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(57)【要約】
　本発明は、DU間の大量のデータ交換トラフィックの問
題およびDUクラウドの重いリソース負担の問題を解決す
ることができる、データ伝送方法、データ伝送装置、お
よびデータ伝送デバイス、ならびに基地局を提供し、通
信技術の分野に関するものである。本発明の方法は、無
線ユニット（RU）によって送信されたデータを受信する
ステップと、データの規格タイプを識別するのに使用さ
れるデータの規格識別情報を取得するステップと、デー
タの規格識別情報に従ってデータを経路指定するステッ
プと、経路指定されたデータを経路指定されたデータの
規格識別情報に対応するディジタルユニット（DU）へ送
信するステップとを含む。本発明は主に、クラウドBBア
ーキテクチャにおけるCPRIデータの伝送プロセスに適用
される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ユニット（RU）によって送信されたデータを受信するステップと、
　前記データの規格タイプを識別するのに使用される前記データの規格識別情報を取得す
るステップと、
　前記データの前記規格識別情報に従って前記データを経路指定するステップと、
　前記経路指定されたデータを前記経路指定されたデータの前記規格識別情報に対応する
ディジタルユニット（DU）へ送信するステップと
　を含む、データ伝送方法。
【請求項２】
　前記データは受信のために少なくとも1つのラインに分割され、前記データの規格識別
情報を取得する前記ステップは具体的には、
　データの各ラインにおける各データフレームの規格識別情報を取得するステップであっ
て、前記データのラインからただ1つの規格識別情報が取得される場合、前記データのラ
インは単一規格データのラインであり、前記データのラインから少なくとも2つの規格識
別情報が取得される場合、前記データのラインは複数規格データのラインである、ステッ
プ
　を含む、請求項1に記載のデータ伝送方法。
【請求項３】
　前記データの前記規格識別情報に従って前記データを経路指定する前記ステップの前に
、
　前記データを受信のために少なくとも1つのラインに分割し、前記受信されたデータに
含まれる前記データのラインにおけるデータフレームの規格識別情報が少なくとも2つの
規格識別情報を含む場合に、前記少なくとも2つの規格識別情報に従って前記データのラ
インを集約解除して単一規格データの少なくとも2つのラインにするステップであって、
前記規格識別情報のうちの1つが単一規格データのラインに対応する、ステップ
　をさらに含む、請求項1または2に記載のデータ伝送方法。
【請求項４】
　前記データの前記規格識別情報に従って前記データを経路指定する前記ステップは具体
的には、
　規格識別情報とDUとのマッピング関係を表すのに使用される第1のマッピング関係表を
取得するステップと、
　前記単一規格データのラインの前記規格識別情報および前記第1のマッピング関係表に
従って前記単一規格データのラインを経路指定するステップと
　を含む、請求項2または3に記載のデータ伝送方法。
【請求項５】
　前記経路指定されたデータを前記経路指定されたデータの前記規格識別情報に対応する
DUへ送信する前記ステップの前に、
　同じ規格識別情報を有する単一規格データの少なくとも2つのラインを集約して結合単
一規格データの1つのラインにするステップであって、前記結合単一規格データのデータ
伝送速度が単一規格データの1つのラインのデータ伝送速度より高い、ステップ
　をさらに含み、
　前記経路指定されたデータを前記経路指定されたデータの前記規格識別情報に対応する
ディジタルユニット（DU）へ送信する前記ステップは具体的には、
　前記結合単一規格データを前記結合単一規格データの規格識別情報に対応するDUへ送信
するステップ
　を含む、請求項2から4のいずれか一項に記載のデータ伝送方法。
【請求項６】
　前記規格識別情報の前記タイプは、モバイル通信用グローバルシステム（GSM（登録商
標））、時分割同期符号分割多元接続（TD-SCDMA）、符号分割多元接続2000（CDMA2000）
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、広帯域符号分割多元接続（WCDMA（登録商標））、ユニバーサル移動電話システム（UMT
S）、またはロング・ターム・エボルーション（LTE）を含む、請求項1から5のいずれか一
項に記載のデータ伝送方法。
【請求項７】
　ディジタルユニット（DU）によって送信された単一規格データを受信するステップと、
　前記単一規格データを経路指定するステップと、
　単一規格データの少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインにす
るステップと、
　前記複数規格データを対応する無線ユニット（RU）へ送信するステップと
　を含む、データ伝送方法。
【請求項８】
　前記単一規格データを経路指定する前記ステップの前に、
　前記単一規格データを受信するRUを識別するのに使用される前記単一規格データのター
ゲット識別情報を取得するステップ
　をさらに含む、請求項7に記載のデータ伝送方法。
【請求項９】
　前記単一規格データを経路指定する前記ステップは具体的には、
　前記ターゲット識別情報に従って前記単一規格データを経路指定するステップ
　を含む、請求項8に記載のデータ伝送方法。
【請求項１０】
　単一規格データの少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインにす
るステップは具体的には、
　同じターゲット識別情報を有するが異なる規格識別情報を有する単一規格データの少な
くとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインにするステップであって、前
記規格識別情報は単一規格データのラインの規格タイプを識別するのに使用される、　ス
テップ
　を含む、請求項8または9に記載のデータ伝送方法。
【請求項１１】
　前記複数規格データを対応する無線ユニット（RU）へ送信する前記ステップは具体的に
は、
　前記ターゲット識別情報に従って前記複数規格データを対応するRUへ送信するステップ
　を含む、請求項8から10のいずれか一項に記載のデータ伝送方法。
【請求項１２】
　同じターゲット識別情報を有するが異なる規格識別情報を有する単一規格データの少な
くとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインにする前記ステップの前に、
　単一規格データの1つのラインを分解して単一規格サブデータの少なくとも2つのライン
にするステップであって、分解によって得られる前記単一規格サブデータのデータ速度が
分解前の前記単一規格データのデータ速度より低い、ステップ
　をさらに含み、
　単一規格データの少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインにす
る前記ステップは具体的には、
　単一規格サブデータの前記少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラ
インにするステップ
　を含む、請求項7から11のいずれか一項に記載のデータ伝送方法。
【請求項１３】
　前記データの前記ターゲット識別情報はRU識別情報またはポート番号である、請求項7
から12のいずれか一項に記載のデータ伝送方法。
【請求項１４】
　前記規格識別情報の前記タイプは、モバイル通信用グローバルシステム（GSM（登録商
標））、時分割同期符号分割多元接続（TD-SCDMA）、符号分割多元接続2000（CDMA2000）
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、広帯域符号分割多元接続（WCDMA（登録商標））、ユニバーサル移動電話システム（UMT
S）、またはロング・ターム・エボルーション（LTE）を含む、請求項7から13のいずれか
一項に記載のデータ伝送方法。
【請求項１５】
　無線ユニット（RU）によって送信されたデータを受信するように構成された受信部と、
　前記受信部によって受信された前記データの規格識別情報を取得するように構成された
取得部であって、前記規格識別情報は前記データの規格タイプを識別するのに使用される
、取得部と、
　前記取得部によって取得された前記データの前記規格識別情報に従って、前記受信部に
よって受信された前記データを経路指定するように構成された経路指定部と、
　前記経路指定部によって経路指定された前記データを前記経路指定されたデータの前記
規格識別情報に対応するディジタルユニット（DU）へ送信するように構成された送信部と
　を含む、データ伝送装置。
【請求項１６】
　前記受信部は少なくとも1つのラインに分割される前記データを受信するように構成さ
れ、前記取得部は具体的には、
　前記受信部によって受信されたデータの各ラインにおける各データフレームの規格識別
情報を取得するように構成され、データの前記ラインからただ1つの規格識別情報が取得
される場合、データの前記ラインは単一規格データのラインであり、データの前記ライン
から少なくとも2つの規格識別情報が取得される場合、データの前記ラインは複数規格デ
ータのラインである、請求項15に記載のデータ伝送装置。
【請求項１７】
　集約解除部をさらに含み、
　前記受信部は少なくとも1つのラインに分割される前記データを受信するように構成さ
れ、
　前記集約解除部は、前記経路指定部が前記取得部によって取得された前記データの前記
規格識別情報に従って前記受信部によって受信された前記データを経路指定する前に、前
記受信されたデータに含まれるデータの1つのラインにおけるデータフレームの規格識別
情報が少なくとも2つの規格識別情報を含む場合に、前記少なくとも2つの規格識別情報に
従ってデータの前記1つのラインを集約解除して単一規格データの少なくとも2つのライン
にし、前記規格識別情報のうちの1つが単一規格データのラインに対応する、請求項15ま
たは16に記載のデータ伝送装置。
【請求項１８】
　前記経路指定部は、
　規格識別情報とDUとのマッピング関係を表すのに使用される第1のマッピング関係表を
取得するように構成された取得サブユニットと、
　単一規格データの前記ラインの前記規格識別情報および前記取得サブユニットによって
取得された前記第1のマッピング関係表に従って単一規格データの前記ラインを経路指定
するように構成された経路指定サブユニットと
　を含む、請求項16または17に記載のデータ伝送装置。
【請求項１９】
　集約部をさらに含み、
　前記集約部は、前記送信部が前記経路指定部によって経路指定された前記データを前記
経路指定されたデータの前記規格識別情報に対応するDUへ送信する前に、同じ規格識別情
報を有する単一規格データの少なくとも2つのラインを集約して結合単一規格データの1つ
のラインにするように構成され、前記結合単一規格データのデータ伝送速度は単一規格デ
ータの1つのラインのデータ伝送速度より高く、
　前記送信部はさらに、前記集約部によって集約された前記結合単一規格データを前記結
合単一規格データの規格識別情報に対応するDUへ送信するように構成された、請求項16か
ら18のいずれか一項に記載のデータ伝送装置。
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【請求項２０】
　前記取得部によって取得される前記規格識別情報の前記タイプは、モバイル通信用グロ
ーバルシステム（GSM（登録商標））、時分割同期符号分割多元接続（TD-SCDMA）、符号
分割多元接続2000（CDMA2000）、広帯域符号分割多元接続（WCDMA（登録商標））、ユニ
バーサル移動電話システム（UMTS）、またはロング・ターム・エボルーション（LTE）を
含む、請求項15から19のいずれか一項に記載のデータ伝送装置。
【請求項２１】
　ディジタルユニット（DU）によって送信された単一規格データを受信するように構成さ
れた受信部と、
　前記受信部によって受信された前記単一規格データを経路指定するように構成された経
路指定部と、
　前記経路指定部によって経路指定された単一規格データの少なくとも2つのラインを結
合して複数規格データの1つのラインにするように構成された結合部と、
　前記結合部によって結合された前記複数規格データを対応する無線ユニット（RU）へ送
信するように構成された送信部と
　を含む、データ伝送装置。
【請求項２２】
　取得部をさらに含み、
　前記取得部は、前記経路指定部が前記単一規格データを経路指定する前に、前記単一規
格データを受信するRUを識別するのに使用される前記単一規格データのターゲット識別情
報を取得するように構成された、請求項21に記載のデータ伝送装置。
【請求項２３】
　前記経路指定部は具体的には、前記取得部によって取得された前記ターゲット識別情報
に従って前記単一規格データを経路指定するように構成された、請求項22に記載のデータ
伝送装置。
【請求項２４】
　前記結合部は具体的には、同じターゲット識別情報を有するが異なる規格識別情報を有
する単一規格データの少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインに
するように構成され、前記規格識別情報は単一規格データのラインの規格タイプを識別す
るのに使用される、請求項22または23に記載のデータ伝送装置。
【請求項２５】
　前記送信部は具体的には、前記取得部によって取得された前記ターゲット識別情報に従
って前記複数規格データを対応するRUへ送信するように構成された、請求項22から24のい
ずれか一項に記載のデータ伝送装置。
【請求項２６】
　分解部をさらに含み、
　前記分解部は、前記結合部が同じターゲット識別情報を有するが異なる規格識別情報を
有する単一規格データの少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのライン
にする前に、単一規格データの1つのラインを分解して単一規格サブデータの少なくとも2
つのラインにするように構成され、分解によって得られる前記単一規格サブデータのデー
タ速度が分解前の前記単一規格データのデータ速度より低く、
　前記結合部はさらに、前記分解部によって分解された単一規格サブデータの前記少なく
とも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインにするように構成された、請求
項21から15のいずれか一項に記載のデータ伝送装置。
【請求項２７】
　前記取得部によって取得される前記データの前記ターゲット識別情報はRU識別情報また
はポート番号である、請求項21から26のいずれか一項に記載のデータ伝送方法。
【請求項２８】
　無線ユニット（RU）によって送信されたデータを受信する入力出力回路と、
　前記入力出力回路によって受信された前記データの規格識別情報を取得するプロセッサ
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であって、前記規格識別情報は前記データの規格タイプを識別するのに使用される、プロ
セッサと、
　前記プロセッサによって取得された前記規格識別情報を記憶するメモリと
　を含み、
　前記プロセッサはさらに、前記メモリによって記憶された前記データの前記規格識別情
報に従って、前記入力出力回路によって受信された前記データを経路指定し、
　前記入力出力回路はさらに、前記プロセッサによって経路指定された前記データを前記
経路指定されたデータの前記規格識別情報に対応するディジタルユニット（DU）へ送信し
、
　前記入力出力回路、前記プロセッサ、および前記メモリはバスを介して通信する、デー
タ伝送装置。
【請求項２９】
　前記入力出力回路は少なくとも1つのラインに分割される前記データを受信し、
　前記プロセッサは具体的には、前記入力出力回路によって受信されたデータの各ライン
における各データフレームの規格識別情報を取得し、前記データのラインからただ1つの
規格識別情報が取得される場合、前記データのラインは単一規格データのラインであり、
前記データのラインから少なくとも2つの規格識別情報が取得される場合、前記データの
ラインは複数規格データのラインである、請求項28に記載のデータ伝送装置。
【請求項３０】
　前記入力出力回路は少なくとも1つのラインに分割される前記データを受信し、
　前記プロセッサはさらに、前記取得部によって取得された前記データの前記規格識別情
報に従って、前記受信部によって受信された前記データが経路指定される前に、前記受信
されたデータに含まれるデータの1つのラインにおけるデータフレームの規格識別情報が
少なくとも2つの規格識別情報を含む場合に、前記少なくとも2つの規格識別情報に従って
データの前記1つのラインを集約解除して単一規格データの少なくとも2つのラインにし、
前記規格識別情報のうちの1つが単一規格データのラインに対応する、請求項28または29
に記載のデータ伝送装置。
【請求項３１】
　前記メモリはさらに、規格識別情報とDUとのマッピング関係を表すのに使用される第1
のマッピング関係表を記憶し、
　前記プロセッサはさらに、前記第1のマッピング関係表を取得し、単一規格データの前
記ラインの前記規格識別情報および前記第1のマッピング関係表に従って単一規格データ
の前記ラインを経路指定する、請求項29または30に記載のデータ伝送装置。
【請求項３２】
　前記プロセッサはさらに、前記入力出力回路が前記プロセッサによって経路指定された
前記データを前記経路指定されたデータの前記規格識別情報に対応するDUへ送信する前に
、同じ規格識別情報を有する単一規格データの少なくとも2つのラインを集約して結合単
一規格データの1つのラインにし、前記結合単一規格データのデータ伝送速度は単一規格
データの1つのラインのデータ伝送速度より高く、
　前記入力出力回路はさらに、前記プロセッサによって集約された前記結合単一規格デー
タを前記結合単一規格データの規格識別情報に対応するDUへ送信する、請求項29から31の
いずれか一項に記載のデータ伝送装置。
【請求項３３】
　前記プロセッサによって取得される前記規格識別情報の前記タイプは、モバイル通信用
グローバルシステム（GSM（登録商標））、時分割同期符号分割多元接続（TD-SCDMA）、
符号分割多元接続2000（CDMA2000）、広帯域符号分割多元接続（WCDMA（登録商標））、
ユニバーサル移動電話システム（UMTS）、またはロング・ターム・エボルーション（LTE
）を含む、請求項28から32のいずれか一項に記載のデータ伝送装置。
【請求項３４】
　ディジタルユニット（DU）によって送信された単一規格データを受信する入力出力回路
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と、
　前記入力出力回路によって受信された前記単一規格データを経路指定するプロセッサと
　を含み、
　前記プロセッサはさらに、前記経路指定された単一規格データの少なくとも2つのライ
ンを結合して複数規格データの1つのラインにし、
　前記入力出力回路はさらに、前記プロセッサによって結合された前記複数規格データを
対応する無線ユニット（RU）へ送信し、
　前記入力出力回路および前記プロセッサはバスを介して通信する、データ伝送装置。
【請求項３５】
　前記プロセッサはさらに、前記単一規格データが経路指定される前に、前記単一規格デ
ータを受信するRUを識別するのに使用される前記単一規格データのターゲット識別情報を
取得し、
　前記装置はさらにメモリを含み、前記メモリは前記バスを介して前記入力出力回路およ
び前記プロセッサと通信し、
　前記メモリは前記プロセッサによって取得された前記規格識別情報を記憶する、請求項
34に記載のデータ伝送装置。
【請求項３６】
　前記プロセッサは具体的には、前記メモリによって記憶された前記ターゲット識別情報
に従って前記単一規格データを経路指定する、請求項35に記載のデータ伝送装置。
【請求項３７】
　前記プロセッサは具体的には、同じターゲット識別情報を有するが異なる規格識別情報
を有する単一規格データの少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのライ
ンにし、前記規格識別情報は単一規格データのラインの規格タイプを識別するのに使用さ
れる、請求項35または36に記載のデータ伝送装置。
【請求項３８】
　前記入力出力回路は具体的には、前記メモリによって記憶された前記ターゲット識別情
報に従って前記複数規格データを対応するRUへ送信する、請求項35から37のいずれか一項
に記載のデータ伝送装置。
【請求項３９】
　前記プロセッサはさらに、同じターゲット識別情報を有するが異なる規格識別情報を有
する単一規格データの少なくとも2つのラインが結合されて複数規格データの1つのライン
になる前に、単一規格データの1つのラインを分解して単一規格サブデータの少なくとも2
つのラインにし、分解によって得られる前記単一規格サブデータのデータ速度が分解前の
前記単一規格データのデータ速度より低く、
　前記プロセッサはさらに、分解後の単一規格サブデータの前記少なくとも2つのライン
を結合して複数規格データの1つのラインにする、請求項34から38のいずれか一項に記載
のデータ伝送装置。
【請求項４０】
　前記プロセッサによって取得される前記データの前記ターゲット識別情報はRU識別情報
またはポート番号である、請求項34から39のいずれか一項に記載のデータ伝送装置。
【請求項４１】
　請求項15から20のいずれか一項に記載の装置、および／または請求項21から27のいずれ
か一項に記載の装置を含むデータ伝送デバイス。
【請求項４２】
　第1の装置と第2の装置とを含むデータ伝送装置であって、
　前記第1の装置は、無線ユニット（RU）によって送信されたデータを受信し、前記デー
タの規格タイプを識別するのに使用される前記データの前記規格識別情報を取得し、前記
データの前記規格識別情報に従って前記データを経路指定し、前記経路指定されたデータ
を前記経路指定されたデータの前記規格識別情報に対応するディジタルユニット（DU）へ
送信し、
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　前記第2の装置は、ディジタルユニット（DU）によって送信された単一規格データを受
信し、前記単一規格データを経路指定し、単一規格データの少なくとも2つのラインを結
合して複数規格データの1つのラインにし、前記複数規格データを対応する無線ユニット
（RU）へ送信する、データ伝送装置。
【請求項４３】
　請求項28から33のいずれか一項に記載の装置、または請求項34から40のいずれか一項に
記載の装置を含むデータ伝送デバイス。
【請求項４４】
　ディジタルユニット（DU）によって送信された単一規格データを受信する入力出力回路
と、
　前記入力出力回路によって受信された前記単一規格データを経路指定するプロセッサと
　を含み、
　前記プロセッサはさらに、前記経路指定された単一規格データの少なくとも2つのライ
ンを結合して複数規格データの1つのラインにし、
　前記入力出力回路はさらに、前記プロセッサによって結合された前記複数規格データを
対応する無線ユニット（RU）へ送信し、
　前記入力出力回路はさらに、前記無線ユニット（RU）によって送信されたデータを受信
し、
　前記プロセッサはさらに、RUによって送信され、前記入力出力回路によって受信された
データの規格識別情報を取得し、前記規格識別情報は前記データの規格タイプを識別する
のに使用され、
　メモリが前記プロセッサによって取得された前記規格識別情報を記憶し、
　前記プロセッサはさらに、前記メモリによって記憶された前記データの前記規格識別情
報に従って、前記RUによって送信され、前記入力出力回路によって受信された前記データ
を経路指定し、
　前記入力出力回路、前記プロセッサ、および前記メモリはバスを介して通信する、デー
タ伝送デバイス。
【請求項４５】
　無線ユニット（RU）と、ディジタルユニット（DU）と、請求項41から44のいずれか一項
に記載のデータ伝送デバイスとを含む基地局であって、
　前記データ伝送デバイスは前記RUおよび前記DUから独立しており、前記データ伝送デバ
イスは前記RUおよび前記DUとそれぞれ通信を確立し、または
　前記データ伝送デバイスは前記DUに統合されており、前記RUと通信を確立する、基地局
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンピュータ技術の分野に関し、詳細には、データ伝送方法、データ伝送装
置、データ伝送デバイス、および基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　クラウド無線アクセスネットワーク（C-RAN、Cloud-Radio Access Network）アーキテ
クチャの下での基地局は一般に2つの部分、すなわちリモート局と中央局とで形成される
。リモート局は無線ユニット（Radio Unit、略してRUという）を含み、ユーザ機器（User
 Equipment、略してUEという）へデータを送信し、ユーザ機器からデータを受信する役割
を果たす。中央局はベース・バンド・ユニット（Base Band Unit、略してBBUという）で
あり、リモート局によって受信され、送信されるデータを処理し、維持する役割を果たす
。RUはアンテナのすぐ近くに設置され、BBUは通信室に設置され、普通、これら2つは光フ
ァイバを介して接続され、共通公衆無線インターフェース（Common Public Radio Interf
ace、略してCPRIという）プロトコルまたは他のプロトコルを介してデータ通信を実現す
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る。RUとBBUとは地理的に分離されており、BBUは中央に配置される。マルチサイトRUはBB
Uリソースを共有することができ、元来は分散される保守作業を中央局側へと簡素化する
ことができ、それによってスペースが節約され、設定費用が低減される。
【０００３】
　目下、第3世代通信技術（3rd-generation、略して3Gという）ネットワークにおいては
、図1に示す分散型基地局アーキテクチャが大規模に使用されている。図1においてRUはル
ーティングデバイスを介してディジタルユニット（Digital Unit、略してDUという）に接
続されている。普通は、1台のDUを、複数の基地局によって共有されるBBUとして働くよう
に、複数の基地局のRUに接続することができる。ルーティングデバイスは、あるRUのCPRI
プロトコルに基づくアップリンクデータ（略してCPRIデータという）をDUへ送信し、また
はDUのダウンリンクCPRIデータをRUへ送信する役割を果たす。複数のDUがDUネットワーク
（DUクラウド）を形成する。DUクラウドにおいて各DUはDUスイッチングユニット（DUスイ
ッチ）を介してCPRIデータ交換を実現する。DUクラウドは複数の基地局のためのベースバ
ンド・リソース・プールとして働き、各基地局RUのCPRIデータを処理し、維持する。
【０００４】
　前述のデータ伝送プロセスにおいては、本発明者の知見によれば、先行技術は少なくと
も以下の問題を有する。普通、RUは単一規格RUおよび複数規格RUを含み、単一規格RUは1
つの規格のCPRIデータをDUへ送信し、複数規格RUは複数の規格のCPRIデータをDUへ同時に
送信することができる。マルチDUの緊密に結合された協調（例えば、協調マルチポイント
送受信技術（Coordinated Multi-Point transmission and reception、略してCoMPという
））が行われるときに、複数規格RUが複数規格のCPRIデータをDUへ同時に送信する場合に
、経路指定がRUとDUとの経路指定関係に従って行われるにすぎない場合には、異なる規格
のCPRIデータが1台のDUによって受信される可能性がある。各DUは1つの規格または複数の
規格のCPRIデータをもっぱら処理する可能性があるため、各DUは、異なる規格のCPRIデー
タを処理できるようにDUスイッチを介してこれらの規格のCPRIデータを交換する必要があ
る。例えば、第1の規格のCPRIデータおよび第2の規格のCPRIデータを受信した後で、第1
の規格のCPRIデータを処理するためのDUが第1の規格のCPRIデータだけを処理し、第2の規
格のCPRIデータを、第2の規格のCPRIデータを処理するためのDUへ送信する。DU間での頻
繁なデータ伝送はDUクラウドにおけるデータ交換トラフィックを増大させ、DUクラウドの
リソース負担を増大させる。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明は、DUクラウドにおける大量のデータ交換トラフィックの問題およびDUクラウド
の重いリソース負担の問題を解決することができる、データ伝送方法、データ伝送装置、
およびデータ伝送デバイス、ならびに基地局を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第1の態様によれば、本発明はデータ伝送方法を提供し、本方法は、
　無線ユニット（RU）によって送信されたデータを受信するステップと、
　データの規格タイプを識別するのに使用されるデータの規格識別情報を取得するステッ
プと、
　データの規格識別情報に従ってデータを経路指定するステップと、
　経路指定されたデータを経路指定されたデータの規格識別情報に対応するディジタルユ
ニット（DU）へ送信するステップと
　を含む。
【０００７】
　第1の態様の第1の可能な実施態様において、データは受信のために少なくとも1つのラ
インに分割され、データの規格識別情報を取得するステップは具体的には、
　データの各ラインにおける各データフレームの規格識別情報を取得するステップであっ
て、データのラインからただ1つの規格識別情報が取得される場合、データのラインは単
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一規格データのラインであり、データのラインから少なくとも2つの規格識別情報が取得
される場合、データのラインは複数規格データのラインである、ステップ
　を含む。
【０００８】
　第1の態様または第1の態様の第1の可能な実施態様に関連して、本発明は第1の態様の第
2の可能な実施態様をさらに提供し、第1の態様の第2の可能な実施態様において、データ
の規格識別情報に従ってデータを経路指定するステップの前に、本方法は、
　データを受信のために少なくとも1つのラインに分割し、受信されたデータに含まれる
データのラインにおけるデータフレームの規格識別情報が少なくとも2つの規格識別情報
を含む場合に、少なくとも2つの規格識別情報に従ってデータのラインを集約解除して単
一規格データの少なくとも2つのラインにするステップであって、規格識別情報のうちの1
つが単一規格データのラインに対応する、ステップ
　をさらに含む。
【０００９】
　第1の態様の第1の可能な実施態様または第2の可能な実施態様に関連して、本発明は第1
の態様の第3の可能な実施態様をさらに提供し、第1の態様の第3の可能な実施態様におい
て、データの規格識別情報に従ってデータを経路指定するステップは具体的には、
　規格識別情報とDUとのマッピング関係を表すのに使用される第1のマッピング関係表を
取得するステップと、
　単一規格データのラインの規格識別情報および第1のマッピング関係表に従って単一規
格データのラインを経路指定するステップと
　を含む。
【００１０】
　第1の態様の第1の可能な実施態様、第2の可能な実施態様、または第3の可能な実施態様
に関連して、本発明は第1の態様の第4の可能な実施態様をさらに提供し、第1の態様の第4
の可能な実施態様において、経路指定されたデータを経路指定されたデータの規格識別情
報に対応するDUへ送信するステップの前に、本方法は、
　同じ規格識別情報を有する単一規格データの少なくとも2つのラインを集約して結合単
一規格データの1つのラインにするステップであって、結合単一規格データのデータ伝送
速度が単一規格データの1つのラインのデータ伝送速度より高い、ステップ
　をさらに含み、
　経路指定されたデータを経路指定されたデータの規格識別情報に対応するディジタルユ
ニット（DU）へ送信するステップは具体的には、
　結合単一規格データを結合単一規格データの規格識別情報に対応するDUへ送信するステ
ップ
　を含む。
【００１１】
　第1の態様または第1の態様の第1の可能な実施態様、第2の可能な実施態様、第3の可能
な実施態様、もしくは第4の可能な実施態様に関連して、本発明は第1の態様の第5の可能
な実施態様をさらに提供し、第1の態様の第5の可能な実施態様において、規格識別情報の
タイプは、モバイル通信用グローバルシステム（GSM（登録商標））、時分割同期符号分
割多元接続（TD-SCDMA）、符号分割多元接続2000（CDMA2000）、広帯域符号分割多元接続
（WCDMA（登録商標））、ユニバーサル移動電話システム（UMTS）、またはロング・ター
ム・エボルーション（LTE）を含む。
【００１２】
　第2の態様によれば、本発明はデータ伝送方法をさらに提供し、本方法は、
　ディジタルユニット（DU）によって送信された単一規格データを受信するステップと、
　単一規格データを経路指定するステップと、
　単一規格データの少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインにす
るステップと、
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　複数規格データを対応する無線ユニット（RU）へ送信するステップと
　を含む。
【００１３】
　第2の態様の第1の可能な実施態様において、単一規格データを経路指定するステップの
前に、本方法は、
　単一規格データを受信するRUを識別するのに使用される単一規格データのターゲット識
別情報を取得するステップ
　をさらに含む。
【００１４】
　第2の態様の第1の可能な実施態様に関連して、本発明は第2の態様の第2の可能な実施態
様をさらに提供し、第2の態様の第2の可能な実施態様において、単一規格データを経路指
定するステップは具体的には、
　ターゲット識別情報に従って単一規格データを経路指定するステップ
　を含む。
【００１５】
　第2の態様の第1の可能な実施態様または第2の可能な実施態様に関連して、本発明は第2
の態様の第3の可能な実施態様をさらに提供し、第2の態様の第3の可能な実施態様におい
て、単一規格データの少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインに
するステップは具体的には、
　同じターゲット識別情報を有するが異なる規格識別情報を有する単一規格データの少な
くとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインにするステップであって、規
格識別情報は単一規格データのラインの規格タイプを識別するのに使用される、ステップ
　を含む。
【００１６】
　第2の態様の第1の可能な実施態様、第2の可能な実施態様、または第3の可能な実施態様
に関連して、本発明は第2の態様の第4の可能な実施態様をさらに提供し、第2の態様の第4
の可能な実施態様において、複数規格データを対応する無線ユニット（RU）へ送信するス
テップは具体的には、
　ターゲット識別情報に従って複数規格データを対応するRUへ送信するステップ
　を含む。
【００１７】
　第2の態様または第2の態様の第1の可能な実施態様、第2の可能な実施態様、第3の可能
な実施態様、もしくは第4の可能な実施態様に関連して、本発明は第2の態様の第5の可能
な実施態様をさらに提供し、第2の態様の第5の可能な実施態様において、同じターゲット
識別情報を有するが異なる規格識別情報を有する単一規格データの少なくとも2つのライ
ンを結合して複数規格データの1つのラインにするステップの前に、本方法は、
　単一規格データの1つのラインを分解して単一規格サブデータの少なくとも2つのライン
にするステップであって、分解によって得られる単一規格サブデータのデータ速度が分解
前の単一規格データのデータ速度より低い、ステップ
　をさらに含み、
　単一規格データの少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインにす
るステップは具体的には、
　単一規格サブデータの少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのライン
にするステップ
　を含む。
【００１８】
　第2の態様または第2の態様の第1の可能な実施態様、第2の可能な実施態様、第3の可能
な実施態様、第4の可能な実施態様、もしくは第5の可能な実施態様に関連して、本発明は
第2の態様の第6の可能な実施態様をさらに提供し、第2の態様の第6の可能な実施態様にお
いて、データのターゲット識別情報はRU識別情報またはポート番号である。
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【００１９】
　第2の態様または第2の態様の第1の可能な実施態様、第2の可能な実施態様、第3の可能
な実施態様、第4の可能な実施態様、第5の可能な実施態様、もしくは第6の可能な実施態
様に関連して、本発明は第2の態様の第7の可能な実施態様をさらに提供し、第2の態様の
第7の可能な実施態様において、規格識別情報のタイプは、モバイル通信用グローバルシ
ステム（GSM（登録商標））、時分割同期符号分割多元接続（TD-SCDMA）、符号分割多元
接続2000（CDMA2000）、広帯域符号分割多元接続（WCDMA（登録商標））、ユニバーサル
移動電話システム（UMTS）、またはロング・ターム・エボルーション（LTE）を含む。
【００２０】
　第3の態様によれば、本発明はデータ伝送装置をさらに提供し、本装置は、
　無線ユニット（RU）によって送信されたデータを受信する受信部と、
　受信部によって受信されたデータの規格識別情報を取得する取得部であって、規格識別
情報はデータの規格タイプを識別するのに使用される、取得部と、
　取得部によって取得されたデータの規格識別情報に従って、受信部によって受信された
データを経路指定する経路指定部と、
　経路指定部によって経路指定されたデータを経路指定されたデータの規格識別情報に対
応するディジタルユニット（DU）へ送信する送信部と
　を含む。
【００２１】
　第3の態様の第1の可能な実施態様において、受信部は少なくとも1つのラインに分割さ
れるデータを受信し、取得部は具体的には、
　受信部によって受信されたデータの各ラインにおける各データフレームの規格識別情報
を取得し、データのラインからただ1つの規格識別情報が取得される場合、データのライ
ンは単一規格データのラインであり、データのラインから少なくとも2つの規格識別情報
が取得される場合、データのラインは複数規格データのラインである。
【００２２】
　第3の態様または第3の態様の第1の可能な実施態様に関連して、本発明は第3の態様の第
2の可能な実施態様をさらに提供し、第3の態様の第2の可能な実施態様において、本装置
は集約解除部をさらに含み、
　受信部は少なくとも1つのラインに分割されるデータを受信し、
　集約解除部は、経路指定部が、取得部によって取得されたデータの規格識別情報に従っ
て、受信部によって受信されたデータを経路指定する前に、受信されたデータに含まれる
データの1つのラインにおけるデータフレームの規格識別情報が少なくとも2つの規格識別
情報を含む場合に、少なくとも2つの規格識別情報に従ってデータの1つのラインを集約解
除して単一規格データの少なくとも2つのラインにし、規格識別情報のうちの1つが単一規
格データのラインに対応する。
【００２３】
　第3の態様の第1の可能な実施態様または第2の可能な実施態様に関連して、本発明は第3
の態様の第3の可能な実施態様をさらに提供し、第3の態様の第3の可能な実施態様におい
て、経路指定部は、
　規格識別情報とDUとのマッピング関係を表すのに使用される第1のマッピング関係表を
取得する取得サブユニットと、
　単一規格データのラインの規格識別情報および取得サブユニットによって取得された第
1のマッピング関係表に従って単一規格データのラインを経路指定する経路指定サブユニ
ットと
　を含む。
【００２４】
　第3の態様の第1の可能な実施態様、第2の可能な実施態様、または第3の可能な実施態様
に関連して、本発明は第3の態様の第4の可能な実施態様をさらに提供し、第3の態様の第4
の可能な実施態様において、本装置は集約部をさらに含み、
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　集約部は、送信部が経路指定部によって経路指定されたデータを経路指定されたデータ
の規格識別情報に対応するDUへ送信する前に、同じ規格識別情報を有する単一規格データ
の少なくとも2つのラインを集約して結合単一規格データの1つのラインにし、結合単一規
格データのデータ伝送速度は単一規格データの1つのラインのデータ伝送速度より高く、
　送信部はさらに、集約部によって集約された結合単一規格データを結合単一規格データ
の規格識別情報に対応するDUへ送信する。
【００２５】
　第3の態様または第3の態様の第1の可能な実施態様、第2の可能な実施態様、第3の可能
な実施態様、もしくは第4の可能な実施態様に関連して、本発明は第3の態様の第5の可能
な実施態様をさらに提供し、第3の態様の第5の可能な実施態様において、取得部によって
取得される規格識別情報のタイプは、モバイル通信用グローバルシステム（GSM（登録商
標））、時分割同期符号分割多元接続（TD-SCDMA）、符号分割多元接続2000（CDMA2000）
、広帯域符号分割多元接続（WCDMA（登録商標））、ユニバーサル移動電話システム（UMT
S）、またはロング・ターム・エボルーション（LTE）を含む。
【００２６】
　第4の態様によれば、本発明はデータ伝送装置をさらに提供し、本装置は、
　ディジタルユニット（DU）によって送信された単一規格データを受信する受信部と、
　受信部によって受信された単一規格データを経路指定する経路指定部と、
　経路指定部によって経路指定された単一規格データの少なくとも2つのラインを結合し
て複数規格データの1つのラインにする結合部と、
　結合部によって結合された複数規格データを対応する無線ユニット（RU）へ送信する送
信部と
　を含む。
【００２７】
　第4の態様の第1の可能な実施態様において、本装置は取得部をさらに含み、
　取得部は、経路指定部が単一規格データを経路指定する前に、単一規格データを受信す
るRUを識別するのに使用される単一規格データのターゲット識別情報を取得する。
【００２８】
　第4の態様の第1の可能な実施態様に関連して、本発明は第4の態様の第2の可能な実施態
様をさらに提供し、第4の態様の第2の可能な実施態様において、経路指定部は具体的には
、取得部によって取得されたターゲット識別情報に従って単一規格データを経路指定する
。
【００２９】
　第4の態様の第1の可能な実施態様または第2の可能な実施態様に関連して、本発明は第4
の態様の第3の可能な実施態様をさらに提供し、第4の態様の第3の可能な実施態様におい
て、結合部は具体的には、同じターゲット識別情報を有するが異なる規格識別情報を有す
る単一規格データの少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインにし
、規格識別情報は単一規格データのラインの規格タイプを識別するのに使用される。
【００３０】
　第4の態様の第1の可能な実施態様、第2の可能な実施態様、または第3の可能な実施態様
に関連して、本発明は第4の態様の第4の可能な実施態様をさらに提供し、第4の態様の第4
の可能な実施態様において、送信部は具体的には、取得部によって取得されたターゲット
識別情報に従って複数規格データを対応するRUへ送信する。
【００３１】
　第4の態様または第4の態様の第1の可能な実施態様、第2の可能な実施態様、第3の可能
な実施態様、もしくは第4の可能な実施態様に関連して、本発明は第4の態様の第5の可能
な実施態様をさらに提供し、第4の態様の第5の可能な実施態様において、本装置は分解部
をさらに含み、
　分解部は、結合部が同じターゲット識別情報を有するが異なる規格識別情報を有する単
一規格データの少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインにする前
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に、単一規格データの1つのラインを分解して単一規格サブデータの少なくとも2つのライ
ンにし、分解によって得られる単一規格サブデータのデータ速度が分解前の単一規格デー
タのデータ速度より低く、
　結合部はさらに、分解部によって分解された単一規格サブデータの少なくとも2つのラ
インを結合して複数規格データの1つのラインにする。
【００３２】
　第4の態様または第4の態様の第1の可能な実施態様、第2の可能な実施態様、第3の可能
な実施態様、第4の可能な実施態様、もしくは第5の可能な実施態様に関連して、本発明は
第4の態様の第6の可能な実施態様をさらに提供し、第4の態様の第6の可能な実施態様にお
いて、取得部によって取得されるデータのターゲット識別情報はRU識別情報またはポート
番号である。
【００３３】
　第5の態様によれば、本発明はデータ伝送装置をさらに提供し、本装置は、
　無線ユニット（RU）によって送信されたデータを受信する入力出力回路と、
　入力出力回路によって受信されたデータの規格識別情報を取得するプロセッサであって
、規格識別情報はデータの規格タイプを識別するのに使用される、プロセッサと、
　プロセッサによって取得された規格識別情報を記憶するメモリと
　を含み、
　プロセッサはさらに、メモリによって記憶されたデータの規格識別情報に従って、入力
出力回路によって受信されたデータを経路指定し、
　入力出力回路はさらに、プロセッサによって経路指定されたデータを経路指定されたデ
ータの規格識別情報に対応するディジタルユニット（DU）へ送信し、
　入力出力回路、プロセッサ、およびメモリはバスを介して通信する。
【００３４】
　第5の態様の第1の可能な実施態様において、入力出力回路は少なくとも1つのラインに
分割されるデータを受信し、
　プロセッサは具体的には、入力出力回路によって受信されたデータの各ラインにおける
各データフレームの規格識別情報を取得し、データのラインからただ1つの規格識別情報
が取得される場合、データのラインは単一規格データのラインであり、データのラインか
ら少なくとも2つの規格識別情報が取得される場合、データのラインは複数規格データの
ラインである。
【００３５】
　第5の態様または第5の態様の第1の可能な実施態様に関連して、本発明は第5の態様の第
2の可能な実施態様をさらに提供し、第5の態様の第2の可能な実施態様において、入力出
力回路は少なくとも1つのラインに分割されるデータを受信し、
　プロセッサはさらに、取得部によって取得されたデータの規格識別情報に従って、受信
部によって受信されたデータが経路指定される前に、受信されたデータに含まれるデータ
の1つのラインにおけるデータフレームの規格識別情報が少なくとも2つの規格識別情報を
含む場合に、少なくとも2つの規格識別情報に従ってデータの1つのラインを集約解除して
単一規格データの少なくとも2つのラインにし、規格識別情報のうちの1つが単一規格デー
タのラインに対応する。
【００３６】
　第5の態様の第1の可能な実施態様または第2の可能な実施態様に関連して、本発明は第5
の態様の第3の可能な実施態様をさらに提供し、第5の態様の第3の可能な実施態様におい
て、メモリはさらに、規格識別情報とDUとのマッピング関係を表すのに使用される第1の
マッピング関係表を記憶し、
　プロセッサはさらに、第1のマッピング関係表を取得し、単一規格データのラインの規
格識別情報および第1のマッピング関係表に従って単一規格データのラインを経路指定す
る。
【００３７】
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　第5の態様の第1の可能な実施態様、第2の可能な実施態様、または第3の可能な実施態様
に関連して、本発明は第5の態様の第4の可能な実施態様をさらに提供し、第5の態様の第4
の可能な実施態様において、プロセッサはさらに、入力出力回路がプロセッサによって経
路指定されたデータを経路指定されたデータの規格識別情報に対応するDUへ送信する前に
、同じ規格識別情報を有する単一規格データの少なくとも2つのラインを集約して結合単
一規格データの1つのラインにし、結合単一規格データのデータ伝送速度は単一規格デー
タの1つのラインのデータ伝送速度より高く、
　入力出力回路はさらに、プロセッサによって集約された結合単一規格データを結合単一
規格データの規格識別情報に対応するDUへ送信する。
【００３８】
　第5の態様または第5の態様の第1の可能な実施態様、第2の可能な実施態様、第3の可能
な実施態様、もしくは第4の可能な実施態様に関連して、本発明は第5の態様の第5の可能
な実施態様をさらに提供し、第5の態様の第5の可能な実施態様において、プロセッサによ
って取得される規格識別情報のタイプは、モバイル通信用グローバルシステム（GSM（登
録商標））、時分割同期符号分割多元接続（TD-SCDMA）、符号分割多元接続2000（CDMA20
00）、広帯域符号分割多元接続（WCDMA（登録商標））、ユニバーサル移動電話システム
（UMTS）、またはロング・ターム・エボルーション（LTE）を含む。
【００３９】
　第6の態様によれば、本発明はデータ伝送装置をさらに提供し、本装置は、
　ディジタルユニット（DU）によって送信された単一規格データを受信する入力出力回路
と、
　入力出力回路によって受信された単一規格データを経路指定するプロセッサと
　を含み、
　プロセッサはさらに、経路指定された単一規格データの少なくとも2つのラインを結合
して複数規格データの1つのラインにし、
　入力出力回路はさらに、プロセッサによって結合された複数規格データを対応する無線
ユニット（RU）へ送信し、
　入力出力回路およびプロセッサはバスを介して通信する。
【００４０】
　第6の態様の第1の可能な実施態様において、プロセッサはさらに、単一規格データが経
路指定される前に、単一規格データを受信するRUを識別するのに使用される単一規格デー
タのターゲット識別情報を取得し、
　本装置はさらにメモリを含み、メモリはバスを介して入力出力回路およびプロセッサと
通信し、
　メモリはプロセッサによって取得された規格識別情報を記憶する。
【００４１】
　第6の態様の第1の可能な実施態様に関連して、本発明は第6の態様の第2の可能な実施態
様をさらに提供し、第6の態様の第2の可能な実施態様において、経路指定部は具体的には
、メモリによって記憶されたターゲット識別情報に従って単一規格データを経路指定する
。
【００４２】
　第6の態様の第2の可能な実施態様に関連して、本発明は第6の態様の第3の可能な実施態
様をさらに提供し、第6の態様の第3の可能な実施態様において、プロセッサは具体的には
、同じターゲット識別情報を有するが異なる規格識別情報を有する単一規格データの少な
くとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインにし、規格識別情報は単一規
格データのラインの規格タイプを識別するのに使用される。
【００４３】
　第6の態様の第1の可能な実施態様、第2の可能な実施態様、または第3の可能な実施態様
に関連して、本発明は第6の態様の第4の可能な実施態様をさらに提供し、第6の態様の第4
の可能な実施態様において、入力出力回路は具体的には、メモリによって記憶されたター
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ゲット識別情報に従って複数規格データを対応するRUへ送信する。
【００４４】
　第6の態様または第6の態様の第1の可能な実施態様、第2の可能な実施態様、第3の可能
な実施態様、もしくは第4の可能な実施態様に関連して、本発明は第6の態様の第5の可能
な実施態様をさらに提供し、第6の態様の第5の可能な実施態様において、プロセッサはさ
らに、同じターゲット識別情報を有するが異なる規格識別情報を有する単一規格データの
少なくとも2つのラインが結合されて複数規格データの1つのラインになる前に、単一規格
データの1つのラインを分解して単一規格サブデータの少なくとも2つのラインにし、分解
によって得られる単一規格サブデータのデータ速度は分解前の単一規格データのデータ速
度より低く、
　プロセッサはさらに、分解後の単一規格サブデータの少なくとも2つのラインを結合し
て複数規格データの1つのラインにする。
【００４５】
　第6の態様または第6の態様の第1の可能な実施態様、第2の可能な実施態様、第3の可能
な実施態様、第4の可能な実施態様、もしくは第5の可能な実施態様に関連して、本発明は
第6の態様の第6の可能な実施態様をさらに提供し、第6の態様の第6の可能な実施態様にお
いて、プロセッサによって取得されるデータのターゲット識別情報はRU識別情報またはポ
ート番号である。
【００４６】
　第7の態様によれば、本発明はデータ伝送デバイスをさらに提供し、本デバイスは、第3
の態様に記載される装置および／または第4の態様に記載される装置を含む。
【００４７】
　第8の態様によれば、本発明はデータ伝送デバイスをさらに提供し、本デバイスは第1の
装置と第2の装置とを含み、
　第1の装置は、無線ユニット（RU）によって送信されたデータを受信し、データの規格
タイプを識別するのに使用されるデータの規格識別情報を取得し、データの規格識別情報
に従ってデータを経路指定し、経路指定されたデータを経路指定されたデータの規格識別
情報に対応するディジタルユニット（DU）へ送信し、
　第2の装置は、ディジタルユニット（DU）によって送信された単一規格データを受信し
、単一規格データを経路指定し、単一規格データの少なくとも2つのラインを結合して複
数規格データの1つのラインにし、複数規格データを対応する無線ユニット（RU）へ送信
する。
【００４８】
　第9の態様によれば、本発明はデータ伝送デバイスをさらに提供し、本デバイスは、第5
の態様に記載される装置および／または第6の態様に記載される装置を含む。
【００４９】
　第10の態様によれば、本発明はデータ伝送デバイスをさらに提供し、本デバイスは、
　ディジタルユニット（DU）によって送信された単一規格データを受信する入力出力回路
と、
　入力出力回路によって受信された単一規格データを経路指定するプロセッサと
　を含み、
　プロセッサはさらに、経路指定された単一規格データの少なくとも2つのラインを結合
して複数規格データの1つのラインにし、
　入力出力回路はさらに、プロセッサによって結合された複数規格データを対応する無線
ユニット（RU）へ送信し、
　入力出力回路はさらに、無線ユニット（RU）によって送信されたデータを受信し、
　プロセッサはさらに、RUによって送信され、入力出力回路によって受信されたデータの
規格識別情報を取得し、規格識別情報はデータの規格タイプを識別するのに使用され、
　メモリはプロセッサによって取得された規格識別情報を記憶し、
　プロセッサはさらに、メモリによって記憶されたデータの規格識別情報に従って、RUに
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よって送信され、入力出力回路によって受信されたデータを経路指定し、
　入力出力回路、プロセッサ、およびメモリはバスを介して通信する。
【００５０】
　第11の態様によれば、本発明は基地局をさらに提供し、本基地局は、無線ユニット（RU
）と、ディジタルユニット（DU）と、請求項41から44のいずれか一項に記載のデータ伝送
デバイスとを含み、
　データ伝送デバイスはRUおよびDUから独立しており、データ伝送デバイスはRUおよびDU
とそれぞれ通信を確立し、または
　データ伝送デバイスはDUに統合されており、RUと通信を確立する。
【００５１】
　本発明の実施形態によって提供されるデータ伝送方法、データ伝送装置、データ伝送デ
バイス、および基地局においては、RUがDUへデータを送信するときに、データ内の規格識
別情報を取得することができ、データをデータの規格識別情報に従って経路指定すること
ができ、次いで、経路指定されたデータを経路指定されたデータの規格識別情報に対応す
るディジタルユニット（DU）へ送信することができる。DUがRUへ単一規格データを送信す
るときには、DUによって送信された単一規格データを受信することができ、受信された単
一規格データを経路指定することができ、次いで、単一規格データの少なくとも2つのラ
インを結合して複数規格データの1つのラインにすることができ、最後に複数規格データ
を対応する無線ユニット（RU）へ送信することができる。ルーティングデバイスが、RUに
よって送信される、複数の規格を含むデータを、RUとDUとの構成済みの経路指定関係に従
ってDUへ経路指定する先行技術と比べて、DUに、DUが処理しない規格のデータをDUスイッ
チを介して別のDUへ送信させないようにすることができ、それによってDUクラウドにおけ
るデータ交換トラフィックが低減され、DUクラウドのリソース負担が低減される。加えて
、ルーティングデバイスがDUによって送信された単一規格データを複数規格RUへ直接経路
指定する先行技術と比べて、複数規格RUが複数規格データを正しく受信することができ、
データ伝送効率を改善することができる。
【００５２】
　本発明の実施形態における、または先行技術における技術的解決策をより明確に説明す
るために、以下に、各実施形態または先行技術を説明するのに必要とされる添付の図面に
ついて簡単に記述する。明らかに、以下の説明の添付の図面は、単に、本発明のいくつか
の実施形態を示すにすぎず、当業者は、これら添付の図面から難なく他の図面をさらに導
出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】分散型基地局アーキテクチャの概略図である。
【図２】本発明の一実施形態におけるデータ伝送方法の流れ図である。
【図３】本発明の一実施形態における複数規格CPRIデータの概略図である。
【図４】本発明の一実施形態における集約解除された単一規格CPRIデータの3つのライン
の概略図である。
【図５】本発明の一実施形態における単一規格CPRIデータのためのルーティング経路の選
択の概略図である。
【図６（ａ）】本発明の一実施形態における単一規格CPRIデータのDUへの経路指定の概略
図である。
【図６（ｂ）】本発明の一実施形態における単一規格CPRIデータのDUへの経路指定の概略
図である。
【図６（ｃ）】本発明の一実施形態における単一規格CPRIデータのDUへの経路指定の概略
図である。
【図７】本発明の一実施形態における別のデータ伝送方法の流れ図である。
【図８】本発明の一実施形態における第1の装置の第1の概略的構造図である。
【図９】本発明の一実施形態における第1の装置の第2の概略的構造図である。
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【図１０】本発明の一実施形態における第1の装置の第3の概略的構造図である。
【図１１】本発明の一実施形態における第1の装置の第4の概略的構造図である。
【図１２】本発明の一実施形態における第2の装置の第1の概略的構造図である。
【図１３】本発明の一実施形態における第2の装置の第2の概略的構造図である。
【図１４】本発明の一実施形態における第2の装置の第3の概略的構造図である。
【図１５】本発明の一実施形態における第1の装置の第5の概略的構造図である。
【図１６】本発明の一実施形態における第2の装置の第4の概略的構造図である。
【図１７】本発明の一実施形態における第2の装置の第5の概略的構造図である。
【図１８】本発明の一実施形態におけるデータ伝送デバイスの第1の概略的構造図である
。
【図１９】本発明の一実施形態におけるデータ伝送デバイスの第2の概略的構造図である
。
【図２０】本発明の一実施形態におけるデータ伝送デバイスの第3の概略的構造図である
。
【図２１】本発明の一実施形態におけるデータ伝送デバイスの第4の概略的構造図である
。
【図２２】本発明の一実施形態における基地局の概略的構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　以下で、本発明の実施形態における添付の図面に関連して、本発明の実施形態における
技術的解決策を明確に、十分に説明する。明らかに、説明される実施形態は本発明の実施
形態の全部ではなく一部にすぎない。本発明の実施形態に基づいて当業者によって難なく
得られる他のすべての実施形態は、本発明の保護範囲内に含まれるものとする。
【００５５】
　一般にRUは、1つの規格のデータをもっぱら送受信することもあり、また複数規格のデ
ータを送受信することもある。RUが1つの規格のデータをもっぱら送受信する場合には、
そのRUを単一規格RUといい、RUが複数の規格のデータを送受信することができる場合には
、そのRUを複数規格RUという。DUクラウドにおいて、DUは、1つの規格のみのデータを処
理することもでき、複数の規格のデータを処理することもできる。
【００５６】
　本発明の実施形態における規格は、RUとDUとの間で送信されるデータのタイプによって
定義される。例えば、GSM（登録商標）ネットワークデータが2GネットワークにおいてRU
とDUとの間で送信される場合、RUの規格はGSM（登録商標）であり、WCDMA（登録商標）ネ
ットワークデータが3GネットワークにおいてRUとDUとの間で送信される場合、RUの規格は
WCDMA（登録商標）である。本発明の実施形態における関連規格は、それだけに限らない
が、モバイル通信用グローバルシステム（Global System for Mobile Communications、
略してGSM（登録商標）という）、時分割同期符号分割多元接続（Time Division-Synchro
nous Code Division Multiple Access、略してTD-SCDMAという）、符号分割多元接続2000
（Code Division Multiple Access 2000、略してCDMA2000という）、広帯域符号分割多元
接続（Wideband Code Division Multiple Access、略してWCDMA（登録商標）という）、
ユニバーサル移動電話システム（Universal Mobile Telecommunications System、略して
UMTSという）、およびロング・ターム・エボルーション（Long Term Evolution、略してL
TEという）を含む。
【００５７】
　RUとルーティングデバイス、およびDUとルーティングデバイスは、インターフェースを
介して接続される。インターフェースのタイプはベースバンド無線周波数インターフェー
ス（Baseband-Radiofrequency、略してBB-RFインターフェースという）であり、BB-RFイ
ンターフェースは、例えば、CPRIインターフェース、オープン基地局アーキテクチャ・イ
ニシアチブ・インターフェース（Open Base Station Architecture Initiative、略してO
BSAIインターフェースという）などとすることができる。本発明の実施形態は主にCPRIイ
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ンターフェースの例を用いて説明される。インターフェースのタイプがCPRIである場合、
RUとDUとの間で送信される複数の規格のデータを一般にCPRIデータという。CPRIインター
フェースは単一規格インターフェースおよび複数規格インターフェースも含むことができ
、単一規格CPRIインターフェースは単一規格RUまたは単一規格DUを接続し、複数規格CPRI
インターフェースは複数規格RUまたは複数規格DUを接続する。本発明の実施形態は、CPRI
インターフェース以外の別のBB-RFインターフェースにも適用できることを理解すべきで
ある。
【００５８】
　以下で本発明の実施形態を説明する。
【００５９】
　本発明の一実施形態はデータ伝送方法を提供し、図2に示すように、本方法は以下のス
テップを含む。
【００６０】
　201：ルーティングデバイスがRUによって送信されたデータを受信する。
【００６１】
　一般に、1台のRUは1つまたは複数のCPRIインターフェースを介してDUへCPRIデータを送
信することができる。CPRIインターフェースを介してRUによって送信されるCPRIデータを
1つのCPRIデータのライン（line）といい、複数のCPRIインターフェースを介して送信さ
れるCPRIデータをマルチラインCPRIデータという。RUは、CPRIデータの1つのラインにお
いて1つの規格のみのCPRIデータを送信することができ（すなわち、CPRIデータの1つのラ
インが1つの規格識別情報のCPRIデータをもっぱら搬送する）、また、CPRIデータの1つの
ラインにおいて複数の規格のCPRIデータを送信することもできる（すなわち、CPRIデータ
の1つのラインが少なくとも2つの規格識別情報のCPRIデータを搬送する）。本発明の実施
形態においては、ルーティングデバイスは受信のためにCPRIデータを少なくとも1つのラ
インに分割する。すなわち、ルーティングデバイスはCPRIデータの少なくとも1つのライ
ンを受信する。ルーティングデバイスがCPRIデータの複数のラインを受信する場合、CPRI
データの複数のラインは複数のRUから到来することもあり、また1台のRUから到来するこ
ともあり、これは本発明の実施形態においては限定されない。
【００６２】
　202：ルーティングデバイスはデータの規格識別情報を取得する。
【００６３】
　CPRIデータの1つのラインを説明のための例に取ると、ルーティングデバイスがCPRIデ
ータの1つのラインを受信した後で、CPRIデータのラインにおけるデータフレームの規格
識別情報が取得され、規格識別情報はデータの規格タイプ、例えば、GSM（登録商標）デ
ータ、WCDMA（登録商標）データなどを識別するのに使用される。CPRIデータのラインが1
つの規格のデータをもっぱら搬送する場合には、ルーティングデバイスは1つの規格識別
情報を取得し、CPRIデータのラインは単一規格CPRIデータである。CPRIデータのラインが
2つを上回る規格のデータを搬送する場合には、ルーティングデバイスは2つを上回る規格
識別情報を取得し、CPRIデータのラインは複数規格CPRIデータである。例えば、CPRIデー
タの1つのラインが3つの規格、すなわち、GSM（登録商標）、LTEおよびCDMA2000のデータ
を搬送する場合には、ルーティングデバイスは3つの規格識別情報、GSM（登録商標）、LT
EおよびCDMA2000を取得することができる。
【００６４】
　本発明の実施形態において、CPRIデータのラインは1つの規格のデータを搬送すること
ができ、加えて、データは2つを上回る規格のデータも搬送することができる。具体的に
は、CPRIデータの1つのラインが複数規格のデータフレームを搬送することもでき、CPRI
データにおけるデータフレームが複数規格のデータを搬送することもでき、これは本発明
の実施形態では限定されない。
【００６５】
　規格識別情報は数ビットとすることができ、2進数字を用いて異なる規格が識別される
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。例えば、001はGSM（登録商標）規格を表し、110はLTE規格を表す。あるいは、規格識別
情報は異なるタイプの規格を識別するための文字列とすることもできる。例えば、3文字G
SM（登録商標）でGSM（登録商標）規格を表す。本発明の実施形態は規格識別情報の形態
を限定しない。
【００６６】
　ステップ202においてルーティングデバイスによって取得される規格識別情報のタイプ
の数はCPRIデータにおいて搬送されるデータフレームの規格タイプの数と同じである。例
えば、CPRIデータの1つのラインが3つのタイプ、すなわち、GSM（登録商標）、LTEおよび
CDMA2000のデータフレームを搬送する場合、ルーティングデバイスによって取得される少
なくとも1つの規格識別情報は具体的には、GSM（登録商標）、LTEおよびCDMA2000という3
つの規格識別情報である。
【００６７】
　203：ルーティングデバイスはデータの規格識別情報に従ってデータを経路指定する。
【００６８】
　CPRIデータの1つのラインをさらに例に取ると、CPRIデータの1つのラインが1つの規格
のCPRIデータをもっぱら搬送する場合には、ルーティングデバイスはCPRIデータのライン
の規格識別情報および第1のマッピング関係表に従ってCPRIデータのラインを経路指定す
ることができ、第1のマッピング関係表は規格識別情報とDUとのマッピング関係を表すの
に使用される。例えば、規格識別情報GSM（登録商標）はDU1に対応し、規格識別情報LTE
はDU2に対応する。ルーティングデバイスはCPRIデータを、第1のマッピング関係表に従っ
てCPRIデータの規格識別情報に対応するDUへ経路指定する。
【００６９】
　204：ルーティングデバイスは経路指定されたデータを経路指定されたデータの規格識
別情報に対応するDUへ送信する。
【００７０】
　一般にルーティングデバイスはCPRIインターフェースを介してDUに接続される。CPRIデ
ータが第1のマッピング表に従って経路指定された後で、ルーティングデバイスは経路指
定されたCPRIデータを、異なるCPRIインターフェースを介して当該CPRIインターフェース
に対応するDUへ送信する。実際には、規格識別情報は第1のマッピング関係表におけるCPR
Iインターフェース／通し番号に対応し、ルーティングデバイスは異なるCPRIデータを各C
PRIインターフェースへ経路指定し、次いで各CPRIインターフェースを介してCPRIデータ
を送信する。CPRIインターフェースとDUとのマッピング関係は構成によって決定すること
ができる。例えば、CPRIインターフェース1がGSM（登録商標）データを処理するDUに対応
して構成される。経路指定時に、ルーティングデバイスはGSM（登録商標）データをCPRI
インターフェース1へ経路指定し、次いでGSM（登録商標）データを、CPRIインターフェー
ス1を介してGSM（登録商標）データを処理するDUへ送信する。
【００７１】
　一般に、複数規格CPRIデータを処理するDUの処理負荷は単一規格CPRIデータを処理する
処理負荷より高く、したがって、マルチDUの緊密に結合された協調時には、DUの一部が、
ある種の単一規格CPRIデータをもっぱら処理するDUとして構成される。ルーティングデバ
イスがCPRIデータをDUへ経路指定するときに、複数規格CPRIデータの1つのラインが集約
解除されて単一規格CPRIデータの複数のラインになり、次いで単一規格CPRIデータの複数
のラインは対応するDUへそれぞれ経路指定される。したがって、複数規格CPRIデータを受
信した後で、DUが処理しない規格のデータをDUが別のDUへ送信するという問題が解決され
る。DU間でデータを送信する必要がないため、DU間のデータ伝送トラフィックを低減する
ことができ、それによってDUクラウドのリソース負担が低減される。
【００７２】
　本発明の実施形態においては、ルーティングデバイスが単一規格CPRIデータを対応する
DUへ経路指定することは、具体的には、単一規格CPRIデータを単一規格CPRIデータを処理
するDUへ経路指定することをいう。例えば、GSM（登録商標）単一規格データはGSM（登録
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商標）データを処理するDUへ経路指定される。
【００７３】
　本実施形態におけるルーティングデバイスは別の実施形態におけるデータ伝送装置とす
ることができることを理解すべきである。
【００７４】
　先行技術において、ルーティングデバイスは経路指定機能を有するにすぎず、すなわち
、受信された単一規格CPRIデータまたは複数規格CPRIデータを、RUとDUとの構成済みの経
路指定関係に従ってRUとの接続関係を有するDUへ経路指定するにすぎず、CPRIデータの規
格識別情報に従ってCPRIデータを経路指定することができない。ある規格のCPRIデータが
当該規格のCPRIデータを処理することができないDUへ経路指定される場合、そのDUは当該
規格のCPRIデータを、当該規格のCPRIデータを処理することのできる別のDUへ送信する必
要があり、したがってDU間のデータ交換トラフィックが発生する。
【００７５】
　本発明の実施形態で提供されるデータ伝送方法では、RUがDUへデータを送信するときに
、データ内の規格識別情報を取得することができ、データをデータの規格識別情報に従っ
て経路指定することができ、次いで、経路指定されたデータを経路指定されたデータの規
格識別情報に対応するディジタルユニット（DU）へ送信することができる。ルーティング
デバイスが、RUによって送信されるデータを、RUとDUとの構成済みの経路指定関係に従っ
てRUに対応するDUへ経路指定するにすぎない先行技術と比べて、DUに、DUが処理すること
のできない規格のデータを受信させないようにすることができ、さらにDUに、DUが処理し
ない規格のデータをDUスイッチを介して別のDUへ送信させないようにすることができ、そ
れによってDUクラウドにおけるデータ交換トラフィックが低減され、DUクラウドのリソー
ス負担が低減される。
【００７６】
　さらに、図2に示す方法の詳細な説明およびさらなる拡張として、本発明の一実施形態
はデータ伝送方法をさらに提供し、本方法においては以下のとおりである。
【００７７】
　図2のステップ202を詳述すると、CPRIインターフェースを介して送信されたCPRIデータ
のラインを受信すると、ルーティングデバイスは、CPRIデータのラインにおける各CPRIデ
ータフレーム内の規格識別情報を抽出し、抽出された複数の規格識別情報の中から少なく
とも1つの規格識別情報を取得することができる。例えば、10個のCPRIデータフレームを
含む単一規格CPRIデータのラインについて、ルーティングデバイスは各CPRIデータフレー
ムの規格識別情報を抽出し、規格識別情報を獲得する。別の例では、複数規格CPRIデータ
について、図3に示すように、複数規格CPRIデータのラインは10個のCPRIデータフレーム
を搬送し、10個のCPRIデータフレームは、2つのGSM（登録商標）データフレーム、5個のL
TEデータフレーム、および3個のWCDMA（登録商標）データフレームを含み、10個のCPRIデ
ータフレームは図3に示すように交互に配置されている。ルーティングデバイスによって
取得される規格識別情報1から規格識別情報10は、順に、G、L、L、G、W、L、W、L、L、W
である。ルーティングデバイスは10の規格識別情報の2の中から3つの規格識別情報、G、L
およびWを取得し、これら3つの規格識別情報は相互に異なる。
【００７８】
　既存のプロトコル仕様において、規格識別情報として働く専用のバイトをCPRIデータフ
レームにおいて付加することができ、ルーティングデバイスは、CPRIデータフレームを受
信した後で各CPRIデータフレーム内のその専用のバイトを直接読み取ることができ、それ
によって各CPRIデータフレームの規格識別情報が獲得される。
【００７９】
　前述の複数規格CPRIデータにおいては、1個のCPRIデータフレームが1つの規格のCPRIデ
ータを搬送し、ルーティングデバイスによって取得される規格識別情報の数はCPRIデータ
フレームの数と同じである。加えて、既存の規格においては、1個のCPRIデータフレーム
が複数規格のCPRIデータを搬送することもでき、CPRIデータフレームにおいて搬送される
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CPRIデータのすべての規格識別情報をCPRIデータフレームにおいて付加することができる
。ルーティングデバイスによって取得される規格識別情報の数はCPRIデータフレームの数
より多い。ルーティングデバイスは2個のCPRIデータフレームによって形成された複数規
格CPRIデータを処理し、経路指定することができ、本発明の実施形態の後述する説明では
、1個のCPRIデータフレームが1つの規格のデータを搬送する例を説明に使用する。
【００８０】
　本ステップでは2つの異なる説明、すなわち、1）複数の規格識別情報と、2）複数の規
格識別情報のタイプとが明確に区別される必要があることに留意すべきである。1個のCPR
Iデータフレームが1つの規格のデータを搬送する場合には、複数の規格識別情報の数はCP
RIデータフレームの数と同じである。すなわち、ルーティングデバイスは各CPRIデータフ
レームから1つの規格識別情報を取得する（図3に示す複数の規格識別情報は同じ規格識別
情報を有することに留意すべきである）。複数の規格識別情報のタイプの数は、複数規格
CPRIデータにおけるすべてのCPRIデータフレームの規格タイプの数と同じである。すなわ
ち、図3において、ルーティングデバイスは3つの規格識別情報のタイプを取得する。ルー
ティングデバイスは各CPRIデータフレームの規格識別情報を取得し、同じ規格を有するCP
RIデータフレームが存在するため、複数規格CPRIデータの1つのラインについて、ルーテ
ィングデバイスによって取得される規格識別情報のタイプは取得されるCPRIデータフレー
ムの数より少ない。
【００８１】
　任意選択で、CPRIデータのラインが2つを上回る規格のデータ（すなわち複数規格CPRI
データ）を搬送する場合には、CPRIデータのラインがCPRIデータのラインの規格識別情報
に従って経路指定される前に、ルーティングデバイスはまず、取得された異なる規格識別
情報に従ってCPRIデータのラインを集約解除して単一規格CPRIデータの2つを上回るライ
ンにすることができ、1つの規格識別情報は単一規格CPRIデータの1つのラインに対応する
。ルーティングデバイスは次いで、単一規格CPRIデータの各ラインの規格識別情報および
第1のマッピング関係表に従って、単一規格CPRIデータの各ラインをそれぞれ経路指定す
ることができる。例えば、CPRIデータのラインがGSM（登録商標）データフレームおよびL
TEデータフレームを搬送する場合に、ルーティングデバイスはCPRIデータのラインを集約
解除して単一規格CPRIデータの2つのラインにし、単一規格CPRIデータの一方のラインはG
SM（登録商標）データフレームによって形成され、単一規格CPRIデータの他方のラインは
LTEデータフレームによって形成される。GSM（登録商標）単一規格CPRIデータについては
、ルーティングデバイスは、第1のマッピング関係表に従ってGSM（登録商標）規格識別情
報に対応するDUを探索し、次いでGSM（登録商標）単一規格CPRIデータを当該DUへ経路指
定する。処理はLTE単一規格CPRIデータについても同様でありここでは繰り返し説明しな
い。
【００８２】
　CPRIデータの1つのラインが集約解除されるときに、集約解除された単一規格データの
ラインの数はCPRIデータのラインにおいて搬送される規格識別情報のタイプの数と同じと
することができること、すなわち、ルーティングデバイスはいくつかのタイプの規格識別
情報を取得し、CPRIデータのラインを集約解除して単一規格CPRIデータのいくつかのライ
ンにすることに留意すべきである。集約解除された単一規格CPRIデータの各ラインは1つ
の規格のデータフレームをもっぱら搬送し、例えば、GSM（登録商標）単一規格データはG
SM（登録商標）データフレームをもっぱら搬送する。
【００８３】
　複数規格CPRIデータの1つのラインが集約解除されて単一規格CPRIデータの少なくとも2
つのラインになると、ルーティングデバイスは同じ規格識別情報のデータフレームを集約
して単一規格CPRIデータの1つのラインにする。ルーティングデバイスは、規格識別情報
のタイプに従って集約解除されたCPRI単一規格CPRIデータのラインの数を決定し、複数規
格CPRIデータにおける各CPRIデータフレームの規格識別情報に従ってCPRIデータフレーム
を対応する単一規格CPRIデータに付加する。具体的には、図3のルーティングデバイスは3
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つの規格識別情報のタイプ、すなわち、GSM（登録商標）、LTEおよびWCDMA（登録商標）
を取得する。ルーティングデバイスは、単一規格CPRIデータのラインの数は3であると決
定する。ルーティングデバイスは次いで、その規格識別情報がGであるCPRIデータフレー
ムをGSM（登録商標）単一規格データに付加し、その規格識別情報がLであるCPRIデータフ
レームをLTE単一規格データに付加し、その規格識別情報がWであるCPRIデータフレームを
WCDMA（登録商標）単一規格データに付加する。そのようにして集約解除された単一規格C
PRIデータの3つのラインが図4に示されている。
【００８４】
　本発明の実施形態においては、複数規格CPRIデータの1つのラインが集約解除されるこ
とが説明のための例として使用されている。実際の適用においては、ルーティングデバイ
スは複数規格CPRIデータの複数のラインを同時に集約解除することができ、このようにし
て、同じ規格の単一規格CPRIデータの複数のライン、例えばGSM（登録商標）単一規格デ
ータの3つのラインを集約解除することができる。ステップ203における好ましい解決策と
して、ルーティングデバイスは、同じ規格の単一規格CPRIデータの複数のラインのために
隣接するルーティング経路を選択する、すなわち、同じ規格の単一規格CPRIデータの複数
のラインのために隣接するCPRIインターフェースを選択することができ（CPRIインターフ
ェースは、ここでは、ルーティングデバイスとDUとの間のCPRIインターフェースをいう）
、それによってCPRIインターフェースの管理が円滑化され、CPRIインターフェース使用の
効率が高まる。具体的には、ルーティングデバイスは複数規格CPRIデータ1および複数規
格CPRIデータ2を集約解除して、それぞれ、GSM（登録商標）単一規格データの2つのライ
ンおよびLTE単一規格データの4つのラインを得る。ルーティングデバイスが単一規格CPRI
データの6つのラインのために選択するルーティング経路が図5に示されている。
【００８５】
　DUと通信するRUの数は多く、ルーティングデバイスは同じ規格の単一規格CPRIデータの
複数のラインを結合し、それらのラインを、CPRIインターフェースを介してDUへ送信する
。したがって、DU上で使用されるCPRIインターフェースの数を低減することができ、CPRI
インターフェースリソースを節約することができる。
【００８６】
　図2のステップ203を詳述すると、ルーティングデバイスがデータの規格識別情報に従っ
てデータを経路指定することは具体的には、以下のとおりである。
【００８７】
　ルーティングデバイスは、規格識別情報とDUとのマッピング関係を表すのに使用される
第1のマッピング関係表を取得する。例えば、規格識別情報とDU識別情報とのマッピング
関係が表され、DU識別情報はDUを一意に識別するのに使用される。例えば、DU識別情報は
DUのデバイス通し番号とすることができる。ルーティングデバイスは、単一規格CPRIデー
タの各ラインの規格識別情報および第1のマッピング関係表に従って単一規格CPRIデータ
の各ラインを経路指定する。例えば、第1のマッピング関係表は以下の表として示すこと
ができる。
【００８８】
【表１】
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【００８９】
　上記表においては、1つの規格識別情報をDUの1つのデバイス通し番号にマップすること
もでき、複数の規格識別情報をDUの1つのデバイス通し番号にマップすることもでき、1つ
の規格識別情報をDUの複数のデバイス通し番号にマップすることもできる。マッピング関
係が1対1マッピングである場合に、ルーティングデバイスが単一規格CPRIデータの1つの
ラインのために選択するルーティング経路が図6（a）に示されている。マッピング関係が
多対1である場合に、ルーティングデバイスが単一規格CPRIデータのラインのために選択
するルーティング経路が図6（b）に示されている。マッピング関係が1対多である場合に
、ルーティングデバイスが単一規格CPRIデータのラインのために選択するルーティング経
路は図6（c）として示すことができる。
【００９０】
　上記表に含まれるDUは、単一規格のデータを処理する単一規格DUを含むのみならず、複
数規格のデータを処理する複数規格DUも含むことに留意すべきである。例えば、DU1は単
一規格DUであり、DU2は複数規格DUである。ルーティングデバイスは、例えば、上記表に
おける行2および行3のエントリで示されるように、単一規格CPRIデータの複数のラインを
複数規格DUへ経路指定することもでき、これについては本発明の実施形態では限定されな
い。
【００９１】
　DUが単一規格DUである場合、単一規格CPRIデータの各ラインは当該規格のデータを処理
するDUへ経路指定される。例えば、GSM（登録商標）単一規格データはGSM（登録商標）デ
ータを処理する単一規格DUへ経路指定される。さらに、単一規格CPRIデータの各ラインが
規格識別情報に対応するDUへ経路指定されることは、当該単一規格CPRIデータが当該規格
のデータを処理することのできる複数規格DUへ経路指定されることも含みうる。例えば、
ルーティングデバイスは、複数規格DUが少なくともGSM（登録商標）データを処理するこ
とができる限り、GSM（登録商標）単一規格データを、GSM（登録商標）データとLTEデー
タの両方を処理することのできる複数規格DUへ経路指定する。実際の適用においては、第
1のマッピング関係表は、GSM（登録商標）単一規格データを、GSM（登録商標）データを
処理する単一規格DUへ経路指定すべきかそれともGSM（登録商標）データを処理すること
のできる複数規格DUへ経路指定すべきか判定するように設定することができる。
【００９２】
　図2に示す方法のさらなる拡張として、本発明の実施形態における別の好ましい技術的
解決策においては、ステップ204における経路指定されたデータを経路指定されたデータ
の規格識別情報に対応するDUへ送信するステップの前に、ルーティングデバイスは、同じ
規格識別情報の単一規格CPRIデータの少なくとも2つのラインをさらに結合して結合単一
規格CPRIデータの1つのラインにすることができる。DUは複数の基地局（BBU）の集約リソ
ースプールとして働くことができ、DUのCPRIインターフェース上のデータ伝送速度（以下
では略してデータ速度という）はRU上のCPRIインターフェースのデータ伝送速度よりはる
かに速い。DUに接続されるRUの数が多いため、DUに接続されるCPRIデータのデータ速度も
様々である。低データ速度を有する単一規格CPRIデータの複数のラインが結合されて、DU
に経路指定されるべき高データ速度を有する結合単一規格データの1つのラインになり、D
Uが適応すべきデータ速度のタイプは低減され、それによってDUの処理負荷が低減され、
また、DU上で使用されるCPRIインターフェースの数もさらに低減される。具体的には、ル
ーティングデバイスは、ステップ203を行った後で単一規格CPRIデータの複数のラインを
集約し、次いでステップ204を行って、集約され、結合された単一規格CPRIデータを、集
約され、結合された単一規格CPRIデータの規格識別情報に対応するDUへ送信することがで
きる。あるいは、ルーティングデバイスは、ステップ202を行った後で単一規格CPRIデー
タの複数のラインを集約し、次いでステップ203を行って集約され、結合された単一規格C
PRIデータを経路指定し、最後にステップ204を行って、結合された単一規格CPRIデータを
、結合された単一規格CPRIデータの規格識別情報に対応するDUへ送信することもできる。
【００９３】



(25) JP 2016-520272 A 2016.7.11

10

20

30

40

50

　好ましい解決策における「集約」は上記の「集約解除」に対応しないことに留意すべき
である。集約解除は、複数規格CPRIデータの1つのラインが集約解除されて異なる規格（
すなわち、異なる規格識別情報）の単一規格CPRIデータの複数のラインになることをいう
。この好ましい解決策における集約は、低データ速度を有する集約解除された単一規格CP
RIデータの複数のラインが結合されて高低データ速度を有する単一規格CPRIデータの1つ
のラインになることをいい、集約前または集約後のCPRIデータの規格モードは変更されな
い（依然として単一規格CPRIデータのままである）。「集約解除」は一般に、CPRIインタ
ーフェースによって送信された複数規格CPRIデータが集約解除されることをいい、「集約
」は、同じ規格識別情報を有する単一規格CPRIデータの複数のラインが結合されることを
いい、「1つのライン」は「集約解除」によって得られる単一規格CPRIデータの1つのライ
ンとすることができ、また、CPRIインターフェースから受信される単一規格CPRIデータの
1つのラインとすることもできる。
【００９４】
　さらに、図2に示す方法の拡張として、ルーティングデバイスは、データが属する周波
数帯域またはRUの形態に従ってRUによって送信された複数規格CPRIデータをさらに集約解
除し、経路指定することができる。具体的には、ルーティングデバイスは、複数規格CPRI
データを受信した後でCPRIデータフレームにおける周波数帯域識別情報またはRU形態識別
情報を取得することができ、RU形態識別情報はマクロRUおよびミクロRUを含む。ルーティ
ングデバイスは図2における規格識別情報を周波数帯域識別情報またはRU形態識別情報で
置き換えて、受信された複数規格CPRIデータを集約解除し、経路指定することができる。
当業者は、周波数帯域識別情報またはRU形態識別情報の特性と組み合わせた図2に示す実
施態様に従って、周波数帯域またはRU形態に従って複数規格CPRIデータを集約解除するこ
とができ、これについては本発明の実施形態でこれ以上繰り返さない。
【００９５】
　本発明の実施形態で提供されるデータ伝送方法では、RUがDUへデータを送信するときに
、データ内の規格識別情報を取得することができ、データをデータの規格識別情報に従っ
て経路指定することができ、次いで、経路指定されたデータを経路指定されたデータの規
格識別情報に対応するディジタルユニット（DU）へ送信することができる。ルーティング
デバイスが、RUによって送信される、複数の規格を含むデータを、RUとDUとの構成済みの
経路指定関係に従ってDUへ経路指定するにすぎない先行技術と比べて、DUに、DUが処理す
る規格のデータをDUスイッチを介して別のDUへ送信させないようにすることができ、それ
によってDUクラウドにおけるデータ交換トラフィックが低減され、DUクラウドのリソース
負担が低減される。
【００９６】
　加えて、本発明の実施形態で提供されるデータ伝送方法では、低データ速度を有する同
じ規格の単一規格CPRIデータの複数のラインをさらに結合して、DUへ送信されるべき高デ
ータ速度を有する単一規格CPRIデータの1つのラインにすることができ、それによってDU
上の適応すべきデータ速度のタイプが低減され、そのためDUの処理負荷が低減され、DU上
のCPRIインターフェースリソースが節約される。
【００９７】
　図2に示す方法は、RUがDUへデータを送信する例、すなわち、アップリンクデータ方向
の例を用いて説明されている。以下では、本発明の実施形態を、DUがRUへデータを送信す
る例、すなわちダウンリンクデータ方向の例を用いて説明する。
【００９８】
　本発明の一実施形態はデータ伝送方法を提供し、図7に示すように、本方法は以下のス
テップを含む。
【００９９】
　701：ルーティングデバイスがDUによって送信された単一規格データを受信する。
【０１００】
　ルーティングデバイスがRUによって送信された複数規格CPRIデータを集約解除して単一
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規格CPRIデータにし、図2に示す方法を用いてデータをDUへ経路指定した後で、DUは受信
された単一規格CPRIデータを処理し、次いで処理された単一規格CPRIデータをルーティン
グデバイスへ送信する。
【０１０１】
　702：ルーティングデバイスは単一規格データを経路指定する。
【０１０２】
　単一規格CPRIデータを受信した後で、ルーティングデバイスは事前設定規則に従って単
一規格CPRIデータをRUに接続されたCPRIインターフェースへ経路指定する。
【０１０３】
　703：ルーティングデバイスは単一規格データの少なくとも2つのラインを結合して複数
規格データの1つのラインにする。
【０１０４】
　ルーティングデバイスは異なる規格識別情報の単一規格CPRIデータを結合して複数規格
CPRIデータの1つのラインにすることができる。例えば、単一規格CPRIデータの3つのライ
ン、すなわち、GSM（登録商標）、LTEおよびWCDMA（登録商標）が結合されて、GSM（登録
商標）データフレーム、LTEデータフレームおよびWCDMA（登録商標）データフレームを搬
送する複数規格CPRIデータの1つのラインになり、あるいは、単一規格CPRIデータの3つの
ライン、すなわち、GSM（登録商標）、LTEおよびWCDMA（登録商標）が結合されて、GSM（
登録商標）＋LTEデータフレームおよびWCDMA（登録商標）データフレームを搬送する複数
規格CPRIデータの1つのラインになる。GSM（登録商標）＋LTEデータフレームはGSM（登録
商標）データおよびLTEデータを搬送するデータフレームである。実際の適用においては
、異なる規格の単一規格CPRIデータを、システム構成に従って結合することができる。
【０１０５】
　704：ルーティングデバイスは複数規格データを対応するRUへ送信する。
【０１０６】
　結合が行われた後で、ルーティングデバイスは複数規格CPRIデータを、異なるRUに対応
するCPRIインターフェースを介して対応するRUへ送信する。例えば、ルーティングデバイ
スは、複数規格CPRIデータをCPRIインターフェース1へ経路指定し、次いで複数規格CPRI
データを、CPRIインターフェース1を介してCPRIインターフェース1に接続されたRUへ送信
する。
【０１０７】
　単一規格RUについては、ルーティングデバイスは、ステップ702を行った後でステップ7
04を直接行い、単一規格CPRIデータを対応する単一規格CPRIデータへ送信することができ
る。
【０１０８】
　本発明の実施形態で提供されるデータ伝送方法では、DUがRUへ単一規格データを送信す
るときに、DUによって送信された単一規格データを受信することができ、受信された単一
規格データを経路指定することができ、次いで、単一規格データの少なくとも2つのライ
ンを結合して複数規格データの1つのラインにすることができ、最後に複数規格データを
対応する無線ユニット（RU）へ送信することができる。ルーティングデバイスが、DUによ
って送信される単一規格データを、RUとDUとの構成済みの経路指定関係に従って複数規格
RUへ経路指定するにすぎない先行技術と比べて、複数規格RUは複数規格データを正しく受
信することができ、データ伝送効率を改善することができる。
【０１０９】
　さらに、図7に示す方法の詳細な説明およびさらなる拡張として、本発明の一実施形態
はデータ伝送方法をさらに提供し、本方法においては以下のとおりである。
【０１１０】
　ステップ702が行われる前に、ルーティングデバイスは単一規格CPRIデータのターゲッ
ト識別情報を取得することができ、ターゲット識別情報は単一規格CPRIデータの送信ター
ゲットを識別する、すなわち、単一規格CPRIデータを受信するRUを識別するのに使用され
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る。ターゲット識別情報はRU識別情報、例えば、RU通し番号とすることもでき、RUに接続
されたCPRIインターフェースのインターフェース通し番号とすることもできる。ターゲッ
ト識別情報の機能は、アップリンク方向にアップリンクCPRIデータを送信するRUを識別し
て（RUはDUへCPRIデータを送信する）、ダウンリンクCPRIデータが先にアップリンクCPRI
データを送信するRUへダウンリンク方向に正しく送信されるようにすることである。
【０１１１】
　例えば、アップリンク方向において、ルーティングデバイスはRU識別情報またはRUに接
続されたCPRIインターフェースの通し番号を取得することができ、RUによって送信された
アップリンクCPRIデータが受信された後で、アップリンクCPRIデータを送信するRUのRU識
別情報（またはアップリンクCPRIデータを受信するCPRIインターフェースの通し番号）が
アップリンクCPRIデータに付加される。DUはアップリンクCPRIデータのRU識別情報によっ
てCPRIデータとRUとのマッピング関係を明らかにし、RUへダウンリンクCPRIデータを送信
し、ダウンリンクCPRIデータは、ダウンリンクCPRIデータを受信するRUを識別するのに使
用されるターゲット識別情報を搬送する。ダウンリンク方向において、ルーティングデバ
イスは、DUによって送信されたダウンリンクCPRIデータからダウンリンクCPRIデータを受
信するRUを識別するのに使用されるターゲット識別情報を取得する。
【０１１２】
　ステップ702を詳述すると、ルーティングデバイスは単一規格CPRIデータ内のターゲッ
ト識別情報に従って単一規格CPRIデータを経路指定することができる。
【０１１３】
　あるいは、ルーティングデバイスは、単一規格CPRIデータから単一規格CPRIデータを送
信するDUのDU識別情報をさらに取得し、次いで単一規格CPRIデータを、第2のマッピング
関係表に従って対応するRUへ経路指定することもできる。具体的には、DUが単一規格CPRI
データをルーティングデバイスへ送信するときに、DUはそのDU識別情報を単一規格CPRIデ
ータに付加することができ、DU識別情報はDUを一意に識別するのに使用されるDU通し番号
とすることができる。単一規格CPRIデータを受信した後で、ルーティングデバイスはデー
タを送信するDUのDU識別情報、およびデータのターゲット識別情報を取得し、ルーティン
グデバイスは第2のマッピング関係表を取得し、第2のマッピング関係表は、DU識別情報と
ターゲット識別情報とのマッピング関係、例えばDU1とRU1とのマッピング関係を表すのに
使用され、ルーティングデバイスは、単一規格CPRIデータで搬送されるDU識別情報および
第2のマッピング関係表に従って、単一規格CPRIデータをDU識別情報に対応するRUへ経路
指定する。例えば、第2のマッピング関係表は以下の表として示すことができる。
【０１１４】
【表２】

【０１１５】
　上記表においては、1つのDU通し番号を1つのRU通し番号にマップすることもでき、1つ
のDU通し番号を複数のRU通し番号にマップすることもでき、複数のDU通し番号を1つのRU
通し番号にマップすることもできる。例えば、上記表における行1または行2は、ルーティ
ングデバイスが単一規格CPRIデータをDU1からRUAへ経路指定し、単一規格CPRIデータをDU
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2からRUBへ経路指定することを表す。行3および行4は、ルーティングデバイスが単一規格
CPRIデータをDU3からRUCおよびRUDへそれぞれ経路指定することを表す。行5および行6は
、ルーティングデバイスが単一規格CPRIデータの2つのラインをDU4およびDU5からRUEへ経
路指定することを表す。
【０１１６】
　図7のステップ703を詳述すると、ルーティングデバイスが単一規格データの少なくとも
2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインにすることは、具体的には、ルーテ
ィングデバイスが、同じターゲット識別情報を有するが異なる規格識別情報を有する単一
規格CPRIデータの少なくとも2つのラインを結合して複数規格CPRIデータの1つのラインに
し、規格識別情報は単一規格データの1つのラインの規格タイプを識別するのに使用され
ることとすることができる。一般に、ルーティングデバイスは複数のCPRIインターフェー
スを介して複数のDUによって送信された単一規格CPRIデータの複数のラインを受信するこ
とができ、単一規格CPRIデータの少なくとも2つのラインが1つの同じ複数規格RUへ送信さ
れる。ルーティングデバイスは、同じターゲット識別情報を有するが異なる規格識別情報
を有する単一規格CPRIデータの少なくとも2つのラインを結合して、複数規格RUへ送信さ
れるべき複数規格CPRIデータの1つのラインにする。例えば、GSM（登録商標）単一規格デ
ータおよびLTE単一規格データが結合されて複数規格CPRIデータの1つのラインになり、具
体的な結合方法は、それだけに限らないが、GSM（登録商標）データフレームとLTEデータ
フレームを交互に結合することであってもよく、第1の事前設定された数のGSM（登録商標
）データフレームごとに第2の事前設定された数のLTEデータフレームを挿入してもよい。
【０１１７】
　ルーティングデバイスが複数の単一規格CPRIデータを結合する基礎となるのは、複数の
単一規格CPRIデータが同じターゲット識別情報を搬送することである。
【０１１８】
　図7のステップ704を詳述すると、ルーティングデバイスは、複数規格CPRIデータにおけ
るターゲット識別情報に従って、複数規格CPRIデータを対応するRUへ送信することができ
る。例えば、そのRU通し番号がRU1である複数規格CPRIデータがRU1へ送信され、またはそ
のCPRIインターフェース通し番号が23である複数規格CPRIデータが、その通し番号が23で
あるCPRIインターフェースに接続されたRUへ送信される。
【０１１９】
　図7に示す方法のさらなる拡張として、本発明の実施形態における好ましい技術解決策
において、ルーティングデバイスはDUによって送信された単一規格CPRIデータの1つのラ
インを単一規格サブCPRIデータの少なくとも2つのラインに分解することができる。DUは
複数の基地局（BBU）の集約リソースプールとして働き、DUのCPRIインターフェース上の
データ伝送速度（以下では略してデータ速度という）はRU上のCPRIインターフェースのデ
ータ伝送速度よりはるかに速い。DUに接続されるRUの数が多いため、DUに接続されるCPRI
データのデータ速度も様々である。高データ速度を有する単一規格CPRIデータの1つのラ
インが分解されてデータダウンリンク方向の低データ速度を有する単一規格サブCPRIデー
タの複数のラインになり、次いでステップ703を行って、1つの同じターゲット識別情報に
対応する異なる規格を有する単一規格サブCPRIデータの複数のラインが結合され、それに
よってDUが適応すべきデータ速度のタイプが低減され、DUの処理負荷が低減され、またDU
上で使用されるCPRIインターフェースの数も低減される。
【０１２０】
　本発明の実施形態においては、ルーティングデバイスはステップ701を行って単一規格C
PRIデータを受信した後で単一規格CPRIデータの各ラインを分解し、次いでステップ702を
行って単一規格サブCPRIデータの複数の分解されたラインをそれぞれ経路指定することが
できる。またルーティングデバイスは、ステップ702を行って単一規格CPRIデータを経路
指定した後で単一規格CPRIデータを分解し、次いでステップ703を行って、異なる規格を
有し、1つの同じターゲット識別情報に対応する単一規格サブCPRIデータの複数のライン
を結合することもできる。
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【０１２１】
　好ましい解決策における「分解」と「結合」とは逆の手順ではないことに留意すべきで
ある。いわゆる結合は、単一規格データの複数のラインを結合して複数規格CPRIデータの
1つのラインにすることである。この好ましい解決策における分解は、高データ速度を有
する単一規格CPRIデータのラインを分解して低データ速度を有する単一規格サブCPRIデー
タの複数のラインにすることであり、集約前および集約後のCPRIデータの規格モードは変
更されない（依然として単一規格CPRIデータである）。
【０１２２】
　本発明の実施形態で提供されるデータ伝送方法では、DUがRUへ単一規格データを送信す
るときに、DUによって送信された単一規格データを受信することができ、受信された単一
規格データを経路指定することができ、次いで、単一規格データの少なくとも2つのライ
ンを結合して複数規格データの1つのラインにすることができ、最後に複数規格データを
対応する無線ユニット（RU）へ送信することができる。ルーティングデバイスが、DUによ
って送信される単一規格データを、RUとDUとの構成済みの経路指定関係に従って複数規格
RUへ経路指定するにすぎない先行技術と比べて、複数規格RUは複数規格データを正しく受
信することができ、データ伝送効率を改善することができる。
【０１２３】
　加えて、本発明の実施形態で提供されるデータ伝送方法では、高データ速度を有する単
一規格CPRIデータの1つのラインを分解してDUへ送信されるべき低データ速度を有する単
一規格サブCPRIデータの複数のラインにすることができ、それによって、DU上で適応すべ
きデータ速度のタイプが低減され、DUの処理負荷が低減され、DU上のCPRIインターフェー
スリソースが節約される。
【０１２４】
　さらに、図2に示す方法実施形態の実現に関連して、本発明の一実施形態はデータ伝送
装置を提供し、本装置は第1の装置である。図8に示すように、第1の装置81は、受信部811
と、取得部812と、経路指定部813と、送信部814とを含む。
【０１２５】
　受信部811は無線ユニット（RU）によって送信されたデータを受信する。
【０１２６】
　取得部802は受信部811によって受信されたデータの規格識別情報を取得し、規格識別情
報はデータの規格タイプを識別するのに使用される。
【０１２７】
　経路指定部813は、取得部812によって取得されたデータの規格識別情報に従って、受信
部811によって受信されたデータを経路指定する。
【０１２８】
　送信部814は経路指定部813によって経路指定されたデータを経路指定されたデータの規
格識別情報に対応するディジタルユニット（DU）へ送信する。
【０１２９】
　さらに、受信部811は少なくとも1つのラインに分割されるデータを受信し、取得部812
は具体的には、
　受信部811によって受信されたデータの各ラインにおける各データフレームの規格識別
情報を取得し、データのラインからただ1つの規格識別情報が取得される場合、データの
ラインは単一規格データのラインであり、データのラインから少なくとも2つの規格識別
情報が取得される場合、データのラインは複数規格データのラインである。
【０１３０】
　さらに、図9に示すように、第1の装置81は集約解除部911をさらに含む。
【０１３１】
　受信部811は少なくとも1つのラインに分割されるデータを受信する。
【０１３２】
　集約解除部911は、経路指定部813が取得部812によって取得されたデータの規格識別情



(30) JP 2016-520272 A 2016.7.11

10

20

30

40

50

報に従って受信部811によって受信されたデータを経路指定する前に、受信されたデータ
に含まれるデータの1つのラインにおけるデータフレームの規格識別情報が少なくとも2つ
の規格識別情報を含む場合に、少なくとも2つの規格識別情報に従ってデータの1つのライ
ンを集約解除して単一規格データの少なくとも2つのラインにし、規格識別情報のうちの1
つが単一規格データのラインに対応する。
【０１３３】
　さらに、図10に示すように、経路指定部813は、
　規格識別情報とDUとのマッピング関係を表すのに使用される第1のマッピング関係表を
取得する取得サブユニット1001と、
　単一規格データのラインの規格識別情報および取得サブユニット1001によって取得され
た第1のマッピング関係表に従って単一規格データのラインを経路指定する経路指定サブ
ユニット1002と
　を含む。
【０１３４】
　さらに、図11に示すように、第1の装置81は集約部1101をさらに含む。
【０１３５】
　集約部1101は、送信部814が経路指定部813によって経路指定されたデータを経路指定さ
れたデータの規格識別情報に対応するDUへ送信する前に、同じ規格識別情報を有する単一
規格データの少なくとも2つのラインを集約して結合単一規格データの1つのラインにし、
結合単一規格データのデータ伝送速度は単一規格データの1つのラインのデータ伝送速度
より高い。
【０１３６】
　送信部814はさらに、集約部1101によって集約された結合単一規格データを結合単一規
格データの規格識別情報に対応するDUへ送信する。
【０１３７】
　さらに、取得部812によって取得される規格識別情報のタイプは、モバイル通信用グロ
ーバルシステム（GSM（登録商標））、時分割同期符号分割多元接続（TD-SCDMA）、符号
分割多元接続2000（CDMA2000）、広帯域符号分割多元接続（WCDMA（登録商標））、ユニ
バーサル移動電話システム（UMTS）、またはロング・ターム・エボルーション（LTE）を
含む。
【０１３８】
　本発明の実施形態で提供される第1の装置では、RUがDUへデータを送信するときに、デ
ータ内の規格識別情報を取得することができ、データをデータの規格識別情報に従って経
路指定することができ、次いで、経路指定されたデータを経路指定されたデータの規格識
別情報に対応するディジタルユニット（DU）へ送信することができる。ルーティングデバ
イスが、RUによって送信される、複数の規格を含むデータを、RUとDUとの構成済みの経路
指定関係に従ってDUへ経路指定するにすぎない先行技術と比べて、DUに、DUが処理しない
規格のデータをDUスイッチを介して別のDUへ送信させないようにすることができ、それに
よってDUクラウドにおけるデータ交換トラフィックが低減され、DUクラウドのリソース負
担が低減される。
【０１３９】
　加えて、本発明の実施形態で提供される第1の装置では、同じ規格および低データ速度
の単一規格CPRIデータの複数のラインをさらに結合して、DUへ送信されるべき高データ速
度を有する単一規格CPRIデータの1つのラインにすることができ、それによって、DU上で
適応すべきデータ速度のタイプが低減され、DUの処理負荷が低減され、DU上のCPRIインタ
ーフェースリソースが節約される。
【０１４０】
　さらに、図7に示す方法実施形態の実現に関連して、本発明の一実施形態はデータ伝送
装置を提供し、本装置は第2の装置である。図12に示すように、第2の装置121は、受信部1
201と、経路指定部1202と、結合部1203、送信部1204とを含む。
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【０１４１】
　受信部1201はディジタルユニット（DU）によって送信された単一規格データを受信する
。
【０１４２】
　経路指定部1202は受信部1201によって受信された単一規格データを経路指定する。
【０１４３】
　結合部1203は経路指定部1202によって経路指定された単一規格データの少なくとも2つ
のラインを結合して複数規格データの1つのラインにする。
【０１４４】
　送信部1204は結合部1203によって結合された複数規格データを対応する無線ユニット（
RU）へ送信する。
【０１４５】
　さらに、図13に示すように、第2の装置121は、
　経路指定部1202が単一規格データを経路指定する前に、単一規格データを受信するRUを
識別するのに使用される単一規格データのターゲット識別情報を取得する取得部1301
　をさらに含む。
【０１４６】
　さらに、経路指定部1202は具体的には、取得部1301によって取得された規格識別情報に
従って単一規格データを経路指定する。
【０１４７】
　さらに、結合部1203は具体的には、同じターゲット識別情報を有するが異なる規格識別
情報を有する単一規格データの少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つの
ラインにし、規格識別情報は単一規格データのラインの規格タイプを識別するのに使用さ
れる。
【０１４８】
　さらに、経路指定部1204は具体的には、取得部1301によって取得された規格識別情報に
従って複数規格データを対応するRUへ送信する。
【０１４９】
　さらに、図14に示すように、第2の装置121は、
　結合部1203が同じターゲット識別情報を有するが異なる規格識別情報を有する単一規格
データの少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインにする前に、単
一規格データの1つのラインを分解して単一規格サブデータの少なくとも2つのラインにす
る分解部1401であって、分解によって得られる単一規格サブデータのデータ速度が分解前
の単一規格データのデータ速度より低い、分解部1401
　をさらに含む。
【０１５０】
　結合部1203はさらに、分解部1401によって分解された単一規格サブデータの少なくとも
2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインにする。
【０１５１】
　さらに、取得部1301によって取得されるデータのターゲット識別情報はRU識別情報また
はポート番号である。
【０１５２】
　本発明の実施形態で提供される第2の装置では、DUがRUへ単一規格データを送信すると
きに、DUによって送信された単一規格データを受信することができ、受信された単一規格
を経路指定することができ、次いで、単一規格データの少なくとも2つのラインを結合し
て複数規格データの1つのラインにすることができ、最後に複数規格データを対応する無
線ユニット（RU）へ送信することができる。ルーティングデバイスが、DUによって送信さ
れる単一規格データを、RUとDUとの構成済みの経路指定関係に従って複数規格RUへ経路指
定するにすぎない先行技術と比べて、複数規格RUは複数規格データを正しく受信すること
ができ、データ伝送効率を改善することができる。
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【０１５３】
　加えて、本発明の実施形態で提供される第2の装置は、高データ速度を有する単一規格C
PRIデータの1つのラインを分解してRUへ送信されるべき低データ速度を有する単一規格サ
ブCPRIデータの複数のラインにすることができ、それによって、DU上で適応すべきデータ
速度のタイプが低減され、DUの処理負荷が低減され、DU上のCPRIインターフェースリソー
スが節約される。
【０１５４】
　さらに、図2に示す方法実施形態の実現に関連して、本発明の一実施形態はデータ伝送
装置を提供し、本装置は第1の装置である。図15に示すように、第1の装置151は、入力出
力回路1501と、プロセッサ1502と、メモリ1503とを含み、入力出力回路1501、プロセッサ
1502、およびメモリ1503はバス1504を介して通信する。
【０１５５】
　入力出力回路1501は無線ユニット（RU）によって送信されたデータを受信する。
【０１５６】
　プロセッサ1502は入力出力回路1501によって受信されたデータの規格識別情報を取得し
、規格識別情報はデータの規格タイプを識別するのに使用される。
【０１５７】
　メモリ1503はプロセッサ1502によって取得された規格識別情報を記憶する。
【０１５８】
　プロセッサ1502はさらに、メモリ1503によって記憶されたデータの規格識別情報に従っ
て、入力出力回路1501によって受信されたデータを経路指定する。
【０１５９】
　入力出力回路1501はさらに、プロセッサ1502によって経路指定されたデータを経路指定
されたデータの規格識別情報に対応するディジタルユニット（DU）へ送信する。
【０１６０】
　さらに、入力出力回路1501は少なくとも1つのラインに分割されるデータを受信する。
【０１６１】
　プロセッサ1502は具体的には、入力出力回路1501によって受信されたデータの各ライン
における各データフレームの規格識別情報を取得し、データのラインからただ1つの規格
識別情報が取得される場合、データのラインは単一規格データのラインであり、データの
ラインから少なくとも2つの規格識別情報が取得される場合、データのラインは複数規格
データのラインである。
【０１６２】
　さらに、入力出力回路1501は少なくとも1つのラインに分割されるデータを受信する。
【０１６３】
　プロセッサ1502はさらに、取得部によって取得されたデータの規格識別情報に従って、
受信部によって受信されたデータが経路指定される前に、受信されたデータに含まれるデ
ータの1つのラインにおけるデータフレームの規格識別情報が少なくとも2つの規格識別情
報を含む場合に、少なくとも2つの規格識別情報に従ってデータの1つのラインを集約解除
して単一規格データの少なくとも2つのラインにし、規格識別情報のうちの1つが単一規格
データのラインに対応する。
【０１６４】
　さらに、メモリ1503はさらに、規格識別情報とDUとのマッピング関係を表すのに使用さ
れる第1のマッピング関係表を記憶する。
【０１６５】
　プロセッサ1502はさらに、第1のマッピング関係表を取得し、単一規格データのライン
の規格識別情報および第1のマッピング関係表に従って単一規格データのラインを経路指
定する。
【０１６６】
　プロセッサ1502は、入力出力回路1501がプロセッサ1502によって経路指定されたデータ
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を経路指定されたデータの規格識別情報に対応するDUへ送信する前に、同じ規格識別情報
を有する単一規格データの少なくとも2つのラインを集約して結合単一規格データの1つの
ラインにし、結合単一規格データのデータ伝送速度は単一規格データの1つのラインのデ
ータ伝送速度より高い。
【０１６７】
　入力出力回路1501はさらに、プロセッサ1502によって集約された結合単一規格データを
結合単一規格データの規格識別情報に対応するDUへ送信する。
【０１６８】
　さらに、プロセッサ1502によって取得される規格識別情報のタイプは、モバイル通信用
グローバルシステム（GSM（登録商標））、時分割同期符号分割多元接続（TD-SCDMA）、
符号分割多元接続2000（CDMA2000）、広帯域符号分割多元接続（WCDMA（登録商標））、
ユニバーサル移動電話システム（UMTS）、またはロング・ターム・エボルーション（LTE
）を含む。
【０１６９】
　本発明の実施形態で提供される第1の装置では、RUがDUへデータを送信するときに、デ
ータ内の規格識別情報を取得することができ、データをデータの規格識別情報に従って経
路指定することができ、次いで、経路指定されたデータを経路指定されたデータの規格識
別情報に対応するディジタルユニット（DU）へ送信することができる。ルーティングデバ
イスが、RUによって送信される、複数の規格を含むデータを、RUとDUとの構成済みの経路
指定関係に従ってDUへ経路指定するにすぎない先行技術と比べて、DUに、DUが処理しない
規格のデータをDUスイッチを介して別のDUへ送信させないようにすることができ、それに
よってDUクラウドにおけるデータ交換トラフィックが低減され、DUクラウドのリソース負
担が低減される。
【０１７０】
　加えて、本発明の実施形態で提供される第1の装置では、同じ規格および低データ速度
の単一規格CPRIデータの複数のラインをさらに結合して、DUへ送信されるべき高データ速
度を有する単一規格CPRIデータの1つのラインにすることができ、それによって、DU上で
適応すべきデータ速度のタイプが低減され、DUの処理負荷が低減され、DU上のCPRIインタ
ーフェースリソースが節約される。
【０１７１】
　さらに、図7に示す方法実施形態の実現に関連して、本発明の一実施形態はデータ伝送
装置を提供し、本装置は第2の装置である。図16に示すように、第2の装置161は、入力出
力回路1601と、プロセッサ1602とを含み、入力出力回路1601およびプロセッサ1602はバス
1603を介して通信する。
【０１７２】
　入力出力回路1601はディジタルユニット（DU）によって送信された単一規格データを受
信する。
【０１７３】
　プロセッサ1602は入力出力回路1601によって受信された単一規格データを経路指定する
。
【０１７４】
　プロセッサ1602はさらに、経路指定された単一規格データの少なくとも2つのラインを
結合して複数規格データの1つのラインにする。
【０１７５】
　入力出力回路1601はさらに、プロセッサ1602によって結合された複数規格データを対応
する無線ユニット（RU）へ送信する。
【０１７６】
　さらに、プロセッサ602はさらに、単一規格データが経路指定される前に、単一規格デ
ータを受信するRUを識別するのに使用される単一規格データのターゲット識別情報を取得
する。



(34) JP 2016-520272 A 2016.7.11

10

20

30

40

50

【０１７７】
　図17に示すように、第2の装置161はメモリ1701をさらに含み、メモリ1701はバス1603を
介して入力出力回路1601およびプロセッサ1602と通信する。
【０１７８】
　メモリ1701はプロセッサ1602によって取得された規格識別情報を記憶する。
【０１７９】
　さらに、プロセッサ1602は具体的には、プロセッサ1701によって記憶されたターゲット
識別情報に従って単一規格データを経路指定する。
【０１８０】
　さらに、プロセッサ1602は具体的には、同じターゲット識別情報を有するが異なる規格
識別情報を有する単一規格データの少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1
つのラインにし、規格識別情報は単一規格データのラインの規格タイプを識別するのに使
用される。
【０１８１】
　さらに、入力出力回路1601は具体的には、メモリ1701によって記憶されたターゲット識
別情報に従って複数規格データを対応するRUへ送信する。
【０１８２】
　さらに、プロセッサ1602はさらに、同じターゲット識別情報を有するが異なる規格識別
情報を有する単一規格データの少なくとも2つのラインがが結合されて複数規格データの1
つのラインになる前に、単一規格データの1つのラインを分解して単一規格サブデータの
少なくとも2つのラインにし、分解によって得られる単一規格サブデータのデータ速度は
分解前の単一規格データのデータ速度より低い。
【０１８３】
　プロセッサ1602はさらに、分解後の単一規格サブデータの少なくとも2つのラインを結
合して複数規格データの1つのラインにする。
【０１８４】
　さらに、プロセッサ1602によって取得されるデータのターゲット識別情報はRU識別情報
またはポート番号である。
【０１８５】
　本発明の実施形態で提供される第2の装置では、DUがRUへ単一規格データを送信すると
きに、DUによって送信された単一規格データを受信することができ、受信された単一規格
を経路指定することができ、次いで、単一規格データの少なくとも2つのラインを結合し
て複数規格データの1つのラインにすることができ、最後に複数規格データを対応する無
線ユニット（RU）へ送信することができる。ルーティングデバイスが、DUによって送信さ
れる単一規格データを、RUとDUとの構成済みの経路指定関係に従って複数規格RUへ経路指
定するにすぎない先行技術と比べて、複数規格RUは複数規格データを正しく受信すること
ができ、データ伝送効率を改善することができる。
【０１８６】
　加えて、本発明の実施形態で提供される第2の装置は、高データ速度を有する単一規格C
PRIデータの1つのラインを分解してRUへ送信されるべき低データ速度を有する単一規格CP
RIデータの複数のラインにすることができ、それによって、DU上で適応すべきデータ速度
のタイプが低減され、DUの処理負荷が低減され、DU上のCPRIインターフェースリソースが
節約される。
【０１８７】
　さらに、図8から図11のいずれか1つに示す第1の装置81および／または図12から図14の
いずれか1つに示す第2の装置121に関連して、本発明の一実施形態はデータ伝送デバイス
をさらに提供する。図18に示すように、デバイス181は、図8から図11のいずれか1つに示
す第1の装置1801および／または図12から図14のいずれか1つに示す第2の装置1802を含む
。
【０１８８】
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　第1の装置1801は、無線ユニット（RU）によって送信されたデータを受信し、データの
規格タイプを識別するのに使用されるデータの規格識別情報を取得し、データの規格識別
情報に従ってデータを経路指定し、経路指定されたデータを経路指定されたデータの規格
識別情報に対応するディジタルユニット（DU）へ送信する。
【０１８９】
　第2の装置1802は、ディジタルユニット（DU）によって送信された単一規格データを受
信し、単一規格データを経路指定し、単一規格データの少なくとも2つのラインを結合し
て複数規格データの1つのラインにし、複数規格データを対応する無線ユニット（RU）へ
送信する。
【０１９０】
　本発明の実施形態で提供されるデータ伝送装置では、RUがDUへデータを送信するときに
、データ内の規格識別情報を取得することができ、データをデータの規格識別情報に従っ
て経路指定することができ、次いで、経路指定されたデータを経路指定されたデータの規
格識別情報に対応するディジタルユニット（DU）へ送信することができる。DUがRUへ単一
規格データを送信するときには、DUによって送信された単一規格データを受信することが
でき、受信された単一規格データを経路指定することができ、次いで、単一規格データの
少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインにすることができ、最後
に複数規格データを対応する無線ユニット（RU）へ送信することができる。ルーティング
デバイスが、RUによって送信される、複数の規格を含むデータを、RUとDUとの構成済みの
経路指定関係に従ってDUへ送信するにすぎない先行技術と比べて、DUに、DUが処理しない
規格のデータをDUスイッチを介して別のDUへ送信させないようにすることができ、それに
よってDUクラウドにおけるデータ交換トラフィックが低減され、DUクラウドのリソース負
担が低減される。加えて、ルーティングデバイスがDUによって送信された単一規格データ
をRUとDUとの構成済みの経路指定関係に従って複数規格RUへ経路指定するにすぎない先行
技術と比べて、複数規格RUが複数規格データを正しく受信することができ、データ伝送効
率を改善することができる。
【０１９１】
　さらに、図15に示す第1の装置151に関連して、本発明の一実施形態はデータ伝送装置を
さらに提供する。図19に示すように、デバイス191は、
　無線ユニット（RU）によって送信されたデータを受信し、データの規格タイプを識別す
るのに使用されるデータの規格識別情報を取得し、データの規格識別情報に従ってデータ
を経路指定し、経路指定されたデータを経路指定されたデータの規格識別情報に対応する
ディジタルユニット（DU）へ送信する、図15に示す第1の装置1901
　を含む。
【０１９２】
　本発明の実施形態で提供されるデータ伝送デバイスでは、RUがDUへデータを送信すると
きに、データ内の規格識別情報を取得することができ、データをデータの規格識別情報に
従って経路指定することができ、次いで、経路指定されたデータを経路指定されたデータ
の規格識別情報に対応するディジタルユニット（DU）へ送信することができる。ルーティ
ングデバイスが、RUによって送信される、複数の規格を含むデータを、RUとDUとの構成済
みの経路指定関係に従ってDUへ経路指定するにすぎない先行技術と比べて、DUに、DUが処
理しない規格のデータをDUスイッチを介して別のDUへ送信させないようにすることができ
、それによってDUクラウドにおけるデータ交換トラフィックが低減され、DUクラウドのリ
ソース負担が低減される。
【０１９３】
　さらに、図16または図17に示す第2の装置161に関連して、本発明の一実施形態はデータ
伝送デバイスをさらに提供する。図20に示すように、デバイス201は、
　ディジタルユニット（DU）によって送信された単一規格データを受信し、単一規格デー
タを経路指定し、単一規格データの少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1
つのラインにし、複数規格データを対応する無線ユニット（RU）へ送信する、図16または
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図17に示す第2の装置2001
　を含む。
【０１９４】
　本発明の実施形態で提供されるデータ伝送デバイスでは、DUがRUへ単一規格データを送
信するときに、DUによって送信された単一規格データを受信することができ、受信された
単一規格データを経路指定することができ、次いで、単一規格データの少なくとも2つの
ラインを結合して複数規格データの1つのラインにすることができ、最後に複数規格デー
タを対応する無線ユニット（RU）へ送信することができる。ルーティングデバイスが、DU
によって送信される単一規格データを、RUとDUとの構成済みの経路指定関係に従って複数
規格RUへ経路指定するにすぎない先行技術と比べて、複数規格RUは複数規格データを正し
く受信することができ、データ伝送効率を改善することができる。
【０１９５】
　さらに、本発明の一実施形態はデータ伝送デバイスを提供する。図21に示すように、デ
バイス211は、入力出力回路2101と、プロセッサ2102と、メモリ2013とを含み、入力出力
回路2101、プロセッサ2102、およびメモリ2103はバス2104を介して通信する。ここでは以
下のとおりである。
【０１９６】
　入力出力回路2101はディジタルユニット（DU）によって送信された単一規格データを受
信する。
【０１９７】
　プロセッサ2102は入力出力回路2101によって受信された単一規格データを経路指定する
。
【０１９８】
　プロセッサ2102はさらに、経路指定された単一規格データの少なくとも2つのラインを
結合して複数規格データの1つのラインにする。
【０１９９】
　入力出力回路2101はさらに、プロセッサ2102によって結合された複数規格データを対応
する無線ユニット（RU）へ送信する。
【０２００】
　入力出力回路2101はさらに、無線ユニット（RU）によって送信されたデータを受信する
。
【０２０１】
　プロセッサ2102はさらに、RUによって送信され、入力出力回路2101によって受信された
データの規格識別情報を取得し、規格識別情報はデータの規格タイプを識別するのに使用
される。
【０２０２】
　メモリ2103はプロセッサ2102によって取得された規格識別情報を記憶する。
【０２０３】
　プロセッサ2102はさらに、メモリ2103によって記憶されたデータの規格識別情報に従っ
て、RUによって送信され、入力出力回路2101によって受信されたデータを経路指定する。
【０２０４】
　本発明の実施形態で提供されるデータ伝送デバイスは、図15に示す第1の装置151と図16
に示す第2の装置161との組み合わせとみなすこともでき、図15に示す第1の装置151と図17
に示す第2の装置161との組み合わせとみなすこともできる。2台の装置の対応する構造は
もはや分離されず、ハードウェア構造において1つの同じ構造体になる。したがって、本
発明の実施形態で提供されるデータ伝送デバイスについては、図15に示す第1の装置151お
よび図16または図17に示す第2の装置161の具体的説明を参照することができ、これについ
てここでは繰り返し説明しない。
【０２０５】
　本発明の実施形態で提供されるデータ伝送装置では、RUがDUへデータを送信するときに
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、データ内の規格識別情報を取得することができ、データをデータの規格識別情報に従っ
て経路指定することができ、次いで、経路指定されたデータを経路指定されたデータの規
格識別情報に対応するディジタルユニット（DU）へ送信することができる。DUがRUへ単一
規格データを送信するときには、DUによって送信された単一規格データを受信することが
でき、受信された単一規格データを経路指定することができ、次いで、単一規格データの
少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインにすることができ、最後
に複数規格データを対応する無線ユニット（RU）へ送信することができる。ルーティング
デバイスが、RUによって送信される、複数の規格を含むデータを、RUとDUとの構成済みの
経路指定関係に従ってDUへ経路指定するにすぎない先行技術と比べて、DUに、DUが処理し
ない規格のデータをDUスイッチを介して別のDUへ送信させないようにすることができ、そ
れによってDUクラウドにおけるデータ交換トラフィックが低減され、DUクラウドのリソー
ス負担が低減される。加えて、ルーティングデバイスがDUによって送信された単一規格デ
ータをRUとDUとの構成済みの経路指定関係に従って複数規格RUへ経路指定するにすぎない
先行技術と比べて、複数規格RUが複数規格データを正しく受信することができ、データ伝
送効率を改善することができる。
【０２０６】
　さらに、本発明の一実施形態は基地局をさらに提供する。図22に示すように、基地局22
1は、RU2201と、DU2202と、図18から図21のいずれか1つに示すデータ伝送デバイス2203と
を含む。
【０２０７】
　データ伝送デバイス2203はRU2201およびDU2202から独立しており、データ伝送デバイス
2203はRU2201およびDU2102とそれぞれ通信を確立する。
【０２０８】
　あるいは、データ伝送デバイス2203はDU2202に統合されており、RU2201と通信を確立す
る。
【０２０９】
　あるいは、データ伝送デバイス2203はRU2201に統合されており、DU2202と通信を確立す
る。
【０２１０】
　あるいは、実際の必要に従って、データ伝送デバイス2203の一部はDU2202に統合されて
おり、一部はRU2201に統合されており、2つの部分は通信を確立する。
【０２１１】
　RU2201は複数規格CPRIデータを送信または受信し、DU2202は単一規格CPRIデータを処理
し、またはDU2202は複数規格CPRIデータを処理する。
【０２１２】
　デバイス2203の構造および適用については、図18から図21のいずれか1つに対応する実
施形態の説明を参照することができ、ここではこれ以上説明しない。
【０２１３】
　本発明の実施形態によって提供される基地局では、RUがDUへデータを送信するときに、
データ内の規格識別情報を取得することができ、データをデータの規格識別情報に従って
経路指定することができ、次いで、経路指定されたデータを経路指定されたデータの規格
識別情報に対応するディジタルユニット（DU）へ送信することができる。DUがRUへ単一規
格データを送信するときには、DUによって送信された単一規格データを受信することがで
き、受信された単一規格データを経路指定することができ、次いで、単一規格データの少
なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインにすることができ、最後に
複数規格データを対応する無線ユニット（RU）へ送信することができる。ルーティングデ
バイスが、RUによって送信される、複数の規格を含むデータを、RUとDUとの構成済みの経
路指定関係に従ってDUへ経路指定するにすぎない先行技術と比べて、DUに、DUが処理しな
い規格のデータをDUスイッチを介して別のDUへ送信させないようにすることができ、それ
によってDUクラウドにおけるデータ交換トラフィックが低減され、DUクラウドのリソース
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負担が低減される。加えて、ルーティングデバイスがDUによって送信された単一規格デー
タをRUとDUとの構成済みの経路指定関係に従って複数規格RUへ経路指定するにすぎない先
行技術と比べて、複数規格RUが複数規格データを正しく受信することができ、データ伝送
効率を改善することができる。
【０２１４】
　本発明の実施形態において、図8から図11のいずれか1つに示す第1の装置81は図2に示す
方法を実装することができ、図12から図14のいずれか1つに示す第2の装置121は図7に示す
方法を実装することができ、図15に示す第1の装置151は図2に示す方法を実装することが
でき、図16または図17に示す第2の装置161は図7に示す方法を実装することができ、図18
に示すデバイス181は、図8から図11のいずれか1つに示す第1の装置および／または図12か
ら図14のいずれか1つに示す第2の装置を含み、図2および／または図7に示す方法を実装す
ることができ、図19に示すデバイス191は図15に示す第1の装置を含み、図2に示す方法を
実装することができ、図20に示すデバイス201は図16または図17に示す第2の装置を含み、
図7に示す方法を実装することができ、図21に示すデバイス211は、図15に示す第1の装置
および図16または図17に示す第2の装置に対応し、図2および図7に示す方法を実装するこ
とができ、図22に示す基地局221は、図18から図21のいずれか1つに示すデバイスを含み、
図2および／または図7に示す方法を実装することができ、これらについてここではこれ以
上説明しない。
【０２１５】
　説明を簡便にするために前述の機能モジュールの分割が説明のための例として使用され
ていることは、当業者にははっきりと理解できる。実際の適用においては、前述の各機能
を、必要に応じて実装のための異なる機能モジュールに割り振ることができる。すなわち
、デバイスの内部構造は上述の各機能の全部または一部を実装するための異なる機能モジ
ュールに分割される。前述のシステム、装置およびユニットの詳細な動作プロセスについ
ては、方法実施形態における対応するプロセスを参照することができ、ここでは詳細を繰
り返し説明しない。
【０２１６】
　本出願において提供されるいくつかの実施形態においては、開示のシステム、装置、お
よび方法を他のやり方で実現することもできることを理解すべきである。例えば、説明し
た装置実施形態は単なる例示にすぎない。例えば、モジュールまたはユニットの分割は単
なる論理的機能における分割にすぎず、実際の実装に際しては他の分割方式とすることも
できる。例えば、複数のユニットまたはコンポーネントが組み合わされ、または統合され
て別のシステムになる場合もあり、いくつかの特徴が無視され、または実行されない場合
もある。加えて、表示された、または論じられた相互結合または直接結合または通信接続
を、いくつかのインターフェースを介して実現することもできる。装置間またはユニット
間の間接結合または通信接続は、電子的形態、機械的形態、または他の形態として実現す
ることができる。
【０２１７】
　別々の部品として記述されたユニットは物理的に分離していてもそうでなくてもよく、
ユニットとして表示された部品は、物理的ユニットであってもそうでなくてもよく、1つ
の位置に位置していてもよく、複数のネットワークユニット上に分散されていてもよい。
ユニットの一部または全部を、各実施形態の解決策の目的を達成するための実際の必要に
従って選択することもできる。
【０２１８】
　加えて、本発明の実施形態における機能ユニットを1つの処理ユニットへ統合すること
もでき、ユニットの各々が物理的に独立して存在していてもよく、または2つ以上のユニ
ットが1つのユニットへ統合されてもよい。統合ユニットはハードウェアの形態で実現す
ることもでき、ソフトウェア機能ユニットの形態で実現することもできる。
【０２１９】
　統合ユニットがソフトウェア機能ユニットの形態で実現され、独立した製品として販売
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され、または使用される場合に、それらの統合ユニットはコンピュータ可読記憶媒体に記
憶することができる。そうした理解に基づき、本発明の技術解決策を本質的に、または先
行技術に寄与する部分を、または技術解決策の全部または一部を、ソフトウェア製品の形
態で実現することができる。コンピュータソフトウェア製品は記憶媒体に記憶されており
、（パーソナルコンピュータ、サーバ、ネットワークデバイスなどとすることができる）
コンピュータデバイスまたはプロセッサ（processor）に、本発明の実施形態において記
述されている方法のステップの全部または一部を実行するよう命令するためのいくつかの
命令を含む。前述の記憶媒体は、USBフラッシュドライブ、取り外し可能ハードディスク
、読取り専用メモリ（ROM、Read-Only Memory）、ランダム・アクセス・メモリ（RAM、Ra
ndom Access Memory）、磁気ディスク、光ディスクといった、プログラムコードを記憶す
ることができる任意の媒体を含む。
【０２２０】
　前述の実施形態は、本発明を限定するためのものではく、単に本発明の技術的解決策を
説明するためのものにすぎない。本発明は前述の実施形態に関連して詳細に説明されてい
るが、当業者は、改変または置換によって対応する技術的解決策の本質が本発明の特許請
求の範囲を逸脱することにならない限りは、前述の実施形態に記述されている技術的解決
策にさらに改変を加え、あるいは、前述の実施形態に記述されている技術的解決策のいく
つかの技術的特徴に対する等価の置換を行うことができることを理解するはずである。
【０２２１】
　以上の説明は単に本発明の具体的実施形態であるにすぎず、本発明の保護範囲を限定す
るためのものではない。本発明において開示される技術的範囲内で当業者によって容易に
考案されるいかなる変形も置換も、本発明の保護範囲内に含まれるものとする。したがっ
て、本発明の保護範囲は、特許請求の範囲の保護範囲に従うものとする。
【符号の説明】
【０２２２】
　　81　第1の装置
　　811　受信部
　　812　取得部
　　813　経路指定部
　　814　送信部
　　911　集約解除部
　　1001　取得サブユニット
　　1002　経路指定サブユニット
　　1101　集約部
　　121　第2の装置
　　1201　受信部
　　1202　経路指定部
　　1203　結合部
　　1204　送信部
　　1301　取得部
　　1401　集約解除部
　　151　第1の装置
　　1501　入力・出力回路
　　1502　プロセッサ
　　1503　メモリ
　　161　第2の装置
　　1601　入力・出力回路
　　1602　プロセッサ
　　1701　メモリ
　　181　データ送信デバイス
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　　1801　第1の装置
　　1802　第2の装置
　　191　データ送信デバイス
　　1901　第1の装置
　　201　データ送信デバイス
　　2001　第2の装置
　　211　データ送信デバイス
　　2101　入力・出力回路
　　2102　プロセッサ
　　2103　メモリ
　　221　基地局
　　2203　データ送信デバイス

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６（ａ）】

【図６（ｂ）】

【図６（ｃ）】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】

【図１６】
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【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年1月7日(2016.1.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　前述のデータ伝送プロセスにおいては、先行技術は少なくとも以下の問題を有すること
が発見された。普通、RUは単一規格RUおよび複数規格RUを含み、単一規格RUは1つの規格
のCPRIデータをDUへ送信し、複数規格RUは複数の規格のCPRIデータをDUへ同時に送信する
ことができる。マルチDUの緊密に結合された協調（例えば、協調マルチポイント送受信技
術（Coordinated Multi-Point transmission and reception、略してCoMPという））が行
われるときに、複数規格RUが複数規格のCPRIデータをDUへ同時に送信する場合に、経路指
定がRUとDUとの経路指定関係に従って行われるにすぎない場合には、異なる規格のCPRIデ
ータが1台のDUによって受信される可能性がある。各DUは1つの規格または複数の規格のCP
RIデータをもっぱら処理する可能性があるため、各DUは、異なる規格のCPRIデータを処理
できるようにDUスイッチを介してこれらの規格のCPRIデータを交換する必要がある。例え
ば、第1の規格のCPRIデータおよび第2の規格のCPRIデータを受信した後で、第1の規格のC
PRIデータを処理するためのDUが第1の規格のCPRIデータだけを処理し、第2の規格のCPRI
データを、第2の規格のCPRIデータを処理するためのDUへ送信する。DU間での頻繁なデー
タ伝送はDUクラウドにおけるデータ交換トラフィックを増大させ、DUクラウドのリソース
負担を増大させる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明は、DUクラウドにおける大量のデータ交換トラフィックの問題およびDUクラウド
の重いリソース負担の問題を解決することができる、データ伝送方法、データ伝送装置、
およびデータ伝送デバイス、ならびに基地局を提供する。上記および他の目的が独立請求
項の特徴によって達成される。更なる実施の形式が従属請求項、明細書の記載および図面
から明らかである。
【手続補正３】
【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】
　第11の態様によれば、本発明は基地局をさらに提供し、本基地局は、無線ユニット（RU
）と、ディジタルユニット（DU）と、第7の態様から第11の態様のいずれか一つに記載の
データ伝送デバイスとを含み、
　データ伝送デバイスはRUおよびDUから独立しており、データ伝送デバイスはRUおよびDU
とそれぞれ通信を確立し、または
　データ伝送デバイスはDUに統合されており、RUと通信を確立する。
【手続補正４】
【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
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【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ユニット（RU）によって送信されたデータを受信するように構成された受信部と、
　前記受信部によって受信された前記データの規格識別情報を取得するように構成された
取得部であって、前記規格識別情報は前記データの規格タイプを識別するのに使用される
、取得部と、
　前記取得部によって取得された前記データの前記規格識別情報に従って、前記受信部に
よって受信された前記データを経路指定するように構成された経路指定部と、
　前記経路指定部によって経路指定された前記データを前記経路指定されたデータの前記
規格識別情報に対応するディジタルユニット（DU）へ送信するように構成された送信部と
　を含む、データ伝送装置。
【請求項２】
　前記受信部は少なくとも1つのラインに分割される前記データを受信するように構成さ
れ、前記取得部は具体的には、
　前記受信部によって受信されたデータの各ラインにおける各データフレームの規格識別
情報を取得するように構成され、データの前記ラインからただ1つの規格識別情報が取得
される場合、データの前記ラインは単一規格データのラインであり、データの前記ライン
から少なくとも2つの規格識別情報が取得される場合、データの前記ラインは複数規格デ
ータのラインである、請求項1に記載のデータ伝送装置。
【請求項３】
　集約解除部をさらに含み、
　前記受信部は少なくとも1つのラインに分割される前記データを受信するように構成さ
れ、
　前記集約解除部は、前記経路指定部が前記取得部によって取得された前記データの前記
規格識別情報に従って前記受信部によって受信された前記データを経路指定する前に、前
記受信されたデータに含まれるデータの1つのラインにおけるデータフレームの規格識別
情報が少なくとも2つの規格識別情報を含む場合に、前記少なくとも2つの規格識別情報に
従ってデータの前記1つのラインを集約解除して単一規格データの少なくとも2つのライン
にし、前記規格識別情報のうちの1つが単一規格データのラインに対応する、請求項1また
は2に記載のデータ伝送装置。
【請求項４】
　前記経路指定部は、
　規格識別情報とDUとのマッピング関係を表すのに使用される第1のマッピング関係表を
取得するように構成された取得サブユニットと、
　単一規格データの前記ラインの前記規格識別情報および前記取得サブユニットによって
取得された前記第1のマッピング関係表に従って単一規格データの前記ラインを経路指定
するように構成された経路指定サブユニットと
　を含む、請求項2または3に記載のデータ伝送装置。
【請求項５】
　集約部をさらに含み、
　前記集約部は、前記送信部が前記経路指定部によって経路指定された前記データを前記
経路指定されたデータの前記規格識別情報に対応するDUへ送信する前に、同じ規格識別情
報を有する単一規格データの少なくとも2つのラインを集約して結合単一規格データの1つ
のラインにするように構成され、前記結合単一規格データのデータ伝送速度は単一規格デ
ータの1つのラインのデータ伝送速度より高く、
　前記送信部はさらに、前記集約部によって集約された前記結合単一規格データを前記結
合単一規格データの規格識別情報に対応するDUへ送信するように構成された、請求項2か
ら4のいずれか一項に記載のデータ伝送装置。
【請求項６】



(47) JP 2016-520272 A 2016.7.11

　前記取得部によって取得される前記規格識別情報のタイプは、モバイル通信用グローバ
ルシステム（GSM（登録商標））、時分割同期符号分割多元接続（TD-SCDMA）、符号分割
多元接続2000（CDMA2000）、広帯域符号分割多元接続（WCDMA（登録商標））、ユニバー
サル移動電話システム（UMTS）、またはロング・ターム・エボルーション（LTE）を含む
、請求項1から5のいずれか一項に記載のデータ伝送装置。
【請求項７】
　ディジタルユニット（DU）によって送信された単一規格データを受信するように構成さ
れた受信部と、
　前記受信部によって受信された前記単一規格データを経路指定するように構成された経
路指定部と、
　前記経路指定部によって経路指定された単一規格データの少なくとも2つのラインを結
合して複数規格データの1つのラインにするように構成された結合部と、
　前記結合部によって結合された前記複数規格データを対応する無線ユニット（RU）へ送
信するように構成された送信部と
　を含む、データ伝送装置。
【請求項８】
　取得部をさらに含み、
　前記取得部は、前記経路指定部が前記単一規格データを経路指定する前に、前記単一規
格データを受信するRUを識別するのに使用される前記単一規格データのターゲット識別情
報を取得するように構成された、請求項7に記載のデータ伝送装置。
【請求項９】
　前記経路指定部は具体的には、前記取得部によって取得された前記ターゲット識別情報
に従って前記単一規格データを経路指定するように構成された、請求項8に記載のデータ
伝送装置。
【請求項１０】
　前記結合部は具体的には、同じターゲット識別情報を有するが異なる規格識別情報を有
する単一規格データの少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインに
するように構成され、前記規格識別情報は単一規格データのラインの規格タイプを識別す
るのに使用される、請求項8または9に記載のデータ伝送装置。
【請求項１１】
　前記送信部は具体的には、前記取得部によって取得された前記ターゲット識別情報に従
って前記複数規格データを対応するRUへ送信するように構成された、請求項8から10のい
ずれか一項に記載のデータ伝送装置。
【請求項１２】
　分解部をさらに含み、
　前記分解部は、前記結合部が同じターゲット識別情報を有するが異なる規格識別情報を
有する単一規格データの少なくとも2つのラインを結合して複数規格データの1つのライン
にする前に、単一規格データの1つのラインを分解して単一規格サブデータの少なくとも2
つのラインにするように構成され、分解によって得られる前記単一規格サブデータのデー
タ速度が分解前の前記単一規格データのデータ速度より低く、
　前記結合部はさらに、前記分解部によって分解された単一規格サブデータの前記少なく
とも2つのラインを結合して複数規格データの1つのラインにするように構成された、請求
項7から11のいずれか一項に記載のデータ伝送装置。
【請求項１３】
　取得部によって取得されるデータのターゲット識別情報はRU識別情報またはポート番号
である、請求項7から12のいずれか一項に記載のデータ伝送装置。
【請求項１４】
　請求項1から6のいずれか一項に記載の装置、および／または請求項7から13のいずれか
一項に記載の装置を含むデータ伝送デバイス。
【請求項１５】
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　無線ユニット（RU）と、ディジタルユニット（DU）と、請求項14に記載のデータ伝送デ
バイスとを含む基地局であって、
　前記データ伝送デバイスは前記RUおよび前記DUから独立しており、前記データ伝送デバ
イスは前記RUおよび前記DUとそれぞれ通信を確立し、または
　前記データ伝送デバイスは前記DUに統合されており、前記RUと通信を確立する、基地局
。
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