
JP 5770293 B2 2015.8.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することができるユーザ機
器（ＵＥ）における無線通信のための方法であって、前記方法は、
　前記第２のＲＡＴの呼び出しのために前記第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るための
呼び出しセットアッププロシージャを開始することと、
　前記ＵＥで集められた情報を使用して前記呼び出しをセットアップするために前記第２
のＲＡＴの第２のノードＢをサーチすることと、なお、前記情報は予め定義された順序で
使用され、前記サーチすることは、前記第１のＲＡＴからのモビリティコマンドがない場
合に実行される、
　前記第２のノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実行することと、
　を備える方法。
【請求項２】
　前記第１のＲＡＴは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）を備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　前記第２のＲＡＴは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ＲＡＴ、モバイルのためのグロー
バルシステム（ＧＳＭ（登録商標））ＲＡＴ、およびユニバーサル・モバイル通信システ
ム（ＵＭＴＳ）ＲＡＴ、のうちの少なくとも１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
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　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された計測対象からの複数の候補を備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された近隣リストを備え、前記近隣リストは
、前記第２のＲＡＴと関連づけられた複数のノードＢを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記近隣リストは、ＳＩＢ６（ＵＴＲＡＮ）、ＳＩＢ７（ＧＥＲＡＮ）、またはＳＩＢ
８（１ｘＲＴＴ）にリストされた複数のノードＢを備える、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記情報は、前記第２のＲＡＴと関連づけられた複数のノードＢが最新で獲得されたチ
ャネルを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記情報は、システム選択データベースによって規定された順序ですべてのスキャンさ
れていないチャネルを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することができるユーザ機
器（ＵＥ）における無線通信のための装置であって、前記装置は、
　前記第２のＲＡＴの呼び出しのために前記第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るための
呼び出しセットアッププロシージャを開始するための手段と、
　前記ＵＥで集められた情報を使用して前記呼び出しをセットアップするために前記第２
のＲＡＴの第２のノードＢをサーチするための手段と、なお、前記情報は予め定義された
順序で使用され、前記サーチするための手段は、前記第１のＲＡＴからのモビリティコマ
ンドがない場合にサーチする、
　前記第２のノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実行するための手段と
、
　を備える装置。
【請求項１０】
　前記第１のＲＡＴは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）を備える、請求項９に
記載の装置。
【請求項１１】
　前記第２のＲＡＴは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ＲＡＴ、モバイルのためのグロー
バルシステム（ＧＳＭ）ＲＡＴ、およびユニバーサル・モバイル通信システム（ＵＭＴＳ
）ＲＡＴ、のうちの少なくとも１つを備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された計測対象からの複数の候補を備える、
請求項９に記載の装置。
【請求項１３】
　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された近隣リストを備え、前記近隣リストは
、前記第２のＲＡＴと関連づけられた複数のノードＢを備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１４】
　前記近隣リストは、ＳＩＢ６（ＵＴＲＡＮ）、ＳＩＢ７（ＧＥＲＡＮ）、またはＳＩＢ
８（１ｘＲＴＴ）にリストされた複数のノードＢを備える、請求項１３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記情報は、前記第２のＲＡＴと関連づけられた複数のノードＢが最新で獲得されたチ
ャネルを備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１６】
　前記情報は、システム選択データベースによって規定された順序ですべてのスキャンさ
れていないチャネルを備える、請求項９に記載の装置。
【請求項１７】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することができるユーザ機
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器（ＵＥ）における無線通信のための装置であって、前記装置は、
　　　前記第２のＲＡＴの呼び出しのために前記第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るた
めの呼び出しセットアッププロシージャを開始するように、
　　　前記ＵＥで集められた情報を使用して前記呼び出しをセットアップするために前記
第２のＲＡＴの第２のノードＢをサーチするように、なお、前記情報は予め定義された順
序で使用され、前記サーチすることは、前記第１のＲＡＴからのモビリティコマンドがな
い場合に実行される、
　　　前記第２のノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実行するように、
　構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサと結合されるメモリと、
　を備える装置。
【請求項１８】
　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された計測対象からの複数の候補を備える、
請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された近隣リストを備え、前記近隣リストは
、前記第２のＲＡＴと関連づけられた複数のノードＢを備える、請求項１７に記載の装置
。
【請求項２０】
　前記近隣リストは、ＳＩＢ６（ＵＴＲＡＮ）、ＳＩＢ７（ＧＥＲＡＮ）、またはＳＩＢ
８（１ｘＲＴＴ）にリストされた複数のノードＢを備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記情報は、前記第２のＲＡＴと関連づけられた複数のノードＢが最新で獲得されたチ
ャネルを備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２２】
　前記情報は、システム選択データベースによって規定された順序ですべてのスキャンさ
れていないチャネルを備える、請求項１７に記載の装置。
【請求項２３】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することができるユーザ機
器（ＵＥ）における無線通信のためのコンピュータ可読記憶媒体であって、前記コンピュ
ータ可読記憶媒体は複数の命令を格納しており、前記命令は、１つまたは複数のプロセッ
サによって、
　前記第２のＲＡＴの呼び出しのために前記第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るための
呼び出しセットアッププロシージャを開始することと、
　前記ＵＥで集められた情報を使用して前記呼び出しをセットアップするために前記第２
のＲＡＴの第２のノードＢをサーチすることと、なお、前記情報は予め定義された順序で
使用され、前記サーチすることは、前記第１のＲＡＴからのモビリティコマンドがない場
合に実行される、
　前記第２のノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実行することと、
　が実行可能である、
　コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２４】
　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された計測対象からの複数の候補を備える、
請求項２３に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２５】
　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された近隣リストを備え、前記近隣リストは
、前記第２のＲＡＴと関連づけられた複数のノードＢを備える、請求項２３に記載のコン
ピュータ可読記憶媒体。
【請求項２６】
　前記近隣リストは、ＳＩＢ６（ＵＴＲＡＮ）、ＳＩＢ７（ＧＥＲＡＮ）、またはＳＩＢ
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８（１ｘＲＴＴ）にリストされた複数のノードＢを備える、請求項２５に記載のコンピュ
ータ可読記憶媒体。
【請求項２７】
　前記情報は、前記第２のＲＡＴと関連づけられた複数のノードＢが最新で獲得されたチ
ャネルを備える、請求項２３に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２８】
　前記情報は、システム選択データベースによって規定された順序ですべてのスキャンさ
れていないチャネルを備える、請求項２３に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項２９】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することができるユーザ機
器（ＵＥ）における無線通信のための方法であって、前記方法は、
　前記第１のＲＡＴを使用して呼び出しセットアッププロシージャを開始することと、
　前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定することと、
　前記第１のＲＡＴを使用して前記呼び出しセットアッププロシージャを再度試みる前に
待機するための設定期間の表示を受信することと、
　前記設定期間がしきい値を超える場合には、前記第２のＲＡＴ上で前記呼び出しセット
アッププロシージャを試みることと、なお、前記試みることは、前記ＵＥで集められた情
報を使用して前記第２のＲＡＴのノードＢをサーチすることを備え、前記情報は予め定義
された順序で使用され、前記サーチすることは、前記第１のＲＡＴからのモビリティコマ
ンドがない場合に実行される、
　を備える方法。
【請求項３０】
　前記設定期間が前記しきい値以下である場合、前記設定期間が経過した後で前記第１の
ＲＡＴを使用して前記呼び出しセットアッププロシージャを再度試みることをさらに備え
る、請求項２９に記載の方法。
【請求項３１】
　前記設定期間が経過する前に、「呼び出し中」表示を受信することをさらに備える、請
求項３０に記載の方法。
【請求項３２】
　前記第１のＲＡＴは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）を備える、請求項２９
に記載の方法。
【請求項３３】
　前記第２のＲＡＴは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ＲＡＴ、モバイルのためのグロー
バルシステム（ＧＳＭ）ＲＡＴ、およびユニバーサル・モバイル通信システム（ＵＭＴＳ
）ＲＡＴ、のうちの少なくとも１つを備える、請求項２９に記載の方法。
【請求項３４】
　前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定することは、前記
第１のＲＡＴにおける前記呼び出しセットアッププロシージャのために使用されたサービ
スの利用不可能性により前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したという表示を
受信することを備える、請求項２９に記載の方法。
【請求項３５】
　前記しきい値は、前記ＵＥのユーザ、前記ＵＥのマニファクチュアラ、ネットワークの
オペレータ、およびオーバ・ザ・エア（ＯＴＡ）のうち少なくとも１つによって設定可能
である、請求項２９に記載の方法。
【請求項３６】
　前記呼び出しセットアッププロシージャは、前記第２のＲＡＴの呼び出しのために前記
第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るためのものである、請求項２９に記載の方法。
【請求項３７】
　前記試みることはさらに、
　前記第２のＲＡＴの前記ノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実行する
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ことと、
　を備える、請求項２９に記載の方法。
【請求項３８】
　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された計測対象からの複数の候補を備える、
請求項３６に記載の方法。
【請求項３９】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することができるユーザ機
器（ＵＥ）における無線通信のための装置であって、前記装置は、
　前記第１のＲＡＴを使用して呼び出しセットアッププロシージャを開始するための手段
と、
　前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定するための手段と
、
　前記第１のＲＡＴを使用して前記呼び出しセットアッププロシージャを再度試みる前に
待機するための設定期間の表示を受信するための手段と、
　前記設定期間がしきい値を超える場合には、前記第２のＲＡＴ上で前記呼び出しセット
アッププロシージャを試みるための手段と、なお、前記試みるための手段は、前記ＵＥで
集められた情報を使用して前記第２のＲＡＴのノードＢをサーチするための手段を備え、
前記情報は予め定義された順序で使用され、前記サーチするための手段は、前記第１のＲ
ＡＴからのモビリティコマンドがない場合にサーチする、
　を備える装置。
【請求項４０】
　前記設定期間が前記しきい値以下である場合、前記設定期間が経過した後で前記第１の
ＲＡＴを使用して前記呼び出しセットアッププロシージャを再度試みるための手段をさら
に備える、請求項３９に記載の装置。
【請求項４１】
　前記設定期間が経過する前に、「呼び出し中」表示を受信するための手段をさらに備え
る、請求項４０に記載の装置。
【請求項４２】
　前記第１のＲＡＴは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）を備える、請求項３９
に記載の装置。
【請求項４３】
　前記第２のＲＡＴは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ＲＡＴ、モバイルのためのグロー
バルシステム（ＧＳＭ）ＲＡＴ、およびユニバーサル・モバイル通信システム（ＵＭＴＳ
）ＲＡＴ、のうちの少なくとも１つを備える、請求項３９に記載の装置。
【請求項４４】
　前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定するための手段は
、前記第１のＲＡＴにおける前記呼び出しセットアッププロシージャのために使用された
サービスの利用不可能性により前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したという
表示を受信するための手段を備える、請求項３９に記載の装置。
【請求項４５】
　前記しきい値は、前記ＵＥのユーザ、前記ＵＥのマニファクチュアラ、ネットワークの
オペレータ、およびオーバ・ザ・エア（ＯＴＡ）のうち少なくとも１つによって設定可能
である、請求項３９に記載の装置。
【請求項４６】
　前記呼び出しセットアッププロシージャは、前記第２のＲＡＴの呼び出しのために前記
第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るためのものである、請求項３９に記載の装置。
【請求項４７】
　前記試みるための手段はさらに、
　前記第２のＲＡＴの前記ノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実行する
ための手段と、
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　を備える、請求項３９に記載の装置。
【請求項４８】
　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された計測対象からの複数の候補を備える、
請求項４６に記載の装置。
【請求項４９】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することができるユーザ機
器（ＵＥ）における無線通信のための装置であって、前記装置は、
　　　前記第１のＲＡＴを使用して呼び出しセットアッププロシージャを開始するように
、
　　　前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定するように、
　　　前記第１のＲＡＴを使用して前記呼び出しセットアッププロシージャを再度試みる
前に待機するための設定期間の表示を受信するように、
　　　前記設定期間がしきい値を超える場合には、前記第２のＲＡＴ上で前記呼び出しセ
ットアッププロシージャを試みるように、
　構成された少なくとも１つのプロセッサと、なお、前記試みるように構成された少なく
とも１つのプロセッサは、前記ＵＥで集められた情報を使用して前記第２のＲＡＴのノー
ドＢをサーチすることを備え、前記情報は予め定義された順序で使用され、前記サーチす
ることは、前記第１のＲＡＴからのモビリティコマンドがない場合に実行される、
　前記少なくとも１つのプロセッサと結合されるメモリと、
　を備える装置。
【請求項５０】
　前記設定期間が前記しきい値以下である場合、前記少なくとも１つのプロセッサは、前
記設定期間が経過した後で前記第１のＲＡＴを使用して前記呼び出しセットアッププロシ
ージャを再度試みるように構成される、請求項４９に記載の装置。
【請求項５１】
　前記設定期間が経過する前に、前記少なくとも１つのプロセッサは、「呼び出し中」表
示を受信するように構成される、請求項５０に記載の装置。
【請求項５２】
　前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定するように構成さ
れた前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１のＲＡＴにおける前記呼び出しセット
アッププロシージャのために使用されたサービスの利用不可能性により前記呼び出しセッ
トアッププロシージャが失敗したという表示を受信することを備える、請求項４９に記載
の装置。
【請求項５３】
　前記しきい値は、前記ＵＥのユーザ、前記ＵＥのマニファクチュアラ、ネットワークの
オペレータ、およびオーバ・ザ・エア（ＯＴＡ）のうちの少なくとも１つによって設定可
能である、請求項４９に記載の装置。
【請求項５４】
　前記呼び出しセットアッププロシージャは、前記第２のＲＡＴの呼び出しのために前記
第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るためのものである、請求項４９に記載の装置。
【請求項５５】
　試みるように構成された前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、
　前記第２のＲＡＴの前記ノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実行する
ことと、
　を備える、請求項４９に記載の装置。
【請求項５６】
　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された計測対象からの複数の候補を備える、
請求項５４に記載の装置。
【請求項５７】
　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することができるユーザ機
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器（ＵＥ）における無線通信のためのコンピュータ可読記憶媒体であって、前記コンピュ
ータ可読記憶媒体は複数の命令を格納しており、前記命令は１つまたは複数のプロセッサ
によって、
　前記第１のＲＡＴを使用して呼び出しセットアッププロシージャを開始することと、
　前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定することと、
　前記第１のＲＡＴを使用して前記呼び出しセットアッププロシージャを再度試みる前に
待機するための設定期間の表示を受信することと、
　前記設定期間がしきい値を超える場合には、前記第２のＲＡＴ上で前記呼び出しセット
アッププロシージャを試みることと、なお、前記試みることは、前記ＵＥで集められた情
報を使用して前記第２のＲＡＴのノードＢをサーチすることを備え、前記情報は予め定義
された順序で使用され、前記サーチすることは、前記第１のＲＡＴからのモビリティコマ
ンドがない場合に実行される、
　が実行可能である、
　コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項５８】
　前記設定期間が前記しきい値以下である場合、前記設定期間が経過した後で前記第１の
ＲＡＴを使用して前記呼び出しセットアッププロシージャを再度試みるための命令をさら
に備える、請求項５７に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項５９】
　前記設定期間が経過する前に、「呼び出し中」表示を受信するための命令をさらに備え
る、請求項５８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項６０】
　前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定するための命令は
、前記第１のＲＡＴにおける前記呼び出しセットアッププロシージャのために使用された
サービスの利用不可能性により前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したという
表示を受信するための命令を備える、請求項５７に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項６１】
　前記しきい値は、前記ＵＥのユーザ、前記ＵＥのマニファクチュアラ、ネットワークの
オペレータ、およびオーバ・ザ・エア（ＯＴＡ）のうちの少なくとも１つによって設定可
能である、請求項５７に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項６２】
　前記呼び出しセットアッププロシージャは、前記第２のＲＡＴの呼び出しのために前記
第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るためのものである、請求項５７に記載のコンピュー
タ可読記憶媒体。
【請求項６３】
　前記試みるための命令はさらに、
　前記第２のＲＡＴの前記ノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実行する
ための命令と、
　を備える、
　請求項５７に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項６４】
　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された計測対象からの複数の候補を備える、
請求項６２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【関連出願への相互参照】
【０００１】
　[0001]　本願は、米国仮出願第６１／３８２，７０２号および第６１／３８２，７０６
号の優先権を主張し、双方とも２０１０年９月１４日に出願され、全体においてここにお
ける参照によって明示的に組み込まれる。
【技術分野】
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【０００２】
　[0002]　本開示の態様は、一般的には無線通信に関し、より具体的には、回路交換フォ
ールバック（circuit-switched fallback）（ＣＳＦＢ）性能を改善するための技法に関
する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]　無線通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、
ブロードキャスト等のような様々な通信コンテンツを提供するように広く展開されている
。これらの無線ネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによっ
て、複数ユーザをサポートすることができる多元接続ネットワークでありうる。このよう
な多元接続ネットワークの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多
元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交
ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、及びシングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ
）ネットワークを含む。
【０００４】
　[0004]　ユーザ機器（user equipment）（ＵＥ）は、異なる通信サービスをサポートし
うる複数の無線ネットワークのカバレッジ内に配置されうる。適切な無線ネットワークは
、１つまたは複数の基準に基づいてＵＥにサービス提供するために選択されうる。選択さ
れた無線ネットワークは、ＵＥに対して、所望の通信サービス（例えば、音声サービス）
を提供することができないことがありうる。１組のプロシージャはそのあとで、所望の通
信サービスを提供することができる別の無線ネットワークへＵＥをリダイレクトする（re
direct）ように実行されうる。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]　本開示の諸態様は、第１および第２の無線アクセス技術（radio access techn
ologies）（ＲＡＴ）を介して通信することができるユーザ機器（ＵＥ）における無線通
信のための方法を提供する。本方法は一般に、第２のＲＡＴの呼び出し（call on the se
cond RAT）のために第１のＲＡＴの第１のノードＢを去る（leaving）ための呼び出しセ
ットアッププロシージャ（call setup procedure）を開始することと、ＵＥで集められた
情報を使用して呼び出しをセットアップする（setting up the call）ために第２のＲＡ
Ｔの第２のノードＢをサーチすることと、第２のノードＢを用いてネットワーク獲得オペ
レーションを実行することと、を含む。
【０００６】
　[0006]　本開示の諸態様は、第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通
信することができるユーザ機器（ＵＥ）における無線通信のための装置を提供する。本装
置は一般に、第２のＲＡＴの呼び出しのために第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るため
の呼び出しセットアッププロシージャを開始するための手段と、ＵＥで集められた情報を
使用して呼び出しをセットアップするために第２のＲＡＴの第２のノードＢをサーチする
ための手段と、第２のノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実行するため
の手段と、を含む。
【０００７】
　[0007]　本開示の諸態様は、第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通
信することができるユーザ機器（ＵＥ）における無線通信のための装置を提供する。本装
置は一般に、第２のＲＡＴの呼び出しのために第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るため
の呼び出しセットアッププロシージャを開始するように、ＵＥで集められた情報を使用し
て呼び出しをセットアップするために第２のＲＡＴの第２のノードＢをサーチするように
、第２のノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実行するように、構成され
た少なくとも１つのプロセッサと；少なくとも１つのプロセットと結合されたメモリと；
を含む。
【０００８】
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　[0008]　本開示の諸態様は、第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通
信することができるユーザ機器（ＵＥ）における無線通信のためのコンピュータプログラ
ムプロダクトを提供する。本コンピュータプログラムプロダクトは、複数の命令が格納さ
れたコンピュータ可読媒体を備える。本命令は一般に、１つまたは複数のプロセッサによ
って、第２のＲＡＴの呼び出しのために第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るための呼び
出しセットアッププロシージャを開始することと、ＵＥで集められた情報を使用して呼び
出しをセットアップするために第２のＲＡＴの第２のノードＢをサーチすることと、第２
のノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実行することと、が実行可能であ
る。
【０００９】
　[0009]　本開示の諸態様は、第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通
信することができるユーザ機器（ＵＥ）における無線通信のための方法を提供する。本方
法は一般に、第１のＲＡＴを使用して呼び出しセットアッププロシージャを開始すること
と、呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定することと、第１の
ＲＡＴを使用して呼び出しセットアッププロシージャを再度試みる前に待機するための設
定期間（a set period of time）の表示を受信することと、その設定期間がしきい値を超
える場合には、第２のＲＡＴ上で呼び出しセットアッププロシージャを試みることとを含
む。
【００１０】
　[0010]　本開示の諸態様は、第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通
信することができるユーザ機器（ＵＥ）における無線通信のための装置を提供する。本装
置は一般に、第１のＲＡＴを使用して呼び出しセットアッププロシージャを開始するため
の手段と、呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定するための手
段と、第１のＲＡＴを使用して呼び出しセットアッププロシージャを再度試みる前に待機
するための設定期間の表示を受信するための手段と、その設定期間がしきい値を超える場
合には、第２のＲＡＴ上で呼び出しセットアッププロシージャを試みるための手段とを含
む。
【００１１】
　[0011]　本開示の諸態様は、第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通
信することができるユーザ機器（ＵＥ）における無線通信のための装置を提供する。本装
置は一般に、第１のＲＡＴを使用して呼び出しセットアッププロシージャを開始するよう
に、呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定するように、第１の
ＲＡＴを使用して呼び出しセットアッププロシージャを再度試みる前に待機するための設
定期間の表示を受信するように、その設定期間がしきい値を超える場合には、第２のＲＡ
Ｔ上で呼び出しセットアッププロシージャを試みるように、構成された少なくとも１つの
プロセッサと；少なくとも１つのプロセッサと結合されたメモリと；を含む。
【００１２】
　[0012]　本開示の諸態様は、第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通
信することができるユーザ機器（ＵＥ）における無線通信のためのコンピュータプログラ
ムプロダクトを提供する。本コンピュータプログラムプロダクトは、複数の命令が格納さ
れたコンピュータ可読媒体を備える。本命令は一般に、１つまたは複数のプロセッサによ
って、第１のＲＡＴを使用して呼び出しセットアッププロシージャを開始することと、呼
び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定することと、第１のＲＡＴ
を使用して呼び出しセットアッププロシージャを再度試みる前に待機するための設定期間
の表示を受信することと、その設定期間がしきい値を超える場合には、第２のＲＡＴ上で
呼び出しセットアッププロシージャを試みることとが実行可能である。
【００１３】
　[0013]　本開示の上述された特徴が詳細に理解されることができるように、上記で簡単
に要約される、より具体的な説明は、態様を参照することによって、なされ、それらのう
ちのいくつかは、添付図面において図示されている。しかしながら、添付図面は、本開示
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のある典型的な態様のみを図示しており、そのために、その範囲を制限するものとみなさ
れない、その説明が他の同等な効果的な態様を認めうる場合がある、ということに留意さ
れるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、複数の無線ネットワークがオーバラップするカバレッジを有する例示的
な展開を図示する。
【図２】図２は、ユーザ機器（ＵＥ）と他のネットワークエンティティのブロック図を図
示する。
【図３】図３は、本開示の諸態様による、ＵＥがモバイルオリジネーティング（mobile o
riginating）（ＭＯ）呼び出しを行なうときの回路交換フォールバック（ＣＳＦＢ）の例
示的な呼び出しフローを図示する。
【図４】図４は、本開示の諸態様による、ＵＥがモバイルターミネーティング（mobile t
erminating）（ＭＴ）呼び出し（call）を受信するときのＣＳＦＢの例示的な呼び出しフ
ローを図示する。
【図５】図５は、本開示の諸態様による、ＣＳ音声呼び出しセットアップ（CS voice cal
l setup）のためのネットワークにＣＳＦＢを実行するための例示的なオペレーションを
図示する。
【図５Ａ】図５Ａは、図５で図示されるオペレーションを実行することができる例示的な
コンポーネントを図示する。
【図６】図６は、本開示の諸態様による、呼び出しセットアッププロシージャを再度試み
るかを決定するための例示的なオペレーションを図示する。
【図６Ａ】図６Ａは、図６で図示されるオペレーションを実行することができる例示的な
コンポーネントを図示する。
【詳細な説明】
【００１５】
　[0022]　回路交換フォールバック（ＣＳＦＢ）は、モバイルがロングタームエボリュー
ション（ＬＴＥ）ネットワークにおいてキャンプされる（is camped）とき、モバイルに
音声サービスを配信する技法である。これは、ＬＴＥネットワークが本質的に音声サービ
スをサポートしないときに必要とされることがある。ユーザがモバイルオリジネーティン
グ（ＭＯ）呼び出し（call）を行なう、または、モバイルターミネーティング（ＭＴ）呼
び出しを受信する場合、ＵＥは、呼び出しセットアッププロシージャを開始することによ
ってＵＥが呼び出しを放置する（is leaving for the call）ということをＬＴＥネット
ワークに通知しうる。しかしながら、呼び出しセットアッププロシージャが失敗する場合
がある。例えば、ＵＥは、１ｘネットワークに移動されないことがある、またはＵＥは、
１ｘネットワークに移動することがあるが、呼び出しはそこで失敗することがある。呼び
出しセットアッププロシージャが、開始されなかった場合、または、開始されたが失敗し
た場合、ＵＥは、ネットワークからの命令／コマンドなしに、自身で適切なＣＳ　ＲＡＴ
／セルをサーチすることを決定しうる。したがって、本開示の諸態様は、ＵＥがＵＥにお
いて集められた情報に基づいてＣＳサービスを見つけるための技法を提供する。
【００１６】
　[0023]　ここで説明される技法は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分
割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、
直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、シングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ
）ネットワークおよび他のネットワーク、のような様々な無線通信ネットワークに使用さ
れうる。用語「ネットワーク(network)」と「システム(system)」はしばしば互換性をも
って使用される。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）
、ｃｄｍａ２０００などのような無線アクセス技術（ＲＡＴ）を実装しうる。ＵＴＲＡは
、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））およびＣＤＭＡの他の変形を含む。ｃｄｍ
ａ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５、及びＩＳ－８５６規格を含む。ＩＳ－２０
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００はまた、１ｘ無線送信技術（１ｘＲＴＴ）、ＣＤＭＡ２０００　１Ｘなどと呼ばれる
。ＴＤＭＡネットワークは、モバイル通信のためのグローバルシステム（ＧＳＭ（登録商
標））、ＧＳＭエボリューション用の増強されたデータレート（enhanced data rates fo
r GSM evolution）（ＥＤＧＥ）あるいはＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク（
ＧＥＲＡＮ）のようなＲＡＴを実装しうる。ＯＦＤＭＡネットワークは、発展型ＵＴＲＡ
（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．２０
（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａ
ｓｈ－ＯＦＤＭ．ＲＴＭなどのようなＲＡＴを実装しうる。ＵＴＲＡとＥ－ＵＴＲＡは、
ユニバーサル・モバイル通信システム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロングターム
エボリューション（ＬＴＥ）およびＬＴＥアドバンスド（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡ
を使用するＵＭＴＳの新しいリリースであり、そしてそれは、ダウンリンクでＯＦＤＭＡ
を利用しアップリンクでＳＣ－ＦＤＭＡを利用する。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ
、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「第３世代パートナーシップ・プロジェクト」（
３ＧＰＰ）と称された組織の文書の中で説明されている。ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢ
は、「第３世代パートナーシップ・プロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と称された組織の文
書の中で説明されている。ここで説明される技法は、上述された無線ネットワークおよび
ＲＡＴと、他の無線ネットワークおよびＲＡＴのために使用されうる。
【００１７】
　[0024]　図１は、多数の無線ネットワークがオーバラップするカバレッジを有する例示
的な配置を図示する。発展型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(evolved unive
rsal terrestrial radio access network)（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）１２０は、ＬＴＥをサポー
トしうる、また、多数の発展型ノードＢ（ｅＮＢｓ）１２２と、ユーザ機器（ＵＥ）のた
めの無線通信をサポートすることができる他のネットワークエンティティを含めうる。各
ｅＮＢは、特定の地理的領域について通信カバレッジを提供しうる。用語「セル」は、ｅ
ＮＢのカバレッジエリアおよび／またはこのカバレッジエリアにサービス提供しているｅ
ＮＢサブシステムを指すことができる。サービングゲートウェイ（serving gateway）（
Ｓ－ＧＷ）１２４は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１２０と通信しうる、また、パケットルーティング
およびフォワーディング、モビリティアンカリング（mobility anchoring）、パケットバ
ッファリング、ネットワークトリガされたサービスの開始等のような様々な機能を実行し
うる。モビリティ管理エンティティ（mobility management entity）（ＭＭＥ）１２６は
、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１２０およびサービングゲートウェイ１２４と通信しうる、また、モビ
リティ管理、ベアラ管理（bearer management）、ページングメッセージの分配、セキュ
リティ制御、認証(authentication)、ゲートウェイ選択等のような様々な機能を実行しう
る。ＬＴＥでのネットワークエンティティは、公的に入手可能である、「Evolved Univer
sal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) and Evolved Universal Terrestrial Radio Ac
cess Network (E-UTRAN); Overall description」と題された３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３
００で説明されている。
【００１８】
　[0025]　無線アクセスネットワーク（radio access network）（ＲＡＮ）１３０は、Ｇ
ＳＭをサポートし、また、多数の基地局１３２と、ＵＥのための無線通信をサポートする
ことができる他のネットワークエンティティと、を含めうる。モバイル交換センタ（mobi
le switching center）（ＭＳＣ）１３４は、ＲＡＮ１３０と通信し、また、音声サービ
スをサポートし、回路交換呼び出しのためのルーティングを提供し、ＭＳＣ１３４によっ
てサービス提供されたエリア内に位置されたＵＥのためのモビリティ管理を実行しうる。
オプションで、インターワーキング機能（inter-working function）（ＩＷＦ）１４０は
、（例えば、１ｘＣＳＦＢのために）ＭＭＥ１２６とＭＳＣ１３４との間の通信を容易に
する。
【００１９】
　[0026]　Ｅ－ＵＴＲＡＮ１２０、サービングゲートウェイ１２４、およびＭＭＥ１２６
は、ＬＴＥネットワーク１０２の一部でありうる。ＲＡＮ１３０およびＭＳＣ１３４は、
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ＧＳＭネットワーク１０４の一部でありうる。簡略のため、図１は、ＬＴＥネットワーク
１０２およびＧＳＭネットワーク１０４におけるいくつかのネットワークエンティティの
みを図示する。ＬＴＥおよびＧＳＭネットワークはまた、様々な機能およびサービスをサ
ポートしうる他のネットワークエンティティを含めうる。
【００２０】
　[0027]　一般に、任意の数の無線ネットワークが所与の地理的領域において展開されう
る。各無線ネットワークは特定のＲＡＴをサポートしうる、また、１つまたは複数の周波
数上で動作しうる。ＲＡＴはまたラジオ技術（radio technology）、エアインタフェース
等と呼ばれうる。周波数はまた、キャリア、周波数チャネル等と呼ばれうる。各周波数は
、異なるＲＡＴの無線ネットワーク間の干渉を回避するために所与の地理的領域において
単一のＲＡＴをサポートしうる。
【００２１】
　[0028]　ＵＥ１１０は固定式または移動式でありうる、また、モバイル局、端末、アク
セス端末、加入者装置、局等とも呼ばれうる。ＵＥ１１０は、セルラ電話、携帯情報端末
（ＰＤＡ）、無線モデム、無線通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコン
ピュータ、コードレス電話、無線ローカルループ（ＷＬＬ）局などでありうる。
【００２２】
　[0029]　電源を入れると、ＵＥ１１０は、それが通信サービスを受信することができる
無線ネットワークをサーチしうる。１よりも多い無線ネットワークが検出される場合には
、最も高いプライオリティの無線ネットワークが、ＵＥ１１０にサービス提供するために
選択されうる、また、サービングネットワークと呼ばれうる。ＵＥ１１０は、必要であれ
ば、サービングネットワークで、登録を実行しうる。ＵＥ１１０はその後で、サービング
ネットワークとアクティブに通信するために、接続モード（connected mode）で動作しう
る。あるいは、ＵＥ１１０は、アイドルモードで動作し、アクティブな通信がＵＥ１１０
によって必要とされない場合、サービングネットワークにキャンプオンする（camp on）
。
【００２３】
　[0030]　ＵＥ１１０は、アイドルモード中に、複数の周波数および／または複数のＲＡ
Ｔのセルのカバレッジ内に位置されうる。ＬＴＥの場合、ＵＥ１１０は、プライオリティ
リストに基づいてキャンプオンするためにＲＡＴと周波数を選択しうる。このプライオリ
ティリストは、１セットの周波数、各周波数と関連づけられたＲＡＴ、および各周波数の
プライオリティを含めうる。例えば、プライオリティリストは、３つの周波数Ｘ、Ｙ、お
よびＺを含めうる。周波数ＸはＬＴＥのために使用され、最も高いプライオリティを有し
、周波数Ｙは、ＧＳＭのために使用され、最も低いプライオリティを有し、そして、周波
数Ｚはまた、ＧＳＭのために使用され、中程度のプライオリティを有しうる。一般に、プ
ライオリティリストは、任意のセットのＲＡＴのための任意の数の周波数を含みうる、ま
た、ＵＥの位置に特有であることがある。ＵＥ１１０は、利用可能時に、例えば上記の例
で与えられるように、最も高いプライオリティでのＬＴＥ周波数を伴う、また、最も低い
プライオリティでの他のＲＡＴについての周波数を伴う、プライオリティリストを定義す
ることによって、ＬＴＥを好む（prefer LTE）ように構成されうる。
【００２４】
　[0031]　ＵＥ１１０は、次のようにアイドルモードで動作しうる。ＵＥ１１０は、通常
のシナリオでは「適切な」セル、または、緊急のシナリオでは「受諾可能な」セル、を見
つけることができる全ての周波数／ＲＡＴを識別しうる、なお、「適切な」および「受諾
可能な」は、ＬＴＥ規格において規定されている。ＵＥ１１０は、そのあとで、すべての
識別された周波数／ＲＡＴの中で最も高いプライオリティを伴った周波数／ＲＡＴにキャ
ンプオンしうる。ＵＥ１１０は、（ｉ）周波数／ＲＡＴが所定のしきい値においてもはや
利用可能でなくなるまで、または（ｉｉ）より高いプライオリティを伴った別の周波数／
ＲＡＴがこのしきい値に達するまで、この周波数／ＲＡＴにキャンプオンしたままである
場合がある。アイドルモードのＵＥ１１０のこの動作行動は、公的に入手可能である「Ev



(13) JP 5770293 B2 2015.8.26

10

20

30

40

50

olved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); User Equipment (UE) procedure
s in idle mode」と題された３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３０４で説明されている。
【００２５】
　[0032]　ＵＥ１１０は、ＬＴＥネットワーク１０２からパケット交換（packet-switche
d）（ＰＳ）データサービスを受信することが可能であり、また、アイドルモードにある
間、ＬＴＥネットワークにキャンプオンしうる。ＬＴＥネットワーク１０２は、ボイス・
オーバ・インターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）について限定されたサポートを有するこ
とがある、または、サポートを有さないことがある、そしてそれは、しばしば、ＬＴＥネ
ットワークの初期展開の場合である。制限されたＶｏＩＰサポートに起因して、ＵＥ１１
０は、音声呼び出し（voice calls）のための別のＲＡＴの別の無線ネットワークへ転送
（transferred）されうる。この転送は、回路交換（circuit-switched）（ＣＳ）フォー
ルバックと呼ばれうる。ＵＥ１１０は、１ｘＲＴＴ、ＷＣＤＭＡ、ＧＳＭ等のような音声
サービスをサポートすることができるＲＡＴへ転送されうる。ＣＳフォールバックを備え
た呼び出しオリジネーション（call origination with CS fallback）の場合、ＵＥ１１
０は、音声サービスをサポートしない、ソースＲＡＴの無線ネットワーク（例えば、ＬＴ
Ｅ）に初め接続された状態になることがある。ＵＥは、この無線ネットワークで音声呼び
出しをオリジネートし（originate a voice call）、音声呼び出しをサポートすることが
できるターゲットＲＡＴの別の無線ネットワークへと上位層シグナリング（higher-layer
 signaling）を通じて転送されうる。ターゲットＲＡＴへＵＥを転送するための上位層シ
グナリングは、様々なプロシージャ（例えば、リダイレクション（redirection）を伴う
接続リリース、ＰＳハンドオーバ等）に関する。
【００２６】
　[0033]　図２は、図１のＵＥ１１０、ｅＮＢ１２２、およびＭＭＥ１２６の設計のブロ
ック図を図示する。ＵＥ１１０では、符号器２１２は、アップリンクで送信されるべき、
トラフィックデータおよびシグナリングメッセージを受信しうる。符号器２１２は、トラ
フィックデータおよびシグナリングメッセージを処理する（例えば、フォーマットし、符
号化し、およびインタリーブする）。変調器（Ｍｏｄ）２１４は、符号化されたトラフィ
ックデータおよびシグナリングメッセージをさらに処理し（例えば、シンボルマップし、
変調し）、出力サンプルを提供する。送信機（ＴＭＴＲ）２２２は、出力サンプルを調整
し（例えば、アナログ変換し、フィルタし、増幅し、および周波数変換し）、アップリン
ク信号を生成し、そしてそれは、ｅＮＢ１２２へアンテナ２２４を介して送信されうる。
【００２７】
　[0034]　ダウンリンクで、アンテナ２２４は、ｅＮＢ１２２および／または他のｅＮＢ
／基地局によって送信されたダウンリンク信号を受信しうる。受信機（ＲＣＶＲ）２２６
は、アンテナ２２４からの受信信号を調整し（例えば、フィルタし、増幅し、周波数ダウ
ンコンバートし、デジタル化し）、入力サンプルを提供しうる。復調器（Ｄｅｍｏｄ）２
１６は、入力サンプルを処理し（例えば、復調し）、シンボル推定値を提供する。復号器
２１８は、シンボル推定値を処理し（例えば、デインタリーブし復号する）、ＵＥ１１０
に送られた、復号されたデータおよびシグナリングメッセージを提供しうる。符号器２１
２、変調器２１４、復調器２１６、および復号器２１８は、モデムプロセッサ２１０によ
って実装されうる。これらの装置は、ＵＥ１１０が通信している無線ネットワークによっ
て使用されるＲＡＴ（例えば、ＬＴＥ、１ｘＲＴＴ等）にしたがって、処理を実行しうる
。
【００２８】
　[0035]　コントローラ／プロセッサ２３０はＵＥ１１０でオペレーションを命令しうる
。コントローラ／プロセッサ２３０はまた、ここで説明される技法について、他のプロセ
スを実行または命令しうる。コントローラ／プロセッサ２３０はまた、図３および図４に
おいて、ＵＥ１１０による処理を実行または命令しうる。メモリ２３２は、ＵＥ１１０の
ためのプログラムコードおよびデータを格納しうる。メモリ２３２はまた、プライオリテ
ィリストと設定情報を格納しうる。
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【００２９】
　[0036]　ｅＮＢ１２２では、送信機／受信機２３８は、ＵＥ１１０および他のＵＥとの
無線通信をサポートしうる。コントローラ／プロセッサ２４０は、ＵＥとの通信のための
様々な機能を実行しうる。アップリンクで、ＵＥ１１０からのアップリンク信号は、アン
テナ２３６を介して受信され、受信機２３８によって調整され、コントローラ／プロセッ
サ２４０によってさらに処理されて、ＵＥ１１０によって送信されたトラフィックデータ
およびシグナリングメッセージを復元しうる。ダウンリンクで、トラフィックデータおよ
びシグナリングメッセージは、コントローラ／プロセッサ２４０によって処理され、ダウ
ンリンク信号を生成するために送信機２３８によって調整され、そしてそれは、ＵＥ１１
０と他のＵＥへアンテナ２３６を介して送信されうる。コントローラ／プロセッサ２４０
はまた、ここで説明される技法について、他のプロセスを実行または命令しうる。コント
ローラ／プロセッサ２４０はまた、図３および図４において、ｅＮＢ１２２による処理を
実行または命令しうる。メモリ２４２は、基地局のためのプログラムコードおよびデータ
を格納しうる。通信（Ｃｏｍｍ）装置２４４は、ＭＭＥ１２６および／または他のネット
ワークエンティティとの通信をサポートしうる。
【００３０】
　[0037]　ＭＭＥ１２６では、コントローラ／プロセッサ２５０は、ＵＥのための通信サ
ービスをサポートするために様々な機能を実行しうる。コントローラ／プロセッサ２５０
はまた、図３および図４において、ＭＭＥ１２６による処理を実行または命令しうる。メ
モリ２５２は、ＭＭＥ１２６のためのプログラムコードおよびデータを格納しうる。通信
装置２５４は、他のネットワークエンティティとの通信をサポートしうる。
【００３１】
　[0038]　図２は、ＵＥ１１０、ｅＮＢ１２２およびＭＭＥ１２６の簡略な設計を図示す
る。一般に、各エンティティは、任意の数の送信機、受信機、プロセッサ、コントローラ
、メモリ、通信装置等を含めうる。他のネットワークエンティティも同様の方法で実装さ
れうる。
【００３２】
　[0039]　図３は、本開示の諸態様による、ＵＥ１１０がモバイルオリジネーティング（
ＭＯ）呼び出しを行なう（makes a mobile originating (MO) call）ときのＣＳＦＢの例
示的な呼び出しフローを図示する。ＵＥ１１０が音声サービスをサポートしないＬＴＥネ
ットワーク（ｅＮＢ１２２）にキャンプオンされる間に、ＵＥ１１０は、ＭＯ呼び出し（
MO call）を行なうためにＭＳＣ１３４に接続されたＧＳＭ／ＵＭＴＳネットワークにフ
ォールバックする必要がある場合がある。呼び出しセットアッププロシージャは、３０２
で始まり、そこでは、ＵＥ１１０が、ＭＭＥ１２６に非アクセス層（non access stratum
）（ＮＡＳ）拡張サービスリクエスト（extended service request）（ＥＳＲ）を送信し
うる。ＥＳＲは、ＭＭＥ１２６にＣＳＦＢを実行するように通知するＣＳＦＢインジケー
タを備えうる。ＥＳＲに応じて、ＭＭＥ１２６は、ＵＥ１１０がＧＳＭ／ＵＭＴＳネット
ワークに移動されるべきであることをｅＮＢ１２２に示すことがある。
【００３３】
　[0040]　３０４で、ｅＮＢ１２２は、リダイレクションプロシージャ（redirection pr
ocedure）が実行されうる複数のＣＳ　ＲＡＴ候補を決定するために、ＵＥ１１０から測
定報告を受信しうる。３０６で、ＬＴＥネットワークは、モビリティプロシージャ（例え
ば、リダイレクション、ハンドオーバ、または、ネットワーク支援型セル変更（network 
assisted cell change）（ＮＡＣＣ））におけるＵＥ１１０を支援しうる。例えば、ＭＳ
Ｃ１３４とＭＭＥ１２６との間のインタフェースがダウンしている場合には、ＬＴＥネッ
トワークは、設定期間のあとで呼び出しセットアップを再度試みるようＵＥ１１０に通知
しうる。いくつかの実施形態では、ｅＮＢ１２２は、ＵＥ１１０にＲＲＣメッセージを送
信することによって、ＧＳＭセルに対しＮＡＣＣによるＲＡＴ間セル変更命令（inter-RA
T cell change order with the NACC）をトリガしうる。ＲＡＴ間セル変更命令は、その
セル変更命令がＣＳＦＢリクエストに起因してトリガされるということをＵＥ１１０に示
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すＣＳＦＢインジケータを含めうる。
【００３４】
　[0041]　３０８で、ＵＥ１１０は、例えばＮＡＣＣ情報を使用して、また、無線シグナ
リング接続を確立して、新たなＧＳＭセルへ移動しうる。３１０で、ＵＥはＣＳ　ＭＯ呼
び出しを開始しうる。
【００３５】
　[0042]　図４は、本開示の諸態様による、ＵＥ１１０がモバイルターミネーティング（
ＭＴ）呼び出しを受信するときのＣＳＦＢの例示的な呼び出しフローを図示する。オペレ
ーションは図３で説明されたものと類似しているが、ＵＥ１１０は、４０２でＧＳＭ／Ｕ
ＭＴＳページ（例えば、ＣＳ　ＳＥＲＶＩＣＥ　ＮＯＴＩＦＩＣＡＴＩＯＮ）を受信した
後で呼び出しセットアッププロシージャを開始しうる。例えば、ＭＳＣ１３４は、入って
くる音声呼び出しを受信し、ＭＭＥ１２６にページングリクエストを送信することによっ
て、応答しうる。ｅＮＢ１２２は、ＵＥ１１０へページングメッセージを転送しうる。４
０４では、ＵＥ１１０が、ＧＳＭ／ＵＭＴＳセルにサービス提供するＭＳＣ１３４におい
て登録される場合には、ＭＳＣ１３４は、ＣＳ　ＭＴ呼び出しを確立しうる。
【００３６】
回路交換フォールバック性能を改善するシステムおよび方法
　[0043]　いくつかの実施形態の場合、ユーザがＣＳ呼び出し（ＭＯ呼び出し）を出す(p
lace a CS call (MO call))ために番号をダイヤルするとき、ＵＥがＬＴＥネットワーク
にキャンプされた場合には、ＣＳＦＢプロシージャは、図３で図示されるように利用され
うる。このプロシージャは、ＬＴＥネットワークから別のネットワーク（例えば、ＵＴＲ
ＡＮ／ＧＥＲＡＮ／１ｘＲＴＴ）へとＵＥを移動し、ＣＳ呼び出しセットアップは、レガ
シＣＳ呼び出しセットアッププロシージャを使用して生じうる。ＵＥをＬＴＥネットワー
クから他のネットワークへと移動することは、ネットワークが、（例えば図３の３０６で
図示されるように）リダイレクション、ハンドオーバ、またはＮＡＣＣのようなモビリテ
ィプロシージャを使用することを必要とすることがある。呼び出しセットアッププロシー
ジャが成功する場合には、ＵＥは、正しいターゲットセル上で自身を見つけ、ＣＳ呼び出
しを出す(place)ことが可能である。しかしながら、これらのモビリティプロシージャが
開始されなかった場合、または開始されたが失敗した場合、ＵＥは、ネットワークからの
命令／コマンドなしで自身で適切なＣＳ　ＲＡＴ／セルをサーチすることを決定しうる。
【００３７】
　[0044]　しかしながら、ネットワークからのモビリティコマンドがないと、ＵＥは、Ｃ
Ｓサービスを見つけるために、また、ＣＳＦＢプロシージャを続けること（すなわちＣＳ
呼び出しセットアップを続けること）を可能にするために、ＵＥが同調する必要があるタ
ーゲットＲＡＴ／帯域／チャネルはどれかを知らないことがある。ＵＥはネットワークか
らの助けなしにＣＳサービス／ＲＡＴを探さなくてはならない場合には、ＣＳ呼び出しセ
ットアッププロシージャは、遅延されうる、または完全に失敗しうる。
【００３８】
　[0045]　いくつかの実施形態の場合、ＵＥは、ＵＥがすでに取得した情報に基づいてＣ
Ｓサービスを見つける機会を最大化しうる。ＵＥがＣＳＦＢプロシージャを開始した後で
、ＵＥがＣＳ　ＲＡＴにネットワークによって移動されない場合、または、ネットワーク
がＵＥを移動しようと試みたが、ＵＥがターゲットセルを獲得することに失敗する場合、
以下に詳述されるように、ＵＥはＵＥがすでに集めた情報を使用しうる。いくつかの実施
形態の場合、この情報は、ＣＳＦＢプロシージャ失敗時に、ＵＥによってＣＳサービスを
スキャンすることを最適化する特定の順序で使用されうる。
【００３９】
　[0046]　図５は、本開示の諸態様による、ＣＳ音声呼び出しセットアップ（CS voice c
all setup）のためにネットワークにＣＳＦＢを実行するための例示的なオペレーション
５００を図示する。オペレーション５００は、例えば、第１のＲＡＴおよび第２のＲＡＴ
を介して通信することができるＵＥによって実行されうる。５０２で、ＵＥは、第２のＲ
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ＡＴ（例えば、ＣＤＭＡ　ＲＡＴ，ＵＭＴＳ　ＲＡＴ，またはＧＳＭ　ＲＡＴ）の呼び出
しのために、第１のＲＡＴ（ＬＴＥ）の第１のノードＢを去る（leaving）ための呼び出
しセットアッププロシージャを開始しうる。
【００４０】
　[0047]　５０４で、ＵＥは、ＵＥで集められた情報を使用して呼び出しをセットアップ
するために第２のＲＡＴの第２のノードＢをサーチしうる。いくつかの実施形態の場合、
この情報は、第１のノードＢ（例えば、ＬＴＥ　ｅＮＢ）から受信された計測対象からの
複数の候補を備えうる。例えば、（例えば、図３の３０６では）ＵＥがＬＴＥネットワー
クからモビリティ命令を受信した場合、ＵＥは、ＣＳサービスを見つけるために、また、
呼び出しセットアッププロシージャを続けるために、ＵＥが同調することを必要とするタ
ーゲットＲＡＴ／帯域／チャネル、を示す情報を最初に使用しうる。別の例として、ＵＥ
は、（例えば、図３の３０４では）ＬＴＥ　ｅＮＢから受信された最近受信した／維持し
た計測対象からの複数のＣＳ　ＲＡＴ候補に関連する情報を使用しうる。多数の候補が資
格を得る（qualify）場合には、それらの候補は、最近受信したものから最も前に受信し
たものの順に考慮されうる。
【００４１】
　[0048]　いくつかの実施形態の場合、この情報は、第１のノードＢから受信された近隣
リスト（neighbor list）を備えうる、なお、近隣リストは、第２のＲＡＴと関連づけら
れたノードＢを備える。近隣リストは、ＳＩＢ６（例えば、ＵＴＲＡＮ），ＳＩＢ７（例
えば、ＧＥＲＡＮ），またはＳＩＢ８（例えば、１ｘＲＴＴ）にリストされた複数のノー
ドＢを備えうる。複数の近隣（neighbors）が資格を満たす場合には、この近隣は、ＳＩ
Ｂに含まれるＲＡＴ／チャネルプライオリティ順で考慮されうる。
【００４２】
　[0049]　いくつかの実施形態の場合、この情報は、第２のＲＡＴと関連づけられた複数
のノードＢが最新で獲得されたチャネルを備えうる。言い換えれば、ＵＥがＬＴＥネット
ワークからいかなる情報も受信しなかった場合には、ＵＥは、複数のＣＳ　ＲＡＴがＵＥ
によって最近に獲得されたチャネル（すなわち、ＵＥヒストリ）をサーチしうる。
【００４３】
　[0050]　いくつかの実施形態の場合、この情報は、システム選択データベースによって
指定される順ですべてのスキャンされていないチャネルを備えうる。したがって、ＵＥは
、システム選択データベースによって指定される順ですべてのスキャンされていないＣＳ
帯域／チャネルをサーチしうる。
【００４４】
　[0051]　いくつかの実施形態の場合、５０４で上述されたサーチは、特定の順序で、Ｕ
Ｅで集められた情報を使用することを備えうる。例えば、第２のＲＡＴの第２のノードＢ
をサーチすることは、上述された順で情報を使用することを備えうる。５０６で、ＵＥは
、第２のノードＢを用いて、ネットワーク獲得オペレーションを実行しうる。
【００４５】
　[0052]　上述されたオペレーション５００は、いずれの適切なコンポーネント、または
、図５の対応する機能を実行することができる他の手段、によって実行されうる。例えば
、図５で図示されたオペレーション５００は、第１のＲＡＴおよび第２のＲＡＴを介して
通信することができるＵＥ５１０を備える図５で図示されたコンポーネント５００Ａに対
応する。図５Ａでは、呼び出しセットアッププロシージャ開始装置５０２Ａは、第２のＲ
ＡＴ（例えば、ＣＤＭＡ　ＲＡＴ，ＵＭＴＳ　ＲＡＴ，またはＧＳＭ　ＲＡＴ）の呼び出
しのために、第１のＲＡＴ（例えば、ＬＴＥ）の第１のノードＢを去るための呼び出しセ
ットアッププロシージャを開始しうる。セカンダリＲＡＴノードＢのサーチング装置５０
４Ａは、ＵＥで集められた情報を使用して呼び出しをセットアップするために第２のＲＡ
Ｔの第２のノードＢをサーチしうる。送信機５０５Ａは、第２のノードＢ５２０を用いて
、ネットワーク獲得オペレーション５０６Ａを実行しうる。
【００４６】
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　[0053]　ＣＳＦＢプロシージャは、上述されるように（例えば、図３の３０２で）、３
ＧＰＰ　ＮＡＳ拡張サービスリクエスト（Extended Service Request）（ＥＳＲ）プロシ
ージャをＵＥが開始することを必要とすることがある。ＥＳＲプロシージャは、通常通り
継続するためにＣＳＦＢプロシージャについて成功することを必要とすることがある。い
くつかの実施形態の場合、ＣＳドメインが一時的に利用不可能である場合にＥＳＲプロシ
ージャは失敗することがある。例えば、ＭＳＣとＭＭＥとの間のインタフェースがサービ
ス停止されている場合、ＬＴＥネットワークはＵＥに通知しうる。さらにＬＴＥ　ＭＭＥ
は、ＣＳドメインが利用不可能であるということをＵＥに通知しうる、また、ある期間の
後で、ＬＴＥネットワーク上でＥＳＲプロシージャを再度試みるようＵＥに命令しうる。
いくつかの実施形態の場合、その期間は、ネットワーク設定のプログラマブルタイマ（ne
twork-configured programmable timer）によって決定されうる。その期間が長い場合、
ユーザ経験（user experience）は乏しく（poor）、ＣＳ呼び出しは失敗することがある
。
【００４７】
　[0054]　いくつかの実施形態の場合、ＵＥは、設定可能なパラメータタイマ（例えば、
しきい値タイマ）を維持しうる。しきい値タイマは、例えば、ＵＥのユーザによって調節
可能であり、オーバ・ザ・エア（ＯＴＡ）で設定され、ＵＥのマニファクチュアラによっ
て設定され、または、ネットワークのオペレータによって設定されうる。ＵＥによって開
始されるＥＳＲプロシージャが、ＣＳサービスは一時的に利用不可能であるということを
ネットワークにより通知することを失敗する場合には、ＵＥは、ネットワーク設定のプロ
グラマブルタイマによって決定された期間を、しきい値タイマによって決定されるしきい
値と比較した後でＥＳＲプロシージャを再度試みるかを決定しうる。
【００４８】
　[0055]　例えば、ＥＳＲを再度試みることをＵＥが許可されていない期間がしきい値よ
りも大きい場合、ＵＥは、上述されるように（例えば、図５を参照して）、ＬＴＥネット
ワークを去ること、および、ネットワークからの命令／コマンドなしに自身でＣＳ　ＲＡ
Ｔのサービスをサーチすることを決定しうる。しかしながら、ＥＳＲを再度試みることを
ＵＥが許可されない期間がしきい値以下である場合、ＵＥは、ＬＴＥネットワークにとど
まること、および、その期間の終了後にＥＳＲプロシージャを再度試みることを決定しう
る。いくつかの実施形態の場合、ＭＯ呼び出しについて、ユーザは、その期間の終了前に
「呼び出し進行中」という表示が与えられることがある。
【００４９】
　[0056]　図６は、本開示の諸態様による、呼び出しセットアッププロシージャ（例えば
、ＥＳＲプロシージャ）を再度試みるかを決定するための例示的なオペレーション６００
を図示する。オペレーション６００は、例えば、第１のＲＡＴおよび第２のＲＡＴを介し
て通信することができるＵＥによって実行されうる。６０２で、ＵＥは第１のＲＡＴを使
用して、呼び出しセットアッププロシージャを開始しうる。呼び出しセットアッププロシ
ージャは、第２のＲＡＴの呼び出しのために第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るための
ものでありうる。
【００５０】
　[0057]　６０４で、ＵＥは、呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということ
を決定しうる。いくつかの実施形態の場合、ＵＥは、第１のＲＡＴにおける呼び出しセッ
トアッププロシージャのために使用されたサービスの利用不可能性により呼び出しセット
アッププロシージャが失敗したという表示を受信しうる。６０６で、ＵＥは、第１のＲＡ
Ｔを使用して呼び出しセットアッププロシージャを再度試みる前に待機するための設定期
間の表示を受信しうる。
【００５１】
　[0058]　６０８で、ＵＥは、設定期間がしきい値を超える場合には、第２のＲＡＴ上で
呼び出しセットアッププロシージャを試みうる。例えば、ＵＥは、上述されているように
、ＵＥで集められた情報を使用して呼び出しをセットアップするために第２のＲＡＴの第
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２のノードＢをサーチし、第２のノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実
行しうる。
【００５２】
　[0059]　しかしながら、設定期間がしきい値以下である場合、ＵＥは、設定期間が経過
した後で第１のＲＡＴを使用して呼び出しセットアッププロシージャを再度試みうる。い
くつかの実施形態の場合、ＵＥは、設定期間が経過する前に、「呼び出し中(call in pro
gress)」の表示を受信しうる。
【００５３】
　[0060]　上述されたオペレーション６００は、いずれかの適切なコンポーネント、また
は、図６の対応する機能を実行することができる他の手段、によって実行されうる。例え
ば、図６で図示されたオペレーション６００は、第１のＲＡＴおよび第２のＲＡＴを介し
て通信することができるＵＥ６１０を備える図６Ａで図示されたコンポーネント６００Ａ
に対応する。図６Ａでは、呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決
定した後で、ＵＥ６１０は、第１のＲＡＴを使用して呼び出しセットアッププロシージャ
を再度試みる前に待機するための設定期間６０６Ａの表示を受信しうる。期間６０６Ａは
、ネットワーク設定のプログラマブルタイマ６０５Ａによって、ｅＮＢ６２０において決
定されうる。ＵＥ６１０は、期間６０６Ａと比較するためにしきい値を決定するためのし
きい値タイマ６０７Ａを備えうる。呼び出しセットアッププロシージャ決定装置６０８Ａ
は、期間６０６Ａとしきい値を比較した後で呼び出しセットアッププロシージャを再度試
みるかを決定しうる。
【００５４】
　[0061]　当業者は、情報および信号はさまざまな別の技術および技法を使用して表され
うるということを理解するであろう。例えば、上記の説明の全体にわたって参照されうる
、データ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電
流、電磁波、磁場あるいは磁粒子、光場あるいは光学粒子、あるいはそれらのいずれの組
み合わせ、によって表わされうる。
【００５５】
　[0062]　当業者は、ここにおける開示に関連して説明された、様々な例示的な論理ブロ
ック、モジュール、回路、および、アルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピ
ュータソフトウェアあるいは両方の組合せとして実装されうる、ということをさらに理解
するであろう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明瞭に説明するために、様々
な説明のためのコンポーネント、ブロック、モジュール、回路およびステップが、一般に
、それらの機能性という観点から、上記に説明されてきた。そのような機能性が、ハード
ウェアあるいはソフトウェアとして実装されるかどうかは、特定のアプリケーションと全
体のシステムに課された設計制約(design constraints)に依存する。当業者は、各特定の
アプリケーションについて様々な方法で、説明された機能を実装しうるが、そのような実
装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じさせるものとして解釈されるべきでない。
【００５６】
　[0063]　ここでの開示に関連して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール
および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、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）、あるいは他の
プログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートあるいはトランジスタロジック、デ
ィスクリートハードウェアコンポーネント、あるいは、ここに説明された機能を実行する
ように設計されたそれらのいずれの組み合わせ、で実装または実行されうる。汎用プロセ
ッサは、マイクロプロセッサであってもよいが、代替として、プロセッサは、任意の従来
のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、あるいはステートマシン(state m
achine)でありうる。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わせ、例
えば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰ
コアと併用しての１以上のマイクロプロセッサ、あるいはいずれの他のそのような構成の
もの、として実装されうる。
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【００５７】
　[0064]　ここにおける開示に関連して説明された方法またはアルゴリズムのステップは
直接ハードウェアで、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、あるい
は２つの組み合わせで具現化されうる。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラ
ッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハー
ドディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭあるいは当技術分野において知られて
いる任意の他の形態の記憶媒体に存在することができる。例示的な記憶媒体は、プロセッ
サに結合されるので、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取ることができ、また記憶媒
体に情報を書き込むことができる。あるいは、記憶媒体は、プロセッサに一体化されうる
。プロセッサと記憶媒体は、ＡＳＩＣにおいて存在しうる。ＡＳＩＣは、ユーザ端末に存
在しうる。あるいは、プロセッサと記憶媒体は、ユーザ機器において、ディスクリートコ
ンポーネントとして存在しうる。
【００５８】
　[0065]　１つまたは複数の例示的な設計では、説明された機能は、ハードウェア、ソフ
トウェア、ファームウェアあるいはそれらのいずれかの組み合わせにおいて実装されうる
。ソフトウェアで実装される場合には、その機能は、コンピュータ可読媒体上で、１つま
たは複数の命令あるいはコードとして、格納または送信されうる。コンピュータ可読媒体
は、コンピュータ記憶媒体(computer storage media)と、1つの場所から別の場所へのコ
ンピュータプログラムの転送(transfer)を容易にする任意の媒体を含む通信媒体(communi
cation media)の両方を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータまたは専用コンピュータに
よってアクセスされることができる、いずれかの利用可能な媒体であることができる。例
として、また限定されないが、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、Ｅ
ＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭあるいは他の光学ディスクストレージ、磁気ディスクストレー
ジあるいは他の磁気ストレージデバイス、あるいは、命令またはデータ構造の形態で所望
プログラムコード手段を格納または搬送するために使用されることができる、また、汎用
または専用コンピュータ、または、汎用または専用プロセッサによってアクセスされるこ
とができる、任意の他の媒体も備えうる。また、いずれの接続もコンピュータ可読媒体と
適切に名付けられる。例えば、ソフトウェアが、ウェブサイト、サーバ、あるいは、同軸
ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア(twisted pair)、デジタル加入者ライン
(digital subscriber line)（ＤＳＬ）、あるいは赤外線、ラジオ（radio）、およびマイ
クロ波のような無線技術を使用している他の遠隔ソース、から送信される場合には、同軸
ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、あるいは赤外線、無線、およ
びマイクロ波のような無線技術は、媒体の定義に含まれる。ここに使用されるように、デ
ィスク(disk)とディスク(disc)は、コンパクトディスク(compact disc)（ＣＤ）、レーザ
ーディスク(登録商標)(laser disc)、光学ディスク(optical disc)、デジタル汎用ディス
ク(digital versatile disc)（ＤＶＤ）、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびブ
ルーレイ（登録商標）ディスク(blu-ray disc)を含んでおり、「ディスク(disks)」は、
通常、データを磁気的に再生し、「ディスク(discs)」は、レーザーで光学的に再生する
。上記のものの組み合わせも、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【００５９】
　[0066]　本開示の前述の説明は、当業者が本開示を行なうまたは使用することを可能に
するために提供される。本開示に対する様々な修正は、当業者にとっては容易に明らかで
あろう、そして、ここにおいて定義された包括的な原理は、本開示の精神あるいは範囲か
ら逸脱することなく、他の変形に適用されうる。したがって、本開示は、ここにおいて説
明される例および設計に限定されるようには意図されておらず、ここに開示された原理お
よび新規な特徴に整合する最も広い範囲が与えられるべきである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　　［Ｃ１］　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することがで
きるユーザ機器（ＵＥ）における無線通信のための方法であって、前記方法は、
　前記第２のＲＡＴの呼び出しのために前記第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るための
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呼び出しセットアッププロシージャを開始することと、
　前記ＵＥで集められた情報を使用して前記呼び出しをセットアップするために前記第２
のＲＡＴの第２のノードＢをサーチすることと、
　前記第２のノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実行することと、
　を備える方法。
　　［Ｃ２］　前記第１のＲＡＴは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）を備える
、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ３］　前記第２のＲＡＴは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ＲＡＴ、モバイルの
ためのグローバルシステム（ＧＳＭ）ＲＡＴ、およびユニバーサル・モバイル通信システ
ム（ＵＭＴＳ）ＲＡＴ、のうちの少なくとも１つを備える、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ４］　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された計測対象からの複数の候
補を備える、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ５］　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された近隣リストを備え、前記
近隣リストは、前記第２のＲＡＴと関連づけられた複数のノードＢを備える、Ｃ１に記載
の方法。
　　［Ｃ６］　前記近隣リストは、ＳＩＢ６（ＵＴＲＡＮ）、ＳＩＢ７（ＧＥＲＡＮ）、
またはＳＩＢ８（１ｘＲＴＴ）にリストされた複数のノードＢを備える、Ｃ５に記載の方
法。
　　［Ｃ７］　前記情報は、前記第２のＲＡＴと関連づけられた複数のノードＢが最新で
獲得されたチャネルを備える、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ８］　前記情報は、システム選択データベースによって規定された順序ですべて
のスキャンされていないチャネルを備える、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ９］　サーチすることは、特定の順序で前記情報を使用することを備える、Ｃ１
に記載の方法。
　　［Ｃ１０］　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが
できるユーザ機器（ＵＥ）における無線通信のための装置であって、前記方法は、
　前記第２のＲＡＴの呼び出しのために前記第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るための
呼び出しセットアッププロシージャを開始するための手段と、
　前記ＵＥで集められた情報を使用して前記呼び出しをセットアップするために前記第２
のＲＡＴの第２のノードＢをサーチするための手段と、
　前記第２のノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実行するための手段と
、
　を備える装置。
　　［Ｃ１１］　前記第１のＲＡＴは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）を備え
る、Ｃ１０に記載の装置。
　　［Ｃ１２］　前記第２のＲＡＴは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ＲＡＴ、モバイル
のためのグローバルシステム（ＧＳＭ）ＲＡＴ、およびユニバーサル・モバイル通信シス
テム（ＵＭＴＳ）ＲＡＴ、のうちの少なくとも１つを備える、Ｃ１０に記載の装置。
　　［Ｃ１３］　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された計測対象からの複数の
候補を備える、Ｃ１０に記載の装置。
　　［Ｃ１４］　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された近隣リストを備え、前
記近隣リストは、前記第２のＲＡＴと関連づけられた複数のノードＢを備える、Ｃ１０に
記載の装置。
　　［Ｃ１５］　前記近隣リストは、ＳＩＢ６（ＵＴＲＡＮ）、ＳＩＢ７（ＧＥＲＡＮ）
、またはＳＩＢ８（１ｘＲＴＴ）にリストされた複数のノードＢを備える、Ｃ１４に記載
の装置。
　　［Ｃ１６］　前記情報は、前記第２のＲＡＴと関連づけられた複数のノードＢが最新
で獲得されたチャネルを備える、Ｃ１０に記載の装置。
　　［Ｃ１７］　前記情報は、システム選択データベースによって規定された順序ですべ
てのスキャンされていないチャネルを備える、Ｃ１０に記載の装置。
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　　［Ｃ１８］　前記サーチするための手段は、特定の順序で前記情報を使用するための
手段を備える、Ｃ１０に記載の装置。
　　［Ｃ１９］　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが
できるユーザ機器（ＵＥ）における無線通信のための装置であって、前記方法は、
　　　前記第２のＲＡＴの呼び出しのために前記第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るた
めの呼び出しセットアッププロシージャを開始するように、
　　　前記ＵＥで集められた情報を使用して前記呼び出しをセットアップするために前記
第２のＲＡＴの第２のノードＢをサーチするように、
　　　前記第２のノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実行するように、
　構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサと結合されるメモリと、
　を備える装置。
　　［Ｃ２０］　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された計測対象からの複数の
候補を備える、Ｃ１９に記載の装置。
　　［Ｃ２１］　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された近隣リストを備え、前
記近隣リストは、前記第２のＲＡＴと関連づけられた複数のノードＢを備える、Ｃ１９に
記載の装置。
　　［Ｃ２２］　前記近隣リストは、ＳＩＢ６（ＵＴＲＡＮ）、ＳＩＢ７（ＧＥＲＡＮ）
、またはＳＩＢ８（１ｘＲＴＴ）にリストされた複数のノードＢを備える、Ｃ２１に記載
の装置。
　　［Ｃ２３］　前記情報は、前記第２のＲＡＴと関連づけられた複数のノードＢが最新
で獲得されたチャネルを備える、Ｃ１９に記載の装置。
　　［Ｃ２４］　前記情報は、システム選択データベースによって規定された順序ですべ
てのスキャンされていないチャネルを備える、Ｃ１９に記載の装置。
　　［Ｃ２５］　サーチをするように構成された前記少なくとも１つのプロセッサは、特
定の順序で前記情報を使用することを備える、Ｃ１９に記載の装置。
　　［Ｃ２６］　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが
できるユーザ機器（ＵＥ）における無線通信のためのコンピュータプログラムプロダクト
であって、前記方法は、格納された複数の命令を有するコンピュータ可読媒体を備え、前
記命令は、１つまたは複数のプロセッサによって、
　前記第２のＲＡＴの呼び出しのために前記第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るための
呼び出しセットアッププロシージャを開始することと、
　前記ＵＥで集められた情報を使用して前記呼び出しをセットアップするために前記第２
のＲＡＴの第２のノードＢをサーチすることと、
　前記第２のノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実行することと、
　が実行可能である、
　コンピュータプログラムプロダクト。
　　［Ｃ２７］　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された計測対象からの複数の
候補を備える、Ｃ２６に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
　　［Ｃ２８］　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された近隣リストを備え、前
記近隣リストは、前記第２のＲＡＴと関連づけられた複数のノードＢを備える、Ｃ２６に
記載のコンピュータプログラムプロダクト。
　　［Ｃ２９］　前記近隣リストは、ＳＩＢ６（ＵＴＲＡＮ）、ＳＩＢ７（ＧＥＲＡＮ）
、またはＳＩＢ８（１ｘＲＴＴ）にリストされた複数のノードＢを備える、Ｃ２８に記載
のコンピュータプログラムプロダクト。
　　［Ｃ３０］　前記情報は、前記第２のＲＡＴと関連づけられた複数のノードＢが最新
で獲得されたチャネルを備える、Ｃ２６に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
　　［Ｃ３１］　前記情報は、システム選択データベースによって規定された順序ですべ
てのスキャンされていないチャネルを備える、Ｃ２６に記載のコンピュータプログラムプ
ロダクト。
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　　［Ｃ３２］　サーチすることは、特定の順序で前記情報を使用することを備える、Ｃ
２６に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
　　［Ｃ３３］　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが
できるユーザ機器（ＵＥ）における無線通信のための方法であって、前記方法は、
　前記第１のＲＡＴを使用して呼び出しセットアッププロシージャを開始することと、
　前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定することと、
　前記第１のＲＡＴを使用して前記呼び出しセットアッププロシージャを再度試みる前に
待機するための設定期間の表示を受信することと、
　前記設定期間がしきい値を超える場合には、前記第２のＲＡＴ上で前記呼び出しセット
アッププロシージャを試みることと、
　を備える方法。
　　［Ｃ３４］　前記設定期間が前記しきい値以下である場合、前記設定期間が経過した
後で前記第１のＲＡＴを使用して前記呼び出しセットアッププロシージャを再度試みるこ
とをさらに備える、Ｃ３３に記載の方法。
　　［Ｃ３５］　前記設定期間が経過する前に、「呼び出し中」表示を受信することをさ
らに備える、Ｃ３４に記載の方法。
　　［Ｃ３６］　前記第１のＲＡＴは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）を備え
る、Ｃ３３に記載の方法。
　　［Ｃ３７］　前記第２のＲＡＴは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ＲＡＴ、モバイル
のためのグローバルシステム（ＧＳＭ）ＲＡＴ、およびユニバーサル・モバイル通信シス
テム（ＵＭＴＳ）ＲＡＴ、のうちの少なくとも１つを備える、Ｃ３３に記載の方法。
　　［Ｃ３８］　前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定す
ることは、前記第１のＲＡＴにおける前記呼び出しセットアッププロシージャのために使
用されたサービスの利用不可能性により前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗し
たという表示を受信することを備える、Ｃ３３に記載の方法。
　　［Ｃ３９］　前記しきい値は、前記ＵＥのユーザ、前記ＵＥのマニファクチュアラ、
ネットワークのオペレータ、およびオーバ・ザ・エア（ＯＴＡ）のうち少なくとも１つに
よって設定可能である、Ｃ３３に記載の方法。
　　［Ｃ４０］　前記呼び出しセットアッププロシージャは、前記第２のＲＡＴの呼び出
しのために前記第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るためのものである、Ｃ３３に記載の
方法。
　　［Ｃ４１］　試みることは、
　前記ＵＥで集められた情報を使用して前記呼び出しをセットアップするために前記第２
のＲＡＴの第２のノードＢをサーチすることと、
　前記第２のノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実行することと、
　を備える、Ｃ４０に記載の方法。
　　［Ｃ４２］　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された計測対象からの複数の
候補を備える、Ｃ３３に記載の方法。
　　［Ｃ４３］　サーチすることは、特定の順序で前記情報を使用することを備える、Ｃ
３３に記載の方法。
　　［Ｃ４４］　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが
できるユーザ機器（ＵＥ）における無線通信のための装置であって、前記方法は、
　前記第１のＲＡＴを使用して呼び出しセットアッププロシージャを開始するための手段
と、
　前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定するための手段と
、
　前記第１のＲＡＴを使用して前記呼び出しセットアッププロシージャを再度試みる前に
待機するための設定期間の表示を受信するための手段と、
　前記設定期間がしきい値を超える場合には、前記第２のＲＡＴ上で前記呼び出しセット
アッププロシージャを試みるための手段と、
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　を備える装置。
　　［Ｃ４５］　前記設定期間が前記しきい値以下である場合、前記設定期間が経過した
後で前記第１のＲＡＴを使用して前記呼び出しセットアッププロシージャを再度試みるた
めの手段をさらに備える、Ｃ４４に記載の装置。
　　［Ｃ４６］　前記設定期間が経過する前に、「呼び出し中」表示を受信するための手
段をさらに備える、Ｃ４５に記載の装置。
　　［Ｃ４７］　前記第１のＲＡＴは、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）を備え
る、Ｃ４４に記載の装置。
　　［Ｃ４８］　前記第２のＲＡＴは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ＲＡＴ、モバイル
のためのグローバルシステム（ＧＳＭ）ＲＡＴ、およびユニバーサル・モバイル通信シス
テム（ＵＭＴＳ）ＲＡＴ、のうちの少なくとも１つを備える、Ｃ４４に記載の装置。
　　［Ｃ４９］　前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定す
るための手段は、前記第１のＲＡＴにおける前記呼び出しセットアッププロシージャのた
めに使用されたサービスの利用不可能性により前記呼び出しセットアッププロシージャが
失敗したという表示を受信するための手段を備える、Ｃ４４に記載の装置。
　　［Ｃ５０］　前記しきい値は、前記ＵＥのユーザ、前記ＵＥのマニファクチュアラ、
ネットワークのオペレータ、およびオーバ・ザ・エア（ＯＴＡ）のうち少なくとも１つに
よって設定可能である、Ｃ４４に記載の装置。
　　［Ｃ５１］　前記呼び出しセットアッププロシージャは、前記第２のＲＡＴの呼び出
しのために前記第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るためのものである、Ｃ４４に記載の
装置。
　　［Ｃ５２］　前記試みるための手段は、
　前記ＵＥで集められた情報を使用して前記呼び出しをセットアップするために前記第２
のＲＡＴの第２のノードＢをサーチするための手段と、
　前記第２のノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実行するための手段と
、
　を備える、Ｃ５１に記載の装置。
　　［Ｃ５３］　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された計測対象からの複数の
候補を備える、Ｃ４４に記載の装置。
　　［Ｃ５４］　前記サーチするための手段は、特定の順序で前記情報を使用するための
手段を備える、Ｃ４４に記載の装置。
　　［Ｃ５５］　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが
できるユーザ機器（ＵＥ）における無線通信のための装置であって、前記方法は、
　　　前記第１のＲＡＴを使用して呼び出しセットアッププロシージャを開始するように
、
　　　前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定するように、
　　　前記第１のＲＡＴを使用して前記呼び出しセットアッププロシージャを再度試みる
前に待機するための設定期間の表示を受信するように、
　　　前記設定期間がしきい値を超える場合には、前記第２のＲＡＴ上で前記呼び出しセ
ットアッププロシージャを試みるように、
　構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサと結合されるメモリと、
　を備える装置。
　　［Ｃ５６］　前記設定期間が前記しきい値以下である場合、前記少なくとも１つのプ
ロセッサは、前記設定期間が経過した後で前記第１のＲＡＴを使用して前記呼び出しセッ
トアッププロシージャを再度試みるように構成される、Ｃ５５に記載の装置。
　　［Ｃ５７］　前記設定期間が経過する前に、前記少なくとも１つのプロセッサは、「
呼び出し中」表示を受信するように構成される、Ｃ５６に記載の装置。
　　［Ｃ５８］　前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定す
るように構成された前記少なくとも１つのプロセッサは、前記第１のＲＡＴにおける前記
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呼び出しセットアッププロシージャのために使用されたサービスの利用不可能性により前
記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したという表示を受信することを備える、Ｃ
５５に記載の装置。
　　［Ｃ５９］　前記しきい値は、前記ＵＥのユーザ、前記ＵＥのマニファクチュアラ、
ネットワークのオペレータ、およびオーバ・ザ・エア（ＯＴＡ）のうちの少なくとも１つ
によって設定可能である、Ｃ５５に記載の装置。
　　［Ｃ６０］　前記呼び出しセットアッププロシージャは、前記第２のＲＡＴの呼び出
しのために前記第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るためのものである、Ｃ５５に記載の
装置。
　　［Ｃ６１］
　試みるように構成された前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ＵＥで集められた情報を使用して前記呼び出しをセットアップするために前記第２
のＲＡＴの第２のノードＢをサーチすることと、
　前記第２のノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実行することと、
　を備える、Ｃ６０に記載の装置。
　　［Ｃ６２］　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された計測対象からの複数の
候補を備える、Ｃ５５に記載の装置。
　　［Ｃ６３］　前記サーチするための手段は、特定の順序で前記情報を使用するための
手段を備える、Ｃ５５に記載の装置。
　　［Ｃ６４］　第１および第２の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して通信することが
できるユーザ機器（ＵＥ）における無線通信のためのコンピュータプログラムプロダクト
であって、前記方法は、複数の命令が格納されたコンピュータ可読媒体を備え、前記命令
は１つまたは複数のプロセッサによって、
　前記第１のＲＡＴを使用して呼び出しセットアッププロシージャを開始することと、
　前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定することと、
　前記第１のＲＡＴを使用して前記呼び出しセットアッププロシージャを再度試みる前に
待機するための設定期間の表示を受信することと、
　前記設定期間がしきい値を超える場合には、前記第２のＲＡＴ上で前記呼び出しセット
アッププロシージャを試みることと、
　が実行可能である、
　コンピュータプログラムプロダクト。
　　［Ｃ６５］　前記設定期間が前記しきい値以下である場合、前記設定期間が経過した
後で前記第１のＲＡＴを使用して前記呼び出しセットアッププロシージャを再度試みるた
めの命令をさらに備える、Ｃ６４に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
　　［Ｃ６６］　前記設定期間が経過する前に、「呼び出し中」表示を受信するための命
令をさらに備える、Ｃ６５に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
　　［Ｃ６７］　前記呼び出しセットアッププロシージャが失敗したということを決定す
るための命令は、前記第１のＲＡＴにおける前記呼び出しセットアッププロシージャのた
めに使用されたサービスの利用不可能性により前記呼び出しセットアッププロシージャが
失敗したという表示を受信するための命令を備える、Ｃ６４に記載のコンピュータプログ
ラムプロダクト。
　　［Ｃ６８］　前記しきい値は、前記ＵＥのユーザ、前記ＵＥのマニファクチュアラ、
ネットワークのオペレータ、およびオーバ・ザ・エア（ＯＴＡ）のうちの少なくとも１つ
によって設定可能である、Ｃ６４に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
　　［Ｃ６９］　前記呼び出しセットアッププロシージャは、前記第２のＲＡＴの呼び出
しのために前記第１のＲＡＴの第１のノードＢを去るためのものである、Ｃ６４に記載の
コンピュータプログラムプロダクト。
　　［Ｃ７０］　前記試みるための命令は、
　前記ＵＥで集められた情報を使用して前記呼び出しをセットアップするために前記第２
のＲＡＴの第２のノードＢをサーチするための命令と、
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　前記第２のノードＢを用いてネットワーク獲得オペレーションを実行するための命令と
、
　を備える、
　Ｃ６９に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
　　［Ｃ７１］　前記情報は、前記第１のノードＢから受信された計測対象からの複数の
候補を備える、Ｃ６４に記載のコンピュータプログラムプロダクト。
　　［Ｃ７２］　前記サーチするための命令は、特定の順序で前記情報を使用するための
命令を備える、Ｃ６４に記載のコンピュータプログラムプロダクト。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図５Ａ】
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【図６】 【図６Ａ】



(28) JP 5770293 B2 2015.8.26

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｈ０４Ｍ   1/00     (2006.01)           Ｈ０４Ｍ    1/00     　　　Ｒ        　　　　　

(31)優先権主張番号  61/382,702
(32)優先日　　　　  平成22年9月14日(2010.9.14)
(33)優先権主張国　  米国(US)

前置審査

(72)発明者  ラマチャンドラン、シャマル
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１、サン・ディエゴ、モアハウス・ドライブ　５７
            ７５
(72)発明者  クリンゲンブラン、トマス
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２１、サン・ディエゴ、モアハウス・ドライブ　５７
            ７５

    審査官  望月　章俊

(56)参考文献  特開２０１０－１７８２０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－３５２８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２０９６３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－５６９３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              Qualcomm Europe，Handling of failure at inter-RAT redirection，[online]，3GPP TSG-RAN 
              WG2 #65bis，２００９年　３月２３日，R2-092037，インターネット <URL: http://www.3gpp.or
              g/ftp/tsg_ran/WG2_RL2/TSGR2_65bis/Docs/R2-092037.zip>

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｗ４／００－Ｈ０４Ｗ９９／００
              Ｈ０４Ｂ７／２４－Ｈ０４Ｂ７／２６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

