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(57)【要約】
トリガーとなるイベントに対応して１つまたは複数のネ
ットワーク性能関連指標の測定を実行するために、個人
向け無線デバイスが利用される。トリガーとなるイベン
トは、ネットワーク要素によって個人向け無線デバイス
へ送信されるメッセージである可能性がある。例えば、
セルラー電話、またはＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉ
ｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ：携帯情報端末）など
のさまざまな個人向けのデバイスを個人向け無線デバイ
スとして例示することができる。セルラー信号通信範囲
領域、信号空隙（ｓｉｇｎａｌ　ｈｏｌｅ）領域、およ
び信号干渉領域などの、ネットワーク性能関連情報を導
出するために測定を使用することができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のトリガーとなるイベントに対応してネットワーク性能関連指標の測定を実行する
ように、および前記トリガーとなるイベントを発出したネットワーク要素に前記測定の結
果を送信するように
　構成されることを特徴とするデバイス。
【請求項２】
　前記第１のトリガーとなるイベントが、前記ネットワーク要素によって個人向け無線デ
バイスに送信される要求メッセージを具備することであって、前記要求メッセージが、前
記個人向け無線デバイスによって測定されるべき前記ネットワーク性能関連指標を特定す
ることを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記ネットワーク性能関連指標が、下りリンク・パイロット信号強度、信号電力ヘッド
ルーム、または隣接セル信号強度の内の少なくとも１つを備えたことを特徴とする請求項
２に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記個人向け無線デバイスが、セルラー電話、携帯情報端末デバイス、またはインター
ネットを可能にされた無線デバイスの内の少なくとも１つであることを特徴とする請求項
２に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記個人向け無線デバイスが、セルラー・デバイスであること、および前記測定が、前
記セルラー・デバイスが待機動作モードにあるときに実行されるログ型測定であることを
特徴とする請求項２に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記セルラー・デバイスが、前記セルラー・デバイスが第１のセル通信範囲領域にある
ときに前記ログ型測定を実行するように、および前記セルラー・デバイスが第２のセル通
信範囲領域にあるときに前記ネットワーク要素に前記ログ型測定の結果を送信するように
構成されることを特徴とする請求項５に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記セルラー・デバイスが、前記セルラー・デバイスの地理的な位置の情報を獲得する
ために位置識別要求メッセージを前記ネットワーク要素に送信するように構成されること
を特徴とする請求項６に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記セルラー・デバイスが、前記第１のトリガーとなるイベントを前記セルラー・デバ
イスに送信することを認可された第１のネットワーク運用者のネットワーク通信範囲管轄
区域の下に前記地理的な位置があるということを確実にした後に、前記ログ型測定を起動
するように構成されることを特徴とする請求項７に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記個人向け無線デバイスが、第１のネットワーク運用者から前記第１のトリガーとな
るイベントを受け容れるように、および第２のネットワーク運用者によって発出された第
２のトリガーとなるイベントを明示的に拒絶するように構成されるセルラー・デバイスで
あることを特徴とする請求項２に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記セルラー・デバイスが、前記第１のネットワーク運用者の前記識別子が格納された
メモリを備えたことを特徴とする請求項９に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記個人向け無線デバイスが緊急呼に対応しているときに前記第１のトリガーとなるイ
ベントが発生したなら、前記個人向け無線デバイスが、前記第１のトリガーとなるイベン
トに否定的に応じるように構成されることを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項１２】
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　個人向け無線デバイスにおいて、第１のトリガーとなるイベントを受信するステップと
、
　ネットワーク性能関連指標の測定を実行するために前記個人向け無線デバイスを使用す
るステップと、
　前記第１のトリガーとなるイベントを発出したネットワーク要素に前記測定の結果を送
信するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　通話をするために前記個人向け無線デバイスを使用するステップ
　をさらに備えることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　インターネットと通信的に結合し、そしてデータ関連の行動を実行するために前記個人
向け無線デバイスを使用するステップ
　をさらに備えることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記個人向け無線デバイスが待機動作モードにあるときに前記測定を実行するステップ
　をさらに備えることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記測定を実行する前に、前記ネットワーク要素が認可されたネットワーク要素である
ことを確実にするステップ
　をさらに備えることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　ネットワーク運用者が認可されたネットワーク運用者であるとして特定することを条件
として、前記第１のトリガーとなるイベントに応ずるステップ
　をさらに備えることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
　前記測定を実行する前に前記個人向け無線デバイスの地理的な位置の情報を獲得するた
めに前記ネットワーク要素に位置識別要求メッセージを送信するステップ
　をさらに備えることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１９】
　ネットワーク要素から受信された測定要求メッセージを処理するステップと、
　個人向け無線デバイスが待機動作モードにあることを確認するステップと、
　ネットワーク性能関連指標の測定を実行するステップと、
　前記測定要求メッセージを発出した前記ネットワーク要素に前記測定の結果を送信する
ステップと
　を実行するためのコンピューターにて実行可能な命令をその上に格納していることを特
徴とするコンピューターにて読み取り可能な記憶媒体。
【請求項２０】
　前記個人向け無線デバイスが、セルラー電話、携帯情報端末デバイス、またはインター
ネットを可能にされた無線デバイスの内の少なくとも１つであることを特徴とする請求項
１９に記載のコンピューターにて読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、個人向け無線デバイスを使用してネットワークを試験するためのシステムお
よび方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラー・ネットワークにおける無線信号通信範囲試験などのネットワーク性能試験は
通常、ある種類の測定を実行するために専用化され（そして高価な）試験設備を使用する
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、訓練された技術者を載せた１台または複数台の車輌を派遣することによって実行される
。理解可能であるように、この試験手順は、時間が掛かり、高価で、面倒でありがちであ
り、そして不適切な試験手順の結果として、時として無効な結果に至る場合がある。
【発明の概要】
【０００３】
　トリガーとなるイベントに対応して１つまたは複数のネットワーク性能関連指標の測定
を実行するために、個人向け無線デバイスを使用するためのシステムおよび方法が本明細
書において開示される。一実施形態においてトリガーとなるイベントは、ネットワーク要
素によって個人向け無線デバイスへ送信されるメッセージである。例えば、セルラー電話
、またはＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ：携帯情報端
末）などの個人向けのさまざまなデバイスを個人向け無線デバイスとして例示することが
できる。セルラー信号通信範囲領域、信号空隙（ｓｉｇｎａｌ　ｈｏｌｅ）領域、信号干
渉問題などの、ネットワーク性能関連情報を導出するために測定を使用することができる
。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
　ここに添付図面に関連して例として与えられた以下の説明から、より詳細な理解を得る
ことができる。
【図１】セルラー・ネットワークにおいて様々な個人向け無線デバイスが試験装置として
動作することができる通信システムの第１の実施形態を示す図である。
【図２】次にコア・ネットワークおよび他のネットワークに通信的に結合された無線アク
セス・ネットワークに、様々な個人向け無線デバイスが通信的に結合された第２のシステ
ムの実施形態を示す図である。
【図３】個人向け無線デバイスの一例において含まれるいくつかの構成要素を示す図であ
る。
【図４】次にコア・ネットワークおよび他のネットワークに通信的に結合された無線アク
セス・ネットワークに、様々な個人向け無線デバイスが通信的に結合された第３のシステ
ムの実施形態を示す図である。
【図５】次にコア・ネットワークおよび他のネットワークに通信的に結合された無線アク
セス・ネットワークに、様々な個人向け無線デバイスが通信的に結合された第４のシステ
ムの実施形態を示す図である。
【図６】次にコア・ネットワークおよび他のネットワークに通信的に結合された無線アク
セス・ネットワークに、様々な個人向け無線デバイスが通信的に結合された第５のシステ
ムの実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　本明細書において使用されるある単語、句、および用語は説明の便宜に基づき選択され
たものであり、そして制限する方向にて解釈されるべきではないことを注意するべきであ
る。その一例として、「個人向け無線デバイス（ｐｅｒｓｏｎａｌ　ｗｉｒｅｌｅｓｓ　
ｄｅｖｉｃｅ）」という句は、当技術分野において周知されているより一般的な句「ＵＥ
（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：ユーザー機器）」の代わりとして以下に何箇所かで使
用される。それ故に、本明細書において使用される「個人向け無線デバイス」という句は
単にＵＥの１つの例であり、そして以下で説明される実施形態が、ＵＥを構成するとして
一般に理解されている他の様々な種別のデバイスに等しく適用できることが理解されるべ
きである。逆に本明細書において説明される様々な実施形態に具体的に適用される場合が
ある句の代わりとして、当技術分野において周知されているある句および略語が時として
使用される。また、以下での説明は可能な実施方法のある例を提供するものであり、これ
らは単に例であり、出願の範囲を制限するものでは決してないことを注意するべきである
。以下に説明のための実施形態の詳細な説明が記述されることになる。
【０００６】
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　様々な一般向けデバイスにできるだけ多くの特徴および機能を具現化することが製造者
および消費者の両方によって一般に必要とされる。この傾向は、セルラー電話、ＰＤＡ（
Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ：携帯情報端末）、コンピュー
ター・タブレット（ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ　ｔａｂｌｅｔ）、電子書籍端末（ｅ－ｒｅａｄ
ｅｒ）、スマートフォン、ページャー、ラップトップ、ネットブック（ｎｅｔｂｏｏｋ）
、パーソナル・コンピューター、および他のネットワーク化が可能なデバイスなどの、こ
れらのデバイスをエンドユーザーにとって魅力的にするように多数のソフトウェア・アプ
リケーションおよび機能が提供される個人向けデバイスにおいて特に顕著である。しかし
ながらこのように遍在している個人向けデバイス（しばしばハンドヘルド型の、一般には
本質的に携帯型であり、そして一般には何れか１つの特定の場所に束縛されない）はさら
に、エンドユーザーのみではなく、他のエンティティ（例えばネットワーク運用者などの
）にも同様に有益なある機能を実行するために利用することができる。本明細書において
説明される実施形態において、個人向けデバイス、特に個人向け無線デバイスは、ネット
ワーク運用者および他の要員にネットワーク性能関連情報を提供するある試験機能を実行
するように構成される。
【０００７】
　本明細書において使用されるように、句「ＭＤＴ（Ｍｉｎｉｍｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　
Ｄｒｉｖｅ　Ｔｅｓｔ：ドライブ試験の省力化」は、例えば上で説明されたものなどの個
人向け無線デバイスを使用して実行される試験を指すために一般に使用される。当技術分
野において周知されているように、これらの個人向け無線デバイスはＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅ
ｑｕｉｐｍｅｎｔ：ユーザー機器）として知られているカテゴリに一般に該当する。また
句「ＭＤＴ」は、ある種のネットワーク性能関連試験の実行のために使用される、通信プ
ロトコル、システム構成、手順等の関連において本明細書において使用される。ＵＥを使
用して実行されるそのような試験は、訓練された技術者が車輌にて走り回り、ネットワー
ク性能指標を測定するために専用化された試験機器を動作させる必要性を、完全には排除
できないまでも、しばしば最小にすることができる。
【０００８】
　本明細書において説明されるネットワーク性能関連試験は、例えばＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖ
ｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ：統
合無線通信システム）およびＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）ネット
ワーク（ＵＴＲＡＮ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）およびＥＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒ
ｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を含む）などの、多種多
様なネットワークに適用することができる。
【０００９】
　図１は、以下で説明される様々な実施形態を実施するために使用することができる第１
の代表的通信システム１０を示す。通信システム１０は多くの基地局を含み、その内の４
つが説明の目的のために示されている。基地局１１４ａは、セルラー通信範囲領域１５に
対して無線通信範囲を提供し、一方基地局１０４ｂ、１０４ｃ、および１０４ｄはそれぞ
れセルラー通信範囲領域２０、２５、および３０に対して無線通信範囲を提供する。図１
中にはまた、いくつかのＵＥが個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、および１０２
ｃの形体にて示される。個人向け無線デバイス１０２ａは、上りリンクおよび下りリンク
を含む無線リンクを使用して基地局１１４ａと通信する。個人向け無線デバイス１０２ａ
から基地局１１４ａに向かって送信される無線情報は、上りリンク上にて伝搬され、一方
基地局１１４ａから個人向け無線デバイス１０２ａへ逆方向に伝わる情報は、下りリンク
上にて伝搬される。
【００１０】
　個人向け無線デバイス１０２ｂおよび個人向け無線デバイス１０２ｃは同様に、個々の
上りリンクおよび下りリンクを使用してそれらの個別の基地局１１４ｂと通信する。個人
向け無線デバイスが１つのセルラー通信範囲領域から隣接するセルラー通信範囲領域へ移
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動すると、ハンドオーバー動作が行われ、個人向け無線デバイスが隣接しているセルラー
通信範囲領域において動作している基地局との新しい無線リンクを確立するように自動的
に構成される。別の無線形式を使用して様々な個人向け無線デバイスが動作することがで
きる。例えば個人向け無線デバイス１０２ｂを単一（ｓｉｎｇｌｅ）トーン・チャンネル
に割り当てることができ、一方個人向け無線デバイス１０２ｃをマルチ（ｍｕｌｔｉｐｌ
ｅ）・トーン・チャンネルに割り当てることができる。以下にさらに詳細に説明される方
法にて、ネットワーク試験のために１つまたは複数の個人向け無線デバイス１０２ａ、１
０２ｂ、および１０２ｃを使用することができる。
【００１１】
　ここで図２に注意を向けると、次にコア・ネットワーク１０６および他のネットワーク
に通信的に結合されるＲＡＮ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：無線アクセ
ス・ネットワーク）１０４に、様々な個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２
ｃ、１０２ｄが通信的に結合される、第２のシステム実施形態が示される。通信システム
１００は、音声、データ、ビデオ、メッセージング、ブロードキャスト等などのコンテン
ツを、複数の無線ユーザーに提供する多重アクセス・システムであることができる。通信
システム１００は、無線帯域幅を含むシステム資源の共有により複数の無線ユーザーがそ
のようなコンテンツにアクセスすることを可能にすることができる。通信システム１００
は例えば、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：
符号分割多元接続）、ＴＤＭＡ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃ
ｃｅｓｓ：時分割多元接続）、ＦＤＭＡ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：周波数分割多元接続）、ＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａ
ｌ　ＦＤＭＡ：直交ＦＤＭＡ）、ＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ－Ｃａｒｒｉｅｒ　ＦＤ
ＭＡ：単一キャリアＦＤＭＡ）、および同様のものなどの、１つまたは複数のチャンネル
・アクセス方法を採用することができる。
【００１２】
　図２において示されるように通信システム１００は、個人向け無線デバイス１０２ａ、
１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ、ＲＡＮ１０４、コア・ネットワーク１０６、ＰＳＴＮ（
Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：公衆電話交換
ネットワーク）１０８、インターネット１１０、および他のネットワーク１１２を含み、
開示された実施形態が任意の数の個人向け無線デバイス、基地局、ネットワーク、および
／またはＮＥ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｅｌｅｍｅｎｔ：ネットワーク要素）を想定することが
理解されるであろう。個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの
それぞれは、無線環境において動作しそして／または通信するように構成された何れの種
別のユーザー機器でもあることができる。
【００１３】
　通信システム１００は、いくつかのネットワーク要素を含む。示されるように、ＲＡＮ
１０４の構成要素であるこれらのネットワーク要素の内の２つが、第１の基地局１１４ａ
および第２の基地局１１４ｂである。基地局１１４ａ、１１４ｂのそれぞれは、個人向け
無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの内の少なくとも１つと無線にて
インターフェイスし、コア・ネットワーク１０６、インターネット１１０、および／また
はネットワーク１１２などの、１つまたは複数の通信ネットワークへのアクセスを容易に
するように構成された、何れの種別のデバイスをも含むことができる。基地局１１４ａ、
１１４ｂは例として、ＢＴＳ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ：基
地局）、ノードＢ（Ｎｏｄｅ－Ｂ）、ｅノードＢ（ｅＮｏｄｅ　Ｂ）、ホーム・ノードＢ
、ホームｅノードＢ、サイトコントローラ、ＡＰ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ：アクセス
・ポイント）、無線ルーター、および同様なものであることができる。基地局１１４ａ、
１１４ｂがそれぞれ単一の要素として表現されているが、基地局１１４ａ、１１４ｂは、
１つまたは複数の別のＲＡＮに位置するネットワーク要素を含む、任意の数の相互接続さ
れたネットワーク要素をも含むことができることが理解されるであろう。
【００１４】
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　ＲＡＮ１０４は、追加的基地局、および／または例えば無線送受信機、ＢＳＣ（Ｂａｓ
ｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：基地局コントローラ）、ＲＮＣ（Ｒａｄｉ
ｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：無線ネットワークコントローラ）、リレー
・ノードなどの、本明細書においてＮＥともまた呼ぶことができる要素を含むことができ
る。基地局１１４ａおよび／または基地局１１４ｂは、セル（上で図１を使用して説明さ
れたように）と呼ぶことができる特定の地理的な領域の中にて無線信号を送信しそして／
または受信するように構成することができる。それぞれのセルをセル・セクターとして周
知されるものに分割することができる。基地局１１４ａに関連付けられたセルを例えば、
３つのセル・セクターに分割することができる。したがって一実施形態において、基地局
１１４ａは３つ（すなわちセルのそれぞれのセル・セクターあたり１つ）の送受信機を含
むことができる。別の実施形態においては、基地局１１４ａは複数のＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ－Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－Ｏｕｔｐｕｔ：多入力多出力）技術を採用す
ることができ、したがってセルのそれぞれのセクターに対して複数の送受信機を利用する
ことができる。
【００１５】
　基地局１１４ａ、１１４ｂの一部である１つまたは複数のネットワーク要素は、何れか
の適切な無線通信リンク（例えばＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ：無線周波数）
、マイクロ波、ＩＲ（ＩｎｆｒａＲｅｄ：赤外線）、ＵＶ（ＵｌｔｒａＶｉｏｌｅｔ：紫
外線）、可視光等）であることができる無線インターフェイス１１６上にて個人向け無線
デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの内の１つまたは複数と通信すること
ができる。無線インターフェイス１１６は、任意の適切なＲＡＴ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ：無線アクセス技術）を使用して確立することができる。
【００１６】
　より詳しく述べると、上で述べたように、通信システム１００は、複数のアクセス・シ
ステムであることができ、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ
、および同様のものなどの、１つまたは複数のチャンネル・アクセス方式を採用すること
ができる。ＲＡＮ１０４における基地局１１４ａおよび個人向け無線デバイス１０２ａ、
１０２ｂ、１０２ｃは例えば、ＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ：広帯域ＣＤＭ
Ａ）を使用して無線インターフェイス１１６を確立することができる、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉ
ｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ：
統合無線通信システム）ＵＴＲＡ（ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａ
ｃｃｅｓｓ：ユニバーサル地上無線アクセス）などの、無線技術を実施することができる
。ＷＣＤＭＡは、ＨＳＰＡ（Ｈｉｇｈ－Ｓｐｅｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ：高速
パケット・アクセス）および／またはＨＳＰＡ＋（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＨＳＰＡ）などの、
通信プロトコルを含むことができる。ＨＳＰＡは、ＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ－Ｓｐｅｅｄ　
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ：高速下りリンク・パケット・アクセス
）および／またはＨＳＵＰＡ（Ｈｉｇｈ－Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａ
ｃｃｅｓｓ：高速上りリンク・パケット・アクセス）を含むことができる。
【００１７】
　別の実施形態においては、基地局１１４ａおよび個人向け無線デバイス１０２ａ、１０
２ｂ、１０２ｃは、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）および／または
ＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）を使用して無線インターフェイス１１６を確立
することができる、Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ
　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ）などの、無線技術を実施することができる。
【００１８】
　他の実施形態においては、基地局１１４ａおよび個人向け無線デバイス１０２ａ、１０
２ｂ、１０２ｃは、ＩＥＥＥ８０２．１６（すなわちＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　
Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ：無線
都市域規格））、ＣＤＭＡ２０００、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘ、ＣＤＭＡ２０００　ＥＶ
－ＤＯ、ＩＳ－２０００（Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ２０００）、ＩＳ－９５（
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Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ９５）、ＩＳ－８５６（Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄ
ａｒｄ８５６）、ＧＳＭ（登録商標）（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉ
ｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）、ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａ
ｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、ＧＳＭ　ＥＤＧＥ（ＧＥＲＡＮ）、お
よび同様のものなどの、無線技術を実施することができる。
【００１９】
　図２における基地局１１４ｂは、例えば無線ルーター、ホーム・ノードＢ、ホームｅノ
ードＢ、または例えばアクセス・ポイントなどの、様々なネットワーク要素を含むことが
でき、そして勤務地、ホーム（ｈｏｍｅ：家庭）、乗り物、キャンパス、および同様のも
のなどの、局所化された領域において、無線の接続性を容易にするために任意の適切なＲ
ＡＴを利用することができる。一実施形態において、基地局１１４ｂおよび個人向け無線
デバイス１０２ｃ、１０２ｄは、ＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ：無線ローカル・エリア・ネットワーク）を確立するために、ＩＥＥＥ８
０２．１１などの無線技術を実施することができる。別の実施形態においては、基地局１
１４ｂおよび個人向け無線デバイス１０２ｃ、１０２ｄが、ＷＰＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：無線個人領域ネットワーク）を確立す
るために、ＩＥＥＥ８０２．１５などの無線技術を実施することができる。さらに別の実
施形態においては、基地局１１４ｂおよび個人向け無線デバイス１０２ｃ、１０２ｄが、
ピコセル（ｐｉｃｏｃｅｌｌ）またはフェムトセル（ｆｅｍｔｏｃｅｌｌ）を確立するた
めに、セルラー準拠のＲＡＴ（例えばＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ、ＬＴＥ、
ＬＴＥ－Ａ等）を利用することができる。図２において示されるように、基地局１１４ｂ
はインターネット１１０に直接接続を持つことができる。したがって基地局１１４ｂは、
インターネット１１０にコア・ネットワーク１０６を介してアクセスできる必要はない。
【００２０】
　ＲＡＮ１０４は、個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの内
の１つまたは複数に対して、音声、データ、アプリケーション、および／またはＶｏＩＰ
（Ｖｏｉｃｅ　Ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サービスを提供するよ
うに構成された任意の種別のネットワークであることができる、コア・ネットワーク１０
６と通信状態にあることができる。コア・ネットワーク１０６は例えば、呼制御、課金サ
ービス、移動体位置を基にするサービス、プリペイドの呼処理、インターネット接続性、
ビデオ分配等を提供し、そして／またはユーザー認証などの高水準のセキュリティ機能を
実行することができる。図２には示されないが、ＲＡＮ１０４および／またはコア・ネッ
トワーク１０６は、ＲＡＮ１０４と同一のＲＡＴまたは別のＲＡＴを採用する他のＲＡＮ
と直接的、または間接的な通信状態にあることができることが理解されるであろう。例え
ば、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を利用できるＲＡＮ１０４に接続されることに加えて、コア・
ネットワーク１０６は、ＧＳＭ無線技術を採用する別のＲＡＮ（示されない）ともまた通
信状態にあることができる。
【００２１】
　コア・ネットワーク１０６はまた、個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２
ｃ、１０２ｄが、ＰＳＴＮ１０８、インターネット１１０、および／または他のネットワ
ーク１１２にアクセスするためのゲートウェイとして機能することができる。ＰＳＴＮ１
０８は、ＰＯＴＳ（Ｐｌａｉｎ　Ｏｌｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ：基本電
話サービス）を提供する回線交換電話ネットワークを含むことができる。インターネット
１１０は、ＴＣＰ／ＩＰインターネット・プロトコル群におけるＴＣＰ（Ｔｒａｎｓｍｉ
ｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：伝送制御プロトコル）、ＵＤＰ（Ｕｓ
ｅｒ　Ｄａｔａｇｒａｍ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：ユーザー・データグラム・プロトコル）、
およびＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：インターネット・プロトコル）など
の、共通的通信プロトコルを使用する相互接続されたコンピューター・ネットワークおよ
びデバイスのグローバルなシステムを含むことができる。ネットワーク１１２は、他のサ
ービス・プロバイダーが所有しそして／または運用する有線のまたは無線の通信ネットワ
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ークを含むことができる。ネットワーク１１２は例えば、ＲＡＮ１０４と同一のＲＡＴま
たは別のＲＡＴを採用することができる、１つまたは複数のＲＡＮに接続された別のコア
・ネットワークを含むことができる。
【００２２】
　通信システム１００における個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１
０２ｄの一部またはすべてが、マルチ・モード能力を含むことができる。すなわち、個人
向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄが異なった無線リンク上にて
異なった無線ネットワークと通信するための複数の送受信機を含むことができる。例えば
図２に示された個人向け無線デバイス１０２ｃは、セルラー準拠の無線技術を採用するこ
とができる基地局１１４ａ、およびＩＥＥＥ８０２無線技術を採用することができる基地
局１１４ｂと通信するように構成することができる。
【００２３】
　図３は、個人向け無線デバイス１０２の一例に含まれるいくつかの構成要素を示す。図
３に示されるように、個人向け無線デバイス１０２（１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ等と
して他の番号にて表示された任意の１つのデバイスを表す）は、１つまたは複数のバスを
通して互いに通信的に結合された、プロセッサ１１８、送受信機１２０、信号送受信要素
１２２、スピーカー／マイクロホン１２４、キーパッド１２６、表示器／タッチパッド１
２８、非リムーバブルメモリ１０６、リムーバブルメモリ１３２、電源１３４、ＧＰＳ（
Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ：全地球側位システム）チップセ
ット１３６、測定回路１３９、および他の周辺機器１３８を含む。実施形態に矛盾しない
ままで、個人向け無線デバイス１０２は以上の要素の任意の部分的組み合わせを含むこと
ができることが理解されるであろう。
【００２４】
　プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、ＤＳＰ（
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ：デジタル信号プロセッサ）、複数
のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連付けられた１つまたは複数のマイクロプロセッ
サ、コントローラ、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅ
ｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：特定用途集積回路）、ＦＰＧＡ（
Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）回路、他の何れかの種
別のＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：集積回路）、状態機械、および同様
なものであることができる。プロセッサ１１８は、信号符号化、データ処理、電源制御、
入／出力処理、および／または個人向け無線デバイス１０２が無線環境において動作する
ことを可能にする他の如何なる機能性をも実行することができる。プロセッサ１１８は、
信号送／受信要素１２２に結合することができる、送受信機１２０と結合することができ
る。図３ではプロセッサ１１８および送受信機１２０を別々の構成要素として表現してい
るが、プロセッサ１１８および送受信機１２０を１つの電子パッケージまたはチップに一
緒に集積することができることが理解されるであろう。
【００２５】
　信号送／受信要素１２２は、無線インターフェイス１１６上にて、基地局（例えば基地
局１１４ａ）との間で、信号を送信または受信するように構成される。例えば一実施形態
において信号送／受信要素１２２は、ＲＦ信号を送信しそして／または受信するように構
成されたアンテナであることができる。別の実施形態においては信号送／受信要素１２２
は例えば、ＩＲ、ＵＶ、または可視光信号を送信しそして／または受信するように構成さ
れたエミッタ／検出器であることができる。さらに別の実施形態においては信号送／受信
要素１２２は、ＲＦおよび光信号の両方を送信しそして受信するように構成することがで
きる。信号送／受信要素１２２は、無線信号の任意の組み合わせを送信しそして／または
受信するように構成することができることが理解されるであろう。
【００２６】
　さらに加えて、図３においては信号送／受信要素１２２が単一の要素として表現されて
いるが、個人向け無線デバイス１０２は任意の数の信号送／受信要素１２２を含むことも



(10) JP 2013-532400 A 2013.8.15

10

20

30

40

50

できる。より詳しく述べると、個人向け無線デバイス１０２はＭＩＭＯ技術を採用するこ
とができる。したがって、一実施形態においては個人向け無線デバイス１０２は、無線イ
ンターフェイス１１６上にて無線信号を送信しそして受信するために、２つまたはそれ以
上の送／受信要素１２２（例えば複数アンテナ）を含むことができる。
【００２７】
　送受信機１２０は、信号送／受信要素１２２によって送信されるべき信号を変調し、そ
して送／受信要素１２２によって受信された信号を復調するように構成することができる
。上で述べたように、個人向け無線デバイス１０２はマルチ・モード能力を持つことがで
きる。したがって、例えばＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．１１などの、複数のＲＡＴを
介して個人向け無線デバイス１０２が通信することを可能にするために、送受信機１２０
は複数の送受信機を含むことができる。
【００２８】
　個人向け無線デバイス１０２のプロセッサ１１８は、スピーカー／マイクロホン１２４
、キーパッド１２６、および／または表示器／タッチパッド１２８（例えば、ＬＣＤ（Ｌ
ｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ：液晶表示装置）表示ユニットまたはＯＬ
ＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：有機発光ダイオー
ド）表示ユニット）に結合することができ、そしてこれらからユーザー入力データを受信
することができる。プロセッサ１１８はまた、スピーカー／マイクロホン１２４、キーパ
ッド１２６、および／または表示器／タッチパッド１２８にユーザー・データを出力する
ことができる。さらに加えて、プロセッサ１１８は、コンピューターにて読み取り可能な
記憶媒体中に格納された実行可能命令にアクセスすることができる。プロセッサ１１８は
、個人向け無線デバイス１０２の様々な機能を実施するためにこれらの命令を実行するこ
とができる。脱着不可メモリ１０６および／または脱着可能メモリ１３２などの要素を含
む、コンピューターにて読み取り可能な記憶媒体は、様々な種別のデータおよび他のデジ
タル情報を格納するためにさらに使用することができる。脱着不可メモリ１０６は、ＲＡ
Ｍ（Ｒａｎｄｏｍ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ：ランダム・アクセス・メモリ）、ＲＯ
Ｍ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ：読み出し専用メモリ）、ハード・ディスク、ま
たは他の任意の種別のメモリ記憶デバイスを含むことができる。脱着可能メモリ１３２は
、ＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ：利用者識別モジュ
ール）カード、メモリ・スティック、ＳＤ（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）メモリ・カ
ード、および同様なものを含むことができる。他の実施形態において、プロセッサ１１８
は、物理的には個人向け無線デバイス１０２上ではなく、サーバーまたはホーム・コンピ
ューター（示されない）上などに位置するメモリとの間で情報にアクセスし、そしてデー
タを格納することができる。
【００２９】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受け取ることができ、そして個人向け無線
デバイス１０２中の他の構成要素へ電力を分配しそして／または制御するように構成する
ことができる。電源１３４は、個人向け無線デバイス１０２に電力を供給するための適切
な任意のデバイスであることができる。例えば電源１３４は、１つまたは複数の乾電池（
例えばＮｉＣｄ（Ｎｉｃｋｅｌ－Ｃａｄｍｉｕｍ：ニッケル・カドミウム）、ＮｉＺｎ（
Ｎｉｃｋｅｌ－Ｚｉｎｃ：ニッケル亜鉛）、ＮｉＭＨ（Ｎｉｃｋｅｌ　Ｍｅｔａｌ　Ｈｙ
ｄｒｉｄｅ：ニッケル金属水素化物）、Ｌｉ－ｉｏｎ（Ｌｉｔｈｉｕｍ－ｉｏｎ：リチウ
ム・イオン）等）、太陽電池、燃料電池、および同様なものを含むことができる。
【００３０】
　プロセッサ１１８はまた、ＧＰＳチップセット１３６と結合することができ、個人向け
無線デバイス１０２のその時点の位置に関する位置情報（例えば経度および緯度）を提供
するようにそれを構成することができる。ＧＰＳチップセット１３６からの情報に加えて
、またはその代わりに、個人向け無線デバイス１０２は基地局（例えば基地局１１４ａ、
１１４ｂ）から位置情報を無線インターフェイス１１６上にて受信し、そして／または２
つまたはそれ以上の近傍の基地局から受信される信号のタイミングに基づきその位置を決
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定することができる。個人向け無線デバイス１０２が、実施形態に矛盾しないままで、適
切な任意の位置同定法によって位置情報を取得することができることが理解されるであろ
う。この関連における追加的情報が以下に提供される。
【００３１】
　プロセッサ１１８はまた、付加的な機能、機能性、および／または有線または無線の接
続性を提供する１つまたは複数のソフトウェアならびに／またはハードウェア・モジュー
ルを含むことができる他の周辺機器１３８と結合することができる。周辺機器１３８は例
えば、加速度計、電子コンパス、衛星送受信機、デジタル・カメラ（写真またはビデオ用
）、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）ポート、振動デバイス、テレ
ビ送受信機、ヘッドホン（ｈａｎｄｓ　ｆｒｅｅ　ｈｅａｄｓｅｔ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）モジュール、ＦＭ（Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｍｏｄｕｌａｔｅｄ：周波数変
調用）無線ユニット、デジタル音楽プレーヤー、メディア・プレーヤー、テレビ・ゲーム
・プレーヤー・モジュール、インターネット・ブラウザー、および同様なものを含むこと
ができる。
【００３２】
　測定回路１３９は、例えば信号強度、信号干渉、雑音レベル、および周波数パラメータ
などの、様々な測定を実行するために使用されるハードウェア回路であることができる。
そういうものとして、測定回路１３９は様々なハードウェア構成要素および回路を組み込
むことができる。測定回路１３９はさらに、様々なファームウェアおよびソフトウェア・
プログラムを実行するために、プロセッサ１１８およびメモリなどの他の要素と連動して
協調的に動作することができる。
【００３３】
　トリガーとなるイベントに対応してネットワーク性能関連指標を測定するようにプロセ
ッサ１１８を構成することができる。一実施形態においては、指標の測定を要求するＮＥ
から、無線インターフェイス１１６および信号送／受信要素１２２を介して受信されるメ
ッセージの形体にてトリガーとなるイベントを実施することができる。別の実施形態にお
いてはトリガーとなるイベントは、１つまたは複数のネットワーク性能関連指標の測定が
必要とされる位置として特定される位置に個人向け無線デバイス１０２がいるという判定
であることができる。１つまたは複数の規則に従って、要求するＮＥまたは別のＮＥに、
測定の結果（あるいはまた、本明細書においてはＭＤＴ結果と呼ばれる）を送信するよう
にプロセッサ１１８を構成することができる。１つまたは複数の規則は例えば、何れの特
定の公衆地上移動体ネットワーク（ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏ
ｒｋ：ＰＬＭＮ）がまたは何れの特定のＮＥが、測定の結果を受信するべきかを特定する
ことができる。
【００３４】
　一実施形態においては、個人向け無線デバイスがＣｏｎｎｅｃｔｅｄ（接続済み）動作
モード（ｍｏｄｅ　ｏｆ　ｏｐｅｒａｔｉｏｎ）にあるとき、手っ取り早い結果（ｆａｓ
ｔ　ｒｅｓｕｌｔ）を提供するために個人向け無線デバイスが測定を実行する。この実施
形態においては、１つまたは複数のＮＥが、１つまたは複数の個人向け無線デバイスが測
定を実行するように要求することができ、そしてその１つまたは複数の個人向け無線デバ
イスが、実質的に即時のおよび／または実質的に同時の方法により要求に応答する。
【００３５】
　別の実施形態においては個人向け無線デバイスは、個人向け無線デバイスがＩｄｌｅ（
待機）動作モードにあるとき実行されるログ型測定（ｌｏｇｇｅｄ－ｔｙｐｅ　ｍｅａｓ
ｕｒｅｍｅｎｔ）として測定を行う。この測定モードにおいては個人向け無線デバイスは
、個人向け無線デバイスがＩｄｌｅモードであるとき必要な方法にて測定を実行するため
に、個人向け無線デバイスがＣｏｎｎｅｃｔｅｄ動作モードにあるとき要求された動作に
関係する構成設定情報を受信することができる。Ｉｄｌｅモード測定のために個人向け無
線デバイスを構成するためにＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　
Ｌａｙｅｒ：無線資源制御レイヤー）の手順を使用することができる。この目的のために
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例えば、ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｌｅａｓｅメッセージおよび／またはＲＲＣＣ
ｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎメッセージを使用することができる
。待機動作モードは一般に、個人向け無線デバイスが、人が通話をするために、もしくは
例えば携帯電話メール（ｔｅｘｔｉｎｇ）、電子メール、ウェブ・アクセスなどの、非電
話関連の個人的行動のための何れかに使用していないか、および／または個人向け無線デ
バイスが、非ＭＤＴ関連行動においてＮＥと能動的に通信中（例えば、セルのＮＥとのハ
ンドシェイク中、ＯＡＭ（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ、Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ　＆　
Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ：保守・運用管理）信号送信／受信中、等）ではない状態にある
ことを指す。
【００３６】
　ログ型測定に対しては、接続済み動作モードにあるときには、個人向け無線デバイスが
１つのセルにあるように構成することができ、そして次にその後の１回または複数回のＩ
ｄｌｅ動作モードの間に、測定を実行することが可能である。ＩＤＬＥ－＞ＣＯＮＮ－＞
ＩＤＬＥの状態遷移を介して複数の待機期間に割り込むことができる。測定の結果は、要
求が為されたセルにおいて報告することができるか、または個人向け無線デバイスが１つ
のセルから別のセルに移動しているなら、もう片方のセルにおいて報告することができる
かの何れかである。
【００３７】
　ログ型測定を実行するための構成設定情報は、例えば１つまたは複数のセルの識別子、
局所アクセス領域、トランスポート領域、および／またはそこで測定を実行するデフォル
トＰＬＭＮなどの、地理的領域範囲パラメータを含むことができる。個人向け無線デバイ
スは、ＭＤＴが初めに構成されたのと同一のＰＬＭＮに属するセルに、または他のセルに
ログされたＭＤＴ結果を報告することができる。
【００３８】
　ログ型測定を実行するための構成設定情報はまた、測定および／または測定のロギング
をいつ開始または停止するかを示す起動／停止（ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ／ｄｅａｃｔｉｖ
ａｔｉｏｎ）パラメータを指定することができる。パラメータには、位置決め能力、アク
セス・クラスおよび／または測定確率因子など、測定を起動するためのトリガーとなるパ
ラメータを含むことができる。例えば個人向け無線デバイスは、測定起動処理として１つ
の確率因子を使用することができ、そこでは個人向け無線デバイスがランダムな数を選択
し基準値に対して比較し、そしてその比較結果に基づき測定を開始する。構成設定情報は
また、例えばＳ－パラメータなどの、信号閾値を含むことができる。測定を開始するため
の参照評価基準としてその閾値を使用することができる。構成設定情報はさらに、ブロー
ドキャスト信号上にて伝達された公開情報を含むことができる。この情報は、複数の個人
向け無線デバイス上の測定動作を停止させるために使用することができる。
【００３９】
　個人向け無線デバイスがＩｄｌｅモードにあるとき、個人向け無線デバイスが再びＣｏ
ｎｎｅｃｔｅｄモードに遷移（例えば着信呼または発信呼への関与などのユーザー行動の
結果として）するまで、個人向け無線デバイスにログされた測定データを保持することが
できる。ＲＲＣ確立においては、個人向け無線デバイスはＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＳ
ｅｔｕｐＣｏｍｐｌｅｔｅメッセージ中に表示を印し、ログされたＭＤＴデータが報告す
るために利用可能であることをｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ：ｅノードＢ）に
示すことができる。ｅＮＢは一般に適切な時限を選択し、ログされたＭＤＴデータをｅＮ
Ｂに送信することができることを個人向け無線デバイスに通知することができる。そのよ
うな許可を受信すると、次に個人向け無線デバイスはＭＤＴ報告をｅＮＢに送信すること
ができる。
【００４０】
　レガシーＲ８／Ｒ９　ｅＮＢなどのいくつかのノードは、ＭＤＴ報告または用法を支援
することができないため、個人向け無線デバイスはログされたＭＤＴを常に報告できると
いうわけではない。この状況においては、例えば他のシステム要素にアクセスすることに
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より、またはあるデフォルトの規則を使用することによるなどの、代替の手段によりＭＤ
Ｔ結果を獲得することができるという表示をＵＥは送信することができる。
【００４１】
　ＭＤＴ測定は、例えば下りリンク・パイロット測定（ＲＳＲＰ、ＲＳＲＱ）、サービン
グ・セル（ｓｅｒｖｉｎｇ　ｃｅｌｌ）信号が閾値より低下（または超過）しているかを
確認するための試験、送信電力ヘッドルームが閾値より低下しているか（定期的に測定し
て、またはｄｌｐａｔｈｌｏｓｓＣｈａｎｇｅより急激に変化した場合）を確認するため
の試験、ランダムなアクセス障害、ページング・チャンネルの障害、ブロードキャスト・
チャンネルの障害、無線リンク障害報告（位置および速度、原因符号障害、ＲＡＣＨ障害
またはＲＬＣ障害に関する報告）などの、様々なネットワーク性能関連指標に対処するこ
とができる。
【００４２】
　ｅＮＢは、例えばその時点で接続済みの個人向け無線デバイス、特定の加入者ＳＰＩＤ
を持つ個人向け無線デバイス、個人向け無線デバイスのＩＤ、１つまたは複数の個人向け
無線デバイスのその時点の位置、個人向け無線デバイスの能力、に基づき特有な個人向け
無線デバイスを選択し、ＭＤＴを実行することができる。
【００４３】
　ＭＤＴの機能性を含むＭＤＴに特有な制御機構には、例えばログされたＭＤＴ測定構成
設定の検証および容認、ログされたＭＤＴ報告の検証および容認、ＭＤＴ報告の相互対話
および手順の詳細、１つまたは複数の個人向け無線デバイスが、望ましくないネットワー
ク・トラフィック（例えば過度のまたは不要なネットワーク・トラフィック）を引き起こ
さない範囲で、ＭＤＴログ済みデータを報告できる、ネットワーク位置の態様（例えばセ
ル位置、デバイス位置等）、およびＩｄｌｅモードにおけるＬｏｇｇｅｄ－型ＭＤＴ測定
に関する測定の起動のための地理的な位置検出、を組み込むことができる。
【００４４】
　以下の説明のいくつかの部分において、用語「ＵＥ」が個人向け無線デバイスに代わっ
て使用されている。これは上で述べられたように、便宜を図る目的のためのものであり、
そしてこの出願の様々な部分にて言及された個人向け無線デバイスを含む様々な種別のデ
バイスを包含する。
【００４５】
　ＭＤＴを支援するＵＥが動作中であるときに、精査されていない（ｕｎ－ｓｃｒｕｔｉ
ｎｉｚｅｄ）ＭＤＴコマンドおよび構成設定要求により、誤った場所または誤ったネット
ワークにおいてＵＥが測定を実行してしまう結果をもたらす場合がある。ＵＥは、要求を
支援するためのオプションに基づきＭＤＴ要求および構成設定情報を保存できる場合があ
る。ＵＥは、不適切であると見なされるなら、ＭＤＴ要求を廃棄することができる場合が
ある。例えばＵＥが何時そして何処でＭＤＴ要求を受け容れそしてＭＤＴ報告を提供する
か、を司る規則および機構を指定することができる。また、ネットワーク共有および緊急
呼などの、特別な場合を支援するＭＤＴ構成設定の他の態様をもまた、指定することがで
きる。
【００４６】
　ＭＤＴを可能とするＵＥは、複数のＰＬＭＮを通って動き、ネットワークからネットワ
ークへ移動することができる。ＭＤＴを可能とするＵＥは、ＵＥがＭＤＴを実行すること
が認可されていない、または実行するべきでない、ＰＬＭＮに入ることができる。このＵ
Ｅが接続されているｅＮＢは、ＵＥがＭＤＴを実行することを許されているかを知ること
ができない。しかしながらｅＮＢは依然として、このＵＥがある判断に基づきＭＤＴを実
行するよう要求することを選ぶことができる。
【００４７】
　ＭＤＴを可能とするＵＥは、例えば認可されたＰＬＭＮ、ＭＤＴ測定を実行するという
要求をＵＥが受け容れることが許されているセル、およびそこに向けてＭＤＴ測定結果を
報告することができるＰＬＭＮに関する情報を提供するモジュール（例えばＯＡＭ（Ｏｐ
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ｅｒａｔｉｏｎｓ、Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ　＆　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ：保守
・運用管理）モジュール、またはＳＩＭ中の事前プログラムによる）を含むことができる
。
【００４８】
　ＵＥがそうすることが明示的にまたは黙示的に許されるなら、ＭＤＴを可能とするＵＥ
は、１つより多いＰＬＭＮからのＭＤＴ要求を引き受けることができる場合がある。ＵＥ
は例えば、ＭＤＴ測定を実行することが許されているＰＬＭＮまたはセルの事前にプログ
ラムされた一覧を有することができる。一覧中に１つより多いＰＬＭＮがあれば、ＵＥは
ＭＤＴ測定を実行するために、それらのＰＬＭＮの何れに属するセルからも要求を受け容
れることができる。ＵＥは複数のＰＬＭＮから要求を受け容れることができるが、指定さ
れたＰＬＭＮまたは指定された複数のＰＬＭＮに対して測定を実行するようにＵＥのＭＤ
Ｔ測定の機能性を定義することができる。
【００４９】
　ＭＤＴを可能とするＵＥは、そのＵＥが支援できないＭＤＴ要求に異議を唱えることが
できる。一実施形態において、ＵＥは要求を明示的に拒絶することができ、そして／また
は例えば「許容されない」という表示を提供するか、または拒絶の理由のような他の表示
を提供することができる。別の実施形態においては、ＵＥは、要求されたＭＤＴ測定を実
行するという要求を無視することを選ぶことができる。さらに別の実施形態においては、
ＭＤＴ構成設定を受け取ることが許されていないか、またはＭＤＴ測定を実行することが
許されていないＰＬＭＮまたはセルの中にＭＤＴを可能とするＵＥが移動したときには、
ＭＤＴを可能とするＵＥは、その能力情報中の１つまたは複数のＭＤＴ支援能力表示を滅
灯することができる。個人向け無線デバイスは、ＭＤＴを支援することが認可されない領
域またはネットワーク中にてその能力を示すとき、ＭＤＴ要求を支援しないことを示すこ
とができる。
【００５０】
　さらに詳細にこの態様について説明すると、ＵＥは至る所を動くことができ、そして別
の移動体ネットワークに、例えば様々なＰＬＭＮに属するセルにキャンプしまたは接続す
ることができる。このＵＥは、常にＨＰＬＭＮ（Ｈｏｍｅ　ＰＬＭＮ：ホームＰＬＭＮ）
を見出し、そして／またはそこに登録されているというわけではない。１つの特定のネッ
トワーク運用者についてＭＤＴ測定を実行するようにＭＤＴ（ＬＴＥ　ＭＤＴなどの）を
支援するＵＥが任命されまたは認可されることができ、そして他のネットワーク運用者が
ＭＤＴおよびＭＤＴ構成設定を異なって定義することができた場合に、ＵＥが認可されて
いないネットワーク・ノードからのＭＤＴ要求を拒絶することを可能にするようにＵＥを
構成することが望ましいことを理解することが可能である。
【００５１】
　認可されていないセルからＭＤＴ要求または構成設定が来たときには、ＭＤＴを支援す
るＵＥは、ＭＤＴ要求／構成設定（ＣｏｎｎｅｃｔｅｄにおけるＩｍｍｅｄｉａｔｅ－型
ＭＤＴおよびＩｄｌｅモードにおけるＬｏｇｇｅｄ－型ＭＤＴの何れか１つまたは両方）
を拒絶することができる。認可されていないセルには例えば、ＵＥのＨＰＬＭＮ（Ｈｏｍ
ｅ　ＰＬＭＮ：ホームＰＬＭＮ）に属さないセル、ＵＥのＥＨＰＬＭＮ（Ｅｑｕｉｖａｌ
ｅｎｔ　ＨＰＬＭＮ：等価なＨＰＬＭＮ）に属さないセル、ＵＥの「禁止ＰＬＭＮ」一覧
中に属するセル、ＵＥが「限定サービス」モードにおいてキャンプしているかまたは緊急
アタッチ手順を使用してアタッチしているセル、ＭＤＴを要求することが認可されている
、ＭＤＴを認可されたＰＬＭＮの事前に定義された一覧（ＵＥのＵＳＩＭかまたは他の上
位層のメモリ中に格納されたものなど）に含まれていないＰＬＭＮに属するセル、ＭＤＴ
を要求することが認可されている、認可されたＭＤＴセルの事前に定義された一覧（ＵＥ
のＵＳＩＭかまたは他の上位層のメモリ中に格納されたものなど）に含まれていないセル
、ＭＤＴに関して如何なる方法においても認可されていないとして指定された何れかのセ
ル、および／または同様のもの、を含むことができる。
【００５２】
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　ＭＤＴ要求者が認可されていないＭＤＴ要求者であるときに、ＵＥは、そのＭＤＴ要求
者によって提供されたＭＤＴコマンド／構成設定を支援するオプションを持つことができ
るか、または上で説明されたように要求を拒否することを選ぶことができる。
【００５３】
　ＵＥは、例えばＵＥのＵＳＩＭか、上位層の記憶装置に格納することができる認可され
たＭＤＴ要求者の一覧に基づき１つまたは複数のＭＤＴ要求者からＭＤＴ要求（コマンド
および構成設定）を受け容れることを選ぶことができる。逆に、ＵＥはまた、認可されて
いないＭＤＴ要求者の一覧中に含まれていない要求者からＭＤＴ要求を受け容れることを
選ぶことができる。
【００５４】
　認可されていない要求者からＭＤＴ要求を受け取ると、ＵＥは、その測定要求ＵＥは取
り扱えないか、または取り扱うことを認可されていないことを示す、「未任命」または「
未認可」などの原因符号を返すことを選ぶことができる。
【００５５】
　ネットワーク共有（例えばｅＮＢまたはセルを１つより多いＰＬＭＮが共有することが
でき、そしてＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃｋＴｙｐｅｌのＩＥ　ＰＬＭ
Ｎ－ｌｄｅｎｔｉｔｙＬｉｓｔに１つより多いＰＬＭＮ　ＩＤを含むことができる）の場
合においては、ＵＥ　ＮＡＳは１つの特定のＰＬＭＮを選択し、そしてＲＲＣ接続の完了
にてＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＣｏｍｐｌｅｔｅメッセージのＩＥ　ｓｅｌｅｃｔｅｄ
ＰＬＭＮ－Ｉｄｅｎｔｉｔｙ中にこの特定のＰＬＭＮを設定することができる。この場合
においては、ＵＥがこの特定のＰＬＭＮに関連付けられていると見なすことができる。以
上に述べられたように、ＵＥは、様々なＰＬＭＮの中の認可されていない要求者からのＭ
ＤＴ要求を拒絶することを選ぶことができる。
【００５６】
　しかしながら、緊急呼に対応する目的のために、ＵＥはそのＨＰＬＭＮまたはＥＨＰＬ
ＭＮに属さないセルに接続することができる。緊急呼の間にまたは終了時に、一時的に登
録されたＰＬＭＮからＭＤＴ要求を受け取っても、その一時的に登録されたＰＬＭＮが認
可されていない要求者である場合には、ＵＥは依然として要求に対応することを拒否する
ことができる。
【００５７】
　送信の準備ができているログ型ＭＤＴ測定結果を有するＵＥに、適切な場所においてそ
のＵＥがＭＤＴ測定結果を提供するように、「報告場所」一覧を提供し、その結果、不必
要なネットワーク転送トラフィックおよび不必要なＵＥ／ｅＮＢ相互対話を最小にするこ
とができる。報告場所一覧は、例えば１つまたは複数のセル識別子、１つまたは複数のＬ
Ａ／ＲＡ／ＴＡ領域の識別子、または１つまたは複数のＰＬＭＮの識別子などの、様々な
項目を含むことができる。ＵＥは、報告利用可能性メッセージまたは表示を接続済みネッ
トワーク要素に発行できるかを判定するためにＵＥがその時点で接続されているセルのセ
ルＩＤ／領域／ＰＬＭＮ等を確認するために、この一覧を使用する。
【００５８】
　ログ型ＭＤＴ測定結果を有するＵＥは、ＵＥがその時点で認可されていないセルまたは
認可されていないＰＬＭＮに属するセルに接続されているなら、結果を保留にしておくこ
とを選び、そしてＵＥが認可されたセルまたはＰＬＭＮに接続したときに結果を送信する
ことができる。一実施形態においては、ＵＥは、認可されていないセルにはログ型ＭＤＴ
測定結果が送信に利用可能であることを示さない。ＭＤＴ報告表示を提供するときこの情
報を除外することによって、これを実施することができる。
【００５９】
　例えばＰＬＭＮ一覧および／またはセル一覧の形体にて、「認可されたＭＤＴ　Ｒｅｐ
ｏｒｔ　Ｒａｎｇｅ　Ｌｉｓｔ（ＭＤＴ報告範囲一覧）」を作成することができる。一覧
中に含まれる１つまたは複数のセルが、ＭＤＴ結果を受け取ることを認可することができ
、ここでＭＤＴ報告の形体にて結果を提供することができる。例えば、報告するために利
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用可能な状態にてログ型ＭＤＴ測定結果を有するＭＤＴを支援する１つまたは複数のＵＥ
は、例えば、ＭＤＴ要求を発出した第１のセルに結果を送信することができなかった結果
として、認可された受信セルの内の１つにその結果を送信することができる。
【００６０】
　ＵＥに関連付けられた上位層のメモリ中にＵＥ　ＭＤＴ測定領域一覧をデフォルト一覧
として確立することができる。ＭＤＴ測定領域一覧は、ＰＬＭＮおよび／またはセルを含
むことができる。ここでＭＤＴ要求構成設定において測定のために特定の領域が指定され
ていないときには、ＵＥが、一覧中に定義された１つまたは複数の他の何れかの領域中に
位置しているときに、ＵＥは、要求された測定を実行することができる（その一覧が準備
済みの一覧であると仮定して）。
【００６１】
　別の実施形態においては、ＵＥが要求を受け取ったセルかまたは登録されたＰＬＭＮに
属する１つまたは複数の他のセルか、の何れかにおいて、ＵＥは構成された測定を実行す
ることができる。例えば、例えば事前に構成されそして／または事前に一覧化された指示
などの他の指示がないとき、ＵＥが要求を受け取ったセルか、または登録されたＰＬＭＮ
に属する１つまたは複数の他のセルかの何れかにおいて、ＵＥは構成された測定を実行す
ることができる。
【００６２】
　ＵＥがその時点で緊急呼に関与しているなら、ＭＤＴ要求者が認可された要求者であっ
ても、ＵＥはＩｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴ要求および構成設定を支援することはできない
場合がある。この場合においてＵＥは、ＵＥが「Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴ測定Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ（要求）」を取り扱うことができないということを示す、「非常時」などの原因
符号を返すことができる。一実施形態において、緊急呼の完了後にＵＥはＭＤＴ要求に対
応することができる。
【００６３】
　ＵＥは、ＵＥがある一定の測定ギャップを有するＲＲＭ測定を既に割り当てられており
、および／または電話呼に対応しているとき、Ｉｍｍｅｄｉａｔｅ　ＭＤＴ要求および構
成設定への応答を遅延させることができる。ＵＥがＭＤＴ要求に応答することができる程
度の時限までＭＤＴ構成設定関連を保存することができる。
【００６４】
　ＵＥはまた「最善努力（ｂｅｓｔ－ｅｆｆｏｒｔ）型」報告を仮定でき、ここではより
高い優先度の測定から取り掛かり、そして／またはある限定された接続済みモード測定時
間枠の中にその報告が収容される。例えば、あるＵＥが例えばＲＳＲＰ（Ｒｅｆｅｒｅｎ
ｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｐｏｗｅｒ：基準信号受信電力）測定またはＲ
ＳＲＱ（Ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｑｕａｌｉｔｙ：基準
信号受信品質）測定、および周波数内および周波数間帯域における一式の隣接セル測定を
実行することを要求されているが、周波数間を測定するための資源不足のために完全には
そうすることができないなら、そのＵＥは、サーバー・セルに関係する測定結果を報告す
るが、隣接セルに関連する測定は報告しないことができる。
【００６５】
　本質的にネットワークおよび地理的環境は変動するため、あるＭＤＴ測定はネットワー
クの様々な位置にて変化する場合がある。その結果、以前に構成されたＭＤＴ測定がその
重要性を失う場合があり、そして従ってそのような時期遅れの測定の実行はデバイス電力
およびネットワーク資源を浪費する場合がある。そのような時期遅れのまたは冗長なＭＤ
Ｔ測定および報告を最小化するために、Ｉｄｌｅモード構成設定のためのＭＤＴ測定は、
測定有効時間、報告有効時間、および／または同様のものを指定することができる。
【００６６】
　最早ＭＤＴ測定を為す必要がないかもしれない時間に関する表示をＵＥに提供するため
に測定有効時間を使用することができる。例えば測定有効時間が過ぎているなら、ＵＥは
測定が開始しているか、または開始していないかに拘わらず、測定を保留することができ
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る。同様に報告有効時間が過ぎているなら、ＵＥは報告の試みを保留することができ、そ
して時期遅れのログされた情報が存在するなら、そのような情報を削除することができる
。ＵＥはまた、発出された測定要求を取り除き、そして／または削除することができる。
【００６７】
　いくつかの実施方法においては、ＭＤＴ結果報告が実行可能な１つまたは複数の場所を
指定するために、ＭＤＴ構成設定を使用することができる。これは、不必要なネットワー
ク・トラフィックを削減し、そしてネットワーク資源を節約するためである。例えばある
ログされたＭＤＴ結果は、ＨＰＬＭＮに属する、またはＥＨＰＬＭＮに属するセルにおい
て報告することが可能である。あるログされたＭＤＴ報告は、１つまたは複数の指定され
た追跡領域、またはセル一覧中の１つまたは複数のセルにおいて報告することができる。
ある実施方法においてはＭＤＴ測定を、その測定を構成したセルまたはＰＬＭＮにおいて
報告することができる。ログされたデータを有するＵＥは、指定された報告場所の内の１
つのセルにＵＥが接続したときに、報告動作をトリガーする（例えば報告が利用可能であ
ることを示す）ことができる。この「報告場所」は、そのＭＤＴに対する適切なネットワ
ークに対してＵＥが結果として適切に処理されることを保証するために、セルＩＤレベル
、ＴＡ／ＲＡ／ＬＡ／ＵＲＡ、またはＰＬＭＮもしくは選択されたＰＬＭＮ範囲レベルに
て指定することができる。
【００６８】
　３段階のＭＤＴログ済み測定報告のシナリオにおいては、ＵＥは、印のついたＭＤＴ報
告表示子により（例えばＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＳｅｔｕｐＣｏｍｐｌｅｔｅメッセ
ージ中にて）何れのパラメータが報告されることになるかを示すことができる。この表示
は、例えばＭＤＴ構成設定請求ＩＤ、ログの時期の表示（例えば最後の測定の時刻刻印）
、獲得されたデータに対する領域範囲（領域範囲を表すＩＤまたは他の値など）、または
領域範囲の一部であるセル、ＰＬＭＮ、ＴＡ／ＲＡ／ＬＡ／ＵＲＡに対するＩＤを含む一
覧などの様々な項目を含むことができる。その上その領域範囲がＵＥ位置決め情報である
ならそのデータには、位置決め情報の形式を、ならびにＭＤＴ測定要求および／または構
成設定の一部としてログされたデータのカテゴリが提供されるなら、それらのカテゴリま
たはカテゴリ群を含むことができる。ログされたデータ・カテゴリは、例えばサービング
・セル測定、隣接セル測定、エラー条件等などの、何れの種別の測定がログ中に含まれる
かを示すことができる。
【００６９】
　セルは、ＭＤＴ　ＵＥを印したＭＤＴ報告表示（例えばＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＳ
ｅｔｕｐＣｏｍｐｌｅｔｅメッセージ中の表示などの）を拒絶することができる。ログさ
れたＭＤＴ測定データ報告のこのカテゴリまたは請求ＩＤ、および／またはＵＥによって
時期遅れである（例えばログの時期または領域範囲により）と示された報告を受け取るた
めに、セルが適切な場所にない（例えば測定がそのセルに関係ない、またはそのセルが測
定を獲得するべく対象としたネットワーク・エンティティへの何の転送方法をも持つこと
ができない）、という理由にてＭＤＴ報告表示を拒絶できる。
【００７０】
　いくつかの方法にて拒絶を実行することができる。例えば、セルはＵＥからの表示を無
視し、そして全く応答しないことができ、またセルがＵＥに拒絶表示を送ることができる
。拒絶表示は拒絶のための原因を示す場合、または示さない場合がある。この場合におい
てＵＥは、ＵＥが正しいセル領域に入るまで測定報告を保持することを選ぶことができる
。
【００７１】
　セルは、ＭＤＴ報告における測定データが時期遅れまたは無効であるという表示により
、拒絶をＵＥに送ることができる。セルはまた、ログ削除（ｐｕｒｇｅ）メッセージ、ま
たは終了および削除メッセージを送ることができる。ＵＥは報告を意図されたログされた
データを削除することができ、および／またはＵＥはまた、Ｉｄｌｅ測定構成設定に関連
付けられた既存のＭＤＴ要求を削除することができる。
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【００７２】
　セルは、セルがＭＤＴセルであるというＭＤＴ報告受信パラメータ、および／または表
示を発行することができる。セルはこの情報を例えば、ＭＤＴを支援するＵＥへのマルチ
キャスト・メッセージ（ＭＤＴ－ＲＮＴＩおよび関連する方法により）、および／または
ＭＤＴパラメータＩＤを有する１つまたは複数のＵＥへの個別メッセージ信号中にて、シ
ステム情報ブロックの形体にて示すことができる。この情報には例えば、ＭＤＴ報告にお
いて受け取る用意がある１つまたは複数のカテゴリの一覧、セルが受け取る用意があるＭ
ＤＴ構成設定請求ＩＤ範囲、それが認識する用意がある１つまたは複数の発出構成設定セ
ル（ＭＤＴ測定を構成設定したセル）、報告有効時間を含むことができる。この対応方法
により表示および／または応答交換通信における時間および／または資源の消耗を最小に
することができる。
【００７３】
　報告する準備ができているログされたＭＤＴ測定データを有するＵＥは、ＭＤＴシステ
ム情報から、マルチキャスト表示メッセージ（ＭＤＴ－ＲＮＴＩ）から、および／または
ＵＥがセルに接続しようとしているときの個別信号方式ＭＤＴ　ＩＥから、そのセルがＭ
ＤＴ測定データを受け取るための適切な受取人であるか、およびログされたＭＤＴ測定デ
ータをそのセル領域において報告できるかを知ることができる。システム情報が、ログさ
れたＭＤＴ報告データがこのセル中で報告するにおいて適切であることを示せないなら、
ＵＥは、報告表示子をセルに送らないと決めることができる。例えば、ＵＥデバイスは、
そのＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＣｏｍｐｌｅｔｅメッセージ中にて報告表示子を設定し
ないことを決定することができる。この処理は、２つまたはより以上の競合するキャリア
が同一セル領域にてサービスを提供するときに生じる場合がある問題に対処する。
【００７４】
　報告有効性は、最後の測定が為された時からそれがネットワークに報告されるまでの、
ログされた報告の寿命をＵＥに示す。報告有効時間が経過しているなら、最早有効ではな
いとしてＵＥはそのＭＤＴ報告を廃棄することができる。
【００７５】
　ＵＥは、位置情報を獲得するための機構を含むことができる。この情報は例えばＵＥが
、Ｉｄｌｅ動作モードの間ログ型測定を実行するように構成されたときに有用である場合
がある。いくつかの異なった方法にて位置情報を獲得することができる。第１の実施方法
においては、ＵＥは内蔵のＧＰＳを備える場合がある。第２の実施方法においてはＵＥは
、関係する位置にＵＥが位置したときにＵＥに知らせるために使用することができるトリ
ガーとなる位置検出システムを含む場合がある。トリガーには例えば、誤りイベント（例
えばＯｕｔ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（運転休止中））、信号閾値の検出、または時間関連
のイベントなどのパラメータを含むことができる。第３の実施方法においてはＵＥは、位
置情報を求めて断続的にまたは定期的に問い合わせされる場合がある位置検出を含む場合
がある。代替の実施形態においてはＵＥは、位置情報を獲得するために１つまたは複数の
ネットワーク要素に問い合わせを送信する場合がある。問い合わせは、位置を獲得するた
めのネットワークへの移動体から発出された位置の要求（３６．３０５によるＭＯ－ＬＲ
などの）の形体を呈する場合がある。
【００７６】
　関係する地理的な領域によってＭＤＴ測定起動がトリガーされようとするなら、二段階
の処理を使用する場合がある。関係するその地理的な領域の近くにＵＥがあるかを認識す
るための一般的な位置情報を獲得するために、ＵＥは最初に、粗い位置決め方法（例えば
、電力消費量およびネットワーク・トラフィックを最小にするために、ＬＡ／ＲＡ／ＴＡ
識別子などのセル識別子または他の地理的識別子を読む）を使用することができる。関係
する地理的な領域の近傍にＵＥがいるとなると、ＵＥは次に、より正確な位置情報を取得
するために別の位置識別計画に切り替わることができる。ＵＥがＧＰＳデバイスを備えて
いないか、または測定および信号方式などの、不要な位置決め行動により電池電力を浪費
したくないとき、この二段階の処理は有益である場合がある。
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【００７７】
　上で説明されたオリジナルのＭＤＴ要求者および／または認可されたＭＤＴ要求者は、
既存のＭＤＴ要求を変更するか、または新しいＭＤＴ要求を提供するためにＵＥを再構成
することができる。古いＭＤＴ要求および／またはログされた測定を削除することができ
る。いくつかの場合においては、要求が満足されたかおよび／または測定値が提供された
かにかかわらずこの削除を行うことができる。いくつかの実施方法においては、Ｉｄｌｅ
測定においてログ型ＭＤＴを実行するように認可されたセルから有効な要求を受け取ると
、ＵＥは古いＭＤＴ構成設定を廃棄し、そしてこの古いＭＤＴ構成設定を新しいＭＤＴ構
成設定に取り替えることができる。ＵＥは、ＵＥが次に待機動作モードを入った時に、そ
の新しいＭＤＴ構成設定を使用し始めることができる。いくつかの場合においては、その
時点でログ中にてその測定値が利用可能である前の要求者と要求セルのＰＬＭＮが同一で
はないなら、新しいＭＤＴ構成設定を使用することができる。例えば要求セルがこのログ
から情報を受け取ることを認可されていないなら、ＵＥはこの既存のログを除去すること
ができる。他のいくつかの場合においては、ＵＥは「ログが空でない（ｌｏｇ　ｎｏｔ　
ｅｍｐｔｙ）」との理由にて新しい要求を拒絶することができる。前の測定のログが空で
なく、そして要求セルのＰＬＭＮがその時点でログ中にある測定値を求めたものと同一で
ある（例えばそのセルが報告を求めて来なかった）なら、待機モードになった時点で、Ｕ
Ｅはログを除去し、そして新しい構成設定の使用を開始することができる。ここで再びＵ
Ｅは、「ログが空でない」を示す理由により応答することによって、同一の要求セルから
の新しい要求を拒絶することができる。代替手段として、ＵＥは既存のログを保持し、そ
して新しいログを開始することができる。
【００７８】
　いくつかの実施方法においては、ＭＤＴ測定要求は、既存のログがある場合にそれを除
去するか否かについての表示を含むことができる。ＵＥはこの表示に基づき既存のＭＤＴ
測定ログを除去するか、または保持することができる。
【００７９】
　オリジナルのＭＤＴ要求者および、随意的に所与のＵＥに対する任意の認可されたＭＤ
Ｔ要求者もが、そのＵＥへのＭＤＴ要求を取り消すことができる。ＵＥが未だ測定を開始
していないなら、ＭＤＴ－Ｃａｎｃｅｌ（取り消し）コマンドを受け取っているＵＥが、
オリジナルの要求を取り除くことができ、そして／または起動条件が合致したときでさえ
、要求された測定をしないことを決定することができる。要求が実行されているならＵＥ
は、ログされたＭＤＴ報告を廃棄し、構成設定を廃棄し、そしてＭＤＴ測定をそれ以上実
行しないことができる。
【００８０】
　ＵＥが１つより多いＭＤＴ要求を保持できる場合には、元のＭＤＴ－Ｒｅｑｕｅｓｔ－
ＩＤにより上に説明された再構成設定行動を記述することができる。要求者はまた、オリ
ジナルの要求者かまたは上で説明された「認可されたＭＤＴ要求」の内の１つの何れかで
あることができる。
【００８１】
　ネットワーク共有（例えば、ｅＮＢまたはセルが１つより多いＰＬＭＮによって共有さ
れ、そして１つより多いＰＬＭＮ　ＩＤがＳｙｓｔｅｍＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＢｌｏｃ
ｋＴｙｐｅｌのＩＥ　ｐｌｍｎ－ＩｄｅｎｔｉｔｙＬｉｓｔ中に含まれる）の場合におい
ては、ＵＥ　ＮＡＳは１つのＰＬＭＮを選択し、そしてＲＲＣ接続の完了にてＲＲＣＣｏ
ｎｎｅｃｔｉｏｎＣｏｍｐｌｅｔｅメッセージのＩＥ　ｓｅｌｅｃｔｅｄＰＬＭＮ－Ｉｄ
ｅｎｔｉｔｙ（識別子）にそれを設定することができる。この場合においては、ＵＥはｓ
ｅｌｅｃｔｅｄＰＬＭＮ－Ｉｄｅｎｔｉｔｙ（識別子）によって特定されるネットワーク
に関連付けられていると考えることができる。
【００８２】
　ＭＤＴ要求を発出したＰＬＭＮがＰＬＭＮｘであるログ型ＭＤＴに対して構成されたＵ
Ｅに関しては、そのようなＵＥが、１つより多いＰＬＭＮによって共有され、そしてｐｌ
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ｍｎ－ＩｄｅｎｔｉｔｙＬｉｓｔ中のＰＬＭＮ群の１つがＰＬＭＮｘであるｅＮＢまたは
セルに接続するなら、ＵＥ　ＮＡＳは、ＰＬＭＮｘを選択し、ＲＲＣ接続の完了にてＲＲ
ＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＣｏｍｐｌｅｔｅメッセージのＩＥ　ｓｅｌｅｃｔｅｄＰＬＭＮ
－Ｉｄｅｎｔｉｔｙ（識別子）にそれを設定することができる。この場合においては、Ｐ
ＬＭＮｘ（ＲＰＬＭＮ）であるｓｅｌｅｃｔｅｄＰＬＭＮ－Ｉｄｅｎｔｉｔｙ（識別子）
によって特定されたネットワークにＵＥ接続が登録されると考えることができ、そして／
または個人向け無線デバイスは、ＭＤＴ要求を受け容れ、そして従ってＰＬＭＮｘに対し
てＭＤＴ報告を発生させることができる。
【００８３】
　例えば一覧メンバーなどの、上で説明されたＭＤＴ－動作関連認可一覧の内容は、サー
ビス契約から事前プログラム化することができ、そしてそれらはまた、ネットワーク信号
方式によって再割り当てすることが可能である。例えば「ＡＴＴＡＣＨ　ＡＣＣＥＰＴ」
、「Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　ＡＣＣＥＰＴ」、および／または「Ｄ
ｅｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」メッセージなどの、ＮＡＳ信号方式を使用することができる
。一実施形態においては、ＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＳｅｔｕｐ、ＲＲＣＣｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ、および／またはＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎ
Ｒｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔメッセージなどの、ＲＲＣメッセージをこの目的のため
に使用することができる。
【００８４】
　ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎに対して有効、追跡領域に対して有効、および／または
Ａｔｔａｃｈｅｄネットワークに対して（例えば、ＡＴＴＡＣＨ　ＡＣＣＥＰＴからＤＥ
ＴＡＣＨ　ＡＣＣＥＰＴまで）有効、の時間範囲に従って、初めはＵＳＩＭからの、既存
のＭＤＴ動作認可一覧から、認可されたまたは認可されていない一覧メンバーを追加しま
たは削除することができる。
【００８５】
　ここで図４に注意を向けると、第３のシステム実施形態が示され、様々な個人向け無線
デバイス１０２ａ、１０２ｂ、および１０２ｃがＲＡＮ１０４と通信的に結合され、ＲＡ
Ｎ１０４が次にコア・ネットワーク１０６および他のネットワークと通信的に結合される
。ＲＡＮ１０４はＵＴＲＡＮ無線技術を採用し、無線インターフェイス１１６上にて個人
向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信することができる。ＲＡＮ１０４
はまた、１つまたは複数の通信リンクを通してコア・ネットワーク１０６と通信状態にあ
ることができる。図４に示されるように、ＲＡＮ１０４は、無線インターフェイス１１６
上にて個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するための１つまたは
複数の送受信機を含むことができる、ノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを含むこと
ができる。ノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃはそれぞれ、ＲＡＮ１０４の中におけ
る特定のセルに関連付けることができる（上で図１を使用して説明されたように）。ＲＡ
Ｎ１０４はまた、ＲＮＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：無線ネ
ットワーク制御装置）１４２ａ、１４２ｂを含むことができる。ＲＡＮ１０４が任意の数
のノードＢおよびＲＮＣを含むことができ、そして図４に示された数に制限されないこと
が理解されるであろう。
【００８６】
　その上、図４に示されるように、ノードＢの１４０ａおよび１４０ｂがＲＮＣ１４２ａ
と通信状態にあることができ、一方ノードＢ１４０ｃがＲＮＣ１４２ｂと通信状態にある
ことができる。ノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、Ｉｕｂインターフェイスを介
してそれぞれのＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂと通信することができる。ＲＮＣ１４２ａ、１
４２ｂは、Ｉｕｒインターフェイスを介してお互いと通信状態にあることができる。ＲＮ
Ｃ１４２ａ、１４２ｂのそれぞれを、それが接続されているそれぞれのノードＢ１４０ａ
、１４０ｂ、１４０ｃを制御するように構成することができる。さらに加えて、ＲＮＣ１
４２ａ、１４２ｂのそれぞれは、外部ループの電力制御、負荷制御、進入制御、パケット
・スケジューリング、ハンドオーバー制御、マクロダイバーシティ、セキュリティ機能、
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データ暗号化、および同様のものなどの、他の機能性を実行し、または支援するように構
成することができる。
【００８７】
　図４中に示されるコア・ネットワーク１０６は、ＭＧＷ（Ｍｅｄｉａ　ＧａｔｅＷａｙ
：メディア・ゲートウェイ）１４４、ＭＳＣ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅ
ｎｔｅｒ：移動体交換局）１４６、ＳＧＳＮ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒ
ｔ　Ｎｏｄｅ：サービングＧＰＲＳ支援ノード）１４８、および／またはＧＧＳＮ（Ｇａ
ｔｅｗａｙ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ：ゲートウェイＧＰＲＳ支援ノード）
１５０を含むことができる。以上の要素のそれぞれがコア・ネットワーク１０６の一部と
して描かれるが、これらの要素の任意の１つをコア・ネットワーク運用者以外のエンティ
ティが所有しそして／または運用することができることが理解されるであろう。
【００８８】
　ＩｕＣＳインターフェイスを介してコア・ネットワーク１０６中のＭＳＣ１４６にＲＡ
Ｎ１０４中のＲＮＣ１４２ａを接続することができる。ＭＳＣ１４６をＭＧＷ１４４に接
続することができる。ＭＳＣ１４６およびＭＧＷ１４４は、個人向け無線デバイス１０２
ａ、１０２ｂ、１０２ｃにＰＳＴＮ１０８などの回線交換ネットワークへのアクセスを提
供し、個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび従来的地上線通信デバ
イスの間の通信を容易にすることができる。
【００８９】
　ＲＡＮ１０４中のＲＮＣ１４２ａはまた、ＩｕＰＳインターフェイスを介してコア・ネ
ットワーク１０６中のＳＧＳＮ１４８に接続することができる。ＳＧＳＮ１４８をＧＧＳ
Ｎ１５０に接続することができる。ＳＧＳＮ１４８およびＧＧＳＮ１５０は、個人向け無
線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに、インターネット１１０などの、パケット交
換ネットワークへのアクセスを提供し、個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０
２ｃおよびＩＰを可能にされたデバイスの間の通信を容易にすることができる。
【００９０】
　上で述べたように、コア・ネットワーク１０６はまた、他のサービス・プロバイダーが
所有しそして／または運用する他の有線のまたは無線のネットワークを含む場合がある、
ネットワーク１１２に接続することができる。
【００９１】
　図５は第４のシステム実施形態を示し、様々な個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２
ｂ、および１０２ｃがＲＡＮ１０４と通信的に結合され、ＲＡＮ１０４が次に、コア・ネ
ットワーク１０６および他のネットワークに通信的に結合される。この実施形態において
は、ＲＡＮ１０４はＥ－ＵＴＲＡ無線技術を採用し、無線インターフェイス１１６により
個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信することができる。ＲＡＮ１
０４はまた、１つまたは複数の通信リンクを通してコア・ネットワーク１０６と通信状態
にあることができる。
【００９２】
　ＲＡＮ１０４は、ｅノードＢの１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを含むことができるが、
ＲＡＮ１０４は任意の数のｅノードＢを含むことができ、そして図５に示された数に制限
されないことが理解されるであろう。ｅノードＢの１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃはそれ
ぞれ、無線インターフェイス１１６上にて個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１
０２ｃと通信するための１つまたは複数の送受信機を含むことができる。一実施形態にお
いて、ｅノードＢの１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃはＭＩＭＯ技術を実施することができ
る。したがって、例えばｅノードＢ１４０ａは複数のアンテナを使用し、個人向け無線デ
バイス１０２ａへ無線信号を送信し、そしてそこから無線信号を受信することができる。
【００９３】
　ｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃのそれぞれは、特定のセルに関連付けること
ができ（図１を使用して上で説明されたように）、そして無線資源管理の判断、ハンドオ
ーバーの判断、上りリンクおよび／または下りリンクにおけるユーザーのスケジューリン
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グ、および同様のものを取り扱うように構成することができる。
【００９４】
　図５に示されるコア・ネットワーク１０６は、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇ
ｅｍｅｎｔ　ｇａｔｅｗａｙ：移動体管理ゲートウェイ）１４２、サービング・ゲートウ
ェイ１４４、およびＰＤＮ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：パケット・デー
タ・ネットワーク）ゲートウェイ１４６を含むことができる。以上の要素のそれぞれがコ
ア・ネットワーク１０６の一部として描かれるが、これらの要素の任意の１つをコア・ネ
ットワーク運用者以外のエンティティが所有しそして／または運用する場合があることが
理解されるであろう。
【００９５】
　ＭＭＥ１４２は、ＲＡＮ１０４中のｅノードＢ１４２ａ、１４２ｂ、１４２ｃのそれぞ
れにＳ１インターフェイスを介して接続することができ、そして制御ノードとして機能す
ることができる。ＭＭＥ１４２は例えば、個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１
０２ｃのユーザーの認証、ベアラの起動／停止、個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２
ｂ、１０２ｃの最初のアタッチの間の特定のサービング・ゲートウェイの選択、および同
様のものに関与することができる。ＭＭＥ１４２はまた、ＲＡＮ１０４、およびＧＳＭま
たはＷＣＤＭＡなどの他の無線技術を採用する他のＲＡＮ（示されない）の間を切り換え
るための制御面機能を提供することができる。
【００９６】
　サービング・ゲートウェイ１４４は、ＲＡＮ１０４中のｅノードＢ１４０ａ、１４０ｂ
、１４０ｃのそれぞれにＳ１インターフェイスを介して接続することができる。サービン
グ・ゲートウェイ１４４は一般に、個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ
から／へユーザー・データ・パケットを経路制御し、そして転送することができる。サー
ビング・ゲートウェイ１４４はまた、ｅノードＢ間ハンドオーバーの間のユーザー面のア
ンカーリング（ａｎｃｈｏｒｉｎｇ）、個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０
２ｃに対して下りリンク・データが利用可能であるときのページングのトリガー動作、個
人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ関連の管理および格納、および同様の
ものなどの他の機能を実行することができる。
【００９７】
　サービング・ゲートウェイ１４４はまた、ＰＤＮゲートウェイ１４６に接続することが
でき、ＰＤＮゲートウェイ１４６は、個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２
ｃにインターネット１１０などの、パケット交換ネットワークへのアクセスを提供し、個
人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよびＩＰを可能にされたデバイスの
間の通信を容易にすることができる。
【００９８】
　コア・ネットワーク１０６は、他のネットワークとの通信を容易にすることができる。
コア・ネットワーク１０６は例えば、個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２
ｃに、ＰＳＴＮ１０８などの、回線交換ネットワークへのアクセスを提供し、個人向け無
線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと従来的地上線通信デバイスの間の通信を容易
にすることができる。コア・ネットワーク１０６は例えば、コア・ネットワーク１０６お
よびＰＳＴＮ１０８の間のインターフェイスとして機能するＩＰゲートウェイ（例えば、
ＩＭＳ（ＩＰ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ：ＩＰマルチメディア・サブ
システム）サーバー）を含むことができ、またはそれと通信することができる。さらに加
えてコア・ネットワーク１０６は、個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ
に、他のサービス・プロバイダーが所有しそして／または運用する他の有線のまたは無線
のネットワークを含む場合がある、ネットワーク１１２へのアクセスを提供することがで
きる。
【００９９】
　図６は第５のシステム実施形態を示し、様々な個人向け無線デバイスの１０２ａ、１０
２ｂ、および１０２ｃがＲＡＮ１０４と通信的に結合され、ＲＡＮ１０４が次に、コア・
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ネットワーク１０６および他のネットワークに通信的に結合される。この実施形態におい
ては、ＲＡＮ１０４はＩＥＥＥ８０２．１６無線技術を採用するＡＳＮ（Ａｃｃｅｓｓ　
Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：アクセス・サービス・ネットワーク）であり、個人向
け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと無線インターフェイス１１６上にて通信
することができる。さらに以下で議論することになるように、個人向け無線デバイス１０
２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、ＲＡＮ１０４、およびコア・ネットワーク１０６の異なった
機能エンティティの間の通信リンクは、基準点（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｏｉｎｔ）とし
て定義することができる。
【０１００】
　図６において示されるように、ＲＡＮ１０４は、基地局１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃ
、およびＡＳＮゲートウェイ１４２を含むことができるが、ＲＡＮ１０４が任意の数の基
地局およびＡＳＮゲートウェイを含むことができることが理解されるであろう。基地局１
４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、ＲＡＮ１０４においてそれぞれ特定のセル（示されない
）に関連付けられ、そして個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと無線イ
ンターフェイス１１６上にて通信するためにそれぞれ１つまたは複数の送受信機を含むこ
とができる。一実施形態においては、基地局１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃはＭＩＭＯ技
術を実施することができる。したがって、例えば基地局１４０ａは、個人向け無線デバイ
ス１０２ａへ無線信号を送信し、そしてそこから無線信号を受信するために複数のアンテ
ナを使用することができる。基地局１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃはまた、ハンドオフ・
トリガー動作、トンネル確立、無線資源管理、トラフィック分類、ＱｏＳ（Ｑｕａｌｉｔ
ｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ：サービス品質）方針実施、および同様のものなどの、移動性
管理機能（ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）を提供するこ
とができる。ＡＳＮゲートウェイ１４２は、トラフィック集約点として機能することがで
き、そしてページング、加入者プロフィールのキャッシュ、コア・ネットワーク１０６へ
の経路制御、および同様のものに関与することができる。
【０１０１】
　個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよびＲＡＮ１０４の間の無線イ
ンターフェイス１１６は、ＩＥＥＥ８０２．１６仕様を実施するＲｌ基準点として定義す
ることができる。さらに加えて、個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃの
それぞれは、コア・ネットワーク１０６との論理的インターフェイス（示されない）を確
立することができる。個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよびコア・
ネットワーク１０６の間の論理的インターフェイスをＲ２基準点として定義することがで
き、認証、認可、ＩＰホスト構成設定管理、および／または移動性管理に対してそれを使
用することができる。
【０１０２】
　基地局１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃのそれぞれの間の通信リンクは、ハンドオーバー
および基地局の間のデータ転送を容易にするためのプロトコルを含むＲ８基準点として定
義することができる。基地局１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃ、およびＡＳＮゲートウェイ
２１５の間の通信リンクをＲ６基準点として定義することができる。Ｒ６基準点は、個人
向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１００ｃのそれぞれに関連付けられた移動性イベ
ントに基づき移動性管理を容易にするためのプロトコルを含むことができる。
【０１０３】
　図６において示されるように、ＲＡＮ１０４はコア・ネットワーク１０６に関連付ける
ことができる。ＲＡＮ１０４およびコア・ネットワーク１０６の間の通信リンクは、例え
ばデータ転送および移動性管理能力を容易にするためのプロトコルを含む、Ｒ３基準点と
して定義することができる。コア・ネットワーク１０６は、ＭＩＰ－ＨＡ（Ｍｏｂｉｌｅ
　ＩＰ　Ｈｏｍｅ　Ａｇｅｎｔ：移動体ＩＰホーム・エージェント）１４４、ＡＡＡ（Ａ
ｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ、Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ、Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ：認
証・認可・会計）サーバー１４６、およびゲートウェイ１４８を含むことができる。以上
の要素のそれぞれはコア・ネットワーク１０６の一部として描かれているが、これらの要
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運用することができることが理解されるであろう。
【０１０４】
　ＭＩＰ－ＨＡは、ＩＰアドレス管理に関与することができ、そして個人向け無線デバイ
ス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃが別のＡＳＮおよび／または別のコア・ネットワークの
間を移動することを可能にすることができる。ＭＩＰ－ＨＡ１４４は、個人向け無線デバ
イス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに、インターネット１１０などのパケット交換ネット
ワークへのアクセスに提供し、個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、お
よびＩＰを可能にされたデバイスの間の通信を容易にすることができる。ＡＡＡサーバー
１４６は、ユーザー認証に対しておよびユーザー・サービスの支援に対して関与すること
ができる。ゲートウェイ１４８は、他のネットワークとの連係動作を容易にすることがで
きる。ゲートウェイ１４８は例えば、個人向け無線デバイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２
ｃにＰＳＴＮ１０８などの回線交換ネットワークへのアクセスを提供し、個人向け無線デ
バイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃおよび従来的地上線通信デバイスの間の通信を容易
にすることができる。さらに加えてゲートウェイ１４８は、個人向け無線デバイス１０２
ａ、１０２ｂ、１０２ｃに、他のサービス・プロバイダーが所有しそして／または運用す
る他の有線または無線のネットワークを含むことができるネットワーク１１２へのアクセ
スを提供することができる。
【０１０５】
　図６においては示されないが、ＲＡＮ１０４を他のＡＳＮに接続することができ、そし
てコア・ネットワーク１０６を他のコア・ネットワークに接続することができることを理
解することができるであろう。ＲＡＮ１０４および他のＡＳＮの間の通信リンクをＲ４基
準点として定義することができ、ＲＡＮ１０４および他のＡＳＮの間での個人向け無線デ
バイス１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃの移動性を調整することができる。コア・ネットワ
ーク１０６および他のコア・ネットワークの間の通信リンクをＲ５基準として定義するこ
とができ、ホームのコア・ネットワークおよび訪問先のコア・ネットワークの間の連係動
作を容易にするためのプロトコルを含むことができる。
【０１０６】
　特徴および要素が上で特定の組み合わせにて記述されているが、通常の当業者は、それ
ぞれの特徴または要素が単独にて、または他の特徴および要素との任意の組み合わせにて
使用可能であることを理解するであろう。さらに加えて、本明細書において説明される方
法は、コンピューターまたはプロセッサによる実行のための、コンピューターにて読み取
り可能な媒体に組み込まれるコンピューター・プログラム、ソフトウェア、またはファー
ムウェアにて実施することができる。コンピューターにて読み取り可能な媒体の例には、
電子信号（有線または無線接続上にて送信される）およびコンピューターにて読み取り可
能な記憶媒体が含まれる。コンピューターにて読み取り可能な記憶媒体の例としては、限
定的ではなく、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ：読み出し専用メモリ）、Ｒ
ＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ：ランダム・アクセス・メモリ）、レ
ジスタ、キャッシュ・メモリ、半導体メモリ・デバイス、内蔵ハード・ディスクおよび脱
着可能ディスクなどの磁気媒体、磁気－光学媒体、ならびにＣＤ－ＲＯＭディスクおよび
ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｋ：デジタル多用途ディスク）な
どの光学媒体が含まれる。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成24年6月21日(2012.6.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイスが、セルと、セルのリストに含まれる公衆地上移動体ネットワーク（ｐｕｂｌ
ｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ：ＰＬＭＮ）と、前記測定を要求するた
め認可されるＰＬＭＮと、のいずれかと接続されるとき、第１のトリガーとなるイベント
に対応してネットワーク性能関連指標の測定を実行するように、および、前記デバイスが
、少なくとも１つのセルと、前記測定の受信を認可される報告場所のリストに含まれるＰ
ＬＭＮと、のいずれかと接続されるとき、前記トリガーとなるイベントを発出したネット
ワーク要素に前記測定の結果または表示を送信するように
　構成されることを特徴とするデバイス。
【請求項２】
　前記第１のトリガーとなるイベントが、ネットワーク要素によって前記デバイスに送信
される要求メッセージを具備することであって、前記要求メッセージが、前記無線デバイ
スによって測定されるべき前記ネットワーク性能関連指標を特定することを特徴とする請
求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記ネットワーク性能関連指標が、下りリンク・パイロット信号強度、信号電力ヘッド
ルーム、または隣接セル信号強度の内の少なくとも１つを備えたことを特徴とする請求項



(27) JP 2013-532400 A 2013.8.15

２に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記デバイスが、セルラー電話、携帯情報端末デバイス、またはインターネットを可能
にされた無線デバイスの内の少なくとも１つであることを特徴とする請求項２に記載のデ
バイス。
【請求項５】
　前記デバイスが、セルラー・デバイスであること、および前記測定が、前記セルラー・
デバイスが待機動作モードにあるときに実行されるログ型測定であることを特徴とする請
求項２に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記セルラー・デバイスが、前記セルラー・デバイスが第１のセル通信範囲領域にある
ときに前記ログ型測定を実行するように、および前記セルラー・デバイスが第２のセル通
信範囲領域にあるときに前記ネットワーク要素に前記ログ型測定の結果を送信するように
構成されることを特徴とする請求項５に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記セルラー・デバイスが、前記セルラー・デバイスの地理的な位置の情報を獲得する
ために位置識別要求メッセージを前記ネットワーク要素に送信するように構成されること
を特徴とする請求項６に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記セルラー・デバイスが、前記第１のトリガーとなるイベントを前記セルラー・デバ
イスに送信することを認可された第１のネットワーク運用者のネットワーク通信範囲管轄
区域の下に前記地理的な位置があるということを確実にした後に、前記ログ型測定を起動
するように構成されることを特徴とする請求項７に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記デバイスが、第１のネットワーク運用者から前記第１のトリガーとなるイベントを
受け容れるように、および第２のネットワーク運用者によって発出された第２のトリガー
となるイベントを明示的に拒絶するように構成されるセルラー・デバイスであることを特
徴とする請求項２に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記セルラー・デバイスが、前記第１のネットワーク運用者の前記識別子が格納された
メモリを備えたことを特徴とする請求項９に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記デバイスが緊急呼に対応しているときに前記第１のトリガーとなるイベントが発生
したなら、前記デバイスが、前記第１のトリガーとなるイベントに否定的に応じるように
構成されることを特徴とする請求項１に記載のデバイス。
【請求項１２】
　個人向け無線デバイスにおいてネットワーク要素から第１のトリガーとなるイベントを
受信するステップと、
　前記個人向け無線デバイスがセルと、セルのリストに含まれる公衆地上移動体ネットワ
ーク（ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ：ＰＬＭＮ）と、測定を
要求するため認可されるＰＬＭＮと、のいずれかと接続されるかを決定するステップと、
　前記セルまたはＰＬＭＮが、セルまたは前記測定を要求するため認可されるＰＬＭＮ
の前記リストに含まれるとき、前記第１のトリガーとなるイベントに対応して、ネットワ
ーク性能関連指標の前記測定を実行するために前記個人向け無線デバイスを使用するステ
ップと、
　前記個人向け無線デバイスが少なくとも１つのセルと、前記測定の受信を認可される報
告場所のリストに含まれるＰＬＭＮと、のいずれかと接続されるとき、少なくとも１つの
ネットワーク要素に前記測定の結果または表示を送信するステップと
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項１３】
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　通話をするために前記個人向け無線デバイスを使用するステップ
　をさらに備えることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　インターネットと通信的に結合し、そしてデータ関連の行動を実行するために前記個人
向け無線デバイスを使用するステップ
　をさらに備えることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記個人向け無線デバイスが待機動作モードにあるときに前記測定を実行するステップ
　をさらに備えることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記測定を実行する前に、前記ネットワーク要素が認可されたネットワーク要素である
ことを確実にするステップ
　をさらに備えることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　ネットワーク運用者が認可されたネットワーク運用者であるとして特定することを条件
として、前記第１のトリガーとなるイベントに応ずるステップ
　をさらに備えることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１８】
　前記測定を実行する前に前記個人向け無線デバイスの地理的な位置の情報を獲得するた
めに前記ネットワーク要素に位置識別要求メッセージを送信するステップ
　をさらに備えることを特徴とする請求項１２に記載の方法。
【請求項１９】
　コンピューターにて実行可能な命令をその上に格納しているコンピューターにて読み取
り可能な記憶媒体であって、前記コンピューターにて実行可能な命令は、
　個人向け無線デバイスにおいてネットワーク要素から測定要求メッセージを受信するス
テップと、
　前記個人向け無線デバイスがセルと、セルのリストに含まれる公衆地上移動体ネットワ
ーク（ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ：ＰＬＭＮ）と、測定を
要求するため認可されるＰＬＭＮと、のいずれかと接続されるかを決定するステップと、
　前記セルまたはＰＬＭＮが、セルまたは前記測定を要求するため認可されるＰＬＭＮ
の前記リストに含まれるとき、前記個人向け無線デバイスにおいて前記ネットワーク要素
から受信された前記測定要求メッセージを処理するステップと、
　前記個人向け無線デバイスにおいて前記個人向け無線デバイスが待機動作モードにある
ことを確認するステップと、
　前記個人向け無線デバイスにおいて処理される前記測定要求メッセージおよび前記待機
動作モードにある前記個人向け無線デバイスに対応してネットワーク性能関連指標の測定
を実行するステップと、
　前記個人向け無線デバイスが少なくとも１つのセルと、前記測定の受信を認可される報
告場所のリストに含まれるＰＬＭＮと、のいずれかと接続されるとき、前記個人向け無線
デバイスから少なくとも１つのネットワーク要素に前記測定の結果または表示を送信する
ステップと
　を実行するための命令を備えることを特徴とするコンピューターにて読み取り可能な記
憶媒体。
【請求項２０】
　前記個人向け無線デバイスが、セルラー電話、携帯情報端末デバイス、またはインター
ネットを可能にされた無線デバイスの内の少なくとも１つであることを特徴とする請求項
１９に記載のコンピューターにて読み取り可能な記憶媒体。
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