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(57)【要約】
【解決手段】無線通信システムの方法及び装置は、指定
された移動局のデバイス能力と共に最初の接続要求を送
信する。デバイス能力は、準静的能力と動的能力の両方
を備える。前記準静的能力はコアネットワークに保持さ
れる。データは、前記移動局がアイドル状態に遷移する
前に、無線ノードを介して送信される。前記準静的能力
が変化しなかった場合に前記アイドル状態から前記アク
ティブ状態に戻る際、前記接続ノードに前記準静的な移
動局の能力を送信することなく、前記ユーザ装置の動的
能力と共に接続要求が送信される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信において実行可能な方法であって、
　最初の接続要求を送信することであって、前記最初の接続要求は、指定されたユーザ装
置のデバイス能力を含み、前記デバイス能力は、準静的能力と動的能力とを含み、前記準
静的能力はコアネットワークに保持されることと、
　無線ノードを介してデータを送信することと、
　アイドル状態に遷移することと
　前記準静的能力が変化しなかった場合に前記アイドル状態からアクティブ状態に戻る際
、前記無線ノードに前記準静的能力を送信することなく、前記ユーザ装置の動的能力と共
に接続要求を送信することと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記最初の接続要求に含まれる前記準静的能力を保持することと、
　前記準静的能力が変化した場合に前記アイドル状態からアクティブ状態に戻る際、前記
指定されたユーザ装置の前記動的能力と、変化した準静的能力と共に、接続要求を送信す
ることと
　を更に備える請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記無線システムは、Long Term Evolution（ＬＴＥ）に基づいている、請求項１記載
の方法。
【請求項４】
　一つ以上の前記動的能力は、別の能力を使用するためのある能力を取り入れることによ
り得られる、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　２回目のアイドル状態に遷移することと、
　前記準静的能力が変化しなかった場合に、前記２回目のアイドル状態から前記アクティ
ブ状態に戻る際、前記無線ノードに前記準静的能力を送信することなく、前記ユーザ装置
の前記動的能力と共に接続要求を送信することと
　を更に備える、請求項１記載の方法。
【請求項６】
　無線通信ネットワークにおいて動作可能な装置であって、
　移動局の前記無線通信ネットワークへの最初の接続時に、前記装置の準静的能力と動的
能力とを前記無線通信ネットワークへ示す手段と、
　前記装置の準静的能力が変化しなかった場合にアクティブ状態に戻る際、前記装置の前
記準静的能力を示すことなく、前記装置の動的能力を前記無線通信ネットワークへ示す手
段と
　を備える装置。
【請求項７】
　前記移動局の前記無線通信ネットワークへの最初の接続時に、前記装置の準静的能力と
動的能力とを前記無線通信ネットワークへ示す手段は、接続要求の一部として、前記装置
の前記準静的能力と動的能力とを示す手段を備える、請求項６記載の装置。
【請求項８】
　前記準静的能力が変化した場合にアクティブ状態に戻る際、前記装置の変化した準静的
能力と動的能力とを、前記無線通信ネットワークへ示す手段を更に備える、請求項６記載
の装置。
【請求項９】
　前記装置の準静的能力が変化しなかった場合にアクティブ状態に戻る際、前記装置の前
記準静的能力を示すことなく、前記装置の動的能力を前記無線通信ネットワークへ示す手
段は、アイドル状態に戻る際に前記装置の前記準静的能力を示すことなく、前記装置の動
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的能力を前記無線通信ネットワークへ示す手段を備える、請求項６記載の装置。
【請求項１０】
　コンピュータ読み取り可能な媒体を備え、前記コンピュータ読み取り可能な媒体は、
　無線通信ネットワークに対して移動局の準静的能力及び動的能力を、前記移動局の前記
無線通信ネットワークへの最初の接続時に、示すコードと、
　前記移動局の準静的能力が変化しなかった場合にアイドル状態からアクティブ状態に戻
る際、前記移動局の前記準静的能力を示すことなく、前記移動局の動的能力を前記無線通
信ネットワークへ示すコードと
　を備えるコンピュータプログラム製品。
【請求項１１】
　所定の条件が満たされた際に、アイドル状態に遷移するコードを更に備える、請求項１
０記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項１２】
　無線通信ネットワークにおいて動作可能な装置であって、前記装置は少なくとも一つの
プロセッサを備え、前記少なくとも一つのプロセッサは、
　前記無線通信ネットワークへの最初の接続時に、前記装置の準静的能力と動的能力とを
前記無線通信ネットワークへ示し、
　前記装置の準静的能力が変化しなかった場合にアイドル状態からアクティブ状態に戻る
際、前記装置の前記準静的能力を示すことなく、前記装置の動的能力を前記無線通信ネッ
トワークへ示す、ように構成されている装置。
【請求項１３】
　前記無線通信ネットワークは、セルベース（cell-based）の無線通信ネットワークであ
る、請求項１２記載の装置。
【請求項１４】
　前記無線通信ネットワークは、ＵＭＴＳベースの無線通信ネットワークである、請求項
１３記載の装置。
【請求項１５】
　前記少なくとも一つのプロセッサは更に、前記準静的能力が変化した場合にアイドル状
態からアクティブ状態に戻る際、前記装置の変化した準静的能力と動的能力とを、前記無
線通信ネットワークへ示すように、構成されている、請求項１２記載の装置。
【請求項１６】
　前記少なくとも一つのプロセッサは更に、前記無線通信ネットワークが、前記ネットワ
ークが前記装置の準静的能力を把握していないことを示す場合、前記装置の前記準静的能
力を前記無線通信ネットワークへ示すように、構成されている、請求項１２記載の装置。
【請求項１７】
　無線通信において実行可能な方法であって、
　アクティブな接続を確立するために、指定された移動局の少なくともいくつかのデバイ
ス能力を示す接続要求を受信することと、
　前記接続要求と共に送信された移動局の能力を判定することと、
　前記指定された移動局の準静的能力が前記接続要求と共に送信されない際、コアネット
ワークから前記指定された移動局の前記準静的能力を要求することと、前記コアネットワ
ークから前記指定された移動局の前記準静的能力の表示を受信することと
　を備える方法。
【請求項１８】
　前記指定された移動局の前記準静的能力が前記接続要求に含まれている際、前記移動局
が前記ネットワークから登録解除されるまで、前記移動局の前記準静的能力が前記コアネ
ットワークに保持されるように、前記指定された移動局のデバイス能力を前記コアネット
ワークに送信すること、を更に備える請求項１７記載の方法。
【請求項１９】
　前記指定された移動局とのアクティブな接続を、この移動局の前記能力に従って、確立
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すること、を更に備える請求項１７記載の方法。
【請求項２０】
　アクティブな接続を確立するための接続要求を受信することは、少なくとも、アイドル
状態から復帰するための接続要求を受信すること、または
　無線通信ネットワークへの最初の接続のための接続要求を受信すること、を備える請求
項１７記載の方法。
【請求項２１】
　コンピュータ読み取り可能な媒体を備え、前記コンピュータ読み取り可能な媒体は、
　アクティブな接続を確立するために、指定されたユーザ装置の少なくともいくつかのデ
バイス能力を示す接続要求を受信するコードと、
　前記指定されたユーザ装置の準静的能力が前記接続要求と共に送信されない際、コアネ
ットワークから前記指定されたユーザ装置の前記準静的能力を要求し、前記コアネットワ
ークから前記指定されたユーザ装置の前記準静的能力の表示を受信するコードと
　を備えるコンピュータプログラム製品。
【請求項２２】
　前記コンピュータ読み取り可能な媒体は、前記指定されたユーザ装置との接続を、該ユ
ーザ装置の前記能力に従って確立することを容易にするコードを更に備える、請求項２１
記載のコンピュータ製品。
【請求項２３】
　前記コンピュータ読み取り可能な媒体は、前記指定されたユーザ装置の前記準静的能力
が前記接続要求と共に送られる際、前記ユーザ装置が前記無線通信ネットワークから登録
解除されるまで保持するために、前記指定されたユーザ装置の前記準静的能力を前記コア
ネットワークに送信するコードを更に備える、請求項２１記載のコンピュータ製品。
【請求項２４】
　前記コンピュータ読み取り可能な媒体は、前記ユーザ装置が非アクティブ状態になる際
に、前記指定されたユーザ装置の前記能力を解放するコードを更に備える、請求項２１記
載のコンピュータ製品。
【請求項２５】
　無線通信ネットワークにおいて使用される装置であって、
　移動局から複数の接続要求を受信する手段であって、前記接続要求はアクティブな接続
を確立し、且つ指定された移動局の少なくともいくつかのデバイス能力を示す、手段と、
　指定された移動局の準静的能力を、前記無線通信ネットワークのコアネットワークから
、前記指定された移動局の前記準静的能力が前記接続要求と共に送信されない際に、要求
する手段と、
　前記指定された移動局の前記準静的能力の表示を、前記コアネットワークから受信する
手段と
　を備える装置。
【請求項２６】
　前記指定された移動局が前記無線通信ネットワークから登録解除されるまで保持するた
めに、前記指定された移動局の前記準静的能力を前記コアネットワークに送信する手段を
更に備える、請求項２５記載の装置。
【請求項２７】
　前記指定された移動局の前記準静的能力を前記コアネットワークが把握していないこと
の表示を受信し、前記指定された移動局の前記準静的能力の要求を前記指定された移動局
に送信する手段を更に備える、請求項２５記載の装置。
【請求項２８】
　前記指定された移動局がアイドル状態に入る際、前記指定された移動局の前記能力を解
放する手段を更に備える、請求項２５記載の装置。
【請求項２９】
　無線通信ネットワークにおいて動作可能な装置であって、前記装置は少なくとも一つの
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プロセッサを備え、前記少なくとも一つのプロセッサは、
　指定されたユーザ装置の少なくともいくつかのデバイス能力を示し、且つアクティブな
接続を確立するための接続要求を受信し、
　前記指定されたユーザ装置の準静的能力が前記接続要求と共に送信される際に、前記指
定されたユーザ装置が前記コンピュータネットワークから登録解除されるまで保持するた
めに、前記指定されたユーザ装置の前記準静的能力をコアネットワークに送信する、よう
に構成されている装置。
【請求項３０】
　前記少なくとも一つのプロセッサは更に、前記指定されたユーザ装置の準静的能力が前
記接続要求と共に送信されなかった際に、前記コアネットワークから前記指定されたユー
ザ装置の前記準静的能力を要求し、前記コアネットワークから前記指定されたユーザ装置
の前記準静的能力の表示を受信する、ように構成されている、請求項２９記載の装置。
【請求項３１】
　前記接続要求は、最初の接続要求または、アクティブ状態に戻る際の接続要求、のいず
れかである、請求項２９記載の装置。
【請求項３２】
　無線通信システムにおける方法であって、
　前記無線通信システムへの最初の接続時に、指定されたユーザ装置の準静的能力の表示
を受信することと、
　少なくとも前記指定されたユーザ装置が前記無線通信システムから登録解除されるまで
、前記指定されたユーザ装置の準静的能力を保持することと、
　前記指定されたユーザ装置がアクティブ状態に戻る際、前記指定されたユーザ装置の前
記準静的能力を、前記指定されたユーザ装置に関連付けられたノードＢに示すことと
　を備える方法。
【請求項３３】
　前記方法は、複数の指定されたユーザ装置の各々につき行われる、請求項３２記載の方
法。
【請求項３４】
　前記指定されたユーザ装置の前記準静的能力を、前記指定されたユーザ装置に関連付け
られたノードＢに示すことは、前記指定されたユーザ装置に関連付けられたノードＢから
の要求に応答したものである、請求項３２記載の方法。
【請求項３５】
　前記指定されたユーザ装置の前記準静的能力を、前記指定されたユーザ装置に関連付け
られたノードＢに示すことは、前記指定されたユーザ装置に関連付けられたノードＢを介
した前記ユーザ装置からのアクティブな接続要求に応答したものである、請求項３２記載
の方法。
【請求項３６】
　無線通信ネットワークにおいて動作可能な装置であって、前記装置は少なくとも一つの
プロセッサを備え、該少なくとも一つのプロセッサは、
　指定された移動局の準静的能力の表示を、前記移動局の前記無線ネットワークへの最初
の接続時に、受信し、
　少なくとも前記指定された移動局が前記無線通信ネットワークから登録解除されるまで
、前記指定された移動局の前記準静的能力を保持し、
　前記移動局がアクティブ状態に戻る際、前記指定された移動局の前記準静的能力を、前
記指定された移動局に関連付けられたノードＢに示す、ように構成されている装置。
【請求項３７】
　無線通信ネットワークにおいて動作可能な装置であって、
　前記無線ネットワークへの最初の接続時に、指定された移動局の準静的能力の表示を受
信する手段と、
　少なくとも前記指定された移動局が前記無線通信ネットワークから登録解除されるまで
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、前記指定された移動局の前記準静的能力を保持する手段と、
　前記移動局がアクティブ状態に戻る際、前記指定された移動局の前記準静的能力を、前
記指定された移動局に関連付けられたノードＢに示す手段と
　を備える装置。
【請求項３８】
　前記移動局が前記無線通信ネットワークから登録解除される際に、前記指定された移動
局の前記準静的能力を解放する手段を更に備える、請求項３７記載の装置。
【請求項３９】
　コンピュータ読み取り可能な媒体を備え、前記コンピュータ読み取り可能な媒体は、
　無線通信ネットワークへの最初の接続時に、指定された移動局の、動的能力と準静的能
力を含む能力の表示を受信するコードと、
　少なくとも前記指定された移動局が前記無線通信ネットワークから登録解除されるまで
、前記指定された移動局の前記準静的能力を保持するコードと、
　前記移動局がアクティブ状態に戻る際、前記指定されたユーザ装置の前記準静的能力を
、前記指定された移動局に関連付けられたノードＢに示すコードと
　を備えるコンピュータプログラム製品。
【請求項４０】
　前記コンピュータ読み取り可能な媒体は、前記移動局が非アクティブ状態になる際に、
前記移動局の動的能力を解放するコードを更に備える、請求項３９記載のコンピュータ製
品。
【請求項４１】
　前記コンピュータ読み取り可能な媒体は、前記移動局が前記無線通信ネットワークから
登録解除される際に、前記移動局の前記準静的能力を解放するコードを更に備える、請求
項３９記載のコンピュータ製品。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　この特許出願は、２００６年１０月３日に出願され、“UE Capability Information Ha
ndling in LTE”と表題された米国仮出願番号６０／８２８，０１７の利益を主張する。
当該出願の全ては、参照によって本明細書に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　以下の開示は、全体として無線通信システムに関し、より具体的には、ユーザ装置の能
力情報の取り扱いに関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信システムは、音声やデータ等、種々のタイプの通信コンテンツを提供するため
、幅広く展開されている。一般的な無線通信システムは、利用可能なシステムリソース（
例えば、バンド幅や送信電力）を共用することによって、複数のユーザとの通信をサポー
ト可能な多重接続システムであり得る。そのような多重接続システムの例は、符号分割多
重接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多重接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多重接
続（ＦＤＭＡ）システム、３ＧＰＰ ＬＴＥシステム、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）
、局所周波数分割多重（ＬＦＤＭ）、直交周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ）システム等
を含み得る。
【０００４】
　無線通信システムでは、ノードＢ（または基地局）は、ダウンリンクでユーザ装置（Ｕ
Ｅ）にデータを送信し、及び／またはアップリンクでＵＥからデータを受信し得る。ダウ
ンリンク（またはフォワードリンク）は、ノードＢからＵＥへの通信リンクを指し、アッ
プリンク（またはリバースリンク）は、ＵＥからノードＢへの通信リンクを指す。ノード
Ｂはまた、ＵＥ及び／またはコアネットワークに対して、制御情報（例えば、リソースの



(7) JP 2010-510694 A 2010.4.2

10

20

30

40

50

割り当て）を送信し得る。同様にして、ＵＥはダウンリンクでのデータ送信をサポートす
るため、及び／またはその他の目的で、ノードＢに制御情報を送信し得る。
【０００５】
　ＵＥとノードＢとの間でやりとりされる制御情報の一つのタイプは、ＵＥの非静的能力
である。従来、デバイス能力は、必ずＵＥがアクティブ状態になる際にやりとりされる。
ＵＥは無線通信システムに接続されている間に複数回、アイドル状態に入ることがあるの
で、ＵＥの非静的能力は、接続の間、複数回、送信されることがある。このデバイス能力
の送信は、状態遷移時におけるシグナリング（signaling）の負荷を増大させ、そのため
遷移の所要時間を長くする。
【発明の概要】
【０００６】
　下記は、一つ以上の実施形態の簡略化された概要を示し、このような実施形態の基本的
な理解を提供するためのものである。この概要は、考え得る全ての実施形態の範囲の総括
ではなく、そして全ての重要または重大な要素を特定することも、いずれかまたは全ての
実施形態の外延を規定することも意図するものでは無い。この唯一の目的は、後に開示さ
れるより詳細な説明の前置きとして、簡略化された形での一つ以上の実施形態のいくつか
の考え方を示すことである。
【０００７】
　一側面によれば、無線通信システムの方法は、最初の接続要求を送信し、この要求は、
指定されたユーザ装置のデバイス能力を含む。前記デバイス能力は、準静的能力と動的能
力とを含む。前記準静的能力はコアネットワークに保持される。データは、無線ノードを
介して送信され、そして移動局はアイドル状態に遷移する。前記準静的能力が変化しなか
った場合に前記アイドル状態からアクティブ状態に戻る際、前記無線ノードに前記準静的
デバイス能力を送信することなく、前記ユーザ装置の動的能力と共に接続要求が送信され
る。
【０００８】
　一側面に従った無線通信システムの方法では、前記無線通信システムへの最初の接続時
に、指定されたユーザ装置の準静的能力の表示が受信される。少なくとも前記指定された
ユーザ装置が前記無線通信システムから登録解除されるまで、前記指定されたユーザ装置
の準静的能力が保持される。その後、前記指定されたユーザ装置がアクティブ状態に戻る
際、前記指定されたユーザ装置の前記準静的能力は、前記指定されたユーザ装置に関連付
けられたノードＢに示される。
【０００９】
　別の側面に従った無線通信システムの方法では、アクティブな接続を確立するために、
接続要求が受信される。前記接続要求は、指定された移動局の少なくともいくつかのデバ
イス能力を示す。前記接続要求と共に送信された移動局の能力が判定される。前記指定さ
れた移動局の準静的能力が前記接続要求と共に送信されなかった際、前記コアネットワー
クから前記指定された移動局の前記準静的能力を要求される。その後、前記コアネットワ
ークから、前記指定された移動局の前記準静的能力の表示が受信される。
【００１０】
　上記の目的及び関連する目的の達成のため、一つ以上の実施形態は、以下で十分に説明
され、そして請求項で特に示された特徴を備えている。下記の記述と添付された図面は、
一つ以上の実施形態の例示的なある側面を詳細に説明する。しかしながら、これらの側面
は、種々の実施形態の原理が使用され得る様々な方法のうちのほんの数例を示しており、
説明された実施形態は、全てのそのような側面とその等価物の全てを含むことを意図して
いる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、本明細書で説明された種々の側面に従った無線通信システムを図示する
。
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【図２】図２は、通信システムの例のブロック図。
【図３】図３は、ユーザ装置の動的能力の例を示す。
【図４】図４は、本明細書に説明された側面に従って、無線ネットワークへの最初の接続
とＵＥがアイドル状態になる際の接続解除の期間において保持される能力と信号の流れを
示す。
【図５】図５は、本明細書で説明された側面に従ってＵＥがアイドル状態からアクティブ
状態に戻る際に保持される能力と信号の流れを示す。
【図６】図６は、本明細書で説明された側面に従ってＵＥが無線ネットワークから登録解
除する際に保持される能力と信号の流れを示す。
【図７】図７は、本明細書で説明された側面に従ってＵＥがアイドル状態からアクティブ
状態に戻る際に、準静的能力がコアネットワークに保持されていないときのシグナルフロ
ーエラー処理を示す。
【図８】図８は、本明細書に開示された無線ネットワーキング環境と共にＵＥの方法を説
明する。
【図９】図９は、本明細書に開示された無線ネットワーキング環境と共にノードＢ／無線
ネットワークの方法を説明する。
【図１０】図１０は、本明細書に開示された無線ネットワーキング環境と共にコアネット
ワークの方法を説明する。
【図１１】図１１は、一つ以上の側面に従った、アイドル状態からの遷移を高速化する典
型的なシステムを示す。
【図１２】図１２は、一つ以上の側面に従った、アイドル状態からの遷移を高速化する典
型的なシステムを示す。
【図１３】図１３は、一つ以上の側面に従った、無線通信環境と共にユーザ装置の典型的
なシステムを示す。
【図１４】図１４は、一つ以上の側面に従った、無線通信環境と共に無線ネットワーク／
ノードＢの典型的なシステムを示す。
【図１５】図１５は、一つ以上の側面に従った、無線通信環境と共にコアネットワークの
典型的なシステムを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図面を参照しつつ種々の側面がこれより説明され、同じ参照番号は、全体を通じて同じ
要素を指すために用いられる。以下の説明においては、例示の目的で、多くの具体的な細
部が、一つ以上の側面についての十分な理解を与えるために説明される。しかしながら、
そのような側面がこれらの特定の細部を有することなく実施し得ることは言うまでもない
だろう。また別の場合には、一つ以上の側面の説明を容易にするため、よく知られた構造
及びデバイスがブロックダイアグラムの形で示される。
【００１３】
　更に、この開示の種々の側面が下記に説明される。本明細書での教示が多種多様な形で
具体化できること、及び本明細書で開示された具体的な構造及び／または機能は単なる例
示に過ぎないことが、明らかであるべきである。本明細書における教示に基づいて当業者
は、本明細書で開示された側面がその他の側面から独立して実施し得ること、及び２つ以
上の側面が種々の方法で組み合わせ得ることを、十分理解するべきである。例えば、本明
細書で説明されたいくつかの側面を用いて、装置が実装され、及び／または方法が実施さ
れ得る。更に、本明細書で説明された一つ以上の側面に加えて、または本明細書で説明さ
れた一つ以上の側面の他のその他の構成及び／または機能を用いて、装置が実装され、及
び／または方法が実施され得る。例として、本明細書で説明された多くの方法、デバイス
、システム、及び装置は、アドホック（ad-hoc）またはunplanned/semi-plannedで展開さ
れた無線通信環境の状況下で説明されている。当業者は、同様の技術を他の通信環境に応
用可能であることを理解するべきである。
【００１４】
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　この出願で使用される際、用語「要素」、「システム」、及び同種の用語は、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、及び／またはこれらのあらゆる組み合わせのいずれかの、コンピュータに関連し
たエンティティを指すことを目的としている。例えば、要素は、プロセッサ上で動作して
いる処理、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プログラム、及び
／またはコンピュータであるかもしれない。しかし、これらに限定されるものでは無い。
一つ以上の要素は、実行プロセス及び／または実行スレッド内に存在しても良いし、要素
は一つのコンピュータ上にとどまっていても良いし、及び／または２つ以上のコンピュー
タ間に分布していても良い。またこれらの要素は、そこに保持された種々のデータ構造を
有する種々のコンピュータ読み取り可能な媒体から実行できる。この要素は、ローカル及
び／またはリモートプロセスを経て、例えば一つ以上のデータパケット（例えば、ローカ
ルシステム、分散システムにおいて、及び／または信号を経て別の要素とのインターネッ
トのようなネットワークを横断して、別の要素と互いに情報をやりとりするある要素から
の情報）を有する信号に従って、通信し得る。更に、当業者には明らかなように、本明細
書で説明されたシステムの要素は、それに関して説明された種々の側面、目的、効果等を
得ることを容易にするために、追加の要素によって再構成、及び／または補足されても良
く、そして要素は、任意の図面で説明された構成そのものに限定されるものでは無い。
【００１５】
　更に、種々の側面が、ユーザ装置と関連して本明細書で説明される。ユーザ装置はまた
、加入者システム、加入者ユニット、移動局、局、リモート局、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、またはユーザ機器と呼ばれる
ことがある。ユーザ装置は、携帯電話、コードレス電話、Session Initiation Protocol
（ＳＩＰ）電話、無線ローカルループ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線接続
能力を有する携帯型機器、または無線モデムまたは処理デバイスとの無線通信を手助けす
る同様のメカニズムに接続されたその他の処理デバイスであっても良い。
【００１６】
　更に、本明細書で説明された種々の側面または特長は、標準的なプログラミング及び／
または工学の技術を用いた方法、装置、または製品として実装され得る。本明細書で使用
される用語「製品」は、なんらかのコンピュータ読み取り可能な機器、担体、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ことを意味する。例えば、コンピュータ
読み取り可能な媒体は、これらに限定されるものでは無いが、磁気記録媒体（例えばハー
ドディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気帯…）、光ディスク（コンパクトデ
ィスク（ＣＤ）、ディジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）、スマートカード、フラッ
シュメモリデバイス（例えばカード、スティック、キードライブ（key drive））を含む
ことができる。更に、本明細書で説明された種々の記録媒体は、情報を保持するための、
一つ以上のデバイス及び／またはその他の機器読み出し可能な媒体を意味しても良い。用
語「機器読み出し可能な媒体」は、無線チャネル、及び命令及び／またはデータを保持、
収容、及び／または搬送可能な他の種々の媒体を含むことができるが、これらに限定され
るものでは無い。
【００１７】
　更に、用語「典型的」は、例、事例、例証であることを意味するために、本明細書では
用いられる。「典型的」として本明細書で説明された側面または図案は、他の側面や図案
よりも好ましいまたは有利であるとして必ずしも解釈されるものでは無い。むしろ、典型
的なる用語の使用は、具体的な方法の考え方を提示することを目的としている。この出願
で使用する際、用語「または」は、排他的な「また」よりもむしろ、包括的な「または」
を意味する。すなわち、別に特定されない限り、または文脈から明らかでない限り、「Ｘ
はＡまたはＢを使用する」は、当然に包括的な置換を意味することを目的としている。す
なわち、もし、ＸがＡを使用する；ＸがＢを使用する、またはＸはＡとＢの両方を使用す
る場合、先の例の下で、「ＸはＡまたはＢを使用する」が満足される。更に、この出願及
び添付の請求項における単数での表現は、別に特定されない限り、または単数の形態であ
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ることが導かれる文脈から明らかで無い限り、全般的に「一つ以上」との意味に解釈され
るべきである。
【００１８】
　本明細書で説明された技術は、符号分割多重接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多
重接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多重接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交
周波数分割多重接続（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、シングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－Ｆ
ＤＭＡ）等の種々の無線通信ネットワークに使用され得る。用語「ネットワーク」及び「
システム」は、しばしば同義的に用いられる。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地
上波無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００（登録商標）等の技術を導入し得る。
ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）と低チップレート（ＬＣＲ）を含む。ｃｄ
ｍａ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５、及びＩＳ－８５６標準をカバーしている
。ＴＤＭＡネットワークは、グローバル移動通信システム（ＧＳＭ）のような無線技術を
導入し得る。ＯＦＤＭＡネットワークは、Evolved ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ
８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．１６、ＩＥＥＥ８０２．２０、Flash-OFDM（登録商標）
のような無線技術を導入し得る。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、及びＧＳＭは、汎用移動通信
システム（ＵＭＴＳ）の一部である。Long Term Evolution（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲＡ
を使用するＵＭＴＳの近々来るべきリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳＭ、
ＵＭＴＳ、及びＬＴＥは、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）と名付け
られた機関によるドキュメントで説明されている。ｃｄｍａ２０００は、第３世代パート
ナーシッププロジェクト２（３ＧＰＰ２）と名付けられた機関によるドキュメントで説明
されている。これらの種々の無線技術と標準規格が技術的に知られている。明確化のため
に、以下ではＬＴＥのアップリンク送信について技術のある側面が説明され、以下の説明
の多くの部分で３ＧＰＰの専門用語が使用される。
【００１９】
　シングルキャリア周波数分割多重接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）は、シングルキャリア変調と
周波数領域等化（frequency domain equalization）を使用する技術である。ＳＣ－ＦＤ
ＭＡは、ＯＦＤＭＡシステムのそれ同様の性能と、元来、全般的に同様の複雑さを有して
いる。ＳＣ－ＦＤＭＡ信号は、その固有の信号搬送システムから、低いピーク対平均電力
比（ＰＡＲＲ）を有する。ＳＣ－ＦＤＭＡは、低ＰＡＲＲが送信電力効率の点でモバイル
端末に大変役立つ点で、特にアップリンク通信において大きな注目を集めている。それは
、３ＧＰＰロングタームエボリュション（ＬＴＥ）またはEvolved ＵＴＲＡにおけるアッ
プリンク多重接続スキームの現在の作業仮説となっている。
【００２０】
　ＬＴＥは、ダウンリンクで直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）を使用し、アップリンクで
シングルキャリア周波数分割多重（ＳＣ－ＦＤＭ）を使用している。ＯＦＤＭとＳＣ－Ｆ
ＤＭは、システムバンド幅を、一般にtones またはbinsとも呼ばれる、複数（Ｎ個）の直
交副搬送波に分割する。各副搬送波は、データと共に変調され得る。一般的に変調シンボ
ルは、ＯＦＤＭにおける周波数領域及びＳＣ－ＦＤＭにおける時間領域で送られる。ＬＴ
Ｅにおいては、隣接する副搬送波間の空間は固定され、副搬送波の全体数（Ｎ）は、シス
テムバンド幅に依存し得る。ある設計では、システムバンド幅が５ＭＨｚではＮ＝５１２
であり、システムバンド幅が１０ＭＨｚではＮ＝１０２４であり、システムバンド幅が２
０ＭＨｚではＮ＝２０４８である。一般的に、Ｎは整数の値をとるだろう。
【００２１】
　図１は、一つ以上の側面と共に使用され得る、複数の基地局（base station）１１０と
複数の端末１２０を備えた無線通信システム１００を示している。基地局は一般的に、端
末と通信する固定局（fixed station）であり、またアクセスポイント、ノードＢ、また
はその他の専門用語で呼ばれ得る。各基地局１１０は、１０２ａ、１０２ｂ、及び１０２
ｃとラベルされた３つの地理的範囲として図示された、ある特定の地理的領域の通信可能
範囲を提供する。用語「セル」は、この用語が使用される文脈次第で、基地局及び／また
はその通信可能範囲を指すことができる。システムのキャパシティを向上するため、基地
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局の通信可能範囲は、複数の狭い領域（例えば、図１のセル１０２ａによる３つの領域）
１０４ａ、１０４ｂ、１０４ｃに分割され得る。各々の狭い領域には、各々の送受信基地
サブシステム（base transceiver subsystem：ＢＴＳ）が施設され得る。用語「セクタ」
は、この用語が使用される文脈次第で、ＢＴＳ及び／またはその通信可能範囲を指すこと
ができる。セクタライズ（sectorized）されたセルにおいて、このセルの全てのセクタに
ついてのＢＴＳは、通常、このセルの基地局内に配置される。本明細書で説明される送信
方法は、セクタライズされないセルを有するシステムと同様、セクタライズされたセルを
有するシステムについても使用され得る。簡単化のため、以下の説明では、用語「基地局
」は通常、セルを提供する固定局だけでなく、セクタを提供する固定局についても使用さ
れる。
【００２２】
　端末１２０は一般的に、システムの全体において分散しており、各端末は固定式、また
は移動体である。端末はまた、ユーザ装置、移動局（mobile station）、ユーザ装置、ユ
ーザ機器（user device）またはその他のいくつかの専門用語で呼ばれることがある。端
末はまた、無線機器、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線モデムカード等であって
も良い。各端末１２０はいつの時点においても、基地局と通信していないか、１つまたは
複数の基地局と、ダウンリンク及びアップリンクで通信している。ダウンリンク（または
フォワードリンク）は、基地局から端末への通信を指し、アップリンク（またはリバース
リンク）は、端末から基地局への通信を指す。
【００２３】
　端末は、無線通信システムに接続されている間、種々の状態を遷移する。この状態は、
端末が無線通信システムから分離された分離状態（detached state）、端末が接続されて
いるが、データをアクティブに通信していないアイドル状態、及びデータが端末へ／端末
から送信されるアクティブ状態を含む。状態は、非動作状態（例えばアクティブ状態から
アイドル状態へ）、データの送受信の必要性（例えばアイドルからアクティブ状態へ）、
またはイベント（例えばユーザがon/offボタンを押すことや、またはエアプレーンモード
（airplane mode）に入る）に基づく結果として、遷移する。状態に加えて、各端末は、
静的（static）、準静的（semi-static）、及び動的（dynamic）能力を含む、種々の能力
（capability）を有する。静的能力は変化しない。準静的能力は、端末上でファームウェ
アのアップデートが行われた場合と同様、付随品（accessory、例えばＧＰＳアクセサリ
）を端末に取り付ける／取り外した際に変化する。動的能力は、頻繁に変化し得、例えば
アクティブな接続の度に変化する。
【００２４】
　図２は、種々の側面に従った無線通信システム２００を示している。無線通信システム
は、コアネットワーク２１０と無線ネットワーク２０２とを有している。無線ネットワー
クは、一つ以上のノードＢ（２０６ａ、２０６ｂ）に接続された一つ以上の無線ネットワ
ーク制御装置（ＲＮＣ）を有している。ノードＢは、ＲＮＣ機能のいくつか、または全て
を内蔵するenvolved ノードＢ（ｅＮＢ）であっても良い。ユーザ装置（ＵＥ）端末（２
０４ａ、２０４ｂ）は、ノードＢと通信するように接続されている。無線ネットワーク制
御装置は、無線ネットワーク内の種々のフロー（flow）を制御し、そしてコアネットワー
クに接続される。コアネットワークは、電気通信会社のバックエンドネットワークであっ
ても良いし、請求、認証、及びアクセス制御の目的のための一つ以上のサーバを含んでも
良い。コアネットワークは、有線または無線ベースのネットワークにより、無線ネットワ
ークに接続されて良い。コアネットワーク２１０が複数の無線ネットワークに接続されて
良いことが理解されるだろう。
【００２５】
　従来、ＵＥがアクティブ状態から非アクティブ状態に遷移する際、能力（capability）
が解放される、その後、アクティブ状態に戻る際に、能力が再度無線ネットワークに供給
される。しかしながら、無線ネットワークへの接続以降に変化しないであろう準静的能力
の再供給におけるシグナリングのオーバーヘッドがある点で、効率的で無い。更に、シグ
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ナリングが行われているので、アイドル状態からアクティブ状態に遷移するのに要する時
間は大きくなる。よって、一側面では、準静的能力はＵＥのコアネットワーク内に保持さ
れ、無線ネットワークから分離されるまで解放されない。しかし動的能力は、アクティブ
状態から非アクティブ状態に遷移する際に解放される。
【００２６】
　図３は、一側面に従った、ある能力を、別の能力の使用のためにＵＥが「取り入れる（
borrowing）」ことで動的なＵＥの能力が得られる動的能力の一例を示している。本側面
によれば、ＬＴＥにおけるＵＭＴＳのそれらと同様のＵＥ能力が用いられる。具体的には
図３は、３種類の能力：ＤＬ－ＳＣＨ（ＨＳＤＰＡにあるようなダウンリンクにおけるＵ
Ｅカテゴリ）でのダウンリンク能力、ＵＬ－ＳＣＨ（ＨＳＵＰＡにあるようなアップリン
クにおけるＵＥカテゴリ）でのアップリンク能力、及びマルチメディア放送マルチキャス
トサービス（ＭＢＭＳ）受信能力を示している。
【００２７】
　ＭＢＭＳ受信能力は、ネットワークには知られていないが、別に最小能力が予め定義さ
れている。一連の能力は、ＵＥの設計により決定され、ＵＥがサポートすることを設計さ
れたサービスを保証することができる。「取り入れること（borrowing）」は、非保証ビ
ットレート（Non-GBR）サービスで使用され得る能力を向上するために実行される。
【００２８】
　はじめに、例示されたＵＥの能力が３００に示されている。ダウンロードが開始された
３０５において、ＵＥはＭＢＭＳサービスを受信していないので、ＵＥは、ＵＥの最小Ｍ
ＢＭＳ能力を保証するために必要なレベルを超えない範囲で、ＭＢＭＳ能力の一部３１５
を取り入れる。この取り入れられた能力は、ダウンリンク能力に割り当てられる。この情
報は、無線リソース制御（ＲＲＣ）接続の最初のセットアップにおいて、Ｅ－ＵＴＲＡＮ
に伝えられる。結果として得られた能力は、グラフ３２０に示されている。３１０におい
て、ＵＥは全ＭＢＭＳ能力がＭＢＭＳ受信のために必要であることを検出する。能力の変
更はＥ－ＵＴＲＡＮに報告され、能力は３００に示されるグラフに戻る。３２５において
、高アップリンクデータレートが必要とされ、よってＵＥは、保証されたダウンリンクビ
ットレートを維持するのに必要な量を超えないように、ダウンリンク能力の一部３３５を
取り入れる。この結果として得られた能力のグラフが３４０に示される。
【００２９】
　図４は、本実施形態で説明された側面に従った無線ネットワークへの最初のアクセスの
例を示している。より具体的には、シグナリングフロー（signaling flow）３００が示さ
れている。はじめに、本シナリオにおいて、無線ネットワーク（ノードＢ／無線ネットワ
ーク４１５とコアネットワーク４２５）は、ＵＥ４０５の非静的能力についての何らの情
報も保持していない。能力の動的な部分４３５ａと準静的な部分４３５ｂ（併せて４３５
とする）は、接続要求メッセージ４４０により信号で通知され、共に、機能しているノー
ドＢ４１５に保持される。ノードＢ４１５は、接続要求４４５において、両能力をコアネ
ットワーク４２５に渡す。一側面に従えば、動的能力がコアネットワークへ転送されなく
ても良いことが理解されるだろう。またノードＢが、無線ネットワーク制御装置機能を含
むｅＮＢであってもよいことも理解されるだろう。別の側面によれば、ノードＢへまたは
ノードＢからのフローとして図示されまた説明された信号のいくつかまたは全ては、代わ
りに、無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）のような、無線ネットワークの他の要素へま
たは他の要素から流れても良い。
【００３０】
　アクティブ接続解除４５０、４５５において、能力の動的な部分のみがコアネットワー
ク４２５で解放される。準静的能力及び動的能力の両方を含むノードＢ４１５におけるＵ
Ｅのコンテクスト（context）は、機能しているノードＢにおいて解放されることができ
る。
【００３１】
　図５は、引き続くアクセスにおけるシグナリングフローを示す。ＵＥの能力の準静的能
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力がすでにコアネットワークに保持され、図７に示されるようなエラープロセスが実行さ
れない場合を仮定している。また、ＵＥの現在の準静的能力５３５ｂは、コアネットワー
ク上に保持される準静的能力５５０と同じであると仮定している。より具体的には、図５
は、アイドル状態からアクティブ状態への遷移期間におけるシグナルフローを示している
。ＵＥ５０５は、接続要求メッセージ５４０においては動的能力５３５ａを含むのみであ
り、これによりメッセージ中の情報要素の低減と、アクティブ状態への遷移時間の低減が
得られる。ノードＢ５１５は、接続要求メッセージ５４５の一部として、コアネットワー
クにこの動的能力を送り、今、コアネットワーク５２５は動的能力５３５ａと準静的能力
５５０の両方を有している。準静的能力５５０は、接続セットアップメッセージ５５５に
よって、ノードＢ５１５に戻される。
【００３２】
　ＵＥがアイドル状態にある際に準静的能力が変化する場合、新たな準静的能力のエラー
またはロスが起こりうることが理解できるだろう。よって、コアネットワーク上の準静的
能力５５０は、現在のＵＥ５３５ｂの準静的能力に一致しない。これらの能力は準静的で
あるから、そのような問題はまれである。これらの問題を回避するための一側面によれば
、ＵＥは、準静的能力が最初のネットワーク接続から変化したかを判定し、もしそうなら
ＵＥは、アイドル状態から復帰する際に、現在の準静的能力を有するネットワークを更新
する。例えば、ＵＥがネットワークに送信された準静的能力を保持し、それらをアイドル
状態からアクティブ状態への状態遷移時に、現在の準静的能力と比較することができる。
これはまれに起きることであるから、アイドル状態からアクティブ状態への遷移は依然、
殆どの場合において速いであろう。
【００３３】
　図６は、無線ネットワークからのＵＥの登録解除時のシグナリングフローを示す。より
具体的には、ネットワークからのＵＥの登録解除時のシグナルフロー６００が示されてい
る。ＵＥはアクティブ状態にあり、よってノードＢ／無線ネットワーク６１５とコアネッ
トワーク６２５はＵＥの動的及び準静的能力６２０を有していると仮定する。登録解除メ
ッセージ６３０がＵＥ６０５から送信される。ノードＢは登録解除リクエスト６３５をコ
アネットワーク６２５に送る。その結果、コアネットワークはＵＥの能力６４０を解放し
、ノードＢに登録解除確認（ＡＣＫ）メッセージ６４５を送信することができる。ノード
Ｂはその後、ＵＥに登録解除確認メッセージを送信すると共に、ＵＥの能力を解除できる
。
【００３４】
　図７は、エラーが発生した際のシグナリングフローを示している。エラー（例えば、ア
イドル状態からアクティブ状態への遷移時において、準静的能力がコアネットワークに保
持されていない）は非常に稀なケースであるはずであるが、そのようなエラーは時々生じ
ることがある。よって、図７は一側面に従ったシグナルフロー７００を示す。より具体的
には図７は、コアネットワークが準静的能力を有さず、そしてＵＥによって準静的能力が
供給されない際におけるエラーフローを示す。ＵＥ７０５は、接続要求メッセージ７４０
において、ノードＢ７１５に準静的能力７３５ｂを送信する。準静的能力が供給されない
のでノードＢは、準静的能力を取り込むために、接続要求メッセージ７４５をコアネット
ワーク７２５に渡す。しかしながら、コアネットワークは準静的能力を有していないので
、その状況を通知するエラーメッセージ７５０がノードＢに送られ、メッセージ７５５に
よりＵＥに送られる。準静的能力はその後、エラー応答メッセージ７６０によりノードＢ
に送られる。その後準静的能力は、エラー応答メッセージ７６５により、コアネットワー
クで保持されるために送られる。エラー応答メッセージ７６５の代わりに接続要求メッセ
ージが送られても良いことが理解されるだろう。
【００３５】
　その他のエラーは、他の側面と同様に扱われることができることが理解されるだろう。
【００３６】
　図８乃至図１０を参照して、アイドル状態からアクティブ状態への高速遷移に関する手
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順が、ここで側面に従って説明される。説明の単純化のため、手順が一連の動作として示
され説明されるが、手順はこの動作順序によって限定されるものでは無く、幾つかの動作
は、請求された構成要件に従って、本明細書で示されまた説明されたものと異なる順序及
び／または他の動作と同時に起きても良いことが、理解されるだろう。例えば当業者は、
この手順は代わりに、状態遷移図のような、一連の相互の状態またはイベントとして与え
られることを理解し、好ましいと考えるだろう。更に、請求された構成要件に従って手順
を実装するためには、必ずしも全ての動作が求められるとは限らないだろう。更に当業者
は、この方法はネットワークに接続された単一のＵＥについて示されているが、ノード／
無線ネットワーク制御装置及びコアネットワークによって実行される方法は、複数のＵＥ
についても実行可能であることを理解するだろう。更に、明瞭及び簡潔のために、種々の
エラーフローが示されていないことが理解されるだろう。
【００３７】
　特に図８を参照して、一側面に従った、アイドル状態からアクティブ状態への高速な遷
移を容易にする手順８００の例を示す。方法８００は、無線通信ネットワーク内のＵＥに
より実行されることによって高速な遷移を容易にすることができる。方法は８０２におい
て開始し、方法は、準静的及び動的能力と共に最初の接続要求を送信する。８０４におい
て方法は、ＵＥがアクティブ状態である間、データを送信する。ブロック８０６において
方法は、アイドル状態になるための接続解除要求を送信する。８０８において方法は、ア
イドル状態になってから準静的能力が変化したかを判断する。もし、能力が変化していな
いと判断された場合には、方法は８１０と８１２を実行する。そうでなければ、方法は８
１４と８１６を実行し、８１４において方法は、動的能力と、少なくとも変化した準静的
能力と共に接続要求を送信し、その後８１６においてデータパケットを送信する。８１０
において方法は、以前に保持された準静的能力を再送信することなく、動的能力と共に接
続要求を送信する。８１２において方法は、アクティブ状態である期間、データを送信す
る。８１２または８１６の後、方法はブロック８１８に進む。８１８において方法は、Ｕ
Ｅが再度アイドル状態となることを望んでいるか否かを判断する。もしそうであれば、方
法はブロック８０６に戻り、そうでなければ更なる処理（図示せず）が実行されることが
できる。例えば、ＵＥは無線通信ネットワークから切断されても良い。
【００３８】
　簡略化された側面においては、ＵＥは、ネットワーク接続から準静的能力が変化したか
の経過を把握してはいなくても良いことが理解されるだろう。特に、準静的能力はほとん
ど変化しないことが見込まれるので、多くの場合において、ブロック８１４、８１６では
なく、ブロック８１０、８１２が実行される。よって、ある側面においては、方法は大き
な悪影響無しに、８０６から８１０が実行することができる。更に、ＵＥがアクティブ状
態となって、ブロック８０４、８１２、８１６でデータを送信可能であるが、データの送
信は実際には生じなくても良い。
【００３９】
　図９を参照して、一側面に従った無線通信システムにおける、アイドル状態からアクテ
ィブ状態への遷移を容易にする手順例９００が説明される。方法９００は、無線通信ネッ
トワークにおけるそのような側面を実行するノード（enhanced ノード基地局、eＮＢ、ア
クセスポイント（ＡＰ）、基地局、及び類似の装置）を容易にすることができる。本側面
によれば、９０２において、方法は接続要求を受信する。接続要求は、無線通信ネットワ
ークへの最初の接続またはアイドル状態から再度アクティブ状態に入るための接続要求の
いずれかであって良い。ブロック９０４において方法は、この要求と共にＵＥの能力が送
信されたことを判断する。９０６において方法は、準静的能力が含まれていたかを判断す
る。もし、準静的能力が含まれていれば、その後方法は９０８及び９１０を実行する。そ
うでなければ、方法は９１２を実行する。９１２において方法は、コアネットワークから
準静的能力を要求する。その後、６１０において方法は、コアネットワークから準静的能
力を受信する。もしコアネットワークが、ＵＥからその情報を要求するように、ＵＥの準
静的能力を含まないことを示していれば、エラープロセス（図示せず）が生じ得ることが
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理解されるだろう。特に６１２については、方法は準静的能力と動的能力の両方を含むＵ
Ｅの能力をコアネットワークに送信する。コアネットワークは、動的能力を、ＵＥが非ア
クティブ状態に入るまで保持し、他方、準静的能力は、ＵＥが無線ネットワークから登録
解除されるまで保持されるだろう。９１０または９１２の後、方法は９１４に進む。ブロ
ック９１４において方法は、ＵＥとのアクティブ接続を確立する。
【００４０】
　図１０を参照して、一側面に従った無線通信システムにおいて、アイドル状態とアクテ
ィブ状態との間の高速な遷移を容易にする手順例１０００が説明される。方法１０００は
、無線通信ネットワークのコアネットワークにおいて図示された手順を実行することによ
り、アイドル状態とアクティブ状態との間の高速な遷移を容易にする。本側面によれば、
１００２において、接続要求が受信される。ブロック１００４において方法は、接続要求
と共にＵＥ能力が送信されたことを判断する。１００６において方法は、要求に準静的能
力が含まれるかを判断する。もし準静的能力が含まれると判断された場合には、その後方
法は１００８及び１０１０を実行する。そうでなければ、方法は１０１２を実行する。１
００８において方法は、ＵＥのアクティブ状態でなくなるまで、動的能力を保持する。そ
の後、１０１０において方法は、以前に保持した準静的能力を再入手し、その能力を、接
続要求を手助けするノードＢに供給する。特に１０１２については、方法は動的能力及び
準静的能力の両方を保持する。準静的能力は、ＵＥが非アクティブ状態に入る際に解放さ
れる動的能力とは対照的に、ＵＥが無線ネットワークから登録解除されるまで保持される
。１０１２または１０１０の後、方法はブロック１０１４に進む。ブロック１０１４にお
いて、方法は接続を確立する。
【００４１】
　図示していないが、この手順が別の方法で実行されても良いことが理解されるだろう。
例えば、接続要求に含まれるＵＥ能力を判断する代わりに、方法はＵＥの前の状態を判断
し、もしこの遷移が以前の分離された状態からの遷移であればブロック１０１２を実行し
、これに対してこの遷移がアイドル状態からであればブロック１００８及び１０１０を実
行することができる。本側面は、コアネットワークに既に準静的能力が保持されたと誤っ
て判断した場合のエラーを処理するようなエラー処理に有効である。更に、図示しないが
、方法は、動的能力と準静的能力とを、本明細書で説明された時点で同時に解放し得るこ
とが理解できるだろう。
【００４２】
　図１１は、一つ以上の側面に従った通信ネットワークへのフィードバックを与えること
のできる典型的なユーザ装置１１００を示している。アクセス端末１１００は、信号を受
信し、受信信号につき一般的な動作（フィルタ、増幅、ダウンコンバート等）を実行する
受信機１１０２（例えばアンテナ）を備える。具体的には、受信機１１０２はまた、送信
割り当て期間の一つ以上のブロックに割り当てられたサービスを定義するサービススケジ
ュールを受信でき、スケジュールは、本明細書で説明されるフィードバック情報を与える
等のため、ダウンリンクリソースのブロックを、アップリンクリソースのブロックに関連
づける。受信機１１０２は、受信したシンボルを復調して、評価のためにそれらをプロセ
ッサ１１０６へ供給可能な復調器１１０４を備える。プロセッサ１１０６は、受信機１１
０２で受信された情報を分析し、及び／または送信機１１１６での送信のための情報を生
成するために設けられたプロセッサであってよい。更にプロセッサ１１０６は、アクセス
端末１１００の一つ以上の要素を制御するプロセッサ、及び／または受信機１１０２で受
信した情報を解析し、送信機１１１６による送信のための情報を生成し、アクセス端末１
１００の一つ以上の要素を制御するするプロセッサであっても良い。更に本明細書で説明
されたように、プロセッサ１１０６は、受信機１１０２で受信されたダウンリンクリソー
スとアップリンクリソースの相関を解釈したり、受信していないダウンリンクブロックを
特定したり、受信しなかったブロックを通知するのに適したビットマップ等のフィードバ
ックメッセージを生成するための命令か、または複数のアップリンクリソースの適切なア
ップリンクリソースを決定するためのハッシュ関数を分析するための命令を実行し得る。
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【００４３】
　アクセス端末１１００は更に、動作可能なようにプロセッサ１１０６と接続され、且つ
送信データや受信データ等を保持し得るメモリ１１０８を備えても良い。メモリ１１０８
は、ダウンリンクリソーススケジューリング、上述の評価のためのプロトコル、通信内容
の非受信部分の特定のため、解読不能な通信内容の判断のため、アクセスポイントにフィ
ードバックメッセージを送信するため等のプロトコル、に関連した情報を保持できる。
【００４４】
　本明細書で説明されたデータ保持部（例えばメモリ１１０８）は、揮発性メモリまたは
不揮発性メモリであってよく、または揮発性メモリと不揮発性メモリの両方を含むことが
できることが理解されるだろう。例として、これに限定されないが、不揮発性メモリは読
み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラム可能なＲＯＭ（ＰＲＯＭ）、電気的にプログラ
ム可能なＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的に消去可能なＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、または
フラッシュメモリを含んで良い。揮発性メモリは、外部キャッシュメモリとして動作する
ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）を含んでよい。例として、これに限定されないが、Ｒ
ＡＭは、シンクロナスＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、シンクロ
ナスＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、ダブルデータレートＳＤＲＡＭ（ＤＤＲ ＳＤＲＡＭ）、e
nhanced ＳＤＲＡＭ（ＥＳＤＲＡＭ）、Synchlink ＤＲＡＭ（ＳＬＤＲＡＭ）、及びダイ
レクトラムバスＲＡＭ（ＤＲＲＡＭ）のような多くの形態で使用できる。主題とされてい
るシステム及び方法のメモリ１１０８は、これらの、及びその他の適切なタイプのメモリ
を含むことを意図されるが、これに限定されるものではない
　受信機１１０２は更に、ダウンリンク送信リソースの一つ以上の追加ブロックとアップ
リンクの送信リソースとの間の、スケジュールされた相互関係を受信可能な、多重アンテ
ナ１１１０と、動作可能に接続されている。多重プロセッサ１１０６は、一つのアップリ
ンクリソースにわたって、最初のダウンリンクブロックと一つ以上の更なるダウンリンク
ブロックとが受信されたか否かを示すＡＣＫまたはＮＡＣＫメッセージを与えるフィード
バックメッセージ内の複数のマルチ－ディジット（multi-digit）のビットマップを含む
ことができる。更にプロセッサ１１１２は、他の機能と同様に、本明細書で説明された種
々の機能を果たすことができる。
【００４５】
　アクセス端末１１００は更に、変調器１１１４と、例えば基地局、アクセスポイント、
別のアクセス端末、リモートエージェント（remote agent）等に信号を送信する送信機１
１１６を備えている。プロセッサ１１０６から分離して図示されているが、信号生成器１
１１０とインジケータ評価部１１１２はプロセッサ１１０６または複数のプロセッサ（図
示せず）の一部であっても良いことが理解できるだろう。
【００４６】
　図１２は、ＬＴＥネットワークにおいて、失った送信データに関連するフィードバック
の供給を容易にするシステム１２００の説明図である。システム１２００は、複数の受信
アンテナ１２０６を介して一つ以上のモバイル機器１２０４から信号を受信する受信機１
２１０と、送信アンテナ１２０８を介して一つ以上のモバイル機器１２０４に送信する送
信機１２２２を有する基地局１２０２（例えばアクセスポイント等）を含む。受信機１２
１０は、受信アンテナ１２０６から情報を受信することができ、そして更に受信しなかっ
たまたは判読できなかったデータパケットに関するフィードバックデータを受信できる信
号受信部（図示せず）を備えることができる。更に受信機１２１０は、受信情報を復調す
る復調器１２１２と動作可能に関連付けられる。復調されたシンボルは、モバイル機器１
２０４（または異なる基地局（図示せず））から送信されまたは受信されるデータ、及び
／または本明細書で説明された種々の機能と動作の実行に関する適切なその他の情報と同
様に、動的及び／または静的な相互関係をネットワークから供給する、相互に関連づけら
れたアップリンクリソースとダウンリンクリソースに関連した情報を保持するメモリ１２
１６と接続されたプロセッサ１２１４によって解析される。
【００４７】
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　本明細書で説明された方法は、種々の手段によって実現できる。例えば、これらの方法
は、ハードウェア、ソフトウェア、またはこれらのみ合わせによって実現できる。デジタ
ル、アナログ、またはその両方のハードウェア実装の場合、チャネル評価に使用される処
理ユニットは、一つ以上の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、デジタルシグナルプロセ
ッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理デバイス（ＤＳＰＤ）、プログラマブルロジックデバ
イス（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲートアレイシグナル（ＦＰＧＡ）、プロセ
ッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、ここで説明された機
能を実現するために設計された電子ユニット、またはこれらの組み合わせで実現されるこ
とができる。ソフトウェアでは、実装はここで説明された機能を実行するモジュール（例
えば手順、機能、及び同種のもの）を介してなされ得る。
【００４８】
　本明細書で説明された実施形態は、ハードウェア、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、またはこれらの組み合わせで実現可能であることが理解さ
れるだろう。ハードウェア実装では、処理ユニットは、一つ以上の特定用途向け集積回路
（ＡＳＩＣ）、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、デジタル信号処理デバイス（Ｄ
ＳＰＤ）、プログラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲー
トアレイシグナル（ＦＰＧＡ）、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マ
イクロプロセッサ、ここで説明された機能を実現するために設計された電子ユニット、ま
たはこれらの組み合わせで実現され得る。
【００４９】
　実施形態がソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、またはマイクロコード、プ
ログラムコード、またはコードセグメントで実装される場合、これらは媒体要素のような
機器読み出し可能な媒体に保持され得る。コードセグメントは、手順、機能、サブプログ
ラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウェアパッケージ、ク
ラス、または命令、データ構造、またはプログラムステートメントの組み合わせを表し得
る。コードセグメントは、情報、データ、アーギュメント、パラメータ、またはメモリコ
ンテンツを渡す、及び／または受信することにより、別のコードセグメントまたはハード
ウェア回路と結合され得る。情報、アーギュメント、パラメータ、データ等は、メモリ共
有、メッセージパッシング（message passing）、トークンパッシング（token passing）
、ネットワーク送信などを含む適切な手段を用いることで、パスされ、フォワードされ、
または送信されることができる。
【００５０】
　ソフトウェア実装においては、本明細書で説明された方法は、本明細書で説明された機
能を実行するモジュール（手順、機能、及び同種のもの）で実装され得る。ソフトウェア
コードは、メモリユニットに保持され、プロセッサで実行され得る。メモリユニットは、
プロセッサ内に実装されることができ、または当技術分野で周知の種々の手段を介してプ
ロセッサと通信可能に接続されることができる場合に、プロセッサの外部で実装され得る
。
【００５１】
　さて図１３を参照して、無線通信におけるアイドル状態からアクティブ状態への高速遷
移を容易にするシステム１３００が説明される。システム１３００は、無線ネットワーク
への接続の際に準静的及び動的能力を含むＵＥ能力を送信するモジュール１３０２、準静
的能力を送信することなくアイドル状態からアクティブ状態に戻る際にＵＥの動的能力を
送信するモジュール１３０４、及び、状況に応じて、無線ネットワークへの接続から準静
的能力が変化したかを判断し、もしそうなら新たな準静的能力を送信するモジュール１３
０６を含むことができる。モジュール１３０２～１３０６は、プロセッサまたは電子機器
であって良く、メモリモジュール１３０８に接続され得る。
【００５２】
　さて図１４を参照して、無線通信におけるアイドル状態からアクティブ状態への高速遷
移を容易にするシステム１４００が説明される。システム１４００は、最初のネットワー
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するモジュール１４０４、ＵＥのアクティブ状態からの状態変化時にＵＥデバイス能力を
解放するモジュール１４０６、及びＵＥがアイドル状態からアクティブ状態に戻る際に、
保持された準静的能力を再入手し、またＵＥの動的能力をコアネットワークに送信するモ
ジュール１４０８を含むことができる。モジュール１４０２～１１０８は、プロセッサま
たは電子機器であり、またメモリモジュール１４１０に接続され得る。
【００５３】
　次に図１５を参照して、無線通信におけるアイドル状態からアクティブ状態への高速遷
移を容易にするシステム１５００が説明される。システム１５００は、無線ネットワーク
接続時に準静的ＵＥ能力を保持するモジュール１５０２、ネットワーク登録解除時に準静
的ＵＥ能力を解放するモジュール１５０４、ＵＥに関連したノードＢ及び／または無線ネ
ットワークに準静的ＵＥ能力を通知するモジュール１５０６、及びアクティブ状態からの
ＵＥの状態変化時に、動的能力を解放するモジュール１５０８を含むことができる。モジ
ュール１５０２～１５０８はプロセッサまたは電子機器であり、またメモリモジュール１
５１０に接続され得る。
【００５４】
　上記説明されたことは、一つ以上の側面の例を含む。言うまでもなく、上記の側面を説
明するための目的で、要素または手順の全ての考え得る組み合わせを説明することは可能
では無く、しかし当業者は種々の側面の、多くの更なる組み合わせ及び置換が可能である
。従って、説明された側面は、添付の請求の範囲内に含まれる全てのそのような修正、変
形、及び変化を包含することを意図している。更に、実施の形態または請求項のいずれか
において、用語「含む」が使用される限りでは、当該用語は、請求項における移行部（tr
ansitional word）の用語として使用される際の「備える」の解釈のされ方と同様に包括
的であることを意図している。

【図１】 【図２】
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【図１３】 【図１４】
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P,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU
,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

（特許庁注：以下のものは登録商標）
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