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(57)【要約】
　本発明は、通信ネットワークのための通信ノードを提
供する。この通信ノードは、移動通信デバイスに対する
ページングが必要とされることを識別する手段と、上記
移動通信デバイスが以前に位置していた少なくとも１つ
のセルを識別する情報を入手するとともに、移動通信デ
バイスのセル間の移動、及び上記移動通信デバイスが上
記少なくとも１つのセル内に位置した時刻のうちの少な
くとも１つに関連する更なる情報を入手する手段と、上
記情報及び上記更なる情報に基づいて、上記移動通信デ
バイスを探索する少なくとも１つのセルを含む集合を画
定する手段と、上記集合の各セル内で上記移動通信デバ
イスに対するそれぞれのページングメッセージの送信を
開始する手段とを備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークのための通信ノードであって、該通信ノードは、
　移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別する手段と、
　前記移動通信デバイスが以前に位置していた少なくとも１つのセルを識別する情報を入
手するとともに、前記移動通信デバイスのセル間の移動、及び前記移動通信デバイスが前
記少なくとも１つのセル内に位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報
を入手する手段と、
　前記情報及び前記更なる情報に基づいて、前記移動通信デバイスを探索する少なくとも
１つのセルを含む集合を画定する手段と、
　前記集合の各セル内の前記移動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッセージ
の送信を開始する手段と、
を備える、通信ネットワークのための通信ノード。
【請求項２】
　前記移動通信デバイスに対するページングメッセージに応答して、前記移動通信デバイ
スから応答が受信されたか否かを判断する手段を更に備える、請求項１に記載の通信ノー
ド。
【請求項３】
　前記集合は第１の集合を含み、前記画定する手段は、前記情報及び前記更なる情報に基
づいて、前記通信デバイスを探索する少なくとも１つのセルを含む少なくとも１つの更な
る集合を画定するように動作可能である、請求項２に記載の通信ノード。
【請求項４】
　前記送信を開始する手段は、前記判断する手段が、前記集合内のセルにおいて送信され
た前記移動通信デバイスに対するページングメッセージに応答して、前記移動通信デバイ
スから応答が受信されなかったと判断する場合には、前記少なくとも１つの更なる集合の
各セル内で前記移動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッセージの送信を開始
するように動作可能である、請求項３に記載の通信ノード。
【請求項５】
　前記送信を開始する手段は、第１の時間後に前記第１の集合の各セル内の前記移動通信
デバイスに対してそれぞれのページングメッセージの送信を開始し、前記第１の時間より
長い少なくとも１つの他の時間後に前記少なくとも１つの更なる集合の各セル内で前記移
動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッセージの送信を開始するように動作可
能である、請求項３に記載の通信ノード。
【請求項６】
　前記送信を開始する手段は、前記判断する手段が、前記第１の集合のセル内で送信され
た前記移動通信デバイスに対するページングメッセージに応答して前記移動通信デバイス
から応答が受信されたと判断する場合には、前記少なくとも１つの他の時間の終了前に、
前記少なくとも１つの更なる集合の各セル内で前記移動通信デバイスに対するそれぞれの
ページングメッセージの送信を取り消すように動作可能である、請求項５に記載の通信ノ
ード。
【請求項７】
　前記通信デバイスは、前記判断する手段が、前記移動通信デバイスに対するページング
メッセージに応答して前記移動通信デバイスから応答が受信されたと判断する場合には、
前記移動通信デバイスとの通信接続の実行時に前記移動通信デバイスにシグナリングする
手段を更に備える、請求項２～６のいずれか一項に記載の通信ノード。
【請求項８】
　前記移動通信デバイスに対するページングメッセージに応答して前記移動通信デバイス
から応答が受信された否かに応じて、前記情報及び前記更なる情報のうちの少なくとも１
つを更新する手段を更に備える、請求項２～７のいずれか一項に記載の通信ノード。
【請求項９】
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　前記移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別する手段は、前記
移動通信デバイスに対するダミーページングが必要とされることを識別するように動作可
能であり、前記少なくとも１つのページングメッセージはダミーページングメッセージを
含む、請求項１～８のいずれか一項に記載の通信ノード。
【請求項１０】
　前記移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別する手段は、前記
移動通信デバイスに対する通信接続が必要とされることを識別するように動作可能であり
、前記少なくとも１つのページングメッセージは前記移動通信デバイスとの前記通信接続
の実行時のページングメッセージを含む、請求項１～９のいずれか一項に記載の通信ノー
ド。
【請求項１１】
　前記更なる情報は、前記少なくとも１つのセル内に前記移動通信デバイスが位置したそ
れぞれの時刻を識別する、請求項１～１０のいずれか一項に記載の通信ノード。
【請求項１２】
　前記更なる情報は、前記移動通信デバイスと前記通信ノードとの間の接続が解放された
後に経過した時間を識別する情報を含む、請求項１～１１のいずれか一項に記載の通信ノ
ード。
【請求項１３】
　前記更なる情報は、前記移動通信デバイスが以前に位置していた少なくとも１つの更な
るセルを識別する情報を含む、請求項１～１２のいずれか一項に記載の通信ノード。
【請求項１４】
　前記更なる情報は、前記ページングメッセージ又はページング要求が送信／受信される
ページング時刻を識別する情報を含み、前記通信ノードは、前記ページング時刻に基づい
て、前記移動通信デバイスの前記セル間の移動の予想レベルを推定するように動作可能で
ある、請求項１～１３のいずれか一項に記載の通信ノード。
【請求項１５】
　ホーム基地局ゲートウェイを含む、請求項１～１４のいずれか一項に記載の通信ノード
。
【請求項１６】
　モビリティ管理エンティティを含む、請求項１～１４のいずれか一項に記載の通信ノー
ド。
【請求項１７】
　前記更なる情報は、前記移動通信デバイスがアイドルモードにあるときの、前記移動通
信デバイスのセル間の移動に関連する情報を含む、請求項１～１６のいずれか一項に記載
の通信ノード。
【請求項１８】
　前記更なる情報は、前記移動通信デバイスが接続モードにあるときの、前記移動通信デ
バイスのセル間の移動に関連する情報を含む、請求項１～１７のいずれか一項に記載の通
信ノード。
【請求項１９】
　前記更なる情報は、動作モード間（例えば、アイドルモードと接続モードとの間）の、
前記移動通信デバイスの少なくとも１つの遷移に関連する情報を含む、請求項１～１８の
いずれか一項に記載の通信ノード。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つのセルを識別する情報、及び／又は前記更なる情報はセルＩＤを含
む、請求項１～１９のいずれか一項に記載の通信ノード。
【請求項２１】
　通信ネットワークのための通信ノードであって、該通信ノードは、
　移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別する手段と、
　前記移動通信デバイスが以前に位置していた少なくとも１つのセルを識別する情報を入
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手する手段と、
　前記入手された情報に基づいて、それぞれが前記移動通信デバイスを探索する少なくと
も１つのセルを含む、複数の集合を画定する手段と、
　前記複数の集合の各セル内の前記移動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッ
セージの送信を開始するとともに、それが経過した後に前記送信が行われるべきであるそ
れぞれの時間を指定する手段と、
を備え、
　前記それぞれの時間は、どの集合が、各ページングメッセージが送信されることになる
セルを含むかに応じて指定される、通信ネットワークのための通信ノード。
【請求項２２】
　通信ネットワークのセル内でページングメッセージを送信するための基地局であって、
前記セルは前記基地局によって運用され、該基地局は、
　移動通信デバイスが前記セル内に位置するか、又は以前に位置していた場合には、通信
ノードに、前記移動通信デバイスに関連する情報を提供する手段であって、前記情報は、
前記セルを識別する情報と、前記セル内、及び／又は前記セル外への前記移動通信デバイ
スの移動、並びに前記移動通信デバイスが前記セル内に位置した時刻のうちの少なくとも
１つに関連する更なる情報とを含む、手段と、
　前記通信ノードから、前記移動通信デバイスに対するページングメッセージの送信要求
を受信する手段であって、前記ページング要求は、前記基地局によって提供される前記情
報及び前記更なる情報に基づいて前記通信ノードによって送信される、手段と、
　前記通信ノードから受信された要求に応答して、前記セル内の前記移動通信デバイスに
対する関連するページングメッセージを送信する手段と、
を備える、通信ネットワークのセル内でページングメッセージを送信するための基地局。
【請求項２３】
　前記受信する手段は、前記移動通信デバイスから、前記ページングメッセージへの応答
を受信するように動作可能であり、前記提供する手段は、前記通信ノードに、前記移動通
信デバイスから前記応答が受信されたという指示を与えるように動作可能である、請求項
２２に記載の基地局。
【請求項２４】
　前記基地局は、
　前記受信する手段が前記移動通信デバイスから前記ページングメッセージへの応答を受
信する場合には、前記移動通信デバイスとの通信接続の実行時に前記移動通信デバイスに
シグナリングするように更に動作可能である、請求項２３に記載の基地局。
【請求項２５】
　前記移動通信デバイスから受信される前記応答は接続要求である、請求項２３又は２４
に記載の基地局。
【請求項２６】
　前記基地局によって前記移動通信デバイスから前記ページングメッセージへの応答が受
信されなかった場合には、前記基地局は、
　前記通信ノードに、前記移動通信デバイスから前記ページングメッセージに対する応答
が受信されなかったという指示を与えるように更に動作可能である、請求項２３に記載の
基地局。
【請求項２７】
　前記移動通信デバイスに対するページングメッセージの送信要求を受信するための前記
手段は、それが経過した後に前記ページングメッセージが前記移動通信デバイスに送信さ
れるべきである時間を識別する情報を受信するように動作可能であり、
　前記送信する手段は、前記時間後に前記関連するページングメッセージを送信するよう
に動作可能である、請求項２２～２６のいずれか一項に記載の基地局。
【請求項２８】
　前記基地局は、
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　前記通信ノードから、ページングメッセージの送信を取り消す指示を受信し、
　ページングメッセージの送信を取り消す前記指示に応答して、以前に要求されたページ
ングメッセージの送信を取り消すように更に動作可能である、請求項２２～２７のいずれ
か一項に記載の基地局。
【請求項２９】
　ページングメッセージの前記送信要求は、ダミーページングメッセージの送信要求であ
り、前記関連するページングメッセージはダミーページングメッセージである、請求項２
２～２８のいずれか一項に記載の基地局。
【請求項３０】
　通信システムのための移動通信デバイスであって、前記通信システムは、通信ノードと
、それぞれがセルを運用するように構成される複数の基地局と、該移動通信デバイスとを
備え、
　前記通信ノードは、
　該移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別する手段と、
　該移動通信デバイスが以前に位置していた少なくとも１つのセルを識別する情報を入手
するとともに、該移動通信デバイスのセル間の移動、及び該移動通信デバイスが前記少な
くとも１つのセル内に位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報を入手
する手段と、
　前記情報及び前記更なる情報に基づいて、該移動通信デバイスを探索する少なくとも１
つのセルを含む集合を画定する手段と、
　前記集合の各セル内の該移動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッセージの
送信を開始する手段と、
を備え、
　前記複数の基地局の各基地局は、
　該移動通信デバイスが、前記基地局によって運用されるセル内に位置するか、又は以前
に位置していた場合には、前記通信ノードに、該移動通信デバイスに関連する情報を提供
する手段であって、前記情報は、前記基地局によって運用される前記セルを識別する情報
と、前記基地局によって運用される前記セル内、及び／又は前記セル外への該移動通信デ
バイスの移動、並びに該移動通信デバイスが前記基地局によって運用される前記セル内に
位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報とを含む、手段と、
　前記通信ノードから、該移動通信デバイスに対するページングメッセージの送信要求を
受信する手段であって、前記ページング要求は、前記基地局によって提供される前記情報
及び前記更なる情報に基づいて前記通信ノードによって送信される、手段と、
　前記通信ノードから受信された要求に応答して、前記基地局によって運用される前記セ
ル内の前記移動通信デバイスに対する関連するページングメッセージを送信する手段と、
を備え、
　該移動通信デバイスは、前記通信ノードからのページング要求に応答して、前記複数の
基地局のうちの１つの基地局によって送信されたページングメッセージを受信し、接続要
求を用いて前記ページングメッセージに応答するように動作可能である、通信システムの
ための移動通信デバイス。
【請求項３１】
　通信ノードと、それぞれがセルを運用するように構成される複数の基地局と、少なくと
も１つの移動通信デバイスとを備える通信システムであって、
　前記通信ノードは、
　前記移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別する手段と、
　前記移動通信デバイスが以前に位置していた少なくとも１つのセルを識別する情報を入
手するとともに、前記移動通信デバイスのセル間の移動、及び前記移動通信デバイスが前
記少なくとも１つのセル内に位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報
を入手する手段と、
　前記情報及び前記更なる情報に基づいて、前記移動通信デバイスを探索する少なくとも
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１つのセルを含む集合を画定する手段と、
　前記集合の各セル内の前記移動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッセージ
の送信を開始する手段と、
を備え、
　前記複数の基地局の各基地局は、
　移動通信デバイスが、前記基地局によって運用されるセル内に位置するか、又は以前に
位置していた場合には、前記通信ノードに、前記移動通信デバイスに関連する情報を提供
する手段であって、前記情報は、前記基地局によって運用される前記セルを識別する情報
と、前記基地局によって運用される前記セル内、及び／又は前記セル外への前記移動通信
デバイスの移動、並びに前記移動通信デバイスが前記基地局によって運用される前記セル
内に位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報とを含む、手段と、
　前記通信ノードから、前記移動通信デバイスに対するページングメッセージの送信要求
を受信する手段であって、前記ページング要求は、前記基地局によって提供される前記情
報及び前記更なる情報に基づいて前記通信ノードによって送信される、手段と、
　前記通信ノードから受信された要求に応答して、前記基地局によって運用される前記セ
ル内の前記移動通信デバイスに対する関連するページングメッセージを送信する手段と、
を備える、通信システム。
【請求項３２】
　通信ネットワークのための通信ノードによって実行される方法であって、該方法は、
　移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別することと、
　前記移動通信デバイスが以前に位置していた少なくとも１つのセルを識別する情報を入
手するとともに、前記移動通信デバイスのセル間の移動、及び前記移動通信デバイスが前
記少なくとも１つのセル内に位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報
を入手することと、
　前記情報及び前記更なる情報に基づいて、前記移動通信デバイスを探索する少なくとも
１つのセルを含む集合を画定することと、
　前記集合の各セル内の前記移動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッセージ
の送信を開始することと、
を含む、通信ネットワークのための通信ノードによって実行される方法。
【請求項３３】
　通信ネットワークのための通信ノードによって実行される方法であって、該方法は、
　移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別することと、
　前記移動通信デバイスが以前に位置していた少なくとも１つのセルを識別する情報を入
手することと、
　前記入手された情報に基づいて、それぞれが前記移動通信デバイスを探索する少なくと
も１つのセルを含む、複数の集合を画定することと、
　前記複数の集合の各セル内の前記移動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッ
セージの送信を開始し、それが経過した後に前記送信が行われるべきであるそれぞれの時
間を指定することと、
を含み、
　前記それぞれの時間は、どの集合が、各ページングメッセージが送信されることになる
セルを含むかに応じて指定される、通信ネットワークのための通信ノードによって実行さ
れる方法。
【請求項３４】
　通信ネットワークのセル内でページングメッセージを送信するように動作可能な基地局
によって実行される方法であって、前記セルは前記基地局によって運用され、該方法は、
　移動通信デバイスが前記セル内に位置するか、又は以前に位置していた場合には、通信
ノードに、前記移動通信デバイスに関連する情報を提供することであって、前記情報は、
前記セルを識別する情報と、前記セル内、及び／又は前記セル外への前記移動通信デバイ
スの移動、並びに前記移動通信デバイスが前記セル内に位置した時刻のうちの少なくとも
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１つに関連する更なる情報とを含むことと、
　前記通信ノードから、前記移動通信デバイスに対するページングメッセージの送信要求
を受信することであって、前記ページング要求は、前記基地局によって提供される前記情
報及び前記更なる情報に基づいて前記通信ノードによって送信されることと、
　前記通信ノードから受信された要求に応答して、前記セル内の前記移動通信デバイスに
対する関連するページングメッセージを送信することと、
を含む、通信ネットワークのセル内でページングメッセージを送信するように動作する基
地局によって実行される方法。
【請求項３５】
　通信ノードと、それぞれがセルを運用するように構成される複数の基地局とを備える通
信システムのための移動通信デバイスによって実行される方法であって、該方法は、
　前記通信ノードからのページング要求に応答して前記複数の基地局のうちの１つの基地
局によって送信されたページングメッセージを受信することと、
　接続要求を用いて前記ページングメッセージに応答することと、
を含み、
　前記通信ノードは、
　前記移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別するステップと、
　前記移動通信デバイスが以前に位置していた少なくとも１つのセルを識別する情報を入
手するとともに、前記移動通信デバイスのセル間の移動、及び前記移動通信デバイスが前
記少なくとも１つのセル内に位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報
を入手するステップと、
　前記情報及び前記更なる情報に基づいて、前記移動通信デバイスを探索する少なくとも
１つのセルを含む集合を画定するステップと、
　前記集合の各セル内の前記移動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッセージ
の送信を開始するステップと、
を実行し、
　前記複数の基地局の各基地局は、
　前記移動通信デバイスが、前記基地局によって運用されるセル内に位置するか、又は以
前に位置していた場合には、前記通信ノードに、前記移動通信デバイスに関連する情報を
提供するステップであって、前記情報は、前記基地局によって運用される前記セルを識別
する情報と、前記基地局によって運用される前記セル内、及び／又は前記セル外への前記
移動通信デバイスの移動、並びに前記移動通信デバイスが前記基地局によって運用される
前記セル内に位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報とを含む、ステ
ップと、
　前記通信ノードから、前記移動通信デバイスに対するページングメッセージの送信要求
を受信するステップであって、前記ページング要求は、前記基地局によって提供される前
記情報及び前記更なる情報に基づいて前記通信ノードによって送信される、ステップと、
　前記通信ノードから受信された要求に応答して、前記基地局によって運用される前記セ
ル内で前記移動通信デバイスに対する関連するページングメッセージを送信するステップ
と、
を実行する、通信ノードと、それぞれがセルを運用するように構成される複数の基地局と
を備える通信システムのための移動通信デバイスによって実行される方法。
【請求項３６】
　通信ノードと、それぞれがセルを運用するように構成される複数の基地局と、少なくと
も１つの移動通信デバイスとを備える通信システムにおいて実行される方法であって、該
方法は、
　前記通信ノードにおいて、
　移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別することと、
　前記移動通信デバイスが以前に位置していた少なくとも１つのセルを識別する情報を入
手するとともに、前記移動通信デバイスのセル間の移動、及び前記移動通信デバイスが前
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記少なくとも１つのセル内に位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報
を入手することと、
　前記情報及び前記更なる情報に基づいて、前記移動通信デバイスを探索する少なくとも
１つのセルを含む集合を画定することと、
　前記集合の各セル内で前記移動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッセージ
の送信を開始することと、
を含み、
　基地局において、
　前記移動通信デバイスが前記基地局によって運用されるセル内に位置するか、又は以前
に位置していた場合には、通信ノードに、前記移動通信デバイスに関連する情報を提供す
ることであって、前記情報は、前記基地局によって運用される前記セルを識別する情報と
、前記基地局によって運用される前記セル内、及び／又は前記セル外への前記移動通信デ
バイスの移動、並びに前記移動通信デバイスが前記基地局によって運用される前記セル内
に位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報とを含むことと、
　前記通信ノードから、前記移動通信デバイスに対するページングメッセージの送信要求
を受信することであって、前記ページング要求は、前記基地局によって提供される前記情
報及び前記更なる情報に基づいて前記通信ノードによって送信されることと、
　前記通信ノードから受信された要求に応答して、前記基地局によって運用される前記セ
ル内で前記移動通信デバイスに対する関連するページングメッセージを送信することと、
を含む、通信ノードと、それぞれがセルを運用するように構成される複数の基地局と、少
なくとも１つの移動通信デバイスとを備える通信システムにおいて実行される方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信デバイス及び移動通信ネットワークに関し、限定はしないが、特に
、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）標準規格又はその均等物若しくは
派生物に従って動作する移動通信デバイス及び移動通信ネットワークに関する。本発明は
、限定はしないが、これらのネットワーク内のページングシグナリング負荷の削減に特に
関連する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ標準規格によれば、ＮｏｄｅＢ（又はＬＴＥ（すなわち、ロングタームエボリ
ューション）のｅＮＢ）は、移動デバイスがそれを介してコアネットワークに接続し、か
つネットワークのセルを画定する基地局である。ホーム基地局（ＨＮＢ）は、短距離の３
Ｇ無線周波数（ＲＦ）カバレッジを提供し、フェムトアクセスポイント（ＦＡＰ）と呼ば
れることもある。ホーム基地局がＬＴＥ標準規格に従って動作している場合、ＨＮＢは一
般的にＨｅＮＢと呼ばれる。ＨＮＢ又はＨｅＮＢは、家、中小企業、ショッピングモール
等において無線カバレッジ（例えば、３Ｇ、４Ｇ及び／又はＷｉＭＡＸ）を提供し、通常
、適切なホームｅＮＢゲートウェイＨｅＮＢ　ＧＷ及び公衆又は企業のブロードバンド（
ＢＢ）アクセスネットワークを介して（例えば、インターネットへのＡＤＳＬリンクを介
して）コアネットワークに接続する。通常動作モード又は通常状態において動作中に、Ｈ
ＮＢ又はＨｅＮＢによって、ユーザー機器（ＵＥ）のユーザーが、複数の基地局（ｅＮｏ
ｄｅＢ、ｅＮＢ）のうちの１つ、ＨｅＮＢ　ＧＷ及びコアネットワークを介して、他の同
様のユーザーと通信できるようになる。
【０００３】
　接続状態若しくは接続モード、又はアクティブ状態若しくはアクティブモードにおいて
、ＵＥがネットワークに登録され、基地局とのＲＲＣ（無線リソース制御）接続を有し、
それにより、ネットワークは、そのＵＥがどのセルに属するかを識別することができ、Ｕ
Ｅとの間でデータを送受信することができる。ＬＴＥでは、アクティブ状態又はアクティ
ブモードにおいて、ハンドオーバー手順によって、ＵＥはＬＴＥ内システム内（ＲＡＴ内
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及び周波数間）の移動、及び他のＲＡＴＳ（無線アクセス技術）への移動中に、サービス
継続性を有することができるようになる。
【０００４】
　ＵＥは、節電状態若しくは節電モード、又はアイドル状態若しくはアイドルモードも有
し、この状態又はモードにおいて、通常、ＵＥはデータを送受信しておらず、ＵＥに関す
るコンテキストは基地局によって格納されていない。アイドル状態において、ＵＥのロケ
ーションは、基地局セルのクラスター又はグループを含む追跡エリア（ＴＡ）の粒度での
み（３ＧＰＰではＭＭＥ（移動管理エンティティ）に）知られている。アイドル状態にあ
るとき、ＵＥが、ＢＣＨ（ブロードキャストチャネル）内で基地局によってブロードキャ
ストされるパラメーターに従って、セル再選択タイマ値によって与えられる頻度でセルを
選択及び再選択し、基地局は、ＵＥによって行われるセル選択／再選択に関して認識しな
い。ＵＥが、そのＵＥがＭＭＥにおいて登録されたトラッキングエリア（複数の場合もあ
る）の一部でないセルの中に移動する場合には、ＵＥが現時点で位置するＴＡをＭＭＥに
通知するために、トラッキングエリア更新がトリガーされる。
【０００５】
　現在、ＵＥとの通信を確立するために、ＵＥがＭＭＥにおいて登録されたＴＡ（複数の
場合もある）の全てのセルにページング要求が送信される。この結果、各関連セルを運用
している各ＨＮＢ又はＨｅＮＢが、そのＵＥに対してページングメッセージを送信する。
一般的に、そのＵＥが位置するセルを運用している基地局だけがＵＥからページング応答
を受信することになる。しかしながら、ＵＥをページングするこの方法は、トラッキング
エリアが多数のセルを含む場合があり、かつＵＥが複数のトラッキングエリアで登録され
る場合があるので、エアーインターフェースに大きな負荷をかける。そのような場合、ペ
ージングオーバーヘッドが望ましくないほど大きい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記の問題を軽減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　１つの態様によれば、本発明は、通信ネットワークのための通信ノードであって、該通
信ノードは、
　移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別する手段と、
　前記移動通信デバイスが以前に位置していた少なくとも１つのセルを識別する情報を入
手するとともに、前記移動通信デバイスのセル間の移動、及び前記移動通信デバイスが前
記少なくとも１つのセル内に位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報
を入手する手段と、
　前記情報及び前記更なる情報に基づいて、前記移動通信デバイスを探索する少なくとも
１つのセルを含む集合を画定する手段と、
　前記集合の各セル内の前記移動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッセージ
の送信を開始する手段と、
を備える、通信ネットワークのための通信ノードを提供する。
【０００８】
　前記通信ノードは、前記移動通信デバイスに対するページングメッセージに応答して、
前記移動通信デバイスから応答が受信されたか否かを判断する手段を更に備えることがで
きる。
【０００９】
　前記集合は第１の集合を含むことができ、前記画定する手段は、前記情報及び前記更な
る情報に基づいて、前記通信デバイスを探索する少なくとも１つのセルを含む少なくとも
１つの更なる集合を画定するように動作可能とすることができる。
【００１０】
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　前記送信を開始する手段は、前記判断する手段が、前記集合内のセルにおいて送信され
た前記移動通信デバイスに対するページングメッセージに応答して、前記移動通信デバイ
スから応答が受信されなかったと判断する場合には、前記少なくとも１つの更なる集合の
各セル内で前記移動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッセージの送信を開始
するように動作可能とすることができる。
【００１１】
　前記送信を開始する手段は、第１の時間後に前記第１の集合の各セル内の前記移動通信
デバイスに対してそれぞれのページングメッセージの送信を開始し、前記第１の時間より
長い少なくとも１つの他の時間後に前記少なくとも１つの更なる集合の各セル内で前記移
動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッセージの送信を開始するように動作可
能とすることができる。
【００１２】
　前記送信を開始する手段は、前記判断する手段が、前記第１の集合のセル内で送信され
た前記移動通信デバイスに対するページングメッセージに応答して前記移動通信デバイス
から応答が受信されたと判断する場合には、前記少なくとも１つの他の時間の終了前に、
前記少なくとも１つの更なる集合の各セル内で前記移動通信デバイスに対するそれぞれの
ページングメッセージの送信を取り消すように動作可能とすることができる。
【００１３】
　前記通信デバイスは、前記判断する手段が、前記移動通信デバイスに対するページング
メッセージに応答して前記移動通信デバイスから応答が受信されたと判断する場合には、
前記移動通信デバイスとの通信接続の実行時に前記移動通信デバイスにシグナリングする
手段を更に備えることができる。
【００１４】
　前記通信ノードは、前記移動通信デバイスに対するページングメッセージに応答して前
記移動通信デバイスから応答が受信された否かに応じて、前記情報及び前記更なる情報の
うちの少なくとも１つを更新する手段を更に備えることができる。
【００１５】
　前記移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別する手段は、前記
移動通信デバイスに対するダミーページングが必要とされることを識別するように動作可
能とすることができ、前記少なくとも１つのページングメッセージはダミーページングメ
ッセージを含むことができる。
【００１６】
　前記移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別する手段は、前記
移動通信デバイスに対して通信接続が必要とされることを識別するように動作可能とする
ことができ、前記少なくとも１つのページングメッセージは前記移動通信デバイスとの前
記通信接続の実行時のページングメッセージを含むことができる。
【００１７】
　前記更なる情報は、前記少なくとも１つのセル内に前記移動通信デバイスが位置したそ
れぞれの時刻を識別することができる。
【００１８】
　前記更なる情報は、前記移動通信デバイスと前記通信ノードとの間の接続が解放された
後に経過した時間を識別する情報を含むことができる。
【００１９】
　前記更なる情報は、前記移動通信デバイスが以前に位置していた少なくとも１つの更な
るセルを識別する情報を含むことができる。
【００２０】
　前記更なる情報は、前記ページングメッセージ又はページング要求が送信／受信される
ページング時刻を識別する情報を含むことができ、前記通信ノードは、前記ページング時
刻に基づいて、前記移動通信デバイスの前記セル間の移動の予想レベルを推定するように
動作可能とすることができる。
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【００２１】
　前記通信ノードは、ホーム基地局ゲートウェイを含むことができる。
【００２２】
　前記通信ノードは、モビリティ管理エンティティを含むことができる。
【００２３】
　前記更なる情報は、前記移動通信デバイスがアイドルモードにあるときの、前記移動通
信デバイスのセル間の移動に関連する情報を含むことができる。
【００２４】
　前記更なる情報は、前記移動通信デバイスが接続モードにあるときの、前記移動通信デ
バイスのセル間の移動に関連する情報を含むことができる。
【００２５】
　前記更なる情報は、動作モード間（例えば、アイドルモードと接続モードとの間）の、
前記移動通信デバイスの少なくとも１つの遷移に関連する情報を含むことができる。
【００２６】
　前記少なくとも１つのセルを識別する情報、及び／又は前記更なる情報はセルＩＤを含
むことができる。
【００２７】
　別の態様によれば、本発明は、通信ネットワークのための通信ノードであって、該通信
ノードは、
　移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別する手段と、
　前記移動通信デバイスが以前に位置していた少なくとも１つのセルを識別する情報を入
手する手段と、
　前記入手された情報に基づいて、それぞれが前記移動通信デバイスを探索する少なくと
も１つのセルを含む、複数の集合を画定する手段と、
　前記複数の集合の各セル内の前記移動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッ
セージの送信を開始するとともに、それが経過した後に前記送信が行われるべきであるそ
れぞれの時間を指定する手段と、
を備え、
　前記それぞれの時間は、どの集合が、各ページングメッセージが送信されることになる
セルを含むかに応じて指定される、通信ネットワークのための通信ノードを提供する。
【００２８】
　別の態様によれば、本発明は、通信ネットワークのセル内でページングメッセージを送
信するための基地局であって、前記セルは前記基地局によって運用され、該基地局は、
　移動通信デバイスが前記セル内に位置するか、又は以前に位置していた場合には、通信
ノードに、前記移動通信デバイスに関連する情報を提供する手段であって、前記情報は、
前記セルを識別する情報と、前記セル内、及び／又は前記セル外への前記移動通信デバイ
スの移動、並びに前記移動通信デバイスが前記セル内に位置した時刻のうちの少なくとも
１つに関連する更なる情報とを含む、手段と、
　前記通信ノードから、前記移動通信デバイスに対するページングメッセージの送信要求
を受信する手段であって、前記ページング要求は、前記基地局によって提供される前記情
報及び前記更なる情報に基づいて前記通信ノードによって送信される、手段と、
　前記通信ノードから受信された要求に応答して、前記セル内の前記移動通信デバイスに
対する関連するページングメッセージを送信する手段と、
を備える、通信ネットワークのセル内でページングメッセージを送信するための基地局を
提供する。
【００２９】
　前記受信する手段は、前記移動通信デバイスから、前記ページングメッセージへの応答
を受信するように動作可能とすることができ、前記提供する手段は、前記通信ノードに、
前記移動通信デバイスから前記応答が受信されたという指示を与えるように動作可能とす
ることができる。
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【００３０】
　前記基地局は、前記受信する手段が前記移動通信デバイスから前記ページングメッセー
ジへの応答を受信する場合には、前記移動通信デバイスとの通信接続の実行時に前記移動
通信デバイスにシグナリングするように更に動作可能とすることができる。
【００３１】
　前記移動通信デバイスから受信される前記応答は接続要求とすることができる。
【００３２】
　前記基地局によって前記移動通信デバイスから前記ページングメッセージへの応答が受
信されなかった場合には、前記基地局は、
　前記通信ノードに、前記移動通信デバイスから前記ページングメッセージに対する応答
が受信されなかったという指示を与えるように更に動作可能とすることができる。
【００３３】
　前記移動通信デバイスに対するページングメッセージの送信要求を受信するための前記
手段は、それが経過した後に前記ページングメッセージが前記移動通信デバイスに送信さ
れるべきである時間を識別する情報を受信するように動作可能とすることができ、
　前記送信する手段は、前記時間後に前記関連するページングメッセージを送信するよう
に動作可能とすることができる。
【００３４】
　前記基地局は、
　前記通信ノードから、ページングメッセージの送信を取り消す指示を受信し、
　ページングメッセージ送信を取り消す前記指示に応答して以前に要求されたページング
メッセージの送信を取り消すように更に動作可能とすることができる。
【００３５】
　ページングメッセージの前記送信要求は、ダミーページングメッセージの送信要求とす
ることができ、前記関連するページングメッセージはダミーページングメッセージとする
ことができる。
【００３６】
　別の態様によれば、本発明は、通信システムのための移動通信デバイスであって、前記
通信システムは、通信ノードと、それぞれがセルを運用するように構成される複数の基地
局と、該移動通信デバイスとを備え、
　前記通信ノードは、
　該移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別する手段と、
　該移動通信デバイスが以前に位置していた少なくとも１つのセルを識別する情報を入手
するとともに、該移動通信デバイスのセル間の移動、及び該移動通信デバイスが前記少な
くとも１つのセル内に位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報を入手
する手段と、
　前記情報及び前記更なる情報に基づいて、該移動通信デバイスを探索する少なくとも１
つのセルを含む集合を画定する手段と、
　前記集合の各セル内の該移動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッセージの
送信を開始する手段と、
を備え、
　前記複数の基地局の各基地局は、
　該移動通信デバイスが、前記基地局によって運用されるセル内に位置するか、又は以前
に位置していた場合には、前記通信ノードに、該移動通信デバイスに関連する情報を提供
する手段であって、前記情報は、前記基地局によって運用される前記セルを識別する情報
と、前記基地局によって運用される前記セル内、及び／又は前記セル外への該移動通信デ
バイスの移動、並びに該移動通信デバイスが前記基地局によって運用される前記セル内に
位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報とを含む、手段と、
　前記通信ノードから、該移動通信デバイスに対するページングメッセージの送信要求を
受信する手段であって、前記ページング要求は、前記基地局によって提供される前記情報
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及び前記更なる情報に基づいて前記通信ノードによって送信される、手段と、
　前記通信ノードから受信された要求に応答して、前記基地局によって運用される前記セ
ル内の前記移動通信デバイスに対する関連するページングメッセージを送信する手段と、
を備え、
　該移動通信デバイスは、前記通信ノードからのページング要求に応答して、前記複数の
基地局のうちの１つの基地局によって送信されたページングメッセージを受信し、接続要
求を用いて前記ページングメッセージに応答するように動作可能である、通信システムの
ための移動通信デバイスを提供する。
【００３７】
　別の態様によれば、本発明は、通信ノードと、それぞれがセルを運用するように構成さ
れる複数の基地局と、少なくとも１つの移動通信デバイスとを備える通信システムであっ
て、
　前記通信ノードは、
　前記移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別する手段と、
　前記移動通信デバイスが以前に位置していた少なくとも１つのセルを識別する情報を入
手するとともに、前記移動通信デバイスのセル間の移動、及び前記移動通信デバイスが前
記少なくとも１つのセル内に位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報
を入手する手段と、
　前記情報及び前記更なる情報に基づいて、前記移動通信デバイスを探索する少なくとも
１つのセルを含む集合を画定する手段と、
　前記集合の各セル内の前記移動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッセージ
の送信を開始する手段と、
を備え、
　前記複数の基地局の各基地局は、
　移動通信デバイスが、前記基地局によって運用されるセル内に位置するか、又は以前に
位置していた場合には、前記通信ノードに、前記移動通信デバイスに関連する情報を提供
する手段であって、前記情報は、前記基地局によって運用される前記セルを識別する情報
と、前記基地局によって運用される前記セル内、及び／又は前記セル外への前記移動通信
デバイスの移動、並びに前記移動通信デバイスが前記基地局によって運用される前記セル
内に位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報とを含む、手段と、
　前記通信ノードから、前記移動通信デバイスに対するページングメッセージの送信要求
を受信する手段であって、前記ページング要求は、前記基地局によって提供される前記情
報及び前記更なる情報に基づいて前記通信ノードによって送信される、手段と、
　前記通信ノードから受信された要求に応答して、前記基地局によって運用される前記セ
ル内の前記移動通信デバイスに対する関連するページングメッセージを送信する手段と、
を備える、通信システムを提供する。
【００３８】
　別の態様によれば、本発明は、通信ネットワークのための通信ノードによって実行され
る方法であって、該方法は、
　移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別することと、
　前記移動通信デバイスが以前に位置していた少なくとも１つのセルを識別する情報を入
手するとともに、前記移動通信デバイスのセル間の移動、及び前記移動通信デバイスが前
記少なくとも１つのセル内に位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報
を入手することと、
　前記情報及び前記更なる情報に基づいて、前記移動通信デバイスを探索する少なくとも
１つのセルを含む集合を画定することと、
　前記集合の各セル内の前記移動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッセージ
の送信を開始することと、
を含む、通信ネットワークのための通信ノードによって実行される方法を提供する。
【００３９】
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　別の態様によれば、本発明は、通信ネットワークのための通信ノードによって実行され
る方法であって、該方法は、
　移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別することと、
　前記移動通信デバイスが以前に位置していた少なくとも１つのセルを識別する情報を入
手することと、
　前記入手された情報に基づいて、それぞれが前記移動通信デバイスを探索する少なくと
も１つのセルを含む、複数の集合を画定することと、
　前記複数の集合の各セル内の前記移動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッ
セージの送信を開始し、それが経過した後に前記送信が行われるべきであるそれぞれの時
間を指定することと、
を含み、
　前記それぞれの時間は、どの集合が、各ページングメッセージが送信されることになる
セルを含むかに応じて指定される、通信ネットワークのための通信ノードによって実行さ
れる方法を提供する。
【００４０】
　別の態様によれば、本発明は、通信ネットワークのセル内でページングメッセージを送
信するように動作可能な基地局によって実行される方法であって、前記セルは前記基地局
によって運用され、該方法は、
　移動通信デバイスが前記セル内に位置するか、又は以前に位置していた場合には、通信
ノードに、前記移動通信デバイスに関連する情報を提供することであって、前記情報は、
前記セルを識別する情報と、前記セル内、及び／又は前記セル外への前記移動通信デバイ
スの移動、並びに前記移動通信デバイスが前記セル内に位置した時刻のうちの少なくとも
１つに関連する更なる情報とを含むことと、
　前記通信ノードから、前記移動通信デバイスに対するページングメッセージの送信要求
を受信することであって、前記ページング要求は、前記基地局によって提供される前記情
報及び前記更なる情報に基づいて前記通信ノードによって送信されることと、
　前記通信ノードから受信された要求に応答して、前記セル内の前記移動通信デバイスに
対する関連するページングメッセージを送信することと、
を含む、通信ネットワークのセル内でページングメッセージを送信するように動作する基
地局によって実行される方法を提供する。
【００４１】
　本発明は、通信ノードと、それぞれがセルを運用するように構成される複数の基地局と
を備える通信システムのための移動通信デバイスによって実行される方法であって、該方
法は、
　前記通信ノードからのページング要求に応答して前記複数の基地局のうちの１つの基地
局によって送信されたページングメッセージを受信することと、
　接続要求を用いて前記ページングメッセージに応答することと、
を含み、
　前記通信ノードは、
　前記移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別するステップと、
　前記移動通信デバイスが以前に位置していた少なくとも１つのセルを識別する情報を入
手するとともに、前記移動通信デバイスのセル間の移動、及び前記移動通信デバイスが前
記少なくとも１つのセル内に位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報
を入手するステップと、
　前記情報及び前記更なる情報に基づいて、前記移動通信デバイスを探索する少なくとも
１つのセルを含む集合を画定するステップと、
　前記集合の各セル内の前記移動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッセージ
の送信を開始するステップと、
を実行し、
　前記複数の基地局の各基地局は、
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　前記移動通信デバイスが、前記基地局によって運用されるセル内に位置するか、又は以
前に位置していた場合には、前記通信ノードに、前記移動通信デバイスに関連する情報を
提供するステップであって、前記情報は、前記基地局によって運用される前記セルを識別
する情報と、前記基地局によって運用される前記セル内、及び／又は前記セル外への前記
移動通信デバイスの移動、並びに前記移動通信デバイスが前記基地局によって運用される
前記セル内に位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報とを含む、ステ
ップと、
　前記通信ノードから、前記移動通信デバイスに対するページングメッセージの送信要求
を受信するステップであって、前記ページング要求は、前記基地局によって提供される前
記情報及び前記更なる情報に基づいて前記通信ノードによって送信される、ステップと、
　前記通信ノードから受信された要求に応答して、前記基地局によって運用される前記セ
ル内で前記移動通信デバイスに対する関連するページングメッセージを送信するステップ
と、
を実行する、通信ノードと、それぞれがセルを運用するように構成される複数の基地局と
を備える通信システムのための移動通信デバイスによって実行される方法を提供する。
【００４２】
　別の態様によれば、本発明は、通信ノードと、それぞれがセルを運用するように構成さ
れる複数の基地局と、少なくとも１つの移動通信デバイスとを備える通信システムにおい
て実行される方法であって、該方法は、
　前記通信ノードにおいて、
　移動通信デバイスに対するページングが必要とされることを識別することと、
　前記移動通信デバイスが以前に位置していた少なくとも１つのセルを識別する情報を入
手するとともに、前記移動通信デバイスのセル間の移動、及び前記移動通信デバイスが前
記少なくとも１つのセル内に位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報
を入手することと、
　前記情報及び前記更なる情報に基づいて、前記移動通信デバイスを探索する少なくとも
１つのセルを含む集合を画定することと、
　前記集合の各セル内で前記移動通信デバイスに対するそれぞれのページングメッセージ
の送信を開始することと、
を含み、
　基地局において、
　前記移動通信デバイスが前記基地局によって運用されるセル内に位置するか、又は以前
に位置していた場合には、通信ノードに、前記移動通信デバイスに関連する情報を提供す
ることであって、前記情報は、前記基地局によって運用される前記セルを識別する情報と
、前記基地局によって運用される前記セル内、及び／又は前記セル外への前記移動通信デ
バイスの移動、並びに前記移動通信デバイスが前記基地局によって運用される前記セル内
に位置した時刻のうちの少なくとも１つに関連する更なる情報とを含むことと、
　前記通信ノードから、前記移動通信デバイスに対するページングメッセージの送信要求
を受信することであって、前記ページング要求は、前記基地局によって提供される前記情
報及び前記更なる情報に基づいて前記通信ノードによって送信されることと、
　前記通信ノードから受信された要求に応答して、前記基地局によって運用される前記セ
ル内で前記移動通信デバイスに対する関連するページングメッセージを送信することと、
を含む、通信ノードと、それぞれがセルを運用するように構成される複数の基地局と、少
なくとも１つの移動通信デバイスとを備える通信システムにおいて実行される方法を提供
する。
【００４３】
　本発明の態様は、上記で示した、又は特許請求の範囲において記載される態様及び可能
な形態において記述されるような方法を実行するようにプログラマブルプロセッサをプロ
グラムするように、及び／又は特許請求の範囲のいずれかの請求項において記載される装
置を提供するように適切に構成されたコンピューターをプログラムするように動作可能で
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ある、そこに記憶された命令を有するコンピューター可読記憶媒体のようなコンピュータ
ープログラム製品にまで及ぶ。
【００４４】
　次に、本発明の例示的な実施形態を、例として、添付の図面を参照しながら説明する。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１ａ】電気通信システムを示す概略図である。
【図１ｂ】図１ａに示される電気通信システムのための例示的な論理アーキテクチャを示
す概略図である。
【図１ｃ】図１ａに示される電気通信システムのための例示的な全体アーキテクチャを示
す概略図である。
【図２】２つのトラッキングエリアを形成するセルのネットワークを示す概略図である。
【図３】図１ａの電気通信システムのＵＥの主要構成要素を示す概略図である。
【図４】図１ａの電気通信システムのホーム基地局の主要構成要素を示すブロック図であ
る。
【図５】図１ａの電気通信システムのホーム基地局ゲートウェイの主要構成要素を示すブ
ロック図である。
【図６】例示的な実施形態による方法を示す流れ図である。
【図７】別の例示的な実施形態による方法を示す流れ図である。
【図８ａ】更なる例示的な実施形態による方法を示す流れ図である。
【図８ｂ】更なる例示的な実施形態による方法を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　当業者が効率的に理解するために、本発明の実施形態及び実施態様は３Ｇシステム（Ｕ
ＭＴＳ、ＬＴＥ）との関連で詳細に説明されることになるが、本発明の原理は、システム
の対応する要素を必要に応じて変更して、移動デバイス又はユーザー機器（ＵＥ）が幾つ
かの基地局のうちの１つと通信する他のシステム（ＷｉＭＡＸ等）にも適用することがで
きる。
【００４７】
概説
　図１ａは、移動（セルラー）電気通信システム１－１を概略的に示しており、ユーザー
機器（ＵＥ）（移動電話又は他の移動通信デバイス等）３－１～３－４のユーザーが、異
なるアクセスノードを介して他のユーザーと通信することができる。詳細には、ＵＥ３は
、ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）「マクロ」基地局５－１及
び関連する無線ネットワークコントローラー（ＲＮＣ）７を介して、又は発展型ＵＴＲＡ
Ｎ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）基地局５－２を介して、移動電話コアネットワーク８と直接接続す
ることができる。具体的には、ＵＥ３－３が、Ｅ－ＵＴＲＡＮ「マクロ」基地局５－２に
よって運用されるセル９－３内に位置し、それゆえ、Ｅ－ＵＴＲＡＮ基地局５－２を介し
てコアネットワーク８に接続することができる。ＵＥ３－４が、ＵＴＲＡＮ基地局５－１
によって運用されるセル９－４内に位置し、それゆえ、ＵＴＲＡＮ基地局５－１を介して
コアネットワーク８に接続することができる。ＵＥ３は、「ホーム」基地局（ＨＮＢ）を
用いて、移動電話コア電話ネットワーク８に接続することもできる。この実施形態では、
ホーム基地局はＬＴＥ基地局（ＨｅＮＢ）であり、ゲートウェイＨｅＮＢ　ＧＷ１３によ
って、移動電話コアネットワーク８に結合される。ＨｅＮＢ１１－１は、ＵＥ３－１が位
置するフェムトセル９－１を運用し、それゆえ、ＵＥ３－１は、ＨｅＮＢ１１－１を介し
てコアネットワーク８に接続することができる。ＨｅＮＢ１１－２は、ＵＥ３－２が位置
するフェムトセル９－２を運用し、それゆえ、ＵＥ３－２は、ＨｅＮＢ１１－２を介して
コアネットワーク８に接続することができる。
【００４８】
　コアネットワーク８内のモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）１０が、各ＵＥ３を追
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跡するための情報を保持し、接続が必要とされるときにＵＥのページングを制御する。ま
た、ＭＭＥ１０は、通信ベアラの起動及び停止と、ＵＥ３がネットワークに最初にアタッ
チするときの、及びコアネットワーク（ＣＮ）ノードリロケーションを伴うハンドオーバ
ー中の、ＵＥ３のためのサービングゲートウェイＳ－ＧＷ１２の選択とに関与する。Ｓ－
ＧＷ１２は、ユーザーデータパケットをルーティングし、転送するように構成される。
【００４９】
　図１ａの例では、ＨｅＮＢがプリプログラミングされたセキュリティゲートウェイに最
初に接続するように、ＨｅＮＢはコアネットワーク８内のセキュリティゲートウェイ（図
示せず）のＩＰアドレスをプログラミングされる。コアネットワーク８内のドメインネー
ムサーバ（ＤＮＳ）（図示せず）が、各ＨｅＮＢ１１に、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３との通信に
おいてＨｅＮＢ１１が使用するＩＰアドレスを割り当てる。
【００５０】
　この実施形態において、説明を簡単にするために、各ＵＥ３が一度に１つの基地局５又
はホーム基地局１１だけと通信すると仮定されるが、展開されるシステムでは、ＵＥ３は
、接続モードに留まりながら、幾つかの基地局又はホーム基地局と通信する場合がある。
簡単にするために、図１ａには、限られた数のマクロ基地局５及びホーム基地局１１、並
びに関連するマクロセル又はフェムトセル９しか示されないが、通信システム１－１は、
例えば、図２に示されるように、任意の数の基地局及び／又は任意の数の関連するセル９
を備えることができることは理解されよう。
【００５１】
　図１ｂにおいて、図１ａに示される通信システムのための例示的な論理アーキテクチャ
の概略図が全体として１－２において示される。図示されるように、ＨｅＮＢ１１は、１
組のＳ１インターフェースＳ１－ＭＭＥ６－１及びＳ１－Ｕ６－２を介してコアネットワ
ーク８に接続され、この例では、コアネットワークは発展型パケットコア（ＥＰＣ）８と
して示される。Ｓ１－ＭＭＥインターフェース６－１は、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３を介して、
ＨｅＮＢ１１とコアネットワーク８のＭＭＥ１０との間で、制御データを含む、制御プレ
ーン（Ｃ－プレーン）トラフィックを搬送する。Ｓ１－Ｕインターフェース６－２は、Ｈ
ｅＮＢ１１とコアネットワーク８との間で、ユーザーデータを含む、ユーザープレーン（
Ｕ－プレーン）トラフィックを搬送し、この例では、Ｓ１－Ｕインターフェース６－２は
、ＨｅＮＢ１１と、コアネットワーク８のＳ－ＧＷ１２との間の直接論理Ｕ－プレーン接
続を提供する。図示されるように、Ｓ１インターフェース６は、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３とコ
アネットワーク８との間のインターフェース、ＨｅＮＢ１１とＨｅＮＢ　ＧＷ１３との間
のインターフェース、及びＨｅＮＢ１１とコアネットワーク８との間のインターフェース
を提供することができる。
【００５２】
　ＨｅＮＢ　ＧＷ１３は、コアネットワーク８への任意の数のＨｅＮＢのための接続を提
供することができる。
【００５３】
　図１ｃにおいて、図１ａに示される通信システムのための例示的な全体アーキテクチャ
の概略図が全体として１－３において示される。図示されるように、Ｅ－ＵＴＲＡＮ「マ
クロ」基地局（ｅＮＢ）５－３～５－５が、Ｓ１インターフェース６を介して、ＭＭＥ１
０及びＳ－ＧＷ１２に接続される。ＨｅＮＢ１１－３～１１－５もＳ１インターフェース
６を介してＭＭＥ１０及びＳ－ＧＷ１２に接続されるが、ＨｅＮＢ１１は、ＭＭＥ１０及
びＳ－ＧＷ１２に直接接続される場合があるか、又はＨｅＮＢ　ＧＷ１３を介して接続さ
れる場合がある。ｅＮＢ５は、Ｘ２インターフェース１３０を介して互いに通信するよう
に構成される。
【００５４】
　図２は、図１ａに示されるような通信システムの一部を形成する複数のセルを示す。各
セルは、六角形エリアとして表され、それぞれの群（又はセルの「トラッキングエリア」
（ＴＡ））の一部を形成する。具体的には、図２に示されるセルは、２つの群：トラッキ
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ングエリア１（ＴＡ１）及びトラッキングエリア２（ＴＡ２）を形成する。この実施形態
では、セルはＬＴＥフェムトセル９であり、それゆえ、各セル９はＨｅＮＢ１１によって
運用され、さらにＨｅＮＢ１１は少なくとも１つのＨｅＮＢ　ＧＷ１３によって制御され
るが、展開されるシステムでは、各ＴＡはマクロセル及び／又はフェムトセル９が混在し
たものを備えることができることは理解されよう。ＵＥ３がアイドルモードにあるとき、
ＭＭＥ１０は、トラッキングエリアの粒度においてＵＥ３の位置を識別する情報を保持す
るが、ＵＥが任意の特定の時刻にトラッキングエリアのどのセルに位置するかを正確に識
別するだけの十分な情報を保持しない。
【００５５】
　都合の良いことに、本発明によれば、ＵＥ３との通信を確立するために、ページング要
求が、ＵＥ３に関連付けられ、ＭＭＥ１０において保持されるＴＡリスト上に存在するＴ
Ａ（複数の場合もある）の全てのセルに必ずしも送信されるのではなく、ページングされ
るＵＥ３に関連する、履歴情報のような情報に基づいて動的に画定される１組のセルに送
信される。図２に示される例では、ページング要求は最初に、適切なＨｅＮＢゲートウェ
イ（複数の場合もある）１３から、動的に画定された初期ページングエリア（ＩＰＡ）２
０１内のセルを運用する各ＨｅＮＢ１１に送信される。初期ページングエリア（ＩＰＡ）
２０１は、セルＩＰＡ－１～ＩＰＡ－４を含み、この例では、トラッキングエリアＴＡ１
のセルのサブセットを形成する。ＨｅＮＢ　ＧＷ１３からページング要求を受信するのに
応答して、ＩＰＡ内のセル９のＨｅＮＢ１１は、自らが運用するＩＰＡの各セル内のＵＥ
３に対して対応するページングメッセージを送信することになる。
【００５６】
　ページングされたＵＥ３から応答が受信された場合には、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３によるペ
ージング要求及びＨｅＮＢ１１によるページングメッセージの送信が中止される。それゆ
え、この例では、まだページングメッセージを送信していない任意のＨｅＮＢ１１がペー
ジングメッセージを送信する必要がなくなるので、シグナリングオーバーヘッドの使用が
最小化される。例えば、ＵＥからの応答がセルＩＰＡ－１によって受信された場合には、
ＩＰＡの４つのセルのみがページングメッセージを送信しており、残りのセル内のシグナ
リングオーバーヘッドは最小化される。
【００５７】
　その後、ＩＰＡにおいて送信されたページングメッセージに対する応答が受信されない
場合には、適切なＨｅＮＢゲートウェイ（複数の場合もある）１３から、後続のページン
グエリア内のセルを運用する各ＨｅＮＢ１１にページング要求が送信され、この後続のペ
ージングエリアは、ＵＥ関連情報に基づいて動的に画定され、この例では、セルＳＰＡ－
１～ＳＰＡ－１０によって形成される二次ページングエリア（ＳＰＡ）２０３を含む。最
後に、ＳＰＡ内で送信されたページングメッセージへの応答が受信されない場合には、適
切なＨｅＮＢゲートウェイ（複数の場合もある）１３から、更なるページングエリア内の
セルを運用する各ＨｅＮＢ１１にページング要求が送信され、更なるページングエリアは
、同じくＵＥ関連情報に基づいて動的に画定され、この例では、セルＴＰＡ－１～ＴＰＡ
－４を含む三次ページングエリア（ＴＰＡ）２０５を含む。
【００５８】
　ページングエリアを動的に画定するときに基にするＵＥ関連情報は通常、ページングエ
リアのセルにおいてＵＥからの応答を受信する可能性を最大にするために、ＵＥの位置に
関連する情報、例えば、ＵＥが直前に接続されたセルを含む。有益なことに、ページング
エリアを動的に画定するときに基にするＵＥ関連情報は、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３によって得
られた付加情報も含むことができる。後に更に詳細に説明されるように、付加情報は、例
えば、以下の情報の任意の組み合わせを含むことができる。
　（ａ）ＵＥがこれまでに位置していたセルを識別する情報及び／又はそれらのセル内に
ＵＥが位置した時刻に関連する履歴的タイミング情報のような、ＴＡ（複数の場合もある
）のセル間のＵＥ３の移動に関連する情報（ＵＥ「モビリティ」情報と呼ばれる）、
　（ｂ）現在のページング要求／メッセージが送信される時刻を識別する情報のような更
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なるタイミング情報、
　（ｃ）ＵＥがこれまでに位置していた１つ又は複数のセルに地理的に近接しているセル
に関連する隣接セル情報、
　（ｄ）ＵＥによる関連する非接続への応答（又は応答がないこと）の結果として得られ
る、ＵＥに関連する「ダミーページング」情報、又はＵＥが特定のセル若しくはセル群内
にあるか否かを確認するために送信される「ダミー」ページングメッセージ、及び／又は
　（ｅ）他の同様の情報。
【００５９】
　ページングエリアを画定するときにそのような付加情報を用いることは、ページングエ
リアの動的な画定が、ＵＥが位置する可能性が高いターゲットセルに対してより正確に、
より効率的に実行できることを意味する。
【００６０】
ユーザー機器
　図３は図１ａに示されるＵＥ３の主要構成要素を概略的に示す。図３に示されるように
、各ＵＥ３は１つ又は複数のアンテナ７３を介して、基地局５又は１１との間で信号を送
受信する送受信機回路７１を含む。図示されるように、ＵＥ３は、ＵＥ３の動作を制御す
るコントローラー７５も含む。コントローラー７５は、送受信機回路７１に、かつこの例
では、スピーカー７７、マイクロフォン７９、ディスプレイ８１及びキーパッド８３を有
するユーザーインターフェースに接続される。コントローラー７５は、メモリ８５内に記
憶されるソフトウェア命令に従って動作する。図示されるように、これらのソフトウェア
命令は、数ある中でも、ＨｅＮＢを介してのＲＲＣ接続の確立を制御するためのＲＲＣ接
続モジュール９１とともに、オペレーティングシステム８７と、ＨｅＮＢから受信された
ページングメッセージを処理し、そのようなメッセージへの応答を制御するためのページ
ングモジュール８９とを含む。
【００６１】
ホーム基地局
　図４は、ＨｅＮＢ基地局１１の主要構成要素を示すブロック図を示す。図４に示される
ように、各ＨｅＮＢ１１は、１つ又は複数のアンテナ２３を介してＵＥ３との間で信号を
送受信し、かつネットワークインターフェース２５を介して（例えば、ＨｅＮＢ　ＧＷ１
３を介して）電話網と間で信号を送受信する送受信機回路２１を備える。送受信機回路２
１は、メモリ２９に記憶されるソフトウェアに従ってコントローラー２７によって制御さ
れる。ソフトウェアは、数ある中でも、オペレーティングシステム３１及びページングモ
ジュール３２を含む。
【００６２】
　ページングモジュール３２は、ネットワークから（例えば、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３から）
のページング要求を処理し、ＨｅＮＢ１１が運用するセル（複数の場合もある）内の関連
するページング要求の送信を管理する。具体的には、ページングモジュールは、ＨｅＮＢ
　ＧＷ１３から受信されたページング要求を処理するためのページング要求モジュール３
３と、ＵＥ３に対するページングメッセージの生成及び送信を制御するためのページング
メッセージモジュール３４と、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３から受信された遅延パラメーターを処
理するための遅延パラメーターモジュール３５と、ダミーページングメッセージの送信、
及びＵＥ３による結果として生じる任意の接続試行の拒否を制御するためのダミーページ
ングモジュール３６とを備える。
【００６３】
ホーム基地局ゲートウェイ
　図５は、図１ａに示されるようなＨｅＮＢゲートウェイ（ＧＷ）１３の主要構成要素を
概略的に示す。ＨｅＮＢ　ＧＷは、１つ又は複数のＨｅＮＢとの間で信号を送受信するた
めのＨｅＮＢインターフェース５０１と、ブロードバンドアクセスネットワーク１５及び
コアネットワーク８との間で信号を送受信するためのネットワークインターフェース５０
５とを備える。コントローラー５０３が、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３の全体的な機能を制御する
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とともに、ＨｅＮＢインターフェース５０１及びネットワークインターフェース５０５の
動作を制御する。コントローラー５０３は、メモリ５０６に記憶されるソフトウェア命令
に従って動作する。図示されるように、これらのソフトウェア命令は、オペレーティング
システム５０７及びページングモジュール５０８を含む。
【００６４】
　ページングモジュール５０８は、ページング要求の（例えば、ＨｅＮＢ１１への）送信
と、ページングメッセージが送信されることになるページングエリア（複数の場合もある
）の画定とを管理する。具体的には、ページングモジュールは、例えば、初期ページング
エリア（ＩＰＡ）のようなページングエリアを形成するセルを選択する際に用いるための
位置及び／又は上記の他のタイプの情報を含む、ページングエリアを画定するときに基に
するＵＥ関連情報を入手し、保持するためのページング情報モジュール５０９を含む。ペ
ージング情報モジュールはこの情報を、ＵＥ関連情報に基づいて１つ又は複数のページン
グエリアを画定するためのページングエリア画定モジュール５０１に渡す。
【００６５】
　また、ページングモジュール５０８は、ページングエリア画定モジュール５１１によっ
て画定されたページングエリア（複数の場合もある）に従ってＨｅＮＢ　ＧＷからＨｅＮ
Ｂへのページング要求の生成及び送信を制御するためのページング要求モジュール５１３
も含む。さらに、ページングモジュール５０８は、ＨｅＮＢによってページング応答が受
信されたという通知をＨｅＮＢから受信し、後に更に詳細に説明されるように、ページン
グキャンセルメッセージの生成及び送信のような、そのような通知への応答を制御するた
めのページング応答受信モジュール５１５も含む。
【００６６】
　ページングモジュール５０８は、ＨｅＮＢが特定の要求されたページングメッセージを
送信すべき遅延を設定するための１つ又は複数の適切な遅延パラメーターを規定するため
の遅延パラメーターモジュール５１７を更に含む。
【００６７】
　ページングモジュール５０８は、後に更に詳細に説明されるように、１つ又は複数のＨ
ｅＮＢ１３によって実行されることになるダミーページングを構成し、ダミーページング
情報を受信するためのダミーページングモジュール５１９を更に含む。
【００６８】
マルチステップページング
　図６は、一実施形態による、特定のＵＥとの通信を確立するためにＨｅＮＢ　ＧＷによ
って実行されるマルチステップページング方法を示す流れ図である。
【００６９】
　その方法は、特定のＵＥ３に対するページングが必要とされると判断されるときに、ス
テップ６０３において開始する。ステップ６０５において、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３は、Ｈｅ
ＮＢ　ＧＷ１３がページングエリアのためのセルの選択を最適化できるようにする付加情
報とともに、ＵＥの位置に関連する情報を入手する。
【００７０】
　先に説明されたように、ＵＥ関連情報は、ＵＥが以前に位置したセル、例えば、ＵＥが
ページングに以前に応答したセル及び／又はＵＥが直前にＲＲＣ接続を有していたセルを
識別する位置情報を含む。位置情報は、セルを識別する情報、例えば、セルのセルＩＤを
含む。また、位置情報は、ＵＥの粗い、ネットワークに基づく（例えば、近隣の基地局と
通信するＵＥを介して決定される）位置、及び／又は全地球測位システム（ＧＰＳ）によ
って導出される地理的な位置情報のような衛星測位情報のような、地理的位置情報も含む
。
【００７１】
　この実施形態では、ページングエリアを画定するためにＨｅＮＢ　ＧＷ１３によって用
いられるＵＥ位置情報は、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３が通信することができ、かつＨｅＮＢ　Ｇ
Ｗ１３がメモリに記憶したＨｅＮＢ１１のうちの１つ又は複数から、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３
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が以前に受信したＵＥ位置情報を含む。記憶されたＵＥ位置情報は、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３
が特定のＵＥに関連付けられる位置情報を識別できるようにするために、Ｓ－一時移動加
入者識別情報（Ｓ－ＴＭＳＩ）のようなＵＥ識別子に関連付けられる。オプションでは、
記憶されたＵＥ位置は、ＵＥによって行われた直前のＲＲＣ接続のためのタイムスタンプ
のような時間情報にも関連付けられる。
【００７２】
　この実施形態では、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３は、付加情報と、ＵＥが以前に位置したセルを
識別するＵＥ位置情報とを入手する。
【００７３】
　付加情報は更に、直前のＲＲＣ接続又は直前のページング応答以前のＵＥの位置に関す
る詳細を与える（例えば、接続モードにあるときにＵＥが存在していた場所を識別する）
、履歴的ＵＥ位置情報を含む場合がある。履歴的ＵＥ位置情報は、ＵＥのセル間のセル移
動、それゆえ、ＵＥのモビリティのレベル（例えば、ＵＥが高いモビリティを有する（例
えば、セル間を相対的に高速で移動している）か、又は低いモビリティを有する（例えば
、セル間を相対的に低速で移動している、若しくは移動していない）か）を実質的に示す
。ページングエリアを画定するときに、そのような履歴情報を用いることは、その履歴情
報によって、ＵＥの今後の移動に関する予測を行うことができるようになるので特に有益
である。例えば、この１時間にわたって、ＵＥが隣接するセルからなる小さな群の中を動
き回っていた場合、例えば、ＵＥのユーザーが百貨店内を歩き回っている場合には、ＵＥ
は小さなセル群内にとどまっていたか、又は小さなセル群から離れるほど動いていない確
率がかなり高い。
【００７４】
　付加情報は、都合の良いことに、ＵＥの地理的移動及び／又はセル移動に基づいてＵＥ
モビリティのレベルを識別する際に用いるための更なるモビリティ関連情報を含む場合も
ある。更なるモビリティ関連情報は、モビリティイベントが発生したという指示、例えば
、接続モード時に、ＨｅＮＢ又は他の通信ノードによって特定のＳ１－ＡＰメッセージが
受信されたことから導出される場合がある。これらのメッセージは、例えば、要ハンドオ
ーバーメッセージ、パス切替メッセージ、ＵＥコンテキスト設定メッセージ及び／又はＵ
Ｅコンテキスト解放メッセージのような、ＵＥのセル間の移動を示すメッセージを含む場
合がある。そのようなタイプのメッセージから、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３は、ＵＥに関するモ
ビリティ関連情報を導出し、経時的に履歴的モビリティ情報を保持することができる。例
えば、短時間に多数の要ハンドオーバーメッセージが受信されることは、ＵＥが高速で移
動していることを示す。この場合、ＵＥは、高速移動しているユーザーによって通話のた
めに使用されている移動電話である可能性がある。この状況では、ＵＥは、高速で移動し
ており、１つのセルから出て、別のセルに入るので頻繁にハンドオーバーを受けている。
【００７５】
　ＵＥがアイドルモードにあるとき、ＵＥは、ＵＥが位置したセル又はトラッキングエリ
アのような、アイドルモードモビリティについての情報を記憶し、移動ネットワークに接
続されると、ＵＥは測定報告（例えば、記録されたドライブテスト最小化（ＭＤＴ：Mini
misation of Drive Tests）報告）においてこの情報を与える。このアイドルモードモビ
リティ関連情報は、ＨｅＮＢ１１とＨｅＮＢ　ＧＷ１３との間のＳ１インターフェースに
関するメッセージにおいて、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３に送信される場合がある。それに加えて
、又はその代わりに、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３は、ＴＣＥ（トレース制御エンティティ）から
その情報を検索することができる。
【００７６】
　ＨｅＮＢ　ＧＷ１３によって入手された付加情報は、タイミング情報を含む場合もある
。例えば、タイミング情報は、ＵＥの直前のＲＲＣ接続後に経過した時間を含む場合があ
る。一実施形態では、ＵＥ３に対するＲＲＣ接続が解放された場合、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３
は、動作及び保守（Ｏ＆Ｍ：Operations and Maintenance）構成タイマを開始する。その
タイマは、特定のＵＥ３を識別する情報と、直前のＵＥ　ＲＲＣ接続が発生したセルを識
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別する情報とに関連付けられる。ＨｅＮＢ　ＧＷ１３が（例えば、ＵＥとの通信を確立す
るために）ページング手順を開始するとき、ページングエリア内にそのタイマに関連付け
られるセルを含むか否かを判断するときに、タイマ値が用いられる。例えば、タイマ値が
第１のしきい値未満である場合、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３は初期ページングエリア内にそのセ
ルを含むことになる。タイマの値が第１のしきい値より大きい場合には、そのセルは、代
わりに、後続のページングエリアに含まれる場合がある。
【００７７】
　タイミング情報は、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３によってページング手順が開始される時刻若し
くはＨｅＮＢ１１によってページング要求が送信されることになる時刻（例えば、現地時
刻、及び日付又は曜日（場合によっては、時：分：秒の形式による）に関連する）、及び
／又はＵＥから応答が受信される時刻を識別する情報を含む場合がある。時刻及び日付の
ような、このタイミング情報を入手することは、そのような要因がＵＥの位置及びモビリ
ティをもたらす可能性があるので好都合である。例えば、勤務時間中及び夜間は、低いモ
ビリティを仮定することができる。
【００７８】
　ステップ６０９において、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３は、ＵＥ位置情報及び付加情報に基づい
てページングエリアを画定する。例えば、ＵＥの過去のモビリティに基づいて選択された
１組の隣接する（又は近隣の）セルとともに、ＵＥとのＲＲＣ接続が最後に確立されたセ
ルを含む、初期ページングエリアを画定することができる。例えば、ＵＥが低いモビリテ
ィ状態にあった場合には、直前のＲＲＣ接続（又はページング応答）セルに直接隣り合う
セルのみがページングエリアのために選択されるのに対して、ＵＥが高いモビリティ状態
にあった場合には、直前のＲＲＣ接続（又はページング応答）セルから更に離れたセルが
選択される。
【００７９】
　ステップ６１１において、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３は、ページングエリアのために選択され
たセルを運用する各ＨｅＮＢにページング要求を送信する。結果として、各ＨｅＮＢは、
そのＵＥに対してページングメッセージを送信することになり、応答が受信された場合に
は、ＨｅＮＢは、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３に通知することになる。ステップ６１３において、
ＨｅＮＢ１１によって、ＵＥ３から応答が受信されたと判断される場合には、ＵＥ３がそ
のＨｅＮＢ１１によって運用されるセル内に位置すると推測され、ステップ６１５におい
て、更なるページング要求は送信されず、その方法はステップ６２１において終了する。
ＩＰＡのＨｅＮＢのいずれによっても応答が受信されない場合には、その方法はステップ
６１７に進み、ＵＥ３のＴＡリスト内に、ページング要求がまだ送信されていない任意の
更なるセルが存在するか否かが判断される。更なるセルが存在しない場合には、そのプロ
セスはステップ６２１において終了する。更なるセルが存在する場合には、ステップ６１
９において、そのＴＡリストから、ページング要求がまだ送信されていないセルを選択す
ることによって、後続のページングエリアが画定される。この選択は、ＵＥ位置情報及び
付加情報を用いて行われる。
【００８０】
　後続のページングエリアは、図２に示されるように、ページング要求がまだ送信されて
いないセルのサブセットとすることができる。代替的には、後続のページングエリアは、
ページング要求がまだ送信されていないセルの全てを含むことができる。後続のページン
グエリアが画定された後に、その方法はステップ６１１に進み、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３が、
後続のページングエリア内の全てのＨｅＮＢ１１にページング要求を送信する。その後、
その方法は上記のように進み、応答が受信されるか、又はＴＡリスト内にページング要求
がまだ送信されていない更なるセルが存在しなくなるまで、フローチャートステップに従
って継続する。
【００８１】
　マルチステップページングの方法は、ページング要求を、初期ページングエリアのセル
のようなセルのサブセットにのみ送信できるようにし、それゆえ、ＴＡリスト内に存在す
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る全てのセルにおいてページングを開始するのに比べて、使用する全体のシグナリングオ
ーバーヘッドを少なくすることができるので好都合である。また、ページングエリアを画
定する際にＵＥ位置情報及び付加情報を使用することは、最後のＲＲＣ接続の位置のよう
な、１つのタイプの情報しか用いられなかった場合より、ＵＥがページングエリア内に存
在する確率が高いことを意味する。これは、無線リソースの使用を最小化し、ネットワー
ク内の無線干渉の発生を低減する。
【００８２】
　ページングエリア（初期エリア及び後続エリア）は動的であり、それゆえ、作成／更新
時に入手可能なＵＥ情報を用いて、ＨｅＮＢによっていつでも作成し、更新することがで
きる。当業者には理解されるように、ＵＥ位置情報及び付加情報を用いてページングエリ
アを画定することは、ＵＥ位置情報だけを用いる場合よりも自由度が高い。２つのＵＥが
最後に同じセル内でＲＲＣ接続を有した場合であっても、その履歴的な位置情報及び付加
情報が異なる場合があるので、２つのＵＥのそれぞれに対して画定される初期ページング
エリアは必ずしも同じにはならない。例えば、一方のＵＥが高速で移動しており、他方の
ＵＥが静止していた場合には、高速で移動しているＵＥに対する初期ページングエリアの
方が大きいであろう。特定の方向に移動していると判断されるＵＥの場合、移動方向に対
して垂直な方向より、ＵＥが移動している方向において長い距離にわたって延在するペー
ジングエリアが画定される場合がある。
【００８３】
　本発明者らは、ＵＥが高いモビリティ状態にある状況では、単一ステップページングを
使用する（ＴＡの全てのセルに実質的に同時にページングする）ことが好ましい場合があ
ることを確認した。これは、ＵＥが高いモビリティ状態にあるとき、ＵＥを含む確率が十
分に高いＩＰＡを画定するのが難しいためである。また、ＩＰＡが、トラッキングエリア
自体の大きさに匹敵するほど大きくなければならない場合がある。それゆえ、更なる実施
形態として、ＨｅＮＢ　ＧＷは、上記のＵＥモビリティ情報を用いて、ＵＥが高いモビリ
ティ状態にあるか否かを判断することができる。ＵＥが高いモビリティ状態にある場合に
は、ＨｅＮＢ　ＧＷは、単一ステップページングを用いることになる。ＵＥが高いモビリ
ティ状態にない場合には、ＨｅＮＢ　ＧＷは、マルチステップページングを用いることに
なる。
【００８４】
遅延を有するページングを使用する
　図７は、ＵＥのＴＡリスト内のセルごとに、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３によって規定されたそ
れぞれの時間（「遅延」）後にページングメッセージが送信されるように、ＨｅＮＢ　Ｇ
Ｗ１３がＨｅＮＢ１１によるページングメッセージの送信を開始する例示的な実施形態を
示す流れ図である。その遅延は、０秒から任意の規定された時間（通常、数十ミリ秒から
数百ミリ秒程度）に及ぶ場合がある。ＨｅＮＢ　ＧＷ１３は、ＴＡ内のセルごとの時間を
識別する遅延パラメーターを含むページング要求を、そのセルを運用するＨｅＮＢ１１に
送信することによって、これを果たす。
【００８５】
　ＵＥのＴＡリスト内にｎ個のセルが存在し、かつ各セルが別々のＨｅＮＢ１１によって
運用されると仮定される、この例の場合、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３は、図示されるように、ｎ
個の各ＨｅＮＢ１１にページング要求を送信するように構成される。図７は、ｎ個のペー
ジング要求、７０３－１～７０３－ｎがｎ個の基地局ＨｅＮＢ－１～ＨｅＮＢ－ｎに送信
されることを示す。各ページング要求７０３は、ＨｅＮＢ１１がページング要求７０３を
受信する時点と、ＨｅＮＢ１１がステップ７０５において関連するページングメッセージ
を送信する時点との間の遅延を決定する遅延パラメーターを含む。この例では、ＨｅＮＢ
１１が対応するページングメッセージを必ずしも同時に送信しないという事実にもかかわ
らず、全てのページングメッセージ７０３がＨｅＮＢ　ＧＷ１３からＨｅＮＢ１１に実質
的に同時に送信されることに留意されたい。
【００８６】
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　ステップ７０７において、各ＨｅＮＢ１１は、遅延パラメーターに応じて、ＵＥに対す
るページングメッセージを送信する。例えば、遅延パラメーターが０に設定される場合に
は、実質的に、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３からページング要求及び遅延パラメーターを受信した
直後に、又は少なくとも遅延を加えることなく、ＨｅＮＢ１１によってページングメッセ
ージが送信されることになる。遅延パラメーターが指定された値、例えば、５０ｍｓに設
定される場合には、受信するＨｅＮＢは、対応する遅延（例えば、５０ｍｓ）後にページ
ングメッセージを送信し始めることになる。
【００８７】
　ステップ７０９において、ＨｅＮＢ－１が、ＵＥ３からページング応答を受信し、ＲＲ
Ｃ接続確立が生じる。ステップ７１１において、ＨｅＮＢ－１がＨｅＮＢ　ＧＷ１３に、
ＵＥ３からの応答が受信されたことを示すメッセージを送信する。それゆえ、ＨｅＮＢ　
ＧＷ１３は、ＵＥがＨｅＮＢ－１によってサービングされるセル内に位置すると推測する
ことができる。その後、ステップ７１３において、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３は、ページングメ
ッセージをまだ送信していない場合がある、ＵＥのＴＡリスト上のＨｅＮＢ１１にページ
ングキャンセルメッセージを送信する。それゆえ、ページングキャンセルメッセージを用
いて、ページングメッセージの任意の更なるブロードキャストを取り消し、それゆえ、シ
グナリング負荷を低減する。この例では、ＨｅＮＢ　ＧＷがページング要求メッセージを
送信してから５０ｍｓ未満で、ＨｅＮＢ　ＧＷがＨｅＮＢ－１からページング応答受信メ
ッセージを受信する場合には、ＨｅＮＢ－ｎは、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３がページング応答受
信メッセージを受信する時点でページングメッセージを送信していないことになり、それ
ゆえ、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３はＨｅＮＢ－ｎにページングキャンセルメッセージを送信する
ことになる。
【００８８】
　有益なことに、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３は、上記で（例えば、図１、図２及び／又は図６を
参照しながら）説明されたように、ＵＥ位置関連情報及び付加情報に基づいて初期ページ
ングエリア及び任意の後続のページングエリアを画定する。ＨｅＮＢ　ＧＷ１３は、初期
ページングエリアのセル内で送信されるページングメッセージが、後続のページングエリ
アのセル内で送信されるページングメッセージより短い遅延（例えば、０遅延）で送信さ
れるように、ＴＡのセルごとにそれぞれの遅延パラメーターを設定する。
【００８９】
　それゆえ、入手された情報に基づいてＵＥを見つける確率が高い場合、０（又は短い遅
延時間）の遅延パラメーターが用いられることになる。ＨｅＮＢ　ＧＷ１３によって入手
されたＵＥ位置情報及び付加情報に基づいて、中でＵＥを見つける確率が低いＨｅＮＢ／
セルほど、長い時間を指定する遅延パラメーターを用いることができる。都合の良いこと
に、これは、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３がページング応答受信メッセージを受信する時点で、Ｔ
Ａリスト内の全てのセルがページングメッセージを送信しているとは限らない可能性が高
いことを意味する。
【００９０】
　遅延パラメーターを有するページングを用いる上記の方法は、上記のようにＵＥ位置情
報及び付加情報に基づいてページングエリアを画定する方法とともに用いることができる
ことは理解されよう。そのような実施形態では、ＵＥのＴＡリストからセルを選択するこ
とによって、１つ又は複数のページングエリアがＨｅＮＢによって画定される。ＨｅＮＢ
は、セルが含まれるページングエリアに基づいて、そのセルに送信されることになる遅延
パラメーターを選択する。一般的に、初期ページングエリア内のセルは、０又は非常に短
い遅延時間を有することになり、一方、後続の各ページングエリアのセルは徐々に長くな
る遅延時間を有することになる。
【００９１】
ＨｅＮＢにおけるダミーページングの使用
　図８ａ及び図８ｂは、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３に特定のセル内のＵＥの存否に関する情報を
与えるために、ダミーページングを使用する別の実施形態を示す。ダミーページングメッ
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セージは、ＲＲＣ接続のようなＨｅＮＢとの接続を以前に確立していたＵＥに対して、Ｈ
ｅＮＢによって定期的に送信される。ダミーページングメッセージを送信するための周期
のようなダミーページングパラメーターは運用＆保守（Ｏ＆Ｍ）エンティティによって構
成することができる。
【００９２】
　図８ａのステップ８０１において、ＵＥがＨｅＮＢ－１を介してＲＲＣ接続を有する。
ＲＲＣ接続が終了した後に、その方法はステップ８０３に続く。ステップ８０３において
、ＨｅＮＢ－１は、ＵＥにダミーページングメッセージを送信するように構成される。ス
テップ８０５において、ＵＥがダミーページングメッセージに応答する場合には、ステッ
プ８０７において、ＨｅＮＢ－１は、そのセル内のＵＥの存在についてＨｅＮＢ　ＧＷに
通知し、ステップ８０９において、ＵＥにＲＲＣ接続拒否メッセージを送信することにな
る。結果として、ＵＥ３とのＲＲＣ接続は確立されないが、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３は、Ｈｅ
ＮＢ－１のセル内にＵＥが位置することを知る。ＨｅＮＢは、定期的な間隔でＵＥ３に対
するダミーページングメッセージの送信を繰り返すように構成される。ＨｅＮＢ１１は、
ＵＥ３からもはや応答が受信されなくなるまで、又はＨｅＮＢ１１とのＵＥのＲＲＣ接続
が終了してから、若しくはＵＥ３から最後の応答が受信されてから所定の時間にわたって
、ダミーページングメッセージを送信し続けるように構成される。
【００９３】
　しかしながら、図８ｂのステップ８１１では、ＵＥ３からの応答がＨｅＮＢ－１によっ
て受信されない。ステップ８１３において、ＨｅＮＢ－１は、ＵＥ３がそのセル内に存在
しないことをＨｅＮＢ　ＧＷ１３に通知することになり、結果として、ＨｅＮＢ　ＧＷ１
３は、ステップ８１５において、他のセル内でダミーページングを実行できると判断する
。
【００９４】
　ＨｅＮＢ　ＧＷ１３は、ダミーページング情報を用いて、ページングエリアのための、
又は遅延パラメーターを設定するためのセルの選択を最適化することができる。これは、
ダミーページングによって、ＵＥの最後の既知の位置に関連する最新の情報を記憶できる
ようになるので有用である。詳細には、ダミーページングは、ＵＥがＲＲＣ接続を有した
最後のセルを用いる場合より最新の位置情報を提供する。
【００９５】
　都合の良いことに、ダミーページングメッセージが送信されるセルは、上記のようなＵ
Ｅ位置関連情報及び付加情報に基づいて選択することができる。例えば、ＵＥ位置関連情
報及び付加情報に基づいて、初期「ダミー」ページングエリア及び後続の「ダミー」ペー
ジングエリア（複数の場合もある）を動的に画定することができる。それゆえ、ダミーペ
ージングメッセージは最初に初期ダミーページングエリアにおいて送信することができ、
関連するページング応答が受信されない場合には、その後に、他のページングエリアにお
いて送信することができる。
【００９６】
変更形態及び代替形態
　ＨＮＢ及びＨｅＮＢの一方又は両方を、ＨＮＢ及びＨｅＮＢ両方の二重機能を提供する
デュアルフェムトアクセスポイントに置き換えることができる。
【００９７】
　図１ａに示される通信システムでは、基地局及びホーム基地局は、Ｘ２インターフェー
スを介して、又は他の手段を介して、互いに通信するように動作することができる。ＭＭ
Ｅ１０は、Ｓ１インターフェースを介して、基地局及びホーム基地局の両方と通信するよ
うに構成することができ、ＨｅＮＢ　ＧＷは、Ｓ１インターフェースを介してホーム基地
局と通信するように構成することができる。
【００９８】
　図１ａにおいて、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３はコアネットワーク８に直接接続されるが、Ｈｅ
ＮＢは、ブロードバンドアクセスネットワーク（例えば、ブロードバンドフォーラム、す
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なわちＢＢＦに準拠する）を介してコアネットワークに接続できることは理解されよう。
【００９９】
　図１ｂにおいて、ＨｅＮＢ１１とコアネットワーク８との間の直接論理Ｕ－プレーン接
続が示される。しかしながら、ＨｅＮＢからのＳ１－ＵインターフェースをＨｅＮＢ　Ｇ
Ｗ１３において終端することができる。
【０１００】
　図２において、セルはＬＴＥフェムトセルであり、それゆえ、各セルはＨｅＮＢによっ
て運用される。しかしながら、セルは、任意のタイプのセル、例えば、ＵＴＲＡＮ又はＥ
－ＵＴＲＡＮ基地局によってサービングされる正規の（マクロ）セルからなることができ
るか、又はそれらのセルの組み合わせとすることができる。
【０１０１】
　単一のＴＡの４つのセルを含むＩＰＡが図２に示されるが、ＩＰＡ（又は後続のページ
ングエリア）は、単一のセル又は一群のセルを含む場合があり、必ずしも単一のＴＡには
限定されず、ＵＥ関連情報によっては、ＴＡの全てのセルを含む場合もある。
【０１０２】
　図２を参照しながら説明された実施形態では、３つのページングエリアが存在する。実
際には、同じ、又は異なるトラッキングエリアからのセルを含む、任意の数のページング
エリアを画定することができる。詳細には、２つのページングエリアのみ、すなわち、上
記のような初期ページングエリアと、ＵＥが登録されたトラッキングエリア（複数の場合
もある）内の残りの全てのセルを含む二次ページングエリアとを画定することができる。
【０１０３】
　図２において、各ページングエリア（すなわち、初期ページングエリア、二次ページン
グエリア及び三次ページングエリア）はトラッキングエリアＴＡ１のセルのサブセットで
ある。しかしながら、各ページングエリアは必ずしも単一のトラッキングエリアには限定
されない。
【０１０４】
　図６に関連して、ＨｅＮＢ　ＧＷは、異なるタイプの上記の情報、詳細には、ＵＥの位
置及びモビリティに関連する情報のいずれかを入手し、記憶することができ、後の時点で
、この情報を用いて、ページングエリア（複数の場合もある）を画定することができる。
また、ＨｅＮＢ　ＧＷは、オプションで、ページングエリアを画定するときに１つのタイ
プの情報だけを用いることができ、例えば、ＵＥ位置情報だけ、又はＵＥモビリティ情報
だけを用いることができる。ＨｅＮＢ　ＧＷは、ＵＥモビリティ情報を用いて、ＵＥが高
いモビリティ状態にあるか否かを判断することができ、ページングエリアを画定するとき
にこの判断を用いることができ、オプションで、ＵＥが高いモビリティ状態にあるとき、
単一ステップページングを用いる（ＴＡの全てのセルを実質的に同時にページングする）
ことができる。
【０１０５】
　ＨｅＮＢ　ＧＷは、ＵＥの現在又は今後の位置の予測に基づいてページングエリアを画
定することができ、その予測は、上記のような入手されたＵＥ位置情報及び付加情報、詳
細には、ＵＥのセル間の移動に関連する情報に基づいて行われる。ページングエリアの形
状及び向きは、ＵＥのセル間の移動に関連する情報によって決まる場合があり、例えば、
モビリティ情報が、ＵＥが特定の方向において高速で移動していることを示す場合には、
ＵＥの移動方向に延在するように位置決めされた、細長い形状のページングエリアを画定
することができる。
【０１０６】
　ＨｅＮＢ　ＧＷ１３は、タイミング情報に基づいて、ＵＥのセル間の移動の予想レベル
を推定するように構成することができる。詳細には、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３によってページ
ング手順が開始された時刻、又はページング要求が送信／受信されることになる時刻から
経過した時間を求めることによって（そして、モビリティ情報も合わせて）、ＨｅＮＢ　
ＧＷ１３は、ＵＥの最後の既知の位置から補間及び／又は外挿し、現在の位置又は今後の
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位置を予測できるようになる。
【０１０７】
　図６によれば、ＵＥから応答が受信されたか否か（ステップ６１３）及びＴＡリスト内
にページングメッセージがまだ送信されていない任意の更なるセルが存在するか否か（ス
テップ６１７）を判断した後に、ステップ６１９において、後続のページングエリアが画
定される。しかしながら、この段階に先立って後続のページングエリアが画定される場合
もあることは理解されよう。詳細には、初期ページングエリアが画定されたときに、ステ
ップ６０９において、有益なことに、１つ又は複数の後続のページングエリアが画定され
る場合がある。初期ページングエリアと同時に後続のページングエリア（複数の場合もあ
る）を画定することによって、計算リソースをより効率的に使用できるようになる。
【０１０８】
　図７に関連して、遅延パラメーターは、ページング要求の一部を構成する場合があるか
、又はページング要求とともに別のメッセージとして送信される場合がある。好ましくは
、遅延情報要素（ＩＥ）の形で遅延パラメーターが与えられる。
【０１０９】
　図７に関連して、各セルが別々のＨｅＮＢによって運用され、それゆえ、ＨｅＮＢ　Ｇ
Ｗ１３がページング要求をｎ個のＨｅＮＢに送信するように構成されると仮定される。し
かしながら、ＨｅＮＢが２つ以上のセルを運用する場合があることは当業者には理解され
よう。
【０１１０】
　上記の説明において、ＲＲＣ接続が参照される。しかしながら、当業者は容易に理解す
るように、ＵＥは、代わりに、ＨｅＮＢ及び／又はＨｅＮＢ　ＧＷとのＲＲＣ接続以外の
タイプの接続を行うことができる。
【０１１１】
　図８と、関連するダミーページングの説明とに関連して、ダミーページングは、ＲＲＣ
接続又は他のタイプの接続においてＨｅＮＢに以前に接続されていたＵＥに対してＨｅＮ
Ｂによって開始される場合がある。代替的には、ＨｅＮＢ　ＧＷは、例えば、ＵＥ位置情
報、及び／又はＵＥモビリティ情報及びタイミング情報のような他のタイプの情報に基づ
いて、ＵＥに対するダミーページングを開始するようにＨｅＮＢを構成することができる
。
【０１１２】
　上記の実施形態において説明されるようなＨｅＮＢ　ＧＷの機能のうちの幾つか又は全
てを、代わりに、ＭＭＥ１０若しくは別のコアネットワークエンティティによって、又は
サービングゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）のような異なるゲートウェイによって提供すること
ができる。また、本発明はＨｅＮＢを参照しながら説明されるが、説明された発明は同じ
く、ＨＮＢ、ｅＮｏｄｅＢ及びＮｏｄｅＢのような他のネットワークデバイスとともに用
いることができることは理解されよう。
【０１１３】
　ＵＥ位置情報及び付加情報の両方に関して、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３は、この情報を収集し
、メモリに記憶することができるか、又はＨｅＮＢ　ＧＷ１３は、別のメモリからの情報
にアクセスすることができるか、又はＭＭＥ若しくはＴＣＥのような、１つ若しくは複数
の個別のネットワークデバイスから情報を入手することができる。
【０１１４】
　上記の実施形態では、移動電話に基づく電気通信システムが記述された。当業者は理解
するように、本出願において記述されたシグナリング技法は、他の通信システムにおいて
利用することができる。他の通信ノード又はデバイスは、例えば、携帯情報端末、ラップ
トップコンピューター、ウェブブラウザー等のユーザーデバイスを含むことができる。当
業者は理解するように、上記のシステムが移動通信デバイスのために用いられることは不
可欠ではない。そのシステムを用いて、移動通信デバイスと同様に、又はその代わりに、
１つ又は複数の固定コンピューティングデバイスを有するネットワークを改善することが
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【０１１５】
　上記の例示的な実施形態では、複数のソフトウェアモジュールが説明された。当業者で
あれば理解するように、それらのソフトウェアモジュールは、コンパイル済みの形式又は
未コンパイルの形式において与えることができ、コンピューターネットワークを介して信
号として、又は記録媒体においてノードに供給することができる。さらに、このソフトウ
ェアの一部又は全部によって実行される機能は、１つ又は複数の専用のハードウェア回路
を用いて実行することもできる。しかしながら、ソフトウェアモジュールの使用は、その
機能を更新するためにノードを更新することを容易にするので好ましい。同様に、上記の
実施形態は送受信機回路を利用したが、送受信機回路の機能のうちの少なくとも幾つかは
ソフトウェアによって実行することができる。
【０１１６】
　種々の他の変更は当業者には明らかであり、ここでは、これ以上詳しくは説明しない。
【０１１７】
　本出願は、２０１２年８月１日に出願された英国特許出願第１２１３７１１．３号を基
礎としており、この英国特許出願の優先権の利益を主張する。この英国特許出願の開示は
、引用することによりその全体が本明細書の一部をなす。

【図１ａ】 【図１ｂ】
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８ａ】

【図８ｂ】
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