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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スモールセルに対してスモール進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）として第１のユーザ機器（
ＵＥ）を使用する方法であって、
　前記スモールセルを介して第２のＵＥからの第１のロングタームエボリューション（Ｌ
ＴＥ）パケットを受信することと、
　前記第１のＬＴＥパケットを第１の伝送制御プロトコル／インターネット（ＴＣＰ／Ｉ
Ｐ）パケットに変換することであって、前記変換することは、前記第１のＬＴＥパケット
からペイロードデータを読み出すことと、ＴＣＰ／ＩＰトンネリングプロトコルに基づい
て前記ペイロードデータにＴＣＰ／ＩＰヘッダを追加することによって前記第１のＴＣＰ
／ＩＰパケットに前記ペイロードデータをカプセル化することを含み、前記ＴＣＰ／ＩＰ
ヘッダは、発展型パケットコア（ＥＰＣ）のグローバルＩＰアドレスを含み、前記グロー
バルＩＰアドレスは、ＩＰｖ４又はＩＰｖ６アドレスであり、
　ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）を介してインターネットサーバを通して前記第
１のＵＥと接続されたＥＰＣ経由で、前記第１のＴＣＰ／ＩＰパケットをインターネット
宛先に送信することと、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記ＥＰＣを経由して前記インターネット宛先から第２のＴＣＰ／ＩＰパケットを受信
することと、前記第２のＴＣＰ／ＩＰパケットを第２のＬＴＥパケットに変換することと
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、前記スモールセルを介して前記第２のＬＴＥパケットを前記第２のＵＥへ送信すること
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２のＵＥから前記第１のＬＴＥパケットを受信し、前記第２のＵＥへ前記第２の
ＬＴＥパケットを送信するために、１つのＬＴＥコンポーネントキャリアの送信及び受信
周波数を前記１つのＬＴＥコンポーネントキャリアの受信及び送信周波数に変換する能力
を前記第１のＵＥが持つように構成することをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のＵＥのアイデンティティ及び前記第２のＵＥに関連したデータプランを提供
することによってインターネットサーバを経由して前記ＥＰＣに登録することと、
　データ伝送に対してトータルのバイト数を記録する課金サーバに対して制御及び課金情
報を提供することを通して前記第２のＵＥ及び前記ＥＰＣとの間のデータ伝送に対して、
前記第２のＵＥに関連する前記データプランに基づいて課金サーバに課金することであっ
て、前記第１のＵＥは、前記インターネットサーバを経由して前記課金サーバに接続され
ている、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のＴＣＰ／ＩＰパケットは、前記ＵＥに接続されたコンピュータを経由して、
前記インターネットサーバへ送信される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のＵＥは、ＬＴＥモジュールを有するモデムを備えたモバイル装置である、請
求項５に記載の方法。
【請求項７】
　スモールセルに対してスモール進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）として使用される第１のユ
ーザ機器（ＵＥ）であって、
　プロセッサと、
　前記スモールセルを介して第２のＵＥから第１のロングタームエボリューション（ＬＴ
Ｅ）パケットを受信するトランシーバと、
　前記第１のＬＴＥパケットを第１の伝送制御プロトコル／インターネットプロトコル（
ＴＣＰ／ＩＰ）パケットに変換する回路を含み、
　前記回路は、さらに、前記第１のＬＴＥパケットからペイロードデータを読み取り、Ｔ
ＣＰ／ＩＰトンネリングプロトコルに基づいてペイロードデータにＴＣＰ／ＩＰヘッダを
追加することによって、前記ペイロードデータを前記第１のＴＣＰ／ＩＰパケットにカプ
セル化し、前記ＴＣＰ／ＩＰヘッダは、発展型パケットコア（ＥＰＣ）ネットワークのグ
ローバルＩＰアドレスを含み、前記グローバルＩＰアドレスは、ＩＰｖ４又はＩＰｖ６で
あり、
　前記トランシーバは、さらに、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）を介してインタ
ーネットサーバを通して前記第１のＵＥに接続された前記ＥＰＣを経由して、前記第１の
ＴＣＰ／ＩＰパケットをインターネット宛先に送信する、第１のＵＥ。
【請求項８】
　前記トランシーバは、さらに、前記ＥＰＣ経由で前記インターネット宛先から第２のＴ
ＣＰ／ＩＰパケットを受信し、前記スモールセルを介して前記第２のＵＥに第２のＬＴＥ
パケットを送信し、前記回路は、前記第２のＴＣＰ／ＩＰパケットを第２のＬＴＥパケッ
トに変換する、請求項７に記載の第１のＵＥ。
【請求項９】
　前記回路は、さらに、前記第２のＵＥからの前記第１のＬＴＥパケットを受信し、前記
第２のＵＥへ第２のＬＴＥパケットを送信するために、１つのＬＴＥコンポーネントキャ
リアの送信及び受信周波数を前記１つのＬＴＥコンポーネントキャリアの受信及び送信周
波数に変換する能力を前記第１のＵＥが持つように構成する、請求項７に記載の第１のＵ
Ｅ。
【請求項１０】
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　前記トランシーバは、さらに、前記第１のＵＥのアイデンティティ及び前記第２のＵＥ
に関連するデータプランを提供することによって、前記インターネットサーバを経由して
前記ＥＰＣに登録することと、データ伝送に対するトータルのバイト数を記録する課金サ
ーバに対して制御及び課金情報の提供を通して、前記第２のＵＥと前記ＥＰＣとの間のデ
ータ伝送に対して、前記第２のＵＥに関連する前記データプランに基づいて前記課金サー
バに課金することであって、前記第１のＵＥは、前記インターネットサーバを経由して前
記課金サーバに接続されている、請求項７に記載の第１のＵＥ。
【請求項１１】
　前記第１のＴＣＰ／ＩＰパケットは、前記ＵＥに接続されたコンピュータを経由して、
前記インターネットサーバに送信される、請求項７に記載の第１のＵＥ。
【請求項１２】
　前記第１のＵＥは、ＬＴＥモジュール及びＬＡＮモジュールを有するモデムを備えたモ
バイル装置である、請求項７に記載の第１のＵＥ。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　ユーザのデバイスツーデバイス（device to device）通信は、特に修正、更新及び／又
は改訂を含む第３世代パートナーシッププロジェクトのロングタームエボリューション（
ＬＴＥ）標準規格に準拠したワイヤレスネットワークからの支援が無い又は最小であるユ
ーザ装置間の通信を拡張するために使用することができる。
【０００２】
　ＬＴＥ通信モジュールを有するユーザ機器（ＵＥ）などのユーザ装置は、他のＵＥと通
信するためにスモールセルに対するスモール進化型ＮｏｄｅＢ（ＳｅＮＢ）として使用す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００３】
　本発明の実施形態は、制限のためではなく、実例として添付図面の図において説明され
、図面の参照番号は、同様の要素を指す。
【０００４】
【図１】様々な実施態様に従った第１のワイヤレス通信システムを図式的に説明する。
【図２】様々な実施形態に従った第２のワイヤレス通信システムを図式的に説明する。
【図３】様々な実施形態に従った第１のワイヤレス通信システムにおける通信を処理する
方法を図式的に説明する。
【図４】様々な実施形態に従った第２のワイヤレス通信における通信を処理する方法を図
式的に説明する。
【図５】様々な実施形態に従った第２のワイヤレス通信における通信を処理する別の方法
を図式的に説明する。
【図６】様々な実施形態に従ったシステムの実例を図式的に説明する。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　本開示の実例となる実施形態は、ワイヤレスネットワークにおける装置共存干渉（devi
ce　coexistence　interference）における処理のための方法、システム、及び装置を含
むが、これらには制限されない。
【０００６】
　実例としての実施形態の様々な態様は、仕事の内容を他の当業者に伝えるために当業者
によって共通して使われる用語を使用して説明される。しかしながら、いくつかの代替の
実施形態が説明される態様の部分を使って実施できることは明らかになる。説明の目的で
、特定の数字、材料、及び構成は、説明の役に立つ実施形態の完全な理解を提供するため
に明記される。しかしながら、代替の実施形態を詳細な説明なしに実施できることは当業
者にとって明らかである。他の例では、周知の特徴は、説明に役に立つ実施形態を分かり
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にくくしないために省略され、又は簡略化されている。
【０００７】
　さらに、様々な動作は、複数の別々の動作として、説明の役に立つ実施形態を理解する
のに最も役に立つ順番・方法で説明されるが、説明の順番は、それらの動作が必要な順序
依存であることを暗示するものとして解釈されるべきではない。特に、それらの動作は、
示した順序で実行される必要はない。
【０００８】
　「１つの実施形態において（in　one　embodiment）」という表現は、繰り返して使用
される。この表現は、通常同じ実施形態を指すものではないが、指すこともあり得る。「
備える（comprising）」、「有する（having）」と「含む（including）」は、文脈がそ
うでないと指示した場合を除いて、同義語である。表現「Ａ／Ｂ」は、「Ａ又はＢ」を意
味する。表現「Ａ及び／又はＢ」は、「（Ａ）、（Ｂ）、又は（Ａ及びＢ）」を意味する
。表現「少なくともＡ、Ｂ及びＣ」は、「（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ａ及びＢ）、（Ａ
及びＣ）、（Ｂ及びＣ）又は（Ａ、Ｂ及びＣ）」を意味する。表現「（Ａ）　Ｂ」は、「
（Ｂ）又は（Ａ　Ｂ）」を意味し、すなわち、Ａはオプションである。
【０００９】
　特定の実施形態が本明細書で図示され、説明されるが、幅広い様々な代替案及び／又は
同等の実装は、本開示の実施形態の範囲から逸脱することなく、示され、説明された特定
の実施形態に対して、置き換えできることが当業者によって理解することができる。本出
願は、本明細書で検討した実施形態の適用又は変形をカバーすることを意図する。したが
って、本開示の実施形態は、請求項及びその均等物によってのみ制限されることを明白に
意図する。
【００１０】
　本明細書で使用される、用語「モジュール（module）」は、特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、電子回路、プログラマブルロジック、プロセッサ（共用、専用、又はグループ
）及び／又は１つ以上のソフトウェア又はファームウェアプログラムを実行するメモリ（
共用、専用、又はグループ）、組合せロジック回路、及び／又は説明した機能を提供する
他の適切なコンポーネントの一部として指す、又はそれらを含むことができる。
【００１１】
　図１は、様々な実施形態に従った第１のワイヤレス通信システム１００を図式的に説明
する。図示したように、第１のワイヤレス通信システム１００は、マスタユーザ機器（Ｕ
Ｅ）１０１、複数のスレーブＵＥ１０２ａ～１０２ｃ、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）
１０３、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）ルータ１０４、インターネットクラウド
１０５、課金サーバ（billing　server）１０６及び発展型パケットコア（ＥＰＣ）１０
７、及び／又はその他を含むことができる。
【００１２】
　様々な実施形態に従った、マスタＵＥ１０１は、制限なく、スマートフォン、携帯電話
、タブレット、コンシューマ電子装置、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピ
ュータ、モバイルコンピューティングシステム、プロセッサベースシステム、及び／又は
スモールセルに対してスモール進化型ＮｏｄｅＢとして使用するように構成された他のモ
バイル通信装置として具体化することができる。スレーブＵＥ１０２ａ～１０２ｃのいず
れかは、制限なく、スマートフォン、携帯電話、タブレット、コンシューマ電子装置、ラ
ップトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、モバイルコンピューティングシス
テム、プロセッサベースシステム、及び／又はマスタＵＥによってサービス提供されるよ
うに構成された他のモバイル通信装置として具体化することができる。
【００１３】
　いくつかの実施形態において、マスタＵＥ１０１は、修正、更新及び／又は改訂を含む
第３世代パートナーシッププロジェクトのロングタームエボリューション（ＬＴＥ）標準
規格に準拠したロングタームエボリューション（ＬＴＥ）モジュール、ＩＥＥＥ８０２．
１１仕様書に準拠したＷｉＦｉモジュール、及び／又はその他のものなどとして複数の通
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信モジュールを装備した進化型ＵＥであり得る。進化型ＵＥがマスタＵＥとして動作する
ということは、マスタＵＥ１０１が、スレーブＵＥ１０２ａ～１０２ｃへ／からＬＴＥパ
ケットを送信／受信するためのスモールｅＮＢとしてスレーブＵＥ１０２ａ～１０２ｃへ
サービス提供する能力を備えて構成され得ることを意味する。この機能を実行するために
、周波数分割双方向（ＦＤＤ）をサポートするマスタＵＥは、受信／送信周波数（すなわ
ち、受信周波数１．９ＧＨｚと送信周波数２ＧＨｚ）として１つのキャリアの送信／受信
周波数（すなわち、送信周波数１．９ＧＨｚと受信周波数２ＧＨｚ）を変換する能力と、
送信し、ブロードキャストし、同期し、ページングなどする能力と、及びシングルキャリ
アなどのアップリンク伝送プロトコルから直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）などのダウン
リンク伝送プロトコルへ伝送プロトコルへスイッチする能力を有するように構成すること
ができる。いくつかの実施形態において、マスタＵＥ１０１のユーザインタフェースは、
マスタＵＥモードとノーマルＵＥモードとの間のスイッチングのオン／オフをユーザが選
択するためのボタンなどとしての方法を提供する。
【００１４】
　いくつかの実施形態において、マスタＵＥ１０１とスレーブＵＥ１０２ａ～１０２ｃは
、それらの間でのＬＴＥ接続を確立する前に近接しているお互いの存在を検出することが
できる。マスタＵＥ１０１は、スレーブＵＥ（例えば、スレーブＵＥ１０２ａ）からＬＴ
Ｅパケットを受信することができる。マスタＵＥ１０１は、ＬＴＥパケットを伝送制御プ
ロトコル／インターネットプロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）パケットに変換することができる
。例えば、マスタＵＥ１０１は、ＬＴＥパケットからペイロードデータを読み出し、例え
ば、ＥＰＣのＩＰアドレスを含んだＴＣＰ／ＩＰヘッダをペイロードに追加するなどＴＣ
Ｐ／ＩＰトンネリングプロトコルに基づいてペイロードデータをＴＣＰ／ＩＰパケットに
カプセル化することができる。マスタＵＥは、さらに、ローカルエリアネットワーク経由
でインターネットクラウド１０５にＴＣＰ／ＩＰパケットをさらに送信することができ、
ローカルエリアネットワークは、入力／出力（Ｉ／Ｏ）ポート（例えば、ユニバーサルシ
リアルバス（ＵＳＢ）ポート）経由でマスタＵＥ１０１と接続することができるＰＣ１０
３、ＰＣをインターネットへ接続することができるＬＡＮルータ１０４、及び／又はその
他を含む。インターネットクラウド１０５は、さらにＴＣＰ／ＩＰパケットをＥＰＣへ経
路指定することができる。ＥＰＣは、マスタＵＥによって加えられたＴＣＰ／ＩＰヘッダ
を取り除き、カプセル化データをその実際の宛先に転送することができる。いくつかの実
施形態において、図１では説明していないが、ＥＰＣ１０７は、モビリティ管理エンティ
ティ（ＭＭＥ）、サービングゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）、パケットデータネットワーク－
ゲートウェイ（ＰＤＮ－ＧＷ）、サービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）などを
含むことができる。
【００１５】
　いくつかの実施形態において、マスタＵＥ１０１は、ＬＴＥ　ＭＡＣヘッダを取り除く
ことによってＬＴＥパケットをＴＣＰ／ＩＰパケットに変換することができる。代替案と
して、マスタＵＥは、ＥＰＣ１０７を通して経路指定することなくスレーブＵＥ１０２ａ
～１０２ｃが発信元のＴＣＰ／ＩＰパケットを直接その宛先（例えば、インターネットサ
ーバ）に送ることもできる。マスタＵＥは、サービス提供データボリューム（served　da
ta　volume）を含む制御情報を、ＥＰＣ１０７又は課金サーバ１０６にＴＣＰ／ＩＰプロ
トコルを使用してさらに送信することができる。ＥＰＣ／課金サーバは、統計又は課金の
目的のためこれらの制御情報を使用することができる。
【００１６】
　いくつかの実施形態において、マスタＵＥ１０１は、提案されることがあるスレーブＵ
Ｅのデータプランに基づく課金レートを持つスレーブＵＥ１０２ａ～１０２ｃのいずれか
にサービスを提供する場合、例えば、マスタＵＥ１０１は、スレーブＵＥ１０２ａ～１０
２ｃとインターネットとの間のデータ伝送の２０％にチャージすることができ、インター
ネットクラウド１０５は、さらに課金サーバ（billing　server）１０６に接続すること
ができ、課金サーバは、スレーブＵＥ１０２ａ～１０２ｃとインターネットとの間のデー
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タ伝送に対する課金レートを記録し、マスタＵＥのデータプランに残りのバイトを追加す
ることもできる。
【００１７】
　スレーブＵＥ１０２ａ～１０２ｃとインターネット（例えば、宛先サーバなど）との間
のデータ伝送は上述したが、同一又は同様のコンセプトは、インターネットからスレーブ
ＵＥ１０２ａ～１０２ｃへのデータ伝送に対して採用可能であることを理解すべきである
。
【００１８】
　説明される第１のワイヤレス通信システムは、特に、インドア（indoor：屋内）ＬＴＥ
ネットワークのカバレッジ品質が不十分な場合、インドアＬＴＥネットワークカバレッジ
に対して有効であり得る。第１のワイヤレス通信システム１００において、スモールセル
は、スレーブＵＥのオペレータからのＬＴＥカバレッジが制限されているか又は無いとこ
ろでは、追加のカバレッジを提供するために配置することができる。スレーブＵＥのオペ
レータがカバレッジを有する場合でも、同じバンド幅がよりかなり少ない数のＵＥによっ
て共用されるので、マスタＵＥはよりかなり高いスループットを提供することができる。
【００１９】
　図２は、様々な実施形態に従った第２のワイヤレス通信システムを図式的に説明する。
第２のワイヤレス通信システム２００は、マスタＵＥ２０１、複数のスレーブＵＥ２０２
ａ～２０２ｃ、ＬＴＥ　ｅＮＢ２０３、及びその他を含むことができる。マスタＵＥ２０
１は、制限なく、スマートフォン、携帯電話、タブレット、コンシューマ電子装置、ラッ
プトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、モバイルコンピューティングシステ
ム、プロセッサベースシステム、及び／又はスモールセルがカバーするスレーブＵＥ１０
２ａ～１０２ｃに対してスモール進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）として使用されるように構
成された任意の他のモバイル通信装置を含む。ＵＥ２０１ａ～１０２ｃのいずれかは、例
えば体温、血圧、及び／又はユーザの他の特徴を測定するメーターなどＬＴＥ　ｅＮＢ２
０３へ／からデータを送信／受信するためのマスタＵＥによってサービス提供されるよう
に構成された低電力センサとして制限なく具体化できる。他の実施形態において、スレー
ブＵＥ１０２ａ～１０２ｃは、スマートフォン、携帯電話、タブレット、コンシューマ電
子装置、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、モバイルコンピューテ
ィングシステム、プロセッサベースシステム、及び／又はマスタＵＥによってサービス提
供されるように構成された他のモバイル通信装置として制限なく具体化することができる
。ＬＴＥ　ｅＮＢ２０３は、修正、更新及び／又は改訂を含む第３世代パートナーシップ
プロジェクトのＬＴＥ標準規格の下でマスタＵＥ２０１とＥＰＣ２０４との間でブリッジ
する基地局であり得る。いくつかの実施形態において、図２には説明されていないが、Ｅ
ＰＣ２０４は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）、サービングゲートウェイ（Ｓ－
ＧＷ）、パケットデータネットワーク－ゲートウェイ（ＰＤＮ－ＧＷ）、サービングＧＰ
ＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）などを含むことができる。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、マスタＵＥ２０１は、スレーブＵＥ１０２ａ～１０２ｃ
へ／からＬＴＥパケットを送信／受信するためのスモールｅＮＢとしてスレーブＵＥ２０
２ａ～２０２ｃにサービス提供する能力を備えるように構成することができる。この機能
を実行するために、周波数分割双方向（ＦＤＤ）をサポートするマスタＵＥは、その送信
／受信周波数（すなわち、送信周波数１．９ＧＨｚと受信周波数２ＧＨｚ）を受信／送信
周波数（すなわち、受信周波数１．９ＧＨｚと送信周波数２ＧＨｚ）として変換する能力
と、送信し、ブロードキャストし、同期し、ページングなどする能力と、及びシングルキ
ャリアなどのアップリンク伝送プロトコルから直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）などのダ
ウンリンク伝送プロトコルへ伝送プロトコルをスイッチする能力、及び／又はその他を有
するように構成することができる。いくつかの実施形態において、マスタＵＥ１０１のユ
ーザインタフェースは、ノーマルＵＥモードとマスタＵＥモードとの間でのスイッチング
のオン／オフをユーザが選択するためのボタンなどの方法を提供することができる。
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【００２１】
　いくつかの実施形態において、マスタＵＥ２０１は、スモールセルを介してスレーブＵ
Ｅ１０２ａからＬＴＥパケットを受信することができる。マスタＵＥ２０１は、マスタＵ
Ｅ２０１からＬＴＥ　ｅＮＢ２０３への送信に適するようにするためにＬＴＥパケットを
修正することができる。例えば、マスタＵＥ２０１は、スレーブＵＥ２０２ａに関連する
ＬＴＥパケットの古いヘッダをマスタＵＥ２０１に関連する新しいヘッダで置き換えるこ
とができる。以上を達成するために、マスタＵＥ２０１は、各スレーブＵＥに関してＩＰ
アドレスとＭＡＣアドレスとの間の関係を記録することができる。ソーススレーブＵＥか
らＬＴＥ　ｅＮＢ２０３へＬＴＥパケットを転送する及びその逆の前に、ソーススレーブ
ＵＥ（例えば、スレーブＵＥ２０２ａ）のＩＰアドレスとＭＡＣアドレスを、マスタＵＥ
２０１は、それ自身のＩＰアドレスとＭＡＣアドレスで置き換ることができる。次に、Ｌ
ＴＥ　ｅＮＢ２０３は、さらに、ＬＴＥパケットをＥＰＣ２０４へ送信することができる
。スレーブＵＥ１０２ａ～１０２ｃとＥＰＣ１０７との間のデータ伝送は、上述の通りで
あるが、同じ又は同様のコンセプトがＥＰＣ１０７からスレーブＵＥ１０２ａ～１０２ｃ
へのデータ伝送に対して採用可能であることを理解すべきである。
【００２２】
　いくつかの実施形態において、マスタＵＥ２０１は、ＬＴＥ　ｅＮＢ２０３からＬＴＥ
パケットコールを受信することができる。ＬＴＥパケットコールを処理するために、マス
タＵＥ２０１がスレーブＵＥ２０２ａ～２０２ｃにサービス提供し続けることは困難な場
合がある。いくつかの実施形態において、所定の期間に対してマスタＵＥ２０１が機能を
停止することに応答して、スレーブＵＥ２０２ａ～２０２ｃは、無線リンクの停止を宣言
することができる。マスタＵＥ２０１がそれ自身のＬＴＥパケットコールを完了したとき
、スレーブＵＥ２０２ａ～２０２ｃにサービス提供し続けるために、マスタＵＥ２０１は
、スレーブＵＥから／へのＬＴＥパケット通信のために無線リソース接続（ＲＲＣ）を再
確立する必要があるかも知れない。
【００２３】
　別の実施形態において、マスタＵＥ２０１は、無線リソース接続（ＲＲＣ）サスペンド
リクエスト（radio　resource　connection　(RRC)　suspend　request）をスレーブＵＥ
２０２ａ～２０２ｃに送信し、それは、ＲＲＣサスペンドタイプ及び期間を表示すること
ができる。ＲＲＣサスペンドリクエストに応答して、スレーブＵＥ２０２ａ～２０２ｃは
、ロングＤＲＸサイクルに入り、マスタＵＥサービスが不在の間、無線リンク停止（radi
o　link　failure）の宣言を避ける。ＬＴＥパケットコールがＲＲＣサスペンドタイマが
満了する前に終了しない場合は、マスタＵＥ２０１は、追加のＲＲＣサスペンドメッセー
ジをスレーブＵＥに送り、スレーブＵＥのＤＲＸサイクルのオン期間にＲＲＣサスペンド
時間を延長することができる。マスタＵＥは、ＬＴＥパケットコールの間、スレーブＵＥ
に追加のＲＲＣサスペンドメッセージを送信し、一方、スレーブＵＥのＤＲＸサイクルの
オン期間にＬＴＥパケットコールは中断され得る。最後のＲＲＣサスペンドタイマが満了
する前にＲＲＣサスペンド期間を延長するために使用することができる新しいＲＲＣサス
ペンドメッセージを受信しない場合、スレーブＵＥは、無線リンクの停止を宣言すること
ができる。ＲＲＣサスペンド期間が満了する前にマスタＵＥのＬＴＥパケットコールが終
了したとき、マスタＵＥは、スレーブＵＥとのＲＲＣ接続の再確立の必要なしにスレーブ
ＵＥへのサービス提供を継続することができる。
【００２４】
　技術標準（ＴＳ：technical　standard）３６．３３１に定義されたＲＲＣサスペンド
リクエストの実例は、システム情報メッセージ、例えば、ＳＩＢ２などを使って情報をブ
ロードキャストすることによって以下のように提案することができる。
Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇｒａｄｉｏｂｅａｒｅｒ：非適用（Ｎ／Ａ）
ＲＬＣ－ＳＡＰ：ＴＭ
Ｌｏｇｉｃａｌｃｈａｎｎｅｌ：ＢＣＣＨ
方向（Direction）：Ｅ－ＵＴＲＡＮからＵＥへ
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ＲＲＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎｓｕｓｐｅｎｄｒｅｑｕｅｓｔｍｅｓｓａｇｅ
（表１）

【００２５】
　図３は、様々な実施形態に従った第１のワイヤレス通信システム１００において通信を
処理する方法を図式的に説明する。ブロック３０１において、マスタＵＥ１０１は、進化
型ＵＥからスイッチすることができ、複数のスレーブＵＥ１０２ａ～１０２ｃにサービス
提供する能力を持つように構成することができ、それは、スレーブＵＥ１０２ａ～１０２
ｃへ／からのＬＴＥパケットを送信／受信するためにスモールｅＮＢとしてスレーブＵｅ
１０２ａ～１０２ｃへのサービス提供する能力を含む。この機能を実行するために、マス
タＵＥは、その送信／受信周波数（すなわち、送信周波数１．９ＧＨｚと受信周波数２Ｇ
Ｈｚ）を受信／送信周波数（すなわち、受信周波数１．９ＧＨｚと送信周波数２ＧＨｚ）
として変換する能力と、送信し、ブロードキャストし、同期し、ページングなどする能力
と、及びシングルキャリアなどのアップリンク伝送プロトコルから直交周波数分割多重（
ＯＦＤＭ）などのダウンリンク伝送プロトコルへ伝送プロトコルをスイッチする能力及び
／又はその他を有するように構成することができる。いくつかの実施形態において、マス
タＵＥ１０１のユーザインタフェースは、マスタＵＥと進化型ＵＥとの間でのスイッチン
グのオン／オフをユーザが選択するボタンなどの方法を提供することができる。
【００２６】
　ブロック３０２において、マスタＵＥは、アイデンティティ（identity）、アドレス、
及び／又はその他の情報を提供することによってインターネットクラウド１０５に登録す
ることができる。いくつかの実施形態において、例えば、マスタＵＥ１０１はスレーブＵ
Ｅ１０２ａ～１０２ｃとインターネットとの間のデータ伝送の２０％にチャージすること
ができるなど提案され得るスレーブＵＥのデータプランに基づいて課金レートと共にスレ
ーブＵＥ１０２ａ～１０２ｃのいずれかにマスタＵＥ１０１がサービス提供する場合、マ
スタＵＥ１０１は、インターネットクラウド１０５を経由して課金サーバ１０６にさらに
接続し、スレーブＵＥとマスタＵＥのデータプランに関連する制御及び／又は課金情報を
送信することができ、課金サーバ１０６は、マスタＵＥを経由してサービス提供されるイ
ンターネットとスレーブＵＥ１０２ａ～１０２ｃの間のデータ伝送に対してトータルのバ
イト数を記録することができる。
【００２７】
　ブロック３０３において、マスタＵＥ１０１は、ＬＴＥパケットをＴＣＰ／ＩＰパケッ
トに変換することができる。例えば、マスタＵＥ１０１は、ＬＴＥパケットからペイロー
ドデータを読み出し、ＴＣＰ／ＩＰヘッダ及びアドレスをペイロードに追加するなどＴＣ
Ｐ／ＩＰプロトコルに基づいてペイロードデータをＴＣＰ／ＩＰパケットにカプセル化す
ることができる。ブロック３０４で、マスタＵＥは、ローカルエリアネットワーク経由で
インターネットクラウド１０５にＴＣＰ／ＩＰパケットをさらに送信することができ、ロ
ーカルエリアネットワークは、入力／出力（Ｉ／Ｏ）ポート（例えば、ユニバーサルシリ
アルバス（ＵＳＢ）ポート）経由でマスタＵＥ１０１と接続されたＰＣ１０３、ＰＣ１０
３をインターネット、及び／又はその他に接続するＬＡＮルータ１０４を含む。インター
ネットクラウド１０５は、さらに、ＴＣＰ／ＩＰパケットをＥＰＣ１０７へ転送し、ＥＰ
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ＣはマスタＵＥによって追加されたＴＣＰ／ＩＰヘッダを削除し、オリジナルパケット（
例えば、データペイロード）をその最終的な宛先に送信することができる。
【００２８】
　図４は、様々な実施形態に従った第２のワイヤレス通信システム２００において通信を
処理する方法を図式的に説明する。
【００２９】
　ブロック４０１において、パーソナルエリアネットワークに対してＳｅＮＢとして動作
する能力を持つようにマスタＵＥ２０１は構成され、パーソナルエリアネットワークは、
スレーブＵＥ１０２ａ～１０２ｃとＬＴＥ　ｅＮＢ２０３との間でＬＴＥパケットを送信
するためにマスタＵＥ２０１に近接して位置する複数のスレーブＵＥ１０２ａ～１０２ｃ
を含む。この機能を実行するために、マスタＵＥ２０１は、その送信／受信周波数（すな
わち、送信周波数１．９ＧＨｚと受信周波数２ＧＨｚ）を受信／送信周波数（すなわち、
受信周波数１．９ＧＨｚと送信周波数２ＧＨｚ）として変換する能力と、送信し、ブロー
ドキャストし、同期し、ページングなどする能力、及びシングルキャリアなどのアップリ
ンク伝送プロトコルから直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）などのダウンリンク伝送プロト
コルへ伝送プロトコルをスイッチする能力及び／又はその他を有するように構成すること
ができる。いくつかの実施形態において、マスタＵＥ２０１のユーザインタフェースは、
通常のＵＥ（ordinary　UE）とマスタＵＥとの間でスイッチングのオン／オフをユーザが
選択するボタンなどの方法を提供することができる。
【００３０】
　ブロック４０２において、マスタＵＥ２０１は、スモールセルを介してスレーブＵＥ１
０２ａからＬＴＥパケットを受信することができる。ブロック４０３～４０４で、マスタ
ＵＥ２０１は、マスタＵＥ２０１からＬＴＥ　ｅＮＢ２０３へ送信するのに適するように
ＬＴＥパケットを修正することができる。例えば、マスタＵＥ２０１は、スレーブＵＥ２
０２ａに関連するＬＴＥパケットの古いヘッダをマスタＵＥ２０１に関連する新しいヘッ
ダで置き換えることができる。上述を完了するために、マスタＵＥは、各スレーブＵＥの
ＩＰアドレスとＭＡＣアドレスとの間の関係を記録することができる。マスタＵＥ２０１
は、ソーススレーブＵＥからＬＴＥ　ｅＮＢ２０３又はその逆にＬＴＥパケットを転送す
る前に、ソーススレーブＵＥ（例えば、スレーブＵＥ２０１ａ）のＩＰアドレス及びＭＡ
Ｃアドレスをそれ自身のＩＰアドレス及びＭＡＣアドレスと置き換えることができる。次
に、ＬＴＥ　ｅＮＢ２０３は、ＬＴＥパケットをＥＰＣ２０４へさらに送信することがで
きる。スレーブＵＥ１０２ａ～１０２ｃとＥＰＣ１０７との間のデータ伝送は、上述の通
りであるが、同じ又は同様のコンセプトがＥＰＣ１０７からスレーブＵＥ１０２ａ～１０
２ｃへのデータ伝送に対して適用可能であることを理解すべきである。
【００３１】
　図５は、様々な実施形態に従った第２のワイヤレス通信システム２００における通信の
処理の方法を図式的に説明する。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、ブロック５０１で、マスタＵＥ２０１は、ＬＴＥパケッ
トコールをＬＴＥ　ｅＮＢ２０３から受信することができる。ＬＴＥパケットコールを処
理するために、マスタＵＥ２０１は、スレーブＵＥ２０２ａ～２０２ｃへサービス提供を
続けることが困難であり得る。ある実施形態において、マスタＵＥ２０１は、無線リソー
ス接続（ＲＲＣ）サスペンドリクエストをスレーブＵＥ２０２ａ～２０２ｃに送信するこ
とができ、ＲＲＣサスペンドリクエストは、ＲＲＣサスペンドタイプと期間を示すことが
できる。ブロック５０３において、マスタＵＥ２０１は、期間内でパケットコールを処理
することができるかもしれない。ブロック５０４において、期間は満了し、マスタＵＥは
、スレーブＵＥとのＲＲＣ接続を再確立する必要なくスレーブＵＥへのサービス提供を続
けることができる。
【００３３】
　図６は、様々な実施形態に従ったシステムの実例を図式的に説明する。１実施形態にお
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いて、システム６００は、１つ以上のプロセッサ６０４、少なくとも１つのプロセッサ６
０４に接続されたシステム制御ロジック６０８、システム制御ロジック６０８に接続され
たシステムメモリ６１２、システム制御ロジック６０８に接続された不揮発性メモリ（Ｎ
ＶＭ）／記憶装置６１６、及びシステム制御ロジック６０８に接続されたネットワークイ
ンタフェース６２０を備えることができる。
【００３４】
　プロセッサ６０４は、１つ以上のシングルコア又はマルチコアのプロセッサを含むこと
ができる。プロセッサ６０４は、汎用プロセッサ及び専用プロセッサ（例えば、グラフィ
ックスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、ベースバンドプロセッサなど）の任意
の組合せを含むことができる。１実施形態において、マスタＵＥ１０１を実装したシステ
ム６００において、プロセッサ６０４は、様々な実施形態に従った図１及び図３に説明さ
れる１つ以上の実施形態を実行するように構成することができる。１実施形態において、
マスタＵＥ２０１を実装したシステム６００において、プロセッサ６０４は、様々な実施
形態に従って、図２、４及び５に説明された１つ以上の実施形態を実行するように構成す
ることができる。
【００３５】
　１実施形態に関するシステム制御ロジック６０８は、少なくとも１つのプロセッサ６０
４に対する任意の適切なインタフェース及び／又はシステム制御ロジック６０８と通信す
る適切な装置又はコンポーネントを提供する任意の適切なインターフェースコントローラ
を含むことができる。
【００３６】
　１つの実施形態に対するシステム制御ロジック６０８は、システムメモリ６１２にイン
タフェースを提供する１つ以上のメモリコントローラを含むことができる。システムメモ
リ６１２は、例えば、システム６００のためのデータ及び／又は命令のロード及びストア
するために使用することができる。１つの実施形態に対するシステムメモリ６１２は、例
えば、適切なダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＡＲＭ）などの任意の適切な揮発
性メモリを含むことができる。
【００３７】
　ＮＶＭ／記憶装置６１６は、例えばデータ及び／又は命令の記憶に使用する１つ以上の
有形の非一時的コンピュータ読取可能媒体を含むことができる。ＮＶＭ／記憶装置６１６
は、例えばフラッシュメモリなどの任意の適切な不揮発性メモリを含むことができ、及び
／又は例えば１つ以上のハードディスクドライブ（ＨＤＤ）、１つ以上のコンパクトディ
スク（ＣＤ）ドライブ、及び／又は１つ以上のデジタル多目的ディスク（ＤＶＤ）ドライ
ブなどの任意の適切な不揮発性記憶装置を含むことができる。
【００３８】
　ＮＶＭ／記憶装置６１６は、システム６００がインストールされる又はシステム６００
によってアクセスできる装置の記憶リソース物理的部分を含むことができるが、装置の部
分に限定される必要はない。例えば、ＮＶＭ／記憶装置６１６は、ネットワークインタフ
ェース６２０を経由してネットワークを介してアクセスすることができる。
【００３９】
　システムメモリ６１２及びＮＶＭ／記憶装置６１６は、それぞれ、特に、命令６２４の
一時的及び持続性のコピーを含むことができる。命令６２４は、少なくとも１つのプロセ
ッサ６０４によって実行されるとき、システム６００が、図６を参照して説明される方法
を実行することをもたらす命令を含むことができる。様々な実施形態において、命令６２
４、又はハードウェア、ファームウェア、及び／又はそれらに関するソフトウェアコンポ
ーネントは、追加的に／代替的にシステム制御ロジック６０８、ネットワークインタフェ
ース６２０、及び／又はプロセッサ６０４に位置することができる。
【００４０】
　ネットワークインタフェース６２０は、無線周波数モジュール（ＲＦモジュール）、ベ
ースバンドモジュール、ＬＴＥモジュール、ＷｉＦｉモジュールなどを含むことができ、
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システム６００に対する無線インタフェースを提供し、１つ以上のネットワークを介して
及び／又は任意の他の適切な装置と通信することができる。様々な実施形態において、ネ
ットワークインタフェース６２０は、システム６００の他のコンポーネントと統合するこ
とができる。例えば、ネットワークインタフェースは、プロセッサ６０４のプロセッサ、
システムメモリ６１２のメモリ、ＮＶＭ／記憶装置６１６のＮＶＭ／記憶装置、及び／又
は少なくとも１つのプロセッサ６０４によって実行されたときに図６を参照して説明され
る方法をシステム６００が実行することになる命令を有するファームウェア装置（図示し
ていないが）を含むことができる。
【００４１】
　ネットワークインタフェース６２０は、無線インタフェースの複数の入力、複数の出力
を提供する複数のアンテナなどの任意の適切なハードウェア及び／又はファームウェアを
さらに含むことができる。１つの実施形態に対するネットワークインタフェース６２０は
、例えば、ネットワークアダプタ、ワイヤレスネットワークアダプタ、電話モデム、及び
／又はワイヤレスモデムを含むことができる。
【００４２】
　１つの実施形態に対して、少なくとも１つのプロセッサ６０４は、システム制御ロジッ
ク６０８の１つ以上のコントローラに対するロジックと一緒にパッケージ化することがで
きる。１つの実施形態において、少なくとも１つのプロセッサ６０４は、システムインパ
ッケージ（ＳｉＰ）を形成するためにシステム制御ロジック６０８の１つ以上のコントロ
ーラに対するロジックと一緒にパッケージ化することができる。１つの実施形態において
、少なくとも１つのプロセッサ６０４は、システム制御ロジック６０８の１つ以上のコン
トローラに対するロジックと一緒に同じダイ上に統合することができる。１つの実施形態
において、少なくとも１つのプロセッサ６０４は、システムオンチップ（ＳｏＣ）を形成
するためにシステム制御ロジック６０８の１つ以上のコントローラに対するロジックと一
緒に同じダイ上に統合することができる。
【００４３】
　システム６００は、入力／出力（Ｉ／Ｏ）装置６３２をさらに含むことができる。ユー
ザがシステム６００と相互作用できるように設計されたユーザインタフェース、周辺機器
コンポーネントがシステム６００と相互作用できるように設計された周辺機器コンポーネ
ントインタフェース、及び／又はシステム６００に関連する環境の状態及び／又は位置情
報を決定するように設計されたセンサを、Ｉ／Ｏ装置６３２は、含むことができる。
【００４４】
　様々な実施形態において、ユーザインタフェースは、これらに制限されないが、ディス
プレイ（例えば、液晶ディスプレイ、タッチスクリーンディスプレイなど）、スピーカー
、マイクロフォン、１つ以上のカメラ（例えば、静止カメラ及び／又はビデオカメラ）、
フラッシュライト（例えば、発光ダイオードフラッシュ）、及びキーボードを含むことが
できる。
【００４５】
　様々な実施形態において、周辺機器コンポーネントインタフェースは、制限されること
なく、不揮発性メモリポート、オーディオジャック、及び電源インタフェースを含むこと
ができる。
【００４６】
　様々な実施形態において、センサは、制限されることなく、ジャイロセンサ、加速度計
、近接センサ、周辺光センサ、及び位置決めユニットを含むことができる。位置決めユニ
ットは、例えば、グローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）衛星などの位置決めネッ
トワークのコンポーネントと通信するネットワークインタフェース６２０の一部でもあり
又はネットワークインタフェース６２０と相互作用することもできる。
【００４７】
　本開示は、以下で説明される様々な実施形態の実例を含むことができる。
【００４８】
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　実施形態の実例１において、スモールセルに対してスモール進化型ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ
）として第１のユーザ機器（ＵＥ）を使用する方法であって、スモールセルを介して第２
のＵＥから第１のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）パケットを受信することと、
第１のＬＴＥパケットを第１の伝送制御プロトコル／インターネットプロトコル（ＴＣＰ
／ＩＰ）パケットに変換することであって、変換することは、第１のＬＴＥパケットから
ペイロードデータから読み取ることと、ＴＣＰ／ＩＰヘッダをペイロードデータに追加す
ることによってペイロードデータを第１のＴＣＰ／ＩＰパケットにカプセル化することを
含み、ＴＣＰＴ／ＩＰヘッダは、ＴＣＰ／ＩＰトンネリングプロトコルに基づいてインタ
ーネットに関連する発展型パケットコア（ＥＰＣ）ネットワークのＩＰアドレスを含み、
ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）を介してインターネットサーバを通して、第１の
ＵＥに接続されたＥＰＣを経由してインターネット宛先に第１のＴＣＰ／ＩＰパケットを
送信することを含むことができる。
【００４９】
　実施形態の実例２において、実施形態の実例１による方法は、ＬＡＮを介してインター
ネットサーバから第２のＴＣＰ／ＩＰパケットを受信することであって、第２のＴＣＰ／
ＩＰパケットは、ＥＰＣネットワークから又は直接インターネット宛先から転送され、第
２のＴＣＰ／ＩＰパケットを第２のＬＴＥパケットへ変換することと、スモールセルを介
して第２のＬＴＥパケットを第２のＵＥに送信することを含むことができる。
【００５０】
　実施形態の実例３において、実施形態の実例１～２のいずれかに記載の方法が、スレー
ブＵＥへ／からの第１のＬＴＥパケット又は第２のＬＴＥパケットを送信／受信するため
に、１つのＬＴＥコンポーネントキャリアの送信／受信周波数を変換する能力を備えるよ
うにＵＥを構成することを含むことができる。
【００５１】
　実施形態の実例４において、実施形態の実例１～３のいずれかによる方法は、第１のＵ
Ｅに関連するアイデンティティ及びデータプランを提供することによってインターネット
サーバ経由でＥＰＣネットワークに登録することと、第２のＵＥに関連するデータプラン
に基づいて、第２のＵＥからＥＰＣへの第１及び第２のＬＴＥパケットの送信及び／又は
第１及び第２のＴＣＰ／ＩＰパケットの受信に対して、インターネットクラウドに接続さ
れた課金サーバにチャージすることを含むことができる。
【００５２】
　実施形態の実例５において、第１のＴＣＰ／ＩＰパケットがＵＥに接続されたコンピュ
ータを経由してインターネットサーバに送信することができる、実施形態の実例１～４に
記載の方法。
【００５３】
　実施形態の実例６において、マスタＵＥは、ＬＴＥモジュールとＬＡＮモジュールを有
するモデムを備えたモバイル装置であり得る、実施形態の実例１～５のいずれかに記載の
方法。
【００５４】
　実施形態の実例７において、スモールセルに対してスモール発展型ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ
）として使用される第１のユーザ機器（ＵＥ）は、プロセッサと、その中に記憶された命
令を有する１つ以上の機械読取可能媒体を含むことができ、命令は、１つ以上のプロセッ
サによって実行されたときに、マスタＵＥに、スモールセルを介して第２のＵＥから第１
のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）パケットを受信することと、第１のＬＴＥパ
ケットを第１の伝送制御プロトコル／インターネットプロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）パケッ
トに変換することであって、変換することは、第１のＬＴＥパケットからペイロードデー
タを読み出すことと、ＴＣＰ／ＩＰヘッダをペイロードデータに追加することによって第
１のＴＣＰ／ＩＰパケットにペイロードデータをカプセル化することを含み、ＴＣＰ／Ｉ
Ｐヘッダは、ＴＣＰ／ＩＰトンネリングプロトコルに基づいてインターネットに関連する
発展型パケットコア（ＥＰＣ）ネットワークのＩＰアドレスを含み、ローカルエリアネッ
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トワーク（ＬＡＮ）を介してインターネットサーバを通して第１のＵＥに接続されたＥＰ
Ｃ経由でインターネット宛先に第１のＴＣＰ／ＩＰパケットを送信する方法を実行させる
。
【００５５】
　実施形態の実例８において、実施形態の実例７による命令が、さらに、第２のＵＥへ／
からの第１のＬＴＥパケット又は第２のＬＴＥパケットを送信／受信するために、１つの
コンポーネントキャリアの送信／受信周波数の変換能力をＵＥが備えるように構成する方
法をマスタＵＥに実行させることができる。
【００５６】
　実施形態の実例９において、実施形態の実例７～８のいずれかによる命令は、さらに、
第１のＵＥと関連するアイデンティティ及びデータプラン及び／又は第２のＵＥに関連す
るアイデンティティ及びデータプランを提供することによってインターネットクラウドを
経由してＥＰＣネットワークに登録することと、第２のＵＥに関連するデータプランに基
づいて、第２のＵＥからＥＰＣへの第１及び第２のＬＴＥパケットの送信及び／又は第１
及び第２のＴＰＣ／ＩＰパケットの受信に対して、インターネットサーバに接続された課
金サーバに課金することを含む。
【００５７】
　実施形態の実例１０において、実施形態の実例７～９のいずれかによる第１のＴＣＰ／
ＩＰパケットは、ＵＥの接続されたコンピュータを経由してインターネットサーバに送信
されることができる。
【００５８】
　実施形態の実例１１において、実施形態の実例７～１０のいずれかによる第１のＵＥは
、ＬＴＥモジュールとＬＡＮモジュールを有するモデムを備えたモバイル装置であり得る
。
【００５９】
　実施形態の実例１２において、スモールセルに対するスモール発展型ＮｏｄｅＢ（ｅＮ
Ｂ）として使用される第１のユーザ機器（ＵＥ）によって用いられる方法であって、方法
は、スモールセルを介して第２のＵＥから第１のロングタームエボリューション（ＬＴＥ
）パケットを受信することと、第１のＬＴＥパケットを第２のＬＴＥパケットに変換する
ことであって、第２のＵＥと関連する第１のＬＴＥパケットのヘッダを第１のＵＥに関連
する第２のＬＴＥパケットのヘッダと置き換え、第１のＬＴＥパケットのヘッダは、第２
のＵＥに関連するインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス及び媒体アクセス制御（Ｍ
ＡＣ）アドレスを含み、第２のＬＴＥパケットのヘッダは、第１のＵＥに関連するＩＰア
ドレス及びＭＡＣアドレスを含む第２のＬＴＥパケットのヘッダを含み、マクロセルを介
して第２のＬＴＥパケットを第１のｅＮＢへ送信することを含むことができる。
【００６０】
　実施形態の実例１３において、実施形態の実例１２による方法は、さらに、マクロｅＮ
ＢからＬＴＥパケットコールを受信することと、ＬＴＥパケットコールに応答して、第１
の無線リソース制御（ＲＲＣ）接続サスペンドリクエストを第２のＵＥに送信し、ＲＲＣ
接続サスペンドリクエストに示された第１の期間は第１のＵＥが利用可能ではないことを
知らせる。
【００６１】
　実施形態の実例１４において、実施形態の実例１２～１３のいずれかによる方法は、Ｒ
ＲＣ接続の再確立なしで、第１の期間満了後、第２のＵＥにサービス提供を継続すること
をさらに含むことができる。
【００６２】
　実施形態の実例１５において、実施形態の実例１２～１４のいずれかによる方法は、期
間の間、ＬＴＥパケットコールを処理することをさらに含むことができる。
【００６３】
　実施形態の実例１６において、実施形態の実例１２～１５のいずれかによる方法は、さ
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らに、第１のＲＲＣ接続サスペンドリクエストに示された第１の期間内にＬＴＥパケット
コールが終了できなかったことに応答して、第２の無線リソース制御（ＲＲＣ）接続サス
ペンドリクエストを第２のＵＥに送信し、第２のＲＲＣ接続サスペンドリクエストに示さ
れる第２の期間はマスタＵＥが利用可能ではないことを知らせる。
【００６４】
　実施形態の実例１７において、スモールセルに対してスモール発展型ＮｏｄｅＢ（ｅＮ
Ｂ）として使用される第１のユーザ機器（ＵＥ）は、プロセッサと、その中に記憶した命
令を有する１つ以上の機械読取媒体とを含むことができ、命令は１つ以上のプロセッサに
よって実行されたときに、第１のＵＥに、スモールセルを介して第２のＵＥから第１のロ
ングタームエボリューション（ＬＴＥ）パケットを受信することと、第１のＬＴＥパケッ
トを第２のＬＴＥパケットに変換することであって、第２のＵＥに関連する第１のＬＴＥ
パケットのヘッダはマスタＵＥに関連する第２のＬＴＥパケットのヘッダで置き換えられ
、第１のＬＴＥパケットのヘッダは、第２のＵＥに関連するインターネットプロトコル（
ＩＰ）アドレス及び媒体アクセス制御（ＭＡＣ）アドレスを含み、第２のＬＴＥパケット
のヘッダは、第１のＵＥに関連するＩＰアドレス及びＭＡＣアドレスを含み、マクロセル
を介してマクロｅＮＢに第２のＬＴＥパケットを送信すること、を含む方法を実行させる
。
【００６５】
　実施形態の実例１８において、実施形態の実例１７による命令は、さらに、第１のＵＥ
に、マクロｅＮＢからＬＴＥパケットコールを受信するようにさせ、ＬＴＥパケットコー
ルに応答して、第１の無線リソース制御（ＲＲＣ）接続サスペンドリクエストを第２のＵ
Ｅに送信し、ＲＲＣ接続サスペンドリクエストに示される第１の期間は第１のＵＥが利用
可能でないことを知らせる。
【００６６】
　実施形態の実例１９において、実施形態１７～１８のいずれかによる命令は、ＲＲＣ接
続の再確立なしに、第１の期間の満了後、第２のＵＥにサービス提供し続けることをマス
タＵＥにさらにさせることができる。
【００６７】
　実施形態の実例２０において、実施形態の実例１７～１９のいずれかによる命令は、第
１の期間の間ＬＴＥパケットコールの処理を第１のＵＥにさらにさせることができる。
【００６８】
　実施形態の実例２１において、実施形態の実例１７～２０のいずれかによる命令は、さ
らに、第１のＵＥに、ＲＲＣ接続サスペンドリクエストに示された第１の期間内にＬＴＥ
パケットコールが終わることができないことに応答して、第２の無線リソース制御（ＲＲ
Ｃ）接続サスペンドリクエストを第２のＵＥに送信させ、第２のＲＲＣ接続サスペンドリ
クエストに示された第２の期間は第１のＵＥが利用可能ではないと知らせる。
【００６９】
　説明の目的で特定の実施形態が本明細書で図示され、説明されたが、同じ目的を達成す
るために計画された幅広い様々な代替案及び／又は同等の実施形態又は実装は、本開示の
範囲から逸脱することなく、示され、説明された実施形態に対して、置き換えることがで
きる。本応用は、本明細書で検討した実施形態のいかなる改良又は変形もカバーする意図
である。したがって、本明細書で説明した実施形態は、請求項及びその均等物によっての
み制限されることを明白に意図する。
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