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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信の方法であって、
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）が、ｅＮｏｄｅＢによってブロードキャストされたシ
ステム情報ブロック（ＳＩＢ）を受信することと、
　前記ＷＴＲＵが、ローカライズドアプリケーションの近接性検出が前記ｅＮｏｄｅＢに
よってサポートされることを前記受信されたＳＩＢに基づいて判定することと、
　前記ＷＴＲＵが、前記ＷＴＲＵの位置を判定し、前記位置を前記ｅＮｏｄｅＢに送信す
ることと、
　前記ＷＴＲＵが、前記判定された位置の前記送信に応答して、ローカライズドアプリケ
ーションに関連付けられた近接性検出を受信することと、
　前記近接性検出に応答して、前記ＷＴＲＵが、前記ＷＴＲＵと第２のＷＴＲＵの間のデ
バイス間通信を確立するのに用いる発見信号を前記第２のＷＴＲＵから受信することであ
って、前記ローカライズドアプリケーションはデバイス間通信を介して前記第２のＷＴＲ
Ｕから受信され、前記デバイス間通信はセルラーセットワークからオフロードされたＷｉ
Ｆｉ通信である、ことと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記ＷＴＲＵは、全地球測位システム（ＧＰＳ）測位と、アシスト型ＧＰＳ（Ａ－ＧＰ
Ｓ）測位と、観測到達時間差（ＯＴＤＯＡ）測位と、所与のセルのセクタ中に前記ＷＴＲ
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Ｕが位置するかどうか判定することと、所与のセル識別子に関連する所与のセル中に前記
ＷＴＲＵが位置するかどうか判定することと、所与のセルエリア内に前記ＷＴＲＵが位置
するかどうか判定することと、所与のトラッキングエリア内に前記ＷＴＲＵが位置するか
どうか判定することと、呼の中でブロードキャストされるシステム情報要素と、所与のセ
ル中で利用可能なマルチメディアブロードキャストマルチメディアサービス（ＭＢＭＳ）
セッションと、ＷｉＦｉパラメータと、所与のセルのモビリティ管理エンティティ（ＭＭ
Ｅ）エリアに前記ＷＴＲＵが位置するかどうか判定することと、別のＷＴＲＵから前記Ｗ
ＴＲＵが発見関連信号を受信するかどうか判定することとのうちの少なくとも１つに基づ
いて、前記ＷＴＲＵの前記位置を判定する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＷＴＲＵは、ネットワークアクセスサーバ（ＮＡＳ）サービス要求またはＮＡＳ　
ＡＴＴＡＣＨプロシージャのうちの少なくとも一方を使用してアプリケーションサーバへ
の登録を開始することによって、前記アプリケーションへのアクセスを開始する、請求項
１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＳＩＢは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）　ｅＮｏｄｅＢによって送信
され、前記受信された発見信号はＩＥＥＥ８０２．１１発見信号である、請求項１に記載
の方法。
【請求項５】
　前記ＬＴＥ　ｅＮｏｄｅＢは、前記ＩＥＥＥ８０２．１１発見信号を受信する前記ＷＴ
ＲＵによる使用のための情報を前記ＷＴＲＵに送信する、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記アプリケーションはピアツーピア通信を介して前記第２のＷＴＲＵによって提供さ
れ、前記第２のＷＴＲＵはＷｉＦｉアクセスポイントである、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＷＴＲＵは、
　少なくとも１つのアプリケーションに関係するローカライズドアプリケーション情報（
ＬＡＩ）を前記アプリケーションに関連付けられるアプリケーションサービスから受信す
ること、および、
　前記受信したＬＡＩに基づいて前記少なくとも１つのアプリケーションが前記ＷＴＲＵ
に利用可能かどうか判定すること
　によって、前記ＷＴＲＵの前記判定された位置に基づいて前記アプリケーションが前記
ＷＴＲＵに利用可能かどうか判定する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＬＡＩは前記少なくとも１つのアプリケーションの少なくともロケーションエリア
に関する情報を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＷＴＲＵが、前記ＷＴＲＵの前記判定された位置に基づいて、アプリケーションが
前記ＷＴＲＵに利用可能であり続けるかどうか周期的に判定することと、
　前記アプリケーションがもはや前記ＷＴＲＵに利用可能でないと前記ＷＴＲＵが判定す
るという条件で、前記アプリケーションに関連付けられたアプリケーションサーバとの通
信を中断することと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アプリケーションサーバとの通信を中断することは、前記アプリケーションからの
登録解除を開始することを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＷＴＲＵは、判定された位置を前記ｅＮｏｄｅＢに周期的に送信し、前記受信され
た近接性検出は、前記送信された判定された位置の少なくとも１つに応答したものである
、請求項１に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記ＷＴＲＵは、前記ローカライズドアプリケーションに関連付けられた前記発見信号
を受信するためのリソースを示す、ブロードキャストされた、または専用の送信を受信す
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記受信された発見信号はロングタームエボリューション（ＬＴＥ）信号である、請求
項１に記載の方法。
【請求項１４】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　ｅＮｏｄｅＢによってブロードキャストされたシステム情報ブロック（ＳＩＢ）を受信
するように構成された受信機と、
　　ローカライズドアプリケーションの近接性検出が前記ｅＮｏｄｅＢによってサポート
されることを前記受信されたＳＩＢに基づいて判定し、
　　前記ＷＴＲＵの位置を判定する
　ように構成されたプロセッサと、
　前記位置を前記ｅＮｏｄｅＢに送信するように構成された送信機と、
　前記判定された位置の前記送信に応答して、ローカライズドアプリケーションに関連付
けられた近接性検出を受信するように構成された前記受信機と、
　前記近接性検出に応答して、前記ＷＴＲＵと第２のＷＴＲＵの間のデバイス間通信を確
立するのに用いる発見信号を前記第２のＷＴＲＵから受信するように構成された前記受信
機であって、前記ローカライズドアプリケーションはデバイス間通信を介して前記第２の
ＷＴＲＵから受信され、前記デバイス間通信はセルラーセットワークからオフロードされ
たＷｉＦｉ通信である、前記受信機と
　を備えたＷＴＲＵ。
【請求項１５】
　前記プロセッサは、全地球測位システム（ＧＰＳ）測位と、アシスト型ＧＰＳ（Ａ－Ｇ
ＰＳ）測位と、観測到達時間差（ＯＴＤＯＡ）測位と、所与のセルのセクタ中に前記ＷＴ
ＲＵが位置するかどうか判定することと、所与のセル識別子に関連する所与のセル中に前
記ＷＴＲＵが位置するかどうか判定することと、所与のセルエリア内に前記ＷＴＲＵが位
置するかどうか判定することと、所与のトラッキングエリア内に前記ＷＴＲＵが位置する
かどうか判定することと、呼の中でブロードキャストされるシステム情報要素と、所与の
セル中で利用可能なマルチメディアブロードキャストマルチメディアサービス（ＭＢＭＳ
）セッションと、ＷｉＦｉパラメータと、所与のセルのモビリティ管理エンティティ（Ｍ
ＭＥ）エリアに前記ＷＴＲＵが位置するかどうか判定することと、別のＷＴＲＵから前記
ＷＴＲＵが発見関連信号を受信するかどうか判定することとのうちの少なくとも１つに基
づいて、前記ＷＴＲＵの前記位置を判定するように構成される、請求項１４に記載のＷＴ
ＲＵ。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、ネットワークアクセスサーバ（ＮＡＳ）サービス要求またはＮＡＳ
　ＡＴＴＡＣＨプロシージャのうちの少なくとも一方を使用してアプリケーションサーバ
への登録を開始することによって、前記アプリケーションサーバへのアクセスを開始する
ように構成される、請求項１４に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１７】
　前記アプリケーションは前記第２のＷＴＲＵによって提供される、請求項１４に記載の
ＷＴＲＵ。
【請求項１８】
　前記送信機は、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）　ｅＮｏｄｅＢによって前記
ＳＩＢを送信するように構成され、前記受信された発見信号はＩＥＥＥ８０２．１１発見
信号である、請求項１４に記載のＷＴＲＵ。
【請求項１９】
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　前記ＬＴＥ　ｅＮｏｄｅＢは、前記ＩＥＥＥ８０２．１１発見信号を受信する前記ＷＴ
ＲＵによる使用のための情報を前記ＷＴＲＵに送信する、請求項１８に記載のＷＴＲＵ。
【請求項２０】
　前記送信機は、判定された位置を前記ｅＮｏｄｅＢに周期的に送信するようにさらに構
成され、前記受信された近接性検出は、前記送信された判定された位置の少なくとも１つ
に応答したものである、請求項１４に記載のＷＴＲＵ。
【請求項２１】
　前記受信機は、前記ローカライズドアプリケーションに関連付けられた前記発見信号を
受信するためのリソースを示す、ブロードキャストされた、または専用の送信を受信する
ようにさらに構成される、請求項１４に記載のＷＴＲＵ。
【請求項２２】
　前記受信された発見信号はロングタームエボリューション（ＬＴＥ）信号である、請求
項１４に記載のＷＴＲＵ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）の位置は、非常に多くの様々な方法を使用して決定す
ることができる。ＬＴＥ（Long Term Evolution）によく使用される一方法は、アシスト
型全地球測位システム（ＧＰＳ）（Ａ－ＧＰＳ）などの衛星補助測位である。衛星補助測
位は、４つの衛星からのＧＰＳ受信を必要とする場合があり、一般に屋外での使用に適す
る。ＬＴＥによく使用される別の方法は、セルベースの測位である。セルベースの測位は
、セルの地理的位置の知識を有するサーバと、ｅＮＢのアンテナからのデバイスの距離を
決定するためのタイミング整合測定と、精度を改善するための近隣セル測定とを利用する
。衛星補助測位と同様、セルベースの測位も、一般に屋外での使用に適する。ＬＴＥによ
く使用される別の方法は、観測到達時間差（ＯＴＤＯＡ：observed time difference of 
arrival）（地上ＧＰＳとも呼ばれる）である。ＯＴＤＯＡは、３つの異なるｅ－Ｎｏｄ
ｅＢ（ｅＮＢ）からの受信を必要とする場合があり、ＯＴＤＯＡを使用する測位は、デバ
イスのサービングセルに対して相対的な、２つのセルからの受信タイミング差に基づく。
ＯＴＤＯＡは、屋内と屋外の両方での使用に適する。通常、Ａ－ＧＰＳとＬＴＥフォール
バック方法の１つとの組合せが使用されるときは、１５０ｍ以内での正確さの確率は９５
％だが、５０ｍでは７８％に落ちる。
【０００３】
　ＬＴＥにおける測位のために、ＬＴＥは通常、ＷＴＲＵと測位サーバ（ＬＣＳ）との間
の接続を提供する。測位サーバは、使用される方法およびデバイスの能力に応じて、ＷＴ
ＲＵの位置を提供するようＷＴＲＵに要求することができ、あるいは位置情報をＷＴＲＵ
に提供することができる。測位サーバは、探索すべき潜在的な近隣セルのリストを提供し
て、信号受信を補助することができる。非特許文献１で指定されるようなＬＴＥ測位プロ
トコル（ＬＰＰ）を使用することができる。ＬＰＰは、追加情報を搬送するためのコンテ
ナメカニズムを含む。ＬＣＳは、ネットワーク中のどこに位置してもよい。
【０００４】
　ＷＴＲＵの位置を決定するための他の方法が、他の技術に使用されることもある。他の
一方法は、ＷｉＦｉベースの測位であり、これは、Ｇｏｏｇｌｅマップによって使用され
る測位方法の１つである。ＷｉＦｉベースの測位は、ＷｉＦｉ送信機の地理的位置の知識
を有するサーバ、およびサービスセット識別子（ＳＳＩＤ）を利用する。近隣ＳＳＩＤを
使用して、精度を改善することができる。ＷｉＦｉベースの測位は、屋内と屋外の両方で
の使用に適する（ただし、その範囲は、使用されるＷｉＦｉ技術の範囲によって制限され
ることがある）。別の方法はユーザ提供の測位である。ユーザ提供の測位では、ユーザは
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、アプリケーションによって使用されるように、位置を手動で入力することができる。別
の方法は、アプリケーションにおける純粋なＧＰＳ測位など、衛星ベースの測位である。
衛星ベースの測位は、４つの衛星からのＧＰＳ受信を必要とする場合があり、一般に屋外
での使用に適する。別の方法は、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスベースの測
位である。ＩＰアドレスベースの測位は、ＩＰサブネットの地理的位置の知識を有するサ
ーバを利用する。この方法は、ネットワークアドレス変換器（ＮＡＴ）、仮想プライベー
トネットワーク（ＶＰＮ）および他のトンネリングメカニズムによって制限されることが
ある。他の一方法は、無線周波数（ＲＦ）ＩＤ（ＲＦＩＤ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）および赤外線など、近位置ベースサービス測位である。近位置ベースサービス測位
は、内蔵された位置パラメータを有する複数のデバイス、ＧＰＳモジュールおよび／また
は、デバイスの地理的位置の知識を有するサーバを使用することが必要な場合がある。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３５５
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１２
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３３１
【非特許文献４】３ＧＰＰ　ＴＳ２３．２３４
【非特許文献５】３ＧＰＰ　ＴＳ２３．４０２
【非特許文献６】３ＧＰＰ　ＴＳ２３．２６１
【非特許文献７】３ＧＰＰ　ＴＳ２３．３０３
【発明の概要】
【０００６】
　無線通信の方法および無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）について述べる。ＷＴＲＵは、
プロセッサを含む。プロセッサは、ＷＴＲＵの位置を決定し、決定されたＷＴＲＵの位置
に基づいて、アプリケーションがＷＴＲＵに利用可能かどうか判定する。決定されたＷＴ
ＲＵの位置に基づいてアプリケーションがＷＴＲＵに利用可能であると判定されたならば
、プロセッサは、アプリケーションをホストするアプリケーションサービスへのアクセス
を開始する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　添付図面と共に例として提供する後続の記述から詳細な理解を得ることができる。
【図１Ａ】１または複数の開示される実施形態をその中で実現できる例示的な通信システ
ムのシステム図である。
【図１Ｂ】図１Ａに示す通信システム内で使用できる例示的な無線送受信ユニット（ＷＴ
ＲＵ）のシステム図である。
【図１Ｃ】図１Ａに示す通信システム内で使用できる例示的な無線アクセスネットワーク
および例示的なコアネットワークのシステム図である。
【図２】進化型パケットシステム（ＥＰＳ）の典型的なプロトコルスタックの図である。
【図３】無線通信方法の流れ図である。
【図４】別の無線通信方法の流れ図である。
【図５】ローカライズドアプリケーションを使用する例示的なＷｉＦｉオフロード方法の
流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１Ａは、１または複数の開示される実施形態をその中で実現できる例示的な通信シス
テム１００の図である。通信システム１００は、音声、データ、ビデオ、メッセージング
またはブロードキャストなどのコンテンツを複数の無線ユーザに提供する、多元接続シス
テムとすることができる。通信システム１００は、複数の無線ユーザが、無線帯域幅を含
むシステムリソースの共有を通してこのようなコンテンツにアクセスするのを可能にしう
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る。例えば、通信システム１００は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（
ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）、シングル
キャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）など、１または複数のチャネルアクセス方法を採用
することができる。
【０００９】
　図１Ａに示すように、通信システム１００は、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）１０２
ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄと、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）１０４と、
コアネットワーク１０６と、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１０８と、インターネット１１
０と、他のネットワーク１１２とを含んでよいが、開示する実施形態が任意の数のＷＴＲ
Ｕ、基地局、ネットワークおよび／またはネットワーク要素を企図することは理解される
であろう。各ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、無線環境で動作およ
び／または通信するように構成された任意のタイプのデバイスとすることができる。例え
ば、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、無線信号を送信および／また
は受信するように構成されてよく、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局、固定またはモバイルの
加入者ユニット、ページャ、セルラー電話機、パーソナルディジタルアシスタント（ＰＤ
Ａ）、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュータ、無線セ
ンサ、消費者電子機器などを含んでよい。
【００１０】
　通信システム１００はまた、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂを含んでよい。各基
地局１１４ａ、１１４ｂは、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの少なく
とも１つとワイヤレスにインタフェースして、コアネットワーク１０６、インターネット
１１０、および／またはネットワーク１１２など、１または複数の通信ネットワークへの
アクセスを容易にするように構成された、任意のタイプのデバイスとすることができる。
例えば、基地局１１４ａ、１１４ｂは、基地局（ＢＴＳ）、Ｎｏｄｅ－Ｂ、ｅＮｏｄｅＢ
、Ｈｏｍｅ　ＮｏｄｅＢ、Ｈｏｍｅ　ｅＮｏｄｅＢ、サイトコントローラ、アクセスポイ
ント（ＡＰ）、無線ルータ等とすることができる。基地局１１４ａ、１１４ｂはそれぞれ
単一の要素として描かれているが、基地局１１４ａ、１１４ｂが任意の数の相互接続され
た基地局および／またはネットワーク要素を含んでよいことは理解されるであろう。
【００１１】
　基地局１１４ａはＲＡＮ１０４の一部とすることができ、ＲＡＮ１０４はまた、基地局
コントローラ（ＢＳＣ）や無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）や中継ノードなど、
他の基地局および／またはネットワーク要素（図示せず）を含んでもよい。基地局１１４
ａおよび／または基地局１１４ｂは、特定の地理領域内で無線信号を送信および／または
受信するように構成されてよく、この地理領域はセル（図示せず）と呼ばれることもある
。セルはさらに、セルセクタに分割できる。例えば、基地局１１４ａに関連するセルを、
３つのセクタに分割することができる。従って、一実施形態では、基地局１１４ａは、３
つの送受信機、すなわちセルの各セクタにつき１つの送受信機を備えることができる。別
の実施形態では、基地局１１４ａは、多入力多出力（ＭＩＭＯ）技術を採用することがで
き、従って、セルの各セクタにつき複数の送受信機を利用することができる。
【００１２】
　基地局１１４ａ、１１４ｂは、エアインタフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、
１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの１または複数と通信することができ、エアインタフェー
ス１１６は、任意の適切な無線通信リンク（例えば、無線周波数（ＲＦ）、マイクロ波、
赤外線（ＩＲ）、紫外線（ＵＶ）、可視光等）とすることができる。エアインタフェース
１１６は、任意の適切な無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用して確立することができる。
【００１３】
　より具体的には、上述したように、通信システム１００は、多元接続システムとするこ
とができ、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡなど、１または
複数のチャネルアクセス方式を採用することができる。例えば、ＲＡＮ１０４中の基地局
１１４ａ、およびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、ユニバーサルモバイルテレ
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コミュニケーションズシステム（ＵＭＴＳ）地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）などの無線技
術を実装することができ、これにより、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））を使
用してエアインタフェース１１６を確立することができる。ＷＣＤＭＡは、高速パケット
アクセス（ＨＳＰＡ）および／または進化型ＨＳＰＡ（ＨＳＰＡ＋）などの通信プロトコ
ルを含んでよい。ＨＳＰＡは、高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）および
／または高速アップリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ）を含んでよい。
【００１４】
　別の実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、
進化型ＵＭＴＳ地上無線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）などの無線技術を実装することができ
、これにより、ＬＴＥおよび／またはＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）を使用してエア
インタフェース１１６を確立することができる。
【００１５】
　他の実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、
ＩＥＥＥ８０２．１６（すなわち、ＷｉＭＡＸ）、ＣＤＭＡ２０００、ＣＤＭＡ２０００
　１Ｘ、ＣＤＭＡ２０００　ＥＶ－ＤＯ、暫定標準２０００（ＩＳ－２０００）、暫定標
準９５（ＩＳ－９５）、暫定標準８５６（ＩＳ－８５６）、ＧＳＭ（登録商標）、ＥＤＧ
Ｅ（Enhanced Data rates for GSM Environment）、ＧＳＭ　ＥＤＧＥ（ＧＥＲＡＮ）な
どの無線技術を実装することができる。
【００１６】
　図１Ａ中の基地局１１４ｂは、例えば無線ルータ、Ｈｏｍｅ　ＮｏｄｅＢ、Ｈｏｍｅ　
ｅＮｏｄｅＢ、またはアクセスポイントとすることができ、事業所、家庭、車両、キャン
パスなどの局所化されたエリア中での無線接続性を容易にするために任意の適切なＲＡＴ
を利用することができる。一実施形態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１
０２ｄは、ＩＥＥＥ８０２．１１などの無線技術を実装して、無線ローカルエリアネット
ワーク（ＷＬＡＮ）を確立することができる。別の実施形態では、基地局１１４ｂおよび
ＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ＩＥＥＥ８０２．１５などの無線技術を実装して、無線
パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）を確立することができる。さらに別の実施形
態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、セルラーベースのＲＡＴ
（例えばＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ、ＬＴＥ、またはＬＴＥ－Ａ）を利用し
て、ピコセルまたはフェムトセルを確立することができる。図１Ａに示すように、基地局
１１４ｂは、インターネット１１０への直接接続を有することができる。従って、基地局
１１４ｂは、コアネットワーク１０６を介してインターネット１１０にアクセスすること
は必要とされなくてよい。
【００１７】
　ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０６と通信してよく、コアネットワーク１０６は
、音声、データ、アプリケーション、および／またはＶｏＩＰサービスをＷＴＲＵ１０２
ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうちの１または複数に提供するように構成された、
任意のタイプのネットワークとすることができる。例えば、コアネットワーク１０６は、
呼制御、料金請求サービス、モバイル位置情報サービス、前払い電話、インターネット接
続性、ビデオ配信などを提供することができ、かつ／または、ユーザ認証など、高レベル
のセキュリティ機能を実施することができる。図１Ａには示されていないが、ＲＡＮ１０
４および／またはコアネットワーク１０６が、ＲＡＮ１０４と同じＲＡＴまたは異なるＲ
ＡＴを採用する他のＲＡＮと、直接的または間接的に通信してもよいことは理解されるで
あろう。例えば、コアネットワーク１０６は、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を利用しているであ
ろうＲＡＮ１０４に接続されるのに加えて、ＧＳＭ無線技術を採用する別のＲＡＮ（図示
せず）と通信してもよい。
【００１８】
　コアネットワーク１０６はまた、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄが
ＰＳＴＮ１０８、インターネット１１０、および／または他のネットワーク１１２にＰＯ
ＴＳ（plain old telephone service）を提供する回線交換電話網を含んでよい。インタ
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ーネット１１０は、ＴＣＰ／ＩＰインターネットプロトコルスイート中の、ＴＣＰ、ＵＤ
ＰおよびＩＰなど、共通の通信プロトコルを使用する相互接続されたコンピュータネット
ワークおよびデバイスの地球規模のシステムを含んでよい。ネットワーク１１２は、他の
サービスプロバイダによって所有および／または運営される、有線または無線通信ネット
ワークを含んでよい。例えば、ネットワーク１１２は、ＲＡＮ１０４と同じＲＡＴまたは
異なるＲＡＴを採用するであろう１または複数のＲＡＮに接続された、別のコアネットワ
ークを含んでよい。
【００１９】
　通信システム１００中のＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのいくつか
または全ては、マルチモード能力を備えることができる。すなわち、ＷＴＲＵ１０２ａ、
１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、種々の無線リンクを介して種々の無線ネットワークと
通信するために、複数の送受信機を備えることができる。例えば、図１Ａに示すＷＴＲＵ
１０２ｃは、セルラーベースの無線技術を採用しうる基地局１１４ａと、また、ＩＥＥＥ
８０２無線技術を採用しうる基地局１１４ｂと、通信するように構成されてよい。
【００２０】
　図１Ｂは、例示的なＷＴＲＵ１０２のシステム図である。図１Ｂに示すように、ＷＴＲ
Ｕ１０２は、プロセッサ１１８、送受信機１２０、送受信要素１２２、スピーカ／マイク
ロホン１２４、キーパッド１２６、表示装置／タッチパッド１２８、ノンリムーバブルメ
モリ１３０、リムーバブルメモリ１３２、電源１３４、ＧＰＳチップセット１３６および
他の周辺装置１３８を備えてよい。ＷＴＲＵ１０２が、一実施形態との整合性を維持しな
がら前述の要素の任意のサブコンビネーションを備えてよいことは理解されるであろう。
【００２１】
　プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、ディジタ
ル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連する１また
は複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）回路、他の任意
のタイプの集積回路（ＩＣ）、状態機械などとすることができる。プロセッサ１１８は、
信号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、および／または、ＷＴＲＵ１０２が無
線環境で動作できるようにする他の任意の機能を実施することができる。プロセッサ１１
８は送受信機１２０に結合されてよく、送受信機１２０は送受信要素１２２に結合されて
よい。図１Ｂではプロセッサ１１８と送受信機１２０とを別々のコンポーネントとして描
いているが、プロセッサ１１８と送受信機１２０とを共に電子パッケージまたはチップ中
で統合してもよいことは理解されるであろう。
【００２２】
　送受信要素１２２は、エアインタフェース１１６を介して基地局（例えば基地局１１４
ａ）との間で信号を送信または受信するように構成されてよい。例えば、一実施形態では
、送受信要素１２２は、ＲＦ信号を送信および／または受信するように構成されたアンテ
ナとすることができる。別の実施形態では、送受信要素１２２は、例えばＩＲ、ＵＶ、ま
たは可視光信号を送信および／または受信するように構成された、エミッタ／検出器とす
ることができる。さらに別の実施形態では、送受信要素１２２は、ＲＦ信号と光信号の両
方を送受信するように構成されてよい。送受信要素１２２が任意の組合せの無線信号を送
信および／または受信するように構成されてよいことは理解されるであろう。
【００２３】
　また、図１Ｂでは送受信要素１２２が単一の要素として描かれているが、ＷＴＲＵ１０
２は、任意の数の送受信要素１２２を備えてよい。より具体的には、ＷＴＲＵ１０２は、
ＭＩＭＯ技術を採用することができる。従って、一実施形態では、ＷＴＲＵ１０２は、エ
アインタフェース１１６を介して無線信号を送受信するために、２つ以上の送受信要素１
２２（例えば複数のアンテナ）を備えることができる。
【００２４】
　送受信機１２０は、送受信要素１２２によって送信されることになる信号を変調し、送
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受信要素１２２によって受信された信号を復調するように構成されてよい。上に言及した
ように、ＷＴＲＵ１０２は、マルチモード能力を有することができる。従って、送受信機
１２０は、ＷＴＲＵ１０２が複数のＲＡＴ（例えばＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．１１
など）を介して通信できるようにするために、複数の送受信機を備えることができる。
【００２５】
　ＷＴＲＵ１０２のプロセッサ１１８は、スピーカ／マイクロホン１２４、キーパッド１
２６、および／または、表示装置／タッチパッド１２８（例えば液晶表示装置（ＬＣＤ）
表示ユニットもしくは有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）表示ユニット）に結合されてよく
、これらからユーザ入力データを受け取ることができる。プロセッサ１１８はまた、スピ
ーカ／マイクロホン１２４、キーパッド１２６、および／または、表示装置／タッチパッ
ド１２８にユーザデータを出力することができる。加えて、プロセッサ１１８は、ノンリ
ムーバブルメモリ１３０および／またはリムーバブルメモリ１３２など、任意のタイプの
適切なメモリからの情報にアクセスすること、およびそのようなメモリにデータを記憶す
ることができる。ノンリムーバブルメモリ１３０は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ハードディスク、
または他の任意のタイプのメモリ記憶デバイスを含んでよい。リムーバブルメモリ１３２
は、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カード、メモリスティック、セキュアディジタル（
ＳＤ）メモリカードなどを含んでよい。他の実施形態では、プロセッサ１１８は、サーバ
やホームコンピュータ（図示せず）上のメモリなど、ＷＴＲＵ１０２上に物理的に位置し
ないメモリからの情報にアクセスすること、およびそのようなメモリにデータを記憶する
ことができる。
【００２６】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受け取ることができ、ＷＴＲＵ１０２中の
他のコンポーネントへの電力を分配および／または制御するように構成されてよい。電源
１３４は、ＷＴＲＵ１０２に電力を供給するための任意の適切なデバイスとすることがで
きる。例えば、電源１３４は、１または複数の乾電池バッテリ（例えばニッケルカドミウ
ム（ＮｉＣｄ）、ニッケル亜鉛（ＮｉＺｎ）、ニッケル金属水素化物（ＮｉＭＨ）、また
はリチウムイオン（Ｌｉ－ｉｏｎ））、太陽電池、燃料電池などを含んでよい。
【００２７】
　プロセッサ１１８は、ＧＰＳチップセット１３６にも結合されてよく、ＧＰＳチップセ
ット１３６は、ＷＴＲＵ１０２の現在位置に関する位置情報（例えば経度と緯度）を提供
するように構成されてよい。ＧＰＳチップセット１３６からの情報に加えて、またはそれ
に代えて、ＷＴＲＵ１０２は、基地局（例えば基地局１１４ａ、１１４ｂ）からエアイン
タフェース１１６を介して位置情報を受信することができ、かつ／または、２つ以上の近
隣基地局から受信されている信号のタイミングに基づいてその位置を決定することができ
る。ＷＴＲＵ１０２が、一実施形態との整合性を維持しながら任意の適切な位置決定方法
を用いて位置情報を取得してよいことは理解されるであろう。
【００２８】
　プロセッサ１１８はさらに、他の周辺装置１３８にも結合されてよく、周辺装置１３８
は、追加の特徴、機能、および／または有線もしくは無線接続性をもたらす、１または複
数のソフトウェアおよび／またはハードウェアモジュールを含んでよい。例えば、周辺装
置１３８は、加速度計、電子コンパス、衛星送受信機、ディジタルカメラ（写真またはビ
デオ用）、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート、振動デバイス、テレビジョン送
受信機、ハンズフリーヘッドセット、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、周波
数変調（ＦＭ）無線ユニット、ディジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲー
ムプレーヤモジュール、インターネットブラウザなどを含んでよい。
【００２９】
　図１Ｃは、一実施形態によるＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０６のシステム図
である。上述したように、ＲＡＮ１０４は、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を採用して、エアイン
タフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信することができ
る。ＲＡＮ１０４はまた、コアネットワーク１０６と通信することができる。
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【００３０】
　ＲＡＮ１０４は、ｅＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを含んでよいが、ＲＡ
Ｎ１０４が一実施形態との整合性を維持しながら任意の数のｅＮｏｄｅ－Ｂを含んでよい
ことは理解されるであろう。ｅＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃはそれぞれ、
エアインタフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するた
めに、１または複数の送受信機を備えることができる。一実施形態では、ｅＮｏｄｅ－Ｂ
１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、ＭＩＭＯ技術を実装することができる。従って、例え
ばｅＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａは、複数のアンテナを使用して、ＷＴＲＵ１０２ａとの間で無
線信号を送受信することができる。
【００３１】
　各ｅＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、特定のセル（図示せず）に関連し
てよく、無線リソース管理決定、ハンドオーバ決定、アップリンクおよび／またはダウン
リンクにおけるユーザのスケジューリングなどを処理するように構成されてよい。図１Ｃ
に示すように、ｅＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、Ｘ２インタフェースを
介して相互と通信することができる。
【００３２】
　図１Ｃに示すコアネットワーク１０６は、モビリティ管理ゲートウェイ（ＭＭＥ）１４
２、サービングゲートウェイ１４４、およびパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲー
トウェイ１４６を含んでよい。前述の各要素はコアネットワーク１０６の一部として描か
れているが、これらの要素のいずれか１つがコアネットワークオペレータ以外のエンティ
ティによって所有および／または運営されてもよいことは理解されるであろう。
【００３３】
　ＭＭＥ１４２は、Ｓ１インタフェースを介してＲＡＮ１０４中の各ｅＮｏｄｅ－Ｂ１４
２ａ、１４２ｂ、１４２ｃに接続されてよく、制御ノードとしての働きをすることができ
る。例えば、ＭＭＥ１４２は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのユーザを認証す
ること、ベアラをアクティブ化／非アクティブ化すること、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ
、１０２ｃの最初の帰属中に特定のサービングゲートウェイを選択することなどを担うこ
とができる。ＭＭＥ１４２はまた、ＲＡＮ１０４と、ＧＳＭやＷＣＤＭＡなど他の無線技
術を採用する他のＲＡＮ（図示せず）との間で切り替えるための制御プレーン機能を提供
することもできる。
【００３４】
　サービングゲートウェイ１４４は、Ｓ１インタフェースを介してＲＡＮ１０４中の各ｅ
Ｎｏｄｅ　Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃに接続されてよい。サービングゲートウェイ
１４４は一般に、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃとの間でユーザデータパケット
をルーティングおよび転送することができる。サービングゲートウェイ１６４はまた、ｅ
Ｎｏｄｅ－Ｂ間のハンドオーバ中にユーザプレーンをつなぎ留める（anchor）こと、ダウ
ンリンクデータがＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに利用可能なときにページング
をトリガすること、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのコンテキストを管理および
記憶することなど、他の機能を実施することもできる。
【００３５】
　サービングゲートウェイ１４４はまた、ＰＤＮゲートウェイ１４６に接続されてよく、
ＰＤＮゲートウェイ１４６は、インターネット１１０などのパケット交換ネットワークへ
のアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１
０２ｂ、１０２ｃとＩＰ対応デバイスとの間の通信を容易にすることができる。
【００３６】
　コアネットワーク１０６は、他のネットワークとの通信を容易にすることができる。例
えば、コアネットワーク１０６は、ＰＳＴＮ１０８などの回線交換ネットワークへのアク
セスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ
、１０２ｃと従来の陸線通信デバイスとの間の通信を容易にすることができる。例えば、
コアネットワーク１０６は、コアネットワーク１０６とＰＳＴＮ１０８との間のインタフ
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ェースとしての働きをするＩＰゲートウェイ（例えばＩＰマルチメディアサブシステム（
ＩＭＳ）サーバ）を含むか、またはそのようなＩＰゲートウェイと通信することができる
。加えて、コアネットワーク１０６は、他のサービスプロバイダによって所有および／ま
たは運営される他の有線または無線ネットワークを含み得るネットワーク１１２へのアク
セスを、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供することができる。
【００３７】
　単一のサービングセルで動作する３ＧＰＰ　ＬＴＥ　リリース８、９、１０および１１
（ＬＴＥ　Ｒ８＋）は、２×２構成の場合に、ダウンリンク（ＤＬ）では１００Ｍｂｐｓ
まで、アップリンク（ＵＬ）では５０Ｍｂｐｓまでサポートする。ＬＴＥ　ＤＬ送信方式
は、ＯＦＤＭＡエアインタフェースに基づく。フレキシブルな展開のために、ＬＴＥ　Ｒ
８＋システムは、スケーラブルな伝送帯域幅、例えば、１．４、２．５、５、１０、１５
、２０ＭＨｚのうちの１つをサポートする。
【００３８】
　ＬＴＥ　Ｒ８＋（キャリアアグリゲーションを伴うＬＴＥ　Ｒ１０＋にも当てはまる）
では、各無線フレーム（１０ミリ秒）が、サイズの等しい１０個の１ミリ秒のサブフレー
ムを含むことができる。各サブフレームは、サイズの等しい２個の０．５ミリ秒のタイム
スロットをそれぞれ含むことができる。１タイムスロット当たり７個または６個のＯＦＤ
Ｍシンボルがある場合がある。１タイムスロット当たり７シンボルは、通常の周期的プレ
フィックス長で使用することができ、１タイムスロット当たり６シンボルは、拡張された
周期的プレフィックス長の代替システム構成において使用することができる。ＬＴＥ　リ
リース８および９のシステムの場合のサブキャリア間隔は、１５ｋＨｚである。７．５ｋ
Ｈｚを使用する代替の縮小サブキャリア間隔モードもまた可能である。
【００３９】
　リソース要素（ＲＥ）は、１つのＯＦＤＭシンボル期間中、正確に１つのサブキャリア
に対応するものとすることができる。０．５ミリ秒タイムスロット中の連続的な１２個の
サブキャリアが、１つのリソースブロック（ＲＢ）を構成することができる。従って、１
タイムスロット当たり７シンボルでは、各ＲＢは、８４個のＲＥを含むことができる。Ｄ
Ｌキャリアは、最小６ＲＢから最大１１０ＲＢまでの、スケーラブルな数のＲＢを含むこ
とができる。これは、大まかに１ＭＨｚから２０ＭＨｚまでの、スケーラブルな伝送帯域
幅全体に対応するものとすることができる。しかし、１組の一般的な伝送帯域幅を指定す
ることができる（例えば１．４、３、５、１０、または２０ＭＨｚ）。
【００４０】
　動的スケジューリングのための基本的な時間領域単位は、２つの連続的なタイムスロッ
トを含む１つのサブフレームである。これをリソースブロック対と呼ぶことができる。い
くつかのＯＦＤＭシンボル上のいくらかのサブキャリアを割り振って、時間－周波数グリ
ッド中でパイロット信号を搬送することができる。スペクトルマスク要件に従うために、
伝送帯域幅のエッジにおける所与の数のサブキャリアは送信されない場合がある。
【００４１】
　ＬＴＥでは、ＤＬ物理チャネルは、例えば、物理制御フォーマットインジケータチャネ
ル（ＰＣＦＩＣＨ）、物理ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）インジケータチャネル
（ＰＨＩＣＨ）、物理データ制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）、物理マルチキャストデータチ
ャネル（ＰＭＣＨ）、および物理データ共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）を含んでよい。ＰＣ
ＦＩＣＨ上では、ＷＴＲＵは、ＤＬ　ＣＣの制御領域のサイズを示す制御データを受信す
ることができる。ＰＨＩＣＨ上では、ＷＴＲＵは、前のＵＬ送信に対するＨＡＲＱ肯定応
答／否定応答（ＨＡＲＱ　Ａ／Ｎ、ＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫ、またはＨＡＲＱ－ＡＣ
Ｋ）フィードバックを示す制御データを受信することができる。ＰＤＣＣＨ上では、ＷＴ
ＲＵは、ＤＬ制御情報（ＤＣＩ）メッセージを受信することができ、このＤＣＩは、ＤＬ
およびＵＬリソースをスケジューリングするのに使用することができる。ＰＤＳＣＨ上で
は、ＷＴＲＵは、ユーザおよび／または制御データを受信することができる。例えば、Ｗ
ＴＲＵは、ＵＬ　ＣＣ上で送信することができる。
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【００４２】
　ＬＴＥでは、ＵＬ物理チャネルは、例えば、物理ＵＬ制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）およ
び物理ＵＬ共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）を含んでよい。ＰＵＳＣＨ上では、ＷＴＲＵは、
ユーザおよび／または制御データを送信することができる。ＰＵＣＣＨ上では、また場合
によってはＰＵＳＣＨ上では、ＷＴＲＵは、ＵＬ制御情報（ＣＱＩ／ＰＭＩ／ＲＩもしく
はＳＲなど）および／またはＨＡＲＱ　ＡＣＫ／ＮＡＣＫフィードバックを送信すること
ができる。ＵＬ　ＣＣ上では、ＷＴＲＵにはまた、サウンディングリファレンス信号（Ｓ
ＲＳ）の送信のための専用リソースが割り振られてよい。
【００４３】
　ＬＴＥシステム中では、ネットワーク（ＮＷ）は、物理ダウンリンク制御チャネル（Ｐ
ＤＣＣＨ）を使用して、物理無線リソースを制御することができる。特定のフォーマット
（例えばＤＣＩフォーマット）を使用して、制御メッセージを送信することができる。Ｗ
ＴＲＵは、アグリゲーションレベル（ＡＬ）に基づく物理リソース（例えば制御チャネル
要素（ＣＣＥ））の種々の組合せ（それぞれ１、２、４または８個のＣＣＥに対応する）
を使用する特定の位置または探索空間に、既知の無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ
）を使用してスクランブルされた特定のデータ制御情報メッセージ（ＤＣＩフォーマット
）があるかどうかＰＤＣＣＨを監視することによって、所与のサブフレーム中の制御シグ
ナリングに対して作用する必要があるか否か判定することができる。ＣＣＥは、３６個の
ＱＰＳＫシンボルまたは７２個のチャネル符号化ビットを含むことができる。
【００４４】
　ＰＤＣＣＨは、２つの異なる領域に概念的に分離される。作用すべきＤＣＩをＷＴＲＵ
が見つけることのできる１組のＣＣＥ位置は、探索空間（ＳＳ）と呼ばれる。ＳＳは、共
通ＳＳ（ＣＳＳ）と、ＷＴＲＵ特有ＳＳ（ＵＥＳＳ）とに概念的に分割される。ＣＳＳは
、所与のＰＤＣＣＨを監視する全てのＷＴＲＵに共通とすることができ、ＵＥＳＳは、Ｗ
ＴＲＵごとに異なる可能性がある。これはランダム化関数と相関関係にあるので、これら
のＳＳは両方とも、所与のサブフレーム中で所与のＷＴＲＵについて重なる場合があり、
この重なりは、サブフレームごとに異なる可能性がある。
【００４５】
　ＣＳＳを構成するＣＣＥ位置のセット、およびその開始点は、セル識別子およびサブフ
レーム番号と相関関係にある。ＬＴＥ　Ｒ８／９では、ＤＣＩは、ＣＳＳ中の４つのＣＣ
Ｅ（ＡＬ４）または８つのＣＣＥ（ＡＬ８）を用いてのみ、送ることができる。ＷＴＲＵ
がＰＤＣＣＨを監視する対象であるサブフレームに対して、ＷＴＲＵは、ＣＳＳ中での多
くても総計１２回のブラインド復号の試みで、ＡＬ４の場合には、４つのＣＣＥの４つま
での異なるセット中で（すなわち８ブラインド復号）、ＡＬ８の場合には、８つのＣＣＥ
の２つまでの異なるセット中で（すなわち４ブラインド復号）、２つのＤＣＩフォーマッ
トサイズ（例えば、フォーマット１Ａおよび１Ｃ、また、電力制御に使用されるフォーマ
ット３Ａ）を復号することを試みることができる。ＣＳＳは、ＣＣＥ０～１５に対応する
ものとすることができ、このことは、ＡＬ４の場合に４つの復号候補（すなわちＣＣＥ０
～３、４～７、８～１１、１２～１５）、ＡＬ８の場合に２つの復号候補（すなわちＣＣ
Ｅ０～７、８～１５）を含意する。
【００４６】
　ＷＴＲＵ　ＳＳを構成するＣＣＥ位置のセット、およびその開始点は、ＷＴＲＵ識別子
およびサブフレーム番号と相関関係にある。ＬＴＥ８＋では、ＤＣＩは、ＷＴＲＵ　ＳＳ
中のＡＬ１、ＡＬ２、ＡＬ４、またはＡＬ８を用いて送ることができる。ＷＴＲＵがＰＤ
ＣＣＨを監視する対象であるサブフレームに対して、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵ　ＳＳ中での
多くても総計３２回のブラインド復号の試みで、ＡＬ１の場合には、６つまでの異なるＣ
ＣＥ中で（すなわち１２ブラインド復号）、ＡＬ２の場合には、２つのＣＣＥの６つまで
の異なるセット中で（すなわち１２ブラインド復号）、ＡＬ４の場合には、８つのＣＣＥ
の２つまでの異なるセット中で（すなわち４ブラインド復号）、ＡＬ８の場合には、８つ
のＣＣＥの２つまでの異なるセット中で（すなわち４ブラインド復号）、２つのＤＣＩフ
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ォーマットを復号することを試みることができる。
【００４７】
　ＷＴＲＵがどのＤＣＩフォーマットを復号するかは、構成される送信モード（例えば空
間多重化が使用されるか否か）に依存する。いくつかの異なるＤＣＩフォーマットがある
（例えばフォーマット０（ＵＬ許可）、フォーマット１（非ＭＩＭＯ）、フォーマット２
（ＤＬ　ＭＩＭＯ）、およびフォーマット３（電力制御））。制御メッセージの詳細なフ
ォーマットは、非特許文献２に定義されている。ＷＴＲＵが復号できる各ＤＣＩフォーマ
ットのバージョンは、少なくとも部分的には、構成される送信モード（例えば、リリース
８およびリリース９の場合はモード１～７）によって決まる。典型的な使用と共に要約を
リストすると、次のようになる。すなわち、ＤＣＩフォーマット０（ＵＬ許可）、ＤＣＩ
フォーマット１（ＤＬ割当て）、ＤＣＩフォーマット１Ａ（コンパクトなＤＬ割当て／ラ
ンダムアクセスのためのＰＤＣＣＨオーダー）、ＤＣＩフォーマット１Ｂ（プリコーディ
ング情報を伴うＤＬ割当て）、ＤＣＩフォーマット１Ｃ（非常にコンパクトなＤＬ割当て
）、ＤＣＩフォーマット１Ｄ（プリコーディング情報＋電力オフセット情報を伴うコンパ
クトなＤＬ割当て）、ＤＣＩフォーマット２（空間多重化のためのＤＬ割当て）、ＤＣＩ
フォーマット２Ａ、ＤＣＩフォーマット３（ＰＵＣＣＨ／ＰＤＳＣＨのためのＴＰＣ、２
ビット）、およびＤＣＩフォーマット３Ａ（ＰＵＣＣＨ／ＰＤＳＣＨのためのＴＰＣ、単
一ビット）である。以下の表１に、種々のシステム帯域幅構成の結果としてもたらされる
種々のＤＣＩサイズを提供する。
【００４８】
【表１】

【００４９】
　ＬＴＥ　Ｒ８＋システム中では、ＰＤＣＣＨ上で受信された制御シグナリングがＵＬ　
ＣＣに関するものであるかＤＬ　ＣＣに関するものであるかは、ＷＴＲＵによって復号さ
れるＤＣＩのフォーマットに関係し、ＤＣＩフォーマットは、ＷＴＲＵが接続されている
セルのＵＬ　ＣＣおよびＤＬ　ＣＣ上でのＷＴＲＵの通信を制御するのに使用することが
できる。
【００５０】
　ＷＴＲＵは、スケジューリング要求（ＳＲ）をｅＮＢに送ることによって、ＵＬ送信の
ための無線リソースを要求することができる。ＳＲは、構成されていればＰＵＣＣＨ上の
専用リソース（Ｄ－ＳＲ）上で、そうでなければランダムアクセスプロシージャ（ＲＡＣ
Ｈ）を使用して、送信することができる。
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【００５１】
　ＳＲＢは、ＲＲＣおよびネットワークアクセスサーバ（ＮＡＳ）メッセージの送信のた
めにのみ使用される無線ベアラである。ＳＲＢ０は、共通制御チャネル（ＣＣＣＨ）論理
チャネルを用いてＲＲＣメッセージに使用され、ＳＲＢ１は、専用制御チャネル（ＤＣＣ
Ｈ）論理チャネルを用いてＳＲＢ２の確立前にＲＲＣメッセージ（一実施形態では、ピギ
ーバックされるＮＡＳメッセージと共に）およびＮＡＳメッセージに使用され、ＳＲＢ２
は、ＮＡＳメッセージに使用され、セキュリティのアクティブ化後に構成される。セキュ
リティがアクティブ化されると、ＳＲＢ１およびＳＲＢ２上のＲＲＣメッセージは、保全
性保護され暗号化される。ＤＲＢは、ユーザプレーンデータ（例えばＩＰパケット）の送
信に主に使用される無線ベアラである。
【００５２】
　ＲＲＣは、ｅＮＢとＷＴＲＵとの間の、制御プレーンシグナリング、およびレイヤ３メ
ッセージの交換を扱う。Ｅ－ＵＴＲＡは、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤとＲＲＣ＿ＩＤＬ
Ｅの、２つのＲＲＣ状態を定義する。ＲＲＣ接続が確立されているときは、ＷＴＲＵはＲ
ＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤにある。そうでないときは、ＷＴＲＵはＲＲＣ＿ＩＤＬＥにあ
る。ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態では、ＷＴＲＵは、ページングチャネルを少なくとも監視して
、入来呼、システム情報の変更を検出し、一実施形態では、早期地上警告システム（ＥＴ
ＷＳ）／商用モバイル警報システム（ＣＭＡＳ）通知も検出し、近隣セル測定およびセル
（再）選択、並びにシステム情報取得を実施する。ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態では
、ＷＴＲＵは、ユニキャストチャネル上で送受信することができ、ページングチャネルお
よび／またはシステム情報ブロックタイプ１を少なくとも監視して、入来呼、システム情
報の変更を検出し、一実施形態ではＥＴＷＳ／ＣＭＡＳ通知を検出する。ＷＴＲＵはまた
、１次セルに加えて、１または複数の２次セルで構成されてよい。ＲＲＣプロトコルは、
非特許文献３に指定されており、状態、状態遷移、メッセージ（例えばプロトコルデータ
ユニット（ＰＤＵ））、および関連するプロシージャの定義を含む。
【００５３】
　ＮＡＳレイヤは、帰属プロシージャやトラッキングエリア更新（ＴＡＵ）など、ＷＴＲ
Ｕとコアネットワークとの間のモビリティ関連の機能、並びに、認証およびセキュリティ
機能を扱う。ＮＡＳレイヤはまた、ＷＴＲＵとコアネットワークとの間で、ＩＰ接続性を
確立および維持する。
【００５４】
　ＮＡＳプロトコルは、典型的にはＷＴＲＵとコアネットワークとの間のシグナリング無
線ベアラ（ＳＲＢ）を介して、制御プレーン上で論理的に送信される。進化型パケットシ
ステム（ＥＰＳ）中では、ＣＮ中のエンドポイントは、モビリティ管理エンティティ（Ｍ
ＭＥ）である。
【００５５】
　図２は、ＥＰＳの典型的なプロトコルスタックの図２００である。プロトコルスタック
は、プロトコルスタックＮＡＳ２０２と、ｅＮＢ２０４および２０６と、ＭＭＥ２０８と
を含む。ＮＡＳは、ＲＲＣレイヤ２１０、ＰＤＣＰレイヤ２１２、ＲＬＣレイヤ２１４、
媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤ２１６および物理（ＰＨＹ）レイヤ２１８を備える。
ｅＮＢ２０４は、ＲＲＣレイヤ２２０、ＰＤＣＰレイヤ２２２、ＲＬＣレイヤ２２４、Ｍ
ＡＣレイヤ２２６、ＰＨＹレイヤ２２８、Ｓ１　ＡＰレイヤ２３０、Ｘ２　ＡＰレイヤ２
３２、ＳＣＴＰレイヤ２３４、ＩＰレイヤ２３６およびＬ１／Ｌ２レイヤ２３８を備える
。ｅＮＢ２０６は、Ｘ２　ＡＰレイヤ２４０、ＳＣＴＰレイヤ２４２、ＩＰレイヤ２４４
およびＬ１／Ｌ２レイヤ２４６を備える。ＭＭＥ２０８は、ＮＡＳプロトコルスタックを
備え、このＮＡＳプロトコルスタックは、Ｓ１　ＡＰレイヤ２４８、ＳＣＴＰレイヤ２５
０、ＩＰレイヤ２５２およびＬ１／Ｌ２レイヤ２５４を備える。ＭＭＥ２０８はまた、Ｇ
ＴＰ－Ｃレイヤ２５６、ＵＤＰレイヤ２５８、ＩＰレイヤ２６０およびＬ１／Ｌ２レイヤ
２６２も備える。
【００５６】
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　後述する実施形態では、ＷＴＲＵおよび／またはネットワーク（例えばｅＮＢ）には、
例えば衛星補助測位、セルベースの測位、ＯＴＤＯＡ、ＷｉＦｉベースの測位、ユーザ提
供の測位、衛星ベースの測位、ＩＰアドレスベースの測位、近位置ベースの測位、または
いずれか他の測位方法のうちの少なくとも１つに従って、少なくともいくつかのポジショ
ン関連パラメータを決定する能力が備わってよい。従って、当該デバイスに関する測位情
報は、いくつかの手段によって利用可能とすることができ、かつ／またはいくつかの手段
によって得ることができる。
【００５７】
　本明細書に述べる実施形態は、位置によって利用可能性が左右される場合のあるアプリ
ケーションにアクセスするために、ＷＴＲＵがどのように１または複数のデバイスとの通
信を開始および確立することができるかに関する。アプリケーションは、例えば、ピアツ
ーピアまたはクライアントサーバアプリケーションとすることができる。このタイプのア
プリケーションは、バッテリを消費する測位サービスの使用を必要としなくてよく、少な
くともユーザプレーンについては制御ネットワークを迂回するデバイス間通信を実施する
可能性をもたらすことができ、ＷＴＲＵモビリティに基づくプッシュサービスを可能にす
ることができる。従って、ＧＰＳデバイスと、接続のためのデータパイプとしてのモバイ
ルネットワークとの組合せを使用するのと比較して、シグナリング、レイテンシおよびＷ
ＴＲＵ電力消費が低減された、このようなサービスを提供することが望ましいであろう。
【００５８】
　デバイス間通信展開の範囲は、例えば無認可スペクトル中で非協調メッシュネットワー
クにおいて適用可能な方法（例えばキャリアセンシング手法を使用する）から、例えば認
可されたスペクトル中でネットワークによって管理される通信において適用可能な方法（
例えばスケジューラが無線リソースを所与の地理エリアにおけるデバイス間通信に割り振
ることができる）までの、どんな方法を含んでもよい。同様に、デバイス間通信を使用す
るアプリケーションは、例えばソーシャルネットワーキング、マーケティングサービス、
および公衆安全アプリケーションを含めて、サービスのためのピアツーピアアプリケーシ
ョンからクライアントサーバアプリケーションまでのどんなアプリケーションを含んでも
よい。ソーシャルネットワーキングアプリケーションの例としては、Ｆａｃｅｂｏｏｋ（
登録商標）、Ｌｉｎｋｅｄ－Ｉｎ、Ｇｏｏｇｌｅ＋ハングアウト、オンラインデーティン
グサービスなどの連絡アプリケーション、Ｌａｔｉｔｕｄｅサービス、メッセージングお
よびチャットセッション、共同ゲーミングまたは共同仮想作業環境（例えば仮想ＬＡＮを
含む）が挙げられる。マーケティングサービスアプリケーションの例としては、プロモー
ション提供（例えばＦｏｕｒＳｑｕａｒｅ）、自動化されたサービス（例えば空港チェッ
クイン）、ローカライズされたツーリスト情報、コンテキストに沿った、かつ／または店
内における消費者情報、オンデマンドのコンテキストベース／位置ベースのマーケティン
グおよび広報、並びにモバイル支払いが挙げられる。
【００５９】
　例えば、ＬＴＥサービスを提供することに加えて、オペレータはまた、２．４ＧＨｚ周
波数帯域における８０２．１１ｂ／ｇ／ｎ、３．６ＧＨｚ周波数帯域における８０２．１
１ｙ、および／または、５ＧＨｚ周波数帯域における８０２．１１ａ／ｈ／ｊ／ｎなど、
１または複数のＷｉＦｉ技術を使用して、ＷｉＦｉサービス（例えばホットスポットエリ
アでの）のためのサポートを提供することもできる。オペレータは、自分のＷｉＦｉサー
ビスを、ＷｉＦｉオフロードアプリケーションとして、またはＷｉＦｉアグリゲーション
として展開することができる。
【００６０】
　オペレータは、ＬＴＥフェムトセル、Ｈｏｍｅ　ＮＢ（ＨＳＰＡの場合）、および／ま
たはＨｏｍｅ　ｅＮｏｄｅＢ（ＬＴＥの場合）を介して、サービスをオフロードアプリケ
ーションとして提供することができる。一実施形態では、ＷｉＦｉオフロードは、次のよ
うな１または複数のセキュリティパラメータによって特徴付けることができる。すなわち
、セキュリティプロトコルのタイプ（例えば、ＷＥＰ（Wired Equivalent Privacy）、Ｗ
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ＰＡ（Wi-Fi Protected Access）、ＷＰＡＩＩ（ＷＰＡ２）の１つ）、暗号化アルゴリズ
ムのタイプ（例えば、一時鍵保全性プロトコル（ＴＫＩＰ）および事前共有鍵モード（Ｐ
ＳＫ）の一方）、および、セキュリティ鍵（例えば、１６進数のストリングまたはビット
ストリング。これは一実施形態では、ＷｉＦｉデバイスが既知の鍵導出関数を使用して暗
号化鍵をさらに導出する際の元となる情報（例えばパスフレーズ）に対応するものとする
ことができる）などである。ＷｉＦｉサービスはまた、ＩＥＥＥ８０２．１６またはＩＥ
ＥＥ８０２．２０を使用して実現することもできる。
【００６１】
　ＷｉＦｉローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）またはＷｉＦｉは、任意のタイプの
ＩＥＥＥ８０２．１１、８０２．１６または８０２．２０アクセスを指すことができる。
ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵは、１または複数の３ＧＰＰ　ＲＡＴおよび１または複数のＷｉＦｉ
技術をサポートおよび実装するＷＴＲＵとすることができる。ＷＬＡＮ　ＡＮは、ＷｉＦ
ｉアクセスを実装しＩＰネットワーク接続性を提供するネットワークノードとすることが
できる。ＷＬＡＮ　ＡＰは、ＷＬＡＮ　ＡＮへのＷｉＦｉアクセスを実装するアクセスポ
イントとすることができる。一実施形態では、ＷＬＡＮ　ＡＰは、１または複数の３ＧＰ
Ｐ　ＲＡＴ（例えばＨＳＰＡ　ＮＢ、ＬＴＥ　ｅＮＢ）および１または複数のＷｉＦｉ技
術をサポートおよび実装するネットワークノードを含んでよい。ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵが、
同じＷＬＡＮ　ＡＮの、あるＷＬＡＮ　ＡＰから別のＷＬＡＮ　ＡＰに移動するとき、Ｗ
ｉＦｉ技術によるモビリティは、ペデストリアンモビリティに制限されることがある。
【００６２】
　ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵは、ＷＬＡＮ　ＡＮとデータを交換する前に、まずＷＬＡＮ　ＡＰ
との関連付けを確立することができる。ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵは最初に、利用可能なＷＬＡ
Ｎ　ＡＮを発見し、次いで１つを選択して認証（必要なら）を実施し、最後にそれ自体を
アクセスポイントに関連付けることができる。ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵは、ＷＬＡＮ　ＡＮと
同期されてよく、データフレームを送り始めることができる。
【００６３】
　ＩＥＥＥ８０２．１１仕様書は、利用可能なアクセスポイントを発見するための方法と
して、２つの異なる方法、すなわちパッシブ・スキャニングとアクティブ・スキャニング
を定義する。これらの方法を使用して、ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵは、利用可能なＷＬＡＮ　Ａ
Ｎのリストを決定することができる。また、既知のＷＬＡＮ　ＡＮに自動的に再接続され
るように構成されていない限り、ユーザ入力が必要とされてよい。
【００６４】
　アクセスポイントは、ビーコン信号を周期的にブロードキャストする。ＷＬＡＮ　ＷＴ
ＲＵは、このビーコン信号を受信して、対応するＷＬＡＮ　ＡＮのいくつかのパラメータ
（例えばＳＳＩＤまたはサポートされるレート）、並びに受信信号強度を決定することが
できる。パッシブ・スキャニングを使用するときは、ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵは、要求を送信
することなく情報を収集することができる（例えば受信できる信号に基づいて）。
【００６５】
　アクティブ・スキャニングを使用するときは、ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵは、ブロードキャス
トフレームを送信する。このブロードキャストフレームに対して、範囲内のどんなアクセ
スポイントも、プローブ応答で応答することができる。アクティブ・スキャニングは任意
選択であり、共有媒体上でプローブ信号を送信するための追加のオーバヘッドをネットワ
ークに課す可能性がある。
【００６６】
　ＷＬＡＮ　ＡＮの発見および選択を改善するために、ＩＥＥＥ８０２．１１ｕは、ネッ
トワーク発見および選択の方法を指定する。ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵは、ＧＡＳと呼ばれるト
ランスポートメカニズムを使用して、ＷＬＡＮ　ＡＮとの関連付けを実施する前に広告サ
ービスを介して追加の情報を受信することができる。ＧＡＳは、種々の広告プロトコルの
ためのトランスポートプロトコルであり、ＧＡＳ送信は、関連付けられた状態または関連
付けられていない状態のＷＬＡＮ　ＷＴＲＵによって受信することができる。ＷＬＡＮ　
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ＷＴＲＵは、インターワーキング要素を使用して、ＷＬＡＮ　ＡＮがＩＥＥＥ８０２．１
１ｕをサポートすると決定することができる。ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵは、発見されたＳＳＩ
Ｄへのクエリを掲示することができる（例えば受動的またはアクティブ・スキャニングを
使用して）。次いでＷＬＡＮ　ＷＴＲＵは、オペレータ関連パラメータを示す応答をＷＬ
ＡＮ　ＡＮから受信することができる。
【００６７】
　発見関連情報は、アクセスネットワークタイプ［範囲０～１５］（例えば、私設ネット
ワーク、ゲストアクセス付きの私設ネットワーク、課金可能な公衆ネットワーク、または
無料公衆ネットワーク）、ローミング情報および会場情報などのパラメータを含む場合が
ある。選択関連情報は、ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵからのクエリの結果として得られるものとす
ることができ、ドメイン名、証明タイプおよびＥＡＰ方法などのパラメータを含む場合が
ある。
【００６８】
　記憶された証明およびオペレータポリシに基づいて、かつ、一実施形態ではユーザ対話
にも基づいて、ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵは、どのＷＬＡＮ　ＡＮと関連付けるべきか決定する
ことができる。異なるＩＥＥＥ８０２．１１ネットワーク間のローミングアグリーメント
を実現することができる。ＳＳＰＮと呼ばれるプロトコルがアクセスポイントへの通信を
サポートし、それにより、ユーザ証明およびユーザポリシをＷＬＡＮ　ＡＮに通信するこ
とができる。
【００６９】
　３ＧＰＰは、ユーザトラフィックをオフロードできることを伴う、ＷＬＡＮアクセスネ
ットワーク間のインターワーキングを実施する手段として、ＷＬＡＮネットワークへのア
クセスをサポートするためのいくつかの異なる解決法に取り組んできた。例えば、非特許
文献４には、ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵが、３ＧＰＰシステムを介した認証および許可を使用し
て、インターネット接続性を達成し３ＧＰＰ　ＰＳサービスにアクセスする方法が記述さ
れている。記述されている方法は、ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵと、３ＧＰＰ　ＣＮ中のパケット
データゲートウェイ（ＰＤＧ）との間でトンネルを確立することを必要とする。非特許文
献４にはまた、ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵが、ＨＰＬＭＮのリモートＩＰアドレス、ＤＨＣＰサ
ーバおよびＤＮＳなど、ＩＰ関連の構成パラメータを３ＧＰＰ　ＣＮノードから受信する
方法も記述されている。非特許文献４にはまた、ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵがローカルＩＰアド
レス（例えばＷＬＡＮ　ＡＮ識別子）のみを有する場合のＷＬＡＮ直接ＩＰアクセス、お
よびＷＬＡＮ　ＷＴＲＵがローカルＩＰアドレス（トンネルの外側ＩＰアドレス）とリモ
ートＩＰアドレス（トンネルの内側ＩＰアドレス）の両方を有する場合のＷＬＡＮ　３Ｇ
ＰＰ　ＩＰアクセスも記述されており、このリモートＩＰアドレスは、ＷＬＡＮ　ＡＮ　
ＩＰアドレス空間内でＷＬＡＮ　ＡＮまたはＰＬＭＮによって割り当てることができる。
【００７０】
　別の例では、非特許文献５には、非３ＧＰＰアクセスのためのアーキテクチャ向上と、
信頼されないアクセスとしてのＷＬＡＮを３ＧＰＰ進化型パケットコア（ＥＰＣ）に統合
するための参照アーキテクチャと、ＰＭＩＰｖ６およびＧＴＰモビリティをサポートする
進化型パケットデータゲートウェイ（ｅＰＤＧ）にＷＬＡＮを接続する方法とが記述され
ている。
【００７１】
　別の例では、非特許文献６には、ＩＰフローモビリティおよびシームレスなＷＬＡＮオ
フロードが記述されている。別の例では、非特許文献７には、ＤＳＭＩＰｖ６に基づいて
３ＧＰＰアクセスとＷＬＡＮアクセスとの間でＩＰモビリティを実施する方法が記述され
ている。
【００７２】
　加えて、いくつかのプロプラエタリな取組みが考察されてきた。例えば、Ｑｕａｌｃｏ
ｍｍのＷＴＲＵ中心の接続性エンジン（ＣｎＥ）などだが、これは、３Ｇ／ＬＴＥ　Ｗｉ
Ｆｉオフロードフレームワークのためのフレームワークを考察している。このフレームワ
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ークの目的は、３Ｇ／ＬＴＥ無線インタフェースとＷｉＦｉインタフェースとのいずれか
を介して特定のＩＰサービス（例えばＨＴＴＰ、ビデオストリーミング、ＶｏＩＰ）をル
ーティングするのを可能にすることである。提案されるフレームワークは、３つの構成要
素からなる。すなわち、オペレータポリシをおそらく動的に提供するためのメカニズムと
、計画外のＷｉＦｉネットワークの特性を検出するための、デバイス中のアルゴリズム（
その焦点は、利用可能なネットワークの使用としてどれが最良の可能な使用かをＷＴＲＵ
が自律的に決定できることである）と、３Ｇ／ＬＴＥとＷｉＦｉとの間でトランスペアレ
ントなハンドオーバを可能にするためのメカニズムとである。
【００７３】
　特に、Ｑｕａｌｃｏｍｍの実装形態は、前述の標準的な３ＧＰＰ技術に依拠し、この実
装形態はまた、測定およびＷＴＲＵによって開始されるハンドオーバを実施するための技
法であって、ＷＴＲＵ中心の、ＷＴＲＵ自律型の、かつ主として実装関連の技法を記述し
ている。言い換えれば、記述されている方法は、３ＧＰＰ　ＣＮへの接続の確立に依拠し
、ＣＮベースのシームレスなＩＰモビリティのための既存の方法以上には、ＷＴＲＵがど
のように３ＧＰＰおよびＷＬＡＮ　ＡＮにアクセスするかをネットワークが制御するため
の方法を含んではいない。
【００７４】
　一般に、上記の解決法は全て、ＷＬＡＮアクセスノード（ＷＬＡＮ　ＡＮ）と３ＧＰＰ
コアネットワーク（３ＧＰＰ　ＣＮ）との間の接続性を確立することに基づき、ＷＬＡＮ
　ＷＴＲＵと３ＧＰＰ　ＣＮとの間の認証、許可およびトンネル確立を必要とする。言い
換えれば、適用される原理は、ＷＬＡＮアクセスが、他の３ＧＰＰアクセス（例えばＬＴ
Ｅ、ＷＣＤＭＡ／ＨＳＰＡ）とは別個の独立したアクセス技術であり、３ＧＰＰ　ＣＮの
機構を使用して、ＷＬＡＮサービス（当該データ転送に対する差別化されたＱｏＳおよび
課金を含む）をオペレータから提供できるための手段を提供する、ということである。ト
ラフィックの切換えは、オペレータのポリシに基づくことができ、３ＧＰＰ　ＣＮ中で実
施することができる。この手法は、スタンドアロンＷＬＡＮ　ＡＮの展開などの展開コス
ト、および既存のＣＮノードへの影響の点で、いくつかの欠点を有する可能性がある。
【００７５】
　本明細書に述べる実施形態は、一般に、２つのタイプのＷｉＦｉオフロードサービス、
すなわち、リダイレクションによるセルラー補助ＷｉＦｉオフロード（cellular-assiste
d with redirection WiFi offload）と、セルラー制御ＷｉＦｉオフロード（cellular-co
ntrolled WiFi offload）とに言及する。リダイレクションによるセルラー補助ＷｉＦｉ
オフロードの場合、ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵは、セルラーシステム（例えば、ＨＳＰＡ　ＷＴ
ＲＵまたはＬＴＥ　ＷＴＲＵなどのマクロセル）と確立されたＲＲＣ接続上でシグナリン
グが受信されるのに続いて、ＷＬＡＮ　ＡＰとの関連付けを確立することができる。シグ
ナリングは、３ＧＰＰアクセスからＷｉＦｉアクセスへのＲＡＴ内ハンドオーバと同様と
することができる。セルラー制御ＷｉＦｉオフロードの場合、ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵは、例
えばマクロセル（例えばＨＳＰＡ　ＷＴＲＵまたはＬＴＥ　ＷＴＲＵとしての）への、そ
のＲＲＣ接続を維持しながら、ＷＬＡＮ　ＡＰとの関連付けを確立することができる。言
い換えれば、ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵ　は、ＷｉＦｉ　ＡＮ上とＨＳＰＡまたはＬＴＥ無線ア
クセス上とで同時に動作することができる。
【００７６】
　３ＧＰＰはまた、ＷＬＡＮ　ＡＮと３ＧＰＰアクセスとの間のインターワーキングをサ
ポートする可能性も考察してきたが、その焦点は、２つのアクセス間のより密な統合を可
能にすることになる、かつ複製３ＧＰＰ　ＣＮ機能の必要性を回避するのを可能にするこ
とになる解決法であった。考察は、ＷＬＡＮ　ＡＮおよびＷＬＡＮエアインタフェースに
加える変更を最小限に抑えながら、何らかの形のキャリアアグリゲーションを実施できる
ことを含んでいた。想定される展開シナリオは、ＷｉＦｉ無線と統合された、またはＷｉ
Ｆｉ無線を伴うリモート無線要素（ＲＲＨ）と統合された、小さい３ＧＰＰセル（例えば
ピコ、フェムト、リレー）を含む。
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【００７７】
　また、３ＧＰＰでは、現在利用可能な種々のＣＮベースの代替形態、並びに上述した展
開シナリオを、検討のために要約する考察もあった。考察は、３ＧＰＰ　ＬＴＥとＷｉＦ
ｉとの間の何らかの形のアグリゲーションに焦点を合わせたものであったが、この研究を
３ＧＰＰ　ＨＳＰＡに拡張することは、３ＧＰＰ　ＲＮＣに対する変更が場合によっては
必要になるという欠点があるにもかかわらず、排除されるべきではない。
【００７８】
　本明細書では、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ＬＴＥ技術に関し
て実施形態を述べるが、他の無線技術にも等しく適用可能とすることができる。
【００７９】
　本明細書に述べる実施形態では、クライアントサーバ通信は、例えば、複数のデバイス
を伴うことができタスクおよびリソースを区分化することができる分散アプリケーション
を含んでよく、それにより、ピアは、リソース（例えばアプリケーションデータ）の供給
側（送信側）と消費側（受信側）のいずれかである。例えば、このタイプの通信は、ＩＰ
レイヤよりも上のサービスを提供するサーバ（例えばアプリケーションサーバ）を伴うこ
とができる。例えば、このタイプの通信は、無線リソースの割振りなどのサービスをクラ
イアントに提供する１または複数のネットワーク要素（例えば、フェムトセルネットワー
ク要素、基地局（例えばＨｏｍｅ　ＮｏｄｅＢもしくはＨｏｍｅ　ｅＮＢ）、直接ＷＴＲ
Ｕ間通信を提供できるＷＴＲＵ、または、ＷｉＦｉアクセスポイントなどのアクセスポイ
ント）を伴うことができる。
【００８０】
　本明細書に述べる実施形態では、ピアリング（peering）は、例えば、グループおよび
／またはピアツーピアネットワークを形成できる複数のデバイスを伴うことのできる分散
アプリケーションを含んでよい。例えば、このタイプの通信は、所与の分散ＩＰアプリケ
ーションに関するデータを交換する１または複数のデバイスを伴うことができる。例えば
、このタイプの通信は、ＷｉＦｉネットワークなどの無線リソースを使用して協調方式で
通信する１または複数のネットワーク要素を伴うことができる。
【００８１】
　物理レイヤの観点からは、ピアリングは、例えば、共有媒体を使用する直接デバイス間
送信（送信は、専用リソース割振りを使用して制御ネットワークノードによってスケジュ
ールされる）を使用して実現することができ、このアクセスは、キャリアセンシングに基
づく場合があり、かつ／または、カバレッジエリア内でのブロードキャスト／マルチキャ
スト送信を必要とする場合がある。トランスポートレイヤの観点（例えばＩＰ）からは、
ピアリングは、複数のピア間のユニキャスト送信および／またはマルチキャスト送信を含
んでよい。ユニキャスト送信の場合は、同じアプリケーションデータの複数のコピーが、
発信元デバイスによって、またはアプリケーションサーバによって、複数の接続されたピ
ア（各ピアは異なるＩＰフローを使用する）に向けて送信されてよい。マルチキャスト送
信の場合は、アプリケーションデータの単一のコピーが、単一のＩＰフローとしてネット
ワークに向けて送信されてよく、このデータは、１または複数のネットワークノードによ
って、マルチキャストフローに加入した各ピアに向けて複製されてよい。アプリケーショ
ンレイヤの観点（例えばグループチャットアプリケーション）からは、ピアリングは、複
数のデバイスを伴う任意のアプリケーションを含んでよく、ピアは、リソース（例えばア
プリケーションデータ）の供給側（送信側）と消費側（受信側）の両方である。従って、
ピアリング通信は、上記の任意の組合せを指す場合がある。例えば、ピアリング通信は、
無線リンク（例えばＬＴＥ）を介し、専用無線リソース（例えばＰＤＣＣＨによってスケ
ジュールされるＰＤＳＣＨ）を使用して、ユニキャストプロトコル（例えばＲＴＰ／ＵＤ
ＰまたはＴＣＰ／ＩＰ）を介してトランスポートされる、ピアツーピアアプリケーション
（例えば複数ユーザのビデオ会議またはチャットアプリケーション）を含む場合がある。
【００８２】
　本明細書に述べる実施形態では、プルサービスは、例えば、通常はクライアントがサー
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バまたは別のピアとの通信セッションを開始することになるようなサービスを含んでよく
、サーバ／ピアは、入来する要求を待機することができる。さらに、本明細書に述べる実
施形態では、プッシュサービスは、例えば、サーバがアプリケーションデータの転送（例
えば通信セッションの開始または既存セッションの使用を含む）をクライアントまたは別
のピアと開始できるようなサービスを含んでよく、クライアント／ピアは、入来するアプ
リケーションデータを受諾することができる。
【００８３】
　本明細書に述べる実施形態では、ローカライズドアプリケーションは、１または複数の
モバイルデバイスと、０（例えば直接デバイス間通信）または１以上（例えば無線リソー
スを介したネットワーク制御通信の場合）のネットワークエンティティ（例えばｅＮＢ、
ＭＭＥ、ローカライズドアプリケーション情報サーバ（ＬＡＩＳ））との間の、任意の形
のクライアントサーバ通信またはピアリング通信（例えばプルおよびプッシュアプリケー
ションを含む）を含んでよい。一実施形態では、ローカライズドアプリケーションは、追
加で、アプリケーションのセッションを指す場合もある。例えば、セッションは、同じグ
ループ（例えば友達、サークル、コミュニティグループ、または専門グループ）に属する
複数のＷＴＲＵによって共有される場合がある。グルーピングおよび／またはセッション
情報は、加入者プロファイル情報、測位情報、もしくはサービス加入に基づくことができ
、または、ＬＡＩＳへのアクセス時に選択されてよい（例えば登録時にユーザによって選
択される）。加えて、ローカライズドアプリケーションはまた、同じまたは異なるタイプ
のＲＡＴ（例えばＬＴＥ、ＨＳＰＡ、またはＷｉＦｉ）からのセルなど、ネットワーク要
素への接続性（例えばＲＡＴからＲＡＴにトラフィックをオフロードするための）を指す
場合もある。
【００８４】
　図３は、無線通信方法の流れ図３００である。図３に示す例では、ＷＴＲＵが、その位
置を決定する（３０２）。ＷＴＲＵは、例えば決定されたＷＴＲＵの位置に基づいて、ア
プリケーションがＷＴＲＵに利用可能かどうか判定することができる（３０４）。アプリ
ケーションがＷＴＲＵに利用可能であると判定された場合、ＷＴＲＵは、アプリケーショ
ンをホストするアプリケーションサービスへのアクセスを開始することができる（３０６
）。一実施形態では、ＷＴＲＵは、アプリケーションサービスへの登録を開始することに
よって、アプリケーションサービスへのアクセスを開始することができる。
【００８５】
　図４は、別の無線通信方法の流れ図４００である。図４に示す例では、ＷＴＲＵが、ア
プリケーションサービスによってホストされる所与のアプリケーションがＷＴＲＵに利用
可能であることを示す表示（indication）を、アプリケーションサービスから受信する（
４０２）。一実施形態では、表示は、アプリケーションサービスによってホストされる所
与のアプリケーションのロケーションエリア内にＷＴＲＵがあることを示す表示とするこ
とができる。ＷＴＲＵは、表示を受信するのに応答して、所与のアプリケーションをホス
トするアプリケーションサービスへのアクセスを開始することができる（４０４）。一実
施形態では、ＷＴＲＵは、アプリケーションサービスへの登録を開始することによって、
アプリケーションサービスへのアクセスを開始することができる。
【００８６】
　アプリケーションがＷＴＲＵに利用可能かどうか（例えば３０４または４０２）は、例
えばローカライズドアプリケーション情報（ＬＡＩ）に基づいて判定することができる。
ＬＡＩは、例えば１または複数の要素のリストとして構築されてよく、リスト中の各要素
は、特定のアプリケーションに関係する情報に対応してよい。ＬＡＩ中の各要素は、アプ
リケーション識別子、アプリケーションタイプ、所与のアプリケーションのロケーション
エリア、所与のアプリケーションのカバレッジエリア、所与のアプリケーションの利用可
能性、所与のアプリケーションに必要とされるアクセス証明、所与のアプリケーションの
通信パラメータおよびアプリケーショントリガのうちの、少なくとも１つを含んでよい。
【００８７】
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　アプリケーション識別子は、種々のトランザクション（例えば登録、登録解除、または
アプリケーションセットアップ）のために特定のアプリケーションを識別するのに使用す
ることができる。アプリケーションタイプは、種々のトランザクション（例えば登録）の
ためにアプリケーションのサブセットを決定するのに使用することができる。
【００８８】
　所与のアプリケーションのロケーションエリアに関しては、アプリケーションの利用可
能性および／またはアクセシビリティは、測位基準と相関関係にある場合がある。基準が
満たされるならば、エンティティ（例えば、ＷＴＲＵ、または、ＬＡＳなどのネットワー
クノード）は、アプリケーションに関係するさらに他のプロシージャをＷＴＲＵが実施で
きると判定することができる。例えば、ＷＴＲＵは、基準が満たされたとき、当該アプリ
ケーションに登録することができ（例えば利用可能性）、かつ／または当該アプリケーシ
ョンのための通信を開始することができる（例えばアクセシビリティ）。例えば、アプリ
ケーションは、特定の地理エリア内で利用可能である場合がある。別の例として、基準は
、ＷＴＲＵのポジションが何らかのエリア内であることであってよい。このようなエリア
の例としては、所与の許容誤差を含む地理的ポジション、セルのセクタ、セル、所与のｅ
ＮＢからの信号の受信、第２のＷＴＲＵからの発見関連信号の受信、トラッキングエリア
、または、所与のＭＭＥによってサービスされるセルが挙げられる。例えば、アイドルモ
ードのＷＴＲＵが、セル（再）選択を実施し、選択したセル上にキャンプすることができ
る。次いでＷＴＲＵは、関心のあるローカライズドアプリケーションが、選択したセル中
で利用可能であると判定し、セル中でのアプリケーションの利用可能性のみに基づいて、
アプリケーションにアクセスできると判定することができる。次いでＷＴＲＵは、アプリ
ケーションのための通信を開始することができる。
【００８９】
　所与のアプリケーションのカバレッジエリアに関しては、所与のアプリケーションにつ
いてカバレッジエリアがロケーションエリアと異なる（例えば、カバレッジエリアが示さ
れ、カバレッジエリアがロケーションエリアよりも小さい）場合、アプリケーションのア
クセシビリティはさらに、測位基準と相関関係にある場合がある。基準が満たされるなら
ば、エンティティ（例えば、ＷＴＲＵ、または、ＬＡＳなどのネットワークノード）は、
アプリケーションに関係するさらに他のプロシージャをＷＴＲＵが実施できると判定する
ことができる。例えば、ＷＴＲＵがすでにアプリケーションに登録されている場合、また
は登録が当該アプリケーションに必要ない場合は、ＷＴＲＵは、基準が満たされたとき、
当該アプリケーションのための通信を開始することができる（例えばアクセシビリティ）
。例えば、アプリケーションは特定の地理エリア（例えばセル）内でアクセス可能である
場合があり、このエリアは、ロケーションエリアのサブセット（例えば複数のセルを含む
トラッキングエリア）とすることができる。別の例として、基準は、ＷＴＲＵのポジショ
ンが何らかのエリア内であることであってよい。このようなエリアの例としては、所与の
許容誤差を含む地理的ポジション、セルのセクタ、セル、所与のｅＮＢからの信号の受信
、第２のＷＴＲＵからの発見関連信号の受信、トラッキングエリア、または、所与のＭＭ
Ｅによってサービスされるセルが挙げられる。例えば、アイドルモードのＷＴＲＵが、セ
ル（再）選択を実施し、選択したセル上にキャンプすることができる。次いでＷＴＲＵは
、関心のあるローカライズドアプリケーションが、選択したセル中で利用可能であると判
定することができる。ＷＴＲＵはさらに、その位置を決定／取得する（例えば測位方法を
使用して）ためのプロシージャを開始し、さらに、ＷＴＲＵのポジションが当該アプリケ
ーションのカバレッジエリア（一実施形態では地理的エリアとして表される）内であるこ
とに基づいて、アプリケーションにアクセスできると判定することができる。次いでＷＴ
ＲＵは、アプリケーションのための通信を開始することができる。アプリケーションのカ
バレッジエリアは、そのロケーションエリアと等しい場合もある。
【００９０】
　所与のアプリケーションの利用可能性に関しては、所与のアプリケーションの利用可能
性は、少なくとも１つのピアおよび／またはサーバが通信できるか否かと相関関係にある
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場合がある。例えば、クライアントサーバアプリケーションの場合、サービスは、サーバ
が登録されているならば、かつ／またはサーバがクライアントから新しい要求を受信でき
るならば、利用可能とすることができる。別の例では、ピアリングアプリケーションの場
合、アプリケーションは、サービスに関心がある（かつ／または登録されている）デバイ
ス（このＷＴＲＵを除く）の数が、サービスについての特定の閾値よりも多い（例えば０
よりも多い）ならば、利用可能とすることができる。別の例として、ネットワークオフロ
ーディングアプリケーションの場合、アプリケーションは、オフロードセルおよび／また
はネットワークにＷＴＲＵからアクセスできることをＷＴＲＵのアクセス証明が示すなら
ば、利用可能とすることができる。例えば、ＷｉＦｉオフロードアプリケーションの場合
、これは、加入者タイプおよび／もしくはＷｉＦｉネットワークの識別子（例えば基本的
なＳＳＩＤおよび／もしくはＭＡＣ識別子）、並びに／または、１もしくは複数のセキュ
リティパラメータに基づくことができる。Ｈｏｍｅ　ｅＮＢまたは類似のノードの場合、
これは、限定加入者グループ（ＣＳＧ）識別子（ＣＧＩ）、物理セル識別子（ＰＣＩ）、
および／またはＣＳＧリストに基づくことができる。
【００９１】
　所与のアプリケーションに必要なアクセス証明に関しては、アプリケーションは、サー
ビスとの通信を開始するＷＴＲＵが十分な証明を有するか否か判定するためのトランザク
ションを必要とする場合がある。例えばこれは、加入者の識別子と、認証および／または
暗号化のための１または複数のセキュリティ鍵と、認証および／または暗号化のための１
または複数のセキュリティアルゴリズムと、グループ識別子とを含んでよい。
【００９２】
　所与のアプリケーションの通信パラメータは、アプリケーションについてのＩＰアドレ
ス、所与のアプリケーションについてのトランスポートプロトコルタイプ、所与のアプリ
ケーションについてのポート番号、ＳＩＰ／ＵＲＬ、ＭＢＭＳ関連情報、セキュリティ関
連パラメータ（例えばアプリケーションレベル暗号化パラメータ）のうちの、少なくとも
１つを含んでよい。クライアントサーバアプリケーションの場合、例えば、アプリケーシ
ョンについてのＩＰアドレスは、サーバ（例えば別のモバイルデバイスに対応する）のＩ
Ｐアドレスを含んでよい。ピアリングアプリケーションの場合、例えば、アプリケーショ
ンについてのＩＰアドレスは、ピアリングアプリケーションサーバのＩＰアドレス、１も
しくは複数の他のピア（例えば他のＷＴＲＵに対応する）のＩＰアドレス、またはマルチ
キャストＩＰアドレスを含んでよい。
【００９３】
　所与のアプリケーションについてのトランスポートプロトコルタイプは、例えば、ＴＣ
Ｐ（例えばクライアントサーバタイプのアプリケーションの場合）、またはＵＤＰ（例え
ばピアリングアプリケーションの場合）とすることができる。所与のアプリケーションに
ついてのポート番号は、例えば、ＴＣＰポート番号（例えばクライアントサーバタイプの
通信の場合）、またはＵＤＰポート番号（例えばピアリングアプリケーションの場合）を
含んでよい。
【００９４】
　アプリケーションについてのＩＰアドレス、所与のアプリケーションについてのトラン
スポートプロトコルタイプ、および所与のアプリケーションについてのポート番号はいず
れも、ＳＩＰメッセージおよび／またはＵＲＬに含まれてよい。
【００９５】
　ＭＢＭＳチャネルを使用して送信できるアプリケーションの場合、ＭＢＭＳ関連情報は
、例えば、所与のアプリケーションに対してどんなＭＢＳＦＮエリア（例えばＭＢＭＳセ
ルグループ識別子）および／またはどんなＭＢＭＳ制御チャネル（ＭＣＣＨ）を使用して
ＤＬブロードキャストにアクセスできるかをＷＴＲＵが決定するのを可能にすることので
きるパラメータを含んでよい。一実施形態では、これはまた、当該アプリケーションに対
応するＭＢＭＳサービスの識別子も含んでよい。
【００９６】
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　アプリケーショントリガに関しては、アプリケーショントリガは、真であるときに、例
えばアプリケーションおよび／もしくはセッションにアクセスするためにアプリケーショ
ンおよび／もしくはセッションに登録するようＷＴＲＵをトリガするか、またはアプリケ
ーションへのその登録を終了するようＷＴＲＵをトリガすることのできる、１または複数
の条件を含む場合がある。例えば、これは、近接性検出のための測位情報を含んでよく、
それによりＷＴＲＵは、示されたポジションからいくらかの距離内にあることを検出した
とき、自律的に、アプリケーションに登録すること、および／またはアプリケーションへ
のアクセスを開始することができる。
【００９７】
　ＷＴＲＵは、ＬＡＩを受信、送信、および／または記憶することができる。一実施形態
では、ＷＴＲＵは、別のＷＴＲＵからＬＡＩを得ることができる。別の実施形態では、Ｗ
ＴＲＵは、ネットワークエンティティ（例えばＬＡＩサーバ（ＬＡＩＳ））からＬＡＩを
得ることができる。他のエンティティが、ＬＡＩの少なくとも一部にアクセスすることが
できる。例えば、ネットワークエンティティは、上記の情報を記憶してＷＴＲＵと交換す
ることができる。
【００９８】
　ローカライズドアプリケーションをサポートするエリア中にＷＴＲＵがあるかどうか（
例えばサービングセルがローカライズドアプリケーションをサポートするかどうか）判定
するために、ＷＴＲＵは、所与のセル内でのローカライズドアプリケーションのサポート
に関係する１または複数のパラメータを維持することができる。このようなパラメータの
例としては、ローカライズドアプリケーションに対するサポートを示す表示、スケジュー
リング情報、および、当該セル中で利用可能な１または複数のアプリケーションに関する
ＬＡＩが挙げられる。あるいは、ＷＴＲＵは、ブロードキャストされる情報、専用シグナ
リング、およびより高いレイヤのシグナリングのうちの少なくとも１つを介して、上記の
パラメータの少なくともいくつかを含むシグナリングを受信することもできる。
【００９９】
　ローカライズドアプリケーションに対するサポートを示す表示は、例えば、インジケー
タビットを含んでよく、かつ／または、受信されたシグナリング中に情報要素が存在する
ことを含んでよく、この情報要素は、例えば、当該セル中でローカライズドアプリケーシ
ョンにアクセスするのに使用されるさらに他のセル特有パラメータを提供する。例えば、
ＷＴＲＵは、セルに関するブロードキャストシステム情報中に、ローカライズドアプリケ
ーションについてのシステム情報ブロック（ＳＩＢ）が存在することを検出し、当該セル
に対してローカライズドアプリケーションがサポートされると判定することができる。一
実施形態では、これは、当該セルに対して現在利用可能でないサービスの登録および／ま
たはサービスの開始が、サポートされるか否かを示す表示を含んでよい（例えば、広告さ
れるアプリケーションのリストは、半静的とすることができ、ＷＴＲＵについてのみ読み
取ることができる）。
【０１００】
　スケジューリング情報は、例えば、当該セル中でローカライズドアプリケーションにア
クセスするのに使用されるさらに他のセル特有パラメータをスケジュールするための特定
のＲＮＴＩ（例えばＬＡ－ＲＮＴＩ）を含んでよい。一実施形態では、１もしくは複数の
サブフレームのセット、および／または送信タイミングを、さらに他のセル特有パラメー
タのスケジューリングに使用することができる。例えば、ＷＴＲＵは、例えばＰＤＳＣＨ
上でスケジュールされるさらに他のパラメータ（例えば当該セル中で利用可能なアプリケ
ーションと適用可能なパラメータとのリスト（もしあれば））を復号するのにＷＴＲＵが
使用できるＲＮＴＩを、ローカライズドアプリケーションに適用可能なＳＩＢ上で受信す
ることができる。
【０１０１】
　当該セル中で利用可能な１または複数のアプリケーションに関するＬＡＩは、利用可能
なサービスおよび／またはサービスタイプ（例えばサービス広告）のリストを含んでよい
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。これは、例えば、当該セル中で利用可能な１または複数のアプリケーションと適用可能
なパラメータとのリストを含んでよい。例えば、ＷＴＲＵは、この情報を、ローカライズ
ドアプリケーションに適用可能なＳＩＢ上で、またはＰＤＳＣＨ上の別個の送信（ブロー
ドキャストと専用とのいずれか）上で受信することができる。ＷＴＲＵは、ＬＡＩを使用
して、例えば当該アプリケーションのロケーションエリアおよび／またはカバレッジエリ
アに基づいて、所与のサービングセル中で１または複数のローカライズドアプリケーショ
ンにアクセスできるかどうか判定することができる。これは、例えば、所与のセルの無線
リソースを扱う観点からｅＮＢがローカライズドアプリケーションをトランスペアレント
な方式で扱う展開において、当てはまる場合がある。
【０１０２】
　ＷＴＲＵが、上記のパラメータの少なくともいくつかを含むシグナリングを、ブロード
キャスト情報を介して受信する実施形態に関しては、ＷＴＲＵは、当該セルのＰＤＣＣＨ
のＣＳＳ中で受信されＲＮＴＩによってスクランブルされたＤＣＩを使用してスケジュー
ルされたＰＤＳＣＨ送信上で（例えばＳＩ－ＲＮＴＩを使用してスケジュールされたか、
またはセル特有ＲＮＴＩ（例えばＬＡ－ＲＮＴＩ）を使用して別個にスケジュールされた
ＳＩＢ上で）、ローカライズドアプリケーションに関係するパラメータを受信することが
できる。一実施形態では、ローカライズドアプリケーションに関係する少なくともいくつ
かのパラメータは、ＭＢＭＳ送信上で受信することができる。
【０１０３】
　例えば、アイドルモードまたは接続モードのＷＴＲＵは、ローカライズドアプリケーシ
ョンに関係する１または複数のパラメータを、システム情報獲得の一部として（当該セル
に移動するときのモビリティの場合）、またはシステム情報に関するＷＴＲＵの更新プロ
シージャの一部として、ブロードキャストシステム情報上のＳＩＢ中で受信することがで
きる。ＷＴＲＵは、ローカライズドアプリケーションが当該セル中でサポートされること
を示す表示を検出することができ（例えばＳＩＢ２などのＳＩＢの受信から）、ローカラ
イズドアプリケーションが当該セル中でサポートされると判定することができる。ＷＴＲ
Ｕは、ネットワークへの接続を開始して、例えば専用シグナリングを使用してローカライ
ズドアプリケーションに関するさらに他のパラメータを得ることができる。あるいは、Ｗ
ＴＲＵは、ローカライズドアプリケーション特有のＳＩＢが存在することを検出し、ロー
カライズドアプリケーションが当該セル中でサポートされると判定することもできる。
【０１０４】
　一実施形態では、ＳＩＢはスケジューリング情報（例えばＬＡ－ＲＮＴＩ）を含んでよ
く、従ってＷＴＲＵは、利用可能なアプリケーションとパラメータとのリスト（もしあれ
ば）など、さらに他のパラメータをＰＤＳＣＨ上で受信することができる。あるいは、Ｓ
ＩＢが、利用可能なサービスとパラメータとのリスト（もしあれば）を含んでもよい。一
実施形態では、ＷＴＲＵは、受信した情報を使用して、アプリケーションへの登録を開始
するか否か判定することができる。
【０１０５】
　ＷＴＲＵが、上記のパラメータの少なくともいくつかを含むシグナリングを、専用シグ
ナリングを介して受信する実施形態に関しては、ＷＴＲＵは、当該セルのＰＤＣＣＨのＣ
ＳＳ中で受信されＷＴＲＵのＣ－ＲＮＴＩによってスクランブルされたＤＣＩを使用して
スケジュールされたＰＤＳＣＨ送信上で、ローカライズドアプリケーションに関係するパ
ラメータを受信することができる。一実施形態では、ローカライズドアプリケーションに
関係する少なくともいくつかのパラメータは、ＲＲＣトランザクション（例えばＲＲＣ再
構成プロシージャ）を使用して、かつ／または、ＷＴＲＵとＬＡＩＳとの間のトランザク
ションのためのより高いレイヤのプロトコル（例えばＲＲＣ　ＰＤＵ中でトランスポート
される）を使用して、受信することができる。あるいは、ローカライズドアプリケーショ
ンに関係する少なくともいくつかのパラメータは、ＭＡＣ制御要素を使用して受信するこ
ともできる。
【０１０６】
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　ＷＴＲＵは、そのＷＴＲＵ能力の一部として、ローカライズドサービスへのアクセスを
サポートすることを示す表示を含んでよい。次いでＷＴＲＵは、サービスがサービングセ
ル中でサポートされる場合および／または利用可能な場合は、ｅＮＢによって、サービス
へのアクセスに必要なパラメータで構成されてよい。例えば、接続モードのＷＴＲＵは、
ネットワークによってスケジューリング情報（例えばＬＡ－ＲＮＴＩ）で構成されてよく
、従ってＷＴＲＵは、利用可能なアプリケーションとパラメータとのリスト（もしあれば
）など、さらに他のパラメータをＰＤＳＣＨ上で受信することができる。一実施形態では
、これは、最初の接続セットアップ中に示されるＷＴＲＵの能力に基づくことができる。
一実施形態では、構成は、利用可能なサービスとパラメータとのリスト（もしあれば）を
含んでよい。一実施形態では、ＷＴＲＵは、受信した情報を使用して、アプリケーション
への登録を開始するか否か決定することができる。
【０１０７】
　ＷＴＲＵが、上記のパラメータの少なくともいくつかを含むシグナリングを、より高い
レイヤのシグナリングを介して受信する実施形態に関しては、接続モードのＷＴＲＵは、
より高いレイヤのプロトコル（例えばＲＲＣ　ＰＤＵ中でトランスポートされる）を使用
して、パラメータの少なくともいくつかを受信することができる。例えば、ＷＴＲＵは、
ＬＡＩＳサーバから、ＷＴＲＵに利用可能なアプリケーションおよび／またはサービスタ
イプのリストを受信することができる。一実施形態では、これは、ＷＴＲＵとＬＡＩＳと
の間の要求－応答トランザクションの一部とすることができ、このトランザクションは、
ＷＴＲＵのポジションおよび／もしくは位置に関係するパラメータ、ユーザプロファイル
、並びに／またはセキュリティパラメータの交換を含んでよい。
【０１０８】
　ローカライズドアプリケーションに関係するパラメータへのアクセスをＷＴＲＵが有す
るとき、ＷＴＲＵは追加で、ローカライズドアプリケーションをセルがサポートすること
を検出した際に、または登録プロシージャを開始すべきであると決定した際に、位置およ
び／または測位に関係するプロシージャを開始することができる。一実施形態では、ＷＴ
ＲＵは、このような追加のプロシージャを、ＷＴＲＵ内に記憶されたユーザプロファイル
に基づいて、かつ／または当該ＷＴＲＵのユーザから入力があったときに（例えばプルサ
ービスの場合）、自律的に開始することができる。あるいは、ＷＴＲＵは、このようなプ
ロシージャを、ネットワークから（例えばｅＮＢから、またはＬＡＩＳから）要求を受信
したときに開始することもできる。例えば、このような場合、ＷＴＲＵは、ＧＰＳモジュ
ールを作動させ、位置更新および／またはトラフィックエリア更新を開始し（例えばＭＭ
Ｅに向けて）、測位要求／更新プロシージャを開始し（例えば、Ａ－ＧＰＳプロシージャ
、ＯＴＤＯＡ、セルＩＤベースの測位、またはいずれか他の測位方法を例えば使用して、
ＬＣＳによって）、近接性検出に使用できるポジション関連パラメータを決定し、関心の
ある少なくとも１つのアプリケーションについて近接性検出を開始することができる。
【０１０９】
　ＷＴＲＵは、関心のあるローカライズドアプリケーションのロケーションエリア内にあ
ることを検出するためのプロシージャ（例えば発見）を実施することによって、どんなロ
ーカライズドアプリケーションが利用可能かを決定することができる。これは、例えば、
所与のアプリケーションのロケーションエリア内にあることを自律的に決定すること（例
えばプル挙動（behavior））、ネットワークノードに要求を送信すること（例えばプル挙
動）、所与のアプリケーションのロケーションエリア内にあることを示す表示をネットワ
ークから受信すること（例えばプッシュ挙動）、または、当該アプリケーションに対応す
るＭＢＭＳセッション（例えば１もしくは複数のＭＴＣＨ）が当該セル中でスケジュール
される（例えばＭＣＣＨ上で）と決定することによって、行うことができる。所与のアプ
リケーションのロケーションエリア内にあることをＷＴＲＵが自律的に決定することに関
しては、アプリケーションは、セル中で広告されてよい（例えば、ＰＤＳＣＨ送信上で受
信されるＳＩＢまたは他の情報中でリストされてよい）。ＷＴＲＵがネットワークノード
に要求を送信することに関しては、例えば、ＷＴＲＵは、対応するエリア中で利用可能な
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アプリケーションのリストを求める要求と共に、ポジション情報をＬＡＩＳに送信するこ
とができる。一実施形態では、ＷＴＲＵはこれを、あるタイプのアプリケーションに対し
てのみ行うことができる。ＷＴＲＵは、要求中で示される基準に合致するアプリケーショ
ンのリストに関するＬＡＩを受信することができる。
【０１１０】
　所与のアプリケーションのロケーションエリア内にあることを示す表示をＷＴＲＵがネ
ットワークから受信することに関しては、ＷＴＲＵは、アプリケーションが利用可能であ
ることを示す表示をネットワークから受信することができる。一実施形態では、この表示
は、ＬＡＩＳから受信することができる。一実施形態では、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵが前に
登録した登録先アプリケーションについて表示を受信することができる。一実施形態では
、この表示は、アプリケーションとの通信を開始するようＷＴＲＵに求める要求である。
【０１１１】
　例えば、ＷＴＲＵは、基準が満たされたとき、当該アプリケーションに登録することが
でき（例えば利用可能性）、かつ／または当該アプリケーションのための通信を開始する
ことができる（例えばアクセシビリティ）。例えば、アプリケーションは、特定の地理エ
リア内で利用可能である場合がある。別の例として、基準は、ＷＴＲＵのポジションが何
らかのエリア内であることであってよい。エリアの例としては、所与の許容誤差を含む地
理的ポジション、セルのセクタ、セル、所与のｅＮＢからの信号の受信、第２のＷＴＲＵ
からの発見関連信号の受信（例えば、所与の信号強度閾値を超える場合に、かつ／または
、発見関連信号中でブロードキャストされる識別子に従って）、トラッキングエリア、ま
たは、所与のＭＭＥによってサービスされるセルが挙げられる。
【０１１２】
　ＷＴＲＵが、当該アプリケーションに対応するＭＢＭＳセッションが当該セル中でスケ
ジュールされると決定することに関しては、関心のあるローカライズドアプリケーション
が所与のエリアで利用可能であると決定したＷＴＲＵは、ネットワークへの最初のアクセ
スを実施すること、ＬＡＩＳに登録すること、より頻繁な測位更新を実施すること、また
はトラッキングエリア更新（ＴＡＵ）を実施することができる。
【０１１３】
　アイドルモードのＷＴＲＵは、前述の方法に従って、関心のあるアプリケーションが利
用可能であることを発見することができる。次いでＷＴＲＵは、ネットワークへの最初の
アクセス（例えばアイドルモードから接続モードへの移行）を実施して、例えば、当該ア
プリケーションに登録および／またはアクセスすることができ、またはＷＴＲＵのポジシ
ョンを決定するためのプロシージャを実施することができる。例えば、ＷＴＲＵは、関心
のあるアプリケーションを発見し、当該アプリケーションのロケーションエリア内にある
と決定し、アプリケーションに登録してＷＴＲＵの測位情報を更新して、アプリケーショ
ンのカバレッジエリアに関する基準が満たされるかどうか判定することができる。
【０１１４】
　ＷＴＲＵがＬＡＩＳに登録することに関しては、ＷＴＲＵがＬＡＩＳに登録することに
より、ネットワークは、当該ＷＴＲＵおよび当該サービスについて、モビリティ、測位、
トラッキング、およびセッション開始を管理することができる。
【０１１５】
　ＷＴＲＵがより頻繁な測位更新を実施することに関しては、ＷＴＲＵは、関心のあるア
プリケーションのロケーションエリア内にある間は、測位プロシージャを定期的に実施す
ることができ、かつ／または測位方法をアクティブに維持することができる。一実施形態
では、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵが前にＬＡＩＳで登録した登録先アプリケーションのロケー
ションエリア内にある間は、測位プロシージャを定期的に実施することができ、かつ／ま
たは測位方法をアクティブに維持することができる。バッテリおよびネットワーク負荷を
節約するために、更新頻度は、距離および速度（例えば、前のポジションとの差を最後の
更新からの時間で割ったもの）と相関関係にあるものとすることができ、特に、ロケーシ
ョンエリアが当該アプリケーションのカバレッジエリアと直接重ならない（例えば等価で
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ある）場合にはそうである。
【０１１６】
　ＷＴＲＵがＴＡＵを実施することに関しては、例えば、アイドルモードのＷＴＲＵは、
セル再選択を実施することができ、異なるセル上にキャンプすることができる。ＷＴＲＵ
は、当該アプリケーションが当該セル中で利用可能かどうかをＷＴＲＵが判定できるか否
かに関係なく、ローカライズドアプリケーションをセルがサポートすると判定することが
でき、特定のアプリケーションに関心があると決定することができる。ＷＴＲＵは、ＴＡ
Ｕプロシージャを実施することができる。その後、ＷＴＲＵは、ページングを受信するこ
とができる。特に、ネットワークは、例えばプッシュサービスの場合に、ＷＴＲＵの位置
に基づいて、ＷＴＲＵが所与のアプリケーション（例えば登録されたアプリケーション）
への通信を開始すべきか否か判定することができる。
【０１１７】
　アプリケーションが利用可能および／またはアクセス可能であるか否かは、次のうちの
少なくとも１つに応じて決定することができる。すなわち、ＷＴＲＵのポジション、アプ
リケーションのロケーションエリア（例えばＬＡＩによって示される）、アプリケーショ
ンのカバレッジエリア（例えばＬＡＩによって示される）、当該アプリケーションに対す
るサーバもしくはピアである第２のＷＴＲＵからの発見関連信号の受信（例えば、所与の
信号強度閾値を超える場合に、かつ／もしくは、発見関連信号中でブロードキャストされ
る識別子に従って）、ＷＴＲＵが当該アプリケーションに登録されているか否か、ＷＴＲ
Ｕのポジションが当該アプリケーションのロケーションエリアおよび／もしくはカバレッ
ジエリアに関する基準を満たすか否か、ＷＴＲＵの能力、ＷＴＲＵの加入者情報および／
もしくはプロファイル、ユーザの証明（例えばＬＡＩＳに対する、および／もしくは当該
アプリケーションに対する）、並びに／またはグループメンバシップのうちの、少なくと
も１つに応じて決定することができる。これは、ＷＴＲＵによって（例えばプル挙動の場
合）、またはＬＡＩＳによって（例えばプッシュ挙動の場合）、決定することができる。
【０１１８】
　例えば、アプリケーションが所与のＷＴＲＵに利用可能であるか否かは、ＷＴＲＵのポ
ジションおよびアプリケーションのロケーションエリアと相関関係にある場合があり、こ
の場合、ＷＴＲＵは、当該アプリケーションについてＬＡＩＳに登録することができる。
例えば、ＷＴＲＵがアプリケーションのセッションに接続できるか否かは、ＷＴＲＵのポ
ジション、ＷＴＲＵのグループメンバシップ／証明、および、対応するセッションについ
てのアプリケーションのカバレッジエリアと相関関係にある場合があり、この場合、ＷＴ
ＲＵは、当該アプリケーションのセッションへの接続を確立することができる。別の例で
は、ロケーションエリアとカバレッジエリアがちょうど重なるようなアプリケーションの
場合は、かつ一実施形態では、（例えば当該アプリケーションのロケーションエリア内の
セルへのＷＴＲＵのモビリティに基づいて）近接性検出が実施されるようなアプリケーシ
ョンの場合は、前の例および関連ステップを組み合わせることができる。
【０１１９】
　ＷＴＲＵは、ローカライズドアプリケーションにアクセスできるようなエリアの近くに
あること（またはこのエリアに入ったこと）を検出することができる。このエリアは、当
該アプリケーションのロケーションエリアに対応するか、または、アプリケーションのロ
ケーションエリア内のカバレッジエリア（指定されていれば）に対応するものとすること
ができる。カバレッジエリアは、所与のアプリケーションについて、ロケーションエリア
と同一である場合がある。
【０１２０】
　例えば、ＷＴＲＵは、アプリケーションが利用可能であること、それがアプリケーショ
ンのロケーションエリア内にあることを判定し、アプリケーションに登録することができ
る。ＷＴＲＵは、当該アプリケーションのカバレッジエリア内にあると判定すると、アプ
リケーションとの通信を開始することができる。カバレッジエリアを離れると、アプリケ
ーションとの通信を停止することができる。一実施形態では、ＷＴＲＵは、アプリケーシ
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ョンに登録されたままでいることができる。一実施形態では、ＷＴＲＵは、アプリケーシ
ョンのロケーションエリアを離れるまで、その登録を維持することができる。
【０１２１】
　一実施形態では、近接性検出は、ネットワークによって実施することができる。ＩＥは
、ＷＴＲＵがアプリケーションのカバレッジエリア内にあると判定したとき、当該アプリ
ケーションについての、ネットワークによって開始された送信を受信することができる（
例えばプッシュ挙動の場合）。これは、ネットワークによって制御される測位方法に基づ
くことができる。
【０１２２】
　アプリケーションをホストするアプリケーションサービスは、例えば別のＷＴＲＵまた
はネットワークエンティティ（ＬＡＩサーバ（ＬＡＩＳ）など）を含めた、いくつかの異
なるエンティティのうちのいずれか１つとすることができる。ＬＡＩＳを使用して、所与
のローカライズドアプリケーションのために、デバイス（例えばピア、サーバ、もしくは
クライアント）間、ネットワークノード間、および／またはこれらの組合せの間の接続性
を可能にすることができる。ＬＡＩＳは、ＷＴＲＵの外部にあってよい。ＬＡＩＳは、ス
タンドアロンエンティティであってもよく、別のエンティティと同じ場所にあってもよく
、別のエンティティに統合されてもよい。ＬＡＩＳは、ネットワーク中（例えばＥＰＳ中
）に位置してもよく、または別のモバイルデバイス中に位置してもよい。一例では、ＬＡ
ＩＳは、ＭＭＥと同じ場所にあってよい。別の例では、ＬＡＩＳは、ＬＣＳサーバと同じ
場所にあるかまたはＬＣＳサーバと統合されてよい。別の例では、ＬＡＩＳは、ｅＮＢと
同じ場所にあるかまたはｅＮＢと統合されてよい。別の例では、ＬＡＩＳは、アプリケー
ションサーバと同じ場所にあるか、またはピア中（例えばネットワークに接続された任意
のデバイス中）にあってよい。
【０１２３】
　ＷＴＲＵは、例えば、ＬＡＩを要求すること、ＬＡＩを受信すること、所与のアプリケ
ーションに関するＬＡＩを送信すること、アプリケーションに登録すること、アプリケー
ションから登録解除すること、ユーザプロファイルを交換すること、ネットワークによっ
て開始されるアプリケーションセットアップ、またはＷＴＲＵによって開始されるアプリ
ケーションセットアップによって、ＬＡＩＳと通信することができる。
【０１２４】
　ＷＴＲＵは、１または複数のアプリケーションおよび／またはアプリケーションタイプ
に関するＬＡＩを、ＬＡＩＳに要求することができる。例えば、ＷＴＲＵは、ローカライ
ズドアプリケーションをセルがサポートすると判定すること、ＷＴＲＵのポジションを決
定するためのプロシージャおよび／もしくはＬＣＳとの通信を実施すること、またはネッ
トワークから通知される（例えばＬＡＩＳが利用可能であることを通知される）ことによ
って、要求の送信を開始することができる。
【０１２５】
　ＷＴＲＵはまた、ＬＡＩＳからＬＡＩを受信することができる。一実施形態では、ネッ
トワークノードは、ＷＴＲＵに（例えば前にアプリケーションに（またはあるタイプのア
プリケーションに関する情報について）登録したＷＴＲＵに）ＬＡＩを送信するのを開始
することができる。例えば、ネットワークノードは、ＷＴＲＵが当該アプリケーションの
ロケーションエリアおよび／またはカバレッジエリア内にあると判定することができる。
一実施形態では、これは、ＷＴＲＵのポジションを決定するためのＷＴＲＵによるプロシ
ージャの後に続くものとすることができる。別の例として、ネットワークノードは、ＷＴ
ＲＵによる登録（例えば、ＮＡＳ　ＡＴＴＡＣＨプロシージャなど、コアネットワークへ
の登録）時に、ＬＡＩを送信することができる。別の例として、ネットワークは、ＷＴＲ
Ｕのトラフィックエリア更新プロシージャの後に続いて、ＷＴＲＵにＬＡＩを送信するこ
とができる。別の例として、ネットワークノードは、ＷＴＲＵの能力に基づいて、ＬＡＩ
を送信することができる。
【０１２６】
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　ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵによって開始されたアプリケーション（例えばピアツーピアアプ
リケーション）に関係するＬＡＩ、または、ＷＴＲＵからＬＡＩＳに提供されるサービス
に関係するＬＡＩを送信することができる。
【０１２７】
　ＷＴＲＵは、例えば、所与のアプリケーションおよび／またはセッションの、クライア
ントとして、サーバとして、またはピアとして、アプリケーションに登録することができ
る。一実施形態では、登録は、有効期間を有してよく、定期的な更新を必要としてよい。
【０１２８】
　ＷＴＲＵは、例えば、所与のアプリケーションおよび／またはセッションの、クライア
ントとして、サーバとして、またはピアとして、アプリケーションから登録解除すること
ができる。例えば、ＷＴＲＵは、アプリケーションから登録解除する明示的な要求をＬＡ
ＩＳに送信することができる。あるいは、ＬＡＩＳは、ＷＴＲＵが所与のアプリケーショ
ンにもはや登録されていないことをＷＴＲＵに示すことができる。あるいは、登録は、特
定のイベント（例えば、セルの変更、ＭＭＥの変更、トラッキングエリアが当該アプリケ
ーションのロケーションエリアおよび／またはカバレッジエリアの外にあること、または
、アプリケーションに関するポジション基準がもはや満たされないことなどの、モビリテ
ィイベント）の後に続いて、失効するかまたはもはや有効でなくなってよい。
【０１２９】
　ＷＴＲＵは、プッシュサービスのために、関心のあるアプリケーション識別子または関
心のあるアプリケーションタイプを含むプロファイルなど、ユーザ関連情報を送信するこ
とができる。
【０１３０】
　ＷＴＲＵは、所与のアプリケーションおよび／またはセッションについて、セッション
を例えば別のＷＴＲＵと確立する要求を、ＬＡＩＳから受信することができる。ＷＴＲＵ
は、例えば、ＷＴＲＵが前にＬＡＩＳによって登録したアプリケーションおよび／または
セッションについてのみ、要求に対して肯定応答で応答することができる。あるいは、Ｗ
ＴＲＵは、要求に応答して、所与のアプリケーションへの登録を開始することもできる。
【０１３１】
　ＷＴＲＵは、所与のアプリケーションおよび／またはセッションについて、セッション
を例えば別のＷＴＲＵと確立する要求を、ＬＡＩＳに送信することができる。ここで、Ｗ
ＴＲＵは、例えば、ＷＴＲＵが近接性を検出したアプリケーションについてのみ、並びに
／またはＷＴＲＵが前にＬＡＩＳで登録したアプリケーションおよび／もしくはセッショ
ンについてのみ、特定のアプリケーションおよび／またはセッションに関するＬＡＩを含
む応答をＬＡＩＳから受信することができる。
【０１３２】
　ＷＴＲＵとＬＡＩＳとは、例えば、要求－応答タイプのプロトコルを使用して通信する
ことができる。ＷＴＲＵとＬＡＩＳとの間のトランザクションは、ＲＲＣプロトコル内の
より高いレイヤのデータとしてトランスポートされてよく、ｅＮＢは、トランザクション
を適切なＬＡＳに転送することができる。あるいは、ＬＡＩＳと通信するのに必要なＩＰ
パラメータで構成されたＷＴＲＵは、ＲＡＮに対してトランスペアレントな方式で、デー
タ無線ベアラ（ＤＲＢ）を介してデータを送信することもできる。
【０１３３】
　一実施形態では、ＬＡＩＳは、所与のＷＴＲＵに関する加入者プロファイル情報を記憶
および維持することができる。例えば、ＬＡＩＳは、例えばＷＴＲＵがＬＡＩＳの少なく
とも１つのローカライズドアプリケーションに登録されている間、プロファイル情報を一
時的に記憶することができる。
【０１３４】
　一実施形態では、ＬＡＩＳは、例えばプッシュアプリケーションの場合に、かつ、ＷＴ
ＲＵに適用可能な測位情報が当該アプリケーションのロケーションエリアおよび／または
カバレッジエリアに合致するとＬＡＩＳが判定した場合に、ローカライズドアプリケーシ



(30) JP 5998220 B2 2016.9.28

10

20

30

40

50

ョン（例えばサービスまたはピアリングアプリケーション）に登録された（例えばそれに
関心のある）モバイルデバイスへの接続を開始することができる。
【０１３５】
　例えばＬＡＩＳとＷＴＲＵとの間の通信がｅＮＢに対してトランスペアレントである場
合、ＬＡＩＳと通信するために、必要な通信パラメータ（例えばＩＰアドレス）がＷＴＲ
Ｕに提供されてよい。例えば、ＷＴＲＵは、このようなパラメータを、例えばＡＴＴＡＣ
Ｈプロシージャを実施するときにＮＡＳメッセージ中で受信することができ、または、Ｗ
ＴＲＵが構成されるときにＲＲＣメッセージ中で受信することができる。あるいは、例え
ばＲＲＣがトランスポートプロトコルとして使用される場合、ｅＮＢは、ＷＴＲＵとＬＡ
ＩＳとの間のトランザクションを、対応するｅＮＢに対して構成されたＬＡＩＳに向けて
送ることもできる。
【０１３６】
　所与のアプリケーションセッションと通信するために、ＷＴＲＵは、当該セッションの
通信パラメータを含むＬＡＩを受信することができる。ＷＴＲＵは、例えば、ＬＡＩＳに
ＬＡＩを要求した時、ＬＡＩＳへの登録時、または、ＷＴＲＵもしくはネットワークによ
って要求されたアプリケーションセットアップ時に、ＬＡＩを受信することができる。
【０１３７】
　接続モードのＷＴＲＵは、ＬＡＩＳに登録すること、ローカライズドアプリケーション
および／もしくはセッションに登録すること、サーバとして登録すること、クライアント
として登録すること、またはピアとして登録することによって、ローカライズドアプリケ
ーションに関する情報の受信および／または送信に関心があることを登録することができ
る。
【０１３８】
　ＷＴＲＵがＬＡＩＳに登録する場合は、例えば、ＷＴＲＵは、ＬＡＩＳとのトランザク
ションを実施することができ、それによりＷＴＲＵはＬＡＩＳに登録する。このようなト
ランザクションは、例えば、ＷＴＲＵとＬＡＩＳとの間でセキュリティおよびアクセス証
明を確立すること、並びに、ＷＴＲＵに利用可能なローカライズドアプリケーションと関
連パラメータ（もしあれば）とのリストを交換することを含んでよい。登録が確定される
と、ＷＴＲＵは、当該セル中で利用可能なアプリケーションについて、さらに他の登録を
実施することおよび／またはセルブロードキャストを監視することができる。
【０１３９】
　ＷＴＲＵがローカライズドアプリケーションおよび／またはセッションに登録する場合
は、例えば、ＷＴＲＵは、ＬＡＩＳとのトランザクションを実施することができ、それに
よりＷＴＲＵは、関心のあるローカライズドアプリケーション／セッションに登録する。
次いでＷＴＲＵは、近接性検出を実施するか、または第２のＷＴＲＵからの発見関連信号
の検出を実施することができる。あるいは、ＷＴＲＵは、所与のアプリケーションの進行
中のセッションに登録することもできる。登録が確定されると、次いでＷＴＲＵは、すぐ
にセッションに加わり、アプリケーションのための受信および／または送信を開始するこ
とができる。このようなトランザクションは、当該アプリケーションおよび／またはセッ
ションについてＷＴＲＵとＬＡＩＳとの間でセキュリティおよびアクセス証明を確立する
ことを含んでよい。
【０１４０】
　ＷＴＲＵがサーバとして登録する場合は、例えば、ＷＴＲＵは、ＬＡＩＳとのトランザ
クションを実施することができ、それによりＷＴＲＵは、それ自体をローカライズドアプ
リケーションのサーバとして登録する。このようなトランザクションは、例えば、当該ア
プリケーションについてＷＴＲＵとＬＡＩＳとの間でセキュリティおよびアクセス証明を
確立すること、並びに、当該サービスの通信パラメータを交換することを含んでよい。登
録が確定されると、次いでＷＴＲＵは、他のクライアントからの入来要求の受信を待機す
ることができる。
【０１４１】
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　ＷＴＲＵがクライアントとして登録する場合は、例えば、ＷＴＲＵは、ＬＡＩＳとのト
ランザクションを実施することができ、それによりＷＴＲＵは、それ自体をローカライズ
ドアプリケーションのクライアントとして登録する。このようなトランザクションは、当
該アプリケーションについてＷＴＲＵとＬＡＩＳとの間でセキュリティおよびアクセス証
明を確立すること、並びに当該サービスの通信パラメータを交換することを含んでよい。
登録が確定されると、次いでＷＴＲＵは、アプリケーションのサーバへの要求を開始する
ことができる。
【０１４２】
　ＷＴＲＵがピアとして登録する場合は、例えば、ＷＴＲＵは、ＬＡＩＳとのトランザク
ションを実施することができ、それによりＷＴＲＵは、それ自体をローカライズドアプリ
ケーションのピアとして登録する。このようなトランザクションは、当該アプリケーショ
ンについてＷＴＲＵとＬＡＩＳとの間でセキュリティおよびアクセス証明を確立すること
、並びに、当該サービスの通信パラメータを交換することを含んでよい。登録が確定され
ると、次いでＷＴＲＵは、アプリケーショントラフィックの送信／受信を開始することが
できる。
【０１４３】
　前述の各トランザクションは、ユーザプロファイル情報の交換、および測位情報の交換
を含んでよい。ユーザプロファイル情報はさらに、セッション特有情報および／またはア
クセス証明（例えばセッション識別子、グループ識別子、もしくはアプリケーション加入
情報）を含んでよい。
【０１４４】
　一実施形態では、ＷＴＲＵは、登録がもはや必要とされないとき、上記の登録のいずれ
かを解除することができる。一実施形態では、上記の登録はいずれも、例えば、ＷＴＲＵ
がもはやＬＡＩＳと通信できないとき、またはＷＴＲＵが当該の登録を更新しないときに
、失効（例えばタイムアウト）してよい。
【０１４５】
　ネットワークは、複数のＷＴＲＵとローカライズドアプリケーションとの間で通信を確
立することができ、それによりＲＡＮは、同じｅＮＢ内で（例えば全ての当該ＷＴＲＵが
同じｅＮＢのセルに接続される場合）、またはそうでない場合は、あるｅＮＢから別のｅ
ＮＢへ（例えばＸ２を介して）、アプリケーションデータを転送することができる。
【０１４６】
　一実施形態では、ＷＴＲＵは、ｅＮＢによって、所与のアプリケーションのために特定
の無線リソースで構成されてよく、それによりＷＴＲＵは、例えば相互と直接に通信する
ことができる。あるいは、ＷＴＲＵは、所与のアプリケーションの動的または半静的なス
ケジューリングのための制御シグナリングを受信することもできる。
【０１４７】
　ＷＴＲＵは、次のうちの少なくとも１つを使用して、ローカライズドアプリケーション
に関するデータを区別することができる。ＷＴＲＵは、所与のアプリケーション対して、
特定のＩＰ宛先アドレス（および一実施形態では、特定のポート番号）を使用するように
構成されてよい（例えば、当該アプリケーション／セッションに対する、ＭＢＭＳサーバ
のマルチキャストアドレスおよび／またはＩＰアドレス、並びにポート番号）。一実施形
態では、ＭＢＭＳサーバが使用されるか否かは、当該アプリケーションに登録されたＷＴ
ＲＵの数と相関関係にある場合がある。ＷＴＲＵは、所与のアプリケーションに対する特
定の論理チャネル（ＬＣＨ）および／またはＤＲＢ識別子で構成されてよい。ＷＴＲＵは
、所与のアプリケーションに対する特定の論理チャネルグループ（ＬＣＧ）で構成されて
よい。
【０１４８】
　これにより、ローカライズドアプリケーションと他のタイプのアプリケーションとの間
でデータの区別を可能にすることができる。一実施形態では、ローカライズドアプリケー
ションに関するデータは、ローカライズドアプリケーション用に特に示される無線リソー
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スを使用して（例えば、特定のＤＣＩ、特定のＲＮＴＩ、またはＤＣＩフォーマットのフ
ラグ表示を使用するなど、Ｌ１シグナリングによって）送信されてよい。一実施形態では
、ＤＬデータは、同じＲＮＴＩ（例えばアプリケーション特有および／またはセル特有Ｒ
ＮＴＩ）を使用する複数のＷＴＲＵによって受信されてよい。ＷＴＲＵは、当該アプリケ
ーションに関するＤＬデータをＭＢＭＳチャネル上で受信するように構成されてよい。
【０１４９】
　ＬＡＩを管理することに加えて、ＬＡＩＳはまた、サービス登録状態、クライアント登
録、ピアリング登録、およびアプリケーショントリガなど、所与のローカライズドアプリ
ケーションに対する登録ステータスを管理することもできる。サービス登録状態に関して
は、例えば、ＬＡＩＳはサービスのリストを管理することができ、これらのサービスはＷ
ＴＲＵによって登録されたものとすることができる。一実施形態では、サービスのリスト
は、登録されたサーバと通信しているＷＴＲＵと、適用可能なグループメンバシップと、
証明とのリストとすることができる。クライアント登録（例えば所与のサービスへの関心
）に関しては、ＬＡＩＳは、登録されたサーバと通信しているＷＴＲＵと、適用可能なグ
ループメンバシップと、証明とのリストなど、サービスに登録したＷＴＲＵのリストを管
理することができる。ピアリング登録に関しては、ＬＡＩＳは、アプリケーションと通信
しているＷＴＲＵと、適用可能なグループメンバシップと、証明とのリストなど、アプリ
ケーションに登録したＷＴＲＵのリストを管理することができる。アプリケーショントリ
ガに関しては、ＬＡＩＳは、アプリケーションごとの基準のリストを管理することができ
、これによりＬＡＩＳは、例えばグループメンバシップおよび／またはユーザのプロファ
イルに基づいて、ＷＴＲＵがアプリケーションと通信するためのプロシージャを開始する
ことができる（例えばプッシュ挙動）。
【０１５０】
　一実施形態では、ＬＡＩＳは、他のネットワークノードと（例えばｅＮＢ、ＭＭＥ、Ｌ
ＣＳ、および／またはＭＢＭＳサーバと）対話することができる。一実施形態では、上記
の情報のいずれかを当該ノード間で交換することができる。追加の対話が、ＬＡＩＳと他
のネットワークノードとの間で（例えばｅＮＢ、ＭＭＥ、ＬＣＳ、および／またはＭＢＭ
Ｓサーバと）可能であってもよい。
【０１５１】
　プッシュアプリケーションをトリガするための、ＬＡＩＳとＭＭＥとの間の対話に関し
ては、ＬＡＩＳは、ＭＭＥとＷＴＲＵとの間の更新プロシージャ（例えばＴＡＵの後に続
く、もしくは接続モードモビリティのせいによる）から、またはＬＡＩＳからＭＭＥへの
要求から、ＷＴＲＵの新しいポジションおよび／またはポジション（もしくはそれに対す
る更新）をＷＴＲＵが有することを示す表示をＭＭＥから受信することができる。一実施
形態では、ＬＡＩＳは、ＭＭＥアプリケーションから当該ＷＴＲＵへの加入者プロファイ
ル情報を受信することができる。一実施形態では、ＬＡＩＳは、ＴＡＵプロシージャの実
施に向けた通信を開始するためおよび／またはＷＴＲＵの位置を決定するために所与のＷ
ＴＲＵをページングできることを、ＭＭＥに対して示すことができる。例えば、ＬＡＩＳ
は、ＷＴＲＵのポジションに基づくプッシュサービスのためにこのようなアクションを実
施することができる。
【０１５２】
　プッシュアプリケーションをトリガするための、ＬＡＩＳとＬＣＳとの間の対話に関し
ては、ＬＡＩＳは、例えば、ＷＴＲＵとＬＣＳとの間の更新プロシージャ（例えば測位プ
ロシージャの後に続く）から、または当該ＷＴＲＵについてのＬＡＩＳからの要求から、
ＷＴＲＵの新しいポジションおよび／またはポジション（もしくはそれに対する更新）を
ＷＴＲＵが有することを示す表示をＬＣＳから受信することができる。
【０１５３】
　情報を交換するためおよび／またはＭＢＭＳサービスを登録するための、ＬＡＩＳとＭ
ＢＭＳサーバとの間の対話に関しては、ＬＡＩＳは、ローカライズドアプリケーションに
ついてＭＢＭＳサービスをＭＢＭＳサーバに登録することができる。ＬＡＩＳは、ローカ
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ライズドアプリケーションに対応するＭＢＭＳサービスにアクセスするのに必要な情報（
例えばどんなＭＢＳＦＮエリア（例えばＭＢＭＳセルグループ識別子）および／またはど
んなＭＢＭＳ制御チャネル（ＭＣＣＨ）を使用して所与のアプリケーションのＤＬブロー
ドキャストにアクセスできるか）を受信することができる。これはまた、当該アプリケー
ションに対応するＭＢＭＳサービスの識別子を含んでもよい。
【０１５４】
　セルブロードキャストに関する情報を提供するための、ＬＡＩＳとｅＮＢとの間の対話
に関しては、例えば、ＬＡＩＳは、１または複数のローカライズドアプリケーションの利
用可能性（例えばセルがローカライズドアプリケーションをサポートするかどうか）と、
ローカライズドアプリケーションに関係する情報とのうちの、少なくとも一方に基づいて
、ｅＮＢが１つのＷＴＲＵに（例えば専用シグナリングを使用して）または複数のＷＴＲ
Ｕに（例えばローカライズドアプリケーションのシステム情報ブロードキャストおよび／
もしくは共通チャネルを使用して）送信できる情報を、提供することができる。１または
複数のローカライズドアプリケーションの利用可能性に関する情報は、例えば、セルがロ
ーカライズドサービスをサポートするかどうか判定するために、ＷＴＲＵが使用すること
ができる。ローカライズドアプリケーションに関係する情報は、例えば、当該セルに利用
可能な１もしくは複数のローカライズドアプリケーション（もしあれば）のリスト、また
は、所与のアプリケーションの場合、ローカライズドアプリケーションに関係する追加情
報を含んでよい。例えば、この情報は、ローカライズドアプリケーションの登録、発見、
および／または近接性検出のために、ＷＴＲＵが使用することができる。
【０１５５】
　ローカライズドアプリケーションの例としては、クライアントサーバアプリケーション
、ピアツーピアアプリケーション、直接ＷＴＲＵ間通信（無線リソースの割振りを管理す
るためのセルラーインフラストラクチャからの補助ありまたはなし）、およびＷｉＦｉオ
フロードアプリケーションが挙げられる。
【０１５６】
　クライアントサーバアプリケーションに関しては、例えば、未登録サーバが、最初に、
ローカライズドサービスがエリア中で利用可能であると判定することができ、次いで、サ
ービスを登録することができる。ネットワークは、サーバに代わってサービスを広告し始
めることができ、それによりクライアントは、関心のある少なくとも１つのサービスがエ
リア中で利用可能であると判定することができる。次いでＷＴＲＵは、近接性表示を待機
または検出するためのプロシージャを開始することができる（これは、セル内での発見プ
ロシージャと同様とすることができ、または、第２のＷＴＲＵからの発見関連信号の受信
に基づくことができ、または、細分性に応じたセル内での測位に基づく何らかのものとす
ることができる）。クライアントは、近接すると、ローカライズドサービスにアクセスす
ることができる。
【０１５７】
　種々のタイプのクライアントサーバアプリケーションが、例えば、プルサービスおよび
プッシュサービスを含む場合がある。プルサービスの例としては、マーケティングアプリ
ケーションが挙げられる。例えば、ユーザが、店に入り、何らかの基準に従って製品タイ
プのリストを要求し、さらに情報を要求し、次いで、製品を突き止めてその支払いをする
ことができる。プルサービスの別の例としては、個人ユーチューブイベントが挙げられる
。例えば、ユーザが、イベントの場所に入り、イベントに関係する利用可能なストリーム
のリストを要求し、特定のストリームを選択する（例えばアルバムを割引で購入するかま
たはダウンロードする）ことができる。プッシュサービスの例としては、マーケティング
アプリケーションが挙げられる。例えば、ユーザが、店に入り、プロファイル、関心、買
い物リスト、および／または実際のポジションに基づく、的を絞った提供物を受け取り、
提供される製品／サービスを突き止めてその支払いをすることができる。プッシュサービ
スの別の例としては、個人ユーチューブイベントが挙げられる。例えば、ユーザが、イベ
ントの場所に入り、グループおよび／もしくはグループチャットまたはグループ音声セッ
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ションのメンバから、ストリーミングを受信することができる。
【０１５８】
　ピアツーピアアプリケーションに関しては、例えば、未登録のピアリングアプリケーシ
ョンが、最初に、ローカライズドサービスがエリア中で利用可能かどうか判定することが
でき、次いで、少なくとも１つのピアツーピアアプリケーションに対するデバイスの利用
可能性／関心を、ＬＡＩＳに登録することができる。次いでＷＴＲＵは、近接性表示を待
機または検出するためのプロシージャを開始することができる（これは、セル内での発見
プロシージャと同様とすることができ、または、第２のＷＴＲＵからの発見関連信号の受
信に基づくことができ、または、細分性に応じたセル内での測位に基づく何らかのものと
することができる）。
【０１５９】
　種々のタイプのピアツーピアアプリケーションが、例えば、プルサービスおよびプッシ
ュサービスを含む場合がある。プルサービスの場合は、ユーザがＬＡＩＳへの登録を開始
することができる。プッシュサービスの場合は、ＬＡＩＳが、記憶されたユーザプロファ
イルおよび関心に基づいて、ピアリングアプリケーションのセットアップを開始すること
ができる。
【０１６０】
　クライアントサーバアプリケーションの場合でもピアツーピアアプリケーションの場合
でも、セットアップは以下のとおりとすることができる。すなわち、ＷＴＲＵは、ネット
ワークに接続されると、ＵＬとＤＬの両方の転送のためにネットワークによって割り振ら
れた専用リソースを使用して、ローカライズドアプリケーションのユーザプレーンデータ
を受信することができる（直接デバイス間通信と無線アクセスネットワーク経由との両方
に当てはまる）。あるいは、ＷＴＲＵは、ローカライズドアプリケーションのＤＬユーザ
プレーンについては、ＭＢＭＳ受信するように構成されてもよい。
【０１６１】
　２つ以上のＷＴＲＵ間の直接通信（無線リソースの割振りを管理するためのセルラーイ
ンフラストラクチャからの補助ありまたはなし）に関しては、無線システムが、セルラー
ネットワークからユーザデータをオフロードする目的で、前述のローカライズドアプリケ
ーション原理およびフレームワークを使用して、接続性の管理を実現することができる。
【０１６２】
　ＷｉＦｉオフロードアプリケーションに関しては、セルラーシステムが、セルラーネッ
トワークからユーザデータをオフロードする目的で、前述のローカライズドアプリケーシ
ョン原理およびフレームワークを使用して、接続性の管理を実現することができる。この
ような実施形態は、Ｈｏｍｅ　ｅＮＢ、Ｈｏｍｅ　ＮＢ、並びに他のタイプのスモールセ
ルおよびピコセル展開にも、等しく適用可能とすることができる。
【０１６３】
　図５は、ローカライズドアプリケーションを使用する例示的なＷｉＦｉオフロード方法
の流れ図である。ＷＴＲＵ（例えばＷＬＡＮ　ＡＰ）が、ローカライズドサービスがある
位置で利用可能であると判定することができ（５０２）、ＷｉＦｉオフロードサービス（
例えばＬＡＩＳ）に登録することができる（５０４）。一実施形態では、ＷＴＲＵは、固
定ＩＰインタフェースを使用してＷｉＦｉオフロードサービスにそれ自体を登録すること
ができ、また、セルラー技術を実装して、確立されたＲＲＣ接続を使用してＷｉＦｉオフ
ロードサービスに登録することもできる。データオフロードのために、トランスポートチ
ャネルをＷＴＲＵとセルラーネットワークとの間に確立することができる（５０６）。一
実施形態では、ＷｉＦｉオフロードサービス（例えばＬＡＩＳ）は、ＷＴＲＵへの接続を
開始して接続を確立することができる。ＷＴＲＵは、制御シグナリングを受信することが
できる（５０８）。ＷＴＲＵは、オフロード動作のために、セルラーネットワークから制
御シグナリングを受信することができる。一実施形態では、セルラーネットワークは、Ｗ
ＬＡＮ　ＡＮによって提供されるＷｉＦｉオフロードサービスの近くにＷＬＡＮ　ＷＴＲ
Ｕがあることを検出することに基づいて、所与のＷＴＲＵのＷｉＦｉオフロードをトリガ
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することができる。
【０１６４】
　例えば、ＷＬＡＮ　ＡＰは、ＷｉＦｉオフロードサービスを提供する方法をサポートす
ることができる。ＷＬＡＮ　ＡＰは、最初に、ローカライズドサービスがエリア中で利用
可能であると判定することができる。次いでＷＬＡＮ　ＡＰは、ＷｉＦｉオフロードサー
ビスにそれ自体を登録することができる（利用可能なら）。例えば、ＷＬＡＮ　ＡＰは、
固定ＩＰネットワークインタフェースを使用してＬＡＩＳに登録することができる。ＷＬ
ＡＮ　ＡＰは、追加で、セルラー技術（例えばＨＳＰＡまたはＬＴＥ）を実装し、対応す
る無線ＩＰネットワークインタフェースを使用してＬＡＩＳに登録することができる。例
えば、ネットワークがＲＡＮ中で（例えばＲＲＣレイヤ中でまたはそれよりも上で）ＬＡ
ＩＳを実装する場合、ＷＬＡＮ　ＡＰは単に、確立されたＲＲＣ接続を使用して、ＲＲＣ
要求を発行してＬＡＩＳにそれ自体を登録すればよい。別の例として、ネットワークがコ
アネットワーク中で（例えばＮＡＳ中でまたはそれよりも上で）ＬＡＩＳを実装する場合
、ＷＬＡＮ　ＡＰは単に、確立されたＲＲＣ接続を使用して、ＮＡＳ要求を発行してＬＡ
ＩＳにそれ自体を登録すればよい。
【０１６５】
　この場合、一実施形態では、ＷＬＡＮ　ＡＰは、セキュリティおよび／または認証の目
的で、ネットワークに対するＷｉＦｉオフロードサービスにそれ自体を登録するときに３
ＧＰＰベースの加入証明を使用することができる。オフロードサービスへの登録は、ＷＬ
ＡＮ　ＡＮ識別関連情報（例えば８０２．１１ＷＬＡＮ　ＡＮ識別に必要なパラメータ）
、セキュリティ関連情報（例えば８０２．１１認証に必要なパラメータ）、アクセス関連
情報（例えば８０２．１１関連付けに必要なパラメータ）、発見関連情報（例えば８０２
．１１ｕ機能に必要なパラメータ）、選択関連情報（例えば８０２．１１ｕ機能に必要な
パラメータ）、位置関連情報（例えばローカライズドアプリケーション機能に必要なパラ
メータ）、並びにオフロードサービスのタイプおよびパラメータ（例えばセルラーシステ
ムの機能に必要なパラメータ）のうちの少なくとも１つを含むパラメータを含んでよい。
【０１６６】
　ＷＬＡＮ　ＡＮ識別関連情報は、ＷｉＦｉネットワークの識別子（例えば基本的なＳＳ
ＩＤおよび／またはＭＡＣ識別子）、アクセス証明（例えば加入者ベースのパラメータ）
、動作チャネル／周波数のうちの、少なくとも１つを含んでよい。別の例として、ＷｉＦ
ｉネットワークへのオフロードではなくＨｏｍｅ　ｅＮＢへのオフロードまたは類似のオ
フロードの場合は、これは、限定加入者グループ（ＣＳＧ）識別子（ＣＧＩ）、物理セル
識別子（ＰＣＩ）、および／またはＣＳＧリストに基づくことができる。
【０１６７】
　セキュリティ関連情報は、セキュリティプロトコルのタイプ、暗号化アルゴリズムのタ
イプ、セキュリティ鍵のうちの、少なくとも１つを含んでよい。セキュリティプロトコル
のタイプは、例えば、ＷＥＰ（Wired Equivalent Privacy）、ＷＰＡ（Wi-Fi Protected 
Access）、ＷＰＡＩＩ（ＷＰＡ２）のうちの１つとすることができる。暗号化アルゴリズ
ムのタイプは、例えば、一時鍵保全性プロトコル（ＴＫＩＰ）と事前共有鍵モード（ＰＳ
Ｋ）とのうちの一方とすることができる。セキュリティ鍵は、例えば、１６進数のストリ
ングまたはビットストリングとすることができる。一実施形態では、これは、ＷｉＦｉデ
バイスが既知の鍵導出関数を使用して暗号化鍵をさらに導出する際の元となる情報（例え
ばパスフレーズ）に対応するものとすることができる。
【０１６８】
　アクセス関連情報は、サポートされるアクセスデータレート、または他の類似の情報を
含んでよい。発見関連情報は、アクセスネットワークタイプ、ローミング情報、および会
場情報のうちの、少なくとも１つを含んでよい。選択関連情報は、ドメイン名、証明タイ
プ、ＥＡＰ方法のうちの、少なくとも１つを含んでよい。
【０１６９】
　位置関連情報は、オフロードサービスのロケーションエリアと、オフロードサービスの
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カバレッジエリアとのうちの、少なくとも一方を含んでよい。オフロードサービスのロケ
ーションエリアは、同じＷＬＡＮ　ＡＮに属し継続的なペデストリアンカバレッジを提供
できる、複数のＷＬＡＮ　ＡＰの位置に対応するものとすることができる。オフロードサ
ービスのカバレッジエリアは、同じＷＬＡＮ　ＡＮに属し継続的なペデストリアンカバレ
ッジを提供できる、複数のＷＬＡＮ　ＡＰのカバレッジエリアに対応するものとすること
ができる。
【０１７０】
　オフロードサービスのタイプおよびパラメータは、ＷＬＡＮ　ＡＮ（またはＷＬＡＮ　
ＡＰ）が、リダイレクションによるセルラー補助オフロード、セルラー制御オフロードサ
ービス、またはこの両方をサポートするかどうかと、セルラー制御オフロードサービスの
場合の、オフロードサービスに関するパラメータとのうちの、少なくとも一方を含んでよ
い。例えばこれは、ＷＬＡＮ　ＡＰの有線インタフェース（例えば、ＲＡＮの観点からは
Ｘ２インタフェースと同様であり、ＣＮの観点からはＩＰトンネルと同様である）を介し
てユーザデータを転送するためのインタフェースを確立するのに必要なセルラーシステム
（例えばＲＡＮとＣＮのいずれか）に関する接続性情報を含んでよい。
【０１７１】
　ＷＬＡＮ　ＡＰは、ＷｉＦｉオフロードサービスを提供できるサーバとして、ＬＡＩＳ
にそれ自体を登録することができる。例えば、ＷＬＡＮ　ＡＰがオフロードサービスをサ
ポートするならば、ＷＬＡＮ　ＡＰは、ＷＬＡＮ　ＡＮ識別関連情報（例えばＳＳＩＤ）
、ＷｉＦｉ共有認証に関するセキュリティ関連情報、またはアクセス関連情報（例えばサ
ポートされるデータレート）によって、ＬＡＩＳに登録することができる。登録はまた、
一実施形態では、セルラーオペレータとは異なるネットワークオペレータに属するＷＬＡ
Ｎ　ＡＰがオフロードサーバとしてＬＡＩＳに登録することが許可される場合は、例えば
発見関連情報および／または選択関連情報を含んでよい。そうでない場合は、この情報は
、ＵＳＩＭ関連の証明など、ＷＬＡＮ　ＡＰの他の証明に基づくことができ、かつ／また
は、異なるネットワークオペレータに属するオフロードサーバ間のローミングが可能であ
るかどうかに基づくことができる。
【０１７２】
　次いでＬＡＩＳは、登録プロセス中に受信した情報を記憶することができる。セルラー
制御オフロードサービスをサポートするＷＬＡＮ　ＡＮ（またはＷＬＡＮ　ＡＰ）の場合
、ＬＡＩＳは、ＷＬＡＮ　ＡＮ（またはＷＬＡＮ　ＡＰ）への接続を開始して、セルラー
システムとＷＬＡＮ　ＡＮ／ＡＰとの間でトランスポートチャネルを確立することができ
る。一実施形態では、この接続は、第１のＷＬＡＮ　ＷＴＲＵがオフロード動作に向けて
構成される（ＷｉＦｉオフロードネットワークへのＲＡＴ間ハンドオーバを介して、また
はＷＬＡＮ　ＡＮオフロードを示す再構成を介して）ときにのみ確立することができる。
【０１７３】
　ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵは、ＷｉＦｉオフロードサービスに関心のあるクライアントとして
、ＬＡＩＳにそれ自体を登録することができる。例えば、ＷｉＦｉをサポートし、オフロ
ードサービスもサポートするＷＴＲＵの場合、ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵは、ＬＡＩＳに登録す
ることができる。一実施形態では、ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵは、登録における能力関連パラメ
ータ（例えば、サポートされるデータレート、サポートされるセキュリティプロトコル、
および暗号化方法）、並びに、ＷＬＡＮ　ＡＮにアクセスするのに必要な、ＷｉＦｉ動作
に関係する他の能力を含んでよい。
【０１７４】
　ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵはまた、本明細書に述べる方法のいずれかに従って、位置情報を提
供することができる（例えばセルラーシステムからの要求時に）。例えば、ネットワーク
は、ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵが、ＷＬＡＮ　ＡＮによって提供されるＷｉＦｉオフロードサー
ビスの付近に、および／またはこのＷｉＦｉオフロードサービスのカバレッジエリア内に
あることが検出されたことに基づいて、所与のＷＴＲＵのＷｉＦｉオフロードをトリガす
ることができる。一実施形態では、これは追加で、セルラーシステム中で輻輳があること
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を示す表示、および／または、所与のＷＴＲＵのデータトラフィックを満たすリソースが
セルラーシステム中に十分にないことを示す表示との組合せで、トリガされてもよい。
【０１７５】
　ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵはその後、オフロード動作に向けて、セルラーネットワークから制
御シグナリングを受信することができる（ＷｉＦｉオフロードネットワークへのＲＡＴ間
ハンドオーバを介して、または、ＷＬＡＮ　ＡＮオフロードを示す再構成を介して）。シ
グナリングの一部として、ＷＴＲＵには、クライアントを相応に構成するかまたはオフロ
ードＡＰを見つける際の助けとなる情報、および正しい接続先ＡＰを決定する際の助けと
なる情報の、リストを提供することができる。このような情報は、ＷＬＡＮ　ＡＰに対す
るオフロードサービスへの登録（前述の）の間に交換された情報のうちの１つまたは組合
せを含んでよい。このような情報は、例えば、ＷＬＡＮ　ＡＮ識別関連情報、セキュリテ
ィ関連情報、発見関連情報、および位置関連情報を含んでよい。これはまた、ＷＬＡＮ　
ＡＰへのオフロードを開始することにも適用可能とすることができ、その場合、ネットワ
ークは、ＷＬＡＮ　ＡＰを探索してそれに接続するのに必要とされる情報を、ＷＴＲＵに
対して示す。ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵは、ＷｉＦｉオフロードサービスを開始するセルラーシ
ステムから制御シグナリングを受信するのに続いて、ＷｉＦｉモジュールをアクティブ化
することができる。
【０１７６】
　別の例示的な実施形態では、セルラーシステムは、例えばセルラーネットワークからユ
ーザデータをオフロードするのに使用できるより小さいセルの異種展開にわたるＷＬＡＮ
　ＷＴＲＵモビリティを扱うために、本明細書に述べるローカライズドアプリケーション
原理およびフレームワークを使用してモビリティ管理を実現することができる。この実施
形態は、Ｈｏｍｅ　ｅＮＢ、Ｈｏｍｅ　ＮＢ、並びに他のタイプのスモールセルおよびピ
コセル展開にも適用可能とすることができる。
【０１７７】
　一実施形態では、ＷＴＲＵは、特に切断に関係する場合に、現在のＷＬＡＮ　ＡＮの信
号強度に関係するフィードバックを送ることができる。トリガが、ＷｉＦｉオフロードサ
ービスを停止することができる。このトリガは、例えば、セルラーネットワークによる、
別のオフロードサーバに対する何らかの形の再選択をトリガすることができる。ＷＴＲＵ
は、見えるＷＬＡＮ　ＡＰの信号強度に関係するフィードバックを送ることができる（パ
ッシブ・スキャニング）。
【０１７８】
　実施形態
　１．無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）がＷＴＲＵの位置を決定すること、および、ＷＴ
ＲＵが、決定されたＷＴＲＵの位置に基づいて、アプリケーションがＷＴＲＵに利用可能
かどうか判定することを含む、無線通信の方法。
【０１７９】
　２．決定されたＷＴＲＵの位置に基づいてアプリケーションがＷＴＲＵに利用可能であ
ると判定されたならば、ＷＴＲＵが、アプリケーションをホストするアプリケーションサ
ービスへのアクセスを開始することをさらに含む、実施形態１の方法。
【０１８０】
　３．ＷＴＲＵが全地球測位システム（ＧＰＳ）測位に基づいてＷＴＲＵの位置を決定す
る、実施形態１または２の方法。
【０１８１】
　４．ＷＴＲＵがアシスト型ＧＰＳ（Ａ－ＧＰＳ）測位に基づいてＷＴＲＵの位置を決定
する、実施形態１～３のいずれか１つの方法。
【０１８２】
　５．ＷＴＲＵが観測到達時間差（ＯＴＤＯＡ）測位に基づいてＷＴＲＵの位置を決定す
る、実施形態１～４のいずれか１つの方法。
【０１８３】
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　６．ＷＴＲＵが、所与のセルのセクタ中にＷＴＲＵが位置するかどうか判定することに
基づいてＷＴＲＵの位置を決定する、実施形態１～５のいずれか１つの方法。
【０１８４】
　７．ＷＴＲＵが、所与のセル識別子に関連する所与のセル中にＷＴＲＵが位置するかど
うか判定することに基づいてＷＴＲＵの位置を決定する、実施形態１～６のいずれか１つ
の方法。
【０１８５】
　８．ＷＴＲＵが、所与のセルエリア内にＷＴＲＵが位置するかどうか判定することに基
づいてＷＴＲＵの位置を決定する、実施形態１～７のいずれか１つの方法。
【０１８６】
　９．ＷＴＲＵが、所与のトラッキングエリア内にＷＴＲＵが位置するかどうか判定する
ことに基づいてＷＴＲＵの位置を決定する、実施形態１～８のいずれか１つの方法。
【０１８７】
　１０．ＷＴＲＵが、呼の中でブロードキャストされるシステム情報要素に基づいてＷＴ
ＲＵの位置を決定する、実施形態１～９のいずれか１つの方法。
【０１８８】
　１１．ＷＴＲＵが、所与のセル中で利用可能なマルチメディアブロードキャストマルチ
メディアサービス（ＭＢＭＳ）セッションに基づいてＷＴＲＵの位置を決定する、実施形
態１～１０のいずれか１つの方法。
【０１８９】
　１２．ＷＴＲＵがＷｉＦｉパラメータに基づいてＷＴＲＵの位置を決定する、実施形態
１～１１のいずれか１つの方法。
【０１９０】
　１３．ＷＴＲＵが、所与のセルのモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）エリアにＷＴ
ＲＵが位置するかどうか判定することに基づいてＷＴＲＵの位置を決定する、実施形態１
～１２のいずれか１つの方法。
【０１９１】
　１４．ＷＴＲＵが、別のＷＴＲＵから発見関連信号を受信するかどうか判定することに
基づいてＷＴＲＵの位置を決定する、実施形態１～１３のいずれか１つの方法。
【０１９２】
　１５．ＷＴＲＵが、ネットワークアクセスサーバ（ＮＡＳ）サービス要求とＮＡＳ　Ａ
ＴＴＡＣＨプロシージャとのうちの少なくとも一方を使用してアプリケーションサービス
への登録を開始することによって、アプリケーションサービスへのアクセスを開始する、
実施形態２～１４のいずれか１つの方法。
【０１９３】
　１６．アプリケーションサービスが、アプリケーションサーバと、別のＷＴＲＵとのう
ちの一方によって提供される、実施形態２～１５のいずれか１つの方法。
【０１９４】
　１７．アプリケーションサービスが別のＷＴＲＵによってピアツーピア通信を介して提
供され、別のＷＴＲＵがデータオフロードサービスを提供する、実施形態２～１６のいず
れか１つの方法。
【０１９５】
　１８．アプリケーションサービスが別のＷＴＲＵによってピアツーピア通信を介して提
供され、別のＷＴＲＵがＷｉＦｉアクセスポイントである、実施形態２～１７のいずれか
１つの方法。
【０１９６】
　１９．ＷＴＲＵが、少なくとも１つのアプリケーションに関係するローカライズドアプ
リケーション情報（ＬＡＩ）をアプリケーションサービスから受信することによって、決
定されたＷＴＲＵの位置に基づいてアプリケーションがＷＴＲＵに利用可能かどうか判定
する、実施形態１～１８のいずれか１つの方法。
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【０１９７】
　２０．ＷＴＲＵが、受信したＬＡＩに基づいて少なくとも１つのアプリケーションがＷ
ＴＲＵに利用可能かどうか判定することによって、決定されたＷＴＲＵの位置に基づいて
アプリケーションがＷＴＲＵに利用可能かどうかさらに判定する、実施形態１９の方法。
【０１９８】
　２１．ＬＡＩが少なくとも１つのアプリケーションの少なくともロケーションエリアに
関する情報を含む、実施形態１９または２０の方法。
【０１９９】
　２２．ＷＴＲＵが、決定されたＷＴＲＵの位置に基づいて、アプリケーションがＷＴＲ
Ｕに利用可能であり続けるかどうか周期的に判定することをさらに含む、実施形態１～２
１のいずれか１つの方法。
【０２００】
　２３．アプリケーションがもはやＷＴＲＵに利用可能でないとＷＴＲＵが判定したなら
ば、アプリケーションサービスとの通信を中断することをさらに含む、実施形態２２の方
法。
【０２０１】
　２４．アプリケーションサーバとの通信を中断することが、アプリケーションサービス
からの登録解除を開始することを含む、実施形態２３の方法。
【０２０２】
　２５．無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）が、アプリケーションサービスによってホスト
される所与のアプリケーションのロケーションエリア内にＷＴＲＵがあることを示す表示
をアプリケーションサービスから受信することを含む、無線通信の方法。
【０２０３】
　２６．ＷＴＲＵが、アプリケーションサービスから表示を受信するのに応答して、所与
のアプリケーションをホストするアプリケーションサービスへのアクセスを開始すること
をさらに含む、実施形態２５の方法。
【０２０４】
　２７．ＷＴＲＵが、ネットワークアクセスサーバ（ＮＡＳ）要求とＮＡＳ　ＡＴＴＡＣ
Ｈプロシージャとのうちの少なくとも一方を使用してアプリケーションサーバへの登録を
開始することによって、アプリケーションサーバへのアクセスを開始する、実施形態２６
の方法。
【０２０５】
　２８．アプリケーションサービスがアプリケーションサーバによって提供される、実施
形態２５～２７のいずれか１つの方法。
【０２０６】
　２９．ＷＴＲＵが所与のアプリケーションのロケーションエリアに入ったならば、ＷＴ
ＲＵが所与のアプリケーションのロケーションエリア内にあることを示す表示をアプリケ
ーションサービスから受信するために、ＷＴＲＵが所与のアプリケーションに登録するこ
とをさらに含む、実施形態２５～２８のいずれか１つの方法。
【０２０７】
　３０．ＷＴＲＵの位置を決定し、決定されたＷＴＲＵの位置に基づいて、アプリケーシ
ョンがＷＴＲＵに利用可能かどうか判定するように構成されたプロセッサを備える無線送
受信ユニット。
【０２０８】
　３１．プロセッサが、決定されたＷＴＲＵの位置に基づいてアプリケーションがＷＴＲ
Ｕに利用可能であると判定されたならば、アプリケーションをホストするアプリケーショ
ンサービスへのアクセスを開始するようにさらに構成された、実施形態３０のＷＴＲＵ。
【０２０９】
　３２．プロセッサが全地球測位システム（ＧＰＳ）測位に基づいてＷＴＲＵの位置を決
定するように構成された、実施形態３０または３１のＷＴＲＵ。
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【０２１０】
　３３．プロセッサがアシスト型ＧＰＳ（Ａ－ＧＰＳ）測位に基づいてＷＴＲＵの位置を
決定するように構成された、実施形態３０～３２のいずれか１つのＷＴＲＵ。
【０２１１】
　３４．プロセッサが観測到達時間差（ＯＴＤＯＡ）測位に基づいてＷＴＲＵの位置を決
定するように構成された、実施形態３０～３３のいずれか１つのＷＴＲＵ。
【０２１２】
　３５．プロセッサが、所与のセルのセクタ中にＷＴＲＵが位置するかどうか判定するこ
とに基づいてＷＴＲＵの位置を決定するように構成された、実施形態３０～３４のいずれ
か１つのＷＴＲＵ。
【０２１３】
　３６．プロセッサが、所与のセル識別子に関連する所与のセル中にＷＴＲＵが位置する
かどうか判定することに基づいてＷＴＲＵの位置を決定するように構成された、実施形態
３０～３５のいずれか１つのＷＴＲＵ。
【０２１４】
　３７．プロセッサが、所与のセルエリア内にＷＴＲＵが位置するかどうか判定すること
に基づいてＷＴＲＵの位置を決定するように構成された、実施形態３０～３６のいずれか
１つのＷＴＲＵ。
【０２１５】
　３８．プロセッサが、所与のトラッキングエリア内にＷＴＲＵが位置するかどうか判定
することに基づいてＷＴＲＵの位置を決定するように構成された、実施形態３０～３７の
いずれか１つのＷＴＲＵ。
【０２１６】
　３９．プロセッサが、呼の中でブロードキャストされるシステム情報要素に基づいてＷ
ＴＲＵの位置を決定するように構成された、実施形態３０～３８のいずれか１つのＷＴＲ
Ｕ。
【０２１７】
　４０．プロセッサが、所与のセル中で利用可能なマルチメディアブロードキャストマル
チメディアサービス（ＭＢＭＳ）セッションに基づいてＷＴＲＵの位置を決定するように
構成された、実施形態３０～３９のいずれか１つのＷＴＲＵ。
【０２１８】
　４１．プロセッサがＷｉＦｉパラメータに基づいてＷＴＲＵの位置を決定するように構
成された、実施形態３０～４０のいずれか１つのＷＴＲＵ。
【０２１９】
　４２．プロセッサが、所与のセルのモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）エリアにＷ
ＴＲＵが位置するかどうか判定することに基づいてＷＴＲＵの位置を決定するように構成
された、実施形態３０～４１のいずれか１つのＷＴＲＵ。
【０２２０】
　４３．プロセッサが、別のＷＴＲＵから発見関連信号を受信するかどうか判定すること
に基づいてＷＴＲＵの位置を決定するように構成された、実施形態３０～４２のいずれか
１つのＷＴＲＵ。
【０２２１】
　４４．プロセッサが、ネットワークアクセスサーバ（ＮＡＳ）サービス要求とＮＡＳ　
ＡＴＴＡＣＨプロシージャとのうちの少なくとも一方を使用してアプリケーションサーバ
への登録を開始することによって、アプリケーションサーバへのアクセスを開始するよう
に構成された、実施形態３１～４３のいずれか１つのＷＴＲＵ。
【０２２２】
　４５．アプリケーションサービスが別のＷＴＲＵによってピアツーピア通信を介して提
供され、別のＷＴＲＵがＷｉＦｉアクセスポイントである、実施形態３１～４４のいずれ
か１つのＷＴＲＵ。
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【０２２３】
　４６．アプリケーションサービスが別のＷＴＲＵによってピアツーピア通信を介して提
供され、別のＷＴＲＵがデータオフロードサービスを提供する、実施形態３１～４５のい
ずれか１つのＷＴＲＵ。
【０２２４】
　４７．アプリケーションサービスが、アプリケーションサーバと、別のＷＴＲＵとのう
ちの一方によって提供される、実施形態３１～４６のいずれか１つのＷＴＲＵ。
【０２２５】
　以上では特徴および要素を特定の組合せで述べているが、各特徴または要素は、単独で
、または他の特徴および要素との任意の組合せで使用できることを、当業者なら理解する
であろう。加えて、本明細書に述べた方法は、コンピュータまたはプロセッサによって実
行されるようにコンピュータ可読媒体に組み入れられたコンピュータプログラム、ソフト
ウェア、またはファームウェアにおいて実施することができる。コンピュータ可読媒体の
例としては、電子信号（有線または無線接続を介して伝送される）およびコンピュータ可
読記憶媒体が挙げられる。コンピュータ可読記憶媒体の例としては、読取専用メモリ（Ｒ
ＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモ
リデバイス、内蔵ハードディスクや取外し可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、お
よび、ＣＤ－ＲＯＭディスクやディジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）などの光学媒体が挙
げられるが、これらに限定されない。ＷＴＲＵ、ＵＥ、端末、基地局、ＲＮＣ、または任
意のホストコンピュータ中で使用するための、無線周波数送受信機を、プロセッサをソフ
トウェアと共に使用して実現することができる。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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