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(57)【要約】
　本発明はネットワークアクセス方法および装置を開示
する。該方法は、ＵＥが３ＧＰＰアクセスネットワーク
によって送信されたＷＬＡＮアクセス補助情報を受信す
ること、ＵＥが該情報に基づいてＷＬＡＮ無線信号の品
質を測定してアクセス判定を行い、判定結果を取得する
こと、ＵＥが判定結果に基づいてＷＬＡＮにアクセスす
ることを含む。本発明は該ＵＥが該ＷＬＡＮにアクセス
して後続のデータ共同伝送および／またはサービスを取
得することを加速することができ、ユーザーエクスペリ
エンスを向上させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ装置ＵＥは第３世代パートナーシッププロジェクト３ＧＰＰアクセスネットワー
クによって送信された無線ローカルエリアネットワークＷＬＡＮアクセス補助情報を受信
すること、
　前記ＵＥは前記ＷＬＡＮアクセス補助情報に基づいて測定およびアクセス判定を行い、
判定結果を取得すること、
　前記ＵＥは前記判定結果に基づいてＷＬＡＮにアクセスすることを含むネットワークア
クセス方法。
【請求項２】
　前記ＵＥが３ＧＰＰアクセスネットワークによって送信されたＷＬＡＮアクセス補助情
報を受信することは、前記ＵＥがシステムメッセージまたは専用シグナリングにより前記
３ＧＰＰアクセスネットワークによって送信されたＷＬＡＮアクセス補助情報を受信する
ことを含む請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＵＥは前記ＷＬＡＮアクセス補助情報に基づいて測定およびアクセス判定を行うこ
とは、
　前記ＵＥは前記ＷＬＡＮアクセス補助情報に基づいて前記ＷＬＡＮの信号品質を測定す
ること、
　前記ＵＥは前記ＷＬＡＮの信号品質および取得したＷＬＡＮアクセス条件に基づいてア
クセス判定を行い、前記判定結果を得ることを含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＷＬＡＮアクセス条件はネットワーク側により前記ＵＥに設定されまたは前記ＵＥ
が既にプリセットされ、前記ＷＬＡＮアクセス条件は、前記ＵＥが、取得した情報アイテ
ムに基づいて総合ソートを行った後判定して得られ、そのうち前記情報アイテムは、前記
ＷＬＡＮの信号品質測定結果、ＷＬＡＮ負荷情報、ＷＬＡＮアクセスポイント優先度の中
の少なくとも一つを含む請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークは、ロングタームエボリューションＬＴＥネットワ
ーク、汎用モバイル通信システムＵＭＴＳネットワーク、グローバルモバイル通信ＧＳＭ
ネットワークの中の一つを含む請求項１～４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記ＷＬＡＮアクセス補助情報は、前記ＷＬＡＮの基本サービスセットタイプ、前記Ｗ
ＬＡＮの基本サービスセット識別子、前記ＷＬＡＮのサービスセット識別子、前記ＵＥの
走査タイプ、前記ＵＥがアクティブな走査を実行する時プローブフレームを送信する前の
プローブ遅延、前記ＵＥが基本サービスセットを走査する時検査するチャネルリスト、前
記ＵＥが各チャネルを走査する時かかる最短時間、前記ＵＥが各チャネルを走査する時か
かる最長時間、ＷＬＡＮ負荷情報、ＷＬＡＮアクセスポイントメディアアクセス制御アド
レス、ＷＬＡＮアクセスポイント優先度の中の少なくとも一つを含む請求項１～４のいず
れかに記載の方法。
【請求項７】
　ユーザ装置ＵＥに応用され、
　第３世代パートナーシッププロジェクト３ＧＰＰアクセスネットワークによって送信さ
れた無線ローカルエリアネットワークＷＬＡＮアクセス補助情報を受信するように設置さ
れる受信モジュール、
　前記ＷＬＡＮアクセス補助情報に基づいて測定およびアクセス判定を行い、判定結果を
取得するように設置される処理モジュール、および
　前記判定結果に基づいて前記ＷＬＡＮにアクセスするように設置されるアクセスモジュ
ールを含むネットワークアクセス装置。
【請求項８】
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　前記受信モジュールは、システムメッセージまたは専用シグナリングにより前記３ＧＰ
Ｐアクセスネットワークによって送信されたＷＬＡＮアクセス補助情報を受信するように
設置される受信サブモジュールを含む請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記処理モジュールは、
　前記ＷＬＡＮアクセス補助情報に基づいて前記ＷＬＡＮの信号品質を測定するように設
置される測定サブモジュール、および
　前記ＷＬＡＮの信号品質および取得したＷＬＡＮアクセス条件に基づいてアクセス判定
を行い、前記判定結果を取得するように設置される判定サブモジュールを含む請求項７に
記載の装置。
【請求項１０】
　前記ＷＬＡＮアクセス条件は、ネットワーク側により前記ＵＥに設定されまたは前記Ｕ
Ｅがすでにプリセットされ、前記ＷＬＡＮアクセス条件は、前記ＵＥが、取得した情報ア
イテムに基づいて総合ソートを行った後判定して得られ、そのうち前記情報アイテムは、
前記ＷＬＡＮの信号品質測定結果、ＷＬＡＮ負荷情報、ＷＬＡＮアクセスポイント優先度
の中の少なくとも一つを含む請求項９に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信領域に関し、具体的には、ネットワークアクセス方法および装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信技術およびプロトコル標準の進化につれて、移動パケットサービスは驚異的な
発展を遂げ、単一の端末のデータスループットは向上している。ロングタームエボリュー
ション（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ、ＬＴＥと略称される）システムを例
として、２０Ｍ帯域幅内に下りリンクの最大レートが１００Ｍｂｐｓであるデータ伝送を
バックアップすることができ、後続のＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄ）
システムにおいて、データの伝送レートはさらに向上し、ひいては１Ｇｂｐｓに達するこ
とができる。
【０００３】
　端末データサービスの拡張式成長は、従来のネットワークリソースがどんどん無力にな
り、特に次世代通信技術（例えば３Ｇ、ＬＴＥ）がまだ幅広く展開できない場合、その結
果、ユーザレートおよびストリームニーズを満たすことができなくなり、ユーザーエクス
ペリエンスは悪くなる。どのようにこの状況を予防および変更するかは、オペレータが配
慮しなければならない問題であり、一方では、新技術の普及およびネットワーク展開を加
速する必要があり、他方では、従来のネットワークおよび技術を強化することにより、迅
速にネットワークパフォーマンスを向上させる目的に達することを希望している。周知の
ように、第３世代パートナーシッププロジェクト（Ｔｈｅ　３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏ
ｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ、　３ＧＰＰと略称される）が提供する無
線ネットワーク技術以外、現在普及して応用されている無線ローカルエリアネットワーク
（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、ＷＬＡＮと略称される）
、特にＩＥＥＥ８０２．１１標準に基づく無線ローカルエリアネットワークはすでにホー
ム、企業ひいてはインタネットにおいて幅広くホットスポットアクセスのカバーに応用さ
れている。そのうち、ＷＩＦＩアライアンス（Ｗｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）が提案し
た技術規範の応用は最も広く、従って、実際に、ＷＩＦＩネットワークは常にＩＥＥＥ　
８０２．１１標準基づくＷＬＡＮと同一視される。
【０００４】
　この前提で、各オペレータおよび会社はＷＬＡＮと従来の３ＧＰＰアクセスネットワー
クを統合して、共同伝送を達成し、負荷ストリーミングおよびネットワークパフォーマン
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スの向上の目的を達することを提案した。たとえば、早期バージョンの標準中において、
３ＧＰＰはすでに３ＧＰＰアクセスネットワークとＷＬＡＮのインターワーキング（Ｉｎ
ｔｅｒｗｏｒｋｉｎｇ）の関連プロトコルを作成し、該インターワーキング構造はオペレ
ータが持つ独立な３ＧＰＰアクセスネットワークおよび独立で完全なＷＬＡＮに依存し、
２つのネットワークのデータフローはいずれも３ＧＰＰコアネットワークのネットワーク
エレメントを通過する必要がある。さらに、例えばインテル（Ｉｎｔｅｌ）が提案したキ
ャリアアグリゲーションに類似するネットワーク統合プログラムがあり、該統合構造下で
３ＧＰＰとＷＬＡＮは依然として２つの独立なアクセスネットワークであり、しかしなが
らＷＬＡＮは従来の３ＧＰＰアクセスネットワークにおけるアクセスネットワークとユー
ザ端末（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、　ＵＥと略称される）の間に伝送している一つ
のデータ接続のみとして存在し、アクセスネットワークのＵＥへ主な管理および可能な一
部ユーザデータは３ＧＰＰアクセスネットワークに基づく接続上で伝送される。ここから
分かるように、どの共同伝送のフログラム下でも、ＵＥはそれぞれ３ＧＰＰおよびＷＬＡ
Ｎの２つの独立なアクセスネットワーク（３ＧＰＰアクセスネットワークのネットワーク
エレメントおよびＷＬＡＮアクセスポイント）にアクセスする必要がある。
【０００５】
　しかしながら、関連技術中において、ＵＥはＷＬＡＮ帯域を走査して、使用可能なＷＬ
ＡＮがあるかどうかを検知する必要があり、これによってＵＥがＷＬＡＮにアクセスする
時間は長くなり（従来、ＵＥが３ＧＰＰアクセスネットワークにアクセスする時間はミリ
秒レベルであり、ＷＬＡＮにアクセスする時間は秒レベルである）、さらに３ＧＰＰセル
に常駐／接続しているＵＥは適用なＷＬＡＮ（該適用なＷＬＡＮは具体的に３ＧＰＰアク
セスネットワークを展開するオペレータが展開したＷＬＡＮ、または言い換えれば、３Ｇ
ＰＰアクセスネットワークがそれとデータ共同伝送等のサービスを行うことができるＷＬ
ＡＮを指す）にアクセスして後続のデータ共同伝送および／または他のサービスを取得す
ることができるように比較的長い時間をかける必要があり、従ってユーザーエクスペリエ
ンスが高くない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の実施例はネットワークアクセス方法および装置を提供しており、３ＧＰＰセル
に常駐／接続しているＵＥはＷＬＡＮ帯域を走査して、使用可能なＷＬＡＮがあるかどう
かを検知する必要があり、従って該ＵＥは適用なＷＬＡＮにアクセスして後続のデータ共
同伝送および／または他のサービスを取得することができるように比較的長い時間をかけ
る必要があり、従ってユーザーエクスペリエンスが高くないという問題を少なくとも解決
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の実施例はネットワークアクセス方法を提供する。本発明の実施例によるネット
ワークアクセス方法は、ＵＥが３ＧＰＰアクセスネットワークによって送信されたＷＬＡ
Ｎアクセス補助情報を受信すること、ＵＥが該情報に基づいてＷＬＡＮ無線信号の品質を
測定してアクセス判定を行い、判定結果を取得すること、ＵＥが判定結果に基づいてＷＬ
ＡＮにアクセスすることを含む。
【０００８】
　好ましくは、ＵＥが３ＧＰＰアクセスネットワークの情報を受信することは、ＵＥはシ
ステムメッセージまたは専用シグナリングにより３ＧＰＰアクセスネットワークによって
送信された情報を受信することを含む。
【０００９】
　好ましくは、ＵＥがＷＬＡＮアクセス補助情報に基づいて測定およびアクセス判定を行
うことは、ＵＥがＷＬＡＮアクセス補助情報に基づいてＷＬＡＮの信号品質を測定するこ
と、ＵＥがＷＬＡＮの信号品質および取得したＷＬＡＮアクセス条件に基づいてアクセス
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判定を行い、判定結果を取得することを含む。
【００１０】
　好ましくは、ＷＬＡＮアクセス条件はネットワーク側によりＵＥに設定されまたはＵＥ
がすでにプリセットされ、ＷＬＡＮアクセス条件はＵＥが取得した情報アイテムに基づい
て総合ソートを行った後判定して得られ、そのうち情報アイテムは、ＷＬＡＮの信号品質
測定結果、ＷＬＡＮ負荷情報、ＷＬＡＮアクセスポイント優先度の少なくとも一つを含む
。
【００１１】
　好ましくは、３ＧＰＰアクセスネットワークは、ＬＴＥネットワーク、ＵＭＴＳネット
ワーク、グローバルモバイル通信ＧＳＭネットワークの一つを含む。
【００１２】
　好ましくは、ＷＬＡＮの基本サービスセットタイプ、ＷＬＡＮの基本サービスセット識
別子、ＷＬＡＮのサービスセット識別子、ＵＥの走査タイプ、ＵＥがアクティブな走査を
実行する時プローブフレームを送信する前のプローブ遅延、ＵＥが基本サービスセットを
走査する時検査するチャネルリスト、ＵＥが各チャネルを走査する時かかる最短時間、Ｕ
Ｅが各チャネルを走査する時かかる最長時間、ＷＬＡＮ負荷情報、ＷＬＡＮアクセスポイ
ントメディアアクセス制御アドレス、ＷＬＡＮアクセスポイント優先度の少なくとも一つ
を含む。
【００１３】
　本発明の実施例は、ネットワークアクセス装置を提供する。本発明の実施例によるネッ
トワークアクセス装置は、ＵＥに応用されてもよく、３ＧＰＰアクセスネットワークによ
って送信されたＷＬＡＮアクセス補助情報を受信するように設置される受信モジュール、
ＷＬＡＮアクセス補助情報に基づいて測定およびアクセス判定を行い、判定結果を取得す
るように設置される処理モジュール、判定結果に基づきＷＬＡＮにアクセスするように設
置されるアクセスモジュールを含む。
【００１４】
　好ましくは、受信モジュールは、システムメッセージまたは専用シグナリングにより３
ＧＰＰアクセスネットワークによって送信された情報を受信するように設置される受信サ
ブモジュールを含む。
【００１５】
　好ましくは、処理モジュールは、ＷＬＡＮアクセス補助情報に基づいてＷＬＡＮの信号
品質を測定するように設置される測定サブモジュール、ＷＬＡＮの信号品質および取得し
たＷＬＡＮアクセス条件に基づいてアクセス判定を行い、判定結果を取得するように設置
される判定サブモジュールを含む。
【００１６】
　好ましくは、ＷＬＡＮアクセス条件はネットワーク側によりＵＥに設定されまたはＵＥ
がすでにプリセットされ、ＷＬＡＮアクセス条件はＵＥが取得した情報アイテムに基づい
て総合ソートを行った後判定して得られ、そのうち情報アイテムはＷＬＡＮの信号品質測
定結果、ＷＬＡＮ負荷情報、ＷＬＡＮアクセスポイント優先度の少なくとも一つを含む。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明の実施例は３ＧＰＰアクセスネットワークによりＵＥに該ＷＬＡＮにアクセスす
るための情報を提供し、該ＵＥが該ＷＬＡＮにアクセスして後続のデータ共同伝送および
／またはサービスを取得することを加速して、ユーザーエクスペリエンスを向上させるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
　ここでは説明する図面は本発明へのさらなる理解を提供し、本願の一部分を構成し、本
発明の模式的実施例およびその説明は本発明を解釈するためのものであり、本発明への不
当制限にならない。図面中において、
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【図１】図１は、本発明の実施例によるネットワークアクセス方法のフローチャートであ
る。
【図２】図２は、本発明の好ましい実施例一によるインタラクションフローチャートであ
る。
【図３】図３は、本発明の好ましい実施例二によるインタラクションフローチャートであ
る。
【図４】図４は、本発明の好ましい実施例三によるインタラクションフローチャートであ
る。
【図５】図５は、本発明の実施例によるネットワークアクセス装置の構造ブロック図であ
る。
【図６】図６は、本発明の好ましい実施例によるネットワークアクセス装置の構造ブロッ
ク図一である。
【図７】図７は、本発明の好ましい実施例によるネットワークアクセス装置の構造ブロッ
ク図二である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施例を詳細に説明する。ただし、衝突がない場合
、本願中の実施例および実施例における特徴は互いに組み合わせることができる。
以下の実施例中における重複データ処理方法はサーバ上に応用されてもよく、該サーバは
重複データの処理を行うことの専用とされてもよく、もちろん、１組のサーバ上に応用さ
れてもよい。または、サーバ中における一つのモジュールとして他の機能を実行するサー
バとともに共同で使われる。
【００２０】
　図１は、本発明の実施例によるネットワークアクセス方法のフローチャートであり、図
１に示すように、以下のステップＳ１０２～ステップＳ１０４を含む。
【００２１】
　ステップＳ１０２：ＵＥが３ＧＰＰアクセスネットワークによって送信されたＷＬＡＮ
アクセス補助情報を受信する。
【００２２】
　ステップＳ１０４：ＵＥがＷＬＡＮアクセス補助情報に基づいて測定およびアクセス判
定を行い、判定結果を取得する。
【００２３】
　ステップＳ１０６：ＵＥが判定結果に基づいてＷＬＡＮにアクセスする。
【００２４】
　関連技術中において、３ＧＰＰアクセスネットワークに常駐／接続しているＵＥはＷＬ
ＡＮ帯域を走査して、使用可能なＷＬＡＮがあるかどうかをプローブする必要があり、従
って該ＵＥは適用なＷＬＡＮにアクセスして後続のデータ共同伝送および／または他のサ
ービスを取得することができるように比較的長い時間をかける必要があり、従ってユーザ
ーエクスペリエンスが高くない。本発明の実施例中において、３ＧＰＰアクセスネットワ
ークによりＵＥに該ＷＬＡＮにアクセスするためのＷＬＡＮアクセス補助情報を提供し、
該ＵＥが該ＷＬＡＮにアクセスして後続のデータ共同伝送および／またはサービスを取得
することを加速し、ユーザーエクスペリエンスを向上させることができる。
【００２５】
　ただし、上記情報は、ＵＥが無線ローカルエリアネットワークＷＬＡＮにアクセスする
時間を短くするための情報（つまりＵＥが迅速に指定ＷＬＡＮにアクセスすることを補助
する情報）であってもよい。
【００２６】
　ただし、上記情報に対して、ＵＥはシステムメッセージまたは専用シグナリングにより
受信を行ことができる。かつ、上記情報は、ＷＬＡＮの基本サービスセットタイプ（Ｂａ
ｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｔｙｐｅ、　ＢＳＳＴｙｐｅと略称される）、ＷＬＡ



(7) JP 2015-518682 A 2015.7.2

10

20

30

40

50

Ｎの基本サービスセット識別子（Ｂａｓｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｅｒ、　ＢＳＳＩＤと略称される）、ＷＬＡＮのサービスセット識別子（Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ、　ＳＳＩＤと略称される）、ＵＥの走査タイプ（Ｓ
ｃａｎＴｙｐｅ）、ＵＥがアクティブな走査を実行する時プローブフレームを送信する前
のプローブ遅延（ＰｒｏｂｅＤｅｌａｙ）、ＵＥが基本サービスセットを走査する時検査
するチャネルリスト（ＣｈａｎｎｅｌＬｉｓｔ）、ＵＥが各チャネルを走査する時かかる
最短時間（ＭｉｎＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ）、ＵＥが各チャネルを走査する時かかる最長
時間（ＭａｘＣｈａｎｎｅｌＴｉｍｅ）、ＷＬＡＮ負荷情報、ＷＬＡＮアクセスポイント
メディアアクセス制御アドレス、ＷＬＡＮアクセスポイント優先度の少なくとも一つを含
む。
【００２７】
　本発明は、２つの実例をさらに提供しており、該実例は、ＵＥがＷＬＡＮにアクセスす
る前の決定プロセスを記述し、具体的な記述は以下の通りである。
実施例１
　ＵＥは情報に基づいてＷＬＡＮの信号品質を測定し、ＵＥは３ＧＰＰアクセスネットワ
ークとの間の伝送リンクにより測定結果を報告し、ＵＥは３ＧＰＰアクセスネットワーク
からの、ＵＥがＷＬＡＮにアクセスすることを指示するための指示情報を受信する。その
うち、該指示情報は、３ＧＰＰアクセスネットワークは該測定結果が一定の測定閾値を満
たすと判断した後、送信を決定するものであり、該決定はＷＬＡＮの負荷状況、ＷＬＡＮ
アクセスポイント優先度等の情報を同時に配慮した可能性がある。
実施例２
　ＵＥは情報に基づいてＷＬＡＮの信号品質を測定し、ＵＥは測定結果およびＷＬＡＮ負
荷状況等の選択的情報アイテムが知ったＷＬＡＮアクセス条件を満たすことを確定し、Ｕ
ＥはＷＬＡＮにアクセスする操作を実行する。本実例はＵＥが直接に確定してＷＬＡＮに
接続し、その達成方式はシンプルで迅速である。
【００２８】
　さらに、上記３ＧＰＰアクセスネットワークは、ＬＴＥネットワーク、ＵＭＴＳネット
ワーク、ＧＳＭネットワークの一つを含む。かつ、該３ＧＰＰアクセスネットワーク中に
おけるネットワークエレメントは、３ＧＰＰの異なる無線アクセス技術（Ｒａｄｉｏ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、ＲＡＴと略称される）のアクセスネットワークのネ
ットワークエレメントノードであってもよく、たとえば、ＬＴＥネットワーク中において
進化型基地局（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ、　ｅＮＢと略称される）を指し、ＵＭＴ
Ｓネットワーク中において無線ネットワーク制御器（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌｌｅｒ、ＲＮＣと略称される）および基地局（Ｎｏｄｅ　Ｂ）（無線ネットワ
ークサブシステムＲＮＳと総称する）を指し、ＧＳＭネットワーク中において基地局制御
器（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ、ＢＳＣと略称される）および基
地局（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ、ＢＴＳと略称される）を指
す。ただし、上記ＢＳＣおよびＢＴＳは基地局システムＢＳＳと総称してもよい。
【００２９】
　上記実施例は、ユーザ端末が幅広くて、目的のない走査を行い、ＷＬＡＮ全帯域信号を
プローブしまたはあるアクセスが不適切なＷＬＡＮ（つまり３ＧＰＰアクセスネットワー
クと、共通オペレータが展開したＷＬＡＮに属しない）に接続試行することを避け、これ
により端末が適当なＷＬＡＮにアクセスすることに必要な時間を大幅に節約し、後続のマ
ルチネットワーク共同伝送をより迅速に実行することができる。
【００３０】
　以下、本発明の好ましい実施例の達成過程を詳細に記述する。
好ましい実施例一
　本好ましい実施例一は、３ＧＰＰアクセスネットワークがシステムメッセージにより情
報を送信することを記述し、ＵＥ側にサービスニーズがある時、自体は情報中に指定され
るＷＬＡＮ信号の測定を行い、かつアクセス判定を行い、判定結果がＷＬＡＮアクセス条
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件を満たす時、該ＷＬＡＮにアクセスする。
【００３１】
　図２は、本発明の好ましい実施例一によるインタラクションフローチャートであり、図
２に示すように、ＵＥは３ＧＰＰおよびＷＬＡＮ機能をバックアップマルチモード携帯電
話であり、３ＧＰＰセルに常駐／接続していることに基づいてそれをアイドル状態ＵＥお
よび接続状態ＵＥに分けることができ、３ＧＰＰアクセスネットワークのネットワークエ
レメントの無線信号のカバー領域内には同一のオペレータが展開したＷＬＡＮアクセスポ
イントネットワークエレメント（共同基地局または遠隔）があり、本好ましい実施例一は
以下のステップＳ２０２～ステップＳ２０８を含む。
【００３２】
　ステップＳ２０２：３ＧＰＰアクセスネットワークのネットワークエレメントが放送す
るシステムメッセージにはＵＥが迅速に指定ＷＬＡＮ（図におけるＷＬＡＮアクセスポイ
ントに相当し、複数ある可能性がある）にアクセスすることを補助する情報、例えばＢＳ
ＳＩＤおよびＣｈａｎｎｅｌＬｉｓｔ等を含み、システムメッセージはアイドル状態ＵＥ
および接続状態ＵＥに受信されることができる。
【００３３】
　ステップＳ２０４：接続状態ＵＥおよびアイドル状態ＵＥはいずれも３ＧＰＰアクセス
ネットワークのネットワークエレメントが持続して放送するシステムメッセージを受信し
て読み込むことができ、ＵＥはサービスニーズがある時、メッセージ中に指示されるＷＬ
ＡＮ信号を測定することができる。
【００３４】
　ステップＳ２０６：ＵＥはあるＷＬＡＮアクセスポイントネットワークがＷＬＡＮアク
セス条件を満たすと判断する。
【００３５】
　ＵＥはＷＬＡＮアクセス条件を知ることは、２種の方式があり、つまり、ＵＥ自体は一
つのＷＬＡＮアクセス条件（例えばＷＬＡＮ信号品質しきい値）を既にプリセットし、ま
たは、該条件はアクセスネットワーク側がメッセージによりＵＥに送信し、該メッセージ
は専用シグナリングまたはシステムメッセージであってもよく、たとえばＳ２０２に記載
のＷＬＡＮ補助情報とともに同じシステムメッセージに携帯して放送されてもよい。
【００３６】
　具体的に言えば、ＷＬＡＮアクセス条件値の設置は無線信号品質のみで標識する一つの
閾値であってもよく、信号品質、各ＷＬＡＮアクセスポイントネットワーク負荷状況、各
ＷＬＡＮアクセスポイント優先度等の情報を結合して総合ソートして判定した後確定した
一つの結果であってもよい。そのうち、各ＷＬＡＮアクセスポイントネットワーク負荷状
況および各ＷＬＡＮアクセスポイント優先度等の情報は、３ＧＰＰアクセスネットワーク
のネットワークエレメントがＵＥに送信するかどうかを決める選択的情報アイテムであり
、ＷＬＡＮ補助情報または他の無線メッセージ中に携帯されてもよい。
【００３７】
　ステップＳ２０８：従来のＷＬＡＮアクセスフローを利用して、ＵＥとＷＬＡＮアクセ
スポイントの間に関連を作成する。
好ましい実施例二
　図３は、本発明の好ましい実施例二によるインタラクションフローチャートであり、図
３に示すように、ＵＥは３ＧＰＰセルにアクセスした、３ＧＰＰおよびＷＬＡＮ機能をバ
ックアップするマルチモード携帯電話であり、３ＧＰＰアクセスネットワークのネットワ
ークエレメントの無線信号カバー領域内にはＷＬＡＮアクセスポイントネットワークエレ
メントがある。本好ましい実施例二は以下のステップＳ３０２～ステップＳ３１０を含む
。
【００３８】
　ステップＳ３０２：該３ＧＰＰアクセスネットワークのネットワークエレメントはたと
えばデータストリーミング等のニーズがある時、該ネットワークエレメントはＵＥが迅速
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に指定ＷＬＡＮにアクセスすることを補助できる情報、例えば、ＳＳＩＤおよびＣｈａｎ
ｎｅｌＬｉｓｔ等を専用シグナリングによりＵＥに送信する。該専用シグナリングは、無
線リソースコントロール（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ、ＲＲＣ）メ
ッセージ、例えばＲＲＣ接続再設定（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎ）メッセージ、または他の追加エアインタフェースメッセージであっても
よい。
【００３９】
　ステップＳ３０４：ＵＥはメッセージを受信した後メッセージに指示されるＷＬＡＮ信
号を測定し、測定結果を３ＧＰＰアクセスネットワークのネットワークエレメントに報告
する。
【００４０】
　ステップＳ３０６：測定結果が一定の閾値を満たすと、３ＧＰＰアクセスネットワーク
のネットワークエレメントは判定した後、ＵＥがＷＬＡＮにアクセスするように指示する
ことができる。
【００４１】
　一つの以上の使用可能なＷＬＡＮネットワークがあり、かつ３ＧＰＰアクセスネットワ
ークのネットワークエレメントは各ＷＬＡＮネットワークの負荷状況、各ＷＬＡＮアクセ
スポイントの優先度等の情報をすでに知ったと、該判定は３ＧＰＰアクセスネットワーク
のネットワークエレメントが上記情報を総合ソートして判定した後確定された一つ結果で
あってもよく、つまりアクセスネットワークは総合条件が最適なＷＬＡＮネットワーク識
別子をＵＥに指示してアクセスさせる。
【００４２】
　ステップＳ３０８：従来のＷＬＡＮアクセスフローを利用して、ＵＥとＷＬＡＮアクセ
スポイントの間に関連を作成する。
【００４３】
　ステップＳ３１０：関連作成が成功した後、ＵＥはＷＬＡＮにアクセスするこの情報を
３ＧＰＰアクセスネットワークのネットワークエレメントに通知することができ、該情報
はＲＲＣ接続再設定完成（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉ
ｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ）メッセージ、または他の、ステップＳ３０２の追加エアインタ
フェースメッセージに対応するフィードバックメッセージに携帯されてもよい。
好ましい実施例三
　図４は、本発明の好ましい実施例三によるインタラクションフローチャートであり、図
４に示すように、ＷＬＡＮアクセスポイント１は３ＧＰＰアクセスネットワークのネット
ワークエレメントがデータストリーミングを行うことができるＷＬＡＮネットワークであ
り、ＷＬＡＮアクセスポイント２は３ＧＰＰアクセスポイントネットワークエレメントが
データストリーミングを行うことができないＷＬＡＮネットワークである。本好ましい実
施例三は、以下のステップＳ４０２～ステップＳ４１２を含む。
ステップＳ４０２：ＵＥは走査によりＷＬＡＮアクセスポイント２を見出し、かつ該ＷＬ
ＡＮと関連を作成し、該ＷＬＡＮにアクセスしてデータ伝送を行う。
【００４４】
　ステップＳ４０４：ＵＥは上層サービスニーズに応じて常駐する３ＧＰＰセル中にサー
ビス接続を作成し、従って、ＵＥは正常のＲＲＣ接続作成過程により３ＧＰＰアクセスポ
イントネットワークエレメントと接続負荷を作成する。
【００４５】
　ステップＳ４０６：３ＧＰＰアクセスネットワークのネットワークエレメントはたとえ
ばデータストリーミング等のニーズがある時、該ネットワークエレメントはＵＥが迅速に
指定ＷＬＡＮアクセスポイント１にアクセスすることを補助できる情報、例えばＳＳＩＤ
およびＣｈａｎｎｅｌＬｉｓｔ等を専用シグナリング（例えばＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージ）ＵＥに送信する。
【００４６】
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　ステップＳ４０８：ＵＥは該専用シグナリングを受信した後、メッセージ中に指示され
るＷＬＡＮアクセスポイント１信号を測定する。
【００４７】
　ステップＳ４１０：ＵＥは測定結果がＷＬＡＮアクセス条件を満たすと判断し、ＷＬＡ
Ｎアクセス補助情報中にＷＬＡＮ負荷状況等の情報を携帯（またはＵＥはこの前他のメッ
セージにより分かった）していると、ＵＥは上記情報に基づいて総合判定を行う。
【００４８】
　明らかに、ＷＬＡＮ負荷状況およびＷＬＡＮアクセスポイント優先度等の類似情報は一
つ以上の使用可能なＷＬＡＮネットワークがある時（例えばＷＬＡＮアクセスポイント１
、ＷＬＡＮアクセスポイント３はいずれも３ＧＰＰアクセスネットワークのネットワーク
エレメントがデータストリーミングを行うことができるＷＬＡＮネットワークである）に
より適用できる。
【００４９】
　ステップＳ４１２：従来のＷＬＡＮフローに基づいて、ＵＥはＷＬＡＮアクセスポイン
ト２からＷＬＡＮアクセスポイント１にハンドオーバしてアクセスする。
【００５０】
　ただし、図面のフローチャートに示すステップは例えば一組のコンピュータ実行可能命
令のコンピュータシステム中に実行されることができ、かつ、フローチャート中に論理的
順序を示したが、いくつかの場合で、ここでの順序と異なる順序で示したまたは記述した
ステップを実行することができる。
【００５１】
　本発明の実施例はネットワークアクセス装置を提供しており、該ネットワークアクセス
装置は、ＵＥに応用されてもよく、上記ネットワークアクセス方法を達成するためのもの
である。図５は、本発明の実施例によるネットワークアクセス装置の構造ブロック図であ
り、図５に示すように、受信モジュール５１、処理モジュール５２およびアクセスモジュ
ール５３を含み、以下、その構造を詳細に記述する。
【００５２】
　受信モジュール５１は、３ＧＰＰアクセスネットワークによって送信されたＷＬＡＮア
クセス補助情報を受信するように設置され、処理モジュール５２は、受信モジュール５１
に接続され、受信モジュール５１が受信したＷＬＡＮアクセス補助情報に基づいて測定お
よびアクセス判定を行い、判定結果を取得するように設置され、アクセスモジュール５３
は、処理モジュール５２に接続され、処理モジュール５２が処理して得た判定結果に基づ
いてＷＬＡＮにアクセスするように設置される。
【００５３】
　図６は本発明の好ましい実施例によるネットワークアクセス装置の構造ブロック図一で
あり、図６に示すように、受信モジュール５１は、システムメッセージまたは専用シグナ
リングにより３ＧＰＰアクセスネットワークによって送信された情報を受信するように設
置される受信サブモジュール５１１を含む。
【００５４】
　図７は、本発明の好ましい実施例によるネットワークアクセス装置の構造ブロック図二
であり、図７に示すように、処理モジュール５２は、測定サブモジュール５２１および判
定サブモジュール５２２を含み、以下、その構造を詳細に記述する。
【００５５】
　測定サブモジュール５２１は、ＷＬＡＮアクセス補助情報に基づいてＷＬＡＮの信号品
質を測定するように設置され、判定サブモジュール５２２は、測定サブモジュール５２１
に接続され、測定サブモジュール５２１が測定したＷＬＡＮの信号品質および取得したＷ
ＬＡＮアクセス条件アクセスに基づいて判定を行い、判定結果を取得するように設置され
る。
【００５６】
　好ましくは、ＷＬＡＮアクセス条件は一つの信号品質閾値であり、該閾値はネットワー
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ク側によりＵＥに設定されまたはＵＥがすでにプリセットされ、ＷＬＡＮアクセス条件は
ＵＥが取得した情報アイテムに基づいて総合ソートを行った後判定して得られ、そのうち
情報アイテムはＷＬＡＮの信号品質測定結果、ＷＬＡＮ負荷情報、ＷＬＡＮアクセスポイ
ント優先度の少なくとも一つを含む。
【００５７】
　ただし、装置実施例に記述したネットワークアクセス装置は上記の方法実施例に対応し
、その具体的な達成過程は方法実施例中において詳細説明を行ったため、ここで繰り返し
て説明しない。
【００５８】
　以上のように、本発明による上記実施例は、ネットワークアクセス方法および装置を提
供する。本発明の実施例は３ＧＰＰアクセスネットワークによりＵＥに該ＷＬＡＮにアク
セスするためのＷＬＡＮアクセス補助情報を提供し、該ＵＥが該ＷＬＡＮにアクセスして
後続のデータ共同伝送および／またはサービスを取得することを加速して、ユーザーエク
スペリエンスを向上させる。
【００５９】
　明らかに、当業者は、上記の本発明の各モジュールまたは各ステップを汎用の算出手段
で達成することができ、それは単一の算出手段に集中されてもよく、または複数の算出手
段からなるネットワーク上に分布してもよいと理解すべきであり、選択肢として、それら
を算出手段が実行可能なプログラムコードで達成することができ、これによって、それら
をメモリ装置に記憶して算出手段で実行し、またはそれらをそれぞれ各ＩＣモジュールに
作成し、またはそれらのうちの複数のモジュールまたはステップを単一のＩＣモジュール
に作成して達成することができる。このように、本発明はあらゆる特定形式のハードウェ
アとソフトウェアの組合せに限らない。
【００６０】
　以上は本発明の好ましい実施例に過ぎず、本発明を制限するものではなく、当業者にと
って、本発明は、各種の変更と変形を行うことができる。本発明の趣旨と原則の内に行っ
たあらゆる改定、同等交換、改良などは、いずれも本発明の保護範囲内に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明の実施例は３ＧＰＰアクセスネットワークによりＵＥに該ＷＬＡＮにアクセスす
るための情報を提供し、該ＵＥが該ＷＬＡＮにアクセスして後続のデータ共同伝送および
／またはサービスを取得することを加速し、ユーザーエクスペリエンスを向上させる。



(12) JP 2015-518682 A 2015.7.2

【図１】

【図２】



(13) JP 2015-518682 A 2015.7.2

【図３】

【図４】



(14) JP 2015-518682 A 2015.7.2

【図５】



(15) JP 2015-518682 A 2015.7.2

【図６】



(16) JP 2015-518682 A 2015.7.2

【図７】



(17) JP 2015-518682 A 2015.7.2

10

20

30

40

【国際調査報告】



(18) JP 2015-518682 A 2015.7.2

10

20

30

40



(19) JP 2015-518682 A 2015.7.2

10

20

30

40



(20) JP 2015-518682 A 2015.7.2

10

20

30

40



(21) JP 2015-518682 A 2015.7.2

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,T
M),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,R
S,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,
BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,
US,UZ,VC

（特許庁注：以下のものは登録商標）
１．ＧＳＭ

(72)発明者  王　▲しん▼
            中華人民共和国，５１８０５７，広東省深▲せん▼市南山区高新技術産業園科技南路中興通迅大厦
            中興通迅股▲ふん▼有限公司転交
(72)発明者  和　峰
            中華人民共和国，５１８０５７，広東省深▲せん▼市南山区高新技術産業園科技南路中興通迅大厦
            中興通迅股▲ふん▼有限公司転交
(72)発明者  艾　建　勲
            中華人民共和国，５１８０５７，広東省深▲せん▼市南山区高新技術産業園科技南路中興通迅大厦
            中興通迅股▲ふん▼有限公司転交
(72)発明者  韓　立　鋒
            中華人民共和国，５１８０５７，広東省深▲せん▼市南山区高新技術産業園科技南路中興通迅大厦
            中興通迅股▲ふん▼有限公司転交
Ｆターム(参考) 5K067 AA21  DD11  DD43  EE04  EE10  HH21  JJ72 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

