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(57)【要約】
ＨＮＢ（Ｈｏｍｅ　Ｎｏｄｅ－Ｂ：ホームノードＢ）お
よびＨ（ｅ）ＮＢ（Ｈｏｍｅ　ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄ
ｅ－Ｂ：ホーム発展型ノードＢ）（３３０）に対するロ
ーカル呼ルーティングのための、コア・ネットワークか
らの援助のない、ローカルＡＡＡ（Ａｕｔｈｅｎｔｉｃ
ａｔｉｏｎ，Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ，ａｎｄ　Ａ
ｃｃｏｕｎｔｉｎｇ：認証、認可、および会計）サーバ
（３５０）ならびにローカルＰＢＸ（Ｐｒｉｖａｔｅ　
Ｂｒａｎｃｈ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ：構内交換機）サーバ
（３４０）を使用する方法および装置が提供される。目
的ＷＴＲＵ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒ
ｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ：無線送受信ユニット）のＩＤ
（ＩＤｅｎｔｉｔｙ：識別子）を含む呼設定要求を受信
するための受信機（３３８）、および目的ＷＴＲＵのＩ
ＤをＣＳＧ（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｇ
ｒｏｕｐ：限定加入者グループ）の現在のメンバー（３
１０ａ～３１０ｎ）のリストと比較することによって、
呼設定要求をローカルにルーティングすることが可能か
否かを判定し、かつその判定が肯定的であるという条件
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＷＴＲＵ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ：無線送
受信ユニット）がＨ（ｅ）ＮＢ（Ｈｏｍｅ　ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ：ホーム発展
型ノードＢ）と通信状態にありかつ前記ＷＴＲＵがＣＳＧ（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓｃｒ
ｉｂｅｒ　Ｇｒｏｕｐ：限定加入者グループ）のメンバーであって、
　前記Ｈ（ｅ）ＮＢに呼設定要求を送信するように構成される送信機であって、前記呼設
定要求が目的ＷＴＲＵのＩＤ（ＩＤｅｎｔｉｔｙ：識別子）および前記ＷＴＲＵの前記Ｉ
Ｄを含み、前記目的ＷＴＲＵが前記ＣＳＧのメンバーである、送信機と、
　ローカルＰＢＸ（Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｂｒａｎｃｈ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ：構内交換機）サ
ーバから前記Ｈ（ｅ）ＮＢを介してチャンネル割り当てを受信するように構成される受信
機と
を備えることを特徴とするＷＴＲＵ。
【請求項２】
　目的ＷＴＲＵ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ：無
線送受信ユニット）のＩＤ（ＩＤｅｎｔｉｔｙ：識別子）を含む呼設定要求を受信するよ
うに構成される受信機と、
　前記目的ＷＴＲＵの前記ＩＤを前記ＣＳＧ（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｇ
ｒｏｕｐ：限定加入者グループ）の現在のメンバーのリストと比較することによって、前
記呼設定要求をローカルにルーティングすることが可能か否かを判定するように構成され
るプロセッサであって、前記判定が肯定的であるという条件にて、前記呼設定要求をロー
カルＰＢＸ（Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｂｒａｎｃｈ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ：構内交換機）サーバに
転送する、プロセッサと
を備えることを特徴とするＨ（ｅ）ＮＢ（Ｈｏｍｅ　ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ：ホ
ーム発展型ノードＢ）。
【請求項３】
　前記受信機が、前記ローカルＰＢＸサーバからページングおよび警告のメッセージを受
信するように構成され、前記メッセージが、前記目的ＷＴＲＵの前記ＩＤおよび前記発信
元ＷＴＲＵの前記ＩＤを含むことを特徴とする請求項２に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
【請求項４】
　前記プロセッサが、ページングおよび警告のメッセージを前記発信元ＷＴＲＵに転送す
るように構成され、前記メッセージが、前記目的ＷＴＲＵの前記ＩＤおよび前記発信元Ｗ
ＴＲＵの前記ＩＤを含むことを特徴とする請求項３に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
【請求項５】
　前記受信機が、前記目的ＷＴＲＵからページング応答を受信するように構成されること
を特徴とする請求項４に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
【請求項６】
　前記プロセッサが、前記ローカルＰＢＸサーバへページング応答を転送するように構成
されることを特徴とする請求項５に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
【請求項７】
　前記プロセッサが、前記呼要求接続を確立するように構成されることを特徴とする請求
項６に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
【請求項８】
　前記呼設定要求をルーティングすることができないということを判定するように、前記
プロセッサがさらに構成されるという条件にて、ネットワークが、前記発信元ＷＴＲＵと
前記目的ＷＴＲＵの間に接続を確立するように構成されることを特徴とする請求項２に記
載のＨ（ｅ）ＮＢ。
【請求項９】
　Ｈ（ｅ）ＮＢ（Ｈｏｍｅ　ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ：ホーム発展型ノードＢ）に
おいて実施される方法であって、前記方法は、
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　目的ＷＴＲＵ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ：無
線送受信ユニット）のＩＤ（ＩＤｅｎｔｉｔｙ：識別子）を含む呼設定要求を受信するス
テップと、
　前記目的ＷＴＲＵの前記ＩＤを前記ＣＳＧ（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｇ
ｒｏｕｐ：限定加入者グループ）の現在のメンバーのリストと比較することによって、前
記呼設定要求をローカルにルーティングすることが可能か否かを判定するステップと、前
記判定が肯定的であるという条件にて、前記呼設定要求をローカルＰＢＸ（Ｐｒｉｖａｔ
ｅ　Ｂｒａｎｃｈ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ：構内交換機）サーバに転送するステップと
を備えることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記ローカルＰＢＸサーバからページングおよび警告のメッセージを受信するステップ
であって、前記メッセージが、前記目的ＷＴＲＵの前記ＩＤおよび前記発信元ＷＴＲＵの
前記ＩＤを含む、ステップ
をさらに備えることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　ページングおよび警告のメッセージを発信元ＷＴＲＵに転送するステップであって、前
記メッセージが、前記目的ＷＴＲＵの前記ＩＤおよび前記発信元ＷＴＲＵの前記ＩＤを含
むこと
をさらに備えることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　ページング応答が前記目的ＷＴＲＵから受信されることを特徴とする請求項１１に記載
の方法。
【請求項１３】
　ページング応答が前記ローカルＰＢＸサーバに転送されることを特徴とする請求項１２
に記載の方法。
【請求項１４】
　呼要求接続が確立されることを特徴とする請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記呼設定要求をルーティングできないということを判定するように前記プロセッサが
さらに構成されるという条件にて、ネットワークにて前記発信元ＷＴＲＵと前記目的ＷＴ
ＲＵの間の接続を確立することを特徴とする請求項９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００９年１１月３日に出願された米国仮特許出願番号第６１／２５７，６
９５の利益を主張し、参照によりここに完全に詳述されるごとくに包含されるものである
。
【０００２】
　本出願は無線通信に関する。
【背景技術】
【０００３】
　３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
：第三世代パートナーシップ・プロジェクト）ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕ
ｔｉｏｎ：長期発展型）プログラムの狙いは、スペクトル効率の改善、待機時間の減少、
より高速のユーザー体験およびより豊富なアプリケーションのための無線リソースのより
良い利用、ならびに低コストのサービスを提供するための、ＬＴＥ設定および構成のため
の新技術、新しい構造、および新しい方法を開発することである。
【０００４】
　これらの努力の一部として３ＧＰＰは、ＬＴＥネットワークに対してＨｅＮＢ（Ｈｏｍ
ｅ　ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ：ホーム発展型ノードＢ）の概念を導入している。３
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ＧＰＰはまた、ＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔ
ｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：広帯域符号分割多元接続）に対するＨＮＢ（Ｈｏｍｅ　Ｎｏｄ
ｅ－Ｂ：ホームノードＢ）を検討しつつある。ＨＮＢは、ＵＴＲＡＮ（Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：ユニバーサ
ル・テレストリアル無線アクセス・ネットワーク）無線インターフェイス上で３ＧＰＰ　
ＷＴＲＵ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ：無線送受
信ユニット）を移動体事業者のネットワークに接続するＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ：インターネット・プロトコル）バックホール（ｂａｃｋｈａｕｌ）を使用す
るＣＰＥ（Ｃｕｓｔｏｍｅｒ　Ｐｒｅｍｉｓｅ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：宅内機器）である
。ＨｅＮＢは、ＥＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ－ＵＴＲＡＮ：発展型ＵＴＲＡＮ）無線イ
ンターフェイス上で３ＧＰＰ　ＷＴＲＵを移動体事業者のネットワークへ接続するＩＰバ
ックホールを使用するＣＰＥである。
【０００５】
　３ＧＰＰ標準の本体はＨＮＢおよびＨ（ｅ）ＮＢを定義している。Ｈ（ｅ）ＮＢは、Ｗ
ＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：無線ローカル・エ
リア・ネットワーク）ＡＰ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ：アクセス・ポイント）と同様で
あることができる物理デバイスのことを指す。Ｈ（ｅ）ＮＢは、ホームまたは小規模事務
所などの小さいサービス領域にわたってのＬＴＥサービスへのアクセスをユーザーに提供
する。
【０００６】
　Ｈ（ｅ）ＮＢは、ホーム準拠のネットワークへのローカルＩＰアクセスを可能とし、直
接接続された（すなわちＨ（ｅ）ＮＢ無線アクセスを使用する）ＩＰ能力のあるＷＴＲＵ
に対してホームにおける他のＩＰ能力のあるデバイスへのアクセスを提供することができ
る。ローカルＩＰアクセスに対して発生するトラフィックは、移動体事業者のネットワー
クまたはコア・ネットワークとの間で送信され受信されるＨ（ｅ）ＮＢメッセージ以外に
は、事業者のネットワークを通らない場合がある。
【０００７】
　図１は、Ｈ（ｅ）ＮＢ１０２などのＷＬＡＮまたは他の手段を介してＩＰ接続性を提供
する企業ネットワーク１００の例を示す。企業ネットワークは例えば、Ｈ（ｅ）ＮＢ１０
２、プリンター、コンピューター、およびテレビ１０４、ならびにＷＴＲＵ１０１を含む
。企業ネットワークは、スキャナー、公開のまたは個人のフォルダー、デジタル・メディ
ア・プレーヤー、および同様なものへのアクセスを含むことができる。
【０００８】
　Ｈ（ｅ）ＮＢ１０２および移動体事業者のコア・ネットワーク１０３を介してＩＰトラ
フィックを送受信するようにＷＴＲＵ１０１を構成することができる。ネットワークを通
してのＨ（ｅ）ＮＢ１０２によって生成されるローカルＩＰトラフィック１０５（すなわ
ち非３ＧＰＰシグナリング）は、ＩＰ層または他の層にてデータの送信／受信を伴うこと
ができる。
【０００９】
　３ＧＰＰ標準に従って配備されている現在のＷＬＡＮまたはＨ（ｅ）ＮＢは、これらの
技術により支援される端末間の呼計画（ｃａｌｌｉｎｇ　ｐｌａｎ）を提供することを含
んではいない。Ｈ（ｅ）ＮＢがホーム用のデバイスに制限されることなくかつ他のＷＴＲ
Ｕへのアクセスを提供されるなら有益であろう。これは、３ＧＰＰコア・ネットワークを
通ることなく、同一のＨ（ｅ）ＮＢ内の別の加入者への呼を可能とすることができる。現
在では、Ｈ（ｅ）ＮＢの呼は呼設定を完了するために、コア・ネットワーク（すなわち交
換局またはＩＭＳ）までずっと遡ってルーティングされねばならない。ホーム用のデバイ
スに限定されないＨ（ｅ）ＮＢ、およびコア・ネットワークを通ることなく他のＷＴＲＵ
へのアクセスを提供するＨ（ｅ）ＮＢに対する必要性は存在する。
【発明の概要】
【００１０】
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　ＨＮＢおよびＨ（ｅ）ＮＢに対するローカル呼ルーティングのための、コア・ネットワ
ークからの援助のない、ローカルＡＡＡ（Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ，Ａｕｔｈｏｒ
ｉｚａｔｉｏｎ，ａｎｄ　Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ：認証、認可、および会計）サーバなら
びにローカルＰＢＸ（Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｂｒａｎｃｈ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ：構内交換機）
サーバを使用する方法および装置が提供される。目的ＷＴＲＵ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒ
ａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ：無線送受信ユニット）のＩＤ（ＩＤｅｎｔｉ
ｔｙ：識別子）を含む呼設定要求を受信するための受信機、および目的ＷＴＲＵのＩＤを
ＣＳＧ（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｇｒｏｕｐ：限定加入者グループ）の現
在のメンバーのリストと比較することによって、呼設定要求をローカルにルーティングす
ることが可能か否かを判定し、かつその判定が肯定的であるという条件にて、その呼設定
要求をローカルＰＢＸ（Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｂｒａｎｃｈ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ：構内交換機
）サーバに転送するためのプロセッサ、を含むＨ（ｅ）ＮＢが、説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　添付図面に関連して例として与えられる以下の説明から、より詳細な理解を得ることが
できる。
【００１２】
【図１】ＷＬＡＮまたはＨ（ｅ）ＮＢを介してＩＰ接続性を提供する企業ネットワークの
一例を示す図である。
【図２Ａ】１つまたは複数の開示される実施形態を実施することができる通信システムの
一例の系統図である。
【図２Ｂ】図２Ａにおいて例証された通信システム中で使用することができるＷＴＲＵ（
Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ：無線送受信ユニット
）の一例の系統図である。
【図２Ｃ】図２Ａにおいて例証された通信システム中で使用することができる無線アクセ
ス・ネットワークの一例およびコア・ネットワークの一例の系統図である。
【図３】一実施形態による、Ｈ（ｅ）ＮＢ中のローカル呼をＣＳＧメンバーにルーティン
グするためのローカルなネットワーク・アーキテクチャを例証する図である。
【図４】一実施形態による、ローカル呼設定要求処理を例証するフロー図である。
【図５Ａ】Ｈ（ｅ）ＮＢでのローカル呼確立のフロー図である。
【図５Ｂ】Ｈ（ｅ）ＮＢでのローカル呼確立のフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　今後において参照されると、用語「ＷＴＲＵ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／
Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ：無線送受信ユニット）」は、限定的ではなく、ＵＥ（Ｕｓｅ
ｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：ユーザー機器）、移動体端末、固定型または移動体の加入者ユ
ニット、ページャー、携帯電話、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉ
ｓｔａｎｔ：携帯情報端末）、コンピューター、または無線環境において動作する能力の
ある他の如何なる種別のユーザー・デバイスをも含む。今後において参照されると、用語
「基地局（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）」は、限定的ではなく、ノードＢ（Ｎｏｄｅ－Ｂ
）、サイト制御装置、ＡＰ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ：アクセス・ポイント）、または
無線環境において動作する能力のある他の如何なる種別のインターフェイス・デバイスを
も含む。
【００１４】
　図２Ａは、１つまたは複数の開示される実施形態を実施することができる通信システム
２００の一例の図である。通信システム２００は、音声、データ、ビデオ、メッセージン
グ、放送等などの、コンテンツを複数の無線ユーザーに提供する多元アクセス・システム
であることができる。通信システム２００は、無線の帯域幅を含むシステム・リソースの
共有を通して、複数の無線ユーザーがそのようなコンテンツにアクセスすることを可能に
することができる。例えば通信システム２００は、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
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ｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：符号分割多元接続）、ＴＤＭＡ（Ｔｉｍｅ　Ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：時分割多元接続）、ＦＤＭＡ（Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ：周波数分割多元接
続）、ＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ＦＤＭＡ：直交ＦＤＭＡ）、ＳＣ－ＦＤＭＡ
（Ｓｉｎｇｌｅ－Ｃａｒｒｉｅｒ　ＦＤＭＡ：単一キャリアＦＤＭＡ）、および同様なも
のなどの、１つまたは複数のチャンネル接続方法を採用することができる。
【００１５】
　図２Ａにおいて示されるように通信システム２００は、ＷＴＲＵ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　
Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ：無線送受信ユニット）１０８ａ、１０８
ｂ、１０８ｃ、１０８ｄ、ＲＡＮ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：無線ア
クセス・ネットワーク）２０４、コア・ネットワーク２０６、ＰＳＴＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　
Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：公衆電話ネットワーク）２０
８、インターネット２１０、および他のネットワーク２１２を含むことができ、開示され
る実施形態は、何れの数のＷＴＲＵ、基地局、ネットワーク、および／またはネットワー
ク要素をも考慮していることが理解されよう。ＷＴＲＵ１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、
１０８ｄのそれぞれは、無線環境で動作しそして／または通信するように構成される何れ
の種別のデバイスであることもできる。例としてＷＴＲＵ１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ
、１０８ｄは、無線信号を送信しそして／または受信するように構成することができ、そ
してＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：ユーザー機器）、移動局、固定型または移動
型の加入者ユニット、ページャー、携帯電話、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａ
ｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ：携帯情報端末）、スマートフォン、ラップトップ、ノート、パ
ーソナル・コンピューター、無線センサー、家電製品、および同様なものを含むことがで
きる。
【００１６】
　通信システム２００はまた、基地局２１４ａおよび基地局２１４ｂを含むことができる
。基地局２１４ａ、２１４ｂのそれぞれは、ＷＴＲＵ１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１
０８ｄの内の少なくとも１つと無線にてインターフェイスし、コア・ネットワーク２０６
、インターネット２１０、および／またはネットワーク２１２などの、１つまたは複数の
通信ネットワークへのアクセスを容易にするように構成される、何れの種別のデバイスで
あることもできる。基地局２１４ａ、２１４ｂは例として、ＢＴＳ（Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎ
ｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ：基本送受信局）、ノードＢ（Ｎｏｄｅ－Ｂ）、ｅノー
ドＢ（ｅＮｏｄｅ－Ｂ）、ホームノードＢ（Ｈｏｍｅ　Ｎｏｄｅ－Ｂ）、Ｈ（ｅ）ＮＢ、
サイト制御装置、ＡＰ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ：アクセス・ポイント）、無線ルータ
ー、および同様なものであることができる。基地局２１４ａ、２１４ｂがそれぞれ単一の
要素として表現されるが、基地局２１４ａ、２１４ｂは、何れの数の相互接続された基地
局および／またはネットワーク要素を含むことができることが理解されよう。
【００１７】
　基地局２１４ａはＲＡＮ２０４の一部であることができ、また他の基地局および／また
はＢＳＣ（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：基地局制御装置）、ＲＮ
Ｃ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：無線ネットワーク制御装置）
、リレー・ノード等などの、ネットワーク要素（示されない）を含むことができる。セル
（示されない）と呼ぶことができる特定の地理的領域の中にて無線信号を送信しそして／
または受信するように基地局２１４ａおよび／または基地局２１４ｂを構成することがで
きる。セルをさらにセル・セクターに分割することができる。例えば基地局２１４ａに関
連付けられるセルを３つのセクターに分割することができる。従って一実施形態において
は、基地局２１４ａは３つの送受信機、すなわちセルの各セクターあたり１つ、を含むこ
とができる。別の実施形態においては、基地局２１４ａがＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ－
Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ：多入力多出力）技術を採用することがで
き、従ってセルの各セクターに対して複数の送受信機を利用することができる。
【００１８】
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　基地局２１４ａ、２１４ｂは、無線インターフェイス２１６上でＷＴＲＵ１０８ａ、１
０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄの内の１つまたは複数と通信することができ、無線インター
フェイス２１６は何れの適当な無線通信リンク（例えばＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅ
ｎｃｙ：無線周波数）、マイクロ波、ＩＲ（ＩｎｆｒａＲｅｄ：赤外線）、ＵＶ（Ｕｌｔ
ｒａＶｉｏｌｅｔ：紫外線）、可視光等）であることもできる。何れの適当なＲＡＴ（Ｒ
ａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ：無線アクセス技術）を使用しても無線
インターフェイス２１６を確立することができる。
【００１９】
　より詳しく述べると、上で述べたように通信システム２００は多元アクセス・システム
であることができ、そしてＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ
、および同様なものなどの、１つまたは複数のチャンネル・アクセス方式を採用すること
ができる。例えば、ＲＡＮ２０４における基地局２１４ａおよびＷＴＲＵ１０８ａ、１０
８ｂ、１０８ｃは、ＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ：広帯域ＣＤＭＡ）を使用
して無線インターフェイス１１６を確立することができる、ＵＴＲＡ（ＵＭＴＳ（Ｕｎｉ
ｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ：
統合無線通信システム）Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ：ＵＭＴＳ
テレストリアル無線アクセス）などの無線技術を実施することができる。ＷＣＤＭＡは、
ＨＳＰＡ（Ｈｉｇｈ－Ｓｐｅｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ：高速パケット・アクセ
ス）、および／またはＨＳＰＡ＋（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＨＳＰＡ：発展型ＨＳＰＡ）などの
通信プロトコルを含むことができる。ＨＳＰＡはＨＳＤＰＡ（Ｈｉｇｈ－Ｓｐｅｅｄ　Ｄ
ｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ：下りリンク高速パケット・アクセス）お
よび／またはＨＳＵＰＡ（Ｈｉｇｈ－Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃ
ｅｓｓ：上りリンク高速パケット・アクセス）を含むことができる。
【００２０】
　別の実施形態においては、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０８ａ、１０８ｂ、１０８
ｃは、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ：長期発展型）および／または
ＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）を使用して無線インターフェイス２１６を確立
することができる、Ｅ－ＵＴＲＡ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ
　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ：発展型ＵＭＴＳテレストリアル無線アクセス）などの無線
技術を実施することができる。
【００２１】
　他の実施形態においては、基地局２１４ａおよびＷＴＲＵ１０８ａ、１０８ｂ、１０８
ｃは、ＩＥＥＥ８０２．１６（すなわちＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏ
ｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ））、ＣＤＭＡ２０
００、ＣＤＭＡ２０００　ＩＸ、ＣＤＭＡ２０００　ＥＶ－ＤＯ、ＩＳ－２０００（Ｉｎ
ｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　２０００）、ＩＳ－９５（Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄ
ａｒｄ　９５）、ＩＳ－８５６（Ｉｎｔｅｒｉｍ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　８５６）、ＧＳＭ
（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ
）、ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　ＧＳＭ　Ｅｖｏｌｕ
ｔｉｏｎ）、ＧＥＲＡＮ（ＧＳＭ　ＥＤＧＥ）、および同様なものなどの無線技術を実施
することができる。
【００２２】
　図２Ａにおける基地局２１４ｂは、例えば、無線方式ルーター、ホームノードＢ（Ｈｏ
ｍｅ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）、ホームｅノードＢ（Ｈｏｍｅ　ｅＮｏｄｅ　Ｂ）、またはアクセ
ス・ポイントであることができ、そして勤務場所、ホーム、乗り物、キャンパス、同様な
ものなどの、ローカル化された領域における無線の接続性を容易にするために何れの適当
なＲＡＴを利用することもできる。一実施形態においては、基地局２１４ｂおよびＷＴＲ
Ｕ１０８ｃ、１０８ｄが、ＩＥＥＥ８０２．１１などの無線技術を実施し、ＷＬＡＮ（Ｗ
ｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：無線ローカル・エリア・ネッ
トワーク）を確立することができる。別の実施形態においては、基地局２１４ｂ、および
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ＷＴＲＵ１０８ｃ、１０８ｄが、ＩＥＥＥ８０２．１５などの無線技術を実施し、ＷＰＡ
Ｎ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：無線個人領域ネ
ットワーク）を確立することができる。さらに別の実施形態においては、基地局２１４ｂ
、およびＷＴＲＵ１０８ｃ、１０８ｄが、セルに準拠するＲＡＴ（例えばＷＣＤＭＡ、Ｃ
ＤＭＡ２０００、ＧＳＭ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａ等）を利用し、ピコセル（ｐｉｃｏｃｅｌ
ｌ）またはフェムトセル（ｆｅｍｔｏｃｅｌｌ）を確立することができる。図２Ａに示さ
れるように、基地局２１４ｂはインターネット２１０への直接接続を有することができる
。従って、基地局２１４ｂはコア・ネットワーク２０６を介してインターネット２１０に
アクセスすることを必要としないことができる。
【００２３】
　ＲＡＮ２０４はコア・ネットワーク２０６と通信状態にあることができ、コア・ネット
ワーク２０６は、ＷＴＲＵ１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄの内の１つまたは複
数に対して、音声、データ、アプリケーション、および／またはＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　
ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：ボイス・オーバー・インターネット・
プロトコル）サービスを提供するように構成される何れの種別のネットワークであること
もできる。例えばコア・ネットワーク２０６は、呼制御、課金サービス、移動体位置準拠
のサービス、プリペイド（ｐｒｅ－ｐａｉｄ）通話、インターネット接続性、ビデオ配信
等を提供し、そして／またはユーザー認証などの高水準のセキュリティ機能を実行するこ
とができる。図２Ａには示されないが、ＲＡＮ２０４および／またはコア・ネットワーク
２０６が、ＲＡＮ２０４と同一のＲＡＴまたは別のＲＡＴを採用する他のＲＡＮと直接的
な、または間接的な通信状態にあることができることが理解されよう。例えば、Ｅ－ＵＴ
ＲＡ無線技術を利用することができるＲＡＮ２０４に接続されていることに加えて、コア
・ネットワーク２０６がまた、ＧＳＭ無線技術を採用している別のＲＡＮ（示されない）
と通信状態にあることができる。
【００２４】
　コア・ネットワーク２０６はまた、ＰＳＴＮ２０８、インターネット２１０、および／
または他のネットワーク２１２にアクセスするための、ＷＴＲＵ１０８ａ、１０８ｂ、１
０８ｃ、１０８ｄに対するゲートウェイとしての機能を果たすことができる。ＰＳＴＮ２
０８は、ＰＯＴＳ（Ｐｌａｉｎ　Ｏｌｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ：基本電
話サービス）を提供する回線交換（ｃｉｒｃｕｉｔ－ｓｗｉｔｃｈｅｄ）電話ネットワー
クを含むことができる。インターネット２１０は、ＴＣＰ／ＩＰインターネット・プロト
コル群におけるＴＣＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
：送信制御プロトコル）、ＵＤＰ（Ｕｓｅｒ　Ｄａｔａｇｒａｍ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ：ユ
ーザー・データグラム・プロトコル）、およびＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ：インターネット・プロトコル）などの、共通的通信プロトコルを使用する相互接続さ
れたコンピューター・ネットワークおよびデバイスの大域的なシステムを含むことができ
る。ネットワーク２１２は、他のサービス・プロバイダーが所有しそして／または運用す
る有線のまたは無線の通信ネットワークを含むことができる。例えばネットワーク２１２
は、ＲＡＮ２０４と同一のＲＡＴまたは別のＲＡＴを採用することができる１つまたは複
数のＲＡＮに接続された別のコア・ネットワークを含むことができる。
【００２５】
　通信システム２００におけるＷＴＲＵ１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄの内の
いくつかまたはすべてがマルチ・モード能力含むことができる。すなわち、ＷＴＲＵ１０
８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、１０８ｄが、別々の無線リンク上で別々の無線ネットワーク
と通信するために複数の送受信機を含むことができる。例えば図２Ａにおいて示されるＷ
ＴＲＵ１０８ｃは、セル準拠の無線技術を採用することができる基地局２１４ａおよびＩ
ＥＥＥ８０２無線技術を採用することができる基地局２１４ｂと通信するように構成する
ことができる。
【００２６】
　図２Ｂは、ＷＴＲＵ１０８の一例の系統図である。図２Ｂにおいて示されるようにＷＴ
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ＲＵ１０８は、プロセッサ２１８、送受信機２２０、送信／受信要素２２２、スピーカー
／マイクロホン２２４、キーパッド２２６、表示器／タッチパッド２２８、着脱不可メモ
リ２３０、着脱可能メモリ２３２、電源２３４、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏ
ｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ：全地球側位システム）チップセット２３６、および他の周辺機
器２３８を含むことができる。ＷＴＲＵ１０８は、実施形態と矛盾がない範囲で、前述の
要素の何れの部分結合をも含むことができることが理解されよう。
【００２７】
　プロセッサ２１８は、汎用目的プロセッサ、専用目的プロセッサ、従来型のプロセッサ
、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ：デジタル信号プロセッ
サ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連付けられた１つまたは複数のマイク
ロプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐ
ｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：特定用途向けＩＣ）、ＦＰＧＡ
（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）回路、他の何れかの
種別のＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：集積回路）、状態マシン、および
同様なものであることができる。プロセッサ１１８は、信号符号化、データ処理、電源制
御、入力／出力処理、および／またはＷＴＲＵ１０８が無線環境において動作することを
可能にする他の如何なる機能性をも実行することができる。プロセッサ２１８は、送信／
受信要素２２２に結合することができる、送受信機２２０と結合することができる。図２
Ｂは、プロセッサ２１８および送受信機２２０を別個の構成要素として表現しているが、
プロセッサ２１８および送受信機２２０を電子パッケージまたはチップにおいて一緒に統
合することができることが理解されよう。
【００２８】
　送信／受信要素２２２は、無線インターフェイス２１６上にて基地局（例えば基地局２
１４ａ）へ信号を送信しまたはそこから信号を受信するように構成することができる。例
えば一実施形態において送信／受信要素２２２は、ＲＦ信号を送信しそして／または受信
するように構成されるアンテナであることができる。別の実施形態において送信／受信要
素２２２は、例えばＩＲ、ＵＶ、または可視光信号を送信しそして／または受信するよう
に構成されるエミッタ／検出器であることができる。さらに別の実施形態において送信／
受信要素２２２は、ＲＦおよび光信号の両方を送信しそして受信するように構成すること
ができる。送信／受信要素２２２は、無線信号の何れの組み合わせをも送信しそして／ま
たは受信するように構成することができることが理解されよう。
【００２９】
　さらに加えて、送信／受信要素２２２は図２Ｂにおいては単一の要素として表現されて
いるが、ＷＴＲＵ１０８は、任意の数の送信／受信要素２２２を含むこともできる。より
詳しく述べるとＷＴＲＵ１０８はＭＩＭＯ技術を採用することができる。従って一実施形
態においてはＷＴＲＵ１０８が、無線インターフェイス２１６上にて無線信号を送信しそ
して受信するために、２つまたはそれ以上の送信／受信要素２２２（例えばマルチアンテ
ナ）を含むことができる。
【００３０】
　送受信機２２０は、送信／受信要素２２２によって送信されるべき信号を変調するよう
に、そして送信／受信要素２２２によって受信される信号を復調するように構成すること
ができる。上で述べたようにＷＴＲＵ１０８はマルチ・モード能力を有することができる
。従って送受信機２２０は、例えばＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．１１などの複数のＲ
ＡＴを介してＷＴＲＵ１０８が通信することを可能にするために複数の送受信機を含むこ
とができる。
【００３１】
　ＷＴＲＵ１０８のプロセッサ２１８は、スピーカー／マイクロホン２２４、キーパッド
２２６、および／または表示器／タッチパッド２２８（例えばＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃ
ｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ：液晶表示）表示ユニット、またはＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎ
ｉｃ　Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：有機発光ダイオード）表示ユニット
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に結合することができ、そしてそこからユーザー入力データを受信することができる。プ
ロセッサ２１８はまた、スピーカー／マイクロホン２２４、キーパッド２２６、および／
または表示器／タッチパッド２２８にユーザー・データを出力することができる。さらに
加えてプロセッサ２１８は、着脱不可メモリ２３０および／または着脱可能メモリ２３２
などの、何れの種別の適当なメモリとの間でも情報にアクセスし、そしてデータを格納す
ることができる。着脱不可メモリ２３０はＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍ
ｏｒｙ：ランダム・アクセス・メモリ）、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ：
読み出し専用メモリ）、ハード・ディスク、または他の如何なる種別のメモリ記憶装置を
も含むことができる。着脱可能メモリ２３２は、ＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅ
ｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ：加入者識別モジュール）カード、メモリ・スティック、ＳＤ
（Ｓｅｃｕｒｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ）メモリ・カード、および同様なものを含むことができ
る。他の実施形態においてプロセッサ２１８は、サーバまたはホーム用コンピューター（
示されない）上などの、物理的にはＷＴＲＵ１０８上に位置してはいないメモリとの間で
、情報にアクセスしそしてデータを格納することができる。
【００３２】
　プロセッサ２１８は、電源２３４から電力を受け取ることができ、そして電力をＷＴＲ
Ｕ１０８中の他の構成要素に分配しそして／または制御するように構成することができる
。電源２３４は、ＷＴＲＵ１０８に電力を供給するための任意の適当なデバイスであるこ
とができる。例えば電源２３４は、１つまたは複数の乾電池バッテリー（例えばＮｉＣｄ
（Ｎｉｃｋｅｌ－Ｃａｄｍｉｕｍ：ニッケル・カドミウム）、ＮｉＺｎ（Ｎｉｃｋｅｌ－
Ｚｉｎｃ：ニッケル亜鉛）、ＮｉＭＨ（Ｎｉｃｋｅｌ　Ｍｅｔａｌ　Ｈｙｄｒｉｄｅ：ニ
ッケル金属水素化物）、Ｌｉ－ｉｏｎ（Ｌｉｔｈｉｕｍ－ｉｏｎ：リチウム・イオン）等
）、太陽電池、燃料電池、および同様なものを含むことができる。
【００３３】
　プロセッサ２１８はまたＧＰＳチップセット２３６と結合することができ、ＷＴＲＵ１
０８の現在の位置に関する位置情報（例えば経度および緯度）を提供するようにＧＰＳチ
ップセット２３６を構成することができる。ＧＰＳチップセット２３６からの情報にさら
に加えて、またはその代わりに、ＷＴＲＵ１０８は基地局（例えば基地局２１４ａ、２１
４ｂ）から位置情報を無線インターフェイス２１６上にて受信し、そして／または２つま
たはそれ以上の近傍の基地局から受信される信号のタイミングに基づきその位置を判定す
ることができる。ＷＴＲＵ１０８は、実施形態と矛盾がない範囲で、任意の適当な位置同
定方法により位置情報を取得することができることが理解されよう。
【００３４】
　プロセッサ２１８はさらに他の周辺機器２３８と結合することができ、周辺機器２３８
は、付加的な機能、機能性、および／または有線のあるいは無線の接続性を提供する１つ
または複数のソフトウェアおよび／またはハードウェア・モジュールを含むことができる
。例えば周辺機器２３８は、加速度計、電子コンパス、衛星送受信機、デジタル・カメラ
（写真またはビデオ用の）、ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ）ポー
ト、振動デバイス、テレビ送受信機、ヘッドホン（ｈａｎｄｓ　ｆｒｅｅ　ｈｅａｄｓｅ
ｔ）、ブルーツース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））モジュール、ＦＭ（Ｆｒｅｑｕ
ｅｎｃｙ　Ｍｏｄｕｌａｔｅｄ：周波数変調用）無線ユニット、デジタル音楽プレーヤー
、メディア・プレーヤー、テレビゲーム・プレーヤー・モジュール、インターネット・ブ
ラウザー、および同様なものを含むことができる。
【００３５】
　図２Ｃは、一実施形態によるＲＡＮ２０４およびコア・ネットワーク２０６の系統図で
ある。上で述べたようにＲＡＮ２０４は、ＷＴＲＵ１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃと無線
インターフェイス２１６上にて通信するためにＥ－ＵＴＲＡ無線技術を採用することがで
きる。ＲＡＮ２０４はまた、コア・ネットワーク２０６と通信状態にあることができる。
【００３６】
　ＲＡＮ２０４は、ｅノードＢ２４０ａ、２４０ｂ、２４０ｃを含むことができ、またＲ
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ＡＮ２０４は、実施形態と矛盾がない範囲で、任意の数のｅノードＢを含むことができる
ことが理解されよう。ｅノードＢ２４０ａ、２４０ｂ、２４０ｃはそれぞれ、ＷＴＲＵ１
０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃと無線インターフェイス２１６上にて通信するために１つま
たは複数の送受信機を含むことができる。一実施形態においてｅノードＢ２４０ａ、２４
０ｂ、２４０ｃは、ＭＩＭＯ技術を実施することができる。従って、例えばｅノードＢ２
４０ａは、ＷＴＲＵ１０８ａとの間で無線信号を送信しそして無線信号を受信するために
マルチ・アンテナを使用することができる。
【００３７】
　ｅノードＢ２４０ａ、２４０ｂ、２４０ｃのそれぞれを、特定のセル（示されない）に
関連付けることができ、そして無線リソース管理決定、ハンドオーバー決定、上りリンク
および／または下りリンクにおけるユーザーのスケジューリング、および同様なものを取
り扱うように構成することができる。図２Ｃにおいて示されるようにｅノードＢ２４０ａ
、２４０ｂ、２４０ｃは、Ｘ２インターフェイス上にて互いに通信することできる。
【００３８】
　図２Ｃにおいて示されるコア・ネットワーク２０６は、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍ
ａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｇａｔｅｗａｙ：移動管理ゲートウェイ）２４２、サービングゲー
トウェイ２４４、およびＰＤＮ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：パケット・
データ・ネットワーク）ゲートウェイ２４６を含むことができる。前述の要素のそれぞれ
がコア・ネットワーク２０６の一部として表現されているが、これらの要素の内の何れの
１つもコア・ネットワーク事業者以外のエンティティにより所有されそして／または運用
されることができることが理解されよう。
【００３９】
　ＭＭＥ２４２は、ＲＡＮ２０４におけるｅノードＢ２４０ａ、２４０ｂ、２４０ｃのそ
れぞれにＳ１インターフェイスを介して接続することができ、そして制御ノードとして機
能することができる。例えばＭＭＥ２４２は、ＷＴＲＵ１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃの
ユーザーの認証、ベアラー（ｂｅａｒｅｒ）活性化／非活性化、ＷＴＲＵ１０８ａ、１０
８ｂ、１０８ｃの最初のアタッチ（ａｔｔａｃｈ）の間の特定のサービングゲートウェイ
の選択、および同様なものを担当することができる。ＭＭＥ２４２はまた、ＲＡＮ２０４
およびＧＳＭまたはＷＣＤＭＡなどの他の無線技術を採用する他のＲＡＮ（示されない）
の間を切り換えるための制御面（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｌａｎｅ）機能を提供することがで
きる。
【００４０】
　ＲＡＮ２０４におけるｅノードＢ２４０ａ、２４０ｂ、２４０ｃのそれぞれに、サービ
ングゲートウェイ２４４をＳ１インターフェイスを介して接続することができる。サービ
ングゲートウェイ２４４は一般に、ＷＴＲＵ１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃとの間で、ユ
ーザー・データ・パケットをルーティングし、そして転送することができる。サービング
ゲートウェイ２４４はまた、ｅノードＢ間ハンドオーバーの間の、ユーザー面のアンカー
操作（ａｎｃｈｏｒｉｎｇ）、ＷＴＲＵ１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃに対して下りリン
クのデータが利用可能であるときのページングのトリガー、ＷＴＲＵ１０８ａ、１０８ｂ
、１０８ｃのコンテキストの管理および格納、ならびに同様なものなどの、他の機能を実
行することができる。
【００４１】
　サービングゲートウェイ２４４はまた、ＰＤＮゲートウェイ２４６に接続することがで
き、ＰＤＮゲートウェイ２４６は、ＷＴＲＵ１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、およびＩＰ
が可能なデバイスの間の通信を容易にするために、インターネット２１０などのパケット
交換ネットワークへのアクセスを、ＷＴＲＵ１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃに提供するこ
とができる。
【００４２】
　コア・ネットワーク２０６は他のネットワークとの通信を容易にすることができる。例
えばコア・ネットワーク２０６は、ＷＴＲＵ１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃ、および伝統
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的な固定電話通信デバイスの間の通信を容易にするために、ＰＳＴＮ２０８などの回線交
換ネットワークへのアクセスをＷＴＲＵ１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃに提供することが
できる。例えばコア・ネットワーク２０６は、コア・ネットワーク２０６およびＰＳＴＮ
２０８の間のインターフェイスとして機能するＩＰゲートウェイ（例えばＩＭＳ（ＩＰ　
Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ：ＩＰマルチメディア・サブシステム）サー
バ）を含むことができ、またはそれと通信することができる。さらに加えてコア・ネット
ワーク２０６は、ＷＴＲＵ１０８ａ、１０８ｂ、１０８ｃに、他のサービス・プロバイダ
ーによって所有されそして／または運用される他の有線または無線のネットワークを含む
ことができる、ネットワーク２１２へのアクセスを提供することができる。
【００４３】
　ここに、Ｈ（ｅ）ＮＢに関連して使用される追加的ＰＢＸ（Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｂｒａｎ
ｃｈ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ：構内交換機）の機能性が説明される。３ＧＰＰコア・ネットワ
ークを通ることなく同一Ｈ（ｅ）ＮＢ内の別の加入者への呼を確立するために、そのＨ（
ｅ）ＮＢにおいてマクロ３ＧＰＰ環境の解決法にて動作するＷＴＲＵをまた、使用するこ
とができることが提案されている。
【００４４】
　図３は、Ｈ（ｅ）ＮＢ内のローカル呼を他のＣＳＧ（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂ
ｅｒ　Ｇｒｏｕｐ：限定加入者グループ）メンバー３００へルーティングするためのネッ
トワーク・アーキテクチャを例証する図を示す。この図は、ＣＳＧ３２０、Ｈ（ｅ）ＮＢ
３３０、ローカルＰＢＸサーバ３４０、ローカルＡＡＡ（Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ
，Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ，ａｎｄ　Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ：認証、認可、および会
計）サーバ３５０、および３ＧＰＰシステム３６０を含む。ＣＳＧメンバー３２０は、Ｗ
ＴＲＵ１　３１０ａ、およびＷＴＲＵ２　３１０ｂからＷＴＲＵＮ　３１０ｎのＷＴＲＵ
のリストを含む。ＣＳＧメンバー３２０は、Ｈ（ｅ）ＮＢ３３０へのアクセスが許可され
たＷＴＲＵ３１０ａ～３１０ｎを含む。Ｈ（ｅ）ＮＢ３３０は、随意的に接続されるメモ
リ３３４、送信機３３６、および受信機３３８を伴うプロセッサ３３２を含むことができ
る。プロセッサは、ローカルなまたは３ＧＰＰのバックホールと通信するように構成され
る。ローカルＰＢＸサーバ３４０は、ＷＴＲＵ１およびＷＲＴＵＮの間の最初の接続およ
び確立のために使用されるように構成することができる。今日のほとんどすべての構内交
換機は自動であるため、略語ＰＢＸは通常、ＰＡＢＸ（Ｐｒｉｖａｔｅ　Ａｕｔｏｍａｔ
ｉｃ　Ｂｒａｎｃｈ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ：自動式構内交換機）を含意する。
【００４５】
　ローカルＡＡＡサーバ３５０は、ユーザー識別検証、加入者プロフィールに基づくサー
ビス・アクセス・オプション、ならびにＨ（ｅ）ＮＢを特に目的とする通話計画を含む課
金関連のデータの収集および格納に使用するように構成することができる。Ｈ（ｅ）ＮＢ
は、無線事業者などの、３ＧＰＰシステム３６０プロバイダーへの接続を維持する。ロー
カルＡＡＡサーバ３５０およびローカルＰＢＸサーバ３４０は、Ｈ（ｅ）ＮＢ３３０に接
続され、ＷＴＲＵはそれらと通信する。Ｈ（ｅ）ＮＢ３３０は３ＧＰＰシステム３６０と
接続される。
【００４６】
　図４は、ローカル呼設定要求のためのフロー図４００を示す。受信機は、目的ＷＴＲＵ
４０５のＩＤを含む呼設定要求を受信する。プロセッサは、目的ＷＴＲＵがＣＳＧ４１５
のメンバーであるか否かを判定することにより目的ＷＴＲＵ４１０のＩＤをチェックし呼
設定要求をネットワーク内でルーティング可能か否かを判定する。呼設定要求をルーティ
ングできないとプロセッサが判定するという条件の場合には、目的ＷＴＲＵ４１０のＩＤ
をチェックしそして３ＧＰＰネットワークへ転送するようにプロセッサは構成される。呼
をローカルにルーティング可能であるという条件の場合には、目的ＷＴＲＵのＩＤおよび
発信元ＷＴＲＵ（すなわちＷＴＲＵ１）のＩＤを含む呼設定要求をローカルＰＢＸサーバ
４２０に転送する。
【００４７】
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　図５Ａおよび図５Ｂは、Ｈ（ｅ）ＮＢ５００におけるローカル呼確立に関するフロー図
である。ＷＴＲＵ１　５０２およびＷＴＲＵＮ　５０４は、Ｈ（ｅ）ＮＢ５０６の登録済
みＣＳＧメンバーである。これらのアタッチ済みＷＴＲＵおよびそれらの状態のリストは
、ローカルＡＡＡサーバ５１０中に格納することができる。ＭＳＩＳＤＮ（Ｍｏｂｉｌｅ
　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｎｕｍｂｅｒ：移動体加入者ＩＳＤＮ番号）／ＩＭＳＩ（Ｉｎｔｅｒｎ
ａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ：国際移動体
加入者識別）／ＩＰアドレスおよび任意の短いＩＤの間の対応付けもまた、ローカルＡＡ
Ａサーバ５１０内に含むことができる。ローカルＡＡＡサーバ５１０は、サービス・アク
セス・オプションを含む、ＷＲＴＵサービスセットのための加入者プロフィールとして機
能すること（５１４）ができる。
【００４８】
　Ｈ（ｅ）ＮＢ５０６の通信範囲領域の中にて、ＷＴＲＵ１　５０２は、ＷＴＲＵＮ　５
０４に呼を発信（５１６）し、通常これは、ＷＴＲＵ１　５０２からＨ（ｅ）ＮＢ５０６
へ送られる呼設定要求メッセージにより開始する（５１８）。呼設定要求メッセージは目
的ＷＴＲＵ５０４のＩＤを含み、これにより呼がローカル呼であるか否かを表すこと（５
１８）ができる。Ｈ（ｅ）ＮＢ５０６はローカルＡＡＡサーバ５１０にメッセージを送り
、承認制御の一部としてローカルＡＡＡサーバ５１０を用いて目的ＷＴＲＵ５０４のＩＤ
をチェックすることによって呼をローカルにルーティングすることが可能か否かを判定す
る（５２０）。これは、目的ＷＴＲＵ５０４のＩＤが登録済みであり、かつＣＳＧに属す
るかをチェックすることによって達成すること（５２０）ができる。
【００４９】
　Ｈ（ｅ）ＮＢ５０６は、ＣＳＧにおいて目的ＷＴＲＵ５０４が含まれることを確認する
（５２２）と、発信元ＷＴＲＵ５０２および目的ＷＴＲＵ５０４のＩＤを含む呼設定要求
メッセージをローカルＰＢＸサーバ５０８に送る（５２４）ように構成される。ローカル
ＰＢＸサーバ５０８は、目的ＷＴＲＵ５０４および発信元ＷＴＲＵ５０２のＩＤを含むペ
ージ・メッセージをＨ（ｅ）ＮＢに送ること（５２８）によって、最初の設定接続段階を
開始すること（５２６）ができる。Ｈ（ｅ）ＮＢ５０６は、目的ＷＴＲＵ５０４および発
信元ＷＴＲＵ５０２のＩＤを含むページングかつ警告のメッセージをＷＴＲＵＮに送る（
５３０）ように構成することができる。ＷＴＲＵＮ　５０４は、Ｈ（ｅ）ＮＢにページン
グ応答メッセージを送り返す（５３２）ように構成することができ、Ｈ（ｅ）ＮＢはペー
ジング応答メッセージをローカルＰＢＸサーバに転送し返す（５３４）ように構成するこ
とができる。
【００５０】
　図５Ｂに続くと、ローカルＰＢＸサーバ５０８は、ローカルＰＢＸサーバにて目的ＷＴ
ＲＵのページング応答の確認を進めることによって、接続確立段階を開始する（５３６）
。５２０における判定が否定的である（すなわち呼をローカルにはルーティングできない
）という条件にて、ネットワーク状態目的（例えば、話中オプションまたは位置の更新）
のための接続を３ＧＰＰシステム５１２に通知することができる。この場合においては、
ローカルＡＡＡサーバにては目的ＷＴＲＵ　ＩＤ５０４は見出されず、そして３ＧＰＰに
て接続を確立することができる。
【００５１】
　ローカルＰＢＸサーバ５０８は、無線リソースを割り当てるためにメッセージをＨ（ｅ
）ＮＢに送ること（５３８）ができる。無線リソースが割り当てられると、チャンネル割
り当て段階が確立される（５４０）。チャンネル割り当ては、Ｈ（ｅ）ＮＢおよびＷＴＲ
ＵＮの間でチャンネル・リソース割り当てを送り、そして確認すること（５４０）を含む
。チャンネル割り当て段階はさらに、Ｈ（ｅ）ＮＢおよびＷＴＲＵ１の間でチャンネル・
リソースの割り当てを送り、そして確認すること（５４２）を含む。
【００５２】
　チャンネル割り当て段階を確認すると、Ｈ（ｅ）ＮＢ５０６は、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　
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Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ：無線リソース制御）応答メッセージをローカルＰＢ
Ｘサーバ５０８に送ること（５４４）ができ、そして呼が始まる（５４６）。呼はＣＳ（
Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ：回線交換）であることができまたはＰＳ（Ｐａｃｋ
ｅｔ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ：パケット交換）であることができ、ＷＴＲＵ１、ＷＴＲＵＮ、
Ｈ（ｅ）ＮＢ、およびローカルＰＢＸサーバの範囲を包含することができる。
【００５３】
　Ｈ（ｅ）ＮＢは、受信機、プロセッサ、メモリ、着脱可能メモリ、送信機、ＧＰＳデバ
イス、統合型または着脱可能なＵＳＩＭ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　
Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ　Ｍｏｄｕｌｅ：ユニバーサル加入者識別子モジュール）モジュー
ル、およびＴＰＭ（Ｔｒｕｓｔｅｄ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ　Ｍｏｄｕｌｅ：信頼済みプラッ
トホーム・モジュール）を含むことができる。ＴＰＭは、安全な記憶装置および実行環境
を提供する安全なハードウェア構成要素である。そしてネットワーク・カードはモデム（
すなわちベースバンド）プロセッサを含む。あるいはまた、ＵＳＩＭモジュールは、統合
型または着脱可能なＵＩＣＣ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕ
ｉｔ　Ｃａｒｄ：ユニバーサルＩＣカード）として、またはプロセッサ、ＴＰＭ、および
メモリによってセット的に実施される埋め込み型の機能性として実施することができる。
あるいはまた、ネットワーク・カードをプロセッサに統合することができる。プロセッサ
は、１つまたは複数のＨ（ｅ）ＮＢアプリケーションを処理するように構成される。
【００５４】
実施形態
　１．ＷＴＲＵ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ：無
線送受信ユニット）がＨ（ｅ）ＮＢ（Ｈｏｍｅ　ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ：ホーム
発展型ノードＢ）と通信状態にありかつ前記ＷＴＲＵがＣＳＧ（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓ
ｃｒｉｂｅｒ　Ｇｒｏｕｐ：限定加入者グループ）のメンバーであって、
　前記Ｈ（ｅ）ＮＢに呼設定要求を送信するように構成される送信機であって、前記呼設
定要求が目的ＷＴＲＵのＩＤ（ＩＤｅｎｔｉｔｙ：識別子）および前記ＷＴＲＵの前記Ｉ
Ｄを含み、前記目的ＷＴＲＵが前記ＣＳＧのメンバーである、送信機
を備えることを特徴とするＷＴＲＵ。
　２．ローカルＰＢＸ（Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｂｒａｎｃｈ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ：構内交換機
）サーバから前記Ｈ（ｅ）ＮＢを介してチャンネル割り当てを受信するように構成される
受信機
をさらに備えることを特徴とする実施形態１に記載のＷＴＲＵ。
　３．目的ＷＴＲＵ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ
：無線送受信ユニット）のＩＤ（ＩＤｅｎｔｉｔｙ：識別子）を含む呼設定要求を受信す
るように構成される受信機
を備えることを特徴とするＨ（ｅ）ＮＢ（Ｈｏｍｅ　ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ：ホ
ーム発展型ノードＢ）。
　４．前記目的ＷＴＲＵの前記ＩＤを前記ＣＳＧ（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ
　Ｇｒｏｕｐ：限定加入者グループ）の現在のメンバーのリストと比較することによって
、前記呼設定要求をローカルにルーティングすることが可能か否かを判定し、および前記
判定が肯定的であるという条件にて、前記呼設定要求をローカルＰＢＸ（Ｐｒｉｖａｔｅ
　Ｂｒａｎｃｈ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ：構内交換機）サーバに転送するように構成されるプ
ロセッサ
をさらに備えることを特徴とする実施形態３に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
　５．前記受信機が、前記ローカルＰＢＸサーバからページングおよび警告のメッセージ
を受信するように構成され、前記メッセージが、前記目的ＷＴＲＵの前記ＩＤおよび前記
発信元ＷＴＲＵの前記ＩＤを含むことを特徴とする実施形態４に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
　６．前記プロセッサが、ページングおよび警告のメッセージを前記発信元ＷＴＲＵに転
送するように構成され、前記メッセージが、前記目的ＷＴＲＵの前記ＩＤおよび前記発信
元ＷＴＲＵの前記ＩＤを含むことを特徴とする実施形態４～５の何れか１つに記載のＨ（
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ｅ）ＮＢ。
　７．前記受信機が、前記目的ＷＴＲＵからページング応答を受信するように構成される
ことを特徴とする実施形態３～６の何れか１つに記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
　８．前記プロセッサが、前記ローカルＰＢＸサーバへページング応答を転送するように
構成されることを特徴とする実施形態４～７の何れか１つに記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
　９．前記プロセッサが、前記呼要求接続を確立するように構成されることを特徴とする
実施形態４～８の何れか１つに記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
　１０．前記呼設定要求をルーティングすることができないということを判定するように
、前記プロセッサがさらに構成されるという条件にて、ネットワークが、前記発信元ＷＴ
ＲＵおよび前記目的ＷＴＲＵの間に接続を確立するように構成されることを特徴とする実
施形態４～９の何れか１つに記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
　１１．目的ＷＴＲＵ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉ
ｔ：無線送受信ユニット）のＩＤ（ＩＤｅｎｔｉｔｙ：識別子）を含む呼設定要求を受信
するステップ
を備えることを特徴とするＨ（ｅ）ＮＢ（Ｈｏｍｅ　ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ：ホ
ーム発展型ノードＢ）において実施される方法。
　１２．前記目的ＷＴＲＵの前記ＩＤを前記ＣＳＧ（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ
ｒ　Ｇｒｏｕｐ：限定加入者グループ）の現在のメンバーのリストと比較することによっ
て、前記呼設定要求をローカルにルーティングすることが可能か否かを判定し、および前
記判定が肯定的であるという条件にて、前記呼設定要求をローカルＰＢＸ（Ｐｒｉｖａｔ
ｅ　Ｂｒａｎｃｈ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ：構内交換機）サーバに転送するステップ
をさらに備えることを特徴とする実施形態１１に記載の方法。
　１３．前記ローカルＰＢＸサーバからページングおよび警告のメッセージを受信するス
テップであって、前記メッセージが、前記目的ＷＴＲＵの前記ＩＤおよび前記発信元ＷＴ
ＲＵの前記ＩＤを含む、ステップ
をさらに備えることを特徴とする実施形態１１に記載の方法。
　１４．ページングおよび警告のメッセージを発信元ＷＴＲＵに転送するステップであっ
て、前記メッセージが、前記目的ＷＴＲＵの前記ＩＤおよび前記発信元ＷＴＲＵの前記Ｉ
Ｄを含む、ステップ
をさらに備えることを特徴とする実施形態１２～１３の何れか１つに記載の方法。
　１５．ページング応答が前記目的ＷＴＲＵから受信されることを特徴とする実施形態１
１～１４の何れか１つに記載の方法。
　１６．ページング応答が前記ローカルＰＢＸサーバに転送されることを特徴とする実施
形態１２～１５の何れか１つに記載の方法。
　１７．呼要求接続が確立されることを特徴とする実施形態１２～１６の何れか１つに記
載の方法。
　１８．前記呼設定要求をルーティングできないということを判定するように前記プロセ
ッサがさらに構成されるという条件にて、ネットワークにて前記発信元ＷＴＲＵおよび前
記目的ＷＴＲＵの間の接続を確立することを特徴とする実施形態１２～１７の何れか１つ
に記載の方法。
【００５５】
　特徴および要素が上で特定の組み合わせにて記述されているが、それぞれの特徴または
要素は、他の特徴および要素なしで単独にて、または他の特徴および要素のあるなしに拘
わらず様々な組み合わせにて使用することができる。本明細書において提供される方法ま
たはフロー図は、汎用目的のコンピューターまたはプロセッサによる実行のための、コン
ピューターにて読み取り可能な記憶装置媒体に組み込まれるコンピューター・プログラム
、ソフトウェア、またはファームウェアにて実施することができる。コンピューターにて
読み取り可能な記憶装置媒体の例としては、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ
：リード・オンリー・メモリ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ：
ランダム・アクセス・メモリ）、レジスタ、キャッシュ・メモリ、半導体メモリ・デバイ



(16) JP 2013-510509 A 2013.3.21

10

20

30

ス、内蔵ハード・ディスクおよび着脱可能ディスクなどの磁気媒体、磁気－光学媒体、な
らびにＣＤ－ＲＯＭディスクおよびＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉ
ｓｋ：デジタル多用途ディスク）などの光学媒体が含まれる。
【００５６】
　適当なプロセッサの例としては、汎用目的プロセッサ、専用目的プロセッサ、従来型の
プロセッサ、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ：デジタル信
号プロセッサ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連付けられた１つまたは複
数のマイクロプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、ＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉ
ｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：特定用途向けＩＣ）
、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）回路、他
の何れかの種別のＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ：集積回路）、および／
または状態マシンが含まれる。
【００５７】
　ＷＴＲＵ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ　Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ：無線送
受信ユニット）、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：ユーザー機器）、端末、基地局
（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ）、ＲＮＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ
ｌｅｒ：無線ネットワーク制御装置）、または任意のホスト・コンピューターにおいて使
用するための無線周波数送受信機を実施するために、ソフトウェアに関連付けられたプロ
セッサを使用することができる。ＷＴＲＵは、ハードウェアおよび／またはソフトウェア
にて実施され、カメラ、ビデオ・カメラ・モジュール、テレビ電話、スピーカーフォン、
振動デバイス、スピーカー、マイクロホン、テレビ送受信機、ハンズフリー受話器、キー
ボード、ブルートゥース（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））モジュール、ＦＭ（Ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　Ｍｏｄｕｌａｔｅｄ：周波数変調用）無線ユニット、ＬＣＤ（Ｌｉｑｕｉ
ｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ：液晶表示）表示ユニット、ＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎ
ｉｃ　Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：有機発光ダイオード）表示ユニット
、デジタル音楽プレーヤー、メディア・プレーヤー、テレビゲーム・プレーヤー・モジュ
ール、インターネット・ブラウザー、および／または任意のＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：無線ローカル・エリア・ネットワーク）モジ
ュールもしくはＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ　Ｗｉｄｅ　Ｂａｎｄ：超広帯域）モジュールなどの
モジュールと連動して使用することができる。
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【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】 【図２Ｃ】
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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【手続補正書】
【提出日】平成24年7月9日(2012.7.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目的ＷＴＲＵ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ：無
線送受信ユニット）のＩＤ（ＩＤｅｎｔｉｔｙ：識別子）を含む呼設定要求を受信するよ
うに構成される受信機と、
　前記目的ＷＴＲＵの前記ＩＤをＣＳＧ（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｇｒｏ
ｕｐ：限定加入者グループ）の現在のメンバーのＩＤのリストと比較することによって、
前記呼設定要求をローカルにルーティングすることが可能か否かを判定するように構成さ
れるプロセッサであって、前記判定が肯定的であるという条件にて、前記呼設定要求をロ
ーカルＰＢＸ（Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｂｒａｎｃｈ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ：構内交換機）サーバ
に転送する、プロセッサと
を備えることを特徴とするＨ（ｅ）ＮＢ（Ｈｏｍｅ　ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ：ホ
ーム発展型ノードＢ）。
【請求項２】
　前記受信機が、前記ローカルＰＢＸサーバからページングおよび警告のメッセージを受
信するように構成され、前記メッセージが、前記目的ＷＴＲＵの前記ＩＤおよび発信元Ｗ
ＴＲＵのＩＤを含むことを特徴とする請求項ｌに記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
【請求項３】
　前記プロセッサが、前記目的ＷＴＲＵの前記ＩＤおよび前記発信元ＷＴＲＵの前記ＩＤ
を含むページングおよび警告のメッセージを前記目的ＷＴＲＵに転送するように構成され
ることを特徴とする請求項２に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
【請求項４】
　前記受信機が、前記目的ＷＴＲＵからページング応答を受信するように構成されること
を特徴とする請求項３に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
【請求項５】
　前記プロセッサが、前記ローカルＰＢＸサーバへページング応答を転送するように構成
されることを特徴とする請求項４に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
【請求項６】
　前記プロセッサが、前記呼要求接続を確立するように構成されることを特徴とする請求
項５に記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
【請求項７】
　前記呼設定要求をローカルにルーティングすることができないと前記プロセッサが判定
するという条件にて、前記発信元ＷＴＲＵと前記目的ＷＴＲＵの間にネットワークを介し
て接続を確立するように前記プロセッサがさらに構成されることを特徴とする請求項ｌに
記載のＨ（ｅ）ＮＢ。
【請求項８】
　目的ＷＴＲＵ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉｖｅ　Ｕｎｉｔ：無
線送受信ユニット）のＩＤ（ＩＤｅｎｔｉｔｙ：識別子）を含む呼設定要求を受信するス
テップと、
　前記目的ＷＴＲＵの前記ＩＤをＣＳＧ（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｇｒｏ
ｕｐ：限定加入者グループ）の現在のメンバーのＩＤのリストと比較して前記目的ＷＴＲ
Ｕが前記ＣＳＧのメンバーであるか否かを判定することによって、前記呼設定要求をロー
カルにルーティングすることが可能か否かを判定し、および前記判定が肯定的であるとい
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う条件にて、前記呼設定要求をローカルＰＢＸ（Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｂｒａｎｃｈ　Ｅｘｃ
ｈａｎｇｅ：構内交換機）サーバに転送するステップと
を備えることを特徴とするＨ（ｅ）ＮＢ（Ｈｏｍｅ　ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ：ホ
ーム発展型ノードＢ）において実施される方法。
【請求項９】
　前記ローカルＰＢＸサーバからページングおよび警告のメッセージを受信するステップ
であって、前記メッセージが、前記目的ＷＴＲＵの前記ＩＤおよび発信元ＷＴＲＵのＩＤ
を含む、ステップ
をさらに備えることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記目的ＷＴＲＵの前記ＩＤおよび前記発信元ＷＴＲＵの前記ＩＤを含むページングお
よび警告のメッセージを前記目的ＷＴＲＵに転送するステップ
をさらに備えることを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記目的ＷＴＲＵからページング応答を受信するステップ
をさらに備えることを特徴とする請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ローカルＰＢＸサーバへページング応答を転送するステップ
をさらに備えることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　呼要求接続を確立するステップをさらに備えることを特徴とする請求項１２に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記呼設定要求をローカルにルーティングすることができないという条件にて、ネット
ワークにて前記発信元ＷＴＲＵと前記目的ＷＴＲＵの間に接続を確立するステップ
をさらに備えることを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１５】
　Ｈ（ｅ）ＮＢ（Ｈｏｍｅ　ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ－Ｂ：ホーム発展型ノードＢ）と
通信するように構成されるＷＴＲＵ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｍｉｔ／Ｒｅｃｅｉ
ｖｅ　Ｕｎｉｔ：無線送受信ユニット）であって、前記ＷＴＲＵがＣＳＧ（Ｃｌｏｓｅｄ
　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｇｒｏｕｐ：限定加入者グループ）のメンバーであり、前記Ｗ
ＴＲＵは、
　呼設定要求を前記Ｈ（ｅ）ＮＢに送信するように構成される送信機であって、前記呼設
定要求が、目的ＷＴＲＵのＩＤ（ＩＤｅｎｔｉｔｙ：識別子）および前記ＷＴＲＵのＩＤ
を含み、前記目的ＷＴＲＵが前記ＣＳＧのメンバーである、送信機と、
　前記Ｈ（ｅ）ＮＢを介してローカルＰＢＸ（Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｂｒａｎｃｈ　Ｅｘｃｈ
ａｎｇｅ：構内交換機）サーバからチャンネル割り当てを受信するように構成される受信
機と
を備えることを特徴とするＷＴＲＵ。
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【要約の続き】
にて、その呼設定要求をローカルＰＢＸ（Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｂｒａｎｃｈ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ：構内交換機）サーバ
（３４０）に転送するためのプロセッサ、を含むＨ（ｅ）ＮＢ（３３０）が、説明される。
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