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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいて無線アクセス技術（ＲＡＴ）間モビリティを提供するための
方法であって、
　ユーザ端末をアイドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせることであっ
て、前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワークである
ことと、
　前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションに基づき、ユーザ端末使用モードを音声中
心モードからデータ中心モードに変更することと、
　前記ユーザ端末からルーティングエリアアップデート（ＲＡＵ）手順を開始することで
あって、前記ＲＡＵ手順は、
　前記ユーザ端末から前記使用モード変更と関連付けられた情報を提供することと、
　前記第１の無線ネットワークセルから新しいセル優先度情報を受信することと、を含む
ことと、
　Ｅ－ＵＴＲＡＮセルを選択することと、
　前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの基地局と前記アプリケーションと関連付けられたデータ通信
を行うことと、を備える、方法。
【請求項２】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ユーザ端末は、ＵＥであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記基地局は、ＬＴＥ　ｅ
ＮＢである請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮセルを前記選択することは、前記新しいセル優先度情報の受信前に開始
される請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮセルを前記選択することは、前記ユーザ端末での使用モードの変更に応
答して開始される請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記使用モードは、前記アプリケーションによって変更される請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記データ通信の完了後に前記ユーザ端末使用モードを前記データ中心モードから前記
音声中心モードに変更することをさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　トラッキングエリアアップデート（ＴＡＵ）手順を前記ユーザ端末から開始することと
、
　前記ＴＡＵルート手順において受信された新情報に応答して、第２の無線ネットワーク
セルを選択することであって、前記第２の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴ
ＲＡＮセルであることと、をさらに備える請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ユーザ端末を前記第２の無線ネットワークセルにとどまらせることをさらに備える
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　ユーザ端末をアイドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせ、
　前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションに基づき、ユーザ端末使用モードを音声中
心モードからデータ中心モードに変更し、
　前記ユーザ端末からルーティングエリアアップデート（ＲＡＵ）手順を開始し、
　Ｅ－ＵＴＲＡＮセルを選択し、及び
　前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの基地局と前記アプリケーションと関連付けられたデータ通信
を行うことをコンピュータに行わせるためのコードを含むコンピュータプログラムであっ
て、前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワークであり
、
　前記ＲＡＵ手順は、
　前記ユーザ端末から前記使用モード変更と関連付けられた情報を提供することと、
　前記第１の無線ネットワークセルから新しいセル優先度情報を受信することと、を含む
、コンピュータプログラム。
【請求項１２】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項１１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１３】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項１１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１４】
　前記ユーザ端末は、ＵＥであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記基地局は、ＬＴＥ　ｅ
ＮＢである請求項１１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１５】
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　前記コードは、前記新しいセル優先度情報の受信前に前記Ｅ－ＵＴＲＡＮ無線ネットワ
ークセルを選択することを前記コンピュータに行わせるためのコードを含む請求項１１に
記載のコンピュータプログラム。
【請求項１６】
　前記コードは、前記ユーザ端末での使用モードの前記変更に応答して前記Ｅ－ＵＴＲＡ
Ｎを選択することを前記コンピュータに行わせるためのコードを含む請求項１５に記載の
コンピュータプログラム。
【請求項１７】
　前記使用モードは、前記アプリケーションによって変更される請求項１５に記載のコン
ピュータプログラム。
【請求項１８】
　前記データ通信の完了後に前記ユーザ端末での前記使用モードを前記データ中心モード
から前記音声中心モードに変更することを前記コンピュータに行わせるためのコードをさ
らに備える請求項１１に記載のコンピュータプログラム。
【請求項１９】
　トラッキングエリアアップデート（ＴＡＵ）手順を前記ユーザ端末から開始すること、
及び
　前記ＴＡＵルート手順において受信された新情報に応答して、第２の無線ネットワーク
セルを選択することを前記コンピュータに行わせるためのコードをさらに含み、前記第２
の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮセルである請求項１８に記載のコ
ンピュータプログラム。
【請求項２０】
　前記コードは、前記ユーザ端末を前記第２の無線ネットワークセルにとどまらせること
を前記コンピュータに行わせるためのコードをさらに含む請求項１９に記載のコンピュー
タプログラム。
【請求項２１】
　マルチネットワーク通信デバイスであって、
　第１の無線ネットワークセルから信号を受信し及びユーザ端末をアイドルモードで前記
第１の無線ネットワークセルにとどまらせるように構成された受信機モジュールであって
、前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮセルである受信機モジ
ュールと、
　前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションに基づき、ユーザ端末使用モードを音声中
心モードからデータ中心モードに変更するように構成されたプロセッサモジュールと、
　前記ユーザ端末からルーティングエリアアップデート（ＲＡＵ）手順を開始するように
構成された送信機モジュールと、を備え、前記ＲＡＵ手順は、前記ユーザ端末から前記使
用モード変更と関連付けられた情報を提供することを含み、
　前記受信機モジュールは、前記第１の無線ネットワークセルから新しいセル優先度情報
を受信するようにさらに構成され、
　前記プロセッサモジュールは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ無線ネットワークセルを選択するように
構成され、
　前記送信機及び受信機モジュールは、前記選択されたＥ－ＵＴＲＡＮ無線ネットワーク
セルの基地局と前記アプリケーションと関連付けられたデータ通信を実施するように構成
される、マルチネットワーク通信デバイス。
【請求項２２】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項２１に記載の通信デバイス。
【請求項２３】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項２１に記載の通信デバイス。
【請求項２４】
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　前記ユーザ端末は、ＵＥであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記基地局は、ＬＴＥ　ｅ
ＮＢである請求項２１に記載の通信デバイス。
【請求項２５】
　前記プロセッサモジュールは、前記新しいセル優先度情報の受信前に前記Ｅ－ＵＴＲＡ
Ｎ無線ネットワークセルを選択するように構成される請求項２１に記載の通信デバイス。
【請求項２６】
　前記プロセッサモジュールは、前記ユーザ端末での使用モードの前記変更に応答して前
記Ｅ－ＵＴＲＡＮ無線ネットワークセルを選択するように構成される請求項２５に記載の
通信デバイス。
【請求項２７】
　前記デバイスモードは、前記アプリケーションによって変更される請求項２５に記載の
通信デバイス。
【請求項２８】
　前記プロセッサモジュールは、前記データ通信の完了後に前記ユーザ端末での前記使用
モードを前記データ中心モードから前記音声中心モードに変更するようにさらに構成され
る請求項２１に記載の通信デバイス。
【請求項２９】
　前記送信機モジュールは、トラッキングエリアアップデート（ＴＡＵ）手順を前記ユー
ザ端末から開始するようにさらに構成され、
　前記プロセッサモジュールは、前記ＴＡＵルート手順において受信された新情報に応答
して、第２の無線ネットワークセルを選択するようにさらに構成され、前記第２の無線ネ
ットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮセルである請求項２８に記載の通信デバイ
ス。
【請求項３０】
　前記受信機モジュールは、前記第２の無線ネットワークセルから信号を受信し及び前記
ユーザ端末を前記第２の無線ネットワークセルにとどまらせるようにさらに構成される請
求項２９に記載の通信デバイス。
【請求項３１】
　マルチネットワーク通信デバイスであって、
　ユーザ端末をアイドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせるための手段
であって、前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワーク
である手段と、
　前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションに基づき、ユーザ端末使用モードを音声中
心モードからデータ中心モードに変更するための手段と、
　前記ユーザ端末からルーティングエリアアップデート（ＲＡＵ）手順を開始するための
手段であって、前記ＲＡＵ手順は、
　前記ユーザ端末から前記使用モード変更と関連付けられた情報を提供することと、
　前記第１の無線ネットワークセルから新しいセル優先度情報を受信することと、を含む
手段と、
　Ｅ－ＵＴＲＡＮセルを選択するための手段と、
　前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの基地局と前記アプリケーションと関連付けられたデータ通信
を実施するための手段と、を備える、マルチネットワーク通信デバイス。
【請求項３２】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項３１に記載の通信デバイス。
【請求項３３】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項３１に記載の通信デバイス。
【請求項３４】
　前記ユーザ端末は、ＵＥであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記基地局は、ＬＴＥ　ｅ
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ＮＢである請求項３１に記載の通信デバイス。
【請求項３５】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮセルを前記選択することは、前記新しいセル優先度情報の受信前に開始
される請求項３１に記載の通信デバイス。
【請求項３６】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮセルを前記選択することは、前記ユーザ端末での使用モードの前記変更
に応答して開始される請求項３５に記載の通信デバイス。
【請求項３７】
　前記使用モードは、前記アプリケーションによって変更される請求項３５に記載の通信
デバイス。
【請求項３８】
　前記データ通信の完了後に前記ユーザ端末使用モードを前記データ中心モードから前記
音声中心モードに変更することをさらに備える請求項３１に記載の通信デバイス。
【請求項３９】
　トラッキングエリアアップデート（ＴＡＵ）手順を前記ユーザ端末から開始するための
手段と、
　前記ＴＡＵ手順において受信された新情報に応答して、第２の無線ネットワークセルを
選択するための手段であって、前記第２の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴ
ＲＡＮセルである手段と、をさらに備える請求項３８に記載の通信デバイス。
【請求項４０】
　前記ユーザ端末を前記第２の無線ネットワークセルにとどまらせるための手段をさらに
備える請求項３９に記載の通信デバイス。
【請求項４１】
　無線通信システムにおいて無線アクセス技術（ＲＡＴ）間モビリティを提供するための
方法であって、
　ユーザ端末をアイドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせることであっ
て、前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワークである
ことと、
　予め定義されたクラスのデータ呼に関してＥ－ＵＴＲＡＮセルに移行するための権限付
与を含む新しいセル優先度情報を受信することと、
　前記データ呼を開始するために前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションからトリガ
を受信することと、
　前記新しいセル優先度情報に基づいて割り当てられたセル優先度を無視することと、
　Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルを選択することと、
　前記選択されたＥ－ＵＴＲＡＮセルで前記アプリケーションと関連付けられたデータ通
信を行うことと、を備える、方法。
【請求項４２】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項４１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項４１に記載の方法。
【請求項４４】
　前記ユーザ端末は、ＵＥであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記基地局は、ＬＴＥｅ　
ＮＢである請求項４１に記載の方法。
【請求項４５】
　データ呼の前記予め定義されたクラスは、予め定義されたスレショルドを上回るビット
レートを要求するデータ呼を備える請求項４１に記載の方法。
【請求項４６】
　前記予め定義されたスレショルドは、６４キロビット／秒である請求項４５に記載の方
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法。
【請求項４７】
　前記予め定義されたスレショルドは、２メガビット／秒である請求項４５に記載の方法
。
【請求項４８】
　前記予め定義されたスレショルドは、１６メガビット／秒である請求項４５に記載の方
法。
【請求項４９】
　ユーザ端末をアイドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせ、
　予め定義されたクラスのデータ呼に関してＥ－ＵＴＲＡＮセルに移行するための権限付
与を含む新しいセル優先度情報を受信し、
　前記データ呼を開始するために前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションからトリガ
を受信し、
　前記新しいセル優先度情報に基づいて割り当てられたセル優先度を無視し、
　Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルを選択し、及び
　前記選択されたＥ－ＵＴＲＡＮセルの基地局と前記アプリケーションと関連付けられた
データを転送することをコンピュータに行わせるためのコードを含むコンピュータプログ
ラムであって、前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワ
ークである、コンピュータプログラム。
【請求項５０】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮは、
ＬＴＥセルである請求項４９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５１】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項４９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５２】
　前記ユーザ端末は、ＵＥであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記基地局は、ＬＴＥｅ　
ＮＢである請求項４９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５３】
　データ呼の前記予め定義されたクラスは、予め定義されたスレショルドを上回るビット
レートを要求するデータ呼を備える請求項４９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項５４】
　前記予め定義されたスレショルドは、６４キロビット／秒である請求項５３に記載のコ
ンピュータプログラム。
【請求項５５】
　前記予め定義されたスレショルドは、２メガビット／秒である請求項５３に記載のコン
ピュータプログラム。
【請求項５６】
　前記予め定義されたスレショルドは、１６メガビット／秒である請求項５３に記載のコ
ンピュータプログラム。
【請求項５７】
　マルチネットワーク通信デバイスであって、
　第１の無線ネットワークセルから信号を受信し及びユーザ端末をアイドルモードで前記
第１の無線ネットワークセルにとどまらせ、及び
　予め定義されたクラスのデータ呼に関してＥ－ＵＴＲＡＮセルに移行する権限付与を含
む新しいセル優先度情報を受信するように構成された受信機モジュールであって、前記第
１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮセルである受信機モジュールと
、
　前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションプログラム及び前記新しいセル優先度情報
に基づき、Ｕ－ＴＲＡＮセルに従ったセル再選択手順を開始するように構成されたプロセ
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ッサモジュールと、
　前記受信機モジュールと関係して、前記選択されたＥ－ＵＴＲＡＮセルでアプリケーシ
ョンと関連付けられた通信を提供するように構成された送信機モジュールと、を備える、
マルチネットワーク通信デバイス。
【請求項５８】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項５７に記載の通信デバイス。
【請求項５９】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項５７に記載の通信デバイス。
【請求項６０】
　前記ユーザ端末は、ＵＥであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記基地局は、ＬＴＥ　ｅ
ＮＢである請求項５７に記載の通信デバイス。
【請求項６１】
　データ呼の前記予め定義されたクラスは、予め定義されたスレショルドを上回るビット
レートを要求するデータ呼を備える請求項５７に記載の通信デバイス。
【請求項６２】
　前記予め定義されたスレショルドは、６４キロビット／秒である請求項６１に記載の通
信デバイス。
【請求項６３】
　前記予め定義されたスレショルドは、２メガビット／秒である請求項６１に記載の通信
デバイス。
【請求項６４】
　前記予め定義されたスレショルドは、１６メガビット／秒である請求項６１に記載の通
信デバイス。
【請求項６５】
　マルチネットワーク通信デバイスであって、
　ユーザ端末をアイドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせるための手段
であって、前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワーク
である手段と、
　予め定義されたクラスのデータ呼に関してＥ－ＵＴＲＡＮセルに移行するための権限付
与を含む新しいセル優先度情報を受信するための手段と、
　前記データ呼を開始するために前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションからトリガ
を受信するための手段と、
　前記新しいセル優先度情報に基づいて割り当てられたセル優先度を無視するための手段
と、
　Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルを選択するための手段と、
　前記選択されたＥ－ＵＴＲＡＮセルで前記アプリケーションと関連付けられたデータ通
信を行うための手段と、を備える、マルチネットワーク通信デバイス。
【請求項６６】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項６５に記載の通信デバイス。
【請求項６７】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項６５に記載の通信デバイス。
【請求項６８】
　前記ユーザ端末は、ＵＥであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記基地局は、ＬＴＥｅ　
ＮＢである請求項６５に記載の通信デバイス。
【請求項６９】
　データ呼の前記予め定義されたクラスは、予め定義されたスレショルドを上回るビット
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レートを要求するデータ呼を備える請求項６５に記載の通信デバイス。
【請求項７０】
　前記予め定義されたスレショルドは、６４キロビット／秒である請求項６９に記載の通
信デバイス。
【請求項７１】
　前記予め定義されたスレショルドは、２メガビット／秒である請求項６９に記載の通信
デバイス。
【請求項７２】
　前記予め定義されたスレショルドは、１６メガビット／秒である請求項６９に記載の通
信デバイス。
【請求項７３】
　無線通信システムにおいて無線アクセス技術（ＲＡＴ）間モビリティを提供するための
方法であって、
　ユーザ端末をアイドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせることであっ
て、前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワークである
ことと、
　前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションからデータ呼に関するトリガを受信するこ
とと、
　適切なＥ－ＵＴＲＡＮネットワークセルを決定することと、
　データ呼に関するｃａｕｓｅインジケータを含む要求メッセージを前記第１の無線ネッ
トワークセルに送信することと、
　前記第１の無線ネットワークセルから、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルへのリダ
イレクション情報を有するリリースメッセージを受信することと、を備える、方法。
【請求項７４】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項７３に記載の方法。
【請求項７５】
　前記要求メッセージは、ＧＥＲＡＮチャネル要求メッセージであり、前記リリースメッ
セージは、ＧＥＲＡＮチャネルリリースメッセージである請求項７４に記載の方法。
【請求項７６】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項７３に記載の方法。
【請求項７７】
　前記要求メッセージは、ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣ接続要求メッセージであり、前記リリース
メッセージは、ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣリリースメッセージである請求項７６に記載の方法。
【請求項７８】
　前記ｃａｕｓｅインジケータは、特定のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータを有するデ
ータ呼に関する要求を定義する情報を含む請求項７３に記載の方法。
【請求項７９】
　前記ユーザ端末を前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルにリダイレクションすることと
、
　前記選択されたＥ－ＵＴＲＡＮセルで前記アプリケーションと関連付けられたデータ通
信を行うことと、をさらに備える請求項７３に記載の方法。
【請求項８０】
　前記ユーザ端末は、完全なＲＲＣ接続確立手順を実施せずに前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネット
ワークセルにリダイレクションされる請求項７９に記載の方法。
【請求項８１】
　前記ユーザ端末は、セキュリティセットアップのための非アクセス層（ＮＡＳ）手順を
実施せずに前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルにリダイレクションされる請求項７９に
記載の方法。
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【請求項８２】
　ユーザ端末をアイドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせ、
　前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションからデータ呼に関するトリガを受信し、
　適切なＥ－ＵＴＲＡＮネットワークセルを決定し、
　データ呼に関するｃａｕｓｅインジケータを含む要求メッセージを前記第１の無線ネッ
トワークセルに送信し、及び
　前記第１の無線ネットワークセルから、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルへのリダ
イレクション情報を有するリリースメッセージを受信することをコンピュータに行わせる
ためのコードを含むコンピュータプログラムであって、前記第１の無線ネットワークセル
は、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワークである、コンピュータプログラム。
【請求項８３】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項８２に記載のコンピュータプログラム。
【請求項８４】
　前記要求メッセージは、ＧＥＲＡＮチャネル要求メッセージであり、前記リリースメッ
セージは、ＧＥＲＡＮチャネルリリースメッセージである請求項８３に記載のコンピュー
タプログラム。
【請求項８５】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項８２に記載のコンピュータプログラム。
【請求項８６】
　前記要求メッセージは、ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣ接続要求メッセージであり、前記リリース
メッセージは、ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣリリースメッセージである請求項８５に記載のコンピ
ュータプログラム。
【請求項８７】
　前記ｃａｕｓｅインジケータは、特定のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータを有するデ
ータ呼に関する要求を定義する情報を含む請求項８２に記載のコンピュータプログラム。
【請求項８８】
　前記ユーザ端末を前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルにリダイレクションすることと
、
　前記選択されたＥ－ＵＴＲＡＮセルで前記アプリケーションと関連付けられたデータ通
信を行うことと、をさらに備える請求項８２に記載のコンピュータプログラム。
【請求項８９】
　前記ユーザ端末は、完全なＲＲＣ接続確立手順を実施せずに前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネット
ワークセルにリダイレクションされる請求項８８に記載のコンピュータプログラム。
【請求項９０】
　前記ユーザ端末は、セキュリティセットアップのための非アクセス層（ＮＡＳ）手順を
実施せずに前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルにリダイレクションされる請求項８８に
記載のコンピュータプログラム。
【請求項９１】
　マルチネットワーク通信デバイスであって、
　第１の無線ネットワークセルから信号を受信し及びユーザ端末をアイドルモードで前記
第１の無線ネットワークセルにとどまらせるように構成された受信機モジュールであって
、前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮセルである受信機モジ
ュールと、
　前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションに基づき、データ呼に関するトリガを受信
し、及び
　前記受信機モジュールと関係して、適切なＥ－ＵＴＲＡＮネットワークセルを決定する
ように構成されたプロセッサモジュールと、
　データ呼に関するｃａｕｓｅインジケータを含む要求メッセージを前記第１の無線ネッ
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トワークセルに送信するように構成された送信機モジュールと、を備え、前記受信機モジ
ュールは、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルへのリダイレクション情報を有するリリ
ースメッセージを前記第１の無線ネットワークセルから受信するようにさらに構成される
、マルチネットワーク通信デバイス。
【請求項９２】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項９１に記載の通信デバイス。
【請求項９３】
　前記要求メッセージは、ＧＥＲＡＮチャネル要求メッセージであり、前記リリースメッ
セージは、ＧＥＲＡＮチャネルリリースメッセージである請求項９１に記載の通信デバイ
ス。
【請求項９４】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮは、
ＬＴＥセルである請求項９１に記載の通信デバイス。
【請求項９５】
　前記要求メッセージは、ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣ接続要求メッセージであり、前記リリース
メッセージは、ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣリリースメッセージである請求項９４に記載の通信デ
バイス。
【請求項９６】
　前記ｃａｕｓｅインジケータは、特定のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータを有するデ
ータ呼に関する要求を定義する情報を含む請求項９１に記載の通信デバイス。
【請求項９７】
　前記送信機、受信機及びプロセッサモジュールは、
　前記ユーザ端末を前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルにリダイレクションし、及び
　前記選択されたＥ－ＵＴＲＡＮセルで前記アプリケーションと関連付けられたデータ通
信を行うようにさらに構成される請求項９１に記載の通信デバイス。
【請求項９８】
　前記ユーザ端末は、完全なＲＲＣ接続確立手順を実施せずに前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネット
ワークセルにリダイレクションされる請求項９７に記載の通信デバイス。
【請求項９９】
　前記ユーザ端末は、セキュリティセットアップのための非アクセス層（ＮＡＳ）手順を
実施せずに前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルにリダイレクションされる請求項９７に
記載の通信デバイス。
【請求項１００】
　マルチネットワーク通信デバイスであって、
　ユーザ端末をアイドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせるための手段
であって、前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワーク
である手段と、
　前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションからデータ呼に関するトリガを受信するた
めの手段と、
　適切なＥ－ＵＴＲＡＮネットワークセルを決定するための手段と、
　データ呼に関するｃａｕｓｅインジケータを含む要求メッセージを前記第１の無線ネッ
トワークセルに送信するための手段と、
　前記第１の無線ネットワークセルから、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルへのリダ
イレクション情報を有するリリースメッセージを受信するための手段と、備える、マルチ
ネットワーク通信デバイス。
【請求項１０１】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項９９に記載の通信デバイス。
【請求項１０２】
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　前記要求メッセージは、ＧＥＲＡＮチャネル要求メッセージであり、前記リリースメッ
セージは、ＧＥＲＡＮチャネルリリースメッセージである請求項１００に記載の通信デバ
イス。
【請求項１０３】
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルである請求項１００に記載の通信デバイス。
【請求項１０４】
　前記要求メッセージは、ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣ接続要求メッセージであり、前記リリース
メッセージは、ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣリリースメッセージである請求項１０３に記載の通信
デバイス。
【請求項１０５】
　前記ｃａｕｓｅインジケータは、特定のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータを有するデ
ータ呼に関する要求を定義する情報を含む請求項１００に記載の通信デバイス。
【請求項１０６】
　前記ユーザ端末を前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルにリダイレクションすることと
、
　前記選択されたＥ－ＵＴＲＡＮセルで前記アプリケーションと関連付けられたデータ通
信を行うことと、をさらに備える請求項１００に記載の通信デバイス。
【請求項１０７】
　前記ユーザ端末は、完全なＲＲＣ接続確立手順を実施せずに前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネット
ワークセルにリダイレクションされる請求項１０６に記載の通信デバイス。
【請求項１０８】
　前記ユーザ端末は、セキュリティセットアップのための非アクセス層（ＮＡＳ）手順を
実施せずに前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルにリダイレクションされる請求項１０６
に記載の通信デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、概して、無線通信システムに関するものである。より具体的には、ただし非
排他的に、本出願は、２Ｇ／３Ｇネットワーク、例えば、ＧＥＲＡＮ及びＵＴＲＡＮネッ
トワーク、と４Ｇネットワーク、例えば、ＬＴＥネットワーク、との間での無線アクセス
技術（ＲＡＴ）間モビリティを提供するためのシステム、装置、及び方法に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　様々なタイプの通信コンテンツ、例えば、音声、データ、映像、等、を提供することを
目的として無線通信システムが広範囲にわたって配備されており、配備は、新しいデータ
指向システム、例えば、ロングタームエボリューション（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌ
ｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ））システムの導入に伴って増大する見込みである。無線通信システ
ムは、利用可能なシステムリソース（例えば、帯域幅及び送信電力）を共有することによ
って複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続システムであることがで
きる。該多元接続システムの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システムと、時分割多
元接続（ＴＤＭＡ）システムと、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システムと、３ＧＰＰ
ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）システムと、その他の直交周波数分割多元接続
（ＯＦＤＭＡ）システムと、を含む。
【０００３】
　概して、無線多元接続通信システムは、複数の無線端末（ユーザ装置（ＵＥ）、ユーザ
端末、又はアクセス端末（ＡＴ）とも呼ばれる）のための通信を同時にサポートすること
ができる。各端末は、順方向及び逆方向リンクでの送信を介して１つ以上の基地局（アク
セスポイント（ＡＰ）、ＥｎｏｄｅＢ、又はｅＮＢとも呼ばれる）と通信する。順方向リ
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ンク（ダウンリンク又はＤＬとも呼ばれる）は、基地局から端末への通信リンクを意味し
、逆方向リンク（アップリンク又はＵＬとも呼ばれる）は、端末から基地局への通信リン
クを意味する。これらの通信リンクは、単入力単出力、単入力多出力、多入力単出力、又
は多入力多出力（ＭＩＭＯ）システムを介して確立することができる。
【０００４】
　数多くの通信システムにおいて対象となる１つの特徴は、多モード動作である。多モー
ド動作では、通信デバイス、例えば、ユーザ端末、は、異なる無線アクセス技術（ＲＡＴ
）及び無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）を使用する異なるタイプの通信ネットワーク
で動作するように構成することができる。幾つかの事例では、ユーザ端末又はその他の通
信デバイスは、第１の技術をサポートする１つのネットワークから異なる技術をサポート
する第２のネットワークにリダイレクション（ｒｅｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）することができ
る。
【０００５】
　例えば、幾つかのＬＴＥネットワークは、音声接続をサポートすることができず、又は
幾つかの事例では、オペレータは、２Ｇ又は３Ｇネットワーク上の音声指向デバイスの位
置を決定すること又は様々な理由、例えば、モビリティ、ローディング、使用タイプ、又
はその他の理由、でそれらの制御下又は調整下にある他のネットワークに音声接続を移行
させるのを希望することができる。
【０００６】
　一事例では、データ中心（ｄａｔａ　ｃｅｎｔｒｉｃ）であるＬＴＥシステムにおいて
、オペレータは、音声呼（ｖｏｉｃｅ　ｃａｌｌ）を行うことを試みているユーザを、異
なる技術、例えば、回線交換（ＣＳ）接続、をサポートする他のネットワーク、に移行さ
せることを希望することができる。代替として、オペレータは、着信音声呼を受信するユ
ーザを移行させることを希望することができる。例えば、オペレータは、例えば３ＧＰＰ
　ＴＳ　２３．２７２において説明される回線交換フォールバック（ＣＳＦＢ）と呼ばれ
る手順を用いて、ＬＴＥネットワーク及び関連付けられたセルから他のネットワーク、例
えば、ＵＴＲＡＮ又はＧＥＲＡＮネットワーク（例えば、ＣＳ接続をネイティブで（ｎａ
ｔｉｖｅｌｙ）サポートするネットワーク）、にユーザをリダイレクションすることを希
望することができる。幾つかの事例では、ユーザは、音声及びデータの同時通信を実施す
ることを希望することができるが、その他のネットワークへのリダイレクションは、音声
とデータの同時動作にとって問題を発生させるおそれがある。
【０００７】
　その他の事例では、オペレータは、ＬＴＥ能力を有するデバイスが音声中心であるよう
に構成されるか又はキャリアが２Ｇ又は３Ｇネットワークを使用するようにそのデバイス
の優先度を設定している場合は、そのデバイスを有するユーザを２Ｇ又は３Ｇネットワー
クに向けることができる。
【発明の概要】
【０００８】
　本開示は、概して、無線通信システムに関するものである。より具体的には、ただし非
排他的に、本出願は、２Ｇ／３Ｇネットワーク、例えば、ＧＥＲＡＮ及びＵＴＲＡＮネッ
トワーク、と４Ｇネットワーク、例えば、ＬＴＥネットワーク、との間での無線アクセス
技術（ＲＡＴ）間モビリティ（ｍｏｂｉｌｉｔｙ）を提供するためのシステム、装置、及
び方法に関するものである。
【０００９】
　例えば、一態様では、本開示は、無線通信システムにおいて無線アクセス技術（ＲＡＴ
）間モビリティを提供するための方法に関するものである。方法は、例えば、ユーザ端末
をアイドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせる（ｃａｍｐ）ことを含む
ことができ、第１の無線ネットワークは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワークである
。第１の無線ネットワークセルは、２Ｇ又は３Ｇネットワークセルであることができる。
方法は、ユーザ端末で実行中のアプリケーションに基づき、ユーザ端末使用モードを音声
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中心モードからデータ中心モードに変更することと、ユーザ端末からルーティングエリア
アップデート（Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ（ＲＡＵ））手順を開始するこ
とと、をさらに含むことができる。ＲＡＵ手順は、ユーザ端末から使用モード変更と関連
付けられた情報を提供することと、無線ネットワークから新しいセル優先度情報を受信す
ることと、を含むことができる。方法は、Ｅ－ＵＴＲＡＮセルを選択することと、そのＥ
－ＵＴＲＡＮセルの基地局とアプリケーションと関連付けられたデータ通信を行うことと
、をさらに含むことができる。
【００１０】
　他の態様では、本開示は、無線通信システムにおいて無線アクセス技術（ＲＡＴ）間モ
ビリティを提供するための方法に関するものである。方法は、例えば、ユーザ端末をアイ
ドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせることであって、第１の無線ネッ
トワークは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワークであることと、予め定義されたクラ
スのデータ呼に関してＥ－ＵＴＲＡＮセルに移行するための権限付与を含む新しいセル優
先度情報を受信することと、を含むことができる。セル優先度情報は、キャリアプレファ
レンス（ｐｒｅｆｅｒｅｎｃｅ）に基づいて、ユーザ端末によってアクセス可能なセルタ
イプに関する優先度又は制限を定義することができる。方法は、データ呼（ｄａｔａ　ｃ
ａｌｌ）を開始するためにユーザ端末上で実行中のアプリケーションからトリガを受信す
ることと、新しいセル優先度情報に基づいて割り当てられたセル優先度を無視することと
、さらに含むことができる。新しい呼優先度情報は、２Ｇ又は３Ｇネットワークから４Ｇ
ネットワーク、例えば、ＬＴＥネットワークへのユーザ端末のためのサービスのエスカレ
ーション（ｅｓｃａｌａｔｉｏｎ）権限を付与することができる。プロセスは、Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮネットワークセルを選択することと、Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークの基地局との接
続を確立することと、をさらに含むことができる。方法は、選択されたＥ－ＵＴＲＡＮセ
ルでアプリケーションと関連付けられたデータ通信を行うことをさらに含むことができる
。
【００１１】
　他の態様では、本開示は、無線通信システムにおいて無線アクセス技術（ＲＡＴ）間モ
ビリティを提供するための方法に関するものである。方法は、例えば、ユーザ端末をアイ
ドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせることを含むことができ、第１の
無線ネットワークは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワークである。方法は、データ呼
に関するトリガをユーザ端末上で実行中のアプリケーションから受信することと、適切な
Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルを決定することと、データ呼に関するＣａｕｓｅインジ
ケータを含む要求メッセージを第１の無線ネットワークに送信することと、をさらに含む
ことができる。方法は、Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルへのリダイレクション情報を有
するリリースメッセージを第１の無線ネットワークから受信することをさらに含むことが
できる。
【００１２】
　他の態様では、本開示は、上記の方法を全部又は一部実装するための命令を含む非一時
的なコンピュータによって読み取り可能な媒体に関するものである。
【００１３】
　他の態様では、本開示は、上記の方法を全部又は一部実施するためのシステム、デバイ
ス、及び装置に関するものである。
【００１４】
　他の態様では、本開示は、上記の方法を全部又は一部実施するための手段に関するもの
である。
【００１５】
　以下において、追加の態様、特徴、及び機能が添付図と関係させてさらに説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　本出願は、添付図と関係させた以下の詳細な発明を実施するための形態と関係させるこ
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とでより完全に理解することができる。
【図１Ａ】様々な呼シナリオに関する回線交換フォールバック（ＣＳＦＢ）手順の詳細を
例示した図である。
【図１Ｂ】様々な呼シナリオに関して、図１Ａにおいて例示されるＣＳＦＢ手順に類似す
るパケット交換（ＰＳ）エスカレーション手順の詳細を例示した図である。
【図２】Ａｔｔａｃｈ／ＴＡＵ／ＲＡＵ手順中の論理的な情報のやり取り例の詳細を例示
した図である。
【図３】複数のユーザ端末と基地局とを含む通信システム例の詳細を例示した図である。
【図４】異なるＲＡＴを使用することができる複数のセルを含む通信システム例の詳細を
例示した図である。
【図５】無線通信システムにおけるノードのネットワーク構成例の詳細を例示した図であ
る。
【図６】多モード通信システムにおいて構成されたネットワークモードの構成例を示した
図である。
【図７】２Ｇ／３Ｇセルと４Ｇセルとを含む多モード通信システムの実施形態例の詳細を
例示した図である。
【図８】アプリケーションがＵＥ動作モードの変更及びパケット交換（ＰＳ）エスカレー
ションをトリガする接続の流れ例の実施形態の詳細を例示した図である。
【図９】ユーザ端末でＰＳエスカレーションを実施するための図８の作業の流れと一致す
るプロセスの実施形態の詳細を例示した図である。
【図１０】ネットワークが予め定義されたクラスの呼に基づいてセル選択優先度情報およ
び権限付与を提供した接続作業の流れ例の実施形態の詳細を例示した図である。
【図１１】ユーザ端末でＰＳエスカレーションを実施するための図１０の作業の流れと一
致するプロセスの実施形態の詳細を例示した図である。
【図１２】基地局でＰＳエスカレーションを実施するための図１０の作業の流れと一致す
るプロセスの実施形態の詳細を例示した図である。
【図１３】ネットワークがユーザ端末からネットワークに提供されたｃａｕｓｅ情報に基
づいてＰＳエスカレーションを実施するためのセル選択優先度情報および権限を提供した
接続作業の流れ例の実施形態の詳細を例示した図である。
【図１４】ユーザ端末でＰＳエスカレーションを実施するための図１３の作業の流れと一
致するプロセスの実施形態の詳細を例示した図である。
【図１５】基地局でＰＳエスカレーションを実施するための図１３の作業の流れと一致す
るプロセスの実施形態の詳細を例示した図である。
【図１６】ＲＲＣリリースに基づくＰＳエスカレーションを用いた接続作業の流れ例の実
施形態の詳細を例示した図である。
【図１７】ＰＳＨＯに基づくＰＳエスカレーションを用いた接続作業の流れ例の実施形態
の詳細を例示した図である。
【図１８】ＧＥＲＡＮネットワークにおいてＣＣＯに基づくＰＳエスカレーションを用い
た接続作業の流れ例の実施形態の詳細を例示した図である。
【図１９】多モード通信システムにおける基地局及びユーザ端末の実施形態例を示した図
である。
【図２０】多モード通信システムにおいて使用することができるユーザ端末の実施形態の
詳細を例示した図である。
【図２１】多モード通信システムにおいて使用することができる基地局の実施形態の詳細
を例示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本開示の様々な態様及び特徴が以下においてさらに説明される。ここにおける教示は非
常に様々な形態で具現化できること及びここにおいて開示される特定の構造、機能、又は
その両方は単なる代表例であるにすぎず限定するものではないことが明確なはずである。
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ここにおける教示に基づき、当業者は、ここにおいて開示される態様はその他の態様と無
関係に実装できること及びこれらの態様のうちの２つ以上を様々な方法で組み合わせるこ
とができることを評価するはずである。例えば、ここにおいて詳述される態様のうちのあ
らゆる数の態様を用いて装置を実装することができ又は方法を実践することができる。さ
らに、ここにおいて詳述される態様のうちの１つ以上に加えての又はそれ以外のその他の
構造、機能、又は構造と機能を用いて該装置を実装でき又は該方法を実践することができ
る。例えば、方法は、システム、デバイス、装置、及び／又はプロセッサ又はコンピュー
タにおける実行のためにコンピュータによって読み取り可能な媒体に格納された命令の一
部として実装することができる。さらに、態様は、請求項の少なくとも１つの要素を備え
ることができる。
【００１８】
　本開示は、概して、無線通信システム、例えば、多モード通信システム、における動作
の調整及び管理に関するものである。様々な実施形態において、ここにおいて説明される
技法及び装置は、無線通信ネットワーク、例えば、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、単一搬送波ＦＤＭＡ（ＳＣ－Ｆ
ＤＭＡ）ネットワーク、ＬＴＥネットワーク、ＧＳＭ（登録商標）ネットワーク、及びそ
の他の通信ネットワーク、に関して使用することができる。ここにおいて説明されるよう
に、用語“ネットワーク”及び“システム”は、互換可能である。
【００１９】
　ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０
００、等の無線技術を実装することができる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭ
Ａ）と低チップレート（ＬＣＲ）とを含む。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００規格、
ＩＳ－９５規格、及びＩＳ－８５６規格を網羅する。
【００２０】
　ＴＤＭＡネットワークは、グローバル移動体通信システム（ＧＳＭ）、等の無線技術を
実装することができる。３ＧＰＰは、ＧＥＲＡＮとしても表されるＧＳＭ　ＥＤＧＥ（Ｇ
ＳＭエボリューションのための拡張データレート）無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）
に関する規格を定義する。ＧＥＲＡＮは、基地局（例えば、Ａｔｅｒ及びＡｂｉｓインタ
フェース）及び基地局コントローラ（Ａインタフェース、等）を結合するネットワークと
ともに、ＧＳＭ／ＥＤＧＥの無線構成要素である。無線アクセスネットワークは、ユーザ
端末又はユーザ装置（ＵＥ）とも呼ばれる、加入者ハンドセットへの及び加入者ハンドセ
ットからの公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）及びインターネットから及び公衆交換電話網（Ｐ
ＳＴＮ）及びインターネットに電話呼及びパケットデータがルーティングされる、ＧＳＭ
ネットワークの重要な構成要素である。携帯電話オペレータのネットワークは、１つ以上
のＧＥＲＡＮを備えることができ、それらは、ＵＭＴＳ／ＧＳＭネットワークの場合はＵ
ＴＲＡＮと結合することができる。オペレータネットワークは、１つ以上のＬＴＥネット
ワーク、及び／又は１つ以上のその他のネットワークも含むことができる。様々な異なる
ネットワークタイプが異なる無線アクセス技術（ＲＡＴ）及び無線アクセスネットワーク
（ＲＡＮ）を使用することができる。
【００２１】
　ＯＦＤＭＡネットワークは、エボルブド（Ｅｖｏｌｖｅｄ）ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）
、ＩＥＥＥ８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．１６、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－
ＯＦＤＭ、等の無線技術を実装することができる。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、及びＧＳＭ
は、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）の一部である。特に、ロングタームエ
ボリューション（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲ
Ａを使用するＵＭＴＳのリリース版である。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳＭ、ＵＭＴＳ
及びＬＴＥは、“第３世代パートナーシッププロジェクト”（３ＧＰＰ）という名称の組
織から提供される文書において記述され、ｃｄｍａ２０００は、“第３世代パートナーシ
ッププロジェクト２”（３ＧＰＰ２）という名称の組織からの文書において記述される。
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これらの様々な無線技術及び規格は既知であり又は現在開発中である。例えば、第３世代
パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）は、全世界的に適用可能な第３世代（３Ｇ）
携帯電話仕様を定義することを目指した電気通信協会団体間の共同作業である。３ＧＰＰ
ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）は、ユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴ
Ｓ）携帯電話規格の向上を目指した３ＧＰＰプロジェクトである。３ＧＰＰは、次世代の
モバイルネットワーク、モバイルシステム、及びモバイルデバイスに関する仕様を定義す
ることができる。明確化を目的として、装置及び技法の幾つかの態様は、ＬＴＥ実装に関
して又はＬＴＥを中心とする形で後述されており、以下の説明の多くではＬＴＥ用語が使
用される。しかしながら、その説明は、ＬＴＥ用途には限定されることは意図されない。
従って、ここにおいて説明されるシステム、装置及び方法は、その他の通信システム及び
用途に対して適用可能であることが当業者にとって明確であろう。
【００２２】
　無線通信システムにおける論理チャネルは、制御チャネル及びトラフィックチャネルに
分類することができる。論理制御チャネルは、システム制御情報をブロードキャストする
ためのダウンリンク（ＤＬ）チャネルであるブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）
と、ページング情報を転送するＤＬチャネルであるページング制御チャネル（ＰＣＣＨ）
と、１つ又は幾つかのＭＴＣＨのためにマルチメディアブロードキャスト及びマルチキャ
ストサービス（ＭＢＭＳ）スケジューリング及び制御情報を送信するために使用されるポ
イントツーマルチポイントＤＬチャネルであるマルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）
と、を含むことができる。概して、無線リソース制御（ＲＲＣ）接続を確立後は、このチ
ャネルは、ＭＢＭＳを受信するＵＥによってしか使用されない。専用制御チャネル（ＤＣ
ＣＨ）は、専用制御情報を送信するポイントツーポイントの双方向チャネルであり、ＲＲ
Ｃ接続を有するＵＥによって使用される。
【００２３】
　論理トラフィックチャネルは、ユーザ情報の転送のための、１つのＵＥ専用の、ポイン
トツーポイント双方向チャネルである専用トラフィックチャネル（ＤＴＣＨ）と、トラフ
ィックデータを送信するためのポイントツーマルチポイントＤＬチャネル用のマルチキャ
ストトラフィックチャネル（ＭＴＣＨ）と、を含むことができる。
【００２４】
　転送チャネルは、ダウンリンク（ＤＬ）及びアップリンク（ＵＬ）転送チャネルに分類
することができる。ＤＬ転送チャネルは、ブロードキャストチャネル（ＢＣＨ）と、ダウ
ンリンク共有データチャネル（ＤＬ－ＳＤＣＨ）と、ページングチャネル（ＰＣＨ）と、
を含むことができる。ＰＣＨは、（例えば、不連続受信（ＤＲＸ）サイクルがネットワー
クによってＵＥに示されたときに）ＵＥ節電のサポートのために使用すること、セル全体
にわたってブロードキャストすること、及びその他の制御／トラフィックチャネルのため
に使用することができる物理層（ＰＨＹ）リソースにマッピングすることができる。ＵＬ
転送チャネルは、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）と、要求チャネル（ＲＥＱＣＨ
）と、アップリンク共有データチャネル（ＵＬ－ＳＤＣＨ）と、複数のＰＨＹチャネルと
、を含むことができる。ＰＨＹチャネルは、一組のＤＬチャネル及びＵＬチャネルを含む
ことができる。
【００２５】

　ＤＬ　ＰＨＹチャネルは、以下を含むことができる。
【００２６】
　　共通パイロットチャネル（ＣＰＩＣＨ）
　　同期チャネル（ＳＣＨ）
　　共通制御チャネル（ＣＣＣＨ）
　　共有ＤＬ制御チャネル（ＳＤＣＣＨ）
　　マルチキャスト制御チャネル（ＭＣＣＨ）
　　共有ＵＬ割り当てチャネル（ＳＵＡＣＨ）
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　　肯定応答チャネル（ＡＣＫＣＨ）
　　ＤＬ物理共有データチャネル（ＤＬ－ＰＳＤＣＨ）
　　ＵＬ電力制御チャネル（ＵＰＣＣＨ）
　　ページングインジケータチャネル（ＰＩＣＨ）
　　負荷インジケータチャネル（ＬＩＣＨ）

　ＵＬ　ＰＨＹチャネルは、以下を含むことができる。
【００２７】
　　物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ）
　　チャネル品質インジケータチャネル（ＣＱＩＣＨ）
　　肯定応答チャネル（ＡＣＫＣＨ）
　　アンテナ部分組インジケータチャネル（ＡＳＩＣＨ）
　　共有要求チャネル（ＳＲＥＱＣＨ）
　　ＵＬ物理共有データチャネル（ＵＬ－ＰＳＤＣＨ）
　　ブロードバンドパイロットチャネル（ＢＰＩＣＨ）

　　語句“典型的な”は、“１つの例、事例、又は実例を提供すること”を意味するため
にここにおいて用いられる。ここにおいて“典型的な”として説明されるいずれの態様及
び／又は実施形態も、その他の態様及び／又は実施形態よりも好ましい又は有利であると
は必ずしも解釈されるべきではない。
【００２８】
　様々な態様及び／又は実施形態に関する説明の目的上、ここでは以下の用語及び略語を
使用することができる。
【００２９】
　　ＡＭ　　　　　肯定応答モード
　　ＡＭＤ　　　　肯定応答モードデータ
　　ＡＲＱ　　　　自動再送要求
　　ＢＣＣＨ　　　ブロードキャスト制御チャネル
　　ＢＣＨ　　　　ブロードキャストチャネル
　　Ｃ－　　　　　制御－
　　ＣＣＣＨ　　　共通制御チャネル
　　ＣＣＨ　　　制御チャネル
　　ＣＣＴｒＣＨ　コーディングされた複合転送チャネル
　　ＣＰ　　　　　サイクリックプリフィックス
　　ＣＲＣ　　　　巡回冗長性検査
　　ＣＴＣＨ　　　共通トラフィックチャネル
　　ＤＣＣＨ　　　専用制御チャネル
　　ＤＣＨ　　　　専用チャネル
　　ＤＬ　　　　　ダウンリンク
　　ＤＳＣＨ　　　ダウンリンク共有チャネル
　　ＤＴＣＨ　　　専用トラフィックチャネル
　　ＦＡＣＨ　　　順方向リンクアクセスチャネル
　　ＦＤＤ　　　　周波数分割複信
　　Ｌ１　　　　　層１（物理層）
　　Ｌ２　　　　　層２（データリンク層）
　　Ｌ３　　　　　層３（ネットワーク層）
　　ＬＩ　　　　　長さインジケータ
　　ＬＳＢ　　　　最下位ビット
　　ＭＡＣ　　　　メディアアクセス制御
　　ＭＢＭＳ　　　マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス



(18) JP 5718521 B2 2015.5.13

10

20

30

40

50

　　ＭＣＣＨ　　　ＭＢＭＳポイントツーマルチポイント制御チャネル
　　ＭＲＷ　　　　移動受信ウィンドウ
　　ＭＳＢ　　　　最上位ビット
　　ＭＳＣＨ　　　ＭＢＭＳポイントツーマルチポイントスケジューリングチャネル
　　ＭＴＣＨ　　　ＭＢＭＳポイントツーマルチポイントトラフィックチャネル
　　ＰＣＣＨ　　　ページング制御チャネル
　　ＰＣＨ　　　　ページングチャネル
　　ＰＤＵ　　　　プロトコルデータユニット
　　ＰＨＹ　　　　物理層
　　ＰｈｙＣＨ　　物理チャネル
　　ＲＡＣＨ　　　ランダムアクセスチャネル
　　ＲＬＣ　　　　無線リンク制御
　　ＲＲＣ　　　　無線リソース制御
　　ＳＡＰ　　　　サービスアクセスポイント
　　ＳＤＵ　　　　サービスデータユニット
　　ＳＨＣＣＨ　　共有チャネル制御チャネル
　　ＳＮ　　　　　シーケンス番号
　　ＳＵＦＩ　　　スーパーフィールド
　　ＴＣＨ　　　　トラフィックチャネル
　　ＴＤＤ　　　　時分割複信
　　ＴＦＩ　　　　転送フォーマットインジケータ
　　ＴＭ　　　　　トランスペアレントモード
　　ＴＭＤ　　　　トランスペアレントモードデータ
　　ＴＴＩ　　　　送信時間間隔
　　Ｕ－　　　　　ユーザ－
　　ＵＥ　　　　　ユーザ装置
　　ＵＬ　　　　　アップリンク
　　ＵＭ　　　　　非肯定応答モード
　　ＵＭＤ　　　　非肯定応答モードデータ
　　ＵＭＴＳ　　　ユニバーサル移動体通信システム
　　ＵＴＲＡ　　　ＵＭＴＳ地上無線アクセス
　　ＵＴＲＡＮ　　ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク
　　ＭＢＳＦＮ　　マルチキャストブロードキャスト単一周波数ネットワーク
　　ＭＣＥ　　　　ＭＢＭＳ調整エンティティ
　　ＭＣＨ　　　　マルチキャストチャネル
　　ＤＬ－ＳＣＨ　ダウンリンク共有チャネル
　　ＭＳＣＨ　　　ＭＢＭＳ制御チャネル
　　ＰＤＣＣＨ　　物理ダウンリンク制御チャネル
　　ＰＤＳＣＨ　　物理ダウンリンク共有チャネル

　ＬＴＥシステムは、時分割複信（ＴＤＤ）及び周波数分割複信（ＦＤＤ）の実装をサポ
ートする。ＴＤＤシステムでは、順方向及び逆方向リンク送信は、同じ周波数領域を使用
し、このため、相互性原則（ｒｅｃｉｐｒｏｃｉｔｙ　ｐｒｉｎｃｉｐｌｅ）が逆方向リ
ンクチャネルからの順方向リンクチャネルの推定を可能にする。これは、アクセスポイン
トにおいて複数のアンテナを利用可能であるときにアクセスポイントが順方向リンクで送
信ビーム形成利得を抽出するのを可能にする。
【００３０】
　システム設計は、ビーム形成及びその他の機能を容易にするためにダウンリンク及びア
ップリンクに関する様々な時間－周波数基準信号をサポートすることができる。基準信号
は、既知のデータに基づいて生成された信号であり、パイロット、プリアンブル、トレー
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ニング信号、サウンディング（ｓｏｕｎｄｉｎｇ）信号、等と呼ぶこともできる。基準信
号は、様々な目的、例えば、チャネル推定、コヒーレントな復調、チャネル品質測定、信
号強度測定、等、のために受信機によって使用することができる。複数のアンテナを用い
るＭＩＭＯシステムは、概して、アンテナ間での基準信号の送信の調整を行う。しかしな
がら、ＬＴＥシステムは、概して、複数の基地局又はｅＮＢからの基準信号の送信の調整
は行わない。
【００３１】
　３ＧＰＰ仕様３６２１１－９００では、第５．５節において、ＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣ
Ｈの送信と関連付けられた復調、及びＰＵＳＣＨ又はＰＵＣＣＨの送信と関連付けられて
いないサウンディングのための特定の基準信号を定義する。例えば、表１は、ダウンリン
ク及びアップリンクで送信することができるＬＴＥ実装のための幾つかの基準信号を記載
し、各基準信号に関する短い説明を提供する。個々のセルごとの基準信号は、共通パイロ
ット、ブロードバンドパイロット、等と呼ぶこともできる。個々のＵＥごとの基準信号は
、専用基準信号と呼ぶこともできる。

【表１】

【００３２】
　 幾つかの実装では、システムは、時分割続複信（ＴＤＤ）を利用することができる。
ＴＤＤに関しては、ダウンリンク及びアップリンクは、同じ周波数スペクトル又はチャネ
ルを共有し、ダウンリンク及びアップリンク送信は、同じ周波数スペクトルで送信される
。従って、ダウンリンクチャネル応答は、アップリンクチャネル応答と相関させることが
できる。相互性は、アップリンクを介して送られた送信に基づいてダウンリンクチャネル
を推定するのを可能にすることができる。これらのアップリンク送信は、基準信号又はア
ップリンク制御チャネル（復調後に基準シンボルとして使用することができる）であるこ
とができる。アップリンク送信は、複数のアンテナを介しての空間選択的チャネルの推定
を可能にすることができる。
【００３３】
　ＬＴＥ実装では、ダウンリンク、すなわち、基地局、アクセスポイント又はｅＮｏｄｅ
Ｂ（ｅＮＢ）からユーザ端末又はＵＥへ、のためには直交周波数分割多重が使用される。
ＯＦＤＭの使用は、ＬＴＥによるスペクトルの柔軟性の要求を満たしており、高ピークレ
ートを有する超広搬送波に関してコスト上効率的な解決方法を可能にし、適切に確立され
た技術である。例えば、ＯＦＤＭは、ＩＥＥＥ　８０２．１１ａ／ｇ、８０２．１６、Ｈ
ＩＰＥＲＬＡＮ－２、ＤＶＢ、及びＤＡＢ、等の規格において使用される。
【００３４】
　時間周波数物理リソースブロック（ここでは、簡潔さを目的としてリソースブロック又
は“ＲＢ”とも呼ばれる）は、ＯＦＤＭシステムでは、データを転送するために割り当て
られた転送搬送波（例えば、副搬送波）又は間隔のグループとして定義することができる
。ＲＢは、時間及び周波数期間にわたって定義される。リソースブロックは、時間－周波
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数リソース要素（ここでは、簡潔さを目的としてリソース要素又は“ＲＢ”とも呼ばれる
）から成り、それらは、スロット内の時間及び周波数のインデックスによって定義するこ
とができる。３ＧＰＰ仕様、例えば、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１、では、ＬＴＥ　Ｒ
Ｂ及びＲＥに関するさらなる詳細が説明されている。
【００３５】
　ＵＭＴＳ　ＬＴＥは、２０ＭＨｚから１．４ＭＨｚまでのスケーラブルな搬送波帯域幅
をサポートする。ＬＴＥでは、ＲＢは、副搬送波帯域幅が１５ｋＨｚであるときには１２
の副搬送波として、副搬送波帯域幅が７．５ｋＨｚであるときには２４の副搬送波として
定義される。１つの典型的な実装では、時間領域には、長さが１０ｍｓで、各々が１ミリ
秒（ｍｓ）のサブフレーム１０個から成る定義済み無線フレームが存在する。すべてのサ
ブフレームは、２つのスロットから成り、各スロットは、０．５ｍｓである。この場合の
周波数領域での副搬送波間隔は、１５ｋＨｚである。（１つのスロット当たり）これらの
副搬送波のうちの１２個がＲＢを成し、このため、この実装では、１つのリソースブロッ
クは１８０ｋＨｚである。１．４ＭＨｚの搬送波には６つのリソースブロックが納まり、
２０ＭＨｚの搬送波には１００のリソースブロックが納まる。
【００３６】
　ダウンリンクでは、典型的には、上述されるような幾つかの物理チャネルが存在する。
特に、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）は制御を送信するために使用され、
ＡＣＫ／ＮＡＣＫを送信するための物理ハイブリッドＡＲＱインジケータチャネル（ＰＨ
ＩＣＨ）、制御シンボル数を指定するための物理制御フォーマットインジケータチャネル
（ＰＣＦＩＣＨ）、データ送信のための物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）、
単一周波数ネットワーク（ＳＦＮ）を用いたブロードキャスト送信のための物理マルチキ
ャストチャネル（ＰＭＣＨ）、及び、セル内で重要なシステム情報を送信するための物理
ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）が存在する。ＬＴＥのＰＤＳＣＨでのサポートさ
れる変調フォーマットは、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、及び６４ＱＡＭである。３ＧＰＰ仕様
では様々なチャネルのために様々な変調及びコーディング方式が定義される。
【００３７】
　アップリンクでは、典型的には３つの物理チャネルが存在する。物理ランダムアクセス
チャネル（ＰＲＡＣＨ）は、初期アクセス専用であり、ＵＥがアップリンク同期化されな
いときには、データは物理アップリンク共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）で送信される。ＵＥ
のためにアップリンクで送信されるべきデータが存在しない場合は、制御情報が物理アッ
プリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）で送信される。アップリンクデータチャネルでのサ
ポートされる変調フォーマットは、ＱＰＳＫ、１６ＱＡＭ、及び６４ＱＡＭである。
【００３８】
　バーチャルなＭＩＭＯ／空間分割多元接続（ＳＤＭＡ）が導入される場合は、アップリ
ンク方向のデータレートは、基地局のアンテナ数に依存して増大させることができる。こ
の技術を用いることで、２つ以上のモバイルが同じリソースを再使用することができる。
ＭＩＭＯ動作に関しては、１人のユーザのデータスループットを向上させるための単一ユ
ーザＭＩＭＯと、セルスループットを向上させるための多ユーザＭＩＭＯの間で区別が行
われる。
【００３９】

ＣＳフォールバック概要
　３ＧＰＰは、仕様、例えば、３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．２７２、においてＣＳフォールバ
ック（Ｆａｌｌｂａｃｋ）（ＣＳＦＢ）を実装するための構成を説明する。ＳＧＳインタ
フェースは、３ＧＰＰ　ＴＳ　２９．１１８で説明される。ＣＳＦＢの追加態様が３ＧＰ
Ｐ　ＴＳ　２３．４０１で説明される。これらの文書の各々は、ここにおける引用によっ
て組み入れられている。
【００４０】
　ＣＳＦＢは、ユーザ端末又はＵＥの状態、例えば、ＵＥがアイドル又は接続された状態



(21) JP 5718521 B2 2015.5.13

10

20

30

40

50

のいずれにあるか、関連付けられた回線交換（ＣＳ）領域サービスがモバイルを始発とす
るか（ＭＯ呼）又はモバイルで終了するか（ＭＴ呼）、又はその他の状態、に依存して様
々な方法で実施することができる。ＣＳ領域サービスは、概して、音声サービスを意味す
るが、それは、ＣＳ領域データサービス、例えば、映像又はＣＳマルチメディア、を参照
するためにも使用することができる。
【００４１】
　図１Ａは、線図１００のＣＳフォールバック事例の様々な例を示す。これらの事例の各
々におけるＣＳＦＢ手順の中核部分は、（ユーザ端末（ＵＥ）がＥ－ＵＴＲＡＮ／ＬＴＥ
、等の４Ｇネットワークで動作中であると仮定して）Ｅ－ＵＴＲＡＮを介してＵＥからモ
ビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）に非アクセス層（ＮＡＳ）拡張サービス要求（ＥＳ
Ｒ）メッセージを送信することから始まる。
【００４２】
　ＭＭＥにおいてＥＳＲメッセージを受信した時点で、ＭＭＥは、ネットワーク及びＵＥ
によって提供されるサポートに基づいて図１Ａに示される異なる手順の中から決定するこ
とができる。ＴＳ　２３．２７２で定義されるように、中核的ＣＳＦＢ手順の３つの主要
なタイプは、ネットワーク援助（ＮＡＣＣ）を有するか有さないかにかかわらず、１）無
線リソース制御（ＲＲＣ）に基づく、２）パケット交換（ＰＳ）ハンドオーバー（ＰＳＨ
Ｏ）に基づく、及び３）セル変更命令（ＣＣＯ）に基づく、を含む。
【００４３】
　ＮＡＣＣに基づくＣＳＦＢなしのＣＣＯは、Ａ／Ｇｂに基づくＧＥＲＡＮネットワーク
のみに適用される。ＰＳＨＯに基づくＣＳＦＢの使用は、ネットワーク及びＵＥの両方が
各々の無線アクセス技術（ＲＡＴ）へのＰＳハンドオーバーをサポートすることを要求す
るが、ＰＳＨＯは、典型的には、ＧＥＲＡＮネットワークではサポートされない。ＲＲＣ
リリース及びＰＳＨＯに基づくＣＳＦＢの両方が、ＣＳ領域に関して使用されるＲＡＴ及
びＵＥとネットワークの能力に基づいて異なる変形を有する。
【００４４】
　例えば、図１Ａに示されるように、ステージ１１２におけるＥ－ＵＴＲＡＮ／ＬＴＥセ
ルにアイドル状態でとどまるＵＥからの又はネットワークへのステージ１１４における接
続モードＵＥからのステージ１１０におけるＵＥ始発ＭＯ　ＣＳ呼の結果として、ＵＥは
ステージ１７０において外部サービス要求を送信することができる。同様に、ステージ１
５２において４Ｇ／ＬＴＥネットワークにとどまるＵＥへのステージ１５０における着信
ＭＴ　ＣＳ呼に関しては、ステージ１６２においてページングを行うことができる。同様
に、ＵＥは、接続された（アクティブな）状態にあり、ＭＴ呼を受信し、ＭＭＥは、ステ
ージ１６４においてＣＳサービス通知を送信することができる。
【００４５】
　これらの事例の各々において、ＵＥは、ステージ１７０において外部サービス要求を送
信することができ、その結果、ＵＥ及びネットワーク構成に依存して様々な行動が生じる
。例えば、ステージ１８２においてリダイレクションを有するＲＲＣリリースを提供する
ことができる。代替として、（典型的にはＵＴＲＡＮネットワークに関する）ＰＳＨＯ又
は（ＧＥＲＡＮネットワークに関する）ＮＡＣＣなしのＣＣＯをステージ１８４及び１８
６においてそれぞれ提供することができる。
【００４６】

サービス領域選択概要
　ここにおける引用によって組み入れられている３ＧＰＰ仕様、特に、３ＧＰＰ　ＴＳ　
２３．２２１、では、Ｅ－ＵＴＲＡＮ及びＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮをサポートするＣＳ
ＦＢ能力を有するユーザ端末／ＵＥに関するサービス領域選択、ＰＳ及びＣＳ領域間での
ＲＡＴの選択を提供することが説明される。この仕様は、とりわけ、初期登録及び位置更
新時、例えば、ＵＥモビリティ中、におけるＵＥの行動の制御について説明する。
【００４７】



(22) JP 5718521 B2 2015.5.13

10

20

30

　要約すると、ＵＥは、オープンモビリティアライアンス（Ｏｐｅｎ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ
　Ａｌｌｉａｎｃｅ）（ＯＭＡ）デバイス管理（ＤＭ）又はＯＭＡ　ＤＭを介して、ホー
ムパブリックランドモバイルネットワーク（Ｈｏｍｅ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）（ＨＰＬＭＮ）オペレータ（以後は、ここでは簡潔さを目的と
して“オペレータ”として表される）の音声サービスに関するプレファレンス（ｐｒｅｆ
ｅｒｅｎｃｅ）を記述する構成設定を備えることができる。オペレータは、オペレータ、
ネットワーク構成及びデバイス構成に依存して、以下のようなプレファレンス又はその他
のプレファレンスを選択することができる。これらのプレファレンスは、ここではセル優
先度としても表すことができ、典型的にはオペレータのみによって制御される。
【００４８】
　　　１）ＣＳ音声のみ
　　　２）ＩＭＳ　ＰＳ音声のみ
　　　３）ＣＳ音声プレファレンス、ＩＭＳ　ＰＳ音声セカンダリ付き
　　　３）ＩＭＳ　ＰＳ音声プレファレンス、ＣＳ音声セカンダリ付き

　さらに、ユーザ端末又はＵＥは、典型的には製造中におけるデフォルトによって、オペ
レータ、及び／又はユーザによる装備によって、“音声中心”又は“データ中心”である
ように構成することもできる。この構成は、ここでは、ＵＥ動作モード設定又は使用モー
ド設定として表すこともできる。使用モード設定は、伝統的には、初期のデフォルト設定
のみによって又はデバイスのユーザによって制御されると想定され、それは、概してユー
ザによって多くても１回だけ行われる。既存のデバイス及びシステムでは、その後の設定
、例えば、アプリケーション又はオペレータ／キャリアによるデバイス動作中、は考慮さ
れていない。
【００４９】
　これらのパラメータ、及びＵＥがＡｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ及びＴＡＵ／ＲＡＵ　Ａ
ｃｃｅｐｔメッセージにおいて受信するその他のパラメータが、音声領域（ＣＳ対ＰＳ）
ＲＡＴ選択を支配する。特に、次のインジケータが該当する。１）“ＩＭＳ　Ｖｏｉｃｅ
　Ｏｖｅｒ　ＰＳ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ”表示、２）“ＳＭＳ　Ｏｎｌ
ｙ”（ＳＭＳ専用）表示、及び３）“ＣＳＦＢ　Ｎｏｔ　Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ”表示。以
下の表１は、結合されたＡｔｔａｃｈ／ＴＡＵ手順の成功又は失敗及びＡｃｃｅｐｔメッ
セージ内で提供されたインジケータに依存したＲＡＴ選択に関するＵＥの行動を要約する
。例えば、“音声中心”のＵＥは、“ＣＳＦＢ　Ｎｏｔ　Ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ”（ＣＳＦ
Ｂ優先されず）がネットワークによって示されたときに又はＣＳＦＢがサポートされない
（例えば、“ＳＭＳ　ｏｎｌｙ”表示）ときに２Ｇ／３Ｇネットワークに同調する。この
事例では、構成が“音声中心”から“データ中心”に変更されないかぎりＵＥがＥ－ＵＴ
ＲＡＮ／ＬＴＥネットワークに戻るための明確な方法は存在しない。
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【表２】

【００５０】
　表１－Ａｃｃｅｐｔメッセージで提供されるパラメータに依存するＵＥの動作

選択的にアイドルモードでとどまる概要
　３ＧＰＰ　Ｒｅｌｅａｓｅ９では、ＣＳ音声呼に関するユーザの経験を向上させること
を目的として“選択的にアイドルモードでとどまる”（Ｓｅｌｅｃｔｉｖｅ　Ｉｄｌｅ　
Ｍｏｄｅ　Ｃａｍｐｉｎｇ）の概念が導入された。この機能は、“音声中心”として構成
されたＵＥが図１Ｂに示されるようにアイドルモードで２Ｇ／３Ｇネットワーク、例えば
、ＧＥＲＡＮ及びＵＴＲＡＮネットワーク、上にとどまるようにオペレータが指示するこ
とを可能にする。図２は、そのプロセスを例示する線図例２００を示す。線図２００は、
エンティティ例ＵＥ２１０、基地局又はＲＡＮ２３０、ＭＭＥ又はＳＧＳＮ２５０、及び
ＨＳＳ２７０を含む。ステージ２１１において、ＵＥ２１０は、Ａｔｔａｃｈ／ＴＡＵ／
ＲＡＵ要求メッセージにおいてそれの音声能力（例えば、ＩＭＳ及び／又はＣＳ能力を有
する、ＣＳＦＢ能力、等）及び構成設定（例えば、“音声中心”又は“データ中心、ＩＭ
Ｓ／ＣＳ音声プレファレンス）”をＭＭＥ又はＳＧＳＮ　２５０に送信することができる
。位置更新手順の一部として、ＨＳＳ　２７０は、位置更新肯定応答メッセージ２１３内
のその他の加入情報の一部としての“加入者ＲＦＳＰインデックス”をＭＭＥ又はＳＧＳ
Ｎ２５０に提供する。ステージ２１５において、ＭＭＥ／ＳＧＳＮ２５０は、ＨＳＳ２７
０によって提供されたＵＥ音声能力／設定及び“加入者ＲＦＳＰインデックス”に基づい
て“使用中のＲＦＳＰインデックス”を選択する。ステージ２１７において、“使用中の
ＲＦＳＰインデックス”は、ＭＭＥ／ＳＧＳＮ２５０からＲＡＮ２３０（例えば、ＬＴＥ
におけるｅＮＢ又はＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮにおけるＢＳＣ／ＲＮＣ）に提供することが
できる。ステージ２１９において、ＲＡＮ２３０は、ステージ２１７でＭＭＥ／ＳＧＳＮ
２５０から受信された“使用中のＲＦＳＰインデックス”に基づいてアイドルモードでと
どまる方針（ｐｏｌｉｃｙ）を選択する。ステージ２２１において、セル再選択優先度を
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含むアイドルモードモビリティ情報が（例えば、ＲＲＣ接続リリースメッセージ又はその
他のメッセージにおいて）ＵＥ２１０に送信される。
【００５１】
　ここにおいて使用される場合において、ＲＦＳＰは、ＲＡＴ／周波数選択優先度を意味
する。この用語は、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３００、ＴＳ　３６．３３１及びＴＳ　２５
．４１３において定義されるように、“ＲＡＴ／周波数選択優先度に関する加入者プロフ
ィールＩＤ”ＩＥに関してＳＡ２によって使用される。希望される機能を達成するために
、ステージ２１５においてＭＭＥ／ＳＧＳＮ２５０によって選択されたＲＦＳＰインデッ
クスが、ＵＥ構成パラメータを知っていることに基づいて決定される。例えば、“音声中
心”ＵＥの場合は、インデックスは、４Ｇ／ＬＴＥセルよりも２Ｇ／３Ｇセルを優先する
ＲＡＮノード２３０内に格納されたテーブルエントリを指し示すことができる。
【００５２】

ＬＴＥシステム概要
　２Ｇ／３Ｇネットワーク、例えば、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮ、及び、４Ｇネットワー
ク、例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮ／ＬＴＥ、の間でのモビリティに関連するさらなる態様及び
詳細について説明する前に、ＬＴＥシステム及びデバイスの実装例の詳細が以下において
さらに説明される。
【００５３】
　例えば、図３は、のちにさらに説明される態様を実装することができるＬＴＥシステム
であることができる多元接続無線通信システムの実装の詳細を例示する。基地局、例えば
、ノードＢ（ＮＢ）又はエボルブド（ｅｖｏｌｖｅｄ）ノードＢ（ｅＮＢ）３００、例え
ば、ＬＴＥ　ｅＮＢ、は、複数のアンテナグループを含み、１つは、３０４と３０６とを
含み、他は、３０８と３１０とを含み、及び追加の１つは、３１２と３１４とを含む。図
３においては、各アンテナグループに関して２本のアンテナのみが示されるが、これより
も多い又は少ない数のアンテナを各アンテナグループのために利用することができる。マ
ルチＲＡＴ能力を有するユーザ端末又はユーザ装置（ＵＥ）３１６（アクセス端末又はＡ
Ｔとも呼ばれる）は、アンテナ３１２及び３１４と通信中であり、アンテナ３１２及び３
１４は、順方向リンク（ダウンリンクとも呼ばれる）３２０を通じてＵＥ３１６に情報を
送信し、逆方向リンク（アップリンクとも呼ばれる）３１８を通じてＵＥ３１６から情報
を受信する。第２のＵＥ３２２は、アンテナ３０６及び３０８と通信中であり、アンテナ
３０６及び３０８は、順方向リンク３２６を通じてＵＥ３２２に情報を送信し、逆方向リ
ンク３２４を通じてアクセス端末３２２から情報を受信する。ＵＥ３１６及び／又は３２
２は、ＬＴＥネットワークに加えて、複数の無線ネットワーク、例えば、ＧＥＲＡＮ及び
／又はＵＴＲＡＮネットワーク（図３には示されていない）におけるセル及び関連付けら
れた基地局と通信するように構成することができる。
【００５４】
　周波数分割複信（ＦＤＤ）システムでは、通信リンク３１８、３２０、３２４及び３２
６は、ＲＡＴとの通信のために異なる周波数を使用することができる。例えば、順方向リ
ンク３２０は、逆方向リンク３１８によって使用される周波数と異なるそれを使用するこ
とができる。時分割複信（ＴＤＤ）システムでは、ダウンリンク及びアップリンクは、Ｒ
ＡＴと共有することができる。
【００５５】
　各アンテナグループ及び／又はそれらが通信するように設計されているエリアは、基地
局又はｅＮＢのセクタとしばしば呼ばれる。アンテナグループは、各々、ｅＮＢ３００に
よってカバーされるエリアのセクタ内のＵＥに通信するように設計することができる。順
方向リンク３２０及び３２６を通じての通信では、ｅＮＢ３００の送信アンテナは、異な
るアクセス端末３１６及び３２２に関する順方向リンクの信号対雑音比を向上させるため
にビーム形成を利用することができる。
【００５６】
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　さらに、そのカバレッジ全体にランダムに散在するＵＥに送信するためにビーム形成を
使用するｅＮＢは、単一のアンテナを通じてそれの全ＵＥに送信するｅＮＢよりも低い干
渉を近隣セル内のＵＥにおいて発生させる。前述されるように、ＵＥ、例えば、ＵＥ３１
６及び３２２、は、その他の通信ネットワーク（示されていない）、例えば、ＧＥＲＡＮ
及び／又はＵＴＲＡＮネットワーク、のその他のノードとともに動作するようにさらに構
成することができる。さらに、基地局、例えば、ｅＮＢ３００、は、例えば、リダイレク
ションコマンド、回線交換フォールバック（ＣＳＦＢ）手順、及び／又はその他のメカニ
ズムの使用を通じて、その他のネットワーク（示されていない）の基地局へのサービスが
提供されるＵＥのハンドオーバーを容易にするように構成することができる。
【００５７】
　図４は、ここにおいてのちに説明される態様を実装することができる多元接続無線通信
システム４００、例えば、ＬＴＥシステム、の実装の詳細を例示する。多元接続無線通信
システム４００は、複数のセルを含み、セル４０２、４０４、及び４０６を含む。これら
は、共通のＲＡＴタイプのセル、例えば、ＬＴＥセル、であることができ、及び／又はそ
の他のＲＡＴタイプのセル、例えば、ＧＥＲＡＮ及び／又はＵＴＲＡＮセル、を含むこと
ができる。セルカバレッジは隣接する状態が示されているが、カバレッジエリアは、全体
又は一部が重なり合うことができる。
【００５８】
　一態様では、セル４０２、４０４、及び４０６は、ノードＢ（ＮＢ）又は複数のセクタ
を含む拡張ノードＢ（ｅＮＢ）を含むことができる。それらの複数のセクタは、アンテナ
のグループによって形成することができ、各アンテナは、セルの一部分内のＵＥとの通信
を担当する。例えば、セル４０２では、アンテナグループ４１２、４１４、及び４１６は
、各々、異なるセクタに対応することができる。セル４０４では、アンテナグループ４１
８、４２０、及び４２２は、各々、異なるセクタに対応する。セル２０６では、アンテナ
グループ４２４、４２６、及び４２８は、各々、異なるセクタに対応する。
【００５９】
　セル４０２、４０４、及び４０６は、各セル４０２、４０４、又は４０６の１つ以上の
セクタと通信状態であることができる幾つかの無線通信デバイス、例えば、ユーザ装置又
はＵＥ、を含むことができる。例えば、ＵＥ４３０及び４３２は、ｅＮＢ４４２と通信状
態であることができ、ＵＥ４３４及び４３６は、ｅＮＢ４４４と通信状態であることがで
き、ＵＥ４３８及び４４０は、ｅＮＢ４４６と通信状態であることができる。
【００６０】
　セル及び関連付けられた基地局は、システムコントローラ４５０に結合することができ
、それは、コア又はバックホールネットワークの一部であることができ又は例えばＭＭＥ
及びＳＧＷを含むコア又はバックホールネットワークへの接続性を提供することができ、
例えば、多モードの調整及び動作、及びここにおいて説明されるその他の態様に関連して
ここにおいてさらに説明される機能を実行するために使用することができる。コアネット
ワークは、ここにおいて後続してさらに詳細に説明されるようにキャリア又はオペレータ
の制御下にあるコンポーネントを含むことができる。
【００６１】
　図５は、様々なネットワークノード間の接続の実施形態例５００の詳細を例示する。ネ
ットワーク５００は、マクロ－ｅＮＢ５０２及び／又は複数の追加のｅＮＢを含むことが
でき、それらは、例えば、ピコセルｅＮＢ５１０、フェムトセルｅＮＢ、マクロセルｅＮ
Ｂ、又はその他の基地局ノードであることができる。ネットワーク５００は、スケーラビ
リティ上の理由でＨｅＮＢゲートウェイ５３４を含むことができる。マクロ－ｅＮＢ５０
２及びゲートウェイ５３４は、各々、１つ以上のモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）
５４２のプール５４０及び／又は１つ以上のサービングゲートウェイ（ＳＧＷ）５４６の
プール５４４と通信することができる。
【００６２】
　ｅＮＢゲートウェイ５３４は、専用Ｓ１接続５３６に関するＣプレーン（Ｃ－ｐｌａｎ
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ｅ）及びＵプレーン中継器として現れることができる。Ｓ１接続５３６は、エボルブドパ
ケットコア（ＥＰＣ）とエボルブドユニバーサル地上アクセスネットワーク（ＥＵＴＲＡ
Ｎ）との間の境界として指定される論理インタフェースであることができる。従って、Ｓ
１接続は、コアネットワーク（ＣＮ）コンポーネント、例えば、ＭＭＥ及びＳＧＷ、への
インタフェースを提供することができ、それらは、その他のコンポーネント及び／又はネ
ットワーク（示されていない）にさらに結合することができる。ｅＮＢゲートウェイ５３
４は、ＥＰＣの観点からのマクロ－ｅＮＢ５０２として働くことができる。Ｃプレーンイ
ンタフェースは、Ｓ１－ＭＭＥであることができ、Ｕプレーンインタフェースは、Ｓ１－
Ｕであることができる。ネットワーク５００は、マクロ－ｅＮＢ５０２と、複数の追加の
ｅＮＢとを含むことができ、それらは、ピコセル又はフェムトセルｅＮＢ５１０であるこ
とができる。
【００６３】
　ｅＮＢゲートウェイ５３４は、単一のＥＰＣノードとしてのｅＮＢ５１０に関して働く
ことができる。ｅＮＢゲートウェイ５３４は、ｅＮＢ５１０に関するＳ１－ｆｌｅｘ接続
性を保証することができる。ｅＮＢゲートウェイ５３４は、単一のｅＮＢ５１０がｎのＭ
ＭＥ５４２と通信することができるように１：ｎリレー機能を提供することができる。ｅ
ＮＢゲートウェイ５３４は、Ｓ１セットアップ手順を介して稼働されたときにＭＭＥ５４
２のプール５４０に関して登録する。ｅＮＢゲートウェイ５３４は、ｅＮＢ５１０とのＳ
１インタフェース５３６のセットアップをサポートすることができる。
【００６４】
　ネットワーク５００は、ｓｅｌｆ　ｏｒｇａｎｉｚｉｎｇ　ｎｅｔｗｏｒｋ（ＳＯＮ）
（自己構成ネットワーク）サーバ５３８を含むこともできる。ＳＯＮサーバ５３８は、３
ＧＰＰ　ＬＴＥネットワークの自動化された最適化を提供することができる。ＳＯＮサー
バ５３８は、無線通信システム５００における動作の管理及び保守（ＯＡＭ）機能を向上
させるための重要なドライバであることができる。マクロ－ｅＮＢ５０２とｅＮＢゲート
ウェイ５３４との間にはＸ２リンク５２０が存在することができる。Ｘ２リンク５２０は
、共通のｅＮＢゲートウェイ５３４に接続されたｅＮＢ５１０の各々の間にも存在するこ
とができる。Ｘ２リンク５２０は、ＳＯＮサーバ５３８からの入力に基づいてセットアッ
プすることができる。Ｘ２リンク５２０を確立することができない場合は、例えば、異な
るセル又はネットワーク間で情報を搬送するためにＳ１リンク５３６を使用することがで
きる。
【００６５】
　ネットワーク５００では、例えば、ｅＮＢとその他のネットワークノード、及び／又は
その他のネットワーク間で、ここにおいさらに説明される様々な機能を管理するためにバ
ックホールシグナリングを使用することができる。例えば、これらの接続は、例えば、そ
の他のネットワークタイプ、例えば、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワーク、との多モ
ード動作を容易にするためにここにおいて以後にさらに説明されるように使用することが
できる。ＵＥ５１２は、様々なｅＮＢに結合することができ、及び、ｅＮＢと関連付けら
れたセル間で移動すること、及びその他のネットワークタイプ（示されていない）のセル
と通信することもできる。
【００６６】
　例えば、オペレータのシステムは、複数のネットワークを含むことができ、それらは、
（例えば、図３及び４に示されるＬＴＥネットワーク構成に加えての）複数のタイプであ
ることができる。例えば、１つのタイプは、データ中心であるＬＴＥシステムであること
ができる。他のタイプは、ＵＴＲＡＮシステム、例えば、Ｗ－ＣＤＭＡシステム、である
ことができる。さらに他のタイプは、ＧＥＲＡＮシステムであることができ、それは、幾
つかの事例では、二重転送モード（ＤＴＭ）能力を有することができる（ここでは、ＤＴ
Ｍ　ＧＥＲＡＮとしても表される）。幾つかのＧＥＲＡＮネットワークは、ＤＴＭ能力を
有さないことができる。多モードユーザ端末、例えば、ＵＥ、は、複数のネットワーク、
例えば、これら、及びその他（例えば、ＷｉＦｉ又はＷｉｍａｘネットワーク、等）で動
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作するように構成することができる。
【００６７】
　例えば、３ＧＰＰ　ＴＳ　４３．０５５において規定されるＤＴＭは、同じ無線チャネ
ルでのＣＳ（音声）及びＰＳ（データ）の同時転送を許容するＧＳＭ規格に基づくプロト
コルである。ＤＴＭ能力を有する携帯電話（例えば、ユーザ端末又はＵＥ）は、ＤＴＭ　
ＧＥＲＡＮネットワークにおけるＣＳ及びＰＳ呼及び同時の音声とパケットデータの接続
の両方に従事することができる。
【００６８】
　幾つかのＬＴＥ実装では、デバイスは、アイドルモードシグナリング低減（Ｒｅｄｕｃ
ｔｉｏｎ）（ＩＳＲ）と呼ばれる機能をサポートすることができる。ＩＳＲは、ユーザ端
末、例えば、ＵＥ、がＵＴＲＡＮ又はＧＥＲＡＮルーティングエリア（ＲＡ）及びＥ－Ｕ
ＴＲＡＮトラッキングエリアリストにおいて同時に登録された状態になるのを可能にする
メカニズムである。これは、ＵＥが登録されたＲＡ及びＴＡリスト内にとどまる限りにお
いて、トレーシングエリアアップデート（Ｔｒａｃｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ（Ｔ
ＡＵ）又はルーティングエリアアップデート（Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ
（ＲＡＵ）要求を送信する必要なしにＬＴＥとＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮネットワークとの
間でセルの再選択を行うのを可能にすることができる。従って、ＩＳＲは、モビリティシ
グナリングを低減させるために使用することができ及びＵＥのバッテリ寿命を向上させる
ことができる。これは、カバレッジが制限されていることがあり及びＲＡＴ間変更が頻繁
である可能性があるＬＴＥシステムの初期配備において特に重要であることができる。さ
らに、これは、オペレータがＣＳ音声呼をサポートするためにＬＴＥとＧＥＲＡＮ又はＵ
ＴＲＡＮネットワークの間で動作を頻繁に切り換えることができるため、ＰＳに基づく音
声実装が利用可能である、例えば、Ｖｏｉｃｅ　Ｏｖｅｒ　ＩＰ（ＶＯＩＰ）が配備され
る、まで、重要であることができる。ＩＳＲをサポートするためには、ホーム加入者サー
バ（ＨＳＳ）は、２つのＰＳ登録（モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）からの１つ及
びサービングＧＰＲＳサポートノードから（ＳＧＳＮ）からのもう１つ）を維持する必要
がある。さらに、ＩＳＲは、より複雑なページング手順を要求する。１つの典型的な実施
形態では、ＩＳＲの状態は、ＩＳＲが使用中であるかどうかを示すオン又はオフのいずれ
かであることができる。
【００６９】
　ＭＭＥは、ＬＴＥアクセスネットワークのための重要な制御ノードである。ＭＭＥは、
アイドルモードのＵＥの追跡及びページング手順を担当し、再送信を含む。ＭＭＥは、ベ
アラ起動／停止プロセスにも関与しており、さらに、初期取り付け時、及びコアネットワ
ーク（ＣＮ）ノードの再位置決定が関わるＬＴＥ内ハンドオーバー時にＵＥのためにサー
ビングゲートウェイ（ＳＧＷ）を選択することを担当する。
【００７０】
　ＭＭＥは、（ＨＳＳと対話することによって）ユーザを認証することも担当する。非ア
クセス層（ＮＡＳ）シグナリングはＭＭＥで終了し、それは、一時的なアイデンティティ
の生成及びＵＥへの割り当ても担当する。例えば、ＭＭＥは、ＵＥがサービスプロバイダ
の公衆陸上移動ネットワーク（ＰＬＭＮ）にとどまる権限を検査し、ＵＥローミング制限
を実施する。ＭＭＥは、ＮＡＳシグナリングのための暗号化／完全性保護のためのネット
ワーク内の終点であり、セキュリティ鍵管理を取り扱う。シグナリングの合法的なインタ
ーセプトもＭＭＥによってサポートされる。
【００７１】
　ＭＭＥの他の重要な機能は、ＬＴＥと２Ｇ／３Ｇアクセスネットワーク、例えば、ＵＴ
ＲＡＮ及びＧＥＲＡＮネットワーク、の間でのモビリティに関する制御プレーン機能を提
供することであり、Ｓ３インタフェースがＳＧＳＮからＭＭＥにおいて終端する。ＭＭＥ
は、ローミング中のＵＥのためのホームＨＳＳに向けてのＳ６ａインタフェースも終端さ
せる。
【００７２】
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　サービングゲートウェイ（ＳＧＷ）は、ｅＮＢ間ハンドオーバー中のユーザプレーンの
ためのモビリティアンカーとして及びＬＴＥとその他の３ＧＰＰ技術との間でのモビリテ
ィのためのアンカーとして働きつつユーザデータパケットをルーティング及び転送する（
例えば、Ｓ４インタフェースを終端させ及び２Ｇ／３Ｇシステムとパケットゲートウェイ
（ＰＧＷ）との間でトラフィックを中継する）。アイドル状態のＵＥに関しては、ＳＧＷ
は、ＤＬデータ経路を終端させ、ＤＬデータがＵＥのために到着時にページングをトリガ
する。ＳＧＷは、ＵＥのコンテキスト、例えば、ＩＰベアラサービスのパラメータ、ネッ
トワーク内部ルーティング情報、等を管理及び格納する。ＳＧＷは、合法的なインターセ
プトの場合にユーザトラフィックの複製を行うこともできる。
【００７３】
　ＰＤＮゲートウェイは、ＵＥに関するトラフィックの出口点及び入口点であることによ
ってＵＥから外部パケットデータネットワークへの接続性を提供する。ＵＥは、複数のＰ
ＤＮにアクセスするために２つ以上のＰＧＷとの同時の接続性を有することができる。Ｐ
ＧＷは、方針行使、各ユーザのためのパケットフィルタリング、課金サポート、合法的な
インターセプト及びパケットスクリーニングを実施する。
【００７４】

パケット交換（ＰＳ）エスカレーション実装
　図６は、ここにおいて説明される機能を提供するために使用することができる、ＬＴＥ
ネットワークとその他のネットワーク、例えば、ＵＴＲＡＮ又はＧＥＲＡＮネットワーク
、との間での多モード動作のためのネットワークノードの構成例６００を示す。多モード
ＵＥ６１２は、ＬＴＥネットワーク６２２に、例えば、図４のｅＮＢ６１５、等のｅＮＢ
、に接続することができ、及び、基地局、例えば、ノードＢ（ＮＢ）、によってサービス
を提供することができる、ＬＴＥネットワークとＵＴＲＡＮ又はＧＥＲＡＮネットワーク
６３２との間で移行することができる。ＬＴＥネットワークは、図５において以前に示さ
れるようなＭＭＥ６２４、及び、図５において示されるようなＳＧＷ６４０、を含むこと
ができる。
【００７５】
　ＳＧＷは、ＰＧＷ（現在は示されていない）に接続することができ、ＭＭＥは、ＳＧイ
ンタフェースを介してレガシーのモバイルスイッチングセンター（ＭＳＣ）に接続するこ
とができる。ＳＧインタフェースは、ＬＴＥネットワークとレガシーの２Ｇ又は３Ｇネッ
トワーク、例えば、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮ、との間での接続性を提供する。
【００７６】
　ＵＥ６１２がネットワーク間を移行するときには、それは、ＬＴＥネットワークに移行
するときにはトラッキングエリアアップデート（ＴＡＵ）手順、ＵＴＲＡＮ又はＧＥＲＡ
Ｎネットワークに移行するときにはルーティングエリアアップデート（ＲＡＵ）手順を実
施することができる。ＲＡＵ又はＴＡＵは、ＵＥ６１２が新しい追跡又はルーティングエ
リアを検出時に開始させることができる。これの一例は、３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．４０１
に例示され、呼の流れの例はＴＳ　２３．４０１の付属書Ｂにおいて例示され、それらの
両方とも引用によってここに組み入れられている。
【００７７】
　ユーザ端末又はＵＥは、異なるタイプの幾つかのネットワークのカバレッジエリア内に
存在することができる。これらは、共通のキャリア又はオペレータによって制御又は操作
することができ、様々なネットワーク内のデバイスは、ここにおいて以後に説明されるよ
うに異なるタネットワークイプ間で相互運用するように構成することができる。
【００７８】
　これの一例が図７に示され、それは、ユーザ端末７３０、例えば、多モードＵＥ７３０
、が第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）の第１の無線ネットワークセル７１０及び第２の
ＲＡＴの第２の無線ネットワーク７５０のカバレッジ範囲内に存在するネットワーク例７
００を示す。示されるこの例では、第２の無線ネットワークは、４Ｇ　ＬＴＥネットワー



(29) JP 5718521 B2 2015.5.13

10

20

30

40

50

クであり、第１の無線ネットワークは、２Ｇ／３Ｇ　ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワ
ークである。第１の無線ネットワークにサービスを提供する対応する基地局７１２、及び
第２の無線ネットワークにサービスを提供する７５２がＵＥ７３０の範囲内に存在する。
動作上は、例えば、モビリティを容易にするか又はその他の理由のために、例えば、ユー
ザ／デバイス及び／又はネットワークオペレータプレファレンスに基づいて動作を制御す
るために、第１の無線ネットワークと第２の無線ネットワークとの間でＵＥ７３０を移行
させることが望ましいであろう。例えば、図１乃至３に関して前述されるように、ユーザ
端末又はＵＥは、音声プレファレンス又は“音声中心”及び“データ中心”のうちの１つ
であることができるユーザ端末使用モードで構成することができる。同様に、キャリアは
、例えば、１つ以上の情報要素（ＩＥ）内でネットワーク及び基地局から送信することが
できるセル優先度情報を介して、ネットワーク上にあるときにＵＥに関するプレファレン
スを指定することができる。
【００７９】
　今度は図８に注目し、それは、図１Ｂに関して前述されるように、ステージ８１２にお
いて２Ｇ／３Ｇセルにとどまるアイドルモードのユーザ端末又はＵＥ８１０間のプロセス
の流れ８００の例を示す。ＵＥ８１０は、基地局ノード、例えば、２Ｇ／３Ｇネットワー
クのタイプに依存して基地局コントローラ（ＢＳＣ）又は無線ネットワークコントローラ
（ＲＮＣ）８５０、によってサービスを提供することができる。ＢＳＣ／ＲＮＣ８５０は
、サービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）８７０にさらに結合することができ、
それは、サービスが提供される移動局への／からのデータの引き渡し、ルーティングと転
送、モビリティ管理、論理リンク管理、認証及び課金機能、並びにその他の機能を担当す
る。
【００８０】
　ＵＥ８１０は、“音声中心”（ＶＣ）ユーザ端末使用モードで構成することができ、そ
れは、例えば、ユーザによってデバイスにおいて設定すること又は製造中又はキャリア起
動時に予めプログラミングすることができる。概して、使用モードは、ユーザによってデ
バイスで設定されるか又はデバイスのタイプに基づいて予めプログラミングされるパラメ
ータである。例えば、ハンドセットユーザ端末デバイス、例えば、携帯電話、は、音声中
心モードであるように構成して、音声指向の呼及び関連付けられたサポートネットワーク
を優先することができ、他方、その他のユーザ端末デバイス、例えば、ノートブックコン
ピュータドングル、等は、“データ中心（ＤＣ）”モードであるように構成し、データ指
向呼／通信及び関連付けられたネットワークを優先することができる。デバイスモードは
、ユーザによって設定されたデバイス特有のパラメータ又はデバイスでプログラミングさ
れたデフォルト値であると想定され、ネットワークによって又はデバイス上で実行中のア
プリケーションによって設定されない。
【００８１】
　ステージ８１４において、データ中心モードから音声中心モードへのＵＥでの設定変更
を開始させるためにトリガイベントが発生することができる。このイベントは、例えば、
サービス品質（ＱｏＳ）要求等の要求に基づいてＵＥで実行するアプリケーションから生
成されたトリガであることができる。例えば、アプリケーションは、高いデータスループ
ットを要求することができ、それは、４Ｇネットワークでしかサポートされないか又は好
ましくはＬＴＥネットワーク等の４Ｇネットワークで実施される。このトリガをサポート
するために、ＵＥは、アプリケーションが音声中心からデータ中心に（又はその逆に）Ｕ
Ｅ使用モードを変更するのを許容されることができるように構成することができる。例え
ば、アプリケーショントリガの一部として、アプリケーションは、ＵＥデバイスモード設
定を音声中心からデータ中心に変更し（その後に、以下において後述されるように、デー
タ呼の完了時点で戻る）ことができる。
【００８２】
　ルーティングエリアアップデート（ＲＡＵ）手順は、ステージ８３１における（例えば
、音声領域プレファレンスからデータプレファレンスへの）動作プレファレンスの変更及
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び関連付けられたＵＥデバイスモード設定の変更に応答してＵＥによって開始させること
ができる。例えば、３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．０６０（Ｒｅｌｅａｓｅ９）により、構成設
定の変更は、ＲＡＵ手順をトリガすることができる。
【００８３】
　選択的にアイドルモードでとどまることが適用される場合は、ＵＥは、２Ｇ／３Ｇネッ
トワークから新しいセル選択優先度（セル優先度としても表される）を受信すべきであり
、Ｅ－ＵＴＲＡＮをより優先する。例えば、ＵＥ８１０は、手順の一部として、ネットワ
ークによって提供されるセル優先度情報に対応する新しい専用優先度情報ＩＥ（情報要素
）を受信することができる。例えば、セル優先度は、デバイスによってサポートされる最
高の優先度のネットワークタイプが２Ｇ／３Ｇから４Ｇに及び／又は利用可能な２Ｇ／３
Ｇネットワーク間で変更するように変更することができる。
【００８４】
　幾つかの実施形態では、ＵＥは、ステージ６３１のＲＡＵ手順の完了前にステージ８１
６においてＬＴＥセル及び関連付けられた基地局を選択するプロセスを開始することがで
きる。例えば、ＬＴＥ選択プロセスは、ステージ８１４においてアプリケーショントリガ
の一部として（すなわち、ステージ８３１でＲＡＵを開始させるのと同時に）実施するこ
とができ又はステージ８３１においてＲＡＵ手順の完了及びネットワークからの新しい専
用優先度情報の引き渡し前に実施することができる。図８に示されるように、ステージ８
１６は、ステージ８３１と同時に又はステージ８３１の完了前に実施することができ、及
び、ＳＧＳＮ８７０からの受信されたセル優先度情報は、ＬＴＥネットワークを選択する
際には無視することができる。
【００８５】
　ＵＥが適切なＬＴＥセル及び基地局、例えば、ｅＮＢ、を選択した時点で、ＵＥ８１０
は、例えば、標準的なＬＴＥシグナリング及びデータ転送を用いて、パケット交換（ＰＳ
）モードでステージ８３３においてデータ呼を実施することができる。データ呼が完了し
た時点で、ＵＥは、ステージ８１８においてそれの使用モードを再構成してデータ中心モ
ードから音声中心モードに戻すことができる。これは、データ接続が完了した時点でＵＥ
において自動的に及び／又はトリガアプリケーションの実行を完了させるか又は閉じるこ
とによって実施することができる。
【００８６】
　ステージ８３５において、トラッキングエリアアップデート（ＴＡＵ）手順を開始させ
ることができる。これは、ＵＥ内での動作設定が変更されて音声中心に戻ることに応答し
たものであることができる。選択的にアイドルモードでとどまることが適用される場合は
、ＵＥ８１０は、ネットワークから新しいセル選択優先度を受信するはずであり、２Ｇ／
３Ｇ（例えば、ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮ）をより優先する。例えば、ステージ８３５の一
部として、ネットワークは、新しいＩｄｌｅＭｏｄｅＭｏｂｉｌｉｔｙＣｏｎｔｒｏｌＩ
ｎｆｏ　ＩＥをＵＥに提供することができる。この情報に基づき、ＵＥは、ステージ８１
８において適切な回線交換（ＣＳ）セル及び関連付けられた基地局を選択することができ
る。例えば、ＵＥは、ステージ８１２においてとどまった以前の２Ｇ／３Ｇセルに戻るこ
とができ又は新しい２Ｇ／３Ｇセルを選択することができる。これは、標準的なセル選択
手順の一部として実施することができる。
【００８７】
　図９は、図８のＵＥ８１０、等のユーザ端末によって実装することができるプロセス９
００の実施形態の詳細を例示する。ステージ９１０において、第１の無線ネットワークセ
ル、例えば、２Ｇ又は３Ｇネットワークセル、においてアイドルモードで動作中のユーザ
端末は、第１の無線ネットワークセルにとどまらせることができる。第１の無線ネットワ
ークは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワークであることができる。ステージ９２０に
おいて、データ指向アプリケーションをユーザ端末で実行することができる。データ指向
アプリケーションは、高いＱｏＳ、例えば、高いデータレートの映像又はその他の接続、
を要求するアプリケーションであることができる。ステージ９３０において、ユーザ端末
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使用モードは、少なくとも部分的にはユーザ端末で実行するアプリケーションに基づいて
変更することができる。例えば、使用モードは、音声中心モードからデータ中心モードに
変更することができる。ステージ９４０において、ルーティングエリアアップデート（Ｒ
ＡＵ）手順を開始させることができる。ＲＡＵ手順は、ユーザ端末から使用モード変更と
関連付けられた情報を提供することと、ステージ９５０において無線ネットワークから新
しいセル優先度情報を受信することと、を含むことができる。
【００８８】
　プロセス９００は、ステージ９６０においてＥ－ＵＴＲＡＮセルを選択することをさら
に含むことができる。ステージ９６０は、幾つかの実装では、ステージ９４０及び／又は
ステージ９５０と並行して又はステージ９４０及び／又はステージ９５０の前に実施する
ことができる。ステージ９６０において、Ｅ－ＵＴＲＡＮセル、例えば、ＬＴＥセル、は
、ＵＥによって選択することができ、及び、Ｅ－ＵＴＲＡＮセルとの接続を確立すること
ができる。Ｅ－ＵＴＲＡＮセルは、ｅＮＢによってサービスが提供されるＬＴＥセルであ
ることができる。ステージ９７０において、パケット交換（ＰＳ）フォーマットでＵＥと
ｅＮＢとの間でデータ呼を行うことができる。ＵＥとｅＮＢとの間でのデータ通信が完了
することに後続して、ＵＥは、ステージ９８０において２Ｇ又は３Ｇネットワークセルに
戻ることができ、それは、ＵＥが元来とどまっていたのと同じセルであることができ又は
異なるセルであることができる。
【００８９】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮセルを選択するステージ９６０は、例えば、新しいセル優先度情報の受
信前に開始させることができる。代替として、又はさらに加えて、Ｅ－ＵＴＲＡＮセルを
選択するステージは、ユーザ端末での使用モードの変更に応答して開始させることができ
る。使用モードは、アプリケーションによって変更することができ、例えば、そのアプリ
ケーションからＵＥにおいて構成パラメータを変更することができる。
【００９０】
　プロセス９００は、ユーザ端末から、ステージ９７０でデータ通信を完了後にトラッキ
ングエリアアップデート（ＴＡＵ）手順を開始することをさらに含むことができる。２Ｇ
／３Ｇ無線ネットワークセルは、ＴＡＵ手順で受信された新しい情報に応答して選択する
ことができる。第２の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮセルであるこ
とができる。方法は、ユーザ端末を第２の無線ネットワークセルにとどまらせることをさ
らに含むことができる。
【００９１】
　プロセス９００は、有形な媒体で具現化することができる。例えば、プロセス９００は
、図８及び／又は９に示されるステージのうちの１つ以上を実施することをコンピュータ
に行わせるためのコードを有するコンピュータによって読み取り可能な媒体を含むコンピ
ュータプログラム製品として具現化することができる。
【００９２】
　プロセス９００は、図８及び／又は９に示されるステージのうちの１つ以上を実施する
ように構成された通信システム又は通信装置、例えば、ユーザ端末又はＵＥ、において具
現化することができる。
【００９３】
　代替として、又はさらに加えて、通信システム又は通信装置は、デバイス、例えば、ユ
ーザ端末又はＵＥ、において図８及び／又は９に示されるステージのうちの１つ以上を実
施するための１つ以上の手段を含むことができる。
【００９４】
　今度は図１０に注目し、それは、図１Ｂに関して前述されるように、ステージ１０１２
において２Ｇ／３Ｇセルにとどまるアイドルモードのユーザ端末又はＵＥ１０１０間のプ
ロセスの流れ１０００の例を示す。プロセスの流れ１０００は、図８に示されるプロセス
の流れ８００と同様であるが、プロセスの流れ１０００では、ＵＥ１０１０は、構成設定
（例えば、ユーザ端末使用モード）を変更せずに他のセル、例えば、４Ｇ／ＬＴＥセル、
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を再選択する権限が付与される。概して、ユーザ端末が、ネットワークによって提供され
るセル再選択優先度を無視することによって（ネットワーク制御を除く）（２Ｇ／３Ｇセ
ルにとどまっているときに）セルを再選択することを自律的に決定するのは望ましくない
ことがある。従って、図１０に関して後述されるように、ＵＥには、特定のタイプ又はク
ラスの呼、例えば、高いデータレートの接続を要求する呼、に基づいてセルを再選択する
限られた権限を提供することができる。
【００９５】
　この手法を実装するためには、図１０に示されるように、基地局ノード、例えば、２Ｇ
／３Ｇネットワークのタイプに依存して基地局コントローラ（ＢＳＣ）又は無線ネットワ
ークコントローラ（ＲＮＣ）１０５０、によってＵＥ１０１０にサービスを提供すること
ができる。ＢＳＣ／ＲＮＣ１０５０は、ＯＭＡ　ＤＭサーバノード１０７０にさらに結合
することができる。ステージ１０１２において、ＵＥ１０１０は、例えば図１Ｂに示され
るように、２Ｇ／３Ｇセルにとどまることができる。ステージ１０３１において、“音声
中心”ＵＥ１０１０は、幾つかのタイプのアプリケーション及び関連付けられたデータ要
求に関して新しいセル（例えば、４Ｇ／ＬＴＥセル）を再選択する権限を受信することが
できる。これは、ステージ１０３１においてＯＭＡ　ＤＭサーバ１０７０からシグナリン
グすることができる。４Ｇ／ＬＴＥセルを再選択する決定は、権限付与及びＵＥの構成設
定（例えば、内部使用モード設定）に基づくことができる。ステージ１０１４において、
アプリケーションがデータ呼をトリガし、そのデータ呼が権限の付与されたクラス内にあ
る場合は、ＵＥは、ステージ１０１６において、適切な４Ｇ／ＬＴＥセルを選択し、関連
付けられた基地局／ｅＮＢに接続することができる。これを行う際には、ＵＥ１０１０は
、４Ｇ／ＬＴＥセルを選択するためにネットワークから提供されたセル再選択優先度（例
えば、セル優先度情報）を無視することができる。ステージ１０３３において、ＵＥ１０
１０は、選択されたパケット交換４Ｇ／ＬＴＥネットワーク及び関連付けられたｅＮＢで
データ呼を実施することができる。ステージ１０１８において、ＵＥは、２Ｇ／３Ｇセル
を再選択することができ、それは、ＵＥ１０１０がステージ１０１２でとどまった原２Ｇ
／３Ｇセル又は他のセルであることができる。
【００９６】
　権限が付与されたＰＳエスカレーションに関して該当するクラスの呼を定義する方針（
ｐｏｌｉｃｙ）は、オペレータによって定義することができる。例えば、これらは、要求
されるＱｏＳ及び／又はデータスループット又はその他の要求に基づくことができる。１
つの方針判定基準例が以下に示される。
【００９７】

　　ＧＢＲ＞６４ｋｐｂｓ　サービスは、ＬＴＥにおけるものとする。
【００９８】
　　ＧＢＲ＜６４ｋｐｂｓ　サービスは、２Ｇ／３Ｇにおけるものとする。
【００９９】
　　ＭＢＲ／ＡＭＢＲ＞１６Ｍｂｐｓ　サービスは、ＬＴＥにおけるものとする。
【０１００】
　　ＭＢＲ／ＡＭＢＲ＞２Ｍｂｐｓ　サービスは、ＬＴＥにおけるものとする。
【０１０１】
　　ＭＢＲ／ＡＭＢＲ＜２Ｍｂｐｓ　サービスは、２Ｇ／３Ｇにおけるものとする。
【０１０２】

　図１１は、図１０に示されるプロセスの流れ１０００と一致する、ユーザ端末、例えば
、図１０のＵＥ１０１０によって実装することができる、プロセス１１００の実施形態の
詳細を例示する。ステージ１１１０において、アイドルモードにあるユーザ端末は、第１
の無線ネットワークセル、例えば、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮセル、にとどまらせること
ができる。ステージ１１２０において、ネットワークによって割り当てることができる新
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しいセル優先度情報をユーザ端末において受信することができる。新しいセル優先度情報
は、セル選択優先度を含むことができ、及び、予め定義されたクラスの呼に関するＥ－Ｕ
ＴＲＡＮセルに移行するためのユーザ端末からの権限付与をさらに含むことができる。Ｅ
－ＵＴＲＡＮセルへの移行は、高いＱｏＳ、例えば、高データレート、を要求するユーザ
端末上で実行するアプリケーションに応答して開始することができる。ステージ１１３０
において、アプリケーションは、データ呼又は接続をトリガすることができ、それは、呼
の予め定義されたクラス内でのデータレート（例えば、予め定義されたスレショルドを超
えるデータレート）を要求することができる。セル優先度情報は、ＵＥが４Ｇ接続能力を
有しており及び４Ｇネットワーク、例えば、ＬＴＥネットワーク、が利用可能であるとき
に定義されたセル選択優先度、例えば、２Ｇ又は３Ｇネットワークに従った制限セル選択
、を含むことができる。
【０１０３】
　ステージ１１４０において、ＵＥは、権限付与を条件として、セル優先度情報を無視す
ることができる。定義されたセル優先度を無視することによって、ＵＥは、ステージ１１
５０においてＥ－ＵＴＲＡＮネットワークセル及び関連する基地局及び／又はｅＮＢを選
択することができる（呼要求が権限付与された呼の予め定義されたクラス内にある場合）
。ステージ１１６０において、ＵＥは、データ呼を行い、ＵＥとｅＮＢとの間でデータを
転送するためにｅＮＢに接続することができる。データ呼が完了した時点で、ＵＥは、ス
テージ１１７０において、２Ｇ又は３Ｇネットワークに戻ることができ、それは、元来の
ネットワーク又は新しく選択されたネットワークであることができる。
【０１０４】
　セル優先度情報は、例えば、キャリアプレファレンスに基づいて、優先度又はユーザ端
末によってアクセス可能なセルタイプに対する制限、例えば、２Ｇ又は３Ｇネットワーク
セルへの制限、を定義することができる。プロセス１１００は、データ呼を開始するため
にユーザ端末上で実行中のアプリケーションからのトリガを受信することと、そのトリガ
に応答して、権限付与と一致する割り当てられたセル優先度を無視することと、を含むこ
とができる。例えば、新しい呼優先度情報は、予め定義された呼分類に従うことを条件と
して２Ｇ又は３Ｇネットワークから４Ｇネットワーク、例えば、ＬＴＥネットワーク、へ
のユーザ端末のためのサービスのエスカレーション権限を付与することができる。
【０１０５】
　第１の無線ネットワークセルは、例えば、ＧＥＲＡＮセルであることができ、Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮセルは、ｅＮＢによってサービスが提供されるＬＴＥセルであることができる。代
替として、第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであることができ、Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮセルは、ＬＴＥセルであることができる。ユーザ端末は、多モードＵＥであること
ができる。
【０１０６】
　データ呼の予め定義されたクラスは、例えば、予め定義されたスレショルドを上回るビ
ットレートを要求するデータ呼を含むことができる。予め定義されたスレショルドは、６
４キロビット／秒、２メガビット／秒、１６メガビット／秒、又は他の定義された値であ
ることができ、それは、ネットワーク、デバイス、及び／又はアプリケーション能力又は
要求に基づくことができる。
【０１０７】
　プロセス１１００は、有形な媒体で具現化することができる。例えば、プロセス１１０
０は、図１０及び／又は１１に示されるステージのうちの１つ以上を実施することをコン
ピュータに行わせるためのコードを有するコンピュータによって読み取り可能な媒体を含
むコンピュータプログラム製品として具現化することができる。
【０１０８】
　プロセス１１００は、図１０及び／又は１１に示されるステージのうちの１つ以上を実
施するように構成された通信システム又は通信装置、例えば、ユーザ端末又はＵＥ、にお
いて具現化することができる。
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【０１０９】
　代替として、又はさらに加えて、通信システム又は通信装置は、デバイス、例えば、ユ
ーザ端末又はＵＥ、において図１０及び／又は１１に示されるステージのうちの１つ以上
を実施するための１つ以上の手段を含むことができる。
【０１１０】
　図１２は、基地局又はＮＢ、例えば、図１０のＢＳＣ又はＲＮＣ、によって実装するこ
とができるプロセス１２００の実施形態の詳細を例示する。プロセス１２００は、図１１
で説明されるプロセス１１００と関係させて実施することができる。ステージ１２１０に
おいて、ユーザ端末、例えば、図１０のＵＥ１０１０、のためのセル優先度情報を基地局
、例えば、図１０の基地局１０５０、で受信又は生成することができる。さらに、セル優
先度情報がセルタイプを２Ｇ／３Ｇセルに限定するときにユーザ端末が異なるセルタイプ
、例えば、ＬＴＥセル、に移行するのを可能にする権限付与を定義するデータを提供する
ことができる。その権限付与は、バイナリのオン／オフ権限付与であることができ及び／
又はエスカレーション権限が付与された予め定義された呼の分類に関する情報を含むこと
ができる。ステージ１２２０において、セル優先度情報は、権限付与とともにユーザ端末
に送信することができる。例えば、ユーザ端末は、２Ｇ又は３Ｇセル、例えば、ＧＥＲＡ
Ｎ又はＵＴＲＡＮセル、にとどまらせることができ、プレファレンスが、ユーザ端末を２
Ｇ又は３Ｇセルでの動作に制限することができる。権限付与情報は、関連付けられた呼が
、呼、例えば、高データレートの呼、の予め定義されたクラス内に存在するときに、ユー
ザ端末が４Ｇセル、例えば、ＬＴＥセル、に移行するのを可能にすることができる。
【０１１１】
　プロセス１２００は、有形な媒体で具現化することができる。例えば、プロセス１２０
０は、図１０、１１及び／又は１２に示されるステージのうちの１つ以上を実施すること
をコンピュータに行わせるためのコードを有するコンピュータによって読み取り可能な媒
体を含むコンピュータプログラム製品として具現化することができる。
【０１１２】
　プロセス１２００は、図１０、１１及び／又は１２に示されるステージのうちの１つ以
上を実施するように構成された通信システム又は通信装置、例えば、基地局又はノードＢ
、において具現化することができる。
【０１１３】
　代替として、又はさらに加えて、通信システム又は通信装置は、デバイス、例えば、基
地局又はノードＢ、において図１０、１１及び／又は１２に示されるステージのうちの１
つ以上を実施するための１つ以上の手段を含むことができる。
【０１１４】
　今度は図１３に注目し、それは、図１Ｂに関して前述されるように、ステージ１３１２
において２Ｇ／３Ｇセルにとどまるアイドルモードのユーザ端末又はＵＥ１３１０間のプ
ロセスの流れ１２００の例を示す。プロセスの流れ１３００は、図８に示されるプロセス
の流れ８００、及び図１０に示されるプロセスの流れ１０００と同様であるが、プロセス
の流れ１３００では、２Ｇ／３Ｇ　ＲＡＴの無線リソース制御（ＲＲＣ）プロトコルが使
用され、ＮＡＳレベルでのシグナリングは回避される。
【０１１５】
　ステージ１３３１において、ＵＥ１３１０は、実行中のアプリケーションによってトリ
ガされ、ＲＲＣ接続要求メッセージ（ＵＴＲＡＮ用）又はチャネル要求メッセージ（ＧＥ
ＲＡＮ）を送信することができる。そのメッセージは、呼に関する要求、例えば、“特別
なＱｏＳパラメータを有するデータ呼”（例えば、要求される高データレート／スループ
ット）、を定義するＣＡＵＳＥインジケータを含む。典型的には、ＣＡＵＳＥインジケー
タは、ＵＥ１３１０が適切な４Ｇ／ＬＴＥセルを見つけた後のみに使用されるべきである
。
【０１１６】
　ＲＡＮエンティティ（例えば、ＲＮＣ又はＢＳＣ１３５０）は、コアエンティティ又は
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関連付けられた機能を関与させることなしに特定された４Ｇ／ＬＴＥネットワークにＵＥ
１３１０をリダイレクションする旨の即座の決定をステージ１３３５において行うことが
できる。これは、ＵＥがＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮネットワークとの接続をセットアップす
ることを希望することができ、誤ってＬＴＥネットワークにリダイレクションされるべき
でない問題を回避する上で有利であることができる。ステージ１３３７において、ＲＡＮ
１３５０は、対応するＲＲＣリリースメッセージ（ＵＴＲＡＮ）又はチャネルリリース（
ＧＥＲＡＮ）メッセージをＵＥ１３１０に送信することができ、４Ｇ／ＬＴＥネットワー
クセル及び関連付けられた基地局への該当するリダイレクション情報を含む。ステージ１
３１６において、ＵＥは、ＬＴＥ基地局との接続を確立し、希望されるデータ呼を実施す
ることができる。
【０１１７】
　図１４は、ユーザ端末又はＵＥ、例えば、図１３のＵＥ１３１０、によって実装するこ
とができるプロセス１４００の実施形態の詳細を例示する。プロセス１４００は、図１３
において説明されるプロセス１３００と関係させて実施することができる。ステージ１４
１０において、ユーザ端末は、アイドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまら
せることができる。第１の無線ネットワークは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワーク
セルであることができる。ステージ１４２０において、ユーザ端末で実行中のアプリケー
ションからトリガを受信することができる。トリガは、特定のＱｏＳ要求を有するデータ
呼のためのトリガであることができる。ステージ１４３０において、適切なＥ－ＵＴＲＡ
Ｎネットワークセル、例えば、４Ｇ／ＬＴＥセル、を特定することができる。ステージ１
４４０において、Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの特定に後続して、第１の無線ネットワークに要求
メッセージを送信することができ、そのメッセージは、データ呼に関するＣａｕｓｅイン
ジケータを含む。Ｃａｕｓｅインジケータは、図１３に関して前述されるように、特定の
要求されるＱｏＳ及び／又はデータレートと関連付けることができる。ステージ１４５０
において、Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセル及び関連する基地局／ｅＮＢへのリダイレク
ション情報を有するリリースメッセージ。ステージ１４６０において、ＵＥとｅＮＢとの
間でデータ呼及びデータ通信を実施することができる。
【０１１８】
　第１の無線ネットワークセルは、例えば、ＧＥＲＡＮセルであることができ、Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮセルは、ＬＴＥセルであることができる。要求メッセージは、
ＧＥＲＡＮチャネル要求メッセージであることができ、リリースメッセージは、ＧＥＲＡ
Ｎチャネルリリースメッセージであることができる。代替として、第１の無線ネットワー
クセルは、ＵＴＲＡＮセルであることができ、Ｅ－ＵＴＲＡＮセルは、ＬＴＥセルである
ことができる。要求メッセージは、ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣ接続要求メッセージであることが
でき、リリースメッセージは、ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣリリースメッセージであることができ
る。ユーザ端末は、多モードＵＥであることができる。
【０１１９】
　Ｃａｕｓｅインジケータは、例えば、特定のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータ又は要
求を有するデータ呼に関する要求を定義する情報を含むことができる。ＱｏＳパラメータ
又は要求は、最低の要求されるデータレートに関連することができる。
【０１２０】
　プロセス１４００は、例えば、Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルにユーザ端末をリダイ
レクションすることと、選択されたＥ－ＵＴＲＡＮセルでアプリケーションと関連付けら
れたデータ通信を行うことと、をさらに含むことができる。ユーザ端末は、完全なＲＲＣ
接続確立手順を実施せずにＥ－ＵＴＲＡＮネットワークセルにリダイレクションすること
ができる。ユーザ端末は、セキュリティセットアップのための非アクセス層（ＮＡＳ）手
順を実施せずにＥ－ＵＴＲＡＮネットワークセルにリダイレクションすることができる。
【０１２１】
　プロセス１４００は、有形な媒体で具現化することができる。例えば、プロセス１２０
０は、図１３及び／又は１４に示されるステージのうちの１つ以上を実施することをコン
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ピュータに行わせるためのコードを有するコンピュータによって読み取り可能な媒体を含
むコンピュータプログラム製品として具現化することができる。
【０１２２】
　プロセス１４００は、図１３及び／又は１４に示されるステージのうちの１つ以上を実
施するように構成された通信システム又は通信装置、例えば、基地局又はノードＢ、にお
いて具現化することができる。
【０１２３】
　代替として、又はさらに加えて、通信システム又は通信装置は、デバイス、例えば、ユ
ーザ端末又はＵＥ、において図１３及び／又は１４に示されるステージのうちの１つ以上
を実施するための１つ以上の手段を含むことができる。
【０１２４】
　図１５は、基地局又はノードＢ、例えば、図１３に示されるＢＳＣ／ＲＮＣ１３５０、
によって実装することができるプロセス１５００の実施形態の詳細を例示する。プロセス
１５００は、図１３のプロセスの流れ１３００と一致する図１４において説明されるプロ
セス１４００と関係させて実施することができる。ステージ１５１０において、接続メッ
セージを受信することができ、その接続メッセージは、ユーザ端末、例えば、図１３のＵ
Ｅ１３１０、から提供された新しいＣａｕｓｅを含む。ステージ１５２０において、接続
リリース情報を基地局から送信することができる。接続リリース情報は、ユーザ端末によ
って特定された４Ｇ／ＬＴＥネットワークにＵＥをリダイレクションするためのリダイレ
クション情報を含むことができる。
【０１２５】
　プロセス１５００は、有形な媒体で具現化することができる。例えば、プロセス１５０
０は、図１３、１４及び／又は１５に示されるステージのうちの１つ以上を実施すること
をコンピュータに行わせるためのコードを有するコンピュータによって読み取り可能な媒
体を含むコンピュータプログラム製品として具現化することができる。
【０１２６】
　プロセス１５００は、図１３、１５及び／又は１６に示されるステージのうちの１つ以
上を実施するように構成された通信システム又は通信装置、例えば、基地局又はノードＢ
、において具現化することができる。
【０１２７】
　代替として、又はさらに加えて、通信システム又は通信装置は、デバイス、例えば、基
地局又はノードＢ、において図１３、１４及び／又は１５に示されるステージのうちの１
つ以上を実施するための１つ以上の手段を含むことができる。
【０１２８】
　幾つかの実装においては、ＰＳエスカレーションを提供するために非アクセス層（ＮＡ
Ｓ）に基づく実装を使用することができる。これらの実装は、ＮＡＳレベルでのシグナリ
ングを要求し、及び、ここにおいて前述されるＣＳフォールバックソリューションと類似
することができる。様々な発呼シナリオに関する類似の手順の例が図１Ｂに示される。特
に、ステージ１１２Ｂ、１１４Ｂ、１５２Ｂ、又は１５４Ｂにおいて２Ｇ又は３Ｇネット
ワーク上にとどまるか又は２Ｇ又は３Ｇネットワークに接続されたユーザ端末又はＵＥは
、４Ｇネットワーク、例えば、図１Ｂに示されるＬＴＥネットワーク、に移行することが
できる。例えば、ステージ１５２ＢにおいてアイドルモードのＵＥに関してはページング
を使用することができ、ステージ１５４ＢにおいてアクティブモードのＵＥに関しては、
ＳＧＳＮは、ＰＤＰコンテキスト起動（ここにおいてさらに後述）をトリガすることがで
きる。ステージ１７０Ｂにおいて、ＵＥは、Ｉｕモードでサービス要求を送信することが
でき、ＰＳエスカレーションは、ネットワークタイプに依存して、ステージ１８２Ｂ、１
８４Ｂ、又は１８６Ｂにおいて完了される。概して、これらは、次の３つのタイプのソリ
ューション、すなわち、１）Ｅ－ＵＴＲＡＮへのリダイレクションを有するＧＥＲＡＮ／
ＵＴＲＡＮでのＲＲＣ／チャネルリリース、２）ＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮからＥ－ＵＴＲ
ＡＮへのＰＳハンドオーバー、３）ＧＥＲＡＮからＥ－ＵＴＲＡＮへのＲＡＴ間セル変更
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命令（ＣＣＯ）（ＵＴＲＡＮには適用されず）、として分類することができる。
【０１２９】
　今度は図１６に注目し、それは、図１Ｂに関して前述されるように、２Ｇ／３Ｇセルに
とどまるアイドルモードのユーザ端末又はＵＥ１６１０間のプロセスの流れ１６００の例
を示す。ステージ１６１２において、ＵＥ１６１０は、無線リソース制御（ＲＲＣ）接続
確立を開始することができる。同様の事例において、ＵＥがアクティブなステージにある
場合は、このステップは実施する必要がない。ステージ１６１５において、ＵＥ１６１０
は、非アクセス層（ＮＡＳ）サービス要求メッセージをサービングＧＰＲＳサポートノー
ド（ＳＧＳＮ）１６４０（Ｓ４－ＳＧＳＮであることができる）に送信することができる
。次に、ＳＧＳＮ１６４０は、Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークへのＵＥ１６１０のリダイレ
クションを開始し、ステージ１６１７において、ＰＳエスカレーションインジケータを有
する無線アクセスネットワークアプリケーションパート（ＲＡＮＡＰ）メッセージを送信
することができる。この部分に関しては既存の共通ＩＤメッセージを使用及び拡張するこ
とができる（例えば、３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．４１３において説明される初期コンテキス
トセットアップ要求又はＵＥコンテキスト修正要求に対応する）。ステージ１６２２にお
いて、ネットワークは、ＵＥに測定報告を任意選択で要求することができ、ＬＴＥチャネ
ルがＵＥにおいて測定されて報告情報が提供される。ＲＮＣ１６２０は、（接続を受け入
れる代わりに）ステージ１６２３においてＲＲＣ接続リリースメッセージを送信すること
ができ、それは、（ターゲットであるＥ－ＵＴＲＡＮセルへの）リダイレクション情報を
含むことができる。さらに、ＲＮＣ１６２０は、ステージ１６２５においてＳＧＳＮ１６
４０にＩｕリリース要求メッセージを送信することができる（例えば、ＥＵが去っている
ことをＳＧＳＮに知らせる）。次に、シグナリング接続をＵＥ１６１０及びＳＧＮＳ１６
４０の両方にローカルでリリースすることができる。システム間シグナリング低減（ＩＳ
Ｒ）がアクティブでない場合は、ステージ１６２８においてＴＡＵ手順が実施されるべき
であり、ＳＧＳＮ１６４０とサービングゲートウェイ（ＳＧＷ）１６６０との間の既存の
ベアラをリリースすることができる。ステージ１６３３において、ＵＥは、Ｅ－ＵＴＲＡ
Ｎネットワークセル及び基地局とのＰＳ接続を確立することができ、それは、ｅＮＢ１６
３０、等のＬＴＥ　ｅＮＢであることができる。次に、パケット交換モードでＵＥ１６１
０とｅＮＢ１６３０との間でデータを転送することができる。
【０１３０】
　図１７は、図１Ｂに関して前述されるように、２Ｇ／３Ｇセルにとどまるアイドルモー
ドのユーザ端末又はＵＥ１７１０間のプロセスの流れ１７００の他の例を示す。手順１７
００は、手順１６００と類似するが、例えば、図１６のステージ１６２３に示されるＲＲ
Ｃリリース手順ではなくむしろ３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．４０１において定義されるような
パケット交換ハンドオーバー（ＰＳＨＯ）手順がステージ１７２６において使用される。
ステージ１７１５において、ＵＥ１７１０は、それの関連付けられた基地局（ＢＳＳ又は
ＲＮＳ１７３０）及びＳＧＳＮ１７６０に対してサービス要求メッセージを送信すること
ができる。これで、ＳＧＳＮは、ステージ１７１７においてＰＳエスカレーションインジ
ケータを有するＲＡＮＡＰ　ＣｏｍｍｏｎＩＤをＢＳＳ／ＲＮＣ１７３０に送信すること
ができる。図１７のその他のステージは、図１６に示される対応するステージと同じであ
るか又は類似する。
【０１３１】
　図１８は、図１Ｂに関して前述されるように、ＧＥＲＡＮセルにとどまるアイドルモー
ドのユーザ端末又はＵＥ１８１０間のプロセスの流れ１８００の他の例を示す。プロセス
の流れ１８００は、プロセスの流れ１６００及び１７００と類似するが、ＲＲＣリリース
又はＰＳＨＯ手順の代わりにセル変更命令（ＣＣＯ）手順が使用される。この手順は、Ｇ
ＥＲＡＮネットワークに適用可能である。ステージ１８１５において、サービス要求に対
応するメッセージがＵＥ１８１０からＢＳＳ１８３０及びＳＧＳＮ１８６０に送信される
。ステージ１８１７において、ＳＧＳＮは、Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワーク（例えば、ｅＮ
Ｂ１８２０によってサービスが提供されるＬＴＥネットワーク）へのＵＥのダイレクショ
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ンを開始し、ＰＳエスカレーションインジケータを有するＢＳＳＧＰ　ＤＬ－ＵＮＩＴＤ
ＡＴＡ（Ｇｅｒａｎネットワーク）メッセージをＢＳＣ１８３０に送信する。ＢＳＳ１８
３０は、ステージ１８２３においてセル変更命令（ＣＣＯ）メッセージをＵＥ１８１０に
送信することができる。図１８のその他のステージは、図１６及び１７に示される対応す
るステージと同じであるか又は類似する。
【０１３２】
　図１９は、通信システム例１９００における基地局１９１０（すなわち、ＮＢ、ｅＮＢ
、ＨｅＮＢ、等）及びユーザ端末１９５０（すなわち、端末、ＡＴ又はＵＥ、等）の実施
形態のブロック図を例示し、ここにおいて説明される態様及び機能を実装することができ
る。これらのコンポーネントは、図３乃至７に示されるそれらに対応することができ、及
び、図８乃至１８に関して説明されるように、ここにおいて前述されるプロセスを実装す
るように構成することができる。
【０１３３】
　基地局１９１０（及び／又は示されていないその他のコンポーネント）において示され
るプロセッサ及びメモリでは様々な機能を実施することができ、例えば、その他の基地局
及びＵＥからシグナリングを送信及び受信するための、及びここにおいて説明されるその
他の機能を提供するための、その他のネットワークのその他の基地局（示されていない）
との調整である。例えば、ＵＥ１９５０は、基地局にアクセスする、ハンドオーバーを容
易にする、ＤＬ信号を受信する、チャネル特性を決定する、チャネル推定を行う、受信さ
れたデータを復調して空間情報を生成する、電力レベル情報、及び／又は基地局１９１０
又はその他の基地局（示されていない）と関連付けられたその他の情報を決定するために
基地局１９１０及び／又はその他の基地局（示されていない、例えば、サービスを提供し
ない基地局又はここにおいて前述されるその他のネットワークタイプの基地局）から信号
を受信するための１つ以上のモジュールを含むことができる。
【０１３４】
　一実施形態においては、基地局１９１０は、多モード動作を容易にするためにその他の
基地局、例えば、ここにおいて前述される異なるネットワーク／ＲＡＴタイプの基地局、
と調整することができる。これは、基地局１９１０の１つ以上のコンポーネント（又は示
されていないその他のコンポーネント）、例えば、プロセッサ１９１４、１９３０及びメ
モリ１９３２、において実施することができる。基地局１９１０は、ｅＮＢ１９１０の１
つ以上のコンポーネント（又は示されていないその他のコンポーネント）を含む送信モジ
ュール、例えば、送信モジュール１９２４、を含むこともできる。基地局１９１０は、機
能、例えば、サービスが提供されるＵＥのリダイレクション、関連付けられたＭＭＥ又は
その他のネットワークノードとの通信、リダイレクション情報のシグナリング、ＰＳから
ＣＳへの移行情報、及び／又はここにおいて説明されるその他の情報、を提供するために
１つ以上のコンポーネント（又は示されていないその他のコンポーネント）、例えば、プ
ロセッサ１９３０、１９４２、復調器モジュール１９４０、及びメモリ１９３２、を含む
干渉除去モジュールを含むことができる。
【０１３５】
　基地局１９１０は、ＵＥ又はその他のノード、例えば、ＭＭＥ、ＳＧＷ、又は同じ又は
その他のネットワークタイプのその他のノード、と通信するために使用することができる
、ここにおいて説明される基地局機能を実施する及び／又は送信機及び／又は受信機モジ
ュールを管理するための１つ以上のコンポーネント（又は示されていないその他のコンポ
ーネント）、例えば、プロセッサ１９３０、１９１４、及びメモリ１９３２、を含むプロ
セッサモジュールを含むことができる。基地局１９１０は、受信機機能を制御するための
制御モジュールを含むこともできる。基地局１９１０は、例えば、バックホール接続モジ
ュール１９９０を介して、その他のシステム、例えば、コアネットワーク（ＣＮ）内のバ
ックホールシステム、との、又は、図１乃至７に関して示されるか又は説明されるような
その他のコンポーネントとのネットワーク化を提供するためのネットワーク接続モジュー
ル１９９０を含むことができる。
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【０１３６】
　同様に、ＵＥ１９５０は、ＵＥ１９５０の１つ以上のコンポーネント（又は示されてい
ないその他のコンポーネント）、例えば、受信機１９５４、を含む受信モジュールを含む
ことができる。ＵＥ１９５０は、ここにおいて説明されるユーザ端末と関連付けられた処
理機能を実施するためのＵＥ１９５０の１つ以上のコンポーネント（又は示されていない
その他のコンポーネント）、例えば、プロセッサ１９６０及び１９７０、及びメモリ１９
７２、を含むプロセッサモジュールを含むこともできる。これは、例えば、リダイレクシ
ョンターゲット及び代替ターゲットを受信及び探索すること、及び、ＣＳ呼セットアップ
手順、ＲＡＵ及びＴＡＵ手順、その他のネットワークへのハンドオーバー、及び／又はこ
こにおいて前述されるその他の手順を実施することを含むことができる。
【０１３７】
　一実施形態では、ＵＥ１９５０において受信された１つ以上の信号が処理されてＤＬ信
号が受信され及び／又はそれらのＤＬ信号から情報、例えば、ＳＩＢ情報、が抽出される
。追加の処理は、チャネル特性、電力情報、空間情報、及び／又は基地局、例えば、基地
局１９１０及び／又はその他の基地局、例えば、ノードＢ（示されていない）又はｅＮＢ
、と関連付けられたその他の情報を推定することと、リダイレクションコマンドを容易に
することと、リダイレクションターゲット及び代替ターゲット、例えば、フォールバック
ターゲット、を探索及び位置を決定することと、その他のネットワーク、例えば、ＵＴＲ
ＡＮ及びＧＥＲＡＮネットワーク及び関連付けられたノード、例えば、それらの異なるネ
ットワークタイプの基地局又はノードＢ、との通信を容易にすることと、を含むことがで
きる。
【０１３８】
　ＵＥ１９５０は、ＬＴＥ基地局及びその他のタイプの基地局、例えば、ＵＴＲＡＮ及び
／又はＧＥＲＡＮネットワーク内の基地局、との通信を実施するために多モード動作用に
構成することができる１つ以上の受信機及び送信機モジュールを含むことができる。メモ
リ１９３２及び１９７２は、ここにおいて説明される態様及び機能と関連付けられたプロ
セスを実装するために１つ以上のプロセッサ、例えば、プロセッサ１９６０、１９７０及
び１９３８、で実行するためのコンピュータコードを格納するために使用することができ
る。
【０１３９】
　動作上は、基地局１９１０において、幾つかのデータストリームのためのトラフィック
データをデータソース１９１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ１９１４に提供するこ
とができ、そこで、それらのデータを処理して１つ以上のＵＥ１９５０に送信することが
できる。一態様では、各データストリームは、処理されて基地局１９１０の各々の送信機
サブシステム（送信機１９２４１乃至１９２４Ｎｔとして示される）で送信される。ＴＸ
データプロセッサ１９１４は、コーディングされたデータを提供するために各データスト
リームに関して選択された特定のコーディング方式に基づいてそのデータストリームのた
めのトラフィックデータを受信、フォーマット化、コーディング、及びインターリービン
グする。特に、基地局１９１０は、特定の基準信号及び基準信号パターンを決定し及び選
択されたパターンで基準信号及び／又はビーム形成情報を含む送信信号を提供するように
構成することができる。
【０１４０】
　各データストリームに関するコーディングされたデータは、ＯＦＤＭ技法を用いてパイ
ロットデータと多重化することができる。パイロットデータは、典型的には、既知の方法
で処理される既知のデータパターンであり、チャネル応答を推定するために受信機システ
ムで使用することができる。例えば、パイロットデータは、基準信号を含むことができる
。パイロットデータは、図１９に示されようにＴＸデータプロセッサ１９１４に提供し、
コーディングされたデータと多重化することができる。各データストリームに関する多重
化されたパイロット及びコーディングされたデータは、変調シンボルを提供するためにそ
のデータストリームのために選択された特定の変調方式（例えば、ＢＰＳＫ、ＱＳＰＫ、
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Ｍ－ＰＳＫ、Ｍ－ＱＡＭ、等）に基づいて変調する（すなわち、シンボルマッピングする
）ことができ、データ及びパイロットは、異なる変調方式を用いて変調することができる
。各データストリームに関するデータレート、コーディング、及び変調は、メモリ１９３
２内に、又はＵＥ１９５０のその他のメモリ又は命令格納媒体（示されていない）内に格
納された命令に基づいてプロセッサ１９３０によって実行される命令によって決定するこ
とができる。
【０１４１】
　次に、全データストリームに関する変調シンボルをＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１９２０
に提供することができ、それは、（例えば、ＯＦＤＭ実装のために）変調シンボルをさら
に処理することができる。ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１９２０は、Ｎｔの変調シンボルス
トリームをＮｔの送信機（ＴＭＴＲ）１９２２１乃至１９２２Ｎｔに提供することができ
る。それらの様々なシンボルは、送信のために関連付けられたＲＢにマッピングすること
ができる。
【０１４２】
　ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１９３０は、データストリームのシンボルにビーム形成重み
を適用することができ、シンボルを送信中である１つ以上のアンテナに対応する。これは
、情報、例えば、基準信号によって又は基準信号と関係させて提供されるチャネル推定情
報及び／又はＵＥ、等のネットワークノードから提供される空間情報、を用いて行うこと
ができる。例えば、ビームＢ＝ｔｒａｎｓｐｏｓｅ（［ｂ１　ｂ２．．ｂＮｔ］）は、各
送信アンテナに対応する一組の重みから成る。ビームに沿って送信することは、そのアン
テナに関するビーム重みによってスケーリングされた全アンテナに沿って変調シンボルｘ
を送信することに対応する。すなわち、アンテナｔでは、送信された信号はｂｔ＊ｘであ
る。複数のビームが送信されるときには、１つのアンテナでの送信された信号は、異なる
ビームに対応する信号の合計である。これは、Ｂ１ｘ１＋Ｂ２ｘ２＋ＢＮｓｘＮｓとして
数学的に表すことができ、ここで、Ｎｓのビームが送信され、ｘｉは、ビームＢｉを用い
て送信される変調シンボルである。様々な実装において、ビームは、幾つかの方法で選択
することが可能である。例えば、ビームは、ＵＥからのチャネルフィードバック、ｅＮＢ
で入手可能なチャネルに関する知識に基づいて、又は、例えば、隣接するマクロセルとの
干渉軽減を容易にするためにＵＥから提供される情報に基づいて、選択することが可能で
ある。
【０１４３】
　各送信機サブシステム１９２２１乃至１９２２Ｎｔは、各々のシンボルストリームを受
信及び処理して１つ以上のアナログ信号を提供し、それらのアナログ信号をさらにコンデ
ィショニング（例えば、増幅、フィルタリング、及びアップコンバージョン）し、ＭＩＭ
Ｏチャネルでの送信に適した変調された信号を提供する。次に、送信機１９２２１乃至１
９２２ＮｔからのＮｔの変調された信号がＮｔのアンテナ１９２４１乃至１９２４Ｎｔか
らそれぞれ送信される。
【０１４４】
　ＵＥ１９５０において、送信された変調された信号がＮｒのアンテナ１９５２１乃至１
９５２Ｎｒによって受信され、各アンテナ１９５２からの受信された信号は、各々の受信
機（ＲＣＶＲ）１９５４１乃至１９５２Ｎｒに提供される。各受信機１９５４は、各々の
受信された信号をコンディショニング（例えば、フィルタリング、増幅及びダウンコンバ
ージョン）し、コンディショニングされた信号をデジタル化してサンプルを提供し、それ
らのサンプルをさらに処理して対応する“受信された”シンボルストリームを提供する。
【０１４５】
　次に、ＲＸデータプロセッサ１９６０は、Ｎｓの送信されたシンボルストリームの推定
値を提供するためにＮｓの“検出された”シンボルストリームを提供するために特定の受
信機処理技法に基づいてＮｒの受信機１９５４１乃至１９５２ＮｒからＮｒの受信された
シンボルストリームを受信及び処理する。ＲＸデータプロセッサ１９６０は、各々の検出
されたシンボルストリームを復調、デインターリービング、及び復号してデータストリー
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ムに関するトラフィックデータを復元する。ＲＸデータプロセッサ１９６０による処理は
、典型的には、基地局１９１０内のＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ１９２０及びＴＸデータプ
ロセッサ１９１４によって実施されるそれを補完するものである。
【０１４６】
　プロセッサ１９７０は、以下においてさらに詳細に説明されるように使用するためにプ
リコーディング行列を周期的に決定する。次に、プロセッサ１９７０は、行列インデック
ス部とランク値部とを含むことができる逆方向リンクメッセージを形成することができる
。様々な態様において、逆方向リンクメッセージは、通信リンク及び／又は受信されたデ
ータストリームに関する様々なタイプの情報を含むことができる。逆方向リンクメッセー
ジは、ＴＸデータプロセッサ１９３８によって処理することができ、それは、データソー
ス１９３６から幾つかのデータストリームのためのトラフィックデータを受信することも
でき、それらは、変調器１９８０によって変調し、送信機１９５４１乃至１９５４Ｎｒに
よってコンディショニングし、基地局１９１０に返送することができる。基地局１９１０
に返送された情報は、基地局１９１０からの干渉を軽減するためのビーム形成を提供する
ための電力レベル及び／又は空間情報を含むことができる。
【０１４７】
　基地局１９１０において、ＵＥ１９５０からの変調された信号は、アンテナ１９２４に
よって受信され、受信機１９２２によってコンディショニングされ、復調器１９４０によ
って復調され、ＲＸデータプロセッサ１９４２によって処理されて、ＵＥ１９５０によっ
て送信されたメッセージが抽出される。次に、プロセッサ１９３０は、ビーム形成重みを
決定するためにいずれのプリコーディング行列を使用すべきかを決定し、抽出されたメッ
セージを処理する。
【０１４８】
　図２０は、ユーザ端末又はユーザ端末のコンポーネント、例えば、ここにおいて説明さ
れる多モードＵＥ、であることができる通信装置２０００の実施形態の追加の詳細を例示
する。装置２０００は、複数のネットワークタイプ、例えば、ＬＴＥネットワーク、ＵＴ
ＲＡＮネットワーク、ＧＥＲＡＮネットワーク、及び／又はその他のネットワーク、から
信号を受信するように構成することができる１つ以上の多モード受信機モジュール２０１
０を含むことができる。同様に、装置２０００は、同様の多モード能力のために構成する
ことができる１つ以上の送信機モジュール２０２０を含むことができる。装置２０００は
、ここにおいて説明される処理を実装するように構成することができる１つ以上のプロセ
ッサモジュール２０３０を含むことができる。装置２０００は、１つ以上のメモリスペー
ス２０４０を含むこともでき、それらは、プログラムモジュール２０５０と、データ２０
６０と、１つ以上のオペレーティングシステムと、その他のメモリ記憶能力（示されてい
ない）と、を含むこともできる。メモリスペース２０００は、複数の物理的メモリデバイ
ス、例えば、フラッシュ、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、光学記憶装置、及び／又はその他のメモ
リ又は記憶技術、を備えることができる。
【０１４９】
　プログラムモジュール２０００は、ユーザ端末機能、例えば、アプリケーションを実行
する、Ｅ－ＵＴＲＡＮ／ＬＴＥネットワークに又はＥ－ＵＴＲＡＮ／ＬＴＥネットワーク
から移行するためのトリガを受信して応答する、ＰＳエスカレーション要求に応答する、
ターゲット、例えば、リダイレクションターゲット、へのアクセス失敗を検出する、フォ
ールバックターゲットにアクセスする、ＲＡＵ及びＴＡＵ手順を実施する、ＣＳセットア
ップ手順を実施する、及び／又はここにおいて前述されるその他の機能又はプロセスを実
施する、を実施するための、ここにおいて説明されるようなモジュールを含むことができ
る。プログラムモジュール２０５０は、プロセッサモジュール２０３０、受信機及び送信
機モジュール２０２０、及び／又はその他のモジュール（示されていない）と連繋してこ
れらの様々な機能を実施するように構成することができる。データ２０６０は、プログラ
ムモジュール２０５０の実行と関連付けられたデータを含むことができ、それは、オペレ
ーティングシステム２０７０によって又はオペレーティングシステム２０７０と関係させ
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て実装することができる。
【０１５０】
　図２１は、基地局、例えば、ここにおいて説明されるノードＢ（ＮＢ）又はｅＮＢ、で
あることができる通信装置２１００の実施形態の追加詳細を例示する。装置２１００は、
サービスが提供されるノード、例えば、ユーザ端末又はＵＥ、と通信するための、１つ以
上の送信及び受信モジュール（総称してトランシーバモジュール２１１０として示される
）を含むことができる。装置２１００は、コアネットワークコンポーネント、例えば、Ｍ
ＭＥ、ＳＧＷ、等と通信するように構成された１つ以上のコアネットワーク（ＣＮ）モジ
ュールを含むこともできる。装置２１００は、ここにおいて前述される様々なタイプの基
地局と関連付けられた処理を実装するように構成することができる１つ以上のプロセッサ
モジュール２１３０を含むことができる。装置２１００は、１つ以上のメモリスペース２
１４０を含むこともでき、それらは、プログラムモジュール２１５０と、データ２１６０
と、１つ以上のオペレーティングシステム２１７０と、その他のメモリ記憶能力（示され
ていない）とを含むことができる。メモリスペース２１４０は、複数の物理的メモリデバ
イス、例えば、フラッシュ、ＤＲＡＭ、ＳＲＡＭ、光学記憶装置、及び／又はその他のメ
モリ又は記憶技術、を備えることができる。
【０１５１】
　プログラムモジュール２１５０は、基地局機能、例えば、ＰＳコネクションに移行する
、例えば、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワークからＥ－ＵＴＲＡＮ／ＬＴＥネットワ
ークに移行する、ためのＵＥからの要求に応答する、リダイレクション要求を調整及び提
供する、その他のネットワークコンポーネント、例えば、ＭＭＥ、ＳＧＷ，等とのＰＳ中
断を調整する、及び、ここにおいて説明されるその他の基地局機能を実施する、等、を実
施するための、ここにおいて説明されるようなモジュールを含むことができる。
【０１５２】
　プログラモジュール２１５０は、プロセッサモジュール２１３０、トランシーバモジュ
ール２１１０、コアネットワークモジュール２１２０、及び／又はその他のモジュール（
示されていない）と連繋してこれらの様々な機能を実施するように構成することができる
。データ２１６０は、プログラムモジュール２１５０の実行と関連付けられたデータを含
むことができ、それは、オペレーティングシステム２１７０によって又はオペレーティン
グシステム２１７０と関係させて実装することができる。
【０１５３】
　幾つかの構成では、無線通信のための装置は、ここにおいて説明される様々な機能を実
施するための手段を含む。一態様では、前述された手段は、図１９に示されるように実施
形態が常駐し、及び、前述された手段によって示される機能を受信するように構成される
プロセッサ又はプロセッサ（複数）及び関連付けられたメモリであることができる。それ
らは、例えば、図８乃至１８に関して説明されるプロセス又は方法において、ここにおい
て説明される多モード機能を実施するために、ＵＥ、ＮＢ、ｅＮＢ、ＭＭＥ、ＳＧＷ又は
その他のゲートウェイ、ＭＳＣ、及び／又はここにおいて、例えば、図１乃至７及び１９
において、示されるその他のネットワークノード、に常駐するモジュール又は装置である
ことができる。他の態様では、前述された手段は、前述された手段によって示される機能
を実施するように構成されたモジュール又はあらゆる装置であることができる。
【０１５４】
　１つ以上の典型的な実施形態では、説明される機能、方法及びプロセスは、ハードウェ
ア、ソフトウェア、ファームウェア、又はそれらの組み合わせにおいて実装することがで
きる。ソフトウェアにおいて実装される場合は、これらの機能は、コンピュータによって
読み取り可能な媒体において１つ以上の命令又はコードとして格納すること又は符号化す
ることができる。コンピュータによって読み取り可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体を
含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスすることができるあらゆる利用可能な
媒体であることができる。一例として、及び制限することなしに、該コンピュータによっ
て読み取り可能な媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ又はその他の光



(43) JP 5718521 B2 2015.5.13

10

20

30

40

50

学ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置又はその他の磁気記憶装置、又は、命令又は
データ構造の形態で希望されるプログラムコードを搬送又は格納するために用いることが
でき及びコンピュータによってアクセス可能なあらゆるその他の媒体、を含むことができ
る。ここにおいて用いられるときのディスク（ｄｉｓｋ及びｄｉｓｃ）は、コンパクトデ
ィスク（ＣＤ）（ｄｉｓｃ）と、レーザディスク（ｄｉｓｃ）と、光ディスク（ｄｉｓｃ
）と、デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）（ｄｉｓｃ）と、フロッピー（登録商標
）ディスク（ｄｉｓｋ）と、ブルーレイディスク（ｄｉｓｃ）と、を含み、ここで、ｄｉ
ｓｋは、通常は磁気的にデータを複製し、ｄｉｓｃは、レーザを用いて光学的にデータを
複製する。上記の組合せも、コンピュータによって読み取り可能な媒体の適用範囲に含め
るべきである。
【０１５５】
　開示されるプロセス及び方法におけるステップ又はステージの特定の順序又は階層は、
典型的な手法の例であることが理解される。設計上の選好に基づき、プロセスにおけるス
テップの特定の順序又は階層は、本開示の適用範囲内にとどまりつつ再編することができ
る。添付された方法請求項は、様々なステップの要素を見本の順序で提示するものであり
、提示された特定の順序又は階層に限定されることは意味されない。
【０１５６】
　当業者は、情報及び信号は様々な異なる技術及び技法のうちのいずれかを用いて表すこ
とができることを理解するであろう。例えば、上記の説明全体を通じて参照されることが
あるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは、電圧、電
流、電磁波、磁場、磁粒子、光学場、光学粒子、又はそれらのあらゆる組合せによって表
すことができる。
【０１５７】
　ここにおいて開示される実施形態と関係させて説明される様々な例示的な論理ブロック
、モジュール、回路、及びアルゴリズムのステップは、電子ハードウェア、コンピュータ
ソフトウェア、又は両方の組み合わせとして実装可能であることを当業者はさらに評価す
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確に例示するため、上記にお
いては、様々な例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、及びステップが
、それらの機能の観点で一般的に説明されている。該機能がハードウェアとして又はソフ
トウェアとして実装されるかは、特定の用途及び全体的システムに対する設計上の制約事
項に依存する。当業者は、説明されている機能を各々の特定の用途に合わせて様々な形で
実装することができるが、該実装決定は、本開示の適用範囲からの逸脱を生じさせるもの
であるとは解釈されるべきではない。
【０１５８】
　ここにおける開示される実施形態と関係させて説明される様々な例示的な論理ブロック
、モジュール、及び回路は、ここにおいて説明される機能を果たすように設計された汎用
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）、その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ロジック、ディスクリート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、又はそれらのあらゆる組合せ、を用いて実装又は実
行することが可能である。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであることができるが、
代替においては、プロセッサは、従来のどのようなプロセッサ、コントローラ、マイクロ
コントローラ、又はステートマシンであってもよい。プロセッサは、コンピューティング
デバイスの組合せ、例えば、ＤＳＰと、１つのマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマ
イクロプロセッサとの組合せ、ＤＳＰコアと関連する１つ以上のマイクロプロセッサとの
組合せ、又はあらゆるその他の該構成、として実装することも可能である。幾つかの実装
では、プロセッサは、通信デバイス又はその他のモバイル又はポータブルデバイスにおい
て機能を実装するように特に設計されたプロセッサ、例えば、通信プロセッサ、であるこ
とができる。
【０１５９】
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　ここにおいて開示される実施形態と関係させて説明される方法、プロセス又はアルゴリ
ズムのステップ又はステージは、直接ハードウェア内において、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内において、又はこれらの２つの組み合わせ内において具
現化することが可能である。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
、取り外し可能なディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、又は当業において既知であるその他のあらゆ
る形態の記憶媒体において常駐することができる。典型的な記憶媒体は、プロセッサが記
憶媒体から情報を読み出すこと及び記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセ
ッサに結合される。代替においては、記憶媒体は、プロセッサと一体化させることができ
る。プロセッサ及び記憶媒体は、ＡＳＩＣ内に常駐することができる。ＡＳＩＣは、ユー
ザ端末内に常駐することができる。代替においては、プロセッサ及び記憶媒体は、ユーザ
端末内において個別コンポーネントとして常駐することができる。
【０１６０】
　請求項は、ここにおいて示される態様に限定されることは意図されず、請求項の文言に
一致する限りにおいて完全な適用範囲が認められるべきであり、ここで、単数形の要素へ
の言及は、その旨が特記されない限り“１つ及び１つのみ”を意味することは意図されず
、むしろ“１つ以上”であることを意味することが意図される。別段特記されない限り、
言葉“幾つか”は、１つ以上を意味する。項目（品目）のリストの中の“少なくとも１つ
”という句は、単一の構成要素を含むそれらの項目（品目）のあらゆる組み合わせを意味
する。一例として、“ａ、ｂ、又はｃのうちの少なくとも１つ”は、ａ、ｂ、ｃ、ａ及び
ｂ、ａ及びｃ、ｂ及びｃ、及びａ、ｂ及びｃを網羅することが意図される。
【０１６１】
　開示される態様に関する前の説明は、当業者が本開示を製造又は使用することを可能に
するために提供される。これらの態様に対する様々な修正は、当業者にとって容易に明確
になるであろう、及びここにおいて定められる一般原理は、本開示の精神又は適用範囲を
逸脱せずにその他の変形に対しても適用することができる。以上のように、本開示は、こ
こにおいて示される態様に限定されることが意図されるものではなく、ここにおいて開示
される原理及び新規の特徴に一致する限りにおいて最も広範な適用範囲が認められるべき
である。以下の請求項及びそれらの同等物は、本開示の適用範囲を定義することが意図さ
れる。
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]
　無線通信システムにおいて無線アクセス技術（ＲＡＴ）間モビリティを提供するための
方法であって、
　ユーザ端末をアイドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせることであっ
て、前記第１の無線ネットワークは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワークであること
と、
　前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションに基づき、ユーザ端末使用モードを音声中
心モードからデータ中心モードに変更することと、
　前記ユーザ端末からルーティングエリアアップデート（ＲＡＵ）手順を開始することで
あって、前記ＲＡＵ手順は、
　前記ユーザ端末から前記使用モード変更と関連付けられた情報を提供することと、
　前記無線ネットワークから新しいセル優先度情報を受信することと、を含むことと、
　Ｅ－ＵＴＲＡＮセルを選択することと、
　前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの基地局と前記アプリケーションと関連付けられたデータ通信
を行うことと、を備える、方法。
[Ｃ２]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ１に記載の方法。
[Ｃ３]
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　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ１に記載の方法。
[Ｃ４]
　前記ユーザ端末は、ＵＥであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記基地局は、ＬＴＥ　ｅ
ＮＢであるＣ１に記載の方法。
[Ｃ５]
　Ｅ－ＵＴＲＡＮセルを前記選択することは、前記新しいセル優先度情報の受信前に開始
されるＣ１に記載の方法。
[Ｃ６]
　Ｅ－ＵＴＲＡＮセルを前記選択することは、前記ユーザ端末での使用モードの変更に応
答して開始されるＣ５に記載の方法。
[Ｃ７]
　前記使用モードは、前記アプリケーションによって変更されるＣ５に記載の方法。
[Ｃ８]
　前記データ通信の完了後に前記ユーザ端末使用モードを前記データ中心モードから前記
音声中心モードに変更することをさらに備えるＣ１に記載の方法。
[Ｃ９]
　トラッキングエリアアップデート（ＴＡＵ）手順を前記ユーザ端末から開始することと
、
　前記ＴＡＵルート手順において受信された新情報に応答して、第２の無線ネットワーク
セルを選択することであって、前記第２の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴ
ＲＡＮセルであることと、をさらに備えるＣ８に記載の方法。
[Ｃ１０]
　前記ユーザ端末を前記第２の無線ネットワークセルにとどまらせることをさらに備える
Ｃ９に記載の方法。
[Ｃ１１]
　ユーザ端末をアイドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせ、
　前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションに基づき、ユーザ端末使用モードを音声中
心モードからデータ中心モードに変更し、
　前記ユーザ端末からルーティングエリアアップデート（ＲＡＵ）手順を開始し、
　Ｅ－ＵＴＲＡＮセルを選択し、及び
　前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの基地局と前記アプリケーションと関連付けられたデータ通信
を行うことをコンピュータに行わせるためのコードを含むコンピュータによって読み取り
可能な媒体を備えるコンピュータプログラム製品であって、前記第１の無線ネットワーク
は、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワークであり、
　前記ＲＡＵ手順は、
　前記ユーザ端末から前記使用モード変更と関連付けられた情報を提供することと、
　前記無線ネットワークから新しいセル優先度情報を受信することと、を含む、コンピュ
ータプログラム製品。
[Ｃ１２]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ１１に記載のコンピュータプログラム製品。
[Ｃ１３]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ１１に記載のコンピュータプログラム製品。
[Ｃ１４]
　前記ユーザ端末は、ＵＥであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記基地局は、ＬＴＥ　ｅ
ＮＢであるＣ１１に記載のコンピュータプログラム製品。
[Ｃ１５]
　前記コードは、前記新しいセル優先度情報の受信前に前記Ｅ－ＵＴＲＡＮ無線ネットワ
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ークセルを選択することを前記コンピュータに行わせるためのコードを含むＣ１に記載の
コンピュータプログラム製品。
[Ｃ１６]
　前記コードは、前記ユーザ端末での使用モードの前記変更に応答して前記Ｅ－ＵＴＲＡ
Ｎを選択することを前記コンピュータに行わせるためのコードを含むＣ１５に記載のコン
ピュータプログラム製品。
[Ｃ１７]
　前記使用モードは、前記アプリケーションによって変更されるＣ１５に記載のコンピュ
ータプログラム製品。
[Ｃ１８]
　前記データ通信の完了後に前記ユーザ端末での前記使用モードを前記データ中心モード
から前記音声中心モードに変更することを前記コンピュータに行わせるためのコードをさ
らに備えるＣ１１に記載のコンピュータプログラム製品。
[Ｃ１９]
　トラッキングエリアアップデート（ＴＡＵ）手順を前記ユーザ端末から開始すること、
及び
　前記ＴＡＵルート手順において受信された新情報に応答して、第２の無線ネットワーク
セルを選択することを前記コンピュータに行わせるためのコードをさらに含み、前記第２
の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮセルであるＣ１８に記載のコンピ
ュータプログラム製品。
[Ｃ２０]
　前記コードは、前記ユーザ端末を前記第２の無線ネットワークセルにとどまらせること
を前記コンピュータに行わせるためのコードをさらに含むＣ１９に記載のコンピュータプ
ログラム製品。
[Ｃ２１]
　マルチネットワーク通信デバイスであって、
　第１の無線ネットワークセルから信号を受信し及びユーザ端末をアイドルモードで前記
第１の無線ネットワークセルにとどまらせるように構成された受信機モジュールであって
、前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮセルである受信機モジ
ュールと、
　前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションに基づき、ユーザ端末使用モードを音声中
心モードからデータ中心モードに変更するように構成されたプロセッサモジュールと、
　前記ユーザ端末からルーティングエリアアップデート（ＲＡＵ）手順を開始するように
構成された送信機モジュールと、を備え、前記ＲＡＵ手順は、前記ユーザ端末から前記使
用モード変更と関連付けられた情報を提供することを含み、
　前記受信機モジュールは、前記第１の無線ネットワークから新しいセル優先度情報を受
信するようにさらに構成され、
　前記プロセッサモジュールは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ無線ネットワークセルを選択するように
構成され、
　前記送信機及び受信機モジュールは、前記選択されたＥ－ＵＴＲＡＮ無線ネットワーク
セルの基地局と前記アプリケーションと関連付けられたデータ通信を実施するように構成
される、マルチネットワーク通信デバイス。
[Ｃ２２]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ２１に記載の通信デバイス。
[Ｃ２３]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ２１に記載の通信デバイス。
[Ｃ２４]
　前記ユーザ端末は、ＵＥであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記基地局は、ＬＴＥ　ｅ
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ＮＢであるＣ２１に記載の通信デバイス。
[Ｃ２５]
　前記プロセッサモジュールは、前記新しいセル優先度情報の受信前に前記Ｅ－ＵＴＲＡ
Ｎ無線ネットワークセルを選択するように構成されるＣ２１に記載の通信デバイス。
[Ｃ２６]
　前記プロセッサモジュールは、前記ユーザ端末での使用モードの前記変更に応答して前
記Ｅ－ＵＴＲＡＮ無線ネットワークセルを選択するように構成されるＣ２５に記載の通信
デバイス。
[Ｃ２７]
　前記デバイスモードは、前記アプリケーションによって変更されるＣ２５に記載の通信
デバイス。
[Ｃ２８]
　前記プロセッサモジュールは、前記データ通信の完了後に前記ユーザ端末での前記使用
モードを前記データ中心モードから前記音声中心モードに変更するようにさらに構成され
るＣ２１に記載の通信デバイス。
[Ｃ２９]
　前記送信機モジュールは、トラッキングエリアアップデート（ＴＡＵ）手順を前記ユー
ザ端末から開始するようにさらに構成され、
　前記プロセッサモジュールは、前記ＴＡＵルート手順において受信された新情報に応答
して、第２の無線ネットワークセルを選択するようにさらに構成され、前記第２の無線ネ
ットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮセルであるＣ２８に記載の通信デバイス。
[Ｃ３０]
　前記受信機モジュールは、前記第２の無線ネットワークセルから信号を受信し及び前記
ユーザ端末を前記第２の無線ネットワークセルにとどまらせるようにさらに構成されるＣ
２９に記載の通信デバイス。
[Ｃ３１]
　マルチネットワーク通信デバイスであって、
　ユーザ端末をアイドルモードで無線ネットワークセルにとどまらせるための手段であっ
て、前記第１の無線ネットワークは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワークである手段
と、
　前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションに基づき、ユーザ端末使用モードを音声中
心モードからデータ中心モードに変更するための手段と、
　前記ユーザ端末からルーティングエリアアップデート（ＲＡＵ）手順を開始するための
手段であって、前記ＲＡＵ手順は、
　前記ユーザ端末から前記使用モード変更と関連付けられた情報を提供することと、
　前記無線ネットワークから新しいセル優先度情報を受信することと、を含む手段と、
　Ｅ－ＵＴＲＡＮセルを選択するための手段と、
　前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの基地局と前記アプリケーションと関連付けられたデータ通信
を実施するための手段と、を備える、マルチネットワーク通信デバイス
[Ｃ３２]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ３１に記載の通信デバイス。
[Ｃ３３]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ３１に記載の通信デバイス。
[Ｃ３４]
　前記ユーザ端末は、ＵＥであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記基地局は、ＬＴＥ　ｅ
ＮＢであるＣ３１に記載の通信デバイス。
[Ｃ３５]
　Ｅ－ＵＴＲＡＮセルを前記選択することは、前記新しいセル優先度情報の受信前に開始



(48) JP 5718521 B2 2015.5.13

10

20

30

40

50

されるＣ３１に記載の通信デバイス。
[Ｃ３６]
　Ｅ－ＵＴＲＡＮセルを前記選択することは、前記ユーザ端末での使用モードの前記変更
に応答して開始されるＣ３５に記載の通信デバイス。
[Ｃ３７]
　前記使用モードは、前記アプリケーションによって変更されるＣ３５に記載の通信デバ
イス。
[Ｃ３８]
　前記データ通信の完了後に前記ユーザ端末使用モードを前記データ中心モードから前記
音声中心モードに変更することをさらに備えるＣ３１に記載の通信デバイス。
[Ｃ３９]
　トラッキングエリアアップデート（ＴＡＵ）手順を前記ユーザ端末から開始するための
手段と、
　前記ＴＡＵ手順において受信された新情報に応答して、第２の無線ネットワークセルを
選択するための手段であって、前記第２の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴ
ＲＡＮセルである手段と、をさらに備えるＣ３８に記載の通信デバイス。
[Ｃ４０]
　前記ユーザ端末を前記第２の無線ネットワークセルにとどまらせるための手段をさらに
備えるＣ３９に記載の通信デバイス。
[Ｃ４１]
　無線通信システムにおいて無線アクセス技術（ＲＡＴ）間モビリティを提供するための
方法であって、
　ユーザ端末をアイドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせることであっ
て、前記第１の無線ネットワークは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワークであること
と、
　予め定義されたクラスのデータ呼に関してＥ－ＵＴＲＡＮセルに移行するための権限付
与を含む新しいセル優先度情報を受信することと、
　前記データ呼を開始するために前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションからトリガ
を受信することと、
　前記新しいセル優先度情報に基づいて割り当てられたセル優先度を無視することと、
　Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルを選択することと、
　前記選択されたＥ－ＵＴＲＡＮセルで前記アプリケーションと関連付けられたデータ通
信を行うことと、を備える、方法。
[Ｃ４２]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ４１に記載の方法。
[Ｃ４３]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ４１に記載の方法。
[Ｃ４４]
　前記ユーザ端末は、ＵＥであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記基地局は、ＬＴＥｅ　
ＮＢであるＣ４１に記載の方法。
[Ｃ４５]
　データ呼の前記予め定義されたクラスは、予め定義されたスレショルドを上回るビット
レートを要求するデータ呼を備えるＣ４１に記載の方法。
[Ｃ４６]
　前記予め定義されたスレショルドは、６４キロビット／秒であるＣ４５に記載の方法。
[Ｃ４７]
　前記予め定義されたスレショルドは、２メガビット／秒であるＣ４５に記載の方法。
[Ｃ４８]
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　前記予め定義されたスレショルドは、１６メガビット／秒であるＣ４５に記載の方法。
[Ｃ４９]
　ユーザ端末をアイドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせ、
　予め定義されたクラスのデータ呼に関してＥ－ＵＴＲＡＮセルに移行するための権限付
与を含む新しいセル優先度情報を受信し、
　前記データ呼を開始するために前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションからトリガ
を受信し、
　前記新しいセル優先度情報に基づいて割り当てられたセル優先度を無視し、
　Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルを選択し、及び
　前記選択されたＥ－ＵＴＲＡＮセルの基地局と前記アプリケーションと関連付けられた
データを転送することをコンピュータに行わせるためのコードを含むコンピュータによっ
て読み取り可能な媒体を備えるコンピュータプログラム製品であって、前記第１の無線ネ
ットワークは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワークである、コンピュータプログラム
製品。
[Ｃ５０]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮは、
ＬＴＥセルであるＣ４９に記載のコンピュータによって読み取り可能な媒体。
[Ｃ５１]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ４９に記載のコンピュータによって読み取り可能な媒体。
[Ｃ５２]
　前記ユーザ端末は、ＵＥであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記基地局は、ＬＴＥｅ　
ＮＢであるＣ４９に記載のコンピュータによって読み取り可能な媒体。
[Ｃ５３]
　データ呼の前記予め定義されたクラスは、予め定義されたスレショルドを上回るビット
レートを要求するデータ呼を備えるＣ４９に記載のコンピュータによって読み取り可能な
媒体。
[Ｃ５４]
　前記予め定義されたスレショルドは、６４キロビット／秒であるＣ５３に記載のコンピ
ュータによって読み取り可能な媒体。
[Ｃ５５]
　前記予め定義されたスレショルドは、２メガビット／秒であるＣ５３に記載のコンピュ
ータによって読み取り可能な媒体。
[Ｃ５６]
　前記予め定義されたスレショルドは、１６メガビット／秒であるＣ５３に記載のコンピ
ュータによって読み取り可能な媒体。
[Ｃ５７]
　マルチネットワーク通信デバイスであって、
　第１の無線ネットワークセルから信号を受信し及びユーザ端末をアイドルモードで前記
第１の無線ネットワークセルにとどまらせ、及び
　予め定義されたクラスのデータ呼に関してＥ－ＵＴＲＡＮセルに移行する権限付与を含
む新しいセル優先度情報を受信するように構成された受信機モジュールであって、前記第
１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮセルである受信機モジュールと
、
　前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションプログラム及び前記新しいセル優先度情報
に基づき、Ｕ－ＴＲＡＮセルに従ったセル再選択手順を開始するように構成されたプロセ
ッサモジュールと、
　前記受信機モジュールと関係して、前記選択されたＥ－ＵＴＲＡＮセルでアプリケーシ
ョンと関連付けられた通信を提供するように構成された送信機モジュールと、を備える、
マルチネットワーク通信デバイス。
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[Ｃ５８]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ５７に記載の通信デバイス。
[Ｃ５９]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ５７に記載の通信デバイス。
[Ｃ６０]
　前記ユーザ端末は、ＵＥであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記基地局は、ＬＴＥ　ｅ
ＮＢであるＣ５７に記載の通信デバイス。
[Ｃ６１]
　データ呼の前記予め定義されたクラスは、予め定義されたスレショルドを上回るビット
レートを要求するデータ呼を備えるＣ５７に記載の通信デバイス。
[Ｃ６２]
　前記予め定義されたスレショルドは、６４キロビット／秒であるＣ６１に記載の通信デ
バイス。
[Ｃ６２]
　前記予め定義されたスレショルドは、２メガビット／秒であるＣ６１に記載の通信デバ
イス。
[Ｃ６３]
　前記予め定義されたスレショルドは、１６メガビット／秒であるＣ６１に記載の通信デ
バイス。
[Ｃ６４]
　マルチネットワーク通信デバイスであって、
　ユーザ端末をアイドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせるための手段
であって、前記第１の無線ネットワークは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワークであ
る手段と、
　予め定義されたクラスのデータ呼に関してＥ－ＵＴＲＡＮセルに移行するための権限付
与を含む新しいセル優先度情報を受信するための手段と、
　前記データ呼を開始するために前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションからトリガ
を受信するための手段と、
　前記新しいセル優先度情報に基づいて割り当てられたセル優先度を無視するための手段
と、
　Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルを選択するための手段と、
　前記選択されたＥ－ＵＴＲＡＮセルで前記アプリケーションと関連付けられたデータ通
信を行うための手段と、を備える、マルチネットワーク通信デバイス。
[Ｃ６５]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ６４に記載の通信デバイス。
[Ｃ６６]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ６４に記載の通信デバイス。
[Ｃ６７]
　前記ユーザ端末は、ＵＥであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセルの前記基地局は、ＬＴＥｅ　
ＮＢであるＣ６４に記載の通信デバイス。
[Ｃ６８]
　データ呼の前記予め定義されたクラスは、予め定義されたスレショルドを上回るビット
レートを要求するデータ呼を備えるＣ６４に記載の通信デバイス。
[Ｃ６９]
　前記予め定義されたスレショルドは、６４キロビット／秒であるＣ６８に記載の通信デ
バイス。
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[Ｃ７０]
　前記予め定義されたスレショルドは、２メガビット／秒であるＣ６８に記載の通信デバ
イス。
[Ｃ７１]
　前記予め定義されたスレショルドは、１６メガビット／秒であるＣ２８に記載の通信デ
バイス。
[Ｃ７２]
　無線通信システムにおいて無線アクセス技術（ＲＡＴ）間モビリティを提供するための
方法であって、
　ユーザ端末をアイドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせることであっ
て、前記第１の無線ネットワークは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワークであること
と、
　前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションからデータ呼に関するトリガを受信するこ
とと、
　適切なＥ－ＵＴＲＡＮネットワークセルを決定することと、
　データ呼に関するｃａｕｓｅインジケータを含む要求メッセージを前記第１の無線ネッ
トワークに送信することと、
　前記第１の無線ネットワークから、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルへのリダイレ
クション情報を有するリリースメッセージを受信することと、を備える、方法。
[Ｃ７３]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ７２に記載の方法。
[Ｃ７４]
　前記要求メッセージは、ＧＥＲＡＮチャネル要求メッセージであり、前記リリースメッ
セージは、ＧＥＲＡＮチャネルリリースメッセージであるＣ７３に記載の方法。
[Ｃ７５]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ７２に記載の方法。
[Ｃ７６]
　前記要求メッセージは、ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣ接続要求メッセージであり、前記リリース
メッセージは、ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣリリースメッセージであるＣ７５に記載の方法。
[Ｃ７７]
　前記ｃａｕｓｅインジケータは、特定のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータを有するデ
ータ呼に関する要求を定義する情報を含むＣ７２に記載の方法。
[Ｃ７８]
　前記ユーザ端末を前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルにリダイレクションすることと
、
　前記選択されたＥ－ＵＴＲＡＮセルで前記アプリケーションと関連付けられたデータ通
信を行うことと、をさらに備えるＣ７２に記載の方法。
[Ｃ７９]
　前記ユーザ端末は、完全なＲＲＣ接続確立手順を実施せずに前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネット
ワークセルにリダイレクションされるＣ７８に記載の方法。
[Ｃ８０]
　前記ユーザ端末は、セキュリティセットアップのための非アクセス層（ＮＡＳ）手順を
実施せずに前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルにリダイレクションされるＣ７８に記載
の方法。
[Ｃ８１]
　ユーザ端末をアイドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせ、
　前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションからデータ呼に関するトリガを受信し、
　適切なＥ－ＵＴＲＡＮネットワークセルを決定し、
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　データ呼に関するｃａｕｓｅインジケータを含む要求メッセージを前記第１の無線ネッ
トワークに送信し、及び
　前記第１の無線ネットワークから、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルへのリダイレ
クション情報を有するリリースメッセージを受信することをコンピュータに行わせるため
のコードを含むコンピュータによって読み取り可能な媒体を備えるコンピュータプログラ
ム製品であって、前記第１の無線ネットワークは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワー
クである、コンピュータプログラム製品。
[Ｃ８２]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ８１に記載のコンピュータプログラム製品。
[Ｃ８３]
　前記要求メッセージは、ＧＥＲＡＮチャネル要求メッセージであり、前記リリースメッ
セージは、ＧＥＲＡＮチャネルリリースメッセージであるＣ８２に記載のコンピュータプ
ログラム製品。
[Ｃ８４]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ８１に記載のコンピュータプログラム製品。
[Ｃ８５]
　前記要求メッセージは、ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣ接続要求メッセージであり、前記リリース
メッセージは、ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣリリースメッセージであるＣ８４に記載のコンピュー
タプログラム製品。
[Ｃ８６]
　前記ｃａｕｓｅインジケータは、特定のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータを有するデ
ータ呼に関する要求を定義する情報を含むＣ８１に記載のコンピュータプログラム製品。
[Ｃ８７]
　前記ユーザ端末を前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルにリダイレクションすることと
、
　前記選択されたＥ－ＵＴＲＡＮセルで前記アプリケーションと関連付けられたデータ通
信を行うことと、をさらに備えるＣ８１に記載のコンピュータプログラム製品。
[Ｃ８８]
　前記ユーザ端末は、完全なＲＲＣ接続確立手順を実施せずに前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネット
ワークセルにリダイレクションされるＣ８７に記載のコンピュータプログラム製品。
[Ｃ８９]
　前記ユーザ端末は、セキュリティセットアップのための非アクセス層（ＮＡＳ）手順を
実施せずに前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルにリダイレクションされるＣ８７に記載
のコンピュータプログラム製品。
[Ｃ９０]
　マルチネットワーク通信デバイスであって、
　第１の無線ネットワークセルから信号を受信し及びユーザ端末をアイドルモードで前記
第１の無線ネットワークセルにとどまらせるように構成された受信機モジュールであって
、前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮセルである受信機モジ
ュールと、
　前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションに基づき、データ呼に関するトリガを受信
し、及び
　前記受信機モジュールと関係して、適切なＥ－ＵＴＲＡＮネットワークセルを決定する
ように構成されたプロセッサモジュールと、
　データ呼に関するｃａｕｓｅインジケータを含む要求メッセージを前記第１の無線ネッ
トワークに送信するように構成された送信機モジュールと、を備え、前記受信機モジュー
ルは、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルへのリダイレクション情報を有するリリース
メッセージを前記第１の無線ネットワークから受信するようにさらに構成される、マルチ
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ネットワーク通信デバイス。
[Ｃ９１]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ９０に記載の通信デバイス。
[Ｃ９２]
　前記要求メッセージは、ＧＥＲＡＮチャネル要求メッセージであり、前記リリースメッ
セージは、ＧＥＲＡＮチャネルリリースメッセージであるＣ９０に記載の通信デバイス。
[Ｃ９３]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮは、
ＬＴＥセルであるＣ９０に記載の通信デバイス。
[Ｃ９４]
　前記要求メッセージは、ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣ接続要求メッセージであり、前記リリース
メッセージは、ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣリリースメッセージであるＣ９３に記載の通信デバイ
ス。
[Ｃ９５]
　前記ｃａｕｓｅインジケータは、特定のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータを有するデ
ータ呼に関する要求を定義する情報を含むＣ９０に記載の通信デバイス。
[Ｃ９６]
　前記送信機、受信機及びプロセッサモジュールは、
　前記ユーザ端末を前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルにリダイレクションし、及び
　前記選択されたＥ－ＵＴＲＡＮセルで前記アプリケーションと関連付けられたデータ通
信を行うようにさらに構成されるＣ９０に記載の通信デバイス。
[Ｃ９７]
　前記ユーザ端末は、完全なＲＲＣ接続確立手順を実施せずに前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネット
ワークセルにリダイレクションされるＣ９６に記載の通信デバイス。
[Ｃ９８]
　前記ユーザ端末は、セキュリティセットアップのための非アクセス層（ＮＡＳ）手順を
実施せずに前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルにリダイレクションされるＣ９６に記載
の通信デバイス。
[Ｃ９９]
　マルチネットワーク通信デバイスであって、
　ユーザ端末をアイドルモードで第１の無線ネットワークセルにとどまらせるための手段
であって、前記第１の無線ネットワークは、ＧＥＲＡＮ又はＵＴＲＡＮネットワークであ
る手段と、
　前記ユーザ端末で実行中のアプリケーションからデータ呼に関するトリガを受信するた
めの手段と、
　適切なＥ－ＵＴＲＡＮネットワークセルを決定するための手段と、
　データ呼に関するｃａｕｓｅインジケータを含む要求メッセージを前記第１の無線ネッ
トワークに送信するための手段と、
　前記第１の無線ネットワークから、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルへのリダイレ
クション情報を有するリリースメッセージを受信するための手段と、備える、マルチネッ
トワーク通信デバイス。
[Ｃ１００]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＧＥＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
は、ＬＴＥセルであるＣ９９に記載の通信デバイス。
[Ｃ１０１]
　前記要求メッセージは、ＧＥＲＡＮチャネル要求メッセージであり、前記リリースメッ
セージは、ＧＥＲＡＮチャネルリリースメッセージであるＣ９９に記載の通信デバイス。
[Ｃ１０２]
　前記第１の無線ネットワークセルは、ＵＴＲＡＮセルであり、前記Ｅ－ＵＴＲＡＮセル
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[Ｃ１０３]
　前記要求メッセージは、ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣ接続要求メッセージであり、前記リリース
メッセージは、ＵＴＲＡＮ　ＲＲＣリリースメッセージであるＣ１０２に記載の通信デバ
イス。
[Ｃ１０４]
　前記ｃａｕｓｅインジケータは、特定のサービス品質（ＱｏＳ）パラメータを有するデ
ータ呼に関する要求を定義する情報を含むＣ９９に記載の通信デバイス。
[Ｃ１０５]
　前記ユーザ端末を前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルにリダイレクションすることと
、
　前記選択されたＥ－ＵＴＲＡＮセルで前記アプリケーションと関連付けられたデータ通
信を行うことと、をさらに備えるＣ９９に記載の通信デバイス。
[Ｃ１０６]
　前記ユーザ端末は、完全なＲＲＣ接続確立手順を実施せずに前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネット
ワークセルにリダイレクションされるＣ１０５に記載の通信デバイス。
[Ｃ１０７]
　前記ユーザ端末は、セキュリティセットアップのための非アクセス層（ＮＡＳ）手順を
実施せずに前記Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークセルにリダイレクションされるＣ１０５に記
載の通信デバイス。
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