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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ワイヤレス通信システムにおいて異種キャリア
をアグリゲートするための技法を提供する。
【解決手段】モバイルデバイスは、１つまたは複数のセ
ルラーキャリアとワイヤレスローカルエリアネットワー
ク（ＷＬＡＮ）キャリアとを含む複数のコンポーネント
キャリアをアグリゲートするための構成を受信する。１
つまたは複数のセルラーキャリアは、ＬＴＥキャリアを
含み、アグリゲーションは動作のサブＩＰ（sub-IP）プ
ロトコルレイヤにおいて実行される。キャリアアグリゲ
ーション構成における異種キャリアの異なる能力および
特性に鑑みて、サービス品質決定、キャリア選択、トラ
フィックマッピングなどを実行するようにプロトコルエ
ンティティが修正される。
【選択図】図１１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイルデバイスによって動作可能な方法であって、
　少なくとも１つのセルラーキャリアとワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡ
Ｎ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲートするための構成を
受信すること、ここで、前記アグリゲーションは、インターネットプロトコル（ＩＰ）レ
イヤの下の前記モバイルデバイスの所与のプロトコルレイヤにおいて実行される、と、
　前記所与のプロトコルレイヤにおいて、前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前記
ＷＬＡＮキャリアとに関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定することと、
　前記マッピングに少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信を送ることと、
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記トラフィックフロー識別子は、
　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えるとき、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上のプロトコルレイヤを
備えるとき、ベアラ識別子を、
　備える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ＬＣＩＤを決定することと、
　前記マッピングに基づいて、前記ＬＣＩＤに関連する１つまたは複数のトラフィック制
限を決定することと、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択することと、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを送ることと
　をさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ベアラ識別子を決定することと、
　前記マッピングに基づいて、前記ベアラ識別子に関連する１つまたは複数のトラフィッ
ク制限を決定することと、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択することと、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを送ることと
　をさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　前記モバイルデバイスによって受信されるダウンリンクトラフィックに基づいて前記複
数のコンポーネントキャリアの各々とのトラフィックタイプの関連付けを決定すること
　をさらに備え、
　アップリンクトラフィックの前記マッピングが、前記ダウンリンクトラフィックに基づ
いて決定されたトラフィックタイプの前記関連付けをミラーリングする、
　請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　第１のトラフィックタイプが前記少なくとも１つのセルラーキャリアに関連付けられ、
第２のトラフィックタイプが前記ＷＬＡＮキャリアに関連付けられる、請求項１に記載の
方法。
【請求項８】
　前記所与のレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備え、前記マ
ッピングを決定することが、前記関連付けと前記アップリンクトラフィックのタイプとに
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基づいて前記ＭＡＣプロトコルレイヤでキャリア選択を実行することを備える、請求項７
に記載の方法。
【請求項９】
　前記複数のコンポーネントキャリア中の第１のセルラーキャリア上のアップリンクリソ
ースの割振りを示すアップリンク許可を受信することと、
　前記マッピングに基づいて前記第１のセルラーキャリア上の前記アップリンク送信のた
めのデータを識別することと、
　前記アップリンク許可に従って前記第１のセルラーキャリア上で前記データを送ること
と
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　アップリンク送信のためのデータの利用可能性を決定することと、
　前記マッピングに基づいて、前記データを送るための前記複数のコンポーネントキャリ
ア中のキャリアを決定することと、
　前記データが前記ＷＬＡＮキャリアにマッピングすると決定したことに応答して、アッ
プリンク許可なしに前記アップリンク送信において前記データを送ることと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記マッピングが、前記ＷＬＡＮキャリア上での送信からアップリンクトラフィックの
所定のタイプを除外する、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記アップリンク送信を送ることが、前記メディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤにお
いて、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの所与の１つを選択することと、前記マ
ッピングに少なくとも部分的に基づいて前記アップリンクトラフィックを各キャリア上に
多重化することとをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記マッピングがサービス品質（ＱｏＳ）情報に少なくとも部分的に基づき、前記選択
することと前記多重化することとのうちの少なくとも１つが前記ＱｏＳ情報に少なくとも
部分的に基づく、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記アグリゲーションが前記メディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤにおいて実行され
、前記方法が、
　前記マッピングに基づいてＭＡＣプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を形成すること
と、
　アップリンク許可またはＭＡＣ　ＰＤＵサイズに基づいて前記ＭＡＣ　ＰＤＵを送るこ
とと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記マッピングは、前記アップリンクトラフィックが前記少なくとも１つのセルラーキ
ャリアまたは前記ＷＬＡＮキャリアのいずれかを使用し得ることを示す、請求項１に記載
の方法。
【請求項１６】
　前記アグリゲーションが前記メディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤで実行され、前記
方法が、
　無線リンク制御（ＲＬＣ）レイヤにおいてプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を形成
することと、
　前記少なくとも１つのセルラーキャリアまたは前記ＷＬＡＮキャリアを介して前記ＰＤ
Ｕをトランスポートすることと
　をさらに備える、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
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　前記複数のコンポーネントキャリア中の少なくとも１つのキャリアの非アクティブ化に
応答して、前記マッピングを適用するのを中止することをさらに備える、請求項１に記載
の方法。
【請求項１８】
　前記複数のコンポーネントキャリアをアグリゲートするための前記構成に関連して、前
記ＷＬＡＮキャリアのために前記ＩＰレイヤの上の動的ホスト構成プロトコル（ＤＨＣＰ
）を無効にすることをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記モバイルデバイスのセルラー無線モジュールのためのＩＰアドレスを決定すること
と、前記モバイルデバイスのＷＬＡＮ無線モジュールに前記ＩＰアドレスを割り当てるこ
ととをさらに備える、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　少なくとも１つのネットワークエンティティに前記モバイルデバイスのセルラーＷＬＡ
Ｎキャリアアグリゲーション能力をシグナリングすることをさらに備える、請求項１に記
載の方法。
【請求項２１】
　ＷＬＡＮアクセスポイント（ＡＰ）からビーコンまたはプローブ応答を受信することを
さらに備え、前記ビーコンまたはプローブ応答が、前記ＷＬＡＮ　ＡＰによるセルラーＷ
ＬＡＮキャリアアグリゲーションのサポートを広告する、請求項１に記載の方法。
【請求項２２】
　セルラー基地局からセキュリティ証明を取得することと、前記セキュリティ証明をＷＬ
ＡＮアクセスポイント（ＡＰ）に与えることとをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記マッピングを決定することは、どのベアラがどのキャリア上で送られるかを示す動
的シグナリングをネットワークエンティティから受信することを備える、請求項１に記載
の方法。
【請求項２４】
　前記シグナリングが、複数の論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）中の各ＬＣＩＤについて
、対応するアップリンクトラフィックために前記複数のコンポーネントキャリア中のどの
キャリアを使用すべきかを示す、請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　前記指示がベアラごとおよび方向ごとである、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　所与のＬＣＩＤが、ダウンリンクトラフィックのために前記ＷＬＡＮキャリアにマッピ
ングし、前記アップリンクトラフィックのために前記少なくとも１つのセルラーキャリア
にマッピングする、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記シグナリングは、パケットサイズしきい値と、デフォルトキャリアと、前記パケッ
トサイズが前記しきい値を超えることに応答してどのキャリアを使用すべきかとを示す、
請求項２３に記載の方法。
【請求項２８】
　前記シグナリングは、各論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）について、データトラフィッ
クが前記少なくとも１つのセルラーキャリアに加えて前記ＷＬＡＮキャリア上で送信され
得るかどうかを示すパラメータを備える、請求項２３に記載の方法。
【請求項２９】
　前記マッピングが静的ポリシーを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３０】
　前記マッピングが、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの１つまたは複数のため
のサービス品質（ＱｏＳ）インジケータに基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項３１】
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　装置であって、
　少なくとも１つのセルラーキャリアとワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡ
Ｎ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲートするための構成を
受信するための手段、ここで、前記アグリゲーションは、インターネットプロトコル（Ｉ
Ｐ）レイヤの下の前記装置の所与のプロトコルレイヤにおいて実行される、と、
　前記所与のプロトコルレイヤにおいて、前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前記
ＷＬＡＮキャリアとに関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定するための手
段と、
　前記マッピングに少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信を送るための手段と、
　を備える、装置。
【請求項３２】
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づく、請求項３１に記載の装置。
【請求項３３】
　前記トラフィックフロー識別子は、
　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えることに応答して、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して
、ベアラ識別子を、
　備える、請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ＬＣＩＤを決定するための手段と
、
　前記マッピングに基づいて、前記ＬＣＩＤに関連する１つまたは複数のトラフィック制
限を決定するための手段と、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択するための手段と、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを送るための手
段と、
　をさらに備える、請求項３３に記載の装置。
【請求項３５】
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ベアラ識別子を決定するための手
段と、
　前記マッピングに基づいて、前記ベアラ識別子に関連する１つまたは複数のトラフィッ
ク制限を決定するための手段と、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択するための手段と、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを送るための手
段と、
　をさらに備える、請求項３３に記載の装置。
【請求項３６】
　前記モバイルデバイスによって受信されるダウンリンクトラフィックに基づいて前記複
数のコンポーネントキャリアの各々とのトラフィックタイプの関連付けを決定するための
手段をさらに備え、
　アップリンクトラフィックの前記マッピングが、前記ダウンリンクトラフィックに基づ
いて決定されたトラフィックタイプの前記関連付けをミラーリングする、
　請求項３１に記載の装置。
【請求項３７】
　第１のトラフィックタイプが前記少なくとも１つのセルラーキャリアに関連付けられ、
第２のトラフィックタイプが前記ＷＬＡＮキャリアに関連付けられる、請求項３１に記載
の装置。
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【請求項３８】
　前記所与のレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備え、前記関
連付けと前記アップリンクトラフィックのタイプとに基づいて前記ＭＡＣプロトコルレイ
ヤでキャリア選択を実行するための手段をさらに備える、請求項３７に記載の装置。
【請求項３９】
　前記複数のコンポーネントキャリア中の第１のセルラーキャリア上のアップリンクリソ
ースの割振りを示すアップリンク許可を受信するための手段と、
　前記マッピングに基づいて前記第１のセルラーキャリア上の前記アップリンク送信のた
めのデータを識別するための手段と、
　前記アップリンク許可に従って前記第１のセルラーキャリア上で前記データを送るため
の手段と
　をさらに備える、請求項３１に記載の装置。
【請求項４０】
　アップリンク送信のためのデータの利用可能性を決定するための手段と、
　前記マッピングに基づいて、前記データを送るための前記複数のコンポーネントキャリ
ア中のキャリアを決定するための手段と、
　前記データが前記ＷＬＡＮキャリアにマッピングすると決定したことに応答して、アッ
プリンク許可なしに前記アップリンク送信において前記データを送るための手段と
　をさらに備える、請求項３１に記載の装置。
【請求項４１】
　前記マッピングが、前記ＷＬＡＮキャリア上での送信からアップリンクトラフィックの
所定のタイプを除外する、請求項３１に記載の装置。
【請求項４２】
　前記メディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤにおいて前記複数のコンポーネントキャリ
アのうちの所与の１つを選択するための手段と、前記マッピングに少なくとも部分的に基
づいて前記アップリンクトラフィックを各キャリア上に多重化するための手段とをさらに
備える、請求項３１に記載の装置。
【請求項４３】
　前記マッピングがサービス品質（ＱｏＳ）情報に少なくとも部分的に基づき、選択する
ための前記手段と多重化するための前記手段とのうちの少なくとも１つが前記ＱｏＳ情報
に少なくとも部分的に基づく、請求項４２に記載の装置。
【請求項４４】
　前記アグリゲーションが前記メディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤにおいて実行され
、前記装置が、
　前記マッピングに基づいてＭＡＣプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を形成するため
の手段と、
　アップリンク許可またはＭＡＣ　ＰＤＵサイズに基づいて前記ＭＡＣ　ＰＤＵを送るた
めの手段と
　をさらに備える、請求項３１に記載の装置。
【請求項４５】
　前記マッピングは、前記アップリンクトラフィックが前記少なくとも１つのセルラーキ
ャリアまたは前記ＷＬＡＮキャリアのいずれかを使用し得ることを示す、請求項３１に記
載の装置。
【請求項４６】
　前記アグリゲーションが前記メディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤで実行され、前記
装置が、
　無線リンク制御（ＲＬＣ）レイヤにおいてプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を形成
するための手段と、
　前記少なくとも１つのセルラーキャリアまたは前記ＷＬＡＮキャリアを介して前記ＰＤ
Ｕをトランスポートするための手段と、
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　をさらに備える、請求項４５に記載の装置。
【請求項４７】
　前記複数のコンポーネントキャリア中の少なくとも１つのキャリアの非アクティブ化に
応答して、前記マッピングを適用するのを中止するための手段をさらに備える、請求項３
１に記載の装置。
【請求項４８】
　前記複数のコンポーネントキャリアをアグリゲートするための前記構成に関連して、前
記ＷＬＡＮキャリアのために前記ＩＰレイヤの上の動的ホスト構成プロトコル（ＤＨＣＰ
）を無効にするための手段をさらに備える、請求項３１に記載の装置。
【請求項４９】
　前記モバイルデバイスのセルラー無線モジュールのためのＩＰアドレスを決定するため
の手段と、前記モバイルデバイスのＷＬＡＮ無線モジュールに前記ＩＰアドレスを割り当
てるための手段とをさらに備える、請求項４８に記載の装置。
【請求項５０】
　少なくとも１つのネットワークエンティティに前記モバイルデバイスのセルラーＷＬＡ
Ｎキャリアアグリゲーション能力をシグナリングするための手段をさらに備える、請求項
３１に記載の装置。
【請求項５１】
　ＷＬＡＮアクセスポイント（ＡＰ）からビーコンまたはプローブ応答を受信するための
手段をさらに備え、前記ビーコンまたはプローブ応答が、前記ＷＬＡＮ　ＡＰによるセル
ラーＷＬＡＮキャリアアグリゲーションのサポートを広告する、請求項３１に記載の装置
。
【請求項５２】
　セルラー基地局からセキュリティ証明を取得するための手段と、前記セキュリティ証明
をＷＬＡＮアクセスポイント（ＡＰ）に与えるための手段とをさらに備える、請求項３１
に記載の装置。
【請求項５３】
　どのベアラがどのキャリア上で送られるかを示す動的シグナリングをネットワークエン
ティティから受信するための手段をさらに備える、請求項３１に記載の装置。
【請求項５４】
　前記シグナリングが、複数の論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）中の各ＬＣＩＤについて
、対応するアップリンクトラフィックために前記複数のコンポーネントキャリア中のどの
キャリアを使用すべきかを示す、請求項５３に記載の装置。
【請求項５５】
　前記指示がベアラごとおよび方向ごとである、請求項５４に記載の装置。
【請求項５６】
　所与のＬＣＩＤが、ダウンリンクトラフィックのために前記ＷＬＡＮキャリアにマッピ
ングし、前記アップリンクトラフィックのために前記少なくとも１つのセルラーキャリア
にマッピングする、請求項５５に記載の装置。
【請求項５７】
　前記シグナリングは、パケットサイズしきい値と、デフォルトキャリアと、前記パケッ
トサイズが前記しきい値を超えることに応答してどのキャリアを使用すべきかとを示す、
請求項５３に記載の装置。
【請求項５８】
　前記シグナリングは、各論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）について、データトラフィッ
クが前記少なくとも１つのセルラーキャリアに加えて前記ＷＬＡＮキャリア上で送信され
得るかどうかを示すパラメータを備える、請求項５３に記載の装置。
【請求項５９】
　前記マッピングが静的ポリシーを備える、請求項３１に記載の装置。
【請求項６０】
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　前記マッピングが、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの１つまたは複数のため
のサービス品質（ＱｏＳ）インジケータに基づく、請求項３１に記載の装置。
【請求項６１】
　装置であって、
　少なくとも１つのセルラーキャリアとワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡ
Ｎ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲートするための構成を
受信するように構成された少なくとも１つの無線周波数（ＲＦ）トランシーバ、ここで、
前記アグリゲーションは、インターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤの下の前記装置の所
与のプロトコルレイヤにおいて実行される、と、
　前記所与のプロトコルレイヤにおいて、前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前記
ＷＬＡＮキャリアとに関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定することと、
前記マッピングに少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信を送るように前記ＲＦト
ランシーバに命令することとを行うように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された、データを記憶するためのメモリと、
　を備える、装置。
【請求項６２】
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づく、請求項６１に記載の装置。
【請求項６３】
　前記トラフィックフロー識別子は、
　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えることに応答して、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して
、ベアラ識別子を、
　備える、請求項６２に記載の装置。
【請求項６４】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記モバイルデバイスによって受信されるダウン
リンクトラフィックに基づいて前記複数のコンポーネントキャリアの各々とのトラフィッ
クタイプの関連付けを決定するようにさらに構成され、
　アップリンクトラフィックの前記マッピングが、前記ダウンリンクトラフィックに基づ
いて決定されたトラフィックタイプの前記関連付けをミラーリングする、
　請求項６１に記載の装置。
【請求項６５】
　　少なくとも１つのセルラーキャリアとワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬ
ＡＮ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲートするための構成
を受信すること、ここで、前記アグリゲーションは、インターネットプロトコル（ＩＰ）
レイヤの下の装置の所与のプロトコルレイヤにおいて実行される、と、
　　前記所与のプロトコルレイヤにおいて、前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前
記ＷＬＡＮキャリアとに関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定することと
、
　　前記マッピングに少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信を送ることと、
　をコンピュータに行わせるためのコードを備える非一時的なコンピュータ可読の媒体
　を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項６６】
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づき、前記トラフィックフロー識別子
は、
　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えることに応答して、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して
、ベアラ識別子を、
　備える、請求項６５に記載のコンピュータプログラム製品。
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【請求項６７】
　前記非一時的なコンピュータ可読の媒体が、前記モバイルデバイスによって受信される
ダウンリンクトラフィックに基づいて前記複数のコンポーネントキャリアの各々とのトラ
フィックタイプの関連付けを決定することを前記コンピュータに行わせるためのコードを
さらに備え、
　アップリンクトラフィックの前記マッピングが、前記ダウンリンクトラフィックに基づ
いて決定されたトラフィックタイプの前記関連付けをミラーリングする、
　請求項６５に記載のコンピュータプログラム製品。
【請求項６８】
　少なくとも１つのセルラーキャリアと少なくとも１つのワイヤレスローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲート
するための構成をモバイルデバイスに送ること、ここで、前記アグリゲーションは、イン
ターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤの下の前記モバイルデバイスのレイヤにおいて実行
される、と、
　前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前記少なくとも１つのＷＬＡＮキャリアとに
関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定することと、
　前記マッピングに少なくとも部分的に基づいて前記アップリンクトラフィックを受信す
ることと、
　を備える、ネットワークエンティティによって動作可能な方法。
【請求項６９】
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づく、請求項６８に記載の方法。
【請求項７０】
　前記トラフィックフロー識別子は、
　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えることに応答して、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して
、ベアラ識別子を、
　備える、請求項６９に記載の方法。
【請求項７１】
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ＬＣＩＤを決定することと、
　前記マッピングに基づいて、前記ＬＣＩＤに関連する１つまたは複数のトラフィック制
限を決定することと、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択することと、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを受信すること
と、
　をさらに備える、請求項７０に記載の方法。
【請求項７２】
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ベアラ識別子を決定することと、
　前記マッピングに基づいて、前記ベアラ識別子に関連する１つまたは複数のトラフィッ
ク制限を決定することと、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択することと、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを受信すること
と、
　をさらに備える、請求項７０に記載の方法。
【請求項７３】
　少なくとも１つのセルラーキャリアと少なくとも１つのワイヤレスローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲート
するための構成をモバイルデバイスに送るための手段、ここで、前記アグリゲーションは
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、インターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤの下の前記モバイルデバイスのレイヤにおい
て実行される、と、
　前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前記少なくとも１つのＷＬＡＮキャリアとに
関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定するための手段と、
　前記マッピングに少なくとも部分的に基づいて前記アップリンクトラフィックを受信す
るための手段と、
　を備える、装置。
【請求項７４】
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づく、請求項７３に記載の装置。
【請求項７５】
　前記トラフィックフロー識別子は、
　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えることに応答して、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して
、ベアラ識別子を、
　備える、請求項７４に記載の装置。
【請求項７６】
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ＬＣＩＤを決定するための手段と
、
　前記マッピングに基づいて、前記ＬＣＩＤに関連する１つまたは複数のトラフィック制
限を決定するための手段と、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択するための手段と、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを受信するため
の手段と、
　をさらに備える、請求項７５に記載の装置。
【請求項７７】
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ベアラ識別子を決定するための手
段と、
　前記マッピングに基づいて、前記ベアラ識別子に関連する１つまたは複数のトラフィッ
ク制限を決定するための手段と、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択するための手段と、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを受信するため
の手段と、
　をさらに備える、請求項７５に記載の装置。
【請求項７８】
　少なくとも１つのセルラーキャリアと少なくとも１つのワイヤレスローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲート
するための構成をモバイルデバイスに送るように構成された少なくとも１つの無線周波数
（ＲＦ）トランシーバ、ここで、前記アグリゲーションは、インターネットプロトコル（
ＩＰ）レイヤの下の前記モバイルデバイスのレイヤにおいて実行される、と、
　前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前記少なくとも１つのＷＬＡＮキャリアとに
関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定するように構成された少なくとも１
つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された、データを記憶するためのメモリと、
　を備え、
　前記少なくとも１つのＲＦトランシーバが、前記マッピングに少なくとも部分的に基づ
いて前記アップリンクトラフィックを受信する、
　装置。
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【請求項７９】
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づき、前記トラフィックフロー識別子
は、
　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えることに応答して、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して
、ベアラ識別子を、
　備える、請求項７８に記載の装置。
【請求項８０】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ＬＣＩＤを決定することと、
　前記マッピングに基づいて、前記ＬＣＩＤに関連する１つまたは複数のトラフィック制
限を決定することと、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択することと
　を行うようにさらに構成された、請求項７９に記載の装置。
【請求項８１】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ベアラ識別子を決定することと、
　前記マッピングに基づいて、前記ベアラ識別子に関連する１つまたは複数のトラフィッ
ク制限を決定することと、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択することと
　を行うようにさらに構成された、請求項７９に記載の装置。
【請求項８２】
　　少なくとも１つのセルラーキャリアと少なくとも１つのワイヤレスローカルエリアネ
ットワーク（ＷＬＡＮ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲー
トするための構成をモバイルデバイスに送ること、ここで、前記アグリゲーションは、イ
ンターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤの下の前記モバイルデバイスのレイヤにおいて実
行される、と、
　　前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前記少なくとも１つのＷＬＡＮキャリアと
に関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定することと、
　　前記マッピングに少なくとも部分的に基づいて前記アップリンクトラフィックを受信
することと
　をコンピュータに行わせるためのコードを備える非一時的なコンピュータ可読の媒体
　を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項８３】
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づき、前記トラフィックフロー識別子
は、
　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えることに応答して、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して
、ベアラ識別子を、
　備える、請求項８２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】
【関連出願】
【０００１】
　[0001]本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、その全体が参照により本明細書に明
確に組み込まれる、２０１２年３月１６日に出願された「SYSTEM AND METHOD FOR CELLUL
AR-WLAN CARRIER AGGREGATION」と題する仮出願第６１／６１２，１２７号の優先権を主
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張する。
【技術分野】
【０００２】
　[0002]本開示の態様は、一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、動作の
インターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤの下での異種キャリアのアグリゲーションに関
する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージン
グ、ブロードキャストなどの様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。
これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することに
よって複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。その
ような多元接続ネットワークの例としては、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、およびシングルキャリアＦＤＭＡ（Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ）ネットワークがある。
【０００４】
　[0004]ワイヤレス通信ネットワークは、たとえば、ユーザ機器（ＵＥ）またはアクセス
端末（ＡＴ）など、いくつかのモバイルエンティティ／デバイスのための通信をサポート
することができる、基地局などのいくつかのネットワークエンティティを含み得る。モバ
イルデバイスは、ダウンリンクとアップリンクとを介して基地局と通信し得る。ダウンリ
ンク（または順方向リンク）は基地局からＵＥへの通信リンクを指し、アップリンク（ま
たは逆方向リンク）はＵＥから基地局への通信リンクを指す。
【０００５】
　[0005]第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ（登録商標）：3rd Generati
on Partnership Project）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ（登録商標）：Long T
erm Evolution）は、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）およびユニバーサルモバイルテレコミュニケーショ
ンシステム（ＵＭＴＳ：Universal Mobile Telecommunications System）の発展形として
、セルラー技術における大きな進歩を代表するものである。ＬＴＥ物理レイヤ（ＰＨＹ）
は、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）などの基地局と、ＵＥなどのモバイルデバイスとの間でデ
ータと制御情報の両方を搬送する高効率な方法を与える。
【０００６】
　[0006]モバイルブロードバンドおよびインターネットアクセスに対する消費者需要の高
まりとともに、ワイヤレスサービスプロバイダは、ＷＷＡＮの利用可能な帯域幅を増加さ
せるためにセルラーキャリアアグリゲーションを実装している。そのような手法は、ＬＴ
Ｅネットワークのために企図された１つまたは複数の同種セルラーキャリアをアグリゲー
トすることを伴い得る。しかしながら、そのようなキャリアアグリゲーション技法は、ワ
イヤレス通信システムにおいて異種キャリアをアグリゲートする別個の課題に対処しない
。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]図面に示された本発明の例示的な実施形態を以下に要約する。これらのおよび他
の実施形態については、発明を実施するための形態のセクションにおいてより十分に説明
する。ただし、本発明は、この発明の概要または発明を実施するための形態において説明
する形態に限定されないことを理解されたい。
【０００８】
　[0008]本明細書で説明する実施形態の１つまたは複数の態様によれば、たとえば、ワイ
ヤレスワイドエリアネットワーク（たとえば、セルラー）キャリアおよびワイヤレスロー
カルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）キャリアなど、異種コンポーネントキャリアをアグ
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リゲートするための方法が提供される。本方法は、ワイヤレス通信システム中のモバイル
デバイス（たとえば、デュアルＷＷＡＮ－ＷＬＡＮ対応ＵＥ）によって動作可能であり得
る。本方法は、少なくとも１つのＷＷＡＮキャリアと少なくとも１つのＷＬＡＮキャリア
とを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲートするための構成を受信すること
を伴い得、ここで、アグリゲーションは、インターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤの下
のモバイルデバイスのレイヤにおいて実行される。異種キャリアのアグリゲーションは、
ＭＡＣレイヤエンティティまたはＲＬＣレイヤプロトコルエンティティによって実行され
得る。本方法は、少なくとも１つのセルラーキャリアと少なくとも１つのＷＬＡＮキャリ
アとに関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定することを伴い得る。本方法
は、マッピングに少なくとも部分的に基づいてアップリンクトラフィックを送ることを伴
い得る。
【０００９】
　[0009]関係する態様では、マッピングはトラフィックフロー識別子に基づく。トラフィ
ックフロー識別子は、所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロト
コルレイヤを備えるとき、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ：logical channel identifier
）であり得る。トラフィックフロー識別子は、所与のプロトコルレイヤがＭＡＣプロトコ
ルレイヤの上にプロトコルレイヤを備えるとき、ベアラ識別子であり得る。さらなる関係
する態様では、電子デバイス（たとえば、ＵＥまたはそれの（１つまたは複数の）構成要
素）が、上記で説明した方法を実行するように構成され得る。
【００１０】
　[0010]本明細書で説明する実施形態の１つまたは複数の態様によれば、モバイルデバイ
スによって動作可能な別の方法が提供される。本方法は、少なくとも１つのセルラーキャ
リアと少なくとも１つのＷＬＡＮキャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをア
グリゲートするための構成を受信することを伴い得、ここで、アグリゲーションは、ＩＰ
レイヤの下のモバイルデバイスのレイヤにおいて実行される。本方法は、ダウンリンクト
ラフィックのためのセルラーキャリアタイプまたはＷＬＡＮキャリアタイプとのトラフィ
ックタイプの関連付けを決定することを伴い得る。本方法は、許可に応答してアップリン
クトラフィックを送るときに関連付けをミラーリングすることを伴い得る。関係する態様
では、電子デバイス（たとえば、ＵＥまたはそれの（１つまたは複数の）構成要素）が、
上記で説明した方法を実行するように構成され得る。
【００１１】
　[0011]本明細書で説明する実施形態の１つまたは複数の態様によれば、ネットワークエ
ンティティによって動作可能な方法が提供される。本方法は、少なくとも１つのセルラー
キャリアと少なくとも１つのＷＬＡＮキャリアとを備える複数のコンポーネントキャリア
をアグリゲートするための構成をモバイルデバイスに送ることを伴い得、ここで、アグリ
ゲーションは、ＩＰレイヤの下のモバイルデバイスのレイヤにおいて実行される。本方法
は、少なくとも１つのセルラーキャリアと少なくとも１つのＷＬＡＮキャリアとに関して
ダウンリンクトラフィックのダウンリンクマッピングを決定することを伴い得る。本方法
は、ダウンリンクマッピングに少なくとも部分的に基づいてダウンリンクトラフィックを
送ることを伴い得る。
【００１２】
　[0012]関係する態様では、本方法は、少なくとも１つのセルラーキャリアと少なくとも
１つのＷＬＡＮキャリアとに関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定するこ
とと、複数のコンポーネントキャリアのうちの１つの上のアップリンク送信のための許可
を、構成されたセルラーキャリア上で、モバイルデバイスに送ることと、アップリンクマ
ッピングに従って許可に応答してアップリンクトラフィックを受信することとをさらに伴
い得る。またさらなる関係する態様では、電子デバイス（たとえば、ｅＮＢまたはそれの
（１つまたは複数の）構成要素）が、上記で説明した方法を実行するように構成され得る
。
【００１３】
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　[0013]上記のおよび関係する目的を達成するために、１つまたは複数の実施形態は、以
下で十分に説明され、特に特許請求の範囲で指摘される特徴を含む。以下の説明および添
付の図面に、１つまたは複数の実施形態のいくつかの例示的な態様を詳細に記載する。た
だし、これらの態様は、様々な実施形態の原理が採用され得る様々な方法のほんのいくつ
かを示すものであり、説明する実施形態は、すべてのそのような態様およびそれらの均等
物を含むものとする。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】[0014]図１は、ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）とワイヤレス
ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）の両方を含む例示的な電気通信システムを示す
ブロック図である。
【図２】[0015]図２は、電気通信システムにおけるダウンリンクフレーム構造の一例を示
すブロック図である。
【図３】[0016]図３は、本開示の一態様に従って構成された基地局およびＵＥの設計を示
すブロック図である。
【図４】[0017]図４は、本明細書で説明する実施形態の態様によるアップリンクのための
キャリアアグリゲーションを示す。
【図５】[0018]図５は、セルラー／ＷＷＡＮ無線モジュールとＷＬＡＮ無線モジュールと
を含む例示的な基地局を図示する。
【図６】[0019]図６は、セルラー／ＷＷＡＮ無線モジュールとＷＬＡＮ無線モジュールと
を含む例示的なモバイルデバイスを図示する。
【図７Ａ】[0020]図７Ａは、ネットワークエンティティによって動作可能なキャリアアグ
リゲーション方法の例を示す。
【図７Ｂ】図７Ｂは、ネットワークエンティティによって動作可能なキャリアアグリゲー
ション方法の例を示す。
【図７Ｃ】図７Ｃは、ネットワークエンティティによって動作可能なキャリアアグリゲー
ション方法の例を示す図。
【図７Ｄ】図７Ｄは、ネットワークエンティティによって動作可能なキャリアアグリゲー
ション方法の例を示す。
【図７Ｅ】図７Ｅは、ネットワークエンティティによって動作可能なキャリアアグリゲー
ション方法の例を示す。
【図８】図８は、ネットワークエンティティによって動作可能なキャリアアグリゲーショ
ン方法の例を示す。
【図９】[0021]図９は、ＷＬＡＮ　ＡＰによって動作可能な別の例示的なキャリアアグリ
ゲーション方法を図示する。
【図１０Ａ】[0022]図１０Ａは、モバイルデバイスによって動作可能な別のキャリアアグ
リゲーション方法を図示する。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、モバイルデバイスによって動作可能な別のキャリアアグリゲー
ション方法を図示する。
【図１１Ａ】[0023]図１１Ａは、異種コンポーネントキャリアに関してトラフィックのマ
ッピングを決定することを伴う、モバイルデバイスによって動作可能な、例示的なキャリ
アアグリゲーション方法を図示する。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、異種コンポーネントキャリアに関してトラフィックのマッピン
グを決定することを伴う、モバイルデバイスによって動作可能な、例示的なキャリアアグ
リゲーション方法を図示する。
【図１１Ｃ】図１１Ｃは、異種コンポーネントキャリアに関してトラフィックのマッピン
グを決定することを伴う、モバイルデバイスによって動作可能な、例示的なキャリアアグ
リゲーション方法を図示する。
【図１１Ｄ】図１１Ｄは、異種コンポーネントキャリアに関してトラフィックのマッピン
グを決定することを伴う、モバイルデバイスによって動作可能な、例示的なキャリアアグ
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リゲーション方法を図示する。
【図１１Ｅ】図１１Ｅは、異種コンポーネントキャリアに関してトラフィックのマッピン
グを決定することを伴う、モバイルデバイスによって動作可能な、例示的なキャリアアグ
リゲーション方法を図示する。
【図１２Ａ】[0024]図１２Ａは、図１１Ａの例示的なキャリアアグリゲーション方法のさ
らなる態様を図示する。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、図１１Ａの例示的なキャリアアグリゲーション方法のさらなる
態様を図示する。
【図１３Ａ】[0025]図１３Ａは、異種コンポーネントキャリアに関してトラフィックのマ
ッピングを決定することを伴う、ネットワークエンティティによって動作可能な、例示的
なキャリアアグリゲーション方法を図示する。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、異種コンポーネントキャリアに関してトラフィックのマッピン
グを決定することを伴う、ネットワークエンティティによって動作可能な、例示的なキャ
リアアグリゲーション方法を図示する。
【図１３Ｃ】図１３Ｃは、異種コンポーネントキャリアに関してトラフィックのマッピン
グを決定することを伴う、ネットワークエンティティによって動作可能な、例示的なキャ
リアアグリゲーション方法を図示する。
【図１３Ｄ】図１３Ｄは、異種コンポーネントキャリアに関してトラフィックのマッピン
グを決定することを伴う、ネットワークエンティティによって動作可能な、例示的なキャ
リアアグリゲーション方法を図示する。
【詳細な説明】
【００１５】
　[0026]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コンポーネントがブロック図の形式で示される。
【００１６】
　[0027]本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、ＳＣ
－ＦＤＭＡおよび他のネットワークなど、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、しばしば互換的に使用
される。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ＣＤ
ＭＡ２０００などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（
登録商標））およびＣＤＭＡの他の変形態を含む。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００
、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＴＤＭＡネットワークは、モバイル
通信用グローバルシステム（ＧＳＭ）などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡネットワ
ークは、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ：Evolved UTRA）、ウルトラモバイルブロードバ
ンド（ＵＭＢ：Ultra Mobile Broadband）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商
標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆ
ｌａｓｈ－ＯＦＤＭＡなどの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユ
ニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰ
Ｐロングタームエボリューション（ＬＴＥ）およびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ：LT
E-Advanced）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新しいリリースである。ＵＴＲＡ、
Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「第３世代パートナーシ
ッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と称する団体からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２
０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２：3r
d Generation Partnership Project 2）と称する団体からの文書に記載されている。本明
細書で説明する技法は、上記のワイヤレスネットワークおよび無線技術、ならびに他のワ
イヤレスネットワークおよび無線技術に使用され得る。明快のために、本技法のいくつか
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の態様について以下ではＬＴＥに関して説明し、以下の説明の大部分でＬＴＥ用語を使用
する。
【００１７】
　[0028]本開示は、動作のサブＩＰプロトコルレイヤにおいて複数の異種コンポーネント
キャリアをアグリゲートするための技法を提供する。複数のコンポーネントキャリアはセ
ルラーキャリアとＷＬＡＮキャリアの両方を含み得、キャリアタイプ間の相違点に対処す
るための様々な方法が提供される。この目的で、アグリゲートされたキャリアの異なる能
力に適応し、トラフィックのサブＩＰレイヤマッピングをサポートするように、動作のＭ
ＡＣレイヤおよび／またはＲＬＣレイヤにおけるプロトコルエンティティがワイヤレス通
信デバイスにおいて修正され得る。様々な態様では、マッピングは、トラフィックフロー
識別子に基づき得、ポリシーベースの制限を反映し得、ダウンリンク送信をミラーリング
し得、キャリア選択を可能にし得、本質的に静的もしくは動的であり得、および／または
、アグリゲートされたキャリアのアクティブ化／非アクティブ化に応答して変化し得る。
図１に、ＬＴＥネットワーク、ＵＭＴＳネットワークなどであり得る、ワイヤレス通信ネ
ットワーク１００を示す。ワイヤレスネットワーク１００は、概してセルラーネットワー
クまたはワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）を含むかまたは指すが、場合
によっては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）をも含
むかあるいはそれと通信し得ることに留意されたい。ワイヤレスネットワーク１００は、
いくつかの基地局１１０と他のネットワークエンティティとを含み得る。基地局は、モバ
イルデバイスと通信する局であり得、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）、ノードＢ、アクセスポ
イント（ＡＰ）、または他の用語で呼ばれることもある。各基地局１１０ａ、１１０ｂ、
１１０ｃは、特定の地理的エリアに通信カバレージを与え得る。３ＧＰＰでは、「セル」
という用語は、この用語が使用されるコンテキストに応じて、基地局のカバレージエリア
および／またはこのカバレージエリアをサービスする基地局サブシステムを指すことがあ
る。
【００１８】
　[0029]ワイヤレスネットワーク１００は、中継局１１０ｒとネットワークコントローラ
１３０とを含み得る。中継局は、上流局（たとえば、基地局またはモバイルデバイス）か
らデータおよび／または他の情報の送信を受信し、下流局（たとえば、モバイルデバイス
または基地局）にそのデータおよび／または他の情報の送信を送る局である。中継局はま
た、他のモバイルデバイスに対する送信を中継するモバイルデバイスであり得る。図１に
示すように、中継局１１０ｒは、通信を可能にするために基地局１１０ａおよびモバイル
デバイス１２０ｒと通信し得る。ネットワークコントローラ１３０は、基地局のセットに
結合し、調整および制御および／またはコアネットワークへのアクセスを行い得る。この
例では、ネットワークコントローラ１３０はバックホールを介して基地局１１０、１５０
と通信する。基地局１１０はまた、たとえば、ワイヤレスバックホールまたはワイヤライ
ンバックホールを介して直接または間接的に、互いに通信し得る。ワイヤレスネットワー
ク１００は同期動作または非同期動作をサポートし得ることに留意されたい。同期動作の
場合、基地局は同様のフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送信は近似的に
時間的に整合され得る。非同期動作の場合、基地局は異なるフレームタイミングを有し得
、異なる基地局からの送信は時間的に整合されないことがある。本明細書で説明する技法
は、同期動作と非同期動作の両方のために使用され得る。
【００１９】
　[0030]ワイヤレスネットワーク１００は異なるタイプのセルを含み得る。マクロセルは
、比較的大きい地理的エリア（たとえば、半径数キロメートル）をカバーし得、サービス
に加入しているモバイルデバイスによる無制限アクセスを可能にし得る。ピコセルは、比
較的小さい地理的エリアをカバーし得、サービスに加入しているモバイルデバイスによる
無制限アクセスを可能にし得る。フェムトセルは、比較的小さい地理的エリア（たとえば
、自宅）をカバーし得、フェムトセルとの関連付けを有するモバイルデバイ（たとえば、
限定加入者グループ（ＣＳＧ：Closed Subscriber Group）中のモバイルデバイ、自宅内
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のユーザのためのＵＥなど）による制限付きアクセスを可能にし得る。図１に示す例では
、基地局１１０ａ、１１０ｂおよび１１０ｃは、それぞれマクロセル１０２ａ、１０２ｂ
および１０２ｃのためのマクロｅＮＢであり得る。基地局１１０ｘは、モバイルデバイス
１２０ｘをサービスするピコセル１０２ｘのためのピコｅＮＢであり得る。基地局１１０
ｙおよび１１０ｚは、それぞれフェムトセル１０２ｙおよび１０２ｚのためのフェムトｅ
ＮＢであり得る。基地局は、１つまたは複数（たとえば、３つ）のセルをサポートし得る
。
【００２０】
　[0031]モバイルデバイス１２０、１５５は、ワイヤレスネットワーク１００全体にわた
って分散させられ得ることに留意されたい。モバイルデバイスは、ユーザ機器（ＵＥ）、
ワイヤレスデバイス、端末、移動局、加入者ユニットなどと呼ばれることもある。モバイ
ルデバイスは、セルラーフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレ
ス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン
、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、または他のモバイルエンティティであり得る
。モバイルデバイスは、マクロｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢ、中継器、またはワ
イヤレスネットワーク１００の一部を形成する他のネットワークエンティティと通信し得
る。
【００２１】
　[0032]関係する態様では、モバイルデバイスはまた、たとえば、（通常「８０２．１１
ａ」と呼ばれる）８０２．１１ａ－１９９９、（通常「８０２．１１ｂ」と呼ばれる）８
０２．１１ｂ－１９９９、（通常「８０２．１１ｇ」と呼ばれる）８０２．１１ｇ－２０
０３などの追補を含む、ＩＥＥＥ８０２．１１規格など、１つまたは複数の規格に従って
ＷＬＡＮ　ＡＰと通信し得る。たとえば、ワイヤレスネットワーク１００では、マクロセ
ル１１０ｃのカバレージエリア内にデュアル能力モバイルデバイス１５５とデュアル能力
基地局１５０とが示されている。基地局１５０は、バックホールまたは同様の接続を介し
てコアＷＷＡＮネットワークの要素に結合され得る。本明細書で説明するように、各デュ
アル能力デバイス１５０、１５５は、ＷＷＡＮキャリアおよびＷＬＡＮキャリア上での同
時通信をサポートする２つ以上の無線機を含み得る。
【００２２】
　[0033]ワイヤレスネットワーク１００内で、各モバイルデバイスは、ダウンリンク通信
およびアップリンク通信のためにシングルキャリアまたは複数のキャリアを利用し得る。
キャリアは、通信のために使用される周波数の範囲を指し得、無線機のタイプおよびその
周波数において使用中のプロトコルなど、いくつかの関連する特性を有し得る。モバイル
デバイス１２０、１５５が複数のキャリア上で通信するとき、ダウンリンクキャリアおよ
びアップリンクキャリアはコンポーネントキャリアと呼ばれることがある。複数のコンポ
ーネントキャリア上の動作は、マルチキャリア動作またはキャリアアグリゲーションと呼
ばれることがある。キャリアアグリゲーション構成は、対称（ＤＬコンポーネントキャリ
アの数がＵＬコンポーネントキャリアと同じ）であるか、または非対称（ＤＬコンポーネ
ントキャリアとＵＬコンポーネントキャリアの数が異なる）であり得る。また、周波数分
割複信（ＦＤＤ）キャリアのセットは時分割複信（ＴＤＤ）キャリアのセットとアグリゲ
ートされ、たとえばＬＴＥ－ＦＤＤ＋ＷＬＡＮ－ＴＤＤであり得る。
【００２３】
　[0034]本明細書で説明するように、キャリアアグリゲーションは異種キャリアに対して
実行され得る。たとえば、それらのそれぞれの能力に応じて、基地局１５０およびモバイ
ルデバイス１５５は、２つ以上のＷＷＡＮキャリアと、少なくとも１つのＷＬＡＮキャリ
アとの上で通信し得る。セルラーキャリアとＷＬＡＮキャリアの両方の上での同時通信を
サポートするワイヤレスデバイスを、本明細書では「デュアル能力」デバイスと呼ぶこと
にする。アグリゲーションは、利用可能なスペクトルを増加させると同時に、モバイルデ
バイスのために構成された各キャリア上での通信を制御するＷＷＡＮネットワークの能力
をも維持し得る。一例では、Ｅ－ＵＴＲＡネットワークは、アグリゲートされたＷＬＡＮ
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キャリアのために様々な通信動作を制御する。ＷＬＡＮキャリアの制御は、たとえば、Ｗ
ＬＡＮキャリア上でどのトラフィックが搬送されることになるかを決定すること、キャリ
アアクティブ化および非アクティブ化、ＷＬＡＮ　ＡＰに対する関連付けおよび認証を管
理すること、ＷＬＡＮアップおよびダウンリンク上で使用される変調およびコーディング
レートを制御すること、ならびにＷＬＡＮキャリアおよび非ＷＬＡＮキャリアのアグリゲ
ーションに関連する他の問題に対処することを含み得る。
【００２４】
　[0035]異種キャリアのアグリゲーションは、メディアアクセス制御（ＭＡＣ）、無線リ
ンク制御（ＲＬＣ：radio link control）、またはＥ－ＵＴＲＡプロトコルアーキテクチ
ャのパケットデータコンバージェンス（ＰＤＣＰ）レイヤにおいてなど、インターネット
プロトコル（ＩＰ）レイヤの下で実行され得る。ある場合には、ＷＬＡＮキャリアのアグ
リゲーションは、ＭＡＣレイヤにおいて実行され、ＬＴＥシステムとともに使用するため
に適応される。
【００２５】
　[0036]ＬＴＥは、ダウンリンク上では直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を利用し、ア
ップリンク上ではシングルキャリア周波数分割多重化（ＳＣ－ＦＤＭ）を利用することに
留意されたい。ＯＦＤＭおよびＳＣ－ＦＤＭは、システム帯域幅を、一般にトーン、ビン
などとも呼ばれる複数（Ｋ個）の直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアはデータ
で変調され得る。概して、変調シンボルは、ＯＦＤＭでは周波数領域で、ＳＣ－ＦＤＭで
は時間領域で送られる。隣接するサブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリアの
総数（Ｋ）はシステム帯域幅に依存し得る。たとえば、Ｋは、１．２５、２．５、５、１
０または２０メガヘルツ（ＭＨｚ）のシステム帯域幅に対してそれぞれ１２８、２５６、
５１２、１０２４または２０４８に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、サブバンド
に区分され得る。たとえば、サブバンドは１．０８ＭＨｚをカバーし得、１．２５、２．
５、５、１０または２０ＭＨｚのシステム帯域幅に対してそれぞれ１、２、４、８または
１６個のサブバンドがあり得る。
【００２６】
　[0037]図２に、ＬＴＥにおいて使用されるダウンリンクフレーム構造を示す。ダウンリ
ンクの送信タイムラインは無線フレームの単位に区分され得る。各無線フレームは、所定
の持続時間（たとえば、１０ミリ秒（ｍｓ））を有し得、０～９のインデックスをもつ１
０個のサブフレームに区分され得る。各サブフレームは２つのスロットを含み得る。した
がって、各無線フレームは、０から１９のインデックスをもつ２０個のスロットを含み得
る。各スロットは、Ｌ個のシンボル期間、たとえば、図２に示すようにノーマルサイクリ
ックプレフィックス（ＣＰ：cyclic prefix）の場合は７個のシンボル期間、または拡張
サイクリックプレフィックスの場合は１４個のシンボル期間を含み得る。ノーマルＣＰお
よび拡張ＣＰは、本明細書では異なるＣＰタイプとして言及され得る。各サブフレーム中
の２Ｌ個のシンボル期間には、０から２Ｌ－１のインデックスが割り当てられ得る。利用
可能な時間周波数リソースはリソースブロックに区分され得る。各リソースブロックは、
１つのスロット中でＮ個のサブキャリア（たとえば、１２個のサブキャリア）をカバーし
得る。
【００２７】
　[0038]ＬＴＥでは、ｅＮＢは、ｅＮＢ中の各セルについて１次同期信号（ＰＳＳ：prim
ary synchronization signal）と２次同期信号（ＳＳＳ：secondary synchronization si
gnal）とを送り得る。１次同期信号および２次同期信号は、図２に示すように、それぞれ
、ノーマルサイクリックプレフィックスをもつ各無線フレームのサブフレーム０および５
の各々中のシンボル期間６および５中で送られ得る。同期信号は、セル検出および捕捉の
ためにＵＥによって使用され得る。ｅＮＢは、サブフレーム０のスロット１中のシンボル
期間０～３中で物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ：Physical Broadcast Channel
）を送り得る。ＰＢＣＨはあるシステム情報を搬送し得る。
【００２８】
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　[0039]ｅＮＢは、図２の第１のシンボル期間全体において示されているが、各サブフレ
ームの第１のシンボル期間の一部のみの中で物理制御フォーマットインジケータチャネル
（ＰＣＦＩＣＨ：Physical Control Format Indicator Channel）を送り得る。ＰＣＦＩ
ＣＨは、制御チャネルのために使用されるいくつか（Ｍ個）のシンボル期間を搬送し得、
ただし、Ｍは、１、２または３に等しくなり得、サブフレームごとに変化し得る。Ｍはま
た、たとえば、リソースブロックが１０個未満である、小さいシステム帯域幅では４に等
しくなり得る。図２に示す例では、Ｍ＝３である。ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ
：Hybrid Automatic Repeat reQuest）は、高レート転送誤り訂正コーディングと自動再
送要求（ＡＲＱ：Automatic Repeat reQuest）誤り制御との組合せを与える。ｅＮＢは、
各サブフレームの最初のＭ個（図２ではＭ＝３）のシンボル期間中に物理ＨＡＲＱインジ
ケータチャネル（ＰＨＩＣＨ：Physical HARQ Indicator Channel）と物理ダウンリンク
制御チャネル（ＰＤＣＣＨ：Physical Downlink Control Channel）とを送り得る。した
がって、ＰＨＩＣＨは、ＨＡＲＱなどをサポートするための情報を搬送し得る。ＰＤＣＣ
Ｈは、ＵＥのためのリソース割振りに関する情報と、ダウンリンクチャネルのための制御
情報とを搬送し得る。図２の第１のシンボル期間の中には示されていないが、ＰＤＣＣＨ
およびＰＨＩＣＨは第１のシンボル期間の中にも含まれることを理解されたい。同様に、
ＰＨＩＣＨおよびＰＤＣＣＨはまた、図２にはそのようには示されていないが、第２のシ
ンボル期間と第３のシンボル期間の両方の中にある。ｅＮＢは、各サブフレームの残りの
シンボル期間中で物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ：Physical Downlink Shar
ed Channel）を送り得る。ＰＤＳＣＨは、ダウンリンク上でのデータ送信のためにスケジ
ュールされたＵＥのためのデータを搬送し得る。ＬＴＥにおける様々な信号およびチャネ
ルは、公開されている「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physi
cal Channels and Modulation」と題する３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．２１１に記載されてい
る。
【００２９】
　[0040]ｅＮＢは、ｅＮＢによって使用されるシステム帯域幅の中心１．０８ＭＨｚにお
いてＰＳＳ、ＳＳＳおよびＰＢＣＨを送り得る。ｅＮＢは、これらのチャネルが送られる
各シンボル期間中のシステム帯域幅全体にわたってＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨを送り
得る。ｅＮＢは、システム帯域幅のいくつかの部分においてＵＥのグループにＰＤＣＣＨ
を送り得る。ｅＮＢは、システム帯域幅の特定の部分において特定のＵＥにＰＤＳＣＨを
送り得る。ｅＮＢは、すべてのＵＥにブロードキャスト方式でＰＳＳ、ＳＳＳ、ＰＢＣＨ
、ＰＣＦＩＣＨおよびＰＨＩＣＨを送り得、特定のＵＥにユニキャスト方法でＰＤＣＣＨ
を送り得、また特定のＵＥにユニキャスト方法でＰＤＳＣＨを送り得る。
【００３０】
　[0041]各シンボル期間においていくつかのリソースエレメントが利用可能であり得る。
各リソースエレメントは、１つのシンボル期間中に１つのサブキャリアをカバーし得、実
数値または複素数値であり得る１つの変調シンボルを送るために使用され得る。各シンボ
ル期間中に基準信号のために使用されないリソースエレメントは、リソースエレメントグ
ループ（ＲＥＧ：resource element group）に構成され得る。各ＲＥＧは、１つのシンボ
ル期間中に４つのリソースエレメントを含み得る。ＰＣＦＩＣＨは、シンボル期間０にお
いて、周波数にわたってほぼ等しく離間され得る、４つのＲＥＧを占有し得る。ＰＨＩＣ
Ｈは、１つまたは複数の構成可能なシンボル期間において、周波数にわたって拡散され得
る、３つのＲＥＧを占有し得る。たとえば、ＰＨＩＣＨのための３つのＲＥＧは、すべて
シンボル期間０に属し得るか、またはシンボル期間０、１および２に拡散され得る。ＰＤ
ＣＣＨは、最初のＭ個のシンボル期間において、利用可能なＲＥＧから選択され得る、９
、１８、３６または６４個のＲＥＧを占有し得る。ＲＥＧのいくつかの組合せのみがＰＤ
ＣＣＨに対して可能にされ得る。
【００３１】
　[0042]ＵＥは、ＰＨＩＣＨおよびＰＣＦＩＣＨのために使用される特定のＲＥＧを知り
得る。ＵＥは、ＰＤＣＣＨについてＲＥＧの様々な組合せを探索し得る。探索すべき組合
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せの数は、一般に、ＰＤＣＣＨに対して可能にされる組合せの数よりも少ない。ｅＮＢは
、ＵＥが探索することになる組合せのいずれかにおいてＵＥにＰＤＣＣＨを送り得る。Ｕ
Ｅは複数のｅＮＢのカバレージ内にあり得ることに留意されたい。そのＵＥをサービスす
るために、これらのｅＮＢのうちの１つが選択され得る。サービングｅＮＢは、受信電力
、経路損失、信号対雑音比（ＳＮＲ）など、様々な基準に基づいて選択され得る。
【００３２】
　[0043]図３に、概して図１に関して説明したように動作するデュアル能力デバイスであ
り得る、基地局／ｅＮＢ１１０およびＵＥ１２０の設計のブロック図を示す。基地局１１
０はアンテナ３３４ａ～３３４ｔを備え得、ＵＥ１２０はアンテナ３５２ａ～３５２ｒを
備え得る。
【００３３】
　[0044]基地局１１０において、送信プロセッサ３２０は、データソース３１２からデー
タを受信し、コントローラ／プロセッサ３４０から制御情報を受信し得る。制御情報は、
ＰＢＣＨ、ＰＣＦＩＣＨ、ＰＨＩＣＨ、ＰＤＣＣＨなどのためのものであり得る。データ
は、ＰＤＳＣＨなどのためのものであり得る。プロセッサ３２０は、データと制御情報と
を処理（たとえば、符号化およびシンボルマッピング）して、それぞれデータシンボルと
制御シンボルとを取得し得る。送信（ＴＸ）多入力多出力（ＭＩＭＯ）プロセッサ３３０
は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボル、および／または基準シンボルに対
して空間処理（たとえば、プリコーディング）を実行し得、出力シンボルストリームを変
調器（ＭＯＤ）３３２ａ～３３２ｔに与え得る。各変調器３３２は、（たとえば、ＯＦＤ
Ｍなどのために）それぞれの出力シンボルストリームを処理して、出力サンプルストリー
ムを取得し得る。各変調器３３２はさらに、出力サンプルストリームを処理（たとえば、
アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート）して、ダウンリンク
信号を取得し得る。変調器３３２ａ～３３２ｔからのダウンリンク信号は、それぞれアン
テナ３３４ａ～３３４ｔを介して送信され得る。
【００３４】
　[0045]ＵＥ１２０において、アンテナ３５２ａ～３５２ｒは、基地局１１０からダウン
リンク信号を受信し得、受信信号をそれぞれ復調器（ＤＥＭＯＤ）３５４ａ～３５４ｒに
与え得る。各復調器３５４は、それぞれの受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増
幅、ダウンコンバート、およびデジタル化）して、入力サンプルを取得し得る。各復調器
３５４は、（たとえば、ＯＦＤＭなどのために）入力サンプルをさらに処理して、受信シ
ンボルを取得し得る。ＭＩＭＯ検出器３５６は、すべての復調器３５４ａ～３５４ｒから
受信シンボルを取得し、適用可能な場合は受信シンボルに対してＭＩＭＯ検出を実行し、
検出シンボルを与え得る。受信プロセッサ３５８は、検出シンボルを処理（たとえば、復
調、デインターリーブ、および復号）し、ＵＥ１２０の復号されたデータをデータシンク
３６０に与え、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ３８０に与え得る。
【００３５】
　[0046]アップリンク上では、ＵＥ１２０において、送信プロセッサ３６４は、データソ
ース３６２から（たとえば、ＰＵＳＣＨのための）データを受信し、処理し得、コントロ
ーラ／プロセッサ３８０から（たとえば、ＰＵＣＣＨのための）制御情報を受信し、処理
し得る。プロセッサ３６４はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プ
ロセッサ３６４からのシンボルは、適用可能な場合はＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ３６６に
よってプリコードされ、さらに（たとえば、ＳＣ－ＦＤＭなどのために）変調器３５４ａ
～３５４ｒによって処理され、基地局１１０に送信され得る。基地局１１０において、Ｕ
Ｅ１２０からのアップリンク信号は、アンテナ３３４によって受信され、復調器３３２に
よって処理され、可能な場合はＭＩＭＯ検出器３３６によって検出され、さらに受信プロ
セッサ３３８によって処理されて、ＵＥ１２０によって送信された復号されたデータと制
御情報とが取得され得る。プロセッサ３３８は、復号されたデータをデータシンク３３９
に与え、復号された制御情報をコントローラ／プロセッサ３４０に与え得る。
【００３６】
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　[0047]上述したように、基地局１１０およびＵＥ１２０は、セルラーキャリアとＷＬＡ
Ｎキャリアの両方の上での同時通信をサポートするデュアル能力デバイスであり得る。基
地局１１０およびＵＥ１２０、ならびにそれらの構成要素は、異種キャリアのキャリアア
グリゲーションのために構成され得る。一態様では、ＬＴＥアーキテクチャを活用するキ
ャリアアグリゲーション技法が提供される。本技法は、概して、図４に示すように、（Ｍ
ＡＣレイヤ中の）ＨＡＲＱエンティティレベルでＷＬＡＮとのアグリゲーションを実行す
ることを伴う。一例として、図４は、ＭＡＣレイヤにおいて、デュアル能力デバイスが、
第１および第２のＬＴＥ／ＵＭＴＳキャリアのためのプロトコルエンティティ（すなわち
、ＣＣ１、ＣＣ２などのコンポーネントキャリア（ＣＣ：component carrier）のための
ＨＡＲＱエンティティ）、ならびにＷＬＡＮキャリアのためのプロトコルエンティティ（
８０２．１１ＳＡＬ）を含む例示的な構成を示している。これらのプロトコルエンティテ
ィは、類似しないキャリアに関連するプロトコルデータユニット（ＰＤＵ：protocol dat
a unit）をアグリゲートするためのマルチプレクサおよびスケジューリング要素に結合さ
れるものとして示されている。このプロトコルアーキテクチャの態様は、コントローラ、
プロセッサ、スケジューラ、および／または本明細書で説明する他の要素に組み込まれ得
る。関係する態様では、ＷＷＡＮキャリアとＷＬＡＮキャリアとのアグリゲーションは、
たとえば、無線リンク制御（ＲＬＣ）レイヤ、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）レイヤなど、ＩＰレイヤの下の他の
レイヤにおいて実行され得る。
【００３７】
　[0048]コントローラ／プロセッサ３４０および３８０は、それぞれ基地局１１０および
ＵＥ１２０における動作を指示し得る。基地局１１０におけるプロセッサ３４０ならびに
／または他のプロセッサおよびモジュールは、図４および図５に示す機能ブロック、およ
び／または本明細書で説明する技法のための他のプロセスを実行するか、またはその実行
を指示し得る。ＵＥ１２０におけるプロセッサ３８０ならびに／または他のプロセッサお
よびモジュールはまた、図４および図６に示す機能ブロック、および／または本明細書で
説明する技法のための他のプロセスを実行するか、またはその実行を指示し得る。関係す
る態様では、（１つまたは複数の）プロセッサ３４０および／または３８０はキャリアア
グリゲーション構成を生成し得る。スケジューラ３４４は、ダウンリンクおよび／または
アップリンク上でのデータ送信のためにＵＥをスケジュールし得、またセルラーキャリア
またはＷＬＡＮキャリア上での送信をスケジュールし得る。メモリ３４２および３８２は
、セルラーキャリアまたはＷＬＡＮキャリアのアグリゲーションを実行するためのデータ
／コードを含む、それぞれ基地局１１０およびＵＥ１２０のためのデータおよびプログラ
ムコードを記憶し得る。たとえば、コントローラ／プロセッサ３８０は、異種キャリアア
グリゲーションに関してトラフィックマッピング機能をサポートするプロトコルスタック
を実装し得る。図４は、ＭＡＣレイヤプロトコルエンティティが、セルラー／ＷＬＡＮト
ラフィックを多重化し、ＭＡＣレイヤマッピング動作を処理するスケジューリング／優先
度処理ブロックまたはエンティティを含む、そのようなプロトコルスタックの一例を与え
る。別の例では、コントローラ／プロセッサ３８０は、ＲＬＣレイヤエンティティがマッ
ピング動作とスケジューリング／優先度動作とを処理するプロトコルスタックを実装し得
る。図４はアップリンク動作の態様を示しているが、同じ原理はダウンリンク動作に適用
できる。
【００３８】
　[0049]より詳細には、ＵＥ１２０において、受信プロセッサ３５８および／またはＭＩ
ＭＯ検出器３５６は、少なくとも１つのセルラーキャリアとＷＬＡＮキャリアとを備える
複数のコンポーネントキャリアをアグリゲートするための構成を受信するように構成され
得、アグリゲーションはＩＰレイヤの下のＵＥ１２０の所与のプロトコルレイヤにおいて
実行される。コントローラまたはプロセッサ３８０は、メモリ３８２とともに、所与のプ
ロトコルレイヤにおいて、少なくとも１つのセルラーキャリアとＷＬＡＮキャリアとに関
してアップリンクトラフィックのマッピングを決定するように構成され得る。送信プロセ



(22) JP 2017-208831 A 2017.11.24

10

20

30

40

50

ッサ３６４および／またはＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ３６６は、マッピングに少なくとも
部分的に基づいてアップリンク送信を送るように構成され得る。
【００３９】
　[0050]マッピングはトラフィックフロー識別子に基づき得、トラフィックフロー識別子
は、所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤである
場合、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）であるか、または、所与のプロトコルレイヤがＭ
ＡＣプロトコルレイヤの上にある場合、ベアラ識別子であり得る。一例では、プロセッサ
３８０は、アップリンク送信のためのデータに関連するＬＣＩＤを決定することと、マッ
ピングに基づいて、ＬＣＩＤに関連する１つまたは複数のトラフィック制限を決定するこ
とと、１つまたは複数のトラフィック制限に従って複数のコンポーネントキャリアからキ
ャリアを選択することとを行うように構成され得る。別の例では、プロセッサ３８０は、
アップリンク送信のためのデータに関連するベアラ識別子を決定することと、アップリン
ク送信のためのデータに関連するベアラ識別子を決定することと、１つまたは複数のトラ
フィック制限に従って複数のコンポーネントキャリアからキャリアを選択することとを行
うように構成され得る。送信プロセッサ３６４および／またはＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ
３６６は、選択されたキャリア上でアップリンク送信中のデータを送るように構成され得
る。
【００４０】
　[0051]プロセッサ３８０は、ＵＥ１２０によって受信されるダウンリンクトラフィック
に基づいて複数のコンポーネントキャリアの各々とのトラフィックタイプの関連付けを決
定するように構成され得、アップリンクトラフィックのマッピングは、ダウンリンクトラ
フィックに基づいて決定されたトラフィックタイプの関連付けをミラーリングする。
【００４１】
　[0052]第１のトラフィックタイプは少なくとも１つのセルラーキャリアに関連付けられ
得、第２のトラフィックタイプはＷＬＡＮキャリアに関連付けられ得、所与のレイヤはＭ
ＡＣプロトコルレイヤを備える。プロセッサ３８０は、関連付けとアップリンクトラフィ
ックのタイプとに基づいてＭＡＣプロトコルレイヤにおいてキャリア選択を実行するよう
に構成され得る。
【００４２】
　[0053]プロセッサ３８０、受信プロセッサ３５８、および／または送信プロセッサ３６
４は、複数のコンポーネントキャリア中の第１のセルラーキャリア上のアップリンクリソ
ースの割振りを示すアップリンク許可を受信することと、マッピングに基づいて第１のセ
ルラーキャリア上のアップリンク送信のためのデータを識別することと、アップリンク許
可に従って第１のセルラーキャリア上でデータを送ることとを行うように構成され得る。
【００４３】
　[0054]プロセッサ３８０および／または送信プロセッサ３６４は、アップリンク送信の
ためのデータの利用可能性を決定することと、マッピングに基づいて、データを送るため
の複数のコンポーネントキャリア中のキャリアを決定することと、データがＷＬＡＮキャ
リアにマッピングすると決定したことに応答して、アップリンク許可なしにアップリンク
送信中のデータを送ることとを行うように構成され得る。
【００４４】
　[0055]プロセッサ３８０および／または送信プロセッサ３６４は、メディアアクセス制
御（ＭＡＣ）レイヤにおいて複数のコンポーネントキャリアのうちの所与の１つを選択す
ることと、マッピングに少なくとも部分的に基づいてアップリンクトラフィックを各キャ
リア上に多重化することとを行うように構成され得、マッピングはサービス品質（ＱｏＳ
）情報に少なくとも部分的に基づく。プロセッサ３８０および／または送信プロセッサ３
６４は、マッピングに基づいてＭＡＣプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を形成するこ
とと、アップリンク許可またはＭＡＣ　ＰＤＵサイズに基づいてＭＡＣ　ＰＤＵを送るこ
ととを行うように構成され得る。
【００４５】
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　[0056]マッピングは、アップリンクトラフィックが少なくとも１つのセルラーキャリア
またはＷＬＡＮキャリアのいずれかを使用し得ることと、アグリゲーションがＭＡＣレイ
ヤにおいて実行され得ることとを示し得る。プロセッサ３８０は、ＲＬＣレイヤにおいて
ＰＤＵを形成することと、少なくとも１つのセルラーキャリアまたはＷＬＡＮキャリアを
介してＰＤＵをトランスポートすることとを行うように構成され得る。
【００４６】
　[0057]プロセッサ３８０は、複数のコンポーネントキャリア中の少なくとも１つのキャ
リアの非アクティブ化に応答して、マッピングを適用するのを中止するように構成され得
る。プロセッサ３８０は、複数のコンポーネントキャリアをアグリゲートするための構成
に関連して、ＷＬＡＮキャリアのためにＩＰレイヤの上の動的ホスト構成プロトコル（Ｄ
ＨＣＰ：Dynamic Host Configuration Protocol）を無効にすることと、ＵＥ１２０のセ
ルラー無線モジュールのためのＩＰアドレスを決定することと、ＵＥ１２０のＷＬＡＮ無
線モジュールにＩＰアドレスを割り当てることとを行うように構成され得る。プロセッサ
３８０は、少なくとも１つのネットワークエンティティ（たとえば、ｅＮＢ１１０）にＵ
Ｅ１２０のセルラーＷＬＡＮキャリアアグリゲーション能力をシグナリングするように送
信プロセッサ３６４に命令するように構成され得る。
【００４７】
　[0058]受信プロセッサ３５８および／またはＭＩＭＯ検出器３５６は、ＷＬＡＮアクセ
スポイント（ＡＰ）からビーコンまたはプローブ応答を受信するように構成され得、ビー
コンまたはプローブ応答は、ＷＬＡＮ　ＡＰによるセルラーＷＬＡＮキャリアアグリゲー
ションのサポートを広告する。受信プロセッサ３５８、ＭＩＭＯ検出器３５６、および／
またはプロセッサ３８０は、セルラー基地局からセキュリティ証明を取得することと、セ
キュリティ証明をＷＬＡＮ　ＡＰに与えることとを行うように構成され得る。
【００４８】
　[0059]受信プロセッサ３５８および／またはＭＩＭＯ検出器３５６は、どのベアラがど
のキャリア上で送られるかを示す動的シグナリングをネットワークエンティティから受信
するように構成され得る。たとえば、シグナリングは、複数のＬＣＩＤ中の各ＬＣＩＤに
ついて、対応するアップリンクトラフィックために複数のコンポーネントキャリア中のど
のキャリアを使用すべきかを示し得る。
【００４９】
　[0060]基地局１１０において、送信プロセッサ３２０、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ３３
０、および／またはコントローラ／プロセッサ３４０は、少なくとも１つのセルラーキャ
リアと少なくとも１つのＷＬＡＮキャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをア
グリゲートするための構成をモバイルデバイスに送るように構成され得、アグリゲーショ
ンはＩＰレイヤの下のモバイルデバイスのレイヤにおいて実行される。プロセッサ３４０
および／またはスケジューラ３４４は、少なくとも１つのセルラーキャリアと少なくとも
１つのＷＬＡＮキャリアとに関してダウンリンクアップリンクトラフィックのダウンリン
クマッピングを決定するように構成され得る。受信プロセッサ３３８および／またはＭＩ
ＭＯ検出器３３６は、ダウンリンクマッピングに少なくとも部分的に基づいてアップリン
クトラフィックを受信するように構成され得る。
【００５０】
　[0061]一例では、プロセッサ３４０および／またはスケジューラ３４４は、アップリン
ク送信のためのデータに関連するＬＣＩＤを決定することと、マッピングに基づいて、Ｌ
ＣＩＤに関連する１つまたは複数のトラフィック制限を決定することと、１つまたは複数
のトラフィック制限に従って複数のコンポーネントキャリアからキャリアを選択すること
とを行うように構成され得る。別の例では、プロセッサ３４０および／またはスケジュー
ラ３４４は、アップリンク送信のためのデータに関連するベアラ識別子を決定することと
、マッピングに基づいて、ベアラ識別子に関連する１つまたは複数のトラフィック制限を
決定することと、１つまたは複数のトラフィック制限に従って複数のコンポーネントキャ
リアからキャリアを選択することとを行うように構成され得る。受信プロセッサ３３８お
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よび／またはＭＩＭＯ検出器３３６は、選択されたキャリア上でアップリンク送信中のデ
ータを受信するように構成され得る。
【００５１】
　[0062]送信プロセッサ３２０は、複数のコンポーネントキャリア中の第１のセルラーキ
ャリア上のアップリンクリソースの割振りを示すアップリンク許可を送るように構成され
得る。受信プロセッサ３３８は、アップリンク許可に従って第１のセルラーキャリア上で
データを受信するように構成され得る。
【００５２】
　[0063]キャリアアグリゲーションはＭＡＣレイヤにおいて実行され、受信プロセッサ３
３８は、アップリンク許可またはＭＡＣ　ＰＤＵサイズに基づいてＭＡＣ　ＰＤＵを受信
するように構成され得る。送信プロセッサ３２０は、ＲＬＣレイヤにおいて、少なくとも
１つのセルラーキャリアまたはＷＬＡＮキャリアを介してＰＤＵをトランスポートするよ
うに構成され得る。
【００５３】
　[0064]一例では、送信プロセッサ３２０は、どのベアラがどのキャリア上で送られるか
を示す動的シグナリングを送るように構成され得、シグナリングは、パケットサイズしき
い値と、デフォルトキャリアと、パケットサイズがしきい値を超えることに応答してどの
キャリアを使用すべきかとを示す。別の例では、マッピングは静的ポリシーを含み得、静
的ポリシーはアクセスネットワーク発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ：access network d
iscovery and selection function）などを含む。
【００５４】
　[0065]デュアル能力デバイス（たとえば、図１のモバイルデバイス１５５および基地局
１５０）に関して、そのようなデバイスは、図３の基地局１１０およびＵＥ１２０のため
に示した要素に加えて、少なくとも２つの無線機を含む。図１の例では、モバイルデバイ
ス１５５および基地局１５０は、それぞれＷＷＡＮ無線機（たとえば、図３のＷＷＡＮ無
線機など）を含むが、それぞれＷＬＡＮ無線機をさらに含み、それにより、非ＷＬＡＮキ
ャリアとのＷＬＡＮキャリアの同時動作を可能にする。ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１０では、同種
ＬＴＥキャリアのアグリゲーションはＭＡＣによって実行される。しかしながら、ＬＴＥ
　Ｒｅｌ－１０　ＭＡＣレイヤは、ＱｏＳをコンポーネントキャリアレベルでサポートせ
ず、アグリゲートされたキャリアに関連する異なる能力を認識せず、トラフィックのサブ
ＩＰレイヤマッピングを可能にしない。
【００５５】
　[0066] 本開示の態様によれば、ＩＰレイヤの下の（たとえば、ＭＡＣレイヤにおける
）、非ＷＬＡＮキャリアとのＷＬＡＮキャリアのアグリゲーションのために構成された、
デュアル能力基地局（たとえば、ｅＮＢ１１０）およびデュアル能力モバイルデバイス（
たとえば、ＵＥ１２０）が提供される。一実施形態では、ＷＷＡＮ基地局とＷＬＡＮ　Ａ
Ｐ１５０とはコロケート（co-located）され得る。図５の実施形態を参照すると、ＷＬＡ
Ｎ　ＡＰとコロケートされたセルラー／ＷＷＡＮ基地局を含むネットワークエンティティ
または基地局５００が示されている。たとえば、ネットワークエンティティ５００は、デ
ュアル能力基地局１５０（図１）および／または基地局１１０（図１、図３）の態様をそ
れらのそれぞれの機能とともに含み得る。
【００５６】
　[0067]本例では、ネットワークエンティティ５００は、セルラー／ＷＷＡＮ無線モジュ
ール５１０と、ＷＬＡＮ無線モジュール５２０とを含む。ネットワークエンティティ５０
０は、セルラー／ＷＷＡＮ無線モジュール５１０、ＷＬＡＮ無線モジュール５２０および
／またはそれの構成要素のアクティビティを協調させるために、場合によっては、モジュ
ール５１０およびモジュール５２０と動作可能に通信しているコントローラモジュール５
３０を含み得る。
【００５７】
　[0068]関係する態様では、セルラー／ＷＷＡＮ無線モジュール５１０は、送信機（ＴＸ
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）構成要素５１２と、受信機（ＲＸ）構成要素５１４と、プロセッサ構成要素５１６と、
ＨＡＲＱ構成要素５１８とを含み得、これらの構成要素の各々は互いに動作可能に通信し
ている。セルラー／ＷＷＡＮ無線モジュール５１０は、図３の左側に示した基地局１１０
の構成要素のうちの１つまたは複数を含み得る。ＷＬＡＮ無線モジュール５２０は、ＴＸ
構成要素５２２と、ＲＸ構成要素５２４と、プロセッサ構成要素５２６とを含み得、これ
らの構成要素の各々は互いに動作可能に通信している。さらなる関係する態様では、構成
要素５１２～５１８および／または５２２～５２６のうちの１つまたは複数は、たとえば
、図７Ａ～図７Ｅ、図８～図９、および図１３Ａ～図１３Ｄに示し、以下でさらに詳細に
説明する例示的な方法など、本明細書で説明するキャリアアグリゲーション動作を実行す
るように構成され得る。
【００５８】
　[0069]図６を参照すると、セルラー／ＷＷＡＮ無線モジュール６１０とＷＬＡＮ無線モ
ジュール６２０をと含み、図５のデュアル能力基地局５００に基本的に類似する、例示的
なデュアル能力モバイルデバイス６００が示されている。セルラー／ＷＷＡＮ無線モジュ
ール６１０は、図３の右側に示したモバイルデバイス１２０の構成要素のうちの１つまた
は複数および／またはモバイルデバイス１５５の機能を含み得る。簡潔のために、モバイ
ルデバイス６００に関する残りの詳細についてさらに詳述しないが、モバイルデバイス６
００の残りの特徴および態様は、図５の基地局５００に関して上記で説明した特徴および
態様と実質的に同様であることを理解されたい。関係する態様では、構成要素６１２～６
１８および／または６２２～６２６のうちの１つまたは複数は、たとえば、図８、図１０
Ａ～図１０Ｂ、図１１Ａ～図１１Ｅ、および図１２Ａ～図１２Ｂに示し、以下でさらに詳
細に説明する例示的な方法など、本明細書で説明するキャリアアグリゲーション動作を実
行するように構成され得る。
【００５９】
　[0070]本開示の主題の態様によれば、１つまたは複数のＷＬＡＮを含み、制御するよう
に構成されたワイヤレスネットワーク（たとえば、ＬＴＥネットワークまたはＵＭＴＳネ
ットワーク）が提供される。ワイヤレスネットワークは、たとえば、ＷＷＡＮ－ＷＬＡＮ
キャリアアグリゲーションなど、セルラーＷＬＡＮキャリアアグリゲーションの特徴をも
つ１つまたは複数のデュアル能力ネットワークエンティティを含み得る。説明の目的で、
本明細書では、Ｅ－ＵＴＲＡと十分に一体化された、ＩＰレイヤの下でＬＴＥレイヤとＷ
ＬＡＮキャリアとのアグリゲーションを実行するための技法について説明する。
【００６０】
　[0071]ＷＬＡＮ２次セル（Ｓｃｅｌｌ：secondary cell）の構成：もう一度図４～図６
を参照すると、ＷＬＡＮキャリアアグリゲーションの一態様では、ＷＬＡＮキャリアは、
Ｅ－ＵＴＲＡネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）の制御下にあり、ＬＴＥ／ＵＭＴＳキャリ
アからのシグナリングによって構成され得る。たとえば、Ｅ－ＵＴＲＡＮは、ＷＬＡＮ　
Ｓｃｅｌｌの追加または削除とも呼ばれる、所与のＡＰに対してＷＬＡＮ局の関連付けお
よび認証を制御するためにＲＲＣを使用し得る。たとえば、基地局のＲＲＣ（再）構成メ
ッセージは、（ａ）キャリアを一意に識別するＷＬＡＮチャネル番号、および／または（
ｂ）デュアル能力基地局５００によって提供されるサービスなど、ターゲットＷＬＡＮの
サービスセット識別情報（ＳＳＩＤ：service set identification）という、ＷＬＡＮキ
ャリア上での通信のために使用される１つまたは複数のパラメータを指定し得る。本明細
書で説明するように、基地局５００は、ＷＬＡＮキャリアの構成ならびにアクティブ化お
よび非アクティブ化を制御し得る。いくつかの態様では、ＵＭＴＳ／ＬＴＥキャリアは、
２次ＷＬＡＮキャリアのための構成および制御情報がそれを介して受信される１次コンポ
ーネントキャリア（ＰＣＣ：primary component carrier）をサービスし得る。
【００６１】
　[0072]関係する態様では、図５～図６に関して、基地局のセルラー無線モジュール５１
０の（１つまたは複数の）構成要素（たとえば、プロセッサ構成要素５１６）はＲＲＣ（
再）構成メッセージなどを生成し得、そのＲＲＣ（再）構成メッセージなどは、ＴＸ構成
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要素５１２によってモバイルデバイスのセルラー無線モジュール６１０中のＲＸ構成要素
６１４に送られ得る。
【００６２】
　[0073]ＷＬＡＮ　Ｓｃｅｌｌに対する認証：３ＧＰＰ、ＩＥＥＥ、および他の規格団体
は、モバイルデバイスが事業者の制御下でＷＬＡＮネットワーク上にシームレスに認証す
ることを可能にする方法を規格化している。そのような方法は実装され得るが、それらは
、たとえば、ローカルエリアネットワークの外部に置かれた認証、認可、およびアカウン
ティング（ＡＡＡ）サーバなど、モバイルデバイスコンタクトサーバを有することを伴い
得る。これは、ＷＬＡＮ認証、ならびにＥ－ＵＴＲＡＮ上のトラフィックにレイテンシを
加える。有利には、基地局５００は、（たとえば、セルラー／ＷＷＡＮ無線モジュールが
ＷＬＡＮ無線モジュールとコロケートされたとき）ＷＷＡＮ　ｅＮＢをＷＬＡＮ　ＡＰと
コロケートすることによって、このレイテンシおよび複雑さの追加を回避する。
【００６３】
　[0074]直接アクセスおよび認証の一例として、基地局５００は、ＵＥをＷＬＡＮと認証
させるためにＵＥに一時キーを与え得る。そのようなキーは、ＵＭＴＳ／ＬＴＥキャリア
によって搬送されるＲＲＣ（再）構成メッセージ中に含まれ得る。ｅＮＢとＡＰとがコロ
ケートされたとき、それらは、キーのセットで構成されるかまたはキーのセットを交換し
得、ＡＰに対するＷＬＡＮ局（たとえば、モバイルデバイス６００のＷＬＡＮ無線モジュ
ール６２０）の新しい認証ごとに新しいキーをバーン（burn）し得る。キーは、ＬＴＥキ
ャリア上のＲＲＣ／ＰＤＣＰ動作により、セキュアにトランスポートされ得る。モバイル
デバイス６００によって基地局５００（ＡＰ）に向けて実行されるＷＬＡＮ認証は、その
共有キーを使用し得る。
【００６４】
　[0075]関係する態様では、図５～図６に関して、基地局のセルラー無線モジュール５１
０中の基地局のプロセッサ５１６は、ＲＲＣ（再）構成メッセージ中に含まれるキーを生
成し、与え得、そのキーは、ＴＸ構成要素５１２によってモバイルデバイスのセルラー無
線モジュール６１０中のＲＸ構成要素６１４に送られる。さらなる関係する態様では、基
地局のセルラー無線モジュール５１０は、キーを、コロケートされたＷＬＡＮ無線モジュ
ール５２０に与え得る。
【００６５】
　[0076]ＷＬＡＮキャリアを制御すること－ダウンリンク：ｅＮＢ／ＡＰ（たとえば、無
線モジュール５１０、５２０をもつ基地局５００）は、ＬＴＥキャリアまたはＷＬＡＮキ
ャリア上でいつスケジュールすべきかを決定し得る。ｅＮＢ／ＡＰ（たとえば、無線モジ
ュール５１０、５２０）は、アクティブ化／非アクティブ化コマンドを介して、それが何
らかの将来の時間の間、いつＷＬＡＮキャリアを使用することを計画しないかをＷＬＡＮ
局（たとえば、ＷＬＡＮ無線モジュール６２０）に通知し得る。一態様では、ＷＬＡＮ　
ＣＣのためのアクティブ化または非アクティブ化コマンドはＬＴＥ／ＵＭＴＳ　ＣＣ上で
送られ得る。ＷＬＡＮ局は、アクティブ化／非アクティブ化情報を使用して、ＷＬＡＮイ
ンターフェース上で好適なスリープモードを有効にし得る。ｅＮＢ／ＡＰは、パケットが
ＬＴＥを介して送信されるべきかＷＬＡＮ　ＣＣを介して送信されるべきかを選択するた
めのフロー分類またはパケット検査技法を使用し得る。そのようなアクティブ化または非
アクティブ化コマンドは、構成されるキャリアに影響を及ぼし、したがって、マッピング
、キャリア選択、ＱｏＳなどに影響を及ぼすことに留意されたい。
【００６６】
　[0077]ＷＬＡＮキャリアを制御すること－アップリンク：ＷＬＡＮ　ＣＣがアクティブ
化されている間、それは、送信バッファから送信のためのデータを引き出し続け得る。い
くつかの状況（たとえば、ボイスオーバーＬＴＥ）では、ｅＮＢ／ＡＰは、いくつかの送
信をＬＴＥ上に、他の送信をＷＬＡＮ上に導くことを望み得る。しかしながら、ＬＴＥ　
ＭＡＣは、サービス品質（ＱｏＳ）に対してアグノスティック（agnostic）であり得、す
べてのキャリアが同様のサービス品質を与えるという仮定で設計されていることがある。
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これを緩和するために、論理チャネルＩＤ（ＬＣＩＤ：logical channel ID）がＷＬＡＮ
キャリア上でトランスポートされ得るか／トランスポートされ得ないかを示すために、各
ＬＣＩＤに新しいパラメータが関連付けられ得る。ＭＡＣ／ＨＡＲＱエンティティが、Ｍ
ＡＣ　ＰＤＵを構築し、アップリンク論理チャネル優先度付けおよび多重化ルールに従う
とき、それは、選択されたＬＣＩＤがターゲットキャリア上で可能にされることをも保証
する。
【００６７】
　[0078]関係する態様では、図５～図６に関して、セルラー無線モジュール５１０、６１
０のプロセッサ５１６、６１６は、送信がＬＴＥを介することになるかＷＬＡＮを介する
ことになるかに関する決定を制御し、処理し得る。ＨＡＲＱ構成要素５１８および／また
は６１８は、（単独であるいはプロセッサ５１６および／または６１６とともに）ＭＡＣ
　ＰＤＵを構築し、アップリンク論理チャネル優先度付けおよび多重化ルールへの準拠を
処理し得る。さらなる関係する態様では、いくつかのタイプのトラフィックをいくつかの
キャリアにマッピングする／関連付けるコンテキストにおいて、いくつかのタイプのアッ
プリンクトラフィックをＷＷＡＮキャリアタイプまたはＷＬＡＮキャリアタイプのほうへ
導くことについての追加の詳細および手法を以下に与える。
【００６８】
　[0079]ＷＬＡＮを用いた発見および関連付け：８０２．１１規格において規定されてい
るように、発見および関連付けプロシージャは、概して、ＷＬＡＮ局（たとえば、モバイ
ルデバイス６００のＷＬＡＮ無線モジュール６２０）によって開始される。ただし、ＷＬ
ＡＮ局は、この特定のＷＬＡＮが、Ｅ－ＵＴＲＡＮによって管理されるＷＬＡＮであるか
どうかを知る必要があり得る。たとえば、ＷＬＡＮ局は、Ｅ－ＵＴＲＡＮによって管理さ
れるキャリアに対して動的ホスト構成プロトコル（ＤＨＣＰ）を実行するように上位レイ
ヤをトリガすべきでない。デュアル能力モバイルデバイス（たとえば、モバイルデバイス
６００）は、それがセルラーＷＬＡＮキャリアアグリゲーションが可能であることを（た
とえば、ＴＸ構成要素６１２および／または６２２を介して）告知し得、それがサポート
することができる周波数に関する情報をさらに送り得ることに留意されたい。別の例では
、２次ＷＬＡＮキャリアはセルラーキャリアと同じＩＰアドレスを使用し、それはキャリ
ア構成に起因する。その実際的結果として、ＷＬＡＮは、それ自体のＩＰアドレスを得る
ためにＤＨＣＰを開始するのを回避する。
【００６９】
　[0080]１つの手法では、ＷＬＡＮ　ＡＰ（たとえば、基地局５００のＷＬＡＮ無線モジ
ュール５２０）は、この能力を、ビーコン、プローブ応答中で、あるいはアクセスネット
ワーククエリプロトコルまたは一般広告サービス（Generic Advertisement Service）を
介して示し得る。別の手法では、ｅＮＢ（たとえば、基地局５００のセルラー無線モジュ
ール５１０）は、指定されたシステム情報ブロック（ＳＩＢ：system information block
）中でＷＬＡＮキャリアの利用可能性に関する情報をブロードキャストし得る。これは、
モバイルデバイスが電力消費量のためにＷＬＡＮをオフに切り替えた場合でも、モバイル
デバイスはＷＬＡＮに接続するためにこの情報を使用し得るという利点を有する。この場
合、ｅＮＢ（たとえば、セルラー無線モジュール５１０のＴＸ構成要素５１２）は、ＷＬ
ＡＮに関するいくつかの詳細（たとえば、基本ＳＳＩＤ（ＢＳＳＩＤ：basic SSID）、Ｓ
ＳＩＤ、周波数、チャネルなど）をブロードキャストし得る。さらに別の手法では、この
目的のために上述のＲＲＣ再構成メッセージが使用され得る。
【００７０】
　[0081]また、デュアルシナリオ、すなわち、この能力をサポートしないＳＴＡ（たとえ
ば、モバイルデバイス６００中のＷＬＡＮ無線モジュール６２０）が、ＷＬＡＮに接続も
せず、あるいは通常のＷＬＡＮ挙動をも得ないことを保証することが重要であることに留
意されたい。この目的のために、ＷＬＡＮキャリアアグリゲーションの特徴をサポートす
るＷＬＡＮ局は、この指示を関連付け要求メッセージ中に与えることができよう。
【００７１】
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　[0082]特定のキャリアへのトラフィックのマッピング：ＬＴＥにおける同種キャリアの
アグリゲーションでは、キャリアが同じ能力を有し、同じＱｏＳを与えると仮定され得る
。しかしながら、ＬＴＥキャリアおよびＷＬＡＮキャリアなどの異種キャリアが一緒にア
グリゲートされたとき、これは当てはまらない。いくつかのトラフィック、たとえば、ボ
イスオーバーＩＰ（ＶｏＩＰ）は、ＷＬＡＮを介するよりもＬＴＥを介するほうが好適で
あり得る。ｅＮＢ／ＡＰ（たとえば、基地局５００のセルラーおよびＷＬＡＮ無線モジュ
ール５１０、５２０）は、ダウンリンクパケットのためにどのキャリアを使用すべきかを
制御している。しかしながら、アップリンクのために、多重化およびキャリア選択は、Ｑ
ｏＳ知識を有しないＵＥのＭＡＣにおいて行われる。ＭＡＣにＱｏＳ知識を与えるために
、以下の手法が使用され得る。
【００７２】
　[0083]論理チャネル（すなわち、ベアラ）とキャリアとの間の静的マッピングが、規格
によって定義されるか、あるいは事業者によって構成され得る。たとえば、ｅＮＢ／ＡＰ
（たとえば、基地局５００のセルラーおよびＷＬＡＮ無線モジュール５１０、５２０）は
、ＱｏＳクラス識別子（ＱＣＩ：QoS class identifier）＝１が使用されるとき、ＷＬＡ
Ｎキャリアを使用するのを控えるように構成され得る。関係する態様では、静的マッピン
グは静的ポリシーを含み得、その静的ポリシーは、今度は、アクセスネットワーク発見お
よび選択機能（ＡＮＤＳＦ）などを含み得る。
【００７３】
　[0084]トラフィック要件に関して知っているネットワークエンティティ（たとえば、パ
ケットデータネットワークゲートウェイ（ＰＤＮ　ＧＷ））は、ｅＮＢ（たとえば、セル
ラー無線モジュール５１０）への明示的シグナリング（たとえば、ＧＰＲＳトンネリング
プロトコル（ＧＴＰ：GPRS tunneling protocol）メッセージ中のフラグ）を介して、所
与のベアラ／論理チャネルが所与のキャリア上で送られ得るか否かを動的に示し得る。
【００７４】
　[0085]パケットは、トラフィック要件に関する知識を有するネットワークエンティティ
によってマークされ得る。これは、ＰＤＮ　ＧＷ（またはＴＤＦ）であり得るが、ＰＤＣ
Ｐレイヤの上にあるかまたはＰＤＣＰレイヤにあるｅＮＢでもあり得る（そのレイヤの下
ではパケットが暗号化されるので）。ただし、マーキングおよびそれぞれの意味は、何ら
かの形態でＭＡＣレイヤに通信される必要がある。上記で説明したように、ＬＴＥ　ＭＡ
Ｃは、ＱｏＳに対してアグノスティックであり得、すべてのキャリアが同様のサービス品
質を与えるという仮定で設計されていることがある。これを緩和するために、ＬＣＩＤが
ＷＬＡＮキャリア上でトランスポートされ得るかどうかを示すために、各ＬＣＩＤに新し
いパラメータまたはマーキングが関連付けられ、それにより、拡張ＬＣＩＤが得られ得る
。
【００７５】
　[0086]アップリンクでは、現在のＬＴＥキャリアアグリゲーションは、ＵＥ（たとえば
、セルラー無線モジュール６１０あるいはそれの（１つまたは複数の）構成要素）に与え
られる許可が所与のキャリアに固有であると仮定する。しかしながら、許可は、キャリア
に送られるデータトラフィックの実際のタイプについてアグノスティックである。特定の
キャリアに何らかのトラフィックを送る必要がある場合、どのトラフィックがどのキャリ
ア上で送られ得るかに関するポリシーをＵＥが有し得る手法が実装され得る。したがって
、ＵＥが特定のキャリアについてネットワークから許可を受信したとき、ＵＥは、ポリシ
ーに基づいて所与のキャリアに正しいトラフィックを送る責任を負う。関係する第５の手
法では、ＭＡＣレイヤは、許可がトラフィック固有であることを示し得る。
【００７６】
　[0087]ＵＥ（たとえば、セルラー無線モジュール６１０あるいはそれの（１つまたは複
数の）構成要素）は、ネットワークによって実行されるキャリアマッピングにトラフィッ
クをミラーリングし得、すなわち、ネットワークが所与のキャリア上で特定のトラフィッ
クフローを送った場合、それぞれのアップリンクトラフィックは同じキャリアに送られる
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ことになる。この手法では、ＵＥが接続を開始したとき、それは、間違ったキャリアを初
めに使用し得るが、ダウンリンクトラフィックのためのＷＷＡＮキャリアタイプまたはＷ
ＬＡＮキャリアタイプとのトラフィックタイプの関連付けを決定することと、さらなるア
ップリンクトラフィックを送るとき、関連付けをミラーリングすることとによって、それ
自体を訂正し得る。
【００７７】
　[0088]本明細書で図示および説明する例示的なシステムに鑑みて、開示する主題に従っ
て実装され得る方法は、様々なフローチャートを参照すればより良く諒解されよう。説明
を簡単にするために、方法を一連の行為／ブロックとして図示および説明するが、いくつ
かのブロックは、本明細書で図示および説明する順序とは異なる順序で、ならびに／また
は他のブロックと実質的に同時に行われ得るので、請求する主題はブロックの数または順
序によって限定されないことを理解し、諒解されたい。その上、本明細書で説明する方法
を実装するために、図示されたすべてのブロックが必要とされるとは限らない。ブロック
に関連する機能は、ソフトウェア、ハードウェア、それらの組合せあるいは任意の他の好
適な手段（たとえば、デバイス、システム、プロセス、または構成要素）によって実装さ
れ得ることを諒解されたい。さらに、本明細書の全体にわたって開示する方法は、そのよ
うな方法を様々なデバイスに移送および転送することを可能にするために製造品に記憶さ
れることが可能であることをさらに諒解されたい。方法は、代替的に、状態図などで、一
連の相互に関係する状態またはイベントとして表現され得ることを、当業者は理解し、諒
解されよう。
【００７８】
　[0089]図７Ａを参照すると、たとえば、図５の基地局５００のセルラー無線モジュール
５１０など、ネットワークエンティティにおいて実行され得る方法７００が示されている
。方法７００は、７１０において、ＩＰレイヤの下に位置する所与のレイヤにおいて、セ
ルラーネットワークキャリアとＷＬＡＮキャリアとに関する情報を受信することを伴い得
る。ブロック７１０は、セルラー無線モジュール５１０のＲＸ構成要素５１４および／ま
たはＷＬＡＮ無線モジュール５２０のＲＸ構成要素５２４によって実行され得る。方法７
００は、７２０において、受信された情報に基づいてセルラーネットワークキャリアとＷ
ＬＡＮキャリアとのキャリアアグリゲーションを実行することを伴い得る。ブロック７２
０は、セルラー無線モジュール５１０のプロセッサ５１６およびＨＡＲＱ構成要素５１８
によって実行され得る。
【００７９】
　[0090]図７Ｂ～図７Ｅおよび図８を参照すると、オプションであり、方法７００を実行
するために必須とはされない、方法７００のさらなる動作または態様が示されている。方
法７００が図７Ｂ～図７Ｅおよび図８の少なくとも１つのブロックを含む場合、方法７０
０は、必ずしも、図示され得るいかなる（１つまたは複数の）後続のダウンストリームブ
ロックをも含む必要なしに、少なくとも１つのブロックの後に終了し得る。図７Ｂを参照
すると、所与のレイヤはＭＡＣ、ＲＬＣまたはＰＤＣＰレイヤであり得る（ブロック７３
０）。ＭＡＣレイヤはＨＡＲＱエンティティレイヤを含み得る（ブロック７３２）。方法
７００は、ＷＬＡＮキャリアのアクティブ化／非アクティブ化ステータスをＷＬＡＮ局に
送ることをさらに伴い得る（ブロック７３６）。方法７００は、（ａ）ＰＤＵをトランス
ポートするためのターゲットキャリアと、（ｂ）論理チャネルのために可能にされたキャ
リアとのうちの少なくとも１つに基づいて、ＰＤＵ中に含めるべきデータを選択すること
を伴い得る（ブロック７４０）。
【００８０】
　[0091]図７Ｃを参照すると、セルラーネットワークはＬＴＥネットワークであり得、セ
ルラーネットワークキャリアはＬＴＥキャリアであり得る（ブロック７４２）。セルラー
ネットワークはＵＭＴＳネットワークであり得、セルラーネットワークキャリアはＵＭＴ
Ｓキャリアであり得る（ブロック７４４）。受信された情報は、ＷＬＡＮキャリアを識別
するためのＷＬＡＮチャネル番号と、ＳＳＩＤと、ＳＳＩＤに対する認証のための証明と
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のうちの少なくとも１つを含む、ＲＲＣ構成メッセージを含み得る（ブロック７４６）。
方法７００は、ＲＲＣ構成メッセージ中に与えられる証明に基づいてＷＬＡＮ局を認証す
ることをさらに伴い得る（ブロック７４８）。方法７００は、ＲＲＣ構成メッセージ中に
ＷＬＡＮリンクレイヤ暗号化のためのキーイング材料を与えることをさらに伴い得る（ブ
ロック７５０）。方法７００は、ＷＬＡＮ承認制御機構に成功するための情報をＲＲＣ構
成メッセージ中に与えることをさらに伴い得る（ブロック７５０）。ＲＲＣ構成メッセー
ジは、データフローがどのキャリア上で送信されるべきかを示すルーティング命令を含み
得る（ブロック７５２）。ネットワークエンティティは、ｅＮＢまたはノードＢであるか
、またはそれらを含み得る。
【００８１】
　[0092] 図７Ｄを参照すると、方法７００は、ＱｏＳ情報を受信することと（ブロック
７６０）、受信されたＱｏＳ情報に少なくとも部分的に基づいてセルラーネットワークキ
ャリアとＷＬＡＮキャリアとの中から選択された所与のキャリアにデータトラフィックを
マッピングすることと（ブロック７６２）をさらに伴い得る。ブロック７６２は、論理チ
ャネル間の静的マッピングを含み得、所与のキャリアはネットワーク事業者によって構成
される（ブロック７６４）。所与のキャリアは、ＱＣＩが定義された値であること（たと
えば、ＱＣＩ＝１）に応答して、ＷＬＡＮキャリアであり得る（ブロック７６６）。方法
７００は、トラフィック要件情報を受信したことに応答して、所与のキャリア上で所与の
ベアラが送られ得るか論理チャネルが送られ得るかを少なくとも１つのセルラー基地局に
通知することをさらに伴い得る（ブロック７６８）。トラフィック要件情報はＰＤＮ　Ｇ
Ｗを含み得（ブロック７７０）、ブロック７６８は、少なくとも１つのセルラー基地局に
ＧＴＰメッセージを送ることを含み得、ＧＰＲＳは汎用パケット無線サービス（General 
Packet Radio Service）を意味する（ブロック７７２）。
【００８２】
　[0093]図７Ｅを参照すると、ブロック７６２は、ネットワークから所与のモバイルエン
ティティへの特定のキャリアについての許可を考慮することを含み得る（ブロック７７４
）。ブロック７２０は、所与のレイヤにおいてＰＤＵをアグリゲートすることを含み得る
（ブロック７７６）。所与のレイヤはＭＡＣレイヤであり得、方法７００は、セルラーネ
ットワークキャリアに関してＨＡＲＱプロセスを実行し、ＭＡＣレイヤにおいてＷＬＡＮ
キャリアに関してＨＡＲＱ演算を無効にすることをさらに伴う（ブロック７７８）。ブロ
ック７８２は、ＷＬＡＮキャリアに対応するＰＤＵのための新規データインジケータを設
定することを含み得る（ブロック７８０）。所与のレイヤはＭＡＣレイヤであり得る。
【００８３】
　[0094]図８を参照すると、セルラーネットワークはＬＴＥネットワークまたはＵＭＴＳ
ネットワークであり得、方法７００は、ＷＬＡＮキャリアを移動局のＳｃｅｌｌとして構
成することを伴い得る（ブロック７８６）。ブロック７８６は、ＷＬＡＮキャリアのため
の認証証明、ＳＳＩＤ、またはＷＬＡＮチャネル番号のうちの少なくとも１つを有するＲ
ＲＣ再構成メッセージを送ることを含み得る（ブロック７８８）。移動局がＷＬＡＮ通信
のためのネットワークエンティティに関連付けられた後に、ＲＲＣ再構成メッセージが送
られ得る（ブロック７９０）。方法７００は、移動局にセルラーキャリア上でＷＬＡＮキ
ャリアのためのアクティブ化／非アクティブ化コマンドを送信することをさらに伴い得る
（ブロック７９２）。方法７００は、ネットワークエンティティがセルラーキャリアとＷ
ＬＡＮキャリアの両方の上での通信をサポートすることを示すＷＬＡＮビーコンを送信す
ることをさらに伴い得る（ブロック７９４）。方法７００は、セルラーネットワークのシ
ステムブロードキャスト情報中でＷＬＡＮキャリアに関する情報を送信することをさらに
伴い得る（ブロック７９６）。
【００８４】
　[0095]図９を参照すると、ＷＬＡＮ　ＡＰまたはネットワークエンティティのＷＬＡＮ
　ＡＰモジュール（たとえば、図５の基地局５００のＷＬＡＮ無線モジュール５２０）に
よって実行され得る方法９００が示されている。方法９００は、９１０において、ＭＴＵ
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と、ＲＴＳしきい値と、アップリンク無線リンク状態と、フレームアグリゲーションが構
成されるかどうかとのうちの少なくとも１つに関する情報を受信することを伴い得る。ブ
ロック９１０は、ＷＬＡＮ無線モジュール５２０のＲＸ構成要素５２４によって実行され
得る。方法９００は、９２０において、受信された情報に少なくとも部分的に基づいて、
送信すべきペイロードサイズを選択することを伴い得る。ブロック９２０は、ＷＬＡＮ無
線モジュール５２０のプロセッサ５２６によって実行され得る。
【００８５】
　[0096]図１０Ａを参照すると、たとえば、図６のモバイルデバイス６００のセルラー無
線モジュール６１０など、モバイルエンティティによって実行され得る方法１０００が示
されている。方法１０００は、１０１０において、ＷＬＡＮ　ＡＰを検出することを伴い
得る。ブロック１０１０は、ＷＬＡＮ無線モジュール６２０のＲＸ構成要素６２４によっ
て実行され得る。方法１０００は、１０２０において、ＷＬＡＮ　ＡＰとネットワークエ
ンティティ（たとえば、ｅＮＢ）とのうちの少なくとも１つに、モバイルエンティティが
、セルラーＷＬＡＮキャリアアグリゲーションが可能であるかどうかに関する情報を送信
することを伴い得る。ブロック１０２０は、ＷＬＡＮ無線モジュール６２０のＴＸ構成要
素６２２と、セルラー無線モジュール６１０のＴＸ構成要素６１２とによって実行され得
る。
【００８６】
　[0097]図１０Ｂを参照すると、オプションであり、方法１０００を実行するために必須
とはされない、方法１０００のさらなる動作または態様が示されている。方法１０００が
図１０Ｂの少なくとも１つのブロックを含む場合、方法１０００は、必ずしも、図示され
得るいかなる（１つまたは複数の）後続のダウンストリームブロックをも含む必要なしに
、少なくとも１つのブロックの後に終了し得る。たとえば、方法１０００は、ＷＬＡＮ局
から、ビーコンまたはプローブ応答中でセルラーＷＬＡＮキャリアアグリゲーション能力
インジケータを受信することをさらに伴い得る（ブロック１０３０）。
【００８７】
　[0098]方法１０００は、ｅＮＢとＷＬＡＮ局とのうちの少なくとも１つにＬＴＥ識別子
とＷＬＡＮ識別子とを与えることをさらに伴い得る（ブロック１０３２）。ＬＴＥ識別子
は無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ：radio network temporary identifier）など
を含み得、ＷＬＡＮ識別子はＭＡＣアドレスなどを含み得る（ブロック１０３４）。方法
１０００は、少なくとも１つのネットワークエンティティ（たとえばｅＮＢ）から、指定
されたＳＩＢ中でＷＬＡＮキャリアに関する利用可能性情報を受信することと（ブロック
１０３６）、受信された利用可能性情報に基づいてＷＬＡＮに接続することと（ブロック
１０３８）を伴い得る。方法１０００は、少なくとも１つのネットワークエンティティに
よって行われたトラフィックキャリア割当てをミラーリングすることをさらに伴い得る（
ブロック１０４０）。ブロック１０４０は、少なくとも１つのネットワークエンティティ
が所与のキャリア上で特定のトラフィックを送ったことに応答して、所与のキャリア上で
それぞれのアップリンクトラフィックを送ることを含み得る（ブロック１０４２）。
【００８８】
　[0099]図１１Ａを参照すると、異種コンポーネントキャリアに関してアップリンクトラ
フィックのマッピングを決定することを伴う、モバイルデバイス６００によって実行され
る、例示的な方法１１００が示されている。方法１１００は、１１１０において、少なく
とも１つのセルラーキャリアとＷＬＡＮキャリアとを備える複数のコンポーネントキャリ
アをアグリゲートするための構成を受信することを伴い得、アグリゲーションは、ＩＰレ
イヤの下のモバイルデバイスの所与のプロトコルレイヤにおいて実行される。ブロック１
１１０は、セルラー無線モジュール６１０のＲＸ構成要素６１４によって実行され得る。
方法１１００は、１１２０において、所与のプロトコルレイヤにおいて、少なくとも１つ
のセルラーキャリアとＷＬＡＮキャリアとに関してアップリンクトラフィックのマッピン
グを決定することを伴い得る。ブロック１１２０は、セルラー無線モジュール６１０のプ
ロセッサ６１６および／またはコントローラ６３０によって実行され得る。方法１１００
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は、１１３０において、マッピングに少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信を送
ることを伴い得る。アップリンクトラフィックが少なくとも１つのＷＬＡＮキャリア上で
送られるべきことをマッピングが示す場合、ブロック１０３０は、ＷＬＡＮ無線モジュー
ル６２０のＴＸ構成要素６２２によって実行され得る。さらに、セルラー無線モジュール
６１０のＨＡＲＱ構成要素６１８は、ＷＷＡＮとＷＬＡＮとがデータトラフィックをどの
ように処理するかの差異に鑑みて、ＨＡＲＱ演算を無効にし、それにより、ＷＷＡＮ－Ｗ
ＬＡＮアグリゲーションを可能にし得る。アップリンクトラフィックが少なくとも１つの
ＷＷＡＮキャリア上で送られるべきことをマッピングが示す場合、ブロック１０３０は、
セルラー無線モジュール６１０のＴＸ構成要素６１２によって実行され得る。さらに、セ
ルラー無線モジュール６１０のＨＡＲＱ構成要素６１８は、ＨＡＲＱ演算の適切な機能を
可能にするかまたは検証し得る。
【００８９】
　[00100]図１１Ｂ～図１１Ｅおよび図１２Ａ～図１２Ｂを参照すると、オプションであ
り、方法１１００を実行するために必須とはされない、方法１１００のさらなる動作また
は態様が示されている。方法１１００が図１１Ｂ～図１１Ｅおよび図１２Ａ～図１２Ｂの
少なくとも１つのブロックを含む場合、方法１１００は、必ずしも、図示され得るいかな
る（１つまたは複数の）後続のダウンストリームブロックをも含む必要なしに、少なくと
も１つのブロックの後に終了し得る。たとえば、マッピングはトラフィックフロー識別子
に基づき得る（ブロック１１４０）。トラフィックフロー識別子は、所与のプロトコルレ
イヤがＭＡＣプロトコルレイヤを備えることに応答して、ＬＣＩＤを含むか、または、所
与のプロトコルレイヤがＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して、ベアラ識別
子を含み得る（ブロック１１４２）。
【００９０】
　[00101]方法１１００は、アップリンク送信のためのデータに関連するＬＣＩＤを決定
することと（ブロック１１４４）、マッピングに基づいて、ＬＣＩＤに関連する１つまた
は複数のトラフィック制限を決定することと（ブロック１１４６）、１つまたは複数のト
ラフィック制限に従って複数のコンポーネントキャリアからキャリアを選択することと（
ブロック１１４８）、選択されたキャリア上でアップリンク送信中のデータを送ることと
（ブロック１１５０）をさらに伴い得る。
【００９１】
　[00102]図１１Ｃを参照すると、方法１１００は、アップリンク送信のためのデータに
関連するベアラ識別子を決定することと（ブロック１１５２）、マッピングに基づいて、
ベアラ識別子に関連する１つまたは複数のトラフィック制限を決定することと（ブロック
１１５４）、１つまたは複数のトラフィック制限に従って複数のコンポーネントキャリア
からキャリアを選択することと（ブロック１１５６）、選択されたキャリア上のアップリ
ンク送信中のデータを送ることと（ブロック１１５８）を伴い得る。
【００９２】
　[00103]方法１１００は、モバイルデバイスによって受信されるダウンリンクトラフィ
ックに基づいて複数のコンポーネントキャリアの各々とのトラフィックタイプの関連付け
を決定することを伴い得、アップリンクトラフィックのマッピングは、ダウンリンクトラ
フィックに基づいて決定されたトラフィックタイプの関連付けをミラーリングする（ブロ
ック１１６０）。ブロック１１６０は、セルラー無線モジュール６１０のプロセッサ６１
６、ＷＬＡＮ無線モジュール６２０のプロセッサ６２６、および／またはコントローラ６
３０によって実行され得る。第１のトラフィックタイプは少なくとも１つのセルラーキャ
リアに関連付けられ得、第２のトラフィックタイプはＷＬＡＮキャリアに関連付けられ得
る（ブロック１１６２）。所与のレイヤはＭＡＣプロトコルレイヤを含み得、マッピング
を決定すること（ブロック１１２０）は、関連付けとアップリンクトラフィックのタイプ
とに基づいてＭＡＣプロトコルレイヤにおいてキャリア選択を実行することを伴い得る（
ブロック１１６４）。
【００９３】
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　[00104]図１１Ｄを参照すると、方法１１００は、複数のコンポーネントキャリア中の
第１のセルラーキャリア上のアップリンクリソースの割振りを示すアップリンク許可を受
信することと（ブロック１１６６）、マッピングに基づいて第１のセルラーキャリア上の
アップリンク送信のためのデータを識別することと（ブロック１１６８）、アップリンク
許可に従って第１のセルラーキャリア上でデータを送ることと（ブロック１１７０）を伴
い得る。
【００９４】
　[00105]方法１１００は、アップリンク送信のためのデータの利用可能性を決定するこ
とと（ブロック１１７２）、マッピングに基づいて、データを送るための複数のコンポー
ネントキャリア中のキャリアを決定することと（ブロック１１７４）、データがＷＬＡＮ
キャリアにマッピングすると決定したことに応答して、アップリンク許可なしにアップリ
ンク送信中のデータを送ることと（ブロック１１７６）を伴い得る。マッピングは、ＷＬ
ＡＮキャリア上での送信からアップリンクトラフィックの所定のタイプを除外し得る（ブ
ロック１１７８）。
【００９５】
　[00106]図１１Ｅを参照すると、アップリンク送信を送ること（ブロック１１３０）は
、ＭＡＣレイヤにおいて、複数のコンポーネントキャリアのうちの所与の１つを選択する
ことと、マッピングに少なくとも部分的に基づいてアップリンクトラフィックを各キャリ
ア上に多重化することとを伴い得る（ブロック１１８０）。マッピングはＱｏＳ情報に少
なくとも部分的に基づき得、選択することと多重化することとのうちの少なくとも１つは
ＱｏＳ情報に少なくとも部分的に基づく（ブロック１１８２）。
【００９６】
　[00107]アグリゲーションはＭＡＣレイヤにおいて実行され得、方法１１００は、マッ
ピングに基づいてＭＡＣ　ＰＤＵを形成することと（ブロック１１８４）、アップリンク
許可またはＭＡＣ　ＰＤＵサイズに基づいてＭＡＣ　ＰＤＵを送ることと（ブロック１１
８６）を伴い得る。
【００９７】
　[00108]マッピングは、アップリンクトラフィックが少なくとも１つのセルラーキャリ
アまたはＷＬＡＮキャリアのいずれかを使用し得ることを示し得る（ブロック１１８８）
。アグリゲーションはＭＡＣレイヤにおいて実行され得、方法１１００は、ＲＬＣレイヤ
においてＰＤＵを形成することと（ブロック１１９０）、少なくとも１つのセルラーキャ
リアまたはＷＬＡＮキャリアを介してＰＤＵをトランスポートすることと（ブロック１１
９２）を伴い得る。方法１１００は、コンポーネントキャリアのうちの所与の１つが非ア
クティブ化されていることに応答して、マッピングを適用するのを中止することをさらに
伴い得る（ブロック１１９４）。
【００９８】
　[00109]図１２Ａを参照すると、方法１１００は、セルラーネットワークによって管理
される所与のキャリアのためにＩＰレイヤの上のＤＨＣＰを防ぐことと（ブロック１１９
８）、モバイルデバイスのセルラー無線モジュールのためのＩＰアドレスを決定すること
と（ブロック１１９９）、モバイルデバイスのＷＬＡＮ無線モジュールにＩＰアドレスを
割り当てることと（ブロック１２００）をさらに伴い得る。
【００９９】
　[00110]方法１１００は、少なくとも１つのネットワークエンティティにモバイルデバ
イスのセルラーＷＬＡＮキャリアアグリゲーション能力を告知することをさらに伴い得る
（ブロック１２０２）。方法１１００は、ＷＬＡＮ　ＡＰからビーコンまたはプローブ応
答を受信することをさらに伴い得、ビーコンまたはプローブ応答は、ＷＬＡＮ　ＡＰによ
るセルラーＷＬＡＮキャリアアグリゲーションのサポートを広告する（ブロック１２０４
）。方法１１００は、セルラー基地局からセキュリティ証明を取得し、セキュリティ証明
をＷＬＡＮ　ＡＰに与えることをさらに伴い得る（ブロック１２０６）。
【０１００】
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　[00111]マッピングを決定すること（ブロック１１２０）は、どのベアラがどのキャリ
ア上で送られるかを示す動的シグナリングをネットワークエンティティから受信すること
を伴い得る（ブロック１２０８）。シグナリングは、複数のＬＣＩＤ中の各ＬＣＩＤにつ
いて、対応するアップリンクトラフィックために複数のコンポーネントキャリア中のどの
キャリアを使用すべきかを示し得、指示はベアラごとおよび方向ごとであり得、所与のＬ
ＣＩＤは、ダウンリンクトラフィックのためにＷＬＡＮキャリアにマッピングし、アップ
リンクトラフィックのために少なくとも１つのセルラーキャリアにマッピングする（ブロ
ック１２１０）。
【０１０１】
　[00112]図１２Ｂを参照すると、シグナリングは、パケットサイズしきい値と、デフォ
ルトキャリアと、パケットサイズがしきい値を超えることに応答してどのキャリアを使用
すべきかとを示し得る（ブロック１２１２）。シグナリングは、各ＬＣＩＤについて、デ
ータトラフィックが少なくとも１つのセルラーキャリアに加えてＷＬＡＮキャリア上で送
信され得るかどうかを示すパラメータを含み得る（ブロック１２１４）。
【０１０２】
　[00113]少なくとも１つのセルラーキャリアに関連するＱｏＳは、ＷＬＡＮキャリアに
関連するＱｏＳとは異なり得る（ブロック１２１６）。マッピングは静的ポリシーを含み
得、静的ポリシーはＡＮＤＳＦなどを備える（ブロック１２１８）。マッピングは、複数
のコンポーネントキャリアのうちの１つまたは複数のためのＱｏＳインジケータに基づき
得る（ブロック１２２０）。
【０１０３】
　[00114]図１３Ａを参照すると、異種コンポーネントキャリアに関してダウンリンクお
よび／またはアップリンクトラフィックのマッピングを決定することを伴う、ネットワー
クエンティティ（たとえば、基地局５００）によって実行される、例示的な方法１３００
が示されている。方法１３００は、１３１０において、少なくとも１つのセルラーキャリ
アと少なくとも１つのＷＬＡＮキャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグ
リゲートするための構成をモバイルデバイスに送ることを伴い得、アグリゲーションは、
ＩＰレイヤの下のモバイルデバイスのレイヤにおいて実行される。ブロック１３１０は、
セルラー無線モジュール５１０のＴＸ構成要素５１２によって実行され得る。方法１３０
０は、１３２０において、少なくとも１つのセルラーキャリアと少なくとも１つのＷＬＡ
Ｎキャリアとに関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定することを伴い得る
。ブロック１３２０は、セルラー無線モジュール５１０のプロセッサ５１６および／また
はコントローラ５３０によって実行され得る。方法１３００は、１３３０において、マッ
ピングに少なくとも部分的に基づいてアップリンクトラフィックを受信することを伴い得
る。アップリンクトラフィックが少なくとも１つのＷＬＡＮキャリア上で送られるべきこ
とをマッピングが示す場合、ブロック１３３０は、ＷＬＡＮ無線モジュール５２０のＲＸ
構成要素５２４によって実行され得る。さらに、セルラー無線モジュール５１０のＨＡＲ
Ｑ構成要素５１８は、ＷＷＡＮとＷＬＡＮとがデータトラフィックをどのように処理する
かの差異に鑑みて、ＨＡＲＱ演算を無効にし、それにより、ＷＷＡＮ－ＷＬＡＮアグリゲ
ーションを可能にし得る。アップリンクトラフィックがセルラーキャリア上で送られるべ
きことをマッピングが示す場合、ブロック１３３０は、セルラー無線モジュール５１０の
ＲＸ構成要素５１４によって実行され得る。さらに、セルラー無線モジュール５１０のＨ
ＡＲＱ構成要素５１８は、ＨＡＲＱ演算の適切な機能を可能にするかまたは検証し得る。
【０１０４】
　[00115]図１３Ｂ～図１３Ｄを参照すると、オプションであり、方法１３００を実行す
るために必須とはされない、方法１３００のさらなる動作または態様が示されている。方
法１３００が図１３Ｂ～図１３Ｄの少なくとも１つのブロックを含む場合、方法１３００
は、必ずしも、図示され得るいかなる（１つまたは複数の）後続のダウンストリームブロ
ックをも含む必要なしに、少なくとも１つのブロックの後に終了し得る。たとえば、マッ
ピングはトラフィックフロー識別子に基づき得る（ブロック１３４０）。トラフィックフ
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ロー識別子は、所与のプロトコルレイヤがＭＡＣプロトコルレイヤを備えることに応答し
て、ＬＣＩＤであり得る（ブロック１３４２）。トラフィックフロー識別子は、所与のプ
ロトコルレイヤがＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して、ベアラ識別子であ
り得る（ブロック１３４４）。
【０１０５】
　[00116]方法１３００は、アップリンク送信のためのデータに関連するＬＣＩＤを決定
することと（ブロック１３４６）、マッピングに基づいて、ＬＣＩＤに関連する１つまた
は複数のトラフィック制限を決定することと（ブロック１３４８）、１つまたは複数のト
ラフィック制限に従って複数のコンポーネントキャリアからキャリアを選択することと（
ブロック１３５０）、選択されたキャリア上でアップリンク送信中のデータを受信するこ
とと（ブロック１３５２）を伴い得る。ブロック１３４６～１３５０は、セルラー無線モ
ジュール５１０のプロセッサ５１６、ＷＬＡＮ無線モジュール５２０のプロセッサ５２６
、および／またはコントローラ５３０によって実行され得る。ブロック１３５２は、セル
ラー無線モジュール５１０のＲＸ構成要素５１４、および／またはＷＬＡＮ無線モジュー
ル５２０のＲＸ構成要素５２４によって実行され得る。
【０１０６】
　[00117]図１３Ｃを参照すると、方法１３００は、アップリンク送信のためのデータに
関連するベアラ識別子を決定することと（ブロック１３５４）、マッピングに基づいて、
ベアラ識別子に関連する１つまたは複数のトラフィック制限を決定することと（ブロック
１３５６）、１つまたは複数のトラフィック制限に従って複数のコンポーネントキャリア
からキャリアを選択することと（ブロック１３５８）、選択されたキャリア上のアップリ
ンク送信中のデータを受信することと（ブロック１３６０）を伴い得る。ブロック１３５
４～１３５８は、セルラー無線モジュール５１０のプロセッサ５１６、ＷＬＡＮ無線モジ
ュール５２０のプロセッサ５２６、および／またはコントローラ５３０によって実行され
得る。ブロック１３６０は、セルラー無線モジュール５１０のＲＸ構成要素５１４、およ
び／またはＷＬＡＮ無線モジュール５２０のＲＸ構成要素５２４によって実行され得る。
【０１０７】
　[00118]方法１３００は、複数のコンポーネントキャリア中の第１のセルラーキャリア
上のアップリンクリソースの割振りを示すアップリンク許可を送ることと（ブロック１３
６２）、アップリンク許可に従って第１のセルラーキャリア上でデータを受信することと
（ブロック１３６４）を伴い得る。アグリゲーションはＭＡＣレイヤにおいて実行され得
、方法１３００は、アップリンク許可またはＭＡＣ　ＰＤＵサイズに基づいてＭＡＣ　Ｐ
ＤＵを受信することを伴い得る（ブロック１３６６）。
【０１０８】
　[00119]図１３Ｄを参照すると、マッピングは、アップリンクトラフィックが少なくと
も１つのセルラーキャリアまたはＷＬＡＮキャリアのいずれかを使用し得ることを示し得
る（ブロック１３６８）。アグリゲーションはＭＡＣレイヤにおいて実行され、方法１３
００は、ＲＬＣレイヤにおいて、少なくとも１つのセルラーキャリアまたはＷＬＡＮキャ
リアを介してＰＤＵをトランスポートすることを伴い得る（ブロック１３７０）。
【０１０９】
　[00120]方法１３００は、どのベアラがどのキャリア上で送られるかを示す動的シグナ
リングを送ることを伴い得、シグナリングは、パケットサイズしきい値と、デフォルトキ
ャリアと、パケットサイズがしきい値を超えることに応答してどのキャリアを使用すべき
かとを示す（ブロック１３７２）。マッピングは静的ポリシーを含み得、静的ポリシーは
ＡＮＤＳＦなどを備える（ブロック１３７４）。
【０１１０】
　[00121]情報および信号は多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得る
ことを、当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデー
タ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電
磁波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによっ
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て表され得る。
【０１１１】
　[00122]さらに、本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジ
ュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフト
ウェア、または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。ハード
ウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロ
ック、モジュール、回路、およびステップについて、上記では概してそれらの機能に関し
て説明した。そのような機能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。当業者
は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決
定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
【０１１２】
　[00123]本明細書の開示に関して説明し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、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプロ
グラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要
素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せ
を用いて実装または実行され得る。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、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントロ
ーラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組
合せ、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、
ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのよ
うな構成として実装され得る。
【０１１３】
　[00124]本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、直接
ハードウェアで実施されるか、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
実施されるか、またはその２つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、Ｒ
ＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭ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、また
は当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示的な記憶媒
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る。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化され得
る。プロセッサおよび記憶媒体はＡＳＩＣ中に常駐し得る。ＡＳＩＣはユーザ端末中に常
駐し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素とし
て常駐し得る。
【０１１４】
　[00125]１つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、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
実装される場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとして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を介して送信され得る。コンピュー
タ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任
意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体とコンピュータ通信媒体の両方を含む。記憶媒体
は、汎用または専用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、Ｅ
ＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ、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
グラムコード手段を搬送または記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュー
タ、または汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を含
むことができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえ
ば、ソフトウェアが、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
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入者回線（ＤＳＬ）、または非一時的ワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ
、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル
、ツイストペア、ＤＳＬ、または非一時的ワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。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（di
sc）（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、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。
【０１１５】
　[00126]本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用す
ることができるように与えたものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明ら
かとなり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することな
く他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設
計に限定されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最も
広い範囲を与えられるべきである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７Ａ】 【図７Ｂ】

【図７Ｃ】 【図７Ｄ】
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【図７Ｅ】 【図８】

【図９】 【図１０Ａ】
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【図１０Ｂ】 【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】 【図１１Ｃ】
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【図１１Ｄ】 【図１１Ｅ】

【図１２Ａ】 【図１２Ｂ】
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【図１３Ａ】 【図１３Ｂ】

【図１３Ｃ】 【図１３Ｄ】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月20日(2017.7.20)
【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】
　少なくとも１つのセルラーキャリアと少なくとも１つのワイヤレスローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲート
するための構成をモバイルデバイスに送ること、ここで、前記アグリゲーションは、イン
ターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤの下の前記モバイルデバイスのレイヤにおいて実行
される、と、
　前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前記少なくとも１つのＷＬＡＮキャリアとに
関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定することと、
　前記マッピングに少なくとも部分的に基づいて前記アップリンクトラフィックを受信す
ることと、
　を備える、ネットワークエンティティによって動作可能な方法。
【請求項２】
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づく、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記トラフィックフロー識別子は、
　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えることに応答して、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して
、ベアラ識別子を、
　備える、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ＬＣＩＤを決定することと、
　前記マッピングに基づいて、前記ＬＣＩＤに関連する１つまたは複数のトラフィック制
限を決定することと、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択することと、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを受信すること
と、
　をさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ベアラ識別子を決定することと、
　前記マッピングに基づいて、前記ベアラ識別子に関連する１つまたは複数のトラフィッ
ク制限を決定することと、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択することと、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを受信すること
と、
　をさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　少なくとも１つのセルラーキャリアと少なくとも１つのワイヤレスローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲート
するための構成をモバイルデバイスに送るための手段、ここで、前記アグリゲーションは
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、インターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤの下の前記モバイルデバイスのレイヤにおい
て実行される、と、
　前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前記少なくとも１つのＷＬＡＮキャリアとに
関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定するための手段と、
　前記マッピングに少なくとも部分的に基づいて前記アップリンクトラフィックを受信す
るための手段と、
　を備える、装置。
【請求項７】
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づく、請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記トラフィックフロー識別子は、
　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えることに応答して、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して
、ベアラ識別子を、
　備える、請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ＬＣＩＤを決定するための手段と
、
　前記マッピングに基づいて、前記ＬＣＩＤに関連する１つまたは複数のトラフィック制
限を決定するための手段と、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択するための手段と、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを受信するため
の手段と、
　をさらに備える、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ベアラ識別子を決定するための手
段と、
　前記マッピングに基づいて、前記ベアラ識別子に関連する１つまたは複数のトラフィッ
ク制限を決定するための手段と、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択するための手段と、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを受信するため
の手段と、
　をさらに備える、請求項８に記載の装置。
【請求項１１】
　少なくとも１つのセルラーキャリアと少なくとも１つのワイヤレスローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲート
するための構成をモバイルデバイスに送るように構成された少なくとも１つの無線周波数
（ＲＦ）トランシーバ、ここで、前記アグリゲーションは、インターネットプロトコル（
ＩＰ）レイヤの下の前記モバイルデバイスのレイヤにおいて実行される、と、
　前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前記少なくとも１つのＷＬＡＮキャリアとに
関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定するように構成された少なくとも１
つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された、データを記憶するためのメモリと、
　を備え、
　前記少なくとも１つのＲＦトランシーバが、前記マッピングに少なくとも部分的に基づ
いて前記アップリンクトラフィックを受信する、
　装置。
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【請求項１２】
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づき、前記トラフィックフロー識別子
は、
　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えることに応答して、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して
、ベアラ識別子を、
　備える、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ＬＣＩＤを決定することと、
　前記マッピングに基づいて、前記ＬＣＩＤに関連する１つまたは複数のトラフィック制
限を決定することと、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択することと
　を行うようにさらに構成された、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ベアラ識別子を決定することと、
　前記マッピングに基づいて、前記ベアラ識別子に関連する１つまたは複数のトラフィッ
ク制限を決定することと、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択することと
　を行うようにさらに構成された、請求項１２に記載の装置。
【請求項１５】
　　少なくとも１つのセルラーキャリアと少なくとも１つのワイヤレスローカルエリアネ
ットワーク（ＷＬＡＮ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲー
トするための構成をモバイルデバイスに送ること、ここで、前記アグリゲーションは、イ
ンターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤの下の前記モバイルデバイスのレイヤにおいて実
行される、と、
　　前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前記少なくとも１つのＷＬＡＮキャリアと
に関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定することと、
　　前記マッピングに少なくとも部分的に基づいて前記アップリンクトラフィックを受信
することと
　をコンピュータに行わせるためのコードを備える非一時的なコンピュータ可読の媒体
　を備える、コンピュータプログラム製品。
【請求項１６】
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づき、前記トラフィックフロー識別子
は、
　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えることに応答して、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して
、ベアラ識別子を、
　備える、請求項１５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】０１１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１５】
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　[00126]本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用す
ることができるように与えたものである。本開示への様々な修正は当業者には容易に明ら
かとなり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することな
く他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設
計に限定されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最も
広い範囲を与えられるべきである。
　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］
　モバイルデバイスによって動作可能な方法であって、
　少なくとも１つのセルラーキャリアとワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡ
Ｎ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲートするための構成を
受信すること、ここで、前記アグリゲーションは、インターネットプロトコル（ＩＰ）レ
イヤの下の前記モバイルデバイスの所与のプロトコルレイヤにおいて実行される、と、
　前記所与のプロトコルレイヤにおいて、前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前記
ＷＬＡＮキャリアとに関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定することと、
　前記マッピングに少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信を送ることと、
　を備える、方法。
［Ｃ２］
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づく、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記トラフィックフロー識別子は、
　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えるとき、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上のプロトコルレイヤを
備えるとき、ベアラ識別子を、
　備える、Ｃ２に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ＬＣＩＤを決定することと、
　前記マッピングに基づいて、前記ＬＣＩＤに関連する１つまたは複数のトラフィック制
限を決定することと、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択することと、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを送ることと
　をさらに備える、Ｃ３に記載の方法。
［Ｃ５］
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ベアラ識別子を決定することと、
　前記マッピングに基づいて、前記ベアラ識別子に関連する１つまたは複数のトラフィッ
ク制限を決定することと、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択することと、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを送ることと
　をさらに備える、Ｃ３に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記モバイルデバイスによって受信されるダウンリンクトラフィックに基づいて前記複
数のコンポーネントキャリアの各々とのトラフィックタイプの関連付けを決定すること
　をさらに備え、
　アップリンクトラフィックの前記マッピングが、前記ダウンリンクトラフィックに基づ
いて決定されたトラフィックタイプの前記関連付けをミラーリングする、
　Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
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　第１のトラフィックタイプが前記少なくとも１つのセルラーキャリアに関連付けられ、
第２のトラフィックタイプが前記ＷＬＡＮキャリアに関連付けられる、Ｃ１に記載の方法
。
［Ｃ８］
　前記所与のレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備え、前記マ
ッピングを決定することが、前記関連付けと前記アップリンクトラフィックのタイプとに
基づいて前記ＭＡＣプロトコルレイヤでキャリア選択を実行することを備える、Ｃ７に記
載の方法。
［Ｃ９］
　前記複数のコンポーネントキャリア中の第１のセルラーキャリア上のアップリンクリソ
ースの割振りを示すアップリンク許可を受信することと、
　前記マッピングに基づいて前記第１のセルラーキャリア上の前記アップリンク送信のた
めのデータを識別することと、
　前記アップリンク許可に従って前記第１のセルラーキャリア上で前記データを送ること
と
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　アップリンク送信のためのデータの利用可能性を決定することと、
　前記マッピングに基づいて、前記データを送るための前記複数のコンポーネントキャリ
ア中のキャリアを決定することと、
　前記データが前記ＷＬＡＮキャリアにマッピングすると決定したことに応答して、アッ
プリンク許可なしに前記アップリンク送信において前記データを送ることと
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記マッピングが、前記ＷＬＡＮキャリア上での送信からアップリンクトラフィックの
所定のタイプを除外する、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１２］
　前記アップリンク送信を送ることが、前記メディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤにお
いて、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの所与の１つを選択することと、前記マ
ッピングに少なくとも部分的に基づいて前記アップリンクトラフィックを各キャリア上に
多重化することとをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記マッピングがサービス品質（ＱｏＳ）情報に少なくとも部分的に基づき、前記選択
することと前記多重化することとのうちの少なくとも１つが前記ＱｏＳ情報に少なくとも
部分的に基づく、Ｃ１２に記載の方法。
［Ｃ１４］
　前記アグリゲーションが前記メディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤにおいて実行され
、前記方法が、
　前記マッピングに基づいてＭＡＣプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を形成すること
と、
　アップリンク許可またはＭＡＣ　ＰＤＵサイズに基づいて前記ＭＡＣ　ＰＤＵを送るこ
とと
　をさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１５］
　前記マッピングは、前記アップリンクトラフィックが前記少なくとも１つのセルラーキ
ャリアまたは前記ＷＬＡＮキャリアのいずれかを使用し得ることを示す、Ｃ１に記載の方
法。
［Ｃ１６］
　前記アグリゲーションが前記メディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤで実行され、前記
方法が、
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　無線リンク制御（ＲＬＣ）レイヤにおいてプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を形成
することと、
　前記少なくとも１つのセルラーキャリアまたは前記ＷＬＡＮキャリアを介して前記ＰＤ
Ｕをトランスポートすることと
　をさらに備える、Ｃ１５に記載の方法。
［Ｃ１７］
　前記複数のコンポーネントキャリア中の少なくとも１つのキャリアの非アクティブ化に
応答して、前記マッピングを適用するのを中止することをさらに備える、Ｃ１に記載の方
法。
［Ｃ１８］
　前記複数のコンポーネントキャリアをアグリゲートするための前記構成に関連して、前
記ＷＬＡＮキャリアのために前記ＩＰレイヤの上の動的ホスト構成プロトコル（ＤＨＣＰ
）を無効にすることをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１９］
　前記モバイルデバイスのセルラー無線モジュールのためのＩＰアドレスを決定すること
と、前記モバイルデバイスのＷＬＡＮ無線モジュールに前記ＩＰアドレスを割り当てるこ
ととをさらに備える、Ｃ１８に記載の方法。
［Ｃ２０］
　少なくとも１つのネットワークエンティティに前記モバイルデバイスのセルラーＷＬＡ
Ｎキャリアアグリゲーション能力をシグナリングすることをさらに備える、Ｃ１に記載の
方法。
［Ｃ２１］
　ＷＬＡＮアクセスポイント（ＡＰ）からビーコンまたはプローブ応答を受信することを
さらに備え、前記ビーコンまたはプローブ応答が、前記ＷＬＡＮ　ＡＰによるセルラーＷ
ＬＡＮキャリアアグリゲーションのサポートを広告する、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ２２］
　セルラー基地局からセキュリティ証明を取得することと、前記セキュリティ証明をＷＬ
ＡＮアクセスポイント（ＡＰ）に与えることとをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ２３］
　前記マッピングを決定することは、どのベアラがどのキャリア上で送られるかを示す動
的シグナリングをネットワークエンティティから受信することを備える、Ｃ１に記載の方
法。
［Ｃ２４］
　前記シグナリングが、複数の論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）中の各ＬＣＩＤについて
、対応するアップリンクトラフィックために前記複数のコンポーネントキャリア中のどの
キャリアを使用すべきかを示す、Ｃ２３に記載の方法。
［Ｃ２５］
　前記指示がベアラごとおよび方向ごとである、Ｃ２４に記載の方法。
［Ｃ２６］
　所与のＬＣＩＤが、ダウンリンクトラフィックのために前記ＷＬＡＮキャリアにマッピ
ングし、前記アップリンクトラフィックのために前記少なくとも１つのセルラーキャリア
にマッピングする、Ｃ２５に記載の方法。
［Ｃ２７］
　前記シグナリングは、パケットサイズしきい値と、デフォルトキャリアと、前記パケッ
トサイズが前記しきい値を超えることに応答してどのキャリアを使用すべきかとを示す、
Ｃ２３に記載の方法。
［Ｃ２８］
　前記シグナリングは、各論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）について、データトラフィッ
クが前記少なくとも１つのセルラーキャリアに加えて前記ＷＬＡＮキャリア上で送信され
得るかどうかを示すパラメータを備える、Ｃ２３に記載の方法。
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［Ｃ２９］
　前記マッピングが静的ポリシーを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３０］
　前記マッピングが、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの１つまたは複数のため
のサービス品質（ＱｏＳ）インジケータに基づく、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３１］
　装置であって、
　少なくとも１つのセルラーキャリアとワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡ
Ｎ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲートするための構成を
受信するための手段、ここで、前記アグリゲーションは、インターネットプロトコル（Ｉ
Ｐ）レイヤの下の前記装置の所与のプロトコルレイヤにおいて実行される、と、
　前記所与のプロトコルレイヤにおいて、前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前記
ＷＬＡＮキャリアとに関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定するための手
段と、
　前記マッピングに少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信を送るための手段と、
　を備える、装置。
［Ｃ３２］
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づく、Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ３３］
　前記トラフィックフロー識別子は、
　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えることに応答して、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して
、ベアラ識別子を、
　備える、Ｃ３２に記載の装置。
［Ｃ３４］
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ＬＣＩＤを決定するための手段と
、
　前記マッピングに基づいて、前記ＬＣＩＤに関連する１つまたは複数のトラフィック制
限を決定するための手段と、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択するための手段と、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを送るための手
段と、
　をさらに備える、Ｃ３３に記載の装置。
［Ｃ３５］
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ベアラ識別子を決定するための手
段と、
　前記マッピングに基づいて、前記ベアラ識別子に関連する１つまたは複数のトラフィッ
ク制限を決定するための手段と、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択するための手段と、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを送るための手
段と、
　をさらに備える、Ｃ３３に記載の装置。
［Ｃ３６］
　前記モバイルデバイスによって受信されるダウンリンクトラフィックに基づいて前記複
数のコンポーネントキャリアの各々とのトラフィックタイプの関連付けを決定するための
手段をさらに備え、
　アップリンクトラフィックの前記マッピングが、前記ダウンリンクトラフィックに基づ
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いて決定されたトラフィックタイプの前記関連付けをミラーリングする、
　Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ３７］
　第１のトラフィックタイプが前記少なくとも１つのセルラーキャリアに関連付けられ、
第２のトラフィックタイプが前記ＷＬＡＮキャリアに関連付けられる、Ｃ３１に記載の装
置。
［Ｃ３８］
　前記所与のレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備え、前記関
連付けと前記アップリンクトラフィックのタイプとに基づいて前記ＭＡＣプロトコルレイ
ヤでキャリア選択を実行するための手段をさらに備える、Ｃ３７に記載の装置。
［Ｃ３９］
　前記複数のコンポーネントキャリア中の第１のセルラーキャリア上のアップリンクリソ
ースの割振りを示すアップリンク許可を受信するための手段と、
　前記マッピングに基づいて前記第１のセルラーキャリア上の前記アップリンク送信のた
めのデータを識別するための手段と、
　前記アップリンク許可に従って前記第１のセルラーキャリア上で前記データを送るため
の手段と
　をさらに備える、Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ４０］
　アップリンク送信のためのデータの利用可能性を決定するための手段と、
　前記マッピングに基づいて、前記データを送るための前記複数のコンポーネントキャリ
ア中のキャリアを決定するための手段と、
　前記データが前記ＷＬＡＮキャリアにマッピングすると決定したことに応答して、アッ
プリンク許可なしに前記アップリンク送信において前記データを送るための手段と
　をさらに備える、Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ４１］
　前記マッピングが、前記ＷＬＡＮキャリア上での送信からアップリンクトラフィックの
所定のタイプを除外する、Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ４２］
　前記メディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤにおいて前記複数のコンポーネントキャリ
アのうちの所与の１つを選択するための手段と、前記マッピングに少なくとも部分的に基
づいて前記アップリンクトラフィックを各キャリア上に多重化するための手段とをさらに
備える、Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ４３］
　前記マッピングがサービス品質（ＱｏＳ）情報に少なくとも部分的に基づき、選択する
ための前記手段と多重化するための前記手段とのうちの少なくとも１つが前記ＱｏＳ情報
に少なくとも部分的に基づく、Ｃ４２に記載の装置。
［Ｃ４４］
　前記アグリゲーションが前記メディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤにおいて実行され
、前記装置が、
　前記マッピングに基づいてＭＡＣプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を形成するため
の手段と、
　アップリンク許可またはＭＡＣ　ＰＤＵサイズに基づいて前記ＭＡＣ　ＰＤＵを送るた
めの手段と
　をさらに備える、Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ４５］
　前記マッピングは、前記アップリンクトラフィックが前記少なくとも１つのセルラーキ
ャリアまたは前記ＷＬＡＮキャリアのいずれかを使用し得ることを示す、Ｃ３１に記載の
装置。
［Ｃ４６］
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　前記アグリゲーションが前記メディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤで実行され、前記
装置が、
　無線リンク制御（ＲＬＣ）レイヤにおいてプロトコルデータユニット（ＰＤＵ）を形成
するための手段と、
　前記少なくとも１つのセルラーキャリアまたは前記ＷＬＡＮキャリアを介して前記ＰＤ
Ｕをトランスポートするための手段と、
　をさらに備える、Ｃ４５に記載の装置。
［Ｃ４７］
　前記複数のコンポーネントキャリア中の少なくとも１つのキャリアの非アクティブ化に
応答して、前記マッピングを適用するのを中止するための手段をさらに備える、Ｃ３１に
記載の装置。
［Ｃ４８］
　前記複数のコンポーネントキャリアをアグリゲートするための前記構成に関連して、前
記ＷＬＡＮキャリアのために前記ＩＰレイヤの上の動的ホスト構成プロトコル（ＤＨＣＰ
）を無効にするための手段をさらに備える、Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ４９］
　前記モバイルデバイスのセルラー無線モジュールのためのＩＰアドレスを決定するため
の手段と、前記モバイルデバイスのＷＬＡＮ無線モジュールに前記ＩＰアドレスを割り当
てるための手段とをさらに備える、Ｃ４８に記載の装置。
［Ｃ５０］
　少なくとも１つのネットワークエンティティに前記モバイルデバイスのセルラーＷＬＡ
Ｎキャリアアグリゲーション能力をシグナリングするための手段をさらに備える、Ｃ３１
に記載の装置。
［Ｃ５１］
　ＷＬＡＮアクセスポイント（ＡＰ）からビーコンまたはプローブ応答を受信するための
手段をさらに備え、前記ビーコンまたはプローブ応答が、前記ＷＬＡＮ　ＡＰによるセル
ラーＷＬＡＮキャリアアグリゲーションのサポートを広告する、Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ５２］
　セルラー基地局からセキュリティ証明を取得するための手段と、前記セキュリティ証明
をＷＬＡＮアクセスポイント（ＡＰ）に与えるための手段とをさらに備える、Ｃ３１に記
載の装置。
［Ｃ５３］
　どのベアラがどのキャリア上で送られるかを示す動的シグナリングをネットワークエン
ティティから受信するための手段をさらに備える、Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ５４］
　前記シグナリングが、複数の論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）中の各ＬＣＩＤについて
、対応するアップリンクトラフィックために前記複数のコンポーネントキャリア中のどの
キャリアを使用すべきかを示す、Ｃ５３に記載の装置。
［Ｃ５５］
　前記指示がベアラごとおよび方向ごとである、Ｃ５４に記載の装置。
［Ｃ５６］
　所与のＬＣＩＤが、ダウンリンクトラフィックのために前記ＷＬＡＮキャリアにマッピ
ングし、前記アップリンクトラフィックのために前記少なくとも１つのセルラーキャリア
にマッピングする、Ｃ５５に記載の装置。
［Ｃ５７］
　前記シグナリングは、パケットサイズしきい値と、デフォルトキャリアと、前記パケッ
トサイズが前記しきい値を超えることに応答してどのキャリアを使用すべきかとを示す、
Ｃ５３に記載の装置。
［Ｃ５８］
　前記シグナリングは、各論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）について、データトラフィッ
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クが前記少なくとも１つのセルラーキャリアに加えて前記ＷＬＡＮキャリア上で送信され
得るかどうかを示すパラメータを備える、Ｃ５３に記載の装置。
［Ｃ５９］
　前記マッピングが静的ポリシーを備える、Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ６０］
　前記マッピングが、前記複数のコンポーネントキャリアのうちの１つまたは複数のため
のサービス品質（ＱｏＳ）インジケータに基づく、Ｃ３１に記載の装置。
［Ｃ６１］
　装置であって、
　少なくとも１つのセルラーキャリアとワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡ
Ｎ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲートするための構成を
受信するように構成された少なくとも１つの無線周波数（ＲＦ）トランシーバ、ここで、
前記アグリゲーションは、インターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤの下の前記装置の所
与のプロトコルレイヤにおいて実行される、と、
　前記所与のプロトコルレイヤにおいて、前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前記
ＷＬＡＮキャリアとに関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定することと、
前記マッピングに少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信を送るように前記ＲＦト
ランシーバに命令することとを行うように構成された少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された、データを記憶するためのメモリと、
　を備える、装置。
［Ｃ６２］
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づく、Ｃ６１に記載の装置。
［Ｃ６３］
　前記トラフィックフロー識別子は、
　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えることに応答して、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して
、ベアラ識別子を、
　備える、Ｃ６２に記載の装置。
［Ｃ６４］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、前記モバイルデバイスによって受信されるダウン
リンクトラフィックに基づいて前記複数のコンポーネントキャリアの各々とのトラフィッ
クタイプの関連付けを決定するようにさらに構成され、
　アップリンクトラフィックの前記マッピングが、前記ダウンリンクトラフィックに基づ
いて決定されたトラフィックタイプの前記関連付けをミラーリングする、
　Ｃ６１に記載の装置。
［Ｃ６５］
　　少なくとも１つのセルラーキャリアとワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬ
ＡＮ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲートするための構成
を受信すること、ここで、前記アグリゲーションは、インターネットプロトコル（ＩＰ）
レイヤの下の装置の所与のプロトコルレイヤにおいて実行される、と、
　　前記所与のプロトコルレイヤにおいて、前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前
記ＷＬＡＮキャリアとに関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定することと
、
　　前記マッピングに少なくとも部分的に基づいてアップリンク送信を送ることと、
　をコンピュータに行わせるためのコードを備える非一時的なコンピュータ可読の媒体
　を備える、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ６６］
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づき、前記トラフィックフロー識別子
は、
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　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えることに応答して、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して
、ベアラ識別子を、
　備える、Ｃ６５に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ６７］
　前記非一時的なコンピュータ可読の媒体が、前記モバイルデバイスによって受信される
ダウンリンクトラフィックに基づいて前記複数のコンポーネントキャリアの各々とのトラ
フィックタイプの関連付けを決定することを前記コンピュータに行わせるためのコードを
さらに備え、
　アップリンクトラフィックの前記マッピングが、前記ダウンリンクトラフィックに基づ
いて決定されたトラフィックタイプの前記関連付けをミラーリングする、
　Ｃ６５に記載のコンピュータプログラム製品。
［Ｃ６８］
　少なくとも１つのセルラーキャリアと少なくとも１つのワイヤレスローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲート
するための構成をモバイルデバイスに送ること、ここで、前記アグリゲーションは、イン
ターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤの下の前記モバイルデバイスのレイヤにおいて実行
される、と、
　前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前記少なくとも１つのＷＬＡＮキャリアとに
関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定することと、
　前記マッピングに少なくとも部分的に基づいて前記アップリンクトラフィックを受信す
ることと、
　を備える、ネットワークエンティティによって動作可能な方法。
［Ｃ６９］
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づく、Ｃ６８に記載の方法。
［Ｃ７０］
　前記トラフィックフロー識別子は、
　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えることに応答して、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して
、ベアラ識別子を、
　備える、Ｃ６９に記載の方法。
［Ｃ７１］
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ＬＣＩＤを決定することと、
　前記マッピングに基づいて、前記ＬＣＩＤに関連する１つまたは複数のトラフィック制
限を決定することと、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択することと、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを受信すること
と、
　をさらに備える、Ｃ７０に記載の方法。
［Ｃ７２］
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ベアラ識別子を決定することと、
　前記マッピングに基づいて、前記ベアラ識別子に関連する１つまたは複数のトラフィッ
ク制限を決定することと、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択することと、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを受信すること
と、
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　をさらに備える、Ｃ７０に記載の方法。
［Ｃ７３］
　少なくとも１つのセルラーキャリアと少なくとも１つのワイヤレスローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲート
するための構成をモバイルデバイスに送るための手段、ここで、前記アグリゲーションは
、インターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤの下の前記モバイルデバイスのレイヤにおい
て実行される、と、
　前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前記少なくとも１つのＷＬＡＮキャリアとに
関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定するための手段と、
　前記マッピングに少なくとも部分的に基づいて前記アップリンクトラフィックを受信す
るための手段と、
　を備える、装置。
［Ｃ７４］
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づく、Ｃ７３に記載の装置。
［Ｃ７５］
　前記トラフィックフロー識別子は、
　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えることに応答して、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して
、ベアラ識別子を、
　備える、Ｃ７４に記載の装置。
［Ｃ７６］
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ＬＣＩＤを決定するための手段と
、
　前記マッピングに基づいて、前記ＬＣＩＤに関連する１つまたは複数のトラフィック制
限を決定するための手段と、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択するための手段と、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを受信するため
の手段と、
　をさらに備える、Ｃ７５に記載の装置。
［Ｃ７７］
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ベアラ識別子を決定するための手
段と、
　前記マッピングに基づいて、前記ベアラ識別子に関連する１つまたは複数のトラフィッ
ク制限を決定するための手段と、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択するための手段と、
　前記選択されたキャリア上で前記アップリンク送信において前記データを受信するため
の手段と、
　をさらに備える、Ｃ７５に記載の装置。
［Ｃ７８］
　少なくとも１つのセルラーキャリアと少なくとも１つのワイヤレスローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲート
するための構成をモバイルデバイスに送るように構成された少なくとも１つの無線周波数
（ＲＦ）トランシーバ、ここで、前記アグリゲーションは、インターネットプロトコル（
ＩＰ）レイヤの下の前記モバイルデバイスのレイヤにおいて実行される、と、
　前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前記少なくとも１つのＷＬＡＮキャリアとに
関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定するように構成された少なくとも１
つのプロセッサと、
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　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された、データを記憶するためのメモリと、
　を備え、
　前記少なくとも１つのＲＦトランシーバが、前記マッピングに少なくとも部分的に基づ
いて前記アップリンクトラフィックを受信する、
　装置。
［Ｃ７９］
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づき、前記トラフィックフロー識別子
は、
　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えることに応答して、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して
、ベアラ識別子を、
　備える、Ｃ７８に記載の装置。
［Ｃ８０］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ＬＣＩＤを決定することと、
　前記マッピングに基づいて、前記ＬＣＩＤに関連する１つまたは複数のトラフィック制
限を決定することと、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択することと
　を行うようにさらに構成された、Ｃ７９に記載の装置。
［Ｃ８１］
　前記少なくとも１つのプロセッサが、
　前記アップリンク送信のためのデータに関連する前記ベアラ識別子を決定することと、
　前記マッピングに基づいて、前記ベアラ識別子に関連する１つまたは複数のトラフィッ
ク制限を決定することと、
　前記１つまたは複数のトラフィック制限に従って前記複数のコンポーネントキャリアか
らキャリアを選択することと
　を行うようにさらに構成された、Ｃ７９に記載の装置。
［Ｃ８２］
　　少なくとも１つのセルラーキャリアと少なくとも１つのワイヤレスローカルエリアネ
ットワーク（ＷＬＡＮ）キャリアとを備える複数のコンポーネントキャリアをアグリゲー
トするための構成をモバイルデバイスに送ること、ここで、前記アグリゲーションは、イ
ンターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤの下の前記モバイルデバイスのレイヤにおいて実
行される、と、
　　前記少なくとも１つのセルラーキャリアと前記少なくとも１つのＷＬＡＮキャリアと
に関してアップリンクトラフィックのマッピングを決定することと、
　　前記マッピングに少なくとも部分的に基づいて前記アップリンクトラフィックを受信
することと
　をコンピュータに行わせるためのコードを備える非一時的なコンピュータ可読の媒体
　を備える、コンピュータプログラム製品。
［Ｃ８３］
　前記マッピングがトラフィックフロー識別子に基づき、前記トラフィックフロー識別子
は、
　前記所与のプロトコルレイヤがメディアアクセス制御（ＭＡＣ）プロトコルレイヤを備
えることに応答して、論理チャネル識別子（ＬＣＩＤ）を、または、
　前記所与のプロトコルレイヤが前記ＭＡＣプロトコルレイヤの上にあることに応答して
、ベアラ識別子を、
　備える、Ｃ８２に記載のコンピュータプログラム製品。
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