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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークのオーバーロードを制御するように動作するｅＮＢである装置であって：
　メモリ；及び
　１つ以上のプロセッサ；
　を有し、前記１つ以上のプロセッサは：
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）のオーバーロード状態に従って拡張アクセス規制
（ＥＡＢ）コンフィギュレーション情報を有するシステム情報ブロック（ＳＩＢ）タイプ
１４を設定すること；
　前記ｅＮＢからブロードキャストするために前記ＳＩＢタイプ１４を処理すること；
　ユーザ装置（ＵＥ）から受信した無線リソース制御（ＲＲＣ）コネクションリクエスト
を処理することであって、前記ＲＲＣコネクションリクエストは、前記ＳＩＢタイプ１４
が前記ｅＮＢからブロードキャストされた後に受信される、こと；及び
　前記ＲＡＮのオーバーロード状態に基づいて、前記ＲＲＣコネクションリクエストを拒
否すること；
　を行うように構成され、前記ＳＩＢタイプ１４は、ＥＡＢが適用されるＵＥのカテゴリ
を示すＥＡＢカテゴリフィールドを含む、装置。
【請求項２】
　前記１つ以上のプロセッサは、Ｓ１インタフェースを介して受信されるオーバーロード
スタートメッセージを処理するように構成され、前記オーバーロードスタートメッセージ
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は、前記ＲＡＮがオーバーロードであることの通知を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記オーバーロードスタートメッセージは、グローバルユニークモビリティマネジメン
トエンティティ識別子（ＧＵＭＭＥＩ）のリストを含み、前記ｅＮＢは、前記のＧＵＭＭ
ＥＩのリストに基づいて、拒否されるべき少なくとも１つのＲＲＣコネクションリクエス
トを選択するように構成される、請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記１つ以上のプロセッサは、Ｓ１インタフェースを介して受信されるオーバーロード
ストップメッセージを処理するように構成され、前記オーバーロードストップメッセージ
は、グローバルユニークモビリティマネジメントエンティティ識別子（ＧＵＭＭＥＩ）の
リストを含み、前記ｅＮＢは、ＧＵＭＭＥＩ値に基づいて、前記ＲＲＣコネクションリク
エストを拒否することをストップするように構成される、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記１つ以上のプロセッサは、前記オーバーロードストップメッセージの内容に基づい
て、進行中のＥＡＢ処理をストップするように構成される請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記１つ以上のプロセッサは、前記ＵＥへ送信するためのページングメッセージを処理
するように構成され、前記ページングメッセージは、前記ＳＩＢタイプ１４で提示される
ＥＡＢコンフィギュレーション情報を示す、請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　ネットワークのオーバーロードを制御するように構成される第３世代パートナーシップ
プロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）システムであって：
　エボルブドノードＢ（ｅＮＢ）を含み、前記ｅＮＢは：
　メモリ；及び
　１つ以上のプロセッサ；
　を有し、前記１つ以上のプロセッサは：
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）のオーバーロード状態に従って拡張アクセス規制
（ＥＡＢ）コンフィギュレーション情報を有するシステム情報ブロック（ＳＩＢ）タイプ
１４を設定すること；
　前記ｅＮＢからブロードキャストするために前記ＳＩＢタイプ１４を処理すること；
　ユーザ装置（ＵＥ）から受信した無線リソース制御（ＲＲＣ）コネクションリクエスト
を処理することであって、前記ＲＲＣコネクションリクエストは、前記ＳＩＢタイプ１４
が前記ｅＮＢからブロードキャストされた後に受信される、こと；及び
　前記ＲＡＮのオーバーロード状態に基づいて、前記ＲＲＣコネクションリクエストを拒
否すること；
　を行うように構成され、前記ＳＩＢタイプ１４は、ＥＡＢが適用されるＵＥのカテゴリ
を示すＥＡＢカテゴリフィールドを含む、３ＧＰＰ－ＬＴＥシステム。
【請求項８】
　前記ｅＮＢにおける１つ以上のプロセッサは、Ｓ１インタフェースを介して受信される
オーバーロードスタートメッセージを処理するように構成され、前記オーバーロードスタ
ートメッセージは、前記ＲＡＮがオーバーロードであることの通知を含む、請求項７に記
載の３ＧＰＰ－ＬＴＥシステム。
【請求項９】
　前記オーバーロードスタートメッセージは、グローバルユニークモビリティマネジメン
トエンティティ識別子（ＧＵＭＭＥＩ）のリストを含み、前記ｅＮＢの１つ以上のプロセ
ッサは、前記のＧＵＭＭＥＩのリストに基づいて、拒否されるべき少なくとも１つのＲＲ
Ｃコネクションリクエストを選択するように構成される、請求項８に記載の３ＧＰＰ－Ｌ
ＴＥシステム。
【請求項１０】
　前記ｅＮＢにおける１つ以上のプロセッサは、Ｓ１インタフェースを介して受信される



(3) JP 6400759 B2 2018.10.3

10

20

30

40

50

オーバーロードストップメッセージを処理するように構成され、前記オーバーロードスト
ップメッセージは、グローバルユニークモビリティマネジメントエンティティ識別子（Ｇ
ＵＭＭＥＩ）のリストを含み、前記ｅＮＢにおける１つ以上のプロセッサは、ＧＵＭＭＥ
Ｉ値に基づいて、前記ＲＲＣコネクションリクエストを拒否することをストップするよう
に構成される、請求項７に記載の３ＧＰＰ－ＬＴＥシステム。
【請求項１１】
　前記ｅＮＢにおける１つ以上のプロセッサは、前記オーバーロードストップメッセージ
の内容に基づいて、進行中のＥＡＢ処理をストップするように構成される請求項１０に記
載の３ＧＰＰ－ＬＴＥシステム。
【請求項１２】
　前記ｅＮＢにおける１つ以上のプロセッサは、前記ＵＥへ送信するためのページングメ
ッセージを処理するように構成され、前記ページングメッセージは、前記ＳＩＢタイプ１
４で提示されるＥＡＢコンフィギュレーション情報を示す、請求項７に記載の３ＧＰＰ－
ＬＴＥシステム。
【請求項１３】
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）のオーバーロードを制御するための命令を有する
コンピュータプログラムであって、前記命令は、ｅＮＢにおける１つ以上のプロセッサに
手順を実行させ、前記手順は：
　無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）のオーバーロード状態に従って拡張アクセス規制
（ＥＡＢ）コンフィギュレーション情報を有するシステム情報ブロック（ＳＩＢ）タイプ
１４を、前記ｅＮＢにおいて設定すること；
　前記ｅＮＢからブロードキャストするために前記ＳＩＢタイプ１４を処理すること；
　ユーザ装置（ＵＥ）から受信した無線リソース制御（ＲＲＣ）コネクションリクエスト
を前記ｅＮＢにおいて処理することであって、前記ＲＲＣコネクションリクエストは、前
記ＳＩＢタイプ１４が前記ｅＮＢからブロードキャストされた後に受信される、こと；及
び
　前記ＲＡＮのオーバーロード状態に基づいて、前記ＲＲＣコネクションリクエストを前
記ｅＮＢにおいて拒否すること；
　を含み、前記ＳＩＢタイプ１４は、ＥＡＢが適用されるＵＥのカテゴリを示すＥＡＢカ
テゴリフィールドを含む、コンピュータプログラム。
【請求項１４】
　前記手順は、Ｓ１インタフェースを介して受信されるオーバーロードスタートメッセー
ジを処理することを含み、前記オーバーロードスタートメッセージは、前記ＲＡＮがオー
バーロードであることの通知を含む、請求項１３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１５】
　前記手順は、グローバルユニークモビリティマネジメントエンティティ識別子（ＧＵＭ
ＭＥＩ）のリストに基づいて、拒否されるべき少なくとも１つのＲＲＣコネクションリク
エストを選択することを含み、前記オーバーロードスタートメッセージは、ＧＵＭＭＥＩ
のリストを含む、請求項１４に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　前記手順は、
　Ｓ１インタフェースを介して受信されるオーバーロードストップメッセージを処理する
ことであって、前記オーバーロードストップメッセージは、グローバルユニークモビリテ
ィマネジメントエンティティ識別子（ＧＵＭＭＥＩ）のリストを含む、こと；及び
　ＧＵＭＭＥＩ値に基づいて、前記ＲＲＣコネクションリクエストの拒否をストップする
こと；
　を含む、請求項１３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１７】
　前記手順は、前記オーバーロードストップメッセージの内容に基づいて、進行中のＥＡ
Ｂ処理をストップすることを含む、請求項１６に記載のコンピュータプログラム。
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【請求項１８】
　前記手順は、前記ＵＥへ送信するためのページングメッセージを処理することを含み、
前記ページングメッセージは、前記ＳＩＢタイプ１４で提示されるＥＡＢコンフィギュレ
ーション情報を示す、請求項１３に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１９】
　請求項１３ないし１８のうちの何れか１項に記載のコンピュータプログラムを記憶する
記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願
　本出願は、整理番号Ｐ３９１０５Ｚを有する、西暦２０１１年８月１１日付け出願の米
国仮特許出願第６１／５２２，６２２の便益を主張し、前述の出願の内容を本明細書及び
特許請求の範囲に参照によって援用する。本出願は、整理番号Ｐ４１１４６ＰＣＴ（８８
４．Ｊ８９ＷＯ１）を有する、「ＭＡＣＨＩＮＥ－ＴＯ－ＭＡＣＨＩＮＥ　ＣＯＭＭＵＮ
ＩＣＡＴＩＯＮ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＰＲＯＶＩＤＩＮＧ　
ＥＮＨＡＮＣＥＤ　ＡＣＣＥＳＳ　ＢＡＲＲＩＮＧ　ＩＮ　Ａ　ＷＩＲＥＬＥＳＳ　ＮＥ
ＴＷＯＲＫ」と題する、西暦２０１１年１２月２２日付け出願のＰＣＴ特許出願を本明細
書及び特許請求の範囲に参照によって援用する。
【背景技術】
【０００２】
　無線モバイル通信技術は、送信局と無線モバイル装置との間でデータを伝送するための
種々の標準及びプロトコルを使用する。一部の無線装置は、物理レイヤを介して、所望の
ディジタル変調手法と組み合わせた直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）を使用して通信する
。ＯＦＤＭを使用する標準及びプロトコルには、第３世代パートナーシップ・プロジェク
ト（３ＧＰＰ）ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）、業界団体にはＷｉＭＡＸ
（マイクロ波アクセスのための世界的な相互運用性）として通常知られている米国電気電
子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１６標準（例えば、８０２．１６ｅ、８０２．１６ｍ
）、及び業界団体にはＷｉＦｉとして通常知られているＩＥＥＥ８０２．１１標準が含ま
れる。
【０００３】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥでは、エボルブド・ユニバーサル地上波無線アクセス・ネットワーク
（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）は、ユーザ装置（ＵＥ）として知られている無線モバイル装置と通信
する（、エボルブド・ノードＢ、エンハンスド・ノードＢ、Ｅ－ＵＴＲＡＮノードＢ、ｅ
ＮｏｄｅＢ、又はｅＮＢとしても通常表される）送信局を含む。下りリンク（ＤＬ）伝送
は送信局（又はｅＮｏｄｅＢ）から無線モバイル装置（又はＵＥ）への通信であり得、上
りリンク（ＵＬ）伝送は、無線モバイル装置から送信局への通信であり得る。更に、送信
局は、ＳＩインタフェースにより、コア・ネットアークに配置されたモビリティ管理エン
ティティ（ＭＭＥ）に接続することが可能である。
【０００４】
　モバイル通信のための別の技術には、符号分割多元アクセス（ＣＤＭＡ）を使用するネ
ットワークのための３ＧＰＰモバイル・セルラー技術であるユニバーサル・モバイル通信
システム（ＵＭＴＳ）がある。ＵＭＴＳでは、送信局は、ＵＥとして知られている無線モ
バイル装置と通信する無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）及びノードＢ（ＮｏｄｅＢ、
又はＮＢとしても通常表される）の組み合わせであり得る。ＵＭＴＳは、加入者識別モジ
ュール（ＳＩＭ）カードを介したユーザの認証、コア・ネットワーク（モバイル・アプリ
ケーション部（ＭＡＰ）を含む）、ＵＭＴＳ地上波無線アクセス・ネットワーク（ＵＴＲ
ＡＮ）を対象として含むネットワーク・システムを規定することが可能である。ＲＮＣは
、Ｉｕインタフェースを介してコア・ネットワークに接続することが可能である。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　アクセス制限として知られる特定の状況下では、送信局は、モバイル装置のユーザがア
クセス試行（緊急通話試行、又は公衆陸上移動体ネットワーク（ＰＬＭＮ）の特定された
領域内のページに対する応答を含み得る）を行うことが妨げられるか、又は制限され得る
。前述の状況は、同じ場所に配置された１つ又は複数のＰＬＭＮの緊急又は障害の状態を
含み得る。アクセス・クラス制限（ＡＣＢ）は、ＬＴＥシステム及びＵＭＴＳにおける送
信局に対するアクセス試行をモバイル装置が行うことを妨げるために使用することが可能
である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の構成及び利点は、本開示の構成をともに例証する、添付図面とともに解される
以下の詳細な説明から明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】一例による、ランダム・アクセス・チャネル（ＲＡＣＨ）を送信局に送信する複
数のモバイル装置を示すブロック図である。
【図２】一例による、報知制御用チャネル（ＢＣＣＨ）を複数のモバイル装置に報知する
送信局を示すブロック図である。
【図３】図３は、一例による、拡張アクセス制限（ＥＡＢ）パラメータを含むロング・タ
ーム・エボリューション（ＬＴＥ）システムにおけるシステム情報ブロック（ＳＩＢ）タ
イプ２情報エレメント（ＩＥ）を示す図である。
【図４】一例による、ＥＡＢパラメータを含むロング・ターム・エボリューション（ＬＴ
Ｅ）システムにおける拡張アクセス制限（ＥＡＢ）のための専用システム情報ブロック（
ＳＩＢ）情報エレメント（ＩＥ）を示す図である。
【図５】一例による、送信局への送信を制限されたＥＡＢカテゴリＡモバイル装置、及び
送信局にランダム・アクセス・チャネル（ＲＡＣＨ）を送信する遅延耐性を有しない複数
のモバイル装置を示すブロック図である。
【図６】一例による、送信局への送信を制限された一部のＥＡＢカテゴリＢモバイル装置
、及び送信局にランダム・アクセス・チャネル（ＲＡＣＨ）を送信する複数の非ＥＡＢカ
テゴリＢモバイル装置を示すブロック図である。
【図７Ａ】一例による、拡張アクセス制限（ＥＡＢ）表示を含むページング・メッセージ
を示す図である。
【図７Ｂ】一例による、拡張アクセス制限（ＥＡＢ）表示を示す図である。
【図８】一例による、モバイル装置の拡張アクセス制限（ＥＡＢ）構成情報を含むＲＲＣ
接続要求メッセージを示す図である。
【図９】一例による、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）システムにおけるモ
ビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）から送信局へのオーバロード・スタート処理を示す
ブロック図である。
【図１０】一例による、モバイル装置の拡張アクセス制限（ＥＡＢ）構成情報が移動局か
ら送出される場合のオーバロード・アクションＩＥの情報エレメント（ＩＥ）の定義を示
す図である。
【図１１】一例による、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）システムにおける
モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）から送信局へのオーバロード・ストップ処理を示
すブロック図である。
【図１２】一例による、モバイル装置の拡張アクセス制限（ＥＡＢ）構成情報が移動局か
ら送出されない場合のオーバロード・アクションＩＥの情報エレメント（ＩＥ）の定義を
示す図である。
【図１３】一例による、ユニバーサル・モバイル通信システム（ＵＭＴＳ）におけるコア
・ネットワーク（ＣＮ）から無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）へのオーバロード処理
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を示すブロック図である。
【図１４】一例による、ユニバーサル・モバイル通信システム（ＵＭＴＳ）における無線
ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）からコア・ネットワーク（ＣＮ）へのオーバロード処理
を示すブロック図である。
【図１５】一例による、拡張アクセス制限（ＥＡＢ）インジケータを含む無線アクセス・
ネットワーク・アプリケーション部（ＲＡＮＡＰ）プロトコル拡張を示す図である。
【図１６】一例による、モバイル装置に対して送信局へのアクセスを認可する方法を表す
フローチャートである。
【図１７】一例による、モバイル装置が送信局にアクセスすることを制限する方法を表す
フローチャートである。
【図１８】一例による、送信局及びモバイル装置を示すブロック図である。
【図１９】一例による、モバイル装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　次に、例証される例示的な実施例を参照し、本明細書及び特許請求の範囲において、同
じことを表すために特定の文言を使用するものとする。しかしながら、本発明の範囲が限
定されることがそれによって意図されるものでない。
【実施例】
【０００９】
　本発明を開示し、説明する前に、本発明が、本明細書及び特許請求の範囲に開示された
特定の構造、処理工程、又は用具に限定されない一方、当該技術分野における当業者によ
って認識されるであろう、その均等物に拡張されるものとする。更に、本明細書及び特許
請求の範囲において使用される用語が、具体例を説明する目的のみに使用され、限定する
ことを意図するものでないものとする。別々の図面中の同じ参照符号は、同じ構成要素を
表す。フローチャート及び処理において記載される数字は、工程及び処理を示すうえで明
瞭にするために記載しており、必ずしも、特定の順序又はシーケンスを示すものでない。
【００１０】
　例示的な実施例
　技術的な実施例の最初の概要を以下に記載し、次いで、特定の技術的な実施例を更に詳
細に後述する。この最初の概要は、読者がよりすばやく技術を理解する手助けとなること
を意図している一方、技術の主要な構成又は必須の構成を明確にすることを意図するもの
でなく、特許請求の範囲記載の主題の範囲を制限することを意図するものでもない。
【００１１】
　アクセス・クラス制限（ＡＣＢ）及び拡張アクセス制限（ＥＡＢ）などのアクセス制限
は、送信局においてモバイル装置のユーザがアクセス試行を行うことを妨げるか、又は制
限することが可能なメッセージを送信局が報知することを可能にする。報知メッセージは
、セル毎に利用可能であり、ネットワーク・アクセスが制限される加入者のクラス又はカ
テゴリを示し得る。アクセス制限は、ネットワーク・オペレータが無線アクセス・ネット
ワーク及びコア・ネットワークの過負荷を妨げることを可能にする。
【００１２】
　一例では、モバイル装置は、アクセス・クラス０乃至９として定義された、ランダムに
割り当てられた１０のモバイル人口のうちの１つの構成要素であり得る。人口数は、加入
者識別モジュール（ＳＩＭ）又はユニバーサル加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ）に記憶
することが可能である。更に、モバイル装置は、やはりＳＩＭ／ＵＳＩＭに保持された１
つ又は複数の特別なカテゴリ（例えば、アクセス・クラス１１乃至１５）の構成要素であ
り得る。特定のカテゴリを特定の高優先度ユーザに割り当てることが可能である。クラス
１５は公衆陸上モバイル・ネットワーク（ＰＬＭＮ）のスタッフに割り当てることが可能
であり、クラス１４は緊急サービスに割り当てることが可能であり、クラス１３は公益事
業（例えば、水道／ガス供給業者）に割り当てることが可能であり、クラス１２はセキュ
リティ・サービスに割り当てることが可能であり、クラス１１はＰＬＭＮの使用に割り当
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てることが可能である。
【００１３】
　ＡＣＢでは、モバイル装置が、エア・インタフェースを介して通知された通りの許可さ
れたクラスに対応する少なくとも１つのアクセス・クラスの構成要素であり、かつ、アク
セス・クラスがサービング・ネットワークにおいて適用可能である場合、アクセス試行が
受け入れられ得る。クラス０乃至９は、ホーム公衆陸上モバイル・ネットワーク（ＰＬＭ
Ｎ）、及び在圏ＰＬＭＮ（ＶＰＬＭＮ）において受け入れられ得る。同等のホームＰＬＭ
Ｎ（ＥＨＰＬＭＮ）リストが存在しないか、又は何れかのＥＨＰＬＭＮである場合、クラ
ス１１及び１５がホームＰＬＭＮ（ＨＰＬＭＮ）において受け入れられ得る。クラス１２
、１３、又は１４は自国のＶＰＬＭＮ及びＨＰＬＭＮにおいて受け入れられ得る。自国は
、国際移動体加入者識別番号（ＩＭＳＩ）の移動体通信用国番号（ＭＣＣ）部分の国であ
り得る。前述のクラスのいくつでも、どの一時点でも制限し得る。
【００１４】
　ＥＡＢは、ＡＣＢに対する更なるアクセス制限を設けることが可能である。拡張アクセ
ス制限（ＥＡＢ）は、アクセス・ネットワーク及び／又はコア・ネットワークの過負荷を
妨げるためにＥＡＢ用に構成されたモバイル装置からのモバイル発信アクセス試行をオペ
レータ（例えば、ネットワーク・オペレータ）が制御するための機構を含み得る。輻輳状
態では、オペレータは、他のモバイル装置からのアクセスを可能にする一方で、ＥＡＢ用
に構成されたモバイル装置からのアクセスを制限し得る。ＥＡＢ用に構成されたモバイル
装置は、他のモバイル装置よりも、アクセス制限に対して高い耐性を有しているとみなす
ことが可能である。過負荷状態や他のトリガ・イベントなどの、オペレータ又は特定の自
動化処理がＥＡＢを適用すると判定する場合に特定のエリアにおいてモバイル装置に対す
るＥＡＢ制御を設ける旨の情報を報知することが可能である。
【００１５】
　多数のマシン型通信（ＭＴＣ）装置及び／又はマシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）装置が無線
アクセス・ネットワーク（ＲＡＮ）にアクセスし得る。本明細書及び特許請求の範囲にお
いて使用されるＭＴＣ及びＭ２Ｍは同義に使用し得る。ＭＴＣ装置は、ＲＡＮ、及びＲＡ
Ｎをサポートするコア・ネットワーク（ＣＮ）を過負荷状態にし得る。ＥＡＢは、ネット
ワーク（例えば、ＲＡＮ又はコア・ネットワーク）が過負荷状態にされた場合に、低優先
度及び／又は遅延耐性を有するＭＴＣ装置のアクセスをネットワークが制限することを可
能にすることにより、ＲＡＮ及びＣＮを含むネットワークの過負荷の制御及び保護を提供
することが可能である。
【００１６】
　本明細書及び特許請求の範囲に記載の遅延耐性及び低優先度は同義に使用し得る。
【００１７】
　ＥＡＢ用に構成されたモバイル装置は、モバイル装置のローミング・カテゴリ（送信局
をサポートする、ＰＬＭＮに対するモバイル装置の関係）に基づいて分類することが可能
である。ＰＬＭＮのＲＡＮにおける送信局は、モバイル装置にＥＡＢ情報を報知するため
に報知制御用チャネル（ＢＣＣＨ）を使用することが可能である。ＢＣＣＨ上のＥＡＢ情
報は、ＥＡＢによって構成されたモバイル装置のどのカテゴリがＥＡＢを適用することが
可能であるかを示すことが可能である。ＥＡＢによって構成されたモバイル装置は、ＥＡ
Ｂを適用するか否かを判定するためにそのカテゴリ（例えば、以下に記載するＡ、Ｂ、又
はＣ）をチェックすることが可能である。
【００１８】
　ＥＡＢは、ＡＣＢとは別のタイプ又はカテゴリのモバイル装置を制限し得、かつ／又は
、ＥＡＢは、ＡＣＢとは別の制限機構を提供することが可能である。ＥＡＢは、ＡＣＢに
おけるモバイル装置全てでなく、ＭＴＣモバイル装置などの、遅延耐性を有するアクセス
・モバイル装置用に構成され得る。ＥＡＢ用に構成されたモバイル装置は、他のモバイル
装置よりも、アクセス制限に対する耐性（例えば、遅延耐性）を有しているとみなすこと
が可能である。ＥＡＢは、ローマ、すなわち、ＨＰＬＭＮ及び／又はＥＨＰＬＭＮの外で
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動作するモバイル装置を扱うために使用することが可能である。ＥＡＢによって構成され
たモバイル装置の場合、ＥＡＢはＡＣＢに優先し得る。
【００１９】
　アクセス制限情報は、システム情報ブロック（ＳＩＢ）を使用してＢＣＣＨにおいて送
信することが可能である。ＬＴＥシステム及びＵＭＴＳにおけるシステム情報は、マスタ
情報ブロック（ＭＩＢ）、及びいくつかのＳＩＢに分離することが可能である。ＭＩＢ及
びＳＩＢはそれぞれ、特定されたタイプの情報を含み得る。例えば、ＬＴＥでは、ＭＩＢ
は物理レイヤ情報を含み得、ＳＩＢタイプ１（ＳＩＢ１）はアクセス制限及びＳＩＢスケ
ジューリング情報を含み得る。特定のシステム情報（例えば、ＭＩＢ又はＳＩＢＩ）は、
他のシステム情報又はＳＩＢを抽出し、又は読み出すための前提条件（すなわち、読み出
し）であり得る。ＳＩＢタイプ２（ＳＩＢ２）における共通チャネル情報及び共有チャネ
ル情報は、ランダム・アクセス手順又はランダム・アクセス・チャネル（ＲＡＣＨ）にお
いて使用することが可能である。
【００２０】
　ＬＴＥシステムにおけるセル・サーチ及び選択の場合、モバイル装置は物理レイヤにお
ける物理報知チャネル（ＰＢＣＨ）を読み出すことが可能であり、ＭＩＢから当該情報を
抽出する。ＭＩＢは、ＰＢＣＨにマッピングされるメディア・アクセス制御（ＭＡＣ）レ
イヤにおける報知チャネル（ＢＣＨ）を介して無線リンク制御レイヤにおける論理報知制
御用チャネル（ＢＣＣＨ）によって送出することが可能な重要なシステム情報を収容する
ことが可能である。ＭＩＢからの情報により、モバイル装置は、セルの下りリンクにおけ
る伝送帯域構成について分かり得る。他のＳＩＢは、物理ダウンリンク共有チャネル（Ｐ
ＤＳＣＨ）を介して送出されたシステム情報を提供することが可能である。
【００２１】
　ＡＣＢ情報はＳＩＢ２を介して報知することが可能である。ＡＣＢパラメータには、Ｓ
ＩＢ修正手順及びタイミングが施され得る。ＡＣＢパラメータの変更により、ＳＩＢｓｙ
ｓｔｅｍＩｎｆｏＶａｌｕｅＴａｇなどのＳＩＢ修正値が変わり得る。２つの修正期間（
例えば、ＳＩＢ変更通知期間及びＳＩＢ変更情報期間）は変更が効力を生じるために使用
することができる。修正期間は、最長で４０．９６秒（ｓｅｃ）＝　１６＊２５６フレー
ムかかり得る（例えば、修正期間＝ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎＰｅｒｉｏｄＣｏｅｆｆ＊

ｄｅｆａｕｌｔＰａｇｉｎｇＣｙｃｌｅ）。
【００２２】
　ＭＴＣ装置は、セル又はＲＡＮにおいて非常に多いことがあり得る。ＭＴＣの使用によ
り、多数のＭＴＣモバイル装置が、送信局に対するバースト的アクセスを有し得、これに
より、送信局及び／又はネットワークが過負荷状態になり得る。一例では、ＭＴＣ装置の
バースト的アクセスにより、ネットワークが過負荷に適用することが可能になる前に１つ
又は２つの修正期間内に送信局及び／又はネットワークが過負荷状態になり得る。過負荷
状態では、ランダム・アクセス・チャネル（ＲＡＣＨ）は過負荷になり得、それにより、
通常の優先度のモバイル装置（遅延耐性を有していないアクセスのモバイル装置、低優先
度でないアクセスのモバイル装置、又は高優先度のモバイル装置）がかなりの期間中、阻
止され得る。他のモバイル装置の伝送が通常の優先度のモバイル装置のＲＡＣＨの送信局
の受信と干渉し得るので、通常の優先度のモバイル装置は、アクセスが阻止され得る。よ
って、送信局は送信を復号化することが可能でない。
【００２３】
　図１は、同時に（又はほぼ同時に）過負荷状態をもたらす、送信局３１０にＲＡＣＨを
送信するセルにおける複数のモバイル装置３２０Ａ－Ｄ、３２２Ａ－Ｂ、３２４Ａ－Ｃ、
３２６Ａ－Ｂ、３３０Ａ－Ｄ、３３２Ａ－Ｆ、３３４Ａ－Ｆ、及び３３６Ａ－Ｄの例を示
す。セルは、送信局によって生成される論理的な定義又は送信局によってカバーされる送
信エリア又はサブエリア（制御チャネル、参照信号、コンポーネント・キャリア（ＣＣ）
周波数などの、セルのパラメータを定義する特定のセル識別情報（ＩＤ）を含み得る）で
あり得る。セルにおけるモバイル装置は、ユーザ装置３２０Ａ－Ｄ、３２２Ａ－Ｂ、３２
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４Ａ－Ｃ、及び３２６Ａ－Ｂ、並びに、ＭＴＣ又はＭ２Ｍ装置３３０Ａ－Ｄ、３３２Ａ－
Ｆ、３３４Ａ－Ｆ、及び３３６Ａ－Ｄを含み得る。ＥＡＢはＭＴＣ装置に適合させること
が可能であるが、ＥＡＢは、他のモバイル装置（ユーザ装置）にも適用することが可能で
ある。更に、ＭＴＣ装置は、通常の優先度のアクセスを有し得、ＥＡＢに対して構成され
ないことがあり得る。
【００２４】
　ＥＡＢは、ＭＴＣモバイル装置などの、遅延耐性を有するアクセス装置のアクセスを制
限するために使用することが可能である。遅延耐性を有するアクセスは、ＥＡＢを受ける
アクセスであり得る。ＥＡＢは、モバイル装置及び／又は送信局において適用され、ＲＡ
Ｎ及びコア・ネットワークによってサポートされ得る。ＥＡＢ構成情報は、送信局からＢ
ＣＣＨなどのチャネルを介して報知し、モバイル装置によって受信することが可能である
。システム情報ブロック（ＳＩＢ）はＥＡＢ構成情報を含み得る。一例では、ＥＡＢ構成
情報は、ＬＴＥシステムにおけるＳＩＢタイプ２（ＳＩＢ２）上、又はＵＭＴＳにおける
ＳＩＢタイプ３（ＳＩＢ３）上などの既存のＳＩＢ上で報知することが可能である。ある
いは、ＥＡＢ構成情報は、ＬＴＥシステムにおけるＳＩＢタイプ１４（ＳＩＢ１４）又は
ＵＭＴＳにおけるＳＩＢタイプ２１（ＳＩＢ２１）などの、ＥＡＢのための専用の（又は
新たな）ＳＩＢ上で報知することが可能である。ＥＡＢのための専用ＳＩＢはＥＡＢ構成
情報を含み得るが、ＥＡＢのための専用ＳＩＢは更に、ＥＡＢに関係しない情報も含み得
る。ＬＴＥシステムの場合、数字１４は、例証を明瞭かつ簡潔にするために、ＥＡＢのた
めの専用ＳＩＢ（ＳＩＢ　１４）に対して使用されるが、ＥＡＢのための専用ＳＩＢを表
す何れかの数を使用することが可能である。同様に、ＬＴＥの場合、数字２１は、例証を
明瞭かつ簡潔にするために、ＥＡＢのための専用ＳＩＢ（ＳＩＢ　１４）に対して使用さ
れるが、ＥＡＢのための専用ＳＩＢを表す何れかの数を使用することが可能である。
【００２５】
　モバイル装置は、種々の手順又は方法において送信局によって報知されるＥＡＢ構成情
報における存在又は変更が分かり得る。一例では、モバイル装置は、専用のＳＩＢ又は既
存のＳＩＢにおいて周期的に最新のＥＡＢ構成情報を獲得することが可能である。ＬＴＥ
におけるＳＩＢ１４などの、ＥＡＢのための専用のＳＩＢは、修正期間よりも頻繁に更新
され得、それにより、ＳＩＢ及びＥＡＢ構成情報のより動的な修正が可能になる。別の例
では、モバイル装置は、遅延耐性を有するアクセスのために無線リソース制御（ＲＲＣ）
接続確立を試行する前に、ＥＡＢのための専用のＳＩＢなどのＳＩＢにおけるＥＡＢ構成
情報を獲得することが可能である。別の例では、ＥＡＢ構成情報の存在を示すために、Ｅ
ＡＢ構成情報を送信局からモバイル装置へのページング通知に含めることが可能である。
ＥＡＢ構成情報が受信された後、モバイル装置は、ＥＡＢのためのアクセス制限チェック
処理（ＡＣＢのための処理も含み得る）を適用することが可能である。
【００２６】
　モバイル装置は、ＲＲＣ接続確立中に、ＬＴＥシステムのｅＮＢ及びＵＭＴＳのＲＮＣ
を含む送信局に、モバイル装置のＥＡＢカテゴリ（ＥＡＢ分類又はローミング・カテゴリ
）などのＥＡＢ構成情報を伝えるか、又は提供することが可能である。一例では、モバイ
ル装置は、ＲＲＣ接続要求メッセージにおいてモバイル装置のＥＡＢ構成及びローミング
・カテゴリを示し得る。別の例では、モバイル装置のＥＡＢ構成は、ＲＲＣ接続要求メッ
セージにおいてモバイル装置のＥＡＢ構成及び／又はローミング・カテゴリを示すことな
く、ＲＲＣ接続確立原因要求によって示唆され得る。
【００２７】
　ＬＴＥシステムは、Ｓ１インタフェースを介してコア・ネットワーク（ＣＮ）のモビリ
ティ管理エンティティ（ＭＭＥ）とＲＡＮの送信局との間でＥＡＢのためのアクセス制限
過負荷機構を提供することが可能である。一例では、送信局は、ＲＲＣ接続要求メッセー
ジの一部としてモバイル装置からＥＡＢ構成情報を受信することが可能である。送信局が
ＭＭＥから過負荷表示を受信するか、又はＲＡＮが過負荷状態にあると送信局が判定する
と、送信局はＥＡＢ構成情報により、ＳＩＢを構成し、モバイル装置からのＲＲＣ接続要
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求を拒否し得る。別の例では、送信局は、ＲＲＣ接続要求メッセージの一部としてモバイ
ル装置からＥＡＢ構成情報を受信しないことがあり得る。送信局がＭＭＥから過負荷表示
を受信するか、又はＲＡＮが過負荷状態にあると送信局が判定すると、送信局は、モバイ
ル装置からのＲＲＣ接続要求を拒否することなく、ＥＡＢ構成情報により、ＳＩＢを構成
し得る。
【００２８】
　ＵＭＴＳは、Ｉｕ－ＰＳインタフェースを介してコア・ネットワーク（ＣＮ）とＲＡＮ
の、ＲＮＣを含む送信局との間でＥＡＢのためのアクセス制限過負荷機構を提供すること
が可能である。既存の優先度クラス・インジケータは、ＥＡＢを定義するために使用する
ことができる。あるいは、専用の（又は新たな）ＥＡＢインジケータを、ＥＡＢを定義す
るために使用することができる。
【００２９】
　以下に、上記例の更なる詳細を記載する。送信局は、ＥＡＢを使用して、送信局のアク
セスをモバイル装置に認可することが可能である。モバイル装置は、送信局からＢＣＣＨ
においてＥＡＢ構成情報を受信することが可能である。図２は、複数のモバイル装置３２
０Ａ－Ｄ、３２２Ａ－Ｂ、３２４Ａ－Ｃ、３２６Ａ－Ｂ、３３０Ａ－Ｄ、３３２Ａ－Ｆ、
３３４Ａ－Ｆ、及び３３６Ａ－ＤにＢＣＣＨにおいてＥＡＢ構成情報を報知する送信局３
１０の例を示す。遅延耐性を有するモバイル装置（又は、ＥＡＢ用に構成されたモバイル
装置）３２２Ａ－Ｂ、３２４Ａ－Ｃ、３２６Ａ－Ｂ、３３２Ａ－Ｆ、３３４Ａ－Ｆ、及び
３３６Ａ－Ｄは、ＢＣＣＨにおいてＳＩＢからＥＡＢ構成情報を獲得することが可能であ
る。ＳＩＢは、ＬＴＥシステム及びＵＭＴＳにおいてシステム情報を伝えるために使用す
ることが可能である。
【００３０】
　一例では、ＥＡＢ構成情報は、ＡＣＢ情報とともに、ＬＴＥシステムのためのＳＩＢ２
などの既存のＳＩＢにおいて収容し得る。ＬＴＥシステムの場合、ＡＣＢはＳＩＢ２にお
いて報知し得る。ＳＩＢは修正期間毎に変更し得るので、ＥＡＢ構成情報の動的変更は、
ＳＩＢ２などの既存のＳＩＢにおいてＥＡＢ構成情報が収容される場合にサポートされな
いことがあり得る。
【００３１】
　図３は、ＥＡＢパラメータ（例えば、ＥＡＢ構成情報）を含むＬＴＥシステムにおける
ＳＩＢ２　ＩＥ（ＩＥ　ＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅ２）を
示す。ＩＥ　ＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅ２は、セルにおけ
るモバイル装置に共通であり得る無線リソース構成情報を含み得る。ＥＡＢ機能に関する
モバイル装置のタイマ及び定数を、図３でＳＩＢ２において示すような、ｅａｂ－Ｂａｒ
ｒｉｎｇＦｏｒＭＯ－ｒｌｌなどの、ＥＡＢフィールド（例えば、ＥＡＢモバイル発信呼
インジケータ）において供給し得る。
【００３２】
　ＥＡＢ構成情報は、制限カテゴリ、制限ファクタ、及び／又は制限時間を含み得る。例
えば、ＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅ２フィールド記述は、ｅ
ａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＣａｔｅｇｏｒｙ、ｅａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＦａｃｔｏｒ、及び／
又はｅａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＴｉｍｅを含み得る。
【００３３】
　制限カテゴリは、ローミング・カテゴリとしても表すことが可能である。ｅａｂ－Ｂａ
ｒｒｉｎｇＣａｔｅｇｏｒｙの例では、各ビットは、ＥＡＢが適用されるモバイル装置（
又はＵＥ）のカテゴリ（又はＥＡＢカテゴリ）を表すことが可能である。第１のビット又
は最も左のビット（図３）は、ＥＡＢ用に構成されたモバイル装置（又はカテゴリＡ）を
含み得る。第２のビットは、ＥＡＢ用に構成され、モバイル装置のＨＰＬＭＮにも、モバ
イル装置のＨＰＬＭＮと同等のＰＬＭＮ（ＥＨＰＬＭＮ）にもないモバイル装置（又はカ
テゴリＢ）を含み得る。第３のビットは、ＥＡＢ用に構成され、ＳＩＭ／ＵＳＩＭ上のオ
ペレータ定義のＰＬＭＮセレクタ・リストにおいてモバイル装置がローミングしている国
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の最も優先的なＰＬＭＮとして挙げられたＰＬＭＮにも、モバイル装置のＨＰＬＭＮにも
、モバイル装置のＨＰＬＭＮと同等のＰＬＭＮにもないモバイル装置（又はカテゴリＣ）
を示し得る。
【００３４】
　公衆陸上モバイル・ネットワーク（ＰＬＭＮ）は、公衆に向けて陸上モバイル通信サー
ビスを提供するという特定の目的で、規制機関、政府、又は認定されている私的運用機関
（ＲＰＯＡ）によって確立され、運営されるネットワークを含み得る。各加入者と、加入
者のホームＰＬＭＮ（ＨＰＬＭＮ）との間に関係が存在し得る。通信が別のＰＬＭＮを介
して扱われる場合、上記別のＰＬＭＮは、訪問先ＰＬＭＮ（ＶＰＬＭＮ）として表し得る
。ＰＬＭＮは、周波数帯の１つ又は組み合わせにおいてサービスを提供し得る。ＰＬＭＮ
は、国の境界によって定義することが可能である。２つ以上のＰＬＭＮが一国に存在し得
る。ＰＬＭＮエリアは、ＰＬＭＮが通信サービスを提供する地域であり得る。
【００３５】
　ｅａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＭＯ－ｒｌｌがＳＩＢ　ＩＥに含まれる場合、拡張アク
セス制限は、ＥＡＢ用に構成されたモバイル装置からのモバイル発信呼に適用することが
できる。
【００３６】
　制限ファクタは、モバイル装置による送信局へのアクセスを判定することが可能な値を
含み得る。ｅａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＦａｃｔｏｒの例の場合。モバイル装置は乱数を生成
し得る。モバイル装置によって抽出された乱数が制限ファクタ値よりも小さい場合、送信
局へのアクセスが認められ得る。さもなければ、送信局へのアクセスは制限され得る。別
の例では、乱数の値は、範囲［０，１］において解釈することが可能であり、制限ファク
タ値はパーセント値であり得、ここで、ｐ００（０％）＝０、ｐ０５（５％）＝０．０５
、ｐｌ０（１０％）＝０．１０、…ｐ９５（９５％）＝０．９５である。例えば、ｐ５０
　ｅａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＦａｃｔｏｒは、（モバイル装置それぞれの乱数生成器によっ
て生成されたような）カテゴリ（Ａ、Ｂ，又はＣ）の約５０％は送信局のアクセスが制限
され得る旨を示す。５％だけ増やしたパーセント値を示しているが、何れのパーセント値
の増分も使用することが可能である。
【００３７】
　ｅａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＴｉｍｅの例の場合、平均ＥＡＢ制限時間値を制限カテゴリに
適用することが可能である。平均ＥＡＢ制限時間値には、秒、又は何れかの他の時間単位
を使用することが可能である。例えば、値ｓ４は、ＥＡＢが適用されるモバイル装置を、
４秒間の間、送信局へのアクセスを制限することが可能であるということを示し得る。
【００３８】
　別の例では、ＥＡＢ構成情報は、ＬＴＥシステムのＳＩＢ１４などの、ＥＡＢのための
専用のＳＩＢにおいて収容し得る。ＥＡＢのための専用のＳＩＢに収容されたＥＡＢ構成
情報の変更には、修正期間が課されないことがあり得る（ＳＩＢタイプ１０（（ＳＩＢ１
０）、ＳＩＢタイプ１１（ＳＩＢ１１）、又はＳＩＢタイプ１２（ＳＩＢ１２）と同様で
あり得る）。
【００３９】
　図４は、ＥＡＢ構成情報を含むＬＴＥシステムにおけるＳＩＢ１４ＩＥ（ＩＥ　Ｓｙｓ
ｔｅｍｌｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅｌ４）を示す。専用のＳＩＢにおける
ＥＡＢ構成情報は、上述した制限カテゴリ、制限ファクタ、及び／又は制限時間を含み得
る。ＩＥ　ＳｙｓｔｅｍｌｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅｌ４は、上述したＳ
ｙｓｔｅｍｌｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅ２フィールド記述と同様なフィー
ルド記述を含み得る。
【００４０】
　ＥＡＢのための専用のＳＩＢ又は既存のＳＩＢにおいて使用される制限カテゴリは３ビ
ットのフィールド又は２ビットのフィールドを含み得る。図３乃至４に示す例では、モバ
イル装置ＥＡＢの３つのカテゴリ（カテゴリＡ、Ｂ、又はＣ）のうちのどれが適用される
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かを示すために３ビットのビット・マスクが使用される。一例では、３つのカテゴリは相
互排他的であり得、ここで、カテゴリＡにおけるモバイル装置はカテゴリＢにもカテゴリ
Ｃにもなく、カテゴリＢにおけるモバイル装置はカテゴリＡにもカテゴリＣにもなく、カ
テゴリＣにおけるモバイル装置はカテゴリＡにもカテゴリＢにもない。
【００４１】
　別の例では、サブカテゴリはそれぞれ、別のカテゴリの上位集合であり得る。例えば、
カテゴリＡはカテゴリＢのスーパーセットであり得、カテゴリＢはカテゴリＣのスーパー
セットであり得、これは、カテゴリＡモバイル装置に適用可能なＥＡＢがカテゴリＢモバ
イル装置及びカテゴリＣモバイル装置にも適用され得るということを意味し得る。言い換
えれば、カテゴリＣはカテゴリＢのスーパーセットであり得、カテゴリＢはカテゴリＡの
スーパーセットであり得、これは、カテゴリＢモバイル装置に適用可能なＥＡＢがカテゴ
リＣモバイル装置に適用され得るが、カテゴリＡに適用されないことがあり得る。別の例
では、制限カテゴリは、モバイル装置のどの集合又はＥＡＢカテゴリ（ローミング・カテ
ゴリ）がＥＡＢを適用することが可能であるかを示すために２ビットのフィールドを使用
し得る。例えば、「００」はカテゴリＡモバイル装置に対応し得、「０１」はカテゴリＢ
モバイル装置に対応し得、「１０」はカテゴリＣモバイル装置に対応し得る。
【００４２】
　図５は、カテゴリＡモバイル装置が送信局にアクセスすることなく、セルにおける他の
モバイル装置（又は通常優先度のモバイル装置）３２０Ａ－Ｄ及び３３０Ａ－ＤがＲＡＣ
Ｈを送信局３１０に送信する（こと、及び、後に送信局３１０と通信する）ことを可能に
する制限ファクタ値１００％でカテゴリＡモバイル装置３２２Ａ－Ｂ、３２４Ａ－Ｃ、３
２６Ａ－Ｂ、３３２Ａ－Ｆ、３３４Ａ－Ｆ、及び３３６Ａ－Ｄに適用されたＥＡＢの例を
示す。一例では、カテゴリＡモバイル装置は３２２Ａ－Ｂ、３２４Ａ－Ｃ、３２６Ａ－Ｂ
、３３２Ａ－Ｆ、３３４Ａ－Ｆ、及び３３６Ａ－Ｄを含み得る。カテゴリＢモバイル装置
は、３２２Ａ－Ｂ、３２６Ａ－Ｂ、３３２Ａ－Ｆ、及び３３６Ａ－Ｄを含み得る。カテゴ
リＣモバイル装置は、３２２Ａ－Ｂ及び３３２Ａ－Ｆを含み得る。
【００４３】
　図６は、制限ファクタ値５０％でカテゴリＢモバイル装置３２２Ａ－Ｂ、３２６Ａ－Ｂ
、３３２Ａ－Ｆ、及び３３６Ａ－Ｄに適用されたＥＡＢの例を示す。（カテゴリＢモバイ
ル装置を除く）カテゴリＡモバイル装置３２４Ａ－Ｃ及び３３４Ａ－Ｆ、並びに、他のモ
バイル装置（又は通常優先度のモバイル装置）３２０Ａ－Ｄ及び３３０Ａ－Ｄは送信局３
１０に送信することが可能である。カテゴリＢモバイル装置の５０％（３２２Ｂ、３２６
Ａ、３３２Ｂ、３３２Ｄ、３３２Ｆ、３３６Ｂ、及び３３６Ｄ）を制限し、カテゴリＢモ
バイル装置の残りの５０％（３２２Ａ、３２６Ｂ、３３２Ｂ、３３２Ａ、３３２Ｃ、３３
２Ｅ、３３６Ａ、及び３３６Ｃ）が送信局３１０に送信することを可能にし得る。
【００４４】
　上述した具体例では、制限ファクタ（すなわち、ｅａｂＢａｒｒｉｎｇＦａｃｔｏｒ）
及び制限時間（すなわち、ｅａｂＢａｒｒｉｎｇＴｉｍｅ）などの２つのパラメータは、
制限時間とともに制限することが可能な制限カテゴリ内のモバイル装置のパーセンテージ
値を調節するよう構成することが可能である。制限ファクタは、制限カテゴリにおけるモ
バイル装置の最大アクセス試行数、又は制限カテゴリにおけるモバイル装置のパーセンテ
ージ値を含み得る。別の例では、ＥＡＢパラメータは省略することが可能であるか、又は
、アクセス試行を制限することが可能な最大回数を規定することが可能な「最大アクセス
試行数」などの他のＥＡＢパラメータを含めることが可能である。別のＥＡＢパラメータ
は、アクセス試行を制限することが可能な最大時間量を規定することが可能な「最大制限
時間」であり得る。他のＥＡＢパラメータも選考することが可能である。
【００４５】
　一例では、セルにおいてＥＡＢが適用された場合、ｅａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＭＯ
－ｒｌｌ　ＩＥが存在し得る。セルにおいてＥＡＢがモバイル装置に適用されない場合、
ｅａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＭＯ－ｒｌｌ　ＩＥは、ＥＡＢのための専用のＳＩＢ又は



(13) JP 6400759 B2 2018.10.3

10

20

30

40

50

既存のＳＩＢに含まれないことがあり得る。
【００４６】
　ＵＭＴＳの例では、上述のＬＴＥシステムの既存のＳＩＢと同様に、ＳＩＢ３などの既
存のＳＩＢにおいてＥＡＢ構成情報を収容することが可能である。ＥＡＢモバイル発信呼
インジケータ（例えば、ｅａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＭＯ－ｒｌｌ）は既存のＳＩＢ３
において収容することが可能である。ＵＭＴＳの別の例では、上述したＬＴＥシステムに
おけるＥＡＢのための専用のＳＩＢと同様に、ＳＩＢ２１などの、ＥＡＢのための専用の
ＳＩＢにおいて、ＥＡＢ構成情報を収容することが可能である。ＥＡＢのための専用のＳ
ＩＢは、ＥＡＢモバイル発信呼インジケータ（例えば、ｅａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＭ
Ｏ－ｒｌｌ）を収容することが可能である。
【００４７】
　モバイル装置は、種々の手順又は方法において送信局によって報知されるＢＣＣＨにお
けるＥＡＢ構成情報における存在又は変更が分かるようになり得る。ＳＩＢ２などの既存
のＳＩＢにおいてＥＡＢモバイル発信呼インジケータ（例えば、ｅａｂ－Ｂａｒｒｉｎｇ
ＦｏｒＭＯ－ｒｌｌ）を収容し得るＬＴＥシステムの例では、ＥＡＢ構成情報は、最大４
０．９６秒になり得る修正期間に応じて変わり得る。ＳＩＢ１４などの、ＥＡＢのための
専用のＳＩＢにおいてＥＡＢモバイル発信呼インジケータ（例えば、ｅａｂ－Ｂａｒｒｉ
ｎｇＦｏｒＭＯ－ｒｌｌ）を収容し得るＬＴＥシステムの例では、ＥＡＢ構成を修正する
ための更に動的な機構を適用することが可能である。動的な機構は、一ネットワークから
別のネットワークへの、遅延耐性を有する多数のモバイル装置のローミング、及び緊急状
態の間の警報又は警告などの動的な機構が、遅延耐性を有するアクセス試行、又はＭＴＣ
装置アクセス試行の急増を扱うのによく適していることがあり得る。モバイル装置は、Ｌ
ＴＥシステムのＳＩＢ１４及びＵＭＴＳのＳＩＢ２１などの、ＥＡＢのための専用のＳＩ
Ｂにおいて、動的に更新されたＥＡＢ情報を獲得することが可能である。
【００４８】
　モバイル装置は、周期的に、ＥＡＢのための専用のＳＩＢにおける最新のＥＡＢ構成情
報を獲得し、ＥＡＢ構成情報を周期的に更新することが可能である。上述の通り、送信局
は、ＥＡＢのための専用のＳＩＢの内容を変えることにより、修正期間内の何れかの時点
においてＥＡＢの構成を変えることが可能である。一例においてモバイル装置が最新のＥ
ＡＢ構成情報を獲得するために、モバイル装置は、８０ミリ秒（ｍｓ）（例えば、２修正
期間）毎など、周期的に、ＬＴＥシステムのＳＩＢタイプ１（ＳＩＢ１）及びＵＭＴＳの
マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）などの、スケジューリング情報を有するＳＩＢの報知を獲
得することが可能である。スケジューリング情報を有するＳＩＢは、（例えば、ＬＴＥシ
ステムのＳＩＢ２又はＳＩＢ１４、若しくは、ＵＭＴＳのＳＩＢ３又はＳＩＢ２１などの
）ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢのスケジューリング情報を有し得る。スケジューリング
情報を含むＳＩＢが、ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢのスケジューリング情報を含む場合
、モバイル装置は、それに応じて、ＥＡＢ構成情報とともにＳＩＢを獲得し、又は受信す
ることに進み得る。
【００４９】
　別の例では、モバイル装置は、遅延耐性を有するアクセスのためのＲＲＣ接続確立を試
行する前に、ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢを獲得することが可能である。上述の通り、
送信局は、ＥＡＢのための専用のＳＩＢの内容を変えることにより、修正期間内の何れか
の時点においてＥＡＢの構成を変えることが可能である。移動局が最新のＥＡＢ構成情報
を獲得するために、別の例では、ＥＡＢ用に構成されたモバイル装置は、遅延耐性を有す
るアクセスのためにＲＲＣ接続確立を行う前に、ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢを獲得す
ることが可能である。モバイル装置は、遅延耐性を有するアクセスのためのＲＲＣ接続確
立に対する要求を送信局から行い、要求の前に移動局におけるＥＡＢ構成情報を更新する
ことが可能である。一例では、モバイル装置は、ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢのスケジ
ューリング情報を収容することが可能な、スケジューリング情報を有するＳＩＢを獲得す
ることが可能である。ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢが、スケジューリング情報を収容す
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るＳＩＢに含まれない場合、モバイル装置は、ＥＡＢを適用することができないとみなし
得る。ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢが、スケジューリング情報を収容するＳＩＢに含ま
れる場合、モバイル装置は、ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢ、及びＥＡＢ構成情報を有す
るＳＩＢに含まれるＥＡＢ構成情報の獲得及び受信に進むことが可能である。
【００５０】
　別の例では、送信局からのページング通知はＥＡＢ構成情報の存在を示し得る。モバイ
ル装置はスケジューリング情報を有するＳＩＢを獲得し、次いで、ＲＲＣ接続確立を行う
前に、ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢを獲得し得る。ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢ（例
えば、ＥＡＢのための専用のＳＩＢ）は、ＬＴＥシステムのＳＩＢ１４などの、ＥＡＢ構
成情報を有するＳＩＢにＥＡＢ構成情報が存在している旨を示すためにページング・メッ
セージに送信局がＥＡＢ情報を含み得るページング通知に応じて獲得することが可能であ
る。モバイル装置が、受信されたページング・メッセージにおいてＥＡＢ表示を検出する
と、モバイル装置は、ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢのスケジューリング情報のために、
スケジューリング情報を有するＳＩＢを受信し、獲得、その後、ＥＡＢ構成情報を有する
ＳＩＢを獲得することに進み得る。
【００５１】
　図７ＡはＥＡＢ表示を有するページング・メッセージを示す。ｅａｂ－Ｉｎｄｉｃａｔ
ｉｏｎなどのＥＡＢ表示はページング・フィールド記述を有し得る。ページング・メッセ
ージングに存在するＥＡＢ表示は、ＥＡＢのための専用のＳＩＢなどの、ＥＡＢ構成情報
を有するＳＩＢに存在するＥＡＢ構成情報を示し得る。図７Ａに示す例では、ＥＡＢ表示
は、ＥＡＢ構成情報が適用されるのは、（上述されたカテゴリＡ、Ｂ、及びＣのうちの）
どのカテゴリかを区別することなく、ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢにおけるＥＡＢ構成
情報の存在を示す。モバイル装置のカテゴリを区別することのないＥＡＢ表示は、ＥＡＢ
が適用されるカテゴリに入らないことがあり得るモバイル装置の読み出し（すなわち、電
力消費）を不必要にし得る。
【００５２】
　図７Ｂは、モバイル装置のカテゴリ（カテゴリＡ、Ｂ、又はＣ）を区別するビット・マ
スクを有するＥＡＢ表示を示す。図７ＢにおけるＥＡＢ表示は、ＥＡＢ構成情報における
制限カテゴリと同様であり得る。ＥＡＢ表示は制限カテゴリ情報を含み得る。ｅａｂ－Ｉ
ｎｄｉｃａｔｉｏｎなどのＥＡＢ表示はページング・フィールド記述を有し得る。各ビッ
トは、専用のＳＩＢにおけるＥＡＢ構成が適用されるモバイル装置（例えば、ＵＥ）のカ
テゴリを表し得る。第１のビット又は最も左のビット（図７Ｂ）は、ＥＡＢ用に構成され
たモバイル装置（又はカテゴリＡ）を含み得る。第２のビットは、ＥＡＢ用に構成され、
モバイル装置のＨＰＬＭＮにも、モバイル装置のＨＰＬＭＮと同等のＰＬＭＮ（ＥＨＰＬ
ＭＮ）にもないモバイル装置（又はカテゴリＢ）を含み得る。第３のビットは、ＥＡＢ用
に構成され、ＳＩＭ／ＵＳＩＭ上のオペレータ定義のＰＬＭＮセレクタ・リストにおいて
モバイル装置がローミングしている国の最も優先的なＰＬＭＮとして挙げられたモバイル
装置のＰＬＭＮにも、モバイル装置のＨＰＬＭＮにも、モバイル装置のＨＰＬＭＮと同等
のＰＬＭＮにもないモバイル装置（又はカテゴリＣ）を示し得る。ビットが「１」にセッ
トされると、ＥＡＢは、対応するＥＡＢカテゴリに対するアクセス制限チェック処理を使
用して適用し得る。
【００５３】
　別の例では、ＥＡＢ表示は、ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢにおけるＥＡＢ構成が適用
されるモバイル装置のカテゴリを示すために２ビットのフィールドを使用することが可能
である。例えば、「００」はカテゴリＡモバイル装置に対応し得、「０１」はカテゴリＢ
モバイル装置に対応し得、「１０」はカテゴリＣモバイル装置に対応し得る。
【００５４】
　ＵＭＴＳの例では、モバイル装置は、ＳＩＢ２１などの、ＥＡＢ構成を有するＳＩＢの
スケジューリング情報を収容することが可能なスケジューリング・ブロック（ＳＢ）又は
ＭＩＢを獲得することが可能である。ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢが、スケジューリン
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グ情報に含まれない場合、モバイル装置は、ＥＡＢが適用されていないとみなし得る。Ｅ
ＡＢ構成情報を有するＳＩＢが、スケジューリング情報に含まれている場合、モバイル装
置は、ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢ、及びＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢに含まれるＥ
ＡＢ構成情報の獲得に進むことが可能である。別の例では、ＥＡＢ構成情報を有するＳＩ
Ｂは、ＬＴＥシステムのＳＩＢ２１などの、ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢにＥＡＢ構成
情報が存在している旨を示すためにページング・メッセージに送信局がＥＡＢ情報を含み
得るページング通知に応じて獲得することが可能である。モバイル装置が、受信されたペ
ージング・メッセージにおいてＥＡＢ表示を検出すると、モバイル装置は、ＥＡＢ構成情
報を有するＳＩＢのスケジューリング情報のために、スケジューリング情報を有するＳＩ
Ｂを受信し、獲得し、その後、ＥＡＢ構成を有するＳＩＢを獲得することに進み得る。
【００５５】
　ＥＡＢ構成情報が受信された後、モバイル装置は、ＥＡＢ及びＡＣＢのアクセス制限チ
ェック処理又は手順を適用することが可能である。ＬＴＥシステムにおけるＥＡＢ及びＡ
ＣＢについてＥＡＢ用に構成されたモバイル装置におけるアクセス制限チェック処理の疑
似コードは以下を含み得る。
【００５６】
　１＞　ＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅ２又はＳｙｓｔｅｍｌ
ｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅｌ４が「ｅａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＭＯ－
ｒｌｌ」を含む場合、
　２＞　ＵＥは、ＥＡＢを、「ｅａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＣａｔｅｇｏｒｙ」に応じて、「
低優先度／遅延耐性を有する」アクセス試行に適用することが可能であるか否かをチェッ
クすることが可能である。
【００５７】
　２＞　「ｅａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＣａｔｅｇｏｒｙ」がＵＥを制限しない場合、
　３＞　ＵＥは、ＡＣＢのアクセス制限チェック処理を適用することが可能である。
【００５８】
　２＞さもなければ、
　３＞ＵＥが、ＵＥが使用するために有効な１１乃至１５の範囲内にある値を有する、Ｕ
ＳＩＭ上に記憶されたような１つ又は複数のアクセス・クラス（ＡＣ）を有する場合、
　４＞　ＵＥは、「ＡＣ　ｂａｒｒｉｎｇ　ｐａｒａｍｅｔｅｒ」に含まれるａｃ－Ｂａ
ｒｒｉｎｇＦｏｒＳｐｅｃｉａｌＡＣに応じてアクセス・クラスがネットワークによって
許可されるか否かをチェックすることが可能である。
【００５９】
　４＞　アクセス・クラスのうちの少なくとも１つがネットワークによって許可される場
合、
　５＞ＵＥはネットワークによって報知されたＥＡＢ情報を無視することが可能である。
【００６０】
　４＞さもなければ、
　５＞　０≦ｒａｎｄ＜１の範囲内に一様に分布する乱数「ｒａｎｄ」を抽出する。
【００６１】
　５＞　「ｒａｎｄ」が、「ｅａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＭＯ－ｒｌｌ」に含まれるｅ
ａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＦａｃｔｏｒに示される値よりも低い場合、
　６＞　セルに対するアクセスが制限されていないとみなす。
【００６２】
　５＞さもなければ、
　６＞　セルに対するアクセスが制限されているとみなす
　６＞　「ｅａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＭＯ－ｒｌｌ」に含まれるｅａｂ－Ｂａｒｒｉ
ｎｇＴｉｍｅを使用して、
　「Ｔｂａｒｒｉｎｇ」＝（０．７＋０．６＊ｒａｎｄ）＊ｅａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＴｉ
ｍｅ
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の通りに算出されるタイマ値を有するタイマ「Ｔｂａｒｒｉｎｇ」を起動する
 
　３＞さもなければ
　４＞　０≦ｒａｎｄ＜１の範囲内に一様に分布する乱数「ｒａｎｄ」を抽出する
　４＞「ｒａｎｄ」が、「ｅａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＭＯ－ｒｌｌ」に含まれるｅａ
ｂ－ＢａｒｒｉｎｇＦａｃｔｏｒによって示される値よりも低い場合、
　５＞　セルに対するアクセスが制限されていないとみなす
　４＞さもなければ、
　５＞　セルに対するアクセスが制限されているとみなす
　５＞　「ｅａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＭＯ－ｒｌｌ」に含まれるｅａｂ－Ｂａｒｒｉ
ｎｇＴｉｍｅを使用して、
　「Ｔｂａｒｒｉｎｇ」＝（０．７＋０．６＊ｒａｎｄ）＊ｅａｂ－ＢａｒｒｉｎｇＴｉ
ｍｅ
の通りに算出されるタイマ値を有するタイマ「Ｔｂａｒｒｉｎｇ」を起動する
　１＞さもなければ、
　２＞　ＵＥは、ＡＣＢのアクセス制限チェック処理を適用することが可能である。
【００６３】
　モバイル装置は、制限のためにＥＡＢ構成情報において識別される特性をモバイル装置
が有する場合に、モバイル装置が送信局にアクセスすることを制限することが可能である
。
【００６４】
　モバイル装置は、ＲＲＣ接続確立中に、ＬＴＥシステムのｅＮＢ及びＵＭＴＳのＲＮＣ
を含む送信局に、モバイル装置のＥＡＢカテゴリ（又はＥＡＢ分類若しくはローミング・
カテゴリ）などのＥＡＢ構成情報を伝えるか、又は提供することが可能である。モバイル
装置のＥＡＢカテゴリは、ＰＬＭＮに対するモバイル装置の関係（カテゴリＡ、Ｂ、又は
Ｃ）を規定することが可能である。セルに対するアクセスが制限されていないとモバイル
が判定する場合、ＵＥは、ＲＡＮの送信局（例えば、ＬＴＥシステムのｅＮＢ又はＵＭＴ
ＳのＲＮＣ）にＲＲＣ接続要求メッセージを送出して接続確立を開始することができる。
過負荷状態（例えば、（後述するように）過負荷表示がコア・ネットワークから受信され
る場合、又はＲＡＮが過負荷状態になった場合）では、ＲＡＮは、モバイル装置のローミ
ング・カテゴリ及び／又はＥＡＢ構成情報に基づいてモバイル装置からのＲＲＣ接続要求
を拒否し得る。ローミング・カテゴリ（カテゴリＡ、Ｂ、又はＣ）は、モバイル装置がモ
バイル装置のＨＰＬＭＮにあるか否かなど、ＰＬＭＮに対するモバイル装置の関係によっ
て判定することが可能である。ＲＡＮが、モバイルのローミング・カテゴリ及び／又はＥ
ＡＢ構成情報を判定するために、一例では、モバイル装置は、ＲＲＣ接続要求メッセージ
においてモバイル装置のＥＡＢカテゴリ又はＥＡＢ構成情報を供給することが可能である
か、又はＥＡＢ構成情報は、ＲＲＣ接続確立原因によって示唆し得る。
【００６５】
　図８は、ローミング・カテゴリ（又はＥＡＢカテゴリ）を含み得るモバイル装置のＥＡ
Ｂ構成情報を有する、ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｑｕｅｓｔメッセージなどのＲＲ
Ｃ接続要求メッセージを示す。ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｑｕｅｓｔメッセージは
、ＲＲＣ接続の確立を要求するために使用することが可能である。ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎＲｅｑｕｅｓｔメッセージは、シグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）、論理チャネル
、無線リンク制御－サービス・アクセス・ポイント（ＲＬＣ－ＳＡＰ）、及び方位を指定
することが可能である。ＳＲＢは、ＲＲＣ及び非アクセス層（ＮＡＳ）メッセージの伝送
のために使用される無線ベアラ（ＲＢ）として定義することが可能である。ＲＲＣＣｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎＲｅｑｕｅｓｔメッセージのＳＲＢは、共通制御用チャネル（ＣＣＣＨ）
論理チャネルを使用したＲＲＣメッセージに使用することが可能なＳＲＢ０を含み得る。
ＲＬＣ－ＳＡＰは透過モード（ＴＭ）に構成することが可能である。論理チャネルはＣＣ
ＣＨに構成することが可能である。方位は、ＵＥからＥ－ＵＴＲＡＮであり得る。
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【００６６】
　ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｑｕｅｓｔメッセージなどのＲＲＣ接続要求メッセー
ジは、モバイル装置のｅａｂＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ＩＥなどのＥＡＢ構成ＩＥに
含まれるＥＡＢ分類を含み得る。ｅａｂＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ＩＥはＥＡＢ分類
を含み得る。ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｑｕｅｓｔフィールド記述において記載し
たような例では、ｅａｂＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ＩＥは、ＵＥがＥＡＢ用に構成さ
れる場合に存在し得る。さもなければ、ｅａｂＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ＩＥは省略
することが可能である。「ｃａｔ１」は、ＵＥのＨＰＬＭＮにおけるか、又は、ＵＥのＨ
ＰＬＭＮ　（ＥＨＰＬＭＮ）と同等なＰＬＭＮにおけるＵＥを示し得る。「ｃａｔ２」は
、ＳＩＭ／ＵＳＩＭ上のオペレータ定義ＰＬＭＮセレクタ・リストにおいて、ＵＥがロー
ミングしている国の最も優先的なＰＬＭＮとして挙げられたＰＬＭＮにおけるＵＥを示し
得る。
【００６７】
　専用の（又は新たな）ｅａｂＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ＩＥは、ＲＲＣ接続要求メ
ッセージにおいて供給することが可能である。別の例では、既存のｅｓｔａｂｌｉｓｈｍ
ｅｎｔＣａｕｓｅ　ＩＥにおける既存のスペア値（例えば、ｓｐａｒｅｌ及びｓｐａｒｅ
２）を使用することが可能であり、ここで、ｓｐａｒｅｌはｃａｔｌＡｃｃｅｓｓで置き
換えることができ、ｓｐａｒｅ２はｃａｔ２Ａｃｃｅｓｓで置き換えることが可能である
。ｃａｔｌＡｃｃｅｓｓ及びｃａｔ２Ａｃｃｅｓｓは、ｅａｂＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏ
ｎ　ＩＥで前述した通り、ｃａｔｌ及びｃａｔ２と同様であり得る。
【００６８】
　別の例では、ＥＡＢ構成は、ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔＣａｕｓｅ　ＩＥなどのＲＲ
Ｃ接続確立原因によって示唆され得る。ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔＣａｕｓｅ（Ｅｓｔ
ａｂｌｉｓｈｍｅｎｔＣａｕｓｅ）は、緊急、ｈｉｇｈＰｒｉｏｒｉｔｙＡｃｃｅｓｓ、
ｍｔ－Ａｃｃｅｓｓ、ｍｏ－Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ、ｍｏ－Ｄａｔａ、ｄｅｌａｙＴｏｌ
ｅｒａｎｔＡｃｃｅｓｓ－　ｖｌ０２０、ｓｐａｒｅ２、ｓｐａｒｅｌとして挙げること
が可能であり、「ｍｔ」はモバイル着信の略であり、「ｍｏ」はモバイル発信の略である
。モバイル装置が、ＲＲＣ接続要求メッセージに示されたような、ｄｅｌａｙＴｏｌｅｒ
ａｎｔＡｃｃｅｓｓ－ｖｌ０２０などの原因「遅延耐性を有するアクセス」でＲＲＣ接続
確立を開始した場合、モバイル装置をＥＡＢ用に構成することが可能であると送信局は推
論する（又は、モバイル装置をＥＡＢ用に構成することが可能であるとモバイル装置は示
唆する）。示唆により、ｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔＣａｕｓｅ　ＩＥはＥＡＢ分類を含
み得る。
【００６９】
　ＬＴＥシステムは、Ｓ１インタフェースを介してコア・ネットワーク（ＣＮ）のモビリ
ティ管理エンティティ（ＭＭＥ）とＲＡＮの送信局との間のＥＡＢのアクセス制限過負荷
機構を提供することが可能である。ＭＭＥは、ＭＭＥが過負荷制限をイネーブルするよう
構成された場合、ＭＭＥに関連した送信局（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）がＭＭＥに対しても
たらしている負荷を制限することが可能である。過負荷制限は、ＭＭＥがＳ１インタフェ
ース接続を有する送信局に対するＳ１インタフェース過負荷手順をＭＭＥが呼び出すこと
によって構成することが可能である。ＭＭＥによる所望の負荷削減の量を反映するために
、ＭＭＥは、Ｓ１インタフェースＯＶＥＲＬＯＡＤ　ＳＴＡＲＴメッセージにおいて送出
し得る送信局の割合、及びＯＶＥＲＬＯＡＤ　ＳＴＡＲＴメッセージの内容を調節するこ
とが可能である。
【００７０】
　ＭＭＥは、ＭＭＥの接続された送信局がＭＭＥに対してもたらしている、モバイル装置
のサブカテゴリからの負荷を制限するよう送信局に要求することが可能である。サブカテ
ゴリ又は分類は、無線アクセスに低アクセス優先度（遅延耐性を有するアクセス）を使用
するモバイル装置、及び他のＰＬＭＮ（ＰＬＭＮタイプ）から再選択するモバイル装置を
含み得る。一例では、ＰＬＭＮタイプ制限は、ローミング加入者によって行われるアクセ
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ス、及び当該国における１つ（又は複数の）他のネットワークの障害によって生じる過負
荷からＶＰＬＭＮを保護するために使用することが可能である。
【００７１】
　送信局をモバイル装置がアクセスすることを制限する方法では、送信局は、上述したよ
うに、ＲＲＣ接続要求メッセージの一部としてモバイル装置からモバイル装置のＥＡＢ構
成情報を受信することが可能である。送信局は、ＳＩＢ上でＥＡＢをイネーブルする（か
、又は、ＥＡＢ構成情報により、ＳＩＢを構成する）ことが可能である。送信局は、ＥＡ
Ｂ構成情報を有するＳＩＢをモバイル装置に報知することが可能である。送信局は、更に
、送信局がＭＭＥから過負荷表示を受信する場合、又は、ＲＡＮが過負荷状態にあると送
信局が判定する場合、（ＲＲＣ接続拒否メッセージを介して）モバイル装置からのＲＲＣ
接続要求を拒否することが可能である。送信局は、ＥＡＢ構成情報により、ＳＩＢを構成
する前に、コア・ネットワークにおけるＭＭＥからオーバロード・スタート・メッセージ
を受信することが可能である。
【００７２】
　別の例では、送信局は、ＥＡＢ構成情報により、ＳＩＢを構成する前に過負荷状態を判
定することが可能である。送信局は、送信局のＥＡＢ構成情報においてＥＡＢについて規
定されたＥＡＢ分類を有するモバイル装置に対するＲＣ確立拒否メッセージをモバイル装
置に送出することが可能である。一例では、ＥＡＢ構成情報は、上述したようにＲＲＣ接
続確立原因から推論することが可能である。原因が「遅延耐性を有するアクセス」にセッ
トされた場合、モバイル装置をＥＡＢ用に構成することが可能である。一例では、ＥＡＢ
構成情報は、ＲＲＣ接続確立原因からも推論することが可能であり、原因値は明示的に「
ＥＡＢ」にセットすることが可能である。
【００７３】
　図９は、ＬＴＥシステムにおけるＭＭＥ３５０から送信局３１０へのＯＶＥＲＬＯＡＤ
　ＳＴＡＲＴ（オーバロード・スタート）３６２処理を示す。オーバロード・スタート処
理は、対象のＭＭＥに対するシグナリング負荷を削減するよう送信局に通知することが可
能である。オーバロード・スタート処理（及びオーバロード・ストップ処理）は、Ｓ１シ
グナリングなどの非伝送関連シグナリングを使用することが可能である。ＯＶＥＲＬＯＡ
Ｄ　ＳＴＡＲＴメッセージを受信した送信局は、ＭＭＥが過負荷状態にあるとみなし得る
。
【００７４】
　一例では、ＯＶＥＲＬＯＡＤ　ＳＴＡＲＴメッセージ内のＯｖｅｒｌｏａｄ　Ｒｅｓｐ
ｏｎｓｅ　ＩＥにおけるＯｖｅｒｌｏａｄ　Ａｃｔｉｏｎ　ＩＥが、
　「非緊急モバイル発信データ転送のためのＲＲＣ接続確立を拒否する」（すなわち、Ｒ
ＲＣ原因「ｍｏ－ｄａｔａ」及び「ｄｅｌａｙＴｏｌｅｒａｎｔＡｃｃｅｓｓ」に対応す
るトラフィックを拒否する）か、又は、
　「シグナリングのためのＲＲＣ接続確立を拒否する」（すなわち、ＲＲＣ原因「ｍｏ－
ｄａｔａ」、「ｍｏ－ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ」、及び「ｄｅｌａｙＴｏｌｅｒａｎｔＡｃ
ｃｅｓｓ」に対応するトラフィックを拒否する）か、又は、
　「緊急セッション及びモバイル着信サービスのためのＲＲＣ接続確立を許可する」（す
なわち、ＲＲＣ原因「ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ」及び「ｍｔ－Ａｃｃｅｓｓ」に対応するトラ
フィックを許可する）か、又は、
　「高優先度セッション及びモバイル着信サービスのためのＲＲＣ接続確立を許可する」
（すなわち、ＲＲＣ原因「ｈｉｇｈＰｒｉｏｒｉｔｙＡｃｃｅｓｓ」及び「ｍｔ－Ａｃｃ
ｅｓｓ」に対応するトラフィックを許可する）か、又は、
　「遅延耐性を有するアクセスのためのＲＲＣ接続確立を拒否する（すなわち、ＲＲＣ原
因「ｄｅｌａｙＴｏｌｅｒａｎｔ　Ａｃｃｅｓｓ）」に対応するトラフィックを拒否する
）か、又は、
　「ＥＡＢ用に構成されたＵＥのためのＲＲＣ接続確立を拒否する」、か、又は
　「ＥＡＢ用に構成され、そのＨＰＬＭＮにも、それに同等のＰＬＭＮにも登録されてい
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ないＵＥのためのＲＲＣ接続確立を拒否する」か、又は
　「ＥＡＢ用に構成され、ＳＩＭ／ＵＳＩＭ上のオペレータ定義ＰＬＭＮセレクタ・リス
トにおいて、ＵＥがローミングしている国の最も優先的なＰＬＭＮとして挙げられたＰＬ
ＭＮにも、そのＨＰＬＭＮにも、それに同等のＰＬＭＮにも登録されていないＵＥのため
のＲＲＣ接続確立を拒否する」。
【００７５】
　送信局（例えば、ｅＮＢ）は、
　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｌｏａｄ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　ＩＥがＯＶ
ＥＲＬＯＡＤ　ＳＴＡＲＴメッセージに含まれ、サポートされている場合、表示された割
合で拒否されるものとして示されたシグナリング・トラフィックを削減し、さもなければ
、拒否されるものとして示されていないシグナリング・トラフィックをＭＭＥに送出する
ことが可能であることを確実にする
ことが可能である。
【００７６】
　Ｏｖｅｒｌｏａｄ　Ａｃｔｉｏｎ　ＩＥが、ＵＥの種々のサブカテゴリについて、「Ｅ
ＡＢ用に構成されたＵＥのためのＲＲＣ接続確立を拒否する」にセットされた場合、ｅＮ
Ｂは、ＵＥのＥＡＢカテゴリ（カテゴリＡ、Ｂ、又はＣ）について報知されたシステム情
報上でＥＡＢをイネーブルすることにより、ＥＡＢを適用することが可能であり、ｅＮＢ
は、ＲＲＣ接続拒否を送出することが可能である。
【００７７】
　Ｏｖｅｒｌｏａｄ　Ａｃｔｉｏｎ　ＩＥは、ＭＭＥ過負荷状態において送信局（例えば
、ｅＮＢ）による拒否をどのシグナリング・トラフィックが受けるかを示すことが可能で
ある。Ｏｖｅｒｌｏａｄ　Ａｃｔｉｏｎ　ＩＥはＩＥ／グループ名（Ｏｖｅｒｌｏａｄ　
Ａｃｔｉｏｎ）、プレゼンス、範囲、ＩＥタイプ及びリファレンス、並びに意味記述を有
し得る。Ｏｖｅｒｌｏａｄ　ＡｃｔｉｏｎＩＥ　のプレゼンスは必須（Ｍ）を含み得る。
Ｏｖｅｒｌｏａｄ　Ａｃｔｉｏｎ　ＩＥのＩＥタイプ及びリファレンスは、（非緊急ＭＯ
　ＤＴのためのＲＲＣ接続確立を拒否する。シグナリングのためのＲＲＣ接続確立を拒否
する。緊急セッション及びモバイル着信サービスのみを許可する。高優先度セッション及
びモバイル着信サービスのみを許可する。遅延耐性を有するアクセスを拒否する。ＥＡＢ
用に構成されたＵＥのためのＲＲＣ接続確立を削除する。ＥＡＢ用に構成され、そのＨＰ
ＬＭＮにも、それに同等のＰＬＭＮにも登録されていないＵＥのためのＲＲＣ接続確立を
拒否する。ＥＡＢ用に構成され、ＳＩＭ／ＵＳＩＭ上のオペレータ定義ＰＬＭＮセレクタ
・リストにおいて、ＵＥがローミングしている国の最も優先的なＰＬＭＮとしてあげられ
たＰＬＭＮにも、そのＨＰＬＭＮにも、それに同等のＰＬＭＮにも登録されていないＵＥ
のためのＲＲＣ接続確立を拒否する。）と列挙したものを含み得る。図１０は、オーバロ
ード・アクションＩＥのＩＥ定義を示す。
【００７８】
　図１１は、ＬＴＥシステムにおけるＭＭＥ３５０から送信局３１０へのＯＶＥＲＬＯＡ
Ｄ　ＳＴＯＰ（オーバロード・ストップ）３６４処理を示す。オーバロード・ストップは
、ＥＡＢステータスが「制限」から「非制限」に変わる際に、遅延耐性を有するモバイル
装置（例えば、ＭＴＣ装置）からのアクセス試行の急増を低減又は阻止するために使用す
ることが可能である。オーバロード・ストップ処理は、ＭＭＥにおける過負荷状態が終了
した旨を、ＭＭＥと通信する送信局に通知することが可能であり、通常動作が再開し得る
。ＯＶＥＲＬＯＡＤ　ＳＴＯＰメッセージを受信した送信局は、ＭＭＥにおける過負荷状
態が終了したとみなし得、送信局はＭＭＥに対する通常動作を再開することが可能である
。ＧＵＭＭＥＩ　Ｌｉｓｔ　ＩＥが存在している場合、送信局は、サポートされている場
合、ＵＥの特定のサブカテゴリについて、ＥＡＢをディセーブルし、かつ／又は、どのト
ラフィックの拒否をやめるかを識別するためにＧＵＭＭＥＩ　Ｌｉｓｔ　ＩＥ情報を使用
することが可能である。特定のＧＵＭＭＥＩ値に対して特定のオーバロード・アクション
が何も継続していない場合、ｅＮＢは特定のＧＵＭＭＥＩ値を無視することが可能である
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。
【００７９】
　別の例では、送信局は、コア・ネットワークにおけるＭＭＥからオーバロード・ストッ
プ・メッセージを受信することが可能である。送信局は、ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢ
をディセーブルするか、又は、ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢからＥＡＢ構成情報を除外
することが可能である。送信局は、ＥＡＢ構成情報を有していないＳＩＢをモバイル装置
に報知することが可能である。
【００８０】
　送信局をモバイル装置がアクセスすることを制限する方法では、送信局は、上述したよ
うに、ＲＲＣ接続要求メッセージの一部としてモバイル装置のＥＡＢ構成情報を受信しな
いことがあり得る。送信局は、ＳＩＢに対してＥＡＢをイネーブルする（か、又は、ＥＡ
Ｂ構成情報により、ＳＩＢを構成する）ことが可能である。送信局は、ＥＡＢ構成情報を
有するＳＩＢをモバイル装置に報知することが可能である。モバイル装置がＭＭＥから過
負荷表示を受信するか、又はＲＡＮが過負荷状態にあると送信局が判定する場合、送信局
は、モバイル装置からのＲＲＣ接続要求を拒否し得る。送信局は、ＥＡＢ構成情報により
、ＳＩＢを構成する前にコア・ネットワークにおけるＭＭＥからオーバロード・スタート
・メッセージを受信することが可能である。一例では、ＥＡＢ構成情報は、上述したよう
にＲＲＣ接続確立原因から推論することが可能である。原因が「遅延耐性を有するアクセ
ス」にセットされた場合、モバイル装置をＥＡＢ用に構成することが可能である。一例で
は、ＥＡＢ構成情報は、ＲＲＣ接続確立原因からも推論することが可能であり、原因値は
明示的に「ＥＡＢ」にセットすることが可能である。
【００８１】
　図９は、ＯＶＥＲＬＯＡＤ　ＳＴＡＲＴ処理を示す。一例では、ＯＶＥＲＬＯＡＤ　Ｓ
ＴＡＲＴメッセージ内のＯｖｅｒｌｏａｄ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ　ＩＥにおけるＯｖｅｒｌ
ｏａｄ　Ａｃｔｉｏｎ　ＩＥが、
　「非緊急モバイル発信データ転送のためのＲＲＣ接続確立を拒否する」（すなわち、Ｒ
ＲＣ原因「ｍｏ－ｄａｔａ」及び「ｄｅｌａｙＴｏｌｅｒａｎｔＡｃｃｅｓｓ」に対応す
るトラフィックを拒否する）か、又は、
　「シグナリングのためのＲＲＣ接続確立を拒否する」（すなわち、ＲＲＣ原因「ｍｏ－
ｄａｔａ」、「ｍｏ－ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ」、及び「ｄｅｌａｙＴｏｌｅｒａｎｔＡｃ
ｃｅｓｓ」に対応するトラフィックを拒否する）か、又は、
　「緊急セッション及びモバイル着信サービスのためのＲＲＣ接続確立を許可する」（す
なわち、ＲＲＣ原因「ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ」及び「ｍｔ－Ａｃｃｅｓｓ」に対応するトラ
フィックのみを許可する）か、又は
　「高優先度セッション及びモバイル着信サービスのためのＲＲＣ接続確立を許可する」
（すなわち、ＲＲＣ原因「ｈｉｇｈＰｒｉｏｒｉｔｙＡｃｃｅｓｓ」及び「ｍｔ－Ａｃｃ
ｅｓｓ」に対応するトラフィックのみを許可する）か、又は、
　「遅延耐性を有するアクセスのためのＲＲＣ接続確立を拒否する」（すなわち、ＲＲＣ
原因「ｄｅｌａｙＴｏｌｅｒａｎｔＡｃｃｅｓｓ」に対応するトラフィックを拒否する）
か、又は、
　「ＥＡＢ用に構成されたＵＥにＥＡＢを適用する」か、又は、
　ＥＡＢ用に構成され、そのＨＰＬＭＮにも、それに同等のＰＬＭＮにも登録されていな
いＵＥにＥＡＢを適用する」か、又は
　「ＥＡＢ用に構成され、ＳＩＭ／ＵＳＩＭ上のオペレータ定義ＰＬＭＮセレクタ・リス
トにおいて、ＵＥがローミングしている国の最も優先的なＰＬＭＮとして挙げられたＰＬ
ＭＮにも、そのＨＰＬＭＮにも、それに同等のＰＬＭＮにも登録されていないＵＥにＥＡ
Ｂを適用する」。
【００８２】
　送信局（例えば、ｅＮＢ）は、
　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｌｏａｄ　Ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　ＩＥがＯＶ
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ＥＲＬＯＡＤ　ＳＴＡＲＴメッセージに含まれ、サポートされている場合、示されたパー
センテージ値で拒否されるものとして示されたシグナリング・トラフィックを削減し、
　さもなければ、拒否されるものとして示されていないシグナリング・トラフィックをＭ
ＭＥに送出することを確実にする
ことが可能である。
【００８３】
　Ｏｖｅｒｌｏａｄ　Ａｃｔｉｏｎ　ＩＥが、ＵＥの種々のサブカテゴリについて、「Ｅ
ＡＢ用に構成されたＵＥにＥＡＢを適用する」にセットされた場合、ｅＮＢは、ＵＥのＥ
ＡＢカテゴリ（カテゴリＡ、Ｂ、又はＣ）について報知されるシステム情報に対してＥＡ
Ｂをイネーブルすることにより、ＥＡＢを適用することが可能である。
【００８４】
　Ｏｖｅｒｌｏａｄ　Ａｃｔｉｏｎ　ＩＥのＩＥタイプ及びリファレンスは、（非緊急Ｍ
Ｏ　ＤＴのためのＲＲＣ接続確立を拒否する、シグナリングのためのＲＲＣ接続確立を拒
否する、緊急セッション及びモバイル着信サービスのみを許可する、高優先度セッション
及びモバイル着信サービスのみを許可する、遅延耐性を有するアクセスを拒否する、ＥＡ
Ｂ用に構成されたＵＥにＥＡＢを適用する、ＥＡＢ用に構成され、そのＨＰＬＭＮにも、
それに同等のＰＬＭＮにも登録されていないＵＥにＥＡＢを適用する、ＥＡＢ用に構成さ
れ、ＳＩＭ／ＵＳＩＭ上のオペレータ定義ＰＬＭＮセレクタ・リストにおいて、ＵＭがロ
ーミングしている国の最も優先的なＰＬＭＮとして挙げられたＰＬＭＮにも、そのＨＰＬ
ＭＮにも、それに同等のＰＬＭＮにも登録されていないＵＥにＥＡＢを適用する）と列挙
することが可能である。図１２は、オーバロード・アクションＩＥのＩＥ定義を示す。
【００８５】
　図１１に示すＯＶＥＲＬＯＡＤ　ＳＴＯＰ　３６４処理は、過負荷状態が終了した後に
も適用され得、送信局は、ＲＲＣ接続要求メッセージの一部としてモバイル装置のＥＡＢ
構成情報を受信しない。
【００８６】
　ＵＭＴＳは、Ｉｕ－ＰＳインタフェースを介してコア・ネットワーク（ＣＮ）とＲＡＮ
の、ＲＮＣを含む送信局との間でＥＡＢのためのアクセス制限過負荷機構を提供すること
が可能である。一例では、既存の優先度クラス・インジケータを使用してＥＡＢを規定す
ることが可能である。Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｃｌａｓｓ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ情報エレメン
ト（ＩＥ）は、過負荷が生じ、示された優先度クラスのトラフィックを削減することが可
能である旨を表示し得る。
【００８７】
　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｃｌａｓｓ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＩＥはＩＥ／グループ名（Ｐｒ
ｉｏｒｉｔｙ　Ｃｌａｓｓ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、プレゼンス、範囲、ＩＥタイプ及び
リファレンス、並びに意味記述を有し得る。Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｃｌａｓｓ　Ｉｎｄｉｃ
ａｔｏｒ　ＩＥのプレゼンスは必須（Ｍ）を含み得る。Ｏｖｅｒｌｏａｄ　Ａｃｔｉｏｎ
　ＩＥのＩＥタイプ及びリファレンスは、サイズが８ビットのビット列を含み得る。Ｐｒ
ｉｏｒｉｔｙ　Ｃｌａｓｓ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＩＥの意味記述は、「以下に規定する
ように、各ビットは優先度クラスを表し得る。ビットが「１」にセットされた場合、当該
優先度クラスのシグナリング・トラフィックを削減することが可能である。Ｂｉｔ（０）
＝遅延耐性を有するトラフィックが制限される。Ｂｉｔ（１）＝ＥＡＢ用に構成されたＵ
Ｅからのトラフィックを制限する。Ｂｉｔ（２）＝ＥＡＢ用に構成され、そのＨＰＬＭＮ
にも、それに同等のＰＬＭＮにも登録されていないＵＥからのトラフィックを制限する。
Ｂｉｔ（３）＝ＥＡＢ用に構成され、ＳＩＭ／ＵＳＩＭ上のオペレータ定義ＰＬＭＮセレ
クタ・リストにおいて、ＵＥがローミングしている国の最も優先的なＰＬＭＮとして挙げ
られたＰＬＭＮにも、そのＨＰＬＭＮにも、それに同等のＰＬＭＮにも登録されていない
ＵＥからのトラフィックを制限する。Ｂｉｔ（４乃至７）は将来の使用のために予約され
ている」ということを含み得る。
【００８８】
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　別の例では、送信局におけるＲＮＣは、コア・ネットワークから優先度クラス・インジ
ケータＩＥを受信することが可能である。優先度クラス・インジケータＩＥは、ＥＡＢ構
成情報により、ＳＩＢを構成するために使用されるモバイル装置のローミング・カテゴリ
を規定することが可能である。
【００８９】
　一例では、専用の（又は新たな）ＥＡＢインジケータはＥＡＢを規定するために使用す
ることが可能である。図１３は、ＵＭＴＳにおけるＣＮからＲＮＣ３７０へのＣＮ３８０
におけるＣＮ　ＯＶＥＲＬＯＡＤ３６６処理を示す。ＣＮは、ＣＮ　ＯＶＥＲＬＯＡＤメ
ッセージをＣＮに送出することにより、ＣＮが輻輳状態にある旨をＲＮＣに示すことが可
能である。ＣＮ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＩＥは、シグナリング・トラフィ
ック過負荷を被っているドメインをＣＮが判定することが可能である場合に含まれ得る。
特定のＣＮノードは、ＣＮがＩＮＩＴＩＡＬ　ＵＥ　ＭＥＳＳＡＧＥメッセージを受信す
ることが可能であるＲＮＣに向けてＣＮ　ＯＶＥＲＬＯＡＤメッセージを送出することが
可能である。
【００９０】
　ＵＴＲＡＮによる　ＣＮ　ＯＶＥＲＬＯＡＤメッセージの受信は、ＣＮに対するシグナ
リング・トラフィックの削減をもたらし得る。ＣＮ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ
　ＩＥがＣＮ　ＯＶＥＲＬＯＡＤメッセージに含まれており、Ｇｌｏｂａｌ　ＣＮ－ＩＤ
　ＩＥがＣＮ　ＯＶＥＲＬＯＡＤメッセージに含まれていない場合、ＲＮＣは、示された
ドメインに向けてシグナリング・トラフィック削減機構を適用することが可能である。Ｐ
ｒｉｏｒｉｔｙ　Ｃｌａｓｓ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＩＥが含まれている場合、ＲＮＣは
、Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｃｌａｓｓ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＩＥに示された優先度クラスの
トラフィックを削減するための動作を行うことが可能である。ＥＡＢ　Ｉｎｄｉｃａｔｏ
ｒ　ＩＥが含まれている場合、ＲＮＣは、ＥＡＢ用に構成されたＵＥ、及びＥＡＢ　Ｉｎ
ｄｉｃａｔｏｒ　ＩＥに示されたＵＥのサブカテゴリのトラフィックを削減するための動
作を行うことが可能である。
【００９１】
　図１４は、ＵＭＴＳにおけるＲＮＣ３７０からＣＮ３８０へのＵＴＲＡＮにおけるＵＮ
ＴＲＡＮ　ＯＶＥＲＬＯＡＤ　３６８処理を示す。ＵＴＲＡＮが、過負荷状態になったリ
ソースにより、シグナリング・メッセージをＵＥに送出することができない場合、ＵＴＲ
ＡＮは、ＵＴＲＡＮ　ＯＶＥＲＬＯＡＤメッセージをＣＮに送出することが可能である。
ＲＮＣは、ＵＲＲＡＮ　ＯＶＥＲＬＯＡＤメッセージにＧｌｏｂａｌ　ＲＮＣ－ＩＤ　Ｉ
Ｅを含み得る。ＵＴＲＡＮ　ＯＶＥＲＬＯＡＤメッセージは、ＲＮＣがＩＮＩＴＩＡＬ　
ＵＥ　ＭＥＳＳＡＧＥメッセージを送出することが可能なＣＮノードに向けて送出するこ
とが可能である。Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｃｌａｓｓ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＩＥが含まれて
いる場合、Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｃｌａｓｓ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＩＥを無視することが
可能である。ＥＡＢ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＩＥが含まれている場合、ＥＡＢ　Ｉｎｄｉ
ｃａｔｏｒ　ＩＥを無視することが可能である。
【００９２】
　ＥＡＢ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ情報エレメント（ＩＥ）は、過負荷が生じ、表示された拡
張アクセス・クラスのトラフィックを削減することが可能である旨を表示し得る。Ｅｘｔ
ｅｎｄｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂａｒｒｉｎｇ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＩＥはＩＥ／グルー
プ名（ＥＡＢ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、プレゼンス、範囲、ＩＥタイプ及びリファレンス
、並びに意味記述を有し得る。ＥＡＢ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＩＥのプレゼンスは必須（
Ｍ）を含み得る。ＥＡＢ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＩＥのＩＥタイプ及びリファレンスは、
サイズが８ビットのビット列を含み得る。ＥＡＢ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　ＩＥの意味記述
は、以下に規定するように、「各ビットは優先度クラスを表し得る」ということを含み得
る。ビットが「１」にセットされた場合、当該優先度クラスのシグナリング・トラフィッ
クを削減することが可能である。Ｂｉｔ（０）＝ＥＡＢ用に構成されたＵＥからのトラフ
ィックを制限する。Ｂｉｔ（１）＝ＥＡＢ用に構成され、そのＨＰＬＭＮにも、それに同
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等のＰＬＭＮにも登録されていないＵＥからのトラフィックを制限する。Ｂｉｔ（２）＝
ＥＡＢ用に構成され、ＳＩＭ／ＵＳＩＭ上のオペレータ定義ＰＬＭＮセレクタ・リストに
おいて、ＵＥがローミングしている国の最も優先的なＰＬＭＮとして挙げられたＰＬＭＮ
にも、そのＨＰＬＭＮにも、それに同等のＰＬＭＮにも登録されていないＵＥからのトラ
フィックを制限する。Ｂｉｔ（３乃至７）は、将来の使用のために予約されている。図１
５は、拡張アクセス制限（ＥＡＢ）インジケータを含む無線アクセス・ネットワーク・ア
プリケーション部（ＲＡＮＡＰ）プロトコル拡張を示す。
【００９３】
　別の例では、送信局におけるＲＮＣは、コア・ネットワークからＥＡＢインジケータＵ
Ｅを受信することが可能である。ＥＡＢインジケータＩＥは、ＥＡＢ構成情報により、Ｓ
ＩＢを構成するために使用されるモバイル装置のローミング・カテゴリを規定することが
可能である。
【００９４】
　ＬＴＥ用及びＵＭＴＳネットワーク用にＥＡＢを構成するための上述の処理、手順、及
びシグナリング機構は、過負荷保護及び制御のためにモバイル装置の特定カテゴリのアク
セスを効率的に制限することが可能である。説明した処理及び機構は、ＥＡＢのための専
用のＳＩＢ又は既存のＳＩＢにおいて報知されるＥＡＢ情報のタイプ及び量を規定するこ
とが可能である。ＥＡＢのための専用のＳＩＢの報知は、ＥＡＢ構成情報の動的な更新を
もたらすことが可能である。移動局は、サービング・ネットワークにおけるＥＡＢ情報の
存在の表示を動的に受信することが可能である。
【００９５】
　別の例は、図１６でフローチャートにおいて示すように、モバイル装置に対して、送信
局へのアクセスを認可する方法５００を提供する。上記方法は、ブロック５１０のように
、送信局から報知制御用チャネル（ＢＣＣＨ）において送信されるシステム情報ブロック
（ＳＩＢ）において拡張アクセス制限（ＥＡＢ）構成情報をモバイル装置において受信す
る動作を含む。ＥＡＢ用に構成され、制限のためにＥＡＢ構成情報において識別された特
性を有するモバイル装置による送信局へのアクセスを送信局に対して制限する動作は、ブ
ロック５２０に示すように以下に続く。
【００９６】
　別の例は、図１７のフローチャートに示すように、モバイル装置が送信局にアクセスす
ることを制限する方法６００を提供する。上記方法は、ブロック６１０におけるように、
無線リソース制御（ＲＲＣ）接続確立要求をモバイル装置から送信局において受信する動
作を含む。拡張アクセス制限（ＥＡＢ）構成情報により、システム情報ブロック（ＳＩＢ
）を構成する動作が、ブロック６２０のように後続する。方法の次の動作は、ブロック６
３０のように、ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢをモバイル装置に報知することが可能であ
る。
【００９７】
　図１８は、拡張アクセス制限に構成された例示的なモバイル装置３２０及び例示的な送
信局３１０を示す。送信局はトランシーバ・モジュール７１２及び処理モジュール７１４
を含み得る。送信局のトランシーバ・モジュールは、無線リソース制御（ＲＲＣ）接続確
立要求をモバイル装置から受信し、拡張アクセス制限（ＥＡＢ）構成情報を有するシステ
ム情報ブロック（ＳＩＢ）をモバイル装置に報知することが可能である。送信局の処理モ
ジュールは、ＥＡＢ構成情報により、ＳＩＢを構成することが可能である。更に、送信局
のトランシーバ・モジュール及び処理モジュールは、上述したように送信局に関するＥＡ
Ｂの機能を提供するよう構成することが可能である。モバイル装置は、処理モジュール７
２４及びトランシーバ・モジュール７２２を含み得る。モバイル装置のトランシーバ・モ
ジュールは送信局からＥＡＢ構成情報を受信することが可能である。モバイル装置の処理
モジュールは、制限のためにＥＡＢ構成情報において識別された特性を有するモバイル装
置について送信局への伝送を制限することが可能である。更に、モバイル装置のトランシ
ーバ・モジュール及び処理モジュールは、上述したようにモバイル装置に関するＥＡＢの



(24) JP 6400759 B2 2018.10.3

10

20

30

40

50

機能を提供するよう構成することが可能である。
【００９８】
　別の例では、送信局は、モバイル装置と無線通信していることがあり得る。図１９は、
ユーザ装置（ＵＥ）、移動局（ＭＳ）、モバイル無線装置、モバイル通信装置、タブレッ
ト、ハンドセット、又は他のタイプのモバイル無線装置などの、モバイル装置の例示的な
例証を提供する。モバイル装置は、基地局（ＢＳ）、エボルブド・ノードＢ（ｅＮＢ）、
ベース・バンド・ユニット（ＢＢＵ）、遠隔ラジオ・ヘッド（ＲＲＨ）、遠隔無線装置（
ＲＲＥ）、中継局（ＲＥ）、無線装置（ＲＥ）、又は他のタイプの無線広域ネットワーク
（ＷＷＡＮ）アクセス・ポイントなどの送信局と通信するよう構成された１つ又は複数の
アンテナを含み得る。モバイル装置は、３　ＧＰＰ　ＬＴＥ、３　ＧＰＰ　ＵＭＴＳ、Ｇ
ＳＭ（登録商標）、ＷｉＭＡＸ、高速パケット・アクセス（ＨＳＰＡ），ブルートゥース
（登録商標）、及びワイファイ（ＷｉＦｉ）を含む少なくとも１つの無線通信標準を使用
して通信するよう構成することが可能である。モバイル装置は、無線通信標準毎の別個の
アンテナ、又は、複数の無線通信標準の共有アンテナを使用して通信することが可能であ
る。モバイル装置は、無線ローカル・エリア・ネットワーク（ＷＬＡＮ）、無線パーソナ
ル・エリア・ネットワーク（ＷＰＡＮ）、及び／又はＷＷＡＮにおいて通信することが可
能である。
【００９９】
　図１９は更に、モバイル装置との間のオーディオの入出力に使用することが可能な１つ
又は複数のスピーカ、及びマイクロフォンの例証を提供する。表示画面は、液晶表示（Ｌ
ＣＤ）画面、又は、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイなどの他のタイプの表
示画面であり得る。表示画面はタッチ画面として構成することが可能である。タッチ画面
は、静電容量タイプ、抵抗タイプ、又は別のタイプのタッチ画面技術を使用し得る。アプ
リケーション・プロセッサ及びグラフィクス・プロセッサは、処理及び表示機能を提供す
るために内部メモリに結合することが可能である。不揮発性メモリ・ポートも、ユーザに
対してデータ入出力オプションを提供するために使用することが可能である。不揮発性メ
モリ・ポートは、モバイル装置のメモリ機能を拡張するために使用することもできる。キ
ーボードは、モバイル装置と一体化させるか、又はモバイル装置と無線接続して更なるユ
ーザ入力を提供し得る。仮想キーボードもタッチ画面を使用して提供することができる。
【０１００】
　種々の手法、又はそれらの特定の局面若しくは部分は、フロッピー（登録商標）・ディ
スク、ＣＤ－ＲＯＭ、ハード・ドライブ、非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒
体、又は何れかの他のマシン読み取り可能な記憶媒体などの有形媒体において実施された
プログラム・コード（すなわち、命令）の形式をとり得、プログラム・コードが、コンピ
ュータなどのマシンにロードされ、コンピュータなどのマシンによって実行されると、マ
シンは種々の手法を実施する装置になる。プログラム可能なコンピュータ上のプログラム
・コード実行の場合、コンピュータ装置は、プロセッサと、プロセッサによって読み取り
可能な記憶媒体（揮発性メモリ及び不揮発性メモリ、並びに／又は記憶素子を含む）と、
少なくとも１つの入力装置と、少なくとも１つの出力装置とを含み得る。揮発性メモリ及
び不揮発性メモリ、並びに／又は記憶素子は、ＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、フラッシュ・ドライ
ブ、オプティカル・ドライブ、磁気ハード・ドライブ、又は、電子データを記憶するため
の他の媒体であり得る。基地局及び移動局は更に、トランシーバ・モジュール、カウンタ
・モジュール、処理モジュール、及び／又はクロック・モジュール若しくはタイマ・モジ
ュールを含み得る。本明細書及び特許請求の範囲記載の種々の手法を実現又は利用し得る
１つ又は複数のプログラムは、アプリケーション・プログラミング・インタフェース（Ａ
ＰＩ）、再使用可能な制御部等を使用し得る。前述のプログラムは、コンピュータ・シス
テムと通信するために、高水準の手続型又は目的指向型プログラミング言語で実現し得る
。しかし、プログラムは、必要な場合、アセンブラ又はマシン言語で実現し得る。何れの
場合にも、言語は、コンパイラ又はインタープリタ言語であり得、ハードウェア実現形態
と組み合わせることができる。
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【０１０１】
　本明細書において記載した機能単位の多くは、それらの実現の独立性をより具体的に強
調するためにモジュールとしてラベリングしている。例えば、モジュールは、カスタムＶ
ＬＳＩ回路又はゲート・アレイや、ロジック・チップ、トランジスタ、又は他の個別部品
などの既成の半導体として実現し得る。モジュールは、フィールド・プログラマブル・ゲ
ート・アレイ、プログラマブル・アレイ・ロジック、プログラマブル・ロジック・デバイ
ス等などのプログラマブル・ハードウェア・デバイスにおいても実現し得る。
【０１０２】
　モジュールは更に、各種プロセッサによる実行のためにソフトウェアにおいて実現し得
る。例えば、実行可能なコードの識別されたモジュールは例えば、オブジェクト、手続、
又は機能として編成し得る、コンピュータ命令の物理的又は論理的な１つ若しくは複数の
ブロックを含み得る。しかしながら、識別されたモジュールの実行可能ファイルは物理的
に一緒に配置されていなくてもよい一方、論理的に併せて結合されるとモジュールを含み
、モジュールの明記された目的を達成する、別々の場所に記憶された別個の命令を含み得
る。　実際に、実行可能なコードのモジュールは、単一の命令であるか、又は多くの命令
であり得、別々のプログラムの間で、かつ、いくつかのメモリ装置にわたって、いくつか
の別々のコード・セグメントにわたって分散され得る。同様に、動作データは、本明細書
及び特許請求の範囲では、モジュール内にあると識別し、例証することができ、何れかの
適切な形式で実施し、何れかの適切なタイプのデータ構造内に編成することができる。動
作データは単一のデータ・セットとして集約し得、又は、別々の記憶装置間を含む別々の
場所にわたって分散させ得、少なくとも部分的には、単にシステム又はネットワーク上の
電子信号として存在し得る。モジュールは、所望の機能を行うよう動作可能なエージェン
トを含め、アクティブであってもパッシブであってもよい。
【０１０３】
　「一例」に対する本明細書を通した言及は、上記例に関して説明した特定の特徴、構造
、又は特性が本発明の少なくとも１つの実施例に含まれているということを意味している
。よって、本明細書を通じて種々の箇所において「一例において」との句の記載は、必ず
しも全てが同じ実施例を表している訳でない。
【０１０４】
　本明細書及び特許請求の範囲で使用される複数の項目、構造要素、構成要素、及び／又
は用具は便宜上、共通のリストにおいて提示し得る。しかし、前述のリストは、リストの
各構成要素が、別個かつ一意の構成要素として個々に識別されるかのように解されるべき
である。よって、前述のリストの個々の構成要素は、別途明記することなく、共通のグル
ープにおけるそれらの提示に単に基づいて同じリストの何れかの他の構成要素とデファク
トで同等であるとみなされるべきでない。更に、本発明の種々の実施形態及び実施例は、
それらの種々の構成部分の代替策とともに本明細書及び特許請求の範囲において表し得る
。前述の実施形態、実施例、及び代替策は、互いとデファクトで同等であるとむなされる
べきでない一方、本発明の別個かつ自律的な表現として解される。
【０１０５】
　更に、説明された特徴、構造、又は特性は、１つ又は複数の実施例において何れかの適
したやり方で組み合わせ得る。以下の説明では、本発明の実施例の徹底的な理解をもたら
すために、ネットワーク例、距離、レイアウトの例などの特定の数多くの詳細を提供する
。しかし、特定の詳細の１つ又は複数なしで、又は、他の方法、構成要素、レイアウト等
により、本発明を実施することが可能であるということを当業者は認識するであろう。場
合によっては、本発明の局面をわかりにくくすることを避けるために周知の構造、用具、
又は動作を詳細に示していないか、又は説明していない。
【０１０６】
　上記例は特定の１つ又は複数の適用分野における本発明の原理を例証しているが、発明
の才を発揮することなく、かつ、本発明の原理及び概念から逸脱することなく、実現形態
の、形式、使用、及び詳細において数多くの修正を行うことが可能である。よって、以下
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の特許請求の範囲の記載以外に本発明を限定することを意図するものでない。
　以上の実施形態に関し、更に以下の付記を開示する。
　（付記１）
　コンピュータ読み取り可能なプログラム・コードを実施させた非一時的なコンピュータ
読み取り可能な記憶媒体を備えたコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記
コンピュータ読み取り可能なプログラム・コードは、モバイル装置に対して送信局へのア
クセスを認可する方法を実現するために実行されるよう適合され、
　送信局から報知制御用チャネル（ＢＣＣＨ）において送信されるシステム情報ブロック
（ＳＩＢ）における拡張アクセス制限（ＥＡＢ）構成情報を前記モバイル装置において受
信する機能と、
　ＥＡＢ用に構成され、制限するために前記ＥＡＢ構成情報において識別された特性を有
する前記モバイル装置による送信局へのアクセスを前記モバイル装置に対して制限する機
能と
を有するコンピュータ・プログラム・プロダクト。
　（付記２）
　付記１記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記ＥＡＢ構成情報は
、制限カテゴリ、制限ファクタ、制限時間、及びそれらの組み合わせを含む群から選択さ
れるコンピュータ・プログラム・プロダクト。
　（付記３）
　付記２記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記制限カテゴリはモ
バイル装置のカテゴリを表し、第１のカテゴリはＥＡＢ用に構成されたモバイル装置を表
し、第２のカテゴリは、ＥＡＢ用に構成され、モバイル装置のホーム公衆陸上モバイル・
ネットワーク（ＨＰＬＭＮ）にも、前記モバイル装置のＨＰＬＭＮと同等の公衆陸上モバ
イル・ネットワーク（ＰＬＭＮ）にもないモバイル装置を表し、第３のカテゴリは、ＥＡ
Ｂ用に構成され、優先的なＰＬＭＮにも、モバイル装置のＨＰＬＭＮにも、モバイル装置
のＨＰＬＭＮと同等の前記ＰＬＭＮにもないモバイル装置を表すコンピュータ・プログラ
ム・プロダクト。
　（付記４）
　付記１記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記ＳＩＢは修正期間
内に修正可能であるコンピュータ・プログラム・プロダクト。
　（付記５）
　付記１記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記ＳＩＢは、既存の
ＳＩＢ、又はＥＡＢのための専用のＳＩＢを含むコンピュータ・プログラム・プロダクト
。
　（付記６）
　付記１記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記ＳＩＢは、ロング
・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）システムにおけるＳＩＢタイプ２、前記ＬＴＥシ
ステムにおけるＳＩＢタイプ１４、ユニバーサル・モバイル通信システム（ＵＭＴＳ）に
おけるＳＩＢタイプ３、及び前記ＵＭＴＳにおけるＳＩＢタイプ２１を含む群から選択さ
れるコンピュータ・プログラム・プロダクト。
　（付記７）
　付記１記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、更に、
　周期的に前記モバイル装置において前記ＥＡＢ構成情報を更新する機能を含み、
　ＥＡＢ構成情報を受信する機能は更に、
　ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢのためのスケジューリング情報を有するシステム情報ブ
ロック（ＳＩＢ）を周期的に受信する機能と、
　ＥＡＢ構成情報を有する前記ＳＩＢを受信する機能
とを含むコンピュータ・プログラム・プロダクト。
　（付記８）
　付記７記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、スケジューリング情報
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を有する前記ＳＩＢは、ユニバーサル・モバイル通信システム（ＵＭＴＳ）におけるマス
タ情報ブロック（ＭＩＢ）及びロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）システムに
おけるＳＩＢタイプ１によって供給され、ＥＡＢ構成情報を有する前記ＳＩＢは、既存の
ＳＩＢ又はＥＡＢのための専用のＳＩＢを含むコンピュータ・プログラム・プロダクト。
　（付記９）
　付記１記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、更に、
　前記送信局からの、遅延耐性を有するアクセスのための無線リソース制御（ＲＲＣ）接
続確立を前記モバイル装置において要求する機能と、
　遅延耐性を有するアクセスのためのＲＲＣ接続確立の要求に先行して前記モバイル装置
において前記ＥＡＢ構成情報を更新する機能と
を含み、
　ＥＡＢ構成情報を受信する機能は更に、
　ＥＡＢ構成情報を有するＳＩＢのためのスケジューリング情報を有するシステム情報ブ
ロック（ＳＩＢ）を受信する機能と、
　ＥＡＢ構成情報を有する前記ＳＩＢを受信する機能と
を含むコンピュータ・プログラム・プロダクト。
　（付記１０）
　付記９記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、スケジューリング情報
を有する前記ＳＩＢは、ユニバーサル・モバイル通信システム（ＵＭＴＳ）におけるマス
タ情報ブロック（ＭＩＢ）及びロング・タ―ム・エボリューション（ＬＴＥ）システムに
おけるＳＩＢタイプ１によって提供され、ＥＡＢ構成情報を有する前記ＳＩＢは既存のＳ
ＩＢ、又はＥＡＢのための専用のＳＩＢを含むコンピュータ・プログラム・プロダクト。
　（付記１１）
　付記１記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、更に、
　前記送信局からの、遅延耐性を有するアクセスのための無線リソース制御（ＲＲＣ）接
続確立を前記モバイル装置において要求する機能と、
　遅延耐性を有するアクセスのためのＲＲＣ接続確立の要求に先行して前記モバイル装置
において前記ＥＡＢ構成情報を更新する機能と
を含み、
　ＥＡＢ構成情報を受信する機能は更に、ＥＡＢ表示を有するページング・メッセージを
受信する機能を含む
コンピュータ・プログラム・プロダクト。
　（付記１２）
　付記１１記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記ＥＡＢ表示はＥ
ＡＢ構成情報を有するＳＩＢを示し、ＥＡＢ構成情報を受信する機能は更に、ＥＡＢ構成
情報を有する前記ＳＩＢを受信する機能を含むコンピュータ・プログラム・プロダクト。
　（付記１３）
　付記１１記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、ＥＡＢ構成情報を有
する前記ＳＩＢは、既存のＳＩＢ、又はＥＡＢのための専用のＳＩＢを含むコンピュータ
・プログラム・プロダクト。
　（付記１４）
　付記１１記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記ＥＡＢ表示は、
制限カテゴリ情報を含むコンピュータ・プログラム・プロダクト。
　（付記１５）
　付記１記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、更に、
　ＥＡＢ用に構成された前記モバイル装置のＥＡＢ分類を含む無線リソース制御（ＲＲＣ
）接続確立要求を前記送信局に前記モバイル装置によって送出する機能
を含むコンピュータ・プログラム・プロダクト。
　（付記１６）
　付記１５記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、ＥＡＢ用に構成され
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た前記モバイル装置の前記ＥＡＢ分類がＥＡＢ構成情報エレメント（ＩＥ）に含まれるコ
ンピュータ・プログラム・プロダクト。
　（付記１７）
　付記１５記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記ＥＡＢ分類は前
記モバイル装置のローミング・カテゴリを規定するコンピュータ・プログラム・プロダク
ト。
　（付記１８）
　コンピュータ読み取り可能なプログラム・コードを実施させた非一時的なコンピュータ
読み取り可能な記憶媒体を備えたコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記
コンピュータ読み取り可能なプログラム・コードは、モバイル装置が送信局にアクセスす
ることを制限する方法を実現するために実行されるよう適合され、
　無線リソース制御（ＲＲＣ）接続要求を前記モバイル装置から前記送信局において受信
する機能と、
　拡張アクセス制限（ＥＡＢ）構成情報により、システム情報ブロック（ＳＩＢ）を構成
する機能と、
　ＥＡＢ構成情報を有する前記ＳＩＢを前記モバイル装置に報知する機能とを含むコンピ
ュータ・プログラム・プロダクト。
　（付記１９）
　付記１８記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記ＳＩＢは、既存
のＳＩＢ、又はＥＡＢのための専用のＳＩＢを含むコンピュータ・プログラム・プロダク
ト。
　（付記２０）
　付記１８記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、前記ＲＲＣ接続確立
要求は、ＥＡＢ用に構成された前記モバイル装置のＥＡＢ分類を含むコンピュータ・プロ
グラム・プロダクト。
　（付記２１）
　付記２０記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、更に、前記送信局の
前記ＥＡＢ構成情報においてＥＡＢについて規定された前記ＥＡＢ分類を有するＥＡＢ用
に構成された前記モバイル装置に対するＲＲＣ接続確立拒否メッセージを前記送信局から
前記モバイル装置に送出する機能を含むコンピュータ・プログラム・プロダクト。
　（付記２２）
　付記１８記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、更に、
　ＥＡＢ構成情報を有する前記ＳＩＢの構成に先行してコア・ネットワークからオーバロ
ード・スタート・メッセージを前記送信局において受信する機能を更に含むコンピュータ
・プログラム・プロダクト。
　（付記２３）
　付記１８記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、更に、
　コア・ネットワークからオーバロード・ストップ・メッセージを前記送信局において受
信する機能と、
　ＥＡＢ構成情報を有する前記ＳＩＢをディセーブルするか、又は、ＥＡＢ構成情報を有
する前記ＳＩＢから前記ＥＡＢ構成情報を除外する機能と、
　ＥＡＢ構成情報を有していないＳＩＢを前記モバイル装置に報知する機能と
を含むコンピュータ・プログラム・プロダクト。
　（付記２４）
　付記１８記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、更に、優先度クラス
・インジケータ情報エレメント（ＩＥ）を前記コア・ネットワークから前記送信局におい
て受信する機能であって、前記優先度クラス・インジケータＩＥは、ＥＡＢ構成情報によ
り、前記ＳＩＢを構成するために使用される前記モバイル装置のローミング・カテゴリを
規定するコンピュータ・プログラム・プロダクト。
　（付記２５）



(29) JP 6400759 B2 2018.10.3

10

20

30

40

50

　付記１８記載のコンピュータ・プログラム・プロダクトであって、ＥＡＢインジケータ
情報エレメント（ＩＥ）を前記コア・ネットワークから前記送信局において受信する機能
を更に含み、前記ＥＡＢインジケータＩＥは、ＥＡＢ構成情報により、前記ＳＩＢを構成
するために使用される前記モバイル装置のローミング・カテゴリを規定するコンピュータ
・プログラム・プロダクト。
　（付記２６）
　拡張アクセス規制（ＥＡＢ）用に構成された移動局であって、
　送信局からシステム情報ブロック（ＳＩＢ）においてＥＡＢ構成情報を受信するよう構
成されたトランシーバ・モジュールと、
　ＥＡＢ用に構成され、規制のために前記ＥＡＢ構成情報において識別された特性を有す
る前記モバイル装置に対して、前記送信局への伝送を制限するよう構成された処理モジュ
ールと
を備える移動局。
　（付記２７）
　付記２６記載の移動局であって、前記トランシーバ・モジュールは更に、ユニバーサル
・モバイル通信システム（ＵＭＴＳ）におけるマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）及びロング
・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）におけるシステム情報ブロック（ＳＩＢ）タイプ
Ｉを周期的に受信し、前記ＬＴＥシステムにおける前記ＳＩＢタイプ１に関連付けられた
ＥＡＢのための専用のＳＩＢ、及び前記ＵＭＴＳにおける前記ＭＩＢに関連付けられたＥ
ＡＢのための専用のＳＩＢを受信するよう構成され、前記処理モジュールは、前記ＥＡＢ
構成情報を周期的に更新するよう更に構成された移動局。
　（付記２８）
　付記２６記載の移動局であって、前記トランシーバ・モジュールは、ユニバーサル・モ
バイル通信システム（ＵＭＴＳ）におけるマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）及びロング・タ
ーム・エボリューション（ＬＴＥ）システムにおけるシステム情報ブロック（ＳＩＢ）タ
イプＩを受信し、前記ＬＴＥシステムにおける前記ＳＩＢタイプに関連付けられたＥＡＢ
のための専用のＳＩＢ、及び前記ＵＭＴＳにおける前記ＭＩＢに関連付けられたＥＡＢの
ための専用のＳＩＢを、前記送信局への遅延耐性を有するアクセスのための無線リソース
制御（ＲＲＣ）接続確立の要求に先行して受信するよう構成され、前記処理モジュールは
、前記ＲＲＣ接続確立の前記要求に先行して前記ＥＡＢ構成情報を更新するよう更に構成
された移動局。
　（付記２９）
　付記２６記載の移動局であって、前記トランシーバ・モジュールは更に、ＥＡＢ表示を
有するページング・メッセージを受信し、ユニバーサル・モバイル通信システム（ＵＭＴ
Ｓ）における前記ＥＡＢ表示と関連付けられたＥＡＢのための専用のＳＩＢ及びロング・
ターム・エボリューション（ＬＴＥ）システムにおける前記ＥＡＢ表示と関連付けられた
ＥＡＢのための専用システム情報ブロック（ＳＩＢ）を、前記送信局への遅延耐性を有す
るアクセスのための無線リソース制御（ＲＲＣ）接続の要求に先行して受信するよう構成
され、前記処理モジュールは、前記ＲＲＣ接続確立の要求に先行して前記ＥＡＢ構成情報
を更新するよう更に構成される移動局。
　（付記３０）
　付記２６記載の移動局であって、前記トランシーバ・モジュールは更に、前記送信局へ
の遅延耐性を有するアクセスのための無線リソース制御（ＲＲＣ）接続確立の要求に先行
してＥＡＢ表示を有するページング・メッセージを受信するよう構成され、前記ＥＡＢ表
示は制限カテゴリ情報を含み、前記処理モジュールは更に、前記ＲＲＣ接続確立の前記要
求に先行して前記ＥＡＢ構成情報を更新するよう構成される移動局。
　（付記３１）
　付記２６記載の移動局であって、前記トランシーバ・モジュールは更に、ＥＡＢ用に構
成された前記モバイル装置のＥＡＢ分類を含む無線リソース制御（ＲＲＣ）接続確立の要
求を前記送信局に送出するよう構成され、前記ＥＡＢ分類は、前記モバイル装置のローミ
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　（付記３２）
　付記２６記載の移動局であって、前記モバイル装置は、無線ローカル・エリア・ネット
ワーク（ＷＬＡＮ）、無線パーソナル・エリア・ネットワーク（ＷＰＡＮ）、及び無線広
域ネットワーク（ＷＷＡＮ）のうちの少なくとも１つに接続するよう構成され、前記ＵＥ
は、アンテナ、タッチ感応表示画面、スピーカ、マイクロフォン、グラフィクス・プロセ
ッサ、アプリケーション・プロセッサ、内部メモリ、不揮発性メモリ・ポート、及びそれ
らの組み合わせのうちの少なくとも１つに接続されるよう構成された移動局。
　（付記３３）
　拡張アクセス制限（ＥＡＢ）用に構成された送信局であって、
　無線リソース制御（ＲＲＣ）接続確立要求を前記モバイル装置から受信し、拡張アクセ
ス制限（ＥＡＢ）構成情報を有するシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を前記モバイル装置
に報知するよう構成されたトランシーバ・モジュールと、
　ＥＡＢ構成情報により、前記ＳＩＢを構成するよう構成された処理モジュールと
を備える送信局。
　（付記３４）
　付記３３記載の送信局であって、前記ＲＲＣ接続確立要求は、ＥＡＢ用に構成された前
記モバイル装置のＥＡＢ分類を含み、前記トランシーバ・モジュールは更に、ＥＡＢ用に
構成され、前記送信局の前記ＥＡＢ構成情報においてＥＡＢについて規定された前記ＥＡ
Ｂ分類を有する前記モバイル装置に対するＲＲＣ接続確立拒否メッセージを前記モバイル
装置に送出するよう構成された送信局。
　（付記３５）
　付記３３記載の送信局であって、前記トランシーバ・モジュールは更に、
　コア・ネットワークから優先度クラス・インジケータ情報エレメント（ＩＥ）又はＥＡ
ＢインジケータＩＥを受信するよう構成され、前記優先度クラス・インジケータＩＥはＥ
ＡＢ構成情報を有する前記ＳＩＢを構成するために使用される前記モバイル装置のローミ
ング・カテゴリを規定し、前記ＥＡＢインジケータＩＥは、ＥＡＢ構成情報により、前記
ＳＩＢを構成するために使用される前記モバイル装置のローミング・カテゴリを規定する
送信局。
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