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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パケット交換無線アクセス技術（ＲＡＴ）ネットワーク上にキャンプオンしているマル
チモードデバイスが音声サービスをサポートすることができることを判定することと；
　ホームネットワークのパラメータと音声サービスの能力とに基づいて、複数のアタッチ
の種類からアタッチの種類を決定することと；
　前記アタッチの種類と１つまたは複数のパラメータとを利用して、第１の複数のドメイ
ンから、前記パケット交換ＲＡＴを介した前記音声サービスのための第１のドメインを選
択することと、なお、前記第１の複数のドメインは、シングルキャリア回線交換フォール
バック（１ｘＣＳＦＢ）ドメインを備える；
　前記マルチモードデバイスがショートメッセージサービス（ＳＭＳ）をサポートするこ
とができる場合に、前記１つまたは複数のパラメータと前記第１のドメインについての情
報とを利用して、第２の複数のドメインから、前記パケット交換ＲＡＴを介したＳＭＳの
ための第２のドメインを選択することと；
　を備える、ワイヤレス通信のための方法。
【請求項２】
　前記１つまたは複数のパラメータは、ホームオペレータのプリファレンスと、滞在先の
オペレータのプリファレンスと、滞在先のオペレータの能力と、ユーザ設定とを備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　システム情報ブロック（ＳＩＢ）メッセージを受信することと、
　前記ＳＩＢメッセージに含まれる情報を利用して前記第１のドメインまたは前記第２の
ドメインを選択することと、
　をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の複数のドメインと前記第２の複数のドメインとの優先度を決定することと、
　前記決定された優先度に基づいて前記第１のドメインと前記第２のドメインとを選択す
ることと、
　をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記マルチモードデバイスが前記第１のドメインまたは前記第２のドメインのうちの少
なくとも１つを選択することができない場合に、前記パケット交換ＲＡＴを一時的に無効
化することと、
　音声サービスまたはＳＭＳをサポートする別のＲＡＴを選択することと、
　をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記パケット交換ＲＡＴを無効化する間に、所定の値でタイマーを初期化することと、
　前記タイマーが切れた後、無効化されたパケット交換ＲＡＴとの接続を確立するように
試みることと、
　をさらに備える請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　より高い優先度のドメインが利用可能になる場合に、前記第１のドメインを再選択する
こと、
　をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記複数のアタッチの種類は、回線交換（ＣＳ）のみの音声サービスと、ＣＳが優先さ
れる音声サービスと、パケット交換（ＰＳ）のみの音声サービスと、ＰＳが優先される音
声サービスと、を備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２のドメインを選択することは、
　パケット交換（ＰＳ）が優先と、ＰＳが許可されない、とを備える第２の複数のアタッ
チの種類から、第２のアタッチの種類を選択すること、
　を備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記パケット交換ＲＡＴは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）を備える、請求
項１に記載の方法。
【請求項１１】
　システム情報ブロック（ＳＩＢ）メッセージを受信することと、
　受信されたＳＩＢに基づいて、前記パケット交換ＲＡＴが、第３世代パートナーシップ
プロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）または３ＧＰＰ２　
ＬＴＥネットワークであるかどうかを判定することと、
　をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１のドメインまたは前記第２のドメインのうちの少なくとも１つに登録すること
、
　をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記デバイスが前記第１のドメインに登録することができない場合に、第３のドメイン
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を選択すること、
　をさらに備える請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記１ｘＣＳＦＢドメインが、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）に
準拠するＣＳＦＢドメインよりも低い優先度を有する、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　ホームオペレータの１つまたは複数のパラメータとデバイスの能力とに基づいてアタッ
チの種類を決定することと；
　前記１つまたは複数のパラメータを利用して、複数のドメインから、パケット交換無線
アクセス技術（ＲＡＴ）を介したショートメッセージサービス（ＳＭＳ）のためのドメイ
ンを選択することであって、前記１つまたは複数のパラメータは、ホームオペレータのプ
リファレンス、滞在先のオペレータのプリファレンス、滞在先のオペレータの能力、また
はユーザ設定のうちの１つまたは複数を備え、前記複数のドメインは、Ｓ１０２インター
フェースを介したＳＭＳを備える、選択することと；
　を備える、ワイヤレス通信のための方法。
【請求項１６】
　選択されたドメインにしたがって登録手順を実行することと、
　前記デバイスが前記選択されたドメインに正常に登録することができない場合に、ＳＭ
Ｓのための別のドメインを選択することと、
　をさらに備える請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記デバイスが選択されたドメインに正常に登録することができない場合に、前記パケ
ット交換ＲＡＴを無効化すること、
　をさらに備える請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記パケット交換ＲＡＴは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）を備える、請求
項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　パケット交換無線アクセス技術（ＲＡＴ）ネットワーク上にキャンプオンしているマル
チモードデバイスが音声サービスをサポートすることができることを判定するための手段
と；
　ホームネットワークのパラメータと音声サービスの能力とに基づいて、複数のアタッチ
の種類からアタッチの種類を決定するための手段と；
　前記アタッチの種類と１つまたは複数のパラメータとを利用して、第１の複数のドメイ
ンから、前記ＲＡＴを介した前記音声サービスのための第１のドメインを選択するための
手段と、なお、前記第１の複数のドメインは、シングルキャリア回線交換フォールバック
（１ｘＣＳＦＢ）ドメインを備える；
　前記デバイスがＳＭＳをサポートすることができる場合に、前記１つまたは複数のパラ
メータと前記第１のドメインについての情報とを利用して、第２の複数のドメインから、
前記パケット交換ＲＡＴを介したＳＭＳのための第２のドメインを選択するための手段と
；
　を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項２０】
　前記１つまたは複数のパラメータは、ホームオペレータのプリファレンスと、滞在先の
オペレータのプリファレンスと、滞在先のオペレータの能力と、ユーザ設定とを備える、
請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　システム情報ブロック（ＳＩＢ）メッセージを受信するための手段と、
　前記ＳＩＢメッセージに含まれる情報を利用して前記第１のドメインまたは前記第２の
ドメインを選択するための手段と、
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　をさらに備える請求項１９に記載の装置。
【請求項２２】
　前記第１の複数のドメインと前記第２の複数のドメインとの優先度を決定するための手
段と、
　決定された優先度に基づいて前記第１のドメインと前記第２のドメインとを選択するた
めの手段と、
　をさらに備える請求項１９に記載の装置。
【請求項２３】
　前記デバイスが前記第１のドメインまたは前記第２のドメインのうちの少なくとも１つ
を選択することができない場合に、前記パケット交換ＲＡＴを一時的に無効化するための
手段と、
　音声サービスまたはＳＭＳをサポートする別のＲＡＴを選択するための手段と、
　をさらに備える請求項１９に記載の装置。
【請求項２４】
　前記パケット交換ＲＡＴを無効化する間に、所定の値でタイマーを初期化するための手
段と、
　前記タイマーが切れた後、無効化されたパケット交換ＲＡＴとの接続を確立するように
試みるための手段と、
　をさらに備える請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　より高い優先度のドメインが利用可能になる場合に、前記第１のドメインを再選択する
ための手段をさらに備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２６】
　前記複数のアタッチの種類は、回線交換（ＣＳ）のみの音声サービスと、ＣＳが優先さ
れる音声サービスと、パケット交換（ＰＳ）のみの音声サービスと、ＰＳが優先される音
声サービスとを備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２７】
　前記第２のドメインを選択するための前記手段は、
　優先されるパケット交換（ＰＳ）と、許可されないＰＳと、を備える第２の複数のアタ
ッチの種類から、第２のアタッチの種類を選択するための手段、
　を備える請求項１９に記載の装置。
【請求項２８】
　前記パケット交換ＲＡＴは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）を備える、請求
項１９に記載の装置。
【請求項２９】
　システム情報ブロック（ＳＩＢ）メッセージを受信するための手段と、
　前記受信されたＳＩＢに基づいて、前記パケット交換ＲＡＴが、第３世代パートナーシ
ッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）または３ＧＰＰ
２　ＬＴＥネットワークであるかどうかを判定するための手段と、
　をさらに備える請求項１９に記載の装置。
【請求項３０】
　前記第１のドメインまたは前記第２のドメインのうちの少なくとも１つに登録するため
の手段、
　をさらに備える請求項１９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記デバイスが前記第１のドメインに登録することができない場合に、第３のドメイン
を選択するための手段、
　をさらに備える請求項３０に記載の装置。
【請求項３２】
　前記１ｘＣＳＦＢドメインが、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）に
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準拠するＣＳＦＢドメインよりも低い優先度を有する、請求項１９に記載の装置。
【請求項３３】
　ホームオペレータの１つまたは複数のパラメータとデバイスの能力とに基づいてアタッ
チの種類を決定するための手段と；
　前記１つまたは複数のパラメータを利用して、複数のドメインから、パケット交換無線
アクセス技術（ＲＡＴ）を介したショートメッセージサービス（ＳＭＳ）のためのドメイ
ンを選択するための手段であって、前記１つまたは複数のパラメータは、ホームオペレー
タのプリファレンス、滞在先のオペレータのプリファレンス、滞在先のオペレータの能力
、またはユーザ設定のうちの１つまたは複数を備え、前記複数のドメインは、Ｓ１０２イ
ンターフェースを介したＳＭＳを備える、選択するための手段と；
　を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項３４】
　選択されたドメインにしたがって登録手順を実行するための手段と、
　前記デバイスが前記選択されたドメインに正常に登録することができない場合に、ＳＭ
Ｓのための別のドメインを選択するための手段と、
　をさらに備える請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記デバイスが選択されたドメインに正常に登録することができない場合に、前記パケ
ット交換ＲＡＴを無効化するための手段をさらに備える、請求項３３に記載の装置。
【請求項３６】
　前記パケット交換ＲＡＴは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）を備える、請求
項３３に記載の装置。
【請求項３７】
　　パケット交換無線アクセス技術（ＲＡＴ）ネットワーク上にキャンプオンしているマ
ルチモードデバイスが音声サービスをサポートすることができることを判定し；
　　ホームネットワークのパラメータと音声サービスの能力とに基づいて、複数のアタッ
チの種類からアタッチの種類を決定し；
　　前記アタッチの種類と１つまたは複数のパラメータとを利用して、第１の複数のドメ
インから、前記パケット交換ＲＡＴを介した前記音声サービスのための第１のドメインを
選択し、なお、前記第１の複数のドメインは、シングルキャリア回線交換フォールバック
（１ｘＣＳＦＢ）ドメインを備える；
　　前記デバイスがショートメッセージサービス（ＳＭＳ）をサポートすることができる
場合に、前記１つまたは複数のパラメータと前記第１のドメインについての情報とを利用
して、第２の複数のドメインから、前記パケット交換ＲＡＴを介したＳＭＳのための第２
のドメインを選択する；
　ように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサと結合されたメモリと、
　を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項３８】
　　ホームオペレータの１つまたは複数のパラメータとデバイスの能力とに基づいてアタ
ッチの種類を決定し；
　　前記１つまたは複数のパラメータを利用して、複数のドメインから、パケット交換無
線アクセス技術（ＲＡＴ）を介したショートメッセージサービス（ＳＭＳ）のためのドメ
インを選択する、ここで、前記１つまたは複数のパラメータは、ホームオペレータのプリ
ファレンス、滞在先のオペレータのプリファレンス、滞在先のオペレータの能力、または
ユーザ設定のうちの１つまたは複数を備え、前記複数のドメインは、Ｓ１０２インターフ
ェースを介したＳＭＳを備える；
　ように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサと結合されたメモリと、
　を備える、ワイヤレス通信のための装置。
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【請求項３９】
　命令を含むコンピュータプログラムであって、
　　前記命令は、
　　パケット交換無線アクセス技術（ＲＡＴ）ネットワーク上にキャンプオンしているマ
ルチモードデバイスが音声サービスをサポートすることができることを判定し；
　　ホームネットワークのパラメータと音声サービスの能力とに基づいて、複数のアタッ
チの種類からアタッチの種類を決定し；
　　前記アタッチの種類と１つまたは複数のパラメータとを利用して、第１の複数のドメ
インから、前記パケット交換ＲＡＴを介した前記音声サービスのための第１のドメインを
選択し、なお、前記第１の複数のドメインは、シングルキャリア回線交換フォールバック
（１ｘＣＳＦＢ）ドメインを備える；
　　前記マルチモードデバイスがショートメッセージサービス（ＳＭＳ）をサポートする
ことができる場合に、前記１つまたは複数のパラメータと前記第１のドメインについての
情報とを利用して、第２の複数のドメインから、前記パケット交換ＲＡＴを介したＳＭＳ
サービスのための第２のドメインを選択する、
　　ために、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能である、
　コンピュータプログラム。
【請求項４０】
　命令を含むコンピュータプログラムであって、
　　前記命令は、
　　ホームオペレータの１つまたは複数のパラメータとデバイスの能力とに基づいてアタ
ッチの種類を決定し；
　　前記１つまたは複数のパラメータを利用して、複数のドメインから、パケット交換無
線アクセス技術（ＲＡＴ）を介したショートメッセージサービス（ＳＭＳ）のためのドメ
インを選択する、ここで、前記１つまたは複数のパラメータは、ホームオペレータのプリ
ファレンス、滞在先のオペレータのプリファレンス、滞在先のオペレータの能力、または
ユーザ設定のうちの１つまたは複数を備え、前記複数のドメインは、Ｓ１０２インターフ
ェースを介したＳＭＳを備える；
　　ために、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能である、
　コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書にはっきりと組み込ま
れる２０１０年４月１２日に出願された「マルチモードデバイスにおいてドメイン選択を
可能にするためのシステム、装置、および方法(System, Apparatus, and Method to Enab
le Domain Selection in a Multimode Device)」と題された米国仮出願第６１／３２３，
２６２号の優先権を主張するものである。
【技術分野】
【０００２】
　本開示の特定の態様は、概して、ワイヤレス通信に関し、より具体的には、マルチモー
ドデバイスにおけるドメイン選択のための方法に関する。
【背景】
【０００３】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（
ＬＴＥ）は、セルラテクノロジーの大きな進歩を示し、移動体通信用グローバルシステム
（ＧＳＭ（登録商標）：Global System for Mobile Communications）とユニバーサルモ
バイル通信システム（ＵＭＴＳ：Universal Mobile Telecommunications System）との自
然な進化型としてのセルラ３Ｇサービスにおける先に進む次の一歩である。ＬＴＥは、最
大５０メガビット毎秒（Ｍｂｐｓ）のアップリンク速度と、最大１００Ｍｂｐｓのダウン
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リンク速度を提供し、セルラネットワークに多くの技術的な利点をもたらす。ＬＴＥは、
優にここ１０年に及ぶ高速なデータおよびメディア転送と大容量の音声のサポートとに対
するキャリアのニーズを満たすように設計されている。帯域幅は、１．２５ＭＨｚから２
０ＭＨｚまで拡張性がある。これは、異なる帯域幅の割り当てを有する異なるネットワー
クオペレータのニーズに適し、また、オペレータがスペクトルに基づいて異なるサービス
を提供することを可能にする。ＬＴＥは、３Ｇネットワークのスペクトル効率を改善し、
キャリアが所与の帯域幅でより多くのデータサービスと音声サービスとを提供することを
可能にすることも期待されている。ＬＴＥは、高速なデータサービスと、マルチメディア
ユニキャストサービスと、マルチメディアブロードキャストサービスとを包含する。
【０００４】
　ＬＴＥ規格の物理レイヤ（ＰＨＹ）は、進化型基地局（ｅＮｏｄｅＢ）とモバイルユー
ザ機器（ＵＥ）の間でデータと制御情報の両方を運ぶ非常に効率的な手段である。ＬＴＥ
のＰＨＹは、セルラアプリケーションにとって新しい先進的なテクノロジーを使用する。
これらは、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）と、マルチ入力マルチ出力（ＭＩＭＯ）デ
ータ送信とを含む。加えて、ＬＴＥのＰＨＹは、ダウンリンク（ＤＬ）に直交周波数分割
多元接続（ＯＦＤＭＡ）を使用し、アップリンク（ＵＬ）にシングルキャリア周波数分割
多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）を使用する。ＯＦＤＭＡは、データが、指定された数のシン
ボル期間の間、サブキャリアごとに複数のユーザに、または複数のユーザから導かれるこ
とを可能にする。
【０００５】
　ＬＴＥ－アドバンストは、第４世代（４Ｇ）サービスを提供するための発展的なモバイ
ル通信規格である。３Ｇテクノロジーとして定義されているので、ＬＴＥは、最大１Ｇｂ
ｉｔ／ｓのピークデータレートなどの、国際電気通信連合によって定義されたＩｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ－Ａｄｖａｎ
ｃｅｄ（ＩＭＴ－アドバンスト）とも呼ばれる４Ｇの要件を満たさない。ピークデータレ
ートに加えて、ＬＴＥ－アドバンストは、電力状態間のより速い切り替えと、セルの端に
おける改善された性能とをやはり目標とする。
【発明の概要】
【０００６】
　本開示の特定の態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。概して、方法は、パ
ケット交換無線アクセス技術（ＲＡＴ）ネットワーク上にキャンプオンしている(has cam
ped on)マルチモードデバイスが、音声サービスをサポートすることができること、を判
定することと；ホームネットワークのパラメータと音声サービスの能力とに基づいて、複
数のアタッチの種類からアタッチの種類(an attach type)を決定することと；アタッチの
種類と１つまたは複数のパラメータとを利用して、第１の複数のドメインから、ＲＡＴを
介した音声サービスのための第１のドメインを選択することと、なお、第１の複数のドメ
インは、シングルキャリア回線交換フォールバック（１ｘＣＳＦＢ：single carrier-cir
cuit switched fall back）ドメインを備える；デバイスがショートメッセージサービス
（ＳＭＳ）サービスをサポートすることができる場合に、１つまたは複数のパラメータと
第１のドメインについての情報とを利用して、第２の複数のドメインから、ＲＡＴを介し
たＳＭＳサービスのための第２のドメインを選択することと；を含む。
【０００７】
　本開示の特定の態様は、ワイヤレス通信のための方法を提供する。概して、方法は、ホ
ームオペレータの１つまたは複数のパラメータ(one or more parameters of a home oper
ator)とデバイスの能力とに基づいてアタッチの種類を決定することと；ホームオペレー
タのプリファレンス(home operator preferences)と、滞在先のオペレータのプリファレ
ンス(visited operator preferences)と、滞在先のオペレータの能力(visited operator 
capabilities)と、ユーザ設定(user settings)とのうちの１つまたは複数を備える１つま
たは複数のパラメータを利用して、複数のドメインから、パケット交換無線アクセス技術
（ＲＡＴ）を介したショートメッセージサービス（ＳＭＳ）のためのドメインを選択する
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ことと、なお、複数のドメイは、Ｓ１０２インターフェースを介したＳＭＳを備える；を
含む。
【０００８】
　本開示の特定の態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。概して、装置は、パ
ケット交換無線アクセス技術（ＲＡＴ）ネットワーク上にキャンプオンしているマルチモ
ードデバイスが音声サービスをサポートすることができることを判定するための手段と；
ホームネットワークのパラメータと音声サービスの能力とに基づいて、複数のアタッチの
種類からアタッチの種類を決定するための手段と；アタッチの種類と１つまたは複数のパ
ラメータとを利用して、第１の複数のドメインから、ＲＡＴを介した音声サービスのため
の第１のドメインを選択するための手段と、なお、第１の複数のドメインは、シングルキ
ャリア回線交換フォールバック（１ｘＣＳＦＢ）ドメインを備える；デバイスがショート
メッセージサービス（ＳＭＳ）サービスをサポートすることができる場合に、１つまたは
複数のパラメータと第１のドメインについての情報とを利用して、第２の複数のドメイン
から、ＲＡＴを介したＳＭＳサービスのための第２のドメインを選択するための手段と；
を含む。
【０００９】
　本開示の特定の態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。概して、装置は、ホ
ームオペレータの１つまたは複数のパラメータとデバイスの能力とに基づいてアタッチの
種類を決定するための手段と；ホームオペレータのプリファレンスと、滞在先のオペレー
タのプリファレンスと、滞在先のオペレータの能力と、ユーザ設定とのうちの１つまたは
複数を備える１つまたは複数のパラメータを利用して、複数のドメインから、パケット交
換無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介したショートメッセージサービス（ＳＭＳ）のための
ドメインを選択するための手段と、なお、複数のドメインは、Ｓ１０２インターフェース
を介したＳＭＳを備える；を含む。
【００１０】
　本開示の特定の態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。概して、装置は、パ
ケット交換無線アクセス技術（ＲＡＴ）ネットワーク上にキャンプオンしているマルチモ
ードデバイスが音声サービスをサポートすることができることを判定し；ホームネットワ
ークのパラメータと音声サービスの能力とに基づいて、複数のアタッチの種類からアタッ
チの種類を決定し；アタッチの種類と１つまたは複数のパラメータとを利用して、第１の
複数のドメインから、ＲＡＴを介した音声サービスのための第１のドメインを選択し、な
お、第１の複数のドメインは、シングルキャリア回線交換フォールバック（１ｘＣＳＦＢ
）ドメインを備える；デバイスがショートメッセージサービス（ＳＭＳ）サービスをサポ
ートすることができる場合に、１つまたは複数のパラメータと第１のドメインについての
情報とを利用して、第２の複数のドメインから、ＲＡＴを介したＳＭＳサービスのための
第２のドメインを選択する；ように構成された少なくとも１つのプロセッサと、少なくと
も１つのプロセッサと結合されたメモリと、を含む。
【００１１】
　本開示の特定の態様は、ワイヤレス通信のための装置を提供する。概して、装置は、ホ
ームオペレータの１つまたは複数のパラメータとデバイスの能力とに基づいてアタッチの
種類を決定し；ホームオペレータのプリファレンスと、滞在先のオペレータのプリファレ
ンスと、滞在先のオペレータの能力と、ユーザ設定とのうちの１つまたは複数を備える１
つまたは複数のパラメータを利用して、複数のドメインから、パケット交換無線アクセス
技術（ＲＡＴ）を介したショートメッセージサービス（ＳＭＳ）のためのドメインを選択
する、なお、複数のドメインが、Ｓ１０２インターフェースを介したＳＭＳを備える；よ
うに構成された少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサと結合され
たメモリと、を含む。
【００１２】
　本開示の特定の態様は、命令を記憶するコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプ
ログラム製品を提供する。命令は、パケット交換無線アクセス技術（ＲＡＴ）ネットワー
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ク上にキャンプオンしているマルチモードデバイスが音声サービスをサポートすることが
できることを判定し；ホームネットワークのパラメータと音声サービスの能力とに基づい
て、複数のアタッチの種類からアタッチの種類を決定し；アタッチの種類と１つまたは複
数のパラメータとを利用して、第１の複数のドメインから、ＲＡＴを介した音声サービス
のための第１のドメインを選択し、なお、第１の複数のドメインは、シングルキャリア回
線交換フォールバック（１ｘＣＳＦＢ）ドメインを備える；デバイスがショートメッセー
ジサービス（ＳＭＳ）サービスをサポートすることができる場合に、１つまたは複数のパ
ラメータと第１のドメインについての情報とを利用して、第２の複数のドメインから、Ｒ
ＡＴを介したＳＭＳサービスのための第２のドメインを選択する；ために１つまたは複数
のプロセッサによって実行可能である。
【００１３】
　本開示の特定の態様は、命令を記憶するコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプ
ログラム製品を提供する。命令は、ホームオペレータの１つまたは複数のパラメータとデ
バイスの能力とに基づいてアタッチの種類を決定し；ホームオペレータのプリファレンス
と、滞在先のオペレータのプリファレンスと、滞在先のオペレータの能力と、ユーザ設定
とのうちの１つまたは複数を備える１つまたは複数のパラメータを利用して、複数のドメ
インから、パケット交換無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介したショートメッセージサービ
ス（ＳＭＳ）のためのドメインを選択する、なお、複数のドメインは、Ｓ１０２インター
フェースを介したＳＭＳを備える；ために１つまたは複数のプロセッサによって実行可能
である。
【００１４】
　本開示の上述の特徴が詳細に理解されることができる方法、上記に簡潔に要約されてい
るが、より具体的な説明が、添付の図面に一部が示される態様を参照してなされることが
できる。しかし、添付の図面は、本開示の特定の典型的な態様のみを示し、したがって、
本開示の範囲の限定とみなされてはならず、その理由は、この説明がその他の同等の効果
のある態様をもたらし得るからであることに留意されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本開示の特定の態様による多元接続ワイヤレス通信システムを示す図。
【図２】本開示の特定の態様による通信システムの構成図。
【図３】本開示の特定の態様による例示的なワイヤレス通信システムを示す図。
【図４】本開示の特定の態様による、ＵＥのホームネットワークのオペレータの音声ドメ
インのプリファレンスとＳＭＳドメインのプリファレンスとに基づいて、別のネットワー
クを訪れている間のＵＥに関するアタッチの種類を決定するためのテーブルを示す図。
【図５】本開示の特定の態様による提案されるドメイン選択方法の例示的な流れ図。
【図６】本開示の特定の態様による音声サービスまたはＳＭＳサービスのためのドメイン
を決定するための例示的なオペレーションを示す図。
【図７】本開示の特定の態様によるＣＳのみのＵＥに関する例示的な音声ドメイン選択手
順を示す図。
【図８】本開示の特定の態様による、音声ドメインが選択された後のＳＭＳドメイン選択
のための例示的な流れ図。
【図９】本開示の特定の態様による、ＳＭＳサービスのみをサポートするＵＥに関する例
示的な流れ図。
【図１０】本開示の特定の態様によるＳＭＳサービスのためのドメインを決定するための
例示的なオペレーションを示す図。
【図１１】本開示の特定の態様によるマルチモードデバイスの機能構成図。
【詳細な説明】
【００１６】
　以降、さまざまな態様が、図面を参照して説明される。以下の説明において、説明の目
的で、１つまたは複数の態様の完全な理解を与えるために多くの具体的な詳細が説明され
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る。しかし、そのような（１つまたは複数の）態様がこれらの具体的な詳細なしに実施さ
れ得ることは明らかであろう。
【００１７】
　本出願において使用されるとき、用語「コンポーネント」、「モジュール」、「システ
ム」などは、これらに限定されないが、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアと
ソフトウェアの組み合わせ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアなどのコンピュ
ータに関連するエンティティを含むように意図される。例えば、コンポーネントは、プロ
セッサ上で実行されるプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッ
ド、プログラム、および／またはコンピュータであってよいがこれらに限定されない。例
として、コンピューティングデバイス上で実行されるアプリケーションとそのコンピュー
ティングデバイスの両方が、コンポーネントである可能性がある。１つまたは複数のコン
ポーネントは実行プロセスおよび／または実行スレッド内にある可能性があり、コンポー
ネントは１つのコンピュータ上に配置される、および／または２つ以上のコンピュータの
間に分散される可能性がある。さらに、これらのコンポーネントは、さまざまなデータ構
造を記憶するさまざまなコンピュータ可読媒体から実行されることができる。コンポーネ
ントは、信号によってローカルシステム内、分散システム内の別のコンポーネントと、お
よび／またはインターネットなどのネットワークを介してその他のシステムとインタラク
ションする１つのコンポーネントからのデータなどの１つまたは複数のデータパケットを
有する信号によるなどして、ローカルプロセスおよび／またはリモートプロセスを介して
通信することができる。
【００１８】
　さらに、さまざまな態様が、有線端末またはワイヤレス端末である可能性がある端末に
関連して本明細書において説明される。端末は、システム、デバイス、加入者ユニット、
加入者局、移動局、モバイル、モバイルデバイス、遠隔局、リモート端末、アクセス端末
、ユーザ端末、通信デバイス、ユーザエージェント、ユーザデバイス、またはユーザ機器
（ＵＥ）とも呼ばれる可能性がある。ワイヤレス端末は、セルラ電話、衛星電話、コード
レス電話、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話、無線ローカルループ（ＷＬＬ）局
（wireless local loop (WLL) station）、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレス接続能
力を有するハンドヘルドデバイス、コンピューティングデバイス、またはワイヤレスモデ
ムに接続されたその他の処理デバイスある可能性がある。さらに、さまざまな態様が、基
地局に関連して本明細書において説明される。基地局は、（１つまたは複数の）ワイヤレ
ス端末と通信するために利用されることができ、アクセスポイント、ＮｏｄｅＢ、または
何らかのその他の用語で呼ばれることもある。
【００１９】
　加えて、用語「または」は、排他的な「または」ではなく包含的な「または」を意味す
るように意図される。つまり、別途指定されない限り、または文脈から明らかでない限り
、語句「ＸはＡまたはＢを使用する」は、自然な包含的順列（natural inclusive permut
ation）のうちのいずれかを意味するように意図される。つまり、語句「ＸはＡまたはＢ
を使用する」は、以下の場合、すなわち、ＸがＡを使用する場合、ＸがＢを使用する場合
、またはＸがＡとＢの両方を使用する場合のうちのいずれかによって満足される。その上
、本出願と添付の特許請求の範囲とで使用されるとき、冠詞「ａ」と「ａｎ」とは、別途
指定されない限り、または単数形を対象とすべきであると文脈から明らかでない限り、通
常、「１つまたは複数」を意味すると解釈されるべきである。
【００２０】
　本明細書において説明される技術は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時
分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク
、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、シングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭ
Ａ）ネットワークなどのさまざまなワイヤレス通信ネットワークに対して使用され得る。
用語「ネットワーク」と「システム」とは、交換可能なように使用されることが多い。Ｃ
ＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ：Universal Terrestr
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ial Radio Access）、ＣＤＭＡ２０００などの無線テクノロジーを実装することができる
。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）を含む。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２
０００規格と、ＩＳ－９５規格と、ＩＳ－８５６規格とをカバーする。ＴＤＭＡネットワ
ークは、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ）などの無線テクノロジーを実装す
ることができる。
【００２１】
　ＯＦＤＭＡネットワークは、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、米国電気電
子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．１６、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌ
ａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）などの無線テクノロジーを実装することができる。ＵＴＲ
Ａ、Ｅ－ＵＴＲＡ、およびＧＳＭは、ユニバーサルモバイル通信システム（ＵＭＴＳ）の
一部である。ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭ
ＴＳの最近のリリースである。ＵＴＲＡと、Ｅ－ＵＴＲＡと、ＧＳＭと、ＵＭＴＳと、Ｌ
ＴＥとは、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と名付けられた組織
からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２０００は、「第３世代パートナーシッププロジ
ェクト２」（３ＧＰＰ２）と名付けられた組織からの文書に記載されている。これらのさ
まざまな無線テクノロジーと無線規格とは、当技術分野において知られている。明確にす
るために、これらの技術の特定の態様がＬＴＥに関して以下で説明され、ＬＴＥの用語が
以下の説明の多くの部分において使用される。ＬＴＥの用語は例示として使用され、本開
示の範囲はＬＴＥに限定されないことに留意されたい。
【００２２】
　シングルキャリア変調と周波数領域等化とを利用するシングルキャリア周波数分割多元
接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）は、ＯＦＤＭＡシステムの性能と似た性能と、ＯＦＤＭＡシステ
ムの全体的な複雑性と同じ全体的な複雑性とを有する。ＳＣ－ＦＤＭＡ信号は、その固有
のシングルキャリア構造のおかげでより低いピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）を有する可
能性がある。ＳＣ－ＦＤＭＡは、より低いＰＡＰＲが送信電力の効率の観点でモバイル端
末に大きな利益をもたらすアップリンク通信で使用され得る。ＳＣ－ＦＤＭＡは、現在、
３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）またはＥｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡにお
けるアップリンク多元接続スキームに関する作業仮説（working assumption）である。
【００２３】
　図１を参照すると、一態様による多元接続ワイヤレス通信システム１００が示される。
アクセスポイント１０２（ＡＰ）は、複数のアンテナグループを含み、１つのアンテナグ
ループは１０４と１０６とを含み、別のアンテナグループは１０８と１１０とを含み、さ
らなるアンテナグループは１１２と１１４とを含む。図１においては、各アンテナグルー
プについて２つのアンテナしか示されていないが、より多くの、またはより少ないアンテ
ナが各アンテナグループに対して利用され得る。アクセス端末１１６（ＡＴ）は、アンテ
ナ１１２と１１４と通信しており、アンテナ１１２および１１４は、順方向リンク１２０
を介してアクセス端末１１６に情報を送信し、逆方向リンク１１８を介してアクセス端末
１１６から情報を受信する。アクセス端末１２２は、アンテナ１０６と１０８と通信して
おり、アンテナ１０６および１０８は、順方向リンク１２６を介してアクセス端末１２２
に情報を送信し、逆方向リンク１２４を介してアクセス端末１２２から情報を受信する。
周波数分割複信（ＦＤＤ）システムにおいては、通信リンク１１８、１２０、１２４、お
よび１２６は、通信のために異なる周波数を使用することができる。例えば、順方向リン
ク１２０は、逆方向リンク１１８によって使用される周波数とは異なる周波数を使用する
ことができる。
【００２４】
　アンテナの各グループ、および／またはそれらのアンテナがその中で通信するように設
計される領域は、アクセスポイントのセクタと呼ばれることが多い。一態様において、ア
ンテナグループは、それぞれ、アクセスポイント１０２によってカバーされる領域のセク
タ内のアクセス端末と通信するように設計される。
【００２５】
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　順方向リンク１２０と１２６とを介した通信において、アクセスポイント１０２の送信
アンテナは、異なるアクセス端末１１６と１２４とに関する順方向リンクの信号対雑音比
を改善するためにビームフォーミングを利用することができる。また、ビームフォーミン
グを使用してアクセスポイントのカバー範囲中にランダムに散らばったアクセス端末に送
信するアクセスポイントは、アクセスポイントのすべてのアクセス端末に単一のアンテナ
を通じて送信するアクセスポイントよりも隣接セル内のアクセス端末に対して引き起こす
干渉がより少ない。
【００２６】
　アクセスポイントは、端末と通信するために使用される固定局であってよく、Ｎｏｄｅ
Ｂ、進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ：evolved Node B）、または何らかのその他の用語で呼ば
れることもある。
【００２７】
　図２は、ＭＩＭＯシステム２００内の送信機システム２１０と受信機システム２５０と
の態様の構成図である。送信機システム２１０において、いくつかのデータストリームに
関するトラフィックデータが、データソース２１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ２
１４に与えられる。
【００２８】
　一態様において、各データストリームは、それぞれの送信アンテナを介して送信される
。ＴＸデータプロセッサ２１４は、符号化されたデータを提供するために、そのデータス
トリームに対して選択された特定の符号化スキームに基づいて、各データストリームに関
するトラフィックデータをフォーマットし、符号化し、インターリーブする。
【００２９】
　各データストリームに関する符号化されたデータは、ＯＦＤＭ技術を用いて、パイロッ
トデータと多重化され得る。通常、パイロットデータは、知られている方法で処理される
知られているデータパターンであり、チャネル応答を推定するために受信機システムにお
いて使用され得る。次に、多重化されたパイロットと各データストリームに関する符号化
されたデータとが、変調シンボルを提供するために、そのデータストリームに対して選択
された特定の変調スキーム（例えば、２相位相シフトキーイング（ＢＰＳＫ）、４相位相
シフトキーイング（ＱＰＳＫ）、Ｍが２のべき乗である可能性があるＭ－ＰＳＫ、または
Ｍ－ＱＡＭ（直交振幅変調））に基づいて変調される（例えば、シンボルマッピングされ
る）。各データストリームに関するデータレートと、符号化と、変調とは、メモリ２３２
に結合され得るプロセッサ２３０によって実行される命令によって決定されることができ
る。
【００３０】
　次いで、すべてのデータストリームに関する変調シンボルが、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッ
サ２２０に提供され、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２２０は、（例えば、ＯＦＤＭのために
）変調シンボルをさらに処理することができる。それから、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２
２０は、ＮT個の変調シンボルストリームをＮT個の送信機（ＴＭＴＲ）２２２ａ～２２２
ｔに提供する。特定の態様において、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２２０は、データストリ
ームのシンボルと、シンボルが送信されているアンテナとにビームフォーミングの重みを
適用する。
【００３１】
　各送信機２２２は、それぞれのシンボルストリームを受信し、それを処理して１つまた
は複数のアナログ信号を提供し、アナログ信号をさらに調整（例えば、増幅、フィルタリ
ング、およびアップコンバート）してＭＩＭＯチャネルを介した送信に好適な変調信号を
提供する。次に、送信機２２２ａ～２２２ｔからのＮT個の変調信号が、ＮT個のアンテナ
２２４ａ～２２４ｔからそれぞれ送信される。
【００３２】
　受信機システム２５０において、送信された変調信号が、ＮR個のアンテナ２５２ａ～
２５２ｒによって受信され、各アンテナ２５２からの受信信号が、それぞれの受信機（Ｒ
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ＣＶＲ）２５４ａ～２５４ｒに与えられる。各受信機２５４は、それぞれの受信信号を調
整（例えば、フィルタリング、増幅、およびダウンコンバート）し、調整された信号をデ
ジタル化してサンプルを提供し、サンプルをさらに処理して対応する「受信」シンボルス
トリームを提供する。
【００３３】
　次に、ＲＸデータプロセッサ２６０は、ＮR個の受信機２５４からＮR個の受信シンボル
ストリームを受信し、それらのＮR個の受信シンボルストリームを特定の受信機処理技術
に基づいて処理してＮT個の「検出」シンボルストリームを提供する。次いで、ＲＸデー
タプロセッサ２６０は、各検出シンボルストリームを復調し、デインタリーブし、復号し
て、データストリームに関するトラフィックデータを復元する。ＲＸデータプロセッサ２
６０による処理は、送信機システム２１０のＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ２２０とＴＸデー
タプロセッサ２１４とによって実行される処理と相補的である。
【００３４】
　メモリ２７２に結合されるプロセッサ２７０は、逆方向リンクメッセージを組み立てる
。逆方向リンクメッセージは、通信リンクおよび／または受信データストリームに関する
さまざまな種類の情報を備える可能性がある。次いで、逆方向リンクメッセージは、デー
タソース２３６からのいくつかのデータストリームに関するトラフィックデータも受信す
るＴＸデータプロセッサ２３８によって処理され、変調器２８０によって変調され、送信
機２５４ａ～２５４ｒによって調整され、送信機システム２１０に送り返される。
【００３５】
　送信機システム２１０において、受信機システム２５０からの変調信号は、アンテナ２
２４によって受信され、受信機２２２によって調整され、復調器２４０によって復調され
、受信機システム２５０によって送信された予約リンクメッセージを抽出するためにＲＸ
データプロセッサ２４２によって処理される。
【００３６】
　図３は、さまざまな開示された態様が実装され得る、いくつかのユーザをサポートする
ように構成された例示的なワイヤレス通信システム３００を示す。図３に示されるように
、例として、システム３００は、各セルが対応するアクセスポイント（ＡＰ）３０４（Ａ
Ｐ３０４ａ～３０４ｇなど）によってサービスを提供されるようにして、例えばマクロセ
ル３０２ａ～３０２ｇなどの複数のセル３０２に通信を提供する。各セルは、（例えば、
１つまたは複数の周波数を提供するための）１つまたは複数のセクタにさらに分割され得
る。３０６ｂ～３０６ｊを含むさまざまなＵＥ３０６が、システム中に散らばっている。
【００３７】
　各ＵＥ３０６は、例えば、ＵＥがアクティブであるかどうかと、ＵＥがソフトハンドオ
フ中であるかどうかとに応じて、所与の瞬間に順方向リンク（ＦＬ）および／または逆方
向リンク（ＲＬ）で１つまたは複数のＡＰ３０４と通信することができる。ワイヤレス通
信システム３００は、より広い地理的地域にサービスを提供することができ、マクロセル
３０２ａ～３０２ｇは、狭い地理的領域をカバーすることができる。特定の態様に関して
、同様のまたは異なる規格を利用する２つ以上のサービスプロバイダが、共通の地理的領
域にサービスを提供する可能性がある。例えば、プロバイダうちの片方が、３ＧＰＰ上で
ＬＴＥを使用する可能性があり、他方が、３ＧＰＰ２規格上でＬＴＥを使用する可能性が
ある。マルチモードデバイスは、領域内の利用可能なプロバイダのリストから、音声と、
ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）と、その他のサービスとのためのプロバイダを選
択することができる。
【００３８】
　本開示の特定の態様は、マルチモードＵＥにおけるドメイン選択のための方法を提案す
る。ドメイン選択方法は、ＵＥがＬＴＥなどのパケット交換（ＰＳ）ネットワークにキャ
ンプオンしているときにＳＭＳおよび／または音声サービスのためのドメインを選択する
ために使用され得る。提案されるドメイン選択方法は、ＵＥの能力と、ホームオペレータ
のプリファレンスと、滞在先のオペレータのプリファレンスと、滞在先のネットワークの
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能力と、ユーザ設定とを考慮に入れることができる。
【００３９】
　特定の態様に関して、ＵＥは、その能力に応じて、回線交換フォールバック（ＣＳＦＢ
）、シングルキャリアＣＳＦＢ（１ｘＣＳＦＢ）、またはボイスオーバインターネットプ
ロトコルマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）などのドメインを用いるＬＴＥを介した
音声サービスにアクセスすることができる可能性がある。加えて、ＵＥは、非アクセス階
層（ＮＡＳ）を介したＳＭＳまたはＩＭＳを介したＳＭＳを用いるＬＴＥを介したＳＭＳ
サービスにアクセスすることができる可能性がある。
【００４０】
　特定の態様に関して、ＵＥがＬＴＥなどの無線アクセス技術（ＲＡＴ）をして音声サー
ビスおよび／またはＳＭＳサービスにアクセスすることができない場合、ＵＥは、一時的
に当該ＲＡＴを無効にし(disable)、これらの不可欠なサービス(essential services)が
利用可能である異なるＲＡＴを選択することができる。
【００４１】
　本明細書は主として音声サービスとＳＭＳサービスとのためのドメイン選択に焦点を当
てているが、同様の発想が、その他のサービスのためのドメインを選択するために使用さ
れることができ、それらのすべては本開示の範囲に入る。
【００４２】
　特定の態様に関して、ＵＥが、ＩＭＳを介したＳＭＳサービスを優先するように(to pr
efer SMS services over IMS)プロビジョニングされており(provisioned)、ＵＥが、ＩＭ
Ｓの登録を正常に実行する(successfully perform IMS registration)ことができる場合
、ネットワークは、ＩＭＳを介してＵＥにＳＭＳサービスを提供することができる。別の
態様に関して、ＵＥが、ＩＭＳを介した音声サービスを優先するようにプロビジョニング
されており、ＵＥが、ＩＭＳの登録を正常に実行することができる場合、ネットワークは
、ＩＭＳを介してＵＥに音声サービスを提供することができる。
【００４３】
　本明細書は、ＵＥがＥ－ＵＴＲＡＮネットワークにキャンプオンしている間のドメイン
選択に対処する。ＵＥが選択することが可能なさまざまな「ドメイン」は、ＵＴＲＡＮ／
ＧＥＲＡＮ／１ｘＲＴＴを経由する回線交換（ＣＳ）ドメインと、直接Ｅ－ＵＴＲＡＮを
介したＩＭＳとである可能性がある。ここで、ＵＴＲＡＮは、ユニバーサル地上無線アク
セスネットワーク（Universal Terrestrial Radio Access Network）を表し、Ｅ－ＵＴＲ
ＡＮは、進化型ＵＴＲＡＮ（evolved UTRAN）を表し、ＧＥＲＡＮは、移動体通信用グロ
ーバルシステム（ＧＳＭ）／ＧＳＭの進化のための拡張データレート（ＥＤＧＥ：Enhanc
ed Data rates for GSM Evolution）無線アクセスネットワークを表し、１ｘＲＴＴは、
シングルキャリア無線伝送技術（single carrier Radio Transmission Technology）を表
す。
【００４４】
　提案されるドメイン選択アルゴリズムは、ＳＭＳのみのデバイスにおけるＳＭＳドメイ
ン選択と、音声を主たるサービスとして扱う、ＳＭＳサービスと音声サービスの両方に対
応する(capable of)デバイスにおける音声ドメイン選択とＳＭＳドメイン選択とをサポー
トすることができる。
【００４５】
　特定の態様に関して、ドメイン選択は、ＩＭＳサービスを必要とするその他のサービス
とは無関係に実行され得る。例えば、デバイスは、そのデバイスが（音声サービスとＳＭ
Ｓサービスとを含まない）別のサービスのためにＩＭＳに既に登録されているか否かに関
わりなく、提案されるドメイン選択方法を使用することができる。
【００４６】
　特定の態様に関して、特定のトリガーに基づいて、ＵＥはドメイン選択を再度試みる可
能性がある。例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮが音声サービスを受けるために無効化された場合、
または複数のドメインが利用可能であり、ＵＥが最も優先されるドメインを現在使用して
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いない場合、ＵＥは、ドメイン選択アルゴリズムを再び実行することができる。ドメイン
選択アルゴリズムは、ＵＥがＣＳ／ＰＳ呼においてアクティブでない間のみ利用され得る
ことに留意されたい。
【００４７】
　特定の態様に関して、１ｘＲＴＴ　ＣＳＦＢドメインと３ＧＰＰ　ＣＳＦＢドメインの
両方が利用可能である場合、ＵＥは、ＣＳＦＢのために１ｘまたは３ＧＰＰのいずれかを
選択することができる。ＵＥは、３ＧＰＰ　ＣＳＦＢと１ｘＣＳＦＢの両方に同時に登録
されない可能性がある。特定の態様に関して、ＵＥは、無線を介した（ＯＴＡ）シグナリ
ングのコストを削減するために、１ｘＣＳＦＢと比較して高い優先度を３ＧＰＰ　ＣＳＦ
Ｂに与える可能性がある。
【００４８】
　ＵＥは、ＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮにおいてＣＳモードまたはＰＳモードのもとで動作す
る可能性がある。しかし、ＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮ上のＵＥの動作のモードは、Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮ上のＵＥの動作のモードとは無関係である可能性がある。例えば、ＵＥは、ネット
ワークの展開がＩＭＳコアがＬＴＥ　ＲＡＴを介してのみ到達可能であるようなものであ
る場合、ＩＭＳの音声をＬＴＥを介して使用するように、ただし、ＣＳの音声をＵＴＲＡ
Ｎ／ＧＥＲＡＮを介して使用するようにプロビジョニングされ得る。したがって、ＵＥは
、ＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮ上のＵＥのモード設定（ＣＳまたはＰＳ）を指定するために現
在使用されているレガシーのメカニズムを保有する可能性がある。
【００４９】
　特定の態様に関して、ＳＭＳのみのＵＥは、ＬＴＥを介したＳＭＳサービスが必須であ
るかどうかを示すためのフラグ（例えば、ＳＭＳ＿ＭＡＮＤＡＴＯＲＹ）をサポートする
可能性がある。ＳＭＳがＬＴＥを介して利用できない場合、ＳＭＳ＿ＭＡＮＤＡＴＯＲＹ
は、ＵＥがＬＴＥを離れて２Ｇ／３Ｇを介してＳＭＳサービスを得る（例えば、ＳＭＳ＿
ＭＡＮＤＡＴＯＲＹ＝ＯＮ）か、またはＳＭＳなしでＬＴＥ上にとどまる（例えば、ＳＭ
Ｓ＿ＭＡＮＤＡＴＯＲＹ＝ＯＦＦ）可能性があることを示し得る。
【００５０】
　特定の態様に関して、音声に対応したＵＥは、ホームオペレータがＵＥの音声ドメイン
のプリファレンスを指定することを可能にするパラメータ（例えば、Ｖｏｉｃｅ＿Ｄｏｍ
ａｉｎ＿Ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ＿Ｅ＿ＵＴＲＡＮ）を、サポートすることができる。この
パラメータは、以下の４つの値、すなわち、ｉ）ＣＳの音声のみ(CS Voice Only)（例え
ば、ＣＳ＿ＯＮＬＹ）、ｉｉ）ＣＳの音声が優先、ＩＭＳ　ＰＳの音声は補助的(CS Voic
e preferred, IMS PS Voice secondary)（例えば、ＣＳ＿ＰＲＥＦ）、ｉｉｉ）ＩＭＳ　
ＰＳの音声が優先、ＣＳの音声は補助的(IMS PS Voice preferred, CS Voice secondary)
（例えば、ＰＳ＿ＰＲＥＦ）、またはｉｖ）ＰＳの音声のみ(PS Voice only)（例えば、
ＰＳ＿ＯＮＬＹ）のうちの１つを取り得る。
【００５１】
　特定の態様に関して、音声に対応したＵＥは、音声中心(voice centric)（例えば、音
声サービスがデータサービスよりも重要である）、またはデータ中心(data centric)（例
えば、データサービスが音声サービスよりも重要である）などのＵＥの使用設定を記憶し
、その使用設定を、音声サービスまたはＳＭＳサービスのためのドメインを決定する際に
使用することができる。
【００５２】
　ＬＴＥアタッチ手順（LTE attach procedure）
　ＵＥは、登録を必要とするサービスを受けるために、ネットワークに登録する(registe
r)必要がある可能性がある。この登録は、ネットワークアタッチ(network attachment)と
呼ばれることがある。特定の態様に関して、ＵＥが音声サービスに対応していない（例え
ば、ＳＭＳのみのデバイス(an SMS-only device)）である場合は、ＬＴＥアタッチの種類
は、ＳＭＳに関する優先されるドメインが「ＰＳが許可されない("Ps not allowed”)」
であるならば、「『ＳＭＳのみ(SMS-only）』のための複合的アタッチ（combined attach
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）」である可能性がある。同様に、ＬＴＥアタッチの種類は、ＰＳドメインがＳＭＳに関
して優先される場合（例えば、「ＰＳ＿ＳＭＳ＿ＰＲＥＦ」）、「ＥＰＳアタッチ」であ
る可能性がある。特定の態様に関して、ＵＥが音声に対応しているが、３ＧＰＰ　ＣＳＦ
Ｂをサポートしない場合、同様のアタッチの種類が考えられる可能性がある。
【００５３】
　ＵＥが音声に対応しており(voice-capable)、３ＧＰＰ　ＣＳＦＢをサポートする場合
、ＬＴＥアタッチの種類は、図４に示されるように決定され得る。
【００５４】
　図４は、ＵＥのホームネットワークのオペレータの音声ドメインのプリファレンス(voi
ce domain preference)とＳＭＳドメインのプリファレンス(SMS domain preference)とに
基づいて、別のネットワークを訪れている間のＵＥに関するアタッチの種類を決定するた
めのテーブルを示す。示されるように、音声ドメインのプリファレンス(voice domain pr
eference)が、ＣＳ＿ｏｎｌｙまたはＣＳが優先（例えば、ＣＳ＿ＰＲＥＦ）である場合
、ＵＥは、複合的アタッチを実行することができる。ＰＳがＳＭＳドメインに関して優先
される場合（例えば、ＰＳ＿ＳＭＳ＿ＰＲＥＦ）、および音声ドメインのプリファレンス
がＰＳ＿ＰＲＥＦまたはＰＳ＿ｏｎｌｙである場合、ＥＰＳアタッチが使用され得る。Ｐ
ＳがＳＭＳに関して許可されない場合、および音声ドメインのプリファレンスがＰＳ＿Ｐ
ＲＥＦまたはＰＳ＿ｏｎｌｙである場合、アタッチの種類は「ＳＭＳのみ」に関して複合
的アタッチである可能性がある。
【００５５】
　ＵＥは、ＬＴＥアタッチ手順中に、滞在先のネットワークの、３ＧＰＰ　ＣＳＦＢのサ
ービスとＮＡＳを介したＳＭＳのサービスとのサポートを判定することができる。滞在先
のネットワークのこれらのサービスのサポートは、ＵＥの音声ドメインとＳＭＳドメイン
とを決定する際に使用され得る。特定の態様に関して、ＵＥは、滞在先のネットワークの
１ｘＣＳＦＢのサポートも判定する可能性がある。この指示は、ＵＥに関する音声または
ＳＭＳドメインを決定する際に使用され得る。
【００５６】
　特定の態様に関して、ＵＥは、滞在先のネットワークから受信されたシステム情報ブロ
ードキャスト（ＳＩＢ：System Information Broadcast）メッセージを分析することによ
って、１ｘＣＳＦＢが滞在先のネットワークによってサポートされるか否かを判定するこ
とができる。例えば、ＳＩＢ８などのＳＩＢのうちの１つが、１ｘＣＳＦＢのサポートに
ついての情報（例えば、１ｘの登録に関連する情報要素）を運ぶ可能性がある。ＵＥが第
１のシステム情報ブロック（例えば、ＳＩＢ１）を受信するとき、ＵＥは、ＳＩＢ１に含
まれる情報を分析することによって、ＳＩＢ８がスケジューリングされるか否かを判定す
ることができる。例えば、ＳＩＢ１がＳＩＢ８がスケジューリングされないことを示す場
合、ＵＥは、１ｘＣＳＦＢがサポートされないと結論付けることができる。ＳＩＢ１がＳ
ＩＢ８が存在することを示す場合、ＵＥは、１ｘＣＳＦＢがサポートされると結論付ける
ことができる。
【００５７】
　特定の態様に関して、ＵＥは、ＬＴＥアタッチ手順中に滞在先のネットワークから受信
された応答を分析することによって、滞在先のネットワークがＩＭＳの音声をサポートす
るか否かを判定することができる。滞在先のネットワークによるＩＭＳのサポートは、Ｕ
ＥがＩＭＳの音声サービスを受けることを保証しないことに留意されたい。ＵＥは、ＩＭ
Ｓサービスを保証するためにＩＭＳの登録を正常に実行することをやはり必要とする可能
性がある。
【００５８】
　ドメイン選択手順(Domain Selection Procedure)
　図５は、本開示の特定の態様による提案されるドメイン選択方法の例示的な流れ図を示
す。５０２において、ＵＥが、ＬＴＥなどのネットワークにキャンプオンする(camp on)
ことができる。５０４において、ＵＥが、実行されるべきアタッチの種類を決定する。ア
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タッチの種類がＣＳ／ＰＳである場合、（５０６において）ＵＥが複合的アタッチを実行
する。アタッチの種類がＣＳ＿ＳＭＳ／ＰＳである場合、ＵＥが複合的アタッチ（ＳＭＳ
＿ｏｎｌｙ）を実行する。音声サービスに関するプリファレンスのモードに応じて、ＵＥ
は、ブロック５１０、５１２、５１４、または５１６の音声ドメイン選択手順のうちの１
つを実行することができる。５１８において、ＵＥが、ＳＭＳドメイン選択手順を実行す
る。
【００５９】
　図６は、本開示の特定の態様による音声サービスまたはＳＭＳサービスのためのドメイ
ンを決定するための例示的なオペレーション６００を示す。６０２において、パケット交
換無線アクセス技術（ＲＡＴ）ネットワーク上にキャンプオンしているマルチモードデバ
イスが、そのデバイスが音声サービスをサポートすることができるかどうかを判定する。
６０４において、デバイスが、ホームネットワークと音声サービスの能力とのパラメータ
に基づいて、複数のアタッチの種類からアタッチの種類を決定する。６０６において、デ
バイスが、アタッチの種類と１つまたは複数のパラメータとを利用して、第１の複数のド
メインから、ＲＡＴを介した音声サービスのための第１のドメインを選択し、第１の複数
のドメインは、シングルキャリア回線交換フォールバック（１ｘＣＳＦＢ）ドメインを備
える。６０８において、デバイスがショートメッセージサービス（ＳＭＳ）サービスをサ
ポートすることができる場合に、デバイスが、１つまたは複数のパラメータと第１のドメ
インについての情報とを利用して、第２の複数のドメインから、ＲＡＴを介したＳＭＳサ
ービスのための第２のドメインを選択する。
【００６０】
　図７は、本開示の特定の態様によるＣＳのみのＵＥに関する例示的な音声ドメイン選択
手順７００を（図５のブロック５１０をより詳細に）示す。７０２において、ＵＥが、複
合的アタッチを実行する。７０４において、ＵＥが３ＧＰＰ　ＣＳＦＢ（例えば、ＰＰ＿
ＣＳＦＢ）がサポートされるかどうかを調べる。サポートされる場合、７０６において、
ＵＥが、ＰＰ＿ＣＳＦＢが優先されるか否かを判定する。優先される場合、７３４におい
て、ＵＥが、ＰＰ＿ＣＳＦＢを選択する。ＰＰ＿ＣＳＦＢが優先されない場合、ＵＥは、
１ｘの登録が前に失敗したかどうか（１ｘ＿ＲＥＧ＿ＦＡＩＬ＝ＴＲＵＥ、７０８）を調
べる。失敗している場合、デバイスは、ＰＰ＿ＣＳＦＢを選択する。１ｘの登録が前に失
敗していない場合、（７１０において）ＵＥが、オペレータが３ＧＰＰ２であるかどうか
を調べる。３ＧＰＰ２である場合、ＵＥが、ＳＩＢ８が既に利用可能でない場合はＳＩＢ
８を受信するのを待つ（７１２）。１ｘの事前登録が認められる場合（７１４）、７２８
において、ＵＥが、１ｘＣＳＦＢを選択する。１ｘの事前登録が認められない場合、音声
中心のＵＥに関して、ＵＥは、２Ｇ／３Ｇネットワークに移動し、Ｅ－ＵＴＲＡＮを無効
化することを選択する（７３２）。データ中心のＵＥ（７１６）に関して、ＵＥは、３Ｇ
ＰＰ　ＣＳＦＢ（例えば、ＰＰ＿ＣＳＦＢ）ドメインを選択する。
【００６１】
　（７０４において）ＰＰ＿ＣＳＦＢがサポートされず、１ｘの登録が前に失敗していな
い場合（７１８）、およびオペレータが３ＧＰＰ２である場合（７２０）、ＵＥは、ＳＩ
Ｂ８を受信するのを待つ（７２２）。次に、７２４において、１ｘの事前登録が認められ
る場合、ＵＥが、１ｘＣＳＦＢドメインを選択する。１ｘの事前登録が認められない場合
、データ中心のＵＥは、ＬＴＥにとどまり、そのＵＥが音声をサポートすることができな
いことを示すことができ（７３０）、音声中心のＵＥは、２Ｇ／３Ｇネットワークに移動
し、Ｅ－ＵＴＲＡＮを無効化することができる（７３２）。
【００６２】
　図８は、本開示の特定の態様による、音声ドメインが選択された後のＳＭＳドメイン選
択（図５のブロック５１８または図６のブロック６０８）のための例示的な流れ図８００
を示す。８０２において、ＵＥが、ＳＭＳサービスに関するそのＵＥのプリファレンスを
判定する。ＩＭＳを介したＳＭＳが優先される場合、および（例えば、音声ドメイン選択
中に）ＩＭＳの登録が前に失敗していない場合、ＵＥは、ＩＭＳ　ＳＭＳドメインを選択
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する（８１０）。ＩＭＳの登録が前に失敗している場合（ＩＭＳＲＥＧ＿ＦＡＩＬ＝ＴＲ
ＵＥ、８０４）、およびＵＥがＩＭＳＩアタッチされている場合８０６、ＵＥは、ＮＡＳ
　ＳＭＳドメインを選択する８１２。ＵＥがＩＭＳＩアタッチされていない場合、および
１ｘの登録が前に失敗していない場合、ＵＥは、ＳＭＳのためにＳ１０２ドメインを使用
する（８１４）。１ｘの登録が失敗している場合（１ｘＲＥＧ＿ＦＡＩＬ＝ＴＲＵＥ、８
０８）、ＵＥは、ＳＭＳがサポートされないことを示す（８１６）。
【００６３】
　ＵＥは、ＬＴＥ　ＰＬＭＮがＵＥがキャンプオンし得る最も優先されるシステムである
とＵＥのシステム選択手順が判定するたびに、提案されるドメイン選択手順を実行するこ
とができる。
【００６４】
　音声に対応したＵＥは、ＳＭＳドメイン選択が後に続く音声ドメイン選択を実行するこ
とができる。音声に対応したＵＥによって使用される音声ドメイン選択手順は、ホームネ
ットワークのプリファレンスに依存する。
【００６５】
　１ｘＣＳＦＢが優先される音声ドメインであると判定されるとき、ＵＥは、必要に応じ
て１ｘ登録手順を実行することができる。ＩＭＳの音声が優先される音声ドメインである
と判定されるとき、ＵＥは、必要に応じてＩＭＳ登録手順を実行することができる。同様
に、ＰＳ＿ＳＭＳが優先されるＳＭＳドメインであると判定されるとき、ＵＥは、必要に
応じてＩＭＳ登録手順を実行することができる。
【００６６】
　特定の態様に関して、音声サービスおよび／またはＳＭＳサービスのためのドメインを
選択した後、ドメイン選択手順は、以下のイベントのうちの少なくとも１つが引き起こさ
れる場合に再実行され得る。ｉ）１ｘスタックがハード故障を報告し、したがって、ドメ
イン選択機能が１ｘＣＳＦＢを実行可能な音声オプションとして考慮に入れない可能性が
ある場合。ｉｉ）１ｘスタックが正常な登録を報告する場合。このトリガーは、１ｘＲＴ
Ｔスタックが、一旦ハード故障を宣言したが、その後、登録の試みを実行することを許さ
れる場合にのみ起こり得る可能性があることに留意されたい。ｉｉｉ）ＩＭＳスタックが
ハード故障を報告する場合。結果として、ドメイン選択手順は、ＩＭＳを実行可能な音声
またはＳＭＳオプションとして考慮に入れない可能性がある。ｉｖ）ＩＭＳスタックが正
常な登録を報告する場合－このトリガーは、ＩＭＳスタックが、一旦ハード故障を宣言し
たが、その後、登録の試みを実行することを許される場合にのみ起こり得る。ｖ）滞在先
のネットワークの、ＳＭＳサービスと音声サービスとのサポート、管理オブジェクトの変
更、またはＵＥの使用設定の変更がある場合。ｖｉ）ＵＥが再びＬＴＥにキャンプオンす
るたびに、またはＵＥがＬＴＥにキャンプオンするためにＲＡＴを変更するたびに。
【００６７】
　特定の態様に関して、ＵＥがＬＴＥに既に登録されている場合、ドメイン選択手順を再
実行する間に、ＵＥは、ＬＴＥアタッチ手順を再び実行しない可能性がある。同様に、ド
メイン選択手順を再実行する間に、ＵＥは、そのＵＥが同じドメインで既にＩＭＳに登録
されている場合、ＩＭＳの登録を再び実行しない可能性がある。
【００６８】
　ＬＴＥを介した音声サービスにアクセスすることができない「音声中心の」ＵＥは、パ
ラメータ（例えば、ＬＴＥ＿ＤＩＳＡＢＬＥ＿ＤＵＲＡＴＩＯＮ）によって指定された継
続期間の間、ＬＴＥを介したサービスが利用できないと、ＬＴＥを無効化する可能性があ
る。特定の態様に関して、ＬＴＥ＿ＤＩＳＡＢＬＥ＿ＤＵＲＡＴＩＯＮパラメータは、Ｌ
ＴＥを介した音声サービスが利用できないと判定される公衆陸上モバイルネットワーク（
ＰＬＭＮ：public land mobile network）へのアクセスを音声中心のＵＥが無効化する可
能性がある継続時間を示し得る。ＬＴＥ＿ＤＩＳＡＢＬＥ＿ＤＵＲＡＴＩＯＮパラメータ
は、以下の値、すなわち、音声サポートのないＬＴＥ　ＰＬＭＮが無効化される継続時間
、またはＬＴＥ　ＰＬＭＮが無効化され得ないことを示唆する事前に定義された値（例え
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ば、０ｘ００）、またはＵＥが電源を入れ直されるまでＬＴＥ　ＰＬＭＮが無効化され得
ることを示唆する別の事前に定義された値（例えば、０ｘＦＦ）のうちの１つを取る可能
性がある。
【００６９】
　特定の態様に関して、ＬＴＥ＿ＤＩＳＡＢＬＥ＿ＤＵＲＡＴＩＯＮによって初期化され
るタイマーが切れるときに、ＵＥは、一時的に禁止されたＰＬＭＮに対するＬＴＥキャン
ピング（ＬＴＥ camping）を有効化することができる。
【００７０】
　特定の態様に関して、ＬＴＥを無効化することは、一時的な禁止する機能を「ＥＰＳサ
ービスに関して禁止される」リストに追加することによって行われ得る。ＵＥは、そのＵ
Ｅが対応することができるＲＡＴを用いて同じＰＬＭＮへのアクセスを許可し続ける可能
性もある。または、ＵＥは、システム選択の目的で、ＬＴＥ上の探索を許可し続ける可能
性がある。
【００７１】
　ＬＴＥ　ＲＡＴを無効化すると、ＵＥは、キャンプオンすべき最も高い優先度のシステ
ム(the highest priority system)を見つけるためにシステム選択手順を実行し得る。シ
ステム選択データベースによって、これは、同じＰＬＭＮ上の異なるＲＡＴ、または異な
るＰＬＭＮ上のＬＴＥ　ＲＡＴである可能性がある。
【００７２】
　特定の態様に関して、ＵＥがＬＴＥアクセスが一時的に無効化されたＰＬＭＮ上の異な
るＲＡＴでサービスを発見する場合、ＵＥは、ＲＡＴ固有の能力の交換手順中に、ＵＥが
ＬＴＥに対応していないことを示すことができる。
【００７３】
　特定の態様に関して、ＵＥがＬＴＥアクセスが一時的に無効化されたＰＬＭＮ上の異な
るＲＡＴでサービスを発見する場合、ＵＥは、ＬＴＥに戻るセル再選択などのアイドルモ
ードのモビリティ手順を実行しない可能性がある。
【００７４】
　音声に対応していないＵＥは、に示されるようにＳＭＳドメイン選択を実行することが
できる。図９は、本開示の特定の態様による、ＳＭＳサービスのみをサポートするＵＥに
関する例示的な流れ図を示す。示されるように、ＬＴＥにキャンプオンし、アタッチの種
類を決定した後、ＩＭＳ＿ＳＭＳが優先される場合、ＵＥは、ＥＰＳアタッチ（９０２）
とＩＭＳの登録（９０６）とを実行する。ＩＭＳの登録が成功の場合、ＩＭＳドメインを
介したＳＭＳが、選択される（９０８）。ＩＭＳの登録が成功しない場合、ＵＥは、１ｘ
の登録が可能であり、成功であるかどうか調べることができる（９２２）。１ｘの登録が
可能である場合、ＵＥは、Ｓ１０２インターフェースを介したＳＭＳを選択することがで
きる（９２４）。Ｓ１０２は、モバイル管理エンティティ（ＭＭＥ）と、１ｘＣＳシグナ
リングメッセージを中継するための１ｘＣＳ網間接続ソリューション（ＩＷＳ：inter wo
rking solution）との間のインターフェースである。
【００７５】
　１ｘの登録が不可能な場合、複合的トラッキングエリア更新（ＴＡＵ：tracking area 
update）（ＳＭＳ＿ｏｎｌｙ）９１２が、使用され得る。ＮＡＳ　ＳＭＳがサポートされ
る場合（９１４）、ＵＥは、ＮＡＳを介したＳＭＳを使用する（９１８）。
【００７６】
　ＩＭＳ＿ＳＭＳが許可されない場合、９０４において、ＵＥが、複合的アタッチ（ＳＭ
Ｓ＿ｏｎｌｙ）を実行する。ＮＡＳ　ＳＭＳがサポートされない場合（９１６）、および
１ｘの登録が不可能な場合、ＵＥは、ＳＭＳサービスが利用できないことを示す（９２０
）。
【００７７】
　図１０は、本開示の特定の態様によるＳＭＳサービスのためのドメインを決定するため
の例示的なオペレーション１０００を示す。これらのオペレーションは、ＳＭＳサービス
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をサポートすることができるが、音声サービスには対応していない可能性があるデバイス
によって実行され得る。１００２において、デバイス（例えば、ＵＥ）が、ホームオペレ
ータの１つまたは複数のパラメータとそのデバイスの能力とに基づいてアタッチの種類を
決定する。１００４において、デバイスが、ホームオペレータのプリファレンスと、滞在
先のオペレータのプリファレンスと、滞在先のオペレータの能力と、ユーザ設定とのうち
の１つまたは複数を備える１つまたは複数のパラメータを利用して、複数のドメインから
、パケット交換無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介したショートメッセージサービス（ＳＭ
Ｓ）サービスのためのドメインを選択する。複数のドメインは、Ｓ１０２インターフェー
スを介したＳＭＳを備える可能性がある。
【００７８】
　図１１は、本開示の特定の態様によるマルチモードデバイス１１００の機能構成図を示
す。マルチモードデバイスは、デバイスが音声またはＳＭＳサービスをサポートすること
ができるかどうかを判定するためのユーザ能力判定コンポーネント１１０２を含み得る。
アタッチ種類決定コンポーネント１１０４が、音声サービスとＳＭＳサービスとに関する
ホームネットワークのプリファレンスに基づいてアタッチの種類を決定するために使用さ
れ得る。音声ドメイン選択コンポーネント１１０６が、提案されるアルゴリズムを利用し
てデバイスに関する音声ドメインを選択するために使用され得る。ＳＭＳドメイン選択コ
ンポーネント１１０８が、提案される方法を利用してＳＭＳドメインを選択するために使
用され得る。
【００７９】
　上述の方法のさまざまなオペレーションは、図に示されたミーンズプラスファンクショ
ンブロックに対応するさまざまなハードウェアおよび／またはソフトウェアの（１つもし
くは複数の）コンポーネントおよび／または（１つもしくは複数の）モジュールによって
実行され得る。例えば、デバイスの能力を判定するための手段は、ユーザ能力判定コンポ
ーネント１１０２などの、ユーザの能力を判定することができる回路またはプロセッサを
含み得る。アタッチの種類を決定するための手段は、アタッチ種類決定コンポーネント１
１０４などの、アタッチの種類を決定することができる回路またはプロセッサを含み得る
。音声ドメインを選択するための手段は、音声ドメイン決定コンポーネント１１０６など
の、音声ドメインを決定することができる任意の好適なコンポーネントを備える可能性が
ある。ＳＭＳドメインを選択するための手段は、ＳＭＳドメイン選択コンポーネント１１
０８などの、ＳＭＳドメインを選択することができる任意の好適なコンポーネントを備え
る可能性がある。
【００８０】
　本開示に関連して説明されたさまざまな例示的な論理ブロックと、モジュールと、回路
とは、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ信号（ＦＰＧＡ）もしくはその他のプ
ログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、離散的なゲートもしくはトランジスタ論理、
離散的なハードウェアコンポーネント、または本明細書において説明された機能を実行す
るように設計されたそれらの任意の組み合わせを用いて実装または実行されることができ
る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってよいが、別法として、プロセッサは、
任意の販売されているプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機
械であってよい。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組み合わせ、例えばＤＳ
Ｐとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携
する１つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または任意のその他のそのような構成とし
ても実装され得る。
【００８１】
　本開示に関連して説明された方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェア
で、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、またはこれら２つの組み
合わせで具現化されることができる。ソフトウェアモジュールは、当技術分野において知
られている任意の形態のストレージ媒体に存在し得る。使用され得るストレージ媒体の一
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部の例は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、フラッ
シュメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リム
ーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭなどを含む。ソフトウェアモジュールは、単一の命令ま
たは多数の命令を備える可能性があり、いくつかの異なるコードセグメントに、異なるプ
ログラムの間に、および複数のストレージ媒体に分散され得る。ストレージ媒体は、プロ
セッサが当該ストレージ媒体から情報を読むことができ、当該ストレージ媒体に情報を書
き込むことができるようにプロセッサに結合されることができる。別法として、ストレー
ジ媒体はプロセッサに一体化される可能性がある。
【００８２】
　本明細書において開示された方法は、説明された方法を実現するための１つまたは複数
のステップまたはアクションを備える。方法のステップおよび／またはアクションは、特
許請求の範囲から逸脱せずに互いに交換される可能性がある。換言すれば、ステップまた
はアクションの特定の順序が指定されない限り、特定のステップおよび／またはアクショ
ンの順序および／または使用は、特許請求の範囲から逸脱せずに修正され得る。
【００８３】
　説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの任
意の組み合わせで実装されることができる。ソフトウェアで実装される場合、機能は、コ
ンピュータ可読媒体上の１つまたは複数の命令として記憶され得る。ストレージ媒体は、
コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体である可能性がある。限定
ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ
、ＣＤ－ＲＯＭもしくはその他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージもしく
はその他の磁気ストレージデバイス、または命令もしくはデータ構造の形態で所望のプロ
グラムコードを搬送もしくは記憶するために使用されることができ、コンピュータによっ
てアクセスされ得る任意のその他の媒体を備える可能性がある。本明細書で使用されると
き、ディスク（ｄｉｓｋ）とディスク（ｄｉｓｃ）とは、コンパクトディスク（ｃｏｍｐ
ａｃｔ　ｄｉｓｃ）（ＣＤ）と、レーザディスク（ｌａｓｅｒ　ｄｉｓk）と、光ディス
ク（ｏｐｔｉｃａｌ　ｄｉｓｃ）と、デジタルバーサタイルディスク（ｄｉｇｉｔａｌ　
ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　ｄｉｓｃ）（ＤＶＤ）と、フロッピー（登録商標）ディスク（ｆｌ
ｏｐｐｙ（登録商標）ｄｉｓｋ）と、ブルーレイ（登録商標）ディスク（Ｂｌｕ－ｒａｙ
（Ｒ）　ｄｉｓｃとを含み、ディスク（ｄｉｓｋ）が、通常、磁気的にデータを再生する
一方、ディスク（ｄｉｓｃ）は、レーザを用いて光学的にデータを再生する。
【００８４】
　ソフトウェアまたは命令は、伝送媒体を介して送信される可能性もある。例えば、ソフ
トウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペアケーブル、デジタル加入
者線（ＤＳＬ）、または赤外線、ラジオ波、およびマイクロ波などのワイヤレステクノロ
ジーを用いてウェブサイト、サーバ、またはその他のリモートソースから送信される場合
、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペアケーブル、ＤＳＬ、または赤外線、
ラジオ波、およびマイクロ波などのワイヤレステクノロジーは、伝送媒体の定義に含まれ
る。
【００８５】
　さらに、本明細書において説明された方法と技術とを実行するためのモジュールおよび
／またはその他の適切な手段は、適用可能な場合、ユーザ端末および／または基地局によ
ってダウンロードされるおよび／またはその他の方法で取得されることができることを理
解されたい。例えば、そのようなデバイスは、本明細書において説明された方法を実行す
るための手段の転送を容易にするためのサーバに結合され得る。あるいは、本明細書にお
いて説明されたさまざまな方法は、ストレージ手段（例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、コンパク
トディスク（ＣＤ）またはフロッピーディスクなどの物理的なストレージ媒体など）によ
って提供されることができ、したがって、ユーザ端末および／または基地局は、そのデバ
イスにストレージ手段を結合または提供すると、それらのさまざまな方法を取得すること
ができる。加えて、本明細書において説明された方法と技術とをデバイスに提供するため
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の任意のその他の好適な技術が、利用され得る。
【００８６】
　特許請求の範囲は、上で示された厳密な構成とコンポーネントとに限定されないことを
理解されたい。さまざまな修正と、変更と、変形とが、特許請求の範囲を逸脱することな
しに、上述の方法と装置との構成と、オペレーションと、詳細とにおいてなされることが
できる。
【００８７】
　上述の内容は本開示の実施形態を対象とするが、本開示のその他のおよびさらなる実施
形態が、本開示の基本的な範囲を逸脱することなく案出される可能性があり、本開示の範
囲は、後に続く特許請求の範囲によって決定される。
　以下に、本願の出願当初請求項に記載された発明を付記する。
　　［Ｃ１］
　パケット交換無線アクセス技術（ＲＡＴ）ネットワーク上にキャンプオンしているマル
チモードデバイスが音声サービスをサポートすることができることを判定することと；
　ホームネットワークのパラメータと音声サービスの能力とに基づいて、複数のアタッチ
の種類からアタッチの種類を決定することと；
　前記アタッチの種類と１つまたは複数のパラメータとを利用して、第１の複数のドメイ
ンから、前記ＲＡＴを介した前記音声サービスのための第１のドメインを選択することと
、なお、前記第１の複数のドメインは、シングルキャリア回線交換フォールバック（１ｘ
ＣＳＦＢ）ドメインを備える；
　前記デバイスがショートメッセージサービス（ＳＭＳ）サービスをサポートすることが
できる場合に、前記１つまたは複数のパラメータと前記第１のドメインについての情報と
を利用して、第２の複数のドメインから、前記ＲＡＴを介したＳＭＳサービスのための第
２のドメインを選択することと；
　を備える、ワイヤレス通信のための方法。
　　［Ｃ２］
　前記パラメータは、ホームオペレータのプリファレンスと、滞在先のオペレータのプリ
ファレンスと、滞在先のオペレータの能力と、ユーザ設定とを備える、上記Ｃ１に記載の
方法。
　　［Ｃ３］
　システム情報ブロック（ＳＩＢ）メッセージを受信することと、
　前記ＳＩＢメッセージに含まれる情報を利用して前記第１のドメインまたは前記第２の
ドメインを選択することと、
　をさらに備える上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ４］
　前記第１の複数のドメインと前記第２の複数のドメインとの優先度を決定することと、
　前記決定された優先度に基づいて前記第１のドメインと前記第２のドメインとを選択す
ることと、
　をさらに備える上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ５］
　前記デバイスが前記第１のドメインまたは前記第２のドメインのうちの少なくとも１つ
を選択することができない場合に、前記ＲＡＴを一時的に無効化することと、
　音声サービスまたはＳＭＳサービスをサポートする別のＲＡＴを選択することと、
　をさらに備える上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ６］
　前記ＲＡＴを無効化する間に、所定の値でタイマーを初期化することと、
　前記タイマーが切れた後、無効化されたＲＡＴとの接続を確立するように試みることと
、
　をさらに備える上記Ｃ５に記載の方法。
　　［Ｃ７］
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　より高い優先度のドメインが利用可能になる場合に、前記第１のドメインを再選択する
こと、
　をさらに備える上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ８］
　前記アタッチの種類は、回線交換（ＣＳ）のみの音声サービスと、ＣＳが優先される音
声サービスと、パケット交換（ＰＳ）のみの音声サービスと、ＰＳが優先される音声サー
ビスと、を備える、
　上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ９］
　前記第２のドメインを選択することは、
　パケット交換（ＰＳ）が優先と、ＰＳが許可されない、とを備える複数のアタッチの種
類から、アタッチの種類を選択すること、
　を備える、
　上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１０］
　前記ＲＡＴは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）を備える、上記Ｃ１に記載の
方法。
　　［Ｃ１１］
　システム情報ブロック（ＳＩＢ）メッセージを受信することと、
　受信されたＳＩＢに基づいて、前記ＲＡＴが、第３世代パートナーシッププロジェクト
（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）または３ＧＰＰ２　ＬＴＥネット
ワークであるかどうかを判定することと、
　をさらに備える上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１２］
　前記第１のドメインまたは前記第２のドメインのうちの少なくとも１つに登録すること
、
　をさらに備える上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１３］
　前記デバイスが前記第１のドメインに登録することができない場合に、新しいドメイン
を選択すること、
　をさらに備える上記Ｃ１２に記載の方法。
　　［Ｃ１４］
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）に準拠するＣＳＦＢドメインが、
前記１ｘＣＳＦＢドメインよりも高い優先度を有する、上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１５］
　ホームオペレータの１つまたは複数のパラメータとデバイスの能力とに基づいてアタッ
チの種類を決定することと；
　ホームオペレータのプリファレンスと、滞在先のオペレータのプリファレンスと、滞在
先のオペレータの能力と、ユーザ設定とのうちの１つまたは複数を備える１つまたは複数
のパラメータを利用して、複数のドメインから、パケット交換無線アクセス技術（ＲＡＴ
）を介したショートメッセージサービス（ＳＭＳ）のためのドメインを選択することと、
なお、前記複数のドメインは、Ｓ１０２インターフェースを介したＳＭＳを備える；
　を備える、ワイヤレス通信のための方法。
　　［Ｃ１６］
　選択されたドメインにしたがって登録手順を実行することと、
　前記デバイスが前記選択されたドメインに正常に登録することができない場合に、ＳＭ
Ｓサービスのための別のドメインを選択することと、
　をさらに備える上記Ｃ１５に記載の方法。
　　［Ｃ１７］
　前記デバイスが選択されたドメインに正常に登録することができない場合に、前記ＲＡ
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Ｔを無効化すること、
　をさらに備える上記Ｃ１５に記載の方法。
　　［Ｃ１８］
　前記ＲＡＴは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）を備える、上記Ｃ１５に記載
の方法。
　　［Ｃ１９］
　パケット交換無線アクセス技術（ＲＡＴ）ネットワーク上にキャンプオンしているマル
チモードデバイスが音声サービスをサポートすることができることを判定するための手段
と；
　ホームネットワークのパラメータと音声サービスの能力とに基づいて、複数のアタッチ
の種類からアタッチの種類を決定するための手段と；
　前記アタッチの種類と１つまたは複数のパラメータとを利用して、第１の複数のドメイ
ンから、前記ＲＡＴを介した前記音声サービスのための第１のドメインを選択するための
手段と、なお、前記第１の複数のドメインは、シングルキャリア回線交換フォールバック
（１ｘＣＳＦＢ）ドメインを備える；
　前記デバイスがショートメッセージサービス（ＳＭＳ）サービスをサポートすることが
できる場合に、前記１つまたは複数のパラメータと前記第１のドメインについての情報と
を利用して、第２の複数のドメインから、前記ＲＡＴを介したＳＭＳサービスのための第
２のドメインを選択するための手段と；
　を備える、ワイヤレス通信のための装置。
　　［Ｃ２０］
　前記パラメータは、ホームオペレータのプリファレンスと、滞在先のオペレータのプリ
ファレンスと、滞在先のオペレータの能力と、ユーザ設定とを備える、上記Ｃ１９に記載
の装置。
　　［Ｃ２１］
　システム情報ブロック（ＳＩＢ）メッセージを受信するための手段と、
　前記ＳＩＢメッセージに含まれる情報を利用して前記第１のドメインまたは前記第２の
ドメインを選択するための手段と、
　をさらに備える上記Ｃ１９に記載の装置。
　　［Ｃ２２］
　前記第１の複数のドメインと前記第２の複数のドメインとの優先度を決定するための手
段と、
　決定された優先度に基づいて前記第１のドメインと前記第２のドメインとを選択するた
めの手段と、
　をさらに備える上記Ｃ１９に記載の装置。
　　［Ｃ２３］
　前記デバイスが前記第１のドメインまたは前記第２のドメインのうちの少なくとも１つ
を選択することができない場合に、前記ＲＡＴを一時的に無効化するための手段と、 　
　　 
　音声サービスまたはＳＭＳサービスをサポートする別のＲＡＴを選択するための手段と
、
　をさらに備える上記Ｃ１９に記載の装置。
　　［Ｃ２４］
　前記ＲＡＴを無効化する間に、所定の値でタイマーを初期化するための手段と、
　前記タイマーが切れた後、無効化されたＲＡＴとの接続を確立するように試みるための
手段と、
　をさらに備える上記Ｃ２３に記載の装置。
　　［Ｃ２５］
　より高い優先度のドメインが利用可能になる場合に、前記第１のドメインを再選択する
ための手段をさらに備える、上記Ｃ１９に記載の装置。
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　　［Ｃ２６］
　前記アタッチの種類は、回線交換（ＣＳ）のみの音声サービスと、ＣＳが優先される音
声サービスと、パケット交換（ＰＳ）のみの音声サービスと、ＰＳが優先される音声サー
ビスとを備える、上記Ｃ１９に記載の装置。
　　［Ｃ２７］
　前記第２のドメインを選択するための前記手段は、
　優先されるパケット交換（ＰＳ）と、許可されないＰＳと、を備える複数のアタッチの
種類から、アタッチの種類を選択するための手段、
　を備える上記Ｃ１９に記載の装置。
　　［Ｃ２８］
　前記ＲＡＴは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）を備える、上記Ｃ１９に記載
の装置。
　　［Ｃ２９］
　システム情報ブロック（ＳＩＢ）メッセージを受信するための手段と、
　前記受信されたＳＩＢに基づいて、前記ＲＡＴが、第３世代パートナーシッププロジェ
クト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）または３ＧＰＰ２　ＬＴＥネ
ットワークであるかどうかを判定するための手段と、
　をさらに備える上記Ｃ１９に記載の装置。
　　［Ｃ３０］
　前記第１のドメインまたは前記第２のドメインのうちの少なくとも１つに登録するため
の手段、
　をさらに備える上記Ｃ１９に記載の装置。
　　［Ｃ３１］
　前記デバイスが前記第１のドメインに登録することができない場合に、新しいドメイン
を選択するための手段、
　をさらに備える上記Ｃ３０に記載の装置。
　　［Ｃ３２］
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）に準拠するＣＳＦＢドメインが、
前記１ｘＣＳＦＢドメインよりも高い優先度を有する、上記Ｃ１９に記載の装置。
　　［Ｃ３３］
　ホームオペレータの１つまたは複数のパラメータとデバイスの能力とに基づいてアタッ
チの種類を決定するための手段と；
　ホームオペレータのプリファレンスと、滞在先のオペレータのプリファレンスと、滞在
先のオペレータの能力と、ユーザ設定とのうちの１つまたは複数を備える１つまたは複数
のパラメータを利用して、複数のドメインから、パケット交換無線アクセス技術（ＲＡＴ
）を介したショートメッセージサービス（ＳＭＳ）のためのドメインを選択するための手
段と、なお、前記複数のドメインは、Ｓ１０２インターフェースを介したＳＭＳを備える
；
　を備える、ワイヤレス通信のための装置。
　　［Ｃ３４］
　選択されたドメインにしたがって登録手順を実行するための手段と、
　前記デバイスが前記選択されたドメインに正常に登録することができない場合に、ＳＭ
Ｓサービスのための別のドメインを選択するための手段と、
　をさらに備える上記Ｃ３３に記載の装置。
　　［Ｃ３５］
　前記デバイスが選択されたドメインに正常に登録することができない場合に、前記ＲＡ
Ｔを無効化するための手段をさらに備える、上記Ｃ３３に記載の装置。
　　［Ｃ３６］
　前記ＲＡＴは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）を備える、上記Ｃ３３に記載
の装置。
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　　［Ｃ３７］
　　パケット交換無線アクセス技術（ＲＡＴ）ネットワーク上にキャンプオンしているマ
ルチモードデバイスが音声サービスをサポートすることができることを判定し；
　　ホームネットワークのパラメータと音声サービスの能力とに基づいて、複数のアタッ
チの種類からアタッチの種類を決定し；
　　前記アタッチの種類と１つまたは複数のパラメータとを利用して、第１の複数のドメ
インから、前記ＲＡＴを介した前記音声サービスのための第１のドメインを選択し、なお
、前記第１の複数のドメインは、シングルキャリア回線交換フォールバック（１ｘＣＳＦ
Ｂ）ドメインを備える；
　　前記デバイスがショートメッセージサービス（ＳＭＳ）サービスをサポートすること
ができる場合に、前記１つまたは複数のパラメータと前記第１のドメインについての情報
とを利用して、第２の複数のドメインから、前記ＲＡＴを介したＳＭＳサービスのための
第２のドメインを選択する；
　ように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサと結合されたメモリと、
　を備える、ワイヤレス通信のための装置。
　　［Ｃ３８］
　　ホームオペレータの１つまたは複数のパラメータとデバイスの能力とに基づいてアタ
ッチの種類を決定し；
　　ホームオペレータのプリファレンスと、滞在先のオペレータのプリファレンスと、滞
在先のオペレータの能力と、ユーザ設定とのうちの１つまたは複数を備える１つまたは複
数のパラメータを利用して、複数のドメインから、パケット交換無線アクセス技術（ＲＡ
Ｔ）を介したショートメッセージサービス（ＳＭＳ）のためのドメインを選択する、なお
、前記複数のドメインは、Ｓ１０２インターフェースを介したＳＭＳを備える；
　ように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサと結合されたメモリと、
　を備える、ワイヤレス通信のための装置。
　　［Ｃ３９］
　命令を記憶するコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品であって、
　　前記命令は、
　　パケット交換無線アクセス技術（ＲＡＴ）ネットワーク上にキャンプオンしているマ
ルチモードデバイスが音声サービスをサポートすることができることを判定し；
　　ホームネットワークのパラメータと音声サービスの能力とに基づいて、複数のアタッ
チの種類からアタッチの種類を決定し；
　　前記アタッチの種類と１つまたは複数のパラメータとを利用して、第１の複数のドメ
インから、前記ＲＡＴを介した前記音声サービスのための第１のドメインを選択し、なお
、前記第１の複数のドメインは、シングルキャリア回線交換フォールバック（１ｘＣＳＦ
Ｂ）ドメインを備える；
　　前記デバイスがショートメッセージサービス（ＳＭＳ）サービスをサポートすること
ができる場合に、前記１つまたは複数のパラメータと前記第１のドメインについての情報
とを利用して、第２の複数のドメインから、前記ＲＡＴを介したＳＭＳサービスのための
第２のドメインを選択する、
　　ために、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能である、
　コンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ４０］
　命令を記憶するコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品であって、
　　前記命令は、
　　ホームオペレータの１つまたは複数のパラメータとデバイスの能力とに基づいてアタ
ッチの種類を決定し；
　　ホームオペレータのプリファレンスと、滞在先のオペレータのプリファレンスと、滞
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在先のオペレータの能力と、ユーザ設定とのうちの１つまたは複数を備える１つまたは複
数のパラメータを利用して、複数のドメインから、パケット交換無線アクセス技術（ＲＡ
Ｔ）を介したショートメッセージサービス（ＳＭＳ）のためのドメインを選択する、なお
、前記複数のドメインは、Ｓ１０２インターフェースを介したＳＭＳを備える；
　　ために、１つまたは複数のプロセッサによって実行可能である、
　コンピュータプログラム製品。
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