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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するための方法であって、
　アクセスノードを介してＵＥにサービス提供することと、
　ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノードの第１のカバレージエリ
ア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージエリア内に前
記ＵＥがあるとき、ハンドオフが保証されると判断することと、
　前記ＵＥが基準を満たすことに応答して、ボイス接続のための前記第１のノードへの、
そして、パケットデータセッションのための前記第２のノードへの、前記ＵＥの同時ハン
ドオフを実行することと、
　前記ＵＥが前記基準を満たさないことに応答して、前記第１のノードまたは前記第２の
ノードのうちの選択された１つへの前記ＵＥのハンドオフを実行することと、
　を備え、
　　前記基準は、前記ＵＥがすでにＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤであることと、データ無
線ベアラがデータトラフィックを搬送していることと、前記ＵＥが前記第１のノードおよ
び前記第２のノードへの同時ハンドオフが可能であることと、を含む、方法。
【請求項２】
　前記アクセスノードによって前記ＵＥにサービス提供することは、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ
　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）ＲＡＴを使用することをさらに備え、
　前記第１のノードが、１ｘＲＴＴを備える前記ボイス呼ＲＡＴを提供し、前記第２のノ
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ードが、１ｘＥＶＤＯを備える前記データ呼ＲＡＴを提供する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記基準は、前記ＵＥが進行中のパケットデータ通信を有することをさらに備える、請
求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記基準は、前記ＵＥが同時ハンドオフを要求したことをさらに備える、請求項１に記
載の方法。
【請求項５】
　前記基準は、前記ＵＥにあるとされる加入者権利の範囲をさらに備える、請求項１に記
載の方法。
【請求項６】
　前記基準は、ネットワークトラフィック状態をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記基準は、前記ＵＥが第２の受信機を有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】
　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するための少なくとも１つのプロセッサであっ
て、
　アクセスノードを介してＵＥにサービス提供するための第１のモジュールと、
　ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノードの第１のカバレージエリ
ア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージエリア内に前
記ＵＥがあるとき、ハンドオフが保証されると判断するための第２のモジュールと、
　前記ＵＥが基準を満たすことに応答して、ボイス接続のための前記第１のノードへの、
そしてパケットデータセッションのための前記第２のノードへの前記ＵＥの同時ハンドオ
フを実行するための第３のモジュールと、
　前記ＵＥが前記基準を満たさないことに応答して、前記第１のノードまたは前記第２の
ノードのうちの選択された１つへの前記ＵＥのハンドオフを実行するための第４のモジュ
ールと、
　を備え、
　　前記基準は、前記ＵＥがすでにＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤであることと、データ無
線ベアラがデータトラフィックを搬送していることと、前記ＵＥが前記第１のノードおよ
び前記第２のノードへの同時ハンドオフが可能であることと、を含む、プロセッサ。
【請求項９】
　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するためのコンピュータプログラムであって、
　　コンピュータに、アクセスノードを介してＵＥに対しサービス提供させるためのコー
ドの第１のセットと、
　　前記コンピュータに、ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノード
の第１のカバレージエリア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２の
カバレージエリア内に前記ＵＥがあるとき、ハンドオフが保証されると判断させるための
コードの第２のセットと、
　　前記コンピュータに、前記ＵＥが基準を満たすことに応答して、ボイス接続のための
前記第１のノードへの、そして、パケットデータセッションのための前記第２のノードへ
の、前記ＵＥの同時ハンドオフを実行させるためのコードの第３のセットと、
　　前記コンピュータに、前記ＵＥが前記基準を満たさないことに応答して、前記第１の
ノードまたは前記第２のノードのうちの選択された１つへの前記ＵＥのハンドオフを実行
させるためのコードの第４のセットと
　を備え、
　　前記基準は、前記ＵＥがすでにＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤであることと、データ無
線ベアラがデータトラフィックを搬送していることと、前記ＵＥが前記第１のノードおよ
び前記第２のノードへの同時ハンドオフが可能であることと、を含む、コンピュータプロ
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グラム。
【請求項１０】
　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するための装置であって、
　アクセスノードを介してＵＥにサービス提供するための手段と、
　ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノードの第１のカバレージエリ
ア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージエリア内に前
記ＵＥがあるとき、ハンドオフが保証されると判断するための手段と、
　前記ＵＥが基準を満たすことに応答して、ボイス接続のための前記第１のノードへの、
そして、パケットデータセッションのための前記第２のノードへの、前記ＵＥの同時ハン
ドオフを実行するための手段と、
　前記ＵＥが前記基準を満たさないことに応答して、前記第１のノードまたは前記第２の
ノードのうちの選択された１つへの前記ＵＥのハンドオフを実行するための手段と、
　を備え、
　　前記基準は、前記ＵＥがすでにＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤであることと、データ無
線ベアラがデータトラフィックを搬送していることと、前記ＵＥが前記第１のノードおよ
び前記第２のノードへの同時ハンドオフが可能であることと、を含む、装置。
【請求項１１】
　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するための装置であって、
　アクセスノードを介してＵＥにサービス提供するためのトランシーバと、
　ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノードの第１のカバレージエリ
ア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージエリア内に前
記ＵＥがあるとき、ハンドオフが保証されると判断するためのコンピューティングプラッ
トフォームと、
　前記ＵＥが基準を満たすことに応答して、ボイス接続のための前記第１のノードへの、
そして、パケットデータセッションのための前記第２のノードへの、前記ＵＥの同時ハン
ドオフを実行するためのネットワークインターフェースであって、
　さらに、前記ＵＥが前記基準を満たさないことに応答して、前記第１のノードまたは前
記第２のノードのうちの選択された１つへの前記ＵＥのハンドオフを実行するための前記
ネットワークインターフェースと、
　を備え、
　　前記基準は、前記ＵＥがすでにＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤであることと、データ無
線ベアラがデータトラフィックを搬送していることと、前記ＵＥが前記第１のノードおよ
び前記第２のノードへの同時ハンドオフが可能であることと、を含む、装置。
【請求項１２】
　前記トランシーバは、さらに、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）Ｒ
ＡＴを使用することによって、前記アクセスノードにより前記ＵＥにサービス提供するた
めのものであり、
　前記第１のノードが、１ｘＲＴＴを備える前記ボイス呼ＲＡＴを提供し、前記第２のノ
ードが、１ｘＥＶＤＯを備える前記データ呼ＲＡＴを提供する、
　請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記ＵＥが進行中のパケットデ
ータ通信を有すると判断することによって、前記ＵＥが前記基準を満たすと判断するため
のものである、請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記ＵＥが同時ハンドオフを要
求したと判断することによって、前記ＵＥが前記基準を満たすと判断するためのものであ
る、請求項１１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記ＵＥにあるとされる加入者
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権利の範囲を判断することによって、前記ＵＥが前記基準を満たすと判断するためのもの
である、請求項１１に記載の装置。
【請求項１６】
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、ネットワークトラフィック状態
を判断することによって、前記ＵＥが前記基準を満たすと判断するためのものである、請
求項１１に記載の装置。
【請求項１７】
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記ＵＥが第２の受信機を有す
ると判断することによって、前記ＵＥが前記基準を満たすと判断するためのものである、
請求項１１に記載の装置。
【請求項１８】
　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するための方法であって、
　ＵＥにおいてアクセスノードからサービスを受信することと、
　ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノードの第１のカバレージエリ
ア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージエリア内に前
記ＵＥがあるとき、ハンドオフが保証されると判断することと、
　前記ＵＥが基準を満たすことに応答して、ボイス接続のための前記第１のノードへの、
そして、パケットデータセッションのための前記第２のノードへの、前記ＵＥの前記アク
セスノードによる同時ハンドオフを要求することと、
　前記ＵＥが前記基準を満たさないことに応答して、前記第１のノードまたは前記第２の
ノードのうちの選択された１つへ、前記ＵＥの前記アクセスノードによるハンドオフを要
求することと
を備え、
　　前記基準は、前記ＵＥがすでにＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤであることと、データ無
線ベアラがデータトラフィックを搬送していることと、前記ＵＥが前記第１のノードおよ
び前記第２のノードへの同時ハンドオフが可能であることと、を含む、方法。
【請求項１９】
　前記アクセスノードからサービスを受信することは、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕ
ｔｉｏｎ（ＬＴＥ）ＲＡＴを使用することをさらに備え、
　前記第１のノードが、１ｘＲＴＴを備える前記ボイス呼ＲＡＴを提供し、前記第２のノ
ードが、１ｘＥＶＤＯを備える前記データ呼ＲＡＴを提供する、
　請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記基準は、パケットデータ通信が進行中であることをさらに備える、請求項１８に記
載の方法。
【請求項２１】
　前記基準が満たされるか否かは、同時ハンドオフについての好みにアクセスすることに
よって判断される、請求項１８に記載の方法。
【請求項２２】
　同時ハンドオフについての前記好みにアクセスすることは、ユーザ入力を受信すること
をさらに備える、請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　同時ハンドオフについての前記好みにアクセスすることは、時間制約型アプリケーショ
ンを示すアプリケーションプログラムインターフェースのパラメータ設定にアクセスする
ことをさらに備える、請求項２１に記載の方法。
【請求項２４】
　前記基準は、加入者権利の範囲をさらに備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２５】
　前記基準は、ネットワークトラフィック状態をさらに備える、請求項１８に記載の方法
。
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【請求項２６】
　前記基準は、前記ＵＥが第２の受信機を有することをさらに備える、請求項１８に記載
の方法。
【請求項２７】
　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するための少なくとも１つのプロセッサであっ
て、
　ＵＥにおいてアクセスノードからサービスを受信するための第１のモジュールと、
　ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノードの第１のカバレージエリ
ア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージエリア内に前
記ＵＥがあるとき、ハンドオフが保証されると判断するための第２のモジュールと、
　前記ＵＥが基準を満たすことに応答して、ボイス接続のための前記第１のノードへの、
そして、パケットデータセッションのための前記第２のノードへの、前記ＵＥの前記アク
セスノードによる同時ハンドオフを要求するための第３のモジュールと、
　前記ＵＥが前記基準を満たさないことに応答して、前記第１のノードまたは前記第２の
ノードのうちの選択された１つへ、前記ＵＥの前記アクセスノードによるハンドオフを要
求するための第４のモジュールと
を備え、
　　前記基準は、前記ＵＥがすでにＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤであることと、データ無
線ベアラがデータトラフィックを搬送していることと、前記ＵＥが前記第１のノードおよ
び前記第２のノードへの同時ハンドオフが可能であることと、を含む、プロセッサ。
【請求項２８】
　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するためのコンピュータプログラムであって、
　　ＵＥにおいてコンピュータにアクセスノードからサービスを受信させるためのコード
の第１のセットと、
　　前記コンピュータに、ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノード
の第１のカバレージエリア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２の
カバレージエリア内に前記ＵＥがあるとき、ハンドオフが保証されると判断させるための
コードの第２のセットと、
　　前記コンピュータに、前記ＵＥが基準を満たすことに応答して、ボイス接続のための
前記第１のノードへの、そして、パケットデータセッションのための前記第２のノードへ
の、前記ＵＥの前記アクセスノードによる同時ハンドオフを要求させるためのコードの第
３のセットと、
　　前記コンピュータに、前記ＵＥが前記基準を満たさないことに応答して、前記第１の
ノードまたは前記第２のノードのうちの選択された１つへの、前記ＵＥの前記アクセスノ
ードによるハンドオフを要求させるためのコードの第４のセットと
　を備え、
　　前記基準は、前記ＵＥがすでにＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤであることと、データ無
線ベアラがデータトラフィックを搬送していることと、前記ＵＥが前記第１のノードおよ
び前記第２のノードへの同時ハンドオフが可能であることと、を含む、コンピュータプロ
グラム。
【請求項２９】
　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するための装置であって、
　ＵＥにおいてアクセスノードからサービスを受信するための手段と、
　ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノードの第１のカバレージエリ
ア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージエリア内に前
記ＵＥがあるとき、ハンドオフが保証されると判断するための手段と、
　前記ＵＥが基準を満たすことに応答して、ボイス接続のための前記第１のノードへの、
そして、パケットデータセッションのための前記第２のノードへの、前記ＵＥの前記アク
セスノードによる同時ハンドオフを要求するための手段と、
　前記ＵＥが前記基準を満たさないことに応答して、前記第１のノードまたは前記第２の
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ノードのうちの選択された１つへの、前記ＵＥの前記アクセスノードによるハンドオフを
要求するための手段と
を備え、
　　前記基準は、前記ＵＥがすでにＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤであることと、データ無
線ベアラがデータトラフィックを搬送していることと、前記ＵＥが前記第１のノードおよ
び前記第２のノードへの同時ハンドオフが可能であることと、を含む、装置。
【請求項３０】
　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するための装置であって、
　ＵＥにおいてアクセスノードからサービスを受信するためのトランシーバと、
　ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノードの第１のカバレージエリ
ア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージエリア内に前
記ＵＥがあるとき、ハンドオフが保証されると判断するためのコンピューティングプラッ
トフォームとを備え、
　前記トランシーバは、さらに、前記ＵＥが基準を満たすことに応答して、ボイス接続の
ための前記第１のノードへの、そして、パケットデータセッションのための前記第２のノ
ードへの、前記ＵＥの前記アクセスノードによる同時ハンドオフを要求するためのもので
あり、
　前記トランシーバは、さらに、前記ＵＥが前記基準を満たさないことに応答して、前記
第１のノードまたは前記第２のノードのうちの選択された１つへの、前記ＵＥの前記アク
セスノードによるハンドオフを要求するためのものであり、
　　前記基準は、前記ＵＥがすでにＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤであることと、データ無
線ベアラがデータトラフィックを搬送していることと、前記ＵＥが前記第１のノードおよ
び前記第２のノードへの同時ハンドオフが可能であることと、を含む、装置。
【請求項３１】
　前記トランシーバが、さらに、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）Ｒ
ＡＴを使用することによって、前記アクセスノードからサービスを受信するためのもので
あり、
　前記第１のノードが、１ｘＲＴＴを備える前記ボイス呼ＲＡＴを提供し、前記第２のノ
ードが、１ｘＥＶＤＯを備える前記データ呼ＲＡＴを提供する、
　請求項３０に記載の装置。
【請求項３２】
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、パケットデータ通信が進行中で
あると判断することによって、前記基準が満たされるかどうかを判断するためのものであ
る、請求項３０に記載の装置。
【請求項３３】
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、同時ハンドオフについての好み
にアクセスすることによって、前記基準が満たされるかどうかを判断するためのものであ
る、請求項３０に記載の装置。
【請求項３４】
　ユーザ入力を受信することによって同時ハンドオフについての前記好みにアクセスする
ためのユーザインターフェースをさらに備える、請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、時間制約型アプリケーションを
示すアプリケーションプログラムインターフェースのパラメータ設定にアクセスすること
によって同時ハンドオフについての前記好みにアクセスする、請求項３４に記載の装置。
【請求項３６】
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、加入者権利の範囲を判断するこ
とによって、前記基準が満たされるかどうかを判断するためのものである、請求項３０に
記載の装置。
【請求項３７】
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　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、ネットワークトラフィック状態
を判断することによって、前記基準が満たされるかどうかを判断するためのものである、
請求項３０に記載の装置。
【請求項３８】
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記ＵＥが第２の受信機を有す
ると判断することによって、前記基準が満たされるかどうかを判断するためのものである
、請求項３０に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【背景】
【０００１】
　（分野）
　本開示は、モバイル動作環境に関し、より詳細には、異なる無線アクセス技術を使用す
るボイスセッションのためのカバレージエリア(coverage areas)を変更するときにデータ
パケットセッション継続性を選択的に維持することに関する。
【０００２】
　（背景）
　ワイヤレス通信システムは、ボイス、データなど、様々なタイプの通信コンテンツを提
供するために広く展開されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース（
たとえば、帯域幅および送信電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポ
ートすることが可能な多元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例に
は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周
波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）
システムがある。
【０００３】
　概して、ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のワイヤレス端末のための通信を同
時にサポートすることができる。各端末は、順方向リンクおよび逆方向リンク上での伝送
によって１つまたは複数の基地局と通信する。順方向リンク（またはダウンリンク）は、
基地局から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク（またはアップリンク）は、端末か
ら基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、単入力単出力、多入力単出力または
多入力多出力（ＭＩＭＯ）システムを介して確立され得る。
【０００４】
　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓ
ｔｅｍ（ＵＭＴＳ）は第３世代（３Ｇ）携帯電話技術の１つである。ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒ
ｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、略してＵＴＲＡＮは、Ｕ
ＭＴＳ無線アクセスネットワークを構成するノードＢと無線ネットワークコントローラと
の総称である。この通信ネットワークは、リアルタイム回線交換からＩＰベースパケット
交換まで多くのトラフィックタイプを搬送することができる。ＵＴＲＡＮは、ＵＥ（ユー
ザ機器(user equipment)）とコアネットワークとの間の接続を可能にする。ＵＴＲＡＮは
、ノードＢと呼ばれる基地局と無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）とを含む。ＲＮ
Ｃは１つまたは複数のノードＢに制御機能を与える。典型的なインプリメンテーション(t
ypical implementations)は、複数のノードＢにサービス提供している(serving)中央局に
配置された別個のＲＮＣを有するが、ノードＢとＲＮＣは同じデバイスであり得る。ノー
ドＢとＲＮＣとが物理的に分離される必要はないということにもかかわらず、それらの間
には、Ｉｕｂとして知られる論理インターフェース(logical interface)がある。ＲＮＣ
およびその対応するノードＢは、無線ネットワークサブシステム（ＲＮＳ）と呼ばれる。
ＵＴＲＡＮには２つ以上のＲＮＳが存在する場合がある。
【０００５】
　（ＩＭＴ　Ｍｕｌｔｉ　Ｃａｒｒｉｅｒ（ＩＭＴ　ＭＣ）としても知られる）ＣＤＭＡ
２０００は、モバイルフォンとセルサイトとの間でボイス、データ、およびシグナリング
データを送るためにＣＤＭＡチャネルアクセスを使用する３Ｇモバイル技術規格のファミ
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リーである。その規格のセットは、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘと、ＣＤＭＡ２０００　ＥＶ
－ＤＯ　Ｒｅｖ．０と、ＣＤＭＡ２０００　ＥＶ－ＤＯ　Ｒｅｖ．Ａと、ＣＤＭＡ２００
０　ＥＶ－ＤＯ　Ｒｅｖ．Ｂとを含む。そのすべてが、ＩＴＵのＩＭＴ－２０００のため
の承認された無線インターフェースである。ＣＤＭＡ２０００は、比較的長い技術的歴史
を有し、それの前の２ＧイタレーションＩＳ－９５（ｃｄｍａＯｎｅ）との後方互換性が
ある。
【０００６】
　１ｘおよび１ｘＲＴＴとしても知られるＣＤＭＡ２０００　１Ｘ（ＩＳ－２０００）は
、コアＣＤＭＡ２０００ワイヤレスエアインターフェース規格である。１ｘＲａｄｉｏ　
Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙを意味する「１ｘ」という記号は、Ｉ
Ｓ－９５と同じＲＦ帯域幅、すなわち１．２５ＭＨｚ無線チャネルのデュプレックスペア
を示す。１ｘＲＴＴは、６４個の元のセットに直交する（直角位相にある）６４個のさら
なるトラフィックチャネルを順方向リンクに追加することによって、ＩＳ－９５の容量を
ほぼ２倍にする。１Ｘ規格は、最高１５３ｋｂｐｓのパケットデータ速度をサポートし、
実世界データ送信は、大部分の商用アプリケーションでは平均して６０～１００ｋｂｐｓ
である。また、ＩＭＴ－２０００は、媒体およびリンクアクセス制御プロトコルとサービ
スの質(Quality of Service)（ＱｏＳ）とを含む、データサービス(data services)のよ
り大規模な使用のためのデータリンクレイヤへの変更を行った。ＩＳ－９５データリンク
レイヤは、データのための「ベストエフォート配信(best effort delivery)」とボイスの
ための回線交換チャネル（すなわち、２０ｍｓごとに１回のボイスフレーム）を提供した
のみであった。
【０００７】
　しばしばＥＶ－ＤＯまたはＥＶと省略されるＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ（Ｅｖ
ｏｌｕｔｉｏｎ－Ｄａｔａ　Ｏｐｔｉｍｉｚｅｄ）は、一般にブロードバンドインターネ
ットアクセスのための、無線信号を介したデータのワイヤレス送信のための電気通信規格
である。それは、個々のユーザのスループットと全体的なシステムスループットの両方を
最大にするために、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ならびに時分割多元接続（ＴＤＭＡ）
を含む多重化技法を使用する。それは、ＣＤＭＡ２０００規格ファミリーの一部として３
ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　２（３ＧＰＰ
２）によって規格化され、世界中の多くのモバイルフォンサービスプロバイダ(mobile ph
one service providers)、特にＣＤＭＡネットワークを前に採用したプロバイダによって
採用されている。
【０００８】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）は、ＵＭＴＳ携帯電話
規格を将来の要件に対処するように向上させるための３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐ
ａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ（３ＧＰＰ）内のプロジェクトに付けられた名前
である。目的は、効率性向上、コスト削減、サービス改善、新規のスペクトル機会（spec
trum opportunity）の利用、および他のオープンスタンダードとの統合の改良を含む。Ｌ
ＴＥシステムは、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（ＥＵＴＲＡ）および進化型ＵＴＲＡＮ(Evo
lved UTRAN)（ＥＵＴＲＡＮ）シリーズの規格(series of specifications)に記載されて
いる。
【０００９】
　デュアルモード（またはマルチモード）モバイルは、シングルモードモバイルとは対照
的に、２つ以上の形態のデータ送信またはネットワークに適合するモバイルフォンを指す
。たとえば、デュアルモードフォンは、ボイスとデータとを送信および受信するための２
つ以上の技法を使用する電話であり得る。これは、ワイヤレスモバイルフォンの場合、ま
たはワイヤードフォンの場合であり得る。
【００１０】
　一態様では、デュアルモードは、ボイスおよびデータのための２つのタイプのセルラー
無線を含んでいるモバイルフォンなど、ネットワーク適合性を指すことができる。これら
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のフォンは、ＧＳＭ（登録商標）技術とＣＤＭＡ技術の組合せを含む。それらは、ユーザ
好み(user preference)に従ってＧＳＭフォンまたはＣＤＭＡフォンとして使用され得る
。これらのハンドセットは、グローバルフォンとも呼ばれ、本質的に１つのデバイス中の
２つのフォンである。デュアルモードｃｄｍａ２０００およびＧＳＭフォンのこの特定の
例の場合、２つのカード（Ｒ－ＵＩＭおよびＳＩＭ）か、またはＲ－ＵＩＭ情報がモバイ
ル機器（ハンドセットシェル）に記憶される１つのカード（ＳＩＭのみ）のいずれかの、
２つの可能性がある。
【００１１】
　別の種類のデュアルモードまたはマルチモードモバイルは、２つ以上の受信機、２つ以
上の送信機、または２つの異なるモードにおける同時動作を可能にする２つ以上のトラン
シーバを有するユーザ機器（ＵＥ）を指すことがある。たとえば、ボイスセッションとデ
ータセッションとが別個におよび同時に実行され得る。代替的に、１次トランシーバを使
用しながら新しいサービスを取得するかまたは現在のセッションの継続性を維持するため
に、２次トランシーバが使用され得る。
【００１２】
　マルチモードＵＥが、ボイスセッションとデータセッションの両方をサポートすること
ができる無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用する無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）か
らサービスを受信する状況が起こり得る。異なるＲＡＮのカバレージエリアに移動する際
に、ボイスセッションとデータセッションとを継続するために、２つの異なるＲＡＴ上で
接続を取得し、確立することが必要とされ、それぞれ、セッション継続性を失うことなし
に同時ハンドオフを実現するために、異なる量の遅延を課し得る。冗長な遅延は、ユーザ
機器とサービスの質（ＱｏＳ）とを著しく劣化させることがある。
【発明の概要】
【００１３】
　以下で、１つまたは複数の態様の基本的理解を与えるために、そのような態様の簡略化
された概要を提示する。この概要は、すべての企図された態様の包括的な概観ではなく、
すべての態様の主要または重要な要素を識別するものでも、いずれかまたはすべての態様
の範囲を定めるものでもない。その唯一の目的は、後で提示するより詳細な説明の導入と
して、１つまたは複数の態様のいくつかの概念を簡略化された形で提示することである。
【００１４】
　一態様では、ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するための方法が提供される。ア
クセスノードがＵＥにサービス提供する(serves)。アクセスノードは、ＵＥが、ボイス呼
ＲＡＴ(voice call RAT)を提供する第１のノードの第１のカバレージエリア内、および、
データ呼ＲＡＴ(data call RAT)を提供する第２のノードの第２のカバレージエリア内に
あるとき、ハンドオフが保証される(is warranted)と判断する(determines)。アクセスノ
ードは、ＵＥが基準を満たすと判断すること(determining)に応答して、ボイス接続のた
めの第１のノードへの、そして、パケットデータセッションのための第２のノードへの、
ＵＥの同時ハンドオフを実行し、さもなければ、ＵＥが基準を満たさないと判断すること
に応答して、第１のノードまたは第２のノードのうちの選択された１つへのＵＥのハンド
オフを実行する。
【００１５】
　別の態様では、ＵＥのハンドオフを実行するための少なくとも１つのプロセッサが提供
される。第１のモジュールがアクセスノードを介してＵＥにサービス提供するする。第２
のモジュールは、ＵＥが、ボイス呼ＲＡＴを提供する第１のノードの第１のカバレージエ
リア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージエリア内に
あるとき、ハンドオフが保証されると判断する。第３のモジュールは、ＵＥが基準を満た
すと判断することに応答して、ボイス接続のための第１のノードへの、そして、パケット
データセッションのための第２のノードへの、ＵＥの同時ハンドオフを実行する。第４の
モジュールは、ＵＥが基準を満たさないと判断することに応答して、第１のノードまたは
第２のノードのうちの選択された１つへのＵＥのハンドオフを実行する。



(10) JP 5745060 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

【００１６】
　追加の態様では、ＵＥのハンドオフを実行するためのコンピュータプログラム製品が提
供される。非一時的コンピュータ可読媒体がコードセットを記憶する。コードの第１のセ
ットが、コンピュータにアクセスノードを介してＵＥにサービス提供させる。コードの第
２のセットが、コンピュータに、ＵＥが、ボイス呼ＲＡＴを提供する第１のノードの第１
のカバレージエリア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレ
ージエリア内にあるとき、ハンドオフが保証されると判断させる。コードの第３のセット
が、コンピュータに、ＵＥが基準を満たすと判断すること(determining)に応答して、ボ
イス接続のための第１のノードへの、そして、パケットデータセッションのための第２の
ノードへの、ＵＥの同時ハンドオフを実行させる。コードの第４のセットが、コンピュー
タに、ＵＥが基準を満たさないと判断することに応答して、第１のノードまたは第２のノ
ードのうちの選択された１つへのＵＥのハンドオフを実行させる。
【００１７】
　別の追加の態様では、ＵＥのハンドオフを実行するための装置が提供される。本装置は
、アクセスノードを介してＵＥにサービス提供するための手段(means for serving)を備
える。本装置は、ＵＥが、ボイス呼ＲＡＴを提供する第１のノードの第１のカバレージエ
リア内に、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージエリア内
にあるとき、ハンドオフが保証されると判断するための手段(means for determining)を
備える。本装置は、ＵＥが基準を満たすと判断することに応答して、ボイス接続のための
第１のノードへの、そして、パケットデータセッションのための第２のノードへの、ＵＥ
の同時ハンドオフを実行するための手段(means for performing)を備える。本装置は、Ｕ
Ｅが基準を満たさないと判断することに応答して、第１のノードまたは第２のノードのう
ちの選択された１つへのＵＥのハンドオフを実行するための手段(means for performing)
を備える。
【００１８】
　さらなる態様では、アクセスノードを介してＵＥにサービス提供するトランシーバを備
える、ＵＥのハンドオフを実行するための装置が提供される。コンピューティングプラッ
トフォーム(computing platform)は、ＵＥが、ボイス呼ＲＡＴを提供する第１のノードの
第１のカバレージエリア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカ
バレージエリア内にあるとき、ハンドオフが保証されると判断する。ネットワークインタ
ーフェースは、ＵＥが基準を満たすと判断することに応答して、ボイス接続のための第１
のノードへの、そして、パケットデータセッションのための第２のノードへの、ＵＥの同
時ハンドオフを実行する。ネットワークインターフェースは、さらに、ＵＥが基準を満た
さないと判断することに応答して、第１のノードまたは第２のノードのうちの選択された
１つへのＵＥのハンドオフを実行する。
【００１９】
　さらに別の態様では、ＵＥのハンドオフを実行するための方法が提供される。ＵＥがア
クセスノードからサービスを受信する。ＵＥは、ＵＥが、ボイス呼ＲＡＴを提供する第１
のノードの第１のカバレージエリア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノード
の第２のカバレージエリア内にあるとき、ハンドオフが保証されると判断する。ＵＥは、
ＵＥが基準を満たすと判断することに応答して、アクセスノードによる、ボイス接続のた
めの第１のノードへの、そして、パケットデータセッションのための第２のノードへの、
ＵＥの同時ハンドオフを要求する。ＵＥは、ＵＥが基準を満たさないと判断することに応
答して、第１のノードまたは第２のノードのうちの選択された１つへの、ＵＥのアクセス
ノードによるハンドオフを要求する。
【００２０】
　さらなる追加の態様では、ＵＥのハンドオフを実行するための少なくとも１つのプロセ
ッサが提供される。第１のモジュールが、アクセスノードによるサービスを受信する。第
２のモジュールは、ＵＥが、ボイス呼ＲＡＴを提供する第１のノードの第１のカバレージ
エリア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージエリア内
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にあるとき、ハンドオフが保証されると判断する。第３のモジュールは、ＵＥが基準を満
たすと判断することに応答して、アクセスノードによる、ボイス接続のための第１のノー
ドへの、そして、パケットデータセッションのための第２のノードへの、ＵＥの同時ハン
ドオフを要求する。第４のモジュールは、ＵＥが基準を満たさないと判断することに応答
して、第１のノードまたは第２のノードのうちの選択された１つへの、ＵＥのアクセスノ
ードによるハンドオフを要求する。
【００２１】
　またさらなる態様では、ＵＥのハンドオフを実行するためのコンピュータプログラム製
品が提供される。非一時的コンピュータ可読媒体がコードセットを記憶する。コードの第
１のセットが、コンピュータにアクセスノードからサービスを受信させる。コードの第２
のセットが、コンピュータに、ＵＥが、ボイス呼ＲＡＴを提供する第１のノードの第１の
カバレージエリア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレー
ジエリア内にあるとき、ハンドオフが保証されると判断させる。コードの第３のセットが
、コンピュータに、ＵＥが基準を満たすと判断することに応答して、ボイス接続のための
第１のノードへの、そして、パケットデータセッションのための第２のノードへの、ＵＥ
のアクセスノードによる同時ハンドオフを要求させる。コードの第４のセットが、コンピ
ュータに、ＵＥが基準を満たさないと判断することに応答して、第１のノードまたは第２
のノードのうちの選択された１つへの、ＵＥのアクセスノードによるハンドオフを要求さ
せる。
【００２２】
　別の態様では、ＵＥのハンドオフを実行するための装置が提供される。本装置は、ＵＥ
においてアクセスノードからサービスを受信するための手段を備える。本装置は、ＵＥが
、ボイス呼ＲＡＴを提供する第１のノードの第１のカバレージエリア内、および、データ
呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージエリア内にあるとき、ハンドオフが
保証されると判断するための手段を備える。本装置は、ＵＥが基準を満たすと判断するこ
とに応答して、ボイス接続のための第１のノードへの、そして、パケットデータセッショ
ンのための第２のノードへの、ＵＥのアクセスノードによる同時ハンドオフを要求するた
めの手段を備える。本装置は、ＵＥが基準を満たさないと判断することに応答して、第１
のノードまたは第２のノードのうちの選択された１つへの、ＵＥのアクセスノードによる
ハンドオフを要求するための手段を備える。
【００２３】
　さらに別の態様では、ＵＥのハンドオフを実行するための装置が提供される。トランシ
ーバが、ＵＥにおいてアクセスノードからサービスを受信する。コンピューティングプラ
ットフォームは、ＵＥが、ボイス呼ＲＡＴを提供する第１のノードの第１のカバレージエ
リア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージエリア内に
あるとき、ハンドオフが保証されると判断する。トランシーバは、さらに、ＵＥが基準を
満たすと判断することに応答して、ボイス接続のための第１のノードへの、そして、パケ
ットデータセッションのための第２のノードへの、ＵＥのアクセスノードによる同時ハン
ドオフを要求する。トランシーバは、さらに、ＵＥが基準を満たさないと判断することに
応答して、第１のノードまたは第２のノードのうちの選択された１つへの、ＵＥのアクセ
スノードによるハンドオフを要求する。
【００２４】
　上記および関係する目的を達成するために、１つまたは複数の態様は、以下で十分に説
明し、特に特許請求の範囲で指摘する特徴を備える。以下の説明および添付の図面に、１
つまたは複数の態様のいくつかの例示的な特徴を詳細に記載する。ただし、これらの特徴
は、様々な態様の原理が採用され得る様々な方法のほんのいくつかを示すものであり、こ
の説明は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物を含むものとする。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】マルチモードユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフをサポートするワイヤレス通信シ
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ステムの概略図。
【図２】パケットデータネットワークにおいてセッション継続性を維持するための方法の
流れ図。
【図３】パケットデータネットワークにおいてセッション継続性を維持するための方法の
流れ図。
【図４】ボイス呼を行いたいというＵＥの要望の処理を判断するために進化型基本ノード
（ｅＮＢ）によって採用される例示的な論理の流れ図。
【図５】ＵＥのハンドオフを実行するためのシステムの概略図。
【図６】ＵＥのハンドオフを実行するためのシステムの概略図。
【図７】ＵＥのハンドオフを実行するための手段を有する装置の概略図。
【図８】ＵＥのハンドオフを実行するための手段を有する装置の概略図。
【図９】多元接続ワイヤレス通信システムの概略図。
【図１０】多入力多出力ワイヤレス通信のための２つのノードの概略図。
【図１１】いくつかのユーザをサポートするように構成されたワイヤレス通信システムの
概略図。
【詳細な説明】
【００２６】
　多くの３ＧＰＰ２事業者(3GPP2 operators)が、進歩する３ＧＰＰ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒ
ｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）を展開している(deploying)。初期展開においては、
より全般的な発展型(evolved)高速パケットデータ（ｅＨＲＰＤ）カバレージをもつＬＴ
Ｅカバレージのアイランド(islands)を有することが予想される。したがって、ＬＴＥに
キャンプオンされた(camped on)モバイルユーザ機器（ＵＥ）は、ＬＴＥカバレージを使
い果たし、それのサービスを継続するためにｅＨＲＰＤに移動せざるを得なくなり得る。
良好なユーザエクスペリエンス(good user experience)を与えるために、ＬＴＥからｅＨ
ＲＰＤに移動する間に最小限のサービス不連続性(minimal service discontinuity)があ
る必要がある。
【００２７】
　本発明は、ＬＴＥネットワークにおけるマルチモードモバイルフォンまたはユーザ機器
（ＵＥ）の動作に関する。マルチモードモバイルフォンは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（別名ＬＴＥ
）、ＵＴＲＡＮ、ＧＥＲＡＮ（ＧＳＭ／エッジ無線アクセスネットワーク）などの３ＧＰ
Ｐエアインターフェース技術ならびに１ｘＲＴＴおよび１ｘＥＶＤＯなどの３ＧＰＰ２エ
アインターフェース技術を介して通信することが可能である。マルチモードＵＥは、概し
て、パケットデータサービス（すなわち、発展型パケットサービスシステム（ＥＰＳ）サ
ービス）のためにＬＴＥネットワークにキャンプオンしながら、ボイスおよびショートメ
ッセージサービス（ＳＭＳ）などのいくつかの必須のサービスのために、３ＧＰＰネット
ワークまたは３ＧＰＰ２ネットワークのいずれかの回線交換（ＣＳ）コアネットワークに
キャンプオン／登録しなければならないことが予想される。ＬＴＥにキャンプオンした後
に、および回線交換コアネットワークに登録した後に、ＵＥは、ボイスまたはＳＭＳ通信
を実行するために、ＧＳＭ、ＵＭＴＳまたは１ｘＲＴＴなどのＣＳ無線アクセスネットワ
ーク（ＲＡＮ）に移動され得る。
【００２８】
　ＵＥがＬＴＥにキャンプオンしている間、ＵＥはパケットデータセッションに関与し得
る。このＵＥが、所与の時間にただ１つの無線を介した通信が可能である場合、ＣＳ無線
アクセスネットワークを介してボイス呼を行いたいという要望は、残念ながら、ＣＳ　Ｒ
ＡＮに切り替えられる前の、ＬＴＥを介したパケットデータセッションの中断を意味する
。パケットデータセッションは、ＵＥがボイス呼を完了し、ＬＴＥにキャンプオンするよ
うに復帰し／切り替えた後に再開され得る。
【００２９】
　２つの無線アクセス技術で同時に通信することが可能であるＵＥは、ボイスとデータの
同時通信の利点を利用することができる。たとえば、そのようなＵＥは、１ｘＲＴＴを介
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したボイス通信と、１ｘＥＶＤＯを介したデータ通信とを同時に実行することができる。
【００３０】
　ＬＴＥから１ｘＲＴＴターゲットセルと１ｘＥＶＤＯターゲットセルの両方に同時にハ
ンドオフされるときに、１ｘＲＴＴと１ｘＥＶＤＯとで同時に通信することが可能である
ＵＥには課題が存在する。このようにして、ＬＴＥにキャンプオンされたＵＥは、ボイス
呼が行われるべきであるときに１ｘＲＴＴに移動され、同時に、データセッションが継続
され得るようにパケットデータ呼をＬＴＥから１ｘＥＶＤＯに移動し得る。ただし、そう
するには、２つのターゲットネットワーク（１ｘＲＴＴと１ｘＥＶＤＯ）においてリソー
ス予約とトラフィックチャネル割当てとを行うために、ＬＴＥネットワークと１ｘＲＴＴ
ネットワークと１ｘＥＶＤＯネットワークとの間の協調が必要である。この手順は時間が
かかることがある。
【００３１】
　さらに、ＬＴＥ発展型ベースノード（ｅＮＢ）は、同時ハンドオフを試みるより前に１
ｘＲＴＴネイバーと１ｘＥＶＤＯネイバーの両方を測定するようにＵＥに要求する必要が
ある。ＵＥは、２つ以上の帯域／チャネル上で２つのＲＡＴについての測定を実行しなけ
ればならないので、これはまたさらなる遅延を加える。本質的に、同時ハンドオーバを実
行しようと試みることは、所望のボイス呼のための呼セットアップ時間を著しく劣化させ
る遅延集約的プロセスである。可能な場合はいつでも、この遅延が最小限に抑えられなけ
ればならない。
【００３２】
　ネットワークおよびＵＥは、単独で、または共同で、１ｘＲＴＴと１ｘＥＶＤＯとへの
同時ハンドオーバが、保証されるときのみ試みられることを保証することができる。たと
えば、ＵＥは、パケットデータセッションにアクティブに関与しており、パケットデータ
セッションをＬＴＥから１ｘＥＶＤＯに転送する必要がある。しかしながら、そうする際
の過大な加入者コスト、加入者好み、事業者好み、またはネットワーク負担など(exorbit
ant subscriber cost, subscriber preference, operator preference, or network burd
en in doing so)、アクティブな場合でもパケットデータセッションを転送しないことを
保証する考慮事項があり得る。
【００３３】
　逆に、アクティブなデータセッションがない場合、概して、ＵＥは、（ボイス／ＳＭＳ
呼のための）１ｘＲＴＴにのみハンドオーバされ得、ボイス呼のセットアップを高速化す
るために、１ｘＥＶＤＯへの同時ハンドオーバに関連する手順遅延がなくされ得る。しか
しながら、データセッションにアクセスすることに依存するデバイスの時間制約型（time
 critical）機能を維持することなど、現在アクティブでない場合でもパケットデータセ
ッションを転送することを保証する考慮事項があり得る。
【００３４】
　本開示の様々な態様について以下でさらに説明する。本明細書の教示は多種多様な形態
で実施され得、本明細書で開示する特定の構造または機能は代表的なものにすぎないこと
は明らかであろう。本明細書の教示に基づいて、本明細書で開示する態様は他の態様とは
無関係にインプリメントされることができる(can be implemented)こと、およびこれらの
態様のうちの２つ以上は様々な方法で組み合わせられ得ることを、当業者なら諒解された
い。たとえば、本明細書に記載された態様を任意の数使用し、装置がインプリメントされ
ることができ、あるいは、方法が実施され得る。さらに、本明細書に記載の態様のうちの
１つまたは複数に加えて、あるいはそれら以外に、他の構造または機能を使用して装置が
インプリメントされることができ、あるいは方法が実施され得る。一例として、本明細書
で説明する方法、デバイス、システム、および装置の多くについて、モバイル通信環境に
おいて動的問合せおよび勧告を与えるコンテキストにおいて説明する。同様の技法が他の
通信および非通信環境にも適用され得ることを、当業者なら諒解されよう。
【００３５】
　本開示で使用する、「コンテンツ(content)」および「オブジェクト(objects)」という
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用語は、デバイス上でレンダリングされ、処理され、または実行され得る任意のタイプの
アプリケーション、マルチメディアファイル、画像ファイル、実行ファイル、プログラム
、ウェブページ、スクリプト、ドキュメント、プレゼンテーション、メッセージ、データ
、メタデータ、または他のタイプのメディアまたは情報について説明するために使用する
。
【００３６】
　本開示において使用する、「構成要素(component)」、「システム(system)」、「モジ
ュール(module)」などの用語は、コンピュータ関連のエンティティ、すなわち、ハードウ
ェア、ソフトウェア、実行中のソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロ
コードのいずれか、またはそれらの任意の組合せを指すものとする。たとえば、構成要素
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、実行可能ファイル
、実行スレッド、プログラム、またはコンピュータであり得るが、これらに限定されない
。１つまたは複数の構成要素がプロセスまたは実行スレッド内に常駐することができ、１
つの構成要素が１つのコンピュータ上に配置され得、または２つ以上のコンピュータ間に
分散され得る。さらに、これらの構成要素は、様々なデータ構造を記憶している様々なコ
ンピュータ可読媒体から実行することができる。これらの構成要素は、たとえば、１つま
たは複数のデータパケット（たとえば、ローカルシステム、分散システム内の別の構成要
素と対話する、またはインターネットなどのネットワーク上で信号を介して他のシステム
と対話する１つの構成要素からのデータ）を有する信号に従ってローカルプロセスまたは
リモートプロセスを介して通信することができる。さらに、当業者なら諒解するように、
本明細書で説明するシステムの構成要素は、それに関して説明する様々な態様、目的、利
点などを達成することができるように追加の構成要素によって再構成または補完され得、
所与の図に記載の正確な構成に限定されない。
【００３７】
　さらに、本明細書で開示した態様に関して説明した様々な例示的な論理、論理ブロック
、モジュール、および回路は、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（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）
または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハー
ドウェア構成要素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれら
の任意の好適な組合せを用いてインプリメントされ、あるい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り得るが、代替として、プロセッサは、任意の
従来のプロセッサ、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り得る。
プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロ
プロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複
数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他の好適な構成としてインプリメントされるこ
とができる。さらに、少なくとも１つのプロセッサは、本明細書で説明する動作またはア
クションの１つまたは複数を実行するように動作可能な１つまたは複数のモジュールを備
えることができる。
【００３８】
　さらに、本明細書で説明する様々な態様または特徴は、標準のプログラミングまたはエ
ンジニアリング技法を使用した方法、装置、または製造品としてインプリメントされるこ
とができる。さらに、本明細書で開示する態様に関して説明する方法またはアルゴリズム
の動作またはアクションは、直接ハードウェアで実施されるか、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実施されるか、またはその２つの組合せで実施され得る
。さらに、いくつかの態様では、方法またはアルゴリズムの動作またはアクションは、コ
ンピュータプログラム製品に組み込まれ得る、機械可読媒体またはコンピュータ可読媒体
上のコードまたは命令の少なくとも１つまたは任意の組合せ、あるいはそのセットとして
常駐することができる。さらに、本明細書で使用する「製造品article of manufacture」
という用語は、任意のコンピュータ可読デバイス、キャリア、または媒体からアクセス可
能なコンピュータプログラムを包含するものとする。たとえば、コンピュータ可読媒体(c
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omputer-readable media)は、磁気ストレージデバイス（たとえば、ハードディスク、フ
ロッピー（登録商標）ディスク、磁気ストリップなど）、光ディスク（たとえば、コンパ
クトディスク（ＣＤ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）など）、スマートカード、お
よびフラッシュメモリデバイス（たとえば、カード、スティック、キードライブなど）を
含むことができるが、これらに限定されない。さらに、本明細書で説明する様々な記憶媒
体は、情報を記憶するための１つまたは複数のデバイスまたは他の機械可読媒体を表すこ
とができる。「機械可読媒体(machine-readable medium)」という用語は、ワイヤレスチ
ャネル、ならびに命令またはデータを記憶、含有、または搬送することが可能な様々な他
の媒体を含むことができるが、これらに限定されない。
【００３９】
　さらに、様々な態様について、モバイルデバイスに関して本明細書で説明する。モバイ
ルデバイスは、システム、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、セルラーデバイス、マルチモードデバイス、遠隔局、リモート端末、アクセス端末
、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイス、またはユーザ機器などと呼ばれる
こともある。加入者局は、セルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル（
ＳＩＰ）電話、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイ
ヤレス接続機能を有するハンドヘルドデバイス、または処理デバイスとのワイヤレス通信
を可能にするワイヤレスモデムもしくは同様の機構に接続された他の処理デバイスであり
得る。
【００４０】
　上記に加えて、「例示的(exemplary)」という単語は、本明細書では、例、事例、また
は例示の働きをすることを意味するために使用する。「例示的」として本明細書で説明す
るいかなる態様または設計も、必ずしも他の態様または設計よりも好ましいまたは有利な
ものと解釈すべきではない。むしろ、例示的という単語の使用は、概念を具体的な形で提
示するものである。さらに、本出願および添付の特許請求の範囲で使用する「または(or)
」という用語は、排他的な「または」(exclusive “or”)ではなく、包括的な「または」
(inclusive “or”)を意味するものとする。すなわち、別段の規定がない限り、または文
脈から明白でない限り、「ＸはＡまたはＢを使用する」という表現は、自然な包括的置換
のいずれかを意味するものとする。すなわち、この例では、ＸはＡを使用することができ
るか、または、ＸはＢを使用することができるか、または、ＸはＡとＢの両方を使用する
ことができるので、「ＸはＡまたはＢを使用する」という表現は、上記の例のいずれの下
でも満たされる。さらに、本出願および添付の特許請求の範囲で使用する冠詞「ａ」およ
び「ａｎ」は、別段に規定されていない限り、または単数形を示すことが文脈から明白で
ない限り、概して「１つまたは複数」を意味するものと解釈すべきである。
【００４１】
　本明細書で使用する「推論する(infer)」または「推論(inference)」という用語は、概
して、イベントおよび／またはデータを介して捕捉された観察のセットから、システム、
環境、および／またはユーザの状態について推理する、またはその状態を推論するプロセ
スを指す。推論は、特定のコンテキストまたはアクションを識別するために採用され得、
あるいは、たとえば、状態の確率分布を生成することができる。推論は、確率的、すなわ
ち、データおよびイベントの考察に基づく当該の状態の確率分布の計算であり得る。推論
は、イベントまたはデータのセットからより高いレベルのイベントを構成するために採用
される技法を指すこともある。そのような推論から、イベントが時間的に緊切して相関す
るか否かにかかわらず、ならびにイベントおよびデータが１つまたは複数のイベントおよ
びデータの発生源に由来するかどうかにかかわらず、観測されたイベントまたは記憶され
たイベントデータのセットから新しいイベントまたはアクションが構成される。
【００４２】
　次に、図面を参照しながら様々な態様について説明する。以下の記述では、説明のため
に、１つまたは複数の態様の完全な理解を与えるために多数の具体的な詳細を記載する。
ただし、様々な態様は、これらの具体的な詳細なしに実施され得ることは明白であろう。
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他の例では、これらの態様の説明を円滑にするために、よく知られている構造およびデバ
イスをブロック図の形態で示す。
【００４３】
　最初に図１を参照すると、ワイヤレス通信システム１００は、ソースワイヤレスワイド
エリアネットワーク（ＷＷＡＮ）カバレージエリア１０４から、ハンドオフを保証するタ
ーゲットＷＷＡＮカバレージエリア１０６に移動するＵＥ１０２に対して、呼セットアッ
プ時間遅延を著しく低減するかまたは他の利点を与える。
【００４４】
　発展型ベースノード（ｅＮＢ）１０８として示されたアクセスノードなどの装置がＵＥ
１０２のハンドオフを実行する。例示的な態様では、ｅＮＢ１０８はＬＴＥなどの高度無
線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用する。モバイル発信またはモバイル着信ボイス呼に応答
して、ｅＬＴＥ　ＮＢ１０８によって、ボイス呼とデータ接続のいずれかまたは両方のた
めのハンドオフ（ＨＯ）が第２のカバレージエリアまたはエリア１０６において同時にま
たは連続的にセットアップされるべきであるという判断が行われる。例示的な記述では、
ＬＴＥ　ｅＮＢ１０８は、１１１に示すように、発展型パケットコア（ＥＰＣ）コアネッ
トワーク１１２とＨＲＰＤ（高速パケットデータ）コアネットワーク１１４とを介して、
データ接続可能なＲＡＴ（たとえば、ｅＨＲＰＤ）を使用する第１のノード１１６に通信
する。ＬＴＥ　ｅＮＢ１０８はまた、１１７に示すように、ＥＰＣコアネットワーク１１
２の一部と１ｘＲＴＴコアネットワーク１１８とを介して、ボイス呼可能なＲＡＴ（たと
えば、１ｘＲＴＴ）を使用する第２のノード１２０に通信する。第１のノード１１６と第
２のノード１２０とは共同設置され得、各々が第２のＷＷＡＮカバレージエリア１０６を
サポートする。代替的に、第１のノード１１６および第２のノード１２０は、それぞれ個
別のカバレージエリア１２２、１２４を有する。
【００４５】
　一態様では、ｅＮＢ１０８のトランシーバ１２６がＵＥ１０２にサービス提供する。ｅ
ＮＢ１０８のコンピューティングプラットフォーム１２８が、ボイス呼ＲＡＴを提供する
第１のノード１１６の第１のカバレージエリア１２２中と、データ呼ＲＡＴを提供する第
２のノード１２０の第２のカバレージエリア１２４中とにあるＵＥ１０２に対してハンド
オフが保証されると判断する。ネットワークインターフェース（ＮＷ　Ｉ／Ｆ）１３０が
、ＵＥ１０２が基準を満たすと判断することに応答して、ボイス接続のための第１のノー
ド１１６への、そして、パケットデータセッションのための第２のノード１２０への、Ｕ
Ｅ１０２の同時ハンドオフを実行する。ネットワークインターフェース１３０はさらに、
ＵＥ１０２が基準を満たさないと判断することに応答して、第１のノード１１６および第
２のノード１２０のうちの選択された１つへのＵＥ１０２のハンドオフを実行する。
【００４６】
　代替的に別の態様では、ＵＥ１０２のトランシーバ１４０がアクセスノード（たとえば
、ＬＴＥ　ｅＮＢ１０８）によってサービス提供される。ＵＥ１０２のコンピューティン
グプラットフォーム１４２が、ボイス呼ＲＡＴを提供する第１のノード１１６の第１のカ
バレージエリア１２２中と、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノード１２０の第２のカバ
レージエリア１２４中とにあるＵＥ１０２に対してハンドオフが保証されると判断する。
トランシーバは、さらに、ＵＥ１０２が基準を満たすと判断することに応答して、ＬＴＥ
　ｅＮＢ１０８による、ボイス接続のための第１のノード１１６への、そして、パケット
データセッションのための第２のノード１２０への、ＵＥ１０２の同時ハンドオフを要求
する。トランシーバは、さらに、ＵＥ１０２が基準を満たさないと判断することに応答し
て、第１のノード１１６および第２のノード１２０のうちの選択された１つへの、ＵＥ１
０２のアクセスノードによるハンドオフを要求する。
【００４７】
　このように、ＵＥ１０２とＬＴＥ　ｅＮＢ１０８のいずれかまたは両方は、異なるＲＡ
Ｔを使用する２つのベースノード１１６、１２０への同時ハンドオフを行うべきか否かを
決定する(decide)ために１つまたは複数の基準(a criterion or criteria)１５２を評価
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するハンドオフ最適化構成要素(handoff optimization component)１５０を含む。
【００４８】
　追加の態様では、基準１５２は１つまたは複数の条件に関連し得る。第１の例として、
基準１５２は、ＵＥ１０２が同時ハンドオフを可能にするための第２の受信機、送信機ま
たはトランシーバ１５４を有するかどうかに関連し得る。第２の例として、基準１５２は
、ＵＥ１０２にあるとされる加入者権利１５６(subscriber rights 156 attributed to t
he UE 102)の範囲(extent)に関係し得る。第３の例では、基準１５２は事業者ポリシー(o
perator policy)１５８に関係し得る。第４の例では、基準１５２はネットワークデータ
トラフィックの量に関係し得る。たとえば、データパケット搬送キューのステータス、ア
プリケーションハンドルのステータス（すなわち、アプリケーションが実行中であるか否
か）、人間のユーザの好み、事業者の好みなどは、１つまたは複数の基準を生成するため
に、個別にまたは様々な組合せで使用され得る。
【００４９】
　ネットワークならびにＵＥによって、同時ボイスおよびデータハンドオフを実行する必
要性についての判断が行われ得ることを、本開示の利益とともに諒解されたい。したがっ
て、ネットワークは、基準に注目し、同時ハンドオフ（ＨＯ）を行うことを決定すること
ができる。代替的に、ＵＥは、基準に注目し、同時ＨＯを要求することを決定することが
できる。例示的な態様における、同時ハンドオフおよび判断のこの全手順は、ユーザがボ
イス呼を開始または受信したときに実行される。
【００５０】
　進行中のデータ通信についての基準は、様々なデータ通信キューを通過するデータを検
査することによって、またはデータ通信アプリケーションが稼働しているかどうかを検査
することによって実現され得る。
【００５１】
　図２に、高度アクセスノードによって実行される、ＵＥのハンドオフを実行するための
方法または一連の動作２００を示す。高度アクセスノードはＵＥにサービス提供する（ブ
ロック２０４）。高度アクセスノードは、ＵＥが、ボイス呼ＲＡＴ(voice call RAT)を提
供する第１のノードの第１のカバレージエリア内、および、データ呼ＲＡＴ(data call R
AT)を提供する第２のノードの第２のカバレージエリア内にあるとき、ハンドオフが保証
される(is warranted)と判断する（ブロック２０６）。高度アクセスノードは、ＵＥが基
準を満たすと判断することに応答して、ボイス接続のための第１のノードへの、そして、
パケットデータセッションのための第２のノードへの、ＵＥの同時ハンドオフを実行する
（ブロック２０８）。高度アクセスノードは、ＵＥが基準を満たさないと判断することに
応答して、第１のノードまたは第２のノードのうちの選択された１つへのＵＥのハンドオ
フを実行する（ブロック２１０）。
【００５２】
　図３に、マルチモードＵＥによって実行される、ハンドオフを実行するための方法また
は一連の動作３００を示す。マルチモードＵＥはアクセスノードからサービスを受信する
（ブロック３０４）。マルチモードＵＥは、ＵＥが、ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ
）を提供する第１のノードの第１のカバレージエリア内、および、データ呼ＲＡＴを提供
する第２のノードの第２のカバレージエリア内にあるとき、ハンドオフが保証されると判
断する（ブロック３０６）。マルチモードＵＥは、ＵＥが基準を満たすと判断することに
応答して、ボイス接続のための第１のノードへの、そして、パケットデータセッションの
ための第２のノードへの、ＵＥのアクセスノードによる同時ハンドオフを要求する（ブロ
ック３０８）。マルチモードＵＥは、ＵＥが基準を満たさないと判断することに応答して
、アクセスノードによる、第１のノードまたは第２のノードのうちの選択された１つへの
ＵＥのハンドオフを要求する（ブロック３１０）。
【００５３】
　例示的な一態様では、ＬＴＥなどの高度ＲＡＴを使用したｅＮＢは、ＵＥがユーザデー
タ通信に関与している（is involved）かどうかを判断する。ＵＥがデータ通信に関与し
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ていない場合、ｅＮＢは、１ｘＥＶＤＯへの同時ハンドオーバを実行するために必要とさ
れる手順をなくす(eliminates)。ＬＴＥ　ｅＮＢは、ＵＥがＬＴＥから１ｘＲＴＴ　ＲＡ
Ｔおよび１ｘＥＶＤＯ　ＲＡＴへの同時ハンドオフを実行することができるという点で、
ＵＥの能力に気づいている(is aware of)。ＬＴＥ　ｅＮＢはまた、ＵＥがＤＲＢを介し
て(over the DRBs)データトラフィックを送信も受信もしていないと判断することができ
る。
【００５４】
　ｅＮＢは、複数の方法でこれを推論することができる。すなわち、（１）ＬＴＥ　ｅＮ
Ｂは、回線交換（ＣＳ）ＲＡＴを使用したボイス通信のためにＵＥがＲＲＣ＿ＩＤＬＥか
らＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤに移行したことに気づいている。（ＲＲＣは無線リソース
制御（Radio Resource Control）を指す。）したがって、ＵＥは、まだデータ通信に関与
していなかった。（２）ＬＴＥ　ｅＮＢは、すでにデータ無線ベアラ(data radio bearer
s)（ＤＲＢ）のステータスを監視し、それらの存在と使用状況とに気づいている。
【００５５】
　この情報に基づいて、ＵＥが進行中のパケットデータ通信を有しないとＬＴＥ　ｅＮＢ
が判断する場合、ＬＴＥ　ｅＮＢは、１ｘＲＴＴネイバーのみのための接続モード測定を
スケジュールすべきである。ｅＮＢは、ＬＴＥから１ｘＲＴＴへのハンドオフのみをトリ
ガすべきであり、１ｘＥＶＤＯへのブラインドリダイレクションをトリガすべきである。
【００５６】
　事実上、ＵＥが進行中のパケットデータ通信を有するとＬＴＥ　ｅＮＢが判断する場合
、ＬＴＥ　ｅＮＢは１ｘＲＴＴネイバーと１ｘＥＶＤＯネイバーの両方についての接続モ
ード測定をスケジュールすべきである。ｅＮＢは、ＬＴＥから１ｘＲＴＴおよび１ｘＥＶ
ＤＯへのハンドオフをトリガすべきである(should trigger)。
【００５７】
　図４では、例示的な方法４００が、ボイス呼を行いたいというＵＥの要望の処理を判断
するためにｅＮＢによって採用される論理を示している。ＬＴＥ　ｅＮＢは、ボイス通信
を実行したいという要望の指示をＵＥから受信する（ブロック４０２）。ＵＥがすでにＲ
ＲＣ＿ｃｏｎｎｅｃｔｅｄであるかどうかの判断がされる(determination is made)（ブ
ロック４０４）。いいえの場合、４０６に示すように、同時ハンドオフは保証されない。
したがって、ＬＴＥ　ｅＮＢは、ＵＥが１ｘＲＴＴ測定を実行することを要求する（ブロ
ック４０８）。ＬＴＥ　ｅＮＢはまた、ＵＥが１ｘＲＴＴのみへのハンドオフを実行し、
１ｘＥＶＤＯへのブラインドリダイレクションを実行することを要求する（ブロック４１
０）。
【００５８】
　ブロック４０４においてＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤの場合、ＤＲＢがデータトラフィ
ック(any data traffic)を搬送している(carrying)のかどうかに関するさらなる判断がさ
れる（ブロック４１２）。いいえの場合、４０６に示すように、同時ハンドオフは保証さ
れず、処理はブロック４０８に進む。他の場合、ＵＥは、１ｘＲＴＴと１ｘＥＶＤＯとへ
の同時ハンドオフが可能であるかどうかに関する追加の判断がされる（ブロック４１４）
。いいえの場合、４０６に示すように、同時ハンドオフは保証されず、処理はブロック４
０８に進む。他の場合、４１６に示すように同時ハンドオフのための基準が満たされる。
したがって、ＬＴＥ　ｅＮＢは、ＵＥが１ｘＲＴＴおよび１ｘＥＶＤＯ測定を実行するこ
とを要求する（ブロック４１８）。ＬＴＥ　ｅＮＢは、ＵＥが１ｘＲＴＴと１ｘＥＶＤＯ
とへの同時ハンドオフを実行することを要求する（ブロック４２０）。
【００５９】
　状況によって、ｅＮＢが、ＵＥのパケットデータ通信のステータスを判断し、ＵＥが進
行中のパケットデータ通信を有すると判断するときのみパケットデータハンドオフに関係
する手順を実行する、ボイス呼セットアップ時間の低減のためのシステムおよび方法が与
えられる。
【００６０】
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　図５を参照すると、ＵＥのハンドオフを実行するためのシステム５００が示されている
。たとえば、システム５００は、少なくとも部分的にユーザ機器（ＵＥ）内に常駐するこ
とができる。システム５００は機能ブロックを含むものとして表されており、その機能ブ
ロックは、コンピューティングプラットフォーム、プロセッサ、ソフトウェア、またはそ
れらの組合せ（たとえばファームウェア）によってインプリメントされる機能を表す機能
ブロックであり得ることを諒解されたい。システム５００は、連携して動作することがで
きる電気構成要素の論理グルーピング(logical grouping)５０２を含む。たとえば、論理
グルーピング５０２は、アクセスノードからサービスを受信するための電気構成要素(ele
ctrical component)５０４を含むことができる。さらに、論理グルーピング５０２は、Ｕ
Ｅが、ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノードの第１のカバレージ
エリア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージエリア内
にあるとき、ハンドオフが保証されると判断するための電気構成要素５０６を含むことが
できる。別の例では、論理グルーピング５０２は、ＵＥが基準を満たすと判断することに
応答して、ボイス接続のための第１のノードへの、そして、パケットデータセッションの
ための第２のノードへの、ＵＥの同時ハンドオフを実行するための電気構成要素５０８を
含むことができる。追加の例では、論理グルーピング５０２は、ＵＥが基準を満たさない
と判断することに応答して、第１のノードまたは第２のノードのうちの選択された１つへ
のＵＥのハンドオフを実行するための電気構成要素５１０を含むことができる。さらに、
システム５００は、電気構成要素５０４～５１０に関連する機能を実行するための命令を
保持するメモリ５２０を含むことができる。メモリ５２０の外部にあるものとして示され
ているが、電気構成要素５０４～５１０の１つまたは複数は、メモリ５２０の内部に存在
することができることを理解されたい。
【００６１】
　図６を参照すると、ＵＥのハンドオフを実行するためのシステム６００が示されている
。たとえば、システム６００は、少なくとも部分的にネットワークエンティティ内に常駐
することができる。システム６００は機能ブロックを含むものとして表されており、その
機能ブロックは、コンピューティングプラットフォーム、プロセッサ、ソフトウェア、ま
たはそれらの組合せ（たとえばファームウェア）によってインプリメントされる機能を表
す機能ブロックであり得ることを諒解されたい。システム６００は、連携して動作するこ
とができる電気構成要素の論理グルーピング６０２を含む。たとえば、論理グルーピング
６０２は、アクセスノードを介してＵＥにサービス提供するための電気構成要素６０４を
含むことができる。さらに、論理グルーピング６０２は、ＵＥが、ボイス呼無線アクセス
技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノードの第１のカバレージエリア内、および、データ呼
ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージエリア内にあるとき、ハンドオフが保
証されると判断するための電気構成要素６０６を含むことができる。別の例では、論理グ
ルーピング６０２は、ＵＥが基準を満たすと判断することに応答して、ボイス接続のため
の第１のノードへの、そして、パケットデータセッションのための第２のノードへの、Ｕ
Ｅのアクセスノードによる同時ハンドオフを要求するための電気構成要素６０８を含むこ
とができる。追加の例では、論理グルーピング６０２は、ＵＥが基準を満たさないと判断
することに応答して、第１のノードまたは第２のノードのうちの選択された１つへの、Ｕ
Ｅのアクセスノードによるハンドオフを要求するための電気構成要素６１０を含むことが
できる。さらに、システム６００は、電気構成要素６０４～６０８に関連する機能を実行
するための命令を保持するメモリ６２０を含むことができる。メモリ６２０の外部にある
ものとして示されているが、電気構成要素６０４～６０８の１つまたは複数は、メモリ６
２０の内部に存在することができることを理解されたい。
【００６２】
　図７に、ＵＥのハンドオフを実行するための装置(apparatus)７０２を示す。アクセス
ノードを介してＵＥにサービス提供するための手段７０４が与えられる。ＵＥが、ボイス
呼ＲＡＴを提供する第１のノードの第１のカバレージエリア内、および、データ呼ＲＡＴ
を提供する第２のノードの第２のカバレージエリア内にあるとき、ハンドオフが保証され
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ると判断するための手段７０６が与えられる。ＵＥが基準を満たすと判断することに応答
して、ボイス接続のための第１のノードへの、そして、パケットデータセッションのため
の第２のノードへの、ＵＥの同時ハンドオフを実行するための手段７０８が与えられる。
ＵＥが基準を満たさないと判断することに応答して、第１のノードまたは第２のノードの
うちの選択された１つへのＵＥのハンドオフを実行するための手段７１０が与えられる。
【００６３】
　図８に、ＵＥのハンドオフを実行するための装置８０２を示す。ＵＥにおいてアクセス
ノードからサービスを受信するための手段８０４が与えられる。ＵＥが、ボイス呼無線ア
クセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノードの第１のカバレージエリア内、および、デ
ータ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージエリア内にあるとき、ハンドオ
フが保証されると判断するための手段８０６が与えられる。ＵＥが基準を満たすと判断す
ることに応答して、ボイス接続のための第１のノードへの、そして、パケットデータセッ
ションのための第２のノードへの、ＵＥのアクセスノードによる同時ハンドオフを要求す
るための手段８０８が与えられる。ＵＥが基準を満たさないと判断することに応答して、
第１のノードまたは第２のノードのうちの選択された１つへの、ＵＥのアクセスノードに
よるハンドオフを要求するための手段８１０が与えられる。
【００６４】
　ワイヤレス通信システムは、ボイス、データなど、様々なタイプの通信コンテンツを提
供するために広く展開されていることを諒解されたい。これらのシステムは、利用可能な
システムリソース（たとえば、帯域幅および送信電力）を共有することによって複数のユ
ーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続システムであり得る。そのような多元
接続システムの例には、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤ
ＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステム
、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムがある。
【００６５】
　ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のワイヤレスアクセス端末のための通信を同
時にサポートすることができる。上述のように、各端末は、順方向リンクおよび逆方向リ
ンク上での伝送を介して１つまたは複数の基地局と通信し得る。順方向リンク（またはダ
ウンリンク）は、基地局から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク（またはアップリ
ンク）は、端末から基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、単入力単出力シス
テム、多入力多出力（「ＭＩＭＯ」）システム、または何らかの他のタイプのシステムを
介して確立され得る。
【００６６】
　図９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が示されている。ア
クセスポイント（ＡＰ）９００は複数のアンテナグループを含み、あるアンテナグループ
は９０４と９０６とを含み、別のアンテナグループは９０８と９１０とを含み、追加のア
ンテナグループは９１２と９１４とを含む。図９では、アンテナグループごとに２つのア
ンテナのみが示されているが、アンテナグループごとにより多いまたはより少ないアンテ
ナが利用され得る。アクセス端末（ＡＴ）９１６はアンテナ９１２および９１４と通信中
であり、アンテナ９１２および９１４は、順方向リンク９２０上でアクセス端末９１６に
情報を送信し、逆方向リンク９１８上でアクセス端末９１６から情報を受信する。アクセ
ス端末９２２はアンテナ９０６および９０８と通信中であり、アンテナ９０６および９０
８は、順方向リンク９２６上でアクセス端末９２２に情報を送信し、逆方向リンク９２４
上でアクセス端末９２２から情報を受信する。周波数分割複信（ＦＤＤ）システムでは、
通信リンク９１８、９２０、９２４および９２６は、通信のための異なる周波数を使用し
得る。たとえば、順方向リンク９２０は、逆方向リンク９１８によって使用される周波数
とは異なる周波数を使用し得る。
【００６７】
　アンテナの各グループ、および／またはアンテナが通信するために設計されたエリアは
、しばしば、アクセスポイント９００のセクタと呼ばれる。本態様では、アンテナグルー
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プはそれぞれ、アクセスポイント９００によってカバーされるエリアのセクタ内でアクセ
ス端末９１６および９２２に通信するように設計される。
【００６８】
　順方向リンク９２０および９２６上の通信では、アクセスポイント９００の送信アンテ
ナは、異なるアクセス端末９１６および９２２に対して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。また、アクセスポイントが、ビームフォー
ミングを使用して、そのカバレージ中にランダムに分散されたアクセス端末に送信するほ
うが、アクセスポイントが単一のアンテナを介してすべてのそのアクセス端末に送信する
よりも、隣接セル中のアクセス端末への干渉が小さくなる。
【００６９】
　アクセスポイント９００は、端末と通信するために使用される固定局であり得、アクセ
スポイント、ノードＢ、または何らかの他の用語で呼ばれることもある。アクセス端末９
１６および９２２は、ユーザ機器（ＵＥ）、ワイヤレス通信デバイス、端末、または何ら
かの他の用語で呼ばれることもある。
【００７０】
　ＭＩＭＯシステムは、データ送信のために複数（ＮT ）個の送信アンテナと複数（ＮR

）個の受信アンテナとを採用する。ＮT個の送信アンテナとＮR個の受信アンテナとによっ
て形成されるＭＩＭＯチャネルは、空間チャネルとも呼ばれるＮ S個の独立チャネルに分
解され得、ＮS≦ｍｉｎ｛ＮT，ＮR｝である。ＮS個の独立チャネルの各々は１つの次元に
対応する。複数の送信アンテナおよび受信アンテナによって生じる追加の次元数が利用さ
れた場合、ＭＩＭＯシステムは改善されたパフォーマンス（たとえば、より高いスループ
ットおよび／またはより大きい信頼性）を与え得る。
【００７１】
　ＭＩＭＯシステムは時分割複信（「ＴＤＤ」）および周波数分割複信（「ＦＤＤ」）を
サポートし得る。ＴＤＤシステムでは、順方向および逆方向リンク送信が同一周波数領域
上で行われるので、相反定理による逆方向リンクチャネルからの順方向リンクチャネルの
推定が可能である。これにより、複数のアンテナがアクセスポイントで利用可能なとき、
アクセスポイントは順方向リンク上で送信ビームフォーミング利得を抽出することが可能
になる。
【００７２】
　本明細書の教示は、少なくとも１つの他のノードと通信するための様々な構成要素を採
用するノード（たとえば、デバイス）に組み込むことができる。図１０に、ノード間の通
信を可能にするために採用され得るいくつかの例示的な構成要素を示す。詳細には、図１
０は、ＭＩＭＯシステム１０００のワイヤレスデバイス１０１０（たとえば、アクセスポ
イント）およびワイヤレスデバイス１０５０（たとえば、アクセス端末）を示している。
デバイス１０１０では、いくつかのデータストリームのトラフィックデータが、データソ
ース１０１２から送信（「ＴＸ」）データプロセッサ１０１４に供給される。
【００７３】
　いくつかの態様では、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１０１４は、データストリーム用に選択された特定のコーデ
ィング方式に基づいて、そのデータストリームごとにトラフィックデータをフォーマット
し、コーディングし、インターリーブして、コード化データを与える。
【００７４】
　各データストリームのコード化データは、ＯＦＤＭ技法を使用してパイロットデータで
多重化され得る。パイロットデータは、典型的には、知られている方法で処理され、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、既知のデータパターン
である。次いで、各データストリームの多重化されたパイロットデータおよび符号化デー
タは、変調シンボルを与えるために、そのデータストリーム用に選択された特定の変調方
式（たとえば、ＢＰＳＫ、ＱＳＰＫ、Ｍ－ＰＳＫ、またはＭ－ＱＡＭ）に基づいて変調（
すなわち、シンボルマッピング）される。各データストリームのデータレート、コーディ
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ング、および変調は、プロセッサ１０３０によって実行される命令によって判断され得る
。データメモリ１０３２は、プロセッサ１０３０またはデバイス１０１０の他の構成要素
によって使用されるプログラムコード、データ、および他の情報を記憶し得る。
【００７５】
　次いで、すべてのデータストリームの変調シンボルがＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１０２
０に供給され、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１０２０はさらに（たとえば、ＯＦＤＭの場合
）その変調シンボルを処理し得る。次いで、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１０２０は、ＮT

個の変調シンボルストリームを、各々が送信機（ＴＭＴＲ）と受信機（ＲＣＶＲ）とを有
するＮT個のトランシーバ（「ＸＣＶＲ」）１０２２ａ～１０２２ｔに供給する。いくつ
かの態様では、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１０２０は、データストリームのシンボルと、
シンボルの送信元のアンテナとにビームフォーミング重みを付加する。
【００７６】
　各トランシーバ１０２２ａ～１０２２ｔは、それぞれのシンボルストリームを受信し、
処理して、１つまたは複数のアナログ信号を供給し、さらに、それらのアナログ信号を調
整（たとえば、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート）して、ＭＩＭＯチャネル
を介して送信するのに適した変調信号を与える。次いで、送信機１０２２ａ～１０２２ｔ
からのＮT個の変調信号は、それぞれＮT個のアンテナ１０２４ａ～１０２４ｔから送信さ
れる。
【００７７】
　デバイス１０５０では、送信された変調信号はＮR個のアンテナ１０５２ａ～１０５２
ｒによって受信され、各アンテナ１０５２ａ～１０５２ｒからの受信信号は、それぞれの
トランシーバ（「ＸＣＶＲ」）１０５４ａ～１０５４ｒに供給される。各トランシーバ１
０５４ａ～１０５４ｒは、それぞれの受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、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、サンプルを供給し、さ
らにそれらのサンプルを処理して、対応する「受信」シンボルストリームを供給する。
【００７８】
　次いで、受信（「ＲＸ」）データプロセッサ１０６０は、特定の受信機処理技法に基づ
いてＮR個のトランシーバ１０５４ａ～１０５４ｒからＮR個の受信シンボルストリームを
受信し、処理して、ＮT個の「検出」シンボルストリームを供給する。次いで、ＲＸデー
タプロセッサ１０６０は、各検出シンボルストリームを復調し、デインターリーブし、復
号して、データストリームのトラフィックデータを復元する。ＲＸデータプロセッサ１０
６０による処理は、デバイス１０１４におけるＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１０２０および
ＴＸデータプロセッサ１０１０によって実行される処理を補足するものである。
【００７９】
　プロセッサ１０７０は、どのプリコーディング行列を使用すべきかを定期的に判断する
。プロセッサ１０７０は、行列インデックス部とランク値部とを備える逆方向リンクメッ
セージを作成する。データメモリ１０７２は、プロセッサ１０７０またはデバイス１０５
０の他の構成要素によって使用されるプログラムコード、データ、および他の情報を記憶
し得る。
【００８０】
　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
様々なタイプの情報を備え得る。次いで、逆方向リンクメッセージは、データソース１０
３６からいくつかのデータストリームのトラフィックデータをも受信するＴＸデータプロ
セッサ１０３８によって処理され、変調器１０８０によって変調され、トランシーバ１０
５４Ａ～１０５４Ｒによって調整され、デバイス１０１０に戻される。
【００８１】
　デバイス１０１０において、デバイス１０５０からの変調信号は、アンテナ１０２４ａ
～１０２４ｔによって受信され、トランシーバ１０２２ａ～１０２２ｔによって調整され
、復調器（「ＤＥＭＯＤ」）１０４０によって復調され、ＲＸデータプロセッサ１０４２
によって処理されて、デバイス１０５０によって送信された逆方向リンクメッセージが抽
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出される。次いで、プロセッサ１０３０は、ビームフォーミング重みを判断するためにど
のプリコーディング行列を使用すべきかを判断し、次いで、抽出されたメッセージを処理
する。
【００８２】
　図１０はまた、通信構成要素が、干渉制御動作を実行する１つまたは複数の構成要素を
含み得ることを示す。たとえば、干渉（「ＩＮＴＥＲ」）制御構成要素１０９０は、デバ
イス１０１０のプロセッサ１０３０および／または他の構成要素と協働して、別のデバイ
ス（たとえば、デバイス１０５０）との間で信号を送信／受信し得る。同様に、干渉制御
構成要素１０９２は、プロセッサ１０７０および／またはデバイス１０５０の他の構成要
素と協働して、別のデバイス（たとえば、デバイス１０１０）との間で信号を送信／受信
し得る。各デバイス１０１０および１０５０について、説明する構成要素のうちの２つ以
上の機能は単一の構成要素によって与えられ得ることを諒解されたい。たとえば、単一の
処理構成要素が干渉制御構成要素１０９０とプロセッサ１０３０との機能を与え得、単一
の処理構成要素が干渉制御構成要素１０９２とプロセッサ１０７０との機能を与え得る。
【００８３】
　図１１では、通信システム１１００は、Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒ
ｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）／Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐ
ａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ（ＥＰＣ）１１０２（すなわち、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）またはＷＣＤＭＡ（登録
商標）（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅ
ｓｓ））と、ＵＥ１１０６として示されているモバイルデバイスにカバレージを提供する
ための３ＧＰＰ２ネットワーク１１０４とともに示されている。３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔ
ｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　２（３ＧＰＰ２）は、ＩＴＵのＩＭ
Ｔ－２０００プロジェクトの範囲内で広域的に適用可能な第３世代（３Ｇ）モバイル電話
システム仕様を製作する電気通信団体間のコラボレーションである。実際には、３ＧＰＰ
２は、以前の２Ｇ　ＣＤＭＡ技術に基づく３Ｇ規格のセットであるＣＤＭＡ２０００のた
めの標準化グループである。３ＧＰＰ２を、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌ
ｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）として知られる別の３Ｇ技
術のための規格を規定する３ＧＰＰと混同すべきではない。
【００８４】
　ＬＴＥ技術は、ＷＣＤＭＡとＣＤＭＡ２０００とを含む３Ｇシステムの革命的なアップ
グレードである。２Ｇ／３ＧシステムからＬＴＥまでの進化経路は、基本的に、ローコス
トで既存のネットワークを移行させるためのシステム間のインターワーキングとシームレ
スハンドオーバとを実現することによる。Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　Ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ（別名ＳＡＥ）は、３ＧＰＰのＬＴＥワイヤレス通信規格のコアネット
ワークアーキテクチャである。ＳＡＥは、いくつかの相違、すなわち、（１）簡略化され
たアーキテクチャ、（２）オールインターネットプロトコルネットワーク(All Internet 
Protocol Network)（ＡＩＰＮ）、および、（３）より高いスループットと、より低いレ
イテンシの無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）のサポート、および、ＧＰＲＳのような
レガシーシステムだけでなく非３ＧＰＰシステム（たとえばＷｉＭＡＸ）を含んでいる複
数の異種ＲＡＮ間のモビリティのサポート、を持った汎用パケット無線サービス（ＧＰＲ
Ｓ）コアネットワークの発展形(the evolution of the General Packet Radio Service (
GPRS) Core Network)である。
【００８５】
　ＬＴＥのための進化型ＲＡＮは、単一のノード、すなわち、ＵＥ１１０６とインターフ
ェースする進化型基本ノード（「ｅノードＢ」または「ｅＮＢ」）からなる。ｅＮＢは、
Ｅ－ＵＴＲＡＮ／ＥＰＣ１１０２のためのＥ－ＵＴＲＡＮ１１０８として示されている。
ｅＮＢは、物理（ＰＨＹ）レイヤと、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤと、無線リンク
制御（ＲＬＣ）レイヤと、ユーザプレーンヘッダ圧縮および暗号化の機能を含むＰａｃｋ
ｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＰＤＣＰ）レイヤとをホスティン
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グする。ｅＮＢはまた、コントロールプレーンに対応する無線リソース制御（ＲＲＣ）機
能を提供する。ｅＮＢは、無線リソース管理と、承認制御と、スケジューリングと、ネゴ
シエートされたアップリンク（ＵＬ）サービスの質（ＱｏＳ）の実施と、セル情報ブロー
ドキャストと、ユーザおよびコントロールプレーンデータの暗号化／復号と、ダウンリン
ク／アップリンク（ＤＬ／ＵＬ）ユーザプレーンパケットヘッダの圧縮／復元とを含む多
くの機能を実行する。
【００８６】
　全体的に、３つの異なる無線アクセス技術（ＲＡＴ）は、ＵＥ１１０６への無線アクセ
スのために示される。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１１０８は、ＵＥ１１０６へのＵｕ外部無線インタ
ーフェース（論理インターフェース）を有する。３ＧＰＰ２ネットワーク１１０４上で、
ＨＲＰＤベーストランシーバシステム（ＢＴＳ）１１１０と１ｘＲＴＴ（Ｒａｄｉｏ　Ｔ
ｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）ＢＴＳ１１１２の両方は、ＵＥ１１０
６へのＵｍ外部無線インターフェースを有することができる。例は、３ＧＰＰシステムの
場合のＵＥ１１０６へのＵｕまたはＵｍ、および３ＧＰＰ２システム（すなわち、ＣＤＭ
Ａ）の場合のＵｍである。ＵＥ１１０６への外部インターフェースは、エアインターフェ
ース１１１４上でユーザデータとシグナリングデータとをトランスポートする。
【００８７】
　ＳＡＥアーキテクチャの主要な構成要素は、ＳＡＥ　Ｃｏｒｅとしても知られているＥ
ＰＣ１１１５である。ＥＰＣ１１１５は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）１１１
６と、サービングゲートウェイ（ＳＧＷ）１１１８と、ＰＤＮゲートウェイ（ＰＧＷ）１
１２０とのサブ構成要素を介してＧＰＲＳネットワークの等価物として働く。
【００８８】
　ＭＭＥ１１１６は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１１０８として示されたＬＴＥアクセスネットワー
クのための主要な制御ノードである。ＭＭＥ１１１６は、アイドルモードＵＥの追跡プロ
シージャと、再送信を含むページングプロシージャとを受け持つ。ＭＭＥ１１１６は、ベ
アラ活動化／非活動化プロセスに関与し、また、初期接続時およびコアネットワーク（Ｃ
Ｎ）ノード再配置を含むＬＴＥ内ハンドオーバ時にＵＥ１１０６用のＳＧＷ１１１８を選
択することを受け持つ。ＭＭＥは（ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）と対話することによっ
て）ユーザを認証することを受け持つ。非アクセス層（ＮＡＳ）シグナリングはＭＭＥ１
１１６において終了し、ＭＭＥはまた、ＵＥ１１０６に対する一時的識別情報の生成およ
び割振りを受け持つ。ＭＭＥ１１１６は、サービスプロバイダのパブリックランドモバイ
ルネットワーク（ＰＬＭＮ）上にキャンプするためのＵＥ１１０６の許可を調べ、ＵＥロ
ーミング制限を執行する。ＭＭＥ１１１６は、ＮＡＳシグナリングの暗号化／完全性保護
のためのネットワーク中の終了ポイントであり、セキュリティキー管理を扱う。シグナリ
ングの合法的傍受もＭＭＥ１１１６によってサポートされる。ＭＭＥ１１１６はまた、Ｌ
ＴＥアクセスネットワークと２Ｇ／３Ｇアクセスネットワークと間のモビリティのための
制御プレーン機能に、サービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）（図示せず）から
の、ＭＭＥ１１１６において終了するＳ３インターフェースを与える。ＭＭＥ１１１６は
また、ローミングＵＥ用のホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）１１２２へのＳ６ａインターフ
ェースを終了する。
【００８９】
　ＳＧＷ１１１８は、ｅＮｏｄｅＢ間ハンドオーバ中のユーザプレーンのためのモビリテ
ィアンカー、およびＬＴＥと他の３ＧＰＰ技術との間のモビリティのためのアンカー（Ｓ
４インターフェースを終了し、２Ｇ／３ＧシステムとＰＧＷとの間のトラフィックを中継
する）としても働きながら、ユーザデータパケットをルーティングし、フォワーディング
する。アイドル状態ＵＥ１１０６の場合、ＳＧＷ１１１８は、ダウンリンク（ＤＬ）デー
タ経路を終了し、ＵＥ１１０６のためのＤＬデータが到着したときページングをトリガす
る。ＳＧＷ１１１８は、ＵＥコンテキスト、たとえばインターネットプロトコル（ＩＰ）
ベアラサービスのパラメータ、ネットワーク内部ルーティング情報を管理し、記憶する。
ＳＧＷ１１１８はまた、合法的傍受の場合のユーザトラフィックの複製を実行する。
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【００９０】
　ＰＧＷ１１２０は、ＵＥ１１０６のためのトラフィックの出入口のポイントとなること
によって、ＵＥ１１０６から、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）、パケット交
換サービス（ＰＳＳ）など、事業者のＩＰサービス１１２４として示された外部パケット
データネットワークへの接続性を与える。ＵＥ１１０６は、複数のＰＤＮにアクセスする
ために、２つ以上のＰＧＷ１１２０との同時接続性を有し得る。ＰＧＷ１１２０は、ポリ
シー執行、各ユーザ用のパケットフィルタリング、課金サポート、合法的傍受およびパケ
ットスクリーニングを実行する。ＰＧＷ１１２０の別の主要な役割は、ＷｉＭＡＸと３Ｇ
ＰＰ２（ＣＤＭＡ１ＸおよびＥｖＤＯ）など、３ＧＰＰ技術と非３ＧＰＰ技術との間のモ
ビリティのためのアンカーとして働くことである。
【００９１】
　場合によっては本明細書で３ＧＰＰ　Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴ
Ｅ）と呼ぶ発展型パケットシステム(the Evolved Packet System)（ＥＰＳ）の主要な特
徴(key feature)は、ＳＧＷ１１１８とＭＭＥ１１１６との間の明確に定義されたオープ
ンインターフェース（Ｓ１１）を用いた、ベアラプレーン機能を実行するネットワークエ
ンティティ（ＳＧＷ１１１８）からの、コントロールプレーン機能を実行するネットワー
クエンティティ（ＭＭＥ１１１６）の分離である。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１１０８が、新しいサ
ービスを使用可能にするために、ならびに既存のサービスを改善するためにより高い帯域
幅を提供するので、ＳＧＷ１１１８からのＭＭＥ１１１６の分離は、ＳＧＷ１１１８が高
帯域パケット処理のために最適化されたプラットフォームに基づくことができるが、ＭＭ
Ｅ１１１６がトランザクションをシグナリングするために最適化されたプラットフォーム
に基づくことを暗示する。これは、これらの２つの要素の各々について、ならびにこれら
の２つの要素の各々のスケーリングとは無関係に、よりコスト効果の高いプラットフォー
ムの選択を可能にする。レイテンシを低減し、障害点の集中を回避するように帯域幅を最
適化するために、サービスプロバイダは、ＭＭＥ１１１６のロケーションとは無関係なネ
ットワーク内のＳＧＷ１１１８の最適化トポロジーロケーションを選択することもできる
。
【００９２】
　アプリケーション機能（ＡＦ）は、トラフィックプレーンリソース（たとえば、ＵＭＴ
Ｓパケット交換（ＰＳ）領域／ＧＰＲＳ領域リソース）のポリシーおよび課金制御を必要
とするアプリケーションを提供する要素である。ＡＦは、事業者のＩＰサービス１１２４
として示されている。アプリケーション機能の一例は、ポリシー制御および課金ルール機
能（ＰＣＲＦ）１１２６である。ＡＦは、ＰＣＲＦ１１２６にセッション情報を提供する
ためにＲｘ基準点を使用することができる。ＰＣＲＦ１１２６は、ポリシー制御決定およ
びフローベース課金御機機能を包含する機能要素である。ＰＣＲＦ１１２６は、ポリシー
および課金実施機能（ＰＣＥＦ）（図示せず）に、サービスデータフロー検出、ゲート、
ＱｏＳ、およびフローベース課金（クレジット管理を除く）に関するネットワーク制御を
行う。ＰＣＲＦは、ＡＦからセッションおよびメディア関係情報を受信し、ＡＦにトラフ
ィックプレーンイベントを通知する。ＰＣＲＦ１１２６は、ＡＦによって提供されるサー
ビス情報を記憶する前に、サービス情報が事業者定義のポリシールールに一致することを
検査し得る。サービス情報は、サービスのＱｏＳを導出するために使用される。ＰＣＲＦ
１１２６は、ＡＦから受信した要求を拒否し得、その結果、ＰＣＲＦ１１２６は、ＡＦに
応答して、ＰＣＲＦ１１２６によって受け付けられ得るサービス情報を示す。ＰＣＲＦ１
１２６は、ポリシーおよび課金制御決定のためのベースとして、加入情報を使用し得る。
加入情報は、セッションベースのサービスと非セッションベースのサービスの両方につい
て適用し得る。各サービスについての加入固有情報は、たとえば最大ＱｏＳクラスと最大
ビットレートとを含み得る。ＡＦがそれを要求した場合、ＰＣＲＦ１１２６はＲｘ基準点
を介してＡＦに（ベアライベントとＡＦシグナリングトランスポート上のイベントとを含
む）ＩＰ－ＣＡＮ（インターネットプロトコル接続性アクセスネットワーク）セッション
イベントを報告する。
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【００９３】
　３ＧＰＰ認証、認可、課金（ＡＡＡ）サーバ１１２８は、Ｓ６ｃを介してＰＧＷ１１２
０にインターフェースされ、ＳＷｘインターフェースを介してＨＳＳ１１２２にインター
フェースされる。
【００９４】
　Ｓ１－ＭＭＥは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１１０８とＭＭＥ１１１６との間のコントロールプレ
ーンプロトコルのための基準点である。この基準点上のプロトコルは、ｅｖｏｌｖｅｄ　
Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ（ｅＲＡＮＡＰ）であり、トランスポートプロトコルとしてＳｔｒｅａｍ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＳＣＴＰ）を使用する。
【００９５】
　Ｓ１－Ｕは、ハンドオーバ中のベアラごとのユーザプレーントンネリングおよびｅＮＢ
間経路切替えのための、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１１０８とＳＧＷ１１１８との間の基準点である
。このインターフェース上のトランスポートプロトコルは、ＧＰＲＳ　Ｔｕｎｎｅｌｉｎ
ｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ（ＧＴＰ－Ｕ）である。
【００９６】
　Ｓ２ａは、信用できる非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスとＳＧＷ１１１８との間の関係する制
御およびモビリティサポートをユーザプレーンに提供する。Ｓ２ａはプロキシモバイルイ
ンターネットプロトコル（ＰＭＩＰ）に基づく。ＰＭＩＰをサポートしない信用できる非
３ＧＰＰ　ＩＰアクセスを介したアクセスを可能にするために、Ｓ２ａは、クライアント
モバイルインターネットプロトコルバージョン４（ＩＰｖ４）外部エージェント（ＦＡ）
モードをもサポートする。
【００９７】
　Ｓ２ｂは、進化型パケットデータゲートウェイ（ｅＰＤＧ）とＰＤＮ　ＧＷとの間の関
係する制御およびモビリティサポートをユーザプレーンに提供する。Ｓ２ｂはＰＭＩＰに
基づく。
【００９８】
　Ｓ２ｃは、ＵＥとＰＤＮ　ＧＷとの間の関係する制御およびモビリティサポートをユー
ザプレーンに提供する。この基準点は、信用できるおよび／または信用できない非３ＧＰ
Ｐアクセスおよび／または３ＧＰＰアクセス上でインプリメントされる。このプロトコル
は、クライアントモバイルＩＰコロケートモード（Client Mobile IP co-located mode）
に基づく。
【００９９】
　Ｓ３は、ＳＧＳＮ（図示せず）とＭＭＥ１１１６との間のインターフェースであり、ア
イドル状態またはアクティブ状態で、３ＧＰＰアクセスネットワークモビリティ間の、ユ
ーザおよびベアラの情報交換を可能にする。Ｓ３は、ＳＧＳＮ間で定義されるＧｎ基準点
に基づく。
【０１００】
　Ｓ４は、ＳＧＳＮとＳＧＷ１１１８との間の関係する制御およびモビリティサポートを
ユーザプレーンに提供し、ＳＧＳＮとゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）
（図示せず）との間で定義されるＧｎ基準点に基づく。
【０１０１】
　Ｓ５は、ＳＧＷ１１１８とＰＧＷ１１２０との間のユーザプレーントンネリングおよび
トンネル管理を提供する。ＳＧＷが、必要とされるＰＤＮ接続性のために非コロケートＰ
ＤＮ　ＧＷに接続する必要がある場合、Ｓ５は、ＵＥモビリティによるＳＧＷ再配置のた
めに使用される。
【０１０２】
　Ｓ６ａは、ＭＭＥ１１１６とＨＳＳ１１２２との間の進化型システムへのユーザアクセ
スを認証／許可する（ＡＡＡインターフェース）ための加入および認証データの転送を可
能にする。
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【０１０３】
　Ｓ７は、ポリシーおよび課金ルール機能（ＰＣＲＦ）１１２６からＰＧＷ１１２０中の
ポリシーおよび課金実施機能（ＰＣＥＦ）に（ＱｏＳ）ポリシーおよび課金ルールの転送
を行う。このインターフェースはＧｘインターフェースに基づく。
【０１０４】
　Ｓ１０は、ＭＭＥ再配置およびＭＭＥ間情報転送のためのＭＭＥ１１１６間の基準点で
ある。
【０１０５】
　Ｓ１１は、ＭＭＥ１１１６とＳＧＷ１１１８との間の基準点である。
【０１０６】
　ＳＧｉは、ＰＧＷ１１２０とパケットデータネットワーク１１２８との間の基準点であ
る。
【０１０７】
　パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）１１２８は、たとえば、ＩＭＳサービスのプロ
ビジョンのための、事業者外部パブリックまたはプライベートパケットデータネットワー
クあるいは事業者内部パケットデータネットワークであり得る。この基準点は、２Ｇ／３
ＧアクセスＲｘ＋のためのＧｉに対応する。Ｒｘ基準点は、アプリケーション機能とＰＣ
ＲＦ１１２６との間に常駐する。
【０１０８】
　３ＧＰＰ２ネットワーク１１０４は、ＨＲＰＤ　ＢＴＳ１１１０および１ｘＲＴＴ　Ｂ
ＴＳ１１１２に加えて、ＨＳＧＷ１１３０と、進化型ＨＲＰＤアクセスネットワーク／パ
ケット制御機能（ｅＡＮ／ＰＣＦ）１１３２と、３ＧＰＰ２　ＡＡＡサーバ／プロキシ(3
GPP2 AAA server/proxy)１１３４と、アクセスノード（ＡＮ）－ＡＡＡ１１３６と、ＡＮ
／ＰＣＦ１１３８と、パケットデータサービングノード（ＰＤＳＮ）１１４０と、基地局
コントローラ（ＢＳＣ）／ＰＣＦ１１４２とを含むものとして示されている。
【０１０９】
　このアーキテクチャでは、Ｓ１０１とＳ１０３とＳ２ａとを含むいくつかの新しいイン
ターフェースは、ＣＤＭＡ２０００　ＨＲＰＤとＬＴＥとの間のインターワーキングを実
現するために導入される。ＬＴＥのシステムアーキテクチャに対応して、パケットデータ
サービングノード（ＰＤＳＮ）はＨＳＧＷ１１３０とＰＧＷ１１２０とに分割され、アク
セスネットワーク／パケット制御機能（ＡＮ／ＰＣＦ）１１３８は、３つの新しいインタ
ーフェースをサポートするためにｅＡＮ／ＰＣＦ１１３２に拡張される。ＨＲＰＤは、こ
こで進化型ＨＲＰＤ（ｅＨＲＰＤ）と呼ばれる。
【０１１０】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮおよび３ＧＰＰ２　ｅＨＲＰＤネットワークアーキテクチャは、以下の
インターフェースを含む。
【０１１１】
　Ｓ１０１基準点は、３ＧＰＰ　ＥＰＣ１１１５中のＭＭＥ１１１６と３ＧＰＰ２　ｅＨ
ＲＰＤ１１０４中のｅＡＮ／ｅＰＣＦ１１３２との間のシグナリングインターフェースを
提供する。このＳ１０１基準点は、ソース／サービングアクセスネットワークを介してＵ
Ｅ１１０６とターゲットアクセスネットワークとの間のシグナリングおよびデータのトン
ネリングを行う。これは、ＵＥ１１０６が、事前登録を行うためにＬＴＥシステム上でＨ
ＲＰＤエアインターフェースシグナリングをトンネリングし、実際のハンドオーバの前に
ハンドオーバシグナリングメッセージをターゲットシステムと交換することを可能にし、
したがって、２つのシステム間のシームレスなおよび迅速なハンドオーバを実現する。
【０１１２】
　Ｓ１０３基準点は、ダウンリンクデータを転送するために使用される、ＥＰＣサービン
グゲートウェイ（ＳＧＷ）１１１８とＨＳＧＷ１１３０との間のベアラインターフェース
であり、ＬＴＥからＨＲＰＤへの転送中のパケットロスを最小限に抑える。Ｓ１０３基準
点は、３ＧＰＰ　ＥＰＣ１１１５中のＰＧＷ１１２０を３ＧＰＰ２　ｅＨＲＰＤネットワ
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ーク１１０４中のＨＳＧＷ１１３０に接続する。
【０１１３】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ／ＥＰＣ１１０２と３ＧＰＰ２　ｅＨＲＰＤネットワーク１１０４との
間のインターワーキングのために、以下の基準点が定義される。
【０１１４】
　Ｈ１基準点は、最適化ＨＳＧＷ間ハンドオフのためのソースＨＳＧＷ（Ｓ－ＨＳＧＷ）
とターゲットＨＳＧＷ（ＴＨＳＧＷ）との間でシグナリング情報を搬送する。
【０１１５】
　Ｈ２基準点は、最適化ＨＳＧＷ間ハンドオフのためのソースＨＳＧＷ（Ｓ－ＨＳＧＷ）
とターゲットＨＳＧＷ（Ｔ－ＨＳＧＷ）との間でユーザトラフィックを搬送する。
【０１１６】
　Ｇｘａ基準点は、３ＧＰＰ　ＥＰＣ１１０２中のＰＣＲＦ１１２６を、３ＧＰＰ２　ｅ
ＨＲＰＤネットワーク１１０４中のＨＳＧＷ１１３０中のベアラバインディングおよびイ
ベント報告機能（ＢＢＥＲＦ）に接続する。
【０１１７】
　Ｐｉ＊基準点は、ＨＳＧＷ１１３０を３ＧＰＰ２　ＡＡＡサーバ／プロキシ１１３４に
接続する。
【０１１８】
　Ｓ２ａ基準点は、３ＧＰＰ　ＥＰＣ１１１５中のＰＧＷ１１２０を３ＧＰＰ２　ｅＨＲ
ＰＤネットワーク１１０４中のＨＳＧＷ１１３０に接続する。この基準点は、ｅＨＲＰＤ
ネットワーク１１０４とＰＧＷ１１２０との間の関係する制御およびモビリティサポート
をユーザプレーンに提供する。Ｓ２ａは、信用できる非３ＧＰＰ　ＩＰアクセス（たとえ
ば、ＷｉＭＡＸアクセスネットワーク）と３ＧＰＰコアネットワーク（ＰＧＷ１１２０）
との間の関係する制御およびモビリティサポートをユーザプレーンに提供する。Ｓ２ａは
、モバイルアクセスゲートウェイとパケットデータゲートウェイとの間で定義される。モ
バイルＩＰｖ４がＳ２ａプロトコルとして使用された場合、この基準点のＷｉＭＡＸ側は
ＭＩＰｖ４外部エージェント機能によって終了される。
【０１１９】
　Ｓ６ｂは、必要な場合、モビリティ関係の認証のための、ＰＧＷ１１２０と３ＧＰＰ　
ＡＡＡサーバ／プロキシ１１３４との間の基準点である。Ｓ６ｂはまた、モビリティパラ
メータのストレージを検索し、要求するために使用され得る。この基準点はまた、動的ポ
リシーおよび課金制御（ＰＣＣ）がサポートされない場合に非３ＧＰＰアクセスのための
ＵＥの静的ＱｏＳプロファイルを検索するために使用され得る。Ｇｘは、ＰＣＲＦ１１２
６からＰＧＷ１１２０中のポリシーおよび課金実施機能（ＰＣＥＦ）へのＱｏＳポリシー
および課金ルールの転送を行う。Ｇｘａは、ＰＣＲＦ１１２６から信用できる非３ＧＰＰ
アクセス（たとえば、アクセスサービスネットワーク（ＡＳＮ）ゲートウェイ（ＧＷ））
へのＱｏＳポリシー情報の転送を行う。Ｇｘｃは、ＰＣＲＦ１１２６からＳＧＷ１１１８
へのＱｏＳポリシー情報の転送を行う。
【０１２０】
　認証および許可機能がＡＮ１１３２、１１３８において実行されることを可能にするた
めに、ＡＮ－ＡＡＡ１１３６が、アクセスネットワーク（ＡＮ）中の無線ネットワークコ
ントローラ（ＲＮＣ）（図示せず）と通信する。ＡＮ１１３２、１１３８とＡＮ－ＡＡＡ
１１３６との間のインターフェースは、Ａ１２インターフェースとして知られている。
【０１２１】
　ＨＳＧＷ１１３０は、ＬＴＥとＨＲＰＤとの間のシームレスモビリティと、ポリシーお
よび課金制御（ＰＣＣ）と、ローミングとを含む、ＵＥ１１０６と３ＧＰＰ　ＥＰＳアー
キテクチャとの間の相互接続を行う。ＨＳＧＷ１１３０は、ｅＡＮ／ＰＣＦ１１３２（す
なわち、Ａ１０／Ａ１１インターフェース）からのｅＨＲＰＤアクセスネットワークイン
ターフェースを終了するエンティティである。ＨＳＧＷ１１３０は、ＵＥ開始またはＵＥ
終了パケットデータトラフィックをルーティングする。ＨＳＧＷ１１３０はまた、ＵＥ１
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１０６へのリンクレイヤセッションを確立し、維持し、終了する。ＨＳＧＷ機能は、３Ｇ
ＰＰ　ＥＰＳアーキテクチャおよびプロトコルを用いてＵＥ１１０６のインターワーキン
グを行う。これは、モビリティと、ポリシー制御および課金（ＰＣＣ）と、アクセス認証
と、ローミングとのサポートを含む。ＨＳＧＷ１１３０は、Ｓ２ａ（プロキシモバイルイ
ンターネットプロトコルバージョン６（ＰＭＩＰｖ６））を使用して、ＨＳＧＷ間ハンド
オフをもサポートする。ＨＳＧＷ１１３０は、コンテキスト転送があるＨＳＧＷ間ハンド
オフをサポートする。ＨＳＧＷ１１３０は、コンテキスト転送がないＨＳＧＷ間ハンドオ
フを使用し得る。
【０１２２】
　ｅＡＮ／ＰＣＦ１１３２は、Ｓ１０１を通してＨＲＰＤエアインターフェースシグナリ
ングのトンネリングをサポートする。拡張ＡＮ／ＰＣＦソリューションは、接続レイヤに
おいてシグナリング適応プロトコル（ＳＡＰ）を追加する。
【０１２３】
　Ａ１０／Ａ１１インターフェースは、基地局システム－基地局コントローラ（ＢＳＳ－
ＢＣＦ）Ａ１０接続を維持するために、ＰＣＦとＰＤＳＮ１１４０との間のシグナリング
およびデータの送信を担持する。Ａ１０インターフェースはデータを担持し、Ａ１１イン
ターフェースはシグナリングを担持する。
【０１２４】
　Ａｂｉｓインターフェースは、ＢＳＣ（図示せず）とＢＴＳ１１１０、１１１２との間
のインターフェースのためにＡｂｉｓプロトコルを使用する。Ａｂｉｓインターフェース
は、アプリケーションレイヤ上で２つの部分、制御部分（Ａｂｉｓｃ）とトラフィック部
分（Ａｂｉｓｔ）とからなり、前者は、Ｕｍインターフェース制御チャネルシグナリング
を変換し、後者は、トラフィックチャネル上の制御を変換する。
【０１２５】
　ＵＥ１１０６およびＥ－ＵＴＲＡＮ１１０８のいずれかまたは両方は、ＨＯ最適化構成
要素１５０と基準１５２とを組み込み、インプリメントすることができる。
【０１２６】
　本明細書で説明したものの変形、修正、および他のインプリメンテーション(implement
ations)は、請求する本開示の趣旨および範囲から逸脱することなく、当業者が思いつく
であろう。したがって、本開示は、上記の例示的な説明によってではなく、代わりに以下
の特許請求の範囲の趣旨および範囲によって定義されるべきである。
　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］
　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するための方法であって、
　アクセスノードを介してＵＥにサービス提供することと、
　前記ＵＥが、ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノードの第１のカ
バレージエリア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージ
エリア内にあるとき、ハンドオフが保証されると判断することと、
　前記ＵＥが基準を満たすと判断することに応答して、ボイス接続のための前記第１のノ
ードへの、そして、パケットデータセッションのための前記第２のノードへの、前記ＵＥ
の同時ハンドオフを実行することと、
　前記ＵＥが前記基準を満たさないと判断することに応答して、前記第１のノードまたは
前記第２のノードのうちの選択された１つへの前記ＵＥのハンドオフを実行することと、
　を備える方法。
［Ｃ２］
　前記アクセスノードによって前記ＵＥにサービス提供することは、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ
　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）ＲＡＴを使用することをさらに備え、
　前記第１のノードが、１ｘＲＴＴを備える前記ボイス呼ＲＡＴを提供し、前記第２のノ
ードが、１ｘＥＶＤＯを備える前記データ呼ＲＡＴを提供する、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
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　前記ＵＥが前記基準を満たすと判断することは、前記ＵＥが進行中のパケットデータ通
信を有すると判断することをさらに備える、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記ＵＥが前記基準を満たすと判断することは、前記ＵＥが同時ハンドオフを要求した
と判断することをさらに備える、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記ＵＥが前記基準を満たすと判断することは、前記ＵＥにあるとされる加入者権利の
範囲を判断することをさらに備える、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記ＵＥが前記基準を満たすと判断することは、ネットワークトラフィック状態を判断
することをさらに備える、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記ＵＥが前記基準を満たすと判断することは、前記ＵＥが第２の受信機を有すると判
断することをさらに備える、上記Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］
　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するための少なくとも１つのプロセッサであっ
て、
　アクセスノードを介してＵＥにサービス提供するための第１のモジュールと、
　前記ＵＥが、ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノードの第１のカ
バレージエリア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージ
エリア内にあるとき、ハンドオフが保証されると判断するための第２のモジュールと、
　前記ＵＥが基準を満たすと判断することに応答して、ボイス接続のための前記第１のノ
ードへの、そしてパケットデータセッションのための前記第２のノードへの前記ＵＥの同
時ハンドオフを実行するための第３のモジュールと、
　前記ＵＥが前記基準を満たさないと判断することに応答して、前記第１のノードまたは
前記第２のノードのうちの選択された１つへの前記ＵＥのハンドオフを実行するための第
４のモジュールと、
　を備えるプロセッサ。
［Ｃ９］
　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するためのコンピュータプログラム製品であっ
て、
　　コンピュータに、アクセスノードを介してＵＥに対しサービス提供させるためのコー
ドの第１のセットと、
　　前記コンピュータに、前記ＵＥが、ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する
第１のノードの第１のカバレージエリア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノ
ードの第２のカバレージエリア内にあるとき、ハンドオフが保証されると判断させるため
のコードの第２のセットと、
　　前記コンピュータに、前記ＵＥが基準を満たすと判断することに応答して、ボイス接
続のための前記第１のノードへの、そして、パケットデータセッションのための前記第２
のノードへの、前記ＵＥの同時ハンドオフを実行させるためのコードの第３のセットと、
　　前記コンピュータに、前記ＵＥが前記基準を満たさないと判断することに応答して、
前記第１のノードまたは前記第２のノードのうちの選択された１つへの前記ＵＥのハンド
オフを実行させるためのコードの第４のセットと
　を備えるコードセットを記憶する非一時的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。
［Ｃ１０］
　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するための装置であって、
　アクセスノードを介してＵＥにサービス提供するための手段と、
　前記ＵＥが、ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノードの第１のカ
バレージエリア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージ
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エリア内にあるとき、ハンドオフが保証されると判断するための手段と、
　前記ＵＥが基準を満たすと判断することに応答して、ボイス接続のための前記第１のノ
ードへの、そして、パケットデータセッションのための前記第２のノードへの、前記ＵＥ
の同時ハンドオフを実行するための手段と、
　前記ＵＥが前記基準を満たさないと判断することに応答して、前記第１のノードまたは
前記第２のノードのうちの選択された１つへの前記ＵＥのハンドオフを実行するための手
段と、
　を備える装置。
［Ｃ１１］
　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するための装置であって、
　アクセスノードを介してＵＥにサービス提供するためのトランシーバと、
　前記ＵＥが、ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノードの第１のカ
バレージエリア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージ
エリア内にあるとき、ハンドオフが保証されると判断するためのコンピューティングプラ
ットフォームと、
　前記ＵＥが基準を満たすと判断することに応答して、ボイス接続のための前記第１のノ
ードへの、そして、パケットデータセッションのための前記第２のノードへの、前記ＵＥ
の同時ハンドオフを実行するためのネットワークインターフェースであって、
　さらに、前記ＵＥが前記基準を満たさないと判断することに応答して、前記第１のノー
ドまたは前記第２のノードのうちの選択された１つへの前記ＵＥのハンドオフをさらに実
行するための前記ネットワークインターフェースと、
　を備える装置。
［Ｃ１２］
　前記トランシーバは、さらに、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）Ｒ
ＡＴを使用することによって、前記アクセスノードにより前記ＵＥにサービス提供するた
めのものであり、
　前記第１のノードが、１ｘＲＴＴを備える前記ボイス呼ＲＡＴを提供し、前記第２のノ
ードが、１ｘＥＶＤＯを備える前記データ呼ＲＡＴを提供する、
　上記Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１３］
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記ＵＥが進行中のパケットデ
ータ通信を有すると判断することによって、前記ＵＥが前記基準を満たすと判断するため
のものである、上記Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１４］
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記ＵＥが同時ハンドオフを要
求したと判断することによって、前記ＵＥが前記基準を満たすと判断するためのものであ
る、上記Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１５］
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記ＵＥにあるとされる加入者
権利の範囲を判断することによって、前記ＵＥが前記基準を満たすと判断するためのもの
である、上記Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１６］
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、ネットワークトラフィック状態
を判断することによって、前記ＵＥが前記基準を満たすと判断するためのものである、上
記Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１７］
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記ＵＥが第２の受信機を有す
ると判断することによって、前記ＵＥが前記基準を満たすと判断するためのものである、
上記Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１８］
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　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するための方法であって、
　ＵＥにおいてアクセスノードからサービスを受信することと、
　前記ＵＥが、ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノードの第１のカ
バレージエリア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージ
エリア内にあるとき、ハンドオフが保証されると判断することと、
　前記ＵＥが基準を満たすと判断することに応答して、ボイス接続のための前記第１のノ
ードへの、そして、パケットデータセッションのための前記第２のノードへの、前記ＵＥ
の前記アクセスノードによる同時ハンドオフを要求することと、
　前記ＵＥが前記基準を満たさないと判断することに応答して、前記第１のノードまたは
前記第２のノードのうちの選択された１つへ、前記ＵＥの前記アクセスノードによるハン
ドオフを要求することと
を備える方法。
［Ｃ１９］
　前記アクセスノードからサービス提供を受信することは、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏ
ｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）ＲＡＴを使用することをさらに備え、
　前記第１のノードが、１ｘＲＴＴを備える前記ボイス呼ＲＡＴを提供し、前記第２のノ
ードが、１ｘＥＶＤＯを備える前記データ呼ＲＡＴを提供する、
　上記Ｃ１８に記載の方法。
［Ｃ２０］
　前記基準が満たされると判断することは、パケットデータ通信が進行中であると判断す
ることをさらに備える、上記Ｃ１８に記載の方法。
［Ｃ２１］
　前記基準が満たされると判断することは、同時ハンドオフについての好みにアクセスす
ることをさらに備える、上記Ｃ１８に記載の方法。
［Ｃ２２］
　同時ハンドオフについての前記好みにアクセスすることは、ユーザ入力を受信すること
をさらに備える、上記Ｃ２１に記載の方法。
［Ｃ２３］
　同時ハンドオフについての前記好みにアクセスすることは、時間制約型アプリケーショ
ンを示すアプリケーションプログラムインターフェースのパラメータ設定にアクセスする
ことをさらに備える、上記Ｃ２１に記載の方法。
［Ｃ２４］
　前記基準が満たされると判断することは、加入者権利の範囲を判断することをさらに備
える、上記Ｃ１８に記載の方法。
［Ｃ２５］
　前記基準が満たされると判断することは、ネットワークトラフィック状態を判断するこ
とをさらに備える、上記Ｃ１８に記載の方法。
［Ｃ２６］
　前記基準が満たされると判断することは、前記ＵＥが第２の受信機を有すると判断する
ことをさらに備える、上記Ｃ１８に記載の方法。
［Ｃ２７］
　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するための少なくとも１つのプロセッサであっ
て、
　ＵＥにおいてアクセスノードからサービスを受信するための第１のモジュールと、
　前記ＵＥが、ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノードの第１のカ
バレージエリア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージ
エリア内にあるとき、ハンドオフが保証されると判断するための第２のモジュールと、
　前記ＵＥが基準を満たすと判断することに応答して、ボイス接続のための前記第１のノ
ードへの、そして、パケットデータセッションのための前記第２のノードへの、前記ＵＥ
の前記アクセスノードによる同時ハンドオフを要求するための第３のモジュールと、



(33) JP 5745060 B2 2015.7.8

10

20

30

40

50

　前記ＵＥが前記基準を満たさないと判断することに応答して、前記第１のノードまたは
前記第２のノードのうちの選択された１つへ、前記ＵＥの前記アクセスノードによる前記
ＵＥのハンドオフを要求するための第４のモジュールと
を備えるプロセッサ。
［Ｃ２８］
　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するためのコンピュータプログラム製品であっ
て、
　　ＵＥにおいてコンピュータにアクセスノードからサービスを受信させるためのコード
の第１のセットと、
　　前記コンピュータに、前記ＵＥが、ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する
第１のノードの第１のカバレージエリア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノ
ードの第２のカバレージエリア内にあるとき、ハンドオフが保証されると判断させるため
のコードの第２のセットと、
　　前記コンピュータに、前記ＵＥが基準を満たすと判断することに応答して、ボイス接
続のための前記第１のノードへの、そして、パケットデータセッションのための前記第２
のノードへの、前記ＵＥの前記アクセスノードによる同時ハンドオフを要求させるための
コードの第３のセットと、
　　前記コンピュータに、前記ＵＥが前記基準を満たさないと判断することに応答して、
前記第１のノードまたは前記第２のノードのうちの選択された１つへの、前記ＵＥの前記
アクセスノードによるハンドオフを要求させるためのコードの第４のセットと
　を備えるコードセットを記憶する非一時的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。
［Ｃ２９］
　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するための装置であって、
　ＵＥにおいてアクセスノードからサービスを受信するための手段と、
　前記ＵＥが、ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノードの第１のカ
バレージエリア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージ
エリア内にあるとき、ハンドオフが保証されると判断するための手段と、
　前記ＵＥが基準を満たすと判断することに応答して、ボイス接続のための前記第１のノ
ードへの、そして、パケットデータセッションのための前記第２のノードへの、前記ＵＥ
の前記アクセスノードによる同時ハンドオフを要求するための手段と、
　前記ＵＥが前記基準を満たさないと判断することに応答して、前記第１のノードまたは
前記第２のノードのうちの選択された１つへの、前記ＵＥの前記アクセスノードによる前
記ＵＥのハンドオフを要求するための手段と
を備える装置。
［Ｃ３０］
　ユーザ機器（ＵＥ）のハンドオフを実行するための装置であって、
　ＵＥにおいてアクセスノードからサービスを受信するためのトランシーバと、
　前記ＵＥが、ボイス呼無線アクセス技術（ＲＡＴ）を提供する第１のノードの第１のカ
バレージエリア内、および、データ呼ＲＡＴを提供する第２のノードの第２のカバレージ
エリア内にあるとき、ハンドオフが保証されると判断するためのコンピューティングプラ
ットフォームとを備え、
　前記トランシーバは、さらに、前記ＵＥが基準を満たすと判断することに応答して、ボ
イス接続のための前記第１のノードへの、そして、パケットデータセッションのための前
記第２のノードへの、前記ＵＥの前記アクセスノードによる同時ハンドオフを要求するた
めのものであり、
　前記トランシーバは、さらに、前記ＵＥが前記基準を満たさないと判断することに応答
して、前記第１のノードまたは前記第２のノードのうちの選択された１つへの、前記ＵＥ
の前記アクセスノードによるハンドオフを要求するためのものである、装置。
［Ｃ３１］
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　前記トランシーバが、さらに、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）Ｒ
ＡＴを使用することによって、前記アクセスノードからサービスを受信するためのもので
あり、
　前記第１のノードが、１ｘＲＴＴを備える前記ボイス呼ＲＡＴを提供し、前記第２のノ
ードが、１ｘＥＶＤＯを備える前記データ呼ＲＡＴを提供する、
　上記Ｃ３０に記載の装置。
［Ｃ３２］
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、パケットデータ通信が進行中で
あると判断することによって、前記基準が満たされるかどうかを判断するためのものであ
る、上記Ｃ３０に記載の装置。
［Ｃ３３］
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、同時ハンドオフについての好み
にアクセスすることによって、前記基準が満たされるかどうかを判断するためのものであ
る、上記Ｃ３０に記載の装置。
［Ｃ３４］
　ユーザ入力を受信することによって同時ハンドオフについての前記好みにアクセスする
ためのユーザインターフェースをさらに備える、上記Ｃ３３に記載の装置。
［Ｃ３５］
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、時間制約型アプリケーションを
示すアプリケーションプログラムインターフェースのパラメータ設定にアクセスすること
によって同時ハンドオフについての前記好みにアクセスする、上記Ｃ３４に記載の装置。
［Ｃ３６］
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、加入者権利の範囲を判断するこ
とによって、前記基準が満たされるかどうかを判断するためのものである、上記Ｃ３０に
記載の装置。
［Ｃ３７］
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、ネットワークトラフィック状態
を判断することによって、前記基準が満たされるかどうかを判断するためのものである、
上記Ｃ３０に記載の装置。
［Ｃ３８］
　前記コンピューティングプラットフォームは、さらに、前記ＵＥが第２の受信機を有す
ると判断することによって、前記基準が満たされるかどうかを判断するためのものである
、上記Ｃ３０に記載の装置。
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