JP 2017‑521001 A 2017.7.27

(57)【要約】
本発明は、アクセスネットワークデバイス及び通信方
法を提供する。アクセスネットワークデバイスは、発呼
側ユーザ機器によって送信されたコールリクエストを受
信するように構成された受信機であって、コールリクエ
ストは着呼側ユーザ機器のユーザ通信識別子を搬送する
、受信機と、コアネットワークデバイスによって送信さ
れたページングメッセージを受信機が受信する前に、ユ
ーザ通信識別子に基づいてページングリクエストを生成
するように構成されたプロセッサであって、ページング
リクエストに基づいて、着呼側ユーザ機器へのシグナリ
ング接続を設定するように更に構成されているプロセッ
サと、プロセッサによって生成されたページングリクエ
ストを着呼側ユーザ機器に送信するように構成された送
信機とを含む。本発明において提供されるデバイスと方
法とは、ユーザのサービス経験が比較的長い音声サービ
ス設定遅延に起因して影響されるという従来技術におけ
る技術的課題を解決するために用いられる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
アクセスネットワークデバイスであって、
発呼側ユーザ機器によって送信されたコールリクエストを受信するように構成された受
信機であって、前記コールリクエストは着呼側ユーザ機器のユーザ通信識別子を搬送する
、受信機と、
コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセージを前記受信機が受
信する前に、前記ユーザ通信識別子に基づいてページングリクエストを生成するように構
成されたプロセッサであって、前記ページングリクエストに基づいて、前記着呼側ユーザ
機器へのシグナリング接続を設定するように更に構成されているプロセッサと、
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前記プロセッサによって生成された前記ページングリクエストを前記着呼側ユーザ機器
に送信するように構成された送信機とを備える、アクセスネットワークデバイス。
【請求項２】
前記プロセッサは、前記ユーザ通信識別子に基づいて、前記着呼側ユーザ機器が通信す
るターゲット無線ネットワークコントローラを判定するように更に構成されており、
前記送信機が、前記プロセッサによって生成された前記ページングリクエストを前記着
呼側ユーザ機器に送信するように構成されている、ということは、
前記送信機が、前記着呼側ユーザ機器が通信する前記ターゲット無線ネットワークコン
トローラと前記発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラとが同
じ無線ネットワークコントローラであるときに、前記プロセッサによって生成された前記
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ページングリクエストを前記着呼側ユーザ機器に送信するように構成されている、という
ことを含み、
当該アクセスネットワークデバイスは、前記発呼側無線ネットワークコントローラであ
る、請求項１に記載のアクセスネットワークデバイス。
【請求項３】
前記受信機は、前記コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を受
信する前に、前記着呼側ユーザ機器によって送信された前記リンギング情報を受信するよ
うに更に構成されており、
前記送信機は、前記コアネットワークデバイスによって送信された前記リンギング情報
を前記受信機が受信する前に、前記リンギング情報を前記発呼側ユーザ機器に送信するよ
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うに更に構成されている、請求項１又は２に記載のアクセスネットワークデバイス。
【請求項４】
前記受信機は、前記コアネットワークデバイスによって送信された命令であって、前記
着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するように当該アクセスネットワー
クデバイスに命じる命令を受信するように更に構成されており、
前記プロセッサは、前記着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定し、無線サービ
スベアラ接続を設定する前記命令を前記受信機が受信する前に無線サービスベアラ接続メ
ッセージを生成するように更に構成されており、
前記送信機は、前記プロセッサによって生成された前記無線サービスベアラ接続メッセ
ージを前記着呼側ユーザ機器に送信するように更に構成されており、
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前記プロセッサは、前記無線サービスベアラ接続メッセージに基づいて、前記着呼側ユ
ーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するように更に構成されている、請求項１か
ら３のいずれか一項に記載のアクセスネットワークデバイス。
【請求項５】
前記プロセッサは、前記ユーザ通信識別子に基づいて、前記着呼側ユーザ機器が通信す
るターゲット無線ネットワークコントローラを判定するように更に構成されており、
前記送信機が、前記プロセッサによって生成された前記ページングリクエストを前記着
呼側ユーザ機器に送信するように構成されている、ということは、
前記送信機が、前記着呼側ユーザ機器が通信する前記ターゲット無線ネットワークコン
トローラと前記発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラとが同
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じ無線ネットワークコントローラでないときに、前記プロセッサによって生成された前記
ページングリクエストを前記ターゲット無線ネットワークコントローラに送信し、その結
果、前記ページングリクエストが、次に、前記ターゲット無線ネットワークコントローラ
を用いることによって前記着呼側ユーザ機器に送信される、ように構成されている、とい
うことを含み、
当該アクセスネットワークデバイスは、前記発呼側無線ネットワークコントローラであ
る、請求項１に記載のアクセスネットワークデバイス。
【請求項６】
前記受信機は、前記コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を受
信する前に、前記着呼側ユーザ機器が通信する前記ターゲット無線ネットワークコントロ
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ーラによって送信された前記リンギング情報を受信するように更に構成されており、
前記送信機は、前記コアネットワークデバイスによって送信された前記リンギング情報
を前記受信機が受信する前に、前記リンギング情報を前記発呼側ユーザ機器に送信するよ
うに更に構成されている、請求項１又は５に記載のアクセスネットワークデバイス。
【請求項７】
前記プロセッサが、コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセー
ジを前記受信機が受信する前に、前記ユーザ通信識別子に基づいてページングリクエスト
を生成するように構成されている、ということは、
前記プロセッサが、前記コールリクエストにおいて搬送される前記着呼側ユーザ機器の
前記ユーザ通信識別子に基づいて、前記コアネットワークデバイスによって送信された前
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記ページングメッセージを前記受信機が受信する前に、前記着呼側ユーザ機器の接続状態
情報を取得し、前記接続状態情報に対応するページングリクエストタイプを判定するよう
に構成されている、ということを含み、前記ページングリクエストは前記ページングリク
エストタイプのものである、請求項１から６のいずれか一項に記載のアクセスネットワー
クデバイス。
【請求項８】
アクセスネットワークデバイスであって、
発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラによって送信された
着呼側ユーザ機器のユーザ通信識別子を受信するように構成されている受信機と、
コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセージを前記受信機が受
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信する前に、前記ユーザ通信識別子に基づいてページングリクエストを生成するように構
成されたプロセッサであって、前記ページングリクエストに基づいて前記着呼側ユーザ機
器へのシグナリング接続を設定するように更に構成されているプロセッサと、
前記プロセッサによって生成された前記ページングリクエストを前記着呼側ユーザ機器
に送信するように構成されている送信機とを備える、アクセスネットワークデバイス。
【請求項９】
前記受信機は、前記コアネットワークデバイスによって送信された命令であって、前記
着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するように当該アクセスネットワー
クデバイスに命じる命令を受信するように更に構成されており、
前記プロセッサは、前記コアネットワークデバイスによって送信された、無線サービス
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ベアラ接続を設定する前記命令を前記受信機が受信する前に無線サービスベアラ接続メッ
セージを生成するように更に構成されており、
前記送信機は、前記プロセッサによって生成された前記無線サービスベアラ接続メッセ
ージを前記着呼側ユーザ機器に送信するように更に構成されており、
前記プロセッサは、前記無線サービスベアラ接続メッセージに基づいて、前記着呼側ユ
ーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するように更に構成されている、請求項８に
記載のアクセスネットワークデバイス。
【請求項１０】
前記受信機は、前記着呼側ユーザ機器によって送信されたリンギング情報を受信するよ
うに更に構成されており、
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前記送信機は、前記リンギング情報を前記コアネットワークデバイスに送信する前に、
又は、送信するときに、前記リンギング情報を前記発呼側無線ネットワークコントローラ
に送信するように更に構成されており、当該アクセスネットワークデバイスは、前記着呼
側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラである、請求項８又は
９に記載のアクセスネットワークデバイス。
【請求項１１】
通信方法であって、
アクセスネットワークデバイスによって、発呼側ユーザ機器によって送信されたコール
リクエストを受信するステップであって、前記コールリクエストは着呼側ユーザ機器のユ
ーザ通信識別子を搬送する、ステップと、
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コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセージを前記アクセスネ
ットワークデバイスが受信する前に、前記アクセスネットワークデバイスによって、前記
ユーザ通信識別子に基づいて、ページングリクエストを生成するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記の生成されたページングリクエスト
を前記着呼側ユーザ機器に送信するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ページングリクエストに基づいて、
前記着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定するステップとを含む、通信方法。
【請求項１２】
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記の生成されたページングリクエスト
を前記着呼側ユーザ機器に送信する前記ステップは、
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前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ユーザ通信識別子に基づいて、前記
着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラを判定するステッ
プと、
前記着呼側ユーザ機器が通信する前記ターゲット無線ネットワークコントローラと前記
発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラとが同じ無線ネットワ
ークコントローラであるときに、前記アクセスネットワークデバイスによって、前記の生
成されたページングリクエストを前記着呼側ユーザ機器に送信するステップであって、前
記アクセスネットワークデバイスが前記発呼側無線ネットワークコントローラである、ス
テップとを含む、請求項１１に記載の通信方法。
【請求項１３】
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前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ページングリクエストに基づいて、
前記着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定する前記ステップの後に、
前記コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を前記アクセスネッ
トワークデバイスが受信する前に、前記アクセスネットワークデバイスによって、前記着
呼側ユーザ機器によって送信された前記リンギング情報を受信するステップと、
前記コアネットワークデバイスによって送信された前記リンギング情報を前記アクセス
ネットワークデバイスが受信する前に、前記アクセスネットワークデバイスによって、前
記リンギング情報を前記発呼側ユーザ機器に送信するステップとを更に含む、請求項１１
又は１２に記載の通信方法。
【請求項１４】
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前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ページングリクエストに基づいて、
前記着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定する前記ステップの後に、
前記コアネットワークデバイスによって送信された命令であって、前記着呼側ユーザ機
器への無線サービスベアラ接続を設定するように前記アクセスネットワークデバイスに命
じる命令を前記アクセスネットワークデバイスが受信する前に、前記アクセスネットワー
クデバイスによって、無線サービスベアラ接続メッセージを生成するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記の生成された無線サービスベアラ接
続メッセージを前記着呼側ユーザ機器に送信するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記無線サービスベアラ接続メッセージ
に基づいて、前記着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するステップとを
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更に含む、請求項１１から１３のいずれか一項に記載の通信方法。
【請求項１５】
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記の生成されたページングリクエスト
を前記着呼側ユーザ機器に送信する前記ステップは、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ユーザ通信識別子に基づいて、前記
着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラを判定するステッ
プと、
前記着呼側ユーザ機器が通信する前記ターゲット無線ネットワークコントローラと前記
発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラとが同じ無線ネットワ
ークコントローラでないときに、前記アクセスネットワークデバイスによって、前記の生
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成されたページングリクエストを前記ターゲット無線ネットワークコントローラに送信し
、次に、前記ターゲット無線ネットワークコントローラを用いることにより、前記ページ
ングリクエストを前記着呼側ユーザ機器に送信するステップであって、前記アクセスネッ
トワークデバイスが前記発呼側無線ネットワークコントローラである、ステップとを含む
、請求項１１に記載の通信方法。
【請求項１６】
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ページングリクエストに基づいて、
前記着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定する前記ステップの後に、
前記コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を前記アクセスネッ
トワークデバイスが受信する前に、前記アクセスネットワークデバイスによって、前記着
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呼側ユーザ機器が通信する前記ターゲット無線ネットワークコントローラによって送信さ
れた前記リンギング情報を受信するステップと、
前記コアネットワークデバイスによって送信された前記リンギング情報を前記アクセス
ネットワークデバイスが受信する前に、前記リンギング情報を前記発呼側ユーザ機器に送
信するステップとを更に含む、請求項１１又は１５に記載の通信方法。
【請求項１７】
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ユーザ通信識別子に基づいて、ペー
ジングリクエストを生成する前記ステップは、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ユーザ通信識別子に基づいて、前記
着呼側ユーザ機器の接続状態情報を取得するステップと、
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前記アクセスネットワークデバイスによって、前記接続状態情報に対応するページング
リクエストタイプを判定するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記着呼側ユーザ通信識別子に基づいて
、前記ページングリクエストを生成するステップであって、前記ページングリクエストは
前記ページングリクエストタイプのものである、ステップとを含む、請求項１１から１６
のいずれか一項に記載の通信方法。
【請求項１８】
通信方法であって、
アクセスネットワークデバイスによって、発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネッ
トワークコントローラによって送信された着呼側ユーザ機器のユーザ通信識別子を受信す
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るステップと、
コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセージを前記アクセスネ
ットワークデバイスが受信する前に、前記アクセスネットワークデバイスによって、前記
ユーザ通信識別子に基づいて、ページングリクエストを生成するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記の生成されたページングリクエスト
を前記着呼側ユーザ機器に送信するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ページングリクエストに基づいて、
前記着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定するステップとを含む、通信方法。
【請求項１９】
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ページングリクエストに基づいて、
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前記着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定する前記ステップの後に、
前記コアネットワークデバイスによって送信された命令であって、前記着呼側ユーザ機
器への無線サービスベアラ接続を設定するように前記アクセスネットワークデバイスに命
じる命令を前記アクセスネットワークデバイスが受信する前に、前記アクセスネットワー
クデバイスによって、無線サービスベアラ接続メッセージを生成するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記の生成された無線サービスベアラ接
続メッセージを前記着呼側ユーザ機器に送信するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記無線サービスベアラ接続メッセージ
に基づいて、前記着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するステップとを
10

更に含む、請求項１８に記載の通信方法。
【請求項２０】
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ページングリクエストに基づいて、
前記着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定する前記ステップの後に、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記着呼側ユーザ機器によって送信され
たリンギング情報を受信するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスが前記リンギング情報を前記コアネットワークデバ
イスに送信する前に、及び、送信するときに、前記アクセスネットワークデバイスによっ
て、前記リンギング情報を前記発呼側無線ネットワークコントローラに送信するステップ
であって、前記アクセスネットワークデバイスは、前記着呼側ユーザ機器が通信するター
ゲット無線ネットワークコントローラである、ステップとを更に含む、請求項１８又は１

20

９に記載の通信方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、通信の分野に関し、詳細には、アクセスネットワークデバイス及び通信方法
に関する。
【背景技術】
【０００２】
モバイル通信ネットワークでは、発呼側ユーザ機器と着呼側ユーザ機器との音声サービ
ス設定遅延が、オペレータと端末ユーザとの両者によって極端に注目される指標の１つで
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あり、ここで、音声サービス設定遅延は、主に、発呼側ユーザ機器がコールリクエストを
開始する時刻と発呼側ユーザ機器がリンギング情報を受信する時刻との間の差のことを指
す。
【０００３】
既存のモバイル通信ネットワークにおいて、発呼側ユーザ機器が着呼側ユーザ機器との
音声サービスを設定するときに、コアネットワークデバイスが、アクセスネットワークデ
バイスの報告された情報に従って、命令を、アクセスネットワークデバイスに供給する必
要があり、次に、アクセスネットワークデバイスが、受信された命令に基づいて、着呼側
ユーザ機器へのシグナリング接続又は無線サービスベアラ接続を設定するとともに、着呼
側ユーザ機器によって送信されたリンギング情報も、最初に、アクセスネットワークデバ
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イスを用いることによって、コアネットワークデバイスにアップロードされ、次に、アク
セスネットワークデバイスを用いることによって、コアネットワークデバイスにより、発
呼側ユーザ機器に供給される必要がある。
【発明の概要】
【０００４】
しかしながら、既存の通信システムでは、発呼側ユーザ機器（User

Equipment、ＵＥ

）と着呼側ＵＥとの間の音声サービスを設定するプロセスにおける情報交換のために、ア
クセスネットワーク−コアネットワーク−アクセスネットワークという態様でのシリアル
処理が実行される必要があり、その結果、音声サービス設定遅延が比較的長く、それが、
ユーザのサービス経験に影響する。
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【０００５】
本発明は、アクセスネットワークデバイス及び通信方法を提供し、それにより、比較的
長い音声サービス設定遅延のためにユーザのサービス経験が影響を受けるという従来技術
における技術的課題を解決する。
【０００６】
第１の態様によると、アクセスネットワークデバイスが提供され、アクセスネットワー
クデバイスは、
発呼側ユーザ機器によって送信されたコールリクエストを受信するように構成された受
信機であって、コールリクエストは着呼側ユーザ機器のユーザ通信識別子を搬送する、受
信機と、

10

コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセージを受信機が受信す
る前に、ユーザ通信識別子に基づいてページングリクエストを生成するように構成された
プロセッサであって、ページングリクエストに基づいて、着呼側ユーザ機器へのシグナリ
ング接続を設定するように更に構成されているプロセッサと、
プロセッサによって生成されたページングリクエストを着呼側ユーザ機器に送信するよ
うに構成された送信機とを含む。
【０００７】
第１の態様を参照すると、第１の可能な実装様態では、プロセッサは、ユーザ通信識別
子に基づいて、着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラを
判定するように更に構成されており、
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送信機が、プロセッサによって生成されたページングリクエストを着呼側ユーザ機器に
送信するように構成されている、ということは、
送信機が、着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラと発
呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラとが同じ無線ネットワー
クコントローラであるときに、プロセッサによって生成されたページングリクエストを着
呼側ユーザ機器に送信するように構成されている、ということを含み、
アクセスネットワークデバイスは、発呼側無線ネットワークコントローラである。
【０００８】
第１の態様又は第１の態様の第１の可能な実装様態を参照すると、第２の可能な実装様
態では、受信機は、コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を受信
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する前に、着呼側ユーザ機器によって送信されたリンギング情報を受信するように更に構
成されており、
送信機は、コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を受信機が受
信する前に、リンギング情報を発呼側ユーザ機器に送信するように更に構成されている。
【０００９】
第１の態様又は第１の態様の第１の若しくは第２の可能な実装様態を参照すると、第３
の可能な実装様態では、受信機は、コアネットワークデバイスによって送信された命令で
あって、着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するようにアクセスネット
ワークデバイスに命じる命令を受信するように更に構成されており、
プロセッサは、着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定し、無線サービスベアラ
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接続を設定する命令を受信機が受信する前に無線サービスベアラ接続メッセージを生成す
るように更に構成されており、
送信機は、プロセッサによって生成された無線サービスベアラ接続メッセージを着呼側
ユーザ機器に送信するように更に構成されており、
プロセッサは、無線サービスベアラ接続メッセージに基づいて、着呼側ユーザ機器への
無線サービスベアラ接続を設定するように更に構成されている。
【００１０】
第１の態様を参照すると、第４の可能な実装様態では、プロセッサは、ユーザ通信識別
子に基づいて、着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラを
判定するように更に構成されており、
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送信機が、プロセッサによって生成されたページングリクエストを着呼側ユーザ機器に
送信するように構成されている、ということは、
送信機が、着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラと発
呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラとが同じ無線ネットワー
クコントローラでないときに、プロセッサによって生成されたページングリクエストをタ
ーゲット無線ネットワークコントローラに送信し、ページングリクエストが、次に、ター
ゲット無線ネットワークコントローラを用いることによって着呼側ユーザ機器に送信され
る、ように構成されている、ということを含み、
アクセスネットワークデバイスは、発呼側無線ネットワークコントローラである。
【００１１】
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第１の態様又は第１の態様の第４の可能な実装様態を参照すると、第５の可能な実装様
態では、受信機は、コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を受信
する前に、着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラによっ
て送信されたリンギング情報を受信するように更に構成されており、
送信機は、コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を受信機が受
信する前に、リンギング情報を発呼側ユーザ機器に送信するように更に構成されている。
【００１２】
第１の態様又は第１の態様の第１の可能な実装様態から第５の可能な実装様態のうちの
いずれか１つを参照すると、第６の可能な実装様態では、プロセッサが、コアネットワー
クデバイスによって送信されたページングメッセージを受信機が受信する前に、ユーザ通
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信識別子に基づいてページングリクエストを生成するように構成されている、ということ
は、
プロセッサが、コールリクエストにおいて搬送される着呼側ユーザ機器のユーザ通信識
別子に基づいて、コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセージを
受信機が受信する前に、着呼側ユーザ機器の接続状態情報を取得し、接続状態情報に対応
するページングリクエストタイプを判定するように構成されている、ということを含み、
ページングリクエストはページングリクエストタイプのものである。
【００１３】
第２の態様によると、アクセスネットワークデバイスが提供され、アクセスネットワー
クデバイスは、
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発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラによって送信された
着呼側ユーザ機器のユーザ通信識別子を受信するように構成されている受信機と、
コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセージを受信機が受信す
る前に、ユーザ通信識別子に基づいてページングリクエストを生成するように構成された
プロセッサであって、ページングリクエストに基づいて着呼側ユーザ機器へのシグナリン
グ接続を設定するように更に構成されているプロセッサと、
プロセッサによって生成されたページングリクエストを着呼側ユーザ機器に送信するよ
うに構成されている送信機とを含む。
【００１４】
第２の態様を参照すると、第１の可能な実装様態では、受信機は、コアネットワークデ
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バイスによって送信された命令であって、着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続
を設定するようにアクセスネットワークデバイスに命じる命令を受信するように更に構成
されており、
プロセッサは、コアネットワークデバイスによって送信された、無線サービスベアラ接
続を設定する命令を受信機が受信する前に無線サービスベアラ接続メッセージを生成する
ように更に構成されており、
送信機は、プロセッサによって生成された無線サービスベアラ接続メッセージを着呼側
ユーザ機器に送信するように更に構成されており、
プロセッサは、無線サービスベアラ接続メッセージに基づいて、着呼側ユーザ機器への
無線サービスベアラ接続を設定するように更に構成されている。
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【００１５】
第２の態様又は第２の態様の第１の可能な実装様態を参照すると、第２の可能な実装様
態では、受信機は、着呼側ユーザ機器によって送信されたリンギング情報を受信するよう
に更に構成されており、
送信機は、リンギング情報をコアネットワークデバイスに送信する前に、又は、送信す
るときに、リンギング情報を発呼側無線ネットワークコントローラに送信するように更に
構成されており、アクセスネットワークデバイスは、着呼側ユーザ機器が通信するターゲ
ット無線ネットワークコントローラである。
【００１６】
第３の態様によると、通信方法が提供され、方法は、
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アクセスネットワークデバイスによって、発呼側ユーザ機器によって送信されたコール
リクエストを受信するステップであって、コールリクエストは着呼側ユーザ機器のユーザ
通信識別子を搬送する、ステップと、
コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセージをアクセスネット
ワークデバイスが受信する前に、アクセスネットワークデバイスによって、ユーザ通信識
別子に基づいて、ページングリクエストを生成するステップと、
アクセスネットワークデバイスによって、生成されたページングリクエストを着呼側ユ
ーザ機器に送信するステップと、
アクセスネットワークデバイスによって、ページングリクエストに基づいて、着呼側ユ
ーザ機器へのシグナリング接続を設定するステップとを含む。
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【００１７】
第３の態様を参照すると、第１の可能な実装様態では、アクセスネットワークデバイス
によって、生成されたページングリクエストを着呼側ユーザ機器に送信するステップは、
アクセスネットワークデバイスによって、ユーザ通信識別子に基づいて、着呼側ユーザ
機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラを判定するステップと、
着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラと発呼側ユーザ
機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラとが同じ無線ネットワークコントロ
ーラであるときに、アクセスネットワークデバイスによって、生成されたページングリク
エストを着呼側ユーザ機器に送信するステップであって、アクセスネットワークデバイス
が発呼側無線ネットワークコントローラである、ステップとを含む。
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【００１８】
第３の態様又は第３の態様の第１の可能な実装様態を参照すると、第２の可能な実装様
態では、アクセスネットワークデバイスによって、ページングリクエストに基づいて、着
呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定するステップの後に、方法は、
コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報をアクセスネットワーク
デバイスが受信する前に、アクセスネットワークデバイスによって、着呼側ユーザ機器に
よって送信されたリンギング情報を受信するステップと、
コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報をアクセスネットワーク
デバイスが受信する前に、アクセスネットワークデバイスによって、リンギング情報を発
呼側ユーザ機器に送信するステップとを更に含む。
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【００１９】
第３の態様又は第３の態様の第２の可能な実装様態を参照すると、第３の可能な実装様
態では、アクセスネットワークデバイスによって、ページングリクエストに基づいて、着
呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定するステップの後に、方法は、
コアネットワークデバイスによって送信された命令であって、着呼側ユーザ機器への無
線サービスベアラ接続を設定するようにアクセスネットワークデバイスに命じる命令をア
クセスネットワークデバイスが受信する前に、アクセスネットワークデバイスによって、
無線サービスベアラ接続メッセージを生成するステップと、
アクセスネットワークデバイスによって、生成された無線サービスベアラ接続メッセー
ジを着呼側ユーザ機器に送信するステップと、
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アクセスネットワークデバイスによって、無線サービスベアラ接続メッセージに基づい
て、着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するステップとを更に含む。
【００２０】
第３の態様を参照すると、第４の可能な実装様態では、アクセスネットワークデバイス
によって、生成されたページングリクエストを着呼側ユーザ機器に送信するステップは、
アクセスネットワークデバイスによって、ユーザ通信識別子に基づいて、着呼側ユーザ
機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラを判定するステップと、
着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラと発呼側ユーザ
機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラとが同じ無線ネットワークコントロ
ーラでないときに、アクセスネットワークデバイスによって、生成されたページングリク
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エストをターゲット無線ネットワークコントローラに送信し、次に、ターゲット無線ネッ
トワークコントローラを用いることにより、ページングリクエストを着呼側ユーザ機器に
送信するステップであって、アクセスネットワークデバイスが発呼側無線ネットワークコ
ントローラである、ステップとを含む。
【００２１】
第３の態様又は第３の態様の第４の可能な実装様態を参照すると、第５の可能な実装様
態では、アクセスネットワークデバイスによって、ページングリクエストに基づいて、着
呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定するステップの後に、方法は、
コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報をアクセスネットワーク
デバイスが受信する前に、アクセスネットワークデバイスによって、着呼側ユーザ機器が
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通信するターゲット無線ネットワークコントローラによって送信されたリンギング情報を
受信するステップと、
コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報をアクセスネットワーク
デバイスが受信する前に、リンギング情報を発呼側ユーザ機器に送信するステップとを更
に含む。
【００２２】
第３の態様又は第３の態様の第１の可能な実装様態から第５の可能な実装様態のうちの
いずれか１つを参照すると、第６の可能な実装様態では、アクセスネットワークデバイス
によって、ユーザ通信識別子に基づいて、ページングリクエストを生成するステップは、
アクセスネットワークデバイスによって、ユーザ通信識別子に基づいて、着呼側ユーザ
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機器の接続状態情報を取得するステップと、
アクセスネットワークデバイスによって、接続状態情報に対応するページングリクエス
トタイプを判定するステップと、
アクセスネットワークデバイスによって、着呼側ユーザ通信識別子に基づいて、ページ
ングリクエストを生成するステップであって、ページングリクエストはページングリクエ
ストタイプのものである、ステップとを含む。
【００２３】
第４の態様によると、通信方法が提供され、方法は、
アクセスネットワークデバイスによって、発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネッ
トワークコントローラによって送信された着呼側ユーザ機器のユーザ通信識別子を受信す
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るステップと、
コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセージをアクセスネット
ワークデバイスが受信する前に、アクセスネットワークデバイスによって、ユーザ通信識
別子に基づいて、ページングリクエストを生成するステップと、
アクセスネットワークデバイスによって、生成されたページングリクエストを着呼側ユ
ーザ機器に送信するステップと、
アクセスネットワークデバイスによって、ページングリクエストに基づいて、着呼側ユ
ーザ機器へのシグナリング接続を設定するステップとを含む。
【００２４】
第４の態様によると、第１の可能な実装様態では、アクセスネットワークデバイスによ
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って、ページングリクエストに基づいて、着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定
するステップの後に、方法は、
コアネットワークデバイスによって送信された命令であって、着呼側ユーザ機器への無
線サービスベアラ接続を設定するようにアクセスネットワークデバイスに命じる命令をア
クセスネットワークデバイスが受信する前に、アクセスネットワークデバイスによって、
無線サービスベアラ接続メッセージを生成するステップと、
アクセスネットワークデバイスによって、生成された無線サービスベアラ接続メッセー
ジを着呼側ユーザ機器に送信するステップと、
アクセスネットワークデバイスによって、無線サービスベアラ接続メッセージに基づい
て、着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するステップとを更に含む。

10

【００２５】
第４の態様又は第４の態様の第１の可能な実装様態を参照すると、第２の可能な実装様
態では、アクセスネットワークデバイスによって、ページングリクエストに基づいて、着
呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定するステップの後に、方法は、
アクセスネットワークデバイスによって、着呼側ユーザ機器によって送信されたリンギ
ング情報を受信するステップと、
アクセスネットワークデバイスがリンギング情報をコアネットワークデバイスに送信す
る前に、及び、送信するときに、アクセスネットワークデバイスによって、リンギング情
報を発呼側無線ネットワークコントローラに送信するステップであって、アクセスネット
ワークデバイスは、着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントロー

20

ラである、ステップとを更に含む。
【００２６】
本発明の実施形態では、アクセスネットワークデバイスは、コアネットワークデバイス
の命令を受信する前に、メッセージを同時に発呼側ユーザ機器又は着呼側ユーザ機器に対
してアクティブに供給し、それは、音声サービス設定遅延を短縮するという技術的効果を
達成する。
【００２７】
本発明の実施形態における又は従来技術における技術的解決手段をより明確に説明する
ために、下記は、実施形態を説明するのに要求される添付の図面を簡潔に紹介する。明ら
かに、下記の説明における添付の図面は、本発明のいくつかの実施形態を示しており、当

30

業者は、創造的努力を払うことなく、これらの添付の図面から他の図面を更に導き得る。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施形態による、通信方法に対応するシステムの概略図である。
【図２】本発明の一実施形態による、アクセスネットワークデバイスの概略的な構造図で
ある。
【図３】本発明の一実施形態による、通信方法のフローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態による、発呼側ユーザ機器と着呼側ユーザ機器とが同じ無線
ネットワークコントローラに配置されているときに音声サービスを設定するフローチャー
トである。
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【図５】本発明の一実施形態による、発呼側ユーザ機器と着呼側ユーザ機器とが異なった
無線ネットワークコントローラに配置されているときに音声サービスを設定するフローチ
ャートである。
【図６】本発明の別の実施形態による、アクセスネットワークデバイスの概略的な構造図
である。
【図７】本発明の別の実施形態による、通信方法のフローチャートである。
【図８】本発明の更に別の実施形態による、アクセスネットワークデバイスの概略的な構
造図である。
【図９】本発明の更に別の実施形態による、通信方法のフローチャートである。
【図１０】本発明のまた別の実施形態による、アクセスネットワークデバイスの概略的な
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構造図である。
【図１１】本発明のまた別の実施形態による、通信方法のフローチャートである。
【図１２】本発明の更にまた別の実施形態による、アクセスネットワークデバイスの概略
的な構造図である。
【図１３】本発明の更にまた別の実施形態による、通信方法のフローチャートである。
【図１４】本発明の更なる実施形態による、アクセスネットワークデバイスの概略的な構
造図である。
【図１５】本発明の更なる実施形態による、通信方法のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
10

【００２９】
本発明の実施形態の目的、技術的解決手段、及び効果をより明確にするため、下記は、
本発明の実施形態における添付の図面を参照して、本発明の実施形態における技術的解決
手段を明確に説明する。明らかに、説明される実施形態は、本発明の実施形態の一部では
あるが、全体ではない。本発明の実施形態に基づき創造的努力を払うことなく当業者によ
って獲得されるすべての他の実施形態は、本発明の保護範囲に含まれるものとする。
【００３０】
本発明の実施形態が紹介される前に、本発明の実施形態における通信方法に対応するシ
ステムが、最初に紹介される。図１に示されているように、図１は、本発明における通信
方法を実施するのに用いられる通信システムを示しており、システムは、発呼側ユーザ機
器１０１と、着呼側ユーザ機器１０２と、アクセスネットワークデバイスと、コアネット

20

ワークデバイス１０３とを含む。アクセスネットワークデバイスは、発呼側ユーザ機器が
通信する発呼側無線ネットワークコントローラ１０４であり得るとともに、着呼側ユーザ
機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラ１０５でもあり得る。通信シス
テムは、具体的には、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（Universa
l

Mobile

Telecommunications

System、ＵＭＴＳ）に基づく通信システム、モバイル

通信のためのグローバルシステム（Global

System

For

Mobile

Ｍ）に基づく通信システム、ロングタームエボリューション（Long
ＬＴＥ）に基づく通信システム、符号分割多元アクセス（Code

Communication、ＧＳ
Term

Evolution、

Division

Multiple

cess、ＣＤＭＡ）に基づく通信システム、時分割同期符号分割多元アクセス（Time
sion‑Synchronous

Code

Division

Multiple

Ac
Divi

Access、ＴＤ−ＳＣＤＭＡ）に基づく通
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信システムなどであり得るが、それは、本出願では限定されない。
【００３１】
実施形態１
この実施形態は、アクセスネットワークデバイスを提供し、図２に示されているように
、アクセスネットワークデバイスは、
発呼側ユーザ機器によって送信されたコールリクエストを受信するように構成された受
信機であって、コールリクエストは着呼側ユーザ機器のユーザ通信識別子を搬送する、受
信機２０１と、
コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセージを受信機２０１が
受信する前に、ユーザ通信識別子に基づいてページングリクエストを生成するように構成

40

されたプロセッサであって、ページングリクエストに基づいて、着呼側ユーザ機器へのシ
グナリング接続を設定するように更に構成されているプロセッサ２０３と、
プロセッサ２０３によって生成されたページングリクエストを着呼側ユーザ機器に送信
するように構成された送信機２０２とを含む。
【００３２】
特定の接続関係は、受信機２０１はプロセッサ２０３に接続され、送信機２０２もまた
プロセッサ２０３に接続される、というものである。
【００３３】
発呼側ユーザ機器によって送信されたコールリクエストを受信した後で、アクセスネッ
トワークデバイスは、着呼側ユーザ機器をアクティブにページングし、それにより、コア
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ネットワークデバイスがページングメッセージを供給する前に、着呼側ユーザ機器へのシ
グナリング接続の設定を開始し、それは、アクセスネットワークデバイスがコアネットワ
ークデバイスに報告する時刻とコアネットワークデバイスがページングメッセージをアク
セスネットワークデバイスに供給する時刻との間の継続時間を節約し、それによって、音
声サービス設定遅延を短縮するという技術的効果を達成する。
【００３４】
実施形態１において紹介されたアクセスネットワークデバイスは、発呼側ユーザ機器が
通信する発呼側無線ネットワークコントローラである。
【００３５】
下記の説明では、アクセスネットワークデバイスは、発呼側無線ネットワークコントロ

10

ーラとして用いられ、２つの場合、すなわち、発呼側無線ネットワークコントローラと着
呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラとが同じコントロー
ラである場合と、発呼側無線ネットワークコントローラとターゲット無線ネットワークコ
ントローラとが異なるコントローラである場合とが、別々に説明される。
【００３６】
第１の場合は、発呼側無線ネットワークコントローラとターゲット無線ネットワークコ
ントローラとが同じコントローラである場合である。
【００３７】
この実施形態では、プロセッサ２０３は、ユーザ通信識別子に基づいて、着呼側ユーザ
機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラを判定するように更に構成され

20

ており、
送信機２０２は、着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントロー
ラと発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラとが同じ無線ネッ
トワークコントローラであるときに、プロセッサ２０３によって生成されたページングリ
クエストを着呼側ユーザ機器に送信するように構成されている。
【００３８】
この実施形態では、受信機２０１は、コアネットワークデバイスによって送信された命
令であって、着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するようにアクセスネ
ットワークデバイスに命じる命令を受信するように更に構成されており、
プロセッサ２０３は、着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定し、無線サービス

30

ベアラ接続を設定する命令を受信機２０１が受信する前に無線サービスベアラ接続メッセ
ージを生成するように更に構成されており、
送信機２０２は、プロセッサ２０３によって生成された無線サービスベアラ接続メッセ
ージを着呼側ユーザ機器に送信するように更に構成されており、
プロセッサ２０３は、無線サービスベアラ接続メッセージに基づいて、着呼側ユーザ機
器への無線サービスベアラ接続を設定するように更に構成されている。
【００３９】
特に、アクセスネットワークデバイスは、着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続をア
クセスネットワークデバイスが設定したことを検出した後で、アクセスネットワークデバ
イスは、無線サービスベアラ接続メッセージをアクティブに生成し、無線サービスベアラ
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接続メッセージを着呼側ユーザ機器に送信し、それにより、着呼側ユーザ機器への無線サ
ービスベアラ接続を設定するようにコアネットワークデバイスがアクセスネットワークデ
バイスに命じる前に、着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続の設定を開始し、そ
れは、アクセスネットワークデバイスがコアネットワークデバイスに報告する時刻とコア
ネットワークデバイスが着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するように
アクセスネットワークデバイスに命じる時刻との間の時間を節約し、それによって、音声
サービス設定遅延を短縮するという技術的効果を達成する。
【００４０】
この実施形態では、受信機２０１は、コアネットワークデバイスによって送信されたリ
ンギング情報を受信する前に、着呼側ユーザ機器によって送信されたリンギング情報を受
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信するように更に構成されており、
送信機２０２は、コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を受信
機２０１が受信する前に、リンギング情報を発呼側ユーザ機器に送信するように更に構成
されている。
【００４１】
特に、着呼側ユーザ機器によって送信されたリンギング情報を受信するときに、アクセ
スネットワークデバイスは、コアネットワークデバイスがリンギング情報を供給する前に
、リンギング情報を発呼側ユーザ機器にアクティブに送信し、それは、アクセスネットワ
ークデバイスがコアネットワークデバイスにリンギング情報をアップロードする時刻とコ
アネットワークデバイスがリンギング情報をアクセスネットワークデバイスに供給する時

10

刻との間の時間を節約し、それによって、音声サービス設定遅延を短縮するという技術的
効果を達成する。
【００４２】
第２の場合は、発呼側無線ネットワークコントローラとターゲット無線ネットワークコ
ントローラとが異なるコントローラである場合である。
【００４３】
この実施形態では、プロセッサ２０３は、ユーザ通信識別子に基づいて、着呼側ユーザ
機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラを判定するように更に構成され
ており、
送信機２０２が、プロセッサ２０３によって生成されたページングリクエストを着呼側

20

ユーザ機器に送信するように構成されている、ということは、
送信機２０２が、着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントロー
ラと発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラとが同じ無線ネッ
トワークコントローラでないときに、プロセッサ２０３によって生成されたページングリ
クエストをターゲット無線ネットワークコントローラに送信し、ページングリクエストが
、次に、ターゲット無線ネットワークコントローラを用いることによって、着呼側ユーザ
機器に送信されるように構成されている、ということを含む。
【００４４】
この実施形態において、受信機２０１は、コアネットワークデバイスによって送信され
たリンギング情報を受信する前に、着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワ
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ークコントローラによって送信されたリンギング情報を受信するように更に構成されてお
り、
送信機２０２は、コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を受信
機２０１が受信する前に、リンギング情報を発呼側ユーザ機器に送信するように更に構成
されている。
【００４５】
特に、ターゲット無線ネットワークコントローラによって送信されたリンギング情報を
受信した後で、アクセスネットワークデバイスは、コアネットワークデバイスがリンギン
グ情報を供給する前に、リンギング情報を発呼側ユーザ機器にアクティブに送信し、それ
は、コアネットワークデバイスがリンギング情報を供給する待機時間を節約し、それによ
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って、音声サービス設定遅延を短縮するという技術的効果を達成する。
【００４６】
この実施形態では、前述の第１の場合と第２の場合との両方に適用可能であるのは、プ
ロセッサ２０３が、コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセージ
を受信機２０１が受信する前に、ユーザ通信識別子に基づいてページングリクエストを生
成するように構成されている、ということが、
プロセッサ２０３が、コールリクエストにおいて搬送される着呼側ユーザ機器のユーザ
通信識別子に基づいて、コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセ
ージを受信機２０１が受信する前に、着呼側ユーザ機器の接続状態情報を取得し、接続状
態情報に対応するページングリクエストタイプを判定するように構成されている、という
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ことを含み、ページングリクエストがページングリクエストタイプのものである、という
ことである。
【００４７】
上記で提供されたアクセスネットワークデバイスに対応して、この実施形態は、通信方
法を更に提供し、ここで、通信方法は、前述のアクセスネットワークデバイスに適用され
ることができる。
【００４８】
図３に示されているように、通信方法は、下記のステップを含む。
【００４９】
ステップＳ３０１：アクセスネットワークデバイスが、発呼側ユーザ機器によって送信

10

されたコールリクエストを受信し、ここで、コールリクエストは、着呼側ユーザ機器のユ
ーザ通信識別子を搬送する。
【００５０】
ステップＳ３０２：コアネットワークデバイスによって供給されたページングメッセー
ジをアクセスネットワークデバイスが受信する前に、アクセスネットワークデバイスが、
ユーザ通信識別子に基づいて、ページングリクエストを生成する。
【００５１】
ステップＳ３０３：アクセスネットワークデバイスが、生成されたページングリクエス
トを着呼側ユーザ機器に送信する。
20

【００５２】
ステップＳ３０４：アクセスネットワークデバイスが、ページングリクエストに基づい
て、着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定する。
【００５３】
下記は、前述の通信方法の特定の実装ステップを、詳細に説明する。
【００５４】
第１に、ステップＳ３０１が実行され、すなわち、アクセスネットワークデバイスが、
発呼側ユーザ機器によって送信されたコールリクエストを受信する。
【００５５】
特定の実装プロセスでは、アクセスネットワークデバイスが発呼側ユーザ機器によって
送信されたコールリクエストを受信する前に、通信方法は、発呼側ユーザ機器によって、

30

アクセスネットワークデバイスへのシグナリング接続を設定することを更に含む。
【００５６】
具体的には、コールリクエストは、着呼側ユーザ機器への音声サービス接続を設定する
ことを要求するのに用いられるコールリクエストであり、ここで、コールリクエストは、
着呼側ユーザの通信識別子を搬送する。ＵＭＴＳシステムを例として用いると、第３世代
パートナーシッププロジェクト（3rd

Generation

Partnership

Project、３ＧＰＰ）

プロトコルにおけるコールリクエストは、Ｓｅｔｕｐメッセージと称され、それは、着呼
側ユーザのユーザ通信識別子を含む。詳細な説明については、３Ｇｐｐプロトコルを参照
し得る。
40

【００５７】
アクセスネットワークデバイスがコールリクエストを受信した後で、ステップＳ３０２
が実行され、すなわち、コアネットワークデバイスによって供給されたページングメッセ
ージをアクセスネットワークデバイスが受信する前に、アクセスネットワークデバイスが
、コールリクエストにおいて搬送される着呼側ユーザ機器のユーザ通信識別子に基づいて
、ページングリクエストを生成する。
【００５８】
特定の実装プロセスでは、ユーザ通信識別子は、具体的には、下記のもの、すなわち、
一次的モバイル加入者識別子（Temporary

Mobile

Subscriber

、パケットテンプレートモバイル加入者識別子（Packet
ion

Identity、ＴＭＳＩ）

Temperate

Mobile

Subscript

Identity、Ｐ−ＴＭＳＩ）、国際モバイル加入者識別番号（International

Mobile
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Subscriber

Number、ＩＭＳＩ）、モバイル加入者国際ＩＳＤＮ／Ｐ
International

ISDN/PSDN

number、ＭＳＩＳＤＮ）

などのうちのいずれか１つ、又は組合せであり得る。
【００５９】
具体的には、ページングメッセージは、コアネットワークデバイスによってアクセスネ
ットワークデバイスに供給されるメッセージであって、着呼側ユーザ機器へのシグナリン
グ接続を設定することを命じるのに用いられるメッセージであり、ページングリクエスト
は、アクセスネットワークデバイスによって着呼側ユーザ機器に供給されるリクエストで
あって、着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定することを要求するのに用いられ
るリクエストである。ＵＭＴＳを例として用いると、３Ｇｐｐプロトコルにおいて、コア

10

ネットワークデバイスによってアクセスネットワークデバイスに供給されたページングメ
ッセージは、Ｐａｇｉｎｇと称され、アクセスネットワークデバイスによってユーザ機器
に供給されたページングリクエストは、Ｐａｇｉｎｇ

Ｔｙｐｅ１又はＰａｇｉｎｇ

Ｔ

ｙｐｅ２と称される。詳細な説明については、３Ｇｐｐプロトコルを参照し得る。
【００６０】
次に、ステップＳ３０３が実行され、すなわち、アクセスネットワークデバイスが、生
成されたページングリクエストを着呼側ユーザ機器に送信する。
【００６１】
ステップＳ３０４が実行され、すなわち、アクセスネットワークデバイスが、ページン
20

グリクエストに基づいて、着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定する。
【００６２】
特定の実装プロセスでは、シグナリング接続は、情報伝送を実行するのに用いられる、
アクセスネットワークデバイスとユーザ機器との間の接続である。ＵＭＴＳを例として用
いると、３Ｇｐｐプロトコルにおけるシグナリング接続は、無線リソース制御（Radio
esource

R

Control、ＲＲＣ）接続と称される。ＧＳＭを例として用いると、シグナリング

接続を設定するプロセスは、アクセスネットワークデバイスとユーザ機器との間でチャネ
ルアクセスを実行するプロセスである。
【００６３】
この実施形態におけるアクセスネットワークデバイスの前述の第１の場合と第２の場合
とに対応して、アクセスネットワークデバイスが発呼側無線ネットワークコントローラで

30

あるときに、やはり２つの場合、すなわち、発呼側無線ネットワークコントローラと着呼
側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラとが同じコントローラ
である場合、及び発呼側無線ネットワークコントローラとターゲット無線ネットワークコ
ントローラとが異なるコントローラである場合が存在することができ、それらは、下記で
別々に説明される。
【００６４】
第１の場合は、発呼側無線ネットワークコントローラとターゲット無線ネットワークコ
ントローラとが同じコントローラである場合である。
【００６５】
すなわち、ステップＳ３０３では、アクセスネットワークデバイスが、生成されたペー

40

ジングリクエストを着呼側ユーザ機器に送信する、ということは、
アクセスネットワークデバイスが、ユーザ通信識別子に基づいて、着呼側ユーザ機器が
通信するターゲット無線ネットワークコントローラを判定する、ということと、
着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラと発呼側ユーザ
機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラとが同じ無線ネットワークコントロ
ーラであるときに、アクセスネットワークデバイスが、生成されたページングリクエスト
を着呼側ユーザ機器に送信し、アクセスネットワークデバイスが発呼側無線ネットワーク
コントローラである、ということとを含む。
【００６６】
ＵＭＴＳシステムを例として用いると、ＵＭＴＳシステムでは、アクセスネットワーク
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Network、ＲＡＮ）デバイスは、無線ネットワークコントローラ（Radi

Controller、ＲＮＣ）と基地局（ＮｏｄｅＢ）とを含む。特定の実装プロセ

スでは、ＵＭＴＳシステムを例として用いると、ＲＡＮは、複数のＲＮＣを含み、発呼側
ＵＥと着呼側ＵＥとが、ＲＡＮにおける同じＲＮＣに配置されているときに、
図４を参照すると、図４は、本発明の一実施形態による、発呼側ユーザ機器と着呼側ユ
ーザ機器とが同じ無線ネットワークコントローラに配置されているときに音声サービスを
設定するフローチャートである。
【００６７】
第１に、発呼側ＲＮＣが、コールリクエストにおいて搬送される着呼側ＵＥの着呼側ユ
ーザ通信識別子に基づいて、着呼側ＵＥが配置されているターゲットＲＮＣを判定し、発

10

呼側ＵＥと着呼側ＵＥとがＲＡＮにおける同じＲＮＣに配置されているかどうかを判定す
る。
【００６８】
発呼側ＵＥと着呼側ＵＥとがＲＡＮにおける同じＲＮＣに配置されている場合には、着
呼側ユーザ通信識別子に基づいて、発呼側ＲＮＣは、ページングリクエストを生成して、
そのページングリクエストを着呼側ＵＥに送信し、それによって、発呼側ＲＮＣとターゲ
ットＲＮＣとの間の通信を省略する。
【００６９】
さらに、アクセスネットワークデバイスが、ステップＳ３０４に従って、着呼側ユーザ
20

機器へのシグナリング接続を設定した後で、方法は、
コアネットワークデバイスによって送信された命令であって、着呼側ユーザ機器への無
線サービスベアラ接続を設定するようにアクセスネットワークデバイスに命じる命令をア
クセスネットワークデバイスが受信する前に、アクセスネットワークデバイスによって、
無線サービスベアラ接続メッセージを生成するステップと、
アクセスネットワークデバイスによって、生成された無線サービスベアラ接続メッセー
ジを着呼側ユーザ機器に送信するステップと、
アクセスネットワークデバイスによって、無線サービスベアラ接続メッセージに基づい
て、着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するステップとを更に含む。
【００７０】
特定の実装プロセスでは、ＵＭＴＳを例として用いると、３Ｇｐｐプロトコルにおいて

30

、コアネットワークデバイスが、着呼側ＵＥへの無線サービスベアラ接続を設定するよう
にＲＡＮに命じるということは、具体的には、コアネットワークデバイスが、着呼側ＵＥ
に対して無線アクセスベアラ（Radio

Aceess

Bearer、ＲＡＢ）を設定するようにＲＡ

Ｎに命じることであり、コアネットワークデバイスによってＲＡＮに供給されＲＡＢを設
定するように命じるメッセージは、ＲＡＢ

Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ

Ｒｅｑｕｅｓｔメッ

セージである。更にＧＳＭを例として用いると、プロトコルにおいて、コアネットワーク
デバイスが、着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するようにアクセスネ
ットワークデバイスに命じるということは、具体的には、コアネットワークデバイスが、
アクセスネットワークデバイスと着呼側ユーザ機器との間でトラフィックチャネル（Traf
fic

Channel、ＴＣＨ）アサインメントを実行するように命じるということである。

40

【００７１】
特定の実装プロセスでは、無線サービスベアラ接続メッセージは、アクセスネットワー
クデバイスによってユーザ機器に供給され、アクセスネットワークデバイスに対して無線
ベアラを設定するようにユーザ機器に命じるのに用いられるメッセージである。ＵＭＴＳ
を例として用いると、３Ｇｐｐプロトコルにおいて、ＲＡＮと着呼側ＵＥとの間の無線サ
ービスベアラ接続は、無線ベアラ（Radio

Bearer、ＲＢ）と称され、ＲＡＮによって着

呼側ＵＥに供給され無線ベアラを設定するように命じるメッセージは、ＲＢ

ｓｅｔｕｐ

メッセージである。
【００７２】
さらに、アクセスネットワークデバイスが、ステップＳ３０４に従って、着呼側ユーザ
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機器へのシグナリング接続を設定した後に、方法は、
コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報をアクセスネットワーク
デバイスが受信する前に、アクセスネットワークデバイスによって、着呼側ユーザ機器に
よって送信されたリンギング情報を受信するステップと、
コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報をアクセスネットワーク
デバイスが受信する前に、アクセスネットワークデバイスによって、リンギング情報を発
呼側ユーザ機器に送信するステップとを更に含む。
【００７３】
特定の実装プロセスでは、リンギング情報は、発呼側ユーザ機器に、接続が完了された
こと、すなわち、発呼側ユーザ機器と着呼側ユーザ機器との間のサービスベアラ接続が設

10

定されたことを通知する情報であって、「ドゥードゥー」というようなリングトーンを鳴
らすことを発呼側ユーザ機器に促す情報であり、リンギング情報は、プロトコルにおいて
Ａｌｅｒｔｉｎｇと称される。
【００７４】
特定の実装プロセスでは、ＵＭＴＳシステムを例として更に用いると、図４に示される
ように、発呼側ＵＥと着呼側ＵＥとがＲＡＮにおける同じＲＮＣに配置されているときに
、発呼側ＲＮＣは、受信されたリンギング情報を直接に発呼側ＵＥに送信する。
【００７５】
第２の場合は、発呼側無線ネットワークコントローラとターゲット無線ネットワークコ
ントローラとが異なるコントローラである場合である。

20

【００７６】
すなわち、ステップＳ３０３では、アクセスネットワークデバイスが、生成されたペー
ジングリクエストを着呼側ユーザ機器に送信する、ということは、
アクセスネットワークデバイスが、ユーザ通信識別子に基づいて、着呼側ユーザ機器が
通信するターゲット無線ネットワークコントローラを判定する、ということと、
着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラと発呼側ユーザ
機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラとが同じ無線ネットワークコントロ
ーラでないときに、アクセスネットワークデバイスが、生成されたページングリクエスト
をターゲット無線ネットワークコントローラに送信し、次に、ページングリクエストが、
ターゲット無線ネットワークコントローラを用いることにより着呼側ユーザ機器に送信さ

30

れ、アクセスネットワークデバイスが発呼側無線ネットワークコントローラである、とい
うこととを含む。
【００７７】
ＵＭＴＳシステムを例として更に用いると、発呼側ＵＥと着呼側ＵＥとが異なるＲＮＣ
に配置されているときに、
図５を参照すると、図５は、本発明の一実施形態による、発呼側ユーザ機器と着呼側ユ
ーザ機器とが異なった無線ネットワークコントローラに配置されているときに音声サービ
スを設定するフローチャートである。
【００７８】
第１に、発呼側ＲＮＣが、コールリクエストにおいて搬送される着呼側ＵＥの着呼側ユ

40

ーザ通信識別子に基づいて、着呼側ＵＥが配置されているターゲットＲＮＣを判定し、発
呼側ＵＥと着呼側ＵＥとがＲＡＮにおける同じＲＮＣに配置されているかどうかを判定す
る。
【００７９】
発呼側ＵＥと着呼側ＵＥとがＲＡＮにおける異なるＲＮＣに配置されている場合には、
発呼側ＲＮＣが、着呼側ユーザ通信識別子を、ターゲットＲＮＣに送信し、次に、受信さ
れた着呼側ユーザ通信識別子に基づいて、ターゲットＲＮＣが、ページングリクエストを
生成して、そのページングリクエストを着呼側ＵＥに送信するのに用いられる。
【００８０】
特定の実装プロセスでは、発呼側ＲＮＣとターゲットＲＮＣとの間の通信が、２つのＲ
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ＮＣの間のＩｕｒインターフェースを通じて実装され、ここで、Ｉｕｒインターフェース
は、複数のＲＮＣの間の論理インターフェースであって、それらのＲＮＣの間のシグナリ
ングとデータ交換とのために用いられるインターフェースである。
【００８１】
さらに、アクセスネットワークデバイスが、ステップＳ３０４に従って、着呼側ユーザ
機器へのシグナリング接続を設定した後に、方法は、
コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報をアクセスネットワーク
デバイスが受信する前に、アクセスネットワークデバイスによって、着呼側ユーザ機器が
通信するターゲット無線ネットワークコントローラによって送信されたリンギング情報を
受信するステップと、

10

コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報をアクセスネットワーク
デバイスが受信する前に、リンギング情報を発呼側ユーザ機器に送信するステップとを更
に含む。
【００８２】
特定の実装プロセスでは、ＵＭＴＳシステムを例として用いると、図５に示されている
ように、発呼側ＵＥと着呼側ＵＥとがＲＡＮにおける異なるＲＮＣに配置されているとき
に、発呼側ＲＮＣは、ターゲットＲＮＣによって送信されたリンギング情報を受信し、発
呼側ＲＮＣは、そのリンギング情報を発呼側ＵＥに送信する。
【００８３】
特定の実装プロセスでは、発呼側ＲＮＣは、２つのＲＮＣの間のＩｕｒインターフェー

20

スを通じて、ターゲットＲＮＣによって送信されたリンギング情報を受信する。
【００８４】
特に、図４及び図５に示されているように、アクセスネットワークデバイスがコールリ
クエストを受信した後に、一方では、アクセスネットワークデバイスは、元来のシリアル
なプロセスに従って、コアネットワークデバイスに報告し、他方では、アクセスネットワ
ークデバイスは、コアネットワークデバイスがページングメッセージを供給する前に、ペ
ージングリクエストを着呼側ユーザ機器に同時に送信し、それにより、着呼側ユーザ機器
へのシグナリング接続の設定を開始する。すなわち、通信システムが、アクセスネットワ
ークデバイスによって、コアネットワークデバイスへ報告するステップと、コアネットワ
ークデバイスによって、ページングメッセージをアクセスネットワークデバイスに供給す

30

るステップとを実行するときに、アクセスネットワークデバイスは、同時に、着呼側ユー
ザ機器へのシグナリング接続を設定し、その結果、コアネットワークデバイスがページン
グメッセージをアクセスネットワークデバイスに供給するときに、アクセスネットワーク
デバイスは、着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続の設定を完了しているか、又は、部
分的に完了しており、それは、図４及び図５に示されているステップであって、アクセス
ネットワークデバイスによって、コアネットワークデバイスに報告するステップと、コア
ネットワークデバイスによって、ページングメッセージをアクセスネットワークデバイス
に供給するステップとを実行するために費やされる時間間隔Ｔ１を節約することが可能で
あって、それによって、音声サービス設定遅延を短縮する。
【００８５】

40

さらに、図４及び図５に示されているように、アクセスネットワークデバイスが着呼側
ユーザ機器へのシグナリング接続を設定した後に、一方では、アクセスネットワークデバ
イスは、元来のシリアルなプロセスに従って、コアネットワークデバイスに報告し、他方
では、アクセスネットワークデバイスは、コアネットワークデバイスが着呼側ユーザ機器
への無線サービスベアラ接続を設定するようにアクセスネットワークデバイスに命じる前
に、無線サービスベアラ接続メッセージを着呼側ユーザ機器に同時に送信し、それにより
、着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続の設定を開始する。すなわち、通信シス
テムが、アクセスネットワークデバイスによって、コアネットワークデバイスへ報告する
ステップと、コアネットワークデバイスによって、着呼側ユーザ機器への無線サービスベ
アラ接続を設定するようにアクセスネットワークデバイスに命じるステップとを実行する
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ときに、アクセスネットワークデバイスは、同時に、着呼側ユーザ機器への無線サービス
ベアラ接続を設定し、その結果、コアネットワークデバイスが着呼側ユーザ機器への無線
サービスベアラ接続を設定するようにアクセスネットワークデバイスに命じるときに、ア
クセスネットワークデバイスは、着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続の設定を
完了しているか、又は、部分的に完了しており、それは、図６及び図７にあるステップで
あって、アクセスネットワークデバイスによって、コアネットワークデバイスに報告する
ステップと、コアネットワークデバイスによって、無線サービスベアラ接続を設定するこ
とを命じるステップとを実行するために費やされる時間間隔Ｔ２を節約することが可能で
あって、それによって、音声サービス設定遅延を短縮する。
【００８６】

10

さらに、図４及び図５に示されているように、アクセスネットワークデバイスが着呼側
ユーザ機器によって送信されたリンギング情報を受信するときに、一方では、アクセスネ
ットワークデバイスは、元来のシリアルなプロセスに従って、コアネットワークデバイス
に報告し、他方では、アクセスネットワークデバイスは、コアネットワークデバイスがリ
ンギング情報を供給する前に、リンギング情報を発呼側ユーザ機器に同時に送信し、それ
により、リンギングするように発呼側ユーザ機器に命じる。すなわち、通信システムが、
アクセスネットワークデバイスによって、コアネットワークデバイスに報告するステップ
と、コアネットワークデバイスによって、リンギング情報をアクセスネットワークデバイ
スに供給するステップとを実行するときに、アクセスネットワークデバイスは、リンギン
グ情報を発呼側ユーザ機器に同時に送信し、その結果、発呼側ユーザ機器は前もってリン

20

ギングし、それは、図６及び図７にあるステップであって、アクセスネットワークデバイ
スによって、コアネットワークデバイスに報告するステップと、コアネットワークデバイ
スによって、リンギング情報を発呼側ユーザ機器に供給するステップとを実行するために
費やされる時間間隔Ｔ３を節約することが可能であって、それによって、音声サービス設
定遅延を短縮する。
【００８７】
さらに、本出願のこの実施形態では、アクセスネットワークデバイスによって、ユーザ
通信識別子に基づいて、ページングリクエストを生成するステップは、
アクセスネットワークデバイスによって、ユーザ通信識別子に基づいて、着呼側ユーザ
機器の接続状態情報を取得するステップと、

30

アクセスネットワークデバイスによって、接続状態情報に対応するページングリクエス
トタイプを判定するステップと、
アクセスネットワークデバイスによって、着呼側ユーザ通信識別子に基づいて、ページ
ングリクエストを生成するステップであって、ページングリクエストはページングリクエ
ストタイプのものである、ステップとを含む。
【００８８】
具体的には、アクセスネットワークデバイスは、異なるタイプのページングリクエスト
を生成し、それらの異なるタイプのページングリクエストを、着呼側ユーザ機器の異なる
接続状態に従って、着呼側ユーザ機器に送信し、それにより、アクセスネットワークデバ
イスにより着呼側ユーザ機器に送信されたページングリクエストが、アクセスネットワー

40

クデバイスへのシグナリング接続を設定するように着呼側ユーザ機器をトリガできること
を保証する。
【００８９】
下記の説明では、ＵＭＴＳを例として更に用いると、ＲＡＮによって、ページングリク
エストを生成し、着呼側ＵＥに送信するステップは、
ＲＡＮによって、コールリクエストにおいて搬送される着呼側ＵＥの着呼側ユーザ通信
識別子に基づいて、着呼側ＵＥが配置されているターゲットＲＮＣを判定するステップと
、
ＲＡＮによって、ターゲットＲＮＣを用いることにより、着呼側ＵＥの接続状態情報を
取得するステップと、
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ＲＡＮによって、接続状態情報に対応するページングリクエストタイプを判定するステ
ップと、
着呼側ユーザ通信識別子に基づいて、ＲＡＮによって、ページングリクエストを生成し
、そのページングリクエストを着呼側ＵＥに送信するステップであって、ページングリク
エストはページングリクエストタイプのものである、ステップとを含む。
【００９０】
たとえば、ＲＡＮが、着呼側ＵＥが下記の状態、すなわちアイドル状態、Ｃｅｌｌ＿Ｐ
ＣＨ状態、及びＵＲＡ＿ＰＣＨ状態のうちのいずれか１つにあることを知るときに、ＲＡ
Ｎは、Ｐａｇｉｎｇ

Ｔｙｐｅ１を生成し、Ｐａｇｉｎｇ

Ｔｙｐｅ１を着呼側ＵＥに送
10

信する。
【００９１】
ＲＡＮが、着呼側ＵＥがＣｅｌｌ＿ＦＡＣＨ状態にあることを知るときに、ＲＡＮは、
Ｐａｇｉｎｇ

Ｔｙｐｅ２を生成し、Ｐａｇｉｎｇ

Ｔｙｐｅ２を着呼側ＵＥに送信する

。
【００９２】
同じ発明概念に基づいて、本発明は、別の実施形態を提供する。詳細については、実施
形態２が参照され得る。
【００９３】
実施形態２
実施形態２では、アクセスネットワークデバイスが提供され、ここで、アクセスネット

20

ワークデバイスは、着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントロー
ラである。発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラとターゲッ
ト無線ネットワークコントローラとは、異なるコントローラである。
【００９４】
図６に示されているように、アクセスネットワークデバイスは、
発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラによって送信された
着呼側ユーザ機器のユーザ通信識別子を受信するように構成されている受信機６０１と、
コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセージを受信機６０１が
受信する前に、ユーザ通信識別子に基づいてページングリクエストを生成するように構成
されたプロセッサであって、ページングリクエストに基づいて着呼側ユーザ機器へのシグ

30

ナリング接続を設定するように更に構成されているプロセッサ６０２と、
プロセッサ６０２によって生成されたページングリクエストを着呼側ユーザ機器に送信
するように構成されている送信機６０３とを含む。
【００９５】
特定の接続関係は、受信機６０１がプロセッサ６０２に接続され、送信機６０３もまた
プロセッサ６０２に接続されている、ということである。
【００９６】
発呼側無線ネットワークコントローラによって送信された着呼側ユーザ機器のユーザ通
信識別子を受信した後で、アクセスネットワークデバイスは、着呼側ユーザ機器をアクテ
ィブにページングし、それにより、コアネットワークデバイスがページングメッセージを

40

供給する前に、着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続の設定を開始し、それは、コアネ
ットワークデバイスがページングメッセージをアクセスネットワークデバイスに供給する
ための待機時間を節約し、それによって、音声サービス設定遅延を短縮するという技術的
効果を達成する。
【００９７】
この実施形態では、受信機６０１は、コアネットワークデバイスによって送信された命
令であって、着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するようにアクセスネ
ットワークデバイスに命じる命令を受信するように更に構成されており、
プロセッサ６０２は、コアネットワークデバイスによって送信された、無線サービスベ
アラ接続を設定する命令を受信機６０１が受信する前に、無線サービスベアラ接続メッセ
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ージを生成するように更に構成されており、
送信機６０３は、プロセッサ６０２によって生成された無線サービスベアラ接続メッセ
ージを着呼側ユーザ機器に送信するように更に構成されており、
プロセッサ６０２は、無線サービスベアラ接続メッセージに基づいて、着呼側ユーザ機
器への無線サービスベアラ接続を設定するように更に構成されている。
【００９８】
この実施形態では、受信機６０１は、着呼側ユーザ機器によって送信されたリンギング
情報を受信するように更に構成されており、
送信機６０３は、リンギング情報をコアネットワークデバイスに送信する前に、又は、
送信するときに、リンギング情報を発呼側無線ネットワークコントローラに送信するよう

10

に更に構成されており、アクセスネットワークデバイスは、着呼側ユーザ機器が通信する
ターゲット無線ネットワークコントローラである。
【００９９】
実施形態２において提供されたアクセスネットワークデバイスに対応して、この実施形
態は、通信方法を更に提供し、ここで、通信方法は、前述のアクセスネットワークデバイ
スに適用されることができる。
【０１００】
図７に示されているように、通信方法は、下記のステップを含む。
【０１０１】
ステップＳ７０１：アクセスネットワークデバイスが、発呼側ユーザ機器が通信する発

20

呼側無線ネットワークコントローラによって送信された着呼側ユーザ機器のユーザ通信識
別子を受信する。
【０１０２】
ステップＳ７０２：コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセー
ジをアクセスネットワークデバイスが受信する前に、アクセスネットワークデバイスが、
ユーザ通信識別子に基づいて、ページングリクエストを生成する。
【０１０３】
ステップＳ７０３：アクセスネットワークデバイスが、生成されたページングリクエス
トを着呼側ユーザ機器に送信する。
【０１０４】

30

ステップＳ７０４：アクセスネットワークデバイスが、ページングリクエストに基づい
て、着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定する。
【０１０５】
この実施形態では、アクセスネットワークデバイスによって、着呼側ユーザ機器へのシ
グナリング接続を設定するステップＳ７０４の後に、方法は、
コアネットワークデバイスによって送信された命令であって、着呼側ユーザ機器への無
線サービスベアラ接続を設定するようにアクセスネットワークデバイスに命じる命令をア
クセスネットワークデバイスが受信する前に、アクセスネットワークデバイスによって、
無線サービスベアラ接続メッセージを生成するステップと、
アクセスネットワークデバイスによって、生成された無線サービスベアラ接続メッセー
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ジを着呼側ユーザ機器に送信するステップと、
アクセスネットワークデバイスによって、無線サービスベアラ接続メッセージに基づい
て、着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するステップとを更に含む。
【０１０６】
この実施形態では、アクセスネットワークデバイスによって、着呼側ユーザ機器へのシ
グナリング接続を設定するステップＳ７０４の後に、方法は、
アクセスネットワークデバイスによって、着呼側ユーザ機器によって送信されたリンギ
ング情報を受信するステップと、
アクセスネットワークデバイスがリンギング情報をコアネットワークデバイスに送る前
に、又は、送るときに、アクセスネットワークデバイスによって、リンギング情報を発呼
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側無線ネットワークコントローラに送信するステップであって、アクセスネットワークデ
バイスは、着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラである
、ステップとを更に含む。
【０１０７】
実施形態２で提供されるアクセスネットワークデバイス及び通信方法と、実施形態１で
提供されるアクセスネットワークデバイス及び通信方法とは、同じ発明概念に基づく２つ
の態様であり、アクセスネットワークデバイスが発呼側無線ネットワークコントローラで
ある実装プロセスが、上記で詳細に説明されており、したがって、当業者は、アクセスネ
ットワークデバイスがこの実施形態におけるターゲット無線ネットワークコントローラで
ある実装プロセスを明確に理解し得る。本出願の簡潔性のため、本明細書では、詳細は再

10

度説明されない。
【０１０８】
実施形態３
実施形態３では、アクセスネットワークデバイスが提供され、ここで、アクセスネット
ワークデバイスは、着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントロー
ラである。
【０１０９】
図８に示されているように、アクセスネットワークデバイスは、
コアネットワークデバイスによって送信された命令であって、着呼側ユーザ機器への無
線サービスベアラ接続を設定するようにアクセスネットワークデバイスに命じる命令を受

20

信するように構成されている受信機８０１と、
着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定し、無線サービスベアラ接続を設定する
命令を受信機８０１が受信する前に、無線サービスベアラ接続メッセージを生成するよう
に構成されているプロセッサ８０２と、
プロセッサ８０２によって生成された無線サービスベアラ接続メッセージを着呼側ユー
ザ機器に送信するように構成されている送信機８０３とを含んでおり、
プロセッサ８０２は、無線サービスベアラ接続メッセージに基づいて、着呼側ユーザ機
器への無線サービスベアラ接続を設定するように更に構成されている。
【０１１０】
特定の接続関係は、受信機８０１がプロセッサ８０２に接続され、送信機８０３もまた

30

プロセッサ８０２に接続されている、というものである。
【０１１１】
着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続をアクセスネットワークデバイスが設定したと
いうことをアクセスネットワークデバイスが検出した後で、アクセスネットワークデバイ
スは、無線サービスベアラ接続メッセージをアクティブに生成して、その無線サービスベ
アラ接続メッセージを着呼側ユーザ機器に送信し、それにより、着呼側ユーザ機器への無
線サービスベアラ接続を設定するようにコアネットワークデバイスがアクセスネットワー
クデバイスに命じる前に、着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続の設定を開始し
、それは、アクセスネットワークデバイスがコアネットワークデバイスに報告する時刻と
、着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するようにコアネットワークデバ

40

イスがアクセスネットワークデバイスに命じる時刻との間の時間を節約し、それによって
、音声サービス設定遅延を短縮するという技術的効果を達成する。
【０１１２】
実施形態３において提供されたアクセスネットワークデバイスに対応して、この実施形
態は、通信方法を更に提供し、ここで、通信方法は、上述のアクセスネットワークデバイ
スに適用されることができる。
【０１１３】
図９に示されているように、通信方法は、下記のステップを含む。
【０１１４】
ステップＳ９０１：アクセスネットワークデバイスが、着呼側ユーザ機器へのシグナリ
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ング接続を設定する。
【０１１５】
ステップＳ９０２：コアネットワークデバイスによって供給された命令であって、着呼
側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するようにアクセスネットワークデバイ
スに命じる命令をアクセスネットワークデバイスが受信する前に、アクセスネットワーク
デバイスが、無線サービスベアラ接続メッセージを生成する。
【０１１６】
ステップＳ９０３：アクセスネットワークデバイスが、生成された無線サービスベアラ
接続メッセージを着呼側ユーザ機器に送信する。
【０１１７】

10

ステップＳ９０４：アクセスネットワークデバイスが、無線サービスベアラ接続メッセ
ージに基づいて、着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定する。
【０１１８】
特定の実装プロセスでは、アクセスネットワークデバイスによって、着呼側ユーザ機器
へのシグナリング接続を設定するステップＳ９０１の前に、通信方法は、
アクセスネットワークデバイスによって、発呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設
定するステップと、
アクセスネットワークデバイスによって、発呼側ユーザ機器によって送信されたコール
リクエストを受信するステップとを更に含む。
【０１１９】

20

この実施形態は、発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラと
ターゲット無線ネットワークコントローラとが異なるコントローラである場合に適用可能
であり、この実施形態は、また、発呼側無線ネットワークコントローラとターゲット無線
ネットワークコントローラとが異なるコントローラである場合にも適用可能である。
【０１２０】
同じ発明概念に基づいて、本発明は、別の実施形態を提供する。詳細については、実施
形態４を参照し得る。
【０１２１】
実施形態４
実施形態４では、アクセスネットワークデバイスが提供され、ここで、アクセスネット
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ワークデバイスは、発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラで
ある。発呼側無線ネットワークコントローラと着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無
線ネットワークコントローラとは、異なるコントローラである。
【０１２２】
図１０に示されているように、アクセスネットワークデバイスは、
コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を受信する前に、ターゲ
ット無線ネットワークコントローラによって送信されたリンギング情報を受信するように
構成されている受信機１００１と、
コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を受信機１００１が受信
する前に、リンギング情報を発呼側ユーザ機器に送信するように構成されている送信機１

40

００２とを含む。
【０１２３】
実施形態４において提供されたアクセスネットワークデバイスに対応して、この実施形
態は、通信方法を更に提供し、ここで、通信方法は、前述のアクセスネットワークデバイ
スに適用されることができる。
【０１２４】
図１１に示されているように、通信方法は、下記のステップを含む。
【０１２５】
ステップＳ１１０１：コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を
アクセスネットワークデバイスが受信する前に、アクセスネットワークデバイスは、ター
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ゲット無線ネットワークコントローラによって送信されたリンギング情報を受信する。
【０１２６】
ステップＳ１１０２：コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を
アクセスネットワークデバイスが受信する前に、アクセスネットワークデバイスが、リン
ギング情報を発呼側ユーザ機器に送信する。
【０１２７】
同じ発明概念に基づいて、本発明は、別の実施形態を提供する。詳細については、実施
形態５を参照し得る。
【０１２８】
実施形態５

10

実施形態５では、アクセスネットワークデバイスが提供され、ここで、アクセスネット
ワークデバイスは、着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントロー
ラである。発呼側無線ネットワークコントローラと着呼側ユーザ機器が通信するターゲッ
ト無線ネットワークコントローラとは、異なるコントローラである。
【０１２９】
図１２に示されているように、アクセスネットワークデバイスは、
着呼側ユーザ機器によって送信されたリンギング情報を受信するように構成されている
受信機１２０１と、
リンギング情報をコアネットワークデバイスに送る前に、又は、送るときに、リンギン
グ情報を発呼側無線ネットワークコントローラに送信するように構成されている送信機１

20

２０２とを含む。
【０１３０】
実施形態５で提供されたアクセスネットワークデバイスに対応して、この実施形態は、
通信方法を更に提供し、ここで、通信方法は、前述のアクセスネットワークデバイスに適
用されることができる。
【０１３１】
図１３に示されているように、通信方法は、下記のステップを含む。
【０１３２】
ステップＳ１３０１：アクセスネットワークデバイスが、着呼側ユーザ機器によって送
信されたリンギング情報を受信する。
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【０１３３】
ステップＳ１３０２：アクセスネットワークデバイスがリンギング情報をコアネットワ
ークデバイスに送信する前に、又は、送信するときに、アクセスネットワークデバイスが
、リンギング情報を発呼側無線ネットワークコントローラに送信する。
【０１３４】
同じ発明概念に基づいて、本発明は、別の実施形態を提供する。詳細については、実施
形態６を参照し得る。
【０１３５】
実施形態６
実施形態６では、アクセスネットワークデバイスが提供され、ここで、アクセスネット

40

ワークデバイスは、発呼側無線ネットワークコントローラと着呼側ユーザ機器が通信する
ターゲット無線ネットワークコントローラとが同じコントローラである場合に適用可能で
ある。
【０１３６】
図１４に示されているように、アクセスネットワークデバイスは、
コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を受信する前に、着呼側
ユーザ機器によって送信されたリンギング情報を受信するように構成されている受信機１
４０１と、
コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を受信機１４０１が受信
する前に、リンギング情報を発呼側ユーザ機器に送信するように構成されている送信機１
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４０２とを含む。
【０１３７】
実施形態５において提供されたアクセスネットワークデバイスに対応して、この実施形
態は、通信方法を更に提供し、ここで、通信方法は、上述したアクセスネットワークデバ
イスに適用されることができる。
【０１３８】
図１５に示されているように、通信方法は、次のステップを含む。
【０１３９】
ステップＳ１５０１：コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を
アクセスネットワークデバイスが受信する前に、アクセスネットワークデバイスが、着呼

10

側ユーザ機器によって送信されたリンギング情報を受信する。
【０１４０】
ステップＳ１５０２：コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を
アクセスネットワークデバイスが受信する前に、アクセスネットワークデバイスが、リン
ギング情報を発呼側ユーザ機器に送信する。
【０１４１】
確かに、特定の実装プロセスでは、下記の３つの解決手段、すなわち、アクセスネット
ワークデバイスが、コアネットワークデバイスがページングメッセージを供給するのを待
機することなく、着呼側ユーザ機器をアクティブにページングする、アクセスネットワー
クデバイスが、コアネットワークデバイスが無線サービスベアラ接続を設定する命令を供
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給するのを待機することなく、無線サービスベアラ接続メッセージを着呼側ユーザ機器に
アクティブに送信する、及び、アクセスネットワークデバイスが、コアネットワークデバ
イスがリンギング情報を供給するのを待機することなく、リンギング情報を発呼側ユーザ
機器にアクティブに送信する、という３つの解決手段のうちのいずれか１つ又はその組合
せが、実装のために選択されることができ、それはこの実施形態では限定されない。
【０１４２】
本出願において提供されているいくつかの実施形態では、受信機は受信ユニット又は受
信モジュールであることができ、プロセッサは処理ユニット又は処理モジュールであるこ
とができ、そして、送信機は送信ユニット又は送信モジュールであることができる、とい
うことが理解されるはずである。
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【０１４３】
本出願の前述の実施形態における技術的解決手段は、下記の技術的効果又は利点のうち
の少なくとも１つを含む。
【０１４４】
本発明の実施形態では、アクセスネットワークデバイスが、コアネットワークデバイス
の命令を受信する前に、メッセージを発呼側ユーザ機器又は着呼側ユーザ機器に、同時に
、アクティブに供給し、それは、音声サービス設定遅延を短縮するという技術的効果を達
成する。
【０１４５】
本発明の例示的実施形態が説明されてきたが、当業者は、いったん彼らが基本的な発明
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概念を知るならば、これらの実施形態に変更及び修正を行うことが可能である。したがっ
て、添付の請求項は、例示的な実施形態並びに本発明の範囲内に含まれるすべての変更及
び修正をカバーすると解釈されることを意図している。
【０１４６】
明白に、当業者は、本発明の範囲から逸脱することなく、本発明に対して様々な修正及
び改変を行うことが可能である。このように、本発明は、本発明に対するこれらの修正及
び改変が本発明の請求項及びそれらの同等の技術の範囲に含まれる限り、これらの修正及
び改変をカバーすることを意図している。
【０１４７】
都合が良くそして簡潔な記述のために、前述のシステム、装置、及びユニットの詳細な
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作業プロセスについては、前述の方法の実施形態における対応するプロセスを参照し得る
ということ、そして詳細は再度本明細書において説明されないということが、当業者によ
って明確に理解されるであろう。
【０１４８】
本出願において提供されているいくつかの実施形態では、開示されているシステム、装
置、及び方法が他の様態でも実装され得るということが、理解されるはずである。たとえ
ば、説明された装置の実施形態は、単に例示的である。たとえば、ユニットの分割は、単
に論理的な機能分割であり、現実の実装の際には他の分割もあり得る。たとえば、複数の
ユニット又はコンポーネントが、組み合わされるか若しくは別のシステムに組み入れられ
ることがあり得るか、又は、いくつかの特徴が、無視されるか若しくは実行されないこと
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もあり得る。さらに、表示された若しくは論じられた相互間の結合、又は、直接的な結合
若しくは通信接続は、何らかのインターフェースを介して実装されることもあり得る。複
数の装置若しくはユニットの間の間接的結合又は通信接続は、電子的形態又は他の形態で
実装されることがあり得る。
【０１４９】
別々の部分として説明されたユニットが、物理的に別々であるか、又は、物理的には別
々でないことがあり得るし、ユニットとして表示された部分が、物理的ユニットであるか
、又は、物理的ユニットではないことがあり得るし、１つの位置に配置されていること、
又は、複数のネットワークユニット上に分散されていることがあり得る。一部の又は全部
のユニットが、実施形態の解決手段の目的を達成するための現実的な必要性に従って、選

20

択され得る。
【０１５０】
さらに、本発明の実施形態における機能ユニットが、１つの処理ユニットに一体化され
ることがあり得るか、又は、それらのユニットのそれぞれが、物理的に単独で存在するこ
とがあり得るか、又は、２つ若しくはそれより多くのユニットが１つのユニットに一体化
されることもあり得る。一体化されたユニットは、ハードウェアの形式で実装され得るか
、又は、ソフトウェアによる機能ユニットにハードウェアが追加された形式でも実装され
得る。
【０１５１】
前述の一体化されたユニットがソフトウェアによる機能ユニットの形式で実装されると
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きに、一体化されたユニットは、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶され得る。
ソフトウェアによる機能ユニットは、記憶媒体に記憶され、本発明の実施形態において説
明された方法のステップのうちのいくつかを実行するようにコンピュータデバイス（それ
は、パーソナルコンピュータ、サーバ、又はネットワークデバイスであり得る）に命令す
るためのいくつかの命令を含む。前述の記憶媒体は、ＵＳＢフラッシュドライブ、取り外
し可能ハードディスク、読出し専用メモリ（Read‑Only
ダムアクセスメモリ（Random

Access

Memory、略してＲＯＭ）、ラン

Memory、略してＲＡＭ）、磁気ディスク、又は光

ディスクなどの、プログラムコードを記憶することができる任意の媒体を含む。
【０１５２】
最後に、前述の実施形態は、本発明を限定するものではなく、単に本発明の技術的解決
手段を説明するためのものとして意図されていることに留意されたい。本発明は前述の実
施形態を参照して詳細に説明されているが、当業者であれば、そのような修正又は置換が
、対応する技術的解決手段の本質を本発明の実施形態の技術的解決手段の範囲から逸脱さ
せない限り、当業者が、前述の実施形態において説明された技術的解決手段に対して更に
修正を行い得るか、又は、そのいくつかの技術的解決手段に対して同等の置換を行い得る
、ということを理解するはずである。
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【手続補正書】
【提出日】平成29年1月26日(2017.1.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
アクセスネットワークデバイスであって、
発呼側ユーザ機器によって送信されたコールリクエストを受信するように構成された受
信機であって、前記コールリクエストは着呼側ユーザ機器のユーザ通信識別子を搬送する
、受信機と、
コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセージを前記受信機が受
信する前に、前記ユーザ通信識別子に基づいてページングリクエストを生成するように構
成されたプロセッサであって、前記ページングリクエストに基づいて、前記着呼側ユーザ
機器へのシグナリング接続を設定するように更に構成されているプロセッサと、
前記プロセッサによって生成された前記ページングリクエストを前記着呼側ユーザ機器
に送信するように構成された送信機とを備える、アクセスネットワークデバイス。
【請求項２】
前記プロセッサは、前記ユーザ通信識別子に基づいて、前記着呼側ユーザ機器が通信す
るターゲット無線ネットワークコントローラを判定するように更に構成されており、
前記送信機が、前記プロセッサによって生成された前記ページングリクエストを前記着
呼側ユーザ機器に送信するように構成されている、ということは、
前記送信機が、前記着呼側ユーザ機器が通信する前記ターゲット無線ネットワークコン
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トローラと前記発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラとが同
じ無線ネットワークコントローラであるときに、前記プロセッサによって生成された前記
ページングリクエストを前記着呼側ユーザ機器に送信するように構成されている、という
ことを含み、
当該アクセスネットワークデバイスは、前記発呼側無線ネットワークコントローラであ
る、請求項１に記載のアクセスネットワークデバイス。
【請求項３】
前記受信機は、前記コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を受
信する前に、前記着呼側ユーザ機器によって送信された前記リンギング情報を受信するよ
うに更に構成されており、
前記送信機は、前記コアネットワークデバイスによって送信された前記リンギング情報
を前記受信機が受信する前に、前記リンギング情報を前記発呼側ユーザ機器に送信するよ
うに更に構成されている、請求項１又は２に記載のアクセスネットワークデバイス。
【請求項４】
前記受信機は、前記コアネットワークデバイスによって送信された命令であって、前記
着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するように当該アクセスネットワー
クデバイスに命じる命令を受信するように更に構成されており、
前記プロセッサは、前記着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定し、無線サービ
スベアラ接続を設定する前記命令を前記受信機が受信する前に無線サービスベアラ接続メ
ッセージを生成するように更に構成されており、
前記送信機は、前記プロセッサによって生成された前記無線サービスベアラ接続メッセ
ージを前記着呼側ユーザ機器に送信するように更に構成されており、
前記プロセッサは、前記無線サービスベアラ接続メッセージに基づいて、前記着呼側ユ
ーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するように更に構成されている、請求項１か
ら３のいずれか一項に記載のアクセスネットワークデバイス。
【請求項５】
前記プロセッサは、前記ユーザ通信識別子に基づいて、前記着呼側ユーザ機器が通信す
るターゲット無線ネットワークコントローラを判定するように更に構成されており、
前記送信機が、前記プロセッサによって生成された前記ページングリクエストを前記着
呼側ユーザ機器に送信するように構成されている、ということは、
前記送信機が、前記着呼側ユーザ機器が通信する前記ターゲット無線ネットワークコン
トローラと前記発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラとが同
じ無線ネットワークコントローラでないときに、前記プロセッサによって生成された前記
ページングリクエストを前記ターゲット無線ネットワークコントローラに送信し、その結
果、前記ページングリクエストが、次に、前記ターゲット無線ネットワークコントローラ
を用いることによって前記着呼側ユーザ機器に送信される、ように構成されている、とい
うことを含み、
当該アクセスネットワークデバイスは、前記発呼側無線ネットワークコントローラであ
る、請求項１に記載のアクセスネットワークデバイス。
【請求項６】
前記受信機は、前記コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を受
信する前に、前記着呼側ユーザ機器が通信する前記ターゲット無線ネットワークコントロ
ーラによって送信された前記リンギング情報を受信するように更に構成されており、
前記送信機は、前記コアネットワークデバイスによって送信された前記リンギング情報
を前記受信機が受信する前に、前記リンギング情報を前記発呼側ユーザ機器に送信するよ
うに更に構成されている、請求項２又は５に記載のアクセスネットワークデバイス。
【請求項７】
前記プロセッサが、コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセー
ジを前記受信機が受信する前に、前記ユーザ通信識別子に基づいてページングリクエスト
を生成するように構成されている、ということは、
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前記プロセッサが、前記コールリクエストにおいて搬送される前記着呼側ユーザ機器の
前記ユーザ通信識別子に基づいて、前記コアネットワークデバイスによって送信された前
記ページングメッセージを前記受信機が受信する前に、前記着呼側ユーザ機器の接続状態
情報を取得し、前記接続状態情報に対応するページングリクエストタイプを判定するよう
に構成されている、ということを含み、前記ページングリクエストは前記ページングリク
エストタイプのものである、請求項１から６のいずれか一項に記載のアクセスネットワー
クデバイス。
【請求項８】
アクセスネットワークデバイスであって、
発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラによって送信された
着呼側ユーザ機器のユーザ通信識別子を受信するように構成されている受信機と、
コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセージを前記受信機が受
信する前に、前記ユーザ通信識別子に基づいてページングリクエストを生成するように構
成されたプロセッサであって、前記ページングリクエストに基づいて前記着呼側ユーザ機
器へのシグナリング接続を設定するように更に構成されているプロセッサと、
前記プロセッサによって生成された前記ページングリクエストを前記着呼側ユーザ機器
に送信するように構成されている送信機とを備える、アクセスネットワークデバイス。
【請求項９】
前記受信機は、前記コアネットワークデバイスによって送信された命令であって、前記
着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するように当該アクセスネットワー
クデバイスに命じる命令を受信するように更に構成されており、
前記プロセッサは、前記コアネットワークデバイスによって送信された、無線サービス
ベアラ接続を設定する前記命令を前記受信機が受信する前に無線サービスベアラ接続メッ
セージを生成するように更に構成されており、
前記送信機は、前記プロセッサによって生成された前記無線サービスベアラ接続メッセ
ージを前記着呼側ユーザ機器に送信するように更に構成されており、
前記プロセッサは、前記無線サービスベアラ接続メッセージに基づいて、前記着呼側ユ
ーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するように更に構成されている、請求項８に
記載のアクセスネットワークデバイス。
【請求項１０】
前記受信機は、前記着呼側ユーザ機器によって送信されたリンギング情報を受信するよ
うに更に構成されており、
前記送信機は、前記リンギング情報を前記コアネットワークデバイスに送信する前に、
又は、送信するときに、前記リンギング情報を前記発呼側無線ネットワークコントローラ
に送信するように更に構成されており、当該アクセスネットワークデバイスは、前記着呼
側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラである、請求項８又は
９に記載のアクセスネットワークデバイス。
【請求項１１】
通信方法であって、
アクセスネットワークデバイスによって、発呼側ユーザ機器によって送信されたコール
リクエストを受信するステップであって、前記コールリクエストは着呼側ユーザ機器のユ
ーザ通信識別子を搬送する、ステップと、
コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセージを前記アクセスネ
ットワークデバイスが受信する前に、前記アクセスネットワークデバイスによって、前記
ユーザ通信識別子に基づいて、ページングリクエストを生成するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記の生成されたページングリクエスト
を前記着呼側ユーザ機器に送信するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ページングリクエストに基づいて、
前記着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定するステップとを含む、通信方法。
【請求項１２】
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前記アクセスネットワークデバイスによって、前記の生成されたページングリクエスト
を前記着呼側ユーザ機器に送信する前記ステップは、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ユーザ通信識別子に基づいて、前記
着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラを判定するステッ
プと、
前記着呼側ユーザ機器が通信する前記ターゲット無線ネットワークコントローラと前記
発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラとが同じ無線ネットワ
ークコントローラであるときに、前記アクセスネットワークデバイスによって、前記の生
成されたページングリクエストを前記着呼側ユーザ機器に送信するステップであって、前
記アクセスネットワークデバイスが前記発呼側無線ネットワークコントローラである、ス
テップとを含む、請求項１１に記載の通信方法。
【請求項１３】
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ページングリクエストに基づいて、
前記着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定する前記ステップの後に、
前記コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を前記アクセスネッ
トワークデバイスが受信する前に、前記アクセスネットワークデバイスによって、前記着
呼側ユーザ機器によって送信された前記リンギング情報を受信するステップと、
前記コアネットワークデバイスによって送信された前記リンギング情報を前記アクセス
ネットワークデバイスが受信する前に、前記アクセスネットワークデバイスによって、前
記リンギング情報を前記発呼側ユーザ機器に送信するステップとを更に含む、請求項１１
又は１２に記載の通信方法。
【請求項１４】
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ページングリクエストに基づいて、
前記着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定する前記ステップの後に、
前記コアネットワークデバイスによって送信された命令であって、前記着呼側ユーザ機
器への無線サービスベアラ接続を設定するように前記アクセスネットワークデバイスに命
じる命令を前記アクセスネットワークデバイスが受信する前に、前記アクセスネットワー
クデバイスによって、無線サービスベアラ接続メッセージを生成するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記の生成された無線サービスベアラ接
続メッセージを前記着呼側ユーザ機器に送信するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記無線サービスベアラ接続メッセージ
に基づいて、前記着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するステップとを
更に含む、請求項１１から１３のいずれか一項に記載の通信方法。
【請求項１５】
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記の生成されたページングリクエスト
を前記着呼側ユーザ機器に送信する前記ステップは、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ユーザ通信識別子に基づいて、前記
着呼側ユーザ機器が通信するターゲット無線ネットワークコントローラを判定するステッ
プと、
前記着呼側ユーザ機器が通信する前記ターゲット無線ネットワークコントローラと前記
発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラとが同じ無線ネットワ
ークコントローラでないときに、前記アクセスネットワークデバイスによって、前記の生
成されたページングリクエストを前記ターゲット無線ネットワークコントローラに送信し
、次に、前記ターゲット無線ネットワークコントローラを用いることにより、前記ページ
ングリクエストを前記着呼側ユーザ機器に送信するステップであって、前記アクセスネッ
トワークデバイスが前記発呼側無線ネットワークコントローラである、ステップとを含む
、請求項１１に記載の通信方法。
【請求項１６】
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ページングリクエストに基づいて、
前記着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定する前記ステップの後に、
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前記コアネットワークデバイスによって送信されたリンギング情報を前記アクセスネッ
トワークデバイスが受信する前に、前記アクセスネットワークデバイスによって、前記着
呼側ユーザ機器が通信する前記ターゲット無線ネットワークコントローラによって送信さ
れた前記リンギング情報を受信するステップと、
前記コアネットワークデバイスによって送信された前記リンギング情報を前記アクセス
ネットワークデバイスが受信する前に、前記リンギング情報を前記発呼側ユーザ機器に送
信するステップとを更に含む、請求項１２又は１５に記載の通信方法。
【請求項１７】
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ユーザ通信識別子に基づいて、ペー
ジングリクエストを生成する前記ステップは、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ユーザ通信識別子に基づいて、前記
着呼側ユーザ機器の接続状態情報を取得するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記接続状態情報に対応するページング
リクエストタイプを判定するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ユーザ通信識別子に基づいて、前記
ページングリクエストを生成するステップであって、前記ページングリクエストは前記ペ
ージングリクエストタイプのものである、ステップとを含む、請求項１１から１６のいず
れか一項に記載の通信方法。
【請求項１８】
通信方法であって、
アクセスネットワークデバイスによって、発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネッ
トワークコントローラによって送信された着呼側ユーザ機器のユーザ通信識別子を受信す
るステップと、
コアネットワークデバイスによって送信されたページングメッセージを前記アクセスネ
ットワークデバイスが受信する前に、前記アクセスネットワークデバイスによって、前記
ユーザ通信識別子に基づいて、ページングリクエストを生成するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記の生成されたページングリクエスト
を前記着呼側ユーザ機器に送信するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ページングリクエストに基づいて、
前記着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定するステップとを含む、通信方法。
【請求項１９】
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ページングリクエストに基づいて、
前記着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定する前記ステップの後に、
前記コアネットワークデバイスによって送信された命令であって、前記着呼側ユーザ機
器への無線サービスベアラ接続を設定するように前記アクセスネットワークデバイスに命
じる命令を前記アクセスネットワークデバイスが受信する前に、前記アクセスネットワー
クデバイスによって、無線サービスベアラ接続メッセージを生成するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記の生成された無線サービスベアラ接
続メッセージを前記着呼側ユーザ機器に送信するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記無線サービスベアラ接続メッセージ
に基づいて、前記着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続を設定するステップとを
更に含む、請求項１８に記載の通信方法。
【請求項２０】
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記ページングリクエストに基づいて、
前記着呼側ユーザ機器へのシグナリング接続を設定する前記ステップの後に、
前記アクセスネットワークデバイスによって、前記着呼側ユーザ機器によって送信され
たリンギング情報を受信するステップと、
前記アクセスネットワークデバイスが前記リンギング情報を前記コアネットワークデバ
イスに送信する前に、及び、送信するときに、前記アクセスネットワークデバイスによっ
て、前記リンギング情報を前記発呼側無線ネットワークコントローラに送信するステップ
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であって、前記アクセスネットワークデバイスは、前記着呼側ユーザ機器が通信するター
ゲット無線ネットワークコントローラである、ステップとを更に含む、請求項１８又は１
９に記載の通信方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３０】
本発明の実施形態が紹介される前に、本発明の実施形態における通信方法に対応するシ
ステムが、最初に紹介される。図１に示されているように、図１は、本発明における通信
方法を実施するのに用いられる通信システムを示しており、システムは、発呼側ユーザ機
器１０１と、着呼側ユーザ機器１０２と、アクセスネットワークデバイスと、コアネット
ワークデバイス１０３とを含む。アクセスネットワークデバイスは、発呼側ユーザ機器１
０２が通信する発呼側無線ネットワークコントローラ１０４であり得るとともに、着呼側
ユーザ機器１０１が通信するターゲット無線ネットワークコントローラ１０５でもあり得
る。通信システムは、具体的には、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステ
ム（Universal

Mobile

Telecommunications

System、ＵＭＴＳ）に基づく通信システ

ム、モバイル通信のためのグローバルシステム（Global

System

For

Mobile

cation、ＧＳＭ）に基づく通信システム、ロングタームエボリューション（Long
Evolution、ＬＴＥ）に基づく通信システム、符号分割多元アクセス（Code
ultiple
（Time

Communi
Term

Division

M

Access、ＣＤＭＡ）に基づく通信システム、時分割同期符号分割多元アクセス
Division‑Synchronous

Code

Division

Multiple

Access、ＴＤ−ＳＣＤＭＡ

）に基づく通信システムなどであり得るが、それは、本出願では限定されない。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８５】
さらに、図４及び図５に示されているように、アクセスネットワークデバイスが着呼側
ユーザ機器へのシグナリング接続を設定した後に、一方では、アクセスネットワークデバ
イスは、元来のシリアルなプロセスに従って、コアネットワークデバイスに報告し、他方
では、アクセスネットワークデバイスは、コアネットワークデバイスが着呼側ユーザ機器
への無線サービスベアラ接続を設定するようにアクセスネットワークデバイスに命じる前
に、無線サービスベアラ接続メッセージを着呼側ユーザ機器に同時に送信し、それにより
、着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続の設定を開始する。すなわち、通信シス
テムが、アクセスネットワークデバイスによって、コアネットワークデバイスへ報告する
ステップと、コアネットワークデバイスによって、着呼側ユーザ機器への無線サービスベ
アラ接続を設定するようにアクセスネットワークデバイスに命じるステップとを実行する
ときに、アクセスネットワークデバイスは、同時に、着呼側ユーザ機器への無線サービス
ベアラ接続を設定し、その結果、コアネットワークデバイスが着呼側ユーザ機器への無線
サービスベアラ接続を設定するようにアクセスネットワークデバイスに命じるときに、ア
クセスネットワークデバイスは、着呼側ユーザ機器への無線サービスベアラ接続の設定を
完了しているか、又は、部分的に完了しており、それは、図４及び図５に示されているス
テップであって、アクセスネットワークデバイスによって、コアネットワークデバイスに
報告するステップと、コアネットワークデバイスによって、無線サービスベアラ接続を設
定することを命じるステップとを実行するために費やされる時間間隔Ｔ２を節約すること
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が可能であって、それによって、音声サービス設定遅延を短縮する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８６】
さらに、図４及び図５に示されているように、アクセスネットワークデバイスが着呼側
ユーザ機器によって送信されたリンギング情報を受信するときに、一方では、アクセスネ
ットワークデバイスは、元来のシリアルなプロセスに従って、コアネットワークデバイス
に報告し、他方では、アクセスネットワークデバイスは、コアネットワークデバイスがリ
ンギング情報を供給する前に、リンギング情報を発呼側ユーザ機器に同時に送信し、それ
により、リンギングするように発呼側ユーザ機器に命じる。すなわち、通信システムが、
アクセスネットワークデバイスによって、コアネットワークデバイスに報告するステップ
と、コアネットワークデバイスによって、リンギング情報をアクセスネットワークデバイ
スに供給するステップとを実行するときに、アクセスネットワークデバイスは、リンギン
グ情報を発呼側ユーザ機器に同時に送信し、その結果、発呼側ユーザ機器は前もってリン
ギングし、それは、図４及び図５に示されているステップであって、アクセスネットワー
クデバイスによって、コアネットワークデバイスに報告するステップと、コアネットワー
クデバイスによって、リンギング情報を発呼側ユーザ機器に供給するステップとを実行す
るために費やされる時間間隔Ｔ３を節約することが可能であって、それによって、音声サ
ービス設定遅延を短縮する。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１９】
この実施形態は、発呼側ユーザ機器が通信する発呼側無線ネットワークコントローラと
ターゲット無線ネットワークコントローラとが同じコントローラである場合に適用可能で
あり、この実施形態は、また、発呼側無線ネットワークコントローラとターゲット無線ネ
ットワークコントローラとが異なるコントローラである場合にも適用可能である。
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