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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）コマンドの
ためのオープンチャンネル通信を管理する方法であって、該方法は、
　モバイル機器（ＭＥ）が、ＩＭＳステータスコードを含むコマンドをユニバーサル集積
回路カード（ＵＩＣＣ）に提供することを含み、該ＩＭＳステータスコードは、該ＭＥが
該ＩＭＳから受信するステータスコードを含み、該ＩＭＳステータスコードは、ＩＭＳ登
録の失敗における特定の拒否についての知識を示す、方法。
【請求項２】
　前記ＵＩＣＣが、特定の拒否についての前記知識に基づいて、前記ＩＭＳに知的にアク
セスすることを可能にすることをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　特定の拒否についての前記知識は、該拒否についての詳細な情報をさらに含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＩＭＳステータスコードを含む前記コマンドを前記ＵＩＣＣに提供することは、
　ネットワーク拒否イベントユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）
ＳＩＭ（ＵＳＩＭ）アプリケーションツールキット（ＵＳＡＴ）コマンドを生成すること
をさらに含み、該ネットワーク拒否イベントＵＳＡＴコマンドは、ＩＭＳステータスコー
ドを含むコマンドパラメータを提供することによって、ＩＭＳ登録エラーに対応する、請
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求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ネットワーク拒否イベントＵＳＡＴコマンドは、ＩＭＳステータスコードパラメー
タを含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＩＭＳステータスコードを含む前記コマンドを前記ＵＩＣＣに提供することは、
　ＩＭＳネットワーク拒否イベントＵＳＡＴコマンドを生成することをさらに含み、該Ｉ
ＭＳネットワーク拒否イベントコマンドは、ＩＭＳ登録エラーをサポートする、請求項１
に記載の方法。
【請求項７】
　インターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）コマンドの
ためのオープンチャンネル通信を管理する装置であって、該装置は、
　ＩＭＳステータスコードを含むコマンドをユニバーサル集積回路カード（ＵＩＣＣ）に
提供する手段を含み、該ＩＭＳステータスコードは、該ＭＥが該ＩＭＳから受信するステ
ータスコードを含み、該ＩＭＳステータスコードは、ＩＭＳ登録の失敗における特定の拒
否についての知識を示す、装置。
【請求項８】
　前記ＵＩＣＣが、特定の拒否についての前記知識に基づいて、前記ＩＭＳに知的にアク
セスすることを可能にする手段をさらに含む、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　特定の拒否についての前記知識は、該拒否についての詳細な情報をさらに含む、請求項
７に記載の装置。
【請求項１０】
　前記ＩＭＳステータスコードを含む前記コマンドを前記ＵＩＣＣに提供する手段は、
　ネットワーク拒否イベントユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）
ＳＩＭ（ＵＳＩＭ）アプリケーションツールキット（ＵＳＡＴ）コマンドを生成する手段
をさらに含み、該ネットワーク拒否イベントＵＳＡＴコマンドは、ＩＭＳステータスコー
ドを含むコマンドパラメータを提供することによって、ＩＭＳ登録エラーに対応する、請
求項７に記載の装置。
【請求項１１】
　前記ネットワーク拒否イベントＵＳＡＴコマンドは、ＩＭＳステータスコードパラメー
タを含む、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ＩＭＳステータスコードを含む前記コマンドを前記ＵＩＣＣに提供する手段は、
　ＩＭＳネットワーク拒否イベントＵＳＡＴコマンドを生成する手段をさらに含み、該Ｉ
ＭＳネットワーク拒否イベントコマンドは、ＩＭＳ登録エラーをサポートする、請求項７
に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（発明の背景）
　（発明の分野）
　本発明は、一般に、通信システムおよび通信システムを動作させる方法に向けられ、よ
り具体的には、通信システム内のインターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブ
システムのためのカードツールキットサポートに向けられる。
【背景技術】
【０００２】
　（関連技術の説明）
　既知のワイヤレス通信システムにおいて、基地局における伝送機器またはアクセスデバ
イスは、セルとして知られる地理的領域中に信号を伝送する。技術が発展するにつれて、
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以前には不可能であったサービスを供給しうる、より進歩した機器が導入されてきた。こ
の進歩した機器は、たとえば、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（進化型ユニバーサル地上無線アクセスネ
ットワーク）ノードＢ（ｅＮＢ）、基地局、または他のシステムおよびデバイスを含みう
る。そのような進歩した、または次世代の機器は、しばしば、ロングタームエボリューシ
ョン（ＬＴＥ）機器と呼ばれ、そのような機器を使用する、パケットに基づいたネットワ
ークは、しばしば、進化型パケットシステム（ＥＰＳ）と呼ばれる。アクセスデバイスは
、ユーザーエージェント（ＵＡ）（たとえば、ユーザー機器（ＵＥ）またはモバイル機器
（ＭＥ））に、遠距離通信システムにおける他の構成要素へのアクセスを提供しうる任意
の構成要素（たとえば、従来の基地局またはＬＴＥｅＮＢ（進化型ノードＢ））である。
【０００３】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮのようなモバイル通信システムにおいて、アクセスデバイスは、１つ以
上のＵＡへの無線アクセスを提供する。アクセスデバイスは、アップリンク（ＵＬ）およ
びダウンリンク（ＤＬ）データ伝送リソースを、アクセスデバイスに通信している全ＵＡ
に割り当てるパケットスケジューラを含む。スケジューラの機能は、とりわけ、ＵＡ間の
利用可能なエアインターフェース能力を分けること、各ＵＡのパケットデータ伝送のため
に使用されるリソース（サブキャリア周波数およびタイミング）を決定すること、ならび
にパケット割り当ておよびシステム負荷をモニターすることを含む。スケジューラは、物
理層リソースを物理ダウンリンク共有チャンネル（ＰＤＳＣＨ）および物理アップリンク
共有チャンネル（ＰＵＳＣＨ）データ伝送に割り当て、スケジューリング情報をＵＡに制
御チャンネルを通して送信する。ＵＡは、タイミング、周波数、データブロックサイズ、
変調、ならびにアップリンクおよびダウンリンク伝送のコード化についてのスケジューリ
ング情報を参照する。
【０００４】
　特定のモバイル通信システムにおいて、モバイル機器（ＭＥ）により制御されるインタ
ーネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアシステム（ＩＭＳ）機能性を使用しうるユニ
バーサル集積回路カード（ＵＩＣＣ）アプリケーション（たとえば、加入者識別モジュー
ル（ＳＩＭ）、インターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブシステム（ＩＭＳ
）ＳＩＭ（ＩＳＩＭ）、およびユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ
）ＳＩＭ（ＵＳＩＭ））についての要求がある。たとえば、３ＧＧＰ　ＴＳ　２２．１０
１を参照されたい。たとえば、先行技術とラベルをつけられた図１は、ＵＩＣＣアプリケ
ーションが、ピアをセッションに招く場合の動作のブロック線図を示す。先行技術とラベ
ルをつけられた図２は、ＵＩＣＣからＩＭＳへのチャンネル設立動作の例を示す。先行技
術とラベルをつけられた図３は、ＵＩＣＣからＩＭＳへの通信の例を示す。この例におい
て、ＩＭＳ　ＵＩＣＣユーザー加入登録は、ＩＭＳ加入者識別モジュール（ＩＳＩＭ）が
存在する場合に実施される。
【０００５】
　ＵＩＣＣからＭＥへのコマンドは、ＩＭＳ機能のためのオープンチャンネルを含みうる
可能性があり、そのＩＭＳ機能は、チャンネルを閉じる、データを送信する、データを受
信する、およびチャンネルステータスを得るというような、ＩＭＳのための既知のベアラ
独立プロトコル（ＢＩＰ）コマンドを拡張することにより、チャンネルが、ＵＩＣＣへお
よびＵＩＣＣからＩＭＳトラフィックを送受信する手段として、ＩＭＳを使用することを
可能にする。
【０００６】
　特定の既知のシステム（たとえば、３ＧＰＰ　３１．１１１　ｖ．９．１．０）におい
て、ＵＩＣＣは、ＰＤＰコンテキストを起動し、かつＩＰデータをＵＩＣＣからＵＩＣＣ
により選択されたアクセスポイントネーム（ＡＰＮ）におけるネットワークに送信するた
めに、オープンチャンネル要請を使用しうる。この機能は、ＩＰに基づいた、無線通信を
経由した（ＯＴＡ）ＵＩＣＣのアップデートに備えるＢＩＰのホスピスのもとで実施され
ることにより、現在使用されている老朽化したショートメッセージサービス（ＳＭＳ）プ
ッシュおよびＳＭＳトランスポートに取って代わる。
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【０００７】
　オープンチャンネル要請は、ＵＩＣＣがＵＥにおける別のＩＭＳアプリケーションであ
る場合に課題を与えうる。他のアプリケーションに似ているので、このＩＭＳアプリケー
ションは、ＩＭＳサービスへの特定の登録を要求する。先行技術とラベルをつけられた図
４は、ＵＩＣＣが、ＩＭＳ層において発生しているものの知識を、どのように有さないか
の例を示す。先行技術とラベルをつけられた図５は、ＩＭＳ登録抹消指示が、まず第一に
なぜこの登録抹消が発生したかの明白な原因／拒否指示を、どのように含まないかを表す
フローチャートを示す。
本発明はさらに、たとえば、以下を提供する。
（項目１）
　インターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）コマンドの
ためのオープンチャンネル通信を管理する方法であって、該方法は、
　モバイル機器（ＭＥ）が該ＩＭＳから受信する特定のステータスコードについての知識
を有するユニバーサル集積回路カード（ＵＩＣＣ）を提供すること
　を含む、方法。
（項目２）
　前記ＵＩＣＣが、特定の拒否についての前記知識に基づいて、前記ＩＭＳに知的にアク
セスすることを可能にすることをさらに含む、項目１に記載の方法。
（項目３）
　特定の拒否についての前記知識は、該拒否についての詳細な情報をさらに含む、項目１
に記載の方法。
（項目４）
　前記知識を有するＵＩＣＣを提供することは、
　ネットワーク拒否イベントユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）
ＳＩＭ（ＵＳＩＭ）アプリケーションツールキット（ＵＳＡＴ）コマンドを生成すること
をさらに含み、該ネットワーク拒否イベントＵＳＡＴコマンドは、ＩＭＳステータスコー
ドを含むコマンドパラメータを提供することによって、ＩＭＳ登録エラーに対応する、項
目１に記載の方法。
（項目５）
　前記ネットワーク拒否イベントＵＳＡＴコマンドは、ＩＭＳステータスコードパラメー
タを含む、項目１に記載の方法。
（項目６）
　前記知識を有するＵＩＣＣを提供することは、
　ＩＭＳネットワーク拒否イベントＵＳＡＴコマンドを生成することをさらに含み、該Ｉ
ＭＳネットワーク拒否イベントコマンドは、ＩＭＳ登録エラーをサポートする、項目１に
記載の方法。
（項目７）
　インターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）コマンドの
ためのオープンチャンネル通信を管理する装置であって、該装置は、
　モバイル機器（ＭＥ）が該ＩＭＳから受信する特定のステータスコードについての知識
を有するユニバーサル集積回路カード（ＵＩＣＣ）を提供する手段
　を含む、装置。
（項目８）
　前記ＵＩＣＣが、特定の拒否についての前記知識に基づいて、前記ＩＭＳに知的にアク
セスすることを可能にする手段をさらに含む、項目７に記載の装置。
（項目９）
　特定の拒否についての前記知識は、該拒否についての詳細な情報をさらに含む、項目７
に記載の装置。
（項目１０）
　前記知識を有するＵＩＣＣを提供することは、
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　ネットワーク拒否イベントユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）
ＳＩＭ（ＵＳＩＭ）アプリケーションツールキット（ＵＳＡＴ）コマンドを生成すること
をさらに含み、該ネットワーク拒否イベントＵＳＡＴコマンドは、ＩＭＳステータスコー
ドを含むコマンドパラメータを提供することによって、ＩＭＳ登録エラーに対応する、項
目７に記載の装置。
（項目１１）
　前記ネットワーク拒否イベントＵＳＡＴコマンドは、ＩＭＳステータスコードパラメー
タを含む、項目７に記載の装置。
（項目１２）
　前記知識を有するＵＩＣＣを提供する手段は、
　ＩＭＳネットワーク拒否イベントＵＳＡＴコマンドを生成する手段をさらに含み、該Ｉ
ＭＳネットワーク拒否イベントコマンドは、ＩＭＳ登録エラーをサポートする、項目１に
記載の装置。
 
 
 
 
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　（図面の簡単な説明）
　以下の詳細な説明が、以下の図面と共に考慮される場合、本発明ならびに、本発明の得
られる数多くの目的、特徴、および利点は、理解されうる。
【図１】先行技術とラベルをつけられた図１は、ＵＩＣＣがピアをセッションに招く動作
のブロック線図を示す。
【図２】先行技術とラベルをつけられた図２は、ＵＩＣＣからＩＭＳのチャンネル設立動
作のブロック線図を示す。
【図３】先行技術とラベルをつけられた図３は、ＩＭＳデータ転送のフローチャートを示
す。
【図４】先行技術とラベルをつけられた図４は、ＵＩＣＣが、ＭＥとＩＭＳ層との間に発
生している通信の知識を、どのように有さないかのフローチャートを示す。
【図５】先行技術とラベルをつけられた図５は、カードへのＩＭＳ登録抹消指示が、明白
な原因／拒否コードを、どのように含まないかのフローチャートを示す。
【図６】図６は、ネットワーク拒否イベントによって通信されたＩＭＳ登録エラーのフロ
ーチャートを示す。
【図７】図７は、ネットワーク拒否イベントビットを含むダウンロードプロファイルバイ
トのマッピングを示す。
【図８】図８は、ＩＭＳ登録エラーイベントによって通信されたＩＭＳ登録エラーのフロ
ーチャートを示す。
【図９】図９は、ダウンロードプロファイルバイトのマッピングを示す。
【図１０】図１０は、本発明が実装されうる例示的なシステムを描写する。
【図１１】図１１は、ユーザー機器（ＵＥ）の実施形態を含むワイヤレス通信システムを
示す。
【図１２】図１２は、デジタル信号プロセッサー（ＤＳＰ）を含む例示的なＵＥの簡単化
されたブロック線図を示す。
【図１３】図１３は、ＤＳＰによって実装されうるソフトウェア環境の簡単化されたブロ
ック線図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
（詳細な説明）
　方法、システムおよびコンピュータ使用可能なメディアが、ＭＥがＩＭＳから受信した
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特定のステータスコードについての知識を有するＵＩＣＣによって、ＩＭＳコマンドのた
めのオープンチャンネルを正しく管理するために提供される。この知識は、ＵＩＣＣがＩ
ＭＳにアクセスを試みる場合において、ＵＩＣＣがより洗練された決定をすることを可能
にする。したがって、ＵＩＣＣが情報に基づいた決定をすることを可能にするために、Ｕ
ＩＣＣは、ＩＭＳサービスからステータスコードについての詳細な情報を提供される。Ｕ
ＩＣＣがそのような知識を有しない場合、ＵＩＣＣは、ＩＭＳへのアクセスを設立するた
めに、潜在的に求められていないコマンドをＭＥに送信する可能性がある。
【００１０】
　より具体的には、特定の実施形態において、ネットワーク拒否イベントＵＳＩＭアプリ
ケーションツールキット（ＵＳＡＴ）コマンドは、ＩＭＳ拒否原因コードまたはＩＭＳス
テータスコードを含むコマンドパラメータを提供することによって、ＩＭＳ登録エラーに
対応するように拡張される。
【００１１】
　さらに、特定の実施形態において、システムは、原因コードを１バイトより大きくさせ
ることによって、原因コードパラメータを高める。この実施形態において、ネットワーク
拒否イベントの仕組みは、種々の長さの原因コードをサポートするために、原因コードを
含むように拡張される。
【００１２】
　さらに、特定の実施形態において、システムは、ＩＭＳ登録エラーイベントを提供する
ことにより、ＩＭＳ登録エラーをサポートする。より具体的には、ネットワーク拒否イベ
ントと同様のＵＳＡＴコマンドが、提供されることにより、ＩＭＳ登録エラーをサポート
する。別の実施形態において、ＩＭＳ登録エラーイベントは、ＩＭＳ接続イベントと結合
されることにより、ＭＥを、成功した登録および失敗した登録についての１つのイベント
に登録させる。それから、ＭＥは、ＥＶＥＮＴ　ＬＩＳＴにおいて、および端末プロファ
イルにおいて、１ビットだけを使用する、各タイプのイベントについての異なるエンベロ
ープコマンドをＵＩＣＣに送信するものとする。
【００１３】
　そこで、図６を参照すると、ネットワーク拒否イベントによってＩＭＳ登録エラーを通
信するシステムの動作のフローチャートが示される。より具体的には、特定の実施形態に
おいて、ネットワーク拒否イベントは、ＩＭＳ登録エラーコマンドパラメータを含む。
【００１４】
　特定の実施形態において、ＵＩＣＣは、ダウンロードプロファイルのバイトの特定のビ
ット（第５および第７ビット）を読み込むことによって、ネットワーク拒否イベント特徴
のサポートを発見する。特定の実施形態において、プロファイルダウンロードの第２５バ
イトのダウンロードプロファイルのバイトが、ＭＥにより送信される。
【００１５】
　図７は、イベント駆動情報範囲のマッピングを示す。このマッピングにおいて、１ビッ
トは、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮネットワークについてのネットワーク拒否イベントのため
に使用され、１ビットは、Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークについてのネットワーク拒否イベ
ントを示すために使用される。
【００１６】
　イベント駆動情報範囲が、任意の無線技術においてサポートされる場合、ＵＩＣＣは、
拒否メッセージの受信を可能にするために、ネットワーク拒否イベントをＳＥＴＵＰ　Ｅ
ＶＥＮＴ　ＬＩＳＴ　（Ｕ）ＳＡＴコマンドに登録し続ける。より具体的には、ＵＩＣＣ
は、イベントのセットを供給するために、ＳＥＴＵＰ　ＥＶＥＮＴ　ＬＩＳＴ　（Ｕ）Ｓ
ＡＴコマンドを使用する。このイベントのセットは、端末がモニターするイベントの現用
リストになる。任意の後のＳＥＴ　ＵＰ　ＥＶＥＮＴ　ＬＩＳＴコマンドは、前のＳＥＴ
　ＵＰ　ＥＶＥＮＴ　ＬＩＳＴコマンドにおいて供給されたイベントの現用リストに取っ
て代わる。ＳＥＴ　ＵＰ　ＥＶＥＮＴ　ＬＩＳＴコマンドは、端末において現用であるイ
ベントの全リストを除去するためにも使用されうる（たとえば、ＥＴＳＩ　ＴＳ　１０２
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　２２３　ｖ９．１．０の条項６．６．１６を参照されたい）。端末が電力を供給されな
いか、またはＵＩＣＣが除去されるか、またはリセットが実施される場合、最新のＳＥＴ
　ＵＰ　ＥＶＥＮＴ　ＬＩＳＴコマンドにおいてＵＩＣＣにより提供されたイベントのリ
ストは、除去される。端末がイベントのリストを首尾よく受け取ったか、または除去した
場合、端末は、ＴＥＲＭＩＮＡＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥ（ＯＫ）メッセージをＵＩＣＣに送
信する。端末がイベントのリストを首尾よく受け取ることも、除去することもできない場
合、端末は、ＴＥＲＭＩＮＡＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥ（端末の性能を超えたコマンド）メッ
セージをＵＩＣＣに送信する。現用リストにおけるイベントの１つが発生する場合、端末
は、イベントダウンロードの仕組みを使用することにより、イベントの詳細をＵＩＣＣに
転送する（たとえば、ＥＴＳＩ　ＴＳ　１０２　２２３　ｖ９．１．０の条項７．５およ
び３ＧＰＰ　３１．１１１　ｖ．９．１．０を参照されたい）。
【００１７】
　イベントリストバイトコード化について、複数の値が、ＥＴＳＩ　ＴＳ　１０２　２２
３　ｖ．９．１.０における値に加えて、定義される。それらの値は、
　１１＝Ｉ－ＷＬＡＮアクセスステータス
　１２＝ネットワーク拒否
　１５＝ＣＳＧセル選択
を含む。
【００１８】
　ＭＥが、ＩＭＳ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージに応答して、ＩＭＳ登録エラーメッセー
ジをネットワークから受信し、かつネットワーク拒否イベントが、拒否イベントリストに
登録されている場合、ＭＥは、ＵＩＣＣに、このイベントが発生したことを知らせる。
【００１９】
　より具体的に、ネットワーク拒否イベントが、（最新のＳＥＴ　ＵＰ　ＥＶＥＮＴ　Ｌ
ＩＳＴコマンドにより供給されるような（たとえば、ＥＴＳＩ　ＴＳ　１０２　２３３　
ｖ．９．１．０を参照されたい））現用イベントリストの一部である場合、それから、Ｇ
ＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮに関しては、端末が、（ＴＳ　２４．００８において定義されるよ
うな）ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＩＮＧ　ＲＥＪＥＣＴメッセージ、またはＧＰＲＳ
　ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＪＥＣＴメッセージまたはＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴ
Ｅ　ＲＥＪＥＣＴメッセージを受信するか、またはＩＭＳに登録することに失敗した場合
、またはＥ－ＵＴＲＡＮに関しては、端末が、ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＪＥＣＴメッセージ、
ＴＲＡＣＫＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＪＥＣＴメッセージを受信するか、ま
たはＩＭＳに登録することに失敗した場合、端末は、ＥＮＶＥＬＯＰＥ（ＥＶＥＮＴ　Ｄ
ＯＷＮＬＯＡＤ－ネットワーク拒否イベント）コマンドを使用することによって、ＵＩＣ
Ｃに、このイベントが発生したことを知らせる。コマンドの方向は、ＭＥからＵＩＣＣで
あり、コマンドヘッダーは、３ＧＰＰ　ＴＳ　３１．１０１において詳細に述べられる。
ＥＮＶＥＬＯＰＥ（ＥＶＥＮＴ　ＤＯＷＮＬＯＡＤ－ネットワーク拒否イベント）コマン
ドの構造は、表１に明記される。
【００２０】
　コマンドパラメータ／データ
【００２１】
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【表１】

イベントリスト：イベントリストデータオブジェクトは、ただ１つのイベント（長さ１バ
イトの値部）を含むものとし、端末は、イベントを設定するものとする。
・ネットワーク拒否イベント
―デバイス識別：端末は、デバイス識別を設定するものとする。
・ソース：ネットワーク；
・行先：ＵＩＣＣ
‐位置情報：このデータオブジェクトは、ＭＥが、ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＩＮＧ
　ＲＥＪＥＣＴメッセージを受信する場合にのみ存在するものとし、かつ拒否ネットワー
クの識別（ＭＣＣ、ＭＮＣ、およびＬＡＣ）を含むものとする。
‐ルーティングエリア識別：このデータオブジェクトは、ＭＥが、ＧＰＲＳ　ＡＴＴＡＣ
Ｈ　ＲＥＪＥＣＴメッセージ、またはＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡＤ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥ
ＪＥＣＴメッセージを受信する場合にのみ存在するものとし、かつ拒否ネットワークの識
別（ＭＣＣ、ＭＮＣ、ＬＡＣ、およびＲＡＣ）を含むものとする。
‐トラッキングエリア識別：このデータオブジェクトは、ＭＥが、ＥＭＭ　ＡＴＴＡＣＨ
　ＲＥＪＥＣＴ、またはＴＲＡＣＫＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＪＥＣＴメッ
セージを受信する場合にのみ存在するものとし、かつ拒否ネットワークの識別（ＭＣＣ、
ＭＮＣ、およびＴＡＣ）を含むものとする。
‐アクセス技術：このデータオブジェクトは、拒否ネットワークのアクセス技術を含むも
のとする。
‐アップデート／アタッチタイプ：このデータオブジェクトは、登録要請メッセージにお
いて使用された、アップデートまたはアタッチタイプを含む。
‐拒否原因コード：このデータオブジェクトは、登録または拒否メッセージにおいて受信
された原因コードの値を含む。
‐ＩＭＳ拒否ステータスコード：このデータオブジェクトは、ＩＭＳ登録応答メッセージ
において受信されたステータスコードの値を含む。このデータオブジェクトは、失敗した
ＩＭＳ登録中にのみ存在する。
【００２２】
　メッセージのためのアップデートおよびアタッチパラメータは、表２に明記される。
【００２３】
【表２】

・内容
　‐ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮに関して、端末は、ＴＳ　２４．００８［９］において詳細
に述べられるように、ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＩＮＧ　ＲＥＱＵＥＳＴ　ＭＥＳＳ
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ＥＱＵＥＳＴまたはＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＩＮＧ　ＲＥＱＵＥＳＴメッ
セージにおいて送信されたアップデートタイプをＵＩＣＣに示す仕組みとして、この情報
を使用するものとする。
【００２４】
　‐Ｅ－ＵＴＲＡＮに関して、端末は、ＴＳ　２４．３０１［４６］において詳細に述べ
られるように、ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＱＵＥＳＴまたはＴＲＡＣＫＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰ
ＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージにおいて送信されたＥＰＳアタッチタイプをＵＩＣ
Ｃに示す仕組みとして、この情報を使用するものとする。
【００２５】
　‐失敗したＩＭＳへの登録に関して、端末は、ＴＳ　２４．２２９において詳細に述べ
られるように、ＩＭＳ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージが伝送されたことをＵＩＣＣに示す
仕組みとして、この情報を使用するものとする。
・コード化
　‐‘００’＝ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＩＮＧ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに関し
て、“正常位置アップデート”
　‐‘０１’＝ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＩＮＧ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに関し
て、“周期的アップデート”
　‐‘０２’＝ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＩＮＧ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに関し
て、“ＩＭＳＩアタッチ”
　‐‘０３’＝ＧＰＲＳ　ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに関して、“ＧＰＲ
Ｓアタッチ”
　‐‘０４’＝ＧＰＲＳ　ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに関して、“結合し
たＧＰＲＳ／ＩＭＳＩアタッチ”
　‐‘０５’＝ＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに
関して、“ＲＡアップデート”
　‐‘０６’＝ＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに
関して、“結合したＲＡ／ＬＡアップデート”
　‐‘０７’＝ＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに
関して、“ＩＭＳＩアタッチと共に、結合したＲＡ／ＬＡアップデート”
　‐‘０８’＝ＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに
関して、“周期的アップデート”
　‐‘０９’＝ＥＭＭ　ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに関して、“ＥＰＳア
タッチ”
　‐‘０Ａ’＝ＥＭＭ　ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに関して、“結合した
ＥＰＳ／ＩＭＳＩアタッチ”
　‐‘０Ｂ’＝ＥＭＭ　ＴＲＡＣＫＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴメ
ッセージに関して、“ＴＡアップデート”
　‐‘０Ｃ’＝ＥＭＭ　ＴＲＡＣＫＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴメ
ッセージに関して、“結合したＴＡ／ＬＡアップデート”
　‐‘０Ｄ’＝ＥＭＭ　ＴＲＡＣＫＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴメ
ッセージに関して、“ＩＭＳＩアタッチと共に、結合したＴＡ／ＬＡアップデート”
　‐‘０Ｅ’＝ＥＭＭ　ＴＲＡＣＫＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴメ
ッセージに関して、“周期的アップデート”
　‐‘０Ｆ’＝ＩＭＳ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージ
　‐他のすべての値は、将来の使用のために確保される。
【００２６】
　メッセージのための拒否原因コードオブジェクトパラメータは、表３に明記される。
【００２７】



(10) JP 5719452 B2 2015.5.20

10

20

30

40

50

【表３】

　ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮについて、ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＩＮＧ　ＲＥＪＥＣ
Ｔメッセージに関して、このオブジェクトは、ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＩＮＧ　Ｒ
ＥＪＥＣＴメッセージにおいて受信される場合、拒否原因を含むものとする。拒否原因は
、ＴＳ　２４．００８において詳細に述べられるような拒否原因情報要素の値部と同じ態
様においてコード化される。
【００２８】
　ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮについて、ＧＰＲＳ　ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＪＥＣＴメッセージ
またはＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＪＥＣＴメッセージに関して、こ
のオブジェクトは、ＧＰＲＳ　ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＪＥＣＴメッセージまたはＲＯＵＴＩ
ＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＪＥＣＴメッセージにおいて受信される場合、ＧＭ
Ｍ原因を含むものとする。ＧＭＭ原因は、ＴＳ　２４．００８において詳細に述べられる
ようなＧＭＭ原因情報要素の値部と同じ態様においてコード化される。
【００２９】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮについて、ＥＭＭ　ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＪＥＣＴメッセージまたはＥＭ
Ｍ　ＴＲＡＣＫＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＪＥＣＴメッセージに関して、こ
のオブジェクトは、ＥＭＭ　ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＪＥＣＴメッセージまたはＥＭＭ　ＴＲ
ＡＣＫＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＪＥＣＴメッセージにおいて受信されるＥ
ＭＭ原因を含むものとする。ＥＭＭ原因は、ＴＳ　２４．３０１において詳細に述べられ
るようなＥＭＭ原因情報要素の値部と同じ態様においてコード化される。
【００３０】
　ＭＥが、ＩＭＳ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージに応答して、エラーを受信する場合にお
いて、表３において説明された拒否原因コードは、０ｘＦＦとしてコード化される。ＩＭ
Ｓステータスコードオブジェクトパラメータは、表４に明記される。
【００３１】

【表４】

ＩＭＳ登録エラーについて、ＩＭＳステータスコードは、たとえばＴＳ　２４．２２９お
よびＲＦＣ　３２６１において詳細に述べられる、ＩＭＳ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージ
への応答メッセージに含まれるステータスコード（単数または複数）を含む。
【００３２】
　ステータスコードは、ＴＳ　２４．２２９に従ってコード化される。
【００３３】
　再び図６を参照すると、特定の実施形態において、ネットワーク拒否イベントによって
ＩＭＳ登録エラーを通信するシステムは、原因コードを１バイトより大きくさせることに
よって、原因コードパラメータを高める。この実施形態において、ネットワーク拒否イベ
ントの仕組みは、種々の長さの原因コードをサポートするために、原因コードを含むよう
に拡張される。この実施形態において、ネットワーク拒否イベントの書式設定は、上記に
明記されたものとは異なる。
【００３４】
　再び図７を参照すると、イベント駆動情報範囲のマッピングを示す。このマッピングに
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おいて、１ビットは、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮネットワークについてのネットワーク拒否
イベントのために使用され、１ビットは、Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークについてのネット
ワーク拒否イベントを示すために使用される。より具体的には、この実施形態において、
ＵＩＣＣは、ＭＥにより送信されるプロファイルダウンロードの第２５バイトの第５およ
び第７ビットを読み込むことによって、ネットワーク拒否イベント特徴のサポートを発見
する。
【００３５】
　イベント駆動情報範囲が、任意の無線技術においてサポートされる場合、ＵＩＣＣは、
拒否メッセージの受信を可能にするために、ネットワーク拒否イベントをＳＥＴＵＰ　Ｅ
ＶＥＮＴ　ＬＩＳＴ　（Ｕ）ＳＡＴコマンドに登録し続ける。より具体的には、ＵＩＣＣ
は、イベントのセットを供給するために、ＳＥＴＵＰ　ＥＶＥＮＴ　ＬＩＳＴ　（Ｕ）Ｓ
ＡＴコマンドを使用する。このイベントのセットは、端末がモニターするイベントの現用
リストになる。任意の後のＳＥＴ　ＵＰ　ＥＶＥＮＴ　ＬＩＳＴコマンドは、前のＳＥＴ
　ＵＰ　ＥＶＥＮＴ　ＬＩＳＴコマンドにおいて供給されたイベントの現用リストに取っ
て代わる。ＳＥＴ　ＵＰ　ＥＶＥＮＴ　ＬＩＳＴコマンドは、端末において現用であるイ
ベントの全リストを除去するためにも使用されうる（たとえば、ＥＴＳＩ　ＴＳ　１０２
　２２３　ｖ９．１．０の条項６．６．１６を参照されたい）。端末が電力を供給されな
いか、ＵＩＣＣが除去されるか、またはリセットが実施される場合、最新のＳＥＴ　ＵＰ
　ＥＶＥＮＴ　ＬＩＳＴコマンドにおいてＵＩＣＣにより提供されたイベントのリストは
、除去される。
【００３６】
　端末がイベントのリストを首尾よく受け取ったか、または除去した場合、端末は、ＴＥ
ＲＭＩＮＡＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥ（ＯＫ）メッセージをＵＩＣＣに送信する。端末がイベ
ントのリストを首尾よく受け取ることも、除去することもできない場合、端末は、ＴＥＲ
ＭＩＮＡＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥ（端末の性能を超えたコマンド）メッセージをＵＩＣＣに
送信する。現用リストにおけるイベントの１つが発生する場合、端末は、イベントダウン
ロードの仕組みを使用することにより、イベントの詳細をＵＩＣＣに転送する（たとえば
、ＥＴＳＩ　ＴＳ　１０２　２２３　ｖ９．１．０の条項７．５および３ＧＰＰ　３１．
１１１　ｖ．９．１．０を参照されたい）。
【００３７】
　イベントリストバイトコード化について、複数の値が、ＥＴＳＩ　ＴＳ　１０２　２２
３における値に加えて、定義される。それらの値は、
　１１＝Ｉ－ＷＬＡＮアクセスステータス
　１２＝ネットワーク拒否
　１５＝ＣＳＧセル選択
を含む。
【００３８】
　ＭＥが、ＩＭＳ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージに応答して、ＩＭＳ登録エラーメッセー
ジをネットワークから受信し、かつネットワーク拒否イベントが、拒否イベントリストに
登録されている場合、ＭＥは、ＵＩＣＣに、このイベントが発生したことを知らせる。
【００３９】
　より具体的には、ネットワーク拒否イベントが、（最新のＳＥＴ　ＵＰ　ＥＶＥＮＴ　
ＬＩＳＴコマンドにより供給されるような（たとえば、ＥＴＳＩ　ＴＳ　１０２　２３３
を参照されたい））現用イベントリストの一部である場合、それから、ＧＥＲＡＮ／ＵＴ
ＲＡＮに関しては、端末が、（ＴＳ　２４．００８において定義されるような）ＬＯＣＡ
ＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＩＮＧ　ＲＥＪＥＣＴメッセージ、またはＧＰＲＳ　ＡＴＴＡＣＨ
　ＲＥＪＥＣＴメッセージまたはＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＪＥＣ
Ｔメッセージを受信するか、またはＩＭＳに登録することに失敗した場合、またはＥ－Ｕ
ＴＲＡＮに関しては、端末が、ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＪＥＣＴメッセージ、ＴＲＡＣＫＩＮ
Ｇ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＪＥＣＴメッセージを受信するか、またはＩＭＳに登
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－ネットワーク拒否イベント）コマンドを使用することによって、ＵＩＣＣに、このイベ
ントが発生したことを知らせる。コマンドの方向は、ＭＥからＵＩＣＣであり、コマンド
ヘッダーは、３ＧＰＰ　ＴＳ　３１．１０１において詳細に述べられる。ＥＮＶＥＬＯＰ
Ｅ（ＥＶＥＮＴ　ＤＯＷＮＬＯＡＤ－ネットワーク拒否イベント）コマンドの構造は、表
５に明記される。
【００４０】
　コマンドパラメータ／データ
【００４１】
【表５】

イベントリスト：イベントリストデータオブジェクトは、ただ１つのイベント（長さ１バ
イトの値部）を含むものとし、端末は、イベントを設定するものとする。
・ネットワーク拒否イベント
デバイス識別：端末は、デバイス識別を設定するものとする。
・ソース：ネットワーク；
・行先：ＵＩＣＣ
‐位置情報：このデータオブジェクトは、ＭＥが、ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＩＮＧ
　ＲＥＪＥＣＴメッセージを受信する場合にのみ存在するものとし、かつ拒否ネットワー
クの識別（ＭＣＣ、ＭＮＣ、およびＬＡＣ）を含むものとする。
‐ルーティングエリア識別：このデータオブジェクトは、ＭＥが、ＧＰＲＳ　ＡＴＴＡＣ
Ｈ　ＲＥＪＥＣＴメッセージ、またはＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡＤ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥ
ＪＥＣＴメッセージを受信する場合にのみ存在するものとし、かつ拒否ネットワークの識
別（ＭＣＣ、ＭＮＣ、ＬＡＣ、およびＲＡＣ）を含むものとする。
‐トラッキングエリア識別：このデータオブジェクトは、ＭＥが、ＥＭＭ　ＡＴＴＡＣＨ
　ＲＥＪＥＣＴ、またはＴＲＡＣＫＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＪＥＣＴメッ
セージを受信する場合にのみ存在するものとし、かつ拒否ネットワークの識別（ＭＣＣ、
ＭＮＣ、およびＴＡＣ）を含むものとする。
‐アクセス技術：このデータオブジェクトは、拒否ネットワークのアクセス技術を含むも
のとする。
‐アップデート／アタッチタイプ：このデータオブジェクトは、登録要請メッセージにお
いて使用された、アップデートまたはアタッチタイプを含む。
‐拒否原因コード：このデータオブジェクトは、登録において受信された原因コードの値
、またはＩＭＳ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージに応答して、受信されるステータスコード
を含む。
【００４２】
　メッセージのためのアップデートおよびアタッチパラメータは、表６に明記される。
【００４３】
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【表６】

・内容
　‐ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮに関して、端末は、ＴＳ　２４．００８［９］において詳細
に述べられるように、ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＩＮＧ　ＲＥＱＵＥＳＴ　ＭＥＳＳ
ＡＧＥにおいて送信された位置アップデートタイプ、またはＧＰＲＳ　ＡＴＴＡＣＨ　Ｒ
ＥＱＵＥＳＴまたはＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＩＮＧ　ＲＥＱＵＥＳＴメッ
セージにおいて送信されたアップデートタイプをＵＩＣＣに示す仕組みとして、この情報
を使用するものとする。
【００４４】
　‐Ｅ－ＵＴＲＡＮに関して、端末は、ＴＳ　２４．３０１［４６］において詳細に述べ
られるように、ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＱＵＥＳＴまたはＴＲＡＣＫＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰ
ＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージにおいて送信されたＥＰＳアタッチタイプをＵＩＣ
Ｃに示す仕組みとして、この情報を使用するものとする。
【００４５】
　‐失敗したＩＭＳへの登録に関して、端末は、ＴＳ　２４．２２９において詳細に述べ
られるように、ＩＭＳ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージが伝送されたことをＵＩＣＣに示す
仕組みとして、この情報を使用するものとする。
・コード化
　‐‘００’＝ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＩＮＧ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに関し
て、“正常位置アップデート”
　‐‘０１’＝ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＩＮＧ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに関し
て、“周期的アップデート”
　‐‘０２’＝ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＩＮＧ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに関し
て、“ＩＭＳＩアタッチ”
　‐‘０３’＝ＧＰＲＳ　ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに関して、“ＧＰＲ
Ｓアタッチ”
　‐‘０４’＝ＧＰＲＳ　ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに関して、“結合し
たＧＰＲＳ／ＩＭＳＩアタッチ”
　‐‘０５’＝ＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに
関して、“ＲＡアップデート”
　‐‘０６’＝ＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに
関して、“結合したＲＡ／ＬＡアップデート”
　‐‘０７’＝ＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに
関して、“ＩＭＳＩアタッチと共に、結合したＲＡ／ＬＡアップデート”
　‐‘０８’＝ＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに
関して、“周期的アップデート”
　‐‘０９’＝ＥＭＭ　ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに関して、“ＥＰＳア
タッチ”
　‐‘０Ａ’＝ＥＭＭ　ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＱＵＥＳＴメッセージに関して、“結合した
ＥＰＳ／ＩＭＳＩアタッチ”
　‐‘０Ｂ’＝ＥＭＭ　ＴＲＡＣＫＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴメ
ッセージに関して、“ＴＡアップデート”
　‐‘０Ｃ’＝ＥＭＭ　ＴＲＡＣＫＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴメ
ッセージに関して、“結合したＴＡ／ＬＡアップデート”
　‐‘０Ｄ’＝ＥＭＭ　ＴＲＡＣＫＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴメ
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　‐‘０Ｅ’＝ＥＭＭ　ＴＲＡＣＫＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴメ
ッセージに関して、“周期的アップデート”
　‐‘０Ｆ’＝ＩＭＳ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージ
　‐他のすべての値は、将来の使用のために確保される。
【００４６】
　メッセージのための拒否原因コードオブジェクトパラメータは、表７に明記される。
【００４７】
【表７】

　ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮについて、ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＩＮＧ　ＲＥＪＥＣ
Ｔメッセージに関して、このオブジェクトは、ＬＯＣＡＴＩＯＮ　ＵＰＤＡＴＩＮＧ　Ｒ
ＥＪＥＣＴメッセージにおいて受信される場合、拒否原因を含むものとする。拒否原因は
、ＴＳ　２４．００８において詳細に述べられるような拒否原因情報要素の値部と同じ態
様においてコード化される。
【００４８】
　ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮについて、ＧＰＲＳ　ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＪＥＣＴメッセージ
またはＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＪＥＣＴメッセージに関して、こ
のオブジェクトは、ＧＰＲＳ　ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＪＥＣＴメッセージまたはＲＯＵＴＩ
ＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＪＥＣＴメッセージにおいて受信される場合、ＧＭ
Ｍ原因を含むものとする。ＧＭＭ原因は、ＴＳ　２４．００８において詳細に述べられる
ようなＧＭＭ原因情報要素の値部と同じ態様においてコード化される。
【００４９】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮについて、ＥＭＭ　ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＪＥＣＴメッセージまたはＥＭ
Ｍ　ＴＲＡＣＫＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＪＥＣＴメッセージに関して、こ
のオブジェクトは、ＥＭＭ　ＡＴＴＡＣＨ　ＲＥＪＥＣＴメッセージまたはＥＭＭ　ＴＲ
ＡＣＫＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＪＥＣＴメッセージにおいて受信されるＥ
ＭＭ原因を含むものとする。ＥＭＭ原因は、ＴＳ　２４．３０１において詳細に述べられ
るようなＥＭＭ原因情報要素の値部と同じ態様においてコード化される。
【００５０】
　ＩＭＳ登録エラーについて、ＩＭＳステータスコードは、ＴＳ　２４．２２９において
詳細に述べられるＩＭＳ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージに応答して、受信されるステータ
スコードを含む。ステータスコードは、ＴＳ　２４．２２９およびＲＦＣ　３６２１に従
うようにコード化される。ＩＭＳ登録エラーについて、拒否原因コードは、‘０ｘＦＦ’
としてコード化される。
【００５１】
　別の実施形態において、拒否原因コードデータオブジェクト長さ自身は、１バイトより
大きい原因コードに備えるように拡張される。ＭＥが、ＩＭＳ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセ
ージに応答して、エラーを受信する場合において、ネットワークから受信されるステータ
スコードは、拒否原因コードデータオブジェクトの拒否原因コードフィールドにおいてコ
ード化される。ステータスコードは、ＴＳ　２４．２２９およびＲＦＣ　３６２１に従う
ようにコード化される。拒否原因コードデータオブジェクトパラメータは、表８に明記さ
れる。
【００５２】
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【表８】

　図８を参照すると、特定の実施形態において、登録エラーイベントによってＩＭＳ登録
エラーを通信するシステムの動作のフローチャートが示される。より具体的には、特定の
実施形態において、ＩＭＳ登録エラーをサポートするＩＭＳ登録イベントが、提供される
。
【００５３】
　この実施形態において、ＵＩＣＣは、ＭＥにより送信されるプロファイルダウンロード
に導入されるバイト（たとえば、第３１バイト）における適切なビットによって、ＩＭＳ
登録エラーイベント特徴のサポートを発見する。
【００５４】
　図９は、ダウンロードプロファイルバイトの例のマッピングを示す。
【００５５】
　イベント駆動情報範囲が、任意の無線技術においてサポートされる場合、ＵＩＣＣは、
ＩＭＳ登録エラーメッセージの受信を可能にするために、ＩＭＳ登録エラーイベントをＳ
ＥＴＵＰ　ＥＶＥＮＴ　ＬＩＳＴ　（Ｕ）ＳＡＴコマンドに登録し続ける。より具体的に
は、ＵＩＣＣは、イベントのセットを供給するために、ＳＥＴＵＰ　ＥＶＥＮＴ　ＬＩＳ
Ｔ　（Ｕ）ＳＡＴコマンドを使用する。このイベントのセットは、端末がモニターするイ
ベントの現用リストになる。任意の後のＳＥＴ　ＵＰ　ＥＶＥＮＴ　ＬＩＳＴコマンドは
、前のＳＥＴ　ＵＰ　ＥＶＥＮＴ　ＬＩＳＴコマンドにおいて供給されたイベントの現用
リストに取って代わる。ＳＥＴ　ＵＰＥＶＥＮＴ　ＬＩＳＴコマンドは、端末において現
用であるイベントの全リストを除去するためにも使用されうる（たとえば、ＥＴＳＩ　Ｔ
Ｓ　１０２　２２３　ｖ９．１．０の条項６．６．１６を参照されたい）。端末が電力を
供給されないか、またはＵＩＣＣが除去されるか、またはリセットが実施される場合、最
新のＳＥＴ　ＵＰ　ＥＶＥＮＴ　ＬＩＳＴコマンドにおいてＵＩＣＣにより提供されたイ
ベントのリストは、除去される。
【００５６】
　端末がイベントのリストを首尾よく受け取ったか、または除去した場合、端末は、ＴＥ
ＲＭＩＮＡＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥ（ＯＫ）メッセージをＵＩＣＣに送信する。端末がイベ
ントのリストを首尾よく受け取ることも、除去することもできない場合、端末は、ＴＥＲ
ＭＩＮＡＬ　ＲＥＳＰＯＮＳＥ（端末の性能を超えたコマンド）メッセージをＵＩＣＣに
送信する。現用リストにおけるイベントの１つが発生する場合、端末は、イベントダウン
ロードの仕組みを使用することにより、イベントの詳細をＵＩＣＣに転送する（たとえば
、ＥＴＳＩ　ＴＳ　１０２　２２３　ｖ９．１．０の条項７．５および３ＧＰＰ　３１．
１１１　ｖ．９．１．０を参照されたい）。
【００５７】
　一実施形態において、イベントダウンロードの仕組みは、（以下で説明されるような）
成功したイベントか、失敗したイベントかのどちらかを示すために、非常に異なった情報
を含みうる。
【００５８】
　イベントリストバイトコード化について、複数の値が、ＥＴＳＩ　ＴＳ　１０２　２２
３における値に加えて、定義される。それらの値は、
　１１＝Ｉ－ＷＬＡＮアクセスステータス
　１２＝ネットワーク拒否
　１５＝ＣＳＧセル選択
　１ｘ＝ＩＭＳ登録エラー
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を含む。
【００５９】
　ＭＥが、ネットワークからのＩＭＳ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージに応答して、ステー
タスコード（エラーを示すステータスコードに制限されない）を受信し、かつＩＭＳ登録
エラーイベントが、イベントリストに登録されている場合、ＭＥは、ＵＩＣＣに、このイ
ベントが発生したことを知らせる。
【００６０】
　より具体的には、ＩＭＳ登録エラーイベントが、（最新のＳＥＴ　ＵＰ　ＥＶＥＮＴ　
ＬＩＳＴコマンドにより供給されるような（ＥＴＳＩ　ＴＳ　１０２．２３３を参照され
たい））現用イベントリストの一部である場合、それから、エラーを示す（が、これに制
限されない）、ＩＭＳ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージへの応答に関しては、端末は、ＥＮ
ＶＥＬＯＰＥ（ＥＶＥＮＴ　ＤＯＷＮＬＯＡＤ－ＩＭＳ登録エラー）コマンドを使用する
ことによって、ＵＩＣＣに、ＩＭＳ登録エラーイベントが発生したことを知らせる。コマ
ンドの方向は、ＭＥからＵＩＣＣであり、コマンドヘッダーは、３ＧＰＰ　ＴＳ　３１．
１０１において詳細に述べられる。ＥＮＶＥＬＯＰＥ（ＥＶＥＮＴ　ＤＯＷＮＬＯＡＤ－
ＩＭＳ登録エラー）コマンドの構造は、表９に明記される。
【００６１】
　コマンドパラメータ／データ
【００６２】
【表９】

　イベントリスト：イベントリストデータオブジェクトは、ただ１つのイベント（長さ１
バイトの値部）を含むものとし、端末は、イベントを設定するものとする。
・ＩＭＳ登録エラー
デバイス識別：端末は、デバイス識別を設定するものとする。
・ソース：ネットワーク；
・行先：ＵＩＣＣ
‐ＩＭＳメッセージタイプ：このデータオブジェクトは、ＩＭＳネットワークに送信され
るメッセージタイプを含む。
‐ＩＭＳステータスコード：このデータオブジェクトは、ＩＭＳ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッ
セージへの応答において受信されたステータスコードの値を含む。このデータオブジェク
トは、失敗したＩＭＳ　ＲＥＧＩＳＴＲＡＴＩＯＮ中にのみ存在する。
【００６３】
　応答パラメータ／データ：このタイプのＥＮＶＥＬＯＰＥコマンドのためのものではな
い。
【００６４】
　メッセージのためのアップデートおよびアタッチパラメータは、表１０に明記される。
【００６５】

【表１０】
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・内容
　‐失敗したＩＭＳへの登録に関して、端末は、ＴＳ　２４．２２９において詳細に述べ
られるように、ＩＭＳ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージが伝送されたことをＵＩＣＣに示す
仕組みとして、この情報を使用するものとする。
・コード化
　‐‘０１’＝ＩＭＳ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージ
　‐他のすべての値は、将来の使用のために確保される。
【００６６】
　メッセージのためのステータスコードオブジェクトパラメータは、表１１に明記される
。
【００６７】
【表１１】

　ＩＭＳ登録エラーについて、ＩＭＳステータスコードは、ＴＳ　２４．２２９において
詳細に述べられるＩＭＳ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージへの応答に含まれるステータスコ
ードを含む。ステータスコードは、ＴＳ　２４．２２９に従うようにコード化される。
【００６８】
　次に、本発明の種々の例示的な実施形態は、添付の図面に関して詳細に説明される。種
々の詳細が下記の説明に明記されるが、本発明は、これらの特定の詳細なしに実施されう
ること、および数多くの実装特有の決定は、本明細書中に説明される発明になされること
により、１つの実装から別の実装まで様々である、発明者の特定の目標（たとえば、工程
技術または設計関連の制限との適合性）を達成しうるということが理解される。そのよう
な開発努力は、複雑で時間のかかるものでありうるが、それでも、そのような開発努力は
、本開示の利益を受ける当業者にとってごく普通の仕事である。たとえば、選択された局
面が、本発明を制限することおよび不明瞭にすることを避けるために、詳細にではなく、
ブロック線図およびフローチャート形式に示される。そのうえ、本明細書中に提供される
詳細な説明のいくつかの部分は、コンピュータメモリー内のデータにおけるアルゴリズム
または動作に特有の表現で与えられる。そのような説明および表現は、当業者によって、
彼らの成果の本質を他の当業者に説明しかつ伝えるために、使用される。
【００６９】
　図１０は、本明細書中に開示される１つ以上の実施形態を実装することに適したシステ
ム１０００の例を図示する。種々の実施形態において、システム１０００は、中央処理ユ
ニット（ＣＰＵ）またはデジタル信号プロセッサー（ＤＳＰ）と呼ばれうるプロセッサー
１０１０、ネットワーク接続デバイス１０２０、ランダムアクセスメモリー（ＲＡＭ）１
０３０、読み取り専用メモリー（ＲＯＭ）１０４０、二次ストレージ１０５０、および入
力／出力（Ｉ／Ｏ）デバイス１０６０を含む。いくつかの実施形態において、これらの構
成要素の一部は、存在しないことも、または互いとのまたは示されていない他の構成要素
との種々の組み合わせに結合されることもある。これらの構成要素は、１つの物理的実体
内に、または２つ以上の物理的実体内に位置しうる。プロセッサー１０１０により実施さ
れると本明細書中に説明される任意の動作は、プロセッサー１０１０だけにより実施され
うるか、または図１０に示されるかまたは示されない１つ以上の構成要素と共にプロセッ
サー１０１０によって実施されうる。
【００７０】
　ネットワーク接続デバイス１０２０、ＲＡＭ１０３０、またはＲＯＭ１０４０からアク
セスしうるプロセッサー１０１０は、命令、コード、コンピュータプログラム、またはス
クリプトを実行する。ただ１つのプロセッサー１０１０が示されるが、複数のプロセッサ
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ーが、存在しうる。したがって、命令は、プロセッサー１０１０により実行されると論じ
られうるが、命令は、同時に、連続的に、または別の方法で、１つ以上のＣＰＵチップと
して実装された１つ以上のプロセッサー１０１０によって実行されうる。
【００７１】
　種々の実施形態において、ネットワーク接続デバイス１０２０は、モデム、モデムバン
ク、イーサネット（登録商標）デバイス、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）インター
フェースデバイス、シリアルインターフェース、トークンリングデバイス、光ファイバー
分散データインターフェース（ＦＤＤＩ）デバイス、ワイヤレスローカルエリアネットワ
ーク（ＷＬＡＮ）デバイス、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）デバイスのような無線ト
ランシーバーデバイス、ＧＳＭ（登録商標）（ｇｌｏｂａｌ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｍ
ｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）無線トランシーバーデバイス（たとえば、
ＷＣＤＭＡ（登録商標）、ＨＳＰＡ、およびＬＴＥタイプデバイス）、ＷｉＭＡＸ（ｗｏ
ｒｌｄｗｉｄｅ　ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　ａ
ｃｃｅｓｓ）デバイス、および／またはネットワークに接続する他の周知のデバイスの形
態をなしうる。これらのネットワーク接続デバイス１０２０は、プロセッサー１０１０に
、インターネットと、またはプロセッサー１０１０が情報を受信しうるかまたはプロセッ
サー１０１０が情報を出力しうる１つ以上の遠距離通信ネットワークと通信することを可
能にさせうる。
【００７２】
　ネットワーク接続デバイス１０２０は、無線周波数信号またはマイクロ波周波数信号の
ような電磁波の形態におけるデータをワイヤレスに伝送、または受信することもできうる
。ネットワーク接続デバイス１０２０によって伝送されるか、または受信される情報は、
プロセッサー１０１０によって処理されたデータ、またはプロセッサー１０１０によって
実行される命令を含みうる。データは、データを処理または生成することか、データを伝
送または受信することかのどちらかに対して望ましくありうるような異なったシーケンス
に従って配列されうる。
【００７３】
　種々の実施形態において、ＲＡＭ１０３０は、揮発性データ、およびプロセッサー１０
１０によって実行される命令を記憶するために使用されうる。図１０に示されるＲＯＭ１
０４０は、命令および、ことによると、命令の実行中に読み込まれるデータを記憶するた
めに使用されうる。ＲＡＭ１０３０とＲＯＭ１０４０との両方へのアクセスは、概して、
二次ストレージ１０５０へよりも速い。二次ストレージ１０５０は、概して、１つ以上の
ディスクドライブまたはテープドライブに含まれ、ＲＡＭ１０３０がすべての作業データ
を保持するのに十分に大きくない場合、データの不揮発性ストレージのために、またはオ
ーバーフローデータストレージデバイスとして使用されうる。二次ストレージ１０５０は
、プログラムを記憶するために使用され、そのプログラムは、そのようなプログラムが実
行のために選択される場合に、ＲＡＭ１０３０内へロードされうる。Ｉ／Ｏデバイス１０
６０は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、タッチスクリーンディスプレイ、キーボード、キ
ーパッド、スイッチ、ダイヤル、マウス、トラックボール、音声認識装置、カード読み取
り装置、紙テープ読み取り装置、プリンター、ビデオモニター、または他の周知の入力／
出力デバイスを含みうる。
【００７４】
　図１１は、ユーザー機器（ＵＥ）１１０２の実施形態を含むワイヤレス通信システムを
示す。携帯電話として図示されているが、ＵＥ１１０２は、ワイヤレスハンドセット、ペ
ージャー、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、ポータブルコンピュータ、タブ
レットコンピュータ、またはラップトップコンピュータを含む種々の形態をなしうる。多
くの適したデバイスは、これらの機能の一部またはすべてを結合させる。いくつかの実施
形態において、ＵＥ１１０２は、ポータブル、ラップトップ、またはタブレットコンピュ
ータのような汎用計算デバイスではなく、むしろ携帯電話、ワイヤレスハンドセット、ペ
ージャー、ＰＤＡ、または乗物に取り付けられた遠距離通信デバイスのような特殊目的通
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信デバイスである。ＵＥ１１０２は、さらに、同様の性能を有するが可搬型ではないデバ
イス（たとえば、デスクトップコンピュータ、セットトップボックス、またはネットワー
クノード）であるか、そのデバイスを含むか、またはそのデバイスに含まれうる。これら
の、および他の実施形態において、ＵＥ１１０２は、賭博、在庫管理、ジョブ制御、およ
び／またはタスク管理機能などのような特殊化した活動をサポートしうる。
【００７５】
　種々の実施形態において、ＵＥ１１０２は、ディスプレイ１１０４を含む。ＵＥ１１０
２は、さらに、タッチセンシティブ表面、キーボード、または他の入力キー１１０６を含
み、これらは、概して入力のためにユーザーにより使用される。これらの、および他の実
施形態において、キーボードは、完全な、または変形した英数字キーボード（たとえば、
ＱＷＥＲＴＹ、Ｄｖｏｒａｋ、ＡＺＥＲＴＹ、およびシーケンシャルキーボードタイプ）
、または電話機キーパッドと関連づけられるアルファベット文字を有する従来の数値キー
パッドでありうる。入力キーは、さらに、トラックホイール、終了またはエスケープキー
、トラックボール、および他のナビゲーションする、または機能的なキーを含み、それら
は、さらなる入力機能を提供するために内部に押し下げられうる。ＵＥ１１０２は、さら
に、ユーザーが選択するオプション、ユーザーが作動させる制御、およびユーザーが指示
するカーソルまたは他の標識を与えうる。
【００７６】
　ＵＥ１１０２は、さらに、ダイヤルする数字またはＵＥ１１０２の動作を構成する種々
のパラメータの値を含む、ユーザーからのデータ入力を受け取りうる。ＵＥ１１０２は、
さらに、ユーザーコマンドに応答して、１つ以上のソフトウェアまたはファームウェアア
プリケーションを実行しうる。これらのアプリケーションは、ＵＥ１１０２を、ユーザー
相互作用に応答して、種々のカスタマイズされた機能を実施するように構成しうる。その
うえ、ＵＥ１１０２は、無線通信を経由して（ＯＴＡ）、たとえばワイヤレス基地局１１
１０、サーバー１１１６、ワイヤレスネットワークアクセスノード１１０８、またはピア
ＵＥ１１０２から、プログラムされるか、または構成されうる。
【００７７】
　ＵＥ１０００によって実行可能な種々のアプリケーションの中の１つは、ディスプレイ
１１０４にウェブページを表示することを可能にさせるウェブブラウザである。ウェブペ
ージは、ワイヤレスネットワークアクセスノード１１０８（たとえば、セルタワー、ピア
ＵＥ１１０２、または任意の他のワイヤレス通信ネットワーク１１１２またはシステム）
を用いたワイヤレス通信によって得られうる。種々の実施形態において、ワイヤレスネッ
トワーク１１１２は、接続したネットワーク１１１４（たとえば、インターネット）に連
結される。ワイヤレスネットワーク１１１２および接続したネットワーク１１１４経由で
、ＵＥ１１０２は、サーバー１１１６のような種々のサーバーにおける情報へのアクセス
を有する。サーバー１１１６は、ディスプレイ１１０４に示されうる内容を提供しうる。
あるいは、ＵＥ１１０２は、リレータイプまたはホップタイプの接続において、媒介物の
働きをするピアＵＥ１１０２を通してワイヤレスネットワーク１１１２にアクセスしうる
。当業者は、多くのそのような実施形態は、可能であり、前記のことは、本開示の精神、
範囲または意図を制限することは意図されないということを認識する。
【００７８】
　図１２は、本発明が実装されうる例示的なユーザー機器（ＵＥ）１１０２のブロック線
図を描写する。ＵＥ１１０２の種々の構成要素が描写されるが、ＵＥ１１０２の種々の実
施形態は、列挙された構成要素の下位セット、または列挙されていない追加の構成要素を
含みうる。図１２に示されるように、ＵＥ１１０２は、デジタル信号プロセッサー（ＤＳ
Ｐ）１２０２およびメモリー１２０４を含む。示されるように、ＵＥ１１０２は、アンテ
ナおよびフロントエンドユニット１２０６、無線周波数（ＲＦ）トランシーバー１２０８
、アナログベースバンド処理ユニット１２１０、マイクロフォン１２１２、イヤホーンス
ピーカー１２１４、ヘッドセットポート１２１６、入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェー
ス１２１８、取り外し可能なメモリーカード１２２０、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳ
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Ｂ）ポート１２２２、短距離ワイヤレス通信サブシステム１２２４、アラート１２２６、
キーパッド１２２８、タッチセンシティブ表面を含みうる液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）１
２３０、ＬＣＤコントローラー１２３２、電荷結合素子（ＣＣＤ）カメラ１２３４、カメ
ラコントローラー１２３６、および全地球位置把握システム（ＧＰＳ）センサー１２３８
をさらに含みうる。種々の実施形態において、ＵＥ１１０２は、タッチセンシティブスク
リーンを提供しない別種のディスプレイを含みうる。一実施形態において、ＤＳＰ１２０
２は、入力／出力インターフェース１２１８通過することなしに、メモリー１２０４と直
接通信しうる。
【００７９】
　種々の実施形態において、ＤＳＰ１２０２、またはコントローラーまたは中央処理ユニ
ット（ＣＰＵ）の他のいくつかの形態は、メモリー１２０４に記憶された、またはＤＳＰ
１２０２自身内に含まれているメモリーに記憶された、埋め込まれたソフトウェアまたは
ファームウェアに従って、ＵＥ１１０２の種々の構成要素を制御するように動作する。埋
め込まれたソフトウェアまたはファームウェアに加えて、ＤＳＰ１２０２は、メモリー１
２０４に記憶された、または情報キャリアメディア（たとえば、取り外し可能なメモリー
カード１２２０のようなポータブルデータストレージメディア）によって、または接続さ
れたまたはワイヤレスネットワーク通信によって、利用可能になった他のアプリケーショ
ンを実行しうる。アプリケーションソフトウェアは、所望の機能性を提供するようにＤＳ
Ｐ１２０２を構成する、機械読み取り可能な命令のコンパイルされたセットを含みうるか
、またはアプリケーションソフトウェアは、ＤＳＰ１２０２を間接的に構成するインター
プリターまたはコンパイラーによって処理される高水準ソフトウェア命令でありうる。
【００８０】
　アンテナおよびフロントエンドユニット１２０６は、ワイヤレス信号と電気信号との間
を変換するために提供され、ＵＥ１１０２に、セルラーネットワークまたは他のいくつか
の利用可能なワイヤレス通信ネットワークからの、またはピアＵＥ１１０２からの情報を
送受信することを可能にさせうる。一実施形態において、アンテナおよびフロントエンド
ユニット１１０６は、信号電波形成および／または多重入力多重出力（ＭＩＭＯ）動作を
サポートする複数のアンテナを含みうる。当業者に知られるように、ＭＩＭＯ動作は、困
難なチャンネル状況を克服するために、またはチャンネル処理量を増加させるために使用
されうる空間ダイバーシチを提供しうる。さらに、アンテナおよびフロントエンドユニッ
ト１２０６は、アンテナ同調またはインピーダンス整合構成要素、ＲＦ電力増幅器、また
は低ノイズ増幅器を含みうる。
【００８１】
　種々の実施形態において、ＲＦトランシーバー１２０８は、周波数偏移、受信したＲＦ
信号をベースバンドに変換すること、およびベースバンド伝送信号をＲＦに変換すること
を提供する。いくつかの説明において、無線トランシーバーまたはＲＦトランシーバーは
、他の信号処理機能性（たとえば、変調／復調、コード化／デコード化、インターリーブ
／デインターリーブ、スプレッド／デスプレッド、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）／高
速フーリエ変換（ＦＦＴ）、サイクリックプレフィックス付加／除去、および他の信号処
理機能）を含むと理解されうる。明快の目的のために、本明細書での説明は、この信号処
理の説明を、ＲＦおよび／または無線ステージから分離し、この信号処理をアナログベー
スバンド処理ユニット１２１０、またはＤＳＰ１２０２または他の中央処理ユニットに概
念的に割り当てる。いくつかの実施形態において、ＲＦトランシーバー１００８、アンテ
ナおよびフロントエンドユニット１２０６の一部、およびアナログベースバンド処理ユニ
ット１２１０は、１つ以上の処理ユニットおよび／または特定用途向け集積回路（ＡＳＩ
Ｃ）に結合されうる。
【００８２】
　アナログベースバンド処理ユニット１２１０は、入力および出力の種々のアナログ処理
（たとえば、マイクロフォン１２１２およびヘッドセット１２１６からの入力、ならびに
イヤホーン１２１４およびヘッドセット１２１６への出力のアナログ処理）を提供しうる
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。その目的のために、アナログベースバンド処理ユニット１２１０は、ＵＥ１１０２に携
帯電話として使用されることを可能にさせる、内蔵マイクロフォン１２１２およびイヤホ
ーンスピーカー１２１４に接続するためのポートを有しうる。アナログベースバンド処理
ユニット１２１０は、ヘッドセット、または他のハンズフリーマイクロフォンおよびスピ
ーカー構成に接続するためのポートをさらに含みうる。アナログベースバンド処理ユニッ
ト１２１０は、１つの信号方向においてデジタル―アナログ変換、および反対の信号方向
においてアナログ―デジタル変換を提供しうる。種々の実施形態において、アナログベー
スバンド処理ユニット１２１０の機能性の少なくとも一部は、デジタル処理構成要素によ
って（たとえば、ＤＳＰ１２０２によって、または他の中央処理ユニットによって）提供
されうる。
【００８３】
　ＤＳＰ１２０２は、ワイヤレス通信と関連づけられる、変調／復調、コード化／デコー
ド化、インターリーブ／デインターリーブ、スプレッド／デスプレッド、逆高速フーリエ
変換（ＩＦＦＴ）／高速フーリエ変換（ＦＦＴ）、サイクリックプレフィックス付加／除
去、および他の信号処理機能を実施しうる。一実施形態において、たとえば符号分割多重
アクセス（ＣＤＭＡ）技術アプリケーションにおいて、送信機機能のためにＤＳＰ１２０
２は、変調、コード化、インターリーブ、およびスプレッドを実施し、受信機機能のため
にＤＳＰ１２０２は、デスプレッド、デインターリーブ、デコード化、および復調を実施
しうる。別の実施形態において、たとえば直行周波数分割多重アクセス（ＯＦＤＭＡ）技
術アプリケーションにおいて、送信機機能のためにＤＳＰ１２０２は、変調、コード化、
インターリーブ、逆高速フーリエ変換、およびサイクリックプレフィックス付加を実施し
、受信機機能のためにＤＳＰ１２０２は、サイクリックプレフィックス除去、高速フーリ
エ変換、デインターリーブ、デコード化、および復調を実施しうる。他のワイヤレス技術
アプリケーションにおいて、まだ他の信号処理機能および信号処理機能の組み合わせが、
ＤＳＰ１２０２によって実施されうる。
【００８４】
　ＤＳＰ１２０２は、アナログベースバンド処理ユニット１２１０経由でワイヤレスネッ
トワークと通信しうる。いくつかの実施形態において、通信は、インターネット接続を提
供し、ユーザーに、インターネット上の内容へのアクセスを得ること、およびＥメールま
たはテキストメッセージを送受信することを可能にさせうる。入力／出力インターフェー
ス１２１８は、ＤＳＰ１２０２と種々のメモリーおよびインターフェースとを相互に連結
させる。メモリー１２０４および取り外し可能なメモリーカード１２２０は、ＤＳＰ１２
０２の動作を構成するソフトウェアおよびデータを提供しうる。インターフェースの中の
１つは、ＵＳＢインターフェース１２２２および短距離ワイヤレス通信サブシステム１２
２４でありうる。ＵＳＢインターフェース１２２２は、ＵＥ１１０２を充電するために使
用され、さらにＵＥ１１０２に、パーソナルコンピュータまたは他のコンピュータシステ
ムと情報をやりとりする周辺デバイスとして機能することを可能にさせうる。短距離ワイ
ヤレス通信サブシステム１２２４は、赤外線ポート、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）イ
ンターフェース、ＩＥＥＥ８０２．１１規格ワイヤレスインターフェース、または他の短
距離ワイヤレス通信サブシステムを含み、それらは、ＵＥ１１０２に、他の近くのモバイ
ルデバイスおよび／またはワイヤレス基地局とワイヤレスに通信することを可能にさせう
る。
【００８５】
　入力／出力インターフェース、１２１８は、さらに、ＤＳＰ１２０２をアラート１２２
６に接続し、そのアラート１２２６は、駆動した場合、ＵＥ１１０２に、（たとえば、鳴
り響く音、メロディー再生、または振動によって）ユーザーへの通知を提供させうる。ア
ラート１２２６は、ユーザーに、静かに振動することによって、または特定の発信者のた
めに特定の事前設定されたメロディーを再生することによって、種々のイベント（たとえ
ば、着信、新しいテキストメッセージ、および約束のリマインダー）のいずれに対しても
注意喚起をする仕組みとして役立ちうる。
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【００８６】
　キーパッド１２２８は、ＤＳＰ１２０２に、Ｉ／Ｏインターフェース１２１８経由で連
結されることにより、ユーザーに、選択し、情報を入力し、かつ別の方法でＵＥ１１０２
に入力を提供する１つの仕組みを提供する。キーボード１２２８は、完全な、または変形
した英数字キーボード（たとえば、ＱＷＥＲＴＹ、Ｄｖｏｒａｋ、ＡＺＥＲＴＹ、および
シーケンシャルタイプ）、または電話機キーパッドと関連づけられるアルファベット文字
を有する従来の数値キーパッドでありうる。入力キーは、さらに、トラックホイール、終
了またはエスケープキー、トラックボール、および他のナビゲーションする、または機能
的なキーを含み、それらは、さらなる入力機能を提供するために内部に押し下げられうる
。他の入力の仕組みは、ＬＣＤ１２３０であり、そのＬＣＤ１２３０は、タッチスクリー
ン性能を含み、さらにテキストおよび／または画像をユーザーに表示しうる。ＬＣＤコン
トローラー１２３２は、ＤＳＰ１２０２をＬＣＤ１２３０に連結させる。
【００８７】
　ＣＣＤカメラ１２３４は、備えつけられた場合、ＵＥ１１０２に、デジタル写真を撮る
ことを可能にさせる。ＤＳＰ１２０２は、カメラコントローラー１２３６経由でＣＣＤカ
メラ１２３４と通信する。別の実施形態において、電荷結合素子カメラとは別の技術に従
うカメラ動作が、用いられうる。ＧＰＳセンサー１２３８は、ＤＳＰ１２０２に連結され
ることにより、全地球位置把握システム信号をデコード化し、それによって、ＵＥ１１０
２に、その位置を決定することを可能にさせる。他の種々の周辺装置はまた、追加の機能
（たとえば、無線およびテレビジョン受信能力）を提供するために含まれうる。
【００８８】
　図１３は、ＤＳＰ１２０２によって実装されうるソフトウェア環境１３０２を図示する
。ＤＳＰ１２０２は、プラットフォームを提供するオペレーティングシステムドライバ１
３０４を実行し、そのプラットフォームで残りのソフトウェアは動作する。オペレーティ
ングシステムドライバ１３０４は、ＵＥ１１０２ハードウェアのドライバに、アプリケー
ションソフトウェアにアクセス可能な標準化されたインターフェースを提供する。オペレ
ーティングシステムドライバ１３０４は、ＵＥ１１０２において作動中のアプリケーショ
ン間の制御を転送するアプリケーション管理サービス（ＡＭＳ）１３０６を含む。さらに
、図１３に示されるものは、ウェブブラウザアプリケーション１３０８、メディアプレー
ヤーアプリケーション１３１０、およびＪａｖａ（登録商標）アプレット１３１２である
。ウェブブラウザアプリケーション１３０８は、ＵＥ１１０２を、ウェブブラウザとして
動作するように構成し、ユーザーが、ウェブページを検索しかつ見るために、フォーム内
に情報を入力して、リンクを選択することを可能にする。メディアプレーヤーアプリケー
ション１３１０は、ＵＥ１１０２を、音声または視聴覚メディアを検索し、かつ再生する
ように構成する。Ｊａｖａ（登録商標）アプレット１３１２は、ＵＥ１１０２を、ゲーム
、実用品、および他の機能性を提供するように構成する。構成要素１３１４は、本明細書
中に説明された機能性を提供しうる。ＵＥ１１０２、基地局１１１０、および本明細書中
に説明された他の構成要素は、上記で説明された動作に関連する命令を実行することがで
きる処理構成要素を含みうる。
【００８９】
　本開示においていくつかの実施形態が提供されてきたが、開示されたシステムおよび方
法は、本開示の精神または範囲から逸脱することなしに、数多くの他の特定の形態におい
て具体化されうるということが理解されるはずである。本例は、例証として、および制限
しないものとしてみなされ、意図は、本明細書中に与えられた詳細に制限されない。たと
えば、種々の要素または構成要素は、別のシステムにおいて結合されるか、または統合さ
れ、または特定の特徴は、省略されるか、または実装されないことがある。
【００９０】
　本明細書中に使用される場合、「構成要素」、「システム」、および同様の用語は、コ
ンピュータ関連の実体、ハードウェアか、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせか
、ソフトウェアか、実行中のソフトウェアかのどれかを表すことが意図される。たとえば
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、構成要素は、プロセッサーにおいて作動中の工程、プロセッサー、オブジェクト、実行
可能ファイル、実行のスレッド、プログラム、および／またはコンピュータでありうるが
、これらであることに制限されない。例証の目的で、コンピュータにおいて作動中のアプ
リケーションと、コンピュータとの両方は、構成要素でありうる。１つ以上の構成要素は
、工程および／または実行のスレッド内に存在し、構成要素は、１つのコンピュータに局
在化され、かつ／または２つ以上のコンピュータ間に分散されうる。
【００９１】
　本明細書中に使用される場合、「ユーザー機器」および「ＵＥ」の用語は、遠距離通信
性能を有するワイヤレスデバイス（たとえば、携帯電話、パーソナルデジタルアシスタン
ト（ＰＤＡ）、手で持てるサイズのまたはラップトップコンピュータ、および同様のデバ
イスまたは他のユーザーエージェント（「ＵＡ」））を表しうる。いくつかの実施形態に
おいて、ＵＥは、モバイルワイヤレスデバイスを表しうる。「ＵＥ」の用語は、同様の性
能を有するが、概して可搬型ではないデバイス（たとえば、デスクトップコンピュータ、
セットトップボックス、またはネットワークノード）も表しうる。さらに、メモリーカー
ドを含まないデバイスは、概してＭＥと呼ばれるのに対して、本明細書中に使用される場
合、ＵＥの用語は、メモリーカードを含むデバイスを表す。言い換えれば、ＵＥは、ＭＥ
とメモリーカードとの組み合わせである。
【００９２】
　そのうえ、開示された内容は、標準のプログラミングおよび／または工学技術を使用し
て、システム、方法、装置、または製造品として実装されることにより、本明細書中に詳
細に述べられた局面を実装するコンピュータまたはプロセッサーに基づいたデバイスを、
制御するソフトウェア、ファームウェア、ハードウェアまたはそれの任意の組み合わせを
製造しうる。本明細書中に使用されるような「製造品」（あるいは、「コンピュータプロ
グラム製品」）の用語は、任意のコンピュータ読み取り可能なデバイス、キャリア、また
はメディア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ことが意図される。た
とえば、コンピュータ読み取り可能なメディアは、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、磁気ストライプ等）、光ディスク（
たとえば、コンパクトディスク（ＣＤ）、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）等）
、スマートカード、およびフラッシュメモリーデバイス（たとえば、カード、スティック
）を含みうるが、これらに制限されない。もちろん、当業者は、多くの改変が、請求され
た内容の範囲または精神から逸脱することなしに、この構成に対してなされうるというこ
とを認識する。
【００９３】
　「例示的な」という言葉は、例、実例、または例証として役立つことを意味するために
本明細書中に使用される。「例示的な」と本明細書中に説明された任意の局面または構想
は、必ずしも他の局面または構想よりも好ましくまたは有利なように組み立てられるとい
うわけではない。当業者は、多くの改変が、請求された内容の範囲、精神または意図から
逸脱することなしに、この構成に対してなされうるということを認識する。さらに、開示
された内容は、標準のプログラミングおよび／または工学技術を使用して、システム、方
法、装置、または製造品として実装されることにより、本明細書中に詳細に述べられた局
面を実装するコンピュータまたはプロセッサーに基づいたデバイスを、制御するソフトウ
ェア、ファームウェア、ハードウェアまたはそれの任意の組み合わせを製造しうる。
【００９４】
　さらに、種々の実施形態において、個別、または別個であると説明されかつ例証された
技術、システム、サブシステムおよび方法は、本開示の範囲から逸脱することなしに、他
のシステム、モジュール、技術、または方法と結合されるか、または統合されうる。連結
されたように示されまたは論じられた、または互いと直接連結されまたは通信する他の品
目は、電気的であれ、機械的であれ、または別の方法であれ、いくつかのインターフェー
ス、デバイス、または中間の構成要素を通して、間接的に連結されるか、または通信する
。変更、置換、および修正の他の例は、当業者により確認可能であり、本明細書中に開示
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された精神および範囲から逸脱することなしに、なされうる。本発明は、詳細に開示され
てきたが、種々の変更、置換、および修正は、添付の特許請求の範囲によって定義される
ような本発明の精神および範囲から逸脱することなしに、本明細書に対してなされうると
いうことが、理解されるはずである。

【図１】 【図２】
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