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(57)【要約】
　ユーザ装置（ＵＥ）上のアプリケーションのカテゴリ
をプロビジョニングするための技術が開示される。無線
ネットワークエレメントにおいて非アクセス層（ＮＡＳ
）シグナリングを通して登録更新メッセージがＵＥから
受信され得る。登録更新メッセージを受信することに応
答して、ＡＣＤＣ（Application　Specific　Congestio
n　Control　for　Data　Communications）／ＡＳＡＣ
（Application　and　Service　Access　Control）情報
が、無線ネットワークエレメントからＵＥに伝達され得
る。無線ネットワークの無線ネットワークチャネル状態
が容量しきい値を越えると同時に、無線ネットワークエ
レメントにおいて、選択された優先順位付けレベルでＡ
ＣＤＣ／ＡＳＡＣが起動され得るとともに、ＡＣＤＣ／
ＡＳＡＣ情報に含まれるアプリケーションカテゴリのみ
がＵＥにおいて動作することをＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが可
能にする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動機上のアプリケーションのカテゴリをプロビジョニングするように動作可能な無線
ネットワークエレメントであって、当該無線ネットワークエレメントが、
　ＡＣＤＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃｏｎｇｅｓｔｉｏｎ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　ｆｏｒ　Ｄａｔａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＡＳＡＣ（Ａｐｐｌ
ｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）が無線ネッ
トワークにおいて起動される場合に前記無線ネットワークにアクセスすることを許可され
るアプリケーションのカテゴリを含む事前設定されたアプリケーションカテゴリのホワイ
トリストを含んでいるＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報を、前記移動機に伝達し、
　前記無線ネットワークの無線ネットワークチャネル状態が容量しきい値を越えることを
検知し、
　前記容量しきい値が越えられると同時に、選択された優先順位付けレベルで前記ＡＣＤ
Ｃ／ＡＳＡＣを起動し、前記事前設定されたホワイトリストに含まれるアプリケーション
のカテゴリのみが前記移動機において動作することを前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが可能にす
るように構成されるコンピュータ回路を有する、無線ネットワークエレメント。
【請求項２】
　前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報が、前記移動機と関連付けられたホーム地理的領域により
前記事前設定されたアプリケーションカテゴリのホワイトリストがオーバーライドされる
ことが可能であるかどうかを示す、請求項１に記載のコンピュータ回路。
【請求項３】
　前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報が、前記移動機と関連付けられたモバイルカントリーコー
ド（ＭＣＣ）の外側に存在する地理的領域に対する前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報を、前記
移動機が前記地理的領域内をローミングしている場合に前記移動機が受信することができ
るかどうかを示す、請求項１に記載のコンピュータ回路。
【請求項４】
　前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報が、前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが前記無線ネットワークにお
いて動作中である場合に前記事前設定されたアプリケーションカテゴリのホワイトリスト
における前記アプリケーションが定義された期間の間有効であるということを示す、請求
項１に記載のコンピュータ回路。
【請求項５】
　前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報が、前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが前記無線ネットワークにお
いて動作中である場合に前記事前設定されたアプリケーションカテゴリのホワイトリスト
が前記移動機に適用される１つ又は複数の地理的位置を示す、請求項１に記載のコンピュ
ータ回路。
【請求項６】
　前記無線ネットワークエレメントが、ＡＮＤＳＦ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｄ
ｉｓｃｏｖｅｒｙ　ａｎｄ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）を含み、前記ＡＮ
ＤＳＦが、オープンモバイルアライアンスデバイス管理（ＯＭＡ－ＤＭ）プロトコルを使
用して前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報を前記移動機に伝達する、請求項１に記載のコンピュ
ータ回路。
【請求項７】
　前記無線ネットワークエレメントが、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣサーバを含むと共に、前記Ａ
ＣＤＣ／ＡＳＡＣサーバが、ハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）プロトコルを
通して前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報を前記移動機に伝達する、請求項１に記載のコンピュ
ータ回路。
【請求項８】
　位置更新要求メッセージ、アタッチ要求メッセージ、ルーティングエリア更新要求メッ
セージ、トラッキングエリア更新要求メッセージ、又はサービス要求メッセージのうちの
少なくとも１つを前記移動機から受信することに応答して、前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報
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を前記移動機に伝達するように更に構成される、請求項１に記載のコンピュータ回路。
【請求項９】
　前記移動機と関連付けられた地理的領域を示す州インジケータを前記移動機に伝達する
ように更に構成される、請求項１に記載のコンピュータ回路。
【請求項１０】
　前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報が、前記移動機の、汎用加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ
）、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）、又は汎用ＩＣカード（ＵＩＣＣ）のうちの１つの
ための基礎ファイル（ＥＦ）に含まれる、請求項１に記載のコンピュータ回路。
【請求項１１】
　前記ＥＦが、ＳＩＭツールキットを使用して前記移動機に伝達される、請求項１０に記
載のコンピュータ回路。
【請求項１２】
　前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報が、オープンモバイルアライアンス管理オブジェクト（Ｏ
ＭＡ－ＭＯ）として指定されるとともに、オープンモバイルアライアンスデバイス管理（
ＯＭＡ－ＤＭ）プロトコルを使用して前記移動機に伝達される、請求項１に記載のコンピ
ュータ回路。
【請求項１３】
　前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが前記無線ネットワークにおいて起動されるとともに、前記移
動機がホーム地理的領域の外側をローミングしている場合に、前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情
報において、前記事前設定されたアプリケーションカテゴリのホワイトリストにおける前
記アプリケーションのうちの何れもが前記移動機において動作することを許可されないと
いうことを示す拒否理由を前記移動機に伝達するように更に構成される、請求項１に記載
のコンピュータ回路。
【請求項１４】
　前記移動機がホーム地理的領域の外側をローミングしている場合に、前記ＡＣＤＣ／Ａ
ＳＡＣが前記無線ネットワークにおいて起動されるかどうかに関係なく、前記ＡＣＤＣ／
ＡＳＡＣ情報において、前記事前設定されたアプリケーションカテゴリのホワイトリスト
における前記アプリケーションのうちの何れもが前記移動機において動作することを許可
されないということを示す拒否理由を前記移動機に伝達するように更に構成される、請求
項１に記載のコンピュータ回路。
【請求項１５】
　前記移動機がホーム地理的領域の外側をローミングしているとともに、前記ＡＣＤＣ／
ＡＳＡＣが前記無線ネットワークにおいて起動される場合に、前記事前設定されたアプリ
ケーションカテゴリのホワイトリストが前記移動機において動作することを許可されると
いうことを示す前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報を前記移動機に伝達するように更に構成され
る、請求項１に記載のコンピュータ回路。
【請求項１６】
　前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報が、複数の地理的領域に対応する複数の事前設定されたア
プリケーションカテゴリのホワイトリストを含み、前記移動機が前記地理的領域を通って
ローミングする場合に、前記無線ネットワークエレメントが、前記事前設定されたアプリ
ケーションカテゴリのホワイトリストのうちの少なくとも１つを起動する、請求項１に記
載のコンピュータ回路。
【請求項１７】
　前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報内の前記事前設定されたアプリケーションカテゴリのホワ
イトリストが、前記移動機と関連付けられたホーム地理的領域に対応し、前記移動機が前
記ホーム地理的領域の外側をローミングする場合に、前記無線ネットワークエレメントが
、追加の事前設定されたアプリケーションカテゴリのホワイトリストを伝達する、請求項
１に記載のコンピュータ回路。
【請求項１８】
　事前設定された優先順位付けされたアプリケーションカテゴリのホワイトリストに従っ
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てアプリケーションを動作させるように動作可能なユーザ装置（ＵＥ）であて、当該ＵＥ
が、
　登録更新メッセージを無線ネットワークエレメントに伝達し、
　前記登録更新メッセージを伝達することに応答して、前記事前設定された優先順位付け
されたアプリケーションカテゴリのホワイトリストを含んでいるＡＣＤＣ（Ａｐｐｌｉｃ
ａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃｏｎｇｅｓｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒ　Ｄａ
ｔａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＡＳＡＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　
Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）情報を前記無線ネットワークエレメン
トから受信し、
　ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが無線ネットワークにおいて起動される場合に前記事前設定された
優先順位付けされたアプリケーションカテゴリのホワイトリストに含まれるアプリケーシ
ョンのみを動作させ、前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが容量しきい値を越える無線ネットワーク
の無線ネットワークチャネル状態に応答して起動されるように構成されるコンピュータ回
路を有する、ＵＥ。
【請求項１９】
　前記無線ネットワークが前記容量しきい値を越えない場合に、前記無線ネットワークエ
レメントから更新された事前設定された優先順位付けされたアプリケーションカテゴリの
ホワイトリストを受信するように更に構成される、請求項１８に記載のコンピュータ回路
。
【請求項２０】
　ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣシステム情報ブロック（ＳＩＢ）がｅＮＢにおいて一斉送信されて
いることをＵＥに通知するために、進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）からのページングメッセ
ージにおいてＡＣＤＣ／ＡＳＡＣホワイトリスト通知を受信するように更に構成される、
請求項１８に記載のコンピュータ回路。
【請求項２１】
　前記無線ネットワークエレメントからのＳＩＢタイプ１（ＳＩＢ１）を受信したあとで
、前記ｅＮＢからの前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ　ＳＩＢを受信するように更に構成され、前
記ＵＥが、前記ＳＩＢ１に含まれるＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ　ＳＩＢスケジューリング情報に
従って前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ　ＳＩＢを受信するとともに、前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ　
ＳＩＢが、更新されたホワイトリスト情報を含む、請求項２０に記載のコンピュータ回路
。
【請求項２２】
　前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ　ＳＩＢが、前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが前記無線ネットワーク
において動作中であるかどうかを示し、もし前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが動作中であるなら
ば、前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが一部例外ありでインバウンドローマーに適用できるかどう
か、又は前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが例外なしでインバウンドローマーに適用できるかどう
かを示す、請求項２１に記載のコンピュータ回路。
【請求項２３】
　前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ　ＳＩＢが、選択されたグループの移動機に送信される追加の
情報を含み、前記追加の情報が、移動機の特定のカテゴリを示し、前記追加の情報が、国
際移動体加入者識別子（ＩＭＳＩ）、一時的移動体加入者識別子（ＴＭＳＩ）、及びグロ
ーバル一意一時識別子（ＧＵＴＩ）の特定の範囲を示す、請求項２１に記載のコンピュー
タ回路。
【請求項２４】
　前記ＵＥが、アンテナ、タッチセンシティブ表示スクリーン、スピーカ、マイクロホン
、グラフィックプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、又は不揮発性メ
モリポートを含む、請求項１８に記載のコンピュータ回路。
【請求項２５】
　ユーザ装置（ＵＥ）上のアプリケーションのカテゴリをプロビジョニングするための方
法であって、当該方法が、
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　無線ネットワークエレメントにおいて非アクセス層（ＮＡＳ）シグナリングを通して登
録更新メッセージを前記ＵＥから受信するステップと、
　前記登録更新メッセージを受信することに応答して、ＡＣＤＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃｏｎｇｅｓｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒ　Ｄａｔａ　Ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＡＳＡＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｅｒｖ
ｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）情報を前記無線ネットワークエレメントから前
記ＵＥに伝達するステップと、
　無線ネットワークの無線ネットワークチャネル状態が容量しきい値を越えると同時に、
前記無線ネットワークエレメントにおいて、選択された優先順位付けレベルで前記ＡＣＤ
Ｃ／ＡＳＡＣを起動するステップであって、前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報に含まれるアプ
リケーションのカテゴリのみが前記ＵＥにおいて動作することを前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ
が可能にする、ステップとを含む、方法。
【請求項２６】
　前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報が、前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが前記無線ネットワークにお
いて起動される場合に前記無線ネットワークにアクセスすることを許可される事前設定さ
れた優先順位付けされたアプリケーションカテゴリのホワイトリストを含む、請求項２５
に記載の方法。
【請求項２７】
　前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報が、
　前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが前記無線ネットワークにおいて動作中である場合に前記事前
設定されたホワイトリストにおける優先順位付けされたアプリケーションが有効にされる
定義された期間、又は
　前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが前記無線ネットワークにおいて動作中である場合に前記事前
設定された優先順位付けされたアプリケーションカテゴリのホワイトリストが前記ＵＥに
適用される地理的位置を示す、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報が、
　前記ＵＥと関連付けられたホーム地理的領域により前記事前設定された優先順位付けさ
れたアプリケーションカテゴリのホワイトリストがオーバーライドされることが可能であ
るかどうか、又は
　前記ＵＥと関連付けられたモバイルカントリーコード（ＭＣＣ）の外側に存在する地理
的領域に対する前記ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報を、前記ＵＥが前記地理的領域内をローミン
グしている場合に前記ＵＥが受信することができるかどうかを示す、請求項２６に記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
「関連出願」
　本願は、２０１３年３月２９日に出願され、事件整理番号Ｐ５５２７３Ｚを有する米国
仮特許出願第６１／８０６，８２１号に対する優先権を主張するとともに、全ての目的の
ために、その全体の明細書は、その全体の参照によってここに組み込まれている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００２】
　無線移動体通信技術は、ノード（例えば伝送ステーション）と無線装置（例えば移動機
）との間でデータを送信するために、様々な標準、及びプロトコルを使用する。いくつか
の無線装置は、下りリンク（ＤＬ）伝送における直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）
、及び上りリンク（ＵＬ）伝送における単一搬送波周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ
）を使用して通信する。信号伝送のために直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ）を使用す
る標準、及びプロトコルは、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロング
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タームエボリューション（ＬＴＥ）、一般にＷｉＭＡＸ（Worldwide　interoperability
　for　Microwave　Access：ワイマックス）として業界グループに知られている米国電気
電子学会（Institute　of　Electrical　and　Electronics　Engineers：ＩＥＥＥ）８０
２．１６標準（例えば、８０２．１６ｅ、８０２．１６ｍ）、及び一般にＷｉＦｉ（ワイ
ファイ）として業界グループに知られているＩＥＥＥ８０２．１１標準を含む。
【０００３】
　３ＧＰＰ無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）ＬＴＥシステムにおいて、ノードは、Ｅ
－ＵＴＲＡＮ（Evolved　Universal　Terrestrial　Radio　Access　Network：進化型ユ
ニバーサル地上無線アクセスネットワーク）のＮｏｄｅ　Ｂ（同様に進化型ＮｏｄｅＢ、
拡張ＮｏｄｅＢ、ｅＮｏｄｅＢ、又はｅＮＢとして一般に表示される）と、ユーザ装置（
ＵＥ）として知られている無線装置と通信する無線ネットワーク制御装置（Radio　Netwo
rk　Controller：ＲＮＣ）との組み合わせであることができる。下りリンク（ＤＬ）伝送
は、ノード（例えばｅＮｏｄｅＢ）から無線装置（例えばＵＥ）に対する通信であること
ができ、上りリンク（ＵＬ）伝送は、無線装置からノードに対する通信であることができ
る。
【０００４】
　本開示の特徴及び利点は、一例として本開示の特徴を一緒に例示する添付図面と共に確
認されるあとに続く詳細な説明から明白になるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１Ａ】一例による、ＡＣＤＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃｏｎ
ｇｅｓｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒ　Ｄａｔａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）
／ＡＳＡＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ）アプリケーション又はアプリケーションカテゴリの優先順位付けを例示するテ
ーブルである。
【図１Ｂ】一例による、ＡＣＤＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃｏｎ
ｇｅｓｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒ　Ｄａｔａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）
／ＡＳＡＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ）アプリケーション又はアプリケーションカテゴリの優先順位付けを例示するテ
ーブルである。
【図２】一例による、ネットワークとユーザ装置（ＵＥ）との間のアプリケーション又は
アプリケーションカテゴリの優先順位付けスキームの実装を例示する図である。
【図３】一例による、ロケーションエリアコード（ＬＡＣ）、ルーティングエリアコード
（ＲＡＣ）、及びタイプアロケーションコード（ＴＡＣ）の組み合わせに基づいて定義さ
れる複数の地理的領域境界を例示する図である。
【図４】一例による、ユーザ装置（ＵＥ）から非アクセス層（ＮＡＳ）メッセージを受信
することに応答してＵＥに州インジケータメッセージを伝達するネットワークエレメント
を例示する図である。
【図５】一例による、移動機に伝達された基礎ファイル（ＥＦ）に含まれるＡＣＤＣ（Ａ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃｏｎｇｅｓｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆ
ｏｒ　Ｄａｔａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＡＳＡＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
　ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）情報を例示する図である。
【図６】一例による、ＵＥから非アクセス層（ＮＡＳ）メッセージを受信することに応答
してＡＣＤＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃｏｎｇｅｓｔｉｏｎ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒ　Ｄａｔａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＡＳＡＣ（Ａｐｐ
ｌｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）情報を伝
達するネットワークエレメントを例示する図である。
【図７】一例による、ＡＣＤＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃｏｎｇ
ｅｓｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒ　Ｄａｔａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／
ＡＳＡＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔ



(7) JP 2016-510583 A 2016.4.7

10

20

30

40

50

ｒｏｌ）が起動されるとともに、ユーザ装置（ＵＥ）がホーム地理的領域の外側をローミ
ングしている場合に、事前設定されたアプリケーションカテゴリのリスト上のアプリケー
ションカテゴリがＵＥにおいて動作することを許可されないことを決定するネットワーク
エレメントを例示する図である。
【図８】一例による、ユーザ装置（ＵＥ）がホーム地理的領域の外側をローミングしてい
る場合に、ＡＣＤＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃｏｎｇｅｓｔｉｏ
ｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒ　Ｄａｔａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＡＳＡＣ（
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）が
起動されるかどうかに関係なく、事前設定されたアプリケーションカテゴリのリスト上の
アプリケーションカテゴリがＵＥにおいて動作することを許可されないことを決定するネ
ットワークエレメントを例示する図である。
【図９】一例による、ユーザ装置（ＵＥ）がホーム地理的領域の外側をローミングしてい
るとともに、ＡＣＤＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃｏｎｇｅｓｔｉ
ｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒ　Ｄａｔａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＡＳＡＣ
（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）
が起動される場合に、事前設定されたアプリケーションカテゴリのリスト上のアプリケー
ションカテゴリがＵＥにおいて動作することを許可されるかどうかを示すＡＣＤＣ／ＡＳ
ＡＣ情報をＵＥに伝達するネットワークエレメントを例示する図である。
【図１０】一例による、移動機上のアプリケーションのカテゴリをプロビジョニングする
ように動作可能な無線ネットワークエレメントのコンピュータ回路の機能を描写する図で
ある。
【図１１】一例による、事前設定された優先順位付けされたアプリケーションカテゴリの
ホワイトリストに従ってアプリケーションを動作させるように動作可能なユーザ装置（Ｕ
Ｅ）のコンピュータ回路の機能を描写する図である。
【図１２】一例による、ユーザ装置（ＵＥ）上のアプリケーションのカテゴリをプロビジ
ョニングするための方法のフローチャートを描写する図である。
【図１３】一例による、無線装置（例えばＵＥ）を例示する図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　例示された代表的な実施例をここで参照するとともに、ここでは、同じことについて説
明するために、特定の言語が使用されることになる。本発明の範囲の限定がそれにより意
図されないということが、それでもなお理解されるであろう。
【０００７】
　本発明が開示されて、説明される前に、この発明は、ここで開示される、特定の構造、
処理ステップ、シグナリングプロトコル及びシグナリング交換、又は、材料に限定されな
いが、しかし、関連した技術の当業者により識別されるように、その等価物にまで拡張さ
れる、ということが理解されるべきである。ここで使用される用語は、特定の実例を説明
するためのみに使用され、そして限定することを意図していない、ということが同様に理
解されるべきである。異なる図面における同じ参照符号は、同じ構成要素を表す。フロー
チャート及び処理において提供される数字は、ステップ及び動作を例示する際に明瞭にす
るために提供され、特定の順序又はシーケンスを必ずしも示すとは限らない。
【０００８】
「実例の実施例」
　技術の実施例の最初の概観が下記で提供され、それから、具体的な技術の実施例があと
で更に詳細に説明される。この最初の要約は、読み手が更に迅速に技術を理解するのを援
助することを意図しているが、しかし、技術の重要な特色又は本質的な特徴を特定するこ
とを意図していないとともに、権利請求された主題の範囲を限定することを意図していな
い。
【０００９】
　移動機、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータなどのようなユーザ装置
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（ＵＥ）にダウンロードされ、インストールされ、そして操作されているアプリケーショ
ンの数は、上昇傾向で継続的に増大している。これらのアプリケーションは、ソーシャル
ネットワーキングアプリケーション、オンラインショッピングアプリケーション、ニュー
スアプリケーション、教育アプリケーション、音楽アプリケーション、ビデオストリーミ
ングアプリケーションなどを含み得る。３ＧＰＰを含むいくつかの標準開発機関（standa
rd　developing　organization：ＳＤＯ）は、ＵＥで動作する増大するアプリケーション
が、ネットワーク非能率性の主要原因であるということを特定した。これらのアプリケー
ションは、サービスに対するアクセスのせいで無線アクセスネットワーク（Radio　Acces
s　Network：ＲＡＮ）及びコアネットワーク（Core　Network：ＣＮ）にわたる輻輳を（
故意に、又は無意識に）引き起こす可能性がある。
【００１０】
　ネットワーク輻輳の間、特に緊急事態の間、貴重な無線ネットワーク資源を保護するか
、及び／又は解放するために、特定のアプリケーション又はアプリケーションのカテゴリ
（例えば、ソーシャルネットワーキングアプリケーション、ビデオストリーミングアプリ
ケーション）が無線ネットワークにアクセスすることを制限することが望ましいかもしれ
ない。言い換えれば、無線ネットワーク又は無線ネットワークのチャネル状態が容量しき
い値を越える場合に、特定のアプリケーションが制限され得る。さらに、特定のアプリケ
ーション又はアプリケーションのカテゴリ（例えば緊急応答アプリケーション）は、これ
らの緊急事態が発生する場合に、無線ネットワークが輻輳しているならば優先順位を与え
られ得る。その制限が、地域の／国家のネット中立性規則（net　neutrality　regulatio
n）、又は全国的なネット中立性規則に従う限り、特定のアプリケーション又はアプリケ
ーションのカテゴリは制限され得る。一例として、地理的領域における大地震のあとで、
市民の安全を裏付けるパケットベースの通信アプリケーション（例えば、災害用伝言板（
Disaster　Message　Board）サービス、災害用音声お届け（Disaster　Voice　Messaging
）サービス）は、天災又は特に報道価値のある事象が発生する場合に、緊急事態の間、ビ
デオストリーミングアプリケーションより上の優先順位を与えられるかもしれない。
【００１１】
　同様に、他の問題を引き起こすアプリケーション、例えばユーザの承諾なしでプライバ
シ情報を開示するアプリケーション、又は地域条例により禁止される非合法活動を奨励す
るアプリケーションが存在する。その制限が地域の／国家のネット中立性規則、又は全国
的なネット中立性規則に従う限り、無線ネットワークにアクセスすることからこれらの問
題のあるアプリケーションを制限することが望ましいかもしれない。
【００１２】
　３ＧＰＰにおいて、ＡＣＤＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃｏｎｇ
ｅｓｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒ　Ｄａｔａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ：デ
ータ通信のための特定用途向け輻輳制御）の検討が、ＡＳＡＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
　ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：アプリケーション及びサー
ビスアクセス制御）と呼ばれる研究のサブセットをもたらした。ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣは、
さらに、３ＧＰＰ技術報告書（ＴＲ）２２．８０６　Ｖ１．０．０において説明される。
ＡＣＤＣとＡＳＡＣの両方は、事前設定されるべき、又はＵＥにダウンロードされるべき
許可されたアプリケーション又はアプリケーションカテゴリの“ホワイトリスト／複数の
ホワイトリスト”を承認した。ここで使用されるように、用語“ホワイトリスト”は、一
般に、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが無線ネットワークにより起動される場合にユーザ装置（ＵＥ
）において動作することを許可されるアプリケーション又はアプリケーションのカテゴリ
のリストのことを指す。用語“アプリケーションカテゴリ”又は“アプリケーションのカ
テゴリ”は、互換的に使用され得るとともに、一緒にグループ化される１つ又は複数のア
プリケーションを示すことができる。例えば、ソーシャルネットワークアプリケーション
は、第１のアプリケーションカテゴリにグループ化され得るとともに、年齢１８～３５歳
のユーザの間で最もポピュラーなアプリケーションは、第２のアプリケーションカテゴリ
にグループ化され得る。“ホワイトリスト”は、無線ネットワークにより必要に応じて動
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的に構成され得るか、又はプロビジョニングされ得る。したがって、ネットワーク輻輳は
、ＡＣＤＣ又はＡＳＡＣがネットワークオペレータにより起動される場合に、ＵＥにより
開始されるべき“ホワイトリスト”にリストされていないアプリケーション又はアプリケ
ーションのカテゴリを一時的に阻止することによって、緩和され得る。ＡＣＤＣ／ＡＳＡ
Ｃは、地域の／国家の規則、又は全国的な規則に従ってネットワーク輻輳を軽減するため
に起動され得る。
【００１３】
　無線ネットワークにアクセスすることを許可される事前設定されたアプリケーション又
はアプリケーションカテゴリのホワイトリストは、ネットワーク輻輳の軽減に貢献するか
もしれないが、しかし、事前設定されたホワイトリスト上の競合する承認されたアプリケ
ーションによって引き起こされたネットワーク輻輳を必ずしも緩和するとは限らないかも
しれない。言い換えれば、事前設定されたホワイトリスト上の様々な承認されたアプリケ
ーションが、それにもかかわらずネットワーク輻輳を引き起こすかもしれない。しかしな
がら、下記のさらなる詳細において論じられたように、事前設定されたホワイトリスト上
の競合している承認されたアプリケーションによって引き起こされたネットワーク輻輳は
緩和され得る。
【００１４】
　ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ機能は、２つのエンドポイント、具体的にはＵＥとネットワークエ
レメントとを横断して実行され得る。一例において、ネットワークエレメントは、ＡＣＤ
Ｃ／ＡＳＡＣサーバを含み得る。ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣサーバは、モバイルネットワークオ
ペレータ（mobile　network　operator：ＭＮＯ）の観点から、ＵＥ上のＡＣＤＣ／ＡＳ
ＡＣホワイトリストをプロビジョニングする他に、全体のＡＳＡＣ機能を起動し、終了し
、そして管理するネットワークエンティティである。一構成において、ＡＣＤＣ／ＡＳＡ
Ｃサーバは、独立型ネットワークエンティティであり得るとともに、この構成において、
ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣサーバは、ＵＥと通信するためにＳＯＡＰ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｏｂｊｅ
ｃｔ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：簡易オブジェクトアクセスプロトコル）／拡張
マークアップ言語（ＸＭＬ）ベースの転送を使用し得る。その代わりに、ＡＣＤＣ／ＡＳ
ＡＣサーバは、他のネットワークエンティティと一緒に配置され得る。例えば、ＡＣＤＣ
／ＡＳＡＣサーバは、モビリティ管理エンティティ（Mobility　Management　Entity：Ｍ
ＭＥ）と一緒に配置され、ＵＥと通信するために非アクセス層（non-access-stratum：Ｎ
ＡＳ）転送を使用し得る。さらに、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣサーバは、ＡＮＤＳＦ（Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ａｎｄ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔ
ｉｏｎ：アクセスネットワーク発見選択機能）と一緒に配置され得るとともに、ＵＥと通
信するためにオープンモバイルアライアンスデバイス管理（Open　Mobile　Alliance　De
vice　Management：ＯＭＡ－ＤＭ）転送を使用する。
【００１５】
　ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが起動される場合に、アプリケーション又はアプリケーションのカ
テゴリは、アプリケーション又はアプリケーションカテゴリの承認されたリストに従って
優先順位を付けられ得る。言い換えれば、アプリケーションのカテゴリ（例えば緊急サー
ビスアプリケーション）は、ネットワーク輻輳又は緊急事態の間、優先順位を付けられ得
る。ネットワーク輻輳は、無線ネットワークの無線ネットワークチャネル状態が容量しき
い値を越える場合に発生し得る。さらに、アプリケーションのカテゴリは、オペレータが
ネットワーク中立性によって束縛されない非ＡＣＤＣ状態の間、優先順位を付けられ得る
（すなわち、インターネットサービスプロバイダが、インターネット上の全てのデータを
等しく扱うべきであるとともに、特定のタイプの内容又はアプリケーションを差別しない
原則）とともに、異なる処置をＵＥ上のアプリケーション及び通常の非緊急状態における
ネットワークに適用することを合法的に許可される。
【００１６】
　優先順位付けスキームは、ある種の値を事前設定されたアプリケーション又はアプリケ
ーションカテゴリのリスト上の各アプリケーション又はアプリケーションカテゴリに割り
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当てることによって達成され得る。それらの値は、数値であるか、アルファベットである
か、文字列であるか、又はそれの組み合わせであり得る。
【００１７】
　図１Ａは、ＡＣＤＣアプリケーションの代表的な優先順位付けスキームを例示する。オ
プション１において、アプリケーションＡ及びＢは、第１の優先順位レベル（すなわちＮ
）を与えられ、アプリケーションＣ及びＤは、第２の優先順位レベル（すなわちＮ＋１）
を与えられ、アプリケーションＥ及びＦは、第３の優先順位レベル（すなわちＮ＋２）を
与えられ、アプリケーションＧ及びＨは、第４の優先順位レベル（すなわちＮ＋３）を与
えられる。その代わりに、優先順位付けスキームは、ＡＣＤＣアプリケーションカテゴリ
に適用され得る。例えば、アプリケーションカテゴリＡ及びＢは、第１の優先順位レベル
を与えられることができ、ここで、アプリケーションカテゴリＡは、アプリケーションＱ
及びＲを含み、アプリケーションカテゴリＢは、アプリケーションＳ及びＴを含む。オプ
ション２において、アプリケーション及び／又はアプリケーションカテゴリは、さらに細
かい精度（例えば、Ｎ、Ｎ＋１、Ｎ＋３など）によって優先順位を付けられ得る。
【００１８】
　ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ状態が起動される場合に、ＵＥは、承認されたリスト上のアプリケ
ーション又はアプリケーションカテゴリの開始を許可し得る。結果的に、１を超えるアプ
リケーション又はアプリケーションカテゴリがＵＥ上で開始される場合に、ＵＥは、アプ
リケーション又はアプリケーションカテゴリに割り当てられた優先順位付けの値に従って
、開始に優先順位を付け得る。したがって、ホワイトリスト上の全てのアプリケーション
又はアプリケーションカテゴリがＵＥにより開始されることを許可されるという仮定が行
われ得る。ＵＥは、その場合に、マルチタスクシナリオでこれらのアプリケーション又は
アプリケーションカテゴリを実行するために、もしＵＥ上に競合する要求が存在するなら
ば、各アプリケーション又はアプリケーションカテゴリに割り当てられた優先順位レベル
に従って異なるアプリケーション又はアプリケーションカテゴリの間の優先順位を決定し
得る。
【００１９】
　代替構成において、ネットワークオペレータは、ネットワーク輻輳状態に基づいて、異
なるレベルのＡＣＤＣ／ＡＳＡＣを起動することができ、それにより、その状態レベルに
対して許可された優先順位付けされたアプリケーションのみを許可し、ホワイトリスト上
の残りのアプリケーションを許可しない。したがって、ネットワークオペレータは、その
状態レベルに対して許可された優先順位付けされたアプリケーションカテゴリのみを許可
し、ホワイトリスト上の残りのアプリケーションカテゴリを許可しない。異なるレベルの
ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣは、ホワイトリスト上の特定のアプリケーションがリスト上の他のア
プリケーションより上の無線ネットワークに対する優先的なアクセス権（priority　acce
ss）を与えられることをオペレータが保証する必要がある状況において有益であり得る。
例えば、大地震の勃発時、オペレータは、異なるレベルのＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが起動され
る場合に、ＹｏｕＴｕｂｅ（登録商標）に対するビデオアップロード（例えば特定のアプ
リケーション）が２４時間後にアクセス権を与えられる一方、災害用伝言板（Disaster　
Message　Board）が無線ネットワークにアクセスすることを許可される、ということを保
証することを望むかもしれない。その代わりに、オペレータは、緊急サービスアプリケー
ションが無線ネットワークと通信することのみを許可する一方、大地震の勃発時から２４
時間の間全てのビデオストリーミングアプリケーション（例えば特定のアプリケーション
カテゴリ）を制限し得る。
【００２０】
　図１Ｂは、アプリケーションがＵＥによって開始されることを許可される場合に、オペ
レータが、アプリケーションのＡＣＤＣ又はＡＳＡＣホワイトリスト、及び対応するＡＣ
ＤＣ／ＡＳＡＣ状態レベルに基づいて、どのように様々な許可されたアプリケーションに
優先順位をつけるであろうかを例示する代表的な優先順位付けスキームである。その代わ
りに、図１Ｂにおける優先順位付けスキームは、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ状態レベルに基づい
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て許可される特定のアプリケーションカテゴリに対して適用され得る。それらの値は、数
値であるか、アルファベットであるか、文字列であるか、又はそれの組み合わせであり得
る。例えば、“Ａ”は、緊急応答アプリケーション又は緊急応答アプリケーションカテゴ
リを示し得る。図１Ｂにおいて示されるように、“Ａ”及び“Ｂ”は、状態レベルＮで無
線ネットワークにアクセスすることを許可され得るが、しかし“Ｃ”から“Ｈ”までは、
未来時まで許可されないかもしれない。例えば、無線ネットワークが状態Ｎ＋２及びＮ＋
３を許可する場合に、“Ｅ”及び“Ｆ”のみが無線ネットワークにアクセスすることがで
きる。
【００２１】
　図１Ｂにおいて示されるように、“Ｃ”から“Ｈ”までが無線ネットワークにアクセス
することを許可される場合に、“Ａ”及び“Ｂ”は、同様に、無線ネットワークにアクセ
スすることを許可され得る。言い換えれば、“Ａ”及び“Ｂ”は、状態レベルＮ、Ｎ＋１
、Ｎ＋２、及びＮ＋３の間、許可され得る。したがって、“Ａ”及び“Ｂ”は、第１の優
先順位レベルを与えられることができ、“Ｃ”及び“Ｄ”は、第２の優先順位レベルを与
えられることができ、“Ｅ”及び“Ｆ”は、第３の優先順位レベルを与えられることがで
き、そして“Ｇ”及び“Ｈ”は、第４の優先順位レベルを与えられることができる。図１
Ｂにおいて示されるように、状態レベルＮ＋１の間、“Ａ”から“Ｄ”までは無線ネット
ワークにアクセスすることを許可され得るが、しかし“Ｅ”から“Ｈ”までは無線ネット
ワークにアクセスすることを許可されない、などのようになる。
【００２２】
　図２は、ネットワークとユーザ装置（ＵＥ）との間のアプリケーション又はアプリケー
ションカテゴリの優先順位付けスキームの代表的な実装を例示する。進化型ＮｏｄｅＢ（
ｅＮＢ）を通して、ネットワークはＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ状態を起動し得るとともに、ＵＥ
は、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ状態に従ってアプリケーション又はアプリケーションのカテゴリ
を開始し得るか、又は動作させ得る。ネットワークは、ＭＭＥ、ＡＮＤＳＦ、又は専用の
ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣサーバのようなネットワークエレメントを含み得る。したがって、Ａ
ＣＤＣ／ＡＳＡＣ状態の動作は、ＮＡＳプロトコルを通してＭＭＥから、ＯＭＡ－ＤＭプ
ロトコルを通してＡＮＤＳＦから、又はハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）プ
ロトコルを通して専用のＡＣＤＣ／ＡＳＡＣサーバから、開始され得る。
【００２３】
　図２において示されるように、ネットワークは、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ状態レベルＮを起
動し得る。その結果、ＵＥは、アプリケーションＡ及びＢ（又はアプリケーションカテゴ
リＡ及びＢ）のみを開始し得るか、又は動作させ得る。
【００２４】
　ホワイトリスト上の他のアプリケーション又はアプリケーションカテゴリは、状態レベ
ルＮの間、起動されることを許可されない。もし追加のネットワークトラフィックを提供
するためにネットワーク輻輳レベルが十分に緩和されることをオペレータが判定するなら
ば、ネットワークは、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ状態レベルＮ＋１を起動し得る。その結果、Ｕ
Ｅは、アプリケーションＡ、Ｂ、Ｃ、及びＤ（又はアプリケーションカテゴリＡ、Ｂ、Ｃ
、及びＤ）のみを開始し得るか、又は動作させ得る。さらに、ネットワークは、ＡＣＤＣ
／ＡＳＡＣ状態レベルＮ＋３を起動することを決定するかもしれない。その結果、ＵＥは
、アプリケーションＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、及びＨ（又はアプリケーションカテゴ
リＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、及びＨ）を開始し得るか、又は動作させ得る。言い換え
れば、ホワイトリスト上のアプリケーション又はアプリケーションカテゴリの全ては、Ｕ
Ｅにより起動されることを許可され得る。
【００２５】
　オペレータは、そのサービス領域内の様々な法的な要求事項に支配され得る。例えば、
国Ａにおける州Ｘは、州Ｙより、様々な法的な要求事項及び優先事項を有しているかもし
れない。この場合、オペレータは、加入者のＵＥを設定し、そして、地理的領域の間の差
異を明らかにするように、その無線ネットワークをプロビジョニングする。一構成におい
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て、ＵＥは、異なる領域の異なるホワイトリストを事前設定され得る。ＵＥが異なる領域
を通ってローミングすると、無線ネットワークは、動的に適切なホワイトリストを有効に
し、前のホワイトリストを無効にし得る。例えば、ＵＥは、地理的領域Ａ、Ｂ、及びＣの
ためのホワイトリストを事前設定され得る。ＵＥが領域Ａにある場合に、領域Ａに対応す
るホワイトリストのみが有効にされ得るが、しかしＵＥが領域Ｂにローミングする場合に
、領域Ｂに対応するホワイトリストが有効にされ得るとともに、領域Ａに対応するホワイ
トリストが無効にされ得る。
【００２６】
　代替構成において、加入者がサービスにサインアップする場合に、ＵＥは、ホーム領域
の適切なホワイトリストのみを事前設定され得る。ＵＥが異なる領域にローミングすると
、無線ネットワークは、現在のホワイトリストを新たに管理するホワイトリストと動的に
交換し得る。一例として、領域Ａにある場合に、ＵＥは、領域Ａに対応するホワイトリス
トを受信し得る。ＵＥが領域Ｂにローミングする場合に、ＵＥは、領域Ｂに対応するホワ
イトリストを受信し得るとともに、領域Ａに対応するホワイトリストは、もはやＵＥに適
用されないかもしれない。
【００２７】
　ＵＥがホーム地理的領域の外側をローミングする場合に、ＵＥがローミングしている地
理的領域におけるネットワークオペレータは、現在ＵＥに実装されているホワイトリスト
を支持する（honor）か否かを判定し得る。例えば、ＵＥは、領域Ａに対応するホワイト
リストを実装しているかもしれないとともに、ＵＥは、領域Ｂにローミングするかもしれ
ない。領域Ｂにおける無線ネットワークオペレータは、ＵＥが領域Ａに対応するホワイト
リストを使用することを続けることができるかどうか、又は、ＵＥのホワイトリストが領
域Ｂに対応するホワイトリストに交換されるべきであるかどうかを判定し得る。言い換え
れば、ＵＥの領域Ａのためのホワイトリストは、ネットワークオペレータによって支持さ
れないかもしれない。
【００２８】
　図３は、ロケーションエリアコード（ＬＡＣ）、ルーティングエリアコード（ＲＡＣ）
、及びタイプアロケーションコード（ＴＡＣ）の組み合わせに基づいて定義される複数の
地理的領域境界を例示する。多くの無線ネットワークと同様に、３ＧＰＰシステムにおい
て、地理的な州の境又は国境は、移動機器には識別しにくいかもしれない。図３が明白な
地理的境界を例示する一方、これらの境界は、様々なセル、例えば異なる国又は領域の公
衆陸上移動ネットワーク（Public　Land　Mobile　Network：ＰＬＭＮ）により供給され
得る。セルＩＤ、ロケーションエリアコード（Location　Area　Code：ＬＡＣ）、ルーテ
ィングエリアコード（Routing　Area　Code：ＲＡＣ）、及びタイプアロケーションコー
ド（Type　Allocation　Code：ＴＡＣ）、モバイルカントリーコード（Mobile　Country
　Code：ＭＣＣ）、モバイルネットワークコード（Mobile　Network　Code：ＭＮＣ）の
ような場所が関連する特性は、一般に境界の正確な地理的なマッピングを提供するように
設計されていない。しかしながら、ＬＡＣ又はＲＡＣ又はＴＡＣの組み合わせは、国又は
国家の州を標示するか、又は識別することができる。言い換えれば、同様の特性又は識別
子を有するＬＡＣ又はＲＡＣ又はＴＡＣを分類することは、移動機と関連付けられた地理
的領域を推論し得る。そのような国家的な表示は、国家の取締機関により制御されて管理
され得るとともに、その国家／国の中で活動しているオペレータにより受容されて順守さ
れ得る。
【００２９】
　図４は、ユーザ装置（ＵＥ）又は移動局（mobile　station：ＭＳ）に州インジケータ
メッセージ（state　indicator　message）（又は地域インジケータメッセージ（regiona
l　indicator　message））を伝達するネットワークエレメントを例示する。州インジケ
ータメッセージは、ＵＥの現在の地理的領域（例えば、ユタ州）を含み得る。ネットワー
クエレメントは、ＵＥにより実行される非アクセス層（ＮＡＳ）登録又は登録更新に応答
して、州インジケータメッセージを伝達し得る。ＵＥは、位置更新要求メッセージ、アタ
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ッチ要求メッセージ、ルーティングエリア更新要求メッセージ、トラッキングエリア更新
要求メッセージ、又は他のタイプのＮＡＳメッセージをネットワークに伝達し得る。ネッ
トワークは、州インジケータの表示を含んでいる、位置更新受容メッセージ、アタッチ受
容メッセージ、ルーティングエリア更新受容メッセージ、トラッキングエリア更新受容メ
ッセージ、又は他のタイプのＮＡＳネットワークからＵＥ（network-to-UE）応答メッセ
ージによって応答し得る。代替構成において、州インジケータ又は領域インジケータは、
システム同報情報において一斉送信され得る。
【００３０】
　“州－インジケータ”は、８ビットが州のバイナリデコードであるオクテットを使用し
て国の中の州を独自に識別し得る。１つのオクテット又は８ビットは、米国における州の
数（すなわち５０州）に対して十分であり得る。さらに、１つのオクテットは、８３個の
区画、共和国、及び／又は地方を有するロシアのような国に対して十分であり得る。
【００３１】
　移動機は一般に移動機が移動機と関連付けられた州（又は小区域）を知ることを可能に
する全地球測位システム（ＧＰＳ）機能を含むが、そのような情報は、一般に、地域の要
求事項が有効であるかどうかを示さない。従って、ＧＰＳ情報が、上記で説明された州イ
ンジケータメッセージに加えて使用され得る。
【００３２】
　図５は、移動機に伝達された代表的な基礎ファイル（ＥＦ）に含まれるＡＣＤＣ（Ａｐ
ｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃｏｎｇｅｓｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏ
ｒ　Ｄａｔａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＡＳＡＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　
ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）情報を例示する。ここで使用
される用語“ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報”及び“ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ適用範囲及びアプリケ
ーションカテゴリリスト”は、互換的に使用され得る。ＥＦファイルは、ＯＭＡ－ＤＭ又
は加入者識別モジュールツールキット（又はＳＩＭＴｏｏｌｋｉｔ）を使用して、移動機
に対してプロビジョニング又はプリプロビジョニングされ得る。プロビジョニング又はプ
リプロビジョニングのためのＯＭＡ－ＤＭ又はＳＩＭＴｏｏｌｋｉｔの使用は、移動機、
及びオペレータ／無線ネットワークが地域の要求事項及び／又はローミングの要求事項を
有効にするのを可能にする表示、方法、又は要因を含み得る。移動機がホーム領域と異な
る領域にある場合に、地域の要求事項が有効にされ得る。ここで使用される用語“無関係
の領域（foreign　region）”は、一般に、ホーム領域と異なる移動機の領域のことを指
し得る。無関係の領域は、移動機によってローミングされる領域を含み得る。
【００３３】
　ＥＦファイル内のＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報は、移動機の、汎用加入者識別モジュール（
ＵＳＩＭ）、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）、又は汎用ＩＣカード（ＵＩＣＣ）のため
のものであり得るとともに、ＳＩＭツールキットを使用して移動機に伝達され得る。その
代わりに、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報が、オープンモバイルアライアンス管理オブジェクト
（Open　Mobile　Alliance　management　object：ＯＭＡ－ＭＯ）として指定され得ると
ともに、オープンモバイルアライアンスデバイス管理（Open　Mobile　Alliance　Device
　Management：ＯＭＡ－ＤＭ）プロトコルを使用して移動機に伝達され得る。さらに、Ｅ
Ｆファイル及びＯＭＡ－ＭＯの両方は、移動機に対するＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報の引き渡
し、プロビジョニング、プリプロビジョニングの間に含まれ得る。
【００３４】
　先に述べたように、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報（又は、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ適用範囲及び
アプリケーションカテゴリリスト）は、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣの制御情報及び管理情報と、
ホワイトリスト化されたアプリケーション及び／又はアプリケーションカテゴリとを含み
得る。リストは、自国の領域（州又は省など）がホワイトリスト化されたアプリケーショ
ンに対するオーバーライド（override）を提供できるかどうかのような複数のインジケー
タを含み得る。言い換えれば、リストは、ホーム領域におけるネットワークオペレータが
現在ＵＥに実装されているホワイトリストを新しいホワイトリストによってオーバーライ
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ドすることができるかどうかを示し得る。リストは、ＭＣＣの外側をローミングしている
移動機が、無関係の領域のＡＣＤＣ／ＡＳＡＣの有効化及びＡＣＤＣ／ＡＳＡＣの事前設
定されたホワイトリストのような、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ適用情報を取得することができる
かどうかを示し得る。言い換えれば、リストは、移動機が、無関係の領域のＡＣＤＣ／Ａ
ＳＡＣスキームを導入するか、又は移動機のホーム領域に対応するＡＣＤＣ／ＡＳＡＣス
キームを使用することを継続するかどうかを示し得る。ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報に従って
ＭＣＣのオーバーライドが許可される場合に、特定のＭＣＣ（例えばＭＣＣ１、ＭＣＣ２
、ＭＣＣａ、ＭＣＣｂ）を有するＭＣＣリストが含まれ得る。一例において、もし新しい
ネットワークオペレータが移動機の以前のＡＣＤＣ／ＡＳＡＣを支持するならば、移動機
は、以前のＡＣＤＣ／ＡＳＡＣスキームを使用することを継続し得る。
【００３５】
　ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ適用範囲及びアプリケーションカテゴリリストは、ホワイトリスト
化されたアプリケーション又はアプリケーションカテゴリの優先順位付け情報、すなわち
アプリケーション又はアプリケーションカテゴリの提供されたリストが優先順位付けされ
た順番になっているかどうかの表示を含み得る。例えば、特定のアプリケーションカテゴ
リ（例えば、緊急応答アプリケーション）は、他のタイプのアプリケーションカテゴリ（
例えばビデオ共有アプリケーション）と比較するとより高い優先順位を与えられ得る。Ａ
ＣＤＣ／ＡＳＡＣアプリケーション又はアプリケーションカテゴリの優先順位付けは、ネ
ットワークオペレータにより割り当てられる優先順位付けレベル（例えば、Ｎ、Ｎ＋１、
Ｎ＋２、及びＮ＋３）を用いて示され得る。さらに、リストは、事前設定されたアプリケ
ーション又はアプリケーションカテゴリのホワイトリスト、すなわちＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ
がネットワークのために起動される場合にモバイルネットワークにアクセスすることを許
可されるアプリケーション及び／又はアプリケーションカテゴリのホワイトリストを含み
得る。上記で説明されたインジケータがＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ適用範囲及びアプリケーショ
ンカテゴリリストの一部分として示されるが、これらのインジケータのうちのいくらか又
は全ては、独立型インジケータとして別々に提供され得る。
【００３６】
　移動機がローミングしているとともに、ローミングオーバーライド（roaming　overrid
e）が許可される場合のＡＣＤＣ／ＡＳＡＣの適用のために、無関係の領域のＡＣＤＣ／
ＡＳＡＣ固有情報及び適用情報を考慮する、移動機がローミングしている場所のＭＣＣを
有する第２のリストが生成され得る。その代わりに、無関係の領域のＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ
固有情報及び適用情報を考慮しない、移動機がローミングしている場所のＭＣＣを有する
第２のリストが生成され得る。
【００３７】
　一構成において、１つを超えるリストが、ＵＥに対してプロビジョニング又はプリプロ
ビジョニングされ得る。したがって、ネットワークオペレータは、各リストが特定の領域
に対応するＸ個のリストをプロビジョニングし得る。リストが適用できる州を識別するか
、又はＵＥのホーム州である州を識別するような、追加の情報が含まれ得る。例えば、無
線ネットワークは、ＵＥのホーム領域に対応する第１のリスト、及び無関係の領域に対応
する第２のリストを提供し得る。
【００３８】
　図６は、ＵＥから非アクセス層（ＮＡＳ）メッセージを受信することに応答してＡＣＤ
Ｃ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃｏｎｇｅｓｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　ｆｏｒ　Ｄａｔａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＡＳＡＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔ
ｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）情報を伝達するネッ
トワークエレメントを例示する。ＮＡＳシグナリングは、無線ネットワークがおおよその
リアルタイムにおいて特定の無線ネットワーク又は地域条件に関する情報をＵＥに提供す
ることを可能にし得る。ＮＡＳシグナリングは、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ適用動的情報をＵＥ
に対して配信するために、３ＧＰＰの標準化されたメカニズムを利用し得る。ネットワー
クＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ適用情報は、局所的なＡＣＤＣ要求事項を満たすために単独で、又
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は、ＯＭＡ－ＤＭ若しくはＳＩＭ　Ｔｏｏｌｋｉｔにより配信されたＡＣＤＣ情報と併せ
て、使用され得る。
【００３９】
　ネットワークは、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ状態を有効にし得るとともに、ＵＥは、ＡＣＤＣ
／ＡＳＡＣ状態に従ってアプリケーション又はアプリケーションのカテゴリを開始し得る
か、又は動作させ得る。ネットワークは、ＭＭＥ、ＡＮＤＳＦ、又は専用のＡＣＤＣ／Ａ
ＳＡＣサーバのようなネットワークエレメントを含み得る。したがって、ＡＣＤＣ／ＡＳ
ＡＣ状態の動作は、ＮＡＳプロトコルを通してＭＭＥから、ＯＭＡ－ＤＭプロトコルを通
してＡＮＤＳＦから、又はハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）プロトコルを通
して専用のＡＣＤＣ／ＡＳＡＣサーバから、開始され得る。
【００４０】
　ＵＥ又は移動局（ＭＳ）は登録更新を実行することができ、例えば、ＵＥは、位置更新
要求メッセージ、アタッチ要求メッセージ、ルーティングエリア更新要求メッセージ、ト
ラッキングエリア更新要求メッセージ、又は他のタイプのＮＡＳメッセージをネットワー
クに送信し得る。ネットワークは、州インジケータの表示を含んでいる、位置更新受容メ
ッセージ、アタッチ受容メッセージ、ルーティングエリア更新受容メッセージ、トラッキ
ングエリア更新受容メッセージ、又は他のタイプのＮＡＳネットワークからＵＥ（networ
k-to-UE）応答メッセージによって応答し得る。ネットワークは、無線アクセスベアラ（r
adio　access　bearer：ＲＡＢ）のプロビジョニング及び割り当てにより、ＵＥからのサ
ービス要求を受容し得る。さらに、ネットワークは、図５において以前に説明されたよう
に、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報をＵＥに提供し得る。ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報は、リスト又
は情報要素（information　element：ＩＥ）に含まれ得るとともに、無線ネットワークに
対して局所的な、必要なＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ適用情報を含み得る。
【００４１】
　ネットワークは、識別なしか、又は移動機が動的なＡＣＤＣ／ＡＳＡＣプロビジョニン
グ／ハンドリングをサポートするということを知る場合のいずれかにおいて、ＡＣＤＣ／
ＡＳＡＣ情報（すなわち、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ適用範囲及びアプリケーションカテゴリリ
スト）を移動機に提供し得る。もし移動機がＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報を受け取り、そして
動的なＡＣＤＣ／ＡＳＡＣプロビジョニング／ハンドリングをサポートしていないならば
、その場合に、移動機は、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報を無視しても良い。
【００４２】
　もし移動機がＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報を受け取り、そして動的なＡＣＤＣ／ＡＳＡＣプ
ロビジョニング／ハンドリングをサポートしているならば、移動機は、その非リアルタイ
ムＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報をチェックし得るとともに、もし局所的なＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ
適用範囲情報を考慮に入れることを許可されたならば、移動機は、局所的なＡＣＤＣ／Ａ
ＳＡＣ適用範囲情報を処理することを継続し得る。したがって、移動機は、ホームネット
ワークオペレータにより事前設定される非リアルタイムＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報（例えば
、移動機が無関係のネットワークと関連付けられたホワイトリストを導入することを許可
されるかどうかを示すホームネットワークオペレータからの情報）をチェックし得る。さ
らに、訪問先ネットワーク又は無関係のネットワークの中をローミングする移動機は、非
リアルタイムＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報の十分な補足物を有していない、局所的なＡＣＤＣ
／ＡＳＡＣ適用範囲情報を提供され得る。
【００４３】
　ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報は、優先順位付けの表示、又は、優先順位付けされ、したがっ
てＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが対応する無線ネットワークのために起動される場合に許可される
アプリケーション／アプリケーションカテゴリの表示を含み得る。優先順位付けは、優先
順位１又は高い優先順位であるアプリケーション／アプリケーションカテゴリ、優先順位
２又は中間の優先順位であるアプリケーション／アプリケーションカテゴリ、そして次に
、優先順位３又は低い優先順位であるアプリケーション／アプリケーションカテゴリの順
序になり得る。例えば、“Ａ”及び“Ｂ”は高い優先順位を有しているかもしれず、“Ｘ
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”、“Ｙ”、及び“Ｚ”は中間の優先順位を有しているかもしれず、そして“Ｋ”は低い
優先順位を有しているかもしれない。さらに、ＡＣＤＣが無線ネットワークにおいて動作
中である場合に、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報は、優先順位付けされたアプリケーション又は
アプリケーションカテゴリの許可された数を示し得る。
【００４４】
　ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報は、各優先順位レベル（例えば、優先順位レベル１、２若しく
は３、又は、高い優先順位レベル、中間の優先順位レベル、若しくは低い優先順位レベル
）に対するアプリケーション又はアプリケーションカテゴリを特定し得る。アプリケーシ
ョンカテゴリは、ソーシャルネットワークアプリケーション、オンラインショッピングア
プリケーション、ニュースアプリケーション、教育アプリケーション、音楽アプリケーシ
ョン、ビデオストリーミングアプリケーションなどを含み得る。さらに、アプリケーショ
ンのカテゴリは、年齢１３歳から１７歳の女性の間で最もポピュラーであるアプリケーシ
ョンのカテゴリのような、他の類似点を共有し得る。各アプリケーションカテゴリは、複
数の特定のアプリケーションを含み得る。例えば、音楽アプリケーションのアプリケーシ
ョンカテゴリは、１００を越える特定の音楽アプリケーションを含み得る。これらの特定
されたアプリケーションは、ホワイトリスト上に現れるかもしれないし、又は現れないか
もしれない。特定されたアプリケーション又はアプリケーションカテゴリの数が制限され
ない一方、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ機能の性質は、恐らく比較的小さな数の特定されたアプリ
ケーションに帰着することになる。いくつかの例において、ネットワークは、ネットワー
ク輻輳のレベルに応じて、全くアプリケーションを示さないか、又は、選択された数のア
プリケーションを示し得る。
【００４５】
　図６において例示される一例のように、もしＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが動作中で、そして移
動機がＡｐｐ（アプリケーション）Ｙ、及びＡｐｐ（アプリケーション）Ｋを開始するこ
とを望むならば、その場合に、Ａｐｐ　Ｙのみが開始される。同様に、もしより高い層が
Ａｐｐ　Ｘを誘発するが、しかしＡｐｐ　Ａ及びＡｐｐ　Ｂが同様に開始されるならば、
その場合に、Ａｐｐ　Ｘは開始されないであろう。
【００４６】
　特定されたアプリケーション及び／又はアプリケーションカテゴリ、並びに、ＡＣＤＣ
／ＡＳＡＣが動作中である場合の対応する優先順位レベルに関して、無線ネットワークは
、所定のＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報の有効時間を示し得る。示された有効時間は、その時間
のあとではＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報がもはや有効ではなくなる絶対時間であり得る。有効
時間は、開始時間と終了時間、すなわち時間の範囲を示し得る。有効時間は、ＡＣＤＣ／
ＡＳＡＣ情報が移動機に提供されてから有効である、秒数、分数、時間数、デシマル時間
数（deci-hours）などを示し得る。もし有効時間が与えられないならば、移動機は、次の
登録更新、又はサービスに対する次の要求における更新まで、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣは有効
であると考えるかもしれない。有効時間が次の登録更新においてまだ経過中である場合、
次の登録更新情報は、以前に提供されたＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報の全てを捨てる（clear
　out：一掃する）かもしれない。無線ネットワークが次の登録更新においてＡＣＤＣ／
ＡＳＡＣ情報（すなわち、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ適用範囲及びアプリケーションカテゴリリ
スト）を更新しないことを選択しない限り、移動機における現在のＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情
報又は現在利用可能なＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報は有効であり続けるかもしれない。
【００４７】
　特定されたアプリケーション及び／又はアプリケーションカテゴリ、並びに、ＡＣＤＣ
／ＡＳＡＣが動作中である場合の対応する優先順位レベルに関して、無線ネットワークは
、アプリケーション又はアプリケーションカテゴリの優先順位付けされたリストが適用さ
れる有効な地理的位置を示し得る。有効な地理的位置は、ＬＡＣ、ＲＡＣ、ＴＡＣのよう
な３ＧＰＰで許可された位置識別子、又は同様の３ＧＰＰで定義された地理座標（Geo-co
ordinates）、又は一般に示された全地球測位システム（ＧＰＳ）座標のうちのいずれか
において示され得る。したがって、移動機が有効な地理的位置の外にある場合に、優先順
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位付けされたリストは適用されないかもしれない。もし有効な地理的位置が与えられない
ならば、移動機は、次の登録更新、又はサービスに対する次の要求における更新まで、Ａ
ＣＤＣ／ＡＳＡＣは有効であると考えるかもしれない。たとえもし地理的位置が与えられ
るとともに、その位置が次の登録更新においてまだ有効であるとしても、次の登録更新情
報は、以前に提供されたＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報の全てを捨てる（clear　out：一掃する
）かもしれない。公衆陸上移動ネットワーク（Public　Land　Mobile　Network：ＰＬＭ
Ｎ）の変更の間に、移動機が同等のＰＬＭＮ（例えば拡張ＰＬＭＮ）又は同等のホームＰ
ＬＭＮ（拡張ホームＰＬＭＮ）に変わる場合に例外があり得るかもしれないが、ＡＣＤＣ
／ＡＳＡＣ情報はフラッシュ（flush：消去）され得る。
【００４８】
　一構成において、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報の十分な補足物は、個々のネットワークオペ
レータを用いて実装されないかもしれない。例えば、“ローミングオーバーライト（Roam
ing　overwrite）”表示は導入されないかもしれず、その代りに、個々のネットワークオ
ペレータは、インバウンドのローミング加入者（inbound　roaming　subscriber）に対し
てＡＣＤＣ／ＡＳＡＣの適用を許可する又は許可しないために、それらの同業のネットワ
ークオペレータとのローミング協定においてプロビジョンを有し得る。そのような契約上
の合意は、訪問先ネットワーク又は無関係のネットワークがインバウンドローマー（inbo
und　roamer）（すなわち無関係のネットワークにローミングした移動機）に対して、Ａ
ＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報の適用を許可されるか、又は許可されないかに関して信号を送る必
要があるかもしれないので、シグナリング解決法（signaling　solution）をそれでもな
お必要とし得る。
【００４９】
　図７は、ＡＣＤＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃｏｎｇｅｓｔｉｏ
ｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒ　Ｄａｔａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＡＳＡＣ（
Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）が
起動されるとともに、ＵＥがホーム地理的領域の外側をローミングしている場合に、事前
設定されたアプリケーションカテゴリのリスト上のアプリケーションのカテゴリがユーザ
装置（ＵＥ）において動作することを許可されないことを決定するネットワークエレメン
トを例示する。言い換えれば、ネットワークエレメントは、無関係の領域（すなわち、Ｕ
Ｅと関連付けられたホーム領域の外側）にあり得るとともに、ＵＥが無関係の領域内をロ
ーミングしている場合に、ＵＥがＡＣＤＣ／ＡＳＡＣアプリケーションを動作させること
を許可しない。ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ状態の有効化は、ＮＡＳプロトコルを通してＭＭＥか
ら、ＯＭＡ－ＤＭプロトコルを通してＡＮＤＳＦから、又はハイパーテキスト転送プロト
コル（ＨＴＴＰ）プロトコルを通して専用のＡＣＤＣ／ＡＳＡＣサーバから、開始され得
る。
【００５０】
　移動機が登録更新を実行する場合に、又は移動機がリソースを要求する場合に、そのシ
グナリングに応答する無線ネットワークは、拒否理由を示し得る。拒否理由は、ＡＣＤＣ
／ＡＳＡＣが無線ネットワークにおいて起動される場合に、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣアプリケ
ーション又はアプリケーションカテゴリが許可されないことを移動機に示し得る。移動機
が拒否理由を受け取る場合に、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが無線ネットワークにおいて動作中で
あることを検知している移動機は、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣアプリケーション又はアプリケー
ションカテゴリのうちのいずれも開始しないかもしれない。たとえもしＵＥがＡＣＤＣホ
ワイトリストを有しているとしても、その制限は行われ得る。さらに、その負担（imposi
tion：要求）は、次の登録更新又はサービス更新まで適用され得る。
【００５１】
　図７において示されるように、ＵＥは、位置更新要求メッセージ、アタッチ要求メッセ
ージ、ルーティングエリア更新要求メッセージ、トラッキングエリア更新要求メッセージ
、又は他のタイプのＮＡＳメッセージをネットワークに伝達し得る。ネットワークは、位
置更新拒否メッセージ、アタッチ拒否メッセージ、ルーティングエリア更新拒否メッセー
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ジ、トラッキングエリア更新拒否メッセージ、又はサービス拒否メッセージによって応答
し得る。その代りに、ネットワークは、拒否理由を有するサービス受容メッセージによっ
て応答しても良く、ここで、拒否理由は、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが無線ネットワークにおい
て起動される場合に、ＡＣＤＣアプリケーションが許可されないことを示す。
【００５２】
　登録更新は、位置更新受容メッセージ、アタッチ受容メッセージ、ルーティングエリア
更新受容メッセージ、トラッキングエリア更新受容メッセージ、又はサービス受容メッセ
ージによって受容され得るとともに、リソースが提供され得るが、しかし、ＡＣＤＣ／Ａ
ＳＡＣが動作中である場合にＡＣＤＣ／ＡＳＡＣアプリケーションが許可されないことを
示す拒否理由がこれらのメッセージによって同様に提供され得る。
【００５３】
　図８は、移動機がホーム地理的領域の外側をローミングしている場合に、ＡＣＤＣ（Ａ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃｏｎｇｅｓｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆ
ｏｒ　Ｄａｔａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＡＳＡＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
　ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）が起動されるかどうかに関
係なく、事前設定されたアプリケーションカテゴリのリスト上のアプリケーションのカテ
ゴリがユーザ装置（ＵＥ）において動作することを許可されないことを決定するネットワ
ークエレメントを例示する。言い換えれば、ネットワークエレメントは、無関係の領域内
にあるかもしれず、ＵＥが無関係の領域内をローミングしている場合にＵＥがＡＣＤＣ／
ＡＳＡＣアプリケーションを動作させることを許可しない。ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ状態の有
効化は、ＮＡＳプロトコルを通してＭＭＥから、ＯＭＡ－ＤＭプロトコルを通してＡＮＤ
ＳＦから、又はハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）プロトコルを通して専用の
ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣサーバから、開始され得る。
【００５４】
　移動機が登録更新を実行する場合に、又は移動機がリソースを要求する場合に、ネット
ワークは、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣアプリケーションがローミングしているＵＥには許可され
ないということを移動機（すなわちインバウンドローマー）に示す拒否理由によって応答
し得る。移動機が拒否理由を受け取る場合に、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが無線ネットワークに
おいて動作中であるかどうかに関係なく、移動機は、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣアプリケーショ
ン又はアプリケーションカテゴリのうちのいずれも開始しないかもしれない。ＵＥがＡＣ
ＤＣホワイトリストを有している場合にその制限は適用されるかもしれず、そして、次の
登録更新又はサービス更新まで適用されることができる。
【００５５】
　図８において示されるように、ＵＥは、位置更新要求メッセージ、アタッチ要求メッセ
ージ、ルーティングエリア更新要求メッセージ、トラッキングエリア更新要求メッセージ
、又は他のタイプのＮＡＳメッセージをネットワークに伝達し得る。ネットワークは、位
置更新拒否メッセージ、アタッチ拒否メッセージ、ルーティングエリア更新拒否メッセー
ジ、トラッキングエリア更新拒否メッセージ、又はサービス拒否メッセージによって応答
し得る。その代りに、ネットワークは、拒否理由を有するサービス受容メッセージによっ
て応答しても良く、ここで、拒否理由は、ＵＥがローミングしている場合に、ＡＣＤＣア
プリケーションが許可されないことを示す。
【００５６】
　ネットワークは、登録更新を受容し得るとともに、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが動作中である
場合に、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣアプリケーション又はアプリケーションカテゴリが許可され
ないことを示し得る。登録更新は、位置更新受容メッセージ、アタッチ受容メッセージ、
ルーティングエリア更新受容メッセージ、トラッキングエリア更新受容メッセージ、又は
サービス受容メッセージによって受容され得るとともに、リソースが提供され得るが、し
かし、ＵＥがローミングしている場合にＡＣＤＣ／ＡＳＡＣアプリケーションが許可され
ないことを示す拒否理由がこれらのメッセージによって同様に提供され得る。
【００５７】
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　図９は、ユーザ装置（ＵＥ）がホーム地理的領域の外側をローミングしているとともに
、ＡＣＤＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃｏｎｇｅｓｔｉｏｎ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　ｆｏｒ　Ｄａｔａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＡＳＡＣ（Ａｐｐｌ
ｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）が起動され
る場合に、事前設定されたアプリケーションカテゴリのリスト上のアプリケーションカテ
ゴリがＵＥにおいて動作することを許可されるかどうかを示すＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報を
ＵＥに伝達するネットワークエレメントを例示する図である。ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ状態の
有効化は、ＮＡＳプロトコルを通してＭＭＥから、ＯＭＡ－ＤＭプロトコルを通してＡＮ
ＤＳＦから、又はハイパーテキスト転送プロトコル（ＨＴＴＰ）プロトコルを通して専用
のＡＣＤＣ／ＡＳＡＣサーバから、開始され得る。
【００５８】
　ネットワークは、移動機（すなわちインバウンドローマー）がＡＣＤＣ／ＡＳＡＣアプ
リケーション又はＡＣＤＣ／ＡＳＡＣアプリケーションのカテゴリを動作させることを許
可し得る。移動機が登録更新を実行する場合に、又は移動機がリソースを要求する場合に
、ネットワークは、ＵＥがネットワークにおけるＡＣＤＣ／ＡＳＡＣの起動を前提として
ローミングしている場合にＡＣＤＣ／ＡＳＡＣアプリケーションが許可される、というこ
とを示すことによって応答し得る。移動機がローミングしている場合にＡＣＤＣ／ＡＳＡ
Ｃアプリケーションが許可されるという表示を移動機が受け取る場合に、移動機は、訪問
先公衆陸上移動ネットワーク（visited　public　land　mobile　network：ＶＰＬＭＮ）
においてＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが動作中である場合に、ホーム公衆陸上移動ネットワーク（
home　public　land　mobile　network：ＨＰＬＭＮ）のプロビジョニングされたホワイ
トリストに示されたＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ　アプリケーションが実行され得る、ということ
を知るかもしれない。
【００５９】
　図９において示されるように、ＵＥは、位置更新要求メッセージ、アタッチ要求メッセ
ージ、ルーティングエリア更新要求メッセージ、トラッキングエリア更新要求メッセージ
、又はあらゆる他のタイプ若しくはレベルのシグナリングメッセージをＵＥとネットワー
クとの間で伝達し得る。ネットワークは、ＵＥに対するＡＣＤＣ制限を決定しないかもし
れない。ネットワークは、州インジケータの表示を含んでいる、位置更新受容メッセージ
、アタッチ受容メッセージ、ルーティングエリア更新受容メッセージ、トラッキングエリ
ア更新受容メッセージ、又はサービス受容メッセージ（又は他のタイプ若しくはレベルの
シグナリングメッセージ）によって応答し得るとともに、ここで、これらのメッセージは
、ＵＥがローミングしている場合にＡＣＤＣ／ＡＳＡＣアプリケーションが許可されると
いうことを示す。
【００６０】
　一構成において、ＵＥにおけるＡＣＤＣ／ＡＳＡＣホワイトリストは、ページングメッ
セージ及びシステム情報ブロック（System　Information　Block：ＳＩＢ）を用いて更新
され得る。ＵＥは、ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（Universal　Terrestri
al　Radio　Access　Network：ＵＴＲＡＮ）及び進化型ユニバーサル地上無線アクセスネ
ットワーク（Evolved　Universal　Terrestrial　Radio　Access　Network：Ｅ－ＵＴＲ
ＡＮ）システムにおけるページングメッセージ及びＳＩＢを用いて更新され得る。進化型
ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）は、ＵＥに対するページングメッセージにおいて、ＡＣＤＣ／ＡＳ
ＡＣホワイトリスト通知を伝達し得る。ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣホワイトリスト通知は、ＡＣ
ＤＣ／ＡＳＡＣ　ＳＩＢがｅＮＢにより一斉送信されているということをＵＥに通知し得
る。
【００６１】
　ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣホワイトリスト通知は、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣグループＩＤ（すなわ
ち、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣホワイトリストを適用するＵＥのグループ）を含み得る。もしＡ
ＣＤＣ／ＡＳＡＣグループＩＤが含まれているならば、対応するＡＣＤＣ／ＡＳＡＣグル
ープに属する移動機のみが、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ　ＳＩＢを獲得する必要があり得る。も
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しＡＣＤＣ／ＡＳＡＣグループＩＤが含まれていないならば、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣのため
に設定された全ての装置がＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ　ＳＩＢを獲得し得る。ＬＴＥシステムに
おいて、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ　ＳＩＢのスケジューリング情報は、システム情報ブロック
タイプ１（ＳＩＢ１）において提供され得る。ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣのために設定された移
動機は、最初にＳＩＢ１情報を獲得し、そしてそのあとに、ＳＩＢ１に含まれるＡＣＤＣ
／ＡＳＡＣ　ＳＩＢスケジューリング情報に基づいて、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ　ＳＩＢを獲
得し得る。
【００６２】
　したがって、ＳＩＢは、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが無線ネットワークにおいて動作中である
かどうかの表示を含み得る。追加の情報が、ＳＩＢによって移動機の選択されたグループ
又は収集物に送信され得る。追加の情報は、移動機器又は移動加入者又は移動ユーザの、
国際移動体加入者識別子（ＩＭＳＩ）、一時的移動体加入者識別子（ＴＭＳＩ）、グロー
バル一意一時識別子（ＧＵＴＩ）、又は他の３ＧＰＰ固有の識別子の特定の範囲の形式に
おける表示を含み得る。
【００６３】
　追加の情報は、移動機の特定のカテゴリの表示を含み得る。移動機の特定のカテゴリは
、移動機のアクセスクラスのような、新しい識別子（identity）又は以前に定義された識
別子のあらゆる形式であり得る。ネットワーク、放送サブシステム、及び移動機は、特定
のカテゴリの同じ合意（understanding）を全て共有し得る。例えば、無線ネットワーク
は、電力クラスを分類として使用しないかもしれず、一方、移動機は、アクセスクラスを
分類として使用する。言い換えれば、無線通信インタフェースの両側は、同じ分類を使用
し得る。複数の異なる（新しい又は既存の）カテゴリが導入され得るが、概して、１つの
カテゴリのみがその時々において使用される。したがって、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣの起動に
より影響を受ける移動機のカテゴリを一斉送信することは別として、無線ネットワークは
、どのカテゴリが選択的な基準として使用されるべきであるかを示し得る。
【００６４】
　一例において、ＳＩＢは、もしＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが無線ネットワークにおいて動作中
であるならば、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが例外なしでインバウンドローマーに適用できるかど
うかを示し得る。言い換えれば、インバウンドローマーは、無関係の領域の中をローミン
グしているとともに、ＵＥのホーム領域の外部に存在するＵＥを含み得る。
【００６５】
　一例において、ＳＩＢは、もしＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが無線ネットワークにおいて動作中
であるならば、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが一部例外ありでインバウンドローマーに適用できる
かどうかを示し得る。これらの例外は、そのような例外を有している、公衆陸上移動ネッ
トワーク識別子（ＰＬＭＮ　ＩＤ）、ＰＬＭＮ　ＩＤの範囲、モバイルカントリーコード
（ＭＣＣ）、又はＭＣＣの範囲に基づいて確認され得る。言い換えれば、確認されないＰ
ＬＭＮ　ＩＤ及びＭＣＣは除外されない。その代りに、これらの例外は、例外を有してい
ない、ＰＬＭＮ　ＩＤ、ＰＬＭＮ　ＩＤの範囲、ＭＣＣ、ＭＣＣの範囲に基づいて確認さ
れ得る。言い換えれば、確認されないＰＬＭＮ　ＩＤ及びＭＣＣは除外される。さらに、
特定のカテゴリの識別は、無線ネットワークにおけるＡＣＤＣの適用に従う、又は従わな
い移動機を選択する場合に、さらに細かい精度で提供され得る。
【００６６】
　上記で説明された情報は、ＳＩＢ又は他の選択された３ＧＰＰの一斉送信技術によって
移動機に提供され得る。移動機は、移動機が一斉送信されている特定のカテゴリに属する
かどうかを知るために、情報を一斉送信することを使用し得る。たとえもしカテゴリが３
ＧＰＰによって以前に定義されていたとしても、移動機は、移動機の識別子（identity）
がＳＩＢによって一斉送信されたカテゴリに適合するかどうかを判定し得る。
【００６７】
　ＵＥは、新しい分類が指定されたことを示す情報を提供され得る。一例において、移動
機のＳＩＭ／ＵＳＩＭは、そのカテゴリの識別子／情報によってプリプロビジョニングさ
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れ得る。移動機は、同様に、ＳＭＳプロビジョニングによって、又はＯＭＡ　ＤＭを通し
て、そのカテゴリの識別子／情報を受け取るかもしれない。もしＵＥがそのカテゴリを知
っているならば、そしてもしそのカテゴリがＡＣＤＣ／ＡＳＡＣについてのＳＩＢによっ
て一斉送信されるカテゴリに適合するならば、その場合に、ＳＩＢによって示されたＡＣ
ＤＣ／ＡＳＡＣのために適用できるものは、移動機に対して適用され得るとともに、移動
機はそれに応じて動作し得る。移動機に関するそのようなＡＣＤＣ／ＡＳＡＣの適用情報
は、ホームオペレータの方針に基づいていて良いとともに、ＵＥをローミングされる（す
なわち訪問先の）ＰＬＭＮのＡＣＤＣ／ＡＳＡＣの許可／起動に従わせるホームオペレー
タの設定可能な情報であり得る。そのような情報は、移動構成情報（mobile　configurat
ion　information）（すなわちＳＩＭ／ＵＳＩＭ上）の一部分として構成され得るととも
に、訪問先ネットワークＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ起動情報を利用するようにローミングしてい
る移動機をＳＩＢ又は一斉送信メッセージ／情報によって案内するための表示を含み得る
。さらに、移動機は、ＵＳＩＭ－ＯＴＡ又はＯＭＡ－ＤＭのようなＯＴＡプロビジョニン
グ手法を使用して、移動機におけるＡＣＤＣの設定に基づいて、ＡＣＤＣに従い得る。
【００６８】
　別の実例は、図１０のフローチャートにおいて示されるように、移動機上のアプリケー
ションのカテゴリをプロビジョニングするように動作可能な無線ネットワークエレメント
のコンピュータ回路の機能１０００を提供する。機能は、方法として実施され得るか、又
は、機能は、機械上の命令として実行され得るとともに、ここで、命令は、少なくとも１
つのコンピュータ読み取り可能な媒体、又は少なくとも１つの非一時的な機械読み取り可
能記憶媒体に含まれる。ブロック１０１０のように、コンピュータ回路は、ＡＣＤＣ（Ａ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃｏｎｇｅｓｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆ
ｏｒ　Ｄａｔａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＡＳＡＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ
　ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）が無線ネットワークにおい
て起動される場合に無線ネットワークにアクセスすることを許可されるアプリケーション
のカテゴリを含む事前設定されたアプリケーションカテゴリのホワイトリストを含んでい
るＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報を、移動機に伝達するように構成されることができる。ブロッ
ク１０２０のように、コンピュータ回路は、無線ネットワークの無線ネットワークチャネ
ル状態が容量しきい値を越えることを検知するように構成されることができる。ブロック
１０３０のように、コンピュータ回路は、容量しきい値が越えられると同時に、選択され
た優先順位付けレベルでＡＣＤＣ／ＡＳＡＣを起動し、事前設定されたホワイトリストに
含まれるアプリケーションのカテゴリのみが移動機において動作することをＡＣＤＣ／Ａ
ＳＡＣが可能にするように更に構成されることができる。
【００６９】
　一構成において、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報は、移動機と関連付けられたホーム地理的領
域により事前設定されたアプリケーションカテゴリのホワイトリストがオーバーライドさ
れることが可能であるかどうかを示し得る。さらに、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報は、移動機
と関連付けられたモバイルカントリーコード（ＭＣＣ）の外側に存在する地理的領域に対
するＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報を、移動機が地理的領域内をローミングしている場合に移動
機が受信することができるかどうかを示し得る。
【００７０】
　一例において、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報が、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが無線ネットワークに
おいて動作中である場合に事前設定されたアプリケーションカテゴリのホワイトリストに
おけるアプリケーションが定義された期間の間有効であるということを示し得る。さらに
、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報は、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが無線ネットワークにおいて動作中で
ある場合に事前設定されたアプリケーションカテゴリのホワイトリストが移動機に適用さ
れる１つ又は複数の地理的位置を示し得る。一例において、無線ネットワークエレメント
は、ＡＮＤＳＦ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ａｎｄ　Ｓｅｌ
ｅｃｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）を含み得るとともに、ＡＮＤＳＦは、オープンモバイ
ルアライアンスデバイス管理（ＯＭＡ－ＤＭ）プロトコルを使用してＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ
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情報を移動機に伝達する。さらに、無線ネットワークエレメントは、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ
サーバを含み得ると共に、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣサーバは、ハイパーテキスト転送プロトコ
ル（ＨＴＴＰ）プロトコルを通してＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報を移動機に伝達する。
【００７１】
　一構成において、コンピュータ回路は、位置更新要求メッセージ、アタッチ要求メッセ
ージ、ルーティングエリア更新要求メッセージ、トラッキングエリア更新要求メッセージ
、又はサービス要求メッセージのうちの少なくとも１つを移動機から受信することに応答
して、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報を移動機に伝達するように更に構成されることができる。
さらに、コンピュータ回路は、移動機と関連付けられた地理的領域を示す州インジケータ
を移動機に伝達するように更に構成されることができる。
【００７２】
　一例において、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報は、移動機の、汎用加入者識別モジュール（Ｕ
ＳＩＭ）、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）、又は汎用ＩＣカード（ＵＩＣＣ）のうちの
１つのための基礎ファイル（ＥＦ）に含まれ得る。ＥＦは、ＳＩＭツールキットを使用し
て移動機に伝達され得る。さらに、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報は、オープンモバイルアライ
アンス管理オブジェクト（ＯＭＡ－ＭＯ）として指定され得るとともに、オープンモバイ
ルアライアンスデバイス管理（ＯＭＡ－ＤＭ）プロトコルを使用して移動機に伝達され得
る。
【００７３】
　一構成において、コンピュータ回路は、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが無線ネットワークにおい
て起動されるとともに、移動機がホーム地理的領域の外側をローミングしている場合に、
ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報において、事前設定されたアプリケーションカテゴリのホワイト
リストにおけるアプリケーションのうちの何れもが移動機において動作することを許可さ
れないということを示す拒否理由を移動機に伝達するように更に構成されることができる
。さらに、コンピュータ回路は、移動機がホーム地理的領域の外側をローミングしている
場合に、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが無線ネットワークにおいて起動されるかどうかに関係なく
、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報において、事前設定されたアプリケーションカテゴリのホワイ
トリストにおけるアプリケーションのうちの何れもが移動機において動作することを許可
されないということを示す拒否理由を移動機に伝達するように更に構成されることができ
る。
【００７４】
　一例において、コンピュータ回路は、移動機がホーム地理的領域の外側をローミングし
ているとともに、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが無線ネットワークにおいて起動される場合に、事
前設定されたアプリケーションカテゴリのホワイトリストが移動機において動作すること
を許可されるということを示すＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報を移動機に伝達するように更に構
成されることができる。さらに、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報は、複数の地理的領域に対応す
る複数の事前設定されたアプリケーションカテゴリのホワイトリストを含み、移動機が地
理的領域を通ってローミングする場合に、無線ネットワークエレメントは、事前設定され
たアプリケーションカテゴリのホワイトリストのうちの少なくとも１つを起動する。さら
に、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報内の事前設定されたアプリケーションカテゴリのホワイトリ
ストは、移動機と関連付けられたホーム地理的領域に対応し得るとともに、移動機がホー
ム地理的領域の外側をローミングする場合に、無線ネットワークエレメントは、追加の事
前設定されたアプリケーションカテゴリのホワイトリストを伝達する。
【００７５】
　別の実例は、図１１のフローチャートにおいて示されるように、事前設定された優先順
位付けされたアプリケーションカテゴリのホワイトリストに従ってアプリケーションを動
作させるように動作可能なユーザ装置（ＵＥ）のコンピュータ回路の機能１１００を提供
する。機能は、方法として実施され得るか、又は、機能は、機械上の命令として実行され
得るとともに、ここで、命令は、少なくとも１つのコンピュータ読み取り可能な媒体、又
は少なくとも１つの非一時的な機械読み取り可能記憶媒体に含まれる。ブロック１１１０
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のように、コンピュータ回路は、登録更新メッセージを無線ネットワークエレメントに伝
達するように構成されることができる。ブロック１１２０のように、コンピュータ回路は
、登録更新メッセージを伝達することに応答して、事前設定された優先順位付けされたア
プリケーションカテゴリのホワイトリストを含んでいるＡＣＤＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｃｏｎｇｅｓｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒ　Ｄａｔａ　Ｃ
ｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）／ＡＳＡＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｅｒｖ
ｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）情報を無線ネットワークエレメントから受信す
るように構成されることができる。ブロック１１３０のように、コンピュータ回路は、Ａ
ＣＤＣ／ＡＳＡＣが無線ネットワークにおいて起動される場合に事前設定された優先順位
付けされたアプリケーションカテゴリのホワイトリストに含まれるアプリケーションのみ
を動作させ、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが容量しきい値を越える無線ネットワークの無線ネット
ワークチャネル状態に応答して起動されるように更に構成されることができる。
【００７６】
　一構成において、コンピュータ回路は、無線ネットワークが容量しきい値を越えない場
合に、無線ネットワークエレメントから更新された事前設定された優先順位付けされたア
プリケーションカテゴリのホワイトリストを受信するように更に構成されることができる
。さらに、コンピュータ回路は、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣシステム情報ブロック（ＳＩＢ）が
ｅＮＢにおいて一斉送信されていることをＵＥに通知するために、進化型ＮｏｄｅＢ（ｅ
ＮＢ）からのページングメッセージにおいてＡＣＤＣ／ＡＳＡＣホワイトリスト通知を受
信するように更に構成されることができる。コンピュータ回路は、無線ネットワークエレ
メントからのＳＩＢタイプ１（ＳＩＢ１）を受信したあとで、ｅＮＢからのＡＣＤＣ／Ａ
ＳＡＣ　ＳＩＢを受信するように更に構成されることができ、ＵＥは、ＳＩＢ１に含まれ
るＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ　ＳＩＢスケジューリング情報に従ってＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ　ＳＩ
Ｂを受信するとともに、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ　ＳＩＢは、更新されたホワイトリスト情報
を含む。
【００７７】
　一例において、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ　ＳＩＢは、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが無線ネットワー
クにおいて動作中であるかどうかを示し、もしＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが動作中であるならば
、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが一部例外ありでインバウンドローマーに適用できるかどうか、又
はＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが例外なしでインバウンドローマーに適用できるかどうかを示す。
さらに、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ　ＳＩＢは、選択されたグループの移動機に送信される追加
の情報を含み、追加の情報は、移動機の特定のカテゴリを示し、追加の情報は、国際移動
体加入者識別子（ＩＭＳＩ）、一時的移動体加入者識別子（ＴＭＳＩ）、及びグローバル
一意一時識別子（ＧＵＴＩ）の特定の範囲を示す。一例において、ＵＥは、アンテナ、タ
ッチセンシティブ表示スクリーン、スピーカ、マイクロホン、グラフィックプロセッサ、
アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、又は不揮発性メモリポートを含む。
【００７８】
　別の実例は、図１２のフローチャートにおいて示されるように、ユーザ装置（ＵＥ）上
のアプリケーションのカテゴリをプロビジョニングするための方法１２００を提供する。
方法は、機械上の命令として実行され得るとともに、ここで、命令は、少なくとも１つの
コンピュータ読み取り可能な媒体、又は少なくとも１つの非一時的な機械読み取り可能記
憶媒体に含まれる。ブロック１２１０のように、方法は、無線ネットワークエレメントに
おいて非アクセス層（non-access　stratum：ＮＡＳ）シグナリングを通して登録更新メ
ッセージをＵＥから受信する動作を含む。ブロック１２２０のように、方法は、登録更新
メッセージを受信することに応答して、ＡＣＤＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉ
ｆｉｃ　Ｃｏｎｇｅｓｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒ　Ｄａｔａ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃ
ａｔｉｏｎｓ）／ＡＳＡＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）情報を無線ネットワークエレメントからＵＥに伝達することを
含むことができる。ブロック１２３０のように、方法は、無線ネットワークの無線ネット
ワークチャネル状態が容量しきい値を越えると同時に、無線ネットワークエレメントにお
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いて、選択された優先順位付けレベルでＡＣＤＣ／ＡＳＡＣを起動し、ＡＣＤＣ／ＡＳＡ
Ｃ情報に含まれるアプリケーションのカテゴリのみがＵＥにおいて動作することをＡＣＤ
Ｃ／ＡＳＡＣが可能にすることを更に含むことができる。
【００７９】
　一構成において、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報は、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが無線ネットワーク
において起動される場合に無線ネットワークにアクセスすることを許可される事前設定さ
れた優先順位付けされたアプリケーションカテゴリのホワイトリストを含み得る。一例に
おいて、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報は、ＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが無線ネットワークにおいて動
作中である場合に、事前設定されたホワイトリストにおける優先順位付けされたアプリケ
ーションが有効にされる定義された期間、又はＡＣＤＣ／ＡＳＡＣが無線ネットワークに
おいて動作中である場合に、事前設定された優先順位付けされたアプリケーションカテゴ
リのホワイトリストがＵＥに適用される地理的位置を示し得る。さらに、ＡＣＤＣ／ＡＳ
ＡＣ情報は、移動機と関連付けられたホーム地理的領域により事前設定された優先順位付
けされたアプリケーションカテゴリのホワイトリストがオーバーライドされることが可能
であるかどうか、又は移動機と関連付けられたモバイルカントリーコード（ＭＣＣ）の外
側に存在する地理的領域に対するＡＣＤＣ／ＡＳＡＣ情報を、移動機が地理的領域内をロ
ーミングしている場合に移動機が受信することができるかどうかを示し得る。
【００８０】
　図１３は、ユーザ装置（ＵＥ）、移動局（mobile　station：ＭＳ）、移動無線装置、
移動通信装置、タブレット、ハンドセット、又は他のタイプの無線装置のような無線装置
の実例の説明図を提供する。無線装置は、ノード、マクロノード、低電力ノード（low　p
ower　node：ＬＰＮ）と、又は、例えば基地局（base　station：ＢＳ）、進化型Ｎｏｄ
ｅＢ（ｅＮＢ）、ベースバンドユニット（baseband　unit：ＢＢＵ）、リモート無線ヘッ
ド（remote　radio　head：ＲＲＨ）、リモート無線装置（remote　radio　equipment：
ＲＲＥ）、中継局（relay　station：ＲＳ）、無線装置（radio　equipment：ＲＥ）、若
しくは他のタイプの無線広域ネットワーク（wireless　wide　area　network：ＷＷＡＮ
）アクセスポイントのような送信局と通信するように構成される１つ又は複数のアンテナ
を含むことができる。無線装置は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、ＷｉＭＡＸ（ワイマックス）、高
速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）、ブルートゥース（登録商標）、及びＷｉＦｉ（ワイフ
ァイ）を含む少なくとも１つの無線通信標準を用いて通信するように構成され得る。無線
装置は、各無線通信標準のための別個のアンテナ、又は複数の無線通信標準のための共有
されたアンテナを用いて通信することができる。無線装置は、無線ローカルエリアネット
ワーク（wireless　local　area　network：ＷＬＡＮ）、無線パーソナルエリアネットワ
ーク（wireless　personal　area　network：ＷＰＡＮ）、及び／又はＷＷＡＮにおいて
通信することができる。
【００８１】
　図１３は、同様に、無線装置からの音声入力及び音声出力のために使用されることがで
きるマイクロホン及び１つ又は複数のスピーカの実例を提供する。表示画面は、液晶表示
装置（liquid　crystal　display：ＬＣＤ）スクリーン、又は、有機発光ダイオード（or
ganic　light　emitting　diode：ＯＬＥＤ）ディスプレイのような他のタイプの表示画
面であり得る。表示画面は、タッチスクリーンとして形成され得る。タッチスクリーンは
、容量性、抵抗性、又は別のタイプのタッチスクリーン技術を使用し得る。アプリケーシ
ョンプロセッサ及びグラフィックプロセッサは、処理機能及び表示機能を提供するために
、内部メモリと連結され得る。不揮発性メモリポートは、同様に、データ入出力オプショ
ンをユーザに提供するために使用されることができる。不揮発性メモリポートは、同様に
、無線装置のメモリ性能を拡張するために使用されることができる。キーボードは、追加
のユーザ入力を提供するために、無線装置と一体化され得るか、又は無線装置に無線で接
続され得る。仮想キーボードが、同様に、タッチスクリーンを用いて提供され得る。
【００８２】
　様々な技術、又は特定の態様若しくはその一部分は、例えばフロッピー（登録商標）デ
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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記憶媒体
、又はあらゆる他の機械読み取り可能記憶媒体のような有形媒体において具体化されるプ
ログラムコード（すなわち命令）の形式を取り得るとともに、コンピュータのような機械
にプログラムコードがロードされて実行される場合に、その機械は様々な技術を実行する
ための機器になる。回路は、ハードウェア、ファームウェア、プログラムコード、実行可
能コード、コンピュータ命令、及び／又はソフトウェアを含むことができる。非一時的な
コンピュータ読み取り可能記憶媒体は、信号を含まないコンピュータ読み取り可能記憶媒
体であり得る。プログラム可能なコンピュータ上のプログラムコードの実行の場合は、計
算装置は、プロセッサ、プロセッサにより読み取り可能な記憶媒体（揮発性及び不揮発性
記憶装置、並びに／又は記憶素子を含む）、少なくとも１つの入力装置、及び少なくとも
１つの出力装置を含み得る。揮発性及び不揮発性記憶装置、並びに／又は記憶素子は、Ｒ
ＡＭ、ＥＰＲＯＭ、フラッシュドライブ、光学式ドライブ、磁気ハードドライブ、ソリッ
ドステートドライブ、又は電子データを格納するための他の媒体であり得る。ノード及び
無線装置は、同様に、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。ここで説明された
様々な技術を実施し得るか、又は利用し得る１つ若しく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（application　programming　interface：ＡＰ
Ｉ）、再利用可能なコントロール（reusable　control）などを使用し得る。そのような
プログラムは、コンピュータシステムと通信するために、高水準の手続き的又はオブジェ
クト指向のプログラミング言語において実装され得る。しかしながら、（複数の）プログ
ラムは、必要に応じて、アセンブリ又は機械語で実装され得る。いずれにせよ、言語は、
コンパイルされた言語又はインタープリタ型言語であり得るとともに、ハードウェアの実
装と組み合わせられ得る。
【００８３】
　この明細書で説明された複数の機能単位が、それらの実装の独立性をさらに特に強調す
るためにモジュールとして分類された、ということが理解されるべきである。例えば、モ
ジュールは、カスタムＶＬＳＩ回路又はゲートアレイ、ロジックチップのような既製の半
導体、トランジスタ、又は他の個別部品を含むハードウェア回路として実施され得る。モ
ジュールは、同様に、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などのようなプログラム可能なハードウェア装
置に実装され得る。
【００８４】
　モジュールは、同様に、様々なタイプのプロセッサによる実行のためのソフトウェアに
実装され得る。例えば、実行可能コードの識別されたモジュールは、例えばオブジェクト
、手順、又は機能として体系化されているかもしれないコンピュータ命令の１つ又は複数
の物理的又は論理的ブロックを含み得る。それでもなお、識別されたモジュールの実行フ
ァイルは、物理的に一緒に配置される必要はないが、しかし、論理的に一緒に結合される
場合に、モジュールを含むとともに、モジュールのために定められた目的を達成する、異
なる場所に格納される本質的に異なる命令を含み得る。
【００８５】
　実際には、実行可能コードのモジュールは、１つの命令又は多くの命令であり得るとと
もに、異なるプログラムの間で、そしていくらかのメモリ装置を横断して、いくらかの異
なるコードセグメントにさらに分配され得る。同様に、操作上のデータは、モジュールの
中で、識別されてここで例示され得るとともに、あらゆる適当な形式で具体化され、あら
ゆる適当なタイプのデータ構造の中で体系化され得る。操作上のデータは、１つのデータ
セットとして集められ得るか、又は異なる記憶装置上を含む異なる場所に分散され得るか
、又は少なくとも部分的にシステム又はネットワーク上の単なる電気信号として存在し得
る。モジュールは、所望の機能を果たすように動作可能なエージェントを含んで、受動的
であるか、又は能動的であり得る。
【００８６】
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　この明細書の至るところにおける“実例”に対する参照は、実例に関連して説明された
特別な特徴、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ることを意味
する。したがって、この明細書の至るところの様々な場所における“実例において”とい
う言い回しの状況は、全てが必ずしも同じ実施例を参照するとは限らない。
【００８７】
　ここで使用されるように、複数の項目、構造部材、構成的な要素、及び／又は材料は、
便宜上、共通のリストにおいて提示され得る。しかしながら、リストの各メンバーが別個
かつ唯一のメンバーであるとして個々に特定されるように、これらのリストは解釈される
べきである。したがって、そのようなリストの個別のメンバーは、反対の表示を備えてい
ない一般のグループにおけるそれらの提示に基づいて、単独で同じリストの他のメンバー
の事実上の等価物と解釈されるべきでない。さらに、本発明の各種の実施例及び実例は、
そのいろいろな構成要素に対する代替物とともに、ここで言及され得る。そのような実施
例、実例、及び代替物は、相互の事実上の等価物と解釈されるべきではないが、しかし、
それらは、本発明の別個の、そして自主的な説明と考えられるべきである、ということが
理解されるべきである。
【００８８】
　さらに、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、あらゆ
る適切な方法で結合され得る。本発明の実施例の完全な理解を提供するために、下記の説
明では、配置の例、距離、ネットワーク例などのような、多数の特定の詳細が提供される
。しかしながら、当業者は、発明が、１つ又は複数の特定の詳細なしで、又は他の方法、
構成要素、配置などによって、実践されることができる、ということを認識するであろう
。他の場合において、周知の構造、材料、及び動作は、本発明の態様を不明瞭にすること
を回避するために、詳細に示されないとともに説明されない。
【００８９】
　上述の例が１つ又は複数の特定のアプリケーションにおいて本発明の原理の実例となる
一方、当業者には、実施の形式、使用、及び詳細における多数の修正が、発明力の課題な
しで、そして本発明の原理及び概念からはずれずに行われ得る、ということが明確であろ
う。したがって、添付の請求項を除いて本発明が限定されるということは意図されない。
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