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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多重非接続層（ＮＡＳ）信号通知優先順位が設定された端末においてパケットデータ網
（ＰＤＮ）接続を確立する方法であって、
　前記端末のために第１ＮＡＳ信号通知優先順位の第１ＰＤＮ接続を確立するステップと
、
　前記第１ＰＤＮ接続が現在確立されており、かつ、第２ＰＤＮ接続の確立が要求された
と判定されたとき、前記端末のための第２ＮＡＳ信号通知優先順位を有する前記第２ＰＤ
Ｎ接続のためのＰＤＮ接続要求メッセージを送信するステップと、
を有し、
　前記第１ＰＤＮ接続の前記確立が維持される間に、前記送信されたＰＤＮ接続要求メッ
セージによって前記第２ＰＤＮ接続が確立され、
　前記端末のための前記第１ＮＡＳ信号通知優先順位、及び、前記端末のための前記第２
ＮＡＳ信号通知優先順位は、前記端末のために設定される前記多重ＮＡＳ信号通知優先順
位の異なるレベルを示す、方法。
【請求項２】
　前記第２ＰＤＮ接続は、前記第１ＰＤＮ接続と同じ接続点名称（ＡＰＮ）を有する、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記端末の前記多重ＮＡＳ信号通知優先順位は、非接続層（ＮＡＳ）設定管理オブジェ
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クト（ＭＯ）、アプリケーション、又は装置起動方式のうち一つ以上によって設定される
、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１ＮＡＳ信号通知優先順位は、前記端末がＮＡＳ信号通知低優先順位に設定され
ている場合に該当し、
　前記第２ＮＡＳ信号通知優先順位は、前記端末がＮＡＳ信号通知低優先順位に設定され
ていない場合に該当する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１ＮＡＳ信号通知優先順位は、前記端末がＮＡＳ信号通知低優先順位に設定され
ていない場合に該当し、
　前記第２ＮＡＳ信号通知優先順位は、前記端末がＮＡＳ信号通知低優先順位に設定され
ている場合に該当する、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１ＮＡＳ信号通知優先順位で確立される前記第１ＰＤＮ接続のＡＰＮに対してセ
ッション管理（ＳＭ）バックオフタイマが動作する場合、
　前記第１ＰＤＮ接続のＡＰＮと同じＡＰＮに対して、前記第２ＮＡＳ信号通知優先順位
の前記第２ＰＤＮ接続のための前記ＰＤＮ接続要求メッセージの送信が許容される、請求
項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２ＮＡＳ信号通知優先順位で確立された前記第２ＰＤＮ接続のための前記ＰＤＮ
接続要求メッセージの送信は、前記ＳＭバックオフタイマを中止しないで行われる、請求
項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２ＰＤＮ接続の前記確立は、上位層によって要求される、請求項１に記載の方法
。
【請求項９】
　前記上位層は、アプリケーション層である、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　多重非接続層（ＮＡＳ）信号通知優先順位が設定された場合にパケットデータ網（ＰＤ
Ｎ）接続を確立する端末であって、
　送受信モジュールと、
　プロセッサと、を備え、
　前記プロセッサは、
　　前記端末のために第１ＮＡＳ信号通知優先順位の第１ＰＤＮ接続を確立し、
　　前記第１ＰＤＮ接続が現在確立されており、かつ、第２ＰＤＮ接続の確立が要求され
たと判定されたとき、第２ＮＡＳ信号通知優先順位を有する前記第２ＰＤＮ接続のための
ＰＤＮ接続要求メッセージを、前記送受信モジュールを用いて送信し、
　前記第１ＰＤＮ接続の前記確立が維持される間に、前記送信されたＰＤＮ接続要求メッ
セージによって前記第２ＰＤＮ接続が確立され、
　前記端末のための前記第１ＮＡＳ信号通知優先順位、及び、前記端末のための前記第２
ＮＡＳ信号通知優先順位は、前記端末のために設定される前記多重ＮＡＳ信号通知優先順
位の異なるレベルを示す、端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムに関し、特に、無線通信システムにおいて多重優先順位に
基づく制御方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　機械型通信（Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｙｐｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ、ＭＴＣ）は
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、一つ以上の機械が含まれる通信方式を意味し、機械対機械（Ｍａｃｈｉｎｅ－ｔｏ－Ｍ
ａｃｈｉｎｅ、Ｍ２Ｍ）通信又は事物通信と呼ばれることもある。ここでいう機械は、人
間の直接的な操作又は介入を必要としないエンティティを意味する。例えば、移動体通信
モジュールが搭載された検針器（ｍｅｔｅｒ）又は自動販売機のような装置をはじめ、ユ
ーザの操作／介入無しに自動で網に接続して通信が行えるスマートホンのようなユーザ機
器も機械の例示に該当する。このような機械の様々な例示を本明細書ではＭＴＣ装置又は
端末と称するものとする。すなわち、ＭＴＣは、人間の操作／介入無しに一つ以上の機械
（すなわち、ＭＴＣ装置）によって行われる通信のことを意味する。
【０００３】
　ＭＴＣは、ＭＴＣ装置間の通信（例えば、装置対装置（Ｄｅｖｉｃｅ－ｔｏ－Ｄｅｖｉ
ｃｅ、Ｄ２Ｄ）通信）、ＭＴＣ装置とＭＴＣアプリケーションサーバとの間の通信を含ん
でもよい。ＭＴＣ装置とＭＴＣアプリケーションサーバとの間の通信の例として、自動販
売機とサーバ、販売時点情報管理（ＰＯＳ）装置とサーバ、電気、ガス又は水道検針器と
サーバ、の間の通信を挙げることができる。その他にも、ＭＴＣに基づくアプリケーショ
ンとして、セキュリティ、運送、ヘルスケアなどを含むこともできる。
【０００４】
　網において輻輳又は過負荷が発生した場合、制御面（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｌａｎｅ）で
輻輳制御を行うことができる。例えば、網輻輳制御を、無線インタフェースにおいて端末
と網制御ノードとの間の制御面で最上位の階層（ｓｔｒａｔｕｍ）である非接続層（Ｎｏ
ｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ、ＮＡＳ）レベルで行うことができる。一般には、網
輻輳状態が発生したとき、網は、端末に対して所定の時間網に対する要求を禁止させるバ
ックオフタイマを設定することができる。
【０００５】
　現在定義されている無線通信システムの動作によれば、端末ごとに優先順位を設定する
ことができ、このとき、ＭＴＣをサポートする端末のための「（ＮＡＳ信号通知）低優先
順位」及び非ＭＴＣ（ｎｏｎ－ＭＴＣ）をサポートする端末のための「（ＮＡＳ信号通知
）非低（ｎｏｎ－ｌｏｗ）優先順位」のいずれか一方だけを設定することができる。多重
優先順位（二重優先順位を含む）をサポートする端末の場合、端末に対して多重優先順位
を設定する具体的な方法について定義していないという問題点がある。そして、既存の無
線通信システムでは、網輻輳又は過負荷が発生し、端末が異なる優先順位を有する場合、
ＰＤＮ接続をどのように処理するかについて定義していないという問題点がある。
【０００６】
　また、網輻輳又は過負荷が発生した場合、網負荷の分散のためにバックオフタイマ（Ｂ
ＯＴ）を用いることができるが、既存の無線通信システムでは、多重優先順位を持つ端末
に対してバックオフタイマをどのように処理するかについて定義していない問題点がある
。
【０００７】
　このように、多重優先順位が与えられる場合、既存の無線通信システムの定義によれば
、網輻輳又は過負荷の状況において端末と網との間の動作にあいまいさが存在することに
なり、正しいサービスの提供ができなくなる。特に、ＭＴＣをサポートする無線通信シス
テムでは、網が数多くの端末装置（又は、ＭＴＣ装置）へのサービスを提供しなければな
らず、前述したような網輻輳状況に対する処理において、あいまいさが存在してはならな
い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　したがって、本発明は、関連技術における限界又は欠点による一つ以上の問題を実質的
に解消する、無線通信システムにおける多重優先順位に基づく制御方法及び装置に関する
。
【０００９】
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　本発明では、多重優先順位を持つ端末に対してＰＤＮ接続を制御する方法を提供するこ
とを技術的課題とする。
【００１０】
　また、本発明では、多重優先順位を持つ端末に対してバックオフタイマを制御する方法
を提供することを技術的課題とする。
【００１１】
　本発明で達成しようとする技術的課題は、以上で言及した技術的課題に制限されず、言
及していない他の技術的課題は、以降の記載から、本発明の属する技術の分野における通
常の知識を有する者には明確に理解されるであろう。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の技術的課題を解決するために、本発明の一実施例による、多重優先順位が設定さ
れた端末においてパケットデータ網（ＰＤＮ）接続を確立する方法は、第１優先順位レベ
ルに設定された第１ＰＤＮ接続を確立するステップと、第１優先順位レベルに設定された
第１ＰＤＮ接続が存在し、第２優先順位レベルに設定された第２ＰＤＮ接続の確立が要求
されるか否かを判定するステップと、第１優先順位レベルに設定された第１ＰＤＮ接続が
存在し、第２優先順位レベルに設定された第２ＰＤＮ接続の確立が要求される場合、第２
優先順位レベルに設定された第２ＰＤＮ接続のためのＰＤＮ接続要求メッセージを送信す
るステップと、を含んでもよい。
【００１３】
　上記の技術的課題を解決するために、本発明の他の実施例による、多重優先順位が設定
された場合にＰＤＮ接続確立を行う端末装置は、送受信モジュールと、プロセッサと、を
備え、プロセッサは、第１優先順位レベルに設定された第１ＰＤＮ接続を確立し、第１優
先順位レベルに設定された第１ＰＤＮ接続が存在し、第２優先順位レベルに設定された第
２ＰＤＮ接続の確立が要求されるか否かを判定し、第１優先順位レベルに設定された第１
ＰＤＮ接続が存在し、第２優先順位レベルに設定された第２ＰＤＮ接続の確立が要求され
る場合、第２優先順位レベルに設定された第２ＰＤＮ接続のためのＰＤＮ接続要求メッセ
ージを、送受信モジュールを用いて送信するように構成してもよい。
【００１４】
　以上本発明による実施例において以下の事項を共通に適用することができる。
【００１５】
　上記方法は、第１ＰＤＮ接続が停止した後に、第２ＰＤＮ接続に対するＰＤＮ接続要求
を送信するステップを更に含んでもよい。
【００１６】
　第２ＰＤＮ接続は、第１ＰＤＮ接続と同じ接続点名称（ＡＰＮ）を有してもよい。
【００１７】
　端末に対する多重優先順位は、ＮＡＳ設定管理オブジェクト（ＭＯ）、アプリケーショ
ン、又は装置起動方式のいずれか一つ以上によって設定してもよい。
【００１８】
　端末に対する優先順位は、ＮＡＳ信号通知優先順位であってもよい。
【００１９】
　第１優先順位レベルは、端末がＮＡＳ信号通知低優先順位に設定されていることに該当
し、第２優先順位レベルは、端末がＮＡＳ信号通知低優先順位に設定されていないことに
該当してもよい。又は、第１優先順位レベルは、端末がＮＡＳ信号通知低優先順位に設定
されていないことに該当し、第２優先順位レベルは端末がＮＡＳ信号通知低優先順位に設
定されていることに該当してもよい。
【００２０】
　第１優先順位レベルに設定された第１ＰＤＮ接続のＡＰＮに対してセッション管理（Ｓ
Ｍ）バックオフタイマが動作中である場合、第１ＰＤＮ接続のＡＰＮと同じＡＰＮに対し
て、第２優先順位レベルに設定された第２ＰＤＮ接続のためのＰＤＮ接続要求メッセージ
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の送信を許容してもよい。
【００２１】
　ここで、第２優先順位レベルに設定された、第２ＰＤＮ接続のためのＰＤＮ接続要求メ
ッセージの送信は、ＳＭバックオフタイマを中止しないで行ってもよい。
【００２２】
　第２ＰＤＮ接続の確立は、端末の上位層によって要求してもよい。
【００２３】
　上位層は、アプリケーション層であってもよい。
【００２４】
　端末は、ＭＴＣ装置であってもよい。
【００２５】
　多重優先順位が設定された端末は、二重優先順位が設定された端末であってもよい。
【００２６】
　本発明について前述した一般的な説明と後述する詳細な説明は例示的なものであり、請
求項記載の発明に関する更なる説明のためのものである。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明について前述した一般的な説明と後述する詳細な説明は例示的なものであり、請
求項記載の発明に関する更なる説明のためのものである。
【００２８】
　本発明によれば、多重優先順位を有する端末に対してＰＤＮ接続を制御する方法を提供
することができる。また、本発明によれば、多重優先順位を有する端末に対してバックオ
フタイマを制御する方法を提供することができる。
【００２９】
　本発明で得られる効果は上述した効果に制限されず、上述していない他の効果は、以降
の記載から、本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者には明確に理解さ
れるであろう。
【００３０】
　本明細書に添付する図面は、本発明に関する理解を提供するためのもので、本発明の様
々な実施形態を示し、明細書の記載と共に本発明の原理を説明するためのものである。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】ＥＰＣの概略的な構造を示す図である。
【図２】ＭＴＣ通信モデルの例示を示す図である。
【図３】ＭＴＣ構造の例示的なモデルを示す図である。
【図４】本発明の一例によるＰＤＮ接続過程を説明するための図である。
【図５】本発明の他の例によるＰＤＮ接続過程を説明するための図である。
【図６】本発明の一例による端末装置の好適な実施例の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下の実施例は、本発明の構成要素及び特徴を所定の形態で結合したものである。各構
成要素又は特徴は、別の明示的な言及がない限り、選択的なものと考えてもよい。各構成
要素又は特徴を他の構成要素又は特徴と結合しない形態で実施してもよく、一部構成要素
及び／又は特徴を結合して本発明の実施例を構成してもよい。本発明の実施例で説明され
る動作の順序は変更してもよい。ある実施例の一部構成や特徴は他の実施例に含まれても
よいし、他の実施例の対応する構成又は特徴に置き換えてもよい。
【００３３】
　以降の説明で用いられる特定用語は、本発明の理解を助けるために提供されたものであ
り、このような特定の用語の使用は、本発明の技術的思想から逸脱しない範囲で他の形態
に変更してもよい。
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【００３４】
　場合によって、本発明の概念があいまいになることを避けるために、公知の構造及び装
置を省略したり、各構造及び装置の核心機能を中心にしたブロック図の形式で図示したり
することがある。また、本明細書全体を通じて同一の構成要素については同一の図面符号
を付して説明する。
【００３５】
　本発明の実施例は、ＩＥＥＥ８０２シリーズシステム、３ＧＰＰシステム、３ＧＰＰ 
ＬＴＥ及びＬＴＥ－Ａシステム、並びに３ＧＰＰ２システムのうち少なくとも一つに関し
て開示された標準文書によって裏付けることができる。すなわち、本発明の実施例におい
て本発明の技術的思想を明確にするために説明を省いた段階又は部分を、上記の諸文書に
よって裏付けることができる。また、本明細書で開示しているすべての用語は、上記の標
準文書によって説明することができる。
【００３６】
　以下の技術は様々な無線通信システムにおいて用いることができる。明確性のために、
以下では３ＧＰＰ ＬＴＥ及び３ＧＰＰ ＬＴＥ－Ａシステムを中心に説明するが、本発明
の技術的思想がこれに制限されるものではない。
【００３７】
　本明細書で用いられる用語を定義すると、次のとおりである。
【００３８】
　はん用移動体通信システム（ＵＭＴＳ）：３ＧＰＰによって開発された、ＧＳＭ（登録
商標）ベースの第３世代移動体通信技術。
【００３９】
　進化パケットシステム（ＥＰＳ）：ＩＰベースのパケット交換（ＰＳ）コア網である進
化パケットコア（ＥＰＣ）及びＬＴＥ／ＵＴＲＡＮなどの接続網で構成された網システム
。ＵＭＴＳが進展した形態の網である。
【００４０】
　ノードＢ：ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮの基地局。屋外に設置され、サービス範囲はマクロ
セル規模である。
【００４１】
　進化ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）：Ｅ－ＵＴＲＡＮの基地局。屋外に設置され、サービス
範囲はマクロセル規模である。
【００４２】
　端末（ＵＥ）：ユーザ装置である。ＵＥは、端末（ｔｅｒｍｉｎａｌ）、移動装置（Ｍ
ｏｂｉｌｅ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ＭＥ）、移動機（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ、Ｍ
Ｓ）、などと呼ばれることもある。また、ＵＥは、ノートパソコン、携帯電話機、ＰＤＡ
（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、スマートホン、マルチメ
ディア機器などのように可搬型機器であってもよいし、又はパーソナル計算機（ＰＣ）、
車両搭載装置のように非可搬型機器であってもよい。ＭＴＣ関連の内容においては、ＵＥ
又は端末という用語はＭＴＣ装置を指すことがある。
【００４３】
　ホームノードＢ（ＨＮＢ）：ＵＭＴＳ網の基地局であって、屋内に設置され、サービス
範囲はマイクロセル規模である。
【００４４】
　ホーム進化ノードＢ（ＨｅＮＢ）：ＥＰＳ網の基地局であって、屋内に設置され、サー
ビス範囲はマイクロセル規模である。
【００４５】
　移動性管理エンティティ（ＭＭＥ）：移動性管理（ＭＭ）、セッション管理（ＳＭ）機
能を行うＥＰＳ網の網ノード。
【００４６】
　パケットデータ網ゲートウェイ（ＰＤＮ－ＧＷ）／ＰＧＷ：ＵＥ ＩＰアドレス割当、
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パケット検査（ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ）及びフィルタ処理、課金データ収集機能などを行う
ＥＰＳ網の網ノード。
【００４７】
　サービス提供ゲートウェイ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ、ＳＧＷ）：移動性アン
カ（ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ａｎｃｈｏｒ）、パケット経路選択（ｒｏｕｔｉｎｇ）、待機（
ｉｄｌｅ）モードパケットバッファ処理、ＭＭＥがＵＥを呼び出すように起動（ｔｒｉｇ
ｇｅｒ）する機能などを行うＥＰＳ網の網ノード。
【００４８】
　方針及び課金規則機能（Ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｒｕｌｅ　Ｆｕｎ
ｃｔｉｏｎ、ＰＣＲＦ）：サービスフローごとに差別化したサービス品質（ＱｏＳ）及び
課金方針を動的に適用するための方針決定を行うＥＰＳ網のノード。
【００４９】
　ＯＭＡ装置管理（Ｏｐｅｎ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｌｌｉａｎｃｅ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｍａｎ
ａｇｅｍｅｎｔ（ＤＭ））：携帯電話機、ＰＤＡ、携帯用コンピュータなどのような移動
体装置の管理のために設計されたプロトコルであり、装置設定、ファームウェアアップグ
レード、エラー報告などの機能を担う。
【００５０】
　運用、管理及び保守（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　
Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ、ＯＡＭ）：網障害表示、性能情報、データ及び診断機能などを
提供する網管理機能集合。
【００５１】
　非接続層（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ、ＮＡＳ）：ＵＥとＭＭＥとの間の
制御面の上位層。ＬＴＥ／ＵＭＴＳプロトコルスタックにおいて、ＵＥとコア網との間の
信号通知、情報（トラヒック）メッセージをやり取りするための機能的な階層であって、
ＵＥの移動性をサポートし、ＵＥとＰＤＮ ＧＷとの間のＩＰ接続を確立及び維持するセ
ッション管理手順をサポートすることを主な機能とする。
【００５２】
　ＮＡＳ設定管理オブジェクト（ＭＯ）：ＮＡＳ機能に関連したパラメータをＵＥに設定
するために用いる管理オブジェクト。
【００５３】
　選択的ＩＰ情報移動（Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　ＩＰ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｏｆｆｌｏａｄ、Ｓ
ＩＰＴＯ）：Ｈ（ｅ）ＮＢ又はマクロセルを通じて特定ＩＰ情報を送信するとき、通信事
業者（Ｏｐｅｒａｔｏｒ）網ではなくインターネットなどの一般（ｐｕｂｌｉｃ）網に迂
回して送信する方式。３ＧＰＰリリース－１０システムでは通信事業者がＥＰＣ網におい
て物理的にＵＥの近くに存在するＰＤＮ－ＧＷを選択することによってユーザ情報をハン
ドオーバすることをサポートする。
【００５４】
　ＰＤＮ：特定サービスをサポートするサーバ（例えば、マルチメディアメッセージサー
ビス（ＭＭＳ）サーバ、無線アプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）サーバなど）が位置
している網。
【００５５】
　ＰＤＮ接続：一つのＩＰアドレス（一つのＩＰｖ４アドレス及び／又は一つのＩＰｖ６
プレフィクス）で表現される、ＵＥとＰＤＮとの間の論理的な接続。
【００５６】
　ＡＰＮ：ＰＤＮを指示又は区別する文字列。要求したサービス又は網（ＰＤＮ）に接続
するためには該当のＰＧＷを経るが、このＰＧＷを探索できるように網内であらかじめ定
義した名前（文字列）。例えば、ｉｎｔｅｒｎｅｔ．ｍｎｃ０１２．ｍｃｃ３４５．ｇｐ
ｒｓと表現することができる。
【００５７】
　ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）：マルチメディアサービスをＩＰベースで
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提供するサブシステム。
【００５８】
　ＭＴＣ：人間の介入無しに機械によって行われる通信。
【００５９】
　ＭＴＣ装置：コア網を介した通信機能を有し、特定目的を行うＵＥ（例えば、自販機、
検針器など）。
【００６０】
　ＭＴＣ連携機能（ＭＴＣ　ＩｎｔｅｒＷｏｒｋｉｎｇ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ、ＭＴＣ－Ｉ
ＷＦ）：ＥＰＳ又はＩＭＳの含まれた３ＧＰＰ網を通じてＭＴＣのための制御信号又はデ
ータを送信させるゲートウェイ（関門）の役割を担うエンティティ。
【００６１】
　サービス機能サーバ（Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ　Ｓｅｒｖｅｒ、ＳＣ
Ｓ）：帰属公衆地上移動体網（Ｈｏｍｅ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ、ＨＰＬＭＮ）にあるＭＴＣ装置と、ＭＴＣ－ＩＷＦを利用するＭＴＣ装置と
の通信のために３ＧＰＰ網に接続するサーバ。ＳＣＳは、一つ又は複数のアプリケーショ
ン使用のための機能を提供する。
【００６２】
　ＭＴＣサーバ：ＭＴＣ端末を管理する網上のサーバ。移動体通信網の内部又は外部に存
在することができる。ＭＴＣユーザが接続できるインタフェースを有することができる。
また、ＭＴＣサーバは、他のサーバにＭＴＣ関連サービスを提供してもよいし（ＳＣＳの
形態）、自身がＭＴＣアプリケーションサーバであってもよい。
【００６３】
　ＭＴＣアプリケーション：ＭＴＣが適用されるサービス（例えば、遠隔検針、製品移動
追跡など）。
【００６４】
　ＭＴＣアプリケーションサーバ：ＭＴＣアプリケーションが実行される網上のサーバ。
【００６５】
　ＭＴＣ特徴：ＭＴＣアプリケーションをサポートするための網の機能。例えば、ＭＴＣ
監視は、遠隔検針などのＭＴＣアプリケーションにおいて装備紛失などに備えるための特
徴であり、低移動性（ｌｏｗ　ｍｏｂｉｌｉｔｙ）は、自販機のようなＭＴＣ装置用のＭ
ＴＣアプリケーションの特徴である。
【００６６】
　ＭＴＣ加入者：通信事業者と接続関係を有しており、一つ以上のＭＴＣ端末にサービス
を提供するエンティティ。
【００６７】
　ＭＴＣグループ：少なくとも一つのＭＴＣ特徴を共有し、ＭＴＣ加入者に属したＭＴＣ
端末のグループを意味する。
【００６８】
　無線接続網（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、ＲＡＮ）：３ＧＰＰ網にお
いてＮｏｄｅＢ、ｅＮｏｄｅＢ、及びこれらを制御する無線網制御装置（Ｒａｄｉｏ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ、ＲＮＣ）を含む単位。ＵＥ間に存在し、コア網へ
の接続を提供する。
【００６９】
　帰属位置レジスタ（Ｈｏｍｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ、ＨＬＲ）／帰属
加入者サーバ（Ｈｏｍｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｓｅｒｖｅｒ、ＨＳＳ）：３ＧＰＰ網
内の加入者情報を有しているデータベース。ＨＳＳは、設定記憶、識別情報管理、ユーザ
状態記憶などの機能を担うことができる。
【００７０】
　ＰＬＭＮ：個人に移動体通信サービスを提供する目的で構成された網。通信事業者ごと
に区別して構成することができる。
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【００７１】
　ＮＡＳレベル輻輳制御：ＡＰＮベース輻輳制御及び一般ＮＡＳレベル移動性管理制御で
構成されたＥＰＳ網の輻輳又は過負荷制御機能。
【００７２】
　ＭＭバックオフタイマ：網に輻輳が発生した場合、それを制御するために用いる移動性
管理関連バックオフタイマ。ＭＭバックオフタイマが動作している間には、ＵＥは接続（
ａｔｔａｃｈ）、位置情報更新（例えば、位置登録エリア更新（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒ
ｅａ　Ｕｐｄａｔｅ、ＴＡＵ）、経路選択エリア更新（Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐ
ｄａｔｅ、ＲＡＵ））、サービス要求／拡張サービス要求などを行えないように設定され
る（ただし、緊急ベアラサービス、既存領域での呼出し応答、又はマルチメディア優先サ
ービス（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅ、ＭＰＳ）の場合は
、例外として、ＭＭバックオフタイマが動作していてもＵＥがそれを要求できるように設
定される）。
【００７３】
　ＳＭバックオフタイマ：網に輻輳が発生した場合、それを制御するために用いるセッシ
ョン制御関連バックオフタイマ。ＳＭバックオフタイマが動作している間には、ＵＥは、
関連したＡＰＮベースのセッションの確立又は変更などを行えないように設定される（た
だし、緊急ベアラサービス又はＭＰＳの場合は、例外として、ＳＭバックオフタイマが動
作していてもＵＥがそれを要求できるように設定される）。
【００７４】
　位置登録エリア（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ、ＴＡ）：ＥＰＳ網における端末の登録
地域。ＴＡは位置登録エリア識別情報（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ
、ＴＡＩ）で識別される。
【００７５】
　経路選択エリア（Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａｒｅａ、ＲＡ）：ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳ網における
パケットコア網領域のための端末の登録地域。ＲＡは経路選択エリア識別情報（Ｒｏｕｔ
ｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ、ＲＡＩ）で識別される。
【００７６】
　以下では、上記のように定義された用語に基づいて説明する。
【００７７】
　図１は、進化パケットコア（ＥＰＣ）の概略的な構造を示す図である。
【００７８】
　ＥＰＣは、３ＧＰＰ技術の性能を向上するためのシステム構成進化（Ｓｙｓｔｅｍ　Ａ
ｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ、ＳＡＥ）の核心的な要素である。ＳＡＥ
は、種々の網間の移動性をサポートする網構造を決定する研究課題に該当する。ＳＡＥは
、例えば、ＩＰベースで様々な無線接続技術をサポートし、より向上したデータ送信機能
を提供する等の最適化したパケットベースのシステムを提供することを目標とする。
【００７９】
　具体的には、ＥＰＣは、３ＧＰＰ ＬＴＥシステムのためのＩＰ移動体通信システムの
コア網であり、パケットベースの実時間及び非実時間サービスをサポートすることができ
る。既存の移動体通信システム（すなわち、第２世代又は第３世代移動体通信システム）
では、音声のための回線交換（ＣＳ）及びデータのためのパケット交換（ＰＳ）の２個の
区別される部分領域を通じてコア網の機能を具現した。しかし、３世代移動体通信システ
ムの進化系である３ＧＰＰ ＬＴＥシステムでは、ＣＳ及びＰＳの部分領域を一つのＩＰ
領域に単一化した。すなわち、３ＧＰＰ ＬＴＥシステムでは、ＩＰ能力を持つ端末と端
末との間の接続を、ＩＰベースの基地局（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）、ＥＰＣ、アプリケー
ション領域（例えば、ＩＭＳ）を通じて構成することができる。すなわち、ＥＰＣはエン
ド・ツ・エンド（ｅｎｄ－ｔｏ－ｅｎｄ）ＩＰサービスの具現に必須な構造である。
【００８０】
　ＥＰＣは、様々な構成要素を含むことができ、図１では、その一部である、ＳＧＷ、Ｐ
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データゲートウェイ（ｅＰＤＧ）を示す。
【００８１】
　ＳＧＷは、無線接続網（ＲＡＮ）とコア網との間の境界点として動作し、ｅＮｏｄｅＢ
とＰＤＮ ＧＷとの間のデータ経路を維持する機能を担う。また、端末がｅＮｏｄｅＢに
よってサービス提供される領域を越えて移動する場合、ＳＧＷはローカル移動性アンカポ
イント（ａｎｃｈｏｒ　ｐｏｉｎｔ）の役割を果たす。すなわち、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（３Ｇ
ＰＰリリース－８以降で定義される進化ＵＭＴＳ地上無線接続網）内における移動性のた
めにＳＧＷを通じてパケットを経路選択することができる。また、ＳＧＷは、他の３ＧＰ
Ｐ網（３ＧＰＰリリース－８以前に定義されるＲＡＮ、例えば、ＵＴＲＡＮ又はＧＥＲＡ
Ｎ（ＧＳＭ（登録商標）／ＧＳＭ（登録商標）進化用強化データ速度（ＥＤＧＥ）無線接
続網）との移動性のためのアンカポイントとして機能することもできる。
【００８２】
　ＰＤＮ ＧＷは、パケットデータ網に向かうデータインタフェースの終端点（ｔｅｒｍ
ｉｎａｔｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ）に該当する。ＰＤＮ ＧＷは、方針執行機能（ｐｏｌｉｃ
ｙ　ｅｎｆｏｒｃｅｍｅｎｔ　ｆｅａｔｕｒｅｓ）、パケットフィルタ処理、課金サポー
トなどをサポートすることができる。また、３ＧＰＰ網と、非３ＧＰＰ網（例えば、連携
無線ＬＡＮ（Ｉ－ＷＬＡＮ）のような信頼されていない網、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ
）網又はＷｉＭＡＸのような信頼されている網）との移動性管理のためのアンカポイント
の役割を果たすこともできる。
【００８３】
　図１の網構造の例示では、ＳＧＷ及びＰＤＮ ＧＷが別のゲートウェイとして構成され
ているが、これら二つのゲートウェイが単一ゲートウェイ構成オプションによって具現し
てもよい。
【００８４】
　ＭＭＥは、ＵＥの網接続に対する接続、網リソースの割当、追跡（ｔｒａｃｋｉｎｇ）
、呼出し（ｐａｇｉｎｇ）、ローミング（ｒｏａｍｉｎｇ）及びハンドオーバなどをサポ
ートするための信号通知及び制御機能を果たす要素である。ＭＭＥは、加入者及びセッシ
ョン管理に関する制御面機能を制御する。ＭＭＥは、多数のｅＮｏｄｅＢを管理し、他の
２Ｇ／３Ｇ網に対するハンドオーバのための従来のゲートウェイの選択のための信号通知
を行う。また、ＭＭＥは、セキュリティ手続、端末対網セッション処理（Ｈａｎｄｌｉｎ
ｇ）、待機端末位置管理（Ｉｄｌｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｍａｎａｇ
ｅｍｅｎｔ）などの機能を担う。
【００８５】
　ＳＧＳＮは、他の３ＧＰＰ網（例えば、ＧＰＲＳ網）に対するユーザの移動性管理及び
認証のようなすべてのパケットデータを処理する。
【００８６】
　ｅＰＤＧは、信頼されていない非３ＧＰＰ網（例えば、Ｉ－ＷＬＡＮ、ＷｉＦｉ接続点
など）に対するセキュリティノードとしての役割を果たす。
【００８７】
　図１を参照して説明したように、ＩＰ能力を持つ端末は、３ＧＰＰ接続の他、非３ＧＰ
Ｐ接続をベースにしでもＥＰＣ内の様々な要素を経由して、事業者（すなわち、通信事業
者）の提供するＩＰサービス網（例えば、ＩＭＳ）に接続することができる。
【００８８】
　また、図１では、様々な参照点（例えば、Ｓ１－Ｕ、Ｓ１－ＭＭＥなど）を示している
。３ＧＰＰシステムでは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ及びＥＰＣにおける互い異なる機能エンティテ
ィ（ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｅｎｔｉｔｙ）に存在する２個の機能を接続する概念的なリ
ンクを参照点と定義する。下の表１は、図１に示した参照点を整理したものである。表１
の例示の他、網構造によって様々な参照点が存在できる。
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【表１】

【００８９】
　図１に示した参照点で、Ｓ２ａ及びＳ２ｂは、非３ＧＰＰインタフェースに該当する。
Ｓ２ａは、信頼されている非３ＧＰＰ接続とＰＤＮ ＧＷとの間の関連制御及び移動性サ
ポートをユーザ面に提供する参照点である。Ｓ２ｂは、ｅＰＤＧとＰＤＮ ＧＷとの間の
関連制御及び移動性サポートをユーザ面に提供する参照点である。
【００９０】
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　図２は、ＭＴＣ通信モデルの例示を示す図である。
【００９１】
　３ＧＰＰ ＧＳＭ（登録商標）／ＵＭＴＳ／ＥＰＳでは、ＭＴＣと関連してＰＳ網を通
じた通信を定義しているが、本発明は、ＰＳ網を通じたＭＴＣに制限されず、ＣＳ網を通
じたＭＴＣへの適用も可能である。今までの技術標準では、網構造に関する定義として、
３ＧＰＰシステムの既存ベアラを用いることが提案されている。ここで、ＭＴＣ装置とＭ
ＴＣサーバとの間のデータ交換のためにショートメッセージサービス（ＳＭＳ）を用いる
方法が提案された。これは、ＭＴＣアプリケーションの特性の上、検針情報又は製品情報
などの少ない量のデジタルデータがその対象となることを考慮し、それに最も適したＳＭ
Ｓを用いることが提案され、その具体的な方式としては、既存のＳＭＳ方式及びＩＭＳに
基づくＳＭＳ方式がサポート可能である。また、移動性の少ないＭＴＣアプリケーション
のために呼出し範囲を調整する方法が提案されている。
【００９２】
　ＭＴＣアプリケーションは、ＭＴＣ装置及びＭＴＣサーバ（例えば、ＳＣＳ）でそれぞ
れ実行されて、網を通じた通信を通じて連携する。このとき、ＭＴＣアプリケーションと
３ＧＰＰ網との間の通信に何が関与しているかによって、ＭＴＣ情報に対する様々なモデ
ルを具現することができる。図２（ａ）は、ＭＴＣサーバ（例えば、ＳＣＳ）無しに直接
通信が行われるモデル、図２（ｂ）は、ＭＴＣサーバ（例えば、ＳＣＳ）が通信事業者領
域の外部に存在するモデル、図２（ｃ）は、ＭＴＣサーバ（例えば、ＳＣＳ）が通信事業
者領域の内部に存在するモデルを示している。また、図２（ａ）は、３ＧＰＰ通信事業者
によって制御される直接通信方式に該当し、図２（ｂ）は、サービスプロバイダによって
制御される通信方式に該当し、図２（ｃ）は、３ＧＰＰ通信事業者によって制御される通
信方式に該当する。
【００９３】
　図２（ａ）の直接モデルは、ＭＴＣアプリケーションが３ＧＰＰ網に対して網外サービ
ス（ｏｖｅｒ－ｔｈｅ－ｔｏｐ、ＯＴＴ）アプリケーションとしてＵＥ（又はＭＴＣ装置
）と直接通信することを表す。
【００９４】
　図２（ｂ）及び図２（ｃ）の間接モデルは、３ＧＰＰ網によって提供される付加的なサ
ービスを用いてＭＴＣアプリケーションがＵＥ（又はＭＴＣ装置）と間接的に通信するこ
とを表す。具体的には、図２（ｂ）の例示では、ＭＴＣアプリケーションが第三者（すな
わち、３ＧＰＰで責任を負わない）サービスプロバイダによって提供される付加サービス
のためにＭＴＣサーバ（例えば、ＳＣＳ）を用いることができる。ＭＴＣサーバ（例えば
、ＳＣＳ）は、３ＧＰＰ網と様々なインタフェースを通じて通信することができる。一方
、図２（ｃ）の例示では、ＭＴＣアプリケーションが３ＧＰＰ通信事業者（すなわち、サ
ービスプロバイダに該当する）によって提供される付加的なサービスのためにＭＴＣサー
バ（例えば、ＳＣＳ）を用いることができる。ＭＴＣサーバ（例えば、ＳＣＳ）と３ＧＰ
Ｐ網との間の通信は、ＰＬＭＮの内部で行われる。図２（ｂ）及び図２（ｃ）において、
ＭＴＣサーバ（例えば、ＳＣＳ）とＭＴＣアプリケーションとの間のインタフェースは３
ＧＰＰ標準では扱わない。
【００９５】
　一方、図２（ｂ）及び図２（ｃ）の間接モデルは、排他的ではなく補完的であるため、
３ＧＰＰ通信事業者が互いに異なるアプリケーションのためにこれらを結合してもよい。
すなわち、図２（ｄ）のように、ＭＴＣ通信モデルが、直接モデル及び間接モデルが同時
に用いられるハイブリッドモデルとして具現してもよい。ハイブリッドモデルの場合、Ｍ
ＴＣ装置は、ＨＰＬＭＮ内の複数のＭＴＣサーバ（例えば、ＳＣＳ）と通信ができ、サー
ビスプロバイダによって制御されるＭＴＣサーバ（例えば、ＳＣＳ）と、３ＧＰＰ通信事
業者によって制御されるＭＴＣサーバ（例えば、ＳＣＳ）とにおいて、ＭＴＣアプリケー
ションに提供される機能が異なってもよい。
【００９６】
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　図３は、ＭＴＣ構造の例示的なモデルを示す図である。
【００９７】
　ＭＴＣのために用いられるＵＥ（又はＭＴＣ装置）とＭＴＣアプリケーションとの間の
エンド・ツ・エンドアプリケーションは、３ＧＰＰシステムによって提供されるサービス
と、ＭＴＣサーバ（例えば、ＳＣＳ）によって提供される選択的なサービスとを利用する
ことができる。３ＧＰＰシステムは、ＭＴＣを容易にする様々な最適化を含むトランスポ
ート及び通信サービス（３ＧＰＰベアラサービス、ＩＭＳ及びＳＭＳを含む）を提供する
ことができる。図３では、ＭＴＣのために用いられるＵＥが、Ｕｍ／Ｕｕ／ＬＴＥ－Ｕｕ
インタフェースを通じて３ＧＰＰ網（ＵＴＲＡＮ、Ｅ－ＵＴＲＡＮ、ＧＥＲＡＮ、Ｉ－Ｗ
ＬＡＮなど）に接続することを示す。図３の構成は、図２と関連して上述した様々なＭＴ
Ｃモデルを含む。
【００９８】
　まず、図３に示しているエンティティについて説明する。
【００９９】
　図３で、アプリケーションサーバは、ＭＴＣアプリケーションが実行される網上のサー
バであり、ＭＴＣアプリケーションサーバということができる。ＭＴＣアプリケーション
サーバに対しては前述の様々なＭＴＣアプリケーションの具現のための技術を適用するこ
とができ、それについての具体的な説明は省略する。また、図３で、ＭＴＣアプリケーシ
ョンサーバは、参照点ＡＰＩを通じてＭＴＣサーバ（例えば、図３の例示ではＳＣＳ）に
接続でき、それについての具体的な説明は省略する。又は、ＭＴＣアプリケーションサー
バは、ＭＴＣサーバ（例えば、ＳＣＳ）と共設（ｃｏｌｌｏｃａｔｅ）してもよい。
【０１００】
　ＭＴＣサーバ（例えば、ＳＣＳ）は、ＭＴＣ装置を管理する網上のサーバで、３ＧＰＰ
網に接続して、ＭＴＣのために用いられるＵＥ及びＰＬＭＮのノードと通信することがで
きる。
【０１０１】
　ＭＴＣ連携機能（ＭＴＣ－ＩＷＦ）は、ＭＴＣサーバと通信事業者コア網との間の連携
（ｉｎｔｅｒｗｏｒｋｉｎｇ）を管掌し、ＭＴＣ動作のプロキシの役割を果たすことがで
きる。ＭＴＣ間接又はハイブリッドモデルをサポートするために、一つ以上のＭＴＣ－Ｉ
ＷＦがホームＰＬＭＮ（ＨＰＬＭＮ）内に存在してもよい。ＭＴＣ－ＩＷＦは、参照点Ｔ
ｓｐ上の信号通知プロトコルを中継したり、解釈したりして、ＰＬＭＮに特定機能を実行
させることができる。ＭＴＣ－ＩＷＦは、ＭＴＣサーバが３ＧＰＰ網との通信を確立する
前にＭＴＣサーバを認証する機能、ＭＴＣサーバからの制御面要求を認証する機能、後述
する起動指示に関連した様々な機能、などを果たすことができる。
【０１０２】
　ショートメッセージサービス・サービスセンタ（ＳＭＳ－ＳＣ）／ＩＰショートメッセ
ージゲートウェイ（ＩＰ－ＳＭ－ＧＷ）は、ＳＭＳの送受信を管理することができる。Ｓ
ＭＳ－ＳＣは、ショートメッセージエンティティ（ＳＭＥ）（ショートメッセージを送信
又は受信するエンティティ）と移動機との間のショートメッセージを中継し、蓄積及び転
送（ｓｔｏｒｅ　ａｎｄ　ｆｏｒｗａｒｄ）する機能を担当することができる。ＩＰ－Ｓ
Ｍ－ＧＷは、ＩＰベースのＵＥとＳＭＳ－ＳＣとの間のプロトコル連携を担当することが
できる。
【０１０３】
　課金データ機能（ＣＤＦ）／課金ゲートウェイ機能（ＣＧＦ）は、課金に関連した動作
を行うことができる。
【０１０４】
　ＨＬＲ／ＨＳＳは、加入者情報（ＩＭＳＩなど）、経路選択情報、設定情報などを記憶
してＭＴＣ－ＩＷＦに提供する機能を果たすことができる。
【０１０５】
　移動体通信交換センタ（ＭＳＣ）／ＳＧＳＮ／ＭＭＥは、ＵＥの網接続のための移動性
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管理、認証、リソース割当などの制御機能を果たすことができる。後述する起動と関連し
てＭＴＣ－ＩＷＦから起動指示を受信して、ＭＴＣ装置に提供するメッセージの形態に加
工する機能を担うことができる。
【０１０６】
　ゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）／サービス提供ゲートウェイ（Ｓ－
ＧＷ）＋パケットデータ網ゲートウェイ（Ｐ－ＧＷ）は、コア網と外部網との接続を担当
するゲートウェイとして機能することができる。
【０１０７】
　下の表２は、図３における主要参照点を整理したものである。
【表２】

【０１０８】
　上記のＴ５ａ、Ｔ５ｂ、Ｔ５ｃの一つ以上の参照点をＴ５と呼ぶことができる。
【０１０９】
　一方、間接及びハイブリッドモデルの場合のＭＴＣサーバ（例えば、ＳＣＳ）とのユー
ザ面通信、並びに直接及びハイブリッドモデルの場合のＭＴＣアプリケーションサーバと
の通信は、参照点Ｇｉ及びＳＧｉを通じて既存のプロトコルを用いて行うことができる。
【０１１０】
　図２及び図３で説明した内容に関する具体的な事項は、３ＧＰＰ ＴＳ ２３．６８２を
参照することによって本明細書に組み込むことができる。
【０１１１】
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　ＮＡＳレベル輻輳制御
【０１１２】
　一般に、網の制御可能な通信量の限界を超す場合を網輻輳又は過負荷状態といい、網に
対する送受信量を調節して網が輻輳とならないように制御することを網輻輳制御というこ
とができる。３ＧＰＰ ＭＴＣ網では、網で輻輳／過負荷が発生した場合、ＵＥとコア網
のノード（例えば、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＤＮ－ＧＷ、ＭＳＣ、ＳＧＳＮ、ＧＧＳＮ）との
間でＮＡＳレベル輻輳制御が行われ、これによって信号通知輻輳を回避又は制御すること
ができる。
【０１１３】
　このようなＮＡＳレベル輻輳制御には、ＡＰＮベースの輻輳制御と、一般ＮＡＳレベル
移動性管理制御とがある。
【０１１４】
　ＡＰＮベースの輻輳制御は、ＡＰＮ（すなわち、輻輳状態と関連しているＡＰＮ）及び
ＵＥが関連する移動性管理（ＭＭ）／セッション管理（ＳＭ）プロトコル又はＥＰＳ移動
性管理（ＥＭＭ）／ＥＰＳセッション管理（ＥＳＭ）プロトコルに基づく信号通知輻輳制
御を意味する。また、ＡＰＮベースの輻輳制御は、ＡＰＮベースのセッション管理輻輳制
御及びＡＰＮベースの移動性管理輻輳制御を含む。
【０１１５】
　一般ＮＡＳレベル移動性管理制御は、一般的な網輻輳又は過負荷状況でＵＥが要求する
移動性管理信号通知要求を、コア網ノード（例えば、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＤＮ－ＧＷ、Ｍ
ＳＣ、ＳＧＳＮ、ＧＧＳＮ）が拒絶して輻輳及び過負荷を回避することを意味する。
【０１１６】
　一般に、コア網がＮＡＳレベル輻輳制御を行う場合、ＵＥに提供する拒絶メッセージに
待機（ｓｔａｎｄｂｙ）時間（又は、拡張された待機時間）値を含めることができる。こ
のような待機時間値は一定範囲値中でランダム化してＵＥに提供される。ＵＥは、受信し
た待機タイマ値をバックオフタイマ値に設定して、バックオフタイマが満了（ｅｘｐｉｒ
ｅ）するまで網に（Ｅ）ＭＭ／（Ｅ）ＳＭ信号通知を要求しないように動作する。
【０１１７】
　（Ｅ）ＭＭ信号通知は、例えば、接続要求、ＴＡＵ／ＲＡＵ要求、サービス要求、拡張
されたサービス要求などを含む。また、（Ｅ）ＳＭ信号通知は、例えば、ＰＤＮ接続性、
ベアラリソース割当、ベアラ修正、パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテクスト起
動、ＰＤＰコンテクスト修正要求などを含む。バックオフタイマは、（Ｅ）ＭＭ信号通知
の制御のためのＭＭバックオフタイマと、（Ｅ）ＳＭ信号通知の制御のためのＳＭバック
オフタイマとに区別される。ＭＭバックオフタイマは、ＵＥごとに与えられ、ＳＭバック
オフタイマは、関連したＡＰＮごとに及びＵＥごとに与えられ、それぞれ独立して動作す
る。
【０１１８】
　さらに、３ＧＰＰ網において端末（例えば、ＭＴＣ装置）は、「ＮＡＳ信号通知低優先
順位」を有するように、ＮＡＳ設定ＭＯを介して設定してもよい。ＮＡＳ信号通知低優先
順位が設定された端末は、ＮＡＳメッセージ（例えば、接続要求、ＴＡＵ要求、ＰＤＮ接
続性要求など）内に低優先順位を設定して送信する。
【０１１９】
　一般に、コア網がＮＡＳレベル輻輳制御を行っている場合、低優先順位が設定された（
例えば、ＮＡＳ信号通知低優先順位指示子が「端末がＮＡＳ信号通知低優先順位に設定さ
れている」と設定される場合）端末に対する拒絶メッセージにバックオフタイマ（又は、
実行待機タイマ）値を含めて送信する。前述したように、バックオフタイマ値を受信した
端末は、バックオフタイマ（例えば、ＭＭバックオフタイマ及び／又はＳＭバックオフタ
イマ）が満了するまでは網に（Ｅ）ＭＭ／（Ｅ）ＳＭ信号通知を要求しないように動作す
る。
【０１２０】
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　一方、バックオフタイマが動作中であっても、緊急なサービスは提供されていなければ
ならない。したがって、ＵＥ／ＭＳが高優先順位を有するサービスユーザとの緊急ベアラ
サービスを既に行っているか、又は始めようとする場合、ＭＭ／ＳＭバックオフタイマが
動作している場合であっても、当該サービス要求を行うことができる。高い優先順位を有
するサービスユーザは、例えば、マルチメディア優先順位サービス接続クラス１１－１５
をもって網に接続するユーザであってよい。また、移動機終端呼（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｒ
ｍｉｎａｔｅｄ　ｃａｌｌ）／ＳＭＳサービス及び緊急呼（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ　Ｃａｌ
ｌ）サービスを行う場合であっても、バックオフタイマ動作の影響に例外的な状況として
適用される（すなわち、バックオフタイマが動作中であっても、当該サービスを提供でき
る）。
【０１２１】
　多重優先順位
【０１２２】
　現在３ＧＰＰ標準（Ｒｅｌ－１０／Ｒｅｌ－１１）ＭＴＣシステム環境では、ＵＥ／Ｍ
Ｓ（以下、「端末」と総称する）に二つの優先順位、すなわち、「（ＮＡＳ信号通知）低
優先順位」と「（ＮＡＳ信号通知）非低（ｎｏｎ－ｌｏｗ）優先順位」のいずれか一方だ
けを設定することができる。例えば、ＮＡＳ信号通知低優先順位指示子を「端末がＮＡＳ
信号通知低優先順位に設定されている（ＵＥ／ＭＳ　ｉｓ　ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｆｏ
ｒ　ＮＡＳ　ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　ｌｏｗ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）」に設定したり、「端末
がＮＡＳ信号通知低優先順位に設定されていない（ＵＥ／ＭＳ ｉｓ ｎｏｔ ｃｏｎｆｉ
ｇｕｒｅｄ ｆｏｒ ＮＡＳ ｓｉｇｎａｌｉｎｇ ｌｏｗ ｐｒｉｏｒｉｔｙ）」に設定し
たりすることができる。
【０１２３】
　しかし、将来、アプリケーション環境に応じて二つ以上の多重優先順位を端末が有して
もよい。また、このような多重優先順位は、装置（又は端末）ごとに設定し、又はアプリ
ケーションレベルごとに設定することができる。端末ごとに設定される優先順位と、アプ
リケーションごとに設定される優先順位とは別々に（又は独立して）設定することができ
る。また、一つのアプリケーションに対しても複数の優先順位のいずれか一つを設定する
ことができる。
【０１２４】
　既存の無線通信システムにおける優先順位関連動作は、「低優先順位」と「非低優先順
位」のいずれか一方だけを仮定して定義されているため、二つ以上の多重優先順位が設定
される場合には正しく動作できない問題がある。したがって、本発明では、多重優先順位
が設定される場合の動作方法、優先順位が変更される場合の動作方法、などについて提案
する。
【０１２５】
　そのために、多重優先順位を有する端末がＰＤＮ接続を確立するたびに、その時点で装
置ごと、又はアプリケーションレベルごとに異なった優先順位を設定してＰＤＮ接続を確
立できるようにするためには、このような多重優先順位を有する端末のＰＤＮ接続確立方
法についての更なる補完が必要である。
【０１２６】
　以前に確立されたＰＤＮ接続が、低優先順位を有するＰＤＮ接続であったが、新たに装
置ごと、又はアプリケーションレベルごとに異なった優先順位に変更された場合には、新
たに確立されるＰＤＮ接続については変更された優先順位を適用する。この場合、以前に
確立されているＰＤＮ接続をどのように処理すべきかが不明瞭となる問題がある。例えば
、以前に設定されている優先順位を有するＰＤＮ接続をそのまま維持するか、又は、以前
に設定されている優先順位を有するＰＤＮ接続を解放し、新たに変更された優先順位を適
用してＰＤＮ接続を再確立するかが明確に決定されるように、優先順位変更に応じたＰＤ
Ｎ接続方法を備えなければならない。
【０１２７】
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　また、前述したように、端末にＭＭバックオフタイマ及びＳＭバックオフタイマがそれ
ぞれ又は同時に動作している状況で、当該端末は網に（Ｅ）ＭＭ関連信号通知及び／又は
（Ｅ）ＳＭ関連信号通知要求を行えないようになっている。ただし、緊急呼／サービス又
はマルチメディア優先順位サービスを用いる場合には、バックオフタイマが動作しても端
末が関連手順を行うことができる。
【０１２８】
　端末ごと又はアプリケーションレベルごとに多重優先順位を有する端末の場合は、優先
順位が変更されたとき、ＭＭバックオフタイマ及び／又はＳＭバックオフタイマ（以下、
「ＭＭ／ＳＭバックオフタイマ」と表現する）に基づく動作をどのように行うかが不明瞭
になるという問題が発生する。例えば、優先順位が変更された場合、既存のＭＭ／ＳＭバ
ックオフタイマを中止するか、又は既存のＭＭ／ＳＭバックオフタイマをそのまま維持す
るかを明確に決定できるように、優先順位変更によるバックオフタイマ処理方法を備えな
ければならない。
【０１２９】
　要するに、多重優先順位を有する端末では、優先順位変更に応じてＰＤＮ接続をどのよ
うに処理するか、及び網輻輳状況によってＭＭ／ＳＭバックオフタイマが動作している場
合に優先順位変更に応じて動作中のＭＭ／ＳＭバックオフタイマをどのように処理するか
、が不明確であるという問題があるため、結局はＰＤＮ接続制御及び／又はＮＡＳレベル
輻輳制御を正しく又は効率よく行うことができなくなることがある。こうなると、網状況
、サービス接続性及びユーザ経験がより悪化する。したがって、２レベル以上の多重優先
順位が適用される場合、及び／又は優先順位が変更される場合、ＰＤＮ接続及びＭＭ／Ｓ
Ｍバックオフタイマを処理する新しい方法が必要である。
【０１３０】
　多重優先順位適用による改善されたＮＡＳレベル動作
【０１３１】
　前述したように、一般に、ＭＴＣは多数の端末と網との間の通信を伴い、それぞれの端
末に対するデータは比較的少量であると共に緊急でない場合（例えば、検針結果の報告な
ど）を仮定することができる。そのため、ＭＴＣ端末に対する優先順位は、低優先順位に
設定するのが一般的である。
【０１３２】
　このようなＭＴＣシステム環境において、端末ごと又はアプリケーションレベルごとに
優先順位を変更（例えば、低優先順位から非低優先順位へ変更）する原因は、緊急にデー
タを送信する必要がある場合、又はＭＴＣサーバなどによってＭＴＣ端末が起動（すなわ
ち、所定の要求又は指示信号通知によってＭＴＣ装置がＩＰ接続を確立する動作）された
場合に、優先順位レベルの変更が明示的又は黙示的に要求される場合などを仮定すること
ができる。上記の例示では、優先順位レベルの変更が、相対的に低優先順位レベルから相
対的に高い優先順位レベルに変更される場合を仮定したが、本発明はそれに制限されず、
相対的に高い優先順位レベルから相対的に低優先順位レベルに変更される場合にも本発明
の原理を同一に適用することができる。
【０１３３】
　多重優先順位の適用と関連して、多重優先順位の度合（又は、優先順位レベルの個数）
は、アプリケーション及びサービス環境によって異なることがある。例えば、２個の優先
順位レベル（すなわち、低優先順位及び正規（ｎｏｒｍａｌ）（又は、非低）優先順位）
のいずれか一つが設定されることがある。又は、３個の優先順位レベル（すなわち、低優
先順位、正規優先順位、高い優先順位）のいずれか一つが設定してもよい。３個の優先順
位レベルは、優先順位レベル１、レベル２、レベル３の形態（レベルが高いほどより高い
優先順位を意味し、レベル１が最低の優先順位を意味できる）で構成してもよい。また、
４個以上の優先順位レベルが構成してもよい。ここで、高い優先順位は、マルチメディア
優先順位サービス、すなわち、高い優先順位接続とは異なる意味を有してもよい。
【０１３４】
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　本発明によれば、２レベルで構成された優先順位（又は、二重（ｄｕａｌ）優先順位）
の場合には、端末が低優先順位に設定された場合にだけＭＭ／ＳＭバックオフタイマが適
用されればよい。３レベル以上の優先順位構成の場合には、端末が最低の優先順位（例え
ば、優先順位レベル１）に設定された場合にだけＭＭ／ＳＭバックオフタイマが適用して
もよい。又は、３レベル以上の優先順位構成の場合、所定の優先順位レベル（例えば、低
い順で一つ以上の優先順位レベル）の場合にＭＭ／ＳＭバックオフタイマが適用してもよ
い。ここで、２レベル多重優先順位及び／又は３レベル以上の多重優先順位においていず
れの優先順位レベルの場合にだけＭＭ／ＳＭバックオフタイマが適用されるようにするか
は、網の状況、方針（ｐｏｌｉｃｙ）、選好設定（ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）、設定（ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）のうち一つ以上に基づいて決定することができる。
【０１３５】
　また、多重優先順位を有する端末においてアプリケーションレベルに従って別々の優先
順位が設定される場合には、一つ以上のアプリケーションがそれぞれ異なるＰＤＮ接続を
確立する場合と（すなわち、一つのアプリケーションに対して一つのＰＤＮ接続が確立さ
れる）、一つ以上のアプリケーションが一つのＰＤＮ接続を共有する場合とがあり得る。
一つ以上のアプリケーションがそれぞれ異なるＰＤＮ接続を確立する場合、ＰＤＮ接続は
ＡＰＮごとにＳＭバックオフタイマが適用される。一つ以上のアプリケーションが一つの
ＰＤＮ接続を共有する場合には、複数のアプリケーションがそれぞれ異なるベアラ（デフ
ォルトＥＰＳベアラ又は専用（ｄｅｄｉｃａｔｅｄ）ＥＰＳベアラ）を設定する場合を意
味し、この場合には、ベアラＩＤごとにＳＭバックオフタイマが適用してもよい。
【０１３６】
　また、端末に対して２以上のレベルで構成された多重優先順位が設定される場合は、ま
ず、多重優先順位適用に対する設定がされた後に、必要に応じて（例えば、アプリケーシ
ョンの要求、端末の他の要求（例えば、ユーザの設定）、又は網の要求に応じて）、優先
順位変更／設定を行ってもよい。ここで、多重優先順位適用に対する設定とは、多重優先
順位レベルのうちいずれのレベルであるかが設定されるのではなく、多重優先順位のいず
れか一つを有することができる状態に設定されるということを意味する。すなわち、多重
優先順位適用が設定された端末に対して、必要な場合に優先順位変更／設定によって多重
優先順位のいずれか一つの優先順位レベルを与えることができる。ここで、「多重優先順
位適用に対する設定」を「多重優先順位統合設定」と言い換えることもできる。
【０１３７】
　以下、多重優先順位を有する場合における、ＰＤＮ接続及びＭＭ／ＳＭバックオフタイ
マの制御に関する本発明の原理について説明する。
【０１３８】
　まず、優先順位が端末ごとに変更／設定される場合（すなわち、一つの端末がある時点
で一つの優先順位（２レベル優先順位の場合は、低優先順位又は正規優先順位のいずれか
一つ、３レベル以上の場合は、優先順位レベル１、レベル２、レベル３、…のいずれか一
つ）を有する場合）、ＰＤＮ接続確立には次のいずれか一つ以上の方法を適用することが
できる。
【０１３９】
　第１方法として、ある端末に対する優先順位が変更される以前に確立されていたＰＤＮ
接続はそのまま維持し、新しいＰＤＮ接続を確立することができる。ここで、以前に確立
されていたＰＤＮ接続を維持しながら新しいＰＤＮ接続を確立するということは、以前に
確立されていたＰＤＮ接続と同じＡＰＮを有するＰＤＮ接続を新たに確立するという意味
、又は以前に確立されていたＰＤＮ接続と異なるＡＰＮを有するＰＤＮ接続を新たに確立
するという意味を有することができる。このとき、既に確立されていたＰＤＮ接続の優先
順位は、変更前に設定された優先順位をそのまま維持し、新しいＰＤＮ接続に対しては変
更された優先順位を適用することができる。
【０１４０】
　第２方法として、ある端末に対する優先順位が変更される以前に確立されていたＰＤＮ
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接続を解放（ｒｅｌｅａｓｅ）／停止（ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ）し、新しいＰＤＮ接
続を再確立（ｒｅ－ｅｓｔａｂｌｉｓｈ）することができる。ここで、以前に確立されて
いたＰＤＮ接続を解放／停止し、新しいＰＤＮ接続を再確立するということは、既存のＡ
ＰＮと同じＡＰＮを有するＰＤＮ接続を新たに確立するという意味を有することができる
。この場合、新しいＰＤＮ接続を確立する時、変更された優先順位に設定されたＰＤＮ接
続を生成することができる。
【０１４１】
　また、優先順位が端末ごとに変更／設定される場合における、ＭＭ／ＳＭバックオフタ
イマ関連動作については、次のいずれか一つ以上の方法を適用することができる。
【０１４２】
　第１方法として、２レベル多重優先順位の場合には、ＭＭ／ＳＭバックオフタイマの動
作中に、低優先順位が正規優先順位に変更されると、３レベル以上の多重優先順位の場合
には、所定の優先順位レベル（例えば、レベル１又は低い順でいくつかのレベル）を除く
残り優先順位レベルに変更されると、当該ＭＭ／ＳＭバックオフタイマを中止させること
ができる。
【０１４３】
　第２方法として、優先順位が変更されても、動作中のＭＭ／ＳＭバックオフタイマを中
止させなくてもよい。
【０１４４】
　次に、優先順位がアプリケーションレベルごとに変更／設定される場合（すなわち、一
つの端末に関連した一つ以上のアプリケーションのそれぞれが個別に一つの優先順位（２
レベル優先順位の場合は、低優先順位又は正規優先順位のいずれか一つ、３レベル以上の
場合は、優先順位レベル１、レベル２、レベル３、…のいずれか一つ）を有する場合）に
は、次のように動作できる。ＰＤＮ接続制御において、あるアプリケーションに対する優
先順位が変更される前に確立されていたＰＤＮ接続はそのまま維持し、新しいＰＤＮ接続
を確立することができる。このとき、既に確立されていたＰＤＮ接続の優先順位は、変更
前に設定された優先順位をそのまま維持し、新しいＰＤＮ接続に対しては変更された優先
順位を適用することができる。他の方法として、以前に確立されていたＰＤＮ接続を解放
／停止し、新しいＰＤＮ接続を再確立することもできる。ここで、以前に確立されていた
ＰＤＮ接続を解放／停止し、新しいＰＤＮ接続を再確立するということは、既存のＡＰＮ
と同じＡＰＮを有するＰＤＮ接続を新たに確立するという意味を有することができる。こ
の場合、新しいＰＤＮ接続を確立する時、変更された優先順位に設定されたＰＤＮ接続を
生成することができる。次に、ＭＭ／ＳＭバックオフタイマの制御において、２レベル多
重優先順位の場合には、ＭＭ／ＳＭバックオフタイマの動作中に、低優先順位が正規優先
順位に変更されると、３レベル以上の多重優先順位の場合には、所定の優先順位レベル（
例えば、レベル１又は低い順でいくつかのレベル）を除く残り優先順位レベルに変更され
ると、当該ＭＭ／ＳＭバックオフタイマを中止させることができる。他の方法として、優
先順位が変更されても、動作中のＭＭ／ＳＭバックオフタイマを中止させなくてもよい。
【０１４５】
　ここで、前述の例示（すなわち、優先順位が端末ごとに又はアプリケーションレベルご
とに変更される場合）のそれぞれにおいて、優先順位レベルが変更されてもＭＭ／ＳＭバ
ックオフタイマを中止せず、端末はＭＭ信号通知要求（例えば、正規優先順位又はより高
い優先順位レベルに対するサービス要求、接続要求、ＴＡＵ／ＲＡＵ要求）を行うことも
できる。従来技術によれば、バックオフタイマの動作中にはＮＡＳメッセージの送信がで
きず、バックオフタイマが満了／中止してこそＮＡＳメッセージを送信することができる
。しかし、本発明によれば、バックオフタイマの動作中に優先順位が変更される場合、バ
ックオフタイマを中止させないでＮＡＳメッセージを送信することができる。
【０１４６】
　以下、前述した本発明の動作原理による提案事項について説明する。以下の説明におい
て、提案１ａ乃至１ｃは、前述した本発明の動作原理をより具体的な例示を挙げて説明す
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るものであり、提案２ａ乃至２ｊは、２レベル多重優先順位、すなわち、二重優先順位（
例えば、低優先順位又は非低（正規）優先順位）の場合に関するものであり、提案３ａ乃
至３ｊは、３レベル以上の多重優先順位（例えば、低優先順位、中間優先順位、高い優先
順位、…、又は、優先順位レベル１、レベル２、レベル３、…）の場合に関するものであ
る。
【０１４７】
　提案１ａ
【０１４８】
　本発明では、端末に優先順位レベルを設定するとき、端末ごとに設定される場合と、ア
プリケーションレベルごとに設定される場合とに区別する。
【０１４９】
　網（例えば、ＭＭＥ又はＳＧＳＮ）は端末にＮＡＳ機能性に関連したパラメータを含む
「ＮＡＳ設定ＭＯ」を送信し、当該端末に対するＮＡＳ機能を管理することができる。こ
のようなＮＡＳ設定ＭＯの提供はＯＭＡ ＤＭを用いて行うことができ、それについての
より具体的な事項は３ＧＰＰ ＴＳ ２４．３６８を参照されたい。
【０１５０】
　本発明では、上記ＮＡＳ設定ＭＯに装置特性（Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ）情報
を更に含めて網から端末に提供することを提案する。装置特性情報は、２レベル優先順位
（例えば、低優先順位又は正規優先順位）のいずれか一つ、又は３レベル以上の優先順位
（例えば、優先順位レベル１、レベル２、レベル３、…）のいずれか一つを指示すること
ができる。このような装置特性情報によって、端末に所定の優先順位レベルを設定するこ
とができる。
【０１５１】
　また、本発明によって優先順位がアプリケーションレベルごとに設定される場合、端末
のＯＳ（例えば、Ａｎｄｒｏｉｄ（登録商標）、ＩＯＳ、Ｗｉｎｄｏｗｓ（登録商標） 
ＯＳ、Ｌｉｎｕｘ（登録商標）など）プラットホームによって設定が行われることもあり
、又は、新しい設定機能が必要とされることもある。
【０１５２】
　特に、本発明によれば、端末が緊急なデータ（例えば、所定の臨界値を超す場合に送信
されるデータ）を送信しようとする場合、以前に設定されていた優先順位をより高い優先
順位レベルへと設定変更を行って（例えば、低優先順位から正規優先順位に変更、又は相
対的に低優先順位レベルから相対的に高い優先順位レベルに変更して）、データを送信す
ることができる。そのための優先順位レベル変更は、端末内部のＯＳプラットホームによ
って行われてもよく、新しい設定機能によって行ってもよい。
【０１５３】
　優先順位がアプリケーションレベルごとに設定される場合、ＯＳプラットホームを介し
てアプリケーションごとにそれぞれの優先順位レベルを設定することができる。これと関
連した優先順位設定のためのＯＳプラットホームとのインタフェース及び機能に関する具
体的な事項については、本発明では説明を省略し、本発明が具現される時点で当該分野に
おいて周知の方式に従ってもよい。
【０１５４】
　また、ＭＴＣシステム環境において、ＵＥ（装置）起動方式によって優先順位設定又は
優先順位変更を行うこともできる。例えば、起動メッセージに、３ＧＰＰ網エンティティ
に透過的（ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ）な情報を含めたり、３ＧＰＰ網エンティティに透過
的でない情報を含めたりすることによって、優先順位設定／変更を行うこともできる。
【０１５５】
　また、端末に優先順位レベルを設定する際、端末に多重優先順位の適用（又は、多重優
先順位統合設定）について設定した後、アプリケーション又は状況に応じて優先順位レベ
ルを変更することができる。ここでいう多重優先順位の適用（又は、多重優先順位統合設
定）とは、多重優先順位レベルのうちいずれのレベルであるかが設定されるのではなく、
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多重優先順位のいずれか一つを有することができる状態に設定されるということを意味す
る。また、多重優先順位の適用（又は、多重優先順位統合設定）は、ＯＭＡ ＤＭのＭＯ
、アプリケーションの要求、製造者の設定、又は他の設定方式によって設定することがで
きる。
【０１５６】
　提案１ｂ
【０１５７】
　本発明では、多重優先順位レベルのうち、最も低い一つ又は低い順で一つ以上の優先順
位レベルの場合にだけＭＭ／ＳＭバックオフタイマを適用することができる。どの優先順
位レベルの場合にだけＭＭ／ＳＭバックオフタイマを適用するかは、網の状況、方針（ｐ
ｏｌｉｃｙ）、選好設定（ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）、設定（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ
）などの情報に基づいて決定することができる。
【０１５８】
　ここで、所定の優先順位レベルに対してだけＭＭ／ＳＭバックオフタイマを適用する方
式の適用有無、及び／又は所定の優先順位レベルをどの優先順位レベルにするかなどは、
アプリケーションごとに静的に決定してもよいし、加入者データ、事業者の方針又は選好
設定などに基づいて動的に決定してもよい。
【０１５９】
　例えば、端末がＴＡＵ／ＲＡＵ過程を行う際に、網ノード（例えば、ＭＭＥ、ＳＧＳＮ
、ＰＤＮ ＧＷ）は加入者データ及び／又は事業者方針／選好設定を取得することができ
る。例えば、ＰＤＮ ＧＷとＰＣＲＦ間の連携によってＰＤＮ ＧＷが事業者の方針／選好
設定情報を得ることができ、このとき、優先順位レベルによるＭＭ／ＳＭバックオフタイ
マ適用有無の情報を決定又は取得することができる。また、新しいＴＡ／ＲＡに関連した
ＭＭＥ／ＳＧＳＮ（すなわち、新しいＭＭＥ／ＳＧＳＮ）がＨＳＳから加入者情報を含む
位置更新確認（ＡＣＫ）を受信することができ、このとき、優先順位レベルによるＭＭ／
ＳＭバックオフタイマ適用有無の情報を決定又は取得することができる。
【０１６０】
　他の例示として、端末が接続過程を行う際に、網ノード（例えば、ＭＭＥ、ＳＧＳＮ、
ＰＤＮ ＧＷ）は加入者データ及び／又は事業者方針／選好設定を取得することができる
。例えば、端末が接続要求メッセージを送信するＭＭＥ／ＳＧＳＮが、ＨＳＳから加入者
情報を含む位置更新確認（ＡＣＫ）を受信することができ、このとき、優先順位レベルに
よるＭＭ／ＳＭバックオフタイマ適用有無の情報を決定又は取得することができる。また
、ＰＤＮ ＧＷとＰＣＲＦ間の連携によってＰＤＮ ＧＷが事業者の方針／選好設定情報を
得ることができ、このとき、優先順位レベルによるＭＭ／ＳＭバックオフタイマ適用有無
の情報を決定又は取得することができる。
【０１６１】
　ＴＡＵ／ＲＡＵ過程及び接続過程の具体的な動作と関連して本発明で説明を省略した事
項は、３ＧＰＰ ＴＳ ２３．４０１を参照されたい。
【０１６２】
　提案１ｃ
【０１６３】
　本発明では、アプリケーションレベルに従って優先順位レベルが別々に適用してもよい
。一般に、互いに異なる優先順位レベルを有する複数のアプリケーションがそれぞれ異な
るＰＤＮ接続を確立／使用することもでき、又は互いに異なる優先順位レベルを有する複
数のアプリケーションが一つのＰＤＮ接続を共有して確立／使用することもできる。
【０１６４】
　例えば、ｎ（ｎ≧２）個のアプリケーションが一つのＰＤＮ接続を共有する場合、１個
のアプリケーションが低優先順位レベルを維持しており、残るｎ－１個のアプリケーショ
ンが低優先順位から正規（又は、相対的に高い）優先順位レベルに変更してデータを送信
しようとする場合、上記１個の低優先順位レベルのアプリケーションのために確立した既
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存のＰＤＮ接続はそのまま維持することができる。他の例として、ｎ個のアプリケーショ
ンが一つのＰＤＮ接続を共有する場合、１個のアプリケーションだけが低優先順位から正
規（又は、相対的に高い）優先順位レベルに変更してデータを送信しようとし、残るｎ－
１個のアプリケーションは低優先順位レベルを維持する場合にも、既存に確立されている
ＰＤＮ接続をそのまま維持することができる。すなわち、低優先順位レベルのアプリケー
ションのために確立された既存のＰＤＮ接続は、低優先順位レベルのアプリケーションが
一つでも残っている場合にはそのまま維持されなければならないということを意味する。
【０１６５】
　又は、優先順位が変更される以前に確立されていたＰＤＮ接続を解放し、変更された優
先順位に設定された新しいＰＤＮ接続を再確立することもできる。
【０１６６】
　また、上の二つの方式を組み合わせて、互いに異なる優先順位レベルを有する複数のア
プリケーションがそれぞれ異なったＰＤＮ接続を確立する一方で、他の複数のアプリケー
ションが一つのＰＤＮ接続を確立する混用方式を適用することもできる。
【０１６７】
　提案１ｄ
【０１６８】
　本発明で、多重優先順位を有する端末において複数のアプリケーションが一つのＰＤＮ
接続を共有する場合、ＰＤＮ接続及びＭＭ／ＳＭバックオフタイマを適用する方法は、次
のとおりである。
【０１６９】
　まず、ＰＤＮ接続確立及びベアラ起動／停止（ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ／ｄｅａｃｔｉｖ
ａｔｉｏｎ）に関する多重優先順位設定について説明する。
【０１７０】
　例えば、ＰＤＮ接続（すなわち、ＡＰＮ）ごとに優先順位を設定する方式ではなく、一
つのＰＤＮ接続内で複数のベアラごとに優先順位レベルを設定することができる。そのた
めに、ＡＰＮではなくベアラ（例えば、デフォルトＥＰＳベアラ／専用ＥＰＳベアラ）Ｉ
Ｄごとに優先順位設定を区別しなければならない。
【０１７１】
　ベアラごとに優先順位レベルが変更される場合、以前に設定された既存のベアラが以前
に設定された優先順位を持ちながらそのまま維持してもよいし、既存のベアラを停止し、
変更された優先順位レベルに設定されたベアラを再起動してもよい。これと共に又は別に
、以前に設定された既存のＰＤＮ接続は以前に設定された優先順位レベルを持ちながらそ
のまま維持してもよいし、既存のＰＤＮ接続を解放し、変更された優先順位に設定された
ＰＤＮ接続が再確立してもよい。
【０１７２】
　次に、本発明によれば、ＭＭバックオフタイマを端末ごと又はアプリケーションレベル
ごとに適用することができる。
【０１７３】
　一方、従来技術によれば、ＳＭバックオフタイマをＡＰＮごと（すなわち、ＰＤＮ接続
ごと）に設定するが、本発明によれば、ＳＭバックオフタイマをＡＰＮごと（すなわち、
ＰＤＮ接続ごと）に設定するのはなく、ベアラごとに（すなわち、ベアラＩＤを基準に）
適用することができる。
【０１７４】
　以下の説明において、ベアラごとに優先順位を設定／区別する方式を、提案２ａ乃至３
ｊのいずれにも適用することができる。
【０１７５】
　提案２ａ
【０１７６】
　端末に対して２レベル多重優先順位（又は、二重優先順位）が設定され（すなわち、端
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末が２レベル優先順位（低優先順位又は正規優先順位）のいずれか一つを有することがで
きる状態に設定され）、優先順位レベルが端末ごとに変更／設定される場合（すなわち、
端末がある時点で２個の優先順位レベルのいずれか一つを有する場合）、次のように動作
することができる。
【０１７７】
　優先順位が変更される以前に確立されていたＰＤＮ接続はそのまま維持し（このとき、
変更される以前に設定された優先順位をそのまま維持する）、変更された優先順位に設定
された新しいＰＤＮ接続を確立することができる。
【０１７８】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であり、低優先順位が正規（ｎｏｒｍａｌ）優先
順位に変更された場合には、ＭＭバックオフタイマは中止させることができる。
【０１７９】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であっても、これを中止させなくてもよい。ここ
で、ＳＭバックオフタイマを中止させないということは、たとえ特定ＡＰＮに対するＳＭ
バックオフタイマが動作中であっても、同一のＡＰＮに対する正規（すなわち、非低）優
先順位を有するＳＭ信号通知要求（例えば、ＰＤＮ接続要求、ベアラリソース修正要求、
ベアラリソース割当要求など）は、端末が網に対して行うことができるということを意味
する。
【０１８０】
　提案２ｂ
【０１８１】
　端末に対して２レベル多重優先順位が設定され、優先順位レベルが端末ごとに変更／設
定される場合、次のように動作することができる。
【０１８２】
　優先順位が変更される以前に確立されていたＰＤＮ接続はそのまま維持し（このとき、
変更される以前に設定された優先順位をそのまま維持する）、変更された優先順位に設定
された新しいＰＤＮ接続を確立することができる。
【０１８３】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であっても、これを中止させなくてもよい。ここ
で、ＭＭバックオフタイマを中止させないということは、低優先順位と指示されていない
（又は、非低／正規／高優先順位に設定された）ＭＭ信号通知要求（例えば、接続要求、
ＴＡＵ／ＲＡＵ要求、サービス要求）は、端末が網に対して行うことができるということ
を意味する。
【０１８４】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＳＭバックオフタイマを中止させないということは、たとえ特定ＡＰＮに対するＳＭ
バックオフタイマが動作中であっても、同一のＡＰＮに対する正規（すなわち、非低）優
先順位を有するＳＭ信号通知要求（例えば、ＰＤＮ接続要求、ベアラリソース修正要求、
ベアラリソース割当要求など）は、端末が網に対して行うことができるということを意味
する。
【０１８５】
　提案２ｃ
【０１８６】
　端末に対して２レベル多重優先順位が設定され、優先順位レベルが端末ごとに変更／設
定される場合、次のように動作することができる。
【０１８７】
　優先順位が変更される以前に確立されたＰＤＮ接続は解放し、変更された優先順位に設
定されたＰＤＮ接続を再確立することができる。
【０１８８】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であり、低優先順位が正規優先順位に変更された



(24) JP 6453973 B2 2019.1.16

10

20

30

40

50

場合には、ＭＭバックオフタイマを中止させることができる。
【０１８９】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であり、低優先順位が正規優先順位に変更された
場合には、ＳＭバックオフタイマを中止させることができる。
【０１９０】
　提案２ｄ
【０１９１】
　端末に対して２レベル多重優先順位が設定され、優先順位レベルが端末ごとに変更／設
定される場合、次のように動作することができる。
【０１９２】
　優先順位が変更される以前に確立されたＰＤＮ接続は解放し、変更された優先順位に設
定されたＰＤＮ接続を再確立することができる。
【０１９３】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＭＭバックオフタイマを中止させないということは、低優先順位と指示されていない
（又は、非低／正規／高い優先順位に設定された）ＭＭ信号通知要求（例えば、接続要求
、ＴＡＵ／ＲＡＵ要求、サービス要求）は、端末が網に対して行うことができるというこ
とを意味する。
【０１９４】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であり、低優先順位が正規優先順位に変更された
場合には、ＳＭバックオフタイマを中止させることができる。
【０１９５】
　提案２ｅ
【０１９６】
　端末に対して２レベル多重優先順位が設定され、優先順位レベルが端末ごとに変更／設
定される場合、次のように動作することができる。
【０１９７】
　優先順位が変更される以前に確立されたＰＤＮ接続は解放し、変更された優先順位に設
定されたＰＤＮ接続を再確立することができる。
【０１９８】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＭＭバックオフタイマを中止させないということは、低優先順位と指示されていない
（又は、非低／正規／高い優先順位に設定された）ＭＭ信号通知要求（例えば、接続要求
、ＴＡＵ／ＲＡＵ要求、サービス要求）は、端末が網に対して関して行うことができると
いうことを意味する。
【０１９９】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＳＭバックオフタイマを中止させないということは、たとえ特定ＡＰＮに対するＳＭ
バックオフタイマが動作中であっても、同一のＡＰＮに対する正規（すなわち、非低）優
先順位を有するＳＭ信号通知要求（例えば、ＰＤＮ接続要求、ベアラリソース修正要求、
ベアラリソース割当要求など）は、端末が網に対して行うことができるということを意味
する。
【０２００】
　提案２ｆ
【０２０１】
　端末に対して２レベル多重優先順位（又は、二重優先順位）が設定され（すなわち、端
末が２レベル優先順位（低優先順位又は正規優先順位）のいずれか一つを有することがで
きる状態に設定され）、優先順位レベルがアプリケーションレベルごとに変更／設定され
る場合（すなわち、アプリケーションごとに低優先順位又は正規優先順位のいずれか一つ
が設定されてよく、端末はアプリケーションごとに異なる優先順位を有することができる
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場合）、次のように動作することができる。
【０２０２】
　優先順位が変更される以前に確立されていたＰＤＮ接続はそのまま維持し（このとき、
変更される以前に設定された優先順位をそのまま維持する）、変更された優先順位に設定
された新しいＰＤＮ接続を確立することができる。
【０２０３】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であり、低優先順位が正規優先順位に変更された
場合には、ＭＭバックオフタイマを中止させることができる。
【０２０４】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＳＭバックオフタイマを中止させないということは、たとえ特定ＡＰＮに対するＳＭ
バックオフタイマが動作中であっても、同一のＡＰＮに対する正規（すなわち、非低）優
先順位を有するＳＭ信号通知要求（例えば、ＰＤＮ接続要求、ベアラリソース修正要求、
ベアラリソース割当要求など）は、端末が網に対して行うことができるということを意味
する。
【０２０５】
　提案２ｇ
【０２０６】
　端末に対して２レベル多重優先順位が設定され、優先順位レベルがアプリケーションレ
ベルごとに変更／設定される場合、次のように動作することができる。
【０２０７】
　優先順位が変更される以前に確立されていたＰＤＮ接続はそのまま維持し（このとき、
変更される以前に設定された優先順位をそのまま維持する）、変更された優先順位に設定
された新しいＰＤＮ接続を確立することができる。
【０２０８】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＭＭバックオフタイマを中止させないということは、低優先順位と指示されていない
（又は、非低／正規／高い優先順位に設定された）ＭＭ信号通知要求（例えば、接続要求
、ＴＡＵ／ＲＡＵ要求、サービス要求）は、端末が網に対して行うことができるというこ
とを意味する。
【０２０９】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＳＭバックオフタイマを中止させないということは、たとえ特定ＡＰＮに対するＳＭ
バックオフタイマが動作中であっても、同一のＡＰＮに対する正規（すなわち、非低）優
先順位を有するＳＭ信号通知要求（例えば、ＰＤＮ接続要求、ベアラリソース修正要求、
ベアラリソース割当要求など）は、端末が網に対して行うことができるということを意味
する。
【０２１０】
　提案２ｈ
【０２１１】
　端末に対して２レベル多重優先順位が設定され、優先順位レベルがアプリケーションレ
ベルごとに変更／設定される場合、次のように動作することができる。
【０２１２】
　優先順位が変更される以前に確立されたＰＤＮ接続は解放し、変更された優先順位に設
定されたＰＤＮ接続を再確立することができる。
【０２１３】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であり、低優先順位が正規優先順位に変更された
場合には、ＭＭバックオフタイマを中止させることができる。
【０２１４】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であり、低優先順位が正規優先順位に変更された
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場合には、ＳＭバックオフタイマを中止させることができる。
【０２１５】
　提案２ｉ
【０２１６】
　端末に対して２レベル多重優先順位が設定され、優先順位レベルがアプリケーションレ
ベルごとに変更／設定される場合、次のように動作することができる。
【０２１７】
　優先順位が変更される以前に確立されたＰＤＮ接続は解放し、変更された優先順位に設
定されたＰＤＮ接続を再確立することができる。
【０２１８】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＭＭバックオフタイマを中止させないということは、低優先順位と指示されていない
（又は、非低／正規／高い優先順位に設定された）ＭＭ信号通知要求（例えば、接続要求
、ＴＡＵ／ＲＡＵ要求、サービス要求）は、端末が網に対して行うことができるというこ
とを意味する。
【０２１９】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であり、低優先順位が正規優先順位に変更された
場合には、ＳＭバックオフタイマを中止させることができる。
【０２２０】
　提案２ｊ
【０２２１】
　端末に対して２レベル多重優先順位が設定され、優先順位レベルがアプリケーションレ
ベルごとに変更／設定される場合、次のように動作することができる。
【０２２２】
　優先順位が変更される以前に確立されたＰＤＮ接続は解放し、変更された優先順位に設
定されたＰＤＮ接続を再確立することができる。
【０２２３】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＭＭバックオフタイマを中止させないということは、低優先順位と指示されていない
（又は、非低／正規／高い優先順位に設定された）ＭＭ信号通知要求（例えば、接続要求
、ＴＡＵ／ＲＡＵ要求、サービス要求）は、端末が網に対して行うことができるというこ
とを意味する。
【０２２４】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＳＭバックオフタイマを中止させないということは、たとえ特定ＡＰＮに対するＳＭ
バックオフタイマが動作中であっても、同一のＡＰＮに対する正規（すなわち、非低）優
先順位を有するＳＭ信号通知要求（例えば、ＰＤＮ接続要求、ベアラリソース修正要求、
ベアラリソース割当要求など）は、端末が網に対して行うことができるということを意味
する。
【０２２５】
　提案３ａ
【０２２６】
　端末に対して３レベル以上の多重優先順位が設定され（すなわち、端末が３レベル以上
の優先順位（低優先順位、正規／中間優先順位、高い優先順位、…、又は優先順位レベル
１、レベル２、レベル３、…）のいずれか一つを有することができる状態に設定され）、
優先順位レベルが端末ごとに変更／設定される場合に（すなわち、端末がある時点で優先
順位レベル１、レベル２、レベル３、…のいずれか一つを有する場合に）、次のように動
作することができる。
【０２２７】
　優先順位が変更される以前に確立されていたＰＤＮ接続はそのまま維持し（このとき、
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変更される以前に設定された優先順位をそのまま維持する）、変更された優先順位に設定
された新しいＰＤＮ接続を確立することができる。
【０２２８】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であり、優先順位レベルが変更される場合には、
変更された優先順位レベルによってＭＭバックオフタイマを中止させることができる。こ
こで、優先順位レベルによってＭＭバックオフタイマを適用／中止するか否かは、アプリ
ケーションごとに静的に設定してもよいし、加入者データ、事業者の方針／選好設定など
によって動的に決定してもよい。
【０２２９】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＳＭバックオフタイマを中止させないということは、たとえ特定ＡＰＮに対するＳＭ
バックオフタイマが動作中であっても、同一のＡＰＮに対する正規（すなわち、非低）優
先順位を有するＳＭ信号通知要求（例えば、ＰＤＮ接続要求、ベアラリソース修正要求、
ベアラリソース割当要求など）は、端末が網に対して行うことができるということを意味
する。
【０２３０】
　提案３ｂ
【０２３１】
　端末に対して３レベル以上の多重優先順位が設定され、優先順位レベルが端末ごとに変
更／設定される場合、次のように動作することができる。
【０２３２】
　優先順位が変更される以前に確立されていたＰＤＮ接続はそのまま維持し（このとき、
変更される以前に設定された優先順位をそのまま維持する）、変更された優先順位に設定
された新しいＰＤＮ接続を確立することができる。
【０２３３】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＭＭバックオフタイマを中止させないということは、低優先順位と指示されていない
（又は、非低／正規／高い優先順位に設定された）ＭＭ信号通知要求（例えば、接続要求
、ＴＡＵ／ＲＡＵ要求、サービス要求）は、端末が網に対して行うことができるというこ
とを意味する。
【０２３４】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＳＭバックオフタイマを中止させないということは、たとえ特定ＡＰＮに対するＳＭ
バックオフタイマが動作中であっても、同一のＡＰＮに対する正規（すなわち、非低）優
先順位を有するＳＭ信号通知要求（例えば、ＰＤＮ接続要求、ベアラリソース修正要求、
ベアラリソース割当要求など）は、端末が網に対して行うことができるということを意味
する。
【０２３５】
　提案３ｃ
【０２３６】
　端末に対して３レベル以上の多重優先順位が設定され、優先順位レベルが端末ごとに変
更／設定される場合、次のように動作することができる。
【０２３７】
　優先順位が変更される以前に確立されたＰＤＮ接続は解放し、変更された優先順位に設
定されたＰＤＮ接続を再確立することができる。
【０２３８】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であり、優先順位レベルが変更される場合には、
変更された優先順位レベルによってＭＭバックオフタイマを中止させることができる。
【０２３９】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であり、優先順位レベルが変更される場合には、
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変更された優先順位レベルによってＳＭバックオフタイマを中止させることができる。
【０２４０】
　ここで、優先順位レベルによってＭＭ／ＳＭバックオフタイマを適用／中止するか否か
は、アプリケーションごとに静的に設定してもよいし、加入者データ、事業者の方針／選
好設定などによって動的に決定してもよい。
【０２４１】
　提案３ｄ
【０２４２】
　端末に対して３レベル以上の多重優先順位が設定され、優先順位レベルが端末ごとに変
更／設定される場合、次のように動作することができる。
【０２４３】
　優先順位が変更される以前に確立されたＰＤＮ接続は解放し、変更された優先順位に設
定されたＰＤＮ接続を再確立することができる。
【０２４４】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＭＭバックオフタイマを中止させないということは、低優先順位と指示されていない
（又は、非低／正規／高い優先順位に設定された）ＭＭ信号通知要求（例えば、接続要求
、ＴＡＵ／ＲＡＵ要求、サービス要求）は、端末が網に対して行うことができるというこ
とを意味する。
【０２４５】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であり、優先順位レベルが変更される場合には、
変更された優先順位レベルによってＳＭバックオフタイマを中止させることができる。こ
こで、優先順位レベルによってＳＭバックオフタイマを適用／中止するか否かは、アプリ
ケーションごとに静的に設定してもよいし、加入者データ、事業者の方針／選好設定など
によって動的に決定してもよい。
【０２４６】
　提案３ｅ
【０２４７】
　端末に対して３レベル以上の多重優先順位が設定され、優先順位レベルが端末ごとに変
更／設定される場合、次のように動作することができる。
【０２４８】
　優先順位が変更される以前に確立されたＰＤＮ接続は解放し、変更された優先順位に設
定されたＰＤＮ接続を再確立することができる。
【０２４９】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＭＭバックオフタイマを中止させないということは、低優先順位と指示されていない
（又は、非低／正規／高い優先順位に設定された）ＭＭ信号通知要求（例えば、接続要求
、ＴＡＵ／ＲＡＵ要求、サービス要求）は、端末が網に対して行うことができるというこ
とを意味する。
【０２５０】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＳＭバックオフタイマを中止させないということは、たとえ特定ＡＰＮに対するＳＭ
バックオフタイマが動作中であっても、同一のＡＰＮに対する正規（すなわち、非低）優
先順位を有するＳＭ信号通知要求（例えば、ＰＤＮ接続要求、ベアラリソース修正要求、
ベアラリソース割当要求など）は、端末が網に対して行うことができるということを意味
する。
【０２５１】
　提案３ｆ
【０２５２】
　端末に対して３レベル以上の多重優先順位が設定され（すなわち、端末が３レベル以上
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の優先順位（低優先順位、正規／中間優先順位、高い優先順位、…、又は優先順位レベル
１、レベル２、レベル３、…）のいずれか一つを有することができる状態に設定され）、
優先順位レベルがアプリケーションレベルごとに変更／設定される場合（すなわち、アプ
リケーションごとに優先順位レベル１、レベル２、レベル３、…のいずれか一つが設定さ
れてよく、端末はアプリケーションごとに互いに異なる優先順位を有することができる場
合）、次のように動作することができる。
【０２５３】
　優先順位が変更される以前に確立されていたＰＤＮ接続はそのまま維持し（このとき、
変更される以前に設定された優先順位をそのまま維持する）、変更された優先順位に設定
された新しいＰＤＮ接続を確立することができる。
【０２５４】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であり、優先順位レベルが変更される場合には、
変更された優先順位レベルによってＭＭバックオフタイマを中止させることができる。こ
こで、優先順位レベルによってＭＭバックオフタイマを適用／中止するか否かは、アプリ
ケーションごとに静的に設定してもよいし、加入者データ、事業者の方針／選好設定など
によって動的に決定してもよい。
【０２５５】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＳＭバックオフタイマを中止させないということは、たとえ特定ＡＰＮに対するＳＭ
バックオフタイマが動作中であっても、同一のＡＰＮに対する正規（すなわち、非低）優
先順位を有するＳＭ信号通知要求（例えば、ＰＤＮ接続要求、ベアラリソース修正要求、
ベアラリソース割当要求など）は、端末が網に対して行うことができるということを意味
する。
【０２５６】
　提案３ｇ
【０２５７】
　端末に対して３レベル以上の多重優先順位が設定され、優先順位レベルがアプリケーシ
ョンレベルごとに変更／設定される場合、次のように動作することができる。
【０２５８】
　優先順位が変更される以前に確立されていたＰＤＮ接続はそのまま維持し（このとき、
変更される以前に設定された優先順位をそのまま維持する）、変更された優先順位に設定
された新しいＰＤＮ接続を確立することができる。
【０２５９】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＭＭバックオフタイマを中止させないということは、低優先順位と指示されていない
（又は、非低／正規／高い優先順位に設定された）ＭＭ信号通知要求（例えば、接続要求
、ＴＡＵ／ＲＡＵ要求、サービス要求）は、端末が網に対して行うことができるというこ
とを意味する。
【０２６０】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＳＭバックオフタイマを中止させないということは、たとえ特定ＡＰＮに対するＳＭ
バックオフタイマが動作中であっても、同一のＡＰＮに対する正規（すなわち、非低）優
先順位を有するＳＭ信号通知要求（例えば、ＰＤＮ接続要求、ベアラリソース修正要求、
ベアラリソース割当要求など）は、端末が網に対して行うことができるということを意味
する。
【０２６１】
　提案３ｈ
【０２６２】
　端末に対して３レベル以上の多重優先順位が設定され、優先順位レベルがアプリケーシ
ョンレベルごとに変更／設定される場合、次のように動作することができる。
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【０２６３】
　優先順位が変更される以前に確立されたＰＤＮ接続は解放し、変更された優先順位に設
定されたＰＤＮ接続を再確立することができる。
【０２６４】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であり、優先順位レベルが変更される場合には、
変更された優先順位レベルによってＭＭバックオフタイマを中止させることができる。
【０２６５】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であり、優先順位レベルが変更される場合には、
変更された優先順位レベルによってＳＭバックオフタイマを中止させることができる。
【０２６６】
　ここで、優先順位レベルによってＭＭ／ＳＭバックオフタイマを適用／中止するか否か
は、アプリケーションごとに静的に設定してもよいし、加入者データ、通信事業者の方針
／選好設定などによって動的に決定してもよい。
【０２６７】
　提案３ｉ
【０２６８】
　端末に対して３レベル以上の多重優先順位が設定され、優先順位レベルがアプリケーシ
ョンレベルごとに変更／設定される場合、次のように動作することができる。
【０２６９】
　優先順位が変更される以前に確立されたＰＤＮ接続は解放し、変更された優先順位に設
定されたＰＤＮ接続を再確立することができる。
【０２７０】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＭＭバックオフタイマを中止させないということは、低優先順位と指示されていない
（又は、非低／正規／高い優先順位に設定された）ＭＭ信号通知要求（例えば、接続要求
、ＴＡＵ／ＲＡＵ要求、サービス要求）は、端末が網に対して行うことができるというこ
とを意味する。
【０２７１】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であり、優先順位レベルが変更される場合には、
変更された優先順位レベルによってＳＭバックオフタイマを中止させることができる。こ
こで、優先順位レベルによってＳＭバックオフタイマを適用／中止するか否かは、アプリ
ケーションごとに静的に設定してもよいし、加入者データ、通信事業者の方針／選好設定
などによって動的に決定してもよい。
【０２７２】
　提案３ｊ
【０２７３】
　端末に対して３レベル以上の多重優先順位が設定され、優先順位レベルがアプリケーシ
ョンレベルごとに変更／設定される場合、次のように動作することができる。
【０２７４】
　優先順位が変更される以前に確立されたＰＤＮ接続は解放し、変更された優先順位に設
定されたＰＤＮ接続を再確立することができる。
【０２７５】
　次に、ＭＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＭＭバックオフタイマを中止させないということは、低優先順位と指示されていない
（又は、非低／正規／高い優先順位に設定された）ＭＭ信号通知要求（例えば、接続要求
、ＴＡＵ／ＲＡＵ要求、サービス要求）は、端末が網に対して行うことができるというこ
とを意味する。
【０２７６】
　次に、ＳＭバックオフタイマが動作中であっても、それを中止させなくてもよい。ここ
で、ＳＭバックオフタイマを中止させないということは、たとえ特定ＡＰＮに対するＳＭ
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バックオフタイマが動作中であっても、同一のＡＰＮに対する正規（すなわち、非低）優
先順位を有するＳＭ信号通知要求（例えば、ＰＤＮ接続要求、ベアラリソース修正要求、
ベアラリソース割当要求など）は、端末が網に対して行うことができるということを意味
する。
【０２７７】
　以上説明した本発明の提案事項は、本発明の動作原理によって一つ又は二つ以上の組合
せで適用することができる。以下では、前述した本発明の動作原理及び具体的な提案事項
を適用できる実施例について説明する。
【０２７８】
　実施例１
【０２７９】
　本実施例１は、多重優先順位が設定された端末に対して優先順位レベルの変更が発生す
る場合、以前に確立されているＰＤＮ接続は、以前に設定された優先順位レベルにそのま
ま維持され、新たに設定された優先順位レベルを有する新しいＰＤＮ接続を確立する方法
に関する。
【０２８０】
　この場合、優先順位レベルが変更される場合、ＭＭバックオフタイマは中止されるが、
ＳＭバックオフタイマは中止されなくてもよい。
【０２８１】
　図４は、本発明の一例によるＰＤＮ接続過程を説明するための図である。
【０２８２】
　図４の段階０で、網（例えば、ＭＭＥ ３０）が、ＯＭＡ ＤＭを通じて、ＵＥ １０に
関する二重優先順位又は多重優先順位設定情報を含むＮＡＳ設定ＭＯを、ＵＥ １０に送
信することができる。これによって、ＵＥ １０に対して二重優先順位又は多重優先順位
を設定することができる。すなわち、ＵＥ １０は、二重優先順位又は多重レベル優先順
位のいずれか一つの優先順位レベルを有することができる。
【０２８３】
　ＵＥ １０は、自身の優先順位が相対的に低優先順位レベルから相対的に高い優先順位
レベルに変更される場合、動作中のＭＭバックオフタイマが存在するとそれを中止させる
ことができる。
【０２８４】
　一方、ＵＥ １０は優先順位の変更に関係なく、動作中のＳＭバックオフタイマが存在
してもそれを中止させなくてもよい。例えば、特定ＡＰＮに対するＳＭバックオフタイマ
が動作中であっても、同一のＡＰＮに対する正規（すなわち、非低）優先順位を有するＳ
Ｍ信号通知要求（例えば、ＰＤＮ接続要求、ベアラリソース修正要求、ベアラリソース割
当要求など）は送信することができる。
【０２８５】
　また、ＵＥ １０は、優先順位が変更される以前に確立されていたＰＤＮ接続は、変更
される以前の優先順位を有する状態でそのまま維持しながら、変更された優先順位を用い
て設定された新しいＰＤＮ接続を確立することができる。
【０２８６】
　具体的には、図４の段階１で、以前に確立されていたＰＤＮ接続を維持しながら、ＵＥ
 １０は、（ｅ）ＮＢ ２０を経由してＭＭＥ ３０にＰＤＮ接続要求（ＰＤＮ　ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｖｉｔｙ　ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージを送ることができる。このとき、ＰＤＮ
接続要求メッセージには、ＵＥ １０が接続を所望している新しいＰＤＮ接続のＡＰＮ情
報を含めることができる。
【０２８７】
　例えば、ＵＥ １０は、以前に確立されていたＰＤＮ接続（変更前の優先順位レベルを
有するＰＤＮ接続）と同じＡＰＮ情報及びＰＤＮタイプを有する新しいＰＤＮ接続（変更
された優先順位レベルを有するＰＤＮ接続）のためにＰＤＮ接続要求を送信することがで
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きる。
【０２８８】
　又は、ＵＥ １０は、以前に確立されていたＰＤＮ接続（変更前の優先順位レベルを有
するＰＤＮ接続）と異なるＡＰＮ情報を有する新しいＰＤＮ接続（変更された優先順位レ
ベルを有するＰＤＮ接続）のためにＰＤＮ接続要求を送信することもできる。
【０２８９】
　図４の段階２乃至６で（段階４は別途説明）、ＭＭＥ ３０は、ＵＥ １０に対する新し
い優先順位を有するＰＤＮ接続要求が許容されるか否かを評価することができる。このＭ
ＭＥ ３０の評価は、ＵＥ １０に対して設定された優先順位レベル、加入者情報、ユーザ
設定情報、事業者方針／選好設定などに基づいて行うことができる。評価の結果、ＵＥ 
１０に対するＰＤＮ接続が許容される場合、ＭＭＥ ３０は、ベアラ生成のためにＳ－Ｇ
Ｗ ４０にセッション生成要求（ｃｒｅａｔｅ　ｓｅｓｓｉｏｎ　ｒｅｑｕｅｓｔ）メッ
セージを送ることができる。Ｓ－ＧＷ ４０はＰ－ＧＷにセッション生成要求メッセージ
を送ることができる。それに応答して、Ｐ－ＧＷ ５０はＳ－ＧＷ ４０にセッション生成
応答（ｃｒｅａｔｅ　ｓｅｓｓｉｏｎ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ）メッセージを送ることができ
、Ｓ－ＧＷ ４０はＭＭＥ ３０にセッション生成応答を送ることができる。
【０２９０】
　図４の段階４は、選択的な手順であり、必要に応じて、事業者方針のためのＰＣＲＦ連
携をＰ－ＧＷ ５０のＰＣＥＦとＰＣＲＦ ６０との間で行うことができる。例えば、ＩＰ
接続性を提供する接続網であるＩＰ－ＣＡＮセッションの確立及び／又は修正を行うこと
ができる。
【０２９１】
　図４の段階７で、ＭＭＥ ３０からＰＤＮ接続受諾メッセージを（ｅ）ＮＢ ２０に伝達
することができる。このメッセージはベアラ設定要求（Ｂｅａｒｅｒ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ）をすることによって、ＲＡＮ区間（ＵＥ １０と（ｅ）ＮＢ ２０との間）の
無線リソース設定を開始させる。
【０２９２】
　図４の段階８で、ＲＲＣ接続再設定（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉ
ｇｕｒａｔｉｏｎ）が行われ、これによってＲＡＮ区間の無線リソースが設定され、その
結果（例えば、ＲＲＣ接続再設定完了メッセージ）を（ｅ）ＮＢ ２０に伝達することが
できる。
【０２９３】
　図４の段階９で、（ｅ）ＮＢ ２０からＭＭＥ ３０に無線ベアラ設定に対する結果（例
えば、無線ベアラ設定応答（Ｂｅａｒｅｒ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ））を送信す
ることができる。
【０２９４】
　図４の段階１０及び１１で、ＵＥ １０からＰＤＮ接続完了（ＰＤＮ　ｃｏｎｎｅｃｔ
ｉｖｉｔｙ　ｃｏｍｐｌｅｔｅ）メッセージを（ｅ）ＮＢ ２０を経由してＭＭＥ ３０に
送ることができる。
【０２９５】
　図４の段階１２乃至１５で、ＭＭＥ ３０からＳ－ＧＷ ４０にベアラ修正要求（Ｍｏｄ
ｉｆｙ　ｂｅａｒｅｒ　ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージを送信し、Ｓ－ＧＷ ４０からベア
ラ修正応答（Ｍｏｄｉｆｙ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）メッセージをＭＭＥ ３
０が受信することができる。段階１３及び１４は選択的な手順であり、必要によってＳ－
ＧＷ ４０とＰ－ＧＷ ５０との間のベアラが更新してもよい。
【０２９６】
　図４の段階１６は選択的な手順であり、ＵＥ １０に関する更新された情報などをＨＳ
Ｓ ７０に記憶しておく必要がある場合、ＭＭＥ ３０は通知要求（Ｎｏｔｉｆｙ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ）メッセージを通じてＨＳＳ登録過程を行うことができ、ＨＳＳ ７０から通知
応答（Ｎｏｔｉｆｙ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）メッセージを受信することができる。
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【０２９７】
　実施例２
【０２９８】
　本実施例２は、多重優先順位が設定された端末に対して優先順位レベルの変更が発生す
る場合、以前に確立されているＰＤＮ接続は解放／停止し、新たに設定された優先順位レ
ベルを有する新しいＰＤＮ接続を再確立する方法に関する。
【０２９９】
　ここで、優先順位レベルが変更される場合、ＭＭバックオフタイマは中止され、ＳＭバ
ックオフタイマも中止されてよい。
【０３００】
　図４を再び参照すると、段階０で、網（例えば、ＭＭＥ ３０）がＯＭＡ ＤＭを通じて
、ＵＥ １０に関する二重優先順位又は多重優先順位設定情報を含むＮＡＳ設定ＭＯをＵ
Ｅ １０に送信することができる。これによって、ＵＥ １０に対して二重優先順位又は多
重優先順位を設定することができる。すなわち、ＵＥ １０は二重優先順位又は多重レベ
ル優先順位のいずれか一つの優先順位レベルを有することができる。
【０３０１】
　ＵＥ １０は、自身の優先順位が相対的に低優先順位レベルから相対的に高い優先順位
レベルに変更される場合、動作中のＭＭバックオフタイマ及びＳＭバックオフタイマが存
在するとそれを中止させることができる。
【０３０２】
　一方、図４の段階１で、ＵＥ １０は、優先順位が変更される以前に確立されていたＰ
ＤＮ接続を解放／停止させることができる。その後、ＵＥ １０は（ｅ）ＮＢ ２０を経由
してＭＭＥ ３０にＰＤＮ接続要求（ＰＤＮ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ　ｒｅｑｕｅｓ
ｔ）メッセージを送ることができる。このとき、ＰＤＮ接続要求メッセージには、ＵＥ 
１０が接続を所望する新しいＰＤＮ接続のＡＰＮ情報を含めることができる。
【０３０３】
　例えば、ＵＥ １０は、以前に確立されていたＰＤＮ接続（変更前の優先順位レベルを
有するＰＤＮ接続）と同じＡＰＮ情報を有する新しいＰＤＮ接続（変更された優先順位レ
ベルを有するＰＤＮ接続）のためにＰＤＮ接続要求を送信することができる。
【０３０４】
　本実施例２で、図４の段階２乃至１６は、上記実施例１で図４の段階２乃至１６につい
て説明した事項を適用してもよく、明瞭性のためにその重複説明は省略する。
【０３０５】
　実施例３
【０３０６】
　本実施例３は、多重優先順位が設定された端末に対して優先順位レベルの変更が発生す
る場合、以前に確立されているＰＤＮ接続は、以前に設定された優先順位レベルにそのま
ま維持され、新たに設定された優先順位レベルを有する新しいＰＤＮ接続を確立する方法
に関する。
【０３０７】
　ここで、優先順位レベルが変更される場合、ＭＭバックオフタイマは中止されず、ＳＭ
バックオフタイマも中止されなくてよい。
【０３０８】
　図４を再び参照すると、段階０で、網（例えば、ＭＭＥ ３０）がＯＭＡ ＤＭを通じて
、ＵＥ １０に関する二重優先順位又は多重優先順位設定情報を含むＮＡＳ設定ＭＯをＵ
Ｅ １０に送信することができる。これによって、ＵＥ １０に対して二重優先順位又は多
重優先順位を設定することができる。すなわち、ＵＥ １０は二重優先順位又は多重レベ
ル優先順位のいずれか一つの優先順位レベルを有することができる。
【０３０９】
　ＵＥ １０は、優先順位の変更に関係なく、動作中のＭＭバックオフタイマが存在して
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いてもそれを中止させなくてよい。例えば、ＭＭバックオフタイマが動作中であっても、
低優先順位と指示されていない（又は、非低／正規／高い優先順位に設定された）ＭＭ信
号通知要求（例えば、接続要求、ＴＡＵ／ＲＡＵ要求、サービス要求）は行うことができ
る。
【０３１０】
　また、ＵＥ １０は、優先順位の変更に関係なく、動作中のＳＭバックオフタイマが存
在していてもそれを中止させなくてよい。例えば、特定ＡＰＮに対するＳＭバックオフタ
イマが動作中であっても、例外として、同一のＡＰＮに対する正規（すなわち、非低）優
先順位を有するＳＭ信号通知要求（例えば、ＰＤＮ接続要求、ベアラリソース修正要求、
ベアラリソース割当要求など）は送信することができる。
【０３１１】
　一方、ＵＥ １０は、優先順位が変更される以前に確立されていたＰＤＮ接続は、変更
される以前の優先順位を有する状態でそのまま維持しながら、変更された優先順位に設定
された新しいＰＤＮ接続を確立することができる。
【０３１２】
　具体的には、図４の段階１で、以前に確立されていたＰＤＮ接続を維持しながら、ＵＥ
 １０は（ｅ）ＮＢ ２０を経由してＭＭＥ ３０にＰＤＮ接続要求（ＰＤＮ　ｃｏｎｎｅ
ｃｔｉｖｉｔｙ　ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージを送ることができる。このとき、ＰＤＮ接
続要求メッセージには、ＵＥ １０が接続を所望する新しいＰＤＮ接続のＡＰＮ情報を含
めることができる。
【０３１３】
　例えば、ＵＥ １０は、以前に確立されていたＰＤＮ接続（変更前の優先順位レベルを
有するＰＤＮ接続）と同じＡＰＮ情報及びＰＤＮタイプを有する新しいＰＤＮ接続（変更
された優先順位レベルを有するＰＤＮ接続）のためにＰＤＮ接続要求を送信することがで
きる。
【０３１４】
　又は、ＵＥ １０は、以前に確立されていたＰＤＮ接続（変更前の優先順位レベルを有
するＰＤＮ接続）と異なるＡＰＮ情報を有する新しいＰＤＮ接続（変更された優先順位レ
ベルを有するＰＤＮ接続）のためにＰＤＮ接続要求を送信することができる。
【０３１５】
　本実施例３で、図４の段階２乃至１６は、上記実施例１で図４の段階２乃至１６につい
て説明した事項を適用してもよく、明瞭性のためにその重複する説明は省略する。
【０３１６】
　実施例４
【０３１７】
　本実施例４は、多重優先順位が設定された端末に対して優先順位レベルの変更が発生す
る場合、以前に確立されているＰＤＮ接続は解放／停止し、新たに設定された優先順位レ
ベルを有する新しいＰＤＮ接続を再確立する方法に関する。
【０３１８】
　ここで、優先順位レベルが変更される場合、ＭＭバックオフタイマは中止されず、ＳＭ
バックオフタイマも中止されなくてよい。
【０３１９】
　図４を再び参照すると、段階０で、網（例えば、ＭＭＥ ３０）がＯＭＡ ＤＭを通じて
、ＵＥ １０に関する二重優先順位又は多重優先順位設定情報を含むＮＡＳ設定ＭＯをＵ
Ｅ １０に送信することができる。これによって、ＵＥ １０に対して二重優先順位又は多
重優先順位を設定することができる。すなわち、ＵＥ １０は二重優先順位又は多重レベ
ル優先順位のいずれか一つの優先順位レベルを有することができる。
【０３２０】
　ＵＥ １０は優先順位の変更に関係なく、動作中のＭＭバックオフタイマが存在してい
てもそれを中止させなくてよい。例えば、ＭＭバックオフタイマが動作中であっても、低
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優先順位と指示されていない（又は、非低／正規／高い優先順位に設定された）ＭＭ信号
通知要求（例えば、接続要求、ＴＡＵ／ＲＡＵ要求、サービス要求）は行うことができる
。
【０３２１】
　また、ＵＥ １０は優先順位の変更に関係なく、動作中のＳＭバックオフタイマが存在
していてもそれを中止させなくてよい。例えば、特定ＡＰＮに対するＳＭバックオフタイ
マが動作中であっても、例外として、同一のＡＰＮに対する正規（すなわち、非低）優先
順位を有するＳＭ信号通知要求（例えば、ＰＤＮ接続要求、ベアラリソース修正要求、ベ
アラリソース割当要求など）は送信することができる。
【０３２２】
　一方、図４の段階１で、ＵＥ １０は、優先順位が変更される以前に確立されていたＰ
ＤＮ接続を解放／停止させることができる。その後、ＵＥ １０は（ｅ）ＮＢ ２０を経由
してＭＭＥ ３０にＰＤＮ接続要求（ＰＤＮ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ　ｒｅｑｕｅｓ
ｔ）メッセージを送ることができる。このとき、ＰＤＮ接続要求メッセージには、ＵＥ 
１０が接続を所望する新しいＰＤＮ接続のＡＰＮ情報を含めることができる。
【０３２３】
　例えば、ＵＥ １０は以前に確立されていたＰＤＮ接続（変更前の優先順位レベルを有
するＰＤＮ接続）と同じＡＰＮ情報を有する新しいＰＤＮ接続（変更された優先順位レベ
ルを有するＰＤＮ接続）のためにＰＤＮ接続要求を送信することができる。
【０３２４】
　本実施例４で、図４の段階２乃至１６は、上記実施例１で図４の段階２乃至１６につい
て説明した事項を適用してもよく、明瞭性のためにその重複する説明は省略する。
【０３２５】
　実施例５
【０３２６】
　本実施例５は、アプリケーションレベルごとに多重優先順位が設定された端末に対して
、アプリケーションごとに優先順位レベルの変更が発生する場合、以前に確立されている
ＰＤＮ接続は、以前に設定された優先順位レベルにそのまま維持され、新たに設定された
優先順位レベルを有する新しいＰＤＮ接続を確立する方法に関する。
【０３２７】
　ここで、優先順位レベルが変更される場合、ＭＭバックオフタイマは中止されるが、Ｓ
Ｍバックオフタイマは中止されなくてもよい。
【０３２８】
　図５は、本発明の他の例によるＰＤＮ接続過程を説明するための図である。
【０３２９】
　図５の段階０で、端末に対して上位層（例えば、アプリケーション層）でアプリケーシ
ョンレベルごとに二重優先順位又は多重優先順位を設定することができる。また、アプリ
ケーションごとに二重優先順位又は多重優先順位レベルのいずれか一つの優先順位レベル
を設定することができる。これによって、端末に対して複数のアプリケーションが関連し
ている場合、複数のアプリケーションごとに異なった優先順位レベルを設定することがで
きる。
【０３３０】
　ＵＥ １０は、アプリケーションごとに優先順位が変更される場合、動作中のＭＭバッ
クオフタイマが存在すると、変更された優先順位レベルによってＭＭバックオフタイマを
中止させることができる。ここで、優先順位レベルによってＭＭバックオフタイマを適用
／中止するか否かは、アプリケーションごとに静的に設定してもよいし、加入者データ、
事業者の方針／選好設定などによって動的に決定してもよい。例えば、特定アプリケーシ
ョンに対して、優先順位レベル１の場合はＭＭバックオフタイマを中止させず、レベル２
以上の場合はＭＭバックオフタイマを中止させるようにあらかじめ設定することができる
。この場合、特定アプリケーションに対して変更された優先順位がレベル１の場合はＭＭ
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バックオフタイマを中止させないが、レベル２の場合はＭＭバックオフタイマを中止させ
ることができる。
【０３３１】
　一方、ＵＥ １０は優先順位の変更に関係なく、動作中のＳＭバックオフタイマが存在
していてもそれを中止させなくてよい。例えば、特定ＡＰＮに対するＳＭバックオフタイ
マが動作中であっても、同一のＡＰＮに対する正規（すなわち、非低）優先順位を有する
ＳＭ信号通知要求（例えば、ＰＤＮ接続要求、ベアラリソース修正要求、ベアラリソース
割当要求など）は送信することができる。
【０３３２】
　具体的には、図５の段階１で、以前に確立されていたＰＤＮ接続を維持しながら、ＵＥ
 １０は（ｅ）ＮＢ ２０を経由してＭＭＥ ３０にＰＤＮ接続要求メッセージを送ること
ができる。このとき、ＰＤＮ接続要求メッセージには、ＵＥ １０が接続を所望する新し
いＰＤＮ接続のＡＰＮ情報を含めることができる。
【０３３３】
　例えば、ＵＥ １０は、以前に確立されていたＰＤＮ接続（変更前の優先順位レベルを
有するＰＤＮ接続）と同じＡＰＮ情報及びＰＤＮタイプを有する新しいＰＤＮ接続（変更
された優先順位レベルを有するＰＤＮ接続）のためにＰＤＮ接続要求を送信することがで
きる。
【０３３４】
　又は、ＵＥ １０は、以前に確立されていたＰＤＮ接続（変更前の優先順位レベルを有
するＰＤＮ接続）と異なるＡＰＮ情報を有する新しいＰＤＮ接続（変更された優先順位レ
ベルを有するＰＤＮ接続）のためにＰＤＮ接続要求を送信することができる。
【０３３５】
　本実施例５で、図５の段階２乃至１６は、上記実施例１で図４の段階２乃至１６につい
て説明した事項を適用してもよく、明瞭性のためにその重複する説明は省略する。
【０３３６】
　実施例６
【０３３７】
　本実施例６は、アプリケーションレベルごとに多重優先順位が設定された端末に対して
、アプリケーションごとに優先順位レベルの変更が発生する場合、以前に確立されている
ＰＤＮ接続は解放／停止し、新たに設定された優先順位レベルを有する新しいＰＤＮ接続
を再確立する方法に関する。
【０３３８】
　ここで、優先順位レベルが変更される場合、ＭＭバックオフタイマは中止され、ＳＭバ
ックオフタイマも中止されてよい。
【０３３９】
　図５を再び参照すると、段階０で、端末に対して、上位層（例えば、アプリケーション
層）でアプリケーションレベルごとに二重優先順位又は多重優先順位を設定することがで
きる。また、アプリケーションごとに二重優先順位又は多重優先順位レベルのいずれか一
つの優先順位レベルを設定することができる。これによって、端末に対して複数のアプリ
ケーションが関連している場合、複数のアプリケーションごとに異なった優先順位レベル
を設定することができる。
【０３４０】
　ＵＥ １０は、アプリケーションごとに優先順位が変更される場合、動作中のＭＭバッ
クオフタイマが存在すると、変更された優先順位レベルによってＭＭバックオフタイマを
中止させることができる。ここで、優先順位レベルによってＭＭバックオフタイマを適用
／中止するか否かは、アプリケーションごとに静的に設定してもよいし、加入者データ、
事業者の方針／選好設定などによって動的に決定してもよい。例えば、特定アプリケーシ
ョンに対して優先順位レベル１の場合はＭＭバックオフタイマを中止させず、レベル２以
上の場合はＭＭバックオフタイマを中止させるようにあらかじめ設定することができる。
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この場合、特定アプリケーションに対して変更された優先順位がレベル１の場合は、ＭＭ
バックオフタイマを中止させないが、レベル２の場合は、ＭＭバックオフタイマを中止さ
せることができる。
【０３４１】
　また、ＵＥ １０はアプリケーションごとに優先順位が変更される場合、動作中のＳＭ
バックオフタイマが存在すると、変更された優先順位レベルによってＳＭバックオフタイ
マを中止させることができる。ここで、優先順位レベルによってＳＭバックオフタイマを
適用／中止するか否かは、アプリケーションごとに静的に設定してもよいし、加入者デー
タ、事業者の方針／選好設定などによって動的に決定してもよい。例えば、特定アプリケ
ーションに対して優先順位レベル１、２の場合はＳＭバックオフタイマを中止させず、レ
ベル３以上の場合はＳＭバックオフタイマを中止させるようにあらかじめ設定することが
できる。この場合、特定アプリケーションに対して変更された優先順位がレベル２の場合
は、ＳＭバックオフタイマを中止させないが、レベル３の場合はＳＭバックオフタイマを
中止させることができる。
【０３４２】
　一方、図５の段階１で、ＵＥ １０は、優先順位が変更される以前に確立されていたＰ
ＤＮ接続を解放／停止させることができる。その後、ＵＥ １０は（ｅ）ＮＢ ２０を経由
してＭＭＥ ３０にＰＤＮ接続要求メッセージを送ることができる。このとき、ＰＤＮ接
続要求メッセージには、ＵＥ １０が接続を所望する新しいＰＤＮ接続のＡＰＮ情報を含
めることができる。
【０３４３】
　例えば、ＵＥ １０は、以前に確立されていたＰＤＮ接続（変更前の優先順位レベルを
有するＰＤＮ接続）と同じＡＰＮ情報を有する新しいＰＤＮ接続（変更された優先順位レ
ベルを有するＰＤＮ接続）のためにＰＤＮ接続要求を送信することができる。
【０３４４】
　本実施例６で、図５の段階２乃至１６は、上記実施例１で図４の段階２乃至１６につい
て説明した事項を適用してもよく、明瞭性のためにその重複する説明は省略する。
【０３４５】
　実施例７
【０３４６】
　本実施例７は、アプリケーションレベルごとに多重優先順位が設定された端末に対して
、アプリケーションごとに優先順位レベルの変更が発生する場合、以前に確立されている
ＰＤＮ接続は、以前に設定された優先順位レベルにそのまま維持され、新たに設定された
優先順位レベルを有する新しいＰＤＮ接続を確立する方法に関する。
【０３４７】
　ここで、優先順位レベルが変更される場合、ＭＭバックオフタイマは中止されず、ＳＭ
バックオフタイマも中止されなくてよい。
【０３４８】
　図５を再び参照すると、段階０で、端末に対して、上位層（例えば、アプリケーション
層）でアプリケーションレベルごとに二重優先順位又は多重優先順位を設定することがで
きる。また、アプリケーションごとに二重優先順位又は多重優先順位レベルのいずれか一
つの優先順位レベルを設定することができる。これによって、端末に対して複数のアプリ
ケーションが関連している場合、複数のアプリケーションごとに異なった優先順位レベル
を設定することができる。
【０３４９】
　ＵＥ １０は優先順位の変更に関係なく、動作中のＭＭバックオフタイマが存在してい
てもそれを中止させなくてよい。例えば、ＭＭバックオフタイマが動作中であっても、低
優先順位と指示されていない（又は、非低／正規／高い優先順位に設定された）ＭＭ信号
通知要求（例えば、接続要求、ＴＡＵ／ＲＡＵ要求、サービス要求）は行うことができる
。
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【０３５０】
　また、ＵＥ １０は優先順位の変更に関係なく、動作中のＳＭバックオフタイマが存在
していてもそれを中止させなくてよい。例えば、特定ＡＰＮに対するＳＭバックオフタイ
マが動作中であっても、例外として、同一のＡＰＮに対する正規（すなわち、非低）優先
順位を有するＳＭ信号通知要求（例えば、ＰＤＮ接続要求、ベアラリソース修正要求、ベ
アラリソース割当要求など）は送信することができる。
【０３５１】
　一方、図５の段階１で、以前に確立されていたＰＤＮ接続を維持しながら、ＵＥ １０
は（ｅ）ＮＢ ２０を経由してＭＭＥ ３０にＰＤＮ接続要求メッセージを送ることができ
る。このとき、ＰＤＮ接続要求メッセージには、ＵＥ １０が接続を所望する新しいＰＤ
Ｎ接続のＡＰＮ情報を含めることができる。
【０３５２】
　例えば、ＵＥ １０は、以前に確立されていたＰＤＮ接続（変更前の優先順位レベルを
有するＰＤＮ接続）と同じＡＰＮ情報及びＰＤＮタイプを有する新しいＰＤＮ接続（変更
された優先順位レベルを有するＰＤＮ接続）のためにＰＤＮ接続要求を送信することがで
きる。
【０３５３】
　又は、ＵＥ １０は、以前に確立されていたＰＤＮ接続（変更前の優先順位レベルを有
するＰＤＮ接続）と異なるＡＰＮ情報を有する新しいＰＤＮ接続（変更された優先順位レ
ベルを有するＰＤＮ接続）のためにＰＤＮ接続要求を送信することができる。
【０３５４】
　本実施例７で、図５の段階２乃至１６は、上記実施例１で図４の段階２乃至１６につい
て説明した事項を適用してもよく、明瞭性のためにその重複する説明は省略する。
【０３５５】
　実施例８
【０３５６】
　本実施例８は、アプリケーションレベルごとに多重優先順位が設定された端末に対して
、アプリケーションごとに優先順位レベルの変更が発生する場合、以前に確立されている
ＰＤＮ接続は解放／停止し、新たに設定された優先順位レベルを有する新しいＰＤＮ接続
を再確立する方法に関する。
【０３５７】
　ここで、優先順位レベルが変更される場合、ＭＭバックオフタイマは中止されないが、
ＳＭバックオフタイマは中止されてよい。
【０３５８】
　図５を再び参照すると、段階０で、端末に対して、上位層（例えば、アプリケーション
層）でアプリケーションレベルごとに二重優先順位又は多重優先順位を設定することがで
きる。また、アプリケーションごとに二重優先順位又は多重優先順位レベルのいずれか一
つの優先順位レベルを設定することができる。これによって、端末に対して複数のアプリ
ケーションが関連している場合、複数のアプリケーションごとに異なった優先順位レベル
を設定することができる。
【０３５９】
　ＵＥ １０は優先順位の変更に関係なく、動作中のＭＭバックオフタイマが存在してい
てもそれを中止させなくてよい。例えば、ＭＭバックオフタイマが動作中であっても、低
優先順位と指示されていない（又は、非低／正規／高い優先順位に設定された）ＭＭ信号
通知要求（例えば、接続要求、ＴＡＵ／ＲＡＵ要求、サービス要求）は行うことができる
。
【０３６０】
　また、ＵＥ １０は、アプリケーションごとに優先順位が変更される場合、動作中のＳ
Ｍバックオフタイマが存在すると、変更された優先順位レベルによってＳＭバックオフタ
イマを中止させることができる。ここで、優先順位レベルによってＳＭバックオフタイマ
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を適用／中止するか否かは、アプリケーションごとに静的に設定してもよいし、加入者デ
ータ、事業者の方針／選好設定などによって動的に決定してもよい。例えば、特定アプリ
ケーションに対して優先順位レベル１、２の場合はＳＭバックオフタイマを中止させず、
レベル３以上の場合はＳＭバックオフタイマを中止させるようにあらかじめ設定すること
ができる。この場合、特定アプリケーションに対して変更された優先順位がレベル２の場
合はＳＭバックオフタイマを中止させないが、レベル３の場合はＳＭバックオフタイマを
中止させることができる。
【０３６１】
　一方、図５の段階１で、ＵＥ １０は、優先順位が変更される以前に確立されていたＰ
ＤＮ接続を解放／停止させることができる。その後、ＵＥ １０は（ｅ）ＮＢ ２０を経由
してＭＭＥ ３０にＰＤＮ接続要求メッセージを送ることができる。このとき、ＰＤＮ接
続要求メッセージには、ＵＥ １０が接続を所望する新しいＰＤＮ接続のＡＰＮ情報を含
めることができる。
【０３６２】
　例えば、ＵＥ １０は、以前に確立されていたＰＤＮ接続（変更前の優先順位レベルを
有するＰＤＮ接続）と同じＡＰＮ情報を有する新しいＰＤＮ接続（変更された優先順位レ
ベルを有するＰＤＮ接続）のためにＰＤＮ接続要求を送信することができる。
【０３６３】
　本実施例８で、図５の段階２乃至１６は、上記実施例１で図４の段階２乃至１６につい
て説明した事項を適用してもよく、明瞭性のためにその重複する説明は省略する。
【０３６４】
　実施例９
【０３６５】
　本実施例９は、アプリケーションレベルごとに多重優先順位が設定された端末に対して
、アプリケーションごとに優先順位レベルの変更が発生する場合、以前に確立されている
ＰＤＮ接続は解放／停止し、新たに設定された優先順位レベルを有する新しいＰＤＮ接続
を再確立する方法に関する。
【０３６６】
　ここで、優先順位レベルが変更される場合、ＭＭバックオフタイマは中止されず、ＳＭ
バックオフタイマも中止されなくてよい。
【０３６７】
　図５を再び参照すると、段階０で、端末に対して、上位層（例えば、アプリケーション
層）でアプリケーションレベルごとに二重優先順位又は多重優先順位を設定することがで
きる。また、アプリケーションごとに二重優先順位又は多重優先順位レベルのいずれか一
つの優先順位レベルを設定することができる。これによって、端末に対して複数のアプリ
ケーションが関連している場合、複数のアプリケーションごとに異なった優先順位レベル
を設定することができる。
【０３６８】
　ＵＥ １０は優先順位の変更に関係なく、動作中のＭＭバックオフタイマが存在してい
てもそれを中止させなくてよい。例えば、ＭＭバックオフタイマが動作中であっても、低
優先順位と指示されていない（又は、非低／正規／高優先順位に設定された）ＭＭ信号通
知要求（例えば、接続要求、ＴＡＵ／ＲＡＵ要求、サービス要求）は行うことができる。
【０３６９】
　また、ＵＥ １０は優先順位の変更に関係なく、動作中のＳＭバックオフタイマが存在
していてもそれを中止させなくてよい。例えば、特定ＡＰＮに対するＳＭバックオフタイ
マが動作中であっても、例外として、同一のＡＰＮに対する正規（すなわち、非低）優先
順位を有するＳＭ信号通知要求（例えば、ＰＤＮ接続要求、ベアラリソース修正要求、ベ
アラリソース割当要求など）は送信することができる。
【０３７０】
　一方、図５の段階１で、ＵＥ １０は、優先順位が変更される以前に確立されていたＰ
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ＤＮ接続を解放／停止させることができる。その後、ＵＥ １０は（ｅ）ＮＢ ２０を経由
してＭＭＥ ３０にＰＤＮ接続要求メッセージを送ることができる。このとき、ＰＤＮ接
続要求メッセージには、ＵＥ １０が接続を所望する新しいＰＤＮ接続のＡＰＮ情報を含
めることができる。
【０３７１】
　例えば、ＵＥ １０は、以前に確立されていたＰＤＮ接続（変更前の優先順位レベルを
有するＰＤＮ接続）と同じＡＰＮ情報を有する新しいＰＤＮ接続（変更された優先順位レ
ベルを有するＰＤＮ接続）のためにＰＤＮ接続要求を送信することができる。
【０３７２】
　本実施例９で、図５の段階２乃至１６は、上記実施例１で図４の段階２乃至１６につい
て説明した事項を適用してもよく、明瞭性のためにその重複する説明は省略する。
【０３７３】
　以上本発明の様々な実施例で説明した事項は独立して適用されてもよく、又は２以上の
実施例が同時に適用してもよい。
【０３７４】
　また、前述した本発明の例示は、ＭＴＣ方式の無線通信サービスに適用される場合を例
示的に説明したが、本発明で提案する原理は、正規の無線通信システムにおいて多重優先
順位による動作、優先順位変更時におけるＰＤＮ接続動作、バックオフタイマの制御動作
などに対しても同様な適用が可能である。
【０３７５】
　前述した本発明の実施例によれば、端末と網との間のサービス／通信における余計な遅
延を防止することができ、これによって、網リソースの無駄遣いを防止し、結果としてユ
ーザ体験を向上させることができる。
【０３７６】
　図６は、本発明の一例による端末装置の好適な実施例の構成を示す図である。
【０３７７】
　図６を参照すると、本発明による端末装置１０００は、送受信モジュール１０１０、プ
ロセッサ１０２０、及びメモリ１０３０を備えている。送受信モジュール１０１０は、外
部装置（例えば、網ノード、他の端末、サーバなど）に各種の信号、データ及び情報を送
信し、外部装置（例えば、網ノード、他の端末、サーバなど）から各種の信号、データ及
び情報を受信するように構成することができる。プロセッサ１０２０は、端末装置１００
０の動作全般を制御し、端末装置１０００が外部装置と送受信する情報などを演算処理す
る機能を果たすように構成することができる。メモリ１０３０は、演算処理された情報な
どを所定時間記憶することができ、バッファ（不図示）などの構成要素に置き換えられて
もよい。
【０３７８】
　本発明の一実施例による端末装置１０００は、多重優先順位が設定された場合にＰＤＮ
接続を確立するように構成することができる。端末装置１０００のプロセッサ１０２０を
、第１優先順位レベル（例えば、低優先順位レベル（又は、非低優先順位レベル））に設
定された第１ＰＤＮ接続を確立するように構成することができる。また、プロセッサ１０
２０は、第１優先順位レベルに設定された第１ＰＤＮ接続が存在する中、第２優先順位レ
ベル（例えば、非低優先順位レベル（又は、低優先順位レベル））に設定された第２ＰＤ
Ｎ接続の確立が要求されるか否かを判定することができる。第１優先順位レベルに設定さ
れた第１ＰＤＮ接続が存在し、第２優先順位レベルに設定された第２ＰＤＮ接続の確立が
要求されると判定される場合、プロセッサ１０２０を、第１優先順位レベルに設定された
第１ＰＤＮ接続を維持しながら、第２優先順位レベルに設定された第２ＰＤＮ接続のため
のＰＤＮ接続要求メッセージを、送受信モジュール１０１０を用いて送信するように構成
することができる。場合によっては、プロセッサ１０２０を、第１ＰＤＮ接続が停止した
後に、第２ＰＤＮ接続に対するＰＤＮ接続要求を送信するように構成することもできる。
【０３７９】
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　ここで、第１ＰＤＮ接続が維持される際に、又は第１ＰＤＮ接続が停止した後に、第１
ＰＤＮ接続のＡＰＮと同じＡＰＮに対して第２ＰＤＮ接続のためのＰＤＮ接続要求メッセ
ージを送信することができる。
【０３８０】
　また、第１ＰＤＮ接続のＡＰＮに対してＳＭバックオフタイマが動作中であっても（す
なわち、ＳＭバックオフタイマを中止させないで）、第１ＰＤＮ接続のＡＰＮと同じＡＰ
Ｎに対して、第２ＰＤＮ接続のためのＰＤＮ接続要求メッセージの送信が許容してもよい
。
【０３８１】
　一方、本発明の他の実施例による端末装置１０００は、多重優先順位が設定された場合
にバックオフタイマを制御するように構成してもよい。端末装置１０００のプロセッサ１
０２０は、第１優先順位レベル（例えば、低優先順位レベル）に設定された第１ＮＡＳ要
求メッセージを、送受信モジュール１０１０を用いて送信するように構成してもよい。ま
た、プロセッサ１０２０は、第１ＮＡＳ要求メッセージが網によって拒絶される場合など
に、網によって設定されたバックオフタイマ（ＭＭバックオフタイマ及び／又はＳＭバッ
クオフタイマ）を起動するように構成してもよい。また、プロセッサ１０２０は、バック
オフタイマが動作している中に、該バックオフタイマを中止させず、第１優先順位レベル
に設定されていない（例えば、非低優先順位レベルに設定された）第２ＮＡＳ要求メッセ
ージを、送受信モジュール１０１０を用いて送信するように構成してもよい。
【０３８２】
　第１優先順位レベルに設定された第１ＮＡＳ要求メッセージが接続要求メッセージ、Ｔ
ＡＵ要求メッセージ、サービス要求メッセージなどである場合、バックオフタイマはＭＭ
バックオフタイマであればよい。このとき、ＭＭバックオフタイマが動作中であっても、
それを中止させず、接続過程、ＴＡＵ過程、サービス要求過程などの開始が許容されてよ
い。
【０３８３】
　第１優先順位レベルに設定された第１ＮＡＳ要求メッセージがＰＤＮ接続要求メッセー
ジ、ベアラ修正要求メッセージ、ベアラリソース割当メッセージなどである場合、バック
オフタイマはＳＭバックオフタイマであればよい。このとき、ＳＭバックオフタイマが動
作中であっても、それを中止させず、ＰＤＮ接続要求メッセージ、ベアラ修正要求メッセ
ージ、ベアラリソース割当メッセージなどの送信が許容してもよい。
【０３８４】
　このような端末装置１０００の具体的な構成は、前述した本発明の様々な実施例で説明
した事項が独立して適用され、又は２以上の実施例が同時に適用されるように具現するこ
とができ、重複する内容についての説明は明確性のために省略する。
【０３８５】
　本発明によれば、多重優先順位を有する端末に対してＰＤＮ接続を制御する方法を提供
することができる。また、本発明によれば、多重優先順位を有する端末に対してバックオ
フタイマを制御する方法を提供することができる。
【０３８６】
　上述した本発明の実施例は様々な手段によって具現することができる。例えば、本発明
の実施例をハードウェア、ファームウェア、ソフトウェア又はそれらの結合などによって
具現することができる。
【０３８７】
　ハードウェアによる具現の場合、本発明の実施例による方法は、一つ又はそれ以上の特
定用途集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理デ
バイス（ＤＳＰＤ）、プログラム可能論理デバイス（ＰＬＤ）、フィールドプログラム可
能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイ
クロプロセッサなどによって具現することができる。
【０３８８】
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　ファームウェア又はソフトウェアによる具現の場合、本発明の実施例による方法は、上
述された機能又は動作を実行するモジュール、手順又は関数などの形態で具現することが
できる。ソフトウェアコードは、メモリユニットに記憶され、プロセッサによって駆動さ
れてよい。メモリユニットは、プロセッサの内部又は外部に設けられ、既に公知の様々な
手段によってプロセッサとデータを交換することができる。
【０３８９】
　以上開示された本発明の好ましい実施例についての詳細な説明は、当業者が本発明を具
現して実施できるように提供された。本明細書では本発明の好適な実施例を参照して説明
したが、当該技術の分野における熟練した当業者に理解されるように、本発明の領域から
逸脱しない範囲内で本発明を様々に修正及び変更することもできる。例えば、当業者は、
上記の実施例に記載された各構成を互いに組み合わせる方式で用いてもよい。したがって
、本発明は、ここに開示されている実施形態に制限されるものではなく、ここに開示され
ている原理及び新規な特徴と一致する最も広い範囲を与えるためのものである。
【０３９０】
　本発明は、本発明の精神及び必須特徴から逸脱することなく、他の特定の形態に具体化
することができる。そのため、上記の詳細な説明はいずれの面においても制約的に解釈し
てはならず、例示的なものとして考慮しなければならない。本発明の範囲は、本願の請求
項の合理的解釈によって定めなければならず、本発明の均等範囲内における変更はいずれ
も本発明の範囲に含まれる。本発明は、ここに開示されている実施形態に制限されるもの
ではなく、ここに開示されている原理及び新規な特徴と一致する最も広い範囲を有するも
のである。また、特許請求の範囲で明示的な引用関係を有しない請求項を結合して実施例
を構成してもよいし、出願後の補正によって新しい請求項として含めてもよい。
【０３９１】
　本発明は、本発明の必須特徴から逸脱しない範囲で他の特定の形態に具体化してもよい
ことは当業者にとって明らかである。したがって、添付した請求項及びその均等範囲内に
おける変更及び変形はいずれも本発明の範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【０３９２】
　上述したような本発明の実施の形態は様々な移動体通信システムに適用可能である。
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