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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（UE）であって、
　無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）と通信するWLANトラ
ンシーバと、
　セルラネットワークと通信するセルラトランシーバと、
　前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）のモビリティを
決定し、少なくとも前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP
）の前記モビリティ及び当該ユーザ機器（UE）のモビリティ状態に基づいて、前記セルラ
ネットワークと前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）と
の間でトラフィックをルーティングするオフローディングモジュールとを含む、
　ユーザ機器（UE）。
【請求項２】
　当該ユーザ機器（UE）の前記モビリティ状態に基づいて、前記オフローディングモジュ
ールは、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）のモビリ
ティを決定するように構成される、請求項１に記載のユーザ機器（UE）。
【請求項３】
　前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）の識別子があら
かじめ規定された期間の間に当該ユーザ機器（UE）によって検出される場合に、前記オフ
ローディングモジュールは、当該ユーザ機器の前記モビリティ状態に基づいて、前記無線
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ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定す
るように構成される、請求項１に記載のユーザ機器（UE）。
【請求項４】
　前記オフローディングモジュールは、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）ア
クセスポイント（AP）に対応する1つ又は複数のWLAN信号強度メトリック及び当該ユーザ
機器の前記モビリティ状態に基づいて、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）ア
クセスポイント（AP）の前記モビリティを決定するように構成される、請求項１に記載の
ユーザ機器（UE）。
【請求項５】
　あらかじめ規定された期間の間の前記1つ又は複数のWLAN信号強度メトリックの変化が
あらかじめ規定された閾値よりも小さい場合に、前記オフローディングモジュールは、前
記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると
判定するように構成される、請求項４に記載のユーザ機器（UE）。
【請求項６】
　前記オフローディングモジュールは、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）ア
クセスポイント（AP）の識別子と移動可能なAPの識別子のリストとの比較に基づいて前記
無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）の前記モビリティを決
定するように構成される、請求項１に記載のユーザ機器（UE）。
【請求項７】
　前記オフローディングモジュールは、当該ユーザ機器(UE)の前記モビリティ状態及び前
記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると
いう判定にしたがって、WLANメトリックのみを使用する1つ又は複数のアクセスネットワ
ーク選択及びトラフィックステアリングルールに基づいて前記セルラネットワークと前記
無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間で前記トラフィ
ックをルーティングするように構成される、請求項１乃至６のいずれか１項に記載のユー
ザ機器（UE）。
【請求項８】
　前記オフローディングモジュールは、1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びト
ラフィックステアリングルールに基づいて前記セルラネットワークと前記無線ローカルエ
リアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間で前記トラフィックをルーティ
ングするように構成され、前記オフローディングモジュールは、当該ユーザ機器(UE)の前
記モビリティ状態及び前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（
AP）が移動可能であるという判定にしたがって、1つ又は複数のアシスタンスパラメータ
に対応する1つ又は複数の第1のアシスタンス閾値を使用して前記アクセスネットワーク選
択及びトラフィックステアリングルールを評価するように構成され、前記オフローディン
グモジュールが、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）
が移動可能でないと判定する場合に、前記オフローディングモジュールは、前記1つ又は
複数のアシスタンスパラメータに対応し前記第1のアシスタンス閾値とは異なる1つ又は複
数の第2のアシスタンス閾値を使用して前記アクセスネットワーク選択及びトラフィック
ステアリングルールを評価するように構成される、請求項１乃至６のいずれか１項に記載
のユーザ機器（UE）。
【請求項９】
　1つのアシスタンスパラメータに対応する1つの第2のアシスタンス閾値は、前記1つのア
シスタンスパラメータに対応する1つの第1のアシスタンス閾値よりも大きい、請求項８に
記載のユーザ機器（UE）。
【請求項１０】
　前記オフローディングモジュールは、ステアリングタイマ期間の間に、1つ又は複数の
アクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールの成果に基づいて、前記
セルラネットワークと前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（
AP）との間で前記トラフィックをルーティングするように構成され、前記オフローディン
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グモジュールは、当該ユーザ機器(UE)の前記モビリティ状態及び前記無線ローカルエリア
ネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であるという判定にしたがって
、前記ステアリングタイマ期間を第1の期間に設定するように構成され、前記オフローデ
ィングモジュールは、当該UEの前記モビリティ状態及び前記無線ローカルエリアネットワ
ーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能でないという判定にしたがって、前記ス
テアリングタイマ期間を、前記第1の期間とは異なる第2の期間に設定するように構成され
る、請求項１乃至６のいずれか１項に記載のユーザ機器（UE）。
【請求項１１】
　1つ又は複数のアンテナ、メモリ及びプロセッサをさらに含む、請求項１乃至６のいず
れか１項に記載のユーザ機器（UE）。
【請求項１２】
　ユーザ機器（UE）を含むセルラ通信のシステムであって、
　前記ユーザ機器（UE）は、
　セルラネットワークと通信するセルラトランシーバと、
　無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）を検出するWLANトラ
ンシーバと、
　前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能か否
かを判定し、少なくとも前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント
（AP）が移動可能であるか否かの判定に基づいて前記無線ローカルエリアネットワーク（
WLAN）アクセスポイント（AP）へとトラフィックをステアリングするべきか否かを選択す
るオフローディングモジュールとを含む、
　システム。
【請求項１３】
　前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）の識別子があら
かじめ規定された期間の間に前記ユーザ機器（UE）によって検出される場合に、前記オフ
ローディングモジュールは、前記ユーザ機器のモビリティ状態に基づいて、前記無線ロー
カルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定するよ
うに構成される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記オフローディングモジュールは、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）ア
クセスポイント（AP）に対応する1つ又は複数のWLAN信号強度メトリック及び前記ユーザ
機器のモビリティ状態に基づいて、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセ
スポイント（AP）が移動可能であるか否かを判定するように構成される、請求項１２に記
載のシステム。
【請求項１５】
　前記オフローディングモジュールは、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）ア
クセスポイント（AP）の識別子と移動可能なAPの識別子のリストとの比較に基づいて前記
無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であるか否
かを判定するように構成される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記オフローディングモジュールは、前記ユーザ機器(UE)のモビリティ状態及び前記無
線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であるという
判定にしたがって、WLANメトリックのみを使用する1つ又は複数のアクセスネットワーク
選択及びトラフィックステアリングルールに基づいて前記セルラネットワークと前記無線
ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間で前記トラフィック
をルーティングするように構成される、請求項１２乃至１５のいずれか１項に記載のシス
テム。
【請求項１７】
　前記オフローディングモジュールは、1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びト
ラフィックステアリングルールに基づいて前記セルラネットワークと前記無線ローカルエ
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リアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間で前記トラフィックをルーティ
ングするように構成され、前記オフローディングモジュールは、前記ユーザ機器(UE)のモ
ビリティ状態及び前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）
が移動可能であるという判定にしたがって、1つ又は複数のアシスタンスパラメータに対
応する1つ又は複数の第1のアシスタンス閾値を使用して前記アクセスネットワーク選択及
びトラフィックステアリングルールを評価するように構成され、前記オフローディングモ
ジュールが、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移
動可能でないと判定する場合に、前記オフローディングモジュールは、前記1つ又は複数
のアシスタンスパラメータに対応し前記第1のアシスタンス閾値とは異なる1つ又は複数の
第2のアシスタンス閾値を使用して前記アクセスネットワーク選択及びトラフィックステ
アリングルールを評価するように構成される、請求項１２乃至１５のいずれか１項に記載
のシステム。
【請求項１８】
　前記オフローディングモジュールは、ステアリングタイマ期間の間に、1つ又は複数の
アクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールの成果に基づいて、前記
セルラネットワークと前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（
AP）との間で前記トラフィックをルーティングするように構成され、前記オフローディン
グモジュールは、前記ユーザ機器(UE)のモビリティ状態及び前記無線ローカルエリアネッ
トワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であるという判定にしたがって、前
記ステアリングタイマ期間を第1の期間に設定するように構成され、前記オフローディン
グモジュールは、前記UEのモビリティ状態及び前記無線ローカルエリアネットワーク（WL
AN）アクセスポイント（AP）が移動可能でないという判定にしたがって、前記ステアリン
グタイマ期間を、前記第1の期間とは異なる第2の期間に設定するように構成される、請求
項１２乃至１５のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１９】
　ユーザ機器（UE）によって実行される方法であって、
　セルラネットワークと通信するステップと、
　無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）のモビリティを決定
するステップと、
　少なくとも前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）の前
記モビリティ及び前記ユーザ機器（UE）のモビリティ状態に基づいて、前記セルラネット
ワークと前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間で
トラフィックをルーティングするステップとを含む、
　方法。
【請求項２０】
　前記ユーザ機器(UE)の前記モビリティ状態及び前記無線ローカルエリアネットワーク（
WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であるという判定にしたがって、WLANメトリッ
クのみを使用する1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリン
グルールに基づいて前記セルラネットワークと前記無線ローカルエリアネットワーク（WL
AN）アクセスポイント（AP）との間で前記トラフィックをルーティングするステップを含
む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールに基づ
いて前記セルラネットワークと前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポ
イント（AP）との間で前記トラフィックをルーティングするステップと、前記ユーザ機器
(UE)の前記モビリティ状態及び前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポ
イント（AP）が移動可能であるという判定にしたがって、1つ又は複数のアシスタンスパ
ラメータに対応する1つ又は複数の第1のアシスタンス閾値を使用して前記アクセスネット
ワーク選択及びトラフィックステアリングルールを評価するステップと、前記無線ローカ
ルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能でないと判定する場合
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に、前記1つ又は複数のアシスタンスパラメータに対応し前記第1のアシスタンス閾値とは
異なる1つ又は複数の第2のアシスタンス閾値を使用して前記アクセスネットワーク選択及
びトラフィックステアリングルールを評価するステップとを含む、請求項１９に記載の方
法。
【請求項２２】
　コンピュータにより実行可能な命令を含むコンピュータプログラムであって、前記コン
ピュータにより実行可能な命令は、少なくとも1つのコンピュータプロセッサによって実
行されると、該少なくとも1つのコンピュータプロセッサがユーザ機器（UE）で方法を実
行することを可能とし、前記方法は、
　無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）の無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）
アクセスポイント（AP）を検出するステップと、
　前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であ
るか否かを判定するステップと、
　少なくとも前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移
動可能であるか否かの判定に基づいて、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）ア
クセスポイント（AP）へとトラフィックをステアリングするべきかを選択するステップと
を含む、
　コンピュータプログラム。
【請求項２３】
　前記方法が、前記ユーザ機器(UE)のモビリティ状態及び前記無線ローカルエリアネット
ワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であるという判定にしたがって、WLAN
メトリックのみを使用する1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックス
テアリングルールに基づいてセルラネットワークと前記無線ローカルエリアネットワーク
（WLAN）アクセスポイント（AP）との間で前記トラフィックをルーティングするステップ
を含む、請求項２２に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２４】
　前記方法が、1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリング
ルールに基づいてセルラネットワークと前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）ア
クセスポイント（AP）との間で前記トラフィックをルーティングするステップと、前記ユ
ーザ機器(UE)のモビリティ状態及び前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセ
スポイント（AP）が移動可能であるという判定にしたがって、1つ又は複数のアシスタン
スパラメータに対応する1つ又は複数の第1のアシスタンス閾値を使用して前記アクセスネ
ットワーク選択及びトラフィックステアリングルールを評価するステップと、前記無線ロ
ーカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能でないと判定する
場合に、前記1つ又は複数のアシスタンスパラメータに対応し前記第1のアシスタンス閾値
とは異なる1つ又は複数の第2のアシスタンス閾値を使用して前記アクセスネットワーク選
択及びトラフィックステアリングルールを評価するステップとを含む、請求項２２に記載
のコンピュータプログラム。
【請求項２５】
　前記方法が、ステアリングタイマ期間の間に、1つ又は複数のアクセスネットワーク選
択及びトラフィックステアリングルールの成果に基づいて、セルラネットワークと前記無
線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間で前記トラフィッ
クをルーティングするステップと、前記ユーザ機器(UE)のモビリティ状態及び前記無線ロ
ーカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であるという判定
にしたがって、前記ステアリングタイマ期間を第1の期間に設定するステップと、前記UE
のモビリティ状態及び前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（
AP）が移動可能でないという判定にしたがって、前記ステアリングタイマ期間を、前記第
1の期間とは異なる第2の期間に設定するステップとを含む、請求項２２に記載のコンピュ
ータプログラム。
【請求項２６】
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　請求項２２乃至２５のいずれか１項に記載のコンピュータプログラムを格納している有
体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、2014年5月13日に出願された「3GPP/WLAN無線相互作用に関するモバイルAPのサ
ポート」と題する米国仮出願61／992,706号に基づく優先権を主張し、同米国仮出願の利
益を主張するものであり、米国仮出願61／992,706号の内容は、本願の参照として取り入
れられる。
【０００２】
　本明細書で説明される複数の実施形態は、概して、無線ローカルエリアネットワーク（
WLAN）アクセスポイント（AP）のモビリティ状態に基づいてユーザ機器（UE）でのトラフ
ィックをオフロードすることに関する。
【背景技術】
【０００３】
　モバイル機器等の無線通信デバイスは、複数の無線通信技術を利用するように構成され
てもよい。
【０００４】
　例えば、ユーザ機器（UE）デバイスは、ロングタームエボリューション（LTE）セルラ
接続等のセルラ接続のみならずワイヤレスフィディリティー（WiFi）接続等の無線ローカ
ルエリアネットワーク（WLAN）接続を利用するように構成されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　図示する際の単純化及び明確さのため、図面に示される構成要素は、必ずしもスケール
化されておらず、例えば、複数の構成要素のうちのいくつかの寸法は、表示の明確さのた
め、他の構成要素と比較して誇張されていてもよい。さらに、参照番号は、複数の図面の
間で反復して使用され、対応する又は類似の構成要素を示してもよい。それらの図面は、
以下に列挙される。
【０００６】
【図１】いくつかの例証的な実施形態に従ったシステムのブロック図である。
【図２】いくつかの例証的な実施形態に従ったユーザ機器（UE）でのトラフィックをオフ
ロードする方法のフローチャートである。
【図３】いくつかの例証的な実施形態に従ったシステムの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下の詳細な説明において、数々の特定の細部は、複数の実施形態の完全な理解を促す
ために記載されている。しかしながら、いくつかの実施形態は、これらの特定の細部がな
くても実用化されうるということが当業者には理解できるであろう。他の例においては、
よく知られた方法、手順、構成要素、ユニット、及び/又は回路は、議論を不明瞭にしな
いように詳細には説明されない。
【０００８】
　「処理する（processing）」、「計算する（computing）」、「算出する（calculating
）」、「決定する（determining）」、「確立する（establishing）」、「分析する（ana
lyzing）」、「チェックする（checking）」、又はその他同様のもの等の語を利用する本
明細書中での議論は、コンピュータ、コンピューティングプラットフォーム、コンピュー
ティングシステム、又は他の電子計算デバイスの1つ又は複数の演算及び/又は1つ又は複
数のプロセスを指していてもよく、これらのコンピュータ、コンピューティングプラット
フォーム、コンピューティングシステム、又は他の電子計算デバイスは、複数のコンピュ
ータレジスタ及び/又は複数のメモリ内で（電子的な）物理量として表現されるデータを
、複数の命令を格納して複数の演算及び/又はプロセスを実行することができる複数のコ
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ンピュータレジスタ及び/又は複数のメモリ又は他の情報記憶媒体内で同様に物理量とし
て表現される他のデータに操作し及び/又は変換してもよい。
【０００９】
　本明細書において使用される「多数（plurality）」及び「複数（a　plurality）」は
、例えば、「多数（multiple）」又は「2つ又はそれ以上（two　or　more）」を含んでも
よい。例えば、「複数の品目（a　plurality　of　items）」は、2つ又はそれ以上の品目
を含む。
【００１０】
　「1つの実施形態（one　embodiment）」、「ある実施形態（an　embodiment）」、「例
証的な実施形態（demonstrative　embodiment）」、及び「さまざまな実施形態（various
　embodiments）」等に対する参照は、そのように記載された1つ又は複数の実施形態が、
ある特定の特徴、構造、又は特性を含んでいてもよいが、あらゆる実施形態が、必然的に
は、その特定の特徴、構造、又は特性を含むものではないということを示していてもよい
。さらに、「1つの実施形態において（in　one　embodiment）」との記載を反復して用い
る場合には、必ずしも同一の実施形態を指すものではないが、同一の実施形態を指すとき
もある。
【００１１】
　本明細書において使用されるように、特に指定する場合を除き、序数的形容詞「第1の
（first）」、「第2の（second）」、及び「第3の（third）」等を使用して共通の客体を
説明する場合には、同様の客体の異なる例が参照されているということを示しているにす
ぎず、そのように説明される客体が、時間的に、空間的に、順位的に、又は他の方法での
いずれかで説明において与えられた順番の通りになっていなければならないということを
示唆することを意図したものではない。
【００１２】
　いくつかの実施形態は、例えば、ユーザ機器（UE）、モバイルデバイス（MD）、無線局
（STA）、パーソナルコンピュータ（PC）、デスクトップコンピュータ、モバイルコンピ
ュータ、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、タブレットコンピュー
タ、スマートフォンデバイス、モノインターネット化（IoT）デバイス、センサデバイス
、サーバコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、ハンドヘルドデバイス、パーソナル
ディジタルアシスタント（PDA）デバイス、ハンドヘルドPDAデバイス、オンボードデバイ
ス、オフボードデバイス、ハイブリッドデバイス、車載デバイス、非車載デバイス、モバ
イルデバイス又はポータブルデバイス、消費者家電機器、非モバイルデバイス又は非ポー
タブルデバイス、無線通信局、無線通信デバイス、無線アクセスポイント（AP）、無線ノ
ード、基地局（BS）、有線ルータ又は無線ルータ、有線モデム又は無線モデム、ビデオデ
バイス、オーディオデバイス、オーディオ-ビデオ（A/V）デバイス、有線ネットワーク又
は無線ネットワーク、無線エリアネットワーク、セルラネットワーク、セルラノード、セ
ルラデバイス、無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）、多入力多出力（MIMO）トラン
シーバ又はMIMOデバイス、単一入力多出力（SIMO）トランシーバ又はSIMOデバイス、多入
力単一出力（MISO）トランシーバ又はMISOデバイス、1つ又は複数の内部アンテナ及び/又
は1つ又は複数の外部アンテナを有するデバイス、ディジタルビデオブロードキャスト（D
VB）デバイス又はDVBシステム、多規格無線デバイス又は多規格無線システム、及び、ス
マートフォン、無線アプリケーションプロトコル（WAP）デバイス、自動販売機、販売端
末等の有線ハンドヘルドデバイス又は無線ハンドヘルドデバイス、並びにその他同様のも
の等のさまざまなデバイス及びさまざまなシステムと関連して使用されてもよい。
【００１３】
　いくつかの実施形態は、（3GPP　TS　36.300　(3GPP　TS　36.300　V11.7.0　(2013-09
);　Technical　Specification;　3rd　Generation　Partnership　Project;　Technical
　Specification　Group　Radio　Access　Network;　Evolved　Universal　Terrestrial
　Radio　Access　(E-UTRA)　and　Evolved　Universal　Terrestrial　Radio　Access　
Network　(E-UTRAN);　Overall　description;　Stage　2　(Release　11));　3GPP　25.
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300　(3GPP　TS　25.300　V0.1.0　(2014-02);　Technical　Specification;　3rd　Gene
ration　Partnership　Project;　Technical　Specification　Group　Radio　Access　N
etwork;　UTRAN:　General　Description;　Stage　2　(Release　12));　3GPP　TS　25.
304　(3GPP　TS　25.304　V12.1.0　(2014-03);　Technical　Specification;　3rd　Gen
eration　Partnership　Project;　Technical　Specification　Group　Radio　Access　
Network;　User　Equipment　(UE)　procedures　in　idle　mode　and　procedures　fo
r　cell　reselection　in　connected　mode　(Release　12));　3GPP　TS　36.304　(3
GPP　TS　36.304　V12.0.0　(2014-03);　Technical　Specification;　3rd　Generation
　Partnership　Project;　Technical　Specification　Group　Radio　Access　Network
;　Evolved　Universal　Terrestrial　Radio　Access　(E-UTRA);　User　Equipment　(
UE)　procedures　in　idle　mode　(Release　12));　3GPP　TS　25.331　(3GPP　TS　2
5.331　V11.7.0　(2013-09);　Technical　Specification;　3rd　Generation　Partners
hip　Project;　Technical　Specification　Group　Radio　Access　Network;　Radio　
Resource　Control　(RRC);　Protocol　specification　(Release　11));　及び/又は、
3GPP　TS　36.331　(3GPP　TS　36.331　V11.5.0　(2013-09);　Technical　Specificati
on;　3rd　Generation　Partnership　Project;　Technical　Specification　Group　Ra
dio　Access　Network;　Evolved　Universal　Terrestrial　Radio　Access　(E-UTRA);
　Radio　Resource　Control　(RRC);　Protocol　specification　(Release　11)),　及
び/又はこれらの将来版及び/又は派生物、(IEEE-Std　802.16,　2009　Edition,　Air　I
nterface　for　Fixed　Broadband　Wireless　Access　Systems;　IEEE-Std　802.16e,
　2005　Edition,　Physical　and　Medium　Access　Control　Layers　for　Combined
　Fixed　and　Mobile　Operation　in　Licensed　Bands;　amendment　to　IEEE　Std
　802.16-2009,　developed　by　Task　Group　m等の)既存のIEEE　802.16規格に従って
動作するデバイス及び/又はネットワークを含む）既存のロングタームエボリューション
（LTE）仕様書に従って動作するデバイス及び/又はネットワーク、及び/又はこれらの将
来版及び/又はこれらの派生物、上記のネットワークの一部であるユニット及び/又はデバ
イス、及びその他同様のものと関連して使用されてもよい。
【００１４】
　いくつかの実施形態は、例えば、無線周波数（RF）、周波数分割多重（FDM）、直交周
波数分割多重（OFDM）、単一キャリア周波数分割多元接続（SC-FDMA）、時分割多重（TDM
）、時分割多元接続（TDMA）、拡張時分割多元接続（E-TDMA）、汎用パケット無線サービ
ス（GPRS）、拡張汎用パケット無線サービス（E-GPRS）、符号分割多元接続（CDMA）、ワ
イドバンド符号分割多元接続（WCDMA(登録商標)）、CDMA2000、単一キャリア符号分割多
元接続、マルチキャリア符号分割多元接続、離散マルチトーン（DMT）、ブルートゥース
（登録商標）、全地球的測位システム（GPS）、ワイヤレスフィディリティー（WiFi）、W
i-Max、ZigBee（登録商標）、ウルトラワイドバンド（UWB）、Global　System　for　Mob
ile　communication（GSM）、第2世代（2G）移動通信ネットワーク、2.5G移動通信ネット
ワーク、3G移動通信ネットワーク、3.5G移動通信ネットワーク、4G移動通信ネットワーク
、4.5G移動通信ネットワーク、第5世代（5G）移動通信ネットワーク、3GPP、Long　Term
　Evolution（LTE）セルラシステム、LTEアドバンスセルラシステム、LTE免許不要システ
ム、高速ダウンリンクパケットアクセス（HSDPA）、高速アップリンクパケットアクセス
（HSUPA）、高速パケットアクセス（HSPA）、HSPA+、単一キャリア無線伝送技術（1XRTT
）、Evolution-Data　Optimized（EV-DO）、Enhanced　Data　rates　for　GSM　Evoluti
on（EDGE）、及びその他同様のもの等の1つ又は複数のタイプの無線通信信号及び/又はシ
ステムと関連して使用されてもよい。
【００１５】
　本明細書において使用される「無線デバイス」の語は、例えば、無線通信が可能なデバ
イス、無線通信が可能な通信デバイス、無線通信が可能な通信局、無線通信が可能な携帯
デバイス又は非携帯デバイス、又はその他同様のものを含んでもよい。いくつかの例証的
な実施形態においては、無線デバイスは、コンピュータと一体化される周辺機器又はコン
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ピュータに取り付けられる周辺機器であってもよく、又はこれらを含んでもよい。いくつ
かの例証的な実施形態においては、「無線デバイス」の語は、選択的に無線サービスを含
んでもよい。
【００１６】
　無線通信信号に関して本明細書で使用される「通信」の語は、無線通信信号を送信する
こと及び/又は無線通信信号を受信することを含んでもよい。例えば、無線通信信号を通
信することができる無線通信ユニットは、少なくとも1つの他の無線通信ユニットに無線
通信信号を送信する無線送信機及び/又は少なくとも1つの他の無線通信ユニットから無線
通信信号を受信する無線通信受信機を含んでもよい。動詞「通信する」は、送信する動作
又は受信する動作を指すのに使用されてもよい。一例において、「信号を通信する」との
記載は、第1のデバイスによって信号を送信する動作を指してもよいが、第2のデバイスに
よって信号を受信する動作を必然的に含むことを要しない。他の例においては、「信号を
通信する」との記載は、第1のデバイスによって信号を受信する動作を指してもよいが、
第2のデバイスによって信号を受信する動作を必然的に含むことを要しない。
【００１７】
　いくつかの例証的な実施形態は、LTEネットワークに関して本明細書において記載され
る。しかしながら、他の実施形態は、例えば、ユニバーサル移動体通信システム（UMTS）
セルラシステム、GSMネットワーク、3Gセルラネットワーク、4Gセルラネットワーク、4.5
Gネットワーク、5Gセルラネットワーク、WiMAXセルラネットワーク、及びその他同様のも
の等のいずれかの他の適切なセルラネットワークの形態又はいずれかの他の適切なセルラ
システムの形態で実装されてもよい。
【００１８】
　いくつかの例証的な実施形態は、WLANシステムに関して本明細書において記載される。
しかしながら、他の実施形態は、いずれかの他の適切な非セルラネットワークの形態で実
装されてもよい。
【００１９】
　いくつかの例証的な実施形態は、ヘテロジニアスネットワーク（HetNet）と関連して使
用されてもよく、例えば、セルラ方式、ミリ波周波数、及び/又はその他同様のものを含
む複数の技術、複数の周波数、複数のセルサイズ、及び/又は複数のネットワークアーキ
テクチャを混合した配置を利用してもよい。一例において、HetNetは、例えば、ピコセル
及びフェムトセル等の大きなマクロセルからスモールセルまで分布する複数の異なるサイ
ズのセルの複数の層を有する無線アクセスネットワークを含んでもよい。他の実施形態は
、他の適切な無線通信ネットワークと関連して使用されてもよい。
【００２０】
　本明細書において使用される「アンテナ」の語は、１つ又は複数のアンテナ素子、アン
テナ構成要素、アンテナユニット、アンテナアセンブリ、及び/又はアンテナアレイのい
ずれかの適切な構成、構造、及び/又は配列を含んでもよい。いくつかの実施形態におい
て、アンテナは、個別の送信及び受信アンテナ素子を使用して複数の送信及び受信機能を
実装してもよい。いくつかの実施形態において、アンテナは、共通の及び/又は一体化さ
れた送信/受信素子を使用して複数の送信及び受信機能を実装してもよい。アンテナは、
例えば、フェイズドアレイアンテナ、単一素子アンテナ、ダイポールアンテナ、1組のビ
ーム切り替えアンテナ、及び/又はその他同様のものを含んでもよい。
【００２１】
　本明細書中で使用される「セル」の語は、例えば、ダウンリンクリソース及び選択的に
アップリンクリソース等のネットワークリソースの組み合わせを含んでもよい。リソース
は、（「基地局」と称される）セルラノード又はその他同様のものにより、制御され及び
/又は割り当てられてもよい。ダウンリンクリソースのキャリア周波数とアップリンクリ
ソースのキャリア周波数との間のリンキングは、ダウンリンクリソース上で送信されるシ
ステム情報の中で示されていてもよい。
【００２２】
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　図1を参照すると、図1は、いくつかの例証的な実施形態に従ったシステム100のブロッ
ク線図を概略的に図示している。
【００２３】
　図1に示されているように、いくつかの例証的な実施形態において、システム100は、例
えば、以下で説明されるように、無線チャネル、セルラチャネル、RFチャネル、ワイヤレ
スフィディリティー（WiFi）チャネル、IRチャネル及びその他同様のもの等の1つ又は複
数の無線媒体を介してコンテンツ、データ、情報及び/又は信号を通信することができる1
つ又は複数の無線通信デバイスを含んでもよい。システム100の1つ又は複数の要素は、選
択的に、いずれかの適切な有線通信リンクを介して通信することが可能であってもよい。
【００２４】
　いくつかの例証的な実施形態において、システム100は、少なくとも1つのユーザ機器（
UE）102を含んでいてもよく、そのUE102は、少なくとも1つの無線アクセスネットワーク
（RAN）119を介して及び/又は少なくとも1つの非セルラネットワークを介して1つ又は複
数の優先ネットワーク180と通信することが可能であってもよい。
【００２５】
　いくつかの例証的な実施形態において、UE102は、モバイルコンピュータ、モバイルデ
バイス（MD）、無線局（STA）、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ
、タブレットコンピュータ、ウルトラブック（登録商標）コンピュータ、モバイルインタ
ーネットデバイス、ハンドヘルドコンピュータ、ハンドヘルドデバイス、記憶デバイス、
パーソナルディジタルアシスタント（PDA）デバイス、ハンドヘルドPDAデバイス、モノイ
ンターネット化（IoT）デバイス、センサデバイス、オンボードデバイス、オフボードデ
バイス、（セルラフォンの機能とPDAデバイスの機能とを組み合わせた）ハイブリッドデ
バイス、消費者家電機器、車載デバイス、非車載デバイス、モバイルデバイス又はポータ
ブルデバイス、モバイルフォン、セルラフォン、PCSデバイス、モバイルGPSデバイス又は
ポータブルGPSデバイス、DVBデバイス、比較的小型のコンピューティングデバイス、非デ
スクトップコンピュータ、“Carry　Small　Live　Large”（CSLL）デバイス、ウルトラ
モバイルデバイス（UMD）、ウルトラモバイルPC（UMPC）、モバイルインターネットデバ
イス（MID）、“折り紙”デバイス又は“折り紙”コンピューティングデバイス、ビデオ
デバイス、オーディオデバイス、オーディオ-ビデオ（A/V）デバイス、ゲーム機器、メデ
ィアプレイヤー、スマートフォン、又はこれらと同様のものを含んでもよい。
【００２６】
　いくつかの例証的な実施形態において、ネットワーク180は、1つ又は複数のパケットデ
ータネットワーク（PDN）を含んでもよい。例えば、ネットワーク180は、インターネット
ネットワーク、IPマルチメディアコアネットワークサブシステム（IMS）ネットワーク、
及び/又は他のいずれかのPDNを含んでもよい。他の実施形態において、ネットワーク180
は、いずれかの他の適切な追加の及び/又は代替的なネットワークを含んでもよい。
【００２７】
　いくつかの例証的な実施形態において、RAN119は、1つ又は複数のセルラノード（ノー
ド）によって制御される1つ又は複数のセルを含んでもよい。例えば、RAN119は、進化型N
odeB（eNB）104、NodeB196、及び/又は基地局（BS）、無線基地局装置（BTS）、及びその
他同様のもの等のいずれかの他のセルラノードを含んでもよい。
【００２８】
　いくつかの例証的な実施形態において、eNB104は、無線リソース管理（RRM）、無線ベ
アラ制御、無線アドミッション制御（アクセス制御）、接続モビリティ管理、アップリン
ク及びダウンリンクの双方におけるUEへのリソースの動的割り当て等のUEとeNBとの間の
無線リソーススケジューリング、ヘッダ圧縮、ユーザデータストリームのリンク暗号化、
他のeNB又は進化型パケットコア（EPC）等の宛先へのユーザデータのパケットルーティン
グ、入来呼及び/又は接続要求、ブロードキャスト情報の調整、測定報告、及び/又はいず
れかの他の動作等のページングメッセージのスケジューリング及び/又は送信を実行する
ように構成されてもよい。
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【００２９】
　いくつかの例証的な実施形態において、システム100は、例えば、WLANアクセスポイン
ト（AP）106によって管理される基本サービスセット（BSS）等のWLANといった非セルラネ
ットワークを含んでもよい。いくつかの例証的な実施形態において、上記の非セルラネッ
トワークは、少なくとも部分的に、RAN119のセルラネットワークのカバレッジエリアの中
に存在してもよい。例えば、AP106は、eNB104のカバレッジエリアの中にあってもよい。
【００３０】
　いくつかの例証的な実施形態において、システム100は、以下で説明されるように、コ
アネットワーク（CN又はCNW）160を含んでいてもよく、コアネットワーク160は、UE102に
1つ又は複数のサービスを提供し、及び/又はUE102とRAN119との間及び/又はUE102とネッ
トワーク180との間の通信をセットアップし及び/又は管理するように構成されてもよい。
【００３１】
　いくつかの例証的な実施形態において、CN160は、UE102とネットワーク180のPDNとの間
のPDN接続をサポートする1つ又は複数のPDNゲートウェイ（PGW）173を含んでもよい。
【００３２】
　いくつかの例証的な実施形態において、CN160は、以下で説明するように、アクセスネ
ットワーク発見及び選択機能（ANDSF）サーバ162を含んでもよく、ANDSFサーバ162は、UE
102が、例えば、RAN119及び/又はWLAN　AP106等の複数の無線アクセス技術（RAT）ネット
ワークと通信するのを支援し、及び/又はUE102がこれらの複数の無線アクセス技術（RAT
）ネットワークの間での1つ又は複数のステアリングトラフィックの間でステアリングを
実行するのを支援するように構成されてもよい。
【００３３】
　いくつかの例証的な実施形態において、UE102、eNB104、WLAN　AP106、及び/又はNodeB
196は、以下で説明されるように、UE102、RAN119、及びWLAN　AP106の間の無線通信、及
び/又は1つ又は複数の他の無線通信デバイスとの通信を実行する1つ又は複数の無線通信
ユニットを含んでもよい。
【００３４】
　いくつかの例証的な実施形態において、UE102は、RAN119のセルラネットワークと通信
するセルラトランシーバ（TRx）及びWLAN　AP106と通信するWLAN　TRx147を含んでもよい
。
【００３５】
　いくつかの例証的な実施形態において、セルラTRx146及びWLAN　TRx147は、1つ又は複
数のアンテナを含んでいる又はそれらのアンテナと関連していてもよい。一例において、
UE102は、アンテナ112及びアンテナ114等の少なくとも2つのアンテナを含んでいてもよく
、又は1つのアンテナ又は2つより多くのアンテナ等のいずれかの他の数のアンテナを含ん
でいてもよい。
【００３６】
　いくつかの例証的な実施形態において、アンテナ112及び/又はアンテナ114は、無線通
信信号、ブロック、フレーム、送信ストリーム、パケット、メッセージ、及び/又はデー
タを送信し及び/又は受信するのに適しているいずれかのタイプのアンテナを含んでいて
もよい。例えば、アンテナ112及び/又はアンテナ114は、1つ又は複数のアンテナ素子、ア
ンテナ構成要素、アンテナユニット、アンテナアセンブリ、及び/又はアンテナアレイの
いずれかの適切な構成、構造、及び/又は配列を含んでいてもよい。例えば、アンテナ112
及び/又はアンテナ114は、フェイズドアレイアンテナ、ダイポールアンテナ、単一素子ア
ンテナ、ビーム切り替えアンテナのセット、及び/又はその他同様のものを含んでいても
よい。
【００３７】
　いくつかの実施形態において、アンテナ112及び/又はアンテナ114は、個別の送信及び
受信アンテナ素子を使用して送信及び受信機能を実装してもよい。いくつかの実施形態に
おいて、アンテナ112及び/又はアンテナ114は、共通の及び/又は一体化された送信/受信



(12) JP 6382350 B2 2018.8.29

10

20

30

40

50

素子を使用して送信及び受信機能を実装してもよい。
【００３８】
　いくつかの例証的な実施形態において、セルラTRx146及び/又はWLAN　TRx147は、1つ又
は複数の無線送信機、無線受信機、及び/又はトランシーバを含んでもよく、それらの無
線送信機、無線受信機、及びトランシーバは、無線通信信号、RF信号、フレーム、ブロッ
ク、送信ストリーム、パケット、メッセージ、データ項目、及び/又はデータを送信及び/
又は受信することができる回路及び/又はロジックを含んでいてもよい。
【００３９】
　いくつかの例証的な実施形態において、WLAN　TRx147は、WLANリンクを介してWLAN　AP
106と通信するように構成されてもよく、セルラTRx146は、セルラーリンクを介してRAN11
9のセルラネットワークと通信するように構成されていてもよい。
【００４０】
　いくつかの例証的な実施形態において、WLANリンクは、例えば、ワイヤレスフィディリ
ティー（WiFi）リンク、ワイヤレスギガビット（WiGig）リンク、又はいずれかの他のリ
ンクを含んでいてもよい。いくつかの例証的な実施形態において、WLANリンクは、例えば
、WLANリンクは、2.4[GHz]帯域又は5[GHz]帯域、60[GHz]帯域、及び/又はいずれかの他の
周波数帯域の上のリンクを含んでもよい。
【００４１】
　いくつかの例証的な実施形態において、セルラTRx146は、必要に応じて、（図示されて
いない）多入力多出力（MIMO）送信機受信機システムを含んでもよく、その多入力多出力
（MIMO）送信機受信機システムは、アンテナビームフォーミング法を実行することができ
る回路及び/又はロジックを含んでいてもよい。他の実施形態においては、セルラTRx146
は、いずれかの他の送信機及び/又は受信機を含んでいてもよい。
【００４２】
　いくつかの例証的な実施形態において、セルラTRx146は、必要に応じて、（図示されて
いない）ターボデコーダ及び/又はターボエンコーダを含んでいてもよく、それらのター
ボデコーダ及びターボエンコーダは、データビットをデータシンボルに符号化し、及び/
又はデータシンボルからデータビットを復号する回路及び/又はロジックを含んでいても
よい。他の実施形態においては、セルラTRx146は、いずれかの他のエンコーダ及び/又は
デコーダを含んでいてもよい。
【００４３】
　いくつかの例証的な実施形態において、セルラTRx146は、OFDM変調器及び/又はSC-OFDM
変調器及び/又はOFDM復調器及び/又はSC-OFDM復調器を含んでもよく、これらの変調器及
び復調器は、RAN119とUE102との間等のダウンリンクチャネルを介してOFDM信号を通信し
、UE102とRAN119との間等のアップリンクチャネルを介してSC-OFDM信号を通信するように
構成される回路及び/又はロジックを含んでいてもよい。他の実施形態においては、セル
ラTRx146は、いずれかの他の変調器及び/又は復調器を含んでいてもよい。
【００４４】
　いくつかの例証的な実施形態においては、WLAN　TRx147は、WLAN　AP106とのリンクを
確立してもよい。例えば、WLAN　TRx147は、1つ又は複数のWiFi　STA、WLAN　STA、及び/
又はミリ波（mm波）STA等の1つ又は複数のSTAの機能を実行してもよい。WLANリンクは、
アップリンク及び/又はダウンリンクを含んでもよい。WLANダウンリンクは、例えば、WLA
N　AP106から1つ又は複数のSTAへの一方向性リンクを含んでもよい。WLANアップリンクは
、例えば、1つのSTAからWLAN　AP106への一方向性リンクを含んでもよい。
【００４５】
　いくつかの例証的な実施形態において、UE102は、Long　Term　Evolution（LTE）セル
ラ接続、ユニバーサル移動体通信システム（UMTS）接続、又はいずれかの他のセルラ接続
等のセルラ接続を利用して、RAN119のセルラネットワークと通信するように構成されても
よく、及び/又はワイヤレスフィディリティー（WiFi）接続又はいずれかの他のWLAN接続
等のWLAN接続を利用して、WLAN　AP106と通信するように構成されてもよい。
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【００４６】
　いくつかの例証的な実施形態において、セルラTRx146は、UE102とRAN119との間のセル
ラリンクを利用して、例えば、1つ又は複数のPGW173を介して1つ又は複数のPDN接続のト
ラフィックを通信してもよい。
【００４７】
　いくつかの例証的な実施形態において、UE102は、UE102と1つ又は複数のPGW173との間
の1つ又は複数のPDN接続を介して1つ又は複数の進化型パケット交換システム（EPS）ベア
ラ等の1つ又は複数のベアラを確立してもよい。
【００４８】
　いくつかの例証的な実施形態において、システム100の1つ又は複数の要素は、HetNetの
機能を実行してもよく、HetNetは、セルラ、WLAN、及び/又はその他同様のものを含むネ
ットワークアーキテクチャ、及び/又は技術、周波数、セルサイズの混合したものの配置
を利用してもよい。
【００４９】
　例えば、HetNetは、セルラネットワーク等の第1の無線通信環境を通じてサービスを提
供し、例えば、WLAN等の他の無線通信環境に切り替わる際にそのサービスを維持するよう
に構成されてもよい。HetNetは、WLAN環境等の無線通信環境とセルラ環境とを混合したも
のを利用して、例えば、選択的に消費者の需要の急速な変化に対応し、電力消費を削減し
、コストを削減し、効率を増加させ、及び/又はいずれかの他の利益を達成することを可
能としてもよい。
【００５０】
　一例において、システム100は、多階層複数無線アクセス技術（Multi-RAT）ヘテロジニ
アスネットワーク（HetNet）アーキテクチャを利用してもよく、その多階層Multi-RATHet
Netアーキテクチャは、マクロセルの配置の上に重ねられてネットワーク容量を増大させ
る、ピコセル、フェムトセル、中継局、WiFi　AP及びその他同様のもの等のスモールセル
の階層を含んでいてもよい。
【００５１】
　他の例においては、システム100は、単一のインフラストラクチャデバイスの中にWiFi
エアインターフェイス及び3GPPエアインターフェイス等の複数無線インターフェイスを統
合するMulti-RATスモールセルを利用してもよい。
【００５２】
　他の実施形態において、システム100は、いずれかの他のアーキテクチャ及び/又は配列
を実装してもよい。
【００５３】
　いくつかの例証的な実施形態において、UE102、eNB104、NodeB196、及び/又はWLAN　AP
106は、例えば、以下で詳述される1つ又は複数の基準及び/又はパラメータに基づいて、
選択的なアクセスネットワークの選択、及び/又はUE102とWLANとの間又はUE102とセルラ
ネットワークとの間でトラフィックのトラフィックステアリングを可能とするように構成
されてもよい。
【００５４】
　いくつかの例証的な実施形態において、UE102、eNB104、及び/又はWLAN　AP106は、ア
クセスネットワークの（「UEによって制御される」と称される）UEセントリックの選択及
び/又はトラフィックステアリングスキームを容易にするように構成されてもよく、それ
らのUEセントリックの選択及びトラフィックステアリングスキームにおいては、UE102は
、UE102によって利用されるべき及び/又はWLANとセルラネットワークとの間でUE102のト
ラフィックをステアリングするべきアクセスネットワークを選択してもよい。
【００５５】
　いくつかの例証的な実施形態において、以下で詳述されるように、RAN119の1つ又は複
数の要素及び/又はCN160は、（“アクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリン
グパラメータ”又は“トラフィックステアリングパラメータ”と称される“UEアシスタン
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スパラメータ”等の）1つ又は複数のパラメータの1つ又は複数の値をUE102に提供しても
よく、UE102は、（“アクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルール”
又は“トラフィックステアリングルール”と称される“UEアシスタンスルール”等の）1
つ又は複数のルールを提供されてもよく、これらのパラメータ及びルールは、トラフィッ
クステアリングの決定の一部としてUE102によって使用されてもよい。
【００５６】
　いくつかの例証的な実施形態において、UE102は、以下で説明されるように、RAN119の
セルラネットワークとWLAN　AP106との間でUE102のトラフィックをルーティングするよう
に構成されるオフローディングモジュール145を含んでもよい。
【００５７】
　いくつかの例証的な実施形態において、オフローディングモジュール145は、例えば、
制御回路及び/又は制御ロジック、プロセッサ回路及び/又はプロセッサロジック、メモリ
回路及び/又はメモリロジック、及び/又はいずれかの他の回路及び/又はいずれかの他の
ロジック等の適切な回路及び/又は適切なロジックを含む、又はこれらの適切な回路及び/
又は適切なロジックを使用して実装されてもよく、これらの適切な回路及び適切なロジッ
クは、オフローディングモジュール145の機能の少なくとも一部を実行するように構成さ
れてもよい。さらに又は代替的に、オフローディングモジュール145の1つ又は複数の機能
は、以下で説明されるように、マシン及び/又は1つ又は複数のプロセッサによって実行さ
れるロジックによって実行されてもよい。一例において、オフローディングモジュール14
5は、本明細書で説明するように、UE102に1つ又は複数のトラフィックルーティング及び/
又は1つ又は複数のトラフィックステアリングオペレーション、通信及び/又は機能を実行
させる回路及び/又はロジックを有する1つ又は複数のプロセッサを含んでいてもよい。
【００５８】
　いくつかの例証的な実施形態において、オフローディングモジュール145は、例えば、1
つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルール及び/又は1
つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングパラメータに基づ
いて、RAN119とWLAN　AP106との間で選択する等のアクセスネットワークの選択、及び/又
は、RAN119及び/又はWLAN　AP106の間でUE102のトラフィックをステアリングする及び/又
はUE102のトラフィックをルーティングする等のトラフィックステアリングを制御するよ
うに構成されてもよい。
【００５９】
　いくつかの例証的な実施形態において、上記の1つ又は複数のアクセスネットワーク選
択及びトラフィックステアリングルール及び/又は1つ又は複数のアクセスネットワーク選
択及びトラフィックステアリングパラメータは、例えば、3GPP　TS　36.304及び/又は3GP
P　TS　25.304及び/又は他の仕様書及び/又は他のプロトコル等の3GPP仕様書に従ってWLA
Nと3GPPネットワークとの間でUE102のトラフィックをステアリングするための複数のルー
ル及び/又はパラメータを含んでもよい。
【００６０】
　　いくつかの例証的な実施形態において、複数のアクセスネットワーク選択及びトラフ
ィックステアリングルールのうちの1つ又は複数は、UE102のモビリティ状態（UE　mobili
ty　state）を考慮に入れてもよく、“UE　mobility　state”は、UE102の速度を表す及
び/又は近似するように構成されてもよい。一例において、UE102のモビリティ状態は、例
えば、通常のモビリティ状態、中程度のモビリティ状態、及び高モビリティ状態等の複数
のあらかじめ規定されたモビリティ状態から選択されてもよい。他の実施形態においては
、UEのモビリティ状態は、いずれかの他の追加の又は代替的なモビリティ状態から選択さ
れてもよい。
【００６１】
　いくつかの例証的な実施形態において、上記のアクセスネットワーク選択及びトラフィ
ックステアリングルールの1つ又は複数のパラメータは、UE102の“UE　mobility　state
”に基づいて設定され及び/又は調整されてもよい。
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【００６２】
　一例において、複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルール
のうちの1つ又は複数は、UE102の“UE　mobility　state”に基づいて、例えば、Tsteeri
ngWLANタイマ等のタイムトゥトリガタイマをスケーリングすることにより、UE102の“UE
　mobility　state”を考慮に入れてもよい。例えば、オペレータは、UE102が高モビリテ
ィ状態にある等の場合に、TsteeringWLANタイマをより長い期間に設定することにより、U
E102がWLANネットワークへのトラフィックをステアリングする可能性が極めて低くする等
、その可能性を減少させてもよい。例えば、UE102が高モビリティ状態にある場合に、3GP
Pネットワークを使用するようにUE102に指示するようにすることが都合がよく、その理由
は、3GPPネットワークは、通常、WLANネットワークと比較してより一層良好なカバレッジ
を有しているからである。
【００６３】
　いくつかの例証的な実施形態において、あるシナリオでは、例えば、UE102が中程度の
モビリティ状態又は高モビリティ状態にある場合であっても、UE102のトラフィックをWLA
Nへとステアリングするのが有利である場合がある。したがって、例えば、UE102のモビリ
ティ状態が高い時はいつでも、UE102をRAN119へと向かわせるように構成されるメカニズ
ムは、上記のシナリオには適していない。
【００６４】
　いくつかの例証的な実施形態において、UE102が移動可能なWLAN　APのカバレッジエリ
ア内にある場合等、UE102のモビリティ状態が高い場合には、UE102をRAN119に向かわせる
のは有利ではないことがある。
【００６５】
　例えば、移動可能なWLAN　APは、バス、列車、及びその他同様のもの等の運送車両に配
置されていてもよい。この場合には、UE102が高モビリティ状態にあっても、UE102と同じ
運送車両上に位置するWLAN　AP106等の移動可能なWLAN　APは、RAN119と比較して改善さ
れた接続性及び/又は改善されたサービスをUE102に提供することが可能であるからである
。
【００６６】
　いくつかの例証的な実施形態において、オフローディングモジュール145は、以下で説
明されるように、WLAN　AP106のモビリティ状態を決定し、そして、WLAN　AP106のモビリ
ティ状態及びUE102のモビリティ状態に少なくとも基づいて、RAN119のセルラネットワー
クとWLAN　AP106との間でUE102のトラフィックをルーティングするように構成されてもよ
い。
【００６７】
　いくつかの例証的な実施形態において、オフローディングモジュール145は、以下で説
明されるように、WLAN　AP106が移動可能であるか否かを判定し、そして、そのWLAN　AP1
06が移動可能であるか否かに少なくとも基づいて、WLANへとトラフィックをステアリング
するか否かを選択するように構成されてもよい。
【００６８】
　いくつかの例証的な実施形態において、UE102は、プロセッサ124、入力ユニット116、
出力ユニット118、メモリユニット120、及び記憶ユニット122のうちの1つ又は複数を含ん
でもよい。UE102は、選択的に、他の適切なハードウェア構成要素及び/又はソフトウェア
構成要素を含んでもよい。いくつかの例証的な実施形態において、UE102の構成要素のい
くつか又はすべては、共通のハウジング又はパッケージに収容されていてもよく、1つ又
は複数の有線のリンク又は無線のリンクを使用して相互接続され又は動作可能に関連させ
られていてもよい。
【００６９】
　プロセッサ124は、例えば、中央処理ユニット（CPU）、ディジタルシグナルプロセッサ
（DSP）、1つ又は複数のプロセッサコア、シングルコアプロセッサ、デュアルコアプロセ
ッサ、マルチコアプロセッサ、マイクロプロセッサ、ホストプロセッサ、コントローラ、
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複数のプロセッサ又はコントローラ、チップ、マイクロチップ、1つ又は複数の回路、回
路、ロジックユニット、集積回路（IC）、特定用途向け集積回路（ASIC）、又はいずれか
の他の適切な多用途又は特定用途のプロセッサ又はコントローラを含んでもよい。
【００７０】
　入力ユニット116は、例えば、キーボード、キーパッド、マウス、タッチスクリーン、
タッチパッド、トラックボール、スタイラス、マイクロフォン、又は他の適切なポインテ
ィングデバイス又は他の適切な入力デバイスを含んでもよい。出力ユニット118は、例え
ば、モニタ、スクリーン、タッチスクリーン、フラットパネルディスプレイ、液晶ディス
プレイ（LCD）ユニット、プラズマディスプレイユニット、1つ又は複数のオーディオスピ
ーカ又はイヤホン、又は他の適切な出力デバイスを含んでもよい。
【００７１】
　メモリユニット120は、例えば、ランダムアクセスメモリ（RAM）リードオンリーメモリ
（ROM）ダイナミックRAM（DRAM）同期DRAM（SD-RAM）、フラッシュメモリ、揮発性メモリ
、不揮発性メモリ、キャッシュメモリ、バッファ、短期メモリユニット、長期メモリユニ
ット、又は他の適切なメモリユニットを含んでもよい。記憶ユニット122は、例えば、ハ
ードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、コンパクトディスク（CD）ドライ
ブ、CD-ROMドライブ、DVDドライブ、又は他の適切な取り外し可能な又は取り外し不可能
な記憶ユニットを含んでもよい。メモリユニット120及び/又は記憶ユニット122は、例え
ば、UE102によって処理されるデータを格納してもよい。
【００７２】
　いくつかの例証的な実施形態において、オフローディングモジュール145は、例えば、U
E102のモビリティ状態に基づいてWLAN　AP106のモビリティを決定するように構成されて
もよい。
【００７３】
　いくつかの例証的な実施形態において、オフローディングモジュール145は、例えば、U
E102が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にある等の、UE102が静的なモビリ
ティ状態又は通常のモビリティ状態にない場合に、WLAN　AP106のモビリティを決定する
ように構成されてもよい。
【００７４】
　いくつかの例証的な実施形態において、オフローディングモジュール145は、UE102が中
程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にある場合であって、WLAN　AP106の識別子
があらかじめ規定された期間の間にUE102によって検出されるときに、WLAN　AP106が移動
可能であると判定するように構成されてもよい。
【００７５】
　いくつかの例証的な実施形態において、WLAN　AP106の識別子は、基本サービス設定識
別子（BSSID）又はいずれかの他の識別子を含んでもよい。
【００７６】
　いくつかの例証的な実施形態において、WLAN　AP106のモビリティを検出するのにUE102
によって使用される時間は、固有の実装又はあらかじめ構成された実装であってもよい。
【００７７】
　いくつかの例証的な実施形態において、WLAN　AP106のモビリティを検出するのにUE102
によって使用される時間は、例えば、eNB104及び/又はNodeB196を介して3GPPネットワー
クによってシグナリングされてもよい。
【００７８】
　いくつかの例証的な実施形態において、UE102は、例えば、RAN119を介してセルラネッ
トワークからあらかじめ規定された期間の指標を受信してもよい。これらの実施形態によ
れば、セルラネットワークのオペレータは、移動可能なWLAN　APの検出を有効化/無効化
することが可能であってもよく、それによって、UE102を介してオペレータにより良い制
御を提供してもよい。
【００７９】
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　いくつかの例証的な実施形態において、オフローディングモジュール145は、例えば、B
SSID等の複数のWLAN識別子に基づいてWLAN　AP106のモビリティを判定する等の移動可能
なWLAN　APの検出を実行してもよく、複数のWLAN識別子は、WLAN　AP106からUE102によっ
て受信することが可能であってもよく、オフローディングモジュール145に利用可能であ
ってもよい。
【００８０】
　例えば、オフローディングモジュール145は、以下で説明されるように、受信信号強度
インジケータ（RSSI）等のWLANメトリック及び/又はあらゆる他のメトリックが利用可能
でない場合、或いは、1つ又は複数のWLANメトリックに加えて、WLAN識別子に基づいてWLA
N　AP106のモビリティを判定する等の移動可能なWLAN　APの検出を実行してもよい。
【００８１】
　上記の例によれば、UE102が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあり、か
つ、UE102が時間的なある期間の間に同一のWLAN　BSSIDを検出する場合には、オフローデ
ィングモジュール145は、検出されたWLAN　BSSIDが移動可能なWLAN　APの所有する識別子
であると判定してもよい。
【００８２】
　いくつかの例証的な実施形態において、オフローディングモジュール145は、UE102が中
程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にある場合等に、WLAN　AP106に対応するWLA
N信号強度メトリック等の1つ又は複数のWLANメトリックに基づいてWLAN　AP106のモビリ
ティを判定するように構成されてもよい。
【００８３】
　いくつかの例証的な実施形態において、オフローディングモジュール145は、例えば、
あらかじめ規定された期間の間の1つ又は複数のWLANメトリックの変化があらかじめ規定
された閾値よりも小さい場合に、WLAN　AP106が移動可能であると判定するように構成さ
れてもよい。
【００８４】
　いくつかの例証的な実施形態において、WLAN　AP106に対応する1つ又は複数のWLANメト
リックは、UE102に利用可能であってもよい。
【００８５】
　いくつかの例証的な実施形態において、WLANメトリックは、RSSI及び/又はいずれかの
他のメトリック等の1つ又は複数のWLAN信号強度メトリックを含んでいてもよく、例えば
、UE102とWLAN　AP106との間の距離、及び/又は配置、場所、及び/又はWLAN　AP106に対
するUE102の移動と関連付けられてもよい。
【００８６】
　いくつかの例証的な実施形態において、UE102は、BSSIDの検出とともに1つ又は複数のW
LANメトリックを使用し、例えば、移動可能なWLAN　APの検出の精度を改善してもよい。
【００８７】
　いくつかの例証的な実施形態において、オフローディングモジュール145は、例えば、U
E102がセルラネットワークに対して移動可能である場合であっても、UE102がWLAN　AP106
に対して速く移動していない又はWLAN　AP106に対して静止しているということを複数のW
LAN測定値が示しているときに、WLAN　AP106が移動可能であると検出するように構成され
てもよい。
【００８８】
　例えば、オフローディングモジュール145は、複数のWLAN信号強度測定値があらかじめ
規定された範囲及び/又はあらかじめ規定された制限の範囲内で一定値である及び/又は変
化する場合に、WLAN　AP106が移動可能であると検出するように構成されてもよい。
【００８９】
　一例において、オフローディングモジュール145は、例えば、UE102が中程度のモビリテ
ィ状態又は高モビリティ状態にあり、かつ、UE102によって測定されるWLAN　AP106の同一
のBSSIDと関連するRSSI等のWLAN信号強度が一定のある範囲内で不変である又は変化する
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【００９０】
　いくつかの例証的な実施形態は、UEが中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態に
あるときのWLAN　AP106等の移動可能なWLAN　APの検出と関連して本明細書で説明される
。しかしながら、他の実施形態においては、移動可能なWLAN　APは、UE102の他の追加の
又は代替的なモビリティ状態及び/又はいずれかの他のパラメータ、UE102の運動及び/又
は速度を示す状態又は情報と関連して検出されてもよい。
【００９１】
　いくつかの例証的な実施形態において、以下で説明されるように、WLAN　AP106等の1つ
又は複数の移動可能なWLAN　APのBSSID又は他の識別子等の1つ又は複数の識別子は、UE10
2においてあらかじめ構成されてもよく、及び/又はUE102にシグナリングされてもよい。
【００９２】
　いくつかの例証的な実施形態において、オフローディングモジュール145は、例えば、W
LAN　AP106の識別子と移動可能なWLAN　APの識別子のリストとの比較に基づいて、WLAN　
AP106のモビリティを判定するように構成されてもよい。
【００９３】
　いくつかの例証的な実施形態において、移動可能なWLAN　APの識別子のリストは、UE10
2の中に提供されてもよい。
【００９４】
　いくつかの例証的な実施形態において、UE102は、セルラネットワークのオペレータ、
セルラネットワークのeNB104又はNodeB196及び/又はANDSFサーバ162等のセルラノードか
ら移動可能なWLAN　APの識別子のうちの1つ又は複数を受信するように構成されてもよい
。
【００９５】
　いくつかの例証的な実施形態において、１つ又は複数の移動可能なWLAN　APの識別子は
、例えば、“移動可能なAPのリスト”の形態でUE102に提供されてもよい。これらの実施
形態によれば、“移動可能なAPのリスト”に含まれる識別子を有するWLAN　APがUE102に
よって検出されると、オフローディングモジュール145は、検出されたWLAN　APが移動可
能であると判定してもよい。
【００９６】
　いくつかの例証的な実施形態において、“移動可能なAPのリスト”のうちの１つ又は複
数の識別子は、UE102の中にあらかじめ提供されていてもよく、“移動可能なAPのリスト
”のうちの1つ又は複数の識別子は、オープンモバイルアライアンスデバイス管理（OMA-D
M）メカニズムにより構成されてもよく、“移動可能なAPのリスト”のうちの1つ又は複数
の識別子は、ANDSFサーバ162によって構成されてもよく、及び/又は“移動可能なAPのリ
スト”のうちの1つ又は複数の識別子は、例えば、無線リソース制御（RRC）シグナリング
を使用してeNB104を介してセルラネットワークによりシグナリングされてもよい。
【００９７】
　一例において、例えば、移動可能なAPのリストのうちの1つ又は複数の識別子は、“mob
ileWlan-Id-List-r12”要素の一部として等のシステム情報ブロック（SIB）17又はいずれ
かの他のSIB又はRRCメッセージの一部として通信されてもよい。システム情報ブロック（
SIB）タイプ17情報要素を以下に示す。
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【数１】

【００９８】
　いくつかの例証的な実施形態において、上記で説明したように、オフローディングモジ
ュール145は、検出されたWLAN　APのWLAN識別子及び/又は検出されたWLAN　APのWLANメト
リックに加えて又はこれらの代わりに、WLAN　APのモビリティを検出するのに“移動可能
なAPのリスト”を使用するように構成されてもよい。
【００９９】
　いくつかの例証的な実施形態において、以下で説明されるように、オフローディングモ
ジュール145は、WLAN　AP106等の検出されたWLAN　APが移動可能であるか否かに少なくと
も基づいて、RAN119とWLANとの間でアクセスを選択し、及び/又はWLANへとUE102のトラフ
ィックをステアリングするべきか否かを選択するように構成されてもよい。
【０１００】
　いくつかの例証的な実施形態において、オフローディングモジュール145は、1つ又は複
数の第1のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールを使用して、
移動可能でない検出されたWLAN　APに関してアクセスネットワークの選択及び/又はトラ
フィックステアリングを実行してもよい。オフローディングモジュール145は、以下で説
明されるように、1つ又は複数の第1のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステア
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リングルールとは異なる1つ又は複数の第2のアクセスネットワーク選択及びトラフィック
ステアリングルールを使用して、移動可能である検出されたWLAN　APに関してアクセスネ
ットワークの選択及び/又はトラフィックステアリングを実行してもよい。
【０１０１】
　いくつかの例証的な実施形態において、オフローディングモジュール145は、移動可能
なWLAN　APが検出されると、UE102が、3GPPネットワークとWLANネットワークとの間の1つ
又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールに従うように
するように構成されてもよく、3GPPネットワークとWLANネットワークとの間のその1つ又
は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールは、検出された
WLAN　APが移動可能でない場合（通常の場合）について規定される1つ又は複数のアクセ
スネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールとは異なっていてもよい。
【０１０２】
　いくつかの例証的な実施形態において、WLAN　APが移動可能であり、かつ、UEが中程度
のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると、以下で説明されるように、オフローデ
ィングモジュール145が判定すると、オフローディングモジュール145は、WLANメトリック
のみを使用して、1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリン
グルールに基づいて、RAN119のセルラネットワークとWLAN　AP106との間でトラフィック
をルーティングすることを選択してもよい。
【０１０３】
　いくつかの例証的な実施形態において、オフローディングモジュール145は、例えば、1
つ又は複数のセルラパラメータに基づくトラフィックステアリングルールを除外しながら
、1つ又は複数のWLANパラメータに対応するトラフィックステアリングルールのみを使用
して、例えば、WLAN　AP106が移動可能であると判定され、かつ、UE102が中程度のモビリ
ティ状態又は高モビリティ状態にある場合に、トラフィックをRAN119にルーティングする
べきか又はWLANにルーティングするべきかを決定するように構成されてもよい。
【０１０４】
　いくつかの例証的な実施形態において、1つ又は複数のWLANパラメータは、例えば、BSS
負荷閾値、WANメトリック閾値、及び/又はその他同様のものを含んでもよい。1つ又は複
数のセルラパラメータは、例えば、1つ又は複数の参照信号受信電力（RSRP）閾値、1つ又
は複数の参照信号受信品質（RSRQ）閾値、及び/又はその他同様のもの等の1つ又は複数の
3GPPパラメータを含んでもよい。
【０１０５】
　いくつかの例証的な実施形態において、移動可能なWLAN　APを検出すると、オフローデ
ィングモジュール145は、3GPP　RAN閾値及び/又はWLAN閾値の複数のセットを使用するよ
うに構成されてもよく、これらの3GPP　RAN閾値及びWLAN閾値のセットは、移動可能でな
いWLAN　APの場合等の“通常の”場合に使用される3GPP　RAN閾値及び/又はWLAN閾値のセ
ットとは異なっていてもよい。
【０１０６】
　いくつかの例証的な実施形態において、オフローディングモジュール145は、以下で説
明されるように、1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリン
グルールに基づいて、RAN119のセルラネットワークとWLAN　AP106との間でトラフィック
をルーティングするように構成されてもよい。
【０１０７】
　いくつかの例証的な実施形態において、例えば、オフローディングモジュール145が、W
LAN　AP106が移動可能であり、かつ、UE102が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ
状態にあると判定した場合には、オフローディングモジュール145は、1つ又は複数のアシ
スタンスパラメータに対応する1つ又は複数の第1のアシスタンス閾値を使用してアクセス
ネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールを評価するように構成されてもよ
い。
【０１０８】
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　いくつかの例証的な実施形態において、例えば、オフローディングモジュール145が、W
LAN　AP106が移動可能でないと判定した場合には、オフローディングモジュール145は、
例えば、第1のアシスタンス閾値とは異なるアシスタンス閾値を含む、1つ又は複数のアシ
スタンスパラメータに対応する1つ又は複数の第2のアシスタンス閾値を使用してアクセス
ネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールを評価するように構成されてもよ
い。
【０１０９】
　いくつかの例証的な実施形態において、1つ又は複数のアシスタンスパラメータは、少
なくとも1つのWLAN閾値及び/又は少なくとも1つのセルラ閾値を含んでもよい。
【０１１０】
　いくつかの例証的な実施形態において、1つ又は複数のアシスタンスパラメータのうち
のある1つのアシスタンスパラメータに対応する、1つ又は複数の第2のアシスタンス閾値
のうちのある1つのアシスタンス閾値は、アシスタンスパラメータに対応する、1つ又は複
数の第1のアシスタンス閾値のうちのある1つの第1のアシスタンス閾値よりも大きくても
よい。
【０１１１】
　いくつかの例証的な実施形態において、UE102は、セルラネットワークから上記の1つ又
は複数の第1のアシスタンス閾値及び/又は1つ又は複数の第2のアシスタンス閾値を受信し
てもよい。例えば、セルラTRx146は、RAN119のセルラネットワークから1つ又は複数の第1
のアシスタンス閾値及び/又は1つ又は複数の第2のアシスタンス閾値の受信を処理しても
よい。
【０１１２】
　一例において、第1のアシスタンス閾値及び/又は第2のアシスタンス閾値の1つ又は複数
は、例えば、“wlan-OffloadConfigCommonMobile-r12”要素の一部として等のシステム情
報ブロック（SIB）17又はいずれかの他のSIB又はRRCメッセージの一部として通信されて
もよい。システム情報ブロック（SIB）タイプ17情報要素を以下に示す。
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【数２】

【０１１３】
　いくつかの例証的な実施形態において、以下で説明されるように、WLAN　APが移動可能
であることが検出されると、UE102は、少なくとも1つのタイマ設定を使用するように構成
されてもよく、そのタイマ設定は、WLAN　APが移動可能でないときのタイマ設定とは異な
っていてもよい。
【０１１４】
　いくつかの例証的な実施形態において、UE102は、第1のタイマ設定TsteeringWLANを使
用し、及び/又は、例えば、移動可能でないWLAN　APに関する“通常の”場合に、上記の
タイマ設定TsteeringWLANを第1のスケーリングファクタでスケーリングするように構成さ
れてもよい。
【０１１５】
　いくつかの例証的な実施形態において、UE102は、第1のタイマ設定TsteeringWLANとは
異なる第2のタイマ設定TsteeringWLANを使用し、及び/又は、例えば、移動可能なWLAN　A
Pに関して、第1のスケーリングファクタとは異なる第2のスケーリングファクタで上記の
タイマ設定TstteringWLANをスケーリングするように構成されてもよい。
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【０１１６】
　いくつかの例証的な実施形態において、オフローディングモジュール145は、タイマ設
定TsteeringWLANに従って、ステアリングタイマ期間の間に、1つ又は複数のアクセスネッ
トワーク選択及びトラフィックステアリングルールの成果に基づいて、RAN119のセルラネ
ットワークとWLAN　AP106との間でトラフィックをルーティングするように構成されても
よい。
【０１１７】
　いくつかの例証的な実施形態において、例えば、オフローディングモジュール145が、W
LAN　AP106が移動可能であり、かつ、UE102が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ
状態にあると判定した場合には、オフローディングモジュール145は、ステアリングタイ
マ期間を第1の期間に設定するように構成されてもよい。
【０１１８】
　いくつかの例証的な実施形態において、例えば、オフローディングモジュール145が、W
LAN　AP106が移動可能でなく、かつ、UE102が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ
状態にあると判定した場合には、オフローディングモジュール145は、ステアリングタイ
マ期間を、第1のステアリングタイマ期間とは異なる第2の期間に設定するように構成され
てもよい。
【０１１９】
　いくつかの例証的な実施形態において、例えば、第2の期間は、第1の期間よりも短くて
もよい。
【０１２０】
　いくつかの例証的な実施形態において、例えば、オフローディングモジュール145は、
以下のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールのうちの1つ又は
複数を使用して、LTEセルラネットワーク又はUMTSネットワーク等のRAN119のセルラネッ
トワークとWLANとの間でトラフィックステアリングを制御するように構成されてもよく、
アクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールは、以下のように示され
る。
　アクセス階層は、E-UTRANからWLANへのトラフィックをステアリングするための以下の
条件1及び2が、（セクション5.x.3のRANパラメータのリストからの）WLAN識別子のうちの
いずれについて、そして、時間期間TsteeringWLANの間でいつ満たされるかを、複数の上
位層に示すものとし:
【数３】

　UEは、閾値がまだ提供されていない測定値の評価を除外するものとする。
　Note:E-UTRANによって提供される1つ以上のWLANが上記の条件を満たす場合には、これ
らのWLANのうちの1つを選択することは、UEの実装と整合する。E-UTRANがWLAN識別子に優
先順位を提供するか否かは、今後の研究課題とする。
　アクセス階層は、WLANからE-UTRANへのトラフィックをステアリングするための以下の
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条件1及び2が時間期間TsteeringWLANの間でいつ満たされるかを上位層に示すものとし:
【数４】

　UEは、閾値がまだ提供されていない測定値の評価を除外するものとする。
【０１２１】
　いくつかの例証的な実施形態において、オフローディングモジュール145は、例えば、
いずれかの他の追加の又は代替的なルールを使用して、WLANとセルラネットワークとの間
でトラフィックステアリングを制御するように構成されてもよい。
【０１２２】
　いくつかの例証的な実施形態において、第1のトラフィックステアリングスキームによ
れば、UE102が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあるということが検出さ
れ、かつ、検出されたWALNがWLAN　AP106等の移動可能なAPに属する場合には、オフロー
ディングモジュール145は、上記のルールに記載されている複数のLTEメトリックRSRP及び
RSRQ等のセルラメトリックに基づいて、アクセスネットワーク選択及びトラフィックステ
アリングルールの評価を実行してもよい。
【０１２３】
　これらの実施形態によれば、オフローディングモジュール145は、例えば、WLANメトリ
ックのみに基づいてWLANへのトラフィックステアリングの決定及び/又はWLANからのトラ
フィックステアリングの決定をしてもよい。例えば、WLAN　AP106等の検出されたWLANのW
LANの基本サービスセット（BSS）負荷が閾値よりも小さい場合には、オフローディングモ
ジュール145は、WLAN　AP106等の検出されたWLANにトラフィックをステアリングすること
を決定してもよい。例えば、WLANのBSS負荷が上記の閾値よりも高い場合には、オフロー
ディングモジュール145は、UE102のトラフィックをLTEセルラネットワーク等のRAN119の
セルラネットワークへとステアリングすることを決定してもよい。
【０１２４】
　いくつかの例証的な実施形態において、第2のトラフィックステアリングスキームによ
れば、UE102が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあるということが検出さ
れるとともに、検出されたWLANネットワークがWLAN　AP106等の移動可能なAPに属してい
る場合には、オフローディングモジュール145は、ThreshServingOffloadWLAN,LowP及びそ
の他同様のもの等の複数の閾値（移動可能なAPの閾値）の1つ又は複数のセットを適用す
ることを選択してもよく、これらの閾値は、WLANが制止したAPに属しているときの“通常
の”場合に使用される閾値とは異なっていてもよい。
【０１２５】
　いくつかの例証的な実施形態において、移動可能なAPの閾値は、例えば、セルラネット
ワークのオペレータによってUE102に提供されてもよい。例えば、WLAN　APが移動可能で
ない場合にUE102のトラフィックをWLANにステアリングする確率と比較して、WLAN　APが
移動可能である場合にUE102のトラフィックをWLANにステアリングする確率がより高くな
るように、移動可能なAPの閾値を設定してもよい。
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【０１２６】
　一例において、複数のRSRP/RSRQ閾値のうちの1つ又は複数が、移動可能なWLAN　APのた
めに使用されてもよく、UEは、上記の複数のRSRP/RSRQ閾値のうちの1つ又は複数よりも小
さい数値に対して、トラフィックをWLANにステアリングする必要があり、上記の複数のRS
RP/RSRQ閾値のうちの1つ又は複数は、移動可能でないWLAN　APのために使用されるRSRP/R
SRQ閾値と比較して増加されてもよい。
【０１２７】
　他の例において、WLAN　APが移動可能な場合にトラフィックをWLANにステアリングする
のに使用される複数のWLAN利用閾値のうちの1つ又は複数は、WLAN　APが移動可能でない
場合のWLAN利用閾値よりも大きくてもよい。
【０１２８】
　いくつかの例証的な実施形態において、複数の移動可能なAPの閾値のうちの1つ又は複
数は、例えば、RAN119を介してセルラネットワークによってUE102にシグナリングされて
もよい。他の実施形態においては、複数の移動可能なAPの閾値のうちの1つ又は複数は、
移動可能でないAPについて使用される“通常の”閾値に関して一定値のオフセットを使用
してあらかじめ設定されていてもよい。
【０１２９】
　一例において、移動可能なAPの閾値のうちの1つ又は複数は、上記で説明されたように
、“wlan-OffloadConfigCommonMobile-r12”要素の一部等のシステム情報ブロック（SIB
）17の一部として、又はいずれかの他のSIB若しくはいずれかの他のRRCメッセージの一部
として通信されてもよい。
【０１３０】
　いくつかの例証的な実施形態において、第3のトラフィックステアリングスキームによ
れば、UE102が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあるということが検出さ
れるとともに、検出されたWLANネットワークがWLAN　AP106等の移動可能なAPに属してい
る場合には、オフローディングモジュール145は、移動可能でないWLAN　APのために使用
されるタイマと異なるように、TsteeringWLANタイマ等のタイマを設定してもよい。
【０１３１】
　例えば、UE102が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあるということが検
出されるとともに、検出されたWLANネットワークが移動可能なAPに属している場合には、
オフローディングモジュール145は、TsteeringWLANタイマを全くスケーリングしなくても
よく、或いは、移動可能でないWLAN　APが検出された場合のタイマのスケーリングと異な
るように、TsteeringWLANタイマをスケーリングしてもよい。
【０１３２】
　一例において、UE102が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあり、WLAN　A
Pが移動可能でない場合に、オフローディングモジュール145は、第1のTsteeringWLANタイ
マを使用するように構成されてもよい。UE102が中程度のモビリティ状態又は高モビリテ
ィ状態にあり、WLAN　APが移動可能である場合に、オフローディングモジュール145は、
第1のTsteeringWLANタイマよりも短い第2のTsteeringWLANタイマを使用するように構成さ
れてもよい。上記の第2のTsteeringWLANタイマの設定は、例えば、UE102が高モビリティ
状態にあるとき等は、より長い“通常の”TsteeringWLANタイマとは対照的となりうる。
【０１３３】
　いくつかの例証的な実施形態において、オフローディングモジュール145は、第3のトラ
フィックステアリングスキームを単独で実行するように構成されてもよく、又は第1のト
ラフィックステアリングスキーム及び第2のトラフィックステアリングスキームと組み合
わせて事項するように構成されてもよい。
【０１３４】
　図2は、いくつかの例証的な実施形態にしたがってUEでのトラフィックをオフロードす
る方法の概略的なフローチャートである。いくつかの実施形態において、図2の方法の動
作のうちの1つ又は複数が、システム100等の無線通信システム、UE102等のUE、及び/又は
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オフローディングモジュール145等のオフローディングモジュールによって実行されても
よい。
【０１３５】
　ブロック204に示されているように、上記の方法は、セルラネットワークと通信するス
テップを含んでもよい。例えば、上記で説明されたように、（図1の）UE102は、（図1の
）RAN119のセルラネットワークと通信してもよい。
【０１３６】
　ブロック202に示されているように、上記の方法は、WLAN　APを検出するステップを含
んでもよい。例えば、（図1の）UE102は、上記で説明されたように、（図1の）WLAN　AP1
06を検出してもよい。
【０１３７】
　ブロック206に示されているように、上記の方法は、WLAN　APのモビリティを決定する
ステップを含んでもよい。例えば、上記で説明されたように、（図1の）オフローディン
グモジュール145は、（図1の）WLAN　AP106のモビリティを決定してもよい。
【０１３８】
　ブロック220に示されているように、上記の方法は、例えば、UEのモビリティ状態に基
づいてWLAN　APのモビリティを決定するステップを含んでもよい。例えば、（図1の）オ
フローディングモジュール145は、（図1の）UE102のモビリティ状態に基づいて（図1の）
WLAN　AP106のモビリティを決定してもよい。一例において、（図1の）オフローディング
モジュール145は、上記で説明されたように、（図1の）UE102が中程度のモビリティ状態
又は高モビリティ状態にある場合に、（図1の）WLAN　AP106のモビリティを決定してもよ
い。
【０１３９】
　ブロック222に示されているように、上記の方法は、例えば、続けて、WLAN　APが検出
される時間的な期間に基づいてWLAN　APのモビリティを決定するステップを含んでもよい
。例えば、上記で説明されたように、（図1の）UE102が中程度のモビリティ状態又は高モ
ビリティ状態にあるときに、（図1の）WLAN　AP106の識別子があらかじめ規定された期間
の間に（図1の）UE102によって検出された場合には、（図1の）オフローディングモジュ
ール145は、（図1の）WLAN　AP106が移動可能であると判定してもよい。
【０１４０】
　ブロック224に示されているように、上記の方法は、少なくとも1つのWLAN信号強度メト
リックに基づいてWLAN　APのモビリティを決定するステップを含んでもよい。例えば、上
記で説明されたように、（図1の）UE102が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態
にある場合に、（図1の）オフローディングモジュール145は、（図1の）WLAN　AP106に対
応する1つ又は複数のWLAN信号強度メトリックに基づいて（図1の）WLAN　AP106のモビリ
ティを決定してもよい。
【０１４１】
　ブロック226に示されているように、上記の方法は、移動可能なAPの識別子のリストに
基づいてWLAN　APのモビリティを決定するステップを含んでもよい。例えば、上記で説明
されたように、（図1の）オフローディングモジュール145は、（図1の）WLAN　AP106の識
別子と移動可能なAPの識別子のリストとの間の比較に基づいて（図1の）WLAN　AP106のモ
ビリティを決定してもよい。
【０１４２】
　ブロック208に示されているように、上記の方法は、WLAN　APのモビリティに基づいて
、トラフィックをそのWLAN　APへとステアリングするか否かを選択するステップを含んで
もよい。例えば、上記で説明されたように、（図1の）オフローディングモジュール145は
、少なくとも（図1の）WLAN　AP106のモビリティ及び（図1の）UE102のモビリティ状態に
基づいて、セルラネットワークと（図1の）WLAN　AP106との間でトラフィックをルーティ
ングしてもよい。
【０１４３】
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　ブロック228に示されているように、上記の方法は、トラフィックステアリングルール
のためにWLANメトリックのみを使用するステップを含んでもよい。例えば、上記で説明さ
れたように、（図1の）オフローディングモジュール145が、（図1の）WLAN　AP106が移動
可能であると判定するとともに、（図1の）UE102が中程度のモビリティ状態又は高モビリ
ティ状態にあると判定する場合に、（図1の）オフローディングモジュール145は、WLANメ
トリックのみを使用する1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステ
アリングルールに基づいて、セルラネットワークと（図1の）WLAN　AP106との間でトラフ
ィックをルーティングしてもよい。
【０１４４】
　ブロック230に示されているように、上記の方法は、移動可能でないAPのための閾値と
は異なる1つ又は複数の閾値を、1つ又は複数のトラフィックステアリングルールのために
使用するステップを含んでもよい。例えば、上記で説明されたように、（図1の）オフロ
ーディングモジュール145が、（図1の）WLAN　AP106が移動可能であると判定するととも
に、（図1の）UE102が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判定する場
合には、（図1の）オフローディングモジュール145は、1つ又は複数のアシスタンスパラ
メータに対応する1つ又は複数の第1のアシスタンス閾値を使用して1つ又は複数のアクセ
スネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールを評価してもよい。一方、オフ
ローディングモジュール145が、（図1の）WLAN　AP106が移動可能でないと判定する場合
には、（図1の）オフローディングモジュール145は、1つ又は複数のアシスタンスパラメ
ータに対応し第1のアシスタンス閾値とは異なる1つ又は複数の第2のアシスタンス閾値を
使用して1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルール
を評価してもよい。
【０１４５】
　ブロック232に示されているように、上記の方法は、移動可能でないAPのためのステア
リングタイマとは異なるステアリングタイマを、1つ又は複数のトラフィックステアリン
グルールのために使用するステップを含んでもよい。例えば、上記で説明されたように、
（図1の）オフローディングモジュール145が、（図1の）WLAN　AP106が移動可能であると
判定するとともに、（図1の）UE102が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあ
ると判定する場合には、（図1の）オフローディングモジュール145は、ステアリングタイ
マ期間を第1の期間に設定してもよい。一方、上記で説明されたように、（図1の）オフロ
ーディングモジュール145が、（図1の）WLAN　AP106が移動可能ではないと判定するとと
もに、（図1の）UE102が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判定する
場合には、（図1の）オフローディングモジュール145は、ステアリングタイマ期間を第1
のステアリングタイマ期間とは異なる第2の期間に設定してもよい。
【０１４６】
　図3を参照すると、図3は、いくつかの例証的な実施形態に従った製品300を概略的に図
示している。製品300は、ロジック304を格納する非一時的なコンピュータ読み取り可能な
記憶媒体302を含んでもよく、ロジック304は、例えば、（図1の）UE102、（図1の）オフ
ローディングモジュール145、（図1の）eNB104、（図1の）NodeB196、及び/又は（図1の
）ANDSFサーバ162の機能の少なくとも一部を実行するのに使用されてもよく、及び/又は
図2の方法の1つ又は複数の動作を実行するのに使用されてもよい。「非一時的なコンピュ
ータ読み取り可能な媒体」との記載は、すべてのコンピュータ読み取り可能な媒体を含む
ことを意図しており、唯一の例外は、一時的な伝搬信号である。
【０１４７】
　いくつかの例証的な実施形態において、製品300及び/又はコンピュータ読み取り可能な
記憶媒体302は、データを格納することができる1つ又は複数のタイプのコンピュータ読み
取り可能な記憶媒体を含んでもよく、上記の1つ又は複数のタイプのコンピュータ読み取
り可能な記憶媒体は、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、取り外し可能なメモリ又は取り外
し不可能なメモリ、消去可能なメモリまたは消去可能でないメモリ、書き込み可能なメモ
リ又は書き換え可能なメモリ、及びその他同様のものを含んでもよい。例えば、コンピュ
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ータ読み取り可能な記憶媒体302は、RAM、DRAM、ダブルデータレートDRAM（DDR-DRAM）、
SDRAM、スタティックRAM（SRAM）、ROM、プログラマブルROM（PROM）、消去可能プログラ
マブルROM（EPROM）、電気的に消去可能なプログラマブルROM（EEPROM）、コンパクトデ
ィスクROM（CD-ROM）、記録可能コンパクトディスク（CD-R）、書き換え可能コンパクト
ディスク（CD-RW）、（NOR又はNANDフラッシュメモリ等の）フラッシュメモリ、コンテン
ツ取扱い可能なメモリ（CAM）、ポリマーメモリ、位相変化メモリ、強誘電性メモリ、Sil
icon/Oxide/Nitride/Oxide/Silicon構造（SONOS）メモリ、ディスク、フロッピーディス
ク、ハードドライブ、光ディスク、磁気ディスク、カード、磁気カード、光カード、テー
プ、カセット、及びその他同様のものを含んでもよい。コンピュータ読み取り可能な記憶
媒体は、いずれかの適切な媒体を含んでもよく、それらの媒体は、リモートコンピュータ
から要求コンピュータにコンピュータプログラムをダウンロードし又はtンそうすること
に関連してもよく、そのコンピュータプログラムは、モデム、無線接続、又はネットワー
ク接続等の通信リンクを介して搬送波又は他の伝搬媒体によって実装されたデータ信号に
よって搬送されてもよい。
【０１４８】
　いくつかの例証的な実施形態において、ロジック304は、複数の命令、データ、及び/又
はコードを含んでもよく、それらの命令、データ、及び/又はコードは、コンピュータに
よって実行されると、コンピュータに、本明細書中で説明される方法、プロセス、及び/
又は動作を実行させてもよい。コンピュータは、例えば、いずれかの適切なプロセシング
プラットフォーム、コンピューティングプラットフォーム、コンピューティングデバイス
、プロセシングデバイス、コンピューティングシステム、プロセシングシステム、コンピ
ュータ、プロセッサ、又はその他同様のものを含んでもよく、ハードウェア、ソフトウェ
ア、ファームウェア、及びその他同様のもののいずれかの適切な組み合わせを使用して実
装されてもよい。
【０１４９】
　いくつかの例証的な実施形態において、ロジック304は、ソフトウェア、ソフトウェア
モジュール、アプリケーション、プログラム、サブルーティン、命令、命令セット、コン
ピューティングコード、ワード、値、シンボル、及びその他同様のものを含んでもよく、
又はこれらのうちの少なくとも1つとして実装されてもよい。命令は、ソースコード、コ
ンパイルされたコード、解釈されたコード、実行可能コード、スタティックコード、ダイ
ナミックコード、及びその他同様のもの等のいずれかの適切なタイプのコードを含んでも
よい。命令は、ある機能を実行するようにプロセッサに指示するために、あらかじめ規定
されたコンピュータ言語、様式又は構文に従って実装されてもよい。命令は、C、C++、Ja
va(登録商標)、ベーシック、Matlab、パスカル、ビジュアルベーシック、アセンブリ語、
機械コード、及びその他同様のもの等のいずれかの適切なハイレベル又はローレベル・オ
ブジェクト指向・ビジュアル・コンパイルされた及び/又は解釈されたプログラミング言
語を使用して実装されてもよい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例
【０１５０】
　以下の複数の例はさらなる実施形態に関している。
【０１５１】
　例1は、ユーザ機器（UE）であって、無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセ
スポイント（AP）と通信する無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）トランシーバと、
セルラネットワークと通信するセルラトランシーバと、前記無線ローカルエリアネットワ
ーク（WLAN）アクセスポイント（AP）のモビリティを決定し、少なくとも前記無線ローカ
ルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）の前記モビリティ及び前記ユーザ
機器（UE）のモビリティ状態に基づいて、前記セルラネットワークと前記無線ローカルエ
リアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをルーティング
するオフローディングモジュールとを含む、ユーザ機器（UE）である。
【０１５２】
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　例2は、例1の主題を含み、選択的に、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態
又は高モビリティ状態にある場合に、前記オフローディングモジュールは、前記無線ロー
カルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）のモビリティを決定するように
構成される、ユーザ機器（UE）である。
【０１５３】
　例3は、例1又は例2の主題を含み、選択的に、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリ
ティ状態又は高モビリティ状態にあるときに、前記無線ローカルエリアネットワーク（WL
AN）アクセスポイント（AP）の識別子があらかじめ規定された期間の間に前記ユーザ機器
（UE）によって検出される場合に、前記オフローディングモジュールは、前記無線ローカ
ルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定するよう
に構成される、ユーザ機器（UE）である。
【０１５４】
　例4は、例3の主題を含み、選択的に、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）ア
クセスポイント（AP）の前記識別子が基本サービスセット識別子（BSSID）を含む、ユー
ザ機器（UE）である。
【０１５５】
　例5は、例3又は例4の主題を含み、選択的に、前記ユーザ機器（UE）は、前記セルラネ
ットワークから前記あらかじめ規定された期間の指標を受信するように構成される、ユー
ザ機器（UE）である。
【０１５６】
　例6は、例1乃至5のいずれか1つの主題を含み、選択的に、前記ユーザ機器（UE）が中程
度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にある場合に、前記オフローディングモジュー
ルは、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）に対応する
1つ又は複数のWLAN信号強度メトリックに基づいて、前記無線ローカルエリアネットワー
ク（WLAN）アクセスポイント（AP）の前記モビリティを決定するように構成される、ユー
ザ機器（UE）である。
【０１５７】
　例7は、例6の主題を含み、選択的に、あらかじめ規定された期間の間の前記1つ又は複
数のWLAN信号強度メトリックの変化があらかじめ規定された閾値よりも小さい場合に、前
記オフローディングモジュールは、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセ
スポイント（AP）が移動可能であると判定するように構成される、ユーザ機器（UE）であ
る。
【０１５８】
　例8は、例1乃至7のいずれか1つの主題を含み、選択的に、前記オフローディングモジュ
ールは、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）の識別子
と移動可能なAPの識別子のリストとの比較に基づいて前記無線ローカルエリアネットワー
ク（WLAN）アクセスポイント（AP）の前記モビリティを決定するように構成される、ユー
ザ機器（UE）である。
【０１５９】
　例9は、例8の主題を含み、選択的に、移動可能なAPの識別子のリストは前記ユーザ機器
（UE）の中にあらかじめ提供される、ユーザ機器（UE）である。
【０１６０】
　例10は、例8の主題を含み、選択的に、前記ユーザ機器（UE）は、前記セルラネットワ
ークのオペレータ、前記セルラネットワークのセルラノード並びにアクセスネットワーク
発見及び選択機能（ANDSF）サーバを含むグループから選択される少なくとも1つのエンテ
ィティから前記移動可能なAPの識別子のうちの1つ又は複数の識別子を受信するように構
成される、ユーザ機器（UE）である。
【０１６１】
　例11は、例1乃至10のいずれか1つの主題を含み、選択的に、前記オフローディングモジ
ュールが、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動
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可能であると判定するとともに、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高
モビリティ状態にあると判定する場合に、前記オフローディングモジュールは、WLANメト
リックのみを使用する1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステア
リングルールに基づいて前記セルラネットワークと前記無線ローカルエリアネットワーク
（WLAN）アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをルーティングするように構成さ
れる、ユーザ機器（UE）である。
【０１６２】
　例12は、例1乃至10のいずれか1つの主題を含み、選択的に、前記オフローディングモジ
ュールは、1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルー
ルに基づいて前記セルラネットワークと前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）ア
クセスポイント（AP）との間でトラフィックをルーティングするように構成され、前記オ
フローディングモジュールが、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポ
イント（AP）が移動可能であると判定するとともに、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモ
ビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判定する場合に、前記オフローディングモジ
ュールは、1つ又は複数のアシスタンスパラメータに対応する1つ又は複数の第1のアシス
タンス閾値を使用して前記アクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルー
ルを評価するように構成され、前記オフローディングモジュールが、前記無線ローカルエ
リアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能でないと判定する場合に、
前記オフローディングモジュールは、前記1つ又は複数のアシスタンスパラメータに対応
し前記第1のアシスタンス閾値とは異なる1つ又は複数の第2のアシスタンス閾値を使用し
て前記アクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールを評価するように
構成される、ユーザ機器（UE）である。
【０１６３】
　例13は、例12の主題を含み、選択的に、ある1つのアシスタンスパラメータに対応する
ある1つの第2のアシスタンス閾値は、前記アシスタンスパラメータに対応するある1つの
第1のアシスタンス閾値よりも大きい、ユーザ機器（UE）である。
【０１６４】
　例14は、例12又は例13の主題を含み、選択的に、前記1つ又は複数のアシスタンスパラ
メータは、WLAN閾値及びセルラ閾値を含むグループから選択される少なくとも1つのパラ
メータを含む、ユーザ機器（UE）である。
【０１６５】
　例15は、例12乃至14のいずれか1つの主題を含み、選択的に、前記セルラトランシーバ
は、前記セルラネットワークから前記1つ又は複数の第1のアシスタンス閾値を受信するよ
うに構成される、ユーザ機器（UE）である。
【０１６６】
　例16は、例1乃至15のいずれか1つの主題を含み、選択的に、前記オフローディングモジ
ュールは、ステアリングタイマ期間の間に、1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及
びトラフィックステアリングルールの成果に基づいて、前記セルラネットワークと前記無
線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間でトラフィックを
ルーティングするように構成され、前記オフローディングモジュールが、前記無線ローカ
ルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定するとと
もに、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判
定する場合に、前記オフローディングモジュールは、前記ステアリングタイマ期間を第1
の期間に設定するように構成され、前記オフローディングモジュールが、前記無線ローカ
ルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能でないと判定するとと
もに、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判
定する場合に、前記オフローディングモジュールは、前記ステアリングタイマ期間を、前
記第1のステアリングタイマ期間とは異なる第2の期間に設定するように構成される、ユー
ザ機器（UE）である。
【０１６７】
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　例17は、例16の主題を含み、選択的に、第2の期間は前記第1の期間よりも短い、ユーザ
機器（UE）である。
【０１６８】
　例18は、例1乃至17のいずれか1つの主題を含み、1つ又は複数のアンテナ、メモリ及び
プロセッサをさらに含む、ユーザ機器（UE）である。
【０１６９】
　例19は、ユーザ機器（UE）であって、セルラネットワークと通信するセルラトランシー
バと、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にある場合
に、無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）を検出する無線ロ
ーカルエリアネットワーク（WLAN）トランシーバと、前記無線ローカルエリアネットワー
ク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能か否かを判定し、少なくとも前記無線ロー
カルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能か否かの判定に基づ
いて前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）へとトラフィ
ックをステアリングするべきか否かを選択するオフローディングモジュールとを含む、ユ
ーザ機器（UE）である。
【０１７０】
　例20は、例19の主題を含み、選択的に、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状
態又は高モビリティ状態にあるときに、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）ア
クセスポイント（AP）の識別子があらかじめ規定された期間の間に前記ユーザ機器（UE）
によって検出される場合に、前記オフローディングモジュールは、前記無線ローカルエリ
アネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定するように構成
される、ユーザ機器（UE）である。
【０１７１】
　例21は、例20の主題を含み、選択的に、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）
アクセスポイント（AP）の前記識別子が基本サービスセット識別子（BSSID）を含む、ユ
ーザ機器（UE）である。
【０１７２】
　例22は、例20又は例21の主題を含み、選択的に、前記ユーザ機器（UE）は、前記セルラ
ネットワークから前記あらかじめ規定された期間の指標を受信するように構成される、ユ
ーザ機器（UE）である。
【０１７３】
　例23は、例19乃至22のいずれかの主題を含み、選択的に、前記ユーザ機器（UE）が中程
度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にある場合に、前記オフローディングモジュー
ルは、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）に対応する
1つ又は複数のWLAN信号強度メトリックに基づいて、前記無線ローカルエリアネットワー
ク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であるか否かを判定するように構成される
、ユーザ機器（UE）である。
【０１７４】
　例24は、例23の主題を含み、選択的に、あらかじめ規定された期間の間の前記1つ又は
複数のWLAN信号強度メトリックの変化があらかじめ規定された閾値よりも小さい場合に、
前記オフローディングモジュールは、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アク
セスポイント（AP）が移動可能であると判定するように構成される、ユーザ機器（UE）で
ある。
【０１７５】
　例25は、例19乃至24のいずれかの主題を含み、選択的に、前記オフローディングモジュ
ールは、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）の識別子
と移動可能なAPの識別子のリストとの比較に基づいて前記無線ローカルエリアネットワー
ク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であるか否かを判定するように構成される
、ユーザ機器（UE）である。
【０１７６】
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　例26は、例25の主題を含み、選択的に、移動可能なAPの識別子のリストは前記ユーザ機
器（UE）の中にあらかじめ提供される、ユーザ機器（UE）である。
【０１７７】
　例27は、例25の主題を含み、選択的に、前記ユーザ機器（UE）は、前記セルラネットワ
ークのオペレータ、前記セルラネットワークのセルラノード並びにアクセスネットワーク
発見及び選択機能（ANDSF）サーバを含むグループから選択される少なくとも1つのエンテ
ィティから前記移動可能なAPの識別子のうちの1つ又は複数の識別子を受信するように構
成される、ユーザ機器（UE）である。
【０１７８】
　例28は、例19乃至27のいずれかの主題を含み、選択的に、前記オフローディングモジュ
ールが、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可
能であると判定するとともに、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モ
ビリティ状態にあると判定する場合に、前記オフローディングモジュールは、WLANメトリ
ックのみを使用する1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリ
ングルールに基づいて前記セルラネットワークと前記無線ローカルエリアネットワーク（
WLAN）アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをルーティングするように構成され
る、ユーザ機器（UE）である。
【０１７９】
　例29は、例19乃至27のいずれかの主題を含み、選択的に、前記オフローディングモジュ
ールは、1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルール
に基づいて前記セルラネットワークと前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アク
セスポイント（AP）との間でトラフィックをルーティングするように構成され、前記オフ
ローディングモジュールが、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイ
ント（AP）が移動可能であると判定するとともに、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビ
リティ状態又は高モビリティ状態にあると判定する場合に、前記オフローディングモジュ
ールは、1つ又は複数のアシスタンスパラメータに対応する1つ又は複数の第1のアシスタ
ンス閾値を使用して前記アクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルール
を評価するように構成され、前記オフローディングモジュールが、前記無線ローカルエリ
アネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能でないと判定する場合に、前
記オフローディングモジュールは、前記1つ又は複数のアシスタンスパラメータに対応し
前記第1のアシスタンス閾値とは異なる1つ又は複数の第2のアシスタンス閾値を使用して
前記アクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールを評価するように構
成される、ユーザ機器（UE）である。
【０１８０】
　例30は、例29の主題を含み、選択的に、ある1つのアシスタンスパラメータに対応する
ある1つの第2のアシスタンス閾値は、前記アシスタンスパラメータに対応するある1つの
第1のアシスタンス閾値よりも大きい、ユーザ機器（UE）である。
【０１８１】
　例31は、例29又は例30の主題を含み、選択的に、前記1つ又は複数のアシスタンスパラ
メータは、WLAN閾値及びセルラ閾値を含むグループから選択される少なくとも1つのパラ
メータを含む、ユーザ機器（UE）である。
【０１８２】
　例32は、例29乃至31のいずれかの主題を含み、選択的に、前記セルラトランシーバは、
前記セルラネットワークから前記1つ又は複数の第1のアシスタンス閾値を受信するように
構成される、ユーザ機器（UE）である。
【０１８３】
　例33は、例19乃至32のいずれかの主題を含み、選択的に、前記オフローディングモジュ
ールは、ステアリングタイマ期間の間に、1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及び
トラフィックステアリングルールの成果に基づいて、前記セルラネットワークと前記無線
ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをル
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ーティングするように構成され、前記オフローディングモジュールが、前記無線ローカル
エリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定するととも
に、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判定
する場合に、前記オフローディングモジュールは、前記ステアリングタイマ期間を第1の
期間に設定するように構成され、前記オフローディングモジュールが、前記無線ローカル
エリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能でないと判定するととも
に、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判定
する場合に、前記オフローディングモジュールは、前記ステアリングタイマ期間を、前記
第1のステアリングタイマ期間とは異なる第2の期間に設定するように構成される、ユーザ
機器（UE）である。
【０１８４】
　例34は、例33の主題を含み、選択的に、第2の期間は前記第1の期間よりも短い、ユーザ
機器（UE）である。
【０１８５】
　例35は、例19乃至34のいずれかの主題を含み、1つ又は複数のアンテナ、メモリ及びプ
ロセッサをさらに含む、ユーザ機器（UE）である。
【０１８６】
　例36は、ユーザ機器（UE）によって実行される方法であって、セルラネットワークと通
信するステップと、無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）の
モビリティを決定するステップと、少なくとも前記無線ローカルエリアネットワーク（WL
AN）アクセスポイント（AP）の前記モビリティ及び前記ユーザ機器（UE）のモビリティ状
態に基づいて、前記セルラネットワークと前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）
アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをルーティングするステップとを含む、方
法である。
【０１８７】
　例37は、例36の主題を含み、選択的に、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状
態又は高モビリティ状態にある場合に、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）ア
クセスポイント（AP）のモビリティを決定するステップを含む、方法である。
【０１８８】
　例38は、例36又は例37の主題を含み、選択的に、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビ
リティ状態又は高モビリティ状態にあるときに、前記無線ローカルエリアネットワーク（
WLAN）アクセスポイント（AP）の識別子があらかじめ規定された期間の間に前記ユーザ機
器（UE）によって検出される場合に、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アク
セスポイント（AP）が移動可能であると判定するステップを含む、方法である。
【０１８９】
　例39は、例38の主題を含み、選択的に、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）
アクセスポイント（AP）の前記識別子が基本サービスセット識別子（BSSID）を含む、方
法である。
【０１９０】
　例40は、例38又は例39の主題を含み、選択的に、前記セルラネットワークから前記あら
かじめ規定された期間の指標を受信するステップを含む、方法である。
【０１９１】
　例41は、例36乃至40のいずれかの主題を含み、選択的に、前記ユーザ機器（UE）が中程
度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にある場合に、前記無線ローカルエリアネット
ワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）に対応する1つ又は複数のWLAN信号強度メトリッ
クに基づいて、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）の
前記モビリティを決定するステップを含む、方法である。
【０１９２】
　例42は、例41の主題を含み、選択的に、あらかじめ規定された期間の間の前記1つ又は
複数のWLAN信号強度メトリックの変化があらかじめ規定された閾値よりも小さい場合に、
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前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能である
と判定するステップを含む、方法である。
【０１９３】
　例43は、例36乃至42のいずれかの主題を含み、選択的に、前記無線ローカルエリアネッ
トワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）の識別子と移動可能なAPの識別子のリストとの
比較に基づいて前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）の
前記モビリティを決定するステップを含む、方法である。
【０１９４】
　例44は、例43の主題を含み、選択的に、移動可能なAPの識別子のリストは前記ユーザ機
器（UE）の中にあらかじめ提供される、方法である。
【０１９５】
　例45は、例43の主題を含み、選択的に、前記セルラネットワークのオペレータ、前記セ
ルラネットワークのセルラノード並びにアクセスネットワーク発見及び選択機能（ANDSF
）サーバを含むグループから選択される少なくとも1つのエンティティから前記移動可能
なAPの識別子のうちの1つ又は複数の識別子を受信するステップを含む、方法である。
【０１９６】
　例46は、例36乃至45のいずれかの主題を含み、選択的に、前記無線ローカルエリアネッ
トワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定するとともに、前記ユ
ーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判定する場合に
、WLANメトリックのみを使用する1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィ
ックステアリングルールに基づいて前記セルラネットワークと前記無線ローカルエリアネ
ットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをルーティングするス
テップを含む、方法である。
【０１９７】
　例47は、例36乃至45のいずれかの主題を含み、選択的に、1つ又は複数のアクセスネッ
トワーク選択及びトラフィックステアリングルールに基づいて前記セルラネットワークと
前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間でトラフィ
ックフローをルーティングするステップと、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN
）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定するとともに、前記ユーザ機器（UE）
が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判定する場合に、1つ又は複数
のアシスタンスパラメータに対応する1つ又は複数の第1のアシスタンス閾値を使用して前
記アクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールを評価するステップと
、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能でな
いと判定する場合に、前記1つ又は複数のアシスタンスパラメータに対応し前記第1のアシ
スタンス閾値とは異なる1つ又は複数の第2のアシスタンス閾値を使用して前記アクセスネ
ットワーク選択及びトラフィックステアリングルールを評価するステップとを含む、方法
である。
【０１９８】
　例48は、例47の主題を含み、選択的に、ある1つのアシスタンスパラメータに対応する
ある1つの第2のアシスタンス閾値は、前記アシスタンスパラメータに対応するある1つの
第1のアシスタンス閾値よりも大きい、方法である。
【０１９９】
　例49は、例47又は例48の主題を含み、選択的に、前記1つ又は複数のアシスタンスパラ
メータは、WLAN閾値及びセルラ閾値を含むグループから選択される少なくとも1つのパラ
メータを含む、方法である。
【０２００】
　例50は、例47乃至49のいずれかの主題を含み、選択的に、前記セルラネットワークから
前記1つ又は複数の第1のアシスタンス閾値を受信するステップを含む、方法である。
【０２０１】
　例51は、例36乃至50のいずれかの主題を含み、選択的に、ステアリングタイマ期間の間
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に、1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールの成
果に基づいて、前記セルラネットワークと前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）
アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをルーティングするステップと、前記無線
ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定す
るとともに、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあ
ると判定する場合に、前記ステアリングタイマ期間を第1の期間に設定するステップと、
前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能でない
と判定するとともに、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ
状態にあると判定する場合に、前記ステアリングタイマ期間を、前記第1のステアリング
タイマ期間とは異なる第2の期間に設定するステップを含む、方法である。
【０２０２】
　例52は、例51の主題を含み、選択的に、第2の期間は前記第1の期間よりも短い、方法で
ある。
【０２０３】
　例53は、ユーザ機器（UE）によって実行される方法であって、前記ユーザ機器（UE）が
中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にある場合に、無線ローカルエリアネット
ワーク（WLAN）の無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）を検
出するステップと、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP
）が移動可能であるか否かを判定するステップと、少なくとも前記無線ローカルエリアネ
ットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であるか否かの判定に基づいて、
前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）へとトラフィック
をステアリングするべきかを選択するステップとを含む、方法である。
【０２０４】
　例54は、例53の主題を含み、選択的に、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状
態又は高モビリティ状態にあるときに、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）ア
クセスポイント（AP）の識別子があらかじめ規定された期間の間に前記ユーザ機器（UE）
によって検出される場合に、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイ
ント（AP）が移動可能であると判定するステップを含む、方法である。
【０２０５】
　例55は、例54の主題を含み、選択的に、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）
アクセスポイント（AP）の前記識別子が基本サービスセット識別子（BSSID）を含む、方
法である。
【０２０６】
　例56は、例54又は例55の主題を含み、選択的に、前記セルラネットワークから前記あら
かじめ規定された期間の指標を受信するステップを含む、方法である。
【０２０７】
　例57は、例53乃至56のいずれかの主題を含み、選択的に、前記ユーザ機器（UE）が中程
度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にある場合に、前記無線ローカルエリアネット
ワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）に対応する1つ又は複数のWLAN信号強度メトリッ
クに基づいて、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が
移動可能であるか否かを判定するステップを含む、方法である。
【０２０８】
　例58は、例57の主題を含み、選択的に、あらかじめ規定された期間の間の前記1つ又は
複数のWLAN信号強度メトリックの変化があらかじめ規定された閾値よりも小さい場合に、
前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能である
と判定するステップを含む、方法である。
【０２０９】
　例59は、例53乃至58のいずれかの主題を含み、選択的に、前記無線ローカルエリアネッ
トワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）の識別子と移動可能なAPの識別子のリストとの
比較に基づいて前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が
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移動可能であるか否かを判定するステップを含む、方法である。
【０２１０】
　例60は、例59の主題を含み、選択的に、移動可能なAPの識別子のリストは前記ユーザ機
器（UE）の中にあらかじめ提供される、方法である。
【０２１１】
　例61は、例59の主題を含み、選択的に、前記セルラネットワークのオペレータ、前記セ
ルラネットワークのセルラノード並びにアクセスネットワーク発見及び選択機能（ANDSF
）サーバを含むグループから選択される少なくとも1つのエンティティから前記移動可能
なAPの識別子のうちの1つ又は複数の識別子を受信するステップを含む、方法である。
【０２１２】
　例62は、例53乃至61のいずれかの主題を含み、選択的に、前記無線ローカルエリアネッ
トワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定するとともに、前記ユ
ーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判定する場合に
、WLANメトリックのみを使用する1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィ
ックステアリングルールに基づいて前記セルラネットワークと前記無線ローカルエリアネ
ットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをルーティングするス
テップを含む、方法である。
【０２１３】
　例63は、例53乃至61のいずれかの主題を含み、選択的に、1つ又は複数のアクセスネッ
トワーク選択及びトラフィックステアリングルールに基づいて前記セルラネットワークと
前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間でトラフィ
ックをルーティングするステップと、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アク
セスポイント（AP）が移動可能であると判定するとともに、前記ユーザ機器（UE）が中程
度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判定する場合に、1つ又は複数のアシ
スタンスパラメータに対応する1つ又は複数の第1のアシスタンス閾値を使用して前記アク
セスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールを評価するステップと、前記
無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能でないと判
定する場合に、前記1つ又は複数のアシスタンスパラメータに対応し前記第1のアシスタン
ス閾値とは異なる1つ又は複数の第2のアシスタンス閾値を使用して前記アクセスネットワ
ーク選択及びトラフィックステアリングルールを評価するステップとを含む、方法である
。
【０２１４】
　例64は、例63の主題を含み、選択的に、ある1つのアシスタンスパラメータに対応する
ある1つの第2のアシスタンス閾値は、前記アシスタンスパラメータに対応するある1つの
第1のアシスタンス閾値よりも大きい、方法である。
【０２１５】
　例65は、例63又は例64の主題を含み、選択的に、前記1つ又は複数のアシスタンスパラ
メータは、WLAN閾値及びセルラ閾値を含むグループから選択される少なくとも1つのパラ
メータを含む、方法である。
【０２１６】
　例66は、例63乃至65のいずれかの主題を含み、選択的に、前記セルラネットワークから
前記1つ又は複数の第1のアシスタンス閾値を受信するステップを含む、方法である。
【０２１７】
　例67は、例53乃至66のいずれかの主題を含み、選択的に、ステアリングタイマ期間の間
に、1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールの成
果に基づいて、前記セルラネットワークと前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）
アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをルーティングするステップと、前記無線
ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定す
るとともに、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあ
ると判定する場合に、前記ステアリングタイマ期間を第1の期間に設定するステップと、
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前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能でない
と判定するとともに、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ
状態にあると判定する場合に、前記ステアリングタイマ期間を、前記第1のステアリング
タイマ期間とは異なる第2の期間に設定するステップとを含む、方法である。
【０２１８】
　例68は、例67の主題を含み、選択的に、第2の期間は前記第1の期間よりも短い、方法で
ある。
【０２１９】
　例69は、コンピュータにより実行可能な命令を含む1つ又は複数の有体のコンピュータ
読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品であって、前記コンピュータにより実行可能
な命令は、少なくとも1つのコンピュータプロセッサによって実行されると、該少なくと
も1つのコンピュータプロセッサがユーザ機器（UE）で方法を実行するようにさせ、該方
法は、セルラネットワークと通信するステップと、無線ローカルエリアネットワーク（WL
AN）アクセスポイント（AP）のモビリティを決定するステップと、少なくとも前記無線ロ
ーカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）の前記モビリティ及び前記ユ
ーザ機器（UE）のモビリティ状態に基づいて、前記セルラネットワークと前記無線ローカ
ルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをルーティ
ングするステップとを含む、1つ又は複数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的
記憶媒体を含む製品である。
【０２２０】
　例70は、例69の主題を含み、選択的に、前記方法が、前記ユーザ機器（UE）が中程度の
モビリティ状態又は高モビリティ状態にある場合に、前記無線ローカルエリアネットワー
ク（WLAN）アクセスポイント（AP）のモビリティを決定するステップを含む、1つ又は複
数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２２１】
　例71は、例69又は例70の主題を含み、選択的に、前記方法が、前記ユーザ機器（UE）が
中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあるときに、前記無線ローカルエリアネ
ットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）の識別子があらかじめ規定された期間の間に
前記ユーザ機器（UE）によって検出される場合に、前記無線ローカルエリアネットワーク
（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定するステップを含む、1つ又は
複数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２２２】
　例72は、例71の主題を含み、選択的に、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）
アクセスポイント（AP）の前記識別子が基本サービスセット識別子（BSSID）を含む、1つ
又は複数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２２３】
　例73は、例71又は例72の主題を含み、選択的に、前記方法が、前記セルラネットワーク
から前記あらかじめ規定された期間の指標を受信するステップを含む、1つ又は複数の有
体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２２４】
　例74は、例69乃至73のいずれかの主題を含み、選択的に、前記方法が、前記ユーザ機器
（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にある場合に、前記無線ローカル
エリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）に対応する1つ又は複数のWLAN信号
強度メトリックに基づいて、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイ
ント（AP）の前記モビリティを決定するステップを含む、1つ又は複数の有体のコンピュ
ータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２２５】
　例75は、例74の主題を含み、選択的に、前記方法が、あらかじめ規定された期間の間の
前記1つ又は複数のWLAN信号強度メトリックの変化があらかじめ規定された閾値よりも小
さい場合に、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移
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動可能であると判定するステップを含む、1つ又は複数の有体のコンピュータ読み取り可
能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２２６】
　例76は、例69乃至75の主題を含み、選択的に、前記方法が、前記無線ローカルエリアネ
ットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）の識別子と移動可能なAPの識別子のリストと
の比較に基づいて前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）
の前記モビリティを決定するステップを含む、1つ又は複数の有体のコンピュータ読み取
り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２２７】
　例77は、例76の主題を含み、選択的に、移動可能なAPの識別子のリストは前記ユーザ機
器（UE）の中にあらかじめ提供される、1つ又は複数の有体のコンピュータ読み取り可能
な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２２８】
　例78は、例77の主題を含み、選択的に、前記方法が、前記セルラネットワークのオペレ
ータ、前記セルラネットワークのセルラノード並びにアクセスネットワーク発見及び選択
機能（ANDSF）サーバを含むグループから選択される少なくとも1つのエンティティから前
記移動可能なAPの識別子のうちの1つ又は複数の識別子を受信するステップを含む、1つ又
は複数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２２９】
　例79は、例69乃至78のいずれかの主題を含み、選択的に、前記方法が、前記無線ローカ
ルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定するとと
もに、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判
定する場合に、WLANメトリックのみを使用する1つ又は複数のアクセスネットワーク選択
及びトラフィックステアリングルールに基づいて前記セルラネットワークと前記無線ロー
カルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをルーテ
ィングするステップを含む、1つ又は複数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的
記憶媒体を含む製品である。
【０２３０】
　例80は、例79乃至78のいずれかの主題を含み、選択的に、前記方法が、1つ又は複数の
アクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールに基づいて前記セルラネ
ットワークと前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との
間でトラフィックフローをルーティングするステップと、前記無線ローカルエリアネット
ワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定するとともに、前記ユー
ザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判定する場合に、
1つ又は複数のアシスタンスパラメータに対応する1つ又は複数の第1のアシスタンス閾値
を使用して前記アクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールを評価す
るステップと、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が
移動可能でないと判定する場合に、前記1つ又は複数のアシスタンスパラメータに対応し
前記第1のアシスタンス閾値とは異なる1つ又は複数の第2のアシスタンス閾値を使用して
前記アクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールを評価するステップ
とを含む、1つ又は複数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製
品である。
【０２３１】
　例81は、例80の主題を含み、選択的に、ある1つのアシスタンスパラメータに対応する
ある1つの第2のアシスタンス閾値は、前記アシスタンスパラメータに対応するある1つの
第1のアシスタンス閾値よりも大きい、1つ又は複数の有体のコンピュータ読み取り可能な
非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２３２】
　例82は、例80又は例81の主題を含み、選択的に、前記1つ又は複数のアシスタンスパラ
メータは、WLAN閾値及びセルラ閾値を含むグループから選択される少なくとも1つのパラ
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メータを含む、1つ又は複数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含
む製品である。
【０２３３】
　例83は、例80乃至82のいずれかの主題を含み、選択的に、前記方法が、前記セルラネッ
トワークから前記1つ又は複数の第1のアシスタンス閾値を受信するステップを含む、1つ
又は複数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２３４】
　例84は、例69乃至83のいずれかの主題を含み、選択的に、前記方法が、ステアリングタ
イマ期間の間に、1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリン
グルールの成果に基づいて、前記セルラネットワークと前記無線ローカルエリアネットワ
ーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをルーティングするステップ
と、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能で
あると判定するとともに、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリ
ティ状態にあると判定する場合に、前記ステアリングタイマ期間を第1の期間に設定する
ステップと、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移
動可能でないと判定するとともに、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は
高モビリティ状態にあると判定する場合に、前記ステアリングタイマ期間を、前記第1の
ステアリングタイマ期間とは異なる第2の期間に設定するステップを含む、1つ又は複数の
有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２３５】
　例85は、例84の主題を含み、選択的に、第2の期間は前記第1の期間よりも短い、1つ又
は複数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２３６】
　例86は、コンピュータにより実行可能な命令を含む1つ又は複数の有体のコンピュータ
読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品であって、前記コンピュータにより実行可能
な命令は、少なくとも1つのコンピュータプロセッサによって実行されると、該少なくと
も1つのコンピュータプロセッサがユーザ機器（UE）で方法を実行するようにさせ、該方
法は、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にある場合
に、無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）の無線ローカルエリアネットワーク（WLAN
）アクセスポイント（AP）を検出するステップと、前記無線ローカルエリアネットワーク
（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であるか否かを判定するステップと、少なく
とも前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能で
あるか否かの判定に基づいて、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポ
イント（AP）へとトラフィックをステアリングするべきかを選択するステップとを含む、
1つ又は複数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２３７】
　例87は、例86の主題を含み、選択的に、前記方法が、前記ユーザ機器（UE）が中程度の
モビリティ状態又は高モビリティ状態にあるときに、前記無線ローカルエリアネットワー
ク（WLAN）アクセスポイント（AP）の識別子があらかじめ規定された期間の間に前記ユー
ザ機器（UE）によって検出される場合に、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）
アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定するステップを含む、1つ又は複数の有
体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２３８】
　例88は、例87の主題を含み、選択的に、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）
アクセスポイント（AP）の前記識別子が基本サービスセット識別子（BSSID）を含む、1つ
又は複数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２３９】
　例89は、例87又は例88のいずれかの主題を含み、選択的に、前記方法が、前記セルラネ
ットワークから前記あらかじめ規定された期間の指標を受信するステップを含む、1つ又
は複数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
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【０２４０】
　例90は、例86乃至89のいずれかの主題を含み、選択的に、前記方法が、前記ユーザ機器
（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にある場合に、前記無線ローカル
エリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）に対応する1つ又は複数のWLAN信号
強度メトリックに基づいて、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイ
ント（AP）が移動可能であるか否かを判定するステップを含む、1つ又は複数の有体のコ
ンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２４１】
　例91は、例90の主題を含み、選択的に、前記方法が、あらかじめ規定された期間の間の
前記1つ又は複数のWLAN信号強度メトリックの変化があらかじめ規定された閾値よりも小
さい場合に、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移
動可能であると判定するステップを含む、1つ又は複数の有体のコンピュータ読み取り可
能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２４２】
　例92は、例86乃至91のいずれかの主題を含み、選択的に、前記方法が、前記無線ローカ
ルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）の識別子と移動可能なAPの識別子
のリストとの比較に基づいて前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイ
ント（AP）が移動可能であるか否かを判定するステップを含む、1つ又は複数の有体のコ
ンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２４３】
　例93は、例92の主題を含み、選択的に、移動可能なAPの識別子のリストは前記ユーザ機
器（UE）の中にあらかじめ提供される、1つ又は複数の有体のコンピュータ読み取り可能
な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２４４】
　例94は、例92の主題を含み、選択的に、前記方法が、前記セルラネットワークのオペレ
ータ、前記セルラネットワークのセルラノード並びにアクセスネットワーク発見及び選択
機能（ANDSF）サーバを含むグループから選択される少なくとも1つのエンティティから前
記移動可能なAPの識別子のうちの1つ又は複数の識別子を受信するステップを含む、1つ又
は複数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２４５】
　例95は、例86乃至94のいずれかの主題を含み、選択的に、前記方法が、前記無線ローカ
ルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定するとと
もに、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判
定する場合に、WLANメトリックのみを使用する1つ又は複数のアクセスネットワーク選択
及びトラフィックステアリングルールに基づいて前記セルラネットワークと前記無線ロー
カルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをルーテ
ィングするステップを含む、1つ又は複数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的
記憶媒体を含む製品である。
【０２４６】
　例96は、例86乃至94のいずれかの主題を含み、選択的に、前記方法が、1つ又は複数の
アクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールに基づいて前記セルラネ
ットワークと前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との
間でトラフィックをルーティングするステップと、前記無線ローカルエリアネットワーク
（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定するとともに、前記ユーザ機器
（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判定する場合に、1つ又
は複数のアシスタンスパラメータに対応する1つ又は複数の第1のアシスタンス閾値を使用
して前記アクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールを評価するステ
ップと、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可
能でないと判定する場合に、前記1つ又は複数のアシスタンスパラメータに対応し前記第1
のアシスタンス閾値とは異なる1つ又は複数の第2のアシスタンス閾値を使用して前記アク
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セスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルールを評価するステップとを含む
、1つ又は複数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である
。
【０２４７】
　例97は、例96の主題を含み、選択的に、ある1つのアシスタンスパラメータに対応する
ある1つの第2のアシスタンス閾値は、前記アシスタンスパラメータに対応するある1つの
第1のアシスタンス閾値よりも大きい、1つ又は複数の有体のコンピュータ読み取り可能な
非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２４８】
　例98は、例96又は例97の主題を含み、選択的に、前記1つ又は複数のアシスタンスパラ
メータは、WLAN閾値及びセルラ閾値を含むグループから選択される少なくとも1つのパラ
メータを含む、1つ又は複数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含
む製品である。
【０２４９】
　例99は、例96乃至98のいずれかの主題を含み、選択的に、前記方法が、前記セルラネッ
トワークから前記1つ又は複数の第1のアシスタンス閾値を受信するステップを含む、1つ
又は複数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２５０】
　例100は、例86乃至99のいずれかの主題を含み、選択的に、前記方法が、ステアリング
タイマ期間の間に、1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリ
ングルールの成果に基づいて、前記セルラネットワークと前記無線ローカルエリアネット
ワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをルーティングするステッ
プと、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能
であると判定するとともに、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビ
リティ状態にあると判定する場合に、前記ステアリングタイマ期間を第1の期間に設定す
るステップと、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が
移動可能でないと判定するとともに、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又
は高モビリティ状態にあると判定する場合に、前記ステアリングタイマ期間を、前記第1
のステアリングタイマ期間とは異なる第2の期間に設定するステップとを含む、1つ又は複
数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２５１】
　例101は、例100の主題を含み、選択的に、第2の期間は前記第1の期間よりも短い、1つ
又は複数の有体のコンピュータ読み取り可能な非一時的記憶媒体を含む製品である。
【０２５２】
　例102は、ユーザ機器（UE）による無線通信のための装置であって、セルラネットワー
クと通信する手段と、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（
AP）のモビリティを決定する手段と、少なくとも前記無線ローカルエリアネットワーク（
WLAN）アクセスポイント（AP）の前記モビリティ及び前記ユーザ機器（UE）のモビリティ
状態に基づいて、前記セルラネットワークと前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN
）アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをルーティングする手段とを含む、装置
である。
【０２５３】
　例103は、例102の主題を含み、選択的に、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ
状態又は高モビリティ状態にある場合に、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）
アクセスポイント（AP）のモビリティを決定する手段を含む、装置である。
【０２５４】
　例104は、例102又は例103の主題を含み、選択的に、前記ユーザ機器（UE）が中程度の
モビリティ状態又は高モビリティ状態にあるときに、前記無線ローカルエリアネットワー
ク（WLAN）アクセスポイント（AP）の識別子があらかじめ規定された期間の間に前記ユー
ザ機器（UE）によって検出される場合に、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）
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アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定する手段を含む、装置である。
【０２５５】
　例105は、例104の主題を含み、選択的に、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN
）アクセスポイント（AP）の前記識別子が基本サービスセット識別子（BSSID）を含む、
装置である。
【０２５６】
　例106は、例104又は例105の主題を含み、選択的に、前記セルラネットワークから前記
あらかじめ規定された期間の指標を受信する手段を含む、装置である。
【０２５７】
　例107は、例102乃至106のいずれかの主題を含み、選択的に、前記ユーザ機器（UE）が
中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にある場合に、前記無線ローカルエリアネ
ットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）に対応する1つ又は複数のWLAN信号強度メト
リックに基づいて、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP
）の前記モビリティを決定する手段を含む、装置である。
【０２５８】
　例108は、例107の主題を含み、選択的に、あらかじめ規定された期間の間の前記1つ又
は複数のWLAN信号強度メトリックの変化があらかじめ規定された閾値よりも小さい場合に
、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であ
ると判定する手段を含む、装置である。
【０２５９】
　例109は、例102乃至108のいずれかの主題を含み、選択的に、前記無線ローカルエリア
ネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）の識別子と移動可能なAPの識別子のリスト
との比較に基づいて前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP
）の前記モビリティを決定する手段を含む、装置である。
【０２６０】
　例110は、例109の主題を含み、選択的に、移動可能なAPの識別子のリストは前記ユーザ
機器（UE）の中にあらかじめ提供される、装置である。
【０２６１】
　例111は、例109の主題を含み、選択的に、前記セルラネットワークのオペレータ、前記
セルラネットワークのセルラノード並びにアクセスネットワーク発見及び選択機能（ANDS
F）サーバを含むグループから選択される少なくとも1つのエンティティから前記移動可能
なAPの識別子のうちの1つ又は複数の識別子を受信する手段を含む、装置である。
【０２６２】
　例112は、例102乃至111のいずれかの主題を含み、選択的に、前記無線ローカルエリア
ネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定するとともに、前
記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判定する場
合に、WLANメトリックのみを使用する1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラ
フィックステアリングルールに基づいて前記セルラネットワークと前記無線ローカルエリ
アネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをルーティングす
る手段を含む、装置である。
【０２６３】
　例113は、例102乃至111の主題を含み、選択的に、1つ又は複数のアクセスネットワーク
選択及びトラフィックステアリングルールに基づいて前記セルラネットワークと前記無線
ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをル
ーティングし、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が
移動可能であると判定するとともに、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又
は高モビリティ状態にあると判定する場合に、1つ又は複数のアシスタンスパラメータに
対応する1つ又は複数の第1のアシスタンス閾値を使用して前記アクセスネットワーク選択
及びトラフィックステアリングルールを評価し、前記無線ローカルエリアネットワーク（
WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能でないと判定する場合に、前記1つ又は複数の
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アシスタンスパラメータに対応し前記第1のアシスタンス閾値とは異なる1つ又は複数の第
2のアシスタンス閾値を使用して前記アクセスネットワーク選択及びトラフィックステア
リングルールを評価する手段を含む、装置である。
【０２６４】
　例114は、例113の主題を含み、選択的に、ある1つのアシスタンスパラメータに対応す
るある1つの第2のアシスタンス閾値は、前記アシスタンスパラメータに対応するある1つ
の第1のアシスタンス閾値よりも大きい、装置である。
【０２６５】
　例115は、例113又は例114の主題を含み、選択的に、前記1つ又は複数のアシスタンスパ
ラメータは、WLAN閾値及びセルラ閾値を含むグループから選択される少なくとも1つのパ
ラメータを含む、装置である。
【０２６６】
　例116は、例113乃至115のいずれかの主題を含み、選択的に、前記セルラネットワーク
から前記1つ又は複数の第1のアシスタンス閾値を受信する手段を含む、装置である。
【０２６７】
　例117は、例102乃至116のいずれかの主題を含み、選択的に、ステアリングタイマ期間
の間に、1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルール
の成果に基づいて、前記セルラネットワークと前記無線ローカルエリアネットワーク（WL
AN）アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをルーティングし、前記無線ローカル
エリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定するととも
に、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判定
する場合に、前記ステアリングタイマ期間を第1の期間に設定し、前記無線ローカルエリ
アネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能でないと判定するとともに、
前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判定する
場合に、前記ステアリングタイマ期間を、前記第1のステアリングタイマ期間とは異なる
第2の期間に設定する手段を含む、装置である。
【０２６８】
　例118は、例117の主題を含み、選択的に、第2の期間は前記第1の期間よりも短い、装置
である。
【０２６９】
　例119は、ユーザ機器（UE）による無線通信のための装置であって、前記ユーザ機器（U
E）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にある場合に、無線ローカルエリア
ネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）を検出する手段と、前記無線ローカルエリ
アネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能か否かを判定する手段と、少
なくとも前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可
能か否かの判定に基づいて前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイン
ト（AP）へとトラフィックをステアリングするべきか否かを選択する手段とを含む、装置
である。
【０２７０】
　例120は、例119の主題を含み、選択的に、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ
状態又は高モビリティ状態にあるときに、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）
アクセスポイント（AP）の識別子があらかじめ規定された期間の間に前記ユーザ機器（UE
）によって検出される場合に、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポ
イント（AP）が移動可能であると判定する手段を含む、装置である。
【０２７１】
　例121は、例120の主題を含み、選択的に、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN
）アクセスポイント（AP）の前記識別子が基本サービスセット識別子（BSSID）を含む、
装置である。
【０２７２】
　例122は、例120又は例121の主題を含み、選択的に、前記セルラネットワークから前記
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あらかじめ規定された期間の指標を受信する手段を含む、装置である。
【０２７３】
　例123は、例119乃至例122のいずれかの主題を含み、選択的に、前記ユーザ機器（UE）
が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にある場合に、前記無線ローカルエリア
ネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）に対応する1つ又は複数のWLAN信号強度メ
トリックに基づいて、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（
AP）が移動可能であるか否かを判定する手段を含む、装置である。
【０２７４】
　例124は、例123の主題を含み、選択的に、あらかじめ規定された期間の間の前記1つ又
は複数のWLAN信号強度メトリックの変化があらかじめ規定された閾値よりも小さい場合に
、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であ
ると判定する手段を含む、装置である。
【０２７５】
　例125は、例119乃至124のいずれかの主題を含み、選択的に、前記無線ローカルエリア
ネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）の識別子と移動可能なAPの識別子のリスト
との比較に基づいて前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP
）が移動可能であるか否かを判定する手段を含む、装置である。
【０２７６】
　例126は、例125の主題を含み、選択的に、移動可能なAPの識別子のリストは前記ユーザ
機器（UE）の中にあらかじめ提供される、装置である。
【０２７７】
　例127は、例125の主題を含み、選択的に、前記セルラネットワークのオペレータ、前記
セルラネットワークのセルラノード並びにアクセスネットワーク発見及び選択機能（ANDS
F）サーバを含むグループから選択される少なくとも1つのエンティティから前記移動可能
なAPの識別子のうちの1つ又は複数の識別子を受信する手段を含む、装置である。
【０２７８】
　例128は、例119乃至127のいずれかの主題を含み、選択的に、前記無線ローカルエリア
ネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定するとともに、前
記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判定する場
合に、WLANメトリックのみを使用する1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラ
フィックステアリングルールに基づいて前記セルラネットワークと前記無線ローカルエリ
アネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをルーティングす
る手段を含む、装置である。
【０２７９】
　例129は、例119乃至127のいずれかの主題を含み、選択的に、1つ又は複数のアクセスネ
ットワーク選択及びトラフィックステアリングルールに基づいて前記セルラネットワーク
と前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）との間でトラフ
ィックをルーティングし、前記無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）アクセスポイン
ト（AP）が移動可能であると判定するとともに、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリ
ティ状態又は高モビリティ状態にあると判定する場合に、1つ又は複数のアシスタンスパ
ラメータに対応する1つ又は複数の第1のアシスタンス閾値を使用して前記アクセスネット
ワーク選択及びトラフィックステアリングルールを評価し、前記無線ローカルエリアネッ
トワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能でないと判定する場合に、前記1つ
又は複数のアシスタンスパラメータに対応し前記第1のアシスタンス閾値とは異なる1つ又
は複数の第2のアシスタンス閾値を使用して前記アクセスネットワーク選択及びトラフィ
ックステアリングルールを評価する手段を含む、装置である。
【０２８０】
　例130は、例129の主題を含み、選択的に、ある1つのアシスタンスパラメータに対応す
るある1つの第2のアシスタンス閾値は、前記アシスタンスパラメータに対応するある1つ
の第1のアシスタンス閾値よりも大きい、装置である。
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【０２８１】
　例131は、例129又は例130の主題を含み、選択的に、前記1つ又は複数のアシスタンスパ
ラメータは、WLAN閾値及びセルラ閾値を含むグループから選択される少なくとも1つのパ
ラメータを含む、装置である。
【０２８２】
　例132は、例129乃至131の主題を含み、選択的に、前記セルラネットワークから前記1つ
又は複数の第1のアシスタンス閾値を受信する手段を含む、装置である。
【０２８３】
　例133は、例119乃至132のいずれかの主題を含み、選択的に、ステアリングタイマ期間
の間に、1つ又は複数のアクセスネットワーク選択及びトラフィックステアリングルール
の成果に基づいて、前記セルラネットワークと前記無線ローカルエリアネットワーク（WL
AN）アクセスポイント（AP）との間でトラフィックをルーティングし、前記無線ローカル
エリアネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能であると判定するととも
に、前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判定
する場合に、前記ステアリングタイマ期間を第1の期間に設定し、前記無線ローカルエリ
アネットワーク（WLAN）アクセスポイント（AP）が移動可能でないと判定するとともに、
前記ユーザ機器（UE）が中程度のモビリティ状態又は高モビリティ状態にあると判定する
場合に、前記ステアリングタイマ期間を、前記第1のステアリングタイマ期間とは異なる
第2の期間に設定する手段を含む、装置である。
【０２８４】
　例134は、例133の主題を含み、選択的に、第2の期間は前記第1の期間よりも短い、装置
である。
【０２８５】
　１つ又は複数の実施形態を参照して本明細書において説明された機能、動作、及び/又
は特徴は、1つ又は複数の他の実施形態を参照して本明細書で説明された1つ又は複数の他
の機能、他の動作、他の構成要素、及び/又は特徴と組み合わせられ、又はそれらと組み
合わせて利用されてもよい。
【０２８６】
　ある複数の特徴が図示され、また、本明細書において説明されてきたが、当業者であれ
ば、多くの修正、置換、変更、及び同様のものが可能である。したがって、添付の特許請
求の範囲は、本願発明の原理の範囲内にあるそれらの修正及び変更をすべて包含するよう
に意図されているということを理解すべきである。
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