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(57)【要約】
無線通信ネットワークにおける輻輳を低減させる方法が
、提示される。方法は、ネットワークの少なくとも１つ
のネットワークノードの輻輳レベルを監視することを含
む。輻輳レベルが第１の閾値を上回る場合、方法は、第
１の輻輳制御機構を開始することを含む。輻輳レベルが
第２の閾値を上回る場合、方法は、第２の輻輳制御機構
を開始することを含み、第２の閾値は、第１の閾値を上
回る。いくつかの実装では、第１の輻輳制御機構は、コ
ーデックレート適応（ＣＲＡ）を含み、第２の輻輳制御
機構は、新しいサービス要求を拒否することおよび既存
のサービスをドロップすることのうちの少なくとも１つ
を含む。方法は、第１の輻輳制御機構を開始後、タイマ
を始動させることと、タイマが、所定の値に到達し、か
つ、輻輳レベルが第１の閾値を上回っている場合、第２
の制御機構を開始することとを含み得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信ネットワークにおける輻輳を低減させる方法であって、
　前記ネットワークの少なくとも１つのネットワークノードの輻輳レベルを監視すること
と、
　前記輻輳レベルが第１の閾値を上回る場合、第１の輻輳制御機構を開始することと、
　前記輻輳レベルが第２の閾値を上回る場合、第２の輻輳制御機構を開始することであっ
て、前記第２の閾値は、前記第１の閾値を上回る、ことと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記第１の輻輳制御機構は、コーデックレート適応（ＣＲＡ）を含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項３】
　前記第２の輻輳制御機構を開始することは、新しいサービス要求を拒否することおよび
既存のサービスをドロップすることのうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項４】
　前記第１の輻輳制御機構を開始後、タイマを始動させることと、
　前記タイマが所定の値に到達し、かつ、前記輻輳レベルが前記第１の閾値を上回ってい
る場合、前記第２の制御機構を開始することと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の輻輳制御機構および前記第２の輻輳制御機構のうちの少なくとも１つは、前
記少なくとも１つのネットワークノードのタイプに基づいて選択される、請求項１に記載
の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのネットワークノードがアクセスネットワークノードを含む場合、
前記第１および第２の輻輳制御機構のうちの少なくとも１つは、コーデックレート適応（
ＣＲＡ）、従来の輻輳制御（ＣＣＣ）、サービスの質（ＱｏＳ）修正、およびｅＮＢ負荷
バランシングのうちの少なくとも１つを含み、
　前記少なくとも１つのネットワークノードがコアネットワークノードを含む場合、前記
第１および第２の輻輳制御機構のうちの少なくとも１つは、選択的インターネットプロト
コル（ＩＰ）フロートラフィック負荷移転（ＳＩＰＴＯ）、サービングゲートウェイ（Ｓ
ＧＷ）負荷バランシング、およびパケットゲートウェイ（ＰＧＷ）負荷バランシングのう
ちの少なくとも１つを含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　コーデックレート適応（ＣＲＡ）適用タイプインジケータを伝送することを含み、前記
適用タイプインジケータは、サービスタイプを識別し、前記第１の輻輳制御機構を開始す
ることは、前記サービスタイプを有するサービスの輻輳制御を開始することを含む、請求
項１に記載の方法。
【請求項８】
　無線通信ネットワークにおける輻輳を低減させる方法であって、
　前記ネットワークの少なくとも１つのネットワークノードの輻輳レベルを監視すること
と、
　前記輻輳レベルが第１の閾値を上回る場合、
　第１の輻輳制御機構を開始することと、
　第１のタイマを始動させることと、
　前記第１のタイマが第１の所定の値に到達し、かつ、前記輻輳レベルが第２の閾値を上
回っている場合、第２の輻輳制御機構を開始することであって、前記第２の閾値は、前記
第１の閾値未満である、ことと
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　を含む、方法。
【請求項９】
　前記第１の輻輳制御機構は、コーデックレート適応（ＣＲＡ）を含む、請求項８に記載
の方法。
【請求項１０】
　前記第２の輻輳制御機構を開始することは、新しいサービス要求を拒否することおよび
既存のサービスをドロップすることのうちの少なくとも１つを含む、請求項８に記載の方
法。
【請求項１１】
　前記第１の輻輳制御機構および前記第２の輻輳制御機構のうちの少なくとも１つは、前
記少なくとも１つのネットワークノードのタイプに基づいて選択される、請求項８に記載
の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのネットワークノードがアクセスネットワークノードを含む場合、
前記第１および第２の輻輳制御機構のうちの少なくとも１つは、コーデックレート適応（
ＣＲＡ）、従来の輻輳制御（ＣＣＣ）、サービスの質（ＱｏＳ）修正、およびｅＮＢ負荷
バランシングのうちの少なくとも１つを含み、
　前記少なくとも１つのネットワークノードがコアネットワークノードを含む場合、前記
第１および第２の輻輳制御機構のうちの少なくとも１つは、選択的インターネットプロト
コル（ＩＰ）フロートラフィック負荷移転ＳＩＰＴＯ、サービングゲートウェイ（ＳＧＷ
）負荷バランシングおよびパケットゲートウェイ（ＰＧＷ）負荷バランシングのうちの少
なくとも１つを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　コーデックレート適応（ＣＲＡ）適用タイプインジケータを受信することであって、前
記インジケータは、サービスタイプを識別し、前記第１の輻輳制御機構を開始することは
、前記インジケータ内で識別されたものに等しいサービスタイプを有するサービスのみの
輻輳制御を開始することを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１４】
　無線通信ネットワークにおける輻輳を低減させる基地局であって、前記基地局は、
　前記ネットワークの少なくとも１つのネットワークノードの輻輳レベルを監視すること
と、
　前記輻輳レベルが第１の閾値を上回る場合、第１の輻輳制御機構を開始することと、
　前記輻輳レベルが第２の閾値を上回る場合、第２の輻輳制御機構を開始することであっ
て、前記第２の閾値は、前記第１の閾値を上回る、ことと
　を行うように構成されているプロセッサを備えている、基地局。
【請求項１５】
　前記第１の輻輳制御機構は、コーデックレート適応（ＣＲＡ）を含む、請求項１４に記
載の基地局。
【請求項１６】
　前記プロセッサは、
　前記第１の輻輳制御機構を開始後、タイマを始動させることと、
　前記タイマが、所定の値に到達し、かつ、前記輻輳レベルが、前記第１の閾値を上回っ
ている場合、前記第２の制御機構を開始することと
　を行うようにさらに構成されている、請求項１４に記載の基地局。
【請求項１７】
　前記第１の輻輳制御機構および前記第２の輻輳制御機構のうちの少なくとも１つは、前
記少なくとも１つのネットワークノードのタイプに基づいて選択される、請求項１４に記
載の基地局。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのネットワークノードがアクセスネットワークノードを含む場合、



(4) JP 2013-526186 A 2013.6.20

10

20

30

40

50

前記第１および第２の輻輳制御機構のうちの少なくとも１つは、コーデックレート適応（
ＣＲＡ）、従来の輻輳制御（ＣＣＣ）、サービスの質（ＱｏＳ）修正、およびｅＮＢ負荷
バランシングのうちの少なくとも１つを含み、
　前記少なくとも１つのネットワークノードがコアネットワークノードを含む場合、前記
第１および第２の輻輳制御機構のうちの少なくとも１つは、選択的インターネットプロト
コル（ＩＰ）フロートラフィック負荷移転（ＳＩＰＴＯ）、サービングゲートウェイ（Ｓ
ＧＷ）負荷バランシング、およびパケットゲートウェイ（ＰＧＷ）負荷バランシングのう
ちの少なくとも１つを含む、請求項１７に記載の基地局。
【請求項１９】
　無線通信ネットワークにおける輻輳を低減させるユーザ機器であって、前記ユーザ機器
は、
　前記ネットワークの少なくとも１つのネットワークノードの輻輳レベルが第１の閾値を
上回る場合、第１の輻輳制御機構を実装することと、
　前記輻輳レベルが第２の閾値を上回る場合、第２の輻輳制御機構を実装することであっ
て、前記第２の閾値は、前記第１の閾値を上回る、ことと
　を行うように構成されているプロセッサを備えている、ユーザ機器。
【請求項２０】
　前記第１の輻輳制御機構および前記第２の輻輳制御機構のうちの少なくとも１つは、コ
ーデックレート適応（ＣＲＡ）を含む、請求項１９に記載のユーザ機器。
【請求項２１】
　前記プロセッサは、
　より低いレートでデータを伝送および受信することによって、前記第１の輻輳制御機構
を実装することと、
　新しいサービス要求を拒否することおよび既存のサービスをドロップすることのうちの
少なくとも１つによって、前記第２の輻輳制御機構を実装することと
　を行うようにさらに構成されている、請求項１９に記載のユーザ機器。
【請求項２２】
　前記第１の輻輳制御機構を開始することは、適用タイプインジケータ内で識別されるサ
ービスに等しいサービスタイプを有するサービスのみの輻輳制御を開始することを含む、
請求項７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（優先権の主張）
　本願は、米国特許出願第１２／７６６，６６１号（２０１０年４月２３日出願）を基礎
とする優先権を主張する。該出願の全内容は、参照により本明細書に援用される。
【０００２】
　（技術分野）
　本開示は、概して、通信システムにおける輻輳制御を提供する方法に関し、より具体的
には、汎用地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）、進化型ＵＴＲＡＮ（Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮ）、および他のパケット交換（ＰＳ）ネットワークにおける輻輳制御を提供する方
法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　本明細書で使用される場合、用語「ユーザ機器」（ＵＥ）は、「移動局」（ＭＳ）、「
ユーザエージェント」（ＵＡ）、あるいは固定および携帯電話、形態情報端末（ＰＤＡ）
、ハンドヘルドまたはラップトップコンピュータ、スマートフォン、プリンタ、ファック
ス機器、テレビ、セットトップボックス、および他のビデオディスプレイデバイス、自宅
用オーディオ機器および他の自宅用エンターテーメントシステム、自宅用制御システム（
例えば、自宅用監視、アラームシステム、および温度制御システム）、コンピュータ化さ
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れた冷蔵庫等の進化型自宅用器具、およびネットワーク通信能力を有する類似デバイス等
、電子デバイスを含み得る、他のデバイスを指すことができる。いくつかの構成では、Ｕ
Ｅは、モバイル無線デバイスを指し得る。「ＵＥ」はまた、デスクトップコンピュータ、
セットトップボックス、またはＴＶ、ＩＰＴＶ、および／またはネットワークノード等、
容易に可搬ではないが、類似能力を有するデバイスを指し得る。
【０００４】
　用語「デバイス」または「ＵＥ」はまた、固定またはモバイルであり得る、セッション
開始プロトコル（ＳＩＰ）ユーザエージェント（ＵＡ）を指し得る。ＵＡが、ネットワー
クノードである場合、ネットワークノードは、ＵＡまたは固定回線デバイス等の別の機能
の代わりに作用し、ＵＡまたは固定回線デバイスをシミュレートまたは模倣し得る。例え
ば、いくつかのＵＡの場合、典型的には、デバイス上に常駐するであろう、インターネッ
トプロトコル（ＩＰ）マルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）ＳＩＰクライアントは、実
際には、ネットワーク内に常駐し、最適化されたプロトコルを使用して、ＳＩＰメッセー
ジ情報をデバイスに中継する。言い換えると、従来、ＵＥによって行われていたいくつか
の機能は、遠隔ＵＥの形態で分散されることができ、遠隔ＵＥは、ネットワーク内のＵＥ
を表す。
【０００５】
　概して、用語「ユーザエージェント」、「ＵＡ」、「ユーザ機器」、「ＵＥ」、および
「ノード」は、本明細書では、同義的に使用され得る。当業者は、これらの用語が、本願
内において、互換可能に使用することができることを理解するであろう。
【０００６】
　ＵＥは、種々のネットワーク構成および／または無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用し
て、高速データ通信を提供する、無線通信ネットワーク内で動作し得る。例えば、ＵＥは
、モバイル通信のためのグローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））および汎用パケット
無線サービス（ＧＰＲＳ）技術に従って、動作し得る。ＵＥはさらに、汎用地上無線アク
セスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）、進化型ＵＴＲＡＮ（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）、ＧＳＭ（登録
商標）進化型高速データレート（ＥＤＧＥ）、進化型ＧＰＲＳ（ＥＧＰＲＳ）、または進
化型ＧＰＲＳフェーズ２（ＥＧＰＲＳ２）等の種々のネットワーク実装に従って、動作し
得る。いくつかのＵＥは、マルチモード動作可能であってもよく、一度に単一アクセスネ
ットワーク上で、または、いくつかのデバイスでは、複数のアクセス技術を同時に使用し
て、２つ以上のアクセスネットワーク技術上で動作することができる。
【０００７】
　無線電気通信システムでは、基地局内の伝送機器が、セルとして知られる地理的領域を
通して、信号を伝送する。技術が進化するのに伴って、より高度な機器が、導入され、以
前は不可能であったサービスを提供することができるようになっている。高度な機器とは
、例えば、従来の無線電気通信システムにおける同等機器より高度に進化している、基地
局または他のシステムおよびデバイスではなく、Ｅ－ＵＴＲＡＮノードＢ（ｅＮＢ）を含
む場合がある。そのような高度なまたは次世代機器は、本明細書では、ロングタームエボ
リューション（ＬＴＥ）機器と称され、そのような機器を使用する、パケットベースのネ
ットワークは、進化型パケットシステム（ＥＰＳ）と称され得る。本明細書で使用される
場合、用語「アクセスデバイス」は、ＵＥに、電気通信システム内の他のコンポーネント
へのアクセスを提供することができる、従来の基地局、ｅＮＢ、または他のＬＴＥアクセ
スデバイス等の任意のコンポーネントを指し得る。
【０００８】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）システムでは、音声サービスは、
一連の手段によって、モバイルオペレータにより提供することができる。ＧＰＲＳ／ＥＤ
ＧＥ無線アクセスネットワーク（ＧＥＲＡＮ）および汎用地上無線アクセスネットワーク
（ＵＴＲＡＮ）を介して、例えば、回路交換（ＣＳ）インフラストラクチャを使用して、
音声サービスを提供し得る。代替として、ＵＴＲＡＮおよびＥ－ＵＴＲＡＮを介して、Ｅ
ＰＳインフラストラクチャは、ＰＳ通信のために使用することができる。
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【０００９】
　図１は、３ＧＰＰアクセスのために構成される、ＥＰＳシステムの例示的アーキテクチ
ャの例証である。ＵＥ１０は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１２を経由して、通信するように構成され
る。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１２と通信時、ＵＥ１０は、例えば、ＬＴＥ－Ｕｕインターフェース
を使用し得る。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１２は、順に、モバイル管理エンティティ（ＭＭＥ）１４
およびサービングゲートウェイ１６と通信するように構成される。ＭＭＥ１４は、Ｅ－Ｕ
ＴＲＡＮ１２とサービングゲートウェイ１６との間の通信を促進する。その機能を果たす
ために、ＭＭＥ１４は、サービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）１８および自宅
用加入者サーバ（ＨＳＳ）２０にアクセスし得る。
【００１０】
　サービングゲートウェイ１６は、ＵＴＲＡＮ２２および／またはＧＥＲＡＮ２４へのゲ
ートウェイとして動作するように構成され得、ＳＧＳＮ１８と通信する。サービングゲー
トウェイ１６はまた、パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ２６と通信す
る。ＰＤＮゲートウェイ１６は、順に、例えば、ＩＭＳおよびＰＳＳを含み得る、ネット
ワークオペレータのＩＰサービス３０に接続される。ＰＤＮゲートウェイ１６はまた、課
金率およびセキュリティに加え、帯域幅およびルート配分を管理することができる、ポリ
シーおよび課金ルール機能（ＰＣＲＦ）２８と通信する。
【００１１】
　ＵＴＲＡＮ、Ｅ－ＵＴＲＡＮ、または他のネットワークでは、輻輳制御のための機構を
提供することが必要であり得る。ネットワーク上の負荷が、過剰となる場合、ネットワー
ク上のトラフィクは輻輳し、ネットワークユーザは、深刻な性能劣化を被り得る。進行中
の通信（例えば、輻輳が開始する前に確立された通信チャネル上で生じる通信）の場合、
通信は、特に、通信が、比較的に大量の帯域幅（例えば、ビデオ会議または他のビデオ通
信）を使用する場合、中断され得る。ネットワークが、重度に輻輳される場合、ビデオ通
信は、中断され、フレームレートの低下をもたらし、可能性として、通信に著しい一時停
止を生じさせ得る。音声通信の場合、輻輳は、音声呼の質を悪化させ、可能性として、サ
ービスが著しく中断され得る。輻輳したネットワークでは、新しい通信チャネル（例えば
、音声またはビデオ会議呼の開始）のための要求は、著しく遅延され、再び、マイナスの
ユーザ経験をもたらし得る。輻輳が、十分に有害である場合、新しい通信のための要求は
、完全に履行されないであろう。
【００１２】
　ネットワークが、輻輳状態であることを検出するのに伴って、１つ以上の輻輳制御機構
が、開始され、接続されたデバイスの各々によって生成されているネットワークトラフィ
ックの量を最小限にし、それによって、輻輳状態を緩和し得る。輻輳制御機構は、例えば
、各接続されたデバイス（例えば、１つ以上のＵＥ）が、より低い質におけるデータの伝
送および受信を開始し、それによって、より少ない帯域幅を使用すること、または特定の
サービス（例えば、ビデオ会議呼のビデオ部分）が、完全に断念されることを要求し得る
。輻輳制御を提供するためのいくつかの既存の機構が存在する。機構は、サービス承認お
よび保持ポリシー（ＡＲＰ）に基づくネットワーク開始サービスの質（ＱｏＳ）の修正、
コーデックレート適応（ＣＲＡ）、基地局負荷バランシング等を含む。ポリシーおよび課
金制御アーキテクチャに関する３ＧＰＰ　ＴＳ２３．２０３における定義によって、Ｑｏ
ＳパラメータＡＲＰは、優先度レベル、プリエンプション能力、およびプリエンプション
脆弱性に関する情報を含む。優先度レベルは、リソース要求の相対的重要性を定義する。
これは、ベアラ確立または修正要求が、承認されるかどうか、または要求が、リソース制
限のため、拒否される必要があるかどうか決定することを可能にする。また、リソース制
限の間、どの既存のベアラにプリエンプトさせるべきかを決定するために使用することが
できる。ＡＲＰ優先度レベルの範囲は、優先度の最高レベルを１として、１から１５であ
る。プリエンプション能力情報は、サービスデータフローが、より低い優先度レベルを伴
う別のサービスデータフローに既に割り当てられたリソースを得ることができるかどうか
定義する。プリエンプション脆弱性情報は、サービスデータフローが、より高い優先度レ
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ベルを伴うサービスデータフローを承認するために、それに割り当てられたリソースを喪
失することができるかどうかを定義する。プリエンプション能力およびプリエンプション
脆弱性は、「はい」または「いいえ」のいずれかに設定することができる。議論の便宜上
、プリエンプション能力およびプリエンプション脆弱性は両方とも、「はい」の値に設定
されると仮定され得る。
【００１３】
　輻輳下、ネットワークは、輻輳状態を緩和する試みにおいて、輻輳制御機構を実装し得
る。多くの場合、輻輳の閾値レベルは、輻輳制御機構が開始される前に、到達されなけれ
ばならない。輻輳制御トリガ閾値が、各輻輳制御機構に対して同一である場合、複数の輻
輳制御機構が、同時に開始され得る（例えば、ネットワークが、８０％輻輳に到達すると
、すべての利用可能な輻輳制御機構が、アクティブ化される）。しかしながら、ある場合
には、複数の輻輳制御機構が、同時に開始されると、異なる機構の動作が、ある輻輳機構
と衝突し、別の輻輳機構の動作および性能に悪影響を及ぼす。
【００１４】
　例えば、ネットワークは、２つの輻輳軽減方式：ＣＲＡ方式および従来の輻輳制御（Ｃ
ＣＣ）方式を実装するように構成され得る。ＣＲＡ方式は、接続されたデバイスに、その
コーデックレートを低減させ、通信チャネルあたりの使用帯域幅をより少なくし、より低
い質の通信をもたらす。したがって、ＣＲＡ方式は、より低いコーデックレートにおいて
のみ、既存の通信チャネルおよびサービスの進行中の使用を可能にし得る。対照的に、従
来の輻輳方式は、ネットワークに、大量の帯域幅（例えば、ビデオ）を消費する、サービ
スの要求をドロップまたは却下させる。高帯域幅消費サービスをドロップさせることによ
って、ネットワーク輻輳は、最小限にされる。故に、ＣＲＡおよび従来の輻輳方式が両方
とも、同時に実装される場合、その動作は、衝突するであろう。ＣＲＡ方式は、ネットワ
ークトラフィックを最小限にしようと試みる一方、ネットワーク上のすべての利用可能な
サービスの使用を可能にする。一方、従来の輻輳制御方式は、ＣＲＡ方式が、保存するよ
うに構成される、全く同じサービス（例えば、高帯域幅サービス）の要求を拒絶すること
によって、ＣＲＡ方式と逆に作用する。同様に、他の輻輳制御機構も、相互に干渉し得る
。
【００１５】
　故に、配備された輻輳制御機構から生じる干渉または衝突の量を最小限にするように、
輻輳制御機構を配備するためのシステムおよび方法の必要性が存在する。また、より具体
的には、どの特定の輻輳制御機構が実装されるかに応じて、順序および閾値トリガを制御
するように優先化方式を展開させる、輻輳制御配備システムの必要性が存在する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　本開示は、概して、通信システムにおける輻輳制御を提供する方法に関し、より具体的
には、汎用地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）、進化型ＵＴＲＡＮ（Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮ）、および他のパケット交換（ＰＳ）ネットワークにおける輻輳制御を提供する方
法に関する。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　この目的を達成するために、いくつかの実施形態は、無線通信ネットワークにおける輻
輳を低減させる方法を含む。方法は、ネットワークの少なくとも１つのネットワークノー
ドの輻輳レベルを監視することと、輻輳レベルが第１の閾値を上回る場合、第１の輻輳制
御機構を開始することとを含む。方法は、輻輳レベルが第２の閾値を上回る場合、第２の
輻輳制御機構を開始することを含む。第２の閾値は、第１の閾値を上回る。
【００１８】
　他の実施形態は、無線通信ネットワークにおける輻輳を低減させる方法を含む。方法は
、ネットワークの少なくとも１つのネットワークノードの輻輳レベルを監視することと、
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輻輳レベルが第１の閾値を上回る場合、第１の輻輳制御機構を開始することと、第１のタ
イマを始動させることとを含む。第１のタイマが、第１の所定の値に到達し、かつ、輻輳
レベルが第２の閾値を上回っている場合、方法は、第２の輻輳制御機構を開始することを
含む。第２の閾値は、第１の閾値未満である。
【００１９】
　他の実施形態は、無線通信ネットワークにおける輻輳を低減させるための基地局を含む
。基地局は、ネットワークの少なくとも１つのネットワークノードの輻輳レベルを監視し
、輻輳レベルが第１の閾値を上回る場合、第１の輻輳制御機構を開始するように構成され
る、プロセッサを含む。輻輳レベルが第２の閾値を上回る場合、プロセッサは、第２の輻
輳制御機構を開始するように構成される。第２の閾値は、第１の閾値を上回る。
【００２０】
　他の実施形態は、無線通信ネットワークにおける輻輳を低減させるためのユーザ機器を
含む。ユーザ機器は、ネットワークの少なくとも１つのネットワークノードの輻輳レベル
が第１の閾値を上回る場合、第１の輻輳制御機構を実装するように構成されるプロセッサ
を含む。輻輳レベルが第２の閾値を上回る場合、プロセッサは、第２の輻輳制御機構を実
装するように構成される。第２の閾値は、第１の閾値を上回る。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
　本開示をより完全に理解するために、添付の図面および発明を実施するための形態と併
せて理解される、以下の簡単な説明を参照し、類似参照数字は、類似部品を表す。
【図１】図１は、３ＧＰＰアクセスのために構成される、ＥＰＳシステムの例示的アーキ
テクチャの例証である。
【図２】図２は、いくつかの候補ネットワークノードを示し、各ネットワークノードをネ
ットワークノードの輻輳を緩和するのに好適な輻輳制御機構に関連付ける例証である。
【図３】図３は、ユーザエージェントの実施形態を含む、無線通信システムを例証する。
【図４】図４は、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）およびメモリを含む、ユーザエージ
ェントのブロック図を示す。
【図５】図５は、ユーザエージェントのプロセッサによって実装され得る、ソフトウェア
環境を例証する。
【図６】図６は、ネットワーク間で遷移するセッションのための継続性を提供する方法を
実装するために好適な処理コンポーネントを含むシステムの実施例を例証する。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　次に、本開示の種々の側面について、付随の図面を参照して説明するが、同一数字は、
全体を通して、同一または対応する要素を指す。しかしながら、図面およびそれに関連す
る発明を実施するための形態は、請求される主題を開示される特定の形態に限定すること
を意図するものではないことを理解されたい。むしろ、請求される主題の精神および範囲
内にある、すべての修正、均等物、および代替を網羅することを意図する。
【００２３】
　本明細書で使用される場合、用語「コンポーネント」、「システム」等は、ハードウェ
ア、ハードウェアおよびソフトウェアの組み合わせ、ソフトウェア、または実行中である
ソフトウェアのいずれかである、コンピュータ関連エンティティを指すように意図される
。例えば、コンポーネントは、プロセッサ上で起動するプロセス、プロセッサ、オブジェ
クト、実行ファイル、実行のスレッド、プログラム、および／またはコンピュータであり
得るが、それらに限定されない。例証として、コンピュータ上で起動するアプリケーショ
ンおよびコンピュータは両方とも、コンポーネントであり得る。１つ以上のコンポーネン
トは、プロセスおよび／または実行のスレッド内に常駐してもよく、コンポーネントは、
１つのコンピュータ上に位置し、および／または２つ以上のコンピュータ間に分散され得
る。
【００２４】
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　単語「例示的」とは、本明細書では、実施例、事例、または例証としての役割を果たす
ことを意味するために使用される。「例示的」として、本明細書に説明される任意の側面
または設計は、必ずしも、他の側面または設計より好ましいまたは有利であると解釈され
るわけではない。
【００２５】
　さらに、開示される主題は、本明細書に詳述される側面を実装するために、コンピュー
タまたはプロセッサベースのデバイスを制御するためのソフトウェア、ファームウェア、
ハードウェア、または任意のそれらの組み合わせを生産する標準的プログラミングおよび
／またはエンジニアリング技法を使用して、システム、方法、装置、または製品として、
実装され得る。用語「製品」（または、代替として、「コンピュータプログラム製品」）
は、本明細書で使用される場合、任意のコンピュータ可読デバイスからアクセス可能なコ
ンピュータプログラム、キャリア、またはメディアを包含するように意図される。例えば
、コンピュータ可読メディアは、磁気記憶デバイス（例えば、ハードディスク、フロッピ
ー（登録商標）ディスク、磁気ストリップ等）、光学ディスク（例えば、コンパクトディ
スク（ＣＤ）、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）等）、スマートカード、およびフラッ
シュメモリデバイス（例えば、カード、スティック等）を含むことが、それらに限定され
ない。加えて、キャリアは、電子メールを伝送および受信する際、あるいはインターネッ
トまたはローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）等のネットワークにアクセスする際、使
用されるもの等、コンピュータ可読電子データを搬送するために採用することを理解され
たい。当然ながら、当業者は、請求される主題の範囲または精神から逸脱することなく、
本構成に多くの修正を行い得ることを認識するであろう。
【００２６】
　通信ネットワークが、ネットワークが輻輳状態であることを検出すると、１つ以上の輻
輳制御機構が、開始され、ネットワークに接続され、それを経由して通信する、デバイス
の各々によって生成される、ネットワークトラフィックの量を最小限にし得る。輻輳制御
機構は、各デバイスが、より低い質でデータの伝送および受信を開始するか、または特定
のサービス（例えば、ビデオ会議呼のビデオ部分）が、完全に断念されることを要求し得
る。輻輳制御を提供するためのいくつかの機構が存在する。
【００２７】
　従来の輻輳制御機構を使用して、ネットワーク上の特定のサービスの使用を一時的に拒
絶することができる。サービスは、例えば、音声、ビデオ、データ、または他の通信サー
ビスを含み得る。従来の輻輳制御機構は、特定のサービスの要求が拒否されるようにする
か、または既存のサービスのためのサポートの廃止を生じさせ得る。特定のサービスの廃
止、その使用の拒絶、またはドロップすることによって、残りのサービスのためのＱｏＳ
レベルを維持することができる。
【００２８】
　従来の輻輳制御機構は、概して、ｅＵＴＲＡＮにおける特定のベアラまたはＵＴＲＡＮ
におけるＰＤＰコンテキスト（例えば、サービス）に関連付けられたＡＲＰのレベルを使
用することによって、制御される。ＡＲＰは、特定のサービスに関連するベアラ確立また
はベアラ修正要求が、承認されるべきかどうか、または要求が、リソース制限（例えば、
典型的には、保証ビットレート（ＧＢＲ）ベアラのために要求される利用可能な無線容量
に基づく制限）によって拒否されるべきかどうか決定する。ＡＲＰの優先度レベル情報は
、異なるベアラのための優先度順序を作成するために使用することができ、特定のサービ
ス要求が、承認されるべきかどうか決定するために使用され得る。故に、より高い優先度
レベルを伴うベアラのための要求は、より低い優先度ベアラのための要求よりも概して、
優先され、承認される。
【００２９】
　ＡＲＰはまた、例外的リソース制限中（例えば、ハンドオーバ時）、どのベアラがドロ
ップすべきかを決定するために使用することができる。例えば、ビデオ電話の場合、各Ｅ
ＰＳベアラ（例えば、ビデオ電話呼の個々の音声ベアラおよびビデオベアラ要素）に同一
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ＵＥのための異なるＡＲＰ値を配分することが有益であり得る。その場合、オペレータは
、音声ベアラをより高い優先度レベルＡＲＰを伴う第１のベアラに、ビデオベアラをより
低い優先度レベルＡＲＰを伴う第２のベアラにマップすることができる。輻輳状況（例え
ば、セルエッジ）では、ネットワークは、次いで、サービス継続性を改善するために、音
声ベアラに影響を及ぼすことなく、最初に、ビデオベアラをドロップする、またはそれに
輻輳制御機構実装するであろう。
【００３０】
　従来の輻輳制御では、ＡＲＰはまた、例外的状況、例えば、災害状況において、容量を
空けておくために使用することができる。そのような場合、ネットワークは、特定のＡＲ
Ｐ優先度レベルより低いすべてのベアラをドロップし、追加のネットワーク容量を空けて
もよい。したがって、ネットワークが、輻輳の例外的レベルを経験する場合、より高い優
先度サービスのＱｏＳは、より低い優先度サービスをドロップすることによって、維持す
ることができる。
【００３１】
　第２の輻輳制御方式である、サービス承認および拒否ポリシー適応に基づく、ネットワ
ーク開始ＱｏＳ修正は、ＧＢＲベアラ／パケットデータプロトコル（ＰＤＰ）コンテキス
トのＧＢＲを低減させ、ネットワーク輻輳を緩和するために使用され得る。本方式を使用
することによって、基地局および／または他のコアネットワーク要素輻輳を経験する場合
、アクティブサービスのＱｏＳパラメータ値は、ネットワーク容量を空けるために低くさ
れる。本方式の一例示的実装では、ＴＳ２３．４０１の第５．４．２．１項（３ＧＰＰ　
ＴＳ２３．４０１　ＧＰＲＳ　ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｅ－ＵＴＲＡＮ　ａ
ｃｃｅｓｓ）に説明される、ＱｏＳパラメータ更新プロシージャを伴う、パケットデータ
ネットワークゲートウェイ（ＰＧＷ）開始ベアラ修正が、そのような目的のために使用さ
れ、ネットワークリソース使用報告に従って、ポリシーおよび課金ルール機能（ＰＣＲＦ
）によって作成された動的ポリシーおよび課金制御（ＰＣＣ）ルールを実装することがで
きる。
【００３２】
　ＣＲＡも、特定のサービスの有効ＱｏＳを低減することによって、輻輳を軽減し、より
多くの同時サービスを可能にするために使用され得る。ＣＲＡを使用することによって、
基地局は、初期コーデックレート選択を制御し、および／または接続されたＵＥまたは他
のデバイスのためのコーデックレート低減をトリガし得る。したがって、基地局（例えば
、ｅＮＢ）は、容量（例えば、いくつかの承認されたＶｏＩＰ呼の観点から）を増加させ
、対象範囲（例えば、高ビットレートビデオセッションのための）を改善することができ
る。基地局が、輻輳を経験すると、コーデックレートは、低減され得、アクティブサービ
スのための有効ＱｏＳは、容量を空けるために低くされるが、ＱｏＳパラメータ値は、不
変のままであることができる。一実施例では、輻輳を経験すると、基地局は、接続された
ＵＥに、その初期（または、進行中）コーデックレート選択を低減させることによってＣ
ＲＡを開始し、それによってＣＲＡを実装す得る。
【００３３】
　基地局（例えば、ｅノードＢ）負荷バランシング（例えば、ＴＳ３６．３００３　ＧＰ
Ｐ　ＴＳ３６．３００　Ｅ－ＵＴＲＡ　ａｎｄ　Ｅ－ＵＴＲＡＮ　Ｏｖｅｒａｌｌ　Ｄｅ
ｓｃｒｉｐｔｉｏｎの第１１．１．６節参照）も、ネットワーク輻輳を緩和するために使
用することができる。基地局またはネットワーク負荷バランシングは、複数のネットワー
クセルにわたるトラフィック負荷の不均衡分散に対処するために使用することができる。
負荷バランシングは、ネットワーク内の無線リソースが、大いに利用されたままであり、
既存のセッションのＱｏＳが、可能な範囲で維持されるように、ネットワーク負荷を再分
散させるために使用することができる。これは、同様に、呼またはセッションドロップの
可能性を最小限にする。負荷バランシングアルゴリズムは、ハンドオーバまたはセル再選
択決定を生じさせ、高負荷セルからのトラフィックを活用されていないセルに再分散させ
得る。負荷バランシングを使用して、アクティブサービスのＱｏＳは、同一基地局のセル
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間またはいくつかの異なる基地局間のサービスを再分散させることによって、維持するこ
とができる。
【００３４】
　別の輻輳制御機構は、選択的ＩＰフロートラフィック負荷移転（ＳＩＰＴＯ）（例えば
、ＴＲ２３．８２９　Ｌｏｃａｌ　ＩＰ　Ａｃｃｅｓｓ　ａｎｄ　Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｉ
Ｐ　Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｏｆｆｌｏａｄ参照）を含む。本輻輳制御機構を使用して、コアネ
ットワークトラフィックの一部は、コアパケットゲートウェイから代替ローカルゲートウ
ェイに負荷移転することができる。ローカルゲートウェイに負荷移転後、ローカルゲート
ウェイによって行われるＱｏＳ実施は、コアネットワーク制御下でなくてもよい。その結
果、ローカル接続を経由するサービスＱｏＳは、コア接続のものと異なり得る。
【００３５】
　３ＧＰＰネットワークを具体的に参照すると、エンコーダ選択およびレート適応輻輳制
御機構は、ＵＴＲＡＮおよびＥ－ＵＴＲＡＮのために利用可能であるようにされ得る。エ
ンコーダ選択およびレート適応機構は、ネットワークオペレータによって、使用され、ネ
ットワークの現在の負荷条件に基づいて、コーデックレート制御のための効率的機構を提
供し得る。これらの機構は、ネットワークオペレータに、ネットワークの容量を増加させ
る一方、音声および非音声通信の両方に対して、質（すなわち、配分された帯域幅）を制
限し得る。代替として、ネットワークオペレータは、これらの機構を使用して、音声およ
び非音声通信の両方の質を増加させる一方、同時通信のためのネットワークの全体的容量
を制限し得る。
【００３６】
　ＣＲＡ輻輳制御機構を使用して、輻輳したネットワークノード（例えば、ｅノードＢ、
またはｅＮＢ、ノードＢ、またはＮＢ）は、（ダウンリンクまたはアップリンク方向のい
ずれかにおける）そのネットワークノードによって通信されるメッセージのプロトコルヘ
ッダに、輻輳経験（ＣＥ）コードポイントまたは信号（例えば、１１のコードポイント）
を設定するように構成することができる。ＣＥ信号を使用して、ネットワークノードが輻
輳を経験していることを示す。ＣＥ信号を受信後、そのネットワークノードを使用してい
るデバイスは、コードポイントを使用して、コーデックレート選択を制御すること、およ
び／または呼設定時または呼の間、コーデックレート低減をトリガし、デバイスによって
生成されるネットワークトラフィックを最小限にすることができる。故に、ネットワーク
ノードは、その現在の輻輳状態を通信し、接続されたデバイスに、適宜応答させることが
できる。多くの異なるコードポイントが、特定のネットワーク上で定義され、ネットワー
ク輻輳を示し得ること、および／または異なる輻輳制御機構を開始し得ることに留意され
たい。
【００３７】
　そのようなネットワーク実装では、ＣＥ信号は、受信インターネットプロトコル（ＩＰ
）エンドポイントに伝搬し、受信者側デバイスによって、メディアまたはアプリケーショ
ン層受信機に利用可能となり得る。ＣＥ信号を受信後、受信機は、次いで、アプリケーシ
ョン層に、レート低減メッセージ（例えば、リアルタイム制御プロトコル（ＲＴＣＰ）を
経由して）を送信し、対応する送信者側アプリケーションからの新しい送信レートを要求
することができる。
【００３８】
　ネットワーク内では、１つ以上の輻輳制御機構を開始すべき時を定義するために、ある
トリガが確立されることができる。例えば、閾値が、１つ以上の輻輳制御測定を開始する
ことができる、輻輳の特定のレベル（例えば、８０％）として、定義され得る。しかしな
がら、各輻輳制御測定は、異なって動作し、他の輻輳手段と同時に開始すると、相互に干
渉し得る。例えば、コーデックレートに影響を及ぼす、輻輳手段は、前述のように、特定
のサービスへのアクセスを拒絶する、輻輳手段と直接衝突し得る。
【００３９】
　本システムは、輻輳制御方式の優先化を可能にする。一実装では、優先化を使用して、
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能な輻輳制御機構の各々は、特定の輻輳制御機構が開始されるべき条件を定義する、１つ
以上のルールまたは試験に関連付けられる。各機構を異なるルールおよび／またはトリガ
に関連付けることによって、ネットワークは、異なる輻輳制御機構が開始される順序およ
び各機構が開始されるべきネットワーク条件またはタイミングを制御することができる。
したがって、異なる目的を有する、異なる輻輳制御機構間の衝突は、最小限にすることが
できる。さらに、ある壊滅的輻輳条件を定義することができ、そのような条件を前提とし
て、ネットワークは、すべての新しい入信呼を拒否してもよく、または既存の呼をドロッ
プさえし得る。
【００４０】
　例えば、一例示的ネットワークでは、従来の輻輳制御およびＣＲＡ輻輳制御機構の両方
が、アクティブであって、より多くの同時サービスをサポートする一方、輻輳による壊滅
的システム挙動を防止する場合、本システムは、両機構が、同時に開始されず、相互に干
渉しないように、利用可能な輻輳制御機構を異なるトリガルールに関連付けるように構成
され得る。ＣＲＡが、トリガされており（例えば、明示的輻輳通知（ＥＣＮ）または任意
の他のコーデック適応トリガ機構を使用して）、指定時間内に輻輳状態が緩和されていな
かった場合、本システムを使用して、従来の輻輳制御機構（前述のように）が開始され、
新しいサービス要求を拒否するか、またはＡＲＰに従って、種々のサービスベアラをドロ
ップし得る。輻輳制御機構のうちの１つ以上は、ネットワークによって、トリガされ得る
。
【００４１】
　本システムの輻輳制御機構優先度設定は、輻輳制御機構の目的優先度を考慮して、制御
機構間の干渉を最小限にし得る。例えば、一実装では、ネットワークが、輻輳を経験する
と、より低いＱｏＳを伴うより多くのサービスが、ＱｏＳの特定のレベルを維持しながら
より少ないサービスを可能にする輻輳制御機構より、高い優先度を有し得る。したがって
、音声およびビデオ呼のためのコーデックレートが、その最低レベルに設定され、ネット
ワークが、依然として、輻輳を経験する場合、本システムを使用して、次のステップとし
て、ネットワークが呼のドロップを開始することを指定し得る。
【００４２】
　ある場合には、輻輳制御機構の本優先化は、各機構毎に輻輳検出閾値の異なるレベルを
設定することによって、達成され得る。閾値は、従来の輻輳制御が、例えば、ＣＲＡ輻輳
制御のものより高いレベルの輻輳検出閾値を使用するように、選択され得る。その場合、
ネットワークは、最初に、ＣＲＡを従事させ、その輻輳制御機構が、問題の緩和に失敗す
る場合、ネットワークは、例えば、従来の輻輳制御を開始することに進み得る。故に、複
数の輻輳レベル閾値は、各輻輳制御機構毎に定義することができる。輻輳の最高レベルで
は、ネットワークは、すべての呼を拒否および解除するように構成され得る。代替として
、ネットワークは、呼を拒否のみし、すべての呼を解除するように要求されないように構
成され得る。
【００４３】
　表１は、本開示に従って、ネットワークに利用可能な輻輳制御機構の例示的優先度リス
トの例証である。表に示されるように、例示的ネットワークは、２つの制御機構：ＣＲＡ
および従来の呼ドロップまたは除去を実装するように構成される。各機構は、異なる優先
度を割り当てられ、ＣＲＡは、優先度「１」が割り当てられる一方、従来の呼ドロップま
たは除去は、優先度「２」が割り当てられる。表１に示されるように、ＣＲＡは、ネット
ワークが、８０％利用に到達すると、実装されるように構成される。ＣＲＡ制御機構は、
ネットワーク利用が、制御機構が終了される７５％を下回るまで、有効のままであろう。
【００４４】
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【表１】

　表１内では、タイマ値もまた、ＣＲＡ制御機構のために定義される。ＣＲＡ制御機構の
開始に応じて、タイマが、始動される。タイマが切れるか、または定義されたタイマ値に
到達すると（本実施例では、タイマは、３００秒後に切れる）、輻輳状態が緩和されてい
ない（例えば、ネットワーク利用が、７５％を下回らない）場合、次の最高優先度レベル
を有する次の制御機構が実行される。故に、本実施例では、タイマが切れ、ネットワーク
輻輳が、７５％を下回らない場合、従来の呼ドロップまたは除去輻輳制御機構が、ネット
ワークによって、開始されるであろう。
【００４５】
　追加の始動および停止閾値もまた、残りの輻輳制御機構のために定義される。本実施例
では、従来の呼ドロップまたは除去制御機構は、自動的に、ネットワーク利用が８５％を
超える場合、開始され、ネットワーク利用が８０％を下回ると、停止される。
【００４６】
　表１に示される実施例では、２つの輻輳制御機構のみ存在するため、第２の制御機構に
関連付けられたタイマはなく、従来の呼ドロップまたは除去輻輳制御機構のためのタイマ
が切れた場合、実行される第３の機構は存在しない。故に、本システムの多くの実装では
、タイマ値は、１つを除いてすべて制御機構に対して定義されるであろう（すなわち、最
低優先度を伴う機能は、定義されたタイマ値を有していないであろう）。
【００４７】
　代替実装では、表１は、１つ以上の列を除去するように修正され得る。例えば、優先度
「１」を有する輻輳制御機構のみ、始動および停止閾値を有し得る。その場合、他の輻輳
制御機構は、関連付けられた閾値を有していないであろう。代わりに、タイマは、前述の
ように、それらのタイマ値に従って、残りの輻輳制御機構を実行させるように定義される
であろう。その場合、ネットワークが、第１の輻輳制御機構のための定義された閾値に到
達した後、残りの輻輳制御機構は、その関連付けられたタイマが切れた後、開始される。
代替として、本システムは、タイマ値を伴わずに、実装され得る。その場合、利用可能な
輻輳制御機構の各々は、各制御機構のための定義された閾値によって、制御されるであろ
う。
【００４８】
　本開示によると、表１に示されるものに類似する優先度リストは、ネットワークに利用
可能な輻輳制御機構の任意のもののために定義することができる。輻輳制御機構は、前述
のものまたはネットワーク内の輻輳を制御するために使用される他の機構を含み得る。さ
らに、ネットワークに利用可能な任意のデータは、閾値を定義する際に使用され得る。例
えば、閾値は、ネットワークリソース使用、接続されたデバイスの数、接続されたデバイ
スの加入プラン、時刻、外部条件（例えば、地震、嵐、または激しい攻撃等の大惨事）等
の要因の組み合わせに基づいて、定義され得る。
【００４９】
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　優先化レベルに加え、異なる輻輳制御機構は、制御機構が、最大利点を提供する、輻輳
したネットワークノードおよび／またはネットワークデバイスのタイプに従って、分類す
ることができる。これらの特性化は、次いで、特定のネットワークノードが、輻輳の大部
分を経験している場合、最も適切な輻輳制御機構を識別するために使用され得る。例えば
、ネットワーク開始ＱｏＳ修正およびＳＩＰＴＯ輻輳制御機構は、主に、ＰＧＷ等のコア
ネットワークノード内の輻輳を緩和する際に有効であり得る。対照的に、コーデック適応
およびｅノードＢ負荷バランシング輻輳制御機構は、アクセスネットワークノードにおけ
る輻輳を緩和する。
【００５０】
　図２は、いくつかの候補ネットワークノードを示し、各ネットワークノードをネットワ
ークノードの輻輳を緩和するために好適な輻輳制御機構に関連付ける、例証である。図２
は、異なるネットワークコンポーネント間の可能性のある関係を例証し、各コンポーネン
トを特定の輻輳制御機構に関連付けることが意図される。図２に示されるように、いくつ
かのＵＥ（例えば、ＵＥ１、ＵＥ２およびＵＥ３）は、いくつかの基地局（例えば、ｅＮ
Ｂ１、ｅＮＢ２、およびｅＮＢ３）と通信することができる。ＵＥおよび基地局は、アク
セスネットワーク５０の一部として、グループ化され、アクセスネットワーク５０内のノ
ードであり得る。また、図２に示されるように、いくつかのサービングゲートウェイ（Ｓ
ＧＷ）（例えば、ＳＧＷ１、ＳＧＷ２、およびＳＧＷ３）は、基地局およびＰＧＷ（例え
ば、ＰＧＷ１およびＰＧＷ２）ならびにＰＣＲＦと通信することができる。ＳＧＷ、ＰＧ
Ｗ、およびＰＣＲＦは、コアネットワーク５２の一部として、グループ化され、コアネッ
トワーク５２内のノードである。
【００５１】
　図２に示されるように、ｅＮＢ容量は、主に、ＣＲＡ、従来の輻輳制御（ＣＣＣ）、Ｑ
ｏＳ修正（ＱｏＳ）、およびｅＮＢまたは基地局負荷バランシング（ｅＮＢＬＢ）を含む
、輻輳制御機構によって、恩恵を受ける。コアネットワーク要素ＳＧＷは、主に、ＣＲＡ
、ＱｏＳ、ＣＣＣ、ＳＧＷ負荷バランシング、およびＳＩＰＴＯを含む、輻輳制御機構に
よって、恩恵を受ける。コアネットワーク要素ＰＧＷは、主に、ＣＲＡ、ＱｏＳ、ＣＣＣ
、ＰＧＷ負荷バランシング、およびＳＩＰＴＯを含む、輻輳制御機構によって、恩恵を受
ける。ＣＲＡは、いくつかの利点をＳＧＷおよびＰＧＷに提供するが、ＣＲＡは、特定の
ｅＮＢの輻輳制御のために使用され得る。したがって、ＣＲＡは、アクセスネットワーク
輻輳制御のために分類することができる。それに比べて、ＱｏＳ修正およびＰＧＷ負荷バ
ランシングは、ＰＧＷ容量により多くの改良を提供し得る。したがって、ＱｏＳ修正およ
びＰＧＷ負荷バランシングは、ＰＧＷ輻輳制御のための主要制御機構として、分類するこ
とができる。
【００５２】
　輻輳制御機構が、それが主要な利点を提供するネットワークノードに基づいて分類され
ることによって、表１の優先度リストを使用して、ネットワークによって、標的化された
輻輳制御を提供することができる。輻輳が、特定のネットワークノードまたはノード集合
内に生じる場合、優先度は、輻輳を経験している特定のネットワークノードまたはノード
集合に最も利点を提供する、それらの輻輳制御機構に与えられ得る。
【００５３】
　ある場合には、輻輳制御のためにＥＣＮを使用する、コーデック適応は、音声および非
音声呼の両方に適用することができる。その場合、ＣＲＡが実装される場合、音声および
非音声呼は両方とも、同程度に影響を受け得る。しかしながら、本挙動は、最適ではない
ことがある。例えば、音声および非音声呼タイプのために、ＣＲＡを同時かつ等しく適用
することは、望ましくない場合がある。ビデオ会議は、ビデオデータおよびオーディオデ
ータの両方を組み合わせるため、音声呼は、概して、ビデオ会議より少ない帯域幅を要求
する。故に、輻輳が生じると、輻輳が最小限にされない場合、音声通信に影響を及ぼす前
に、ビデオ通信のみ（または、主に、ビデオ通信に）輻輳制御機構を適用することが、よ
り有効であり得る。
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【００５４】
　また、ＣＲＡを適用可能な呼タイプに対して、コーデック適応をすべてのタイプに適用
し、同時に始動することが、常に望ましくはない場合がある。実施例として、ビデオデー
タおよびオーディオデータの両方を含む、ビデオ会議の場合、輻輳下、ビデオコーデック
レートを低減させる一方、オーディオコーデックレートを維持することができる。ビデオ
会議のビデオ部分は、オーディオ部分より重要ではない場合があるため、オーディオＱｏ
Ｓまたはオーディオコーデックレートを維持することが、主に重要となり得る。本議論で
は、呼タイプもサービスタイプ（例えば、音声呼もまた、音声サービス）であり得ること
に留意されたい。しかしながら、ある場合には、サービスタイプは、呼タイプではないこ
とがある。例えば、ユーザが、呼転送番号を設定するために、または呼転送を可能にする
ためにサービスを使用する呼独立補助サービス（ＣＩＳＳ）等のサービスは、呼ではない
。したがって、例えば、ルーティングエリア更新は、サービスであって、呼ではない。
【００５５】
　故に、ＣＲＡが適用される、呼タイプまたはサービスタイプに対して、コーデック適応
を呼またはサービスタイプに関連付けられた呼の１００％に適用することは、常に望まし
くはない場合がある。例えば、最初、ネットワークは、主に、ビデオサービスによって輻
輳され得る。その場合、ＣＲＡは、輻輳状態を緩和するために、進行中のビデオサービス
の一部にのみに適用される必要があると決定され得る。したがって、本システムでは、Ｃ
ＲＡベースの輻輳制御機構に対して、ＥＣＮ適用呼タイプ（ＥＣＡＴ）インジケータ（ま
たは、任意の他の適切なインジケータ）は、輻輳制御が適用されるべき呼タイプ（例えば
、音声、非音声、または両方）を示すように修正される。本システムの一実装において、
３ＧＰＰリリース９ネットワークでは、修正されたＣＲＡは、音声サービスのみに適用さ
れる。しかしながら、３ＧＰＰリリース１０以降のネットワークの場合、修正されたＣＲ
Ａは、音声および非音声サービスの両方に適用され得る。
【００５６】
　ＥＣＡＴ（または、他の適切な）インジケータは、スカラー値を含むことができる。例
えば、インジケータは、０、１、２、または３の値のいずれかを示すための２ビットフィ
ールドを含み得る。次いで、インジケータの値を使用して、ＣＲＡが適用されるサービス
を示し得る（例えば、０は、「適用なし」を示し、１は、「音声呼に適用」を示し、２は
、「非音声呼に適用」を示し、３は、「音声および非音声呼の両方に適用」を示す）。例
えば、表２は、ＣＲＡ適用タイプインジケータを提供するための例示的情報要素（ＩＥ）
を例証する。示されるように、インジケータは、それぞれ、コーデックレート適応が、い
ずれのサービスにも適用されるべきではない、音声サービス、非音声サービス、または音
声および非音声サービスの両方に適用されるべきことを示す、０、１、２、または３をと
ることができる。
【００５７】
【表２】

　ＣＲＡを使用する輻輳制御が、提供され得る、各呼タイプまたはサービスタイプ（アプ
リケーション層呼／サービス設定信号伝達から識別することができる）も、ＥＣＮ適用優
先度（ＥＡＰｒ）指標または他の適切な優先度指標に関連付けられることができる。ＥＡ
Ｐｒは、コーデック適応のための呼タイプまたはサービスタイプの優先度を示すために使
用されることができる。概して、ＣＲＡは、最初に、より高いＥＡＰｒ値を有するサービ
スに適用される。輻輳が継続する場合、ＣＲＡは、より低いＥＡＰｒを伴うサービに適用
されることができる。
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【００５８】
　ＥＡＰｒを使用して、ＣＲＡ輻輳制御機構は、そのサービスに関連付けられたＥＡＰｒ
に基づいて、輻輳の異なるレベルにおいて、種々のサービスに適用することができる。故
に、ビデオサービスが、音声サービスより高いＥＡＰｒを有する場合、ネットワークが、
最初に、輻輳状態になると、ＣＲＡが、最初に、ビデオサービス上で行われる。輻輳が継
続する場合、ＣＲＡは、次の最低ＥＡＰｒを有するサービス、この場合、音声サービスに
適用される。
【００５９】
　ＥＡＰｒ値が、システム内で指定されていない場合、すべての呼タイプおよびサービス
のためのデフォルトＥＡＰｒは、等しい値に設定され得る。ＥＡＰｒは、ＣＲＡがすべて
の呼／サービスタイプに同時に適用されない場合に、輻輳の程度に応じて、ＣＲＡ法が優
先度順で呼／サービスタイプへのＣＲＡ適用を可能にするために使用され得ることに留意
されたい。すべての音声および非音声サービスに適用される場合、輻輳状態が、緩和され
ない場合、従来の輻輳制御機構等のさらなる輻輳制御機構が、開始され得ることが予期さ
れる。
【００６０】
　ＣＲＡを使用する輻輳制御のために適用可能な各呼タイプまたはサービスタイプに対し
て、サービスタイプの呼タイプは、ＥＣＮ適用割合（ＥＡＰ）指標に関連付けられ得る。
ＥＡＰは、コーデック適応が適用されるべき呼タイプまたはサービスタイプの呼の割合を
示す。適切なＥＡＰを選択することによって、ネットワークオペレータは、ネットワーク
の輻輳応答を微調整することができる。一実装では、呼タイプまたはサービスのそれぞれ
のためのデフォルトＥＡＰは、１００％に設定される。ＥＡＰ指標は、ネットワークエン
ティティ上のオペレータ（例えば、ｅＮＢ）によって構成可能なシステムパラメータであ
り得る。
【００６１】
　次に、図３を参照すると、例示的ＵＥ１０の実施形態を含む、無線通信システムが、例
証される。ＵＥは、本開示の側面を実装するために動作可能であるが、本開示は、これら
の実装に限定されるべきではない。携帯電話として例証されるが、ＵＥは、無線ハンドセ
ット、ポケットベル、形態情報端末（ＰＤＡ）、ポータブルコンピュータ、タブレットコ
ンピュータ、ラップトップコンピュータ、スマートフォン、プリンタ、ファックス機器、
テレビ、セットトップボックス、および他のビデオディスプレイデバイス、自宅用オーデ
ィオ機器および他の自宅用エンターテーメントシステム、自宅用監視および制御システム
（例えば、自宅用監視、アラームシステム、および温度制御システム）、およびコンピュ
ータ化された冷蔵庫等の進化型自宅用器具を含む、種々の形態をとり得る。多くの好適な
デバイスは、これらの機能のうちのいくつかはまた全てを組み合わせる。本開示のいくつ
かの実施形態では、ＵＥ１０は、ポータブル、ラップトップ、またはタブレットコンピュ
ータのような汎用コンピューティングデバイスではなく、むしろ、携帯電話、無線ハンド
セット、ポケットベル、ＰＤＡ、または車載電気通信デバイス等の専用通信デバイスであ
る。ＵＥ１０はまた、デスクトップコンピュータ、セットトップボックス、またはネット
ワークノード等、類似能力を有するが、可搬性ではない、デバイスである、デバイスを含
む、またはその中に含まれ得る。ＵＥ１０は、ゲーム、在庫管理、ジョブ制御、および／
またはタスク管理機能等の特殊活動を支援し得る。
【００６２】
　ＵＥ１０は、ディスプレイ７０２を含む。ＵＥ１０はまた、ユーザによる入力のために
、概して７０４と呼ばれるタッチセンサ式表面、キーボード、または他の入力キーを含む
。キーボードは、ＱＷＥＲＴＹ、Ｄｖｏｒａｋ、ＡＺＥＲＴＹ、および逐次タイプ等の、
完全または縮小英数字キーボード、または電話キーパッドと関連するアルファベット文字
を伴う従来の数字キーパッドであり得る。入力キーは、さらなる入力機能を提供するよう
に内向きに押下され得る、トラックホイール、終了またはエスケープキー、トラックボー
ル、および他のナビゲーションまたは機能キーを含み得る。ＵＥ１０は、ユーザが選択す
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るためのオプション、ユーザが作動させるための制御、および／またはユーザが指図する
ための他の指標を提示し得る。
【００６３】
　ＵＥ１０はさらに、ダイヤルする番号、またはＵＥ１０の動作を構成するための種々の
パラメータを含む、ユーザからのデータ入力を受け取り得る。ＵＥ１０はさらに、ユーザ
コマンドに応じて、１つ以上のソフトウェアまたはファームウェアアプリケーションを実
行し得る。これらのアプリケーションは、ユーザ対話に反応して種々のカスタマイズされ
た機能を果たすようにＵＥ１０を構成し得る。加えて、ＵＥ１０は、例えば、無線基地局
、無線アクセスポイント、またはピアＵＥ１０から、無線でプログラムおよび／または構
成され得る。
【００６４】
　ＵＥ１０によって実行可能な種々のアプリケーションの中には、ディスプレイ７０２が
ウェブページを表示することを可能にするウェブブラウザがある。ウェブページは、無線
ネットワークアクセスノード、携帯電話の基地局、ピアＵＥ１０、または任意の他の無線
通信ネットワークあるいはシステム７００との無線通信を介して、取得され得る。ネット
ワーク７００は、インターネット等の有線ネットワーク７０８に連結される。無線リンク
および有線ネットワークを介して、ＵＥ１０は、サーバ７１０等の種々のサーバ上の情報
にアクセスできる。サーバ７１０は、ディスプレイ７０２上に示され得るコンテンツを提
供し得る。代替として、ＵＥ１０は、リレー型またはホップ型の接続で、仲介の役割を果
たすピアＵＥ１０を通してネットワーク７００にアクセスし得る。
【００６５】
　図４は、ＵＥ１０のブロック図を示す。ＵＡ１０の種々の既知のコンポーネントが描写
されているが、実施形態では、記載されたコンポーネントおよび／または記載されていな
いさらなるコンポーネントの一部が、ＵＥ１０に含まれ得る。ＵＥ１０は、デジタル信号
プロセッサ（ＤＳＰ）８０２と、メモリ８０４とを含む。示されるように、ＵＥ１０はさ
らに、アンテナおよびフロントエンドユニット８０６と、無線周波数（ＲＦ）送受信機８
０８と、アナログベースバンド処理ユニット８１０と、マイクロホン８１２と、イヤホン
スピーカ８１４と、ヘッドセットポート８１６と、入力／出力インターフェース８１８と
、可撤性メモリカード８２０と、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート８２２と、
短距離無線通信サブシステム８２４と、アラート８２６と、キーパッド８２８と、タッチ
センサ式表面を含み得る液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）８３０と、ＬＣＤコントローラ８３
２と、電荷結合素子（ＣＣＤ）カメラ８３４と、カメラコントローラ８３６と、グローバ
ルポジショニングシステム（ＧＰＳ）センサ８３８とを含み得る。実施形態では、ＵＥ１
０は、タッチセンサ式画面を提供しない、別の種類のディスプレイを含み得る。実施形態
では、ＤＳＰ８０２は、入力／出力インターフェース８１８を通過せずに、メモリ８０４
と直接通信し得る。
【００６６】
　ＤＳＰ８０２または何らかの他の形態のコントローラあるいは中央処理ユニットは、メ
モリ８０４に記憶された、またはＤＳＰ８０２自体内に含まれるメモリに記憶された、組
み込みソフトウェアまたはファームウェアに従って、ＵＥ１０の種々のコンポーネントを
制御するように動作する。組み込みソフトウェアまたはファームウェアに加えて、ＤＳＰ
８０２は、メモリ８０４に記憶された、または、可撤性メモリカード８２０のような携帯
用データ記憶媒体等の情報担体媒体を介して、あるいは有線または無線ネットワーク通信
を介して利用可能となった、他のアプリケーションを実行し得る。アプリケーションソフ
トウェアは、所望の機能性を提供するようにＤＳＰ８０２を構成する、コンパイルされた
一式の機械可読命令を備え得、または、アプリケーションソフトウェアは、ＤＳＰ８０２
を間接的に構成するようにインタープリタまたはコンパイラによって処理される、高次ソ
フトウェア命令であり得る。
【００６７】
　アンテナおよびフロントエンドユニット８０６は、無線信号と電気信号との間で変換す
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るように提供され得、ＵＥ１０が、セルラーネットワークまたは何らかの他の利用可能な
無線通信ネットワークから、あるいはピアＵＥ１０から、情報を送受信することを可能に
する。実施形態では、アンテナおよびフロントエンドユニット８０６は、ビーム形成およ
び／または多重入出力（ＭＩＭＯ）動作を支援するように、複数のアンテナを含み得る。
当業者に公知であるように、ＭＩＭＯ動作は、困難なチャネルを克服する、および／また
はチャネルスループットを増加させるために使用することができる、空間的多様性を提供
し得る。アンテナおよびフロントエンドユニット８０６は、アンテナ同調および／または
インピーダンス整合コンポーネント、ＲＦ電力増幅器、および／または低雑音増幅器を含
み得る。
【００６８】
　ＲＦ送受信機８０８は、周波数偏移を提供し、受信したＲＦ信号をベースバンドに変換
し、ベースバンド伝送信号をＲＦに変換する。いくつかの説明では、無線送受信機または
ＲＦ送受信機は、変調／復調、符号化／復号、インターリービング／デインタリービング
、拡散／逆拡散、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）／高速フーリエ変換（ＦＦＴ）、周期
的接頭辞添付／除去、および他の信号処理機能等の、他の信号処理機能性を含むと理解さ
れ得る。簡単にする目的で、ここでの説明は、ＲＦおよび／または無線段階から、この信
号処理の説明を分離し、その信号処理を、アナログベースバンド処理ユニット８１０およ
び／またはＤＳＰ８０２あるいは他の中央処理ユニットに概念的に割り当てる。いくつか
の実施形態では、ＲＦ送受信機８０８、アンテナおよびフロントエンド８０６の複数部分
、およびアナログベースバンド処理ユニット８１０が、１つ以上の処理ユニットおよび／
または特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）に組み入れられ得る。
【００６９】
　アナログベースバンド処理ユニット８１０は、入力および出力の種々のアナログ処理、
例えば、マイクロホン８１２およびヘッドセット８１６からの入力、ならびにイヤホン８
１４およびヘッドセット８１６への出力のアナログ処理を提供し得る。そのためには、ア
ナログベースバンド処理ユニット８１０は、ＵＥ１０が携帯電話として使用されることを
可能にする、内蔵マイクロホン８１２およびイヤホンスピーカ８１４に接続するためのポ
ートを有し得る。アナログベースバンド処理ユニット８１０はさらに、ヘッドセットまた
は他のハンズフリーマイクロホンおよびスピーカ構成に接続するためのポートを含み得る
。アナログベースバンド処理ユニット８１０は、１つの信号方向にデジタル・アナログ変
換を、反対の信号方向にアナログ・デジタル変換を提供し得る。いくつかの実施形態では
、アナログベースバンド処理ユニット８１０の機能性の少なくとも一部が、デジタル処理
コンポーネントによって、例えば、ＤＳＰ８０２によって、または他の中央処理ユニット
によって提供され得る。
【００７０】
　ＤＳＰ８０２は、変調／復調、符号化／復号、インターリービング／デインタリービン
グ、拡散／逆拡散、逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）／高速フーリエ変換（ＦＦＴ）、周
期的接頭辞添付／除去、および無線通信と関連する他の信号処理機能を行い得る。実施形
態では、例えば、符号分割多重アクセス（ＣＤＭＡ）技術用途において、伝送器機能のた
めに、ＤＳＰ８０２は、変調、符号化、インターリービング、および拡散を行い得、受信
機機能のために、ＤＳＰ８０２は、逆拡散、デインタリービング、復号、および復調を行
い得る。別の実施形態では、例えば、直交周波数分割多重アクセス（ＯＦＤＭＡ）技術用
途において、伝送器機能のために、ＤＳＰ８０２は、変調、符号化、インターリービング
、逆高速フーリエ変換、および周期的接頭辞添付を行ってもよく、受信機機能のために、
ＤＳＰ８０２は、周期的接頭辞除去、高速フーリエ変換、デインタリービング、復号、お
よび復調を行い得る。他の無線技術用途では、さらに他の信号処理機能、および信号処理
機能の組み合わせが、ＤＳＰ８０２によって行われ得る。
【００７１】
　ＤＳＰ８０２は、アナログベースバンド処理ユニット８１０を介して無線ネットワーク
と通信し得る。いくつかの実施形態では、通信は、インターネット接続を提供し得、ユー
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ザがインターネット上のコンテンツへのアクセスを獲得すること、およびＥメールおよび
テキストメッセージを送受信することを可能にする。入力／出力インターフェース８１８
は、ＤＳＰ８０２ならびに種々のメモリおよびインターフェースを相互接続する。メモリ
８０４および可撤性メモリカード８２０は、ソフトウェアおよびデータを提供して、ＤＳ
Ｐ８０２の動作を構成し得る。インターフェースの中には、ＵＳＢインターフェース８２
２および短距離無線通信サブシステム８２４があり得る。ＵＳＢインターフェース８２２
は、ＵＥ１０を充電するために使用され得、また、ＵＥ１０が周辺デバイスとして機能し
、パーソナルコンピュータまたは他のコンピュータシステムと情報を交換することを可能
にし得る。短距離無線通信サブシステム８２４は、赤外線ポート、ブルートゥースインタ
ーフェース、ＩＥＥＥ８０２．１１準拠の無線インターフェース、または任意の他の短距
離無線通信サブシステムを含んでもよく、それによって、ＵＥ１０が他のすぐ近くのモバ
イルデバイスおよび／または無線基地局と無線で通信することを可能にし得る。
【００７２】
　入力／出力インターフェース８１８はさらに、トリガされると、例えば、ベルを鳴らす
、メロディを再生する、または振動することによって、ＵＥ１０に、ユーザへ通知を提供
させる、アラート８２６にＤＳＰ８０２を接続し得る。アラート８２６は、無音で振動す
ることによって、または特定の架電者に対して特定の事前に割り当てられたメロディを再
生することによって、着信電話、新しいテキストメッセージ、および予約のリマインダ等
の種々のイベントのうちのいずれかをユーザに警告するための機構としての機能を果たし
得る。
【００７３】
　キーパッド８２８は、インターフェース８１８を介してＤＳＰ８０２に連結し、ユーザ
が選択を行う、情報を入力する、そうでなければ、ＵＥ１０に入力を提供するための１つ
の機構を提供する。キーボード８２８は、ＱＷＥＲＴＹ、Ｄｖｏｒａｋ、ＡＺＥＲＴＹ、
および逐次タイプ等の、完全または縮小英数字キーボード、または電話キーパッドと関連
するアルファベット文字を伴う従来の数字キーパッドであり得る。入力キーは、さらなる
入力機能を提供するように内向きに押下され得る、トラックホイール、終了またはエスケ
ープキー、トラックボール、および他のナビゲーションまたは機能キーを含み得る。別の
入力機構は、タッチスクリーン能力を含み、また、ユーザにテキストおよび／またはグラ
フィックを表示し得る、ＬＣＤ８３０であり得る。ＬＣＤコントローラ８３２は、ＤＳＰ
８０２をＬＣＤ８３０に連結する。
【００７４】
　ＣＣＤカメラ８３４は、装備された場合、ＵＥ１０がデジタル写真を撮ることを可能に
する。ＤＳＰ８０２は、カメラコントローラ８３６を介してＣＣＤカメラ８３４と通信す
る。別の実施形態では、電荷結合素子カメラ以外の技術に従って動作するカメラが採用さ
れ得る。ＧＰＳセンサ８３８は、グローバルポジショニングシステム信号を復号するよう
にＤＳＰ８０２に連結され、それにより、ＵＥ１０がその位置を決定することを可能にす
る。種々の他の周辺機器もまた、付加的な機能、例えば、ラジオおよびテレビ受信を提供
するように含まれ得る。
【００７５】
　図５は、ＤＳＰ８０２によって実装され得る、ソフトウェア環境９０２を説明している
。ＤＳＰ８０２は、ソフトウェアの残りが作動するプラットフォームを提供する、オペレ
ーティングシステムドライバ９０４を実行する。オペレーティングシステムドライバ９０
４は、ＵＡハードウェアのためのドライバに、アプリケーションソフトウェアにアクセス
可能な標準インターフェースを提供する。オペレーティングシステムドライバ９０４は、
ＵＥ１０上で動作するアプリケーション間の制御を伝達する、アプリケーション管理サー
ビス（「ＡＭＳ」）９０６を含む。また、図には、ウェブブラウザアプリケーション９０
８、メディアプレーヤアプリケーション９１０、およびＪＡＶＡ（登録商標）アプレット
９１２が示されている。ウェブブラウザアプリケーション９０８は、ウェブブラウザとし
て動作するようにＵＥ１０を構成し、ユーザは、情報をフォームに入力し、ウェブページ
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を検索し閲覧するように、リンクを選択できる。メディアプレーヤアプリケーション９１
０は、音声または視聴覚媒体を検索し再生するように、ＵＥ１０を構成する。ＪＡＶＡ（
登録商標）アプレット９１２は、ゲーム、ユーティリティ、および他の機能性を提供する
ように、ＵＥ１０を構成する。コンポーネント９１４は、本明細書に記載の機能性を提供
する場合がある。
【００７６】
　前述のＵＥ１０、アクセスデバイス１２０、および他のコンポーネントは、前述のアク
ションに関連する命令を実行可能な処理コンポーネントを含む場合がある。図６は、本明
細書に開示される、１つ以上の実施形態を実装するのに好適な処理コンポーネント１００
０を含む、システム１０１０の実施例を例証している。プロセッサ１０１０（中央プロセ
ッサユニット（ＣＰＵまたはＤＳＰ）と称される場合がある）に加えて、システム１００
０は、ネットワーク接続デバイス１０２０、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）１０３０
、読取専用メモリ（ＲＯＭ）１０４０、二次記憶装置１０５０、および入力／出力（Ｉ／
Ｏ）デバイス１０６０を含む場合がある。いくつかの実施形態では、最小数のＨＡＲＱプ
ロセスＩＤの決定を実装するためのプログラムが、ＲＯＭ１０４０内に記憶され得る。あ
る場合には、これらのコンポーネントのうちのいくつかは、存在しなくてもよいか、ある
いは相互にまたは例証されない他のコンポーネントとの種々の組み合わせで組み合わされ
得る。これらのコンポーネントは、単一の物理エンティティの中、または１より多い物理
エンティティの中に位置する場合がある。プロセッサ１０１０によって行われるように本
明細書に説明されるいずれのアクションも、プロセッサ１０１０のみによって、あるいは
図中に示される、または示されない１つ以上のコンポーネントと協働するプロセッサ１３
１０によって行われる場合がある。
【００７７】
　プロセッサ１０１０は、ネットワーク接続デバイス１０２０、ＲＡＭ１０３０、ＲＯＭ
１０４０、または二次記憶装置１０５０（ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディ
スク、または光ディスク等、種々のディスクベースのシステムを含む場合がある）からア
クセスし得る、命令、コード、コンピュータプログラム、あるいはスクリプトを実行する
。１つのプロセッサ１０１０のみが示されている一方で、複数のプロセッサが存在し得る
。それゆえ、命令が、プロセッサによって実行されていると述べられる場合がある一方で
、命令は、同時に、順次、あるいはそうでなければ１つまたは複数のプロセッサによって
実行され得る。プロセッサ１０１０は、１つ以上のＣＰＵチップとして実装され得る。
【００７８】
　ネットワーク接続デバイス１０２０は、モデム、集合モデム、イーサネット（登録商標
）デバイス、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）インターフェースデバイス、シリアル
インターフェース、トークンリングデバイス、光ファイバ分散データインタフェース（Ｆ
ＤＤＩ）デバイス、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）デバイス、符号分割多
重アクセス（ＣＤＭＡ）デバイス等の無線送受信機デバイス、モバイル通信用グローバル
システム（ＧＳＭ（登録商標））無線送受信機デバイス、マイクロ波のための世界規模で
の相互互換性（ＷｉＭＡＺ）デバイス、および／またはネットワークに接続するための他
の周知のデバイスの形態を取ってもよい。これらのネットワーク接続デバイス１０２０に
よって、プロセッサ１０１０が情報を受信する場合があるか、またはプロセッサ１０１０
が情報を出力する場合がある、インターネット、あるいは電気無線通信ネットワークまた
は他のネットワークと、プロセッサ１０１０が通信することが可能になり得る。
【００７９】
　ネットワーク接続デバイス１０２０はまた、無線周波数信号またはマイクロ波周波数信
号等、電磁波の形態でデータを無線で伝送および／または受信することができる、１つ以
上の送受信機コンポーネント１０２５を含む場合がある。代替として、データは、導電体
の表面の中または上を、同軸ケーブルの中を、導波管の中を、光ファイバ等の光媒体の中
を、あるいは他の媒体の中を伝搬し得る。送受信機コンポーネント１０２５は、別個の受
信および伝送ユニット、または単一の送受信機を含み得る。送受信機１０２５によって伝
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送または受信される情報は、プロセッサ１０１０によって処理されているデータ、または
プロセッサ１０１０によって実行されるべき命令を含み得る。そのような情報は、例えば
、コンピュータデータベースバンド信号、またはキャリアに統合される信号の形態で、ネ
ットワークから受信され、ネットワークに出力され得る。データは、データを処理または
生成するか、あるいはデータを伝送または受信するかのいずれかに対して、望ましい場合
があるような、異なるシーケンスに従って順序付けられ得る。ベースバンド信号、キャリ
アに統合される信号、あるいは現在使用されるか、または今後発展する他のタイプの信号
は、伝送媒体と称され得、当業者に周知のいくつかの方法に従って生成され得る。
【００８０】
　ＲＡＭ１０３０は、揮発性データを記憶し、おそらくプロセッサ１０１０によって実行
される命令を記憶するように使用され得る。ＲＯＭ１０４０は、通常、二次記憶装置１０
５０のメモリ容量より小さいメモリ容量を有する、不揮発性メモリデバイスである。ＲＯ
Ｍ１０４０は、命令、およびおそらく命令の実行の間に読まれるデータを記憶するように
使用される場合がある。ＲＡＭ１０３０およびＲＯＭ１０４０の両方へのアクセスは、通
常、二次記憶装置１０５０より高速である。二次記憶装置１０５０は、典型的には、１つ
以上のディスクドライブまたはテープドライブから成り、ＲＡＭ１０３０が全ての作業用
データを保持するのに十分大きくない場合、データの不揮発性記憶用に、またはオーバー
フローデータ記憶デバイスとして使用される場合がある。二次記憶装置１０５０は、プロ
グラムが実行用に選択される場合、ＲＡＭ１０３０へロードされる、そのようなプログラ
ムを記憶するために使用され得る。
【００８１】
　Ｉ／Ｏデバイス１０６０は、液晶表示部（ＬＣＤ）、タッチ画面表示部、キーボード、
キーパッド、スイッチ、ダイヤル、マウス、トラックボール、音声認識装置、カード読取
装置、紙テープ読取装置、プリンタ、ビデオモニタ、または他の良く知られる入力デバイ
スを含み得る。また、送受信機１０２５は、ネットワーク接続デバイス１０２０のコンポ
ーネントである代わりに、またはそれに加えて、Ｉ／Ｏデバイス１０６０のコンポーネン
トであると見なされる場合がある。Ｉ／Ｏデバイス１０６０のうちのいくつかまたは全て
は、表示部７０２および入力部７０４等、前に記載したＵＥ１０の図表に描写する、種々
のコンポーネントと実質的に類似し得る。
【００８２】
　いくつかの実施形態が本開示で提供されているが、開示されたシステムおよび方法が、
本開示の精神または範囲から逸脱することなく、多くの他の特定の形態で具現化され得る
ことを理解されたい。本実施例は、制限的ではなく例証的と見なされ、本明細書で提供さ
れる詳細に限定されることを意図しない。例えば、種々の要素またはコンポーネントを、
別のシステムに組み入れるか、または一体化してもよく、あるいは、ある特徴を省略する
か、または実装しなくてもよい。
【００８３】
　また、個別または別個のものとして種々の実施形態において説明および例証される技法
、システム、サブシステム、および方法は、本開示の範囲から逸脱することなく、他のシ
ステム、モジュール、技法、または方法と組み合わせられる、または統合され得る。連結
もしくは直接連結または相互に通信するように例証または説明される他のアイテムは、電
気的、機械的、またはその他の方法かどうかにかかわらず、何らかのインターフェース、
デバイス、または中間コンポーネントを通して、間接的に連結または通信し得る。変更、
置換、および改変の他の例は、当業者により解明可能であり、本明細書で開示される精神
および範囲から逸脱することなく行うことができる。



(22) JP 2013-526186 A 2013.6.20

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(23) JP 2013-526186 A 2013.6.20

【図５】 【図６】
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