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(57)【要約】
　マルチネットワークジョイント伝送を行うシステム、
ユーザ装置及び方法であって、当該システムは、コアネ
ットワーク及びアクセスネットワークを含み、アクセス
ネットワークは、３ＧＰＰアクセスネットワークのネッ
トエレメント及びＷＬＡＮアクセスネットワークのネッ
トエレメントを含み、コアネットワークは３ＧＰＰコア
ネットワークのネットエレメントを含み、３ＧＰＰアク
セスネットワークのネットエレメントはネットワークイ
ンターフェースを介してコアネットワークのネットエレ
メントに接続され、トラフィック分配インターフェース
を介してＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメ
ントに接続され、３ＧＰＰ無線インターフェースを介し
てユーザ装置に接続され、受信した上りユーザデータを
結合することに用いられ、さらに下りユーザデータをト
ラフィック分配することに用いられ、一部の下りユーザ
データをＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメ
ントにトラフィック分配し、ＷＬＡＮアクセスネットワ
ークのネットエレメントはＷＬＡＮ無線インターフェー
スを介してユーザ装置に接続され、３ＧＰＰアクセスネ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチネットワークジョイント伝送を行うシステムであって、コアネットワーク及びア
クセスネットワークを含み、
　前記アクセスネットワークは、第三世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ア
クセスネットワークのネットエレメント及び無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）アクセスネットワークのネットエレメントを含み、前記コアネットワークは３ＧＰＰコ
アネットワークのネットエレメントを含み、前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネット
エレメントはネットワークインターフェースを介して前記コアネットワークのネットエレ
メントに接続され、トラフィック分配インターフェースを介して前記ＷＬＡＮアクセスネ
ットワークのネットエレメントに接続され、前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネット
エレメントは、３ＧＰＰ無線インターフェースを介してユーザ装置に接続され、受信した
上りユーザデータを結合し、及び下りユーザデータをトラフィック分配し、一部の下りユ
ーザデータを前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントにトラフィック分配
するように設置され、
　前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントは、ＷＬＡＮ無線インターフェ
ースを介して前記ユーザ装置に接続され、前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエ
レメントと前記ユーザ装置との間に上りユーザデータ及び下りユーザデータを伝送するよ
うに設置されるマルチネットワークジョイント伝送を行うシステム。
【請求項２】
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、
　前記コアネットワークから送信してきた下りユーザデータをトラフィック分配した後、
少なくとも一部の下りユーザデータを、前記トラフィック分配インターフェースを介して
前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに送信するという方式で、下りユ
ーザデータをトラフィック分配し、一部の下りユーザデータを前記ＷＬＡＮアクセスネッ
トワークのネットエレメントにトラフィック分配するように設置され、
　前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントは、
　前記トラフィック分配インターフェースから受信した前記下りユーザデータを前記ユー
ザ装置に送信するという方式で、前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメント
と前記ユーザ装置との間に下りユーザデータを伝送するように設置される請求項１に記載
のシステム。
【請求項３】
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、さらに前記トラフィック分
配インターフェースを介さずに前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに
送信する一部の下りユーザデータを、前記ユーザ装置との間のインターフェースを介して
前記ユーザ装置に送信するように設置される請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、
　少なくとも一部の下りユーザデータを、イーサネット伝送プロトコル又は無線接続に基
づく伝送プロトコルの形式にパッケージし、前記トラフィック分配インターフェースを介
して前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに送信するという方式で、少
なくとも一部の下りユーザデータを、前記トラフィック分配インターフェースを介して前
記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに送信するように設置される請求項
２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、
　ＩＰ層、又はデータパケットコンバージェンスプロトコル層、又は無線リンク制御層又
はメディアアクセス制御（ＭＡＣ）層において、前記下りユーザデータをトラフィック分
配するという方式で、下りユーザデータをトラフィック分配するように設置される請求項
１に記載のシステム。
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【請求項６】
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、
前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントのロード、前記ＷＬＡＮアクセス
ネットワークのネットエレメントのロード、前記ユーザ装置が所在する無線環境品質又は
その他のプリセットされたアルゴリズムのうちのいずれか一つ又はいずれかの組合せに基
づいて、前記下りユーザデータをトラフィック分配するという方式で、下りユーザデータ
をトラフィック分配するように設置される請求項１～５のいずれか一つに記載のシステム
。
【請求項７】
　前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントは、
　受信した前記ユーザ装置から送信してきた前記上りユーザデータを前記３ＧＰＰアクセ
スネットワークのネットエレメントに送信するという方式で、前記３ＧＰＰアクセスネッ
トワークのネットエレメントと前記ユーザ装置との間に上りユーザデータを伝送するよう
に設置され、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、
　同一データソースに属する前記ユーザ装置から送信してきた上りユーザデータ及び前記
ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントから送信してきた上りユーザデータを
結合するという方式で、受信した上りユーザデータを結合するように設置される請求項１
に記載のシステム。
【請求項８】
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、さらに直接的に前記コアネ
ットワークのネットエレメントと前記ユーザ装置との間に制御プレーン信号を伝送するよ
うに設置される請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ネットワークにおいて、前記３ＧＰＰアクセ
スネットワークのネットエレメントはＳ１インターフェースを介して前記コアネットワー
クのネットエレメントに接続され、汎用モバイル通信システム（ＵＭＴＳ）ネットワーク
において、前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントはＩｕインターフェー
スを介して前記コアネットワークのネットエレメントに接続される請求項１に記載のシス
テム。
【請求項１０】
　ユーザ装置であって、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）アクセス機能及び
少なくとも１種の第三世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）無線アクセス機能
を有し、受信モジュール、送信モジュール、トラフィック分配モジュール及び結合モジュ
ールを含み、
　前記受信モジュールは、３ＧＰＰ無線インターフェースを介して３ＧＰＰアクセスネッ
トワークのネットエレメントから送信してきた下りユーザデータを受信し、及びＷＬＡＮ
無線インターフェースを介してＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントから送
信してきた下りユーザデータを受信するように設置され、
　前記結合モジュールは、前記受信モジュールが受信した前記３ＧＰＰアクセスネットワ
ークのネットエレメント及び前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントから
送信してきた下りユーザデータを結合するように設置され、
　前記トラフィック分配モジュールは、送信待ちの上りユーザデータをトラフィック分配
するように設置され、
　前記送信モジュールは、前記トラフィック分配モジュールがトラフィック分配した一部
の上りユーザデータを前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントに送信し、
他方の一部の上りユーザデータを前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメント
に送信するように設置されるユーザ装置。
【請求項１１】
　前記トラフィック分配モジュールは、
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　ＩＰ層、又はデータパケットコンバージェンスプロトコル層、又は無線リンク制御層又
はメディアアクセス制御（ＭＡＣ）層において、前記上りユーザデータをトラフィック分
配するという方式で、送信待ちの上りユーザデータをトラフィック分配するように設置さ
れる請求項１０に記載のユーザ装置。
【請求項１２】
　前記トラフィック分配モジュールは、
　ローカルでプリセットされたトラフィック分配ポリシー又は前記３ＧＰＰアクセスネッ
トワークのネットエレメントが本装置に設定したトラフィック分配ポリシーに基づいて、
送信待ちの上りユーザデータをトラフィック分配するという方式で、送信待ちの上りユー
ザデータをトラフィック分配するように設置される請求項１０又は１１に記載のユーザ装
置。
【請求項１３】
　前記受信モジュールは、さらに直接的に前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエ
レメントから送信してきた制御プレーン信号を受信するように設置される請求項１０に記
載のシステム。
【請求項１４】
　コアネットワーク及びアクセスネットワーク側に応用されるマルチネットワークジョイ
ント伝送を行う方法であって、
　前記アクセスネットワークは、第三世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ア
クセスネットワークのネットエレメント及び無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）アクセスネットワークのネットエレメントを含み、前記コアネットワークは３ＧＰＰコ
アネットワークのネットエレメントを含み、
　前記方法は、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントはネットワークインターフェー
スを介して前記コアネットワークのネットエレメントに接続され、トラフィック分配イン
ターフェースを介して前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに接続され
、３ＧＰＰ無線インターフェースを介してユーザ装置に接続され、受信した上りユーザデ
ータを結合し、下りユーザデータをトラフィック分配し、一部の下りユーザデータを前記
ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントにトラフィック分配すること、
　前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントはＷＬＡＮ無線インターフェー
スを介して前記ユーザ装置に接続され；前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレ
メントと前記ユーザ装置との間で、上りユーザデータ及び下りユーザデータを伝送するこ
とを含むマルチネットワークジョイント伝送を行う方法。
【請求項１５】
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは下りユーザデータをトラフィ
ック分配し、一部の下りユーザデータを前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレ
メントにトラフィック分配することは、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは前記コアネットワークから送
信してきた下りユーザデータをトラフィック分配した後、少なくとも一部の下りユーザデ
ータを、前記トラフィック分配インターフェースを介して前記ＷＬＡＮアクセスネットワ
ークのネットエレメントに送信することを含み、
　前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントは前記３ＧＰＰアクセスネット
ワークのネットエレメントと前記ユーザ装置との間に下りユーザデータを伝送することは
、
　前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントは前記トラフィック分配インタ
ーフェースから受信した前記下りユーザデータを前記ユーザ装置に送信することを含む請
求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは前記トラフィック分配インタ
ーフェースを介さずに前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに送信する
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一部の下りユーザデータを、前記ユーザ装置との間のインターフェースを介して前記ユー
ザ装置に送信することをさらに含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは少なくとも一部の下りユーザ
データを、前記トラフィック分配インターフェースを介して前記ＷＬＡＮアクセスネット
ワークのネットエレメントに送信することは、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは少なくとも一部の下りユーザ
データを、イーサネット伝送プロトコル又は無線接続に基づく伝送プロトコルの形式にパ
ッケージし、前記トラフィック分配インターフェースを介して前記ＷＬＡＮアクセスネッ
トワークのネットエレメントに送信することを含む請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは下りユーザデータをトラフィ
ック分配することは、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントがＩＰ層、又はデータパケット
コンバージェンスプロトコル層、又は無線リンク制御層又はメディアアクセス制御（ＭＡ
Ｃ）層において、前記下りユーザデータをトラフィック分配することを含む請求項１４に
記載の方法。
【請求項１９】
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは下りユーザデータをトラフィ
ック分配することは、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは本装置のロード、前記ＷＬＡ
Ｎアクセスネットワークのネットエレメントのロード、前記ユーザ装置が所在する無線環
境品質又はその他のプリセットされたアルゴリズムのうちのいずれか一つ又はいずれかの
組合せに基づいて、前記下りユーザデータをトラフィック分配することを含む請求項１４
～１８のうちのいずれか１項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記ＷＬＡＮアクセスネットエレメントは前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネット
エレメントと前記ユーザ装置との間に上りユーザデータを伝送することは、
　前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントは受信した前記ユーザ装置から
送信してきた前記上りユーザデータを前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメ
ントに送信することを含み、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは受信した上りユーザデータを
結合することは、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは同一データソースに属する前
記ユーザ装置から送信してきた上りユーザデータ及び前記ＷＬＡＮアクセスネットワーク
のネットエレメントから送信してきた上りユーザデータを結合することを含む請求項１４
に記載の方法。
【請求項２１】
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは直接的に前記コアネットワー
クのネットエレメントと前記ユーザ装置との間に制御プレーン信号を伝送することをさら
に含む請求項１４に記載の方法。
【請求項２２】
　ユーザ装置側に応用されるマルチネットワークジョイント伝送を行う方法であって、前
記ユーザ装置は無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）アクセス機能及び少なくと
も１種の第三世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）無線アクセス機能を有し、
前記方法は、
３ＧＰＰ無線インターフェースを介して３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメン
トから送信してきた下りユーザデータを受信し、ＷＬＡＮ無線インターフェースを介して
ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントから送信してきた下りユーザデータを
受信すること、
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　受信した前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントと前記ＷＬＡＮアクセ
スネットワークのネットエレメントから送信してきた下りユーザデータを結合すること、
　送信待ちの上りユーザデータをトラフィック分配すること、
　前記トラフィック分配モジュールがトラフィック分配した一部の上りユーザデータを前
記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントに送信し、他方の一部上りユーザデ
ータを前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに送信することを含むユー
ザ装置側に応用されるマルチネットワークジョイント伝送を行う方法。
【請求項２３】
　前記送信待ちの上りユーザデータをトラフィック分配することは、
　ＩＰ層、又はデータパケットコンバージェンスプロトコル層、又は無線リンク制御層又
はメディアアクセス制御（ＭＡＣ）層において、前記上りユーザデータをトラフィック分
配することを含む請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記送信待ちの上りユーザデータをトラフィック分配することは、
　ローカルでプリセットされたトラフィック分配ポリシー又は前記３ＧＰＰアクセスネッ
トワークのネットエレメントが本装置に設定したトラフィック分配ポリシーに基づいて、
送信待ちの上りユーザデータをトラフィック分配することを含む請求項２２又は２３に記
載の方法。
【請求項２５】
　直接的に前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントから送信してきた制御
プレーン信号を受信することをさらに含む請求項２２に記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はモバイル通信システムに関し、特にマルチネットワークジョイント伝送を行う
システム、ユーザ装置及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信技術及びプロトコル標準の絶え間ない進化に伴い、移動パケットサービスは驚
異的な成長を遂げ、個々の端末のデータスループットは向上している。例えば、ロングタ
ームエボリューション（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ、ＬＴＥと略称する）
システムでは、２０ＭＨｚ帯域幅において、下りの最大レートが１００Ｍｂｐｓのデータ
伝送をサポートする。後続のＬＴＥアドバンスド（ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃｅｄ、ＬＴＥ－
Ａと略称する）システムでは、データ伝送レートは更に向上し、ひいては１Ｇｂｐｓに達
することができる。
【０００３】
　端末のデータ通信量の膨張的な成長により、既存のネットワークリソースが次第に不足
するようになり、特に新世代通信技術（例えば、３Ｇ（３ｒｄ－ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ、
第３世代移動通信技術）、ＬＴＥ）では、広範囲にわたる分散型ネットワークがなければ
、もたらす結果は通信速度および通信量に対するユーザのニーズをいずれも満たすことが
できず、ユーザ体験も悪い。どのようにこの状況を予防、変更するかはオペレータが配慮
しなければならない問題であり、一方では、新技術の普及および発展を加速させる必要が
あり、他方では、既存のネットワークおよび技術を強化することにより、迅速にネットワ
ークパフォーマンスを向上させるという目的を達成する。
【０００４】
　周知の通り、第三世代パートナーシッププロジェクト（Ｔｈｅ　３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａ
ｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ、３ＧＰＰと略称する）により提供
された無線ネットワーク技術のほかに、現在広く使用されている無線ＬＡＮ、特にＩＥＥ
Ｅ　８０２．１１標準に基づく無線ＬＡＮは、すでに家庭、企業、又はホットスポットの
カバレッジエリアでも幅広く使用されている。そのうち、Ｗｉ－Ｆｉ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
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　Ｆｉｄｅｌｉｔｙ）アライアンス（Ｗｉ－Ｆｉ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）が提出した技術仕
様書の適用範囲は最も広く、実用の際に、しばしばＷｉ－Ｆｉネットワークは、ＩＥＥＥ
　８０２．１１標準に基づくＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡＮ、無線ローカルエリア
ネットワーク）ネットワークと等しく見なされる。
【０００５】
　上記前提の下、いくつかのオペレータ及び会社は、ＷＬＡＮと既存の３ＧＰＰネットワ
ークのジョイント伝送を提案し、即ちＷＬＡＮを使用して、既存のＬＴＥネットワークの
オフロード（Ｏｆｆｌｏａｄ）及びネットワークパフォーマンスを向上させる目的を達成
する。現在、図１に示すように、３ＧＰＰネットワークとＷＬＡＮインタワーキング（Ｉ
ｎｔｅｒｗｏｒｋｉｎｇ）の関連プロトコルを構築し、現在のインタワーキングアーキテ
クチャは、ＷＬＡＮがＬＴＥネットワーク内の認証許可アカウンティングサーバ（Ａｕｔ
ｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ　Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ、ＡＡＡ
）で統一された認証許可を行うことを許可し、同時に既存のＬＴＥネットワークにおける
パケットデータネットワークゲートウェイをＷＬＡＮのパケットデータゲートウェイとし
て多重化することができる。さらに、２つのネットワークで統一されたアカウンティング
課金等を実現することができ、２つのネットワークの疎結合を達成する。
【０００６】
　しかしながら、現在のインタワーキングアーキテクチャにはいくつかの不足が存在する
。例えば、以下のような不足が存在する。
【０００７】
　１）現在のＩｎｔｅｒｗｏｒｋｉｎｇは、ユーザ装置（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ
、ＵＥと略称する）によりトリガーされる。ターゲットネットワークのネットワーク側は
、当該ネットワークに対してコントロール権を失ったＵＥに対してアクティブな選択権を
持たない。そのため、オペレータがユーザをガイドして、所望する又は好ましいターゲッ
トネットワークにアクセスさせることができなくなる。
【０００８】
　２）ＵＥは、ネットワーク側（例えばＬＴＥネットワーク及びＷＬＡＮ）がインタワー
キングをサポートしているかを知らず、現在通信中のネットワークとインタワーキングで
きない1つのターゲットネットワークを選択して接続してしまう虞がある。
【０００９】
　３）３ＧＰＰとＷＬＡＮのジョイント伝送を実現するためには、ＵＥが同時に２セット
の送受信機を起動する必要があり、ＵＥの電力消費に大きな影響を与える。
【００１０】
　４）２つのネットワークのデータトラフィックは、いずれも３ＧＰＰコアネットワーク
のネットエレメントを通過する必要がある。そのため、負荷が比較的大きくなると、ＵＥ
が３ＧＰＰネットワークとＷＬＡＮとの間を移動する時、データトラフィックの切り替え
が遅くなる。さらに、重要な一点は、現在では、このアーキテクチャが、独立した３ＧＰ
Ｐネットワーク及び独立かつ完全なＷＬＡＮを持つことができるオペレータに依存させて
いる。つまり、オペレータは、同時に複数のネットワークを運営、メンテナンスするよう
に要求され、比較的大きい運営費（Ｃａｐｉｔａｌ　Ｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅ、ＣＡＰＥ
Ｘと略称する）を支払う必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の実施例はマルチネットワークジョイント伝送を行うシステム、ユーザ装置及び
方法を提供し、運営費が比較的大きいという欠陥を克服する。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　マルチネットワークジョイント伝送を行うシステムは、コアネットワーク及びアクセス
ネットワークを含み、
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　前記アクセスネットワークは、第三世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ア
クセスネットワークのネットエレメント及び無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）アクセスネットワークのネットエレメントを含み、
　前記コアネットワークは、３ＧＰＰコアネットワークのネットエレメントを含み、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、ネットワークインターフェ
ースを介して前記コアネットワークのネットエレメントに接続され、トラフィック分配イ
ンターフェースを介して前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに接続さ
れ、３ＧＰＰ無線インターフェースを介してユーザ装置に接続され、受信した上りユーザ
データを結合し、及び下りユーザデータをトラフィック分配し、一部の下りユーザデータ
を前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントにトラフィック分配するように
設置され、
　前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントは、ＷＬＡＮ無線インターフェ
ースを介して前記ユーザ装置に接続され、前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエ
レメントと前記ユーザ装置との間に上りユーザデータ及び下りユーザデータを伝送するよ
うに設置される。
【００１３】
　好ましくは、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、前記コアネットワークから
送信してきた下りユーザデータをトラフィック分配した後、少なくとも一部の下りユーザ
データを、前記トラフィック分配インターフェースを介して前記ＷＬＡＮアクセスネット
ワークのネットエレメントに送信するように設置され、
　前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントは前記トラフィック分配インタ
ーフェースから受信した前記下りユーザデータを前記ユーザ装置に送信するように設置さ
れる。
【００１４】
　好ましくは、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、さらに前記トラフィック分
配インターフェースを介さずに、前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメント
に送信する一部の下りユーザデータを、前記ユーザ装置との間のインターフェースを介し
て前記ユーザ装置に送信するように設置される。
【００１５】
　好ましくは、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、少なくとも一部の下りユー
ザデータを、イーサネット伝送プロトコル又は無線接続に基づく伝送プロトコルの形式に
パッケージし、前記トラフィック分配インターフェースを介して前記ＷＬＡＮアクセスネ
ットワークのネットエレメントに送信するように設置される。
【００１６】
　好ましくは、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、ＩＰ層、データパケットコ
ンバージェンスプロトコル層、無線リンク制御層、又はメディアアクセス制御（ＭＡＣ）
層において、前記下りユーザデータをトラフィック分配するように設置される。
【００１７】
　好ましくは、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、自装置の負荷、前記ＷＬＡ
Ｎアクセスネットワークのネットエレメントの負荷、前記ユーザ装置が所在する無線環境
の品質、又はその他のプリセットされたアルゴリズムのうちのいずれか一つ又はいずれか
の組合せに基づいて、前記下りユーザデータをトラフィック分配する。
【００１８】
　好ましくは、
　前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントは、受信した前記ユーザ装置か
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ら送信してきた前記上りユーザデータを前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレ
メントに送信するように設置され、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、共通データソースに属する
前記ユーザ装置から送信してきた上りユーザデータ及び前記ＷＬＡＮアクセスネットワー
クのネットエレメントから送信してきた上りユーザデータを結合するように設置される。
【００１９】
　好ましくは、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、前記コアネットワークのネ
ットエレメントと前記ユーザ装置との間において、直接的に制御プレーン信号を伝送する
ように設置される。
【００２０】
　好ましくは、
　ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ネットワークにおいて、前記３ＧＰＰアクセ
スネットワークのネットエレメントは、Ｓ１インターフェースを介して前記コアネットワ
ークのネットエレメントに接続され、汎用モバイル通信システム（ＵＭＴＳ）ネットワー
クにおいて、前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、Ｉｕインターフ
ェースを介して前記コアネットワークのネットエレメントに接続される。
【００２１】
　それに対応して、本発明の実施例は、ユーザ装置をさらに提供しており、無線ローカル
エリアネットワーク（ＷＬＡＮ）アクセス機能及び少なくとも１種の第三世代パートナー
シッププロジェクト（３ＧＰＰ）無線アクセス機能を有し、受信モジュール、送信モジュ
ール、トラフィック分配モジュール及び結合モジュールを含み、
　前記受信モジュールは、３ＧＰＰ無線インターフェースを介して３ＧＰＰアクセスネッ
トワークのネットエレメントから送信してきた下りユーザデータを受信し、ＷＬＡＮ無線
インターフェースを介してＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントから送信し
てきた下りユーザデータを受信するように設置され、
　前記結合モジュールは、前記受信モジュールが受信した、前記３ＧＰＰアクセスネット
ワークのネットエレメント及び前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントか
ら送信してきた下りユーザデータを結合するように設置され、
　前記トラフィック分配モジュールは、送信待ちの上りユーザデータをトラフィック分配
するように設置され、
　前記送信モジュールは、前記トラフィック分配モジュールがトラフィック分配した一部
の上りユーザデータを前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントに送信し、
他方の一部上りユーザデータを前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに
送信するように設置される。
【００２２】
　好ましくは、
　前記トラフィック分配モジュールは、ＩＰ層、データパケットコンバージェンスプロト
コル層、無線リンク制御層、又はメディアアクセス制御（ＭＡＣ）層において、前記上り
ユーザデータをトラフィック分配することに用いられる。
【００２３】
　好ましくは、
　前記トラフィック分配モジュールは、ローカルでプリセットされたトラフィック分配ポ
リシー又は前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントが自装置に設定したト
ラフィック分配ポリシーに基づいて、送信待ちの上りユーザデータをトラフィック分配す
るように設置される。
【００２４】
　好ましくは、
　前記受信モジュールは、さらに、前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメン
トから直接送信してきた制御プレーン信号を受信するように設置される。
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【００２５】
　それに対応して、本発明の実施例は、コアネットワーク及びアクセスネットワーク側に
応用されるマルチネットワークジョイント伝送を行う方法を提供しており、
　前記アクセスネットワークは、第三世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ア
クセスネットワークのネットエレメント及び無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）アクセスネットワークのネットエレメントを含み、前記コアネットワークは３ＧＰＰコ
アネットワークのネットエレメントを含み、
　前記方法は、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、ネットワークインターフェ
ースを介して前記コアネットワークのネットエレメントに接続され、トラフィック分配イ
ンターフェースを介して前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに接続さ
れ、３ＧＰＰ無線インターフェースを介してユーザ装置に接続され、受信した上りユーザ
データを結合し、下りユーザデータをトラフィック分配し、一部の下りユーザデータを前
記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントにトラフィック分配すること、
　前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントは、ＷＬＡＮ無線インターフェ
ースを介して前記ユーザ装置に接続され、前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエ
レメントと前記ユーザ装置との間において、上りユーザデータ及び下りユーザデータを伝
送することを含む。
【００２６】
　好ましくは、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、前記コアネットワークから
送信してきた下りユーザデータをトラフィック分配した後、少なくとも一部の下りユーザ
データを、前記トラフィック分配インターフェースを介して前記ＷＬＡＮアクセスネット
ワークのネットエレメントに送信し、
　前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントは、前記トラフィック分配イン
ターフェースから受信した前記下りユーザデータを前記ユーザ装置に送信する。
【００２７】
　好ましくは、前記方法は、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、前記トラフィック分配イン
ターフェースを介さずに、前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに送信
する一部の下りユーザデータを、前記ユーザ装置との間のインターフェースを介して前記
ユーザ装置に送信することをさらに含む。
【００２８】
　好ましくは、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、少なくとも一部の下りユー
ザデータを、イーサネット伝送プロトコル又は無線接続に基づく伝送プロトコルの形式に
パッケージし、前記トラフィック分配インターフェースを介して前記ＷＬＡＮアクセスネ
ットワークのネットエレメントに送信する。
【００２９】
　好ましくは、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、ＩＰ層、データパケットコ
ンバージェンスプロトコル層、無線リンク制御層、又はメディアアクセス制御（ＭＡＣ）
層において、前記下りユーザデータをトラフィック分配する。
【００３０】
　好ましくは、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、自装置の負荷、前記ＷＬＡ
Ｎアクセスネットワークのネットエレメントの負荷、前記ユーザ装置が所在する無線環境
の品質、又はその他のプリセットされたアルゴリズムのうちのいずれか一つ又はいずれか
の組合せに基づいて、前記下りユーザデータをトラフィック分配する。
【００３１】
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　好ましくは、
　前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントは、受信した前記ユーザ装置か
ら送信してきた前記上りユーザデータを前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレ
メントに送信し、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、共通データソースに属する
前記ユーザ装置から送信してきた上りユーザデータ及び前記ＷＬＡＮアクセスネットワー
クのネットエレメントから送信してきた上りユーザデータを結合する。
【００３２】
　好ましくは、前記方法は、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、前記コアネットワークのネ
ットエレメントと前記ユーザ装置との間において、直接的に制御プレーン信号を伝送する
ことをさらに含む。
【００３３】
　それに対応して、本発明の実施例は、ユーザ装置側に応用されるマルチネットワークジ
ョイント伝送を行う方法を提供しており、前記ユーザ装置は無線ローカルエリアネットワ
ーク（ＷＬＡＮ）アクセス機能及び少なくとも１種の第三世代パートナーシッププロジェ
クト（３ＧＰＰ）無線アクセス機能を有し、前記方法は、
　３ＧＰＰ無線インターフェースを介して３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメ
ントから送信してきた下りユーザデータを受信し、ＷＬＡＮ無線インターフェースを介し
てＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントから送信してきた下りユーザデータ
を受信すること、
　受信した、前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントと前記ＷＬＡＮアク
セスネットワークのネットエレメントから送信してきた下りユーザデータを、結合するこ
と、
　送信待ちの上りユーザデータをトラフィック分配すること、
　前記トラフィック分配モジュールがトラフィック分配した一部の上りユーザデータを前
記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントに送信し、他方の一部上りユーザデ
ータを前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに送信することを含む。
【００３４】
　好ましくは、
　ＩＰ層、データパケットコンバージェンスプロトコル層、無線リンク制御層、又はメデ
ィアアクセス制御（ＭＡＣ）層において、上りユーザデータをトラフィック分配する。
【００３５】
　好ましくは、
　ローカルでプリセットされたトラフィック分配ポリシー又は前記３ＧＰＰアクセスネッ
トワークのネットエレメントが自装置に設定したトラフィック分配ポリシーに基づいて、
送信待ちの上りユーザデータをトラフィック分配する。
【００３６】
　好ましくは、前記方法は、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントから直接送信してきた制御プレ
ーン信号を受信することをさらに含む。
【発明の効果】
【００３７】
　本発明の実施例の手段を採用した後、オペレータは、ライセンスが不要なＷＬＡＮの有
料周波数帯域のデータ伝送をトラフィック分配し、３ＧＰＰアクセスネットワークのデー
タトラヒックをトラフィック分配し、ネットワーク負荷を軽減させ、周波数帯域及びコス
トを節約する。オペレータは、既存のＷＬＡＮアクセスポイントのネットエレメントを多
重化し、ネットワーク側の運営費を節約するとともに、ＵＥのデータスループットを増加
させ、ユーザの近年のマルチメディアサービスに対するニーズを満たす。さらに、本アー
キテクチャにより、プロトコル及び端末装置への互換性を最大限保証し、システムをより
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合理的かつ効率的にする。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】インタワーキングに関連する技術のプロトコルアーキテクチャを示す模式図であ
る。
【図２】本発明の実施例における３ＧＰＰとＷＬＡＮジョイント伝送アーキテクチャを示
す模式図である。
【図３】（ａ）～（ｃ）はそれぞれ本発明の実施例における３ＧＰＰアクセスネットワー
クとＷＬＡＮアクセスネットワークの間のトラフィック分配インターフェースの３種のプ
ロトコルスタックを示す模式図である。
【図４】（ａ）及び（ｂ）は本発明の実施例における３ＧＰＰアクセスネットワークによ
るデータのトラフィック分配の模式図である。
【図５】本発明の実施例のユーザ装置の構造を示す模式図である。
【図６】本発明の応用例１におけるＬＴＥとＷＬＡＮのジョイント伝送ネットワークを示
す模式図である。
【図７】（ａ）～（ｃ）は本発明の応用例におけるトラフィック分配インターフェースの
プロトコルスタックを示す模式図である。
【図８】（ａ）及び（ｂ）は本発明の応用例１におけるＷＬＡＮ無線インターフェースの
データ伝送のプロトコルスタックを示す模式図である。
【図９】本発明の応用例１におけるユーザ装置とアクセスネットワークのトンネル伝送手
段を示す模式図である。
【図１０】（ａ）及び（ｂ）は本発明の応用例２におけるＵＭＴＳとＷＬＡＮのジョイン
ト伝送ネットワークを示す模式図である。
【図１１】（ａ）及び（ｂ）は本発明の応用例２中おけるＷＬＡＮ無線インターフェース
のデータ伝送のプロトコルスタックを示す模式図である。
【図１２】本発明の応用例２におけるユーザ装置とアクセスネットワークのトンネル伝送
手段を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　本発明の目的、技術的解決手段及び利点をより明らかにするために、以下、図面を参照
しながら本発明の実施例を詳細に説明する。ただし、特段の技術的制約がない限り、本出
願における実施例及び実施例における特徴は互いに任意に組み合せることができる。
【００４０】
　図２に示すように、本実施例において、３ＧＰＰ及びＷＬＡＮのジョイント伝送のシス
テムにおいて、コアネットワーク及びアクセスネットワークを含み、アクセスネットワー
クは、３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメント及びＷＬＡＮアクセスネットワ
ークのネットエレメントを含み、コアネットワークは３ＧＰＰシステムにおけるコアネッ
トワークのネットエレメントを含む。そのうち、コアネットワークのネットエレメントと
３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントの間は、ネットワークインターフェー
スを介して接続されることができ、例えばＬＴＥネットワーク中においてＳ１インターフ
ェースを介して接続され、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏ
ｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ、汎用モバイル通信システム）ネットワーク中
においてＩｕインターフェースを介して接続されてもよく、有線インターフェース（例え
ば光ファイバ）又は無線インターフェース（例えばマイクロ波又は３ＧＰＰ無線インター
フェースプロトコルに基づく無線接続）により接続されてもよい。
【００４１】
　そのうち、コアネットワークにおけるコアネットワークのネットエレメント間のインタ
ーフェース及び機能は、既存の３ＧＰＰネットワークと一致している。たとえば、ＥＰＳ
（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｙｓｔｅｍ、発展型パケットシステム）において、
コアネットワークのネットエレメントは、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅ
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ｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ、移動管理エンティティ）、ＳＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａ
ｙ、サービスゲートウェイ）及びＰＧＷ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｇ
ａｔｅｗａｙ、パケットデータネットワークゲートウェイ）等を含み、ＵＭＴＳにおいて
、コアネットワークのネットエレメントは、ＳＧＳＮ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕ
ｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ、ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒ
ｖｉｃｅ、汎用パケット無線サービス技術サービス）サポートノード）及びＧＧＳＮ（Ｇ
ａｔｅｗａｙ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ、ゲートウェイＧＰＲＳサポートノ
ード）等を含む。
【００４２】
　上記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、ＬＴＥネットワーク中にお
いて、発展型基地局（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ、ｅＮＢと略称する）、中継ノード
（Ｒｅｌａｙ　ｎｏｄｅ、ＲＮと略称する）又はホーム発展型基地局（Ｈｏｍｅ　ｅＮＢ
、ＨｅＮＢと略称する）等を含んでもよく、ＵＭＴＳネットワーク中において、無線ネッ
トワーク制御器（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ、ＲＮＣと略称す
る）、基地局（Ｎｏｄｅ　Ｂ）及びホーム基地局（Ｈｏｍｅ　Ｎｏｄｅ　Ｂ、ＨＮＢ）等
を含んでもよい。この他、３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、既存の
３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントの機能を具備するとともに、下りユー
ザデータをトラフィック分配し及び共通データソースに属する上りユーザデータを結合す
る機能を具備し、
　上記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントは、ＷＬＡＮアクセスポイント
（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ、ＡＰと略称する）を含み、さらにＷＬＡＮアクセスコント
ロールネットエレメント（Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ、ＡＣと略称する）を含んでも
よい。ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントの機能は既存のＷＬＡＮアクセ
スネットワークのネットエレメントの機能と類似し、主にユーザデータの伝送を担当し、
既存のＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントとの区別は、ＷＬＡＮアクセス
ネットワークのネットエレメントが伝送するデータがトラフィック分配インターフェース
を介して３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントとインタラクションするトラ
フィック分配データであることにある。
【００４３】
　この他、ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントと３ＧＰＰアクセスネット
ワークのネットエレメントとの間のトラフィック分配インターフェースは、主に３ＧＰＰ
アクセスネットワークのネットエレメントとＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレ
メントとの間にトラフィック分配したユーザデータを伝送することを担当する。該ユーザ
データは、イーサネット伝送プロトコルを、例えば、ＩＰ層（図３（ａ）に示すように）
又はより高いレベルの伝送プロトコル伝送（図３（ｂ）に示すＴｕｎｎｅｌｉｎｇ（トン
ネリング）プロトコル、図３（ｃ）に示すＵＤＰ（Ｕｓｅｒ　Ｄａｔａｇｒａｍ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ、ユーザデータグラムプロトコル））を採用して伝送することができる。該ト
ラフィック分配インターフェースについて、無線インターフェースを用いて伝送を行う場
合と、有線インターフェースを用いて伝送を行う場合との区別は、主に低層（即ちＬ１、
Ｌ２層）伝送プロトコルが無線接続に基づく伝送プロトコルを用いることにある。
【００４４】
　ユーザ装置は、少なくともＷＬＡＮ及び１種の３ＧＰＰ無線アクセス技術をサポートす
るマルチモード端末であり、それぞれ３ＧＰＰ無線インターフェースプロトコル及びＷＬ
ＡＮ無線インターフェースプロトコルを介して、対応する３ＧＰＰアクセスネットワーク
のネットエレメント及びＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントとデータ伝送
を行う。そのうち、３ＧＰＰ無線インターフェースプロトコル及びＷＬＡＮ無線インター
フェースプロトコルは、それぞれ既存のＵｕインターフェース伝送プロトコル及び８０２
．１１プロトコルと一致している。
【００４５】
　好ましくは、ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントとユーザ装置との間に



(14) JP 2015-519792 A 2015.7.9

10

20

30

40

50

伝送されるユーザデータは、下り向きにおいて３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエ
レメントがＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントへ伝送するトラフィック分
配ユーザデータであり、上り向きにおいてＵＥが発生したトラフィック分配ユーザデータ
であり、ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントは受信した後トラフィック分
配インターフェースを介して３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントに伝送す
る必要がある。そのうち、ＵＥは、トラフィック分配ポリシーに基づいて上りユーザデー
タをトラフィック分配し、トラフィック分配した後、一部の上りユーザデータを３ＧＰＰ
アクセスネットワークに送信し、他方の一部の上りユーザデータをＷＬＡＮアクセスネッ
トワークに送信する。該トラフィック分配ポリシーは、該ＵＥ中にプリセットされてもよ
く、３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントが該ＵＥに設定してもよい。
【００４６】
　この他、ユーザデータのトラフィック分配は、ＩＰ層、又はパケットデータコンバージ
ェンスプロトコル（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏ
ｌ、ＰＤＣＰと略称する）層、又は無線リンク制御（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ、ＲＬＣと略称する）層、又はメディアアクセス制御（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ、ＭＡＣと略称する）層で起こしてもよい。
【００４７】
　トラフィック分配レベルの相違に基づいて、異なるパッケージ形式でトラフィック分配
ユーザデータをパッケージすることができる。トラフィック分配をＩＰ層で起こす場合に
は、図４（ａ）に示すように、送信者は異なるユーザＩＰデータパケットをそれぞれ異な
るルート（即ち３ＧＰＰ無線インターフェース又はＷＬＡＮ無線インターフェース）によ
り受信者に伝送し、ＰＤＣＰ層で起こす場合には、図４（ｂ）に示すように、該トラフィ
ック分配ユーザデータは、ＰＤＣＰ層でパッケージ処理される。同じように、ＲＬＣ層及
びＭＡＣ層にも同様のトラフィック分配が適用されるが、ここでは繰り返して説明しない
。
【００４８】
　好ましくは、トラフィック分配ユーザデータは、低層８０２．１１プロトコルにより伝
送される時、送信者が、８０２．１１ＭＡＣ層プロトコルの上に、論理リンク制御層（Ｌ
ｏｇｉｃ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ、ＬＬＣと略称する）プロトコルを用いてパッケー
ジ処理を行うことができる。それに対応して、受信者も同様にアンパッキング処理を行う
。ここで、下りユーザデータに対して、送信者は３ＧＰＰアクセスネットワークのネット
エレメントであり、受信者はユーザ装置であり、上りユーザデータに対して、送信者はユ
ーザ装置であり、受信者は３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントである。
【００４９】
　上記システムアーキテクチャに基づいて、制御信号は、３ＧＰＰアクセスネットワーク
のネットエレメントにより直接的にＵＥに送信される。従って、３ＧＰＰアクセスネット
ワークのネットエレメントは、システム全体を支配し、ＷＬＡＮアクセスネットワークの
ネットエレメントは、一部のユーザデータの伝送を担当する。つまり、ＵＥが具体的にど
のＷＬＡＮアクセスネットワークにアクセスするかは、完全に３ＧＰＰアクセスネットワ
ークによりコントロール又は補助されることができる。なお、ＵＥは、３ＧＰＰアクセス
ネットワークによりコントロールされているので、そのＷＬＡＮ側の送受信機は３ＧＰＰ
アクセスネットワークにより開閉をコントロールすることができ、このようにしてＵＥの
電気節約の目的を達成する。
【００５０】
　図５に示すように、本実施例中において、ユーザ装置は、無線ローカルエリアネットワ
ーク（ＷＬＡＮ）アクセス機能及び少なくとも１種の第三世代パートナーシッププロジェ
クト（３ＧＰＰ）無線アクセス機能を有し、受信モジュール５０、送信モジュール５１、
トラフィック分配モジュール５２、及び結合モジュール５３を含み、
　受信モジュール５０は、３ＧＰＰ無線インターフェースを介して３ＧＰＰアクセスネッ
トワークのネットエレメントから送信してきた下りユーザデータを受信し、及びＷＬＡＮ
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無線インターフェースを介してＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントから送
信してきた下りユーザデータを受信するように設置され、
　結合モジュール５１は、受信モジュール５０が受信した、３ＧＰＰアクセスネットワー
クのネットエレメント及びＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントからそれぞ
れ送信してきた下りユーザデータを、結合するように設置され、
　トラフィック分配モジュール５２は、送信待ちの上りユーザデータをトラフィック分配
するように設置され、
　送信モジュール５３は、トラフィック分配モジュール５２がトラフィック分配した一部
の上りユーザデータを３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントに送信し、他方
の一部の上りユーザデータをＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに送信す
るように設置される。
【００５１】
　好ましくは、
　トラフィック分配モジュール５２は、ＩＰ層、データパケットコンバージェンスプロト
コル層、無線リンク制御層、又はメディアアクセス制御（ＭＡＣ）層において、上りユー
ザデータをトラフィック分配するように設置される。
【００５２】
　好ましくは、
　トラフィック分配モジュール５２は、ローカルでプリセットされたトラフィック分配ポ
リシー又は３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントが本装置に設定したトラフ
ィック分配ポリシーに基づいて、送信待ちの上りユーザデータをトラフィック分配するよ
うに設置される。
【００５３】
　好ましくは、
　受信モジュール５０は、さらに直接的に３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメ
ントから送信してきた制御プレーン信号を受信するように設置される。
【００５４】
　それに対応して、本実施例中において、コアネットワーク及びアクセスネットワーク側
に使用されるマルチネットワークジョイント伝送を行う方法であって、
　アクセスネットワークは、第三世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）アクセ
スネットワークのネットエレメント及び無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）ア
クセスネットワークのネットエレメントを含み、コアネットワークは３ＧＰＰコアネット
ワークのネットエレメントを含み、
　当該方法は、
　３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントがネットワークインターフェースを
介してコアネットワークのネットエレメントに接続され、トラフィック分配インターフェ
ースを介してＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに接続され、３ＧＰＰ無
線インターフェースを介してユーザ装置に接続され、受信した上りユーザデータを結合し
、下りユーザデータをトラフィック分配し、一部の下りユーザデータをＷＬＡＮアクセス
ネットワークのネットエレメントにトラフィック分配すること、
　ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントはＷＬＡＮ無線インターフェースを
介してユーザ装置に接続され、３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントとユー
ザ装置との間に上りユーザデータ及び下りユーザデータを伝送することを含む。
【００５５】
　好ましくは、
　３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、コアネットワークから送信して
きた下りユーザデータをトラフィック分配した後、少なくとも一部の下りユーザデータを
、トラフィック分配インターフェースを介してＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエ
レメントに送信し、
　ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントは、トラフィック分配インターフェ
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ースから受信した下りユーザデータをユーザ装置に送信する。
【００５６】
　好ましくは、当該方法はさらに、
　３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、トラフィック分配インターフェ
ースを介さずにＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに送信する一部の下り
ユーザデータを、ユーザ装置との間の前記３ＧＰＰ無線インターフェースを介してユーザ
装置に送信することを含む。
【００５７】
　好ましくは、
　３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、少なくとも一部の下りユーザデ
ータを、イーサネット伝送プロトコル又は無線接続に基づく伝送プロトコルの形式にパッ
ケージし、トラフィック分配インターフェースを介してＷＬＡＮアクセスネットワークの
ネットエレメントに送信する。
【００５８】
　好ましくは、
　３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、ＩＰ層、データパケットコンバ
ージェンスプロトコル層、無線リンク制御層、又はメディアアクセス制御（ＭＡＣ）層に
おいて、下りユーザデータをトラフィック分配する。
【００５９】
　好ましくは、
　３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、自装置のロード、ＷＬＡＮアク
セスネットワークのネットエレメントのロード、ユーザ装置が所在する無線環境品質又は
その他のプリセットされたアルゴリズムのうちのいずれか一つ又はいずれかの組合せに基
づいて、下りユーザデータをトラフィック分配する。
【００６０】
　好ましくは、
　ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントは、受信した、ユーザ装置から送信
してきた上りユーザデータを３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントに送信し
　３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、共通データソースに属するユー
ザ装置から送信してきた上りユーザデータ及びＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエ
レメントから送信してきた上りユーザデータを結合する。
【００６１】
　好ましくは、当該方法はさらに、
　３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、直接的にコアネットワークのネ
ットエレメントとユーザ装置との間に制御プレーン信号を伝送することを含む。
【００６２】
　それに対応して、本実施例中において、ユーザ装置側に適用されるマルチネットワーク
ジョイント伝送を行う方法であって、ユーザ装置は、無線ローカルエリアネットワーク（
ＷＬＡＮ）アクセス機能及び少なくとも１種の第三世代パートナーシッププロジェクト（
３ＧＰＰ）無線アクセス機能を有し、当該方法は、
　３ＧＰＰ無線インターフェースを介して３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメ
ントから送信してきた下りユーザデータを受信し、ＷＬＡＮ無線インターフェースを介し
てＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントから送信してきた下りユーザデータ
を受信すること、
　受信した、３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントとＷＬＡＮアクセスネッ
トワークのネットエレメントからそれぞれ送信してきた下りユーザデータを、結合するこ
と、
　送信待ちの上りユーザデータをトラフィック分配すること、
　トラフィック分配モジュールがトラフィック分配した一部の上りユーザデータを３ＧＰ
Ｐアクセスネットワークのネットエレメントに送信し、他方の一部上りユーザデータをＷ
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ＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに送信することを含む。
【００６３】
　好ましくは、
　ＩＰ層、データパケットコンバージェンスプロトコル層、無線リンク制御層、又はメデ
ィアアクセス制御（ＭＡＣ）層において、上りユーザデータをトラフィック分配する。
【００６４】
　好ましくは、
　ローカルでプリセットされたトラフィック分配ポリシー又は３ＧＰＰアクセスネットワ
ークのネットエレメントが自装置に設定したトラフィック分配ポリシーに基づいて、送信
待ちの上りユーザデータをトラフィック分配する。
【００６５】
　好ましくは、当該方法はさらに、
　直接的に３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントから送信してきた制御プレ
ーン信号を受信することを含む。
【００６６】
　以下、異なる実施例を参照しながら本発明を更に説明する。
【００６７】
　応用示例一：ＬＴＥ及びＷＬＡＮのジョイント伝送を例とする。
【００６８】
　図６に示すように、ｅＮＢは、Ｓ１インターフェースを介してＬＴＥコアネットワーク
に接続され、ＲＡＮ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、無線アクセスネット
ワーク）側では、ｅＮＢはさらにトラフィック分配インターフェースを介してＷＬＡＮ　
ＡＰに接続され、そのうちトラフィック分配インターフェースでの低層のデータはイーサ
ネットプロトコルに基づいてデータ交換を行い、ＵＥは、それぞれＵｕインターフェース
プロトコル及びＷＬＡＮ無線インターフェースプロトコルに従って、ｅＮＢ及びＷＬＡＮ
　ＡＰとデータ伝送を行う。
【００６９】
　アクセスネットワークとＵＥとの間に伝送している制御プレーン信号に対して、依然と
してｅＮＢとＵＥによりＵｕインターフェースを介して直接インタラクションを行い、デ
ータトラフィック分配に参与しない。
【００７０】
　下りユーザデータに対して、ｅＮＢは、Ｓ１インターフェースを介してコアネットワー
クから送信してきた異なるキャリアでのユーザＩＰデータを受信した後、異なるキャリア
でのユーザＩＰデータをＩＰ層でトラフィック分配する。ｅＮＢ、及びＷＬＡＮ　ＡＰの
少なくともいずれかの負荷に基づいてｅＮＢがトラフィック分配を決めてもよく、又はＵ
Ｅが所在する無線環境品質（即ちＵＥのＬＴＥ及びＷＬＡＮ無線環境品質への測定）等に
基づいて決めてもよく、又はその他の所定アルゴリズムに基づいて決めてもよい。もちろ
ん、ｅＮＢも該ユーザＩＰデータをその他のプロトコル層、例えばＰＤＣＰ層、ＲＬＣ層
又はＭＡＣ層等でトラフィック分配してもよく、区別はこの時トラフィック分配するデー
タは上層プロトコル層により処理されたプロトコルデータユニット（Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　
Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ、ＰＤＵと略称する）であり、例えば、ＰＤＣＰ層でトラフィック分
配を行う時、トラフィック分配された後のユーザデータはＰＤＣＰ　ＰＤＵである。
【００７１】
　そのうち、トラフィック分配した後、ｅＮＢは、一部のユーザＩＰデータを、Ｕｕイン
ターフェースを介して相応のＵＥに伝送し、即ち、対応のＰＤＣＰ、ＲＬＣ又はＭＡＣ層
データパッケージ処理を行う必要がある。具体的なメカニズムは既存の無線インターフェ
ース伝送メカニズムと一致するため、繰り返して説明しない。一部のユーザＩＰデータは
ｅＮＢによりトラフィック分配インターフェースを介してＷＬＡＮ　ＡＰに伝送され、且
つＷＬＡＮ　ＡＰによりＷＬＡＮ無線インターフェース（即ち８０２．１１プロトコルに
基づく）を介して相応のＵＥに伝送される。そのうち、図７（ａ）に示すように、トラフ
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ィック分配インターフェースのユーザＩＰデータは、ＩＰデータパケットに基づいて伝送
することができ、この時、データはＩＰパケットのペイロード（ｐａｙｌｏａｄ）とし、
ＩＰパケットヘッドにおける送信元アドレス及び宛先アドレスはそれぞれ送信者及び受信
者のＩＰアドレスである。ただし、当該ＩＰアドレスはプリセットされてもよく、送信者
及び受信者がその他のフロー（例えばＤＨＣＰ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｈｏｓｔ　Ｃｏｎｆｉ
ｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ、ダイナミックホストコンフィギュレーションプロ
トコル）プロトコル）により協議して取得されてもよく、図７（ｂ）に示すように、又は
トンネリングプロトコルによりパッケージされてもよく、例えばＧＴＰ（ＧＰＲＳ　Ｔｕ
ｎｎｅｌｌｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ、ＧＰＲＳトンネリングプロトコル）プロトコル（
図７（ｃ）に示すように）により行い、この時、ＭＡＣ　ＰＤＵはＧＴＰデータパケット
のペイロードとし、ＧＴＰトンネルのトランスポート層アドレス及びポート番号はプリセ
ットされてもよく、受信及び送信両者がその他のフロー（例えばＬ３プロトコルフロー）
により取得されてもよく、高層トンネリングプロトコルはさらにＧＲＥ（Ｇｅｎｅｒｉｃ
　Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉｏｎ、汎用ルーティングカプセル化）プロト
コル又はＩＰｓｅｃ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ、インタ
ーネットプロトコルセキュリティ）プロトコル等、又はその他の高層接続プロトコル形式
を用いてもよい。そのうち、図８（ａ）に示すように、ＷＬＡＮ無線インターフェースを
介して伝送するユーザデータはＷＬＡＮ　ＡＰがトラフィック分配データをパッケージす
るＩＰデータパケットであってもよく、この時、トラフィック分配データ（ここでは即ち
ＩＰパケット）は直接的に新しいローカルＩＰデータパケットのペイロードとし、ローカ
ルＩＰパケットヘッドにおける送信元アドレス及び宛先アドレスはそれぞれ送信者及び受
信者のＩＰアドレスであり、当該ＩＰアドレスはプリセットされてもよく、送信者及び受
信者がその他のフロー（例えばＤＨＣＰプロトコル）により協議して取得されてもよく、
図８（ｂ）に示すように、又はその他の伝送プロトコルデータパケット、例えば多重化Ｌ
ＴＥのＰＤＣＰ、はＲＬＣ、及びＭＡＣ層プロトコルの少なくともいずれかにより協議し
て取得されてもよく、この時、ＷＬＡＮ　ＡＰはトラフィック分配ＩＰデータパケットを
対応するＰＤＣＰ、ＲＬＣ、ＭＡＣ形式でパッケージし、そのうち、各プロトコル層パラ
メーターはｅＮＢにより設定されてもよく、最終的なプロトコルＰＤＵはＷＬＡＮ　ＭＡ
Ｃ層のペイロードとして送信される。トラフィック分配ユーザデータをＷＬＡＮ　ＭＡＣ
層に送信する前、さらにＬＬＣプロトコルを利用して更にパッケージしてもよく、この時
ＬＬＣデータパケットにおける目的サービスアクセスノード及び送信元サービスアクセス
ノードフィールドはそれぞれ受信及び送信両者の同等プロトコル層を指し、トラフィック
分配データはＬＬＣのペイロードとする。
【００７２】
　上記トラフィック分配インターフェース及びＷＬＡＮ無線インターフェースのプロトコ
ルスタックは任意に組み合せることができる。図９に示すように、ＵＥとｅＮＢとの間は
エンドツーエンドのトンネルを作成してデータ伝送に用いてもよい。そのうちトンネリン
グプロトコルは既存のトンネル技術、例えばＩＰｓｅｃプロトコル、ＧＴＰプロトコル、
又はＧＲＥプロトコル等を用いてもよく、その他のトンネリングプロトコルであってもよ
い。
【００７３】
　好ましくは、トラフィック分配インターフェース及びＷＬＡＮ無線インターフェースは
実際のニーズに応じて、さらにセキュリティ保護メカニズムを増加してもよく、例えば、
ＩＰＳｅｃ又はその他のトンネルセキュリティメカニズムにより、実現方法と既存のセキ
ュリティメカニズムの一致性を保護する。、ここでは繰り返して説明しない。
【００７４】
　上りユーザデータは、下りユーザデータの伝送ルート及び使用インターフェースプロト
コルスタックと同じであり、異なるところは送信者がＵＥ、受信者がｅＮＢ及びＷＬＡＮ
　ＡＰであることにある。ここでは繰り返して説明しない。
【００７５】
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　もちろん、上記アーキテクチャは同様にＲＮとＨｅＮＢの組合せのシーンに適用でき、
異なるところはアクセスネットワークのネットエレメントが変化することのみにあり、ネ
ットエレメントのバックホールリンクも少々異なり、例えば、ＲＮのバックホールリンク
はＬＴＥ無線インターフェースに基づき、ＨｅＮＢのバックホールリンクはさらにホーム
基地局ゲートウェイにより管理されるなどの可能性もある。ところが、アクセスネットワ
ークのネットエレメント間のトラフィック分配インターフェースプロトコル及びトラフィ
ック分配方式はいずれも同じである。
【００７６】
　応用示例二：ＵＭＴＳネットワーク及びＷＬＡＮのジョイント伝送を例とする。
【００７７】
　図１０（ａ）に示すように、ＲＮＣはＩｕインターフェースを介してコアネットワーク
に接続され、ＲＡＮ側では、ＲＮＣはさらにトラフィック分配インターフェースを介して
ＷＬＡＮ　ＡＰに接続され、そのうちトラフィック分配インターフェースでのデータ低層
はイーサネットプロトコルに基づいてデータ交換を行い、ＵＥはそれぞれＵｕインターフ
ェースプロトコル及びＷＬＡＮ無線インターフェースプロトコルに従ってＲＮＣ及びＷＬ
ＡＮ　ＡＰとデータ伝送を行う。
【００７８】
　図１０（ｂ）に示すように、ＵＭＴＳネットワークとＷＬＡＮ　ＡＰとの間のトラフィ
ック分配インターフェースはＮｏｄｅＢとＡＰとの間に作成されてもよい。
【００７９】
　アクセスネットワークとＵＥとの間に伝送している制御プレーン信号に対して、依然と
してＲＮＣとＵＥによりＵｕインターフェースを介してインタラクションを行い、トラフ
ィック分配に参与しない。
【００８０】
　下りユーザデータに対して、ＲＮＣは、Ｉｕインターフェースを介してコアネットワー
クから送信してきた異なるキャリアでのユーザＩＰデータを受信した後、異なるキャリア
でのユーザＩＰデータをＭＡＣ層でトラフィック分配し、ＲＮＣ、ＮｏｄｅＢ、及びＷＬ
ＡＮ　ＡＰの少なくともいずれかの負荷に基づいて、ＲＮＣがトラフィック分配を決めて
もよく、又はＵＥが所在する無線環境品質（即ちＵＥのＵＭＴＳ及びＷＬＡＮ無線環境品
質への測定）等に基づいて決めてもよく、又はその他の所定アルゴリズムに基づいて決め
てもよい。ＲＮＣもユーザＩＰデータをその他のプロトコル層、例えばＩＰ層、ＰＤＣＰ
層、又はＲＬＣ層等でトラフィック分配してもよく、異なる点はトラフィック分配した後
のユーザデータが上層プロトコル層により処理されたＰＤＵであることにある。
【００８１】
　ここでトラフィック分配した後、ＲＮＣは、一部のユーザＩＰデータを、Ｕｕインター
フェースを介して相応のＵＥに伝送し、即ち、対応のＰＤＣＰ、ＲＬＣ又はＭＡＣ層デー
タパッケージ処理を行う必要があり、具体的なメカニズムは既存の無線インターフェース
伝送メカニズムと一致するため、繰り返して説明せず、
　一部のユーザデータは、ＲＮＣによりレイヤ２プロトコルによって処理される。即ち、
ＵＭＴＳ　ＰＤＣＰ、ＲＬＣ、又はＭＡＣ層でパッケージ処理した後、ＲＮＣは、ＭＡＣ
プロトコルデータパケットを、トラフィック分配インターフェースを介してＷＬＡＮ　Ａ
Ｐに伝送し、且つＷＬＡＮ　ＡＰによりＷＬＡＮ無線インターフェース（即ち８０２．１
１プロトコルに基づく）を、相応のＵＥに伝送する。ここで、図７（ａ）に示すように、
トラフィック分配インターフェースのユーザデータはＩＰデータパケット基づいて伝送を
行うことができ、この時、ＭＡＣ　ＰＤＵはＩＰパケットのペイロードとし、ＩＰパケッ
トヘッドにおける送信元アドレス及び宛先アドレスはそれぞれ送信者及び受信者のＩＰア
ドレスであり、当該ＩＰアドレスはプリセットされてもよく、送信者及び受信者がその他
のフロー（例えばＤＨＣＰプロトコル）により協議して取得されてもよく、図７（ｂ）に
示すように、又はトンネリングプロトコルによりパッケージを行い、例えばＧＴＰプロト
コル（図７（ｃ）に示すように）によりパッケージを行い、この時ＭＡＣ　ＰＤＵはＧＴ
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Ｐデータパケットのペイロードとし、ＧＴＰトンネルのトランスポート層アドレス及びポ
ート番号はプリセットされてもよく、受信及び送信両者がその他のフロー（例えばＬ３プ
ロトコルフロー）により取得されてもよく、高層トンネリングプロトコルはさらにＧＲＥ
プロトコル又はＩＰｓｅｃプロトコル等、又はその他の高層接続プロトコル形式を用いて
もよい。そのうち、図１１（ａ）に示すように、ＷＬＡＮ無線インターフェースを介して
伝送するユーザデータはトラフィック分配してから得た未加工のデータであってもよく、
ＷＬＡＮ　ＡＰでトラフィック分配データをパッケージした後のＩＰデータパケットであ
ってもよく、この時、トラフィック分配データ（ここでは即ちＭＡＣ　ＰＤＵパケット）
を直接的にＩＰデータパケットのペイロードとし、ＩＰパケットヘッドにおける送信元ア
ドレス及び宛先アドレスはそれぞれ送信者及び受信者ＩＰのアドレスであり、該ＩＰアド
レスはプリセットされてもよく、送信者及び受信者がその他のフロー（例えばＤＨＣＰプ
ロトコル）により協議して取得されてもよく、又はその他の伝送プロトコルデータパケッ
ト、図１１（ｂ）に示すように、例えばＬＬＣにより協議して取得されてもよく、この時
、ＬＬＣデータパケットにおける目的サービスアクセスノード及び送信元サービスアクセ
スノードフィールドは、それぞれ受信及び送信両者のＭＡＣ層を指し、トラフィック分配
データはＬＬＣのペイロードとする。
【００８２】
　上記トラフィック分配インターフェース及びＷＬＡＮ無線インターフェースのプロトコ
ルスタックは、任意に組み合せることができる。図１２に示すように、ＵＥとＲＮＣとの
間はエンドツーエンドのトンネルを作成してデータ伝送に用いてもよい。そのうち、トン
ネリングプロトコルはＩＰｓｅｃプロトコル、ＧＴＰプロトコル又はＧＲＥプロトコル等
を用いてもよく、その他のトンネリングプロトコルを用いてもよい。
【００８３】
　好ましくは、トラフィック分配インターフェース及びＷＬＡＮ無線インターフェースは
、実際のニーズに応じて、さらにセキュリティ保護メカニズムを増加してもよく、例えば
、ＩＰＳｅｃ又はその他のトンネルセキュリティメカニズムにより、実現方法と既存のセ
キュリティメカニズムの一致性を保護する。ここでは繰り返して説明しない。
【００８４】
　上りユーザデータは、下りユーザデータの伝送ルート及び使用インターフェースプロト
コルスタックと同じであり、異なるところは送信者がＵＥ、受信者がＲＮＣ及びＷＬＡＮ
　ＡＰであることにある。ここでは繰り返して説明しない。
【００８５】
　なお、トラフィック分配インターフェースがＮｏｄｅＢとＷＬＡＮ　ＡＰとの間に作成
されると、ＮｏｄｅＢはユーザデータをトラフィック分配する必要があり、ＮｏｄｅＢが
トラフィック分配を決める依拠はＮｏｄｅＢ所定アルゴリズムに基づいてもよく、ＲＮＣ
によりトリガーされてもよい。ＮｏｄｅＢで行うデータトラフィック分配方法、及びトラ
フィック分配インターフェースでのトラフィック分配データ伝送メカニズムはＲＮＣの処
理方法と類似する。ここでは繰り返して説明しない。
【００８６】
　上記アーキテクチャは同様にＨＮＢ等のその他のシーンに適用でき、異なるところはア
クセスネットワークのネットエレメントが変化することのみにある。ネットエレメントの
バックホールリンクも少々異なり、例えばＨＮＢのバックホールリンクはさらにホーム基
地局ゲートウェイにより管理されるなどの可能性がある。ところが、アクセスネットワー
クとＷＬＡＮ　ＡＰの間のトラフィック分配インターフェースプロトコル及びトラフィッ
ク分配方式はいずれも同じである。
【００８７】
　当業者は、上記方法における全部又は一部のステップをプログラムによって関連ハード
ウェアに命令を出して完成させることができ、当該プログラムはコンピュータ読み取り可
能な記憶媒体、例えば読取り専用メモリ、ディスク又は光ディスク等に記憶してもよいと
理解することができる。選択肢として、上記実施例の全部又は一部のステップが一つ又は
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またはユニットはハードウェアの形式で実現されてもよく、ソフトウェア機能モジュール
の形式で実現されてもよい。本発明は如何なる特定形式のハードウェアとソフトウェアの
組合せに限らない。
【００８８】
　以上は本発明の好ましい実施例に過ぎず、本発明の保護範囲を制限するものではなく、
本発明の発明内容に基づいて、さらに他の多種の実施例を有してもよい。本分野に詳しい
当業者は、本発明の趣旨とその実質を逸脱しない場合に、本発明に基づいて各種の相応の
変更と変形を行うことができるが、本発明の技術案の趣旨と範囲の内に行ったいかなる改
定、同等交換、改良などは、いずれも本発明の保護範囲内に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
　本発明の実施形態を採用した後、オペレータはライセンスプレートが必要ではないＷＬ
ＡＮ周波数帯域で有料周波数帯域のデータ伝送をトラフィック分配し、３ＧＰＰアクセス
ネットワークのデータトラヒックをトラフィック分配し、ネットワーク負荷を軽減させ、
周波数帯域及びコストを節約し、オペレータは既存のＷＬＡＮアクセスポイントネットエ
レメントを多重化し、ネットワーク側のオペレーション維持に要する支出を節約するとと
もに、ＵＥのデータスループットを増加し、ユーザの現今のマルチメディアサービスニー
ズを満たし、さらに、本アーキテクチャはプロトコル及び端末装置への最大互換性を保証
し、システム運転がより合理的で、効率的である。
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【手続補正書】
【提出日】平成26年10月17日(2014.10.17)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
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【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、さらに前記トラフィック分
配インターフェースを介さずに前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに
送信する一部の下りユーザデータを、前記ユーザ装置との間の前記３ＧＰＰ無線インター
フェースを介して前記ユーザ装置に送信するように設置される請求項２に記載のシステム
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１３】
　前記受信モジュールは、さらに直接的に前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエ
レメントから送信してきた制御プレーン信号を受信するように設置される請求項１０に記
載のユーザ装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１６】
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは前記トラフィック分配インタ
ーフェースを介さずに前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに送信する
一部の下りユーザデータを、前記ユーザ装置との間の前記３ＧＰＰ無線インターフェース
を介して前記ユーザ装置に送信することをさらに含む請求項１５に記載の方法。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　好ましくは、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、さらに前記トラフィック分
配インターフェースを介さずに、前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメント
に送信する一部の下りユーザデータを、前記ユーザ装置との間の前記３ＧＰＰ無線インタ
ーフェースを介して前記ユーザ装置に送信するように設置される。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　好ましくは、前記方法は、
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントは、前記トラフィック分配イン
ターフェースを介さずに、前記ＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに送信
する一部の下りユーザデータを、前記ユーザ装置との間の前記３ＧＰＰ無線インターフェ
ースを介して前記ユーザ装置に送信することをさらに含む。
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【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５０】
　図５に示すように、本実施例中において、ユーザ装置は、無線ローカルエリアネットワ
ーク（ＷＬＡＮ）アクセス機能及び少なくとも１種の第三世代パートナーシッププロジェ
クト（３ＧＰＰ）無線アクセス機能を有し、受信モジュール５０、結合モジュール５１、
トラフィック分配モジュール５２、及び送信モジュール５３を含み、
　受信モジュール５０は、３ＧＰＰ無線インターフェースを介して３ＧＰＰアクセスネッ
トワークのネットエレメントから送信してきた下りユーザデータを受信し、及びＷＬＡＮ
無線インターフェースを介してＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントから送
信してきた下りユーザデータを受信するように設置され、
　結合モジュール５１は、受信モジュール５０が受信した、３ＧＰＰアクセスネットワー
クのネットエレメント及びＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントからそれぞ
れ送信してきた下りユーザデータを、結合するように設置され、
　トラフィック分配モジュール５２は、送信待ちの上りユーザデータをトラフィック分配
するように設置され、
　送信モジュール５３は、トラフィック分配モジュール５２がトラフィック分配した一部
の上りユーザデータを３ＧＰＰアクセスネットワークのネットエレメントに送信し、他方
の一部の上りユーザデータをＷＬＡＮアクセスネットワークのネットエレメントに送信す
るように設置される。 
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【要約の続き】
ットワークのネットエレメントとユーザ装置との間に上りユーザデータ及び下りユーザデータを伝送することに用い
られる。本発明によりネットワークロードを軽減させ、周波数帯域及びコストを節約する。
【選択図】図１
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