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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）を備える装置であって、
　前記ＵＥは、ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）登録エリアペ
ージングチャネル（ＵＲＡ－ＰＣＨ）状態にあるユニバーサル移動体通信システム（ＵＭ
ＴＳ）上からアイドル状態にあるロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）システム
上に存続するようになる前記ＵＥに関連するトラッキングエリアアップデートを発行する
よう構成されている、装置。
【請求項２】
　前記ＵＥは、前記ＬＴＥシステムに関連する移動管理エンティティ（ＭＭＥ）に前記ト
ラッキングエリアアップデートを送信するよう構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記ＵＥは、前記ＵＭＴＳ及び前記ＬＴＥシステムに登録するよう構成されている、請
求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記ＵＥは、前記ＵＥが前記ＬＴＥシステムに存続するようになる前に、前記ＬＴＥシ
ステムに関連する移動管理エンティティ（ＭＭＥ）及び前記ＵＭＴＳのサービングＧＰＲ
Ｓサポートノード（ＳＧＳＮ）に登録するよう構成されている、請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記ＵＭＴＳ上から前記ＬＴＥシステム上に存続するようになることは、前記ＵＭＴＳ
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から前記ＬＴＥシステムに非アクティブモードで移動することを含む、請求項１に記載の
装置。
【請求項６】
　前記ＵＥは、デュアルモード又はマルチモード移動体端末である、請求項１に記載の装
置。
【請求項７】
　ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）システムの移動管理エンティティ（ＭＭ
Ｅ）を備える装置であって、
　前記ＭＭＥは、ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）登録エリア
ページングチャネル（ＵＲＡ－ＰＣＨ）状態にあるユニバーサル移動体通信システム（Ｕ
ＭＴＳ）上からアイドル状態にある前記ＬＴＥシステム上に存続するようになるユーザ機
器（ＵＥ）に基づくトラッキングエリアアップデートを受信するよう構成され、
　前記ＭＭＥは、前記ＵＭＴＳのサービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）に、前
記受信したトラッキングエリアアップデートに基づくアップデートを送信するよう構成さ
れている、装置。
【請求項８】
　前記ＭＭＥは、前記ＵＥが前記ＭＭＥ及び前記ＳＧＳＮに登録された後に、前記トラッ
キングエリアアップデートを受信するよう構成されている、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記アップデートは、前記ＵＥの移動状態に基づく、請求項７に記載の装置。
【請求項１０】
　サービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）エンティティを備える、ユニバーサル
移動体通信システム（ＵＭＴＳ）のためのノード装置であって、
　前記ＳＧＳＮエンティティは、ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡ
Ｎ）登録エリアページングチャネル（ＵＲＡ－ＰＣＨ）状態にある前記ＵＭＴＳ上からア
イドル状態にあるロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）システム上に存続するよ
うになるユーザ機器（ＵＥ）に応じたトラッキングエリアアップデートに基づくアップデ
ートを受信するよう構成され、
　前記ＳＧＳＮは、前記アップデートに基づき、前記ＵＥへの接続を解放するよう構成さ
れている、ノード装置。
【請求項１１】
　前記接続を解放することは、前記ＵＥをアイドル状態に移行することである、請求項１
０に記載の前記ＳＧＳＮ。
【請求項１２】
　前記ＵＥは、前記ＳＧＳＮが前記アップデートを受信する前に、前記ＬＴＥシステムに
関連する移動管理エンティティ（ＭＭＥ）及び前記ＳＧＳＮエンティティに登録されるよ
う構成されている、請求項１０に記載のＳＧＳＮ。
【請求項１３】
　前記アップデートは、前記ＵＥの移動状態に基づく、請求項１０に記載のＳＧＳＮ。
【請求項１４】
　移動管理のための方法であって、
　ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）登録エリアページングチャ
ネル（ＵＲＡ－ＰＣＨ）状態にあるユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）上から
アイドル状態にあるロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）システム上に存続する
ようになるユーザ機器（ＵＥ）に応じたトラッキングエリアアップデートを生成するステ
ップと、
　前記トラッキングエリアアップデートを、前記ＬＴＥシステムの移動管理エンティティ
（ＭＭＥ）に送信するステップとを具備する、方法。
【請求項１５】
　移動管理のための方法であって、
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　ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）登録エリアページングチャ
ネル（ＵＲＡ－ＰＣＨ）状態にあるユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）上から
アイドル状態にあるロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）システム上に存続する
ようになるユーザ機器（ＵＥ）に基づくトラッキングエリアアップデートを、前記ＬＴＥ
システムの移動管理エンティティ（ＭＭＥ）において受信するステップと、
　前記受信したトラッキングエリアアップデートに基づき、前記ＵＭＴＳのサービングＧ
ＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）へアップデートを送信するステップとを具備する、方
法。
【請求項１６】
　移動管理のための方法であって、
　ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）登録エリアページングチャ
ネル（ＵＲＡ－ＰＣＨ）状態にあるユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）上から
アイドル状態にあるロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）システム上に存続する
ようになるユーザ機器（ＵＥ）に応じて発行されたトラッキングエリアアップデートに基
づくアップデートを、前記ＵＭＴＳのサービングＧＰＲＳサポートノードにおいて受信す
るステップと、
　前記アップデートに基づき、前記ＵＥの接続を解放するための解放メッセージを送信す
るステップとを具備する、方法。
【請求項１７】
　ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）登録エリアページングチャ
ネル（ＵＲＡ－ＰＣＨ）状態にあるユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）上から
アイドル状態にあるロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）システム上に存続する
ようになるユーザ機器（ＵＥ）から、トラッキングエリアアップデートを受信するよう構
成されている進化型ノードＢを備える装置であって、
　前記進化型ノードＢは、前記ＬＴＥシステムに関連する移動管理エンティティ（ＭＭＥ
）に、前記トラッキングエリアアップデートを送信するよう構成されている、装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概略として移動体通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動体通信システムの詳細な説明は、特に、３ＧＰＰ（第３世代パートナーシッププロ
ジェクト）のような規格団体によって発行された技術規格における文章にある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００５－５３１２２３号公報
【特許文献２】特開２００１－９５０３５号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Grou
p Services and System Aspects; 3GPP System Architecture Evolution: Report on Tec
hnical Options and Conclusions (Rel. 7), 3GPP TR 23.882 V1.9.0, 2007年3月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そのようなシステムでは、移動体端末又はユーザ機器（ＵＥ）は、特に無線アクセスネ
ットワーク（ＲＡＮ）のようなアクセスネットワーク（ＡＮ）を介したコアネットワーク
（ＣＮ）によって提供される移動体サービスへのアクセスを持つ。
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【０００６】
　特にＰＳベースのサービス（ＰＳはパケット交換の略である）及びＩＰベースのサービ
ス（ＩＰはインターネットプロトコルの略である）のような異なるタイプの移動体サービ
スがある。従って、コアネットワークＣＮは、特にＰＳドメイン及びオペレータのＩＰネ
ットワークのような異なるドメイン及び／又はサブシステムからなる。特に、ＵＥは、無
線アクセスネットワークＲＡＮ及びＩＰ接続を提供するコアネットワークＰＳドメインを
備えるアクセスネットワークＡＮを介してオペレータのＩＰネットワークによって提供さ
れるＩＰベースのサービスへのアクセスを持つ。
【０００７】
　既存又は旧来のシステムは、特に３Ｇ（第３世代）システムを含む。典型的な例はＵＭ
ＴＳ（ユニバーサル移動体通信システム）であり、ＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ地上無線アクセ
スネットワーク）といわれるＲＡＮ、及びＧＰＲＳパケットコアネットワーク（ＧＰＲＳ
は汎用パケット無線サービスの略である）を含む。
【０００８】
　現在では、向上した性能を持つ次世代又は進化したシステムへの革新がある。典型的な
例は３Ｇ＿ＬＴＥ（ロング・ターム・エボリューション）であり、進化したＲＡＮといわ
れるＲＡＮ、及び進化したパケットコアネットワークといわれるＣＮを含む。
【０００９】
　移動管理（ＭＭ）はこのようなシステムでは重要な問題である。特に位置アップデート
機能及びページング機能のような異なるＭＭ機能が存在し、そのような機能の目的はＵＥ
とネットワークの間にアクティブな無線接続がないときであってもユーザ機器ＵＥが到達
されることを保障することである。
【００１０】
　旧来のシステム、進化したシステムとも、ＭＭ機能は、３Ｇ旧システムにおける旧ＭＭ
Ｅ（例えば、サービングＧＰＲＳサポートノードＳＧＳＮ）又は３Ｇ＿ＬＴＥシステムに
おけるＬＴＥ＿ＭＭＥのようなＣＮレベルＭＭエンティティ（ＭＭＥ）とＵＥとの間では
ＣＮレベルで実行される。ＰＳ接続については、特に、例えばレガシー２．５Ｇ＿ＧＰＲ
Ｓシステム（ＰＭＭはパケット移動管理の略である）について規定される以下のＰＭＭ状
態を含む異なるＭＭ状態が定義されている。ＰＭＭ接続状態（パケットシグナリング接続
がＵＥとＣＮの間で確立される場合）では、ＣＮはＵＥの位置をセルの精度で知得する。
ＰＭＭアイドル状態（ＵＥとＣＮの間にパケットシグナリング接続が存在しない場合）で
は、ＣＮはＵＥの位置をルーティングエリア（ＲＡ）の精度で知得する。ＵＥはそのＲＡ
が変化するとＲＡアップデートを実行する。パケット接続の十分な活動がない場合には、
ＵＥはＰＭＭ接続状態からＰＭＭアイドル状態に移行することになる。ＰＭＭアイドル状
態においてＵＥへのダウンリンク上で再び何らかの活動があると、パケット接続を再活性
化するためにＵＥのページングが必要となる。ページングは、ＵＥが位置するとして知ら
れている、即ち、登録されている最後のルーティングエリア（ＲＡ）上で実行される。
【００１１】
　特にＵＭＴＳのような３Ｇ旧システムでは、ＣＮは、特にＵＭＴＳに対するＵＴＲＡＮ
（ＵＴＲＡＮはＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワークの略である）レベルのようなＲＡ
Ｎレベルで実行され得る幾つかのＭＭ機能から解放される。ＰＳ接続については、特に、
例えばＵＴＲＡＮレベルのＭＭについて規定される以下の状態を含む異なるＭＭ状態が定
義されている。無線ベアラがＵＥとＵＴＲＡＮの間で確立された状態――以下、無線接続
状態という――では、ＵＴＲＡＮはＵＥの位置をセルの精度で知得する。ＵＥとＵＴＲＡ
Ｎの間で無線ベアラが確立されていないがＵＥとＵＴＲＡＮの間にシグナリング接続又は
シグナリング無線ベアラが確立されている状態――以下、非無線接続ＵＲＡ－ＰＣＨ状態
という（ＵＲＡはＵＴＲＡＮ登録エリア、ＰＣＨはページングチャネルの略である）――
では、ＵＴＲＡＮはＵＥの位置をＵＲＡの精度で知得する。ＵＥはそのＵＲＡが変化する
とＵＲＡアップデートを実行する。この接続上に十分な活動がなく、セルのアップデート
があまりにも頻繁に起こるようなユーザ移動がある場合、ＵＥは無線接続状態から非無線
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接続ＵＲＡＰＣＨ状態に移行することになる。ＵＲＡ－ＰＣＨ状態においてＵＥへのダウ
ンリンク上で再び何らかの活動があると、無線接続を再活性化するためにページングが必
要となる。ページングは、ＵＥが位置するとして知られている、即ち、登録されている最
後のＵＲＡ上で実行される。非無線接続ＵＲＡ－ＰＣＨ状態は、ＵＴＲＡＮからそう見え
るように、ＣＮからはＰＭＭ接続状態として見える。ＲＲＣアイドルモードといわれるモ
ード（ＲＲＣは無線リソース制御の略である）では、ＵＥとＵＴＲＡＮの間に無線ベアラ
及びシグナリング無線ベアラは確立されない。ＵＴＲＡＮから見えるＲＲＣアイドルモー
ドはＣＮからはＰＰＭアイドル状態として見える。
【００１２】
　本発明は、より具体的には、特に旧来（レガシー）及び進化したアクセスシステムのよ
うな種々のアクセスシステム間の移動をサポートするシステムアーキテクチャにおけるＭ
Ｍに関し、特にＩＰベースのサービスを種々のＩＰ接続アクセスネットワークによって提
供することを可能とする。
【００１３】
　ＬＴＥとレガシーアクセスシステムの間の移動をサポートするシステムアーキテクチャ
の一例を図１に示す。
【００１４】
　図１に示すアーキテクチャは、
　－　マルチモード（レガシー／ＬＴＥ）ユーザ機器（ＵＥ）、
　－　無線ネットワークコントローラ（ＲＣＮ）及びレガシー基地局、即ち、レガシーノ
ードＢ（例示ではレガシーノードＢ１、レガシーノードＢ２、レガシーノードＢ３等）を
含む、例えば、ＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ地上アクセスネットワーク）のようなレガシー３Ｇ
無線アクセスネットワーク、
　－　ＬＴＥ基地局、即ち、ＬＴＥノードＢ（例示ではＬＴＥノードＢ４及びＬＴＥノー
ドＢ５等）を含む、例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮのようなＬＴＥ無線アクセスネットワーク、
　－　レガシー移動管理エンティティ（レガシーＭＭＥ）、
　－　ＬＴＥ移動管理エンティティ（ＬＴＥ＿ＭＭＥ）、
　－　一方のアクセスシステム（レガシー及び／又はＬＴＥ）と他方の外部ＩＰネットワ
ーク（不図示）の間の相互接続を提供するゲートウェイＳＡＥＧＷ
を備える。
【００１５】
　このアーキテクチャの例では、ＬＴＥ技術とレガシー技術の間のネットワークインフラ
内（コアネットワークＣＮと無線アクセスネットワークの両方）での結合を可能な限り緩
めている。個別の無線エンティティ及びコアネットワークレベルの移動を扱う個別のエン
ティティが存在する。レガシー技術とＬＴＥ技術の間の結合は、
　・ＬＴＥカバレッジ上でのコアネットワークレベルの移動を扱うＬＴＥ－ＭＭＥエンテ
ィティとレガシーカバレッジ上でのコアネットワークレベルの移動を扱うレガシーＭＭＥ
エンティティの間のシグナリング通信チャネル
　・ゲートウェイＳＡＥＧＷ
によって提供されるだけである。
【００１６】
　アイドルモードでは、レガシーＭＭＥ（他方、ＬＴＥ＿ＭＭＥ）はＵＴの位置をルーテ
ィングエリア（ＲＡ）（他方、トラッキングエリア（ＴＡ））の精度で知得する。ＵＥは
そのＲＡ（他方、ＴＡ）が変化するとＲＡ（他方、ＴＡ）のアップデートを実行する。ペ
ージングはＵＴが登録された最後のＲＡ（他方、ＴＡ）上で実行される。
【００１７】
　ＵＥがページングされるエリアは一般にページングエリア（ＰＡ）といわれる。ＰＡは
シーケンシャルなページングが使用される場合にＲＡ（他方、ＴＡ）の一部となり得る。
【００１８】
　ＬＴＥとレガシーアクセスシステムの間の移動をサポートするアーキテクチャでは、例
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えば図１に示す一例のように、アイドルモード移動に起因してシグナリングの量を制限す
る（特にホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）のような加入者データベースへ向けた位
置アップデートメッセージを最小化する）ために等価ＲＡ又はＴＡ（即ち、等価又は共通
ページングエリア）の概念を用いることができる。等価ページングエリアはＲＡのセット
及びＴＡのセットで構成される。この概念があれば、ＵＥは各カバレッジに同時に結び付
けられ、即ち、レガシーＭＭＥ及びＬＴＥ＿ＭＭＥの両方に「結び付けられる」（登録さ
れる）。ＵＥがＬＴＥアイドル状態とＲＲＣアイドルモード即ちＵＲＡ－ＰＣＨ状態の間
を移るとき、新たなセルが等価ＲＡ又はＴＡのセットの１つの中にある限り、ＵＥはネッ
トワークへのシグナリングを行わない。図１の例では、ＴＡ１及びＲＡ１が同じ等価エリ
ア内にある。
【００１９】
　本発明は、レガシーシステムとＬＴＥシステムの間の移動をサポートするとともに等価
又は共通ＭＭエリア（特に共通ページングエリア）の概念を用いるアーキテクチャ（例え
ば図１に示されるもの等）における入来ダウンリンクトラフィックについてＵＥをページ
ングするために問題が起こることを認識している。そのような問題は例えば以下のように
説明できる。
【００２０】
　例えば図１に示すようなアーキテクチャでは、ＵＥはＬＴＥ及びレガシーカバレッジ双
方において以下の表に示すいずれかの状態となる（重要な状態のみがこの表に示される）
。
【００２１】

【表１】

（＊）無線ベアラ接続が確立されないときは入来トラフィックを配信するためにＵＥをペ
ージングすることが必要となる。
（＊＊）ＭＭＥから見える状態が接続状態であるときは無線シグナリング接続がＵＥと確
立される。
【００２２】
　ＵＥが一方のカバレッジで無線接続状態にあるときは、コアネットワーク（他方のカバ
レッジではＳＡＥＧＷ＋ＭＭＥ）が他方のカバレッジでパケットの送信を試みることを防
止する（他方の無線カバレッジでページングすることを防止する）ことに問題はない。
【００２３】
　ＵＥが両カバレッジでアイドルモードにあるときも、ページングが両無線カバレッジ上
で送信されることが必要となることに問題はない。
【００２４】
　ＵＥがレガシー３Ｇカバレッジ上でＵＲＡ－ＰＣＨのような非無線接続状態にあり、Ｌ
ＴＥカバレッジ上でアイドルモードにあるときに問題が起こる。
【００２５】
　図１に示す例では、ＲＡ１　ＵＲＡ内にＵＲＡゾーンがある。ルーティングエリア１（
ＲＡ１）内のＵＭＴＳのＵＲＡゾーンとＬＴＥトラッキングエリア１（ＴＡ１）の間でＵ
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Ｅが非アクティブモードでローミングするときに問題が起こる。レガシーＭＭＥはＵＲＡ
ゾーンを管理するＲＮＣとのベアラ接続を有し、ＬＴＥのＭＭＥはＬＴＥノードＢのいず
れともベアラ接続を有しない。
【００２６】
　ＵＥが（そのバッテリを保護することを目的として）、無線ベアラがこのＵＥについて
確立されないＵＲＡ＿ＰＣＨのような状態にあるとき、入着パケットを無線でＵＥに送信
するのに必要な無線ベアラを（再）確立するためにＵＥをページングする必要がある。
【００２７】
　一般に、ページングメカニズムは以下でなければならない。
　・可能な限り速いこと（一方のカバレッジ（ＬＴＥ／レガシー）でのページングの失敗
を待ってから他のカバレッジ（レガシー／ＬＴＥ）をページングすることを開始すること
を回避する）、
　・効率が良いこと、即ち、これが有用でないことが既知となり得るときに両カバレッジ
（ＬＴＥ／レガシー）でのページングを回避する
【００２８】
　また、一般的な考えとして、レガシーＭＭＥエンティティをＬＴＥの導入に従って修正
することは可能ではあるが（ネットワークには少しのレガシーＭＭＥエンティティしか配
備されておらず、それらは非常に限られた数の製造業者によってしか提供されない）、レ
ガシー無線エンティティへの修正は最後の解決手段として検討されるべきである（非常に
多くのノード及び製造業者が関与することになる）。
【００２９】
　上述の問題を解決するための第１の対策は以下のようになる。
【００３０】
　ＳＡＥＧＷは（ユーザの状態にかかわらず）ダウンリンク（ＤＬ）トラフィックをＬＴ
Ｅ－ＭＭＥ及びレガシーＭＭＥ双方に向けてシステマティックにブロードキャストすれば
よい。
【００３１】
　しかし、ＵＥが一方のカバレッジ上で無線接続状態にあるとき（即ち、実際のトラフィ
ックがあるとき）、以下のような重大な欠点がある。それは、
　・トラフィックがＣＮにわたって二重化されてしまう（ＵＥが無線接続状態にないカバ
レッジへの経路上で不要な帯域幅コアを消費してしまう）、及び
　・ＵＥが無線接続状態にない（及び移動体が決定的なリッスンを行っていない）カバレ
ッジ上で無用なページングが発生してしまう
ことである。
【００３２】
　ＵＥが実際に無線接続状態にあるときにもダウンリンク（ＤＬ）トラフィックはＬＴＥ
－ＭＭＥ及びレガシーＭＭＥの両方にブロードキャストされるので、各ユーザパケットに
ついてリソースの浪費となるこの無用なコアネットワーク帯域幅の消費及びページングが
発生してしまう。
【００３３】
　上述の問題を解決するための第２の対策は以下のようになる。
【００３４】
　ＵＥがＣＮ（ＳＡＥＧＷ）からは接続モードにあるものとして見えるカバレッジのみに
トラフィックが送信されればよい。
【００３５】
　しかし、問題は、ＵＥがＵＲＡ－ＰＣＨ状態にあると、ＣＮはＵＥが接続モードにあり
レガシーカバレッジをリッスンしていると思うが、実際にはＵＥはＬＴＥセル上に存続し
ているかもしれないということである。
【００３６】
　言い換えると、レガシー３ＧカバレッジでＵＲＡ＿ＰＣＨ状態にあるＵＥは（ＵＲＡを
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含むＲＡ及びＴＡが等価な場合）ＬＴＥカバレッジに静かに移動し、それによってＬＴＥ
に存続する（camping over LTE）。問題は、等価ページングエリア全てのＵＥをページン
グする役割のコアネットワーク（レガシーＭＭＥ＋ＬＴＥ＿ＭＭＥ）は移動体がレガシー
カバレッジ上で決定的に到達可能であると思っていても、実際にはＵＥはＬＴＥカバレッ
ジ上に存続しているかもしれないという事実から起こる。
【００３７】
　これは、ＵＥを（反復して）ページングし、（ＵＥがＬＴＥカバレッジに移動したので
）応答しないＵＥからの応答を何回か待つ必要があり、そしてＵＥが到達できないレガシ
ー－ＬＴＥに警告する（ＵＥをレガシーＭＭＥから見るとアイドルモードになるようにす
る）だけのレガシー無線部にＣＮからダウンリンクパケットが送信されることを意味する
。この代替においてのみ、ＬＴＥカバレッジ上でＵＥをページングすることが試行され得
る。この対策は機能し、多過ぎる無用なページングを含まないが（この状況において到着
する最初のパケットに対してのみ）、この最初のパケットが新たなコールの誘導である可
能性があるので、受け入れられないことになるかもしれないこの最初のダウンリンクパケ
ットの転送について余計な遅延をもたらす。
【００３８】
　上述の問題を解決する第３の対策は以下のようになる。
【００３９】
　ＵＥをＵＲＡ－ＰＣＨ状態にしたとき、コアネットワークＣＮが両カバレッジ上でペー
ジングすることを試みる状況で、レガシー無線アクセスネットワークはコアネットワーク
ＣＮを警告する。これはページングを最適化するが、レガシーＲＡＮからの修正を必要と
し、全く望ましいことではない。
【００４０】
　従って、上述の対策のいずれも満足のいくものではなく、次の、ＵＥが（レガシー３Ｇ
にわたって）ＵＲＡ－ＰＣＨ状態にあり、かつ、アイドルモードであってもＬＴＥカバレ
ッジ上で存続する、という組合せの状態にあるＵＥへ向けてダウンリンク入来トラフィッ
クにページングを効率的に扱う必要がある。この問題はコアネットワークによって認識さ
れる移動状態と（ＬＴＥカバレッジ上で存続する）ＵＥの実際の状態との相違から起こる
。
【課題を解決するための手段】
【００４１】
　本発明は特に上述の問題の一部若しくは全部を解決し、又は上述の欠点の一部若しくは
全部を回避することを可能とする。より一般的には、本発明の課題は、特にレガシー３Ｇ
のＵＭＴＳと進化したアクセスシステムのような種々のアクセスシステム間での移動をサ
ポートするアーキテクチャにおけるＭＭを改善することである。
【００４２】
　本発明の一側面は、ユーザ機器（ＵＥ）を備える装置であって、前記ＵＥは、ユニバー
サル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）登録エリアページングチャネル（ＵＲ
Ａ－ＰＣＨ）状態にあるユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）上からアイドル状
態にあるロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）システム上に存続するようになる
前記ＵＥに関連するトラッキングエリアアップデートを発行するよう構成されている、装
置である。
【００４３】
　本発明の一側面では、前記ＵＥは、前記ＬＴＥシステムに関連する移動管理エンティテ
ィ（ＭＭＥ）に前記トラッキングエリアアップデートを送信するよう構成されている。
【００４４】
　本発明の一側面では、前記ＵＥは、前記ＵＭＴＳ及び前記ＬＴＥシステムに登録するよ
う構成されている。
【００４５】
　本発明の一側面では、前記ＵＥは、前記ＵＥが前記ＬＴＥシステムに存続するようにな
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る前に、前記ＬＴＥシステムに関連する移動管理エンティティ（ＭＭＥ）及び前記ＵＭＴ
ＳのサービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）に登録するよう構成されている。
【００４６】
　本発明の一側面では、前記ＵＭＴＳ上から前記ＬＴＥシステム上に存続するようになる
ことは、前記ＵＭＴＳから前記ＬＴＥシステムに非アクティブモードで移動することを含
む。
【００４７】
　本発明の一側面では、前記ＵＥは、デュアルモード又はマルチモード移動体端末である
。
【００４８】
　本発明の一側面では、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）システムの移動管
理エンティティ（ＭＭＥ）を備える装置であって、前記ＭＭＥは、ユニバーサル地上無線
アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）登録エリアページングチャネル（ＵＲＡ－ＰＣＨ）
状態にあるユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）上からアイドル状態にある前記
ＬＴＥシステム上に存続するようになるユーザ機器（ＵＥ）に基づくトラッキングエリア
アップデートを受信するよう構成され、前記ＭＭＥは、前記ＵＭＴＳのサービングＧＰＲ
Ｓサポートノード（ＳＧＳＮ）に、前記受信したトラッキングエリアアップデートに基づ
くアップデートを送信するよう構成されている。
【００４９】
　本発明の一側面では、前記ＭＭＥは、前記ＵＥが前記ＭＭＥ及び前記ＳＧＳＮに登録さ
れた後に、前記トラッキングエリアアップデートを受信するよう構成されている。
【００５０】
　本発明の一側面では、前記アップデートは、前記ＵＥの移動状態に基づく。
【００５１】
　本発明の一側面では、サービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）エンティティを
備える、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）のためのノード装置であって、前
記ＳＧＳＮエンティティは、ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）
登録エリアページングチャネル（ＵＲＡ－ＰＣＨ）状態にある前記ＵＭＴＳ上からアイド
ル状態にあるロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）システム上に存続するように
なるユーザ機器（ＵＥ）に応じたトラッキングエリアアップデートに基づくアップデート
を受信するよう構成され、前記ＳＧＳＮは、前記アップデートに基づき、前記ＵＥへの接
続を解放するよう構成されている。
【００５２】
　本発明の一側面では、前記接続を解放することは、前記ＵＥをアイドル状態に移行する
ことである。
【００５３】
　本発明の一側面では、前記ＵＥは、前記ＳＧＳＮが前記アップデートを受信する前に、
前記ＬＴＥシステムに関連する移動管理エンティティ（ＭＭＥ）及び前記ＳＧＳＮエンテ
ィティに登録されるよう構成されている。
【００５４】
　本発明の一側面では、前記アップデートは、前記ＵＥの移動状態に基づく。
【００５５】
　本発明の一側面では、移動管理のための方法であって、ユニバーサル地上無線アクセス
ネットワーク（ＵＴＲＡＮ）登録エリアページングチャネル（ＵＲＡ－ＰＣＨ）状態にあ
るユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）上からアイドル状態にあるロング・ター
ム・エボリューション（ＬＴＥ）システム上に存続するようになるユーザ機器（ＵＥ）に
応じたトラッキングエリアアップデートを生成するステップと、前記トラッキングエリア
アップデートを、前記ＬＴＥシステムの移動管理エンティティ（ＭＭＥ）に送信するステ
ップとを具備する。
【００５６】
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　本発明の一側面では、移動管理のための方法であって、ユニバーサル地上無線アクセス
ネットワーク（ＵＴＲＡＮ）登録エリアページングチャネル（ＵＲＡ－ＰＣＨ）状態にあ
るユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）上からアイドル状態にあるロング・ター
ム・エボリューション（ＬＴＥ）システム上に存続するようになるユーザ機器（ＵＥ）に
基づくトラッキングエリアアップデートを、前記ＬＴＥシステムの移動管理エンティティ
（ＭＭＥ）において受信するステップと、前記受信したトラッキングエリアアップデート
に基づき、前記ＵＭＴＳのサービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）へアップデー
トを送信するステップとを具備する。
【００５７】
　本発明の一側面では、移動管理のための方法であって、ユニバーサル地上無線アクセス
ネットワーク（ＵＴＲＡＮ）登録エリアページングチャネル（ＵＲＡ－ＰＣＨ）状態にあ
るユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）上からアイドル状態にあるロング・ター
ム・エボリューション（ＬＴＥ）システム上に存続するようになるユーザ機器（ＵＥ）に
応じて発行されたトラッキングエリアアップデートに基づくアップデートを、前記ＵＭＴ
ＳのサービングＧＰＲＳサポートノードにおいて受信するステップと、前記アップデート
に基づき、前記ＵＥの接続を解放するための解放メッセージを送信するステップとを具備
する。
【００５８】
　本発明の一側面では、ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）登録
エリアページングチャネル（ＵＲＡ－ＰＣＨ）状態にあるユニバーサル移動体通信システ
ム（ＵＭＴＳ）上からアイドル状態にあるロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）
システム上に存続するようになるユーザ機器（ＵＥ）から、トラッキングエリアアップデ
ートを受信するよう構成されている進化型ノードＢを備える装置であって、前記進化型ノ
ードＢは、前記ＬＴＥシステムに関連する移動管理エンティティ（ＭＭＥ）に、前記トラ
ッキングエリアアップデートを送信するよう構成されている。
【００５９】
　本発明の一側面では、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）エンティティに関
連するカバレッジエリア条件を特定するステップと、前記カバレッジエリア条件に基づき
、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）エンティティに、トラッキングエリアア
ップデートを送信するステップと、ユーザ機器（ＵＥ）を解放するために、ユニバーサル
地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）登録エリアページングチャネル（ＵＲＡ-
ＰＣＨ）状態から、アイドル状態へ切り替えるステップとを具備する。
【００６０】
　本発明の一側面として、共通のＭＭエリアを用いる一方で個別のコアネットワークＣＮ
レベルＭＭエンティティを有する異なるアクセスシステム間での移動をサポートするシス
テムアーキテクチャにおける移動管理ＭＭのための方法によって達成され、当該方法は、
　－　上記アクセスシステムのうち、無線アクセスネットワークＲＡＮから見るとそれ（
ＵＥ）が非無線接続状態にあるがＣＮレベルＭＭエンティティからは接続状態に見える第
１のアクセスシステムのカバレッジからユーザ機器ＵＥが離れるとき、上記アクセスシス
テムのうち、ＣＮレベルＭＭエンティティから見るとそれ（ＵＥ）がアイドル状態にある
第２のアクセスシステムのカバレッジについて、ＵＥを上記第１のアクセスシステムのＣ
ＮレベルＭＭエンティティから見るとアイドル状態になるようにするステップを備える。
【００６１】
　一例では、上記方法は、
　－　ＵＥが第１のアクセスシステムのカバレッジから離れるとき、ＵＳは上記第１のア
クセスシステム上でその無線シグナリング接続を解放し、これによりＵＥを第１のアクセ
スシステムのＣＮレベルＭＭエンティティから見るとアイドル状態になるようにするステ
ップを備える。
【００６２】
　他の例では、上記方法は、
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　－　ＵＥが第１のアクセスシステムのカバレッジを離れるとき、ＵＥは第２のアクセス
システムのＣＮレベルＭＭエンティティに向けて位置アップデートを発行する、ステップ
、
　－　この位置アップデートに基づいて、第２のアクセスシステムのＣＮレベルＭＭエン
ティティが第１のアクセスシステムのＣＮレベルＭＭエンティティをＵＥの移動状態でア
ップデートする、ステップ、
　－　このアップデートに基づいて、第１のアクセスシステムのＣＮレベルＭＭエンティ
ティはＵＥシグナリング無線接続を解放し、これによりＵＥを第１のアクセスシステムの
ＣＮレベルＭＭエンティティから見るとアイドル状態になるようにするステップ
を備える。
【００６３】
　一例では、上記第１のアクセスシステムはレガシー３Ｇシステムに対応する。
【００６４】
　一例では、上記第２のアクセスシステムはＬＴＥシステムに対応する。
【００６５】
　一例では、上記非無線接続状態はＵＲＡ＿ＰＣＨ状態に対応する。
【００６６】
　これらの及び他の課題が、本発明の他の側面において、本発明による方法を実行するた
めの移動体端末又はユーザ機器（ＵＥ）によって、及びアクセスシステムエンティティ、
特にＣＮレベルレガシーＭＭエンティティ（レガシーＭＭＥ）及びＣＮレベルＬＴＥのＭ
Ｍエンティティ（ＬＴＥ＿ＭＭＥ）のような特に移動管理ＭＭの役割を担うエンティティ
によって達成される。
【００６７】
　本発明の他の側面はそれゆえ、共通のＭＭエリアを用いるが個別のコアネットワークＣ
ＮレベルＭＭエンティティを有する異なるアクセスシステム間での移動をサポートするシ
ステムアーキテクチャのためのユーザ機器ＵＥであり、当該ＵＥは、
　－　上記アクセスシステムのうち、無線アクセスネットワークＲＡＮから見るとそれ（
ＵＥ）が非無線接続状態にあるがＣＮレベルＭＭエンティティからは接続状態に見える第
１のアクセスシステムのカバレッジからＵＥが離れるとき、上記アクセスシステムのうち
、ＣＮレベルＭＭエンティティから見るとそれ（ＵＥ）がアイドル状態にある第２のアク
セスシステムのカバレッジについて、上記第１のアクセスシステム上でその無線シグナリ
ング接続を解放し、それによりＵＥを上記第１のアクセスシステムのＣＮレベルＭＭエン
ティティから見るとアイドル状態になるようにする手段を備える。
【００６８】
　本発明の他の側面はそれゆえ、共通のＭＭエリアを用いるが個別のコアネットワークＣ
ＮレベルＭＭエンティティを有する異なるアクセスシステム間での移動をサポートするシ
ステムアーキテクチャのためのユーザ機器ＵＥであり、当該ＵＥは、
　－　上記アクセスシステムのうち、無線アクセスネットワークＲＡＮから見るとそれ（
ＵＥ）が非無線接続状態にあるがＣＮレベルＭＭエンティティからは接続状態に見える第
１のアクセスシステムのカバレッジからＵＥが離れるとき、上記アクセスシステムのうち
、ＣＮレベルＭＭエンティティから見るとそれ（ＵＥ）がアイドル状態にある第２のアク
セスシステムのカバレッジについて、第２のアクセスシステムのＣＮレベルＭＭエンティ
ティに向けて位置アップデートを発行する手段を備える。
【００６９】
　本発明の他の側面はそれゆえ、共通のＭＭエリアを用いるが個別のコアネットワークＣ
ＮレベルＭＭエンティティを有する第１及び第２のアクセスシステムを含む異なるシステ
ム間での移動をサポートするシステムアーキテクチャにおける第１のアクセスシステムの
コアネットワークＣＮレベル移動管理ＭＭエンティティであり、当該エンティティは、
　－　第２のアクセスシステムに関連付けられたＣＮレベルＭＭエンティティから受信さ
れた移動状態アップデートに基づいて、同様に、無線アクセスネットワークＲＡＮから見
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るとそれ（ＵＥ）が非無線接続状態にあるがＣＮレベルＭＭエンティティから見るとアイ
ドル状態にある第１のアクセスシステムのカバレッジからＵＥが離れるときにＵＥによっ
て発行された位置アップデートに基づいて、ＵＥシグナリング接続を解放し、ＣＮレベル
ＭＭエンティティから見るとそれ（ＵＥ）がアイドル状態にある第２のアクセスシステム
のカバレッジについて、ＵＥを第１のアクセスシステムのＣＮレベルＭＭエンティティか
ら見るとアイドル状態となるようにする手段を備える。
【００７０】
　本発明の他の側面はそれゆえ、共通のＭＭエリアを用いるが個別のコアネットワークＣ
ＮレベルＭＭエンティティを有する第１及び第２のアクセスシステムを含む異なるシステ
ム間での移動をサポートするシステムアーキテクチャにおける第２のアクセスシステムに
関連付けられたコアネットワークＣＮレベル移動管理ＭＭエンティティであり、当該エン
ティティは、
　－　無線アクセスネットワークＲＡＮから見るとそれ（ＵＥ）が非無線接続状態にある
がＣＮレベルＭＭエンティティから見ると接続状態にある第１のアクセスシステムのカバ
レッジからＵＥが離れるときにＵＥによって発行された位置アップデートに基づいて、第
２のアクセスシステムのＣＮレベルＭＭエンティティから見るとそれ（ＵＥ）がアイドル
状態にある第２のアクセスシステムのカバレッジについて、第１のアクセスシステムに関
連付けられたＣＮレベルＭＭエンティティをＵＥの移動状態でアップデートする手段を備
える。
【００７１】
　本発明のこれらの及び他の課題は添付図面との関連で以降の詳細な説明からより明らか
なものとなる。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】図１は本発明が適用するシステムアーキテクチャの一例を示すものである。
【図２】図２は本発明による方法の一例を示すものである。
【図３】図３は本発明による方法の他の例を示すものである。
【発明を実施するための形態】
【００７３】
　本発明は以下のように説明して図１に示すシステムアーキテクチャの例に基づいて簡略
化することができる。
【００７４】
　この例では、本発明は、上述の問題を解決する方法は、ＵＲＡ－ＰＣＨ状態にあった３
ＧレガシーカバレッジからＵＥが離れるときに、ＵＲＡ－ＰＣＨ状態がこのＵＥのための
レガシー無線上で解放されるようにして、ＣＮからこのＵＥをアイドルモードにすること
である。
【００７５】
　ＵＥがＵＲＡ－ＰＣＨ状態にあった場合、ＵＥが３Ｇレガシーカバレッジから離れてＬ
ＴＥカバレッジに向かうときには２つの潜在的な状況がある。それは、
　・ＵＥが未だに３Ｇ無線部と接触できる。この場合、解決手段は、図２の１で示すよう
なＵＥがＬＴＥに向かう前に無線シグナリング接続を３Ｇ上に解放し、それによって無線
上で及びＣＮ上で移動状態を調整することである（双方ともアイドルにセットされる）。
　・十分な３Ｇ無線カバレッジがない。この場合、解決手段は、図３の２で示すようなＵ
ＥがＬＴＥ－ＭＭＥに向かってトラッキングエリアアップデートを発行することである。
このトラッキングエリアアップデートに基づいて、図３の３で示すようなＬＴＥ－ＭＭＥ
はレガシーＭＭＥをＵＥの移動状態でアップデートする。レガシー上で未だ接続状態にあ
るとみなされているＵＥについてのＬＴＥ－ＭＭＥから移動状態のアップデートを受信す
ることによって、このＵＥについての図３の４に示すような無線レガシー接続を解放し、
ＵＥをレガシーカバレッジに対して正しい状態（アイドル）にする。
【００７６】



(13) JP 5745018 B2 2015.7.8

10

20

　ＵＥのこの挙動に基づいて、デュアルモード（ＬＴＥ－レガシー）ＵＥは、
　１．効果的に存続する単一のカバレッジ上で接続モードにある、又は
　２．両カバレッジのいずれかでアイドルモードにある
ことになる。
【００７７】
　ＤＬ入着パケットがあるとき、
　１．前者の場合、ＣＮはパケット（及びＵＥが実際にＵＲＡ－ＰＣＨ状態にある場合に
は潜在的に含まれるページング）を単一の無線カバレッジ上で送信することができる。
　２．後者の場合、ＣＮは両カバレッジ上でページングをしなければならない。
【００７８】
　この場合、ネットワークがＵＥを起動する必要があるとき（即ち、ＵＥに送信されるべ
きまさに最初のパケットについて）のみ２つのカバレッジ上でページングが行われるので
、多過ぎるページングは存在しない。
【００７９】
　異なるアクセスシステム間で移動をサポートするシステムアーキテクチャにおける移動
管理ＭＭのための方法（例えば、上記に開示の方法）に加えて、本発明は、その課題に対
して、本発明による方法を実行するための移動体端末、即ち、ユーザ機器（ＵＥ）、及び
アクセスシステムエンティティのようなエンティティ、特にＣＮレベルレガシーＭＭエン
ティティ（レガシーＭＭＥ）及びＣＮレベルＬＴＥ＿ＭＭエンティティ（ＬＴＥ＿ＭＭＥ
）のような移動管理ＭＭの責任を負うエンティティを有する。
【００８０】
　上述の手段の詳細な実施は当業者には特に問題となることはなく、従って当業者には、
そのような手段はそれらの機能によって上記に開示されたものよりも完全に開示される必
要はない。

【図１】 【図２】
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