例のフォーマットを模式的に示す図である
。
【図８】第１の更新繰返防止技術を用いた統合されたセル更新促進メッセージの例を模式
的に示す図である。
【図９】第２の更新繰返防止技術を用いた統合されたセル更新促進メッセージの例を模式
的に示す図である。
【図１０】本発明に関連したユーザ機器ユニット（ＵＥ）のモードと状態とを模式的に示
す図である。
【図１１】ＵＴＲＡＮアイデンティティ（Ｕ－ＲＮＴＩ）の構成を示す図である。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】 【図３】

【図４Ａ】 【図４Ａ（１）】
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【図４Ａ（２）】 【図４Ｂ】

【図４Ｂ（１）】 【図４Ｂ（２）】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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