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(57)【要約】
　ワイヤレスネットワーク中のネットワークエンティテ
ィが、ワイヤレスネットワーク上で通信されるデータに
アカウントおよび課金するために協働する。アカウンテ
ィングおよび課金は、ネットワークエンティティが、ワ
イヤレスネットワーク中でリレーとして働く第１のユー
ザ機器を通して通信する第２のユーザ機器に料金を適切
に割り振ることを可能にする。ネットワークエンティテ
ィが、第２のユーザ機器に関係するパケットデータネッ
トワーク接続に関係する要求を第１のユーザ機器から受
信する。ネットワークエンティティは、その要求に応答
して、ゲートウェイと第１のユーザ機器との間の接続を
確立または変更する。第２のユーザ機器の識別子を用い
て通信されるデータについて、第２のユーザ機器にデー
タの料金が割り振られ得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のユーザ機器（ＵＥ）からパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続に関係する
要求を受信することと、ここにおいて、前記要求が第２のＵＥに関係する、
　前記要求に応答して、ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を確立または変更す
ることと、ここにおいて、前記接続を確立または変更することが、前記ゲートウェイに前
記第２のＵＥの識別子を送ることを含む、
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項２】
　前記第２のＵＥのために前記第１のＵＥと前記ゲートウェイとの間で通信されるデータ
について前記第２のＵＥに料金を割り振ることをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記料金が、前記第２のＵＥの前記識別子に基づいて前記第２のＵＥに割り振られる、
請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　データについて料金を割り振ることが、前記第２のＵＥのために通信されるデータにつ
いて前記第１のＵＥにクレジットを与えることを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を確立することは、
　ＰＤＮ接続についての要求を受信することと、前記要求が前記第１のＵＥの識別子を含
む、
　前記要求されたＰＤＮ接続のための無線ベアラを生成することと
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＰＤＮ接続に関係する前記要求が前記第２のＵＥの前記識別子を含む、請求項５に
記載の方法。
【請求項７】
　前記ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を変更することが、前記第２のＵＥに
対応するデータと別のＵＥに対応するデータとの間を区別するためのトラフィックフロー
テンプレート（ＴＦＴ）を送ることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を変更することが、前記第２のＵＥに
関連する無線ベアラを生成することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　第１のユーザ機器（ＵＥ）からパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続に関係する
要求を受信するための手段と、ここにおいて、前記要求が第２のＵＥに関係する、
　前記要求に応答して、ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を確立または変更す
るための手段と、ここにおいて、前記接続を確立または変更することが、前記ゲートウェ
イに前記第２のＵＥの識別子を送ることを含む、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項１０】
　前記第２のＵＥのために前記第１のＵＥと前記ゲートウェイとの間で通信されるデータ
について前記第２のＵＥに料金を割り振るための手段をさらに備える、請求項９に記載の
装置。
【請求項１１】
　前記料金が、前記第２のＵＥの前記識別子に基づいて前記第２のＵＥに割り振られる、
請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　データについて料金を割り振るための前記手段が、前記第２のＵＥのために通信される
データについて前記第１のＵＥにクレジットを与える、請求項１０に記載の装置。
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【請求項１３】
　前記ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を確立するための前記手段が、ＰＤＮ
接続についての要求を受信するように構成され、前記要求が前記第１のＵＥの識別子を含
み、前記ＰＤＮ接続のための無線ベアラを生成するようにさらに構成された、請求項９に
記載の装置。
【請求項１４】
　前記ＰＤＮ接続に関係する前記要求が前記第２のＵＥの前記識別子を含む、請求項１３
に記載の装置。
【請求項１５】
　接続を変更するための前記手段が、前記第２のＵＥに対応するデータと別のＵＥに対応
するデータとの間を区別するためのトラフィックフローテンプレート（ＴＦＴ）を送る、
請求項９に記載の装置。
【請求項１６】
　前記ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を変更するための前記手段が、前記第
２のＵＥに関連する無線ベアラを生成する、請求項９に記載の装置。
【請求項１７】
　　第１のユーザ機器（ＵＥ）からパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続に関係す
る要求を受信することと、ここにおいて、前記要求が第２のＵＥに関係する、
　　前記要求に応答して、ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を確立または変更
することと、ここにおいて、前記接続を確立または変更するとき、処理システムが前記ゲ
ートウェイに前記第２のＵＥの識別子を送る
　を行うように構成された、処理システム
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項１８】
　　第１のユーザ機器（ＵＥ）からパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続に関係す
る要求を受信するためのコードと、ここにおいて、前記要求が第２のＵＥに関係する、
　　前記要求に応答して、ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を確立または変更
するためのコードと、ここにおいて、前記接続を確立または変更することが、前記ゲート
ウェイに前記第２のＵＥの識別子を送ることを含む、
　を備えるコンピュータ可読非一時的媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項１９】
　コロケートされたユーザ機器を通してパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）に接続さ
れている間、端末ユーザ機器（ＴＵＥ）との接続を確立することと、
　ゲートウェイとの接続を確立または変更することと、ここにおいて、前記接続を確立ま
たは変更することが、前記ゲートウェイに前記ＴＵＥの識別子を送ることを含む、
　前記ゲートウェイとの前記確立または変更された接続を使用して前記ＴＵＥと前記ＰＤ
Ｎとの間でデータを中継することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項２０】
　ＰＤＮ料金が、前記ＴＵＥと前記ＰＤＮとの間で中継される前記データに基づいて前記
ＴＵＥに割り振られる、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ＴＵＥと前記ＰＤＮとの間で中継される前記データに基づいてクレジットを受信す
ることをさらに備える、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記ゲートウェイとの接続を確立または変更することが、前記ＴＵＥに関連する無線ベ
アラを要求することを含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ゲートウェイとの接続を変更することが、前記ＴＵＥに対応するデータと別のＵＥ
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に対応するデータとの間を区別するためのトラフィックフローテンプレート（ＴＦＴ）を
送ることを含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２４】
　コロケートされたユーザ機器を通してパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）に接続さ
れている間、端末ユーザ機器（ＴＵＥ）との接続を確立するための手段と、
　ゲートウェイとの接続を確立または変更するための手段と、ここにおいて、前記接続を
確立または変更するための前記手段が、前記ゲートウェイに前記ＴＵＥの識別子を送る、
　前記ゲートウェイとの前記確立または変更された接続を使用して前記ＴＵＥと前記ＰＤ
Ｎとの間でデータを中継するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項２５】
　前記ＴＵＥと前記ＰＤＮとの間で中継される前記データに基づいて前記ＴＵＥにＰＤＮ
料金が割り振られる、請求項２４に記載の装置。
【請求項２６】
　前記ＴＵＥと前記ＰＤＮとの間で中継される前記データについてクレジットが受信され
る、請求項２４に記載の装置。
【請求項２７】
　前記ゲートウェイとの接続を確立または変更するための前記手段が、前記ＴＵＥに関連
する無線ベアラを要求する、請求項２４に記載の装置。
【請求項２８】
　前記ゲートウェイとの接続を変更するための前記手段が、前記ＴＵＥに対応するデータ
と別のＵＥに対応するデータとの間を区別するためのトラフィックフローテンプレート（
ＴＦＴ）を送る、請求項２４に記載の装置。
【請求項２９】
　　コロケートされたユーザ機器を通してパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）に接続
されている間、端末ユーザ機器（ＴＵＥ）との接続を確立することと、
　　ゲートウェイとの接続を確立または変更することと、ここにおいて、前記接続を確立
または変更するとき、処理システムが、前記ゲートウェイに前記ＴＵＥの識別子を送るよ
うに構成された、
　　前記ゲートウェイとの前記確立または変更された接続を使用して前記ＴＵＥと前記Ｐ
ＤＮとの間でデータを中継することと
　を行うように構成された、処理システム
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項３０】
　　コロケートされたユーザ機器を通してパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）に接続
されている間、端末ユーザ機器（ＴＵＥ）との接続を確立するためのコードと、
　　ゲートウェイとの接続を確立または変更するためのコードと、ここにおいて、前記接
続を確立または変更することが、前記ゲートウェイに前記ＴＵＥの識別子を送ることを含
む、
　　前記ゲートウェイとの前記確立または変更された接続を使用して前記ＴＵＥと前記Ｐ
ＤＮとの間でデータを中継するためのコードと
　を備えるコンピュータ可読非一時的媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項３１】
　第１のｅノードＢとの接続を確立することと、
　前記第１のｅノードＢのタイプを判断することと、
　前記第１のｅノードＢが第２のｅノードＢにデータを中継するとき、ゲートウェイとの
仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）接続を確立することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項３２】
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　前記ＶＰＮ接続を介して通信されるデータに基づいてＰＤＮデータ料金が割り振られる
、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　前記第１のｅノードＢの前記タイプがリレーであると判断される、請求項３２に記載の
方法。
【請求項３４】
　前記第１のｅノードＢの前記タイプが、信用できるまたは信頼できないのうちの１つで
あると判断される、請求項３２に記載の方法。
【請求項３５】
　第１のｅノードＢとの接続を確立するための手段と、
　前記第１のｅノードＢのタイプを判断するための手段と、
　前記第１のｅノードＢが第２のｅノードＢにデータを中継するとき、ゲートウェイとの
仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）接続を確立するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項３６】
　前記ＶＰＮ接続を介して通信されるデータに基づいてＰＤＮデータ料金が割り振られる
、請求項３５に記載の装置。
【請求項３７】
　前記第１のｅノードＢの前記タイプがリレーであると判断される、請求項３６に記載の
装置。
【請求項３８】
　前記第１のｅノードＢの前記タイプが、信用できるまたは信頼できないのうちの１つで
あると判断される、請求項３６に記載の装置。
【請求項３９】
　　第１のｅノードＢとの接続を確立することと、
　　前記第１のｅノードＢのタイプを判断することと、
　　前記第１のｅノードＢが第２のｅノードＢにデータを中継するとき、ゲートウェイと
の仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）接続を確立することと
　を行うように構成された処理システム
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項４０】
　前記ＶＰＮ接続を介して通信されるデータに基づいてＰＤＮデータ料金が割り振られる
、請求項３９に記載の装置。
【請求項４１】
　　第１のｅノードＢとの接続を確立するためのコードと、
　　前記第１のｅノードＢのタイプを判断するためのコードと、
　　前記第１のｅノードＢが第２のｅノードＢにデータを中継するとき、ゲートウェイと
の仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）接続を確立するためのコードと
　を備えるコンピュータ可読非一時的媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項４２】
　前記ＶＰＮ接続を介して通信されるデータに基づいてＰＤＮデータ料金が割り振られる
、請求項４１に記載のコンピュータプログラム製品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　[0001]　本出願は、それらの全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、２０１
２年５月４日に出願された「Charging Over a User-Deployed Relay」と題する米国仮出
願第６１／６４３，０９４号、および２０１３年３月１４日に出願された「Charging Ove
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r a User-Deployed Relay」と題する米国特許出願第１３／８３１，４０８号の利益を主
張する。
【０００２】
　[0002]　本開示は、一般に通信システムに関し、より詳細には、ユーザ機器およびリレ
ーとして動作するワイヤレス通信デバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]　ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、および
ブロードキャストなどの様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。
典型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、帯域幅、
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
元接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例としては、符号分割多元接続（Ｃ
ＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭ
Ａ）システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア周波
数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、および時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ
－ＳＣＤＭＡ）システムがある。
【０００４】
　[0004]　これらの多元接続技術は、様々なワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さ
らには地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを提供するために、様々な電
気通信規格において採用されている。新生の電気通信規格の例は、ロングタームエボリュ
ーション（ＬＴＥ：Long Term Evolution）である。ＬＴＥは、第３世代パートナーシッ
ププロジェクト（３ＧＰＰ：Third Generation Partnership Project）によって公表され
たユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム（ＵＭＴＳ：Universal Mobi
le Telecommunications System）モバイル規格の拡張セットである。ＬＴＥは、スペクト
ル効率を改善することによってモバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良
くサポートし、コストを下げ、サービスを改善し、新しいスペクトルを利用し、また、ダ
ウンリンク（ＤＬ）上ではＯＦＤＭＡを使用し、アップリンク（ＵＬ）上ではＳＣ－ＦＤ
ＭＡを使用し、多入力多出力（ＭＩＭＯ）アンテナ技術を使用して他のオープン規格とよ
り良く統合するように設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセス
に対する需要が増加し続けるにつれて、ＬＴＥ技術のさらなる改善が必要である。好まし
くは、これらの改善は、他の多元接続技術と、これらの技術を採用する電気通信規格とに
適用可能であるべきである。
【発明の概要】
【０００５】
　[0005]　本開示の一態様では、ワイヤレスネットワーク中のネットワークエンティティ
が、ワイヤレスネットワーク上で通信されるデータにアカウントおよび課金するために協
働する。アカウンティングおよび課金は、ネットワークエンティティが、ワイヤレスネッ
トワーク中でリレーとして働く別のＵＥを通して通信するユーザ機器（ＵＥ：user equip
ment）に料金を適切に割り振ることを可能にする。
【０００６】
　[0006]　本開示の一態様では、１つまたは複数のネットワークエンティティが、第１の
ＵＥからパケットデータネットワーク（ＰＤＮ：packet data network）接続に関係する
要求を受信する。この要求は第２のＵＥに関係し得る。第１のＵＥはリレーｅノードＢを
備え得る。
【０００７】
　[0007]　本開示の一態様では、１つまたは複数のネットワークエンティティは、その要
求に応答して、ゲートウェイと第１のＵＥとの間の接続を確立または変更し得る。接続を
確立または変更することは、ゲートウェイに第２のＵＥの識別子を送ることを含み得る。
【０００８】
　[0008]　本開示の一態様では、第１のＵＥの識別子を含むＰＤＮ接続についての要求を
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受信し、要求されたＰＤＮ接続のための無線ベアラを生成した後に、ゲートウェイと第１
のＵＥとの間の接続が確立され得る。ＰＤＮ接続についての要求はまた、第２のＵＥの識
別子を含み得る。
【０００９】
　[0009]　本開示の一態様では、１つまたは複数のネットワークエンティティは、第２の
ＵＥのために第１のＵＥとゲートウェイとの間で通信されるデータについて第２のＵＥに
料金を割り振り得る。料金は、第２のＵＥの識別子に基づいて第２のＵＥに割り振られ得
る。データについて料金を割り振ることは、第２のＵＥのために通信されるデータについ
て第１のＵＥにクレジットを与えることを含み得る。第１のＵＥに対応するデータと別の
ＵＥに対応するデータとの間を区別するためのＴＦＴを使用して、データに料金が割り振
られ得る。
【００１０】
　[0010]　本開示の一態様では、ゲートウェイと第１のＵＥとの間の接続は、第２のＵＥ
に関連する無線ベアラを生成することによって変更され得る。
【００１１】
　[0011]　本開示の一態様では、リレーｅノードＢは、コロケートされたＵＥを通してＰ
ＤＮに接続されている間、端末ＵＥとの接続を確立し得る。ゲートウェイとの接続が確立
または変更され得る。ゲートウェイとの接続を確立または変更することは、ゲートウェイ
に端末ＵＥの識別子を送ることを含み得る。ゲートウェイとの接続を確立または変更する
ことは、端末ＵＥに関連する無線ベアラを要求することをさらに含む。
【００１２】
　[0012]　本開示の一態様では、リレーｅノードＢは、ゲートウェイとの確立または変更
された接続を使用して端末ＵＥとＰＤＮとの間でデータを中継し得る。端末ＵＥとＰＤＮ
との間で中継されるデータに基づいてＰＤＮ料金が端末ＵＥに割り振られる。
【００１３】
　[0013]　本開示の一態様では、リレーｅノードＢは、端末ＵＥとＰＤＮとの間で中継さ
れるデータに基づいてクレジットを受信し得る。
【００１４】
　[0014]　端末ＵＥに割り振られるＰＤＮ料金は、端末ＵＥに対応するデータと別のＵＥ
に対応するデータとの間を区別するためのテンプレートを使用して割り振られ得る。
【００１５】
　[0015]　本開示の一態様では、端末ＵＥが、リレーであり得る第１のｅノードＢとの接
続を確立し得る。端末ＵＥは、第１のｅノードＢのタイプを判断し得る。第１のｅノード
Ｂのタイプは、信用できるまたは信頼できないのいずれかであると判断され得る。第１の
ｅノードＢが第２のｅノードＢにデータを中継するとき、端末ＵＥはゲートウェイとのＶ
ＰＮ接続を確立し得る。ＶＰＮ接続を介して通信されるデータに基づいてＰＤＮデータ料
金が割り振られ得る。ＶＰＮ接続を通して通信されるデータに基づいてｅノードＢにＰＤ
Ｎデータのクレジットが与えられ得る。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】[0016]　ネットワークアーキテクチャの例を示す図。
【図２】[0017]　アクセスネットワークの例を示す図。
【図３】[0018]　ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造の例を示す図。
【図４】[0019]　ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の例を示す図。
【図５】[0020]　ユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロトコルアーキテク
チャの例を示す図。
【図６】[0021]　アクセスネットワーク中の発展型ノードＢおよびユーザ機器の例を示す
図。
【図７】[0022]　ＵＥがリレーサービスを提供するように構成されたネットワークを示す
図。
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【図８】[0023]　リレーサービスを提供するように設計されたＵＥを示す図。
【図９】[0024]　リレーサービスを提供するように設計されたＵＥを示す図。
【図１０】[0025]　ワイヤレス通信の方法に関係する簡略コールフロー図。
【図１１Ａ】[0026]　ユーザ展開されたリレーを介して課金することを示す図。
【図１１Ｂ】ユーザ展開されたリレーを介して課金することを示す図。
【図１２】[0027]　ユーザ展開されたリレーを介して課金することを示す図。
【図１３】[0028]　ワイヤレス通信の方法に関係する簡略コールフロー図。
【図１４】[0029]　ワイヤレス通信の方法に関係するフローチャートを含む図。
【図１５】[0030]　ワイヤレス通信の方法のフローチャート。
【図１６】[0031]　例示的な装置中の異なるモジュール／手段／構成要素間のデータフロ
ーを示す概念データフロー図。
【図１７】[0032]　処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の例を示
す図。
【図１８】[0033]　例示的な装置中の異なるモジュール／手段／構成要素間のデータフロ
ーを示す概念データフロー図。
【図１９】[0034]　処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の例を示
す図。
【図２０】[0035]　例示的な装置中の異なるモジュール／手段／構成要素間のデータフロ
ーを示す概念データフロー図。
【図２１】[0036]　処理システムを採用する装置のためのハードウェア実装形態の例を示
す図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　[0037]　添付の図面に関して以下に示す発明を実施するための形態は、様々な構成を説
明するものであり、本明細書で説明する概念が実施され得る唯一の構成を表すものではな
い。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細
を含む。ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者
には明らかであろう。いくつかの例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よく
知られている構造および構成要素をブロック図の形式で示す。
【００１８】
　[0038]　次に、様々な装置および方法に関して電気通信システムのいくつかの態様を提
示する。これらの装置および方法について、以下の詳細な説明において説明し、（「要素
」と総称される）様々なブロック、モジュール、構成要素、回路、ステップ、プロセス、
アルゴリズムなどによって添付の図面に示す。これらの要素は、電子ハードウェア、コン
ピュータソフトウェア、またはそれらの任意の組合せを使用して実装され得る。そのよう
な要素をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特定の適用
例および全体的なシステムに課された設計制約に依存する。
【００１９】
　[0039]　例として、要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、１
つまたは複数のプロセッサを含む「処理システム」を用いて実装され得る。プロセッサの
例には、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ
）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバイス
（ＰＬＤ）、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたっ
て説明する様々な機能を実行するように構成された他の好適なハードウェアがある。処理
システム中の１つまたは複数のプロセッサはソフトウェアを実行し得る。ソフトウェアは
、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言
語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラム
コード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソ
フトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブ
ジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数などを意味すると広く解釈
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されたい。
【００２０】
　[0040]　したがって、１つまたは複数の例示的な実施形態では、説明する機能は、ハー
ドウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る
。ソフトウェアで実装した場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に記憶されるか、ある
いはコンピュータ可読媒体上に１つまたは複数の命令またはコードとして符号化され得る
。コンピュータ可読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
ってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのよ
うなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯ
Ｍまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージ
デバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送または
記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を
備えることができる。本明細書で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）は、
コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光ディ
スク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）デ
ィスク（disk）およびブルーレイ（登録商標）ディスク（disc）を含み、この場合、ディ
スク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）はデータをレーザー
で光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである
。
【００２１】
　[0041]　図１は、ＬＴＥネットワークアーキテクチャ１００を示す図である。ＬＴＥネ
ットワークアーキテクチャ１００は発展型パケットシステム（ＥＰＳ：Evolved Packet S
ystem）１００と呼ばれることがある。ＥＰＳ１００は、１つまたは複数のユーザ機器（
ＵＥ）１０２と、発展型ＵＭＴＳ地上波無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ：Ev
olved UMTS Terrestrial Radio Access Network）１０４と、発展型パケットコア（ＥＰ
Ｃ：Evolved Packet Core）１１０と、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ：Home Subscriber S
erver）１２０と、事業者のＩＰサービス１２２とを含み得る。ＥＰＳは他のアクセスネ
ットワークと相互接続することができるが、簡単のために、それらのエンティティ／イン
ターフェースは図示していない。図示のように、ＥＰＳはパケット交換サービスを提供す
るが、当業者なら容易に諒解するように、本開示全体にわたって提示する様々な概念は、
回線交換サービスを提供するネットワークに拡張され得る。
【００２２】
　[0042]　Ｅ－ＵＴＲＡＮは、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）１０６と他のｅＮＢ１０８とを
含む。ｅＮＢ１０６は、ＵＥ１０２に対してユーザプレーンプロトコル終端と制御プレー
ンプロトコル終端とを与える。ｅＮＢ１０６は、バックホール（たとえば、Ｘ２インター
フェース）を介して他のｅＮＢ１０８に接続され得る。ｅＮＢ１０６は、基地局、トラン
シーバ基地局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット
（ＢＳＳ：basic service set）、拡張サービスセット（ＥＳＳ：extended service set
）、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。ｅＮＢ１０６は、ＵＥ１０２
にＥＰＣ１１０へのアクセスポイントを与える。ＵＥ１０２の例としては、セルラーフォ
ン、スマートフォン、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ：session initiation protoco
l）フォン、ラップトップ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、衛星ラジオ、全地球測位システム
、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ（たとえば、
ＭＰ３プレーヤ）、カメラ、ゲーム機、または任意の他の同様の機能デバイスがある。Ｕ
Ｅ１０２は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、
ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤレスデバイス、ワイ
ヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端
末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクラ
イアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。
【００２３】
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　[0043]　ｅＮＢ１０６はＳ１インターフェースによってＥＰＣ１１０に接続される。Ｅ
ＰＣ１１０は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ：Mobility Management Entity）１
１２と、他のＭＭＥ１１４と、サービングゲートウェイ１１６と、パケットデータネット
ワーク（ＰＤＮ：Packet Data Network）ゲートウェイ１１８とを含む。ＭＭＥ１１２は
、ＵＥ１０２とＥＰＣ１１０との間のシグナリングを処理する制御ノードである。概して
、ＭＭＥ１１２はベアラおよび接続管理を行う。すべてのユーザＩＰパケットはサービン
グゲートウェイ１１６を通して転送され、サービングゲートウェイ１１６自体はＰＤＮゲ
ートウェイ１１８に接続される。ＰＤＮゲートウェイ１１８はＵＥのＩＰアドレス割振り
ならびに他の機能を与える。ＰＤＮゲートウェイ１１８は事業者のＩＰサービス１２２に
接続される。事業者のＩＰサービス１２２は、インターネットと、イントラネットと、Ｉ
Ｐマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ：IP Multimedia Subsystem）と、ＰＳストリー
ミングサービス（ＰＳＳ：PS Streaming Service）とを含み得る。
【００２４】
　[0044]　図２は、ＬＴＥネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク２
００の例を示す図である。この例では、アクセスネットワーク２００は、いくつかのセル
ラー領域（セル）２０２に分割される。１つまたは複数のより低い電力クラスのｅＮＢ２
０８は、セル２０２のうちの１つまたは複数と重複するセルラー領域２１０を有し得る。
より低い電力クラスのｅＮＢ２０８は、フェムトセル（たとえば、ホームｅＮＢ（ＨｅＮ
Ｂ））、ピコセル、マイクロセル、またはリモートラジオヘッド（ＲＲＨ：remote radio
 head）であり得る。マクロｅＮＢ２０４は各々、それぞれのセル２０２に割り当てられ
、セル２０２中のすべてのＵＥ２０６にＥＰＣ１１０へのアクセスポイントを与えるよう
に構成される。アクセスネットワーク２００のこの例には集中コントローラはないが、代
替構成では集中コントローラが使用され得る。ｅＮＢ２０４は、無線ベアラ制御、承認制
御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュリティ、およびサービングゲートウェイ
１１６への接続性を含む、すべての無線関係機能を担当する。
【００２５】
　[0045]　アクセスネットワーク２００によって採用される変調および多元接続方式は、
展開されている特定の電気通信規格に応じて異なり得る。ＬＴＥ適用例では、周波数分割
複信（ＦＤＤ：frequency division duplexing）と時分割複信（ＴＤＤ：time division 
duplexing）の両方をサポートするために、ＯＦＤＭがＤＬ上で使用され、ＳＣ－ＦＤＭ
ＡがＵＬ上で使用される。当業者なら以下の詳細な説明から容易に諒解するように、本明
細書で提示する様々な概念は、ＬＴＥ適用例に好適である。ただし、これらの概念は、他
の変調および多元接続技法を採用する他の電気通信規格に容易に拡張され得る。例として
、これらの概念は、エボリューションデータオプティマイズド（ＥＶ－ＤＯ：Evolution-
Data Optimized）またはウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ：Ultra Mobile Broad
band）に拡張され得る。ＥＶ－ＤＯおよびＵＭＢは、ＣＤＭＡ２０００規格ファミリーの
一部として第３世代パートナーシッププロジェクト２（３ＧＰＰ２：3rd Generation Par
tnership Project 2）によって公表されたエアインターフェース規格であり、ＣＤＭＡを
利用して移動局にブロードバンドインターネットアクセスを提供する。これらの概念はま
た、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ（登録商標））、ならびにＴＤ－ＳＣＤＭＡ、ＴＤＭ
Ａを採用するモバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標）：Global System 
for Mobile Communications）、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ：Evolved UTRA）、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登
録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、およびＯＦＤＭＡを採用するＦｌａｓｈ－ＯＦＤＭ
など、ＣＤＭＡの他の変形態を採用するユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ：Un
iversal Terrestrial Radio Access）に拡張され得る。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴ
Ｓ、ＬＴＥおよびＧＳＭは、３ＧＰＰ団体からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２００
０およびＵＭＢは、３ＧＰＰ２団体からの文書に記載されている。採用される実際のワイ
ヤレス通信規格および多元接続技術は、特定の適用例およびシステムに課された全体的な
設計制約に依存することになる。
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【００２６】
　[0046]　ｅＮＢ２０４は、ＭＩＭＯ技術をサポートする複数のアンテナを有し得る。Ｍ
ＩＭＯ技術の使用により、ｅＮＢ２０４は、空間多重化、ビームフォーミング、および送
信ダイバーシティをサポートするために空間領域を活用することが可能になる。空間多重
化は、データの異なるストリームを同じ周波数上で同時に送信するために使用され得る。
データストリームは、データレートを増加させるために単一のＵＥ２０６に送信されるか
、または全体的なシステム容量を増加させるために複数のＵＥ２０６に送信され得る。こ
れは、各データストリームを空間的にプリコードし（すなわち、振幅および位相のスケー
リングを適用し）、次いでＤＬ上で複数の送信アンテナを通して空間的にプリコードされ
た各ストリームを送信することによって達成される。空間的にプリコードされたデータス
トリームは、異なる空間シグナチャとともに（１つまたは複数の）ＵＥ２０６に到着し、
これにより、（１つまたは複数の）ＵＥ２０６の各々がそのＵＥ２０６に宛てられた１つ
または複数のデータストリームを復元することが可能になる。ＵＬ上で、各ＵＥ２０６は
、空間的にプリコードされたデータストリームを送信し、これにより、ｅＮＢ２０４は、
空間的にプリコードされた各データストリームのソースを識別することが可能になる。
【００２７】
　[0047]　空間多重化は、概して、チャネル状態が良好であるときに使用される。チャネ
ル状態があまり良好でないときは、送信エネルギーを１つまたは複数の方向に集中させる
ためにビームフォーミングが使用され得る。これは、複数のアンテナを通して送信するた
めのデータを空間的にプリコードすることによって達成され得る。セルのエッジにおいて
良好なカバレージを達成するために、送信ダイバーシティと組み合わせてシングルストリ
ームビームフォーミング送信が使用され得る。
【００２８】
　[0048]　以下の詳細な説明では、ＤＬ上でＯＦＤＭをサポートするＭＩＭＯシステムを
参照しながらアクセスネットワークの様々な態様について説明する。ＯＦＤＭは、ＯＦＤ
Ｍシンボル内のいくつかのサブキャリアを介してデータを変調するスペクトル拡散技法で
ある。サブキャリアは正確な周波数で離間する。離間は、受信機がサブキャリアからデー
タを復元することを可能にする「直交性（orthogonality）」を与える。時間領域では、
ＯＦＤＭシンボル間干渉をなくすために、ガードインターバル（たとえば、サイクリック
プレフィックス）が各ＯＦＤＭシンボルに追加され得る。ＵＬは、高いピーク対平均電力
比（ＰＡＰＲ：peak-to-average power ratio）を補償するために、ＳＣ－ＦＤＭＡをＤ
ＦＴ拡散ＯＦＤＭ信号の形態で使用し得る。
【００２９】
　[0049]　図３は、ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造の例を示す図３００である。フレー
ム（１０ｍｓ）は、等しいサイズの１０個のサブフレームに分割され得る。各サブフレー
ムは、２つの連続するタイムスロットを含み得る。２つのタイムスロットを表すためにリ
ソースグリッドが使用され得、各タイムスロットはリソースブロックを含む。リソースグ
リッドは複数のリソース要素に分割される。ＬＴＥでは、リソースブロックは、周波数領
域中に１２個の連続サブキャリアを含んでおり、各ＯＦＤＭシンボル中のノーマルサイク
リックプレフィックスについて、時間領域中に７個の連続ＯＦＤＭシンボル、または８４
個のリソース要素を含んでいる。拡張サイクリックプレフィックスについて、リソースブ
ロックは、時間領域中に６個の連続ＯＦＤＭシンボルを含んでおり、７２個のリソース要
素を有する。Ｒ３０２、３０４として示されるリソース要素のいくつかはＤＬ基準信号（
ＤＬ－ＲＳ：DL reference signal）を含む。ＤＬ－ＲＳは、（共通ＲＳと呼ばれること
もある）セル固有ＲＳ（ＣＲＳ：Cell-specific RS）３０２と、ＵＥ固有ＲＳ（ＵＥ－Ｒ
Ｓ：UE-specific RS）３０４とを含む。ＵＥ－ＲＳ３０４は、対応する物理ＤＬ共有チャ
ネル（ＰＤＳＣＨ）がマッピングされるリソースブロック上のみで送信される。各リソー
ス要素によって搬送されるビット数は変調方式に依存する。すなわち、ＵＥが受信するリ
ソースブロックが多いほど、また変調方式が高いほど、ＵＥのデータレートは高くなる。
【００３０】
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　[0050]　図４は、ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の例を示す図４００である。ＵＬの
ための利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御セクションとに区分され
得る。制御セクションは、システム帯域幅の２つのエッジにおいて形成され得、構成可能
なサイズを有し得る。制御セクション中のリソースブロックは、制御情報を送信するため
にＵＥに割り当てられ得る。データセクションは、制御セクション中に含まれないすべて
のリソースブロックを含み得る。ＵＬフレーム構造は、データセクション中の連続するサ
ブキャリアのすべてを単一のＵＥに割り当てることを可能にし得る連続サブキャリアを含
むデータセクションを生じる。
【００３１】
　[0051]　ＵＥには、ｅＮＢに制御情報を送信するために、制御セクション中のリソース
ブロック４１０ａ、４１０ｂが割り当てられ得る。ＵＥには、ｅＮＢにデータを送信する
ために、データセクション中のリソースブロック４２０ａ、４２０ｂも割り当てられ得る
。ＵＥは、制御セクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理ＵＬ制御チャネ
ル（ＰＵＣＣＨ：physical UL control channel）中で制御情報を送信し得る。ＵＥは、
データセクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理ＵＬ共有チャネル（ＰＵ
ＳＣＨ：physical UL shared channel）中でデータのみまたはデータと制御情報の両方を
送信し得る。ＵＬ送信は、サブフレームの両方のスロットにわたり得、周波数上でホッピ
ングし得る。
【００３２】
　[0052]　初期システムアクセスを実行し、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ
：physical random access channel）４３０中でＵＬ同期を達成するためにリソースブロ
ックのセットが使用され得る。ＰＲＡＣＨ４３０は、ランダムシーケンスを搬送し、いか
なるＵＬデータ／シグナリングも搬送することができない。各ランダムアクセスプリアン
ブルは、６つの連続するリソースブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数はネ
ットワークによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、あ
る時間リソースおよび周波数リソースに制限される。周波数ホッピングはＰＲＡＣＨには
ない。ＰＲＡＣＨ試みは単一のサブフレーム（１ｍｓ）中でまたは少数の連続サブフレー
ムのシーケンス中で搬送され、ＵＥは、フレーム（１０ｍｓ）ごとに単一のＰＲＡＣＨ試
みだけを行うことができる。
【００３３】
　[0053]　図５は、ＬＴＥにおけるユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プロ
トコルアーキテクチャの例を示す図５００である。ＵＥおよびｅＮＢのための無線プロト
コルアーキテクチャは、レイヤ１と、レイヤ２と、レイヤ３との３つのレイヤとともに示
されている。レイヤ１（Ｌ１レイヤ）は最下位レイヤであり、様々な物理レイヤ信号処理
機能を実装する。Ｌ１レイヤを本明細書では物理レイヤ５０６と呼ぶ。レイヤ２（Ｌ２レ
イヤ）５０８は、物理レイヤ５０６の上にあり、物理レイヤ５０６を介したＵＥとｅＮＢ
との間のリンクを担当する。
【００３４】
　[0054]　ユーザプレーンでは、Ｌ２レイヤ５０８は、ネットワーク側のｅＮＢにおいて
終端される、媒体アクセス制御（ＭＡＣ：media access control）サブレイヤ５１０と、
無線リンク制御（ＲＬＣ：radio link control）サブレイヤ５１２と、パケットデータコ
ンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ：packet data convergence protocol）５１４サブ
レイヤとを含む。図示されていないが、ＵＥは、ネットワーク側のＰＤＮゲートウェイ１
１８において終端されるネットワークレイヤ（たとえば、ＩＰレイヤ）と、接続の他端（
たとえば、ファーエンドＵＥ、サーバなど）において終端されるアプリケーションレイヤ
とを含むＬ２レイヤ５０８の上にいくつかの上位レイヤを有し得る。
【００３５】
　[0055]　ＰＤＣＰサブレイヤ５１４は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間で多重
化を行う。ＰＤＣＰサブレイヤ５１４はまた、無線送信オーバーヘッドを低減するために
上位レイヤデータパケットのヘッダ圧縮と、データパケットを暗号化することによるセキ
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ュリティと、ＵＥに対するｅＮＢ間のハンドオーバサポートとを与える。ＲＬＣサブレイ
ヤ５１２は、上位レイヤデータパケットのセグメンテーションおよび再統合と、紛失デー
タパケットの再送信と、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ：hybrid automatic repea
t request）による、順序が乱れた受信を補正するデータパケットの並べ替えとを行う。
ＭＡＣサブレイヤ５１０は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化を行
う。ＭＡＣサブレイヤ５１０はまた、ＵＥの間で１つのセル中の様々な無線リソース（た
とえば、リソースブロック）を割り振ることを担当する。ＭＡＣサブレイヤ５１０はまた
ＨＡＲＱ動作を担当する。
【００３６】
　[0056]　制御プレーンでは、ＵＥおよびｅＮＢのための無線プロトコルアーキテクチャ
は、制御プレーンのためのヘッダ圧縮機能がないことを除いて、物理レイヤ５０６および
Ｌ２レイヤ５０８について実質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ３（Ｌ３レ
イヤ）中に無線リソース制御（ＲＲＣ：radio resource control）サブレイヤ５１６を含
む。ＲＲＣサブレイヤ５１６は、無線リソース（すなわち、無線ベアラ）を取得すること
と、ｅＮＢとＵＥとの間のＲＲＣシグナリングを使用して下位レイヤを構成することとを
担当する。
【００３７】
　[0057]　図６は、アクセスネットワーク中でＵＥ６５０と通信しているｅＮＢ６１０の
ブロック図である。ＤＬでは、コアネットワークからの上位レイヤパケットが、コントロ
ーラ／プロセッサ６７５に与えられる。コントローラ／プロセッサ６７５は、Ｌ２レイヤ
の機能を実装する。ＤＬでは、コントローラ／プロセッサ６７５は、様々な優先度メトリ
ックに基づいてヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメント化および並べ替えと、論
理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化と、ＵＥ６５０への無線リソース割
振りとを行う。コントローラ／プロセッサ６７５はまた、ＨＡＲＱ動作と、紛失パケット
の再送信と、ＵＥ６５０へのシグナリングとを担当する。
【００３８】
　[0058]　送信（ＴＸ）プロセッサ６１６は、Ｌ１レイヤ（すなわち、物理レイヤ）のた
めの様々な信号処理機能を実装する。信号処理機能は、ＵＥ６５０における前方誤り訂正
（ＦＥＣ：forward error correction）と、様々な変調方式（たとえば、２位相シフトキ
ーイング（ＢＰＳＫ：binary phase-shift keying）、４位相シフトキーイング（ＱＰＳ
Ｋ：quadrature phase-shift keying）、Ｍ位相シフトキーイング（Ｍ－ＰＳＫ：M-phase
-shift keying）、多値直交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ：M-quadrature amplitude modulation
））に基づいた信号コンスタレーションへのマッピングとを可能にするために、コーディ
ングとインターリービングとを含む。次いで、符号化され変調されたシンボルは並列スト
リームに分割される。各ストリームは、次いでＯＦＤＭサブキャリアにマッピングされ、
時間領域および／または周波数領域中で基準信号（たとえば、パイロット）と多重化され
、次いで逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ：Inverse Fast Fourier Transform）を使用して
互いに合成されて、時間領域ＯＦＤＭシンボルストリームを搬送する物理チャネルを生成
する。ＯＦＤＭストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコー
ドされる。チャネル推定器６７４からのチャネル推定値は、符号化および変調方式を判断
するために、ならびに空間処理のために使用され得る。チャネル推定値は、ＵＥ６５０に
よって送信される基準信号および／またはチャネル状態フィードバックから導出され得る
。次いで、各空間ストリームは、別個の送信機６１８ＴＸを介して異なるアンテナ６２０
に与えられる。各送信機６１８ＴＸは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでＲＦキ
ャリアを変調する。
【００３９】
　[0059]　ＵＥ６５０において、各受信機６５４ＲＸは、そのそれぞれのアンテナ６５２
を通して信号を受信する。各受信機６５４ＲＸは、ＲＦキャリア上に変調された情報を復
元し、受信（ＲＸ）プロセッサ６５６に情報を与える。ＲＸプロセッサ６５６は、Ｌ１レ
イヤの様々な信号処理機能を実装する。ＲＸプロセッサ６５６は、ＵＥ６５０に宛てられ
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た任意の空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を実行する。複数の空
間ストリームがＵＥ６５０に宛てられた場合、それらはＲＸプロセッサ６５６によって単
一のＯＦＤＭシンボルストリームに合成され得る。ＲＸプロセッサ６５６は、次いで高速
フーリエ変換（ＦＦＴ：Fast Fourier Transform）を使用してＯＦＤＭシンボルストリー
ムを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、ＯＦＤＭ信号のサブキャリ
アごとに別々のＯＦＤＭシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボルと基
準信号とは、ｅＮＢ６１０によって送信される、可能性が最も高い信号のコンスタレーシ
ョンポイントを判断することによって復元され、復調される。これらの軟判定は、チャネ
ル推定器６５８によって計算されるチャネル推定値に基づき得る。軟判定は、次いで、物
理チャネル上でｅＮＢ６１０によって最初に送信されたデータおよび制御信号を復元する
ために復号され、デインターリーブされる。データおよび制御信号は、次いで、コントロ
ーラ／プロセッサ６５９に与えられる。
【００４０】
　[0060]　コントローラ／プロセッサ６５９はＬ２レイヤを実装する。コントローラ／プ
ロセッサは、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ６６０に関連付けられ得る。
メモリ６６０はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ＵＬでは、コントローラ／
プロセッサ６５９は、コアネットワークからの上位レイヤパケットを復元するために、ト
ランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、復
号と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを行う。上位レイヤパケットは、次いで、Ｌ２レイ
ヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表すデータシンク６６２に与えられる。また、様々
な制御信号がＬ３処理のためにデータシンク６６２に与えられ得る。コントローラ／プロ
セッサ６５９はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートするために肯定応答（ＡＣＫ）および／ま
たは否定応答（ＮＡＣＫ）プロトコルを使用した誤り検出を担当する。
【００４１】
　[0061]　ＵＬでは、データソース６６７は、コントローラ／プロセッサ６５９に上位レ
イヤパケットを与えるために使用される。データソース６６７は、Ｌ２レイヤの上のすべ
てのプロトコルレイヤを表す。ｅＮＢ６１０によるＤＬ送信に関して説明した機能と同様
に、コントローラ／プロセッサ６５９は、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメン
ト化および並べ替えと、ｅＮＢ６１０による無線リソース割振りに基づいた論理チャネル
とトランスポートチャネルとの間の多重化とを行うことによって、ユーザプレーンおよび
制御プレーンのためのＬ２レイヤを実装する。コントローラ／プロセッサ６５９はまた、
ＨＡＲＱ動作、紛失パケットの再送信、およびｅＮＢ６１０へのシグナリングを担当する
。
【００４２】
　[0062]　ｅＮＢ６１０によって送信される基準信号またはフィードバックからの、チャ
ネル推定器６５８によって導出されるチャネル推定値は、適切な符号化および変調方式を
選択することと、空間処理を可能にすることとを行うために、ＴＸプロセッサ６６８によ
って使用され得る。ＴＸプロセッサ６６８によって生成される空間ストリームは、別個の
送信機６５４ＴＸを介して異なるアンテナ６５２に与えられる。各送信機６５４ＴＸは、
送信のためにそれぞれの空間ストリームでＲＦキャリアを変調する。
【００４３】
　[0063]　ＵＬ送信は、ＵＥ６５０における受信機機能に関して説明した方法と同様の方
法でｅＮＢ６１０において処理される。各受信機６１８ＲＸは、そのそれぞれのアンテナ
６２０を通して信号を受信する。各受信機６１８ＲＸは、ＲＦキャリア上で変調された情
報を復元し、ＲＸプロセッサ６７０に情報を与える。ＲＸプロセッサ６７０はＬ１レイヤ
を実装し得る。
【００４４】
　[0064]　コントローラ／プロセッサ６７５はＬ２レイヤを実装する。コントローラ／プ
ロセッサ６７５は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ６７６に関連し得る。
メモリ６７６は、コンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ＵＬでは、コントローラ
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／プロセッサ６７５は、ＵＥ６５０からの上位レイヤパケットを復元するために、トラン
スポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと、復号（
decipher）と、ヘッダ復元（decompression）と、制御信号処理とを行う。コントローラ
／プロセッサ６７５からの上位レイヤパケットはコアネットワークに与えられ得る。コン
トローラ／プロセッサ６７５はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートするためにＡＣＫおよび／
またはＮＡＣＫプロトコルを使用した誤り検出を担当する。
【００４５】
　[0065]　図７は、ＵＥ　ｅノードＢ（ＵｅＮＢ）７０２または７０４が端末ＵＥ（ＴＵ
Ｅ：terminal UE）７１２または７１４にネットワーク接続性を与えるネットワークを示
す図７００である。ＵｅＮＢ７０２または７０４は、他のＴＵＥ７１２または７１４にネ
ットワーク接続性を与えるｅノードＢとして働くために、ＵｅＮＢ７０２または７０４の
利用可能性を広告し得る。一例では、ＵｅＮＢ７０４は、認可スペクトルにおいてＬＴＥ
を含み得るワイヤレスバックホール７０８を有し、ＵｅＮＢ７０４は、ワイヤレスアクセ
スチャネル７１８を通してＴＵＥ７１４にネットワークサービスを提供し得る。別の例で
は、ＵｅＮＢ７０２は、ワイヤードバックホール７０６を有し、ワイヤレスアクセスチャ
ネル７１６を通してＴＵＥ７１２にネットワークサービスを提供する。
【００４６】
　[0066]　アクセスホップ７１６および７１８上で、ＵｅＮＢ７０２とＵｅＮＢ７０４の
両方は、ＰＨＹ－ＭＡＣ観点から、本質的にセルのように挙動する。ＵｅＮＢ７０２およ
び７０４は、典型的なｅＮＢ７１０またはネットワークリレー（図示せず）によって採用
される節電技法に加えていくつかの節電技法を組み込み得る。
【００４７】
　[0067]　図７の例では、ＵｅＮＢ７０２はバックホールをワイヤードデバイスとして与
えるが、ＵｅＮＢ７０４はワイヤレスバックホールを与える。リレーとして機能するとき
、ＵｅＮＢ７０４はｅＮＢとＵＥの両方として動作し得る。ＵｅＮＢ７０４は、バックホ
ール７０８上でドナーｅＮＢ７１０と通信し、物理／ＭＡＣレイヤ（ＰＨＹ－ＭＡＣ）観
点から、本質的にＵＥのように挙動する。低トラフィックアクティビティの期間中に、Ｕ
ｅＮＢ７０４は、節電またはネットワーク負荷緩和の目的で、バックホールホップ７０８
上で、間欠受信（ＤＲＸ）モード、またはアイドルモードに入り得る。
【００４８】
　[0068]　ＵｅＮＢ７０４は、ＬＴＥ、またはＧＳＭ、１ｘ／ＤＯなどの別の無線アクセ
ス技術（ＲＡＴ：Radio Access Technology）上でバックホールを与え得る。ＵｅＮＢ７
０４は、データをアクティブに送信しているいずれかのＴＵＥ７１４にアクティブに接続
されている場合、一般にバックホールリンク上で接続モードにある。ＵｅＮＢ７０４は、
すべての接続されたＴＵＥ７１４もＤＲＸモードにある場合、バックホールリンク上でＤ
ＲＸモードにあり得る。ＵｅＮＢ７０４がバックホールリンク上でネットワークによって
解放されたとき、すべての接続されたＴＵＥ７１４は一般にＵｅＮＢ７０４によって解放
される。
【００４９】
　[0069]　ＵｅＮＢ７０４は、ＴＵＥ７１２または７１４のいずれもＵｅＮＢ７０４に接
続されていないとき、ＴＵＥ７１２、７１４へのアクセスを広告するためにバックホール
上でＲＲＣアイドルモードまたはＲＲＣ接続モードにあり得る。いくつかの実施形態では
、ＵｅＮＢ７０４は、ＴＵＥ７１４のためにより長い全体的な呼セットアップ時間を生じ
ることなしにバッテリー電力を節約するために、ＤＲＸモードを使用することのほうを優
先してバックホールリンク上でＲＲＣアイドルモードを使用するのを控える。
【００５０】
　[0070]　ＴＵＥ７１４が接続を確立することを試みるときにＵｅＮＢ７０４がバックホ
ールリンク上でＲＲＣアイドルモードにある場合、ＵｅＮＢ７０４は、サービスについて
ＴＵＥ７１４を許可するために一般にバックホールリンク上で接続を確立する。ＵｅＮＢ
７０４は、それがバックホールリンク上で好適なセルにキャンプオンされない場合、一般
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にサービスを広告するのを控える。
【００５１】
　[0071]　図８、図９、図１１Ａ、図１１Ｂ、および図１２で説明するアーキテクチャお
よび図において、ラベル「Ｕｕ」、「Ｕｎ」、「Ｓ１－Ｕ」、「Ｓ１－ＭＭＥ」、「Ｓ１
１」、「Ｓ５／Ｓ８」、「Ｓ６ａ」、「ＴＲ－０６９」、および「ＳＧｉ」は、当技術分
野で知られているインターフェースおよび／または通信プロトコルを示し、したがって、
本明細書では詳細に説明しない。
【００５２】
　[0072]　図８は、ユーザ展開されたＵｅＮＢ７０２とともに使用され得るＵｅＮＢアー
キテクチャの例を示す図８００である。ＴＵＥ７１２がホームｅノードＢ（ＨｅＮＢ）８
０２への接続を通してＲＡＮにキャンプオンされたとき、ローカルＩＰアクセス（ＬＩＰ
Ａ：local IP access）ＰＤＮゲートウェイ８０４はデータプレーンを与え、データサー
ビスのためにコアネットワーク（ＣＮ：core network）８２０をバイパスするためにＰＤ
Ｎ８２５への接続を与え得る。たとえば、ＰＤＮ８２５はインターネットであり得る。Ｌ
ＩＰＡのために定義される任意の好適なネットワークアーキテクチャがＴＵＥ７１２の接
続性のために再利用され得るが、ＬＩＰＡ　ＰＤＮに接続しているかまたはそこから接続
しているＴＵＥ７１２には、限られたモビリティサービスが利用可能であり得る。ＴＵＥ
７１２は、ＨｅＮＢ８０２への各ハンドオーバ時に一般にＬＩＰＡ　ＰＤＮ接続を確立す
ることを試みる。コアネットワーク８２０を通るＰＤＮ接続は、事業者ポリシーまたは選
好に基づいてデータ使用のために利用不可能であり得る。
【００５３】
　[0073]　ホームｅノードＢ管理システム（ＨｅＭＳ：home eNodeB management system
）８０６は、ネットワーク運用および保守（ＯＡＭ：network operation and maintenanc
e）データおよびサービスを使用し、ＨｅＮＢ８０２とともに使用するために適応され得
るＴＲ－０６９などの標準化プロトコルを使用してリモートで構成され、管理され得る。
ＭＭＥ８０８と、サービングゲートウェイ（ＳＧＷ：serving gateway）８１０と、呼処
理をサポートする加入関係情報を保守するホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）８１２とを使用
して、制御プレーンは集中させられたままであり得る。
【００５４】
　[0074]　図９は、ＵｅＮＢ７０４とともに使用されるアーキテクチャの例を示す図９０
０である。この例では、ＴＵＥ７１４は、ＰＤＮゲートウェイ９２２など、コアネットワ
ーク９２０中の１つまたは複数のゲートウェイ９２４、９２２によってサービスされる。
ＵｅＮＢ７０４はローカルＰＤＮゲートウェイを有する必要はない。ＵｅＮＢ７０４とｅ
ＮＢ９０６とを備えるｅ－ＵＴＲＡＮ９１０。ＵｅＮＢ７０４はｅＮＢ９０２とＵＥ９０
４とを備える。ＵｅＮＢ７０４はｅＮＢ９０６のためのリレーとして働き得る。
【００５５】
　[0075]　いくつかの実施形態は、ＵｅＮＢ７０２および７０４を伴うネットワーク使用
に関係するアカウンティングおよび課金のためのシステムおよび方法を提供する。ネット
ワークの事業者は、ＵｅＮＢ７０２または７０４を通るネットワークトラフィックを受け
持つＴＵＥ７１２または７１４に使用料金を割り当てることを望み得る。ＵｅＮＢ７０２
および７０４は、ＴＵＥ７１２または７１４のためにデータを中継することができ、また
ネットワークトラフィックを生成することができる。したがって、使用料金の割当ては、
一般に、トラフィックを受け持つＵＥの識別を必要とする。ネットワーク事業者は、Ｕｅ
ＮＢ７０２または７０４によるデータ使用のための料金をＴＵＥ７１２または７１４に割
り当て、ＵｅＮＢ７０２または７０４に等価クレジットを与え得る。ネットワーク事業者
は、ＵｅＮＢ７０２または７０４の信用性に基づいて、ネットワークトラフィックを受け
持つＵＥを識別するモードを選択し得る。たとえば、ＵｅＮＢ７０４が、それ自体の送信
に１つまたは複数のＴＵＥ７１２または７１４からの送信をバンドルするように構成され
、したがって、使用量が適切に割り当てられず、その結果、料金およびクレジットが不適
切に適用され得る場合、ＵｅＮＢ７０４は信用できなくなり得る。
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【００５６】
　[0076]　ＵｅＮＢ７０４がＬＴＥまたはＵＭＴＳバックホールによって接続されたとき
、事業者ネットワークのネットワークエンティティによってＵｅＮＢ７０４のＴＵＥ７１
４アクセスに対する課金が実施され得る。いくつかの実施形態では、ＵｅＮＢ７０４の要
素が、ＵｅＮＢ７０４アクセスネットワーク上でのネットワーク使用料金についてアカウ
ントし得る。たとえば、ＵｅＮＢ７０２または７０４とコロケートされたローカルゲート
ウェイ８０４（図８参照）は、トラフィックをリダイレクトサーバにリダイレクトするこ
とによってトラフィックを監視することを伴い得るホットライニングなどを使用して、ア
カウンティング機能を処理し得る。
【００５７】
　[0077]　ＵｅＮＢ７０２または７０４に関係するネットワーク使用に対する課金は、事
業者ネットワーク９２０のエンティティによっておよび／またはＵｅＮＢ７０２もしくは
７０４によって制御され、管理され得る。一例では、ＵｅＮＢ７０２または７０４は、Ｔ
ＵＥ７１２または７１４が接続を確立した後にネットワーク中でいつ課金をトリガすべき
かを判断する、いくつかのあらかじめ定義されたプロシージャを実装するように構成され
得る。
【００５８】
　[0078]　ＵｅＮＢ７０２または７０４主導型プロシージャの場合、課金およびアカウン
ティング機能は、一般に事業者ネットワーク９２０のサービングゲートウェイ／ＰＤＮゲ
ートウェイ（ＰＧＷ／ＳＧＷ）９２２によって与えられる。ＰＧＷ／ＳＧＷ９２２は、各
接続されたＴＵＥ７１２、７１４についてアカウンティング情報を収集し、報告し得る。
アカウンティング情報は、アップリンク方向とダウンリンク方向とに送信されるデータの
量を識別し得、ＰＤＮ接続ごとにＵＥごとにサービス品質（ＱｏＳ）クラス識別子（ＱＣ
Ｉ：QoS class identifier)と割振りおよび保持優先度（ＡＲＰ：allocation and retent
ion priority）ペアとを使用してカテゴリー分類され得る。ＱＣＩは、ＥＰＳベアラのＱ
ｏＳプロファイルのパラメータを含み得、一般に、スケジューリング重み、承認しきい値
、待ち行列管理しきい値、リンクレイヤプロトコル構成など、ベアラレベルパケット転送
処理を制御するアクセスノード固有パラメータを参照するスカラーである。ＡＲＰは、ベ
アラ確立／変更決定に関係するＥＰＳベアラのＱｏＳプロファイルのパラメータであり得
る。アカウンティング情報はベアラごとに収集され、報告され得る。
【００５９】
　[0079]　ＰＧＷは、標準定義されたプロシージャに従って各ＴＵＥ７１２、７１４のた
めの課金機能を与え得る。いくつかの実施形態では、プロシージャは、ＵｅＮＢ７０２ま
たは７０４に接続されたＴＵＥ７１２または７１４の国際モバイル加入者識別情報（ＩＭ
ＳＩ：international mobile subscriber identity）を使用したＰＤＮ接続に関連する課
金のための方法を定義する。いくつかの実施形態では、課金は、新しいＰＤＮ接続の生成
時に事業者ネットワークにおいて実行される。事業者ネットワークにおいて課金するため
の１つの方法は、ＵＥ要求されたＰＤＮ接続性プロシージャを使用してＵｅＮＢ７０２ま
たは７０４に接続された各ＴＵＥ７１２または７１４のために新しいＰＤＮ接続を確立す
ることを含む。
【００６０】
　[0080]　再び図８を参照すると、事業者ネットワークは、ゲートウェイ８０４がＵｅＮ
Ｂ７０２とコロケートされたとき、ＰＤＮ接続要求メッセージ中にＵｅＮＢ７０２によっ
て含まれるＩＭＳＩを使用してＰＤＮ接続に関連付けられたＴＵＥ７１２を識別し得る。
一例では、ＩＭＳＩを識別するための情報要素（ＩＥ：information element）が定義さ
れ得る。別の例では、ＩＭＳＩは、アクセスポイント名（ＡＰＮ：access point name）
についての要求の一部として含まれ得る。ＰＤＮ接続に関連付けられたトラフィックは、
次いで、ＩＭＳＩに対して課金され得る。
【００６１】
　[0081]　再び図９を参照すると、ＵｅＮＢ７０４は、コアネットワーク９２０中にある
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ＰＧＷ／ＳＧＷ９２２が使用されるとき、コアネットワーク９２０への別個のＰＤＮ接続
を使用して、このトラフィックがもっぱらＴＵＥ７１４のためのリレートラフィックであ
ることを示し得る。この場合。（図９中にＰＧＷ／ＳＧＷ（リレー）９２４として示され
た）リレーのためのＰＧＷ／ＳＧＷ９２４は、適切なサービングゲートウェイターゲット
に宛てられたＧＰＲＳトンネリングプロトコル（ＧＴＰ：GPRS tunneling protocol）ト
ラフィックのみがパケットデータネットワークを通過することを可能にするように構成さ
れ得る。ＵｅＮＢ７１４が、課金されたＴＵＥ７１４を犠牲にして別のＵＥのためにＵＥ
９０４のフリーサービスを得るためにパケットデータネットワーク接続上でトラフィック
を挿入することがないことを保証するために、すべての他のトラフィックはドロップされ
得る。
【００６２】
　[0082]　いくつかの実施形態では、事業者ネットワークは、ベアラ変更要求に基づくプ
ロシージャを使用してアカウンティングおよび課金を実装する。ベアラ変更要求は一般に
、ローカルゲートウェイ８０４がＵｅＮＢ７０２中でＨｅＮＢ８０２とコロケートされた
ときに使用される（図８参照）。各接続されたＴＵＥ７１２について新しいＰＤＮ接続が
要求されたとき、使用料金が識別され、ＴＵＥ７１２に割り振られ得る。各ＰＤＮ接続は
、無線ベアラがＵｅＮＢ７０２に割り振られることを必要し、バックホール上でＵｅＮＢ
７０２にとって利用可能な無線ベアラの数は、あらかじめ定義された制限を受け得る。た
とえば、ＵｅＮＢ７０２は約８つの無線ベアラに制限され得る。
【００６３】
　[0083]　ＵｅＮＢ７０２が無線ベアラの利用可能性を制限しているとき、トラフィック
フローテンプレート（ＴＦＴ：traffic flow template）を介したアカウンティングおよ
び課金の目的でＴＵＥ７１２が識別され得る。ＴＦＴは、ソースおよび宛先ＩＰアドレス
などのインターネットプロトコル（ＩＰ）ヘッダ情報ならびに伝送制御プロトコル（ＴＣ
Ｐ：transmission control protocol）ポート番号を使用して、異なるユーザペイロード
間で区別し得る。通常の使用では、ＴＦＴは、適切なＱｏＳを割り当てるために、ウェブ
ブラウジングトラフィックなどのより優先度の低いトラフィックからボイスオーバーＩＰ
（ＶｏＩＰ）用のパケットをフィルタ処理するために使用され得る。いくつかの実施形態
では、ＵｅＮＢ７０２は、ＴＵＥ７１２をＩＰｖ４ネットワークに接続するためにネット
ワークアドレス変換（ＮＡＴ：network address translation）を使用し得る。ＵｅＮＢ
７０２は、各接続されたＴＵＥ７１２に特定の範囲のポートを割り当てることができる。
【００６４】
　[0084]　図１０に、ＵｅＮＢ７０２が、事業者ネットワーク９２０において接続された
ＴＵＥ７１２について課金することを可能にするためにベアラ変更要求プロシージャを使
用する、例示的なコールフロー１０００を示す。図１０において、ＴＵＥ７１２が、１０
１０において、ＵｅＮＢ７０２における接続を確立する。ＵｅＮＢ７０２は、１０１２に
おいて、ＴＵＥ７１２を接続を確立したものとして識別する、新しいＴＵＥ７１２情報報
告を備える新たに定義されたＳ１メッセージをＭＭＥ８０８に送り得る。ＴＵＥ７１２は
それのＩＭＳＩによって識別され得、ＴＵＥ７１２に関連するどんなサービスフローもＩ
ＭＳＩによって識別され得る。ＴＵＥ７１２に関連するサービスフローは、ＵｅＮＢ７０
２の下でＴＵＥ７１２に対して一意であり得る。いくつかの実施形態では、ＩＭＳＩと、
ＴＦＴを介したＭＭＥ８０８への関連するサービスフローとを記述するための新しいＩＥ
が既存のＮＡＳメッセージに追加され得る。
【００６５】
　[0085]　ＵｅＮＢ７０２に対応するユーザ情報についてのＰＤＮゲートウェイ１００４
による要求により、事業者ネットワーク９２０におけるＵｅＮＢ７０２アクセスに対する
課金が有効化され得る。そのような要求に応答して、次いで１０１４において、ＭＭＥ８
０８が、ＵｅＮＢ７０２ユーザ情報ＩＥを含むベアラ変更要求メッセージをサービングゲ
ートウェイ１００２に送り得る。ＵｅＮＢ７０２ユーザ情報は、ＴＵＥ７１２のＩＭＳＩ
、ならびにＴＵＥ７１２に関連する任意のサービスフローのＴＦＴを含む。サービングゲ
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ートウェイ１００２は、１０１６において、ＭＭＥ８０８から受信されたＵｅＮＢ７０２
情報ＩＥを含むベアラ変更要求を１つまたは複数のＰＤＮゲートウェイ１００４に送り得
る。ＰＤＮゲートウェイ１００４によってベアラ変更応答メッセージ１０１８がサービン
グゲートウェイ１００２に戻され得る。
【００６６】
　[0086]　１０２０において、サービングゲートウェイ１００２は、ＭＭＥ８０８にベア
ラ変更応答メッセージを送る。１０２２において、ＭＭＥ８０８は、ＵｅＮＢ７０２に新
しいＴＵＥ７１２情報ＡＣＫ　Ｓ１メッセージを送る。ＴＵＥ７１２が解放されたとき、
あるいはＵｅＮＢ７０２から離れてハンドオーバを実行して課金を停止したとき、同様の
プロシージャが実行され得る。
【００６７】
　[0087]　図１１Ａは、パケットゲートウェイ１１０２がＵｅＮＢ７０２とコロケートさ
れたときに一般に使用される、ホームエージェント（ＨＡ：home agent）／パケットゲー
トウェイ（Ｐ－ＧＷ：packet gateway）１１０８を使用して事業者ネットワークにおいて
課金する方法を示す図１１００である。図１１Ａは、ＭＭＥ１１０２と、ＳＧＷ１１０４
と、ＨＳＳ１１０６とを含み、ＵｅＮＢ　ＥＰＣネットワーク要素であり、ＭＭＥ１１０
２、ＳＧＷ１１０４、およびＨＳＳ１１０６はＵｅＮＢ７０２と通信している。いくつか
の実施形態では、ＴＵＥ７１２が、ＰＤＮゲートウェイ９２２接続確立中にＶＰＮトンネ
ル１１２０を確立する。図１１Ａの構成では、ＶＰＮトンネル１１２０は、Ｓ２Ｃインタ
ーフェースを使用して確立され得る。ＴＵＥ７１２は、ＰＤＮ接続Ｗｉ－Ｆｉおよび３Ｇ
ＰＰアクセスネットワークのために使用されるプロシージャと同様であるプロシージャを
採用し得る。
【００６８】
　[0088]　一例では、ＴＵＥ７１２は、ＵｅＮＢ７０２を通して通信している間、データ
接続のためにＩＰセキュリティ（ＩＰｓｅｃ：IP security）トンネルを使用し得る。こ
の例では、ＵｅＮＢ７０２は、すべてのＴＵＥ７１２トラフィックのために特殊なアクセ
スポイント名（ＡＰＮ）を使用し得る。いくつかの実施形態では、ＴＵＥ７１２は、デー
タサービスを受信するためにＨＡ／Ｐ－ＧＷ１１０８とのＩＰｓｅｃトンネルを確立する
ことを必要とされ得、ＰＤＮゲートウェイ９２２は、ＨＡ／Ｐ－ＧＷ１１０８に送られな
いすべてのトラフィックを遮断し得る。
【００６９】
　[0089]　課金のためのＨＡ／Ｐ－ＧＷ１１０８の使用は、ＭＭＥ８０８およびＰＧＷ／
ＳＧＷ９２２との相互作用を管理するために事業者ネットワーク中で既存のプロシージャ
を採用し得、課金およびアカウンティングは、ＨＡ／Ｐ－ＧＷ１１０８を通してトラフィ
ックをルーティングさせることによって執行され得る。いくつかの実施形態では、ローカ
ルサービスへの制限付きアクセスを与えるために追加の処置が実装され得る。
【００７０】
　[0090]　図１１Ｂは、事業者ネットワークへの信頼できないアクセスを使用していると
き、発展型パケットデータゲートウェイ（ｅＰＤＧ：evolved packet data gateway）１
１０９を使用して事業者ネットワークにおいて課金する方法を示す図１１０１である。Ｔ
ＵＥ７１２はＰＤＮゲートウェイ９２２接続確立中にＶＰＮトンネル１１２１を確立する
。図１１Ｂの構成では、ＶＰＮトンネル１１２１は、Ｓ２Ｂインターフェースを使用して
確立され得る。
【００７１】
　[0091]　一例では、ＴＵＥ７１２は、ＵｅＮＢ７０２を通して通信している間、データ
接続のためにＩＰｓｅｃトンネルを使用し得る。この例では、ＵｅＮＢ７０２は、すべて
のＴＵＥ７１２トラフィックのために特殊なＡＰＮを使用し得る。信頼できないアクセス
は、信頼できないアクセス上でのＴＵＥとの接続のためのセキュリティ機構を提供するｅ
ＰＤＧ１１０９にルーティングされる。
【００７２】
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　[0092]　図１２に、ＬＴＥバックホールとともに使用され得るアーキテクチャ１２００
を示す。アーキテクチャ１２００は、ＵｅＮＢ７０２と、ＬＴＥバックホール１２１０と
、ＵｅＮＢおよびＤｅＮＢコアネットワーク制御プレーン１２２０とを含む。ＬＴＥバッ
クホール１２１０は、ｅＮＢ９０６と、ＳＧＷ（ＵＥリレー）１２０２と、ＰＧＷ（ＵＥ
リレー）１２０４とを含む。ＵｅＮＢおよびＤｅＮＢコアネットワーク制御プレーン１２
２０は、ＨｅＭＳ８０６と、ＳＧＷ９２４と、ＭＭＥ８０８と、ＨＳＳ８１２とを含む。
ＵｅＮＢ７０２は、任意のタイプのアクセス接続と、任意のタイプのバックホール接続と
のために展開され得、レガシーセルラーネットワーク、ワイヤードネットワーク、Ｗｉ－
Ｆｉネットワークなどを含む、複数のネットワークのいずれかとともに使用可能である。
【００７３】
　[0093]　いくつかの実施形態は、ＴＵＥ７１２のＩＰアドレス割振りのためのプロシー
ジャを実装する。これらのプロシージャは、標準定義されたプロシージャおよび／または
本発明のいくつかの態様に従って適応されたプロシージャを含み得る。一例では、ＴＵＥ
７１２は、デフォルトベアラアクティブ化中にＵｅＮＢ７０２によってＩＰアドレスを割
り当てられ得る。ＩＰｖ４ネットワークでは、ＴＵＥ７１２は、デフォルトベアラアクテ
ィブ化を介してＩＰｖ４アドレス割振りを使用し得る。ＩＰｖ６ネットワークでは、ＴＵ
Ｅ７１２は、ＩＰｖ６ステートレスアドレス自動構成を介して／６４　ＩＰｖ６プレフィ
ックス割振りを使用し得る。
【００７４】
　[0094]　別の例では、ＴＵＥ７１２は、ＴＵＥ７１２がＤＨＣＰを通してＩＰアドレス
を取得することを希望することを、プロトコル構成オプション要素内でネットワークに示
し得る。ＩＰｖ４ネットワークでは、ＴＵＥ７１２は、ＤＨＣＰｖ４を介した接続プロシ
ージャの後にＩＰｖ４アドレス割振りおよびＩＰｖ４パラメータ構成を使用する。ＩＰｖ
６ネットワークでは、ＴＵＥ７１２は、ステートレスＤＨＣＰｖ６を介したＩＰｖ６パラ
メータ構成を使用する。ＴＵＥ７１２は、ＤＨＣＰｖ６を使用したＩＰｖ６プレフィック
スの割振りをさらに要求し得る。
【００７５】
　[0095]　いくつかの実施形態は、ＵｅＮＢ７０２のＩＰアドレス割振りのためのプロシ
ージャを実装する。これらのプロシージャは、標準、定義されたプロシージャ、および／
または本発明のいくつかの態様に従って適応された獲得を含み得る。たとえば、プロシー
ジャは、ＷＬＡＮ　ＩＰアドレス割振りのための、またはＷＷＡＮ中のＰＧＷのためのＩ
Ｐアドレス割振りのために現在使用される方法を含み得る。
【００７６】
　[0096]　いくつかの実施形態では、ＵｅＮＢ７０２は、ＩＰｖ４ネットワークおよび／
またはＩＰｖ６ネットワークにおいてＴＵＥ７１２にＩＰアドレスを割り当て得る。ＩＰ
ｖ４ネットワークでは、ＵｅＮＢ７０２は、ＴＵＥ７１２が使用するための未使用プライ
ベートＩＰｖ４アドレスを割り振り、ネットワークアドレスおよびポート変換の目的でＮ
ＡＴエンジンを開始し得る。ＵｅＮＢ７０２は、次いで、デフォルトベアラアクティブ化
またはＤＨＣＰのためのＮＡＳシグナリングを介して、割り振られたＩＰアドレスをＴＵ
Ｅ７１２に割り当て得る。
【００７７】
　[0097]　図１３に、接続プロシージャ１３０２の後にＵｅＮＢ７０２によってＴＵＥ７
１２にＩＰｖ６アドレスを割り振るためのコールフロー１３００を示す。いくつかの実施
形態では、ＵｅＮＢ７０２は、ＩＰｖ６アドレスを取得するためにＤＨＣＰｖ６が使用さ
れなければならないと判断する。１３０４において、ＵｅＮＢ７０２は、ＥＰＳバックホ
ールの／４８ＩＰｖ６アドレスプレフィックスを取得するためにＤＨＣＰｖ６においてプ
レフィックス委譲（prefix delegation）オプションを使用し得る。１３０６において、
ＵｅＮＢ７０２は、ＴＵＥ７１２が使用するために／４８ＩＰｖ６プレフィックス内から
一意の／６４ＩＰｖ６プレフィックスを割り振り得る。ＵｅＮＢ７０２は、次いで１３１
０において、デフォルトベアラアクティブ化またはＤＨＣＰｖ６のためのＮＡＳシグナリ
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ングを介して、割り振られたＩＰアドレスをＴＵＥ７１２に割り当て得、１３０８におい
て接続プロシージャを完了する。
【００７８】
　[0098]　図１４は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート１４００を含む。本方法は
、少なくとも部分的に、ＭＭＥ８０８を含み得る１つまたは複数のネットワークエンティ
ティによって実行され得る。
【００７９】
　[0099]　ステップ１４０２において、１つまたは複数のネットワークエンティティは、
第１のＵＥ７０２からＰＤＮ接続に関係する要求を受信する。第１のＵＥ７０２はリレー
ｅノードＢであり得る。この要求は第２のＴＵＥ７１２または７１４に関係し得る。
【００８０】
　[0100]　ステップ１４０４において、１つまたは複数のネットワークエンティティは、
その要求に応答して、ゲートウェイ８１０と第１のＵＥ７０２との間の接続を確立または
変更する。接続を確立または変更することは、ゲートウェイに第２のＵＥの識別子を送る
ことを含み得る。ゲートウェイ９２２または９２４はコアネットワークエンティティ９２
０中に設けられ得る。ゲートウェイは、ＰＤＮゲートウェイ９２２と、サービングゲート
ウェイ９２４と、サービング汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ：general packet rad
io service）サポートノードと、ゲートウェイＧＰＲＳサポートノードとのうちの１つま
たは複数を含み得る。第２のＵＥ７１２または７１４の識別子を含むＰＤＮ接続について
の要求を受信した後に、ゲートウェイ９２２または９２４と第２のＵＥ７１２または７１
４との間の接続が確立され得る。ゲートウェイ９２２または９２４と第２のＵＥ７１２ま
たは７１４との間の接続は、要求されたＰＤＮ接続のための無線ベアラを生成することを
含み得る。生成された無線ベアラ上で通信されるデータについて、第２のＵＥ７１２また
は７１４にデータの料金が割り振られ得る。第２のＵＥ７１２または７１４の識別子を用
いて通信されるデータについて、第２のＵＥ７１２または７１４にデータの料金が割り振
られ得る。第２のＵＥ７１２または７１４の識別子は第２のＵＥ７１２または７１４のＩ
ＭＳＩを備え得る。
【００８１】
　[00101]　ステップ１４０６において、１つまたは複数のネットワークエンティティは
、第２のＵＥ７１２または７１４のために第１のＵＥ７０２とゲートウェイ９２２または
９２４との間で通信されるデータに基づいて、第１のＵＥ７０２と第２のＵＥ７１２また
は７１４とにデータの料金を割り振る。１つまたは複数のネットワークエンティティは、
リレーｅノードＢ７０２とゲートウェイ９２２または９２４とを通して、第２のＵＥ７１
２または７１４とＰＤＮ８２５との間で通信されるデータについて、第２のＵＥ７１２ま
たは７１４に料金を割り振ることによってデータの料金を割り振り得る。１つまたは複数
のネットワークエンティティは、データの料金を割り振り得リレーｅノードＢ７０２とゲ
ートウェイ９２２または９２４とを通して第２のＵＥ７１２または７１４とネットワーク
との間で通信されるデータについて第１のＵＥ７０２にクレジットを与えることを含む。
第２のＵＥ７１２または７１４に対応するデータと別のＵＥに対応するデータとの間を区
別するためのＴＦＴを使用して、データに料金が割り振られ得る。ＴＦＴは、リレーｅノ
ードＢ７０２によって第２のＵＥ７１２または７１４に割り振られた１つまたは複数のＴ
ＣＰポートを識別し得る。
【００８２】
　[00102]　いくつかの実施形態では、ゲートウェイ９２２または９２４と第２のＵＥ７
１２または７１４との間の接続を変更することは、第２のＵＥ７１２または７１４に関連
する無線ベアラを生成することを含む。第２のＵＥ７１２または７１４に関連する無線ベ
アラを使用して通信されるデータについて、第２のＵＥ７１２または７１４にデータの料
金が割り振られ得る。データの料金は、ＰＤＮゲートウェイ９２４において第２のＵＥ７
１２または７１４のため第１のＵＥ７０２によって通信されるデータに基づいて割り振ら
れ得る。料金は、第２のＵＥ７１２または７１４のためにＶＰＮ接続を通して通信される
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データについてアカウントすることによってデータに割り振られ得る。ＶＰＮホームエー
ジェントが、第２のＵＥ７１２または７１４のためにＶＰＮ接続を通して通信されるデー
タを識別し得る。ネットワーク使用のための料金は、第２のＵＥ７１２または７１４のた
めにＶＰＮ接続を通して通信されるデータについて第１のＵＥ７０２にクレジットを与え
ることによって割り振られ得る。
【００８３】
　[00103]　図１４は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート１４５０をさらに含む。
本方法はＵｅＮＢ７０２によって実行され得る。
【００８４】
　[00104]　ステップ１４５２において、ＵｅＮＢ７０２は、コロケートされたＵＥを通
してＰＤＮ８２５に接続されている間、ＴＵＥ７１２または７１４との接続を確立する。
【００８５】
　[00105]　ステップ１４５４において、ＵｅＮＢ７０２は、ゲートウェイとの接続を確
立または変更する。ゲートウェイは、ＰＤＮゲートウェイ９２２と、サービングゲートウ
ェイ９２４と、サービングＧＰＲＳサポートノードと、ゲートウェイＧＰＲＳサポートノ
ードとのうちの１つまたは複数を含み得る。ゲートウェイ９２２との接続を確立または変
更することは、ＴＵＥ７１２または７１４に関連する無線ベアラを要求することを含み得
る。
【００８６】
　[00106]　ステップ１４５６において、ＵｅＮＢ７０２は、ゲートウェイとの確立また
は変更された接続を使用してＴＵＥ７１２または７１４とＰＤＮとの間でデータを中継す
る。ＴＵＥ７１２または７１４とＰＤＮとの間で中継されるデータに基づいてＰＤＮ料金
がＴＵＥ７１２または７１４に割り振られる。ＰＤＮ料金は、ＴＵＥ７１２または７１４
に割り振られ得要求された無線ベアラ上で通信されるデータに基づいて割り振られる。Ｔ
ＵＥ７１２または７１４に割り振られるＰＤＮ料金は、ＴＵＥ７１２または７１４に対応
するデータと別のＵＥに対応するデータとの間を区別するためのＴＦＴを使用して割り振
られ得る。ＴＦＴでは１つまたは複数のＴＣＰポートが識別され得、ＴＵＥ７１２または
７１４に割り振られるＰＤＮ料金は、ＴＵＥ７１２または７１４とＰＤＮとの間でデータ
を中継するために使用されるＴＣＰポートに基づいて割り振られ得る。
【００８７】
　[00107]　ステップ１４５８において、ＴＵＥ７１２または７１４とＰＤＮとの間で中
継されるデータに基づくＵｅＮＢ７０２クレジットを受信する。
【００８８】
　[00108]　図１５は、ワイヤレス通信の方法のフローチャート１５００を含む。本方法
はＴＵＥ７１４によって実行され得る。ステップ１５０２において、ＴＵＥ７１４は、第
１のｅＮＢ７０４との接続を確立する。いくつかの実施形態では、第１のｅＮＢ７０４は
リレーを備える。第１のｅＮＢ７０４は、ＵＥとｅＮＢとを含むＵｅＮＢであり得る。
【００８９】
　[00109]　ステップ１５０４において、ＴＵＥ７１４は、第１のｅＮＢ７０４のタイプ
を判断する。たとえば、第１のｅＮＢ７０４のタイプはリレーｅＮＢであり得る。別の例
として、第１のｅＮＢ７０４のタイプは、信用できるまたは信頼できないのいずれかであ
り得る。そのような場合、信用できるは、ＶＰＮ接続が必要とされないことを示し得、信
頼できないは、ＶＰＮ接続が必要とされることを示し得る。一態様では、第１のｅＮＢ７
０４のタイプは第１のｅＮＢ７０４によって広告され得、あるいはパブリックランドモバ
イルネットワーク（ＰＬＭＮ：public land mobile network）ＩＤまたはトラッキングエ
リアコード（ＴＡＣ：tracking area code）などの識別子に基づき得る。
【００９０】
　[00110]　ステップ１５０６において、ＴＵＥ７１４は、第１のｅＮＢ７０４のタイプ
がリレーｅＮＢ（「ＵｅＮＢ」とも呼ばれる）であるかどうかを判断する。第１のｅＮＢ
７０４がＵｅＮＢである場合（１５０６）、ステップ１５０８において、ＴＵＥ７１４は



(23) JP 2015-522965 A 2015.8.6

10

20

30

40

50

、第１のｅＮＢ７０４が第２のｅＮＢ７１０にデータを中継するとき、ゲートウェイとの
ＶＰＮ接続を確立する。一態様では、ゲートウェイはホームエージェントであり得、ＶＰ
Ｎ接続はＤＳＭＩＰｖ６　ＩＰｓｅｃ接続であり得る。別の態様では、ゲートウェイは発
展型パケットデータゲートウェイ（ｅＰＤＧ）であり得、ＶＰＮはＩＰｓｅｃトンネルで
あり得る。ＶＰＮ接続を介して通信されるデータに基づいてＰＤＮデータ料金が割り振ら
れ得る。ＶＰＮ接続を通して通信されるデータに基づいてＵｅＮＢ７０４にＰＤＮデータ
のクレジットが与えられ得る。第１のｅＮＢ７０４がＵｅＮＢでない場合（１５０６）、
ゲートウェイとのＶＰＮ接続は確立されない。
【００９１】
　[00111]　図１６は、例示的な装置１６０２中の異なるモジュール／手段／構成要素間
のデータフローを示す概念データフロー図１６００である。本装置はｅＮＢ７１０であり
得る。本装置は、ＴＵＥ７１２または７１４のうちの１つまたは複数から要求を受信する
モジュール１６０４を含む。一構成では、要求は、ＴＵＥ７１２または７１４によって生
成され、ＵｅＮＢ７０２または７０４のうちの１つによってｅＮＢ７１０に中継され得る
。装置１６０２は、要求を処理するモジュール１６０６と、ネットワークエンティティ、
ＵｅＮＢ７０２または７０４およびＴＵＥ７１２または７１４のうちの１つまたは複数と
の接続を確立するモジュール１６０８と、データの料金を割り振るアカウンティングモジ
ュール１６１０と、ネットワークエンティティ、ＵｅＮＢ７０２または７０４およびＴＵ
Ｅ７１２または７１４のうちの１つまたは複数と通信する送信モジュールとをさらに含む
。
【００９２】
　[00112]　本装置は、図１４の上述のフローチャート中のアルゴリズムのステップの各
々を実行する追加のモジュールを含み得る。したがって、図１４の上述のフローチャート
中の各ステップは１つのモジュールによって実行され得、本装置は、それらのモジュール
のうちの１つまたは複数を含み得る。それらのモジュールは、述べられたプロセス／アル
ゴリズムを行うように特に構成された１つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、
述べられたプロセス／アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによって実装
されるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、また
はそれらの何らかの組合せであり得る。
【００９３】
　[00113]　図１７は、処理システム１７１４を採用する装置１６０２’のためのハード
ウェア実装形態の例を示す図１７００である。処理システム１７１４は、バス１７２４に
よって概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス１７２４は、処
理システム１７１４の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接
続バスおよびブリッジを含み得る。バス１７２４は、プロセッサ１７０４によって表され
る１つまたは複数のプロセッサおよび／またはハードウェアモジュールと、モジュール１
６０４、１６０６、１６０８、１６１０、１６１２と、コンピュータ可読媒体１７０６と
を含む様々な回路を互いにリンクする。バス１７２４はまた、タイミングソース、周辺機
器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの
回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明しない。
【００９４】
　[00114]　処理システム１７１４はトランシーバ１７１０に結合され得る。トランシー
バ１７１０は、１つまたは複数のアンテナ１７２０に結合される。トランシーバ１７１０
は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。処理システム１７
１４は、コンピュータ可読媒体１７０６に結合されたプロセッサ１７０４を含む。プロセ
ッサ１７０４は、コンピュータ可読媒体１７０６に記憶されたソフトウェアの実行を含む
一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ１７０４によって実行されたとき
、処理システム１７１４に、任意の特定の装置のための上記で説明した様々な機能を実行
させる。コンピュータ可読媒体１７０６はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッ
サ１７０４によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システムは、
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モジュール１６０４、１６０６、１６０８、１６１０、および１６１２のうちの少なくと
も１つをさらに含む。それらのモジュールは、プロセッサ１７０４中で動作するか、コン
ピュータ可読媒体１７０６中に常駐する／記憶されたソフトウェアモジュールであるか、
プロセッサ１７０４に結合された１つまたは複数のハードウェアモジュールであるか、ま
たはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム１７１４は、ｅＮＢ６１０の構成
要素であり得、メモリ６７６、および／またはＴＸプロセッサ６１６と、ＲＸプロセッサ
６７０と、コントローラ／プロセッサ６７５とのうちの少なくとも１つを含み得る。
【００９５】
　[00115]　一構成では、ワイヤレス通信のための装置１６０２／１６０２’は、第１の
ＵＥからＰＤＮ接続に関係する要求を受信するための手段１６０４と、要求を処理するた
めの手段１６０６と、要求に応答して、ゲートウェイと第１のＵＥとの間の接続を確立ま
たは変更するための手段１６０８と、第２のＵＥのために第１のＵＥとゲートウェイとの
間でデータを通信するための手段１６１２と、第１のＵＥと第２のＵＥとの間で通信され
るデータについて料金を割り振るためのアカウンティング手段１６１０とを含む。
【００９６】
　[00116]　上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成さ
れた、装置１６０２、および／または装置１６０２’の処理システム１７１４の上述のモ
ジュールのうちの１つまたは複数であり得る。上記で説明したように、処理システム１７
１４は、ＴＸプロセッサ６１６と、ＲＸプロセッサ６７０と、コントローラ／プロセッサ
６７５とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳
された機能を実行するように構成された、ＴＸプロセッサ６１６と、ＲＸプロセッサ６７
０と、コントローラ／プロセッサ６７５とであり得る。
【００９７】
　[00117]　図１８は、例示的な装置１８０２中の異なるモジュール／手段／構成要素間
のデータフローを示す概念データフロー図１８００である。本装置はＵｅＮＢ７０４であ
り得る。本装置は、ｅＮＢ７１０を介してＴＵＥ７１４およびゲートウェイから情報を受
信するモジュール１８０４と、ＴＵＥ７１４とゲートウェイとの間でデータを中継するモ
ジュール１８０６と、接続を判断し、管理するモジュール１８１０と、ＴＵＥ７１４との
接続を確立するモジュール１８１２と、ゲートウェイとの接続を確立するモジュール１８
１４と、ＴＵＥ７１４およびゲートウェイにデータを送信するモジュール１８１６と、Ｔ
ＵＥ７１４とｅＮＢ７１０との間で送信されるデータに基づいてデータ料金を割り振るモ
ジュール１８０８とを含む。
【００９８】
　[00118]　本装置は、図１４の上述のフローチャート中のアルゴリズムのステップの各
々を実行する追加のモジュールを含み得る。したがって、図１４の上述のフローチャート
中の各ステップは１つのモジュールによって実行され得、本装置は、それらのモジュール
のうちの１つまたは複数を含み得る。それらのモジュールは、述べられたプロセス／アル
ゴリズムを行うように特に構成された１つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、
述べられたプロセス／アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによって実装
されるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、また
はそれらの何らかの組合せであり得る。
【００９９】
　[00119]　図１９は、処理システム１９１４を採用する装置１８０２’のためのハード
ウェア実装形態の例を示す図１９００である。処理システム１９１４は、バス１９２４に
よって概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス１９２４は、処
理システム１９１４の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接
続バスおよびブリッジを含み得る。バス１９２４は、プロセッサ１９０４によって表され
る１つまたは複数のプロセッサおよび／またはハードウェアモジュールと、モジュール１
８０４、１８０６、１８０８、１８１０、１８１２、１８１４、１８１６と、コンピュー
タ可読媒体１９０６とを含む様々な回路を互いにリンクする。バス１９２４はまた、タイ
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ミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリン
クし得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以
上説明しない。
【０１００】
　[00120]　処理システム１９１４はトランシーバ１９１０に結合され得る。トランシー
バ１９１０は、１つまたは複数のアンテナ１９２０に結合される。トランシーバ１９１０
は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。処理システム１９
１４は、コンピュータ可読媒体１９０６に結合されたプロセッサ１９０４を含む。プロセ
ッサ１９０４は、コンピュータ可読媒体１９０６に記憶されたソフトウェアの実行を含む
一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ１９０４によって実行されたとき
、処理システム１９１４に、任意の特定の装置のための上記で説明した様々な機能を実行
させる。コンピュータ可読媒体１９０６はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッ
サ１９０４によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システムは、
モジュール１８０４、１８０６、１８０８、１８１０、１８１２、１８１４、および１８
１６のうちの少なくとも１つをさらに含む。それらのモジュールは、プロセッサ１９０４
中で動作するか、コンピュータ可読媒体１９０６中に常駐する／記憶されたソフトウェア
モジュールであるか、プロセッサ１９０４に結合された１つまたは複数のハードウェアモ
ジュールであるか、またはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム１９１４、
またはそれのいくつかの要素は、ｅＮＢ６１０の構成要素であり得、メモリ６７６、およ
び／またはＴＸプロセッサ６１６と、ＲＸプロセッサ６７０と、コントローラ／プロセッ
サ６７５とのうちの少なくとも１つを含み得る。処理システム１９１４、またはそれのい
くつかの要素は、ＵＥ６５０の構成要素であり得、メモリ６６０、および／またはＴＸプ
ロセッサ６６８と、ＲＸプロセッサ６５６と、コントローラ／プロセッサ６５９とのうち
の少なくとも１つを含み得る。
【０１０１】
　[00121]　一構成では、ワイヤレス通信のための装置１８０２／１８０２’は、コロケ
ートされたＵＥを通してＰＤＮに接続されている間、ＴＵＥとの接続を確立するための手
段１８１２と、ゲートウェイとの接続を確立または変更するための手段１８１４と、ゲー
トウェイとの確立または変更された接続を使用してＴＵＥとＰＤＮとの間でデータを中継
するための手段１８０６と、ＴＵＥとＰＤＮとの間で中継されるデータに基づいてＴＵＥ
に料金を割り振る手段１８０８と、データを受信するための手段１８０４と、データを送
信するための手段１８１６と、接続確立手段１８１２および１８１４を管理するための手
段１８１０とを含む。
【０１０２】
　[00122]　上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成さ
れた、装置１８０２、および／または装置１８０２’の処理システム１９１４の上述のモ
ジュールのうちの１つまたは複数であり得る。上記で説明したように、処理システム１９
１４は、ＴＸプロセッサ６１６と、ＲＸプロセッサ６７０と、コントローラ／プロセッサ
６７５とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳
された機能を実行するように構成された、ＴＸプロセッサ６１６と、ＲＸプロセッサ６７
０と、コントローラ／プロセッサ６７５とであり得る。
【０１０３】
　[00123]　別の構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行す
るように構成された、装置１８０２、および／または装置１８０２’の処理システム１９
１４の上述のモジュールのうちの１つまたは複数であり得る。上記で説明したように、処
理システム１９１４は、ＴＸプロセッサ６６８と、ＲＸプロセッサ６５６と、コントロー
ラ／プロセッサ６５９とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手
段によって具陳された機能を実行するように構成された、ＴＸプロセッサ６６８と、ＲＸ
プロセッサ６５６と、コントローラ／プロセッサ６５９とであり得る。
【０１０４】
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　[00124]　図２０は、例示的な装置２００２中の異なるモジュール／手段／構成要素間
のデータフローを示す概念データフロー図２０００である。本装置はＴＵＥ７１４であり
得る。本装置は、ＵｅＮＢ７０４からデータを受信するモジュール２００４と、ＵｅＮＢ
７０４にデータを送信するモジュール２０１２と、受信され送信されるデータについて料
金を割り振るために使用される情報を与えるモジュール２００６と、１つまたは複数のネ
ットワークエンティティとの接続を確立するモジュール２００８と、ＶＰＮ接続を管理す
るモジュール２０１０とを含む。
【０１０５】
　[00125]　本装置は、図１５の上述のフローチャート中のアルゴリズムのステップの各
々を実行する追加のモジュールを含み得る。したがって、図１５の上述のフローチャート
中の各ステップは１つのモジュールによって実行され得、本装置は、それらのモジュール
のうちの１つまたは複数を含み得る。それらのモジュールは、述べられたプロセス／アル
ゴリズムを行うように特に構成された１つまたは複数のハードウェア構成要素であるか、
述べられたプロセス／アルゴリズムを実行するように構成されたプロセッサによって実装
されるか、プロセッサによる実装のためにコンピュータ可読媒体内に記憶されるか、また
はそれらの何らかの組合せであり得る。
【０１０６】
　[00126]　図２１は、処理システム２１１４を採用する装置２００２’のためのハード
ウェア実装形態の例を示す図２１００である。処理システム２１１４は、バス２１２４に
よって概略的に表されるバスアーキテクチャを用いて実装され得る。バス２１２４は、処
理システム２１１４の特定の適用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接
続バスおよびブリッジを含み得る。バス２１２４は、プロセッサ２１０４によって表され
る１つまたは複数のプロセッサおよび／またはハードウェアモジュールと、モジュール２
００４、２００６、２００８、２０１０、２０１２と、コンピュータ可読媒体２１０６と
を含む様々な回路を互いにリンクする。バス２１２４はまた、タイミングソース、周辺機
器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリンクし得るが、これらの
回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明しない。
【０１０７】
　[00127]　処理システム２１１４はトランシーバ２１１０に結合され得る。トランシー
バ２１１０は、１つまたは複数のアンテナ２１２０に結合される。トランシーバ２１１０
は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信するための手段を与える。処理システム２１
１４は、コンピュータ可読媒体２１０６に結合されたプロセッサ２１０４を含む。プロセ
ッサ２１０４は、コンピュータ可読媒体２１０６に記憶されたソフトウェアの実行を含む
一般的な処理を担当する。ソフトウェアは、プロセッサ２１０４によって実行されたとき
、処理システム２１１４に、任意の特定の装置のための上記で説明した様々な機能を実行
させる。コンピュータ可読媒体２１０６はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッ
サ２１０４によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。処理システムは、
モジュール２００４、２００６、２００８、２０１０、および２０１２のうちの少なくと
も１つをさらに含む。それらのモジュールは、プロセッサ２１０４中で動作するか、コン
ピュータ可読媒体２１０６中に常駐する／記憶されたソフトウェアモジュールであるか、
プロセッサ２１０４に結合された１つまたは複数のハードウェアモジュールであるか、ま
たはそれらの何らかの組合せであり得る。処理システム２１１４は、ＵＥ６５０の構成要
素であり得、メモリ６６０、および／またはＴＸプロセッサ６６８と、ＲＸプロセッサ６
５６と、コントローラ／プロセッサ６５９とのうちの少なくとも１つを含み得る。
【０１０８】
　[00128]　一構成では、ワイヤレス通信のための装置２００２／２００２’は、第１の
ｅＮＢとの接続を確立するための手段２００８と、第１のｅＮＢが第２のｅＮＢにデータ
を中継するとき、ゲートウェイとの仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）接続を確立
するための手段２０１０と、ＰＤＮデータ料金の対象となるデータ転送を場合によっては
識別するための手段２００６と、データを送信するための手段２０１２と、データを受信
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【０１０９】
　[00129]　上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成さ
れた、装置２００２、および／または装置２００２’の処理システム２１１４の上述のモ
ジュールのうちの１つまたは複数であり得る。上記で説明したように、処理システム２１
１４は、ＴＸプロセッサ６６８と、ＲＸプロセッサ６５６と、コントローラ／プロセッサ
６５９とを含み得る。したがって、一構成では、上述の手段は、上述の手段によって具陳
された機能を実行するように構成された、ＴＸプロセッサ６６８と、ＲＸプロセッサ６５
６と、コントローラ／プロセッサ６５９とであり得る。
【０１１０】
　[00130]　開示したプロセスにおけるステップの特定の順序または階層は、例示的な手
法の一例であることを理解されたい。設計上の選好に基づいて、プロセス中のステップの
特定の順序または階層は再構成され得ることを理解されたい。さらに、いくつかのステッ
プは組み合わせられるかまたは省略され得る。添付の方法クレームは、様々なステップの
要素を例示的な順序で提示したものであり、提示された特定の順序または階層に限定され
るものではない。
【０１１１】
　[00131]　以上の説明は、当業者が本明細書で説明した様々な態様を実行できるように
するために提供したものである。これらの態様に対する様々な変更は当業者には容易に明
らかであり、本明細書で定義した一般的原理は他の態様に適用することができる。したが
って、特許請求の範囲は、本明細書に示された態様に限定されるものではなく、言語的主
張に矛盾しない最大限の範囲を与えられるべきであり、単数形の要素への言及は、明確に
そう明記されていない限り、「ただ１つの」を意味するものではなく、「１つまたは複数
の」を意味するものである。別段に明記されていない限り、「いくつかの」という語は「
１つまたは複数の」を表す。当業者に知られている、または後に知られることになる、本
開示全体にわたって説明した様々な態様の要素のすべての構造的および機能的均等物は、
参照により本明細書に明白に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。さら
に、本明細書に開示したいかなることも、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に具
陳されているかどうかにかかわらず、公に供するものではない。いかなるクレーム要素も
、その要素が「のための手段」という語句を使用して明確に具陳されていない限り、ミー
ンズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。
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【提出日】平成27年1月19日(2015.1.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のユーザ機器（ＵＥ）からパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続に関係する
要求を受信することと、ここにおいて、前記要求が第２のＵＥに関係する、
　前記要求に応答して、ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を確立または変更す
ることと、ここにおいて、前記接続を確立または変更することが、前記ゲートウェイに前
記第２のＵＥの識別子を送ることと、および、前記第２のＵＥに関連する無線ベアラを生
成することと、を含む、
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項２】
　前記第２のＵＥのために前記第１のＵＥと前記ゲートウェイとの間で通信されるデータ
について前記第２のＵＥに料金を割り振ることをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記料金が、前記第２のＵＥの前記識別子に基づいて前記第２のＵＥに割り振られる、
請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　データについて料金を割り振ることが、前記第２のＵＥのために通信されるデータにつ
いて前記第１のＵＥにクレジットを与えることを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を確立することは、
　ＰＤＮ接続についての要求を受信することと、前記要求が前記第１のＵＥの識別子を含
み、ここにおいて、前記生成された無線ベアラは、前記要求されたＰＤＮ接続のためのも
のである、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＰＤＮ接続に関係する前記要求が前記第２のＵＥの前記識別子を含む、請求項５に
記載の方法。
【請求項７】
　前記ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を変更することが、前記第２のＵＥに
対応するデータと別のＵＥに対応するデータとの間を区別するためのトラフィックフロー
テンプレート（ＴＦＴ）を送ることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　第１のユーザ機器（ＵＥ）からパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続に関係する
要求を受信するための手段と、ここにおいて、前記要求が第２のＵＥに関係する、
　前記要求に応答して、ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を確立または変更す
るための手段と、ここにおいて、前記接続を確立または変更することが、前記ゲートウェ
イに前記第２のＵＥの識別子を送ることと、および、前記第２のＵＥに関連する無線ベア
ラを生成することと、を含む、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項９】
　前記第２のＵＥのために前記第１のＵＥと前記ゲートウェイとの間で通信されるデータ
について前記第２のＵＥに料金を割り振るための手段をさらに備える、請求項８に記載の
装置。
【請求項１０】
　前記料金が、前記第２のＵＥの前記識別子に基づいて前記第２のＵＥに割り振られる、
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請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　データについて料金を割り振るための前記手段が、前記第２のＵＥのために通信される
データについて前記第１のＵＥにクレジットを与える、請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を確立するための前記手段が、ＰＤＮ
接続についての要求を受信するように構成され、前記要求が前記第１のＵＥの識別子を含
み、前記生成された無線ベアラは、前記ＰＤＮ接続のためのものである、請求項８に記載
の装置。
【請求項１３】
　前記ＰＤＮ接続に関係する前記要求が前記第２のＵＥの前記識別子を含む、請求項１２
に記載の装置。
【請求項１４】
　接続を変更するための前記手段が、前記第２のＵＥに対応するデータと別のＵＥに対応
するデータとの間を区別するためのトラフィックフローテンプレート（ＴＦＴ）を送る、
請求項８に記載の装置。
【請求項１５】
　　第１のユーザ機器（ＵＥ）からパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続に関係す
る要求を受信することと、ここにおいて、前記要求が第２のＵＥに関係する、
　　前記要求に応答して、ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を確立または変更
することと、ここにおいて、前記接続を確立または変更するとき、処理システムが前記ゲ
ートウェイに前記第２のＵＥの識別子を送る、および、前記第２のＵＥに関連する無線ベ
アラを生成する、
　を行うように構成された、処理システム
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項１６】
　　第１のユーザ機器（ＵＥ）からパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続に関係す
る要求を受信するためのコードと、ここにおいて、前記要求が第２のＵＥに関係する、
　　前記要求に応答して、ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を確立または変更
するためのコードと、ここにおいて、前記接続を確立または変更することが、前記ゲート
ウェイに前記第２のＵＥの識別子を送ることと、および、前記第２のＵＥに関連する無線
ベアラを生成することと、を含む、
　を備えるコンピュータ可読非一時的媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項１７】
　コロケートされたユーザ機器を通してパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）に接続さ
れている間、端末ユーザ機器（ＴＵＥ）との接続を確立することと、
　ゲートウェイとの接続を確立または変更することと、ここにおいて、前記接続を確立ま
たは変更することが、前記ゲートウェイに前記ＴＵＥの識別子を送ることと、および、前
記ＴＵＥに関連する無線ベアラを生成することと、を含む、
　前記ゲートウェイとの前記確立または変更された接続を使用して前記ＴＵＥと前記ＰＤ
Ｎとの間でデータを中継することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
【請求項１８】
　ＰＤＮ料金が、前記ＴＵＥと前記ＰＤＮとの間で中継される前記データに基づいて前記
ＴＵＥに割り振られる、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ＴＵＥと前記ＰＤＮとの間で中継される前記データに基づいてクレジットを受信す
ることをさらに備える、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
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　前記生成された無線ベアラは、前記ＴＵＥに関連する、請求項１７に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ゲートウェイとの接続を変更することが、前記ＴＵＥに対応するデータと別のＵＥ
に対応するデータとの間を区別するためのトラフィックフローテンプレート（ＴＦＴ）を
送ることを含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２２】
　コロケートされたユーザ機器を通してパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）に接続さ
れている間、端末ユーザ機器（ＴＵＥ）との接続を確立するための手段と、
　ゲートウェイとの接続を確立または変更するための手段と、ここにおいて、前記接続を
確立または変更するための前記手段が、前記ゲートウェイに前記ＴＵＥの識別子を送る、
および、前記ＴＵＥに関連する無線ベアラを生成する、
　前記ゲートウェイとの前記確立または変更された接続を使用して前記ＴＵＥと前記ＰＤ
Ｎとの間でデータを中継するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項２３】
　前記ＴＵＥと前記ＰＤＮとの間で中継される前記データに基づいて前記ＴＵＥにＰＤＮ
料金が割り振られる、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記ＴＵＥと前記ＰＤＮとの間で中継される前記データについてクレジットが受信され
る、請求項２２に記載の装置。
【請求項２５】
　前記ゲートウェイとの接続を変更するための前記手段が、前記ＴＵＥに対応するデータ
と別のＵＥに対応するデータとの間を区別するためのトラフィックフローテンプレート（
ＴＦＴ）を送る、請求項２２に記載の装置。
【請求項２６】
　　コロケートされたユーザ機器を通してパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）に接続
されている間、端末ユーザ機器（ＴＵＥ）との接続を確立することと、
　　ゲートウェイとの接続を確立または変更することと、ここにおいて、前記接続を確立
または変更するとき、処理システムが、前記ゲートウェイに前記ＴＵＥの識別子を送る、
および、前記ＴＵＥに関連する無線ベアラを生成する、ように構成された、
　　前記ゲートウェイとの前記確立または変更された接続を使用して前記ＴＵＥと前記Ｐ
ＤＮとの間でデータを中継することと
　を行うように構成された、処理システム
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項２７】
　　コロケートされたユーザ機器を通してパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）に接続
されている間、端末ユーザ機器（ＴＵＥ）との接続を確立するためのコードと、
　　ゲートウェイとの接続を確立または変更するためのコードと、ここにおいて、前記接
続を確立または変更することが、前記ゲートウェイに前記ＴＵＥの識別子を送ること、お
よび、前記ＴＵＥに関連する無線ベアラを生成すること、を含む、
　　前記ゲートウェイとの前記確立または変更された接続を使用して前記ＴＵＥと前記Ｐ
ＤＮとの間でデータを中継するためのコードと
　を備えるコンピュータ可読非一時的媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項２８】
　第１のｅノードＢとの接続を確立することと、
　前記第１のｅノードＢのタイプを判断することと、
　前記第１のｅノードＢが第２のｅノードＢにデータを中継するとき、ゲートウェイとの
仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）接続を確立することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
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【請求項２９】
　前記ＶＰＮ接続を介して通信されるデータに基づいてＰＤＮデータ料金が割り振られる
、請求項２８に記載の方法。
【請求項３０】
　前記第１のｅノードＢの前記タイプがリレーであると判断される、請求項２９に記載の
方法。
【請求項３１】
　前記第１のｅノードＢの前記タイプが、信用できるまたは信頼できないのうちの１つで
あると判断される、請求項２９に記載の方法。
【請求項３２】
　第１のｅノードＢとの接続を確立するための手段と、
　前記第１のｅノードＢのタイプを判断するための手段と、
　前記第１のｅノードＢが第２のｅノードＢにデータを中継するとき、ゲートウェイとの
仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）接続を確立するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項３３】
　前記ＶＰＮ接続を介して通信されるデータに基づいてＰＤＮデータ料金が割り振られる
、請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記第１のｅノードＢの前記タイプがリレーであると判断される、請求項３３に記載の
装置。
【請求項３５】
　前記第１のｅノードＢの前記タイプが、信用できるまたは信頼できないのうちの１つで
あると判断される、請求項３３に記載の装置。
【請求項３６】
　　第１のｅノードＢとの接続を確立することと、
　　前記第１のｅノードＢのタイプを判断することと、
　　前記第１のｅノードＢが第２のｅノードＢにデータを中継するとき、ゲートウェイと
の仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）接続を確立することと
　を行うように構成された処理システム
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
【請求項３７】
　前記ＶＰＮ接続を介して通信されるデータに基づいてＰＤＮデータ料金が割り振られる
、請求項３６に記載の装置。
【請求項３８】
　　第１のｅノードＢとの接続を確立するためのコードと、
　　前記第１のｅノードＢのタイプを判断するためのコードと、
　　前記第１のｅノードＢが第２のｅノードＢにデータを中継するとき、ゲートウェイと
の仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）接続を確立するためのコードと
　を備えるコンピュータ可読非一時的媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項３９】
　前記ＶＰＮ接続を介して通信されるデータに基づいてＰＤＮデータ料金が割り振られる
、請求項３８に記載のコンピュータプログラム製品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１１】
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　[00131]以上の説明は、当業者が本明細書で説明した様々な態様を実行できるようにす
るために提供したものである。これらの態様に対する様々な変更は当業者には容易に明ら
かであり、本明細書で定義した一般的原理は他の態様に適用することができる。したがっ
て、特許請求の範囲は、本明細書に示された態様に限定されるものではなく、言語的主張
に矛盾しない最大限の範囲を与えられるべきであり、単数形の要素への言及は、明確にそ
う明記されていない限り、「ただ１つの」を意味するものではなく、「１つまたは複数の
」を意味するものである。別段に明記されていない限り、「いくつかの」という語は「１
つまたは複数の」を表す。当業者に知られている、または後に知られることになる、本開
示全体にわたって説明した様々な態様の要素のすべての構造的および機能的均等物は、参
照により本明細書に明白に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。さらに
、本明細書に開示したいかなることも、そのような開示が特許請求の範囲に明示的に具陳
されているかどうかにかかわらず、公に供するものではない。いかなるクレーム要素も、
その要素が「のための手段」という語句を使用して明確に具陳されていない限り、ミーン
ズプラスファンクションとして解釈されるべきではない。
　以下に、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］　第１のユーザ機器（ＵＥ）からパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続に
関係する要求を受信することと、ここにおいて、前記要求が第２のＵＥに関係する、
　前記要求に応答して、ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を確立または変更す
ることと、ここにおいて、前記接続を確立または変更することが、前記ゲートウェイに前
記第２のＵＥの識別子を送ることを含む、
を備える、ワイヤレス通信の方法。
［Ｃ２］　前記第２のＵＥのために前記第１のＵＥと前記ゲートウェイとの間で通信され
るデータについて前記第２のＵＥに料金を割り振ることをさらに備える、Ｃ１に記載の方
法。
［Ｃ３］　前記料金が、前記第２のＵＥの前記識別子に基づいて前記第２のＵＥに割り振
られる、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］　データについて料金を割り振ることが、前記第２のＵＥのために通信されるデ
ータについて前記第１のＵＥにクレジットを与えることを含む、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ５］　前記ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を確立することは、
　ＰＤＮ接続についての要求を受信することと、前記要求が前記第１のＵＥの識別子を含
む、
　前記要求されたＰＤＮ接続のための無線ベアラを生成することと
を含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ６］　前記ＰＤＮ接続に関係する前記要求が前記第２のＵＥの前記識別子を含む、Ｃ
５に記載の方法。
［Ｃ７］　前記ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を変更することが、前記第２
のＵＥに対応するデータと別のＵＥに対応するデータとの間を区別するためのトラフィッ
クフローテンプレート（ＴＦＴ）を送ることを含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ８］　前記ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を変更することが、前記第２
のＵＥに関連する無線ベアラを生成することを含む、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ９］　第１のユーザ機器（ＵＥ）からパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続に
関係する要求を受信するための手段と、ここにおいて、前記要求が第２のＵＥに関係する
、
　前記要求に応答して、ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を確立または変更す
るための手段と、ここにおいて、前記接続を確立または変更することが、前記ゲートウェ
イに前記第２のＵＥの識別子を送ることを含む、
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ１０］　前記第２のＵＥのために前記第１のＵＥと前記ゲートウェイとの間で通信さ
れるデータについて前記第２のＵＥに料金を割り振るための手段をさらに備える、Ｃ９に
記載の装置。
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［Ｃ１１］　前記料金が、前記第２のＵＥの前記識別子に基づいて前記第２のＵＥに割り
振られる、Ｃ１０に記載の装置。
［Ｃ１２］　データについて料金を割り振るための前記手段が、前記第２のＵＥのために
通信されるデータについて前記第１のＵＥにクレジットを与える、Ｃ１０に記載の装置。
［Ｃ１３］　前記ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を確立するための前記手段
が、ＰＤＮ接続についての要求を受信するように構成され、前記要求が前記第１のＵＥの
識別子を含み、前記ＰＤＮ接続のための無線ベアラを生成するようにさらに構成された、
Ｃ９に記載の装置。
［Ｃ１４］　前記ＰＤＮ接続に関係する前記要求が前記第２のＵＥの前記識別子を含む、
Ｃ１３に記載の装置。
［Ｃ１５］　接続を変更するための前記手段が、前記第２のＵＥに対応するデータと別の
ＵＥに対応するデータとの間を区別するためのトラフィックフローテンプレート（ＴＦＴ
）を送る、Ｃ９に記載の装置。
［Ｃ１６］　前記ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を変更するための前記手段
が、前記第２のＵＥに関連する無線ベアラを生成する、Ｃ９に記載の装置。
［Ｃ１７］　第１のユーザ機器（ＵＥ）からパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続
に関係する要求を受信することと、ここにおいて、前記要求が第２のＵＥに関係する、
　　前記要求に応答して、ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を確立または変更
することと、ここにおいて、前記接続を確立または変更するとき、処理システムが前記ゲ
ートウェイに前記第２のＵＥの識別子を送る
　を行うように構成された、処理システム
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ１８］　第１のユーザ機器（ＵＥ）からパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続
に関係する要求を受信するためのコードと、ここにおいて、前記要求が第２のＵＥに関係
する、
　　前記要求に応答して、ゲートウェイと前記第１のＵＥとの間の接続を確立または変更
するためのコードと、ここにおいて、前記接続を確立または変更することが、前記ゲート
ウェイに前記第２のＵＥの識別子を送ることを含む、
　を備えるコンピュータ可読非一時的媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ１９］　コロケートされたユーザ機器を通してパケットデータネットワーク（ＰＤＮ
）に接続されている間、端末ユーザ機器（ＴＵＥ）との接続を確立することと、
　ゲートウェイとの接続を確立または変更することと、ここにおいて、前記接続を確立ま
たは変更することが、前記ゲートウェイに前記ＴＵＥの識別子を送ることを含む、
　前記ゲートウェイとの前記確立または変更された接続を使用して前記ＴＵＥと前記ＰＤ
Ｎとの間でデータを中継することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
［Ｃ２０］　ＰＤＮ料金が、前記ＴＵＥと前記ＰＤＮとの間で中継される前記データに基
づいて前記ＴＵＥに割り振られる、Ｃ１９に記載の方法。
［Ｃ２１］　前記ＴＵＥと前記ＰＤＮとの間で中継される前記データに基づいてクレジッ
トを受信することをさらに備える、Ｃ１９に記載の方法。
［Ｃ２２］　前記ゲートウェイとの接続を確立または変更することが、前記ＴＵＥに関連
する無線ベアラを要求することを含む、Ｃ１９に記載の方法。
［Ｃ２３］　前記ゲートウェイとの接続を変更することが、前記ＴＵＥに対応するデータ
と別のＵＥに対応するデータとの間を区別するためのトラフィックフローテンプレート（
ＴＦＴ）を送ることを含む、Ｃ１９に記載の方法。
［Ｃ２４］　コロケートされたユーザ機器を通してパケットデータネットワーク（ＰＤＮ
）に接続されている間、端末ユーザ機器（ＴＵＥ）との接続を確立するための手段と、
　ゲートウェイとの接続を確立または変更するための手段と、ここにおいて、前記接続を
確立または変更するための前記手段が、前記ゲートウェイに前記ＴＵＥの識別子を送る、
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　前記ゲートウェイとの前記確立または変更された接続を使用して前記ＴＵＥと前記ＰＤ
Ｎとの間でデータを中継するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ２５］　前記ＴＵＥと前記ＰＤＮとの間で中継される前記データに基づいて前記ＴＵ
ＥにＰＤＮ料金が割り振られる、Ｃ２４に記載の装置。
［Ｃ２６］　前記ＴＵＥと前記ＰＤＮとの間で中継される前記データについてクレジット
が受信される、Ｃ２４に記載の装置。
［Ｃ２７］　前記ゲートウェイとの接続を確立または変更するための前記手段が、前記Ｔ
ＵＥに関連する無線ベアラを要求する、Ｃ２４に記載の装置。
［Ｃ２８］　前記ゲートウェイとの接続を変更するための前記手段が、前記ＴＵＥに対応
するデータと別のＵＥに対応するデータとの間を区別するためのトラフィックフローテン
プレート（ＴＦＴ）を送る、Ｃ２４に記載の装置。
［Ｃ２９］　コロケートされたユーザ機器を通してパケットデータネットワーク（ＰＤＮ
）に接続されている間、端末ユーザ機器（ＴＵＥ）との接続を確立することと、
　　ゲートウェイとの接続を確立または変更することと、ここにおいて、前記接続を確立
または変更するとき、処理システムが、前記ゲートウェイに前記ＴＵＥの識別子を送るよ
うに構成された、
　　前記ゲートウェイとの前記確立または変更された接続を使用して前記ＴＵＥと前記Ｐ
ＤＮとの間でデータを中継することと
　を行うように構成された、処理システム
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ３０］　コロケートされたユーザ機器を通してパケットデータネットワーク（ＰＤＮ
）に接続されている間、端末ユーザ機器（ＴＵＥ）との接続を確立するためのコードと、
　　ゲートウェイとの接続を確立または変更するためのコードと、ここにおいて、前記接
続を確立または変更することが、前記ゲートウェイに前記ＴＵＥの識別子を送ることを含
む、
　　前記ゲートウェイとの前記確立または変更された接続を使用して前記ＴＵＥと前記Ｐ
ＤＮとの間でデータを中継するためのコードと
　を備えるコンピュータ可読非一時的媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ３１］　第１のｅノードＢとの接続を確立することと、
　前記第１のｅノードＢのタイプを判断することと、
　前記第１のｅノードＢが第２のｅノードＢにデータを中継するとき、ゲートウェイとの
仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）接続を確立することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
［Ｃ３２］　前記ＶＰＮ接続を介して通信されるデータに基づいてＰＤＮデータ料金が割
り振られる、Ｃ３１に記載の方法。
［Ｃ３３］　前記第１のｅノードＢの前記タイプがリレーであると判断される、Ｃ３２に
記載の方法。
［Ｃ３４］　前記第１のｅノードＢの前記タイプが、信用できるまたは信頼できないのう
ちの１つであると判断される、Ｃ３２に記載の方法。
［Ｃ３５］　第１のｅノードＢとの接続を確立するための手段と、
　前記第１のｅノードＢのタイプを判断するための手段と、
　前記第１のｅノードＢが第２のｅノードＢにデータを中継するとき、ゲートウェイとの
仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）接続を確立するための手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ３６］　前記ＶＰＮ接続を介して通信されるデータに基づいてＰＤＮデータ料金が割
り振られる、Ｃ３５に記載の装置。
［Ｃ３７］　前記第１のｅノードＢの前記タイプがリレーであると判断される、Ｃ３６に
記載の装置。
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［Ｃ３８］　前記第１のｅノードＢの前記タイプが、信用できるまたは信頼できないのう
ちの１つであると判断される、Ｃ３６に記載の装置。
［Ｃ３９］　第１のｅノードＢとの接続を確立することと、
　　前記第１のｅノードＢのタイプを判断することと、
　　前記第１のｅノードＢが第２のｅノードＢにデータを中継するとき、ゲートウェイと
の仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）接続を確立することと
　を行うように構成された処理システム
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［Ｃ４０］　前記ＶＰＮ接続を介して通信されるデータに基づいてＰＤＮデータ料金が割
り振られる、Ｃ３９に記載の装置。
［Ｃ４１］　第１のｅノードＢとの接続を確立するためのコードと、
　　前記第１のｅノードＢのタイプを判断するためのコードと、
　　前記第１のｅノードＢが第２のｅノードＢにデータを中継するとき、ゲートウェイと
の仮想プライベートネットワーク（ＶＰＮ）接続を確立するためのコードと
　を備えるコンピュータ可読非一時的媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ４２］　前記ＶＰＮ接続を介して通信されるデータに基づいてＰＤＮデータ料金が割
り振られる、Ｃ４１に記載のコンピュータプログラム製品。
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