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(57)【要約】
　本発明はロングタームエボリューションネットワーク
環境で、ネットワークインターフェースを通して、マシ
ンタイプ通信(ＭＴＣ)デバイスと関連づけられたパケッ
トデータユニットを送信する方法及びシステムを提供す
る。一実施形態で、一つ以上のＭＴＣデバイスと関連づ
けられたＰＤＵは、第１のネットワークエンティティに
より所定の期間の間に集積される。その後、一つ以上の
ＭＴＣデバイスと関連づけられた集積されたＰＤＵは、
ＧＴＰパケットデータユニットに連接され、ここで、Ｇ
ＴＰパケットデータユニットのＧＴＰヘッダは、集積さ
れたＰＤＵ表示、集積されたＰＤＵの数、及び集積され
たＰＤＵ各々の長さを含む。集積されたＰＤＵを含むＧ
ＴＰ ＰＤＵは、第１のネットワークエンティティ及び
第２のネットワークエンティティを接続するＳ１－Ｕ／
Ｓ５インターフェースを通して単一Ｓ１－Ｕ／Ｓ－５ベ
アラ上で、第２のネットワークエンティティに送信され
る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ロングタームエボリューションネットワーク環境において、第１のネットワークエンテ
ィティにより、一つ以上のマシンタイプ通信(ＭＴＣ)デバイスと関連づけられたパケット
データユニット(ＰＤＵ)を集積するステップと、
　一つ以上の前記ＭＴＣと関連づけられた集積された前記ＰＤＵをＧＰＲＳトンネルプロ
トコル(ＧＴＰ)パケットデータユニットに連接させるステップと、
　連接された前記ＰＤＵを含む前記ＧＴＰ ＰＤＵを前記第１のネットワークエンティテ
ィ及び第２のネットワークエンティティを接続するネットワークインターフェースを通し
て、前記第２のネットワークエンティティに送信するステップとを含むことを特徴とする
方法。
【請求項２】
　前記第１のネットワークエンティティにより、一つ以上のマシンタイプ通信(ＭＴＣ)デ
バイスと関連づけられたパケットデータユニット(ＰＤＵ)を集積するステップは、
　前記第１のネットワークエンティティ及び前記第２のネットワークエンティティを接続
する前記ネットワークインターフェースが過負荷になることを示す通知を呼出確立手続き
の間に移動性管理エンティティから受信するステップと、
　前記通知に基づいて、前記第１のネットワークエンティティにより、前記一つ以上のＭ
ＴＣデバイスと関連づけられた前記パケットデータユニット(ＰＤＵ)を集積するステップ
と、を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記一つ以上のＭＴＣと関連づけられた前記集積されたＰＤＵをＧＴＰパケットデータ
ユニットに連接させるステップは、
　前記ＧＴＰ ＰＤＵのＧＴＰヘッダで、集積されたＰＤＵ表示、集積されたＰＤＵの数
、及び集積されたＰＤＵ各々の長さをエンコーディングするステップと、
　前記ＧＴＰ ＰＤＵのＧＴＰペイロードで、集積された前記ＰＤＵを連接させるステッ
プと、を含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のネットワークエンティティ及び前記第２のネットワークエンティティは、進
化したノードＢ、サービングゲートウェイ、及びＰＤＮゲートウェイからなるグループか
ら選択されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　連接された前記ＰＤＵを含む前記ＧＴＰ ＰＤＵを前記第１のネットワークエンティテ
ィ及び第２のネットワークエンティティを接続するネットワークインターフェースを通し
て、前記第２のネットワークエンティティに送信するステップで、前記ネットワークイン
ターフェースは、Ｓ１－Ｕインターフェース及びＳ５インターフェースからなるグループ
から選択されることを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　集積された前記ＰＤＵを含む前記ＧＴＰ ＰＤＵを前記ネットワークインターフェース
を通して、前記第２のネットワークエンティティに送信するステップは、集積された前記
ＰＤＵを含む前記ＧＴＰ ＰＤＵを単一Ｓ１－Ｕ／Ｓ５ベアラ上で、前記Ｓ１－Ｕ／Ｓ５
インターフェースを通して、前記第２のネットワークに送信するステップを含むことを特
徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　一つ以上の前記ＭＴＣデバイスが前記第１のネットワークエンティティで集積されるこ
とを移動性管理エンティティに通知するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１
に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のネットワークエンティティで、一つ以上の前記ＭＴＣデバイスと関連づけら
れたＰＤＵを集積させるための通知を移動性管理エンティティから受信するステップをさ
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らに含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　一つ以上の前記ＭＴＣデバイスと関連づけられたＰＤＵを連接させる一つ以上の前記Ｍ
ＴＣデバイスをグループ化するステップをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の
方法。
【請求項１０】
　プロセッサと、
　前記プロセッサにカップリングされたメモリと、を含み、
　前記メモリは、
　ロングタームエボリューションネットワーク環境で、一つ以上のマシンタイプ通信(Ｍ
ＴＣ)デバイスと関連づけられたパケットデータユニット(ＰＤＵ)を集積し、一つ以上の
前記ＭＴＣと関連づけられた集積された前記ＰＤＵをＧＰＲＳトンネルプロトコル(ＧＴ
Ｐ)パケットデータユニットに連接させ、
　連接された前記ＰＤＵを含む前記ＧＴＰ ＰＤＵをＳ１－Ｕ／Ｓ５インターフェースを
通してネットワークエンティティに送信するように構成されたＰＤＵ連接モジュールを含
むことを特徴とする装置。
【請求項１１】
　前記ＰＤＵ連接モジュールは、前記Ｓ１－Ｕ／Ｓ５インターフェースが過負荷になるこ
とを示す通知を呼出確立手続きの間に移動性管理エンティティから受信し、前記通知に基
づいて、一つ以上の前記ＭＴＣデバイスと関連づけられた前記ＰＤＵを集積することを特
徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ＰＤＵ連接モジュールは、前記ＧＴＰ ＰＤＵのＧＴＰヘッダで、集積されたＰＤ
Ｕ表示、集積されたＰＤＵの数、及び集積された前記ＰＤＵ各々の長さをエンコーディン
グし、前記ＧＴＰ ＰＤＵのＧＴＰペイロードで前記集積されたＰＤＵを連接させること
を特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１３】
　集積された前記ＰＤＵを含む前記ＧＴＰ ＰＤＵをＳ１－Ｕ／Ｓ５インターフェースを
通してサービングゲートウェイに送信することにおいて、前記ＰＤＵ連接モジュールは、
連接された前記ＰＤＵを含む前記ＧＴＰ ＰＤＵを単一Ｓ１－Ｕ／Ｓ５ベアラ上で、前記
Ｓ１－Ｕ／Ｓ５インターフェースを通して、前記ネットワークエンティティに送信するこ
とを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１４】
　前記ＰＤＵ連接モジュールは、一つ以上の前記ＭＴＣデバイスと関連づけられたＰＤＵ
が集積されることを移動性管理エンティティに通知するように構成されることを特徴とす
る請求項１０に記載の装置。
【請求項１５】
　前記ＰＤＵ連接モジュールは、一つ以上の前記ＭＴＣデバイスと関連づけられたＰＤＵ
を集積させるための命令を移動性管理エンティティから受信するように構成されることを
特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１６】
　前記ＰＤＵ連接モジュールは、一つ以上の前記ＭＴＣデバイスと関連づけられたＰＤＵ
を連接させるために一つ以上の前記ＭＴＣデバイスをグループ化するように構成されるこ
とを特徴とする請求項１０に記載の装置。
【請求項１７】
　前記ネットワークエンティティは、進化したノードＢ、サービングゲートウェイ、及び
ＰＤＮゲートウェイからなるグループから選択されることを特徴とする請求項１０に記載
の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、マシンタイプ通信（ＭＴＣ）システムの分野に関し、より具体的には、ロン
グタームエボリューションネットワーク環境で、ネットワークインターフェースを通して
ＭＴＣデバイスと関連付けられたパケットデータユニット（ＰＤＵ）を送信することに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）システムは、進化したノードＢ（ｅＮＢ）を
通して、コアネットワークまたはＭＴＣサーバとパケットスイッチング（ＰＳ）データと
を通信するために、レガシーデバイスだけでなく、マシンタイプ通信（ＭＴＣ）デバイス
をサポートする無線ネットワークシステムのタイプである。通常、ＬＴＥでは、ｅＮＢは
、レガシーデバイス／ＭＴＣデバイスから受信されたＰＳデータをＳ１－Ｕインターフェ
ースを通して、サービングゲートウェイと通信し、その反対の場合も可能である。
【０００３】
　マシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）通信(または“マシンタイプ通信”または“ＭＴＣ”と称
する)は、レガシーデバイスと異なり、（ＭＴＣデバイスとして一般的に知られた)人間の
相互作用を必ずしも必要としないデバイス間のデータ通信の形態である。例えば、Ｍ２Ｍ
通信で、(センサまたはスマートメータのような）ＭＴＣデバイスは、分析及び必要なア
クションのために、ＭＴＣサーバに常駐するアプリケーションにｅＮＢを通して中継され
るイベントデータをキャプチャすることもできる。Ｍ２Ｍ通信は(例えば、電力、ガス、
水、熱、グリッド制御、及び産業用計量と関連したアプリケーションで)スマート計量シ
ステム、監視システム、注文管理、ゲームマシン、及び健康管理通信のような多様な領域
で使用されてもよい。追加で、マシンタイプ通信（ＭＴＣ）技術に基づいたＭ２Ｍ通信は
、消費者サービスのような領域で使用されてもよい。
【０００４】
　通常、ＬＴＥシステムは、ほとんどアクセスネットワーク及びコアネットワークからな
る。アクセスネットワークは、ＭＴＣデバイスに接続されたｅＮＢを含み、コアネットワ
ークは、移動性管理エンティティ(ＭＭＥ)、サービングゲートウェイ、及びパケットデー
タネットワーク(ＰＤＮ)ゲートウェイのような複数のネットワークエンティティからなる
。これらネットワークエンティティの各々はマルチベンダー相互運用性を許容するために
標準化されたインターフェースを通してお互いに接続される。例えば、ｅＮＢ及びサービ
ングゲートウェイは、Ｓ１－Ｕインターフェースを通して接続され、サービングゲートウ
ェイ及びＰＤＮゲートウェイは、Ｓ５インターフェースを通して接続される。コアネット
ワークが処理できることより、通常のネットワーク配置の方がより多いアクセスネットワ
ークリソースを提供することができることに留意すべきである。アクセスネットワークに
よるネットワーク混雑及びコアネットワークによるネットワーク混雑は相異することが分
かる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　複数のＭＴＣデバイスの配置の増加で、コアネットワークは複数のＭＴＣデバイス(数
千程度）をサポートすると予想される。しかしながら、ｅＮＢがＭＴＣデバイスと関連づ
けられた(２０ＫＢサイズの)複数の小さなＰＤＵをＳ１－Ｕインターフェースを通してサ
ービングゲートウェイに送信する時に、Ｓ１－Ｕインターフェースは過負荷がかかること
があって、コアネットワークの詰まりをもたらす。これは、サービングゲートウェイが複
数の小さなサイズのＰＤＵをＳ５インターフェースを通してＰＤＮゲートウェイに送信す
る場合に同一になることができる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は、ロングタームエボリューションネットワーク環境で、マシンタイプ通信デバ
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イスのパケットデータユニットを送信する方法及びシステムを提供する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】一実施形態によるロングタームエボリューション（ＬＴＥ）システムのブロック
図を例示する。
【図２】一実施形態による呼出確立手続き間に集積パケットデータユニット(ＰＤＵ)表示
を通知する例示的な方法を示すフローチャートである。
【図３】一実施形態によるアップリンク方向で一つ以上のマシンタイプ通信(ＭＴＣ)デバ
イスと関連づけられたＰＤＵを送信する例示的な方法を示す処理フローチャートである。
【図４】他の実施形態によるＳ１インターフェースを通してＭＴＣデバイスと関連づけら
れたＰＤＵを送信する例示的な方法を示す処理フローチャートである。
【図５】一実施形態による連接されたＰＤＵを含むＧＰＲＳトンネルプロトコル（ＧＴＰ
）ＰＤＵのＧＴＰヘッダの概略的表現を示す。
【図６】一実施形態による連接されたＧＴＰ－Ｕ ＰＤＵヘッダの概略的表現を示す。
【図７】本発明の実施形態を具現する多様なコンポーネントを図示する進化したノードＢ
のブロック図を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　ここに説明された図面は、単に例示のためであって、本開示物の範囲を制限するもので
はない。
【０００９】
　本発明の実施形態の下記の詳細な説明で、本発明の一部を形成し、本発明の実施可能な
例示的な特定の実施形態として図示される添付図面を参照する。これら実施形態は、当業
者が本発明を実施することができるように詳細に説明され、他の実施形態が活用されるこ
ともでき、本発明の範囲及び趣旨を逸脱することなく、様々な変形及び変更が可能である
ことは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。したがって、以下
の詳細な説明は制限する観点で取られず、本発明の範囲は添付した請求項だけにより定義
される。
【００１０】
　図１は、一実施形態によるロングタームエボリューション(ＬＴＥ)システム１００のブ
ロック図を示す。特に、ＬＴＥシステム１００は、ＭＴＣデバイス１２０Ａ－Ｎ、進化し
たノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）１０４、移動性管理エンティティ(ＭＭＥ)１０８、サービン
グゲートウェイ１１０、パケットデータネットワーク(ＰＤＮ)ゲートウェイ１１２、オペ
レータＩＰネットワーク１１４、及びホーム加入者ゲートウェイ(ＨＳＳ）１１６を含む
。上記エンティティは、標準化されたインターフェース(ネットワークインターフェース
とも称する)を通してお互いに接続される。例えば、ｅＮＢ１０４及びＭＭＥ１０８は、
Ｓ１－ＭＭＥインターフェース１２２を通して接続される。また、ｅＮＢ１０４及びサー
ビングゲートウェイ１１０は、Ｓ１－Ｕインターフェース１１８を通して接続される。ま
た、サービングゲートウェイ１１０は、Ｓ１１インターフェース１２４及びＳ５／Ｓ８イ
ンターフェース１２０の各々を通してＭＭＥ１０８及びＰＤＮゲートウェイ１１２に接続
される。例示のために、一つのｅＮｏｄｅＢだけが例示されている。しかしながら、当業
者は、ＬＴＥシステム１００に一つより多くのｅＮｏｄｅＢが存在してもよいことを認識
することができる。また、これらｅＮｏｄｅＢの各々は、ＭＴＣデバイス及び/またはレ
ガシーデバイスをサポートするために構成される。
【００１１】
　一実施形態によれば、ｅＮｏｄｅＢ１０４は、Ｓ１－Ｕインターフェース１１８を通し
て、単一Ｓ１－Ｕベアラ（single S1-U bearer）上で、一つ以上のＭＴＣデバイス１０２
Ａ－Ｎからパケットデータユニット(ＰＤＵ)を効率的に送信するために動作可能なＰＤＵ
連接モジュール１０６を含む。ＰＤＵ連接モジュール１０６は、ＧＰＲＳトンネルプロト
コル(ＧＴＰ)ＰＤＵで、単一ＭＴＣデバイス１０２ＡまたはＭＴＣデバイス１０２Ａ－Ｎ
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のグループから受信されたＰＤＵを連接させることもできる。一部の実施形態で、ＭＭＥ
１０８は、Ｓ１－Ｕインターフェースにおける負荷状態に基づいてＭＴＣデバイス１０２
ＡまたはＭＴＣデバイス１０２Ａ－Ｎのグループと関連づけられたＰＤＵを記憶するよう
にＰＤＵ連接モジュール１０６に命令することもできる。これら実施形態で、ＰＤＵ連接
モジュール１０６は、ＭＴＣデバイス１０２Ａ－Ｎから受信されたＰＤＵを集積し、連接
されたＰＤＵをＧＴＰ ＰＤＵに連接させる。その後、ＰＤＵ連接モジュール１０６は、
連接されたＰＤＵを含むＧＴＰ ＰＤＵをＳ１－Ｕインターフェース１１８を通して、単
一Ｓ１－Ｕベアラ上でサービングゲートウェイ１１０に送信する。アップリンクでＰＤＵ
連接モジュール１０６により遂行された処理ステップが図３により詳細に説明されている
。
【００１２】
　ＰＤＵ連接モジュール１０６がｅＮｏｄｅＢに常駐することを図１が例示しているが、
サービングゲートウェイ１１０及びＰＤＮゲートウェイ１１２もＰＤＵ連接モジュール１
０６を有しうることを考えることができる。例えば、ＰＤＵ連接モジュール１０６がサー
ビングゲートウェイ１１０に常駐する時、ＰＤＵ連接モジュール１０６は、ＧＴＰ ＰＤ
Ｕで、一つ以上のＭＴＣデバイス１０２Ａ－Ｎに対し、意図されたＰＤＵを連接させ、そ
の連接されたＰＤＵを含むＧＴＰ ＰＤＵを単一Ｓ５ベアラ上でダウンリンクでｅＮｏｄ
ｅＢ１０４に送信する。ＰＤＵ連接モジュール１０６は、ＰＤＵを連接させ、ＭＭＥ１０
８からの過負荷表示に基づいてその連接されたＰＤＵを送信する。ＰＤＵ連接モジュール
１０６がＰＤＮゲートウェイ１１２に常駐する時、同一の機能がＰＤＮゲートウェイ１１
２で遂行されることができる。ダウンリンクでＰＤＵ連接モジュール１０６により遂行さ
れた処理ステップが図４により詳細に説明されている。
【００１３】
　図２は、一実施形態による呼出確立手続きの間に集積ＰＤＵ表示を通知する例示的な方
法を例示するフローチャート２００である。ステップ２０２で、ＭＴＣデバイス１０２Ａ
は、ＭＴＣデバイス１０２ＡとｅＮｏｄｅＢ１０４との間のランダムアクセス手続きの完
了時にノンアクセスストラタム(ＮＡＳ）サービス要請をｅＮｏｄｅＢ１０４に送信する
。ステップ２０４で、ｅＮｏｄｅＢ１０４は、ＮＡＳサービス要請を含む初期ＵＥメッセ
ージ及びｅＮｏｄｅ－ＭＴＣデバイスシグナルリング接続識別子をＭＭＥ１０８に伝送す
る。
【００１４】
　ステップ２０６で、ＭＭＥ１０８は、ＭＭＥ－ＭＴＣデバイスシグナルリング接続ＩＤ
、保安コンテキスト、能力情報、及び集積されたＰＤＵ表示を示す初期コンテキストセッ
トアップ要請メッセージをｅＮｏｄｅＢ１０４に伝送する。一実施形態で、ｅＮｏｄｅＢ
１０４は、Ｓ１－Ｕインターフェースが過負荷になり、ＰＤＥが初期コンテキストセット
アップメッセージでの集積されたＰＤＵ表示に基づいて集積される必要があることを認知
するようになる。
【００１５】
　ステップ２０８で、ｅＮｏｄｅＢ１０４は、無線ベアラセットアップを含むＮＡＳメッ
セージをＭＴＣデバイス１０２Ａに送信する。ステップ２１０で、ＭＴＣデバイス１０２
Ａは、無線ベアラセットアップに応答して無線ベアラセットアップ完了メッセージをｅＮ
ｏｄｅＢ１０４に送信する。ステップ２１２で、ｅＮｏｄｅＢ１０４は、アップリンク方
向でＰＤＵ集積を示す初期コンテキストセットアップ完了メッセージを伝送する。
【００１６】
　図３は、一実施形態によるアップリンク方向で一つ以上のマシンタイプ通信(ＭＴＣ)デ
バイス１０２Ａ－Ｎと関連づけられたＰＤＵを送信する例示的な方法を例示する処理フロ
ーチャート３００である。ステップ３０２で、ＰＤＵがＭＴＣデバイス１０２Ａ－Ｎのグ
ループに属するＭＴＣデバイス１０２Ａ－Ｎから受信される。ＭＴＣデバイス１０２Ａ－
Ｎは、ＰＤＵを連接させるＭＭＥ１０８によりグループ化される。ＭＴＣデバイスのグル
ープに属するＭＴＣデバイス１０２Ａ－Ｎには、ｅＮｏｄｅＢ１０４が、グループに属す
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る一つ以上のＭＴＣデバイス１０２Ａ－Ｎから受信されたＰＤＵを識別することができる
ようにＭＭＥ１０８によりグループ識別子が割り当てられる。または、ＭＴＣデバイス１
０２Ａ－Ｎのグループが自体的に存在する時、既存のグループに割り当てられたグループ
識別子はＰＤＵを連接させるために使用される。
【００１７】
　ステップ３０４で、ＭＴＣデバイス１０２Ａ－Ｎから受信されたＰＤＵは、ｅＮｏｄｅ
Ｂ１０４のメモリに記憶される。一部の実施形態で、Ｓ１－Ｕインターフェース１１８が
過負荷になること、または過負荷になるかもしれないことを示す通知が図２に例示されて
いるように、呼出確立手続きの間にＭＭＥ１０８から受信される。これら実施形態で、Ｍ
ＴＣデバイス１０２Ａ－Ｎから受信されたＰＤＵは、Ｓ１－Ｕインターフェース１１８が
過負荷になるために、メモリに一時的に記憶される。または、ｅＮｏｄｅＢ１０４は、Ｐ
ＤＵがｅＮｏｄｅＢ１０４で集積されることを示す通知をＭＭＥ１０８に伝送することが
できる。また、ＰＤＵは、所定のサイズのＰＤＵが満たされるか、またはＳ１－Ｕインタ
ーフェース１１８が送信に自由になるまでの所定の期間の間に集積される。例えば、所定
のサイズの集積されたＰＤＵは、ＧＴＰ ＰＤＵのペイロードサイズの全体サイズ以下で
ある。
【００１８】
　ステップ３０６で、集積されたＰＤＵは、単一ＧＴＰ ＰＤＵに連接される。集積され
たＰＤＵは、ＧＴＰペイロードに連接され、集積されたＰＤＵ表示、集積されたＰＤＵの
数及び集積されたＰＤＵ各々の長さのような情報がＧＴＰ ＰＤＵのＧＴＰヘッダでエン
コーディングされる。ステップ３０８で、連接されたＰＤＵを含むＧＴＰ ＰＤＵは、Ｓ
１－Ｕインターフェース１１８を通して、単一Ｓ１－Ｕベアラ上で、サービングゲートウ
ェイ１１０に送信される。一実施形態で、連接されたＰＤＵを含むＧＴＰ ＰＤＵは、Ｓ
１－Ｕインターフェース１１８に過負荷が存在しない時、サービングゲートウェイ１１０
に送信される。ＭＭＥ１０８は、Ｓ１－Ｕインターフェース１１８に過負荷が存在しない
時、ＧＴＰ ＰＤＵがＳ１－Ｕインターフェース１１８を通して、サービングゲートウェ
イ１１０に送信されることができることを示すことができる。したがって、サービングゲ
ートウェイ１１０は、連接されたＰＤＵを含むＧＴＰ ＰＤＵをＳ５インターフェース１
２０上でＰＤＮゲートウェイ１１２に送信する。
【００１９】
　図４は、他の実施形態によるＳ１インターフェースを通してＭＴＣデバイス１０２Ａ－
Ｎと関連づけられたＰＤＵを送信する例示的な方法を示す処理フローチャート４００であ
る。ステップ４０２で、ＭＴＣデバイス１０２Ａ－Ｎのグループに属するＭＴＣデバイス
１０２Ａ－Ｎと関連づけられたＰＤＵがサービングゲートウェイ１１０で集積される。Ｐ
ＤＮゲートウェイ１１２から受信されたＰＤＵは、Ｓ１－Ｕインターフェース１１８が過
負荷になっているか過負荷であるという表示をＭＭＥ１０８から受信する時、サービング
ゲートウェイ１１０で集積される。
【００２０】
　ステップ４０４で、集積されたＰＤＵはＧＴＰ ＰＤＵで連接され、集積されたＰＤＵ
表示、集積されたＰＤＵの数及びＰＤＵ及びＧＴＰペイロード各々の長さを含むＧＴＰヘ
ッダが集積されたＰＤＵを含む。ステップ４０６で、連接されたＰＤＵを含むＧＴＰ Ｐ
ＤＵは、Ｓ１－Ｕインターフェース１１８を通して、単一Ｓ１－Ｕベアラ上でｅＮｏｄｅ
Ｂ１０４に送信される。ＧＴＰ ＰＤＵの受信時に、ｅＮｏｄｅＢ１０４は、ＧＴＰペイ
ロードから連接されたＰＤＵを得て、各々のＰＤＵをＭＴＣデバイス１０２Ａ－Ｎの各々
に伝送する。
【００２１】
　図５は、一実施形態による連接されたＰＤＵを含むＧＴＰ ＰＤＵのＧＴＰヘッダ５０
０の概略的表現を例示する。例示されているように、ＧＴＰヘッダは特定の拡張ヘッダに
後続する次の拡張ヘッダのタイプを示す次の拡張ヘッダタイプフィールド５０２を含む。
次の拡張タイプフィールド５０２は、下記の表１に提供されている下記の値のうち一つを
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示す。
【００２２】
【表１】

【００２３】
　一実施形態で、次の拡張ヘッダが連接されたＧＴＰ－Ｕ ＰＤＵヘッダである時、新た
な拡張ヘッダタイプフィールド５０２が‘１１１０００００’を搬送することもできる。
【００２４】
　図６は、一実施形態による連接されたＧＴＰ－Ｕ ＰＤＵＵヘッダ６００の概略的表現
を例示する。図示されているように、ＧＴＰ－ＵＰＤＵヘッダ６００は、拡張ヘッダ長６
０２、拡張ヘッダコンテンツフィールド６０４、及び次の拡張ヘッダフィールド６０６を
含む。拡張ヘッダ長フィールド６０４は、連接されたＧＴＰ－Ｕ ＰＤＵヘッダ６００の
長さを示すことができる。拡張ヘッダコンテンツフィールド６０４は、ＧＴＰペイロード
での連接されたＰＤＵの数及び連接されたＰＤＵ各々の長さを示すことができる。次の拡
張ヘッダフィールド６０６は、連接されたＧＴＰ－Ｕ ＰＤＵヘッダ６００に後続する次
の拡張ヘッダのタイプを示す。
【００２５】
　図７は、本発明の実施形態を具現する多様なコンポーネントを図示するｅＮｏｄｅＢ１
０４のブロック図を例示する。図７で、ｅＮｏｄｅＢ１０４は、プロセッサ７０２、メモ
リ７０４、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）７０６、トランシーバ７０８、及びバス７１０
を含む。
【００２６】
　ここで使用されているように、プロセッサ７０２は、マイクロプロセッサ、マイクロコ
ントローラ、ＣＩＳＣマイクロプロセッサ（complex instruction set computing microp
rocessor）、ＲＩＳＣマイクロプロセッサ(reduced instruction set computing micropr
ocessor)、ＶＬＩＷマイクロプロセッサ（very long instruction word microprocessor
）、ＥＰＩＣマイクロプロセッサ(explicitly parallel instruction computing micropr
ocessor）、グラフィックプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、または任意の他のタイ
プのプロセシング回路のような任意のタイプの演算回路を意味するが、これに制限されな
い。プロセッサ７０２はまた、汎用またはプログラマブル可能論理回路またはアレイ、特
定用途集積回路（ＡＳＩＣ）、シングルチップコンピュータ、スマートカードなどのよう
な内蔵型コントローラを含むことができる。
【００２７】
　メモリ７０４は、揮発性メモリ及び不揮発性メモリでも有り得る。メモリ７０４は、本
発明の実施形態によって、一つ以上のＭＴＣデバイス１０２Ａ－Ｎから受信されたＰＤＵ
を集積し、集積されたＰＤＵを単一ＧＴＰ ＰＤＵに連接させるＰＤＵ連接モジュール１
０８を含む。多様なコンピュータ読み出し可能な記憶媒体がメモリエレメントに記憶され
てもよく、メモリエレメントからアクセスされるてもよい。メモリエレメントは、ＲＯＭ
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rically erasable programmable read only memory)、ハードドライブ、メモリカードを
処理する取り外し可能なメディアドライブ（removable media drive）、メモリスティッ
ク（登録商標）などのような、データ及びマシン読み出し可能な命令を記憶する任意の適
合したメモリデバイスを含むことができる。
【００２８】
　本発明の実施形態は、作業を遂行するか、抽象データタイプまたは低レベルハードウェ
アコンテキストを定義する関数、手続き、データ構造、及びアプリケーションプログラム
を含むモジュールと共に具現されることができる。任意の上記言及した記憶媒体に記憶さ
れたマシン読み出し可能な命令はプロセッサ７０２により実行されることもできる。例え
ば、コンピュータプログラムは、本発明の説明された実施形態の教示によって、一つ以上
のＭＴＣデバイス１０２Ａ－Ｎから受信されたＰＤＵを集積し、集積されたＰＤＵを単一
ＧＴＰ ＰＤＵに連接させることができるマシン読み出し可能な命令を含むことができる
。一実施形態で、コンピュータプログラムは記憶媒体に含まれることもでき、その記憶媒
体から不揮発性メモリにおけるハードドライブにローディングされることもできる。トラ
ンシーバ７０８は、連接されたＰＤＵを含むＧＴＰ ＰＤＵをＳ１－Ｕインターフェース
１１８を通して、単一Ｓ１－Ｕベアラ上でサービングゲートウェイ１１０に送信するよう
に構成される。
【００２９】
　本発明は、特定の例示的な実施形態を参照して説明されたが、多様な実施形態及び変更
が多様な実施形態のより広い思想及び範囲を逸脱することなく、これら実施形態に対して
行われることができることは明らかである。また、ここに説明された多様なデバイス、モ
ジュール、選択機、推定機などがハードウェア回路、例えば、相報型金属酸化膜半導体基
盤論理回路(metal oxide semiconductor based logic circuitry)、ファームウェア、ソ
フトウェア及び／またはハードウェア、ファームウェア及び／またはマシン読み出し可能
な媒体で具現されるソフトウェアの任意の組合を使用して可能になり動作されることもで
きる。例えば、多様な電気的構造及び方法がトランジスタ、論理ゲート及び特定用途向け
集積回路のような電気回路を使用して具現されることができる。
【符号の説明】
【００３０】
　　１００　ＬＴＥシステム
　　１０２Ａ－Ｎ　ＭＴＣデバイス
　　１０４　進化したノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）
　　１０６　ＰＤＵ連接モジュール
　　１０８　移動性管理エンティティ(ＭＭＥ)
　　１１０　サービングゲートウェイ
　　１１２　パケットデータネットワーク(ＰＤＮ)ゲートウェイ
　　１１４　オペレータＩＰネットワーク
　　１１６　ホーム加入者ゲートウェイ(ＨＳＳ）
　　１１８　Ｓ１－Ｕインターフェース
　　１２０　Ｓ５／Ｓ８インターフェース
　　１２４　Ｓ１インターフェース



(10) JP 2013-543331 A 2013.11.28

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】



(11) JP 2013-543331 A 2013.11.28

【図７】



(12) JP 2013-543331 A 2013.11.28

10

20

30

40

【国際調査報告】



(13) JP 2013-543331 A 2013.11.28

10

20

30

40



(14) JP 2013-543331 A 2013.11.28

10

20

フロントページの続き

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,
BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,H
U,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI
,NO,NZ,OM,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,
UZ,VC,VN

(72)発明者  サティシュ・ナンジュンダ・スワミー・ジャマダニ
            インド・バンガロール・５６００９３・ビラサンドラ・シー・ヴイ・ラマン・ナガール・バグマン
            ・テック・パーク・バグマン・レイクヴュー・ブロック・ビー・ナンバー・６６／１
(72)発明者  ラフール・スハス・ヴァイディヤ
            インド・バンガロール・５６００９３・ビラサンドラ・シー・ヴイ・ラマン・ナガール・バグマン
            ・テック・パーク・バグマン・レイクヴュー・ブロック・ビー・ナンバー・６６／１
(72)発明者  サルヴェシャ・アネグンディ・ガナパティ
            インド・バンガロール・５６００９３・ビラサンドラ・シー・ヴイ・ラマン・ナガール・バグマン
            ・テック・パーク・バグマン・レイクヴュー・ブロック・ビー・ナンバー・６６／１
Ｆターム(参考) 5K067 AA28  BB27  CC08  EE02  EE10  EE16  HH21 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	search-report
	overflow

