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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器であって、前記ユーザ機器は、
　プロセッサと、
　前記プロセッサに結合されたメモリと
　を備え、
　前記メモリには、実行可能な命令が記憶されており、前記命令は、前記プロセッサによ
って実行されると、
　前記ユーザ機器のアップリンクを使用するデータのための第１の無線ローカルエリアネ
ットワーク（ＷＬＡＮ）サービスの質（ＱｏＳ）ポリシーを記憶することと、
　前記ユーザ機器のアップリンクを使用する前記データのための第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳ
ポリシーをサーバから受信することであって、前記第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーは、
信頼ＷＬＡＮアクセスネットワーク（ＴＷＡＮ）内のアクセスポイントの場所に基づく、
ことと、
　前記ユーザ機器のアップリンクを使用する前記データのための第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳ
ポリシーを決定することであって、前記第３のポリシーは、前記第１のＷＬＡＮ　ＱｏＳ
ポリシーおよび前記第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーのうちの少なくとも１つに基づく、
ことと、
　前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーに基づいて、前記データを前記ＴＷＡＮに提供す
ることと、
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　前記ＴＷＡＮのアクセスポイント（ＡＰ）のダウンリンクまたはアップリンクを使用す
るデータのために、前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを前記ＴＷＡＮに提供すること
と
　を含む動作を前記プロセッサに行わせる、ユーザ機器。
【請求項２】
　前記サーバは、アクセスネットワーク発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ）サーバである
、請求項１に記載のユーザ機器。
【請求項３】
　さらなる動作が、前記サーバからの命令に基づいて前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシ
ーを決定することにより、前記第１のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーより前記第２のＷＬＡＮ
　ＱｏＳポリシーを優先することを含む、請求項１に記載のユーザ機器。
【請求項４】
　前記ユーザ機器は、ＷｉＦｉを使用して、データを前記ＴＷＡＮに伝送する、請求項１
に記載のユーザ機器。
【請求項５】
　前記第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーは、前記ユーザ機器のタイプにさらに基づく、請
求項１に記載のユーザ機器。
【請求項６】
　さらなる動作が、前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを決定することに応答して、前
記ＴＷＡＮに提供される前記データのためのＱｏＳマッピングに従って、アップリンク８
０２．１１ｅ媒体アクセス制御マーキングを設定することを含む、請求項１に記載のユー
ザ機器。
【請求項７】
　前記サーバは、アクセスネットワーク発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ）サーバであり
、
　前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーは、前記第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを含む
、請求項１に記載のユーザ機器。
【請求項８】
　さらなる動作が、前記ＴＷＡＮに提供される前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーが、
前記ＴＷＡＮのアクセスポイント（ＡＰ）のダウンリンクを使用するデータのために、前
記ＴＷＡＮ内に構成されていることの確認を受信することを含む、請求項１に記載のユー
ザ機器。
【請求項９】
　前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを前記ＴＷＡＮに提供することは、トラフィック
ストリーム追加要求を使用して行われる、請求項１に記載のユーザ機器。
【請求項１０】
　コンピュータ実行可能な命令を含むコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前
記命令は、コンピューティングデバイスによって実行されると、
　ユーザ機器のアップリンクを使用するデータのための第２の無線ローカルエリアネット
ワーク（ＷＬＡＮ）サービスの質（ＱｏＳ）ポリシーをサーバから受信することと、
　前記ユーザ機器のアップリンクを使用する前記データのための第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳ
ポリシーを決定することであって、前記第３のポリシーは、前記ユーザ機器のアップリン
クを使用するデータのための第１のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーおよび前記第２のＷＬＡＮ
　ＱｏＳポリシーのうちの少なくとも１つに基づき、前記第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシ
ーは、信頼ＷＬＡＮアクセスネットワーク（ＴＷＡＮ）内のアクセスポイントの場所に基
づく、ことと、
　前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーに基づいて、前記データを前記ＴＷＡＮに提供す
ることと、
　前記ＴＷＡＮのアクセスポイント（ＡＰ）のダウンリンクまたはアップリンクを使用す
るデータのために、前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを前記ＴＷＡＮに提供すること
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と
　を含む命令を実行することを前記コンピューティングデバイスに行わせる、コンピュー
タ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項１１】
　前記サーバは、アクセスネットワーク発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ）サーバである
、請求項１０に記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項１２】
　さらなる動作が、前記サーバからの命令に基づいて前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシ
ーを決定することにより、前記第１のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーより前記第２のＷＬＡＮ
　ＱｏＳポリシーを優先することを含む、請求項１０に記載のコンピュータ読み取り可能
な記憶媒体。
【請求項１３】
　前記ユーザ機器は、ＷｉＦｉを使用して、データを前記ＴＷＡＮに伝送する、請求項１
０に記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項１４】
　前記第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーは、前記ユーザ機器のタイプにさらに基づく、請
求項１０に記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項１５】
　さらなる動作が、前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを決定することに応答して、前
記ＴＷＡＮに提供される前記データのためのＱｏＳマッピングに従って、アップリンク８
０２．１１ｅ媒体アクセス制御マーキングを設定することを含む、請求項１０に記載のコ
ンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
【請求項１６】
　ユーザ機器が、前記ユーザ機器のアップリンクを使用するデータのための第２の無線ロ
ーカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）サービスの質（ＱｏＳ）ポリシーをサーバから受
信することと、
　前記ユーザ機器が、前記ユーザ機器のアップリンクを使用する前記データのための第３
のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを決定することであって、前記第３のポリシーは、前記ユー
ザ機器のアップリンクを使用するデータのための第１のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーおよび
前記第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーのうちの少なくとも１つに基づき、前記第２のＷＬ
ＡＮ　ＱｏＳポリシーは、信頼ＷＬＡＮアクセスネットワーク（ＴＷＡＮ）内のアクセス
ポイントの場所に基づく、ことと、
　前記ユーザ機器が、前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーに基づいて、前記データを前
記ＴＷＡＮに提供することと、
　前記ユーザ機器が、前記ＴＷＡＮのアクセスポイント（ＡＰ）のダウンリンクまたはア
ップリンクを使用するデータのために、前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを前記ＴＷ
ＡＮに提供することと
　を含む方法。
【請求項１７】
　前記サーバは、アクセスネットワーク発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ）サーバである
、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　さらなる動作が、前記サーバからの命令に基づいて前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシ
ーを決定することにより、前記第１のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーより前記第２のＷＬＡＮ
　ＱｏＳポリシーを優先することを含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーは、前記ユーザ機器のタイプにさらに基づく、請
求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　さらなる動作が、前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを決定することに応答して、前
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記ＴＷＡＮに提供される前記データのためのＱｏＳマッピングに従って、アップリンク８
０２．１１ｅ媒体アクセス制御マーキングを設定することを含む、請求項１６に記載の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願の引用）
　本願は、米国仮特許出願第６１／８７７，５７６号（２０１３年９月１３日出願、名称
「ＭＯＢＩＬＥ　ＮＥＴＷＯＲＫ　ＯＰＥＲＡＴＯＲ　（ＭＮＯ）　ＣＯＮＴＲＯＬ　Ｏ
Ｆ　ＷＩＦＩ　ＱＯＳ　ＶＩＡ　ＡＮＤＳＦ　ＥＸＴＥＮＳＩＯＮＳ」）の利益を主張し
、上記出願の内容は、その全体が参照により本明細書に引用される。
【背景技術】
【０００２】
　セルラーとＷｉＦｉとの相互作用のための３ＧＰＰ規格は、３ＧＰＰリリース６以降、
利用可能となり、リリース８において進化し、後続リリースにおいて拡張し続けている。
電気電子学会（ＩＥＥＥ）もまた、３ＧＰＰ　ＭＮＯによって動作させられるもの等、加
入サービスプロバイダネットワーク（ＳＳＰＮ）における無線ローカルエリアネットワー
ク（ＷＬＡＮ）拡張に対処する、８０２．１１ｕ規格改訂版「外部ネットワークとの相互
作用」を批准している。しかしながら、特徴展開は、これらの規格が、オペレータ提供サ
ービスへのアクセスおよびセルラーとＷｉＦｉとの間のモビリティを有効にするにもかか
わらず、限定されている。これに関する理由は、現在の解決策が、複雑すぎるか、または
実装にコストがかかりすぎると認知されていることであり得る。したがって、規格は、依
然として、ＭＮＯによる採用増加を促すために、より単純な費用効果的展開選択肢を用い
て、より付加価値のある特徴を有効にすることを模索している。故に、「スモールセル」
展開の増大、スモールセルおよびＷｉＦｉアクセスのネットワーク統合は、より重要とな
り、改良された解決策の必要性を動機付け得る。
【０００３】
　モバイルネットワークオペレータ（ＭＮＯ）は、加入者に、セルラーおよびＷｉＦｉ技
術の両方を使用して、管理されたネットワークアクセスを提供し得る。現在、そのような
ＭＮＯは、典型的には、その二重モード加入者のために、インターネットベースのトラフ
ィックをオフロードする方法のみとして、ＷｉＦｉおよびＷＬＡＮ技術を考慮する。例え
ば、ＭＮＯは、あるハンドセットアプリケーションを、インターネットアクセスのために
利用可能であるとき（好ましくは、ＷｉＦｉホットスポット内にいる間の低モビリティシ
ナリオにおいて）、常時、ＷｉＦｉを使用するように構成し得る。本アプローチは、その
セルラーおよびコアネットワーク上の輻輳を低減させる。
【０００４】
　オペレータポリシーおよび／またはハンドセット実装は、それが無停止様式において行
われることができるまで、例えば、アイドル期間の間、またはユーザが、電子メールを読
むための一時停止等他のアクティビティに関与している間、いくつかのサービスに対して
オフロードを延期させ得る。ＭＮＯは、典型的には、加入者にオフロードＷｉＦｉトラフ
ィックの「ベストエフォート」サービスを提供する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書に開示されるのは、アクセスネットワーク発見および選択機能拡張による、Ｗ
ｉＦｉサービスの質のための方法、デバイス、およびシステムである。アクセスネットワ
ーク発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ）ポリシーは、ＡＮＤＳＦベースのＱｏＳを作成す
るために、無線ローカルエリアネットワークサービスの質（Ｑｏｓ）パラメータを含むよ
うに拡張される。これは、ユーザ機器によって、オフロードまたは進化型パケットコアル
ーティングＷｉＦｉトラフィックのためのアップリンク８０２．１１ｅユーザ優先度（Ｕ
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Ｐ）を設定するために使用され得る。
【０００６】
　ある実施形態では、ユーザ機器は、プロセッサと、プロセッサと連結されているメモリ
とを備え得る。メモリは、その上に記憶される実行可能命令を有し得、命令は、プロセッ
サによって実行されると、プロセッサに、ユーザ機器のアップリンクを使用するデータの
ための第１の無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）サービスの質（ＱｏＳ）ポリ
シーを記憶することと、ユーザ機器のアップリンクを使用するデータのための第２のＷＬ
ＡＮ　ＱｏＳポリシーをサーバから受信することと、ユーザ機器のアップリンクを使用す
るデータのための第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを決定することであって、第３のポリ
シーは、第１のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーおよび第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーのうち
の少なくとも１つに基づく、ことと、第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーに基づいて、デー
タを信頼ＷＬＡＮアクセスネットワーク（ＴＷＡＮ）に提供することとを含む動作を達成
させる。
【０００７】
　本概要は、発明を実施するための形態において以下でさらに説明される、簡略化形態の
概念の選択を導入するように提供される。本概要は、請求された主題の主要な特徴または
不可欠な特徴を識別することを目的としておらず、また、請求された主題の範囲を限定す
るために使用されることも目的としていない。さらに、請求された主題は、本開示の任意
の部分で記述されるいずれかまたは全ての不利を解決する制限に制約されない。
　本発明はさらに、例えば、以下を提供する。
（項目１）
　ユーザ機器であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと連結されているメモリと
　を備え、
　前記メモリは、実行可能命令を記憶しており、前記命令は、前記プロセッサによって実
行されると、
　前記ユーザ機器のアップリンクを使用するデータのための第１の無線ローカルエリアネ
ットワーク（ＷＬＡＮ）サービスの質（ＱｏＳ）ポリシーを記憶することと、
　前記ユーザ機器のアップリンクを使用する前記データのための第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳ
ポリシーをサーバから受信することと、
　前記ユーザ機器のアップリンクを使用する前記データのための第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳ
ポリシーを決定することであって、前記第３のポリシーは、前記第１のＷＬＡＮ　ＱｏＳ
ポリシーおよび前記第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーのうちの少なくとも１つに基づく、
ことと、
　前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーに基づいて、前記データを信頼ＷＬＡＮアクセス
ネットワーク（ＴＷＡＮ）に提供することと
　を含む動作を前記プロセッサに達成させる、ユーザ機器。
（項目２）
　前記サーバは、アクセスネットワーク発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ）サーバである
、項目１に記載のユーザ機器。
（項目３）
　さらなる動作が、前記サーバからの命令に基づいて前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシ
ーを決定し、前記第１のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーより前記第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリ
シーを優先することを含む、項目１に記載のユーザ機器。
（項目４）
　前記ユーザ機器は、ＷｉＦｉを使用して、データを前記ＴＷＡＮに伝送する、項目１に
記載のユーザ機器。
（項目５）
　前記第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳは、前記ユーザ機器のタイプに基づく、項目１に記載のユ
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ーザ機器。
（項目６）
　前記第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳは、前記ＴＷＡＮ内のアクセスポイントの場所に基づく、
項目１に記載のユーザ機器。
（項目７）
　さらなる動作が、前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを決定することに応答して、前
記ＴＷＡＮに提供される前記データのためのＱｏＳマッピングに従って、アップリンク８
０２．１１ｅ媒体アクセス制御マーキングを設定することを含む、項目１に記載のユーザ
機器。
（項目８）
　さらなる動作が、前記ＴＷＡＮのアクセスポイント（ＡＰ）のダウンリンクを使用する
データのために、前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを前記ＴＷＡＮに提供することを
含む、項目１に記載のユーザ機器。
（項目９）
　前記サーバは、アクセスネットワーク発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ）サーバであり
、前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーは、前記第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを備え
ている、項目８に記載のユーザ機器。
（項目１０）
　さらなる動作が、前記ＴＷＡＮに提供される前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーが、
前記ＴＷＡＮのアクセスポイント（ＡＰ）のダウンリンクを使用するデータのために、前
記ＴＷＡＮ内に構成されることの確認を受信することを含む、項目８に記載のユーザ機器
。
（項目１１）
　前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを前記ＴＷＡＮに提供することは、トラフィック
ストリーム追加要求を使用して行われる、項目８に記載のユーザ機器。
（項目１２）
　コンピュータ実行可能命令を備えているコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって
、前記命令は、コンピューティングデバイスによって実行されると、
　ユーザ機器のアップリンクを使用するデータのために、第２の無線ローカルエリアネッ
トワーク（ＷＬＡＮ）サービスの質（ＱｏＳ）ポリシーをサーバから受信することと、
　前記ユーザ機器のアップリンクを使用する前記データのための第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳ
ポリシーを決定することであって、前記第３のポリシーは、前記ユーザ機器のアップリン
クを使用するデータのための第１のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーおよび前記第２のＷＬＡＮ
　ＱｏＳポリシーのうちの少なくとも１つに基づく、ことと、
　前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーに基づいて、前記データを信頼ＷＬＡＮアクセス
ネットワーク（ＴＷＡＮ）に提供することと
　を含む前記命令を前記コンピューティングデバイスに行わせる、コンピュータ読み取り
可能な記憶媒体。
（項目１３）
　前記サーバは、アクセスネットワーク発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ）サーバである
、項目１２に記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
（項目１４）
　さらなる動作が、前記サーバからの命令に基づいて前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシ
ーを決定し、前記第１のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーより前記第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリ
シーを優先することを含む、項目１２に記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
（項目１５）
　前記ユーザ機器は、ＷｉＦｉを使用して、データを前記ＴＷＡＮに伝送する、項目１２
に記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
（項目１６）
　前記第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳは、前記ユーザ機器のタイプに基づく、項目１２に記載の
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コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
（項目１７）
　前記第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳは、前記ＴＷＡＮ内のアクセスポイントの場所に基づく、
項目１２に記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
（項目１８）
　さらなる動作が、前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを決定することに応答して、前
記ＴＷＡＮに提供される前記データのためのＱｏＳマッピングに従って、アップリンク８
０２．１１ｅ媒体アクセス制御マーキングを設定することを含む、項目１２に記載のコン
ピュータ読み取り可能な記憶媒体。
（項目１９）
　さらなる動作が、前記ＴＷＡＮのアクセスポイント（ＡＰ）のダウンリンクを使用する
データのために、前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを前記ＴＷＡＮに提供することを
含む、項目１２に記載のコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
（項目２０）
　アクセスネットワーク発見および選択機能サーバであって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと連結されているメモリと
　を備え、
　前記メモリは、実行可能命令を記憶しており、前記命令は、前記プロセッサによって実
行されると、
　ユーザ機器のアップリンクを使用するデータのための第１の無線ローカルエリアネット
ワーク（ＷＬＡＮ）サービスの質（ＱｏＳ）ポリシーを記憶することと、
　前記ユーザ機器のアップリンクを使用する前記データのための第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳ
ポリシーをサーバから受信することと、
　前記ユーザ機器のアップリンクを使用する前記データのための第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳ
ポリシーを決定することであって、前記第３のポリシーは、前記第１のＷＬＡＮ　ＱｏＳ
ポリシーおよび前記第２のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーのうちの少なくとも１つに基づく、
ことと、
　前記ユーザ機器のアップリンクを使用するデータに対して前記ユーザ機器が使用するた
めに、前記第３のＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを前記ユーザ機器に提供することと
　を含む動作を前記プロセッサに達成させる、アクセスネットワーク発見および選択機能
サーバ。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　より詳細な理解は、付随の図面と併せて、一例として与えられる、以下の説明から得ら
れ得る。
【図１】図１は、進化型パケットコア（ＥＰＣ）への信頼無線ローカルエリアネットワー
ク（ＷＬＡＮ）アクセスのためのアーキテクチャを図示する。
【図２】図２は、システム間モビリティポリシー（ＩＳＭＰ）のための例示的アクセスネ
ットワーク発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ）管理オブジェクト（ＭＯ）を図示する。
【図３】図３は、非シームレスＷＬＡＮオフロード（ＮＳＷＯ）のための例示的ＡＮＤＳ
Ｆ　ＭＯを図示する。
【図４】図４は、システム間ルーティングポリシー（ＩＳＲＰ）ＩＦＯＭおよびフローベ
ースのシームレスＷＬＡＮオフロードのための例示的ＡＮＤＳＦ　ＭＯを図示する。
【図５】図５は、サービスベースのマルチアクセスＰＤＮ接続（ＭＡＰＣＯＮ）のための
例示的ＡＮＤＳＦ　ＭＯを図示する。
【図６】図６は、ＡＮＤＳＦポリシーに基づいたＮＳＷＯのためのＷＬＡＮ　ＱｏＳの例
示的ＭＮＯ制御を図示する。
【図７】図７は、デフォルトおよび専用ベアラを介するＷＬＡＮ　ＱｏＳの例示的ＭＮＯ
制御を図示する。
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【図８Ａ】図８Ａは、１つ以上の開示される実施形態が実装され得る、信頼無線ローカル
エリアネットワーク（ＷＬＡＮ）アクセスおよびＬＴＥ／進化型パケットコア（ＥＰＣ）
のための例示的アーキテクチャを図示する。
【図８Ｂ】図８Ｂは、図８Ａに例証される通信システム内で使用され得る、例示的ユーザ
機器または他のデバイスの系統図である。
【図８Ｃ】図８Ｃは、図８Ａの通信システムの側面が実施され得る、例示的コンピューテ
ィングシステムのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　統合スモールセルおよびＷｉＦｉ（ＩＳＷ）ネットワークは、許可スペクトル内のスモ
ールセルとともに、無許可スペクトル内のＷｉＦｉアクセスポイントを伴って展開される
ものである。モバイルネットワークオペレータ（ＭＮＯ）は、費用効果的統合および相互
作用を通してそのセルラーおよびコアネットワークを補完するようなやり方で、「キャリ
アグレード」ＷｉＦｉの組み込みを開始している。これは、種々のネットワークアーキテ
クチャ、加入者サービス選択肢、およびポリシー管理機構の発展を促し得る。
【００１０】
　ＩＳＷネットワーク要件は、ＷｉＦｉによるインターネットトラフィックオフロード、
セルラーとＷｉＦｉとの間のサービス継続性、簡略化されたネットワーク展開および管理
（例えば、セルラーおよびＷｉＦｉプロビジョニング機構および自己編成ネットワーク（
ＳＯＮ）拡張の統合により）、およびポリシーベースのマルチアクセストラフィック管理
の拡張（例えば、セルラーおよびＷｉＦｉアクセス技術にわたる動的トラフィック操向お
よびＱｏＳのローカル強化により）のためのより低コストの代替に対処することが期待さ
れる。
【００１１】
　本明細書に開示されるのは、アクセスネットワーク発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ）
によるＷＬＡＮ　ＱｏＳのＭＮＯ制御のための解決策である。ＭＮＯが、キャリアＷｉＦ
ｉを展開する場合、ＭＮＯが、ＷｉＦｉを介する異なるレベルのＱｏＳによる付加価値サ
ービスをもたらし得るように、アクセスポイント（Ａｐ）および加入者ハンドセットが、
少なくともいくつかの８０２．１１．ｅまたはＷｉＦｉアライアンス（ＷＦＡ）無線マル
チメディア（ＷＭＭ）ＱｏＳ特徴をサポートすることが所望され得る。アップリンクデー
タ（ＵＥからのＷｉＦｉ伝送）に対して、機構が、３ＧＰＰ　ＡＮＤＳＦサーバ等の進化
型パケットコア（ＥＰＣ）ノードから、オペレータ規定ＱｏＳポリシーをユーザ機器（Ｕ
Ｅ）に直接提供するために、定義されることができる。ＵＥはまた、これらのＭＮＯポリ
シーを使用して、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）ＡＰからの特定のダウン
リンクトラフィックストリームのために規定されたＱｏＳレベルを要求し得る。
【００１２】
　さらなる文脈を与えるために、以下に論じられるのは、３ＧＰＰに関連付けられたＷＬ
ＡＮ　ＱｏＳおよびＷＬＡＮのための関連ＷｉＦｉ規格である。３ＧＰＰは、セルラーア
クセスおよびコアネットワークにわたる種々のレベルのＱｏＳのための制御機構を規定し
ている。本明細書に詳述されるように、これらの能力は、セルラーアクセスネットワーク
に同様に適用され得るＭＮＯ要件に基づいて、ＷＬＡＮ　ＱｏＳの区別を含むように拡張
される。
【００１３】
　ＷｉＦｉは、無許可スペクトルによる、モバイルセッション継続性を含む、ＭＮＯ付加
価値パケットデータサービスの安価な送達のために使用され得る。オフロードが行われる
方法および場所に応じて、オフロードＷｉＦｉトラフィックのためのより優れたＱｏＳを
送達するために、調整が行われ得る。例えば、ＷＬＡＮは、ＩＥＥＥ８０２．１１．ｅに
基づくＷＭＭ規格を使用して、ＱｏＳ区別をサポートし得る。ＩＥＥＥ８０２．１１．ｅ
は、改訂版８：媒体アクセス制御（ＭＡＣ）サービスの質向上を指す。ＷＭＭ　ＡＰＩを
使用したアプリケーションは、音声、ビデオ、ベストエフォート、またはバックグラウン
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ドに関するアクセスカテゴリ（ＡＣ）にマップされたユーザ優先度（ＵＰ）に従って、８
０２．１１．ｅ　ＭＡＣフレームを優先順序付けすることができる。４つのＡＣキューは
、より高い優先度フレームが、統計的に、より低い優先度フレームより短い待ち時間で伝
送されることを可能にする。
【００１４】
　図１は、ＥＰＣと接続された信頼ＷＬＡＮアクセスネットワーク（ＴＷＡＮ）のための
簡略化されたアーキテクチャを図示する。ＴＷＡＮに関するさらなる詳細は、図８Ａから
図８Ｃに関して論じられる。ＴＳ２３．４０２のセクション１６．１．１によると、ＷＬ
ＡＮが、オペレータによって信頼と見なされると、ＴＷＡＮ１０１は、複数の方法におい
て、ＥＰＣ１１９とインターフェースをとる。ＴＷＡＮ１０１は、ＳＴａインターフェー
ス１０４によって、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ１０７との認証プロシージャのために、ＥＰ
Ｃ１１９とインターフェースをとり得る。ＳＴａインターフェース１０４は、アクセス認
証、承認、モビリティパラメータ、および課金関連情報をセキュアにトランスポートする
。加えて、ＴＷＡＮ１０１は、パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ（Ｐ
ＧＷ）１０８とのベアラ管理プロシージャのために、Ｓ２ａインターフェース１０６によ
って、ＥＰＣ１１９とインターフェースをとり得る。ＡＮＤＳＦサーバ１１４は、ＥＰＣ
１１９内に位置し、通信可能に接続されるＰＧＷ１０８を経由して、ＵＥ１０２と通信し
得る。ＡＮＤＳＦサーバ１１４は、ｓ１４インターフェース１００を使用して、ＵＥ１０
２と通信し得る。ＡＮＤＳＦサーバ１１４が、プッシュを開始し、その情報をＵＥ１０２
に配信し得るか、またはＵＥ１０２が、ＡＮＤＳＦサーバ１１４にクエリを行い、所望の
情報をプルし得る。
【００１５】
　ＴＳ２３．４０２は、ＴＷＡＮ１０１内の詳細な機能分割を３ＧＰＰの範囲外として見
なす。ＳＷｗインターフェース１０５、Ｓ２ａインターフェース１０６、およびＳＴａイ
ンターフェース１０４によってエクスポージャされる外部挙動は、３ＧＰＰの範囲内と見
なされる。なお、ＷＬＡＮ　ＡＮ１１３、信頼ＷＬＡＮアクセスゲートウェイ（ＴＷＡＧ
）１１７、および信頼ＷＬＡＮ　ＡＡＡプロキシ（ＴＷＡＰ）１１５等の機能は、ＴＷＡ
Ｎ１０１の範囲内と仮定される。ＷＬＡＮ　ＡＮ１１３は、１つ以上のＷＬＡＮアクセス
ポイント（ＡＰ）から成る。ＡＰは、ＳＷｗインターフェース１０５によるＵＥのＷＬＡ
Ｎ　ＩＥＥＥ８０２．１１リンクの一端をなす。これらは、スタンドアローンＡＰ、また
は、例えば、ＩＥＴＦ　ＣＡＰＷＡＰ／ＤＴＬＳプロトコルを使用して、無線ＬＡＮコン
トローラ（ＷＬＣ）に接続されるＡＰであり得る。
【００１６】
　ＴＷＡＧ１１７は、そのアクセスリンク上のＵＥ１０２のためのデフォルトＩＰルータ
として作用し、ＰＧＷ１０８とのＧＴＰベースのＳ２ａインターフェース１０６の一端を
なす。それは、ＵＥ１０２のためのＤＨＣＰサーバとしても作用する。ＴＷＡＧ１１７は
、ＷＬＡＮ１１３内のＡＰ（図示せず）を通した２地点間リンクによるＵＥ１０２とＴＷ
ＡＧ１１７との間でパケットを転送するためのＵＥＭＡＣアドレスアソシエーション、お
よびＰＧＷ１０８に向かうＵＥ１０２のためのＳ２ａ　ＧＴＰ－ｕトンネルを維持する。
設定方法およびその時を含む、２地点間リンクの実装は、３ＧＰＰの範囲外である（例え
ば、ＷｉＦｉプロシージャは、ＷｉＦｉアライアンスおよびＩＥＥＥ８０２．１１によっ
て定義される一方、ＷｉＦｉネットワーク発見および選択決定は、ＵＥ実装に基づく）。
【００１７】
　ＴＷＡＰ１１５は、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ１０７とのダイアメータベースのＳＴａイ
ンターフェース１０４の一端をなす。ＴＷＡＰ１１５は、ＷＬＡＮ　ＡＮ１１３と３ＧＰ
Ｐ　ＡＡＡサーバ１０７（または、ローミングの場合、プロキシ）との間でＡＡＡ情報を
中継する。ＴＷＡＰ１１５は、ＵＥ１０２ＭＡＣアドレスとの国際モバイル加入者識別（
ＩＭＳＩ）を含む、ＵＥ１０２加入データの結合を確立し、ＴＷＡＧ１１７に、層２アタ
ッチおよびデタッチイベントを知らせることができる。コアネットワークとの「認証」プ
ロシージャと見なされ得る、３ＧＰＰ「アタッチ」との類似が示され得る。ＴＷＡＰ１１
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報を提供し得る。
【００１８】
　「ＧＴＰを介するＳ２ａモビリティ」（ＳａＭＯＧ）に関する３ＧＰＰリリース１１Ｓ
Ａ２作業項目は、ＰＧＷ１０８とＴＷＡＮ１０１との間のＧＰＲＳトンネリングプロトコ
ル（ＧＴＰ）ベースのＳ２ａインターフェースを有効にすることに焦点を当てている。信
頼ＷＬＡＮアクセスを介するＧＴＰベースのＳ２ａのための３ＧＰＰリリース１１アーキ
テクチャ、機能説明、およびプロシージャは、ＴＳ２３．４０２のセクション１６に規格
化されている。トンネル管理（ＧＴＰｖ２－Ｃ）のための適用可能であるＧＴＰ制御プレ
ーンプロトコルは、ＴＳ２９．２７４に規定されており、ＧＴＰユーザプレーンは、ＴＳ
２９．２８１に規定されている。ＳａＭＯＧの焦点は、「ＥＰＣへの信頼アクセス」であ
り、故に、プロシージャは、ＥＰＣ１０１への「初期アタッチ」から開始する。ＬＴＥと
全く同様に、初期アタッチプロシージャの正常完了は、Ｓ２ａインターフェース１０６上
のＧＴＰトンネルによるコアネットワークとの「常時オン」接続を有効にする「デフォル
ト」ＥＰＣ１０１ベアラの確立をもたらす。ＳａＭＯＧに対して、インターネット１１１
への直接オフロードは、関連しない。インターネット１１１への直接オフロードの状況で
は、ＥＰＣ１１９へのユーザプレーン接続が、バイパスされ、ＧＴＰトンネルが確立され
ないからである。ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）１０９または３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ１
０７は、ＳＴａインターフェース１０４によって、Ｓ２ａインターフェース１０６または
非シームレスＷＬＡＮオフロード（ＮＳＷＯ）の使用または両方によるＥＰＣ１１９への
アクセスが、加入者のために可能にされるかどうかを示し得る。
【００１９】
　ＵＥ１０２は、３ＧＰＰの範囲外である、「ＴＷＡＮ特有Ｌ２プロシージャ」を使用し
て、ＴＷＡＮ１０１と「初期アタッチ」を開始する。ＷＬＡＮに対して、これは、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１プロシージャに続くＩＥＴＦ　ＥＡＰｏＬ－開始メッセージによるであろ
う。ＩＥＴＦ　ＥＡＰｏＬ－開始メッセージは、ＴＷＡＰ１１５を通して３ＧＰＰ　ＡＡ
Ａサーバ１０７とのＥＡＰプロシージャを開始する。比較として、３ＧＰＰアクセスのた
めの「初期アタッチ」の開始は、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）とのＲＲＣ接続の確立に続き
、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）との３ＧＰＰ特有非アクセス階層（ＮＡＳ）信
号伝達によって行われる。
【００２０】
　規格ＥＡＰベースの認証後、ＴＷＡＰ１１５は、ＴＷＡＧ１１７に、３ＧＰＰ　ＡＡＡ
サーバ１０７によって、ＨＳＳ加入データから読み出される、デフォルトアクセスポイン
ト名（ＡＰＮ）を提供する。ＴＷＡＧ１１７は、次いで、ＡＰＮに関連付けられたＰＧＷ
１０８を選択し、ＧＴＰ－Ｃ「セッション作成要求」をＰＧＷ１０８に送信する。本要求
は、ＲＡＴタイプを「非３ＧＰＰ」として識別し、ＴＷＡＮ１０１のためのデフォルトＥ
ＰＳベアラＱｏＳ（ＨＳＳ１０９からパスされる）およびＧＴＰトンネルエンドポイント
識別子（ＴＥＩＤ）を含む。本ＱｏＳは、ＷｉＦｉリンクを含む、実際のエンドツーエン
ドＥＰＳベアラではなく、ＴＷＡＧ１１７とＰＧＷ１０８（Ｓ２ａインターフェース１０
６）との間のＧＴＰトンネルに適用可能であり、ＷＬＡＮ無線インターフェースは、３Ｇ
ＰＰの範囲外であると見なされることに留意されたい。デフォルトベアラＱｏＳは、非保
証ビットレート（非ＧＢＲ）に対するＱｏＳクラス識別子（ＱＣＩ）を含む。ＱＣＩ値は
、Ｓａａｄ　Ｚ．Ａｓｉｆによる「次世代モバイル通信エコシステム：モバイル通信のた
めの技術管理」の５７ページの表３．９からの情報を反映する、表１に示されるように、
リソースタイプ（ＧＢＲまたは非ＧＢＲ）、優先度レベル、パケット遅延バジェット、お
よびパケットエラー損失レートを表す。
【００２１】



(11) JP 6345789 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

【表１】

【００２２】
　ＰＧＷ１０８は、ＰＧＷ１０８のためのデフォルトＥＰＳベアラＱｏＳ、配分されたＵ
Ｅ１０２　ＩＰアドレス、およびＴＥＩＤを含む、「セッション作成応答」をＴＷＡＧ１
１７に返す。ＧＴＰ－Ｕトンネルは、現時点において、ＴＷＡＧ１１７とＰＧＷ１０８と
の間に存在する。本ＥＰＳベアラのためのパケットが、続いて、宛先ＴＥＩＤを含むＧＴ
Ｐｖ１－Ｕヘッダ、ＧＴＰｖ１－Ｕポート番号２１５２を識別するＵＤＰヘッダ、および
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ＱＣＩに対応するＤＳＣＰ値でマークされた「外側ＩＰ」ヘッダとともにカプセル化され
る。ＤＳＣＰマッピングは、オペレータポリシーに基づいて、確立される。
【００２３】
　ＰＧＷ１０８はまた、ＧＴＰベースのＳ２ａインターフェース上で専用ベアラの作成を
開始し得る。ＴＷＡＮ１０１特有のリソース配分／修正プロシージャが、専用ベアラＱｏ
Ｓをサポートするために、本ステップにおいて実行され得る。本ステップの詳細は、３Ｇ
ＰＰの範囲外である。
【００２４】
　ＰＧＷ１０８はまた、ＧＴＰベースのＳ２ａベアラのためのベアラ修正プロシージャを
開始し得る。本プロシージャは、アクティブデフォルトまたは専用Ｓ２ａベアラのための
ＴＦＴを更新するために、または、例えば、ＨＳＳ開始加入ＱｏＳ修正プロシージャに起
因して、Ｓ２ａベアラＱｏＳパラメータＱＣＩ、ＧＢＲ、ＭＢＲ、またはＡＲＰのうちの
１つまたはいくつかが、修正されるとき（デフォルトＳ２ａベアラのＱＣＩまたはＡＲＰ
を含む）、使用される。
【００２５】
　ＩＰｖ４アドレスおよび／またはＩＰｖ６プレフィックスは、新しいＰＤＮ接続が確立
されると、ＵＥ１０２に配分される。例えば、ＴＷＡＧ１１７が、ＧＴＰセッション作成
要求においてＩＰｖ４アドレスを要求し得、ＩＰｖ４アドレスが、ＰＧＷ１０８からのＧ
ＴＰセッション作成応答により、ＧＴＰトンネル確立中にＴＷＡＧ１１７に送達される。
ＵＥ１０２が、ＤＨＣＰｖ４によるＩＰｖ４アドレスを要求すると、ＴＷＡＧ１１７は、
受信されたＩＰｖ４アドレス、サブネットマスク、デフォルトルート、ＤＮＳサーバ名等
を、ＤＨＣＰｖ４信号伝達内において、ＵＥ１０２に送達する。ＵＥ１０２は、そのパケ
ットルート決定のために、サブネットマスクおよびデフォルトゲートウェイアドレスを使
用することができる。対応するプロシージャも、ＩＰｖ６のために定義される。ＮＳＷＯ
の場合、ＴＷＡＮ１０１は、ネットワークアドレス変換（ＮＡＴ）機能をサポートするこ
とができ、ＵＥに、ローカルＩＰアドレスを提供することができると仮定される。
【００２６】
　ＥＰＣ１１９への信頼ＷＬＡＮアクセスのために、ＰＤＮ接続サービスは、ＴＷＡＮ１
０１とＰＧＷ１０８との間のＳ２ａベアラと連結される、ＵＥ１０２とＴＷＡＮ１０１と
の間の２地点間接続によって提供される。
【００２７】
　Ｓ２ａベアラは、最低でも、デフォルトベアラを含む。デフォルトベアラが、修正され
ると、および／または専用ベアラが、確立されると、パケットフィルタを含むＴＦＴもま
た、提供される。ＴＷＡＮ１０１は、ＰＤＮ接続のＳ２ａベアラのためにＰＧＷ１０８か
ら受信されたＴＦＴ内のアップリンクパケットフィルタに基づいて、アップリンクパケッ
トをハンドリングする。ダウンリンクパケットは、ＰＤＮ接続のＳ２ａベアラのためにＰ
ＧＷ１０８内に記憶されるＴＦＴ内のダウンリンクパケットフィルタに基づいて、ＰＧＷ
１０８によってハンドリングされる。
【００２８】
　ＩＥＥＥ８０２．１１．ｅは、ＷＬＡＮにおけるＱｏＳ拡張を提供するための２つの機
構、すなわち、ＥＤＣＡおよびＨＣＣＡを規格化している。以降、ＷｉＦｉアライアンス
は、８０２．１１．ｅ　ＥＤＣＡ規格のうちのいくつかの特徴をその無線マルチメディア
（ＷＭＭ）証明プログラムの中に採用している。これらの規格の使用は、限定されており
、主に、ベンダ特有の企業展開（例えば、ＷＬＡＮを介する音声のため）に焦点が当てら
れている。典型的には、３ＧＰＰ　ＭＮＯ　ＱｏＳポリシーと相互作用するために使用さ
れていない。
【００２９】
　ＩＥＥＥ８０２．１１．ｅは、ＷＬＡＮにおけるＱｏＳ優先順位付けのためのＭＡＣ能
力を含み、伝送機会（ＴＸＯＰ）は、トラフィック優先度に基づいて決定される。機構が
、ＡＰにおけるハイブリッド調整機能（ＨＣＦ）を使用して、規格化されている。ＨＣＦ
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は、１）競合ベースのチャネルアクセス（拡張分散式チャネルアクセス－ＥＤＣＡ）、お
よび、２）制御式チャネルアクセス（ＨＣＦ制御式チャネルアクセス－ＨＣＣＡ）の両方
をサポートするためので、「ハイブリッド」機能として説明され得る。ＥＤＣＡは、優先
順位づけされたＣＳＭＡ／ＣＡ競合ベースのアクセス機構である。ＥＤＣＡは、ユーザ優
先度（ＵＰ）を４つのアクセスカテゴリ」（ＡＣ）にマップし、より高い優先度フレーム
が、統計的に、より低い優先度フレームより短い待ち時間で伝導されることを可能にする
。各ＡＣに対するバックオフ値が、アップリンク伝送において、基地局による使用のため
に、ビーコンフレームにおいて、ＱｏＳ対応ＡＰによってブロードキャストされる。ＨＣ
Ｆ制御されるチャネルアクセス（ＨＣＣＡ）は、ＡＰポーリング機構に基づく、無競合ア
クセス機構である。これは、理論上、媒体に関する競合を低減させ得るが、実際は、依然
として、重複するサービスエリアから制御不能干渉が存在し得る。
【００３０】
　ＥＤＣＡ機構は、８つの異なるユーザ優先度（ＵＰ）を４つのアクセスカテゴリ（ＡＣ
）にマップすることによって、区別され、分散されたアクセスを提供する。ＡＣは、ＩＥ
ＥＥ規格８０２．１１ＴＭ－２０１２の表９－１からの情報を反映する、以下の表２に示
されるように、ＵＰから導出される。
【００３１】
【表２】

【００３２】
　ＵＰ値は、０～７の範囲内であり、８０２．１Ｄユーザ優先度に関して定義された値と
同一である（それによって、マッピングを簡略化する）。これらのユーザ優先度は、８０
２．１Ｄ（８０２．１ｐにおいて行われた作業に基づく）を含む、以前のサービスのクラ
ス（ＣｏＳ）規格と整合する層２データリンクフレーム優先順位付けのために確立された
ものである。８０２．１Ｄ指定は、ＢＫ＝バックグラウンド、ＢＥ＝ベストエフォート、
ＥＥ＝エクセレントエフォート、ＣＬ＝制御負荷、ＶＩ＝ビデオ（＜１００ｍｓ遅延）、
ＶＯ＝音声（＜１０ｍｓ遅延）、およびＮＣ＝ネットワーク制御のようにリスト化される
。ユーザ優先度０は、ＩＥＥＥが、ＱｏＳ機能性をオプションと見なすため、バックグラ
ウンドＡＣの代わりに、ベストエフォートＡＣに置かれ、非ＱｏＳ基地局との後方互換性
を保持する。
【００３３】
　ＷｉＦｉアライアンス（ＷＦＡ）は、ＷＭＭ許可制御（ＷＭＭ－ＡＣ）と呼ばれる、そ
のＷｉＦｉマルチメディア（ＷＭＭ）証明プログラムを定義し、十分なリソースが利用可
能である場合のみ、ＱｏＳ（例えば、ＶｏＩＰのため）を要求するデバイスが、ネットワ
ークの中に許可されることを確実にしている。例えば、ＷＭＭクライアントは、音声等の
特定のＡＣタイプのトラフィックフローを送信する前に、「トラフィック仕様」（ＴＳＰ
ＥＣ）をＡＰへの信号伝達要求内に含むことができる。
【００３４】
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　ＩＥＥＥ８０２．１１ｕは、３ＧＰＰ　ＭＮＯによって管理されるもの等の「外部ネッ
トワークとの相互作用」のための規格を定義している。８０２．１１ｕ改訂版は、ＷＬＡ
Ｎネットワーク発見および選択と、外部ネットワークからのＱｏＳマッピングと、緊急サ
ービス（例えば、第一応答者のため）のための優先順位づけされたＷＬＡＮアクセスとの
ための方法について説明している。ＷｉＦｉアライアンスは、８０２．１１ｕネットワー
ク発見および選択のいくつかの特徴を、そのホットスポット２．０「パスポイント」証明
プログラムの中に採用しており、８０２．１１ｕ　ＱｏＳ拡張は、将来的パスポイントリ
リースにおいて対処され得る。
【００３５】
　ＱｏＳマッピングに関して、８０２．１１ｕは、加入サービスプロバイダネットワーク
（ＳＳＰＮ）、およびその独自の層３エンドツーエンドパケットマーキング実践（例えば
、区別化サービスコードポイント（ＤＳＣＰ）使用慣例）を有し得る他の外部ネットワー
クのためのＱｏＳマッピングを提供する。したがって、層３サービスレベルを共通無線サ
ービスレベルに再マップする方法が、必要である。ＱｏＳマップは、基地局およびアクセ
スポイントに、８０２．１１．ｅ　ＵＰへのネットワーク層ＱｏＳパケットマーキング（
例えば、区別化サービスコードポイント（ＤＳＣＰ））のマッピングを提供する。
【００３６】
　ダウンリンクに対して、ＡＰにおいて、ＤＳＣＰ値が、ＥＤＣＡ　ＵＰにマップされる
。非ＡＰ基地局８０２．１１（ＳＴＡ）はまた、ＴＳＰＥＣおよびＴＣＬＡＳ要素をトラ
フィックストリーム追加（ＡＤＤＴＳ）要求フレーム内で使用し、ＷＬＡＮ内のトラフィ
ックストリームを設定し得る。本方法では、ＵＰは、トラフィック分類（ＴＣＬＡＳ）要
素内に規定される。ＡＰによって、フレームをユーザ優先度にマップするための特定の方
法を選定するために使用されるポリシーは、８０２．１１の範囲外である。
【００３７】
　アップリンクに対して、非ＡＰ　ＳＴＡにおいて、外部ＱｏＳパラメータが、ＩＥＥＥ
８０２．１１ＱｏＳパラメータに、例えば、ＤＳＣＰが、ＩＥＥＥ８０２．１１ＵＰに、
順に、ＥＤＣＡ　ＡＣにマップされる。本マッピングは、非ＡＰ　ＳＴＡが、ＡＰへの正
しいＱｏＳ要求、例えば、ＡＤＤＴＳ要求を構築し、フレームを正しい優先度で伝送する
のに役立つ。規格は、全くではないにしても、ＵＥがアップリンクパケットのためのＤＳ
ＣＰ値を設定する方法を規定しない。ＵＥ１０２は、例えば、対応するフローのための対
応するダウンリンクパケット内で受信される値を使用し得る。
【００３８】
　ＩＥＥＥ　Ｓｔｄ８０２．１１ＴＭ－２０１２表Ｖ－１からの情報を反映する、表３は
、ホップ挙動（ＰＨＢ）毎の区別化サービス（ＤｉｆｆＳｅｒｖ）と、３ＧＰＰ　ＵＭＴ
Ｓ／ＧＰＲＳトラフィッククラスならびに８０２．１１．ｅ　ＡＣおよびＵＰのためのＤ
ＳＣＰマッピングの実施例を示す。３ＧＰＰ　ＵＭＴＳ／ＧＰＲＳトラフィッククラスへ
のＤＳＣＰのマッピングは、モバイルアソシエーション（ＧＳＭＡ）ＩＲ．３４ｖ４．６
のためのグローバルシステムにおいて利用可能である一方、ＩＲ．３４ｖ９．０は、進化
型パケットシステム（ＥＰＳ）ＱｏＳクラス識別子（ＱＣＩ）マッピングを追加する。
【００３９】
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【表３】

【００４０】
　表４は、ＥＰＣベースのネットワークのために構築され得、ＧＳＭＡ　ＩＲ．３４　ｖ
９．０から情報を反映する。
【００４１】

【表４】

【００４２】
　ＩＥＴＦ　ｄｒａｆｔ－ｋａｉｐｐａｌｌｉｍａｌｉｌ－ｎｅｔｅｘｔ－ｐｍｉｐ－ｑ
ｏｓ－ｗｉｆｉ－０１「ＷｉＦｉネットワークにおけるＰＭＩＰサービスの質のマッピン
グ」は、以下の表５に示されるように、３ＧＰＰ　ＱＣＩ、ＤＳＣＰ、および８０２．１
１．ｅアクセスカテゴリ（ＡＣ）間の推奨されるマッピングを概略する。
【００４３】
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【表５】

【００４４】
　ＷＦＡは、ホットスポット２．０イニシアティブおよびその対応するパスポイント証明
プログラムの一部として、ネットワーク発見および選択のための８０２．１１ｕの一部を
採用しているが、ＱｏＳマッピング規格は、現在まで含まれていない。ホットスポット２
．０は、デバイスが、Ｗｉ－Ｆｉ加入者サービスに自動的に参加することを可能にする、
ＷＦＡによる公共アクセスＷｉ－Ｆｉへのアプローチを指す。
【００４５】
　前述から解明されるように、従来のＱｏＳ技法の現在のギャップを前提として、特に、
統合スモールセルおよびＷｉＦｉネットワークの展開増加に伴って、ＷＬＡＮ　ＱｏＳ制
御のさらなる採用を可能にする調整が必要とされ得る。以下に定義されるのは、アップリ
ンク伝送のために、またはＡＰによってハンドリングされるダウンリンクＱｏＳを要求す
るために、ＵＥによって適用されるべき「ＷＬＡＮ　ＱｏＳ」パラメータ（例えば、Ｗｉ
ＦｉのためのＱｏＳパラメータ）を伝達するためのＡＮＤＳＦ拡張である。以下により詳
細に論じられるように、拡張は、とりわけ、ＷＬＡＮ優先順位づけアクセスのためのＡＮ
ＤＳＦ管理オブジェクト（ＭＯ）へのＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータの追加を含み得る。
【００４６】
　ＷＬＡＮネットワーク選択のための３ＧＰＰオペレータのポリシーが、事前構成によっ
て、またはアクセスネットワーク発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ）を使用して、３ＧＰ
Ｐ端末上にプロビジョニングされるであろう。ＡＮＤＳＦは、元々、マルチモードＵＥに
、ＷＬＡＮ等の非３ＧＰＰアクセスネットワークの発見および選択のためのＭＮＯポリシ
ーを提供するために定義されたものである。３ＧＰＰＴＳ２３．４０２は、ＡＮＤＳＦ機
能性を定義する一方、ＴＳ２４．３１２は、ＡＮＤＳＦ管理オブジェクト（ＭＯ）をＯＭ
Ａ－ＤＭ規格と適合性のあるＸＭＬフォーマットにおいて定義する。
【００４７】
　図２は、システム間モビリティポリシー（ＩＳＭＰ）のための例示的アクセスネットワ
ーク発見および選択機能（ＡＮＤＳＦ）管理オブジェクト（ＭＯ）を図示する。図１を参
照すると、ＵＥ１０２が、１度に単一のＲＡＴ（例えば、セルラーまたはＷｉＦｉのいず
れか）のみによって、ＥＰＣ１１９に接続可能である場合、ＡＮＤＳＦ　ＭＯは、図２に
示されるように、システム間モビリティポリシー（ＩＳＭＰ）において識別されたＴＷＡ
Ｎ１０１の関連付けられたＡＰへのＵＥ１０２アクセスのために使用されるべきＷＬＡＮ
　ＱｏＳパラメータ１４１を含むように拡張されることができる。拡張は、ＷＬＡＮ　Ｑ
ｏＳパラメータ１４１（すなわち、ＷＬＡＮ　ＱｏＳリーフ）をＩＳＭＰのためのＡＮＤ
ＳＦノード「＜Ｘ＞／Ｐｏｌｉｃｙ／＜Ｘ＞／ＰｒｉｏｒｉｔｉｚｅｄＡｃｃｅｓｓ」に
追加することから成る。加えて、この場合、関連付けられたＡＰに関するフロー毎のＷＬ
ＡＮ　ＱｏＳ区別を随意に有効にするために、ブロック１４２のＩＳＭＰフローベースの
パラメータが、「ＩＰＦｌｏｗ」ノード１４３を追加することによって含められ得る。本
解決策は、ＵＥ１０２が、ＷｉＦｉ（例えば、ＴＷＡＮ１０１）のみによって全ＥＰＣ１
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１９サービスにアクセスするシナリオ、またはＵＥ１０２が、ＷｉＦｉ（例えば、ＴＷＡ
Ｎ１０１）によって他のインターネットサービスをオフロードしながら、セルラーのみに
よって全ＥＰＣ１１９サービスにアクセスするシナリオに適用され得る。ＩＰフローパラ
メータの実施例として、図２に示されるように、とりわけ、ＳｔａｒｔＳｏｕｒｃｅＩＰ
ａｄｄｒｅｓｓ１４４、ＳｔａｒｔＤｅｓｔＩＰａｄｄｒｅｓｓ１４５、ＥｎｄＳｏｕｒ
ｃｅＰｏｒｔＮｕｍｂｅｒ１４６、およびＤｏｍａｉｎＮａｍｅ１４７が挙げられ得る。
【００４８】
　前述のように、図２におけるＩＳＭＰの場合、ＩＰフローノード１４３が、ＩＳＭＰの
ための「＜Ｘ＞／Ｐｏｌｉｃｙ／＜Ｘ＞／ＩＰＦｌｏｗ」等、特定のＩＰフローのための
ＷＬＡＮ　ＱｏＳ区別を有効にするために追加され得る。＜Ｘ＞／Ｐｏｌｉｃｙ／＜Ｘ＞
／ＩＰＦｌｏｗノード１４３は、ａ）発生：Ｏｎｅ（すなわち、１つのみのＩＰフローが
、ＡＮＤＳＦ　ＭＯのために本明細書では規定される）、ｂ）フォーマット：ｎｏｄｅ（
すなわち、本ＩＰフローは、ＡＮＤＳＦ　ＭＯ構造内にリーフを伴うノードである）、ｃ
）アクセスタイプ：Ｇｅｔ、Ｒｅｐｌａｃｅ（すなわち、アクセスするための読み取り、
書き込み）、およびｄ）値：Ｎ／Ａ（すなわち、いずれの値も割り当てられない）等、特
定のフロー配信ルールのためのフロー説明を示す。空の＜Ｘ＞／Ｐｏｌｉｃｙ／＜Ｘ＞／
ＩＰＦｌｏｗノードは、「ｍａｔｃｈ－ａｌｌ」フロー説明を示す。特定のＩＳＭＰフロ
ー配信ルールは、ＩＳＲＰフロー説明のために定義されたものと同一内部ノードおよびリ
ーフを使用して定義され得る。特定のＵＥは、ポリシーをＡＮＤＳＦサーバから要求する
ことができ、その場合、ポリシーは、ＵＥ特有であることができる。加えて、＜Ｘ＞／Ｐ
ｏｌｉｃｙ／＜Ｘ＞／ＩＰＦｌｏｗノード１４３が、空ではない場合、規定されたＷＬＡ
Ｎ　ＱｏＳは、関連付けられたフロー説明に一致するトラフィックに適用される。ＡＮＤ
ＳＦ「ＩＰ　Ｆｌｏｗ」ノードにおいて現在規格化されているような「ＱｏＳ」リーフは
、ＴｏＳ／ＤＳＣＰマーキングのみを指すことに留意されたい。その意図は、この「Ｑｏ
Ｓ」リーフのＴｏＳ／ＤＳＣＰ値を使用して特定のフローを区別すること基づいて、ＡＮ
ＤＳＦがルーティングルールを提供することを可能にすることであった。本明細書に論じ
られるように、関連付けられたＩＰフローのＱｏＳハンドリングとは、関係がない。
【００４９】
　ＵＥ１０２が、ＥＰＣ１１９への同時セルラー（例えば、図８Ａの（Ｈ）ｅＮＢ１２１
）およびＷｉＦｉ（例えば、ＴＷＡＮ１０１）接続が可能である場合、ＡＮＤＳＦ　ＭＯ
は、図３から図５に示されるように、システム間ルーティングポリシー（ＩＳＲＰ）によ
ってＷＬＡＮ　ＱｏＳ区別を含むように拡張されることができる。図３は、非シームレス
ＷＬＡＮオフロード（ＮＳＷＯ）のためのＡＮＤＳＦ　ＭＯを図示する。拡張は、ＷＬＡ
Ｎ　ＱｏＳパラメータ１５１（すなわち、ＷＬＡＮ　ＱｏＳリーフ）をＩＳＲＰ　ＮＳＷ
ＯのためのＡＮＤＳＦノード「＜Ｘ＞／ＩＳＲＰ／＜Ｘ＞／ＦｏｒＮｏｎＳｅａｍｌｅｓ
ｓＯｆｆｌｏａｄ／＜Ｘ＞／ＲｏｕｔｉｎｇＲｕｌｅ」に追加することから成る。図４は
、ＡＮＤＳＦ　ＭＯ　ＩＳＲＰ　ＩＰフローモビリティ（ＩＦＯＭ）およびフローベース
のシームレスＷＬＡＮオフロードを図示する。拡張は、ＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメータ１５
４をＩＳＲＰ　ＩＦＯＭおよびシームレスＷＬＡＮオフロードのためのＡＮＤＳＦノード
「＜Ｘ＞／ＩＳＲＰ／＜Ｘ＞／ＦｏｒＦｌｏｗＢａｓｅｄ／＜Ｘ＞／ＲｏｕｔｉｎｇＲｕ
ｌｅ」に追加することから成る。図５は、サービスベースのマルチアクセスＰＤＮ接続（
ＭＡＰＣＯＮ）のためのＡＮＤＳＦ　ＭＯを図示する。拡張は、ＷＬＡＮ　ＱｏＳパラメ
ータ１５８をＩＳＲＰ　ＭＡＰＣＯＮのためのＡＮＤＳＦノード「＜Ｘ＞／ＩＳＲＰ／＜
Ｘ＞／ＦｏｒＳｅｒｖｉｃｅＢａｓｅｄ／＜Ｘ＞／ＲｏｕｔｉｎｇＲｕｌｅ」に追加する
ことから成る。
【００５０】
　ＡＮＤＳＦ拡張は、例えば、端末におけるアップリンクＷｉＦｉトラフィックのための
４つのレベルの区別化ＱｏＳにつながる８つのレベルのＵＰをＭＮＯが割り当てることを
可能にし、ＡＮＤＳＦ調整をサポートし得る。本明細書で論じられるのは、ダウンリンク
ＷＬＡＮ　ＱｏＳの設定のための選択肢である。アップリンクＡＮＤＳＦポリシーは、該
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当する場合、必ずしも、ダウンリンクポリシーと厳密に調整される必要はない。なお、衝
突の場合の優先度の好ましい順序は、本明細書に提供される。
【００５１】
　開示されるように、ＷＬＡＮ　ＱｏＳリーフは、アップリンクＩＰフローを選択された
ＷＬＡＮにルーティングするとき、ＵＥによって使用されるべきＩＥＥＥ８０２．１１ｅ
を示し得る。これは、以下の例のように定義され得る。ａ）発生：ＺｅｒｏＯｒＯｎｅ、
ｂ）フォーマット：ｉｎｔ、ｃ）アクセスタイプ：Ｇｅｔ、Ｒｅｐｌａｃｅ、および、ｄ
）値：０－７．ＩＥＥＥ８０２．１１ｅは、音声、ビデオ、ベストエフォート、またはバ
ックグラウンドとして４つのＱｏＳキューを規定するが、ＭＮＯは、「プラチナ」、「ゴ
ールド」、「シルバー」、および「ブロンズ」サービス等、他の基準に基づいて、ＷｉＦ
ｉ接続をこれらの値のいずれかに割り当てることができる。リーフの存在は、ＵＥに、関
連付けられたＡＰが、ＷＬＡＮ　ＱｏＳ区別をサポートすることを示す。このリーフの不
在は、他の方法に基づいて、例えば、アプリケーションレベル入力に基づいて、ＵＥが、
どのユーザ優先度も使用することができるか、またはどれも使用することができないこと
を示す。
【００５２】
　図６は、拡張されたＡＮＤＳＦポリシーに基づくＮＳＷＯのためのＷＬＡＮ　ＱｏＳの
ＭＮＯ制御のための例示的メッセージフローを図示する。ステップ１６０では、ＵＥ１０
２は、アップリンクＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを記憶し得る。ステップ１６０のポリシー
は、セルラー、ＷｉＦｉ、またはＡＮＤＳＦサーバ１１４からの陸上通信線を経由し得る
ＩＰ接続によってダウンロードされているか、ＵＥ１０２のメモリ上に事前に構成される
か、または別様に、ＵＥ１０２上にプロビジョニングされ得る。ステップ１６１では、Ａ
ＮＤＳＦサーバ１１４は、ＵＥ１０２によるアップリンクトラフィックハンドリングのた
めのＷＬＡＮ　ＱｏＳオフロード選好を交換し得る。ＷＬＡＮ　ＱｏＳオフロード選好が
、ＵＥ１０２とＡＮＤＳＦサーバ１１４との間で異なる場合、ＵＥ１０２およびＡＮＤＳ
Ｆサーバ１１４は、使用され得る選好を決定し得る。決定は、ＡＮＤＳＦサーバ１１４お
よび事前に構成されるＵＥ１０２ポリシーの混合を組み込むネゴシエーションであり得る
。例えば、ＭＮＯ（または、ＵＥ）は、ＵＥ１０２ポリシーまたはＡＮＤＳＦサーバ１１
４ポリシーにおいて明示的に考慮されていない、特定のタイプのアプリケーション（例え
ば、文書処理アプリケーション）トラフィックのための追加のポリシーを追加し得る。決
定は、ＭＮＯ（ＡＮＤＳＦサーバ１１４）の選好に対してデフォルトであり得るか、また
は、決定は、ＵＥ１０２の選好に対してデフォルトであり得るか、または決定は、両方の
混合であり得る。ＳＷｗ無線通信インターフェース１０５を介するアップリンクデータに
対して、ＵＥ１０２は、事前に構成された、または本明細書に説明されるように、ＡＮＤ
ＳＦ拡張に関するＡＮＤＳＦ機構によって信号伝達されるようなオペレータポリシーに従
って、トラフィックフローのための８０２．１１ｅ　ＵＰを設定し得る。異なるポリシー
（例えば、規定されたパケットフィルタと調和するフローベースのポリシーによる）が、
アップリンクフローの区別をハンドリングするために使用され得る。
【００５３】
　ステップ１６２では、ＴＷＡＮ１０１は、ＯＡＭサーバ（図示せず）によって更新され
得るダウンリンクＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを記憶し得る。ステップ１６３では、ＵＥ１
０２は、８０２．１１通信によってＴＷＡＮ１０１にアタッチし得る。図６に関して論じ
られるようなポリシーは、トラフィックが、ＥＰＣ１１９からオフロードされているかど
うか、または、トラフィックがデフォルトまたは専用ベアラによってＥＰＣ１１９にルー
ティングされるかどうかにかかわらず、ＷＬＡＮ　ＡＮ１１３内のＡＰ（図示せず）ごと
、または所与のＡＰに対するＩＰフロー毎であり得る。ＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーは、Ａ
Ｐに対して、またはＡＰのＩＰフローに対して定義され得る。これらのポリシーは、必ず
しも、ＵＥ１０２加入者ベースではなく、概して、規定されたＷＬＡＮ　ＡＮを使用して
、全加入者に提供され得る。加えて、ポリシーは、ＡＰの場所、ＡＰの所有者（例えば、
所有者は、特定のサービス契約を有する）、ＡＰのタイプ等に基づき得る。ＡＮＤＳＦサ



(19) JP 6345789 B2 2018.6.20

10

20

30

40

50

ーバ１１４は、一般的な非ＵＥ特有のＱｏＳポリシーを提供し得るか、または、ＡＮＤＳ
Ｆサーバ１１４は、ＵＥ１０２がポリシーをＡＮＤＳＦサーバ１１４から要求する場合、
ＵＥ１０２によって提供される識別に基づいて加入者特有のＱｏＳポリシーを提供し得る
。異なるトラフィックオフロードポリシーが、異なる加入者（例えば、異なるネットワー
クオペレータ）のために適用され得る。異なるアップリンクポリシーが、異なるタイプ（
例えば、モデル）のＵＥのために適用され得る。
【００５４】
　ステップ１６４では、ＵＥ１０２、ＴＷＡＮ１０１、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ１０７、
およびＨＳＳ１０９は、ネットワーク上への認証のプロセスを通過し得る。ステップ１６
６では、ＵＥ１０２は、アプリケーション要件またはＵＥのステータスもしくは能力に基
づき得る、ＷｉＦｉトラフィックのためのダウンリンクＷＬＡＮ　ＱｏＳに対する要求を
生成し得る。ステップ１６７では、ＵＥ１０２は、ＴＷＡＮ１０１に、ステップ１６６の
要素に関連付けられるような８０２．１１ｅ　ＡＤＤＴＳ要求を送信し得る。ステップ１
６７のＡＤＤＴＳ要求は、トラフィック仕様のためのＴＳＰＥＣおよびトラフィック分類
のためのＴＣＬＡＳを含み得る。ＴＣＬＡＳは、ユーザ機器の優先度を規定し得る。ここ
では、ＴＳＰＥＣは、８０２．１１無線クライアント（例えば、ＵＥ１０２）が、そのト
ラフィック要件をＡＰに信号伝達することを可能にする。ＵＥ１０２からのＴＳＰＥＣは
、とりわけ、データレート、パケットサイズ、ストリーム数を含み得る。ステップ１６８
では、ステップ１６７のＡＤＤＴＳ要求に基づいて、ＴＷＡＮ１０１は、該当する場合、
ローカルポリシーをチェックし、ダウンリンクＱｏＳのためのＵＥ１０２のＡＤＤＴＳ要
求が許可されるべきかどうかを決定し得る。ステップ１６９では、ＴＷＡＮ１０１は、Ｕ
Ｅ１０２に、ステップ１６７の要求を許可または拒否し、ＴＳＰＥＣおよびＴＣＬＡＳを
含み得る、８０２．１１ｅ　ＡＤＤＴＳ応答を送信する。ＳＷｗインターフェース１０５
を介するダウンリンクデータに対して、ダウンリンクＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシー（例えば
、規定されたパケットフィルタと調和するフローベースのポリシーによる）が、ダウンリ
ンクフローの区別をハンドリングするために使用され得る。ＴＷＡＮ１０１はまた、ＴＳ
ＰＥＣ要素によって、またはフローベースのＱｏＳの場合、ＴＣＬＡＳ要素によって、Ｕ
Ｅからの８０２．１１ｅ　ＡＤＤＴＳ要求フレーム内に規定される場合、ＵＰを設定し得
る。
【００５５】
　ステップ１７０では、ＴＷＡＮ１０１は、オフロードトラフィックのために、ＱｏＳマ
ッピングに従って、ダウンリンク８０２．１１ｅ　ＭＡＣマーキングを設定し得る。ステ
ップ１７１では、ＵＥ１０２は、オフロードトラフィックのために、ＱｏＳマッピングに
従って、アップリンク８０２．１１ｅ　ＭＡＣマーキングを設定し得る。本明細書で論じ
られる殆どのステップは、必ずしも、提示される順序で行われるわけではない。例えば、
ステップ１７１は、アップリンクおよびダウンリンクが調整されるので、ステップ１６９
に応答して、実行され得るか、またはステップ１７１は、ダウンリンクトラフィックのた
めのＱｏＳの設定前であり得る、ステップ１６９の前（例えば、ステップ１６４の後）に
完了され得る。オペレータは、とりわけ、全オフロードＵＥ１０２トラフィックフローの
ための単一またはグローバルＷＬＡＮ　ＱｏＳレベルの定義、または特定のオフロードＵ
Ｅトラフィックフローのための異なるＷＬＡＮ　ＱｏＳレベルの定義等、異なる方法にお
いて、オフロードＷｉＦｉトラフィックのＱｏＳに影響を及ぼし得る。トラフィックのオ
フロードは、ＴＷＡＮ１０１のＴＷＡＧ１１７によってハンドリングされ得る。ＴＷＡＧ
１１７は、ローカルゲートウェイのように作用し、データを、直接、インターネットまた
はローカルネットワーク１１１へまたはそこからルーティングし、ＰＧＷ１０８へのＳ２
ａインターフェース１０６をバイパスし得る。ＴＷＡＧ１１７は、ＩＰアドレスをＵＥ１
０２に割り当て得、オフロードトラフィックのためのＮＡＴ機能性を含み得る。
【００５６】
　本明細書に論じられるように、図６に図示されるステップを行うエンティティは、図８
Ｂまたは図８Ｃに図示されるもの等のデバイス、サーバ、またはコンピュータシステムの
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メモリ内に記憶され、そのプロセッサ上で実行する、ソフトウェア（すなわち、コンピュ
ータ実行可能命令）の形態で実装され得る、論理的エンティティであることを理解された
い。すなわち、図６に図示される方法は、コンピューティングデバイスのプロセッサによ
って実行されると、図６に図示されるステップを行う、コンピュータ実行可能命令である
、図８Ｃまたは図８Ｄに図示されるデバイスまたはコンピュータシステム等のコンピュー
ティングデバイスのメモリ内に記憶される、ソフトウェア（すなわち、コンピュータ実行
可能命令）の形態で実装され得る。
【００５７】
　図７は、デフォルトおよび専用ベアラを介するＷＬＡＮ　ＱｏＳのＭＮＯ制御のための
フローを図示する。専用ベアラは、ＰＤＮ接続に関連付けられ、デフォルト接続によって
適正にハンドリングされないこともある特定のＱｏＳ要件を示す。本明細書における調整
の側面は、これらのデフォルトおよび専用ベアラ上での使用のためのＷＬＡＮ　ＱｏＳ選
好を追加する。ステップ１８１では、ＡＮＤＳＦサーバ１１４は、ＵＥ１０２によるアッ
プリンクトラフィックハンドリングのためのＷＬＡＮ　ＱｏＳオフロード選好を交換し得
る。ステップ１８２では、ＴＷＡＮ１０１は、ＯＡＭサーバ（図示せず）によって更新さ
れ得るグローバルダウンリンクＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーを記憶し得る。ステップ１８３
では、ＵＥ１０２は、８０２．１１通信によってＴＷＡＮ１０１にアタッチし得る。ステ
ップ１８４では、ＵＥ１０２、ＴＷＡＮ１０１、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ１０７、および
ＨＳＳ１０９は、ネットワーク上への認証のプロセスを通過し得る。ステップ１８５では
、デフォルトベアラが、確立され得る。ステップ１８６では、ＧＴＰトンネルが、確立さ
れる。ステップ１８８では、専用ベアラが、確立され得、ステップ１８９では、ＧＴＰト
ンネルが、確立される。ブロック１８７内のステップは、随意であり得る。ステップ１８
５からステップ１８９は、ＴＷＡＮ１０１とＰＧＷ１０８との間の通信を設定する。ＴＷ
ＡＮ１０１によるデフォルトＰＤＮ接続は、初期アタッチ（ステップ１８３であり得る）
において、かつ追加のＰＤＮ接続がＵＥ１０２によって要求される度に、生じる。３ＧＰ
Ｐリリース１１は、ユーザの加入ファイル内に規定されたＡＰＮに基づいて、単一デフォ
ルトＰＤＮ接続の確立をサポートする。３ＧＰＰリリース１２は、ＵＥ規定ＰＤＮ接続を
含む、複数のＰＤＮ接続の確立をサポートする。
【００５８】
　ステップ１９１では、ＵＥ１０２は、アプリケーション要件またはＵＥのステータスも
しくは能力に基づき得る、オフロードトラフィックのためのダウンリンクＷＬＡＮ　Ｑｏ
Ｓの要求を生成し得る。ステップ１９１では、ＵＥ１０２は、ＴＷＡＮ１０１に、ステッ
プ１９１の生成された要求に関連付けられる、８０２．１１ｅ　ＡＤＤＴＳ要求を送信し
得る。ステップ１９２のＡＤＤＴＳ要求は、ＴＳＰＥＣまたはＴＣＬＡＳを含み得る。ス
テップ１９３では、ステップ１９２のＡＤＤＴＳ要求に基づいて、ＴＷＡＮ１０１は、該
当する場合、内部構成をチェックし、ダウンリンクＱｏＳのためのＵＥ１０２のＡＤＤＴ
Ｓ要求が許可されるべきかどうかを決定し得る。ステップ１９４では、ＴＷＡＮ１０１は
、ＵＥ１０２に、ステップ１９２の要求を許可または否定し、ＴＳＰＥＣまたはＴＣＬＡ
Ｓを含み得る、８０２．１１ｅＡＤＤＴＳ応答を送信する。
【００５９】
　ステップ１９５では、ＴＷＡＮ１０１は、異なるベアラ（すなわち、適用可能である場
合、専用ベアラ）のために、グローバルダウンリンクＷＬＡＮ　ＱｏＳポリシーをオーバ
ーライドし、ベアラダウンリンクＱｏＳをＤＬ８０２．１１ｅＭＡＣマーキングにマップ
し得る。ステップ１９７では、ＴＷＡＮ１０１は、オフロードトラフィックのために、Ｑ
ｏＳマッピングに従って、ダウンリンク８０２．１１ｅＭＡＣマーキングを設定し得る。
ステップ１９６では、ＵＥ１０２は、オフロードトラフィックのために、ＱｏＳマッピン
グに従って、アップリンク８０２．１１ｅＭＡＣマーキングを設定し得る。オペレータは
、とりわけ、全オフロードＵＥ１０２トラフィックフローまたはベアラのための単一もし
くはグローバルＷＬＡＮ　ＱｏＳレベルの定義、または特定のオフロードＵＥトラフィッ
クフローもしくはベアラのための異なるＷＬＡＮ　ＱｏＳレベルの定義等、異なる方法に
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おいて、オフロードＷｉＦｉトラフィックのＱｏＳに影響を及ぼし得る。当業者は、図６
および図７のステップが、必ずしも、提示される順序で行われる必要がないことを理解す
るであろう。図６およびその関連付けられた議論は、概して、図７およびその関連付けら
れた議論に適用可能であり得る。図７は、とりわけ、ＴＷＡＮ１０１が、専用ベアラ、す
なわち、ベアラ特有ＱｏＳポリシーのために、ＵＥ１０２要求特有ＱｏＳポリシーを用い
て、デフォルトおよび専用ベアラの両方に適用可能であるダウンリンクＱｏＳポリシーを
オーバーライドし得ることを伝える。
【００６０】
　本明細書に論じられるように、図７に図示されるステップを行うエンティティは、図８
Ｂまたは図８Ｃに図示されるもの等のデバイス、サーバ、またはコンピュータシステムの
メモリ内に記憶され、そのプロセッサ上で実行する、ソフトウェア（すなわち、コンピュ
ータ実行可能命令）の形態で実装され得る、論理エンティティであることを理解されたい
。すなわち、図７に図示される方法は、そのコンピュータ実行可能命令が、コンピューテ
ィングデバイスのプロセッサによって実行されると、図７に図示されるステップを行う、
図８Ｂまたは図８Ｃに図示されるデバイスまたはコンピュータシステム等、コンピューテ
ィングデバイスのメモリ内に記憶されるソフトウェア（すなわち、コンピュータ実行可能
命令）の形態で実装され得る。
【００６１】
　以下に開示されるのは、ＥＰＣへのセルラーＬＴＥおよび信頼ＷＬＡＮアクセスを提供
する、３ＧＰＰアーキテクチャに関するさらなる詳細である。現在の実践下では、モバイ
ルネットワークオペレータ（ＭＮＯ）は、典型的には、そのセルラーおよびコアネットワ
ークから「ベストエフォート」インターネットトラフィックをオフロードするために、Ｗ
ｉＦｉを採用する。しかしながら、「スモールセル」および「キャリアＷｉＦｉ」のオペ
レータ展開における関心増加は、ローカルセルラーおよびＷｉＦｉネットワークを横断し
たより優れた相互運用性を模索するようにＭＮＯを促すことが期待される。概して、「ス
モールセル」は、３ＧＰＰ定義セルラー無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用して、オペレ
ータ許可スペクトルによって無線ネットワークアクセスを提供する、局在地理的エリアを
指す。オフロードトラフィックが、本明細書で論じられるが、主に、ＷｉＦｉ通信を使用
し得るデバイスが、本明細書に開示されるように、ＡＮＤＳＦを介して、ＷＬＡＮ　Ｑｏ
Ｓを実践し得ることも検討される。
【００６２】
　オペレータが、「キャリアＷｉＦｉ」を採用し、そのネットワークを最適化し、費用を
削減するにつれて、直接、オペレータのモバイルコアネットワーク（ＭＣＮ）とインター
フェースをとることができる、「信頼」ＷＬＡＮアクセスネットワーク（ＴＷＡＮ）のさ
らなる展開がもたらされるであろうことが期待される。同様に、ＭＮＯ展開スモールセル
と、高トラフィック大都市ホットスポット場所等の共通地理的エリア内のＷｉＦｉアクセ
スネットワークとのさらなる統合がもたらされるであろうと期待される。そのような統合
は、セルラーおよびＷｉＦｉアクセスの両方をサポートする、ますます増加するスマート
フォンの数によって促される。
【００６３】
　本文脈では、用語「信頼ＷＬＡＮ（ＴＷＡＮ）アクセス」は、適切な手段が、ＷＬＡＮ
によるアクセスからＥＰＣを保護するために講じられる状況を指す。そのような手段は、
ＭＮＯの裁量に委ねられ、例えば、ＷＬＡＮとＥＰＣとの間の耐タンパファイバ接続の確
立、またはＥＰＣエッジにおけるＷＬＡＮとセキュリティゲートウェイとの間のＩＰＳｅ
ｃセキュリティアソシエーションの確立を含み得る。対照的に、ＷＬＡＮアクセスが、「
非信頼」と見なされる場合、ＷＬＡＮは、ＥＰＣエッジにおいて、進化型パケットコアネ
ットワークゲートウェイ（ＰＧＷ）とインターフェースをとり得、ｅＰＤＧは、直接、各
ＵＥとＩＰＳｅｃセキュリティアソシエーションを確立し、ＷＬＡＮを通してＥＰＣにア
クセスしなければならない。
【００６４】
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　図８Ａは、例示的通信システム１０の略図であり、１つ以上の開示される実施形態が、
実装され得る。図８Ａは、セルラーＬＴＥおよび信頼ＷＬＡＮアクセスをＥＰＣ１１９に
提供する、３ＧＰＰアーキテクチャを描写する。３ＧＰＰ技術仕様（ＴＳ）２３．４０２
のセクション１６．１．１（その内容は、参照することによって本明細書に組み込まれる
）に説明されるように、ＷＬＡＮ　ＡＮ１１３が、オペレータによって信頼されると見な
されると、信頼ＷＬＡＮアクセスネットワーク（ＴＷＡＮ）１０１は、ユーザプレーント
ラフィックフローのためのＰＤＮゲートウェイ（ＰＧＷ）１０８に向かうＳ２ａインター
フェース１０６によって、認証、承認、および会計のための３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ１０
７に向かうＳＴａインターフェース１０４によって、進化型パケットコアネットワーク（
ＥＰＣ）１１９に接続されることができる。ＴＷＡＮ１０１からローカルＩＰネットワー
ク１１１（すなわち、イントラネット）および／または直接インターネット１１１への代
替経路もまた、示される。
【００６５】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥアクセスネットワーク１２１（すなわち、進化型ノードＢ）は、モビ
リティ管理エンティティ（ＭＭＥ）１２５との通信経路を提供する、Ｓ１－ＭＭＥインタ
ーフェース１２３によって、ＥＰＣ１１９に接続される。Ｓ１－Ｕインターフェース１２
７は、Ｓ５インターフェース１３１によって、ＰＤＮゲートウェイ（ＰＧＷ）１０８とイ
ンターフェースをとる、サービングゲートウェイ（ＳＧＷ）１２９との通信経路を提供す
る。
【００６６】
　「ローカルゲートウェイ」機能（Ｌ－ＧＷ）１３３は、例えば、ホームｅＮＢ（ＨｅＮ
Ｂ）展開のためのスモールセルＬＴＥアクセスを提供する。同様に、「ＨｅＮＢゲートウ
ェイ」（ＨｅＮＢＧＷ）１３５が、ＭＭＥ１２５に向かう複数のＨｅＮＢのための制御プ
レーン信号伝達を集めるために使用され得、ＳＧＷ１２９に向かうＨｅＮＢユーザプレー
ントラフィックをハンドリングするためにも使用され得る。ＨｅＮＢ管理システム（Ｈｅ
ＭＳ）１３７は、ブロードバンドフォーラム（ＢＢＦ）によって公開され、３ＧＰＰによ
って採用されたＴＲ－０６９規格に基づいて、ＨｅＮＢの「プラグアンドプレイ」自動構
成を提供する。セキュリティゲートウェイ（ＳｅＧＷ）１３９は、ＨｅＮＢ　ＧＷ１３５
を経由して、ＥＰＣ１１９への信頼アクセスを提供する。
【００６７】
　ＷＬＡＮ　ＡＮ１１３は、１つ以上のＷＬＡＮアクセスポイント（ＡＰ）を備えている
。ＡＰ（図示せず）は、ＳＷｗインターフェース１５６による、ＵＥ１０２ＷＬＡＮ　Ｉ
ＥＥＥ８０２．１１リンクの一端をなす。ＡＰは、スタンドアローンＡＰとして、または
、例えば、ＩＥＴＦ　ＣＡＰＷＡＰプロトコルを使用して、無線ＬＡＮコントローラ（Ｗ
ＬＣ）に接続される「シン」ＡＰとして、展開され得る。
【００６８】
　ＴＷＡＧ１１７は、ＰＧＷ１０８とのＧＴＰベースのＳ２ａインターフェース１０６の
一端をなし、そのＷＬＡＮアクセスリンク上でＵＥ１０２のためのデフォルトＩＰルータ
として作用し得る。それは、ＵＥ１０２のためのＤＨＣＰサーバとしても作用し得る。Ｔ
ＷＡＧ１１７は、典型的には、ＵＥ１０２間でパケットを転送（ＷＬＡＮ　ＡＰによる）
するためのＵＥ　ＭＡＣアドレスアソシエーション、および関連付けられたＳ２ａインタ
ーフェース１０６ＧＴＰ－Ｕトンネル（ＰＧＷ１０８による）を維持する。
【００６９】
　信頼ＷＬＡＮ　ＡＡＡプロキシ（ＴＷＡＰ）１１５は、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ１０７
とのダイアメータベースのＳＴａインターフェース１０４の一端をなす。ＴＷＡＰ１１５
は、ＷＬＡＮ　ＡＮ１１３と３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ１０７（または、ローミングの場合
、プロキシ）との間でＡＡＡ情報を中継する。ＴＷＡＰ１１５は、ＴＷＡＧ１１７に、層
２アタッチおよびデタッチイベントの発生を知らせることができる。ＴＷＡＰ１１５は、
ＵＥ加入データ（ＩＭＳＩを含む）とＵＥＭＡＣアドレスの結合を確立し、そのような情
報をＴＷＡＧ１１７に提供することができる。
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【００７０】
　既存のシステムでは、ＵＥ１０２は、３ＧＰＰおよび非３ＧＰＰＷＬＡＮアクセスの両
方のために、ＵＳＩＭ特徴を活用することができる。認証およびセキュリティのための処
理は、３ＧＰＰ　ＴＳ２３．４０２のセクション４．９．１に説明されており、その内容
は、参照することによって、その全体として本明細書に組み込まれる。その中に説明され
るように、ＷＬＡＮ　ＡＮ１１３によって行われるもの等の非３ＧＰＰアクセス認証は、
アクセス制御のために使用されるプロセスを定義し、それによって、ＥＰＣ１１９と相互
作用される非３ＧＰＰＩＰアクセスのリソースへの加入者のアタッチおよびその使用を許
可または拒否する。非３ＧＰＰアクセス認証信号伝達は、ＵＥ１０２と３ＧＰＰ　ＡＡＡ
サーバ１０７とＨＳＳ１０９との間で実行される。認証信号伝達は、ＡＡＡプロキシを通
過し得る。
【００７１】
　信頼３ＧＰＰベースのアクセス認証は、ＳＴａインターフェース１０４を横断して実行
される。３ＧＰＰベースのアクセス認証信号伝達は、ＩＥＴＦプロトコル、例えば、拡張
可能認証プロトコル（ＥＡＰ）に基づく。ＳＴａインターフェース１０４およびダイアメ
ータアプリケーションが、信頼非３ＧＰＰアクセスによるＥＰＣ１１９アクセスのために
、ＵＥ１０２を認証および承認するために使用される。その内容が参照することによって
全体として本明細書に組み込まれる、３ＧＰＰ　ＴＳ２９．２７３は、現在ＳＴａインタ
ーフェース１０４上でサポートされている、標準的ＴＷＡＮプロシージャを説明している
。
【００７２】
　ＧＴＰベースのＴＷＡＮ１０１を経由したＥＰＣ１１９アクセスに対して、ＩＰｖ４ア
ドレスおよび／またはＩＰｖ６プレフィックスが、新しいＰＤＮ接続がＴＷＡＮ１０１を
介してＥＰＣ１１９と確立されると、ＵＥ１０２に配分される。別個のＩＰアドレスもま
た、ＴＷＡＮ１０１によって、ローカルネットワークトラフィックおよび／または直接イ
ンターネットオフロードのために配分され得る。
【００７３】
　ＷＡＮ１０１を経由したＥＰＣ１１９を通したＰＤＮ接続に対して、ＴＷＡＮ１０１は
、ＥＡＰ／ダイアメータまたはＷＬＣＰ信号伝達によって、関連ＰＤＮ情報を受信する。
ＴＷＡＮ１０１は、ＧＴＰセッション作成要求によって、ＵＥ１０２のためのＩＰｖ４ア
ドレスをＰＧＷ１０８から要求し得る。ＩＰｖ４アドレスは、ＧＴＰセッション作成応答
により、ＧＴＰトンネル確立中にＴＷＡＮ１０１に送達される。ＵＥ１０２が、ＤＨＣＰ
ｖ４によるＰＤＮ接続のためのＩＰｖ４アドレスを要求すると、ＴＷＡＮ１０１は、ＤＨ
ＣＰｖ４信号伝達内で受信されたＩＰｖ４アドレスをＵＥ１０２に送達する。対応するプ
ロシージャもまた、ＩＰｖ６のために定義される。
【００７４】
　３ＧＰＰＬＴＥアクセスに対して、ＵＥ１０２は、ＥＰＣ１１９へのその初期アタッチ
の一部として、ＰＤＮ接続を自動的にトリガする。ＵＥ１０２は、続いて、必要に応じて
、追加のＰＤＮ接続を確立し得る。
【００７５】
　アタッチプロシージャの主要目的は、ＵＥ１０２が、加入したサービスを受信するため
に、ネットワークに登録を行うことである。アタッチプロシージャは、ユーザの識別を確
認し、受信可能なサービスを識別し、セキュリティパラメータを確立し（例えば、データ
暗号化のために）、ネットワークにＵＥ１０２初期場所（例えば、ページングされる必要
がある場合）を通知する。今日のユーザによって期待される「常時オン」ネットワーク接
続をサポートするために、ＬＴＥ規格は、アタッチプロシージャの一部として、デフォル
トＰＤＮ接続の確立を規定する。本デフォルト接続のための無線リソースは、非活動期間
中、解放され得るが、しかしながら、接続の残りは、そのままであって、エンドツーエン
ド接続が、ＵＥ１０２サービス要求に応答して、無線リソースを再割り当てすることによ
って、迅速に再確立されることができる。
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【００７６】
　ＵＥ１０２が、（Ｈ）ｅＮＢＬＴＥネットワーク１２１を経由してＥＰＣ１１９へのア
タッチを試行する場合、最初に、（Ｈ）ｅＮＢＬＴＥネットワーク１２１とＲＲＣ接続を
確立し、アタッチ要求をＲＲＣ信号伝達内にカプセル化する。（Ｈ）ｅＮＢＬＴＥネット
ワーク１２１は、次いで、Ｓ１－ＭＭＥインターフェース１２３上のＳ１－ＡＰ信号伝達
によって、アタッチ要求をＭＭＥ１２５に転送する。ＭＭＥ１２５は、ＵＥ１０２を認証
し、ＥＰＣ１１９へのアタッチを可能にするために、Ｓ６ａインターフェース１２６によ
って、加入情報をＨＳＳ１０９から読み出す。
【００７７】
　ＵＥ１０２を正常に認証後、ＭＭＥ１２５は、ＳＧＷ１２９を選択し（例えば、（Ｈ）
ｅＮＢＬＴＥネットワーク１２１への近さに基づいて）、ＰＧＷ１０８も選択する（例え
ば、ＨＳＳ１０９から読み出されたデフォルトＡＰＮまたはＵＥ１０２によって要求され
る特定のＡＰＮに基づいて）。ＭＭＥ１２５は、Ｓ１１インターフェース１２４を介して
、ＳＧＷ１２９と通信し、ＰＤＮ接続の作成を要求する。ＳＧＷ１２９は、信号伝達を実
行し、Ｓ５インターフェース１３１を介して、指定されるＰＧＷ１０８とのＧＴＰユーザ
プレーントンネルを確立する。
【００７８】
　「ＧＴＰ制御」信号伝達は、ＭＭＥ１２５と（Ｈ）ｅＮＢ１２１との間のＳ１－ＡＰプ
ロトコル内で生じる。これは、最終的には、（Ｈ）ｅＮＢ１２１とＳＧＷ１２９との間の
Ｓ１－Ｕインターフェース１２７上のＧＴＰユーザプレーントンネルの確立につながる。
ＵＥ１０２とＰＧＷ１０８との間のＰＤＮ接続のための経路は、したがって、（Ｈ）ｅＮ
Ｂ１２１およびＳＧＷ１２９を通して完成される。
【００７９】
　ＵＥ１０２とＰＧＷ１０８との間のＰＤＮ接続のためのエンドツーエンド経路は、した
がって、（Ｈ）ｅＮＢ１２１およびＳＧＷ１２９を通して完成される。
【００８０】
　通信がＴＷＡＮ１０１を経由して行われるシステムでは、ＵＥ１０２認証およびＥＰＣ
１１９アタッチは、ＵＥ１０２と３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ１０７との間のＥＡＰ信号伝達
によって遂行される。
【００８１】
　ＰＰＤＮ接続サービスは、ＴＷＡＮ１０１とＰＧＷ１０８との間のＳ２ａベアラ１０６
と連結される、ＵＥ１０２とＴＷＡＮ１０１との間の２地点間接続によって提供される。
ＬＴＥモデルと異なり、ＷＬＡＮ無線リソースは、ＥＰＣ観点から、「常時オン」である
。言い換えると、任意の電力節約最適化が、ＷＬＡＮ内のＩＥＥＥ８０２．１１プロシー
ジャを使用して、透過的にハンドリングされる。
【００８２】
　ＵＥ１０２が、ＴＷＡＮ１０１を経由して、ＥＰＣ１１９へのアタッチを試行する場合
、最初に、ＷＬＡＮ　ＡＮ１１３と層２接続を確立し、ＥＡＰメッセージをＥＡＰｏＬ信
号伝達内にカプセル化する。ＷＬＡＮ　ＡＮ１１３は、ＥＡＰメッセージを、メッセージ
をダイアメータ信号伝達内にカプセル化するＴＷＡＰ１１５に転送し、ＳＴａインターフ
ェース１０４によって、メッセージを３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ１０７に転送する。３ＧＰ
Ｐ　ＡＡＡサーバ１０７は、ＵＥ１０２を認証し、ＥＰＣ１１９へのアタッチを可能にす
るために、ＳＷｘインターフェース１２８によって、加入情報をＨＳＳ１０９から読み出
す。
【００８３】
　３ＧＰＰリリース１１に対して、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ１０７はまた、ＨＳＳ１０９
内に提供されるデフォルトＰＤＮへのＰＤＮ接続を確立するために、ＳＴａインターフェ
ース１０４によって、ＴＷＡＮ１０１に情報を提供する。ＴＷＡＮ１０１は、次いで、直
接ＰＧＷ１０８に向かうＳ２ａインターフェース１０６を介して、ＧＴＰ制御プレーン（
ＧＴＰ－Ｃ）およびユーザプレーン（ＧＴＰ－Ｕ）プロトコルを施行し、それによって、
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ＴＷＡＮ１０１を通して、ＵＥ１０２とＰＧＷ１０８との間のＰＤＮ接続を完成する。
【００８４】
　３ＧＰＰリリース１２に対して、ＳａＭＯＧフェーズ－２作業項目は、ＵＥ開始ＰＤＮ
接続、マルチＰＤＮ接続、およびシームレスシステム間ハンドオーバのための追加のプロ
シージャを定義する。単一ＰＤＮ対応ＴＷＡＮシナリオの場合、ＥＡＰ拡張は、ＵＥ開始
ＰＤＮ要求およびシームレスシステム間ハンドオーバ要求をサポートするように定義され
る。マルチＰＤＮ対応ＴＷＡＮシナリオの場合、ＷＬＡＮ制御プロトコル（ＷＬＣＰ）が
、ＵＥとＴＷＡＮとの間に定義され、１つ以上のＵＥ　ＰＤＮ接続要求およびシームレス
ハンドオーバプロシージャを有効にする。しかしながら、別個のプロシージャが、依然と
して、ＵＥ認証のために、ＵＥと３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバとの間で利用される。
【００８５】
　図８Ｂは、ＵＥ１０２等の例示的ユーザ機器の系統図である。実施例として、ユーザ機
器（ＵＥ）は、移動局、固定もしくはモバイル加入者ユニット、ポケベル、携帯電話、携
帯情報端末（ＰＤＡ）、スマートフォン、ラップトップ、ネットブック、パーソナルコン
ピュータ、無線センサ、消費者電子機器等を含み得る。図８Ｂに示されるように、ＵＥ１
０２は、プロセッサ３２と、送受信機３４と、伝送／受信要素３６と、スピーカ／マイク
ロホン３８と、キーパッド４０と、ディスプレイ／タッチパッド４２と、非取り外し可能
なメモリ４４と、取り外し可能なメモリ４６と、電源４８と、全地球測位システム（ＧＰ
Ｓ）チップセット５０と、他の周辺機器５２とを含み得る。ＵＥ１０２は、実施形態と一
致したままで、先述の要素の任意の副次的組み合わせを含み得ることが理解されるであろ
う。ＵＥ１０２は、ＡＮＤＳＦを介して、ＷＬＡＮ　ＱｏＳのための開示されるシステム
、デバイス、および方法を使用するデバイスであり得る。
【００８６】
　プロセッサ３２は、汎用プロセッサ、特殊アプリケーションプロセッサ、従来のプロセ
ッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと関
連する１つ以上のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）回路、
任意の他のタイプの集積回路（ＩＣ）、状態マシン等であり得る。プロセッサ３２は、信
号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、および／またはＵＥ１０２が無線環境で
動作することを可能にする任意の他の機能性を果たし得る。プロセッサ３２は、伝送／受
信要素３６に連結され得る、送受信機３４に連結され得る。図８Ｂは、プロセッサ３２お
よび送受信機３４を別個の構成要素として描写するが、プロセッサ３２および送受信機３
４は、電子パッケージまたはチップに一緒に組み込まれ得ることが理解されるであろう。
プロセッサ３２は、アプリケーション層プログラム（例えば、ブラウザ）および／または
無線アクセス層（ＲＡＮ）プログラム、ならびに／もしくは通信を行い得る。プロセッサ
３２は、例えば、アクセス層および／またはアプリケーション層等で、認証、セキュリテ
ィキー承諾、および／または暗号化動作等のセキュリティ動作を行い得る。
【００８７】
　伝送／受信要素３６は、信号をＷＬＡＮ　ＡＮ１１３に伝送し、または（Ｈ）ｅＮＢ１
２１から信号を受信するように構成され得る。例えば、実施形態では、伝送／受信要素３
６は、ＲＦ信号を伝送および／または受信するように構成されるアンテナであり得る。伝
送／受信要素３６は、ＷＬＡＮ、ＷＰＡＮ、セルラー等の種々のネットワークおよび無線
インターフェースをサポートし得る。実施形態では、伝送／受信要素３６は、例えば、Ｉ
Ｒ、ＵＶ、または可視光信号を伝送および／または受信するように構成されるエミッタ／
検出器であり得る。さらに別の実施形態では、伝送／受信要素３６は、ＲＦおよび光信号
の両方を伝送および受信するように構成され得る。伝送／受信要素３６は、無線または有
線信号の任意の組み合わせを伝送および／または受信するように構成され得ることが理解
されるであろう。
【００８８】
　加えて、伝送／受信要素３６は、単一の要素として図８Ｂで描写されているが、ＵＥ１
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０２は、任意の数の伝送／受信要素３６を含み得る。より具体的には、ＵＥ１０２は、Ｍ
ＩＭＯ技術を採用し得る。したがって、実施形態では、ＵＥ１０２は、無線信号を伝送お
よび受信するための２つ以上の伝送／受信要素３６（例えば、複数のアンテナ）を含み得
る。
【００８９】
　送受信機３４は、伝送／受信要素３６によって伝送される信号を変調するように、およ
び伝送／受信要素３６によって受信される信号を復調するように構成され得る。上記のよ
うに、ＵＥ１０２は、マルチモード能力を有し得る。したがって、送受信機３４は、ＵＥ
１０２が、例えば、ＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．１１等の複数のＲＡＴを介して通信
することを可能にするための複数の送受信機を含み得る。
【００９０】
　プロセッサ３２は、非取り外し可能なメモリ４４および／または取り外し可能なメモリ
４６等の任意のタイプの好適なメモリから情報にアクセスし、そこにデータを記憶し得る
。非取り外し可能なメモリ４４は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み取り専用メ
モリ（ＲＯＭ）、ハードディスク、または任意の他のタイプのメモリ記憶デバイスを含み
得る。取り外し可能なメモリ４６は、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カード、メモリス
ティック、セキュアデジタル（ＳＤ）メモリカード等を含み得る。他の実施形態では、プ
ロセッサ３２は、サーバまたはホームコンピュータ上等のＵＥ１０２上に物理的に位置し
ないメモリから情報にアクセスし、そこにデータを記憶し得る。プロセッサ３２は、本明
細書に説明される実施形態のうちのいくつかにおけるＡＮＤＳＦを介したＷＬＡＮ　Ｑｏ
Ｓが成功または不成功であるかに応答して、ディスプレイまたはインジケータ４２上の照
明パターン、画像、または色を制御するか、または別様に、ＱｏＳのステータスもしくは
ＱｏＳを実装するためのプロセスを示すように構成され得る（例えば、関連付けられたテ
キストを伴う図６または図７）。
【００９１】
　プロセッサ３２は、電源４８から電力を受け取り得、ＵＥ１０２内の他の構成要素への
電力を配信および／または制御するように構成され得る。電源４８は、ＵＥ１０２に電力
供給するための任意の好適なデバイスであり得る。例えば、電源４８は、１つ以上の乾電
池バッテリ（例えば、ニッケルカドミウム（ＮｉＣｄ）、ニッケル亜鉛（ＮｉＺｎ）、ニ
ッケル水素（ＮｉＭＨ）、リチウムイオン（Ｌｉ－ｉｏｎ）等）、太陽電池、燃料電池等
を含み得る。
【００９２】
　プロセッサ３２はまた、ＵＥ１０２の現在の場所に関する場所情報（例えば、経度およ
び緯度）を提供するように構成される、ＧＰＳチップセット５０に連結され得る。ＵＥ１
０２は、実施形態と一致したままで、任意の公的な場所決定方法を介して場所情報を獲得
し得ることが理解されるであろう。
【００９３】
　プロセッサ３２はさらに、追加の特徴、機能性、および／または有線もしくは無線接続
を提供する、１つ以上のソフトウェアおよび／またはハードウェアモジュールを含み得る
、他の周辺機器５２に連結され得る。例えば、周辺機器５２は、加速度計、ｅ－コンパス
、衛星送受信機、センサ、デジタルカメラ（写真またはビデオ用）、ユニバーサルシリア
ルバス（ＵＳＢ）ポート、振動デバイス、テレビ送受信機、ハンズフリーヘッドセット、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、周波数変調（ＦＭ）ラジオユニット、デジ
タル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネッ
トブラウザ等を含み得る。
【００９４】
　図８Ｃは、例えば、図８Ａおよび図１の通信システム１０内にある、またはそれと接続
される、デバイス（例えば、ＡＮＤＳＦサーバ１１４）が、実装され得る、例示的なコン
ピュータシステム９０のブロック図である。コンピュータシステム９０は、コンピュータ
またはサーバを備え得、主に、ソフトウェアの形態であり得るコンピュータ読み取り可能
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な命令によって制御され得、どこでも、またはどのような手段を用いても、そのようなソ
フトウェアが記憶もしくはアクセスされる。そのようなコンピュータ読み取り可能な命令
は、コンピュータシステム９０を起動させるように、中央処理装置（ＣＰＵ）９１内で実
行され得る。多くの既知のワークステーション、サーバ、および周辺コンピュータでは、
中央処理装置９１は、マイクロプロセッサと呼ばれる単一チップＣＰＵによって実装され
る。他のマシンでは、中央処理装置９１は、複数のプロセッサを備え得る。コプロセッサ
８１は、追加の機能を果たすか、またはＣＰＵ９１を補助する、主要ＣＰＵ９１とは明確
に異なる、随意的なプロセッサである。ＣＰＵ９１および／またはコプロセッサ８１は、
適切なＡＮＤＳＦメッセージまたはＡＤＤＴＳ応答または要求メッセージを受信する等、
ＡＮＤＳＦを介したＷＬＡＮ　ＱｏＳのための開示されるシステムおよび方法に関連する
データを受信、生成、および処理し得る。
【００９５】
　動作時、ＣＰＵ９１は、命令をフェッチ、復号、および実行し、コンピュータの主要デ
ータ転送パスであるシステムバス８０を介して、情報を他のリソースへ、およびそこから
転送する。そのようなシステムバスは、コンピュータシステム９０内の構成要素を接続し
、データ交換のための媒体を定義する。システムバス８０は、典型的には、データを送信
するためのデータライン、アドレスを送信するためのアドレスライン、ならびに割り込み
を送信するため、およびシステムバスを動作するための制御ラインを含む。そのようなシ
ステムバス８０の実施例は、ＰＣＩ（周辺構成要素相互接続）バスである。
【００９６】
　システムバス８０に連結されるメモリデバイスは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
８２および読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）９３を含む。そのようなメモリは、情報が記憶
されて取り出されることを可能にする回路を含む。ＲＯＭ９３は、概して、容易に修正す
ることができない、記憶されたデータを含む。ＲＡＭ８２に記憶されたデータは、ＣＰＵ
９１または他のハードウェアデバイスによって読み取られ、または変更され得る。ＲＡＭ
８２および／またはＲＯＭ９３へのアクセスは、メモリコントローラ９２によって制御さ
れ得る。メモリコントローラ９２は、命令が実行されると、仮想アドレスを物理的アドレ
スに変換する、アドレス変換機能を提供し得る。メモリコントローラ９２はまた、システ
ム内のプロセスを分離し、ユーザプロセスからシステムプロセスを分離する、メモリ保護
機能を提供し得る。したがって、第１のモードで作動するプログラムは、独自のプロセス
仮想アドレス空間によってマップされるメモリのみにアクセスすることができ、プロセス
間のメモリ共有が設定されていない限り、別のプロセスの仮想アドレス空間内のメモリに
アクセスすることができない。
【００９７】
　加えて、コンピュータシステム９０は、ＣＰＵ９１からプリンタ９４、キーボード８４
、マウス９５、およびディスクドライブ８５等の周辺機器に命令を伝達する責任がある、
周辺機器コントローラ８３を含み得る。
【００９８】
　ディスプレイコントローラ９６によって制御されるディスプレイ８６は、コンピュータ
システム９０によって生成される視覚出力を表示するために使用される。そのような視覚
出力は、テキスト、グラフィックス、動画グラフィックス、およびビデオを含み得る。デ
ィスプレイ８６は、ＣＲＴベースのビデオディスプレイ、ＬＣＤベースのフラットパネル
ディスプレイ、ガスプラズマベースのフラットパネルディスプレイ、またはタッチパネル
を伴って実装され得る。ディスプレイコントローラ９６は、ディスプレイ８６に送信され
るビデオ信号を生成するために必要とされる、電子構成要素を含む。
【００９９】
　さらに、コンピュータシステム９０は、外部通信ネットワーク１０にコンピュータシス
テム９０を接続するために使用され得る、ネットワークアダプタ９７を含み得る。
【０１００】
　本明細書で説明されるシステム、方法、およびプロセスのうちのいずれかまたは全ては
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、命令が、コンピュータ、サーバ、ＵＥ等のマシンによって実行されると、本明細書で説
明されるシステム、方法、およびプロセスを行うおよび／または実装される、コンピュー
タ読み取り可能な記憶媒体上に記憶されたコンピュータ実行可能命令（すなわち、プログ
ラムコード）の形態で具現化され得ることが理解される。具体的には、上記で説明される
ステップ、動作、または機能のうちのいずれかは、そのようなコンピュータ実行可能命令
の形態で実装され得る。コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、情報の記憶のための任
意の方法または技術で実装される、揮発性および不揮発性、取り外し可能なおよび非取り
外し可能な媒体の両方を含むが、そのようなコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、信
号を含まない。コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ
、フラッシュメモリまたは他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多用途ディスク（Ｄ
ＶＤ）または他の光学ディスク記憶装置、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶
装置または他の磁気記憶デバイス、もしくは所望の情報を記憶するために使用することが
でき、コンピュータによってアクセスすることができる任意の他の物理的媒体を含むが、
それらに限定されない。
【０１０１】
　図で図示されるような本開示の主題の好ましい実施形態を説明する際に、明確にするた
めに、特定の用語が採用される。しかしながら、請求された主題は、そのように選択され
た特定の用語に限定されることを目的としておらず、各特定の要素は、類似目的を達成す
るように同様に動作する、全ての技術的均等物を含むことを理解されたい。
【０１０２】
　本明細書は、最良の様態を含む、本発明を開示するために、また、当業者が、任意のデ
バイスまたはシステムを作製して使用すること、および任意の組み込まれた方法を行うこ
とを含む、本発明を実践することを可能にするために、実施例を使用する。本発明の特許
性のある範囲は、請求項によって定義され、当業者に想起される他の実施例を含み得る。
そのような他の実施例は、請求項の文字通りの言葉とは異ならない構造要素を有する場合
に、または請求項の文字通りの言葉とのごくわずかな差異を伴う同等の構造要素を含む場
合に、請求項の範囲内であることを目的としている。
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