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(57)【要約】
【課題】仮想ベアラを使用した無線ネットワークにおけ
るベアラ管理のためのシステム、方法、および手段が開
示される。
【解決手段】無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）をＷ
ＬＡＮへオフロードするためのｅＮＢ決定と、ＡＮＤＳ
Ｆポリシーとの間におけるコンフリクトを管理するため
のシステム、方法、および手段も開示される。ＷＬＡＮ
のための、またはＷＬＡＮへのオフロード中のドライブ
テストの最小化（ＭＤＴ：minimization of drive test
s）のためのシステム、方法、および手段も開示される
。ＷＴＲＵの能力をシグナリングするためのシステム、
方法、および手段も開示される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）において無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬ
ＡＮ）へ、またはＷＬＡＮからトラフィックをオフロードするかどうかを決定する方法で
あって、前記ＷＴＲＵが、
　サービングセルに関連付けられたＷＬＡＮオフロード条件を測定することと、
　ＷＴＲＵプロトコルスタックにて、前記測定に基づいて表示を生成することであって、
前記表示は、入る条件がトリガーされるとき第１の値に関連付けられ、および出る条件が
トリガーされるとき第２の値に関連付けられ、前記第１の値は、前記ＷＬＡＮにトラフィ
ックをオフロードすることを示し、前記第２の値は、前記ＷＬＡＮからトラフィックをオ
フロードすることを示す、ことと、
　前記ＷＴＲＵプロトコルスタックから、前記第１の値または前記第２の値に関連付けら
れた前記表示を高位レイヤに送信することと、
　前記表示に基づいて前記ＷＬＡＮへ、または前記ＷＬＡＮからトラフィックをオフロー
ドするかどうかを評価することと
　を備える方法。
【請求項２】
　前記ＷＴＲＵが、無線アクセスネットワークから設定しきい値を受信することであって
、前記設定しきい値は、前記ＷＬＡＮへ、または前記ＷＬＡＮからトラフィックをオフロ
ードする前記ＷＴＲＵのための無線アクセスネットワーク設定の前記ＷＴＲＵへの暗黙の
表示を含む、ことと、
　前記ＷＬＡＮへ、または前記ＷＬＡＮからオフロードするトラフィックの状態を少なく
とも評価することにより前記設定しきい値を評価することと
　をさらに備える、請求項１の方法。
【請求項３】
　高位レイヤポリシーまたは無線アクセス層ルールの少なくとも１つに基づいてＷＬＡＮ
オフロード状態を評価することをさらに備える、請求項２の方法。
【請求項４】
　前記設定しきい値を評価することに応じて、前記設定しきい値または前記表示の少なく
とも１つを前記ＷＴＲＵプロトコルスタックから前記高位レイヤに転送することをさらに
備える、請求項２の方法。
【請求項５】
　前記高位レイヤは、ＡＮＤＳＦ（Access network discovery and selection function
）ポリシーエンジンを備える、請求項４の方法。
【請求項６】
　前記設定しきい値または前記表示の少なくとも１つを前記ＷＴＲＵプロトコルスタック
から前記高位レイヤに転送することに応じて、ＡＮＤＳＦ（Access network discovery a
nd selection function）ポリシーを無視させることをさらに備える、請求項４の方法。
【請求項７】
　前記設定しきい値を評価すること、または前記表示を前記ＷＴＲＵプロトコルスタック
から前記高位レイヤに送信することの少なくとも１つに応じて、ＡＮＤＳＦ（Access net
work discovery and selection function）ポリシーエンジンを無視することをさらに備
える、請求項４の方法。
【請求項８】
　前記設定しきい値または前記表示の少なくとも１つを前記ＷＴＲＵプロトコルスタック
から前記高位レイヤに転送することに応じて、ＡＮＤＳＦ（Access network discovery a
nd selection function）ポリシーに、前記ＷＬＡＮへ、または前記ＷＬＡＮからオフロ
ードするトラフィックに適したトラフィッククラスを決定させることをさらに備える、請
求項４の方法。
【請求項９】
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　前記設定しきい値または前記表示の少なくとも１つを前記ＷＴＲＵプロトコルスタック
から前記高位レイヤに転送することに応じて、ＡＮＤＳＦ（Access network discovery a
nd selection function）ポリシーに、前記ＷＬＡＮへの、または前記ＷＬＡＮからのト
ラフィックオフロードが禁止されるかどうかを決定させることをさらに備える、請求項４
の方法。
【請求項１０】
　前記設定しきい値を評価すること、または前記表示を前記ＷＴＲＵプロトコルスタック
から前記高位レイヤに送信することの少なくとも１つに応じて、ＡＮＤＳＦ（Access net
work discovery and selection function）ポリシーエンジンに、アクセスポイントがオ
フロードすることに適しているかどうかを決定させることをさらに備える、請求項２の方
法。
【請求項１１】
　前記ＷＴＲＵが測定スケーリングパラメータを受信することをさらに備える、請求項１
の方法。
【請求項１２】
　前記測定スケーリングパラメータに応じてＷＬＡＮ測定を実行する頻度を調整すること
をさらに備え、前記測定スケーリングパラメータは、Ｓ測定値、ヒステリシス値、オフロ
ードオフセット値またはオフロードしきい値の少なくとも１つを含む、請求項１１の方法
。
【請求項１３】
　無線ネットワークにおける無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）の能力をシグナリング
する方法であって、
　前記無線ネットワークへの無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）オフロードを
サポートする前記ＷＴＲＵの能力を示すことと、
　ユーザが前記ＷＴＲＵのＷＬＡＮコンポーネントをアクティベートする行動を起こした
とき、前記ＷＴＲＵから前記無線ネットワークにシグナリングすることと
　を備える方法。
【請求項１４】
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）コンポーネントと、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと通信し、前記プロセッサにより実行されると、前記ＷＴＲＵに、
　　サービングセルに関連付けられたＷＬＡＮオフロード条件を測定させ、
　　ＷＴＲＵプロトコルスタックにて、前記測定に基づいて表示を生成させ、前記表示は
、入る条件がトリガーされるとき第１の値に関連付けられ、および出る条件がトリガーさ
れるとき第２の値に関連付けられ、前記第１の値は、前記ＷＬＡＮにトラフィックをオフ
ロードすることを示し、前記第２の値は、前記ＷＬＡＮからトラフィックをオフロードす
ることを示し、
　　前記ＷＴＲＵプロトコルスタックから、前記第１の値または前記第２の値に関連付け
られた前記表示を高位レイヤに送信させ、
　　前記表示に基づいて前記ＷＬＡＮへ、または前記ＷＬＡＮからトラフィックをオフロ
ードするかどうかを評価させる
　命令を格納するメモリと
　を備えたＷＴＲＵ。
【請求項１５】
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）であって、
　ＷＬＡＮコンポーネントと、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと通信し、前記プロセッサにより実行されると、前記ＷＴＲＵに、
　　無線ネットワークへの無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）オフロードをサ
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ポートする前記ＷＴＲＵの能力を示させ、
　　ユーザが前記ＷＬＡＮコンポーネントをアクティベートする行動を起こしたとき、前
記ＷＴＲＵから前記無線ネットワークにシグナリングさせる
　命令を格納するメモリと
　を備えたＷＴＲＵ。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、前記ＷＴＲＵに、前記第１の値の前記表示に基づいて前記ＷＴＲＵ
の能力を評価させるように構成される、請求項１４のＷＴＲＵ。
【請求項１７】
　前記ＷＴＲＵプロトコルスタックは、ＷＴＲＵアクセス層を備える、請求項１４のＷＴ
ＲＵ。
【請求項１８】
　前記ＷＴＲＵアクセス層は、物理層を備える、請求項１７のＷＴＲＵ。
【請求項１９】
　前記ＷＴＲＵに、前記第１の値の前記表示に基づいて前記ＷＴＲＵの能力を評価させる
ことをさらに備える、請求項１の方法。
【請求項２０】
　前記ＷＴＲＵプロトコルスタックは、ＷＴＲＵアクセス層を備える、請求項１の方法。
【請求項２１】
　前記ＷＴＲＵアクセス層は、物理層を備える、請求項２０の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オフロードを通じた改善されたＷＬＡＮ使用のための３ＧＰＰ　ＷＬＡＮ相
互作用のための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、２０１３年４月４日に出願された米国特許仮出願第６１／８０８，４９２号
明細書の利益を主張するものである。
【０００３】
　より高いデータレートを求める需要の増大は、より高速で効率的な無線テクノロジーの
発展に寄与してきた。ＬＴＥなどのセルラーネットワーク、およびＷＬＡＮは、オペレー
タおよびエンドユーザからの幅広い支持を目の当たりにしてきた。オペレータコミュニテ
ィーにおいては、ＷＬＡＮネットワークが利用可能である場合はできるだけ多くのデータ
をそれらのＷＬＡＮネットワークへオフロードし、それによって、セルラーネットワーク
負荷が低減されることが可能であることに対する関心が増大している。同時に、オペレー
タは、ますます多くの顧客にサービス提供することができる。第３世代パートナーシップ
プロジェクト（３ＧＰＰ）は、３ＧＰＰネットワーク（例えば、ＬＴＥおよび３Ｇ）とＷ
ｉＦｉとの間における相互作用を可能にするためのいくつかのテクノロジーを開発してき
た。これらのテクノロジーは、主として、ＷｉＦｉオフロードのためのコアネットワーク
ベースのものであることが可能である。
【発明の概要】
【０００４】
　仮想ベアラを使用した無線ネットワークにおけるベアラ管理のためのシステム、方法、
および手段が開示される。無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）をＷＬＡＮへオフロード
するためのｅＮＢ決定と、ＡＮＤＳＦポリシーとの間におけるコンフリクトを管理するた
めのシステム、方法、および手段も開示される。ＷＬＡＮのための、またはＷＬＡＮへの
オフロード中のドライブテストの最小化（ＭＤＴ：minimization of drive tests）のた
めのシステム、方法、および手段も開示される。ＷＴＲＵの能力をシグナリングするため
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のシステム、方法、および手段も開示される。
【０００５】
　無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）が、高位レイヤポリシーおよび無線アクセス層ル
ールのうちの少なくとも１つに従って、ＷＬＡＮネットワークへ、またはＷＬＡＮネット
ワークからトラフィックを導くかどうかを決定することによって、ＷＬＡＮネットワーク
へ、またはＷＬＡＮネットワークからトラフィックをオフロードするかどうかを決定する
ことができる。構成されたＷＬＡＮオフロード条件を評価することができる。構成された
ＷＬＡＮオフロード条件が満たされている場合には、トラフィックが、ＷＬＡＮネットワ
ークへ、またはＷＬＡＮネットワークから導かれることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
　例として添付の図面とともに与えられる以降の説明から、より詳細な理解が得られるこ
とが可能である。
【０００７】
【図１Ａ】１または複数の開示されている実施形態が実施されることが可能である例示的
な通信システムのシステム図である。
【図１Ｂ】図１Ａにおいて示されている通信システム内で使用されることが可能である例
示的な無線送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）のシステム図である。
【図１Ｃ】図１Ａにおいて示されている通信システム内で使用されることが可能である例
示的な無線アクセスネットワークおよび例示的なコアネットワークのシステム図である。
【図１Ｄ】図１Ａにおいて示されている通信システム内で使用されることが可能である別
の例示的な無線アクセスネットワークおよび別の例示的なコアネットワークのシステム図
である。
【図１Ｅ】図１Ａにおいて示されている通信システム内で使用されることが可能である別
の例示的な無線アクセスネットワークおよび別の例示的なコアネットワークのシステム図
である。
【図２】ＲＡＮレベルでの３ＧＰＰとＷＬＡＮとの相互作用のための例示的なプロセスフ
ローを示す図である。
【図３】ＷＬＡＮへのオフローディングおよび仮想ベアラへの変換のための例示的なプロ
セスフローを示す図である。
【図４】Ｓ１解放手順に関する例示的なプロセスフローを示す図である。
【図５】ベアラリソース割り当て手順に関する例示的なプロセスフローを示す図である。
【図６】ｅＮＢによって開始される、オフロードされたベアラのモニタリングおよびＬＴ
Ｅへのモビリティーに関する例示的なプロセスフローを示す図である。
【図７】ＰＧＷによって開始される、オフロードされたベアラのモニタリングおよびＬＴ
Ｅへのモビリティーに関する例示的なプロセスフローを示す図である。
【図８】ＷＴＲＵ能力をシグナリングするための例示的なプロセスフローを示す図である
。
【図９】オフラインおよびオンラインＷＬＡＮ課金のための例示的な論理的な課金アーキ
テクチャーおよび情報フローを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　次いで、例示的な実施形態についての詳細な説明が、さまざまな図を参照しながら行わ
れる。この説明は、可能な実施態様の詳細な例を提供するが、それらの詳細は、例示的な
ものであり、けっして本出願の範囲を限定するものではないということを意図されている
という点に留意されたい。
【０００９】
　図１Ａは、１または複数の開示されている実施形態が実施されることが可能である例示
的な通信システム１００の図である。通信システム１００は、コンテンツ、例えば音声、
データ、ビデオ、メッセージング、放送などを複数のワイヤレスユーザに提供するマルチ
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プルアクセスシステムであることが可能である。通信システム１００は、複数のワイヤレ
スユーザが、無線帯域幅を含むシステムリソースの共有を通じてそのようなコンテンツに
アクセスすることを可能にすることができる。例えば、通信システム１００は、１または
複数のチャネルアクセス方法、例えば符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時分割多元接続（
ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）、シングル
キャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）などを採用することができる。
【００１０】
　図１Ａにおいて示されているように、通信システム１００は、無線送信／受信ユニット
（ＷＴＲＵ）１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、および／または１０２ｄ（全体として、ま
たは総称して、ＷＴＲＵ１０２と呼ばれる場合がある）、無線アクセスネットワーク（Ｒ
ＡＮ）１０３／１０４／１０５、コアネットワーク１０６／１０７／１０９、公衆交換電
話網（ＰＳＴＮ）１０８、インターネット１１０、およびその他のネットワーク１１２を
含むことができるが、開示されている実施形態は、任意の数のＷＴＲＵ、基地局、ネット
ワーク、および／またはネットワーク要素を想定しているということが理解されるであろ
う。ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのそれぞれは、無線環境において
動作および／または通信を行うように構成されている任意のタイプのデバイスであること
が可能である。例として、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、無線信
号を送信および／または受信するように構成されることが可能であり、ユーザ機器（ＵＥ
）、移動局、固定式または移動式の加入者ユニット、ページャー、セルラー電話、携帯情
報端末（ＰＤＡ）、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコンピュ
ータ、ワイヤレスセンサ、家庭用電化製品などを含むことができる。
【００１１】
　通信システム１００は、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂを含むこともできる。基
地局１１４ａ、１１４ｂのそれぞれは、コアネットワーク１０６／１０７／１０９、イン
ターネット１１０、および／またはネットワーク１１２などの１または複数の通信ネット
ワークへのアクセスを容易にするために、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０
２ｄのうちの少なくとも１つと無線でインターフェースを取るように構成されている任意
のタイプのデバイスであることが可能である。例として、基地局１１４ａ、１１４ｂは、
ベーストランシーバステーション（ＢＴＳ）、Ｎｏｄｅ－Ｂ、ｅＮｏｄｅ　Ｂ、ホームＮ
ｏｄｅ　Ｂ、ホームｅＮｏｄｅ　Ｂ、サイトコントローラ、アクセスポイント（ＡＰ）、
ワイヤレスルータなどであることが可能である。基地局１１４ａ、１１４ｂは、それぞれ
単一の要素として示されているが、基地局１１４ａ、１１４ｂは、任意の数の相互接続さ
れた基地局および／またはネットワーク要素を含むことができるということが理解される
であろう。
【００１２】
　基地局１１４ａは、ＲＡＮ１０３／１０４／１０５の一部であることが可能であり、Ｒ
ＡＮ１０３／１０４／１０５は、その他の基地局および／またはネットワーク要素（図示
せず）、例えば基地局コントローラ（ＢＳＣ）、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ
）、中継ノードなどを含むこともできる。基地局１１４ａおよび／または基地局１１４ｂ
は、特定の地理的領域内で無線信号を送信および／または受信するように構成されること
が可能であり、その地理的領域は、セル（図示せず）と呼ばれることがある。セルは、セ
ルセクタへとさらに分割されることが可能である。例えば、基地局１１４ａに関連付けら
れているセルは、３つのセクタへと分割されることが可能である。したがって一実施形態
においては、基地局１１４ａは、３つのトランシーバ、すなわち、セルのそれぞれのセク
タごとに１つのトランシーバを含むことができる。別の実施形態においては、基地局１１
４ａは、多入力多出力（ＭＩＭＯ）テクノロジーを採用することができ、したがって、セ
ルのそれぞれのセクタごとに複数のトランシーバを利用することができる。
【００１３】
　基地局１１４ａ、１１４ｂは、エアインターフェース１１５／１１６／１１７を介して
ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうちの１または複数と通信すること
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ができ、エアインターフェース１１５／１１６／１１７は、任意の適切な無線通信リンク
（例えば、無線周波数（ＲＦ）、マイクロ波、赤外線（ＩＲ）、紫外線（ＵＶ）、可視光
など）であることが可能である。エアインターフェース１１５／１１６／１１７は、任意
の適切な無線アクセステクノロジー（ＲＡＴ）を使用して確立されることが可能である。
【００１４】
　より具体的には、上述したように、通信システム１００は、マルチプルアクセスシステ
ムであることが可能であり、１または複数のチャネルアクセススキーム、例えばＣＤＭＡ
、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡなどを採用することができる。例え
ば、ＲＡＮ１０３／１０４／１０５内の基地局１１４ａ、およびＷＴＲＵ１０２ａ、１０
２ｂ、１０２ｃは、ＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommunications System）ＵＴＲＡ
（Terrestrial Radio Access）などの無線テクノロジーを実施することができ、この無線
テクノロジーは、ワイドバンドＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））を使用してエアイン
ターフェース１１５／１１６／１１７を確立することができる。ＷＣＤＭＡは、ＨＳＰＡ
（High Speed Packet Access）および／またはエボルブドＨＳＰＡ（ＨＳＰＡ＋）などの
通信プロトコルを含むことができる。ＨＳＰＡは、ＨＳＤＰＡ（High-Speed Downlink Pa
cket Access）および／またはＨＳＵＰＡ（High-Speed Uplink Packet Access）を含むこ
とができる。
【００１５】
　別の実施形態においては、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２
ｃは、Ｅ－ＵＴＲＡ（Evolved ＵＭＴＳ Terrestrial Radio Access）などの無線テクノ
ロジーを実施することができ、この無線テクノロジーは、ＬＴＥ（Long Term Evolution
）および／またはＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）を使用してエアインターフェース１
１５／１１６／１１７を確立することができる。
【００１６】
　その他の実施形態においては、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１
０２ｃは、無線テクノロジー、例えばＩＥＥＥ　８０２．１６（例えば、ＷｉＭＡＸ（Wo
rldwide Interoperability for Microwave Access））、ＣＤＭＡ２０００、ＣＤＭＡ２
０００　１Ｘ、ＣＤＭＡ２０００ＥＶ－ＤＯ、暫定標準２０００（ＩＳ－２０００）、暫
定標準９５（ＩＳ－９５）、暫定標準８５６（ＩＳ－８５６）、ＧＳＭ（登録商標）（Gl
obal System for Mobile communications）、ＥＤＧＥ（Enhanced Data rate for GSM Ev
olution）、ＧＳＭ　ＥＤＧＥ（ＧＥＲＡＮ）などを実施することができる。
【００１７】
　図１Ａにおける基地局１１４ｂは、例えばワイヤレスルータ、ホームＮｏｄｅ　Ｂ、ホ
ームｅＮｏｄｅ　Ｂ、またはアクセスポイントであることが可能であり、局所的なエリア
、例えば事業所、家庭、乗り物、キャンパスなどにおける無線接続を容易にするために、
任意の適切なＲＡＴを利用することができる。一実施形態においては、基地局１１４ｂお
よびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）を確立するために、ＩＥＥＥ　８０２．１１などの無線テクノロジーを実施することが
できる。別の実施形態においては、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは
、ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）を確立するために、ＩＥＥＥ　
８０２．１５などの無線テクノロジーを実施することができる。さらに別の実施形態にお
いては、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、ピコセルまたはフェムト
セルを確立するために、セルラーベースのＲＡＴ（例えば、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２００
０、ＧＳＭ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａなど）を利用することができる。図１Ａにおいて示され
ているように、基地局１１４ｂは、インターネット１１０への直接接続を有することがで
きる。したがって、基地局１１４ｂは、コアネットワーク１０６／１０７／１０９を介し
てインターネット１１０にアクセスすることを求められないことが可能である。
【００１８】
　ＲＡＮ１０３／１０４／１０５は、コアネットワーク１０６／１０７／１０９と通信状
態にあることが可能であり、コアネットワーク１０６／１０７／１０９は、音声、データ
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、アプリケーション、および／またはＶｏＩＰ（Voice over Internet Protocol）サービ
スをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうちの１または複数に提供する
ように構成されている任意のタイプのネットワークであることが可能である。例えば、コ
アネットワーク１０６／１０７／１０９は、呼制御、料金請求サービス、モバイルロケー
ションベースサービス、プリペイド呼接続、インターネット接続、ビデオ配信などを提供
すること、および／またはユーザ認証などのハイレベルセキュリティー機能を実行するこ
とが可能である。図１Ａにおいては示されていないが、ＲＡＮ１０３／１０４／１０５お
よび／またはコアネットワーク１０６／１０７／１０９は、ＲＡＮ１０３／１０４／１０
５と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを採用しているその他のＲＡＮと直接または間接の通
信状態にあることが可能であるということが理解されるであろう。例えば、コアネットワ
ーク１０６／１０７／１０９は、Ｅ－ＵＴＲＡ無線テクノロジーを利用している可能性が
あるＲＡＮ１０３／１０４／１０５に接続されていることに加えて、ＧＳＭ無線テクノロ
ジーを採用している別のＲＡＮ（図示せず）と通信状態にあることも可能である。
【００１９】
　コアネットワーク１０６／１０７／１０９は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ
、１０２ｄがＰＳＴＮ１０８、インターネット１１０、および／またはその他のネットワ
ーク１１２にアクセスするためのゲートウェイとして機能することもできる。ＰＳＴＮ１
０８は、ＰＯＴＳ（Plain Old Telephone Service）を提供する回線交換電話ネットワー
クを含むことができる。インターネット１１０は、ＴＣＰ／ＩＰインターネットプロトコ
ルスイートにおけるトランスミッションコントロールプロトコル（ＴＣＰ）、ユーザデー
タグラムプロトコル（ＵＤＰ）、およびインターネットプロトコル（ＩＰ）など、共通の
通信プロトコルを使用する相互接続されたコンピュータネットワークおよびデバイスから
なるグローバルシステムを含むことができる。ネットワーク１１２は、その他のサービス
プロバイダによって所有および／または運営されている有線または無線の通信ネットワー
クを含むことができる。例えば、ネットワーク１１２は、ＲＡＮ１０３／１０４／１０５
と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを採用している可能性がある１または複数のＲＡＮに接
続されている別のコアネットワークを含むことができる。
【００２０】
　通信システム１００内のＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのうちのい
くつかまたはすべては、マルチモード機能を含むことができ、例えば、ＷＴＲＵ１０２ａ
、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、別々の無線リンクを介して別々の無線ネットワーク
と通信するために複数のトランシーバを含むことができる。例えば、図１Ａにおいて示さ
れているＷＴＲＵ１０２ｃは、セルラーベースの無線テクノロジーを採用している可能性
がある基地局１１４ａ、およびＩＥＥＥ　８０２無線テクノロジーを採用している可能性
がある基地局１１４ｂと通信するように構成されることが可能である。
【００２１】
　図１Ｂは、例示的なＷＴＲＵ１０２のシステム図である。図１Ｂにおいて示されている
ように、ＷＴＲＵ１０２は、プロセッサ１１８、トランシーバ１２０、送信／受信要素１
２２、スピーカー／マイクロフォン１２４、キーパッド１２６、ディスプレイ／タッチパ
ッド１２８、取り外し不能メモリ１３０、取り外し可能メモリ１３２、電源１３４、グロ
ーバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）チップセット１３６、およびその他の周辺機器
１３８を含むことができる。ＷＴＲＵ１０２は、実施形態との整合性を保持しながら、上
述の要素どうしの任意の下位組合せを含むことができるということが理解されるであろう
。また、基地局１１４ａおよび１１４ｂ、ならびに／または、基地局１１４ａおよび１１
４ｂが相当することが可能であるノード（数ある中でも、トランシーバステーション（Ｂ
ＴＳ）、Ｎｏｄｅ－Ｂ、サイトコントローラ、アクセスポイント（ＡＰ）、ホームｎｏｄ
ｅ－Ｂ、エボルブドホームｎｏｄｅ－Ｂ（ｅＮｏｄｅＢ）、ホームエボルブドｎｏｄｅ－
Ｂ（ＨｅＮＢ）、ホームエボルブドｎｏｄｅ－Ｂゲートウェイ、およびプロキシノードな
どであるが、それらには限定されない）は、図１Ｂにおいて示され本明細書において説明
されている要素のうちのいくつかまたはすべてを含むことができるということを実施形態
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は想定している。
【００２２】
　プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、デジタル
シグナルプロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと関連付けられ
ている１もしくは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特
定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）
回路、その他の任意のタイプの集積回路（ＩＣ）、状態マシンなどであることが可能であ
る。プロセッサ１１８は、信号コーディング、データ処理、パワー制御、入力／出力処理
、および／または、ＷＴＲＵ１０２が無線環境において機能することを可能にするその他
の任意の機能を実行することができる。プロセッサ１１８は、トランシーバ１２０に結合
されることが可能であり、トランシーバ１２０は、送信／受信要素１２２に結合されるこ
とが可能である。図１Ｂは、プロセッサ１１８とトランシーバ１２０を別々のコンポーネ
ントとして示しているが、プロセッサ１１８とトランシーバ１２０は、電子パッケージま
たはチップ内にともに統合されることが可能である。プロセッサ１１８などのプロセッサ
は、統合されたメモリを含むことができる（例えばＷＴＲＵ１０２は、プロセッサと、関
連付けられているメモリとを含むチップセットを含むことができる）。メモリとは、プロ
セッサ（例えば、プロセッサ１１８）に統合されているメモリ、またはデバイス（例えば
、ＷＴＲＵ１０２）にその他の形で関連付けられているメモリを指すことが可能である。
そのメモリは、非一時的なものであることが可能である。そのメモリは、プロセッサによ
って実行されることが可能である命令（例えば、ソフトウェア命令および／またはファー
ムウェア命令）を含むこと（例えば、格納すること）が可能である。例えば、そのメモリ
は、実行されたときに、本明細書において説明されている実施態様のうちの１または複数
をプロセッサに実施させることができる命令を含むことができる。
【００２３】
　送信／受信要素１２２は、エアインターフェース１１５／１１６／１１７を介して、基
地局（例えば、基地局１１４ａ）に信号を送信するように、または基地局（例えば、基地
局１１４ａ）から信号を受信するように構成されることが可能である。例えば、一実施形
態においては、送信／受信要素１２２は、ＲＦ信号を送信および／または受信するように
構成されているアンテナであることが可能である。別の実施形態においては、送信／受信
要素１２２は、例えば、ＩＲ信号、ＵＶ信号、または可視光信号を送信および／または受
信するように構成されているエミッタ／検知器であることが可能である。さらに別の実施
形態においては、送信／受信要素１２２は、ＲＦ信号および光信号の両方を送信および受
信するように構成されることが可能である。送信／受信要素１２２は、無線信号の任意の
組合せを送信および／または受信するように構成されることが可能であるということが理
解されるであろう。
【００２４】
　加えて、送信／受信要素１２２は、図１Ｂにおいては単一の要素として示されているが
、ＷＴＲＵ１０２は、任意の数の送信／受信要素１２２を含むことができる。より具体的
には、ＷＴＲＵ１０２は、ＭＩＭＯテクノロジーを採用することができる。したがって、
一実施形態においては、ＷＴＲＵ１０２は、エアインターフェース１１５／１１６／１１
７を介して無線信号を送信および受信するために、複数の送信／受信要素１２２（例えば
、複数のアンテナ）を含むことができる。
【００２５】
　トランシーバ１２０は、送信／受信要素１２２によって送信されることになる信号を変
調するように、また、送信／受信要素１２２によって受信される信号を復調するように構
成されることが可能である。上述したように、ＷＴＲＵ１０２は、マルチモード機能を有
することができる。したがってトランシーバ１２０は、ＷＴＲＵ１０２が、例えばＵＴＲ
ＡおよびＩＥＥＥ　８０２．１１など、複数のＲＡＴを介して通信することを可能にする
ために複数のトランシーバを含むことができる。
【００２６】
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　ＷＴＲＵ１０２のプロセッサ１１８は、スピーカー／マイクロフォン１２４、キーパッ
ド１２６、および／またはディスプレイ／タッチパッド１２８（例えば、液晶ディスプレ
イ（ＬＣＤ）ディスプレイユニットもしくは有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレ
イユニット）に結合されることが可能であり、そこからユーザ入力データを受信すること
ができる。プロセッサ１１８は、ユーザデータをスピーカー／マイクロフォン１２４、キ
ーパッド１２６、および／またはディスプレイ／タッチパッド１２８へ出力することもで
きる。加えて、プロセッサ１１８は、取り外し不能メモリ１３０、取り外し可能メモリ１
３２、および／または、プロセッサ１１８に統合されているメモリなど、任意のタイプの
適切なメモリからの情報にアクセスすること、およびそれらのメモリにデータを格納する
ことが可能である。取り外し不能メモリ１３０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、
読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ハードディスク、またはその他の任意のタイプのメモリ
ストレージデバイスを含むことができる。取り外し可能メモリ１３２は、サブスクライバ
ーアイデンティティーモジュール（ＳＩＭ）カード、メモリスティック、セキュアデジタ
ル（ＳＤ）メモリカードなどを含むことができる。その他の実施形態においては、プロセ
ッサ１１８は、サーバまたはホームコンピュータ（図示せず）上など、ＷＴＲＵ１０２上
に物理的に配置されていないメモリからの情報にアクセスすること、およびそのメモリに
データを格納することが可能である。
【００２７】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受け取ることができ、また、ＷＴＲＵ１０
２内のその他のコンポーネントへの電力を分配および／または制御するように構成される
ことが可能である。電源１３４は、ＷＴＲＵ１０２に電力供給するための任意の適切なデ
バイスであることが可能である。例えば、電源１３４は、１または複数の乾電池（例えば
、ニッケルカドミウム（ＮｉＣｄ）、ニッケル亜鉛（ＮｉＺｎ）、ニッケル水素（ＮｉＭ
Ｈ）、リチウムイオン（Ｌｉ－ｉｏｎ）など）、太陽電池、燃料電池などを含むことがで
きる。
【００２８】
　プロセッサ１１８は、ＧＰＳチップセット１３６に結合されることも可能であり、ＧＰ
Ｓチップセット１３６は、ＷＴＲＵ１０２の現在のロケーションに関するロケーション情
報（例えば、経度および緯度）を提供するように構成されることが可能である。ＷＴＲＵ
１０２は、ＧＰＳチップセット１３６からの情報に加えて、またはその情報の代わりに、
基地局（例えば、基地局１１４ａ、１１４ｂ）からエアインターフェース１１５／１１６
／１１７を介してロケーション情報を受信すること、および／または複数の近隣の基地局
から受信されている信号のタイミングに基づいて自分のロケーションを特定することが可
能である。ＷＴＲＵ１０２は、実施形態との整合性を保持しながら、任意の適切なロケー
ション特定方法を通じてロケーション情報を取得することができるということが理解され
るであろう。
【００２９】
　プロセッサ１１８は、その他の周辺機器１３８にさらに結合されることが可能であり、
その他の周辺機器１３８は、さらなる特徴、機能、および／または有線接続もしくは無線
接続を提供する１または複数のソフトウェアモジュールおよび／またはハードウェアモジ
ュールを含むことができる。例えば、周辺機器１３８は、加速度計、ｅコンパス、衛星ト
ランシーバ、デジタルカメラ（写真またはビデオ用）、ＵＳＢ（Universal Serial Bus）
ポート、振動デバイス、テレビジョントランシーバ、ハンドフリーヘッドセット、Blueto
oth（登録商標）モジュール、周波数変調（ＦＭ）ラジオユニット、デジタルミュージッ
クプレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネットブラ
ウザなどを含むことができる。
【００３０】
　図１Ｃは、実施形態によるＲＡＮ１０３およびコアネットワーク１０６のシステム図で
ある。上述したように、ＲＡＮ１０３は、エアインターフェース１１５を介してＷＴＲＵ
１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するためにＵＴＲＡ無線テクノロジーを採用するこ
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とができる。ＲＡＮ１０３は、コアネットワーク１０６と通信状態にあることも可能であ
る。図１Ｃにおいて示されているように、ＲＡＮ１０３は、Ｎｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４
０ｂ、１４０ｃを含むことができ、これらのＮｏｄｅ－Ｂはそれぞれ、エアインターフェ
ース１１５を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するために１または複
数のトランシーバを含むことができる。Ｎｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃはそ
れぞれ、ＲＡＮ１０３内の特定のセル（図示せず）に関連付けられることが可能である。
ＲＡＮ１０３は、ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂを含むこともできる。ＲＡＮ１０３は、実施
形態との整合性を保持しながら、任意の数のＮｏｄｅ－ＢおよびＲＮＣを含むことができ
るということが理解されるであろう。
【００３１】
　図１Ｃにおいて示されているように、Ｎｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂは、ＲＮＣ１４
２ａと通信状態にあることが可能である。加えて、Ｎｏｄｅ－Ｂ１４０ｃは、ＲＮＣ１４
２ｂと通信状態にあることが可能である。Ｎｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは
、Ｉｕｂインターフェースを介してそれぞれのＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂと通信すること
ができる。ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂは、Ｉｕｒインターフェースを介して互いに通信状
態にあることが可能である。ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂのそれぞれは、それが接続されて
いるそれぞれのＮｏｄｅ－Ｂ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを制御するように構成される
ことが可能である。加えて、ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂのそれぞれは、その他の機能、例
えば、アウターループパワー制御、負荷制御、アドミッション制御、パケットスケジュー
リング、ハンドオーバー制御、マクロダイバーシティー、セキュリティー機能、データ暗
号化などを実行またはサポートするように構成されることが可能である。
【００３２】
　図１Ｃにおいて示されているコアネットワーク１０６は、メディアゲートウェイ（ＭＧ
Ｗ）１４４、モバイルスイッチングセンター（ＭＳＣ）１４６、サービングＧＰＲＳサポ
ートノード（ＳＧＳＮ）１４８、および／またはゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（
ＧＧＳＮ）１５０を含むことができる。上述の要素のうちのそれぞれは、コアネットワー
ク１０６の一部として示されているが、これらの要素のうちのいずれかの要素が、コアネ
ットワークオペレータ以外のエンティティーによって所有および／または運営されること
も可能であるということが理解されるであろう。
【００３３】
　ＲＡＮ１０３内のＲＮＣ１４２ａは、ＩｕＣＳインターフェースを介してコアネットワ
ーク１０６内のＭＳＣ１４６に接続されることが可能である。ＭＳＣ１４６は、ＭＧＷ１
４４に接続されることが可能である。ＭＳＣ１４６およびＭＧＷ１４４は、ＷＴＲＵ１０
２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと、従来の地上通信線通信デバイスとの間における通信を容易
にするために、ＰＳＴＮ１０８などの回線交換ネットワークへのアクセスをＷＴＲＵ１０
２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供することができる。
【００３４】
　ＲＡＮ１０３内のＲＮＣ１４２ａは、ＩｕＰＳインターフェースを介してコアネットワ
ーク１０６内のＳＧＳＮ１４８に接続されることも可能である。ＳＧＳＮ１４８は、ＧＧ
ＳＮ１５０に接続されることが可能である。ＳＧＳＮ１４８およびＧＧＳＮ１５０は、Ｗ
ＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと、ＩＰ対応デバイスとの間における通信を容易に
するために、インターネット１１０などのパケット交換ネットワークへのアクセスをＷＴ
ＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供することができる。
【００３５】
　上述したように、コアネットワーク１０６は、ネットワーク１１２に接続されることも
可能であり、ネットワーク１１２は、その他のサービスプロバイダによって所有および／
または運営されているその他の有線ネットワークまたは無線ネットワークを含むことがで
きる。
【００３６】
　図１Ｄは、実施形態によるＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０７のシステム図で
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ある。上述したように、ＲＡＮ１０４は、エアインターフェース１１６を介してＷＴＲＵ
１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するためにＥ－ＵＴＲＡ無線テクノロジーを採用す
ることができる。ＲＡＮ１０４は、コアネットワーク１０７と通信状態にあることも可能
である。
【００３７】
　ＲＡＮ１０４は、ｅＮｏｄｅ－Ｂ１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃを含むことができるが
、ＲＡＮ１０４は、実施形態との整合性を保持しながら、任意の数のｅＮｏｄｅ－Ｂを含
むことができるということが理解されるであろう。ｅＮｏｄｅ－Ｂ１６０ａ、１６０ｂ、
１６０ｃはそれぞれ、エアインターフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ
、１０２ｃと通信するために１または複数のトランシーバを含むことができる。一実施形
態においては、ｅＮｏｄｅ－Ｂ１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃは、ＭＩＭＯテクノロジー
を実施することができる。したがってｅＮｏｄｅ－Ｂ１６０ａは、例えば、ＷＴＲＵ１０
２ａに無線信号を送信するために、およびＷＴＲＵ１０２ａから無線信号を受信するため
に、複数のアンテナを使用することができる。
【００３８】
　ｅＮｏｄｅ－Ｂ１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃのそれぞれは、特定のセル（図示せず）
に関連付けられることが可能であり、無線リソース管理決定、ハンドオーバー決定、アッ
プリンクおよび／またはダウンリンクにおけるユーザのスケジューリングなどを取り扱う
ように構成されることが可能である。図１Ｄにおいて示されているように、ｅＮｏｄｅ－
Ｂ１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃは、Ｘ２インターフェースを介して互いに通信すること
ができる。
【００３９】
　図１Ｄにおいて示されているコアネットワーク１０７は、モビリティー管理ゲートウェ
イ（ＭＭＥ）１６２、サービングゲートウェイ１６４、およびパケットデータネットワー
ク（ＰＤＮ）ゲートウェイ１６６を含むことができる。上述の要素のうちのそれぞれは、
コアネットワーク１０７の一部として示されているが、これらの要素のうちのいずれかの
要素が、コアネットワークオペレータ以外のエンティティーによって所有および／または
運営されることも可能であるということが理解されるであろう。
【００４０】
　ＭＭＥ１６２は、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ１０４内のｅＮｏｄｅ－Ｂ１６
０ａ、１６０ｂ、１６０ｃのそれぞれに接続されることが可能であり、制御ノードとして
機能することができる。例えば、ＭＭＥ１６２は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２
ｃのユーザを認証すること、ベアラアクティブ化／非アクティブ化、ＷＴＲＵ１０２ａ、
１０２ｂ、１０２ｃの最初の接続中に特定のサービングゲートウェイを選択することなど
を担当することができる。ＭＭＥ１６２は、ＲＡＮ１０４と、ＧＳＭまたはＷＣＤＭＡな
どのその他の無線テクノロジーを採用しているその他のＲＡＮ（図示せず）との間におけ
る切り替えを行うための制御プレーン機能を提供することもできる。
【００４１】
　サービングゲートウェイ１６４は、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ１０４内のｅ
Ｎｏｄｅ－Ｂ１６０ａ、１６０ｂ、１６０ｃのそれぞれに接続されることが可能である。
サービングゲートウェイ１６４は一般に、ユーザデータパケットをＷＴＲＵ１０２ａ、１
０２ｂ、１０２ｃへ／ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃから回送および転送するこ
とができる。サービングゲートウェイ１６４は、その他の機能、例えば、ｅＮｏｄｅ　Ｂ
間でのハンドオーバー中にユーザプレーンを固定すること、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ
、１０２ｃにとってダウンリンクデータが利用可能である場合にページングをトリガーす
ること、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのコンテキストを管理および格納するこ
となどを実行することもできる。
【００４２】
　サービングゲートウェイ１６４は、ＰＤＮゲートウェイ１６６に接続されることも可能
であり、ＰＤＮゲートウェイ１６６は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと、ＩＰ
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対応デバイスとの間における通信を容易にするために、インターネット１１０などのパケ
ット交換ネットワークへのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供する
ことができる。
【００４３】
　コアネットワーク１０７は、その他のネットワークとの通信を容易にすることができる
。例えば、コアネットワーク１０７は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと、従来
の地上通信線通信デバイスとの間における通信を容易にするために、ＰＳＴＮ１０８など
の回線交換ネットワークへのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供す
ることができる。例えば、コアネットワーク１０７は、コアネットワーク１０７とＰＳＴ
Ｎ１０８との間におけるインターフェースとして機能するＩＰゲートウェイ（例えば、Ｉ
Ｐマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）サーバ）を含むことができ、またはそうしたＩ
Ｐゲートウェイと通信することができる。加えて、コアネットワーク１０７は、ネットワ
ーク１１２へのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供することができ
、ネットワーク１１２は、その他のサービスプロバイダによって所有および／または運営
されているその他の有線ネットワークまたは無線ネットワークを含むことができる。
【００４４】
　図１Ｅは、実施形態によるＲＡＮ１０５およびコアネットワーク１０９のシステム図で
ある。ＲＡＮ１０５は、エアインターフェース１１７を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２
ｂ、１０２ｃと通信するためにＩＥＥＥ８０２．１６無線テクノロジーを採用しているア
クセスサービスネットワーク（ＡＳＮ）であることが可能である。以降でさらに論じられ
るように、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、ＲＡＮ１０５、およびコアネットワ
ーク１０９という別々の機能エンティティーの間における通信リンクは、リファレンスポ
イントとして定義されることが可能である。
【００４５】
　図１Ｅにおいて示されているように、ＲＡＮ１０５は、基地局１８０ａ、１８０ｂ、１
８０ｃ、およびＡＳＮゲートウェイ１８２を含むことができるが、ＲＡＮ１０５は、実施
形態との整合性を保持しながら、任意の数の基地局およびＡＳＮゲートウェイを含むこと
ができるということが理解されるであろう。基地局１８０ａ、１８０ｂ、１８０ｃはそれ
ぞれ、ＲＡＮ１０５内の特定のセル（図示せず）に関連付けられることが可能であり、エ
アインターフェース１１７を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信するた
めに１または複数のトランシーバをそれぞれ含むことができる。一実施形態においては、
基地局１８０ａ、１８０ｂ、１８０ｃは、ＭＩＭＯテクノロジーを実施することができる
。したがって基地局１８０ａは、例えば、ＷＴＲＵ１０２ａに無線信号を送信するために
、およびＷＴＲＵ１０２ａから無線信号を受信するために、複数のアンテナを使用するこ
とができる。基地局１８０ａ、１８０ｂ、１８０ｃは、モビリティー管理機能、例えば、
ハンドオフトリガリング、トンネル確立、無線リソース管理、トラフィック分類、サービ
ス品質（ＱｏＳ）ポリシー実施などを提供することもできる。ＡＳＮゲートウェイ１８２
は、トラフィック集約ポイントとして機能することができ、ページング、サブスクライバ
ープロファイルのキャッシング、コアネットワーク１０９へのルーティングなどを担当す
ることができる。
【００４６】
　ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと、ＲＡＮ１０５との間におけるエアインター
フェース１１７は、ＩＥＥＥ８０２．１６仕様を実施するＲ１リファレンスポイントとし
て定義されることが可能である。加えて、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのそれ
ぞれは、コアネットワーク１０９との論理インターフェース（図示せず）を確立すること
ができる。ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと、コアネットワーク１０９との間に
おける論理インターフェースは、Ｒ２リファレンスポイントとして定義されることが可能
であり、このＲ２リファレンスポイントは、認証、許可、ＩＰホスト構成管理、および／
またはモビリティー管理のために使用されることが可能である。
【００４７】



(14) JP 2018-33170 A 2018.3.1

10

20

30

40

50

　基地局１８０ａ、１８０ｂ、１８０ｃのそれぞれの間における通信リンクは、ＷＴＲＵ
ハンドオーバー、および基地局どうしの間におけるデータの転送を容易にするためのプロ
トコルを含むＲ８リファレンスポイントとして定義されることが可能である。基地局１８
０ａ、１８０ｂ、１８０ｃと、ＡＳＮゲートウェイ１８２との間における通信リンクは、
Ｒ６リファレンスポイントとして定義されることが可能である。このＲ６リファレンスポ
イントは、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのそれぞれに関連付けられているモビ
リティーイベントに基づいてモビリティー管理を容易にするためのプロトコルを含むこと
ができる。
【００４８】
　図１Ｅにおいて示されているように、ＲＡＮ１０５は、コアネットワーク１０９に接続
されることが可能である。ＲＡＮ１０５と、コアネットワーク１０９との間における通信
リンクは、例えば、データ転送およびモビリティー管理機能を容易にするためのプロトコ
ルを含むＲ３リファレンスポイントとして定義されることが可能である。コアネットワー
ク１０９は、モバイルＩＰホームエージェント（ＭＩＰ－ＨＡ）１８４、認証／許可／ア
カウンティング（ＡＡＡ）サーバ１８６、およびゲートウェイ１８８を含むことができる
。上述の要素のうちのそれぞれは、コアネットワーク１０９の一部として示されているが
、これらの要素のうちのいずれかの要素が、コアネットワークオペレータ以外のエンティ
ティーによって所有および／または運営されることも可能であるということが理解される
であろう。
【００４９】
　ＭＩＰ－ＨＡは、ＩＰアドレス管理を担当することができ、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２
ｂ、１０２ｃが、別々のＡＳＮおよび／または別々のコアネットワークの間においてロー
ミングすることを可能にすることができる。ＭＩＰ－ＨＡ１８４は、ＷＴＲＵ１０２ａ、
１０２ｂ、１０２ｃと、ＩＰ対応デバイスとの間における通信を容易にするために、イン
ターネット１１０などのパケット交換ネットワークへのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１
０２ｂ、１０２ｃに提供することができる。ＡＡＡサーバ１８６は、ユーザ認証と、ユー
ザサービスをサポートすることとを担当することができる。ゲートウェイ１８８は、その
他のネットワークと相互作用することを容易にすることができる。例えば、ゲートウェイ
１８８は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと、従来の地上通信線通信デバイスと
の間における通信を容易にするために、ＰＳＴＮ１０８などの回線交換ネットワークへの
アクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃに提供することができる。加えて、ゲ
ートウェイ１８８は、ネットワーク１１２へのアクセスをＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、
１０２ｃに提供することができ、ネットワーク１１２は、その他のサービスプロバイダに
よって所有および／または運営されているその他の有線ネットワークまたは無線ネットワ
ークを含むことができる。
【００５０】
　図１Ｅにおいては示されていないが、ＲＡＮ１０５は、その他のＡＳＮに接続されるこ
とが可能であり、コアネットワーク１０９は、その他のコアネットワークに接続されるこ
とが可能であるということが理解されるであろう。ＲＡＮ１０５と、その他のＡＳＮとの
間における通信リンクは、Ｒ４リファレンスポイントとして定義されることが可能であり
、このＲ４リファレンスポイントは、ＲＡＮ１０５と、その他のＡＳＮとの間においてＷ
ＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃのモビリティーをコーディネートするためのプロト
コルを含むことができる。コアネットワーク１０９と、その他のコアネットワークとの間
における通信リンクは、Ｒ５リファレンスとして定義されることが可能であり、このＲ５
リファレンスは、ホームコアネットワークと、訪問先コアネットワークとの間における相
互作用を容易にするためのプロトコルを含むことができる。
【００５１】
　一般に、３ＧＰＰおよびＷＬＡＮ相互作用は、２つの大まかに定義されたカテゴリーへ
と分類されることが可能である。ＷｉＦｉオフローディングのためのいくつかの方法は、
コアネットワークベースのものであることが可能であり、３ＧＰＰコアネットワークおよ
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びＷｉＦｉオフローディングを含むことができる。ＷｉＦｉオフローディングのためのそ
の他の方法は、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）ベースのものであることが可能であ
り、３ＧＰＰ　ＲＡＮおよびＷｉＦｉオフローディングを含むことができる。
【００５２】
　ユーザトラフィックを潜在的にオフロードするためにＷＬＡＮアクセスネットワークど
うしの間における相互作用を実行するための手段として、ＷＬＡＮネットワークへのアク
セスが使用されることが可能である。例えば、ＷＬＡＮ無線送信／受信ユニット（ＷＴＲ
Ｕ）が、インターネット接続を達成することができ、３ＧＰＰシステムを介した認証およ
び許可を使用して３ＧＰＰパケットスイッチド（ＰＳ）サービスにアクセスすることがで
きる。ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵと、３ＧＰＰコアネットワーク（ＣＮ）内のパケットデータゲ
ートウェイ（ＰＤＧ）との間においてトンネルが確立されることが可能である。ＷＬＡＮ
　ＷＴＲＵは、３ＧＰＰ　ＣＮノードからＩＰ関連の構成パラメータを受信することがで
きる。これらのパラメータは、例えば、ＨＰＬＭＮ（Home Public Land Mobile Network
）用のリモートＩＰアドレス、ＤＨＣＰサーバ、およびＤＮＳサーバを含むことができる
。ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵは、ローカルＩＰアドレス、例えば、ＷＬＡＮアクセスネットワー
ク（ＡＮ）アイデンティティーを有することができる。ＷＬＡＮ　ＷＴＲＵは、ローカル
ＩＰアドレス、例えば、トンネルの外側ＩＰアドレス、およびリモートＩＰアドレス、例
えば、トンネルの内側アドレスの両方を有することができる。これらのＩＰアドレスは、
ＷＬＡＮ　ＡＮによって、またはＰＬＭＮによって、ＷＬＡＮ　ＡＮ　ＩＰアドレス空間
内に割り振られることが可能である。
【００５３】
　ＷＬＡＮを信頼されていないアクセスとして３ＧＰＰエボルブドパケットコア（ＥＰＣ
）に統合するために、参照アーキテクチャーが使用されることが可能である。ＷＬＡＮは
、エボルブドパケットデータゲートウェイ（ｅＰＤＧ）に接続されることが可能であり、
ＰＭＩＰｖ６およびＧＴＰモビリティーをサポートすることができる。ネットワーク選択
、発見、およびアクセスのためのポリシーをＷＴＲＵに提供するために、ＡＮＤＳＦ（Ac
cess Network Discovery and Selection Function）が使用されることが可能である。Ｗ
ＴＲＵは、３ＧＰＰアクセスおよびＷＬＡＮに同時に接続することができ、別々のアクセ
スを通じて、同じＰＤＮ接続に属する別々のＩＰフローをやり取りすることができる。こ
れは、シームレスなＩＰフローモビリティーを可能にすることができ、同じまたは別々の
アプリケーションに属するＩＰフローどうしが、３ＧＰＰアクセスとＷＬＡＮとの間にお
いてシームレスに移動される。ＩＰモビリティーは、ＤＳＭＩＰｖ６に基づいて３ＧＰＰ
アクセスとＷＬＡＮアクセスとの間において実行されることが可能である。加えて、ＷＴ
ＲＵ中心の接続エンジンが実施されることが可能であり、ＡＮＤＳＦに対する強化、例え
ば、ＤＩＤＡ（Data Identification in Access Network）を組み込むことができる。
【００５４】
　相互作用は、ＷＬＡＮ　ＡＮと３ＧＰＰアクセスとの間においてサポートされることも
可能であり、それは、ＷＬＡＮ　ＡＮと３ＧＰＰアクセスとの間におけるさらに緊密な統
合を可能にすることができる、かつ、重複した３ＧＰＰ　ＣＮ機能に対する必要性を回避
することができるソリューションを含むことができる。無線レベルにおけるこの統合は、
ＷＬＡＮ　ＡＰの効率的な発見を促進することができ、ＷＬＡＮ　ＡＰのさらに良好な利
用を促進すること、ならびに体感品質を強化することが可能である。
【００５５】
　ＷｉＦｉオフローディングのためのＲＡＮベースの方法は、ＷＬＡＮ相互作用のための
強化されたオペレータ制御を可能にすることができる、かつ、ＷＬＡＮがオペレータのセ
ルラー無線リソース管理（ＲＲＭ）内に含まれることを可能にすることができるソリュー
ションを含むことができる。そのような方法は、セルラーアクセスおよび／またはＷＬＡ
Ｎアクセスに関するＷＴＲＵあたりの無線リンク品質、バックホール品質、負荷等などの
情報を考慮に入れることができるアクセスネットワークモビリティーおよび選択に対する
強化を含むこともできる。
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【００５６】
　ＷｉＦｉオフローディングに関するモビリティー制御のためのいくつかの方法は、適切
なＷｉＦｉ　ＡＰの発見のための方法を含むことができる。これらの方法は、ＷＴＲＵに
よる自律的な方法、または３ＧＰＰネットワークによって制御される方法であることが可
能である。ネットワークは、発見手順のための支援情報を提供することができる。ＷＴＲ
Ｕは、発見されるＡＰに関する情報を報告することができる。
【００５７】
　ＷｉＦｉオフローディングに関するモビリティー制御のためのいくつかの方法は、例え
ば、ＷｉＦｉアクセスのための事前許可などのセキュリティーを実行するための方法を含
むことができる。これは、３ＧＰＰ接続を使用して、例えば、ユーザプレーンベアラまた
は制御プレーンシグナリングを通じて実行されることが可能である。
【００５８】
　ＷｉＦｉオフローディングに関するモビリティー制御のためのいくつかの方法は、Ｗｉ
Ｆｉ　ＡＮにおけるモビリティー、および３ＧＰＰネットワークの管理下でのＷｉＦｉ　
ＡＰどうしの間におけるハンドオーバーを含むことができる、ＷｉＦｉ接続をセットアッ
プ、制御、および解放するための方法を含むことができる。
【００５９】
　ＷｉＦｉオフローディングに関するモビリティー制御のためのいくつかの方法は、Ｗｉ
Ｆｉに関する測定を構成および報告するための方法を含むことができる。
【００６０】
　ＷｉＦｉオフローディングに関するモビリティー制御のためのいくつかの方法は、Ｗｉ
Ｆｉモビリティー制御を３ＧＰＰモビリティー関連手順に合わせて調整するための方法、
ならびにＷｉＦｉモビリティー制御をＷｉＦｉオフローディングのためのコアネットワー
ク（ＣＮ）要素に合わせて調整するための方法を含むことができる。
【００６１】
　図２は、ＲＡＮレベルでの３ＧＰＰとＷＬＡＮとの相互作用のための例示的なプロセス
フロー２００を示している。２０２において、ＷＬＡＮ　ＡＰは、直接、またはオペレー
ションおよびメンテナンス（Ｏ＆Ｍ）を通じて、ｅＮＢとの間で負荷状況を共有すること
ができる。別々のレベルの負荷状況を示すために別々のしきい値が使用されることが可能
である。ｅＮＢおよび／またはＭＭＥは、別々のＡＰにおける負荷状況を特定することが
できる。
【００６２】
　２０４において、ＷＴＲＵは、ＡＮＤＳＦからエリア内のＷＬＡＮ　ＡＰリストを受信
することができる。これは、ＷＴＲＵによって独立して実行されることが可能である。こ
れは、代替として、または追加として、ＷＬＡＮを発見するためのコマンドをｅＮＢがＷ
ＴＲＵに送信できる場合にＷＴＲＵによって実行されることが可能である。ｅＮＢからの
コマンドに応答してＷＬＡＮ　ＡＰリストを受信することは、いくらかの余分な遅延をも
たらす場合がある。
【００６３】
　２０６において、ｅＮＢは、特定のＷＴＲＵをＷＬＡＮへオフロードすることを、例え
ば、その負荷状況に応じて、および／またはＲＲＭに基づいて特定することができる。こ
の特定は、例えば、トラフィックパターン、ＷＴＲＵモビリティー、利用可能な無線リソ
ース、非常に厳しいＱｏＳを必要としないトラフィック、特定のサービス、特定のアプリ
ケーションに関連したトラフィックなどに基づくことが可能である。
【００６４】
　２０８において、ｅＮＢは、ＷＬＡＮ発見またはスキャンを開始するための、および信
頼されているＷＬＡＮ　ＡＰの信号状態を報告するためのコマンドをＷＴＲＵに送信する
ことができる。ＷＬＡＮ測定は、測定オブジェクトとして構成されることが可能である。
測定は、ｅＮＢコマンドに基づいて、および／またはＷＬＡＮ発見および測定および報告
を開始するためのコマンドに基づいて開始されることが可能である。
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【００６５】
　２１０において、ＷＴＲＵは、例えばＡＮＤＳＦからの情報を使用することによって、
信頼されているＷＬＡＮ　ＡＰを発見することができ、利用可能なＡＰの信号強度および
リンク品質を推定することができる。２１２において、ＷＴＲＵは、信号状態（例えば、
信号強度および／もしくはリンク品質）、ＳＳＩＤ（および／もしくはＭＡＣアドレス、
ＢＳＳＩＤ）、ならびに／またはＷＬＡＮチャネル番号を報告することができる。ＷＬＡ
Ｎチャネル番号は、例えばデバイス内での共存という観点から、役立つ場合がある。
【００６６】
　２１４において、ｅＮＢは、それが受信した情報を考慮することができる。この情報は
、例えば、信号強度および／またはリンク品質など、ＷＴＲＵからの情報、ＡＰ負荷状況
に関する情報、ｅＮＢの利用可能な無線リソース、ＷＴＲＵトラフィックパターン、Ｑｏ
Ｓ要件などを含むことができる。ｅＮＢが、ＷＴＲＵをＷＬＡＮへオフロードすることを
決定した場合には、ｅＮＢは、例えば、ＳＳＩＤおよび／またはＭＡＣアドレスによって
識別されることが可能である特定のＡＰへオフロードすることを指示するコマンドをＷＴ
ＲＵに送信することができる。ｅＮＢが、ＷＴＲＵをＷＬＡＮへオフロードしないことを
決定した場合には、プロセスフロー２００は２２０へ進むことができ、ＷＬＡＮ発見また
はスキャンは停止することができる。
【００６７】
　２１６において、ＷＴＲＵは、例えば、ＡＰを通じてＰＧＷにメッセージを送信して同
じＩＰアドレスを得ることによって認証を開始するための、ＬＴＥ　Ｒ１０／１１におい
て開示されているようなＷＬＡＮオフロード手順に準拠することができる。ＰＧＷは、Ａ
Ｐを通じてＷＴＲＵのためのトラフィックを転送することができる。２１８において、Ｗ
ＴＲＵは、ＷＬＡＮへのオフロードの成功または失敗をｅＮＢに知らせることができる。
２２０において、ｅＮＢは、ＷＬＡＮ発見またはスキャンプロセスを停止するためのコマ
ンドをＷＴＲＵへ送信することができ、それによって、ＷＴＲＵバッテリーは節約される
ことが可能である。このプロセスは、オフローディングがもはや必要とされなくなった任
意の時点で停止されることが可能である。ｅＮＢは、このコマンドを使用して、ＷＴＲＵ
がＷＬＡＮにおける通信を停止して３ＧＰＰへ戻ってくるようにさせることもできる。
【００６８】
　いくつかのＣＮベースの方法は、ＥＰＳベアラをＷＬＡＮへ選択的にオフロードするた
めのＲＡＮによって開始されるメカニズムを提供することができない。さらに、ユーザＱ
ｏＥは、ＷＴＲＵがＷＬＡＮへオフロードされた場合でも保持されるべきである。いくつ
かのＣＮベースの方法においては、ＷＴＲＵがＷＬＡＮへオフロードされた場合に、Ｑｏ
Ｅの保証および／またはモニタリングがないことがある。特定のベアラに関するＱｏＳパ
ラメータが提供されている場合には、そのベアラがＷＬＡＮへオフロードされたならば、
ＱｏＳがモニタされることが可能であり、ＱｏＳが満たされているかどうか、および／ま
たはベアラ修正に対する必要性があるかどうかに基づいて、適切なアクションが取られる
ことが可能である。いくつかのＣＮベースのオフローディングメカニズムは、静的なポリ
シーを伴うＷＴＲＵによって開始される手順を前提にしている場合があり、それは、ＬＴ
ＥネットワークまたはＷＬＡＮネットワークの動的なトラフィック状況を考慮に入れるこ
とができない。オフロードされたトラフィックはもはや、ＥＰＳベアラとみなされること
は不可能であり、したがって、ＭＭＥおよびｅＮＢはもはや、その存在に気づくことはで
きない。ＷＬＡＮ側では、ベアラ管理のための同様のメカニズムが存在することは不可能
である。セルラー無線リソース管理を担当するネットワークノードは、オフロードされた
トラフィックを効果的に管理するための十分な情報を有することはできない。
【００６９】
　ＷＴＲＵをＷＬＡＮへオフロードするためのｅＮＢの決定と、ＡＮＤＳＦポリシーとの
間においてコンフリクトがある場合がある。ＷＴＲＵをＷＬＡＮへオフロードすることを
開始することは、利用可能なＷＬＡＮ　ＡＰを見つけ出すためにスキャンを行うことで開
始することができる。これは、ＷＴＲＵによって、またはネットワークによって開始され
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ることが可能である。ネットワークがこのプロセスを開始した場合に、ｅＮＢが、オフロ
ーディング手順を開始することを決定したならば、ＡＮＤＳＦポリシーによれば、ＷＬＡ
Ｎへオフロードするためのトラフィック／サービスなどは存在していないと言える。これ
は、ＷＴＲＵをＷＬＡＮへオフロードするためのｅＮＢの決定と、ＡＮＤＳＦまたはＨＳ
２．０ポリシーとの間におけるコンフリクトをもたらす場合がある。
【００７０】
　より多くのＷＬＡＮ　ＡＰがネットワークオペレータによって展開されて、ＷＬＡＮへ
のオフロードの効率的な方法が進化していくにつれて、展開時に、および／または随時、
ＷＬＡＮカバレッジ、ＱｏＥ、スループットなどをオペレータがモニタすることが望まし
くなる可能性がある。オペレーションの費用を低減するために、ＷＬＡＮのためのドライ
ブテストの最小化（ＭＤＴ：minimization of drive tests）を有することも有益である
場合がある。加えて、たとえＭＤＴが３ＧＰＰネットワークのために使用されても、その
時間中にＷＴＲＵがＷＬＡＮへオフロードされた場合には、それは、トレースの正確さお
よびその後の正しい分析のために記録されることが可能である。
【００７１】
　いくつかのＷＴＲＵは、ＷＬＡＮオフロードをサポートするための能力が欠如している
場合がある。したがって、ＷＴＲＵからこの能力またはこの能力の欠如をシグナリングす
ることが望ましい場合がある。しかしながら、ＷＴＲＵ内のＷｉＦｉコンポーネントは、
常にオンにされているとは限らない場合がある。さらに、いくつかのＷＴＲＵは、自分の
ＷｉＦｉコンポーネントをオンにすることを、そうするようｅＮＢによって命令された場
合に自律的に行うことができるが、いくつかのＷＴＲＵ実施態様またはユーザの好みは、
ＷｉＦｉコンポーネントをオンにするためのコマンドをｅＮＢがＷＴＲＵに送信した場合
にそのＷＴＲＵ内のＷｉＦｉコンポーネントをオンにすることを制限して、利用可能なＷ
ＬＡＮを探してスキャンすることを開始することができる。
【００７２】
　ＷＴＲＵが接続モードにあって、３ＧＰＰ　ＲＡＴからＷＬＡＮへ移動しているまたは
ハンドオーバーされている場合に、ＲＡＮオペレータは、ＷＬＡＮシステムの使用につい
て記述する課金またはアカウンティングレコードを生成することができる。この課金レコ
ードは、課金システムへ送信されることが可能であり、そのＷＴＲＵに提供されるサービ
スの始まりおよび終わりについて記述することができる。ＷＬＡＮ／ＲＡＮが相互作用す
るシナリオは、課金レコードの生成および使用に対処することができる。さらに、いくつ
かのタイプのハンドオーバー、例えば、別々のＷＬＡＮ　ＡＰどうしの間におけるハンド
オーバーは、課金イベントを生成する場合があり、または生成しない場合もある。したが
って、ネットワークは、アカウンティングメッセージの生成を含む、ＷＬＡＮシステムと
の間におけるＷＴＲＵの移動によってもたらされたイベントを、アカウンティング報告の
生成を含まないモビリティーイベントから区別することができる。
【００７３】
　ＷＴＲＵがＷＬＡＮへオフロードされる場合の体感品質（ＱｏＥ：Quality of Experie
nce）の劣化を低減または最小化するために、ＷＬＡＮにおいてさえＱｏＳが満たされる
場合がある。データがＷＬＡＮ内を流れているときに、３ＧＰＰネットワークによって提
供されるＱｏＳパラメータをモニタするために仮想ベアラが使用されることが可能である
。ベアラがＬＴＥからＷＬＡＮへオフロードされて、データフローのためにＳ２ａインタ
ーフェースが使用されている場合には、ＬＴＥ内の元のベアラが仮想ベアラに変換される
ことが可能である。仮想ベアラ内のノードは、仮想ベアラフラグとともにベアラコンテキ
ストを保持することができる。ノードは、それらが元のベアラのために確保していたリソ
ースを解放することができる。ＷＴＲＵおよび／またはＰＧＷは、そのベアラに関するＱ
ｏＳが、対応するＳ２ａインターフェースにおいて現在満たされているか否かをモニタす
ることができる。仮想ベアラのシグナリングは、ｅＮＢコマンドを介してＥＰＳベアラを
ＷＬＡＮへ選択的にオフロードすることを可能にすることもできる。ｅＮＢおよびＭＭＥ
は、仮想ＥＰＳセッション管理シグナリングのパス内にいることが可能であるため、ＷＬ
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ＡＮへ何がオフロードされたかに気づくことが可能である。これは、オペレータのセルラ
ー無線リソース管理を担当しているネットワークノードに、オフロードされたＩＰフロー
を追跡把握して移動させる能力を提供することができる。ＷＴＲＵがアイドルである場合
には、現在のメカニズムは、ＬＴＥ用のアクセスネットワークおよびオフロードされたト
ラフィックの両方をモニタすることを含むことができる。ＷＴＲＵは、アイドルモード中
に両方のネットワークをモニタすることを回避するためにＷＬＡＮ　ＩＰフローを移動さ
せてＬＴＥへ戻すことができるが、この手順は、ｅＮＢがＲＲＣ接続を解放した後にＷＴ
ＲＵがＬＴＥに再接続することを含む場合がある。これは、輻輳中には望ましくない場合
がある。仮想ベアラメカニズムは、ＷＴＲＵがダウンリンク（ＤＬ）トラフィックをモニ
タするために単一のアクセスネットワーク、例えばＬＴＥを提供することができる。なぜ
なら、モビリティー管理エンティティー（ＭＭＥ）が、ページングおよび無線ベアラアク
ティブ化のためのベアラコンテキストを既に有していることが可能であるためである。
【００７４】
　本明細書においては、さまざまな例がＳａＭＯＧのコンテキストにおいて開示されてい
るが、本明細書において開示されている方法および例は一般に、Ｓ２ｂインターフェース
に適用可能であるということが理解されるであろう。Ｓ２ｂインターフェースに適用する
ためには、本明細書において開示されている例におけるＴＷＡＮの代わりにｅＰＤＧが使
用されることが可能である。
【００７５】
　図３は、ＷＬＡＮへのオフローディングおよび仮想ベアラへの変換のための例示的なプ
ロセスフロー３００を示している。この手順は、潜在的なオフローディング機会を報告す
るためにＷＴＲＵによって、ならびに／または特定のトラフィックがオフロードされるべ
きであるかどうかを、セルラーおよびＷＬＡＮローディング情報に基づいて特定するため
にｅＮＢによって使用されることが可能である。オフロードが行われるべきであるという
ことをｅＮＢが特定した後に、この手順は、オフロードされるベアラコンテキストをｅＮ
ＢおよびＥＰＣ内に保持することができ、ＴＷＡＮとＰＧＷとの間におけるＳ２ａインタ
ーフェースがセットアップされたときにＷＴＲＵに知らせることができる。
【００７６】
　３０２において、ＷＴＲＵは、ＡＮＤＳＦポリシーに基づいて、例えば、ＩＳＲＰポリ
シーごとにＷＬＡＮオフロードの対象になることが可能であるアプリケーションをそれが
開始した場合に、ｅＮＢへのＷＬＡＮオフロードの機会をｅＮＢに知らせることができる
。ＷＴＲＵは、関連しているＡＮＤＳＦポリシーをｅＮＢに送信することができる。ＷＴ
ＲＵは、オフロードするための機会が存在する可能性があるということをそれがどのベア
ラに関して示しているかを示すことができる。いくつかの例においては、代替として、ま
たは追加として、３０８においてベアラ情報が提供されることが可能である。
【００７７】
　３０４において、ｅＮＢは、ＷＬＡＮ発見またはスキャンプロセスを開始するための、
および信頼されているＷＬＡＮ　ＡＰの信号状態を報告するためのコマンドをＷＴＲＵに
送信することができる。３０６において、ＷＴＲＵは、（例えば、ＡＮＤＳＦからの情報
を使用することによって、）信頼されている１または複数のＷＬＡＮ　ＡＰを発見するこ
とができ、利用可能なＡＰの信号強度およびリンク品質を推定することができる。３０８
において、ＷＴＲＵは、信号状態（例えば、信号強度および／もしくはリンク品質）、Ｓ
ＳＩＤ（例えば、ＭＡＣアドレスなど）、ならびに／またはＷＬＡＮチャネル番号を報告
することができる。ＷＬＡＮチャネル番号は、デバイス内での共存という観点から、役立
つことがある。３０８において、ベアラ情報が提供されることも可能である。
【００７８】
　３１０において、ｅＮＢは、特定のＷＴＲＵをＷＬＡＮへオフロードすることを、例え
ば、負荷状況および／または無線リソース管理（ＲＲＭ）に応じて特定することができる
。３１２において、ｅＮＢは、ＷＴＲＵをＷＬＡＮへオフロードするためのコマンドを送
信することができる。そのコマンドは、例えば、ＳＳＩＤ、チャネル番号などを含むこと



(20) JP 2018-33170 A 2018.3.1

10

20

30

40

50

ができる。３１４において、ｅＮＢは、仮想ベアラに変換されることになるＮベアラのリ
ストを要求するためのＳ１ＡＰメッセージをＭＭＥに送信することができる。３１６にお
いて、ＭＭＥは、仮想ベアラに変換されることになるＮベアラのリストを要求するための
ＧＴＰ－ＣメッセージをＳＧＷに送信することができる。３１８において、ＳＧＷは、仮
想ベアラに変換されることになるＮベアラのリストを要求するためのＧＴＰ－Ｃメッセー
ジをＰＧＷに送信することができる。ＰＧＷは、このメッセージをＳ２ａセッション作成
要求よりも早く受信する場合があり、その逆もまた同様である。この状況は、競合状態を
もたらす場合がある。
【００７９】
　競合状態を回避するために、ＰＧＷは、特定の持続時間（例えば、タイマーT_virtual_
bearer_creation、タイマーT_S2a_creation）内に両方のメッセージが来るのを待つこと
ができる。Ｓ２ａセッション作成要求の後に、それがＥＰＣからＳ２ａへのベアラの移動
のためのＳ２ａインターフェースにおけるリソース確保を満たすことができるということ
にＰＧＷが気づいた場合には、ＰＧＷは、ベアラ移動、例えば、仮想ベアラ作成を可能に
することができる。そうでない場合には、ＰＧＷは、仮想ベアラ作成の要求を拒否するこ
とができる。特定の持続時間（例えば、タイマーT_virtual_bearer_creation）にわたっ
て待った後に、仮想ベアラ要求のみがＰＧＷによって受信されている場合に、ＰＧＷが、
このＷＴＲＵに関するＳ２ａセッション作成要求を受信していないならば、ＰＧＷは、そ
の仮想ベアラ作成要求を拒否することができる。Ｓ２ａ作成セッションがタイマーT_virt
ual_bearer_creation内に受信されていない場合には、ＰＧＷは、その仮想ベアラ作成を
拒否することができる。Ｓ２ａセッション作成要求が仮想ベアラ作成要求よりも早く来た
場合には、ＰＧＷは、そのセッション要求が、仮想ベアラをサポートすることができる新
たなＷＴＲＵからのものであると想定することができ、ＰＧＷは、特定の持続時間（例え
ば、タイマーT_S2a_creation）にわたって、ＥＰＣからのこのＷＴＲＵに関する仮想ベア
ラ作成要求を待つことができる。その要求が時間内に来た場合には、ＰＧＷは、仮想ベア
ラ作成を受け入れるかまたは拒否するかの決定を、それがＥＰＣからＳ２ａへのベアラの
移動のためのＳ２ａインターフェースにおけるリソース確保を満たすことができるという
ことにＰＧＷが気づいたかどうかに基づいて行うことができる。例えば、それがリソース
確保を満たすことができるということにＰＧＷが気づいた場合には、それは、ベアラ移動
、例えば仮想ベアラ作成を可能にすることができる。そうでない場合には、ＰＧＷは、仮
想ベアラ作成の要求を拒否することができる。その要求が、タイマーT_S2a_creation内に
受信されていない場合には、ＰＧＷは、それが古いＷＴＲＵであると想定することができ
、そのＳ２ａセッション作成要求をベストエフォートベースで受け入れることができる。
ＰＧＷは、時間ウィンドウ（例えば、タイマーT_virtual_bearer_creation）の後に受信
された仮想ベアラ作成メッセージを拒否することができる。ＰＧＷが１０においてセッシ
ョン作成要求を受信していない場合には、それは、タイマーT_virtual_bearer_creation
を開始することができる。ＰＧＷが１０においてセッション作成要求を受信している場合
には、ＰＧＷは、１１において開始されているタイマーT_S2a_creationを停止することが
できる。
【００８０】
　３２０において、ＥＡＰ認証手順が開始および実行されることが可能である。ＥＡＰ認
証手順は、ＷＴＲＵ、ＴＷＡＮ、および／または３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバを含むことがで
きる。ＥＡＰ認証手順の一環として、ＰＤＮ　ＧＷアイデンティティーが、３ＧＰＰ　Ａ
ＡＡサーバによってＴＷＡＮへ送信されることが可能である。３２２において、ＴＷＡＮ
は、セッション作成要求（例えば、ＩＭＳＩ、ＲＡＴタイプ、制御プレーンのＴＷＡＮ　
ＴＥＩＤ）メッセージをＰＤＮ　ＧＷへ送信することができる。
【００８１】
　仮想ベアラに変換されることになるＮベアラのリストを３１８においてＳＧＷがＰＧＷ
に要求した場合には、３２４において、タイマーT_virtual_bearer_creationが停止され
ることが可能である。これが生じなかった場合には、タイマーT_S2a_creationが開始され
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ることが可能である。仮想ベアラに変換されることになるＮベアラのリストを３１８にお
いてＳＧＷがＰＧＷに要求した場合には、ＰＤＮ　ＧＷは、セッション作成応答（例えば
、制御プレーンのＰＤＮ　ＧＷ　ＴＥＩＤ、ＰＤＮタイプ、ＰＤＮアドレス、理由）メッ
セージをＴＷＡＮに返すことができ、それは、ＷＴＲＵのために割り当てられた１または
複数のＩＰアドレスを含むことができる。ＰＧＷにおいて競合状態を回避するためにタイ
マーが使用されることが可能であり、それによってＰＧＷは、それがＳ２ａインターフェ
ースを成功裏に作成した場合にベアラを仮想ベアラに変換することができる。ＰＧＷがＳ
２ａインターフェースを成功裏に作成しなかった場合には、ＰＧＷは、仮想ベアラ作成を
拒否することができる。
【００８２】
　３２６において、ＴＷＡＮは、ＥＡＰ成功通知をＷＴＲＵへ送信することができ、した
がってＥＡＰ認証を完了することができる。３１８においてシグナリングされたそれぞれ
の仮想ベアラに関して、ＰＤＮ　ＧＷは、３２８において、ベアラ作成要求メッセージ（
例えば、ＩＭＳＩ、ＥＰＳベアラＱｏＳ、ユーザプレーンに関するＰＤＮ　ＧＷアドレス
、ユーザプレーンのＰＤＮ　ＧＷ　ＴＥＩＤ、課金ＩＤ）を、信頼されているＷＬＡＮア
クセスネットワークへ送信することができる。３３０において、ＴＷＡＮは、ベアラ作成
応答（例えば、ユーザプレーンに関するＴＷＡＮアドレス、ユーザプレーンのＴＷＡＮ　
ＴＥＩＤ）メッセージを送信することによって、Ｓ２ａベアラアクティブ化についてＰＧ
Ｗに確認応答することができる。ＰＧＷは、Ｓ２ａ　ＧＴＰトンネルをＥＰＳベアラＩＤ
に関連付けることができる。
【００８３】
　３３２において、１または複数の仮想ベアラのダウンリンク（ＤＬ）データが、ＴＷＡ
Ｎを介してＷＴＲＵへ配信されることが可能である。そのトラフィックが（ＴＦＴに従っ
て）ベアラＸに属していると特定した後に、ＰＧＷは、それらのパケットを、関連付けら
れているＳ２ａインターフェースへ送信することができる。３３４～３３６において、Ｇ
ＴＰ－Ｃメッセージが、ＴＷＡＮおよび／または関連付けられているＴＷＡＮ　ＱｏＳで
の１または複数のＭ仮想ベアラのセットアップを確認することができる。ＴＷＡＮ　Ｑｏ
Ｓがシグナリングされない場合には、ＴＷＡＮ　ＱｏＳは、元のＥＰＳベアラのＱｏＳと
同じであることが可能である。１または複数のＭ仮想ベアラは、対応するＳ２ａ　ＧＴＰ
トンネルが成功裏にセットアップした、要求された１または複数のＮベアラのサブセット
であることが可能である。
【００８４】
　３３８において、Ｓ１ＡＰメッセージが、ＴＷＡＮおよび／または関連付けられている
ＴＷＡＮ　ＱｏＳでの１または複数のＭ仮想ベアラのセットアップを確認することができ
る。３４０において、１または複数の仮想ベアラを再構成するために、および／または関
連付けられているＴＷＡＮ　ＱｏＳを知らせるために、ＲＲＣ再構成が実行されることが
可能である。RRCConnectionReconfigurationメッセージが、ベアラＸがＷＬＡＮへオフロ
ードされるということを示すことができる。ＷＴＲＵは、ベアラＸのアップリンク（ＵＬ
）トラフィックの送信を再開することができる。そのトラフィックが（例えば、ＴＦＴに
従って）ベアラＸに属していると特定した後に、ＷＴＲＵは、それらのパケットをＷｉＦ
ｉインターフェースへ送信することができる。ベアラＸがＲＬＣ　ＡＭモードのものであ
る場合には、ＰＤＣＰ　ＳＮのコンテキストは、ＲＲＣ接続が解放されるまで、ｅＮＢお
よびＷＴＲＵの両方によって記憶されていることが可能である。RRCConnectionReconfigu
rationメッセージは、ＷＬＡＮにおけるＱｏＳ、非アクティブ状態、および／または総ビ
ットレートの測定／検知に関するｅＮＢへの報告を構成することもできる。ｅＮＢへの総
ビットレート報告は、ＵＥ－ＡＭＢＲモニタリングのために使用されることが可能である
。３４２において、ＷＴＲＵは、１または複数の仮想ベアラのＵＬデータを送信すること
ができる。
【００８５】
　タイマーT_virtual_bearer_creationが切れた場合には、３３４～３３８において、仮
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想ベアラのセットアップを確認する代わりに、ＰＧＷは、代替としてＴＷＡＮ関連付けの
失敗を知らせることができる。ｅＮＢは、ＷＬＡＮオフローディングのキャンセルをＷＴ
ＲＵに知らせることができる。タイマーT_S2a_creationが切れた場合に、ＴＷＡＮがまた
ＳａＭＯＧフェーズ１のために使用されるならば、ＰＧＷは、ＩＰ－ＣＡＮセッション確
立手順および／またはその他の手順を実行することができる。そうでないならば、ＰＧＷ
は、セッション作成要求を拒否することができる。
【００８６】
　図４は、Ｓ１解放手順に関する例示的なプロセスフロー４００を示している。ｅＮＢは
、ＷＴＲＵがアクティブであるかどうかを特定するために、この手順を使用することがで
きる。ＷＴＲＵアクティビティーがない場合には、ｅＮＢは、ＷＴＲＵをアイドル状態に
移行させることができる。アイドル状態中に、ＷＴＲＵは、ダウンリンク（ＤＬ）トラフ
ィックを探してＬＴＥアクセスネットワークをモニタすることができる。ＷＴＲＵがアイ
ドル状態へ戻る前に、ＰＧＷは、オフロードされたトラフィックのその後のＤＬトラフィ
ックを、ページングのためにＳＧＷへの元のＧＴＰトンネルに転送することを知らされる
ことが可能である。
【００８７】
　４０２において、ｅＮＢは、ＷＬＡＮアクティビティーの測定報告を構成することがで
きる。これは、図３において示されているオフローディング手順の３４０と組み合わされ
ることも可能である。４０４において、ＷＴＲＵは、４０２において指定された基準が満
たされているということ、例えば、ＷＴＲＵがＷＬＡＮにおいて送信または受信を行って
いないということを検知することができる。４０６において、ＷＴＲＵは、４０２におい
て指定された基準が満たされているということを報告することができる。４０８において
、ｅＮＢは、ＬＴＥ上でのＷＴＲＵ非アクティブ状態を検知することができる。
【００８８】
　４１０において、ｅＮＢは、Ｓ１解放手順を開始することができる。ＭＭＥおよびＳＧ
Ｗは、１または複数の仮想ベアラをマーク解除することができる。ＳＧＷは、ＤＬ仮想ベ
アラトラフィックが元のＳ５／Ｓ８ＧＴＰトンネルを介してＳＧＷへ転送されることにな
るということをＰＧＷに知らせることができる。４１２において、ＷＴＲＵは、例えばＩ
ＥＥＥ規格８０２．１１－２００７に従って、関連付け解除または許可解除通知を送信す
ることができる。
【００８９】
　４１４において、ＴＷＡＮは、セッション削除要求メッセージをＰＤＮ　ＧＷに送信す
ることができる。４１６において、ＰＤＮ　ＧＷは、セッション削除応答（理由）を用い
て、そのメッセージに確認応答することができる。ＰＧＷは、仮想ベアラのその後のＦＬ
パケットを既存のＳ５／Ｓ８ＧＴＰトンネルへ転送することができる。４１８において、
ＴＷＡＮは、ＷＴＲＵコンテキストをローカルで除去することができ、例えばＩＥＥＥ規
格８０２．１１－２００７に従って、レイヤ２においてＷＴＲＵを許可解除および／また
は関連付け解除することができる。４２０において、ＰＧＷは、前の１または複数の仮想
ベアラのその後のＤＬパケットをＳＧＷへ転送することができる。
【００９０】
　図５は、ベアラリソース割り当て手順に関する例示的なプロセスフロー５００を示して
いる。この手順は、ＷＴＲＵがベアラリソースを要求した場合に、またはベアラが作成さ
れることになるということをポリシー課金およびルール機能（ＰＣＲＦ）が特定した場合
に実行されることが可能である。既存の１または複数のＳ２ａベアラに基づいて、ＰＧＷ
は、ＴＷＡＮにおいてＳ２ａベアラを作成することを決定することができる。ベアラのコ
ンテキストが、フィルタリング、制御、および／またはモニタリングのためにＥＰＣおよ
びｅＮＢを介してＷＴＲＵへシグナリングされることが可能である。
【００９１】
　５０２において、ＷＴＲＵが、ベアラリソース割り当てまたは修正をＭＭＥに要求した
場合には、ＷＴＲＵによって開始されるベアラ修正／作成要求手順が、例えば、ＴＳ２３
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．４０１に従って実行されることが可能である。５０４においては、ＷＴＲＵまたはＰＣ
ＲＦによって開始されるベアラ作成において、ＰＣＲＦは、ＰＣＣ決定条項（例えば、Ｑ
ｏＳポリシー）メッセージをＰＤＮ　ＧＷへ送信することができる。
【００９２】
　５０６において、ＴＷＡＮへオフロードされた仮想ベアラが既にある場合には、ＰＧＷ
は、新たなベアラをＴＷＡＮへオフロードすることを決定することができる。ＰＤＮ　Ｇ
Ｗは、ベアラ作成要求メッセージ（例えば、ＩＭＳＩ、ＥＰＳベアラＱｏＳ、ユーザプレ
ーンに関するＰＤＮ　ＧＷアドレス、ユーザプレーンのＰＤＮ　ＧＷ　ＴＥＩＤ、課金Ｉ
Ｄ）を、信頼されているＷＬＡＮアクセスネットワークへ送信することができる。５０８
において、ＴＷＡＮは、ベアラ作成応答（例えば、ユーザプレーンに関するＴＷＡＮアド
レス、ユーザプレーンのＴＷＡＮ　ＴＥＩＤ）メッセージを送信することによって、Ｓ２
ａベアラアクティブ化についてＰＧＷに確認応答することができる。
【００９３】
　５１０において、専用ベアラアクティブ化が、例えばＴＳ２３．４０１に従って、ＥＰ
Ｃ側で実行されることが可能である。そのベアラは、仮想ベアラとして示されることが可
能である。５１２において、ＷＴＲＵは、新たなベアラに関してＴＷＡＮ上でアップリン
ク（ＵＬ）データを送信することを開始することができる。
【００９４】
　図６は、ｅＮＢによって開始される、オフロードされたベアラのモニタリングおよびＬ
ＴＥへのモビリティーに関する例示的なプロセスフロー６００を示している。この手順は
、ＷＴＲＵによって報告されたアクセスネットワーク負荷およびＷＬＡＮ　ＱｏＳに基づ
いて、オフロードされたベアラを移動させてＬＴＥネットワークへ戻すために使用される
ことが可能である。６０２において、ｅＮＢは、オフロードされたベアラのＱｏＳの測定
報告を構成することができる。その構成は、１または複数のトリガー基準を含むことがで
き、それらのトリガー基準は、特定のＱｏＳパラメータの１または複数のしきい値に基づ
くことが可能である。これは、図３において示されているオフローディング手順の３４０
と組み合わされることも可能である。
【００９５】
　６０４において、ＷＴＲＵは、６０２において指定された、報告をトリガーする基準が
満たされているということ、例えば、ベアラＸ　ＱｏＳがＷＬＡＮにおいて満たされてい
ないということを検知することができる。６０６において、ＷＴＲＵは、ＷＬＡＮにおい
て観察されたＱｏＳを報告することができる。６０８において、ｅＮＢは、オフロードさ
れたベアラＸをＬＴＥへ移動させることを、例えば、そのベアラコンテキストのセルラー
ローディング、報告されたＱｏＳ、および／またはＱｏＳパラメータに基づいて決定する
ことができる。６１０において、ｅＮＢは、ＷＬＡＮにおいてベアラＸのＵＬトラフィッ
クを送信することを停止するようＷＴＲＵに要求することができる。６１２において、ｅ
ＮＢは、オフロードされたベアラがＬＴＥへ移動されることを要求するためのＳ１ＡＰメ
ッセージを送信することができる。
【００９６】
　６１４において、ＭＭＥは、ベアラＸのベアラ修正（例えば、新たなＧＴＰ－Ｃメッセ
ージ、または既存のＧＴＰ－Ｃメッセージを拡張すること）がＬＴＥアクセスへ移動され
ることを要求することができる。６１６において、ＳＧＷは、ベアラＸのベアラ修正がＬ
ＴＥアクセスへ移動されることを要求することができる。６１８において、ＰＤＮ　ＧＷ
は、ベアラ削除要求（例えば、ＰＴＩ、ＥＰＳベアラアイデンティティー、理由）メッセ
ージをＴＷＡＮへ送信することができる。ＴＷＡＮは、ベアラ削除応答（ＥＰＳベアラア
イデンティティー）メッセージを送信することによって、６２０においてベアラ非アクテ
ィブ化についてＰＤＮ　ＧＷに確認応答することができる。
【００９７】
　６２２において、ＰＧＷによって開始されるベアラ修正手順が、例えば、ＴＳ２４．３
０１ごとに開始されることが可能であり、これは、その手順が、ＱｏＳ更新ではないこと
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が可能であり、むしろ、オフロードされたベアラをＬＴＥへ移動させるためのものである
ことが可能であるということを示している。ＰＧＷ、ＳＧＷ、ＭＭＥ、ｅＮＢ、およびＷ
ＴＲＵは、仮想ベアラを再び実際のベアラへとマークすることができる。ＴＳ２４．３０
１、５．４．２．１節のステップ４～６においては、カプセル化されたセッション管理メ
ッセージが送信済みであることは不可能である。RRCConnectionReconfigurationメッセー
ジが、ベアラＸがオフロードされないということを示すことができる。ＷＴＲＵは、ベア
ラＸトラフィックのＵＬ送信を、それが６１０において一時停止されている場合には、再
開することができる。そのトラフィックが（例えば、ＴＦＴに従って）ベアラＸに属して
いると特定した後に、ＷＴＲＵおよび／またはＰＧＷは、それらのパケットをＵｕ／Ｓ５
／Ｓ８インターフェースへ送信することができる。ベアラＸがＲＬＣ　ＡＭモードのもの
である場合には、ＰＤＣＰ　ＳＮは、ｅＮＢおよびＷＴＲＵ上の現在のＲＲＣ接続におけ
るベアラＸの最後の凍結されたＰＤＣＰコンテキストの次のＳＮから再開されることが可
能である。その他のＬＴＥプロトコルインスタンスまたはＲｏＨＣインスタンスは、RRCC
onnectionReconfigurationに基づいて再開されることが可能である。６１８～６２０は、
６２２の後に実行されることが可能である。ＰＧＷが、６２２においてＤＬベアラＸパケ
ットをＴＷＡＮへ転送することを停止することができる。６２４において、ベアラＸのＵ
Ｌ／ＤＬトラフィックがＬＴＥ上で再開されることが可能である。
【００９８】
　図７は、ＰＧＷによって開始される、オフロードされたベアラのモニタリングおよびＬ
ＴＥへのモビリティーに関する例示的なプロセスフロー７００を示している。この手順は
、例えば、オフロードされたベアラのＱｏＳに基づいて、そのオフロードされたベアラを
移動させてＬＴＥネットワークへ戻すために使用されることが可能である。ＱｏＳが満た
されていない場合には、ＰＧＷは、オフロードされたベアラを移動させてＬＴＥへ戻す手
順を開始することができる。
【００９９】
　７０２において、ＰＧＷは、ベアラＸをＬＴＥへ移動させることを決定することができ
る。７０４において、ＰＧＷによって開始されるベアラ修正手順が、図６の６２２と同様
に開始されることが可能である。ＰＧＷは、ＤＬベアラＸパケットをＴＷＡＮへ転送する
ことを停止することができる。ＰＧＷ、ＳＧＷ、ＭＭＥ、ｅＮＢ、およびＷＴＲＵは、仮
想ベアラを再び実際のベアラへとマークすることができる。７０６において、ベアラＸの
ＵＬ／ＤＬトラフィックが、ＬＴＥ上で再開することができる。実施態様に固有の時間の
後に、ＰＧＷは、７０８においてベアラ削除要求（ＰＴＩ、ＥＰＳベアラアイデンティテ
ィー、理由）メッセージをＴＷＡＮへ送信することができる。７１０において、ＴＷＡＮ
は、例えば、ベアラ削除応答（ＥＰＳベアラアイデンティティー）メッセージを送信する
ことによって、ベアラ非アクティブ化についてＰＤＮ　ＧＷに確認応答することができる
。７１２において、ベアラＸが、ＷＬＡＮへオフロードされた最後のベアラである場合に
は、ＷＴＲＵは、ＴＷＡＮから関連付け解除することができる。
【０１００】
　パケットアクセスが可能ではない場合があるアクセステクノロジーへの回線交換フォー
ルバック（ＣＳＦＢ）の際に、ＭＭＥは、ＳＧＳＮから一時停止要求を受信することがで
きる。ＭＭＥは、ＰＤＮ接続のデフォルトベアラに関して、例えば、図３の３１６、３１
８、３２２、３２４、３２８、３３０、３３４、および／または３３６を開始することが
でき、そのデフォルトベアラは、ＷＬＡＮへオフロードされることが可能である。ＣＳコ
ール中に、ＷＴＲＵは、それらのベアラを、オフロードされた（例えば、仮想の）ベアラ
として扱うことができ、ＷＬＡＮを介してパケットを送信および受信することができる。
無線リンク失敗（ＲＬＦ）の後の再確立の際に、ｅＮＢが依然としてそのＷＴＲＵコンテ
キストを使用する場合には、それは、仮想ベアラステータスをＷＴＲＵに知らせることが
できる。それが新たなセルである場合には、ＭＭＥは、ｅＮＢに知らせることができ、ｅ
ＮＢは、仮想ベアラステータスに関してＷＴＲＵに知らせることができる。ＴＡＵを実行
することによってＬＴＥへ戻る際に、ＴＡＵ受け入れメッセージにおいて、ＭＭＥは、Ｕ
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プレーンが確立されている場合には、オフロードされたベアラおよびオフロードされてい
ないベアラのベアラステータスを示すことができる。Ｕプレーンが確立されていない場合
には、ＷＴＲＵは、ＮＡＳが接続解放をシグナリングする際に、すべてのベアラを、オフ
ロードされていないもの、および／または仮想ではないものとしてマークすることができ
る。
【０１０１】
　ＷｉＦｉアクセスポイントに関する測定およびスキャンに関連付けられているバッテリ
ー消費を低減または最小化するために、ＷＴＲＵは、スキャン時間を低減または最小化す
ることができる。３ＧＰＰ（例えば、ｅＵＴＲＡまたはＵＴＲＡ）ネットワークと統合さ
れている、または連携する、ＷｉＦｉアクセスポイントに対する測定手順、発見、および
接続を改善または最適化するための方法が、本明細書において説明されている。
【０１０２】
　ＷＴＲＵがＷＬＡＮへオフロードされて、（ＷＬＡＮへオフロードされている間に）特
定の持続時間にわたってＷＬＡＮにおいてデータのやり取りがもはや生じない場合には、
ＷＴＲＵは、これをｅＮＢに示すことができ、それによってｅＮｂは、ＬＴＥおよび／ま
たはＷＬＡＮにおける接続を解放することができる。これが生じた場合には、ｅＮＢは、
仮想ベアラを変換して通常のベアラに戻すプロセスを開始することもでき、またはそれは
、ベアラを終了することもできる。
【０１０３】
　ｅＮＢ決定とＡＮＤＳＦポリシーとの間におけるコンフリクトが解消されることが可能
である。例示的なシナリオにおいては、ＡＮＤＳＦまたはＨＳ２．０ポリシーがＷＴＲＵ
内に存在していて有効である場合がある。ＷＴＲＵは、自分のトラフィック、アプリケー
ション、サービス、および／またはその他のポリシーをモニタすることができる。それら
のポリシーに従って、ＷＬＡＮへオフロードすることが可能である場合には、ＷＴＲＵは
、オフロードのための機会が存在しているということを、新たなＲＲＣメッセージまたは
既存のＲＲＣメッセージなどのメッセージにおいてｅＮＢに知らせることができる。しか
しながら、ＷＴＲＵは、ｅＮＢからコマンドを受信するまで、ＷＬＡＮスキャン、ＷＬＡ
Ｎとの間での認証、および／またはＳ２ａ関連手順を開始することはできない。ｅＮＢは
、この情報を考慮に入れることができ、その負荷状況またはポリシーデータベースをチェ
ックすることができる。ｅＮＢは、ＷＬＡＮスキャンを開始するよう、および近隣のＡＰ
の信号状態を報告するようＷＴＲＵに命令することができる。ＷｉＦｉ測定、ＲＡＮ負荷
などに基づいて、ネットワークは、ＷＬＡＮへオフロードするようＷＴＲＵに命令するこ
とができる。
【０１０４】
　ｅＮＢは、ＷＴＲＵがオフロードを実行することをそれが好むということをＷＴＲＵに
間接的に示すことができる。不要なＷＬＡＮスキャンをＷＴＲＵが実行することを回避す
るために、ＷＬＡＮ測定は、サービングセルのＲＳＲＰが、ＷＬＡＮ用に構成されている
Ｓ測定の値を下回った場合にトリガーされることが可能である。
【０１０５】
　サービングセルを、構成されているしきい値Offload_Thresholdと比較するために、Off
loadDesired測定イベントが指定されることが可能である。ｅＮＢは、しきい値を、パラ
メータに基づいて、例えば、ＷＴＲＵ負荷、セル輻輳レベルなどに関して、ｅＮＢの観点
からオフロードが好ましいＷＴＲＵを示すことができる高い値に再構成することができる
。
【０１０６】
　入る状況が、下記のように特徴付けられることが可能である。
入る状況：サービングセル（Ｍｐ）＋ヒステリシス＋Offload_Offset<Offload_Threshold
　出る状況が、下記のように特徴付けられることが可能である。
出る状況：サービングセル（Ｍｐ）＋ヒステリシス＋Offload_Offset>Offload_Threshold
　イベントがトリガーされた場合には、ＷＴＲＵは、複数のアクションのうちの１または
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複数を実行するように構成されることが可能である。例えば、入る状況測定イベントがト
リガーされて、８０２．１１ネットワークが利用可能である場合には、スタックは、８０
２．１１　ＲＡＴ上での測定を開始するための指示を８０２．１１　ＷｉＦｉモジュール
へ送信することができる。出る状況測定イベントがトリガーされて、８０２．１１ネット
ワークが利用可能である場合には、スタックは、８０２．１１　ＲＡＴ上での測定を停止
するための指示を８０２．１１　ＷｉＦｉモジュールへ送信することができる。変数Offl
oadDesiredIndicationが、ＷＴＲＵにおいて保持されることが可能である。入る状況測定
イベントがトリガーされた場合には、変数OffloadDesiredIndicationが設定されることが
可能であり、その値は、より高位のレイヤへ送信されることが可能である。出る状況測定
イベントがトリガーされた場合には、変数OffloadDesiredIndicationがリセットされるこ
とが可能であり、その値は、より高位のレイヤへ送信されることが可能である。これらの
手順は、新たな測定イベントを用いて、または、例えばＡ２に関する既存の測定イベント
を使用してトリガーされることが可能である。
【０１０７】
　ＷＴＲＵプロトコルスタックまたはより高位のレイヤは、複数のアクションのうちの１
または複数を実行することができる。例えば、オフロードに適している付近のアクセスポ
イント、およびオフロードされるのに利用可能なトラフィックがあるかどうかを特定する
ことを実行し始めるようＡＮＤＳＦポリシーエンジンをトリガーするために、変数Offloa
dDesiredIndicationが使用されることが可能である。変数OffloadDesiredIndicationを考
慮に入れるポリシーまたはルールが、ＷＴＲＵのＡＮＤＳＦポリシーエンジン内にインス
トールされることが可能である。その変数の現在の値に基づいて、ポリシールールは、別
々のアクションを実行することができる。例えば、OffloadDesiredIndicationがオンであ
る場合には、どのトラフィッククラスがオフロードされるのに適格であるかに関するルー
ルは、異なるものであることが可能であり、例えば、すべてのトラフィッククラスが適格
とみなされることが可能である。
【０１０８】
　変数OffloadDesiredIndicationは、より高位のレベル（例えば、接続マネージャー）に
よって、ＡＮＤＳＦポリシーエンジンまたはルールを迂回するために使用されることが可
能である。例えば、ＷＴＲＵユーザサブスクリプションプロファイルに応じて、ＷＴＲＵ
高位レイヤが、より低位のレイヤ、例えば、ＲＲＣまたはＰＨＹからの変数OffloadDesir
edIndicationの受信時に、ＡＮＤＳＦポリシーエンジンまたはルールを迂回するために、
例えば、ＲＲＣ接続確立またはＰＤＮ接続確立中に、ネットワークによって構成または指
示されることが可能である。
【０１０９】
　変数OffloadDesiredIndication、例えば、出る状況は、例えば禁止タイマーによって制
御される特定の量の時間にわたるオフロードの禁止を、高位のレイヤ、例えば接続マネー
ジャーに示すために使用されることが可能である。変数OffloadDesiredIndicationを受信
すると、ＷＴＲＵ高位レイヤは、例えば禁止タイマーによって制御される特定の量の時間
にわたってオフロードを禁止することを自律的に決定することができる。変数OffloadDes
iredIndication、例えば、出る状況は、ＷｉＦｉ　ＲＡＴから非ＷｉＦｉ　ＲＡＴ（例え
ば、ＵＴＲＡＮ　ＲＡＴ、ＬＴＥ　ＲＡＴ）へのオフロードを、より高位のレイヤからト
リガーするために使用されることが可能である。
【０１１０】
　測定パラメータ構成に加えて、より高位のレイヤ（例えば、ＡＮＤＳＦポリシーエンジ
ン）は、オフロードを実行するための状況が最適であるということを特定することができ
、アクセス層への指示、例えば、OffloadAvailableフラグを送信することができる。例え
ば、より高位のレイヤは、適切なＡＰがＷＴＲＵの付近にいて、ＡＮＤＳＦルールに基づ
いてＷｉＦｉへオフロードされることが可能である適格なトラフィッククラスがＷＴＲＵ
内を流れているということを特定することができる。アクセス層がOffloadAvailableフラ
グを受信した場合には、それは、測定報告の送信をトリガーすることができる。
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【０１１１】
　指示を受信すると、ＲＲＣは、構成されているスケーリングファクターを使用してＳ測
定をスケールダウンすることができ、近隣のＲＡＴ間および８０２．１１測定を含むこと
ができる測定報告を送信することができる。このスケーリングは、構成されているオフセ
ットOffload_Offsetに適用されることが可能であり、そのOffload_Offsetは、本明細書に
おいて開示されている測定イベント方程式において使用されることが可能である。ＷｉＦ
ｉ測定報告を受信すると、ｅＮＢは、ＡＮＤＳＦポリシーに従ってＷＬＡＮへオフロード
されることが可能であるいくらかのトラフィックがＷＴＲＵ内にあると結論付けることが
できる。
【０１１２】
　ｅＮＢは、例えば接続確立中に、または接続再構成中にＷＬＡＮと相互作用するために
使用されることが可能である測定スケーリングパラメータを用いてＷＴＲＵを構成するこ
とができる。ＷＴＲＵは、トラフィックオフロード決定を行うことができる。スケーリン
グパラメータ設定は、ユーザサブスクリプションプロファイルを考慮に入れることができ
る。ｅＮＢは、システム情報ブロードキャストメッセージの一部として測定スケーリング
パラメータをブロードキャストすることができる。
【０１１３】
　測定スケーリングパラメータの例は、例えば、Ｓ測定に関する低い、中ぐらいの、また
は高い値、またはＳ測定に関する低いレンジの、中ぐらいの、および高いレンジの値であ
ることが可能である。ヒステリシスは、Ｓ測定の構成値のうちのそれぞれを中心にして定
義されることが可能である。測定スケーリングパラメータのその他の例は、ヒステリシス
、Offload_Offset、および／またはOffload_Thresholdに関する値を含むことができる。
【０１１４】
　ＷＴＲＵは、そのバッファ占有度またはトラフィックボリュームを考慮に入れて、それ
がＷＬＡＮ　ＡＰをどれぐらい頻繁に測定するかを動的に調整するための測定スケーリン
グパラメータを使用することができる。
【０１１５】
　例えば、ＷＴＲＵバッファ占有度またはトラフィックボリュームが低い場合には、ＷＴ
ＲＵは、サービングセルのＲＳＲＰが、そのＷＴＲＵが構成された際に用いられたＳ測定
の低い値を下回ったときに、ＷＬＡＮ測定をトリガーすることができる。ＷＬＡＮ測定が
トリガーされることが可能になる前にどれぐらい長くＷＴＲＵトラフィックボリュームが
低いままでいることができるかは、タイマーによって制御されることが可能である。同様
に、ＷＬＡＮ測定がトリガーされることが可能になる前にどれぐらい長くサービングセル
のＲＳＲＰがＳ測定の低い値を下回ったままでいることができるかは、タイマーによって
制御されることが可能である。ＷＬＡＮ測定のこの始まりは、OffloadDesired測定イベン
ト（例えば、入る状況）に対応することが可能である。ＷＴＲＵは、サービングセルのＲ
ＳＲＰが、そのＷＴＲＵが構成された際に用いられたＳ測定の低い値を上回ったときに、
ＷＬＡＮ測定を停止することができる。これは、OffloadDesired測定イベント、例えば、
出る状況に対応することが可能である。ＷＬＡＮ測定が停止されることが可能になる前に
どれぐらい長くサービングセルのＲＳＲＰがＳ測定の低い値を上回ったままでいることが
できるかは、タイマーによって制御されることが可能である。
【０１１６】
　ＷＴＲＵバッファ占有度またはトラフィックボリュームが高い場合には、ＷＴＲＵは、
サービングセルのＲＳＲＰが、そのＷＴＲＵが構成された際に用いられたＳ測定の高い値
を下回ったときに、ＷＬＡＮ測定をトリガーすることができる。ＷＬＡＮ測定がトリガー
されることが可能になる前にどれぐらい長くトラフィックボリュームが高いままでいるか
は、タイマーによって制御されることが可能である。同様に、ＷＬＡＮ測定がトリガーさ
れることが可能になる前にどれぐらい長くサービングセルのＲＳＲＰがＳ測定の高い測定
値を下回ったままでいることができるかは、タイマーによって制御されることが可能であ
る。ＷＬＡＮ測定のこの始まりは、OffloadDesired測定イベント、例えば、入る状況に対
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応することが可能である。ＷＴＲＵは、サービングセルのＲＳＲＰが、そのＷＴＲＵが構
成された際に用いられたＳ測定の高い値を上回ったときに、ＷＬＡＮ測定を停止すること
ができる。これは、OffloadDesired測定イベント、例えば、出る状況に対応することが可
能である。ＷＬＡＮ測定が停止されることが可能になる前にどれぐらい長くサービングセ
ルのＲＳＲＰがＳ測定の高い値を上回ったままでいることができるかは、タイマーによっ
て制御されることが可能である。
【０１１７】
　ＷＴＲＵバッファ占有度またはトラフィックボリュームが中ぐらいである場合には、Ｗ
ＴＲＵは、サービングセルのＲＳＲＰが、そのＷＴＲＵが構成された際に用いられたＳ測
定の中ぐらいの値を下回ったときに、ＷＬＡＮ測定をトリガーすることができる。ＷＬＡ
Ｎ測定がトリガーされることが可能になる前にどれぐらい長くＷＬＡＮトラフィックボリ
ュームが中ぐらいのままでいることができるかは、タイマーによって制御されることが可
能である。同様に、ＷＬＡＮ測定がトリガーされることが可能になる前にどれぐらい長く
サービングセルのＲＳＲＰがＳ測定の中ぐらいの値を下回ったままでいることができるか
は、タイマーによって制御されることが可能である。ＷＬＡＮ測定のこの始まりは、Offl
oadDesired測定イベント、例えば、入る状況に対応することが可能である。ＷＴＲＵは、
サービングセルのＲＳＲＰが、そのＷＴＲＵが構成された際に用いられたＳ測定の中ぐら
いの値を上回ったときに、ＷＬＡＮ測定を停止することができる。これは、OffloadDesir
ed測定イベント、例えば、出る状況に対応することが可能である。ＷＬＡＮ測定が停止さ
れることが可能になる前にどれぐらい長くサービングセルのＲＳＲＰがＳ測定の中ぐらい
の値を上回ったままでいることができるかは、タイマーによって制御されることが可能で
ある。
【０１１８】
　測定構成パラメータ、例えば、ヒステリシス、Offload_Offset、Offload_Thresholdを
使用して、本明細書において開示されている例と同様の例が確立されることが可能である
。例えば、入る状況は、ＷＴＲＵトラフィックボリュームが低い場合に実現されることが
可能であり、入る状況は、低い測定レート測定パラメータ（例えば、ヒステリシス、Offl
oad_Offset、Offload_Threshold）に関して満たされることが可能である。同様のオプシ
ョンが、中ぐらいの測定レートおよび高い測定レートに関して実現されることが可能であ
る。
【０１１９】
　ＷＴＲＵスタックは、OffloadDesiredIndicationを、ＷＴＲＵ高位レイヤ、例えば接続
マネージャーおよび／またはＡＮＤＳＦポリシーエンジンに送信することができる。例え
ば、OffloadDesiredIndication変数を受信すると、ＷＴＲＵ高位レイヤは、接続マネージ
ャーおよび／またはＡＮＤＳＦポリシールールを評価または実行することができ、その評
価の結果として、トラフィックをＷＴＲＵ　ＷｉＦｉ　ＲＡＴへオフロードすることがで
きる。これは、例えば、OffloadDesired測定イベント入る状況ケースから生じるOffloadD
esiredIndicationに関するケースである場合がある。
【０１２０】
　OffloadDesiredIndication変数を受信すると、ＷＴＲＵ高位レイヤは、接続マネージャ
ーおよび／またはＡＮＤＳＦポリシールールを評価または実行することができ、その評価
の結果として、トラフィックをＷＴＲＵ非ＷｉＦｉ　ＲＡＴ（例えば、ＵＴＲＡＮ　ＲＡ
Ｔ、ＬＴＥ　ＲＡＴ）へオフロードすることができる。これは、OffloadDesired測定イベ
ント出る状況ケースから生じるOffloadDesiredIndicationに関するケースである場合があ
る。
【０１２１】
　OffloadDesiredIndication、例えば、出る状況は、例えば禁止タイマーによって制御さ
れる特定の量の時間にわたるオフローディングの禁止を、より高位のレイヤ、例えば接続
マネージャーに示すために使用されることが可能である。OffloadDesiredIndication変数
を受信すると、ＷＴＲＵ高位レイヤは、例えば禁止タイマーによって制御される特定の量
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の時間にわたってオフローディングを禁止することを自律的に決定することができる。
【０１２２】
　ＡＮＤＳＦまたはＨＳ２．０ポリシーがＷＴＲＵ内に存在しているが、有効ではない、
例えば、期限切れである場合がある。ＷＴＲＵは、ＡＮＤＳＦから新たなポリシーを得る
ことを試みることができる。ＷＴＲＵが新たなポリシーを受信しておらず、ＷＬＡＮへの
オフローディングのための機会が古いポリシーのもとで存在している場合には、ＷＴＲＵ
は、例えば、新たなＲＲＣメッセージまたは既存のＲＲＣメッセージを使用して、オフロ
ーディング機会の存在をｅＮＢに示すことができる。ＷＴＲＵは、ポリシーが期限切れに
なっているということを示すことができ、および／またはどれぐらい前にポリシーが期限
切れになったかを示すことができる。
【０１２３】
　ＡＮＤＳＦまたはＨＳ２．０ポリシーがＷＴＲＵ内に存在していない場合がある。ＷＴ
ＲＵは、接続状態中の、または接続状態へ移行中の任意の時点で、それがポリシーを有し
ていないということをｅＮＢに示すことができる。ＷＴＲＵが接続中にＡＮＤＳＦポリシ
ーを受信した場合には、ＷＴＲＵは、それがＡＮＤＳＦポリシーを有していなかったとい
うことをその同じ接続中に以前に報告していたならば、それがポリシーを受信したという
ことをｅＮＢに知らせることができる。
【０１２４】
　オフローディングに関連したｅＮＢ決定と、ＡＮＤＳＦポリシーとの間にコンフリクト
がある場合がある。そのようなコンフリクトがある場合には、ＷＴＲＵは、そのコンフリ
クトをｅＮＢに示すことができる。コンフリクトは、いくつかの理由に起因して生じるこ
とがあり、それらの理由は、ポリシー更新、オフローディング前にポリシーが存在してい
なかった場合にオフローディング後にＷＴＲＵにおいてポリシーを受信したことなどを含
むが、それらには限定されない。コンフリクトがｅＮＢに示されると、ｅＮＢは、オフロ
ードを進めるか、またはＷＬＡＮへのオフロードを停止するかの決定を行うことができる
。ｅＮＢは、例えば、シナリオおよびポリシーデータベースに基づいてコンフリクトケー
スを取り扱うようにｅＮＢにおいて構成されているオペレータポリシーに基づいて、この
決定を行うことができる。ｅＮＢは、コンフリクトを解消するための最終決定権限を有す
るように構成されることが可能である。
【０１２５】
　ＷＴＲＵは、オフロードの機会が存在していることをそれが示している対象のベアラ、
および／またはオフロードのｅＮＢ決定とＡＮＤＳＦポリシーとの間にコンフリクトがあ
る対象のベアラ、および／またはＷＴＲＵがローミングしているかどうかを示すことがで
きる。
【０１２６】
　ＷＴＲＵは、ＷＬＡＮオフロードの機会が存在していることをそのＷＴＲＵがｅＮＢに
示している原因であるＡＮＤＳＦポリシーの概要を、ｅＮＢに示すことができる。ＷＴＲ
Ｕは、ＷＬＡＮオフロードのｅＮＢ決定とＡＮＤＳＦポリシーとの間にコンフリクトがあ
ることをそのＷＴＲＵが示している原因であるＡＮＤＳＦポリシーの概要を、ｅＮＢに示
すことができる。ＡＮＤＳＦポリシーの概要は、例えば、アプリケーション、サービス、
特定のトラフィックタイプ、特定のファイル（またはデータ）サイズなどを含むことがで
きる。
【０１２７】
　近接インジケータが、ＡＮＤＳＦポリシー、ｅＮＢ決定とＡＮＤＳＦポリシーとの間に
おけるコンフリクトの表示、および／または、ＷＬＡＮオフロード機会の表示をもたらし
た、もしくはＷＬＡＮへオフロードするためのｅＮＢ決定とＡＮＤＳＦポリシーとの間に
おけるコンフリクトをもたらしたＡＮＤＳＦポリシーの概要に基づいて、ＷＬＡＮオフロ
ードの機会をｅＮＢに知らせることができる。
【０１２８】
　ＬＴＥ内ハンドオーバー中に、ソースｅＮＢは、ハンドオーバーコンテキスト転送にお
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いてコンフリクト情報をターゲットｅＮＢに提供することができる。
【０１２９】
　例においては、ＷＬＡＮのための、またはＷＬＡＮへのオフロード中のドライブテスト
の最小化（ＭＤＴ：minimization of drive tests）が使用されることが可能である。例
えば、ユーザがＷｉＦｉへオフロードされる場合でさえ、オペレータがＬＴＥ　ＭＤＴに
関心を抱く場合がある。別の例として、オペレータがＷｉＦｉ関連の測定に関心を抱く場
合がある。なぜなら、そのオペレータによって、またはパートナーによってＷｉＦｉが展
開されることも可能であるためである。それぞれのＭＤＴ測定（例えば、ロギングまたは
即時）において、ＷＴＲＵがＷｉＦｉへオフロードされるかどうか、そしてそうする場合
には、どのＡＰかを示すことが可能である。ｅＮＢは、この情報を提供することを、それ
をトレース内に書き込んでからそれをトレース収集エンティティー（ＴＣＥ）に提供する
ことによって行うことができる。
【０１３０】
　ＷＬＡＮのカバレッジエリアは、相対的に小さい場合があり、したがって、ＷｉＦｉ　
ＳＳＩＤ、ＢＳＳ　ＩＤ、または別のＩＤが、ＭＤＴ目的のためにロケーション情報とし
て使用されることが可能である。この情報は、ＧＮＳＳ座標などの詳細なロケーション情
報が利用可能ではないことがある場合に、役立つことがある。この情報は、ＷＴＲＵによ
って提供されることが可能である。ｅＮＢは、この情報を提供することを、それをトレー
ス内に書き込んでからそれをＴＣＥに提供することによって行うことができる。
【０１３１】
　ＷｉＦｉ信号強度が、そのＩＤとともにＭＤＴ目的のために取り込まれることも可能で
ある。ログを取られるＭＤＴのケースにおいては、それは、ＷＴＲＵによって行われるこ
とが可能である。即時のＭＤＴのケースにおいては、それは、ＷＴＲＵによって提供され
ることが可能であり、またはそれは、ＷＴＲＵによって前もって提供されることが可能で
あるその他の測定報告からｅＮＢによって取られることが可能である。ＷＴＲＵは、同じ
オペレータに属することが可能である、およびＰＬＭＮリストの一部であることが可能で
あるＡＰに関してＭＤＴがログを取ることまたは報告することに関する測定を実行するこ
とができる。ＭＤＴ　ＰＬＭＮリストは、測定値収集およびログ報告が許可されているＰ
ＬＭＮを示すことができる。ＭＤＴ　ＰＬＭＮリストは、ログを取られる測定構成におけ
るＥＰＬＭＮリストおよびＲＰＬＭＮのサブセットであることが可能である。ＷＴＲＵは
、そのビーコン内のリストからのＰＬＭＮを含むＷＬＡＮ　ＡＰに関するＭＤＴを実行す
ることができる。ＷＬＡＮ　ＡＰのリストが、ロギングエリア構成の一部として構成され
ることが可能である。ＷＴＲＵは、ロギングエリアにおいて構成されているＡＰに関する
ＭＤＴデータのログを取ることができる。ＷＴＲＵは、ＭＤＴ目的のためにＷｉＦｉチャ
ネル情報を記録することもできる。アクセシビリティー測定のために、再確立がログを取
られる場合には、そのログは、ＷＴＲＵがＷｉＦｉへオフロードされるかどうかを示すこ
とができ、例えば、ＷＬＡＮ　ＡＰのどのＳＳＩＤまたはその他の任意のＩＤ、どのチャ
ネル、ＷＬＡＮ　ＡＰのタイプ（例えば、ａ／ｂ／ｇ／ｎなど）、干渉のレベル、および
／またはＷＬＡＮリンク品質を示すこともできる。無線リンク失敗（ＲＬＦ）に関しては
、ＨＯＦ報告オフロード情報が含まれることが可能である。アクセシビリティー測定のた
めの任意の周波数またはＲＡＴに関する最新の利用可能な無線測定が、ＷｉＦｉ信号強度
を含むことができ、含まれることも可能である。ＭＤＴ構成の時点でログを取られること
が可能であるＷｉＦｉ　ＡＰの数が含まれることが可能である。ＲＬＦ／ＨＯＦ報告に関
しては、詳細なロケーション情報が、それが利用可能である場合には、送信されることが
可能であり、この情報は、ＷｉＦｉロケーションを含むことができる。
【０１３２】
　ｅＮＢによる、ＷＴＲＵあたりのＱＣＩごとの、ＤＬおよびＵＬに関する別々のデータ
ボリューム測定に関するＭ４が存在することが可能である。ＷＴＲＵがＷＬＡＮへオフロ
ードされるときに、ｅＮＢは、ＷＬＡＮにおけるデータボリュームに気づかない場合があ
る。ＷＴＲＵは、それがｅＮＢへオフロードされるときに、ＷＬＡＮにおけるデータボリ
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ュームを示すことができる。この報告は、報告に関する構成、またはデータボリュームの
特定のしきい値が到達されているかどうかに基づくことが可能である。この報告は、時間
に基づくことが可能である。ＷＴＲＵは、ＬＴＥおよびＷＬＡＮに関する別々のデータボ
リュームのログ、または両方に関する合計されたデータボリュームのログ、またはＷＬＡ
ＮへオフロードされたときはＷＬＡＮのみに関するログを取ることができる。
【０１３３】
　ｅＮＢによる、ＷＴＲＵあたりのＲＡＢごとの、およびＤＬに関するＷＴＲＵごとの、
ＵＬに関するＷＴＲＵごとの、ＤＬおよびＵＬに関する別々のＭＤＴ測定のためのスケジ
ュールされたＩＰスループットに関するＭ５が存在することが可能である。ＷＴＲＵがＷ
ＬＡＮへオフロードされるときに、ｅＮＢは、ＷＬＡＮにおけるスケジュールされたＩＰ
スループットボリュームに気づかない場合がある。ＷＴＲＵは、それがｅＮＢへオフロー
ドされるときに、ＷＬＡＮにおけるスケジュールされたＩＰスループットを示すことがで
きる。この報告は、報告に関する構成に、またはスケジュールされたＩＰスループットの
特定のしきい値が到達されているかどうかに基づくことが可能である。それは、時間に基
づくことも可能である。ＷＴＲＵは、ＬＴＥおよびＷＬＡＮに関する別々のスケジュール
されたＩＰスループットのログ、または両方に関する合計されたスケジュールされたＩＰ
スループットのログ、またはＷＬＡＮへオフロードされたときはＷＬＡＮのみに関するロ
グを取ることができる。
【０１３４】
　ＭＤＴログ利用可能インジケータの一部として、ＷＴＲＵは、利用可能なログが、ＷＴ
ＲＵがＷＬＡＮへオフロードされるケースのためのものであるということを示すことがで
きる。ＷＴＲＵがＷＬＡＮへオフロードされるときには、いくつかのシナリオが生じる場
合がある。例えば、オフローディング後に、ＷＬＡＮ信号強度および／またはリンク品質
が劣化する場合がある。オフローディング後にＡＰが輻輳する場合がある。ＷＴＲＵが、
モビリティーに起因して１つのＡＰから別のＡＰへ移動する場合がある。ユーザが、ＷＴ
ＲＵのＷＬＡＮ部分をオフにする場合がある。ＷＴＲＵがＷＬＡＮへオフロードされてい
る間に特定の持続時間にわたってもはやデータのやり取りがない場合がある。この状況を
検知することは、役立つ場合がある。なぜなら、それがＬＴＥに報告されれば、ＬＴＥ接
続が、場合によっては接続解放タイマーが切れた後に、解放されることが可能になるため
である。ＷＴＲＵがＱｏＳを満たすことができない場合があり、または劣悪なユーザ経験
が生じる場合がある。ＷＬＡＮ　ＡＰとの接続が失われる場合がある。
【０１３５】
　ＷＬＡＮオフロードに関するＭＤＴロギングの一部として、上述の状況のうちの少なく
とも１つがログを取られること、および／またはＭＤＴの一部として報告されることが可
能である。ＷＬＡＮとＲＡＮとのより緊密な統合に起因して、ｅＮＢは、これらのシナリ
オに気づく場合がある。ｅＮＢは、この情報をトレース内に提供してから、そのトレース
をトレース収集エンティティー（ＴＣＥ）に提供することができる。
【０１３６】
　複数のシナリオが、ＡＮＤＳＦポリシーと、ＷＬＡＮへのオフロードというｅＮＢ決定
との間における矛盾またはコンフリクトをもたらす場合がある。ＭＤＴの一部として、ｅ
ＮＢ決定とＡＮＤＳＦポリシーとの間におけるコンフリクトは、ＷＴＲＵによって、また
はｅＮＢによってログを取られること、および／またはＴＣＥへ報告されることが可能で
ある。その報告は、コンフリクトのシナリオ、そのコンフリクトを解消するためのｅＮＢ
による最終決定などを含むことができる。
【０１３７】
　ＷＴＲＵは、どのベアラがＷＬＡＮへオフロードされるか、ならびに／またはベアラご
とのオフロードの開始時間および／もしくは終了時間についてログを取ること、または報
告することが可能である。ｅＮＢが、トレースをＴＣＥに提供する前に、これを行うこと
もできる。ＷＴＲＵは、どのアプリケーションおよび／またはサービスがＷＬＡＮへオフ
ロードされたか、および／またはどのＡＮＤＳＦポリシーに起因してかについてログを取
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ることもできる。
【０１３８】
　ＷＴＲＵがオフロードされる先のＷＬＡＮ　ＡＰにおいて変更があった場合には、ＡＰ
におけるその変更は、ＷＴＲＵによってログを取られることもしくは報告されること、ま
たは、ｅＮＢがそれに気づいている場合、例えば、ＷＴＲＵが接続状態にある、もしくは
即時のＭＤＴを目的としている場合には、ｅＮＢによってＴＣＥに提供されることが可能
である。
【０１３９】
　ＷＴＲＵ能力報告の一部として、ＷＴＲＵは、ＷＬＡＮオフロードのためにＭＤＴを実
行するその能力を報告することができる。
【０１４０】
　図８は、ＷＴＲＵ能力をシグナリングするための例示的なプロセスフロー８００を示し
ている。８０２において、ＷＴＲＵは、ｅＮＢへのＷＬＡＮオフロードのサポートという
自分の能力を示すことができる。ＷＴＲＵは、例えば、利用可能なＷＬＡＮ　ＡＰを発見
およびスキャンするためのｅＮＢコマンドに応答して自分のＷｉＦｉコンポーネントを自
律的にオンにするという自分の能力を報告することもできる。ＷＴＲＵが、例えば、利用
可能なＷＬＡＮ　ＡＰを発見およびスキャンするためのｅＮＢコマンドに応答してＷＬＡ
Ｎを自律的にオンにするという能力を有していない場合には、８０４におけるＷＴＲＵか
らｅＮＢへのシグナリングメッセージが、ＷＬＡＮがオンにされたときにｅＮＢに知らせ
ることができ、それによってｅＮＢは、ＷＬＡＮオフロードのプロセスを実行することが
できる。
【０１４１】
　ｅＮＢが、オフロードのためにＷＬＡＮをオンにするためのコマンドをＷＴＲＵに送信
した場合には、ＷＴＲＵは、これをユーザに、そのユーザのアクションのために、例えば
ポップアップスクリーンメッセージを使用して、示すことができる。ユーザが、ＷｉＦｉ
をオンにしないことを選んだ場合には、ＷＴＲＵは、それがｅＮＢから受信したコマンド
に応答して、この決定をｅＮＢに示すことができる。ＷｉＦｉをオンにするためのユーザ
からの応答がない場合には、特定の持続時間の後に、ＷＴＲＵは、ＷｉＦｉをオンにする
ためのアクションがユーザによって取られなかったということをｅＮＢに示すことができ
る。
【０１４２】
　別の例においては、ＷｉＦｉをオンにするためのコマンドを能力シグナリングまたはそ
の他の任意の信号の一部としてｅＮＢが送信したときに、自律的にそうする能力をＷＴＲ
Ｕが有していることをそれが以前に報告していた場合には、しばらくしてから、ユーザが
、ｅＮＢからコマンドを受信した後に、ＷｉＦｉを自律的にオンにすることをＷＴＲＵに
対して禁止するような方法で特定の設定を構成したならば、ＷＴＲＵは、この変更をｅＮ
Ｂに示すことができる。ＷＬＡＮオフロードを防止するための設定をユーザが構成したと
きに、ＷＴＲＵが既にＷＬＡＮへオフロードされている場合には、それは、ユーザによる
アクションのためにユーザに、およびｅＮＢに知らされることが可能である。ｅＮＢへの
指示は、ユーザによるアクションの指示を含むことができる。
【０１４３】
　図９は、オフラインおよびオンラインＷＬＡＮ課金のための例示的な論理的な課金アー
キテクチャー９００および情報フローを示している。オンライン課金システムおよびオフ
ライン課金システムの両方へのインターフェースを伴う一般的な課金機能が、図９におい
て示されている。ＷＬＡＮシステムと、オフライン／オンライン両方の課金システムとの
間におけるインターフェースが存在することが可能である。これらのインターフェースは
、オンラインおよびオフライン両方のケースに関する課金イベントを生成するために使用
されることが可能である。
【０１４４】
　ＷＴＲＵがＷＬＡＮシステムへハンドオーバーされた場合には、ＷＬＡＮシステムは、
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ドオーバーされたということを課金システムに知らせる課金イベントが、ソースｅＮＢ／
ＲＡＮノードによって生成されることも可能である。両方の課金イベントは、調整の目的
で使用されることが可能である。ＷＴＲＵがＷＬＡＮシステムから３ＧＰＰシステムへ戻
ってきた場合にも、同様のイベントが生成されることが可能である。
【０１４５】
　ＷＴＲＵが別々のＷＬＡＮ　ＡＰの間において移動した場合にも、課金イベントが生成
されることが可能である。これに対しては、特定の例外が存在することが可能であり、例
えば、同じオペレータによって制御されているＷＬＡＮどうしの間においてＷＴＲＵが移
動した場合には、課金イベントは生成されないことが可能である。
【０１４６】
　ＷＬＡＮ　ＡＰによって課金システムへ送信される課金レコードは、ＷＬＡＮ使用の持
続時間、データの量、データレート、サービス品質（ＱｏＳ）、ＷＬＡＮオペレータＰＬ
ＭＮ　ＩＤもしくはその他の識別情報、ＳＳＩＤもしくはＢＳＳＩＤ、および／またはユ
ーザ識別情報、例えば、ＭＡＣアドレス、ＩＭＳＩ、Ｔ－ＩＭＳＩなどの情報のうちの１
または複数を含むことができる。
【０１４７】
　本明細書において記載されているプロセスおよび手段は、任意の組合せで適用されるこ
とが可能であり、その他のワイヤレステクノロジーに、およびその他のサービスのために
適用されることが可能である。
【０１４８】
　ＷＴＲＵは、物理的なデバイスの身元を、またはサブスクリプション関連の身元、例え
ば、ＭＳＩＳＤＮ、ＳＩＰ　ＵＲＩ等などのユーザの身元を指すことができる。ＷＴＲＵ
は、アプリケーションベースの身元、例えば、アプリケーションごとに使用されることが
可能であるユーザ名を指すことができる。
【０１４９】
　上では特徴および要素が特定の組合せで記載されているが、それぞれの特徴または要素
は、単独で、またはその他の特徴および要素との任意の組合せで使用されることが可能で
あるということを当技術分野における標準的な技術者なら理解するであろう。加えて、本
明細書において記載されている方法は、コンピュータまたはプロセッサによって実行する
ためにコンピュータ可読媒体内に組み込まれているコンピュータプログラム、ソフトウェ
ア、またはファームウェアで実施されることが可能である。コンピュータ可読媒体の例は
、（有線接続または無線接続を介して送信される）電子信号、およびコンピュータ可読ス
トレージ媒体を含む。コンピュータ可読ストレージ媒体の例は、読み取り専用メモリ（Ｒ
ＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体メモ
リデバイス、内蔵ハードディスクおよび取り外し可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒
体、ならびに、ＣＤ－ＲＯＭディスクおよびデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）などの光
媒体を含むが、それらには限定されない。ＷＴＲＵ、ＵＥ、端末、基地局、ＲＮＣ、また
は任意のホストコンピュータにおいて使用するための無線周波数トランシーバを実施する
ために、ソフトウェアと関連付けられているプロセッサが使用されることが可能である。
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