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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ホームノードＢ（ＨＮＢ）又はＨＮＢゲートウェイ（ＨＮＢ　ＧＷ）によって、ページ
ング範囲インジケータ情報を備えるダウンリンクデータ通知メッセージをコアネットワー
ク制御プレーンエンティティに送信することと、
　前記ＨＮＢ又は前記ＨＮＢ　ＧＷによって、前記コアネットワーク制御プレーンエンテ
ィティによって送信されたページング範囲を備えるページングメッセージを受信すること
と、
　前記ＨＮＢ又は前記ＨＮＢ　ＧＷによって、前記ページング範囲内のユーザＩＤに対応
するユーザ装置（ＵＥ）に対するページングを開始することと、
　を備える、ＵＥをページングするための方法。
【請求項２】
　前記ページング範囲インジケータ情報が、ページングインジケータ情報を備え、
　前記ページングインジケータ情報が、ダウンリンクパケットのソースアドレス情報と、
前記ダウンリンクパケットの宛先アドレスと、前記ダウンリンクパケットのサービスタイ
プと、ダウンリンク・データソースのパケットデータ・ネットワーク（ＰＤＮ）のアクセ
スポイント名（ＡＰＮ）と、前記ダウンリンク・データソースのＰＤＮゲートウェイ（Ｐ
－ＧＷ）とのうちの少なくとも１つを備え、
　前記方法は、更に、
　前記ＨＮＢ又は前記ＨＮＢ　ＧＷによって、前記ＵＥのダウンリンクデータを受信し、
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前記ページングインジケータ情報にしたがってページング範囲を決定することを備え、
　前記ＨＮＢ又は前記ＨＮＢ　ＧＷによって、前記ページング範囲インジケータ情報を備
えるダウンリンクデータ通知メッセージを前記コアネットワーク制御プレーンエンティテ
ィに送信することが、
　前記ＨＮＢ又は前記ＨＮＢ　ＧＷによって、前記ページング範囲インジケータ情報内に
前記ページング範囲を搬送することによって前記ページング範囲を前記コアネットワーク
制御プレーンエンティティに送信することと、
　を備える、請求項１に記載の前記ＵＥをページングするための方法。
【請求項３】
　前記ページング範囲インジケータ情報が、ページングインジケータ情報を備え、
　前記ページングインジケータ情報が、ダウンリンクパケットのソースアドレス情報と、
前記ダウンリンクパケットの宛先アドレスと、前記ダウンリンクパケットのサービスタイ
プと、ダウンリンク・データソースのパケットデータ・ネットワーク（ＰＤＮ）のアクセ
スポイント名（ＡＰＮ）と、前記ダウンリンク・データソースのＰＤＮゲートウェイ（Ｐ
－ＧＷ）とのうちの少なくとも１つを備え、
　前記方法が、更に、
　前記コアネットワーク制御プレーンエンティティによって前記ダウンリンクデータ通知
メッセージを受信することと、前記ページングインジケータ情報を取得することと、前記
ページングインジケータ情報にしたがって前記ページング範囲を決定することと、
　を備える、請求項１に記載の前記ＵＥをページングするための方法。
【請求項４】
　前記ページングインジケータ情報にしたがって前記ページング範囲を決定することが、
　前記コアネットワーク制御プレーンエンティティによって、前記ページングインジケー
タ情報にしたがって、ダウンリンクデータが第２のホームノードＢ（ＨＮＢ）から来てい
るかまたはコアネットワークから来ているかを判定することと、
　前記コアネットワーク制御プレーンエンティティによって、前記ダウンリンクデータが
前記第２のＨＮＢから来ている場合には、前記ページング範囲が前記第２のＨＮＢである
と決定し、前記ダウンリンクデータが前記コアネットワークから来ている場合には、前記
ページング範囲がユーザ登録領域であると決定することと、
　を備える、請求項３に記載の前記ＵＥをページングするための方法。
【請求項５】
　前記コアネットワーク制御プレーンエンティティによって、前記ページングインジケー
タ情報が前記第２のＨＮＢのＨＮＢ　ＩＤまたはＨＮＢ　ＧＷ　ＩＤを備える場合には、
前記ＨＮＢ　ＩＤまたは前記ＨＮＢ　ＧＷ　ＩＤにしたがって前記ページング範囲が前記
第２のＨＮＢであると決定することを更に備えるか、または、
　前記コアネットワーク制御プレーンエンティティによって、前記ＵＥのコンテキスト情
報を取得することと、前記コンテキスト情報にしたがって前記ＵＥが帰属するＨＮＢ又は
帰属したＨＮＢのＨＮＢ　ＩＤを決定することと、前記ＨＮＢ　ＩＤにしたがって前記ペ
ージング範囲が前記第２のＨＮＢであると決定することとを更に備える、
　請求項４に記載の前記ＵＥをページングするための方法。
【請求項６】
　前記ページング範囲内の前記ユーザＩＤに対応する前記ＵＥに対するページングを開始
した後に、前記方法は、更に、
　前記コアネットワーク制御プレーンエンティティによって、前記ページング範囲がユー
ザ登録領域であると決定し、ページング応答が予め設定された時間内に前記ＵＥから受信
されない場合には、前記ユーザ登録領域内の前記ＵＥをページングすることを備える、
　請求項１に記載の前記ＵＥをページングするための方法。
【請求項７】
　前記ページング範囲内の前記ユーザＩＤに対応する前記ＵＥに対するページングを開始
した後に、前記方法は、更に、
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　前記ＵＥがページングに応答するノードＢ（ＮＢ）が前記ダウンリンクデータを受信す
るＮＢとは異なる場合に、前記ダウンリンクデータを受信する前記ＮＢによって前記ＵＥ
がページングに応答する前記ＮＢに前記ダウンリンクデータを転送することを備える、
　請求項４に記載のＵＥをページングするための方法。
【請求項８】
　ページング範囲インジケータ情報を備えるダウンリンクデータ通知メッセージをコアネ
ットワーク制御プレーンエンティティに送信するように構成された第１の送信モジュール
と、
　前記コアネットワーク制御プレーンエンティティによって送信されたページング範囲を
備えるページングメッセージを受信するように構成された第１の受信モジュールと、
　前記ページング範囲内のユーザＩＤに対応するユーザ装置（ＵＥ）に対するページング
を開始するように構成されたページング開始モジュールと、
　を備える、ＵＥをページングするための装置。
【請求項９】
　前記第１の送信モジュールが、
　ダウンリンクパケットのソースアドレス情報と、前記ダウンリンクパケットの宛先アド
レスと、前記ダウンリンクパケットのサービスタイプと、ダウンリンク・データソースの
パケットデータ・ネットワーク（ＰＤＮ）のアクセスポイント名（ＡＰＮ）と、前記ダウ
ンリンク・データソースのＰＤＮゲートウェイ（Ｐ－ＧＷ）とのうちの少なくとも１つを
備える前記ページング範囲インジケータ情報内のページングインジケータ情報を取得する
ように構成された情報取得ユニットと、
　前記ページングインジケータ情報にしたがってページング範囲を決定するように構成さ
れた第１の決定ユニットと、
　前記ページング範囲インジケータ情報内の前記ページング範囲を搬送することによって
、前記ページング範囲を前記コアネットワーク制御プレーンエンティティに送信するよう
に構成された送信ユニットと、
　を備える、請求項８に記載のＵＥをページングするための装置。
【請求項１０】
　ページング範囲インジケータ情報を備えるダウンリンクデータ通知メッセージを受信す
るように構成された第２の受信モジュールと、
　前記ページング範囲インジケータ情報にしたがって、ページング範囲を備えるページン
グメッセージを生成するように構成されたページングメッセージ生成モジュールと、
　前記ページング範囲を備える前記ページングメッセージを第１のホームノードＢ（ＨＮ
Ｂ）に送信するように構成された第２の送信モジュールと、
　を備える、ユーザ装置（ＵＥ）をページングするための装置。
【請求項１１】
　前記ページングメッセージ生成モジュールが、
　前記ダウンリンクデータ通知メッセージ内の前記ページング範囲インジケータ情報を取
得するように構成された取得ユニットと、
　前記ページング範囲インジケータ情報にしたがって、ダウンリンクデータが第２のＨＮ
Ｂから来ているかまたはコアネットワークから来ているかを決定し、前記ページング範囲
が前記第１のＨＮＢまたはユーザ登録領域であることを指示するページングメッセージを
生成し、前記ページングメッセージを前記第２の送信モジュールに送信するように構成さ
れた第２の決定ユニットと、
　を備える、請求項１０に記載のＵＥをページングするための装置。
【請求項１２】
　前記ページングメッセージ生成モジュールが、更に、
　前記ダウンリンクデータが前記第２のＨＮＢから来ていることを前記第２の決定ユニッ
トが決定した場合、前記ページング範囲インジケータ情報内の前記ページングインジケー
タ情報によって示された前記第１のＨＮＢのＨＮＢ　ＩＤまたはＨＮＢゲートウェイ（Ｇ
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Ｗ）ＩＤにしたがって、前記ページング範囲が前記第１のＨＮＢであると決定するように
構成されるか、または、前記ＵＥのコンテキスト情報にしたがって、前記ＵＥが帰属する
第１のＨＮＢ又は帰属した第１のＨＮＢのＨＮＢ　ＩＤを決定し、前記ＨＮＢ　ＩＤにし
たがって前記ページング範囲が前記第１のＨＮＢであると決定し、前記ページング範囲を
備える前記ページングメッセージを前記第２の送信モジュールに送信するように構成され
た第３の決定ユニットを備えるか、または、
　前記第３の決定ユニットが更に、前記ページング範囲が前記ユーザ登録領域であると決
定し、前記ダウンリンクデータが前記コアネットワークから来ていると前記第２の決定ユ
ニットが決定した場合、前記ページング範囲を備えた前記ページングメッセージを前記第
２の送信モジュールに送信するように構成される、
　請求項１１に記載のＵＥをページングするための装置。
【請求項１３】
　前記第２の送信モジュールが前記ページング範囲内のユーザＩＤに対応するＵＥに対す
るページングを開始した後に、予め設定された時間内に前記ＵＥのページング応答が受信
されない場合に、前記ページング範囲がユーザ登録領域であると決定して前記ユーザ登録
領域内のＵＥをページングするように構成されたページング回復モジュール
　を更に備える、請求項１０に記載のＵＥをページングするための装置。
【請求項１４】
　請求項８又は９に記載の装置を備えるホームノードＢ（ＨＮＢ）と、
　請求項１０～１３のいずれかに記載の装置を備えるコアネットワーク制御プレーンエン
ティティと、
　を備える、ユーザ装置（ＵＥ）をページングするためのシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信技術の分野に関し、特にユーザ装置（ＵＥ）をページングするための方
法、装置およびシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ネットワーク技術の急速な発展によって、インターネットアクセス技術は絶えず改善さ
れている。種々のユーザグループの個人化された要件を満足させるために、通信システム
にホームノードＢ（Ｈｏｍｅ　ＮｏｄｅＢ）が出現している。一種のノードＢであるＨＮ
Ｂは、専用的使用のために家庭、団体、会社または学校といった場所に自立的に配備され
る。ＨＮＢは、私的ネットワーク権利を有するＵＥだけが常駐またはアクセスすることを
可能にするように設定され得て、これらのＵＥはまた公的ネットワークに常駐またはアク
セスすることもあり得る。ホームアクセス・モードは現在研究されている新しいアクセス
モードである。
【０００３】
　ホームアクセス・モードは、ＨＮＢおよび認可されたスペクトルを使用することによっ
て、ユニバーサル・インターネットプロトコル（ＩＰ）アクセスネットワークを介して、
移動体ネットワークにユーザ装置（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、略してＵＥ）を接続
する。認可されたスペクトルは、多数のネットワークにおけるスペクトルを、例えばＵＭ
ＴＳ地上無線アクセスネットワーク（ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、略してＵＴＲＡＮ）、発展ＵＭＴＳ地上無線アクセスネ
ットワーク（Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＭＴＳ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、略してＥ－ＵＴＲＡＮ）、符号分割多元接続（Ｃｏｄｅ　Ｄｉ
ｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ、略してＣＤＭＡ）ネットワーク、マイ
クロ波アクセス用世界相互運用（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔ
ｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ、略してＷｉｍａｘ）ネットワーク、無
線ローカルエリア・ネットワーク（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗ
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ｏｒｋ、略してＷＬＡＮ）、および高速パケットデータ（Ｈｉｇｈ　Ｒａｔｅ　Ｐａｃｋ
ｅｔ　Ｄａｔａ、略してＨＲＰＤ）ネットワーク等のネットワークで使用されるスペクト
ルを含み得る。
【０００４】
　ホームネットワーク内に設定されたＨＮＢは、一般に、ＩＰネットワークにアクセスす
る前にホームゲートウェイ（Ｈｏｍｅ　Ｇａｔｅ　Ｗａｙ、略してＨｏｍｅ　ＧＷ）を通
過する必要がある。Ｈｏｍｅ　ＧＷは、ＨＮＢを統合し、またＨＮＢと移動体ネットワー
ク内のネットワーク要素との間の信号送出とデータとの経路指定および転送、バックホー
ル（ｂａｃｋｈａｕｌ）ネットワーク（ディジタル加入者線等）におけるベアラー（ｂｅ
ａｒｅｒ）管理、サービスの品質（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ、略してＱｏ
Ｓ）管理、およびネットワークアドレス変換等の機能を有する。論理的には、ＨＧＷとＨ
ＮＢとは、異なるネットワークエンティティであり、同じ物理的エンティティによって特
定の物理的実現形態に実現され得る。
【０００５】
　ホームノードＢ（Ｈｏｍｅ　Ｎｏｄｅ　Ｂ、略してＨＮＢ）ゲートウェイ（Ｇａｔｅ　
Ｗａｙ、ＧＷ）、ホーム発展ノードＢ（Ｈｏｍｅ　ｅｖｏｌｖｅｄ　ＮｏｄｅＢ、略して
ＨｅＮＢ）ＧＷ、およびホーム非３ＧＰＰ　ＷＡＰ　ＧＷ（Ｈｏｍｅ　ｎｏｎ－３ＧＰＰ
　ＷＡＰ　ＧＷ）はそれぞれ、ユニバーサルＩＰアクセスネットワークを介してＨＮＢ、
ＨｅＮＢおよびホーム非３ＧＰＰ　ＷＡＰ　ＧＷに接続されるＨＮＢのＧＷである。
【０００６】
　移動性管理要素は、Ｅ－ＵＴＲＡＮにおける移動性管理エンティティ（Ｍｏｂｉｌｉｔ
ｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ、略してＭＭＥ）、ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳネット
ワークにおけるサービングＧＰＲＳサポートノード（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐ
ｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ、略してＳＧＳＮ）、および３ＧＰＰネットワークにアクセスするた
めの非３ＧＰＰネットワークの非３ＧＰＰ　ＧＷ（ｎｏｎ－３ＧＰＰ　ＧＷ）、例えばＷ
ＬＡＮにおける発展パケットデータ・ゲートウェイ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄ
ａｔａ　Ｇａｔｅｗａｙ、略してＥＰＤＧ）、Ｗｉｍａｘネットワークにおけるアクセス
サービス・ネットワークゲートウェイ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
　Ｇａｔｅｗａｙ、略してＡＳＮ　ＧＷ）、ＣＤＭＡネットワークにおけるアクセスゲー
トウェイ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｇａｔｅｗａｙ、略してＡＧＷ）、およびＨＲＰＤネットワー
クにおけるＨＲＰＤサービングゲートウェイ（ＨＲＰＤ　Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａ
ｙ、略してＨＳＧＷ）を含む。
【０００７】
　既存の３Ｇネットワークにおいて、ＨＮＢは、無線ネットワークコントローラ（Ｒａｄ
ｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ、略してＲＮＣ）、ＮＢ、およびゲートウ
ェイＧＰＲＳサポートノード（Ｇａｔｅｗａｙ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ、
略してＧＧＳＮ）の機能を統合し、またローカル経路指定を実現できる。移動体運用者の
コアネットワークから経路指定されたデータはＨＮＢ　ＧＷおよびＧＧＳＮを介してサー
ビスネットワークに入り、ローカルに経路指定されたデータは統合されたＧＧＳＮ機能を
介してホームネットワークに入り、ローカルに経路指定されてインターネットを宛先とす
るデータは広帯域アクセスネットワークを介してインターネットに入る。機能強化された
（ｅｎｈａｎｃｅｄ）パケットネットワークにおけるＨＮＢのためのローカル経路指定ソ
リューションでは、ユーザデータのローカル経路指定を実現するために、ＨＮＢ（３Ｇア
クセス技術に関しては、ＨＮＢはＲＮＣおよびＮＢの機能を統合し、発展ＵＭＴＳアクセ
ス技術に関しては、ＨＮＢはＨｅＮＢである）は更に、サービングゲートウェイ（Ｓｅｒ
ｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ、略してＳ－ＧＷ）およびパケットデータ・ネットワークゲー
トウェイ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｇａｔｅｗａｙ、略してＰ－ＧＷ
）の機能を統合している。移動体運用者のコアネットワークから経路指定されたデータは
ＨＮＢ（またはＨｅＮＢ）ＧＷおよびＰ－ＧＷを介してサービスネットワーク、例えばＩ
ＭＳおよびインターネットに入り、ローカルに経路指定されたデータは統合されたＰ－Ｇ
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Ｗ機能を介してホームネットワークに入り、ローカルに経路指定されてインターネットを
宛先とするデータは広帯域アクセスネットワークを介してインターネットに送信される。
ＨＮＢ／ＨｅＮＢにおいて統合されたＳ－ＧＷは、すべてのユーザ・プレーン・データの
ために機能する。機能強化されたパケットネットワークにおけるＨＮＢのためのもう１つ
のローカル経路指定ソリューションでは、ユーザデータのローカル経路指定を実現するた
めに、ＨＮＢ（３Ｇアクセス技術に関しては、ＨＮＢはＲＮＣおよびＮＢの機能を統合し
、発展ＵＭＴＳアクセス技術に関しては、ＨＮＢはＨｅＮＢである）は更に、Ｓ－ＧＷお
よびＰ－ＧＷの機能を統合している。移動体運用者のコアネットワークから経路指定され
たデータはＨＮＢ（またはＨｅＮＢ）ＧＷとコアネットワークのＳ－ＧＷおよびＰ－ＧＷ
とを介してサービスネットワーク、例えばＩＭＳおよびインターネットに入り、ローカル
に経路指定されたデータはＨＮＢにおいて統合されたＳ－ＧＷおよびＰ－ＧＷ機能を介し
てホームネットワークに入り、ローカルに経路指定されてインターネットを宛先とするデ
ータは広帯域アクセスネットワークを介してインターネットに送信される。このアーキテ
クチャのコアネットワークのＳ－ＧＷは、運用者のコアネットワークのＰ－ＧＷに入り、
またＰ－ＧＷから出て行くユーザ・プレーン・データのために機能する。ＨＮＢ／ＨｅＮ
Ｂにおいて統合されたＳ－ＧＷはローカルに経路指定されたユーザ・プレーン・データの
ために機能する。機能強化されたパケットネットワークにおけるＨＮＢのための第３のロ
ーカル経路指定ソリューションでは、ユーザデータのローカル経路指定を実現するために
、ＨＮＢ（３Ｇアクセス技術に関しては、ＨＮＢはＲＮＣおよびＮＢの機能を統合し、発
展ＵＭＴＳアクセス技術に関しては、ＨＮＢはＨｅＮＢである）は、Ｐ－ＧＷの機能を統
合している。移動体運用者のコアネットワークから経路指定されたデータはＨＮＢ（また
はＨｅＮＢ）ＧＷとコアネットワークのＳ－ＧＷおよびＰ－ＧＷとを介してサービスネッ
トワーク、例えばＩＭＳおよびインターネットに入り、ローカルに経路指定されたデータ
はＨＮＢにおいて統合されたＰ－ＧＷ機能を介してホームネットワークに入り、ローカル
に経路指定されてインターネットを宛先とするデータは広帯域アクセスネットワークを介
してインターネットに送信される。このアーキテクチャのコアネットワークのＳ－ＧＷは
、運用者のコアネットワークのＰ－ＧＷに入り、またＰ－ＧＷから出て行くユーザ・プレ
ーン・データのために機能する。コアネットワークのＳ－ＧＷは、コアネットワーク制御
プレーンエンティティにダウンリンクデータ通知を送り、またローカルに経路指定された
データに関するページングをトリガするというサービスだけを提供する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　従来技術には上記の不利点がある。従来技術の技術的ソリューションにおいてＵＥのペ
ージング範囲を制御することができない。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の実施形態は、設定されたページング範囲内のＵＥをページングするようにＵＥ
をページングするための方法、装置およびシステムを提供する。
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明の第１の態様によれば、本発明の第１実施形態に
おいて提供されるＵＥをページングするための方法は、
　ページング範囲インジケータ情報を含むダウンリンクデータ通知メッセージをコアネッ
トワーク制御プレーンエンティティに送信することと、
　コアネットワーク制御プレーンエンティティによって送信され、ページング範囲を含む
ページングメッセージを受信することと、
　ページング範囲内のユーザＩＤに対応するＵＥに対するページングを開始することと、
を含む。
【００１１】
　本発明の第２の態様によれば、本発明の第２の実施形態において提供されるＵＥをペー
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ジングするための装置は、
　ページング範囲インジケータ情報を含むダウンリンクデータ通知メッセージをコアネッ
トワーク制御プレーンエンティティに送信するように構成された第１の送信モジュールと
、
　コアネットワーク制御プレーンエンティティによって送信され、ページング範囲を含む
ページングメッセージを受信するように構成された第１の受信モジュールと、
　ページング範囲内のユーザＩＤに対応するＵＥに対するページングを開始するように構
成されたページング開始モジュールと、を含む。
【００１２】
　本発明の第３の態様によれば、本発明の第３の実施形態において提供されるＵＥをペー
ジングするための装置は、
　ページング範囲インジケータ情報を含むダウンリンクデータ通知メッセージを受信する
ように構成された第２の受信モジュールと、
　ページング範囲インジケータ情報にしたがってページング範囲を含むページングメッセ
ージを生成するように構成されたページングメッセージ生成モジュールと、
　ページング範囲を含むページングメッセージをＨＮＢに送信するように構成された第２
の送信モジュールと、を含む。
【００１３】
　本発明の第４の態様によれば、本発明の第３の実施形態において提供されるＵＥをペー
ジングするためのシステムは、ＨＮＢとコアネットワーク制御プレーンエンティティとを
含む。このＨＮＢは、ページング範囲インジケータ情報を含むダウンリンクデータ通知メ
ッセージをコアネットワーク制御プレーンエンティティに送信し、コアネットワーク制御
プレーンエンティティによって送信された、ページング範囲を含むページングメッセージ
を受信し、ページング範囲内のユーザＩＤに対応するＵＥに対するページングを開始する
ように構成される。コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ダウンリンクデータ
通知メッセージにしたがってページング範囲を含むページングメッセージを生成して、ペ
ージングメッセージをＨＮＢに送信するように構成される。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の実施形態によるＵＥをページングするための方法、装置およびシステムを使用
することによって、ページングインジケータ情報を含むダウンリンクデータ通知メッセー
ジが、コアネットワーク制御プレーンエンティティに送信され、ページング範囲とユーザ
ＩＤとを含むページングメッセージが設定されたページング範囲内のＵＥに対してページ
ングが開始されるように、コアネットワーク制御プレーンエンティティから受信される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態によるＵＥをページングするための方法の一実施形態の概略
流れ図である。
【図２】本発明の一実施形態によるＵＥをページングするための装置の第１の実施形態の
概略構造図である。
【図３】本発明の一実施形態によるＵＥをページングするための装置の第２の実施形態の
概略構造図である。
【図４】本発明の一実施形態によるＵＥをページングするためのシステムの一実施形態の
概略構造図である。
【図５】本発明の一実施形態によるＵＥをページングするための方法の第１の実施形態の
概略流れ図である。
【図６】本発明の一実施形態によるＵＥをページングするための方法の第２の実施形態の
概略流れ図である。
【図７】本発明の一実施形態によるＵＥをページングするための方法の第３の実施形態の
概略流れ図である。
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【図８】本発明の一実施形態によるＵＥをページングするための方法の第４の実施形態の
概略流れ図である。
【図９】本発明の一実施形態によるＵＥをページングするための方法の第５の実施形態の
概略流れ図である。
【図１０】本発明の一実施形態によるＵＥをページングするための方法の第６の実施形態
の概略流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明は、実施形態と添付図面とを参照しながら下記に詳細に説明される。
【００１７】
　本発明の実施形態におけるＨＮＢは、ＨＮＢまたはＨｅＮＢであり得る。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態によるＵＥをページングするための方法の一実施形態の概
略流れ図である。図１に示されているように、本方法は、下記のステップを含む。
【００１９】
　ステップ１０１：ページング範囲インジケータ情報を含むダウンリンクデータ通知メッ
セージをコアネットワーク制御プレーンエンティティに送信する。具体的には、このステ
ップは下記の通りであり得る。ＨＮＢまたはＨｅＮＢ　ＧＷはダウンリンクデータを受信
した場合、ダウンリンクデータ通知メッセージをコアネットワーク制御プレーンエンティ
ティに送信するが、ここで、ＨＮＢがダウンリンクデータを受信した場合、ＨＮＢによっ
て送信されたダウンリンクデータ通知メッセージは先ずＨＮＢ　ＧＷに送信され得て、そ
の後、ＨＮＢ　ＧＷがこのダウンリンクデータ通知メッセージをコアネットワーク制御プ
レーンエンティティに送信する。ＨＮＢはダウンリンクデータ通知メッセージをコアネッ
トワーク制御プレーンエンティティに直接送信することもあり得るが、この場合、このメ
ッセージのＩＰパケットはＨＮＢ　ＧＷを通過しないこともあり、あるいはこのメッセー
ジのＩＰパケットはＨＮＢ　ＧＷを通過することもあり、その後、ＨＮＢ　ＧＷはこのメ
ッセージをコアネットワーク制御プレーンエンティティに透過的に送信する。ＨＮＢがＨ
ＮＢ　ＧＷを介してコアネットワーク制御プレーンエンティティに接続されているが、Ｈ
ＮＢがダウンリンクデータ通知メッセージをコアネットワーク制御プレーンエンティティ
に直接送信する場合、ダウンリンクデータ通知メッセージはＨＮＢに接続されたＨＮＢ　
ＧＷのＩＤまたはアドレスを更に保持してもよく、コアネットワーク制御プレーンエンテ
ィティはページングメッセージが送信されることを必要としているＨＮＢ　ＧＷを決定す
るためにこの情報を使用し得る。ページング範囲インジケータ情報は、ページングインジ
ケータ情報と、ＨＮＢまたはＨＮＢ　ＧＷによって決定されたページング範囲とを含み得
る。
【００２０】
　ステップ１０２：コアネットワーク制御プレーンエンティティによって送信されたペー
ジング範囲を含むページングメッセージを受信する。このページング範囲はＵＥをページ
ングするために必要とされるＮＢの範囲であり、このページングメッセージはこのページ
ング範囲内のＮＢだけに送信され得る。したがって、ＨＮＢ　ＧＷがネットワーク内に配
備されている場合、ページングメッセージが送信される必要のあるＨＮＢ　ＧＷが決定さ
れ得る。ユーザＩＤはページングされるべきＵＥを決定するために使用され得る。
【００２１】
　ステップ１０１とは異なるやり方で、ページング範囲は、ＵＥが常駐し、サービスを開
始し、またはロケーション領域（ロケーション領域は、経路指定領域および／または追跡
領域であり得る）を最後に更新したＨＮＢまたはＨＮＢ　ＧＷの記憶されているＩＤまた
はアドレスにしたがってコアネットワーク制御プレーンエンティティによって決定され得
、この場合、ＨＮＢまたはＨＮＢ　ＧＷによってコアネットワーク制御プレーンエンティ
ティに送信されたダウンリンクデータ通知メッセージ内のページングインジケータ情報は
、ＨＮＢまたはＨＮＢ　ＧＷのＩＤまたはアドレスを保持する必要がなく、ダウンリンク
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データ通知もページングインジケータ情報を保持しなくてもよい。ＵＥは、ＨＮＢ　ＧＷ
に接続された１つのＨＮＢにおいてだけページングされる。ＨＮＢ　ＧＷを決定した後に
、コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ＨＮＢのＩＤまたはアドレスを保持す
るページングメッセージをＨＮＢ　ＧＷに送信し、ＨＮＢ　ＧＷは、ページングメッセー
ジを対応するＨＮＢに送信する。本発明の他の実施形態では、コアネットワーク制御プレ
ーンエンティティは、接続状態にあるＵＥが最後に常駐するＨＮＢまたはＨＮＢ　ＧＷの
記憶されているＩＤまたはアドレスにしたがってページング範囲を決定し得る。
【００２２】
　ステップ１０３：ページング範囲内のユーザＩＤに対応するＵＥに対するページングを
開始する。このステップでは、ＵＥはユーザＩＤを使用することによって決定され得る。
【００２３】
　この実施形態において、ページングインジケータ情報を含むダウンリンクデータ通知メ
ッセージはコアネットワーク制御プレーンエンティティに送信され、特定のページング範
囲に送信されたページングメッセージはコアネットワーク制御プレーンエンティティから
受信され、ＵＥがこの特定のページング範囲内でページングされ得る。
【００２４】
　本発明の上記の実施形態におけるページングインジケータ情報は、ダウンリンクパケッ
トのソースアドレス情報、宛先アドレスおよびサービスタイプ、ダウンリンク・データソ
ースのＰＤＮのアクセスポイント名（ＡＰＮ）、ダウンリンク・データソースのＰ－ＧＷ
、または他のデータ記述を分析することによって取得され得て、また、ページングの範囲
を示すために、例えばＩＤがＩＰアドレスでもあり得るＨＮＢまたはＨＮＢ　ＧＷのＩＤ
を示すために使用される。すなわち、ページングインジケータ情報はステップ１０１で取
得され、ページング範囲は、ページングインジケータ情報にしたがって決定されて、ダウ
ンリンクデータ通知メッセージを介してコアネットワーク制御プレーンエンティティに送
信される。具体的には、上記のデータ記述情報は、ダウンリンクパケットが、ＨＮＢにお
いて統合されたＰ－ＧＷまたはコアネットワークのＰ－ＧＷによって、ＨＮＢに経路指定
されることを示し得る。
【００２５】
　更に、ダウンリンクパケットのソースアドレス情報、宛先アドレス、データタイプ記述
およびサービスタイプ、ダウンリンク・データソースのＰＤＮのＡＰＮ（ＰＤＮに接続さ
れたＰ－ＧＷのアドレスまたはＩＤも含まれ得る）、およびＨＮＢまたはＨＮＢ　ＧＷの
ＩＤまたはアドレスは、ページングインジケータ情報としてコアネットワーク制御プレー
ンエンティティに送信され得る。ダウンリンクデータ通知メッセージを受信した後に、コ
アネットワーク制御プレーンエンティティはページング範囲インジケータ情報を取得し、
このページング範囲インジケータ情報にしたがってページング範囲を決定する。ＨＮＢ　
ＧＷがネットワーク内で構成される場合、ＨＮＢはダウンリンクデータを受信し、ＨＮＢ
によって送信されたページングインジケータ情報を含むダウンリンクデータ通知メッセー
ジは、コアネットワーク制御プレーンエンティティに直接送信され得るか、あるいは先ず
ＨＮＢ　ＧＷに送信され、その後、このＨＮＢ　ＧＷによってコアネットワーク制御プレ
ーンエンティティに送信され得る。ＨＮＢ　ＧＷによってコアネットワーク制御プレーン
エンティティに送信されたページングインジケータ情報は、ＨＮＢによって送信されたオ
リジナル情報であり得るか、あるいは、ＨＮＢ　ＧＷによって送信されたページングイン
ジケータ情報にしたがってＨＮＢ　ＧＷによって再生成され得る。ＨＮＢによって送信さ
れたページングインジケータ情報がＨＮＢのＩＤを含まない場合には、ＨＮＢ　ＧＷによ
ってコアネットワーク制御プレーンエンティティに送信されたページングインジケータ情
報が、ＨＮＢ　ＧＷによって加えられたＨＮＢのＩＤを含み得る。
【００２６】
　上記のステップ１０１で、ＨＮＢがＵＥコンテキストを記憶しないために、ダウンリン
クデータ通知メッセージが利用可能なユーザＩＤを保持せず、ダウンリンクデータの宛先
アドレスを含む場合には、このプロセスは更に下記のステップを含み得る。すなわち、コ
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アネットワーク制御プレーンエンティティまたはＨＮＢ　ＧＷは、コンテキスト情報がユ
ーザＩＤを含むダウンリンクデータ通知メッセージに保持されたページングインジケータ
内の宛先アドレスまたは他の情報にしたがってＵＥの記憶されたコンテキスト情報を探索
して取得する。ＵＥのコンテキスト情報を取得することができない場合、コアネットワー
ク制御プレーンエンティティは、宛先アドレスを含むページング誤りメッセージをＨＮＢ
　ＧＷまたはＨＮＢに送信する。
【００２７】
　上記ステップ１０２におけるページングメッセージは、ページング範囲を含む。ページ
ング範囲は、ＨＮＢのＩＤ、ＵＥの閉鎖された加入者グループ（ＣＳＧ）リスト情報、ま
たはユーザ登録領域情報によって明示的に識別され得るか、あるいは、例えば、ページン
グメッセージがダウンリンクデータ通知メッセージを送信するＨＮＢにだけ送信されて、
このページングメッセージが上記アイテムの１つ以上を含む必要があるということを示す
、コアネットワーク制御プレーンエンティティによって送信されて通知されたページング
範囲に関する暗示的記述であり得る。
【００２８】
　ステップ１０２は、具体的には下記の通りである。ＨＮＢは、コアネットワーク制御プ
レーンエンティティによってダウンリンクデータ通知メッセージとこのメッセージに保持
されているページングインジケータ情報とにしたがって生成されて送信されたユーザＩＤ
を含むページングメッセージを受信する。この場合は、ＨＮＢ　ＧＷがネットワーク内で
利用可能でなく、ＨＮＢとコアネットワーク制御プレーンエンティティとが直接接続され
るシナリオに適応可能である。ＨＮＢ　ＧＷがネットワーク内に配備されていて、ＨＮＢ
　ＧＷによって送信されたユーザＩＤを含むページングメッセージをＨＮＢが受信する場
合、ページングメッセージは、ダウンリンクデータ通知メッセージとページングインジケ
ータ情報とにしたがって生成され、コアネットワーク制御プレーンエンティティによって
ＨＮＢ　ＧＷに送信され、ページング範囲（ＨＮＢ　ＩＤ）とユーザＩＤとを含み得、Ｈ
ＮＢ　ＧＷはページングメッセージを対応するＮＢに送信することにだけ責任を有し、ペ
ージングメッセージはまた、コアネットワーク制御プレーンエンティティによって送信さ
れたページング範囲インジケータを含むページングメッセージにしたがってページングさ
れたＮＢをＨＮＢ　ＧＷが決定した後に、ＨＮＢ　ＧＷによって、対応するＮＢに送信さ
れ得る。
【００２９】
　ＨＮＢ　ＧＷがページングメッセージを転送するときには更に、プロセスは具体的には
下記の通りであり得る。ＨＮＢ　ＧＷは、ユーザ登録領域情報および／またはＣＳＧリス
ト情報にしたがって、ページングされるべきＨＮＢを決定して、ページングメッセージを
送信する。あるいは、ＨＮＢ　ＧＷは、接続状態にあるＵＥがＨＮＢ　ＧＷによって制御
された範囲内で最近帰属したＨＮＢにページングメッセージを送信する。
【００３０】
　更に、ページング範囲内のユーザＩＤに対応するＵＥに対するページングを開始した後
に、ＵＥのページング応答が予め設定された時間内に受信されない場合には、コアネット
ワーク制御プレーンエンティティは、ページング範囲がユーザ登録領域であると決定し、
ページングメッセージをこのＵＥ登録領域内のすべてのＮＢに送信し、ＵＥをページング
する。
【００３１】
　更に、ステップ１０３でページング範囲内のユーザＩＤに対応するＵＥに対するページ
ングを開始した後に、ＵＥがこのページングに応答するＮＢが、ダウンリンクデータを受
信したＮＢとは異なる場合に、ダウンリンクデータを受信したＮＢはこのダウンリンクデ
ータを、ＵＥがこのページングに応答するＮＢに転送する。
【００３２】
　ＵＥがページングに応答し、コアネットワーク制御プレーンエンティティが初期ＵＥベ
アラー要求メッセージをＮＢに送信するとき、コアネットワーク制御プレーンエンティテ
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ィは、ＰＤＮ接続がダウンリンクデータ通知メッセージを送信するＰＤＮ接続であるＰＤ
Ｎ接続のベアラーの一部だけを確立し得る。このコアネットワーク制御プレーンエンティ
ティは、ダウンリンクデータ通知メッセージ内のページングインジケータ情報内に保持さ
れたＡＰＮにしたがってページング範囲を決定する。
【００３３】
　図２は本発明の一実施形態によるＵＥをページングするための装置の第１の実施形態の
概略構造図である。図２に示されているように、ＵＥをページングするための装置１は、
第１の送信モジュール１１と第１の受信モジュール１２とページング開始モジュール１３
とを含む。第１の送信モジュール１１は、コアネットワーク制御プレーンエンティティに
よって送信されたページングインジケータ情報を含むダウンリンクデータ通知メッセージ
を送信するように構成される。第１の受信モジュール１２は、コアネットワーク制御プレ
ーンエンティティによって送信されたページング範囲を含むページングメッセージを受信
するように構成される。ページング開始モジュール１３は、ページング範囲内のユーザＩ
Ｄに対応するＵＥに対するページングを開始するように構成される。
【００３４】
　この実施形態によるＵＥをページングするための装置は、ＵＥのページング範囲が制御
され得るように、ページングインジケータ情報を含むダウンリンクデータ通知メッセージ
を送信し、コアネットワーク制御プレーンエンティティによって送信されたページング範
囲を含むページングメッセージを受信する。
【００３５】
　第１の送信モジュールおよび第１の受信モジュールはＨＮＢまたはＨＮＢ　ＧＷ内に設
定される可能性があり、ページング開始モジュールは通常、ＨＮＢ内に設定される。
【００３６】
　上記の実施形態における第１の送信モジュールは、情報取得ユニットと、第１の決定ユ
ニットと、送信ユニットとを含む。情報取得ユニットは、ページングインジケータ情報を
取得するように構成されており、このページングインジケータ情報は、ダウンリンクパケ
ットのソースアドレス情報と、ダウンリンクパケットの宛先アドレスと、ダウンリンクパ
ケットのサービスタイプと、ダウンリンク・データソースのＰＤＮのＡＰＮと、ダウンリ
ンク・データソースのＰ－ＧＷとのうちの少なくとも１つを含む。第１の決定ユニットは
、ページングインジケータ情報にしたがってページング範囲を決定するように構成される
。送信ユニットは、ページングインジケータ情報内のページング範囲を搬送することによ
ってページング範囲をコアネットワーク制御プレーンエンティティに送信するように構成
される。
【００３７】
　本発明の上記の実施形態におけるＵＥをページングするための装置は、ＨＮＢまたはＨ
ＮＢ　ＧＷ内に設定され得る。本発明の一実施形態は更に、ＵＥをページングするための
装置を提供する。図３は本発明の一実施形態によるＵＥをページングするための装置の第
２の実施形態の概略構造図である。図３に示されているように、本装置は、第２の受信モ
ジュール２１と、ページングメッセージ生成モジュール２２と、第２の送信モジュール２
３とを含む。第２の受信モジュール２１は、ページング範囲インジケータ情報を含むダウ
ンリンクデータ通知メッセージを受信するように構成される。ページングメッセージ生成
モジュール２２は、ページング範囲インジケータ情報にしたがってページング範囲を含む
ページングメッセージを生成するように構成される。第２の送信モジュール２３は、ペー
ジング範囲を含むページングメッセージをＨＮＢに送信するように構成される。
【００３８】
　本発明の本実施形態によるＵＥをページングするための装置は、ページング範囲インジ
ケータ情報を含む受信されたダウンリンクデータ通知メッセージにしたがってページング
範囲を決定でき、またページング範囲を含むページングメッセージを送信し、それによっ
てＵＥのページング範囲を制御できる。
【００３９】
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　本発明の上記の実施形態におけるページングメッセージ生成モジュールは、取得ユニッ
トと、第２の決定ユニットとを含み得る。取得ユニットは、ダウンリンクデータ通知メッ
セージ内のページング範囲インジケータ情報内のページングインジケータ情報を取得する
ように構成され、このページングインジケータ情報は、ダウンリンクパケットのソースア
ドレス情報と、ダウンリンクパケットの宛先アドレスと、ダウンリンクパケットのサービ
スタイプと、ダウンリンク・データソースのＰＤＮのＡＰＮと、ダウンリンク・データソ
ースのＰ－ＧＷとのうちの少なくとも１つを含む。第２の決定ユニットは、ページングイ
ンジケータ情報にしたがって、ダウンリンクデータがＨＮＢまたはコアネットワークから
来ていることを決定し、ページング範囲がＨＮＢまたはユーザ登録領域であることを示す
ページングメッセージを生成し、このページングメッセージを第２の送信モジュール２３
に送信するように構成される。
【００４０】
　更に、ページングメッセージがダウンリンク・データソース情報を含む場合、ページン
グメッセージ生成モジュールは第３の決定ユニットを含む。第３の決定ユニットは、ダウ
ンリンクデータがＨＮＢから来ていることを第２の決定ユニットが決定した場合、ページ
ングインジケータ情報内に含まれたＨＮＢのＨＮＢ　ＩＤまたはＨＮＢ　ＧＷ　ＩＤにし
たがって、ページング範囲がＨＮＢであると決定するように構成され、またはＵＥのコン
テキスト情報にしたがってＵＥが帰属する／帰属したＨＮＢのＨＮＢ　ＩＤを決定し、こ
のＨＮＢ　ＩＤにしたがってページング範囲がＨＮＢであることを決定し、このページン
グ範囲を含むページングメッセージを第２の送信モジュールに送信するように構成される
。あるいは、この第３の決定ユニットは更に、ダウンリンクデータがコアネットワークか
ら来ていることを第２の決定ユニットが決定した場合、ページング範囲がユーザ登録領域
であると決定し、このページング範囲を含むページングメッセージを第２の送信モジュー
ルに送信するように構成される。
【００４１】
　更に、本発明の上記の実施形態によるＵＥをページングするための装置は、ページング
回復モジュールを更に含み得る。このページング回復モジュールは、ページング開始モジ
ュールがページング範囲内のユーザＩＤに対応するＵＥに対するページングを開始した後
に、予め設定された時間内にＵＥのページング応答が受信されない場合に、このページン
グ範囲がユーザ登録領域であると決定して、このユーザ登録領域内のＵＥをページングす
るように構成される。
【００４２】
　本発明の一実施形態は更に、ＵＥをページングするためのシステムを提供する。図４は
、本発明の一実施形態によるＵＥをページングするためのシステムの一実施形態の概略構
造図である。図４に示されているように、本システムは、ＨＮＢ３１と、コアネットワー
ク制御プレーンエンティティ３２とを含む。ＨＮＢ３１は、ページング範囲インジケータ
情報を含むダウンリンクデータ通知メッセージをコアネットワーク制御プレーンエンティ
ティに送信し、コアネットワーク制御プレーンエンティティによって送信されたページン
グ範囲を含むページングメッセージを受信し、このページング範囲内のユーザＩＤに対応
するＵＥに対するページングを開始するように構成される。コアネットワーク制御プレー
ンエンティティ３２は、ダウンリンクデータ通知メッセージにしたがってページング範囲
を含むページングメッセージを生成して、このページングメッセージを送信するように構
成される。
【００４３】
　この実施形態によるＵＥをページングするためのシステムにおいて、ＨＮＢによってコ
アネットワーク制御プレーンエンティティに送信されたダウンリンクデータ通知メッセー
ジは、ページング範囲インジケータ情報を含み、ページング範囲は、ページング範囲イン
ジケータ情報内のページングインジケータ情報にしたがって決定され得る。これによって
、ＵＥはある一定の範囲内でページングされることができ、システム資源は節約され、シ
ステム負荷は軽減される。
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【００４４】
　更に、ＵＥをページングするためのシステムは、ＨＮＢによって送信されたダウンリン
クデータ通知メッセージをコアネットワーク・ユーザ・プレーン制御エンティティに転送
するように構成されたＨＮＢ　ＧＷ３３を更に含み、コアネットワーク・ユーザ・プレー
ン制御プレーンエンティティによって送信されたページング範囲を含むページングメッセ
ージを受信した後に、このページングメッセージをページング範囲内のＨＮＢに送信し得
る。
【００４５】
　更に、上記のＨＮＢ　ＧＷはページング範囲を決定し得る。具体的には、ＨＮＢ　ＧＷ
は、ダウンリンクパケットのソースアドレス情報と、ダウンリンクパケットの宛先アドレ
スと、ダウンリンクパケットのサービスタイプと、ダウンリンク・データソースのＰＤＮ
のＡＰＮと、ダウンリンク・データソースのＰ－ＧＷとのうちの少なくとも１つを含むペ
ージングインジケータ情報を取得し、その後、このＨＮＢ　ＧＷは、ページングインジケ
ータ情報にしたがってページング範囲を決定し、ページング範囲インジケータ情報内のペ
ージング範囲を搬送することによってページング範囲をコアネットワーク制御プレーンエ
ンティティに送信する。
【００４６】
　更に、この実施形態におけるページ範囲はＨＮＢによっても決定され得る。ページング
範囲がＨＮＢによって決定されるとき、ＨＮＢは、ダウンリンクパケットのソースアドレ
ス情報と、ダウンリンクパケットの宛先アドレスと、ダウンリンクパケットのサービスタ
イプと、ダウンリンク・データソースのＰＤＮのＡＰＮと、ダウンリンク・データソース
のＰ－ＧＷとのうちの少なくとも１つを含むページング範囲情報を取得し、その後、ＨＮ
Ｂは、ページングインジケータ情報にしたがってページング範囲を決定し、ページング範
囲インジケータ情報内のページング範囲を搬送することによってページング範囲をコアネ
ットワーク制御プレーンエンティティに送信する。
【００４７】
　ページング範囲がコアネットワーク制御プレーンエンティティによって決定されると、
コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ダウンリンクデータ通知メッセージを受
信し、ページングインジケータ情報を取得し、ダウンリンクパケットのソースアドレス情
報と、ダウンリンクパケットの宛先アドレスと、ダウンリンクパケットのサービスタイプ
と、ダウンリンク・データソースのＰＤＮのＡＰＮと、ダウンリンク・データソースのＰ
－ＧＷとのうちの少なくとも１つを含むページングインジケータ情報にしたがってページ
ング範囲を決定する。
【００４８】
　更に、上記のコアネットワーク制御プレーンエンティティは、ＵＥのページング応答が
予め設定された時間内に受信されない場合、ページングメッセージをＵＥ登録領域内のす
べてのＮＢに送信するように構成され得る。ＵＥがダウンリンクデータを受信するＨＮＢ
とは別のＮＢにおけるページングに応答する場合には、コアネットワーク制御プレーンエ
ンティティはＵＥのページング応答を受信するＮＢにダウンリンクデータを転送すること
をＨＮＢに命令する必要がある。
【００４９】
　図５は本発明の一実施形態によるＵＥをページングするための方法の第１の実施形態の
概略流れ図である。この実施形態ではＨＮＢはＳ－ＧＷを統合している。ＵＥがＨＮＢに
常駐する場合、すべてのユーザデータはＨＮＢのＳ－ＧＷを通過し、ＵＥのダウンリンク
データがＨＮＢに到着するとき、ＨＮＢは、このダウンリンクデータが移動体運用者のコ
アネットワークから来ているか、またはホームネットワークからローカルに経路指定され
ているかを判定する。このデータがホームネットワークから来ている場合には、ＨＮＢは
更に、データのソースアドレスにしたがって、データがホームネットワークの他のデバイ
スから来ているか、またはインターネットから来ているかを決定し得る。図５に示されて
いるように、本方法は下記のステップを含む。
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【００５０】
　ステップ２０１：ＨＮＢは、ページングインジケータ情報を含むダウンリンクデータ通
知メッセージをＨＮＢ　ＧＷに送信する。ＨＮＢ　ＧＷがシステム内に配備されていない
ときには、ＨＮＢはダウンリンクデータ通知メッセージをコアネットワーク制御プレーン
エンティティに直接送信し得る、すなわち、ステップ２０２をスキップし得る。この実施
形態のシステムアーキテクチャでは、ＨＮＢとコアネットワーク制御プレーンエンティテ
ィとの間には完全Ｓ４（ＨＮＢの場合）／Ｓ１１（ＨｅＮＢの場合）インタフェースが存
在し得る。このインタフェースのトランザクション関連コンテキストを介して、ＵＥがＨ
ＮＢとコアネットワーク制御プレーンエンティティとの間で決定され得る。ダウンリンク
データ通知メッセージは、ページング範囲を示すために使用されるページングインジケー
タ情報を保持し得る。
【００５１】
　上記ページングインジケータ情報内のページング範囲は、パケットのソースアドレスお
よび宛先アドレス等の情報にしたがって、または、ダウンリンクパケットがＨＮＢから送
信されたかまたはコアネットワークのＰ－ＧＷから送信されたかに関する情報にしたがっ
て、またはダウンリンクパケットに対応するＡＰＮ（すなわち、ＰＤＮ接続のＩＤ）にし
たがって、ＨＮＢ内のＳ－ＧＷによって取得され得る。例えば、ダウンリンクパケットが
ＨＮＢのＰ－ＧＷから送信されている場合には、ページングインジケータ情報は、このＨ
ＮＢだけにおけるページングを示し、またこの場合、ＨＮＢ　ＩＤを保持する。ダウンリ
ンクパケットがコアネットワークのＰ－ＧＷから送信されている場合には、ページングイ
ンジケータ情報は、ユーザ登録領域情報によって示された範囲内のマクロＮＢと、オープ
ンおよびハイブリッド・アクセスモードにおけるＨＮＢと、ユーザのＣＳＧホワイトリス
ト内のすべてのＨＮＢとにおけるページングを示す。このページングインジケータ情報は
また、ダウンリンクデータのソースアドレスおよび宛先アドレス、またはデータタイプ、
ＡＰＮ、サービスタイプ、データソースのＰＤＮのＡＰＮ、ダウンリンクデータがコアネ
ットワークのＰ－ＧＷまたはＨＮＢにおいて統合されたＰ－ＧＷから送信されているかど
うかに関する情報、または、ＨＮＢ　ＩＤまたはアドレスでもあり得る。ＨＮＢがＨＮＢ
　ＧＷを介してコアネットワーク制御プレーンエンティティに接続されていて、このＨＮ
Ｂがダウンリンクデータ通知メッセージをコアネットワーク制御プレーンエンティティに
直接送信する場合には、ページングインジケータ情報は更に、ＨＮＢ　ＧＷのＩＤまたは
アドレスを含み得る。本発明のすべての実施形態はこの原則に適合している。ＨＮＢ　Ｇ
Ｗまたはコアネットワーク制御プレーンエンティティは、ページング範囲を決定する。更
に、ＨＮＢとコアネットワーク制御プレーンエンティティとの間に不完全Ｓ４（ＨＮＢの
場合）／Ｓ１１（ＨｅＮＢの場合）インタフェースが存在する場合、ダウンリンクデータ
通知メッセージは更にユーザＩＤを保持し得る。
【００５２】
　任意選択的に、ＨＮＢは、ページングインジケータ情報にしたがってページング範囲を
決定し、ページング範囲とページングインジケータ情報とをＨＮＢ　ＧＷまたはコアネッ
トワーク制御プレーンエンティティに送信する。
【００５３】
　ステップ２０２：ＨＮＢ　ＧＷは、ダウンリンクデータ通知メッセージをコアネットワ
ーク制御プレーンエンティティに送信し、ダウンリンクデータが到着することを通知する
。このメッセージがページングインジケータ情報とＨＮＢ　ＩＤとユーザＩＤとを含む場
合、ＨＮＢ　ＧＷは、このメッセージをコアネットワーク制御プレーンエンティティに送
信するとき、ダウンリンクデータ通知メッセージ内のこの情報を保持し得る。ＨＮＢから
送信されたダウンリンクデータ通知メッセージがＨＮＢ　ＩＤを保持しない場合、ＨＮＢ
　ＧＷはＨＮＢのインタフェースコンテキストにしたがってＨＮＢ　ＩＤを決定し得、こ
のメッセージをコアネットワーク制御プレーンエンティティに送信するときに、ＨＮＢ　
ＩＤをダウンリンクデータ通知メッセージに加え得る。ホームＧＷがＨＮＢだけにおける
ページングを開始すべきかどうかを決定して、ページング最適化を実行せずに通常領域に
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おけるページングを開始すると決定し得る場合には、ＨＮＢ　ＧＷによってコアネットワ
ーク制御プレーンエンティティに送信されたダウンリンクデータ通知メッセージは、ペー
ジングインジケータ情報を保持しないこともある。
【００５４】
　任意選択的に、ＨＮＢ　ＧＷは、ページングインジケータ情報にしたがってページング
範囲を決定し、ページング範囲とページングインジケータ情報とをＨＮＢ　ＧＷまたはコ
アネットワーク制御プレーンエンティティに送信する。
【００５５】
　コアネットワーク制御プレーンエンティティによって送信されたダウンリンクデータ通
知応答メッセージを受信した後に、ＨＮＢ　ＧＷはダウンリンクデータ通知応答メッセー
ジをＨＮＢに送信するが、このメッセージはＨＮＢ　ＧＷがダウンリンクデータ通知メッ
セージを受信した直後に送信され得る。
【００５６】
　ステップ２０３：コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ページング範囲とユ
ーザＩＤとを含むページングメッセージを生成する。ダウンリンクデータ通知メッセージ
を受信した後に、コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ユーザの記憶されたコ
ンテキスト情報を探索し、ページングインジケータ情報とＨＮＢ　ＩＤと、ユーザＩＤと
ＡＰＮとネットワーク構成と、運用者方針と、ユーザが加入しているローカル経路指定の
サービス継続性とにしたがって、ページング範囲を決定する。ページング範囲がＨＮＢで
ある場合には、コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ページングをトリガする
ためにダウンリンクデータ通知メッセージを送信するＨＮＢまたはＨＮＢ　ＧＷだけにペ
ージングメッセージが送信されることを決定する。
【００５７】
　コアネットワーク制御プレーンエンティティがダウンリンクデータ通知メッセージを正
しく受信すると、コアネットワーク制御プレーンエンティティはダウンリンクデータ通知
応答メッセージを送信し得る。
【００５８】
　ステップ２０４：ＨＮＢ　ＧＷがネットワーク内に配備されている場合には、コアネッ
トワーク制御プレーンエンティティは、ステップ７０３で決定されたＨＮＢ　ＧＷにユー
ザＩＤを保持するページングメッセージを送信する（ダウンリンクデータ通知メッセージ
がＨＮＢによってコアネットワーク制御プレーンエンティティに直接送信される場合には
、ＨＮＢはページングインジケータ情報内に保持されたＨＮＢ　ＧＷのＩＤまたはアドレ
スにしたがって発見され、同じことが本発明のすべての実施形態に当てはまる）。ページ
ング範囲がＨＮＢである場合には、このメッセージは更に、ＨＮＢ　ＩＤを保持し得るか
、または、ダウンリンクデータが到着するＨＮＢだけにページングメッセージが送信され
ることを示す情報を保持し得る。ユーザが最近帰属するＨＮＢのＩＤにしたがって、コア
ネットワーク制御プレーンエンティティはＨＮＢのＩＤがＵＥコンテキスト内に記憶され
ているＨＮＢに接続されたＨＮＢ　ＧＷにページングメッセージを送信してもよく、ＵＥ
コンテキストはＨＮＢ　ＧＷのＩＤを含み得る。ネットワーク内にＨＮＢ　ＧＷが配備さ
れていない場合には、ページングメッセージはＨＮＢに直接送信され、ステップ２０５は
スキップされる。
【００５９】
　ステップ２０５：ページングメッセージを受信した後に、ＨＮＢ　ＧＷは、制御された
ＨＮＢにページングメッセージを送信する。このページングメッセージがＨＮＢ　ＩＤを
保持している場合には、ＨＮＢ　ＧＷはこのＨＮＢ　ＩＤによって示されたＨＮＢだけに
ページングメッセージを送信する。ダウンリンクデータが到着するＨＮＢにだけページン
グが送信されることを示すためのインジケータをページングメッセージが保持する場合に
は、このＨＮＢ　ＧＷは、ユーザＩＤとコンテキスト情報とにしたがって、ダウンリンク
データが到着するＨＮＢを決定し、ページングメッセージをこのＨＮＢにだけ送信する。
【００６０】
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　ステップ２０６：ページングメッセージを受信したＨＮＢは、ユーザＩＤに対応するＵ
Ｅに対するページングを開始する。
【００６１】
　ステップ２０７：ページングを受信した後に、ＵＥはこのページングに応答するために
サービス要求を開始する。このステップにおいて、ＵＥがある時間内にページングに応答
しない場合には、コアネットワーク制御プレーンエンティティはローカル経路のＰＤＮ接
続を解放するためにＰＤＮ接続不活性化を開始し得る。
【００６２】
　図６は、本発明によるＵＥをページングするための方法の第２の実施形態の概略流れ図
である。図６に示されているように、この実施形態において、ＨＮＢはＳ－ＧＷを統合し
ている。ＵＥがＨＮＢに常駐しているときには、すべてのユーザデータはこのＨＮＢのＳ
－ＧＷを通過し、ＵＥのダウンリンクデータがＨＮＢに到着したとき、このＨＮＢはこの
ダウンリンクデータが移動体運用者のコアネットワークから来ているか、ホームネットワ
ークからローカルに経路指定されているかを判定する。データがホームネットワークから
来ている場合には、ＨＮＢは更に、このデータのソースアドレスにしたがって、データが
ホームネットワークの他のデバイスから来ているか、またはインターネットから来ている
かを決定し得る。本方法は下記のステップを含む。
【００６３】
　ステップ３０１：ＨＮＢは、ページングインジケータ情報を含むダウンリンクデータ通
知メッセージをＨＮＢ　ＧＷに送信する。ＨＮＢ　ＧＷがシステム内に配備されていない
場合には、ＨＮＢはダウンリンクデータ通知メッセージをコアネットワーク制御プレーン
エンティティに直接送信し得る、すなわち、ステップ３０２をスキップし得る。
【００６４】
　この実施形態のシステムアーキテクチャでは、ＨＮＢとコアネットワーク制御プレーン
エンティティとの間には完全（ｃｏｍｐｌｅｔｅ）Ｓ４（ＨＮＢの場合）／Ｓ１１（Ｈｅ
ＮＢの場合）インタフェースが存在し得る。このインタフェースのトランザクション関連
コンテキストを介して、ＵＥは、ＨＮＢとコアネットワーク制御プレーンエンティティと
の間で決定され得る。ダウンリンクデータ通知メッセージは、ページング範囲を示すため
に使用されるページングインジケータ情報を保持し得て、更にＨＮＢ　ＩＤを保持し得る
。
【００６５】
　上記ページングインジケータ情報内のページング範囲は、パケットのソースアドレスお
よび宛先アドレス等の情報にしたがって、または、ＡＰＮに対応するダウンリンクパケッ
トもしくはＰＤＮ接続の接続ベアラーＩＤに対応するダウンリンクパケットがＨＮＢから
もしくはコアネットワークのＰ－ＧＷから送信されているかどうかに関する情報にしたが
って、ＨＮＢ内のＳ－ＧＷによって取得され得る。例えば、ダウンリンクパケットがＨＮ
ＢのＰ－ＧＷから送信されている場合には、ページングインジケータ情報は、ＨＮＢだけ
におけるページングを示す。ダウンリンクパケットがコアネットワークのＰ－ＧＷから送
信されている場合には、ページングインジケータ情報は、ユーザ登録領域情報によって示
された範囲内のマクロＮＢと、オープンおよびハイブリッド・アクセスモードにおけるＨ
ＮＢと、ユーザのＣＳＧホワイトリスト内のすべてのＨＮＢとにおけるページングを示す
。このページング範囲情報は、ダウンリンクデータのソースアドレスおよび宛先アドレス
、またはデータタイプだけを示し得て、ＨＮＢ　ＧＷまたはコアネットワーク制御プレー
ンエンティティはページング範囲を決定する。更に、ＨＮＢとコアネットワーク制御プレ
ーンエンティティとの間に不完全（ｉｍｃｏｍｐｌｅｔｅ）Ｓ４（ＨＮＢの場合）／Ｓ１
１（ＨｅＮＢの場合）インタフェースが存在するときには、ダウンリンクデータ通知メッ
セージは更にユーザＩＤを保持し得る。
【００６６】
　任意選択的に、ＨＮＢは、ページングインジケータ情報にしたがってページング範囲を
決定し、ページング範囲とページングインジケータ情報とをＨＮＢまたはコアネットワー
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ク制御プレーンエンティティに送信する。
【００６７】
　ステップ３０２：ＨＮＢ　ＧＷは、ページングインジケータ情報とＨＮＢ　ＩＤとユー
ザＩＤとを含み得るダウンリンクデータ通知メッセージをコアネットワーク制御プレーン
エンティティに送信して、ダウンリンクデータが到着することを通知する。ＨＮＢから送
信されたダウンリンクデータ通知メッセージがＨＮＢ　ＩＤを保持しない場合には、ＨＮ
Ｂ　ＧＷは、ＨＮＢのインタフェースコンテキストにしたがってＨＮＢ　ＩＤを決定し、
このメッセージをコアネットワーク制御プレーンエンティティに送信するときにＨＮＢ　
ＩＤをダウンリンクデータ通知メッセージに加え得る。異なる実現形態ソリューションに
よれば、ＨＮＢ　ＧＷがＨＮＢおいてだけページングを開始すべきであるかどうかを決定
し得る場合には、ＨＮＢ　ＧＷによってコアネットワーク制御プレーンエンティティに送
信されたダウンリンクデータ通知メッセージはページングインジケータ情報を保持しない
こともある。
【００６８】
　任意選択的に、ＨＮＢ　ＧＷは、ページングインジケータ情報にしたがってページング
範囲を決定し、ページング範囲とページングインジケータ情報とをＨＮＢ　ＧＷまたはコ
アネットワーク制御プレーンエンティティに送信する。
【００６９】
　更に、コアネットワーク制御プレーンエンティティがダウンリンクデータ通知メッセー
ジを正しく受信すると、コアネットワーク制御プレーンエンティティはダウンリンクデー
タ通知応答メッセージをＨＮＢ　ＧＷに送信し得る。
【００７０】
　コアネットワーク制御プレーンエンティティによって送信されたダウンリンクデータ通
知応答メッセージを受信した後に、ＨＮＢ　ＧＷはダウンリンクデータ通知応答メッセー
ジをＨＮＢに送信するが、このメッセージはＨＮＢ　ＧＷがダウンリンクデータ通知メッ
セージを受信した直後に送信され得る。
【００７１】
　ステップ３０３：ダウンリンクデータ通知メッセージを受信した後に、コアネットワー
ク制御プレーンエンティティは上記ダウンリンクデータの宛先アドレスとＵＥ　ＩＤとに
したがって、ＵＥの記憶されたコンテキスト情報とページングインジケータ情報とＨＮＢ
　ＩＤとユーザＩＤとを探索し、ページング範囲を決定する。このページング範囲がＨＮ
Ｂである場合には、コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ページングをトリガ
するためにダウンリンクデータ通知メッセージを送信するＨＮＢまたはＨＮＢ　ＧＷだけ
にページングメッセージが送信されることを決定する。
【００７２】
　ステップ３０４：ＨＮＢ　ＧＷがネットワーク内に配備されている場合には、コアネッ
トワーク制御プレーンエンティティは、ユーザＩＤ情報を保持するページングメッセージ
をＨＮＢ　ＧＷに送信する。ページング範囲がＨＮＢである場合には、このメッセージは
更に、ＨＮＢ　ＩＤを保持することを必要とする。ユーザが最近帰属するＨＮＢのＩＤに
したがって、コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ＨＮＢのＩＤがＵＥコンテ
キスト内に記憶されているＨＮＢに接続されたＨＮＢ　ＧＷにページングメッセージを送
信し得て、ＵＥコンテキストはＨＮＢ　ＧＷのＩＤを含み得る。ネットワーク内にＨＮＢ
　ＧＷが配備されていない場合には、このページングはＨＮＢに直接送信され、ステップ
３０５はスキップされる。
【００７３】
　ステップ３０５：ページングメッセージを受信した後に、ＨＮＢ　ＧＷは、制御された
ＨＮＢにページングメッセージを送信する。このページングメッセージがＨＮＢ　ＩＤを
保持している場合には、ＨＮＢ　ＧＷはこのＨＮＢ　ＩＤによって示されたＨＮＢにペー
ジングメッセージを送信する。ダウンリンクデータが到着するＨＮＢにだけページングが
送信されることを示すためのインジケータをページングメッセージが保持する場合には、
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このＨＮＢ　ＧＷは、ユーザＩＤとコンテキスト情報とにしたがって、ダウンリンクデー
タが到着するＨＮＢを決定し、ページングメッセージをこのＨＮＢに送信する。
【００７４】
　ステップ３０６：ページングメッセージを受信したＨＮＢは、ユーザＩＤに対応するＵ
Ｅに対するページングを開始する。
【００７５】
　ページングメッセージが指定されたＨＮＢに送信されるか、ＨＮＢ　ＧＷによって制御
されるすべてのＨＮＢがページングされて、ＵＥがある時間内にページングに応答しない
、すなわちコアネットワーク制御プレーンエンティティによって設定されたタイマが満了
する場合には、コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ユーザ登録領域情報によ
って示された範囲内のマクロＮＢと、オープンおよびハイブリッド・アクセスモードにお
けるＨＮＢと、ユーザのＣＳＧホワイトリスト内のすべてのＨＮＢとにおけるページング
を実行することを決定し得る。このタイマはＨＮＢ内に設定されることもあり得る。ＨＮ
Ｂ内のタイマが満了した後にページング応答が受信されない場合には、ＨＮＢはコアネッ
トワーク制御プレーンエンティティまたはＨＮＢ　ＧＷに対するダウンリンクデータ通知
メッセージを再び開始するが、このメッセージは全ユーザ登録領域におけるページングを
示すインジケータ情報を保持し得るか、あるいはＵＥページング応答が受信されないこと
を示すインジケータ情報を保持し得る。ＨＮＢ　ＧＷは、ダウンリンクデータ通知メッセ
ージをコアネットワーク制御プレーンエンティティに転送し、ユーザ登録領域内のすべて
のＮＢにおいてページングを実行するようにコアネットワーク制御プレーンエンティティ
に命令する。タイマはＨＮＢ　ＧＷに設定されることもあり得る。タイマが満了した後に
、ページング応答が受信されない場合には、ＨＮＢ　ＧＷはコアネットワーク制御プレー
ンエンティティに対するダウンリンクデータ通知メッセージを開始するが、このメッセー
ジはユーザ登録領域におけるページングを実行するようにコアネットワーク制御プレーン
エンティティに命令するページングインジケータ情報を保持する。
【００７６】
　ＵＥが他のＮＢにおけるページングに応答し、コアネットワーク管理エンティティが新
しいＳ－ＧＷを選択してコアネットワークにおけるＰＤＮ接続経路を更新する場合には、
コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ＨＮＢに通知し、ＵＥがページングに応
答するＨＮＢ内のＳ－ＧＷまたはコアネットワークのＳ－ＧＷにダウンリンクデータを転
送すべきかどうかをＨＮＢに指示し得る。あるいは、ＨＮＢは、データを廃棄することを
決定するか、またはデータを転送することを決定するようにコアネットワーク制御プレー
ンエンティティに応答する。データ転送が完了した後に、ローカル経路指定のサービス継
続が留保される必要がない場合には、ネットワークはローカル経路のＰＤＮ接続の不活性
化を開始し得る。すべてのダウンリンク・データソースがローカルに経路指定されてロー
カル経路指定のサービス継続が留保される必要がない場合には、ネットワークはデータを
転送しないことを決定し得て、ネットワークはローカル経路のＰＤＮ接続の不活性化を開
始する。
【００７７】
　ステップ３０７：ページングを受信した後に、ＵＥはこのページングに応答するために
サービス要求を開始する。
【００７８】
　図７は本発明によるＵＥをページングするための方法の第３の実施形態の概略流れ図で
ある。図７に示されているように、この実施形態において、ＨＮＢはＳ－ＧＷを統合して
いる。ＵＥがＨＮＢに常駐しているときには、すべてのユーザデータはこのＨＮＢのＳ－
ＧＷを通過し、ＵＥのダウンリンクデータがＨＮＢに到着したとき、このＨＮＢはこのダ
ウンリンクデータが移動体運用者のコアネットワークから来ているか、ホームネットワー
クからローカルに経路指定されているかを判定する。データがホームネットワークから来
ている場合には、ＨＮＢは更に、このデータのソースアドレスにしたがって、データがホ
ームネットワークの他のデバイスから、またはインターネットから来ているかどうかを決
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定し得る。本方法は下記のステップを含む。
【００７９】
　この実施形態におけるステップ４０１および４０２は上記の実施形態におけるステップ
３０１および３０２と同じである。
【００８０】
　ステップ４０３：ダウンリンクデータ通知メッセージを受信した後に、コアネットワー
ク制御プレーンエンティティは、ページングインジケータ情報とＨＮＢ　ＩＤとユーザＩ
Ｄとにしたがって、ＵＥの記憶されたコンテキスト情報を探索し、ページング範囲を決定
する。
【００８１】
　コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ＵＥ加入と、ＡＰＮおよび他のネット
ワーク構成と、データソースがコアネットワークであることおよびデータタイプが緊急で
あることを示す情報とにしたがって、ページング範囲がユーザ登録領域であることを決定
し得る。
【００８２】
　このページング範囲がユーザ登録領域である場合には、コアネットワーク制御プレーン
エンティティは、ユーザ登録領域内のマクロＮＢ、ＨＮＢまたはＨＮＢ　ＧＷ等のデバイ
スに送信されるべきページングメッセージを生成することを決定する。
【００８３】
　ステップ４０４：コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ユーザＩＤ情報を保
持するページングメッセージをユーザ登録領域内のマクロＮＢ、ＨＮＢまたはＨＮＢ　Ｇ
Ｗ等のデバイスに送信する。
【００８４】
　ステップ４０５：ページングメッセージを受信した後に、ＨＮＢ　ＧＷはページングメ
ッセージをすべての制御されたＨＮＢに送信する。
【００８５】
　ステップ４０６：ページングメッセージを受信したＨＮＢは、ユーザＩＤに対応するＵ
Ｅに対するページングを開始し、同様にページングメッセージを受信したマクロＮＢもペ
ージングを開始する。
【００８６】
　ステップ４０７：ページングを受信した後に、ＵＥはこのページングに応答するために
サービス要求を開始する。
【００８７】
　ダウンリンクデータが到着するＨＮＢにおけるページングにユーザが応答する場合には
、コアネットワーク制御プレーンエンティティは、キャッシュ記憶されたダウンリンクデ
ータをユーザに送信するようにＨＮＢに通知する。
【００８８】
　ユーザが他のＮＢにおけるページングに応答する場合には、コアネットワーク制御プレ
ーンエンティティはＨＮＢに通知し、ユーザがページングに応答するＮＢにデータを転送
するようにこのＨＮＢに命令する。あるいは、キャッシュ記憶されたデータソースまたは
ベアラーＱｏＳにしたがって、ＨＮＢは、データを廃棄することを決定するか、またはデ
ータを転送することを決定するようにコアネットワーク制御プレーンエンティティに応答
する。
【００８９】
　図８は、本発明によるＵＥをページングするための方法の第４の実施形態の概略流れ図
である。この実施形態では、Ｓ－ＧＷはＨＮＢとコアネットワークの両方に設定される（
ＵＭＩＳ　ＨＮＢに関しては、対応するコアネットワーク制御プレーンエンティティはＳ
ＧＳＮであり、ＵＭＴＳ　ＨＮＢがＬＴＦコアネットワークにアクセスする場合には、Ｕ
ＭＴＳ　ＨＮＢ上の制御プレーンエンティティはＳ－ＧＷである）。ＵＥがＨＮＢに常駐
する場合は、ローカルに経路指定されたユーザデータはＨＮＢ上のＳ－ＧＷ／Ｐ－ＧＷを
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通過し、コアネットワーク・データはコアネットワーク内のＳ－ＧＷ／ＵＭＴＳを通過す
る。この実施形態では、ダウンリンク・ユーザデータはＨＮＢに到着し、ＨＮＢはこのデ
ータがホームネットワークからローカルに経路指定されていることを知り、このデータの
ソースアドレスにしたがって、このデータがホームネットワークの他のデバイスから来て
いるかまたはインターネットから来ているかを決定し得る。図８に示されているように、
本方法は下記のステップを含む。
【００９０】
　ステップ５０１：ＨＮＢは、ページングインジケータ情報を含むダウンリンクデータ通
知メッセージをＨＮＢ　ＧＷに送信する。ＨＮＢ　ＧＷがシステム内に配備されていない
場合には、ＨＮＢはダウンリンクデータ通知メッセージをコアネットワーク制御プレーン
エンティティに直接送信する、すなわち、ステップ５０２をスキップする。このステップ
において、ＨＮＢとコアネットワーク制御プレーンエンティティとの間には完全Ｇｎ（Ｈ
ＮＢ）／Ｓ４（ＨＮＢ）／Ｓ１１（ＨｅＮＢ）インタフェースプロトコル・スタックが存
在し得る。このインタフェースのトランザクション関連コンテキストを介して、ＵＥはＨ
ＮＢとコアネットワーク制御プレーンエンティティとの間で決定され得る。ダウンリンク
データ通知メッセージはＨＮＢ　ＩＤを保持し得る。ＨＮＢとコアネットワーク制御プレ
ーンエンティティとの間に不完全Ｇｎ（ＨＮＢ）／Ｓ４（ＨＮＢ）／Ｓ１１（ＨｅＮＢ）
インタフェースプロトコル・スタックが存在する場合には、ダウンリンクデータ通知メッ
セージは更にユーザＩＤを保持し得る。
【００９１】
　ステップ５０２：ＨＮＢ　ＧＷはダウンリンクデータ通知メッセージをコアネットワー
ク制御プレーンエンティティに送信する。ダウンリンクデータ通知メッセージがＨＮＢ　
ＩＤとユーザＩＤとを含む場合には、ＨＮＢ　ＧＷは、ダウンリンクデータ通知メッセー
ジをコアネットワーク制御プレーンエンティティに送信するときに、このダウンリンクデ
ータ通知メッセージ内の情報を搬送し得る。ＨＮＢから送信されたダウンリンクデータ通
知メッセージがＨＮＢ　ＩＤを保持しない場合には、ＨＮＢ　ＧＷはＨＮＢのインタフェ
ースコンテキストにしたがってＨＮＢ　ＩＤを決定し、このメッセージをコアネットワー
ク制御プレーンエンティティに送信するときに、このＨＮＢ　ＩＤをダウンリンクデータ
通知メッセージに加え得る。
【００９２】
　更に、コアネットワーク制御プレーンエンティティがダウンリンクデータ通知メッセー
ジを正しく受信したとき、コアネットワーク制御プレーンエンティティはダウンリンクデ
ータ通知応答メッセージをＨＮＢ　ＧＷに送信し得る。
【００９３】
　コアネットワーク制御プレーンエンティティによって送信されたダウンリンクデータ通
知応答メッセージを受信した後に、ＨＮＢ　ＧＷはダウンリンクデータ通知応答メッセー
ジをＨＮＢに送信するが、このメッセージはＨＮＢ　ＧＷがダウンリンクデータ通知メッ
セージを受信した直後に送信され得る。
【００９４】
　ステップ５０３：ダウンリンクデータ通知メッセージを受信した後に、コアネットワー
ク制御プレーンエンティティは、ＨＮＢ　ＩＤとユーザＩＤとにしたがってＵＥの記憶さ
れたコンテキスト情報を発見し、ページング範囲を決定する。
【００９５】
　ページング範囲がＨＮＢである場合には、コアネットワーク制御プレーンエンティティ
は、ページングをトリガするためにダウンリンクデータ通知メッセージを送信するＨＮＢ
またはＨＮＢ　ＧＷだけにページングメッセージが送信されることを決定し、コアネット
ワーク制御プレーンエンティティは、ユーザＩＤ情報を保持するページングメッセージを
生成する。
【００９６】
　ステップ５０４（任意選択的）：ＨＮＢ　ＧＷがネットワーク内に配備されている場合
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には、コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ユーザＩＤ情報を保持するページ
ングメッセージをＨＮＢ　ＧＷに送信する。ページング範囲がＨＮＢである場合には、こ
のメッセージは更にＨＮＢ　ＩＤを保持する必要がある。ユーザが最近帰属するＨＮＢの
ＩＤにしたがって、コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ページングメッセー
ジをＨＮＢに接続されたＨＮＢ　ＧＷに送信し得るが、このＨＮＢのＩＤはＵＥコンテキ
ストに記憶されており、ＵＥコンテキストはＨＮＢ　ＧＷのＩＤを含み得る。ＨＮＢ　Ｇ
Ｗがネットワーク内に配備されていない場合には、ページングはＨＮＢに直接送信され、
ステップ５０５はスキップされる。
【００９７】
　ステップ５０５：ページングメッセージを受信した後に、ＨＮＢ　ＧＷは、制御された
ＨＮＢにページングメッセージを送信する。このページングメッセージがＨＮＢ　ＩＤを
保持する場合には、ＨＮＢ　ＧＷは、ページングメッセージをこのＨＮＢ　ＩＤ　によっ
て示されたＨＮＢだけに送信する。
【００９８】
　ステップ５０６：ページングメッセージを受信したＨＮＢはページングを開始する。
【００９９】
　ステップ５０７：ページングを受信した後にＵＥはこのページングに応答するためにサ
ービス要求を開始する。
【０１００】
　ＵＥがある時間内にページングに応答しない場合には、コアネットワーク制御プレーン
エンティティは、ローカル経路のＰＤＮ接続を解放するためにＰＤＮ接続不活性化を開始
し得る。
【０１０１】
　更に、上記の実施形態のステップ５０６において、指定されたＨＮＢに対してページン
グが開始されるか、またはＨＮＢ　ＧＷによって制御されたすべてのＨＮＢがページング
されて、ＵＥがある時間内にそのページングに応答しない場合には、コアネットワーク制
御プレーンエンティティは更に、ユーザ登録領域情報によって示された範囲内のマクロＮ
Ｂと、オープンおよびハイブリッド・アクセスモードにおけるＨＮＢと、ユーザのＣＳＧ
ホワイトリスト内のすべてのＨＮＢとにおけるページングを開始することを継続し得る。
【０１０２】
　ＵＥがページングに応答するＮＢが、ダウンリンクデータを受信したＨＮＢでない場合
には、コアネットワーク制御プレーンエンティティは、上記ダウンリンクデータを受信し
たＨＮＢに通知し、このデータをＵＥがページングに応答するＮＢに転送するようにＨＮ
Ｂに命令し得る。あるいは、ＨＮＢはこのデータを廃棄するように決定するか、またはデ
ータを転送することを決定するようにコアネットワーク制御プレーンエンティティに応答
する。データ転送が完了した後に、ネットワークは、ローカル経路のＰＤＮ接続の不活性
化を開始し、コアネットワーク・データを搬送するＰＤＮ接続は、コアネットワーク内の
Ｓ－ＧＷを使用し続ける。このネットワークはまた、このデータを転送しないと決定する
こともあり得る。ネットワークは、ローカル経路のＰＤＮ接続の不活性化を開始し、コア
ネットワーク・データを搬送するＰＤＮ接続は、コアネットワーク内のＳ－ＧＷ／ＳＧＳ
Ｎを使用し続ける。
【０１０３】
　図９は、本発明によるＵＥをページングするための方法の第５の実施形態の概略流れ図
である。この実施形態では、Ｓ－ＧＷはＨＮＢおよびコアネットワークの両方において設
定される（ＵＭＴＳ　ＨＮＢに関しては、対応するコアネットワーク制御プレーンエンテ
ィティはＳＧＳＮであって、ＵＭＴＳ　ＨＮＢがＬＴＥコアネットワークにアクセスする
場合には、ＵＭＴＳ　ＨＮＢ上の制御プレーンエンティティはＳ－ＧＷである）。ＵＥが
ＨＮＢ上に常駐する場合、ローカルに経路指定されたユーザデータはＨＮＢ上のＳ－ＧＷ
／ＳＧＳＮを通過し、コアネットワーク・データはコアネットワーク内のＳ－ＧＷ／ＳＧ
ＳＮを通過する。この実施形態では、ダウンリンク・ユーザデータはＨＮＢに到着し、こ
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のＨＮＢは、データがホームネットワークからローカルに経路指定されていること知り、
このデータのソースアドレスにしたがって、データがホームネットワークの他のデバイス
から来ているかまたはインターネットから来ているかを決定し得る。図９に示されている
ように、本方法は下記のステップを含む。
【０１０４】
　この実施形態におけるステップ６０１および６０２は図８に示されている実施形態にお
けるステップ５０１および５０２と同じである。
【０１０５】
　ステップ６０３：ダウンリンクデータ通知メッセージを受信した後に、コアネットワー
ク制御プレーンエンティティは、ＨＮＢ　ＩＤとユーザＩＤとにしたがって、ユーザの記
憶されたコンテキスト情報を発見し、ページング範囲を決定する。
【０１０６】
　コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ユーザ加入と、ＡＰＮおよび他のネッ
トワーク構成と、データソースがコアネットワークであることおよびデータタイプが緊急
であることを示す情報とにしたがって、ページング範囲がユーザ登録領域であると決定し
得る。
【０１０７】
　このページング範囲がユーザ登録領域である場合には、コアネットワーク制御プレーン
エンティティは、ページングメッセージがユーザ登録領域内のマクロＮＢ、ＨＮＢまたは
ＨＮＢ　ＧＷ等のデバイスに送信されることを決定し、その後、ユーザ登録領域に送信さ
れるべきページングメッセージを生成する。
【０１０８】
　ステップ６０４：コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ユーザＩＤ情報を保
持するページングメッセージをユーザ登録領域内のマクロＮＢ、ＨＮＢまたはＨＮＢ　Ｇ
Ｗ等のデバイスに送信する。
【０１０９】
　ステップ６０５：ページングメッセージを受信した後に、ＨＮＢ　ＧＷはページングメ
ッセージをすべての制御されたＨＮＢに送信する。
【０１１０】
　ステップ６０６：ページングメッセージを受信したＨＮＢはページングを開始し、同様
にページングメッセージを受信したマクロＮＢもページングを開始する。
【０１１１】
　ステップ６０７：ページングを受信した後に、ＵＥはこのページングに応答するために
サービス要求を開始する。
【０１１２】
　ダウンリンクデータが到着するＨＮＢにおけるページングにＵＥが応答する場合には、
コアネットワーク制御プレーンエンティティは、キャッシュ記憶されたダウンリンクデー
タをＵＥに送信するようにＨＮＢに通知する。
【０１１３】
　ＵＥが他のＮＢにおけるページングに応答する場合には、コアネットワーク制御プレー
ンエンティティはＨＮＢに通知し、ユーザがページングに応答するＮＢにデータを転送す
るようにこのＨＮＢに命令し得る。あるいは、キャッシュ記憶されたデータソースまたは
ベアラーＱｏＳにしたがって、ＨＮＢは、データを廃棄することを決定するか、またはデ
ータを転送することを決定するようにコアネットワーク制御プレーンエンティティに応答
する。
【０１１４】
　図１０は、本発明によるＵＥをページングするための方法の第６の実施形態の概略流れ
図である。この実施形態では、ＨＮＢはＳ－ＧＷと統合されない。ＵＥがＨＮＢ上に常駐
するときには、すべてのユーザデータはＨＮＢにおいて統合されたＰ－ＧＷを通過してＨ
ＮＢに直接送信される。ＵＥのダウンリンクデータがＨＮＢのＰ－ＧＷに到着すると、Ｈ
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ＮＢのＰ－ＧＷはデータをコアネットワークのＳ－ＧＷに送信する。コアネットワークの
Ｓ－ＧＷは、ダウンリンク・データソースおよび接続ポートのＰ－ＧＷにしたがって、ダ
ウンリンクデータが移動体運用者のコアネットワークから来ているのか、またはホームネ
ットワークからローカルに経路指令されているのかを判定する。ダウンリンクデータがホ
ームネットワークから来ている場合には、コアネットワークのＳ－ＧＷは更に、データの
ソースアドレスにしたがって、ダウンリンクデータがホームネットワークの他のデバイス
から来ているか、またはインターネットから来ているかを決定し得る。コアネットワーク
のＳ－ＧＷは、ダウンリンク・データソースにしたがって、ダウンリンクデータ通知をコ
アネットワーク制御プレーンエンティティに送信すべきかどうかを判定し得る。コアネッ
トワークのＳ－ＧＷによってコアネットワーク制御プレーンエンティティに送信されたダ
ウンリンクデータ通知は、Ｓ－ＧＷによって生成されたページングインジケータ情報を保
持し得る。コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ページングインジケータ情報
とユーザ加入と運用者構成とＡＰＮとにしたがって、ページングメッセージをＨＮＢまた
はＨＮＢ　ＧＷに送信すべきかどうかを決定する。図１０に示されているように、本方法
は下記のステップを含む。
【０１１５】
　ステップ７０１：ＨＮＢは、ダウンリンクデータをコアネットワークのＳ－ＧＷに送信
する。この実施形態のシステムアーキテクチャでは、ＨＮＢとコアネットワーク制御プレ
ーンエンティティとの間に完全Ｓ５インタフェースが存在し得る。このインタフェースの
トランザクション関連コンテキストを介して、ＵＥがＨＮＢとコアネットワーク制御プレ
ーンエンティティとの間で決定され得る。ＨＮＢにおいて統合されたＰ－ＧＷは、Ｓ－Ｇ
Ｗにダウンリンクデータを送信するときに、送信する前に、または送信した後に、ページ
ング範囲を示すために使用されるページングインジケータ情報を保持し得て、ここでペー
ジングインジケータは、ＨＮＢ　ＩＤまたはアドレスを保持し得、ＨＮＢ　ＧＷがネット
ワーク内に配備されている場合には、ＨＮＢ　ＧＷ　ＩＤまたはアドレスを更に保持し得
る。
【０１１６】
　上記のページングインジケータ情報内のページング範囲は、パケットのソースアドレス
および宛先アドレス、またはダウンリンクパケットに対応するＡＰＮ（すなわち、ＰＤＮ
接続のＩＤ）等の情報にしたがって、ＨＮＢ内のＰ－ＧＷによって取得され得る。ＨＮＢ
とコアネットワークのＳ－ＧＷとの間に不完全Ｓ５インタフェースが存在する場合、ＨＮ
Ｂにおいて統合されたＰ－ＧＷは更に、ダウンリンクデータを送信するときのユーザＩＤ
を保持し得る。
【０１１７】
　任意選択的に、ＨＮＢは、ページングインジケータ情報にしたがってページング範囲を
決定し、ページング範囲とページングインジケータ情報とをＨＮＢ　ＧＷまたはコアネッ
トワーク制御プレーンエンティティに送信する。
【０１１８】
　ステップ７０２：コアネットワークのＳ－ＧＷは、ダウンリンクデータ通知メッセージ
をコアネットワーク制御プレーンエンティティに送信し、ダウンリンクデータが到着した
ことを通知するが、このメッセージは、ページングインジケータ情報とユーザＩＤとを含
む可能性がある。
【０１１９】
　ページング範囲は、上記ページングインジケータ情報に含まれるパケットのソースアド
レスおよび宛先アドレス、またはダウンリンクパケットがＨＮＢからまたはコアネットワ
ークのＰ－ＧＷから送信されたかどうかに関する情報、またはダウンリンクパケットに対
応するＡＰＮ（すなわち、ＰＤＮ接続のＩＤ）等の情報にしたがって、コアネットワーク
のＳ－ＧＷによって取得され得る。例えば、ダウンリンクパケットがＨＮＢのＰ－ＧＷか
ら送信された場合には、ページングインジケータ情報は、ユーザ登録領域内のオープンお
よびハイブリッド・アクセスモードにおけるＨＮＢのみと、ユーザのＣＳＧホワイトリス



(24) JP 5235248 B2 2013.7.10

10

20

30

40

50

ト内のすべてのＨＮＢとにおけるページングを示す。ダウンリンクパケットがコアネット
ワークのＰ－ＧＷから送信された場合には、ページングインジケータ情報は、ユーザ登録
領域情報によって示された範囲内のマクロＮＢと、オープンおよびハイブリッド・アクセ
スモードにおけるＨＮＢと、ユーザのＣＳＧホワイトリスト内のすべてのＨＮＢとにおけ
るページングを示す。ページングインジケータ情報はまた、ダウンリンクデータのソース
アドレスおよび宛先アドレスと、データタイプと、ＡＰＮと、サービスタイプと、データ
ソースのＰＤＮのＡＰＮと、ダウンリンクデータがコアネットワークのＰ－ＧＷから送信
されたか、またはＨＮＢにおいて統合されたＰ－ＧＷから送信されたかに関する情報との
うちの少なくとも１つを含み得る。ＨＮＢがＨＮＢ　ＧＷを介してコアネットワーク制御
プレーンエンティティに接続されるが、このＨＮＢがＨＮＢのＩＤまたはアドレス、また
はＨＮＢ　ＧＷのＩＤまたはアドレスをコアネットワークのＳ－ＧＷに送信する場合には
、ページングインジケータ情報はＨＮＢのＩＤまたはアドレス、あるいはＨＮＢ　ＧＷの
ＩＤまたはアドレスを更に含む必要がある。コアネットワークのＳ－ＧＷはまた、ＩＰリ
ンクからＨＮＢまたはＨＮＢ　ＧＷのアドレスを取得し得る。これらすべての情報は、ペ
ージングインジケータ情報としてコアネットワーク制御プレーンエンティティに送信され
得る。
【０１２０】
　コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ダウンリンクデータ通知応答メッセー
ジをコアネットワークのＳ－ＧＷに送信する。
【０１２１】
　ステップ７０３：コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ページング範囲とユ
ーザＩＤとを含むページングメッセージを生成する。ダウンリンクデータ通知メッセージ
を受信した後に、コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ユーザの記憶されたコ
ンテキスト情報を探索し、ページング範囲インジケータとして、ページングインジケータ
情報と、ＨＮＢ　ＩＤと、ユーザＩＤと、ＡＰＮと、ネットワーク構成と、運用者方針と
、ユーザが加入しているローカル経路指定のサービス継続性とのうちの少なくとも１つを
使用することによってページング範囲を決定する。
【０１２２】
　ページング範囲がＨＮＢであって、ＨＮＢ　ＧＷがネットワーク内に配備されておらず
、コアネットワーク制御プレーンエンティティがＨＮＢのＩＤまたはアドレスをＳ－ＧＷ
から取得する場合には、コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ページングをト
リガするためにダウンリンクデータ通知メッセージを送信するＨＮＢだけにページングメ
ッセージが送信され得ることを決定する。ページング範囲がＨＮＢであって、ＨＮＢ　Ｇ
Ｗがネットワーク内に配備されており、コアネットワーク制御プレーンエンティティがＨ
ＮＢ　ＧＷのＩＤまたはアドレスをＳ－ＧＷから取得する場合には、コアネットワーク制
御プレーンエンティティは、ページングをトリガするためにダウンリンクデータ通知メッ
セージを送信するＨＮＢ　ＧＷだけにページングメッセージが送信され得ることを決定す
る。ページング範囲がＨＮＢであって、ＨＮＢ　ＧＷがネットワーク内に配備されており
、コアネットワーク制御プレーンエンティティがＨＮＢおよびＨＮＢ　ＧＷのＩＤまたは
アドレスをＳ－ＧＷから取得する場合には、コアネットワーク制御プレーンエンティティ
は、ページングをトリガするためにダウンリンクデータ通知メッセージを送信するＨＮＢ
　ＧＷだけにページングメッセージが送信され得ることを決定するが、ここでダウンリン
クデータ通知メッセージはＨＮＢのＩＤまたはアドレスを保持している。ページング範囲
がＨＮＢであって、ＨＮＢ　ＧＷがネットワーク内に配備されており、コアネットワーク
制御プレーンエンティティがＨＮＢおよびＨＮＢ　ＧＷのＩＤまたはアドレスをＳ－ＧＷ
から取得しない場合には、コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ユーザをペー
ジングするためにユーザ登録領域内のオープンおよびハイブリッド・アクセスモードにお
けるＨＮＢとユーザのＣＳＧホワイトリスト内のすべてのＨＮＢとにページングメッセー
ジが送信されることを決定する。
【０１２３】
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　ステップ７０４：ＨＮＢ　ＧＷがネットワーク内に配備されている場合には、コアネッ
トワーク制御プレーンエンティティは、ステップ７０３において決定されたＨＮＢ　ＧＷ
にユーザＩＤ情報を保持するページングメッセージを送信する（ダウンリンクデータ通知
メッセージがＨＮＢによってコアネットワーク制御プレーンエンティティに直接送信され
る場合には、ＨＮＢは、ページングインジケータ情報内に保持されているＨＮＢ　ＧＷの
ＩＤまたはアドレスにしたがって発見される）。ページング範囲はＨＮＢであるが、ＨＮ
Ｂの特定のＩＤまたはアドレスが利用可能でない場合には、このメッセージは更に、ユー
ザ登録領域リストとユーザのＣＳＧホワイトリストとを保持し、上記領域内のオープンお
よびハイブリッド・アクセスモードにおけるすべてのＨＮＢにおけるページングを示す。
ユーザが最近帰属するＨＮＢのＩＤにしたがって、コアネットワーク制御プレーンエンテ
ィティはページングメッセージをＨＮＢに接続されたＨＮＢ　ＧＷに送信し得るが、この
ＨＮＢのＩＤはＵＥコンテキストに記憶されており、ＵＥコンテキストはＨＮＢ　ＧＷの
ＩＤを含み得る。ＨＮＢ　ＧＷがネットワーク内に配備されていない場合には、ページン
グはＨＮＢに直接送信され、ステップ７０５はスキップされる。
【０１２４】
　ステップ７０５：ページングメッセージを受信した後に、ＨＮＢ　ＧＷは、制御された
ＨＮＢにページングメッセージを送信する。このページングメッセージがＨＮＢ　ＩＤを
保持する場合には、ＨＮＢ　ＧＷはこのＨＮＢ　ＩＤによって示されたＨＮＢだけにペー
ジングメッセージを送信する。ダウンリンクデータが到着するＨＮＢだけにページングメ
ッセージが送信されることを示すためのインジケータをページングメッセージが保持する
場合には、ＨＮＢ　ＧＷは、ユーザＩＤおよびコンテキスト情報にしたがって、ダウンリ
ンクデータが到着するＨＮＢを決定し、ページングメッセージをＮＢだけに送信する。
【０１２５】
　ステップ７０６：ページングメッセージを受信したＨＮＢは、ユーザＩＤに対応するＵ
Ｅに対するページングを開始する。
【０１２６】
　ステップ７０７：ページングを受信した後に、ＵＥはこのページングに応答するために
サービス要求を開始する。このステップにおいて、ＵＥがある時間内にページングに応答
しない場合には、コアネットワーク制御プレーンエンティティは、ローカル経路のＰＤＮ
接続を解放するためにＰＤＮ接続不活性化を開始し得る。
【０１２７】
　ユーザ加入と運用者方針または構成とユーザデータを送信するＰＤＮ接続とがローカル
経路指定のサービス継続性をサポートし、ページングメッセージが指定のＨＮＢに送信さ
れるか、または、ＨＮＢ　ＧＷによって制御されたすべてのＨＮＢがページングされて、
ＵＥがある時間内にそのページングに応答しない、すなわち、コアネットワーク制御プレ
ーンエンティティによって設定されたタイマが満了する場合には、コアネットワーク制御
プレーンエンティティは、ユーザ登録領域情報によって示された範囲内のマクロＮＢと、
オープンおよびハイブリッド・アクセスモードにおけるＨＮＢと、ユーザのＣＳＧホワイ
トリスト内のすべてのＨＮＢとにおいてページングを実行することを決定し得る。このタ
イマはＨＮＢ内に設定され得る。ＨＮＢ内のタイマが満了した後にページング応答が受信
されない場合には、ＨＮＢはコアネットワーク制御プレーンエンティティまたはＨＮＢ　
ＧＷに対するダウンリンクデータ通知メッセージを再び開始するが、このメッセージは、
全ユーザ登録領域におけるページングを示すインジケータ情報、またはＵＥページング応
答が受信されないことを示すインジケータ情報を保持し得る。ＨＮＢ　ＧＷは、ダウンリ
ンクデータ通知メッセージをコアネットワーク制御プレーンエンティティに転送して、ユ
ーザ登録領域内のすべてのＮＢにおいてページングを実行するようにコアネットワーク制
御プレーンエンティティに命令する。タイマはＨＮＢ　ＧＷ内に設定されることもあり得
る。タイマが満了した後にページング応答が受信されない場合には、ＨＮＢ　ＧＷはコア
ネットワーク制御プレーンエンティティに対するダウンリンクデータ通知メッセージを開
始するが、このメッセージは、ユーザ登録領域においてページングを実行するようにコア
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ネットワーク制御プレーンエンティティに命令するページングインジケータ情報を保持す
る。
【０１２８】
　上記の実施形態では、ＨＮＢ　ＧＷはシステム内に設定されるが、ＨＮＢとコアネット
ワーク制御プレーンエンティティとの間で交換される幾つかのメッセージは、コアネット
ワーク制御プレーンエンティティに直接、またはＨＮＢにＩＰ経路指定を介して送信され
得るか、あるいは直接ＨＮＢ　ＧＷを通して経路指定され得る。この場合、ＨＮＢ　ＧＷ
はこれらのメッセージを処理しない。更に、ＬＴＥシステムでは、ＨＮＢ　ＧＷは任意選
択的である、すなわち、ＨＮＢ　ＧＷは存在しないこともある。この場合、ＨＮＢおよび
コアネットワーク制御プレーンエンティティは、直接接続され、種々のメッセージを相互
に送信し処理する。この特定の流れ図は上記の実施形態における流れ図と同様である。本
発明の実施形態では、ＵＥのＩＰアドレスとユーザＩＤとユーザ登録領域情報とユーザの
ＣＳＧリスト情報とをＨＮＢ　ＧＷ内に設定アップするための方法は、下記のステップを
含む。
【０１２９】
　ＨＮＢ　ＧＷは、データをローカルに経路指定するときＮＡＴ処理を実行する必要があ
り、またこの場合、ユーザＩＰアドレスとＨＮＢ　ＧＷのアドレスおよびポートとの間の
マッピング関係が記録される。
【０１３０】
　コアネットワーク制御プレーンエンティティとＨＮＢ　ＧＷとの間にユーザ・プレーン
接続を確立するときに、コアネットワーク制御プレーンエンティティはユーザＩＤとユー
ザ登録領域情報（ＴＡＩリスト）とユーザのＣＳＧリスト情報とを受信する。コアネット
ワーク制御プレーンエンティティがリンクの解放をトリガするとき、ＨＮＢ　ＧＷはユー
ザの上記の情報を記憶するか、あるいはコアネットワーク制御プレーンエンティティがリ
ンクの解放をトリガするとき、ＨＮＢ　ＧＷはコアネットワーク制御プレーンエンティテ
ィとの信号送出リンクを保持し、ＨＮＢ　ＧＷとＨＮＢとの間のリンクだけを解放する。
【０１３１】
　更に、上記の方法はＨＮＢがＵＥコンテキストを作成する場合に適用可能である。ＨＮ
Ｂがローカル切替えを起動するときに、コアネットワーク制御プレーンエンティティはユ
ーザＩＤ等の情報をＨＮＢ　ＧＷに送信し、ＨＮＢ　ＧＷは上記の情報をＨＮＢに送信す
る。ユーザＩＤは、恒久的ＩＤ（ＩＭＳＩ）または一時的ＩＤ（Ｓ－ＴＭＳＩまたはＧＵ
ＴＩ）であり得る。コアネットワーク制御プレーンエンティティによってＨＮＢ　ＧＷに
通知されたＩＤがＩＭＳＩである場合には、コアネットワーク制御プレーンエンティティ
は、ユーザのＳ１接続メッセージを初めて作成するときに、パラメータを送信し得る。Ｈ
ＮＢ　ＧＷに通知されたＩＤがＳ－ＴＭＳＩまたはＧＵＴＩである場合には、このメッセ
ージはパラメータを毎回保持し得るか、あるいはこのメッセージはパラメータが変更され
るときにだけパラメータを保持し得る。
【０１３２】
　当業者は、本発明の実施形態における方法がページング範囲を決定するマクロＮＢのシ
ナリオにおいても使用可能であり、またマクロＮＢのシナリオにおいて本発明の幾つかの
技術的特徴に対する種々の修正および同等の代用を行い得ることを理解し得る。
【０１３３】
　本発明の実施形態によるＵＥをページングするための方法、装置およびシステムを使用
することによって、ページングインジケータ情報を含むダウンリンクデータ通知メッセー
ジは、コアネットワーク制御プレーンエンティティが、ある一定のページング範囲内のＵ
Ｅをページングできるように、コアネットワーク制御プレーンエンティティに送信される
。その結果、システム資源は節約され、システム負荷は軽減される。
【０１３４】
　本発明の実施形態による技術的ソリューションの全部または一部は関連ハードウエアに
命令するプログラムによって実現され得る。このプログラムは読取り可能記憶媒体に記憶
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され得る。記憶媒体は、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダム・アクセス・メモリ（Ｒ
ＡＭ）、磁気ディスク、またはコンパクトディスク－読取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）
等の、プログラムコードを記憶できる任意の媒体であり得る。
【０１３５】
　最後に、上記の実施形態が、本発明の技術的ソリューションを限定するためではなく、
本発明の技術的ソリューションを説明するためにだけ使用されていることは留意されるべ
きである。本発明は前述の実施形態を参照しながら詳細に説明されているが、当業者は、
本発明の実施形態の技術的ソリューションの精神および範囲から逸脱せずに、前述の実施
形態において説明された技術的ソリューションに対してなお修正を行うことができる、あ
るいはこれらの幾つかの技術的特徴に対して同等の代用を行い得ることを理解すべきであ
る。
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【図２】
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