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(57)【要約】
　ユーザ装置（ＵＥ）などのマルチモード無線通信装置
のためのアプリケーション・ルーティング・ポリシーを
確立し、実現する手法を本明細書及び特許請求の範囲に
おいて概括的に記載している。一部の例では、ＵＥのプ
ロファイル及びプラットフォーム構成に特有の情報が、
アクセス・ネットワーク発見機能（ＡＮＤＳＦ）サーバ
に通信される。ＡＮＤＳＦサーバは、特定のアプリケー
ション及び装置構成のための適切なネットワーク・オフ
ロード動作を扱うためにシステム間ルーティング・ポリ
シー（ＩＳＲＰ）を提供し得る。一部の例では、ＩＳＲ
Ｐは、特定のソフトウェア・アプリケーションからのフ
ローベースの、又は非シームレスベースのトラフィック
・オフロードに特有であり得る。本明細書及び特許請求
の範囲記載の手法は、ＡＮＤＳＦサーバから伝播させ、
３ＧＰＰロング・ターム・エボリューション／ロング・
ターム・エボリューションアドバンスド（ＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａ）エボルブド・パケット・コア（ＥＰＣ）ネット
ワーク・アーキテクチャにおいて確立されたオフロード
・ポリシーに関して種々のマルチモードＵＥモバイル・
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチモード・ユーザ装置（ＵＥ）であって、
　キャリアベースのアクセス・ネットワークのエボルブド・パケット・コア内に維持され
たアクセス・ネットワーク発見及び選択機能（ＡＮＤＳＦ）サーバからＡＮＤＳＦ管理オ
ブジェクトを受け取るよう構成された受け取り構成部分であって、前記ＡＮＤＳＦ管理オ
ブジェクトは、前記ＵＥのオペレーティング・システムのオペレーティング・システム識
別子（ＯＳＩｄ）に基づいたシステム間ルーティング・ポリシー（ＩＳＲＰ）を含み、前
記ＩＳＲＰは、前記ＵＥ上の動作のために構成されたソフトウェア・アプリケーションの
データをオフロードするためのアプリケーション・ネットワーク・ルーティング・ルール
を含む受け取り構成部分と、
　前記ＩＳＲＰに応じて、前記ソフトウェア・アプリケーションから生成されたデータの
、二次アクセス・ネットワークへのオフロードを行うよう構成されたルーティング構成部
分と
を備えるマルチモードＵＥ。
【請求項２】
　請求項１記載のマルチモードＵＥであって、第２のＡＮＤＳＦ管理オブジェクトを送信
するよう構成された送信構成部分を備え、前記第２のＡＮＤＳＦ管理オブジェクトはＵＥ
プロファイル情報を含み、前記ＵＥプロファイル情報は前記ＯＳＩｄを含むマルチモード
ＵＥ。
【請求項３】
　請求項２記載のマルチモードＵＥであって、前記ＵＥプロファイル情報は、ソフトウェ
ア・バージョン、ハードウェア・バージョン、又はハードウェア・アーキテクチャを含む
前記ＵＥの１つ又は複数の局面についての情報を含むマルチモードＵＥ。
【請求項４】
　請求項１記載のマルチモードＵＥであって、前記ＩＳＲＰは、非シームレス・オフロー
ド・ベースのルールを含むマルチモードＵＥ。
【請求項５】
　請求項４記載のマルチモードＵＥであって、前記非シームレス・オフロード・ベースの
ルールは、前記ソフトウェア・アプリケーションについての非シームレス・オフロード・
ベースのルーティング・ルールを含む前記ソフトウェア・アプリケーションのノードを含
むマルチモードＵＥ。
【請求項６】
　請求項１記載のマルチモードＵＥであって、前記ＩＳＲＰは、フローベースのルールを
含むマルチモードＵＥ。
【請求項７】
　請求項６記載のマルチモードＵＥであって、前記フローベースのルールは、前記ソフト
ウェア・アプリケーションについてのフローベースのルーティング・ルールを含む前記ソ
フトウェア・アプリケーションのノードを含むマルチモードＵＥ。
【請求項８】
　請求項１記載のマルチモードＵＥであって、前記キャリアベースのアクセス・ネットワ
ークは、３ＧＰＰロング・ターム・エボリューション又はロング・ターム・エボリューシ
ョン・アドバンスド（ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ）標準ファミリーのうちの標準に応じて動作し
、前記二次アクセス・ネットワークは、ＩＥＥＥ８０２．１１標準ファミリーからの標準
に応じて動作するマルチモードＵＥ。
【請求項９】
　請求項１記載のマルチモードＵＥであって、加速度計を備えるマルチモードＵＥ。
【請求項１０】
　請求項１記載のマルチモードＵＥであって、
　前記キャリアベースのアクセス・ネットワークと通信するよう構成された第１のトラン
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シーバと、
　前記二次アクセス・ネットワークと通信するよう構成された第２のトランシーバと
を備えるマルチモードＵＥ。
【請求項１１】
　アプリケーションベースのネットワーク・ルーティング・ポリシーを確立するために、
アクセス・ネットワーク発見及び選択機能（ＡＮＤＳＦ）サーバにおいて行われる方法で
あって、前記方法は、
　ユーザ装置（ＵＥ）のオペレーティング・システムのオペレーティング・システム識別
子（ＯＳＩｄ）を第１のＡＮＤＳＦ管理オブジェクトにおけるＵＥプロファイル・ノード
から取得する工程と、
　前記ＵＥ上で動作するよう構成されたソフトウェア・アプリケーションについて一次ア
クセス・ネットワークから二次アクセス・ネットワークへデータをオフロードするための
アプリケーション・ポリシーを前記ＯＳＩｄに基づいて判定する工程と、
　第２のＡＮＤＳＦ管理オブジェクトのシステム間ルーティング・ポリシー（ＩＳＲＰ）
ノード内のアプリケーション・ノードを定義する工程であって、前記アプリケーション・
ノードは、前記二次アクセス・ネットワークにデータをオフロードするために前記アプリ
ケーション・ポリシーを含む工程と、
　前記第２のＡＮＤＳＦ管理オブジェクトを前記ＵＥに提供する工程と
を含む方法。
【請求項１２】
　請求項１１記載の方法であって、前記ＩＳＲＰノードは、フローベースのルールを含む
方法。
【請求項１３】
　請求項１１記載の方法であって、前記ＩＳＲＰノードは、非シームレスの、オフロード
・ベースのルールを含む方法。
【請求項１４】
　請求項１１記載の方法であって、前記ＯＳＩｄを取得する工程は、オープン・モバイル
・アライアンス装置管理（ＯＭＡ－ＤＭ）交換中に前記ＵＥから前記第１のＡＮＤＳＦ管
理オブジェクトを取得する工程を含む方法。
【請求項１５】
　請求項１１記載の方法であって、前記第１のＡＮＤＳＦ管理オブジェクト及び前記第２
のＡＮＤＳＦ管理オブジェクトは、拡張可能なマークアップ言語（ＸＭＬ）形式において
構成される方法。
【請求項１６】
　請求項１１記載の方法であって、前記二次アクセス・ネットワークにデータをオフロー
ドするための前記アプリケーション・ポリシーに含めるために識別された前記ＵＥのアプ
リケーション毎に前記ＩＳＲＰノード内に含まれる方法。
【請求項１７】
　請求項１１記載の方法であって、前記アプリケーション・ノードは、前記ソフトウェア
・アプリケーションを一意に識別するアプリケーション識別子を含む方法。
【請求項１８】
　請求項１１記載の方法であって、前記ＡＮＤＳＦサーバは、３ＧＰＰロング・ターム・
エボリューション又はロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ）標準か
らの標準に応じて動作するエボルブド・パケット・コア内に提供され、前記二次アクセス
・ネットワークは、ＩＥＥＥ８０２．１１標準ファミリーのうちの標準に応じて動作する
無線ローカル・エリア・ネットワークである方法。
【請求項１９】
　アクセス・ネットワーク発見及び選択機能（ＡＮＤＳＦ）管理オブジェクトを含むマシ
ン読み取り可能な媒体であって、前記ＡＮＤＳＦの管理オブジェクトは、
　オペレーティング・システム（ＯＳＩｄ）ノードを含むユーザ装置（ＵＥ）プロファイ
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ル・ノードと、
　一次アクセス・ネットワークから二次アクセス・ネットワークへのＵＥデータ・オフロ
ードのためのアプリケーション・ルールを含むシステム間ルーティング・ポリシー（ＩＳ
ＲＰ）ノードと
を備えるマシン読み取り可能な媒体。
【請求項２０】
　請求項１９記載のマシン読み取り可能な媒体であって、前記ＩＳＲＰノードは、非シー
ムレスのオフロード・ノードを含むマシン読み取り可能な媒体。
【請求項２１】
　請求項２０記載のマシン読み取り可能な媒体であって、前記非シームレスのオフロード
・ノードは、ＯＳＩｄノードを含むマシン読み取り可能な媒体。
【請求項２２】
　請求項１９記載のマシン読み取り可能な媒体であって、前記ＩＳＲＰモードは、フロー
ベースのノードを含むマシン読み取り可能な媒体。
【請求項２３】
　請求項１９記載のマシン読み取り可能な媒体であって、前記フローベースのノードは、
ＯＳＩｄノードを含むマシン読み取り可能な媒体。
【請求項２４】
　請求項１９記載のマシン読み取り可能な媒体であって、前記ＡＮＤＳＦ管理オブジェク
トの形式は、拡張可能なマークアップ言語（ＸＭＬ）であるマシン読み取り可能な媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、何れも全部を参照によって本明細書及び特許請求の範囲に援用する、西暦２
０１２年１２月１１日付け出願の米国特許出願第１３／７１１，３３８号（西暦２０１２
年８月３日付け出願の米国特許仮出願第６１／６７９，６２７号に対する優先権の利益を
主張する）に対する優先権の利益を主張する。
【０００２】
　実施例は、無線ネットワークにおける通信装置によって行われる動作及び通信に関する
。一部の実施例は、無線ネットワークによって可能にされるデータ通信について確立され
たルーティング・ポリシー及び装置情報に関する。
【背景技術】
【０００３】
　３ＧＰＰロング・ターム・エボリューション／ロング・ターム・エボリューションアド
バンスド（ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ）標準ファミリーのうちの標準に応じて動作するネットワ
ークなどのキャリアベースの無線通信ネットワークは、ネットワーク・ポリシーの発見及
び管理を支援するための機構を導入する。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークでは、前述の
一手法には、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステム・アーキテクチャのエボルボド・パケット・コ
ア（ＥＰＣ）内のアクセス・ネットワーク発見機能（ＡＮＤＳＦ）ルール及びポリシーの
使用が関係する。例えば、ＡＮＤＳＦルール及びポリシーは、非３ＧＰＰアクセス・ネッ
トワークを発見するために、マルチモード・ユーザ装置（ＵＥ）について規定し得、ワイ
ファイ（ＷｉＦｉ）無線ローカル・エリア・ネットワーク（ＷＬＡＮ）（例えば、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１標準に応じて動作するネットワーク）、又はワイマックス（ＷｉＭａｘ）
無線ワイド・エリア・ネットワーク（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１６標準に応じて動作す
るネットワーク）に対する接続をマルチモードＵＥが確立することを支援し得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、既存のポリシーは、アプリケーション特有の要件又は装置特有の機能に対処し
ていない。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以下の説明及び図面は、特定の実施例を、当業者が実施することを可能にするために十
分に例証している。他の実施例は、構造的変更、論理的変更、電気的変更、処理上の変更
、及び他の変更を組み入れ得る。一部の実施例の一部分及び構成を、他の実施例の一部又
は構成に含め、又は、他の実施例の一部又は構成と置換し得る。請求項記載の実施例は、
前述の請求項の利用可能な均等物全てを包含する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】更なる記載例による混合モード通信ネットワーク・アーキテクチャの構成を示す
図である。
【図２】更なる記載例による混合モード・ユーザ装置デバイスによるデータ処理を示す図
である。
【図３】更なる記載例によるユーザ・プロファイル構成サブオブジェクトを含むＡＮＤＳ
Ｆ管理オブジェクトを示す図である。
【図４Ａ】更なる記載例によるアプリケーション特有構成を含むＡＮＤＳＦ管理オブジェ
クトのＩＳＲＰフローベースのポリシー・ノードを示す図である。
【図４Ｂ】更なる記載例によるアプリケーション特有構成を含むＡＮＤＳＦ管理オブジェ
クトのＩＳＲＰ非シームレス・オフロード・ベースのポリシー・ノードを示す図である。
【図５】更なる記載例によるＡＮＤＳＦ管理オブジェクトのユーザ・プロファイル・ノー
ドを示す図である。
【図６】更なる記載例によるアプリケーション識別ＡＮＤＳＦポリシーを確立し、導入す
る例示的な方法のフローチャートを示す図である。
【図７】本明細書及び特許請求の範囲記載の構成及び手法を導入し得る例示的なモバイル
装置を示す図である。
【図８】本明細書及び特許請求の範囲記載のコンピューティング及びネットワーク通信装
置のコンピューティング・プラットフォームとして使用し得る例示的なコンピュータ・シ
ステムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本明細書及び特許請求の範囲記載の種々の手法及び構成は、特定の装置／ネットワーク
実現形態及びオフロード・ユース・ケースに対処するよう導入し得るＡＮＤＳＦポリシー
の作成及び処理を可能にする。
【０００８】
　ＡＮＤＳＦポリシー内で考慮に入れられる情報は、装置タイプ、ハードウェア・バージ
ョン、オペレーティング・システムのタイプ及びバージョン、ソフトウェア・アプリケー
ションのタイプ及びバージョン、並びに同様なＵＥ構成の詳細を含むアプリケーション特
有の構成及び装置特有の構成を含み得る。前述のＵＥ構成の詳細は、ＵＥ内にインストー
ルされたアプリケーションのうちのトラフィック・ルーティング及びモビリティの制御の
ための特定のシステム間ルーティング・ポリシー（ＩＳＲＰ）を確立し、導入するために
使用し得る。
【０００９】
　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステム構成では、ＡＮＤＳＦサーバは、ハンドオーバ決定を支援
するために使用されるシステム間モビリティ・ポリシー、複数の無線アクセス・インタフ
ェースにわたって同時にＩＰトラフィックをルーティングするためのＩＳＲＰ、及びＵＥ
の近傍において利用可能であり得る非３ＧＰＰアクセス・ネットワークを示して、上記ネ
ットワークとのＵＥの接続を支援するための発見情報を提供し得る。別々のいくつかのポ
リシーを、ＩＰフロー・モビリティ・オフロード手法のためのＩＳＲＰの一部として規定
することが可能である。
【００１０】
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　トラフィック・ルーティング及びモビリティの例として、（ＷＬＡＮ及びセルラーなど
の）マルチモード・ユーザ装置における複数の無線ネットワーク・インタフェースにわた
る通信ができる特定のアプリケーションは、別のインタフェースに対して一インタフェー
ス（ＷＬＡＮ）を介してトラフィック全てをルーティングすることにし得る。ＡＮＤＳＦ
ベースのポリシーは、キャリア・ネットワーク・オペレータによって制御され、ネットワ
ーク・オフロードのルールベースの管理により、前述のシナリオを補完することが意図さ
れている。ＡＮＤＳＦ機構は、特定のフロー、又は特定の領域、特定の時刻でのネットワ
ーク・アクセス及びオフロードの管理などの種々の理由及び状況のためのオペレータに代
わって、ポリシー及びポリシー情報をＵＥに提供するために使用し得る。
【００１１】
　しかし、現在のＡＮＤＳＦベースのポリシーは、アプリケーション特有の選好及びポリ
シーに十分に対処するための機構を提供する訳でない。例えば、ビデオベースのアプリケ
ーションは、ＷＬＡＮ接続の使用を選び得る一方、音声アプリケーションはセルラー接続
の使用を選び得る。更に、オフロードを行うために使用される選好及びポリシーは、ＵＥ
の特定のバージョン又は構成、及び特定のアプリケーションについてフローベースのオフ
ロード又は非シームレス・オフロードが望まれるか、又は可能にされるかに依存し得る。
【００１２】
　一例では、アプリケーション識別情報に基づいたトラフィック識別をＩＳＲＰがサポー
トすることを可能にするための、ＡＮＤＳＦサーバにおける種々のアプリケーション識別
子の追加を含む、種々のデータ識別フィールドがＡＮＤＳＦ管理オブジェクト（ＭＯ）に
使用されるために提案されている。ＩＳＲＰに対する現在の更新は、ＩＰトラフィックの
識別としてのアプリケーション識別情報の使用及び処理の増加を可能にする。適切なアプ
リケーション識別情報を求めるために使用された関連情報は、特定のアプリケーション・
バージョン又はアプリケーション構成のみならず、ＵＥバージョン、ＵＥプラットフォー
ム及びハードウェア構成、ＵＥオペレーティング・システム等を含む関連フィールドも含
む。本願記載のデータ構成及び交換機構はしたがって、詳細なアプリケーション識別情報
、並びに関連付けられたデータ処理のポリシー及び手順の通信を可能にする。
【実施例】
【００１３】
　図１は、混合モードの通信ネットワーク・アーキテクチャ１００の例示的な構成の例証
を記載している。ネットワーク・アーキテクチャ１００内で、（３ＧＰＰ標準ファミリー
のうちの標準に応じて動作するＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａセル・ネットワーク）は、キャリアベ
ースのネットワーク・システム１０２（例えば、セルラ・ネットワークを確立するエボル
ブド・ノードＢ（ｅノードＢ））がマルチモード・モバイル装置（ＵＥ）１０４Ａ、１０
４Ｂと通信することによって確立される。ローカル・エリアベースのネットワーク・シス
テム１０６（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１標準のファミリーのうちの標準に応じて動作
するワイファイ・ネットワーク）は、ワイファイ・ルータ又はアクセス・ポイントを含む
ローカル・ネットワーク装置によって確立し得る。キャリアベースのネットワークはモバ
イル装置１０４Ａ及び１０４Ｂそれぞれに対するネットワーク接続１０８Ａ、１０８Ｂを
含み、ローカルエリアベ―スのネットワークは、モバイル装置１０４Ａ、１０４Ｂそれぞ
れに対するネットワーク接続１１０Ａ、１１０Ｂを含む。モバイル装置１０４Ａ、１０４
Ｂは一体化された、又は外部の無線ネットワーク通信装置を有するスマートフォン（モバ
イル装置１０４Ａ）及びパーソナル・コンピュータ（モバイル装置１０４Ｂ）を含む別々
のフォーム・ファクタに準拠しているものとして示しているが、同じ、又は他のフォーム
・ファクタを使用し得る。
【００１４】
　種々のモバイル装置１０４Ａ、１０４Ｂのうちの無線ネットワーク通信接続１０８Ａ、
１０８Ｂ、１１０Ａ、１１０Ｂは、種々のオフロード・ポリシー及び選好の導入に関して
キャリアベースのネットワーク・システム１０２又はローカル・エリアベースのネットワ
ーク・システム１０６を使用して可能にし得る。オフロード・ポリシー及び選好は、キャ
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リアベースのネットワーク・システム１０２（及びネットワーク接続１０８Ａ、１０８Ｂ
）を介してＡＮＤＳＦサーバ１１４から通信される１つ又は複数のＡＮＤＳＦポリシー１
２０を使用して通信し得る。
【００１５】
　ＡＮＤＳＦサーバ１１４は、キャリア・ネットワークのサービス・プロバイダ・ネット
ワーク１１２内で可能にし得る。サービス・プロバイダ・ネットワーク１１２は、エボル
ブド・パケット・コア（ＥＰＣ）の種々の構成部分と、種々のサービス１１８及びＰ－Ｇ
Ｗ（パケット・データ・ネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ）１１６を含む３ＧＰＰ　
ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａの他の構成部分とを含み得る。ローカル・エリアベースのネットワー
ク・システム１０６にオフロードされたデータ・トラフィックは、Ｐ－ＧＷ１１６との接
続を介してサービス・プロバイダ・ネットワーク１１２に返信し得る。よって、別のネッ
トワーク・アーキテクチャ（無線ネットワーク接続１１０Ａ、１１０Ｂ）にオフロードさ
れた無線ネットワーク通信は、サービス・プロバイダ・ネットワーク１１２の機能にアク
セスするために使用し得る。
【００１６】
　図２は、図１の混合モード通信ネットワーク・アーキテクチャ１００に関して行われる
混合モード・ユーザ装置デバイス（モバイル装置１０４Ｃ）による例示的なデータ処理２
００を示す。図２に示すように、モバイル装置１０４Ｃは、（インターネットなどの）外
部ネットワーク１２２への、キャリアベースのネットワーク・システム１０２による、３
ＧＰＰネットワーク・データ２０６の通信を行うよう構成され、モバイル装置１０４Ｃは
更に、外部ネットワーク１２２への、ローカル・エリア・ネットワーク・システム１０６
による、非３ＧＰＰネットワーク・データ２０８の通信を行うよう構成される。
【００１７】
　モバイル装置１０４Ｃは、３ＧＰＰネットワーク・データ２０６において第１のソフト
ウェア・アプリケーション「Ａｐｐ　１」により、かつ、非３ＧＰＰネットワーク・デー
タ２０８において第２のソフトウェア・アプリケーション「Ａｐｐ　２」により、データ
を通信しているとして表している。種々のソフトウェア・アプリケーションから適切なネ
ットワークへのデータの導入は、ＡＮＤＳＦサーバ１１４から供給された１つ又は複数の
アプリケーション・ポリシー２０４Ａを含むＩＳＲＰポリシー２０４に関して可能にされ
る。モバイル装置１０４Ｃは、（Ａｐｐ２に対するＡｐｐ１の表示などの）アプリケーシ
ョン識別子に基づいてＩＰフロー・モビリティ・アプリケーションを規定するためにＩＳ
ＲＰポリシー２０４を実現するよう構成される。
【００１８】
　ＩＳＲＰポリシー２０４における特定のアプリケーション識別子、及びアプリケーショ
ン・ポリシーＡの組は、非オフロード・ネットワーク（例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴ
Ｅ－Ａ）を介して受け取られ、ＡＮＤＳＦサーバ１１４からＡＮＤＳＦ　ＭＯ内でモバイ
ル装置１０４Ｃに通信される。ＡＮＤＳＦ　ＭＯは、拡張可能なマークアップ言語（ＸＭ
Ｌ）形式で構成し得、モバイル装置１０４Ｃからプルし、又はモバイル装置１０４Ｃにプ
ッシュし得る。ＩＳＲＰポリシー２０４において導入するのに適切なアプリケーション・
ポリシーを決定するために、適切なアプリケーション及びＵＥに関する情報をＡＮＤＳＦ
サーバ１１４に通信し得る。一例では、適切なＵＥ及びアプリケーション情報２０２Ａを
有するＵＥプロファイル２０２は更に、ＡＮＤＳＦ　ＭＯにおいてＡＮＤＳＦサーバ１１
４に通信される。
【００１９】
　導入されたＩＳＲＰポリシー２０４におけるアプリケーション・ポリシー２０４Ａの使
用は、ＵＥにおけるアプリケーションのネットワーク使用に対処するために使用し得る。
アプリケーション・ポリシー２０４Ａは、多種多様なネットワーク使用事例及びシナリオ
にカスタマイズし得、識別されたアプリケーションから、選ばれたネットワーク又はネッ
トワーク・タイプへの特定のアクセス又はアクセスの組を行うためのルールを含み得る。
例えば、マルチメディア再生アプリケーションにおけるビデオ・コデック再生を考えてみ
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る。一部のシナリオでは、ＵＥは、３ＧＰＰアクセス・ネットワークからダウンロードさ
れるための選好を有する低品質ビデオを再生し得る。高品位又は高分解能形式における高
品質再生が望まれる場合、アプリケーションにワイファイ又は他の二次無線ネットワーク
を使用させることが好まれ得る。アプリケーション・ポリシー２０４Ａは、一意にアプリ
ケーションを識別し、キャリア・ネットワーク要件及び選好に基づいてアクセス・タイプ
・ルールとアプリケーションを関連付けるために使用し得る。
【００２０】
　図３には、ユーザ・プロファイル構成サブオブジェクトを含む構成された一連のサブオ
ブジェクトを有するＡＮＤＳＦ　ＭＯ形式の構造化されたノード・オブジェクト３０２の
例示的な図３００を記載している。構造化されたノード・オブジェクト３０２の構造化さ
れたサブオブジェクトは、特定の仕様（例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ仕様）に
準拠するために定義し得、ポリシー・ノード・ツリー３０４Ａを定義するポリシー・ノー
ド・サブオブジェクト３０４、発見情報ノード・ツリー３０６Ａを定義するＤｉｓｃｏｖ
ｅｒｙＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎノード・サブオブジェクト３０６、ユーザ装置位置ノード
・ツリー３０８Ａを定義するＵＥ＿Ｌｏｃａｔｉｏｎノード・サブオブジェクト３０８、
ＩＳＲＰノード・ツリー３１０Ａを定義するＩＳＰノード・サブオブジェクト３１０、（
図５に更に示す）ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅノード・ツリー３１２Ａを定義するＵＥ＿Ｐｒｏ
ｆｉｌｅノード・サブオブジェクト３１２、及びベンダ特有情報のための潜在的な定義を
提供するＥｘｔノード・サブオブジェクト３１４を含み得る。
【００２１】
　アプリケーションベースのルーティング・ポリシーを規定し、導入するための、ＡＮＤ
ＳＦ　ＭＯに対する修正は、２つの局面（第一に、特定のＵＥハードウェア構成、オペレ
ーティング・システム、オペレーティング・システム・バージョン情報、及び他のＵＥ動
作情報を含むＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅノード・ツリー３１２Ａにおける定義と、本明細書に
おいて更に説明する（、図４Ａ及び図４Ｂそれぞれにおけるノード・ツリー４００、４５
０において示す）ようにＩＳＲＰノード・ツリー３１０Ａにおける導入のために定義され
たＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎＩｄリーフの定義）に関して提供し得る。
【００２２】
　ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅノード・ツリー３１２Ａにおける定義は、図２における、通信さ
れたＵＥプロファイル２０２において示したようにＡＮＤＳＦ　ＭＯを介して汎用ＵＥ及
びアプリケーション処理情報を通信するために使用し得る。特定のアプリケーション・ポ
リシーについてＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎＩｄを規定するノードは、フローベースの機構及
び非シームレスＷＬＡＮオフロード機能の何れについてもＩＳＲＰ　において導入される
ＡＮＤＳＦ　ＭＯにおいて使用される。
【００２３】
　図４Ａ及び図４Ｂは、フローベースのポリシー・ノード・ツリー４００及び非シームレ
ス・オフロード・ポリシー・ノード・ツリー４５０それぞれのＡＮＤＳＦ管理オブジェク
トのＩＳＲＰポリシー・ノード構造の例示的な例証を記載している。ＩＳＲＰルールの組
は、図４Ａに示すようなＩＰフロー・モビリティ及びシームレス・オフロード（ＩＦＯＭ
）・サービスのためのＦｏｒＦｌｏｗＢａｓｅｄノード４０２、及び図４Ｂに示すような
非シームレス・オフロード・サービスのためのＦｏｒＮｏｎＳｅａｍｌｅｓｓＯｆｆｌｏ
ａｄノード４５２を含む１つ又は複数のフロー配分コンテナを含み得る。
【００２４】
　ＩＳＲＰノード分岐は、特定のアプリケーションによって生成されたトラフィックを識
別するための機構を規定する。フロー配分コンテナは、１つ又は複数のフロー配分ルール
を有し得る。図４Ａに示すようなＩＦＯＭサービスのＦｏｒＦｌｏｗＢａｓｅｄノード４
０２において、前述の配分ルールは、ＩＦＯＭオフロード機構に関するＵＥのためのトラ
フィック配分ルールを含む。図４Ｂに示すような非シームレス・オフロードのためのＦｏ
ｒＮｏｎＳｅａｍｌｅｓｓＯｆｆｌｏａｄノード４５２において、前述の配分ルールは、
非シームレス・オフロード機構に関するＵＥのためのトラフィック配分を含む。
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【００２５】
　一例では、ＩＳＲＰノードは、Ａｐｐ－ＩＤノード４０４、Ｐｌａｔｆｏｒｍノード４
０６、ＰｌａｔｆｏｒｍＡｐｐｓノード４０８、及びＰｌａｔｆｏｒｍ＿ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃＡｐｐＩＤノード４１０の定義に関してＦｏｒＦｌｏｗＢａｓｅｄノード４０２の下で
使用されるために定義される。前述のノードの定義は、以下のように記載し得る。
【００２６】
　Ｎｏｄｅ：＜Ｘ＞／ＩＳＲＰ／＜Ｘ＞／ＦｏｒＦｌｏｗＢａｓｅｄ／＜Ｘ＞／ＩＰＦｌ
ｏｗ／＜Ｘ＞／Ａｐｐ－ＩＤ
【００２７】
　この内部ノードは、アプリケーション識別子を介したＩＰＦｌｏｗ識別機構のプレース
ホルダとしての役割を果たす。前述のノードがないことは、ルールのＩＰフロー記述に対
してパケットをマッチングさせる場合にアプリケーション識別子が検査されないことを示
すために使用し得る。
【００２８】
　－生起：０又は１
　－形式：ノード
　－アクセス・タイプ：Ｇｅｔ、Ｒｅｐｌａｃｅ
　Ｎｏｄｅ：＜Ｘ＞／ＩＳＲＰ／＜Ｘ＞／ＦｏｒＦｌｏｗＢａｓｅｄ／＜Ｘ＞／ＩＰＦｌ
ｏｗ／＜Ｘ＞／Ａｐｐ－ＩＤ／＜Ｘ＞／
【００２９】
　この内部ノードは、ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅノードに含まれる情報に基づいてＵＥによっ
てサポートされた１つ又は複数のプラットフォーム構成のプレースホルダとしての役割を
果たす。
【００３０】
　－生起：１又は複数
　形式：ノード
　－アクセス・タイプ：Ｇｅｔ、Ｒｅｐｌａｃｅ
　Ｎｏｄｅ：＜Ｘ＞／ＩＳＲＰ／＜Ｘ＞／ＦｏｒＦｌｏｗＢａｓｅｄ／＜Ｘ＞／ＩＰＦｌ
ｏｗ／＜Ｘ＞／Ａｐｐ－ＩＤ／＜Ｘ＞／Ｐｌａｔｆｏｒｍ
【００３１】
　Ｐｌａｔｆｏｒｍリーフは、対応するＰｌａｔｆｏｒｍ＿ｓｐｅｃｉｆｉｃＡｐｐＩＤ
リーフに含まれるアプリケーション識別子に関連付けられたプラットフォームを示す。
【００３２】
　－生起：１
　形式：ｃｈｒ
　－アクセス・タイプ：Ｇｅｔ、Ｒｅｐｌａｃｅ
　値：＜Ｐｌａｔｆｏｒｍ＞
【００３３】
　Ｐｌａｔｆｏｒｍ識別子の値は、対応するバージョン情報、及びＵＥのハードウェア・
アーキテクチャとともにオペレーティング・システム、又は実行環境を規定する列である
。Ｐｌａｔｆｏｒｍ識別子の値及び形式について更なる定義を提供し得る。
【００３４】
　Ｎｏｄｅ：＜Ｘ＞／ＩＳＲＰ／＜Ｘ＞／ＦｏｒＦｌｏｗＢａｓｅｄ／＜Ｘ＞／ＩＰＦｌ
ｏｗ／＜Ｘ＞／Ａｐｐ－ＩＤ／＜Ｘ＞／ＰｌａｔｆｏｒｍＡｐｐｓ／
【００３５】
　この内部ノードは、１つ又は複数のＰｌａｔｆｏｒｍ＿ｓｐｅｃｉｆｉｃＡｐｐＩＤリ
ーフのプレースホルダとしての役割を果たす。
【００３６】
　－生起：１
　－形式：ノード
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　－アクセス・タイプ：Ｇｅｔ、Ｒｅｐｌａｃｅ
　Ｎｏｄｅ：＜Ｘ＞／ＩＳＲＰ／＜Ｘ＞／ＦｏｒＦｌｏｗＢａｓｅｄ／＜Ｘ＞／ＩＰＦｌ
ｏｗ／＜Ｘ＞／Ａｐｐ－ＩＤ／＜Ｘ＞／ＰｌａｔｆｏｒｍＡｐｐｓ／＜Ｘ＞
【００３７】
　この内部ノードは、１つ又は複数のＰｌａｔｆｏｒｍ＿ｓｐｅｃｉｆｉｃＡｐｐＩＤリ
ーフのプレースホルダとしての役割を果たす。
【００３８】
　－生起：１又は複数
　－形式：ノード
　－アクセス・タイプ：Ｇｅｔ、Ｒｅｐｌａｃｅ
　Ｎｏｄｅ：＜Ｘ＞／ＩＳＲＰ／＜Ｘ＞／ＦｏｒＦｌｏｗＢａｓｅｄ／＜Ｘ＞／ＩＰＦｌ
ｏｗ／＜Ｘ＞／Ａｐｐ－ＩＤ／＜Ｘ＞／ＰｌａｔｆｏｒｍＡｐｐｓ／＜Ｘ＞／Ｐｌａｔｆ
ｏｒｍ＿ｓｐｅｃｉｆｉｃＡｐｐＩＤ
【００３９】
　Ｐｌａｔｆｏｒｍ＿ｓｐｅｃｉｆｉｃＡｐｐＩＤリーフは、ＩＰＦｌｏｗ記述に関連付
けられたプラットフォーム特有アプリケーション識別子を示す。
【００４０】
　－生起：１
　－形式：ｃｈｒ
　－アクセス・タイプ：Ｇｅｔ、Ｒｅｐｌａｃｅ
　値：＜ＡｐｐＩＤ＞
【００４１】
　ＡｐｐｌＤの値は、特定のアプリケーションに関連付けられた文字列である。プラット
フォーム特有アプリケーション識別子は、特定のプラットフォームについてＵＥ内のアプ
リケーションを識別する。例として、アプリケーション識別子は、形式ｃｏｍ．ｏｒｇａ
ｎｉｚａｔｉｏｎ．ａｐｐ－ｎａｍｅをとり得る。
【００４２】
　別の例では、ＩＳＲＰノードは、Ａｐｐ－ＩＤノード４５４、Ｐｌａｔｆｏｒｍノード
４５６、ＰｌａｔｆｏｒｍＡｐｐｓノード４５８、及びＰｌａｔｆｏｒｍ＿ｓｐｅｃｉｆ
ｉｃＡｐｐＩＤノード４６０の定義に関してＦｏｒＮｏｎＳｅａｍｌｅｓｓＯｆｆｌｏａ
ｄノード４５２の下で使用されるために定義される。
【００４３】
　前述のノードの定義は以下のように記載し得る：
　Ｎｏｄｅ：＜Ｘ＞／ＩＳＲＰ／＜Ｘ＞／ＦｏｒＮｏｎＳｅａｍｌｅｓｓＯｆｆｌｏａｄ
／＜Ｘ＞／ＩＰＦｌｏｗ／＜Ｘ＞／Ａｐｐ－ＩＤ
【００４４】
　この内部ノードは、アプリケーションＩＤに基づいたＩＤ識別のプレースホルダとして
の役割を果たす。前述のノードがないことは、ルールのＩＰフロー記述に対してパケット
をマッチングさせる場合にアプリケーション識別子が検査されないことを示すために使用
し得る。
【００４５】
　－生起：０又は１
　－形式：ノード
　－アクセス・タイプ：Ｇｅｔ、Ｒｅｐｌａｃｅ
　Ｎｏｄｅ：＜Ｘ＞／ＩＳＲＰ／＜Ｘ＞／ＦｏｒＮｏｎＳｅａｍｌｅｓｓＯｆｆｌｏａｄ
／＜Ｘ＞／ＩＰＦｌｏｗ／＜Ｘ＞／Ａｐｐ－ＩＤ／＜Ｘ＞／
【００４６】
　この内部ノードは、ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅノードに含まれる情報に基づいてＵＥによっ
てサポートされた１つ又は複数のプラットフォーム構成のプレースホルダとしての役割を
果たす。
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【００４７】
　－生起：１又は複数
　－形式：ノード
　－アクセス・タイプ：Ｇｅｔ、Ｒｅｐｌａｃｅ
　Ｎｏｄｅ：＜Ｘ＞／ＩＳＲＰ／＜Ｘ＞／ＦｏｒＮｏｎＳｅａｍｌｅｓｓＯｆｆｌｏａｄ
／＜Ｘ＞／ＩＰＦｌｏｗ／＜Ｘ＞／Ｐｌａｔｆｏｒｍ
【００４８】
　Ｐｌａｔｆｏｒｍリーフは、対応するＰｌａｔｆｏｒｍ＿ｓｐｅｃｉｆｉｃＡｐｐＩＤ
リーフに含まれるアプリケーション識別子に関連付けられたプラットフォームを示す。
【００４９】
　－生起：１
　－形式：ｃｈｒ
　－アクセス・タイプ：Ｇｅｔ、Ｒｅｐｌａｃｅ
　値：＜Ｐｌａｔｆｏｒｍ＞
【００５０】
　Ｐｌａｔｆｏｒｍ識別子の値は、対応するバージョン情報、ＵＥのハードウェア・アー
キテクチャとともにオペレーティング・システム、又は実行環境を規定する列である。Ｐ
ｌａｔｆｏｒｍ識別子の値及び形式について更なる定義を提供し得る。
【００５１】
　Ｎｏｄｅ：＜Ｘ＞／ＩＳＲＰ／＜Ｘ＞／ＦｏｒＮｏｎＳｅａｍｌｅｓｓＯｆｆｌｏａｄ
／＜Ｘ＞／ＩＰＦｌｏｗ／＜Ｘ＞／Ａｐｐ－ＩＤ／＜Ｘ＞／ＰｌａｔｆｏｒｍＡｐｐｓ／
【００５２】
　この内部ノードは、１つ又は複数のＰｌａｔｆｏｒｍ＿ｓｐｅｃｉｆｉｃＡｐｐＩＤリ
ーフのプレースホルダとしての役割を果たす。
【００５３】
　－生起：１
　－形式：ノード
　－アクセス・タイプ：Ｇｅｔ、Ｒｅｐｌａｃｅ
　Ｎｏｄｅ：＜Ｘ＞／ＩＳＲＰ／＜Ｘ＞／ＦｏｒＮｏｎＳｅａｍｌｅｓｓＯｆｆｌｏａｄ
／＜Ｘ＞／ＩＰＦｌｏｗ／＜Ｘ＞／ＰｌａｔｆｏｒｍＡｐｐｓ／＜Ｘ＞
【００５４】
　この内部ノードは、１つ又は複数のＰｌａｔｆｏｒｍ＿ｓｐｅｃｉｆｉｃＡｐｐＩＤリ
ーフのプレースホルダとしての役割を果たす。
【００５５】
　－生起：１又は複数
　－形式：ノード
　－アクセス・タイプ：Ｇｅｔ、Ｒｅｐｌａｃｅ
　Ｎｏｄｅ：＜Ｘ＞／ＩＳＲＰ／＜Ｘ＞／ＦｏｒＮｏｎＳｅａｍｌｅｓｓＯｆｆｌｏａｄ
／＜Ｘ＞／ＩＰＦｌｏｗ／＜Ｘ＞／ＰｌａｔｆｏｒｍＡｐｐｓ／＜Ｘ＞／Ｐｌａｔｆｏｒ
ｍ＿ｓｐｅｃｉｆｉｃＡｐｐＩＤ
【００５６】
　Ｐｌａｔｆｏｒｍ＿ｓｐｅｃｉｆｉｃＡｐｐＩＤリーフは、ＩＰＦｌｏｗ記述に関連付
けられたプラットフォーム特有アプリケーション識別子を示す。
【００５７】
　－生起：１
　－形式：ｃｈｒ
　－アクセス・タイプ：Ｇｅｔ、Ｒｅｐｌａｃｅ
　値：＜ＡｐｐＩＤ＞
【００５８】
　ＡｐｐＩＤ識別子の値は、特定のアプリケーションに関連付けられた文字列として定義
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され得る。プラットフォーム特有アプリケーション識別子は、特定のプラットフォームに
ついて、ＵＥ内のアプリケーションを識別する。例として、アプリケーション識別子は、
形式ｃｏｍ．ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ．ａｐｐ－ｎａｍｅをとり得る。
【００５９】
　図５は、ＡＮＤＳＦ　ＭＯを使用してＡＮＤＳＦサーバ１１４に通信されるユーザ・プ
ロファイル・ノード構造５００（例えば、ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅノード３１２）の例示的
な例証を記載する。ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅノード構造５００は、情報の提供のためにＡＮ
ＤＳＦサーバ１１４によって使用することが可能なＵＥのプラットフォーム構成を特徴付
ける情報を含めるよう構成し得る。ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅノード構造５００は、適切な時
点で（例えば、電源をオンにした後、又はネットワーク接続の確立前に）ＵＥによって更
新される。ＡＮＤＳＦサーバ１１４は、ＵＥ（例えば、モバイル装置１０４Ｃ）がＡＮＤ
ＳＦサーバ１１４との接続を確立した後、ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅノード構造５００から情
報を取り出すよう構成される。しかし、前述のノードに含まれる情報の更新は、必ずしも
、ＡＮＤＳＦサーバとの相互作用を示唆するものでない。
【００６０】
　ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅノード構造５００は、ＵＥ構成を定義し、ネットワークにその構
成をＵＥが示すことを可能にするために使用される。複数のオペレーティング・システム
・サポート要件に対処するために、ＡＮＤＳＦサーバ１１４は、アプリケーションを適切
に識別するために、ハードウェア・プラットフォーム・タイプ、及びＵＥ上で実行してい
る対応するオペレーティング・システムのアプリケーションＩＤを含むポリシーをＵＥに
提供する。ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅノード構造５００により、ＵＥは、サポートされたプラ
ットフォームによって使用されたアプリケーションＩＤにより、ポリシーを取得し、又は
ダウンロードし、よって、ポリシーが表すアプリケーションを識別する旨をＡＮＤＳＦに
通知するために、サポートされたオペレーティング・システム及びハードウェア構成情報
をＡＮＤＳＦに提供する。
【００６１】
　ＵＥは複数のプラットフォーム構成をサポートし得る。ＡＮＤＳＦサーバ１１４によっ
て通信されたプラットフォーム構成は、適用可能なオペレーティング・システム又は実行
環境を、対応するバージョン情報とともに示し得る。一例では、ＡＮＤＳＦサーバは、Ｕ
Ｅ＿Ｐｒｏｆｉｌｅノード構造５００のうちのユーザ・プロファイル情報を使用して、ア
プリケーション・トラフィックを分類するために使用するために、特定のＩＳＲＰ（例え
ば、フローベースのポリシー・モード・ツリー４００又は非シームレス・オフロード・ポ
リシー・ノード・ツリー４５０にカスタマイズされたＩＳＲＰ）を確立し、通信する。Ｉ
ＳＲＰは、ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅノード構造５００に規定された情報に基づいてＵＥプラ
ットフォーム構成によってサポートされたアプリケーションのみに使用される。
【００６２】
　ＵＥは、ＵＥと相互作用する場合にＡＮＤＳＦサーバ１１４がこの情報を読み出すこと
が可能であるようにＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅ構造５００におけるノードを更新する。ＵＥ＿
Ｐｒｏｆｉｌｅノード構造５００における情報は、例えば、サーバがＵＥのＭＯを読み出
す場合にオープン・モバイル・アライアンス装置管理（ＯＭＡ－ＤＭ）交換中にＡＮＤＳ
Ｆサーバ１１４によって取り出し得る。
【００６３】
　図３に示すように、ＭＯは、ＵＥの構成を示し、ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅノード構造５０
０を含むノード（ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅノード３１２）を有する。ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅ
ノード構造５００は、ＵＥのハードウェア・プラットフォーム、及びＵＥによって利用さ
れ、又はＵＥに利用可能なオペレーティング・システム若しくは実行環境を詳細に規定す
る。前述のノードに含まれる情報の更新は、ＡＮＤＳＦ１１４との相互作用を必ずしも示
唆しない。しかし、ＭＯは、ＡＮＤＳＦサーバ１１４が、ＵＥのハードウェア構成、ＵＥ
上にインストールされたオペレーティング・システム及びオペレーティング・システムの
バージョン、並びに他の関連するＵＥプロファイル情報について知らされることを可能に
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する。この情報に基づいて、ＡＮＤＳＦサーバ１１４は、ＵＥ構成に対応する特定のアプ
リケーション識別子を生成し、提供する（とともに、特定のアプリケーション識別子に特
定のＩＳＲＰポリシーをカスタマイズする）ことが可能である。
【００６４】
　実現形態の特定例として、ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅノード３１２及びＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌ
ｅノード・ツリー３１２Ａの以下のノード及びリーフ・オブジェクトは、ＡＮＤＳＦ　Ｍ
Ｏによってフォーマッティングされた構造化されたノード・オブジェクト３０２の下で提
供し得る。
【００６５】
　Ｎｏｄｅ：＜Ｘ＞／ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅ／
【００６６】
　ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅノードは、ＵＥのプラットフォーム構成情報を記述するためのプ
レースホルダとしての役割を果たし、特定のＵＥのアプリケーション及びアプリケーショ
ン環境を識別するために使用される。
【００６７】
　－生起：０又は１
　－形式：ノード
　－アクセス・タイプ：Ｇｅｔ
　Ｎｏｄｅ：＜Ｘ＞／ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅ／＜Ｘ＞／
【００６８】
　この内部ノードは、ＵＥの１つ又は複数のプラットフォーム構成のプレースホルダとし
ての役割を果たす。
【００６９】
　－生起：１又は複数
　－形式：ノード
　－アクセス・タイプ：Ｇｅｔ
　Ｎｏｄｅ：＜Ｘ＞／ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅ／＜Ｘ＞／Ｐｌａｔｆｏｒｍ
【００７０】
　Ｐｌａｔｆｏｒｍリーフは、ＵＥによってサポートされたプラットフォーム構成を示す
。
【００７１】
　－生起：０又は１
　－形式：ｃｈｒ
　－アクセス・タイプ：Ｇｅｔ
　値：＜Ｐｌａｔｆｏｒｍ＞
【００７２】
　Ｐｌａｔｆｏｒｍ識別子の値は、対応するバージョン情報及びＵＥのハードウェア・ア
ーキテクチャとともにオペレーティング・システム又は実行環境を規定する列を含み得る
。Ｐｌａｔｆｏｒｍ識別子の値及び形式の更なる定義は、ハードウェア・アーキテクチャ
及びオペレーティング・システム又は実行環境情報を示して、ＵＥ上の適切なアプリケー
ションを一意に識別するために提供し得る。
【００７３】
　Ｐｌａｔｆｏｒｍ識別子又はＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅノードの形式の更なる規定は、特定
のハードウェア、オペレーティング・システム、又はソフトウェア構成を考慮に入れ得る
。例として、Ｐｌａｔｆｏｒｍ識別子は、
　ｘ８６ベースのプロセッサ上のｘ８６上のアンドロイド、
　ｘ８６ベースのプロセッサ上のＡＲＭ上のアンドロイド、
　ｘ８６ベースのプロセッサ上のウィンドウズ（登録商標）バージョン８、
　ＡＲＭベースのプロセッサ上のウィンドウズ（登録商標）バージョン８、及び
　ＡＲＭベースのプロセッサ上のｉＯＳ
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の値のうちの１つを規定することが可能である。
【００７４】
　上述した識別子の値の例は特定の装置の実現形態に特有であるが、前述の値の例は限定
でなく、例証の目的で記載している。種々の他の装置ハードウェア、オペレーティング・
システム、及びソフトウェア実現形態の値を、ＵＥ＿Ｐｒｏｆｉｌｅノード構造５００に
おけるＰｌａｔｆｏｒｍ識別子又は他の情報によって規定し得る。前述は、構成可能、適
合可能、又はアップグレート可能なハードウェア及びソフトウェアの構成に特有の値を含
み得る。
【００７５】
　更なる例では、ＩＳＲＰは、種々のＵＥ及びＵＥアプリケーションのプロファイル情報
の更新を含む、配分ルールの更新を提供するために使用される更新ポリシーを管理するよ
う構成し得る。
【００７６】
　Ｎｏｄｅ：＜Ｘ＞／ＩＳＲＰ／＜Ｘ＞／ＵｐｄａｔｅＰｏｌｉｃｙ
【００７７】
　ＵｐｄａｔｅＰｏｌｉｃｙリーフは、ＩＳＲＰの更新ポリシーを示す。
【００７８】
　ＵｐｄａｔｅＰｏｌｉｃｙ値は、ルールが、ＵＥにより、もう有効であるとみなされな
い場合にそのＩＳＲＰの更新を要求するか否かを判定するためにＵＥによって使用し得る
。前述のリーフが提供されない場合、デフォールト値０が適用される。
【００７９】
　－生起：０又は１
　－形式：ｂｏｏｌ
　－アクセス・タイプ：Ｇｅｔ、Ｒｅｐｌａｃｅ
　値：０、１（０はルールの更新をＵＥが要求することが必要でないことを示す。１はル
ールの更新をＵＥが要求することが必要であることを示す。）
【００８０】
　図６は、アプリケーションを識別するＡＮＤＳＦポリシーを確立し、導入する方法を示
す例示的なフローチャート６００を記載している。図示したように、フローチャート６０
０は、ＡＮＤＳＦサーバにおいて行われる動作及びＵＥにおいて行われる動作の組み合わ
せを含む。しかし、以下の概要手法に対する変形は、ＡＮＤＳＦサーバ又はＵＥで排他的
に行われる対応する動作及び手法を含み得る。
【００８１】
　フローチャート６００は、ＵＥからＡＮＤＳＦサーバにＵＥプロファイル情報を提供す
る工程（処理６０２）と、ＵＥプロファイル情報からＡＮＤＳＦサーバにおいて装置構成
情報を判定する工程（処理６０４）とを含む、ＵＥプロファイル情報を通信し、取得する
ための動作を表す。ＵＥプロファイル情報は、ＩＳＲＰポリシーの配布前に、ＡＮＤＳＦ
サーバに提供される他のデータにおいて、又はＡＮＤＳＦ　ＭＯオブジェクトにおいて通
信し得る。
【００８２】
　次に、特定のＩＳＲＰポリシーの値を求めるための処理は、装置構成情報に基づいてＩ
ＳＲＰを更新する工程（処理６０６）と、ＡＮＤＳＦサーバからＵＥにＩＳＲＰを提供す
る工程（処理６０８）とを含む。ＩＳＲＰはＵＥに通信されたＡＮＤＳＦ　ＭＯオブジェ
クトのノードとして通信し得る。ＩＳＲＰは、ＡＮＤＳＦサーバ、又はＥＰＣの他のサー
ビスとの間でプッシュ又はプルし得る。
【００８３】
　ＩＳＲＰは、ＵＥのハードウェア及びソフトウェア構成を考慮に入れるよう更新される
が、適用される対象の複数のタイプのオフロード・ポリシーを提供し得る。ＩＳＲＰにお
ける適切な組のポリシー値を求める工程は、生起しているトラフィック・オフロードがシ
ームレスか非シームレスかを判定する工程（処理６１０）を含み得る。ＩＳＲＰにおける
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適切な組のポリシー値を選択すると、オフロードのためのアプリケーション・ポリシー値
をＩＳＰから抽出し得る（処理６１２）（例えば、シームレスベースのオフロ―ド又は非
シームレスベースのオフロ―ドに特有のＩＳＲＰ部分においてＡＰＰ－ＩＤノードから）
。
【００８４】
　上述の例は、３ＧＰＰネットワークにおける特定のＡＮＤＳＦサーバ及びポリシーの使
用を参照して記載しているが、ネットワーク・オフロードのための識別アプリケーション
情報の使用及び導入は、種々のネットワークにおいて、かつ、他のタイプの導入機構を使
用して提供し得る。例えば、非ＡＮＤＳＦ構造は、特定のソフトウェア・アプリケーショ
ンについてのポリシー情報の全て又は一部分を通信するために使用し得る。更に、マルチ
モード・ユーザ装置は、パーソナル・コンピュータ、ノートブック及びラップトップ、ス
マートフォン、タブレット、モバイル・ホットスポット、メディア・プレイヤ等を含む、
二次オフロードされたネットワーク上、及び一次キャリア・ネットワーク上で通信するこ
とができる何れかの装置を含み得る。
【００８５】
　本明細書及び特許請求の範囲に記載したように、種々の方法若しくは手法、又はそれら
の特定の局面若しくは部分は、フラッシュ・メモリ、ＣＤ／ＤＶＤ－ＲＯＭ、ハード・ド
ライブ、又は何れかの他のマシン読み取り可能な記憶媒体などの有形媒体において実施さ
れたプログラム・コード（すなわち、命令）の形式をとり得、プログラム・コードが、コ
ンピュータなどのマシンにロードされ、上記マシンによって実行されると、マシンは種々
の手法を実施する装置になる。プログラム可能なコンピュータ上のプログラム・コード実
行の場合、コンピュータ装置は、プロセッサと、プロセッサによって読み取り可能な記憶
媒体（揮発性メモリ及び不揮発性メモリ、並びに／又は記憶素子を含む）と、少なくとも
１つの入力装置と、少なくとも１つの出力装置とを含み得る。本明細書及び特許請求の範
囲記載の種々の手法を実現又は利用し得る１つ又は複数のプログラムは、アプリケーショ
ン・プログラミング・インタフェース（ＡＰＩ）、再使用可能な制御部等を使用し得る。
前述のプログラムは、コンピュータ・システムと通信するために、高水準手続型又はオブ
ジェクト指向型プログラミング言語で実現し得る。しかし、プログラムは、必要な場合、
アセンブラ又はマシン言語で実現し得る。何れの場合にも、言語は、コンパイラ又はイン
タープリタ言語であり得、ハードウェア実現形態と組み合わせることができる。
【００８６】
　図７は、ユーザ装置（ＵＥ）、移動局（ＭＳ）、モバイル無線装置、モバイル通信装置
、タブレット、ハンドセット、又は他のタイプのモバイル無線装置などのモバイル装置７
００の例示的な例証を記載している。モバイル装置７００は、基地局（ＢＳ）、ｅＮｏｄ
ｅＢ、又は他のタイプの無線ワイド・エリア・ネットワーク（ＷＷＡＮ）アクセス・ポイ
ントと通信するよう構成された１つ又は複数のアンテナ７０８を含み得る。モバイル装置
７００は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、ワイマックス（ＷｉＭＡＸ）、高速パケット・アクセス（
ＨＳＰＡ）、ブルートゥース（登録商標）、ワイファイ（ＷｉＦｉ）を含む少なくとも１
つの無線通信標準を使用して通信するよう構成し得る。モバイル装置７００は、無線通信
標準毎の別個のアンテナ、又は複数の無線通信標準に対する共有アンテナを使用して通信
し得る。モバイル装置７００は、ＷＬＡＮ、無線パーソナル・エリア・ネットワーク（Ｗ
ＰＡＮ）、及び／又はＷＷＡＮにおいて通信し得る。
【００８７】
　図７は更に、モバイル装置７００からオーディオ入力及び出力に使用し得る一又は複数
のスピーカ７１２及びマイクロフォン７２０の例証を記載する。ディスプレイ画面７０４
は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）画面、又は有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレ
イなどの他のタイプのディスプレイ画面であり得る。ディスプレイ画面７０４はタッチ画
面として構成し得る。タッチ画面は、静電容量タイプ、抵抗タイプ、又は別のタイプのタ
ッチ画面技術を使用し得る。アプリケーション・プロセッサ７１４及びグラフィックス・
プロセッサ７１８は、処理及び表示機能を提供するために内部メモリ７１６に結合し得る
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。不揮発メモリ・ポート７１０も、ユーザに対してデータ入出力オプションを提供するた
めに使用し得る。不揮発メモリ・ポート７１０は更に、モバイル装置７００のメモリ機能
を拡張させるために使用し得る。キーボード７０６は、モバイル装置７００と一体化し、
又は、モバイル装置７００と無線接続して更なるユーザ入力を提供し得る。仮想キーボー
ドもタッチ画面を使用して提供することができる。モバイル装置７００の表（ディスプレ
イ画面）側又は裏側に配置されたカメラ７２２も、モバイル装置７００のハウジングに一
体化し得る。
【００８８】
　図８は、本明細書及び特許請求の範囲記載の方法論の何れか１つ又は複数を実行し得る
例示的なコンピュータ・システム・マシンを示すブロック図である。コンピュータ・シス
テム８００は、（図１及び図７のうちの）モバイル装置１０４Ａ、１０４Ｂ、モバイル装
置７００、又は、本明細書及び特許請求の範囲において記載し、又は参照した何れかの他
のコンピューティング・プラットフォームとして実施し得る。別の実施例では、マシンは
スタンドアロン装置として動作し、又は他のマシンと接続（例えば、ネットワーキング）
し得る。ネットワーク化された配置では、マシンは、クライアントサーバ・ネットワーク
環境におけるサーバ又はクライアント・マシンとして動作し得、又は、ピアツーピア（若
しくは分散）ネットワーク環境におけるピア・マシンとしての役割を果たし得る。マシン
は、ポータブル（例えば、ノートブック又はネットブック）であってもなくてもよいパー
ソナル・コンピュータ（ＰＣ）、タブレット、セットトップ・ボックス（ＳＴＢ）、ゲー
ム・コンソール、携帯情報端末（ＰＤＡ）、モバイル電話機若しくはスマートフォン、ウ
ェブ機器、ネットワーク・ルータ、スイッチ若しくはブリッジ、又は、当該マシンによっ
て行われる対象の動作を規定する命令（シーケンシャル他）を実行することができる何れ
かのマシンであり得る。更に、単一のマシンのみを示しているが、「マシン」の語は更に
、本明細書及び特許請求の範囲記載の方法論の何れか１つ又は複数を行うための命令の組
（若しくは複数の組）を個々に、又は一緒に実行するマシンの何れかの収集物を含むと解
される。
【００８９】
　例示的なコンピュータ・システム８００は、相互接続８０８（例えば、リンク、バス等
）を介して互いに通信し合うプロセッサ８０２（例えば、中央処理装置（ＣＰＵ）、グラ
フィックス処理装置（ＧＰＵ）又は両方）、主メモリ８０４、及びスタティック・メモリ
８０６を含む。コンピュータ・システム８００は更に、ビデオ・ディスプレイ装置８１０
、英数字入力装置８１２（例えば、キーボード）、及びユーザ・インタフェース（ＵＩ）
ナビゲーション装置８１４（例えば、マウス）を含み得る。一実施例では、ビデオ・ディ
スプレイ装置８１０、入力装置８１２、及びＵＩナビゲーション装置８１４はタッチ画面
ディスプレイである。コンピュータ・システム８００は、更に、記憶装置８１６（例えば
、ドライブ装置）、信号生成装置８１８（例えば、スピーカ）、出力コントローラ８３２
、電力管理コントローラ８３４、（１つ又は複数のアンテナ８３０、トランシーバ、又は
他の無線通信ハードウェアを含み、若しくは、動作するよう１つ又は複数のアンテナ８３
０、トランシーバ、又は他の無線通信ハードウェアと通信し得る）ネットワーク・インタ
フェース装置８２０、及び、ＧＰＳセンサ、コンパス、位置センサ、加速度計、又は他の
センサなどの１つ若しくは複数のセンサ８２８を含み得る。
【００９０】
　記憶装置８１６は、本明細書又は特許請求の範囲記載の方法論又は機能の何れか１つ又
は複数を実施し、若しくは、本明細書又は特許請求の範囲記載の方法論又は機能の何れか
１つ又は複数によって利用されるデータ構造及び命令８２４（例えば、ソフトウェア）の
１つ又は複数の組が記憶されたマシン読み取り可能な媒体８２２を含む。命令８２４は更
に、コンピュータ・システム８００によるその実行中、プロセッサ８０２内、及び／又は
主メモリ８０４内、スタティック・メモリ８０６内に完全に、若しくは少なくとも部分的
に存在し得る。主メモリ８０４、スタティック・メモリ８０６、及びプロセッサ８０６は
更に、マシン読み取り可能な媒体を構成する。「マシン読み取り可能な媒体」の語は更に
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、
マシンによる実行のための命令を記憶し、コード化し、又は収容することができ、本明細
書及び特許請求の範囲記載の方法論の何れか１つ又は複数をマシンに行わせ、又は、前述
の命令によって利用され、若しくは前述の命令に関連付けられたデータ構造を記憶し、コ
ード化し、又は収容することができる何れかの有形の媒体を含むと解される。「マシン読
み取り可能な媒体」の語はよって、ソリッドステート・メモリ、光媒体、及び磁気媒体に
限定されないが、それらを含むと解されるものとする。マシン読み取り可能な媒体の具体
例は、例えば、例として、半導体メモリ装置（例えば、電気的にプログラム可能なリード
オンリ・メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気的に消去可能なプログラマブル・リードオンリ・メ
モリ（ＥＥＰＲＯＭ））及びフラッシュ・メモリ装置、内部ハード・ディスク及び着脱可
能なディスクなどの磁気ディスク、光磁気ディスク、並びに、ＣＤ－ＲＯＭディスク及び
ＤＶＤ－ＲＯＭディスクを含む。
【００９１】
　命令８２４は更に、いくつかの周知の転送プロトコル（例えば、ＨＴＴＰ）の何れか１
つを利用するネットワーク・インタフェース装置８２０を介して伝送媒体を使用して通信
ネットワーク８２６を介して送信、又は受信し得る。通信ネットワークの例は、ローカル
・エリア・ネットワーク（ＬＡＮ）、ワイド・エリア・ネットワーク（ＷＡＮ）、インタ
ーネット、モバイル電話ネットワーク、旧来の電話（ＰＯＴＳ）ネットワーク、及び無線
データ・ネットワーク（例えば、ワイファイ、３Ｇ、及び４Ｇ　ＬＴＥ／ＬＴＥ―Ａ又は
ワイマックス（ＷｉＭＡＸ）ネットワーク）を含む。「伝送媒体」の語は、マシンによる
実行のための命令を記憶し、コード化し、又は収容することができる何れかの無形の媒体
を含むと解され、前述のソフトウェアの通信を可能にするためのディジタル又はアナログ
の通信信号若しくは他の無形媒体を含む。
【００９２】
　適用可能な他のネットワーク構成も、本願の通信ネットワークの範囲内に含まれ得る。
ローカル・エリア無線ネットワーク構成及びワイド・エリア・インターネット・ネットワ
ーク接続を参照して例を記載しているが、通信は、有線伝送媒体及び無線伝送媒体の何れ
かの組み合わせを使用して、何れかの数のパーソナルネットワーク、ＬＡＮ、及びＷＡＮ
を使用して可能にし得る。
【００９３】
　実施例は、ハードウェア、ファームウェア、及びソフトウェアの１つ又は組み合わせで
実現し得る。実施例は更に、本明細書及び特許請求の範囲記載の動作を行うために少なく
とも１つのプロセッサによって読み取り、実行し得る、コンピュータ読み取り可能な記憶
装置上に記憶された命令として実現し得る。コンピュータ読み取り可能な記憶装置は、マ
シン（例えば、コンピュータ）によって読み取り可能な形式で情報を記憶するための何れ
かの一時的でない機構を含み得る。例えば、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、リ
ードオンリ・メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセス・メモリ（ＲＡＭ）、磁気ディスク記
憶媒体、光記憶媒体、フラッシュ・メモリ装置、並びに、他の記憶装置及び媒体を含み得
る。
【００９４】
　本明細書記載の機能的な装置又は機能は、その実現の独立性を特に強調するために、構
成部分又はモジュールとして表し、又はラベリングされていることがあり得る。例えば、
構成部分又はモジュールは、カスタム超大規模集積（ＶＬＳＩ）回路又はゲート・アレイ
や、ロジック・チップ、トランジスタ、又は他の個別部品などの既成の半導体を含むハー
ドウェア回路として実現し得る。構成部分又はモジュールは更に、フィールド・プログラ
マブル・ゲート・アレイ、プログラマブル・アレイ・ロジック、プログラマブル・ロジッ
ク装置等などのプログラマブル・ハードウェア装置において実現し得る。構成部分又はモ
ジュールは更に、各種プロセッサによる実行のためにソフトウェアで実現し得る。例えば
、実行可能なコードの識別された構成部分又はモジュールは、例えばオブジェクト、手順
、又は機能として編成し得る１つ又は複数の物理的若しくは論理的なコンピュータ命令ブ
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ロックを含み得る。しかし、識別された構成部分又はモジュールの実行可能ファイルは、
物理的に一緒に配置されていなくてよい一方、論理的に併せて結合されると、構成部分又
はモジュールを含み、構成部分又はモジュールの記述された目的を達成する、別々の場所
に記憶された別個の命令を含み得る。
【００９５】
　実際に、実行可能なコードの構成部分又はモジュールは単一の命令又は多くの命令であ
り得、別々のいくつかのコード・セグメントにわたり、別々のプログラム間で、かつ、い
くつかのメモリ装置にわたり、分散し得る。同様に、動作データは、本明細書及び特許請
求の範囲において、構成部分内又はモジュール内で識別し、例証し得、何れかの適切な形
式で実現し得、何れかの適切なタイプのデータ構造内に編成し得る。動作データは単一の
データ・セットとして集約し得、又は別々の記憶装置を含む別々の場所にわたって分散し
得、少なくとも部分的には、単に、システム上又はネットワーク上の電子信号として存在
し得る。構成部分又はモジュールは、所望の機能を行うよう動作可能なエージェントを含
み、受動型又は能動型であり得る。
【００９６】
　本願記載の方法、システム、及び装置の実施例の更なる例は、以下の限定でない構成を
含む。以下の限定でない例はそれぞれ、独立していることがあり得、又は、後述する、又
は本開示にわたるその他の例の何れか１つ又は複数との順列又は組み合わせで組み合わせ
得る。
【００９７】
　例１は、アプリケーションベースのネットワーク・ルーティング・ポリシーを確立する
ために、アクセス・ネットワーク発見及び選択機能（ＡＮＤＳＦ）サーバにおいて行われ
る方法によって実施される主題を含み、上記方法は、ＡＮＤＳＦ管理オブジェクトにおけ
るＵＥプロファイル・ノードからユーザ装置（ＵＥ）プロファイル情報を取得する工程で
あって、ＵＥプロファイル情報はＵＥの構成に特有である工程と、ＵＥの構成において動
作している特定のソフトウェア・アプリケーションの二次ネットワークにデータをオフロ
ードするためのアプリケーション・ポリシーを決定する工程と、ＡＮＤＳＦ管理オブジェ
クトのシステム間ルーティング・ポリシー（ＩＳＲＰ）ノード内のアプリケーション・ノ
ードを定義する工程であって、アプリケーション・ノードは、二次ネットワークにデータ
をオフロードするためのアプリケーション・ポリシーを提供する工程と、データを二次ネ
ットワークにオフロードするためにアプリケーション・ポリシーを実現するためにＵＥに
ＩＳＲＰを提供する工程とを含む。
【００９８】
　例２では、例１の主題は、ＡＮＤＳＦサーバからＵＥにＡＮＤＳＦ管理オブジェクトを
送信することにより、実現のためにＵＥにＩＳＲＰを提供する工程を任意的に含み得、ア
プリケーション・ノードは、ＩＳＲＰノードのフローベースのポリシーについて定義され
た第１のアプリケーション・ノード、及びＩＳＲＰノードの非シームレス・オフロード・
ベースのポリシーについて定義された第２のアプリケーション・ノードを含む。
【００９９】
　例３では、例１－２の一又は何れかの組み合わせの主題は、任意的には、オープン・モ
バイル・アライアンス装置管理（ＯＭＡ－ＤＭ）交換中にＵＥからＡＮＤＳＦ管理オブジ
ェクトを取得することにより、ＡＮＤＳＦ管理オブジェクトにおけるＵＥプロファイル・
ノードからＵＥプロファイル情報を取得する工程と、ＵＥプロファイル・ノードをＡＮＤ
ＳＦ管理オブジェクトから読み出す工程とを含み得、ＡＮＤＳＦ管理オブジェクトは、拡
張可能なマークアップ言語（ＸＭＬ）形式で構成される。
【０１００】
　例４では、例１乃至３の１つ又は何れかの組み合わせの主題は、二次ネットワークにデ
ータをオフロードするためにアプリケーション・ポリシーに含めるために識別されたＵＥ
のアプリケーション毎にＩＳＲＰ内に含まれた新たなアプリケーション・ノードを任意的
に含み得る。
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【０１０１】
　図５では、例１乃至４の１つ又は何れかの組み合わせの主題は、ＵＥの構成に特有の複
数のソフトウェア・アプリケーションを識別するための情報を含むＵＥの構成に特有のＵ
Ｅプロファイル情報を任意的に含み得る。
【０１０２】
　例６では、例１乃至５の１つ又は何れかの組み合わせの主題は、ソフトウェア・バージ
ョン、ハードウェア・バージョン、ハードウェア・アーキテクチャ、又はオペレーティン
グ・システムの１つ又は複数を示すＵＥの構成に特有の複数のソフトウェア・アプリケー
ションを識別するための情報を任意的に含み得る。
【０１０３】
　例７では、例１乃至６の１つ又は何れかの組み合わせは、アプリケーション識別子を含
むアプリケーション・ノードを任意的に含み得、アプリケーション識別子は、ＵＥの構成
において動作する特定のソフトウェア・アプリケーションを一意に識別するために使用さ
れる。
【０１０４】
　例８では、例１乃至７の１つ又は何れかの組み合わせの主題は、３ＧＰＰロング・ター
ム・エボリューション又はロング・ターム・エボルーション・アドバンスド（ＬＴＥ／Ｌ
ＴＥ－Ａ）のうちの標準に応じて動作するエボルブド・パケット・コア内に備えられるＡ
ＮＤＳＦサーバを任意的に含み得、二次ネットワークは、ＩＥＥＥ８０２．１１標準ファ
ミリーのうちの標準に応じて動作する無線ローカル・エリア・ネットワークである。
【０１０５】
　例９は、マルチモード・ユーザ装置（ＵＥ）デバイスによって実施される主題を含み得
、又は、マルチモード・ユーザ装置（ＵＥ）デバイスによって実施される主題を含むよう
、例１乃至８の１つ又は何れかの組み合わせの全部又は一部分と任意的に組み合わせ得、
マルチモード・ユーザ装置（ＵＥ）装置は、キャリアベースの無線ネットワークとの通信
、及び無線ローカル・エリア・ネットワークとの通信を行うよう構成されたトランシーバ
と、キャリアベースの無線ネットワークのエボルブド・パケット・コア内に維持されたア
クセス・ネットワーク発見及び選択機能（ＡＮＤＳＦ）サーバから提供された１つ又は複
数のアプリケーションベースのネットワーク・ルーティング・ポリシーを実現するよう構
成された処理回路とを備え、処理回路は、ＵＥのハードウェア及びソフトウェア構成を含
むＵＥプロファイル情報をＡＮＤＳＦサーバに送信する工程と、ＵＥ上の動作のために構
成されたソフトウェア・アプリケーションのデータをオフロードするためのアプリケーシ
ョン・ネットワーク・ルーティング・ポリシーをＡＮＤＳＦサーバから受け取る工程であ
って、アプリケーション・ネットワーク・ルーティング・ポリシーは、ＡＮＤＳＦ管理オ
ブジェクトのシステム間ルーティング・ポリシー（ＩＳＲＰ）に含まれる工程と、データ
をオフロードするためにアプリケーション・ネットワーク・ルーティング・ポリシー及び
ＩＳＲＰに関して、ソフトウェア・アプリケーションから生成されたデータの無線ローカ
ル・エリア・ネットワークへのオフロードを行う工程とを行うための１つ又は複数の命令
を行うよう構成される。
【０１０６】
　例１０では、例９の主題は、ソフトウェア・バージョン、ハードウェア・バージョン、
ハードウェア・アーキテクチャ、又はオペレーティング・システムの１つ又は複数につい
ての情報を含むＵＥプロファイル情報を任意的に含み得る。
【０１０７】
　例１１では、例９乃至１０の１つ又は何れかの組み合わせの主題は、ＵＥ上の動作のた
めに構成された複数のソフトウェア・アプリケーションのために複数のノードを含むアプ
リケーション・ネットワーク・ルーティング・ポリシーを任意的に含み得、複数のソフト
ウェア・アプリケーションはそれぞれ、特定のソフトウェア・アプリケーションに特有の
識別子、及び特定のソフトウェア・アプリケーションの動作環境を含む。
【０１０８】
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　例１２では、例９乃至１１の１つ又は何れかの組み合わせの主題は、ＩＳＲＰの非シー
ムレス・オフロード・ベースのポリシーについて定義された第２のアプリケーション・ネ
ットワーク・ルーティング・ポリシー、及びＩＳＲＰのフローベースのポリシーについて
定義された第１のアプリケーション・ネットワーク・ルーティング・ポリシーを含むアプ
リケーション・ネットワーク・ルーティング・ポリシーを任意的に含み得る。
【０１０９】
　例１３では、例９乃至１２の１つ又は何れかの主題は、ＵＥのハードウェア及びソフト
ウェア構成に基づいた、変動する複数のアプリケーション・ポリシーを含むソフトウェア
・アプリケーションのためのノードをそれぞれが含む第１のアプリケーション・ネットワ
ーク・ルーティング・ポリシー及び第２のアプリケーション・ネットワーク・ルーティン
グ・ポリシーを含み得る。
【０１１０】
　例１４では、例９乃至１３の１つ又は何れかの組み合わせの主題は、３ＧＰＰロング・
ターム・エボリューション又はロング・ターム・エボリューション・アドバンスド（ＬＴ
Ｅ／ＬＴＥ－Ａ）標準ファミリーのうちの標準に応じて動作するキャリアベースの無線ネ
ットワークを任意的に含み得、無線ローカル・エリア・ネットワークは、ＩＥＥＥ８０２
．１１標準ファミリーのうちの標準に応じて動作する。
【０１１１】
　例１５は、アプリケーションベースのネットワーク・ルーティング・ポリシーを実現す
るためにユーザ装置（ＵＥ）によって行われる方法によって実施される主題を含み得、又
は、上記主題を含むよう、例１乃至例１４の１つ又は何れかの組み合わせの主題の全部又
は一部分と任意的に組み合わせ得、方法は、ＵＥのハードウェア及びソフトウェア構成に
ついてＵＥプロファイル情報をＡＮＤＳＦサーバに提供する工程と、ＵＥ上の動作のため
に構成されたソフトウェア・アプリケーションのためにデータをオフロードするためのア
プリケーション・ポリシーをＡＮＤＳＦサーバから受け取る工程であって、アプリケーシ
ョン・ポリシーはＡＮＤＳＦ管理オブジェクトに含まれ、ＵＥのハードウェア及びソフト
ウェア構成に特有である工程と、アプリケーション・ポリシーの仕様に応じて、オフロー
ド・ネットワークにソフトウェア・アプリケーションにおけるデータをルーティングする
ことにより、データをオフロードするためのアプリケーション・ポリシーに関してソフト
ウェア・アプリケーションを動作させる工程とを含む。
【０１１２】
　例１６では、例１５の主題は、システム間ルーティング・ポリシー内のフローベースの
ポリシーについて定義された第１のアプリケーション・ポリシー、及びシステム間ルーテ
ィング・ポリシー内の非シームレス・オフロード・ベースのポリシーについて定義された
第２のアプリケーション・ポリシーを含み得る。
【０１１３】
　例１７では、例１５乃至１６の１つ又は何れかの組み合わせの主題は、ソフトウェア・
アプリケーションにおいて利用可能であるのがフローベースのトラフィック・オフロード
又は非シームレスベースのトラフィック・オフロードであるかを判定する工程と、上記判
定に基づいて第１のアプリケーション・ポリシー又は第２のアプリケーション・ポリシー
を選択する工程とを任意的に含み得る。
【０１１４】
　例１８では、例１５乃至１７の１つ又は何れかの組み合わせの主題は、アプリケーショ
ン・ポリシーの仕様に応じて、第２のソフトウェア・アプリケーションにおけるデータを
オフロード・ネットワークにルーティングすることにより、データをオフロードするため
にアプリケーション・ポリシーに関して第２のソフトウェア・アプリケーションを動作さ
せる工程を任意的に含み得る。
【０１１５】
　例１９では、例１５乃至１８の１つ又は何れかの組み合わせは、オープン・モバイル・
アライアンス装置管理（ＯＭＡ－ＤＭ）交換中にＵＥからの管理オブジェクトにおいて提
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供されるＵＥのハードウェア及びソフトウェア構成上にＵＥプロファイル情報を任意的に
含み得る。
【０１１６】
　例２０は、エボルブド・ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）によって確立された一次無線ネット
ワークを介してユーザ装置（ＵＥ）と無線通信する、エボルブド・パケット・コア又は同
様なシステム構成によって実施される主題を含み得、又は、上記主題を含めるよう、例１
乃至１９の１つ又は何れかの組み合わせの主題の全部又は一部分と組み合わせ得、上記エ
ボルブド・パケット・コア又は同様なシステム構成は、動作可能にｅノードＢと通信し、
ＵＥにおいて動作している１つ又は複数のソフトウェア・アプリケーションから遠隔二次
無線ネットワークへのデータ・トラフィックのオフロードを制御するためにＡＮＤＳＦ管
理オブジェクトを管理するよう構成されたアクセス・ネットワーク発見及び選択機能（Ａ
ＮＤＳＦ）サーバと、ｅノードＢ及び遠隔二次無線ネットワークと動作可能に通信し、遠
隔二次無線ネットワークにデータ・トラフィックのオフロードを可能にするよう構成され
たパケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイとを備え、ＡＮＤＳＦサーバは、ＡＮ
ＤＳＦ管理オブジェクトのユーザ装置プロファイル・ノードに含まれるＵＥプロファイル
情報にアクセスする工程であって、ＵＥプロファイル情報がＵＥの動作構成に特有である
工程と、ＡＮＤＳＦ管理オブジェクトのシステム間ルーティング・ポリシー（ＩＳＲＰ）
ノードに含めるためのアプリケーション・ノードを定義する工程であって、アプリケーシ
ョン・ノードは、ＵＥにおいて動作するソフトウェア・アプリケーションについてのデー
タのオフロードのための１つ又は複数のアプリケーション特有ポリシー、及びＵＥにおい
て動作するソフトウェア・アプリケーションについての遠隔二次無線ネットワークへのオ
フロードを制御するアプリケーション特有ポリシーを提供する工程と、アプリケーション
特有のポリシーの実現のためにＵＥにＩＳＲＰノードを含むＡＮＤＳＦ管理オブジェクト
を提供する工程とを行うための動作を行うよう構成される。
【０１１７】
　例２１では、例２０の主題は、ＵＥプロファイル情報によって示された特定のソフトウ
ェア・アプリケーションのハードウェア及びソフトウェア動作構成に基づいてソフトウェ
ア・アプリケーションの特定のソフトウェア・アプリケーションのためのデータをオフロ
ードするためのアプリケーション特有ポリシーを判定するための動作を行うよう構成され
る。
【０１１８】
　例２２では、例２０乃至２１の１つ又は何れかの組み合わせの主題は、ソフトウェア・
バージョン、ハードウェア・バ―ジョン、ハードウェア・アーキテクチャ、又はオペレー
ティング・システムの１つ又は複数を使用して特定のソフトウェア・アプリケーションを
識別する情報を含むＵＥプロファイルによって示された特定のソフトウェア・アプリケー
ションのハードウェア及びソフトウェアの動作構成を任意的に含み得る。
【０１１９】
　例２３では、例２０乃至２２の１つ又は何れかの組み合わせの主題は、フローベースの
オフロードのための仕様、及び非シームレスベースのオフロードのための仕様を提供する
ＩＳＲＰノードを任意的に含み得る。
【０１２０】
　例２４では、例２０乃至２３の１つ又は何れかの組み合わせの主題は、アプリケーショ
ン識別子を含むアプリケーション・ノードを任意的に含み得、ＵＥにおいて動作するソフ
トウェア・アプリケーションを一意に識別するために使用され、ＡＮＤＳＦ管理オブジェ
クトは、拡張可能なマークアップ言語（ＸＭＬ）形式に構成される。
【０１２１】
　例２５では、３ＧＰＰロング・ターム・エボリューション又はロング・タ―ム・エボリ
ューション・アドバンスド（ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ）標準ファミリーのうちの標準に応じて
動作を行うエボルブド・パケット・コアを任意的に含み得、遠隔二次無線ネットワークは
、ＩＥＥＥ８０２．１１標準ファミリーのうちの標準に応じて動作する無線ローカル・エ
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リア・ネットワークである。
【０１２２】
　要約は、本願の開示の特性及び本質を読み手が確かめることを可能にするために記載さ
れる。本出願の特許請求の範囲に記載された請求項の範囲又は意味を解釈又は制限するた
めに使用されないと理解されるものとする。特許請求の範囲に記載の内容は、上記詳細な
説明に組み入れ、各請求項はそれ自体が別個の実施例として独立している。

【図１】 【図２】
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【図４Ｂ】 【図５】

【図６】
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【要約の続き】
コンピューティング装置において実現し得る。
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