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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データを送信する方法であって、
　ワイヤレスデバイスを用いて、第１のアプリケーションのための第１のアプリケーショ
ンデータメッセージを生成することと、
　データ無線ベアラ（ＤＲＢ）チャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッ
セージを送るべきであるのか、または前記ワイヤレスデバイスをネットワークリソースに
通信可能に結合するシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）チャネルを介して前記第１のアプ
リケーションデータメッセージを送るべきであるのかを決定するための１つまたは複数の
基準を評価することと、ここで、前記１つまたは複数の基準を評価することは、アプリケ
ーションデータメッセージのデータサイズをデータサイズしきい値と比較することを備え
、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージを送るべき
であるとの決定に基づいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに前
記第１のアプリケーションデータメッセージを送ることと、ここにおいて、前記第１のア
プリケーションデータメッセージが、前記データサイズしきい値よりも小さいデータサイ
ズを有する、
　前記ワイヤレスデバイスを用いて、第２のアプリケーションのための第２のアプリケー
ションデータメッセージを生成することと、
　前記１つまたは複数の基準にしたがって、前記第２のアプリケーションデータメッセー
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ジのデータサイズが、前記データサイズしきい値よりも大きいことを決定することと、
　前記ワイヤレスデバイスと前記ネットワークリソースとの間に前記ＤＲＢチャネルを確
立するために、前記ネットワークリソースに前記ＳＲＢチャネルを介してシグナリングデ
ータを送ることと、
　前記ＤＲＢチャネルを介して前記第２のアプリケーションデータメッセージを送ること
と
を備え、
　　ここで、前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージ
を送るべきであると決定することは、前記第１のアプリケーションが前記ＳＲＢチャネル
を介したデータ送信を要求したことと、前記第１のアプリケーションデータメッセージが
、前記ＤＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージを送るべき
であるのか、または前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッ
セージを送るべきであるのかを決定するための前記基準のうちの１つまたは複数を満たす
こととを決定することを含む、
　方法。
【請求項２】
　前記第１のアプリケーションデータメッセージが前記第１のアプリケーションのための
１つまたは複数のアプリケーションデータパケットを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１のアプリケーションデータメッセージが、前記ＤＲＢチャネルを確立すること
なしに前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに送られる、請求項１に記
載の方法。
【請求項４】
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージを送るべき
であると決定することは、前記第１のアプリケーションデータメッセージの前記データサ
イズが、前記データサイズしきい値よりも小さいことを決定することを含む、請求項１に
記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のアプリケーションと前記第２のアプリケーションとが同じアプリケーション
である、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のアプリケーションデータメッセージを生成することが、前記第１のアプリケ
ーションのためのデータと、前記ワイヤレスデバイスに関連付けられたモバイル識別子を
指定するヘッダと、前記第１のアプリケーションに関連付けられた宛先アドレスとをそれ
ぞれが含む１つまたは複数のアプリケーションデータパケットを生成することを含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のアプリケーションに関連付けられた前記宛先アドレスが、前記第１のアプリ
ケーションに関連付けられたアプリケーションサーバのアドレスを備え、前記アプリケー
ションサーバがパケットデータネットワークを介してアクセス可能である、請求項６に記
載の方法。
【請求項８】
　前記第１のアプリケーションに関連付けられた前記宛先アドレスが、アクセスポイント
名（ＡＰＮ）、トンネルエンドポイントアイデンティティ（ＴＥＩＤ）、またはＡＰＮと
ＴＥＩＤとの組合せを含む、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記ＳＲＢチャネルを介して、前記第１のアプリケーションに関連付けられたアプリケ
ーションサーバから１つまたは複数のアプリケーションデータパケットを受信することを
さらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
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　前記第１のアプリケーションデータメッセージが、開放型システム間相互接続モデルの
アプリケーションレイヤ中のアプリケーションのためのデータを含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項１１】
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに前記第１のアプリケーション
データメッセージを送ることが、前記ワイヤレスデバイスと、前記第１のアプリケーショ
ンデータメッセージをパケットデータネットワークに直接通信することが可能であるモビ
リティ管理エンティティとの間でデータを通信するノードに前記第１のアプリケーション
データメッセージを送ることを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ワイヤレスデバイスを用いて、第３のアプリケーションのための第３のアプリケー
ションデータメッセージを生成することと、
　前記第１のアプリケーションデータメッセージと前記第３のアプリケーションデータメ
ッセージとをアグリゲートアプリケーションデータメッセージへとアグリゲートすること
と、ここにおいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッ
セージを送るべきであると決定することが、前記ＳＲＢチャネルを介して前記アグリゲー
トアプリケーションデータメッセージを送るべきであると決定することを備える、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送
るべきであるとの決定に基づいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソー
スに前記アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送ることと、
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　データを送信するためのワイヤレスデバイスであって、
　第１のアプリケーションのための第１のアプリケーションデータメッセージを生成する
ことと、
　データ無線ベアラ（ＤＲＢ）チャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッ
セージを送るべきであるのか、または前記ワイヤレスデバイスをネットワークリソースに
通信可能に結合するシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）チャネルを介して前記第１のアプ
リケーションデータメッセージを送るべきであるのかを決定するための１つまたは複数の
基準を評価することと、ここで、前記１つまたは複数の基準を評価することは、アプリケ
ーションデータメッセージのデータサイズをデータサイズしきい値と比較することを備え
、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージを送るべき
であるとの決定に基づいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに前
記第１のアプリケーションデータメッセージを送ることと、ここにおいて、前記第１のア
プリケーションデータメッセージは、前記データサイズしきい値よりも小さいデータサイ
ズを有する、
　第２のアプリケーションのための第２のアプリケーションデータメッセージを生成する
ことと、
　前記１つまたは複数の基準にしたがって、前記第２のアプリケーションデータメッセー
ジのデータサイズが、前記データサイズしきい値よりも大きいことを決定することと、
　前記ワイヤレスデバイスと前記ネットワークリソースとの間に前記ＤＲＢチャネルを確
立するために、前記ネットワークリソースに前記ＳＲＢチャネルを介してシグナリングデ
ータを送ることと、
　前記ＤＲＢチャネルを介して前記第２のアプリケーションデータメッセージを送ること
と、を行うように構成され、
　　前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージを送るべ
きであると決定することが、前記第１のアプリケーションが前記ＳＲＢチャネルを介した
データ送信を要求したことと、前記第１のアプリケーションデータメッセージが、前記Ｄ
ＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージを送るべきであるの
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か、または前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージを
送るべきであるのかを決定するための前記基準のうちの１つまたは複数を満たすこととを
決定することを含むようにさらに構成された、
　ワイヤレスデバイス。
【請求項１４】
　前記第１のアプリケーションデータメッセージが前記第１のアプリケーションのための
１つまたは複数のアプリケーションデータパケットを含むようにさらに構成された、請求
項１３に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項１５】
　前記第１のアプリケーションデータメッセージが、前記ＤＲＢチャネルを確立すること
なしに前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに送られるようにさらに構
成された、請求項１３に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項１６】
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージを送るべき
であると決定することが、前記第１のアプリケーションデータメッセージが、前記データ
サイズしきい値よりも小さいデータサイズを有することを決定することを含むようにさら
に構成された、請求項１３に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項１７】
　前記第１のアプリケーションと前記第２のアプリケーションとが同じアプリケーション
であるようにさらに構成された、請求項１３に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項１８】
　前記第１のアプリケーションデータメッセージを生成することが、前記第１のアプリケ
ーションのためのデータと、前記ワイヤレスデバイスに関連付けられたモバイル識別子を
指定するヘッダと、前記第１のアプリケーションに関連付けられた宛先アドレスとをそれ
ぞれが含む１つまたは複数のアプリケーションデータパケットを生成することを含むよう
にさらに構成された、請求項１３に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項１９】
　前記第１のアプリケーションに関連付けられた前記宛先アドレスが、前記第１のアプリ
ケーションに関連付けられたアプリケーションサーバのアドレスを含むようにさらに構成
され、前記アプリケーションサーバがパケットデータネットワークを介してアクセス可能
である、請求項１８に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項２０】
　前記第１のアプリケーションに関連付けられた前記宛先アドレスが、アクセスポイント
名（ＡＰＮ）、トンネルエンドポイントアイデンティティ（ＴＥＩＤ）、またはＡＰＮと
ＴＥＩＤとの組合せを含むようにさらに構成された、請求項１８に記載のワイヤレスデバ
イス。
【請求項２１】
　前記ＳＲＢチャネルを介して、前記第１のアプリケーションに関連付けられたアプリケ
ーションサーバから１つまたは複数のアプリケーションデータパケットを受信するように
さらに構成された、請求項１３に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項２２】
　前記第１のアプリケーションデータメッセージが、開放型システム間相互接続モデルの
アプリケーションレイヤ中のアプリケーションのためのデータを含むようにさらに構成さ
れた、請求項１３に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項２３】
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに前記第１のアプリケーション
データメッセージを送ることが、前記ワイヤレスデバイスと、前記第１のアプリケーショ
ンデータメッセージをパケットデータネットワークに直接通信することが可能であるモビ
リティ管理エンティティとの間でデータを通信するノードに前記第１のアプリケーション
データメッセージを送ることを含むようにさらに構成された、請求項１３に記載のワイヤ
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レスデバイス。
【請求項２４】
　第３のアプリケーションのための第３のアプリケーションデータメッセージを生成する
ことと、
　前記第１のアプリケーションデータメッセージと前記第３のアプリケーションデータメ
ッセージとをアグリゲートアプリケーションデータメッセージへとアグリゲートすること
と、ここにおいて、前記デバイスは、前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケー
ションデータメッセージを送るべきであると決定することが、前記ＳＲＢチャネルを介し
て前記アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送るべきであると決定すること
を含むようにさらに構成される、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送
るべきであるとの決定に基づいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソー
スに前記アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送ること
を行うように構成された、請求項１３に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項２５】
　データを送信するためのワイヤレスデバイスであって、
　第１のアプリケーションのための第１のアプリケーションデータメッセージを生成する
ための手段と、
　データ無線ベアラ（ＤＲＢ）チャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッ
セージを送るべきであるのか、または前記ワイヤレスデバイスをネットワークリソースに
通信可能に結合するシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）チャネルを介して前記第１のアプ
リケーションデータメッセージを送るべきであるのかを決定するための１つまたは複数の
基準を評価するための手段と、ここで、前記１つまたは複数の基準を評価することは、ア
プリケーションデータメッセージのデータサイズをデータサイズしきい値と比較すること
を備え、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージを送るべき
であるとの決定に基づいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに前
記第１のアプリケーションデータメッセージを送るための手段と、ここにおいて、前記第
１のアプリケーションデータメッセージが、前記データサイズしきい値よりも小さいデー
タサイズを有する、
　第２のアプリケーションのための第２のアプリケーションデータメッセージを生成する
ための手段と、
　前記１つまたは複数の基準にしたがって、前記第２のアプリケーションデータメッセー
ジのデータサイズが、前記データサイズしきい値よりも大きいことを決定するための手段
と、
　前記ワイヤレスデバイスと前記ネットワークリソースとの間に前記ＤＲＢチャネルを確
立するために、前記ネットワークリソースに前記ＳＲＢチャネルを介してシグナリングデ
ータを送るための手段と、
　前記ＤＲＢチャネルを介して前記第２のアプリケーションデータメッセージを送るため
の手段と
を備え、
　　ここで、前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージ
を送るべきであると決定することは、前記第１のアプリケーションが前記ＳＲＢチャネル
を介したデータ送信を要求したことと、前記第１のアプリケーションデータメッセージが
、前記ＤＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージを送るべき
であるのか、または前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッ
セージを送るべきであるのかを決定するための前記基準のうちの１つまたは複数を満たす
こととを決定することを含む、
　ワイヤレスデバイス。
【請求項２６】
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　前記第１のアプリケーションデータメッセージが前記アプリケーションのための１つま
たは複数のアプリケーションデータパケットを含む、請求項２５に記載のワイヤレスデバ
イス。
【請求項２７】
　前記第１のアプリケーションデータメッセージが、前記ＤＲＢチャネルを確立すること
なしに前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに送られる、請求項２５に
記載のワイヤレスデバイス。
【請求項２８】
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージを送るべき
であると決定することは、前記第１のアプリケーションデータメッセージが、前記データ
サイズしきい値よりも小さいデータサイズを有することを決定することを含む、請求項２
５に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項２９】
　前記第１のアプリケーションと前記第２のアプリケーションとが同じアプリケーション
である、請求項２５に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項３０】
　前記第１のアプリケーションデータメッセージを生成するための前記手段が、前記第１
のアプリケーションのためのデータと、前記ワイヤレスデバイスに関連付けられたモバイ
ル識別子を指定するヘッダと、前記第１のアプリケーションに関連付けられた宛先アドレ
スとをそれぞれが含む１つまたは複数のアプリケーションデータパケットを生成するため
の手段を含む、請求項２５に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項３１】
　前記第１のアプリケーションに関連付けられた前記宛先アドレスが、前記第１のアプリ
ケーションに関連付けられたアプリケーションサーバのアドレスを備え、前記アプリケー
ションサーバがパケットデータネットワークを介してアクセス可能である、請求項３０に
記載のワイヤレスデバイス。
【請求項３２】
　前記第１のアプリケーションに関連付けられた前記宛先アドレスが、アクセスポイント
名（ＡＰＮ）、トンネルエンドポイントアイデンティティ（ＴＥＩＤ）、またはＡＰＮと
ＴＥＩＤとの組合せを含む、請求項３０に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項３３】
　前記ＳＲＢチャネルを介して、前記第１のアプリケーションに関連付けられたアプリケ
ーションサーバから１つまたは複数のアプリケーションデータパケットを受信するための
手段をさらに含む、請求項２５に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項３４】
　前記第１のアプリケーションデータメッセージが、開放型システム間相互接続モデルの
アプリケーションレイヤ中のアプリケーションのためのデータを含む、請求項２５に記載
のワイヤレスデバイス。
【請求項３５】
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに前記第１のアプリケーション
データメッセージを送るための前記手段が、前記ワイヤレスデバイスと、前記第１のアプ
リケーションデータメッセージをパケットデータネットワークに直接通信することが可能
であるモビリティ管理エンティティとの間でデータを通信するノードに前記第１のアプリ
ケーションデータメッセージを送るための手段を含む、請求項２５に記載のワイヤレスデ
バイス。
【請求項３６】
　前記ワイヤレスデバイスを用いて、第３のアプリケーションのための第３のアプリケー
ションデータメッセージを生成するための手段と、
　前記第１のアプリケーションデータメッセージと前記第３のアプリケーションデータメ
ッセージとをアグリゲートアプリケーションデータメッセージへとアグリゲートするため
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の手段と、ここにおいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデー
タメッセージを送るべきであると決定することが、前記ＳＲＢチャネルを介して前記アグ
リゲートアプリケーションデータメッセージを送るべきであると決定することを備える、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送
るべきであるとの決定に基づいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソー
スに前記アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送るための手段
をさらに備える、請求項２５に記載のワイヤレスデバイス。
【請求項３７】
　コンピュータ可読記憶媒体であって、
　　実行されたときに、ワイヤレスデバイスの１つまたは複数のプロセッサに、
　　　第１のアプリケーションのための第１のアプリケーションデータメッセージを生成
することと、
　　　データ無線ベアラ（ＤＲＢ）チャネルを介して前記第１のアプリケーションデータ
メッセージを送るべきであるのか、または前記ワイヤレスデバイスをネットワークリソー
スに通信可能に結合するシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）チャネルを介して前記第１の
アプリケーションデータメッセージを送るべきであるのかを決定するための１つまたは複
数の基準を評価することと、ここで、前記１つまたは複数の基準を評価することは、アプ
リケーションデータメッセージのデータサイズをデータサイズしきい値と比較することを
備え、
　　　前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージを送る
べきであるとの決定に基づいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソース
に前記第１のアプリケーションデータメッセージを送ることと、ここにおいて、前記第１
のアプリケーションデータメッセージが、前記データサイズしきい値よりも小さいデータ
サイズを有する、
　　　第２のアプリケーションのための第２のアプリケーションデータメッセージを生成
することと、
　　　前記１つまたは複数の基準にしたがって、前記第２のアプリケーションデータメッ
セージのデータサイズが、前記データサイズしきい値よりも大きいことを決定することと
、
　　　前記ワイヤレスデバイスと前記ネットワークリソースとの間に前記ＤＲＢチャネル
を確立するために、前記ネットワークリソースに前記ＳＲＢチャネルを介してシグナリン
グデータを送ることと、
　　　前記ＤＲＢチャネルを介して前記第２のアプリケーションデータメッセージを送る
ことと
　　を行わせるコンピュータ実行可能命令を記憶しており、
　　ここで、前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記第１のアプリケーシ
ョンが前記ＳＲＢチャネルを介したデータ送信を要求したことと、前記第１のアプリケー
ションデータメッセージが、前記ＤＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデ
ータメッセージを送るべきであるのか、または前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のア
プリケーションデータメッセージを送るべきであるのかを決定するための前記基準のうち
の１つまたは複数を満たすこととを少なくとも決定することによって、前記ＤＲＢチャネ
ルを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージを送るべきであるのか、または
前記ＳＲＢを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージを送るべきであるのか
を決定するための前記１つまたは複数の基準を評価することをさらに行わせる、
　コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３８】
　前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、第１のアプリケーションデータメッ
セージが前記第１のアプリケーションのための１つまたは複数のアプリケーションデータ
パケットを含むように、前記第１のアプリケーションデータメッセージを生成することを
さらに行わせる、請求項３７に記載のコンピュータ可読記憶媒体。



(8) JP 6009610 B2 2016.10.19

10

20

30

40

50

【請求項３９】
　前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記第１のアプリケーションデータ
メッセージが、前記ＤＲＢチャネルを確立することなしに前記ＳＲＢチャネルを介して前
記ネットワークリソースに送られるように、前記第１のアプリケーションデータメッセー
ジを生成することをさらに行わせる、請求項３７に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４０】
　前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記第１のアプリケーションデータ
メッセージの前記データサイズが前記データサイズしきい値よりも小さいことを少なくと
も決定することによって、前記ＤＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデー
タメッセージを送るべきであるのか、または前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプ
リケーションデータメッセージを送るべきであるのかを決定するための前記１つまたは複
数の基準を評価することをさらに行わせる、請求項３７に記載のコンピュータ可読記憶媒
体。
【請求項４１】
　前記第１のアプリケーションと前記第２のアプリケーションとが同じアプリケーション
である、請求項３７に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４２】
　前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記１つまたは複数のアプリケーシ
ョンデータパケットが、前記第１のアプリケーションのためのデータと、前記ワイヤレス
デバイスに関連付けられたモバイル識別子を指定するヘッダと、前記第１のアプリケーシ
ョンに関連付けられた宛先アドレスとをそれぞれが含むように、前記第１のアプリケーシ
ョンデータメッセージを生成することをさらに行わせる、請求項３７に記載のコンピュー
タ可読記憶媒体。
【請求項４３】
　前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記第１のアプリケーションに関連
付けられた前記宛先アドレスが、前記第１のアプリケーションに関連付けられたアプリケ
ーションサーバのアドレスを含むように、前記第１のアプリケーションデータメッセージ
を生成することをさらに行わせ、前記アプリケーションサーバがパケットデータネットワ
ークを介してアクセス可能である、請求項４２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４４】
　前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記第１のアプリケーションに関連
付けられた前記宛先アドレスが、アクセスポイント名（ＡＰＮ）、トンネルエンドポイン
トアイデンティティ（ＴＥＩＤ）、またはＡＰＮとＴＥＩＤとの組合せを含むように、前
記第１のアプリケーションデータメッセージを生成することをさらに行わせる、請求項４
２に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４５】
　前記命令が、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記ＳＲＢチャネルを介して、前記
第１のアプリケーションに関連付けられたアプリケーションサーバから１つまたは複数の
アプリケーションデータパケットを受信することをさらに行わせる、請求項３７に記載の
コンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４６】
　前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記第１のアプリケーションデータ
メッセージが、開放型システム間相互接続モデルのアプリケーションレイヤ中のアプリケ
ーションのためのデータを含むように、前記第１のアプリケーションのための前記第１の
アプリケーションデータメッセージを生成することをさらに行わせる、請求項３７に記載
のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４７】
　前記命令は、前記ワイヤレスデバイスと、前記第１のアプリケーションデータメッセー
ジをパケットデータネットワークに直接通信することが可能であるモビリティ管理エンテ
ィティとの間でデータを通信するノードに前記第１のアプリケーションデータメッセージ
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を少なくとも送ることによって、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソース
に前記第１のアプリケーションデータメッセージを送るように前記１つまたは複数のプロ
セッサをさらに構成する、請求項３７に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項４８】
　前記命令は、
　第３のアプリケーションのための第３のアプリケーションデータメッセージを生成する
ことと、
　前記第１のアプリケーションデータメッセージと前記第３のアプリケーションデータメ
ッセージとをアグリゲートアプリケーションデータメッセージへとアグリゲートすること
と、ここにおいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッ
セージを送るべきであると決定することが、前記ＳＲＢチャネルを介して前記アグリゲー
トアプリケーションデータメッセージを送るべきであると決定することを備える、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送
るべきであるとの決定に基づいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソー
スに前記アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送ることと
を１つまたは複数のプロセッサにさらに行わせる、請求項３７に記載のコンピュータ可読
記憶媒体。
【請求項４９】
　データを送信する方法であって、
　ネットワークリソースを用いて、ワイヤレスデバイス上で動作するように構成された第
１のアプリケーションのための第１のアプリケーションデータメッセージを受信すること
と、
　データ無線ベアラ（ＤＲＢ）チャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッ
セージを送るべきであるのか、または前記ネットワークリソースを前記ワイヤレスデバイ
スに通信可能に結合するシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）チャネルを介して前記第１の
アプリケーションデータメッセージを送るべきであるのかを決定するための１つまたは複
数の基準を評価することと、ここで、前記１つまたは複数の基準を評価することは、アプ
リケーションデータメッセージのデータサイズをデータサイズしきい値と比較することを
備え、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージを送るべき
であると決定すると、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ワイヤレスデバイスに前記第１の
アプリケーションデータメッセージを送ることと、ここにおいて、前記第１のアプリケー
ションデータメッセージは、前記データサイズしきい値よりも小さいデータサイズを有す
る、
　前記ネットワークリソースを用いて第２のアプリケーションのための第２のアプリケー
ションデータメッセージを受信することと、
　前記１つまたは複数の基準にしたがって、前記第２のアプリケーションデータメッセー
ジのデータサイズが、前記データサイズしきい値よりも大きいことを決定することと、
　前記ネットワークリソースと前記ワイヤレスデバイスとの間に前記ＤＲＢチャネルを確
立するために、前記ワイヤレスデバイスに前記ＳＲＢチャネルを介してシグナリングデー
タを送ることと、
　前記ＤＲＢチャネルを介して前記第２のアプリケーションデータメッセージを送ること
と、
を含み、
　　ここで、前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージ
を送るべきであると決定することは、前記第１のアプリケーションが前記ＳＲＢチャネル
を介したデータ送信を要求したことと、前記第１のアプリケーションデータメッセージが
、前記ＤＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージを送るべき
であるのか、または前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッ
セージを送るべきであるのかを決定するための前記基準のうちの１つまたは複数を満たす
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こととを決定することを含む、
　方法。
【請求項５０】
　ワイヤレスデバイス上で動作するように構成された前記第１のアプリケーションのため
の前記第１のアプリケーションデータメッセージを受信することが、ショートパケットデ
ータサービスアプリケーションプロトコル（ＳＰＤＳ－ＡＰ）を介してパケットデータネ
ットワークから前記第１のアプリケーションデータメッセージを直接受信することを含む
、請求項４９に記載の方法。
【請求項５１】
　ワイヤレスデバイス上で動作するように構成された前記第１のアプリケーションのため
の前記第１のアプリケーションデータメッセージを受信することが、インターネットプロ
トコル（ＩＰ）で前記第１のアプリケーションデータメッセージを受信することを備え、
前記方法が、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ワイヤレスデバイスに前記第１のアプリケ
ーションデータメッセージを送るより前に、前記第１のアプリケーションデータメッセー
ジをインターネットプロトコルからショートパケットデータサービスアプリケーションプ
ロトコル（ＳＰＤＳ－ＡＰ）に変換することをさらに含む、請求項４９に記載の方法。
【請求項５２】
　前記第１のアプリケーションデータメッセージが前記第１のアプリケーションのための
１つまたは複数のアプリケーションデータパケットを含む、請求項４９に記載の方法。
【請求項５３】
　前記第１のアプリケーションデータメッセージが、前記ＤＲＢチャネルを確立すること
なしに前記ＳＲＢチャネルを介して前記ワイヤレスデバイスに送られる、請求項４９に記
載の方法。
【請求項５４】
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッセージを送るべき
であると決定することは、前記第１のアプリケーションデータメッセージの前記データサ
イズが、前記データサイズしきい値よりも小さいことを決定することを含む、請求項４９
に記載の方法。
【請求項５５】
　前記第１のアプリケーションと前記第２のアプリケーションとが同じアプリケーション
である、請求項４９に記載の方法。
【請求項５６】
　前記第１のアプリケーションデータメッセージが、開放型システム間相互接続モデルの
アプリケーションレイヤ中のアプリケーションのためのデータを含む、請求項４９に記載
の方法。
【請求項５７】
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記ワイヤレスデバイスに前記第１のアプリケーションデ
ータメッセージを送ることが、モビリティ管理エンティティと前記ワイヤレスデバイスと
の間でデータを通信するノードに前記第１のアプリケーションデータメッセージを送るこ
とを備え、前記モビリティ管理エンティティは、パケットデータネットワークから前記第
１のアプリケーションデータメッセージを直接受信することが可能である、請求項４９に
記載の方法。
【請求項５８】
　前記ネットワークリソースを用いて第３のアプリケーションのための第３のアプリケー
ションデータメッセージを受信することと、
　前記第１のアプリケーションデータメッセージと前記第３のアプリケーションデータメ
ッセージとをアグリゲートアプリケーションデータメッセージへとアグリゲートすること
と、ここにおいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記第１のアプリケーションデータメッ
セージを送るべきであると決定することが、前記ＳＲＢチャネルを介して前記アグリゲー
トアプリケーションデータメッセージを送るべきであると決定することを備える、
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　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送
るべきであると決定すると、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ワイヤレスデバイスに前記
アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送ることと、
をさらに備える、請求項４９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、その全体が参照により本明細書に組み込まれる、２０１１年７月１５日に出
願された米国仮出願第６１／５０８，５２７号の優先権の利益を主張する。
【０００２】
　本開示は、ワイヤレスネットワークを伴うデータ送信に関する。
【背景技術】
【０００３】
　スマートフォンやタブレットコンピューティングデバイスなど、３Ｇ技術を使用するワ
イヤレスデバイスが、ますます普及しつつある。多くのワイヤレスデバイスユーザは、更
新のためにアプリケーションサーバにネットワーク要求を周期的に（たとえば、２、３分
ごとに）送るアプリケーションをインストールする。そのようなアプリケーションとして
は、たとえば、ソーシャルネットワーキングアプリケーション（Ｆａｃｅｂｏｏｋ（登録
商標）、Ｔｗｉｔｔｅｒなど）、電子メールアプリケーション、ＲＳＳフィード、および
インスタントメッセージングアプリケーションがある。３Ｇ環境におけるワイヤレスデバ
イス（あるいは、様々な「４Ｇ」、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ：Long Term 
Evolution）、または他の技術のいずれかを含むと考えられる、一般に３Ｇデバイスと呼
ばれるワイヤレスデバイス）は、様々な方法でデータを送ることができる。一般に、３Ｇ
デバイスは、データ無線ベアラ（ＤＲＢ）チャネルを介して、上記で説明した要求、なら
びにボイス、ピクチャ、ビデオ、および他のそのようなデータなど、アプリケーションに
関係するデータを送る。３Ｇデバイスは、シグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）チャネルを
介して、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）など、３Ｇサービスプロバイダのコンポ
ーネントと通信することによってＤＲＢチャネルを確立する。
【発明の概要】
【０００４】
　概して、本開示では、たとえば、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ：
Third Generation Partnership Project）によるような、ワイヤレスデバイスネットワー
ク通信に関係する技法について説明する。より詳細には、本開示の技法は、また比較的高
い頻度で関与し得る、周期的アプリケーション更新など、低容量アクティビティに関係す
るワイヤレスデバイスを伴う３Ｇ通信を改善することを対象とする。本開示の態様は、シ
ョートパケットデータサービスと呼ばれる。
【０００５】
　一例では、データを送信する方法は、ワイヤレスデバイスを用いて、アプリケーション
のためのアプリケーションデータメッセージを生成することと、データ無線ベアラ（ＤＲ
Ｂ）チャネルを介してアプリケーションデータメッセージを送るべきであるのか、または
ワイヤレスデバイスをネットワークリソースに通信可能に結合するシグナリング無線ベア
ラ（ＳＲＢ）チャネルを介してアプリケーションデータメッセージを送るべきであるのか
を決定するための１つまたは複数の基準を評価することと、ＳＲＢチャネルを介してアプ
リケーションデータメッセージを送るべきであるとの決定に基づいて、ＳＲＢチャネルを
介してネットワークリソースにアプリケーションデータメッセージを送ることとを含む。
【０００６】
　別の例では、データを送信するためのデバイスは、ワイヤレスデバイスを用いて、アプ
リケーションのためのアプリケーションデータメッセージを生成することと、データ無線
ベアラ（ＤＲＢ）チャネルを介してアプリケーションデータメッセージを送るべきである
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のか、またはワイヤレスデバイスをネットワークリソースに通信可能に結合するシグナリ
ング無線ベアラ（ＳＲＢ）チャネルを介してアプリケーションデータメッセージを送るべ
きであるのかを決定するための１つまたは複数の基準を評価することと、ＳＲＢチャネル
を介してアプリケーションデータメッセージを送るべきであるとの決定に基づいて、ＳＲ
Ｂチャネルを介してネットワークリソースにアプリケーションデータメッセージを送るこ
ととを行うように構成される。
【０００７】
　別の例では、データを送信するための装置は、ワイヤレスデバイスを用いて、アプリケ
ーションのためのアプリケーションデータメッセージを生成するための手段と、データ無
線ベアラ（ＤＲＢ）チャネルを介してアプリケーションデータメッセージを送るべきであ
るのか、またはワイヤレスデバイスをネットワークリソースに通信可能に結合するシグナ
リング無線ベアラ（ＳＲＢ）チャネルを介してアプリケーションデータメッセージを送る
べきであるのかを決定するための１つまたは複数の基準を評価するための手段と、ＳＲＢ
チャネルを介してアプリケーションデータメッセージを送るべきであるとの決定に基づい
て、ＳＲＢチャネルを介してネットワークリソースにアプリケーションデータメッセージ
を送るための手段とを含む。
【０００８】
　別の例では、コンピュータプログラム製品は、実行されたときに、１つまたは複数のプ
ロセッサに、ワイヤレスデバイスを用いて、アプリケーションのためのアプリケーション
データメッセージを生成することと、データ無線ベアラ（ＤＲＢ）チャネルを介してアプ
リケーションデータメッセージを送るべきであるのか、またはワイヤレスデバイスをネッ
トワークリソースに通信可能に結合するシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）チャネルを介
してアプリケーションデータメッセージを送るべきであるのかを決定するための１つまた
は複数の基準を評価することと、ＳＲＢチャネルを介してアプリケーションデータメッセ
ージを送るべきであるとの決定に基づいて、ＳＲＢチャネルを介してネットワークリソー
スにアプリケーションデータメッセージを送ることとを行わせる、コンピュータ実行可能
命令を記憶したコンピュータ可読媒体を備える。
【０００９】
　別の例では、データを送信する方法は、ネットワークリソースを用いて、ワイヤレスデ
バイス上で動作するように構成されたアプリケーションのためのアプリケーションデータ
メッセージを受信することと、データ無線ベアラ（ＤＲＢ）チャネルを介してアプリケー
ションデータメッセージを送るべきであるのか、またはネットワークリソースをワイヤレ
スデバイスに通信可能に結合するシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）チャネルを介してア
プリケーションデータメッセージを送るべきであるのかを決定するための１つまたは複数
の基準を評価することと、ＳＲＢチャネルを介してアプリケーションデータメッセージを
送るべきであると決定すると、ＳＲＢチャネルを介してワイヤレスデバイスにアプリケー
ションデータメッセージを送ることとを備える。
【００１０】
　１つまたは複数の例の詳細を、添付の図面および以下の説明に記載する。他の特徴、目
的、および利点は、説明および図面、ならびに特許請求の範囲から明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】モバイルネットワークを介してデータを送るための技法を実装する例示的なネッ
トワークシステムを示すブロック図。
【図２】本明細書で開示する技法のいくつかの利点を示すグラフ。
【図３】モバイルネットワークを介してデータを送るための例示的なネットワークシステ
ムを示すコールフロー図。
【図４】モバイルネットワークを介してモバイル発信データを送るための技法を実装する
例示的なネットワークシステムを示すコールフロー図。
【図５】本明細書で開示する技法のいくつかの利点を示すグラフ。
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【図６】モバイルネットワークを介してデータを送るための技法を実装する例示的なネッ
トワークシステムを示すブロック図。
【図７】モバイルネットワークを介してデータを送るためのプロトコルスタックを実装す
る例示的なネットワークシステムを示す概念図。
【図８】モバイルネットワークを介してデータを送るためのプロトコルスタックを実装す
る例示的なネットワークシステムを示す概念図。
【図９】モバイルネットワークを介してデータを送るためのプロトコルスタックを実装す
る例示的なネットワークシステムを示す概念図。
【図１０】モバイルネットワークを介してモバイル発信データを送るための技法を実装す
る例示的なネットワークシステムを示すコールフロー図。
【図１１】モバイルネットワークを介してモバイル着信データを送るための技法を実装す
る例示的なネットワークシステムを示すコールフロー図。
【図１２】モバイルネットワークを介してモバイル着信データを送るための技法を実装す
る例示的なネットワークシステムを示すコールフロー図。
【図１３】プッシュツートーク（ＰＴＴ）呼設定のためにモバイルネットワークを介して
モバイル発信データを送るための技法を実装する例示的なネットワークシステムを示すコ
ールフロー図。
【図１４】プッシュツートーク（ＰＴＴ）呼設定のためにモバイルネットワークを介して
モバイル発信データを送るための技法を実装する例示的なネットワークシステムを示すコ
ールフロー図。
【図１５】様々なＲＲＣ接続要求を受け付けるための例示的なしきい値を示すネットワー
ク負荷のグラフ。
【詳細な説明】
【００１２】
　図１は、モバイルネットワークを介してデータを送るための技法を実装する例示的なネ
ットワークシステム２を示すブロック図である。ワイヤレスデバイス１０、たとえば、ユ
ーザ機器（ＵＥ）デバイスは、様々な方法でデータを送ることができる。ワイヤレスデバ
イス１０が様々なタイプのデータを送るチャネル４、６は、ベアラまたはベアラチャネル
と呼ばれることがある。ワイヤレスデバイス１０は、シグナリング情報を交換することと
、アプリケーションデータを通信する必要があるときにデータ無線ベアラ（ＤＲＢ）チャ
ネル６を確立することとのために、シグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）チャネル４を介し
て発展型ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）１２サービスタワーを通してＭＭＥ１４と通信し得る
。ＭＭＥ１４は、ｅＮｏｄｅＢ１２およびサービングゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）１８と通
信し、ｅＮｏｄｅＢ１２とＳ－ＧＷ１８との間の接続を容易にし、それによって、ワイヤ
レスデバイス１０とパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ（Ｐ－ＧＷ）２
２との間の接続を容易にし得る。Ｐ－ＧＷ２２は、たとえば、インターネットや企業広域
ネットワーク（ＬＡＮ）など、パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）２０に接続される
かまたはその一部を形成し得る。ネットワークシステム２はまた、以下で説明する新しい
タイプのアプリケーションサーバであるショートパケットデータサービス（ＳＰＤＳ）サ
ーバ１６を含む。ネットワークシステム２のコンポーネントの各々は、本明細書では、単
一のワイヤレスデバイス１０または複数のワイヤレスデバイス１０など、単一の例または
複数の例と考えられる。
【００１３】
　一般に、ワイヤレスデバイス１０は、ＤＲＢチャネル６を介して、ネットワーク要求、
ボイス、ピクチャ、ビデオ、および他のデータなど、アプリケーションに関係するアプリ
ケーションデータメッセージ８Ｂ、８Ｃ、８Ｄを送る。多くのワイヤレスデバイスユーザ
は、更新のためにアプリケーションサーバにネットワーク要求などの１つまたは複数のア
プリケーションデータパケットを周期的に（たとえば、２、３分ごとに）送るアプリケー
ションをインストールする。ここで、該アプリケーションサーバは、Ｐ－ＧＷまたはアプ
リケーションに関連する他のデバイスであり得る。そのようなアプリケーションとしては
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、たとえば、いくつか例がある中でも特に、ソーシャルネットワーキングアプリケーショ
ン（Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒなど）、電子メールアプリケーション、ＲＳＳフ
ィード、およびインスタントメッセージングアプリケーションがある。これらのアプリケ
ーションは、それらが、通常、短いネットワークセッションを設定し、比較的少量のデー
タを交換する、頻繁なネットワーク要求を送るので、「チャッティ（chatty）な」アプリ
ケーションとみなされる。そのような短い低データの頻繁なセッションの「チャッティな
」アプリケーションの効果は、図２のグラフ４０に示されている。「アプリケーションデ
ータパケット」は、アプリケーションのためのアプリケーションデータ、ならびにアドレ
ッシング、トランスポートおよび他の目的のために使用され得るヘッダデータを含む、イ
ンターネットプロトコル（ＩＰ）パケットなどのパケットであり得る。ＩＰパケットは、
たとえば、開放型システム間相互接続（ＯＳＩ）モデルのいずれかのプロトコルまたはレ
イヤに適合するアドレッシング、トランスポートおよび他の目的のために使用され得る追
加のヘッダデータとともに別のパケット内にラッピングされるかまたは含まれていること
があるが、アプリケーションデータパケット中のアプリケーションデータは、たとえば、
アプリケーションレイヤ（すなわちＯＳＩレイヤ７）アプリケーションについてのデータ
であり得る。
【００１４】
　図１はまた、アプリケーションデータメッセージ８ＡがＳＲＢチャネル４を介して送ら
れている様子を示している。これについては以下でさらに説明する。
【００１５】
　図２に、経験的調査において研究された約２５０万個のネットワークセッションのセッ
トについてのネットワークセッション当たりのデータの量のグラフ４０を示す。Ｘ軸４２
は、１未満、および１まで、５まで、１０まで、２５まで、５０まで、１００まで、５０
０まで、１，０００まで、またはそれ以上のキロバイトについてのビンを含む、キロバイ
ト（ｋＢ）データの量が増加する、不規則に離間したビンにおける、ワイヤレスデバイス
ネットワークセッション当たりのデータ量を示す。Ｙ軸４４は、そのセッションについて
ダウンロードされたデータの量について、各ビンに入る研究されたネットワークセッショ
ンの数を示す。累積カウント４６は、ビンに含まれるセッションの（グラフの右側に記載
された）累積率を示す。この調査は、平均して、ワイヤレスデバイスのためのすべてのネ
ットワークセッション（または一般に呼と呼ばれる）の約８０％が１キロバイト未満のデ
ータを送信すること、およびワイヤレスデバイスのためのすべてのそのようなネットワー
クセッションの約９０％が５０ｋＢ未満のデータを送信することを示した。したがって、
比較的少量のデータを交換するネットワークセッションが、すべてのセッションの大部分
を占める。ＤＲＢチャネル６を介して行われる各ネットワークセッションは、ネットワー
クセッションにおいて交換されるアプリケーションデータのサイズが減少するほど、ネッ
トワークセッションのための総ネットワークオーバーヘッドのますます大きい部分となる
、それ自体のネットワーク通信オーバーヘッドを必要とする。多数の短いデータメッセー
ジの最終的な影響は、それらが搬送するデータの量と不釣り合いなシグナリングオーバー
ヘッドを課する。
【００１６】
　再び図１を参照すると、ショートパケットデータサービス（ＳＰＤＳ）サーバ１６が、
ネットワークシステム２中に導入され、「チャッティな」アプリケーションからのような
、短い低データセッションのためのアプリケーションデータなどのデータを送信する際に
有意な利点を与え得る。様々な例では、ＳＰＤＳサーバ１６は、図１に示すように、ＭＭ
Ｅ１４、およびパケットデータネットワーク２０のデバイスとデータを通信し得る。した
がって、ＳＰＤＳサーバ１６は、ワイヤレスデバイス１０とパケットデータネットワーク
２０との間でアプリケーションデータを通信する際にＳ－ＧＷ１８およびＰ－ＧＷ２２を
バイパスし得、これは、より速い通信および低いシグナリングオーバーヘッドを可能にし
、アプリケーションデータが、Ｓ－ＧＷ１８およびＰ－ＧＷ２２を介した潜在的な輻輳を
回避することを可能にし得る。図１のＳＰＤＳサーバ１６は、従来の３Ｇサービスプロバ
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イダネットワークの一部ではない、本明細書で開示する新規の特徴の一例である。ＳＰＤ
Ｓサーバ１６の様々な有利な特徴について以下で説明する。
【００１７】
　図３に、ＳＰＤＳサーバ１６を使用せずにＤＲＢチャネルを確立する例示的なプロセス
を示すコールフロー図５０を示す。図３は、図１のワイヤレスデバイス１０、ｅＮｏｄｅ
Ｂ１２、ＭＭＥ１４、Ｓ－ＧＷ１８、およびＰ－ＧＷ２２の間のインタラクションを示す
。図３のＰ－ＧＷ２２は、パケットデータネットワーク２０に接続された図１の例のＰ－
ＧＷ２２に対応する。図３の例でわかるように、従来のＬＴＥ技法を使用してＤＲＢチャ
ネルを開始するための少なくとも１０個のステップがある。これらは、ＭＭＥ１４がｅＮ
ｏｄｅＢ１２およびワイヤレスデバイス１０にページング要求５１を送ること、ワイヤレ
スデバイス１０およびｅＮｏｄｅＢ１２が無線リソース制御（ＲＲＣ）接続５２を設定す
ること、ワイヤレスデバイス１０がｅＮｏｄｅＢ１２に（ＲＲＣ接続設定完了メッセージ
においてピギーバックされた）サービス要求５３を送り、ｅＮｏｄｅＢ１２がＭＭＥ１４
にサービス要求５４を送ること、ＭＭＥ１４がｅＮｏｄｅＢ１２に初期コンテキスト設定
要求５５を送ること、ｅＮｏｄｅＢ１２がセキュリティモードコマンド５６を送ること、
ワイヤレスデバイス１０がセキュリティモード完了５７を送ること、ｅＮｏｄｅＢ１２が
ワイヤレスデバイス１０にＲＲＣ接続再構成５８を送ること、ワイヤレスデバイス１０が
ｅＮｏｄｅＢ１２にＲＲＣ接続再構成完了メッセージ５９を送り、それによって、ＤＲＢ
チャネル６を最初に確立すること、ｅＮｏｄｅＢ１２がＭＭＥ１４に初期コンテキスト設
定要求６０を送ること、ＭＭＥ１４がＳ－ＧＷ１８にベアラ変更要求６１を送ること、Ｓ
－ＧＷ１８がＰ－ＧＷ２２へのベアラ要求６２を更新すること、Ｐ－ＧＷ２２がＳ－ＧＷ
１８に更新ベアラ応答６３を送ること、Ｓ－ＧＷ１８がＭＭＥ１４にベアラ変更応答６４
を送り、それによって、Ｓ－ＧＷ１８とｅＮｏｄｅＢ１２との間にＳ１ユーザプレーンイ
ンターフェーストンネル６５を最初に確立すること、ならびに、次いで、最後に、ワイヤ
レスデバイス１０とＰ－ＧＷ２２との間のＤＲＢチャネルおよびＳ１インターフェースを
通じてアプリケーションデータパケット６６を通信することを含む。したがって、本開示
のＳＰＤＳ技法を使用せずにＤＲＢチャネルを介して送信するこのシステムでは、わずか
単一パケット程度の短いデータ送信を送ることでも、依然として、ＲＲＣ接続設定の後に
９つ以上のシグナリングメッセージを交換することを必要とする。Ｓ１トンネルおよびＲ
ＲＣ解放は、さらに追加のシグナリングオーバーヘッドを追加する。
【００１８】
　（図２のとおり）３Ｇデバイストラフィックの８０％よりも多くが１ｋＢ未満であるこ
とと、各アプリケーション更新がＤＲＢチャネルを使用する場合に、（様々な例示的なア
プリケーションのために、たとえば、５、１０、または３０分ごとに行われ得る）所望の
アプリケーション更新の各々について（図１の）ワイヤレスデバイス１０の各々のアプリ
ケーションごとにこのプロセスが行われなければならないこととを考えれば、ＤＲＢチャ
ネルを確立することの負担は、３Ｇネットワークのコンポーネントにとって極めてリソー
ス集約的になり得る。これらの技法は、比較的大量のアプリケーションデータを転送する
ものを含め、様々なタイプのアプリケーションデータメッセージおよびネットワークセッ
ションのために有利であり得るが、本明細書で開示する様々な例示的な技法は、以下でさ
らに説明するように、比較的少量のアプリケーションデータをもつアプリケーションデー
タメッセージのネットワークオーバーヘッドを低減することにおいて特に有利であり得る
。
【００１９】
　本開示の様々な例は、ＳＲＢチャネル４を介して短い低データネットワーク通信を送る
ための新規の機構を提供し、それにより、比較的短い通信のためのよりリソース集約的な
ＤＲＢチャネルの作成を回避する。したがって、ＳＲＢチャネル４は、従来、シグナリン
グ情報を交換することと、データ無線ベアラ（ＤＲＢ）チャネルを通じてアプリケーショ
ンデータを通信する必要があるときにＤＲＢチャネルを確立するのを助けることとのため
にのみ使用されるが、本開示の方法は、代わりに、ＳＲＢチャネル４を介してアプリケー
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ションデータメッセージ８Ａを直接送り得る。様々な例では、ワイヤレスデバイス１０は
、発信アプリケーションデータメッセージを評価することと、いくつかの基準を使用して
、アプリケーションデータを送るためにＤＲＢチャネル６を作り出す代わりに、ＳＲＢチ
ャネル４を介してこれらのアプリケーションデータメッセージを送るべきかどうかをプロ
アクティブに決定することとのための、ハードウェアとソフトウェアとの任意の組合せで
実装され得る、フィルタまたは他のプロセッサまたはコンポーネントを含み得る。
【００２０】
　ＳＰＤＳアプリケーションが、ＤＲＢチャネル６を介して通信するよりも、ＳＲＢチャ
ネル４を介してＳＰＤＳサーバ１６と通信するほうが効率的であることを知っている場合
、該アプリケーションは、ＳＲＢチャネル４を介してアプリケーションパケットを送るこ
とをデバイスに要求し得る。代替的に、ワイヤレスデバイス１０は、ＳＲＢチャネル４を
介してアプリケーションデータのセットを送るべきであるのか、またはＤＲＢチャネル６
を介してアプリケーションデータのセットを送るべきであるのかの決定を行う際に、しき
い値など、特定の基準の下で、送信されるべきアプリケーションデータのセットを評価し
得る。しきい値は、たとえば、データサイズしきい値、すなわち、バイト単位またはバイ
トに基づく単位で測定され得るデータの量またはボリュームについてのしきい値であり得
る。所与のＳＰＤＳプロセスにおいて適用されるサイズしきい値はまた、使用されるＳＲ
Ｂチャネルのタイプに依存し得る。ＳＲＢチャネルのいくつかの例は、２．２、３．４、
または１３．６キロバイトの信号を使用し得、これらの各々は、シグナリング目的に必要
とされるある特定の量のデータと、比較的短いアプリケーションデータメッセージをその
中にカプセル化するために利用可能であり得るある特定の量のデータとを有し得る。ＤＲ
ＢチャネルではなくＳＲＢチャネルを介してアプリケーションデータメッセージを送るた
めのＳＰＤＳサイズしきい値は、様々な例では、１００バイト、１キロバイト、１０キロ
バイト、または所与のＳＲＢチャネルにおける予備帯域幅の量以下である他の値の範囲内
のどこかであり得る。一例では、ＳＰＤＳシステムは、単一のＩＰパケットの典型的な最
大サイズである１，５００バイトのサイズしきい値を使用し、アプリケーションデータメ
ッセージが１，５００バイト以下である場合、ＤＲＢチャネルではなくＳＲＢチャネルを
介してアプリケーションデータメッセージを送り得る。
【００２１】
　別の例では、しきい値は、たとえば、データ転送レートしきい値、すなわち、単位時間
当たりのバイト単位またはバイトに基づく単位で測定され得る、送信または転送されてい
るデータの時間当たりのレートまたはボリュームについてのしきい値であり得る。例示的
な例として、ＳＰＤＳシステムは、１キロビット毎秒（ｋｂｐｓ）のデータレートしきい
値を使用し得るが、他の例は、所与のシステムに適した任意のタイプの設計パラメータに
応じて、数十ｂｐｓもしくは数百ｂｐｓ、または数ｋｂｐｓもしくは数十ｋｂｐｓのレー
トしきい値を使用するか、あるいはサイズしきい値のみを使用し、レートしきい値を使用
しない。ワイヤレスデバイス１０が、ＳＲＢチャネルを介してデータを送るべきであると
決定した場合、ワイヤレスデバイス１０は、ＭＭＥ１４などのネットワークリソースにＳ
ＲＢチャネルを介して送られる、本明細書では「ショートパケットデータサービス」また
は「ＳＰＤＳ」メッセージと呼ぶ特殊なメッセージフォーマットの比較的短いアプリケー
ションデータメッセージ中にアプリケーションデータをカプセル化し得る。本明細書では
、「アプリケーションデータメッセージ」は１つまたは複数のアプリケーションデータパ
ケットを指すことがある。本明細書では、「アプリケーションデータフロー」は、同じア
プリケーションのためのデータを含むアプリケーションデータパケットを備える任意のフ
ローを指すことがある。本明細書では、「ＳＲＢチャネル」は、様々な例では、アプリケ
ーションデータメッセージではなくシグナリングデータを送るために従来使用される任意
のシグナリングチャネルを指すことがある。
【００２２】
　本明細書で開示するショートパケットデータサービスまたは「ＳＰＤＳ」の態様は、ワ
イヤレスデバイス１０、ＭＭＥ１４、ＳＰＤＳサーバ１６、別のデバイスまたはリソース
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、あるいはこれらのデバイスの任意の組合せ、およびこれらのデバイスのいずれか中のハ
ードウェアとソフトウェアとの任意の組合せで実装され得る。本明細書では、「ＳＰＤＳ
」という用語は、それ自体で、本明細書で説明するショートパケットデータサービスまた
は同様の機能のいずれかの態様を実装する、いずれかのデバイス、方法、装置、またはコ
ンピュータ可読媒体ソフトウェア、または関連するプロトコルを指すために使用され得る
。
【００２３】
　ＳＲＢチャネルは、ネットワークシステム２のワイヤレスデバイス１０とＭＭＥ１４と
の間の通信結合として働き得る。従来のＭＭＥデバイスは、シグナリングメッセージのみ
を扱うことを担当するが、データメッセージを扱うことは担当しない。
【００２４】
　また、本開示の様々な例は、ワイヤレスデバイス１０から（ワイヤレスデバイス１０に
）およびパケットデータネットワーク２０のデバイスに（パケットデータネットワーク２
０のデバイスから）ネットワークトラフィックを送信および受信することが可能であるＭ
ＭＥ１４など、新規の種類のネットワークリソースを含み得る。いくつかの例では、ＭＭ
Ｅ１４は、ＭＭＥ１４およびＳＰＤＳサーバ１６が、ＳＲＢチャネルを介して送られたア
プリケーションデータパケットを認識し、処理することと、それらのアプリケーションデ
ータパケットを、アプリケーションに関連付けられた、パケットデータネットワーク２０
を介してアクセス可能なアプリケーションサーバに送ることとを行うように構成されるよ
うに、ＳＰＤＳサーバ１６にアプリケーションデータメッセージを送り得る。
【００２５】
　Ｐ－ＧＷ２２は、パケットデータネットワーク２０を介してアクセス可能なアプリケー
ションサーバの一例であり、すなわち、Ｐ－ＧＷ２２は、パケットデータネットワーク２
０に通信可能に接続され、またはパケットデータネットワーク２０の一部を形成する。他
の例では、ＭＭＥ１４は、ＳＰＤＳゲートウェイ（図２には図示せず）を通じてＳＰＤＳ
サーバ１６と通信し得る。さらに他の例では、ＭＭＥ１４は、ＳＲＢチャネルを介して送
られたアプリケーションデータパケットを認識し、処理することと、それらのアプリケー
ションデータパケットを、パケットデータネットワーク２０を介してアクセス可能なアプ
リケーションサーバに送ることとを行うようにＭＭＥ１４自体が構成されるように、ハー
ドウェアとソフトウェアとの任意の組合せで、統合ＳＰＤＳサーバ機能を含み得る。これ
は、統合ＳＰＤＳ機能を備えたＭＭＥ１４、またはＳＰＤＳ対応ＭＭＥ１４と呼ばれ得る
。これらの例のいずれかでは、ＭＭＥ１４を用いてＳＰＤＳサーバ１６および／またはＳ
ＰＤＳゲートウェイを通じてパケットデータネットワーク２０とアプリケーションデータ
メッセージを通信することを含めて、ＭＭＥ１４がパケットデータネットワークに対して
、あるいは任意のアプリケーションサーバ、ゲートウェイ、またはパケットデータネット
ワーク２０の一部を形成するかまたはパケットデータネットワーク２０に通信可能に接続
された他のデバイスに対してアプリケーションデータメッセージを通信する際にサービス
プロバイダネットワークのＳ－ＧＷ１８をバイパス可能であるという点で、ＭＭＥ１４は
、パケットデータネットワーク２０にアプリケーションデータメッセージを直接通信する
ことが可能であると見なされ得る。
【００２６】
　したがって、ワイヤレスデバイス１０は、パケットデータネットワーク２０にアプリケ
ーションデータメッセージを直接通信することが可能であるＭＭＥなどのネットワークリ
ソースにＳＢＲチャネルを介してアプリケーションデータパケットを送り得る。ＭＭＥは
、ＳＰＤＳプロトコルを通じてアプリケーションデータメッセージをフォワーディングす
るように構成されることによって、またはＳＰＤＳプロトコルを通じてアプリケーション
データメッセージをフォワーディングするように構成されたＳＰＤＳサーバなどのアプリ
ケーションプロキシサーバを通じてアプリケーションデータメッセージを送ることによっ
て、パケットデータネットワーク２０にアプリケーションデータメッセージを直接通信す
ることが可能である。ワイヤレスデバイス１０はまた、ｅＮｏｄｅＢ１２、またはワイヤ
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レスデバイス１０をＭＭＥ１４と接続する別のノードなど、中間ネットワークリソースを
通じてＳＲＢチャネルを介してアプリケーションデータメッセージを送り得る。
【００２７】
　図４に、図３に示したＳＰＤＳなしに実行される通信プロセスと対比され得る一例によ
るＳＰＤＳ方法を実装するＭＭＥ１４およびＳＰＤＳサーバ１６を備えるネットワークシ
ステム２の動作を示す、コールフロー図７０を示す。図４の例でわかるように、ネットワ
ークシステム２は、ＳＲＢ４を介してアプリケーションデータメッセージを通信し、図３
に示したＳＰＤＳなしに実行される通信プロセルにおけるよりもはるかに少ないステップ
を用いてアプリケーションデータメッセージを通信することが可能である。ワイヤレスデ
バイス１０およびｅＮｏｄｅＢ１２がＲＲＣ接続７２を設定したら、ワイヤレスデバイス
１０は、ＳＲＢチャネルを介してｅＮｏｄｅＢ１２、ＭＭＥ１４およびＳＰＤＳサーバ１
６を通じてＰ－ＧＷ２２にアプリケーションデータメッセージを送ることが可能である。
この送信に関するさらなる詳細については以下で説明する。したがって、本明細書で説明
するＳＰＤＳ方法を使用して、シグナリングチャネルを通じてアプリケーションデータメ
ッセージ送信を送ることは、従来の方法よりもシグナリングオーバーヘッドの少ない、よ
り速い性能を保証し得る。
【００２８】
　ＳＰＤＳ方法を使用するシステムの一例では、ＭＭＥ１４は、Ｐ－ＧＷ２２など、パケ
ットデータネットワーク２０のデバイスのための通信セッションに関連する接続ＩＤにモ
バイルＩＤを関連付けるように構成され得る。このようにして、ワイヤレスデバイス１０
は、ワイヤレスデバイス１０に関連付けられたモバイルＩＤをＳＰＤＳメッセージ中に含
む、ＳＰＤＳメッセージとして、ＳＲＢチャネルを介してアプリケーションデータを提供
し得る。ＳＰＤＳサーバ１６と通信して動作しているＭＭＥ１４、またはＳＰＤＳ対応Ｍ
ＭＥ１４は、アプリケーションデータの宛先（たとえば、宛先インターネットプロトコル
（ＩＰ）アドレスによって指定されたサーバ）との通信セッションを確立し、通信セッシ
ョンに接続ＩＤを割り当て得る。接続ＩＤを示す応答を受信すると、ＭＭＥ１４は、モバ
イルＩＤと接続ＩＤとの間の関連付けに基づいて、応答が宛てられた正しいワイヤレスデ
バイス１０を決定することができる。このようにして、この例では、ワイヤレスデバイス
１０の各々がいくつかの通信セッションを作成し得るので、モバイルＩＤと接続ＩＤとの
間に１対多の関係があり得るが、各通信セッションは、ワイヤレスデバイス１０のうちの
１つに正確にマッピングされる。
【００２９】
　いくつかの異なるアーキテクチャが様々な例で使用され得る。一例を図４に示し、その
例について以下のようにさらに詳細に説明する。ワイヤレスデバイス１０およびｅＮｏｄ
ｅＢ１２がＲＲＣ接続７２を設定したら、ワイヤレスデバイス１０は、本明細書ではＳＰ
ＤＳメッセージコンテナと呼ぶ新しいコンテナフォーマットにおいて初期非アクセス層（
ＮＡＳ）メッセージ４を使用して、ＳＲＢチャネルを介してＭＭＥ１４にアプリケーショ
ンデータパケットを送る。このアーキテクチャでは、ＭＭＥ１４は、図１の例に示したよ
うにＳＰＤＳサーバ１６と通信し得る。ＭＭＥ１４およびＳＰＤＳサーバ１６は、この例
では（たとえば、上記で説明した通信ＩＤを交換するために）、ショートパケットデータ
サービスアプリケーションプロトコル７４またはＳＰＤＳ－ＡＰと呼ばれる新しいプロト
コルに従って通信し得る。ＭＭＥ１４は、ＳＲＢチャネル４を介してＮＡＳ転送信号中で
送られたアプリケーションデータパケットを読み取り、それらのアプリケーションデータ
パケットをＳＰＤＳ－ＡＰパケット７４中でＳＰＤＳサーバ１６にフォワーディングし得
、ＳＰＤＳサーバ１６は、それらのアプリケーションデータパケットをインターネットプ
ロトコル（ＩＰ）パケット７６中でパケットデータネットワーク２０にフォワーディング
し得、ＩＰパケット７６は、ＳＰＤＳサーバ１６と、パケットデータネットワーク２０中
に存在する、パケットの最終宛先であるアプリケーションサーバとの間でパケットデータ
ネットワーク２０の中間リソースを通じて潜在的にルーティングされる。
【００３０】
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　別の例では、ＭＭＥ１４は、ＳＰＤＳ－ＡＰに従ってＳＰＤＳゲートウェイ（図１には
図示せず）と通信し、ＳＰＤＳゲートウェイは、ＭＭＥ１４のサービスプロバイダネット
ワークの外部に存在するＳＰＤＳサーバに（たとえば、インターネットプロトコル（ＩＰ
）、または他の例では他のプロトコルに従って）ＳＰＤＳデータをフォワーディングする
。以下でより詳細に説明するように、ＳＰＤＳゲートウェイの一例を図８に示す。
【００３１】
　いくつかの例では、ワイヤレスデバイス１０は、ＳＲＢチャネルを介してアプリケーシ
ョンデータパケットを送るべきであるのか、またはＤＲＢチャネルを介してアプリケーシ
ョンデータパケットを送るべきであるのかを決定するための、ＳＰＤＳチャネルマネージ
ャコンポーネントまたはＳＰＤＳルーティングマネージャ（図示せず）コンポーネントを
含み得る。この機能は、「ＳＰＤＳチャネル管理」と呼ばれることがある。ＳＰＤＳチャ
ネルマネージャコンポーネントは、一例では、アプリケーションデータパケットのサイズ
を、データサイズしきい値などのしきい値と比較することによってこの決定を行い得る。
アプリケーションデータパケットのサイズが、しきい値よりも多くのバイトのデータを有
するなど、しきい値を超えることをＳＰＤＳチャネルマネージャコンポーネントが決定し
た場合、ワイヤレスデバイスは、この例では、ＤＲＢチャネルを構成し、ＤＲＢチャネル
を介してパケットを送信し得る。一方、ＳＰＤＳチャネルマネージャコンポーネントが、
アプリケーションデータパケットのサイズがしきい値よりも小さいことを決定した場合、
ワイヤレスデバイス１０は、上記で説明したように、代わりに、ＳＲＢを介してＭＭＥ１
４にアプリケーションデータパケットを送信し得る。
【００３２】
　別の例では、ワイヤレスデバイス１０のＳＰＤＳチャネルマネージャコンポーネントは
、アプリケーションデータフローを評価するための１つまたは複数の基準に基づいて、１
つまたは複数のアプリケーションデータパケットを含むアプリケーションデータフローの
データの量がしきい値を超えるかどうかを決定し得る。この例では、ワイヤレスデバイス
１０は、ＳＲＢチャネルを介して１つまたは複数のアプリケーションデータパケットを送
るべきであるのか、またはＤＲＢチャネルを介して１つまたは複数のアプリケーションデ
ータパケットを送るべきであるのかについて、２つ以上のアプリケーションデータパケッ
トを評価し得る。ワイヤレスデバイス１０は、ＳＲＢチャネルを介してアプリケーション
データパケットを送るべきであるのか、またはＤＲＢチャネルを介してアプリケーション
データパケットを送るべきであるのかを決定する際に、サイズしきい値と頻度または数し
きい値との両方に関する、個々のアプリケーションデータパケットのサイズと、アプリケ
ーションデータパケットの頻度または数との両方など、ＳＲＢチャネルを介してアプリケ
ーションデータパケットを送るべきであるのか、またはＤＲＢチャネルを介してアプリケ
ーションデータパケットを送るべきであるのかを評価する際の複数の基準を適用し得る。
ワイヤレスデバイス１０はまた、ＳＲＢチャネルを介してアプリケーションデータパケッ
トを送るべきであるのか、またはＤＲＢチャネルを介してアプリケーションデータパケッ
トを送るべきであるのかを決定する際に、単独で、あるいはサイズ基準、頻度基準、また
は数基準との組合せで、あるいはそれらの任意の組合せで、他の基準も使用し得る。
【００３３】
　別の例では、ＳＰＤＳチャネルマネージャは、アプリケーションがＳＲＢチャネルを使
用することを明示的に要求するときにのみ決定を行う。この例では、アプリケーションか
らの明示的要求がない場合、アプリケーションパケットは、従来のＤＲＢチャネルを介し
て送られることになる。一例として、アプリケーションは、アプリケーションデータパケ
ットが、ＤＲＢ設定オーバーヘッドおよび遅延をまねくことなしに緊急送信を必要とする
ことをＳＰＤＳチャネルマネージャに要求し得る。プッシュツートーク（ＰＴＴ）呼設定
要求パケットを急速に送ることを希望するＰＴＴアプリケーションが一例であり得る。ア
プリケーションからの明示的要求があるときには、ＳＰＤＳチャネルマネージャは、上記
で説明した様々な基準（たとえば、サイズ、頻度、遅延感度など）のうちのいずれか１つ
または複数に基づいて、それ自体の決定を行う。
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【００３４】
　別の例では、ＳＰＤＳチャネルマネージャは、トラフィックフローを常に監視すること
および／またはアプリケーションからの入力を収集することによって、ＳＲＢチャネルを
使用することからＤＲＢチャネルを使用することへの切替え決定を行う。最初の短いアプ
リケーションデータパケットでは、ＳＰＤＳチャネルマネージャは、ＳＲＢチャネルを使
用することを決定し得る。全体的なトラフィックボリュームが増加するにつれて、ＳＰＤ
Ｓチャネルマネージャは、より大きいボリュームのトラフィックを扱うために、より効率
的であるＤＲＢチャネルを確立することを決定し得る。別の例では、アプリケーションは
切替えを明示的に要求し得る。ＳＲＢチャネルを最初に要求したＰＴＴアプリケーション
は、ＰＴＴ呼の確立に成功すると、ＤＲＢチャネルへの切替えを要求し得る。ＳＰＤＳチ
ャネルマネージャがＤＲＢチャネルに切り替えることを決定すると、ワイヤレスデバイス
１０は、１つまたは複数のＤＲＢを立ち上げるために、図３に示した従来のサービス要求
プロシージャを開始し得る。
【００３５】
　図５に、本明細書で開示する例示的なＳＰＤＳ技法を実装することの様々な例示的な利
点を示すグラフ８０を示す。ＳＰＤＳチャネル管理に基づくシグナリング低減分析（Sign
aling Reduction Analysis）を使用する例示的な一実装形態では、従来のＤＲＢチャネル
によるのではなくＳＲＢチャネルを介して送られた各アプリケーションデータメッセージ
について、様々なネットワークコンポーネントの間の８つのシグナリングメッセージが節
約され得ることがわかった。これは、ＤＲＢチャネルを介して送信を設定および管理する
ために一般に交換される多数のシグナリングメッセージと、アプリケーションデータメッ
セージを送るために、ＳＲＢシグナリングメッセージを使用してＤＲＢチャネルを設定す
る代わりに、ＳＲＢチャネルを介してアプリケーションデータメッセージを送ることによ
って回避されるシグナリングオーバーヘッドとを反映している。
【００３６】
　ＳＰＤＳチャネル管理を使用する、図５のグラフ８０に示す例では、１つのＭＭＥ１４
に接続されたワイヤレスデバイス１０からのすべてのアプリケーションデータメッセージ
の５０％が、ＤＲＢチャネルの代わりにＳＲＢチャネルを介して送られる。図５は、各Ｍ
ＭＥについてのワイヤレスデバイスの数が１０万個から１００万個にわたるとき、短いア
プリケーションデータメッセージが５分、１０分、および３０分の間隔で送られる場合の
、１時間当たりの低減されるシグナリングメッセージの数を示している。
【００３７】
　１つのＭＭＥと通信しているワイヤレスデバイスの数は、ｘ軸が１０万～１００万個の
ワイヤレスデバイスにわたるように、ワイヤレスデバイスの千の単位でｘ軸８２に沿って
示されている。ＤＲＢチャネルを介してではなくＳＲＢチャネルを介してすべてのアプリ
ケーションデータメッセージの５０％を送ることによるシグナリングメッセージの数の低
減、すなわち、回避されるシグナリングメッセージの数は、ｙ軸が１時間当たり０～６千
万個のシグナリングメッセージにわたるように、１時間当たり百万の単位でｙ軸８４に沿
って示されている。短いアプリケーションデータメッセージが５分の間隔で送られる場合
の１時間当たりのシグナリングメッセージの数の低減をプロット８６に示し、短いアプリ
ケーションデータメッセージが１０分の間隔で送られる場合の１時間当たりのシグナリン
グメッセージの数の低減をプロット８７に示し、短いアプリケーションデータメッセージ
が３０分の間隔で送られる場合の１時間当たりのシグナリングメッセージの数の低減をプ
ロット８８に示す。したがって、ＳＲＢチャネルを介していくつかのアプリケーションデ
ータメッセージを送ることは、全体的なネットワークシグナリングオーバーヘッドを大幅
に低減し得る。
【００３８】
　図６に、別の例示的な例によるネットワークシステム１０２のためのアーキテクチャの
広範な概要を示す。ＳＰＤＳサーバであり得るアプリケーションプロキシサーバ１１６は
、インターネットなどのパケットデータネットワーク１２０と通信し得る。アプリケーシ
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ョンプロキシサーバ１１６は、端末のためにアプリケーションデータを周期的に更新し得
る。ワイヤレスデバイス１１０上で動作しているアプリケーションは、モバイル発信（Ｍ
Ｏ）接続を使用して、アプリケーションプロキシサーバ１１６を用いて更新を周期的に確
認し得る。プロキシサーバ１１６は、モバイル着信（ＭＴ）接続を使用して、スケジュー
ルされた方法またはオンデマンド方法のいずれかでワイヤレスデバイス１１０に更新を通
知し得る。アプリケーションプロキシサーバ１１６は、アクセスネットワーク１１３中の
ＭＭＥ（個別には図示せず）と通信し得、ワイヤレスデバイス１１０は、ノード１１２と
アクセスネットワーク１１３中のＭＭＥとを介してアプリケーションプロキシサーバ１１
６と通信し得る。図３に示した、ＤＲＢチャネルおよびＳ１ユーザプレーンインターフェ
ーストンネルなど、ユーザプレーン接続は、この場合必要ではない。ワイヤレスデバイス
１１０およびアクセスネットワーク１１３中のＭＭＥは、ＳＰＤＳコンテナをもつＮＡＳ
メッセージ（たとえば、ＳＰＤＳコンテナを有する変更ＵＬ／ＤＬ一般ＮＡＳ転送メッセ
ージ）を使用することを備えるＳＲＢチャネルを介してアプリケーションデータパケット
を送り、その他の場合には互いに通信し得る。このＤＲＢなし（DRB-less）のＳＲＢチャ
ネル方式は、たとえば、制御プレーンロケーションサービス（ＣプレーンＬＣＳ）のため
にも使用され得る。
【００３９】
　新しいＳＰＤＳメッセージコンテナタイプが様々な例で定義され得る。コンテナコンテ
ンツは、様々な例では、最高６５，５３５バイト（すなわち２16－１バイト。３ＧＰＰ　
Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　２４．３０１参照）であり得る。Ｓ
ＰＤＳメッセージコンテナを介して送られるアプリケーションデータメッセージは、ネッ
トワークシステム２に関して上記で説明したように、ワイヤレスデバイス１１０からのア
プリケーションデータメッセージの８０％超～９０％以上を扱うことが可能であり得る。
ＳＰＤＳ－ＡＰなどの新しいアプリケーションプロトコルが定義され、図６の例では、ア
クセスネットワーク１１３中のＭＭＥとアプリケーションプロキシサーバ１１６などのＳ
ＰＤＳサーバとの間のアプリケーションデータメッセージの通信のために使用され得る。
【００４０】
　図７に、ワイヤレスデバイス１４０およびＭＭＥ１４４が、ＳＰＤＳメッセージコンテ
ナなど、新しいコンテナタイプによる変更ＮＡＳ転送を介してＳＲＢチャネルを介して通
信し得る、例示的な例によるネットワークシステム１３２の例示的なアーキテクチャのブ
ロック図を含む概念図を示す。ＭＭＥ１４４およびＳＰＤＳサーバ１４６は、この例では
ＳＰＤＳアプリケーションプロトコル（ＳＰＤＳ－ＡＰ）でデータを交換し得る。ネット
ワークシステム１３２は、ｅＮｏｄｅＢ１４２を介することを含めて、ワイヤレスデバイ
ス１４０とＭＭＥ１４４との間に効率的な接続を与える。ネットワークシステム１３２は
、ＭＭＥ１４４と、この例ではＳＰＤＳサーバ１４６であるアプリケーションプロキシサ
ーバとの間に別の効率的な接続を与える。ネットワークシステム１３２は、ＭＭＥ１４４
とＳＰＤＳサーバ１４６との間のプロトコルとして使用されるＳＰＤＳ－ＡＰを用いて、
ＤＲＢを使用せずにアプリケーションデータ転送を可能にする。ＭＭＥ１４４は、モバイ
ルＩＤと接続ＩＤとの間のマッピングテーブルを維持し得、モバイルＩＤと、インターネ
ットまたは企業ＬＡＮなど、パケットデータネットワーク１５０への接続ＩＤとの間の関
連付けを維持する。ＳＰＤＳサーバ１４６もこのマッピングを維持し得る。上述のように
、別の例は、ＭＭＥ１４４と直接通信しているＳＰＤＳゲートウェイ（図７に図示せず）
を採用し得、ＳＰＤＳゲートウェイは、ＭＭＥ１４４が存在するサービスプロバイダネッ
トワークの外部に存在するＳＰＤＳサーバ１４６に通信を中継する。
【００４１】
　いくつかの例では、ＳＲＢチャネルは、それらがＤＲＢチャネルよりも高い優先度を有
するという点で、いくつかの制限を有し得る。短いデータ通信のためにＳＲＢ経路を使用
することは、ＳＲＢ利用の量を増加させ得る。一般的なＮＡＳは、６５，５３５バイトの
ペイロード制限を有する。したがって、ＳＰＤＳ管理の使用は、ＳＲＢチャネルを介した
短いデータ送信が、たとえば、ＳＲＢチャネルを介した標準的シグナリング送信に干渉し



(22) JP 6009610 B2 2016.10.19

10

20

30

40

50

ないように調整され得る。たとえば、ワイヤレスデバイス１４０は、複合アプリケーショ
ンデータメッセージが、たとえば、１５００バイトのデータサイズしきい値など、選択さ
れたしきい値よりも小さいのか大きいのかを評価し得、サイズがしきい値を上回る場合、
ワイヤレスデバイス１４０は、ＳＲＢチャネルではなくＤＲＢチャネルによってアプリケ
ーションデータメッセージを送る。さらに、個々のデータパケットがしきい値よりも小さ
い場合でも、ワイヤレスデバイス１４０は、累積アプリケーションデータフローボリュー
ムが公称転送レートしきい値を超える可能性があるかどうかを評価し得る。アプリケーシ
ョンデータフローの累積ボリュームがこの転送レートしきい値を超える場合、ワイヤレス
デバイス１４０は、ＳＰＤＳ管理方法のこの例では、ＳＲＢチャネルを介してアプリケー
ションデータフローの一部のみを送り、ＤＲＢチャネルを介して残りのアプリケーション
データフローを送ることを選択し得る。
【００４２】
　ＳＲＢチャネルを介した短いデータ送信が、ＳＲＢチャネルを介した標準的シグナリン
グ送信に干渉することを回避するために、ワイヤレスデバイス１４０は、ＲＲＣ接続設定
５２中に、短いデータパケットを送信するためにＳＲＢチャネルを使用するというそれの
意図を明示的に示し得る。ＲＲＣ接続要求における確立原因は「ＳＲＢを介したデータ」
であり得る。この場合、ｅＮｏｄｅＢ１４２は、ｅＮｏｄｅＢ１４２の現在のシグナリン
グ負荷または全体的な負荷に基づいて、要求を受け付けるかまたは拒否することができる
。
【００４３】
　ＳＰＤＳサーバ１４６またはＳＰＤＳゲートウェイ（図７に図示せず）は、ＭＭＥ１４
４にアプリケーションデータメッセージのパケットを送るべきであるのか、またはパケッ
トデータネットワーク１５０を通してアクセス可能なＰＤＮゲートウェイにパケットを送
るべきであるのかを決定し得、パケットサイズまたは累積データフローボリュームを評価
し得る。ＩＰアドレスおよびポート番号についてのパケットフィルタが定義され得る。同
じＩＰアドレスおよびポート番号に対するアプリケーションデータメッセージのデータサ
イズが、ＳＰＤＳフィルタあるいは他のＳＰＤＳ論理コンポーネントまたはモジュールに
よって決定されたようにしきい値を超える場合、アプリケーションデータメッセージはＤ
ＲＢを介して送られ得、そうでない場合、それはＳＲＢを介して送られ得る。
【００４４】
　図８に、図７と同様のアーキテクチャをもつが、データを受信し、ＳＰＤＳサーバ１４
６と通信するＳＰＤＳゲートウェイ１４５をもつネットワークシステム１３３を示す。Ｓ
ＰＤＳゲートウェイ１４５は、所与のサービスプロバイダネットワーク中に存在し、ＳＰ
ＤＳサーバ１４６をサービスプロバイダネットワークの外部に配置するために有用であり
得る。ＳＰＤＳゲートウェイ１４５は、ＳＰＤＳ－ＡＰを介してＭＭＥ１４４と通信し、
異なる実装形態では、ＳＰＤＳ－ＡＰまたはインターネットプロトコル（ＩＰ）を介して
ＳＰＤＳサーバ１４６と通信し得る。ＳＰＤＳゲートウェイ１４５は、ＩＰ　ｉｎ　ＩＰ
を用いてなど、ＳＰＤＳサーバ１４６との、ユーザプレーンインターフェーストンネルな
どのトンネルを維持し得る。ＳＰＤＳゲートウェイ１４５は、ＭＭＥ１４４、またはパケ
ットデータネットワーク１５０を介してアクセス可能なＰ－ＧＷのいずれかにアプリケー
ションデータメッセージのパケットをルーティングするためにオペレータ定義ルーティン
グポリシーを適用し得る。ＳＰＤＳゲートウェイ１４５はＳＰＤＳサーバ１４６と物理的
に共存し得るか、またはＳＰＤＳサーバ１４６は、異なる例では、ＳＰＤＳゲートウェイ
１４５からリモートに位置し得る。ワイヤレスデバイス１４０は、ｅＮｏｄｅＢ１４２を
介してＭＭＥ１４４と通信する。
【００４５】
　また、モバイル発信（ＭＯ）ＰＳコールフローを用いて、新しいコールフローが定義さ
れ得る。ＭＯコールフローは、サービス要求プロシージャを必要とするコールフローと比
較して大幅に簡略化され、図３に示したコールフローよりもはるかに単純である。
【００４６】
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　ワイヤレスデバイス１０によって実行されるアプリケーションレイヤアグリゲータアプ
リケーションは、ショートパケットチャネルマネージャまたはルーティングマネージャと
対話し得る。アグリゲータアプリケーションは、ソーシャルネットワーキングアプリケー
ション、電子メールアプリケーション、および短い頻繁なプッシュまたは更新を伴う他の
アプリケーションなど、２つ以上の「チャッティな」アプリケーションの中からのアプリ
ケーションデータメッセージを単一のアグリゲートアプリケーションデータメッセージへ
とアグリゲートし得る。単一のアグリゲートアプリケーションデータメッセージは、たと
えば、２つ以上のアグリゲートアプリケーションの各々のためのアグリゲートアプリケー
ションデータを含んでいる単一のヘッダとともに、わずか単一のアプリケーションデータ
パケットの形態で構成され得る。アグリゲートアプリケーションデータパケットは、パケ
ット内に含まれているアグリゲートアプリケーションデータメッセージについての情報を
含み得るＳＰＤＳアプリケーションヘッダを含み得る。アグリゲートアプリケーションデ
ータメッセージは、他の例では他の数のパケットを備え得る。
【００４７】
　アグリゲートアプリケーションデータメッセージは、ＳＲＢチャネルを介して送られ、
単一のＳＲＢ搬送アプリケーションデータフローを用いて２つ以上のチャッティなアプリ
ケーションのためのプッシュまたは更新を与え得る。アグリゲートアプリケーションデー
タメッセージを受けるアプリケーションの各々は、同時に起動し、同時に更新を得る。ア
グリゲータアプリケーションは、すべての可能なソーシャルネットワーク、電子メール、
または他のチャッティなアプリケーションを監視するために、更新のための極めて頻繁な
または一定の確認を実装し得る。アグリゲータアプリケーションは、たとえば、ワイヤレ
スデバイス１４０上で動作し、ＳＰＤＳサーバ１４６などのアプリケーションプロキシサ
ーバにＳＰＤＳメッセージを送り得る。ワイヤレスデバイス１４０は、ハードウェアとソ
フトウェアとの任意の組合せで実装されるＳＰＤＳ管理フィルタコンポーネントを使用し
、ＳＲＢチャネルを介してアグリゲートアプリケーションデータメッセージを送るべきで
あるのか、またはＤＲＢチャネルを介してアグリゲートアプリケーションデータメッセー
ジを送るべきであるのかについての、任意のタイプまたは組合せのしきい値との比較を含
む、ＳＰＤＳ決定方法を適用し得る。
【００４８】
　いくつかの実装形態では、ワイヤレスデバイス１４０は、アプリケーションのサブセッ
トのみがＳＰＤＳプロセスを使用することを可能にし得る。これはまた、オペレータによ
って定義され得るルーティングポリシーに従って、ＳＰＤＳフィルタまたはルーティング
管理コンポーネントにおいて実装され得る。ＳＰＤＳフィルタまたはルーティング管理コ
ンポーネントはまた、ＳＲＢチャネルまたはＤＲＢチャネルを介してアプリケーションデ
ータメッセージまたはアプリケーションデータフローをフォワーディングするために、ア
プリケーションデータメッセージまたはアプリケーションデータフローのパケットサイズ
または累積データボリュームが、選択されたしきい値よりも小さいかどうかを評価し得る
。別の例示的なソリューションでは、ルーティングマネージャは、任意のアプリケーショ
ンが、プロキシなしにＳＰＤＳプロセスを使用することを可能にし得る。既存のプロキシ
サーバに対する変更は行われないことがある。
【００４９】
　図９に、ＳＰＤＳサービングゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）１７６を含み、ＭＭＥ１７４お
よびＳＰＤＳ　Ｓ－ＧＷ１７６がＳＰＤＳメッセージをＧＴＰｖ２－Ｃメッセージとして
交換する、ネットワークシステム１６２のための例示的なアーキテクチャの概略図を示す
。Ｓ－ＧＷ１７６は、ＳＰＤＳ適格アプリケーションデータメッセージ、すなわち、短い
アプリケーションデータパケットなど、ＳＰＤＳ管理コンポーネントがＳＲＢを介して送
るために適格であると決定したアプリケーションデータメッセージを送るために一般ＮＡ
Ｓ転送ルートを選択的に使用するように、ＳＰＤＳ方法のために拡張される。Ｓ－ＧＷ１
７６は、他の非ＳＰＤＳ適格アプリケーションデータメッセージを送るために通常のＳ１
トンネルおよびＤＲＢチャネルを使用し得る。短いパケットなど、いくつかのアプリケー
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ションデータメッセージは、一般ＮＡＳ転送ルートを使用するためにＧＴＰｖ２－Ｃメッ
セージとしてＭＭＥ１７４に送られ得る。ＤＬデータ通知メッセージはＳ１トンネルルー
トを使用し得る。
【００５０】
　Ｓ－ＧＷ１７６またはＭＭＥ１７４は、ＳＰＤＳ機能を用いて拡張され得る。Ｓ５トン
ネルが、ＤＲＢおよびＳ１トンネルを確立することなしに使用され得る。ワイヤレスデバ
イス１７０は、ＳＰＤＳ適格アプリケーションデータメッセージのために、ｅＮｏｄｅＢ
１７２およびＭＭＥ１７４を介してＳ－ＧＷ１７６と通信し得る。ＳＰＤＳ適格アプリケ
ーションデータメッセージは、図１０のコールフローに示すように、ＭＭＥ１７４とＳＰ
ＤＳ　Ｓ－ＧＷ１７６との間の通信ではＧＴＰｖ２－Ｃ上のメッセージとして扱われ得る
。
【００５１】
　図１０に、図９のネットワークシステム１６２によって使用され得るなど、モバイル発
信（ＭＯ）ＰＳコールフローの一例を示す。ＭＯコールフローは、サービス要求プロシー
ジャを必要とするコールフローと比較して大幅に簡略化される。コールフローは、ワイヤ
レスデバイス１７０およびｅＮｏｄｅＢ１７２がＲＲＣ接続を設定することと、ワイヤレ
スデバイス１７０が、ＭＭＥ１７４に、ｅＮｏｄｅＢ１７２を通して初期ＮＡＳメッセー
ジ（たとえば、変更ＮＡＳ転送）によってＳＲＢチャネルを介してアプリケーションデー
タメッセージを送るかまたはアップロードすること、ＭＭＥ１７４が、ＳＰＤＳ対応Ｓ－
ＧＷ１７６にＧＴＰｖ２－Ｃメッセージ中でアプリケーションデータメッセージを送るこ
と、およびＳ－ＧＷ１７６が、Ｐ－ＧＷ１７８に１つまたは複数のＩＰパケット中でアプ
リケーションデータメッセージを送ることを含む。このコールフローは、Ｐ－ＧＷ１７８
からワイヤレスデバイス１７０に返送されるアプリケーションデータメッセージでは逆転
され得る。アプリケーションデータメッセージは任意のタイプのアプリケーションパケッ
トを含み得る。一例では、アプリケーションデータメッセージは、ＳＰＤＳデータ管理方
法においてＳＲＢ中にパッケージ化し、送るのに好適であり得る、短い頻繁なアプリケー
ションデータメッセージを採用し得るアプリケーションの種別の別の例である、マシンツ
ーマシン（Ｍ２Ｍ）通信のためのマシン型通信（ＭＴＣ：Machine Type Communication）
スモールデータアプリケーションデータメッセージを含み得る。
【００５２】
　モバイル着信（ＭＴ）呼問題の一例では、ページングがＳＰＤＳ方法のためのものであ
るかどうかをＭＭＥ１７４がワイヤレスデバイス１７０に示す必要がある。一例では、ペ
ージング原因がページメッセージに追加され得、ＭＭＥ１７４は、ページングがＳＰＤＳ
方法のためのものであるかどうかをワイヤレスデバイス１７０に示すことが可能であり得
る。これは、ＳＲＢチャネルのみを必要とする他の既存のサービスに追加の利益を与え得
る。制御プレーンＬＣＳおよびＭＴ　ＳＭＳは、規格制限により、未使用ＤＲＢチャネル
を立ち上げる必要がない。サービス要求オーバーヘッドはなくされ得る。
【００５３】
　図１１に、モバイル着信（ＭＴ）ＰＳ呼のための新しいコールフローを示す。ワイヤレ
スデバイスページングがサービス要求プロシージャをトリガする。様々な最適化が、この
ＭＴ例のために可能にされ得る。ＭＴシグナリングを示すページング原因が、ＭＭＥから
ｅＮｏｄｅＢを通してワイヤレスデバイスへのページング呼中に追加され得る。ワイヤレ
スデバイスは拡張サービス要求で応答し得る。図１２に、ページング呼がＭＴシグナリン
グページング原因を含む、ＭＭＥからｅＮｏｄｅＢを通してワイヤレスデバイスへのペー
ジング呼に先立って、Ｐ－ＧＷからＳＰＤＳ対応Ｓ－ＧＷを通してＭＭＥへのアプリケー
ションデータメッセージとともに発信し得る、例示的なソリューションのＭＴ　ＰＳコー
ルフローを示す。この後に、ワイヤレスデバイスが、ｅＮｏｄｅＢを介してＭＭＥに拡張
サービス要求を送ることと、ＭＭＥが、ｅＮｏｄｅＢを介してワイヤレスデバイスに一般
ＮＡＳ転送メッセージの形態でＳＲＢを介してアプリケーションデータメッセージを送る
ことによって応答することとが続く。この例ではまた、このアプリケーションデータメッ
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セージは、ＳＰＤＳプロセスで扱われ得るアプリケーションデータメッセージであり得、
ＭＴＣスモールデータメッセージを含み得る。
【００５４】
　図１３に、ＰＴＴ呼要求が、ＬＴＥに基づくシステムにおいてＮＡＳシグナリングを介
して送られ得る、別の例のコールフローを示す。この例では、ワイヤレスデバイスは、初
期ユーザＩＰアプリケーションデータパケット（ＰＴＴ呼要求）を、アプリケーションデ
ータメッセージのためのコンテナを有するように変更された変更ＮＡＳメッセージ（たと
えば、変更サービス要求（ＳＲ）メッセージまたは変更拡張サービス要求メッセージ）中
にピギーバックし得る。ＳＲメッセージを受信した後に、ＭＭＥは、ピギーバックされた
ユーザＩＰパケットを抽出し、そのパケットを、Ｓ－ＧＷアドレスとＳ１トンネルエンド
ポイント識別子（Ｓ１－ＴＥＩＤ）とに基づいてＳ－ＧＷにフォワーディングし得る。こ
の例では、ワイヤレスデバイスは、ＲＲＣ接続設定完了とともにユーザプランデータを送
信することを開始し得る。ＳＲＢチャネルプロシージャは、ＲＲＣ接続の確立の後にアッ
プリンク送信を阻止しないことがある。初期ユーザプランアプリケーションデータメッセ
ージはＳＲメッセージ中にカプセル化され得、次に、ＲＲＣ接続設定完了中にカプセル化
され得る。したがって、アプリケーションデータメッセージは、ＲＲＣ接続設定完了｛Ｎ
ＡＳ：サービス要求（初期ユーザプランデータ－）｝というフォーマットでＳＲＢチャネ
ルメッセージ中にカプセル化され得る。これは、図１３のコールフローに示されている。
【００５５】
　図１４に、ｉ－ＨＳＰＡに基づく通信システムにおける呼発信を伴う別の例のコールフ
ローを示す。ｉ－ＨＳＰＡは、単一のボックスにおけるＲＮＣとＮｏｄｅＢとの混合であ
る、３ＧＰＰに導入された新しいＵＭＴＳ地上波無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ
）コンポーネントである。ｉ－ＨＳＰＡアーキテクチャの下で、ワイヤレスデバイスは、
それがセル境界を横断するときはいつでも、ＳＲＮＳ再配置を実行する必要があるので、
常時オンＲＡＢおよびＩｕ接続を維持することは望ましくないことがある。ＰＴＴ／Ｖｏ
ＩＰでは、サービスのＰＤＰコンテキストが、着信呼を受信するために維持されなければ
ならず、これは、ＰＤＰコンテキストのためにＳＧＳＮとＧＧＳＮとの間のＧｎ／Ｇｐイ
ンターフェースが有効に保たれることを暗示する。Ｉｕ接続がティアダウンされたとき、
ＩＤＬＥまたは休止状態（ＵＲＡ／ＣＥＬＬ＿ＰＣＨ）にあるワイヤレスデバイスは、ア
ップリンクデータアクティビティのためにサービス要求（ＳＲ）を実行する必要があり得
る（３ＧＰＰ６．１２／ＴＳ２３．０６０参照）。ＩＤＬＥまたは休止状態にあるワイヤ
レスデバイスは、無線ベアラ設定プロシージャが終了するまで、データを送信することが
可能でないことがある。
【００５６】
　図１４は、ｉ－ＨＳＰＡの下でのＵＬデータ送信のためのシグナリングプロシージャの
コールフローを示している。ｉ－ＨＳＰＡにおいてＮＡＳシグナリングを介してアプリケ
ーションデータメッセージを送ることの一例では、ワイヤレスデバイスは、ＳＲＢチャネ
ル中でアプリケーションデータメッセージを送ることの別の例の場合のように、初期アプ
リケーションデータメッセージをユーザＩＰパケットの形態でサービス要求（ＳＲ）メッ
セージ中にピギーバックし得る。サービス要求を受信した後に、ＳＧＳＮは、維持された
ＰＤＰコンテキストのＧｎ／Ｇｐインターフェースを介してパケットをＧＧＳＮにフォワ
ーディングする。この例では、ワイヤレスデバイスは、ＳＲとともにユーザプランデータ
としてアプリケーションデータメッセージを送信することを開始し得る。初期ユーザプラ
ンデータはＳＲメッセージ中にカプセル化され、次に、ＲＲＣ：初期直接転送｛ＮＡＳ：
サービス要求（初期ユーザプランデータ－）｝というフォーマットでＲＲＣ：初期直接転
送メッセージ中にカプセル化される。
【００５７】
　マシン型通信（ＭＴＣ）スモールデータ送信を伴う一例は、潜在的に極めて多数までの
どこかの数のＭＴＣ対応デバイスによる、一例ではＵＤＰを介して送られ得る、時々のス
モールパケット送信を伴い得る。各ＭＴＣデバイスによる個々のトラフィックは無視でき
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る場合でも、アグリゲートトラフィックはネットワークにとって極めて負担になり得る。
ＭＴＣ要件は、３ＧＰＰ　Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　２２．３６８におい
て取り上げられている。この例では、ＳＰＤＳ対応システムは、たとえば、シグナリング
オーバーヘッド、ネットワークリソース、および再割振りのための遅延に関してなど、大
幅に低減されたネットワーク影響をもつ少量のデータの送信をサポートし得る。少量のデ
ータの送信の前に、ＭＴＣデバイスはネットワークにアタッチされるかまたはそこからデ
タッチされ得る。ＳＰＤＳシステムに関する少量のデータの定義、およびＳＲＢチャネル
を介してＭＴＣアプリケーションデータメッセージを送るべきであるかどうかを決定する
際にＳＰＤＳシステムが使用し得る１つまたは複数のしきい値は、たとえば、サブスクリ
プションごとにまたはネットワークオペレータポリシーによって構成可能であり得る。
【００５８】
　一例では、ＲＲＣ　ＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｑｕｅｓｔ信号は、緊急、ｈｉｇｈＰｒ
ｉｏｒｉｔｙＡｃｃｅｓｓ、ｍｔ－Ａｃｃｅｓｓ、ｍｏ－Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ、ｍｏ－Ｄ
ａｔａ、ｓｐａｒｅ３、ｓｐａｒｅ２、ｓｐａｒｅ１、ｄｅｌａｙＴｏｌｅｒａｎｔＡｃ
ｃｅｓｓ、ｄｅｌａｙＴｏｌｅｒａｎｔＳｉｇｎａｌｉｎｇというフォーマットをもつ追
加の確立原因を含み得る。ｄｅｌａｙＴｏｌｅｒａｎｔＡｃｃｅｓｓは、ＤＲＢおよびＳ
１接続と、ＴＣＰ接続確立／解放メッセージ＋ＭＴＣスモールデータアプリケーションデ
ータメッセージなど、いくつかのメッセージの交換とを必要とする。ｄｅｌａｙＴｏｌｅ
ｒａｎｔＳｉｇｎａｌｉｎｇは、ＤＲＢおよびＳ１接続を必要としないことがあり、ＵＤ
Ｐを介して動作するただ１つのメッセージ交換、すなわち、ＭＴＣスモールデータ＋アプ
リケーションレイヤＡＣＫ肯定応答メッセージがあり得る。ｅＮｏｄｅＢは、図１５に示
すように、要求されたＭＴＣ接続タイプに応じてＲＲＣ接続を受け付けるかまたは拒否し
得る。
【００５９】
　図１５に、ネットワーク負荷３００に応じてＲＲＣ接続要求を受け付けるためにｅＮｏ
ｄｅＢによって適用される異なるしきい値の単純なグラフを示す。ＮＡＳ　ＳＲＢチャネ
ルを介したＭＴＣスモールデータは、ＤＲＢチャネルを介したＭＴＣデータと比較して著
しく少ない無線リソースを消費するので、ｅＮｏｄｅＢは、一例では、「ｄｅｌａｙＴｏ
ｌｅｒａｎｔＡｃｃｅｓｓ」についての下限しきい値３０２と比較して、「ｄｅｌａｙＴ
ｏｌｅｒａｎｔＳｉｇｎａｌｉｎｇ」についてのＲＲＣ接続要求のより緩和した上限しき
い値３０４など、異なる接続要求に異なるしきい値を適用し得る。１つの例示的な例では
、ｅＮｏｄｅＢは、他の実装形態では広範囲の他のしきい値のいずれかが同じく使用され
得るが、ｄｅｌａｙＴｏｌｅｒａｎｔＡｃｃｅｓｓをもつＲＲＣ接続要求を受け付けるた
めには３０％のネットワーク負荷において下限しきい値３０２を適用し、ｄｅｌａｙＴｏ
ｌｅｒａｎｔＳｉｇｎａｌｉｎｇをもつＲＲＣ接続要求を受け付けるためには５０％のネ
ットワーク負荷の上限しきい値３０４を適用し得る。
【００６０】
　様々な例では、ＳＰＤＳ適格アプリケーションデータメッセージは、変更ＵＬ／ＤＬ一
般ＮＡＳ転送、変更サービス要求信号、または他のＮＡＳメッセージ中でＳＲＢを介して
送られ得る。様々な例では、ＮＡＳ信号は、ＮＡＳメッセージ中に暗号化情報要素（ＩＥ
）によるセキュリティを含み得る。たとえば、変更ＵＬ初期一般ＮＡＳメッセージは、セ
キュリティコンテキストＩＤ（ｅＫＳＩ）およびシーケンス番号と、完全性保護のための
ＭＡＣ－Ｉ（完全性のためのメッセージ認証コード）とを含み得る。この例では、コンテ
ナタイプはＭＴＣスモールデータである。コンテナ部分のみが、ｅＫＳＩによって識別さ
れるセキュリティコンテキストを使用して暗号化され得る。変更サービス要求メッセージ
は、ＳＰＤＳメッセージのための暗号化ＩＥを含み得る。様々な例では、埋込み暗号化情
報を搬送するように変更された変更サービス要求メッセージは、ＡＰＮアクセスポイント
名、異なるアプリケーションのための異なるＡＰＮ、たとえば、ＭＴＣ　ＡＰＮ、ＶｏＩ
Ｐ　ＡＰＮ、ならびに／あるいは一般ＮＡＳメッセージまたは変更サービス要求メッセー
ジ中のＡＰＮを含み得る。Ｐ－ＧＷはＡＰＮに関連付けられ得る。Ｓ－ＧＷは、どのＰ－
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ＧＷに送るべきかを決定するためにＡＰＮを読み取り得る。ＡＰＮフィールドは一般ＮＡ
Ｓメッセージ中に含まれ得る。
【００６１】
　Ｓ－ＧＷは、受信したパケットをＭＭＥからＰ－ＧＷにフォワーディングすることによ
って、Ｓ－ＧＷがＭＴスモールデータパケットをＭＭＥにフォワーディングする必要があ
るかどうかを決定し得る。Ｓ－ＧＷは、比較的短い非アクティビティタイマーを維持し得
る。スモールダウンリンクデータパケット、たとえば、ＡＣＫメッセージが、タイマーの
満了の前に受信された場合、Ｓ－ＧＷは、そのパケットをＭＭＥにフォワーディングし得
る。これは、ＭＯ例とＭＴ例の両方で適用され得る。ＭＴＣワイヤレスデバイスのための
ＥＰＳベアラ設定中に、ＭＭＥは、Ｓ－ＧＷにＭＴＣ　ＡＰＮとスモールデータしきい値
とを示し得る。Ｓ－ＧＷが、ＭＴＣ　ＡＰＮに関連付けられたＰ－ＧＷからそのようなワ
イヤレスデバイスのためのスモールデータパケットを受信したとき、Ｓ－ＧＷは、ＤＬデ
ータ通知を送る代わりに、新しいＧＴＰｖ２－Ｃメッセージを使用して、そのパケットを
ＭＭＥにフォワーディングし得る。
【００６２】
　ＭＴＣデバイスはまた、ラージパケットを時々生成し得る。ＭＴＣワイヤレスデバイス
は、ＳＲＢチャネルを介してアプリケーションデータメッセージを送るべきであるのか、
またはＤＲＢチャネルを介してアプリケーションデータメッセージを送るべきであるのか
を決定するために、ＳＰＤＳ選択論理を適用するＳＰＤＳデータ管理モジュールまたはコ
ンポーネントを使用し得る。ＳＰＤＳ選択論理は、パケットサイズ、頻度、平均データレ
ート、遅延感度などを含む様々な基準のうちのいずれか１つまたは複数を考慮し得、これ
らの値のうちのいずれか１つまたは複数を適用可能なしきい値と比較し得る。いくつかの
例は、ＳＲＢチャネルを介してアプリケーションデータメッセージを送るべきであるのか
、またはＤＲＢチャネルを介してアプリケーションデータメッセージを送るべきであるの
かを決定するために、候補発信アプリケーションデータメッセージをデータサイズしきい
値と単に比較し得る。
【００６３】
　１つまたは複数の例では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウ
ェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機
能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか
、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され、ハードウェアベースの処理ユニット
によって実行され得る。コンピュータ可読媒体は、たとえば、通信プロトコルに従って、
ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む
データ記憶媒体または通信媒体などの有形媒体に対応するコンピュータ可読記憶媒体を含
み得る。このようにして、コンピュータ可読媒体は、概して、（１）非一時的である有形
コンピュータ可読記憶媒体、あるいは（２）信号または搬送波などの通信媒体に対応し得
る。データ記憶媒体は、本開示で説明した技法の実装のための命令、コードおよび／また
はデータ構造を取り出すために１つまたは複数のコンピュータあるいは１つまたは複数の
プロセッサによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。コンピュータプ
ログラム製品はコンピュータ可読媒体を含み得る。
【００６４】
　限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、Ｅ
ＥＰＲＯＭ（登録商標）、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスク
ストレージ、または他の磁気ストレージデバイス、フラッシュメモリ、あるいは命令また
はデータ構造の形態の所望のプログラムコードを記憶するために使用され得、コンピュー
タによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。また、いかなる接
続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、命令が、同軸ケーブル、光ファ
イバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、
およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他の
リモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペ
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ア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定
義に含まれる。ただし、コンピュータ可読記憶媒体およびデータ記憶媒体は、接続、搬送
波、信号、または他の一時媒体を含まないが、代わりに非一時的有形記憶媒体を対象とす
ることを理解されたい。本明細書で使用するディスク（disk）およびディスク（disc）は
、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）（disc）、光デ
ィスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）
ディスク（disk）およびブルーレイ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ディスク（di
sk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザーで光学
的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
【００６５】
　命令は、１つまたは複数のデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）などの１つまたは複数の
プロセッサ、汎用マイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールド
プログラマブル論理アレイ（ＦＰＧＡ）、あるいは他の等価な集積回路またはディスクリ
ート論理回路によって実行され得る。したがって、本明細書で使用する「プロセッサ」と
いう用語は、前述の構造、または本明細書で説明した技法の実装に好適な他の構造のいず
れかを指すことがある。さらに、いくつかの態様では、本明細書で説明した機能は、符号
化および復号のために構成された専用のハードウェアおよび／またはソフトウェアモジュ
ール内に与えられ得、あるいは複合コーデックに組み込まれ得る。また、本技法は、１つ
または複数の回路または論理要素中に十分に実装され得る。
【００６６】
　本開示の技法は、ワイヤレスハンドセット、集積回路（ＩＣ）またはＩＣのセット（た
とえば、チップセット）を含む、多種多様なデバイスまたは装置において実装され得る。
本開示では、開示する技法を実行するように構成されたデバイスの機能的態様を強調する
ために様々なコンポーネント、モジュール、またはユニットについて説明したが、それら
のコンポーネント、モジュール、またはユニットを、必ずしも異なるハードウェアユニッ
トによって実現する必要があるとは限らない。むしろ、上記で説明したように、様々なユ
ニットが、好適なソフトウェアおよび／またはファームウェアとともに、上記で説明した
１つまたは複数のプロセッサを含めて、コーデックハードウェアユニットにおいて組み合
わせられるか、または相互動作ハードウェアユニットの集合によって与えられ得る。
【００６７】
　本発明に関する制限を示すことなしに様々な態様を示す様々な例について説明した。本
明細書で使用する「様々な例」は、他の例を除外しない例のサブセットを指す。本明細書
で開示した要素のいずれかの様々な変形および組合せのいずれも、いくつかの追加の非排
他的例のために組み合わせられ得る。上記で開示した例および他の例は以下の特許請求の
範囲内に入る。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　　［Ｃ１］
　データを送信する方法であって、
　ワイヤレスデバイスを用いて、アプリケーションのためのアプリケーションデータメッ
セージを生成することと、
　データ無線ベアラ（ＤＲＢ）チャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージ
を送るべきであるのか、または前記ワイヤレスデバイスをネットワークリソースに通信可
能に結合するシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）チャネルを介して前記アプリケーション
データメッセージを送るべきであるのかを決定するための１つまたは複数の基準を評価す
ることと、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきである
との決定に基づいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに前記アプ
リケーションデータメッセージを送ることと
を備える、方法。
　　［Ｃ２］
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　前記アプリケーションデータメッセージが前記アプリケーションのための１つまたは複
数のアプリケーションデータパケットを備える、上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ３］
　前記アプリケーションデータメッセージが、前記ＤＲＢチャネルを確立することなしに
前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに送られる、上記Ｃ１に記載の方
法。
　　［Ｃ４］
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきである
と決定することは、前記アプリケーションデータメッセージが、データサイズしきい値よ
りも小さいデータサイズを有することを決定することを含む、上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ５］
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきである
と決定することは、前記アプリケーションデータメッセージを含む複数のアプリケーショ
ンデータメッセージが、データ転送レートしきい値よりも小さいデータ転送レートを有す
ることを決定することを含む、上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ６］
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきである
と決定することは、前記アプリケーションが前記ＳＲＢチャネルを介したデータ送信を要
求したことと、前記アプリケーションデータメッセージが、前記ＤＲＢチャネルを介して
前記アプリケーションデータメッセージを送るべきであるのか、または前記ＳＲＢチャネ
ルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきであるのかを決定するため
の前記基準のうちの１つまたは複数を満たすこととを決定することを含む、上記Ｃ１に記
載の方法。
　　［Ｃ７］
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに送られた前記アプリケーショ
ンデータメッセージが、第１のアプリケーションのための第１のアプリケーションデータ
メッセージを備え、前記第１のアプリケーションデータメッセージが、データサイズしき
い値よりも小さいデータサイズを有し、前記方法が、
　前記ワイヤレスデバイスを用いて、第２のアプリケーションのための第２のアプリケー
ションデータメッセージを生成することと、
　前記第２のアプリケーションデータメッセージが、前記データサイズしきい値よりも大
きいデータサイズを有することを決定することと、
　前記ワイヤレスデバイスと前記ネットワークリソースとの間にデータ無線ベアラ（ＤＲ
Ｂ）チャネルを確立するために、前記ネットワークリソースに前記ＳＲＢチャネルを介し
てシグナリングデータを送ることと、
　前記ＤＲＢチャネルを介して前記第２のアプリケーションデータメッセージを送ること
と
をさらに備える、上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ８］
　前記第１のアプリケーションと前記第２のアプリケーションとが同じアプリケーション
である、上記Ｃ７に記載の方法。
　　［Ｃ９］
　前記アプリケーションデータメッセージを生成することが、前記アプリケーションのた
めのデータと、前記ワイヤレスデバイスに関連付けられたモバイル識別子を指定するヘッ
ダと、前記アプリケーションに関連付けられた宛先アドレスとをそれぞれが含む１つまた
は複数のアプリケーションデータパケットを生成することを含む、上記Ｃ１に記載の方法
。
　　［Ｃ１０］
　前記ワイヤレスデバイスに関連付けられた前記モバイル識別子が、前記アプリケーショ
ンに関連付けられたアプリケーションサーバに知られているものである、上記Ｃ９に記載
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の方法。
　　［Ｃ１１］
　前記アプリケーションに関連付けられた前記宛先アドレスが、前記アプリケーションに
関連付けられたアプリケーションサーバのアドレスを備え、前記アプリケーションサーバ
がパケットデータネットワークを介してアクセス可能である、上記Ｃ９に記載の方法。
　　［Ｃ１２］
　前記アプリケーションに関連付けられた前記宛先アドレスが、アクセスポイント名（Ａ
ＰＮ）、トンネルエンドポイントアイデンティティ（ＴＥＩＤ）、またはＡＰＮとＴＥＩ
Ｄとの組合せを含む、上記Ｃ９に記載の方法。
　　［Ｃ１３］
　前記ＳＲＢチャネルを介して、前記アプリケーションに関連付けられたアプリケーショ
ンサーバから１つまたは複数のアプリケーションデータパケットを受信することをさらに
備える、上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１４］
　前記アプリケーションデータが、開放型システム間相互接続（ＯＳＩ）モデルのアプリ
ケーションレイヤ（レイヤ７）中のアプリケーションのためのデータを含む、上記Ｃ１に
記載の方法。
　　［Ｃ１５］
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに前記アプリケーションデータ
メッセージを送ることが、前記ワイヤレスデバイスと、前記アプリケーションデータメッ
セージをパケットデータネットワークに直接通信することが可能であるモビリティ管理エ
ンティティ（ＭＭＥ）との間でデータを通信するノードに前記アプリケーションデータメ
ッセージを送ることを含む、上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１６］
　前記アプリケーションデータメッセージが第１のアプリケーションのための第１のアプ
リケーションデータメッセージを備え、前記方法が、
　前記ワイヤレスデバイスを用いて、第２のアプリケーションのための第２のアプリケー
ションデータメッセージを生成することと、
　前記第１のアプリケーションデータメッセージと前記第２のアプリケーションデータメ
ッセージとをアグリゲートアプリケーションデータメッセージへとアグリゲートすること
と
をさらに備え、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきである
と決定することが、前記ＳＲＢチャネルを介して前記アグリゲートアプリケーションデー
タメッセージを送るべきであると決定することを備え、前記方法が、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送
るべきであるとの決定に基づいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソー
スに前記アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送ること
をさらに備える、上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１７］
　前記アプリケーションデータメッセージは、前記アプリケーションが前記ＳＲＢチャネ
ルを介して送ることを要求する１つまたは複数のアプリケーションデータメッセージの第
１のグループを備え、前記方法が、
　前記ワイヤレスデバイスを用いて、前記アプリケーションが前記ＤＲＢチャネルを介し
て送ることを要求するアプリケーションデータメッセージの第２のグループを生成するこ
とと、
　前記アプリケーションの要求に基づいて、１つまたは複数のＤＲＢチャネルを介してア
プリケーションデータメッセージの前記第２のグループを送ることと
をさらに備える、上記Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ１８］
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　アプリケーションデータメッセージの前記第１のグループがプッシュツートーク（ＰＴ
Ｔ）呼設定メッセージを含む、上記Ｃ１７に記載の方法。
　　［Ｃ１９］
　データを送信するためのデバイスであって、
　ワイヤレスデバイスを用いて、アプリケーションのためのアプリケーションデータメッ
セージを生成することと、
　データ無線ベアラ（ＤＲＢ）チャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージ
を送るべきであるのか、または前記ワイヤレスデバイスをネットワークリソースに通信可
能に結合するシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）チャネルを介して前記アプリケーション
データメッセージを送るべきであるのかを決定するための１つまたは複数の基準を評価す
ることと、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきである
との決定に基づいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに前記アプ
リケーションデータメッセージを送ることと
を行うように構成された、デバイス。
　　［Ｃ２０］
　前記デバイスは、前記アプリケーションデータメッセージが前記アプリケーションのた
めの１つまたは複数のアプリケーションデータパケットを含むようにさらに構成された、
上記Ｃ１９に記載のデバイス。
　　［Ｃ２１］
　前記デバイスは、前記アプリケーションデータメッセージが、前記ＤＲＢチャネルを確
立することなしに前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに送られるよう
にさらに構成された、上記Ｃ１９に記載のデバイス。
　　［Ｃ２２］
　前記デバイスは、前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージ
を送るべきであると決定することが、前記アプリケーションデータメッセージが、データ
サイズしきい値よりも小さいデータサイズを有することを決定することを含むようにさら
に構成された、上記Ｃ１９に記載のデバイス。
　　［Ｃ２３］
　前記デバイスは、前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージ
を送るべきであると決定することが、前記アプリケーションデータメッセージを含む複数
のアプリケーションデータメッセージが、データ転送レートしきい値よりも小さいデータ
転送レートを有することを決定することを含むようにさらに構成された、上記Ｃ１９に記
載のデバイス。
　　［Ｃ２４］
　前記デバイスは、前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージ
を送るべきであると決定することが、前記アプリケーションが前記ＳＲＢチャネルを介し
たデータ送信を要求したことと、前記アプリケーションデータメッセージが、前記ＤＲＢ
チャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきであるのか、または
前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきであるの
かを決定するための前記基準のうちの１つまたは複数を満たすこととを決定することを含
むようにさらに構成された、上記Ｃ１９に記載のデバイス。
　　［Ｃ２５］
　前記デバイスは、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに送られた前
記アプリケーションデータメッセージが、第１のアプリケーションのための第１のアプリ
ケーションデータメッセージを含むようにさらに構成され、前記第１のアプリケーション
データメッセージが、データサイズしきい値よりも小さいデータサイズを有し、前記デバ
イスは、
　前記ワイヤレスデバイスを用いて、第２のアプリケーションのための第２のアプリケー
ションデータメッセージを生成することと、



(32) JP 6009610 B2 2016.10.19

10

20

30

40

50

　前記第２のアプリケーションデータメッセージが、前記データサイズしきい値よりも大
きいデータサイズを有することを決定することと、
　前記ワイヤレスデバイスと前記ネットワークリソースとの間にデータ無線ベアラ（ＤＲ
Ｂ）チャネルを確立するために、前記ネットワークリソースに前記ＳＲＢチャネルを介し
てシグナリングデータを送ることと、
　前記ＤＲＢチャネルを介して前記第２のアプリケーションデータメッセージを送ること
と
を行うようにさらに構成された、上記Ｃ１９に記載のデバイス。
　　［Ｃ２６］
　前記デバイスは、前記第１のアプリケーションと前記第２のアプリケーションとが同じ
アプリケーションであるようにさらに構成された、上記Ｃ２５に記載のデバイス。
　　［Ｃ２７］
　前記デバイスは、前記アプリケーションデータメッセージを生成することが、前記アプ
リケーションのためのデータと、前記ワイヤレスデバイスに関連付けられたモバイル識別
子を指定するヘッダと、前記アプリケーションに関連付けられた宛先アドレスとをそれぞ
れが含む１つまたは複数のアプリケーションデータパケットを生成することを含むように
さらに構成された、上記Ｃ１９に記載のデバイス。
　　［Ｃ２８］
　前記デバイスは、前記ワイヤレスデバイスに関連付けられた前記モバイル識別子が、前
記アプリケーションに関連付けられたアプリケーションサーバに知られているものである
ようにさらに構成された、上記Ｃ２７に記載のデバイス。
　　［Ｃ２９］
　前記デバイスは、前記アプリケーションに関連付けられた前記宛先アドレスが、前記ア
プリケーションに関連付けられたアプリケーションサーバのアドレスを含むようにさらに
構成され、前記アプリケーションサーバがパケットデータネットワークを介してアクセス
可能である、上記Ｃ２７に記載のデバイス。
　　［Ｃ３０］
　前記デバイスは、前記アプリケーションに関連付けられた前記宛先アドレスが、アクセ
スポイント名（ＡＰＮ）、トンネルエンドポイントアイデンティティ（ＴＥＩＤ）、また
はＡＰＮとＴＥＩＤとの組合せを含むようにさらに構成された、上記Ｃ２７に記載のデバ
イス。
　　［Ｃ３１］
　前記デバイスが、前記ＳＲＢチャネルを介して、前記アプリケーションに関連付けられ
たアプリケーションサーバから１つまたは複数のアプリケーションデータパケットを受信
するようにさらに構成された、上記Ｃ１９に記載のデバイス。
　　［Ｃ３２］
　前記デバイスは、前記アプリケーションデータが、開放型システム間相互接続（ＯＳＩ
）モデルのアプリケーションレイヤ（レイヤ７）中のアプリケーションのためのデータを
含むようにさらに構成された、上記Ｃ１９に記載のデバイス。
　　［Ｃ３３］
　前記デバイスは、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに前記アプリ
ケーションデータメッセージを送ることが、前記ワイヤレスデバイスと、前記アプリケー
ションデータメッセージをパケットデータネットワークに直接通信することが可能である
モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）との間でデータを通信するノードに前記アプリケ
ーションデータメッセージを送ることを含むようにさらに構成された、上記Ｃ１９に記載
のデバイス。
　　［Ｃ３４］
　前記デバイスは、前記アプリケーションデータメッセージが第１のアプリケーションの
ための第１のアプリケーションデータメッセージを含むようにさらに構成され、前記デバ
イスは、
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　前記ワイヤレスデバイスを用いて、第２のアプリケーションのための第２のアプリケー
ションデータメッセージを生成することと、
　前記第１のアプリケーションデータメッセージと前記第２のアプリケーションデータメ
ッセージとをアグリゲートアプリケーションデータメッセージへとアグリゲートすること
と
を行うようにさらに構成され、
　前記デバイスは、前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージ
を送るべきであると決定することが、前記ＳＲＢチャネルを介して前記アグリゲートアプ
リケーションデータメッセージを送るべきであると決定することを含むようにさらに構成
され、前記デバイスは、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送
るべきであるとの決定に基づいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソー
スに前記アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送ること
を行うようにさらに構成された、上記Ｃ１９に記載のデバイス。
　　［Ｃ３５］
　前記アプリケーションデータメッセージは、前記アプリケーションが前記ＳＲＢチャネ
ルを介して送ることを要求する１つまたは複数のアプリケーションデータメッセージの第
１のグループを備え、前記デバイスは、
　前記ワイヤレスデバイスを用いて、前記アプリケーションが前記ＤＲＢチャネルを介し
て送ることを要求するアプリケーションデータメッセージの第２のグループを生成するこ
とと、
　前記アプリケーションの要求に基づいて、１つまたは複数のＤＲＢチャネルを介してア
プリケーションデータメッセージの前記第２のグループを送ることと
を行うようにさらに構成された、上記Ｃ１９に記載のデバイス。
　　［Ｃ３６］
　前記デバイスは、アプリケーションデータメッセージの前記第１のグループがプッシュ
ツートーク（ＰＴＴ）呼設定メッセージを含むようにさらに構成された、上記Ｃ３５に記
載のデバイス。
　　［Ｃ３７］
　データを送信するための装置であって、
　ワイヤレスデバイスを用いて、アプリケーションのためのアプリケーションデータメッ
セージを生成するための手段と、
　データ無線ベアラ（ＤＲＢ）チャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージ
を送るべきであるのか、または前記ワイヤレスデバイスをネットワークリソースに通信可
能に結合するシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）チャネルを介して前記アプリケーション
データメッセージを送るべきであるのかを決定するための１つまたは複数の基準を評価す
るための手段と、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきである
との決定に基づいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに前記アプ
リケーションデータメッセージを送るための手段と
を備える、装置。
　　［Ｃ３８］
　前記アプリケーションデータメッセージが前記アプリケーションのための１つまたは複
数のアプリケーションデータパケットを含む、上記Ｃ３７に記載の装置。
　　［Ｃ３９］
　前記アプリケーションデータメッセージが、前記ＤＲＢチャネルを確立することなしに
前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに送られる、上記Ｃ３７に記載の
装置。
　　［Ｃ４０］
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきである
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と決定することは、前記アプリケーションデータメッセージが、データサイズしきい値よ
りも小さいデータサイズを有することを決定することを含む、上記Ｃ３７に記載の装置。
　　［Ｃ４１］
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきである
と決定することは、前記アプリケーションデータメッセージを含む複数のアプリケーショ
ンデータメッセージが、データ転送レートしきい値よりも小さいデータ転送レートを有す
ることを決定することを含む、上記Ｃ３７に記載の装置。
　　［Ｃ４２］
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきである
と決定することは、前記アプリケーションが前記ＳＲＢチャネルを介したデータ送信を要
求したことと、前記アプリケーションデータメッセージが、前記ＤＲＢチャネルを介して
前記アプリケーションデータメッセージを送るべきであるのか、または前記ＳＲＢチャネ
ルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきであるのかを決定するため
の前記基準のうちの１つまたは複数を満たすこととを決定することを含む、上記Ｃ３７に
記載の装置。
　　［Ｃ４３］
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに送られた前記アプリケーショ
ンデータメッセージが、第１のアプリケーションのための第１のアプリケーションデータ
メッセージを備え、前記第１のアプリケーションデータメッセージが、データサイズしき
い値よりも小さいデータサイズを有し、前記装置が、
　前記ワイヤレスデバイスを用いて、第２のアプリケーションのための第２のアプリケー
ションデータメッセージを生成するための手段と、
　前記第２のアプリケーションデータメッセージが、前記データサイズしきい値よりも大
きいデータサイズを有することを決定するための手段と、
　前記ワイヤレスデバイスと前記ネットワークリソースとの間にデータ無線ベアラ（ＤＲ
Ｂ）チャネルを確立するために、前記ネットワークリソースに前記ＳＲＢチャネルを介し
てシグナリングデータを送るための手段と、
　前記ＤＲＢチャネルを介して前記第２のアプリケーションデータメッセージを送るため
の手段と
をさらに備える、上記Ｃ３７に記載の装置。
　　［Ｃ４４］
　前記第１のアプリケーションと前記第２のアプリケーションとが同じアプリケーション
である、上記Ｃ４３に記載の装置。
　　［Ｃ４５］
　前記アプリケーションデータメッセージを生成するための前記手段が、前記アプリケー
ションのためのデータと、前記ワイヤレスデバイスに関連付けられたモバイル識別子を指
定するヘッダと、前記アプリケーションに関連付けられた宛先アドレスとをそれぞれが含
む１つまたは複数のアプリケーションデータパケットを生成するための手段を含む、上記
Ｃ３７に記載の装置。
　　［Ｃ４６］
　前記ワイヤレスデバイスに関連付けられた前記モバイル識別子が、前記アプリケーショ
ンに関連付けられたアプリケーションサーバに知られているものである、上記Ｃ４５に記
載の装置。
　　［Ｃ４７］
　前記アプリケーションに関連付けられた前記宛先アドレスが、前記アプリケーションに
関連付けられたアプリケーションサーバのアドレスを備え、前記アプリケーションサーバ
がパケットデータネットワークを介してアクセス可能である、上記Ｃ４５に記載の装置。
　　［Ｃ４８］
　前記アプリケーションに関連付けられた前記宛先アドレスが、アクセスポイント名（Ａ
ＰＮ）、トンネルエンドポイントアイデンティティ（ＴＥＩＤ）、またはＡＰＮとＴＥＩ
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Ｄとの組合せを含む、上記Ｃ４５に記載の装置。
　　［Ｃ４９］
　前記ＳＲＢチャネルを介して、前記アプリケーションに関連付けられたアプリケーショ
ンサーバから１つまたは複数のアプリケーションデータパケットを受信するための手段を
さらに含む、上記Ｃ３７に記載の装置。
　　［Ｃ５０］
　前記アプリケーションデータが、開放型システム間相互接続（ＯＳＩ）モデルのアプリ
ケーションレイヤ（レイヤ７）中のアプリケーションのためのデータを含む、上記Ｃ３７
に記載の装置。
　　［Ｃ５１］
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに前記アプリケーションデータ
メッセージを送るための前記手段が、前記ワイヤレスデバイスと、前記アプリケーション
データメッセージをパケットデータネットワークに直接通信することが可能であるモビリ
ティ管理エンティティ（ＭＭＥ）との間でデータを通信するノードに前記アプリケーショ
ンデータメッセージを送るための手段を含む、上記Ｃ３７に記載の装置。
　　［Ｃ５２］
　前記アプリケーションデータメッセージが第１のアプリケーションのための第１のアプ
リケーションデータメッセージを備え、前記装置が、
　前記ワイヤレスデバイスを用いて、第２のアプリケーションのための第２のアプリケー
ションデータメッセージを生成するための手段と、
　前記第１のアプリケーションデータメッセージと前記第２のアプリケーションデータメ
ッセージとをアグリゲートアプリケーションデータメッセージへとアグリゲートするため
の手段と
をさらに備え、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきである
と決定することが、前記ＳＲＢチャネルを介して前記アグリゲートアプリケーションデー
タメッセージを送るべきであると決定することを備え、前記装置が、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送
るべきであるとの決定に基づいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソー
スに前記アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送るための手段
をさらに備える、上記Ｃ３７に記載の装置。
　　［Ｃ５３］
　前記アプリケーションデータメッセージは、前記アプリケーションが前記ＳＲＢチャネ
ルを介して送ることを要求する１つまたは複数のアプリケーションデータメッセージの第
１のグループを備え、前記装置が、
　前記ワイヤレスデバイスを用いて、前記アプリケーションが前記ＤＲＢチャネルを介し
て送ることを要求するアプリケーションデータメッセージの第２のグループを生成するた
めの手段と、
　前記アプリケーションの要求に基づいて、１つまたは複数のＤＲＢチャネルを介してア
プリケーションデータメッセージの前記第２のグループを送るための手段と
をさらに備える、上記Ｃ３７に記載の装置。
　　［Ｃ５４］
　アプリケーションデータメッセージの前記第１のグループがプッシュツートーク（ＰＴ
Ｔ）呼設定メッセージを含む、上記Ｃ５３に記載の装置。
　　［Ｃ５５］
　実行されたときに、１つまたは複数のプロセッサに、
　ワイヤレスデバイスを用いて、アプリケーションのためのアプリケーションデータメッ
セージを生成することと、
　データ無線ベアラ（ＤＲＢ）チャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージ
を送るべきであるのか、または前記ワイヤレスデバイスをネットワークリソースに通信可
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能に結合するシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）チャネルを介して前記アプリケーション
データメッセージを送るべきであるのかを決定するための１つまたは複数の基準を評価す
ることと、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきである
との決定に基づいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに前記アプ
リケーションデータメッセージを送ることと
を行わせるコンピュータ実行可能命令を記憶した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。
　　［Ｃ５６］
　前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、アプリケーションデータメッセージ
がアプリケーションのための１つまたは複数のアプリケーションデータパケットを含むよ
うに、ワイヤレスデバイスを用いて、前記アプリケーションのための前記アプリケーショ
ンデータメッセージを生成することをさらに行わせる、上記Ｃ５５に記載のコンピュータ
プログラム製品。
　　［Ｃ５７］
　前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、アプリケーションのためのアプリケ
ーションデータメッセージが、前記ＤＲＢチャネルを確立することなしに前記ＳＲＢチャ
ネルを介して前記ネットワークリソースに送られるように、前記ワイヤレスデバイスを用
いて、前記アプリケーションデータメッセージを生成することをさらに行わせる、上記Ｃ
５５に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ５８］
　前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記ワイヤレスデバイスをネットワ
ークリソースに通信可能に結合するシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）チャネルを介して
前記アプリケーションデータメッセージを送るべきであると決定することが、前記アプリ
ケーションデータメッセージが、データサイズしきい値よりも小さいデータサイズを有す
ることを決定することを含むように、データ無線ベアラ（ＤＲＢ）チャネルを介して前記
アプリケーションデータメッセージを送るべきであるのか、または前記ＳＲＢチャネルを
介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきであるのかを決定するための前
記１つまたは複数の基準を評価することをさらに行わせる、上記Ｃ５５に記載のコンピュ
ータプログラム製品。
　　［Ｃ５９］
　前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記ワイヤレスデバイスをネットワ
ークリソースに通信可能に結合するシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）チャネルを介して
前記アプリケーションデータメッセージを送るべきであると決定することが、前記アプリ
ケーションデータメッセージを含む複数のアプリケーションデータメッセージが、データ
転送レートしきい値よりも小さいデータ転送レートを有することを決定することを含むよ
うに、データ無線ベアラ（ＤＲＢ）チャネルを介して前記アプリケーションデータメッセ
ージを送るべきであるのか、または前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデ
ータメッセージを送るべきであるのかを決定するための前記１つまたは複数の基準を評価
することをさらに行わせる、上記Ｃ５５に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ６０］
　前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記ワイヤレスデバイスをネットワ
ークリソースに通信可能に結合するシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）チャネルを介して
前記アプリケーションデータメッセージを送るべきであると決定することが、前記アプリ
ケーションが前記ＳＲＢチャネルを介したデータ送信を要求したことと、前記アプリケー
ションデータメッセージが、データ無線ベアラ（ＤＲＢ）チャネルを介して前記アプリケ
ーションデータメッセージを送るべきであるのか、または前記ＳＲＢチャネルを介して前
記アプリケーションデータメッセージを送るべきであるのかを決定するための前記基準の
うちの１つまたは複数を満たすこととを決定することを含むように、前記ＤＲＢチャネル
を介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきであるのか、または前記ＳＲ
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Ｂチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきであるのかを決定
するための前記１つまたは複数の基準を評価することをさらに行わせる、上記Ｃ５５に記
載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ６１］
　前記命令が、前記１つまたは複数のプロセッサに、
　前記ワイヤレスデバイスを用いて、第２のアプリケーションのための第２のアプリケー
ションデータメッセージを生成することと、
　前記第２のアプリケーションデータメッセージが、データサイズしきい値よりも大きい
データサイズを有することを決定することと、
　前記ワイヤレスデバイスと前記ネットワークリソースとの間にデータ無線ベアラ（ＤＲ
Ｂ）チャネルを確立するために、前記ネットワークリソースに前記ＳＲＢチャネルを介し
てシグナリングデータを送ることと、
　前記ＤＲＢチャネルを介して前記第２のアプリケーションデータメッセージを送ること
と
をさらに行わせる、上記Ｃ５５に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ６２］
　前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、第１のアプリケーションと第２のア
プリケーションとが同じアプリケーションであるように、前記ワイヤレスデバイスを用い
て、前記第２のアプリケーションのための第２のアプリケーションデータメッセージを生
成することをさらに行わせる、上記Ｃ６１に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ６３］
　前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記１つまたは複数のアプリケーシ
ョンデータパケットが、前記アプリケーションのためのデータと、前記ワイヤレスデバイ
スに関連付けられたモバイル識別子を指定するヘッダと、前記アプリケーションに関連付
けられた宛先アドレスとをそれぞれが含むように、前記アプリケーションデータメッセー
ジを生成することをさらに行わせる、上記Ｃ５５に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ６４］
　前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記ワイヤレスデバイスに関連付け
られた前記モバイル識別子が、前記アプリケーションに関連付けられたアプリケーション
サーバに知られているものであるように、前記アプリケーションデータメッセージを生成
することをさらに行わせる、上記Ｃ６３に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ６５］
　前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記アプリケーションに関連付けら
れた前記宛先アドレスが、前記アプリケーションに関連付けられたアプリケーションサー
バのアドレスを含むように、前記アプリケーションデータメッセージを生成することをさ
らに行わせ、前記アプリケーションサーバがパケットデータネットワークを介してアクセ
ス可能である、上記Ｃ６３に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ６６］
　前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記アプリケーションに関連付けら
れた前記宛先アドレスが、アクセスポイント名（ＡＰＮ）、トンネルエンドポイントアイ
デンティティ（ＴＥＩＤ）、またはＡＰＮとＴＥＩＤとの組合せを含むように、前記アプ
リケーションデータメッセージを生成することをさらに行わせる、上記Ｃ６３に記載のコ
ンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ６７］
　前記命令が、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記ＳＲＢチャネルを介して、前記
アプリケーションに関連付けられたアプリケーションサーバから１つまたは複数のアプリ
ケーションデータパケットを受信することをさらに行わせる、上記Ｃ５５に記載のコンピ
ュータプログラム製品。
　　［Ｃ６８］
　前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、前記アプリケーションデータが、開
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放型システム間相互接続（ＯＳＩ）モデルのアプリケーションレイヤ（レイヤ７）中のア
プリケーションのためのデータを含むように、アプリケーションのためのアプリケーショ
ンデータメッセージを生成することをさらに行わせる、上記Ｃ５５に記載のコンピュータ
プログラム製品。
　　［Ｃ６９］
　前記命令は、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソースに前記アプリケー
ションデータメッセージを送ることが、前記ワイヤレスデバイスと、前記アプリケーショ
ンデータメッセージをパケットデータネットワークに直接通信することが可能であるモビ
リティ管理エンティティ（ＭＭＥ）との間でデータを通信するノードに前記アプリケーシ
ョンデータメッセージを送ることを含むように、前記１つまたは複数のプロセッサをさら
に構成する、上記Ｃ５５に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ７０］
　前記命令は、前記アプリケーションデータメッセージが第１のアプリケーションのため
の第１のアプリケーションデータメッセージを含むように、前記１つまたは複数のプロセ
ッサをさらに構成し、前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、
　前記ワイヤレスデバイスを用いて、第２のアプリケーションのための第２のアプリケー
ションデータメッセージを生成することと、
　前記第１のアプリケーションデータメッセージと前記第２のアプリケーションデータメ
ッセージとをアグリゲートアプリケーションデータメッセージへとアグリゲートすること
と
をさらに行わせ、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきである
と決定することが、前記ＳＲＢチャネルを介して前記アグリゲートアプリケーションデー
タメッセージを送るべきであると決定することを備え、前記命令は、前記１つまたは複数
のプロセッサに、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送
るべきであるとの決定に基づいて、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ネットワークリソー
スに前記アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送ること
をさらに行わせる、上記Ｃ５５に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ７１］
　前記命令は、前記アプリケーションデータメッセージが、前記アプリケーションが前記
ＳＲＢチャネルを介して送ることを要求する１つまたは複数のアプリケーションデータメ
ッセージの第１のグループを含むように、前記１つまたは複数のプロセッサをさらに構成
し、前記命令は、前記１つまたは複数のプロセッサに、
　前記ワイヤレスデバイスを用いて、前記アプリケーションが前記ＤＲＢチャネルを介し
て送ることを要求するアプリケーションデータメッセージの第２のグループを生成するこ
とと、
　前記アプリケーションの要求に基づいて、１つまたは複数のＤＲＢチャネルを介してア
プリケーションデータメッセージの前記第２のグループを送ることと
をさらに行わせる、上記Ｃ５５に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ７２］
　前記命令は、アプリケーションデータメッセージの前記第１のグループがプッシュツー
トーク（ＰＴＴ）呼設定メッセージを含むように、前記１つまたは複数のプロセッサをさ
らに構成する、上記Ｃ３５に記載のコンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ７３］
　データを送信する方法であって、
　ネットワークリソースを用いて、ワイヤレスデバイス上で動作するように構成されたア
プリケーションのためのアプリケーションデータメッセージを受信することと、
　データ無線ベアラ（ＤＲＢ）チャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージ
を送るべきであるのか、または前記ネットワークリソースを前記ワイヤレスデバイスに通
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信可能に結合するシグナリング無線ベアラ（ＳＲＢ）チャネルを介して前記アプリケーシ
ョンデータメッセージを送るべきであるのかを決定するための１つまたは複数の基準を評
価することと、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきである
と決定すると、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ワイヤレスデバイスに前記アプリケーシ
ョンデータメッセージを送ることと
を含む、方法。
　　［Ｃ７４］
　ワイヤレスデバイス上で動作するように構成された前記アプリケーションのための前記
アプリケーションデータメッセージを受信することが、メッセージ交換プロトコルを介し
てパケットデータネットワークから前記アプリケーションデータメッセージを直接受信す
ることを含む、上記Ｃ７３に記載の方法。
　　［Ｃ７５］
　ワイヤレスデバイス上で動作するように構成された前記アプリケーションのための前記
アプリケーションデータメッセージを受信することが、インターネットプロトコル（ＩＰ
）で前記アプリケーションデータメッセージを受信することを備え、前記方法が、前記Ｓ
ＲＢチャネルを介して前記ワイヤレスデバイスに前記アプリケーションデータメッセージ
を送るより前に、前記アプリケーションデータメッセージをインターネットプロトコルか
らショートメッセージ交換プロトコルに変換することをさらに含む、上記Ｃ７３に記載の
方法。
　　［Ｃ７６］
　前記アプリケーションデータメッセージが前記アプリケーションのための１つまたは複
数のアプリケーションデータパケットを含む、上記Ｃ７３に記載の方法。
　　［Ｃ７７］
　前記アプリケーションデータメッセージが、前記ＤＲＢチャネルを確立することなしに
前記ＳＲＢチャネルを介して前記ワイヤレスデバイスに送られる、上記Ｃ７３に記載の方
法。
　　［Ｃ７８］
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきである
と決定することは、前記アプリケーションデータメッセージが、データサイズしきい値よ
りも小さいデータサイズを有することを決定することを含む、上記Ｃ７３に記載の方法。
　　［Ｃ７９］
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきである
と決定することは、前記アプリケーションデータメッセージを含む複数のアプリケーショ
ンデータメッセージが、データ転送レートしきい値よりも小さいデータ転送レートを有す
ることを決定することを含む、上記Ｃ７３に記載の方法。
　　［Ｃ８０］
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきである
と決定することは、前記アプリケーションが前記ＳＲＢチャネルを介したデータ送信を要
求したことと、前記アプリケーションデータメッセージが、前記ＤＲＢチャネルを介して
前記アプリケーションデータメッセージを送るべきであるのか、または前記ＳＲＢチャネ
ルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきであるのかを決定するため
の前記基準のうちの１つまたは複数を満たすこととを決定することを含む、上記Ｃ７３に
記載の方法。
　　［Ｃ８１］
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記ワイヤレスデバイスに送られた前記アプリケーション
データメッセージが、第１のアプリケーションのための第１のアプリケーションデータメ
ッセージを備え、前記第１のアプリケーションデータメッセージが、データサイズしきい
値よりも小さいデータサイズを有し、前記方法が、
　前記ネットワークリソースを用いて第２のアプリケーションのための第２のアプリケー
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ションデータメッセージを受信することと、
　前記第２のアプリケーションデータメッセージが、前記データサイズしきい値よりも大
きいデータサイズを有することを決定することと、
　前記ネットワークリソースと前記ワイヤレスデバイスとの間にデータ無線ベアラ（ＤＲ
Ｂ）チャネルを確立するために、前記ワイヤレスデバイスに前記ＳＲＢチャネルを介して
シグナリングデータを送ることと、
　前記ＤＲＢチャネルを介して前記第２のアプリケーションデータメッセージを送ること
と
をさらに含む、上記Ｃ７３に記載の方法。
　　［Ｃ８２］
　前記第１のアプリケーションと前記第２のアプリケーションとが同じアプリケーション
である、上記Ｃ８１に記載の方法。
　　［Ｃ８３］
　前記アプリケーションデータが、開放型システム間相互接続（ＯＳＩ）モデルのアプリ
ケーションレイヤ（レイヤ７）中のアプリケーションのためのデータを含む、上記Ｃ７３
に記載の方法。
　　［Ｃ８４］
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記ワイヤレスデバイスに前記アプリケーションデータメ
ッセージを送ることが、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）と前記ワイヤレスデバイ
スとの間でデータを通信するノードに前記アプリケーションデータメッセージを送ること
を備え、前記モビリティ管理エンティティは、パケットデータネットワークから前記アプ
リケーションデータメッセージを直接受信することが可能である、上記Ｃ７３に記載の方
法。
　　［Ｃ８５］
　前記アプリケーションデータメッセージが第１のアプリケーションのための第１のアプ
リケーションデータメッセージを備え、前記方法が、
　前記ネットワークリソースを用いて第２のアプリケーションのための第２のアプリケー
ションデータメッセージを受信することと、
　前記第１のアプリケーションデータメッセージと前記第２のアプリケーションデータメ
ッセージとをアグリゲートアプリケーションデータメッセージへとアグリゲートすること
と
をさらに備え、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アプリケーションデータメッセージを送るべきである
と決定することが、前記ＳＲＢチャネルを介して前記アグリゲートアプリケーションデー
タメッセージを送るべきであると決定することを備え、前記方法が、
　前記ＳＲＢチャネルを介して前記アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送
るべきであると決定すると、前記ＳＲＢチャネルを介して前記ワイヤレスデバイスに前記
アグリゲートアプリケーションデータメッセージを送ること
をさらに含む、上記Ｃ７３に記載の方法。
　　［Ｃ８６］
　前記アプリケーションデータメッセージは、前記アプリケーションが前記ＳＲＢチャネ
ルを介して送ることを要求する１つまたは複数のアプリケーションデータメッセージの第
１のグループを備え、前記方法が、
　前記ネットワークリソースを用いて、前記アプリケーションが前記ＤＲＢチャネルを介
して送ることを要求するアプリケーションデータメッセージの第２のグループを受信する
ことと、
　前記アプリケーションの要求に基づいて、１つまたは複数のＤＲＢチャネルを介してア
プリケーションデータメッセージの前記第２のグループを送ることと
をさらに含む、上記Ｃ７３に記載の方法。
　　［Ｃ８７］
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　アプリケーションデータメッセージの前記第１のグループがプッシュツートーク（ＰＴ
Ｔ）呼設定メッセージを含む、上記Ｃ８６に記載の方法。

【図１】 【図２】
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