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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイドエリア無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）の第１の基地局（ＢＳ）によるワイ
ヤレス通信のための方法であって、
　前記第１のＢＳによっておよびワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）の
第２のＢＳによってサービスされるユーザ機器（ＵＥ）が、無線アクセスネットワーク（
ＲＡＮ）アグリゲーションに参加可能であると決定することと、
　前記ワイドエリアＲＡＮおよび前記ＷＬＡＮの両方を同時に介して、１つまたは複数の
パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続をアクティブに維持する間に、前記第１のＢ
Ｓと前記第２のＢＳとの前記１つまたは複数のＰＤＮ接続の１つまたは複数のベアラの前
記ＵＥのためのＲＡＮアグリゲーションをアクティブ化することと、
　を備え、
　前記ＲＡＮアグリゲーションをアクティブ化することは、
　前記ＲＡＮアグリゲーションが可能であるという指示を、ＭＭＥまたはＳＧＳＮに送る
ことと、
　前記ＵＥが前記第２のＢＳにアクセスするために現在使用しているネットワーク識別子
とは異なるネットワーク識別子を使用して前記第２のＢＳに接続するように前記ＵＥにメ
ッセージを送信することと、
　のうちの１つを備え、
　前記１つまたは複数のベアラの各ベアラを識別するための論理チャネル識別子（ＬＣＩ
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Ｄ）が、各ベアラのパケットに含まれる、方法。
【請求項２】
　前記決定は、前記ＵＥから受信された指示に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記決定は、前記第２のＢＳから受信された指示に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ＵＥは、一度に単一のＷＬＡＮ ＢＳと単一のワイドエリアＲＡＮ ＢＳとに接続可
能である、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ＲＡＮアグリゲーションをアクティブ化することは、ＷＬＡＮの別のＢＳにアクセスす
ることを前記ＵＥにさせることを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記ＵＥが接続された前記ＷＬＡＮの前記第２のＢＳのアイデンティティ、または利用
可能なＷＬＡＮの前記ＢＳのリストを、前記ＵＥから受信することをさらに備える、請求
項１に記載の方法。
【請求項７】
　ＷＬＡＮの１つまたは複数のＢＳに接続されたＵＥのリストを、定期的にまたはリクエ
ストに応じて、前記ＷＬＡＮの前記第２のＢＳから受信することをさらに備える、請求項
１に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＵＥのアイデンティティを、前記ＷＬＡＮの前記第２のＢＳから受信することをさ
らに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）の第１の基地局（ＢＳ）、および
ワイドエリア無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）の第２のＢＳによってサービスされて
いる間に、１つまたは複数のパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続に属する１つま
たは複数のベアラのＲＡＮアグリゲーションを開始するための指示を受信することと、
　前記ワイドエリアＲＡＮおよび前記ＷＬＡＮの両方を同時に介して、前記１つまたは複
数のＰＤＮ接続をアクティブに維持する間に、１つまたは複数のＰＤＮ接続に属する前記
１つまたは複数のベアラのＲＡＮアグリゲーションを行うための動作をすることと、
　を備え、
　前記動作をすることは、前記ＵＥが前記第１のＢＳにアクセスするために現在使用して
いるものとは異なるネットワーク識別子を使用して前記第１のＢＳにアクセスすることを
備え、
　前記１つまたは複数のベアラを識別するための論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）が、各
ベアラのパケットに含まれる、方法。
【請求項１０】
　動作をすることは、前記第１のＢＳによってサービスされる１つまたは複数のＳ２ａお
よびＳ２ｂ接続を切断せずに、前記第１のＢＳから切断することを備える、請求項９に記
載の方法。
【請求項１１】
　動作をすることは、ＷＬＡＮの第３のＢＳに接続することを備える、請求項９に記載の
方法。
【請求項１２】
　動作をすることはさらに、前記第１のＢＳから切断することを備える、請求項１１に記
載の方法。
【請求項１３】
　動作をすることはさらに、インターネットプロトコル（ＩＰ）フローモビリティ（ＩＦ
ＯＭ）シグナリングを行うことを備える、請求項１１に記載の方法。
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【請求項１４】
　ワイドエリア無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）の第１の基地局（ＢＳ）であって、
　少なくとも１つのアンテナと、
　少なくとも１つのプロセッサと、を備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　前記第１のＢＳによっておよびワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）
の第２のＢＳによってサービスされるユーザ機器（ＵＥ）が、無線アクセスネットワーク
（ＲＡＮ）アグリゲーションに参加可能であると決定することと、
　　前記ワイドエリアＲＡＮのみを介して、または前記ワイドエリアＲＡＮおよび前記Ｗ
ＬＡＮの両方を同時に介して、１つまたは複数のパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）
接続をアクティブに維持する間に、前記第１のＢＳと、前記第２のＢＳまたはＷＬＡＮの
別のＢＳのうちの少なくとも１つとの前記１つまたは複数のＰＤＮ接続の１つまたは複数
のベアラの前記ＵＥのためのＲＡＮアグリゲーションをアクティブ化することと、
　をするように構成され、
　前記ＲＡＮアグリゲーションをアクティブ化することは、前記ＵＥが前記第２のＢＳに
アクセスするために現在使用しているネットワーク識別子とは異なるネットワーク識別子
を使用して前記第２のＢＳにアクセスすることを前記ＵＥにさせることを備え、
　前記１つまたは複数のベアラを識別するための論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）が、各
ベアラのパケットに含まれる、第１のＢＳ。
【請求項１５】
　ユーザ機器（ＵＥ）であって、
　少なくとも１つのアンテナと、
　少なくとも１つのプロセッサと、を備え、前記少なくとも１つのプロセッサは、
　　ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）の第１の基地局（ＢＳ）、およ
びワイドエリア無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）の第２のＢＳによってサービスされ
ている間に、１つまたは複数のパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続に属する１つ
または複数のベアラのＲＡＮアグリゲーションを開始するための指示を受信することと、
　　前記ワイドエリアＲＡＮのみを介して、または前記ワイドエリアＲＡＮおよび前記Ｗ
ＬＡＮの両方を同時に介して、前記１つまたは複数のＰＤＮ接続をアクティブに維持する
間に、１つまたは複数のＰＤＮ接続に属する前記１つまたは複数のベアラのＲＡＮアグリ
ゲーションを行うための動作をすることと、
　をするように構成され、
　前記動作をすることは、前記ＵＥが前記第１のＢＳにアクセスするために現在使用して
いるものとは異なるネットワーク識別子を使用して前記第１のＢＳにアクセスすることを
備え、
　前記１つまたは複数のベアラを識別するための論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）が、各
ベアラのパケットに含まれる、ＵＥ。
【発明の詳細な説明】
【関連出願への相互参照】
【０００１】
　[0001]　本特許出願は、２０１４年５月２７日に出願された米国仮特許出願第６２／０
０３，３８７号、および２０１５年５月２６日に出願された米国特許出願第１４／７２１
，３０５号の優先権を主張し、その両方がそれら全体において参照によって本明細書に明
示的に組み込まれるものである。
【背景技術】
【０００２】
　[0002]　本開示のある態様は、一般にワイヤレス通信に関し、より具体的には、異なる
無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用してアグリゲーションをサポートするシステムにおい
てデータをルーティングするための技法に関する。
【関連技術の説明】
【０００３】
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　[0003]　ワイヤレス通信システムは、音声、データのような様々なタイプの通信コンテ
ンツを提供するために広く展開されている。これらシステムは、利用可能なシステムリソ
ース（例えば、帯域幅および送信電力）を共有することによって複数のユーザとの通信を
サポート可能な多元接続システムであり得る。このような多元接続システムの例は、符号
分割多元接続（ＣＤＭＡ）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（ＦＤＭＡ）システム、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ（登
録商標））、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登録商標））システム、ロングタ
ームエボリューションアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）システム、および直交周波数分割多元
接続（ＯＦＤＭＡ）システムを含む。
【０００４】
　[0004]　一般に、ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のワイヤレス端末のための
通信を同時にサポートできる。各端末は、順方向および逆方向リンク上の送信を介して、
１つまたは複数の基地局と通信する。順方向リンク（すなわち、ダウンリンク）は、基地
局から端末への通信リンクを指し、逆方向リンク（すなわち、アップリンク）は、端末か
ら基地局への通信リンクを指す。この通信リンクは、単一入力単一出力、多入力単一出力
、または多入力多出力（ＭＩＭＯ）システムを介して確立され得る。
【０００５】
　[0005]　ワイヤレス通信技術が進歩するにつれて、ますます多くの異なる無線アクセス
技術が利用されている。例えば、多数の地理的エリアが複数のワイヤレス通信システムに
よってサービスされ、それらの各々は、１つまたは複数の異なるエアインターフェース(a
ir interface)技術を利用できる。このようなネットワーク環境におけるワイヤレス端末
の多用性を増大させるために、複数の無線技術の下で動作可能であるマルチモードワイヤ
レス端末への潮流(trend)が近年増してきている。例えば、マルチモードの実施は、端末
が、地理的エリア内にあって各々異なる無線インターフェース技術を利用できる複数のシ
ステムのうちからシステムを選択し、その後１つ以上の選ばれたシステムと通信すること
を可能にできる。
【０００６】
　[0006]　いくつかの場合において、こうしたシステムは、トラフィックがワイヤレスワ
イドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）などの１つのネットワークから、ワイヤレス免許不
要ローカルエリアネットワーク（ここでは、例えばＷＬＡＮまたはＷｉ－Ｆｉ技術、ある
いは、免許不要ＬＴＥのような免許不要スペクトル内で使用されるＷＷＡＮ技術に基づく
もので、ＷＬＡＮと総称される)のような第２のネットワークへオフロードされることを
可能にし得る。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]　本開示のある態様は、第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）の第１の基地局（Ｂ
Ｓ）によって行われるワイヤレス通信のための方法を提供する。方法は、一般に、ＷＬＡ
Ｎの第１のＢＳによっておよび第２のＢＳによってサービスされるユーザ機器（ＵＥ）が
、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）アグリゲーションに参加可能であると決定するこ
とと、ＲＡＮのみを介して、またはＲＡＮおよびＷＬＡＮの両方を同時に介して、１つま
たは複数のパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続をアクティブに維持する間に、第
１のＢＳと、第２のＢＳまたはＷＬＡＮの別のＢＳのうちの少なくとも１つとの１つまた
は複数のＰＤＮ接続の１つまたは複数のベアラのＵＥのためのＲＡＮアグリゲーションを
アクティブ化することと、を含む。
【０００８】
　[0008]　本開示のある態様は、ユーザ機器（ＵＥ）によって行われるワイヤレス通信の
ための方法を提供する。方法は、一般に、ＷＬＡＮの第１の基地局（ＢＳ）、および無線
アクセスネットワーク（ＲＡＮ）の第２の基地局によってサービスされている間に、１つ
または複数のパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続に属する１つまたは複数のベア
ラのＲＡＮアグリゲーションを開始するための指示を受信することと、ＲＡＮのみを介し
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て、またはＲＡＮおよびＷＬＡＮの両方を同時に介して、１つまたは複数のＰＤＮ接続を
アクティブに維持する間に、１つまたは複数のＰＤＮ接続に属する１つまたは複数のベア
ラのＲＡＮアグリゲーションを行うための動作をすることと、を含む。
【０００９】
　[0009]　本開示のある態様は、第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）の第１の基地局（Ｂ
Ｓ）を提供する。第１の基地局は、一般に、少なくとも１つのアンテナと、ＷＬＡＮの第
１のＢＳによっておよび第２のＢＳによってサービスされるユーザ機器（ＵＥ）が、無線
アクセスネットワーク（ＲＡＮ）アグリゲーションに参加可能であると決定することと、
ＲＡＮのみを介して、またはＲＡＮおよびＷＬＡＮの両方を同時に介して、１つまたは複
数のパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続をアクティブに維持する間に、第１のＢ
Ｓと、第２のＢＳまたはＷＬＡＮの別のＢＳのうちの少なくとも１つとの１つまたは複数
のＰＤＮ接続の１つまたは複数のベアラのＵＥのためのＲＡＮアグリゲーションをアクテ
ィブ化することと、をするように構成される、少なくとも１つのプロセッサと、を含む。
【００１０】
　[0010]　本開示のある態様は、ユーザ機器（ＵＥ）を提供する。ＵＥは、一般に、少な
くとも１つのアンテナと、ＷＬＡＮの第１の基地局（ＢＳ）、および無線アクセスネット
ワーク（ＲＡＮ）の第２の基地局によってサービスされている間に、１つまたは複数のパ
ケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続に属する１つまたは複数のベアラのＲＡＮアグ
リゲーションを開始するための指示を受信することと、ＲＡＮのみを介して、またはＲＡ
ＮおよびＷＬＡＮの両方を同時に介して、１つまたは複数のＰＤＮ接続をアクティブに維
持する間に、１つまたは複数のＰＤＮ接続に属する１つまたは複数のベアラのＲＡＮアグ
リゲーションを行うための動作をすることと、をするように構成される少なくとも１つの
プロセッサと、を含む。
【００１１】
　[0011]　本開示の様々な態様および特徴が、下記でさらに詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　[0012]　上述された本開示の特徴が詳細に理解できる方法、上記で簡潔に要約されたよ
り具体的な説明が、複数の態様を参照することによって得られるように、これらのいくつ
かが添付の図面で図示される。 しかしながら、添付の図面は、この開示のある典型的な
態様のみを図示しており、従って、その説明が他の同等に効果的な態様を認めることがで
きるように、その範囲を限定するものとみなされるべきではないことに留意されたい。
【図１】本開示のある態様に従った、多元接続ワイヤレス通信システムの例を図示する。
【図２】本開示のある態様に従った、アクセスポイントとユーザ端末のブロック図を図示
する。
【図３】本開示のある態様に従った、ワイヤレスデバイスにおいて利用され得る様々なコ
ンポーネントを図示する。
【図４】本開示のある態様に従った、マルチモードモバイル局の例を図示する。
【図５】本開示のある態様に従った、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）と３ＧＰＰ ｅノードＢのための基準セルラ－ＷＬＡＮ相互作用アーキテクチャ(refere
nce cellular-WLAN interworking architecture)を図示する。
【図６】本開示のある態様に従った、ユーザプレーンのための例示的なインターフェース
プロトコルアーキテクチャ(interface protocol architecture)を図示する。
【図７】本開示のある態様に従った、ユーザプレーンのための例示的なインターフェース
プロトコルアーキテクチャを図示する。
【図８】本開示のある態様に従った、ワイドエリア無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）
へのＷＬＡＮのための基準アーキテクチャを図示する。
【図９】本開示のある態様に従った、ＲＡＮアグリゲーションをトリガするための例示的
なコールフロー(call flows)を図示する。
【図１０Ａ】本開示のある態様に従った、ＲＡＮアグリゲーションが使用され得る例示的
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なワイヤレス通信システムを図示する。
【図１０Ｂ】本開示のある態様に従った、ＲＡＮアグリゲーションが使用され得る例示的
なワイヤレス通信システムを図示する。
【図１１】本開示のある態様に従った、ＲＡＮアグリゲーションをトリガするための例示
的なコールフローを図示する。
【図１２Ａ】本開示のある態様に従った、ＲＡＮアグリゲーションが使用され得る例示的
なワイヤレス通信システムを図示する。
【図１２Ｂ】本開示のある態様に従った、ＲＡＮアグリゲーションが使用され得るワイヤ
レス通信システムの例を図示する。
【図１３】本開示のある態様に従った、ＲＡＮアグリゲーションのトリガのための例示的
なコールフローを図示する。
【図１４Ａ】本開示のある態様に従った、ＲＡＮアグリゲーションが使用され得る例示的
なワイヤレス通信システムを図示する。
【図１４Ｂ】本開示のある態様に従った、ＲＡＮアグリゲーションが使用され得る例示的
なワイヤレス通信システムを図示する。
【図１５】本開示のある態様に従った、ＲＡＮアグリゲーションのトリガのための例示的
なコールフローを図示する。
【図１６】本開示のある態様に従った、ＢＳによって行われ得るＲＡＮアグリゲーション
を行うための動作の例を図示する。
【図１７】本開示のある態様に従った、ＵＥによって行われ得るＲＡＮアグリゲーション
を行うための動作の例を図示する。
【詳細な説明】
【００１３】
　[0030]　本開示の態様に従って、ワイヤレスネットワーク事業者（例えば、セルラネッ
トワーク事業者）がワイヤレスワイドエリアネットワーク（例えば、３ＧＰＰネットワー
ク）と１つまたは複数のワイヤレスローカルエリアネットワーク（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ）
との両方を介して、ＵＥのためのＤＬおよびＵＬの両方をルーティングすることをイネー
ブルする(enable)ための技法が提供される。ＵＥは、ワイヤレスワイドエリアネットワー
ク（ＷＷＡＮ）と１つまたは複数のワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）
との両方に同時に接続し得、ＷＷＡＮエンティティ（例えば、ｅＮＢ）は、ＷＬＡＮを介
してＵＥへ／から他のパケットを搬送している間に、ＷＷＡＮを介してＵＥへ／からある
パケット(certain packets)を搬送することを決定し得る。例えば、ボイスオーバーイン
ターネットプロトコル（ＶＯＩＰ：voice over internet protocol）のためのパケットは
、ｅメールアプリケーションのパケットがＩＥＥＥ ８０２．１１ａｃ Ｗｉ－Ｆｉネット
ワークを使用してＷｉ－Ｆｉアクセスポイント（ＡＰ）を介してＵＥへ／から搬送されて
いる間に、３ＧＰＰ ＬＴＥセルラネットワークを使用してｅＮＢを介してＵＥへ／から
搬送され得る。
【００１４】
　[0031]　一般に、事業者配備のＷＬＡＮは十分に利用されていないことが多いため、セ
ルラネットワークからワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）にトラフィッ
クをオフロードすることが好ましいことがある。しかしながら、ユーザ経験は、ＵＥが過
負荷の(overloaded)ＷＬＡＮネットワークに接続するときに最良以下(suboptimal)である
。本開示の特定の態様に従って、モバイル事業者（すなわち、セルラネットワーク事業者
）は、どのトラフィックがＷＬＡＮを介してルーティングされるか、およびどのトラフィ
ックがワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）（例えば、３ＧＰＰ ＲＡＮ）
であり続けるかを制御でき得る。ＷＷＡＮからＷＬＡＮにベアラを切り替えるかどうかは
、またはその逆も同様で、システムの有益な機能（例えば、システム全体のスループット
）を最大化しながら、各ベアラのための「より良い」リンクを用いてベアラにサービスす
るという主要目標に基づいて決定され得る。ＵＥにサービスするために複数のＲＡＮをこ
うして組み合わせることは、「ＲＡＮアグリゲーション」と呼ばれ得る。より具体的には
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、ＲＡＮアグリゲーションは、ＬＴＥのような３ＧＰＰアクセスネットワークと、Ｗｉ－
Ｆｉのような非３ＧＰＰアクセスネットワークとの間でトラフィックをオフロードするた
めの手法である。データをオフロードするための、ＷＷＡＮ（ＬＴＥのような３ＧＰＰア
クセスネットワーク）とＷＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉのような非３ＧＰＰアクセスネットワーク
）との間の相互作用もまた、ＲＡＮの規定によってイネーブルされ得る。これら規定は、
ブロードキャストされるか、または、専用ＲＲＣシグナリングを介して送られ得る。加え
て、非アクセス層（ＮＡＳ）メッセージは、３ＧＰＰ ＲＡＮまたは非３ＧＰＰ ＷＬＡＮ
へ向けられる(steered)ことを可能にされるアクセスパケットネットワーク（ＡＰＮ）の
名称や、どのような条件下でオフロードが許可されるかのような、補助的な情報を与える
ために使用され得る。ルール自体が、チャネル条件（例えば、受信信号品質）、ＷＬＡＮ
での負荷、並びにいつ関与ネットワークのベアラをステアリングする(steer)かのような
トリガとしての迂回(backhaul)品質などの情報を使用する。あるトリガ(certain trigger
s)が満足されるとき、ＲＡＮは、ＵＥがＡＰＮまたは特定のベアラを３ＧＰＰ ＲＡＮと
非３ＧＰＰ ＲＡＮとの間で移すこと可能にし得る。
【００１５】
　[0032]　本開示の様々な態様が、添付の図面を参照して以下においてさらに十分に説明
される。しかしながら、本開示は、多くの異なる形式で具現化され得、この開示全体を通
して提示されるいずれかの明確な構成または機能に限定されるものと解釈されるべきでは
ない。むしろ、これら態様は、この開示が完璧かつ完成したものとなって、本開示の範囲
を当業者に十分に伝えることになるように提供される。本明細書における教示に基づき、
当業者は、本開示の範囲が本開示の他の特定の態様で独立に実施されようと、それとの組
み合わせで実施されようと、本明細書で開示された開示のいずれの態様をもカバーするこ
とを意図するものと理解すべきである。例えば、本明細書で述べられた任意の数の態様を
使用して、装置が実施され得たり、方法が実践され得たりする。さらに、本開示の範囲は
、本明細書で述べられた開示の様々な態様に加え、またはそれら以外の他の構成、機能、
あるいは構成および機能を使用して実現されるような装置または方法をカバーすることを
意図する。本明細書に開示された開示の任意の態様は、請求項に記載された１つまたは複
数の要素によって具現化され得ることが理解されるべきである。
【００１６】
　[0033]　「例示的な」という用語は、「例、実例、または例示の役割を果たすこと」を
意味するために本明細書で使用される。「例示的な」ものとして本明細書で説明される任
意の態様は、必ずしも、他の態様よりも好ましいまたは有利であると解釈されるべきでは
ない。
【００１７】
　[0034]　複数の特定の態様が本明細書で説明されるが、これら態様の多くのバリエーシ
ョンおよび置換が、本開示の範囲内に入る。好ましい態様のいくつかの恩恵および利点が
記載されるが、本開示の範囲は、特定の恩恵、使用、または目的に限定されることを意図
するものではない。むしろ、本開示の態様は、異なるワイヤレス技術、システム構成、ネ
ットワーク、および送信プロトコルに広く適用可能であることを意図し、これらのいくつ
かは、図面および好ましい態様の下記の説明において、例として図示される。詳細な説明
および図面は、添付の請求項およびその均等物等によって定義される本開示の範囲を限定
することよりもむしろ本開示の単なる例示にすぎない。
【００１８】
　［ワイヤレス通信システムの例］
　[0035]　本明細書で説明される技法は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、
時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワー
ク、直交ＦＤＭＡ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、シングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤ
ＭＡ）ネットワークなどのような、様々なワイヤレス通信ネットワークのために使用され
得る。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば同義で使用される。
ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ＣＤＭＡ ２０
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００などのような無線技術を実施し得る。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ（
登録商標））および低チップレート（ＬＣＲ）を含む。ＣＤＭＡ ２０００は、ＩＳ－２
０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＴＤＭＡネットワークは、グ
ローバルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ（ＧＳＭ（登録商標））のような
無線技術を実施し得る。ＯＦＤＭＡネットワークは、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、
ＩＥＥＥ ８０２．１１、ＩＥＥＥ ８０２．１６、ＩＥＥＥ ８０２．２０、フラッシュ
－ＯＦＤＭ（登録商標）などのような無線技術を実施し得る。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、
およびＧＳＭは、ユニバーサルモバイル通信システム（ＵＭＴＳ）の一部である。ロング
タームエボリューション（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの最新のリリー
スである。ＵＴＡＲ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳＭ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥは、「第３世代パートナ
ーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）」と名付けられた団体からの文書で説明されている。
ＣＤＭＡ ２０００は、「第３世代パートナーシッププロジェクト２（３ＧＰＰ２）」と
名付けられた団体からの文書で説明されている。
【００１９】
　[0036]　シングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）は、送信機側でシン
グルキャリア変調を利用し、受信機側で周波数領域等化(frequency domain equalization
)を利用する送信技法である。ＳＣ－ＦＤＭＡ技法は、ＯＦＤＭＡシステムのものと同様
の性能および実質的に同じ全体的な複雑さを有する。しかしながら、ＳＣ－ＦＤＭＡ信号
は、それの特有のシングルキャリア構造のために、より低いピーク対平均電力比（ＰＡＰ
Ｒ：peak-to-average power ratio）を有する。ＳＣ－ＦＤＭＡ技法は、特に、送信電力
効率という観点から、より低いＰＡＰＲがモバイル端末に大いに利益をもたらすアップリ
ンク通信において、大きな注目を集めている。ＳＣ－ＦＤＭＡの使用は現在、３ＧＰＰ 
ＬＴＥおよび発展型ＵＴＲＡにおけるアップリンク多元接続スキームに関する実践的想定
(working assumption)である。
【００２０】
　[0037]　アクセスポイント（「ＡＰ」）は、ノードＢ、無線ネットワークコントローラ
（「ＲＮＣ」）、ｅノードＢ、基地局コントローラ（「ＢＳＣ」）、基地トランシーバ局
（「ＢＴＳ」）、基地局（「ＢＳ」）、トランシーバ機能（「ＴＦ」）、無線ルータ、無
線トランシーバ、ベーシックサービスセット（「ＢＳＳ」）、拡張サービスセット（「Ｅ
ＳＳ」）、無線基地局（「ＲＢＳ」）、または何か他の用語のものとして既知であったり
、それとして実施されたり、あるいはそれを備えたりし得る。
【００２１】
　[0038]　アクセス端末（「ＡＴ」）は、アクセス端末、加入者局、加入者ユニット、モ
バイル局、リモート局、リモート端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、ユーザデバイ
ス、ユーザ機器、ユーザ局、または何か他の用語のものとして既知であったり、それとし
て実施されたり、あるいはそれを備えたりし得る。いくつかの実施において、アクセス端
末は、セルラ電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル（「ＳＩＰ」）電話、無
線ローカルループ（「ＷＬＬ」）局、携帯情報端末（「ＰＤＡ」）、ワイヤレス接続能力
を有するハンドヘルドデバイス、局（「ＳＴＡ」）、またはワイヤレスモデムに接続され
た何か他の適切な処理デバイスを備え得る。従って、本明細書で教示される１つまたは複
数の態様は、電話（例えば、セルラ電話またはスマートフォン）、コンピュータ（例えば
、ラップトップ）、携帯通信デバイス、携帯コンピューティングデバイス（例えば、携帯
情報端末）、エンターテイメントデバイス（例えば、音楽または映像デバイス、あるいは
衛星ラジオ）、全地球測位システムデバイス、あるいは、無線媒体または有線媒体を介し
て通信するように構成される何か他の適切なデバイスに組み込まれ得る。いくつかの態様
では、ノードはワイヤレスノードである。そのようなワイヤレスノードは、例えば、有線
またはワイヤレス通信リンクを介した、ネットワーク（例えば、インターネットまたはセ
ルラネットワークのようなワイドエリアネットワーク）のための接続、またはそれへの接
続を提供し得る。
【００２２】
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　[0039]　図１は、本開示の態様が利用され得る多元接続ワイヤレス通信システム１００
を図示する。ワイヤレス通信システム１００は、例えば、ＬＴＥまたはＷｉ－Ｆｉシステ
ムであり得る。
【００２３】
　[0040]　ワイヤレス通信システム１００は、複数のアンテナグループを含み得る基地局
１０２（ＢＳ）を含み得、１つのグループはアンテナ１０４および１０６を含み、別の１
つのグループはアンテナ１０８および１１０を含み、さらなるグループはアンテナ１１２
および１１４を含む。図１では、２つのアンテナが各アンテナグループのために示される
が、より多くのまたはより少ないアンテナが各のアンテナグループのために利用され得る
。アクセス端末１１６（ＡＴ）は、アンテナ１１２および１１４と通信し得、ここで、ア
ンテナ１１２および１１４は、順方向リンク１２０を介してアクセス端末１１６に情報を
送信し、逆方向リンク１１８を介してアクセス端末１１６から情報を受信する。アクセス
端末１２２は、アンテナ１０６および１０８と通信し得、ここで、アンテナ１０６および
１０８は、順方向リンク１２６を介してアクセス端末１２２に情報を送信し、逆方向リン
ク１２４を介してアクセス端末１２２から情報を受信する。ＦＤＤシステムでは、通信リ
ンク１１８、１２０、１２４、および１２６は、通信のために異なる周波数を使用し得る
。例えば、順方向リンク１２０は、逆方向リンク１１８によって使用されるものとは異な
る周波数を使用し得る。
【００２４】
　[0041]　アンテナの各グループ、および／またはそれらが通信するように設計されたエ
リアはしばしば、アクセスポイントのセクタと呼ばれる。本開示の１つの態様では、各ア
ンテナグループが、ＢＳ １０２によってカバーされるエリアのセクタ内でアクセス端末
に通信するように設計され得る。
【００２５】
　[0042]　順方向リンク１２０および１２６上の通信では、ＢＳ １０２の送信アンテナ
は、異なるアクセス端末１１６および１２２に対して順方向リンクの信号対雑音比を改善
するためにビームフォーミングを利用し得る。また、そのカバレッジを通じてランダムに
分散されたアクセス端末に送信するためにビームフォーミングを使用するアクセスポイン
トは、その全てのアクセス端末に単一のアンテナを通じて送信するアクセスポイントより
も、隣接セル中のアクセス端末へ干渉がより小さくなる。
【００２６】
　[0043]　図２は、多入力多出力（ＭＩＭＯ）システム２００における送信機システム２
１０（アクセスポイントとしても知られる）および受信機システム２５０（アクセス端末
としても知られる）のブロック図を図示する。送信機システム２１０および受信機システ
ム２５０は、ある態様に従った、本開示の実施形態であり得る。本開示の態様は、送信機
システム２１０および受信機システム２５０によって実施され得る。例えば、図１６に図
示される動作１６００は、送信機システム２１０によって行われ得、図１７に図示される
動作１７００は、受信機システム２５０によって行われ得る。
【００２７】
　[0044]　送信機システム２１０では、多数のデータストリームのためのトラフィックデ
ータが、データソース２１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ２１４に提供される。本
開示の１つの態様では、各データストリームが、該当する送信アンテナを介して送信され
得る。ＴＸデータプロセッサ２１４は、コード化されたデータを提供するために、各デー
タストリームのためのトラフィックデータを、そのデータストリームのために選択された
特定のコーディング方式に基づいて、フォーマット、コード化、およびインターリーブす
る。
【００２８】
　[0045]　各データストリームのためのコード化データは、ＯＦＤＭ技法を使用してパイ
ロットデータと多重化され得る。パイロットデータは、通常、既知の方法で処理されて、
チャネル応答を推定するために受信機システムにおいて使用され得る既知のデータパター
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ンである。各データストリームのための多重化されたパイロットデータおよびコード化デ
ータは、変調シンボルを提供するために、そのデータストリームのために選択された特定
の変調方式（例えば、ＢＰＳＫ、ＱＳＰＫ、Ｍ－ＰＳＫ、またはＭ－ＱＡＭ）に基づいて
変調（すなわち、シンボルマッピング）される。各データストリームのためのデータレー
ト、コーディング、および変調は、プロセッサ２３０によって実行される命令によって決
定され得る。メモリ２３２は、送信機システム２１０のためのデータおよびソフトウェア
を記憶し得る。
【００２９】
　[0046]　全てのデータストリームのための変調シンボルは、続いてこれら変調シンボル
をさらに処理し得るＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ２２０に提供される（例えば、ＯＦＤＭの
ために）。ＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ２２０は、続いてＮＴ変調シンボルストリームをＮ

Ｔ送信機（ＴＭＴＲ）２２２ａ～２２２ｔに提供する。本開示のある態様では、ＴＸ Ｍ
ＩＭＯプロセッサ２２０が、データストリームのシンボルと、シンボルの送信元であるア
ンテナとにビームフォーミング重みを適用する。
【００３０】
　[0047]　各送信機２２２は、ＭＩＭＯチャネルを介した送信に適した被変調信号を提供
するために、１つまたは複数のアナログ信号を供給し、これらアナログ信号をさらに調整
（例えば、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート）するように、該当するシンボ
ルストリームを受信し処理する。送信機２２２ａ～２２２ｔからのＮＴ個の変調信号は、
次に、それぞれＮＴ個のアンテナ２２４ａ～２２４ｔから送信される。
【００３１】
　[0048]　受信機システム２５０において、送信された被変調信号は、ＮＲ個のアンテナ
２５２ａ～２５２ｒによって受信され得、各アンテナ２５２からの受信信号は、該当する
受信機（ＲＣＶＲ）２５４ａ～２５４ｒに提供され得る。各受信機２５４は、サンプルを
提供するために、該当する受信信号を調整（例えば、フィルタ処理、増幅、およびダウン
コンバート）し、調整された信号をデジタル化し、さらに、対応する「受信」シンボルス
トリームを提供するために、サンプルを処理し得る。
【００３２】
　[0049]　ＲＸデータプロセッサ２６０は次に、ＮＴ個の「検出」シンボルストリームを
提供するために、特定の受信機処理技法に基づいて、ＮＲ個の受信機２５４からＮＲ個の
受信シンボルストリームを受信し処理する。ＲＸデータプロセッサ６６０は次に、データ
ストリームのためのトラフィックデータを再生するために、各検出されたシンボルストリ
ームを復調し、デインターリーブし、復号する。ＲＸデータプロセッサ２６０による処理
は、送信機システム２１０においてＴＸ ＭＩＭＯプロセッサ２２０およびＴＸデータプ
ロセッサ２１４によって行われるものと補完的であり得る。
【００３３】
　[0050]　プロセッサ２７０は、どのプリコーディングマトリクスを使用すべきかを定期
的に決定する。プロセッサ２７０は、マトリクスインデックスの部分とランク値の部分と
を備える逆方向リンクメッセージを構築する(formulates)。メモリ２７２は、受信機シス
テム２５０のためのデータおよびソフトウェアを記憶し得る。逆方向リンクメッセージは
、通信リンクおよび／または受信されたデータストリームに関する様々なタイプの情報を
備え得る。逆方向リンクメッセージは次に、データソース２３６からの多数のデータスト
リームに関するトラフィックデータも受信するＴＸデータプロセッサ２３８によって処理
され、変調器２８０によって変調され、送信機２５４ａ～２５４ｒによって調整され、送
信機システム２１０へ送り返される。
【００３４】
　[0051]　１つまたは複数のプロセッサ２７０、ＲＸプロセッサ２６０、およびＴＸデー
タプロセッサ２３８は、本開示のある態様に従って、図１７に図示される動作１７００を
行うことにおいて受信機システム２５０を指揮する。メモリ２７２は、動作１７００を行
うことにおいて受信機システムを指揮するとき、プロセッサ、ＲＸデータプロセッサ、お
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よびＴＸデータプロセッサによって実行されるべき命令またはコードを記憶し得る。
【００３５】
　[0052]　送信機システム２１０において、受信機システム２５０からの被変調信号は、
受信機システム２５０によって送信された逆方向リンクメッセージを抽出するために、ア
ンテナ２２４によって受信され、受信機２２２によって調整され、復調器２４０によって
復調され、ＲＸデータプロセッサ２４２によって処理される。プロセッサ２３０は次に、
ビームフォーミング重みを決定するためにどのプリコーディングマトリクスを使用すべき
かを決定し、次に抽出されたメッセージを処理する。
【００３６】
　[0053]　１つまたは複数のプロセッサ２３０、ＲＸプロセッサ２４２、およびＴＸデー
タプロセッサ２１４は、本開示のある態様に従って、図１６に図示される動作１６００を
行うことにおいて送信機システム２１０を指揮する。メモリ２３２は、動作１６００を行
うことにおいて送信機システムを指揮するときにプロセッサ、ＲＸデータプロセッサ、お
よびＴＸデータプロセッサによって実行されるべき命令またはコードを記憶し得る。
【００３７】
　[0054]　図３は、図１で図示されるワイヤレス通信システム内で採用されることになる
ワイヤレスデバイス３０２において利用できる様々なコンポーネントを図示する。ワイヤ
レスデバイス３０２は、本明細書で説明される様々な方法を実施するように構成され得る
デバイスの例である。ワイヤレスデバイス３０２は、基地局１０２またはユーザ端末１１
６および１２２のうちのいずれかであり得る。
【００３８】
　[0055]　ワイヤレスデバイス３０２は、ワイヤレスデバイス３０２の動作を制御するプ
ロセッサ３０４を含み得る。プロセッサ３０４はまた、中央処理ユニット（ＣＰＵ）とも
呼ばれ得る。読取専用メモリ（ＲＯＭ）とランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）との両方を
含み得るメモリ３０６は、命令およびデータをプロセッサ３０４に提供する。メモリ３０
６の一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲＡＭ）も含み得る。プロセッサ３
０４は通常、メモリ３０６内に記憶されたプログラム命令に基づいて、論理算術演算(log
ical and arithmetic operation)を行う。メモリ３０６内の命令は、本明細書で説明され
る方法を実施するために実行可能であり得る。
【００３９】
　[0056]　ワイヤレスデバイス３０２はまた、ハウジング３０８を含み得、これはワイヤ
レスデバイス３０２と遠隔ロケーションとの間でデータの送信および受信を可能にするた
めの送信機３１０および受信機３１２を含み得る。送信機３１０および受信機３１２は組
み合わされてトランシーバ３１４になり得る。単一のまたは複数の送信アンテナ３１６は
、ハウジング３０８に取り付けられて、トランシーバ３１４に電気的に結合され得る。ワ
イヤレスデバイス３０２はまた、（図示されていない）複数の送信機、複数の受信機、お
よび複数のトランシーバを含み得る。
【００４０】
　[0057]　ワイヤレスデバイス３０２はまた、トランシーバ３１４によって受信された信
号のレベルを検出して定量化しようとする取り組みにおいて使用され得る信号検出器３１
８を含み得る。信号検出器３１８は、総エネルギー、シンボルあたりのサブキャリアごと
のエネルギー、電力スペクトル密度、および他の信号のような信号を検出し得る。ワイヤ
レスデバイス３０２はまた、信号を処理することにおいて使用するためのデジタル信号プ
ロセッサ（ＤＳＰ）３２０を含み得る。
【００４１】
　[0058]　ワイヤレスデバイス３０２の様々なコンポーネントは、データバスに加えて、
電力バス、制御信号バス、およびステータス信号バスを含み得るバスシステム３２２によ
って共に結合され得る。
【００４２】
　[0059]　加入者に利用可能なサービスを拡大するために、いくつかのモバイル局（ＭＳ
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）は、複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ）での通信をサポートする。例えば、図４に例示
されるように、マルチモードＭＳ ４１０は、ブロードバンドデータサービスのためのＬ
ＴＥおよび音声サービスのための符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）をサポートし得る。例示
的に、ＬＴＥは第１のＲＡＴ ４２０１として表され、ＣＤＭＡは第２のＲＡＴ ４２０２

として表され、Ｗｉ－Ｆｉは第３のＲＡＴ ４２２１として示される。
【００４３】
　[0060]　あるアプリケーションでは、マルチＲＡＴインターフェース論理４３０は、ワ
イドエリア（例えば、長距離）のＲＡＴとローカルエリア（例えば、短距離）のＲＡＴと
の両方の間で情報を交換するために使用され得る。これは、どのように（例えば、どのＲ
ＡＴを介して）マルチモードＭＳ ４１０のエンドユーザが実際にネットワークに接続す
るかを、ネットワークプロバイダが制御することをイネーブルし得る。インターフェース
論理４３０は、例えば、コアネットワークへのＩＰ接続性またはローカルＩＰ接続性をサ
ポートし得る。
【００４４】
　[0061]　例えば、ネットワークプロバイダは、利用可能なとき、ＷＬＡＮ（例えば、Ｗ
ｉ－Ｆｉ ＷＬＡＮまたは他のローカルエリアＲＡＴ）を介してネットワークに接続する
ようにマルチモードＭＳを指揮することが可能であり得る。この能力は、ネットワークプ
ロバイダが特定のエアリソース(air resources)の混雑を緩和する方式でトラフィックを
ルーティングすることを可能にし得る。実際、ネットワークプロバイダは、ワイドエリア
ＲＡＴのいくつかのエアトラフィック(air traffic)を有線ネットワークへ分散させるた
め、または、いくつかのエアトラフィックを混雑したワイヤレスネットワークから混雑の
少ないワイヤレスネットワークに分散させるために、ローカルエリアＲＡＴを使用し得る
。トラフィックは、例えばモバイルユーザがローカルエリアＲＡＴに適さないあるレベル
へスピードを増加させるときのように条件が規定するときに(when conditions mandate)
、ローカルエリアＲＡＴから再ルーティングされ得る。
【００４５】
　[0062]　さらに、ワイドエリアＲＡＴは通常、数キロメートルにわたってサービスを提
供するように設計されているため、ワイドエリアＲＡＴを使用するときのマルチモードＭ
Ｓからの送信の電力消費が重要になる。対照的に、ローカルエリアＲＡＴ（例えば、Ｗｉ
－Ｆｉ）は、数百メートルにわたってサービスを提供するように設計される。従って、利
用可能なときにローカルエリアＲＡＴを利用することは、マルチモードＭＳ ４１０によ
るより少ない電力消費をもたらし、結果的により長いバッテリ寿命をもたらし得る。
【００４６】
　[0063]　明確さのために、ＬＴＥハンドオーバおよびＷＬＡＮハンドオーバプロシージ
ャは、本願において独立であって切り離して扱われるが、開示された方法および装置が限
定されるわけではない。
【００４７】
　[0064]　ある態様に従って、ＬＴＥモビリティプロシージャは、以下に説明されるよう
なＷＬＡＮ ＡＰとｅＮＢとの間で交換される情報に関係する新しいＷＬＡＮを除いて、
以前の規格（例えば、Ｒｅｌ－８）から変化しないでよい。ＷＬＡＮモビリティはＵＥ駆
動型であり得、すなわち、ＵＥが自立的にＡＰと連携および連携解除し、データトラフィ
ックのルーティング決定を為し得るサービングｅＮＢにこれら連携の変更を報告し得る。
【００４８】
　[0065]　ある態様に従って、ＵＥは、ＡＰとの連携のための自立的な決定を為し、連携
報告(Association Report)においてサービングｅＮＢへこの連携を報告する。連携報告は
、ＡＰについての測定値を含み得る。例えば、ＵＥは、ＡＰへの接続のチャネル品質をサ
ービングｅＮＢに報告し得る。
【００４９】
　[0066]　ある態様に従って、ＵＥは、例えば、１つのＡＰのカバレッジエリアから別の
ＡＰのカバレッジエリアへのＵＥのモビリティに起因して、ＡＰを変更し得る。例えば、
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ビルにサービスするＡＰと連携するＵＥは、ビルの中から外の中庭へユーザによって運ば
れることがあり、一旦ＵＥがビルを離れると、ＵＥは中庭にサービスするＡＰと連携し得
る。
【００５０】
　［相互作用しているリンクレイヤトラフィックアグリゲーションの例］
　[0067]　上述されるように、事業者配備のＷＬＡＮは十分に利用されていないことが多
いため、セルラネットワークからＷＬＡＮにトラフィックをオフロードすることが好まし
いことがある。モバイル事業者は、どのトラフィックがＷＬＡＮを介してルーティングさ
れるか、およびどのトラフィックがＷＷＡＮ（例えば、３ＧＰＰ ＲＡＮ）であり続ける
かを制御でき得る。本開示の態様に従って、ＷＷＡＮからＷＬＡＮにベアラを切り替える
かどうかは、またはその逆も同様で、システムの有益な機能を最大化しながら、各ベアラ
のために「より良い」リンクを用いてベアラにサービスするという主要目標に基づいて決
定され得る。ある態様に従って、より良いリンクは、ユーザのチャネル状態、トラフィッ
ク、および同じリンクを共有している他のユーザに部分的に基づいて決定され得る。例え
ば、いくつかのデータフロー（例えば、ＶｏＩＰまたは他の事業者のサービス）が、その
ＱｏＳ能力を活用するために、ＷＷＡＮ上でサービスされ得る一方で、「ベストエフォー
ト型の(best-effort)」インターネットトラフィックに関連するデータフローがＷＬＡＮ
にオフロードされ得る。ＵＥにサービスするために複数のＲＡＮをこうして組み合わせる
ことは、「ＲＡＮアグリゲーション」と呼ばれ得る。より具体的には、ＲＡＮアグリゲー
ションは、ＬＴＥのような３ＧＰＰアクセスネットワークと、Ｗｉ－Ｆｉのような非３Ｇ
ＰＰアクセスネットワークとの間でトラフィックをオフロードするための手法である。デ
ータをオフロードするための、ＷＷＡＮ（ＬＴＥのような３ＧＰＰアクセスネットワーク
）とＷＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉのような非３ＧＰＰアクセスネットワーク）との間の相互作用
もまた、ＲＡＮの規定によってイネーブルされ得る。これら規定は、ブロードキャストさ
れるか、または、専用ＲＲＣシグナリングを介して送られ得る。加えて、非アクセス層（
ＮＡＳ）メッセージは、３ＧＰＰ ＲＡＮまたは非３ＧＰＰ ＷＬＡＮへ向けられる(steer
ed)ことを可能にされるアクセスパケットネットワーク（ＡＰＮ）の名称や、どのような
条件下でオフロードが許可されるかのような、補助的な情報を与えるために使用され得る
。ルール自体が、チャネル条件（例えば、受信信号品質）、ＷＬＡＮでの負荷、並びにい
つベアラをステアリングする(steer)かのようなトリガとして迂回(backhaul)品質などの
情報を使用する。あるトリガ(certain triggers)が満足されるとき、ＵＥがＡＰＮまたは
特定のベアラを３ＧＰＰ ＲＡＮと非３ＧＰＰ ＲＡＮとの間で移すことを可能にされ得る
。
【００５１】
　[0068]　本開示を通して、多くの態様は、明確さのために、ＬＴＥおよびＷｉ－Ｆｉの
ような特定の無線アクセス技術（ＲＡＴ）の観点から論じられている。しかしながら、開
示はそのように限定されず、またＲＡＴの任意の適切な組み合わせを使用するアグリゲー
ションに適用し得る。このため、ＢＳという用語は、他のデバイスにサービスする（例え
ば、ＵＥ、アクセス端末、または局にサービスする）どの様々な無線ノードをも指し得、
長距離ＲＡＮ（すなわち、例えばＥ－ＵＴＲＡＮ ｅノードＢまたはＵＴＲＡＮ ＢＳなど
のＷＷＡＮ）や、短距離ＲＡＮ（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ ＡＰ、フェムト／ピコ／マイクロ
ｅノードＢ、免許不要ＬＴＥ ｅノードＢなど）のＢＳを含み得る。
【００５２】
　[0069]　ＵＥは、電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）規格のＩＥＥＥ ８０２．１１で特
定されるようなプロシージャをスキャニングすることを行うことによってＷＬＡＮ ＡＰ
を認識し得、それは、一般に、受動的スキャニング(passive scanning)および能動的スキ
ャニング(active scanning)を含む。例えば、Ｗｉ－Ｆｉ ＡＰのためのＩＥＥＥ ８０２
．１１で定義されるような受動的スキャニングは、ＷＬＡＮ ＡＰビーコンの受信のため
に受信機をオンにした状態で待ち受けるため、ＵＥに対して非効率的であり得る。Ｗｉ－
Ｆｉ ＡＰのためのビーコン送信間隔が約１００ミリ秒であるので、これが、スキャニン
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グすべきたくさんのチャネルを伴って高いスキャニングエネルギー並びに高いスキャニン
グレイテンシをもたらす。能動的スキャニングはより速いが、ＷＬＡＮにトラフィックを
上乗せする（例えば、Ｗｉ－Ｆｉのためのプローブ要求とプローブ応答）。能動的スキャ
ニングは、電力集中的(power intensive)でもある。
【００５３】
　[0070]　ＩＥＥＥ ８０２．１１ｕは、ＵＥがＡＰとの連携なしにＡＰについてのさら
なる情報を発見するための追加メカニズムを定義している。例えば、汎用広告サービス（
ＧＡＳ：generic advertisement service）は、ネットワークにおけるＵＥとサーバとの
間で広告プロトコルのフレームをトランスポートし得る。ＡＰは、キャリアのネットワー
ク内でサーバにモバイルデバイスのクエリを中継し、サーバの応答をモバイルに戻すよう
に配信することを担い得る。ＵＥがＷＬＡＮ ＡＰと連携せずにＷＬＡＮ ＡＰについての
情報を発見するための別の例示的なメカニズムは、Ｗｉ－Ｆｉの場合に、例えば、アクセ
スネットワーククエリプロトコル（ＡＮＱＰ）などのサービス発見プロトコルであり、そ
れは、一般に、ＵＥ／ＳＴＡによるアクセスネットワーク情報取得のためのクエリ広告プ
ロトコル(query advertisement protocol)である。ＡＮＱＰは、Ｗｉ－Ｆｉの場合に、汎
用広告サービス（ＧＡＳ）を介してトランスポートされ得る。ＡＮＱＰは、ホットスポッ
ト事業者のドメイン名と、このホットスポットを介して接続可能なローミングパートナー
であって、これらのクレデンシャルタイプ(credential type)、並びに認証についてサポ
ートされた拡張可能認証プロトコル（ＥＡＰ：extensible authentication protocol）方
法とを伴うローミングパートナと、ＩＰアドレスタイプ利用可能性と、ＵＥのネットワー
ク選択プロセスにおける有益な他のメタデータとを含み得る。
【００５４】
　[0071]　ＵＥは、ＷＬＡＮ ＡＰに関する測定値を提供するために、ＷＬＡＮ ＡＰと連
携することを必要としないでよい。例えば、Ｗｉ－Ｆｉの場合に、ＵＥは、ＩＥＥＥ ８
０２．１１ｋ、ＩＥＥＥ ８０２．１１ｕおよびホットスポット２．０において定義され
るような追加手順のサブセットをサポートし得る。無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）
に関して、ＷＬＡＮ ＡＰとＢＳとの間のインターフェースが存在しないことがある。し
かしながら、例えば、コロケートされた(collocated)Ｗｉ－Ｆｉ ＷＬＡＮ ＡＰおよびＢ
Ｓの場合には、ＩＥＥＥ ８０２．１１ｋ、ＩＥＥＥ ８０２．１１ｕ、およびＷＬＡＮ 
ＡＰ上のホットスポット２．０情報が、ＢＳにおいて（例えば、バックホールリンクを介
して）既知であることができ、ＵＥがこの情報を取得するためにＡＮＱＰを行うことを必
要とされないでよい。効率的な受動的スキャニングがイネーブルされると、ＷＬＡＮ Ａ
ＰはＲＡＮ上のＢＳによって広告される(advertised)時にそのビーコンを送信し得る。言
い換えると、ＷＬＡＮ ＡＰは、セルラタイミングおよびＳＦＮを取得でき、ＲＡＮによ
って広告されるビーコン送信時間を知ることができる。２つのレベルの報告がＷＬＡＮ 
ＡＰを識別するためにＵＥによって使用でき、これはＷＬＡＮ ＡＰを（例えば、サービ
スセット識別子（ＳＳＩＤ）またはベーシックサービスセット識別（ＢＳＳＩＤ）、組織
識別子(Organizational Identifier)、サポートされたサービスプロバイダなどのような
ネットワーク識別子に基づいて）直接、すなわち、ビーコンのみから識別することと、Ｉ
ＥＥＥ ８０２．１１ｋ、ＩＥＥＥ ８０２．１１ｕ、またはＡＮＱＰ（例えば、コロケー
トされないＡＰおよびｅＮＢの場合に）を使用するホットスポット２．０識別情報を取得
することである。ネットワーク識別子は、１つのＷＬＡＮを他のものから区別するために
使用され得る。本開示のいくつかの態様によると、この情報をＷＬＡＮ ＡＰとＢＳとの
間で交換するためのバックホールインターフェースを有することが可能である。
【００５５】
　[0072]　図５は、Ｓ１インターフェース５０２を介してＲＡＮで終端する別個の発展型
パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラ５３４、５３６を使用する、ワイドエリア無線アクセ
スネットワーク（ＲＡＮ）へのＷＬＡＮのための基準アーキテクチャ５００を図示する。
ＰＤＮサービスへのアクセスおよび関連するアプリケーションは、ＥＰＳベアラによって
ＵＥ ５０８に提供される。デフォルトベアラ(Default Bearer)５０４は通常、添付中に
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確立され、ＰＤＮ接続の存続期間を通じて維持される。サービス要求またはサービスへの
アクセスの結果として、さらなる専用ベアラ５０６が動的に確立されることができる。図
５におけるアーキテクチャは、ＬＴＥのような３ＧＰＰアクセスネットワークまたは高速
パケットアクセス（ＨＳＰＡ）およびＷＬＡＮシステムのような非３ＧＰＰアクセスネッ
トワークとの間のＲＡＮアグリゲーション機能の１つの実施形態である。これは、３ＧＰ
Ｐ加入者によるＷＬＡＮアクセスサービスの使用を許可する。図５のＵＥは、単一のＷＬ
ＡＮインターフェース（例えば、ＷＬＡＮ通信可能なトランシーバ）を有する。
【００５６】
　[0073]　図５で図示されるように、ＵＥは、ワイドエリアワイヤレス（例えば、ＬＴＥ
、ＵＴＲＡＮ、ＧＥＲＡＮなどの）ネットワークを介してｅＮＢ ５１０または他のＢＳ
によって、並びにローカルエリアワイヤレス（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ）ネットワークを介し
てＷＬＡＮ ＡＰ ５１２または他のＢＳによってサービスされ得る。図５はｅＮＢを示し
ているが、ワイドエリアネットワークのＢＳは、ＵＴＲＡＮ ノードＢ、Ｅ－ＵＴＲＡＮ 
ｅノードＢ、アクセスポイント、またはワイドエリアワイヤレスネットワークをサポート
する他の無線ノードであり得る。同様に、ローカルエリアネットワークのＢＳは、フェム
トノード、ＷＬＡＮ ＡＰ、またはローカルエリアワイヤレスネットワークをサポートす
る何か他の無線ノードのような、低電力Ｅ－ＵＴＲＡＮ ｅノードＢであり得る。
【００５７】
　[0074]　本開示の態様によると、ワイドエリアネットワークのＢＳは、Ｓ１－モビリテ
ィ管理エンティティ（ＭＭＥ）インターフェース５１８を介するコアネットワーク（すな
わち、ＥＰＣ）５１６内のＭＭＥと通信し、Ｓ１－Ｕインターフェース５２０を介してサ
ービングゲートウェイ（ＳＧＷ）と通信し得る。ローカルエリアネットワークのＢＳは、
Ｓ２ａおよび／またはＳ２ｂインターフェース５２４を介するコアネットワーク内の発展
型パケットデータゲートウェイ（ｅＰＤＧ）または信頼性の高いワイヤレスアクセスゲー
トウェイ（ＴＷＡＧ：trusted wireless access gateway）５２２と通信し得る。ローカ
ルエリアネットワークのＢＳはまた、ＵＥとインターネットエンティティとの間でインタ
ーネットプロトコル（ＩＰ）トラフィックの非シームレスＷＬＡＮオフロード（ＮＳＷＯ
：non-seamless WLAN offload）を提供するために、インターネットエンティティ５２６
と直接通信し得る。ＮＳＷＯは、ＥＰＣを通ることなく、ＷＬＡＮアクセスネットワーク
を介して特定のＩＰフローをルーティングすることをサポートするために、ＵＥによって
使用され得る。また、発展型パケットコア（ＥＰＣ）内に含まれる１つまたは複数のエン
ティティは、アクセスネットワークの発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ：access network
 discovery and selection function）をサポートし、それは、ＵＥがＷｉ－Ｆｉネット
ワークのような非３ＧＰＰアクセスネットワークを発見することを手助けする。ＡＮＤＳ
Ｆは、（ＬＴＥのような）３ＧＰＰアクセスネットワークと（Ｗｉ－Ｆｉのような）非３
ＧＰＰアクセスネットワークとの間でオフロードすることを制御するために使用され得る
。ＡＮＤＳＦはまた、これらのネットワークへの接続に関するルールをＵＥに提供する。
ＭＭＥは、Ｓ６ａインターフェースを介してホーム加入者サーバ（ＨＳＳ：home subscri
ber server）５２８と通信し、Ｓ１１インターフェースを介してサービングゲートウェイ
（ＳＧＷ）５３０と通信し得る。１つまたは複数のＭＭＥ ５１４は、Ｓ１０インターフ
ェースを介して互いと通信し得る。ＳＧＷ、ｅＰＤＧ、およびＴＷＡＧは、Ｓ５インター
フェースを介してパケットゲートウェイ（ＰＧＷ）５３２と通信し得る。ＰＧＷは、ＳＧ
ｉインターフェースを介してインターネットエンティティと通信し得る。
【００５８】
　[0075]　本開示の態様によると、ＲＡＮアグリゲーションで、ＵＥは、ＬＴＥ ｅＮＢ
およびＷＬＡＮ ＡＰ（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ ＡＰ）に同時に接続でき、これが図５で示さ
れるようなユーザのシグナリングおよびデータトラフィックをトランスポートするための
無線アクセスリンクを提供する。ｅＮＢおよびＡＰは、論理的にコロケートされたり、コ
ロケートされなかったりし得る。ユーザのデータまたはシグナリングベアラは、ＬＴＥま
たはＷｉ－Ｆｉのどちらかの無線リンクによってサービスされ得る。データベアラは、２
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つのエンドポイント間で「仮想」接続を確立して、トラフィックがこれらの間で送信され
ることができるようにする。データベアラは、２つのエンドポイント間でデータのための
パイプライン役を務める。本開示の態様によると、ＬＴＥとＷｉ－Ｆｉとの間でオフロー
ドするデータベアラおよび相互作用を確立し制御するための方法が説明される。相互作用
に関して、利用可能なリンクの各々の性能は、何らユーザ介入なしに、（例えば、ｅＮＢ
またはＭＭＥによって）リアルタイムベースで自立的に評価され、各データベアラのため
の「最良の実行可能な(best possible)」リンクが選択され得る。性能の評価は、全体的
観点(end-to-end perspective)でパラメータの大きさを考察し得る。決定のために考慮さ
れるパラメータのいくつかは、ＷＷＡＮおよびＷＬＡＮリンク上の信号およびチャネル品
質、利用可能な帯域幅レイテンシ、並びに、どのアプリケーションとサービスがＷｉ－Ｆ
ｉに移され得るか、およびどれが３ＧＰＰ ＲＡＮに制限されるかに関する事業者ポリシ
を含み得る。
【００５９】
　[0076]　図６は、ＲＡＮエンティティ（例えば、ＰＧＷまたはＳＧＷ）で終端する(ter
minating)別個のＥＰＳベアラを使用するワイドエリアＲＡＮ（例えば、ＬＴＥ、ＵＴＲ
ＡＮ、ＧＥＲＡＮ）アグリゲーションへのＷＬＡＮ（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ、ＬＴＥ－Ｕな
ど）のためのＲＡＮエンティティ（例えばＰＧＷまたはＳＧＷ）６０２とＵＥ６０４との
間の例示的なユーザプレーン６００を図示する（すなわち、ＵＥがＷＬＡＮ ＢＳ（例え
ば、Ｗｉ－Ｆｉ ＡＰまたはピコｅＮＢ）６０６を介してベアラ上のパケットを送信また
は受信する）。例示的なユーザプレーンでは、ＡＰまたはｅＮＢが、１つまたは複数のＳ
１インターフェース６０８を通るコンテキストを、汎用パケット無線サービストネリング
プロトコルユーザデータトネリング（ＧＴＰ－Ｕ：generic packet radio service tunne
ling protocol user data tunneling）レイヤ、ユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ
）レイヤ、ＩＰレイヤ、レイヤ２（Ｌ２）またはメディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤ
、およびレイヤ１（Ｌ１）または物理レイヤにおいてＳＧＷまたはＰＧＷと共有し得る。
ＵＥは、ＷＬＡＮインターフェース６１０を通るコンテキストを、ＷＬＡＮ ＭＡＣレイ
ヤおよびＷＬＡＮ物理（ＰＨＹ）レイヤにおいてＡＰまたはｅＮＢと共有し得る。ＵＥお
よびＰＧＷは、ＵＥのサービングマクロｅＮＢを介するＲＡＮエンティティとＵＥとの間
で確立され得る任意のＥＰＳベアラから独立しているＥＰＳベアラ６１２を介して、上位
ＩＰレイヤにおけるコンテキストを共有し得る。
【００６０】
　[0077]　無線リンク制御（ＲＬＣ）パケットは、ＬＴＥのいくつかのリリース（例えば
、Ｒｅｌ－８）において、パケットのＭＡＣヘッダ内の関連するＥＰＳベアラを指示し得
る。このように、ＷＬＡＮ内のベアラとパケットアグリゲーションとの両方について、Ｕ
ＥとＵＥのサービングＢＳとは、１より多いベアラがＷＬＡＮによってサービスされる場
合に、各パケットのＷＬＡＮ ＭＡＣヘッダ内の適切なＥＰＳベアラのための論理チャネ
ル（ＬＣ）ＩＤを指示し得る。論理チャネルＩＤ（ＬＣＩＤ）は、データ無線ベアラ（Ｄ
ＲＢ）をＭＡＣレイヤにおいてＥＰＳベアラにマッピングするために使用される。無線ベ
アラは、ＵＥとＵＥのサービングＢＳとが、無線プロトコルレベルにおいて適切なサービ
ス品質（ＱｏＳ）でユーザにサービスを提供できるように、各ＬＣＩＤによって指定され
る。すなわち、ＵＥとＵＥのサービングＢＳとは、無線パケットからＬＣＩＤを読み取り
、ＬＣＩＤに基づいてＥＰＳベアラを決定し、そのＥＰＳベアラについてのＱｏＳを決定
し、次に、決定されたＱｏＳに基づいて無線パケットからのデータのさらなる処理を優先
的に行う。
【００６１】
　[0078]　本開示のある態様によると、パケットのＷＬＡＮ ＭＡＣヘッダの既存のフィ
ールドは、パケットのＬＣＩＤを指示するために使用され得る。例えば、ＵＥとＵＥのサ
ービングＢＳとは、パケットの関連するベアラを指示するために、パケットのＷＬＡＮ 
ＭＡＣ内で仮想ＬＡＮ（ＶＬＡＮ）タグを使用できる。
【００６２】
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　[0079]　図７は、上述されるような、ＵＥとＡＰまたはｅＮＢとの両方に対してＥＰＳ
ベアラを識別するためのさらなるＬＣＩＤレイヤ７０２を用いた、ＲＡＮエンティティ（
例えば、ＰＧＷまたはＳＧＷ）で終端する別個のＥＰＳベアラを使用するワイドエリアＲ
ＡＮ（例えば、ＬＴＥ、ＵＴＲＡＮ、ＧＥＲＡＮ）アグリゲーションへのＷＬＡＮ（例え
ば、Ｗｉ－Ｆｉ、ＬＴＥ－Ｕなど）のための、ＵＥとＲＡＮエンティティ（例えば、ＰＧ
ＷまたはＳＧＷ）との間の例示的なユーザプレーン７００を図示する。例示的なユーザプ
レーン７００のエンティティおよび他のレイヤは、図６を参照して上述される例示的なユ
ーザプレーン６００のものと類似する。
【００６３】
　[0080]　本開示のある態様によると、さらなるヘッダが、図７で示されるような関連す
るパケットのＥＰＳベアラを指示するために、ＷＬＡＮを介して送られ得る。例えば、Ｕ
ＥおよびＡＰは、関連するベアラを指示するために、汎用ルーチンカプセル化(ＧＲＥ：g
eneric routing encapsulation）ヘッダのように、ベアラのパケット内にさらなるヘッダ
を含み得る。図７に図示されるように、ＵＥとＡＰまたはｅＮＢとは、上記のＷＬＡＮ 
ＭＡＣレイヤのレイヤにおいてＬＣＩＤのためのコンテキストを共有し得る。
【００６４】
　[0081]　ＵＥは、Ｗｉ－Ｆｉアクセス、信頼性のあるアクセス、または信頼性のないア
クセスのうちの少なくとも２つのタイプを使用して、ＷＬＡＮを介してＥＰＣネットワー
クに接続できる。本開示の態様によると、ＵＥは、Ｓ２ｂインターフェース（図５を参照
）を介してｅＰＤＧ に接続することによって、信頼性のない（すなわち、３ＧＰＰ ＥＰ
Ｃネットワークによって信頼されていない）ＷＬＡＮを介して３ＧＰＰ発展型パケットコ
ア（ＥＰＣ）ネットワークに接続し得る。ＵＥは、Ｓ２ｂインターフェースを介してイン
ターネットプロトコルセキュリティ（ＩＰＳｅｃ）を使用してｅＰＤＧに接続し得る。ｅ
ＰＤＧは、Ｓ５インターフェースを介して汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）トネリ
ングプロトコル（ＧＴＰ：general packet radio service (GPRS) Tunneling Protocol）
またはプロキシモバイルインターネットプロトコル（ＰＭＩＰ：Proxy Mobile Internet 
Protocol）によって作成された安全なソーストンネルを使用して、ＰＤＮゲートウェイに
接続し得る。ＵＥは、ＷＬＡＮ ＡＰと連携する必要があり、ｅＰＤＧへの接続を確立す
るために、インターネット接続にアクセスを有し得る。発展型パケットデータゲートウェ
イ（ｅＰＤＧ）は、４Ｇモバイルコアネットワークのネットワーク機能の一部であり、発
展型パケットコア（ＥＰＣ）とも呼ばれ得る。ｅＰＤＧは、Ｗｉ－ＦｉおよびＥＰＣのよ
うな、信頼性のない非３ＧＰＰネットワーク間での安全な相互作用を担っている。
【００６５】
　[0082]　本開示の態様によると、ＵＥは、Ｓ２ａインターフェース（図５を参照）を介
してＴＷＡＧに接続することによって、信頼性された（すなわち、３ＧＰＰ ＥＰＣネッ
トワークによって信頼された）ＷＬＡＮを介して３ＧＰＰ発展型パケットコア（ＥＰＣ）
ネットワークに接続し得る。信頼性のあるアクセスを用いて、ＥＰＣとＷＬＡＮとの間の
認証およびデータ保護に関する安全な接続が存在する。ＵＥがＳ２ａ接続をサポートする
ＡＰに連携する場合、ＵＥは、Ｓ２ａインターフェースを介してＴＷＡＧに接続し得る。
ＴＷＡＧは、Ｓ５インターフェースを介してＧＰＲＳトネリングプロトコル（ＧＴＰ）ま
たはプロキシモバイルインターネットプロトコル（ＰＭＩＰ）を使用して、ＰＤＮゲート
ウェイに接続し得る。Ｓ２ａをサポートするＷＬＡＮ ＡＰと連携するＵＥもまた、ＷＬ
ＡＮ ＡＰからのＮＳＷＯサービスを獲得し得る。
【００６６】
　[0083]　図８は、本開示の態様に従った、Ｓ１インターフェース５０２を介してＲＡＮ
で終端する、別個の発展型パケットシステム（ＥＰＳ）ベアラを使用するワイドエリア無
線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）アグリゲーションへのＷＬＡＮのための基準アーキテ
クチャ８００を図示する。図８のアーキテクチャは、３ＧＰＰとＷＬＡＮシステムとの間
のＲＡＮアグリゲーション機能の１つの実施形態である。ＲＡＮアグリゲーションは、３
ＧＰＰ加入者によるＷＬＡＮアクセスサービスの使用を許可する。図８で図示されるアー
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キテクチャは、図５で図示されるアーキテクチャ５００に類似するものの、図８のＵＥ 
８０２が２つのＷＬＡＮインターフェース（例えば、ＷＬＡＮ通信可能な２つのトランシ
ーバ）を有することと、２つのＷＬＡＮ ＡＰ ５１２ａ、５１２ｂがＵＥの領域内に存在
するという差異を伴う。
【００６７】
　[0084]　本開示の態様によると、ユーザは、ＬＴＥ ｅＮＢと２つのＷｉ－Ｆｉ（すな
わち、Ｗｉ－Ｆｉ）ＡＰに同時に接続され得、それは、図８で示されるような、ユーザの
シグナリングとデータトラフィックとをトランスポートするための無線アクセスリンクを
提供する。ｅＮＢおよびＡＰは、論理的にコロケートされたり、コロケートされなかった
りし得る。ユーザのデータまたはシグナリングベアラは、ＬＴＥまたはＷｉ－Ｆｉどちら
かの無線リンクによってサービスされ得る。ＵＥとＷＬＡＮ ＢＳとは１より多い接続の
タイプを有して、各タイプの接続が別個の目的のために確立され得る。例えば、図８に図
示されるように、ＵＥは、ＲＬＣアグリゲートされるベアラのためにＷＬＡＮ ＡＰ ５１
２ａへの第１の接続ＷＬＡＮ １を確立し、ＵＥは、Ｓ２ａまたはＳ２ｂインターフェー
スによってＥＰＣに搬送されるベアラおよび／またはＷＬＡＮ ＡＰによって提供される
ＮＳＷＯサービスによってサービスされるベアラのためにＷＬＡＮ ＡＰへの第２の接続
ＷＬＡＮ ２を確立し得る。図７を参照して上述されるように、ＵＥおよびＷＬＡＮ ＡＰ
は、第１の接続と第２の接続のために使用される無線パケット内にＬＣＩＤを含めること
によって、第１の接続と第２の接続とを区別し得る。
【００６８】
　[0085]　本開示の態様によると、ＵＥがＲＡＮアグリゲーションからの恩恵を受ける(b
enefit)ことを可能にし得るローカルエリアネットワークの他のＢＳ、または１つまたは
複数のＷＬＡＮ ＡＰを用いて、ワイヤレスローカルエリアネットワーク接続を確立し得
る。本開示の態様によると、ＲＡＮアグリゲーションを確立するために、およびＵＥがＷ
ＬＡＮを介してＰＤＮ接続のセットをアクティブ状態に維持するために、ＲＡＮアグリゲ
ーションが開始されることができると決定するためのネットワークについてのメカニズム
が開示される。これら態様によると、ＲＡＮアグリゲーションのトリガが、ＷＬＡＮを介
する既存のＰＤＮ接続に影響を与えないことができる。
【００６９】
　[0086]　本開示の態様によると、サービングワイドエリアＲＡＮ（例えば、Ｅ－ＵＴＲ
ＡＮ ＵＴＲＡＮ、またはＧＥＲＡＮ）は、サービスされたＵＥがまた、例えばワイドエ
リアＲＡＮなどのワイヤレスローカルエリアネットワークによってサービスされることを
発見し得、サービスされたＵＥがＷＬＡＮ（例えば、Ｗｉ－ＦｉまたはＬＴＥ－Ｕ）接続
を有することを決定し得る。
【００７０】
　[0087]　本開示の態様によると、ＵＥは、ＵＥが接続されたＷＬＡＮ ＡＰのアイデン
ティティ、または利用可能なＷＬＡＮ ＡＰのリストを、ＵＥのサービングワイドエリア
ＲＡＮエンティティ（例えば、ｅＮＢまたはＭＭＥ）に送り得る。ＵＥはまた、もしあれ
ば、例えば、サービスされたベアラまたはアクセスポイント名（ＡＰＮ）を指示すること
によって、あるいはＵＥがＮＳＷＯ、Ｓ２ｂ、Ｓ２ａ接続を使用しているという指示によ
って、どのトラフィックがＷＬＡＮを介して送られるかを指示し得る。本開示の態様によ
ると、ＵＥは、ＷＬＡＮトラフィックがワイドエリアＲＡＮとのＲＡＮアグリゲーション
を使用することが可能であるか、またはワイドエリアＲＡＮを介して送られ得るかの指示
を送り得る。例えば、ＵＥは、トラフィックがＮｅｔｆｌｉｘからのストリーミングビデ
オであり、このトラフィックがセルラを介して送られることができないことをＲＡＮに通
知し、これが事実上このトラフィックがアグリゲートされることができないことを指す。
【００７１】
　[0088]　本開示の態様によると、特定のＢＳ、あるいは１つまたは複数のＡＰのための
アクセスコントローラとのＲＡＮアグリゲーションをイネーブルするように構成されるワ
イヤレスローカルエリアネットワークのＡＰ（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ ＡＰ、フェムト／ピ
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コ／マイクロノードなど）は、定期的にまたはワイドエリアＲＡＮエンティティからのリ
クエストに応じてのどちらかで、１つまたは複数のＷＬＡＮ ＡＰに接続されたＵＥのリ
ストを送り得る。
【００７２】
　[0089]　本開示の態様によると、ＵＥは、サービングＷＬＡＮ ＡＰ（例えば、Ｗｉ－
Ｆｉ ＡＰ、フェムト／ピコ／マイクロノードなど）にＵＥのサービングワイドエリアＲ
ＡＮのアイデンティティ（例えば、ＰＬＭＮ、セルＩＤなど）、およびＵＥのセルラアイ
デンティティを送り得る。ＷＬＡＮ ＡＰは、このような情報を受信することに伴って、
ＷＬＡＮ ＡＰがＵＥにサービスするワイドエリアＲＡＮとのＲＡＮアグリゲーションを
イネーブルするように構成されることを検証し（例えば、ＰＬＭＮ ＩＤ、セルＩＤなど
を検証する）得、ＵＥがＷＬＡＮ ＡＰに送ったＵＥのアイデンティティを提供するワイ
ドエリアＲＡＮへの指示を送り得る。
【００７３】
　[0090]　本開示の態様によると、ワイドエリアＲＡＮは、（例えば、ＵＥが接続される
ワイドエリアＲＡＮセルのアイデンティティに基づいて）特定のＵＥに対するＲＡＮアグ
リゲーションのために使用され得るＷＬＡＮ ＡＰ（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ ＡＰ、フェムト
／ピコ／マイクロノードなど）のアイデンティティを用いて構成され得る。いくつかの場
合には、ＷＬＡＮ ＡＰは、ＲＡＮアグリゲーションのための別個のアイデンティティ（
例えば、ネットワーク識別子またはサービスセット識別子（ＳＳＩＤ））と、通常の（例
えば、ＲＡＮアグリゲーションを用いないＷｉ－Ｆｉなどの）サービスを使用し得る。こ
れら態様によると、ワイドエリアＲＡＮ（すなわち、１つまたは複数のＲＡＮエンティテ
ィ）は、別個のアイデンティティを認識し得、ワイドエリアＲＡＮは、ＵＥがＲＡＮアグ
リゲーションのために使用できるＡＰのリスト内のＡＰのうちの１つに接続されたことを
（例えば、ＵＥによって送信された指示によって）通知され得る。
【００７４】
　[0091]　本開示の特定の態様によると、ワイドエリアＲＡＮエンティティ（例えば、ｅ
ＮＢまたはＭＭＥ）は、サービスされるＵＥが、ＲＡＮアグリゲーションを可能にするＷ
ＬＡＮ ＢＳ（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ ＡＰ、フェムト／ピコ／マイクロノードなど）に接続
されたことの指示をワイドエリアＲＡＮエンティティ（例えば、ｅＮＢまたはＭＭＥ）が
取得することに基づいて、サービスされるＵＥのためのＲＡＮアグリゲーションをトリガ
し得る。
【００７５】
　[0092]　図９は、ワイドエリアＲＡＮが、サービスされるＵＥのためのＲＡＮアグリゲ
ーションをトリガするための例示的なコールフローを図示する。９０２で、ＵＥ ５０８
は、ワイドエリアＲＡＮ ＢＳ（例えば、ｅＮＢ）５１０とＷＬＡＮ ＡＰ（例えば、Ｗｉ
－Ｆｉ ＡＰ、フェムト／ピコ／マイクロノードなど）５１２とに接続され得る。ＷＬＡ
Ｎ ＡＰへの接続は、Ｓ２ａ接続、Ｓ２ｂ接続、ＮＳＷＯ接続、または図５を参照して上
述されるような任意の組み合わせの接続のために使用され得る。本開示の第１の態様にお
いて、９０４で、ＵＥは、ＵＥがＷＬＡＮ ＡＰに接続されたことをワイドエリアＲＡＮ 
ＢＳに報告し得る。本開示の第２の態様において、９０６で、ＷＬＡＮ ＡＰは、接続さ
れたＵＥのリストをワイドエリアＲＡＮに送り得る。本開示の第３の態様において、９０
８で、ＵＥは、ワイドエリアＲＡＮとの接続をＷＬＡＮ ＡＰに報告し得る。９１０で、
ＷＬＡＮ ＡＰは、ＵＥがＷＬＡＮ ＡＰに接続されたことをワイドエリアＲＡＮに報告し
得る。ワイドエリアＲＡＮが９０４、９０６、および９１０で受信する１つまたは複数の
報告に基づいて、ワイドエリアＲＡＮは、９１２でＲＬＣアグリゲーションを開始するこ
とを決定し得る。
【００７６】
　[0093]　本開示の特定の態様によると、ＩＰフローモビリティ（ＩＦＯＭ）と接続され
たデバイスは、少なくとも１つのＰＤＮ接続についてアクティブであり（すなわち、ＰＤ
ＮのいくつかのＩＰフローは、ＵＥベースのＩＦＯＭであろうと、またはネットワークベ
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ースのＩＦＯＭ（ＮＢ－ＩＦＯＭ）であろうと、セルラを介するものであり、またいくつ
かはＷＬＡＮを介するものである）、複数の態様９０４、９０６、９０８、および９１０
が使用される場合、次に、ワイドエリアＲＡＮ ＢＳ（例えば、ｅＮＢ）は、複数のＷＬ
ＡＮ ＡＰへのＵＥの接続に関する複数セットの情報を受信し得る。これら態様によると
、ワイドエリアＲＡＮ ＢＳは、受信されたセットの情報を比較し、ＲＡＮアグリゲーシ
ョンに参加するために複数セットの情報に含まれるＷＬＡＮ ＡＰまたは複数のＷＬＡＮ 
ＡＰのセットを選択し得る。
【００７７】
　[0094]　本開示の態様によると、ワイドエリアＲＡＮエンティティは、非アクセス層（
ＮＡＳ：non-access stratum）レベルにおいてＲＡＮアグリゲーションをトリガし得る。
非アクセス層（ＮＡＳ）は、制御プレーンのために使用され、コアネットワーク（ＣＮ）
のモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）と、ＬＴＥまたはＥ－ＵＴＲＡＮアクセスのた
めのＵＥとの間で非無線シグナリングを搬送する。これら態様によると、ワイドエリアＲ
ＡＮエンティティは、ＲＡＮアグリゲーションが実行可能でかつ開始し得ると決定するこ
とに伴って、ＭＭＥまたはＳＧＳＮにこの指示を送り得る。指示を受信することに伴い、
かつどのＡＰＮがＷＬＡＮにオフロードされることができるかの情報に基づいて、ＭＭＥ
またはＳＧＳＮが、ＲＡＮアグリゲーションを開始することを決定する。ＭＭＥは次に、
ＲＡＮアグリゲーションをトリガするために、ＮＡＳメッセージをＵＥに送り得る。
【００７８】
　[0095]　本開示のある態様によると、ＵＥは、非アクセス層（ＮＡＳ）レベルにおいて
ＲＡＮアグリゲーションをトリガし得る。これら態様によると、ＵＥは、ＵＥが接続され
たＷＬＡＮ ＡＰ（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ ＡＰ、フェムト／ピコ／マイクロノードなど）の
アイデンティティ、または利用可能なＷＬＡＮ ＡＰのリストを、ＮＡＳシグナリングを
介してＭＭＥまたはＳＧＳＮに送り得る。ＵＥはまた、どのトラフィックが例えばベアラ
またはＡＰＮなどのＷＬＡＮを介して送られるか、あるいはＵＥがＮＳＷＯ、Ｓ２ｂ、Ｓ
２ａ接続を使用しているという指示を指示し得る。ＵＥはまた、トラフィックがＲＡＮア
グリゲーションを使用できるか、またはワイドエリアＲＡＮを介して送られるかの指示を
送り得る。このような情報（例えば、ＷＬＡＮ ＡＰアイデンティティ、ＷＬＡＮトラフ
ィック、トラフィックがＲＡＮアグリゲーションを使用し得るかどうかなど）を受信する
ことに伴って、かつどのＡＰＮがＷＬＡＮにオフロードされることができるかの情報に基
づいて、ＭＭＥまたはＳＧＳＮがＲＡＮアグリゲーションを開始することを決定し得る。
どのＡＰＮがＷＬＡＮにオフロードされることができるかの情報は、ＭＭＥまたはＳＧＳ
ＮによるＰＤＮ接続確立に伴って、ＭＭＥまたはＳＧＳＮによってＵＥに提供され得る。
ＭＭＥは次に、ＵＥへのＲＡＮアグリゲーションをトリガするＮＡＳメッセージを送り得
る。ＲＡＮアグリゲーションのための決定をＭＭＥへ移すことは、競合(conflict)を低減
できる。
【００７９】
　[0096]　図１０Ａおよび１０Ｂは、ＲＡＮアグリゲーションが使用され得る例示的なワ
イヤレス通信システム１０００を図示する。図１０Ａは、ＲＡＮアグリゲーションを開始
する前における例示的なＵＥ ５０８、ワイドエリアＲＡＮ ＢＳ（例えば、ｅＮＢ） ５
１０、ＷＬＡＮ ＡＰ（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ ＡＰ、フェムト／ピコ／マイクロノードなど
）５１２、コアネットワーク、およびインターネットを図示する。図示されるように、Ｕ
Ｅは、ＰＤＮの第１のセットのためのワイドエリアＲＡＮに接続され、およびＰＤＮの第
２のセットのためのＷＬＡＮ ＡＰまたはＮＳＷＯ、あるいは両方に接続される。図１０
Ｂは、ＲＡＮアグリゲーションが開始した後における同一のＵＥ、ワイドエリアＲＡＮ 
ＢＳ、ＷＬＡＮ ＡＰ、コアネットワーク、およびインターネットを図示する。ＵＥは、
いくつかがＲＡＮアグリゲーションを使用するＰＤＮの第１のセットのためにワイドエリ
アＲＡＮに接続され、ＰＤＮの第２のセットのためにＷＬＡＮ ＡＰを介してワイドエリ
アＲＡＮに接続される。
【００８０】
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　[0097]　図１１は、単一のＷＬＡＮ接続を有するＵＥ ５０８のためのトラフィックモ
ビリティおよびＲＡＮアグリゲーションをトリガするための例示的なコールフロー１１０
０を図示する。図示されるコールフローは、図１０Ｂで図示されるＲＡＮアグリゲーショ
ンを開始するために図１０Ａで図示されるＵＥ、ｅＮＢ、ＡＰ、およびコアネットワーク
エンティティによって使用され得る。１１０２で、ＵＥはＰＤＮセット１のためにワイド
エリアＲＡＮ ＢＳ（例えば、ｅＮＢ）５１０に接続し、ＷＬＡＮ ＡＰ（例えば、Ｗｉ－
Ｆｉ ＡＰ、フェムト／ピコ／マイクロノードなど）５１２に接続し得る。ＷＬＡＮ ＡＰ
の接続は、Ｓ２ａ接続またはＳ２ｂ接続上のＰＤＮセット１のために、ＮＳＷＯ接続のた
めに、または任意の接続の組み合わせのために使用され得る。１１０４で、ワイドエリア
ＲＡＮは、ＲＬＣアグリゲーションを開始することを決定し得る。１１０６で、ワイドエ
リアＲＡＮ ＢＳは、ＲＡＮアグリゲーションを開始するためにＵＥにコマンドを送り得
る。１１０８で、ＵＥは、ＷＬＡＮ ＡＰに明確な切断の通知を送ることなく、およびｅ
ＰＤＧまたはＴＷＡＧへのＵＥが有する任意のＳ２ａおよびＳ２ｂ接続を切断することな
く、ＷＬＡＮ ＡＰから切断し得る。本開示の第１の態様において、１１１０で、ＵＥは
、ＷＬＡＮ ＡＰの切断を検出し、ワイドエリアＲＡＮへのＰＤＮセット２のハンドオー
バをトリガし得る。ＵＥはまた、１１１０で、ワイドエリアＲＡＮを介してトランスポー
トされたＰＤＮにＮＳＷＯからのＩＰトラフィックを転送し得る。本開示の第２の態様に
おいて、１１１２で、ＵＥのネットワークソフトウェアスタックの下位レイヤは、ＲＬＣ
アグリゲーションがアクティブであるとの指示を、ＵＥのネットワークソフトウェアスタ
ックの上位レイヤに送り得る。ＵＥのネットワークソフトウェアスタックの上位レイヤは
、１１１２で、ワイドエリアＲＡＮへのＰＤＮセット２のハンドオーバをトリガし得る。
ＵＥはまた、１１１２で、ワイドエリアＲＡＮ上のＰＤＮにＮＳＷＯからのＩＰトラフィ
ックを転送し得る。
【００８１】
　[0098]　図１２Ａおよび１２Ｂは、ＲＡＮアグリゲーションが使用され得る例示的なワ
イヤレス通信システム１２００を図示する。図１２Ａは、ＲＡＮアグリゲーションを開始
する前における例示的なＵＥ ５０８、ワイドエリアＲＡＮ ＢＳ（例えば、ｅＮＢ）５１
０、ＲＡＮアグリゲーションに参加できるＷＬＡＮ ＡＰ１（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ ＡＰ、
フェムト／ピコ／マイクロノードなど）５１２ａ、ＲＡＮアグリゲーションに参加できな
いＷＬＡＮ ＡＰ２（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ ＡＰ、フェムト／ピコ／マイクロノードなど）
５１２ｃ、コアネットワーク、およびインターネットを図示する。図示されるように、Ｕ
Ｅは、ＰＤＮの第１のセットのためにワイドエリアＲＡＮに接続され、ＰＤＮの第２のセ
ットまたはＮＳＷＯのためにＷＬＡＮ ＡＰ２、あるいは両方に接続される。図１２Ｂは
、ＲＡＮアグリゲーションが開始した後におけるいくつかのＵＥ、ワイドエリアＲＡＮ 
ＢＳ、ＷＬＡＮ ＡＰ１、ＷＬＡＮ ＡＰ２、コアネットワーク、およびインターネットを
図示する。ＵＥは、いくつかがＲＡＮアグリゲーションを使用するＰＤＮの第１のセット
のためにワイドエリアＲＡＮに接続され、ＰＤＮの第２のセットのためにＷＬＡＮ ＡＰ
１を介してワイドエリアＲＡＮに接続される。
【００８２】
　[0099]　図１３は、ＲＡＮアグリゲーションに参加できない第１のＷＬＡＮ ＡＰ２（
例えば、Ｗｉ－Ｆｉ ＡＰ、フェムト／ピコ／マイクロノードなど）５１２ｃから、ＲＡ
Ｎアグリゲーションに参加できる第２のＷＬＡＮ ＡＰ１（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ ＡＰ、フ
ェムト／ピコ／マイクロノードなど）５１２ａへそのＷＬＡＮ接続を変更する単一のＷＬ
ＡＮ接続を有するＵＥ ５０８のためのトラフィックモビリティおよびＲＡＮアグリゲー
ションをトリガするための例示的なコールフロー１３００を図示する。図示されるコール
フローは、図１２Ｂで図示されるＲＡＮアグリゲーションを開始するために図１２Ａで図
示される、ＵＥ、ｅＮＢ、ＡＰ、およびコアネットワークエンティティによって使用され
得る。１３０２で、ＵＥは、ＰＤＮセット１のためにワイドエリアＲＡＮ ＢＳ（例えば
、ｅＮＢ）５１０に接続し、ＡＰ２に接続し得る。ＡＰ２への接続は、Ｓ２ａ接続または
Ｓ２ｂ接続上のＰＤＮセット１のために、ＮＳＷＯ接続のために、または任意の接続の組
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み合わせのために使用され得る。１３０４で、ワイドエリアＲＡＮは、ＲＬＣアグリゲー
ションを開始することを決定し得る。１３０６で、ワイドエリアＲＡＮ ＢＳは、ＡＰ１
とのＲＡＮアグリゲーションを開始するために、ＵＥにコマンドを送り得る。１３０８で
、ＵＥは、ＡＰ２に明確な切断の通知を送ることなく、およびｅＰＤＧまたはＴＷＡＧへ
のＵＥが有する任意のＳ２ａおよびＳ２ｂ接続を切断することなく、ＡＰ２から切断し得
る。本開示の第１の態様において、１３１０で、ＵＥは、ＡＰ２の切断を検出し、ワイド
エリアＲＡＮへのＰＤＮセット２のハンドオーバをトリガし得る。ＵＥはまた、１３１０
で、ワイドエリアＲＡＮを介してトランスポートされたＰＤＮにＮＳＷＯからのＩＰトラ
フィックを転送し得る。本開示の第２の態様において、１３１２で、ＵＥのネットワーク
ソフトウェアスタックの下位レイヤは、ＲＬＣアグリゲーションがアクティブであるとの
指示を、ＵＥのネットワークソフトウェアスタックの上位レイヤに送り得る。ＵＥのネッ
トワークソフトウェアスタックの上位レイヤは、１３１２で、ワイドエリアＲＡＮへのＰ
ＤＮセット２のハンドオーバをトリガし得る。ＵＥはまた、１３１２で、ワイドエリアＲ
ＡＮ上のＰＤＮにＮＳＷＯからのＩＰトラフィックを転送し得る。
【００８３】
　[00100]　図１４Ａおよび１４Ｂは、ＲＡＮアグリゲーションが使用され得る例示的な
ワイヤレス通信システム１４００を図示する。図１４Ａは、ＲＡＮアグリゲーションを開
始する前における、２つのＷＬＡＮに同時に接続可能な例示的なＵＥ　８０２、ワイドエ
リアＲＡＮ ＢＳ（例えば、ｅＮＢ）、ＲＡＮアグリゲーションに参加できるＷＬＡＮ Ａ
Ｐ１（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ ＡＰ、フェムト／ピコ／マイクロノードなど）５１２ａ、Ｒ
ＡＮアグリゲーションに参加できないＷＬＡＮ ＡＰ２（例えば、Ｗｉ－Ｆｉ ＡＰ、フェ
ムト／ピコ／マイクロノードなど）５１２ｂ、コアネットワーク、およびインターネット
を図示する。図示されるように、ＵＥは、ＰＤＮの第１のセットのためにワイドエリアＲ
ＡＮに接続され、ＰＤＮの第２のセットのためにＡＰ２またはＮＳＷＯ、あるいは両方に
接続される。図１４Ｂは、ＲＡＮアグリゲーションが開始した後における、同じＵＥ、ワ
イドエリアＲＡＮ ＢＳ、ＡＰ１、ＡＰ２、コアネットワーク、およびインターネットを
図示する。ＵＥは、いくつかがＲＡＮアグリゲーションを使用する、ＷＬＡＮから移動し
たベアラおよびＰＤＮの第１のセットのためにワイドエリアＲＡＮに接続され、ＰＤＮの
第２のセットのためにＡＰ１を介してワイドエリアＲＡＮに接続され、ＰＤＮの第３のセ
ットのためにＡＰ２を介してワイドエリアＲＡＮに接続される。
【００８４】
　[00101]　図１５は、ＲＡＮアグリゲーションに参加できない第１のＷＬＡＮ ＡＰ２（
例えば、Ｗｉ－Ｆｉ ＡＰ、フェムト／ピコ／マイクロノードなど）５１２ｃに接続され
る２つのＷＬＡＮに同時に接続可能なＵＥ ８０２のためのトラフィックモビリティおよ
びＲＡＮアグリゲーションのトリガのための例示的なコールフロー１５００を図示する。
図示されるコールフローは、図１４Ｂで図示されるＲＡＮアグリゲーションを開始するた
めに図１４Ａで図示される、ＵＥ、ｅＮＢ、ＡＰ、およびコアネットワークエンティティ
によって使用され得る。１５０２で、ＵＥは、ＰＤＮセット１のためにワイドエリアＲＡ
Ｎ ＢＳ（例えば、ｅＮＢ）に接続し、ＡＰ２に接続し得る。ＡＰ２への接続は、Ｓ２ａ
接続またはＳ２ｂ接続上のＰＤＮセット２のために、ＮＳＷＯ接続のために、または任意
の接続の組み合わせのために使用され得る。１５０４で、ワイドエリアＲＡＮは、ＲＬＣ
アグリゲーションを開始することを決定し得る。１５０６で、ワイドエリアＲＡＮ ＢＳ
は、ＡＰ１ ５１２ａとのＲＡＮアグリゲーションを開始するために、ＵＥにコマンドを
送り得る。１５０８で、ＵＥは、ＡＰ２から切断することなくＡＰ１に接続し得る。本開
示の第１の態様において、１５１０で、ＩＦＯＭがＵＥおよびＲＡＮによってサポートさ
れる場合、ＵＥのアクセス層（ＡＳ：access stratum）は、ＷＬＡＮからワイドエリアＲ
ＡＮにＲＡＮアグリゲーションベアラのＩＰフローを移動させるために、ＵＥのネットワ
ークスタックの上位レイヤをトリガし得る。本開示の第２の態様において、１５１２で、
ＵＥのネットワークスタックの下位レイヤは、ＲＬＣアグリゲーションがアクティブであ
るとの指示を、ＵＥのネットワークスタックの上位レイヤに送り得る。ＵＥのネットワー



(23) JP 6567561 B2 2019.8.28

10

20

30

40

50

クスタックの上位レイヤは、１５１２で、ワイドエリアＲＡＮへのＰＤＮセット２のハン
ドオーバをトリガし得る。ＵＥはまた、１５１２で、ワイドエリアＲＡＮ上のＰＤＮにＮ
ＳＷＯからのＩＰトラフィックを転送し得る。
【００８５】
　[00102]　図１６は、図８－１５を参照して上述されるような、ＲＡＮアグリゲーショ
ンを行うための動作１６００の例を図示する。動作１６００は、図８－１５の各々で示さ
れる、例えばｅノードＢ ５１０などのワイドエリア無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ
）の第１の基地局によって行われ得る。１６０２で、第１のＢＳは、ワイヤレスローカル
エリアネットワーク（ＷＬＡＮ）の第１のＢＳによっておよび第２のＢＳによってサービ
スされるユーザ機器（ＵＥ）が、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）アグリゲーション
に参加可能であると決定し得る。１６０４で、第１のＢＳは、ＲＡＮのみを介して、また
はＲＡＮおよびＷＬＡＮの両方を同時に介して、１つまたは複数のパケットデータネット
ワーク（ＰＤＮ）接続をアクティブに維持する間に、第１のＢＳと、第２のＢＳまたはＷ
ＬＡＮの別のＢＳのうちの少なくとも１つとの１つまたは複数のＰＤＮ接続の１つまたは
複数のベアラのＵＥのためのＲＡＮアグリゲーションをアクティブ化し得る。動作は、こ
の時点で完了し得るか、またはオプションで１６０６、１６０８、および１６１２のうち
の１つまたは複数へと継続し得、それは、第１のＢＳあるいは１つまたは複数の他のネッ
トワークエンティティによって行われ得る。１６０６で、第１のＢＳは、ＵＥが接続され
たＷＬＡＮの第２のＢＳのアイデンティティ、または利用可能なＷＬＡＮのＢＳのリスト
を受信し得る。第１のＢＳは、ＵＥから、あるいは別のネットワークエンティティ（例え
ば、ＭＭＥ）から、第２のＢＳのアイデンティティまたはＢＳのリストを受信し得る。１
６０８で、第１のＢＳは、ＷＬＡＮの１つまたは複数のＢＳに接続されたＵＥのリストを
、定期的にまたはリクエストに応じて、受信する。第１のＢＳは、第２のＢＳから、また
は別のネットワークエンティティ（例えば、ＭＭＥまたはＷＬＡＮの別のＢＳ）から、Ｕ
Ｅのリストを受信し得る。ＲＡＮの別のネットワークエンティティ（例えば、ＭＭＥまた
はＷＬＡＮの別のＢＳ）は、第２のＢＳからのリストを要求し、それを第１のＢＳに送り
得る。１６１０で、ＵＥは、ＵＥが接続されたワイドエリアＲＡＮのアイデンティティお
よびＵＥのネットワークアイデンティティを、ＷＬＡＮの第２のＢＳに送り得る。１６１
２で、ＷＬＡＮの第２のＢＳは、それがＲＡＮアグリゲーションをイネーブルするように
構成されることを検証して、ＵＥのアイデンティティをＲＡＮに送り得る。第１のＢＳは
、ＷＬＡＮの第２のＢＳ、または別のネットワークエンティティ（例えば、ＭＭＥ）から
ＵＥのアイデンティティを受信し得る。
【００８６】
　[0100]　本開示の態様によると、第１のＢＳは、ＵＥから受信された指示に基づいて、
ＵＥがＲＡＮアグリゲーションに参加可能であると決定し得る。例えば、ｅＮＢは、ＵＥ
がＲＡＮアグリゲーションに参加可能であることの機能交換メッセージ(capabilities ex
change message)を、接続されたＵＥから受信し得る。
【００８７】
　[0101]　本開示の態様によると、第１のＢＳは、第２のＢＳから受信された指示に基づ
いて、ＵＥがＲＡＮアグリゲーションに参加可能であると決定し得る。例えば、ＡＰは、
ＡＰによってサービスされるＵＥがＲＡＮアグリゲーションに参加可能であることを、ｅ
ＮＢにシグナリングし得る。
【００８８】
　[0102]　本開示の態様によると、ＲＡＮアグリゲーションをアクティブ化することは、
ＵＥが第２のＢＳにアクセスするために現在使用しているネットワーク識別子とは異なる
ネットワーク識別子を使用して第２のＢＳにアクセスすることをＵＥにさせることを備え
る。例えば、ｅＮＢは、ＵＥが第１の接続で使用しているＭＡＣ ＩＤとは異なるＭＡＣ 
ＩＤを使用し、ＷＬＡＮ ＡＰへ第２の接続を介して接続するようにＵＥを指揮するＷＬ
ＡＮ ＡＰへ第１の接続を介して接続されたＵＥにメッセージを送り得る。
【００８９】
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　[0103]　図１７は、図８－１５を参照して上述されるような、ＲＡＮアグリゲーション
を行うための動作１７００の例を図示する。動作１７００は、例えば、図８－１５の各々
で図示されるＥ－ＵＴＲＡ ＵＥ５０８または８０２などのユーザ機器（ＵＥ）によって
行われ得る。１７０２で、ＵＥは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）
の第１の基地局（ＢＳ）、および無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）の第２の基地局に
よってサービスされている間に、１つまたは複数のパケットデータネットワーク（ＰＤＮ
）接続に属する１つまたは複数のベアラのＲＡＮアグリゲーションを開始するための指示
を受信し得る。１７０４で、ＵＥは、ＲＡＮのみを介して、またはＲＡＮおよびＷＬＡＮ
の両方を同時に介して、１つまたは複数のＰＤＮ接続をアクティブに維持する間に、１つ
または複数のＰＤＮ接続に属する１つまたは複数のベアラのＲＡＮアグリゲーションを行
うための動作をし得る。
【００９０】
　[0104]　本開示の態様によると、動作をすることは、ＵＥが第１のＢＳにアクセスする
ために現在使用しているものとは異なるネットワーク識別子を使用して第１のＢＳにアク
セスするＵＥを備え得る。例えば、ＷＬＡＮ ＡＰへ第１の接続を介して接続されたＵＥ
は、ＵＥが第１の接続で使用しているＭＡＣ ＩＤとは異なるＭＡＣ ＩＤを使用し、ＷＬ
ＡＮ ＡＰへ第２の接続を介して接続し得る。
【００９１】
　[0105]　本開示の態様によると、動作をすることは、ＷＬＡＮの第３のＢＳに接続して
いるＵＥを備え得る。例えば、ＵＥは、ＲＡＮアグリゲーションに参加可能でないＷＬＡ
Ｎ ＡＰから切断し、ＲＡＮアグリゲーションに参加可能であるＷＬＡＮ ＡＰに接続し得
る。
【００９２】
　[0106]　上述された方法の様々な動作は、対応する機能を行うことが可能な任意の適切
な手段によって行われ得る。手段は、回路、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、または
プロセッサを含むがそれらに限定されない、様々なハードウェアおよび／またはソフトウ
ェアコンポーネントおよび／またはモジュールを含み得る。一般に、動作が図中に図示さ
れる場合、それらの動作は、類似の参照番号で対応する該当機能手段コンポーネント(mea
ns-plus-function components)を有し得る。
【００９３】
　[0107]　本明細書で使用される場合、「決定すること」という用語は、幅広い動作を包
含する。例えば、「決定すること」は、計算すること、コンピュータ処理すること、処理
すること、導き出すこと、調査すること、調べること（例えば、表、データベース、また
は別のデータ構造を調べること）、確認することなどを含み得る。また、「決定すること
」は、受信すること（例えば、情報を受信すること）、アクセスすること（例えば、メモ
リ内のデータにアクセスすること）などを含み得る。また、「決定すること」は、解決す
ること、選択すること、選ぶこと、確立することなどを含み得る。
【００９４】
　[0108]　本明細書で使用される場合、項目のリスト「～のうちの少なくとも１つ」とい
うフレーズは、単一の要素を含む、それらの項目の任意の組み合わせを指す。例として、
「ａ、ｂ、またはｃのうちの少なくとも１つ」は、ａ、ｂ、ｃ、ａ－ｂ、ａ－ｃ、ｂ－ｃ
、およびａ－ｂ－ｃ、並びに、同じ要素（例えば、ａ－ａ、ａ－ａ－ａ、ａ－ａ－ｂ、ａ
－ａ－ｃ、ａ－ｂ－ｂ、ａ－ｃ－ｃ、ｂ－ｂ、ｂ－ｂ－ｂ、ｂ－ｂ－ｃ、ｃ－ｃ、および
ｃ－ｃ－ｃ、あるいは、ａ、ｂ、およびｃの他の順番）の複数との任意の組み合わせをカ
バーすることが意図される。
【００９５】
　[0109]　上述された方法の様々な動作は、これら動作を行うことが可能な任意の適切な
手段、例えば、様々なハードウェアおよび／またはソフトウェアコンポーネント、回路、
および／またはモジュールによって行われ得る。一般に、図面において図示される任意の
動作は、これら動作を行うことが可能な対応する機能手段によって行われ得る。
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【００９６】
　[0110]　本開示に関連して説明された、様々な例示的な論理ブロック、モジュール、お
よび回路は、本明細書で説明された機能を行うように設計された、汎用プロセッサ、デジ
タル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログ
ラマブルゲートアレイ信号（ＦＰＧＡ）、または他のプログラマブル論理デバイス（ＰＬ
Ｄ）、離散ゲートまたはトランジスタ論理、離散ハードウェアコンポーネント、またはそ
れらの任意の組み合わせを用いて、実施されまたは行われ得る。汎用プロセッサは、マイ
クロプロセッサであり得るが、代替として、このプロセッサは、任意の商業的に利用可能
なプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンであり得る
。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組み合わせとして、例えば、ＤＳＰ
とマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連結され
た１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは、何か他のこのような構成として実施
され得る。
【００９７】
　[0111]　本開示に関連して説明される方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウ
ェアで、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで、または両者の組み合
わせで、直接具現化され得る。ソフトウェアモジュールは、当該技術分野で知られた記憶
媒体の任意の形式であり得る。使用され得る記憶媒体のいくつかの例は、ランダムアクセ
スメモリ（ＲＡＭ）、読取専用メモリ（ＲＯＭ）、フラッシュメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ
、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク
、ＣＤ－ＲＯＭなどを含む。ソフトウェアモジュールは、単一の命令または多数の命令を
備え得、異なるプログラム間でいくつかの異なるコードセグメントにわたって、および複
数の記憶媒体にわたって、分散され得る。記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を
読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合され得る。
代替では、記憶媒体は、プロセッサに組み込まれ得る。
【００９８】
　[0112]　本明細書に開示された方法は、説明される方法を達成するための１つまたは複
数のステップまたは動作を備える。方法のステップおよび／または動作は、特許請求の範
囲から逸脱することなく互い変形可能であり得る。言い換えると、ステップまたは動作の
特定の順序が指定されない限り、特定のステップおよび／または動作の順序および／また
は使用は、特許請求の範囲から逸脱することなく変形され得る。
【００９９】
　[0113]　説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこ
れらの任意の組み合わせで実施され得る。ソフトウェアにおいて実施される場合、機能は
、1つまたは複数の命令として、コンピュータ可読媒体上に記憶され得る。記憶媒体は、
コンピュータによってアクセスされることができ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、このようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯ
Ｍ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置またはその他の
磁気記憶デバイス、あるいは、データ構造または命令の形式で所望のプログラムコードを
記憶または搬送するために使用可能であり、かつコンピュータによってアクセスされ得る
何か他の媒体を備え得る。本明細書で使用されるようなディスク（Disk）およびディスク
（disc）は、コンパクトディスク（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）、光ディスク
、デジタル多目的ディスク（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク、およびＢｌｕ
－ｒａｙ（登録商標）ディスクを含み、ここで、ディスク（disks）は通常、磁気的にデ
ータを再生し、一方、ディスク（discs）は、レーザーを用いて光学的にデータを再生す
る。
【０１００】
　[0114]　よって、ある態様は、本明細書で提示される動作を行うためのコンピュータプ
ログラム製品を備え得る。例えば、このようなコンピュータプログラム製品は、記憶され
た（および／またはエンコードされた）命令を有するコンピュータ可読媒体を備え得、そ
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の命令は、本明細書に記載された動作を行うために１つまたは複数のプロセッサによって
実行可能である。ある態様のために、コンピュータプログラム製品は、パッケージ材料を
含み得る。
【０１０１】
　[0115]　ソフトウェアまたは命令はまた、送信媒体を介して送信され得る。例えば、ソ
フトウェアがウェブサイト、サーバ、または他の遠隔ソースから、同軸ケーブル、光ファ
イバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、あるいは赤外線、無線
、およびマイクロ波のようなワイヤレス技術を使用して送信される場合、同軸ケーブル、
光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、あるいは赤外線、無線、およびマイクロ
波のようなワイヤレス技術は、送信媒体の定義に含まれる。
【０１０２】
　[0116]　さらに、本明細書で説明された方法および技法を行うためのモジュールおよび
／または他の適切な手段は、適宜、ユーザ端末および／または基地局によってダウンロー
ドされるおよび／またはさもなければ取得され得ることが理解されるべきである。例えば
、このようなデバイスは、本明細書で説明される方法を行うための手段の転送を容易にす
るために、サーバに結合され得る。代替として、本明細書で説明される様々な方法は、ユ
ーザ端末および／または基地局が、デバイスに記憶手段を結合または提供することに伴っ
て様々な方法を取得し得るように、記憶手段（例えば、ＲＡＭ、ＲＯＭ、コンパクトディ
スク（ＣＤ）またはフロッピーディスクなどのような物理記憶媒体）を介して提供され得
る。さらに、本明細書で説明される方法および技法をデバイスに提供するための何か他の
適切な技法が、利用され得る。
【０１０３】
　[0117]　請求項が上記で図示される明確な構成およびコンポーネントに限定されないこ
とが理解されるだろう。様々な変形、変更、およびバリエーションが、本願の特許請求の
範囲から逸脱することなく、上述された方法および装置の構成、動作、および詳細におい
てなされ得る。
【０１０４】
　[0118]　前述の内容は、本開示の態様に向けられているが、本開示の他の態様およびさ
らなる態様が、その基本的な範囲から逸脱することなく考案され得、その範囲は、下記の
請求項によって決定される。
　以下に、本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［Ｃ１］
　ワイドエリア無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）の第１の基地局（ＢＳ）によるワイ
ヤレス通信のための方法であって、
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）の前記第１のＢＳによっておよび
第２のＢＳによってサービスされるユーザ機器（ＵＥ）が、無線アクセスネットワーク（
ＲＡＮ）アグリゲーションに参加可能であると決定することと、
　前記ＲＡＮのみを介して、または前記ＲＡＮおよび前記ＷＬＡＮの両方を同時に介して
、前記１つまたは複数のパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続をアクティブに維持
する間に、前記第１のＢＳと、前記第２のＢＳまたはＷＬＡＮの別のＢＳのうちの少なく
とも１つとの１つまたは複数のＰＤＮ接続の１つまたは複数のベアラの前記ＵＥのための
ＲＡＮアグリゲーションをアクティブ化することと、
　を備える、方法。
　［Ｃ２］
　前記決定は、前記ＵＥから受信された指示に基づく、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ３］
　前記決定は、前記第２のＢＳから受信された指示に基づく、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ４］
　前記ＵＥは、一度に単一のＷＬＡＮ ＢＳのみと接続可能である、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ５］
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　ＲＡＮアグリゲーションをアクティブ化することは、前記ＵＥが前記第２のＢＳにアク
セスするために現在使用しているネットワーク識別子とは異なるネットワーク識別子を使
用して前記第２のＢＳにアクセスすることを前記ＵＥにさせることを備える、Ｃ１に記載
の方法。
　［Ｃ６］
　ＲＡＮアグリゲーションをアクティブ化することは、ＷＬＡＮの別のＢＳにアクセスす
ることを前記ＵＥにさせることを備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ７］
　前記ＵＥが接続された前記ＷＬＡＮの前記第２のＢＳのアイデンティティ、または利用
可能なＷＬＡＮの前記ＢＳのリストを、前記ＵＥから受信することをさらに備える、Ｃ１
に記載の方法。
　［Ｃ８］
　ＷＬＡＮの１つまたは複数のＢＳに接続されたＵＥのリストを、定期的にまたはリクエ
ストに応じて、前記ＷＬＡＮの前記第２のＢＳから受信することをさらに備える、Ｃ１に
記載の方法。
　［Ｃ９］
　前記ＵＥのアイデンティティを、前記ＷＬＡＮの前記第２のＢＳから受信することをさ
らに備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１０］
　ユーザ機器（ＵＥ）によるワイヤレス通信のための方法であって、
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）の第１の基地局（ＢＳ）、および
無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）の第２の基地局によってサービスされている間に、
１つまたは複数のパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続に属する１つまたは複数の
ベアラのＲＡＮアグリゲーションを開始するための指示を受信することと、
　前記ＲＡＮのみを介して、または前記ＲＡＮおよび前記ＷＬＡＮの両方を同時に介して
、前記１つまたは複数のＰＤＮ接続をアクティブに維持する間に、１つまたは複数のＰＤ
Ｎ接続に属する前記１つまたは複数のベアラのＲＡＮアグリゲーションを行うための動作
をすることと
　を備える、方法。
　［Ｃ１１］
　動作をすることは、前記第１のＢＳによってサービスされる１つまたは複数のＳ２ａお
よびＳ２ｂ接続を切断せずに、前記第１のＢＳから切断することを備える、Ｃ１０に記載
の方法。
　［Ｃ１２］
　動作をすることは、前記ＵＥが前記第１のＢＳにアクセスするために現在使用している
ものとは異なるネットワーク識別子を使用して前記第１のＢＳにアクセスすることを備え
る、Ｃ１０に記載の方法。
　［Ｃ１３］
　動作をすることは、ＷＬＡＮの第３のＢＳに接続することを備える、Ｃ１０に記載の方
法。
　［Ｃ１４］
　動作をすることはさらに、前記第１のＢＳから切断することを備える、Ｃ１３に記載の
方法。
　［Ｃ１５］
　動作をすることはさらに、インターネットプロトコル（ＩＰ）フローモビリティ（ＩＦ
ＯＭ）シグナリングを行うことを備える、Ｃ１３に記載の方法。
　［Ｃ１６］
　ワイドエリア無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）の第１の基地局（ＢＳ）であって、
　少なくとも１つのアンテナと、
　　ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）の前記第１のＢＳによっておよ
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び第２のＢＳによってサービスされるユーザ機器（ＵＥ）が、無線アクセスネットワーク
（ＲＡＮ）アグリゲーションに参加可能であると決定することと、
　　前記ＲＡＮのみを介して、または前記ＲＡＮおよび前記ＷＬＡＮの両方を同時に介し
て、前記１つまたは複数のパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続をアクティブに維
持する間に、前記第１のＢＳと、前記第２のＢＳまたはＷＬＡＮの別のＢＳのうちの少な
くとも１つとの１つまたは複数のＰＤＮ接続の１つまたは複数のベアラの前記ＵＥのため
のＲＡＮアグリゲーションをアクティブ化することと、
　をするように構成される少なくとも１つのプロセッサと、
　を備える、第１のＢＳ。
　［Ｃ１７］
　前記決定は、前記少なくとも１つのアンテナを介して前記ＵＥから受信された指示に基
づく、Ｃ１６に記載の第１のＢＳ。
　［Ｃ１８］
　少なくとも１つの有線ネットワークインターフェースをさらに備え、ここにおいて、前
記決定は、前記少なくとも１つのアンテナまたは前記少なくとも１つの有線ネットワーク
インターフェースを介して前記第２のＢＳから受信された指示に基づく、Ｃ１６に記載の
第１のＢＳ。
　［Ｃ１９］
　前記ＵＥは、一度に単一のＷＬＡＮ ＢＳのみと接続可能である、Ｃ１６に記載の第１
のＢＳ。
　［Ｃ２０］
　ＲＡＮアグリゲーションをアクティブ化することは、前記ＵＥが前記第２のＢＳにアク
セスするために現在使用しているネットワーク識別子とは異なるネットワーク識別子を使
用して前記第２のＢＳにアクセスすることを前記ＵＥにさせることを備える、Ｃ１６に記
載の第１のＢＳ。
　［Ｃ２１］
　ＲＡＮアグリゲーションをアクティブ化することは、ＷＬＡＮの別のＢＳにアクセスす
ることを前記ＵＥにさせることを備える、Ｃ１６に記載の第１のＢＳ。
　［Ｃ２２］
　前記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記ＵＥが接続される前記ＷＬＡＮの前記
第２のＢＳのアイデンティティ、または利用可能なＷＬＡＮの前記ＢＳのリストを、前記
少なくとも１つのアンテナを介して前記ＵＥから受信するように構成される、Ｃ１６に記
載の第１のＢＳ。
　［Ｃ２３］
　少なくとも１つの有線ネットワークインターフェースをさらに備え、前記少なくとも１
つのプロセッサはさらに、ＷＬＡＮの１つまたは複数のＢＳに接続されたＵＥのリストを
、前記少なくとも１つのアンテナまたは前記少なくとも１つの有線ネットワークインター
フェースを介して、定期的にまたはリクエストに応じて、前記ＷＬＡＮの前記第２のＢＳ
から受信するように構成される、Ｃ１６に記載の第１のＢＳ。
　［Ｃ２４］
　少なくとも１つの有線ネットワークインターフェースをさらに備え、ここにおいて、前
記少なくとも１つのプロセッサはさらに、前記少なくとも１つのアンテナまたは前記少な
くとも１つの有線ネットワークインターフェースを介して、前記ＵＥのアイデンティティ
を、前記ＷＬＡＮの前記第２のＢＳから受信するように構成される、Ｃ１６に記載の第１
のＢＳ。
　［Ｃ２５］
　ユーザ機器（ＵＥ）であって、
　少なくとも１つのアンテナと、
　　ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）の第１の基地局（ＢＳ）、およ
び無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）の第２の基地局によってサービスされている間に
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、１つまたは複数のパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）接続に属する１つまたは複数
のベアラのＲＡＮアグリゲーションを開始するための指示を受信することと、
　　前記ＲＡＮのみを介して、または前記ＲＡＮおよび前記ＷＬＡＮの両方を同時に介し
て、前記１つまたは複数のＰＤＮ接続をアクティブに維持する間に、１つまたは複数のＰ
ＤＮ接続に属する前記１つまたは複数のベアラのＲＡＮアグリゲーションを行うための動
作をすることと
　をするように構成される、少なくとも１つまたは複数のプロセッサと
　を備える、ＵＥ。
　［Ｃ２６］
　動作をすることは、前記第１のＢＳによってサービスされる１つまたは複数のＳ２ａお
よびＳ２ｂ接続を切断せずに、前記第１のＢＳから切断することを備える、Ｃ２５に記載
のＵＥ。
　［Ｃ２７］
　動作をすることは、前記ＵＥが前記第１のＢＳにアクセスするために現在使用している
ものとは異なるネットワーク識別子を使用して前記第１のＢＳにアクセスすることを備え
る、Ｃ２５に記載のＵＥ。
　［Ｃ２８］
　動作をすることは、ＷＬＡＮの第３のＢＳに接続することを備える、Ｃ２５に記載のＵ
Ｅ。
　［Ｃ２９］
　動作をすることはさらに、前記第１のＢＳから切断することを備える、Ｃ２８に記載の
ＵＥ。
　［Ｃ３０］
　動作をすることはさらに、インターネットプロトコル（ＩＰ）フローモビリティ（ＩＦ
ＯＭ）シグナリングを行うことを備える、Ｃ２８に記載のＵＥ。
【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０Ａ】
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【図１２Ａ】 【図１２Ｂ】
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【図１３】 【図１４Ａ】

【図１４Ｂ】 【図１５】



(34) JP 6567561 B2 2019.8.28

【図１６】 【図１７】
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