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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアントデバイスによって、プロキシワイヤレスノードを発見することと、ここに
おいて、前記プロキシワイヤレスノードは、直接のピアツーピア通信リンクの確立を許可
するために、前記クライアントデバイスから近い範囲内にあり、およびマルチパストラン
スポートプロトコル（ＭＰＴＰ）セッションをサポートするように構成される、
　前記プロキシワイヤレスノードとの前記直接のピアツーピア通信リンクを確立すること
と、
　前記クライアントデバイスで、前記クライアントデバイスの第１のインターネットプロ
トコル（ＩＰ）アドレスを使用してサーバとの前記ＭＰＴＰセッションの第１のＭＰＴＰ
経路を通して前記サーバと通信することと、
　前記プロキシワイヤレスノードがそれのＩＰアドレスを前記クライアントデバイスに貸
すことと、
　前記クライアントデバイスで、前記直接のピアツーピア通信リンクを通して前記クライ
アントデバイスとの通信における前記プロキシワイヤレスノードの第２のＩＰアドレスを
使用して前記ＭＰＴＰセッションの第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバと通信するこ
とであって、前記第２のＭＰＴＰ経路を通した前記サーバとの前記通信が、前記プロキシ
ワイヤレスノードを通る、ことと、ここにおいて、前記プロキシワイヤレスノードは前記
サーバとワイヤレスで通信する、
　を備え、
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　前記第１のＭＰＴＰ経路は、前記クライアントデバイスの第１のキャリアと関連し、前
記第２のＭＰＴＰ経路は、前記クライアントデバイスの第２のキャリアと関連し、
　前記プロキシワイヤレスノードを通るマルチパス伝送制御プロトコル（ＭＰＴＣＰ）は
、前記プロキシワイヤレスノードまたは前記プロキシワイヤレスノードとは異なるプロキ
シワイヤレスノードを使用して第３のＭＰＴＰ経路をセットアップする、
ワイヤレス通信の方法。
【請求項２】
　ピアツーピア通信を通して前記プロキシワイヤレスノードと前記通信することは、ワイ
ヤードリンクまたはワイヤレスリンクのいずれかを使用して通信することをさらに備える
、請求項１の方法。
【請求項３】
　１つまたは複数のユーザデバイスと通信することをさらに備え、前記１つまたは複数の
ユーザデバイスは、前記第１のＭＰＴＰ経路または前記第２のＭＰＴＰ経路のうちの少な
くとも１つを通して前記サーバにアクセスする、請求項１の方法。
【請求項４】
　前記ＭＰＴＰセッションを開始するために前記サーバとの通信を開始することと、
　前記サーバが複数のＭＰＴＰ経路上で通信することができることを示す情報を前記サー
バから受信することと
をさらに備える、請求項１の方法。
【請求項５】
　前記第１のＭＰＴＰ経路は、第１のＭＰＴＰサブフローに対応し、前記第２のＭＰＴＰ
経路は第２のＭＰＴＰサブフローに対応し、前記第１のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバ
と前記通信することは、前記第１のＩＰアドレスを使用して前記第１のＭＰＴＰサブフロ
ーを通して前記サーバと情報を通信することを備え、前記第２のＭＰＴＰ経路を通して前
記サーバと前記通信することは、前記第２のＩＰアドレスを使用して前記第２のＭＰＴＰ
サブフローを通して前記サーバと情報を通信することを備える、請求項１の方法。
【請求項６】
　前記プロキシワイヤレスノードに前記第２のＩＰアドレスを要求することと、
　前記プロキシワイヤレスノードから前記第２のＩＰアドレスを受信することと、
　前記クライアントデバイスで、前記第２のＭＰＴＰサブフローを開始するために前記第
２のＩＰアドレスを用いて前記サーバとの通信のための前記ＭＰＴＰセッションを開始す
ることと
をさらに備える、請求項５の方法。
【請求項７】
　前記サーバおよび前記プロキシワイヤレスノードと前記通信することは、
　前記第１のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバに前記ＭＰＴＰセッションにおける第１の
通信を送ることと、
　前記第１のＭＰＴＰ経路を通して前記第１のＩＰアドレスで示される前記サーバから前
記ＭＰＴＰセッションにおける第２の通信を受信することと、
　前記第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバに前記ＭＰＴＰセッションにおける第３の
通信を送ることであって、前記第３の通信が、前記ピアツーピア通信を通して前記プロキ
シワイヤレスノードに送られ、前記プロキシワイヤレスノードによって前記サーバに送ら
れる、ことと、
　前記第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバから前記ＭＰＴＰセッションにおける第４
の通信を受信することであって、前記第４の通信が、前記サーバから前記プロキシワイヤ
レスノードの前記第２のＩＰアドレスに送られ、前記第２のＩＰアドレスで示される前記
プロキシワイヤレスノードによって受信され、前記ピアツーピア通信を通して前記プロキ
シワイヤレスノードによって送られる、ことと
を備える、請求項１の方法。
【請求項８】
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　前記経路の各々の性能またはコストのうちの少なくとも１つを分析することと、
　前記分析された性能またはコストに基づいて前記経路上での前記サーバとの前記通信の
分布を最適化することと
をさらに備える、請求項１の方法。
【請求項９】
　性能情報を前記サーバと交換するために少なくとも１つのオーバーレイが使用される、
請求項８の方法。
【請求項１０】
　新しいＭＰＴＰ経路が利用可能になったときに前記新しいＭＰＴＰ経路を追加すること
と、
　既存のＭＰＴＰ経路が失われたときに前記既存のＭＰＴＰ経路を削除することと
のうちの少なくとも１つをさらに備える、請求項１の方法。
【請求項１１】
　前記ＭＰＴＰ経路の前記追加または削除は、ネットワーク利用可能性、プロキシノード
利用可能性、または前記ＭＰＴＰ経路の性能に基づく、請求項１０の方法。
【請求項１２】
　前記サーバと前記通信することは、ワイヤードリンクまたはワイヤレスリンク上で、通
信デバイスに関連する２つ以上のモデムを通して通信することをさらに備える、請求項１
の方法。
【請求項１３】
　前記２つ以上のモデムを通して通信することは、１つまたは複数のＷＷＡＮに関する性
能情報、価格設定情報、および利用可能性情報のうちの少なくとも１つを交換するために
、または１つまたは複数のＷＷＡＮを選択するために、モデム間協調を使用することをさ
らに備える、請求項１２の方法。
【請求項１４】
　クライアントデバイスによって、プロキシワイヤレスノードを発見する手段と、ここに
おいて、前記プロキシワイヤレスノードは、直接のピアツーピア通信リンクの確立を許可
するために、前記クライアントデバイスから近い範囲内にあり、およびマルチパストラン
スポートプロトコル（ＭＰＴＰ）セッションをサポートするように構成される、
　前記プロキシワイヤレスノードとの前記直接のピアツーピア通信リンクを確立する手段
と、
　前記クライアントデバイスで、前記クライアントデバイスの第１のインターネットプロ
トコル（ＩＰ）アドレスを使用してサーバとの前記ＭＰＴＰセッションの第１のＭＰＴＰ
経路を通して前記サーバと通信する手段と、
　前記プロキシワイヤレスノードがそれのＩＰアドレスを前記クライアントデバイスに貸
す手段と、
　前記クライアントデバイスで、前記直接のピアツーピア通信リンクを通して前記クライ
アントデバイスとの通信における前記プロキシワイヤレスノードの第２のＩＰアドレスを
使用して前記ＭＰＴＰセッションの第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバと通信する手
段であって、前記第２のＭＰＴＰ経路を通した前記サーバとの前記通信が、前記プロキシ
ワイヤレスノードを通る、手段と、ここにおいて、前記プロキシワイヤレスノードは前記
サーバとワイヤレスで通信する、
　を備え、
　前記第１のＭＰＴＰ経路は、前記クライアントデバイスの第１のキャリアと関連し、前
記第２のＭＰＴＰ経路は、前記クライアントデバイスの第２のキャリアと関連し、
　前記プロキシワイヤレスノードを通るマルチパス伝送制御プロトコル（ＭＰＴＣＰ）は
、前記プロキシワイヤレスノードまたは前記プロキシワイヤレスノードとは異なるプロキ
シワイヤレスノードを使用して第３のＭＰＴＰ経路をセットアップする、
ワイヤレス通信のための装置。
【請求項１５】
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　ピアツーピア通信を通して前記プロキシワイヤレスノードと前記通信する手段は、ワイ
ヤードリンクまたはワイヤレスリンクのいずれかを使用して通信する手段をさらに備える
、請求項１４の装置。
【請求項１６】
　１つまたは複数のユーザデバイスと通信する手段をさらに備え、前記１つまたは複数の
ユーザデバイスは、前記第１のＭＰＴＰ経路または前記第２のＭＰＴＰ経路のうちの少な
くとも１つを通して前記サーバにアクセスする、請求項１４の装置。
【請求項１７】
　前記ＭＰＴＰセッションを開始するために前記サーバとの通信を開始する手段と、
　前記サーバが複数のＭＰＴＰ経路上で通信することができることを示す情報を前記サー
バから受信する手段と
をさらに備える、請求項１４の装置。
【請求項１８】
　前記第１のＭＰＴＰ経路は第１のＭＰＴＰサブフローに対応し、前記第２のＭＰＴＰ経
路は第２のＭＰＴＰサブフローに対応し、前記第１のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバと
通信する前記手段は、前記第１のＩＰアドレスを使用して前記第１のＭＰＴＰサブフロー
を通して前記サーバと情報を通信し、前記第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバと通信
する前記手段は、前記第２のＩＰアドレスを使用して前記第２のＭＰＴＰサブフローを通
して前記サーバと情報を通信する、請求項１４の装置。
【請求項１９】
　前記プロキシワイヤレスノードに前記第２のＩＰアドレスを要求する手段と、
　前記プロキシワイヤレスノードから前記第２のＩＰアドレスを受信する手段と、
　前記クライアントデバイスで、前記第２のＭＰＴＰサブフローを開始するために前記第
２のＩＰアドレスを用いて前記サーバとの通信のための前記ＭＰＴＰセッションを開始す
る手段と
をさらに備える、請求項１８の装置。
【請求項２０】
　前記サーバおよび前記プロキシワイヤレスノードと前記通信することは、
　前記第１のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバに前記ＭＰＴＰセッションにおける第１の
通信を送る手段と、
　前記第１のＭＰＴＰ経路を通して前記第１のＩＰアドレスで示される前記サーバから前
記ＭＰＴＰセッションにおける第２の通信を受信する手段と、
　前記第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバに前記ＭＰＴＰセッションにおける第３の
通信を送る手段であって、前記第３の通信が、前記ピアツーピア通信を通して前記プロキ
シワイヤレスノードに送られ、前記プロキシワイヤレスノードによって前記サーバに送ら
れる、手段と、
　前記第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバから前記ＭＰＴＰセッションにおける第４
の通信を受信する手段であって、前記第４の通信が、前記サーバから前記プロキシワイヤ
レスノードの前記第２のＩＰアドレスに送られ、前記第２のＩＰアドレスで示される前記
プロキシワイヤレスノードによって受信され、前記ピアツーピア通信を通して前記プロキ
シワイヤレスノードによって送られる、手段と
を備える、請求項１４の装置。
【請求項２１】
　前記経路の各々の性能またはコストのうちの少なくとも１つを分析する手段と、
　前記分析された性能またはコストに基づいて前記経路上での前記サーバとの前記通信の
分布を最適化する手段と
をさらに備える、請求項１４の装置。
【請求項２２】
　性能情報を前記サーバと交換するために少なくとも１つのオーバーレイが使用される、
請求項２１の装置。
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【請求項２３】
　新しいＭＰＴＰ経路が利用可能になったときに前記新しいＭＰＴＰ経路を追加する手段
と、
　既存のＭＰＴＰ経路が失われたときに前記既存のＭＰＴＰ経路を削除する手段と
のうちの少なくとも１つをさらに備える、請求項１４の装置。
【請求項２４】
　前記ＭＰＴＰ経路の前記追加または削除は、ネットワーク利用可能性、プロキシノード
利用可能性、または前記ＭＰＴＰ経路の性能に基づく、請求項２３の装置。
【請求項２５】
　前記サーバと通信する前記手段は、ワイヤードリンクまたはワイヤレスリンク上で、通
信デバイスにとって利用可能な２つ以上のモデムを通して通信する手段をさらに備える、
請求項１４の装置。
【請求項２６】
　前記２つ以上のモデムを通して通信する手段は、１つまたは複数のＷＷＡＮに関する性
能情報、価格設定情報、および利用可能性情報のうちの少なくとも１つを交換するために
、または１つまたは複数のＷＷＡＮを選択するために、モデム間協調を使用する手段をさ
らに備える、請求項２５の装置。
【請求項２７】
　クライアントデバイスによって、プロキシワイヤレスノードを発見することと、ここに
おいて、前記プロキシワイヤレスノードは、直接のピアツーピア通信リンクの確立を許可
するために、前記クライアントデバイスから近い範囲内にあり、およびマルチパストラン
スポートプロトコル（ＭＰＴＰ）セッションをサポートするように構成される、
　前記プロキシワイヤレスノードとの前記直接のピアツーピア通信リンクを確立すること
と、
　前記クライアントデバイスで、前記クライアントデバイスの第１のインターネットプロ
トコル（ＩＰ）アドレスを使用してサーバとの前記ＭＰＴＰセッションの第１のＭＰＴＰ
経路を通して前記サーバと通信することと、
　前記プロキシワイヤレスノードがそれのＩＰアドレスを前記クライアントデバイスに貸
すことと、
　前記クライアントデバイスで、前記直接のピアツーピア通信リンクを通して前記クライ
アントデバイスとの通信における前記プロキシワイヤレスノードの第２のＩＰアドレスを
使用して前記ＭＰＴＰセッションの第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバと通信するこ
とであって、前記第２のＭＰＴＰ経路を通した前記サーバとの前記通信が、前記プロキシ
ワイヤレスノードを通ることと、ここにおいて、前記プロキシワイヤレスノードは前記サ
ーバとワイヤレスで通信する、
　を行うためのコードを備え、
　前記第１のＭＰＴＰ経路は、前記クライアントデバイスの第１のキャリアと関連し、前
記第２のＭＰＴＰ経路は、前記クライアントデバイスの第２のキャリアと関連し、
　前記プロキシワイヤレスノードを通るマルチパス伝送制御プロトコル（ＭＰＴＣＰ）は
、前記プロキシワイヤレスノードまたは前記プロキシワイヤレスノードとは異なるプロキ
シワイヤレスノードを使用して第３のＭＰＴＰ経路をセットアップする、
非一時的コンピュータ読取可能記録媒体。
【請求項２８】
　クライアントデバイスによって、プロキシワイヤレスノードを発見することと、ここに
おいて、前記プロキシワイヤレスノードは、直接のピアツーピア通信リンクの確立を許可
するために、前記クライアントデバイスから近い範囲内にあり、およびマルチパストラン
スポートプロトコル（ＭＰＴＰ）セッションをサポートするように構成される、
　前記プロキシワイヤレスノードとの前記直接のピアツーピア通信リンクを確立すること
と、
　前記クライアントデバイスで、前記クライアントデバイスの第１のインターネットプロ
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トコル（ＩＰ）アドレスを使用してサーバとの前記ＭＰＴＰセッションの第１のＭＰＴＰ
経路を通して前記サーバと通信することと、
　前記プロキシワイヤレスノードがそれのＩＰアドレスを前記クライアントデバイスに貸
すことと、
　前記クライアントデバイスで、前記直接のピアツーピア通信リンクを通して前記クライ
アントデバイスとの通信における前記プロキシワイヤレスノードの第２のＩＰアドレスを
使用して前記ＭＰＴＰセッションの第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバと通信するこ
とであって、前記第２のＭＰＴＰ経路を通した前記サーバとの前記通信が、前記プロキシ
ワイヤレスノードを通ることと、ここにおいて、前記プロキシワイヤレスノードは前記サ
ーバとワイヤレスで通信する、
　を行うように構成された処理システム
　を備え、
　前記第１のＭＰＴＰ経路は、前記クライアントデバイスの第１のキャリアと関連し、前
記第２のＭＰＴＰ経路は、前記クライアントデバイスの第２のキャリアと関連し、
　前記プロキシワイヤレスノードを通るマルチパス伝送制御プロトコル（ＭＰＴＣＰ）は
、前記プロキシワイヤレスノードまたは前記プロキシワイヤレスノードとは異なるプロキ
シワイヤレスノードを使用して第３のＭＰＴＰ経路をセットアップする、
ワイヤレス通信のための装置。
【請求項２９】
　前記処理システムは、ワイヤードリンクまたはワイヤレスリンクのいずれかを使用して
通信するようにさらに構成された、請求項２８の装置。
【請求項３０】
　前記処理システムは、１つまたは複数のユーザデバイスと通信するようにさらに構成さ
れ、前記１つまたは複数のユーザデバイスは、前記第１のＭＰＴＰ経路または前記第２の
ＭＰＴＰ経路のうちの少なくとも１つを通して前記サーバにアクセスする、請求項２８の
装置。
【請求項３１】
　前記処理システムは、
　前記ＭＰＴＰセッションを開始するために前記サーバとの通信を開始することと、
　前記サーバが複数のＭＰＴＰ経路上で通信することができることを示す情報を前記サー
バから受信することと
を行うようにさらに構成された、請求項２８の装置。
【請求項３２】
　前記第１のＭＰＴＰ経路は第１のＭＰＴＰサブフローに対応し、前記第２のＭＰＴＰ経
路は第２のＭＰＴＰサブフローに対応し、前記処理システムは、
　前記第１のＩＰアドレスを使用して前記第１のＭＰＴＰサブフローを通して前記サーバ
と情報を通信することと、
　前記第２のＩＰアドレスを使用して前記第２のＭＰＴＰサブフローを通して前記サーバ
と情報を通信することと
を行うようにさらに構成された、請求項２８の装置。
【請求項３３】
　前記処理システムは、
　前記プロキシワイヤレスノードに前記第２のＩＰアドレスを要求することと、
　前記プロキシワイヤレスノードから前記第２のＩＰアドレスを受信することと、
　前記クライアントデバイスで、前記第２のＭＰＴＰサブフローを開始するために前記第
２のＩＰアドレスを用いて前記サーバとの通信のための前記ＭＰＴＰセッションを開始す
ることと
を行うようにさらに構成された、請求項３２の装置。
【請求項３４】
　前記処理システムは、
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　前記第１のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバに前記ＭＰＴＰセッションにおける第１の
通信を送ることと、
　前記第１のＭＰＴＰ経路を通して前記第１のＩＰアドレスで示される前記サーバから前
記ＭＰＴＰセッションにおける第２の通信を受信することと、
　前記第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバに前記ＭＰＴＰセッションにおける第３の
通信を送ることであって、前記第３の通信が、前記ピアツーピア通信を通して前記プロキ
シワイヤレスノードに送られ、前記プロキシワイヤレスノードによって前記サーバに送ら
れる、ことと、
　前記第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバから前記ＭＰＴＰセッションにおける第４
の通信を受信することであって、前記第４の通信が、前記サーバから前記プロキシワイヤ
レスノードの前記第２のＩＰアドレスに送られ、前記第２のＩＰアドレスで示される前記
プロキシワイヤレスノードによって受信され、前記ピアツーピア通信を通して前記プロキ
シワイヤレスノードによって送られる、ことと
を行うようにさらに構成された、請求項２８の装置。
【請求項３５】
　前記処理システムは、
　前記経路の各々の性能またはコストのうちの少なくとも１つを分析することと、
　前記分析された性能またはコストに基づいて前記経路上での前記サーバとの前記通信の
分布を最適化することと
を行うようにさらに構成された、請求項２８の装置。
【請求項３６】
　性能情報を前記サーバと交換するために少なくとも１つのオーバーレイが使用される、
請求項３５の装置。
【請求項３７】
　前記処理システムは、
　新しいＭＰＴＰ経路が利用可能になったときに前記新しいＭＰＴＰ経路を追加すること
と、
　既存のＭＰＴＰ経路が失われたときに前記既存のＭＰＴＰ経路を削除することと
のうちの少なくとも１つを実行するようにさらに構成された、請求項２８の装置。
【請求項３８】
　前記ＭＰＴＰ経路の前記追加または削除は、ネットワーク利用可能性、プロキシノード
利用可能性、または前記ＭＰＴＰ経路の性能に基づく、請求項３７の装置。
【請求項３９】
　前記処理システムは、ワイヤードリンクまたはワイヤレスリンク上で、通信デバイスに
とって利用可能な２つ以上のモデムを通して通信するようにさらに構成された、請求項２
８の装置。
【請求項４０】
　前記処理システムは、１つまたは複数のＷＷＡＮに関する性能情報、価格設定情報、ま
たは利用可能性情報のうちの少なくとも１つを交換するために、または１つまたは複数の
ＷＷＡＮを選択するために、モデム間協調を使用するようにさらに構成された、請求項３
９の装置。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、２０１０年４月６日
に出願された「マルチパストランスポートを使用した協調帯域幅アグリゲーション」と題
する米国仮特許出願第６１／３２１，２０１号の利益を主張する。
【背景】
【０００２】
分野
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　以下の説明は、一般に、ワイヤレス通信に関し、より詳細には、マルチパストランスポ
ートプロトコルを使用した協調帯域幅アグリゲーションのための方法に関する。
【０００３】
背景
　マルチパストランスポートプロトコル（ＭＰＴＰ：MultiPath Transport Protocol）は
、インターネット上のソースと宛先との間のトランスポートレイヤにおいて管理されるべ
き複数のサブフローまたはストリームのサポートを可能にする。ＭＰＴＰの例には、マル
チパス伝送制御プロトコル（ＴＣＰ）およびストリーム制御伝送プロトコル（ＳＣＴＰ：
Stream Control Transmission Protocol）がある。特に、マルチパス伝送制御プロトコル
（ＭＰＴＣＰ：MultiPath Transmission Control Protocol）は、経路にわたって性能を
アグリゲート（集積）するためにソースと宛先との間のインターネット上で複数の経路を
利用するために提案されている。マルチパスＴＣＰは、マルチパスＴＣＰ対応ソフトウェ
アスタックを実装するためにソースノードと宛先ノードの両方を必要とする。インターネ
ット上の多くのアプリケーションサーバは、レガシーＴＣＰスタックを持ち得る。クライ
アントのＴＣＰスタックをマルチパスＴＣＰ対応に変更することもできるが、アプリケー
ションサーバはマルチパスＴＣＰ能力を持たない場合がある。
【０００４】
　ワイヤレスワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）クライアントノードは、同時に複数
のワイヤレスキャリアを利用することが可能であり得る。ＷＷＡＮクライアントノードは
、キャリアにわたって同じワイヤレス技術または異なるワイヤレス技術をサポートするプ
ロトコルスタックを用いて異なるワイヤレスキャリアにアクセスするために複数のモデム
を持つことができる。しかしながら、複数のキャリアを使用するとき、複数のキャリアに
わたる差分（differential）帯域幅と複数のキャリア間のキャリア間スキューとが著しく
なり得る。そのようなキャリア間スキューは、一般に、２０ｍｓから２００ｍｓまでの範
囲にわたって変動することがある。このスキューは、ＷＷＡＮインフラストラクチャ中で
トラフィックが分割される場所に応じて変動する。たとえば、複数のキャリアにわたるト
ラフィックがｅノードＢにおいて分割され、そのようなｅノードＢが、両方ともＬｏｎｇ
　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）をサポートする複数のキャリアをサービスす
る場合、スキューはローカルであるので、スキューの変動は小さくなり得る。ＬＴＥにお
けるｅノードＢ間で１つまたは複数の経路についてトンネリングが必要とされる場合があ
り、それによりこれらの経路にわたってスキューが増加することがある。複数の経路にわ
たる差分帯域幅は、一般に複数のＷＷＡＮ経路にわたって数十～数百ｋｂｐｓ程度変動す
ることがある。さらに、たとえば、ＷＣＤＭＡ／ＵＭＴＳ／ＬＴＥネットワーク中で異な
るノードＢをサービスするか、またはＣＤＭＡ２０００ネットワーク中で異なるＢＴＳを
サービスするＲａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ（ＲＮＣ）においてト
ラフィックが分割され、各々が、広帯域符号分割多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）／ＵＭＴＳま
たは高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）に対して異なるキャリアをサポートする場合、差
分帯域幅の追加の変動があり得、複数の経路にわたってスキューが発生することがある。
さらに、トラフィックは、ＲＮＣおよび／またはｅノードＢおよび／またはＢＮＣを最終
的にサービスするインフラストラクチャ中のより上位のノードにおいてＲＮＣ間および／
またはｅノードＢ間で分割され得る。
【０００５】
　ＷＷＡＮクライアントのための単一のアプリケーションフローが複数のキャリアを利用
するとき、複数の経路にわたる差分帯域幅およびスキューは、ＴＣＰ性能に影響を及ぼし
得る。そのような場合、マルチパスＴＣＰは、スキューを最適化するために有用であるこ
とになる。しかしながら、ＴＣＰ接続の他のエンドポイントのための、インターネット上
のアプリケーションサーバは、マルチパスＴＣＰ対応でないことがある。
【概要】
【０００６】
　以下で、１つまたは複数の態様の基本的理解を与えるために、そのような態様の簡略化
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された概要を提示する。この概要は、すべての企図された態様の包括的な概観ではなく、
すべての態様の主要または重要な要素を識別するものでも、いずれかまたはすべての態様
の範囲を定めるものでもない。その唯一の目的は、後で提示するより詳細な説明の導入と
して、１つまたは複数の態様のいくつかの概念を簡略化された形で提示することである。
【０００７】
　本開示の一態様では、ワイヤレス通信の方法は、第１のＩＰアドレスを使用して第１の
ＭＰＴＰ経路を通してサーバと通信することと、第２のＩＰアドレスを使用して第２のＭ
ＰＴＰ経路を通してサーバと通信することであって、第２のＭＰＴＰ経路を通したサーバ
との通信が、第２のＩＰアドレスで示されるワイヤレスノードを通る、ことと、ピアツー
ピア通信を通してワイヤレスノードと通信することとを含む。
【０００８】
　本開示の一態様では、ワイヤレス通信の方法は、ＭＰＴＰトンネリングサーバとのＭＰ
ＴＰセッションを要求することを含む。さらに、本方法は、ＭＰＴＰトンネルを通してＭ
ＰＴＰトンネリングサーバと通信することであって、トンネルが１つまたは複数のＭＰＴ
Ｐ経路を備え、ＭＰＴＰ経路の各々が通信のためのキャリアに対応する、ことを含む。
【０００９】
　本開示の一態様では、ワイヤレス通信の方法は、１つまたは複数の性能パラメータおよ
び１つまたは複数の経路パラメータに基づいて１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を選択する
ことと、選択された１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を使用してリンクを確立することとを
含む。
【００１０】
　さらに別の態様は装置に関する。本装置は、第１のＩＰアドレスを使用して第１のＭＰ
ＴＰ経路を通してサーバと通信する手段と、第２のＩＰアドレスを使用して第２のＭＰＴ
Ｐ経路を通してサーバと通信する手段であって、第２のＭＰＴＰ経路を通したサーバとの
通信が、第２のＩＰアドレスで示されるワイヤレスノードを通る、手段と、ピアツーピア
通信を通してワイヤレスノードと通信する手段とを含むことができる。
【００１１】
　さらに別の態様は別の装置に関する。本装置は、ＭＰＴＰトンネリングサーバとのＭＰ
ＴＰセッションを要求する手段を含むことができる。さらに、本装置は、ＭＰＴＰトンネ
ルを通してＭＰＴＰトンネリングサーバと通信する手段であって、トンネルが１つまたは
複数のＭＰＴＰ経路を備え、ＭＰＴＰ経路の各々が通信のためのキャリアに対応する、手
段を含む。
【００１２】
　さらに別の態様は装置に関する。本装置は、１つまたは複数の性能パラメータおよび１
つまたは複数の経路パラメータに基づいて１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を選択する手段
と、選択された１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を使用してリンクを確立する手段とを含む
ことができる。
【００１３】
　さらに別の態様は、コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品に関す
る。本コンピュータ可読媒体は、第１のＩＰアドレスを使用して第１のＭＰＴＰ経路を通
してサーバと通信することと、第２のＩＰアドレスを使用して第２のＭＰＴＰ経路を通し
てサーバと通信することであって、第２のＭＰＴＰ経路を通したサーバとの通信が、第２
のＩＰアドレスで示されるワイヤレスノードを通る、ことと、ピアツーピア通信を通して
ワイヤレスノードと通信することとを行うためのコードを含むことができる。
【００１４】
　さらに別の態様は、コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品に関す
る。本コンピュータ可読媒体は、ＭＰＴＰトンネリングサーバとのＭＰＴＰセッションを
要求することと、ＭＰＴＰトンネルを通してＭＰＴＰトンネリングサーバと通信すること
であって、トンネルが１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を備え、ＭＰＴＰ経路の各々が通信
のためのキャリアに対応する、こととを行うためのコードを含むことができる。
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【００１５】
　さらに別の態様は、コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品に関す
る。本コンピュータ可読媒体は、１つまたは複数の性能パラメータおよび１つまたは複数
の経路パラメータに基づいて１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を選択することと、選択され
た１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を使用してリンクを確立することとを行うためのコード
を含むことができる。
【００１６】
　別の態様は、ワイヤレス通信のための装置に関する。本装置はまた、第１のインターネ
ットプロトコル（ＩＰ）アドレスを使用して第１のＭＰＴＰ経路を通してサーバと通信す
ることと、第２のＩＰアドレスを使用して第２のＭＰＴＰ経路を通してサーバと通信する
ことであって、第２のＭＰＴＰ経路を通したサーバとの通信が、第２のＩＰアドレスで示
されるワイヤレスノードを通る、ことと、ピアツーピア通信を通してワイヤレスノードと
通信することとを行うように構成された処理システムを含み得る。
【００１７】
　別の態様は、ワイヤレス通信のための装置に関する。本装置はまた、ＭＰＴＰトンネリ
ングサーバとのＭＰＴＰセッションを要求することと、ＭＰＴＰトンネルを通してＭＰＴ
Ｐトンネリングサーバと通信することであって、トンネルが１つまたは複数のＭＰＴＰ経
路を備え、ＭＰＴＰ経路の各々が通信のためのキャリアに対応する、こととを行うように
構成された処理システムを含み得る。
【００１８】
　別の態様は、ワイヤレス通信のための装置に関する。本装置はまた、１つまたは複数の
性能パラメータおよび１つまたは複数の経路パラメータに基づいて１つまたは複数のＭＰ
ＴＰ経路を選択することと、選択された１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を使用してリンク
を確立することとを行うように構成された処理システムを含み得る。
【００１９】
　上記および関連する目的を達成するために、１つまたは複数の態様は、以下で十分に説
明し、特に特許請求の範囲で指摘する特徴を備える。以下の説明および添付の図面に、１
つまたは複数の態様のうちのいくつかの例示的な特徴を詳細に記載する。ただし、これら
の特徴は、様々な態様の原理が採用され得る様々な方法のほんのいくつかを示すものであ
り、この説明は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物を含むものとする。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、例示的な装置のハードウェア構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、マルチパストランスポートトンネリングサービスを示すブロック図であ
る。
【図３】図３は、マルチパスＴＣＰを使用したＷＷＡＮキャリアにわたるトンネリングサ
ービスを示すブロック図である。
【図４】図４は、キャリア間スキューおよびフロー管理のための経路協調および経路管理
オーバーレイのサポートを示すブロック図である。
【図５】図５は、協調マルチパストランスポートを示すブロック図である。
【図６】図６は、協調マルチパスＴＣＰを示すブロック図である。
【図７】図７は、キャリア間スキューおよびフロー管理のための経路協調および経路管理
オーバーレイのサポートを示す別のブロック図である。
【図８】図８は、協調マルチパスＴＣＰのコールフロー図である。
【図９】図９は、協調マルチパストランスポートを示す別のブロック図である。
【図１０】図１０は、ＵＥがＷＷＡＮクライアントノードとして働くように動作可能であ
り得るマルチパストランスポートトンネリングサービスを示すブロック図である。
【図１１】図１１は、ユーザ機器がＷＷＡＮクライアントノードとして働くように動作可
能であり得る協調マルチパストランスポートを示すブロック図である。
【図１２】図１２は、ＵＥがＷＷＡＮクライアントノードとして働くように動作可能であ
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り得る協調マルチパストランスポートを示す別のブロック図である。
【図１３】図１３は、モデム間協調を用いるマルチパストランスポートトンネリングサー
ビスを示すブロック図である。
【図１４】図１４は、モデム間協調を用いるマルチパストランスポートトンネリングサー
ビスを示す別のブロック図である。
【図１５】図１５は、例示的なパケットフローを示すブロック図である。
【図１６】図１６は、例示的な方法のフローチャートである。
【図１７】図１７は、例示的な装置の機能を示す概念ブロック図である。
【図１８】図１８は、別の例示的な方法のフローチャートである。
【図１９】図１９は、例示的な装置の機能を示す概念ブロック図である。
【図２０】図２０は、さらに別の例示的な方法のフローチャートである。
【図２１】図２１は、例示的な装置の機能を示す概念ブロック図である。
【詳細な説明】
【００２１】
　添付の図面を参照しながら新規のシステム、装置および方法の様々な態様について以下
でより十分に説明する。ただし、本開示の教示は、多くの異なる形態で実施され得、本開
示全体にわたって提示する任意の特定の構造または機能に限定されるものと解釈すべきで
はない。むしろ、これらの態様は、本開示が周到で完全になり、本開示の範囲を当業者に
十分に伝えるために与えるものである。本明細書の教示に基づいて、本開示の範囲は、本
発明の他の態様とは無関係に実装されるにせよ、本開示の他の態様と組み合わせて実装さ
れるにせよ、本明細書で開示する新規のシステム、装置および方法のいかなる態様をもカ
バーするものであることを、当業者なら諒解されたい。たとえば、本明細書に記載の態様
をいくつ使用しても、装置を実装し得、または方法を実施し得る。さらに、本発明の範囲
は、本明細書に記載の本発明の様々な態様に加えてまたはそれらの態様以外に、他の構造
、機能、または構造および機能を使用して実施されるそのような装置またはそのような方
法をカバーするものとする。本明細書で開示する任意の態様が請求項の１つまたは複数の
要素によって実施され得ることを理解されたい。
【００２２】
　本発明の様々な態様を組み込むことに好適な装置の例には、限定はしないが、ワイヤレ
スネットワーク中で動作することが可能なユーザ機器（ＵＥ）、ＷＷＡＮクライアントな
どがある。ＵＥは、ワイヤレス端末、モバイルフォン、ユーザ端末、移動局、モバイルデ
バイス、加入者局、ワイヤレスデバイス、ワイヤレスノード、端末、アクセス端末、ノー
ド、ハンドヘルドデバイス、または何らかの他の好適な用語で呼ばれることがある。本開
示全体にわたって説明する様々な概念は、装置の固有の名称にかかわらず、すべての好適
な装置に当てはまるものである。
【００２３】
　概して、一態様では、協調するＷＷＡＮモデムにわたる同時帯域幅アグリゲーションが
行われ得、これらの協調するモデムは、１つのモバイルプラットフォーム上に、または互
いのワイヤード近傍またはワイヤレス近傍内にある複数のモバイルプラットフォーム上に
常駐することができる。ＷＷＡＮ技術の例には、限定はしないが、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔ
ｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ）およびそれの発展形
、ＣＤＭＡ２０００－ＤＯＲｅｖＡ／Ｂ、Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂ
ｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＷｉＭＡＸ）、ＵＭＴＳ、Ｇ
ＰＲＳ／ＥＤＧＥ、ホワイトスペースベースのＷＷＡＮがある。ＷＷＡＮモデムの各々は
、ＷＷＡＮネットワークにアクセスすることができ、したがって、モバイルプラットフォ
ームは、それに利用可能なＷＷＡＮモデムの各々を使用して帯域幅をアグリゲートするこ
とができる。ユーザに関連する利用可能なモデムは、１つのデバイス上に常駐する場合が
ある。追加のモデムは複数のデバイス上に存在する場合があり、これらのデバイスは互い
のワイヤード近傍またはワイヤレス近傍内の入ったときに動的に関連付けるとしてもよい
。さらに、そのような複数のデバイスは、ワイヤードリンクまたはワイヤレスリンクを介
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して互いに協調する場合がある（たとえば、トラフィックのマージまたは分割がこれらの
デバイスのうちの１つの上で実行される場合がある）。一態様では、利用可能なモデムは
、ＷＷＡＮ技術の利用可能性および性能および価格設定ならびにリンク状態などに関する
情報を交換するために互いに協調し、次いで、使用すべき適切なＷＷＡＮを選択すること
ができる。ＷＷＡＮで利用可能な性能は、ネットワーク中のユーザ数に基づいて変動し得
る。概して、ＷＷＡＮは、セルスペクトル効率λを有することができ、λは、０．８から
１．６５ｂｐｓ／Ｈｚまで変動し得る。シグナリングによるネットワーク上の輻輳は、ス
ペクトル効率を低減することがある。さらに、その場合、低減は、「ツイッター非効率フ
ァクタ」と呼ばれる小部分ηによって指定される。ηは、負荷がかけられたネットワーク
では０．４または４０％になり得ることが考えられる。その場合、真のデータ送信のため
のシステム中の有効な動的に利用可能なスペクトル効率は、ηλによって与えられる。さ
らに、チャネル帯域幅Ｗおよびアクティブデータユーザ数Ｎを仮定した場合、ネットワー
ク中のアクティブデータユーザの平均利用可能性能は、ηλＷ／Ｎによって与えられる。
ηは定数ではなく、システム中の接続ユーザ数Ｍに応じて変動し、ＭはＮよりもはるかに
大きいことが予想されることに留意されたい。各接続ユーザがシステム中でδｂｐｓを効
果的に利用する場合（δは、帯域幅ではなく、輻輳によりシステム中で失われる時間に関
する有効負荷であることに留意されたい）、Ｍ人の接続ユーザは、Ｍδｂｐｓのリソース
を効果的に利用する。利用可能な全スペクトル性能はλＷである。したがって、一態様で
は、ηは、η＝（１－Ｍδ／λＷ）によって与えられる。一例では、λ＝１ｂｐｓ／Ｈｚ
、Ｗ＝５ＭＨｚ、δ＝２５ｋｂｐｓ、およびＭ＝１００のシステムの場合、η＝０．５で
あり、ＷＷＡＮ　Ｓは、５つ組（η，λ，Ｗ，Ｎ，Ｍ）によって決定される状態を有し得
る。すべての他のファクタが固定であると仮定すると、ＷＷＡＮ中の平均ユーザスループ
ットは、（１／Ｎ）として低下し（たとえば、ＷＷＡＮ中のアクティブデータユーザ数の
逆数として低下し）、Ｔu（Ｓ）＝ηλＷ／Ｎによって与えられる。ここで、コード、タ
イムスロット、および電力管理を含む、完全なリソース利用可能性を仮定すると、λは、
ＷＷＡＮシステムの平均スペクトル効率である。ユーザ数が少ないとき、コード多重化利
得またはマルチユーザダイバーシティ利得などの特徴が完全に利用されないことがある。
しかしながら、セル／セクタ中にランダムに分散するユーザ数が増加するにつれて、シス
テム中のスペクトル効率は、システムにおける平均期待値に収束し得る。
【００２４】
　別の例では、それぞれの状態が（η1，λ1，Ｗ1，Ｎ1，Ｍ1）および（η2，λ2，Ｗ2，
Ｎ2，Ｍ2）にある２つのＷＷＡＮ　Ｓ1およびＳ2について考察する。上記で説明した式に
基づいて、２つのＷＷＡＮからのデータ経路を使用するときのユーザの予想平均ユーザス
ループットＴu（Ｓ1，Ｓ2）は、Ｔu（Ｓ1，Ｓ2）＝η1λ1Ｗ1／Ｎ1＋η2λ2Ｗ2／Ｎ2によ
って与えられる。ｋ個のＷＷＡＮ　Ｓ1、Ｓ2、．．．ＳKの場合、アグリゲート帯域幅は
、Ｔu（Ｓ1、Ｓ2、．．．ＳK）＝ΣiηiλiＷi／Ｎiによって与えられる。したがって、
モバイルプラットフォームは、様々なネットワーク／チャネルを使用してより高いスルー
プットを取得することができる。より高いスループットはまた、同じチャネル上で２つの
ＷＷＡＮモデムを使用するときに可能になり得る。そのような態様では、ユーザは、同じ
基地局を用いて２つのＷＷＡＮモデムをオンにし得る。基地局がすでに、Ｎ1個のモデム
で負荷がかけられていることがあるので、比例公平スケジューリングを仮定すると、ネッ
トワーク中のユーザの平均性能は、η1λ1Ｗ1／Ｎ1から２η1λ1Ｗ1／（Ｎ1＋１）まで増
加し得る。Ｔu（Ｓ1，Ｓ1）＝２η1λ1Ｗ1／（Ｎ1＋１）。負荷がかけられたネットワー
ク中でＮ1が大きいとき、すべての他のユーザにわずかに影響を及ぼすが、２つのＷＷＡ
Ｎモデムを使用するユーザは、ただ１つのモデムを使用した場合に有することになるスル
ープットのほぼ２倍のスループットを得ることができる（ここでの改善は（２／（Ｎ1＋
１））／（１／Ｎ1）＝２／（１＋１／Ｎ1）である）。そのような態様では、すべてのユ
ーザが同じチャネル上で２つのモデムをオンにすると、（たとえば、システム中に２Ｎ1

個のモデムがあり、ユーザごとに２つのモデムがワイヤレスチャネル中で利用可能な総リ
ソースを共有しているので）２つのモデムを用いるユーザの平均性能は、１つのモデムを
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用いる各ユーザの平均性能に劣化することになることをさらに留意されたい。したがって
、ＷＷＡＮにおいて利用可能な性能は、所与の時間にアクティブな接続ユーザ数に依存し
得る。さらに、特定のユーザの性能はまた、基地局（たとえば、ＥノードＢ／ノードＢ／
ＢＴＳ）に対するユーザのロケーション、ユーザのロケーションおよびモビリティに基づ
いてユーザが受けるリンク状態、ＷＷＡＮモデムによって使用される変調およびコーディ
ング方式などに依存し得る。
【００２５】
　概して、同時リンクアグリゲーションは、各無線アクセス技術（ＲＡＴ）から利用可能
な容量を利用し、次いで各ＲＡＴから利用可能な容量をアグリゲートするために、異なる
チャネル（潜在的に不連続）上で異なるＲＡＴを用いて遂行され得る。そのような同時リ
ンクアグリゲーションはネットワークにわたって利用可能な性能の総和を与えるが、それ
はプラットフォーム上のエネルギー消費量を増加または減少させないことがある。たとえ
ば、同様のデータリンク／技術であれば、２倍の電力が、ファイルまたは電子メール添付
ファイルをダウンロードすることなどの所与の通信タスクのために消費され得るが、通信
時間は半分に低減され、したがって、エネルギー消費量は、ただ１つのデータリンクを利
用する場合とほぼ同じである。しかしながら、通信タスクは半分の時間で完了され得、プ
ラットフォーム上での全体的な性能およびユーザエクスペリエンスはより良いものになる
。
【００２６】
　さらに、複数のＷＷＡＮモデムを使用した利用可能なＷＷＡＮ経路にわたるアグリゲー
ションのためのマルチパスＴＣＰは、（たとえば、スマートフォン、カーモデム、ラップ
トップ、タブレットなどの）１つのモバイルプラットフォーム上で、または（たとえば、
スマートフォンとタブレット、タブレットとラップトップ、またはスマートフォンとタブ
レットとラップトップなど）複数のプラットフォームで使用され得る。
【００２７】
　一態様では、Ｎ個の経路の各々の輻輳ウィンドウＣＷiによって決定される差分帯域幅
に基づいたマルチパスＴＣＰベースの手法を使用して、トラフィックは、輻輳ウィンドウ
に比例する比率、たとえば、ＣＷ1：ＣＷ2：ＣＷ3：．．．．．．．：ＣＷNの比率に分割
され得る。一態様では、より費用のかからない経路がより多く利用され得、その結果、価
格設定考慮事項が経路にわたる比例配分にも影響を及ぼすことがある。
【００２８】
　さらに、一態様では、ＲＴＴ（ラウンドトリップ時間：Round Trip Time）に基づく経
路にわたる遅延差に基づいて、パケットが受信アグリゲーションエンドポイントにおいて
時間的により近接して到着するように、より遅い経路上での早期データ送信またはより速
い経路上での遅延送信が、送信アグリゲーションエンドポイントにおいて実行され、それ
によって、フロー管理を改善しながら受信クライアントにおけるバッファリング要件を低
減し得る。
【００２９】
　またさらに、一態様では、ＵＤＰを使用した軽量オーバーレイが、クライアントとネッ
トワークトンネリングアンカとの間で情報を交換するために使用され得る。これらのオー
バーレイは、ＷＷＡＮモデムによって知覚される現在のＷＷＡＮ状態および／またはリン
ク品質（使用されている現在の変調および符号化方式など）および／またはリンク利用率
（ネットワーク上で利用される時間の小部分など）を交換することによって、ＷＷＡＮリ
ンクの各々の品質に関する追加の動的情報を与え得る。そのような情報は、プロアクティ
ブ適応が、クライアントにあるＷＷＡＮモデムによって知覚される状態を変化させること
を可能にするために、マルチパスＴＣＰ接続中の経路の予想性能の予想傾向を決定するの
を支援するために使用され得る。さらに、経路は、マルチパスＴＣＰセッション内で動的
に追加または削除され得る。さらに、アプリケーションレイヤアグリゲーションの場合、
マルチパスＴＣＰセッションは、インターネット上でアプリケーションサーバを用いて直
接セットアップされ得る。追加または代替として、オペレータのネットワーク中で、また
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はオペレータネットワークにわたってマルチパスＴＣＰトンネリングアンカが示唆され得
る。マルチパスＴＣＰトンネルは、モバイルプラットフォームに関連する複数のＷＷＡＮ
モデムを利用してより高い帯域幅を与えることができ、単にトンネルを使用するインター
ネット上のアプリケーションサーバへの変更を必要としないことがある。トンネルは、シ
ステム中での単一経路利用状態とマルチパス利用状態との間の遷移中に持続する。いくつ
かの態様では、帯域幅をアグリゲートするモバイルプラットフォームが、他のモバイルプ
ラットフォームへのアクセスポイントとして働くとき、複数の経路にわたってアグリゲー
トされた帯域幅は、他のモバイルプラットフォームにも利用可能にされ得る。
【００３０】
　次に、図１を参照しながら、装置の様々な態様を提示する。図１は、装置のハードウェ
ア構成を示す概念ブロック図である。装置１００は、プロセッサ１０４と、プロセッサ１
０４に結合された機械可読媒体（メモリ）１０８と、プロセッサ１０４に結合された１つ
または複数のモデム１０２と、プロセッサ１０４に結合されたトランシーバ１０６とを含
む。プロセッサ１０４と機械可読媒体１０８は一緒に処理システム１１０と呼ばれること
がある。しかしながら、処理システム１１０は、いくつかのプロセッサ１０４構成では、
機械可読媒体１０８なしにプロセッサ１０４を含み得る。
【００３１】
　モデム１０２は、マルチパストランスポートを使用した帯域幅アグリゲーションのため
に協調する。すなわち、協調は、装置１００内にあるか、あるいは装置１００と装置１０
０のワイヤレス近傍内の１つまたは複数のワイヤレスノードとの両方の内にある複数のモ
デムにわたって実装され得る。
【００３２】
　処理システム１１０は、１つまたは複数のプロセッサを含み得る。１つまたは複数のプ
ロセッサは、汎用マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ
（ＤＳＰ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理
デバイス（ＰＬＤ）、コントローラ、状態機械、ゲートロジック、個別ハードウェア構成
要素、あるいは情報の計算または他の操作を実行することができる任意の他の好適なエン
ティティの任意の組合せを用いて実装され得る。
【００３３】
　処理システム１１０はまた、ソフトウェアを格納するための機械可読媒体１０８を含み
得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード
、ハードウェア記述言語などの名称にかかわらず、任意のタイプの命令を意味すると広く
解釈されたい。命令は、（たとえば、ソースコード形式、バイナリコード形式、実行可能
コード形式、または任意の他の好適なコード形式の）コードを含み得る。命令は、１つま
たは複数のプロセッサによって実行されると、以下で説明する様々な機能ならびに他のプ
ロトコル処理機能を処理システム１１０に実行させる。
【００３４】
　機械可読媒体１０８は、プロセッサのうちの１つまたは複数に統合された記憶装置を含
み得る。機械可読媒体１０８は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、フラッシュメモリ
、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブル読取り専用メモリ（ＰＲＯＭ）、消去可
能ＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－
ＲＯＭ、ＤＶＤ、または任意の他の好適な記憶デバイスなど、１つまたは複数のプロセッ
サの外部にある記憶装置をも含み得る。さらに、機械可読媒体１０８は、データ信号を符
号化する伝送線路または搬送波を含み得る。当業者なら、どのようにしたら処理システム
の説明した機能を最も良く実装することができるかを認識されよう。
【００３５】
　図２は、ＷＷＡＮキャリアにわたるトンネリングサービスを示すブロック図２００であ
る。アプリケーションサーバ２０８との通信を可能にするために、１つまたは複数のサポ
ートインフラストラクチャ、たとえば、キャリアＷＷＡＮサポートインフラストラクチャ
１、２、．．．Ｎ（２１０、２１２、２１４）を通してＷＷＡＮクライアント２０２とＭ
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ＰＴＰトンネリングサーバ２０４との間に、マルチパストランスポートプロトコル（ＭＰ
ＴＰ）キャリア間トンネルが確立される。ＷＷＡＮクライアント２０２は、１つまたは複
数のサポートインフラストラクチャ（２１０、２１２、２１４）を通してＭＰＴＰトンネ
リングサーバ２０４と同時に通信するための複数のモデム１０２を有する。クライアント
２０２がインターネット／ネットワーク２０６に接続するとき、それのデータフローはト
ンネリングサーバ２０４を介して確立される。ＭＰＴＰはマルチパスＴＣＰまたはＳＣＴ
Ｐであり得る。
【００３６】
　図３は、マルチパスＴＣＰを使用したＷＷＡＮキャリアにわたるトンネリングサービス
を示すブロック図３００である。マルチパスＴＣＰキャリア間トンネルは、ＷＷＡＮクラ
イアント３０２とマルチパスＴＣＰトンネリングサーバ３０４との間に確立される。一態
様では、図１０、図１１、および図１２に関して説明するように、ＷＷＡＮクライアント
３０２は、他のデバイス（たとえば、ＵＥ）のアドホックアクセスポイントとして働くよ
うに動作可能であり得る。そのような態様では、ＷＷＡＮクライアント３０２は、ＷＷＡ
Ｎクライアント３０２とマルチパスＴＣＰトンネリングサーバ３０４との間の通信に使用
されるものと同じＴＣＰを使用して他のデバイスと通信し得る。別の態様では、ＷＷＡＮ
クライアント３０２は、ワイヤラインおよび／またはワイヤレスプロトコルに基づいて他
のデバイスと通信し得る。
【００３７】
　クライアント３０２がインターネット／ネットワーク３０６に接続するとき、それのデ
ータフローはトンネリングサーバ３０４を介して確立される。マルチパスＴＣＰトンネリ
ングサーバ３０４は、動的に割り振られることも、割り振られないこともあるＣｌｉｅｎ
ｔＶＰＮ＿Ｐｕｂｌｉｃ＿ＩＰアドレスを与え、クライアント３０２は、インターネット
／ネットワーク３０６上でアプリケーションサーバ３０８と通信するときに、このＣｌｉ
ｅｎｔＶＰＮ＿Ｐｕｂｌｉｃ＿ＩＰアドレスをパケット中に含める。各キャリアを通る各
経路について、クライアント３０２は、キャリアごとにＷＷＡＮインフラストラクチャ３
１０、３１２、３１４に異なるＩＰアドレスを要求することができる。たとえば、クライ
アント３０２が、Ｎ個のキャリアを使用することができる場合、クライアント３０２は、
第１のキャリアのためにアドレスＣｌｉｅｎｔＴｕｎｎｅｌＩＰ１を、第２のキャリアの
ためにアドレスＣｌｉｅｎｔＴｕｎｎｅｌＩＰ２を、Ｎ番目のキャリアのためにアドレス
ＣｌｉｅｎｔＴｕｎｎｅｌＩＰＮを受信する。トンネリングサーバ３０４は、ＭＰＴＰ接
続のために相応してＮ個のＩＰアドレスＴｕｎｎｅｌＳｅｒｖｅｒＩＰ１、Ｔｕｎｎｅｌ
ＳｅｒｖｅｒＩＰ２、．．．、ＴｕｎｎｅｌＳｅｒｖｅｒＩＰＮを与える。インターネッ
ト／ネットワーク３０６上のアプリケーションサーバ３０８は、それ自体のＩＰアドレス
ＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎＳｅｒｖｅｒ＿ＩＰを有することができる。
【００３８】
　レガシーＴＣＰまたはユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）セッションは、ＩＰア
ドレスＣｌｉｅｎｔＶＰＮ＿Ｐｕｂｌｉｃ＿ＩＰとＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎＳｅｒｖｅｒ
＿ＩＰとを使用してアプリケーションサーバ３０８とクライアント３０２との間に確立さ
れる。アプリケーションのためのＴＣＰパケットは、クライアント３０２のためのＩＰア
ドレスＣｌｉｅｎｔＴｕｎｎｅｌＩＰ１、ＣｌｉｅｎｔＴｕｎｎｅｌＩＰ２、．．．、Ｃ
ｌｉｅｎｔＴｕｎｎｅｌＩＰＮと、トンネリングサーバ３０４のためのＩＰアドレスＴｕ
ｎｎｅｌＳｅｒｖｅｒＩＰ１、ＴｕｎｎｅｌＳｅｒｖｅｒＩＰ２、．．．、Ｔｕｎｎｅｌ
ＳｅｒｖｅｒＩＰＮとを使用して確立されるマルチパスＴＣＰトンネル上で搬送される。
クライアント３０２を離れるパケットは、マルチパスＴＣＰトンネルにラッピングされ、
トンネリングサーバ３０４に配信される。トンネリングサーバ３０４は、パケットをアン
ラッピングし、ＩＰアドレスＡｐｐｌｉｃａｔｉｏｎＳｅｒｖｅｒ＿ＩＰ宛てのパケット
を送る。アプリケーションサーバ３０８からのパケットは、トンネリングサーバ３０４の
領域中で管理されるＣｌｉｅｎｔＶＰＮ＿Ｐｕｂｌｉｃ＿ＩＰアドレスに送られる。トン
ネリングサーバ３０４が、アプリケーションサーバ３０８からパケットを受信するとき、
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トンネリングサーバ３０４は、トンネリングサーバ３０４とクライアント３０２との間の
マルチパスＴＣＰトンネルにパケットをラッピングする。パケットがクライアント３０２
に到着するとき、パケットは、クライアント３０２によってアンラッピングされ、その後
、クライアント３０２上のアプリケーションのためのレガシーＴＣＰまたはＵＤＰエンド
ポイントに配信される。
【００３９】
　クライアント３０２は、マルチパスＴＣＰレイヤ３０２ＤとサブフローＴＣＰ／ＩＰレ
イヤ３０２Ｅを有し得、したがって、クライアント３０２は、アプリケーション３０２Ａ
を介してレガシーＴＣＰ３０２Ｂ、３０２Ｃを通してマルチパスＴＣＰを利用することが
できる。クライアント３０２は、トンネリングサーバ３０４に通信を送ることおよびそこ
から通信を受信することによってマルチパスＴＣＰを利用する。そのような構成では、マ
ルチパスＴＣＰレイヤ３０２ＤはサブフローＴＣＰ／ＩＰレイヤ３０２Ｅに通信を中継し
、サブフローＴＣＰ／ＩＰレイヤ３０２Ｅは、マルチパスＴＣＰ対応レイヤであり、それ
ぞれ（Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３に対応する）ＩＰアドレスＣｌｉｅｎｔＴｕｎｎｅｌＩＰ１、Ｃ
ｌｉｅｎｔＴｕｎｎｅｌＩＰ２、．．．、ＣｌｉｅｎｔＴｕｎｎｅｌＩＰＮの各々からＩ
ＰアドレスＴｕｎｎｅｌＳｅｒｖｅｒＩＰ１、ＴｕｎｎｅｌＳｅｒｖｅｒＩＰ２、．．．
、ＴｕｎｎｅｌＳｅｒｖｅｒＩＰＮにおいてトンネリングサーバ３０４に通信を送る。サ
ブフローＴＣＰ／ＩＰレイヤ３０２Ｅは、トンネリングサーバ３０４から通信を受信し、
その通信をマルチパスＴＣＰレイヤ３０２Ｄに中継する。トンネリングサーバ３０４は同
様に、マルチパスＴＣＰレイヤ３０４ＡとサブフローＴＣＰ／ＩＰレイヤ３０４Ｂとを有
し得る。サブフローＴＣＰ／ＩＰレイヤ３０２Ｅ、３０４Ｂは、各サブフローのための輻
輳制御機構およびスロースタート機構を含めて、各サブフローを独立して管理する。マル
チパスＴＣＰレイヤ３０２Ｄ、３０４Ａは、サブフローにわたってデータをマージ／分割
する。
【００４０】
　図４は、キャリア間スキューおよびフロー管理のための経路協調および経路管理オーバ
ーレイのサポートを示すブロック図４００である。各ＷＷＡＮキャリアに関連する経路ご
とに、トンネリングサーバ中では経路マネージャ４０６、４０８が生成され、被トンネリ
ングクライアント中では経路マネージャ４５６、４５８が生成される。経路マネージャは
、各キャリアの各サブフローの発見およびセットアップを可能にする。キャリア間経路コ
ーディネータ４０４はトンネリングサーバ３０４において確立され、キャリア間経路コー
ディネータ４５４は被トンネリングクライアント３０２において確立される。キャリア間
経路コーディネータ４０４、４５４は、各経路の性能を動的に分析し、次いで、利用可能
な経路にわたるフローの分布を最適化する。ノード３０２とノード３０４との間でＭＰＴ
Ｐトンネル４０２、４５２を使用して経路の同時利用を最適化するために、キャリア間経
路コーディネータ４０４、４５４と、被トンネリングクライアント３０２およびトンネリ
ングサーバ３０４にある経路マネージャとの間で情報を交換するために、トンネリングサ
ーバ３０４と被トンネリングクライアント３０２との間にアプリケーションレイヤオーバ
ーレイが確立され得る。一態様では、図１０、図１１、および図１２に関して説明するよ
うに、トンネリングクライアント３０２は、他のデバイス（たとえば、ＵＥ）のアドホッ
クアクセスポイントとして働くように動作可能であり得る。
【００４１】
　（各サブフローの輻輳ウィンドウサイズを使用することおよび／または各経路について
のＷＷＡＮリンク品質／利用率／負荷情報に関する情報を利用することなどによる）経路
の各々に有効な帯域幅に関する知識と、（各サブフローについてのＲＴＴ（ラウンドトリ
ップ時間）測定値に基づいた）各経路の有効な遅延に関する知識とに基づいて、トラフィ
ックフローが最適化され得る。有効な帯域幅がＢ１、Ｂ２、．．．、ＢＮである場合、ト
ラフィックは、サブフローにわたってＢ１：Ｂ２：．．．：ＢＮの比率で分割され得る。
また、遅延がＤ１、Ｄ２、．．．、ＤＮである場合、パケットがクライアントにある受信
ＭＰＴＣＰエンドポイントに時間的により近接して到着することができるように、より長
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い遅延をもつ経路のためのパケットが、経路にわたる遅延差に基づいて早期に送信される
ようにスケジュールされ得る。そのようなスケジューリングは、受信ＭＰＴＣＰエンドポ
イントにおけるバッファリング要件を低減することができる。ただし、受信ＭＰＴＣＰエ
ンドポイントにおいてパケットをバッファし、サブフローにわたってパケットをアグリゲ
ートすることによって最終的に順序正しく配信することができるので、そのようなスケジ
ューリングは要件ではない。
【００４２】
　トンネリングサーバ３０４は、複数のキャリアをサポートするＷＷＡＮインフラストラ
クチャ３１０～３１４内に純粋に配置され得る。異なるＷＷＡＮキャリアをサポートする
ために複数のＷＷＡＮインフラストラクチャ３１０～３１４が必要とされるとき、トンネ
リングサーバ３０４はＷＷＡＮインフラストラクチャ３１０～３１４の外部に配置され得
る。そのようなトンネリングサービスは、ＷＷＡＮキャリアにわたるスキューを管理する
ことが可能であり、それによりＷＷＡＮキャリアにわたる利用可能な帯域幅のアグリゲー
ションが可能になる。レガシーアプリケーションサーバは、マルチパスＴＣＰをサポート
する必要なしに、アグリゲートされた性能を活用することができる。
【００４３】
　上記で説明したように、トンネリングサービスを使用することによって、クライアント
３０２は、ＭＰＴＰ能力を有しないアプリケーションサーバとのＭＰＴＰ通信を利用する
ことができる。別の構成では、図５、図６、図７、および図８に関して以下で説明するよ
うに、クライアントは、協調デバイスを使用することによってＭＰＴＰを利用することが
できる。
【００４４】
　図５は、協調ＭＰＴＰを示すブロック図５００である。ＭＰＴＰ対応ＵＥ（たとえば、
クライアントノード）５０２は、１つまたは複数の通信経路５１２を通して１つまたは複
数のＷＷＡＮネットワーク５１０と同時に通信するための複数のモデム１０２を有する。
一態様では、通信経路５１２は、ＭＰＴＰを使用することが可能であり得る。さらに、シ
ステム５００は、ピアツーピア通信５１４を通してクライアントノード５０２と通信し得
る少なくとも１つのプロキシノード５０４を含む。一態様では、ピアツーピア通信５１４
は、１つまたは複数のワイヤードおよび／またはワイヤレスプロトコルを使用してサポー
トされ得る。プロキシノード５０４がクライアントノード５０２のワイヤレス近傍内に入
ると、プロキシノード５０４はクライアントノード５０２によって発見され得る。協調Ｍ
ＰＴＰを使用して、クライアントノード５０２は、インターネット／ネットワーク５０６
上に常駐するＭＰＴＰ対応サーバ５０８に情報を送り、それから情報を受信し得る。上記
で説明したように、ＭＰＴＰはマルチパスＴＣＰまたはＳＣＴＰであり得る。
【００４５】
　図６は、協調マルチパスＴＣＰを示すブロック図６００である。図７は、キャリア間ス
キューおよびフロー管理のための経路協調および経路管理オーバーレイのサポートを示す
ブロック図７００である。図８は、協調マルチパスＴＣＰのコールフロー図８００である
。マルチパスＴＣＰ対応ＵＥ（たとえば、クライアントノード）６０２は、ピアツーピア
通信を通してＷＷＡＮネットワーク６１０と少なくとも１つのプロキシノード６０４と同
時に通信するための複数のモデム１０２を有する。一態様では、ピアツーピア通信は、１
つまたは複数のワイヤードおよび／またはワイヤレスプロトコルを使用してサポートされ
得る。プロキシノード６０４がクライアントノード６０２のワイヤレス近傍内に入ると、
プロキシノード６０４はクライアントノード６０２によって発見され得る。クライアント
ノード６０２は、続いて、それのＩＰアドレス（１次ＩＰアドレスと呼ぶ）を使用してイ
ンターネット／ネットワーク６０６上のサーバ６０８とのＴＣＰセッションを開始し（８
０２）、サーバ６０８がマルチパスＴＣＰ対応であることを発見する（８０４）。一態様
では、図１０、図１１、および図１２に関して説明するように、クライアントノード６０
２は、他のデバイス（たとえば、ＵＥ）のアドホックアクセスポイントとして働くように
動作可能であり得る。そのような態様では、クライアントノード６０２は、クライアント
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ノード６０２とサーバ６０４との間の通信に使用されるものと同じＴＣＰを使用して他の
デバイスと通信し得る。別の態様では、クライアントノード６０２は、ワイヤラインおよ
び／またはワイヤレスプロトコルに基づいて他のデバイスと通信し得る。次いで、クライ
アント６０２は、プロキシノード６０４に２次ＩＰアドレスを要求する（８０６）。プロ
キシノード６０４は、ネットワーク６１０にＩＰアドレスを要求する（８０８）。プロキ
シノード６０４がネットワーク６１０からＩＰアドレスを受信するとき、プロキシノード
６０４は、クライアント６０２にそのＩＰアドレスを与える（８１０）。クライアント６
０２は、そのＩＰアドレスをそれの２次ＩＰアドレスとして使用する。クライアント６０
２は、それの１次ＩＰアドレスとそれの２次ＩＰアドレスとを使用してサーバ６０８との
マルチパスＴＣＰセッションをセットアップする（８１２、８１４）。他の実施形態では
、クライアントノード６０２は、最初に、プロキシノード６０４を通してサーバ６０８と
の経路をセットアップするためにプロキシノード６０４から１次ＩＰアドレスを取得し得
る。これは、クライアント６０２が考察し得る多くの理由により生じ得る。これらの理由
には、ＷＷＡＮネットワークがクライアントの直接アクセスのために利用可能でないこと
があるという可能性、あるいはネットワークへのサブスクリプションがクライアントの所
与のロケーションにおいて利用可能でないことがあるという可能性、あるいはプロキシノ
ードを通る経路を使用するとエネルギーが少なくなるか、またはコストが低くなることが
あるという可能性、あるいはプロキシノードを通るネットワークの性能が直接経路よりも
良いという可能性があり得る。その後、サーバ６０８がマルチパスＴＣＰ対応であること
を発見した後に、クライアントノード６０２は、それのネットワークの利用可能性に基づ
いて、またはそのネットワークを使用するコストに基づいて、またはエネルギー考慮事項
に基づいて、または性能要件に基づいて、それのＷＷＡＮネットワークを通る直接経路の
ための１つまたは複数の２次ＩＰアドレスを追加し得る。クライアントノード６０２はま
た、同じプロキシノード６０４または異なるプロキシノードを通る別の経路のための１つ
または複数の２次ＩＰアドレスを追加し得る。クライアントノード６０２およびプロキシ
ノード６０４は、異なるＷＷＡＮネットワークと通信し得る。概して、プロキシノードお
よびクライアントノードがそれらのそれぞれのネットワークと通信するために使用するＷ
ＷＡＮネットワークまたはチャネルまたはプロトコルまたは技術は、同じものであるかま
たは異なるものであり得る。各ＩＰアドレスについての各サブフローのためのサーバ６０
８からのトラフィックは、ネットワーク６１０に到着する（８１６）。ネットワーク６１
０は、１次ＩＰアドレスについてのサブフロートラフィックをクライアント６０２にダイ
レクトする（６１８）。ネットワーク６０８は、２次ＩＰアドレスについてのサブフロー
トラフィックをプロキシノード６０４にダイレクトする（８２０）。次いで、プロキシノ
ード６０４は、プロキシノード６０４とクライアント６０２との間のピアツーピア（Ｐ２
Ｐ）リンクを介してクライアントの２次ＩＰアドレスについて受信したトラフィックをク
ライアント６０２に配信する（８２２）。Ｐ２Ｐアプリケーションは、２次ＩＰサブフロ
ーに関連するパケットを配信するために使用され得る。その後、サブフローは、クライア
ント６０２においてマージされ、クライアントアプリケーションに配信される。クライア
ント６０２からサーバ６０８への逆経路では、クライアントは、１次ＩＰアドレスについ
てのサブフロートラフィックをネットワーク６１０に送り（８１８）、２次ＩＰアドレス
についてのサブフロートラフィックをプロキシノード６０４に送り（８２２）、プロキシ
ノード６０４は、ネットワーク６１０に転送する（８２０）。ネットワーク６１０は、両
方のサブフローのためのトラフィックをサーバ６０８に送る（８１６）。概して、クライ
アントノード６０２は、それが直接利用することができるＷＷＡＮネットワークの各々の
ための複数のＩＰアドレスと、それの近傍にあるプロキシノードがアクセスすることがで
きるＷＷＡＮネットワークの各々のための複数のＩＰアドレスとを取得し得る。
【００４６】
　ネットワーク６１０は、プロキシノード６０４およびクライアントノード６０２がそれ
らのそれぞれのＷＷＡＮに接続することができるようなＷＷＡＮまたは複数のＷＷＡＮで
あり得る。これにより、クライアント６０２は、プロキシノード６０４のために異なるＷ



(19) JP 5714696 B2 2015.5.7

10

20

30

40

50

ＷＡＮを使用して、またはプロキシノード６０４とクライアント６０２の両方のために同
じＷＷＡＮ中の異なるＷＷＡＮチャネルを使用してアプリケーションの有効帯域幅を増加
させることが可能になる。（１つまたは複数の）ＷＷＡＮの変更を必要としない。プロキ
シノード６０４は、２次ＩＰアドレスとして使用するためにそれのＩＰアドレスをクライ
アント６０２に供給するので、ネットワーク６１０に関する限り、２次ＩＰアドレスにつ
いてのすべてのトラフィックはプロキシノード６０４を対象とする。ネットワーク６１０
は、プロキシノード６０４がそれのＩＰアドレスをクライアント６０２に貸したことに気
がつかないことがある。サーバ６０８に関する限り、それはクライアント６０２とだけ通
信している。プロキシノード６０４とクライアント６０２との間のＰ２Ｐアプリケーショ
ンは、２次ＩＰアドレスについてのサブフロートラフィックを通信するために使用される
。ＷＷＡＮと通信するとき、プロキシノード６０４およびクライアント６０２は、それら
の１次ＩＰアドレスと２次ＩＰアドレスとをセットアップするために、パケットデータプ
ロトコル（ＰＤＰ）コンテキストをセットアップすることができる。協調プロキシノード
を通るマルチパスＴＣＰは、３つ以上の経路を使用するように拡張され得、たとえば、同
じプロキシまたは異なるプロキシを使用して３次経路をセットアップすることができ、し
たがって、協調性質は、ネットワーク６１０への変更を必要とすることなく、複数のプロ
キシノードを使用する複数の経路に対してスケーラブルである。
【００４７】
　図７を参照すると、各ＷＷＡＮキャリアに関連する経路ごとに、マルチパストランスポ
ートサーバ５０８中では経路マネージャ７０６、７０８が生成され、マルチパストランス
ポートクライアント５０２中では経路マネージャ７５６、７５８が生成される。経路マネ
ージャは、各キャリアの各サブフローの発見およびセットアップを可能にする。キャリア
間経路コーディネータ７０４はサーバ５０８において確立され、キャリア間経路コーディ
ネータ７５４はクライアント５０２において確立される。キャリア間経路コーディネータ
７０４、７５４は、各経路の性能を動的に分析し、次いで、利用可能な経路にわたるフロ
ーの分布を最適化する。ノード５０８とノード５０２との間でＭＰＴＰセッション７０２
、７５２を使用して経路の同時利用を最適化するために、キャリア間経路コーディネータ
７０４、７５４とクライアント５０２およびサーバ５０８にある経路マネージャとの間で
情報を交換するために、サーバ５０８とクライアント５０２との間にアプリケーションレ
イヤオーバーレイが確立され得る。
【００４８】
　図８は、協調マルチパスＴＣＰのコールフロー図８００である。一態様では、システム
８００は、マルチパスＴＣＰクライアント６０２と、マルチパスＴＣＰプロキシ６０４と
、ネットワーク６１０と、マルチパスＴＣＰサーバ６０８とを含み得る。シーケンスステ
ップ８０２において、マルチパスＴＣＰクライアント６０２は、マルチパスＴＣＰサーバ
６０８を通して１次ＩＰアドレスとの接続を開始する。シーケンス８０４において、マル
チパスＴＣＰサーバ６０８は接続を承認する。一態様では、マルチパスＴＣＰサーバ６０
８は、接続がマルチパスＴＣＰ対応であることをさらに示し得る。シーケンスステップ８
０６において、マルチパスＴＣＰクライアント６０２は、マルチパスＴＣＰプロキシ６０
４のための２次ＩＰアドレスを要求する。一態様では、マルチパスＴＣＰプロキシ６０４
およびマルチパスＴＣＰクライアント６０２は、ネットワーク６１０を通してマルチパス
ＴＣＰサーバ６０８と協調的に通信し得る。シーケンスステップ８０８において、マルチ
パスＴＣＰプロキシ６０４は、ネットワーク６１０にＩＰアドレスを要求し、取得する。
シーケンスステップ８１０において、マルチパスＴＣＰプロキシ６０４は、マルチパスＴ
ＣＰクライアント６０２に取得したＩＰアドレスを通信する。一態様では、マルチパスＴ
ＣＰプロキシ６０４はまた、マルチパスＴＣＰ協調通信を承認し得る。
【００４９】
　シーケンスステップ８１２において、マルチパスＴＣＰクライアント６０２は、マルチ
パスＴＣＰサーバ６０８にマルチパス接続を要求する。一態様では、要求は、１次ＩＰア
ドレスと２次ＩＰアドレスとを含み得る。シーケンスステップ８１４において、マルチパ
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スＴＣＰサーバ６０８は、マルチパスＩＰアドレスを使用してマルチパスＴＣＰセッショ
ンをセットアップする。シーケンスステップ８１６において、マルチパスＴＣＰサーバ６
０８はネットワーク６１０と通信して、マルチパスＴＣＰセッションのためにセットアッ
プされた複数のサブフローのためのデータを送るおよび／または受信する。シーケンスス
テップ８１８において、ネットワーク６１０は、マルチパスＴＣＰクライアント６０２に
関連する複数のＩＰアドレスのうちの１つへのサブフローのためのデータを送るおよび／
または受信する。さらに、シーケンスステップ８２０において、ネットワーク６１０は、
マルチパスＴＣＰプロキシ６０４に関連する複数のＩＰアドレスのうちの１つへのサブフ
ローのためのデータを送るおよび／または受信し、その後、シーケンスステップ８２２に
おいて、マルチパスＴＣＰクライアント６０２にサブフローを通信する。
【００５０】
　追加または代替として、マルチパスＴＣＰクライアント６０２は、他のデバイス（たと
えば、ＵＥ）のアドホックアクセスポイントとして働くように動作可能であり得る。その
ような態様では、マルチパスＴＣＰクライアント６０２は、マルチパスＴＣＰクライアン
ト６０２とサーバ６１０との間の通信に使用されるものと同じＴＣＰを使用して他のデバ
イスと通信し得る。別の態様では、マルチパスＴＣＰクライアント６０２は、ワイヤライ
ンおよび／またはワイヤレスプロトコルに基づいて他のデバイスと通信し得る。
【００５１】
　図９は、協調マルチパスＴＣＰを示す別のブロック図９００である。アプリケーション
サーバ９０６がマルチパスＴＣＰ対応でない場合、アプリケーションサーバ９０６とクラ
イアント９０２との間の通信はトンネリングサーバ９０８を通して処理され得る。アプリ
ケーションサーバ９０６はインターネット／ネットワーク９１０中にある。トンネリング
サーバ９０８もインターネット／ネットワーク９１０中にあり得る。代替的に、トンネリ
ングサーバは、１つまたは複数のＷＷＡＮネットワーク９１２中に常駐し得る。トンネリ
ングサーバ９０８は、１つまたは複数の通信経路９１２を通してクライアント９０２とプ
ロキシノード９０４の両方との通信を処理し得る。一態様では、通信経路９１２は、ＭＰ
ＴＰを使用することが可能であり得る。さらに、システム９００は、ピアツーピア通信９
１４を通してクライアントノード９０２と通信し得る少なくとも１つのプロキシノード９
０４を含む。一態様では、ピアツーピア通信９１４は、１つまたは複数のワイヤードおよ
び／またはワイヤレスプロトコルを使用してサポートされ得る。
【００５２】
　図１０、図１１、および図１２に関してさらに説明するように、ＷＷＡＮクライアント
は、他のデバイス（たとえば、ＵＥ）のローカルアドホックアクセスポイントとして働き
得る。
【００５３】
　図１０は、ＷＷＡＮキャリアにわたるトンネリングサービスを示すブロック図１０００
である。アプリケーションサーバ１００８との通信を可能にするために、１つまたは複数
のサポートインフラストラクチャ、たとえば、キャリアＷＷＷＡＮサポートインフラスト
ラクチャ１、２、．．．Ｎ（１０１０、１０１２、１０１４）を通してＷＷＡＮクライア
ント１００２とＭＰＴＰトンネリングサーバ１００４との間に、マルチパストランスポー
トプロトコル（ＭＰＴＰ）キャリア間トンネルが確立される。ＷＷＡＮクライアント１０
０２は、１つまたは複数のサポートインフラストラクチャ（１０１０、１０１２、１０１
４）を通してＭＰＴＰトンネリングサーバ１００４と同時に通信するための複数のモデム
１０２を有する。クライアント１００２がインターネット／ネットワーク１００６に接続
するとき、それのデータフローはトンネリングサーバ１００４を介して確立される。ＭＰ
ＴＰはマルチパスＴＣＰまたはＳＣＴＰであり得る。
【００５４】
　さらに、一態様では、ＷＷＡＮクライアント１００２は、１つまたは複数のＵＥ（１０
２０、１０２２、１０２４）と通信するように動作可能であり得る。そのような態様では
、ＷＷＡＮクライアント１００２は、ＵＥ１０２０、１０２２、１０２４がアプリケーシ
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ョンサーバ１００８などのエンティティと通信することを可能にするために、１つまたは
複数のＵＥ、たとえば、ＵＥ（１）１０２０、ＵＥ（２）１０２２、ＵＥ（Ｎ）１０２４
などに１つまたは複数のアドホックネットワークアクセスポイントを公開し得る。一態様
では、ＷＷＡＮクライアント１００２と１つまたは複数のＵＥ１０２０、１０２２、１０
２４との間の通信に使用されるアドホックネットワークは、ワイヤラインおよび／または
ワイヤレスプロトコルに基づき得る。さらに、ワイヤレス通信は、８０２．１１プロトコ
ルに基づき得る。
【００５５】
　図１１は、協調ＭＰＴＰを示すブロック図１１００である。ＭＰＴＰ対応ユーザ機器（
ＵＥ）（たとえば、クライアントノード）１１０２は、１つまたは複数の通信経路１１１
２を通して１つまたは複数のＷＷＡＮネットワーク１１１０と同時に通信するための複数
のモデム１０２を有する。一態様では、通信経路１１１２は、ＭＰＴＰを使用することが
可能であり得る。さらに、システム１１００は、ピアツーピア通信１１１４を通してクラ
イアントノード１１０２と通信し得る少なくとも１つのプロキシノード１１０４を含む。
一態様では、ピアツーピア通信１１１４は、１つまたは複数のワイヤードおよび／または
ワイヤレスプロトコルを使用してサポートされ得る。プロキシノード１１０４がクライア
ントノード１１０２のワイヤレス近傍内に入ると、プロキシノード１１０４はクライアン
トノード１１０２によって発見され得る。協調ＭＰＴＰを使用して、クライアントノード
１１０２は、インターネット／ネットワーク１１０６上に常駐するＭＰＴＰ対応サーバ１
１０８に情報を送り、それから情報を受信し得る。上記で説明したように、ＭＰＴＰはマ
ルチパスＴＣＰまたはＳＣＴＰであり得る。
【００５６】
　さらに、一態様では、クライアントノード１１０２は、１つまたは複数のＵＥ（１１２
０、１１２２、１１２４）と通信するように動作可能であり得る。そのような態様では、
クライアントノード１１０２は、ＵＥ１１２０、１１２２、１１２４がエンティティと通
信することを可能にするために、１つまたは複数のＵＥ、たとえば、ＵＥ（１）１１２０
、ＵＥ（２）１１２２、ＵＥ（Ｎ）１１２４などに１つまたは複数のアドホックネットワ
ークアクセスポイントを公開し得る。一態様では、クライアントノード５０２と１つまた
は複数のＵＥ１１２０、１１２２、１１２４との間の通信に使用される通信１１１６は、
ワイヤラインおよび／またはワイヤレスプロトコルに基づき得る。さらに、通信１１１６
は、８０２．１１プロトコルに基づき得る。またさらに、通信１１６は、ピアツーピア通
信を可能にするために使用され得、１つまたは複数のワイヤードおよび／またはワイヤレ
スプロトコルを使用してサポートされ得る。一態様では、高速チップ間（ＨＳＩＣ：high
 speed inter chip）インターフェース（チップ間ＵＳＢ）を介して第２のチップまたは
モデムを使用してワイヤード通信が使用可能になり得る。そのような態様は、残りのＵＳ
Ｂ設計とワイヤード接続設計を保持したまま、通常のＵＳＢトランシーバをなくし得る。
【００５７】
　図１２は、協調マルチパスＴＣＰを示す別のブロック図１２００である。アプリケーシ
ョンサーバ１２０６がマルチパスＴＣＰ対応でない場合、アプリケーションサーバ１２０
６とクライアント１２０２との間の通信はトンネリングサーバ９０８を通して処理され得
る。アプリケーションサーバ１２０６はインターネット／ネットワーク１２１０中にある
。トンネリングサーバ１２０８もインターネット／ネットワーク１２１０中にあり得る。
代替的に、トンネリングサーバは、１つまたは複数のＷＷＡＮネットワーク１２１２中に
常駐し得る。トンネリングサーバ１２０８は、１つまたは複数の通信経路１２１２を通し
てクライアント１２０２とプロキシノード１２０４の両方との通信を処理し得る。一態様
では、通信経路１２１２は、ＭＰＴＰを使用することが可能であり得る。さらに、システ
ム１２００は、ピアツーピア通信１２０４を通してクライアントノード１２０２と通信し
得る少なくとも１つのプロキシノード１２１４を含む。一態様では、ピアツーピア通信１
２１４は、１つまたは複数のワイヤードおよび／またはワイヤレスプロトコルを使用して
サポートされ得る。
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【００５８】
　さらに、一態様では、クライアントノード１２０２は、１つまたは複数のＵＥ（１２２
０、１２２２、１２２４）と通信するように動作可能であり得る。そのような態様では、
クライアントノード１２０２は、ＵＥ１２２０、１２２２、１２２４がエンティティと通
信することを可能にするために、１つまたは複数のＵＥ、たとえば、ＵＥ（１）１２２０
、ＵＥ（２）１２２２、ＵＥ（Ｎ）１２２４などに１つまたは複数のアドホックネットワ
ークアクセスポイントを公開し得る。一態様では、クライアントノード１２０２と１つま
たは複数のＵＥ１２２０、１２２２、１２２４との間の通信に使用される通信１２１６は
、ワイヤラインおよび／またはワイヤレスプロトコルに基づき得る。さらに、通信１２１
６は、８０２．１１プロトコルに基づき得る。またさらに、通信１２１６は、ピアツーピ
ア通信を可能にするために使用され得、１つまたは複数のワイヤードおよび／またはワイ
ヤレスプロトコルを使用してサポートされ得る。一態様では、高速チップ間（ＨＳＩＣ：
high speed inter chip）インターフェース（チップ間ＵＳＢ）を介して第２のチップま
たはモデムを使用してワイヤード通信が使用可能になり得る。そのような態様は、残りの
ＵＳＢ設計とワイヤード接続設計を保持したまま、通常のＵＳＢトランシーバをなくし得
る。
【００５９】
　図１３は、モデム間協調を用いるＷＷＡＮキャリアにわたるトンネリングサービスを示
すブロック図１３００である。アプリケーションサーバ１３０８との通信を可能にするた
めに、１つまたは複数のサポートインフラストラクチャ、たとえば、キャリアＷＷＷＡＮ
サポートインフラストラクチャ１、２、．．．Ｎ（１３１０、１３１２、１３１４）を通
してＷＷＡＮクライアント１３０２とＭＰＴＰトンネリングサーバ１３０４との間にＭＰ
ＴＰキャリア間トンネルが確立される。一態様では、アプリケーションサーバ１３０８は
、カスタムアプリケーションサービスを与え得る。たとえば、モバイルネットワークオペ
レータ（ＭＮＯ：mobile network operator）がネットワーク中でマルチパスアグリゲー
ションアンカ１３１６を与えるとき、次いで、アプリケーションサービスプロバイダは、
最小限の変更でまたは変更なしにサービスを使用し得る。対照的に、ＭＮＯがマルチパス
アグリゲーションのためにサポートされるアンカを有しない場合、アプリケーションサー
ビスプロバイダは、利用可能なクライアントＩＰアドレスを使用したクライアントデバイ
ス１３０２へのマルチパスセッションを可能にするためにマルチパスサーバ１３０４を設
置し得る。そのような態様では、マルチパスＴＣＰアンカ１３１６は、アプリケーション
サービスプロバイダに属するサーバ中に常駐し得る（たとえば、ストリーミングメディア
コンテンツプロバイダは、クライアントデバイスとのマルチパスセッションを直接セット
アップすることができる）。トンネリングアンカ１３１６は、マルチパスアグリゲーショ
ンのサポートを与え得るサーバとは異なるサーバからコンテンツが配信される場合に依然
として使用され得る。そのような態様では、データは、コンテンツプロバイダサーバ１３
０８からマルチパスＴＣＰサーバ１３０４への単一の経路中でストリーミングされ得、マ
ルチパスＴＣＰサーバ１３０４は、次いで、マルチパスストリームを使用してクライアン
トデバイス１３０２にデータをストリームし得る。
【００６０】
　ＷＷＡＮクライアント１３０２は、１つまたは複数のサポートインフラストラクチャ（
１３１０、１３１２、１３１４）を通してＭＰＴＰトンネリングサーバ１３０４と同時に
通信するための複数のモデム１０２を有する。クライアント１３０２がインターネット／
ネットワーク１３０６に接続するとき、それのデータフローはトンネリングサーバ１３０
４を介して確立される。ＭＰＴＰはマルチパスＴＣＰまたはＳＣＴＰであり得る。
【００６１】
　別の態様では、ネットワーク経路のうちの１つが別のオペレータ（共有ＬＴＥネットワ
ーク経路など）を通して確立される場合、所与のロケーションにおけるこの共有ネットワ
ークに関連するコストに基づいて経路が使用されないことがある。たとえば、クライアン
トＭＰＴＰアンカ１３１８は、システムのエネルギーレベル、各経路に対するデータ通信
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のエネルギー効率に基づいて変動するエネルギーコスト、各経路をオンにすることに関連
する固定コストなどの様々なファクタに応じて、クライアントアプリケーション１３２０
のための接続を確立するのに２つ以上の経路を使用すべきかどうかを選択し得る。一態様
では、クライアントデバイス１３０２はバッテリー式であり得る。さらに、ＷＷＡＮ（１
３１０、１３１２、１３１４）は、異なる帯域を効率的に使用して互いの帯域からの干渉
を消去するために、マルチアンテナ干渉消去（ＭＡＩＣ：Multi-Antenna Interference C
ancellation）など、協調アクティビティに関与することができる。一態様では、そのよ
うな機能は、ＲＦフロントエンドシステムからベースバンドシステムにプロトコルを変更
することを含み得る。
【００６２】
　別の態様では、モデム間協調の結果に基づいて、マルチパスＴＣＰアンカ１３１６によ
る使用のために２つ以上のＷＷＡＮ経路を公開すべきかどうかの決定がプラットフォーム
によってなされ得る。
【００６３】
　動作中、ＷＷＡＮ（たとえば、１３１０）中の接続ユーザは、ＷＷＡＮ１３１０中の輻
輳を生じ、利用可能な性能を低減することがある。一態様では、ＷＷＡＮシステムは、ス
マートフォンなどの多くのデバイスのための低データレート動作モードをサポートし得る
。これらのモバイルデバイス１３０２上で動作する様々なアプリケーション１３２０によ
り、転送されるデータ量は少なくなり得るが、かなりの量のオーバーヘッドシグナリング
アクティビティが生じることがある。このオーバーヘッドシグナリングは、アプリケーシ
ョン１３２０のためのキープアライブメッセージ、またはインスタントメッセンジャー実
装形態のためのプレゼンスアップデートなど、頻繁な低データレートメッセージから生じ
ることがある。さらに、スマートフォンを使用するユーザ数が増加するとすれば、輻輳負
荷の著しい増加が観測され、ユーザに実際のデータを配信するためにシステム１３００中
で利用可能な性能に影響を及ぼす。一態様では、複数のＷＷＡＮ（１３１０、１３１２、
１３１４）を介したマルチパストランスポート接続を使用し、各ＷＷＡＮを最小限に使用
することにより、ユーザは、複数のＷＷＡＮ（１３１０、１３１２、１３１４）中で輻輳
を不必要に生じる。
【００６４】
　さらに、マルチパストランスポート接続は、複数のＷＷＡＮ（１３１０、１３１２、１
３１４）経路を使用する能力を用いて確立され得る。しかしながら、ユーザアプリケーシ
ョン１３２０が、１つのＷＷＡＮ経路によって配信され得ない、より高い帯域幅を必要と
するとき、マルチパスＴＣＰアンカ１３１６は、２つ以上のＷＷＡＮ経路を割り振り得る
。（たとえば、接続ユーザが時々の電子メールまたはＩＭアップデートを受信するなど）
ユーザが低帯域幅を消費しているモード中に、ユーザの接続状態は、ＷＷＡＮのうちのた
だ１つの上でマルチパスＴＣＰアンカ１３１６によって維持される。マルチパスＴＣＰア
ンカ１３１６は、他のＷＷＡＮを通る追加の経路が、いつオンにされるのか、およびいつ
クライアントデバイス１３０２とネットワーク１３０６との間のマルチパストランスポー
ト接続に追加されるのかを決定し得る。一態様では、マルチパスＴＣＰアンカ１３１６は
、アグリゲートスループットの移動平均を維持し得、したがって、デバイス１３０２がア
イドル状態にある時間中、またはそれが少ない量の帯域幅を使用している時間中に、輻輳
を低減し、複数のＷＷＡＮネットワーク１３００での占有を低減するために、追加の経路
のためのＷＷＡＮネットワークリソースが解放され得る。別の態様では、選択された経路
がそのときに必要とされる任意の遅延要件を満たすように、帯域幅要件が低いときに最も
低コストの経路（たとえば、エネルギー／ビットまたは価格＊エネルギー／ビット）が利
用される。より高い帯域幅が必要とされるとき、追加の利用可能なＷＷＡＮ経路がオンに
され、利用され、次いで解放され得る。さらに別の態様では、経路は、マルチパスＴＣＰ
トンネル１３０４内で動的に追加または削除され得る。言い換えれば、トンネルは、シス
テム１３００中での単一経路利用状態とマルチパス利用状態との間の遷移中に持続し得る
。
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【００６５】
　一態様では、マルチパスＴＣＰアンカ１３１６は、第１のより遅い経路に沿ってデータ
のパケットのより早期の送信を行うように、および／または第２の速い経路に沿ってデー
タのパケットの遅延送信を行うように動作可能であり得る。たとえば、パケット送信は、
より遅い経路上では早期に送信され、比較的より速い経路上ではオンタイムに送信される
ようにスケジュールされ得る。別の例では、パケット送信は、より遅い経路上でのオンタ
イム送信がスケジュールされ、比較的より速い経路上では遅延され得る。さらに、より遅
い経路上での早期送信とより速い経路上での遅延送信との任意の組合せが実装され得る。
別の態様では、デバイス１３０２は、バックホールのためのマルチパストランスポート接
続性を利用するアクセスポイントを与えるために使用され得、アクセスは、ワイヤードま
たはワイヤレス接続を介して与えられる。別の態様では、マルチパスＴＣＰアンカ１３１
６は、各経路に沿って利用可能な性能パラメータに基づいて複数の経路にわたってトラフ
ィックを分割し得る。一態様では、そのような性能パラメータは、現在のＴＣＰ輻輳ウィ
ンドウ推定値、経路情報交換のためのオーバーレイを使用して利用可能なプロアクティブ
リンク性能情報などを含み得る。
【００６６】
　別の態様では、マルチパスＴＣＰアンカ１３１６は、輻輳、各経路のために利用可能な
ウィンドウサイズなどのファクタに基づいてトラフィックを区分するように動作可能であ
り得る。さらに別の態様では、トラフィック区分のための適応は、プロアクティブオーバ
ーレイを通して取得されるリアルタイム情報を使用して実行され得る。本明細書で使用す
るプロアクティブオーバーレイは、マルチパスクライアント１３０２とマルチパスサーバ
１３０４との間でエンドツーエンドに情報を交換するＵＤＰベースのアプリケーションで
あり得る。たとえば、ＷＷＡＮモデム１３０２によるワイヤレスリンクに関係する性能変
化は、プロアクティブオーバーレイを使用してネットワーク中のＭＰＴＰサーバ１３０４
に報告され得る。一態様では、プロアクティブオーバーレイは、そのようなプロアクティ
ブ性能情報を送るのにトンネルに依存するサイドアプリケーションとして働き得る。さら
に、プロアクティブオーバーレイは、ＵＤＰを介して直接サーバ１３０４にも送られ得る
。情報がＵＤＰのために失われた場合、問題はなく、前に受信した情報が使用される。
【００６７】
　一態様では、経路マネージャは、クライアント１３０２とサーバ１３０４との間の経路
ごとに生成にされ得る。さらに、この経路マネージャは、ＷＷＡＮクライアントノード１
３０２とトンネリングサーバノード１３０４の両方に存在し得る。経路マネージャは、各
キャリアの各サブフローの発見およびセットアップを可能にするのに有用であり得る。別
の態様では、キャリア間経路コーディネータは、各経路の性能を動的に分析し、次いで、
利用可能な経路にわたるフローの分布を最適化するために両方のノードにおいて確立され
得る。アプリケーションレイヤオーバーレイは、ノード間のマルチパスＴＣＰトンネルを
使用して複数の経路の利用を最適化するためにキャリア間経路コーディネータとＷＷＡＮ
クライアント１３０２にある経路マネージャとトンネリングサーバノード１３０４との間
で情報を交換するためにトンネリングサーバノード１３０４と被トンネリングクライアン
ト１３０２との間に確立され得る。さらに、所与の経路のワイヤレス性能の劣化が、クラ
イアント１３０２によってサーバ１３０４に迅速に報告され得るように、経路マネージャ
は、ｍｓの数１０分の１秒またはｍｓの数１００分の１秒など、ある時間期間にわたって
各経路で観測される性能の移動平均を報告することができる。
【００６８】
　別の態様では、マルチパスＴＣＰアンカ１３１６は、順方向リンクフローに１つまたは
複数の経路（たとえば、順方向リンク専用（ＦＬＯ：forward link only）経路）を割り
振るように動作可能であり得る。別の態様では、マルチパスＴＣＰアンカ１３１６は、双
方向フローに１つまたは複数の他の経路（たとえば、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ：
high speed packet access））を割り振るように動作可能であり得る。たとえば、ＦＬＯ
無線が使用される場合、データは、ダウンリンク上でのみクライアントデバイスによって
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受信され得る。いかなる肯定応答も、アップリンクサポートを与える代替無線経路上を通
過し得る。たとえば、代替無線経路は、ＬＴＥまたはＨＳＰＡによって与えられ得る。そ
のような代替無線経路は、双方向であり、第１の経路についてダウンリンクデータフロー
とアップリンクデータフローの両方のサポートを行い得る。したがって、単方向経路は、
一方向（ダウンリンクまたはアップリンクのいずれか）においてのみ第２のデータフロー
のサポートを行い、反対方向（それぞれアップリンクまたはダウンリンクのいずれか）で
のデータのサポートのために第１の経路を利用することができる。第１のデータフローの
ためのラウンドトリップ時間（ＲＴＴ）（ＲＴＴ＿１）は、第１の経路についての両方向
における遅延を含むことになる。第２のデータフローのためのＲＴＴ（ＲＴＴ＿２）は、
単方向経路に沿って一方向の遅延を含み、反対方向の遅延には、双方向の第１の経路が使
用されることになる。単方向経路のための単方向遅延値は、式（１）を使用して推定され
得る。
【００６９】
　単方向の一方向遅延＝ＲＴＴ＿２－０．５×ＲＴＴ＿１　　（１）
　そのような実装形態は、特に、第２のデータフローがアップリンク方向において最小限
の必要を有する、たとえば、クライアントへの２つの経路をサービスしているマルチパス
ＴＣＰアンカサーバにＴＣＰ肯定応答を送る必要を有する場合、システム１３００におい
てさらなるフレキシビリティを与え得る。たとえば、双方向ＨＳＰＡ接続を介して双方向
フローのＩＰアドレスが取得され得る。その後、単方向ＦＬＯ経路を介した双方向接続性
は不可能であるので、双方向ＨＳＰＡ接続を介してＦＬＯダウンリンク単方向経路に関連
する第２のＩＰアドレスも取得され得る。
【００７０】
　動作中、ＷＷＡＮモデム１３０２の実装形態は、所与の時間にただ１つのＷＷＡＮデー
タ技術をアクティブにすることのサポートを行うＷＷＡＮマルチモデム設計を含み得る。
そのような最適化マルチモデム設計に基づいて、マルチモデム設計は、同時アクセスを可
能にし、複数のＷＡＮを利用し得る。そのような態様では、同時処理（concurrency）の
量は、アクティブな同時ＷＷＡＮデータモデム数に基づき得る。そのような同時処理は、
同時帯域幅アグリゲーション（ＣＯＢＡ：concurrent bandwidth aggregation）システム
ではモデム同時処理レベル（ＭＣＬ：Modem Concurrency Level）と呼ばれることがある
。第１のステップとして、ＭＣＬが２になるように、複製されるただ２つのＷＷＡＮモデ
ム設計を検討することが望ましいであろう。同時にＷＷＡＮにアクセスし、利用するため
のモデム同時処理の追加レベルが将来検討され得る。
【００７１】
　別の態様では、ＣＯＢＡシステムは、ＭＰＴＰを使用してアグリゲートされた帯域幅を
配信するために、各々がＷＷＡＮモデムをもつ２つの異なるチップからＷＷＡＮモデムを
使用し、２つ以上のＷＷＡＮ　ＲＦチェーンを利用して実装され得る。そのような態様で
は、これらのチップのうちの１つの中のアプリケーションプロセッサは、モデムにわたっ
てアグリゲーションタスクを実行することができる。さらに、そのような実装形態は、各
々が１つまたは複数のＷＷＡＮモデムをもつ複数のチップの使用を可能にする。追加また
は代替として、単一のチップに、複数のＷＷＡＮモデムが組み込まれ、さらに、トラフィ
ックをアグリゲートするためにアプリケーション処理サブシステムが組み込まれている場
合、単一のチップが使用され得る。さらに、利用可能なときに追加のワイヤレスデータ経
路を与えるために、そのようなプラットフォームにコグニティブ機能およびホワイトスペ
ースアクセス機能を含むことができる。言い換えれば、単一のデバイス上でのアグリゲー
ションは、デュアルＵＩＣＣデュアルデータリンクアクセスをもつ電話に現れ得る。その
ような設計は、それ自体のデバイス（これらのチップからなる電話など）により高い帯域
幅を与えることができ、ワイヤード（ＵＳＢ／イーサネット（登録商標）接続）リンクま
たはワイヤレス（Ｗｉ－Ｆｉ／ＷｉＦｉ－Ｄｉｒｅｃｔまたは他のワイヤレス）リンク上
で異なるデバイスによって利用され得るアクセスポイントデバイスにより高い帯域幅を与
えることなどができる。たとえば、ワイヤード接続は、ＵＳＢコード接続を介して確立さ
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れ得る。
【００７２】
　別の態様では、アクセスポイントデバイス１３０２は、複数のＷＷＡＮモデムを使用し
て複数のＷＷＡＮ１３０４にアクセスし得、ＷＬＡＮ、ＵＳＢ、イーサネットベースのア
クセスなどを介した他のデバイスへの帯域幅をアグリゲートし得る。そのようなデバイス
１３０２は、ＷｉＦｉアクセスポイントデバイスであり得、このデバイスは、既存のＷｉ
Ｆｉアクセスポイントのイーサネットポートの背面に接続され得る。追加または代替とし
て、デバイス１３０２は、テザー付きＵＳＢ接続を介して１つまたは複数の他のデバイス
へのアクセスを与えることができる。単一デバイスソリューションはまた、ＷＷＡＮモデ
ムをもつ他のデバイスがＵＳＢを介して接続することを可能にするマルチパスＴＣＰアグ
リゲータデバイスを使用して実装され得る。概して、デバイスは、１つまたは複数の内部
ＷＷＡＮモデムを有し得、ワイヤード接続を介して他のＷＷＡＮモデムを利用することが
できる。内部ＷＷＡＮモデムは、バス、プロセッサ、およびシステムメモリなどを使用し
て、オンチップ相互接続を使用して単一チップ内で通信することができる。追加または代
替として、１つまたは複数のＷＷＡＮモデムが異なるチップ上で利用可能である場合、内
部ＷＷＡＮモデムは、限定はしないが、ＵＡＲＴ、ＧＰＩＯまたはＨＳＩＣインターフェ
ースなどの様々なインターフェースを使用するなどしてチップ間相互接続を用いて接続さ
れ得る。一態様では、チップは、デバイスを備えるプラットフォーム上で互いに接続され
得る。
【００７３】
　さらに、一態様では、複数のＷＷＡＮモデムを有するスーパーデバイスを生成するため
に、各デバイス上の少なくとも１つのＷＷＡＮモデムが使用され得るように２つ以上のデ
バイスが互いに結合され得る。本明細書で使用する結合は、ワイヤード（たとえば、ＵＳ
Ｂ）を使用して、またはワイヤレスに（Ｗｉ－Ｆｉ　Ｄｉｒｅｃｔ、従来のＷｉＦｉ、Ｂ
Ｔ、ＵＷＢなど）デバイス間で行われ得る。さらに、アグリゲーションは、これらのデバ
イスのうちの１つに対して実行され得る。動作中、ＣＯＢＡクライアント１３０２上のＷ
ＷＡＮモデムは、ＩＰアドレスを取得し得る。さらに、ＣＯＢＡプロキシなどの様々なデ
バイスが、クライアント１３０２のワイヤード／ワイヤレス近傍内にあり得る。そのよう
なプロキシデバイスは、それのＷＷＡＮからＩＰアドレスを取得し得、クライアントデバ
イスにこのＩＰアドレスを貸与し得る。その後、そのようなデバイスはそれのＩＰアドレ
スをクライアントに与えることができ、クライアントは、それのＷＷＡＮモデムと近傍中
のプロキシデバイスとから利用可能なＩＰアドレスを利用することが可能になる。そのよ
うな実装形態では、デバイス間に分散された利用可能なＷＷＡＮモデムが、プラットフォ
ームのうちの１つの上のアプリケーションプロセッサでアグリゲーションを実行し得、シ
ステム中でアグリゲートされた帯域幅を与え得るシステムが形成され得る。そのようなマ
ルチデバイスアグリゲートソリューションはまた、マルチパスＷＷＡＮ接続性を使用する
ために他のデバイスにアクセスポイントを公開するために使用され得る。
【００７４】
　さらに、動作中、ＣＯＢＡは、ネットワークにわたって利用可能な性能の和を与え得る
が、そのようなシステムは、プラットフォーム上でのエネルギー消費量を著しく増加また
は減少させないことがある。たとえば、同様のデータリンク／技術であれば、ファイルま
たは電子メール添付ファイルをダウンロードすることなどの所与の通信タスクのために２
倍の電力が消費されるが、通信時間は半分に低減され、したがって、エネルギー消費量は
、ただ１つのデータリンクを利用する場合と同じである。しかしながら、そのような通信
タスクは半分の時間で完了され得、ＣＯＢＡベースのプラットフォーム上での全体的な性
能およびユーザエクスペリエンスはより良いものになる。またさらに、マルチパスＴＣＰ
接続性をもつＣＯＢＡベースのシステムは、マルチパスＴＣＰを使用するフローのために
複数のＷＷＡＮインターフェースを利用することによって単一ＴＣＰフローのピークレー
トを増加させることを可能にし得る。さらに、アプリケーションは、アプリケーションソ
フトウェアへのいかなる修正もなしに、マルチパストランスポートレイヤで利用可能なよ
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り高い帯域幅を使用し得る。そのような態様では、トンネルは、初期接続時にオペレータ
のネットワーク中に動的に確立され得、追加の経路は、その後に追加または削除され得る
が、経路が追加または削除されるときにトンネルは持続し得る。準静的ワイヤレス接続を
用いる大部分のモバイルコンピューティング使用事例では、セッション中に生成される経
路は存在し続けることになることが期待される。
【００７５】
　図１４は、モデム間協調を用いるＷＷＡＮキャリアにわたるトンネリングサービスを示
すブロック図１４００である。ＭＰＴＰのためのネットワークアンカは、１つまたは複数
のサポートインフラストラクチャ、たとえば、ＷＷＡＮモデム１、２（１４１４、１４１
６）、ＷＷＡＮ（１４１０、１４１２）、オペレータネットワーク１４０６などを通して
、ＷＷＡＮクライアント１４０２のクライアントアプリケーション１４２０とアプリケー
ションサーバ１４０８との間にリンクを確立するのを支援し得る。一態様では、クライア
ントアプリケーション１４２０は、ＭＰＴＰ１４１８のためのクライアントアンカを通し
て通信し得る。
【００７６】
　一態様では、モデム間協調１４２２は、どのＷＷＡＮ（１４１０、１４１２）が使用さ
れ得るのか、およびどのようにそれらのＷＷＡＮ（１４１０、１４１２）が使用され得る
のかを決定するために使用され得る。一態様では、ＷＷＡＮモデム（１４１４、１４１６
）が同じプラットフォーム上にある場合、モデム間の情報は、プラットフォーム上の処理
サブシステム（たとえば、ＡＲＭ処理サブシステム）を通して交換され得、したがって、
ＷＷＡＮモデム（１４１４、１４１６）は協調し、使用すべきＷＷＡＮ（１４１０、１４
１２）を選択し得る。たとえば、１つのＷＷＡＮモデム１４１４が特定のネットワークを
選択する場合、そのＷＷＡＮモデム１４１４は、１つまたは複数の他のＷＷＡＮモデム１
４１６に異なるネットワークを選択するように通知し得、したがって、両方のネットワー
クからの性能がシステム１４００にアグリゲートされ得る。また、別の態様では、限定は
しないが、リンク状態、送信に関連するエネルギー／ビット、利用可能な帯域幅、リンク
の利用コスト、使用されている変調および符号化方式、基地局への距離などの制約に基づ
いて、ＷＷＡＮモデム（１４１４、１４１６）は、帯域幅をアグリゲートするために互い
にいつ協調すべきかを選択し得る。そのような制約情報は、通信のために利用可能なＷＷ
ＡＮを選択または利用するための、モデムにわたる意思決定を可能にするためにモデム間
協調中にモデム間で交換され得る。さらに別の態様では、アクセスリンクの接続状態が不
十分であるとき、たとえば、アクセスリンクのうちの１つのリンク状態が不十分であるか
、またはエネルギー／ビットが低いとき、または利用可能な帯域幅が低い場合、またはア
クセスのコストが高い場合、そのアクセスリンクは、アグリゲーションのために望ましい
ものではないと決定され得る。そのような態様では、ＷＷＡＮモデム（１４１４、１４１
６）は、ＭＰＴＰ１４０４のためのネットワークアンカ中のマルチパスＴＣＰレイヤにそ
のような経路を使用せず、他の経路を使用し続けるように一緒に通知し得る。一態様では
、モデム間協調１４２２は、第２のデバイス上のワイヤレスｐ２ｐリンク（たとえば、接
続１１１６、１２１６など）を介して利用可能な別のＷＷＡＮモデムを用いて動作可能で
あり得る。別の態様では、１次協調は、同じプラットフォーム１４０２上の（たとえば、
電話、ラップトップ、タブレットなどの内の）ＷＷＡＮモデム（１４１４、１４１６）間
の協調を指すことがあり、２次協調は、プラットフォームにわたる（たとえば、１つまた
は複数の電話、ラップトップ、タブレット、カーモデムなどの間の）協調を指すことがあ
る。
【００７７】
　図１５は、様々な例示的なパケットフォーマットおよびパケットフローを示すブロック
図である。一態様では、パケットフォーマット１５０２、１５０６および１５０８は、ク
ライアント（たとえば、１３０２）からインターネット宛先（たとえば、１３０８）への
データフローを示す。データフォーマット１５０２は、クライアントにおけるアプリケー
ションデータのための例示的なＩＰパケットを与える。一態様では、ＩＰパケット１５０
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２は、トンネリングペイロード１５０４中に含まれ得る。データフォーマット１５０６は
、クライアントにおける例示的なトンネリングラッパを与える。図示された態様では、Ｍ
ＰＴＣＰサブフローのうちの１つが使用される。データフォーマット１５０８は、ＭＰＴ
ＣＰトンネリングサーバにおけるパケットを受信するためのフォーマットを与える。
【００７８】
　別の態様では、パケットフォーマット１５１０、１５１２および１５１４は、インター
ネットサーバからクライアントへの通信のための例示的なパケットフォーマットを与える
。データパケット１５１０は、インターネットサーバにおける例示的なデータフォーマッ
トを与える。データパケット１５１２は、トンネリングサーバにおける例示的なフォーマ
ットを与える。図示された態様では、ＭＰＴＣＰサブフローのうちの１つが使用される。
さらに、データパケット１５１４は、トンネリングペイロード、アプリケーションデータ
などを抽出するためにクライアントに例示的なフォーマットを与える
　図１６は、例示的な方法／プロセスのフローチャート１６００である。本プロセスを使
用して、デバイスは、第１のＩＰアドレスを使用して第１のＭＰＴＰ経路を通してサーバ
と通信し（１６０２）、第２のＩＰアドレスを使用して第２のＭＰＴＰ経路を通してサー
バと通信することであって、第２のＭＰＴＰ経路を通したサーバとの通信が、第２のＩＰ
アドレスで示されるワイヤレスノードを通る、ことを行い（１６０４）、ピアツーピア通
信を通してワイヤレスノードと通信する（１６０６）。
【００７９】
　図１７は、例示的な装置１７００の機能を示す概念ブロック図である。図１７を参照す
ると、システム１７００は、ＵＥと、ＷＷＡＮクライアントと、任意の好適な数の追加の
ＷＷＡＮクライアントまたはＵＥとを含み得る。さらに、動作中にシステム１７００にお
いて、ＵＥは、帯域幅アグリゲーション技法を実装し得る。
【００８０】
　装置１７００は、第１のＩＰアドレスを使用して第１のＭＰＴＰ経路を通してサーバと
通信し得るモジュール１７０２を含む。装置１７００は、第２のＩＰアドレスを使用して
第２のＭＰＴＰ経路を通してサーバと通信し得るモジュール１７０４を含み、第２のＭＰ
ＴＰ経路を通したサーバとの通信は、第２のＩＰアドレスで示されるワイヤレスノードを
通る。装置１７００は、ピアツーピア通信を通してワイヤレスノードと通信し得るモジュ
ール１７０６を含む。
【００８１】
　図１８は、例示的な方法／プロセスのフローチャート１８００である。本プロセスを使
用して、デバイスは、ＭＰＴＰトンネリングサーバとのＭＰＴＰセッションを要求する（
１８０２）。さらに、本プロセスにより、デバイスは、ＭＰＴＰトンネルを通してＭＰＴ
Ｐトンネリングサーバと通信することが可能になる（１８０４）。トンネルは、１つまた
は複数のＭＰＴＰ経路を含む。ＭＰＴＰ経路の各々は、通信のためのキャリアに対応する
。
【００８２】
　図１９は、例示的な装置１９００の機能を示す別の概念ブロック図である。図１９を参
照すると、システム１９００は、ＵＥと、ＷＷＡＮクライアントと、任意の好適な数の追
加のＷＷＡＮクライアントまたはＵＥとを含み得る。さらに、動作中にシステム１９００
において、ｅＮＢは、帯域幅アグリゲーション技法を実装し得る。
【００８３】
　装置１９００は、ＭＰＴＰトンネリングサーバとのＭＰＴＰセッションを要求し得るモ
ジュール１９０２を含む。装置１９００は、ＭＰＴＰトンネルを通してＭＰＴＰトンネリ
ングサーバと通信し得るモジュール１９０４を含む。
【００８４】
　図２０は、例示的な方法／プロセスのフローチャート２０００である。本プロセスを使
用して、デバイスは、１つまたは複数の性能パラメータおよび１つまたは複数の経路パラ
メータに基づいて１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を選択する（２００２）。さらに、本プ
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ロセスにより、デバイスは、選択された１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を使用してリンク
を確立することが可能になる（２００４）。ＭＰＴＰ経路の各々は、通信のためのキャリ
アに対応し得る。
【００８５】
　図２１は、例示的な装置２１００の機能を示す別の概念ブロック図である。図２１を参
照すると、システム２１００は、ＵＥアンカ、ＷＷＡＮネットワークアンカなどを含み得
る。装置２１００は、１つまたは複数の性能パラメータおよび１つまたは複数の経路パラ
メータに基づいて１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を選択し得るモジュール２１０２を含む
。装置２１００は、選択された１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を使用してリンクを確立し
得るモジュール２１０４を含む。
【００８６】
　一構成では、装置１００は、第１のＩＰアドレスを使用して第１のＭＰＴＰ経路を通し
てサーバと通信する手段と、第２のＩＰアドレスを使用して第２のＭＰＴＰ経路を通して
サーバと通信する手段であって、第２のＭＰＴＰ経路を通したサーバとの通信が、第２の
ＩＰアドレスで示されるワイヤレスノードを通る、手段と、ピアツーピア通信を通してワ
イヤレスノードと通信する手段とを含む。一構成では、装置１００は、１つまたは複数の
ユーザデバイスと通信する手段を含み得、１つまたは複数のユーザデバイスは、ＭＰＴＰ
トンネルを通してＭＰＴＰトンネリングサーバにアクセスする。一構成では、装置１００
は、ＭＰＴＰトンネルを介してＭＰＴＰトンネリングサーバを通してアプリケーションサ
ーバと通信する手段を含み得る。一構成では、装置１００は、新しいＭＰＴＰ経路が利用
可能になったときに新しいＭＰＴＰを追加する手段、または分析された性能に基づいて経
路上でのサーバとの通信の分布を最適化する手段を含み得る。一構成では、装置１００は
、新しいＭＰＴＰ経路が利用可能になったときに新しいＭＰＴＰを追加する手段、または
ＭＰＴＰ経路が失われたときに既存のＭＰＴＰ経路を削除する手段を含み得る。
【００８７】
　別の構成では、装置１００は、ＭＰＴＰトンネリングサーバとのＭＰＴＰセッションを
要求する手段と、ＭＰＴＰトンネルを通してＭＰＴＰトンネリングサーバと通信する手段
とを含む。トンネルは、１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を含む。ＭＰＴＰ経路の各々は、
通信のためのキャリアに対応する。一構成では、装置１００は、１つまたは複数のユーザ
デバイスと通信する手段を含み得、１つまたは複数のユーザデバイスは、ＭＰＴＰトンネ
ルを通してＭＰＴＰトンネリングサーバにアクセスする。一構成では、装置１００は、Ｍ
ＰＴＰトンネルを介してＭＰＴＰトンネリングサーバを通してアプリケーションサーバと
通信する手段を含み得る。一構成では、装置１００は、新しいＭＰＴＰ経路が利用可能に
なったときに新しいＭＰＴＰを追加する手段、またはＭＰＴＰ経路が失われたときに既存
のＭＰＴＰ経路を削除する手段を含み得る。一構成では、装置１００は、ＭＰＴＰトンネ
リングサーバとの通信のＭＰＴＰ経路の各々のためのクライアントＩＰアドレスとサーバ
ＩＰアドレスとを取得する手段を含み得る。一構成では、装置１００は、経路の各々の性
能を分析する手段、または分析された性能に基づいて経路上でのＭＰＴＰトンネリングサ
ーバとの通信の分布を最適化する手段を含み得る。一構成では、装置１００は、第１のＩ
Ｐアドレスを使用して第１のＭＰＴＰサブフローを通してＭＰＴＰトンネリングサーバと
情報を通信する手段と、第２のＩＰアドレスを使用して第２のＭＰＴＰサブフローを通し
てＭＰＴＰトンネリングサーバと情報を通信する手段であって、第２のＭＰＴＰサブフロ
ーを通したＭＰＴＰトンネリングサーバとの通信が、第２のＩＰアドレスで示されるワイ
ヤレスノードを通る、手段と、ピアツーピア通信を通してワイヤレスノードと通信する手
段とを含み得る。一構成では、装置１００は、ＶＰＮアドレスを受信する手段を含み得る
。
【００８８】
　別の構成では、装置１００は、１つまたは複数の性能パラメータおよび１つまたは複数
の経路パラメータに基づいて１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を選択する手段と、選択され
た１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を使用してリンクを確立する手段とを含む。一構成では



(30) JP 5714696 B2 2015.5.7

10

20

30

40

50

、装置１００は、選択された１つまたは複数の経路の各々にＭＡＩＣを適用する手段と、
適用されたＭＡＩＣに基づいてリンクを確立する手段とを含み得る。一構成では、装置１
００は、未使用経路に関連するネットワーク輻輳を低減するために、経路を使用しないこ
とを決定する手段を含み得る。一構成では、装置１００は、第１の通信方向のために１つ
または複数の経路のうちの第１の経路を使用する手段を含み得る。一構成では、装置１０
０は、第２の通信方向のために１つまたは複数の経路のうちの第２の経路を使用する手段
を含み得る。一構成では、装置１００は、各経路についてのラウンドトリップ時間情報に
基づく片方向遅延推定値を使用してリンクを改良する手段を含み得る。一構成では、装置
１００は、確立されたリンク上で第１のパケットを送信する手段を含み得、送信する手段
は、１つまたは複数の経路のうちの第１の経路上でスケジュール時間よりも前に第１のパ
ケットを送信する手段をさらに備える。一構成では、装置１００は、確立されたリンク上
で第２のパケットを送信する手段を含み得、送信する手段は、１つまたは複数の経路のう
ちの第２の経路上で第２のパケットを送信する手段をスケジュール時間を超えて遅延させ
ることをさらに備える。
【００８９】
　上述の手段は、上述の手段の各々で識別された機能を実行するように構成された処理シ
ステム１１０である。詳細には、上述の手段は、上述の手段の各々で識別された機能を実
行するように構成されたプロセッサ１０４である。
【００９０】
　前述の説明は、いかなる当業者でも本開示の全範囲を完全に理解することができるよう
に提供した。本明細書で開示する様々な構成への変更は当業者には容易に明らかであろう
。したがって、特許請求の範囲は、本明細書で説明した本開示の様々な態様に限定される
ものではなく、特許請求の言い回しに矛盾しない全範囲を与えられるべきであり、単数形
の要素への言及は、そのように明記されていない限り、「唯一無二の」を意味するもので
はなく、「１つまたは複数の」を意味するものである。別段に明記されていない限り、「
いくつかの」という語は「１つまたは複数の」を表す。当業者に知られている、または後
に知られることになる、本開示全体にわたって説明した様々な態様の要素のすべての構造
的および機能的均等物は、参照により本明細書に明白に組み込まれ、特許請求の範囲に包
含されるものである。さらに、本明細書に開示したいかなることも、そのような開示が特
許請求の範囲に明示的に具陳されているかどうかにかかわらず、公に供するものではない
。いかなるクレーム要素も、その要素が「手段」という語句を使用して明確に具陳されて
いない限り、または方法クレームの場合には、その要素が「ステップ」という語句を使用
して具陳されていない限り、米国特許法第１１２条第６項の規定の下で解釈されるべきで
はない。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［１］
　第１のインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを使用して第１のマルチパストラン
スポートプロトコル（ＭＰＴＰ）経路を通してサーバと通信することと、
　第２のＩＰアドレスを使用して第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバと通信すること
であって、前記第２のＭＰＴＰ経路を通した前記サーバとの前記通信が、前記第２のＩＰ
アドレスで示されるワイヤレスノードを通る、ことと、
　ピアツーピア通信を通して前記ワイヤレスノードと通信することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
［２］
　ピアツーピア通信を通して前記ワイヤレスノードと前記通信することは、ワイヤードリ
ンクまたはワイヤレスリンクのいずれかを使用して通信することをさらに備える、［１］
の方法。
［３］
　１つまたは複数のユーザデバイスと通信することをさらに備え、前記１つまたは複数の
ユーザデバイスは、前記第１のＭＰＴＰ経路または前記第２のＭＰＴＰ経路のうちの少な
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くとも１つを通して前記サーバにアクセスする
［１］の方法。
［４］
　ＭＰＴＰセッションを開始するために前記サーバとの通信を開始することと、
　前記サーバが複数のＭＰＴＰ経路上で通信することができることを示す情報を前記サー
バから受信することと
をさらに備える、［１］の方法。
［５］
　前記第１のＭＰＴＰ経路は第１のＭＰＴＰサブフローに対応し、前記第２のＭＰＴＰ経
路は第２のＭＰＴＰサブフローに対応し、前記第１のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバと
前記通信することは、第１のインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを使用して前記
第１のＭＰＴＰサブフローを通して前記サーバと情報を通信することを備え、前記第２の
ＭＰＴＰ経路を通して前記サーバと前記通信することは、第２のＩＰアドレスを使用して
前記第２のＭＰＴＰサブフローを通して前記サーバと情報を通信することを備える、［１
］の方法。
［６］
　前記ワイヤレスノードに前記第２のＩＰアドレスを要求することと、
　前記ワイヤレスノードから前記第２のＩＰアドレスを受信することと、
　前記第２のＭＰＴＰサブフローを開始するために前記第２のＩＰアドレスを用いて前記
サーバとの前記通信を開始することと
をさらに備える、［５］の方法。
［７］
　前記サーバおよび前記ワイヤレスノードと前記通信することは、
　前記第１のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバに第１の通信を送ることと、
　前記第１のＭＰＴＰ経路を通して前記第１のＩＰアドレスで示される前記サーバから第
２の通信を受信することと、
　前記第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバに第３の通信を送信することであって、前
記第３の通信が、前記ピアツーピア通信を通して前記ワイヤレスノードに送られ、前記ワ
イヤレスノードによって前記サーバに送られる、ことと、
　前記第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバから第４の通信を受信することであって、
前記第４の通信が、前記サーバから前記第２のＩＰアドレスに送られ、前記第２のＩＰア
ドレスで示される前記ワイヤレスノードによって受信され、前記ピアツーピア通信を通し
て前記ワイヤレスノードによって送られる、ことと
を備える、［１］の方法。
［８］
　前記経路の各々の性能またはコストのうちの少なくとも１つを分析することと、
　前記分析された性能またはコストに基づいて前記経路上での前記サーバとの前記通信の
分布を最適化することと
をさらに備える、［１］の方法。
［９］
　性能情報を前記サーバと交換するために少なくとも１つのオーバーレイが使用される、
［８］の方法。
［１０］
　新しいＭＰＴＰ経路が利用可能になったときに前記新しいＭＰＴＰを追加することと、
　前記ＭＰＴＰ経路が失われたときに既存のＭＰＴＰ経路を削除することと
のうちの少なくとも１つをさらに備える、［１］の方法。
［１１］
　前記ＭＰＴＰ経路の前記追加または削除は、ネットワーク利用可能性、プロキシノード
利用可能性、または前記ＭＰＴＰ経路の性能に基づく、［１０］の方法。
［１２］
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　前記サーバと前記通信することは、ワイヤードリンクまたはワイヤレスリンク上で、通
信デバイスに関連する２つ以上のモデムを通して通信することをさらに備える、［１］の
方法。
［１３］
　前記２つ以上のモデムを通して通信することは、１つまたは複数のＷＷＡＮに関する性
能情報、価格設定情報、および利用可能性情報のうちの少なくとも１つを交換するために
、または１つまたは複数のＷＷＡＮを選択するために、モデム間協調を使用することをさ
らに備える、［１２］の方法。
［１４］
　マルチパストランスポートプロトコル（ＭＰＴＰ）トンネリングサーバとのＭＰＴＰセ
ッションを要求することと、
　ＭＰＴＰトンネルを通して前記ＭＰＴＰトンネリングサーバと通信することであって、
前記トンネルが１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を備え、前記ＭＰＴＰ経路の各々が通信の
ためのキャリアに対応する、ことと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
［１５］
　ＭＰＴＰトンネルを通して前記ＭＰＴＰトンネリングサーバと前記通信することは、ワ
イヤードリンクまたはワイヤレスリンクのいずれかを使用して通信することをさらに備え
る、［１４］の方法。
［１６］
　前記サーバと前記通信することは、ワイヤードリンクまたはワイヤレスリンク上で、通
信デバイスにとって利用可能な２つ以上のモデムを通して通信することをさらに備える、
［１４］の方法。
［１７］
　前記２つ以上のモデムを通して通信することは、１つまたは複数のＷＷＡＮに関する性
能情報、価格設定情報、および利用可能性情報のうちの少なくとも１つを交換するために
、または１つまたは複数のＷＷＡＮを選択するために、モデム間協調を使用することをさ
らに備える、［１６］の方法。
［１８］
　１つまたは複数のユーザデバイスと通信することをさらに備え、前記１つまたは複数の
ユーザデバイスは、前記ＭＰＴＰトンネルを通して前記ＭＰＴＰトンネリングサーバにア
クセスする、［１４］の方法。
［１９］
　前記ＭＰＴＰトンネルを介して前記ＭＰＴＰトンネリングサーバを通してアプリケーシ
ョンサーバと通信することをさらに備える、［１４］の方法。
［２０］
　新しいＭＰＴＰ経路が利用可能になったときに前記新しいＭＰＴＰを追加することと、
　前記ＭＰＴＰ経路が失われたときに既存のＭＰＴＰ経路を削除することと
のうちの少なくとも１つをさらに備える、［１４］の方法。
［２１］
　前記ＭＰＴＰ経路の前記追加または削除は、ネットワーク利用可能性、プロキシノード
利用可能性、または前記ＭＰＴＰ経路の性能に基づく、［２０］の方法。
［２２］
　前記ＭＰＴＰトンネリングサーバとの通信の前記ＭＰＴＰ経路の各々のクライアントイ
ンターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスとサーバＩＰアドレスとを取得することをさら
に備え、前記ＭＰＴＰトンネリングサーバとの前記通信は、前記クライアントＩＰアドレ
スにおいて受信され、前記ＭＰＴＰ経路の各々の前記サーバＩＰアドレスに送られる、［
１４］の方法。
［２３］
　前記経路の各々の性能またはコストのうちの少なくとも１つを分析することと、
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　前記分析された性能またはコストに基づいて前記経路上での前記ＭＰＴＰトンネリング
サーバとの前記通信の分布を最適化することと
をさらに備える、［２２］の方法。
［２４］
　性能情報を前記ＭＰＴＰトンネリングサーバと交換するために少なくとも１つのオーバ
ーレイが使用される、［２３］の方法。
［２５］
　前記ＭＰＴＰ経路は、第１のＭＰＴＰサブフローに対応する第１のＭＰＴＰ経路と、第
２のＭＰＴＰサブフローに対応する第２のＭＰＴＰ経路とを含み、前記ＭＰＴＰトンネリ
ングサーバと前記通信することは、
　第１のインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを使用して前記第１のＭＰＴＰサブ
フローを通して前記ＭＰＴＰトンネリングサーバと通信することと、
　第２のＩＰアドレスを使用して第２のＭＰＴＰサブフローを通して前記ＭＰＴＰトンネ
リングサーバと情報を通信することであって、前記第２のＭＰＴＰサブフローを通した前
記ＭＰＴＰトンネリングサーバとの前記通信が前記第２のＩＰアドレスで示されるワイヤ
レスノードを通る、ことと、
　ピアツーピア通信を通して前記ワイヤレスノードと通信することと
を備える、［１４］の方法。
［２６］
　バーチャルプライベートネットワーク（ＶＰＮ）アドレスを受信することをさらに備え
る、［１４］の方法。
［２７］
　前記ＶＰＮアドレスは動的に割り振られる、［２６］の方法。
［２８］
　１つまたは複数の性能パラメータおよび１つまたは複数の経路パラメータに基づいて１
つまたは複数のＭＰＴＰ経路を選択することと、
　前記選択された１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を使用してリンクを確立することと
を備える、ワイヤレス通信の方法。
［２９］
　前記１つまたは複数の性能パラメータは、
　アプリケーションの帯域幅使用、
　パケット伝送遅延制約、
　現在のＴＣＰ輻輳ウィンドウ推定値、または
　プロアクティブリンク性能情報
のうちの少なくとも１つを備える、［２８］の方法。
［３０］
　前記１つまたは複数の経路パラメータは、
　経路スペクトル係数、
　リンク品質、
　リンク利用ファクタ、
　チャネル帯域幅、
　利用可能なデータ帯域幅および遅延、
　ネットワークプライシング、
　エネルギー、
　動的ネットワーク負荷、または
　経路利用コスト
のうちの少なくとも１つを備える、［２８］の方法。
［３１］
　前記選択された１つまたは複数の経路の各々に複数アンテナ干渉消去（ＭＡＩＣ）を適
用することをさらに備え、
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　前記リンクを前記確立することは、前記適用されたＭＡＩＣに基づいて前記リンクを確
立することをさらに備える、［２８］の方法。
［３２］
　前記選択することは、未使用経路に関連するネットワーク輻輳を低減するために、前記
経路を使用しないことを決定することをさらに備える、［２８］の方法。
［３３］
　前記確立することは、第１の通信方向のために前記１つまたは複数の経路のうちの第１
の経路を使用することをさらに備える、［２８］の方法。
［３４］
　前記確立することは、第２の通信方向のために前記１つまたは複数の経路のうちの第２
の経路を使用することをさらに備え、前記第２の通信方向は前記第１の通信方向とは異な
る、［３３］の方法。
［３５］
　前記使用することは、各経路についてのラウンドトリップ時間情報に基づく片方向遅延
推定値を使用して前記リンクを改良することをさらに備える、［３３］の方法。
［３６］
　前記確立されたリンク上で第１のパケットを送信することをさらに備え、前記送信する
ことは、前記１つまたは複数の経路のうちの第１の経路上でスケジュール時間よりも前に
前記第１のパケットを送信することをさらに備える、［２８］の方法。
［３７］
　前記確立されたリンク上で第２のパケットを送信することをさらに備え、前記送信する
ことは、前記１つまたは複数の経路のうちの第２の経路上で前記第２のパケットを送信す
ることをスケジュール時間を超えて遅延させることをさらに備え、前記第２の経路は、前
記第１の経路よりも速い送信時間をサポートする、［３６］の方法。
［３８］
　第１のインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを使用して第１のマルチパストラン
スポートプロトコル（ＭＰＴＰ）経路を通してサーバと通信する手段と、
　第２のＩＰアドレスを使用して第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバと通信する手段
であって、前記第２のＭＰＴＰ経路を通した前記サーバとの前記通信が、前記第２のＩＰ
アドレスで示されるワイヤレスノードを通る、手段と、
　ピアツーピア通信を通して前記ワイヤレスノードと通信する手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［３９］
　ピアツーピア通信を通して前記ワイヤレスノードと前記通信する手段は、ワイヤードリ
ンクまたはワイヤレスリンクのいずれかを使用して通信する手段をさらに備える、［３８
］の装置。
［４０］
　１つまたは複数のユーザデバイスと通信する手段をさらに備え、前記１つまたは複数の
ユーザデバイスは、前記第１のＭＰＴＰ経路または前記第２のＭＰＴＰ経路のうちの少な
くとも１つを通して前記サーバにアクセスする、［３８］の装置。
［４１］
　ＭＰＴＰセッションを開始するために前記サーバとの通信を開始する手段と、
　前記サーバが複数のＭＰＴＰ経路上で通信することができることを示す情報を前記サー
バから受信する手段と
をさらに備える、［３８］の装置。
［４２］
　前記第１のＭＰＴＰ経路は第１のＭＰＴＰサブフローに対応し、前記第２のＭＰＴＰ経
路は第２のＭＰＴＰサブフローに対応し、前記第１のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバと
通信する前記手段は、第１のインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを使用して前記
第１のＭＰＴＰサブフローを通して前記サーバと情報を通信し、前記第２のＭＰＴＰ経路
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を通して前記サーバと通信する前記手段は、第２のＩＰアドレスを使用して前記第２のＭ
ＰＴＰサブフローを通して前記サーバと情報を通信する、［３８］の装置。
［４３］
　前記ワイヤレスノードに前記第２のＩＰアドレスを要求する手段と、
　前記ワイヤレスノードから前記第２のＩＰアドレスを受信する手段と、
　前記第２のＭＰＴＰサブフローを開始するために前記第２のＩＰアドレスを用いて前記
サーバとの前記通信を開始する手段と
をさらに備える、［４２］の装置。
［４４］
　前記サーバおよび前記ワイヤレスノードと前記通信することは、
　前記第１のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバに第１の通信を送る手段と、
　前記第１のＭＰＴＰ経路を通して前記第１のＩＰアドレスで示される前記サーバから第
２の通信を受信する手段と、
　前記第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバに第３の通信を送る手段であって、前記第
３の通信が、前記ピアツーピア通信を通して前記ワイヤレスノードに送られ、前記ワイヤ
レスノードによって前記サーバに送られる、手段と、
　前記第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバから第４の通信を受信する手段であって、
前記第４の通信が、前記サーバから前記第２のＩＰアドレスに送られ、前記第２のＩＰア
ドレスで示される前記ワイヤレスノードによって受信され、前記ピアツーピア通信を通し
て前記ワイヤレスノードによって送られる、手段と
を備える、［３８］の装置。
［４５］
　前記経路の各々の性能またはコストのうちの少なくとも１つを分析する手段と、
　前記分析された性能またはコストに基づいて前記経路上での前記サーバとの前記通信の
分布を最適化する手段と
をさらに備える、［３８］の装置。
［４６］
　性能情報を前記サーバと交換するために少なくとも１つのオーバーレイが使用される、
［４５］の装置。
［４７］
　新しいＭＰＴＰ経路が利用可能になったときに前記新しいＭＰＴＰを追加する手段と、
　前記ＭＰＴＰ経路が失われたときに既存のＭＰＴＰ経路を削除する手段と
のうちの少なくとも１つをさらに備える、［３８］の装置。
［４８］
　前記ＭＰＴＰ経路の前記追加または削除は、ネットワーク利用可能性、プロキシノード
利用可能性、または前記ＭＰＴＰ経路の性能に基づく、［４７］の装置。
［４９］
　前記サーバと通信する前記手段は、ワイヤードリンクまたはワイヤレスリンク上で、通
信デバイスにとって利用可能な２つ以上のモデムを通して通信する手段をさらに備える、
［３８］の装置。
［５０］
　前記２つ以上のモデムを通して通信する手段は、１つまたは複数のＷＷＡＮに関する性
能情報、価格設定情報、および利用可能性情報のうちの少なくとも１つを交換するために
、または１つまたは複数のＷＷＡＮを選択するために、モデム間協調を使用する手段をさ
らに備える、［４９］の装置。
［５１］
　ＭＰＴＰトンネリングサーバにマルチパストランスポートプロトコル（ＭＰＴＰ）セッ
ションを要求する手段と、
　ＭＰＴＰトンネルを通して前記ＭＰＴＰトンネリングサーバと通信する手段であって、
前記トンネルが１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を備え、前記ＭＰＴＰ経路の各々が通信の
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ためのキャリアに対応する、手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［５２］
　ＭＰＴＰトンネルを通して前記ＭＰＴＰトンネリングサーバと前記通信する手段は、ワ
イヤードリンクまたはワイヤレスリンクのいずれかを使用して通信する手段をさらに備え
る、［５１］の装置。
［５３］
　前記サーバと通信する前記手段は、通信デバイスにとって利用可能な２つ以上のモデム
を通して通信する手段をさらに備える、［５１］の装置。
［５４］
　前記２つ以上のモデムを通して通信する手段は、１つまたは複数のＷＷＡＮに関する性
能情報、価格設定情報、または利用可能性情報のうちの少なくとも１つを交換するために
、または１つまたは複数のＷＷＡＮを選択するために、モデム間協調を使用する手段をさ
らに備える、［５３］の方法。
［５５］
　１つまたは複数のユーザデバイスと通信する手段をさらに備え、前記１つまたは複数の
ユーザデバイスは、前記ＭＰＴＰトンネルを通して前記ＭＰＴＰトンネリングサーバにア
クセスする、［５１］の装置。
［５６］
　前記ＭＰＴＰトンネルを介して前記ＭＰＴＰトンネリングサーバを通してアプリケーシ
ョンサーバと通信する手段をさらに備える、［５１］の装置。
［５７］
　新しいＭＰＴＰ経路が利用可能になったときに前記新しいＭＰＴＰを追加する手段と、
　前記ＭＰＴＰ経路が失われたときに既存のＭＰＴＰ経路を削除する手段と
のうちの少なくとも１つをさらに備える、［５１］の装置。
［５８］
　前記ＭＰＴＰ経路の前記追加または削除は、ネットワーク利用可能性、プロキシノード
利用可能性、または前記ＭＰＴＰ経路の性能に基づく、［５７］の装置。
［５９］
　前記ＭＰＴＰトンネリングサーバとの通信の前記ＭＰＴＰ経路の各々のクライアントイ
ンターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスとサーバＩＰアドレスとを取得する手段をさら
に備え、前記ＭＰＴＰトンネリングサーバとの前記通信は、前記クライアントＩＰアドレ
スにおいて受信され、前記ＭＰＴＰ経路の各々の前記サーバＩＰアドレスに送られる、［
５１］の装置。
［６０］
　前記経路の各々の性能またはコストのうちの少なくとも１つを分析する手段と、
　前記分析された性能またはコストに基づいて前記経路上での前記ＭＰＴＰトンネリング
サーバとの前記通信の分布を最適化する手段と
をさらに備える、［５９］の装置。
［６１］
　性能情報を前記ＭＰＴＰトンネリングサーバと交換するために少なくとも１つのオーバ
ーレイが使用される、［６０］の装置。
［６２］
　前記ＭＰＴＰ経路は、第１のＭＰＴＰサブフローに対応する第１のＭＰＴＰ経路と、第
２のＭＰＴＰサブフローに対応する第２のＭＰＴＰ経路とを含み、前記ＭＰＴＰトンネリ
ングサーバと通信する前記手段は、
　第１のインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを使用して前記第１のＭＰＴＰサブ
フローを通して前記ＭＰＴＰトンネリングサーバと情報を通信する手段と、
　第２のＩＰアドレスを使用して前記第２のＭＰＴＰサブフローを通して前記ＭＰＴＰト
ンネリングサーバと情報を通信する手段であって、前記第２のＭＰＴＰサブフローを通し
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た前記ＭＰＴＰトンネリングサーバとの前記通信が、前記第２のＩＰアドレスで示される
ワイヤレスノードを通る、手段と、
　ピアツーピア通信を通して前記ワイヤレスノードと通信する手段と
を備える、［５１］の装置。
［６３］
　バーチャルプライベートネットワーク（ＶＰＮ）アドレスを受信する手段をさらに備え
る、［５１］の装置。
［６４］
　前記ＶＰＮアドレスは動的に割り振られる、［６３］の装置。
［６５］
　１つまたは複数の性能パラメータおよび１つまたは複数の経路パラメータに基づいて１
つまたは複数のＭＰＴＰ経路を選択する手段と、
　前記選択された１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を使用してリンクを確立する手段と
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［６６］
　前記１つまたは複数の性能パラメータは、
　アプリケーションの帯域幅使用、
　パケット伝送遅延制約、
　現在のＴＣＰ輻輳ウィンドウ推定値、または
　プロアクティブリンク性能情報
のうちの少なくとも１つを備える、［６５］の装置。
［６７］
　前記１つまたは複数の経路パラメータは、
　経路スペクトル係数、
　リンク品質、
　リンク利用ファクタ、
　チャネル帯域幅、
　利用可能なデータ帯域幅および遅延、
　ネットワークプライシング、
　エネルギー、
　動的ネットワーク負荷、または
　経路利用コスト
のうちの少なくとも１つを備える、［６５］の装置。
［６８］
　前記選択された１つまたは複数の経路の各々に複数アンテナ干渉消去（ＭＡＩＣ）を適
用する手段をさらに備え、
　前記リンクを確立する前記手段は、前記適用されたＭＡＩＣに基づいて前記リンクを確
立する手段をさらに備える、［６５］の装置。
［６９］
　選択する前記手段は、未使用経路に関連するネットワーク輻輳を低減するために、前記
経路を使用しないことを決定する手段をさらに備える、［６５］の装置。
［７０］
　確立する前記手段は、第１の通信方向のために前記１つまたは複数の経路のうちの第１
の経路を使用する手段をさらに備える、［６５］の装置。
［７１］
　確立する前記手段は、第２の通信方向のために前記１つまたは複数の経路のうちの第２
の経路を使用する手段をさらに備え、前記第２の通信方向は前記第１の通信方向とは異な
る、［７０］の装置。
［７２］
　使用する前記手段は、各経路についてのラウンドトリップ時間情報に基づく片方向遅延
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推定値を使用して前記リンクを改良する手段をさらに備える、［７０］の装置。
［７３］
　前記確立されたリンク上で第１のパケットを送信する手段をさらに備え、送信する前記
手段は、前記１つまたは複数の経路のうちの第１の経路上でスケジュール時間よりも前に
前記第１のパケットを送信する手段をさらに備える、［６５］の装置。
［７４］
　前記確立されたリンク上で第２のパケットを送信する手段をさらに備え、送信する前記
手段は、前記１つまたは複数の経路のうちの第２の経路上で前記第２のパケットを送信す
る手段をスケジュール時間を超えて遅延させることをさらに備え、前記第２の経路は、前
記第１の経路よりも速い送信時間をサポートする、［７３］の装置。
［７５］
　第１のインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを使用して第１のマルチパストラン
スポートプロトコル（ＭＰＴＰ）経路を通してサーバと通信することと、
　第２のＩＰアドレスを使用して第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバと通信すること
であって、前記第２のＭＰＴＰ経路を通した前記サーバとの前記通信が、前記第２のＩＰ
アドレスで示されるワイヤレスノードを通る、ことと、
　ピアツーピア通信を通して前記ワイヤレスノードと通信することと
　を行うためのコードを備えるコンピュータ可読媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
［７６］
　マルチパストランスポートプロトコル（ＭＰＴＰ）トンネリングサーバとのＭＰＴＰセ
ッションを要求することと、
　ＭＰＴＰトンネルを通して前記ＭＰＴＰトンネリングサーバと通信することであって、
前記トンネルが１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を備え、前記ＭＰＴＰ経路の各々が通信の
ためのキャリアに対応する、ことと
　を行うためのコードを備えるコンピュータ可読媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
［７７］
　１つまたは複数の性能パラメータおよび１つまたは複数の経路パラメータに基づいて１
つまたは複数のＭＰＴＰ経路を選択することと、
　前記選択された１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を使用してリンクを確立することと
　を行うためのコードを備えるコンピュータ可読媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
［７８］
　第１のインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを使用して第１のマルチパストラン
スポートプロトコル（ＭＰＴＰ）経路を通してサーバと通信することと、
　第２のＩＰアドレスを使用して第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバと通信すること
であって、前記第２のＭＰＴＰ経路を通した前記サーバとの前記通信が、前記第２のＩＰ
アドレスで示されるワイヤレスノードを通る、ことと、
　ピアツーピア通信を通して前記ワイヤレスノードと通信することと
　を行うように構成された処理システム
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［７９］
　前記処理システムは、ワイヤードリンクまたはワイヤレスリンクのいずれかを使用して
通信するようにさらに構成された、［７８］の装置。
［８０］
　前記処理システムは、１つまたは複数のユーザデバイスと通信するようにさらに構成さ
れ、前記１つまたは複数のユーザデバイスは、前記第１のＭＰＴＰ経路または前記第２の
ＭＰＴＰ経路のうちの少なくとも１つを通して前記サーバにアクセスする、［７８］の装
置。
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［８１］
　前記処理システムは、
　ＭＰＴＰセッションを開始するために前記サーバとの通信を開始することと、
　前記サーバが複数のＭＰＴＰ経路上で通信することができることを示す情報を前記サー
バから受信することと
を行うようにさらに構成された、［７８］の装置。
［８２］
　前記第１のＭＰＴＰ経路は第１のＭＰＴＰサブフローに対応し、前記第２のＭＰＴＰ経
路は第２のＭＰＴＰサブフローに対応し、前記処理システムは、
　第１のインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを使用して前記第１のＭＰＴＰサブ
フローを通して前記サーバと情報を通信することと、
　第２のＩＰアドレスを使用して前記第２のＭＰＴＰサブフローを通して前記サーバと情
報を通信することと
を行うようにさらに構成された、［７８］の装置。
［８３］
　前記処理システムは、
　前記ワイヤレスノードに前記第２のＩＰアドレスを要求することと、
　前記ワイヤレスノードから前記第２のＩＰアドレスを受信することと、
　前記第２のＭＰＴＰサブフローを開始するために前記第２のＩＰアドレスを用いて前記
サーバとの前記通信を開始することと
を行うようにさらに構成された、［８２］の装置。
［８４］
　前記処理システムは、
　前記第１のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバに第１の通信を送ることと、
　前記第１のＭＰＴＰ経路を通して前記第１のＩＰアドレスで示される前記サーバから第
２の通信を受信することと、
　前記第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバに第３の通信を送ることであって、前記第
３の通信が、前記ピアツーピア通信を通して前記ワイヤレスノードに送られ、前記ワイヤ
レスノードによって前記サーバに送られる、ことと、
　前記第２のＭＰＴＰ経路を通して前記サーバから第４の通信を受信することであって、
前記第４の通信が、前記サーバから前記第２のＩＰアドレスに送られ、前記第２のＩＰア
ドレスで示される前記ワイヤレスノードによって受信され、前記ピアツーピア通信を通し
て前記ワイヤレスノードによって送られる、ことと
を行うようにさらに構成された、［７８］の装置。
［８５］
　前記処理システムは、
　前記経路の各々の性能またはコストのうちの少なくとも１つを分析することと、
　前記分析された性能またはコストに基づいて前記経路上での前記サーバとの前記通信の
分布を最適化することと
を行うようにさらに構成された、［７８］の装置。
［８６］
　性能情報を前記サーバと交換するために少なくとも１つのオーバーレイが使用される、
［８５］の装置。
［８７］
　前記処理システムは、
　新しいＭＰＴＰ経路が利用可能になったときに前記新しいＭＰＴＰを追加することと、
　前記ＭＰＴＰ経路が失われたときに既存のＭＰＴＰ経路を削除することと
のうちの少なくとも１つを実行するようにさらに構成された、［７８］の装置。
［８８］
　前記ＭＰＴＰ経路の前記追加または削除は、ネットワーク利用可能性、プロキシノード
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利用可能性、または前記ＭＰＴＰ経路の性能に基づく、［８７］の装置。
［８９］
　前記処理システムは、ワイヤードリンクまたはワイヤレスリンク上で、通信デバイスに
とって利用可能な２つ以上のモデムを通して通信するようにさらに構成された、［７８］
の装置。
［９０］
　前記処理システムは、１つまたは複数のＷＷＡＮに関する性能情報、価格設定情報、ま
たは利用可能性情報のうちの少なくとも１つを交換するために、または１つまたは複数の
ＷＷＡＮを選択するために、モデム間協調を使用するようにさらに構成された、［８９］
の装置。
［９１］
　ＭＰＴＰトンネリングサーバにマルチパストランスポートプロトコル（ＭＰＴＰ）セッ
ションを要求することと、
　ＭＰＴＰトンネルを通して前記ＭＰＴＰトンネリングサーバと通信することであって、
前記トンネルが１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を備え、前記ＭＰＴＰ経路の各々が通信の
ためのキャリアに対応する、ことと
　を行うように構成された処理システム
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［９２］
　前記処理システムは、ワイヤードリンクまたはワイヤレスリンクのいずれかを使用して
通信するようにさらに構成された、［９１］の装置。
［９３］
　２つ以上のモデムをさらに備え、前記処理システムは、ワイヤードリンクまたはワイヤ
レスリンク上で、前記２つ以上のモデムを通して通信するようにさらに構成された、［９
１］の装置。
［９４］
　前記処理システムは、１つまたは複数のＷＷＡＮに関する性能情報、価格設定情報、ま
たは利用可能性情報のうちの少なくとも１つを交換するために、または１つまたは複数の
ＷＷＡＮを選択するために、モデム間協調を使用するようにさらに構成された、［９３］
の装置。
［９５］
　前記処理システムは、
　１つまたは複数のユーザデバイスと通信するようにさらに構成され、前記１つまたは複
数のユーザデバイスは、前記ＭＰＴＰトンネルを通して前記ＭＰＴＰトンネリングサーバ
にアクセスする、［９１］の装置。
［９６］
　前記処理システムは、前記ＭＰＴＰトンネルを介して前記ＭＰＴＰトンネリングサーバ
を通してアプリケーションサーバと通信するようにさらに構成された、［９１］の装置。
［９７］
　前記処理システムは、
　新しいＭＰＴＰ経路が利用可能になったときに前記新しいＭＰＴＰを追加することと、
　前記ＭＰＴＰ経路が失われたときに既存のＭＰＴＰ経路を削除することと
のうちの少なくとも１つを実行するようにさらに構成された、［９１］の装置。
［９８］
　前記ＭＰＴＰ経路の前記追加または削除は、ネットワーク利用可能性、プロキシノード
利用可能性、または前記ＭＰＴＰ経路の性能に基づく、［９７］の装置。
［９９］
　前記処理システムは、前記ＭＰＴＰトンネリングサーバとの通信の前記ＭＰＴＰ経路の
各々のクライアントインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスとサーバＩＰアドレスと
を取得するようにさらに構成され、前記ＭＰＴＰトンネリングサーバとの前記通信は、前
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記クライアントＩＰアドレスにおいて受信され、前記ＭＰＴＰ経路の各々の前記サーバＩ
Ｐアドレスに送られる、［９１］の装置。
［１００］
　前記処理システムは、
　前記経路の各々の性能またはコストのうちの少なくとも１つを分析することと、
　前記分析された性能またはコストに基づいて前記経路上での前記ＭＰＴＰトンネリング
サーバとの前記通信の分布を最適化することと
を行うように構成された、［９９］の装置。
［１０１］
　性能情報を前記ＭＰＴＰトンネリングサーバと交換するために少なくとも１つのオーバ
ーレイが使用される、［１００］の装置。
［１０２］
　前記ＭＰＴＰ経路は、第１のＭＰＴＰサブフローに対応する第１のＭＰＴＰ経路と、第
２のＭＰＴＰサブフローに対応する第２のＭＰＴＰ経路とを含み、前記処理システムは、
　第１のインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを使用して前記第１のＭＰＴＰサブ
フローを通して前記ＭＰＴＰトンネリングサーバと情報を通信することと、
　第２のＩＰアドレスを使用して前記第２のＭＰＴＰサブフローを通して前記ＭＰＴＰト
ンネリングサーバと情報を通信することであって、前記第２のＭＰＴＰサブフローを通し
た前記ＭＰＴＰトンネリングサーバとの前記通信が、前記第２のＩＰアドレスで示される
ワイヤレスノードを通る、ことと、
　ピアツーピア通信を通して前記ワイヤレスノードと通信することと
を行うようにさらに構成された、［１０１］の装置。
［１０３］
　前記処理システムはバーチャルプライベートネットワーク（ＶＰＮ）アドレスを受信す
るようにさらに構成された、［１０１］の装置。
［１０４］
　前記ＶＰＮアドレスは動的に割り振られる、［１０３］の装置。
［１０５］
　１つまたは複数の性能パラメータおよび１つまたは複数の経路パラメータに基づいて１
つまたは複数のＭＰＴＰ経路を選択することと、
　前記選択された１つまたは複数のＭＰＴＰ経路を使用してリンクを確立することと
　を行うように構成された処理システム
を備える、ワイヤレス通信のための装置。
［１０６］
　前記１つまたは複数の性能パラメータは、
　アプリケーションの帯域幅使用、
　パケット伝送遅延制約、
　現在のＴＣＰ輻輳ウィンドウ推定値、または
　プロアクティブリンク性能情報
のうちの少なくとも１つを備える、［１０５］の装置。
［１０７］
　前記１つまたは複数の経路パラメータは、
　経路スペクトル係数、
　リンク品質、
　リンク利用ファクタ、
　チャネル帯域幅、
　利用可能なデータ帯域幅および遅延、
　ネットワークプライシング、
　エネルギー、
　動的ネットワーク負荷、または
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　経路利用コスト
のうちの少なくとも１つを備える、［１０５］の装置。
［１０８］
　前記処理システムは、
　前記選択された１つまたは複数の経路の各々に複数アンテナ干渉消去（ＭＡＩＣ）を適
用することと、
　前記適用されたＭＡＩＣに基づいて前記リンクを確立することと
を行うようにさらに構成された、［１０５］の装置。
［１０９］
　前記処理システムは、未使用経路に関連するネットワーク輻輳を低減するために、前記
経路を使用しないことを決定するようにさらに構成された、［１０５］の装置。
［１１０］
　前記処理システムは、第１の通信方向のために前記１つまたは複数の経路のうちの第１
の経路を使用するようにさらに構成された、［１０５］の装置。
［１１１］
　前記処理システムは、第２の通信方向のために前記１つまたは複数の経路のうちの第２
の経路を使用するようにさらに構成され、前記第２の通信方向は前記第１の通信方向とは
異なる、［１１０］の装置。
［１１２］
　前記処理システムは、各経路についてのラウンドトリップ時間情報に基づく片方向遅延
推定値を使用して前記リンクを改良するようにさらに構成された、［１１０］の装置。
［１１３］
　前記処理システムは、前記確立されたリンク上で第１のパケットを送信するようにさら
に構成され、前記送信することは、前記１つまたは複数の経路のうちの第１の経路上でス
ケジュール時間よりも前に前記第１のパケットを送信することをさらに備える、［１０５
］の装置。
［１１４］
　前記処理システムは、前記１つまたは複数の経路のうちの第２の経路上で第２のパケッ
トを送信することをスケジュール時間を超えて遅延させることによって前記確立されたリ
ンク上で前記第２のパケットを前記送信するようにさらに構成され、前記第２の経路は、
前記第１の経路よりも速い送信時間をサポートする、［１１３］の装置。
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