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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ネットワーク性能解析で使用するためのデータ
の収集を制御する装置を提供する。
【解決手段】装置のネットワーク解析機能は、エンドユ
ーザの観点からネットワークを見ることによってネット
ワーク内のサービス障害の予防的検出を行う。予防的検
出は、エンドユーザ・デバイスに、サービスに影響のあ
る問題が生じていないか監視し、そのような問題が検出
されたときにサービスに影響のある問題を自律的に報告
するバックグラウンド・アプリケーションを走らせる。
バックグラウンド・アプリケーションは、問題が検出さ
れる前および／または後に、診断情報を収集し、その診
断情報を解析のためネットワークに転送する。ネットワ
ーク・ノードは、エンドユーザ・デバイスから収集した
データ、１つまたは複数のネットワークベースのデータ
・コレクタから収集したデータを編集して解析し、問題
を診断し、サービスが影響を受ける可能性がある前に動
的に対応する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークからのデータの収集を制御するための装置であって、
　　前記ネットワークのネットワーク要素のセットを含むネットワーク経路を介して通信
するように構成されたワイヤレス・ユーザ・デバイスからフィードバック情報を受信し、
前記フィードバック情報が前記ワイヤレス・ユーザ・デバイスによるイベントの検出を示
す情報を含み、前記イベントが検出されたときの前記ワイヤレス・ユーザ・デバイスの地
理的位置を示す位置情報を前記フィードバック情報が含み、
　　前記ネットワーク経路のネットワーク要素の前記セットから、前記イベントに関係す
るデータが収集される前記ネットワーク経路の複数のネットワーク要素を識別し、前記複
数のネットワーク要素の内の少なくとも１つは前記位置情報の少なくとも一部に基づいて
識別され、
　前記ネットワーク経路の複数の前記ネットワーク要素を介して、前記ネットワーク経路
の前記複数のネットワーク要素からデータを要求するように適合されたそれぞれのメッセ
ージを伝搬する
ように構成されたプロセッサと、
　前記プロセッサに通信可能に接続されるメモリとを備える装置。
【請求項２】
　前記位置情報の少なくとも一部に基づいて識別される前記複数のネットワーク要素の内
の少なくとも１つは前記ワイヤレス・ユーザ・デバイスの前記地理的位置の近くに配置さ
れているワイヤレス・アクセス・ノードを含む
請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記プロセッサは、
　前記ネットワーク経路の少なくとも一部を、前記ワイヤレス・アクセス・ノードに基づ
き識別し、
　前記ネットワーク経路の前記識別された少なくとも一部に基づいて前記複数のネットワ
ーク要素の他の少なくとも１つを識別するように構成される請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記複数のネットワーク要素の内の少なくとも１つに対して、前記ネットワーク要素か
らデータを要求するように適合された前記ぞれぞれのメッセージは、
　データの収集を開始するよう前記ネットワーク要素に命令するように構成されたメッセ
ージ、または
　すでに収集されているデータを取り出すよう前記ネットワーク要素に命令するように構
成されたメッセージ
のうちの少なくとも１つを含む請求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記プロセッサは、
　前記イベントに関係するデータが収集される前記ネットワーク経路の前記複数のネット
ワーク要素の内の少なくとも１つからデータを受信し、
　前記受信したデータの少なくとも一部を処理して管理機能を実現する
ように構成される請求項１に記載の装置。
【請求項６】
　前記プロセッサは、
　前記ワイヤレス・ユーザ・デバイスまたはアプリケーション・サーバのうちの少なくと
も１つに向かって、前記ワイヤレス・ユーザ・デバイスと前記アプリケーション・サーバ
との間でテストを実行する命令を含むメッセージを伝搬するか、または
　前記ワイヤレス・ユーザ・デバイスとアプリケーション・サーバとの間で実行されたテ
ストに関連するテスト結果を受信し、前記テスト結果に少なくとも一部は基づき前記イベ
ントに関係するデータが収集される前記ネットワーク経路の前記複数のネットワーク要素
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の内の少なくとも１つを識別する
ように構成される請求項１に記載の装置。
【請求項７】
　前記プロセッサは、
　前記ワイヤレス・ユーザ・デバイスに向かって、前記ワイヤレス・ユーザ・デバイスに
一定期間通信を休止させるように適合されたメッセージを伝搬するように構成される請求
項１に記載の装置。
【請求項８】
　ネットワークからのデータの収集を制御するための方法であって、
　プロセッサおよびメモリを使用して、
　　前記ネットワークのネットワーク要素のセットを含むネットワーク経路を介して通信
するように構成されたワイヤレス・ユーザ・デバイスから、前記ワイヤレス・ユーザ・デ
バイスによるイベントの検出を示す情報を含むフィードバック情報を受信するステップで
あって、前記イベントが検出されたときの前記ワイヤレス・ユーザ・デバイスの地理的位
置を示す位置情報を前記フィードバック情報が含むステップと、
　　前記ネットワーク経路のネットワーク要素の前記セットから、前記イベントに関係す
るデータが収集される前記ネットワーク経路の複数のネットワーク要素を識別するステッ
プであって、前記複数のネットワーク要素の内の少なくとも１つは前記位置情報の少なく
とも一部に基づいて識別され、
　　前記ネットワーク経路の複数の前記ネットワーク要素を介して、前記ネットワーク経
路の前記複数のネットワーク要素からデータを要求するように適合されたそれぞれのメッ
セージを伝搬するステップと
を含む方法。
【請求項９】
　コンピュータによって実行されたときに、ネットワークからのデータの収集を制御する
ための方法を前記コンピュータに実行させる命令を格納するコンピュータ可読記憶媒体で
あって、前記方法は、
　　前記ネットワークのネットワーク要素のセットを含むネットワーク経路を介して通信
するように構成されたワイヤレス・ユーザ・デバイスからフィードバック情報を受信する
ステップであって、前記フィードバック情報が前記ワイヤレス・ユーザ・デバイスによる
イベントの検出を示す情報を含み、前記イベントが検出されたときの前記ワイヤレス・ユ
ーザ・デバイスの地理的位置を示す位置情報を前記フィードバック情報が含み、
　　前記ネットワーク経路のネットワーク要素の前記セットから、前記イベントに関係す
るデータが収集される前記ネットワーク経路の複数のネットワーク要素を識別するステッ
プであって、前記複数のネットワーク要素の内の少なくとも１つは前記位置情報の少なく
とも一部に基づいて識別され、
　前記ネットワーク経路の複数の前記ネットワーク要素を介して、前記ネットワーク経路
の前記複数のネットワーク要素からデータを要求するように適合されたそれぞれのメッセ
ージを伝搬するステップと
を含むコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１０】
　前記位置情報は、
　前記ワイヤレス・ユーザ・デバイスと関連する位置情報サービス（ＬＢＳ）、または、
　前記ワイヤレス・ユーザ・デバイスと関連するグローバル・ポジショニング・システム
（ＧＰＳ）
の内の少なくとも一方を含む請求項１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に通信ネットワークに関するものであり、より詳細には、限定するも
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のではないが、通信ネットワークの管理をサポートすることに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ワイヤレス・ネットワーク・サービス・プロバイダ（ＷＮＳＰ）は、運転コストを最小
限度に抑えながら高いサービス品質を保つ新しい高速データ・サービスをエンドユーザ（
例えば、スマートフォンおよび他のタイプのワイヤレス・デバイスを使用するエンドユー
ザ）に提供するという、大きな難題に直面している。このような難題を背景として、スマ
ートフォンは、従来の携帯電話に比べて、ワイヤレス・データ・ネットワークに対する需
要がかなり大きくなっている。高速データをリアルタイムで利用することに対する需要の
このような増大は、ＷＮＳＰがワイヤレス・データ・ネットワークをアップグレードし、
監視し、保守する能力を超えることがたびたびある。その結果、ＷＮＳＰは、この難題に
対応できるようにネットワーク内のサービスに影響する障害を識別し、解決することを試
みるため問題検出ツールおよび運用方法を利用している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来技術のさまざまな欠陥が、ネットワーク解析機能を実現するための実施形態によっ
て解消される。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一実施形態では、ネットワークからのデータの収集を制御するための装置は、ネットワ
ークのネットワーク経路を介して通信するように構成されたワイヤレス・ユーザ・デバイ
スから、ワイヤレス・ユーザ・デバイスによるイベントの検出を示すフィードバック情報
を受信し、イベントが検出されたときのワイヤレス・ユーザ・デバイスの地理的位置を示
す位置情報をフィードバック情報が含み、少なくとも一部は位置情報に基づき、イベント
に関係するデータを収集するように構成されたネットワーク経路のネットワーク要素を識
別し、識別されたネットワーク要素から収集されたデータを要求するように適合されたメ
ッセージを生成するように構成されたプロセッサを備える。
【０００５】
　一実施形態では、ネットワークからのデータの収集を制御するための方法は、ネットワ
ークのネットワーク経路を介して通信するように構成されたワイヤレス・ユーザ・デバイ
スからのネットワーク・ノードで、ワイヤレス・ユーザ・デバイスによるイベントの検出
を示すフィードバック情報を受信するステップであって、イベントが検出されたときのワ
イヤレス・ユーザ・デバイスの地理的位置を示す位置情報をフィードバック情報が含むス
テップと、少なくとも一部は位置情報に基づき、イベントに関係するデータを収集するよ
うに構成されたネットワーク経路のネットワーク要素を識別するステップと、識別された
ネットワーク要素から収集データを要求するように適合されたメッセージを生成するステ
ップとを含む。
【０００６】
　本明細書の教示は、付属の図面とともに以下の説明を考察することによりよく理解でき
る。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】例示的なロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）ネットワークを背景とす
るネットワーク解析機能の一実施形態を示す、例示的なワイヤレス通信システムを示す図
である。
【図２】ネットワーク性能解析で使用するためのデータの収集を制御するためのネットワ
ーク解析機能の使用例を示す、図１の例示的なワイヤレス通信システムを示す図である。
【図３】単一のＵＥがデータ収集サーバによるデータ収集の開始を引き起こすイベントを
識別する例示的な一実施形態を示す図である。
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【図４】単一のＵＥがネットワーク・オペレータによって設定されたパラメータに基づき
データ収集サーバによるデータ収集の開始を引き起こすイベントを識別する例示的な一実
施形態を示す図である。
【図５】データ収集サーバがデータ収集サーバによるデータ収集の開始を引き起こす複数
のイベントの相関を求める例示的な一実施形態を示す図である。
【図６】ネットワーク・オペレータがデータ収集システムを使用して新しい市場セグメン
トにおけるネットワーク性能をテストする例示的な一実施形態を示す図である。
【図７】データ収集サーバはデータ収集システムから情報を収集し、サードパーティ・シ
ステムから情報を収集し、ネットワーク・オペレータによって使用される情報の相関を求
める例示的な一実施形態を示す図である。
【図８】ネットワークからのデータの収集を制御するための方法の一実施形態を示す図で
ある。
【図９】イベントの検出に応答してデータ収集フィードバック情報を提供するための方法
の一実施形態を示す図である。
【図１０】本明細書で説明されている機能を実行する際に使用するのに適しているコンピ
ュータの高水準ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　理解しやすくするために、同一の参照番号を使用し、これらの図に共通の同一の要素を
できる限り指定する。
【０００９】
　一般に、ワイヤレス・ネットワークとともに使用するためのネットワーク解析機能が本
明細書に図示され、説明されているが、他のさまざまな機能も本明細書に提示されうるこ
とに留意されたい。
【００１０】
　少なくともいくつかの実施形態において、ネットワーク解析機能は、エンドユーザの観
点からネットワークを見ることによってネットワーク内のサービス障害の予防的検出をサ
ポートする。少なくとも１つの実施形態において、予防的検出は、エンドユーザ・デバイ
ス（例えば、スマートフォンおよび他のデバイス）に、サービスに影響のある問題が生じ
ていないか監視し、そのような問題が検出されたときにサービスに影響のある問題を自律
的に報告するバックグラウンド・アプリケーションを走らせることによって実現される。
バックグラウンド・アプリケーションは、問題が検出される前および／または後に、診断
情報を収集し、その診断情報を解析のためネットワーク・ノードに転送する。ネットワー
ク・ノードは、エンドユーザ・デバイスから収集したデータ、１つまたは複数のネットワ
ークベースのデータ・コレクタから収集したデータ、および、オプションにより、１つま
たは複数のネットワーク・サポート・システムからの情報を編集して解析し、問題を診断
し、サービスがなおいっそう影響を受ける可能性がある前に動的に対応する。こうして、
ワイヤレス・オペレータは、顧客にエクスペリエンスの改善された質および信頼性を提供
することができる。
【００１１】
　少なくともいくつかの実施形態では、ネットワーク解析機能は、ネットワーク運用技術
者がワイヤレス・ネットワークに対して管理機能を実行している間にネットワーク運用技
術者側のデータ収集のニーズを予想するように構成された協調活動管理機構を備える（例
えば、問題のトラブルシューティングを行う過程で必要になるデータ、問題を是正する過
程で必要になるデータ、および同様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せ）。この
ようにして、ネットワーク解析機能の実施形態のうちの少なくともいくつかは、ワイヤレ
ス・ネットワークにおける問題に対応して、問題のトラブルシューティングおよび解決を
実施するための機構を備える。
【００１２】
　少なくともいくつかの実施形態では、ネットワーク解析機能は、データ収集機能を改善
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し、それにより、さまざまなタイプの入力情報に基づき、さまざまな規模で、データ収集
の自動化されたアクティブ化および非アクティブ化を利用できるようにする。例えば、ネ
ットワーク解析機能により、製品特有のネットワーク性能に関係する情報、ワイヤレス・
ネットワーク上の特定のエンドユーザ・デバイスもしくはエンドユーザ・デバイスのグル
ープに関連するエラー、および同様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せのうちの
１つまたは複数に基づきデータ収集のアクティブ化および／または非アクティブ化を実行
することができる。少なくともいくつかの場合において、これにより、問題が発生した後
の問題の認識に基づく、またデータ・キャプチャ・ツールを使用するネットワーク・オペ
レータによるデータ収集の手動設定に基づく、またはそのような手動設定を必要とするこ
とすらある、ネットワーク診断データのキャプチャに関する改善がもたらされる。
【００１３】
　少なくともいくつかの実施形態では、ネットワーク解析機能は、さまざまなデータ解析
および関連する管理機能を実行する際に使用するため解析されるデータのターゲットとさ
れる収集をサポートする。データの収集は、さまざまな粒度レベルでターゲットにされう
る（例えば、エンドユーザ・デバイスに基づき、１つまたは複数の共通の特性を共有する
エンドユーザ・デバイスの１つまたは複数のグループに対して、ワイヤレス・ネットワー
ク・ノードまたは関連するインターフェースに基づき、および同様の方法で、さらにはこ
れらのさまざまな組合せで）。その結果、少なくともいくつかの場合において、すべての
エンドユーザ・デバイスに対するデータをキャプチャし、解析する必要がなくなり、その
ため、さまざまな管理機能を備えるために必要なデータ記憶容量の削減、さまざまな管理
機能を備えるために解析されるデータの量の削減、および同様のこと、さらにはこれらの
さまざまな組合せが実現する。
【００１４】
　少なくともいくつかの実施形態では、ネットワーク解析機能は、ネットワーク要素およ
び／またはエンドユーザ・デバイスによって検出されるイベントに基づきデータ収集およ
び解析を制御するように構成される。
【００１５】
　少なくともいくつかの実施形態では、ネットワーク解析機能は、ネットワーク・デバイ
スおよび／またはエンドユーザ・デバイスからのデータの収集をサポートする。
【００１６】
　少なくともいくつかの実施形態では、ネットワーク解析機能は、データ・ストリームの
協調キャプチャ、キャプチャされたデータ・ストリームの復号化（例えば、ベアラ・トラ
ヒックの復号化を含みうる）、復号化されたデータ・ストリームの解析、および同様の操
作、さらにはこれらのさまざまな組合せをサポートする。
【００１７】
　少なくともいくつかの実施形態では、ネットワーク解析機能を利用することで、ワイヤ
レス・データ・ネットワーク（例えば、ＲＡＮ、バックホール、パケット・コア、および
同様のもの）のさまざまなドメインにまたがるトランスポートの特性に関する情報の収集
が可能になり、それにより、ネットワークにおけるツールによるデータ収集の協調が改善
され、またネットワーク・オペレータに（例えば、データ・キャプチャおよび解析機能の
計画、運用、および管理のために）利用可能であるデータ収集管理機能が改善される。
【００１８】
　少なくともいくつかの実施形態では、ネットワーク解析機能は、さまざまな管理機能を
実行する際に使用するためターゲットとされるデータ収集および／または解析を円滑にす
る。例えば、管理機能は、ネットワーク監視および／または管理機能、サービス監視およ
び／または管理機能、ならびに同様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せを含みう
る（これらの少なくとも一部は、問題予測解析機能、根本原因解析機能、推奨機能、およ
び同様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せを含みうる）。
【００１９】
　少なくともいくつかの実施形態では、ネットワーク解析機能は、トラヒック問題に基づ
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きさまざまな管理機能を実行する（例えば、根本原因解析を実行する、改善策を推奨する
、および同様の作業をする）際に使用するため解析を実行するように構成される。
【００２０】
　少なくともいくつかの実施形態では、ネットワーク解析機能は、さまざまな形態のネッ
トワーク・データ関係情報（例えば、ネットワークからキャプチャされた、またはネット
ワークに関連するデータ、ネットワークからキャプチャされた、またはネットワークに関
連するデータの解析結果、および同様のもの）を非ネットワーク・データ関係情報および
／またはツール（例えば、構成ロジックおよび／またはデータ、サービス・ロジックおよ
び／またはデータ、および同様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せ）と組み合わ
せるように構成される。
【００２１】
　特定のタイプのワイヤレス通信ネットワーク（つまり、ロング・ターム・エボリューシ
ョン（ＬＴＥ）ネットワーク）を背景として本明細書にもっぱら図示され説明されている
が、ネットワーク解析機能の実施形態の少なくとも一部は、他のタイプのワイヤレス通信
ネットワークおよび／または有線通信ネットワークとともに使用するうえで適用可能であ
るものとしてよいことに留意されたい。
【００２２】
　ネットワーク解析機能のさまざまな実施形態は、図１に示されているように、例示的な
ワイヤレス・ネットワークへのネットワーク解析機能の実施形態の適用を参照することで
理解しやすくなると思われる。
【００２３】
　図１は、例示的なロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）ネットワークを背景と
するネットワーク解析機能の一実施形態を示す、例示的なワイヤレス通信システムを示し
ている。
【００２４】
　図１に示されているように、例示的なワイヤレス通信システム１００は、複数のユーザ
装置（ＵＥ）またはユーザ・デバイス（ＵＤ）１０２、ロング・ターム・エボリューショ
ン（ＬＴＥ）ネットワーク１１０、ＩＰネットワーク・ゲートウェイ（ＩＮＧ）１２０、
複数のデータ・コレクタ（ＤＣ）１３０、データ収集サーバ（ＤＣＳ）１４０、アプリケ
ーション・サーバ（ＡＳ）１５０、およびシステム・サーバ（ＳＳ）１６０を備える。
【００２５】
　ＵＥ　１０２は、複数のコンシューマＵＥ　１２０ｃ、およびオプションで、１つまた
は複数のオペレータＵＥ　１０２ｏを含む。一般に、コンシューマＵＥ　１０２ｃは、例
示的なワイヤレス通信システム１００を介してワイヤレス・サービスを提供するワイヤレ
ス・ネットワーク・サービス・プロバイダの顧客によって使用されるエンドユーザ・デバ
イスを含む。一般に、オペレータＵＥ　１０２ｏは、ワイヤレス・ネットワーク・サービ
ス・プロバイダ向けのさまざまな機能（例えば、ネットワーク性能試験および解析機能、
ネットワーク性能劣化およびエラー診断機能、ならびに同様のもの、さらにはそのさまざ
まな組合せ）を実行するためにネットワーク・オペレータ技師（より一般的にオペレータ
とも称される）によって使用されうるエンドユーザ・デバイスを含む。
【００２６】
　コンシューマＵＥ　１０２ｃは、ＬＴＥネットワーク１１０などの、ワイヤレス・ネッ
トワークにアクセスすることができるワイヤレス・ユーザ・デバイスを含む。一般に、コ
ンシューマＵＥ　１０２ｃは、（１）ＬＴＥネットワーク１１０を経由する１つまたは複
数のＩＰネットワーク（明確にするため省略されている）への１つまたは複数の・セッシ
ョン、および（２）ベアラ・セッション（複数可）をサポートする制御シグナリングをサ
ポートすることができる。例えば、コンシューマＵＥ　１０２ｃは、スマートフォン、コ
ンピュータ、および／または他の任意のタイプ（複数可）のワイヤレス・ユーザ・デバイ
ス（複数可）を含むものとしてよい。
【００２７】
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　一実施形態において、コンシューマＵＥ　１０２ｃは、ネットワーク解析機能のさまざ
まな機能をサポートするように構成される。
【００２８】
　一実施形態において、例えば、コンシューマＵＥ　１０２ｃは、検出されるとコンシュ
ーマＵＥ　１０２ｃがＬＴＥネットワーク１１０に関連するデータの収集を円滑にする１
つまたは複数の機能を実行することをトリガする１つまたは複数のイベントが生じていな
いか監視するように構成されうる。
【００２９】
　一実施形態において、例えば、トリガ条件の検出は、コンシューマＵＥ　１０２ｃが、
ＤＣ　１３０、ＤＣＳ　１４０、およびＳＳ　１６０のうちの１つまたは複数の方へ、Ｄ
Ｃ　１３０、ＤＣＳ　１４０、およびＳＳ　１６０のうちの１つまたは複数にデータ収集
プロセスを開始させる（例えば、ＤＣ　１３０にデータを収集させる、ＤＣＳ　１４０に
ＤＣ　１３０にデータを収集させるための制御データを生成させる、および同様の動作を
行わせる、さらにはこれらのさまざまな組合せを行わせる）ように適合されたデータ収集
フィードバック情報を伝搬するトリガとなりうる。データ収集フィードバック情報は、デ
ータ収集プロセスを開始するようＤＣ　１３０、ＤＣＳ　１４０、およびＳＳ　１６０の
うちの１つまたは複数に命令する際に使用する（また、オプションにより、データ収集プ
ロセスの１つまたは複数の態様（例えば、粒度、タイミング、収集すべきデータのタイプ
（複数可）の指示、および同様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せを制御する）
ための情報を含みうる。データ収集フィードバック情報は、管理機能を実現するためにＤ
ＣＳ　１４０および／またはＳＳ　１６０によって処理されうる追加の情報を（例えば、
ＬＴＥネットワーク１１０の要素から）取得するためにＤＣＳ　１４０および／またはＳ
Ｓ　１６０によって使用されうる情報を含むものとしてよい。例えば、データ収集フィー
ドバック情報は、コンシューマＵＥ　１０２ｃの識別子、コンシューマＵＥ　１０２ｃに
関連する情報（例えば、製造元、モデル、デバイス機能、および同様のもの）、ＵＥ　１
０２ｃに関連する位置情報（例えば、位置情報サービス（ＬＢＳ）からの位置情報、グロ
ーバル・ポジショニング・システム（ＧＰＳ）データ、アシスト型ＧＰＳ（Ａ－ＧＰＳ）
データ、および同様のもの）、および同様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せを
含みうる。
【００３０】
　一実施形態では、例えば、トリガ条件の検出は、コンシューマＵＥ　１０２ｃがＤＣＳ
　１４０、ＡＳ　１５０、およびＳＳ　１６０のうちの１つまたは複数の方へ、コンシュ
ーマＵＥ　１０２ｃによって収集された、収集データを伝搬するトリガとなりうる。この
トリガ条件は、データ収集フィードバック情報をＤＣＳ　１４０に供給することをコンシ
ューマＵＥ　１０２ｃに行わせる可能性のあるコンシューマＵＥ　１０２ｃによるイベン
トの検出、ＤＣＳ　１４０からのデータ収集制御情報の受信、コンシューマＵＥ　１０２
ｃによる条件のローカルの検出、および同様のもののうちの１つまたは複数とすることが
できる。一実施形態では、例えば、収集データは、ＤＣＳ　１４０、ＡＳ　１５０、およ
びＳＳ　１６０のうちの１つまたは複数によって処理されうる情報を含むことができる（
例えば、１つまたは複数のＤＣ　１３０にデータの収集を行わせるためＤＣＳ　１４０に
データ・フィードバック制御情報を開始させること、ＡＳ　１５０に１つまたは複数のテ
ストを開始させること、ＤＣＳ　１４０および／またはＳＳ　１６０に１つまたは複数の
管理機能を実現させること、および同様の操作、さらにはこれらのさまざまな組合せのた
め）。例えば、収集データは、イベント検出情報（例えば、検出されたイベントのタイプ
、検出されたイベントの詳細、イベントが検出されたときのコンシューマＵＥ　１０２ｃ
の地理的位置を示す位置情報、および同様の情報）、コンシューマＵＥ　１０２ｃのベア
ラおよび／または制御データ、コンシューマＵＥ　１０２ｃによって認識されたエラーを
報告するためのトラップ、コンシューマＵＥ　１０２ｃによって実行されたデータ送信テ
ストの結果、収集データの前記タイプのいずれかに関するコンシューマＵＥ　１０２ｃの
ネットワーク上の位置および／または地理的位置を示す位置情報、および同様の情報、さ
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らにはこれらのさまざまな組合せを含むことができる。
【００３１】
　一実施形態において、コンシューマＵＥ　１０２ｃの１つまたは複数は、そのようなデ
ータを収集し、そのようなデータをＤＣＳ　１４０および／またはＳＳ　１６０に供給す
るように構成されたＤＣ　１３０を備えるように構成されうる。
【００３２】
　一実施形態において、コンシューマＵＥ　１０２ｃのそれぞれは、アプリケーション１
０３ｃをそれぞれ備える。コンシューマＵＥ　１０２ｃのアプリケーション１０３ｃは、
本明細書に図示され説明されているようなさまざまな機能を実現するように構成されうる
（例えば、トリガ検出、ＤＣＳ　１４０へのデータ収集フィードバック情報の伝搬、デー
タの収集、および同様の操作）。一実施形態において、アプリケーション１０３ｃは、ア
プリケーション１０３ｃによるトリガ条件（例えば、コンシューマＵＥ　１０２ｃに関連
するデータ通信エラー、コンシューマＵＥ　１０２ｃに関連するサービス品質の劣化、お
よび同様のもの）の検出に応答してＤＣＳ　１４０へのデータ収集フィードバックメッセ
ージを開始するように構成される。一実施形態において、アプリケーション１０３ｃは、
１つまたは複数の他のタイプの情報（例えば、トリガー・イベント通知、サービスを対象
とするトリガ要求、および同様のもの）を伝搬するように構成される。一実施形態におい
て、アプリケーション１０３ｃは、位置情報を決定するように構成される（例えば、デー
タ収集フィードバック情報の一部としてＤＣＳ　１４０に伝搬するため、コンシューマＵ
Ｅ　１０２ｃのＤＣ　１３０によって収集される収集データとの関連付けのため、および
同様もののため）。一実施形態において、アプリケーション１０３ｃは、コンシューマＵ
Ｅ　１０２ｃのローカルにあるＤＣ　１３０を制御するように構成される（例えば、デー
タ収集フィードバック情報、収集データ、および同様のもの、さらにはそれらのさまざま
な組合せとしてＤＣＳ　１４０に提供されうる情報の収集を制御するため）。一実施形態
において、アプリケーション１０３ｃは、ネットワーク・データを集めるように構成され
る。一実施形態において、アプリケーション１０３ｃは、１つまたは複数の条件（例えば
、コンシューマＵＥ　１０２ｃによるトリガの検出、ＤＣＳ　１４０からデータ収集制御
情報の受信、および同様の動作）に応答してテスト（例えば、テスト・パケットをＡＳ　
１５０に送信し、および／またはテスト・パケットをＡＳ　１５０から受信すること、テ
スト・パケットをＬＴＥネットワーク１１０の１つまたは複数のネットワーク要素に送信
し、および／またはＬＴＥネットワーク１１０の１つまたは複数のネットワーク要素から
テスト・パケットを受信すること、および同様の動作、さらにはこれらのさまざまな組合
せ）を実行するように構成される。一実施形態において、アプリケーション１０３ｃは、
コンシューマＵＥ　１０２ｃ上でステルス・モードで動作するように構成される（例えば
、トリガがプリセットされ（例えば、ＷＮＳＰによって）、ユーザ制御可能ではない場合
）。一実施形態において、アプリケーション１０３ｃは、コンシューマＵＥ　１０２ｃ上
で完全制御モードで動作し（例えば、エンドユーザがアプリケーション１０３ｃ、サーバ
ー・インターフェース（例えば、ＤＣＳ　１４０およびオプションによりＳＳ　１６０）
へのコマンド・ストリーム、および同様のもののうちの１つまたは複数に対する制御権を
有している場合）、同様に、コンシューマＵＥ　１０２ｃのユーザによる制御を可能にす
るためのユーザー・インターフェースをサポートするように構成される。一実施形態にお
いて、アプリケーション１０３ｃは、コンシューマＵＥ　１０２ｃ上のアプリケーション
１０３ｃのオペレータ制御をサポートするように構成される。一実施形態において、アプ
リケーション１０３ｃは、ＬＴＥネットワーク１１０を使用するコンシューマＵＥ　１０
２ｃによる通信を制御するように構成される（例えば、コンシューマＵＥ　１０２ｃによ
るセルラー通信を一時的に休止する、および同様の操作）。アプリケーション１０３ｃは
、そのような機能のさまざまな組合せをサポートするように構成されうることに留意され
たい。アプリケーション１０３ｃは、コンシューマＵＥによってサポートされるものとし
て本明細書に図示され説明されている他のさまざまな機能をサポートするように構成され
うることに留意されたい。アプリケーション１０３ｃによって提供されるものとして本明
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細書に図示され説明されている機能は、コンシューマＵＥ　１０２ｃのアプリケーション
１０３ｃに応じて、またはそれと併せてコンシューマＵＥ　１０２ｃによって実現されう
ることに留意されたい。アプリケーション１０３ｃのこれらの機能および他の機能は、少
なくとも図２、３、４、５、および７を参照することでよりよく理解されうる。すべての
コンシューマＵＥ　１０２ｃがアプリケーション１０３ｃを備える一実施形態に関しても
っぱら図示され説明されているが、少なくともいくつかの実施形態では、コンシューマＵ
Ｅ　１０２ｃのサブセットのみがアプリケーション１０３ｃを備えることに留意されたい
。
【００３３】
　一般に、コンシューマＵＥ　１０２ｃは、任意の好適な方法でそのような目的に合わせ
て構成されうる（例えば、コンシューマＵＥ　１０２ｃに組み込まれている機能を介して
、コンシューマＵＥ　１０２ｃ上にインストールされている（例えば、プリインストール
、ＡＳ　１５０または他の好適な提供元からのダウンロード、および同様のインストール
がなされる）１つまたは複数のアプリケーションを介して、および同様の方法で、さらに
はこれらのさまざまな組合せで）。
【００３４】
　コンシューマＵＥ　１０２ｃは、ネットワーク解析機能のさまざまな他の機能をサポー
トするように構成されうることに留意されたい。
【００３５】
　オペレータＵＥ　１０２ｏは、ワイヤレス・ネットワーク・サービス・プロバイダのネ
ットワーク技術者が使用できるように構成されたワイヤレス・デバイスを備える。
【００３６】
　一実施形態において、オペレータＵＥ　１０２ｏの少なくともいくつかは、コンシュー
マＵＥ　１０２ｃに類似するものとしてよい（ただし、コンシューマ側には用意されない
であろうネットワーク運用技術者によって実行される機能をサポートするように異なる方
法で構成することができるが）。
【００３７】
　一実施形態において、オペレータＵＥ　１０２ｏの少なくともいくつかは、コンシュー
マ側には用意されないであろうネットワーク運用技術者によって使用される専用デバイス
とすることができる。
【００３８】
　例えば、オペレータＵＥ　１０２ｏは、検出されるとオペレータＵＥ　１０２ｏがＬＴ
Ｅネットワーク１１０に関連するデータの収集を円滑にする１つまたは複数の機能を実行
することをトリガする１つまたは複数のイベントが生じていないか監視するように構成さ
れうる。
【００３９】
　一実施形態では、例えば、トリガ条件の検出は、オペレータＵＥ　１０２ｏが、ＤＣ　
１３０、ＤＣＳ　１４０、およびＳＳ　１６０のうちの１つまたは複数の方へ、ＤＣ　１
３０、ＤＣＳ　１４０、およびＳＳ　１６０のうちの１つまたは複数にデータ収集プロセ
スを開始させる（例えば、ＤＣ　１３０にデータを収集させる、ＤＣＳ　１４０にＤＣ　
１３０にデータを収集させるための制御データを生成させる、および同様の動作を行わせ
る、さらにはこれらのさまざまな組合せを行わせる）ように適合されたデータ収集フィー
ドバック情報を伝搬するトリガとなりうる。
【００４０】
　一実施形態において、オペレータＵＥ　１０２ｏのそれぞれは、アプリケーション１０
３ｏをそれぞれ備える。一実施形態において、ＵＥ　１０２ｏのアプリケーション１０３
ｏは、コンシューマＵＥ　１０２ｃのアプリケーション１０３ｃの機能のうちの少なくと
も一部を備える。ＵＥ　１０２ｏのアプリケーション１０３ｏは、ネットワーク・オペレ
ータによって使用されうるさまざまな他の機能（例えば、追加のテスト開始および解析機
能、追加のデータ収集および解析制御機能、および同様のもの、さらにはこれらのさまざ
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まな組合せ）を備えうる。アプリケーション１０３ｏのこれらの機能および他の機能は、
少なくとも図２および６を参照することでよりよく理解されうる。すべてのオペレータＵ
Ｅ　１０２ｏがアプリケーション１０３ｏを備える一実施形態に関してもっぱら図示され
説明されているが、少なくともいくつかの実施形態では、オペレータ１０２ｏのサブセッ
トのみがアプリケーション１０３ｏを備えることに留意されたい。
【００４１】
　一実施形態では、例えば、トリガ条件の検出は、オペレータＵＥ　１０２ｏがＤＣＳ　
１４０、ＡＳ　１５０、およびＳＳ　１６０のうちの１つまたは複数の方へ、オペレータ
ＵＥ　１０２ｏによって収集された、収集データを伝搬するトリガとなりうる。
【００４２】
　一実施形態において、オペレータＵＥ　１０２ｏの１つまたは複数は、そのようなデー
タを収集し、そのようなデータをＤＣＳ　１４０および／またはＳＳ　１６０に供給する
ように構成されたＤＣ　１３０を備えるように構成されうる。
【００４３】
　一実施形態において、オペレータＵＥ　１０２ｏの１つまたは複数は、コンシューマＵ
Ｅ　１０２ｃに関して本明細書に図示され説明されているようにアプリケーションを備え
るように構成されうる。
【００４４】
　一般に、オペレータＵＥ　１０２ｏは、任意の好適な方法でそのような目的に合わせて
構成されうる（例えば、オペレータＵＥ　１０２ｏに組み込まれている機能を介して、オ
ペレータＵＥ　１０２ｏ上にインストールされている（例えば、プリインストール、ＡＳ
　１５０または他の好適な提供元からのダウンロード、および同様のインストールがなさ
れる）１つまたは複数のアプリケーションを介して、および同様の方法で、さらにはこれ
らのさまざまな組合せで）。
【００４５】
　オペレータＵＥ　１０２ｏは、ネットワーク解析機能のさまざまな他の機能をサポート
するように構成されうることに留意されたい。
【００４６】
　ＬＴＥネットワーク１１０は、ＵＥ　１０２とＩＮＧ　１２０との間の通信をサポート
する（１つまたは複数の関連するＩＰネットワークへのアクセスを提供する）。明確にす
るため省略されているが、さまざまな非ＬＴＥアクセス・ネットワークが、ＬＴＥネット
ワーク１１０とインターフェースし、これにより、非ＬＴＥアクセス・ネットワークに関
連するＵＥ／ＵＤはＬＴＥネットワーク１１０を利用し、ＩＮＧ　１２０を介してＩＰネ
ットワークにアクセスすることができる。
【００４７】
　ＬＴＥネットワーク１１０は、例示的なＬＴＥネットワークである。ＬＴＥネットワー
クの構成および動作については、当業者であれば理解するであろう。しかし、完全を期す
ため、本明細書では、ＬＴＥネットワークの一般的特徴について例示的なワイヤレス通信
システム１００の文脈内で説明している。
【００４８】
　ＬＴＥネットワーク１１０は、ｅＮｏｄｅＢ　１１１、サービング・ゲートウェイ（Ｓ
ＧＷ）１１２、パケット・データ・ネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ（ＰＧＷ）１１
３、ルータ１１４、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）１１５、ホーム加入者サーバ
（ＨＳＳ）１１６、および認証認可アカウンティング（ＡＡＡ）サーバ１１７を備える。
ｅＮｏｄｅＢ　１１は、ＵＥ　１０２用の無線アクセス・インターフェースを備える。Ｓ
ＧＷ　１１２、ＰＧＷ　１１３、ルータ１１４、ＭＭＥ　１１５、ＨＳＳ　１１６、およ
びＡＡＡサーバ１１７（およびオプションとして、明確にするため省略されている他のコ
ンポーネント）は連携して、ＩＰを使用するエンド・ツー・エンド・サービス提供をサポ
ートする発展型パケット・コア（ＥＰＣ）を形成する。ＭＭＥ　１１５、ＨＳＳ　１１６
、およびＡＡＡサーバ１１７は連携して、ＬＴＥネットワーク１１０のＥＰＣ内にサービ
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ス・コアを形成することができる。
【００４９】
　ｅＮｏｄｅＢ　１１１は、ＵＥ　１０２に対する通信をサポートする。例えば、ＵＥ　
１０２とｅＮｏｄｅＢ　１１１との間の通信は、ＵＥ　１０２のそれぞれに関連するＬＴ
Ｅ－Ｕｕインターフェースを使用してサポートされうる。ｅＮｏｄｅＢ　１１１は、ＵＥ
　１０２用のＬＴＥエアー・インターフェースを構成すること、無線リソース管理を実行
すること、ＵＥ　１０２とＳＧＷ　１１２との間の通信を円滑にすること、ｅＮｏｄｅＢ
　１１１とＳＧＷ　１１２との間でサポートされるＬＴＥ－ＵｕインターフェースとＳ１
－ｕインターフェースとの間のマッピングを維持すること、および同様のこと、さらには
これらのさまざまな組合せなどの、ｅＮｏｄｅＢによってサポートされることに適した任
意の機能をサポートすることができる。図１に示されているように、ｅＮｏｄｅＢ　１１
１は、ネットワーク解析機能のさまざまな機能をサポートするデータを収集するように構
成されたＤＣ　１３０を備えるように構成されうる。単一のｅＮｏｄｅＢが図示されてい
るが、ＬＴＥネットワークは、多くのｅＮｏｄｅＢを備える可能性が高いことに留意され
たい。
【００５０】
　ＳＧＷ　１１２は、ｅＮｏｄｅＢ　１１１に対する通信をサポートする。例えば、ＳＧ
Ｗ　１１２とｅＮｏｄｅＢ　１１１との間の通信は、ハンドオーバー中のパー・ベアラー
・ユーザー・プレーン・トンネリング（ｐｅｒ－ｂｅａｒｅｒ　ｕｓｅｒ　ｐｌａｎｅ　
ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ）およびｅＮｏｄｅＢ間経路スイッチング（ｉｎｔｅｒ－ｅＮｏｄｅ
Ｂ　ｐａｔｈ　ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）をサポートすることができ、また好適な任意のプロ
トコル、例えば、ＧＰＲＳトンネリング・プロトコル－ユーザー・プレース（Ｔｕｎｎｅ
ｌｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　－　Ｕｓｅｒ　Ｐｌａｃｅ）（ＧＴＰ－Ｕ）を使用するこ
とができるＳ１－ｕインターフェースを使用してサポートされうる。ＳＧＷ　１１２は、
ユーザー・データ・パケットのルーティングおよびフォワーディング（例えば、ｅＮｏｄ
ｅＢ　１１１とＰＧＷ　１１３との間の通信を円滑にする、ＳＧＷ　１１２とＰＧＷ　１
１３との間でサポートされるＳ１－ｕインターフェースとＳ５／Ｓ８インターフェースと
の間のマッピングを維持する、および同様の動作）、ｅＮｏｄｅＢのハンドオーバー中に
ＵＥに対するモビリティ・アンカーとして機能する、ＬＴＥと他の３ＧＰＰ技術との間の
モビリティ・アンカーとして機能する、および同様の動作、さらにはこれらのさまざまな
組合せなどの、ＳＧＷによってサポートされることに適した任意の機能をサポートするこ
とができる。図１に示されているように、ＳＧＷ　１１２は、ネットワーク解析機能のさ
まざまな機能をサポートするデータを収集するように構成されたＤＣ　１３０を備えるよ
うに構成されうる。単一のＳＧＷが、単一のｅＮｏｄｅＢをサポートするように示されて
いるが、ＳＧＷは、複数のｅＮｏｄｅＢをサポートすることが可能であること、さらに、
ＬＴＥネットワークが複数のＳＧＷを備えることが可能であることに留意されたい。
【００５１】
　ＰＧＷ　１１３は、ＳＧＷ　１１２に対する通信をサポートする。例えば、ＰＧＷ　１
１３とＳＧＷ　１１２との間の通信は、Ｓ５／Ｓ８インターフェースを使用してサポート
されうる。一般に、Ｓ５インターフェースは、ＰＧＷ　１１３とＳＧＷ　１１２との間の
通信に対するユーザー・プレーン・トンネリングおよびトンネル管理、ＵＥモビリティに
よるＳＧＷのリロケーション、および同様のものなどの機能を備える。一般に、公衆陸上
移動体ネットワーク（ＰＬＭＮ）におけるＳ５インターフェースの一変種でありうる、Ｓ
８インターフェースは、ビジターＰＬＭＮ（ＶＰＬＭＮ）内のＳＧＷとホームＰＬＭＮ（
ＨＰＬＭＮ）内のＰＧＷとの間のユーザおよび制御プレーン接続性をもたらすＰＬＭＮ間
インターフェースを実現する。Ｓ５／Ｓ８インターフェースは、好適なプロトコル（例え
ば、ＧＰＲＳトンネリング・プロトコル（ＧＴＰ）、モバイル・プロキシＩＰ（ＭＰＩＰ
）、および同様のもの、さらにはこれらの組合せ）を利用することができる。ＰＧＷ　１
１３は、ＳＧｉインターフェースを介してＬＴＥネットワーク１１０とＩＮＧ　１２０と
の間の通信を円滑にする。ＰＧＷ　１１３は、パケット・フィルタリングを行うこと、ポ
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リシー強制を行うこと、３ＧＰＰと非３ＧＰＰ技術との間のモビリティ・アンカーとして
機能すること、および同様の動作、さらにはこれらの組合せなどの、ＰＧＷによってサポ
ートされることに適している任意の機能をサポートすることができる。図１に示されてい
るように、ＰＧＷ　１１３は、ネットワーク解析機能のさまざまな機能をサポートするデ
ータを収集するように構成されたＤＣ　１３０を備えるように構成されうる。単一のＰＧ
Ｗが、単一のＳＧＷをサポートするように示されているが、ＰＧＷは、複数のＳＧＷをサ
ポートすることが可能であること、さらに、ＬＴＥネットワークが複数のＰＧＷを備える
ことが可能であることに留意されたい。
【００５２】
　ルータ１１４は、ＬＴＥネットワーク１１０の要素の間（例えば、ＰＧＷ　１１１とＡ
ＡＳサーバ１１７との間）、ＬＴＥネットワーク１１０（例えば、ＰＧＷ　１１３）とＩ
ＮＧ　２００との間、ＬＴＥネットワーク１１０（例えば、ＰＧＷ　１１３）とＤＣＳ　
１４０との間、ＬＴＥネットワーク１１０（例えば、ＰＧＷ　１１３）とＡＳ　１５０と
の間のトラヒックのルーティング、および同様のトラヒックのルーティング、さらにはこ
れらのさまざまな組合せを円滑にするように構成されうる。明確にするため省略されてい
るが、さまざまな他のルータが（例えば、ＳＧＷ　１１２内に入るバックホール、ＳＧＷ
　１１２、ＰＧＷ　１１３、および／またはＬＴＥネットワーク１１０内のトラヒックの
ルーティングを円滑にするのに適した他の任意のロケーション内に）配備されうることは
理解されるであろう。
【００５３】
　ＭＭＥ　１１４は、ＵＥ　１０２のモビリティをサポートするモビリティ管理機能を備
える。ＭＭＥ　１１４は、ｅＮｏｄｅＢ　１１１（さらには明確にするために省略されて
いる他のｅＮｏｄｅＢも）をサポートする。ＭＭＥ　１１４とｅＮｏｄｅＢ　１１１との
間の通信は、ＭＭＥ　１１４とｅＮｏｄｅＢ　１１１との間の通信用の制御プレーン・プ
ロトコルを備える、Ｓ１－ＭＭＥインターフェースを使用してサポートされうる。Ｓ１－
ＭＭＥインターフェースは、任意の好適なプロトコルまたはプロトコルの組合せを使用す
ることができる。例えば、Ｓ１－ＭＭＥインターフェースでは、トランスポート用にスト
リーム制御伝送プロトコル（ＳＣＴＰ）を使用しながら無線アクセス・ネットワーク・ア
プリケーション・パート（ｅＲＡＮＡＰ）プロトコルを使用することができる。ＭＭＥ　
１１４は、ＳＧＷ　１１２をサポートする。ＭＭＥ　１１４とＳＧＷ　１１２との間の通
信は、Ｓ１１インターフェースを使用してサポートされうる。ＭＭＥ　１１４は、ＵＥに
よる初期接続時およびＬＴＥ内ハンドオーバー時にＵＥに対してＳＧＷを選択すること、
アイドル・モードのＵＥ追跡およびページング手順を備えること、ベアラー・アクティブ
化／非アクティブ化プロセス、非アクセス層（ＮＡＳ）シグナリングに対するサポートを
提供すること（例えば、ＮＡＳシグナリングの終了、ＮＡＳシグナリングに対する暗号化
／完全性保護、および同様のこと）、シグナリングの合法的な傍受、および同様のこと、
さらにはこれらの組合せなどの、ＭＭＥによってサポートされることに適している任意の
機能をサポートすることができる。ＭＭＥ　１１４は、ユーザを認証するためにＳ６ａイ
ンターフェースを使用してＨＳＳ　１１６と通信することもできる。
【００５４】
　ＨＳＳ　１１６は、ＬＴＥネットワークにおいてＨＳＳによって典型的にサポートされ
る機能を備えるように構成される。例えば、ＨＳＳ　１１６は、加入者関係情報（例えば
、ＵＥ　１０２のユーザに関連する加入者プロファイル）を維持し、ユーザ認証および／
または認可機能、追跡を実行し、加入者関係情報（例えば、加入者位置、ＩＰアドレス情
報、および同様のもの）を提供し、および同様の操作を行うことができる。ＬＴＥネット
ワーク１１０内のそのような機能の典型的な使用については、当業者であれば理解するで
あろう。
【００５５】
　ＡＡＡサーバ１１７は、認証、認可、アカウンティング、および同様の機能などの、Ａ
ＡＡサーバによって典型的にサポートされる機能を備えるように構成される。例えば、認
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証は、エンティティの識別の認証を含みうる（例えば、資格証明書を使用する）。例えば
、認可は、特定のエンティティが与えられた活動を実行することを認可される（例えば、
さまざまな制約および関連する規則の下で）かどうかを判定することを含みうる。例えば
、アカウンティングは、イベント追跡、ネットワーク・リソースの消費の追跡、および同
様の動作を含みうる。ＬＴＥネットワーク１１０内のそのような機能の典型的な使用につ
いては、当業者であれば理解するであろう。
【００５６】
　ＩＮＧ　１２０は、ＬＴＥネットワーク１１０から１つまたは複数のＩＰネットワーク
（明確にするために省略されている）へのゲートウェイとして動作するように構成される
。ＬＴＥネットワーク１１０およびＩＮＧ　１２０を介してアクセス可能なＩＰネットワ
ークは、１つまたは複数のパケット・データ・ネットワークを含み、このネットワークを
介して、ＵＥ　１０２は、コンテンツ、サービス、および同様のものにアクセスすること
ができる。例えば、ＬＴＥネットワーク１１０およびＩＮＧ　１２０を介してアクセス可
能なＩＰネットワーク（複数可）は、公衆ＩＰネットワーク（例えば、インターネット）
、ＷＮＳＰのＩＰコア・ネットワーク、１つまたは複数の他のＩＰネットワーク（例えば
、ＩＰマルチメディア・サブシステム（ＩＭＳ）ネットワーク、および同様のネットワー
ク）、および同様のネットワーク、さらにはこれらのさまざまな組合せを含みうる。ＩＰ
ネットワークへのアクセスは、ｅＮｏｄｅＢ　１１１を介してＬＴＥネットワーク　１１
０にアクセスするＵＥ　１０２、ＬＴＥネットワーク１１０がインターフェースすること
ができる１つまたは複数の非ＬＴＥネットワーク（例えば、３ＧＰＰアクセス・ネットワ
ーク、非３ＧＰＰアクセス・ネットワーク、および同様のネットワーク）に関連付けられ
ているＵＥに対して提供されうる。図１に示されているように、ＩＮＧ　１２０は、ネッ
トワーク解析機能のさまざまな機能をサポートするデータを収集するように構成されたＤ
Ｃ　１３０を備えるように構成されうる。
【００５７】
　図１に示されているように、多数の異なるタイプのトラヒックが、例示的なワイヤレス
通信システム１００内で伝搬しうる。例えば、ベアラおよびテスト・トラヒック、ネット
ワーク制御トラヒック、ＤＣ制御トラヒック、および同様のトラヒック、さらにはこれら
のさまざまな組合せは、例示的なワイヤレス通信システム１００の要素のさまざまな組合
せの間で交換することができる。
【００５８】
　図１に示されているように、ベアラ・トラヒックは、ＵＥ　１０２とＩＮＧ　１２０と
の間の経路にそって送信されうるが、経路には、ｅＮｏｄｅＢ　１１１、ＳＧＷ　１１２
、ＰＧＷ　１１３、およびルータ１１４が置かれる。同様に、図１に示されているように
、テスト・トラヒックは、ＵＥ　１０２とＡＳ　１５０との間の経路にそって送信されう
るが、経路には、ｅＮｏｄｅＢ　１１１、ＳＧＷ　１１２、ＰＧＷ　１１３、およびルー
タ１１４が置かれる。ベアラおよびテスト・トラヒックのフローは、図１にマークされて
いる。
【００５９】
　与えられたＵＥ　１０２についてベアラ・トラヒックが流れる経路は、本明細書では、
ネットワーク・データ経路と称されるか、またはより一般的に、ネットワーク経路と称さ
れうることに留意されたい。
【００６０】
　例えば、それぞれのＵＥ　１０２は、ｅＮｏｄｅＢ　１１１、ＳＧＷ　１１２、ＰＧＷ
　１１３、ルータ１１４、およびＩＮＧ　１２０を含むネットワーク・データ経路にそっ
て通信するように構成され、これらはそれぞれ、その上に構成されるかまたはそれに関連
付けられたＤＣ　１３０を有する。ＤＣ　１３０を、ＵＥ　１０２が通信している際に経
由する、または通信する際に経由できるネットワーク・データ経路上にある要素のそれぞ
れに配置することで、ネットワーク・データ経路上にある要素からデータを収集すること
が可能になる。単一のネットワーク・データ経路に関してもっぱら図示され説明されてい
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るが、異なるＵＥ　１０２は、異なるネットワーク・データ経路にそって通信することが
できることに留意されたい（例えば、ＵＥ　１０２が異なるｅＮｏｄｅＢもしくは他のア
クセス・デバイスを介してＬＴＥネットワーク１１０にアクセスする場合、異なるＳＧＷ
がＵＥ　１０２がＬＴＥネットワーク１１０にアクセスする際に経由するｅＮｏｄｅＢの
異なる集合をサポートする場合、負荷分散および／または他のトラヒック制御機能が使用
される場合、および同様の場合、さらにはこれらのさまざまな組合せ）。
【００６１】
　図１に示されているように、ネットワーク制御トラヒックは、サービス・コア内で、ま
たサービス・コアとサービス・コアの一部を形成しない他の要素との間で交換されうる。
例えば、ネットワーク制御トラヒックは、ｅＮｏｄｅＢ　１１１とＭＭＥ　１１５との間
、ＭＭＥ　１１５とＨＳＳ　１１６との間、ＨＳＳとＡＡＡサーバ１１７との間、および
ＡＡＡサーバとＰＧＷ　１１３との間で交換されうる。図１に示されているネットワーク
制御トラヒック経路は、例示的なものにすぎず、ネットワーク制御経路の他のさまざまな
組合せもサポートされうることに留意されたい。ネットワーク制御トラヒック・フローは
、図１にマークされている。
【００６２】
　図１に示されているように、ＤＣ制御トラヒックは、本明細書で図示され説明されてい
るさまざまな実施形態に従ってデータ収集に関わりうる例示的なワイヤレス通信システム
１００のさまざまな要素間で交換されうる。
【００６３】
　一実施形態において、ＤＣＳ　１４０は、ＤＣ制御トラヒックを例示的なワイヤレス通
信システム１００の要素のどれかのＤＣ　１３０のうちのどれかと交換することができる
（例えば、コンシューマＵＥ　１０２ｃ、オペレータＵＥ　１０２ｏ、ｅＮｏｄｅＢ　１
１１、ＳＧＷ　１１２、ＰＧＷ　１１３、ルータ１１４、ＩＮＧ　１２０、ＡＳ　１５０
、および同様のもの）。
【００６４】
　一実施形態において、図１に示されているように、ＤＣ制御トラヒックは、ルータ１１
４およびネットワーク・データ経路を介して線形的にＤＣＳ　１４０とＤＣ　１３０のそ
れぞれとの間で交換される（ＡＳ　１５０に関連するＤＣ　１３０を除く）。例えば、コ
ンシューマＵＥ　１０２ｃによって送信され、ＤＣＳ　１４０に向けられるＤＣ制御トラ
ヒックは、ＵＥ　１０２ｃからｅＮｏｄｅＢ　１１１、ＳＧＷ　１１２、ＰＧＷ　１１３
、ルータ１１４、ＤＣＳ　１４０への経路を横断する。同様に、例えば、ＳＧＷ　１１２
によって送信され、ＤＣＳ　１４０に向けられるＤＣ制御トラヒックは、ＳＧＷ　１１２
からＰＧＷ　１１３、ルータ１１４、ＤＣＳ　１４０への経路を横断する。
【００６５】
　ＤＣ制御トラヒックは、ルータ１１４およびネットワーク・データ経路を介して線形的
にＤＣＳ　１４０とＤＣ　１３０のそれぞれとの間でルーティングされるように図示され
ているが（ＡＳ　１５０に関連するＤＣ　１３０を除く）、ＤＣ制御トラヒックは、他の
好適な方法でＤＣＳ　１４０とＤＣ　１３０のうちの１つまたは複数との間で交換されう
ることに留意されたい。例えば、ＤＣＳ　１４０およびＤＣ　１３０のうちのどれかは、
ＤＣＳ　１４０とＤＣ　１３０のうちのどれかとの間でサポートされうる他の好適な通信
経路を介してＤＣ制御トラヒックを交換することができる。
【００６６】
　一実施形態において、図１に示されているように、ＤＣ制御トラヒックは、ルータ１１
４を介してＤＣＳ　１４０とＡＳ　１５０との間で交換される。ＤＣ制御トラヒックは、
ルータ１１４を介してＤＣＳ　１４０とＡＳ　１５０との間でルーティングされるものと
して図示されているが、ＤＣ制御トラヒックは、他の好適な方法で、ＤＣＳ　１４０とＡ
Ｓ　１５０との間で交換されうることに留意されたい。例えば、ＤＣＳ　１４０およびＡ
Ｓ　１５０は、ＤＣＳ　１４０とＡＳ　１５０との間でサポートされうる他の好適な通信
経路を介してＤＣ制御トラヒックを交換することができる。
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【００６７】
　一実施形態において、ＤＣＳ　１４０は、ＳＳ　１６０とＤＣ制御トラヒックを交換す
ることができる。一実施形態において、図１に示されているように、ＤＣ制御トラヒック
は、ＬＴＥネットワーク１１０を横断しない通信経路を介してＤＣＳ　１４０とＳＳ　１
６０との間で交換される。
【００６８】
　ＤＣ制御トラヒックは、データの収集をサポートすることに関連する任意のタイプのト
ラヒックを含みうる。例えば、ＤＣ制御トラヒックは、ＵＥ　１０２からＤＣＳ　１４０
に送られるデータ収集フィードバック情報、１つまたは複数のＤＣ　１３０によるデータ
の収集を制御するためＤＣＳ　１４０によって生成され、１つまたは複数のＤＣ　１３０
に伝搬されるデータ収集制御情報、ＤＣ　１３０によって収集され、ＤＣＳ　１４０およ
び／またはＳＳ　１６０に送られるデータ、および同様の情報、さらにはこれらのさまざ
まな組合せを含むものとしてよい。ＤＣ　１３０は、ＤＣＳ　１４０（および、オプショ
ンにより、１つまたは複数の他のシステム）に供給されるデータを収集するように構成さ
れる。
【００６９】
　ＤＣ　１３０は、ＤＣＳ　１４０からＤＣ　１３０で受信されたデータ収集制御情報に
応答してデータを収集するように構成されうる。
【００７０】
　ＤＣ　１３０は、ＤＣＳ　１４０からＤＣ　１３０で受信されたデータ収集制御情報に
無関係にデータを収集するように構成することもできる。この場合、ＤＣ　１３０は、Ｄ
ＣＳ　１４０による制御と無関係にデータを収集することができ、ＤＣＳ　１４０からデ
ータ収集制御情報を受信すると、これがトリガとなって、ＤＣ　１３０はすでに収集され
ているデータをＤＣＳ　１４０に供給する。
【００７１】
　ＤＣ　１３０は、収集されているデータをローカルに格納するように構成される。ＤＣ
　１３０は、好適なデータ記憶機構をローカルで使用して収集されたデータを格納するこ
とができる。一実施形態において、ＤＣ　１３０は、データをバッファリングすることに
よって（例えば、環状バッファおよび／または他の好適なタイプのバッファを使用して）
データを格納することができる。
【００７２】
　ＤＣ　１３０は、収集されたデータを処理のため１つまたは複数の他のネットワーク要
素（例えば、ＤＣＳ　１４０、ＳＳ　１６０、および同様のもの、さらにはこれらのさま
ざまな組合せ）に供給するように構成される。
【００７３】
　ＤＣ　１３０は、ＤＣ　１３０が実装されているネットワーク要素のタイプ（複数可）
に依存しうる、好適なタイプのデータを収集することができる。例えば、ＵＥ　１０２、
ｅＮｏｄｅＢ　１１１、ＳＧＷ　１１２、ＰＧＷ　１１３、ＩＮＧ　１３０、およびＡＳ
　１５０上の収集されたデータの少なくとも一部は、これらの異なるデバイス上で異なっ
ていてもよい。一実施形態において、ＤＣ　１３０は、ネットワーク経路にそってデータ
を収集する（例えば、ＵＥ　１０２とＩＮＧ　１２０との間のネットワーク経路にそって
ベアラ・トラヒックを収集する）ためネットワークＩＰパケット・モニターとして動作す
るように構成されうる。
【００７４】
　一実施形態において、ＤＣ　１３０は、収集されているデータにタイムスタンプを付加
するように構成される。タイムスタンプ情報は、ＤＣＳ　１４０からのデータ要求に応答
してＤＣ　１３０によってローカルで使用され、タイムスタンプを付加された収集された
データとともにＤＣＳ　１４０に供給され、および同様の処理をされ、さらにはこれらの
さまざまな組合せの処理をされる。
【００７５】
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　ＤＣ　１３０が受動的にデータを収集する実施形態に関して本明細書にもっぱら図示さ
れ説明されているが、１つまたは複数のＤＣ　１３０は、データの収集をトリガするため
のさまざまな機能を実行するように構成されうることに留意されたい。一実施形態におい
て、例えば、１つまたは複数のＤＣ　１３０は、例示的なワイヤレス通信システム１００
内でテストを開始するように構成されうる。例えば、ＵＥ　１０２に関連するＤＣ　１３
０は、テスト・パケットを開始して、関連するテスト結果を収集することができる。例え
ば、ＡＳ　１５０に関連するＤＣ　１３０は、テスト・パケットを開始して、関連するテ
スト結果を収集することができる。ＤＣ　１３０は、ＤＣ　１３０によるローカルおよび
／またはリモートのデータ収集を円滑にすることができるさまざまな他のタイプの活動を
開始するように構成されうる。
【００７６】
　ＤＣ　１３０がＤＣＳ　１４０によって制御される実施形態に関して本明細書にもっぱ
ら図示され説明されているが、ＤＣ　１３０の１つまたは複数も、例示的なワイヤレス通
信システム１００の１つまたは複数の他の要素によって制御されうることに留意されたい
。一実施形態において、コンシューマＵＥ　１０２ｃ上で利用可能なＤＣ　１３０は、そ
れぞれ、コンシューマＵＥ　１０２ｃによって制御可能である。一実施形態において、オ
ペレータＵＥ　１０２ｏ上で利用可能なＤＣ　１３０は、それぞれ、オペレータＵＥ　１
０２ｏによって制御可能である。一実施形態において、ＬＴＥネットワーク１１０の１つ
または複数の要素上で利用可能なＤＣ　１３０は、コンシューマＵＥ　１０２ｃおよび／
またはオペレータＵＥ　１０２ｏによって制御可能である。
【００７７】
　本明細書で説明されているように、ＤＣ　１３０は、任意の好適な方法で例示的なワイ
ヤレス通信システム１００の与えられた要素上に設けられうる。例えば、ＤＣ　１３０は
、任意の好適な時点において例示的なワイヤレス通信システム１００の与えられた要素上
に設けられうる。例えば、ＤＣ　１３０は、要素の配備前、要素の配備後（例えば、デー
タの収集専用にメモリを割り当てるための要素の構成を介して、または他の好適な方法で
）、および同様のタイミングで、さらにはこれらの組合せで、例示的なワイヤレス通信シ
ステム１００の与えられた要素上に設けられうる。
【００７８】
　ＤＣ　１３０が例示的なワイヤレス通信システム１００の特定の要素上に構成されてい
る実施形態に関して本明細書にもっぱら図示され説明されているが、ＤＣ　１３０は、例
示的なワイヤレス通信システム１００の任意の１つまたは複数の要素上に構成されうるこ
とに留意されたい。
【００７９】
　同様に、ＤＣ　１３０がその上に構成されている例示的なワイヤレス通信システム１０
０のそれぞれの要素がその上に構成されている単一のＤＣ　１３０のみを有する実施形態
に関して本明細書にもっぱら図示され説明されているが、複数のＤＣ　１３０は、例示的
なワイヤレス通信システム１００の要素のうちの１つまたは複数上に構成されうることに
留意されたい。少なくともいくつかのこのような実施形態において、例示的なワイヤレス
通信システム１００の要素の複数のＤＣ　１３０は、異なる目的専用に割り当てられうる
（例えば、収集される異なるタイプのデータ専用、例示的なワイヤレス通信システム１０
０によってサポートされている異なるサーバ専用、および同様の目的専用、さらにはこれ
らの組合せ専用）。
【００８０】
　同様に、ＤＣ　１３０が例示的なワイヤレス通信システム１００の既存の要素上に実装
されている実施形態に関して本明細書にもっぱら図示され説明されているが、少なくとも
いくつかの実施形態において、ＤＣ　１３０の少なくとも一部は、スタンドアロンの要素
として設けられうる（例えば、例示的なワイヤレス通信システム１００の既存の要素と通
信するようにして、例示的なワイヤレス通信システム１００の既存の要素間の通信経路内
に配設されて、および同様の形態で、さらにはこれらの組合せの形態で）。
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【００８１】
　ＤＣＳ　１４０は、さまざまなデータ収集制御機能を備えるように構成される。ＤＣＳ
　１４０は、ＤＣ　１３０によるデータの収集を構成する際にＤＣＳ　１４０による使用
に適合されたデータ収集フィードバック情報を受信するように構成される。ＤＣＳ　１４
０は、データ収集フィードバック情報に基づき、データの収集を決定する際にＤＣ　１３
０による使用に適合されたデータ収集制御情報を生成するように構成される。ＤＣＳ　１
４０は、データを収集するようにＤＣ　１３０に命令するために適切なＤＣ　１３０にデ
ータ収集制御情報を伝搬するように構成される。
【００８２】
　データ収集フィードバック情報は、データがＤＣ　１３０によって収集される仕方を決
定する際のＤＣＳ　１４０による使用に適した情報を含むことができる。データ収集フィ
ードバック情報は、そのような情報の好適な供給元（複数可）（例えば、コンシューマＵ
Ｅ　１０２ｃ、オペレータＵＥ　１０２ｏ、ＬＴＥネットワーク１１０の要素、ＡＳ　１
５０、ＳＳ　１６０、図示されていない他のネットワーク要素および／または管理システ
ム、および同様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せ）から受信することができる
。ＤＣＳ　１４０から受信されるデータ収集フィードバック情報のタイプは、データ収集
フィードバック情報の供給源に応じて変わりうる。
【００８３】
　一実施形態において、例えば、データ収集フィードバック情報は、デバイス情報を含む
ことができる（例えば、デバイスのタイプ、デバイスが構成される仕方を示す情報、デバ
イスによってサポートされている機能を示す情報、および同様の情報、さらにはこれらの
さまざまな組合せ）。例えば、データ収集フィードバック情報は、フィードバックの発信
元がＵＥ　１０２、ｅＮｏｄｅＢ　１１１、ＳＧＷ　１１２、および同様のものかどうか
を示しうる。例えば、ＵＥ　１０２から受信したデータ収集フィードバック情報は、ＵＥ
　１０２のデバイスのタイプ、ＵＥ　１０２に関するデバイス製造元およびモデル情報、
ＵＥ　１０２の機能、および同様のものを示しうる。
【００８４】
　一実施形態において、データ収集フィードバック情報は、例示的なワイヤレス通信シス
テム１００の要素から受信されたエラー・トラップ・メッセージを含む。ＤＣＳ　１４０
は、エラー・トラップ・メッセージがないか監視するように構成されうる。
【００８５】
　一実施形態において、データ収集フィードバック情報は、ＵＥ　１０２から受信したト
リガ情報を含む。一実施形態において、ＵＥ　１０２から受信したトリガ情報は、ＵＥ　
１０２の識別子、ＵＥ　１０２に関連する位置情報、および同様のもの、さらにはこれら
のさまざまな組合せを含む。
【００８６】
　一実施形態において、データ収集フィードバック情報は、ＤＣ　１３０のうちの１つま
たは複数によって収集されるデータを含む。例えば、ＤＣ　１３０のうちの１つまたは複
数によって収集されるデータは、ＤＣ　１３０のうちの１つまたは複数（例えば、同じＤ
Ｃ　１３０のうちの１つまたは複数、１つまたは複数の異なるＤＣ　１３０、および同様
のもの）から他のデータが収集されるべきであることを示しうる。この場合、ＤＣＳ　１
４０は、データ収集制御情報を生成し、データを収集するようにＤＣ　１３０に命令する
ために１つまたは複数のＤＣ　１３０にデータ収集制御情報を伝搬することができる。
【００８７】
　データ収集フィードバック情報は、データを収集するようＤＣ　１３０に命令するため
にＤＣＳ　１４０によって使用されうる他の好適なタイプの情報を含むことができる。
【００８８】
　そのようなデータ収集フィードバック情報のさまざまな組合せは、ＤＣＳ　１４０によ
って受信され、ＤＣ　１３０によるデータ収集を制御するためにＤＣＳ　１４０によって
使用されうることに留意されたい。
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【００８９】
　ＤＣＳ　１４０は、好適な時刻に収集データを受信することができる。例えば、ＤＣＳ
　１４０は、好適な時刻に（例えば、定期的に、１つまたは複数のトリガ条件に応答して
、いくつかの収集されたデータが必要であるか、または望ましいとの判定に応答して、お
よび同様のタイミングで、さらにはこれらのまだまだ組合せのタイミングで）、収集デー
タがないかＤＣ　１３０に問い合わせることができる。
【００９０】
　データ収集制御情報は、ＤＣ　１３０によるデータの収集を制御する際の使用に適合さ
れた任意の情報を含むことができる。
【００９１】
　一実施形態では、例えば、データ収集制御情報は、収集されるデータのタイプを識別す
ることができる。例えば、データ収集制御情報は、特定のＵＥ　１０２のベアラ・トラヒ
ックの収集、ＵＥ　１０２（例えば、特定のサービスを使用するＵＥ　１０２、与えられ
たデバイス・タイプおよびバージョン番号のＵＥ、および同様のもの）のグループのベア
ラ・トラヒックの収集、ＵＥ　１０２またはＵＥ　１０２のグループに関連する制御トラ
ヒックの収集、特定のインターフェースまたはインターフェースのグループに関連する制
御トラヒックの収集、特定のＵＥ　１０２またはＵＥ　１０２のグループに関連するテス
ト・トラヒック、および同様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せのうちの１つま
たは複数を指定することができる。
【００９２】
　一実施形態では、例えば、データ収集制御情報は、データの収集に関連する時間関係パ
ラメータ（例えば、データ収集が開始および／または終了すべき時刻、データが収集され
るべき時間の長さ、および同様のもの）を示しうる。
【００９３】
　一実施形態では、例えば、データ収集制御情報は、収集されるデータの量を指示するこ
とができる。
【００９４】
　データ収集制御情報は、データ収集のさまざまな態様を制御するためのそのような情報
のさまざまな組合せを含みうる（例えば、粒度、タイプ、量、および同様のもの、さらに
はこれらのさまざまな組合せ）。
【００９５】
　データ制御情報は、すでに収集されているデータがＤＣＳ　１４０に提供されるべきで
あることを指定することができる（例えば、特定の時点において収集された特定のデータ
、最近２４時間以内に特定のＵＥ　１０２またはＵＥ　１２０のグループに対して収集さ
れたすべてのデータ、および同様のもの）。
【００９６】
　一実施形態では、例えば、データ収集制御情報は、例示的なワイヤレス通信システム１
００の１つまたは複数の要素（例えば、ＵＥ　１０２、ＡＳ　１５０、および／または他
の好適な要素）によるテスト・ストリームの開始をトリガするように構成されうる。これ
は、これらの要素からＤＣ　１４０に提供される結果のタイプを示す情報を含むこともで
きる。このタイプのデータ収集制御情報は、これらの要素の関連するＤＣ　１３０を介し
て、および／または他の好適な方法で、提供されうる。
【００９７】
　ＤＣＳ　１４０は、データ収集フィードバック情報および／またはデータ収集制御情報
を優先順位付けするように構成されうる。例えば、ＤＣＳ　１４０は、データ収集フィー
ドバック情報に基づき関連するデータ収集制御情報が生成され、ＤＣ　１３０に送られる
順序を制御するためにデータ収集フィードバック情報を優先順位付けするように構成され
うる。例えば、ＤＣＳ　１４０は、ＤＣ　１３０によるデータ収集を最適化することを目
的としてデータ収集制御情報を（例えば、データの収集を引き起こす条件の重要度および
／またはトリガに基づき、データが収集される時刻に基づき、および同様の条件に基づき
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）優先順位付けするように構成されうる。
【００９８】
　ＤＣＳ　１４０は、さまざまな機能を実現するため収集データを処理するように構成さ
れうる。例えば、ＤＣＳ　１４０は、インテリジェンス機能を収集データに適用して、イ
ベントを識別する、イベントの位置（例えば、ネットワーク上の位置、地理的位置、およ
び同様のもの）を決定する、さらなる解析を実行するために（例えば、ＤＣＳ　１４０、
ＳＳ　１６０、および／または他の好適な要素のうちの１つまたは複数によるさらなる解
析のために）追加のデータが収集される必要があるかどうかを決定する、ネットワーク性
能を決定する、ネットワーク性能劣化を引き起こすデバイスを識別する、および同様のこ
とを行う、さらにはこれらのさまざまな組合せを行うように構成されうる。例えば、ＤＣ
Ｓ　１４０は、ＳＳ　１６０に送られる前に収集データの前処理を行うことを目的として
収集データを処理するように構成されうる（例えば、収集データを整理する、収集データ
を優先順位付けする、収集データをフォーマットする、および同様の処理を行う、さらに
はこれらのさまざまな組合せの処理を行う）。
【００９９】
　ＤＣＳ　１４０は、情報をＳＳ　１６０に供給するように構成されうる。情報は、ＤＣ
　１３０によって収集され、ＤＣＳ　１４０で受信された生データ、ＳＳ　１６０に送る
前にＤＣＳ　１４０によって処理された収集データを含む処理データ、ＤＣ　１３０から
ＤＣＳ　１４０で受信された収集データの処理に基づきＤＣＳ　１４０によって決定され
た解析情報、および同様の情報、さらにはこれらのさまざまな組合せのうちの１つまたは
複数を含みうる。本明細書で説明されているように、ＳＳ　１６０は、さまざまな管理機
能（例えば、問題識別解析、根本原因解析、問題解決解析、ネットワーク性能監視、およ
び同様の機能、さらにはこれらのさまざまな組合せ）を行うためにＤＣＳ　１４０から受
信されたそのような情報を処理することができる。
【０１００】
　一実施形態において、ＤＣＳ　１４０は、ＤＣＳ　１４０によって実行されるものとし
て本明細書に図示され説明されている機能のうちの１つまたは複数を提供することを目的
としてビジネス・インテリジェンス機能を備えるように構成される。
【０１０１】
　一実施形態において、ＤＣＳ　１４０は、ユーザ制御機能と関連するロジックとの組合
せに基づきデータ収集要求条件を予想するように構成される。ＤＣＳ　１４０は、ＤＣＳ
　１４０の制御の下で収集された履歴データの解析、および同様のものに基づき、未定義
済み規則および／またはビジネス・ロジックを使用して、データ収集要求条件を予想する
ように構成されうる。
【０１０２】
　一実施形態において、ＤＣＳ　１４０は、単一のイベント（例えば、単独で、重要でな
い異常であってもよい）と追加の監視を伴いうる複数のイベントとを区別するように構成
される。一実施形態において、ＤＣＳ　１４０は、ＵＥ　１０２によって報告される重要
でないイベントと重要なイベントとを区別するように構成される。少なくともいくつかの
そのような実施形態において、ＤＣＳ　１４０は、さまざまなトラップ閾値のユーザ定義
パラメータおよび受信イベントを優先順位付けするためのロジックをサポートするように
構成される（例えば、トリガされる関連するトラップ）。
【０１０３】
　一実施形態において、ＤＣＳ　１４０は、性能劣化または障害を生じているネットワー
ク要素、および性能劣化または障害の発生理由を検出するように構成される。このような
一実施形態では、例えば、ＤＣＳ　１４０は、ネットワーク要素がアクセスの負荷または
トラヒックの過負荷により性能劣化もしくは障害を生じているかどうかを判定するように
構成されている。例えば、ネットワークの容量が大きいが、大量のアクセス要求があった
ためあるノードで過負荷を生じた場合、ＤＣＳ　１４０は、そのノードに影響を及ぼした
特定のアクセス・デバイスもしくはアプリケーションを検出し、それについて報告する。
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この場合、ＤＣＳ　１４０は、アクセスのロバスト性を維持するため、その１つもしくは
複数のデバイスのアクセスを制限し、および／またはその１つもしくは複数のデバイス（
および／またはその１つもしくは複数のデバイスによって使用されている特定のアプリケ
ーションおよび／またはサービス）を休止することを推奨することができる。ＤＣＳ　１
４０は、大量のトラヒックを発生する１つもしくは複数のデバイスに対する（および／ま
たはその１つもしくは複数のデバイスによって使用されている特定のアプリケーションお
よび／またはサービスの）類似の機能を備えるように構成することもできる。同様に、こ
の場合、ＤＣＳ　１４０は、データを大量に使用するユーザを制限することでそのノード
へのアクセスを改善し位置情報処理能力を改善するため、その１つもしくは複数のデバイ
スのアクセスを制限し、および／またはその１つもしくは複数のデバイス（および／また
はその１つもしくは複数のデバイスによって使用されている特定のアプリケーションおよ
び／またはサービス）を休止することを推奨することができる。
【０１０４】
　ＤＣＳ　１４０は、本明細書に図示され説明されているような他のさまざまな機能を実
現するように構成されうる。
【０１０５】
　ＳＳ　１６０は、例示的なワイヤレス通信システム１００のさまざまな部分に対する（
例えば、ＬＴＥネットワーク１１０、ＤＣＳ　１４０、ＡＳ　１５０、および同様のもの
、さらにはこれらのさまざまな組合せに対する）制御および／または管理機能をサポート
するように構成される。
【０１０６】
　ＳＳ　１６０は、さまざまな管理および関係する機能を実現する際に使用する情報をＤ
ＣＳ　１４０から受信するように構成される。例えば、情報は、収集データ、収集データ
を前処理したデータ、ＤＣＳ　１４０によって実行された解析の結果、および同様のもの
、さらにはこれらのさまざまな組合せを含みうる。
【０１０７】
　一実施形態において、ＳＳ　１６０は、ＤＣＳ　１４０から受信した情報の長期記憶を
行うように構成される。例えば、ＳＳ　１６０は、ＤＣＳ　１４０から受信した情報を格
納するためのデータベースを維持することができる。ＳＳ　１６０は、他のタイプの情報
の長期記憶を行うようにも構成されうる。
【０１０８】
　一実施形態において、ＳＳ　１６０は、ＤＣＳ　１４０から受信した情報を処理するよ
うに構成される。例えば、ＳＳ　１６０は、さまざまな管理および関係機能を実行する際
に使用する情報を処理することができる。例えば、ＳＳ　１６０は、ビジネス・インテリ
ジェンス機能を施すように構成されうる。例えば、ＳＳ　１６０は、複数のサービスから
のデータの相関を求めるように構成されうる（例えば、ＰＣＭＤデータ照合、呼トレース
情報、ログ・ファイル照合、および同様のもの）。例えば、ＳＳ　１６０は、ＤＣＳ　１
４０から受信した情報を優先順位付けするように構成されうる。例えば、ＳＳ　１６０は
、問題識別解析、根本原因解析、問題解決解析、および同様のもの、さらにはこれらのさ
まざまな組合せなどの機能を実行するように構成されうる。
【０１０９】
　一実施形態において、ＳＳ　１６０は、ＤＣ　１３０からのデータの収集の制御、ＤＣ
Ｓ　１４０による収集データの処理の制御、および同様の処理、さらにはこれらのさまざ
まな組合せを行う際にＤＣＳ　１４０によって使用される制御情報をＤＣＳ　１４０に送
信するように構成される。一実施形態において、そのような制御情報は、ＳＳ　１６０で
（例えば、例示的なワイヤレス通信システム１００の要素、例示的なワイヤレス通信シス
テム１００の外部の要素から、および同様の要素から）受信したトリガ要求に応答してＳ
Ｓ　１６０によって送信されうる。
【０１１０】
　一実施形態において、ＳＳ　１６０は、ネットワーク解析機能をサポートする１つまた
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は複数の追加の機能を実行するように構成される。例えば、ＳＳ　１６０は、テストを実
行するか、またはテストを実行するよう他の要素に命令する必要性を識別すること、ツー
ルセットからのプロンプトに応答すること、すでに収集されているデータを利用すること
（例えば、制御データ収集のため、収集データを解析する際に使用するため、さまざまな
管理機能を実行する際に使用するため、および同様の目的のため）、および同様の操作、
さらにはこれらのさまざまな組合せのうちの１つまたは複数を行うように構成されうる。
【０１１１】
　一実施形態において、ＳＳ　１６０は、本明細書に図示され説明されているさまざまな
タイプの情報へのアクセスおよび／または提示を行えるようにするためのグラフィカル・
ユーザー・インターフェース（ＧＵＩ）をサポートする。
【０１１２】
　ＧＵＩは、本明細書に図示され説明されている任意の情報へのアクセスおよび／または
制御を行えるようにすることができる。例えば、このようなＧＵＩは、データ収集トリガ
情報（例えば、トリガー・リスト、トリガ規則（例えば、閾値、条件、および同様のもの
）、および同様のもの）、データ収集フィードバック情報、データ収集制御情報、収集デ
ータ、ビジネス・ロジック、収集データ処理規則、収集データの解析からの結果（例えば
、問題識別解析結果、根本原因解析結果、および同様のもの）、および同様のもの、さら
にはこれらのさまざまな組合せのうちの１つまたは複数へのアクセスおよび／または制御
を行えるようにすることができる。ＧＵＩを介して利用可能な情報は、好適な任意のフォ
ーマットで提示されうることに留意されたい（例えば、識別された、または潜在的な問題
の要素および位置を示すネットワーク・マップの提示、解析結果を示すチャートおよびグ
ラフ、ならびに同様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せ）。ＧＵＩは、ネットワ
ークの特定の部分を掘り下げてより詳しい情報に次々にアクセスする機能、問題もしくは
潜在的問題の影響を受ける顧客を識別する機能、および同様の機能、さらにはこれらのさ
まざまな組合せを実行することができる。
【０１１３】
　ＧＵＩは、好適なユーザがアクセス可能であるものとしてよい。一実施形態において、
例えば、ＧＵＩは、ネットワーク運用技術者（例えば、ネットワーク運用センターまたは
他の好適な場所にいるローカルの技術者、ＵＥ　１０２ｏを使用するリモートの技術者、
および同様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せ）がアクセス可能であるものとし
てよい。一実施形態において、例えば、ＧＵＩは、顧客がアクセス可能であるものとして
よく、したがって、顧客はログインして、問題を報告すること、問題解析および解決の結
果を判定すること、同様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せなどの機能を実行す
ることができる。ＧＵＩは、他の好適なユーザがアクセス可能であるものとしてよい。
【０１１４】
　一実施形態において、ＳＳ　１６０は、位置情報サービス（ＬＢＳ）情報を格納する（
例えば、ＬＴＥネットワーク１１０、ＤＣＳ　１４０、および同様のもの、さらにはこれ
らのさまざまな組合せのうちの１つまたは複数で使用するため）。ＬＢＳ情報は、本明細
書で説明されているように、さまざまな機能を実行するために使用されうる。
【０１１５】
　一実施形態において、ＳＳ　１６０は、１つまたは複数の外部アプリケーション・プロ
グラミング・インターフェース（ＡＰＩ）をサポートしており、これを介して、ＳＳ　１
６０は、１つまたは複数の他のシステムと通信することができる。ＳＳ　１６０は、１つ
または複数の他のシステムと通信することで、例示的なワイヤレス通信システム１００内
から決定される情報と例示的なワイヤレス通信システム１００の外部から決定される情報
との相関を求めること、さまざまな管理機能を実行する際に使用するため例示的なワイヤ
レス通信システム１００内から決定される情報を他のシステム（複数可）に供給すること
、および同様のこと、さらにはこれらのさまざまな組合せを行うことができる。
【０１１６】
　一実施形態において、ＳＳ　１６０は、ＤＣＳ　１４０によって実行されるものとして
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本明細書に図示され説明されている機能のうちの１つまたは複数を実現するように構成さ
れうる（例えば、ＤＣＳ　１４０によって実行されるそのような機能に加えて、および／
またはその代わりに）。
【０１１７】
　特定の機能が特定の要素によって実行される実施形態に関して本明細書にもっぱら図示
され説明されているが、本明細書に図示され説明されているさまざまな機能のうちの少な
くとも一部は、他の要素によって、要素の組合せによって、および同様のものによって、
これらのさまざまな組合せによって実行されうることに留意されたい。
【０１１８】
　一実施形態において、ＵＥ　１０２、ＤＣ　１３０、およびＤＣＳ　１４０は、さまざ
まな機能を実現するように連携しうる。一実施形態において、例えば、ＵＥ　１０２、Ｄ
Ｃ　１３０、およびＤＣＳ　１４０は、（１）ＵＥ　１０２上で利用可能な診断アプリケ
ーションを使用して、データ収集および／またはＤＣ　１３０への既存データの保存をト
リガする機能（例えば、データ収集制御情報を１つまたは複数のＤＣ　１３０にＤＣＳ　
１４０が送信するトリガとなる、診断アプリケーションからＤＣＳ　１４０へのデータ収
集フィードバック情報の供給を介して）、（２）ＵＥ　１０２上で利用可能なデータ（例
えば、エラー情報、診断情報、位置情報、および同様の情報）を解析し、相関を求め、デ
ータをＤＣＳ　１４０に供給する機能、（３）一定の期間、特定のコンシューマＵＥ　１
０２および／またはコンシューマＵＥ　１０２のクラスに関連する、データ・トラヒック
を分離し、休止する機能のうちの１つまたは複数を実現するように連携しうる。多くのこ
のような機能は、そのような機能を実現するために個別の要素によって実行される関連機
能を背景として図示され説明されていることにも留意されたい。
【０１１９】
　一実施形態において、ＤＣＳ　１４０およびＳＳ　１６０は、さまざまな機能を実現す
るように連携しうる。一実施形態において、例えば、ＤＣＳ　１４０およびＳＳ　１６０
は、（１）ネットワークおよび／またはエンドユーザー・サービス障害を検出し、解析し
、トラブルシュートするために、さまざまなデバイス（例えば、コンシューマＵＥ　１０
２、ネットワーク上でワイヤレス・セルラー通信を使用する他のコンピューティング・デ
バイス、ネットワーク・データ経路にそって配設されたＤＣ　１３０、および同様のもの
）から収集されたデータをトラップし、キャプチャし、ソートし、優先順位付けし、およ
び解析するように例示的な通信システムのシステム要素を構成する機能、および（２）ア
プリケーション・プログラミング・インターフェースを使用して、アプリケーションとネ
ットワーク内のデータ・キャプチャ／システムとの間のデータの外部システムおよびシス
テム内の共有を可能にする機能のうちの１つまたは複数を実現するように連携しうる。
【０１２０】
　さまざまな機能および能力を実現する機能要素の組合せの使用を示す前記の例は、単な
る例にすぎないこと、および本明細書に図示され説明されているさまざまな他の能力およ
び機能は、さまざまな他の方法でさまざまな機能要素にまたがって分散されうることに留
意されたい。
【０１２１】
　さまざまな機能および能力を実現する機能要素の組合せの使用を示す前記の例は、単な
る例にすぎないこと、さまざまな機能要素に関して本明細書で説明されているように、少
なくともいくつかのそのような機能は機能要素の説明されている組合せの各機能要素上で
実行される特定の副機能を使用して実現されることにさらに留意されたい。
【０１２２】
　一実施形態において、ネットワーク診断トリガおよびトラヒック・キャプチャ・デバイ
スとしてＵＥ　１０２を使用するための機能が実現される。本明細書に説明されているよ
うに、ＵＥ　１０２は、そのような機能を円滑に実行できるように構成された関連アプリ
ケーション１０３を備えることができる。ネットワーク診断トリガおよびトラヒック・キ
ャプチャ・デバイスとしてのＵＥ　１０２の使用は、少なくともいくつかの特徴に関して
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、ＵＥ　１０２のタイプ（例えば、コンシューマＵＥ　１０２ｃまたはオペレータＵＥ　
１０２ｏ）に依存しうる。
【０１２３】
　ネットワーク診断トリガおよびトラヒック・キャプチャ・デバイスとしてのコンシュー
マＵＥ　１０２ｃの使用に対する例示的な実施形態の説明は以下のとおりである。コンシ
ューマＵＥ　１０２ｃには、アプリケーション１０３ｃがインストールされている。アプ
リケーション１０３ｃは、好適な任意の方法でコンシューマＵＥ　１０２ｃにダウンロー
ドされうる（例えば、ユーザによる要求に応答してコンシューマＵＥ　１０２ｃにダウン
ロードされる、ＷＮＳＰによってコンシューマＵＥ　１０２ｃにプッシュされる、および
同様の操作がなされる）。アプリケーション１０３ｃは、コンシューマＵＥ　１０２ｃ上
ですでに実行中であるか、またはコンシューマＵＥ　１０２ｃ上で起動されている可能性
がある。コンシューマＵＥ　１０２ｃのユーザは、アプリケーション１０３ｃを認識して
いてもしていなくてもよく、コンシューマＵＥ　１０２ｃの通常使用を続けることができ
る。アプリケーション１０３ｃは、アプリケーション１０３ｃが監視機能を実行するイベ
ントを識別するプロセスを実行する。アプリケーション１０３ｃは、ＡＳ　１５０と通信
し、テスト・データがアプリケーション１０３ｃとＡＳ　１５０との間で送信される。ア
プリケーション１０３ｃは、テスト・データおよび、オプションにより、他のネットワー
ク性能インジケータに基づき情報を収集する。アプリケーション１０３ｃは、位置情報（
例えば、ＬＢＳベースの位置情報、ＧＰＳデータ、および同様のもの）を収集するプロセ
スを実行し、そのような位置情報は、さまざまなデータ収集機能および／または収集デー
タ解析機能を制御するためにＤＣＳ　１４０によって使用されうる。コンシューマＵＥ　
１０２ｃをサポートするネットワーク要素に関連するＤＣ　１３０は、コンシューマＵＥ
　１０２ｃに対するデータを収集し、格納する（例えば、アプリケーション１０３ｃとＡ
Ｓ　１５０との間のデータ経路にそって）（例えば、ＤＣ　１３０は、そのようなデータ
をすでに収集している可能性があり、および／またはＤＣＳ　１４０は、ＤＣ　１３０を
構成するように適合されているデータ収集制御情報を提供することができる）。ＤＣＳ　
１４０は、コンシューマＵＥ　１０２ｃに関連するＤＣ　１３０から収集データを受信し
、これはコンシューマＵＥ　１０２ｃ上で収集されたデータも含みうる。ＤＣ　１３０は
収集データをＤＣＳ　１４０に供給するように構成されうる、ＤＣＳ　１４０はＤＣ　１
３０に収集データを定期的に要求するように構成されうる、および同様の構成がなされう
る。アプリケーション１０３ｃは、定義済みイベントがアプリケーション１０３ｃによっ
て検出されたときにＤＣＳ　１４０へのメッセージをトリガすることもできる。ＤＣＳ　
１４０は、定義済みイベントを識別すること、イベントの位置を識別すること、ネットワ
ーク性能をさらに解析する際に追加のデータが必要であるか、または使用するのが望まし
いかどうかを決定すること、および同様のこと、さらにはこれらのさまざまな組合せなど
の機能を実行するために収集データを処理する。ＤＣＳ　１４０は、ＤＣ　１３０の環状
バッファまたは他の好適な記憶域を介して最近の期間の収集データをＤＣ　１３０に問い
合わせること、テスト・データ・ストリーム（例えば、アプリケーション１０３ｃおよび
／またはＡＳ　１５０の）を制御すること、ＤＣ　１３０を制御して追加のデータを収集
するようＤＣ　１３０に命令すること、および同様補操作、さらにはこれらのさまざまな
組合せなどの機能を実行することもできる。ＤＣＳ　１４０は、特定のＵＥ　１０２ｃま
たはＵＥ　１０２ｃのグループが、ネットワーク性能問題を引き起こすことに関わってい
るか、または引き起こす疑いがあると予防的に判定するために収集データを処理すること
ができる。ＤＣＳ　１４０は、危機的イベント、ネットワーク性能、地理的領域、論理的
領域（例えば、ネットワーク・アーキテクチャ／ネットワーク位置による）、ネットワー
ク性能劣化を引き起こしているか、または引き起こしている可能性のあるデバイス（複数
可）、および同様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せの解析を実行することがで
きる。ＤＣＳ　１４０は、格納し、追加の解析および関連する管理機能を実行する際に使
用する情報をＳＳ　１６０に供給することができる。ＤＣＳ　１４０は、コンシューマＵ
Ｅ　１０２ｃに対するネットワーク・トラヒックを休止させることができる（例えば、ネ
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ットワークに対する影響が決定され解析されるように、一定の期間にわたって）、ＳＳ　
１６０は、１つまたは複数の標準インターフェースを介して１つまたは複数の他の解析シ
ステムでデータの相関を求めるように構成されうる。ＳＳ　１６０は、検出されたイベン
トに関してネットワーク運用技術者に通知するように構成されうる。ＳＳ　１６０は、さ
まざまな管理機能を実行する（例えば、根本原因解析を実行する、是正解析を実行する、
および同様の操作を行う）際にネットワーク運用技術者によって使用される情報（例えば
、イベントの識別、問題もしくは潜在的問題に関連する位置情報、および同様のもの）を
ネットワーク運用技術者に提供するように構成されうる。前記の機能は、例示的な実施形
態を背景としてもっぱら説明されているが、これらの機能のさまざまな組合せは、本明細
書に図示され説明されている他のさまざまな実施形態の範囲内で利用されうる。
【０１２４】
　ネットワーク診断トリガおよびトラヒック・キャプチャ・デバイスとしてのオペレータ
ＵＥ　１０２ｏの使用に対する例示的な実施形態の説明は以下のとおりである。オペレー
タＵＥ　１０２ｏは、ネットワーク運用技術者によって現場の特定の地理的位置へ持ち出
される（例えば、１つまたは複数の顧客の苦情に応じて、ＷＮＳＰによる問題もしくは潜
在的問題の識別に応答して、および同様の対応により）。オペレータＵＥ　１０２ｏは、
関連するＷＮＳＰがネットワーク診断をサポートする１つまたは複数の機能を実行する必
要があることを識別したときにネットワーク運用技術者によって現場の特定の地理的位置
に持ち出すことができる（例えば、テストを実行するため、ＤＣ　１３０を制御してデー
タを収集するため、ＤＣＳ　１４０を制御するため、収集データを解析するため、および
同様の作業のため、さらにはこれらのさまざまな組合せを行うため）。オペレータＵＥ　
１０２ｏには、アプリケーション１０３ｏがインストールされている。アプリケーション
１０３ｏは、好適な任意の方法でオペレータＵＥ　１０２ｏ上に構成されうる（例えば、
オペレータＵＥ　１０２ｏ上に事前構成される、ネットワーク運用技術者による要求に応
答してオペレータＵＥ　１０２ｏにダウンロードされる、および同様の操作がなされる）
。アプリケーション１０３ｏは、ネットワーク運用技術者によって制御されるように構成
される。アプリケーション１０３ｏは、アプリケーション１０３ｏが監視機能を実行する
イベントを識別するプロセスを実行する。アプリケーション１０３ｏは、ＡＳ　１５０と
通信し、テスト・データがアプリケーション１０３ｏとＡＳ　１５０との間で送信される
。アプリケーション１０３ｏは、テスト・データおよび、オプションにより、他のネット
ワーク性能インジケータに基づき情報を収集する。アプリケーション１０３ｏは、位置情
報（例えば、ＬＢＳベースの位置情報、ＧＰＳデータ、および同様のもの）を収集するプ
ロセスを実行し、そのような位置情報は、さまざまなデータ収集機能および／または収集
データ解析機能を制御するためにＤＣＳ　１４０によって使用されうる。オペレータＵＥ
　１０２ｏをサポートするネットワーク要素に関連するＤＣ　１３０は、オペレータＵＥ
　１０２ｏに対するデータを収集し、格納する（例えば、アプリケーション１０３ｏとＡ
Ｓ　１５０との間のデータ経路にそって）（例えば、ＤＣ　１３０は、そのようなデータ
をすでに収集している可能性があり、および／またはＤＣＳ　１４０は、ＤＣ　１３０を
構成するように適合されているデータ収集制御情報を提供することができる）。アプリケ
ーション１０３ｏは、ネットワーク運用技術者がデータ収集のさまざまな態様（例えば、
収集されるデータのタイプ、収集されたデータの量、および同様のもの）を制御するため
の機能を備える。ＤＣＳ　１４０は、オペレータＵＥ　１０２ｏに関連するＤＣ　１３０
からデータを受信し、これはオペレータＵＥ　１０２ｏ上で収集されたデータも含みうる
。ＤＣ　１３０は収集データをＤＣＳ　１４０に供給するように構成されうる、ＤＣＳ　
１４０はＤＣ　１３０に収集データを定期的に要求するように構成されうる、および同様
の構成がなされうる。アプリケーション１０３ｏは、ネットワーク運用技術者がデータが
（例えば、オペレータＵＥ　１０２ｏおよび／またはＤＣ　１３０から）解析のためにＤ
ＣＳ　１４０にいつ送信されるかを指定するための機能を備えることができる。アプリケ
ーション１０３ｏは、定義済みイベントがアプリケーション１０３ｏによって検出された
ときにＤＣＳ　１４０へのメッセージをトリガすることもできる。ＤＣＳ　１４０は、定
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義済みイベントを識別すること、イベントの位置を識別すること、ネットワーク性能をさ
らに解析する際に追加のデータが必要であるか、または使用するのが望ましいかどうかを
決定すること、および同様のこと、さらにはこれらのさまざまな組合せなどの機能を実行
するために収集データを処理する。ＤＣＳ　１４０は、ＤＣ　１３０の環状バッファまた
は他の好適な記憶域を介して最近の期間の収集データをＤＣ　１３０に問い合わせること
、テスト・データ・ストリーム（例えば、アプリケーション１０３ｏおよび／またはＡＳ
　１５０の）を制御すること、ＤＣ　１３０を制御して追加のデータを収集するようＤＣ
　１３０に命令すること、および同様の操作、さらにはこれらのさまざまな組合せなどの
機能を実行することもできる。ＤＣＳ　１４０は、特定のＵＥ　１０２ｃまたはＵＥ　１
０２ｃのグループが、ネットワーク性能問題を引き起こすことに関わっているか、または
引き起こす疑いがあると予防的に判定するために収集データを処理することができる。Ｄ
ＣＳ　１４０は、危機的イベント、ネットワーク性能、地理的領域、論理的領域（例えば
、ネットワーク・アーキテクチャ／ネットワーク位置による）、ネットワーク性能劣化を
引き起こしているか、または引き起こしている可能性のあるデバイス（複数可）、および
同様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せの解析を実行することができる。ＤＣＳ
　１４０は、格納し、追加の解析および関連する管理機能を実行する際に使用する情報を
ＳＳ　１６０に供給することができる。ＤＣＳ　１４０は、コンシューマＵＥ　１０２ｃ
に対するネットワーク・トラヒックを休止させることができる（例えば、ネットワークに
対する影響が決定され解析されるように、一定の期間にわたって）、ＳＳ　１６０は、１
つまたは複数の標準インターフェースを介して１つまたは複数の他の解析システムでデー
タの相関を求めるように構成されうる。ＳＳ　１６０は、検出されたイベントに関してネ
ットワーク運用技術者に通知するように構成されうる。ＳＳ　１６０は、さまざまな管理
機能を実行する（例えば、根本原因解析を実行する、是正解析を実行する、および同様の
操作を行う）際にネットワーク運用技術者によって使用される情報（例えば、イベントの
識別、問題もしくは潜在的問題に関連する位置情報、および同様のもの）をネットワーク
運用技術者に提供するように構成されうる。前記の機能は、例示的な実施形態を背景とし
てもっぱら説明されているが、これらの機能のさまざまな組合せは、本明細書に図示され
説明されている他のさまざまな実施形態の範囲内で利用されうる。
【０１２５】
　図２は、ネットワーク性能解析で使用するためのデータの収集を制御するためのネット
ワーク解析機能の使用例を示す、図１の例示的なワイヤレス通信システムを示す。図２は
、一般的に、コンシューマＵＥ　１０２ｃがプロセスに参加しているコンシューマ・ベー
スの実施形態およびオペレータＵＥ　１０２ｏがプロセスに参加しているオペレータ・ベ
ースの実施形態に適用可能である。
【０１２６】
　ステップ２０１で、ＤＣＳ　１４０は、監視情報をＵＥ　１０２のアプリケーション１
０３に送信する。監視情報は、ＵＥ　１０２のアプリケーション１０３によって実行され
る監視を定義する。例えば、監視情報により、ＵＥ　１０２のアプリケーション１０３が
、さまざまなイベント、トリガ条件、および同様のものを監視することを指定することが
できる。監視情報は、好適な任意の方法で指定されうる（例えば、規則、閾値、および同
様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せを使用して）。ＵＥ　１０２のアプリケー
ション１０３がＤＣＳ　１４０から監視情報を受信する一実施形態に関してもっぱら図示
され説明されているが、ＵＥ　１０２のアプリケーション１０３は、他の任意の好適な要
素（例えば、ＡＳ　１５０、ＳＳ　１６０、または他の好適な任意の要素（複数可））か
ら監視情報を受信することができることに留意されたい。
【０１２７】
　ステップ２０２で、ＵＥ　１０２のアプリケーション１０３は、受信された監視情報に
基づき監視を実行する。例えば、ＵＥ　１０２のアプリケーション１０３は、１つまたは
複数のイベント、トリガ条件、および同様のものを検出することを目的として監視するこ
とができる。例えば、イベントは、呼のドロップであってよい（例えば、これは、アプリ
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ケーション１０３がアプリケーション１０３によって収集された関連する呼関係データを
ＤＣＳ　１４０に送信するトリガとなりうる）。例えば、イベントは、データ・セッショ
ンのドロップであってよい（例えば、これは、アプリケーション１０３がアプリケーショ
ン１０３によって収集された関連するセッション関係データをＤＣＳ　１４０に送信する
トリガとなりうる）。例えば、ＵＥ　１０２のユーザは、（例えば、アプリケーション１
０３を介して、または他の任意の好適な方法で）、自分のエクスペリエンスの質が許容で
きないということを指示することができ、アプリケーション１０３は、アプリケーション
１０３が収集データをＤＣＳ　１４０に送信することをトリガするイベントとしてそのよ
うな指示を検出することができる。さまざまな他のタイプのイベントが定義され、同様に
、さまざまな他のタイプのイベント（例えば、閾値の交差、パケット損失の検出、テスト
・パケットの受信、および同様の動作）を検出するために監視が実行されうることに留意
されたい。
【０１２８】
　ステップ２０３で、ＵＥ　１０２のアプリケーション１０３は、監視情報に基づき実行
される監視に基づきイベントを検出すると、データ収集フィードバック情報をＤＣＳ　１
４０に送信する。図２において、データ収集フィードバック情報は、アプリケーション１
０３からＤＣＳ　１４０に報告されるイベントの形態で与えられるが、そのようなデータ
収集フィードバック情報は、他の好適な形でＤＣＳ　１４０に供給されうることに留意さ
れたい。本明細書で説明されているように、また図２に少なくとも部分的に記載されてい
るように、データ収集フィードバック情報は、イベント通知の送信元であるＵＥ　１０２
に関連するデバイス情報（例えば、ＵＥ　１０２の識別子、ＵＥ　１０２のデバイス・タ
イプ、および同様のもの）、イベントに関連する詳細（例えば、イベントを検出すること
を目的として収集されるデータ、イベントの検出に応答して収集されるデータ、イベント
識別子／コード、および同様のもの）、イベントに関連する位置情報（例えば、ＬＢＳ情
報、ＧＰＳデータ、ジオロケーション・コード、および同様のもののうちの１つまたは複
数に基づくものとしてよい、イベントが検出されたときのＵＥ　１０２の位置）、タイム
スタンプ情報（例えば、アプリケーション１０３によってイベントが検出された日時、収
集データに関連するタイムスタンプ、および同様のもの）、ネットワーク経路情報（例え
ば、データ経路エンコード識別子、ネットワーク経路が決定される場合の元となるネット
ワーク・アクセス・ポイント識別情報、および同様のもの）、および同様のもの、さらに
はこれらのさまざまな組合せなどの情報を含みうる。
【０１２９】
　少なくともいくつかの実施形態では、コンシューマＵＥ　１０２ｃのアプリケーション
１０２ｃおよびオペレータＵＥ　１０２ｏのアプリケーション１０２ｏについて、監視、
イベント検出、およびデータ収集フィードバック情報の伝搬に関係する情報は、ＵＥ　１
０２に関連するデバイス・ステータス情報、ＵＥ　１０２に対する無線受信ステータス情
報（例えば、サービス・セクター識別子、信号強度、および同様のもの）、呼特徴付け情
報（呼の長さ、位置、および同様のもの）、アプリケーション関係データ（例えば、使用
中のアプリケーション、アプリケーション性能情報（例えば、ページのロードに要する時
間の長さ）、パケット・ドロップの量、データ・スループット、パケット遅延、ラウンド
・トリップ・タイム（ＲＴＴ）、ジッター、および同様のもの）、および同様のもの、さ
らにはこれらのさまざまな組合せに関して指定され、および／またはそのうちの１つまた
は複数を含みうる。このような情報は、イベント監視が基づく監視情報を定義するために
使用することができ、イベント検出の監視を背景として収集され、解析され、および／ま
たはイベントの検出に応答して報告されるデータ収集フィードバック情報として提供され
うることに留意されたい。このような情報は、ＵＥ　１０２上でアプリケーション１０３
によって収集され、アプリケーション１０３によってＵＥ　１０２から抽出され、および
同様の操作が加えられうることに留意されたい。情報の少なくとも一部は、アプリケーシ
ョン１０３によるイベントの検出前（例えば、そのような情報がアプリケーションによっ
て収集され、解析され、データ収集フィードバック情報がＤＣＳ　１４０に報告されるよ
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うにイベントが検出されたかどうかを判定する場合）、および／またはイベントの検出後
（例えば、イベントが検出されたことで、イベントがＤＣＳ　１４０に報告されるときに
そのような情報の収集がＤＣＳ　１４０に送られる場合）に収集されうることに留意され
たい。
【０１３０】
　少なくともいくつかの実施形態では、オペレータＵＥ　１０２ｏのアプリケーション１
０２ｏは、イベント監視が基づく監視情報、イベント検出の監視を背景とするデータの収
集および解析、および／またはイベントの検出に応答して報告されるデータ収集フィード
バック情報の伝搬の定義に関係する追加の機能（例えば、コンシューマＵＥ　１０２ｃと
オペレータＵＥ　１０２ｏの両方に関して説明されているものに加えて）を実現するよう
に構成されうる。例えば、アプリケーション１０３ｏは、オペレータＵＥ　１０２ｏのオ
ペレータが、アプリケーション１０３ｏから利用可能なリストから、関連するデータが収
集されうるように呼またはデータ・セッションを開始する特定の１つまたは複数のテスト
を選択できるように構成されうる。例えば、アプリケーション１０３ｏは、収集データを
ＤＣＳ　１４０に自動的に送信するように、および／またはＵＥ　１０２ｏのオペレータ
が収集データをＤＣＳ　１４０に送信することを選択できるように構成されうる。ステッ
プ２０４で、ＤＣＳ　１４０は、ＵＥ　１０２のアプリケーション１０３から受信された
データ収集フィードバック情報を処理する。
【０１３１】
　ＤＣＳ　１４０は、データ収集フィードバック情報を処理して、報告されるイベントに
関係する追加のデータの収集を開始するかどうかを決定することができる（例えば、イベ
ントがさらなる解析を必要としない異常であるかどうか、イベントがさらなる解析が有用
であるか、または有用でありうるようなトレンドもしくはより大きな問題の潜在的一部で
あるかどうか、および同様のこと）。
【０１３２】
　ＤＣＳ　１４０は、追加のデータの収集を開始することを決定した後（例えば、イベン
トに応答して、１つまたは複数の他の報告されたイベントと組み合わせたイベントに応答
して、および同様の応答で）、データ収集詳細情報に従ってデータの収集を制御するため
他の要素に伝搬されるデータ収集制御情報を生成するためにＤＣＳ　１４０によって使用
されうるデータ収集詳細情報を識別する。
【０１３３】
　ＤＣＳ　１４０は、ＵＥ　１０２からのデータ収集フィードバック情報を使用してデー
タ収集詳細情報を生成する。データ収集詳細情報は、データの収集を制御するためデータ
収集制御情報を生成する際に使用するのに適した任意の情報を含むことができる。
【０１３４】
　例えば、データ収集詳細情報は、データ収集要素と称されうるデータの収集元である要
素（複数可）の識別を含むことができる。例えば、データ収集要素は、ＤＣ　１３０（例
えば、ｅＮｏｄｅＢ　１１１、ＳＧＷ　１１２、ＰＧＷ　１１３、ＩＮＧ　１２０、およ
び同様のもの）、ＵＥ　１０２のアプリケーション１０３、ＡＳ　１５０、および同様の
ものを含みうる。
【０１３５】
　例えば、データ収集詳細情報は、収集するデータのタイプ（複数可）（例えば、制御ト
ラヒック、ベアラ・トラヒック、テスト・トラヒック、テスト結果、および同様のもの）
、データが収集される期間（例えば、すでに収集されているデータをＤＣＳ　１４０に供
給するようＤＣ　１３０に命令する、ＤＣＳ　１４０に供給するデータの収集を開始する
ようＤＣ　１３０に命令する、および同様の操作をする）、および同様のもの、さらには
これらのさまざまな組合せを指定することができる。
【０１３６】
　例えば、データ収集詳細情報は、実行される１つまたは複数のテストに関連する情報（
例えば、実行されるテストのタイプ、テストが実行される際に基づく条件、テストを実行
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する仕方、テストに応答して予想されるか、または望ましいテスト結果の指示、および同
様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せ）を指定することができる。例えば、その
ようなテストは、ＡＳ　１５０からＵＥ　１０２へのコンテンツのダウンロード、ＡＳ　
１５０とＵＥ　１０２との間のテスト・パケットの交換、および同様のものに関係するテ
ストを含みうる。
【０１３７】
　データ収集詳細情報は、データ収集を制御する際に使用するのに適した他のタイプ（複
数可）の情報を含むことができる。
【０１３８】
　一実施形態において、ＤＣＳ　１４０は、データ収集フィードバック情報の一部として
受信した位置情報を使用してデータ収集詳細情報の少なくとも一部を決定する。このよう
な一実施形態において、例えば、位置情報は、ネットワーク内で問題が発生している可能
性のある場所を突き止めるためＤＣＳ　１４０によって使用されうる。例えば、イベント
が検出されたときにＵＥ　１０２の地理的位置を示す受信した位置情報に基づき、ＤＣＳ
　１４０は、ＵＥ　１０２が現在（または少なくとも可能性として）ＬＴＥネットワーク
１１０（例示的には、ｅＮｏｄｅＢ　１１１）にアクセスするために経由するｅＮｏｄｅ
Ｂを識別することができる。位置情報からｅＮｏｄｅＢ　１１１を識別した、ＤＣＳ　１
４０は、次いで、ＵＥ　１０２のデータ・パケットに対する可能なデータ経路（例えば、
ｅＮｏｄｅＢ　１１１からＳＧＷ　１１２、ＰＧＷ　１１３への経路など）を決定するこ
とができる。その結果、ＤＣＳ　１４０は、ＵＥ　１０２に生じた問題のトラブルシュー
ティングを行うために解析することができるデータにアクセスできる、ＵＥ　１０２のデ
ータ経路上にある、ネットワーク要素をすでに識別している。ＤＣＳ　１４０は、次いで
、データ収集詳細情報の一部としてこれらの識別されたネットワーク要素のそれぞれを含
むことができる。
【０１３９】
　ＤＣＳ　１４０は、データ収集詳細情報を使用してデータ収集制御情報を生成する。デ
ータ収集制御情報は、データ収集詳細情報に関してデータ収集要素（複数可）に命令する
ように構成される。データ収集制御情報は、好適な任意のフォーマットで（例えば、実行
されるデータ収集機能の要素に命令するコマンドとして、実行されるデータ収集機能を決
定するため要素によって処理されうる情報として、および同様のものとして、さらにはこ
れらのさまざまな組合せとして）与えることができる。データ収集制御情報では、データ
収集詳細情報の少なくとも一部を使用することに留意されたい。例えば、データ収集制御
情報は、（１）ＤＣＳ　１４０に、ＵＥ　１０２に対して前の１５分間にわたって収集さ
れたベアラ・トラヒックを与えることが必要であることをｅＮｏｄｅＢ　１１１のところ
でＤＣ　１３０に指示するための情報、（２）５分以内に開始し、次の３０分間続く、Ｕ
Ｅ　１０２に対するベアラ・トラヒックの収集を開始し、収集されたベアラ・トラヒック
をＤＣＳ　１４０に与えることが必要であることをＳＧＷ　１１２のところでＤＣ　１３
０に指示するための情報、および（３）アプリケーション１０３とのテスト通信を開始し
、テスト結果をＤＣＳ　１４０に与えることが必要であることをＡＳ　１５０に指示する
ための情報などの情報を含みうる。データ収集制御情報は、好適な任意の要素（複数可）
をターゲットとし、好適なタイプのデータ収集機能を実行するよう要素に命令することが
できることに留意されたい（つまり、前記の例は、データ収集制御情報を介してＤＣＳ　
１４０によって制御されうる多くの異なるタイプのデータ収集機能のいくつかの例にすぎ
ない）。
【０１４０】
　ステップ２０５で、ＤＣＳ　１４０は、データ収集制御情報をデータの収集元となる要
素としてＤＣＳ　１４０によって識別されたデータ収集要素に伝搬する。図２において、
わかりやすくするために、データ収集制御情報は、ｅＮｏｄｅＢ　１１１のＤＣ　１３０
およびＳＧＷ　１１２に、またＵＥ　１０２のアプリケーション１０３に伝搬されるもの
としてしか示されていないが、データ収集制御情報は、ＤＣＳ　１４０から他の好適な任
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意の要素（例えば、ＰＧＷ　１１３のＤＣ　１３０、ＡＳ　１５０、および同様のもの）
に伝搬されうることに留意されたい。一実施形態において、例えば、ＤＣＳ　１４０は、
命令をｅＮｏｄｅＢ　１１１のＤＣ　１３０およびＳＧＷ　１１２に送信し、ＵＥ　１０
２に関連するベアラ・トラヒックを収集するようＤＣに命令する。（図２に示されている
）一実施形態において、例えば、ＤＣＳ　１４０は、ＵＥ　１０２のアプリケーション１
０３に命令を送信する（例えば、データを収集するようアプリケーション１０３に命令す
る、ＡＳ　１５０へのテスト・ストリームを開始し、テストの結果を報告するようアプリ
ケーション１０３に命令し、および同様の操作、さらにはこれらのさまざまな組合せを行
う）。（図２に示されていない）一実施形態において、例えば、ＤＣＳ　１４０は、ＡＳ
　１５０に命令を送信する（例えば、データを収集するようＡＳ　１５０に命令する、ア
プリケーション１０３へのテスト・ストリームを開始し、テストの結果を報告するようＡ
Ｓ　１５０に命令し、および同様の操作、さらにはこれらのさまざまな組合せを行う）。
【０１４１】
　ステップ２０６で、データ収集要素は、データ収集制御情報を受信し、データ収集制御
情報を処理して、収集しＤＣＳ　１４０に送るデータを決定し、収集データをＤＣＳ　１
４０に送信する。ＤＣＳ　１４０は、データ収集要素から収集データを受信する。
【０１４２】
　ステップ２０７で、ＤＣＳ　１４０は、データ収集要素から受信した収集データを解析
し、解析結果をＳＳ　１６０へ伝搬させる。ＤＣＳ　１４０は、格納するため生収集デー
タをＳＳ　１６０（および／または他のシステム）へ伝搬させることができる。ＳＳ　１
６０は、解析結果（および、オプションにより、生収集データ）を受信する。
【０１４３】
　ステップ２０８で、ネットワーク運用職員は、情報（例えば、解析結果、生収集データ
、および同様のもの）にアクセスし、アクセスされた情報に基づき管理機能を実行する。
図２に示されているように、ネットワーク運用職員は、ＮＯＣ内の端末を介して、コンピ
ュータ上のウェブを介して、モバイル・デバイスを介して、および同様のものを介して情
報にアクセスすることができる。ネットワーク運用職員は、解析結果を検討し、受信した
解析結果（および／または他の好適な情報）に基づき追加の解析を実行し、および同様の
操作を実行することができる。ネットワーク運用職員は、データ収集をターゲットとした
イベントの根本原因を特定するための根本原因解析、イベントをターゲットとした問題イ
ベントを解決することを試みるための問題解決解析、および同様の解析、さらにはこれら
のさまざまな組合せなどの１つまたは複数の管理機能を実行することができる。
【０１４４】
　少なくともいくつかの実施形態では、ネットワーク解析機能も、および／または代替的
に、１つまたは複数の追加のシナリオ、およびこれらのシナリオに関連付けられている関
連機能をサポートすることができる。いくつかの例示的なシナリオおよび関連機能が、図
３～７に関して図示され説明されている。関連機能の各グループを有する独立したシナリ
オとしてもっぱら図示され説明されているが（その少なくとも一部はシナリオの少なくと
も一部にわたって共通であってもよい）、（１）これらの例示的なシナリオおよび関連機
能のうちの少なくとも一部は、互いに組み合わされ、および／または本明細書に特に示さ
れ説明されている１つまたは複数のシナリオおよび関連機能と組み合わされ、および／ま
たは本明細書に図示され説明されているさまざまな実施形態の対象となる、および／また
は企図されるものとして理解され、および／または（２）例示的なシナリオのさまざまな
機能は、本明細書に図示され説明されている実施形態の範囲内で使用され、実施形態を形
成するように組み合わされ、および同様になされ、さらにこれらのさまざまな組合せで形
成されうることに留意されたい。
【０１４５】
　図３は、単一のＵＥがデータ収集サーバによるデータ収集の開始を引き起こすイベント
を識別する例示的な一実施形態を示す。図３は、図１の例示的なワイヤレス通信システム
の部分を示している。図３は、例示的なデータ収集システム３００を示している。例示的
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なデータ収集システム３００は、アプリケーション１０３ｃを備えるコンシューマＵＥ　
１０２ｃを備える（スマートフォンとして図示されているが、コンシューマＵＥ　１０２
ｃは他の好適な任意のタイプのデバイスであってもよい）。例示的なデータ収集システム
３００は、ｅＮｏｄｅＢ　１１１（これを介してコンシューマＵＥ　１０２ｃはＬＴＥネ
ットワーク１１０にアクセスする）、ＭＭＥ　１１５、およびＩＮＧ　１２０を備える。
例示的なデータ収集システム３００は、ｅＮｏｄｅＢ　１１１、ＭＭＥ　１１５、および
ＩＮＧ　１２０に関連するＤＣ　１３０と通信するように構成された、ＤＣＳ　１４０を
備える。例示的なデータ収集システム３００は、オペレータがラップトップを使用してア
クセスできる、ＳＳ　１６０を備える。
【０１４６】
　図３に示されているように、ユーザは、コンシューマＵＥ　１０２を介して、データ接
続を介して電話または電話サービスを使用している。アプリケーション１０３ｃは、１つ
または複数のプリセットされたイベント（例えば、見守るイベント）を監視し、コンシュ
ーマＵＥ　１０２ｃとｅＮｏｄｅＢ　１１１との間の無線通信リンク上のプリセットされ
たイベントの１つを検出する。アプリケーション１０３ｃは、検出されたイベントの詳細
をＤＣＳ　１４０にシグナリングで知らせる。ＤＣＳ　１４０は、そのようなイベントの
数を監視し、コンシューマＵＥ　１０２ｃ～ｅＮｏｄｅＢ　１１１～ＭＭＥ　１１５～Ｉ
ＮＧ　１２０の経路にそってデータ収集を開始するためのデータ収集制御情報を生成する
。データ収集制御情報は、ＤＣ　１３０がすでに収集されているデータを保存し、および
／またはデータの収集を開始することを行わせるように構成される。ＤＣＳ　１４０は、
ＤＣ　１３０から収集データを受信し、収集データを解析し、解析結果をＳＳ　１６０に
供給する。オペレータは、ラップトップ（または他の好適なデバイス）を使ってＳＳ　１
６０にアクセスし、追加の解析を実行するために必要なデータがすでに収集されており（
オペレータがそのようなデータの収集を開始し制御しなくても）、収集されたデータはす
でに解析されており、特定の問題がオペレータによる検討および考慮のためすでに利用可
能である（例えば、イベントに対する考えられる原因、問題を是正するために講じること
ができる考えられる対策、および同様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せ）こと
を知る。
【０１４７】
　図４は、単一のＵＥがネットワーク・オペレータによって設定されたパラメータに基づ
き収集サーバによるデータ収集の開始を引き起こすイベントを識別する例示的な一実施形
態を示す。図４は、図１の例示的なワイヤレス通信システムの部分を示している。図４は
、例示的なデータ収集システム４００を示している。例示的なデータ収集システム４００
は、関連するアプリケーション１０３ｃを有するコンシューマＵＥ　１０２ｃを備える（
スマートフォンとして図示されているが、コンシューマＵＥ　１０２ｃは他の好適な任意
のタイプのデバイスであってもよい）。例示的なデータ収集システム４００は、ｅＮｏｄ
ｅＢ　１１１（これを介してコンシューマＵＥ　１０２ｃはＬＴＥネットワーク１１０に
アクセスする）、ＳＧＷ　１１２、ＰＧＷ　１１３、およびＩＮＧ　１２０を備え、これ
らは図１に示されているように配置されている。例示的なデータ収集システム４００はＭ
ＭＥ　１１５を備え、ｅＮｏｄｅＢ　１１１とＭＭＥ　１１５との間の通信およびＭＭＥ
　１１５とＩＮＧ　１２０との間の通信を含む。例示的なデータ収集システム４００は、
図１に示されていないｅＮｏｄｅＢ　４１１（ＤＣ　１３０が関連付けられている）を備
え、これを介して、コンシューマＵＥ　１０２ｃはＬＴＥネットワーク１１０にアクセス
することができる。図４に示されているように、ｅＮｏｄｅＢ　１１１およびｅＮｏｄｅ
Ｂ　４１１はそれぞれ、ＳＧＷ　１１２とＭＭＥ　１１５の両方と通信する。例示的なデ
ータ収集システム３００は、ｅＮｏｄｅＢ　１１１、ｅＮｏｄｅＢ　４１１、ＳＧＷ　１
１２、ＰＧＷ　１１３、ＭＭＥ　１１５、およびＩＮＧ　１２０に関連するＤＣ　１３０
と通信するように構成された、ＤＣＳ　１４０を備える。ＤＣＳ　１４０は、ラップトッ
プを使用してオペレータによってアクセス可能である。
【０１４８】
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　図４に示されているように、オペレータは、ラップトップを使ってＤＣＳ　１４０にア
クセスし、データ収集システム４００全体に対するシステム・パラメータ（例えば、キー
性能インジケータ（ＫＰＩ）、閾値、イベント、および同様のもの）を定義する。ユーザ
は、コンシューマＵＥ　１０２ｃを介して、データ接続を介して電話または電話サービス
を使用している。アプリケーション１０３ｃは、プリセットされたイベントのうちの１つ
または複数を監視し、オペレータによって設定された閾値のうちの１つの違反を識別する
。アプリケーション１０３ｃは、検出された閾値違反の詳細をＤＣＳ　１４０にシグナリ
ングで知らせる。このときに、ＤＣ　１３０は、データ経路にそって、データを収集して
いる。ＤＣＳ　１４０は、オペレータによって構成されたパラメータおよびデータ経路（
例示的に、データ経路はコンシューマＵＥ　１０２ｃ～ｅＮｏｄｅＢ　１１１～ＳＧＷ　
１１２～ＰＧＷ　１１３～ＩＮＧ　１２０）を参照してインテリジェンス機能を使用して
、データ経路にそって追加のデータの収集を開始するためのデータ収集制御情報を生成す
る。データ収集制御情報は、ＤＣ　１３０が追加のデータの収集を開始することを行わせ
るように構成される。ＤＣＳ　１４０は、ＤＣ　１３０から収集データを受信し、収集デ
ータを解析する。オペレータは、ラップトップ（または他の好適なデバイス）を使ってＤ
ＣＳ　１４０にアクセスし、追加の解析を実行するために必要なデータがすでに収集され
ており（オペレータがそのようなデータの収集を開始し制御しなくても）、収集されたデ
ータはすでに解析されており、特定の問題がオペレータによる検討および考慮のためすで
に利用可能である（例えば、イベントに対する考えられる原因、問題を是正するために講
じることができる考えられる対策、および同様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合
せ）ことを知る。
【０１４９】
　図５は、データ収集サーバがデータ収集サーバによるデータ収集の開始を引き起こす複
数のイベントの相関を求める例示的な一実施形態を示す。図５は、図１の例示的なワイヤ
レス通信システムの部分を示している。図５は、例示的なデータ収集システム５００を示
しており、これは図４の例示的なデータ収集システム４００に実質的に類似しているが、
例示的なデータ収集システム５００は、ＬＴＥネットワーク１１０にアクセスするただ１
つのコンシューマＵＥ　１０２ｃを示す例示的なデータ収集システム４００とは反対に、
ＬＴＥネットワーク１１０にアクセスする複数のコンシューマＵＥ　１０２ｃを示してい
る。
【０１５０】
　図５に示されているように、複数のユーザが、関連するコンシューマＵＥ　１０２ｃを
介してＬＴＥネットワーク１１０にアクセスしている。これらのユーザは、それぞれ、デ
ータ接続を介して、電話もしくは電話サービスを利用している。それぞれのコンシューマ
ＵＥ　１０２ｃ上で、関連するアプリケーション１０３ｃが１つまたは複数のプリセット
されたイベント（例えば、見守るイベント）を監視する。最初に、コンシューマＵＥ　１
０２ｃのうちの１つで、アプリケーション１０３ｃが、コンシューマＵＥ　１０２ｃとｅ
ＮｏｄｅＢ　１１１との間の無線通信リンク上のデータ接続に基づきプリセットされたイ
ベントのうちの１つを検出する。アプリケーション１０３ｃは、検出されたイベントの詳
細をＤＣＳ　１４０にシグナリングで知らせる。ＤＣＳ　１４０は、単一の検出されたイ
ベントがさらなる処置（例えば、追加の解析、追加のデータの収集、および同様のこと）
を保証するかどうかを決定するための処理を（例えば、ＤＣＳ　１４０上に構成された１
つまたは複数のパラメータに基づき）実行する。この場合、ＤＣＳ　１４０は、検出され
たイベントが分離された場合であり、したがってこの時点ではさらなら処置を講じる必要
がないと決定すると仮定される。後で、他のコンシューマＵＥ　１０２ｃ上のアプリケー
ション１０３ｃは、イベントを検出し、検出されたイベントをＤＣＳ　１４０に報告する
。ＤＣＳ　１４０は、それらのイベントを処理し、それらのイベントが相関する、したが
って、さらなる処置が保証されると決定する。ＤＣＳ　１４０は、処理ロジックを使用し
て、データ収集詳細情報を決定する（例えば、追加のデータの収集元となる要素を識別す
る、収集する追加の情報のタイプを決定する、および同様の操作を行う）。ＤＣＳ　１４
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０は、識別された要素からデータ収集を開始するためのデータ収集制御情報を生成する。
データ収集制御情報は、ＤＣ　１３０がすでに収集されているデータを保存し、および／
またはデータの収集を開始することを行わせるように構成される。ＤＣＳ　１４０は、Ｄ
Ｃ　１３０から収集データを受信し、収集データを解析する。オペレータは、ラップトッ
プ（または他の好適なデバイス）を使ってＤＣＳ　１４０にアクセスし、追加の解析を実
行するために必要なデータがすでに収集されており（オペレータがそのようなデータの収
集を開始し制御しなくても）、収集されたデータはすでに解析されており、特定の問題が
オペレータによる検討および考慮のためすでに利用可能である（例えば、イベントに対す
る考えられる原因、問題を是正するために講じることができる考えられる対策、および同
様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せ）ことを知る。
【０１５１】
　図６は、ネットワーク・オペレータがデータ収集システムを使用して新しい市場セグメ
ントにおけるネットワーク性能をテストする例示的な一実施形態を示す。図６は、図１の
例示的なワイヤレス通信システムの要素と類似の少なくともいくつかの要素を示している
。図６は、例示的なデータ収集システム６００を示している。例示的なデータ収集システ
ム６００は、関連するアプリケーション１０３ｏを有するオペレータＵＥ　１０２ｏを備
える（スマートフォンとして図示されているが、オペレータＵＥ　１０２ｏは他の好適な
任意のタイプのデバイスであってもよい）。例示的なデータ収集システム６００は、４つ
のｅＮｏｄｅＢ　６１１、２つのＳＧＷ　６１２、１つのＰＧＷ　６１３、および１つの
ＩＮＤ　６２０を備え、それぞれ関連するＤＣ　１３０を備える。４つのｅＮｏｄｅＢ　
６１１は、これらのｅＮｏｄｅＢのうちの２つのｅＮｏｄｅＢがＳＧＷ　６１２の１つと
通信し、これらのｅＮｏｄｅＢのうちの他の２つのｅＮｏｄｅＢがＳＧＷ　６１２の他の
１つと通信するようにＳＧＷ　６１２と通信する。ＳＧＷ　６１２は、それぞれ、ＰＧＷ
　６１３と通信する。ＰＧＷ　６１３は、ＩＮＧ　６２０と通信する。例示的なデータ収
集システム３００は、ｅＮｏｄｅＢ　６１１、ＳＧＷ　６１２、ＰＧＷ　６１３、および
ＩＮＧ　６２０に関連するＤＣ　１３０と通信するように構成された、ＤＣＳ　１４０を
備える。ＤＣＳ　１４０は、ラップトップを使用してオペレータによってアクセス可能で
ある。
【０１５２】
　図６に示されているように、オペレータは、新しいマーケット６０１のエリアへ車でか
ける（例えば、そこでは複数の新しいｅＮｏｄｅＢ　６１１がその地理的領域内でワイヤ
レス・ネットワーク・アクセスを行えるようにすることを目的として配備されている）。
オペレータは、関連するアプリケーション１０３ｏが稼働しているオペレータＵＥ　１０
２ｏを携えている。アプリケーション１０３ｏは、１つまたは複数のイベントを監視する
ように構成され（例えば、コンシューマＵＥ　１０２ｃ上のアプリケーション１０３ｃに
類似している）、さらに、オペレータがＤＣＳ　１４０にアクセスし、制御できるように
構成される。オペレータは、アプリケーション１０３ｃを使用して、ＤＣＳ　１４０がオ
ペレータＵＥ　１０２ｏからのおよび／またはオペレータＵＥ　１０２ｏへのすべてのデ
ータを受信して監視できるようにＤＣ　１３０を有する要素によるデータ収集を開始すべ
きであることをＤＣＳ　１４０に通知することができる。オペレータは、アプリケーショ
ン１０３ｃを使用して、ＤＣＳ　１４０にアクセスし、さまざまな制御オペレーションを
実行することができる（例えば、ＫＰＩ、閾値、および同様のもの、さららにはこれらの
さまざまな組合せなどのパラメータを制御するため）。ＤＣＳ　１４０は、新しいマーケ
ット６０１の要素からデータ収集を開始するためのデータ収集制御情報を生成する。デー
タ収集制御情報は、ＤＣ　１３０がすでに収集されているデータを保存し、および／また
はデータの収集を開始することを行わせるように構成される。ＤＣＳ　１４０は、ＤＣ　
１３０から収集データを受信し、収集データを解析する。オペレータは、オペレータＵＥ
　１０２ｏ上のアプリケーション１０３ｏ（または他の好適な任意のデバイス）を介して
ＤＣＳ　１４０にアクセスし、解析情報のアクセスおよび検討、新しいマーケット６０１
のテストの適合、および同様の操作を実行する。
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【０１５３】
　図７は、データ収集サーバはデータ収集システムから情報を収集し、サードパーティ・
システムから情報を収集し、ネットワーク・オペレータによって使用される情報の相関を
求める例示的な一実施形態を示す。図７は、図１の例示的なワイヤレス通信システムの部
分を示している。図７は、例示的なデータ収集システム７００を示している。例示的なデ
ータ収集システム７００は、アプリケーション１０３ｃを備えるコンシューマＵＥ　１０
２ｃを備える（スマートフォンとして図示されているが、コンシューマＵＥ　１０２ｃは
他の好適な任意のタイプのデバイスであってもよい）。例示的なデータ収集システム７０
０は、ｅＮｏｄｅＢ　１１１（これを介してコンシューマＵＥ　１０２ｃはＬＴＥネット
ワーク１１０にアクセスする）、ＳＧＷ　１１２、ＰＧＷ　１１３、およびＩＮＧ　１２
０を備える。例示的なデータ収集システム７００は、ｅＮｏｄｅＢ　１１１、ＳＧＷ　１
１２、ＰＧＷ　１１３、およびＩＮＧ　１２０に関連するＤＣ　１３０と通信するように
構成された、ＤＣＳ　１４０を備える。例示的なデータ収集システム７００は、ＤＣＳ　
１４０およびＳＳ　１６０を備え、両方とも、オペレータがラップトップを使用してアク
セスできる、例示的なデータ収集システムは、サードパーティ・システム７７０も含み、
これはＳＳ　１６０と通信する。
【０１５４】
　図７に示されているように、ユーザは、コンシューマＵＥ　１０２ｃを介して、データ
接続を介して電話または電話サービスを使用している。アプリケーション１０３ｃおよび
ＤＣ　１３０は、１つまたは複数のプリセットされたイベントがないか監視する。ＤＣＳ
　１４０は、アプリケーション１０３ｃおよびＤＣ　１３０をポーリングし、ＤＣ　１３
０は、イベントが検出されると収集データをＤＣＳ　１４０に送信する。ＤＣＳ　１４０
は、受信データおよびイベントを解析して、追加のデータの収集が必要かまたは望ましい
かを決定する。例えば、ＤＣＳ　１４０は、ＤＣ　１３０のバッファを見て、１つまたは
複数の最近の時間フレームからさらにデータがないか調べることができる。例えば、ＤＣ
Ｓ　１４０は、実行される次のアクションを決定することができる（例えば、追加のデー
タを収集すること、ＬＴＥネットワーク１１０でテストの実行をトリガすること、および
同様の操作）。例えば、ＤＣＳ　１４０は、ＳＳ　１６０を介して、サードパーティ・シ
ステム７７０から情報を読み取る動作をすることができる（例えば、サードパーティＲＦ
解析呼トレース・システムからのデータがＳＳ　１６０を介してＤＣＳ　１４０に送信さ
れ、ＤＣ　１３０および／またはコンシューマＵＥ　１０２ｃからＤＣＳ　１４０で受信
された情報との相関を求める場合など）。オペレータは、ラップトップ（または他の好適
なデバイス）を使ってＤＣＳ　１４０にアクセスし、追加の解析を実行するために必要な
データがすでに収集されており（オペレータがそのようなデータの収集を開始し制御しな
くても）、収集されたデータはすでに解析されており、特定の問題がオペレータによる検
討および考慮のためすでに利用可能である（例えば、イベントに対する考えられる原因、
問題を是正するために講じることができる考えられる対策、および同様のもの、さらには
これらのさまざまな組合せ）ことを知る。
【０１５５】
　一実施形態において、ネットワーク休止機能が、本明細書に図示され説明されている実
施形態のうちの１つまたは複数と併せて設けられうる。一実施形態において、ネットワー
ク休止機能を使用することで、システム（例えば、ＤＣＳ　１４０、ＳＳ　１６０、およ
び同様のもの）は、１つまたは複数のコマンドを発行して１つまたは複数のＵＥ　１０２
上の通信を一時的に休止させることができる。ＵＥ　１０２に送信される休止コマンドで
は、好適な任意のパラメータを指定することができる。例えば、一時的休止の場合、コマ
ンドは、通信が即座に休止されることを指定することができ、ＵＥ　１０２が通信を再開
するまでに待たなければならない時間の長さ（例えば、１０秒、３０秒、６０秒、５分、
および同様の時間）を示す再開タイマーを備えることができる。ＵＥ　１０２上の通信の
休止／再開の制御は、他の好適な任意のパラメータを使用して制御されうる。ＵＥ　１０
２上の通信の休止は、さまざまな理由で実行されうる（例えば、ＵＥ　１０２によって報
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告されるイベントの診断を円滑にする、ネットワーク内の問題または潜在的問題の診断を
円滑にする、ＵＥ　１０２が他のＵＥに負の影響を及ぼすか、または及ぼす可能性のある
形でネットワーク・リソースを消費するのを防ぐ、および同様のこと、さらにはこれらの
さまざまな組合せ）。
【０１５６】
　図８は、ネットワークからのデータの収集を制御するための方法の一実施形態を示す。
図８の方法８００は、好適な要素（例えば、図１～７に関して図示され説明されているＤ
ＣＳ　１４０など）によって実行されうる。図８の方法８００は、図１～７に関連して読
んだときによりよく理解されうる。
【０１５７】
　ステップ８１０で、方法８００が開始する。
【０１５８】
　ステップ８２０で、データ収集フィードバック情報を受信する。データ収集フィードバ
ック情報は、検出されたイベントに関連する情報（例えば、イベントに関する詳細、イベ
ントの検出に関連する条件、イベントが検出されたときのワイヤレス・ユーザ・デバイス
の地理的位置、イベントに関連するタイムスタンプ情報、および同様のもの、さらにはこ
れらのさまざまな組合せ）を含むものとしてよい。
【０１５９】
　ステップ８３０で、ネットワークからデータ収集を開始するかどうかを決定する。決定
は、受信したデータ収集フィードバック情報および／または他の好適な任意の情報に基づ
き行うことができる。例えば、決定は、データ収集フィードバック情報で報告されたイベ
ントの重大度、関係するイベントの数の閾値が検出されたかどうか、および同様のこと、
さらにはこれらのさまざまな組合せに基づくものとしてよい。ネットワークからデータ収
集を開始しないという決定がなされた場合、方法８００は、ステップ８７０に進み、方法
８００は終了する。ネットワークからデータ収集を開始するという決定がなされた場合、
方法８００は、ステップ８４０に進む。
【０１６０】
　ステップ８４０で、データ収集詳細情報を決定する。データ収集詳細情報は、データ収
集フィードバック情報の少なくとも一部を使用して決定されうる。例えば、データ収集詳
細情報は、データの収集元となる要素の識別、収集されるデータのタイプ（複数可）、デ
ータが収集される期間、実行される１つまたは複数のテストに関連する情報、および同様
のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せを含むことができる。
【０１６１】
　データ収集フィードバック情報がワイヤレス・ユーザ・デバイスから受信され、ワイヤ
レス・ユーザ・デバイスの地理的位置を示す位置情報を含む（例えば、ワイヤレス・ユー
ザ・デバイスによるイベントの検出時、現在の時点、および同様の時点において）一実施
形態において、データ収集詳細情報の少なくとも一部が、ワイヤレス・ユーザ・デバイス
の地理的位置を示す位置情報に少なくとも一部は基づき決定されうる。
【０１６２】
　一実施形態において、例えば、ワイヤレス・ユーザ・デバイスの地理的位置を示す位置
情報を使用して、ネットワーク経路（例えば、ワイヤレス・アクセス・ノードからゲート
ウェイ、ＩＰネットワークまでの経路、ワイヤレス・アクセス・ノードからゲートウェイ
を超える地点、ＩＰネットワークへの経路、および同様の経路）の少なくとも一部を決定
し、この経路を介してワイヤレス・ユーザ・デバイスは通信しているか、または通信する
ことが可能である。
【０１６３】
　一実施形態において、例えば、ワイヤレス・ユーザ・デバイスの地理的位置を示す位置
情報を使用して、ワイヤレス・アクセス・ノードを識別し、これを介して、ワイヤレス・
ユーザ・デバイスは、ネットワークにアクセスする。例えば、ワイヤレス・ユーザ・デバ
イスの地理的位置を示す情報およびネットワーク内のワイヤレス・アクセス・ノードの地
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理的位置を識別する地理的位置情報が与えられると、ワイヤレス・ユーザ・デバイスによ
って報告される地理的位置に地理的に最も近いネットワーク内のワイヤレス・アクセス・
ノードをワイヤレス・アクセス・ノードとして識別することができる。
【０１６４】
　さらなる一実施形態において、例えば、ネットワーク経路の少なくとも一部は、ワイヤ
レス・アクセス・ノードの識別に基づき識別される。例えば、ワイヤレス・アクセス・ノ
ードの識別を使用して、ネットワーク経路上の次のネットワーク要素を識別することがで
き、この結果を使用してネットワーク経路上の次のネットワーク要素を識別し、という作
業を次々に、ネットワーク経路の一部／全部が識別されてしまうまで続けることができる
。ネットワーク経路上の前のノードの識別に加えて、他のタイプの情報もネットワーク経
路上の次のノードを識別するために使用されうることに留意されたい。ステップ８５０で
、データ収集制御情報を生成する。データ収集制御情報は、データ収集詳細情報の少なく
とも一部を使用して生成されうる。データ収集制御情報は、解析のため収集され提供され
るデータに関して１つまたは複数の要素に指示するように構成される。
【０１６５】
　ステップ８６０で、データ収集制御情報は、ネットワークへ伝搬される。
【０１６６】
　ステップ８７０で、方法８００は終了する。
【０１６７】
　（わかりやすくするため）終了として図示され説明されているが、方法８００を実行し
ている要素が、動作し続けることができること（例えば、データ収集フィードバック情報
を受信して処理すること、ネットワークの要素から収集したデータの解析を実行すること
、解析結果をシステムに供給すること、および同様の操作、さらにはこれらのさまざまな
組合せのために）、１つまたは複数の他の要素が、データ収集制御情報を受信すると１つ
または複数のデータ収集プロセスを実行することができること、および同様のことは理解
されるであろう。
【０１６８】
　図９は、イベントの検出に応答してデータ収集フィードバック情報を提供するための方
法の一実施形態を示す。図９の方法９００は、好適な要素（例えば、コンシューマまたは
オペレータＵＥ　１０２、ネットワーク要素、および同様のものなど）によって実行され
うる。図９の方法９００は、図１～７に関連して読んだときによりよく理解されうる。
【０１６９】
　ステップ９１０で、方法９００が開始する。
【０１７０】
　ステップ９２０で、イベント監視情報を受信する。イベント監視情報は、１つまたは複
数のイベントに対する監視条件を指定する（例えば、ＫＰＩ、閾値、規則、および同様の
もの、さらにはこれらのさまざまな組合せ）。
【０１７１】
　ステップ９３０で、イベントの検出に対する監視をイベント監視情報に基づき実行する
。ステップ９４０で、イベントの検出を監視している間に、イベントが検出されたかどう
かを判定する。イベントが検出されていない場合、方法９００はステップ９３０に戻り、
イベントの検出の監視を続ける。イベントが検出された場合、方法９００は、ステップ９
５０に進む。ステップ９３０および９４０は、単一のステップであるとみなされうること
に留意されたい。
【０１７２】
　ステップ９５０で、データ収集フィードバック情報を、イベントが検出に基づき決定す
る。データ収集フィードバック情報は、イベントの検出に関連する情報を含み、これを使
用してデータの収集を制御することができる。例えば、データ収集フィードバック情報は
、イベント通知の送信元であるＵＥ　１０２に関連するデバイス情報（例えば、ＵＥ　１
０２の識別子、ＵＥ　１０２のデバイス・タイプ、および同様のもの）、イベントに関連
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する詳細（例えば、イベントを検出することを目的として収集されるデータ、イベントの
検出に応答して収集されるデータ、イベント識別子／コード、および同様のもの）、イベ
ントに関連する位置情報（例えば、ＬＢＳ情報、ＧＰＳデータ、ジオロケーション・コー
ド、および同様のもののうちの１つまたは複数に基づくものとしてよい、イベントが検出
されたときのＵＥ　１０２の位置）、タイムスタンプ情報（例えば、アプリケーション１
０３によってイベントが検出された日時、収集データに関連するタイムスタンプ、および
同様のもの）、ネットワーク経路情報（例えば、データ経路エンコード識別子、ネットワ
ーク経路が決定される場合の元となるネットワーク・アクセス・ポイント識別情報、およ
び同様のもの）、および同様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せなどの情報を含
みうる。
【０１７３】
　ステップ９６０で、データ収集フィードバック情報は、システムによって実行されるデ
ータ収集を制御する際に使用するためシステムの方へ伝搬される。
【０１７４】
　ステップ９７０で、方法９００は終了する。
【０１７５】
　（わかりやすくするため）終了として図示され説明されているが、方法９００を実行し
ている要素が、動作し続けることができること（例えば、現在のイベント監視情報に基づ
きイベントを監視すること、新しいイベント監視情報を受信し、そのような新しいイベン
ト監視情報に基づきイベントを監視すること、および同様の操作、さらにはこれらのさま
ざまな組合せのために）、１つまたは複数の他の要素が、データ収集フィードバック情報
を受信した後に１つまたは複数のデータ収集プロセスを実行することができること、およ
び同様のことは理解されるであろう。
【０１７６】
　特定のタイプのエンドポイント・デバイス（例えば、スマートフォン）と併せてネット
ワーク解析機能の使用に関して本明細書にもっぱら図示され説明されているが、ネットワ
ーク解析機能の実施形態の少なくともいくつかは、他のタイプのエンドポイント・デバイ
ス（例えば、携帯電話、ネットワーク・アクセスのためにワイヤレス・セルラー技術を使
用するコンピュータ、パケット交換技術を利用する他のタイプの携帯電話ワイヤレス対応
デバイス、および同様のもの、さらにはこれらのさまざまな組合せ）とともに使用するた
めに適用可能であるものとしてよいことに留意されたい。同様に、ネットワーク解析機能
のさまざまな実施形態を、データ通信ネットワーク経路として使用するためにワイヤレス
・セルラー・ネットワーク・インターフェースに関連しうるデバイスと併せて使用するこ
とができることに留意されたい。
【０１７７】
　特定のタイプのワイヤレス・デバイス（例えば、スマートフォン、従来型の携帯電話、
および同様のもの）と併せてネットワーク解析機能の使用に関して本明細書にもっぱら図
示され説明されているが、さまざまな他のタイプのワイヤレス・デバイス（例えば、タブ
レット、ネットブック、機械－機械（Ｍ２Ｍ）デバイス、および同様のもの）が、イベン
トを監視し、データを収集し、フィードバック情報を供給し、ネットワーク解析機能のさ
まざまな実施形態をサポートする類似の機能を実行することができることに留意されたい
。
【０１７８】
　特定のタイプのワイヤレス通信ネットワーク（つまり、ＬＴＥ）と併せてネットワーク
解析機能の使用に関して本明細書にもっぱら図示され説明されているが、ネットワーク解
析機能の実施形態の少なくともいくつかは、他のタイプのワイヤレス通信ネットワーク（
例えば、ＣＤＭＡワイヤレス・ネットワーク、マイクロセルベースのネットワーク、フェ
ムトセルベースのネットワーク、および同様のもの）とともに使用するために適用可能で
あるものとしてよいことに留意されたい。
【０１７９】
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　ワイヤレス・ネットワークと併せてネットワーク解析機能の使用に関して本明細書にも
っぱら図示され説明されているが、ネットワーク解析機能の実施形態の少なくともいくつ
かは、有線通信ネットワークとともに使用するうえで適用可能であることに留意されたい
。
【０１８０】
　図１０は、本明細書で説明されている機能を実行する際に使用するのに適しているコン
ピュータの高水準ブロック図である。
【０１８１】
　図１０に示されているように、コンピュータ１０００は、プロセッサ要素７０２（例え
ば、中央演算処理装置（ＣＰＵ）および／または他の好適なプロセッサ（複数可））およ
びメモリ１００４（例えば、ランダム・アクセス・メモリ（ＲＡＭ）、リード・オンリー
・メモリ（ＲＯＭ）、および同様のもの）を備える。コンピュータ１０００は、オプショ
ンにより、連携モジュール／プロセス１００５および／またはさまざまな入出力デバイス
１００６（例えば、ユーザ入力デバイス（キーボード、キーパッド、マウス、および同様
のもの）、ユーザ出力デバイス（ディスプレイ、スピーカー、および同様のものなど）、
入力ポート、出力ポート、受信機、送信機、およびストレージ・デバイス（例えば、テー
プ・ドライブ、フロッピィ・ドライブ、ハード・ディスク・ドライブ、コンパクト・ディ
スク・ドライブ、および同様のもの））を備えることができる。
【０１８２】
　本明細書に図示され説明されている機能は、専用コンピュータを実装するために汎用コ
ンピュータ上で実行されるソフトウェアで実装され、および／またはハードウェア、１つ
または複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、および／または他のハードウェア等価
物上に実装されうることは理解されるであろう。一実施形態において、本明細書に図示さ
れ説明されている機能の少なくとも一部は、ネットワーク用のネットワーク解析ノード上
に実装されうる。一実施形態では、連携プロセス１００５は、メモリ１００４内にロード
され、プロセッサ１００２によって実行されることで、本明細書で説明されているような
機能を実装することができる。そのようなものとして、連携プロセス１００５（関連付け
られているデータ構造体を含む）は、コンピュータ可読記憶媒体、例えば、ＲＡＭメモリ
、磁気もしくは光ドライブもしくはディスケット、および同様のものに格納することがで
きる。
【０１８３】
　図１０に示されているコンピュータ１０００は、本明細書で説明されている機能要素お
よび／または本明細書で説明されている機能要素の一部分を実装するのに適した一般的ア
ーキテクチャおよび機能性を備えることは理解されるであろう。例えば、コンピュータ１
０００は、ＵＥ、ｅＮｏｄｅＢ、ＳＧＷ、ＰＧＷ、ＭＭＥ、ＨＳＳ、ＡＡＡサーバ、ルー
タ、ＩＮＧ、ＤＣＳ、ＡＳ、ＳＳ、および同様のもののうちの１つまたは複数を実装する
のに適した一般的アーキテクチャおよび機能性を備える。例えば、コンピュータ１０００
は、ＵＥ、ｅＮｏｄｅＢ、ＳＧＷ、ＰＧＷ、ルータ、およびＩＮＧのもののうちの１つま
たは複数上に実装された、または関連付けられているＤＣのうちの１つまたは複数を実装
するのに適した一般的アーキテクチャおよび機能性を備える。
【０１８４】
　本明細書でソフトウェア方法として説明される工程のいくつかは、ハードウェア内に、
例えば、プロセッサと連携してさまざまな方法ステップを実行する回路として実装するこ
とができることが企図されている。本明細書で説明されている機能／要素のいくつかの部
分は、コンピュータ命令がコンピュータにより処理されると、本明細書で説明されている
方法および／または技術が呼び出されるか、または何らかの方法により提供されるように
コンピュータの動作を適合させるコンピュータ・プログラム製品として実装することがで
きる。本発明の方法を呼び出す命令は、固定または取り外し可能媒体に格納するか、放送
または他の信号伝送媒体でデータ・ストリームを介して送信するか、および／または命令
に従って動作するコンピューティング・デバイス内のメモリ内に格納することができる。
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【０１８５】
　さまざまな実施形態の態様は、請求項において規定される。さまざまな実施形態のこれ
ら、および他の態様は、以下の番号が振られている項目において明示される。
【０１８６】
　１．ネットワークからのデータの収集を制御するための装置であって、
　　ネットワークのネットワーク経路を介して通信するように構成されたワイヤレス・ユ
ーザ・デバイスから、ワイヤレス・ユーザ・デバイスによるイベントの検出を示すフィー
ドバック情報を受信し、イベントが検出されたときのワイヤレス・ユーザ・デバイスの地
理的位置を示す位置情報をフィードバック情報が含み、
　　少なくとも一部は位置情報に基づき、イベントに関係するデータを収集するように構
成されたネットワーク経路のネットワーク要素を識別し、
　　識別されたネットワーク要素から収集データを要求するように適合されたメッセージ
を生成する
ように構成されたプロセッサを備える装置。
【０１８７】
　２．位置情報は、
　ワイヤレス・ユーザ・デバイスに関連する位置情報サービス（ＬＢＳ）情報、および
　ワイヤレス・ユーザ・デバイスに関連するグローバル・ポジショニング・システム（Ｇ
ＰＳ）データのうちの少なくとも１つを含む項目１に記載の装置。
【０１８８】
　３．位置情報を使用して、ワイヤレス・ユーザ・デバイスの地理的位置の近くに配置さ
れているワイヤレス・アクセス・ノードを識別することによって
　プロセッサが、イベントに関係するデータを収集するように構成されたネットワーク経
路のネットワーク要素を識別するように構成される
項目１に記載の装置。
【０１８９】
　４．識別されるネットワーク要素がワイヤレス・アクセス・ノードである項目３に記載
の装置。
【０１９０】
　５．プロセッサは、
　ネットワーク経路の少なくとも一部を、ワイヤレス・アクセス・ノードの識別に基づき
識別し、
　ネットワーク経路の識別された少なくとも一部からネットワーク要素を識別するように
構成される項目３に記載の装置。
【０１９１】
　６．ネットワークの識別されたネットワーク要素からの収集データを要求するように適
合されたメッセージは、
　データの収集を開始するようネットワーク要素に命令するように構成されたメッセージ
、
　すでに収集されているデータを取り出すようネットワーク要素に命令するように構成さ
れたメッセージ
のうちの少なくとも１つを含む項目１に記載の装置。
【０１９２】
　７．プロセッサは、
　生成されたメッセージを識別されたネットワーク要素の方へ伝搬する
ように構成される項目１に記載の装置。
【０１９３】
　８．プロセッサは、
　ネットワークの識別されたネットワーク要素から収集データを受信し、
　収集データを処理して管理機能を実現する
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ように構成される項目１に記載の装置。
【０１９４】
　９．プロセッサは、
　ワイヤレス・ユーザ・デバイスに向かって、イベントを監視するようにワイヤレス・ユ
ーザ・デバイスを構成するための条件情報を伝搬するように構成される項目１に記載の装
置。
【０１９５】
　１０．プロセッサは、
　ワイヤレス・ユーザ・デバイスおよびアプリケーション・サーバのうちの少なくとも１
つに向かって、ワイヤレス・ユーザ・デバイスとアプリケーション・サーバとの間でテス
トを実行する命令を含むメッセージを伝搬するように構成される項目１に記載の装置。
【０１９６】
　１１．プロセッサは、
　ワイヤレス・ユーザ・デバイスとアプリケーション・サーバとの間で実行されたテスト
に関連するテスト結果を受信し、
　テスト結果に少なくとも一部は基づきデータの収集元となる少なくとも１つのネットワ
ーク要素を識別するように構成される項目１に記載の装置。
【０１９７】
　１２．プロセッサは、
　ワイヤレス・ユーザ・デバイスに向かって、ワイヤレス・ユーザ・デバイスに一定期間
通信を休止させるように適合されたメッセージを伝搬するように構成される項目１に記載
の装置。
【０１９８】
　１３．ネットワークからのデータの収集を制御するための方法であって、
　ネットワークのネットワーク経路を介して通信するように構成されたワイヤレス・ユー
ザ・デバイスからのネットワーク・ノードで、ワイヤレス・ユーザ・デバイスによるイベ
ントの検出を示すフィードバック情報を受信するステップであって、イベントが検出され
たときのワイヤレス・ユーザ・デバイスの地理的位置を示す位置情報をフィードバック情
報が含むステップと、
　少なくとも一部は位置情報に基づき、イベントに関係するデータを収集するように構成
されたネットワーク経路のネットワーク要素を識別するステップと、
　識別されたネットワーク要素から収集データを要求するように適合されたメッセージを
生成するステップと
を含む方法。
【０１９９】
　１４．位置情報は、
　ワイヤレス・ユーザ・デバイスに関連する位置情報サービス（ＬＢＳ）情報、および
　ワイヤレス・ユーザ・デバイスに関連するグローバル・ポジショニング・システム（Ｇ
ＰＳ）データのうちの少なくとも１つを含む項目１３に記載の方法。
【０２００】
　１５．イベントに関係するデータを収集するように構成されたネットワーク経路のネッ
トワーク要素を識別するステップは、
　位置情報を使用して、ワイヤレス・ユーザ・デバイスの地理的位置の近くに配置されて
いるワイヤレス・アクセス・ノードを識別するステップを含む項目１３に記載の方法。
【０２０１】
　１６．ネットワーク経路の少なくとも一部を、ワイヤレス・アクセス・ノードの識別に
基づき識別するステップと、
　ネットワーク要素をネットワーク経路の識別された少なくとも一部から識別するステッ
プと
をさらに含む項目１５に記載の方法。
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　１７．生成されたメッセージを識別されたネットワーク要素に向かって伝搬するステッ
プ
をさらに含む項目１３に記載の方法。
【０２０３】
　１８．ネットワークの識別されたネットワーク要素から収集データを受信するステップ
と、
　収集データを処理して管理機能を実現するステップと
をさらに含む項目１３に記載の方法。
【０２０４】
　１９．ワイヤレス・ユーザ・デバイスに向かって、ワイヤレス・ユーザ・デバイスに一
定期間通信を休止させるように適合されたメッセージを伝搬するステップ
をさらに含む項目１３に記載の方法。
【０２０５】
　２０．コンピュータによって実行されたときに、ネットワークからのデータの収集を制
御するための方法をコンピュータに実行させる命令を格納するコンピュータ可読記憶媒体
であって、方法は、
　ネットワークのネットワーク経路を介して通信するように構成されたワイヤレス・ユー
ザ・デバイスから、ワイヤレス・ユーザ・デバイスによるイベントの検出を示すフィード
バック情報を受信するステップであって、イベントが検出されたときのワイヤレス・ユー
ザ・デバイスの地理的位置を示す位置情報をフィードバック情報が含むステップと、
　少なくとも一部は位置情報に基づき、イベントに関係するデータを収集するように構成
されたネットワーク経路のネットワーク要素を識別するステップと、
　識別されたネットワーク要素に、収集データを要求するように適合されたメッセージを
生成するステップと
を含むコンピュータ可読記憶媒体。
【０２０６】
　本発明の教示を組み込んださまざまな実施形態が、本明細書において図示され詳細に説
明されているが、当業者であれば、なおもこれらの教示を組み込んだ他の多くの変更実施
形態を容易に考案することができる。
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