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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）であって
　進化型ノードＢ（ｅＮＢ）から構成情報を受信するように構成される無線装置であって
、前記構成情報は、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）アクセスポイント（Ａ
Ｐ）のアドレスと、前記ｅＮＢにおけるＵＤＰサーバのユーザデータグラムプロトコル（
ＵＤＰ）情報とを含む、無線装置と、
　前記構成情報に基づいて、前記ＷＬＡＮを介して前記ＵＥと前記ｅＮＢとの間に１以上
のＵＤＰトンネリング接続を確立するように構成されるコントローラであって、前記１以
上のＵＤＰトンネリング接続は、複数のデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）のトラフィックを区
別するように構成される、コントローラと、
　を備え、
　前記ＵＥは、前記ｅＮＢを介して、前記ＵＥとコアネットワーク（ＣＮ）の１以上の要
素との間を接続するための進化型パケット交換システム（ＥＰＳ）ベアラを確立し、前記
ＵＥは、前記ＷＬＡＮを介して、前記ＵＥと前記ＣＮとの間の各アクティブＥＰＳベアラ
について、別々のＵＤＰトンネル接続を前記ｅＮＢと確立する、
　ＵＥ。
【請求項２】
　前記無線装置は、前記複数のＤＲＢのＤＲＢに対応する前記ｅＮＢのオフロード情報か
ら、前記ＤＲＢの識別子を含む前記オフロード情報を受信し、
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　前記コントローラは、前記ＤＲＢを、前記ＵＥと前記ｅＮＢとの間のセルラリンクから
前記ＤＲＢに対応するＵＤＰトンネリング接続に移動させるように構成される、
　請求項１に記載のＵＥ。
【請求項３】
　前記無線装置は、前記ＤＲＢをオフロードする要求の一部として前記オフロード情報を
受信し、前記コントローラは、前記ＤＲＢをオフロードする要求を受け入れるか拒否する
かを決定し、前記無線装置は、前記ｅＮＢに、前記ＤＲＢをオフロードする要求が受け入
れられたか拒否されたかを示す応答を送信する、
　請求項２に記載のＵＥ。
【請求項４】
　前記オフロード情報は、１以上のトリガ条件を定義するトリガ情報を含み、
　前記コントローラは、前記トリガ条件に基づいて、前記ＤＲＢを前記ＵＤＰトンネリン
グ接続から前記セルラリンクに戻す、
　請求項２に記載のＵＥ。
【請求項５】
　前記コントローラは、前記複数のＤＲＢのそれぞれのトラフィックを通信するように構
成される複数のＵＤＰトンネリング接続を確立する、
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載のＵＥ。
【請求項６】
　前記コントローラは、前記複数のＵＤＰ接続に、前記ＵＥにおけるそれぞれの複数の異
なるＵＤＰポートを割り当てる、
　請求項５に記載のＵＥ。
【請求項７】
　前記無線装置は、前記複数のＤＲＢを前記複数のＵＤＰポートにマッピングするための
マッピング情報を前記ｅＮＢに送信する、
　請求項６に記載のＵＥ。
【請求項８】
　前記コントローラは、２以上のＤＲＢのトラフィックを通信するための少なくとも１つ
のＵＤＰトンネリング接続を確立し、前記コントローラは、前記ＵＤＰトンネリング接続
を介して通信されるＵＤＰペイロードに制御ヘッダを割り当て、
　前記ＵＤＰペイロードは、前記２以上のＤＲＢのＤＲＢを識別する識別子を含む、
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載のＵＥ。
【請求項９】
　１以上のアンテナと、
　プロセッサと、
　メモリと、
　入力ユニットと、
　出力ユニットと、
　を備える、請求項１乃至４のいずれか一項に記載のＵＥ。
【請求項１０】
　進化型ノードＢ（ｅＮＢ）であって、
　セルラリンクを介して、複数のデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）のユーザ機器（ＵＥ）トラ
フィックと通信する無線装置と、
　無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）リンクを介して、前記ＤＲＢをトンネリ
ングするために前記ＵＥと前記ｅＮＢとの間にオフロードトンネルを確立するコントロー
ラであって、前記オフロードトンネルは、前記複数のＤＲＢを区別するように構成される
１以上のユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）トンネリング接続を含む、コントロー
ラと、
　を備え、
　前記コントローラは、前記ＵＥと、前記複数のＤＲＢの少なくとも１つのＤＲＢの前記
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オフロードトンネルへのハンドオーバを調整し、
　前記ＵＥは、前記ｅＮＢを介して、前記ＵＥとコアネットワーク（ＣＮ）の１以上の要
素との間を接続するための進化型パケット交換システム（ＥＰＳ）ベアラを確立し、前記
ｅＮＢは、前記ＷＬＡＮを介して、前記ＵＥと前記ＣＮとの間の各アクティブＥＰＳベア
ラについて、別々のＵＤＰトンネル接続を前記ＵＥと確立する、
　ｅＮＢ。
【請求項１１】
　前記コントローラは前記ＤＲＢを選択し、
　前記無線装置は、前記ＵＥに無線リソース制御（ＲＲＣ）要求メッセージを送信して、
前記ＤＲＢをハンドオーバし、前記ＵＥから、前記ＲＲＣ要求メッセージに応答するＲＲ
Ｃ応答メッセージを受信し、前記ＲＲＣ要求メッセージは前記ＤＲＢの識別子を含む、
　請求項１０に記載のｅＮＢ。
【請求項１２】
　前記無線装置は、前記ＵＥから、前記ＤＲＢをハンドオーバするための無線リソース制
御（ＲＲＣ）要求メッセージを受信し、前記ＲＲＣ要求メッセージに応答して、前記ＤＲ
Ｂのハンドオーバを承認又は拒否するためのＲＲＣ応答メッセージを前記ＵＥに送信する
、
　請求項１０に記載のｅＮＢ。
【請求項１３】
　前記コントローラは、前記ＤＲＢを前記セルラリンクに戻すことをトリガするための１
以上の条件を定義し、
　前記無線装置は、前記ＵＥに、前記１以上の条件に対応するトリガ情報を含むメッセー
ジを送信する、
　請求項１０に記載のｅＮＢ。
【請求項１４】
　前記オフロードトンネルは、前記複数のＤＲＢのそれぞれのトラフィックを通信するよ
うに構成される複数のＵＤＰトンネリング接続を含む、
　請求項１０乃至１３のいずれか一項に記載のｅＮＢ。
【請求項１５】
　前記オフロードトンネルは、２以上のＤＲＢのトラフィックを通信するための少なくと
も１つのＵＤＰトンネリング接続を含み、
　前記コントローラは、前記ＵＤＰトンネリング接続を介して通信されるＵＤＰペイロー
ドのヘッダに基づいて、前記２以上のＤＲＢのＤＲＢを識別する、
　請求項１０乃至１３のいずれか一項に記載のｅＮＢ。
【請求項１６】
　前記無線装置は、前記ＵＥに、ＷＬＡＮアクセスポイント（ＡＰ）のアドレスと前記ｅ
ＮＢのＵＤＰサーバのＵＤＰ情報とを含む構成情報を送信する、
　請求項１０乃至１３のいずれか一項に記載のｅＮＢ。
【請求項１７】
　前記ＵＤＰ情報は、前記ＵＤＰサーバのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスと
、前記ＵＤＰサーバの少なくとも１つのＵＤＰポート番号とを含む、
　請求項１６に記載のｅＮＢ。
【請求項１８】
　１以上のアンテナと、
　プロセッサと、
　メモリと、
　を備える、請求項１０乃至１３のいずれか一項に記載のｅＮＢ。
【請求項１９】
　進化型ノードＢ（ｅＮＢ）において実行される方法であって、
　ユーザ機器（ＵＥ）と、セルラリンクを介して、複数のデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）の
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トラフィックを通信するステップと、
　前記ＵＥと前記ｅＮＢとの間にオフロードトンネルを確立して、無線ローカルエリアネ
ットワーク（ＷＬＡＮ）リンクを介して前記ＤＲＢをトンネリングするステップであって
、前記オフロードトンネルは、前記複数のＤＲＢを区別するように構成される１以上のユ
ーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）トンネリング接続を含む、ステップと、
　前記ＵＥと、前記複数のＤＲＢの少なくとも１つのＤＲＢの前記オフロードトンネルへ
のハンドオーバを調整するステップと、
　を含み、
　前記ＵＥは、前記ｅＮＢを介して、前記ＵＥとコアネットワーク（ＣＮ）の１以上の要
素との間を接続するための進化型パケット交換システム（ＥＰＳ）ベアラを確立し、前記
ｅＮＢは、前記ＷＬＡＮを介して、前記ＵＥと前記ＣＮとの間の各アクティブＥＰＳベア
ラについて、別々のＵＤＰトンネル接続を前記ＵＥと確立する、
　方法。
【請求項２０】
　前記ＤＲＢを選択するステップと、
　前記ＵＥに、前記ＤＲＢをハンドオーバするための無線リソース制御（ＲＲＣ）要求メ
ッセージを送信するステップと、
　前記ＵＥから、前記ＲＲＣ要求メッセージに応答するＲＲＣ応答メッセージを受信する
ステップと、
　を含み、前記ＲＲＣ要求メッセージは前記ＤＲＢの識別子を含む、
　請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　前記ＤＲＢを前記セルラリンクに戻すことをトリガする１以上の条件を定義するステッ
プと、
　前記ＵＥに、前記１以上の条件に対応するトリガ情報を含むメッセージを送信するステ
ップと、
　を含む、請求項１９又は２０に記載の方法。
【請求項２２】
　ユーザ機器（ＵＥ）において、少なくとも１つのコンピュータプロセッサに、
　進化型ノードＢ（ｅＮＢ）から構成情報を受信する工程であって、前記構成情報は、無
線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）アクセスポイント（ＡＰ）のアドレスと、前
記ｅＮＢにおけるＵＤＰサーバのユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）情報とを含む
、工程と、
　前記構成情報に基づいて、前記ＷＬＡＮを介して、前記ＵＥと前記ｅＮＢとの間に１以
上のＵＤＰトンネリング接続を含むトンネルを確立する工程であって、前記１以上のＵＤ
Ｐトンネリング接続は、複数のデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）のトラフィックを区別するよ
うに構成される、工程と、
　前記複数のＤＲＢの１以上のＤＲＢを、セルラリンクから前記トンネルに移動させる工
程と、
　前記１以上のＤＲＢの少なくとも１つのＤＲＢを、前記セルラリンクに戻す工程と、
　を実行させる、プログラムであって、
　前記ＵＥは、前記ｅＮＢを介して、前記ＵＥとコアネットワーク（ＣＮ）の１以上の要
素との間を接続するための進化型パケット交換システム（ＥＰＳ）ベアラを確立し、前記
ＵＥは、前記ＷＬＡＮを介して、前記ＵＥと前記ＣＮとの間の各アクティブＥＰＳベアラ
について、別々のＵＤＰトンネル接続を前記ｅＮＢと確立する、
　プログラム。
【請求項２３】
　前記ｅＮＢから、前記１以上のＤＲＢに対応するオフロード情報を受信する工程であっ
て、前記オフロード情報は、前記１以上のＤＲＢの識別子を含む、工程、
　を前記少なくとも１つのコンピュータプロセッサに実行させる、請求項２２に記載のプ
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ログラム。
【請求項２４】
　前記オフロード情報は、１以上のトリガ条件を定義するトリガ情報を含み、
　前記ＤＲＢを前記セルラリンクに戻す工程は、前記トリガ条件に基づいて前記ＤＲＢを
前記セルラリンクに戻す工程を含む、
　請求項２３に記載のプログラム。
【請求項２５】
　前記トンネルを確立する工程は、前記複数のＤＲＢのそれぞれのトラフィックを通信す
るように構成される複数のＵＤＰトンネリング接続を確立する工程を含む、
　請求項２２乃至２４のいずれか一項に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に記載される一部の実施形態は、一般に、無線ローカルエリアネットワークリ
ンクを介してデータ無線ベアラをトンネリングすることに関する。
【背景技術】
【０００２】
　モバイルデバイスのような無線通信デバイスは、複数の無線通信技術を利用するように
構成されることがある。
【０００３】
　例えば、ユーザ機器（ＵＥ）デバイスは、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）接続（例えばワイヤレスフィデリティ（ＷｉＦｉ）接続）と同様に、セルラ接続（例え
ば、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）セルラ接続）を利用するように構成される
ことがある。
【０００４】
　共同配置されたＷＬＡＮとセルラネットワークとの間の協調及び／又は統合のレベルを
向上させる解決策が求められている。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　説明を簡潔且つ明確にするために、図面に示された要素は必ずしも縮尺通りに描かれて
いない。例えば、表示の明瞭化のために、いくつかの要素の寸法は、他の要素に対して誇
張されていることがある。更に、図中の参照番号は、対応する又は類似の要素を示すため
に繰り返されることがある。
【図１】一部の実例となる実施形態に係る、システムの概略ブロック図である。
【図２】一部の実例となる実施形態に係る、ユーザプレーンプロトコルストックの概略図
である。
【図３】一部の実例となる実施形態に係る、ユーザ機器（ＵＥ）、無線ローカルエリアネ
ットワーク（ＷＬＡＮ）アクセスポイント（ＡＰ）、ノード及びコアネットワーク（ＣＮ
）によって実行される動作のシーケンス図の概略図である。
【図４】一部の実例となる実施形態に係る、ＷＬＡＮリンクを介してデータ無線ベアラ（
ＤＲＢ）をトンネリングする方法の概略図である。
【図５】一部の実例となる実施形態に係る製品の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　以下の詳細な説明では、一部の実施形態の完全な理解を提供するために、多数の具体的
な詳細が示される。しかしながら、当業者であれば、これらの具体的な詳細なしに一部の
実施形態を実施できることを理解できるであろう。他の例では、周知の方法、手順、構成
要素、ユニット及び／又は回路は、説明を不明瞭にしないように詳細には記載されていな
い。
【０００７】
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　本明細書の議論において、例えば、「処理する」、「計算する」、「計算する」、「決
定する」、「確立する」、「分析する」、「確認する」等の用語を利用する場合、コンピ
ュータのレジスタ及び／又はメモリ内の物理的（例えば電子的）量として表されるデータ
を、コンピュータのレジスタ及び／又はメモリその他の、動作及び／又は処理を実行する
ための命令を記憶することができる情報記憶媒体の物理量として同様に表される他の同様
のデータに操作及び／又は変換するコンピュータ、コンピューティングプラットフォーム
、コンピューティングシステム又は他の電子コンピューティングデバイスの処理を指す。
【０００８】
　本明細書で使用される「複数（plurality）」及び「複数（a　plurality）」という用
語は、例えば、「複数（multiple）」又は「２以上」を含む。例えば、「複数のアイテム
」は２以上のアイテムを含む。
【０００９】
　「一実施形態」、「実施形態」、「実例となる実施形態」、「様々な実施形態」等の言
及は、そのように記載された実施形態が特定の特徴、構造又は特徴を含むことを示すが、
全ての実施形態が必ずしも特定の特徴、構造又は特性を含むわけではない。更に、「一実
施形態では」という語句を繰り返し用いるが、必ずしも同じ実施形態を指すものではない
（同じ実施形態を指すこともある）。
【００１０】
　本明細書で使用される場合、他に特定されない限り、共通のオブジェクトを記述するた
めの順序付き形容詞「第１」、「第２」、「第３」等の使用は、類似オブジェクトの異な
るインスタンスが参照されることを示すに過ぎず、そのように記述されたオブジェクトが
、時間的、空間的、順位付けのいずれかの順序で与えられなければならないことを暗示す
ることを意図するものではない。
【００１１】
　一部の実施形態は、様々な装置及びシステムと組み合わせて採用することができ、例え
ば、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、デスクトップコンピュータ、モバイルコンピュー
タ、ラップトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、タブレットコンピュータ、
スマートフォンデバイス、サーバコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、ハンドヘル
ドデバイス、携帯情報端末（ＰＤＡ）デバイス、ハンドヘルドＰＤＡデバイス、オンボー
ド装置、オフボード装置、ハイブリッド装置、車両装置、非車両装置、モバイル又はポー
タブルデバイス、消費者デバイス、非モバイル又は非ポータブルデバイス、無線通信基地
局、無線通信装置、無線アクセスポイント（ＡＰ）、有線又は無線ルータ、有線又は無線
モデム、ビデオ装置、オーディオ装置、オーディオビデオ（Ａ／Ｖ）装置、有線又は無線
ネットワーク、無線エリアネットワーク、セルラネットワーク、セルラノード、無線ロー
カルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、ＭＩＭＯ（Multiple　Input　Multiple　Output
）トランシーバ又はデバイス、ＳＩＭＯ（Single　Input　Multiple　Output）トランシ
ーバ又はデバイス、ＭＩＳＯ（Multiple　Input　Single　Output）トランシーバ又はデ
バイス、１以上の内部アンテナ及び／又は外部アンテナを有する装置、デジタルビデオ放
送（ＤＶＢ）装置又はシステム、マルチスタンダード無線装置又はシステム、有線又は無
線ハンドヘルドデバイス、例えばスマートフォン、ワイヤレスアプリケーションプロトコ
ル（ＷＡＰ）装置、自動販売機、販売端末等と組み合わせて採用することができる。
【００１２】
　一部の実施形態は、既存のロングタームエボリューション（ＬＴＥ）仕様（“3GPP　TS
　25.331:　Universal　Mobile　Telecommunications　System　(UMTS);　Radio　リソー
ス　Control　(RRC);　Protocol　specification”、リリース１１、バージョン１１．７
．０（２０１３年１０月）、“3GPP　TS　23.402:　Universal　Mobile　Telecommunicat
ions　System　(UMTS);　LTE;　Architecture　enhancements　for　non-3GPP　accesses
、リリース１１、バージョン１１．８．０（２０１３年１２月）を含む）及び／又は今後
のバージョン及び／又はその派生物、既存のWireless-Gigabit-Alliance（ＷＧＡ）仕様
（Wireless　Gigabit　Alliance、Inc　WiGig　MAC　and　PHY　Specification　Version
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　1.1、２０１１年４月、最終仕様）及び／又は今後のバージョン及び／又はその派生物
に従って動作するデバイス及び／又はネットワーク、既存のＩＥＥＥ802.11規格（ＩＥＥ
Ｅ802.11-2012、ＩＥＥＥ　Standard　for　Information　technology　-　Telecommunic
ations　and　information　exchange　between　systems　Local　and　metropolitan　
area　networks　-　Specific　requirements　Part　11:　Wireless　LAN　媒体アクセ
ス制御　(MAC)　and　Physical　Layer　(PHY)　Specifications、２０１２年３月２９日
）及び／又は今後のバージョン及び／又はその派生物に従って動作するデバイス及び／又
はネットワーク、既存のＩＥＥＥ802.16規格（ＩＥＥＥ規格802.16、２００９年版、Air
　Interface　for　Fixed　Broadband　Wireless　Access　Systems；ＩＥＥＥ規格802.1
6e、２００５年版、Physical　and　媒体アクセス制御　Layers　for　Combined　Fixed
　and　Mobile　Operation　in　Licensed　Bands;　amendment　to　ＩＥＥＥ　Std　80
2.16-2009、タスクグループｍによって開発）及び／又は今後のバージョン及び／又はそ
の派生物に従って動作するデバイス及び／又はネットワーク、既存のWirelessHD（登録商
標）仕様及び／又は今後のバージョン及び／又はその派生物に従って動作するデバイス及
び／又はネットワーク、上記のネットワークの一部であるユニット及び／又は装置に従っ
て動作するデバイス及び／又はネットワーク等と組み合わせて採用することができる。
【００１３】
　一部の実施形態は、１以上のタイプの無線通信信号及び／又はシステムと組み合わせて
採用することができ、例えば、無線周波数（ＲＦ）、周波数分割多重（ＦＤＭ）、直交Ｆ
ＤＭ（ＯＦＤＭ）、シングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）、時分割多
重（ＴＤＭ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、拡張ＴＤＭＡ（Ｅ－ＴＤＭＡ）、汎用パケ
ット無線サービス（ＧＰＲＳ）、拡張ＧＰＲＳ、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、広帯域
ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ(登録商標)）、ＣＤＭＡ２０００、シングルキャリアＣＤＭＡ、マ
ルチキャリアＣＤＭＡ、マルチキャリア変調（ＭＤＭ）、離散マルチトーン（ＤＭＴ）、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、全地球測位システム（ＧＰＳ）、ワイヤレスフィデリ
ティ（Ｗｉ－Ｆｉ）、Ｗｉ－Ｍａｘ、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、超広帯域（ＵＷＢ）、
モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ(登録商標)）、第２世代（２Ｇ）、２．５Ｇ
、３Ｇ、３．５Ｇ、４Ｇ、第５世代（５Ｇ）モバイルネットワーク、３ＧＰＰ、ロングタ
ームエボリューション（ＬＴＥ）セルラシステム、ＬＴＥアドバンスセルラシステム、高
速ダウンリンクパケットアクセス（ＨＳＤＰＡ）、高速アップリンクパケットアクセス（
ＨＳＵＰＡ）、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）、ＨＳＰＡ＋、シングルキャリア無線
伝送技術（１ＸＲＴＴ）、ＥＶ－ＤＯ（Evolution-Data　Optimized）、EDGE（Enhanced
　Data　rates　for　GSM(登録商標)　Evolution）等と組み合わせて採用することができ
る。他の実施形態は、様々な他の装置、システム及び／又はネットワークで使用されてよ
い。
【００１４】
　本明細書で用いられる場合、「無線装置」とは、例えば、無線通信可能な装置、無線通
信可能な通信装置、無線通信可能な通信基地局、無線通信可能な携帯装置又は非携帯装置
等を含む。一部の実例となる実施形態では、無線装置は、コンピュータと一体化された周
辺機器であってもよいし、コンピュータに取り付けられた周辺機器であってもよい。一部
の実例となる実施形態では、「無線装置」という用語は、任意に、無線サービスを含んで
よい。
【００１５】
　無線通信信号に関して本明細書で使用される「通信する」という用語は、無線通信信号
を送信すること及び／又は無線通信信号を受信することを含む。例えば、無線通信信号を
通信することができる無線装置は、無線通信信号を少なくとも１つの他の無線装置に送信
するための無線送信部、及び／又は少なくとも１つの他の無線装置から無線通信信号を受
信するための無線通信受信部を有してよい。「通信する」という動詞は、送信の動作又は
受信の動作を指すために使用することがある。一例では、「信号を通信する」というフレ
ーズは、第１の装置によって信号を送信する動作を指し、必ずしも第２の装置によって信
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号を受信する動作を含まなくてもよい。別の例では、「信号を通信する」というフレーズ
は、第１のデバイスによって信号を受信する動作を指し、必ずしも第２のデバイスによっ
て信号を送信する動作を含まなくてもよい。
【００１６】
　一部の実例となる実施形態は、本明細書において、ＬＴＥセルラシステムに関して説明
される。しかしながら、他の実施形態は、任意の他の適切なセルラネットワーク、例えば
、３Ｇセルラネットワーク、４Ｇセルラネットワーク、５Ｇセルラネットワーク、ＷｉＭ
ＡＸセルラネットワーク等で実現されてよい。
【００１７】
　一部の実例となる実施形態は、本明細書において、ＷＬＡＮシステムに関して説明され
る。しかしながら、他の実施形態は、任意の他の適切な非セルラネットワークで実現され
てよい。
【００１８】
　一部の実例となる実施形態は、ヘテロジニアスネットワーク（ＨｅｔＮｅｔ）と組み合
わせて採用されてよく、例えばセルラ、ミリ波等を含む技術、周波数、セルサイズ及び／
若しくはネットワークアーキテクチャの組合わせの展開、並びに／又は同様のものを利用
することができる。一例では、ＨｅｔＮｅｔは、大型マクロセルから小型セル（例えば、
ピコセル及びフェムトセル）に及ぶ異なるサイズのセルのレイヤを有する無線アクセスネ
ットワークを含んでよい。
【００１９】
　他の実施形態は、任意の他の無線通信ネットワークと組み合わせて採用されてよい。
【００２０】
　本明細書で使用される場合、「アンテナ」という用語は、１以上のアンテナ素子、コン
ポーネント、ユニット、アセンブリ及び／又はアレイの任意の適切な構成、構造及び／又
は配置を含んでよい。一部の実施形態では、アンテナは、別個の送信アンテナ素子及び受
信アンテナ素子を用いて、送信機能及び受信機能を実現してよい。一部の実施形態では、
アンテナは、共通の且つ／又は統合された送信／受信要素を用いて、送信機能及び受信機
能を実現してよい。アンテナは、例えば、フェーズドアレイアンテナ、単一素子アンテナ
、ダイポールアンテナ、スイッチドビームアンテナのセット及び／又は同様のものを含む
ことができる。
【００２１】
　本明細書で使用される場合、「セル」という用語は、ネットワークリソース（例えばダ
ウンリンクリソース、任意にアップリンクリソース）の組合わせを含んでよい。リソース
は、例えばセルラーノード（「基地局」とも呼ばれる）等によって、制御されてよく、且
つ／又は割り当てられてよい。ダウンリンクリソースのキャリア周波数とアップリンクリ
ソースのキャリア周波数との間のリンクは、ダウンリンクリソース上で送信されるシステ
ム情報に示されてよい。
【００２２】
　本明細書で使用される場合、「アクセスポイント」（ＡＰ）という語句は、ステーショ
ン（ＳＴＡ）を含み且つ関連するＳＴＡに関する無線媒体（ＷＭ）を介して配信サービス
へのアクセスを提供するエンティティを含んでよい。
【００２３】
　本明細書で使用される場合、「基地局」（ＳＴＡ）という用語は、ＷＭへの媒体アクセ
ス制御（ＭＡＣ）及び物理層（ＰＨＹ）インタフェースの単独でアドレス可能なインスタ
ンスである、任意の論理エンティティを含んでよい。
【００２４】
　本明細書で使用される場合、「指向性マルチギガビット（ＤＭＧ）」と「指向性バンド
」（ＤＢａｎｄ）という語句は、チャネル開始周波数が５６ＧＨｚを超える周波数帯域に
関連してよい。
【００２５】
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　「DMG　STA」、「mmWave　STA（mSTA）」という語句は、ＤＭＧ帯域内にあるチャネル
上で動作している、無線送信部を有するＳＴＡに関連してよい。
【００２６】
　図１を参照する。図１は、一部の実例となる実施形態に係るシステム１００のブロック
図を概略的に示す。
【００２７】
　図１に示されるように、一部の実例となる実施形態では、システム１００は、１以上の
無線媒体１０８を介してコンテンツ、データ、情報及び／又は信号を通信することのでき
る１以上の無線通信装置を含んでよい。例えば、システム１００は、例えば以下に説明す
るように、１以上の無線通信ネットワークと通信することのできる少なくとも１つのユー
ザ機器（ＵＥ）１０２を含んでよい。
【００２８】
　無線媒体１０８は、例えば、無線チャネル、セルラチャネル、ＲＦチャネル、ワイヤレ
スフィデリティ（ＷｉＦｉ）チャネル、ＩＲチャネル等を含んでよい。システム１００の
１以上の要素は、任意に、任意の適切な有線通信リンクを介して通信することができる。
【００２９】
　一部の実例となる実施形態では、システム１００は、少なくとも１つのセルラネットワ
ーク、例えば、セルラノード（「ノード」）１０４によって制御されるセルを含んでよい
。
【００３０】
　一部の実例となる実施形態では、システム１００は、アクセスポイント（ＡＰ）１０６
によって管理される非セルラネットワーク１０７、例えばＷＬＡＮ、例えば基本サービス
セット（ＢＳＳ）を含んでよい。
【００３１】
　一部の実例となる実施形態では、ネットワーク１０７はトラステッドＷＬＡＮアクセス
ネットワーク（ＴＷＡＮ）を含んでよい。
【００３２】
　一部の実例となる実施形態では、非セルラネットワーク１０７は、少なくとも部分的に
、ノード１０４のカバレッジエリア内にあってよい。例えば、ＡＰ１０６は、ノード１０
４のカバレッジエリア内にあってよい。
【００３３】
　一部の実例となる実施形態では、ノード１０４は進化型ノードＢ（ｅＮＢ）を含んでよ
い。例えば、ノード１０４は、無線リソース管理（ＲＲＭ）、無線ベアラ制御、無線アド
ミッション制御（アクセス制御）、接続モビリティ管理、ＵＥとｅＮＢ無線装置間のリソ
ーススケジューリング（例えばアップリンクとダウンリンクの両方におけるＵＥへのリソ
ースの動的割り当て）、ヘッダ圧縮、ユーザデータストリームのリンク暗号化、宛先（例
えば、別のｅＮＢや進化型パケットコア（ＥＰＣ））へのユーザデータのパケットルーテ
ィング、ページングメッセージのスケジューリング及び／又は送信（着信呼および／また
は接続要求）、ブロードキャスト情報調整、測定報告、及び／又は任意の他の動作を実行
するように構成されてよい。
【００３４】
　他の実施形態では、ノード１０４は、任意の他の機能を含むことができ、且つ／又は、
任意の他のセルラノード（例えばノードＢ（ＮＢ））、基地局又は任意の他のノード若し
くはデバイスの機能を実行してよい。
【００３５】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２は、例えば、モバイルコンピュータ、ラッ
プトップコンピュータ、ノートブックコンピュータ、タブレットコンピュータ、モバイル
インターネットデバイス、ハンドヘルドコンピュータ、ハンドヘルドデバイス、ストレー
ジデバイス、ＰＤＡデバイス、ハンドヘルドＰＤＡデバイス、オンボードデバイス、オフ
ボードデバイス、ハイブリッドデバイス（例えば、携帯電話機能とＰＤＡデバイス機能と
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を組み合わせる）、消費者デバイス、車両用機器、非車両用機器、モバイル又はポータブ
ルデバイス、携帯電話、セルラ電話、ＰＣＳ装置、モバイル又はポータブルＧＰＳ装置、
ＤＶＢ装置、比較的小さな計算装置、非デスクトップコンピュータ、ＣＳＬＬ（Carry　S
mall　Live　Large）デバイス、ウルトラモバイルデバイス（ＵＭＤ）、ウルトラモバイ
ルＰＣ（ＵＭＰＣ）、モバイルインターネットデバイス（ＭＩＤ）、「折り紙（Origami
）」デバイス又はコンピューティングデバイス、ビデオ装置、オーディオデバイス、Ａ／
Ｖデバイス、ゲームデバイス、メディアプレーヤー、スマートフォン等を含んでよい。
【００３６】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２、ノード１０４及び／又はＡＰ１０６は、
例えば、以下で説明するように、ＵＥ１０２、ノード１０４、ＡＰ１０６及び／又は１以
上の他の無線通信デバイスとの間の無線通信を実行する１以上の無線通信ユニットを有し
てよい。例えば、ＵＥ１０２は無線通信ユニット１１０を含んでよく、且つ／又は、ノー
ド１０４は無線通信ユニット１３０を含んでよい。
【００３７】
　一部の実例となる実施形態では、無線通信ユニット１１０は、無線通信ユニット１１０
の機能を実行するように構成される回路及び／又はロジックを含むシステムオンチップ（
ＳｏＣ）の形態で実現されてよく、且つ／又は、無線通信ユニット１３０は、例えば後述
するように、無線通信ユニット１３０の機能を実行するように構成される回路及び／又は
ロジックを含むＳｏＣの形態で実現されてよい。
【００３８】
　一部の実例となる実施形態では、無線通信ユニット１１０，１３０は、１以上のアンテ
ナを含んでよく、或いは関連付けられてよい。一例では、無線通信ユニット１１０は、少
なくとも２つのアンテナ（例えばアンテナ１１２，１１４）又は任意の他の数のアンテナ
（例えば１つのアンテナ、３以上のアンテナ）に関連付けられてよい。且つ／又は、無線
通信ユニット１３０は、少なくとも２つのアンテナ（例えばアンテナ１３２，１３４）又
は任意の他の数のアンテナ（例えば１つのアンテナ、３つ以上のアンテナ）に関連付けら
れてよい。
【００３９】
　一部の実例となる実施形態では、アンテナ１１２，１１４，１３２及び／又は１３４は
、無線通信信号、ブロック、フレーム、送信ストリーム、パケット、メッセージ及び／又
はデータを送信及び／又は受信するのに適した、任意のタイプのアンテナを含んでよい。
例えば、アンテナ１１２，１１４，１３２及び／又は１３４は、１以上のアンテナ素子、
コンポーネント、ユニット、アセンブリ及び／又はアレイの任意の適切な構成、構造及び
／又は配置を含んでよい。例えば、アンテナ１１２，１１４，１３２及び／又は１３４は
、フェーズドアレイアンテナ、ダイポールアンテナ、単一素子アンテナ、スイッチドビー
ムアンテナのセット及び／又は同様のものを含んでよい。
【００４０】
　一部の実施形態では、アンテナ１１２，１１４，１３２及び／又は１３４は、別々の送
信アンテナ素子と受信アンテナ素子を使用して、送信機能及び受信機能を実現してよい。
一部の実施形態では、アンテナ１１２，１１４，１３２及び／又は１３４は、共通の且つ
／又は統合された送信／受信要素を用いて、送信機能及び受信機能を実現してよい。
【００４１】
　一部の実例となる実施形態では、無線通信ユニット１３０は、少なくとも１つの無線装
置１４２と、無線装置１４２によって実行される通信を制御する少なくとも１つのコント
ローラ１４４を含んでよく、且つ／又は、無線通信ユニット１１０は、少なくとも１つの
無線装置１４３と、無線装置１４３によって実行される通信を制御する少なくとも１つの
コントローラ１４５とを含んでよい。例えば、無線装置１４２及び／又は１４３は、無線
通信信号、ＲＦ信号、フレーム、ブロック、送信ストリーム、パケット、メッセージ、デ
ータアイテム及び／又はデータを送信及び／又は受信することのできる、１以上の無線ト
ランスミッタ、レシーバ及び／又はトランシーバを有してよい。
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【００４２】
　一部の実例となる実施形態では、少なくとも１つの無線装置１４３は、ＷＬＡＮリンク
を介してＡＰ１０６と通信するＷＬＡＮトランシーバ（ＴＲＸ）１６３と、セルラリンク
を介してノード１０４と通信するセルラトランシーバ１６５とを有してよい。
【００４３】
　一部の実例となる実施形態では、無線装置１４２は、セルラリンクを介してノード１０
４と通信するセルラトランシーバ１６７を有してよい。
【００４４】
　一部の実例となる実施形態では、ＷＬＡＮリンクは、例えば、ワイヤレスフィデリティ
（ＷｉＦｉ）リンク、ワイヤレスギガビット（ＷｉＧｉｇ）リンク又は任意の他のリンク
を含んでよい。
【００４５】
　一部の実例となる実施形態では、ＷＬＡＮリンクは、例えば、２．４ギガヘルツ（ＧＨ
ｚ）又は５ＧＨｚ周波数帯域、６０ＧＨｚ周波数帯域、或いは他の任意の周波数帯域にわ
たるリンクを含んでよい。
【００４６】
　一部の実例となる実施形態では、無線装置１４２及び／又は１４３は、必要に応じて、
アンテナビーム形成法を実行することができる多入力多出力（ＭＩＭＯ）トランスミッタ
・レシーバシステム（図示なし）を有してよい。他の実施形態では、無線装置１４２及び
／又は１４３は、任意の他のトランスミッタ及び／又はレシーバを有してよい。
【００４７】
　一部の実例となる実施形態では、無線装置１４２及び／又は１４３は、必要に応じて、
データビットをデータシンボルに符号化及び／又は復号化するためのターボデコーダ及び
／又はターボエンコーダ（図示なし）を有してよい。他の実施形態では、無線装置１４２
及び／又は１４３は、任意の他のエンコーダ及び／又はデコーダを有してよい。
【００４８】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２は、少なくとも１つのセルラリンクを介し
てノード１０４と通信してよい。例えば、無線装置１４２及び／又は１４３は、例えばノ
ード１０４とＵＥ１０２との間でダウンリンクチャネルを介してＯＦＤＭ信号を通信し、
例えばＵＥ１０２とノード１０４との間でアップリンクチャネルを介してＳＣ－ＦＤＭＡ
信号を通信するように構成される、ＯＦＤＭ及び／又はＳＣ－ＦＤＭＡ変調器及び／又は
復調器（図示せず）を有してよい。他の実施形態では、無線装置１４２及び／又は１４３
は、任意の他の変調器及び／又は復調器を有してよい。
【００４９】
　一部の実例となる実施形態では、無線通信ユニット１１０は、ＡＰ１０６と少なくとも
１つのＷＬＡＮリンクを確立してよい。例えば、無線通信ユニット１１０は、１以上のＳ
ＴＡ（例えば、１以上のＷｉＦｉ　ＳＴＡ、ＷＬＡＮ　ＳＴＡ及び／又はＤＭＧ　ＳＴＡ
）の機能を実行してよい。ＷＬＡＮリンクは、アップリンク及び／又はダウンリンクを含
んでよい。ＷＬＡＮダウンリンクは、例えば、ＡＰ１０６から１以上のＳＴＡへの単方向
リンク、或いは宛先ＳＴＡからソースＳＴＡへの単方向リンクを含んでよい。アップリン
クは、例えば、ＳＴＡからＡＰ１０６への単方向リンク、或いはソースＳＴＡから宛先Ｓ
ＴＡへの単方向リンクを含んでよい。
【００５０】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２、ノード１０４及び／又はＡＰ１０６は、
例えば、プロセッサ１２４、入力ユニット１１６、出力ユニット１１８、メモリユニット
１２０及び記憶ユニット１２２のうちの１以上を有してよい。ＵＥ１０２、ノード１０４
及び／又はＡＰ１０６は、任意に、他の適切なハードウェアコンポーネント及び／又はソ
フトウェアコンポーネントを有してよい。一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２、
ノード１０４及び／又はＡＰ１０６のうちの１以上のコンポーネントの一部又は全部は、
共通のハウジング又はパッケージに封入されてよく、１以上の有線又は無線リンクを用い
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て相互接続されるか、或いは動作可能に関連付けられていてよい。他の実施形態では、Ｕ
Ｅ１０２、ノード１０４及び／又はＡＰ１０６のうちの１以上のコンポーネントは、複数
或いは別個のデバイスに分散されてよい。
【００５１】
　プロセッサ１２４は、例えば、中央処理装置（ＣＰＵ）、デジタル信号プロセッサ（Ｄ
ＳＰ）、１以上のプロセッサコア、シングルコアプロセッサ、デュアルコアプロセッサ、
マルチコアプロセッサ、マイクロプロセッサ、ホストプロセッサ、コントローラ、複数の
プロセッサ又はコントローラ、チップ、マイクロチップ、１以上の回路、回路、論理ユニ
ット、集積回路（ＩＣ）、特定用途向けＩＣ（ＡＳＩＣ）、又は任意の他の適切な多目的
又は特定のプロセッサ又はコントローラを含む。プロセッサ１２４は、例えば、ＵＥ１０
２、ノード１０４及び／又はＡＰ１０６のオペレーティングシステム（ＯＳ）及び／又は
１以上の適切なアプリケーションの命令を実行する。
【００５２】
　入力ユニット１１６は、例えば、キーボード、キーパッド、マウス、タッチスクリーン
、タッチパッド、トラックボール、スタイラス、マイク、又は他の適切なポインティング
デバイス若しくは入力デバイスを含む。出力ユニット１１８は、例えば、モニタ、画面、
タッチパネル、フラットパネルディスプレイ、陰極線管（ＣＲＴ）表示部、液晶ディスプ
レイ（ＬＣＤ）表示部、プラズマ表示部、１以上のオーディオスピーカ若しくはイヤフォ
ン、又は他の適切な出力デバイスを含む。
【００５３】
　メモリユニット１２０は、例えば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読出専用メモ
リ（ＲＯＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、同期ＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、フラッ
シュメモリ、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、キャッシュメモリ、バッファ、短期記憶ユ
ニット、長期記憶ユニット、又は他の適切なメモリユニットを含む。　記憶ユニット１２
２は、例えば、ハードディスクドライブ、フロッピーディスクドライブ、コンパクトディ
スク（ＣＤ）ドライブ、ＣＤ－ＲＯＭドライブ、ＤＶＤドライブ、又は他の適切なリムー
バブル若しくは非リムーバブルのストレージユニットを含む。メモリユニット１２０及び
／又は記憶ユニット１２２は、例えば、ＵＥ１０２、ノード１０４及び／又はＡＰ１０６
によって処理されたデータを記憶してよい。
【００５４】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２は、ノード１０４と通信するために、セル
ラ接続、例えばロングタームエボリューション（ＬＴＥ）セルラ接続、ユニバーサル移動
体通信システム（ＵＭＴＳ）接続又は任意の他のセルラ接続を利用し、ＡＰ１０６と通信
するために、ＷＬＡＮ接続、例えばワイヤレスフィデリティ（ＷｉＦｉ）接続又は任意の
他のＷＬＡＮ接続を利用するように構成されてよい。
【００５５】
　一部の実例となる実施形態では、システム１００の１つ以上の要素は、ＨｅｔＮｅｔの
機能を実行してよく、例えば、セルラ、ＷＬＡＮ及び／又は同様のものを含む技術、周波
数、セルサイズ及び／又はネットワークアーキテクチャの組合わせの配置を利用してよい
。
【００５６】
　例えば、例えば、ＨｅｔＮｅｔは、第１の無線通信環境（例えばセルラーネットワーク
）を介してサービスを提供し、他の通信環境（例えばＷＬＡＮ）に切り替えたときに、サ
ービスを維持するように構成されてよい。ＨｅｔＮｅｔアーキテクチャは、例えば、最適
に、顧客の需要の急激な変化に対応し、消費電力を削減し、コストを削減し、効率を向上
し、且つ／又は任意の他の利益を達成するために、無線通信環境（例えばＷＬＡＮ環境や
セルラ環境）の組合わせの利用を可能にしてよい。
【００５７】
　一例では、システム１００は、ネットワーク容量を拡大するためのマクロセルラ展開の
上に重ねられる、（例えば、ピコ、フェムト、中継局、ＷｉＦｉ　ＡＰ等の）スモールセ
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ルのティアを含むマルチティア、マルチ無線アクセス技術（Ｍｕｌｔｉ－ＲＡＴ）Ｈｅｔ
－Ｎｅｔアーキテクチャを利用してよい。
【００５８】
　別の例では、システム１００は、単一のインフラストラクチャデバイスでＷｉＦｉや３
ＧＰＰ無線インタフェース等の複数の無線装置を統合する、マルチＲＡＴスモールセルを
利用してよい。
【００５９】
　一部の実例となる実施形態では、ノード１０４及びＡＰ１０６は、マルチＲＡＴスモー
ルセルの一部として実現されてよい。
【００６０】
　一部の実例となる実施形態では、ノード１０４とＡＰ１０６は、同じ場所に配置されて
もよいし、統合されたセルラ及び無線ＬＡＮ（ＩＣＷ）マルチＲＡＴスモールセルの一部
として接続されてもよい。一例では、ノード１０４は、例えば、ノード１０４がＡＰ１０
６と直接インタラクトし、且つ／又はＡＰ１０６の１以上の機能を制御することを可能に
するために、ＡＰ１０６とインタフェースするように構成されてよい。
【００６１】
　一部の実施形態では、ノード１０４及びＡＰ１０４は、一般のデバイスの一部として実
現されてよい。他の実施形態では、ノード１０４及びＡＰ１０４は、別個の且つ／又は独
立した装置として実現されてよい。
【００６２】
　他の実施形態では、システム１００は、任意の他のアーキテクチャ及び／又は配備を実
現してよい。
【００６３】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２は、ノード１０４を介して、ＵＥ１０２と
コアネットワーク（ＣＮ）１４９の１以上の要素との間を接続するための進化型パケット
交換システム（ＥＰＳ）ベアラを確立してよい。
【００６４】
　一例では、ＵＥ１０２は、例えば、ＵＥ１０２とＰＤＮとの間の１以上のＥＰＳセッシ
ョンをサポートするために、ＵＥ１０２とＰＤＮ（図１には図示なし）との間にパケット
データネットワーク接続を確立してよい。ＰＤＮ接続は、ＵＥ１０２とＰＤＮとの間の複
数のベアラにわたって維持されてよい。一例では、システム１００はＬＴＥシステムを含
んでよく、少なくとも１つのＥＰＳベアラは、ＵＥ１０２とＣＮ１４９のＰＤＮゲートウ
ェイ（ＧＷ）（Ｐ－ＧＷ）（図１には図示なし）との間のＰＤＮ接続を介して確立されて
よい。ＥＰＳベアラは、ＵＥ１０２とノード１０４との間のデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）
と、ノード１０４とＣＮ１４９のサービングゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）（図１には図示な
し）との間のＳ１ベアラと、Ｓ－ＧＷとＰ－ＧＷとの間のＳ５ベアラとを含んでよい。一
部の実施では、進化型ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）無線ア
クセスベアラ（Ｅ－ＲＡＢ）がＵＥ１０２とＳ－ＧＷとの間で確立されてよく、例えばＤ
ＲＢやＳ１ベアラを含む。
【００６５】
　一部の実例となる実施形態では、ベアラ（例えばＥＰＳベアラ、ＤＲＢ、Ｓ１ベアラ及
び／又はＳ５ベアラ）は、ベアラサービス（例えば、特定のサービス品質を有するトラン
スポートサービス）を提供する仮想接続の形態であってよい。一部の実例となる実施形態
では、ノード１０４及び／又はＡＰ１０６は、例えば以下に説明するように、ＵＥ１０２
とＡＰ１０６との間のＷＬＡＮリンクを介して、ＵＥ１０２とノード１０４との間で１以
上のＤＲＢをトンネリングすることができるように構成されてよい。
【００６６】
　一部の実例となる実施形態では、例えば後述するように、（例えばＵＥ１０２とＡＰ１
０６との間の）ＷＬＡＮリンクを介して（例えばＵＥ１０２とノード１０４との間のセル
ラリンクの）ＤＲＢをトンネルする能力は、効率、帯域幅利用、ＵＥ１０２とノード１０
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４との間のトラフィックのステアリング及び／又はオフロードを改善することができる。
【００６７】
　一部の実例となる実施形態では、例えば以下に説明するように、ＵＥ１０２、ノード１
０４及び／又はＡＰ１０６は、１以上のＷＬＡＮを介して１以上のＤＲＢをトンネリング
することを可能にするように構成されたトンネリングプロトコルレイヤを含む、ユーザプ
レーン（Ｕプレーン）プロトコルスタック等のプロトコルスタックを実装するように構成
されてよい。
【００６８】
　図２を参照する。図２は、一部の実例となる実施形態に係るユーザプレーンプロトコル
ストック２００を概略的に示す。一部の実例となる実施形態では、プロトコルストック２
００は、１以上のＷＬＡＮリンクを介して１以上のＤＲＢをトンネリングするために、Ｕ
Ｅ（例えばＵＥ１０２（図１））、ＡＰ（例えばＡＰ１０６（図１））及び／又はノード
（例えばノード１０４（図１））によって実現されてよい。
【００６９】
　図２に示されるように、一部の実例となる実施形態では、プロトコルスタック２００は
、例えばＳＧＷ２０６やＰＤＮ　ＧＷ２０８を含む、ＵＥ２０２とＣＮとの間のトラフィ
ックを通信するために、ＩＣＷスモールセル２０４によって実施されてよい。しかしなが
ら、他の実施形態では、プロトコルスタック２００は、任意の他のＲａｔ及び／又はセル
アーキテクチャの任意の他のノード及び／又はＡＰによって実施されてよく、例えば、複
数のデバイス及び／又は位置の間で統合され、共同配置され、或いは分散されてよい。
【００７０】
　図２に示されるように、プロトコルスタック２００は、ＵＥ２０２とＩＣＷ２０４との
間のセルラリンクのセルラリンクレイヤを含んでよい。例えば、プロトコルスタック２０
０は、セルラ物理（ＰＨＹ）レイヤ等のセルラレイヤ１（ＬＩ）と、セルラ媒体アクセス
制御（ＭＡＣ）レイヤ等のセルラデータリンクレイヤ２（Ｌ２）とを含んでよい。
【００７１】
　図２に示されるように、プロトコルスタック２００は、ＵＥ２０２とＩＣＷ２０４との
間のＷＬＡＮリンクのＷＬＡＮリンクレイヤを含んでよい。例えば、プロトコルスタック
２００は、ＷＬＡＮレイヤ１、例えばＷｉＦｉレイヤ１（ＬＩ）、例えばＷＬＡＮ　ＰＨ
Ｙレイヤ、及び、ＷＬＡＮ　ＭＡＣレイヤ等のＷＬＡＮデータリンクレイヤ２（Ｌ２）を
含んでよい。
【００７２】
　図２に示されるように、プロトコルスタック２００は、ＷＬＡＮインターネットレイヤ
、例えばＷＬＡＮインターネットプロトコル（ＩＰ）レイヤを含んでよく、それはＷＬＡ
Ｎリンクレイヤの上にあってよい。
【００７３】
　図２に示されるように、プロトコルスタック２００は、ＷＬＡＮインターネットレイヤ
の上にトランスポートレイヤを含んでよい。例えば、プロトコルスタックは、ＷＬＡＮ　
ＩＰレイヤの上にユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）を含んでよい。
【００７４】
　図２に示されるように、一部の実例となる実施形態では、プロトコルスタック２００は
、トランスポートレイヤの上にＷＬＡＮトンネルプロトコル（ＷＬＴＰ）レイヤ２１０を
含んでよい。ＷＬＴＰレイヤ２１０は、例えば後述するように、ＵＥ２０２とＩＣＷ２０
４との間のＷＬＡＮリンクを介してＤＲＢのトンネリングを管理するように構成されてよ
い。
【００７５】
　一部の実例となる実施形態では、ＷＬＴＰレイヤ２１０は、例えば後述するように、Ｕ
ＤＰを介して通信されるパケットに付加することができるトンネリングヘッダを実装して
よい。
【００７６】



(15) JP 6404371 B2 2018.10.10

10

20

30

40

50

　一部の実例となる実施形態では、ＷＬＴＰレイヤ２１０上のＵＥ２０２とＩＣＷ２０４
との間の通信は、ＷＬＴＰに従って実行されてよい。
【００７７】
　一部の実例となる実施形態では、ＷＬＴＰは、例えば後述するように、ＷＬＡＮリンク
を介してＵＥ２０２とＩＣＷ２０４との間のＵＤＰトンネリング接続を確立するように構
成されてよい。
【００７８】
　一部の実例となる実施形態では、ＷＬＴＰは、例えば上述したように、セルラリンクか
らＷＬＡＮリンクへの１以上のＤＲＢの移動、転送及び／又はオフロードを管理、交渉及
び／又は調整するように構成されてよい。
【００７９】
　一部の実例となる実施形態では、ＷＬＴＰは、例えば上述したように、ＷＬＡＮリンク
からセルラリンクへの１以上のＤＲＢの移動、転送及び／又はオフロードを管理、交渉及
び／又は調整するように構成されてよい。
【００８０】
　再び図１を参照する。一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２、ノード１０４及び
ＡＰ１０６は、ＵＤＰトンネリングを使用して、セルラリンクからＷＬＡＮリンクにトラ
フィックを移動及び／又はトランスポートするように構成されてよく、且つ／又は、例え
ば後述するように、同時ＷＬＡＮ及びセルラ接続及びベアラ移動をサポートするように構
成されてよい。
【００８１】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２及びノード１０４は、例えば後述するよう
に、ＵＥ１０２とＡＰ　１０６との間のＷＬＡＮリンクを介して、ＵＥ１０２とノード１
０４との間に１以上のＵＤＰトンネリング接続１３９（「オフロードトンネル」とも呼ば
れる）を確立するように構成されてよい。
【００８２】
　一部の実例となる実施形態では、１以上のＵＤＰトンネリング接続１３９は、例えば後
述するように、ＵＥ１０２とノード１０４との間の複数のＤＲＢのトラフィックを区別す
るように構成されてよい。
【００８３】
　一部の実例となる実施形態では、複数のＤＲＢのトラフィックを区別することができる
ように、ＵＤＰ接続１３９を介して複数のＤＲＢのトラフィックをトンネリングすること
により、複数のＤＲＢを含むＥＰＳベアラのトラフィックに関するＱｏＳ技術を実現する
ことができる。
【００８４】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２及びノード１０４は、例えば後述するよう
に、複数のＤＲＢのそれぞれのトラフィックを通信するように構成される複数のＵＤＰト
ンネリング接続１３９を確立してよい。
【００８５】
　一部の実例となる実施形態では、例えば、異なるＤＲＢを識別及び／又は区別するため
に、異なるＵＤＰポート番号がＵＤＰ接続１３９に割り当てられてよい。例えば、複数の
ＵＤＰ接続１３９は、例えば後述するように、ＵＥ１０２におけるそれぞれの複数の異な
るＵＤＰポートに割り当てられてよい。
【００８６】
　一部の実例となる実施形態では、ノード１０４は、ＵＥ１０２とＡＰ１０６との間のＷ
ＬＡＮリンクを介して、例えばＵＥ１０２とＣＮ１４９との間の各アクティブＥＰＳベア
ラについて、別々のＵＤＰトンネル接続１３９をＵＥ１０２と確立してよい。
【００８７】
　一例では、ＵＥ１０２は、ノード１０４を介してＣＮ１４９との第１及び第２のＰＤＮ
接続を有してよい。例えば、第１のＰＤＮ接続は２つのＥＰＳベアラを有してよく、第２
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２つのＰＤＮ接続のための２つのセルラＩＰアドレスと、ＵＥ１０２とＡＰ１０６との間
のＷＬＡＮリンクのための１つのＷｉ－Ｆｉ　ＩＰアドレスを有してよい。この実施例に
よれば、ＵＥ１０２及びノード１０４は、Ｗｉ－Ｆｉリンクを介して３つのＵＤＰトンネ
ルを確立してよい。３つのＵＤＰトンネルは、第１のＰＤＮ接続の２つのＥＰＳベアラの
２つのＤＲＢと、第２のＰＤＮ接続のＥＰＳベアラのＤＲＢとを含む、３つのそれぞれの
ＤＲＢのトラフィックを別々にトンネリングするように構成されてよい。
【００８８】
　一部の実例となる実施形態では、例えばＵＤＰトンネル接続１３９の区別を可能にする
ために、ＵＤＰトンネル接続１３９（例えば各ＵＤＰトンネル接続１３９）は、ＵＥ１０
２の異なるＵＤＰポートに割り当てられてよい。
【００８９】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＤＰトンネル接続１３９（例えば各ＵＤＰ接続１３
９）は、例えば、ＵＤＰトンネル接続１３９の区別を可能にするために、ノード１０４の
異なるＵＤＰポートに割り当てられてよい。
【００９０】
　一部の実例となる実施形態では、複数の別個のＵＤＰ接続１３９を用いることにより、
例えば後述するように、異なるＥＰＳベアラのＱｏＳ要件に従って、ＵＥ１０２のトラフ
ィックフローを区別することができる。
【００９１】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２とＣＮ１４９との間のＥＰＳベアラのＱｏ
Ｓ要件は、例えば、ＥＰＳベアラのトラフィックを搬送するＵＤＰフローのＩＰヘッダを
用いて、ＵＥ１０２とＡＰ１０６との間のＷＬＡＮリンクに対して提供されてよい。例え
ば、ＥＰＳベアラのＱｏＳ要件は、対応するＵＤＰフローのＩＰヘッダのＤＳＣＰ（Diff
erentiated　Service　Code　Point）フィールド又任意の他のフィールドをマークするこ
とにより、ＷＬＡＮリンクに対して提供されてよい。
【００９２】
　一例では、ＵＥ１０２とＡＰ１０６との間のＷＬＡＮリンクを介して、ＵＥ１０２とノ
ード１０４との間の３つのＤＲＢのトラフィックをトンネリングするために、例えば以下
のように、３つのＵＤＰトンネル１３９が確立されてよい。
【００９３】
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【表１】

　この実施例によれば、第１のＰＤＮ接続は、例えばインターネットと通信するための第
１のアクセスポイント名（ＡＰＮ）に関連付けられた第１のＰＧＷを伴うものであってよ
く、第２のＰＤＮ接続は、例えばＩＰマルチメディア・コア・ネットワーク・サブシステ
ム（ＩＭＳ）ネットワークと通信するための第２のＡＰＮに関連付けられた第２のＰＧＷ
を伴うものであってよい。
【００９４】
　この実施例によれば、第１のＰＤＮ接続の第１のＥＰＳベアラ（“ＥＰＳベアラ１”）
はＤＲＢ　ＩＤ“１”を有し、第１のＰＤＮ接続の第２のＥＰＳベアラ（“ＥＰＳベアラ
２”）はＤＲＢ　ＩＤ“２”を有し、第２のＰＤＮ接続の単一のＥＰＳベアラ（“ＥＰＳ
ベアラ３”）はＤＲＢ　ＩＤ“３”を有してよい。
【００９５】
　一部の実例となる実施形態では、各ＥＰＳベアラは、例えば、ＥＰＳベアラを利用する
アプリケーションによって要求されるサービスレベルに従って、ＱｏＳクラス識別子（Ｑ
ＣＩ）にマッピングされてよい。例えば、表１によれば、例えばＥＰＳベアラ１がウェブ
閲覧アプリケーションによって使用される場合、ＤＲＢ１はＱＣＩ９にマッピングされて
よい。例えばＥＰＳベアラ２がビデオストリーミングアプリケーションによって使用され
る場合、ＤＲＢ２はＱＣＩ４にマッピングされてよい。且つ／又は、例えばＥＰＳベアラ
３がＶｏＩＰ（Voice　over　IP）アプリケーションによって使用される場合、ＤＲＢ３
はＱＣＩ１にマッピングされてもよい。
【００９６】
　一部の実例となる実施形態では、コントローラ１４５は、ＵＥ１０２の３つのＵＤＰポ
ートを３つのＵＤＰトンネルにそれぞれ割り当ててよい。例えば、表１によれば、ＤＲＢ
１はＵＥ１０２のＵＤＰポート１００２に割り当てられ、ＤＲＢ２はＵＥ１０２のＵＤＰ
ポート１００３に割り当てられ、ＤＲＢ３はＵＥ１０２のＵＤＰポート１００４に割り当
てられてよい。
【００９７】
　一部の実例となる実施形態では、コントローラ１４４は、ノード１０４の３つのＵＤＰ
ポートをそれぞれＵＥ１０２の３つのＤＲＢに割り当ててよい。例えば、ＤＲＢ１、ＤＲ
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Ｂ２、ＤＲＢ３は、ノード（ｅＮＢ）１０４のＵＤＰポート９０００，８０００、７００
０にそれぞれ割り当てられてよい。
【００９８】
　一部の実例となる実施形態では、各ＥＰＳベアラは、トラフィッククラスにマッピング
することができるＱｏＳ要件を有してよい。例えば、表１によれば、ＥＰＳベアラ１はベ
ストエフォート（ＡＣ　ＢＥ）のトラフィッククラスにマッピングされ、ＥＰＳベアラ２
はビデオ（ＡＣ　ＶＩ）のトラフィッククラスにマッピングされ、ＥＰＳベアラ３は音声
（ＡＣ　ＶＯ）のトラフィッククラスにマッピングされてよい。
【００９９】
　一部の実例となる実施形態では、ＥＰＳベアラのＱｏＳ要求は、ＥＰＳベアラに対応す
るＵＤＰトンネルを介して通信されるパケットのＩＰヘッダのＤＳＣＰフィールドにおい
て識別されてよい。例えば、ＥＰＳベアラ１のトラフィックは、ＵＥ１０２のＵＤＰポー
ト１００２とノード１０４のＵＤＰポート９０００との間の第１のＵＤＰ接続を介して通
信されるパケットで、トンネリングされてよい。ＥＰＳベアラ２のトラフィックは、ＵＥ
１０２のＵＤＰポート１００３とノード１０４のＵＤＰポート９０００との間の第２のＵ
ＤＰ接続を介して通信されるパケットで、トンネリングされてよい。且つ／又は、ＥＰＳ
ベアラ３のトラフィックは、ＵＥ１０２のＵＤＰポート１００４とノード１０４のＵＤＰ
ポート８０００との間の第３のＵＤＰ接続を介して通信されるパケットで、トンネリング
されてよい。表１によれば、第１のＵＤＰ接続を介して通信されるパケットは、コードポ
イント８（ＤＳＣＰエイリアスＣＳ１）を含むＤＳＣＰフィールドを含むことができ、第
２のＵＤＰ接続を介して通信されるパケットは、コードポイント３０（ＤＳＣＰエイリア
スＡＦ３３）を含むＤＳＣＰフィールドを含むことができ、且つ／又は、第３のＵＤＰ接
続を介して通信されるパケットは、コードポイント４６（ＤＳＣＰエイリアスＥＦ）を含
むＤＳＣＰフィールドを含むことができる。
【０１００】
　一部の実例となる実施形態では、１以上のＵＤＰトンネリング接続は、例えば後述する
ように、異なるＤＲＢのトラフィックを区別するために他の任意の方式で構成されてよい
。
【０１０１】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＤＰ接続は、２以上のＤＲＢのトラフィックを、２
以上のＤＲＢのトラフィックの差別化を可能にする方式で通信するように構成されてよい
。例えば、一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２及びノード１０４は、２以上のＤ
ＲＢのトラフィックを通信するように構成される少なくとも１つのＵＤＰトンネリング接
続を確立してよい。
【０１０２】
　一例では、ＵＥ１０２とＵＥ１０４との間の全てのＤＲＢのトラフィックを通信するた
めに、単一のＵＤＰトンネリング接続が確立されてよい。
【０１０３】
　一部の実例となる実施形態では、前記ＵＤＰトンネリング接続を介して通信されるＵＤ
Ｐペイロードに制御ヘッダが追加されてよい。制御ヘッダは、ＵＤＰペイロードのトラフ
ィックが属するＥＰＳベアラを識別するように構成されてよい。例えば、制御ヘッダは、
ＵＤＰ接続によってトンネリングされる２以上のＥＰＳベアラのＥＰＳベアラを識別する
ための識別子、例えばＤＲＢ　ＩＤを含んでよい。
【０１０４】
　一部の実例となる実施形態では、ノード１０４は、１以上のＵＤＰ接続を構成するため
の構成情報をＵＥ１０２に送信してよい。例えば、構成情報は、例えば後述するように、
ＵＥ１０２がＡＰ１０６とのＷＬＡＮリンクを確立することを可能にするための情報と、
ＷＬＡＮリンクを介してＵＤＰ接続を構成するための情報を含んでよい。
【０１０５】
　一部の実例となる実施形態では、構成情報は、例えば後述するように、ＡＰ１０６のア
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ドレスと、ノード１０４におけるＵＤＰサーバのＵＤＰ情報とを含んでよい。
【０１０６】
　一部の実例となる実施形態では、構成情報は、ＡＰ１０６によって制御されるＷＬＡＮ
のＢＳＳＩＤ（Basic　Service　Set　Identifier）又はＳＳＩＤ（Service　Set　Ident
ifier）の形式のＡＰ１０６のアドレス、或いはＡＰによって制御されるＷＬＡＮを識別
する任意の他の識別子を含んでよい。
【０１０７】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＤＰ情報は、例えば、ノード１０４におけるＵＤＰ
サーバのＩＰアドレスと、ＵＤＰサーバの少なくとも１つのＵＤＰポート番号とを含んで
よい。
【０１０８】
　一部の実例となる実施形態では、ノード１０４は、ノード１０４とＵＥ１０２との間の
セルラリンクを介して、ＵＥ１０２に構成情報を送信してよい。
【０１０９】
　一部の実例となる実施形態では、ノード１０４は、例えば後述するように、無線リソー
ス制御（ＲＲＣ）メッセージ（例えばＲＲＣ再構成メッセージ）の一部として、構成情報
をＵＥ１０２に送信してよい。
【０１１０】
　一例では、無線装置１４２は、ＵＥ１０２に、ＡＰ１０６のWi-Fi　AP　BSSIDと、ノー
ド１３０におけるＵＤＰサーバのＩＰアドレスと、ノード１０４におけるＵＤＰサーバの
ＵＤＰポート番号とを含むＲＲＣ再構成メッセージを送信してよい。
【０１１１】
　一部の実例となる実施形態では、コントローラ１４５は、例えば後述するように、ノー
ド１０４から受信した構成情報に基づいて、１以上のＵＤＰ接続を構成してよい。
【０１１２】
　一部の実例となる実施形態では、コントローラ１４５は、例えば、ノード１０４によっ
て提供されるＢＳＳＩＤに従って、ＡＰ１０６に接続してＡＰ１０６とのＷＬＡＮリンク
を確立してよい。
【０１１３】
　一部の実例となる実施形態では、コントローラ１４５は、例えば後述するように、ＵＤ
Ｐ情報を用いて、ＷＬＡＮリンクを介して、ノード１０４のＵＤＰサーバと１以上のＵＤ
Ｐ接続を確立してよい。
【０１１４】
　一部の実例となる実施形態では、コントローラ１４５は、ＵＤＰサーバのＩＰアドレス
とＵＤＰポート番号とを用いて、複数のＵＤＰ接続を確立してよい。
【０１１５】
　一部の実例となる実施形態では、コントローラ１４５は、異なるＵＤＰ接続を確立して
、異なるＤＲＢのトラフィックをトンネリングしてよい。例えば、コントローラ１４５は
、例えば表１を参照して上述したように、ＵＥ１０２における異なるＵＤＰポートを各Ｄ
ＲＢに割り当ててよい。
【０１１６】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２は、複数のＤＲＢを複数のＵＤＰポートに
マッピングするためのマッピング情報を、ノード１０４に送信してよい。例えば、マッピ
ング情報は、例えば表１を参照して上述したように、ＤＲＢ　ＩＤと、ＤＲＢに割り当て
られたＵＥ１０２におけるＵＤＰポート番号とを含んでよい。
【０１１７】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２は、例えば後述するように、ＲＲＣメッセ
ージの一部として（例えばＲＲＣ構成完了メッセージとして）、マッピング情報を送信し
てよい。
【０１１８】
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　一例では、無線装置１４３は、例えば、ＵＥ１０２がベアラ毎にＵＤＰトンネルを割り
当てる場合（“Per-Bearer　UDP　Tunnel”）、例えば、以下の情報を含むＲＲＣ再構成
完了メッセージをノード１０４に送信してよい。
【０１１９】
　　アクティブＤＲＢの数
　　ＤＲＢについて：
　　ＤＲＢ　ＩＤ
　　ＵＥで割り当てられた（ＤＲＢの）ＵＤＰポート番号
　一部の実例となる実施形態では、コントローラ１４４は、例えば上述したように、複数
のＵＤＰ接続がＵＥ１０２の１つのＵＤＰポートに割り当てられるように構成してよい。
これらの実施形態によれば、ＵＤＰトンネリング接続の構成はノード１０４において実行
され、コントローラ１４５はＤＲＢをＵＥ１０２の複数のＵＤＰポートにマッピングする
必要はない。
【０１２０】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２及び／又はノード１０４は、例えば後述す
るように、複数のＤＲＢのうち１以上のＤＲＢをセルラリンクからＵＤＰトンネルに移動
させるように構成されてよい。
【０１２１】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２及びノード１０４は、１以上のＤＲＢのＵ
ＤＰトンネルへのハンドオーバを調整するように構成されてよい。
【０１２２】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２及びノード１０４は、ＤＲＢをセルラリン
クからＷＬＡＮリンクに移動させるためのモビリティ決定をネゴシエート及び／又は合意
するように構成されてよい。
【０１２３】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２及び／又はノード１０４は、例えば後述す
るように、例えばネゴシエーション及び／又は調整を伴わずに、１以上のＤＲＢのうち少
なくとも１つのＤＲＢをセルラリンクに戻すように構成されてよい。
【０１２４】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２及び／又はノード１０４は、ＤＲＢをＷＬ
ＡＮリンクからセルラリンクに戻すためのモビリティ決定を開始するように構成されてよ
い。
【０１２５】
　一部の実例となる実施形態では、コントローラ１４４は、ＵＤＰトンネルを介してセル
ラリンクからＷＬＡＮリンクへオフロードされる少なくとも１つのＤＲＢを選択するよう
に構成されてよい。
【０１２６】
　一部の実例となる実施形態では、無線装置１４２は、ＵＥ１０２に、ＤＲＢをハンドオ
ーバするための要求メッセージ（例えばＲＲＣ要求メッセージ）を送信してよい。要求メ
ッセージは、例えば、ＵＤＰトンネルを介してＷＬＡＮリンクにオフロードされるＤＲＢ
の識別子を含んでよい。
【０１２７】
　一例では、コントローラ１４４は、オフロードされるＰＤＮ接続を選択してよい。この
例によれば、要求メッセージは、ＰＤＮ接続に属する全てのＤＲＢの識別子を含んでよい
。
【０１２８】
　一例では、コントローラ１４４は、例えば、ＰＤＮ接続の１以上の他のＤＲＢがオフロ
ードされない間に、ＰＤＮ接続の１以上のＤＲＢをオフロードすることを選択してよい。
この実施例によれば、要求メッセージは、オフロードされるべきＤＲＢの識別子を含んで
よい。
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【０１２９】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２は要求メッセージを受信してよく、コント
ローラ１４５は、１以上のＤＲＢをオフロードする要求を承認するか拒否するかを決定し
てよい。一例では、コントローラ１４５は、要求メッセージに含まれる全てのＤＲＢをオ
フロードする要求を承認することを選択してよい。別の例では、コントローラ１４５は、
要求メッセージに含まれる全てのＤＲＢをオフロードする要求を拒否することを選択して
よい。別の例では、コントローラ１４５は、要求メッセージに含まれる１以上のＤＲＢを
オフロードする要求を承認し、要求メッセージに含まれる１以上の他のＤＲＢをオフロー
ドする要求を拒否することを選択してよい。
【０１３０】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２は、ノード１０４に、ＤＲＢに関して要求
が承認されたか拒否されたかを示す応答メッセージ（例えばＲＲＣ応答メッセージ）を送
信してよい。
【０１３１】
　一部の実例となる実施形態では、コントローラ１４４は、ＤＲＢをＷＬＡＮリンクから
セルラリンクに戻すことをトリガする１以上の条件を定義するように構成されてよい。
【０１３２】
　一部の実例となる実施形態では、コントローラ１４４は、ＤＲＢのＷＬＡＮからセルラ
へのハンドオーバをトリガするために、１以上のハンドオーバトリガ（例えばハンドオー
バトリガのリスト）を定義してよい。トリガは、１以上のパラメータ（「トリガパラメー
タ」）に関連してよく、例えば、最小ＲＳＳＩ等の受信信号強度インジケータ、最小スル
ープット等のスループット、最大パケットロス率等のパケットロス率、最大遅延変動等の
遅延変動、及び／又は、ＷＬＡＮリンクからセルラリンクへ戻すオフロードをトリガする
任意の他のパラメータに関連してよい。
【０１３３】
　一部の実例となる実施形態では、無線装置１４２は、ＵＥ１０２に、１以上の条件に対
応するトリガ情報を含むメッセージを送信してよい。
【０１３４】
　一部の実例となる実施形態では、無線機１４３は、トリガ情報を含むメッセージを受信
してよい。コントローラ１４５は、１以上のトリガパラメータを測定し、測定されたトリ
ガパラメータに基づいて、ＷＬＡＮリンクからセルラリンクへのＤＲＢのハンドオーバを
トリガするか否かを選択してよい。
【０１３５】
　一例では、無線装置１４２は、ＵＥ１０２に、ＰＤＮ接続又はＥＰＳベアラをセルラリ
ンクからＷＬＡＮリンクへ移動させることを要求するＲＲＣ再構成メッセージを送信して
よい。ＲＲＣ再構成メッセージは、例えば、ＷＬＡＮリンクにオフロードされるべきＤＲ
Ｂの数を含んでよい。例えば、各ＤＲＢがＷＬＡＮリンクにオフロードされる場合、メッ
セージは、ＤＲＢ　ＩＤと、１以上のWLAN　to　Cellularハンドオーバトリガとを含んで
よい。
【０１３６】
　この実施例によれば、ＵＥ１０２は、ノード１０４に、１以上のＤＲＢをＷＬＡＮリン
クにオフロードする要求を承認又は拒否するＲＲＣ再構成完了メッセージを送信してよい
。ＲＲＣ再構成完了メッセージは、どのＰＤＮ接続又はＤＲＢがＷＬＡＮリンクにオフロ
ードされるべきかを確認するための情報を含んでもよい。例えば、ＲＲＣ再構成完了メッ
セージは、ＷＬＡＮリンクにオフロードされるべきＤＲＢの数を含んでよい。例えば、各
ＤＲＢがＷＬＡＮリンクにオフロードされる場合、ＲＲＣ再構成完了メッセージはＤＲＢ
　ＩＤを含んでよい。
【０１３７】
　一部の実例となる実施形態では、セルラリンクからＷＬＡＮリンクへ移動されるべき１
以上のＤＲＢの選択は、例えば後述するように、ＵＥ１０２で実行されてよい。
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【０１３８】
　一部の実例となる実施形態では、コントローラ１４５は、セルラリンクからＵＤＰトン
ネルにハンドオーバされるべき１以上のＤＲＢを選択してよい。例えば、無線装置１４３
は、ノード１４０に、１以上のＤＲＢをセルラリンクからＷＬＡＮリンクへ移動させるこ
とを要求する要求メッセージ（例えばＲＲＣ要求メッセージ）を送信してよい。
【０１３９】
　一部の実例となる実施形態では、ノード１０４は要求メッセージを受信してよく、コン
トローラ１４４は、１以上のＤＲＢをオフロードする要求を承認するか拒否するかを決定
してよい。一例では、コントローラ１４４は、要求メッセージに含まれる全てのＤＲＢを
オフロードする要求を承認するように選択してよい。別の例では、コントローラ１４４は
、要求メッセージに含まれる全てのＤＲＢをオフロードする要求を拒否することを選択し
てよい。別の例では、コントローラ１４４は、要求メッセージに含まれる１以上のＤＲＢ
をオフロードする要求を承認し、要求メッセージに含まれる１以上の他のＤＲＢをオフロ
ードする要求を拒否することを選択してよい。
【０１４０】
　一部の実例となる実施形態では、ノード１０４は、ＵＥ１０２に、ＤＲＢに関して要求
が承認されたか拒否されたかを示す応答メッセージ（例えばＲＲＣ応答メッセージ）を送
信してよい。
【０１４１】
　一例では、ＵＥ１０２は、ノード１０４に、ＤＲＢをセルラリンクからＷＬＡＮリンク
へ移動させることを要求する要求メッセージを送信してよい。要求メッセージは、例えば
、ＷＬＡＮリンクにオフロードされるべきＤＲＢの数を含んでよい。例えば、各ＤＲＢが
ＷＬＡＮリンクにオフロードされる場合、要求メッセージはＤＲＢ　ＩＤを含んでよい。
【０１４２】
　この実施例によれば、ノード１０４は、ＵＥ１０２に、要求を承認又は拒否する応答メ
ッセージを送信してよい。応答メッセージは、例えば、ＷＬＡＮリンクにオフロードされ
るＤＲＢの数を含んでよい。例えば、各ＤＲＢがＷＬＡＮリンクにオフロードされる場合
、応答メッセージは、ＤＲＢ　ＩＤと、１以上のWLAN　to　Cellularハンドオーバートリ
ガ（例えば上記のトリガ）を含んでよい。
【０１４３】
　一部の実例となる実施形態では、ＤＲＢをＷＬＡＮリンクからセルラリンクへ戻すハン
ドオーバは、ＵＥ１０２によって、又はノード１０４によってトリガされてよい。
【０１４４】
　一部の実例となる実施形態では、ノード１０４は、ＤＲＢをＷＬＡＮリンクからセルラ
リンクに戻すことを選択してよい。例えば、無線装置１４２は、ＵＥ１０２に、ＤＲＢを
セルラーリンクに戻すコマンドを送信してよい。
【０１４５】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２とノード１０４のうちの１つ（「開始デバ
イス」）は、１以上のＤＲＢをＷＬＡＮリンクからセルラリンクへ戻すハンドオーバを開
始してよい。開始デバイスは、例えば、セルラリンクにハンドオフされるべき１以上のＤ
ＲＢに関する情報を提供するために、モビリティコマンドメッセージを送信してよい。一
例では、モビリティコマンドメッセージは、セルラリンクにオフロードされるべきＤＲＢ
の数を含んでよい。モビリティコマンドメッセージは、例えば、セルラリンクに戻される
べきＤＲＢのＤＲＢ　ＩＤを含んでもよい。
【０１４６】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ１０２は、セルラーリンクを介してＤＲＢのアッ
プリンクパケットを送信することを開始することにより、１以上のＤＲＢをセルラリンク
に戻してよい。この動作は、ＵＥ１０２がＤＲＢをセルラリンクに戻すことを決定したこ
とを暗示的にノード１０４に示すことができる。
【０１４７】
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　一部の実例となる実施形態では、ノード１０４は、セルラリンクを介してＤＲＢのダウ
ンリンクパケットを送信することを開始することにより、１以上のＤＲＢをセルラリンク
に戻してよい。この動作は、ノード１０４がＤＲＢをセルラリンクに戻すことを決定した
ことを暗示的にＵＥ１０２に示すことができる。
【０１４８】
　図３を参照する。図３は、一部の実例となる実施形態に係る、ＵＥ３０２、ＷＬＡＮ　
ＡＰ３０４、ノード３０６及びＣＮのＳ－ＧＷ３０８によって実行される動作のシーケン
ス図を概略的に示す。一部の実例となる実施形態では、ＵＥ３０２はＵＥ１０２（図１）
の機能を実行してよく、ＡＰ３０４はＡＰ１０６（図１）の機能を実行してよく、ノード
３０６はノード１０４（図１）の機能を実行してよく、且つ／又は、Ｓ－ＧＷ３０８はＣ
Ｎ１４９（図１）内のＳ－ＧＷの機能を実行してよい。
【０１４９】
　一部の実例となる実施形態では、図３の１以上の動作は、ＷＬＴＰレイヤ（例えばＷＬ
ＴＰレイヤ２１０（図２））上のＷＬＴＰの一部として実行されてよい。
【０１５０】
　一部の実例となる実施形態では、ＡＰ３０４及びノード３０６は、例えば上述したよう
に、ＩＣＷ３０７の一部として実現されてよい。他の実施形態では、ＡＰ３０４及びノー
ド３０６は、別々の且つ／又は独立したデバイスとして実現されてよい。
【０１５１】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ３０２とノード３０６は、ＵＥ３０２とノード３
０６との間のセルラリンクを介して、例えば第１のＤＲＢ（ＤＲＢ＃１）と第２のＤＲＢ
（ＤＲＢ＃２）を含む２つのＤＲＢＳ３１２を通信してよい。ノード３０６は、例えばＳ
１ベアラ３１４を介して、ＤＲＢ３１２のＳ－ＧＷ３０８トラフィックと通信してよい。
【０１５２】
　一部の実例となる実施形態では、ノード３０６は、ＵＥ３０２に、セルラリンクを介し
てＲＲＣ再構成メッセージ３２０を送信してよい。例えば、ＲＲＣ再構成メッセージ３２
０は、例えば上述したように、ＡＰ３０４のＷＬＡＮ　ＢＳＳＩＤと、ノード３０６のＵ
ＤＰサーバのポート番号とを含んでよい。
【０１５３】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ３０２は、２つのＤＲＢ３１２に関して２つのＵ
ＤＰトンネルをそれぞれ確立してよい（３２２）。例えば、ＵＥ３０２は、ＡＰ３０４と
ＷＬＡＮリンクを確立してよく、ＵＥ３０２は、例えば上述したように、ＵＥ３０２の第
１のＵＤＰクライアントポートをＤＲＢ＃１に割り当て、ＵＥ３０２の第２のＵＤＰクラ
イアントポートをＤＲＢ＃２に割り当ててよい。
【０１５４】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ３０２は、ノード３０６に、セルラリンクを介し
てＲＲＣ再構成完了メッセージ３２４を送信してよい。例えば、ＲＲＣ再構成完了メッセ
ージ３２４は、ＤＲＢ＃１に割り当てられた第１のＵＤＰクライアントポート番号と、Ｄ
ＲＢ＃２に割り当てられた第２のＵＤＰクライアントポート番号とを含んでよい。
【０１５５】
　一部の実例となる実施形態では、ノード３０６は、ＤＲＢ＃１のトラフィックをセルラ
リンクからＵＥ３０２とＡＰ３０４との間のＷＬＡＮリンクに移動させることを選択して
よい。例えば、ノード３０６は、ＵＥ３０２に、セルラリンクを介してＲＲＣ再構成メッ
セージ３２６を送信してよい。例えば、ＲＲＣ再構成メッセージ３２６は、ＤＲＢ＃１を
ＷＬＡＮリンクにオフロードする要求と、例えば、ＷＬＡＮリンクを介して測定されたＲ
ＳＳＩが（－８０）よりも小さい場合に、ＤＲＢ＃１のセルラリンクへのハンドオーバを
トリガするハンドオーバトリガを含んでよい。
【０１５６】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ３０２は、ＤＲＢ＃１をＷＬＡＮリンクに移動さ
せる要求を承認することを選択してよい。例えば、ＵＥ３０２は、ノード３０６に、セル
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ラリンクを介してＲＲＣ再構成完了メッセージ３２８を送信してよい。例えば、ＲＲＣ再
構成完了メッセージ３２８は、ＤＲＢ＃１をＷＬＡＮリンクへ移動させる要求の肯定応答
を含んでよい。
【０１５７】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ３０２及びノード３０６は、例えば、ＤＲＢ＃２
のトラフィックがセルラリンクを介して通信され続けている（３３０）間に、ＤＲＢ＃１
のトラフィックをＷＬＡＮリンクに移動させてよい。例えば、ＵＥ３０２は、ＡＰ３０４
とＷＬＡＮリンクを介してＤＲＢ＃１のトラフィックを通信してよく（３３２）、ＡＰ３
０４はＤＲＢ＃１のトラフィックをノード３０６と通信してよい（３３４）。
【０１５８】
　一部の実例となる実施形態では、ある時点で、ＵＥ３０２は、セルラリンクに戻すハン
ドオーバがトリガされることを決定してよい（３３８）。例えば、ある時点で、ＵＥ３０
２は（－８０）よりも小さいＲＳＳＩを測定してよい。
【０１５９】
　一部の実例となる実施形態では、ＵＥ３０２は、ノード３０６に、ＲＲＣモビリティコ
マンド３４０をセルラリンクを介して送信してよい。例えば、ＲＲＣモビリティコマンド
３４０は、セルラリンクにオフロードされるべきＤＲＢの数（例えば、１つのＤＲＢ）と
、ＤＲＢ＃１のＩＤとを含んでよい。
【０１６０】
　一部の実例となる実施形態では、ＤＲＢ＃１は、セルラーリンクに戻るように移動され
てよい。したがって、両方のベアラＤＲＢ＃１とＤＲＢ＃２は、セルラリンクを介して通
信されてよい（３４２）。
【０１６１】
　図４は、一部の実例となる実施形態に係る、ＷＬＡＮリンクを介してデータ無線ベアラ
（ＤＲＢ）をトンネリングする方法の概略図である。一部の実施形態では、図４の方法の
１以上の動作は、無線通信システム（例えばシステム１００（図１））、無線通信装置（
例えばＵＥ１０２（図１）、ノード１０４（図１）及び／又はＡＰ１０６（図１））、及
び／又は無線通信ユニット（例えば無線通信ユニット１１０及び／又は１３０（図１））
によって実行されてよい。
【０１６２】
　ブロック４０２に示されるように、本方法は、ノードとＵＥとの間のセルラリンクを介
して、ＵＥと複数のＤＲＢのノードトラフィックとの間で通信するステップ、を含んでよ
い。例えば、ノード１０４（図１）及びＵＥ１０２（図１）は、例えば上述したように、
ＵＥ１０２（図１）とノード１０４（図１）との間のセルラリンクを介して、複数のＤＲ
Ｂのトラフィックを通信してよい。
【０１６３】
　ブロック４０４に示されるように、本方法は、ＵＥとＷＬＡＮ　ＡＰとの間のＷＬＡＮ
リンクを介して、ＵＥとノードとの間の１以上のＵＤＰトンネリング接続を構成するステ
ップ、を含んでよい。１以上のＵＤＰトンネリング接続は、複数のＤＲＢのトラフィック
を区別するように構成されてよい。例えば、ＵＥ１０２（図１）及びノード１０４（図１
）は、例えば上述したように、ＵＥ１０２（図１）とＷＬＡＮ　ＡＰ１０６（図１）との
間のＷＬＡＮリンクを介して、ＵＥ１２０（図１）とノード１０４（図１）との間に１以
上のＵＤＰトンネリング接続を構成してよい。
【０１６４】
　ブロック４０６に示されるように、本方法は、ノードからＵＥに、ＷＬＡＮ　ＡＰのア
ドレスと、そのノードにおけるＵＤＰサーバのＵＤＰ情報とを含む構成情報を送信するス
テップ、を含んでよい。例えば、無線装置１４２（図１）は、例えば上述したように、無
線ＬＡＮ１４２（図１）に、ＡＰ１０６（図１）のＢＳＳＩＤと、ノード１０４（図１）
におけるＵＤＰサーバのＵＤＰ情報とを含むメッセージを送信してよい。
【０１６５】
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　ブロック４０８に示されるように、本方法は、構成情報に基づいて、１以上のＵＤＰト
ンネリング接続を含むトンネルを確立するステップ、を含んでよい。例えば、コントロー
ラ１４５（図１）は、例えば上述したように、構成情報に基づいて、ノード１０４（図１
）と１以上のＵＤＰトンネリング接続を確立してよい。
【０１６６】
　ブロック４１０に示されるように、本方法は、１以上のＤＲＢをセルラリンクからＵＤ
Ｐトンネルに移動させるステップを含んでよい。例えば、例えば上述したように、ノード
１０４（図１）は、ＤＲＢをＷＬＡＮリンクに移動させてよく、且つ／又は、ＵＥ１０２
（図１）はＤＲＢをＷＬＡＮリンクに移動させてよい。
【０１６７】
　ブロック４１２に示されるように、本方法は、ＵＥとノードとの間で、ＤＲＢのＷＬＡ
Ｎリンクへのハンドオーバを調整するステップを含んでよい。例えば、ＵＥ１０２（図１
）及びノード１０４（図１）は、例えば上述したように、ＤＲＢのセルラリンクからＷＬ
ＡＮリンクへのハンドオーバを調整してよい。
【０１６８】
　ブロック４１４に示されるように、本方法は、１以上のＤＲＢを、ＵＤＰトンネルから
ＷＬＡＮリンクを介してセルラリンクに戻すステップを含んでよい。例えば、例えば上述
したように、ノード１０４（図１）がＤＲＢをセルラリンクに戻してよく、且つ／又は、
ＵＥ１０２（図１）がＤＲＢをセルラリンクに戻してよい。
【０１６９】
　ブロック４１６に示されるように、本方法は、ＵＥとノードとの間で、ＤＲＢのセルラ
リンクへ戻すハンドオーバを調整するステップを含んでよい。例えば、ＵＥ１０２（図１
）及びノード１０４（図１）は、例えば上述したように、ＤＲＢのＵＤＰトンネルからＷ
ＬＡＮリンクを介してセルラリンクに戻すハンドオーバを調整してよい。
【０１７０】
　ブロック４１８に示されるように、本方法は、ノードによって定義された１以上のトリ
ガに基づいて、ＤＲＢのＵＤＰトンネルからＷＬＡＮリンクを介してセルラーリンクに戻
すハンドオーバをトリガするステップ、を含んでよい。例えば、ＵＥは、例えば上述した
ように、ＤＲＢのセルラリンクからＵＤＰトンネルへのハンドオーバを調整するとき、ノ
ード１０４（図１）によって定義された１以上のトリガに基づいて、ＤＲＢのＵＤＰトン
ネルからＷＬＡＮリンクを介してセルラリンクに戻すハンドオーバをトリガしてよい。
【０１７１】
　図５は、一部の実例となる実施形態に係る製品の概略図である。製品５００は、ロジッ
ク５０４を記憶する非一時的機械可読記憶媒体５０２を備えてよく、例えば、ＵＥ１０２
（図１）、ノード１０４（図１）、ＡＰ１０６（図１）、無線通信ユニット１１０（図１
）、無線通信ユニット１３０（図１）、コントローラ１４４（図１）及び／又はコントロ
ーラ１４５（図１）の機能の少なくとも一部を実行するために用いられてよく、且つ／又
は、図４の方法の１以上の工程を実行するために用いられてよい。「非一時的機械可読記
憶媒体」という語句は、一時的な伝播信号であるという唯一の例外を除いて、全てのコン
ピュータ可読媒体を含むように意図される。
【０１７２】
　一部の実例となる実施形態では、製品５００及び／又は機械可読記憶媒体５０２は、デ
ータを記憶することができる１以上のタイプのコンピュータ可読記憶媒体を含んでよく、
例えば、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、リムーバブル又は非リムーバブルメモリ、消去
可能又は消去不能メモリ、書込可能メモリ又は再書込可能メモリ等が含まれる。例えば、
機械可読記憶媒体５０２は、ＲＡＭ、ＤＲＡＭ、ダブルデータレートＤＲＡＭ（ＤＤＲ－
ＤＲＡＭ）、ＳＤＲＡＭ、スタティックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、ＲＯＭ、プログラマブルＲ
ＯＭ（ＰＲＯＭ）、消去可能プログラマブルＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能プロ
グラマブルＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、コンパクトディスクＲＯＭ（ＣＤ－ＲＯＭ）、コン
パクトディスクレコーダブル（ＣＤ－Ｒ）、コンパクトディスクリライタブル（ＣＤ－Ｒ
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Ｗ）、フラッシュメモリ（ＮＯＲ又はＮＡＮＤフラッシュメモリ等）、コンテンツアドレ
ス可能メモリ（ＣＡＭ）、ポリマーメモリ、相変化メモリ、強誘電体メモリ、シリコン酸
化物－窒化酸化物－シリコン（ＳＯＮＯＳ）メモリ、ディスク、フロッピーディスク、ハ
ードドライブ、光ディスク、磁気ディスク、カード、磁気カード、光カード、テープ、カ
セット等を含んでよい。コンピュータ可読記憶媒体は、通信リンク（例えばモデム、無線
装置、ネットワーク接続）を介して搬送波又は他の伝播媒体に具現化されたデータ信号に
よって搬送されるコンピュータプログラムを、遠隔コンピュータから要求コンピュータに
ダウンロード又は転送することに関与する、任意の適切な媒体を含んでよい。
【０１７３】
　一部の実例となる実施形態では、ロジック５０４は、機械によって実行された場合、本
明細書に記載の方法、プロセス及び／又は動作を機械に実行させる命令、データ及び／又
はコードを含んでよい。機械は、例えば、任意の適切な処理プラットフォーム、コンピュ
ーティングプラットフォーム、コンピューティングデバイス、処理デバイス、コンピュー
ティングシステム、処理システム、コンピュータ、プロセッサ等を含んでよく、ハードウ
ェア、ソフトウェア、ファームウェア等の任意の適切な組合わせを用いて実現されてよい
。
【０１７４】
　一部の実例となる実施形態では、ロジック５０４は、ソフトウェア、ソフトウェアモジ
ュール、アプリケーション、プログラム、サブルーチン、命令、命令セット、計算コード
、ワード、値、シンボル等を含むか、或いはそれらとして実現されてよい。命令は、ソー
スコード、コンパイルされたコード、解釈されたコード、実行可能なコード、静的なコー
ド、動的なコード等の任意の適切なタイプのコードを含んでよい。命令は、所定の機能を
実行するようにプロセッサに命令するために、所定のコンピュータ言語、方式又は構文に
従って実現されてよい。命令は、Ｃ、Ｃ＋＋、Ｊａｖａ(登録商標)、ＢＡＳＩＣ、Ｍａｔ
ｌａｂ、Ｐａｓｃａｌ、Visual　BASIC、アセンブリ言語、マシンコード等の、任意の適
切な高レベル、低レベル、オブジェクト指向、ビジュアル、コンパイル及び／又はインタ
プリタ型のプログラミング言語を用いて実現されてよい。
【０１７５】
　実施例
　以下の実施例は、更なる実施形態に関する。
【０１７６】
　例１はユーザ機器（ＵＥ）を含む。本ＵＥは、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）から構成情報
を受信するように構成される無線装置であって、構成情報は、無線ローカルエリアネット
ワーク（ＷＬＡＮ）アクセスポイント（ＡＰ）のアドレスと、ｅＮＢのＵＤＰサーバのユ
ーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）情報とを含む、無線装置と、構成情報に基づいて
、ＷＬＡＮを介して、ＵＥとｅＮＢとの間に１以上のＵＤＰトンネリング接続を確立する
コントローラであって、１以上のＵＤＰトンネリング接続は、複数のデータ無線ベアラ（
ＤＲＢ）のトラフィックを区別するように構成される、コントローラと、を備える。
【０１７７】
　例２は例１の主題を含む。任意に、無線装置は、ｅＮＢから、複数のＤＲＢのＤＲＢに
対応するオフロード情報を受信する。オフロード情報はＤＲＢの識別子を含む。コントロ
ーラは、ＤＲＢを、ＵＥとｅＮＢとの間のセルラリンクからＤＲＢに対応するＵＤＰトン
ネリング接続に移動させる。
【０１７８】
　例３は例２の主題を含む。任意に、無線装置は、ｅＮＢに、ＤＲＢをオフロードする要
求を送信し、ＤＲＢをオフロードする要求に応答するオフロード情報を受信する。
【０１７９】
　例４は例２の主題を含む。任意に、無線装置は、ＤＲＢをオフロードする要求の一部と
してオフロード情報を受信する。コントローラは、ＤＲＢをオフロードする要求を承認す
るか拒否するかを決定し、無線装置は、ｅＮＢに、ＤＲＢをオフロードする要求を承認す
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るか拒否するかを示す応答を送信する。
【０１８０】
　例５は、例２～４のいずれか１つの主題を含む。任意に、オフロード情報は、１以上の
トリガ条件を定義するトリガ情報を含む。コントローラは、トリガ条件に基づいて、ＤＲ
ＢをＵＤＰトンネリング接続からセルラリンクに戻す。
【０１８１】
　例６は、例２～５のいずれか１つの主題を含む。任意に、無線装置は、ｅＮＢから、Ｄ
ＲＢをセルラリンクに戻すコマンドを受信する。コントローラは、ＤＲＢをセルラリンク
に戻す。
【０１８２】
　例７は、例１～６のいずれか１つの主題を含む。任意に、コントローラは、複数のＤＲ
Ｂの各々トラフィックを通信するように構成される複数のＵＤＰトンネリング接続を確立
する。
【０１８３】
　例８は例７の主題を含む。任意に、コントローラは、複数のＵＤＰ接続に、ＵＥのそれ
ぞれの複数の異なるＵＤＰポートを割り当てる。
【０１８４】
　例９は例８の主題を含む。任意に、無線装置は、複数のＤＲＢを複数のＵＤＰポートに
マッピングするためのマッピング情報を、ｅＮＢに送信する。
【０１８５】
　例１０は、例１～６のいずれか１つの主題を含む。任意に、コントローラは、２以上の
ＤＲＢのトラフィックを通信するための少なくとも１つのＵＤＰトンネリング接続を確立
する。コントローラは、ＵＤＰトンネリング接続を介して通信されるＵＤＰペイロードに
制御ヘッダを割り当てる。ＵＤＰペイロードは、２以上のＤＲＢのＤＲＢを識別する識別
子を含む。
【０１８６】
　例１１は、例１～１０のいずれか１つの主題を含む。任意に、ＵＤＰ情報は、ＵＤＰサ
ーバのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスと、ＵＤＰサーバの少なくとも１つの
ＵＤＰポート番号とを含む。
【０１８７】
　例１２は、例１～１１のいずれか１つの主題を含む。任意に、無線装置は、ｅＮＢから
、構成情報を含む無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを受信する。
【０１８８】
　例１３は、例１～１２のいずれか１つの主題を含む。任意に、複数のＤＲＢは、複数の
進化型パケット交換システム（ＥＰＳ）ベアラに対応する。
【０１８９】
　例１４は、例１～１３のいずれか１つの主題を含む。任意に、１以上のアンテナと、プ
ロセッサと、メモリと、入力ユニットと、出力ユニットとを備える。
【０１９０】
　例１５は進化型ノードＢ（ｅＮＢ）を含む。本ｅＮＢは、セルラリンクを介して、複数
のデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）のユーザ機器（ＵＥ）トラフィックと通信する無線装置と
、ＵＥとｅＮＢとの間にオフロードトンネルを確立して、無線ローカルエリアネットワー
ク（ＷＬＡＮ）リンクを介してＤＲＢをトンネリングするコントローラであって、オフロ
ードトンネルは、複数のＤＲＢを区別するように構成される１以上のユーザデータグラム
プロトコル（ＵＤＰ）トンネリング接続を含む、コントローラと、を備える。コントロー
ラは、ＵＥと、複数のＤＲＢのうち少なくとも１つのＤＲＢのオフロードトンネルへのハ
ンドオーバを調整する。
【０１９１】
　例１６は例１５の主題を含む。任意に、コントローラは、ＤＲＢを選択する。無線装置
は、ＵＥに、ＤＲＢをハンドオーバするための無線リソース制御（ＲＲＣ）要求メッセー
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ジを送信し、ＵＥから、ＲＲＣ要求メッセージに応答するＲＲＣ応答メッセージを受信す
る。ＲＲＣ要求メッセージはＤＲＢの識別子を含む。
【０１９２】
　例１７は例１５の主題を含む。任意に、無線装置は、ＵＥから、ＤＲＢをハンドオーバ
するための無線リソース制御（ＲＲＣ）要求メッセージを受信し、ＵＥに、ＲＲＣ要求メ
ッセージに応答して、ＤＲＢのハンドオーバを承認又は拒否するためのＲＲＣ応答メッセ
ージを送信する。
【０１９３】
　例１８は、例１５～１７のいずれか１つの主題を含む。任意に、コントローラは、ＤＲ
Ｂをセルラリンクに戻すことをトリガするための１以上の条件を定義する。無線装置は、
ＵＥに、１以上の条件に対応するトリガ情報を含むメッセージを送信する。
【０１９４】
　例１９は、例１５～１７のいずれか１つの主題を含む。任意に、無線装置は、ＵＥに、
ＤＲＢをセルラリンクに戻すコマンドを送信する。
【０１９５】
　例２０は、例１５～１９のいずれか１つの主題を含む。任意に、オフロードトンネルは
、複数のＤＲＢの各々トラフィックを通信するように構成される複数のＵＤＰトンネリン
グ接続を含む。
【０１９６】
　例２１は例２０の主題を含む。任意に、無線装置は、ＵＥから、複数のＤＲＢをＵＥの
複数のＵＤＰポートにマッピングするためのマッピング情報を受信する。
【０１９７】
　例２２は、例１５～１９のいずれか１つの主題を含む。任意に、オフロードトンネルは
、２以上のＤＲＢのトラフィックを通信するための少なくとも１つのＵＤＰトンネリング
接続を含む。コントローラは、ＵＤＰトンネリング接続を介して通信されるＵＤＰペイロ
ードのヘッダに基づいて、２以上のＤＲＢのＤＲＢを識別する。
【０１９８】
　例２３は、例１５～２２のいずれか１つの主題を含む。任意に、無線装置は、ＷＬＡＮ
アクセスポイント（ＡＰ）のアドレスと、ｅＮＢのＵＤＰサーバのＵＤＰ情報とを含む構
成情報を、ＵＥに送信する。
【０１９９】
　例２４は例２３の主題を含む。任意に、ＵＤＰ情報は、ＵＤＰサーバのインターネット
プロトコル（ＩＰ）アドレスと、ＵＤＰサーバの少なくとも１つのＵＤＰポート番号とを
含む。
【０２００】
　例２５は、例１５～２４のいずれか１つの主題を含む。任意に、複数のＤＲＢは、複数
の進化型パケット交換システム（ＥＰＳ）ベアラに対応する。
【０２０１】
　例２６は、例１５～２５のいずれか１つの主題を含む。任意に、１以上のアンテナと、
プロセッサと、メモリとを備える。
【０２０２】
　例２７は、ユーザ機器（ＵＥ）において実行される方法を含む。本方法は、進化型ノー
ドＢ（ｅＮＢ）から構成情報を受信するステップであって、構成情報は、無線ローカルエ
リアネットワーク（ＷＬＡＮ）アクセスポイント（ＡＰ）のアドレスと、ｅＮＢのＵＤＰ
サーバのユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）情報とを含む、ステップと、構成情報
に基づいて、ＷＬＡＮを介して、ＵＥとｅＮＢとの間に１以上のＵＤＰトンネリング接続
を含むトンネルを確立するステップであって、１以上のＵＤＰトンネリング接続は、複数
のデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）のトラフィックを区別するように構成される、ステップと
、複数のＤＲＢのうち１以上のＤＲＢを、セルラリンクからトンネルに移動させるステッ
プと、１以上のＤＲＢのうち少なくとも１つのＤＲＢをセルラリンクに戻すステップと、
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を含む。
【０２０３】
　例２８は例２７の主題を含む。任意に、ｅＮＢから、１以上のＤＲＢに対応するオフロ
ード情報を受信するステップであって、オフロード情報は、１以上のＤＲＢの識別子を含
む、ステップ、を含む。
【０２０４】
　例２９は例２８の主題を含む。任意に、ｅＮＢに、１以上のＤＲＢをオフロードするた
めの要求を送信するステップと、１以上のＤＲＢをオフロードするための要求に応答する
オフロード情報を受信するステップと、を含む。
【０２０５】
　例３０は例２８の主題を含む。任意に、１以上のＤＲＢをオフロードするための要求の
一部としてオフロード情報を受信するステップと、１以上のＤＲＢをオフロードするため
の要求を承認するか拒否するかを決定するステップと、ｅＮＢに、１以上のＤＲＢをオフ
ロードするための要求が承認されたか拒否されたかを示す応答を送信するステップと、を
含む。
【０２０６】
　例３１は、例２８～３０のいずれか１つの主題を含む。任意に、オフロード情報は、１
以上のトリガ条件を定義するトリガ情報を含む。ＤＲＢをセルラリンクに戻すステップは
、トリガ条件に基づいて、ＤＲＢをセルラリンクに戻すステップを含む。
【０２０７】
　例３２は、例２８～３１のいずれか１つの主題を含む。任意に、ｅＮＢから、ＤＲＢを
セルラリンクに戻すコマンドを受信するステップ、を含む。
【０２０８】
　例３３は、例２７～３２のいずれか１つの主題を含む。任意に、トンネルを確立するス
テップは、複数のＤＲＢの各々トラフィックを通信するように構成される複数のＵＤＰト
ンネリング接続を確立するステップを含む。
【０２０９】
　例３４は例３３の主題を含む。任意に、複数のＵＤＰ接続に、ＵＥのそれぞれの複数の
異なるＵＤＰポートを割り当てるステップ、を含む。
【０２１０】
　例３５は例３４の主題を含む。任意に、複数のＤＲＢを複数のＵＤＰポートにマッピン
グするためのマッピング情報をｅＮＢに送信するステップ、を含む。
【０２１１】
　例３６は、例２７～３２のいずれか１つの主題を含む。任意に、トンネルを確立するス
テップは、２以上のＤＲＢのトラフィックを通信するための少なくとも１つのＵＤＰトン
ネリング接続を確立するステップを含む。本方法は、ＵＤＰトンネリング接続を介して通
信されるＵＤＰペイロードに制御ヘッダを割り当てるステップであって、ＵＤＰペイロー
ドは、２以上のＤＲＢのＤＲＢを識別する識別子を含む、ステップ、を含む。
【０２１２】
　例３７は、例２７～３６のいずれか１つの主題を含む。任意に、ＵＤＰ情報は、ＵＤＰ
サーバのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスと、ＵＤＰサーバの少なくとも１つ
のＵＤＰポート番号とを含む。
【０２１３】
　例３８は、例２７～３７のいずれか１つの主題を含む。任意に、ｅＮＢから、構成情報
を含む無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを受信するステップ、を含む。
【０２１４】
　例３９は、例２７～３８のいずれか１つの主題を含む。任意に、複数のＤＲＢは、複数
の進化型パケット交換システム（ＥＰＳ）ベアラに対応する。
【０２１５】
　例４０は、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）において実行される方法を含む。本方法は、ユー
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ザ機器（ＵＥ）と、セルラリンクを介して、複数のデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）のトラフ
ィックを通信するステップと、ＵＥとｅＮＢとの間にオフロードトンネルを確立して、無
線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）リンクを介してＤＲＢをトンネリングするス
テップであって、オフロードトンネルは、複数のＤＲＢを区別するように構成される１以
上のユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）トンネリング接続を含む、ステップと、Ｕ
Ｅと、複数のＤＲＢのうち少なくとも１つのＤＲＢのオフロードトンネルへのハンドオー
バを調整するステップと、を含む。
【０２１６】
　例４１は例４０の主題を含む。任意に、ＤＲＢを選択するステップと、ＵＥに、ＤＲＢ
をハンドオーバするための無線リソース制御（ＲＲＣ）要求メッセージを送信するステッ
プと、ＵＥから、ＲＲＣ要求メッセージに応答するＲＲＣ応答メッセージを受信するステ
ップであって、ＲＲＣ要求メッセージはＤＲＢの識別子を含む、ステップと、を含む。
【０２１７】
　例４２は例４０の主題を含む。任意に、ＵＥから、ＤＲＢをハンドオーバするための無
線リソース制御（ＲＲＣ）要求メッセージを受信するステップと、ＵＥに、ＲＲＣ要求メ
ッセージに応答して、ＤＲＢのハンドオーバを承認又は拒否するためのＲＲＣ応答メッセ
ージを送信するステップと、を含む。
【０２１８】
　例４３は、例４０～４２のいずれか１つの主題を含む。任意に、ＤＲＢをセルラリンク
に戻すことをトリガするための１以上の条件を定義するステップと、ＵＥに、１以上の条
件に対応するトリガ情報を含むメッセージを送信するステップと、を含む。
【０２１９】
　例４４は、例４０～４２のいずれか１つの主題を含む。任意に、ＵＥに、ＤＲＢをセル
ラリンクに戻すコマンドを送信するステップ、を含む。
【０２２０】
　例４５は、例４０～４４のいずれか１つの主題を含む。任意に、オフロードトンネルは
、複数のＤＲＢの各々トラフィックを通信するように構成される複数のＵＤＰトンネリン
グ接続を含む。
【０２２１】
　例４６は例４５の主題を含む。任意に、ＵＥから、複数のＤＲＢをＵＥの複数のＵＤＰ
ポートにマッピングするためのマッピング情報を受信するステップ、を含む。
【０２２２】
　例４７は、例４０～４４のいずれか１つの主題を含む。任意に、オフロードトンネルは
、２以上のＤＲＢのトラフィックを通信するための少なくとも１つのＵＤＰトンネリング
接続を含む。本方法は、ＵＤＰトンネリング接続を介して通信されるＵＤＰペイロードの
ヘッダに基づいて、２以上のＤＲＢのうちのＤＲＢを識別するステップ、を含む。
【０２２３】
　例４８は、例４０～４７のいずれか１つの主題を含む。任意に、ＷＬＡＮアクセスポイ
ント（ＡＰ）のアドレスと、ｅＮＢのＵＤＰサーバのＵＤＰ情報とを含む構成情報を、Ｕ
Ｅに送信するステップ、を含む。
【０２２４】
　例４９は例４８の主題を含む。任意に、ＵＤＰ情報は、ＵＤＰサーバのインターネット
プロトコル（ＩＰ）アドレスと、ＵＤＰサーバの少なくとも１つのＵＤＰポート番号とを
含む。
【０２２５】
　例５０は、例４０～４９のいずれか１つの主題を含む。任意に、複数のＤＲＢは、複数
の進化型パケット交換システム（ＥＰＳ）ベアラに対応する。
【０２２６】
　例５１は、１以上の有形のコンピュータ可読の非一時的記憶媒体を含む製品を含む。非
一時的記憶媒体はコンピュータ実行可能命令を備え、コンピュータ実行可能命令は、少な
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くとも１つのコンピュータプロセッサによって実行されると、該少なくとも１つのコンピ
ュータプロセッサに、ユーザ機器（ＵＥ）において方法を実行させる。該方法は、進化型
ノードＢ（ｅＮＢ）から構成情報を受信するステップであって、構成情報は、無線ローカ
ルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）アクセスポイント（ＡＰ）のアドレスと、ｅＮＢのＵ
ＤＰサーバのユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）情報とを含む、ステップと、構成
情報に基づいて、ＷＬＡＮを介して、ＵＥとｅＮＢとの間に１以上のＵＤＰトンネリング
接続を含むトンネルを確立するステップであって、１以上のＵＤＰトンネリング接続は、
複数のデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）のトラフィックを区別するように構成される、ステッ
プと、複数のＤＲＢのうち１以上のＤＲＢを、セルラリンクからトンネルに移動させるス
テップと、１以上のＤＲＢのうち少なくとも１つのＤＲＢをセルラリンクに戻すステップ
と、を含む。
【０２２７】
　例５２は例５１の主題を含む。任意に、該方法は、ｅＮＢから、１以上のＤＲＢに対応
するオフロード情報を受信するステップであって、オフロード情報は、１以上のＤＲＢの
識別子を含む、ステップ、を含む。
【０２２８】
　例５３は例５２の主題を含む。任意に、該方法は、ｅＮＢに、１以上のＤＲＢをオフロ
ードするための要求を送信するステップと、１以上のＤＲＢをオフロードするための要求
に応答するオフロード情報を受信するステップと、を含む。
【０２２９】
　例５４は例５２の主題を含む。任意に、該方法は、１以上のＤＲＢをオフロードするた
めの要求の一部としてオフロード情報を受信するステップと、１以上のＤＲＢをオフロー
ドするための要求を承認するか拒否するかを決定するステップと、ｅＮＢに、１以上のＤ
ＲＢをオフロードするための要求が承認されたか拒否されたかを示す応答を送信するステ
ップと、を含む。
【０２３０】
　例５５は、例５２～５４のいずれか１つの主題を含む。任意に、オフロード情報は、１
以上のトリガ条件を定義するトリガ情報を含む。ＤＲＢをセルラリンクに戻すステップは
、トリガ条件に基づいて、ＤＲＢをセルラリンクに戻すステップを含む。
【０２３１】
　例５６は、例５２～５４のいずれか１つの主題を含む。任意に、該方法は、ｅＮＢから
、ＤＲＢをセルラリンクに戻すコマンドを受信するステップ、を含む。
【０２３２】
　例５７は、例５１～５６のいずれか１つの主題を含む。任意に、トンネルを確立するス
テップは、複数のＤＲＢの各々トラフィックを通信するように構成される複数のＵＤＰト
ンネリング接続を確立するステップを含む。
【０２３３】
　例５８は例５７の主題を含む。任意に、該方法は、複数のＵＤＰ接続に、ＵＥのそれぞ
れの複数の異なるＵＤＰポートを割り当てるステップ、を含む。
【０２３４】
　例５９は例５８の主題を含む。任意に、該方法は、複数のＤＲＢを複数のＵＤＰポート
にマッピングするためのマッピング情報をｅＮＢに送信するステップ、を含む。
【０２３５】
　例６０は、例５１～５９のいずれか１つの主題を含む。任意に、トンネルを確立するス
テップは、２以上のＤＲＢのトラフィックを通信するための少なくとも１つのＵＤＰトン
ネリング接続を確立するステップを含む。該方法は、ＵＤＰトンネリング接続を介して通
信されるＵＤＰペイロードに制御ヘッダをを割り当てるステップであって、ＵＤＰペイロ
ードは、２以上のＤＲＢのＤＲＢを識別する識別子を含む、ステップ、を含む。
【０２３６】
　例６１は、例５１～６０のいずれか１つの主題を含む。任意に、ＵＤＰ情報は、ＵＤＰ



(32) JP 6404371 B2 2018.10.10

10

20

30

40

50

サーバのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスと、ＵＤＰサーバの少なくとも１つ
のＵＤＰポート番号とを含む。
【０２３７】
　例６２は、例５１～６１のいずれか１つの主題を含む。任意に、該方法は、ｅＮＢから
、構成情報を含む無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを受信するステップ、を含む。
【０２３８】
　例６３は、例５１～６２のいずれか１つの主題を含む。任意に、複数のＤＲＢは、複数
の進化型パケット交換システム（ＥＰＳ）ベアラに対応する。
【０２３９】
　例６４は、１以上の有形のコンピュータ可読の非一時的記憶媒体を含む製品を含む。非
一時的記憶媒体はコンピュータ実行可能命令を備え、コンピュータ実行可能命令は、少な
くとも１つのコンピュータプロセッサによって実行されると、該少なくとも１つのコンピ
ュータプロセッサに、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）において方法を実行させる。本方法は、
ユーザ機器（ＵＥ）と、セルラリンクを介して、複数のデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）のト
ラフィックを通信するステップと、ＵＥとｅＮＢとの間にオフロードトンネルを確立して
、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）リンクを介してＤＲＢをトンネリングす
るステップであって、オフロードトンネルは、複数のＤＲＢを区別するように構成される
１以上のユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）トンネリング接続を含む、ステップと
、ＵＥと、複数のＤＲＢのうち少なくとも１つのＤＲＢのオフロードトンネルへのハンド
オーバを調整するステップと、を含む。
【０２４０】
　例６５は例６４の主題を含む。任意に、該方法は、ＤＲＢを選択するステップと、ＵＥ
に、ＤＲＢをハンドオーバするための無線リソース制御（ＲＲＣ）要求メッセージを送信
するステップと、ＵＥから、ＲＲＣ要求メッセージに応答するＲＲＣ応答メッセージを受
信するステップであって、ＲＲＣ要求メッセージはＤＲＢの識別子を含む、ステップと、
を含む。
【０２４１】
　例６６は例６４の主題を含む。任意に、該方法は、ＵＥから、ＤＲＢをハンドオーバす
るための無線リソース制御（ＲＲＣ）要求メッセージを受信するステップと、ＵＥに、Ｒ
ＲＣ要求メッセージに応答して、ＤＲＢのハンドオーバを承認又は拒否するＲＲＣ応答メ
ッセージを送信するステップと、を含む。
【０２４２】
　例６７は、例６４～６６のいずれか１つの主題を含む。任意に、該方法は、ＤＲＢをセ
ルラリンクに戻すことをトリガするための１以上の条件を定義するステップと、ＵＥに、
１以上の条件に対応するトリガ情報を含むメッセージを送信するステップと、を含む。
【０２４３】
　例６８は、例６４～６６のいずれか１つの主題を含む。任意に、該方法は、ＵＥに、Ｄ
ＲＢをセルラリンクに戻すコマンドを送信するステップ、を含む。
【０２４４】
　例６９は、例６４～６８のいずれか１つの主題を含む。任意に、オフロードトンネルは
、複数のＤＲＢの各々トラフィックを通信するように構成される複数のＵＤＰトンネリン
グ接続を含む。
【０２４５】
　例７０は例６９の主題を含む。任意に、該方法は、ＵＥから、複数のＤＲＢをＵＥの複
数のＵＤＰポートにマッピングするためのマッピング情報を受信するステップ、を含む。
【０２４６】
　例７１は、例６４～６８のいずれか１つの主題を含む。任意に、オフロードトンネルは
、２以上のＤＲＢのトラフィックを通信するための少なくとも１つのＵＤＰトンネリング
接続を含む。該方法は、ＵＤＰトンネリング接続を介して通信されるＵＤＰペイロードの
ヘッダに基づいて、２以上のＤＲＢのうちのＤＲＢを識別するステップ、を含む。
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【０２４７】
　例７２は、例６４～７１のいずれか１つの主題を含む。任意に、該方法は、ＵＥに、Ｗ
ＬＡＮアクセスポイント（ＡＰ）のアドレスと、ｅＮＢのＵＤＰサーバのＵＤＰ情報とを
含む構成情報を送信するステップ、を含む。
【０２４８】
　例７３は例７２の主題を含む。任意に、ＵＤＰ情報は、ＵＤＰサーバのインターネット
プロトコル（ＩＰ）アドレスと、ＵＤＰサーバの少なくとも１つのＵＤＰポート番号とを
含む。
【０２４９】
　例７４は、例６４～７３のいずれか１つの主題を含む。任意に、複数のＤＲＢは、複数
の進化型パケット交換システム（ＥＰＳ）ベアラに対応する。
【０２５０】
　例７５はユーザ機器（ＵＥ）を含む。本ＵＥは、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）から構成情
報を受信するための手段であって、構成情報は、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬ
ＡＮ）アクセスポイント（ＡＰ）のアドレスと、ｅＮＢのＵＤＰサーバのユーザデータグ
ラムプロトコル（ＵＤＰ）情報とを含む、手段と、構成情報に基づいて、ＷＬＡＮを介し
て、ＵＥとｅＮＢとの間に１以上のＵＤＰトンネリング接続を含むトンネルを確立するた
めの手段であって、１以上のＵＤＰトンネリング接続は、複数のデータ無線ベアラ（ＤＲ
Ｂ）のトラフィックを区別するように構成される、手段と、複数のＤＲＢのうち１以上の
ＤＲＢをセルラリンクからトンネルに移動させるための手段と、１以上のＤＲＢのうち少
なくとも１つのＤＲＢをセルラリンクに戻すするための手段と、を備える。
【０２５１】
　例７６は例７５の主題を含む。任意に、ｅＮＢから、１以上のＤＲＢに対応するオフロ
ード情報を受信するための手段であって、オフロード情報は、１以上のＤＲＢの識別子を
含む、手段、を備える。
【０２５２】
　例７７は例７６の主題を含む。任意に、ｅＮＢに、１以上のＤＲＢをオフロードするた
めの要求を送信し、１以上のＤＲＢをオフロードするための要求に応答するオフロード情
報を受信するための手段を備える。
【０２５３】
　例７８は例７６の主題を含む。任意に、１以上のＤＲＢをオフロードするための要求の
一部としてオフロード情報を受信し、１以上のＤＲＢをオフロードするための要求を承認
するか拒否するかを決定し、ｅＮＢに、１以上のＤＲＢをオフロードするための要求が承
認されたか拒否されたかを示す応答を送信するための手段を備える。
【０２５４】
　例７９は、例７６～７８のいずれか１つの主題を含む。任意に、オフロード情報は、１
以上のトリガ条件を定義するトリガ情報を含む。ＤＲＢをセルラリンクに戻すことは、ト
リガ条件に基づいて、ＤＲＢをセルラリンクに戻すことを含む。
【０２５５】
　例８０は、例７６～７９のいずれか１つの主題を含む。任意に、ｅＮＢから、ＤＲＢを
セルラリンクに戻すコマンドを受信するための手段を備える。
【０２５６】
　例８１は、例７５～８０のいずれか１つの主題を含む。任意に、トンネルを確立するこ
とは、複数のＤＲＢの各々トラフィックを通信するように構成される複数のＵＤＰトンネ
リング接続を確立することを含む。
【０２５７】
　例８２は例８１の主題を含む。任意に、複数のＵＤＰ接続に、ＵＥのそれぞれの複数の
異なるＵＤＰポートを割り当てるための手段を備える。
【０２５８】
　例８３は例８２の主題を含む。ｅＮＢに、複数のＤＲＢを複数のＵＤＰポートにマッピ
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ングするためのマッピング情報を送信するための手段を備える。
【０２５９】
　例８４は、例７５～８３のいずれか１つの主題を含む。任意に、トンネルを確立するこ
とは、２以上のＤＲＢのトラフィックを通信するための少なくとも１つのＵＤＰトンネリ
ング接続を確立することを含む。本ＵＥは、ＵＤＰトンネリング接続を介して通信される
ＵＤＰペイロードに制御ヘッダを割り当てるための手段を備える。ＵＤＰペイロードは、
２以上のＤＲＢのＤＲＢを識別する識別子を含む。
【０２６０】
　例８５は、例７５～８４のいずれか１つの主題を含む。任意に、ＵＤＰ情報は、ＵＤＰ
サーバのインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスと、ＵＤＰサーバの少なくとも１つ
のＵＤＰポート番号とを含む。
【０２６１】
　例８６は、例７５～８５のいずれか１つの主題を含む。任意に、ｅＮＢから、構成情報
を含む無線リソース制御（ＲＲＣ）メッセージを受信するための手段を備える。
【０２６２】
　例８７は、例７５～８６のいずれか１つの主題を含む。任意に、複数のＤＲＢは、複数
の進化型パケット交換システム（ＥＰＳ）ベアラに対応する。
【０２６３】
　例８８は進化型ノードＢ（ｅＮＢ）を含む。本ｅＮＢは、ユーザ機器（ＵＥ）と、セル
ラリンクを介して、複数のデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）のトラフィックを通信するための
手段と、ＵＥとｅＮＢとの間にオフロードトンネルを確立して、無線ローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）リンクを介して、ＤＲＢをトンネルリングするための手段であって
、オフロードトンネルは、複数のＤＲＢを区別するように構成される１以上のユーザデー
タグラムプロトコル（ＵＤＰ）トンネリング接続を含む、手段と、ＵＥと、複数のＤＲＢ
のうち少なくとも１つのＤＲＢのオフロードトンネルへのハンドオーバを調整するための
手段と、を備える。
【０２６４】
　例８９は例８８の主題を含む。任意に、ＤＲＢを選択し、ＵＥに、ＤＲＢをハンドオー
バするための無線リソース制御（ＲＲＣ）要求メッセージを送信し、ＵＥから、ＲＲＣ要
求メッセージに応答するＲＲＣ応答メッセージを受信するための手段を備える。ＲＲＣ要
求メッセージはＤＲＢの識別子を含む。
【０２６５】
　例９０は例８８の主題を含む。任意に、ＵＥから、ＤＲＢをハンドオーバするための無
線リソース制御（ＲＲＣ）要求メッセージを受信し、ＵＥに、ＲＲＣ要求メッセージに応
答して、ＤＲＢのハンドオーバを承認又は拒否するＲＲＣ応答メッセージを送信するため
の手段を備える。
【０２６６】
　例９１は、例８８～９０のいずれか１つの主題を含む。任意に、ＤＲＢをセルラリンク
に戻すことをトリガするための１以上の条件を定義し、ＵＥに、１以上の条件に対応する
トリガ情報を含むメッセージを送信するための手段を備える。
【０２６７】
　例９２は、例８８～９０のいずれか１つの主題を含む。任意に、ＵＥに、ＤＲＢをセル
ラリンクに戻すコマンドを送信するための手段を備える。
【０２６８】
　例９３は、例８８～９２のいずれか１つの主題を含む。任意に、オフロードトンネルは
、複数のＤＲＢの各々トラフィックを通信するように構成される複数のＵＤＰトンネリン
グ接続を含む。
【０２６９】
　例９４は例９３の主題を含む。任意に、ＵＥから、複数のＤＲＢをＵＥの複数のＵＤＰ
ポートにマッピングするためのマッピング情報を受信するための手段を備える。
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【０２７０】
　例９５は、例８８～９２のいずれか１つの主題を含む。任意に、オフロードトンネルは
、２以上のＤＲＢのトラフィックを通信するための少なくとも１つのＵＤＰトンネリング
接続を含む。本ｅＮＢは、ＵＤＰトンネリング接続を介して通信されるＵＤＰペイロード
のヘッダに基づいて、２以上のＤＲＢのうちのＤＲＢを識別するための手段を備える。
【０２７１】
　例９６は、例８８～９５のいずれか１つの主題を含む。任意に、ＵＥに、ＷＬＡＮアク
セスポイント（ＡＰ）のアドレスと、ｅＮＢのＵＤＰサーバのＵＤＰ情報とを含む構成情
報を送信するための手段を備える。
【０２７２】
　例９７は例９６の主題を含む。任意に、ＵＤＰ情報は、ＵＤＰサーバのインターネット
プロトコル（ＩＰ）アドレスと、ＵＤＰサーバの少なくとも１つのＵＤＰポート番号とを
含む。
【０２７３】
　例９８は、例８８～９７のいずれか１つの主題を含む。任意に、複数のＤＲＢは、複数
の進化型パケット交換システム（ＥＰＳ）ベアラに対応する。
【０２７４】
　１以上の実施形態を参照して本明細書に記載された機能、動作、コンポーネント及び／
又は特徴は、１以上の他の実施形態を参照して本明細書に記載された１以上の他の機能、
動作、コンポーネント及び／又は特徴と組み合わされてよく、或いは、組み合わて利用さ
れてよく、その逆であってもよい。
【０２７５】
　本明細書では特定の特徴を図示し説明してきたが、当業者には多くの修正、置換、変更
及び均等物が可能であろう。したがって、添付の特許請求の範囲は、そのような修正及び
変更の全てを本開示の真の主旨に含まれるものとして包含するように意図されていること
が理解されるべきである。
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