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(57)【要約】
無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）のためのマルチ無線ア
クセステクノロジー（マルチＲＡＴ）アクセスモード動
作のための方法および装置が開示される。ＷＴＲＵおよ
びネットワークは、ＷＴＲＵサブスクリプション、ＷＴ
ＲＵのサービス契約、ＷＴＲＵのローミング状態、選択
されたアクセスポイントネーム（ＡＰＮ）、インターネ
ットプロトコル（ＩＰ）フロークラス、ＷＴＲＵのため
の加入者プロファイルアイデンティティ、要求されるサ
ービス品質、またはマルチＲＡＴアクセスモードをサポ
ートするセルの近傍にいることを示す近傍表示のうちの
少なくとも１つに基づいて動作のマルチＲＡＴアクセス
モードをイネーブルすることができる。ＷＴＲＵは、ネ
ットワークへのマルチＲＡＴアクセスのサポートの能力
表示を送信することができ、この能力表示に基づいてマ
ルチＲＡＴアクセスモードがイネーブルされる。ベアラ
の部分的ハンドオーバが実行されてもよい。ハンドオー
バを実行する際には、ターゲットセルは優先度ルールに
基づいて決定される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）に対するマルチ無線アクセステクノロジー（マルチＲ
ＡＴ）アクセスモード動作のための方法であって、前記方法は、
　動作のマルチＲＡＴアクセスモードをイネーブルするステップと、
　少なくとも２つの異なるＲＡＴにおいて同時にベアラを確立するステップと
　を備え、前記マルチＲＡＴアクセスモードは、ＷＴＲＵサブスクリプション、前記ＷＴ
ＲＵのサービス契約、前記ＷＴＲＵのローミング状態、選択されたアクセスポイントネー
ム（ＡＰＮ）、インターネットプロトコル（ＩＰ）フロークラス、前記ＷＴＲＵのための
加入者プロファイルアイデンティティ、サービスの要求された品質、またはマルチＲＡＴ
アクセスモードをサポートするセルに近いことを示す近傍表示のうちの少なくとも１つに
基づいてイネーブルされることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ＷＴＲＵがネットワークへのマルチＲＡＴアクセスのサポートの能力表示を送るス
テップをさらに備え、前記マルチＲＡＴアクセスモードは前記能力表示に基づいてイネー
ブルされることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記近傍表示は、トラッキングエリア更新メッセージ、ルーティングエリア更新メッセ
ージ、アタッチ要求メッセージ、またはＰＤＮ接続要求メッセージに含まれることを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ローカルＩＰアクセス（ＬＩＰＡ）、選択的ＩＰトラフィックオフロード（ＳＩＰＴＯ
）、またはマネージド・リモートアクセス（ＭＲＡ）をサポートするネットワークへのア
クセスをイネーブルするステップ
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ネットワークから受信されたメッセージが、マルチＲＡＴアクセスをサポートする
セルにトラフィックがオフロードされる必要があることを示すという条件で、ＬＩＰＡ、
ＳＩＰＴＯ、またはＭＲＡをサポートする前記ネットワークへのアクセスは、イネーブル
されることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　ＬＩＰＡ、ＳＩＰＴＯ、またはＭＲＡは、前記加入者プロファイルアイデンティティに
基づいてイネーブルされることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記マルチＲＡＴアクセスモードをサポートするハンドオーバに対するターゲットセル
を選択するステップと、
　前記ターゲットセルへの少なくとも１つのベアラのハンドオーバを実行するステップと
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　現在のサービングセルのベアラの一部は、前記ターゲットセルにハンドオーバされるこ
とを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ターゲットセルは優先度ルールに基づいて決定されることを特徴とする請求項７に
記載の方法。
【請求項１０】
　前記優先度ルールは、オペレータポリシ設定に基づいて、またはネットワークノード間
のシグナリングもしくはネットワークと前記ＷＴＲＵとの間のシグナリングに基づいて、
または前記加入者プロファイルアイデンティティに基づいて設定されることを特徴とする
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
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　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）に対するマルチ無線アクセステクノロジー（マルチＲ
ＡＴ）アクセスモード動作のための装置であって、前記装置は、
　動作のマルチＲＡＴアクセスモードをイネーブルし、および少なくとも２つの異なるＲ
ＡＴにおいてベアラを確立するように構成されたプロセッサを備え、前記マルチＲＡＴア
クセスモードは、ＷＴＲＵサブスクリプション、サービス契約、ローミング状態、選択さ
れたアクセスポイントネーム（ＡＰＮ）、インターネットプロトコル（ＩＰ）フロークラ
ス、加入者プロファイルアイデンティティ、サービスの要求された品質、または近傍表示
のうちの少なくとも１つに基づいてイネーブルされることを特徴とする装置。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、ネットワークへのマルチＲＡＴアクセスのサポートの能力表示を送
るように構成され、および前記マルチＲＡＴアクセスモードは、前記能力表示に基づいて
イネーブルされることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記近傍表示は、トラッキングエリア更新メッセージ、ルーティングエリア更新メッセ
ージ、アタッチ要求メッセージ、またはＰＤＮ接続要求メッセージに含まれることを特徴
とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、ローカルＩＰアクセス（ＬＩＰＡ）、選択的ＩＰトラフィックオフ
ロード（ＳＩＰＴＯ）、またはマネージド・リモートアクセス（ＭＲＡ）をサポートする
ネットワークへのアクセスをイネーブルするように構成されることを特徴とする請求項１
１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記ネットワークから受信されたメッセージが、マルチＲＡＴアクセスをサポートする
セルにトラフィックがオフロードされる必要があることを示すという条件で、ＬＩＰＡ、
ＳＩＰＴＯ、またはＭＲＡをサポートする前記ネットワークへのアクセスは、イネーブル
されることを特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　ＬＩＰＡ、ＳＩＰＴＯ、またはＭＲＡは、前記加入者プロファイルアイデンティティに
基づいてイネーブルされることを特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、前記マルチＲＡＴアクセスモードをサポートするハンドオーバに対
するターゲットセルを選択し、および少なくとも１つのベアラの前記ターゲットセルへの
ハンドオーバを実行するように構成されることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１８】
　現在のサービングセルのベアラの一部は、前記ターゲットセルにハンドオーバされるこ
とを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ターゲットセルは優先度ルールに基づいて決定されることを特徴とする請求項１７
に記載の装置。
【請求項２０】
　前記優先度ルールは、オペレータポリシ設定に基づいて、またはネットワークノード間
のシグナリングもしくはネットワークと前記ＷＴＲＵとの間のシグナリングに基づいて、
または前記加入者プロファイルアイデンティティに基づいて設定されることを特徴とする
請求項１９に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、マルチＲＡＴアクセスモード動作のための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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関連出願の相互参照
【０００３】
　本出願は、参照によりその内容が本明細書に組み込まれている、２０１１年７月１２日
に出願した米国仮出願第６１／５０６，６９１号明細書の利益を主張するものである。
【０００４】
　無線システムにおける音声サービスとデータサービスの両方のための改善されたネット
ワークカバレッジ、改善された機能および増大する帯域幅に対する需要は、それに限定さ
れないが、グローバル移動体通信システム（ＧＳＭ（登録商標））、広帯域符号分割多元
接続（ＷＣＤＭＡ（登録商標））、高速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）と
高速アップリンクパケットアクセス（ＨＳＵＰＡ）とを含む高速パケットアクセス（ＨＳ
ＰＡ）、および第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）におけるロングター
ムエボリューション（ＬＴＥ）リリース１０以降におけるキャリアアグリゲーションのた
めのサポートを含むＬＴＥ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ａ／ｇ／ｎ、８０２．１６ａ／ｅ
および８０２．２０、ならびに３ＧＰＰ２におけるＣＤＭＡ２０００　ｌｘおよびＣＤＭ
Ａ２０００　ＥＶ－ＤＯを含めて、多くの無線アクセステクノロジー（ＲＡＴ）の発展に
つながっている。
【０００５】
　３ＧＰＰ　ＷＣＤＭＡリリース８は、２つのＨＳＤＰＡダウンリンクコンポーネントキ
ャリア（２Ｃ－ＨＳＤＰＡ）の同時使用のためのサポートを導入し、周波数ダイバーシチ
およびリソースプーリングによって帯域幅使用を改善した。３ＧＰＰリリース９は、マル
チキャリアダウンリンクＷＣＤＭＡに多入力多出力（ＭＩＭＯ）のためのサポートを導入
した。リリース９はまた、２つのＨＳＵＰＡアップリンクコンポーネントキャリアのため
のサポートを導入した。３ＧＰＰリリース１０は、４つまでのダウンリンクコンポーネン
トキャリア（４Ｃ－ＨＳＤＰＡ）のためのサポートを導入し、リリース１１は、８個まで
のダウンリンクキャリア（８Ｃ－ＨＳＤＰＡ）のためのサポートを導入した。
【０００６】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥリリース１０は、ネットワークノード（すなわち、進化型ノードＢ（
ｅＮＢ））とモバイル端末（すなわち、同じ送信時間間隔内の無線送受信ユニット（ＷＴ
ＲＵ））との間に複数のコンポーネントキャリアの無線リソースを使用する同時送信およ
び／または受信のためのサポートを導入した。
【０００７】
　ＬＴＥの目的の１つは、オペレータがＷＣＤＭＡデプロイメントのためのものと同じサ
イトを使用してＬＴＥをデプロイすることができるようにし、それによって、デプロイメ
ントおよび無線計画のコストを低減することである。ＬＴＥをデータ拡張オーバレイとし
て用いて、同じカバレッジエリアにおいてＷＣＤＭＡ／ＨＳＰＡとＬＴＥの両方をデプロ
イするオペレータもいる。ＬＴＥデプロイメントは、既存のＷＣＤＭＡ／ＨＳＰＡデプロ
イメントと同様のカバレッジを有し得る。例えば、ＷＣＤＭＡ／ＨＳＰＡとＬＴＥの両方
をサポートするマルチモード無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）が広く使用されよう。
【０００８】
　ＭＩＭＯを用いるリリース１０ＨＳＰＡは、４２Ｍｂｐｓのダウンリンクピークデータ
レートを提供するが、一方、リリース１０マルチキャリアＨＳＰＡは、４つまでのダウン
リンクキャリアのためのサポートを導入することによりピークレートをさらに高める。Ｌ
ＴＥリリース８／９は、シングルキャリアダウンリンクにおいて１００Ｍｂｐｓまで提供
し、一方、（イントラＲＡＴ）キャリアアグリゲーションを用いるＬＴＥリリース１０は
、５つまでのコンポーネントキャリアの送信リソースを結合することによりピークレート
をさらに高める。スペクトルは高価なリソースであり、すべての周波数帯がすべてのオペ
レータにとって利用可能であるとは限らない可能性がある。オペレータは、ＨＳＰＡサー
ビスとＬＴＥサービスの両方のためのサポートを提供することができるが、キャリアアグ
リゲーションは、所与のオペレータごとにＲＡＴ当たり多くて２個～３個のコンポーネン
トキャリアに限定される可能性がある。さらに、ＬＴＥがデプロイされる一方で、当面の
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間はレガシーデプロイメントが維持されることがある。これは、オペレータが、それらの
ＲＡＴのうちの１つにおける無線リソース／スペクトルおよび機能が十分に利用されてい
ない期間を見ることがある状況につながる可能性がある。
【発明の概要】
【０００９】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）のためのマルチ無線アクセステクノロジー（マルチＲ
ＡＴ）アクセスモード動作のための方法および装置が開示される。ＷＴＲＵおよびネット
ワークは、ＷＴＲＵサブスクリプション、ＷＴＲＵのサービス契約、ＷＴＲＵのローミン
グ状態、選択されたアクセスポイントネーム（ＡＰＮ）、インターネットプロトコル（Ｉ
Ｐ）フロークラス、ＷＴＲＵのための加入者プロファイルアイデンティティ、要求される
サービス品質、またはマルチＲＡＴアクセスモードをサポートするセルの近傍にいること
を示す近傍表示（ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ　ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）のうちの少なくとも１つ
に基づいて動作のマルチＲＡＴアクセスモードをイネーブルすることができる。前記ＷＴ
ＲＵは、ネットワークへのマルチＲＡＴアクセスのサポートの能力表示を送信することが
でき、前記マルチＲＡＴアクセスモードは前記能力表示に基づいてイネーブルされる。ベ
アラの部分的ハンドオーバが実行されてもよい。前記ハンドオーバを実行する際には、前
記ターゲットセルは優先度ルールに基づいて決定される。前記近傍表示は、トラッキング
エリア更新メッセージ、ルーティングエリア更新メッセージ、アタッチ要求（ａｔｔａｃ
ｈ　ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージ、またはＰＤＮ接続要求（ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ　
ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージに含まれてよい。
【００１０】
　前記ＷＴＲＵは、前記ネットワークから受信されたメッセージが、マルチＲＡＴアクセ
スをサポートするセルにトラフィックをオフロードする必要があることを示すという条件
で、ローカルＩＰアクセス（ＬＩＰＡ）、選択的トラフィックオフロード（ＳＩＰＴＯ）
、またはマネージド・リモートアクセス（ＭＲＡ）をサポートするネットワークへのアク
セスをイネーブルすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
　より詳細な理解は、添付の図面に関連して例として与えられる以下の説明から得られよ
う。
【図１Ａ】１または複数の開示された実施形態が実行され得る例示的通信システムのシス
テム図である。
【図１Ｂ】図１Ａにおいて例示されている通信システム内で使用され得る例示的無線送受
信ユニット（ＷＴＲＵ）のシステム図である。
【図１Ｃ】図１Ａにおいて例示されている通信システム内で使用され得る例示的ＵＭＴＳ
無線アクセスネットワークおよび例示的ＵＭＴＳコアネットワークのシステム図である。
【図１Ｄ】図１Ａにおいて例示されている通信システム内で使用され得る例示的ＬＴＥ　
ＲＡＮおよび例示的ＬＴＥコアネットワークのシステム図である。
【図２】１つのＰＤＮ接続からのデータトラフィックが複数のＲＡＴにマッピングされる
例示的ネットワークアーキテクチャを示す図である。
【図３Ａ】マルチＲＡＴアクセス動作のための代替ネットワークアーキテクチャを示す図
である。
【図３Ｂ】マルチＲＡＴアクセス動作のための代替ネットワークアーキテクチャを示す図
である。
【図４Ａ】マルチＲＡＴアクセス動作のための代替ネットワークアーキテクチャを示す図
である。
【図４Ｂ】マルチＲＡＴアクセス動作のための代替ネットワークアーキテクチャを示す図
である。
【図５Ａ】マルチＲＡＴアクセス動作のための代替ネットワークアーキテクチャを示す図
である。
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【図５Ｂ】マルチＲＡＴアクセス動作のための代替ネットワークアーキテクチャを示す図
である。
【図６Ａ】マルチＲＡＴアクセス動作のための代替ネットワークアーキテクチャを示す図
である。
【図６Ｂ】マルチＲＡＴアクセス動作のための代替ネットワークアーキテクチャを示す図
である。
【図６Ｃ】マルチＲＡＴアクセス動作のための代替ネットワークアーキテクチャを示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　図１Ａは、１または複数の開示された実施形態が実施され得る例示的通信システム１０
０の図である。通信システム１００は、音声、データ、ビデオ、メッセージング、ブロー
ドキャストなどのコンテンツを複数の無線ユーザに提供するマルチアクセスシステムでよ
い。通信システム１００は、複数の無線ユーザが、無線帯域幅を含むシステムリソースの
共有によってそのようなコンテンツにアクセスすることができるようにすることが可能で
ある。例えば、通信システム１００は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、時間分割多元接
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）および同種のものなどの１または複数のチャネ
ルアクセス方法を利用することができる。
【００１３】
　図１Ａに示されているように、通信システム１００は、無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ
）１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄ、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）１０
４、コアネットワーク１０６、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）１０８、インターネット１１
０、および他のネットワーク１１２を含んでよいが、開示された実施形態は、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企図することが理
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／または通信するように構成された任意のタイプのデバイスで
よい。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てよく、ユーザ機器（ＵＥ）、モバイル基地局、
固定またはモバイル加入者ユニット、ページャ、セルラ電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、
スマートフォン、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、パーソナルコ
ンピュータ、無線センサ、コンシューマ電子機器および同種のものを含んでよい。
【００１４】
　通信システム１００はまた、基地局１１４ａおよび基地局１１４ｂを含んでもよい。基
地局１１４ａ、１１４ｂのそれぞれは、コアネットワーク１０６、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、１０２ｄの少なくとも
１つと無線でインターフェース接続するように構成された任意のタイプのデバイスでよい
。例として、基地局１１４ａ、１１４ｂは、トランシーバ基地局（ＢＴＳ）、ノードＢ、
ｅノードＢ、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、サイトコントローラ、アクセスポイン
ト（ＡＰ）、無線ルータおよび同種のものでよい。基地局１１４ａ、１１４ｂはそれぞれ
、単一の要素として図示されているが、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んでよいことが理解されるであろう
。
【００１５】
　基地局１１４ａは、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）、中継ノードなどの他の基地局および／またはネットワーク要素（図示せず）を
やはり含んでもよいＲＡＮ１０４の一部でよい。基地局１１４ａおよび／または基地局１
１４ｂは、セル（図示せず）と呼ばれてよい特定の地理的領域の中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てよい。セルはセルセクタにさらに分割されてもよい
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。例えば、基地局１１４ａに関連するセルは、３つのセクタに分割されてよい。したがっ
て、一実施形態では、基地局１１４ａは、３つのトランシーバ、すなわち、セルのセクタ
ごとに１つを含んでもよい。他の実施形態では、基地局１１４ａは、多入力多出力（ＭＩ
ＭＯ）技術を利用することができ、したがって、基地局１１４ａは、セルのセクタごとに
複数のトランシーバを利用することができる。
【００１６】
　基地局１１４ａ、１１４ｂは、任意の適切な無線通信リンク（例えば、無線周波数（Ｒ
Ｆ）、マイクロ波、赤外線（ＩＲ）、紫外線（ＵＶ）、可視光など）でよいエアインター
フェース１１６を介して、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの１または
複数と通信することができる。エアインターフェース１１６は、任意の適切な無線アクセ
ステクノロジー（ＲＡＴ）を使用して設定され得る。
【００１７】
　より詳細には、上記のように、通信システム１００は、マルチアクセスシステムでよく
、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ－ＦＤＭＡおよび同種のものなどの
１または複数のアクセス機構を使用することができる。例えば、ＲＡＮ１０４における基
地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤ
ＭＡ）を使用してエアインターフェース１１６を設定することができるユニバーサル移動
体電気通信システム（ＵＭＴＳ）地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）などの無線技術を実施す
ることができる。ＷＣＤＭＡは、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）および／または進化
ＨＳＰＡ（ＨＳＰＡ＋）などの通信プロトコルを含んでよい。ＨＳＰＡは、高速ダウンリ
ンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）および／または高速アップリンクパケットアクセス
（ＨＳＵＰＡ）を含んでよい。
【００１８】
　他の実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、
ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）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１１６を確立することができる進化ＵＭＴＳ地上無
線アクセス（Ｅ－ＵＴＲＡ）などの無線技術を実施することができる。
【００１９】
　他の実施形態では、基地局１１４ａおよびＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃは、
ＩＥＥＥ８０２．１６（すなわち、ワールドワイド・インターオペラビリティ・フォー・
マイクロウェーブ・アクセス（ＷｉＭＡＸ））、ＣＤＭＡ２０００、ＣＤＭＡ２０００Ｉ
Ｘ、ＣＤＭＡ２０００ＥＶ－ＤＯ、暫定規格２０００（ＩＳ－２０００）、暫定規格９５
（ＩＳ－９５）、暫定規格８５６（ＩＳ－８５６）、グローバル移動体通信システム（Ｇ
ＳＭ）、ＧＳＭ進化型高速データレート（ＥＤＧＥ）、ＧＳＭ　ＥＤＧＥ（ＧＥＲＡＮ）
および同種のものなどの無線技術を実施することができる。
【００２０】
　図１Ａにおける基地局１１４ｂは、例えば、無線ルータ、ホームノードＢ、ホームｅノ
ードＢ、またはアクセスポイントでよく、ビジネスの場、ホーム、車両、キャンパスおよ
び同種のものなどのローカライズされたエリアにおいて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。一実施形態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲ
Ｕ１０２ｃ、１０２ｄは、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）を設定するため
にＩＥＥＥ８０２．１１などの無線技術を実施することができる。他の実施形態では、基
地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、無線パーソナルエリアネットワーク
（ＷＰＡＮ）設定するためにＩＥＥＥ８０２．１５などの無線技術を実施することができ
る。他の実施形態では、基地局１１４ｂおよびＷＴＲＵ１０２ｃ、１０２ｄは、セルラベ
ースのＲＡＴ（例えば、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、ＧＳＭ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－Ａな
ど）を利用してピコセルまたはフェムトセルを設定することができる。図１Ａに示されて
いるように、基地局１１４ｂは、インターネット１１０に直接接続することができる。し
たがって、基地局１１４ｂは、インターネット１１０にコアネットワーク１０６を介して
アクセスする必要がない可能性がある。



(8) JP 2014-521267 A 2014.8.25

10

20

30

40

50

【００２１】
　ＲＡＮ１０４は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄの１または複数に
、音声サービス、データサービス、アプリケーションサービス、および／またはボイスオ
ーバーインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）サービスを提供するように構成された任意
のタイプのネットワークでよいコアネットワーク１０６と通信していてよい。例えば、コ
アネットワーク１０６は、呼制御、ビリングサービス、モバイルロケーションベースのサ
ービス、プリペイド通話、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高レベルセキュリティ機能を実行することができる。図１Ａに
は示されていないが、ＲＡＮ１０４および／またはコアネットワーク１０６は、ＲＡＮ１
０４と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを利用する他のＲＡＮと直接または間接的に通信し
ていてよいことが理解されるであろう。例えば、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を利用していてよ
いＲＡＮ１０４に接続されていることに加えて、コアネットワーク１０６はまた、ＧＳＭ
無線技術を利用している別のＲＡＮ（図示せず）と通信していてもよい。
【００２２】
　コアネットワーク１０６はまた、ＰＳＴＮ１０８、インターネット１１０、および／ま
たは他のネットワーク１１２にアクセスするために、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０
２ｃ、１０２ｄのためのゲートウェイとして役立つ。ＰＳＴＮ１０８は、プレインオール
ド電話サービス（ＰＯＴＳ）を提供する回線交換電話網を含んでよい。インターネット１
１０は、ＴＣＰ／ＩＰインターネットプロトコルスイートにおける伝送制御プロトコル（
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
よびデバイスのグローバルシステムを含んでよい。ネットワーク１１２は、他のサービス
プロバイダによって所有され作動される有線または無線通信ネットワークを含んでよい。
例えば、ネットワーク１１２は、ＲＡＮ１０４と同じＲＡＴまたは異なるＲＡＴを利用す
ることができる１または複数のＲＡＮに接続された別のコアネットワークを含んでよい。
【００２３】
　通信システム１００におけるＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄのいく
つかまたはすべては、マルチモード機能を含んでよい、すなわち、ＷＴＲＵ１０２ａ、１
０２ｂ、１０２ｃ、１０２ｄは、異なる無線リンクを介して異なる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んでよい。例えば、図１Ａに示されているＷＴＲＵ
１０２ｃは、セルラベースの無線技術を利用することができる基地局１１４ａ、およびＩ
ＥＥＥ８０２無線技術を利用することができる基地局１１４ｂと通信するように構成され
てよい。
【００２４】
　図１Ｂは、例示的ＷＴＲＵ１０２のシステム図である。図１Ｂに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／受信要素１２２、スピ
ーカ／マイクロホン１２４、キーパッド１２６、ディスプレイ／タッチパッド１２８、取
り外し不可能なメモリ１０６、取り外し可能なメモリ１３２、電源１３４、全地球測位シ
ステム（ＧＰＳ）チップセット１３６、および他の周辺機器１３８を含んでよい。ＷＴＲ
Ｕ１０２は、実施形態と矛盾しない限り、上記要素の任意の部分組合せを含んでよいこと
が理解されるであろう。
【００２５】
　プロセッサ１１８は、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、通常のプロセッサ、デジタル
信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連する１または
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、任意の他の
タイプの集積回路（ＩＣ）、ステートマシンおよび同種のものでよい。プロセッサ１１８
は、信号符号化、データ処理、電力制御、入／出力処理、および／またはＷＴＲＵ１０２
が無線環境において動作することができるようにする任意の他の機能を実行することがで
きる。プロセッサ１１８は、送／受信要素１２２に結合されてよいトランシーバ１２０に
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結合されてよい。図１Ｂは、プロセッサ１１８およびトランシーバ１２０を個別の構成要
素として図示しているが、プロセッサ１１８およびトランシーバ１２０は電子パッケージ
またはチップにまとめて一体化されてもよいことが理解されるであろう。
【００２６】
　送／受信要素１２２は、エアインターフェース１１６を介して、基地局（例えば、基地
局１１４ａ）に信号を送信する、またはそれから信号を受信するように構成されてよい。
例えば、一実施形態では、送／受信要素１２２は、ＲＦ信号を送信および／または受信す
るように構成されたアンテナでよい。他の実施形態では、送／受信要素１２２は、例えば
、ＩＲ、ＵＶ、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たエミッ
タ／検出器でよい。他の実施形態では、送／受信要素１２２は、ＲＦ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てよい。送／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てよいことが理解されるであろう。
【００２７】
　さらに、送／受信要素１２２は、図１Ｂにおいて単一の要素として図示されているが、
ＷＴＲＵ１０２は、任意の数の送／受信要素１２２を含んでよい。より詳細には、ＷＴＲ
Ｕ１０２は、ＭＩＭＯ技術を利用することができる。したがって、一実施形態では、ＷＴ
ＲＵ１０２は、エアインターフェース１１６を介して無線信号を送信および受信するため
に２つ以上の送／受信要素１２２（例えば、複数のアンテナ）を含んでよい。
【００２８】
　トランシーバ１２０は、送／受信要素１２２によって送信されるべき信号を変調し、送
／受信要素１２２によって受信された信号を変調するように構成されてよい。上記のよう
に、ＷＴＲＵ１０２は、マルチモード機能を有してよい。したがって、トランシーバ１２
０は、ＷＴＲＵ１０２が、例えば、ＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．１１などの複数のＲ
ＡＴを介して通信することができるようにする複数のトランシーバを含んでよい。
【００２９】
　ＷＴＲＵ１０２のプロセッサ１１８は、スピーカ／マイクロホン１２４、キーパッド１
２６、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）表示ユニットまたは有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）表示ユニット）に結合され
てよく、それら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はまた
、スピーカ／マイクロホン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にユーザデータを出力することができる。さらに、プロセッサ１１８は
、取り外し不可能なメモリ１３０および／または取り外し可能なメモリ１３２などの任意
のタイプの適切なメモリから情報にアクセスし、それらにデータを格納することができる
。取り外し不可能なメモリ１３０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読出し専用メ
モリ（ＲＯＭ）、ハードディスク、または任意の他のタイプのメモリストレージデバイス
を含んでよい。取り外し可能なメモリ１３２は、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カード
、メモリスティック、セキュアデジタル（ＳＤ）メモリカードおよび同種のものを含んで
よい。他の実施形態では、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）などのＷＴＲＵ１０２上に物理的に配置されていないメモリから情報にアクセスし
、それにデータを格納することができる。
【００３０】
　プロセッサ１１８は、電源１３４から電力を受け取ることができ、電力をＷＴＲＵ１０
２内の他の構成要素に分配および／または制御するように構成されてよい。電源１３４は
、ＷＴＲＵ１０２に電力を供給するための任意の適切なデバイスでよい。例えば、電源１
３４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）、水素化ニッケル金属（ＮｉＭＨ）、リチウムイオン（Ｌｉ－ｉｏｎ）な
ど）、太陽電池、燃料電池および同種のものを含んでよい。
【００３１】
　プロセッサ１１８はまた、ＷＴＲＵ１０２の現在の位置に関する位置情報（例えば、経
度および緯度）を提供するように構成されてよいＧＰＳチップセット１３６に結合されて
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よい。ＧＰＳチップセット１３６からの情報に加えて、またはその代わりに、ＷＴＲＵ１
０２は、基地局（例えば、基地局１１４ａ、１１４ｂ）からエアインターフェース１１６
を介して位置情報を受信することができる、および／または信号が２つ以上の隣接する基
地局から受信されるタイミングに基づいてその位置を判定することができる。ＷＴＲＵ１
０２は、実施形態と矛盾しない限り、任意の適切な位置判定方法によって位置情報を取得
することができることが理解されるであろう。
【００３２】
　プロセッサ１１８は、追加の特徴、機能および／または有線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および／またはハードウェアモジュールを含んでよい他の
周辺機器１３８にさらに結合されてよい。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）、ユニバーサルシリ
アルバス（ＵＳＢ）ポート、振動デバイス、テレビジョントランシーバ、ハンズフリーヘ
ッドセット、ブルートゥース（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および同種のものを含んでよい。
【００３３】
　図１Ｃは、一実施形態によるＲＡＮ１０４およびコアネットワーク１０６のシステム図
である。上記のように、ＲＡＮ１０４は、ＵＴＲＡ無線技術を利用して、エアインターフ
ェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃと通信することができる。
ＲＡＮ１０４はまた、コアネットワーク１０６と通信していてよい。図１Ｃに示されてい
るように、ＲＡＮ１０４は、エアインターフェース１１６を介してＷＴＲＵ１０２ａ、１
０２ｂ、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んでよいノ
ードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを含んでよい。ノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４
０ｃは、ＲＡＮの中の特定のセル（図示せず）にそれぞれ関連付けられてよい。ＲＡＮ１
０４はまた、ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂを含んでよい。ＲＡＮ１０４は、実施形態と矛盾
しない限り、任意の数のノードＢおよびＲＮＣを含んでよいことが理解されるであろう。
【００３４】
　図１Ｃに示されているように、ノードＢ１４０ａ、１４０ｂは、ＲＮＣ１４２ａと通信
していてよい。さらに、ノードＢ１４０ｃは、ＲＮＣ１４２ｂと通信していてよい。ノー
ドＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃは、Ｉｕｂインターフェースを介してそれぞれのＲＮ
Ｃ１４２ａ、１４２ｂと通信していてよい。ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂは、Ｉｕｒインタ
ーフェースを介して相互に通信していてよい。ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂのそれぞれは、
それが接続されているそれぞれのノードＢ１４０ａ、１４０ｂ、１４０ｃを制御するよう
に構成されてよい。さらに、ＲＮＣ１４２ａ、１４２ｂは、外部ループ電力制御、負荷制
御、承認制御、パケットスケジューリング、ハンドオーバ制御、マクロダイバーシチ、セ
キュリティ機能、データ暗号化および同種のものなどの他の機能を実行またはサポートす
るように構成されてよい。
【００３５】
　図１Ｃに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（ＭＧＷ）１
４４、移動交換局（ＭＳＣ）１４６、サービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）１
４８、および／またはゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）１５０を含んで
よい。上記要素のそれぞれは、コアネットワーク１０６の一部として図示されているが、
これらの要素のいずれか１つは、コアネットワークオペレータ以外のエンティティによっ
て所有および／または作動されてよいことが理解されるであろう。
【００３６】
　ＲＡＮ１０４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に接続されていてよい。ＭＳＣ１４６は、ＭＧＷ１４４に接
続されていてよい。ＭＳＣ１４６およびＭＧＷ１４４は、ＷＴＲＵ１０２ａ、１０２ｂ、
１０２ｃと従来の地上回線通信デバイスとの間の通信を容易にするために、ＷＴＲＵ１０
２ａ、１０２ｂ、１０２ｃにＰＳＴＮ１０８などの回線交換ネットワークへのアクセスを
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提供することができる。
【００３７】
　ＲＡＮ１０４内のＲＮＣ１４２ａはまた、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に接続されていてよい。ＳＧＳＮ１４８は、ＧＧＳＮ
１５０に接続されていてよい。ＳＧＳＮ１４８およびＧＧＳＮ１５０は、ＷＴＲＵ１０２
ａ、１０２ｂ、１０２ｃとＩＰ対応デバイスとの間の通信を容易にするために、ＷＴＲＵ
１０２ａ、１０２ｂ、１０２ｃにインターネット１１０などのパケット交換ネットワーク
へのアクセスを提供することができる。
【００３８】
　上記のように、コアネットワーク１０６はまた、他のサービスプロバイダによって所有
および／または作動される他の有線または無線ネットワークを含んでよいネットワーク１
１２に接続されていてよい。
【００３９】
　図１Ｄは、図１Ａに例示されている通信システムの中で使用され得る例示的ＬＴＥ　Ｒ
ＡＮ１５４および例示的ＬＴＥコアネットワーク１５６のシステム図である。ＲＡＮ１５
４は、Ｅ－ＵＴＲＡ無線技術を利用して、エアインターフェース１６６を介してＷＴＲＵ
１５２ａ、１５２ｂ、１５２ｃと通信する。ＲＡＮ１５４はまた、コアネットワーク１５
６と通信していてよい。
【００４０】
　ＲＡＮ１５４は、ｅノードＢ１９０ａ、１９０ｂ、１９０ｃを含んでよいが、ＲＡＮ１
５４は、実施形態と矛盾しない限り、任意の数のｅノードＢを含んでよいことが理解され
るであろう。ｅノードＢ１９０ａ、１９０ｂ、１９０ｃそれぞれは、エアインターフェー
ス１６６を介してＷＴＲＵ１５２ａ、１５２ｂ、１５２ｃと通信するために１または複数
のトランシーバを含んでよい。一実施形態では、ｅノードＢ１９０ａ、１９０ｂ、１９０
ｃは、ＭＩＭＯ技術を実施することができる。したがって、例えば、ｅノードＢ１９０ａ
は、複数のアンテナを使用して、無線信号をＷＴＲＵ１５２ａに送信し、無線信号をＷＴ
ＲＵ１５２ａから受信することができる。
【００４１】
　ｅノードＢ１９０ａ、１９０ｂ、１９０ｃのそれぞれは、特定のセル（図示せず）に関
連付けられてよく、無線リソース管理決定、ハンドオーバ決定、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および同種のものを処理するように
構成されてよい。図１Ｄに示されているように、ｅノードＢ１９０ａ、１９０ｂ、１９０
ｃは、Ｘ２インターフェースを介して相互に通信することができる。
【００４２】
　図１Ｄに示されているコアネットワーク１５６は、モビリティ管理ゲートウェイ（ＭＭ
Ｅ）１９２、サービングゲートウェイ１９４、およびパケットデータネットワーク（ＰＤ
Ｎ）ゲートウェイ１９６を含んでよい。上記要素のそれぞれは、コアネットワーク１５６
の一部として図示されているが、これらの要素のいずれか１つはコアネットワークオペレ
ータ以外のエンティティによって所有および／または作動されてよいことが理解されるで
あろう。
【００４３】
　ＭＭＥ１９２は、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ１５４内のｅノードＢ１９０ａ
、１９０ｂ、１９０ｃのそれぞれに接続されていてよく、制御ノードとして役立ち得る。
例えば、ＭＭＥ１９２は、ＷＴＲＵ１５２ａ、１５２ｂ、１５２ｃ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、ＷＴＲＵ１５２ａ、１５２ｂ、１５２ｃの初
期アタッチ中に特定のサービングゲートウェイを選択することおよび同種のことの役割を
担うことができる。ＭＭＥ１９２はまた、ＲＡＮ１５４と、ＧＳＭまたはＷＣＤＭＡなど
の他の無線技術を利用する他のＲＡＮ（図示せず）との切り切り替えのための制御プレー
ン機能を提供することができる。
【００４４】
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　サービングゲートウェイ１９４は、Ｓ１インターフェースを介してＲＡＮ１５４内のｅ
ノードＢ１９０ａ、１９０ｂ、１９０ｃのそれぞれに接続されていてよい。サービングゲ
ートウェイ１９４は、一般に、ユーザデータパケットをＷＴＲＵ１５２ａ、１５２ｂ、１
５２ｃに／からルーティングおよび転送することができる。サービングゲートウェイ１９
４はまた、ｅノードＢ間のハンドオーバ中にユーザプレーンをアンカーすること、ダウン
リンクデータがＷＴＲＵ１５２ａ、１５２ｂ、１５２ｃにとって利用可能である場合はペ
ージングをトリガすること、ＷＴＲＵ１５２ａ、１５２ｂ、１５２ｃのコンテキストを管
理し格納することおよび同種のことなどの他の機能を実行することができる。
【００４５】
　サービングゲートウェイ１９４はまた、ＷＴＲＵ１５２ａ、１５２ｂ、１５２ｃとＩＰ
対応デバイスとの間の通信を容易にするために、ＷＴＲＵ１５２ａ、１５２ｂ、１５２ｃ
にインターネット１６０などのパケット交換ネットワークへのアクセスを提供することが
できるＰＤＮゲートウェイ１９６に接続されていてよい。
【００４６】
　コアネットワーク１５６は、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１５６は、ＷＴＲＵ１５２ａ、１５２ｂ、１５２ｃと従来の地上
回線通信デバイスとの間の通信を容易にするために、ＷＴＲＵ１５２ａ、１５２ｂ、１５
２ｃにＰＳＴＮ１５８などの回線交換ネットワークへのアクセスを提供することができる
。例えば、コアネットワーク１５６は、コアネットワーク１５６とＰＳＴＮ１５８との間
のインターフェースとして役立つＩＰゲートウェイ（例えば、ＩＰマルチメディアサブシ
ステム（ＩＭＳ）サーバ）を含んでもよく、またはそれと通信することもできる。さらに
、コアネットワーク１５６は、ＷＴＲＵ１５２ａ、１５２ｂ、１５２ｃに、他のサービス
プロバイダによって所有および／または作動される他の有線もしくは無線ネットワークを
含んでよいネットワーク１６２へのアクセスを提供することができる。
【００４７】
　以下で言及される場合は、用語「アクセスポイントネーム」（ＡＰＮ）は、ネットワー
ク（例えば、インターネット、パケットデータネットワークなど）へのポータルに対応す
る。ＡＰＮは、規定されたデータレート計画の中で定義されているＡＰＮの定義に基づい
て特定のデータサービスを提供するために使用される。各ＡＰＮは、ネットワークへのア
クセスを可能にするが、アクセスおよび関連ビリングは、ＡＰＮごとに異なってよい。
【００４８】
　以下で言及される場合は、用語「パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続」は、１
つのＩＰバージョン４（ＩＰｖ４）アドレスおよび／または１つのＩＰバージョン６（Ｉ
Ｐｖ６）プレフィックスによって表されるＷＴＲＵと、ＡＰＮによって表されるＰＤＮと
の間の関連に対応する。
【００４９】
　以下で言及される場合は、用語「非アクセス層」（ＮＡＳ）は、コアネットワーク（Ｃ
Ｎ）とＷＴＲＵとの間の無線プロトコルスタックにおける機能層に対応する。ＮＡＳ層は
、ＣＮとＷＴＲＵとの間のシグナリングおよびトラフィックをサポートする。ＮＡＳの機
能は、以下のもの、すなわち、接続管理（ＣＭ）、モビリティ管理（ＭＭ）、ＧＰＲＳモ
ビリティ管理（ＧＭＭ）、セッション管理（ＳＭ）、ＥＰＳモビリティ管理（ＥＭＭ）お
よびＥＰＳセッション管理（ＥＳＭ）、サブスクリプション管理、セキュリティ管理およ
び課金および同種のものを含むがそれらに限定されない。
【００５０】
　以下で言及される場合は、用語「アクセス層」（ＡＳ）は、無線アクセスネットワーク
（ＲＡＮ）とＷＴＲＵとの間の無線プロトコルスタックにおける機能層ならびにＲＡＮノ
ード間またはＲＡＮとＣＮとの間の無線インターフェースに対応する。アクセス層は、無
線インターフェース（アクセス技術）にリンクされた特徴に対応する。それは、無線イン
ターフェースを介してのデータの伝送および無線インターフェースの管理に関連するサー
ビスを提供する。アクセス層のサブ層は、無線リソース制御（ＲＲＣ）、パケットデータ
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コンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）、無線リンク制御（ＲＬＣ）、媒体アクセス制
御（ＭＡＣ）、および物理層（ＰＨＹ）を含む。
【００５１】
　以下で言及される場合は、用語「１次セル」（例えば、ＬＴＥにおけるＰセルおよびＷ
ＣＤＭＡにおける１次サービングセル）は、一般性を失うことなく、ＷＴＲＵがシステム
への初期アクセスを実行する（例えば、ＷＴＲＵが初期接続確立手順を実行する、または
接続再確立手順を開始する）１次周波数で動作するセル、もしくはハンドオーバ手順にお
いて１次セルとして示されたセルまたは同種のものを含む。１次セルは、無線リソース接
続構成手順の一部として示された周波数に対応してよい。いくつかの機能は、１次セル上
でのみサポートされてよい。例えば、１次セルのＵＬ　ＣＣは、その物理アップリンク制
御チャネルリソースが所与のＷＴＲＵのためにすべてのハイブリッド自動反復要求（ＨＡ
ＲＱ）肯定応答／否定応答（ＡＣＫ／ＮＡＣＫ）フィードバックを実行するように構成さ
れたＣＣに対応してよい。ＬＴＥでは、ＷＴＲＵは、Ｐセルを使用して、セキュリティ機
能のための、およびＮＡＳモビリティ情報などの上位層システム情報のためのパラメータ
を導出する。ＰセルＤＬ上でのみサポートされ得る他の機能は、システム情報取得、ブロ
ードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）上での変更監視手順、およびページングを含む。
【００５２】
　以下で言及される場合は、用語「２次セル」（例えば、ＬＴＥにおけるＳセルおよびＷ
ＣＤＭＡにおける２次サービングセル）は、一般性を失うことなく、２次周波数で動作す
るセルを含み、このセルは、無線リソース制御接続が確立されるとすぐ構成されてよく、
追加の無線リソースを提供するために使用され得る。２次セルにおける動作に関するシス
テム情報は、２次セルがＷＴＲＵの構成に追加された場合に、専用シグナリングを使用し
て提供され得る。パラメータは、システム情報シグナリングを使用して関係する２次セル
のダウンリンク上でブロードキャストされるものとは異なる値を有してよいが、この情報
は、この情報を取得するためにＷＴＲＵによって使用される方法に関係なく、関係する２
次セルのシステム情報と呼ばれてよい。
【００５３】
　以下で言及される場合は、用語「サービングセル」は、一般性を失うことなく、１次セ
ル（例えば、Ｐセル）または２次セル（例えば、Ｓセル）を含む。２次セルを有して構成
されていない、または複数のキャリア、周波数、もしくはコンポーネントキャリア（すな
わち、キャリアアグリゲーション）上の動作をサポートしないＷＴＲＵでは、１つのサー
ビングセルがあり、これは１次セルである。少なくとも１つの２次セルを有して構成され
ているＷＴＲＵでは、用語「サービングセル」は、１次セルおよびすべての構成された２
次セルを含む１または複数のセルのセットを含む。
【００５４】
　ＷＴＲＵが少なくとも１つの２次セルを有して構成されている場合は、１つの１次セル
ＤＬおよび１つの１次セルＵＬがあってよく、構成された２次セルごとに、１つの２次セ
ルＤＬおよび１つの２次セルＵＬ（構成されている場合は）があってよい。
【００５５】
　以下で言及される場合は、用語「マルチモードＷＴＲＵ」は、ＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ、Ｈ
ＳＰＡ、ＨＳＤＰＡ、ＨＳＵＰＡおよびＬＴＥ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ／ａ／ｇ／ｎ、
８０２．１６ａ／ｅおよび８０２．２０、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ、ＣＤＭＡ２０００　
ＥＶ－ＤＯおよび同種のものなどの、しかしそれらに限定されない、複数のＲＡＴをサポ
ートし、それら上で同時に動作することができる任意のＷＴＲＵを含む。
【００５６】
　以下で言及される場合は、用語「１次ＲＡＴ」は、少なくとも１つのサービングセルが
、以下の機能の少なくとも１つがそこからサポートされ得る１次セルとしてそのために構
成されるＲＡＴを意味する。ＲＲＣ接続が確立および接続され、セキュリティパラメータ
が導出され、アップリンクリソースがアップリンク制御情報（ＵＣＩ）を伝送するために
使用され、および／または少なくとも１つのサービングセルがアップリンクリソースを有
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して構成される。１次ＲＡＴおよびアンカーＲＡＴは、「第１のＲＡＴ」と呼ばれてよい
。
【００５７】
　以下で言及される場合は、用語「２次ＲＡＴ」は、ＷＴＲＵの構成の１次ＲＡＴではな
い構成されたサービングセルの１つによって使用されるＲＡＴを意味する。
【００５８】
　以下では、専門用語「キャリア」、「周波数」、および「コンポーネントキャリア」は
、互換可能に使用され得る。
【００５９】
　以下では、複数のＲＡＴの複数のキャリア、周波数、またはコンポーネントキャリア（
以下では「キャリア」）上で同時の（またはほとんど同時の）動作をサポートするマルチ
モードＷＴＲＵのマルチＲＡＴ動作のための諸実施形態が説明される。諸実施形態は、例
として、ＬＴＥおよびＷＣＤＭＡ／ＨＳＰＡの２つのＲＡＴに関連して説明されるが、本
明細書において開示される諸実施形態は、任意のＲＡＴおよび３つ以上のＲＡＴに適用可
能である。関係するＲＡＴは、単一の公衆地上モバイルネットワーク（ＰＬＭＮ）または
異なるＰＬＭＮ上にあってよい。
【００６０】
　図２は、１つのＰＤＮ接続からのデータトラフィックが複数のＲＡＴ（この例では、Ｌ
ＴＥ　ＲＡＴおよびＵＴＲＡＮ　ＲＡＴ）にマッピングされる例示的ネットワークアーキ
テクチャを示す。図２では、インターネット２１８へのまたはそれからのデータトラフィ
ックは、ユーザプレーンにおけるＳＧＳＮ２１２およびＳＧＷ２０６の両方から／にＰＤ
Ｎ　ＧＷ２１４を介して伝送される。データトラフィックは、ＵＴＲＡＮ側では、ＳＧＳ
Ｎ２１２、ＲＮＣ２１０、およびノードＢ２０８を介してＷＴＲＵ２０２（すなわち、マ
ルチモードＷＴＲＵ）に／から伝送され、ＬＴＥ側では、ＳＧＷ２０６およびｅノードＢ
２０４を介してＷＴＲＵ２０２に／から伝送される。さらに、ＭＭＥ２１６とＳＧＳＮ２
１２との間に制御プレーン接続があってもよい。異なるネットワークアーキテクチャには
異なるユーザプレーン接続があってよいことに留意されたい。例えば、ユーザプレーンは
、ＰＤＮ　ＧＷ２１４からＳＧＷ２０６に、次いでＲＮＣ２１０に行ってもよく、または
ＰＤＮ　ＧＷ２１４から直接ＲＮＣ２１０に行ってもよい。ｅＮＢ２０４とＲＮＣ２１０
との間に、ＭＭＥ２１６とＲＮＣ２１０との間に、および／またはＳＧＷ２０６とＲＮＣ
２１０との間に、制御プレーン接続があってよい。
【００６１】
　マルチモードＷＴＲＵ２０２は、ＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ、ＨＳＰＡ、ＨＳＤＰＡ、ＨＳＵ
ＰＡ、ＬＴＥ、ＩＥＥＥ規格８０２．１１ｂ／ａ／ｇ／ｎ、８０２．１６ａ／ｅ、８０２
．２０、ＣＤＭＡ２０００　１ｘ、ＣＤＭＡ２０００　ＥＶ－ＤＯまたは同種のものなど
の、しかしそれらに限定されない、複数のＲＡＴをサポートする。マルチモードＷＴＲＵ
２０２は、１次ＲＡＴの少なくとも１つのキャリア（ＤＬキャリア、ＵＬキャリア、また
は両方）および２次ＲＡＴの少なくとも１つのキャリア（ＤＬキャリア、ＵＬキャリア、
または両方）で動作するように構成されてよい。さらに、異なるキャリア上での動作は、
同時に行われてもよく、または適時にほとんど同時に行われてもよい。あるいは、異なる
ＲＡＴ上の動作は、（例えば、同じキャリア上で）順次行われてもよい。
【００６２】
　図３Ａ～６Ｃは、マルチＲＡＴアクセス動作のための代替ネットワークアーキテクチャ
を示す。本明細書において開示される諸実施形態は、これらのアーキテクチャのいずれに
も適用可能である。
【００６３】
　図３Ａおよび３Ｂでは、ユーザプレーントラフィックは、２つのゲートウェイ、ＰＧＷ
３１４およびＧＧＳＮ３２０を経由して伝送されてよい。ＬＴＥトラフィックは、ＰＧＷ
３１４、ＳＧＷ３０６、およびｅノードＢ３０４を介して伝送され、ＵＴＲＡＮトラフィ
ックは、ＧＧＳＮ３２０、ＳＧＳＮ３１２、ＲＮＣ３１０、およびＮＢ３０８を介して伝
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送される。ユーザプレーントラフィックのためにＲＮＣ３１０とＳＧＷ３０６との間にト
ンネルが確立されてよい。あるいは、図３Ｂに示されているように、ＰＧＷ３１４とＲＮ
Ｃ３１０との間に、ＳＧＳＮ３１２とｅノードＢ３０４との間に、またはＲＮＣ３１０と
ｅノードＢ３０４との間に、トンネルが確立されてよい。
【００６４】
　図４Ａおよび４Ｂでは、ユーザプレーントラフィックは、単一のゲートウェイ、ＧＧＳ
Ｎ４２０を経由して伝送されてよい。図４Ａでは、トラフィックは、ＳＧＳＮ４１２にお
いてＲＮＣ４１０およびｅノードＢ４０６に分配される。あるいは、図４Ｂに示されてい
るように、ＧＧＳＮ４２０とＲＮＣ４１０との間に、またはＧＧＳＮ４２０とｅノードＢ
４０６との間に、直接トンネルが確立されてもよい。
【００６５】
　図５Ａおよび５Ｂでは、ユーザプレーントラフィックは、単一のゲートウェイ、ＰＧＷ
５１４を経由して伝送されてよい。トラフィックは、ＳＧＷ５０６においてｅノードＢ５
０４およびＲＮＣ５１０に分配されてよい。あるいは、トラフィックは、ＰＧＷ５１４に
おいて分配されてもよい。
【００６６】
　図６Ａでは、コア６３０からのＬＴＥトラフィックおよびＨＳＰＡトラフィックは、そ
れぞれｅノードＢ６０４およびＲＮＣ６１０に伝送され、それぞれｅノードＢ６０４およ
びノードＢ６０８を介してＬＴＥ　ＷＴＲＵ６３２およびＨＳＰＡ　ＷＴＲＵ６３４に伝
送される。マルチモードＷＴＲＵ６０２へのトラフィックは、ｅノードＢ６０４、ＲＮＣ
６１０、またはノードＢ６０８において分配されてよく、ｅノードＢ６０４およびノード
Ｂ６０８の両方を介してマルチモードＷＴＲＵ６０２に伝送されてよい。
【００６７】
　図６Ｂおよび６Ｃは、コアネットワークノードをより詳細に示す。図６Ｂでは、ユーザ
プレーントラフィックは、単一のゲートウェイ（すなわち、並置されたＰ－ＧＷ／ＧＧＳ
Ｎ６３６）を経由してＳＧＷ６０６およびＳＧＳＮ６１２にルーティングされる。図６Ｃ
では、ユーザプレーントラフィックは、別々のゲートウェイ（すなわち、ＰＧＷ６１４お
よびＧＧＳＮ６２０）を経由してルーティングされる。
【００６８】
　ＷＴＲＵおよびネットワークは、マルチＲＡＴアクセスを以下の情報のいずれかまたは
それらの組合せに基づいてイネーブルおよびディセーブルすることができる。ＷＴＲＵ機
能、ネットワークによるマルチＲＡＴアクセスのサポート、ＷＴＲＵサブスクリプション
およびサービスレベル契約（例えば、加入者特典またはパーミッション）、ＷＴＲＵがロ
ーミングしているか否か、選択されたＡＰＮ、サービスタイプまたはトラフィックタイプ
（例えば、ローカルＩＰアクセス（ＬＩＰＡ）、選択的ＩＰトラフィックオフロード（Ｓ
ＩＰＴＯ）、リモートＩＰアクセス（ＲＩＰＡ）など）、加入者プロファイルＩＤ（ＳＰ
ＩＤ）、セルアクセスモードおよびクローズド加入者グループ（ＣＳＧ）ＩＤ、サービス
品質（ＱｏＳ）情報および関連閾値（複数可）、アプリケーション要件、無線状態および
測定値ならびに関連閾値（複数可）、コアネットワークオーバーロード制御ポリシおよび
トリガ、公衆地上モバイルネットワーク（ＰＬＭＮ）タイプ（例えば、無線アクセスネッ
トワーク（ＲＡＮ）共用対非ＲＡＮ共用）、マルチホーミングサポート（すなわち、同じ
アプリケーションのための複数のＩＰアドレスに対するサポート）、オペレータ構成ポリ
シ情報、ＷＴＲＵからの近傍表示（すなわち、マルチＲＡＴアクセス機能を有するセルの
近傍にいること）、特定のＩＰフローまたはＩＰフロークラスおよび同種のもの。
【００６９】
　ネットワークおよびＷＴＲＵの両方がマルチＲＡＴアクセスをサポートする場合は、Ｗ
ＴＲＵおよびネットワークは、ＷＴＲＵのためにマルチＲＡＴアクセをイネーブルするこ
とができる。ＷＴＲＵは、マルチＲＡＴアクセスに対するＷＴＲＵのサポート（すなわち
、ＷＴＲＵ機能）をネットワークに示すことができる。ＷＴＲＵは、最初のアクセスまた
は登録（例えば、ＲＲＣ接続要求、アタッチ手順、トラッキングエリア更新（ＴＡＵ）、
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ルーティングエリア更新（ＲＡＵ）など）時、ＰＤＮ接続要求時、専用ベアラ要求または
サービス要求時、または同様の時に、ＷＴＲＵ機能を示すことができる。マルチＲＡＴア
クセスに対するサポートはまた、ターゲットセルへのハンドオーバ中に、ＷＴＲＵ、ソー
スセル、または任意のネットワークノードのいずれかによって示されてもよい。
【００７０】
　マルチＲＡＴアクセスは、ＷＴＲＵサブスクリプションおよびサービスレベル契約に基
づいてイネーブルまたはディセーブルされ得る。ＷＴＲＵは、マルチＲＡＴアクセス可能
であってもよいが、マルチＲＡＴアクセスがサブスクリプションおよびサービス契約によ
ってサポートされていない場合は、マルチＲＡＴアクセスによってサービスを取得するこ
とができない可能性がある。ＷＴＲＵまたはユーザのためのサブスクリプションおよびサ
ービス契約は、ネットワーク（例えば、ＨＳＳ／ＨＬＲ）に格納されてよい。
【００７１】
　マルチＲＡＴアクセスは、ローミング状態（ＷＴＲＵがローミングしているか否か）に
基づいてイネーブルまたはディセーブルされ得る。例えば、ＷＴＲＵは、ローミングして
いる間にマルチＲＡＴアクセスを許可されてもされなくてもよく、ＷＴＲＵは、ローミン
グ状態に基づいてマルチＲＡＴアクセスをイネーブルまたはディセーブルすることができ
る。
【００７２】
　マルチＲＡＴアクセスは、選択されたＡＰＮのタイプに基づいて、イネーブルまたはデ
ィセーブルされ得る。あるＡＰＮは、あるＲＡＴにマッピングされてよい。ＷＴＲＵまた
はコアネットワークによるそのようなＡＰＮ上でのＰＤＮ接続を求める要求は、マルチＲ
ＡＴアクセスおよび関連するＲＡＴ（複数可）上でのベアラの確立をトリガすることがで
きる。
【００７３】
　マルチＲＡＴアクセスは、要求されたサービスタイプに基づいてイネーブルまたはディ
セーブルされ得る。例えば、ＷＴＲＵがそのＬＴＥ　ＲＡＴをアクティブにしている間に
、回線交換（ＣＳ）サービス（例えば、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）、補足サ
ービス（ＳＳ）、音声通話など）を求める要求は、マルチＲＡＴアクセスをイネーブルす
ることができる。
【００７４】
　マルチＲＡＴアクセスは、トラフィックのタイプ（例えば、ＬＩＰＡ、ＳＩＰＴＯなど
）に基づいてイネーブルまたはディセーブルされ得る。例えば、ＷＴＲＵがローカルネッ
トワーク（例えば、フェムトセル）にあり、ＬＩＰＡ、ＳＩＰＴＯまたは同種のものが使
用されている場合は、ＷＴＲＵは、マルチＲＡＴアクセスをイネーブルすることができる
。ＷＴＲＵは、トラフィックがマルチＲＡＴアクセスをサポートするセルにオフロードさ
れるべきであることを示すＲＲＣまたはＮＡＳメッセージの受信時に、ＬＩＰＡまたはＳ
ＩＰＴＯをサポートするネットワークへのアクセスをイネーブルすることができる。
【００７５】
　マルチＲＡＴアクセスは、加入者プロファイルＩＤ（ＳＰＩＤ）に基づいてイネーブル
またはディセーブルされ得る。ｅノードＢは、（ハンドオーバのために）ＭＭＥまたはソ
ースｅノードＢからＳＰＩＤパラメータを受信する。例えば、ＳＰＩＤパラメータは、初
期コンテキストセットアップ要求メッセージ、ＵＥコンテキスト変更要求メッセージ、ハ
ンドオーバ要求メッセージまたは同種のものに含まれてよい。ｅノードＢによって受信さ
れたＳＰＩＤパラメータは、ユーザ情報（例えば、モビリティプロファイル、サービス使
用プロファイル）を指すインデックスである。このインデックスは、例えば、アイドルモ
ードにおけるキャンプ優先度を定義し、アクティブモードにおけるＲＡＴ間／周波数間ハ
ンドオーバを制御するためにローカルに定義された構成にｅノードＢによってマッピング
される。ＳＰＩＤは、ユーザ特有でよく、そのすべての無線ベアラに適用され得る。ある
いは、ＳＰＩＤは、特定のサービス、特定のサービスデータフロー（ＳＤＦ）、特定のベ
アラ、または特定のＡＰＮに適用され得る。
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【００７６】
　ＲＡＴ／周波数優先度選択のために定義されたＳＰＩＤは、サービス、またはＬＩＰＡ
、ＳＩＰＴＯもしくはＲＩＰＡなどのトラフィックタイプへのアクセシビリティを制御す
るために使用され得る。ＳＰＩＤは、動作のＳＩＰＴＯ、ＬＩＰＡまたはＲＩＰＡモード
をイネーブル、トリガ、および終了するために使用され得る。
【００７７】
　マルチＲＡＴアクセスは、セルアクセスモードおよびＣＳＧ　ＩＤに基づいてイネーブ
ルまたはディセーブルされ得る。ＷＴＲＵがローカルセル（例えば、フェムトセル）に接
続され、ＣＳＧ　ＩＤが一致した場合、ＷＴＲＵは、マルチＲＡＴアクセスをイネーブル
することができる。
【００７８】
　マルチＲＡＴアクセスは、サービス品質（ＱｏＳ）情報および関連する閾値（複数可）
、ならびに／またはアプリケーション要件に基づいてイネーブルまたはディセーブルされ
得る。例えば、アプリケーションが特定のＱｏＳを必要とする場合は、マルチＲＡＴは、
イネーブルされ得る。
【００７９】
　マルチＲＡＴアクセスは、ＷＴＲＵからの近傍表示（すなわち、マルチＲＡＴアクセス
機能を有するセルの近傍にいること）に基づいてイネーブルまたはディセーブルされ得る
。ＷＴＲＵは、セルを検出し、ＷＴＲＵが特定のセルの近くにいることを示す近傍表示を
ネットワークに送信することができる。ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵが特定のセルの近くにある
場合は、（例えば、ＣＳＧ　ＩＤに基づいて）、マルチＲＡＴアクセスをイネーブルする
ことができる。
【００８０】
　マルチＲＡＴアクセスを使用するためのアクティブ化または決定は、１または複数の予
め定めた基準に基づいてトリガされ得る。
【００８１】
　マルチＲＡＴアクセスは、マルチＲＡＴアクセスがアクティブ化されていない場合、（
１つのＲＡＴを介して、所与のＡＰＮのための１つのＲＡＴを介して、所与のトラフィッ
クタイプまたは所与のサービスタイプのための１つのＲＡＴを介して提供され得る）最大
ビットレートを超えた場合は、アクティブ化され得る。最大ビットレートは、コアネット
ワーク（例えば、ＨＳＳ、ＨＬＲ）に格納されているＷＴＲＵサブスクリプション情報に
基づいて判定され得る。
【００８２】
　あるいは、マルチＲＡＴアクセスは、要求されたＡＰＮのタイプに基づいてアクティブ
化されてよい。いくつかのＡＰＮは、いくつかのＲＡＴにマッピングされてよい。ＷＴＲ
ＵまたはコアネットワークのいずれかによるそのようなＡＰＮ上のＰＤＮ接続を求める要
求は、関連するＲＡＴ上のベアラのマルチＲＡＴアクセスおよび確立をトリガすることが
できる。
【００８３】
　あるいは、マルチＲＡＴアクセスは、いくつかのタイプのトラフィック（例えば、ＬＩ
ＰＡ、ＳＩＰＴＯ、ＲＩＰＡなど）のアクティブ化時にアクティブ化されてよい。
【００８４】
　あるいは、マルチＲＡＴアクセスは、現在のサービングセルがいくつかのベアラ（また
はＰＤＮ接続）を別のセルにハンドオーバすること決定したときにアクティブ化されても
よい。サービングセルは、ベアラのいくつかをオフロードするための要求をコアネットワ
ーク（例えば、ＭＭＥおよび／またはＳＧＳＮ）に送信することができる。サービングセ
ルは、コアネットワークにハンドオーバのためのターゲットセル（またはセル）を示すこ
とができる。
【００８５】
　あるいは、マルチＲＡＴアクセスは、無線状態または任意の他のアクセス情報に基づい
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たＷＴＲＵによる決定時にアクティブ化されてもよい。そのような決定時に、ＷＴＲＵは
、いくつかのベアラのオフロードを開始するか、またはマルチＲＡＴアクセスモードで新
しいベアラもしくはＰＤＮ接続をセットアップするために、アクセス層メッセージをＲＡ
Ｎに、または非アクセス層メッセージをコアネットワークに送信することができる、ＷＴ
ＲＵは、メッセージにおいて候補ＲＡＴまたは候補セルを示すことができる。
【００８６】
　あるいは、マルチＲＡＴアクセスは、要求されたサービスのタイプに基づいてアクティ
ブ化されてもよい。例えば、パケット交換（ＰＳ）サービスが要求された場合は、ＰＳサ
ービス（ＬＴＥなど）を提供するＲＡＴがアクティブ化されてよい。例えば、ＷＴＲＵが
そのＬＴＥ　ＲＡＴをアクティブにしている場合は、回線交換（ＣＳ）サービス（例えば
、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）、ＳＳ、音声通話など）を求める要求は、マル
チＲＡＴアクセスのアクティブ化／開始をトリガすることができる。
【００８７】
　あるいは、マルチＲＡＴアクセスは、ユーザからの（例えば、ユーザインターフェース
またはユーザによるＷＴＲＵ設定の変更を介しての）要求時にアクティブ化されてもよい
。ＷＴＲＵ設定は、オペレーション、メンテナンス、アカウンティング（ＯＭＡ）デバイ
ス管理（ＤＭ）またはオーバジエア（ＯＴＡ）を介して変更され得る。
【００８８】
　あるいは、マルチＲＡＴアクセスは、マルチＲＡＴアクセスで動作するようにとの明確
な表示の受信時にアクティブ化されてもよい。ＷＴＲＵは、この表示を任意のネットワー
クノード（すなわち、任意のＲＡＮノード（例えば、ＲＮＣ、ｅＮＢなど）または任意の
ＣＮノード（例えば、ＭＭＥ、ＳＧＳＮなど））から受信することができる。
【００８９】
　あるいは、マルチＲＡＴアクセスは、（例えば、負荷分散の一部として）負荷状態およ
び閾値（複数可）に基づいてアクティブ化されてもよい。
【００９０】
　あるいは、マルチＲＡＴアクセスは、システムがマルチＲＡＴアクセスをサポートする
という表示の受信時にアクティブ化されてもよい。ＷＴＲＵがそのような表示を受信した
場合は、ＷＴＲＵはその情報をユーザに表示し、その結果、ユーザはマルチＲＡＴアクセ
スをアクティブ化することを決定することができる。ＷＴＲＵはまた、ユーザにネットワ
ークがマルチＲＡＴアクセスをサポートしていないことを示すこともできる。
【００９１】
　あるいは、マルチＲＡＴアクセスは、近傍表示に基づいてアクティブ化されてもよい。
【００９２】
　あるいは、マルチＲＡＴアクセスは、セキュリティモード再構成に基づいてアクティブ
化されてもよい。
【００９３】
　マルチＲＡＴアクセスは、最初から（例えば、サブスクリプション、ＷＴＲＵ機能、高
スループットなどのアプリケーション要件または同種のものに基づいて）、または続いて
、例えば、ＷＴＲＵが接続モードにある（例えば、ＷＴＲＵがセルの中心にある）間に無
線状態が追加のＲＡＴキャリアのアクティブ化を保証するときに、トリガされてよい。例
えば、ポリシが、負荷が均等に分散されることを必要とする場合は、ある閾値より高いネ
ットワーク負荷が、マルチＲＡＴアクセスのための第２のＲＡＴの開始をトリガすること
ができる。あるいは、マルチＲＡＴアクセスは、異なる基準、例えば、アプリケーション
要件またはＱｏＳ要件に基づいてトリガされてもよい。
【００９４】
　ＷＴＲＵは、自動的にまたはユーザからの表示時に、マルチＲＡＴアクセスを開始する
。そのような決定時に、ＷＴＲＵは、マルチＲＡＴアクセスモードでいくつかのベアラの
オフロードを開始するかまたは新しいベアラもしくはＰＤＮ接続をセットアップするため
に、アクセス層レベルメッセージをＲＡＮに、またはＮＡＳレベルメッセージをコアネッ
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トワークに送信することができる。ＷＴＲＵは、メッセージにおいて候補ＲＡＴおよび／
または候補セルを示すことができる。ＷＴＲＵは、適切なＡＰＮ、サービスのタイプ、お
よび／またはトラフィックのタイプを選択することによりマルチＲＡＴアクセスを開始す
ることができる。
【００９５】
　あるいは、無線アクセスネットワークノード（例えば、ノードＢ、ｅノードＢ、ホーム
（ｅ）ノードＢ（Ｈ（ｅ）ＮＢ）、ＲＮＣ）は、マルチＲＡＴアクセスモードで動作を開
始してもよい。例えば、ＷＴＲＵからのアクセス要求（例えば、ＲＲＣ接続要求）の受信
時に、コアネットワークからのベアラリソース確立に関するメッセージ（例えば、無線ア
クセスベアラ（ＲＡＢ）割り当て要求、再配置要求、初期コンテキストセットアップ要求
、Ｅ－ＲＡＢセットアップ要求、ハンドオーバ要求）の受信時に、または、ベアラリソー
ス確立に関する別のＲＡＮノードからの要求（例えば、拡張再構成情報要求、ハンドオー
バ要求）の受信時に、ＲＡＮノードは、別のセルに対しておよび別のＲＡＴ上で、要求さ
れたベアラリソースの一部を確立し、それによってマルチＲＡＴアクセスモードをトリガ
することができる。ＲＡＮノードはまた、ハンドオーバ手順の一部として、現在のＲＡＮ
ノードによってサービスされているＷＴＲＵのベアラのサブセットをハンドオーバするこ
とを決定することもできる。
【００９６】
　他の実施例では、トラフィックをオフロードし、負荷を低減するために、またはハンド
オーバの一部として、サービングＲＡＮノードは、ＷＴＲＵの現在のベアラの一部を別の
ＲＡＴ上のターゲットセルにハンドオーバし、それによってマルチＲＡＴアクセスモード
をトリガすることを決定することができる。
【００９７】
　あるいは、コアネットワーク（例えば、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＧＷ、ＳＧＳＮ、ＰＣＲＦ
など）は、マルチＲＡＴアクセスモードで動作をトリガしてもよい。例えば、コアネット
ワークは、複数のＲＡＴ上でモバイル終了セッションのためにＷＴＲＵをページし、ＷＴ
ＲＵに複数のＲＡＴ上で接続を開始するよう要求することができ、その結果、複数のＲＡ
Ｔ上でベアラリソースが確立されることが可能になる。
【００９８】
　動作のマルチＲＡＴアクセスモードは、以下の時点のいずれかにおいてトリガされてよ
い。登録（ネットワークアタッチメント）中、任意のシステムアクセスまたはモビリティ
管理手順（例えば、登録（ネットワークアタッチメント）、ＴＡＵ／ＲＡＵ、サービス要
求（アイドルモードから接続モードへの移行））中、専用ベアラアクティブ化、ＱｏＳ更
新を伴うまたは伴わないベアラ変更、または追加のＰＤＮ接続確立を含む任意のセッショ
ン管理手順中、ハンドオーバまたは同種のこと中。
【００９９】
　マルチＲＡＴアクセスモードは、アイドルモードまたは接続モードでアクティブ化され
てよい。例えば、マルチＲＡＴアクセス動作機能および関連基準は、セル選択中に考慮さ
れてよい。非マルチＲＡＴ可能ＷＴＲＵは、アイドルモードおよび接続モードの両方でマ
ルチＲＡＴ可能セルを選択することはできない。マルチＲＡＴアクセストリガ決定は、Ｐ
ＬＭＮ選択時に行われてよい。ＷＴＲＵは、ＰＬＭＮ選択中にマルチＲＡＴアクセスモー
ドで動作する必要を考慮することができる。動作のマルチＲＡＴアクセスモードは、ＷＴ
ＲＵのいくつかの時点またはいくつかの状態において制限または禁止されてよい。例えば
、マルチＲＡＴ動作は、ＷＴＲＵがアイドルモードにあるとき、またはハンドオーバ手順
の実行中に、制限または禁止されてよい。例えば、マルチＲＡＴアクセスは、ハンドオー
バ手順の前にＵＴＲＡＮおよびＥ－ＵＴＲＡＮの両方上でアクティブ化され、ハンドオー
バ動作は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ　ＲＡＴに対して展開し、ＵＴＲＡＮ　ＲＡＴは、ハンドオー
バの前に非アクティブ化され、ハンドオーバ動作の成功後に再アクティブ化されてよい。
【０１００】
　動作のマルチＲＡＴアクセスモードは、上記で開示されたマルチＲＡＴアクセスの開始
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のための基準のいずれかまたは組合せに基づいて終了してよい。
【０１０１】
　マルチＲＡＴアクセスは、１つのＲＡＴを介して、所与のＡＰＮのための１つのＲＡＴ
を介して、または所与のトラフィックタイプもしくは所与のサービスタイプのための１つ
のＲＡＴを介して提供され得る最大ビットレートがユーザベアラのデータレート要件を満
たす場合は、非アクティブ化されてよい。最大ビットレートは、ネットワーク（例えば、
ＨＳＳ、ＨＬＲ）に格納されているＷＴＲＵサブスクリプション情報に基づいて決定され
てよい。
【０１０２】
　マルチＲＡＴアクセスは、ユーザによって要求されたＡＰＮのタイプが変更された場合
は、非アクティブ化されてよい。あるＡＰＮは、あるＲＡＴにマッピングされてよい。Ｗ
ＴＲＵまたはコアネットワークのいずれかによるそのようなＡＰＮ上でのＰＤＮ接続を求
める要求は、関連するＲＡＴ上でベアラの確立をトリガすることができる。したがって、
ユーザによって要求されたＡＰＮの変更は、ＡＰＮが１つのＲＡＴを必要とする場合は、
マルチＲＡＴアクセスの非アクティブ化につながる可能性がある。
【０１０３】
　マルチＲＡＴアクセスは、いくつかのタイプのトラフィック（例えば、ＬＩＰＡ、ＳＩ
ＰＴＯ、ＲＩＰＡなど）の非アクティブ化時に非アクティブ化されてよい。
【０１０４】
　マルチＲＡＴアクセスは、ハンドオーバの結果として非アクティブ化されてよい。すべ
てのＷＴＲＵベアラがハンドオーバ後に１つのＲＡＴ上にある場合は、マルチＲＡＴアク
セスは非アクティブ化されてよい。この場合は、ＲＡＮノード（例えば、ソースセルおよ
び／またはサービングセル）は、コアネットワークおよび／またはＷＴＲＵにマルチＲＡ
Ｔアクセス動作を非アクティブ化するようにとの表示を送信することができる。
【０１０５】
　マルチＲＡＴアクセスは、例えば、無線状態または任意の他のアクセス情報に基づいて
、ＷＴＲＵによる決定時に非アクティブ化されてよい。そのような決定時に、ＷＴＲＵは
、マルチＲＡＴアクセスを非アクティブ化するために、アクセス層レベルメッセージをＲ
ＡＮに、または非アクセス層レベルメッセージをコアネットワークに送信してよい。
【０１０６】
　マルチＲＡＴアクセスは、要求されたサービスのタイプが変わった場合は、非アクティ
ブ化されてよい。例えば、ＷＴＲＵがそのＬＴＥ　ＲＡＴをアクティブにしている間に、
ＣＳサービス（例えば、ＳＭＳ、ＳＳ、音声通話）を求める要求は、マルチＲＡＴアクセ
スのアクティブ化／開始をトリガする。ＣＳサービスの終了時に、ＷＴＲＵは、マルチＲ
ＡＴアクセスを非アクティブ化し、ＰＳサービスのためにＬＴＥ　ＲＡＴ上でのみ動作す
ることができる。
【０１０７】
　マルチＲＡＴアクセスは、（例えば、ユーザインターフェース、またはユーザによるＷ
ＴＲＵ設定の変更を介して）ユーザからの要求時に非アクティブ化されてよい。ＷＴＲＵ
設定は、ＯＭＡ　ＤＭまたはＯＴＡを介して変更されてよい（すなわち、ＷＴＲＵは、マ
ルチＲＡＴアクセスを非アクティブ化するように通知されてよい）。
【０１０８】
　マルチＲＡＴアクセスは、マルチＲＡＴアクセスを非アクティブ化するようにとの明確
な表示の受信時に非アクティブ化されてよい。ＷＴＲＵは、この表示をシステム内の任意
のネットワークノード、すなわち任意のＲＡＮノード（例えば、ＲＮＣ、ｅノードＢなど
）、または任意のＣＮノード（例えば、ＭＭＥ、ＳＧＳＮなど）から受信することができ
る。
【０１０９】
　マルチＲＡＴアクセスは、負荷閾値に基づいて（負荷分散の一部として）非アクティブ
化されてよい。例えば、ネットワーク負荷がある閾値より減少した場合は、マルチＲＡＴ
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アクセスは非アクティブ化されてよい。
【０１１０】
　マルチＲＡＴアクセスは、マルチＲＡＴアクセスがディセーブルされるまたは一時的に
ディセーブルされるという表示（またはコマンド）の受信時に非アクティブ化されてよい
。ＷＴＲＵがそのような表示（またはコマンド）を受信した場合は、ＷＴＲＵは、そのよ
うな非アクティブ化をユーザに表示することができる。ＷＴＲＵはまた、ネットワークが
マルチＲＡＴアクセスをサポートしていないことをユーザに示すこともできる。
【０１１１】
　マルチＲＡＴアクセスは、あるセルの接近に基づいて非アクティブ化されてよい。例え
ば、ＷＴＲＵがマルチＲＡＴアクセスをサポートするセルまたはエリアから出た場合は、
ＷＴＲＵは、マルチＲＡＴアクセスを非アクティブ化することができる。
【０１１２】
　マルチＲＡＴアクセスは、セキュリティモード再構成時に非アクティブ化されてよい。
ＷＴＲＵがＣＮ制御ノード（例えば、ＳＧＳＮもしくはＭＭＥ）間で切り替わるときに、
またはＷＴＲＵが無線アクセスネットワークノード（例えば、（ｅ）ノードＢ）間で切り
替わるときに、ネットワークは、ＷＴＲＵモビリティのために、コマンド整合性保護動作
および／またはデータ暗号化動作のためのセキュリティパラメータ（例えば、暗号化アル
ゴリズム）を変更または再構成することができる。変更は、ＱｏＳ低下または暗号化不整
合性の点でマルチＲＡＴ動作に影響を与える。これらの場合には、マルチＲＡＴアクセス
動作は、非アクティブ化されてよい。ＣＮ制御ノード（開始もしくはターゲットＳＧＳＮ
／ＭＭＥまたは関係ＲＡＮによってトリガされたノード）は、マルチＲＡＴ動作停止を決
定し、マルチＲＡＴ動作エンティティ（ＷＴＲＵを含む）にこの特定のＲＡＴにおけるマ
ルチＲＡＴアクセス動作を非アクティブ化するように通知することができる。ＣＮ制御エ
ンティティは、その非アクティブ化目的のために新しいメッセージを利用するか、または
現在の３ＧＰＰメッセージに非アクティブ化表示を含めることができる。ＣＮ制御ノード
は、非アクティブ化表示と共にセキュリティモード再構成メッセージをＷＴＲＵに送信す
ることができる。ＷＴＲＵは、セキュリティ再構成コマンドを受信した後に、ＷＴＲＵの
観点から、非アクティブ化のために、およびマルチＲＡＴアクセス動作を停止するために
、制御ノードに通知することができる。
【０１１３】
　マルチＲＡＴアクセスモードにあるＷＴＲＵは、１つのＲＡＴ上ではアイドルモードに
あり、一方、別のＲＡＴ上では接続モードにあってもよい。各ＲＡＴにおけるアイドル状
態と接続状態との間の移行は、相互に独立して行われてよい。あるいは、ＷＴＲＵは、１
つのＲＡＴ上ではアイドルモードになく、一方、別のＲＡＴ上では接続モードにあっても
よい。あるいは、ＷＴＲＵが所与のＲＡＴ上でアイドルモードになった後は、ＷＴＲＵに
おいて、無線アクセスネットワークにおいて、またはコアネットワークにおいてタイマが
始動され、ＷＴＲＵ、無線アクセスネットワークまたはコアネットワークは、タイマの満
了時に動作のマルチＲＡＴアクセスモードから動作の単一ＲＡＴモードに移行することが
できる。あるいは、ＷＴＲＵ、無線アクセスネットワークまたはコアネットワークは、Ｗ
ＴＲＵ、無線アクセスネットワークまたはコアネットワークに、マルチＲＡＴアクセスモ
ードから単一ＲＡＴアクセスモードにまたは逆に移行するように明確に要求してもよい。
【０１１４】
　ＷＴＲＵは、自動的にまたはユーザからの表示時に、マルチＲＡＴアクセスを終了して
よい。例えば、ＷＴＲＵは、ＷＴＲＵによる決定時に、例えば、無線状態、または上記で
開示された任意の他のマルチＲＡＴアクセス非アクティブ化情報／基準に基づいて、マル
チＲＡＴアクセスを終了してよい。そのような決定時に、ＷＴＲＵは、動作のマルチＲＡ
Ｔアクセスモードを終了／非アクティブ化するために、アクセス層メッセージをＲＡＮに
、または非アクセス層メッセージをコアネットワークに送信することができる。ＷＴＲＵ
は、ＲＡＴおよび／または候補セルに、どこでマルチＲＡＴアクセスを非アクティブ化す
るべきかを表示することができる。
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【０１１５】
　無線アクセスネットワークノードは、マルチＲＡＴアクセスモードにある動作を非アク
ティブ化することができる。例えば、ＲＡＮノード上の改善された無線状態の結果として
、および／またはＲＡＮノード上の負荷の減少の結果として、このＲＡＮノードは、別の
ＲＡＴ上のベアラを再要求することを決定することができる。手順（ある種の逆ハンドオ
ーバ手順）が２次ＲＡＴセルに対して開始されてよく、それによって、マルチＲＡＴアク
セスの非アクティブ化をトリガすることができる。あるいは、ＲＡＮノードは、上記で開
示されたように、その無線状態もしくは負荷情報の結果として、またはマルチＲＡＴアク
セスの非アクティブ化のための任意の他の基準による実現時に、トラフィックを他のＲＡ
Ｔから開始ノードのＲＡＴに再ルーティングするようにとの表示をＣＮに送信し、それに
よって動作のマルチＲＡＴアクセスモードを非アクティブ化することもできる。あるいは
、ＲＡＮノードは、（例えば、無線状態、負荷状態または同種のものに基づいて）、その
ベアラのハンドオーバを、ＷＴＲＵにすでにサービスしている別のＲＡＴにおけるノード
に対して開始し、それによって動作のマルチＲＡＴアクセスモードを非アクティブ化する
こともできる。例えば、２次ＲＡＴ上のセルは、２次ＲＡＴセルによってサービスされて
いる所与のＷＴＲＵのベアラのハンドオーバを、ＷＴＲＵの１次ＲＡＴに対して開始し、
それによって動作のマルチＲＡＴアクセスを非アクティブ化することもできる。
【０１１６】
　コアネットワークノード（例えば、ＭＭＥ、ＳＧＷ、ＰＧＷ、ＳＧＳＮ、ＰＣＲＦまた
は同種のもの）は、例えば負荷分散をサポートしているマルチＲＡＴアクセスの非アクテ
ィブ化をトリガすることができる。
【０１１７】
　以下では、マルチＲＡＴモードにあるＷＴＲＵのハンドオーバのための諸実施形態が開
示される。ハンドオーバはＬＴＥサービングセルハンドオーバ（１次セルおよび／または
２次セル）、および／またはＵＴＲＡＮサービングセルハンドオーバ（１次セルおよび／
または２次セル）、またはそれらの任意の組合せでよい。２つの無線リソース接続（各Ｒ
ＡＴ上に１つの無線リソース接続）を有するマルチＲＡＴアクセス動作のコンテキストで
は、２つのサービングセルがある。各サービングセルは、１次セルでも２次セルでもよい
。ＷＴＲＵにサービスしているセルは、ＷＴＲＵがマルチＲＡＴアクセスで動作している
ことを知っていてもいなくてもよい。
【０１１８】
　ネットワークは、ハンドオーバ（すなわち、ネットワーク制御ハンドオーバ）を開始す
ることができる。各サービングセルは、ハンドオーバ決定を独立して行うことができる。
あるいは、セルはハンドオーバを相互に調整または通知することもできる。あるいは、Ｗ
ＴＲＵは、ハンドオーバ（すなわち、セル更新手順によるＣＥＬＬ＿ＦＡＣＨモビリティ
を含むＷＴＲＵ制御ハンドオーバ）を開始することもできる。ＷＴＲＵは、サービングセ
ルまたはコアネットワークに要求を送信することによりハンドオーバを開始することがで
きる。
【０１１９】
　マルチＲＡＴアクセス動作では、ハンドオーバは、１つのＲＡＴまたは両方のＲＡＴの
どちらで行われてもよい。単一ＲＡＴハンドオーバの場合は、１つのＲＡＴ上のベアラが
ハンドオーバされる。マルチＲＡＴハンドオーバでは、ハンドオーバは、同時に両方のＲ
ＡＴのためにトリガされてよい。
【０１２０】
　優先度ルールがハンドオーバ制御の点から定義されてよい。例えば、ＬＴＥサービング
セルにおけるベアラは、ＬＴＥセルにハンドオーバされてよいが、ＵＴＲＡＮセルにはハ
ンドオーバされず、ＵＴＲＡＮセルにおけるベアラは、ＵＴＲＡＮセルにハンドオーバさ
れてよいが、ＬＴＥセルにはハンドオーバされない。あるいは、ＬＴＥセルにおけるベア
ラは、ＵＴＲＡＮセルにハンドオーバされてもよい。この場合、現在のＵＴＲＡＮサービ
ングセルは、他の候補ＵＴＲＡＮセルより優先されてよい。あるいは、ＵＴＲＡＮセルに
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おけるベアラは、ＬＴＥセルにハンドオーバされてもよい。この場合、現在のＬＴＥサー
ビングセルは、他の候補ＬＴＥセルより優先されてよい。ＬＴＥ２次セルにおけるベアラ
は、ＵＴＲＡＮセルにハンドオーバされてよい。ＵＴＲＡＮ２次セルにおけるベアラは、
ＬＴＥセルにハンドオーバされてよい。上記ルールの任意の組合せが可能である。
【０１２１】
　特定の優先度ルールは、ネットワークまたはＷＴＲＵにおけるオペレータポリシ設定に
基づいて適用されてもよく、またはネットワークノード間のシグナリングもしくはネット
ワークとＷＴＲＵとの間のシグナリングに基づいて適用されてもよい。特定の優先度ルー
ルは、ＳＰＩＤに基づいて適用されてよい。ＳＰＩＤは、ＷＴＲＵ粒度を超えてサービス
レベル、ＳＤＦレベル、ベアラレベル、またはＡＰＮレベルまで拡張されてよい。これら
のルールは、（ＦＡＣＨモビリティを含む）ＷＴＲＵ制御ハンドオーバ中にはＷＴＲＵに
よって、ネットワーク制御ハンドオーバ中にはネットワークによって、またはＷＴＲＵお
よびネットワークの両方によって、実施または使用されてよい。
【０１２２】
　マルチＲＡＴアクセスをイネーブルおよびディセーブルするための基準は、トラフィッ
クをオフロードするかまたはハンドオーバを開始するかを決定し、トラフィックをオフロ
ードするかしないための、またはハンドオーバを開始するかしないための特定の状態を決
定するための基準として適用されてよい。本明細書において開示される諸実施形態は、Ｉ
Ｐオフロード点（例えば、特定のＬＧＷまたはＰＧＷ）、およびこのオフロード点が選択
的ＩＰトラフィックまたはローカルＩＰトラフィックのために使用されるかどうかを決定
するために使用されてよい。
【０１２３】
　部分的ハンドオーバが実行されてもよい。所与のキャリア、ＲＡＴまたはセル（１次セ
ルまたは２次セル）においてハンドオーバされるベアラもあれば、同じキャリア、ＲＡＴ
またはセルにおいてハンドオーバされないベアラもある。例えば、ＷＴＲＵは、ＣＳ音声
サービスをサポートする第１のＲＡＴ上でサービスを受信しながら、ＷＴＲＵは、第２の
ＲＡＴ上でＰＳサービスのためのベアラをハンドオーバまたはセットアップすることがで
きる。部分的ハンドオーバ（ならびに非部分的ハンドオーバ）のサポートでは、ハンドオ
ーバに必要な情報を伝送するための複数のコテナが関係ノード間のハンドオーバ要求メッ
セージにおいて使用されてよい。
【０１２４】
　ハンドオーバのために、ソースセルはハンドオーバのための適切なセル（すなわちター
ゲットセル）を決定することができる。マルチＲＡＴアクセスのコンテキストでは、適切
なセルはマルチＲＡＴアクセス動作をサポートするセルである。ターゲットセルはまた、
すべての他のサービスアクセシビリティ基準を満たすべきである。
【０１２５】
　ソースセルがマルチＲＡＴアクセスを（適所でハンドオーバルールに基づいて）サポー
トすることができる同じＲＡＴ上でセルを見つけることができない場合は、ネットワーク
は、そのＲＡＴを非アクティブ化してよい。１つのＲＡＴだけが残っている場合は、ネッ
トワークは、マルチＲＡＴアクセス動作を非アクティブ化し、残っているＲＡＴを介して
ユーザパスを続けてよく、すべてのトラフィックをそのＲＡＴを介してルーティングする
ようにとの表示がコアネットワークノード（例えば、ＭＭＥ／ＳＧＷ、ＳＧＳＮ、および
／またはＰＧＷ／ＧＧＳＮ）に送信されてよい。例えば、マルチＲＡＴアクセスをサポー
トする適切なＵＴＲＡＮセルが見つからない場合は、ＵＴＲＡＮベアラは非アクティブ化
されてよく、ＵＴＲＡＮにおけるＳＧＳＮは、すべてのデータをＬＴＥコアネットワーク
を介してルーティングするようにとの表示をＰＧＷに送信することができる。
【０１２６】
　ハンドオーバの結果として、および適所でハンドオーバ制御ルールまたはポリシに基づ
いて、マルチＲＡＴアクセス動作は、すべてのベアラが同じＲＡＴ上で構成されている場
合は、もはや有効でない可能性がある。そのような状況は、ＷＴＲＵおよび／またはネッ
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トワーク（例えば、無線アクセスネットワークまたはコアネットワーク）によって検出さ
れ得る。あるいは、ＷＴＲＵはそのような状況を無線アクセスネットワークまたはコアネ
ットワークに通知してもよい。あるいは、無線アクセスネットワークまたはコアネットワ
ークは、マルチＲＡＴアクセスモードから単一ＲＡＴアクセスモードへのそのような暗黙
的な移行をＷＴＲＵに通知してもよい。あるいは、コアネットワークは無線アクセスネッ
トワークに、または無線アクセスネットワークはコアネットワークに、マルチＲＡＴアク
セスモードから単一ＲＡＴアクセスモードへの移行を通知してもよい。
【０１２７】
　マルチＲＡＴアクセスモードから単一ＲＡＴアクセスモードへの移行の場合は、ＷＴＲ
Ｕ、無線アクセスネットワーク、またはコアネットワークは、タイマを開始することがで
きる。タイマの満了の前に動作のマルチＲＡＴアクセスモードのためのトリガが行われな
い場合は、ＷＴＲＵ、無線アクセスネットワーク、またはコアネットワークは、マルチＲ
ＡＴアクセスモードにある動作に関連するすべてのコンテキストを含むリソースを解放す
ることができる。
【０１２８】
　動作のマルチＲＡＴアクセスモードは、ページング最適化のために使用されてよい。例
えば、ＷＴＲＵがマルチＲＡＴアクセスモードで動作しており所与のＲＡＴ上でアイドル
モードに移る場合、ＷＴＲＵはそのＲＡＴ上でページングをリスンしなくてよい。ＷＴＲ
Ｕは、ＷＴＲＵがアクティブ（すなわち、接続モード状態）であるアクティブＲＡＴを介
して到達可能であり得る。アイドルモードＲＡＴのためのモバイル終了通話シグナリング
は、アクティブＲＡＴを介してＷＴＲＵにアドレスされ得る。
【０１２９】
　あるいは、ＷＴＲＵは、アイドルＲＡＴ上でページングをリスンすることもできる。Ｗ
ＴＲＵが他のＲＡＴにおける接続モード中にアイドルＲＡＴ上でページングメッセージを
リスンする必要があるかどうかは、構成シグナリング（例えば、ＮＡＳシグナリング、シ
ステムブロードキャストを含むＲＲＣシグナリング、ＯＴＡ、またはＵＳＩＭ　ＤＭ）を
介してネットワークによって制御され得る。
【０１３０】
　ＷＴＲＵが両方のＲＡＴ上でアイドルモードにあるときは、ＷＴＲＵは、どちらかのＲ
ＡＴ上でまたは両方のＲＡＴ上でページングメッセージをリスンすることができる。ＷＴ
ＲＵがどちらかのＲＡＴまたは両方のＲＡＴ上でページングメッセージをリスンする必要
があるかどうかは、構成シグナリング（例えば、ＮＡＳシグナリング、システムブロード
キャストを含むＲＲＣシグナリング、ＯＴＡ、またはＵＳＩＭ　ＤＭ）を介してネットワ
ークによって制御され得る。
【０１３１】
　実施形態
【０１３２】
　１．ＷＴＲＵのためのマルチＲＡＴアクセスモード動作のための方法。
【０１３３】
　２．動作のマルチＲＡＴアクセスモードをイネーブルするステップを含むことを特徴と
する実施形態１の方法。
【０１３４】
　３．少なくとも２つの異なるＲＡＴにおいて同時にベアラを確立するステップを含むこ
とを特徴とする実施形態２の方法。
【０１３５】
　４．マルチＲＡＴアクセスモードは、ＷＴＲＵサブスクリプション、ＷＴＲＵのサービ
ス契約、ＷＴＲＵのローミング状態、選択されたＡＰＮ、ＩＰフロークラス、ＷＴＲＵの
ための加入者プロファイルアイデンティティ、要求されるサービス品質、またはマルチＲ
ＡＴアクセスモードをサポートするセルの近傍にいることを示す近傍表示のうちの少なく
とも１つに基づいてイネーブルされることを特徴とする実施形態２～３のいずれか１つに
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記載の方法。
【０１３６】
　５．ＷＴＲＵがネットワークへのマルチＲＡＴアクセスのサポートの能力表示を送信す
るステップをさらに含むことを特徴とする実施形態２～４のいずれか１つに記載の方法。
【０１３７】
　６．マルチＲＡＴアクセスモードは能力表示に基づいてイネーブルされることを特徴と
する実施形態５に記載の方法。
【０１３８】
　７．近傍表示は、トラッキングエリア更新メッセージ、ルーティングエリア更新メッセ
ージ、アタッチ要求メッセージ、またはＰＤＮ接続要求メッセージに含まれることを特徴
とする実施形態４～６のいずれか１つに記載の方法。
【０１３９】
　８．ＬＩＰＡ、ＳＩＰＴＯまたはＭＲＡをサポートするネットワークへのアクセスをさ
らに含むことを特徴とする実施形態２～７のいずれか１つに記載の方法。
【０１４０】
　９．ＬＩＰＡ、ＳＩＰＴＯまたはＭＲＡをサポートするネットワークへのアクセスは、
ネットワークから受信されたメッセージが、マルチＲＡＴアクセスをサポートするセルに
トラフィックをオフロードする必要があることを示すという条件でイネーブルされること
を特徴とする実施形態８に記載の方法。
【０１４１】
　１０．ＬＩＰＡ、ＳＩＰＴＯまたはＭＲＡは加入者プロファイルアイデンティティに基
づいてイネーブルされることを特徴とする実施形態８～９のいずれか１つに記載の方法。
【０１４２】
　１１．マルチＲＡＴアクセスモードをサポートするハンドオーバのためのターゲットセ
ルを選択するステップをさらに含むことを特徴とする実施形態２～１０のいずれか１つに
記載の方法。
【０１４３】
　１２．ターゲットセルへの少なくとも１つのベアラのハンドオーバを実行するステップ
を含むことを特徴とする実施形態１１に記載の方法。
【０１４４】
　現在のサービングセルのベアラの一部はターゲットセルへハンドオーバされることを特
徴とする実施形態１２に記載の方法。
【０１４５】
　１４．ターゲットセルは優先度ルールに基づいて決定されることを特徴とする実施形態
１２～１３のいずれか１つに記載の方法。
【０１４６】
　１５．優先度ルールは、オペレータポリシ設定に基づいて、またはネットワークノード
間もしくはネットワークとＷＴＲＵとの間のシグナリングに基づいて、または加入者プロ
ファイルアイデンティティに基づいて設定されることを特徴とする実施形態１４に記載の
方法。
【０１４７】
　１６．ＷＴＲＵのためのマルチＲＡＴアクセスモード動作のための装置。
【０１４８】
　１７．動作のマルチＲＡＴアクセスモードをイネーブルするように構成されたプロセッ
サを備えることを特徴とする実施形態１６に記載の装置。
【０１４９】
　１８．プロセッサは少なくとも２つの異なるＲＡＴにおいてベアラを確立するように構
成されることを特徴とする実施形態１７に記載の装置。
【０１５０】
　１９．マルチＲＡＴアクセスモードは、ＷＴＲＵサブスクリプション、サービス契約、
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ローミング状態、選択されたＡＰＮ、ＩＰフロークラス、加入者プロファイルアイデンテ
ィティ、要求されるサービス品質、または近傍表示のうちの少なくとも１つに基づいてイ
ネーブルされることを特徴とする実施形態１７～１８のいずれか１つに記載の装置。
【０１５１】
　２０．プロセッサはネットワークへのマルチＲＡＴアクセスのサポートの能力表示を送
信するように構成され、マルチＲＡＴアクセスモードは能力表示に基づいてイネーブルさ
れることを特徴とする実施形態１７～１９のいずれか１つに記載の装置。
【０１５２】
　２１．近傍表示は、トラッキングエリア更新メッセージ、ルーティングエリア更新メッ
セージ、アタッチ要求メッセージ、またはＰＤＮ接続要求メッセージに含まれることを特
徴とする実施形態１９～２０のいずれか１つに記載の装置。
【０１５３】
　２２．プロセッサは、ＬＩＰＡ、ＳＩＰＴＯまたはＭＲＡをサポートするネットワーク
へのアクセスをイネーブルするように構成されることを特徴とする実施形態１７～２１の
いずれか１つに記載の装置。
【０１５４】
　２３．ＬＩＰＡ、ＳＩＰＴＯまたはＭＲＡをサポートするネットワークへのアクセスは
、ネットワークから受信されたメッセージが、マルチＲＡＴアクセスをサポートするセル
にトラフィックをオフロードする必要があることを示すという条件でイネーブルされるこ
とを特徴とする実施形態２２に記載の装置。
【０１５５】
　２４．ＬＩＰＡ、ＳＩＰＴＯまたはＭＲＡは加入者プロファイルアイデンティティに基
づいてイネーブルされることを特徴とする実施形態２２～２３のいずれか１つに記載の装
置。
【０１５６】
　２５．プロセッサは、マルチＲＡＴアクセスモードをサポートするハンドオーバのため
のターゲットセルを選択するように構成されることを特徴とする実施形態１７～２４のい
ずれか１つに記載の装置。
【０１５７】
　２６．プロセッサは少なくとも１つのベアラのターゲットセルへのハンドオーバを実行
するように構成されることを特徴とする実施形態２５に記載の装置。
【０１５８】
　２７．現在のサービングセルのベアラの一部はターゲットセルにハンドオーバされるこ
とを特徴とする実施形態２５～２６のいずれか１つに記載の装置。
【０１５９】
　２８．ターゲットセルは優先度ルールに基づいて決定されることを特徴とする実施形態
２５～２７のいずれか１つに記載の装置。
【０１６０】
　２９．優先度ルールは、オペレータポリシ設定に基づいて、またはネットワークノード
間のシグナリングもしくはネットワークとＷＴＲＵとの間のシグナリングに基づいて、ま
たは加入者プロファイルアイデンティティに基づいて設定されることを特徴とする実施形
態２８に記載の装置。
【０１６１】
　上記では特徴および要素は特定の組合せで記述されているが、各特徴または要素は、単
独で、または他の特徴および要素との任意の組合せで使用され得ることを当業者は理解す
るであろう。さらに、本明細書に記載の方法は、コンピュータまたはプロセッサによる実
行のためにコンピュータ可読媒体に組み込まれた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得る。コンピュータ可読媒体の例は、電子信号（有線
または無線接続を介して伝送される）およびコンピュータ可読記憶媒体を含む。コンピュ
ータ可読記憶媒体の例は、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡ
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Ｍ）、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
取り外し可能な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限定されない。ソ
フトウェアに関連するプロセッサは、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ける使用のための無線周波数トランシーバを実施するために
使用され得る。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図１Ｃ】 【図１Ｄ】

【図２】 【図３Ａ】
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【図３Ｂ】 【図４Ａ】
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】

【図６Ｃ】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年3月14日(2014.3.14)
【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】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）に対するマルチ無線アクセステクノロジー（マルチＲ
ＡＴ）アクセスモード動作のための方法であって、前記方法は、
　利用可能なＩＰネットワークインターフェースの間でインターネットプロトコル（ＩＰ
）フローをルーティングするための特定のアクセスポイントネーム（ＡＰＮ）を選択する
ことにより、ＷＴＲＵが、動作のマルチＲＡＴアクセスモードを起動するステップと、
　前記ＷＴＲＵが、前記ＩＰフローを、前記選択されたＡＰＮを介して送信するステップ
と
　を備え、動作の前記マルチＲＡＴアクセスモードは、ネットワークオペレータポリシ、
ＷＴＲＵサブスクリプション、前記ＷＴＲＵのサービス契約、前記ＷＴＲＵのローミング
状態、ＷＴＲＵ能力、選択されたＡＰＮの種類、前記ＩＰフロー、ＩＰフロークラス、前
記ＷＴＲＵのための加入者プロファイルアイデンティティ、要求されたサービス品質、コ
アネットワークロードもしくはオーバーロード表示、無線アクセスネットワークロードも
しくはオーバーロード表示、前記ＷＴＲＵによるエアインターフェース測定値もしくはネ
ットワークによるエアインターフェース測定値、またはマルチＲＡＴ能力を持つＷＴＲＵ
をサポートするセルに近いことを表示する近傍表示のうちの少なくとも１つに関する情報
を受信するという条件に基づいてイネーブルされることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ＷＴＲＵがネットワークへのマルチＲＡＴアクセスのサポートの能力表示を送るス
テップをさらに備え、動作の前記マルチＲＡＴアクセスモードは前記能力表示に基づいて
イネーブルされることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記近傍表示は、トラッキングエリア更新メッセージ、ルーティングエリア更新メッセ
ージ、アタッチ要求メッセージ、またはＰＤＮ接続要求メッセージに含まれることを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ローカルＩＰアクセス（ＬＩＰＡ）、選択的ＩＰトラフィックオフロード（ＳＩＰＴＯ
）、またはマネージド・リモートアクセス（ＭＲＡ）をサポートするネットワークへのア
クセスをイネーブルするステップ
　をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ネットワークから受信されたメッセージが、マルチＲＡＴアクセスをサポートする
セルにトラフィックがオフロードされる必要があることを表示するという条件で、ＬＩＰ
Ａ、ＳＩＰＴＯ、またはＭＲＡをサポートする前記ネットワークへのアクセスは、イネー
ブルされることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＷＴＲＵは、特定のＡＰＮと特定のＲＡＴとの間のマッピングに基づいて、前記Ａ
ＰＮを選択することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　マルチＲＡＴアクセス能力を持つＷＴＲＵをサポートするハンドオーバに対するターゲ
ットセルを選択するステップと、
　前記ターゲットセルへの少なくとも１つのベアラのハンドオーバを実行するステップと
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　をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　現在のサービングセルのベアラの一部は、前記ターゲットセルにハンドオーバされるこ
とを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ターゲットセルは優先度ルールに基づいて決定されることを特徴とする請求項７に
記載の方法。
【請求項１０】
　前記ネットワークオペレータポリシは、どのＡＰＮが特定のＩＰフローに対して制限さ
れるかを表示することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　無線送受信ユニット（ＷＴＲＵ）に対するマルチ無線アクセステクノロジー（マルチＲ
ＡＴ）アクセスモード動作のための装置であって、前記装置は、
　利用可能なＩＰネットワークインターフェースの間でインターネットプロトコル（ＩＰ
）フローをルーティングするための特定のアクセスポイントネーム（ＡＰＮ）を選択する
ことにより、動作のマルチＲＡＴアクセスモードを起動し、および前記ＩＰフローを、前
記選択されたＡＰＮを介して送信するように構成されたプロセッサを備え、動作の前記マ
ルチＲＡＴアクセスモードは、ネットワークオペレータポリシ、ＷＴＲＵサブスクリプシ
ョン、サービス契約、ローミング状態、ＷＴＲＵ能力、選択されたＡＰＮの種類、前記Ｉ
Ｐフロー、ＩＰフロークラス、前記ＷＴＲＵのための加入者プロファイルアイデンティテ
ィ、要求されたサービス品質、コアネットワークロードもしくはオーバーロード表示、無
線アクセスネットワークロードもしくはオーバーロード表示、前記ＷＴＲＵによるエアイ
ンターフェース測定値もしくはネットワークによるエアインターフェース測定値、または
マルチＲＡＴ能力を持つＷＴＲＵをサポートするセルに近いことを表示する近傍表示のう
ちの少なくとも１つに関する情報を受信するという条件に基づいてイネーブルされること
を特徴とする装置。
【請求項１２】
　前記プロセッサは、ネットワークへのマルチＲＡＴアクセスのサポートの能力表示を送
るように構成され、および動作の前記マルチＲＡＴアクセスモードは、前記能力表示に基
づいてイネーブルされることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記近傍表示は、トラッキングエリア更新メッセージ、ルーティングエリア更新メッセ
ージ、アタッチ要求メッセージ、またはＰＤＮ接続要求メッセージに含まれることを特徴
とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　前記プロセッサは、ローカルＩＰアクセス（ＬＩＰＡ）、選択的ＩＰトラフィックオフ
ロード（ＳＩＰＴＯ）、またはマネージド・リモートアクセス（ＭＲＡ）をサポートする
ネットワークへのアクセスをイネーブルするように構成されることを特徴とする請求項１
１に記載の装置。
【請求項１５】
　前記ネットワークから受信されたメッセージが、マルチＲＡＴアクセスをサポートする
セルにトラフィックがオフロードされる必要があることを表示するという条件で、ＬＩＰ
Ａ、ＳＩＰＴＯ、またはＭＲＡをサポートする前記ネットワークへのアクセスは、イネー
ブルされることを特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、特定のＡＰＮと特定のＲＡＴとの間のマッピングに基づいて、前記
ＡＰＮを選択するように構成されることを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１７】
　前記プロセッサは、マルチＲＡＴアクセス能力を持つＷＴＲＵをサポートするハンドオ
ーバに対するターゲットセルを選択し、および前記ターゲットセルへの少なくとも１つの
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ベアラのハンドオーバを実行するように構成されることを特徴とする請求項１１に記載の
装置。
【請求項１８】
　現在のサービングセルのベアラの一部は、前記ターゲットセルにハンドオーバされるこ
とを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ターゲットセルは優先度ルールに基づいて決定されることを特徴とする請求項１７
に記載の装置。
【請求項２０】
　前記ネットワークオペレータポリシは、どのＡＰＮが特定のＩＰフローに対して制限さ
れるかを表示することを特徴とする請求項１１に記載の装置。
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