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(57)【要約】
　セルラーネットワークの特定のＰＤＮ接続用のデータ
を取得するためのシステム、装置、及びプロセスが本明
細書で説明される。ＵＥがセルラーネットワークの１つ
又は複数のＰＤＮ接続を利用する１つ又は複数のアプリ
ケーションを実行する。ＴＥがＭＴ用のＡＴコマンドを
生成し、ＡＴコマンドは、セルラーネットワークから非
セルラーネットワークにオフロードされ得る特定のＰＤ
Ｎ接続のデータ、トラフィックのオフロードを決定する
ための支援データ、及びセルラー信号測定値の要求を含
む。ＴＥは、ＡＴコマンドに対応した、特定のＰＤＮ接
続がオフロードされ得るかについてのデータ、オフロー
ド支援データ、及び／又はセルラーネットワーク測定デ
ータを含む、ＡＴコマンド応答を受信する。ＴＥは、Ｐ
ＤＮ接続のオフロード可能性の変更、オフロード支援デ
ータの変更、又はセルラー信号測定値がオフロード支援
基準を満たす場合、非請求リザルトコードを受信するこ
とができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルラーネットワークからのメッセージを送信及び受信するモバイルターミネーション
（ＭＴ）と、前記セルラーネットワーク又は非セルラーネットワークの１つ又は複数のパ
ケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続を利用する１つ又は複数のアプリケーションを
実行する端末機器（ＴＥ）と、端末アダプタ（ＴＡ）とを備えるユーザ機器（ＵＥ）であ
り、
　前記ＴＡは、前記ＴＥから受信したアテンション（ＡＴ）コマンドを前記ＭＴに転送し
、前記ＭＴは転送された前記ＡＴコマンドをＭＴ制御コマンドとして受信し、前記ＡＴコ
マンドは、前記セルラーネットワークから前記非セルラーネットワークにオフロードされ
得る特定のＰＤＮ接続のデータ、オフロード支援データ、及びオフロードセルラー測定デ
ータのうち少なくとも１つの要求を含み、
　前記ＴＡは、前記ＭＴにより生成されるＭＴステータスメッセージをＡＴコマンド応答
として前記ＴＥに転送し、前記ＡＴコマンド応答は要求された前記データを含み、
　前記ＴＡは、前記特定のＰＤＮ接続のオフロード可能性の変更、オフロード支援データ
の変更、及びオフロードセルラー測定値のうち少なくとも１つが前記オフロード支援デー
タの基準を満たす場合、前記ＭＴにより生成される非請求リザルトコードを前記ＴＥに転
送する、
　ＵＥ。
【請求項２】
　前記ＡＴコマンドはパケットドメインイベント報告（＋ＣＧＥＲＥＰ）ＡＴコマンドを
含み、前記ＭＴはさらに、前記特定のＰＤＮ接続に関連付けられたパケットデータプロト
コル（ＰＤＰ）コンテキストが、
　アクティブ化される、
　非アクティブ化される、及び
　変更される
　のうち少なくとも１つである場合、前記特定のＰＤＮ接続が前記セルラーネットワーク
から前記非セルラーネットワークにオフロードされ得るかを示す１つ又は複数の非請求リ
ザルトコード（＋ＣＧＥＶ）を前記ＴＥに送信する、
　請求項１に記載のＵＥ。
【請求項３】
　前記１つ又は複数の非請求リザルトコード（＋ＣＧＥＶ）は、前記特定のＰＤＮ接続が
前記セルラーネットワークから前記非セルラーネットワークにオフロードできないことを
示すデータを含む、請求項２に記載のＵＥ。
【請求項４】
　前記ＡＴコマンドは、パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキスト読み出し動的
パラメータ（＋ＣＧＣＯＮＴＲＤＰ）ＡＴコマンドを含み、前記ＡＴコマンド応答は、１
次ＰＤＰコンテキストの１つ又は複数のパラメータを識別するデータを含む、請求項１か
ら３のいずれか一項に記載のＵＥ。
【請求項５】
　前記ＡＴコマンド応答はさらに、前記１次ＰＤＰコンテキストに関連付けられた前記特
定のＰＤＮ接続が前記セルラーネットワークから前記非セルラーネットワークにオフロー
ドされ得るかを示す整数値を含み、
　前記整数値は、
　前記特定のＰＤＮ接続がＳ１モードの場合もＩｕモードの場合も、オフロードが受け入
れられないことを示す０、
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｓ１モードの場合にオフロードが受け入れられるが、前記
Ｉｕモードでは受け入れられないことを示す１、
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｉｕモードの場合にオフロードが受け入れられるが、前記
Ｓ１モードでは受け入れられないことを示す２、及び
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　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｓ１モードの場合も前記Ｉｕモードの場合も、オフロード
が受け入れられることを示す３
　のうち少なくとも１つを含む、請求項４に記載のＵＥ。
【請求項６】
　前記ＡＴコマンドは、２次パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキスト読み出し
動的パラメータ（＋ＣＧＳＣＯＮＴＲＤＰ）ＡＴコマンドを含み、前記ＡＴコマンド応答
は、２次ＰＤＰコンテキストの１つ又は複数のパラメータを識別するデータを含む、請求
項１から５のいずれか一項に記載のＵＥ。
【請求項７】
　前記ＡＴコマンド応答はさらに、前記２次ＰＤＰコンテキストに関連付けられた前記特
定のＰＤＮ接続が、前記セルラーネットワークから前記非セルラーネットワークにオフロ
ードされ得るかを示す整数値を含み、
　前記整数値は、
　前記特定のＰＤＮ接続がＳ１モードの場合もＩｕモードの場合も、オフロードが受け入
れられないことを示す０、
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｓ１モードの場合にオフロードが受け入れられるが、前記
Ｉｕモードでは受け入れられないことを示す１、
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｉｕモードの場合にオフロードが受け入れられるが、前記
Ｓ１モードでは受け入れられないことを示す２、及び
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｓ１モードの場合も前記Ｉｕモードの場合も、オフロード
が受け入れられることを示す３
　のうち少なくとも１つを含む、請求項６に記載のＵＥ。
【請求項８】
　前記ＡＴコマンドは、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）オフロード支援デ
ータ（＋ＣＷＬＡＮＯＬＡＤ）ＡＴコマンドを含み、
　前記ＡＴコマンド応答は、
　受信信号コード電力の閾値、
　総受信パワースペクトル密度に対する疑似ランダムノイズ（ＰＮ）チップ当たりの受信
エネルギーの比率の閾値、
　参照信号受信電力の閾値、
　参照信号受信品質の閾値、
　ＷＬＡＮチャネル利用率の閾値、
　オフロードプレファレンスインジケータ（ｏｐｉ）、
　ステアリング間隔（ｔＳｔｅｅｒｉｎｇ）、
　バックホールの利用可能なダウンリンク帯域幅及びアップリンク帯域幅のうち少なくと
も１つの閾値、
　ビーコンの受信信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）の閾値、及び
　ＷＬＡＮ識別子リスト
　のうち少なくとも１つを識別するＷＬＡＮオフロード支援データを含む、
　請求項１から７のいずれか一項に記載のＵＥ。
【請求項９】
　前記ＭＴはさらに、前記ＷＬＡＮオフロード支援データの１つ又は複数の変更を示すた
めに、１つ又は複数の非請求リザルトコード（＋ＣＷＬＡＮＯＬＡＤＩ）を前記ＴＥに送
信する、請求項８に記載のＵＥ。
【請求項１０】
　前記ＡＴコマンドは、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）オフロードセル測
定（＋ＣＷＬＡＮＯＬＣＭ）ＡＴコマンドを含み、前記ＡＴコマンド応答は、前記ＭＴに
関連付けられた１次サービングセルの測定情報を含む、請求項１から９のいずれか一項に
記載のＵＥ。
【請求項１１】



(4) JP 2018-515967 A 2018.6.14

10

20

30

40

50

　前記ＭＴはさらに、ＷＬＡＮオフロード支援データの閾値を満たしている１つ又は複数
のセルラー信号測定値を含む１つ又は複数の非請求リザルトコード（＋ＣＷＬＡＮＯＬＣ
ＭＩ）を前記ＴＥに送信し、
　前記１つ又は複数のセルラー信号測定値は、
　受信信号コード電力、
　総受信パワースペクトル密度に対する疑似ランダムノイズ（ＰＮ）チップ当たりの受信
エネルギーの比率、
　参照信号受信電力、及び
　参照信号受信品質
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１０に記載のＵＥ。
【請求項１２】
　前記セルラーネットワーク及び前記非セルラーネットワークのうち少なくとも１つから
の信号データを送信及び受信する１つ又は複数のアンテナをさらに備え、
　前記ＭＴは、前記１つ又は複数のアンテナを介して受信した前記信号データを処理する
１つ又は複数のベースバンドプロセッサを含む、請求項１から１１のいずれか一項に記載
のＵＥ。
【請求項１３】
　前記セルラーネットワークは、
　ユニバーサル移動体通信サービス地上波無線アクセスネットワーク／ＧＳＭ（登録商標
）（移動通信用グローバルシステム）ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ／
ＧＥＲＡＮ）ベースのサービングネットワーク、及び
　進化型ユニバーサル移動体通信サービス地上波無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲ
ＡＮ）ベースのサービングネットワーク
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１から１２のいずれか一項に記載のＵＥ。
【請求項１４】
　前記ＡＴコマンドはさらに、非請求リザルトコードの送信を有効及び無効にするセット
コマンドを含む、請求項１から１３のいずれか一項に記載のＵＥ。
【請求項１５】
　前記ＴＡはさらに、前記ＡＴコマンドの１つ又は複数のパラメータの可能な値を照会す
るために、前記ＴＥから受信した前記ＡＴコマンドのテスト版を前記ＭＴに転送する、請
求項１から１４のいずれか一項に記載のＵＥ。
【請求項１６】
　ユーザ機器（ＵＥ）により実行された場合、
　セルラーネットワーク又は非セルラーネットワークの１つ又は複数のパケットデータネ
ットワーク（ＰＤＮ）接続を利用する１つ又は複数のアプリケーションを実行する動作と
、
　モバイル端末（ＭＴ）用のアテンション（ＡＴ）コマンドを生成する動作であって、前
記ＡＴコマンドは、前記セルラーネットワークから前記非セルラーネットワークにオフロ
ードされ得る特定のＰＤＮ接続のデータ、オフロード支援データ、及びオフロードセルラ
ー測定データのうち少なくとも１つの要求を含む、動作と、
　前記ＡＴコマンドに対応した、前記セルラーネットワークから前記非セルラーネットワ
ークにオフロードされ得る前記ＰＤＮ接続に固有の前記要求されたデータ、前記オフロー
ド支援データ、及び前記オフロードセルラー測定データのうち少なくとも１つを含む、Ａ
Ｔコマンド応答を受信する動作と、
　前記特定のＰＤＮ接続のオフロード可能性の変更、オフロード支援データの変更、及び
オフロードセルラー測定値のうち少なくとも１つが前記オフロード支援データの基準を満
たす場合、非請求リザルトコードを受信する動作と
　を前記ＵＥに実行させるコンテンツを含む、非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１７】
　前記ＡＴコマンドはパケットドメインイベント報告（＋ＣＧＥＲＥＰ）ＡＴコマンドを
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含み、前記ＭＴはさらに、前記ＰＤＮ接続が、
　アクティブ化される、
　非アクティブ化される、及び
　変更される
　のうち少なくとも１つである場合、前記ＰＤＮ接続が前記セルラーネットワークから前
記非セルラーネットワークにオフロードされ得るかを示す１つ又は複数の非請求リザルト
コード（＋ＣＧＥＶ）をＴＥに送信する、
　請求項１６に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１８】
　前記ＡＴコマンドは、パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキスト読み出し動的
パラメータ（＋ＣＧＣＯＮＴＲＤＰ）ＡＴコマンドを含み、前記ＡＴコマンド応答はさら
に、前記特定のＰＤＮ接続の１次パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキストの１
つ又は複数のパラメータを識別するデータを含み、前記ＡＴコマンド応答はさらに、前記
１次ＰＤＰコンテキストに関連付けられた前記特定のＰＤＮ接続が、前記セルラーネット
ワークから前記非セルラーネットワークにオフロードされ得るかを示す整数値を含み、
　前記整数値は、
　前記特定のＰＤＮ接続がＳ１モードの場合もＩｕモードの場合も、オフロードが受け入
れられないことを示す０、
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｓ１モードの場合にオフロードが受け入れられるが、前記
Ｉｕモードでは受け入れられないことを示す１、
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｉｕモードの場合にオフロードが受け入れられるが、前記
Ｓ１モードでは受け入れられないことを示す２、及び
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｓ１モードの場合も前記Ｉｕモードの場合も、オフロード
が受け入れられることを示す３
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１６又は１７に記載の非一時的コンピュータ可読
記憶媒体。
【請求項１９】
　前記ＡＴコマンドは、２次パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキスト読み出し
動的パラメータ（＋ＣＧＳＣＯＮＴＲＤＰ）ＡＴコマンドを含み、前記ＡＴコマンド応答
は、前記特定のＰＤＮ接続の２次ＰＤＰコンテキストの１つ又は複数のパラメータを識別
するデータを含み、前記ＡＴコマンド応答はさらに、前記２次ＰＤＰコンテキストに関連
付けられた前記特定のＰＤＮ接続が、前記セルラーネットワークから前記非セルラーネッ
トワークにオフロードされ得るかを示す整数値を含み、
　前記整数値は、
　前記特定のＰＤＮ接続がＳ１モードの場合もＩｕモードの場合も、オフロードが受け入
れられないことを示す０、
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｓ１モードの場合にオフロードが受け入れられるが、前記
Ｉｕモードでは受け入れられないことを示す１、
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｉｕモードの場合にオフロードが受け入れられるが、前記
Ｓ１モードでは受け入れられないことを示す２、及び
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｓ１モードの場合も前記Ｉｕモードの場合も、オフロード
が受け入れられることを示す３
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１６から１８のいずれか一項に記載の非一時的コ
ンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２０】
　前記非セルラーネットワークは、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を含み
、前記ＡＴコマンドはＷＬＡＮオフロード支援データ（＋ＣＷＬＡＮＯＬＡＤ）ＡＴコマ
ンドを含み、
　前記ＡＴコマンド応答は、
　受信信号コード電力の閾値、
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　総受信パワースペクトル密度に対する疑似ランダムノイズ（ＰＮ）チップ当たりの受信
エネルギーの比率の閾値、
　参照信号受信電力の閾値、
　参照信号受信品質の閾値、
　ＷＬＡＮチャネル利用率の閾値、
　オフロードプレファレンスインジケータ（ｏｐｉ）、
　ステアリング間隔（ｔＳｔｅｅｒｉｎｇ）、
　バックホールの利用可能なダウンリンク帯域幅及びアップリンク帯域幅のうち少なくと
も１つの閾値、
　ビーコンの受信信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）の閾値、及び
　ＷＬＡＮ識別子リスト
　のうち少なくとも１つを識別するＷＬＡＮオフロード支援データを含み、
　前記ＭＴはさらに、前記ＷＬＡＮオフロード支援データの１つ又は複数の変更を示すた
めに、１つ又は複数の非請求リザルトコード（＋ＣＷＬＡＮＯＬＡＤＩ）をＴＥに送信す
る、
　請求項１６から１９のいずれか一項に記載の非一時的コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２１】
　前記非セルラーネットワークは無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を含み、
前記ＡＴコマンドはＷＬＡＮオフロードセル測定（＋ＣＷＬＡＮＯＬＣＭ）ＡＴコマンド
を含み、前記ＡＴコマンド応答は前記ＭＴに関連付けられた１次サービングセルの測定情
報を含み、前記ＭＴはさらに、少なくとも１つ又は複数のＷＬＡＮオフロードセル測定値
がＷＬＡＮオフロード支援データ閾値を満たしていることを示す１つ又は複数の非請求リ
ザルトコード（＋ＣＷＬＡＮＯＬＣＭＩ）をＴＥに送信し、
　前記１つ又は複数のＷＬＡＮオフロードセル測定値は、
　受信信号コード電力、
　総受信パワースペクトル密度に対する疑似ランダムノイズ（ＰＮ）チップ当たりの受信
エネルギーの比率、
　参照信号受信電力、及び
　参照信号受信品質
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１６から２０のいずれか一項に記載の非一時的コ
ンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２２】
　端末機器（ＴＥ）に通信可能に結合された端末アダプタ（ＴＡ）からアテンション（Ａ
Ｔ）コマンドを受信する回路であって、前記ＡＴコマンドは、パケットデータネットワー
ク（ＰＤＮ）接続のオフロード特性、オフロード支援データ、及びオフロードセルラー測
定値のうち少なくとも１つの要求を含む、回路と、
　モバイルターミネーション（ＭＴ）ステータスメッセージを生成し、前記ＭＴステータ
スメッセージをＴＡに送信する回路であって、前記ＭＴステータスメッセージは、前記Ｐ
ＤＮ接続の前記要求されたデータ、前記オフロード支援データ、及び前記オフロードセル
ラー測定値のうち少なくとも１つを含む、回路と、
　ＰＤＮ接続のオフロード可能性の変更、前記オフロード支援データの変更、及び前記オ
フロードセルラー測定値のうち少なくとも１つが、オフロード支援データの基準に対して
変わる場合、ＭＴ非請求リザルトコードを生成し、前記非請求リザルトコードをＴＡに送
信する回路と
　を備える、ベースバンドチップセット。
【請求項２３】
　前記ＭＴステータスメッセージはさらに、パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテ
キストが、
　アクティブ化される、
　非アクティブ化される、及び
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　変更される
　のうち少なくとも１つである場合、前記ＰＤＮ接続がセルラーネットワークから非セル
ラーネットワークにオフロードされ得るかを示す１つ又は複数の非請求リザルトコード（
＋ＣＧＥＶ）を含む、請求項２２に記載のベースバンドチップセット。
【請求項２４】
　前記ＭＴステータスメッセージはさらに、
　１次パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキスト情報の１つ又は複数のパラメー
タを識別するデータ、及び
　２次パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキスト情報の１つ又は複数のパラメー
タを識別するデータ
　のうち少なくとも１つを含む、請求項２２又は２３に記載のベースバンドチップセット
。
【請求項２５】
　非セルラーネットワークは無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を含み、前記
ＭＴステータスメッセージは、
　ＷＬＡＮのセルラー信号強度、セルラー信号電力、帯域幅、又はサービス特性、及び
　前記ＭＴに関連付けられた１次サービングセルの測定情報
　のうち少なくとも１つを識別するデータを含む、請求項２２から２４のいずれか一項に
記載のベースバンドチップセット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［優先権の主張］
　本出願は、２０１５年５月１８日に出願された米国仮出願第６２／１６３，２１３号の
利益を主張し、その内容全体は参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　実施形態は無線通信に属する。いくつかの実施形態は、ユーザ機器（ＵＥ）コンポーネ
ント間の通信信号に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線モバイルデバイス又はユーザ機器（ＵＥ）は、３ＧＰＰロングタームエボリューシ
ョン（「ＬＴＥ」）規格、３ＧＰＰのＬＴＥアドバンストリリース１２（２０１４年３月
）（「ＬＴＥ－Ａ規格」）、ＩＥＥＥ８０２．１６規格、２００９年５月２９日に公開さ
れたＩＥＥＥ規格８０２．１６－２００９（「ＷｉＭＡＸ（登録商標）」）、並びに、３
Ｇ、４Ｇ、５Ｇ、及びそれ以降の世代と呼ばれる任意の他の無線プロトコルなどの無線接
続技術を用いるセルラーネットワークを介して、互いに通信することができる。ユーザ機
器（ＵＥ）は、１つ又は複数のセルラーネットワークと、無線ローカルエリアネットワー
ク（ＷＬＡＮ）など、１つ又は複数の非セルラーネットワークとに接続するよう構成する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】いくつかの実施形態に従って、ネットワークの様々なコンポーネントを備えた無
線ネットワークのアーキテクチャを示す。
【０００５】
【図２】いくつかの実施形態に従って、ＬＴＥネットワークのコンポーネントのアーキテ
クチャを示す。
【０００６】
【図３】いくつかの実施形態に従って、ユーザ機器デバイスの例示的なコンポーネントを
示す。
【０００７】
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【図４Ａ】いくつかの実施形態による、モバイルターミネーション及び端末機器の機能ブ
ロックとしてのユーザ機器デバイスの例示である。
【０００８】
【図４Ｂ】いくつかの実施形態に従って、ユーザ機器デバイスのモバイルターミネーショ
ン及び端末機器が情報を交換するプロセスのフロー図を示す。
【０００９】
【図５Ａ】いくつかの実施形態によるアテンションコマンドのコマンド／応答テーブルを
示す。
【図５Ｂ】いくつかの実施形態によるアテンションコマンドのコマンド／応答テーブルを
示す。
【図５Ｃ】いくつかの実施形態によるアテンションコマンドのコマンド／応答テーブルを
示す。
【図５Ｄ】いくつかの実施形態によるアテンションコマンドのコマンド／応答テーブルを
示す。
【図５Ｅ】いくつかの実施形態によるアテンションコマンドのコマンド／応答テーブルを
示す。
【００１０】
【図６】いくつかの実施形態に従って、ユーザ機器デバイス及びｅＮｏｄｅＢのブロック
図を示す。
【００１１】
【図７】本開示の態様に従って、マシン可読媒体から命令を読み出し、本明細書で論じら
れる手順のうちいずれか１つ又は複数を行うことが可能なマシンのコンポーネントを、い
くつかの例示的な実施形態に従って示すブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下の説明及び図面は、具体的な実施形態を十分に示し、当業者がこれらの実施形態を
実施することを可能にする。他の実施形態が、構造的変更、論理的変更、電気的変更、プ
ロセス変更、及び他の変更を組み込むことができる。いくつかの実施形態の部分及び特徴
が、他の実施形態の部分及び特徴に含まれてよく、又はこれらの代わりになってもよい。
特許請求の範囲に記載される実施形態は、これらの請求項の利用可能な全ての均等物を含
む。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、本明細書で説明されるモバイルデバイス又は他のデバイ
スは、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線通信機能を有するラップトップ型若しくは携帯型の
コンピュータ、ウェブタブレット、無線電話、スマートフォン、無線ヘッドセット、ペー
ジャ、ウェアラブルモバイルコンピューティングデバイス（例えば、ウェアラブルハウジ
ングに含まれるモバイルコンピューティングデバイス）、インスタントメッセージデバイ
ス、デジタルカメラ、アクセスポイント、テレビ、医療機器（例えば、心拍数モニタ、血
圧モニタなど）、又は情報を無線で受信及び／又は送信することができる別のデバイスな
どの携帯型無線通信デバイスの一部であってよい。いくつかの実施形態において、モバイ
ルデバイス又は他のデバイスは、３ＧＰＰ規格（例えば、３ＧＰＰロングタームエボリュ
ーション（「ＬＴＥ」）アドバンストリリース１２（２０１４年３月）（「ＬＴＥ－Ａ規
格」））に従って動作するように構成されたユーザ機器（ＵＥ）又は進化型ノードＢ（ｅ
ＮｏｄｅＢ）であってよい。いくつかの実施形態において、モバイルデバイス又は他のデ
バイスは、ＩＥＥＥ８０２．１１若しくは他のＩＥＥＥ規格及び３ＧＰＰ規格を含む他の
プロトコル又は規格に従って動作するように構成されてよい。いくつかの実施形態におい
て、モバイルデバイス又は他のデバイスは、キーボード、ディスプレイ、不揮発性メモリ
ポート、複数のアンテナ、グラフィックスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、ス
ピーカ、及び他のモバイルデバイス要素のうちの１つ又は複数を含んでよい。ディスプレ
イは、タッチスクリーンを含む液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）スクリーンであってよい。
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【００１４】
　図１は、いくつかの実施形態に従って、ネットワークの様々なコンポーネントを備えた
無線ネットワークのアーキテクチャを示す。システム１００は、ユーザ機器（ＵＥ）１０
２、及びＵＥ１０４を含むように示されている。ＵＥ１０２及び１０４は、スマートフォ
ン（すなわち、１つ又は複数のセルラーネットワークに接続可能な、ハンドヘルド型タッ
チスクリーン付きモバイルコンピューティングデバイス）として示されているが、携帯情
報端末（ＰＤＡ）、ページャ、ラップトップ型コンピュータ、デスクトップ型コンピュー
タ、マシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）デバイス、モノのインターネット（ＩｏＴ）デバイスな
ども含んでよい。
【００１５】
　ＵＥ１０２及び１０４は、接続１２０及び１２２をそれぞれ介して無線アクセスネット
ワーク（ＲＡＮ）１０６にアクセスするように構成され、これらのＵＥのそれぞれは、物
理通信インタフェース又はレイヤを含む。この実施形態において、接続１２０及び１２２
は通信結合を可能にする無線インタフェースとして示されており、移動通信用グローバル
システム（ＧＳＭ（登録商標））プロトコル、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワー
クプロトコル、プッシュツートーク（ＰＴＴ）プロトコル、セルラーを介したＰＴＴ（Ｐ
ＯＣ）プロトコル、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）プロトコル、３ＧＰＰ
ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）プロトコルなどのセルラー通信プロトコルに準
拠し得る。
【００１６】
　ＲＡＮ１０６は、接続１２０及び１２２を可能にする１つ又は複数のアクセスポイント
を含んでよい。これらのアクセスポイント（さらに詳細に後述される）は、アクセスノー
ド、基地局（ＢＳ）、ＮｏｄｅＢ、進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮｏｄｅＢ）などと呼ばれるこ
とがあり、地上局（すなわち、地上アクセスポイント）又は衛星アクセスポイントを含ん
でよい。ＲＡＮ１０６は、コアネットワーク１１０に通信可能に結合されるように示され
ている。コアネットワーク１１０は、ＵＥ１０２と１０４との間で、回路交換方式の通話
を接続することに加えて、インターネット１１２を用いたパケット交換方式のデータ交換
を可能にするのに用いることができる。いくつかの実施形態において、ＲＡＮ１０６は、
進化型ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）地上波ＲＡＮ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ２１
０）を含んでよく、コアネットワーク１１０は、進化型パケットコア（ＥＰＣ）ネットワ
ークを含んでよい。
【００１７】
　ＵＥ１０４は、接続１２４を介してアクセスポイント（ＡＰ）１０８にアクセスするよ
うに構成されて示されている。接続１２４は、ＩＥＥＥ８０２．１１に準拠する接続など
のローカル無線接続を含んでよく、ＡＰ１０８はワイヤレスフィデリティ（ＷｉＦｉ）ル
ータを含むであろう。この例では、ＡＰ１０８は、コアネットワーク１１０に接続するこ
となく、インターネット１１２に接続されるように示されている。
【００１８】
　インターネット１１２は、アプリケーションサーバ１１６に通信可能に結合されるよう
に示されている。アプリケーションサーバ１１６は、構造上は別個の複数のサーバとして
実装されてよく、又は単一のサーバに含まれてよい。アプリケーションサーバ１１６は、
インターネット１１２及びコアネットワーク１１０の両方に接続されるように示されてお
り、他の実施形態において、コアネットワーク１１０は、インターネット１１２を介して
アプリケーションサーバ１１６に接続する。アプリケーションサーバ１１６は、コアネッ
トワーク１１０及び／又はインターネット１１２を介してアプリケーションサーバ１１６
に接続することができるＵＥのために、１つ又は複数の通信サービス（例えば、ボイスオ
ーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）セッション、プッシュツートーク（ＰＴＴ
）セッション、グループ通信セッション、ソーシャルネットワーキングサービスなど）を
サポートするようにも構成されてよい。アプリケーションサーバ１１６は、さらに詳細に
後述されるように、セルラー型モノのインターネット（ＣＩｏＴ）のＵＥ向けクラウドサ
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ービスプロバイダ（ＣＳＰ）としても構成されてよい。
【００１９】
　コアネットワーク１１０はさらに、インターネットプロトコル（ＩＰ）マルチメディア
サブシステム（ＩＭＳ）１１４に通信可能に結合されるように示されている。ＩＭＳ１１
４は、従来の電話通信、ファックス、電子メール、インターネットアクセス、ボイスオー
バーＩＰ（ＶｏＩＰ）、インスタントメッセージ（ＩＭ）、ビデオ会議セッション、及び
ビデオオンデマンド（ＶＯＤ）などのパケット通信用に、ＩＰの使用を可能にすることが
できる通信事業者の統合ネットワークを含む。
【００２０】
　図２は、いくつかの実施形態に従って、ＬＴＥネットワークのコンポーネントのアーキ
テクチャを示す。この例では、（サブ）システム２００が、ＬＴＥネットワークに進化型
パケットシステム（ＥＰＳ）を含み、したがって、Ｓ１インタフェース２１５を介して通
信可能に結合されたＥ－ＵＴＲＡＮ２１０及びＥＰＣネットワーク２２０を含む。この例
示では、Ｅ－ＵＴＲＡＮ２１０及びＥＰＣネットワーク２２０のコンポーネントの一部だ
けが示されている。後述される要素のいくつかは、「モジュール」又は「ロジック」と呼
ばれることがある。本明細書で言及されるように、「モジュール」又は「ロジック」は、
ハードウェア（回路など）、ソフトウェア（プログラムドライバなど）、又はこれらの組
み合わせ（プログラム制御の演算処理装置など）を表すことができる。
【００２１】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ２１０は、１つ又は複数のＵＥ（例えば、ＵＥ１０２）と通信するため
のｅＮｏｄｅＢ２１２（これは、基地局として動作することができる）を含む。ｅＮｏｄ
ｅＢ２１２は、この例において、マクロｅＮｏｄｅＢ及び低電力（ＬＰ）ｅＮｏｄｅＢを
含むように示されている。これらのｅＮｏｄｅＢ２１２のうちいずれかが無線インタフェ
ースプロトコルを終端することができ、ＵＥ１０２の最初の接点となり得る。いくつかの
実施形態において、これらのｅＮｏｄｅＢ２１２のうちいずれかが、限定されないが、無
線ベアラ管理、アップリンク及びダウンリンクの動的な無線リソース管理並びにデータパ
ケットスケジューリング、そしてモビリティ管理などの無線ネットワークコントローラ（
ＲＮＣ）機能を含む、Ｅ－ＵＴＲＡＮ２１０の様々な論理機能を遂行することができる。
ｅＮｏｄｅＢ２１２など、ＥＰＳ／ＬＴＥネットワークにおけるｅＮｏｄｅＢは、ＥＰＣ
ネットワーク２２０と通信するために別個のコントローラ（すなわち、ＲＮＣ）を利用し
ない。他の実施形態において、ＲＡＮは、他の特定プロトコルを利用して、ＢＳとコアネ
ットワーク１１０との間の通信を可能にするためにＲＮＣを含んでよい。
【００２２】
　いくつかの実施形態によると、ＵＥ１０２は、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）
通信技術、又はシングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）通信技術などの
様々な通信技術に従い、マルチキャリア通信チャネル上で複数のｅＮｏｄｅＢ２１２のう
ちいずれかと、直交周波数分割多重方式（ＯＦＤＭ）の通信信号を用いて通信するように
構成されてよいが、実施形態の範囲はこの点において限定されない。ＯＦＤＭ信号は、複
数の直交サブキャリアを含んでよい。
【００２３】
　いくつかの実施形態によると、ＵＥ１０２は、複数のｅＮｏｄｅＢ２１２のうちいずれ
かからの１つ又は複数の信号の受信に基づいて、同期基準時間を決定するように構成され
てよい。ＵＥ１０２は、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡ、又は他の多元接続方式を用いて、
他のＵＥとのデバイスツーデバイス（Ｄ２Ｄ）通信又は近接ベースのサービス（ＰｒｏＳ
Ｅ）通信をサポートするようにも構成されてよい。
【００２４】
　Ｓ１インタフェース２１５は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ２１０とＥＰＣネットワーク２２０とを
分離するインタフェースである。このインタフェースは、２つの部分、すなわち、ｅＮｏ
ｄｅＢ２１２とサービングゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）２２４との間のトラフィックデータ
を伝達するＳ１－Ｕと、ｅＮｏｄｅＢ２１２と１つ又は複数のモビリティ管理エンティテ



(11) JP 2018-515967 A 2018.6.14

10

20

30

40

50

ィ（ＭＭＥ）２２２との間のシグナリングインタフェースであるＳ１－ＭＭＥとに分割さ
れる。Ｘ２インタフェースは、ｅＮｏｄｅＢ２１２間のインタフェースである。Ｘ２イン
タフェースは、Ｘ２－Ｃ及びＸ２－Ｕという２つの部分（不図示）を含んでよい。Ｘ２－
Ｃは、ｅＮｏｄｅＢ２１２間の制御プレーンインタフェースであり、Ｘ２－Ｕは、ｅＮｏ
ｄｅＢ２１２間のユーザプレーンインタフェースである。
【００２５】
　セルラーネットワークによって、低電力セルが、屋外の信号が十分に届かない屋内エリ
アまでカバレッジを拡大するために、又は、電話の利用が非常に混んでいる鉄道の駅など
のエリアにネットワークキャパシティを追加するために用いられ得る。本明細書で用いら
れるとき、「ＬＰ　ｅＮｏｄｅＢ」という用語は、ネットワークの末端においてフェムト
セル、ピコセル、マイクロセルなどの狭いセル（すなわち、マクロセルより狭い）を実装
するための、相対的に低電力の任意の好適なｅＮｏｄｅＢ２１２を意味する。フェムトセ
ルのｅＮｏｄｅＢは通常、モバイルネットワーク事業者により、その住宅向け顧客又は企
業向け顧客に提供される。フェムトセルは通常、住宅向けゲートウェイのサイズ又はそれ
より小さいサイズであり、一般に、ユーザのブロードバンド回線に接続される。フェムト
セルは、コンセントにつなぐと、モバイル事業者のモバイルネットワークに接続し、住宅
向けフェムトセルの場合、通常３０～５０メートルの範囲に追加カバレッジを提供する。
したがって、ＬＰ　ｅＮｏｄｅＢはパケットデータネットワークゲートウェイ（Ｐ－ＧＷ
）２２６を通じて結合されるので、フェムトセルのｅＮｏｄｅＢである場合がある。同様
に、ピコセルは、建物内（オフィス、ショッピングモール、鉄道の駅など）又は近年では
航空機内など、通常小さいエリアを対象とする無線通信システムである。ピコセルｅＮｏ
ｄｅＢは概して、自らの基地局コントローラ（ＢＳＣ）機能を介して、マクロｅＮｏｄｅ
Ｂなど、別のｅＮｏｄｅＢ２１２にＸ２リンクを通じて接続することができる。したがっ
て、ＬＰ　ｅＮｏｄｅＢは、Ｘ２インタフェースを介してマクロｅＮｏｄｅＢに結合され
るので、ピコセルｅＮｏｄｅＢで実装されてよい。ピコセルｅＮｏｄｅＢ又は他のＬＰ　
ｅＮｏｄｅＢは、マクロｅＮｏｄｅＢの一部の機能又は全ての機能を組み込むことができ
る。場合によっては、ピコセルｅＮｏｄｅＢは、アクセスポイント基地局（ＡＰ　ＢＳ）
又は企業向けフェムトセルと呼ばれることがある。
【００２６】
　ＵＥ１０２は起動するとセル選択を行い、その動作全体にわたりセル再選択を行う。Ｕ
Ｅ１０２は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ２１０により提供されるセル（例えば、マクロセル又はピコ
セル）を検索する。セル再選択プロセスの間、ＵＥ１０２は近隣のセルごとに参照信号強
度（例えば、参照信号受信電力／参照信号受信品質（ＲＳＲＰ／ＲＳＲＱ））を測定し、
この測定に基づいてセルを選択する（例えば、最も高いＲＳＲＰ値を有するセルを選択す
る）ことができる。ＵＥ１０２は、セルを選択した後に、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）
を読み出すことで、セルのアクセスのしやすさを検証することができる。ＵＥ１０２は、
選択したセルのＭＩＢを読み出すことができない場合、選択したセルを破棄して、好適な
セルが検出されるまで上記プロセスを繰り返すことができる。
【００２７】
　無線リソース制御（ＲＲＣ）状態は、ＵＥ１０２のＲＲＣレイヤがＥ－ＵＴＲＡＮ２１
０のＲＲＣレイヤに論理的に接続されているかを示す。ＵＥ１０２がセルに通信可能に結
合された後、そのＲＲＣ状態はＲＲＣ＿ＩＤＬＥになる。ＵＥ１０２が送信又は受信する
データパケットを有する場合、そのＲＲＣ状態はＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤになる。Ｕ
Ｅ１０２は、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態の場合、自らを異なるセルに関連付けることができる
。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、ダウンリンクリソースグリッドが、複数のｅＮｏｄｅＢ
２１２のうちいずれかからＵＥ１０２へのダウンリンク送信に用いられてよく、ＵＥ１０
２から複数のｅＮｏｄｅＢ２１２のうちいずれかへのアップリンク送信は、類似の手法を
利用することができる。このグリッドは、時間－周波数グリッドであってよく、リソース



(12) JP 2018-515967 A 2018.6.14

10

20

30

40

50

グリッド、又は時間－周波数リソースグリッドと呼ばれることがあり、各スロットのダウ
ンリンクにおける物理リソースである。そのような時間－周波数プレーン表現は、ＯＦＤ
Ｍシステムでは一般的なことであり、これにより、無線リソース割り当てが直観的に行わ
れる。リソースグリッドの各列及び各行は、１つのＯＦＤＭシンボル及び１つのＯＦＤＭ
サブキャリアにそれぞれ対応する。時間ドメインにおけるリソースグリッドの継続時間は
、無線フレーム内の１つのスロットに対応する。リソースグリッドにおける最小の時間－
周波数単位は、リソース要素によって表される。各リソースグリッドは複数のリソースブ
ロックを含み、これらのリソースブロックは、特定の物理チャネルのリソース要素へのマ
ッピングを表す。各リソースブロックはリソース要素の集合を含み、これは、周波数ドメ
インにおいて、現在割り当てられ得る最小数量のリソースを表す。そのようなリソースブ
ロックを用いて伝達される、いくつかの異なる物理ダウンリンクチャネルが存在する。
【００２９】
　物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）は、ユーザデータ及び上位レイヤシグナ
リングをＵＥ１０２に伝達する。物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）は、とり
わけ、ＰＤＳＣＨチャネルに関連した伝送形式及びリソース割り当てについての情報を伝
達する。ＰＤＣＣＨは、アップリンク共有チャネルに関連した、伝送形式、リソース割り
当て、及びＨ－ＡＲＱ（ハイブリッド自動再送要求）情報についてもＵＥ１０２に通知す
る。通常、ダウンリンクスケジューリング（制御チャネル及び共有チャネルのリソースブ
ロックをセル内のＵＥ１０２に割り当てること）は、ＵＥ１０２から複数のｅＮｏｄｅＢ
２１２のうちいずれかにフィードバックされるチャネル品質情報に基づいて、複数のｅＮ
ｏｄｅＢ２１２のうちいずれかで行われ、次に、ダウンリンクリソース割り当て情報が、
ＵＥ１０２に用いられる（ＵＥ１０２に割り当てられる）制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）に
よってＵＥ１０２に送信される。
【００３０】
　ＰＤＣＣＨは、制御チャネル要素（ＣＣＥ）を使用して制御情報を伝達する。リソース
要素にマッピングされる前に、ＰＤＣＣＨの複素数値シンボルは最初に４組に編成され、
次に、これらがレートマッチングのためにサブブロックインターリーバを用いて並べ替え
られる。各ＰＤＣＣＨは、これらのＣＣＥのうち１つ又は複数を用いて送信され、各ＣＣ
Ｅは、リソース要素グループ（ＲＥＧ）として知られる４つの物理リソース要素からなる
９つのセットに対応する。４つの４位相偏移変調（ＱＰＳＫ）シンボルが、各ＲＥＧにマ
ッピングされる。ＰＤＣＣＨは、ダウンリンク制御情報（ＤＣＩ）のサイズ及びチャネル
状態に応じて、１つ又は複数のＣＣＥを用いて送信されてよい。異なる数のＣＣＥ（例え
ば、アグリゲーションレベル、Ｌ＝１、２、４、又は８）を有し、ＬＴＥで規定される、
４つ又はそれより多くの異なるＰＤＣＣＨフォーマットが存在してよい。
【００３１】
　ＥＰＣネットワーク２２０は、ＭＭＥ２２２と、Ｓ－ＧＷ２２４と、Ｐ－ＧＷ２２６と
、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）２２８とを含む。ＭＭＥ２２２は、機能において、レガ
シーのサービング汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）サポートノード（ＳＧＳＮ）の
制御プレーンに類似している。ＭＭＥ２２２は、ゲートウェイ選択及びトラッキングエリ
アリストの管理など、アクセスに関するモビリティ態様を管理する。ＨＳＳ２２８は、加
入契約関連の情報を含むネットワークユーザのデータベースを有し、ネットワークエンテ
ィティの通信セッション処理をサポートする。ＥＰＣネットワーク２２０は、モバイル加
入者の数、機器のキャパシティ、ネットワークの構成などに応じて、１つ又はいくつかの
ＨＳＳ２２８を含んでよい。例えば、ＨＳＳ２２８は、ルーティング／ローミング、認証
、許可、名前／アドレス解決、位置依存などのサポートを提供することができる。
【００３２】
　Ｓ－ＧＷ２２４は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ２１０に向いたインタフェースを終端し、Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮ２１０とＥＰＣネットワーク２２０との間でデータパケットをルーティングする。
さらに、Ｓ－ＧＷ２２４は、ｅＮｏｄｅＢ間ハンドオーバ用のローカルモビリティアンカ
ーポイントであってよく、３ＧＰＰ間モビリティ用のアンカーも提供することができる。
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他の役割には、合法のインターセプト、課金、及び何らかのポリシー適用が含まれてよい
。
【００３３】
　Ｓ－ＧＷ２２４、ＭＭＥ２２２、及びＨＳＳ２２８は、１つの物理ノード又は別個の複
数の物理ノードに実装されてよい。Ｐ－ＧＷ２２６は、パケットデータネットワーク（Ｐ
ＤＮ）に向いたＳＧｉインタフェース（不図示）を終端する。Ｐ－ＧＷ２２６は、ＥＰＣ
ネットワーク２２０と外部ネットワーク（例えば、インターネット１１２）との間でデー
タパケットをルーティングし、ポリシー適用及びデータ収集への課金のためのキーノード
になり得る。Ｐ－ＧＷ２２６及びＳ－ＧＷ２２４は、１つの物理ノード又は分離した複数
の物理ノードに実装されてよい。この実施形態では、ＥＰＣネットワーク２２０は、アプ
リケーションサーバ１１６に通信可能に結合されるように示されており、パケットデータ
はＰ－ＧＷ２２６を介して交換され得る。
【００３４】
　図３は、いくつかの実施形態に従って、ＵＥデバイス３００の例示的なコンポーネント
を示す。いくつかの実施形態において、ＵＥデバイス３００は、アプリケーション回路３
０２と、ベースバンド回路３０４と、無線周波数（ＲＦ）回路３０６と、フロントエンド
モジュール（ＦＥＭ）回路３０８と、１つ又は複数のアンテナ３１０とを含んでよく、こ
れらは共に少なくとも示されるように結合される。いくつかの実施形態において、ＵＥデ
バイス３００は、例えば、メモリ／ストレージ、ディスプレイ、カメラ、センサ、及び／
又は入力／出力（Ｉ／Ｏ）インタフェースなど、追加の要素を含んでよい。
【００３５】
　アプリケーション回路３０２は、１つ又は複数のアプリケーションプロセッサを含んで
よい。例えば、アプリケーション回路３０２は、限定されないが、１つ又は複数のシング
ルコアプロセッサ若しくはマルチコアプロセッサなどの回路を含んでよい。プロセッサは
、汎用プロセッサと専用プロセッサ（例えば、グラフィックスプロセッサ、アプリケーシ
ョンプロセッサなど）の任意の組み合わせを含んでよい。これらのプロセッサは、メモリ
／ストレージに結合されてよく、及び／又はメモリ／ストレージを含んでよく、様々なア
プリケーション及び／又はオペレーティングシステムがシステム上で実行されることを可
能にするために、メモリ／ストレージに格納された命令を実行するように構成されてよい
。
【００３６】
　ベースバンド回路３０４は、限定されないが、１つ又は複数のシングルコアプロセッサ
若しくはマルチコアプロセッサなどの回路を含んでよい。ベースバンド回路３０４は、Ｒ
Ｆ回路３０６の受信信号経路から受信したベースバンド信号を処理して、ＲＦ回路３０６
の送信信号経路用のベースバンド信号を生成するために、１つ又は複数のベースバンドプ
ロセッサ及び／又は制御ロジックを含んでよい。ベースバンド回路３０４は、ベースバン
ド信号の生成及び処理、並びにＲＦ回路３０６の動作制御のために、アプリケーション回
路３０２とインタフェース接続することができる。例えば、いくつかの実施形態において
、ベースバンド回路３０４は、第２世代（２Ｇ）のベースバンドプロセッサ３０４ａ、第
３世代（３Ｇ）のベースバンドプロセッサ３０４ｂ、第４世代（４Ｇ）のベースバンドプ
ロセッサ３０４ｃ、及び／又は、他の既存世代、開発中若しくは今後開発される世代（例
えば、第５世代（５Ｇ）、６Ｇなど）用の他のベースバンドプロセッサ３０４ｄを含んで
よい。ベースバンド回路３０４（例えば、ベースバンドプロセッサ３０４ａ～ｄのうち１
つ又は複数）は、１つ又は複数の無線ネットワークとのＲＦ回路３０６を介した通信を可
能にする様々な無線制御機能を用いることができる。無線制御機能は、限定されないが、
信号変調／復調、符号化／復号化、無線周波数偏移などを含んでよい。いくつかの実施形
態において、ベースバンド回路３０４の変調／復調回路は、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）
、プリコーディング、及び／又は、コンステレーションマッピング／マッピング解除機能
を含んでよい。いくつかの実施形態において、ベースバンド回路３０４の符号化／復号化
回路は、畳み込み、テールバイティング畳み込み、ターボ、ビタビ、及び／又は、低密度
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パリティチェック（ＬＤＰＣ）エンコーダ／デコーダ機能を含んでよい。変調／復調及び
エンコーダ／デコーダ機能の実施形態は、これらの例に限定されず、他の実施形態におい
て他の好適な機能を含んでよい。
【００３７】
　いくつかの実施形態において、ベースバンド回路３０４は、例えば、物理（ＰＨＹ）、
媒体アクセス制御（ＭＡＣ）、無線リンク制御（ＲＬＣ）、パケットデータコンバージェ
ンスプロトコル（ＰＤＣＰ）、及び／又はＲＲＣ要素を含む、例えばＥＵＴＲＡＮプロト
コルの要素など、プロトコルスタックの要素を含んでよい。ベースバンド回路３０４の中
央処理装置（ＣＰＵ）３０４ｅは、ＰＨＹレイヤ、ＭＡＣレイヤ、ＲＬＣレイヤ、ＰＤＣ
Ｐレイヤ、及び／又はＲＲＣレイヤのシグナリングのために、プロトコルスタックの要素
を実行するように構成されてよい。いくつかの実施形態において、ベースバンド回路３０
４は、１つ又は複数のオーディオデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）３０４ｆを含んでよ
い。オーディオＤＳＰ３０４ｆは、圧縮／解凍及びエコーキャンセル用の要素であってよ
く、又はそれらの要素を含んでよく、他の実施形態において他の好適な処理要素を含んで
よい。いくつかの実施形態において、ベースバンド回路３０４のコンポーネントは、単一
のチップ、単一のチップセットに適切に組み合わされてよく、又は同じ回路基板上に配置
されてよい。いくつかの実施形態において、ベースバンド回路３０４及びアプリケーショ
ン回路３０２の構成コンポーネントの一部又は全てが、例えば、システムオンチップ（Ｓ
ＯＣ）などに共に実装されてよい。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、ベースバンド回路３０４は、１つ又は複数の無線技術と
互換性のある通信を提供することができる。例えば、いくつかの実施形態において、ベー
スバンド回路３０４は、進化型ユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク（ＥＵＴＲ
ＡＮ）及び／又は他の無線メトロポリタンエリアネットワーク（ＷＭＡＮ）、無線ローカ
ルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）と
の通信をサポートすることができる。ベースバンド回路３０４が１つより多くの無線プロ
トコルの無線通信をサポートするように構成される実施形態は、マルチモードベースバン
ド回路３０４と呼ばれことがある。
【００３９】
　ＲＦ回路３０６は、非固体媒体を通じた変調電磁放射を用いて、無線ネットワークとの
通信を可能にすることができる。様々な実施形態において、ＲＦ回路３０６は、無線ネッ
トワークとの通信を容易にするために、スイッチ、フィルタ、増幅器などを含んでよい。
ＲＦ回路３０６は受信信号経路を含んでよく、この受信信号経路はＦＥＭ回路３０８から
受信したＲＦ信号をダウンコンバートして、ベースバンド信号をベースバンド回路３０４
に提供する回路を含んでよい。ＲＦ回路３０６は送信信号経路も含んでよく、この送信信
号経路はベースバンド回路３０４により提供されるベースバンド信号をアップコンバート
して、送信のためにＲＦ出力信号をＦＥＭ回路３０８に提供する回路を含んでよい。
【００４０】
　いくつかの実施形態において、ＲＦ回路３０６は、受信信号経路及び送信信号経路を含
んでよい。ＲＦ回路３０６の受信信号経路は、ミキサ回路３０６ａと、増幅器回路３０６
ｂと、フィルタ回路３０６ｃとを含んでよい。ＲＦ回路３０６の送信信号経路は、フィル
タ回路３０６ｃと、ミキサ回路３０６ａとを含んでよい。ＲＦ回路３０６は、受信信号経
路及び送信信号経路のミキサ回路３０６ａが使用する周波数を合成するためのシンセサイ
ザ回路３０６ｄも含んでよい。いくつかの実施形態において、受信信号経路のミキサ回路
３０６ａは、シンセサイザ回路３０６ｄにより提供される合成周波数に基づいて、ＦＥＭ
回路３０８から受信するＲＦ信号をダウンコンバートするように構成されてよい。増幅器
回路３０６ｂは、ダウンコンバート信号を増幅するように構成されてよく、フィルタ回路
３０６ｃは、ダウンコンバート信号から不要な信号を除去して、出力ベースバンド信号を
生成するように構成されたローパスフィルタ（ＬＰＦ）又はバンドパスフィルタ（ＢＰＦ
）であってよい。出力ベースバンド信号は、さらに処理するためにベースバンド回路３０



(15) JP 2018-515967 A 2018.6.14

10

20

30

40

50

４に提供されてよい。いくつかの実施形態において、出力ベースバンド信号は、ゼロ周波
数のベースバンド信号であってよい。いくつかの実施形態において、受信信号経路のミキ
サ回路３０６ａはパッシブミキサを含んでよいが、実施形態の範囲はこの点において限定
されない。
【００４１】
　いくつかの実施形態において、送信信号経路のミキサ回路３０６ａは、シンセサイザ回
路３０６ｄにより提供される合成周波数に基づいて、入力ベースバンド信号をアップコン
バートして、ＦＥＭ回路３０８用のＲＦ出力信号を生成するように構成されてよい。ベー
スバンド信号は、ベースバンド回路３０４により提供されてよく、フィルタ回路３０６ｃ
によりフィルタリングされてよい。フィルタ回路３０６ｃはローパスフィルタ（ＬＰＦ）
を含んでよいが、実施形態の範囲はこの点において限定されない。
【００４２】
　いくつかの実施形態において、受信信号経路のミキサ回路３０６ａ及び送信信号経路の
ミキサ回路３０６ａは、２つ又はそれより多くのミキサを含んでよく、直交ダウンコンバ
ージョン及び／又は直交アップコンバージョン用にそれぞれ構成されてよい。いくつかの
実施形態において、受信信号経路のミキサ回路３０６ａ及び送信信号経路のミキサ回路３
０６ａは、２つ又はそれより多くのミキサを含んでよく、イメージ除去（例えば、ハート
レー型イメージ除去）用に構成されてよい。いくつかの実施形態において、受信信号経路
のミキサ回路３０６ａ及び送信信号経路のミキサ回路３０６ａは、ダイレクトダウンコン
バージョン及び／又はダイレクトアップコンバージョン用にそれぞれ構成されてよい。い
くつかの実施形態において、受信信号経路のミキサ回路３０６ａ及び送信信号経路のミキ
サ回路３０６ａは、スーパーヘテロダイン動作用に構成されてよい。
【００４３】
　いくつかの実施形態において、出力ベースバンド信号及び入力ベースバンド信号はアナ
ログベースバンド信号であってよいが、実施形態の範囲はこの点において限定されない。
いくつかの代替的な実施形態において、出力ベースバンド信号及び入力ベースバンド信号
は、デジタルベースバンド信号であってよい。これらの代替的な実施形態において、ＲＦ
回路３０６は、アナログデジタル変換器（ＡＤＣ）回路及びデジタルアナログ変換器（Ｄ
ＡＣ）回路を含んでよく、ベースバンド回路３０４は、ＲＦ回路３０６と通信するために
デジタルベースバンドインタフェースを含んでよい。
【００４４】
　いくつかのデュアルモードの実施形態において、別個の無線集積回路（ＩＣ）の回路が
、各スペクトルの信号を処理するために提供されてよいが、実施形態の範囲はこの点にお
いて限定されない。
【００４５】
　いくつかの実施形態において、シンセサイザ回路３０６ｄは、フラクショナルＮシンセ
サイザ又はフラクショナルＮ／Ｎ＋１シンセサイザであってよいが、他のタイプの周波数
シンセサイザが好適な場合があるので、実施形態の範囲はこの点において限定されない。
例えば、シンセサイザ回路３０６ｄは、デルタシグマ型シンセサイザ、周波数乗算器、又
は位相同期ループを含んだ周波数分周器付きのシンセサイザであってよい。
【００４６】
　シンセサイザ回路３０６ｄは、周波数入力及び分周器制御入力に基づいて、ＲＦ回路３
０６のミキサ回路３０６ａが使用する出力周波数を合成するように構成されてよい。いく
つかの実施形態において、シンセサイザ回路３０６ｄは、フラクショナルＮ／Ｎ＋１シン
セサイザであってよい。
【００４７】
　いくつかの実施形態において、周波数入力は、電圧制御発振器（ＶＣＯ）により提供さ
れてよい。分周器制御入力は、必要な出力周波数に応じて、ベースバンド回路３０４又は
アプリケーションプロセッサ３０２により提供されてよい。いくつかの実施形態において
、分周器制御入力（例えば、Ｎ）は、アプリケーションプロセッサ３０２により示される
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チャネルに基づいて、ルックアップテーブルから決定されてよい。
【００４８】
　ＲＦ回路３０６のシンセサイザ回路３０６ｄは、分周器と、遅延同期ループ（ＤＬＬ）
と、マルチプレクサと、位相アキュムレータとを含んでよい。いくつかの実施形態におい
て、分周器はデュアルモジュラス分周器（ＤＭＤ）であってよく、位相アキュムレータは
デジタル位相アキュムレータ（ＤＰＡ）であってよい。いくつかの実施形態において、Ｄ
ＭＤは、入力信号を（例えば、キャリーアウトに基づいて）Ｎ又はＮ＋１で分周して、フ
ラクショナル分周比を提供するように構成されてよい。いくつかの例示的な実施形態にお
いて、ＤＬＬは、カスケード接続されたチューニング可能な遅延素子のセットと、位相検
出器と、チャージポンプと、Ｄ型フリップフロップとを含んでよい。これらの実施形態に
おいて、遅延素子は、ＶＣＯ周期をＮｄ個の位相の等しいパケットに分割するように構成
されてよく、Ｎｄは遅延線における遅延素子の数である。この方法において、ＤＬＬは負
帰還をもたらし、遅延線を通した総遅延が必ずＶＣＯの１サイクルになるようにするのに
役立つ。
【００４９】
　いくつかの実施形態において、シンセサイザ回路３０６ｄは、出力周波数として搬送周
波数を生成するように構成されてよいが、他の実施形態において、出力周波数は、複数の
搬送周波数（例えば、搬送周波数の２倍、搬送周波数の４倍）であってよく、互いに対し
て複数の異なる位相を有する搬送周波数において複数の信号を生成するために、直交位相
発生器及び分周器回路とともに用いられてよい。いくつかの実施形態において、出力周波
数はＬＯ周波数（ｆＬＯ）であってよい。いくつかの実施形態において、ＲＦ回路３０６
は、ＩＱ／極座標変換器を含んでよい。
【００５０】
　ＦＥＭ回路３０８は受信信号経路を含んでよく、受信信号経路は、１つ又は複数のアン
テナ３１０から受信されるＲＦ信号を処理し、その受信信号を増幅し、さらに処理するた
めに増幅した形の受信信号をＲＦ回路３０６に提供するように構成された回路を含んでよ
い。ＦＥＭ回路３０８は送信信号経路も含んでよく、送信信号経路は、１つ又は複数のア
ンテナ３１０のうち１つ又は複数により送信するために、ＲＦ回路３０６により提供され
る送信用の信号を増幅するように構成された回路を含んでよい。
【００５１】
　いくつかの実施形態において、ＦＥＭ回路３０８は、送信モード動作と受信モード動作
を切り替えるＴＸ／ＲＸスイッチを含んでよい。ＦＥＭ回路３０８は、受信信号経路及び
送信信号経路を含んでよい。ＦＥＭ回路３０８の受信信号経路は、受信ＲＦ信号を増幅し
、増幅した受信ＲＦ信号を出力として（例えば、ＲＦ回路３０６に）供給する低雑音増幅
器（ＬＮＡ）を含んでよい。ＦＥＭ回路３０８の送信信号経路は、（例えば、ＲＦ回路３
０６により提供される）入力ＲＦ信号を増幅する電力増幅器（ＰＡ）と、（例えば、１つ
又は複数のアンテナ３１０のうち１つ又は複数による）次の送信のためにＲＦ信号を生成
する１つ又は複数のフィルタとを含んでよい。
【００５２】
　図４Ａは、いくつかの実施形態による、モバイルターミネーション（ＭＴ）及び端末機
器（ＴＥ）の機能ブロックとしてのＵＥデバイスの例示である。ＵＥ４００が、端末アダ
プタ（ＴＡ）４０６を介して通信可能に結合されるＴＥ４０２及びＭＴ４０４を含むよう
に示されている。いくつかの実施形態において、ＴＥ４０２はアプリケーション回路（例
えば、図３のＵＥ３００のアプリケーション回路３０２）を含み、ＭＴ４０４はベースバ
ンド回路（例えば、図３のＵＥ３００のベースバンド回路３０４）を含む。１つ又は複数
のアプリケーション４１０は１つ又は複数のＰＤＮ接続を利用することができ、データを
ＴＥ４０２に送信し、アプリケーションタイプ（例えば、ウェブブラウザ、ストリーミン
グアプリケーションなど）、アプリケーション４１０のサービス品質（ＱｏＳ）パラメー
タなどを示すことができる。ＭＴ４０４は、図１及び／又は図２に示されるコンポーネン
ト（例えば、図２のＥ－ＵＴＲＡＮ２１０及びＥＰＣ２２０のコンポーネント）のうちい



(17) JP 2018-515967 A 2018.6.14

10

20

30

40

50

ずれかを介して、１つ又は複数のネットワーク４１２と対話することができる。
【００５３】
　ＵＥ４００の　　抽象アーキテクチャは、様々な方法で物理的に実装されてよい。いく
つかの実施形態において、ＴＥ４０２、ＭＴ４０４、及びＴＡ４０６は、３つの別個のエ
ンティティとして実装される。いくつかの実施形態において、ＴＡ４０６はＭＴ４０４の
カバー（ｃｏｖｅｒ）のもとに統合され、ＴＥ４０２は別個のエンティティとして実装さ
れる。いくつかの実施形態において、ＴＡ４０６はＴＥ４０２のカバーのもとに統合され
、ＭＴ４０４は別個のエンティティとして実装される。いくつかの実施形態において、Ｔ
Ａ４０６及びＭＴ４０４はＴＥ４０２のカバーのもとに、単一のエンティティとして統合
される。
【００５４】
　図４Ｂは、いくつかの実施形態に従って、ＵＥ４００デバイスのＭＴ４０４及びＴＥ４
０２が情報を交換するプロセスのフロー図を示す。本明細書で示されるようなプロセスフ
ロー図及び論理フロー図が、様々なプロセスアクションの順序に関する例を提供する。ア
クションが特定の順序又は順番で示されるが、他に指定されない限り、アクションの順番
は変更されてよい。したがって、説明され示される実装は、例としてだけ理解されるべき
であり、示されるプロセスは異なる順番で行われてよく、いくつかのアクションは並行し
て行われてよい。さらに、１つ又は複数のアクションが様々な実施形態において省略され
てよく、したがって、全てのアクションがあらゆる実装において実行されるとは限らない
。他のプロセスフローが可能である。
【００５５】
　１つ又は複数のアプリケーション４１０は、ＰＤＮを利用するために、ＵＥ４００を介
して実行されてよい。１つ又は複数のアプリケーション４１０は、ＴＥ４０２がＭＴ４０
４を制御するためのコマンド（動作４５１として示される）を示すことができる。ＴＥ４
０２は、アテンション（ＡＴ）コマンド（動作４５２として示される）をＴＡ４０６に送
信することができ、次にこのコマンドはＭＴ制御コマンド（動作４５３として示される）
として構文解析される。
【００５６】
　ＡＴコマンドは、例えば、一般コマンド、コール制御コマンド、ネットワークサービス
関連のコマンド、ＭＴ制御及びステータスコマンド、ＭＴエラーのリザルトコード、パケ
ットドメイン用のコマンド、音声グループコールサービス（ＶＧＣＳ）及び音声ブロード
キャストサービス（ＶＢＳ）用のコマンド、並びに汎用加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ
）のアプリケーションツールキットのコマンドを含んでよい。
【００５７】
　ＭＴ４０４は、１つ又は複数のネットワーク４１２との間で信号データを送信及び受信
することができ（それぞれ動作４５４及び４６１として示される）、そのデータには、Ｐ
ＤＮ接続を確立して、ＵＥ４００が移動するときにＰＤＮ接続を維持するための非アクセ
ス層（ＮＡＳ）メッセージが含まれる。ＭＴ４０４は、ＭＴステータスメッセージをＴＡ
４０６に送信することができ（動作４６２として示される）、ＴＡ４０６はこれをＡＴコ
マンドへの応答としてＴＥ４０２に送信する（動作４６３として示される）。これらの応
答からのデータは次に、１つ又は複数のアプリケーション４１０に送信されてよい（動作
４６４として示される）。
【００５８】
　したがって、ＡＴコマンドは、ＴＥ４０２がＭＴ４０４を制御する方法を提供する。Ｕ
Ｅ４００は、セルラーネットワーク及び／又は非セルラーネットワーク（例えば、ＷＬＡ
Ｎ）に結合されてよい。ＵＥ４００が最初にセルラーネットワークに結合され、次に非セ
ルラーネットワークにも接続する場合、ＵＥ４００はトラフィックオフロード、すなわち
、ＰＤＮ接続の非セルラーネットワークへのオフロードを行うことができる。セルラーネ
ットワークのコンポーネント（例えば、図２のＰＧＷ２２６）は、どのＰＤＮ接続が非セ
ルラーネットワークにオフロードされるべきかを決めて、この情報を１つ又は複数のＮＡ
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Ｓメッセージを介してＭＴ４０４に提供することができる。
【００５９】
　いくつかの実施形態において、ＴＥ４０２により送信される既存のＡＴコマンドと、こ
れらのコマンドに関連した、ＭＴ４０４により送信される応答とが、これらにより、どの
ＰＤＮ接続が非セルラーネットワークにオフロードされ得るかをＴＥ４０２に示すことが
できるように変更される。
【００６０】
　図５Ａ～図５Ｃは、いくつかの実施形態による、変更されたＡＴコマンドのコマンド／
応答テーブルを示す。後述されるように、これらの変更されたＡＴコマンドにより、特定
のＰＤＮ接続のオフロード能力特性を示すデータをＴＥ４０２が受信することが可能にな
り、ＰＤＮ接続の個々の１次及び２次パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキスト
のＷＬＡＮオフロード特性をＴＥが単独で照会して決定することも可能になる。後述され
るコマンド／応答テーブルは、３ＧＰＰ（ＬＴＥ）プロトコル、レガシーの３ＧＰＰ　Ｕ
ＭＴＳ地上波無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）のネットワークプロトコルなど、
様々なセルラー通信プロトコルに用いることができる。
【００６１】
　コマンド／応答テーブルを示す目的のために、以下の構文上の定義が適用される。
【００６２】
　＜ＣＲ＞：改行復帰文字であり、値がコマンドＳ３で指定される。
【００６３】
　＜ＬＦ＞：改行文字であり、値がコマンドＳ４で指定される。
【００６４】
　＜...＞：アングルブラケットで囲まれた名前が構文上の要素であり、ブラケット自体
はコマンドラインに現れない。
【００６５】
　［...］：コマンドのオプションのサブパラメータ、又はＴＡ情報応答のオプション部
分が、スクエアブラケットで囲まれる。ブラケット自体はコマンドラインに現れない。サ
ブパラメータがパラメータタイプコマンドに与えられない場合、新たな値は、その前の値
に等しい。アクションタイプコマンドでは、サブパラメータの推奨初期設定に基づいて、
アクションが行われるべきである。
【００６６】
　下線：下線付きで規定されたサブパラメータ値は、このサブパラメータの推奨初期設定
である。パラメータタイプコマンドでは、この値は、例えば、ＩＴＵ‐Ｔ勧告Ｖ．２５０
の「Ｓｅｒｉａｌ　ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｄｉａｌｉｎｇ　
ａｎｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ」により構成され得る出荷時設定において用いられるべきであり
、アクションタイプコマンドでは、この値は、サブパラメータが与えられない場合に用い
られるべきである。
【００６７】
　図５Ａは、ＡＴコマンドを報告（＋ＣＧＥＲＥＰ）するパケットドメインイベントのコ
マンド／応答テーブル５００を示す。この実施形態において、＋ＣＧＲＥＰコマンドは、
ＰＤＮ接続がアクティブ化される、非アクティブ化される、又は変更される場合、ＰＤＮ
接続のＷＬＡＮオフロード特性を提供するために更新される。
【００６８】
　より具体的には、＋ＣＧＲＥＰコマンドに関しては、セットコマンドが非請求リザルト
コードの送信を有効又は無効にする。＋ＣＧＥＶ：特定のイベントがパケットドメインＭ
Ｔ又はネットワークにおいて発生した場合に、ＭＴからＴＥにＸＸＸ。＜ｍｏｄｅ＞が、
このコマンド内で指定される非請求リザルトコードの処理を制御する。＜ｍｏｄｅ＞１又
は２が入力された場合、＜ｂｆｒ＞が、バッファに保留されたコードへの効果を制御する
。設定がＭＴによりサポートされない場合、ＥＲＲＯＲ又は＋ＣＭＥ　ＥＲＲＯＲが返さ
れる。可能な＜ｅｒｒ＞の値は、例えば、３ＧＰＰ　ＴＳ２７．００７「ユーザ機器（Ｕ
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Ｅ）用のＡＴコマンドセット（ＡＴ　Ｃｏｍｍａｎｄ　ｓｅｔ　ｆｏｒ　Ｕｓｅｒ　Ｅｑ
ｕｉｐｍｅｎｔ　（ＵＥ））」の下位条項９．２に規定される値を含む得るので、下位条
項９．２を参照のこと。
【００６９】
　読み出しコマンドが、現在のモード及びバッファ設定を返す。
【００７０】
　テストコマンドが、ＭＴによりサポートされるモード及びバッファ設定を合成値として
返す。
【００７１】
　規定値は以下の通りである。
　＜ｍｏｄｅ＞：整数型
　０．非請求リザルトコードをＭＴのバッファに保留する。ＭＴのリザルトコードバッフ
ァが満杯の場合、最も古いリザルトコードが破棄されてよい。どのコードもＴＥに転送さ
れない。
　１．ＭＴ‐ＴＥリンクが確保されている場合（例えば、オンラインデータモードの場合
）、非請求リザルトコードを破棄する。そうでなければ、非請求リザルトコードを直接Ｔ
Ｅに転送する。
　２．ＭＴ‐ＴＥリンクが確保されている場合（例えば、オンラインデータモードの場合
）、非請求リザルトコードをＭＴのバッファに保留し、ＭＴ‐ＴＥリンクが利用可能にな
った場合、非請求リザルトコードをＴＥにフラッシュする。そうでなければ、非請求リザ
ルトコードを直接ＴＥに転送する。
　＜ｂｆｒ＞：整数型
　０．＜ｍｏｄｅ＞１又は２が入力された場合、このコマンド内で規定される非請求リザ
ルトコードのＭＴバッファがクリアされる。
　１．＜ｍｏｄｅ＞１又は２が入力された場合、このコマンド内で規定される非請求リザ
ルトコードのＭＴバッファがＴＥにフラッシュされる（これらのコードをフラッシュする
前にＯＫ応答が与えられることになる）。
【００７２】
　規定イベントが、ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳ及びＬＴＥに有効である。
【００７３】
　ネットワークアタッチメントについては、以下の非請求リザルトコード及び対応するイ
ベントが規定される。
　＋ＣＧＥＶ：ＮＷ　ＤＥＴＡＣＨ
　ネットワークが、ＰＳデタッチを強制した。これは、全てのアクティブなコンテキスト
が非アクティブ化されたことを意味する。これらは、別々に報告されない。
　＋ＣＧＥＶ：ＭＥ　ＤＥＴＡＣＨ
　モバイルターミネーションが、ＰＳデタッチを強制した。これは、全てのアクティブな
コンテキストが非アクティブ化されたことを意味する。これらは、別々に報告されない。
【００７４】
　ＭＴクラスについては、以下の非請求リザルトコード及び対応するイベントが規定され
る。
　＋ＣＧＥＶ：ＮＷ　ＣＬＡＳＳ　＜ｃｌａｓｓ＞
　ネットワークがＭＴクラスの変更を強制した。利用可能な最大クラスが報告される（＋
ＣＧＣＬＡＳＳを参照）。パラメータ＜ｃｌａｓｓ＞のフォーマットは、コマンド＋ＣＧ
ＣＬＡＳＳ内に見られる。
　＋ＣＧＥＶ：ＭＥ　ＣＬＡＳＳ　＜ｃｌａｓｓ＞
　モバイルターミネーションが、ＭＴクラスの変更を強制した。利用可能な最大クラスが
報告される（＋ＣＧＣＬＡＳＳを参照）。パラメータ＜ｃｌａｓｓ＞のフォーマットは、
コマンド＋ＣＧＣＬＡＳＳ内に見られる。
【００７５】
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　ＰＤＰコンテキストのアクティブ化については、以下の非請求リザルトコード及び対応
するイベントが規定される。
　＋ＣＧＥＶ：ＮＷ　ＰＤＮ　ＡＣＴ　＜ｃｉｄ＞　［，＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞
］
　ネットワークが、コンテキストをアクティブ化した。このコンテキストは、ＧＳＭ（登
録商標）／ＵＭＴＳの１次ＰＤＰコンテキストを表す。このコンテキストの＜ｃｉｄ＞は
ＴＥに提供される。パラメータ＜ｃｉｄ＞のフォーマットは、コマンド＋ＣＧＤＣＯＮＴ
内に見られる。
　＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞：整数型。指定されたＰＤＮ接続を用いて、ＷＬＡＮを
介し、トラフィックがオフロードされ得るかどうかを示す整数である。これは、例えば、
３ＧＰＰのＴＳ２４．００８「モバイル無線インタフェースレイヤ３仕様、コアネットワ
ークプロトコルステージ３（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｌａｙｅ
ｒ　３　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ；　Ｃｏｒｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
ｓ－Ｓｔａｇｅ　３）」に規定されるＷＬＡＮオフロードの受諾ＩＥにおける、ビット１
（Ｅ－ＵＴＲＡＮのオフロード受諾の値）及びビット２（ＵＴＲＡＮのオフロード受諾の
値）を指す。
　０：Ｓ１モードでもＩｕモードでも受け入れられない場合、ＷＬＡＮを介してＰＤＮ接
続のトラフィックをオフロードする。
　１：Ｓ１モードでは受け入れられるが、Ｉｕモードでは受け入れられない場合、ＷＬＡ
Ｎを介してＰＤＮ接続のトラフィックをオフロードする。
　２：Ｉｕモードでは受け入れられるが、Ｓ１モードでは受け入れられない場合、ＷＬＡ
Ｎを介してＰＤＮ接続のトラフィックをオフロードする。
　３：Ｓ１モードでもＩｕモードでも受け入れられる場合、ＷＬＡＮを介してＰＤＮ接続
のトラフィックをオフロードする。
　注記：このイベントは、ＥＰＳには適用できない。Ｓ１モードは、Ｅ－ＵＴＲＡＮにお
いてシグナリングを開始するユーザ機器を指し、Ｉｕモードは、ＵＴＲＡＮにおいてシグ
ナリングを開始するユーザ機器を指す。
　＋ＣＧＥＶ：ＭＥ　ＰＤＮ　ＡＣＴ　＜ｃｉｄ＞［，＜ｒｅａｓｏｎ＞［，＜ｃｉｄ＿
ｏｔｈｅｒ＞］］［，＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞］
　モバイルターミネーションが、コンテキストをアクティブ化した。このコンテキストは
、ＬＴＥのＰＤＮ接続又はＧＳＭ（登録商標）／ＵＭＴＳの１次ＰＤＰコンテキストを表
す。このコンテキストの＜ｃｉｄ＞はＴＥに提供される。このイベントは、明示的なコン
テキストアクティブ化要求（＋ＣＧＡＣＴ）の結果において、又はアタッチ要求（＋ＣＧ
ＡＴＴ＝１）に関連した暗黙のコンテキストアクティブ化要求の結果において送信される
。パラメータ＜ｃｉｄ＞及び＜ｃｉｄ＿ｏｔｈｅｒ＞のフォーマットは、コマンド＋ＣＧ
ＤＣＯＮＴ内に見られる。パラメータ＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞のフォーマットは上
記で規定される。＜ｒｅａｓｏｎ＞は整数型であり、ＰＤＰタイプのＩＰｖ４ｖ６のコン
テキストアクティブ化要求が認められなかった理由を示す。このパラメータは、＜ｃｉｄ
＞に関連する要求されたＰＤＰタイプがＩＰｖ４ｖ６である場合にだけ含まれ、ネットワ
ークにより＜ｃｉｄ＞に割り当てられるＰＤＰタイプは、ＩＰｖ４又はＩＰｖ６である。
　０．ＩＰｖ４だけが許可される。
　１．ＩＰｖ６だけが許可される。
　２．単一のアドレスベアラだけが許可される。
　３．単一のアドレスベアラだけが許可され、ＭＴが開始した第２のアドレスタイプベア
ラのコンテキストアクティブ化は成功しなかった。
　＜ｃｉｄ＿ｏｔｈｅｒ＞：整数型であり、ＭＴが開始した第２のアドレスタイプのコン
テキストに対してＭＴにより割り当てられるコンテキスト識別子を示す。＜ｒｅａｓｏｎ
＞パラメータが、単一のアドレスベアラだけが許可されることを示す場合、ＭＴだけがこ
のパラメータを含むことになり、ＭＴは、ＭＴが開始した第２のアドレスタイプのコンテ
キストアクティブ化を、ＴＥからの追加コマンドを用いずにサポートし、ＭＴは、＜ｃｉ
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ｄ＿ｏｔｈｅｒ＞に関連付けられたＰＤＮ接続又はＰＤＰコンテキストをアクティブ化し
た。
　注記：ＴＥ要求を用いずに、ＭＴが開始したコンテキストアクティブ化をサポートする
レガシーＴＥについては、次のイベント＋ＣＧＥＶも存在する。つまり、ＴＥに返される
ＭＥ　ＰＤＮ　ＡＣＴ　＜ｃｉｄ＿ｏｔｈｅｒ＞である。
　＋ＣＧＥＶ：ＮＷ　ＡＣＴ　＜ｐ＿ｃｉｄ＞、＜ｃｉｄ＞、＜ｅｖｅｎｔ＿ｔｙｐｅ＞
　［，＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞］
　ネットワークが、コンテキストをアクティブ化した。このコンテキストの＜ｃｉｄ＞は
、関連プライマリ＜ｐ＿ｃｉｄ＞に加えて、ＴＥに提供される。パラメータ＜ｐ＿ｃｉｄ
＞及び＜ｃｉｄ＞のフォーマットは、コマンド＋ＣＧＤＳＣＯＮＴ内に見られる。パラメ
ータ＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞のフォーマットは上記で規定される。
　＜ｅｖｅｎｔ＿ｔｙｐｅ＞：整数型であり、これが情報イベントであるか、又はＴＥが
それを認識する必要があるかを示す。
　０．情報イベント
　１．情報要求：確認応答が必要となる。確認応答は受諾されても拒否されてもよい。＋
ＣＧＡＮＳを参照のこと。
　＋ＣＧＥＶ：ＭＥ　ＡＣＴ　＜ｐ＿ｃｉｄ＞、＜ｃｉｄ＞、＜ｅｖｅｎｔ＿ｔｙｐｅ＞
　［，＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞］
　ネットワークが、ＭＥが開始したコンテキストアクティブ化に応答した。このコンテキ
ストの＜ｃｉｄ＞は、関連プライマリ＜ｐ＿ｃｉｄ＞に加えて、ＴＥに提供される。パラ
メータ＜ｐ＿ｃｉｄ＞及び＜ｃｉｄ＞のフォーマットは、コマンド＋ＣＧＤＳＣＯＮＴ内
に見られる。パラメータ＜ｅｖｅｎｔ＿ｔｙｐｅ＞及び＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞の
フォーマットは上記で規定される。
【００７６】
　ＰＤＰコンテキストの非アクティブ化については、以下の非請求リザルトコード及び対
応するイベントが規定される。
　＋ＣＧＥＶ：ＮＷ　ＤＥＡＣＴ　＜ＰＤＰ＿ｔｙｐｅ＞、＜ＰＤＰ＿ａｄｄｒ＞、［＜
ｃｉｄ＞］
　ネットワークが、コンテキストの非アクティブ化を強制した。コンテキストをアクティ
ブ化するのに用いられた＜ｃｉｄ＞は、ＭＴに認識されている場合に提供される。パラメ
ータ＜ＰＤＰ＿ｔｙｐｅ＞、＜ＰＤＰ＿ａｄｄｒ＞、及び＜ｃｉｄ＞のフォーマットは、
コマンド＋ＣＧＤＣＯＮＴ内に見られる。
　＋ＣＧＥＶ：ＭＥ　ＤＥＡＣＴ　＜ＰＤＰ＿ｔｙｐｅ＞、＜ＰＤＰ＿ａｄｄｒ＞、［＜
ｃｉｄ＞］
　モバイルターミネーションが、コンテキストの非アクティブ化を強制した。コンテキス
トをアクティブ化するのに用いられた＜ｃｉｄ＞は、ＭＴに認識されている場合に提供さ
れる。パラメータ＜ＰＤＰ＿ｔｙｐｅ＞、＜ＰＤＰ＿ａｄｄｒ＞、及び＜ｃｉｄ＞のフォ
ーマットは、コマンド＋ＣＧＤＣＯＮＴ内に見られる。
　＋ＣＧＥＶ：ＮＷ　ＰＤＮ　ＤＥＡＣＴ　＜ｃｉｄ＞［，＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ
＞］
　ネットワークが、コンテキストを非アクティブ化した。このコンテキストは、ＬＴＥの
ＰＤＮ接続又はＧＳＭ（登録商標）／ＵＭＴＳの１次ＰＤＰコンテキストを表す。このコ
ンテキストの関連＜ｃｉｄ＞はＴＥに提供される。パラメータ＜ｃｉｄ＞のフォーマット
は、コマンド＋ＣＧＤＣＯＮＴ内に見られる。パラメータ＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞
のフォーマットは上記で規定される。
　注記：このイベントが発生すると、イベント＋ＣＧＥＶ：ＮＷ　ＤＥＡＣＴ　＜ＰＤＰ
＿ｔｙｐｅ＞、＜ＰＤＰ＿ａｄｄｒ＞、［＜ｃｉｄ＞］の使用法が変わる。
　＋ＣＧＥＶ：ＭＥ　ＰＤＮ　ＤＥＡＣＴ　＜ｃｉｄ＞
　モバイルターミネーションが、コンテキストを非アクティブ化した。このコンテキスト
は、ＬＴＥのＰＤＮ接続又はＧＳＭ（登録商標）／ＵＭＴＳの１次ＰＤＰコンテキストを
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表す。このコンテキストの＜ｃｉｄ＞はＴＥに提供される。パラメータ＜ｃｉｄ＞のフォ
ーマットは、コマンド＋ＣＧＤＣＯＮＴ内に見られる。
　注記：このイベントが発生すると、イベント＋ＣＧＥＶ：ＭＥ　ＤＥＡＣＴ　＜ＰＤＰ
＿ｔｙｐｅ＞、＜ＰＤＰ＿ａｄｄｒ＞、［＜ｃｉｄ＞］の使用法が変わる。
　＋ＣＧＥＶ：ＮＷ　ＤＥＡＣＴ　＜ｐ＿ｃｉｄ＞、＜ｃｉｄ＞、＜ｅｖｅｎｔ＿ｔｙｐ
ｅ＞　［，＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞］
　ネットワークが、コンテキストを非アクティブ化した。このコンテキストの＜ｃｉｄ＞
は、関連プライマリ＜ｐ＿ｃｉｄ＞に加えて、ＴＥに提供される。パラメータ＜ｐ＿ｃｉ
ｄ＞及び＜ｃｉｄ＞のフォーマットは、コマンド＋ＣＧＤＳＣＯＮＴ内に見られる。パラ
メータ＜ｅｖｅｎｔ＿ｔｙｐｅ＞及び＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞のフォーマットは上
記で規定される。
　注記：このイベントが発生すると、イベント＋ＣＧＥＶ：ＮＷ　ＤＥＡＣＴ　＜ＰＤＰ
＿ｔｙｐｅ＞、＜ＰＤＰ＿ａｄｄｒ＞、［＜ｃｉｄ＞］の使用法が変わる。
　＋ＣＧＥＶ：ＭＥ　ＤＥＡＣＴ　＜ｐ＿ｃｉｄ＞、＜ｃｉｄ＞、＜ｅｖｅｎｔ＿ｔｙｐ
ｅ＞
　ネットワークが、ＭＥが開始したコンテキスト非アクティブ化要求に応答した。関連＜
ｃｉｄ＞は、関連プライマリ＜ｐ＿ｃｉｄ＞に加えて、ＴＥに提供される。パラメータ＜
ｐ＿ｃｉｄ＞及び＜ｃｉｄ＞のフォーマットは、コマンド＋ＣＧＤＳＣＯＮＴ内に見られ
る。パラメータ＜ｅｖｅｎｔ＿ｔｙｐｅ＞のフォーマットは上記で規定される。
　注記：このイベントが発生すると、イベント＋ＣＧＥＶ：ＭＥ　ＤＥＡＣＴ　＜ＰＤＰ
＿ｔｙｐｅ＞、＜ＰＤＰ＿ａｄｄｒ＞、＜ｃｉｄ＞］の使用法が変わる。
【００７７】
　ＰＤＰコンテキストの変更については、以下の非請求リザルトコード及び対応するイベ
ントが規定される。
　＋ＣＧＥＶ：ＮＷ　ＭＯＤＩＦＹ　＜ｃｉｄ＞、＜ｃｈａｎｇｅ＿ｒｅａｓｏｎ＞、＜
ｅｖｅｎｔ＿ｔｙｐｅ＞　［，＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞］
　ネットワークが、コンテキストを変更した。関連＜ｃｉｄ＞が、＜ｃｈａｎｇｅ＿ｒｅ
ａｓｏｎ＞及び＜ｅｖｅｎｔ＿ｔｙｐｅ＞に加えて、ＴＥに提供される。パラメータ＜ｃ
ｉｄ＞のフォーマットは、コマンド＋ＣＧＤＣＯＮＴ又は＋ＣＧＤＳＣＯＮＴ内に見られ
る。パラメータ＜ｃｈａｎｇｅ＿ｒｅａｓｏｎ＞、＜ｅｖｅｎｔ＿ｔｙｐｅ＞、及び＜Ｗ
ＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞のフォーマットは、上記で規定される。
　＜ｃｈａｎｇｅ＿ｒｅａｓｏｎ＞：整数型であり、どういう種類の変更が発生したかを
示すビットマップである。
　＜ｃｈａｎｇｅ＿ｒｅａｓｏｎ＞の値は、適用できるビットを全て合計することで決定
される。例えば、ＱｏＳ変更の値（ビット２）及びＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ変更の値（
ビット３）の両方が変わった場合、＜ｃｈａｎｇｅ＿ｒｅａｓｏｎ＞の値は６である。
　注記：ＷＬＡＮオフロードの値は、ＷＬＡＮオフロード受諾ＩＥのインジケータのビッ
ト１又はビット２又はその両方が変わった場合に変わることになる。上記で規定されたパ
ラメータ＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞を参照のこと。
　ビット１：ＴＦＴ変更
　ビット２：ＱｏＳ変更
　ビット３：ＷＬＡＮオフロード変更
　＋ＣＧＥＶ：ＭＥ　ＭＯＤＩＦＹ　＜ｃｉｄ＞、＜ｃｈａｎｇｅ＿ｒｅａｓｏｎ＞、＜
ｅｖｅｎｔ＿ｔｙｐｅ＞　［，＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞］
　モバイルターミネーションが、コンテキストを変更した。関連＜ｃｉｄ＞が、＜ｃｈａ
ｎｇｅ＿ｒｅａｓｏｎ＞及び＜ｅｖｅｎｔ＿ｔｙｐｅ＞に加えて、ＴＥに提供される。パ
ラメータ＜ｃｉｄ＞のフォーマットは、コマンド＋ＣＧＤＣＯＮＴ又は＋ＣＧＤＳＣＯＮ
Ｔ内に見られる。パラメータ＜ｃｈａｎｇｅ＿ｒｅａｓｏｎ＞、＜ｅｖｅｎｔ＿ｔｙｐｅ
＞、及び＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞のフォーマットは、上記で規定される。
【００７８】
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　他のＰＤＰコンテキスト処理については、以下の非請求リザルトコード及び対応するイ
ベントが規定される。
　＋ＣＧＥＶ：ＲＥＪＥＣＴ　＜ＰＤＰ＿ｔｙｐｅ＞、＜ＰＤＰ＿ａｄｄｒ＞　コンテキ
ストアクティブ化のネットワーク要求は、ＭＴがそれを＋ＣＲＩＮＧの非請求リザルトコ
ードを用いてＴＥに報告できなかった場合に発生し、自動的に拒否された。パラメータ＜
ＰＤＰ＿ｔｙｐｅ＞及び＜ＰＤＰ＿ａｄｄｒ＞のフォーマットは、コマンド＋ＣＧＤＣＯ
ＮＴ内に見られる。
　注記：このイベントは、ＥＰＳには適用できない。
　＋ＣＧＥＶ：ＮＷ　ＲＥＡＣＴ　＜ＰＤＰ＿ｔｙｐｅ＞、＜ＰＤＰ＿ａｄｄｒ＞、［＜
ｃｉｄ＞］
　ネットワークが、コンテキストの再アクティブ化を要求した。コンテキストを再アクテ
ィブ化するのに用いられた＜ｃｉｄ＞は、ＭＴに認識されている場合に提供される。パラ
メータ＜ＰＤＰ＿ｔｙｐｅ＞、＜ＰＤＰ＿ａｄｄｒ＞、及び＜ｃｉｄ＞のフォーマットは
、コマンド＋ＣＧＤＣＯＮＴ内に見られる。
　注記：このイベントは、ＥＰＳには適用できない。
【００７９】
　図５Ｂは、ＰＤＰコンテキスト読み出し動的パラメータ（＋ＣＧＣＯＮＴＲＤＰ）コマ
ンドのコマンド／応答テーブル５１０を示す。この実施形態において、＋ＣＧＣＯＮＴＲ
ＤＰコマンドは、１次ＰＤＰコンテキストに関連付けられた任意のアクティブなＰＤＮ接
続のＷＬＡＮオフロード特性を照会するのに用いることができる。本明細書で論じられる
ように、ＰＤＰコンテキストはパラメータの記録を含み、ＰＤＰタイプ、ＰＤＰアドレス
タイプ、ＱｏＳプロファイル要求（例えば、ユーザにより要求されたＱｏＳパラメータ）
、ネゴシエーションされたＱｏＳプロファイル（例えば、ネットワークによりネゴシエー
ションされたＱｏＳパラメータ）、認証タイプ（例えば、ＰＡＰ又はＣＨＡＰ）、及びＤ
ＮＳタイプ（例えば、動的ＤＮＳ又は静的ＤＮＳ）など、エンドツーエンド接続を確立す
るための情報を含む。
【００８０】
　より具体的には、＋ＣＧＣＯＮＴＲＤＰコマンドに関して、実行コマンドは、コンテキ
スト識別子＜ｃｉｄ＞を有するアクティブな非２次ＰＤＰコンテキストの＜ｂｅａｒｅｒ
＿ｉｄ＞、＜ａｐｎ＞、＜ｌｏｃａｌ＿ａｄｄｒ　ａｎｄ　ｓｕｂｎｅｔ＿ｍａｓｋ＞、
＜ｇｗ＿ａｄｄｒ＞、＜ＤＮＳ＿ｐｒｉｍ＿ａｄｄｒ＞、＜ＤＮＳ＿ｓｅｃ＿ａｄｄｒ＞
、＜Ｐ－ＣＳＣＦ＿ｐｒｉｍ＿ａｄｄｒ＞、＜Ｐ－ＣＳＣＦ＿ｓｅｃ＿ａｄｄｒ＞、＜Ｉ
Ｍ＿ＣＮ＿Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ＿Ｆｌａｇ＞、＜ＬＩＰＡ＿ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ＞、
＜ＩＰｖ４＿ＭＴＵ＞、及び＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞といった関連情報を返す。
【００８１】
　上記フィールドは、例えば、１次ＰＤＰコンテキストに関連付けられたベアラ識別、１
次ＰＤＰコンテキストに関連付けられたアクセスポイント名、１次ＰＤＰコンテキストに
関連付けられたローカルアドレス及びサブネットマスク、１次ＰＤＰコンテキストに関連
付けられたゲートウェイアドレス、１次コンテキストに関連付けられた１次又は２次ドメ
インネームシステム（ＤＮＳ）サーバアドレス、１次ＰＤＰコンテキストに関連付けられ
た１次又は２次プロキシコールセッション制御機能（Ｐ－ＣＳＣＦ）サーバアドレス、１
次ＰＤＰコンテキストに関連付けられ、ＰＤＮ接続をマルチメディアＰＤＮ接続として識
別するＩＰマルチメディアコアネットワーク（ＩＭ＿ＣＮ）フラグ、１次ＰＤＰコンテキ
ストに関連付けられたローカルＩＰアクセス（ＬＩＰＡ）インジケータ、１次ＰＤＰコン
テキストの最大パケットサイズを規定するＩＰ最大送信単位（ＭＴＵ）、又は１次ＰＤＰ
コンテキストに関連付けられたＰＤＮ接続がセルラーネットワークから非セルラーネット
ワークにオフロードされ得るかを示すデータを表すことができる。
【００８２】
　ＭＴが、Ｐ－ＣＳＣＦサーバの２つを超えるＩＰアドレス、又はＤＮＳサーバの２つを
超えるＩＰアドレスを示す場合、＜ｃｉｄ＞ごとに複数行の情報が返されることになる。
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【００８３】
　ＭＴがデュアルスタック機能を有する場合、情報を有する少なくとも１対の行が＜ｃｉ
ｄ＞ごとに返される。ＩＰｖ４パラメータを有する最初の１行の後に、ＩＰｖ６パラメー
タを有する１行が続く。デュアルスタック機能を有するこのＭＴが、２つを超えるＰ－Ｃ
ＳＣＦサーバのＩＰアドレス、又は２つを超えるＤＮＳサーバのＩＰアドレスを示す場合
、複数のそのような対の行が返される。
【００８４】
　注記：ＭＴが１行に含まれるはずのＩＰアドレス全てを持たない場合、例えば、ＵＥが
、４つのＤＮＳサーバのＩＰアドレス及び２つのＰ－ＣＳＣＦサーバのＩＰアドレスを受
信した場合、ポピュレートされることができないＩＰアドレスを表すパラメータ値が、空
文字列又は不在文字列にセットされる。
【００８５】
　パラメータ＜ｃｉｄ＞が省略されている場合、全てのアクティブな非２次ＰＤＰコンテ
キストの関連情報が返される。
【００８６】
　テストコマンドは、アクティブな非２次コンテキストに関連付けられた＜ｃｉｄ＞のリ
ストを返す。
【００８７】
　規定値：
　＜ｃｉｄ＞：整数型であり、特定の非２次ＰＤＰコンテキストの定義を指定する。この
パラメータはＴＥ－ＭＴインタフェースに対してローカルであり、他のＰＤＰコンテキス
ト関連のコマンドにおいて用いられる（＋ＣＧＤＣＯＮＴコマンド及び＋ＣＧＤＳＣＯＮ
Ｔコマンドを参照のこと）。
　＜ｂｅａｒｅｒ＿ｉｄ＞：整数型であり、ベアラ、すなわちＥＰＳのＥＰＳベアラ、及
びＵＭＴＳ／ＧＰＲＳのＮＳＡＰＩを識別する。
　＜ａｐｎ＞：文字列型であり、ＧＧＳＮ又は外部のパケットデータネットワークを選択
するのに用いられた論理名である。
　＜ｌｏｃａｌ＿ａｄｄｒ　ａｎｄ　ｓｕｂｎｅｔ＿ｍａｓｋ＞：文字列型であり、ＭＴ
のＩＰアドレス及びサブネットマスクを示す。この文字列は、ドットで区切られた数字（
０～２５５）のパラメータとして、以下の形態で与えられる。すなわち、ＩＰｖ４では「
ａ１．ａ２．ａ３．ａ４．ｍ１．ｍ２．ｍ３．ｍ４」、ＩＰｖ６では「ａ１．ａ２．ａ３
．ａ４．ａ５．ａ６．ａ７．ａ８．ａ９．ａ１０．ａ１１．ａ１２．ａ１３．ａ１４．ａ
１５．ａ１６．ｍ１．ｍ２．ｍ３．ｍ４．ｍ５．ｍ６．ｍ７．ｍ８．ｍ９．ｍ１０．ｍ１
１．ｍ１２．ｍ１３．ｍ１４．ｍ１５．ｍ１６」となる。＋ＣＧＰＩＡＦがサポートされ
る場合、その設定は、＋ＣＧＣＯＮＴＲＤＰの実行形態で返されるこのパラメータのフォ
ーマットに影響を及ぼすことがある。
　＜ｇｗ＿ａｄｄｒ＞：文字列型であり、ＭＴのゲートウェイアドレスを示す。この文字
列は、ドットで区切られた数字（０～２５５）のパラメータとして与えられる。＋ＣＧＰ
ＩＡＦがサポートされる場合、その設定は、＋ＣＧＣＯＮＴＲＤＰの実行形態で返される
このパラメータのフォーマットに影響を及ぼすことがある。
　＜ＤＮＳ＿ｐｒｉｍ＿ａｄｄｒ＞：文字列型であり、１次ＤＮＳサーバのＩＰアドレス
を示す。＋ＣＧＰＩＡＦがサポートされる場合、その設定は、＋ＣＧＣＯＮＴＲＤＰの実
行形態で返されるこのパラメータのフォーマットに影響を及ぼすことがある。
　＜ＤＮＳ＿ｓｅｃ＿ａｄｄｒ＞：文字列型であり、２次ＤＮＳサーバのＩＰアドレスを
示す。＋ＣＧＰＩＡＦがサポートされる場合、その設定は、＋ＣＧＣＯＮＴＲＤＰの実行
形態で返されるこのパラメータのフォーマットに影響を及ぼすことがある。
　＜Ｐ＿ＣＳＣＦ＿ｐｒｉｍ＿ａｄｄｒ＞：文字列型であり、１次Ｐ－ＣＳＣＦサーバの
ＩＰアドレスを示す。＋ＣＧＰＩＡＦがサポートされる場合、その設定は、＋ＣＧＣＯＮ
ＴＲＤＰの実行形態で返されるこのパラメータのフォーマットに影響を及ぼすことがある
。
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　＜Ｐ＿ＣＳＣＦ＿ｓｅｃ＿ａｄｄｒ＞：文字列型であり、２次Ｐ－ＣＳＣＦサーバのＩ
Ｐアドレスを示す。＋ＣＧＰＩＡＦがサポートされる場合、その設定は、＋ＣＧＣＯＮＴ
ＲＤＰの実行形態で返されるこのパラメータのフォーマットに影響を及ぼすことがある。
　＜ＩＭ＿ＣＮ＿Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ＿Ｆｌａｇ＞：整数型であり、ＰＤＰコンテキス
トがＩＭ　ＣＮサブシステム関連のシグナリング専用かどうかを示す。
　０：ＰＤＰコンテキストは、ＩＭ　ＣＮサブシステム関連のシグナリング専用ではない
。
　１：ＰＤＰコンテキストは、ＩＭ　ＣＮサブシステム関連のシグナリング専用である。
　＜ＬＩＰＡ＿ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ＞：整数型であり、ＰＤＰコンテキストがＬＩＰＡ
　ＰＤＮ接続を用いて接続を提供することを示す。このパラメータは、ＴＥにより設定す
ることはできない。
　０：ＰＤＰコンテキストがＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を用いて接続を提供するというインジ
ケーションが受信されない。
　１：ＰＤＰコンテキストがＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を用いて接続を提供するというインジ
ケーションが受信される。
　＜ＩＰｖ４＿ＭＴＵ＞：整数型であり、ＩＰｖ４のＭＴＵサイズをオクテットで示す。
　＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞：整数型であり、トラフィックが、指定されたＰＤＮ接
続を用いて、ＷＬＡＮを介してオフロードされ得るかどうかを示す整数である。これは例
えば、３ＧＰＰのＴＳ２４．００８の下位条項１０．５．６．２０に指定されるように、
ＷＬＡＮオフロード受諾ＩＥのビット１及び２を指す。
　０：Ｓ１モードでもＩｕモードでも受け入れられない場合、ＷＬＡＮを介してＰＤＮ接
続のトラフィックをオフロードする。
　１：Ｓ１モードでは受け入れられるが、Ｉｕモードでは受け入れられない場合、ＷＬＡ
Ｎを介してＰＤＮ接続のトラフィックをオフロードする。
　２：Ｉｕモードでは受け入れられるが、Ｓ１モードでは受け入れられない場合、ＷＬＡ
Ｎを介してＰＤＮ接続のトラフィックをオフロードする。
　３：Ｓ１モードでもＩｕモードでも受け入れられる場合、ＷＬＡＮを介してＰＤＮ接続
のトラフィックをオフロードする。
【００８８】
　図５Ｃは、２次ＰＤＰコンテキスト読み出し動的パラメータ（＋ＣＧＳＣＯＮＴＲＤＰ
）コマンドのコマンド／応答テーブル５２０を示す。この実施形態において、＋ＣＧＳＣ
ＯＮＴＲＤＰコマンドは、任意のアクティブな２次ＰＤＰコンテキストに関連付けられた
アクティブなＰＤＮ接続のＷＬＡＮオフロード特性を照会するのに用いることができる。
【００８９】
　より具体的には、＋ＣＧＳＣＯＮＴＲＤＰコマンドに関して、実行コマンドは、コンテ
キスト識別子＜ｃｉｄ＞を有するアクティブな２次ＰＤＰコンテキストのために、＜ｐ＿
ｃｉｄ＞、＜ｂｅａｒｅｒ＿ｉｄ＞、＜ＩＭ＿ＣＮ＿Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ＿Ｆｌａｇ＞
、及び＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞を返す。
【００９０】
　パラメータ＜ｃｉｄ＞が省略されている場合、＜ｃｉｄ＞、＜ｐ＿ｃｉｄ＞、＜ｂｅａ
ｒｅｒ＿ｉｄ＞、＜ＩＭ＿ＣＮ＿Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ＿Ｆｌａｇ＞、及び＜ＷＬＡＮ＿
Ｏｆｆｌｏａｄ＞が、全てのアクティブな２次ＰＤＰコンテキストのために返される。
【００９１】
　ＥＰＳでは、トラフィックフローパラメータが返される。
【００９２】
　注記：ＵＥにより開始されるＰＤＰコンテキスト、及びネットワークにより開始される
ＰＤＰコンテキストのためのパラメータが返される。
【００９３】
　テストコマンドは、アクティブな２次ＰＤＰコンテキストに関連付けられた＜ｃｉｄ＞
のリストを返す。
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【００９４】
　規定値：
　＜ｃｉｄ＞：整数型であり、特定のアクティブな２次ＰＤＰコンテキスト又はトラフィ
ックフロー定義を指定する。このパラメータは、ＴＥ－ＭＴインタフェースに対してロー
カルであり、他のＰＤＰコンテキスト関連のコマンドにおいて用いられる（＋ＣＧＤＣＯ
ＮＴコマンド及び＋ＣＧＤＳＣＯＮＴを参照のこと）。
　＜ｐ＿ｃｉｄ＞：整数型であり、＋ＣＧＤＣＯＮＴコマンドを用いることで指定された
、特定のＰＤＰコンテキスト定義又はデフォルトのＥＰＳコンテキスト識別子を指定する
。このパラメータは、ＴＥ－ＭＴインタフェースに対してローカルである（＋ＣＧＤＳＣ
ＯＮＴコマンドを参照のこと）。
　＜ｂｅａｒｅｒ＿ｉｄ＞：整数型であり、ベアラ、ＥＰＳのＥＰＳベアラ、及びＵＭＴ
Ｓ／ＧＰＲＳのＮＳＡＰＩを識別する。
　＜ＩＭ＿ＣＮ＿Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ＿Ｆｌａｇ＞：整数型であり、ＰＤＰコンテキス
トがＩＭ　ＣＮサブシステム関連のシグナリング専用かどうかを示す。
　０：ＰＤＰコンテキストは、ＩＭ　ＣＮサブシステム関連のシグナリング専用ではない
。
　１：ＰＤＰコンテキストは、ＩＭ　ＣＮサブシステム関連のシグナリング専用である。
　＜ＷＬＡＮ＿Ｏｆｆｌｏａｄ＞：整数型であり、トラフィックが、指定されたＰＤＮ接
続を用いて、ＷＬＡＮを介してオフロードされ得るかどうかを示す整数である。これは例
えば、３ＧＰＰのＴＳ２４．００８の下位条項１０．５．６．２０に指定されるように、
ＷＬＡＮオフロード受諾ＩＥのビット１及び２を指す。
　０：Ｓ１モードでもＩｕモードでも受け入れられない場合、ＷＬＡＮを介してＰＤＮ接
続のトラフィックをオフロードする。
　１：Ｓ１モードでは受け入れられるが、Ｉｕモードでは受け入れられない場合、ＷＬＡ
Ｎを介してＰＤＮ接続のトラフィックをオフロードする。
　２：Ｉｕモードでは受け入れられるが、Ｓ１モードでは受け入れられない場合、ＷＬＡ
Ｎを介してＰＤＮ接続のトラフィックをオフロードする。
　３：Ｓ１モードでもＩｕモードでも受け入れられ場合、ＷＬＡＮを介してＰＤＮ接続の
トラフィックをオフロードする。
【００９５】
　したがって、上述した実施形態において、既存のＡＴコマンドである＋ＣＧＥＲＥＰ、
＋ＣＧＣＯＮＴＲＤＰ、及び＋ＣＧＳＣＯＮＴＲＤＰが、ＰＤＮ接続ごとにＷＬＡＮオフ
ロードインジケーションをＴＥに提供するために拡張される。さらに、ＷＬＡＮ＿ＯＦＦ
ＬＯＡＤ設定は、個々のＰＤＮ接続に対して固有のものであるとみなされることがある。
ＷＬＡＮ＿ＯＦＦＬＯＡＤ設定を新たなパラメータとして追加することで、この設定をあ
らゆる単一のＰＤＮ接続のオフロードに適用させることが可能になる。さらに、このパラ
メータにより、ＵＴＲＡＮ又はＥＵＴＲＡＮなどの特定の無線接続技術（ＲＡＴ）に対す
るＷＬＡＮオフロード特性を決定することが可能になる。
【００９６】
　図５Ｄは、いくつかの実施形態に従って、ＷＬＡＮオフロード支援情報を提供するため
のコマンド／応答テーブル５３０を示す。テーブル５３０は、ＷＬＡＮオフロード支援デ
ータ（＋ＣＷＬＡＮＯＬＡＤ）ＡＴコマンドを示す。ＷＬＡＮオフロード支援データがＭ
Ｔで変わるたびに、セットコマンドが、以下の非請求リザルトコードのＭＴからＴＥへの
送信を有効又は無効にする。＋ＣＷＬＡＮＯＬＡＤＩ：［，＜ｔｈｒｅｓｈＲＳＣＰＬｏ
ｗ＞，＜ｔｈｒｅｓｈＲＳＣＰＨｉｇｈ＞［，＜ｔｈｒｅｓｈＥｃｎｏＬｏｗ＞，＜ｔｈ
ｒｅｓｈＥｃｎｏＨｉｇｈ＞［，＜ｔｈｒｅｓｈＲＳＲＰＬｏｗ＞，＜ｔｈｒｅｓｈＲＳ
ＲＰＨｉｇｈ＞［，＜ｔｈｒｅｓｈＲＳＲＱＬｏｗ＞，＜ｔｈｒｅｓｈＲＳＲＱＨｉｇｈ
＞［，＜ｔｈｒｅｓｈＣｈＵｔｉｌＬｏｗ＞，＜ｔｈｒｅｓｈＣｈＵｔｉｌＨｉｇｈ＞［
，＜ｔｈｒｅｓｈＢａｃｋｈＲａｔｅＤＬＬｏｗ＞，＜ｔｈｒｅｓｈＢａｃｋｈＲａｔｅ
ＤＬＨｉｇｈ＞［，＜ｔｈｒｅｓｈＢａｃｋｈＲａｔｅＵＬＬｏｗ＞，＜ｔｈｒｅｓｈＢ
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ａｃｋｈＲａｔｅＵＬＨｉｇｈ＞［，＜ｔｈｒｅｓｈＢｅａｃｏｎＲＳＳＩＬｏｗ＞，＜
ｔｈｒｅｓｈＢｅａｃｏｎＲＳＳＩＨｉｇｈ＞［，＜ｏｐｉ＞［，＜ｔＳｔｅｅｒｉｎｇ
＞［，＜ＷＬＡＮＩｄｅｎｔｉｆｉｅｒＬｉｓｔＬｅｎｇｔｈ＞［，＜ｓｓｉｄ＿１＞，
＜ｂｓｓｉｄ＿１＞，＜ｈｅｓｓｉｄ＿１＞］［，…］［，＜ｓｓｉｄ＿ｍ＞，＜ｂｓｓ
ｉｄ＿ｍ＞，＜ｈｅｓｓｉｄ＿ｍ＞］］］］］］］］］］］］。
【００９７】
　設定がＭＴによってサポートされない場合、ＥＲＲＯＲ又は＋ＣＭＥ　ＥＲＲＯＲが返
される。
【００９８】
　読み出しコマンドが、リザルトコードの現在のステータス、及びＭＴで現在利用可能な
ＷＬＡＮオフロード支援データを返す。
【００９９】
　テストコマンドが、ＭＴによりサポートされる値を合成値として返す。
【０１００】
　規定値：
　＜ｎ＞：整数型
　０：ＷＬＡＮオフロード支援データの非請求リザルトコードを無効にする。
　１：ＷＬＡＮオフロード支援データの非請求リザルトコードを有効にする。＋ＣＷＬＡ
ＮＯＬＡＤＩ
　＜ｔｈｒｅｓｈＲＳＣＰＬｏｗ＞：整数型であり、ＵＴＲＡＮからＷＬＡＮにトラフィ
ックをオフロードするための受信信号コード電力に関する閾値を示す。
　＜ｔｈｒｅｓｈＲＳＣＰＨｉｇｈ＞：整数型であり、ＷＬＡＮからＵＴＲＡＮにトラフ
ィックをオフロードするための受信信号コード電力に関する閾値を示す。
　＜ｔｈｒｅｓｈＥｃｎｏＬｏｗ＞：整数型であり、ＵＴＲＡＮからＷＬＡＮにトラフィ
ックをオフロードするための、総受信パワースペクトル密度に対する疑似ランダムノイズ
（ＰＮ）チップ当たりの受信エネルギーの比率に関する閾値を示す。
　＜ｔｈｒｅｓｈＥｃｎｏＨｉｇｈ＞：整数型であり、ＷＬＡＮからＵＴＲＡＮにトラフ
ィックをオフロードするための、総受信パワースペクトル密度に対するＰＮチップ当たり
の受信エネルギーの比率に関する閾値を示す。
　＜ｔｈｒｅｓｈＲＳＲＰＬｏｗ＞：整数型であり、Ｅ－ＵＴＲＡＮからＷＬＡＮにトラ
フィックをオフロードするための参照信号受信電力に関する閾値を示す。
　＜ｔｈｒｅｓｈＲＳＲＰＨｉｇｈ＞：整数型であり、ＷＬＡＮからＥ－ＵＴＲＡＮにト
ラフィックをオフロードするための参照信号受信電力に関する閾値を示す。
　＜ｔｈｒｅｓｈＲＳＲＱＬｏｗ＞：整数型であり、Ｅ－ＵＴＲＡＮからＷＬＡＮにトラ
フィックをオフロードするための、参照信号受信品質に関する閾値を示す。
　＜ｔｈｒｅｓｈＲＳＲＱＨｉｇｈ＞：整数型であり、ＷＬＡＮからＥ－ＵＴＲＡＮにト
ラフィックをオフロードするための参照信号受信品質に関する閾値を示す。
　（上記値は例えば、３ＧＰＰのＴＳ２７．００７「ユーザ機器（ＵＥ）用のＡＴコマン
ドセット（ＡＴ　Ｃｏｍｍａｎｄ　ｓｅｔ　ｆｏｒ　Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　（
ＵＥ））」の下位条項８．６９に準拠してよい）。
　＜ｔｈｒｅｓｈＣｈＵｔｉｌＬｏｗ＞：整数型であり、ＷＬＡＮにオフロードするトラ
フィック用に８０２．１１（ビーコン又はプローブ応答）シグナリングから取得されるＷ
ＬＡＮチャネル利用率（ＢＳＳ負荷）の下限閾値を示す。
　＜ｔｈｒｅｓｈＣｈＵｔｉｌＨｉｇｈ＞：整数型であり、ＵＴＲＡＮ又はＥ－ＵＴＲＡ
Ｎにオフロードするトラフィック用に８０２．１１（ビーコン又はプローブ応答）シグナ
リングから取得されるＷＬＡＮチャネル利用率（ＢＳＳ負荷）の上限閾値を示す。ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１［１５２］を参照のこと。
　（上記値は、ＩＥＥＥ８０２．１１（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ）無線通信規格
に準拠してよい）。
　＜ｔｈｒｅｓｈＢａｃｋｈＲａｔｅＤＬＬｏｗ＞：整数型であり、ＵＴＲＡＮ又はＥ－
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ＵＴＲＡＮにオフロードするトラフィック用のバックホールの利用可能なダウンリンク帯
域幅に関する下限閾値を示す。
　＜ｔｈｒｅｓｈＢａｃｋｈＲａｔｅＤＬＨｉｇｈ＞：整数型であり、ＷＬＡＮにオフロ
ードするトラフィック用のバックホールの利用可能なダウンリンク帯域幅に関する上限閾
値を示す。
　＜ｔｈｒｅｓｈＢａｃｋｈＲａｔｅＵＬＬｏｗ＞：整数型であり、ＵＴＲＡＮ又はＥ－
ＵＴＲＡＮにオフロードするトラフィック用のバックホールの利用可能なアップリンク帯
域幅の下限閾値を示す。
　＜ｔｈｒｅｓｈＢａｃｋｈＲａｔｅＤＬＨｉｇｈ＞：整数型であり、ＷＬＡＮにオフロ
ードするトラフィック用のバックホールの利用可能なアップリンク帯域幅に関する上限閾
値を示す。
　（上記値は、Ｗｉ－Ｆｉ　Ｃｅｒｔｉｆｉｅｄ　ｐａｓｓｐｏｉｎｔ（例えば、Ｈｏｔ
Ｓｐｏｔ２．０）仕様に準拠してよい）。
　＜ｔｈｒｅｓｈＢｅａｃｏｎＲＳＳＩＬｏｗ＞：整数型であり、ＵＴＲＡＮ又はＥ－Ｕ
ＴＲＡＮにオフロードするトラフィックに用いられるビーコンＲＳＳＩの下限閾値を示す
。
　＜ｔｈｒｅｓｈＢｅａｃｏｎＲＳＳＩＨｉｇｈ＞：整数型であり、ＷＬＡＮにオフロー
ドするトラフィックに用いられるビーコンＲＳＳＩの上限閾値を示す。
　（上記値は、ＩＥＥＥ８０２．１１（例えばＩＥＥＥ８０２．１１ｎ）無線通信規格に
準拠してよい）。
　＜ｏｐｉ＞：整数型であり、オフロードプレファレンスインジケータを指定するビット
マップとしてフォーマットされた１６ビットの整数である。
　（上記値は例えば、３ＧＰＰのＴＳ２４．３１２「アクセスネットワーク発見選択機能
（ＡＮＤＳＦ）管理オブジェクト（ＭＯ）（Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｄｉｓｃｏ
ｖｅｒｙ　ａｎｄ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ　（ＡＮＤＳＦ）　Ｍａｎａ
ｇｅｍｅｎｔ　Ｏｂｊｅｃｔ　（ＭＯ））」に準拠してよい）。
　＜ｔＳｔｅｅｒｉｎｇ＞：整数型であり、Ｅ－ＵＴＲＡＮとＷＬＡＮとの間でトラフィ
ックオフロードを開始する前に、ルールが遵守されるべきタイマ値を秒単位で示す。
　＜ｓｓｉｄ＞：オクテット文字列型であり、８０２．１１サービスセット識別子（ＳＳ
ＩＤ）を示す。
　＜ｂｓｓｉｄ＞：オクテット文字列型であり、８０２．１１基本サービスセット識別子
（ＢＳＳＩＤ）を示す。
　＜ｈｅｓｓｉｄ＞：オクテット文字列型であり、８０２．１１同種拡張サービスセット
識別子（ＨＥＳＳＩＤ）を示す。
　（上記値は、ＩＥＥＥ８０２．１１（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１ｎ）無線通信規格
に準拠してよい）。
　＜ＷＬＡＮＩｄｅｎｔｉｆｉｅｒＬｉｓｔＬｅｎｇｔｈ＞：整数型であり、＜ｓｓｉｄ
＞、＜ｂｓｓｉｄ＞、＜ｈｅｓｓｉｄ＞の識別子から構成されるタプルであるＷＬＡＮ識
別子リストのエントリ数を示す。これらの識別子のうちいずれかが存在しない場合、その
識別子は空文字列として示されることになる。
【０１０１】
　図５Ｅは、いくつかの実施形態に従って、ＷＬＡＮオフロードセル測定情報を提供する
ためのコマンド／応答テーブル５４０を示す。テーブル５４０は、ＷＬＡＮオフロードセ
ル測定（＋ＣＷＬＡＮＯＬＣＭ）ＡＴコマンドを示す。セットコマンドは、設定された閾
値に基づいてセル測定パラメータがＷＬＡＮオフロードの基準を満たすたびに、以下の非
請求リザルトコードをＭＴからＴＥに送信することを有効又は無効にする。
　＋ＣＷＬＡＮＯＬＣＭＩ：＜ｒｓｃｐ＞、＜ｅｃｎｏ＞、＜ｒｓｒｐ＞、＜ｒｓｒｑ＞
【０１０２】
　設定がＭＴによってサポートされない場合、ＥＲＲＯＲ又は＋ＣＭＥ　ＥＲＲＯＲが返
される。
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【０１０３】
　読み出しコマンドが、リザルトコード表現の現在のステータス、及びＭＴでの現在の１
次サービングセルからの測定値を返す。
【０１０４】
　テストコマンドが、ＭＴによりサポートされる値を合成値として返す。
【０１０５】
　規定値：
　＜ｎ＞：整数型
　０：ＷＬＡＮオフロードセル測定の非請求リザルトコードを無効にする。
　１：ＷＬＡＮオフロードセル測定の非請求リザルトコードを有効にする。＋ＣＷＬＡＮ
ＯＬＣＭＩ
　＜ｒｓｃｐ＞：整数型であり、受信信号コード電力を示す。
　＜ｅｃｎｏ＞：整数型であり、総受信パワースペクトル密度に対するＰＮチップ当たり
の受信エネルギーの比率を示す。
　＜ｒｓｒｐ＞：整数型であり、参照信号受信電力を示す。
　＜ｒｓｒｑ＞：整数型であり、参照信号受信品質を示す。
　（上記値は例えば、３ＧＰＰのＴＳ２７．００７「ユーザ機器（ＵＥ）用のＡＴコマン
ドセット（ＡＴ　Ｃｏｍｍａｎｄ　ｓｅｔ　ｆｏｒ　Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ　（
ＵＥ））」の下位条項８．６９に説明されるような＋ＣＥＳＱコマンドに準拠してよい）
。
【０１０６】
　図６は、いくつかの実施形態に従って、ＵＥ６００及びｅＮｏｄｅＢ６５０のブロック
図を示す。いくつかの実施形態において、ｅＮｏｄｅＢ６５０は据え置き型（非モバイル
）デバイスであってよいことに留意されたい。ＵＥ６００は、ｅＮｏｄｅＢ６５０、他の
ｅＮｏｄｅＢ、他のＵＥ、又は他のデバイスとの間で、１つ又は複数のアンテナ６０１を
用いて、信号を送信及び受信するための物理レイヤ回路（ＰＨＹ）６０２を含んでよく、
ｅＮｏｄｅＢ６５０は、ＵＥ６００、他のｅＮｏｄｅＢ、他のＵＥ、又は他のデバイスと
の間で、１つ又は複数のアンテナ６５１を用いて、信号を送信及び受信するための物理レ
イヤ回路（ＰＨＹ）６５２を含んでよい。ＵＥ６００は、無線媒体へのアクセスを制御す
るための媒体アクセス制御レイヤ（ＭＡＣ）回路６０４も含んでよく、ｅＮｏｄｅＢ６５
０は、無線媒体へのアクセスを制御するためのＭＡＣ回路６５４も含んでよい。ＵＥ６０
０は、本明細書で説明される動作を行うように構成された処理回路６０６及びメモリ６０
８も含んでよく、ｅＮｏｄｅＢ６５０は、本明細書で説明される動作を行うように構成さ
れた処理回路６５６及びメモリ６５８も含んでよい。
【０１０７】
　アンテナ６０１、６５１は、例えば、ダイポールアンテナ、モノポールアンテナ、パッ
チアンテナ、ループアンテナ、マイクロストリップアンテナ、又はＲＦ信号の送信に好適
な他のタイプのアンテナを含む１つ又は複数の指向性アンテナ若しくは全方向性アンテナ
を含んでよい。いくつかの複数入力複数出力（ＭＩＭＯ）の実施形態において、アンテナ
６０１、６５１は、結果として生じ得る空間的多様性及び異なるチャネル特性の恩恵を受
けるように効果的に分離されてよい。
【０１０８】
　ＵＥ６００及びｅＮｏｄｅＢ６５０はそれぞれ、いくつかの別個の機能要素を有するよ
うに示されているが、これらの機能要素のうち１つ又は複数は組み合わされてよく、また
デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）及び／又は他のハードウェア要素を含む処理要素など
、ソフトウェアにより構成された要素の組み合わせにより実装されてよい。例えば、要素
によっては、１つ又は複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰ、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ（ＦＰＧＡ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、無線周波数集積回路（Ｒ
ＦＩＣ）、及び少なくとも本明細書で説明される機能を行うための様々なハードウェア及
び回路の組み合わせを含んでよい。いくつかの実施形態において、機能要素は、１つ又は
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複数の処理要素上で動作する１つ又は複数のプロセスを指すことができる。
【０１０９】
　実施形態は、ハードウェア、ファームウェア、及びソフトウェアのうち１つ、又はこれ
らの組み合わせで実装することができる。実施形態は、コンピュータ可読記憶デバイスに
格納される命令としても実装することができ、これらの命令は、本明細書で説明される動
作を行うために、少なくとも１つのプロセッサにより読み出され実行されてよい。コンピ
ュータ可読記憶デバイスは、マシン（例えば、コンピュータ）により可読の形態で情報を
格納するための、任意の非一時的メカニズムを含んでよい。例えば、コンピュータ可読記
憶デバイスは、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、磁
気ディスク記憶媒体、光記憶媒体、フラッシュメモリデバイス、及び他のストレージデバ
イス及び媒体を含んでよい。実施形態によっては、１つ又は複数のプロセッサを含んでよ
く、コンピュータ可読記憶デバイスに格納される命令で構成することができる。
【０１１０】
　実施形態によると、ＵＥ６００はＤ２Ｄ通信モードに従って動作することができる。Ｕ
Ｅ６００は、ｅＮｏｄｅＢ６５０からの１つ又は複数の信号の受信に基づいて、同期基準
時間を決定するように構成された処理回路６０６を含んでよい。ハードウェア処理回路６
０６はさらに、Ｄ２Ｄ通信セッション中に、第１グループのデータ送信間隔（ＤＴＩ）の
間にマルチ時間送信間隔バンドルグループ（ＭＴＢＧ）のデータシンボルを送信し、第１
グループのＤＴＩを除いた第２グループのＤＴＩの間にデータシンボルの送信を控えるよ
うに構成されてよい。ＤＴＩの開始時間は、同期基準時間に少なくとも部分的に基づいて
よい。ハードウェア処理回路６０６はさらに、Ｄ２Ｄ通信セッションを除いたネットワー
ク内通信セッション中に、同期基準時間に同期する時間送信間隔（ＴＴＩ）基準時間に従
ってデータシンボルを送信するように構成されてよい。
【０１１１】
　シナリオによっては、セルラー通信ネットワーク内で動作するＵＥ６００は、様々な理
由で性能低下に遭遇し始めることがある。一例として、ネットワーク４１２のユーザ荷重
及びスループット要求が高くなることがある。別の例として、ＵＥ６００がカバレッジセ
ル端に向かって、又はそれを越えて移動することがある。ネットワーク４１２において動
作する間に、ＵＥ６００は、ＵＥ６００にごく近接して物理的に位置する他のＵＥと現実
に通信状態にあってよいが、通信はネットワーク４１２を通じて行われ得る。
【０１１２】
　図７は、本開示の態様に従ってマシン可読媒体から命令を読み出し、本明細書で論じら
れる手順のうちいずれか１つ又は複数を行うことができる、いくつかの例示的な実施形態
によるマシンのコンポーネントを示すブロック図を示す。具体的には、図７は、例示的な
コンピュータシステム７００（上述されたネットワーク要素のうちいずれかを含んでよい
）を示し、その中で、本明細書で論じられる手順のうちいずれか１つ又は複数をマシンに
実行させるためのソフトウェア７２４が実行されてよい。代替の実施形態において、マシ
ンはスタンドアローン型デバイスとして動作する、又は他のマシンに接続（例えば、ネッ
トワーク接続）されてよい。ネットワーク接続された展開において、マシンは、サーバ／
クライアント型ネットワーク環境におけるサーバ若しくはクライアントマシンのキャパシ
ティ内で、又はピアツーピア型（若しくは分散型）ネットワーク環境におけるピアマシン
として動作することができる。コンピュータシステム７００は、上述したＵＥ又はｅＮｏ
ｄｅＢのうちいずれかとして機能することができ、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ウ
ェアラブルモバイルコンピューティングデバイス、タブレットＰＣ、セットトップボック
ス（ＳＴＢ）、ＰＤＡ、携帯電話、ウェブアプライアンス、ネットワークルータ、スイッ
チ若しくはブリッジ、又は任意のマシンにより行われるアクションを指定する命令を（順
次又は別のやり方で）実行することができる当該マシンであってよい。さらに、単一のマ
シンだけが示されているが、「マシン」という用語は、本明細書で論じられる手順のうち
いずれか１つ又は複数を行うために、命令のセット（又は複数のセット）を個々に又は一
緒に実行するマシンの任意の集合を含むように受け取られてもよい。
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【０１１３】
　コンピュータシステム７００の例には、プロセッサ７０２（例えば、中央処理装置（Ｃ
ＰＵ）、グラフィックス処理装置（ＧＰＵ）、又はこれら両方）、メインメモリ７０４、
及びスタティックメモリ７０６が含まれ、これらはバス７０８を介して互いに通信する。
コンピュータシステム７００はさらに、ビデオディスプレイ装置７１０（例えば、ＬＣＤ
又はブラウン管（ＣＲＴ））を含んでよい。コンピュータシステム７００には、英数字入
力デバイス７１２（例えば、キーボード）、ユーザインタフェースナビゲーション（又は
カーソル制御）デバイス７１４（例えば、マウス）、ストレージデバイス７１６、信号発
生デバイス７１８（例えば、スピーカ）、及びネットワークインタフェースデバイス７２
０も含まれる。
【０１１４】
　ストレージデバイス７１６には、データ構造の１つ又は複数のセットが格納された非一
時的マシン可読媒体７２２と、本明細書で説明される手順又は機能のうちいずれか１つ又
は複数を具現化する又はこれらにより利用されるソフトウェア７２４とが含まれる。ソフ
トウェア７２４は、コンピュータシステム７００によるその実行中に、メインメモリ７０
４の中に及び／又はプロセッサ７０２の中に、完全に又は少なくとも部分的に存在するこ
ともでき、メインメモリ７０４及びプロセッサ７０２も非一時的マシン可読媒体７２２を
構成する。ソフトウェア７２４は、スタティックメモリ７０６の中に、完全に又は少なく
とも部分的に存在することもできる。
【０１１５】
　非一時的マシン可読媒体７２２が、例示的な実施形態において、単一の媒体であるよう
に示されているが、「マシン可読媒体」という用語は、１つ又は複数のデータ構造及びソ
フトウェア７２４を格納する単一の媒体又は複数の媒体（例えば、集中型若しくは分散型
のデータベース、及び／又は関連キャッシュ及びサーバ）を含んでよい。「マシン可読媒
体」という用語は、マシンによる実行のために命令を格納、符号化、若しくは搬送するこ
とができ、本実施形態の手順のうちいずれか１つ若しくは複数をマシンに実行させる任意
の有形媒体、又は、そのような命令により利用される、若しくはそのような命令に関連付
けられるデータ構造を格納、符号化、若しくは搬送することができる任意の有形媒体を含
むように受け取られてもよい。したがって、「マシン可読媒体」という用語は、限定され
ないが、ソリッドステートメモリ並びに光媒体及び磁気媒体を含むように受け取られてよ
い。マシン可読媒体７２２の具体例には、例として、半導体メモリデバイス（例えば、消
去可能プログラマブルリードオンリメモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能プログラマブ
ルリードオンリメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）、及びフラッシュメモリデバイス）、内臓ハード
ディスク及びリムーバブルディスクなどの磁気ディスク、光磁気ディスク、並びに、コン
パクトディスクリードオンリメモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）及びデジタル多用途ディスク（又は
デジタルビデオディスク）リードオンリメモリ（ＤＶＤーＲＯＭ）ディスクを含む不揮発
性メモリが含まれる。
【０１１６】
　ソフトウェア７２４はさらに、送信媒体を用いる通信ネットワーク７２６を介し、送信
又は受信されてよい。ソフトウェア７２４は、ネットワークインタフェースデバイス７２
０、及び複数のよく知られた転送プロトコルのうちいずれか１つ（例えば、ハイパーテキ
スト転送プロトコル（ＨＴＴＰ））を用いて送信されてよい。通信ネットワーク７２６の
例には、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）
、インターネット１１２、携帯電話ネットワーク、及び旧来の電話サービス（ＰＯＴＳ）
ネットワーク、及び無線データネットワーク（例えば、ＷｉＦｉ及びＷｉＭＡＸ（登録商
標）ネットワーク）が含まれる。「送信媒体」という用語は、マシンによる実行のために
命令を格納、符号化、又は搬送できる任意の無形の媒体を含むように受け取られてよく、
そのようなソフトウェア７２４の通信を容易にするためのデジタル若しくはアナログ通信
信号、又は他の無形の媒体を含む。
【０１１７】
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　図面及び上述の説明は、本開示の例を示すものである。実施形態が複数の異なる機能項
目として示されているが、当業者は、そのような要素のうち１つ又は複数が単一の機能要
素に組み合わされることが十分にあり得ることを理解するであろう。あるいは、特定の要
素が複数の機能要素に分割されてよい。１つの実施形態の要素が、別の実施形態に追加さ
れてよい。例えば、本明細書で説明されるプロセスの順番は変更されてよく、本明細書で
説明される方法に限定されない。さらに、あらゆるフロー図の動作は、示される順番に実
装される必要はなく、これらの動作の全てが必ずしも実行される必要があるわけでもない
。また、他の動作に依存しないこれらの動作は、他の動作と並行して行われてよい。しか
し、本開示の範囲は、これらの具体例により決して限定されない。本明細書に明示的に与
えられていてもいなくても、構造、寸法、及び材料の使用における差異など、多数の変形
が可能である。本開示の範囲は、少なくとも以下の特許請求の範囲により与えられる範囲
と同じくらい広範である。
【０１１８】
　それは、特許請求の範囲の意味若しくは範囲を限定又は解釈するのに用いられることは
ないという理解のもとで、提出されている。以下の特許請求の範囲は、本明細書により詳
細な説明に組み込まれ、各請求項は、別個の実施形態として独立している。
【０１１９】
　いくつかの実施形態において、ユーザ機器（ＵＥ）が、セルラーネットワークからのメ
ッセージを送信及び受信するモバイルターミネーション（ＭＴ）と、セルラーネットワー
ク又は非セルラーネットワークの１つ又は複数のパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）
接続を利用する１つ又は複数のアプリケーションを実行する端末機器（ＴＥ）と、端末ア
ダプタ（ＴＡ）とを含む。ＴＡは、ＴＥから受信したアテンション（ＡＴ）コマンドをＭ
Ｔに転送し、ＭＴは転送されたＡＴコマンドをＭＴ制御コマンドとして受信し、ＡＴコマ
ンドは、セルラーネットワークから非セルラーネットワークにオフロードされ得る特定の
ＰＤＮ接続のデータ、オフロード支援データ、及びオフロードセルラー測定データのうち
少なくとも１つの要求を含む。ＴＡは、ＭＴにより生成されるＭＴステータスメッセージ
をＡＴコマンド応答としてＴＥに転送し、ＡＴコマンド応答は要求されたデータを含む。
ＴＡは、特定のＰＤＮ接続のオフロード可能性の変更、オフロード支援データの変更、及
びオフロードセルラー測定値のうち少なくとも１つがオフロード支援データの基準を満た
す場合、ＭＴにより生成される非請求リザルトコードをＴＥに転送する。
【０１２０】
　いくつかの実施形態において、ＡＴコマンドはパケットドメインイベント報告（＋ＣＧ
ＥＲＥＰ）ＡＴコマンドを含み、ＭＴはさらに、特定のＰＤＮ接続に関連付けられたパケ
ットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキストが、アクティブ化される、非アクティブ化
される、及び変更される、のうち少なくとも１つである場合、特定のＰＤＮ接続がセルラ
ーネットワークから非セルラーネットワークにオフロードされ得るかを示す１つ又は複数
の非請求リザルトコード（＋ＣＧＥＶ）をＴＥに送信する。いくつかの実施形態において
、１つ又は複数の非請求リザルトコード（＋ＣＧＥＶ）は、特定のＰＤＮ接続がセルラー
ネットワークから非セルラーネットワークにオフロードできないことを示すデータを含む
。
【０１２１】
　いくつかの実施形態において、ＡＴコマンドは、パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）
コンテキスト読み出し動的パラメータ（＋ＣＧＣＯＮＴＲＤＰ）ＡＴコマンドを含み、Ａ
Ｔコマンド応答は、１次ＰＤＰコンテキストの１つ又は複数のパラメータを識別するデー
タを含む。いくつかの実施形態において、ＡＴコマンド応答はさらに、１次ＰＤＰコンテ
キストに関連付けられた特定のＰＤＮ接続がセルラーネットワークから非セルラーネット
ワークにオフロードされ得るかを示す整数値を含み、その整数値は、特定のＰＤＮ接続が
Ｓ１モードの場合もＩｕモードの場合も、オフロードが受け入れられないことを示す０、
特定のＰＤＮ接続がＳ１モードの場合にオフロードが受け入れられるが、Ｉｕモードでは
受け入れられないことを示す１、特定のＰＤＮ接続がＩｕモードの場合にオフロードが受
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け入れられるが、Ｓ１モードでは受け入れられないことを示す２、及び、特定のＰＤＮ接
続がＳ１モードの場合もＩｕモードの場合も、オフロードが受け入れられることを示す３
、のうち少なくとも１つを含む。
【０１２２】
　いくつかの実施形態において、ＡＴコマンドは、２次パケットデータプロトコル（ＰＤ
Ｐ）コンテキスト読み出し動的パラメータ（＋ＣＧＳＣＯＮＴＲＤＰ）ＡＴコマンドを含
み、ＡＴコマンド応答は、２次ＰＤＰコンテキストの１つ又は複数のパラメータを識別す
るデータを含む。いくつかの実施形態において、ＡＴコマンド応答はさらに、２次ＰＤＰ
コンテキストに関連付けられた特定のＰＤＮ接続がセルラーネットワークから非セルラー
ネットワークにオフロードされ得るかを示す整数値を含み、その整数値は、特定のＰＤＮ
接続がＳ１モードの場合もＩｕモードの場合も、オフロードが受け入れられないことを示
す０、特定のＰＤＮ接続がＳ１モードの場合にオフロードが受け入れられるが、Ｉｕモー
ドでは受け入れられないことを示す１、特定のＰＤＮ接続がＩｕモードの場合にオフロー
ドが受け入れられるが、Ｓ１モードでは受け入れられないことを示す２、及び、特定のＰ
ＤＮ接続がＳ１モードの場合もＩｕモードの場合も、オフロードが受け入れられることを
示す３、のうち少なくとも１つを含む。
【０１２３】
　いくつかの実施形態において、ＡＴコマンドは、無線ローカルエリアネットワーク（Ｗ
ＬＡＮ）オフロード支援データ（＋ＣＷＬＡＮＯＬＡＤ）ＡＴコマンドを含み、ＡＴコマ
ンド応答は、受信信号コード電力の閾値、総受信パワースペクトル密度に対する疑似ラン
ダムノイズ（ＰＮ）チップ当たりの受信エネルギーの比率の閾値、参照信号受信電力の閾
値、参照信号受信品質の閾値、ＷＬＡＮチャネル利用率の閾値、オフロードプレファレン
スインジケータ（ｏｐｉ）、ステアリング間隔（ｔＳｔｅｅｒｉｎｇ）、バックホールの
利用可能なダウンリンク帯域幅及び／又はアップリンク帯域幅の閾値、ビーコンの受信信
号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）の閾値、及びＷＬＡＮ識別子リストのうち少なくとも１
つを識別するＷＬＡＮオフロード支援データを含む。いくつかの実施形態において、ＭＴ
はさらに、ＷＬＡＮオフロード支援データの１つ又は複数の変更を示すために、１つ又は
複数の非請求リザルトコード（＋ＣＷＬＡＮＯＬＡＤＩ）をＴＥに送信する。
【０１２４】
　いくつかの実施形態において、ＡＴコマンドは、無線ローカルエリアネットワーク（Ｗ
ＬＡＮ）オフロードセル測定（＋ＣＷＬＡＮＯＬＣＭ）ＡＴコマンドを含み、ＡＴコマン
ド応答は、ＭＴに関連付けられた１次サービングセルの測定情報を含む。いくつかの実施
形態において、ＭＴはさらに、ＷＬＡＮオフロード支援データ閾値を満たしている１つ又
は複数のセルラー信号測定値を含む１つ又は複数の非請求リザルトコード（＋ＣＷＬＡＮ
ＯＬＣＭＩ）をＴＥに送信し、セルラー信号測定値は、受信信号コード電力、総受信パワ
ースペクトル密度に対する疑似ランダムノイズ（ＰＮ）チップ当たりの受信エネルギーの
比率、参照信号受信電力、及び参照信号受信品質のうち少なくとも１つを含む。
【０１２５】
　いくつかの実施形態において、ＵＥはさらに、セルラーネットワーク及び非セルラーネ
ットワークのうち少なくとも１つからの信号データを送信及び受信する１つ又は複数のア
ンテナを含み、ＭＴは、１つ又は複数のアンテナを介して受信した信号データを処理する
１つ又は複数のベースバンドプロセッサを含む。
【０１２６】
　いくつかの実施形態において、セルラーネットワークは、ユニバーサル移動体通信サー
ビス地上波無線アクセスネットワーク／ＧＳＭ（登録商標）（移動通信用グローバルシス
テム）ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮ）ベースのサービン
グネットワーク、及び進化型ユニバーサル移動体通信サービス地上波無線アクセスネット
ワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）ベースのサービングネットワークのうち少なくとも１つを含む
。
【０１２７】
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　いくつかの実施形態において、ＡＴコマンドはさらに、非請求リザルトコードの送信を
有効及び無効にするセットコマンドを含む。
【０１２８】
　いくつかの実施形態において、ＴＡはさらに、ＡＴコマンドの１つ又は複数のパラメー
タの可能な値を照会するために、ＴＥから受信したＡＴコマンドのテスト版をＭＴに転送
する。
【０１２９】
　いくつかの実施形態が非一時的コンピュータ可読記憶媒体を説明し、この非一時的コン
ピュータ可読記憶媒体は、ユーザ機器（ＵＥ）により実行された場合、セルラーネットワ
ーク又は非セルラーネットワークの１つ又は複数のパケットデータネットワーク（ＰＤＮ
）接続を利用する１つ又は複数のアプリケーションを実行する動作と、モバイル端末（Ｍ
Ｔ）用のアテンション（ＡＴ）コマンドを生成する動作であって、ＡＴコマンドは、セル
ラーネットワークから非セルラーネットワークにオフロードされ得る特定のＰＤＮ接続の
データ、オフロード支援データ、及びオフロードセルラー測定データのうち少なくとも１
つの要求を含む、動作と、ＡＴコマンドに対応した、セルラーネットワークから非セルラ
ーネットワークにオフロードされ得るＰＤＮ接続に固有の要求されたデータ、オフロード
支援データ、及び／又はオフロードセルラー測定データを含む、ＡＴコマンド応答を受信
する動作と、特定のＰＤＮ接続のオフロード可能性の変更、オフロード支援データの変更
、及びオフロードセルラー測定値のうち少なくとも１つがオフロード支援データの基準を
満たす場合、非請求リザルトコードを受信する動作とをＵＥに実行させるコンテンツを含
む。
【０１３０】
　いくつかの実施形態において、ＡＴコマンドは、パケットドメインイベント報告（＋Ｃ
ＧＥＲＥＰ）ＡＴコマンドを含み、ＭＴはさらに、ＰＤＮ接続が、アクティブ化される、
非アクティブ化される、及び変更される、のうち少なくとも１つである場合、ＰＤＮ接続
がセルラーネットワークから非セルラーネットワークにオフロードされ得るかを示す１つ
又は複数の非請求リザルトコード（＋ＣＧＥＶ）をＴＥに送信する。
【０１３１】
　いくつかの実施形態において、ＡＴコマンドは、パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）
コンテキスト読み出し動的パラメータ（＋ＣＧＣＯＮＴＲＤＰ）ＡＴコマンドを含み、Ａ
Ｔコマンド応答はさらに、特定のＰＤＮ接続の１次パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）
コンテキストの１つ又は複数のパラメータを識別するデータを含み、ＡＴコマンド応答は
さらに、１次ＰＤＰコンテキストに関連付けられた特定のＰＤＮ接続がセルラーネットワ
ークから非セルラーネットワークにオフロードされ得るかを示す整数値を含み、その整数
値は、特定のＰＤＮ接続がＳ１モードの場合もＩｕモードの場合も、オフロードが受け入
れられないことを示す０、特定のＰＤＮ接続がＳ１モードの場合にオフロードが受け入れ
られるが、Ｉｕモードでは受け入れられないことを示す１、特定のＰＤＮ接続がＩｕモー
ドの場合にオフロードが受け入れられるが、Ｓ１モードでは受け入れられないことを示す
２、及び、特定のＰＤＮ接続がＳ１モードの場合もＩｕモードの場合も、オフロードが受
け入れられることを示す３、のうち少なくとも１つを含む。
【０１３２】
　いくつかの実施形態において、ＡＴコマンドは、２次パケットデータプロトコル（ＰＤ
Ｐ）コンテキスト読み出し動的パラメータ（＋ＣＧＳＣＯＮＴＲＤＰ）ＡＴコマンドを含
み、ＡＴコマンド応答は、特定のＰＤＮ接続の２次ＰＤＰコンテキストの１つ又は複数の
パラメータを識別するデータを含み、ＡＴコマンド応答はさらに、２次ＰＤＰコンテキス
トに関連付けられた特定のＰＤＮ接続がセルラーネットワークから非セルラーネットワー
クにオフロードされ得るかを示す整数値を含み、その整数値は、特定のＰＤＮ接続がＳ１
モードの場合もＩｕモードの場合も、オフロードが受け入れられないことを示す０、特定
のＰＤＮ接続がＳ１モードの場合にオフロードが受け入れられるが、Ｉｕモードでは受け
入れられないことを示す１、特定のＰＤＮ接続がＩｕモードの場合にオフロードが受け入
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れられるが、Ｓ１モードでは受け入れられないことを示す２、及び、特定のＰＤＮ接続が
Ｓ１モードの場合もＩｕモードの場合も、オフロードが受け入れられることを示す３、の
うち少なくとも１つを含む。
【０１３３】
　いくつかの実施形態において、非セルラーネットワークは、無線ローカルエリアネット
ワーク（ＷＬＡＮ）を含み、ＡＴコマンドは、ＷＬＡＮオフロード支援データ（＋ＣＷＬ
ＡＮＯＬＡＤ）ＡＴコマンドを含む。ＡＴコマンド応答は、受信信号コード電力の閾値、
総受信パワースペクトル密度に対する疑似ランダムノイズ（ＰＮ）チップ当たりの受信エ
ネルギーの比率の閾値、参照信号受信電力の閾値、参照信号受信品質の閾値、ＷＬＡＮチ
ャネル利用率の閾値、オフロードプレファレンスインジケータ（ｏｐｉ）、ステアリング
間隔（ｔＳｔｅｅｒｉｎｇ）、バックホールの利用可能なダウンリンク帯域幅及び／又は
アップリンク帯域幅の閾値、ビーコンの受信信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）の閾値、
及びＷＬＡＮ識別子リストのうち少なくとも１つを識別するＷＬＡＮオフロード支援デー
タを含む。ＭＴはさらに、ＷＬＡＮオフロード支援データの１つ又は複数の変更を示す１
つ又は複数の非請求リザルトコード（＋ＣＷＬＡＮＯＬＡＤＩ）をＴＥに送信する。
【０１３４】
　いくつかの実施形態において、非セルラーネットワークは無線ローカルエリアネットワ
ーク（ＷＬＡＮ）を含み、ＡＴコマンドはＷＬＡＮオフロードセル測定（＋ＣＷＬＡＮＯ
ＬＣＭ）ＡＴコマンドを含み、ＡＴコマンド応答はＭＴに関連付けられた１次サービング
セルの測定情報を含む。ＭＴはさらに、少なくとも１つ又は複数のＷＬＡＮオフロードセ
ル測定値がＷＬＡＮオフロード支援データの閾値を満たしていることを示す１つ又は複数
の非請求リザルトコード（＋ＣＷＬＡＮＯＬＣＭＩ）をＴＥに送信し、１つ又は複数のＷ
ＬＡＮオフロードセル測定値は、受信信号コード電力、総受信パワースペクトル密度に対
する疑似ランダムノイズ（ＰＮ）チップ当たりの受信エネルギーの比率、参照信号受信電
力、及び参照信号受信品質のうち少なくとも１つを含む。
【０１３５】
　いくつかの実施形態がベースバンドチップセットを説明し、このベースバンドチップセ
ットは、端末機器（ＴＥ）に通信可能に結合された端末アダプタ（ＴＡ）からアテンショ
ン（ＡＴ）コマンドを受信する回路であって、ＡＴコマンドは、パケットデータネットワ
ーク（ＰＤＮ）接続のオフロード特性、オフロード支援データ、及びオフロードセルラー
測定値のうち少なくとも１つの要求を含む、回路と、モバイルターミネーション（ＭＴ）
ステータスメッセージを生成し、ＭＴステータスメッセージをＴＡに送信する回路であっ
て、ＭＴステータスメッセージは、ＰＤＮ接続の要求されたデータ、オフロード支援デー
タ、及び／又はオフロードセルラー測定値を含む、回路と、ＰＤＮ接続のオフロード可能
性の変更、オフロード支援データの変更、及びオフロードセルラー測定値のうち少なくと
も１つが、オフロード支援データの基準に対して変わる場合、ＭＴ非請求リザルトコード
を生成し、非請求リザルトコードをＴＡに送信する回路とを含む。
【０１３６】
　いくつかの実施形態において、ＭＴステータスメッセージはさらに、パケットデータプ
ロトコル（ＰＤＰ）コンテキストが、アクティブ化される、非アクティブ化される、及び
変更される、のうち少なくとも１つである場合、ＰＤＮ接続がセルラーネットワークから
非セルラーネットワークにオフロードされ得るかを示す１つ又は複数の非請求リザルトコ
ード（＋ＣＧＥＶ）を含む。
【０１３７】
　いくつかの実施形態において、ＭＴステータスメッセージはさらに、１次パケットデー
タプロトコル（ＰＤＰ）コンテキスト情報の１つ又は複数のパラメータを識別するデータ
、及び、２次パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキスト情報の１つ又は複数のパ
ラメータを識別するデータのうち少なくとも１つを含む。
【０１３８】
　いくつかの実施形態において、非セルラーネットワークは無線ローカルエリアネットワ
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ーク（ＷＬＡＮ）を含み、ＭＴステータスメッセージは、ＷＬＡＮのセルラー信号強度、
セルラー信号電力、帯域幅、又はサービス特性、及びＭＴに関連付けられた１次サービン
グセルの測定情報のうち少なくとも１つを識別するデータを含む。

【図１】 【図２】
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【図５Ｃ】 【図５Ｄ】

【図５Ｅ】 【図６】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成30年1月4日(2018.1.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルラーネットワークからのメッセージを送信及び受信するモバイルターミネーション
（ＭＴ）と、前記セルラーネットワーク又は非セルラーネットワークの１つ又は複数のパ
ケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続を利用する１つ又は複数のアプリケーションを
実行する端末機器（ＴＥ）と、端末アダプタ（ＴＡ）とを備えるユーザ機器（ＵＥ）であ
り、
　前記ＴＡは、前記ＴＥから受信したアテンション（ＡＴ）コマンドを前記ＭＴに転送し
、前記ＭＴは転送された前記ＡＴコマンドをＭＴ制御コマンドとして受信し、前記ＡＴコ
マンドは、前記セルラーネットワークから前記非セルラーネットワークにオフロードされ
得る特定のＰＤＮ接続のデータ、オフロード支援データ、及びオフロードセルラー測定デ
ータのうち少なくとも１つの要求を含み、
　前記ＴＡは、前記ＭＴにより生成されるＭＴステータスメッセージをＡＴコマンド応答
として前記ＴＥに転送し、前記ＡＴコマンド応答は要求された前記データを含み、
　前記ＴＡは、前記特定のＰＤＮ接続のオフロード可能性の変更、オフロード支援データ
の変更、及びオフロードセルラー測定値のうち少なくとも１つが前記オフロード支援デー
タの基準を満たす場合、前記ＭＴにより生成される非請求リザルトコードを前記ＴＥに転
送する、
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　ＵＥ。
【請求項２】
　前記ＡＴコマンドはパケットドメインイベント報告（＋ＣＧＥＲＥＰ）ＡＴコマンドを
含み、前記ＭＴはさらに、前記特定のＰＤＮ接続に関連付けられたパケットデータプロト
コル（ＰＤＰ）コンテキストが、
　アクティブ化される、
　非アクティブ化される、及び
　変更される
　のうち少なくとも１つである場合、前記特定のＰＤＮ接続が前記セルラーネットワーク
から前記非セルラーネットワークにオフロードされ得るかを示す１つ又は複数の非請求リ
ザルトコード（＋ＣＧＥＶ）を前記ＴＥに送信する、
　請求項１に記載のＵＥ。
【請求項３】
　前記１つ又は複数の非請求リザルトコード（＋ＣＧＥＶ）は、前記特定のＰＤＮ接続が
前記セルラーネットワークから前記非セルラーネットワークにオフロードできないことを
示すデータを含む、請求項２に記載のＵＥ。
【請求項４】
　前記ＡＴコマンドは、パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキスト読み出し動的
パラメータ（＋ＣＧＣＯＮＴＲＤＰ）ＡＴコマンドを含み、前記ＡＴコマンド応答は、１
次ＰＤＰコンテキストの１つ又は複数のパラメータを識別するデータを含む、請求項１か
ら３のいずれか一項に記載のＵＥ。
【請求項５】
　前記ＡＴコマンド応答はさらに、前記１次ＰＤＰコンテキストに関連付けられた前記特
定のＰＤＮ接続が前記セルラーネットワークから前記非セルラーネットワークにオフロー
ドされ得るかを示す整数値を含み、
　前記整数値は、
　前記特定のＰＤＮ接続がＳ１モードの場合もＩｕモードの場合も、オフロードが受け入
れられないことを示す０、
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｓ１モードの場合にオフロードが受け入れられるが、前記
Ｉｕモードでは受け入れられないことを示す１、
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｉｕモードの場合にオフロードが受け入れられるが、前記
Ｓ１モードでは受け入れられないことを示す２、及び
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｓ１モードの場合も前記Ｉｕモードの場合も、オフロード
が受け入れられることを示す３
　のうち少なくとも１つを含む、請求項４に記載のＵＥ。
【請求項６】
　前記ＡＴコマンドは、２次パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキスト読み出し
動的パラメータ（＋ＣＧＳＣＯＮＴＲＤＰ）ＡＴコマンドを含み、前記ＡＴコマンド応答
は、２次ＰＤＰコンテキストの１つ又は複数のパラメータを識別するデータを含む、請求
項１から５のいずれか一項に記載のＵＥ。
【請求項７】
　前記ＡＴコマンド応答はさらに、前記２次ＰＤＰコンテキストに関連付けられた前記特
定のＰＤＮ接続が、前記セルラーネットワークから前記非セルラーネットワークにオフロ
ードされ得るかを示す整数値を含み、
　前記整数値は、
　前記特定のＰＤＮ接続がＳ１モードの場合もＩｕモードの場合も、オフロードが受け入
れられないことを示す０、
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｓ１モードの場合にオフロードが受け入れられるが、前記
Ｉｕモードでは受け入れられないことを示す１、
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｉｕモードの場合にオフロードが受け入れられるが、前記
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Ｓ１モードでは受け入れられないことを示す２、及び
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｓ１モードの場合も前記Ｉｕモードの場合も、オフロード
が受け入れられることを示す３
　のうち少なくとも１つを含む、請求項６に記載のＵＥ。
【請求項８】
　前記ＡＴコマンドは、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）オフロード支援デ
ータ（＋ＣＷＬＡＮＯＬＡＤ）ＡＴコマンドを含み、
　前記ＡＴコマンド応答は、
　受信信号コード電力の閾値、
　総受信パワースペクトル密度に対する疑似ランダムノイズ（ＰＮ）チップ当たりの受信
エネルギーの比率の閾値、
　参照信号受信電力の閾値、
　参照信号受信品質の閾値、
　ＷＬＡＮチャネル利用率の閾値、
　オフロードプレファレンスインジケータ（ｏｐｉ）、
　ステアリング間隔（ｔＳｔｅｅｒｉｎｇ）、
　バックホールの利用可能なダウンリンク帯域幅及びアップリンク帯域幅のうち少なくと
も１つの閾値、
　ビーコンの受信信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）の閾値、及び
　ＷＬＡＮ識別子リスト
　のうち少なくとも１つを識別するＷＬＡＮオフロード支援データを含む、
　請求項１から７のいずれか一項に記載のＵＥ。
【請求項９】
　前記ＭＴはさらに、前記ＷＬＡＮオフロード支援データの１つ又は複数の変更を示すた
めに、１つ又は複数の非請求リザルトコード（＋ＣＷＬＡＮＯＬＡＤＩ）を前記ＴＥに送
信する、請求項８に記載のＵＥ。
【請求項１０】
　前記ＡＴコマンドは、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）オフロードセル測
定（＋ＣＷＬＡＮＯＬＣＭ）ＡＴコマンドを含み、前記ＡＴコマンド応答は、前記ＭＴに
関連付けられた１次サービングセルの測定情報を含む、請求項１から９のいずれか一項に
記載のＵＥ。
【請求項１１】
　前記ＭＴはさらに、ＷＬＡＮオフロード支援データの閾値を満たしている１つ又は複数
のセルラー信号測定値を含む１つ又は複数の非請求リザルトコード（＋ＣＷＬＡＮＯＬＣ
ＭＩ）を前記ＴＥに送信し、
　前記１つ又は複数のセルラー信号測定値は、
　受信信号コード電力、
　総受信パワースペクトル密度に対する疑似ランダムノイズ（ＰＮ）チップ当たりの受信
エネルギーの比率、
　参照信号受信電力、及び
　参照信号受信品質
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１０に記載のＵＥ。
【請求項１２】
　前記セルラーネットワーク及び前記非セルラーネットワークのうち少なくとも１つから
の信号データを送信及び受信する１つ又は複数のアンテナをさらに備え、
　前記ＭＴは、前記１つ又は複数のアンテナを介して受信した前記信号データを処理する
１つ又は複数のベースバンドプロセッサを含む、請求項１から１１のいずれか一項に記載
のＵＥ。
【請求項１３】
　前記セルラーネットワークは、
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　ユニバーサル移動体通信サービス地上波無線アクセスネットワーク／ＧＳＭ（登録商標
）（移動通信用グローバルシステム）ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ／
ＧＥＲＡＮ）ベースのサービングネットワーク、及び
　進化型ユニバーサル移動体通信サービス地上波無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲ
ＡＮ）ベースのサービングネットワーク
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１から１２のいずれか一項に記載のＵＥ。
【請求項１４】
　前記ＡＴコマンドはさらに、非請求リザルトコードの送信を有効及び無効にするセット
コマンドを含む、請求項１から１３のいずれか一項に記載のＵＥ。
【請求項１５】
　前記ＴＡはさらに、前記ＡＴコマンドの１つ又は複数のパラメータの可能な値を照会す
るために、前記ＴＥから受信した前記ＡＴコマンドのテスト版を前記ＭＴに転送する、請
求項１から１４のいずれか一項に記載のＵＥ。
【請求項１６】
　セルラーネットワーク又は非セルラーネットワークの１つ又は複数のパケットデータネ
ットワーク（ＰＤＮ）接続を利用する１つ又は複数のアプリケーションを実行する動作と
、
　モバイル端末（ＭＴ）用のアテンション（ＡＴ）コマンドを生成する動作であって、前
記ＡＴコマンドは、前記セルラーネットワークから前記非セルラーネットワークにオフロ
ードされ得る特定のＰＤＮ接続のデータ、オフロード支援データ、及びオフロードセルラ
ー測定データのうち少なくとも１つの要求を含む、動作と、
　前記ＡＴコマンドに対応した、前記セルラーネットワークから前記非セルラーネットワ
ークにオフロードされ得る前記ＰＤＮ接続に固有の前記要求されたデータ、前記オフロー
ド支援データ、及び前記オフロードセルラー測定データのうち少なくとも１つを含む、Ａ
Ｔコマンド応答を受信する動作と、
　前記特定のＰＤＮ接続のオフロード可能性の変更、オフロード支援データの変更、及び
オフロードセルラー測定値のうち少なくとも１つが前記オフロード支援データの基準を満
たす場合、非請求リザルトコードを受信する動作と
　をユーザ機器（ＵＥ）に実行させるためのプログラム。
【請求項１７】
　前記ＡＴコマンドはパケットドメインイベント報告（＋ＣＧＥＲＥＰ）ＡＴコマンドを
含み、前記ＭＴはさらに、前記ＰＤＮ接続が、
　アクティブ化される、
　非アクティブ化される、及び
　変更される
　のうち少なくとも１つである場合、前記ＰＤＮ接続が前記セルラーネットワークから前
記非セルラーネットワークにオフロードされ得るかを示す１つ又は複数の非請求リザルト
コード（＋ＣＧＥＶ）をＴＥに送信する、
　請求項１６に記載のプログラム。
【請求項１８】
　前記ＡＴコマンドは、パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキスト読み出し動的
パラメータ（＋ＣＧＣＯＮＴＲＤＰ）ＡＴコマンドを含み、前記ＡＴコマンド応答はさら
に、前記特定のＰＤＮ接続の１次パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキストの１
つ又は複数のパラメータを識別するデータを含み、前記ＡＴコマンド応答はさらに、前記
１次ＰＤＰコンテキストに関連付けられた前記特定のＰＤＮ接続が、前記セルラーネット
ワークから前記非セルラーネットワークにオフロードされ得るかを示す整数値を含み、
　前記整数値は、
　前記特定のＰＤＮ接続がＳ１モードの場合もＩｕモードの場合も、オフロードが受け入
れられないことを示す０、
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｓ１モードの場合にオフロードが受け入れられるが、前記
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Ｉｕモードでは受け入れられないことを示す１、
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｉｕモードの場合にオフロードが受け入れられるが、前記
Ｓ１モードでは受け入れられないことを示す２、及び
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｓ１モードの場合も前記Ｉｕモードの場合も、オフロード
が受け入れられることを示す３
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１６又は１７に記載のプログラム。
【請求項１９】
　前記ＡＴコマンドは、２次パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキスト読み出し
動的パラメータ（＋ＣＧＳＣＯＮＴＲＤＰ）ＡＴコマンドを含み、前記ＡＴコマンド応答
は、前記特定のＰＤＮ接続の２次ＰＤＰコンテキストの１つ又は複数のパラメータを識別
するデータを含み、前記ＡＴコマンド応答はさらに、前記２次ＰＤＰコンテキストに関連
付けられた前記特定のＰＤＮ接続が、前記セルラーネットワークから前記非セルラーネッ
トワークにオフロードされ得るかを示す整数値を含み、
　前記整数値は、
　前記特定のＰＤＮ接続がＳ１モードの場合もＩｕモードの場合も、オフロードが受け入
れられないことを示す０、
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｓ１モードの場合にオフロードが受け入れられるが、前記
Ｉｕモードでは受け入れられないことを示す１、
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｉｕモードの場合にオフロードが受け入れられるが、前記
Ｓ１モードでは受け入れられないことを示す２、及び
　前記特定のＰＤＮ接続が前記Ｓ１モードの場合も前記Ｉｕモードの場合も、オフロード
が受け入れられることを示す３
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１６から１８のいずれか一項に記載のプログラム
。
【請求項２０】
　前記非セルラーネットワークは、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を含み
、前記ＡＴコマンドはＷＬＡＮオフロード支援データ（＋ＣＷＬＡＮＯＬＡＤ）ＡＴコマ
ンドを含み、
　前記ＡＴコマンド応答は、
　受信信号コード電力の閾値、
　総受信パワースペクトル密度に対する疑似ランダムノイズ（ＰＮ）チップ当たりの受信
エネルギーの比率の閾値、
　参照信号受信電力の閾値、
　参照信号受信品質の閾値、
　ＷＬＡＮチャネル利用率の閾値、
　オフロードプレファレンスインジケータ（ｏｐｉ）、
　ステアリング間隔（ｔＳｔｅｅｒｉｎｇ）、
　バックホールの利用可能なダウンリンク帯域幅及びアップリンク帯域幅のうち少なくと
も１つの閾値、
　ビーコンの受信信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）の閾値、及び
　ＷＬＡＮ識別子リスト
　のうち少なくとも１つを識別するＷＬＡＮオフロード支援データを含み、
　前記ＭＴはさらに、前記ＷＬＡＮオフロード支援データの１つ又は複数の変更を示すた
めに、１つ又は複数の非請求リザルトコード（＋ＣＷＬＡＮＯＬＡＤＩ）をＴＥに送信す
る、
　請求項１６から１９のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項２１】
　前記非セルラーネットワークは無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を含み、
前記ＡＴコマンドはＷＬＡＮオフロードセル測定（＋ＣＷＬＡＮＯＬＣＭ）ＡＴコマンド
を含み、前記ＡＴコマンド応答は前記ＭＴに関連付けられた１次サービングセルの測定情
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報を含み、前記ＭＴはさらに、少なくとも１つ又は複数のＷＬＡＮオフロードセル測定値
がＷＬＡＮオフロード支援データ閾値を満たしていることを示す１つ又は複数の非請求リ
ザルトコード（＋ＣＷＬＡＮＯＬＣＭＩ）をＴＥに送信し、
　前記１つ又は複数のＷＬＡＮオフロードセル測定値は、
　受信信号コード電力、
　総受信パワースペクトル密度に対する疑似ランダムノイズ（ＰＮ）チップ当たりの受信
エネルギーの比率、
　参照信号受信電力、及び
　参照信号受信品質
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１６から２０のいずれか一項に記載のプログラム
。
【請求項２２】
　端末機器（ＴＥ）に通信可能に結合された端末アダプタ（ＴＡ）からアテンション（Ａ
Ｔ）コマンドを受信する回路であって、前記ＡＴコマンドは、パケットデータネットワー
ク（ＰＤＮ）接続のオフロード特性、オフロード支援データ、及びオフロードセルラー測
定値のうち少なくとも１つの要求を含む、回路と、
　モバイルターミネーション（ＭＴ）ステータスメッセージを生成し、前記ＭＴステータ
スメッセージをＴＡに送信する回路であって、前記ＭＴステータスメッセージは、前記Ｐ
ＤＮ接続の前記要求されたデータ、前記オフロード支援データ、及び前記オフロードセル
ラー測定値のうち少なくとも１つを含む、回路と、
　ＰＤＮ接続のオフロード可能性の変更、前記オフロード支援データの変更、及び前記オ
フロードセルラー測定値のうち少なくとも１つが、オフロード支援データの基準に対して
変わる場合、ＭＴ非請求リザルトコードを生成し、前記非請求リザルトコードをＴＡに送
信する回路と
　を備える、ベースバンドチップセット。
【請求項２３】
　前記ＭＴステータスメッセージはさらに、パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテ
キストが、
　アクティブ化される、
　非アクティブ化される、及び
　変更される
　のうち少なくとも１つである場合、前記ＰＤＮ接続がセルラーネットワークから非セル
ラーネットワークにオフロードされ得るかを示す１つ又は複数の非請求リザルトコード（
＋ＣＧＥＶ）を含む、請求項２２に記載のベースバンドチップセット。
【請求項２４】
　前記ＭＴステータスメッセージはさらに、
　１次パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキスト情報の１つ又は複数のパラメー
タを識別するデータ、及び
　２次パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキスト情報の１つ又は複数のパラメー
タを識別するデータ
　のうち少なくとも１つを含む、請求項２２又は２３に記載のベースバンドチップセット
。
【請求項２５】
　非セルラーネットワークは無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を含み、前記
ＭＴステータスメッセージは、
　ＷＬＡＮのセルラー信号強度、セルラー信号電力、帯域幅、又はサービス特性、及び
　前記ＭＴに関連付けられた１次サービングセルの測定情報
　のうち少なくとも１つを識別するデータを含む、請求項２２から２４のいずれか一項に
記載のベースバンドチップセット。
【請求項２６】
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　請求項１６から２１のいずれか一項に記載のプログラムを格納する、
　コンピュータ可読記憶媒体。
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