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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ジェネリックアクセスネットワーク（ＧＡＮ）を含むネットワーク環境に配置されたユ
ーザー機器（ＵＥ）装置により、ＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択する方法であっ
て、該方法は、
　該ＧＡＮへの送信のために、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を該ＵＥ装置により生成
することと、
　該ＦＱＤＮの送信に応答して、該ＧＡＮから一以上のインターネット・プロトコル（Ｉ
Ｐ）アドレスを取得することであって、各ＩＰアドレスは、パブリックランドモバイルネ
ットワーク（ＰＬＭＮ）と動作可能に結合したＧＡＮＣノードに対応する、ことと、
　ＧＡＮを介してそれに動作可能に結合されたＰＬＭＮへのアクセスサービスを取得する
ための少なくとも一つのＧＡＮＣノードを、該ＵＥ装置により認証することと
　を含む方法。
【請求項２】
　前記ＰＬＭＮが、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）ネットワークと、モバイル通
信進化のためのグローバルシステム（ＧＳＭ）用拡張データ伝送速度（ＥＤＧＥ）ネット
ワークと、第３世代移動体通信規格化プロジェクト（３ＧＰＰ）に適合したネットワーク
と、統合デジタル拡張ネットワーク（ＩＤＥＮ）と、符号分割多重アクセス方式（ＣＤＭ
Ａ）ネットワークと、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）ネットワークと、汎
用地上無線アクセネットワーク（ＵＴＲＡＮ）のうちの一つを含む、請求項１に記載の、
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ネットワーク環境に配置されたＵＥ装置によりＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択す
る方法。
【請求項３】
　前記少なくとも一つのＧＡＮＣノードが、無線ローカルエリア・ネットワーク（ＷＬＡ
Ｎ）規格に適合した周波数帯域で動作可能であり、該規格は、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｂ
規格、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａ規格、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｇ規格、ＨｉｐｅｒＬａ
ｎ規格、ＨｉｐｅｒＬａｎ　ＩＩ規格、Ｗｉ－Ｍａｘ規格、ＯｐｅｎＡｉｒ規格、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ規格のうちの少なくとも一つから選択されたものである、請求項１に記載の
、ネットワーク環境に配置されたＵＥ装置によりＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択
する方法。
【請求項４】
　前記ＵＥ装置が、ルートネットワークアクセス識別子（ＮＡＩ）を用いて前記少なくと
も一つのＧＡＮＣノードを認証する、請求項１に記載の、ネットワーク環境に配置された
ＵＥ装置によりＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択する方法。
【請求項５】
　前記ＵＥ装置が、代替ネットワークアクセス識別子（ＮＡＩ）を用いて前記少なくとも
一つのＧＡＮＣノードを認証する、請求項１に記載の、ネットワーク環境に配置されたＵ
Ｅ装置によりＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択する方法。
【請求項６】
　前記ＵＥ装置が、デコレ－テッドネットワークアクセス識別子（ＮＡＩ）を用いて前記
少なくとも一つのＧＡＮＣノードを認証する、請求項１に記載の、ネットワーク環境に配
置されたＵＥ装置によりＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択する方法。
【請求項７】
　前記ＦＱＤＮが、前記ＵＥ装置によって、拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）の認証手順を
経て取得されたＰＬＭＮのリストを用いて作成される、請求項１に記載の、ネットワーク
環境に配置されたＵＥ装置によりＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択する方法。
【請求項８】
　前記ＦＱＤＮが、前記ＵＥ装置によって、携帯電話帯域スキャニング手順を経て発見さ
れたＰＬＭＮのリストを用いて作成される、請求項１に記載の、ネットワーク環境に配置
されたＵＥ装置によりＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択する方法。
【請求項９】
　前記ＦＱＤＮが、前記ＵＥ装置によって、一般的な人の読み取れるＴＣＰ／ＩＰアドレ
ス形式を用いて作成される、請求項１に記載の、ネットワーク環境に配置されたＵＥ装置
によりＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択する方法。
【請求項１０】
　前記ＦＱＤＮが、前記ＵＥ装置によって、ホームＧＡＮＣノードに対応したＴＣＰ／Ｉ
Ｐアドレスを用いて作成される、請求項１に記載の、ネットワーク環境に配置されたＵＥ
装置によりＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択する方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも一つのＧＡＮＣノードが、前記ＧＡＮに結合した単独の実際のＧＡＮＣ
上の仮想パーティションとして達成される、請求項１に記載の、ネットワーク環境に配置
されたＵＥ装置によりＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択する方法。
【請求項１２】
　ジェネリックアクセスネットワーク（ＧＡＮ）を含むネットワーク環境に配置されたユ
ーザー機器（ＵＥ）装置により、ＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択するシステムで
あって、該システムは、
　該ＧＡＮへの送信のために、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を該ＵＥ装置により作成
する、該ＵＥ装置に関連する手段と、
　該ＧＡＮで受信した該ＦＱＤＮに応答して動作可能であり、該ＧＡＮによってサポート
される一以上のインターネット・プロトコル（ＩＰ）アドレスを提供する手段であって、
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各ＩＰアドレスは、パブリックランドモバイルネットワーク（ＰＬＭＮ）と動作可能に結
合したＧＡＮＣノードに対応する、手段と、
　該ＧＡＮを介してそれに動作可能に結合したＰＬＭＮへのアクセスサービスを取得する
ための少なくとも一つのＧＡＮＣノードを、該ＵＥ装置により認証する手段と
　を備えたシステム。
【請求項１３】
　前記ＰＬＭＮが、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）ネットワークと、モバイル通
信進化のためのグローバルシステム（ＧＳＭ）用拡張データ伝送速度（ＥＤＧＥ）ネット
ワークと、第３世代移動体通信規格化プロジェクト（３ＧＰＰ）に適合したネットワーク
と、統合デジタル拡張ネットワーク（ＩＤＥＮ）と、符号分割多重アクセス方式（ＣＤＭ
Ａ）ネットワークと、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）ネットワークと、汎
用地上無線アクセネットワーク（ＵＴＲＡＮ）のうちの一つを含む、請求項１２に記載の
、ネットワーク環境に配置されたＵＥ装置によりＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択
するシステム。
【請求項１４】
　前記少なくとも一つのＧＡＮＣノードが、無線ローカルエリア・ネットワーク（ＷＬＡ
Ｎ）規格に適合した周波数帯域で動作可能であり、該規格は、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｂ
規格、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａ規格、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｇ規格、ＨｉｐｅｒＬａ
ｎ規格、ＨｉｐｅｒＬａｎ　ＩＩ規格、Ｗｉ－Ｍａｘ規格、ＯｐｅｎＡｉｒ規格、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ規格のうちの少なくとも一つから選択されたものである、請求項１２に記載
の、ネットワーク環境に配置されたＵＥ装置によりＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選
択するシステム。
【請求項１５】
　前記ＵＥ装置に関連した、認証を行う手段が、ルートネットワークアクセス識別子（Ｎ
ＡＩ）を用いて、前記少なくとも一つのＧＡＮＣノードを認証する手段を含む、請求項１
２に記載の、ネットワーク環境に配置されたＵＥ装置によりＧＡＮコントローラ（ＧＡＮ
Ｃ）を選択するシステム。
【請求項１６】
　前記ＵＥ装置に関連した、認証を行う手段が、代替ネットワークアクセス識別子（ＮＡ
Ｉ）を用いて前記少なくとも一つのＧＡＮＣノードを認証する手段を含む、請求項１２に
記載の、ネットワーク環境に配置されたＵＥ装置によりＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）
を選択するシステム。
【請求項１７】
　前記ＵＥ装置に関連した、認証を行う手段が、デコレ－テッドネットワークアクセス識
別子（ＮＡＩ）を用いて、前記少なくとも一つのＧＡＮＣノードを認証する手段を含む、
請求項１２に記載の、ネットワーク環境に配置されたＵＥ装置によりＧＡＮコントローラ
（ＧＡＮＣ）を選択するシステム。
【請求項１８】
　前記ＵＥ装置に関連した、作成を行う手段が、拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）の認証手
順を経て取得されたＰＬＭＮのリストに基づいて、前記ＦＱＤＮを作成する手段を含む、
請求項１２に記載の、ネットワーク環境に配置されたＵＥ装置によりＧＡＮコントローラ
（ＧＡＮＣ）を選択するシステム。
【請求項１９】
　前記ＵＥ装置に関連した、作成を行う手段が、携帯電話帯域スキャニング手順を経て発
見されたＰＬＭＮのリストに基づいて該ＦＱＤＮを作成する手段を含む、請求項１２に記
載の、ネットワーク環境に配置されたＵＥ装置によりＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を
選択するシステム。
【請求項２０】
　前記ＵＥ装置に関連した、作成を行う手段が、一般的な人の読み取れるＴＣＰ／ＩＰア
ドレス形式に基づいて前記ＦＱＤＮを作成する手段を含む、請求項１２に記載の、ネット
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ワーク環境に配置されたＵＥ装置によりＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択するシス
テム。
【請求項２１】
　前記ＵＥ装置に関連した、作成を行う手段が、ホームＧＡＮＣノードに対応したＴＣＰ
／ＩＰアドレスに基づいて、前記ＦＱＤＮを作成する手段を含む、請求項１２に記載の、
ネットワーク環境に配置されたＵＥ装置によりＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択す
るシステム。
【請求項２２】
　前記少なくとも一つのＧＡＮＣノードが、前記ＧＡＮに結合されている単独の実際のＧ
ＡＮＣ上の仮想パーティションとして達成される、請求項１２に記載の、ネットワーク環
境に配置されたＵＥ装置によりＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択するシステム。
【請求項２３】
　ジェネリックアクセスネットワーク（ＧＡＮ）を含むネットワーク環境に配置されたＧ
ＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択可能なユーザー機器（ＵＥ）装置であって、該装置
は、
　該ＵＥ装置による該ＧＡＮへの送信のための完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を作成す
る論理モジュールと、
　該ＧＡＮから取得された一以上のインターネット・プロトコル（ＩＰ）アドレスに応答
して動作可能であり、ＧＡＮを介してそれに動作可能に結合されたＰＬＭＮへのアクセス
サービスを取得するための少なくとも一つのＧＡＮＣノードを認証する論理モジュールで
あって、各ＩＰアドレスは、パブリックランドモバイルネットワーク（ＰＬＭＮ）と動作
可能に結合されたＧＡＮＣノードに対応する、論理モジュールと
　を備えたＵＥ装置。
【請求項２４】
　前記認証を行う論理モジュールが、ルートネットワークアクセス識別子（ＮＡＩ）を用
いて、前記少なくとも一つのＧＡＮＣノードを認証可能なロジックを含む、請求項２３に
記載の、ネットワーク環境に配置されたＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択可能なＵ
Ｅ装置。
【請求項２５】
　前記認証を行う論理モジュールが、代替ネットワークアクセス識別子（ＮＡＩ）を用い
て、前記少なくとも一つのＧＡＮＣノードを認証可能なロジックを含む、請求項２３に記
載の、ネットワーク環境に配置されたＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択可能なＵＥ
装置。
【請求項２６】
　前記認証を行う論理モジュールが、デコレ－テッドネットワークアクセス識別子（ＮＡ
Ｉ）を用いて、前記少なくとも一つのＧＡＮＣノードを認証可能なロジックを含む、請求
項２３に記載の、ネットワーク環境に配置されたＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択
可能なＵＥ装置。
【請求項２７】
　前記ＦＱＤＮを作成する前記論理モジュールが、拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）の認証
手順を経て取得されたＰＬＭＮのリストに基づいて、前記ＦＱＤＮを作成可能なロジック
を含む、請求項２３に記載の、ネットワーク環境に配置されたＧＡＮコントローラ（ＧＡ
ＮＣ）を選択可能なＵＥ装置。
【請求項２８】
　前記ＦＱＤＮを作成する前記論理モジュールが、携帯電話帯域スキャニング手順を経て
発見されたＰＬＭＮのリストに基づいて、該ＦＱＤＮを作成可能なロジックを含む、請求
項２３に記載の、ネットワーク環境に配置されたＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択
可能なＵＥ装置。
【請求項２９】
　前記ＦＱＤＮを作成する前記論理モジュールが、一般的な人の読み取れるＴＣＰ／ＩＰ



(5) JP 4751399 B2 2011.8.17

10

20

30

40

50

アドレス形式に基づいて、該ＦＱＤＮを作成可能なロジックを含む、請求項２３に記載の
、ネットワーク環境に配置されたＧＡＮコントローラ（ＧＡＮＣ）を選択可能なＵＥ装置
。
【請求項３０】
　前記ＦＱＤＮを作成する前記論理モジュールが、前記ＵＥ装置に対応するホームＧＡＮ
Ｃノードに対応したＴＣＰ／ＩＰアドレスに基づいて、該ＦＱＤＮを作成可能なロジック
を含む、請求項２３に記載の、ネットワーク環境に配置されたＧＡＮコントローラ（ＧＡ
ＮＣ）を選択可能なＵＥ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本特許の開示は、一般に通信ネットワークに関するものである。より詳しく言えば、そ
れに限定するつもりはないないが、本特許出願は、広域携帯電話ネットワーク（ＷＡＣＮ
）空間と相互接続され得るジェネリックアクセスネットワーク（ＧＡＮ）空間で動作可能
なユーザー機器（ＵＥ）装置による、コントローラの発見および選択のための方式（ｓｃ
ｈｅｍｅ）に向けられている。
【背景技術】
【０００２】
　無線アクセスネットワークは、さまざまな電気通信ネットワーク環境の重要な要素とな
ってきている。企業のネットワークについては、それらは、ポータブル・コンピュータや
携帯端末を持つ労働者に、また同様の装置を携帯するゲストや派遣労働者に、ネットワー
ク資源への便利なアクセスを提供している。また、それらは、設備が頻繁に移動または変
更される環境において、イーサネット（登録商標）ジャックを物理的に移転させることに
対して、費用効果の高い代替策を提供している。さらに、多様な通信／コンピュータ機器
で使用可能な無線アクセスポイントは、例えばホテル、空港、レストラン、コーヒーショ
ップなどの公共の環境では、至る所に存在するようになっている。高速インターネットア
クセスの増加とともに、ユーザーの家庭でのアクセスポイントの利用もまた想定として描
かれ、他のアプリケーションに向けて開始されている。
【０００３】
　同時に、ユーザー機器（ＵＥ）装置の分野では、無線アクセスネットワークの提供する
機能を利用するための開発がいくつか進められている。特に興味深いのは、携帯電話に無
線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）等の無線アクセスネットワークとのインター
フェイス機能を融合させたものである。そのような「デュアルモード」機器が利用可能と
なってきている状態で、一つのタイプのネットワークから他のタイプのものへのサービス
の効率的な引渡しを容易にするよう、携帯電話ネットワークとＷＬＡＮとの間の相互作用
メカニズムが必要になるだろう。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本特許の開示は、ジェネリックアクセスネットワーク（ＧＡＮ）を含むネットワーク環
境に配置されるユーザー機器（ＵＥ）装置によってＧＡＮコントローラを選択する方式に
向けられている。ＵＥ装置によるクエリ要求に応答して、一以上のＧＡＮＣノードのＩＰ
アドレスが取得され、各ＧＡＮＣノードは、特定のパブリックランドモバイルネットワー
ク（ＰＬＭＮ）にアクセスするためのものである。そしてＵＥ装置は、少なくとも一つの
ＧＡＮＣノードを、それに結合されたＰＬＭＮへのアクセスサービスを取得するために認
証する。
【０００５】
　一つの側面において、ＧＡＮＣ選択方法が開示されおり、該方法は、ＧＡＮへの送信の
ために、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）をＵＥ装置によって作成すること、ＦＱＤＮの
送信に応答して、ＧＡＮから一以上のインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを取得
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することであって、各ＩＰアドレスが、ＰＬＭＮに動作可能に結合されたＧＡＮＣノード
に対応することと、ＧＡＮＣノードに動作可能に結合されたＰＬＭＮへのＧＡＮ経由のア
クセスサービスを取得するための少なくとも一つのＧＡＮＣノードをＵＥ装置によって認
証することとを包含している。
【０００６】
　もう一つの側面において、ＧＡＮＣ選択システムが開示されており、該システムは、Ｇ
ＡＮへの送信ために完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）をＵＥ装置により作成する、該ＵＥ
装置に関連する手段と、ＧＡＮで受信されたＦＱＤＮに応答して動作し、該ＧＡＮによっ
てサポートされる一以上のＩＰアドレスを提供する手段であって、各ＩＰアドレスはＰＬ
ＭＮに動作可能に結合されたＧＡＮＣノードに対応する、手段と、該ＧＡＮを介してそれ
に動作可能に結合されたＰＬＭＮへのアクセスサービスを取得する少なくとも一つのＧＡ
ＮＣノードを認証する、該ＵＥ装置に関連する手段とを備えている。
【０００７】
　さらにもう一つの側面において、ＧＡＮを含むネットワーク環境に配置されたＧＡＮＣ
ノードを選択するＵＥ装置が開示されている。該ＵＥ装置は、ＧＡＮへの送信のために完
全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を作成可能な論理モジュールと、該ＧＡＮから取得された
一以上のＩＰアドレスに応答して動作可能であり、各ＩＰアドレスがＰＬＭＮに動作可能
に結合されたＧＡＮＣノードに対応する、論理モジュールであって、該ＧＡＮを介してそ
れに動作可能に結合されたＰＬＭＮへのアクセスサービスを取得するための少なくとも一
つのＧＡＮＣノードを認証する論理モジュールとを備えている。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　本特許開示のシステムおよび方法は、最良の実施形態がどのようになされ、かつ用いら
れるかの様々な例を参照しながら述べられる。類似した参照番号が明細書およびいくつか
の図面で、類似のあるいは対応する部分を示すために使用され、種々の要素は必ずしも正
確なスケールで描かれていない。さて、図面、特に図１を参照すると、そこには、本特許
開示の一実施形態が実行される汎用の模範的なネットワーク環境１００が描かれている。
ユーザー機器（ＵＥ）装置１０２は、どのようなポータブルコンピュータ（例えば、ラッ
プトップ、パルムトップ、または携帯用コンピュータ機器）も、または移動通信機器（例
えば、携帯電話、またはメッセージの受送信、ウェブ閲覧等が可能なデータ対応携帯端末
）、またはどのような拡張された携帯情報端末（ＰＤＡ）機器、またはメール、ビデオメ
ール、インターネットアクセス、企業データのアクセス、メッセージング、カレンダリン
グとスケジューリング、情報管理等が可能な総合的な情報家電が含まれ、それは一まはた
それ以上の動作モードで動作可能であることが望ましい。例えば、ＵＥ装置１０２は、携
帯電話帯周波数および無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）帯域で、あるいはＷ
ＬＡＮ帯域のみで動作することができる。さらに、ＵＥ装置が無線で動作できる他の帯域
には、Ｗｉ－Ｍａｘ帯域、または一以上の衛星帯域を含み得る。また、ネットワーク環境
１００は、ＵＥ装置１０２にサービスを提供可能な三つの広義のカテゴリの通信空間から
成る。広域携帯電話ネットワーク（ＷＡＣＮ）空間１０４には、パケット交換データサー
ビスを含む、あるいは含まない携帯電話サービスを提供する機能を持つパブリックランド
モバイルネットワーク（ＰＬＭＮ）がいくつでも存在し得る。サービスエリアとユーザー
が動き回っているかとに依存して、ＷＡＣＮ空間１０４には、多くのホームネットワーク
（例えば、ホームＰＬＭＮまたはＨＰＬＭＮ）１１０、訪問ネットワーク（例えば、ＶＰ
ＬＭＮ）１１２が含まれ、それぞれがホームロケーションレジスター（ＨＬＲ）ノード１
１５、移動交換局（ＭＳＣ）ノード１１６等の適切なインフラを持つ。ＷＡＣＮ空間１０
４は、モバイル通信ベースキャリアネットワークのためのグローバルシステム（ＧＳＭ）
の携帯電話インフラを用いて、携帯端末のためのパケット無線アクセスを提供する汎用パ
ケット無線サービス（ＧＰＲＳ）ネットワークも含み得るので、サービングＧＰＲＳサポ
ートノード（ＳＧＳＮ）１１４もここに例示されている。また、一般化すると、ＷＡＣＮ
空間１０４のＰＬＭＮは、ＧＳＭ進化のための拡張データ伝送速度（ＥＤＧＥ）のネット
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ワーク、統合デジタル拡張通信（ＩＤＥＮ）、符号分割多重アクセス方式（ＣＤＭＡ）ネ
ットワーク、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）ネットワーク、または第３世
代移動体通信規格化（３ＧＰＰ）に適合したネットワーク（例えば、３ＧＰＰまたは３Ｇ
ＰＰ２）、汎用地上無線アクセネットワーク（ＵＴＲＡＮ）のうちの少なくとも一つから
選ばれたネットワークが含まれ、これらはすべて、周知の周波数帯域およびプロトコルで
動作する。
【０００９】
　さらに、ＵＥ装置１０２は、ＷＡＣＮ空間１０４に接続されているアクセスネットワー
ク（ＡＮ）空間１０６からサービスを取得し得る。ある実装例では、ＡＮ空間１０６は、
一以上のジェネリックアクセスネットワーク（ＧＡＮ）１１８およびどのようなタイプの
ＷＬＡＮ構成１２０もが含まれる。ＧＡＮ１１８は、以下にさらに詳しく説明されるが、
ブロードバンドインターネットプロトコル（ＩＰ）ベースのネットワークを使って、ＵＥ
装置１０２とＰＬＭＮコアネットワークの間とのアクセスサービスを提供可能である。Ｗ
ＬＡＮ構成１２０は、アクセスポイント（ＡＰ）または「ホットスポット」経由でＵＥ装
置１０２に狭域の無線接続性を提供し、また、さまざまな規格、例えば、ＩＥＥＥ　８０
２．１１ｂ、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａ、ＩＥＥＥ　８０２．１１ｇ、ＨｉｐｅｒＬａｎ
およびＨｉｐｅｒＬａｎＩＩ規格、Ｗｉ－Ｍａｘ規格、ＯｐｅｎＡｉｒ規格、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ規格等、を用いて実行され得る。
【００１０】
　一実施形態では、ＷＡＣＮ空間とＡＮ空間のインターフェースは、一定の規格に従って
達成できる。例えば、ＧＡＮ１１８は、３ＧＰＰ　ＴＲ　４３．９０１および３ＧＰＰ　
ＴＳ　４３．ｘｘｘドキュメント、および関連する付属文書に規定される手順を用いて、
ＰＬＭＮのコアとのインターフェースを取り得る。同じように、ＷＬＡＮ１２０は、３Ｇ
ＰＰ　ＴＳ２２．２３４、３ＧＰＰ　ＴＳ２３．２３４および３ＧＰＰ　ＴＳ　２４．２
３４ドキュメント、および関連する付属文書に規定される手順を用いて、ＰＬＭＮのコア
とのインターフェースを取り得、従って、相互接続するＷＬＡＮ（Ｉ－ＷＬＡＮ）構成と
言い得る。
【００１１】
　また、ＵＥ装置１０２に狭域の無線接続性を提供するＷＡＣＮ空間１０４と接続されて
いないアクセスネットワーク（ＡＮ）空間１０８が存在するかもしれない。例えば、ＡＮ
空間１０８は、「公共の」アクセスポイント（ホテル、コーヒーショップ、書店、共同住
宅、教育機関等、無料、有料を問わない）、企業のアクセスポイント、そして、ユーザー
はその企業の一員ではないが、少なくとも一部のサービスは認められている訪問（他の企
業）のアクセスポイントを介しての通信のような非３ＧＰＰサービスを提供するＷＬＡＮ
１２２を含むかもしれない。
【００１２】
　ＵＥ装置１０２が配置されるネットワーク環境１００の寄せ集めを考えると、縦型のハ
ンドオーバーメカニズムが、それが、ＰＬＭＮの無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）か
らＧＡＮへ（つまり、ハンドオーバー・イン）、または、ＧＡＮからＰＬＭＮのＲＡＮへ
（すなわち、ハンドオーバー・アウト）と移動しても、ユーザーは通話を続けることがで
きるように存在することが望ましい。そのような機能性を促進し、また、それに関するユ
ーザー体験全般をカスタマイズし、向上させるために、本特許開示は、ＵＥ装置１０２で
動作可能な一連のネットワーク発見および選択手順を提供する。該ＵＥ装置１０２は、一
般的なネットワーク環境１００において、よりカスタマイズ可能なハンドオーバーの通話
行為が途切れなく行われるように、一以上の相関・フィルタリング方式を含む。本開示の
教示を形式化するため、次に図２を参照する。図２では、ネットワーク環境２００の一実
施形態を表しており、これは、図１に図示された一般的なネットワーク環境１００をより
具体的にしたサブセットである。図に描かれているように、ＵＥ装置１０２は、従来のＲ
ＡＮインフラを通じたアクセスを許可する一組のＰＬＭＮを発見し、さらにＵＥ装置１０
２にアクセス可能な一以上のＧＡＮとの接続性を持つために動作可能に配置されている。
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例として、ＧＡＮ－１　２０２－１からＧＡＮ－Ｎ　２０２－Ｎは、本特許開示のために
、一般化されて、何らかの種類のＷＬＡＮおよび／またはＩ－ＷＬＡＮ構成（既知のもの
、またはこれまで未知のもの）も含んでいるが、ＵＥ装置によって発見され得る。ＧＡＮ
は、一以上のＰＬＭＮへの接続性をサポートするものもあれば、全くしないものもある。
サポートするものには、ＵＥ装置１０２に関しては、ＶＰＬＭＮ２０４－１から２０４－
Ｍ、そしてＨＰＬＭＮ（例えばＨＰＬＭＮ２０６）等が含まれる。ＧＡＮ－ＰＬＭＮの接
続性がどこでサポートされているか、特定のＧＡＮの後ろにあるＰＬＭＮのうちどれがＵ
Ｅ装置１０２に見えるか、は、多くの商業的要素、例えばＧＡＮオペレータとＰＬＭＮオ
ペレータの契約の約定等によって決まる。図で説明するように、ＧＡＮ－１　２０２－１
はＶＰＬＭＮ－１　２０４－１とＶＰＬＭＮ－２　２０４－２への接続性をサポートする
。同じように、ＧＡＮ－２　２０２－１はＶＰＬＭＮ－Ｍ　２０４－ＭとＨＰＬＭＮ２０
６への接続性をサポートする。一方、ＧＡＮ－Ｎ　２０２－Ｎは広域ＰＬＭＮへの接続性
を持っていない。
【００１３】
　よく知られているように、それぞれの広域携帯電話ＰＬＭＮは、たくさんのセルとして
構成されており、各セルがセクターを有している（例えば、通常、基地局（ＢＳ）または
セル一つ当たり１２０度のセクターが三つ）。個々のセルには、セルのＩＤが付与されて
いるが、それは基盤となるＷＡＣＮの技術によって異なる。例えば、ＧＳＭネットワーク
では、それぞれのセルに、それらを識別するためにセル・グローバル・アイデンティフケ
ーション（ＣＧＩ）パラメータが付与されている。一群のセルが一般に位置エリア（ＬＡ
）として指定され、ＬＡ識別子（ＬＡＩ）によって識別される。マクロレベルでは、ＰＬ
ＭＮは基盤となる携帯電話技術によって識別される。例えば、ＧＳＭベースのＰＬＭＮは
、モバイルカントリーコード（ＭＣＣ）とモバイルネットワークコード（ＭＮＣ）とから
なる識別子によって識別される。同じように、ＣＤＭＡ／ＴＤＭＡベースのＰＬＭＮは、
システム・アイデンティフィケーション（ＳＩＤ）パラメータによって識別される。サー
ビスを取得したい無線機器（例えばＵＥ装置１０２）が無線ネットワークを識別できるよ
うに、携帯電話インフラとは無関係に、全てのセルはマクロレベルのＰＬＭＮ識別子を発
信する。
【００１４】
　図３は、模範的ネットワークシステム３００の機能ブロック図を表しており、広域携帯
電話ＰＬＭＮ３０６は、ＧＡＮ３０２および関連コントローラ（ＧＡＮＣ）３０４を通じ
てＵＥ装置１０２にアクセスすることができる。基本的に、表示された実施形態では、Ｇ
ＡＮ３０２は、よく知られているＰＬＭＮ３０６のＡ／Ｇｂインターフェースへのアクセ
スを提供するブロードバンドＩＰベースのアクセスネットワークとして動作可能であり、
ＧＡＮＣ３００は、Ｕｐ基準点インターフェース３０３を通じてＧＡＮ３０２と結合する
ネットワークノードである。適切な３ＧＰＰ仕様書に規定されているように、Ｕｐ基準点
３０３は、ＧＡＮＣ３０４とＵＥ装置１０２との間のインターフェースを定義する。ＧＡ
ＮがＧＳＭ／ＥＤＧＥ　ＲＡＮ　（ＧＥＲＡＮ）インフラと共存できるところでは、標準
ＧＥＲＡＮ基地局サブシステム（ＢＳＳ）ネットワーク構成要素によって使われる同じＡ
／Ｇｂインターフェースを通して、コアＰＬＭＮに相互接続する。従って、ＧＡＮＣ３０
４の機能性には、ＧＥＲＡＮ　ＢＳＳ（この図には示されていない）の機能性をエミュレ
ートするために、必要なプロトコル相互接続が含まれる。Ａインターフェース３０５は、
ＧＳＭベースの回路交換（ＣＳ）サービスのインターフェースを定義し、ＧＡＮＣ３０４
とＰＬＭＮ３０６のＭＳＣ３０８の間に配置される。Ｇｂインターフェース３０７は、Ｇ
ＰＲＳベースのパケット交換（ＰＳ）サービスのインターフェースを定義し、ＧＡＮＣ３
０４とＰＬＭＮ３０６のＳＧＳＮ３１０の間に配置される。セキュリティ・ゲートウェイ
（ＳＧＷ）３１１もまたＧＡＮＣ３０４に含まれ、ＧＡＮＣ３０４は、（３ＧＰＰ　ＴＳ
　２３．２３４で定義された）Ｗｍ基準点３０９を通じて、ＰＬＭＮ３０６に配置される
認証、認可、課金管理（ＡＡＡ）プロキシ／サーバーノード３１２にインターフェースさ
れ、そこではＨＬＲ３１６がＡＡＡノード３１２に動作可能に結合されている。
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【００１５】
　作動中、ＧＡＮＣ３０４は、Ａ／Ｇｂインターフェースの観点から見られるように、Ｇ
ＥＲＡＮアーキテクチャの中の基地局コントローラ（ＢＳＣ）の役割を模倣することによ
って、ＧＥＲＡＮ　ＢＳＳネットワーク構成要素としてのコアＰＬＭＮ３０６のように見
える。従って、ＧＡＮＣ３０４が接続しているＰＬＭＮ３０６は、ＧＡＮＣによってサポ
ートされている基盤アクセスメカニズムに気付かない。それはＢＳＣによってサポートさ
れる無線アクセスとは異なる。先に触れたように、ジェネリックアクセス（ＧＡ）対応Ｕ
Ｅ装置１０２とＧＡＮＣ３０４の間に配置されたＧＡＮ３０２は、適切なブロードバンド
ＩＰネットワークによって達成される。ＧＡＮＣ３０４によって提供される全般的機能に
は、以下を含む：
－      Ｕｐインターフェースを超えてのＣＳベアラをＡ－インターフェースを超えての
ＣＳベアラに相互作用させることを含むユーザー・プレーンＣＳサービスであって、ＵＥ
から／へのボイスの適切なトランスコーディング、及びＭＳＣから／へのＰＣＭボイスの
適切なトランスコーディングを含むもの。
－      Ｕｐインターフェースを超えてのデータ伝送チャンネルをＧｂインターフェース
を超えてのパケットフローに相互作用させることを含むユーザー・プレーンＰＳサービス
。
－      以下を含むコントロール・プレーン機能性：（ｉ）共通の認証、暗号化、データ
完全性のための、ＵＥとのセキュアトンネルを設定するためのＳＧＷ、（ｉｉ）ＧＡＮサ
ービスアクセスおよびシステム情報提供のための登録、（ｉｉｉ）ＣＳおよびＰＳサービ
スのためのＧＡＮベアラパスの設定（例えば、ＵＥとＧＡＮＣの間の信号およびユーザー
・プレーン・ベアラの確立、管理および分解）、（ｉｖ）ページングやハンドオーバー等
のための、ＧＳＭ無線資源（ＲＲ）管理およびＧＰＲＳ無線リンク管理（ＲＬＣ）に相当
するＧＡＮ機能。
【００１６】
　図４Ａは、図３に示されたネットワークシステム３００に関連した、ＣＳドメイン信号
プレーンで動作可能なプロトコルスタック４００Ａの一実施形態を表している。同じよう
に、図４Ｂは、ネットワークシステム３００に関連した、ＰＳドメインの信号プレーンで
動作可能なプロトコルスタック４００Ｂの一実施形態を表している。Ａ／Ｇｂインターフ
ェースに関連するジェネリックアクセスおよび関するアーキテクチャの詳細については、
上文で参照され、盛り込まれている米国仮特許出願で定義される、適切な３ＧＰＰ仕様書
に見つけ得る。
【００１７】
　図１および図２について上文で説明したネットワーク環境のような、一般化されたネッ
トワーク環境内で、モザイクのように様々なＧＡＮ／ＷＬＡＮおよびＰＬＭＮが提供され
ると、ＵＥ装置と利用可能なＷＡＣＮ（すなわちＰＬＭＮ）との間のアクセスを提供する
という観点からは、数多くのＧＡＮ／ＧＡＮＣ構成が可能であることは、当業者には明ら
かなはずである。図５Ａは、一実施形態に従って、単一のアクセスネットワーク（ＡＮ）
５０２が複数のＰＬＭＮ５０４－１から５０４－Ｋに接続可能であるネットワーク配置５
００Ａを表している。そこでは各ＰＬＭＮが対応するＧＡＮＣによってサポートされてい
る。例証のために、ＡＮ５０２はＧＡＮとして一般化される。該ＧＡＮは上述されたＧＡ
ＮＣプロトコルで動作可能なＷＬＡＮであり得、そこでは、複数のＵｐインターフェース
５０３－１から５０３－ＫがＧＡＮＣとの連結のためにサポートされている。参照番号５
０６－１から５０６－Ｋは、複数の独立したＧＡＮＣノードを指しており、それぞれが関
連する特定のＰＬＭＮとのインターフェースに使われる。ＭＳＣ５０８－１から５０８－
ＫとＳＧＳＮ５１０－１から５１０－Ｋは、それぞれのＰＬＭＮのインフラを例示してい
る。各ＰＬＭＮにはＳＧＳＮノードが備わっているが、本開示の目的にとっては、それは
必要条件ではなく、ＰＬＭＮ５０４－１から５０４－Ｋは、異なる広域携帯電話、プロト
コル、規格によって実施できることを当業者は認識するはずである。
【００１８】
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　さて図５Ｂを参照すると、複数のバーチャルＧＡＮＣパーティション５５２－１から５
５２－Ｋをサポートする単独の実際のＧＡＮＣ５５０を通して、ＡＮ５０２（ＧＡＮまた
は無線ＬＡＮ）が複数のＰＬＭＮ５０４－１から５０４－Ｋに接続可能な別のネットワー
ク構成５００Ｂを表している。各バーチャルＧＡＮＣ（ＶＧＡＮＣ）は、独立して、対応
するＰＬＭＮに必要なＡ／Ｇｂインターフェース機能を提供することができる。従って、
論理ＧＡＮＣがつながる一つのＰＬＭＮ毎に、論理ＧＡＮＣが一つ存在することになる。
このような展開は、ＷＬＡＮ接続性をサポートするＰＬＭＮが、独自のＧＡＮＣに対する
必要性を見出さず、それら自身のＧＡＮＣを動作させない場合に使われる。
【００１９】
　以上の議論に基づき、当然ながらＧＡＮアーキテクチャは、既存のプロトコル、例えば
ＧＰＲＳ等を利用することによって、ＷＬＡＮを３ＧＰＰ対応ＷＡＣＮに相互に作用させ
るための一般化されたフレームワークを提供する。それによって、コアにおいては適合ま
たは規格化作業を行う必要がほとんど、または全くない。これで、シグナル伝達とユーザ
ー・プレーンのトラフィックの無損傷を維持しつつ、ＧＡＮ／ＷＬＡＮから３ＧＰＰ対応
ＷＡＣＮへ、またその逆へ、サービスをハンドオーバーすることができる。ただし、ＣＳ
交換式プロトコルおよびＧＰＲＳプロトコル（論理リンク制御、まはＬＬＣおよびサブネ
ットワーク依存コンバージェンス・プロトコルまたはＳＮＤＣＰ）が使われているため、
選ばれたＧＡＮ／ＷＬＡＮは、ＧＡＮ／ＷＬＡＮトラフィックを終了させるために使われ
るＭＳＣ／ＳＧＳＮと同じＰＬＭＮにあるＭＳＣ／ＳＧＳＮに到達できなければならない
。さらに面倒なことに、上述のとおり、ＧＡＮ／ＷＬＡＮは、それぞれが分離、独立した
、発見可能なＧＡＮＣノードを持つ、多くのＰＬＭＮに接続することができる。ユーザー
がそのようなＧＡＮ／ＷＬＡＮ環境に遭遇した時、特定のＧＡＮＣの選択を定義するため
の標準化された手順は現在のところ存在しない。その結果、ユーザー体験全般や通話のハ
ンドオーバー動作にマイナス影響を与えるような数々の潜在的問題が発生する。例えば、
デュアルモード（すなわち、二つの異なる技術、できればそれぞれ独立した帯域）で動作
するＧＡ対応ＵＥ装置がマクロＰＬＭＮまたはＷＡＣＮを発見し、その後、異なるＷＡＣ
Ｎに属するＧＡＮＣを選択する場合、ＡＮ空間とＷＡＣＮ空間との間のハンドオーバーは
機能しないだろう。そのような問題は、数多くの、単独で発見可能なＶＧＡＮＣパーティ
ションをサポートするために、単一のＧＡＮＣがセグメント化されているネットワーク構
成においても発生する可能性がある。
【００２０】
　さらに、各地域や国で、様々なレベルの技術が普及、展開しているため、ＧＡＮ／ＷＬ
ＡＮのアプローチを使って、ＡＮおよびＷＡＣＮ空間のどこをインターフェースするべき
かについて、さらに複雑度が増してくる。例えば、あるＧＡ対応のＵＥ装置が、ＷＡＣＮ
のサービスエリアではなく、ＷＬＡＮのサービスエリアにあるかもしれない。一以上のＷ
ＬＡＮがＧＡＮアーキテクチャではなく、Ｉ－ＷＬＡＮのアプローチに基づいているとし
たら、それらの間に存在し得るサービスの違いに加えて、登録、登録解除等、様々な管理
工程が異なるため、ＵＥがＧＡＮとＩ－ＷＬＡＮを区別することが望ましい。本特許開示
の範囲を明らかにするために、ユーザー体験に関連する問題の一部を以下に示す。
－      ＵＥは現在ＷＡＣＮに登録していない。そこでは、ＵＥは携帯電話の帯域信号を
確認して、それが位置している国を判断することができず（ＭＣＣが不明なため）、最良
または最適なプロバイダーを選択することができない。ＨＰＬＭＮが通常最初に選ばれる
が、ＶＰＬＭＮの優先順位は場所（例えば、国）によって決まる。この状況において、Ｕ
Ｅは、利用可能なＧＡＮ／ＷＬＡＮを検討する時、どのＶＰＬＭＮに接続したらよいかわ
からない可能性がある。
－      ユーザーに関連した加入者識別モジュール（ＳＩＭ）またはリムーバブルユーザ
識別モジュール（ＲＵＩＭ）上にある、オペレーターの「優先ＰＬＭＮ」リストは、ＰＳ
データサービス（例えばＧＰＲＳ機能）や免許不要のモバイルアライアンス（ＵＭＡ）サ
ービスのようなその他のサービスに対するＵＥのニーズは考慮しない。ＰＬＭＮリストが
ＣＳ音声ローミング契約にのみ基づいている場合、そのような状況が発生する可能性があ
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り、そして、その結果、ユーザーはメールその他のデータサービスを利用することができ
なくなるかもしれない。当業者なら、ＧＡＮ、またはＩ－ＷＬＡＮが使われるかどうかに
関わらず、そういった問題が起こり得ることに気付くだろう。
－     オペレーターの管理するＰＬＭＮ用リストの一部または全てが、最新情報ではな
いかもしれない、あるいはＵＥが稼働している国についての特定の項目が最新の状態では
ないかもしれない。
－      携帯電話帯域でリストをアップデートするとキャパシティを取るため、ＨＰＬＭ
Ｎは時間外、またはＵＥがＩ－ＷＬＡＮまたはＧＡＮで接続される時にリストのアップデ
ートを望むかもしれない。
－      ＵＥがＭＣＣを判断できるＷＡＣＮ信号がない場合、ＵＥでＡＧＰＳ（支援全地
球測位システム）が利用可能であること、または（手入力の）ユーザー入力、並びに最新
の（例えば時間表示付きの）ＷＡＣＮ　ＭＣＣに関する情報が役立つ。
－      国境近くで稼働する場合、ＵＥは二つ以上のＭＣＣから信号を入手することにな
り、ユーザー選択、または「最も低コストの」選択ができるかもしれない。
【００２１】
　上記のリストは限定的なものというより、純粋に例証的なものであることを当業者は認
識するはずである。これを参照すると、ＧＡＮ／ＷＬＡＮ空間とＰＬＭＮ空間のインター
フェースという背景において、ユーザー体験および通話行為に関する様々な関連する問題
が明らかになることが想定される。
【００２２】
　本開示の目的のために、ＧＡ可能なＵＥは、ネットワーク発見および選択の手順に、若
干の差異を伴う自動またはマニュアルモードの何れかで稼動するが、両者の特有の機能や
性能は、適用する仕様書、並びにそれらに対して行われる修正および変更によって異なる
可能性がある。一般的には、マニュアルモードの方が、ＷＬＡＮその他の免許不要の無線
技術（すなわち、Ｉ－ＷＬＡＮ、ＧＡＮ、またはＷＬＡＮ経由のＰＬＭＮ接続）を利用す
る際、ユーザーは利用可能なＰＬＭＮ、利用するベアラ、また可能性としては使用する方
法をも、より詳しく選択／フィルタリングすることができる。
【００２３】
　まず、一般化されたネットワーク発見および選択の方式が提示される。さらに、実施形
態、機能、微調整などは、議論され、その後、ＧＡＮ／ＷＬＡＮ空間とＰＬＭＮ空間のイ
ンターフェースに関連して上記に示した様々な問題を広く取り扱う。次に図６を参照する
と、一実施形態による、一般化されたネットワーク発見および選択方法のフローチャート
が示されている。そこでは、デュアルモードのＵＥ装置がＧＡＮ／ＷＬＡＮ空間とＷＡＣ
Ｎ空間とを含むネットワーク環境に配置されている。説明されているように、電源を入れ
ると、第一の帯域で、ＵＥは利用可能なアクセスネットワークおよびそのアクセスネット
ワーク経由で利用可能なＷＡＣＮを探すためにスキャニングする（ブロック６０２）。第
一の帯域でのスキャンインによって発見されたＷＡＣＮの第一のリストがＳＩＭ／ＲＵＩ
ＭまたはＵＥ装置に提供されるメモリーに記憶するために作成される（ブロック６０４）
。第二の帯域でのスキャニングが、第一の帯域でのスキャニングの後、または第一の帯域
のスキャニングの前、または第一の帯域でのスキャニングとほとんど同時に並行して、ア
クセスネットワークの必要なく利用可能なＷＡＣＮを全て探すために行われる（ブロック
６０６）。第二の帯域でのスキャニングで得られた結果に基づき、ＷＡＣＮの第二のリス
トが作成される（ブロック６０８）。先に触れたように、一実施形態では、ＷＡＣＮはそ
れらの［ＭＣＣ；ＭＮＣ］組み合わせによって識別される。また、どちらのリストにある
特定のＷＡＣＮがＧＰＲＳ可能かどうかを識別するなどといった追加機能も提供され得る
。その後、両方のリストに共通する、一連のＷＡＣＮが識別するために、第一と第二のリ
ストの相関が取られる（ブロック６１０）。特定のＷＡＣＮが、識別された一組から選択
され（ブロック６１２）、この選択は、禁止ＰＬＭＮリスト、優先ＰＬＭＮリスト等のよ
うな特定の選択基準やフィルタに依存し得る。さらに進んで、ＵＥはＷＡＣＮおよび／ま
たはＷＡＮのサービスのみを提供するＰＬＭＮのリストも作成し得る。
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【００２４】
　当然のことながら、上記に示されたスキャニング操作は能動的スキャニング方式または
受動的スキャニング方式によって行われる。また、上述の第一および第二の帯域は、単に
ＷＬＡＮとＰＬＭＮ、またはその逆にそれぞれ関連した特有の帯域を例証したものに過ぎ
ない。ただし、ＷＬＡＮおよび／またはＰＬＭＮで使用可能な帯域が二つ以上存在するか
もしれない。ある場合においては、第一と第二の帯域のうち一つが、４５０ＭＨｚ、８５
０ＭＨｚ、９００ＭＨｚ、１８００ＭＨｚ、１９００ＭＨｚ、２１００ＭＨｚ、または衛
星帯域で構成されるグループから選ばれた周波数帯域を含み得、もう一方の周波数帯域は
、上記のグループによって提供される帯域以外の任意の帯域である。
【００２５】
　上記に示された一般化されたネットワーク選択メカニズムは、その機器が現在ＰＬＭＮ
、望ましいユーザー管理レベル、利用可能な選択フィルタ等に登録されている場合、ＵＥ
装置が自動モードであるかマニュアルモードであるかによって様々な方法で変更が可能で
あることを、当業者は認識するはずである。また、第一および第二の帯域は、それぞれＷ
ＬＡＮとＷＡＣＮで使用可能な周波数帯域として記述されてきたが、そのような説明は、
単に例証を目的とするものであり、従って、他の実施形態では、帯域指定やスキャニング
操作を逆転させてもよい。本開示のネットワーク発見および選択方式という幅広い方式の
中では、多様なシナリオおよびオプションが可能であるため、特定の典型的な実施形態を
フローチャートで示す前に、それを叙述的に説明しておく。
Ｉ．自動モード－現在ＰＬＭＮに未登録
　ここでは、ＵＥはデュアルモード可能で、ＰＬＭＮを見つけると、ＵＥは、ＰＬＭＮが
見つからなくなるまでそのネットワークのＩＤ［ＭＣＣ，ＭＮＣ］をメモリーまたはＳＩ
Ｍ／ＲＵＩＭに記憶する。さらにその変化形として、発見された全てのＰＬＭＮの［ＭＣ
Ｃ，ＭＮＣ］組み合わせを記憶することに加えて、ＵＥは、特定のＰＬＭＮがＧＰＲＳ可
能か否かを記憶することができる。ＨＰＬＭＮを発見した場合は、それ以上スキャニング
が行われないことが望ましい。
１．オプションＡ
　　ａ）ネットワーク発見：ＵＥは、最新の３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．２３４および３ＧＰ
Ｐ　ＴＳ　２４．２３４仕様書（参照することにより本文書に組み込まれる）の定義のと
おり、ＷＬＡＮのためのネットワーク発見手順を実行する。ＧＡＮ／ＷＬＡＮがサービス
セットＩＤ（ＳＳＩＤ）を発見し、それがＨＰＬＭＮだとわかっている場合は、ＵＥはル
ートネットワークアクセス識別子（ＮＡＩ）を用いて、そのＧＡＮ／ＷＬＡＮで認証する
。そうでなければ、ＵＥは３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．２３４および３ＧＰＰ　ＴＳ　２４．
２３４仕様書に規定されている通り、ネットワーク発見を実行する。
【００２６】
　　ｂ）ネットワーク選択：ＵＥは記憶されている発見したＰＬＭＮ（［ＭＣＣ，ＭＮＣ
］組み合わせで識別された）とＧＡＮ／ＷＬＡＮでサポートされるＰＬＭＮを相関させる
。この相関情報を使って、ＵＥはマクロ携帯電話ネットワーク（すなわちＷＡＣＮ）手順
によって、またＧＡＮ／ＷＬＡＮを通して利用可能なＰＬＭＮに登録する。一実施形態で
は、この条件に適合するＰＬＭＮのうち、現在Ｉ－ＷＬＡＮネットワーク選択のために定
義されているＰＬＭＮリストを使うことができる。ただし、その変化形として、ＧＰＲＳ
サービス機能をサポートするＰＬＭＮの優先順位を音声サービスをのみサポートするＰＬ
ＭＮより高くするようにＵＥを設定することが可能である。
２．オプションＢ
　３ＧＰＰ仕様書で定義されているＩ－ＷＬＡＮアクセスのためのＳＳＩＤリストに加え
て、追加のＳＳＩＤ／ＰＬＭＮリストおよび関連するフィルタリング基準を記憶し、ＵＥ
がＧＡＮアクセスをサポートするＷＬＡＮを認識するだけでなく、ネットワーク選択をス
ピードアップし、かつユーザー体験を最適化／カスタマイズするためのメカニズムが提供
されるようにする。例として、以下のリストを新たに定義することができる。
【００２７】
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       －       オペレーターが管理するＧＡＮＣアクセスのための優先ＳＳＩＤ
       －       ユーザが管理するＧＡＮＣアクセスのためのＳＳＩＤ
       －       ＧＡＮＣアクセスのための禁止ＳＳＩＤ
       －       オペレータが管理するＧＡＮＣアクセスのための優先ＰＬＭＮ
       －       ユーザが管理するＧＡＮＣアクセスのためのＰＬＭＮ
       －       ＧＡＮＣアクセスのための禁止ＰＬＭＮ
ここで、ＳＳＩＤおよびＰＬＭＮの優先順位は、リストの中の位置によって決まる。
【００２８】
　　ａ）ネットワーク発見：ＵＥは最新の３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．２３４および３ＧＰＰ
　ＴＳ　２４．２３４仕様書の定義のとおり、ＷＬＡＮのためのネットワーク発見手順を
実行する。ただし、その発見手順は、上記に定義された新たなリストおよびフィルタの一
つまたはそれ以上と連動して調節される。そのような調節の典型的一実施形態が、以下に
、特に図７に関して示されている。さらにその変化形として、新規リストがＵＥで利用で
きない、または記憶されていない場合、現在３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．２３４および３ＧＰ
Ｐ　ＴＳ　２４．２３４仕様書に定義されているリストを使うことができる。その後、Ｇ
ＡＮ／ＷＬＡＮが、それが知るＳＳＩＤがＨＰＬＭＮだとわかっている場合は、ＵＥはル
ートＮＡＩを使い、そのＧＡＮ／ＷＬＡＮで認証する。そうでなければ、ＵＥはオプショ
ンＡに定められた通りネットワーク発見を続ける。その際、３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．２３
４および３ＧＰＰ　ＴＳ　２４．２３４仕様書に規定された手順を使うことができる。
【００２９】
　　ｂ）ネットワーク選択：オプションＡ同様、ＵＥは（携帯電話帯域における）マクロ
ネットワーク発見を使って発見したＰＬＭＮとＧＡＮ／ＷＬＡＮでサポートされるＰＬＭ
Ｎに対して相関法を用いる。この相関情報を利用して、ＵＥはマクロ携帯電話ネットワー
クによって、またＷＬＡＮを通して、利用可能なＰＬＭＮに登録することができる。この
基準を満たすＰＬＭＮのうち、上記オプションＢに現在定義されている新たなリストを使
って、この選択プロセスをさらに細分化することができる。ここでも、ＧＰＲＳサービス
、その他のＵＭＡ対応サービスをサポートするＰＬＭＮの優先順位を音声サービスをのみ
サポートするＰＬＭＮより高く指定することができる。
３．オプションＣ
　さらに変形例として、現在３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．２３４および３ＧＰＰ　ＴＳ　２４
．２３４仕様書に定義されているＳＳＩＤ／ＰＬＭＮリストは、適切に変更されて、リス
ト中のＳＳＩＤ／ＰＬＭＮの隣に、そのＳＳＩＤおよび／またはＰＬＭＮがＧＡＮアーキ
テクチャをサポートするかどうかを示す表示またはフラグを付けるようにすることができ
る。当業者なら、そのような手順によってネットワーク選択を迅速化できることがわかる
はずである。
４．オプションＤ
　さらにまた変化形として、ＵＥが携帯電話ネットワークの何れか、または全てを受信で
きない場合（例えば、携帯電話信号が入らない、またはマイクロセルのない建物、一つの
携帯電話ネットワークのマイクロセルしかない建物等）、最も最近の携帯電話ネットワー
クを使うことができる（それらがスキャンされてからの時間の間隔に依存する）。あるい
は、一旦、ＭＣＣが利用可能になったら、以前ＵＥに記憶された情報から、そのＭＣＣで
動作するＭＮＣを選択することができる。
ＩＩ．　マニュアルモード－現在ＰＬＭＮに未登録
　上述した自動モード手順と同様に、ＵＥは適用される３ＧＰＰ仕様書に従って、全ての
ＰＬＭＮをスキャンし、識別された全てのＰＬＭＮを［ＭＣＣ，ＭＮＣ］の組み合わせを
使って記憶する。またＵＥは、最新の３ＧＰＰ手順に従って、全ての各ＳＳＩＤに代替Ｎ
ＡＩを送り、そのＳＳＩＤでサポートされるＰＬＭＮのリストを検索することによって、
ＧＡＮ／ＷＬＡＮをスキャンし、ネットワーク発見を実行する。ＵＥ装置に備わるロジッ
クは、ＧＡＮ／ＷＬＡＮ経由で発見されたＰＬＭＮとマクロ携帯電話ネットワークのスキ
ャニングで発見されたＰＬＭＮに対して、相関法を適用する機能を持つ。携帯電話ネット
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ワークのスキャンとＧＡＮ／ＷＬＡＮネットワーク発見の両方で発見可能なＰＬＭＮは、
表示画面を通してユーザーに提示される。もう一つ別の実施形態では、ＰＬＭＮが追加の
サービス機能や性能、例えば、ＵＭＡベースのサービス等もサポートすることがわかった
らユーザーに知らせることもする。オプションとして、ＵＥ装置の選択ロジックによって
、画面に表示されたＰＬＭＮが、ＧＡＮＣへのアクセス、ＧＡＮへのハンドオーバー、ま
たは両方をサポートするかどうかを示す表示またはフラグが提供される。
【００３０】
　さらに、自動モードについて上述されたオプションに似たマニュアルモードでも、いく
つかの実行オプションが利用できる。それにより、３ＧＰＰ仕様書で定義されているＩ－
ＷＬＡＮアクセスのためのＳＳＩＤリストは、ＧＰＲＳサービス、ＵＭＡベースのサービ
ス、ＧＡＮＣ機能等、追加機能を表示するように適切に変更することができる。また、前
述のオプションと同様、追加のＳＳＩＤ／ＰＬＭＮリストおよび関連するフィルタリング
基準が、マニュアルモードでも提供され、該マニュアルモードは、以上に詳しく説明した
ネットワーク発見手順とともに使用される。
【００３１】
　次に図７について、一つの実施形態によるＵＥ装置で動作可能なネットワーク発見およ
び選択方法のフローチャートが示されている。ブロック７０２では、ＵＥがＷＡＣＮ帯域
の中の全てのＰＬＭＮ情報（すなわち［ＭＣＣ，ＭＮＣ］の組み合わせ）をスキャンして
取得する。ＵＥはまた、各ＳＳＩＤによってサポートされているＰＬＭＮを取得するため
に、ＧＡＮ／ＷＬＡＮ帯域の中のＳＳＩＤをスキャンする機能も持つ（ブロック７０４）
。ある実装例では、スキャニングはユーザーが管理するＧＡＮＣアクセスのための優先Ｓ
ＳＩＤリストの中にあるＳＳＩＤから始まる。ホームネットワークが発見されたら（決定
ブロック７０６）スキャニング操作は停止する（ブロック７１２）。その後、ＵＥは、オ
ペレーターが管理するＧＡＮＣアクセスのための優先ＳＳＩＤリスト上のＳＳＩＤをスキ
ャンし、各ＳＳＩＤに関連するＰＬＭＮ情報を取得する（ブロック７０８）。ここでも、
ホームネットワークが発見されたら（決定ブロック７１０）スキャニング操作は停止する
（ブロック７１２）。ＧＡＮ／ＷＬＡＮ帯域に関するスキャニングプロセスはさらに進み
、ＵＥ装置はＧＡＮＣアクセスのための禁止ＳＳＩＤリストに含まれていないＳＳＩＤを
スキャンし、個々のＳＳＩＤによってサポートされているいずれのＰＬＭＮをも発見する
（ブロック７１４）。ここでもまた、ホームネットワークが発見されたら（決定ブロック
７１５）このプロセスは終了する（ブロック７１２）。
【００３２】
　当業者には、ユーザー管理、オペレーター管理、または両方である余分のフィルタリン
グ基準を追加して、前出のスキャニング動作をさらに変更できることが明らかなはずであ
る。またスキャニング動作の順序を変えることもできる。ＷＡＣＮ帯域（すなわち、マク
ロ携帯電話ネットワーク発見）にあるＰＬＭＮ、また、様々なフィルタリング方式（いわ
ゆるスキャニングフィルタ）のもと、色々なＳＳＩＤによってサポートされているＰＬＭ
Ｎを発見したら、ＵＥに備わるネットワーク選択ロジックが、一連の相関技術と選択フィ
ルタを適用してＰＬＭＮを選択し得る。ここでも、当然のことながら、そのような相関法
および選択フィルタの適用は、様々な方法で実行できる。
【００３３】
　引き続き図７を参照すると、ブロック７１６で、マクロネットワーク発見によって見つ
かったＰＬＭＮとスキャンされたＳＳＩＤによってサポートされたＰＬＭＮは相関させら
れて、一組の共通するＰＬＭＮを見つける。そして、いずれかの「禁止」リスト（例えば
、ＧＡＮＣアクセスのための禁止ＰＬＭＮ）に載っているＰＬＭＮを除去する、等のフィ
ルタが使われ、その共通の組から、ＰＬＭＮの「ショートリスト」が作成するために用い
られ、該共通の組は、さらに選択／優先基準（選択フィルタ）にかけられるものである。
例えば、ブロック７１８では、ユーザーが管理するＧＡＮＣアクセスのための優先ＰＬＭ
Ｎリストに最優先項目として現れるＰＬＭＮで選択が行われるかもしれない。それはその
リストがなくなるまで繰り返される。同じように、オペレーターが管理するＧＡＮＣアク
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セスのための優先ＰＬＭＮリストに最優先項目として現れるＰＬＭＮで選択が行われるか
もしれない。それもそのリストがなくなるまで繰り返される（ブロック７２０）。前出の
スキャニングフィルタの適用の場合と同じように、この選択フィルタおよびその順序は、
様々な方法で変更できる。最後に、任意ＰＬＭＮ選択がデフォルトメカニズムとして提供
される（ブロック７２２）。
【００３４】
　図８は、あるＰＬＭＮに現在登録されているＵＥ装置で動作可能なプロセスの、もう一
つの実施形態のフローチャートである。マクロネットワークに登録されている最新のＰＬ
ＭＮが、禁止リスト、例えば、ＧＡＮＣアクセスのための禁止ＰＬＭＮリストにあるかど
うかの判定が行われる（ブロック８０２）。ある場合は、プロセスの流れは停止する（ブ
ロック８１８）。ない場合は、ＵＥ装置は、各ＳＳＩＤによってサポートされているＰＬ
ＭＮを取得するために、ＧＡＮ／ＷＬＡＮ帯域内のＳＳＩＤをスキャンし、３ＧＰＰ　Ｔ
Ｓ　２３．２３４および３ＧＰＰ　ＴＳ　２４．２３４仕様書に記載されているとおり、
必要なＰＬＭＮ発見手順を実行する（ブロック８０４）。ある実装例では、ユーザーが管
理するＧＡＮＣアクセスのための優先ＳＳＩＤリストにあるＳＳＩＤからスキャニングが
始まる。先に触れたように、本開示の目的のためのスキャニング操作には、能動的または
受動的なスキャニングメカニズムを必要とする。ＳＳＩＤスキャニングによって得られた
ＰＬＭＮのリストの中に、その機器が登録されているＰＬＭＮが見つかった場合（決定ブ
ロック８０６）、プロセスの流れは停止する（ブロック８１８）。その後、そのＵＥ装置
は、オペレーターが管理するＧＡＮＣアクセスのための優先ＳＳＩＤリストからＳＳＩＤ
をスキャンし、すぐに適切なＰＬＭＮ情報が取得される（ブロック８０８）。ここでも、
取得されたＰＬＭＮのリストの中に、最新のＰＬＭＮが見つかれば（決定ブロック８１０
）、プロセスの流れは停止する（ブロック８１８）。見つからない場合は、ＵＥ装置はさ
らに、どの「禁止」リスト（例えば、ＧＡＮＣアクセスのための禁止ＰＬＭＮリスト）に
もない、残りのＳＳＩＤをスキャンする（ブロック８１２）。ここでもまた、取得された
ＰＬＭＮのリストの中に、最新のＰＬＭＮが見つかれば、（決定ブロック８１４）、プロ
セスの流れは停止する（ブロック８１８）。見つからない場合は、失敗したと表示される
（ブロック８１６）。
【００３５】
　図９Ａは、一実施形態による、ネットワーク発見／選択メカニズムの改良に用いること
のできる複数のＰＬＭＮに基づくリストを持つ構造９００Ａを表している。列９０２は、
マクロネットワーク帯域を通して発見されたＰＬＭＮのリストを示しており、それらは適
切な識別子（例えば、［ＭＣＣ，ＭＮＣ］組み合わせ）によって識別される。例証のため
、｛ＰＬＭＮ１０，ＰＬＭＮ２２，ＰＬＭＮ３３｝が、ＵＥ装置の常駐メモリー、または
、それに関連したＳＩＭ／ＲＵＩＭに記憶されている発見されたネットワークとして例示
されている。列９０４は、オペレーターが管理するＧＡＮＣ／ＷＬＡＮアクセスのための
優先ＰＬＭＮのリストを示している。同じように、列９０６と９０８は、それぞれ、ユー
ザーが管理するＧＡＮＣ／ＷＬＡＮアクセスのためのＰＬＭＮのリストとＧＡＮＣ／ＷＬ
ＡＮアクセスのための禁止ＰＬＭＮのリストを示している。一以上の性能表示列、例えば
、３ＧＰＰ性能表示列９１０も、充実したネットワーク選択プロセスを促進するために記
憶される。
【００３６】
　図９Ｂは、一実施形態による、ネットワーク発見／選択メカニズムの改良にスキャニン
グフィルタとして用いることのできる複数のサービスセットＩＤ（ＳＳＩＤ）に基づくリ
ストを持つ構造９００Ｂを表している。列９５０は、オペレーターが管理するＧＡＮＣア
クセスのための優先ＳＳＩＤのリストを示しており、それらは、それぞれのＳＳＩＤによ
ってサポートされている任意のＰＬＭＮのスキャニングに繰り返し使われる。例証のため
、｛ＳＳＩＤ１，ＳＳＩＤ１０，ＳＳＩＤ１５，ＳＳＩＤ１８｝のリストが例示されてお
り、それぞれがそれによってサポートされる一以上のＰＬＭＮと関連している。同じよう
に、列９５２と９５４は、それぞれ、ユーザーが管理するＧＡＮＣ／ＷＬＡＮアクセスの
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ためのＳＳＩＤのリストとＧＡＮＣ／ＷＬＡＮアクセスのための禁止ＳＳＩＤのリストを
示している。リストに示されている各ＳＳＩＤと関連しているのは、ＧＡＮ／ＷＬＡＮ経
由のアクセスのためにサポートされている一連のＰＬＭＮである。
【００３７】
　次に図１０に関して、多重モード（例えば、携帯電話帯域とＧＡＮ／ＷＬＡＮ帯域）で
発見されたＰＬＭＮを相関させた後、一以上のＰＬＭＮを識別させるデータベース構造１
０００を表している。列１００２は、第一の帯域（例えばＧＡＮ／ＷＬＡＮ帯域）でスキ
ャニングして発見されたＰＬＭＮのリスト（リスト１）を示しており、これは、適切なス
キャニング・フィルタで処理されているかもしれないし、処理されていないかもしれない
。例として、リスト１は、ＰＬＭＮ－ａ、ＰＬＭＮ－ｂ、ＰＬＭＮ－ｊ、ＰＬＭＮ－ｍ、
ＰＬＭＮ－ｒと特定されるネットワークを含んでいる。列１００４は第二の帯域をスキャ
ンインして発見された、もう一つのＰＬＭＮリスト（リスト２）を示しており、そこには
、ＰＬＭＮ－ｂ、ＰＬＭＮ－ｋ、ＰＬＭＮ－ｍ、ＰＬＭＮ－ｏ、ＰＬＭＮ－ｐが例示され
ている。列１００６は、リスト１とリスト２を相関させてから取得した一組のＰＬＭＮを
示しており、これは、適切な選択フィルタで処理されているかもしれないし、処理されて
いないかもしれない。この例でわかるように、二つのＰＬＭＮ、すなわち｛ＰＬＭＮ－ｂ
；ＰＬＭＮ－ｍ｝が相関後に取得され、そのうちの一つがＧＰＲＳ、ＵＭＡ（例えば、ｈ
ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｍａｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．ｏｒｇ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍを参照
）等に関する性能に基づき、選択される。
【００３８】
　ＧＡＮ／ＷＬＡＮが選択され、ＩＰアドレスが割り当てられたら、ＵＥは、ネットワー
クの中のＧＡＮＣノードを発見し、それに登録してサービスを得る必要がある。当然のこ
とながら、ＧＡＮＣノードは、仮想パーティションとして、または別の方法で実行され、
ＰＬＭＮ／ＢＳＳインフラの一部として、または独立した存在として展開される。図１１
は、一実施形態による、ＧＡＮＣ選択方法のフローチャートである。ある実行例では、Ｔ
ＣＰ／ＩＰアドレスのクエリ／問い合わせメカニズムが利用される。ブロック１１０２で
、ＵＥ装置に備わっているネットワークロジックは、完全修飾ドメイン名（ＦＱＤＮ）を
ネットワークへ送信し、ＧＡＮＣの利用可能性を探る。よく知られているように、ＦＱＤ
Ｎは、ネットワーク・インターフェースのＴＣＰ／ＩＰアドレスに対応した、人間が読み
取れるＴＣＰ／ＩＰネームで、コンピュータ、ルータ、サーバー、その他のネットワーク
装置に見られる。それにはそれが関係している特定のネットワーク・インターフェースを
区別するホスト名とドメイン名の両方が含まれる。本開示の教示に従って、ＦＱＤＮは様
々な方法で作成することができる。
－      ＰＬＭＮのリストが拡張認証プロトコル（ＥＡＰ）の認証を経て取得された場合
、ＵＥは、ＵＥの中に記憶されているＰＬＭＮリストを使って適切なＰＬＭＮを選択し、
そのＰＬＭＮへアクセスするためのＧＡＮＣ用ＩＰアドレスを取得する、固有のＦＱＤＮ
、例えば、ｗｗｗ．ＭＣＣｘｙｚＭＮＣａｂｃｇａｎｃ．ｃｏｍ（ブロック１１０４Ａ）
を作成する。
－      ＰＬＭＮのリストが取得されておらず、ＵＥが以前携帯電話スキャンをして、多
くのＰＬＭＮを発見していた場合、ＵＥは、それらのＰＬＭＮのそれぞれにつき、固有の
ＦＱＤＮを作成する。それらのＦＱＤＮに対してＵＥが返信を受けるのは、ゼロから全て
である（ブロック１１０４Ｂ）。
－      ＰＬＭＮのスキャンが行われていない、または固有のＦＱＤＮのリクエストに対
する返信がない場合、ＵＥは、ジェネリックなＦＱＤＮ、例えば、ｗｗｗ．ｇａｎｃ．ｃ
ｏｍを送信し、その時点で、ＵＥはＦＱＤＮのリクエストに対する返信を受け取る。それ
には、一以上のＧＡＮＣアドレスが含まれている（ブロック１１０４Ｃ）。
－      ジェネリックなＦＱＤＮに対する返信がない場合、ＵＥは、そのホームＧＡＮＣ
用のＦＱＤＮを送信する（１１０４Ｄ）。
【００３９】
　従って、ＦＱＤＮを適切に作成し、それをネットワークに送信することによって、一以
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上のＧＡＮＣのＩＰアドレスが取得でき（ブロック１１０６）、その時点で、ＵＥはＥＡ
Ｐ－ＳＩＭ認証またはその他の適切なＥＡＰメカニズム、例えば、ＥＡＰ－ＡＫＡ（認証
と鍵共有）を使って、各ＧＡＮＣを認証する（ブロック１１０８）。ＥＡＰメッセージに
含まれるＩＤの選択に関しては、３つの選択肢がある。
【００４０】
　　（ｉ）ルートＮＡＩ：このＩＤは、自動選択またはマニュアル選択手順中にＵＥによ
って取り込まれる（ブロック１１１０Ａ）。例えば、自動選択手順中、このＮＡＩは、Ｕ
Ｅがネットワーク発見手順を始動させようとする時、あるいはＧＡＮＣがＨＰＬＭＮに直
接接続していることをＵＥが知っている時のみ使用される。マニュアル選択モードの間は
、このＮＡＩは、ユーザーが提供された利用可能なＰＬＭＮのリストから、ＨＰＬＭＮを
選んだ時のみＵＥによって使用される。
【００４１】
　　（ｉｉ）代替ＮＡＩ：このＩＤは、マニュアル選択手順中、ＵＥが利用可能なＰＬＭ
ＮのリストをＧＡＮＣから入手しようと欲する時に、ＵＥによって取り込まれる（ブロッ
ク１１１０Ｂ）。ＥＡＰ応答／識別メッセージを受信するＧＡＮＣが、このＮＡＩの特別
な領域部分が３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．００３［１Ａ］仕様書に規定されるとおりにフォー
マットされていることを認識すると、それがそのネットワークの通知情報をＵＥに転送す
る。
【００４２】
　　（ｉｉｉ）デコレーテッドＮＡＩ：このＩＤは、ＧＡＮＣがＨＰＬＭＮに直接接続を
提供しないことをＵＥが知っており、このＧＡＮＣによってサポートされたＶＰＬＭＮに
関する以前の認証からの情報をＵＥが持っている時、あるいは、マニュアル選択手順中に
、ユーザーがＨＰＬＭＮ以外の別のＰＬＭＮを選択する時に取り込まれる（ブロック１１
１０Ｃ）。
【００４３】
　次に、図１２について、そこに描かれているのは、本特許開示の教示に従って示された
、ネットワーク発見／選択手順を実行することができるＵＥ装置の一実施形態の構成図で
ある。これを参照すれば、ＵＥ１０２の一実施形態は、図１２に示されたものに類似する
構成を含むが、描かれている様々なモジュールに関するハードウェア、ソフトウェア、ま
たはファームウェアには、多くのバリエーションや改良が可能であることを、当業者は認
識するであろう。従って、図１２の構成は、本特許開示の実施形態に関して、限定的とい
うより、例証的なものであると受け止められるべきである。ＵＥ１０２の一実施形態の全
般的制御を提供するマイクロプロセッサ１２０２は、複数の帯域で多モード通信を達成す
るための送信機／受信機（送受信機）機能を含む通信サブシステム１２０４と動作可能に
結合されている。例として、広域無線のＴｘ／Ｒｘモジュール１２０６、ＧＡＮのＴｘ／
Ｒｘモジュール１２０８、Ｉ－ＷＬＡＮのＴｘ／Ｒｘモジュール１２１０が例示されてい
る。特に示されていないが、各Ｔｘ／Ｒｘモジュールには、他の関連構成部品、例えば、
一以上の局部発振器（ＬＯ）モジュール、ＲＦスイッチ、ＲＦ帯域通過フィルタ、Ａ／Ｄ
およびＤ／Ａ変換器、デジタル・シグナル・プロセッサ（ＤＳＰ）等の処理モジュール、
ローカルメモリが含まれる。通信分野の当業者には明らかなように、通信サブシステム１
２０４の個々のデザインは、ＵＥ装置が動作するよう意図されている通信ネットワークに
よって決まる。ある実施形態では、通信サブシステム１２０４は、音声とデータ通信の両
方で動作可能である。
【００４４】
　マイクロプロセッサ１２０２はまた、機器のサブシステム、例えば、補助入力／出力（
Ｉ／Ｏ）１２１８、シリアルポート１２２０、ディスプレー１２２２、キーボード１２２
４、スピーカー１２２６、マイクロフォン１２２８、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
１２３０、短距離通信サブシステム１２３２、参照番号１２３３に一般分類されるその他
の機器サブシステムともインターフェースされている。アクセスをコントロールするため
、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）またはリムーバブルユーザ識別モジュール（ＲＵＩＭ
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）インターフェース１２３４もマイクロプロセッサ１２０２と通信する形で提供されてい
る。ある実装例では、ＳＩＭ／ＲＵＩＭインターフェース１２３４は、多くのキー設定１
２４４と、例えばＩＤおよび加入者関連データ、並びに以上に詳述された一以上のＳＳＩ
Ｄ／ＰＬＭＮリストおよびフィルタなどのその他の情報１２４６とを持つＳＩＭ／ＲＵＩ
Ｍカードで動作可能になっている。
【００４５】
　オペレーティング・システム・ソフト、その他の制御ソフトは、フラッシュメモリ１２
３５のような、固定記憶モジュール（例えば不揮発性記憶）の中に統合されている。ある
実装例では、フラッシュメモリ１２３５は、異なる領域に分離されている。例えば、コン
ピュータプログラム用の記憶領域１２３６、また、装置状況１２３７、アドレスブック１
２３９、その他のスケジュール管理（ＰＩＭ）データ１２４１などのデータ記憶領域、そ
して、参照番号１２４３に一般分類されるその他のデータ記憶領域である。さらに、適切
なネットワーク発見／選択ロジック１２４０が、前項で説明された、様々な手順、相関法
、ＧＡＮＣ選択メカニズムを実行するための固定記憶域の一部として提供される。それに
関連しているのが記憶モジュール１２３８で、以上に詳述されたＳＳＩＤ／ＰＬＭＮリス
ト、選択／スキャニングフィルタ、性能インジケータ等を記憶している。
【００４６】
　このように、ＵＥ装置の一実施形態には、適切なソフトウェア、ファームウェア、ソフ
トウェアが含まれ、これは、以下のもの：第一帯域で通信を行う送受信機モジュールと第
二帯域で通信を行う送受信機モジュールとを含む通信サブシステム；第一帯域でのスキャ
ニングによって発見された、利用可能な広域携帯電話ネットワークの第一リストを作成可
能な論理モジュール；該帯域でのスキャニングによって発見された、利用可能な広域携帯
電話ネットワークの第二リストを作成可能な論理モジュール；利用可能な広域携帯電話ネ
ットワークの第一リストと第二リストを相関させて、両方のリストに共通する、一連の広
域携帯電話ネットワークを識別可能な論理モジュール；第一リストと第二リストに共通す
る、その一組の広域携帯電話ネットワークから、特定の広域携帯電話ネットワークを選択
可能な論理モジュールからなる。さらに、もう一つの実施形態では、ＵＥ装置には、代替
または追加として、以下のもの：該ＵＥ装置によってＧＡＮへ送信されるＦＱＤＮを作成
可能な論理モジュール；ＧＡＮから取得された一以上のＩＰアドレス（に応答して動作可
能であり、少なくとも一つのＧＡＮＣノードを認証し、ＧＡＮ経由でそれに動作可能に結
合されたＰＬＭＮへの接続サービスを取得可能であり、各ＩＰアドレスは、ＰＬＭＮに可
動連結しているＧＡＮＣノードに対応する、論理モジュールとが含まれる。
【００４７】
　以上の議論に基づき、３ＧＰＰとＧＡＮ対応可能なデュアルモードのＵＥを使用するこ
とで、ユーザー体験を向上させられる方法が数多くあることが明らかなはずである。以下
の記述は、特に、（ｉ）迅速な選択およびシステム取得、および、（ｉｉ）（居場所がわ
かっている）ユーザーのＧＡＮ選択および取得を可能にするという点で、ＵＥ装置の最適
化を目的として、特定のシナリオのいくつかを例示した、非包括的概要である。
Ｉ．　使用ケースのシナリオＡ：家庭でのハンドセット（すなわちＵＥ）オン
　　－  ユーザーが朝、家でハンドセットの電源を入れる。
【００４８】
　　－  ３ＧＰＰ　ＷＡＣＮ（携帯電話）信号のチェック不要。
【００４９】
　　－  機器起動のための特定の設定を提供。
【００５０】
　　－  それを時間設定に合わせて、一定の時間内の起動は「家での」起動と見なされる
ようにすることが可能であり；それ以外の時間では、３ＧＰＰ　ＷＡＣＮ信号の標準チェ
ックがまず行われ得る。
－      ＜ホームＡＰ＞をチェックし、ユーザーがそれを入力した場合は、＜ホームＡＰ
＞と近くのＡＰをチェックする。ない場合は、３ＧＰＰ（携帯電話）へ進む。
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ＩＩ．　使用ケースシナリオＢ：帰宅
－      ＵＥに＜ホームＡＰ＞チェックを簡単かつ迅速に行わせるためのユーザーコント
ロールを提供する。
【００５１】
　　－  ユーザーは帰宅時にこれを使える。
【００５２】
　　－  ＜ホームＡＰ＞がない場合は、３ＧＰＰ（携帯電話）へ進む。
ＩＩＩ．　使用ケースシナリオＣ：家庭関連
－      移動設定（すなわちローミング）を行う。これは、予め決められた＜日付：時間
＞設定まで有効である。
－      ローカルＧＡＮ／ＷＬＡＮをチェックするかどうか、そして特定のものがどれか
かを表示する。
【００５３】
　　－  毎週、その他、繰り返されるスケジューリングを表示する。
ＩＶ．　使用ケースシナリオＤ：特定の場所
　　－  反復的訪問
       －       職場－＜ワークＡＰ＞記憶可能。
【００５４】
       －       ハンドセットに＜ワークＡＰ＞チェックを簡単かつ迅速にする       
ためのユーザーコントロールを提供する。
－      コーヒーショップ／ベーカリー－＜コーヒーショップＡＰ＞記憶可能。
－      ハンドセットに＜コーヒーショップＡＰ＞チェックを簡単かつ迅速に行わせるた
めのユーザーコントロールを提供する。
【００５５】
　　－  一時的訪問
       －       ホテルＸＹＺ－＜ホテルｘｙｚＡＰ＞記憶可能。
【００５６】
       －       ハンドセットに＜ホテルＡＰ＞チェックを簡単かつ迅速に行わせるた  
めのユーザーコントロールを提供。
－      ＧＡＮ／Ｉ－ＷＬＡＮは移動するものかもしれないし（例えば、航空機）、複数
のＰＬＭＮと関連があるかもしれないし、ないかもしれない。ただし、航空機には携帯電
話マイクロセルがあるかもしれない。それは［ＭＣＣ，ＭＮＣ］組み合わせを含む、何ら
かの方法で識別される。
Ｖ．　使用ケースシナリオＥ：位置情報の使用
　多くの情報源からの位置情報を使って、ＵＥ装置をユーザーのパターンに合わせること
ができる。情報源には以下が含まれる：
　　－  ＬＡＩ／ＣＧＩ
　　－  ＨＰＬＭＮ
　　－  他のＰＬＭＮ、優先または禁止のいずれか
　　－  ＡＧＰＳ（支援全地球測位システム）または、他の非携帯電話帯域ロケーション
システム
　　－  手入力
ＶＩ．　使用ケースシナリオＦ：システム選択の適合化
       位置を個別に使用して、動作モードを適合化することができる。例として、
　　－  ＜ホームＡＰ＞に接続
　　－  ＜ワークＡＰ＞に接続
　　－  ＜［他の］ＡＰ＞に接続、など。
【００５７】
　さらに、接続性情報は、場合によって、特に緊急医療サービス用の位置情報提供に利用
できることが明らかなはすである。この情報を十分に利用するには、緊急通報受付センタ
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ーまたはＰＳＡＰ（例えば、９１１緊急派遣センター、地元の消防署または警察署、救急
サービス、または複数のサービスを取り扱う地方事務所）に提供される情報に追加や変更
が必要かもしれない。また、ＰＳＡＰとオペレータ（ＰＬＭＮ）の間のインターフェース
や交わされるメッセージに、そしてＰＳＡＰ自体にも、さらに修正を加える必要があるか
もしれない。この情報は、ＡＰが位置している場所のアドレスの形態をしていて、階数、
部屋番号、部屋の位置の記述を含み、それとともに、信号強度や「スピル・オーバー」の
可能性も示唆する。
【００５８】
　本特許開示の実施形態の動作および構造は、上述の詳細な説明から明らかになると考え
られる。提示され、説明された模範的実施例は、好ましい形態として位置づけられてきた
が、当然のことながら、以下の特許請求の範囲に示される、本発明の範囲から逸脱するこ
となく、そこに様々な変更や改良を加えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
　本特許出願の実施形態をより完全な理解するには、以下の添付図面に関連して示される
次の詳細な説明を参照することができる。
【図１】図１は、本特許開示の一実施形態が実行される一般的なネットワーク環境を表し
ている。
【図２】図２は、ネットワーク環境の一実施形態を表しており、本特許開示の教示に従い
、ユーザー機器（ＵＥ）装置はネットワーク発見および選択するように配置されている。
【図３】図３は、ネットワークシステムの機能ブロック図を表しており、パブリックラン
ドモバイルネットワーク（ＰＬＭＮ）のような広域携帯電話ネットワーク（ＷＡＣＮ）は
ジェネリックアクセスネットワーク（ＧＡＮ）および関連コントローラ（ＧＡＮＣ）を通
してアクセス可能である。
【図４Ａ】図４Ａは、図３に示されたネットワークシステムで操作可能な回路交換方式（
ＣＳ）のプロトコルスタックの一実施形態を表している。
【図４Ｂ】図４Ｂは、図３に示されたネットワークシステムで操作可能なパケット交換方
式（ＰＳ）のプロトコルスタックの一実施形態を表している。
【図５Ａ】図５Ａは、一実施形態に従って、アクセスネットワーク（ＧＡＮまたは無線Ｌ
ＡＮ）が複数のＰＬＭＮに接続する機能を持つネットワーク配置を表している。そこでは
、各ＰＬＭＮは対応するＧＡＮＣによってサポートされている。
【図５Ｂ】図５Ｂは、一実施形態に従って、アクセスネットワーク（ＧＡＮまたは無線Ｌ
ＡＮ）が複数のＰＬＭＮに接続可能なネットワーク配置を表している。そこでは、単一の
ＧＡＮＣ上の複数のバーチャルＧＡＮＣパーティションが、対応するＰＬＭＮをサポート
可能である。
【図６】図６は、一実施形態による、ネットワーク発見および選択方法のフローチャート
である。
【図７】図７は、他の実施形態による、ネットワーク発見および選択方法のフローチャー
トである。
【図８】図８は、さらに他の実施形態による、ネットワーク発見および選択方法のフロー
チャートである。
【図９Ａ】図９Ａは、一実施形態によるネットワーク発見／選択メカニズムの改良に用い
ることのできる複数のＰＬＭＮに基づくリストを表している。
【図９Ｂ】図９Ｂは、一実施形態によるネットワーク発見／選択メカニズムの改良に用い
ることのできる複数のサービスセットＩＤ（ＳＳＩＤ）に基づくリストを表している。
【図１０】図１０は、多重モードで発見されたＰＬＭＮを相関させた後、一以上のＰＬＭ
Ｎを識別させるデータベース構造を表している。
【図１１】図１１は、一実施形態による、ＧＡＮＣ選択方法のフローチャートである。
【図１２】図１２は、本特許開示の教示に従って記述された、ネットワーク発見／選択手
順を実行することができるＵＥ装置の一実施形態のブロック図を表している。
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【図２】

【図３】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】



(22) JP 4751399 B2 2011.8.17

【図６】 【図７】

【図８】 【図９Ａ】
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【図９Ｂ】 【図１０】
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