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(57)【要約】
ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）及びローカルエリ
アネットワーク（ＬＡＮ）のネットワーク通信を連帯し
て最適化するシステム及び方法が記載される。一実施形
態では、ＷＡＮ及びＬＡＮと通信可能にインターフェー
ス接続された管理装置は、ＬＡＮからＬＡＮ情報を及び
ＷＡＮからＷＡＮ情報を収集する収集モジュールと、動
作状態を識別するために収集したＷＡＮ情報及び収集し
たＬＡＮ情報を連帯して分析する分析モジュールと、動
作状態が識別されることに応じて管理イベントを開始す
る実装モジュールとを含む。一実施形態では、管理イベ
ントは、故障が識別されることに応じて診断報告を生成
及び送信することを含む。管理装置は、診断された故障
を修復するための命令を更に生成及び実行してもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）と管理装置を通信可能にインターフェース接続
するＬＡＮインターフェースと、
　ＷＡＮ（ワイドエリアネットワーク）と前記管理装置を通信可能にインターフェース接
続するＷＡＮインターフェースであって、前記ＷＡＮはＤＳＬ（デジタル加入者回線）接
続を介して前記ＬＡＮにブロードバンド接続を提供するＷＡＮインターフェースと、
　前記ＬＡＮからＬＡＮ情報を及び前記ＷＡＮからＷＡＮ情報を収集する収集モジュール
と、
　動作状態を識別するために収集したＷＡＮ情報及び収集したＬＡＮ情報を連帯分析する
分析モジュールと、
　前記動作状態が識別されることに応じて管理イベントを開始する実装モジュールと
　を備える、管理装置。
【請求項２】
　前記ＬＡＮから収集したＬＡＮ情報は、前記ＬＡＮの第１の通信レイヤに固有の情報を
含み、
　前記ＷＡＮから収集したＷＡＮ情報は、前記ＬＡＮの前記第１の通信レイヤとは異なる
前記ＷＡＮの第２の通信レイヤに固有の情報を含む、請求項１に記載の管理装置。
【請求項３】
　前記ＬＡＮの前記第１の通信レイヤは、前記ＬＡＮのアプリケーションレイヤに対応し
、
前記ＷＡＮの前記第２の通信レイヤは、前記ＷＡＮの前記ＤＳＬ接続を介して実装される
前記ＷＡＮの物理レイヤに対応し、
　前記実装モジュールが前記動作状態が識別されることに応じて前記管理イベントを開始
することは、前記ＤＳＬ接続における前記ＷＡＮの前記物理レイヤの動作状態に影響を与
えるＤＳＬ接続設定における設定を修正することを含む、請求項２に記載の管理装置。
【請求項４】
　前記実装モジュールが前記ＤＳＬ接続設定における前記設定を修正することは、前記Ｄ
ＳＬ接続設定における前記設定を修正するために、ＣＯ（中央局）側の通信装置に命令を
送信し、又はＣＰＥ（顧客宅内設備）側の通信装置に命令を送信することを含む、請求項
３に記載の管理装置。
【請求項５】
　前記ＬＡＮの前記第１の通信レイヤは、前記ＬＡＮのネットワーキングレイヤ又は前記
ＬＡＮのＴＣＰ／ＩＰレイヤに対応し、
　前記ＷＡＮの前記第２の通信レイヤは、前記ＷＡＮの前記ＤＳＬ接続を介して実装され
る前記ＷＡＮの物理レイヤに対応し、
　前記分析モジュールが動作状態を識別するために収集したＷＡＮ情報及び収集したＬＡ
Ｎ情報を連帯分析することは、前記ＬＡＮの前記ネットワーキングレイヤ又は前記ＬＡＮ
の前記ＴＣＰ／ＩＰレイヤから収集したＬＡＮ情報に基づいてＬＡＮとＷＡＮの間の過度
のパケット廃棄又は期待されるよりも低いスループットを識別することを含み、
　前記実装モジュールが前記動作状態が識別されることに応じて前記管理イベントを開始
することは、前記ＤＳＬ接続に対するＤＳＬリンク設定を修正することを含む、請求項２
に記載の管理装置。
【請求項６】
　前記実装モジュールが前記動作状態が識別されることに応じて前記管理イベントを開始
することは、前記ＤＳＬ接続に対して、前方誤り訂正（ＦＥＣ）パラメータ、ＤＳＬ送信
速度の１つ以上を更に変更すること、高いＩＮＰ（Ｉｍｐｕｌｓｅ　Ｎｏｉｓｅ　Ｐｒｏ
ｔｅｃｔｉｏｎ）パラメータ設定、高いマージンパラメータ設定及び／又は高い電力パラ
メータ設定を実装することを含む、請求項５に記載の管理装置。
【請求項７】
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　前記ＬＡＮの前記第１の通信レイヤは、前記ＬＡＮのアプリケーションレイヤに対応し
、
　前記ＷＡＮの前記第２の通信レイヤは、前記ＷＡＮの前記ＤＳＬ接続を介して実装され
る前記ＷＡＮの物理レイヤに対応し、
　識別された動作状態は、ビデオデータストリームを消費しつつ前記ＬＡＮで動作してい
るビデオストリーミングシステムが受信側エラーを有することを含み、
　前記実装モジュールが前記動作状態が識別されることに応じて前記管理イベントを開始
することは、前記ビデオデータストリームの受信側エラーを補償するために前記ＤＳＬ接
続に対してチャネルコーディングパラメータ、ＩＮＰ（Ｉｍｐｕｌｓｅ　Ｎｏｉｓｅ　Ｐ
ｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）パラメータ、マージンパラメータ設定、電力パラメータ設定、及び
／又はデータ速度パラメータの１つ以上を修正することを含む、請求項２に記載の管理装
置。
【請求項８】
　ＷＡＮ（ワイドエリアネットワーク）と管理装置を通信可能にインターフェース接続す
るＷＡＮインターフェースと、
　ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）と前記管理装置を通信可能にインターフェース
接続するＬＡＮインターフェースと、
　前記ＬＡＮからＬＡＮ情報を及び前記ＷＡＮからＷＡＮ情報を収集する収集モジュール
と、
　動作状態を識別するために収集したＷＡＮ情報及び収集したＬＡＮ情報を連帯分析する
分析モジュールと、
　前記動作状態が識別されることに応じて管理イベントを開始する実装モジュールと
　を備える、管理装置。
【請求項９】
　前記動作状態は、収集したＬＡＮ情報に基づいて前記ＷＡＮ内で診断される故障又は収
集したＷＡＮ情報に基づいて前記ＬＡＮ内で診断される故障を含み、
　前記実装モジュールが前記動作状態が識別されることに応じて前記管理イベントを開始
することは、前記ＷＡＮ内で診断された故障又は前記ＬＡＮ内で診断された故障を識別す
る診断報告を生成及び送信することを含む、請求項８に記載の管理装置。
【請求項１０】
　前記動作状態は、収集したＬＡＮ情報に基づいて前記ＷＡＮ内で診断される故障又は収
集したＷＡＮ情報に基づいて前記ＬＡＮ内で診断される故障を含み、
　前記実装モジュールが前記動作状態が識別されることに応じて前記管理イベントを開始
することは、前記連帯分析に基づいて前記ＷＡＮ内で診断された故障又は前記ＬＡＮ内で
診断された故障を修復する命令を生成することを含む、請求項８に記載の管理装置。
【請求項１１】
　前記動作状態は、収集したＬＡＮ情報及び収集したＷＡＮ情報に基づく前記ＷＡＮ及び
前記ＬＡＮに関連する通信チャネルの動作構成を含み、
　前記実装モジュールが前記動作状態が識別されることに応じて前記管理イベントを開始
することは、前記ＷＡＮ及び前記ＬＡＮに関連する前記通信チャネルの動作構成を記述す
る動作報告を生成及び送信することを含む、請求項８に記載の管理装置。
【請求項１２】
　前記実装モジュールが前記動作状態が識別されることに応じて前記管理イベントを開始
することは、
　前記連帯分析に基づいて前記管理装置の構成を変更するコマンドを生成すること、及び
　前記構成を変更するために前記管理装置内で前記コマンドを実行すること
　を含む、請求項８に記載の管理装置。
【請求項１３】
　前記実装モジュールが前記動作状態が識別されることに応じて前記管理イベントを開始
することは、
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　前記管理装置と通信可能にインターフェース接続されるＬＡＮ装置の構成を変更するた
めに前記連帯分析に基づいてコマンドを生成すること、
　前記ＬＡＮ装置の構成を変更するために前記ＬＡＮ装置に対して前記コマンドを実行す
ること
　を含む、請求項８に記載の管理装置。
【請求項１４】
　前記実装モジュールが前記動作状態が識別されることに応じて前記管理イベントを開始
することは、
　ＷＡＮ事業者によって実装される構成変更を特定する要求を前記連帯分析に基づいて生
成すること、及び
　前記ＷＡＮ事業者に前記要求を送信して前記ＷＡＮ事業者に前記構成変更を実装させる
こと
　を含む、請求項８に記載の管理装置。
【請求項１５】
　前記収集モジュールは、１つ以上のユーザ設定を更に収集又は推定し、
　前記収集モジュールは、前記１つ以上のユーザ設定を更に分析し、
　前記実装モジュールが前記管理イベントを開始することは、前記１つ以上のユーザ設定
に少なくとも部分的に基づいて前記動作状態を変更する命令を生成することを含む、請求
項８に記載の管理装置。
【請求項１６】
　前記連帯分析に基づいて識別される前記動作状態は、
　前記ＷＡＮ内のネットワーク輻輳、
　前記ＬＡＮ内のネットワーク輻輳、
　前記ＬＡＮ内の通信要素による超過電力消費、
　前記ＷＡＮ内の通信要素による超過電力消費、
　最大閾値を超過する前記ＷＡＮの帯域幅利用、
　最小閾値を下回る前記ＷＡＮの帯域幅利用可能性、
　前記ＬＡＮ内のセキュリティ違反、及び
　前記ＬＡＮ内のネットワーク侵入
　の少なくとも１つを含む、請求項８に記載の管理装置。
【請求項１７】
　前記実装モジュールが前記動作状態が識別されることに応じて前記管理イベントを開始
することは、
　ＬＡＮ帯域幅利用が所定の閾値を下回る場合、ＷＡＮ要素の送信電力を低減する命令を
生成すること、
　ＷＡＮ帯域幅利用が所定の閾値を下回る場合、ＬＡＮ要素の送信電力を低減する命令を
生成すること、
　前記ＬＡＮ情報に基づいて、ＷＡＮ前方誤り訂正（ＦＥＣ）、ＷＡＮレイテンシ、ＷＡ
Ｎ送信電力レベル及びＷＡＮデータ速度に影響を与える１つ以上のパラメータを修正する
命令を生成すること、
　ビデオデータ、オーディオデータ、テキストデータ、グラフィカルデータ、ＶｏＩＰ（
Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）データ、又はネットワー
クゲームデータの少なくとも１つに対応するデータ型を含む前記ＷＡＮ及び前記ＬＡＮ間
のネットワークトラフィックを識別することに基づいてアクティブなＤＳＬ（デジタル加
入者回線）接続設定を修正する命令を生成することであって、前記アクティブなＤＳＬ接
続設定は識別されたデータ型に対して送信パラメータを最適化するように修正されること
、及び
　前記ＬＡＮ内で検出されるデータ利用レベルに基づいて前記ＷＡＮ内で動作するＤＳＬ
トランシーバの電力を低減する命令を生成すること
　の１つ以上を実行することを含む、請求項８に記載の管理装置。
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【請求項１８】
　前記実装モジュールが前記動作状態が識別されることに応じて前記管理イベントを開始
することは、識別された動作状態を修正する命令を生成することを含み、
　前記実装モジュールは、前記管理装置と通信可能にインターフェース接続されるネット
ワーク要素、ＷＡＮ装置及び／又はＬＡＮ装置の１つ以上に生成された命令を伝達し、
　生成された命令は、
　ＴＲ－０６９（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｒｅｐｏｒｔ　０６９）互換通信プロトコル、
　ＴＣＰ／ＩＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ／Ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）通信プロトコル、
　ＳＮＭＰ（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
）通信プロトコル、
　帯域外電話回線プロトコル、
　ＤＳＬ　ＥＯＣ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ　Ｅｔｈｅｒｎｅ
ｔ　ｏｖｅｒ　Ｃｏａｘ）通信プロトコル、
　ケーブル制御チャネル通信プロトコル、
　電力線制御チャネル通信プロトコル、
　ＣＬＩ（Ｃｏｍｍａｎｄ　Ｌｉｎｅ）プロトコル、
　無線装置、及び
　移動装置
　の１つを介して伝達される、請求項８に記載の管理装置。
【請求項１９】
　収集したＬＡＮ情報及び収集したＷＡＮ情報の少なくとも一部は、
　動作データ、
　前記管理装置のアクティブ構成設定、
　前記ＬＡＮ内で動作するネットワーク装置のアクティブ構成設定、
　前記管理装置と通信可能にインターフェース接続されるＷＡＮネットワーク要素のアク
ティブ構成設定、
　性能測定、カウンタ及び／又は統計、並びに
　診断情報
　の１つ以上を含む、請求項８に記載の管理装置。
【請求項２０】
　前記ＷＡＮは、
　無線ネットワーク接続、
　有線ネットワーク接続、
　ＤＳＬ（デジタル加入者回線）ネットワーク接続、
　電力線ネットワーク接続、
　ＰＯＮ（Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）ベースのネットワーク接
続、
　光ファイバベースのネットワーク接続、及び
　ケーブルベースのネットワーク接続
　の１つを介して前記管理装置にインターネット接続を提供する、請求項８に記載の管理
装置。
【請求項２１】
　前記ＬＡＮは、
　イーサネットベースのネットワーク接続、
　無線ベースのネットワーク接続、
　ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒ
ｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１標準ベースのネットワーク接続、
　８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｇ及び／又は８０２．１１ｎのＷｉＦ
ｉ互換ネットワーク接続、
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　第３世代（３Ｇ）互換プロトコル、第４世代（４Ｇ）互換プロトコル及びＬＴＥ（Ｌｏ
ｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）互換プロトコルの少なくとも１つを含む移動セル
ラ互換プロトコルを介して送信するフェムトネットワーク接続、
　電力線接続、
　電話システム接続、
　ＰＯＴＳ（Ｐｌａｉｎ　Ｏｌｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）接続、
　ＩＴＵ　Ｇ．ｈｎ接続、及び
　同軸ケーブル接続
　の１つ以上を介して前記管理装置と前記ＬＡＮ内で動作する１つ以上のネットワーク装
置をインターフェース接続する、請求項８に記載の管理装置。
【請求項２２】
　前記管理装置は、
　前記ＷＡＮを介して提供されるＤＳＬベースのバックホールを前記ＬＡＮに通信可能に
インターフェース接続するようにＣＰＥ（顧客宅内設備）装置として動作するＤＳＬ（デ
ジタル加入者回線）モデム、
　前記ＷＡＮを介して提供されるケーブルネットワークベースのバックホールを前記ＬＡ
Ｎに通信可能にインターフェース接続するように動作するケーブルモデム、
　前記ＷＡＮを介して提供される無線ベースのバックホールを前記ＬＡＮに通信可能にイ
ンターフェース接続するように動作する無線モデム、
　前記ＷＡＮを介して提供される電力線ベースのバックホールを前記ＬＡＮに通信可能に
インターフェース接続するように動作する電力線モデム、
　前記ＷＡＮを介して提供される光ファイバベースのバックホールを前記ＬＡＮに通信可
能にインターフェース接続するように動作するＯＮＴ（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、
　ＷＡＮ接続バックホールを前記ＬＡＮに通信可能にインターフェース接続するように動
作するルータ、及び
　前記ＷＡＮ及び前記ＬＡＮに関連する通信チャネルが接続されるＷＡＮ／ＬＡＮインタ
ーフェースから離れて設置されるコンピュータ装置であって、前記ＷＡＮ／ＬＡＮインタ
ーフェースに対する遠隔監視及び管理機能を提供するコンピュータ装置
　の１つを含む、請求項８に記載の管理装置。
【請求項２３】
　履歴ＷＡＮ情報若しくは履歴ＬＡＮ情報又は両方を含む履歴情報を記憶する記憶モジュ
ールを更に含み、
　前記履歴ＷＡＮ情報及び前記履歴ＬＡＮ情報の少なくとも一部は、
　ＷＡＮバックホールの履歴マージン性能、
　ＷＡＮモデムに関連する履歴性能データ、
　ＷＡＮモデム再訓練カウント、
　ＷＡＮモデム訓練データ、
　ＷＡＮエラー測定基準、
　ＬＡＮエラー測定基準、
　ＷＡＮパケットカウント、
　ＬＡＮパケットカウント、
　ＬＡＮ装置リセット、
　ＬＡＮ送信電力レベル、
　ＬＡＮ送信スペクトルバンド、
　ＬＡＮ無線伝送チャネル、
　ＬＡＮ自動選択無線チャネル、
　ＬＡＮ装置ＳＳＩＤ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｅｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）、及び
　ＷＡＮデータコリジョンカウント
　の１つ以上を含む、請求項８に記載の管理装置。
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【請求項２４】
　前記分析モジュールは、前記履歴ＷＡＮ情報及び前記履歴ＬＡＮ情報に基づいて履歴性
能傾向分析を更に行い、
　前記実装モジュールは、前記ＷＡＮ及び前記ＬＡＮに関連する通信チャネルの履歴動作
性能を記述する履歴性能傾向報告を更に生成及び送信する、請求項２３に記載の管理装置
。
【請求項２５】
　前記ＬＡＮ情報は、前記管理装置と共有された地理領域における複数の他の場所に提供
されるインターネット接続に関連する近隣分析を含み、
　前記実装モジュールが前記動作状態が識別されることに応じて前記管理イベントを開始
することは、前記近隣分析に基づいてＷＡＮ装置の構成を変更する命令を生成することを
含む、請求項８に記載の管理装置。
【請求項２６】
　前記ＷＡＮ情報は、前記管理装置と共有された地理領域における複数の他の場所に提供
されるインターネット接続に関連する近隣分析を含み、
　前記実装モジュールが前記動作状態が識別されることに応じて前記管理イベントを開始
することは、前記近隣分析に基づいてＬＡＮ装置の構成を変更する命令を生成することを
含む、請求項８に記載の管理装置。
【請求項２７】
　前記収集モジュールはＷＡＮ事業者から前記近隣分析を収集し、前記近隣分析は前記管
理装置と共有された地理領域における複数の他の場所に関するＬＡＮ無線伝送チャネルを
記述し、
　前記近隣分析に基づいて前記ＬＡＮ装置の構成を変更する命令は、前記管理装置と通信
可能にインターフェース接続される前記ＬＡＮ装置に対して、前記管理装置と共有された
地理領域における複数の他の場所と前記ＬＡＮ装置との間の無線干渉を最小化するＬＡＮ
無線伝送チャネルを選択する命令を含む、請求項２６に記載の管理装置。
【請求項２８】
　前記収集モジュールが前記ＷＡＮ情報及び前記ＬＡＮ情報を収集することは、
　ＤＳＬ（デジタル加入者回線）ＣＰＥ（加入者宅内機器）モデム、
　宅内電力線装置、
　ＨＰＮＡ（Ｈｏｍｅ　Ｐｈｏｎｅｌｉｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）ベー
スの装置、
　宅内同軸分配装置、
　Ｇ．ｈｎ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｈｏｍｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｔａｎｄａｒｄ）互換
装置、
　宅内計測通信装置、
　前記ＬＡＮと通信可能にインターフェース接続される宅内機器、
　無線フェムトセル基地局、
　無線ＷｉＦｉ互換基地局、
　無線移動装置リピータ、
　無線移動装置基地局、
　セットトップボックス（ＳＴＢ）／セットトップユニット（ＳＴＵ）顧客電子装置、
　インターネットプロトコル（ＩＰ）使用可能テレビ、
　ＩＰ使用可能メディアプレーヤ、
　ＩＰ使用可能ゲームコンソール、
　イーサネットゲートウェイ、
　前記ＬＡＮに接続されるコンピュータ装置、
　イーサネット接続コンピュータ周辺装置、
　イーサネット接続ルータ、
　イーサネット接続無線ブリッジ、
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　イーサネット接続ネットワークブリッジ、及び
　イーサネット接続ネットワークスイッチ
　を含む１つ以上のソースから収集することを含む、請求項８に記載の管理装置。
【請求項２９】
　ＷＡＮ（ワイドエリアネットワーク）と管理装置を通信可能にインターフェース接続す
るＷＡＮインターフェースと、
　ＬＡＮ（ローカルエリアネットワーク）と前記管理装置を通信可能にインターフェース
接続するＬＡＮインターフェースと、
　前記ＬＡＮからＬＡＮ診断情報を及び前記ＷＡＮからＷＡＮ診断情報を収集する収集モ
ジュールと、
　前記ＬＡＮ診断情報に少なくとも部分的に基づいて前記ＷＡＮ内の故障を診断し又は前
記ＷＡＮ診断情報に少なくとも部分的に基づいて前記ＬＡＮ内の故障を診断するために収
集したＷＡＮ診断情報及び収集したＬＡＮ診断情報を連帯分析する診断モジュールと、
　前記故障が識別されることに応じて管理イベントを開始する実装モジュールと
　を備える、管理装置。
【請求項３０】
　前記実装モジュールが前記故障が識別されることに応じて前記管理イベントを開始する
ことは、
　前記連帯分析に基づいて前記ＷＡＮ内で診断された故障又は前記ＬＡＮ内で診断された
故障を識別する診断報告を生成及び送信すること、
　前記連帯分析に基づいて前記ＷＡＮ内で診断された故障又は前記ＬＡＮ内で診断された
故障を修復する命令を生成すること、及び
　前記管理装置、前記ＬＡＮインターフェースを介して接続されるＬＡＮ装置、前記ＷＡ
Ｎインターフェースを介して接続されるＷＡＮ装置、及び管理インターフェースを介して
前記管理装置に接続されるネットワーク要素の少なくとも１つにおける前記故障を修復す
る前記命令の実行をインスタンス化すること
　を含むグループから選択される１つ以上の動作を実行することを含む、請求項２９に記
載の管理装置。
【請求項３１】
　前記管理装置と通信可能にインターフェース接続されるＷＡＮからＷＡＮ（ワイドエリ
アネットワーク）情報を収集するステップと、
　前記管理装置と通信可能にインターフェース接続されるＬＡＮからＬＡＮ（ローカルエ
リアネットワーク）情報を収集するステップと、
　動作状態を識別するために収集したＷＡＮ情報及び収集したＬＡＮ情報を連帯分析する
ステップと、
　前記動作状態が識別されることに応じて管理イベントを開始するステップと
　を含む、管理装置における方法。
【請求項３２】
　識別された動作状態に基づいて前記ＷＡＮ又は前記ＬＡＮ内の故障を診断するステップ
を更に含み、
　前記動作状態が識別されることに応じて前記管理イベントを開始するステップは、前記
ＷＡＮ内で診断された故障又は前記ＬＡＮ内で診断された故障を識別する診断報告を生成
及び送信することを含む、請求項３１に記載の方法。
【請求項３３】
　管理装置におけるプロセッサによって実行されると前記管理装置に方法を実行させる命
令が記憶された一時的でないコンピュータ可読記憶媒体であって、前記方法は、
　前記管理装置と通信可能にインターフェース接続されるＷＡＮ（ワイドエリアネットワ
ーク）からＷＡＮ情報を収集すること、
　前記管理装置と通信可能にインターフェース接続されるＬＡＮ（ローカルエリアネット
ワーク）からＬＡＮ情報を収集すること、
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　動作状態を識別するために収集したＷＡＮ情報及び収集したＬＡＮ情報を連帯分析する
こと、及び
　前記動作状態が識別されることに応じて管理イベントを開始すること
　を含む、一時的でないコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項３４】
　前記方法は、
　識別された動作状態に基づいて前記ＷＡＮ又は前記ＬＡＮ内の故障を診断することを更
に含み、
　前記動作状態が識別されることに応じて前記管理イベントを開始することは、前記連帯
分析に基づいて前記ＷＡＮ内で診断された故障又は前記ＬＡＮ内で診断された故障を修復
する命令を生成して、前記故障を修復するために生成された命令を実行することを含む、
請求項３３に記載の一時的でないコンピュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書に記載の主題は、概してコンピュータの分野に関し、より詳細にはＷＡＮ及び
ＬＡＮネットワーク通信を連帯して最適化するシステム及び方法に関する。
【０００２】
（著作権表示）
　本特許文書の開示の一部は著作権によって保護される資料を含んでいる。著作権者は、
特許文献又は特許開示が特許商標庁の特許出願又は記録に現れるものについては、何人に
よるこれらの複製に対して異議を持たないが、それ以外はどのようなものであっても全て
の著作権を保有する。
【背景技術】
【０００３】
　背景欄で検討される主題は、単に背景欄で言及された結果として先行技術であるとみな
されるべきではない。同様に、背景欄で言及される又は背景欄の主題と関連する課題は、
先行技術で過去に認識されていたとみなされるべきではない。背景欄における主題は、請
求項に記載された主題の実施形態に対応し得る異なるアプローチを表しているだけである
。
【０００４】
　ワイドエリアネットワーク（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；ＷＡＮ）は、多く
の分散ネットワーク間を相互接続する。「インターネット」は、多くの他のネットワーク
を互いに結合して、別個の地理的に分散している場合が多いネットワーク内で動作する装
置間の通信経路を提供するワイドエリアネットワーク（Ｗｉｄｅ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）である。ローカルエリアネットワーク（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；
ＬＡＮ）は、エンドユーザの宅内にある複数の別個の装置がローカルでそれら自身の間で
通信することを可能にする。エンドユーザのＬＡＮは、エンドユーザ消費者にインターネ
ット接続及びインターネット帯域幅を提供するインターネットサービスプロバイダ（Ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｐｒｏｖｉｄｅｒ；ＩＳＰ）へのＷＡＮバックホール（
ｂａｃｋ－ｈａｕｌ）接続を介してインターネットに接続される場合が多い。エンドユー
ザのＬＡＮ内の装置は、エンドユーザのＩＳＰによって提供されるＷＡＮバックホール接
続を介してＬＡＮ外部の装置と通信する場合がある。
【０００５】
　従来、ＷＡＮは、サービスプロバイダ、通信事業会社等のサービスプロバイダによって
制御、管理及び維持される。逆に、ＬＡＮは、典型的には、住宅ユーザ又は商業／事業顧
客であり得るエンドユーザ／顧客によって顧客の宅内で管理及び維持される。更に、事業
者及びサービスプロバイダは、典型的には、ＬＡＮを介して示される何らかの課題及び問
題点が時にはＷＡＮ構成及び設定に関連する場合があるという事実にもかかわらず、ＬＡ
Ｎ関連の問題に対処するのを差し控える。相応に、ＷＡＮを介して示される何らかの課題
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及び問題点がＬＡＮ側の構成、設定又は問題に関連する場合がある。更に、ＷＡＮは、Ｗ
ＡＮシステムの所有者又はホールセラーがアクセスを有する全ての管理機能（監視、設定
、制御等）へのアクセスを持たないリセラーによって運用されるかもしれない。このよう
な機能へのアクセスは、本明細書に記載の実施形態によって達成されてもよい。更に、制
御、監視及び設定の手段、並びにＷＡＮ及びＬＡＮの２つのネットワーク上の制御チャネ
ルは、典型的には、ＷＡＮ及びＬＡＮが相互接続されている場合であっても別個に離れて
いる。
【０００６】
　現在の先端技術は、本明細書に記載のＷＡＮ及びＬＡＮネットワーク通信を連帯して監
視、設定及び最適化するシステム及び方法から利益を得る場合がある。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　実施形態は、限定的ではなく、例示目的で示されており、以下の詳細な説明を参照して
図面と併せて検討すればより完全に理解され得る。
【図１】実施形態が動作可能な例示的なアーキテクチャを示す。
【図２】実施形態が動作可能な代替の例示的なアーキテクチャを示す。
【図３】実施形態が動作可能な代替の例示的なアーキテクチャを示す。
【図４】実施形態が動作可能な代替の例示的なアーキテクチャを示す。
【図５】実施形態が動作し、設置され、統合され、又は構成され得るシステムの図表現を
示す。
【図６Ａ】記載された実施形態によるＷＡＮ及びＬＡＮネットワーク通信を連帯して最適
化する方法を例示する流れ図である。
【図６Ｂ】記載された実施形態によるＷＡＮ及びＬＡＮネットワーク通信を連帯して最適
化する方法を例示する流れ図である。
【図６Ｃ】記載された実施形態によるＷＡＮ及びＬＡＮネットワーク通信を連帯して最適
化する方法を例示する流れ図である。
【図７】一実施形態に従うコンピュータシステムの例示的態様で機械の図表現を示す。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　ＷＡＮ及びＬＡＮネットワーク通信を連帯して最適化するシステム及び方法が本明細書
に記載される。本明細書に記載の実施形態によれば、住宅消費者及び企業消費者を含む多
くのエンドユーザ消費者は、インターネットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）へのワイドエ
リアネットワーク（ＷＡＮ）バックホール接続によってインターネットと接続してもよい
。このようなインターネットサービスプロバイダは、例えばアナログ電話サービス（例え
ば、ＰＯＴＳ（Ｐｌａｉｎ　Ｏｌｄ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ））を伝達す
るのに従来利用された銅ツイストペア電話回線を少なくとも部分的に介してインターネッ
ト帯域幅を加入しているエンドユーザに提供するデジタル加入者回線（ＤＳＬ）インター
ネットサービスプロバイダ、例えば「ケーブル」テレビ信号を伝達するのに従来利用され
た同軸ケーブルを少なくとも部分的に介してインターネット帯域幅をエンドユーザに提供
する同軸ケーブルインターネットサービスプロバイダ、又は顧客宅内で終端する光ファイ
バケーブルを介してインターネット帯域幅をエンドユーザに提供する光ファイバインター
ネットサービスプロバイダを含んでもよい。アナログ電話ベースの接続を介してアナログ
信号としてインターネット帯域幅を提供するＩＳＰ、一方向又は双方向衛星接続を介して
インターネット帯域幅を提供するＩＳＰ、及びエンドユーザの宅内に商用電源（例えば、
電気）を提供するのに従来利用された電力線等の電力線を少なくとも部分的に介してイン
ターネット帯域幅を提供するＩＳＰ、又はホットスポットにおけるＷｉＦｉ接続等の無線
チャネル又はＷｉＭａｘ、３Ｇ／４Ｇ、ＬＴＥ等の技術及び標準を介する移動データ接続
を少なくとも部分的に介してインターネット帯域幅を提供するＩＳＰ等の他の変種も存在
する。
【０００９】
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　エンドユーザの宅内において、ＩＳＰへのＷＡＮバックホール接続を介して提供される
インターネット帯域幅は、一般的に、ＬＡＮ装置を介して確立され得るローカルエリアネ
ットワーク（ＬＡＮ）を介してエンドユーザの宅内の複数の装置間で分配される。ＷＡＮ
バックホールを介して提供されるインターネット帯域幅の分配は、エンドユーザの宅内周
辺の地域に、例えば、屋外の地域に、インターネット帯域幅がエンドユーザのＬＡＮを介
して無線でアクセス可能な事業外又は事業周辺の空間又は地域にまで更に及んでもよい。
エンドユーザの宅内において、ネットワークトラフィックは、有線接続又は無線接続を介
して、例えば、同軸配線、電気配線、ツイストペア電話配線、イーサネット（登録商標）
／カテゴリ５型配線の変種、並びに認可及び無認可のスペクトル及び様々なプロトコルを
用いる無線信号の様々な種類を介してＬＡＮ内で分配されてもよい。
【００１０】
　エンドユーザの宅内と関係付けられる一部のネットワークトラフィックはＬＡＮに対し
てローカルのままであるが、ＬＡＮの外部の場所を宛先とする他のトラフィックはＷＡＮ
バックホールを介してＷＡＮインターフェース上へ及びインターネット上へとＬＡＮを横
断する。
【００１１】
　ＷＡＮ及びＬＡＮネットワーク及びインターフェースを横断するネットワークトラフィ
ックに加えて、別個のＷＡＮ及びＬＡＮネットワークの各々から様々な種類の情報が利用
可能、取得可能又は観察可能である。本明細書に記載の管理装置は、このようなネットワ
ークへの各ＷＡＮ及びＬＡＮインターフェース接続を介してＷＡＮ及びＬＡＮネットワー
クから収集される情報を収集し、動作状態を識別するために収集したＷＡＮ情報及び収集
したＬＡＮ情報を連帯して分析して、動作状態が識別されることに応じて管理イベントを
開始する。例えば、一部の実施形態では、識別された動作状態は、収集したＷＡＮ情報に
少なくとも部分的に基づいて識別されるＬＡＮ内の故障、又は収集したＬＡＮ情報に少な
くとも部分的に基づいて識別されるＷＡＮ内の故障に対応する。一部の実施形態では、動
作状態が識別されることに応じて開始される管理イベントは、診断報告を生成及び送信し
、追加の診断及び／又は分析を行い、管理装置と接続されたＬＡＮ装置、ＷＡＮ装置、又
はネットワーク要素等の接続された装置からの出力及び一群の出力をトリガするプローブ
を発行することを含んでもよい。一部の実施形態では、管理装置は、動作状態が識別され
ることに応じて故障を修復する訂正動作等の命令又は新しい装置構成の採用をトリガする
命令を生成及び実装する。ネットワーク要素及びネットワーク接続装置は、ネットワーク
ゲートウェイ、ＤＳＬ／ＣＰＥモデム、ケーブルモデム、ＷＡＮ／ＬＡＮゲートウェイ、
ＯＮＴ装置、又はＷＡＮ若しくはＬＡＮと通信可能にインターフェース接続される任意の
他のネットワーク装置等の１つ以上の装置を含んでもよい。
【００１２】
　本明細書に記載のシステム及び方法を使用して、ＷＡＮ接続ネットワーク及びＬＡＮ接
続ネットワークから情報を収集するためのアクセス及び権限を有する管理装置は、ＷＡＮ
及びＬＡＮネットワーク通信を連帯して最適化するためにＷＡＮ及びＬＡＮネットワーク
からの情報を収集して連帯して分析することが可能である。
【００１３】
　以下の記載において、様々な実施形態の完全な理解を提供するために、特定のシステム
、言語、構成要素等の例として多くの特定の詳細が説明される。しかしながら、当業者に
は、こうした特定の詳細は開示された実施形態を実施するために必ずしも用いなくてもよ
いことが明白であろう。他の例では、開示された実施形態を不必要に不明確にするのを避
けるために、周知の材料又は方法は詳細に記載されていない。
【００１４】
　図面に描かれた及び本明細書に記載された様々なハードウェア要素に加えて、実施形態
は以下に記載の様々な動作を更に含む。このような実施形態に従って記載された動作は、
ハードウェア要素によって実行され、又は命令と共にプログラミングされた汎用若しくは
専用プロセッサに動作を実行させるために使用可能な機械実行可能命令で具現化されても



(12) JP 2014-504116 A 2014.2.13

10

20

30

40

50

よい。代替的に、コンピュータプラットフォームの１つ以上のプロセッサ及びメモリを介
して本明細書に記載される動作を実行するソフトウェア命令を含むソフトウェア及びハー
ドウェアの組み合わせによって実行されてもよい。
【００１５】
　また、実施形態は、本明細書に記載の動作を実行するためのシステム又は装置に関する
。開示されたシステム又は方法は所要の目的のために専用に構築されてもよく、又はコン
ピュータに記憶されるコンピュータプログラムによって選択的に起動又は再構成される汎
用コンピュータを備えてもよい。このようなコンピュータプログラムは、限定されないが
、フロッピー（登録商標）ディスク、光学ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ及び磁気光学ディスク
を含む任意の種類のディスク、各々がコンピュータシステムバスに結合されるＲＡＭ（ｒ
ａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、磁気若しくは
光学カード、又は一時的でない電子命令を記憶するのに適した任意の種類の媒体等の一時
的でないコンピュータ可読記憶媒体（ｎｏｎ－ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ　ｃｏｍｐｕｔｅｒ
　ｒｅａｄａｂｌｅ　ｓｔｏｒａｇｅ　ｍｅｄｉｕｍ）に記憶されてもよい。一実施形態
では、命令が記憶された一時的でないコンピュータ可読記憶媒体は、管理装置（Ｍａｎａ
ｇｅｍｅｎｔ　Ｄｅｖｉｃｅ）内の１つ以上のプロセッサに本明細書に記載の方法及び動
作を実行させる。別の実施形態では、このような方法及び動作を実行するための命令は、
後で実行するために一時的でないコンピュータ可読媒体に記憶される。
【００１６】
　本明細書に提示されるアルゴリズム及びディスプレイは、本質的に特定のコンピュータ
又は他の装置に関連せず、特定のプログラミング言語を参照して記載された実施形態でも
ない。様々なプログラミング言語が本明細書に開示された実施形態の教示を実装するため
に利用可能なことが理解されるであろう。
【００１７】
　図１は、実施形態がＧ．９９７．１標準（Ｇ．ｐｌｏａｍとしても知られている）に従
って動作し得る例示的なアーキテクチャ１００を示す。スプリッタを含み又は含まなくて
もよい非対称型デジタル加入者回線（Ａｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓ
ｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ；ＡＤＳＬ）システム（デジタル加入者回線（ＤＳＬ）の一態様
）は、全てボンディング（ｂｏｎｄｉｎｇ）有り及び無しで、ＡＤＳＬ１（Ｇ．９９２．
１）、ＡＤＳＬ－Ｌｉｔｅ（Ｇ．９９２．２）、ＡＤＳＬ２（Ｇ．９９２．３）、ＡＤＳ
Ｌ２－Ｌｉｔｅ　Ｇ．９９２．４、ＡＤＳＬ２＋（Ｇ．９９２．５）及びＧ．９９３．ｘ
の新たな超高速デジタル加入者回線（Ｖｅｒｙ－ｈｉｇｈ－ｓｐｅｅｄ　Ｄｉｇｉｔａｌ
　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）又は超高ビット速度デジタル加入者回線（Ｖｅｒｙ
　ｈｉｇｈ－ｂｉｔｒａｔｅ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ；ＶＤ
ＳＬ）標準、並びにＧ．９９１．１及びＧ．９９１．２のＳＨＤＳＬ（Ｓｉｎｇｌｅ－Ｐ
ａｉｒ　Ｈｉｇｈ－ｓｐｅｅｄ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）標
準等の様々な適用可能な標準に従って動作する。
【００１８】
　Ｇ．９９７．１標準は、Ｇ．９９７．１で定義されるクリアＥＯＣ（Ｅｍｂｅｄｄｅｄ
　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｎｅｌ）並びにＧ．９９２．ｘ標準で定義されるインジ
ケータビット及びＥＯＣメッセージの使用に基づいて、ＡＤＳＬ伝送システムに関する物
理レイヤ管理を特定する。更に、Ｇ．９９７．１は、構成、故障及び性能管理に関するネ
ットワーク管理要素の中身を特定する。こうした機能を実行する際に、システムは、アク
セスノード（Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｏｄｅ；ＡＮ）で利用可能な様々な動作データ（性能デー
タを含む）を利用する。
【００１９】
　図１において、ユーザの端末装置１０２（例えば、加入者宅内機器（Ｃｕｓｔｏｍｅｒ
　Ｐｒｅｍｉｓｅｓ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ；ＣＰＥ）装置又は遠隔端末装置）はホームネ
ットワーク１０４に結合され、次にネットワーク終端（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｒｍｉｎａ
ｔｉｏｎ；ＮＴ）装置１０８に結合される。ＡＤＳＬトランシーバ装置（ＡＤＳＬ　Ｔｒ
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ａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｕｎｉｔ；ＡＴＵ）が更に描かれている（例えば、ＤＳＬループ又
は回線のＡＤＳＬ変調を行う装置）。一実施形態では、ＮＴ１０８は、ＡＴＵ－Ｒ（ＡＴ
Ｕ　Ｒｅｍｏｔｅ）１２２（例えば、ＡＤＳＬ標準の１つに定義されたトランシーバ）又
は任意の他の適切なネットワーク終端モデム、トランシーバ若しくは他の通信装置を含む
。ＮＴ装置１０８は、管理エンティティ（Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ；ＭＥ）
１２４も含む。管理エンティティ１２４は、任意の適用可能な標準及び／又は他の基準に
従って要求されるように実行可能な、ファームウェア又はハードウェアにおけるマイクロ
プロセッサ、マイクロコントローラ、又は回路状態マシン等の任意の適切なハードウェア
装置であり得る。管理エンティティ１２４は、特に、管理情報ベース（Ｍａｎａｇｅｍｅ
ｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂａｓｅ；ＭＩＢ）に動作データを収集及び記憶する。
ＭＩＢは、管理者コンソール／プログラムに提供するためにネットワーク装置から情報を
集めるために使用される簡易ネットワーク管理プロトコル（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ；ＳＮＭＰ）、アドミニストレーションプ
ロトコル等のネットワーク管理プロトコルを介して、又は通信ネットワーク要素間で応答
及びコマンドをプログラミングするために使用される周知のコマンド言語であるＴＬ１コ
マンドを介してアクセス可能な各ＭＥによって維持される情報のデータベースである。一
実施形態では、ネットワーク終端装置１０８は、本明細書に記載の管理装置１７０と通信
可能にインターフェース接続される。別の実施形態では、ＡＴＵ－Ｒ１２２が管理装置１
７０と通信可能にインターフェース接続される。
【００２０】
　システム内の各ＡＴＵ－Ｒ１２２は、中央局（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｏｆｆｉｃｅ；ＣＯ）
又は他の中央の場所におけるＡＴＵ－Ｃ（ＡＴＵ　Ｃｅｎｔｒａｌ）に結合されてもよい
。ＡＴＵ－Ｃ１４２は、中央局１４６におけるアクセスノード（Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｏｄｅ
；ＡＮ）１１４に設置される。同様に、管理エンティティ１４４は、ＡＴＵ－Ｃ１４２に
関する動作データのＭＩＢを維持する。当業者には理解されるように、アクセスノード１
４０は、ブロードバンドネットワーク１０６又は他のネットワークに結合されてもよい。
ＡＴＵ－Ｒ１２２及びＡＴＵ－Ｃ１４２は、ＡＤＳＬの場合には、ＤＳＬベース通信以外
の他の通信サービスを伝達し得る電話回線等のツイストペア回線であり得るループ１１２
によって互いに結合される。管理エンティティ１２４又は管理エンティティ１４４は、本
明細書に記載の管理装置１７０を実装して組み込んでもよい。管理エンティティ１２４又
は管理エンティティ１４４は、関連するＭＩＢ内に収集したＷＡＮ情報及び収集したＬＡ
Ｎ情報を更に記憶してもよい。
【００２１】
　図１に示されている複数のインターフェースは、動作データを決定及び収集するために
使用される。Ｑインターフェース１２６は、事業者のネットワーク管理システム（Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｔａｔｉｏｎ；ＮＭＳ）１１６とアクセスノード１
１４におけるＭＥ１４４との間のインターフェースを提供する。Ｇ．９９７．１標準で特
定されるパラメータは、Ｑインターフェース１２６に適用される。管理エンティティ１４
４でサポートされる近端パラメータはＡＴＵ－Ｃ１４２から得られ、一方で、ＡＴＵ－Ｒ
１２２からの遠端パラメータはＵＡインターフェース上の２つのインターフェースのいず
れによっても得られてもよい。インジケータビット及びＥＯＣ）メッセージは、組み込み
チャネル１３２を使用して送信され且つＰＭＤ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｍｅｄｉａ　Ｄｅｐ
ｅｎｄｅｎｔ）層で提供されてもよく、ＭＥ１４４において要求されるＡＴＵ－Ｒ１２２
のパラメータを生成するために使用されてもよい。代わりに、ＯＡＭ（Ｏｐｅｒａｔｉｏ
ｎｓ，Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）チャネル及び適
切なプロトコルが、管理エンティティ１４４によって要求された場合にＡＴＵ－Ｒ１２２
からパラメータを取得するために使用されてもよい。同様に、ＡＴＵ－Ｃ１４２からの遠
端パラメータは、Ｕインターフェース上の２つのインターフェースによって得られてもよ
い。ＰＭＤ層で提供されるインジケータビット及びＥＯＣメッセージは、ＮＴ装置１０８
の管理エンティティ１２４において要求されるＡＴＵ－Ｃ１４２のパラメータを生成する



(14) JP 2014-504116 A 2014.2.13

10

20

30

40

50

ために使用されてもよい。代わりに、ＯＡＭチャネル及び適切なプロトコルが、管理エン
ティティ１２４によって要求された場合にＡＴＵ－Ｃ１４２からパラメータを取得するた
めに使用されてもよい。
【００２２】
　（ループ１１２とも呼ばれる）Ｕインターフェースにおいて、ＡＴＵ－Ｃ１４２（Ｕ－
Ｃインターフェース１５７）に１つ及びＡＴＵ－Ｒ１２２（Ｕ－Ｒインターフェース１５
８）に１つの２つの管理インターフェースが存在する。インターフェース１５７は、ＡＴ
Ｕ－Ｃの近端パラメータを提供してＡＴＵ－Ｒ１２２がＵインターフェース／ループ１１
２を介して取得する。同様に、Ｕ－Ｒインターフェース１５８は、ＡＴＵ－Ｒの近端パラ
メータを提供してＡＴＵ－Ｃ１４２２がＵインターフェース１１２を介して取得する。適
用されるパラメータは、使用されるトランシーバ標準（例えば、Ｇ．９９２．１又はＧ．
９９２．２）に依存してもよい。Ｇ．９９７．１標準は、Ｕインターフェースを横切る選
択的なＯＡＭ（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ，　Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ，　ａｎｄ　Ｍａ
ｉｎｔｅｎａｎｃｅ）通信チャネルを特定する。このチャネルが実装されると、ＡＴＵ－
Ｃ及びＡＴＵ－Ｒのペアは、物理層のＯＡＭメッセージを搬送するためにそれを使用して
もよい。従って、このようなシステムのＡＴＵトランシーバ１２２及び１４２は、各々の
ＭＩＢに維持される様々な動作データを共有する。
【００２３】
　複数の代替的な実施形態により様々な場所で動作する管理装置１７０が図１内に描かれ
ている。例えば、管理装置１７０は、ＬＡＮ等のホームネットワーク１０４内に設置され
る。代替的な実施形態では、管理装置１７０は、中央局１４６に設置されて、ＮＭＳ１１
６を介してホームネットワーク１０４（例えば、ＬＡＮ）及びブロードバンドネットワー
ク１０６にインターフェース接続される。更に別の実施形態では、管理装置１７０は、ブ
ロードバンドネットワーク１０６（例えば、ＷＡＮ又はインターネット）上で動作する。
【００２４】
本明細書で用いられる用語「ユーザ」、「加入者」及び／又は「顧客」は、通信サービス
及び／又は設備が任意の種類のサービスプロバイダによって提供され及び／又は潜在的に
提供可能な人物、事業及び／又は組織を意味する。更に、用語「顧客宅内」は、通信サー
ビスがサービスプロバイダによって提供されている場所を意味する。ＤＳＬサービスを提
供するために使用される例示的な公衆交換電話網（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ　Ｔ
ｅｌｅｐｈｏｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；ＰＳＴＮ）に対して、顧客宅内は、電話回線のネッ
トワーク終端（ＮＴ）の近くに設置され及び／又はそれと関係付けられる。例示的な顧客
宅内は、住居又はオフィスビルを含む。
【００２５】
　本明細書で使用される用語「サービスプロバイダ」は、通信サービス及び／又は通信設
備を提供、販売、供給、修理、及び／又は維持する任意の種類の実態を意味する。例示的
なサービスプロバイダは、電話事業会社、ケーブル事業会社、無線事業会社、インターネ
ットサービスプロバイダ、又はブロードバンド通信サービスプロバイダと独立して若しく
は共にブロードバンド通信サービス（ＤＳＬ、ＤＳＬサービス、ケーブル等）を診断又は
改良するサービスを提供し得る任意のサービスを含む。
【００２６】
　更に、本明細書で使用される用語「ＤＳＬ」は、例えば、非対称ＤＳＬ（Ａｓｙｍｍｅ
ｔｒｉｃ　ＤＳＬ；ＡＤＳＬ）、高速ＤＳＬ（Ｈｉｇｈ－ｓｐｅｅｄ　ＤＳＬ；ＨＤＳＬ
）、対称ＤＳＬ（Ｓｙｍｍｅｔｒｉｃ　ＤＳＬ；ＳＤＳＬ）、及び／又は超高速／超高ビ
ット速度ＤＳＬ（Ｖｅｒｙ　ｈｉｇｈ－ｓｐｅｅｄ／Ｖｅｒｙ　ｈｉｇｈ－ｂｉｔ－ｒａ
ｔｅ　ＤＳＬ；ＶＤＳＬ）等の任意の種類の及び／又は変種のＤＳＬ技術を意味する。一
般に、このようなＤＳＬ技術は、例えば、ＡＤＳＬモデムに関してＩ．Ｔ．Ｕ．（Ｉｎｔ
ｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｕｎｉｏｎ）標準Ｇ．
９９２．１（別名、Ｇ．ｄｍｔ）、ＡＤＳＬ２モデムに関してＩ．Ｔ．Ｕ．（Ｉｎｔｅｒ
ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｕｎｉｏｎ）標準Ｇ．９９



(15) JP 2014-504116 A 2014.2.13

10

20

30

40

50

２．３（別名、Ｇ．ｄｍｔ．ｂｉｓ又はＧ．ｄｍｔ．ｂｉｓ）、ＡＤＳＬ２＋モデムに関
してＩＴＵ標準Ｇ．９９２．５（別名、Ｇ．ａｄｓｌ２ｐｌｕｓ）、ＶＤＳＬモデムに関
してＩ．Ｔ．Ｕ．標準Ｇ．９９３．１（別名、Ｇ．ｖｄｓｌ）、ＶＤＳＬ２　モデムに関
してＩ．Ｔ．Ｕ．標準Ｇ．９９３．２、ハンドシェイクを実装するモデムに関してＩ．Ｔ
．Ｕ．標準Ｇ．９９４．１（Ｇ．ｈｓ）、及び／又はＤＳＬモデムの管理に関してＩ．Ｔ
．Ｕ．Ｇ．９９７．１（別名、Ｇ．ｐｌｏａｍ）標準等の適用可能な標準に従って実装さ
れる。
【００２７】
　例示的なデジタル加入者回線（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ；Ｄ
ＳＬ）設備、ＤＳＬサービス、ＤＳＬシステム及び／又はＤＳＬサービス配給のための通
常のツイストペア銅電話回線の使用に関してＤＳＬモデム及び／又はＤＳＬ通信サービス
と顧客との接続が言及されているが、本明細書に開示の通信システムに対して伝送媒体を
特性化し及び／又は試験するための開示の方法及び装置は、多くの他の種類及び／又は型
の通信設備、サービス、技術及び／又はシステムに適用可能であり得ることが理解される
べきである。例えば、他の種類のシステムは、無線分散システム、有線又はケーブル分散
システム、同軸ケーブル分散システム、極超短波（ＵＨＦ）／超短波（ＶＨＦ）無線周波
システム、衛星又は他の地球外システム、セルラ分散システム、電力線ブロードキャスト
システム及び／又は光ファイバネットワークを含む。更に、こうした装置、システム及び
／又はネットワークの組み合わせが使用されてもよい。例えば、バランコネクタ（ｂａｌ
ｕｎ　ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ）によってインターフェース接続されるツイストペア及び同軸
ケーブルの組み合わせ、又は光ネットワーク装置（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｕ
ｎｉｔ；ＯＮＵ）におけるリニア光電接続を有するアナログファイバからの銅接続等の任
意の他の物理チャネル継続（ｐｈｙｓｉｃａｌ－ｃｈａｎｎｅｌ－ｃｏｎｔｉｎｕｉｎｇ
）の組み合わせが使用されてもよい。
【００２８】
　本明細書において、「に結合される」、「と結合される」、「に接続される」、「と接
続される」等の表現は、２つの要素及び／又はコンポーネント間の接続を記述するために
使用されており、互いに直接的、又は間接的、例えば、１つ以上の介在要素を介して又は
有線／無線接続を介しての結合／接続を意味することが意図されている。「通信システム
」への言及は、適用可能な場合、任意の種類のデータ伝送システムへの言及を含むことが
意図されている。
【００２９】
　図２は、実施形態が動作可能な代替の例示的なアーキテクチャ２００を示す。アーキテ
クチャ２００は、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）２０５及びローカルエリアネット
ワーク（ＬＡＮ）２１０を描いており、各々が管理装置１７０と通信可能にインターフェ
ース接続されている。また、ＷＡＮ２０５及びＬＡＮ２１０は、管理装置１７０と関与し
又は通信しなくてもＷＡＮ２０５とＬＡＮ２１０との間でデータが伝達され得るＷＡＮ／
ＬＡＮ接続２８５を介しても互いに直接通信可能にインターフェース接続される。例えば
、管理装置１７０は、インターフェースゲートウェイとして又はＬＡＮとＷＡＮとの間の
単一通信リンクとして機能せずに、ＷＡＮ／ＬＡＮ最適化を実行し、ＷＡＮ内又はＬＡＮ
内又は両方にある様々なネットワーク接続された装置と通信してもよい。
【００３０】
　一実施形態によれば、管理装置１７０は、ＷＡＮ２０５と管理装置１７０を通信可能に
インターフェース接続するワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）インターフェース２１５
及びＬＡＮ２１０と管理装置１７０を通信可能にインターフェース接続するローカルエリ
アネットワーク（ＬＡＮ）インターフェース２２０を含む。一実施形態では、管理装置１
７０は、ＬＡＮ２１０からＬＡＮ情報２４５を収集し、ＷＡＮ２０５からＷＡＮ情報２４
０を更に収集する収集モジュール２２５を更に含む。
【００３１】
　一実施形態では、管理装置１７０は、動作状態を識別するために収集したＷＡＮ情報２
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４０及び収集したＬＡＮ情報２４５を連帯して分析する分析モジュール２３０を含む。一
実施形態では、管理装置１７０は、動作状態が識別されることに応じて管理イベントを開
始する実装モジュール２３５を更に含む。
【００３２】
　様々な実施形態によれば、収集したＷＡＮ情報２４０及び収集したＬＡＮ情報２４５に
基づいて識別される動作状態は、ＬＡＮ２１０と関係付けられ、ＷＡＮ２０５と関係付け
られ、ＷＡＮ若しくはＬＡＮ内の装置と関係付けられ、又はＷＡＮ及びＬＡＮに関連する
通信チャネル２８０と関係付けられる様々な観測可能な、検出可能な又は決定可能な動作
状態を表してもよい。
【００３３】
　例えば、図２は、ＷＡＮ及び／又はＬＡＮから収集され得る様々な種類の情報を示す。
所定の実施形態によれば、収集したＷＡＮ情報２４０及び／又は収集したＬＡＮ情報２４
５は、複数の故障又は故障コード２５５、構成情報２６０、状態情報２６５、及びエラー
情報２７０を含んでもよい。収集した情報（２４０又は２４５）は、コード、統計、カウ
ンタ、メッセージ列等の形態を取ってもよい。収集したＷＡＮ及び／又はＬＡＮ情報の他
の情報の種類又はソースは、動作データ、管理装置のアクティブ構成設定、ＬＡＮ内で動
作するネットワーク接続された装置のアクティブ構成設定、管理装置と通信可能にインタ
ーフェース接続されるＷＡＮネットワーク要素のアクティブ構成設定、性能測定、カウン
タ及び／又は統計、並びに診断情報を含む。
【００３４】
　分析されるＷＡＮ及び／又はＬＡＮ情報は、ＷＡＮバックホールの履歴マージン性能、
ＷＡＮモデムに関する履歴性能データ、ＷＡＮモデム再訓練カウント、ＷＡＮモデム訓練
データ、ＷＡＮエラー測定基準、ＬＡＮエラー測定基準、ＷＡＮパケットカウント、ＬＡ
Ｎパケットカウント、ＬＡＮ装置リセット、ＬＡＮ送信電力レベル、ＬＡＮ送信スペクト
ルバンド、ＬＡＮ無線伝送チャネル、ＬＡＮ自動選択無線チャネル、ＬＡＮ装置識別子、
及びＷＡＮデータコリジョンカウントを更に含んでもよい。
【００３５】
　このような情報、データ及びカウンタは、現在の構成又は状態に対応してもよく、又は
その代わりに所定期間にわたって収集された履歴データに対応してもよい。従って、一実
施形態によれば、動作状態を識別するために分析される情報は、履歴ＷＡＮ情報又は履歴
ＬＡＮ情報、又はその両方を含む。一実施形態によれば、履歴ＷＡＮ情報及び／又は履歴
ＬＡＮ情報は、管理装置１７０の記憶モジュール２９５内に記憶される。一実施形態では
、分析モジュール２３０は、動作状態を識別する過程で、現在のＷＡＮ情報２４０、現在
のＬＡＮ情報２４５、履歴ＷＡＮ情報、及び履歴ＬＡＮ情報を分析する。
【００３６】
　一実施形態では、分析モジュール２３０は、履歴ＷＡＮ情報及び履歴ＬＡＮ情報に基づ
いて履歴性能傾向分析を行う。このような実施形態では、実装モジュール２３５は、ＷＡ
Ｎ２０５及びＬＡＮ２１０に関する通信チャネル２８０の履歴動作性能を記述する履歴性
能傾向報告を生成及び送信する。代替的な実施形態では、履歴性能傾向報告は、ＬＡＮ装
置の履歴性能又はＷＡＮ装置の履歴性能を記述する。例えば、このような履歴性能傾向報
告は、データ量、平均データ速度、及び特定期間にわってＬＡＮ内で動作するコンピュー
タに関するトラフィッククラスを記述してもよい。このような情報は、データの使用及び
費用を検討する企業消費者に有益であってもよい。このような情報は、ＷＡＮから収集さ
れたデータに基づくがＬＡＮ固有の測定基準を提供してもよい。同様に、ＬＡＮから収集
された情報は、ＷＡＮ固有の測定基準又はＷＡＮベースの傾向を提供するために利用され
てもよい。例えば、ＬＡＮから利用可能なエラー、再訓練、失敗した接続要求、失敗した
ＤＮＳ（ｄｏｍａｉｎ　ｎａｍｉｎｇ　ｓｅｒｖｉｃｅ）要求、及び類似の測定基準がＷ
ＡＮベースの接続性及びトラフィックの品質傾向測定基準を提供するために利用されても
よい。失敗が示されてＬＡＮから利用可能であってもよいが、多くのこのような失敗は、
ＷＡＮ２０５内の動作状態（例えば、構成、故障、輻輳等）に起因してもよい。
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【００３７】
　一実施形態では、収集モジュールは、１つ以上のユーザ設定を収集又は推定する。例え
ば、１つ以上のユーザ設定は、ＷＡＮ又はＬＡＮから収集したユーザ設定情報に基づいて
決定可能であってもよい。このような実施形態では、分析モジュール２３０は１つ以上の
ユーザ設定を分析して、実装モジュール２３５はこれに応じて管理イベントを開始する。
例えば、実装モジュール２３５は、１つ以上のユーザ設定に少なくとも部分的に基づいて
動作状態を変更する命令を生成してもよい。動作状態の変更は、ユーザ設定に基づいてＬ
ＡＮ装置又はＷＡＮ装置の構成を修正すること、又はＷＡＮ及びＬＡＮに関する通信チャ
ネル２８０の構成を変更するようにＷＡＮ事業者に要求することを引き起こしてもよい。
【００３８】
　管理装置は、ＷＡＮ及び／又はＬＡＮ内の様々な情報ソースから情報を収集してもよい
。例えば、一実施形態では、管理装置１７０の収集モジュール２２５は、デジタル加入者
回線（ＤＳＬ）加入者宅内機器（ＣＰＥ）モデム、宅内電力線装置、ＨＰＮＡ（Ｈｏｍｅ
　Ｐｈｏｎｅｌｉｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｌｌｉａｎｃｅ）ベースの装置、宅内同軸分
配装置、Ｇ．ｈｎ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｈｏｍｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｔａｎｄａｒｄ
）互換装置、宅内計測通信装置、ＬＡＮと通信可能にインターフェース接続される宅内機
器、無線フェムトセル（ｆｅｍｔｏｃｅｌｌ　）基地局、無線ＷｉＦｉ互換基地局、無線
移動装置リピータ、無線移動装置基地局、セットトップボックス（ＳＴＢ）／セットトッ
プユニット（ＳＴＵ）顧客電子装置、インターネットプロトコル（ＩＰ）使用可能テレビ
、ＩＰ使用可能メディアプレーヤ、ＩＰ使用可能ゲームコンソール、イーサネットゲート
ウェイ、ＬＡＮに接続されるコンピュータ装置、イーサネット接続コンピュータ周辺装置
、イーサネット接続ルータ、イーサネット接続無線ブリッジ、イーサネット接続ネットワ
ークブリッジ、イーサネット接続ネットワークスイッチを含む１つ以上のソースから情報
を収集する。
【００３９】
　一部の実施形態では、収集したＷＡＮ情報２４０及び収集したＬＡＮ情報２４５に基づ
いて識別される動作状態は、収集したＬＡＮ情報２４５に基づいてＷＡＮ２０５内で診断
される故障又は収集したＷＡＮ情報２４０に基づいてＷＡＮ２１０内で診断される故障を
表してもよい。このような実施形態では、動作状態が識別されることに応じて管理イベン
トを開始する実装モジュール２３５は、ＷＡＮ内で診断される故障又はＬＡＮ内で診断さ
れる故障を識別する診断報告及び／又は情報を生成、提供又は送信する実装モジュールを
含む。このような情報は、インターネット、ウェブページ、グラフィカルユーザインター
フェース（ＧＵＩ）、又は情報にアクセスするために管理装置１７０によって使用される
手段に類似の任意の他の適切な通信手段を介してアクセス又は提供されてもよい。
【００４０】
　例えば、診断報告が生成されて、ＤＳＬ又はケーブルのインターネットサービスプロバ
イダ等のＷＡＮ事業者に送信されてもよい。同様に診断報告及び／又は情報が生成されて
、エンドユーザに提供又は送信されて、インターネット、ウェブページ、グラフィカルユ
ーザインターフェース（ＧＵＩ）等を介してアクセス可能であり又は提供されてもよい。
エンドユーザは、エンドユーザのＬＡＮ内で動作する装置が配達不能目的アドレスを有す
るパケット等の多数の不正な形式のパケットを引き起こしていることを示す診断報告から
利益を得てもよい。このような例示では、収集されたＷＡＮ情報２４０は、ＬＡＮ２１０
内で動作する装置に起因する不正な形式のネットワークトラフィックパケットに関するカ
ウンタ又は統計情報を含んでもよい。ＷＡＮ及びＬＡＮから収集された情報の分析の後で
、実装モジュール２３５は、診断報告を生成して、ＬＡＮ２１０と関係付けられるエンド
ユーザに報告を提供又は送信することで、エンドユーザに問題を警告してもよい。同様に
、このような報告は、故障がＬＡＮ２１０上で動作する装置に起因するという事実にもか
かわらず、ＷＡＮ２０５の事業者に有益であってもよい。例えば、ＷＡＮ事業者は、不正
な形式のネットワークトラフィックのフィルタリング又はブロックを行い、又は全体ネッ
トワーク効率を改善するように消費者のＬＡＮ内の不正な形式のパケットのソースを消費
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者が識別して訂正するのを支援してもよい。
【００４１】
　一実施形態では、動作状態が識別されることに応じて管理イベントを開始する実装モジ
ュール２３５は、ＷＡＮ内で診断された故障を修復する命令を生成すること、又は連帯分
析に基づいてＬＡＮ内で診断された故障を修復する命令を生成すること、又は両方を含む
。例えば、一実施形態では、動作状態が識別されることに応じて管理イベントを開始する
ことは、実装モジュールが、前方誤り訂正（Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｅｒｒｏｒ　Ｃｏｒｒｅｃ
ｔｉｏｎ；ＦＥＣ）パラメータ、ＤＳＬ伝送速度の１つ以上を変更すること、より高いＩ
ＮＰ（Ｉｍｐｕｌｓｅ　Ｎｏｉｓｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）パラメータ設定、より高い
マージンパラメータ設定、及び／又はより高い電力パラメータ設定を実装することを含む
。
【００４２】
　様々な実施形態によると、連帯分析に基づいて識別される動作状態は、ＷＡＮ内のネッ
トワーク輻輳、ＬＡＮ内のネットワーク輻輳、ＬＡＮ内の通信要素による超過電力消費、
ＷＡＮ内の通信要素による超過電力消費、最大閾値を超過するＷＡＮの帯域幅使用、最小
閾値以下のＷＡＮの帯域幅利用可能性、データトラフィックの異常を観測することにより
決定されるＬＡＮ内のセキュリティ違反、ＬＡＮ内のネットワーク侵入、ＷＡＮ又はＬＡ
Ｎにおける故障、ＷＡＮ又はＬＡＮ接続におけるエラー、ＷＡＮ又はＬＡＮリソース（例
えば、帯域幅、電力等）の使用パターン、ＷＡＮ又はＬＡＮにおける帯域幅利用、ＷＡＮ
又はＬＡＮにおける性能測定、及び安全性のレベル、速度維持性等のＷＡＮ又はＬＡＮ接
続の品質を含んでもよい。
【００４３】
　一部の実施形態では、識別された動作状態は、収集したＬＡＮ情報及び収集したＷＡＮ
情報に基づいてＷＡＮ及びＬＡＮに関連する通信チャネル２８０の動作構成等の構成を表
す。一実施形態では、動作状態が識別されることに応じて管理イベントを開始する実装モ
ジュール２３５は、ＷＡＮ及びＬＡＮに関連する通信チャネル２８０の動作構成を記述す
る動作報告を生成及び送信する実装モジュール２３５を含む。このような構成は、ＷＡＮ
及び／又はＬＡＮ内のトランシーバが通信を行っているスペクトル、エラー訂正ポリシー
又は設定、レイテンシポリシー又は設定、データ転送速度、送信電力レベル等を記述して
もよい。このような動作報告は、エンドユーザが補足ＷＡＮ設定に基づいてＬＡＮ構成設
定を最適化すること、ＷＡＮ事業者が補足ＬＡＮ設定に基づいてＷＡＮ設定を最適化する
こと、又はその両方を可能にしてもよい。識別された構成又は識別されたネットワーク特
性はＷＡＮ事業者及び／又はエンドユーザのＬＡＮに対して適切であり又は許容可能であ
り得るが、動作状態の識別は必ずしも問題又は診断された故障と相関する必要はない。
【００４４】
　図３は、実施形態が動作可能な代替の例示的なアーキテクチャ３００を示す。例えば、
動作状態が識別されることに応じて、実装モジュール２３５は１つ以上の補足管理イベン
トを開始してもよい。例えば、応答管理イベントは、適切な報告を生成及び送信すること
によって識別された動作状態を報告することに限定されてもよい。代替的に、所定の実施
形態によれば、実装モジュール２３５は、識別された動作状態に影響を与えるために構成
変更を開始し又は訂正動作命令を実行する等、識別された動作状態を修正するための特定
の動作を行ってもよい。
【００４５】
　どの管理イベントが管理装置１７０によってトリガされるかは識別された動作状態の種
類、及び識別された動作状態が基礎とするＷＡＮ２０５に、ＬＡＮ２１０に並びに／又は
ＬＡＮ及び／若しくはＷＡＮ情報のソース又は場所にどのように管理装置１７０が動作可
能に関連するかに依存する。
【００４６】
　例えば、一実施形態では、管理装置は、ＷＡＮ２０５を介してＬＡＮ２１０に提供され
るＤＳＬベースのバックホール３１０に通信可能にインターフェース接続するように顧客
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宅内装置（ＣＰＥ）として動作するデジタル加入者回線（ＤＳＬ）モデム３０５内に実装
される。このようなＤＳＬモデム３０５は、ＤＳＬサービスのエンドユーザ消費者によっ
てアクセス可能であり、少なくとも部分的に構成可能であってもよい。代替的な実施形態
では、管理装置は、中央局で動作するＤＳＬモデム内に実装されてもよい。このような実
施形態では、ＤＳＬモデムはＤＳＬ事業者の制御下で動作してもよいが、それにもかかわ
らずＬＡＮ２１０から情報を収集するためのアクセス及び権限を有してもよい。
【００４７】
　一実施形態では、管理装置１７０はエンドユーザ消費者の場所でケーブルモデム３１５
内に実装され、ケーブルモデム３１５として動作する。このような実施形態では、ケーブ
ルモデム３１５は、ＷＡＮ２０５を介してＬＡＮ２１０に提供されるケーブルモデムベー
スのバックホール３２０と通信可能にインターフェース接続する。
【００４８】
　代替的な一実施形態では、管理装置はエンドユーザ消費者の場所で電力線モデム内に実
装される。このような実施形態では、ケーブルモデムは、ＷＡＮ２０５を介してＬＡＮ２
１０に提供される電力線ベース（例えば、電気公益事業ベースのバックホール）と通信可
能にインターフェース接続する。同様に、管理装置は、ＷＡＮを介して提供される無線ベ
ースのバックホールをＬＡＮに通信可能にインターフェース接続するように動作する無線
モデム内に実装され、又はＷＡＮを介して提供される光ファイバベースのバックホールを
ＬＡＮに通信可能にインターフェース接続するように動作するＯＮＴ（Ｏｐｔｉｃａｌ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ）内に実装されてもよい。
【００４９】
　開示の実施形態によれば、ＷＡＮは、無線ネットワーク接続、有線ネットワーク接続、
デジタル加入者回線（ＤＳＬ）ネットワーク接続、電力線ネットワーク接続、パッシブ光
ネットワーク（Ｐａｓｓｉｖｅ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ；ＰＯＮ）ベースのネ
ットワーク接続、光ファイバベースのネットワーク接続、ケーブルベースのネットワーク
接続、及びホットスポットにおけるＷｉＦｉ　接続等の無線ネットワーク接続、又はＷｉ
Ｍａｘ、３Ｇ／４Ｇ、ＬＴＥ等の技術及び標準を介した移動データ接続の１つを介してロ
ーカルエリアネットワークにインターネット接続を提供する。管理装置１７０は、任意の
このようなＷＡＮベースの接続と接続されたＬＡＮとの間のインターフェース装置内に実
装され、インターフェースとして動作してもよい。この場合、ＷＡＮは、ＷＡＮからＬＡ
Ｎへのゲートウェイ３３０又はＷＡＮ／ＬＡＮブリッジ等の適切なＷＡＮ／ＬＡＮインタ
ーフェースを更に実装し得る管理装置１７０へのインターネット接続を提供する。
【００５０】
　管理装置１７０は、必ずしも各ＷＡＮ及びＬＡＮネットワークにインターフェース接続
するモデム内又は装置内で動作する必要はない。例えば、一実施形態では、管理装置は、
ＷＡＮバックホール３２５をＬＡＮと通信可能にインターフェース接続するように動作す
るルータ３３５内に実装される。このような実施形態では、ルータ３３５は、ＬＡＮ２１
０内で動作して、図示のようにＷＡＮ／ＬＡＮゲートウェイ３３０を介してＷＡＮバック
ホール３２５と接続してもよい。代替的に、管理装置（例えば、１７０）の機能及び能力
を実装するルータ３３５は、ＷＡＮバックホール３２５と直接接続してもよい。一部の実
施形態では、ＷＡＮ／ＬＡＮゲートウェイ３３０装置は、ＬＡＮベースのルータ３３５と
結合されて、管理装置の能力を実装する。
【００５１】
　一実施形態では、管理装置１７０は、ルータ３３５、ゲートウェイ装置３３０、コンピ
ュータ装置３７０、ＤＳＬ／ＣＰＥモデム装置３０５、及びケーブルモデム３１５とは別
に実装される。例えば、管理装置１７０はスタンドアロン装置として動作してもよい。図
３は、このような装置とは別に実装され且つＷＡＮ２０５内又はＬＡＮ２１０内で動作す
ることで、各ネットワークから情報を収集することができる管理装置１７０の様々な代替
的な展開例を示す。代替的に、管理装置１７０は、このような装置とは別に実装されるが
、図示のＷＡＮ／ＬＡＮゲートウェイ３３０又はモデム（例えば、３０５、３１５）等の
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別の装置と又はコンピュータ装置（例えば、３７０）に取り付けられる周辺装置として直
接インターフェース接続してもよく、これにより管理装置は各ネットワークから情報を収
集して本明細書に記載の他の動作を実行することができる。また、管理装置１７０が本明
細書に記載のＷＡＮ２０５及びＬＡＮ２１０の各々から情報を収集可能になる他の組み合
わせも実行可能である。
【００５２】
　開示の実施形態によれば、ＬＡＮは、イーサネットベースのネットワーク接続、無線ベ
ースのネットワーク接続、ＩＥＥＥ（Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ
　ａｎｄ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｓ）８０２．１１標準ベースのネ
ットワーク接続、８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８０２．１１ｇ及び／又は８０２．
１１ｎＷｉＦｉ互換ネットワーク接続、第３世代（３Ｇ）互換プロトコル、第４世代（４
Ｇ）互換プロトコル及びＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）互換プロト
コルの少なくとも１つを含む移動セルラ互換プロトコルを介して送信するフェムトネット
ワーク接続、電力線接続、電話システム接続、ＰＯＴＳ（Ｐｌａｉｎ　Ｏｌｄ　Ｔｅｌｅ
ｐｈｏｎｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）接続、ＩＴＵ　Ｇ．ｈｎ接続、同軸ケーブル接続、並びに
ホットスポットにおけるＷｉＦｉ　接続等の無線ネットワーク接続、又はＷｉＭａｘ、３
Ｇ／４Ｇ、ＬＴＥ等の技術及び標準を介した移動データ接続の１つ以上を介して管理装置
とＬＡＮ内で動作する１つ以上のネットワーク接続装置をインターフェース接続する。管
理装置１７０は、ＬＡＮ内で動作するネットワーク接続装置の１つ、例えば、ＬＡＮ２１
０内で通信可能にインターフェース接続されるコンピュータ内に実装されて、こうしたネ
ットワーク接続装置の１つとして動作してもよい。
【００５３】
　一部の実施形態では、管理装置は、ＷＡＮとＬＡＮとの間で動作するＷＡＮ／ＬＡＮゲ
ートウェイ３３０又はモデムが動作するように、ＷＡＮ及びＬＡＮに関連する通信チャネ
ルとインラインで動作しない。その代わり、管理装置は、ＷＡＮ２０５及びＬＡＮ２１０
に関連する通信チャネルが接続されるＷＡＮ／ＬＡＮインターフェースから離れて設置さ
れるコンピュータ装置３７０内に実装されてもよい。このようなコンピュータ装置は、Ｉ
ＳＰのＷＡＮバックホール３２５と関係付けられる又はＷＡＮ／ＬＡＮゲートウェイ３３
０装置と関係付けられるデータの監視、収集及び分析等、ＷＡＮ／ＬＡＮインターフェー
スに対する遠隔監視及び管理機能を提供してもよい。
【００５４】
　コンピュータ装置３７０は、ＬＡＮ２１０内で動作して、ＬＡＮ２１０接続及びプロト
コルを介してＬＡＮ装置と通信し、ＬＡＮをＷＡＮに接続するＷＡＮバックホール３２５
を介してＷＡＮベースの装置と更に通信してもよい。代替的に、コンピュータ装置３７０
は、ＷＡＮ２０５内で動作してもよい。このような実施形態では、コンピュータ装置３７
０は、必ずしもインターネットサービスをエンドユーザ消費者に提供するＩＳＰ等のＷＡ
Ｎ事業者と関係付けられる必要はない。例えば、管理装置機能を実装するコンピュータ装
置３７０は、ＷＡＮバックホール３２５を提供するＩＳＰによって所有され又は運営され
るインフラを超えてインターネットで動作してもよいが、ＷＡＮ２０５を介してＩＳＰの
ネットワーク上でＷＡＮベースの装置と通信し、ＬＡＮ２１０をＷＡＮ２０５に接続する
ＷＡＮ／ＬＡＮゲートウェイ３３０を介してＬＡＮベースの装置と通信してもよい。代替
的な実施形態では、コンピュータ装置３７０は、帯域外（ｏｕｔ－ｏｆ－ｂａｎｄ）イン
ターフェースを介してＷＡＮベースの装置及び／又はＬＡＮベースの装置と通信してもよ
い。例えば、ＷＡＮ２０５又はＬＡＮ２１０ネットワーク上でＬＡＮ／ＷＡＮベースの装
置と通信を行うのではなく、管理装置の機能を実装するコンピュータ装置３７０は、別個
の通信チャネル上で、例えば、無線セルラ接続上で又はアナログ電話回線上で別個のダイ
ヤルアップモデムを確立することによって接続する管理インターフェース上で通信しても
よい。一実施形態では、管理装置１７０又は複数の管理装置１７０は、ＬＡＮの所有者／
事業者以外の及びＷＡＮの所有者／事業者以外のサードパーティ事業者によって制御され
る。例えば、サービスプロバイダは、ＷＡＮ／ＬＡＮネットワーク通信を連帯して最適化
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するように複数の管理装置に対して管理、サポート、プロビジョニング、及び配信サービ
スを提供してもよい。このようなサードパーティ事業者は、１つ以上の管理装置１７０を
介してこのような共同ＷＡＮ／ＬＡＮネットワーク最適化サービスを提供するためにＬＡ
Ｎ所有者／事業者又はＷＡＮ所有者／事業者の何れかと連絡をとってもよい。
【００５５】
　一実施形態では、動作状態が識別されることに応じて管理装置１７０が管理イベントを
開始することは、管理装置１７０が命令を生成して、管理装置１７０と通信可能にインタ
ーフェース接続されるネットワーク要素、ＷＡＮ装置、及び／又はＬＡＮ装置から選択さ
れる１つ以上の装置に生成された命令を伝達することを含む。このような実施形態では、
生成された命令は、ＴＲ－０６９（Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　Ｒｅｐｏｒｔ　０６９）互換通
信プロトコル、ＴＣＰ／ＩＰ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏ
ｃｏｌ／Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）通信プロトコル、ＳＮＭＰ（Ｓｉｍｐｌ
ｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）通信プロトコル、帯域
外電話回線プロトコル、ＤＳＬ　ＥＯＣ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉ
ｎｅ　Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）　ｏｖｅｒ　Ｃｏａｘ）通信プロトコル、ケーブル
制御チャネル通信プロトコル、電力線制御チャネル通信プロトコル、ＣＬＩ（Ｃｏｍｍａ
ｎｄ　Ｌｉｎｅ）プロトコルの１つを介して、無線装置を介して、又は移動装置を介して
伝達されてもよい。
【００５６】
　所定の実施形態によれば、上記プロトコル伝送機構の１つは、管理装置のＬＡＮインタ
ーフェースを介して管理装置１７０からＬＡＮベースの装置に命令を伝達するために利用
され、管理装置のＷＡＮインターフェースを介して管理装置１７０からＷＡＮベースの装
置に命令を伝達するために利用され、又は管理装置の管理インターフェースを介して管理
装置１７０から１つ以上のネットワーク接続された装置に命令を伝達するために利用され
る。
【００５７】
　一部の実施形態では、管理イベントを開始することは、管理装置１７０が識別された動
作状態を変更する命令を生成することを含む。一実施形態では、管理装置１７０は生成さ
れた命令を更に実行する。例えば、管理装置１７０は、管理装置の構成を変更するために
管理装置１７０内でローカルでコマンドを実行してもよい。例えば、管理装置１７０がＷ
ＡＮ／ＬＡＮゲートウェイ内又はモデム若しくはルータ内に実装される場合、管理装置は
、命令を生成して、ＷＡＮ／ＬＡＮゲートウェイ、モデム若しくはルータの構成を変更す
るために命令をローカルで実行してもよい。
【００５８】
　代替的に、管理装置は、識別された動作状態への変更をトリガ又は開始するために個々
の装置に生成された命令を送信する必要があってもよい。例えば、管理装置１７０がＬＡ
Ｎベースの装置内に設置されてＷＡＮベースの装置内の動作状態（例えば、故障又は望ま
しくない構成）を識別する場合、管理装置１７０は、変更をトリガ又は開始するために生
成された命令を第２のネットワーク接続装置に送信又は伝送してもよい。一部の実施形態
では、管理装置１７０は、直接的に（例えば、リモートコマンドシェル又はリモートコマ
ンドインターフェースを介して）第２のネットワーク接続装置において遠隔でコマンドを
実行することが可能であってもよい。代替的な実施形態では、管理装置１７０は、コマン
ド又は命令の実行を求めて第２のネットワーク接続装置に実行要求を送信する。
【００５９】
　例えば、一実施形態では、動作状態が識別されることに応じて管理イベントを開始する
ことは、管理装置１７０の実装モジュール２３５が　管理装置と通信可能にインターフェ
ース接続されるＬＡＮ装置の構成を変更するために連帯分析に基づいてコマンドを生成し
て、ＬＡＮ装置の構成を変更するためにＬＡＮ装置に対してコマンドを実行することを引
き起こす。
【００６０】
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　代替的な実施形態では、動作状態が識別されることに応じて管理イベントを開始するこ
とは、管理装置の実装モジュール２３５が連帯分析に基づいてＷＡＮ事業者によって実装
される構成変更を特定する要求を生成すること、及び管理装置１７０がＷＡＮ事業者に構
成変更を実行させる要求をＷＡＮ事業者に更に送信することを引き起こす。
【００６１】
　例えば、管理装置は、１つ以上のユーザ設定を収集又は推定し、１つ以上のユーザ設定
を分析して、ＷＡＮ事業者によって実装される構成変更が１つ以上のユーザ設定を実装す
ることを決定してもよい。このような例示では、管理装置の実装モジュールは、これに応
じて１つ以上のユーザ設定に少なくとも部分的に基づいて動作状態を変更する命令を生成
して、このような命令をＷＡＮ事業者に送信してもよい。管理装置がＷＡＮベースの装置
内、例えば中央局で動作するＤＳＬモデム内に設置されていた場合、代わりに、命令は、
例えば、ＷＡＮ事業者によって制御されるＤＳＬ接続構成設定又は構成を変更するために
ローカルで実行されてもよい。ユーザ設定は、ＷＡＮ又はＬＡＮ又は両方に関して様々な
構成可能又は管理可能な特性を特定してもよい。例えば、ユーザ設定は、ＷＡＮ及び／又
はＬＡＮがストリームビデオ、又はゲーム、又は大容量データ転送等に対して最適化され
るべきであることを示してもよい。このような最適化は、例えば、レイテンシ、エラー訂
正、送信電力等に影響を与える個々の動作設定に対応してもよい。ユーザ設定は、特定の
価格スキームに対応し得る所望のサービスレベルを示してもよい。例えば、ユーザ設定は
、帯域幅送信速度の低減又は帯域幅キャップの低減と交換により安価な速度プランを示し
てもよく、その逆も同様である。
【００６２】
　一実施形態では、ユーザ設定は、明示的に特定されるのではなく黙示的に得られてもよ
い。例えば、インターネット帯域幅をエンドユーザに提供するＷＡＮ事業者は、エンドユ
ーザのＬＡＮから発生するネットワークトラフィックに基づいて、所定のクラスのネット
ワークトラフィックがＷＡＮ及びエンドユーザのＬＡＮに関する通信チャネルにおいて優
勢である又は優先されることを決定してもよい。このような実施形態では、ＷＡＮで動作
してＬＡＮから収集した情報を有する管理装置は、それに応じて、優勢な又は優先される
ネットワークトラフィックに関する通信チャネルを最適化するためにＷＡＮ／ＬＡＮ通信
チャネルの動作構成を変更してもよい。
【００６３】
　本発明の実施形態によれば、動作状態が識別されることに応じて管理イベントを開始す
ることは、管理装置が（例えば、実装モジュールを介して）以下の動作の１つ以上を実行
し得ることを含む。１）ＬＡＮ帯域幅利用が所定の閾値以下である場合、ＷＡＮ要素（例
えば、ＷＡＮベースのトランシーバ要素）の送信電力を低減する。２）ＷＡＮ帯域幅利用
が所定の閾値以下である場合、ＬＡＮ要素（例えば、ＬＡＮベースのトランシーバ要素）
の送信電力を低減する。３）収集したＬＡＮ情報に基づいて、ＷＡＮ前方誤り訂正（ＦＥ
Ｃ）、ＷＡＮレイテンシ、ＷＡＮ送信電力レベル、及びＷＡＮデータ速度に影響を与える
１つ以上のパラメータを修正する命令を生成する。４）ビデオデータ、オーディオデータ
、テキストデータ、グラフィカルデータ、ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒ
ｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）データ、又はネットワークゲームデータの少なくとも１つに
対応するデータ型（例えば、データクラス又はクラス型）を含むＷＡＮ及びＬＡＮに関す
るネットワークトラフィックの識別に基づいてアクティブデジタル加入者回線（ＤＳＬ）
プロファイル又は構成設定を修正する命令を生成する。アクティブＤＳＬ接続構成設定は
、識別されたデータ型に関して送信パラメータを最適化するように修正される。５）ＬＡ
Ｎ内で検出されたデータ利用レベルに基づいてＷＡＮ内で動作するＤＳＬトランシーバの
電力を低減する命令を生成する。
【００６４】
　上記の命令は、識別された動作状態への変更をそれぞれ実装する。ＷＡＮ／ＬＡＮベー
スの通信を最適化することは、場合により、エネルギ使用の低減を達成するように、送信
速度及び送信電力を低減することを引き起こしてもよい。ＬＡＮ又はＷＡＮベースのトラ
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ンシーバにおいて送信速度及び電力レベルを低減することは、個々のネットワークの利用
がアクティブでないと決定される場合に選択されてもよい。このような最適化は、個々の
ＬＡＮ又はＷＡＮベースの要素に対するエネルギ使用を低減するだけではなく、例えば、
ネットワークリソースに対する少ないコンテンションから利益を得るＷＡＮ又はＬＡＮの
他の消費者のためにネットワーク通信を改善してもよい。
【００６５】
　代替的に、上記の最適化は、ネットワーク特性を変化させるＬＡＮ又はＷＡＮ構成の変
化を実装又はトリガしてもよい。例えば、ＷＡＮ構成は、特定クラスのネットワークトラ
フィックの使用又は消費に対応するＬＡＮ内の動作状態を識別する収集したＬＡＮ情報に
基づいて修正されてもよい。例えば、ＬＡＮ装置によってストリームビデオがアクティブ
に消費されていると決定される場合、管理装置１７０は、それに応じて最小化されたデー
タ訂正を有する高データ速度接続を実装するようにＷＡＮを構成してもよい。ここで、ス
トリーミングビデオはデータ速度の増加から利益を得るが、最小化された訂正スキームに
よって不利な影響を受けなくてもよい（例えば、ストリームエラーは、瞬時的なピクセレ
ーションを生成し得るが、エラーを有するフレームが既に過ぎ去った可能性が高く、訂正
データが提供される時間までに再度参照され又は参照可能にならなくてもよいので訂正を
要求しなくてもよい）。逆に、特定クラスのデータは、低データ速度を要求するが、ネッ
トワークレイテンシに起因する遅延が存在する場合、人間のユーザを不満にさせる可能性
があるＶｏＩＰデータ等の最小化されたレイテンシから利益を得てもよい。他の例は、低
レイテンシが有益であり、必ずしも高データ速度を要求しないが、所定の状況では高いデ
ータの正確さを要求するゲームデータを含んでもよい。同様に、バースト性のファイル転
送（例えば、大容量であるが断続的である）及び安定したデータストリームが識別されて
最適化されてもよい（例えば、正確さが非常に重要であるが、レイテンシはあまり重要で
なくてもよい）。
【００６６】
　一部の実施形態では、ＷＡＮ側の構成が収集したＬＡＮ情報に基づいて変更され、又は
ＬＡＮ側の構成が収集したＷＡＮ情報に基づいて変更され、又はＬＡＮ及びＷＡＮの両側
の構成が収集したＬＡＮ及び／又はＷＡＮ情報に基づいて変更されてもよい。例えば、Ｌ
ＡＮ装置は、ＷＡＮが伝送可能なトラフィックよりも高速のデータを提供することによっ
てＷＡＮバックホール接続をオーバロードし得る。このような場合、ネットワーク通信は
、ＬＡＮ情報がＷＡＮに提供されるデータ速度を低減することによって最適化されてもよ
い。こうした速度の調整は、トラフィックバックログによるコリジョン及びバッファエラ
ーを低減させ得る。この反対も同様に当てはまり得る。ＷＡＮバックホールは、ＬＡＮ装
置自身がデータを処理できるよりも高速のＬＡＮ装置にデータを提供することが可能であ
り、それによりＷＡＮからＬＡＮ装置に最適化されない不適合をもたらし、それにより連
帯最適化の機会を提供してもよい。
【００６７】
　識別された動作状態が問題又は故障に対応する実施形態では、実装モジュールは、それ
に応じて故障を直す命令を実行及び生成してインスタンス化する。例えば、命令は、管理
装置内で、ＬＡＮインターフェースを介して接続されるＬＡＮ装置内で、ＷＡＮインター
フェースを介して接続されるＷＡＮ装置内で、又は管理装置の管理インターフェースを介
して管理装置に接続されるネットワーク要素内でインスタンス化されてもよい。
【００６８】
　一実施形態では、ＬＡＮ２１０及びＷＡＮ２０５から収集される情報は、２つの別個の
通信レイヤに関する。２つの通信レイヤの一例は、ＯＳＩ（Ｏｐｅｎ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　
Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）モデルの２つのレイヤである。ＯＳＩモデルは、デジ
タル通信システムにおいて、異なるデータ処理レイヤを記述する慣用モデルである。また
、通信レイヤは、ＯＳＩモデルのレイヤの１つに直接は対応しないＴＣＰ／ＩＰ等の他の
通信プロトコル又はレイヤにも対応し得る。
【００６９】
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　例えば、ＷＡＮ２０５における１つのレイヤからの情報は、ＬＡＮ２１０における異な
るレイヤの性能を診断又は改善するために使用されてもよく、その逆も同様である。一実
施形態では、管理装置１７０によってＬＡＮ２１０から情報が収集される（例えば、ホー
ムネットワークから収集される）。管理装置１７０による情報の分析に基づいて、分析に
応じて管理装置１７０によって開始される管理イベントがＷＡＮ２０５に適用される。一
例示において、管理イベントは、分析に応じてＷＡＮ２０５（例えば、ＤＳＬネットワー
ク）における設定及び構成を調節することを含んでもよい。ＬＡＮ２１０から収集される
情報は、ＬＡＮ２１０の異なるレイヤから、例えば、アプリケーションレイヤ及びネット
ワーキングレイヤからであってもよい。ＤＳＬシステムにおける設定及び構成は、ＤＳＬ
システムの物理レイヤパラメータを設定することによって、物理レイヤにおいて実装され
てもよい。例えば、ＤＳＬシステム物理レイヤの設定は、ＤＳＬ接続構成設定の設定を介
して実装されてもよい。物理レイヤ設定の実装は、中央局（ＣＯ）側で又は加入者宅内機
器（ＣＰＥ）側で実行されてもよい。管理装置１７０がない場合、ＷＡＮからの情報に基
づいてＬＡＮの性能を最適化又は監視すること又はＬＡＮからの情報に基づいてＷＡＮの
性能を最適化又は監視することが可能でないことに留意するべきである。この理由は、２
つのネットワークにおける制御機構及び制御チャネルが別個で離れているからである。本
明細書に記載の管理装置１７０は、このような問題に対処して、他のやり方では実現でき
ない監視及び最適化を可能にする。
【００７０】
　別の例示において、データ及び情報は、ＬＡＮ２１０からネットワーキングレイヤ又は
ＴＣＰ／ＩＰレイヤで収集されてもよい。例えば、このような情報はＬＡＮ２１０の性能
に関連してもよい。例えば、情報は、パケットデータ速度、パケットエラー率、スループ
ット、又はパケット再送信率等のリンクの品質に関するＴＣＰ／ＩＰ関連情報等を示して
もよい。例えば、ＬＡＮ２１０側のＴＣＰ／ＩＰレイヤが過度のパケット廃棄を経験し又
は期待されるスループットよりも低く、それにもかかわらずＬＡＮの既知の問題が検出さ
れないことが分析によって示される場合、根本的な問題はＷＡＮ２０５側に起因してもよ
い。所定の場合には、ＷＡＮ２０５はＤＳＬ接続であり、ＤＳＬ回線設定及び構成は変更
可能であり、例えば、上記の分析に応じて管理イベントとして変更を開始する。ＤＳＬ接
続設定は物理レイヤにおいて実装されてもよい。例えば、前方誤り訂正（ＦＥＣ）パラメ
ータ（例えば、チャネルコーディング）を調節することによって、ＤＳＬコーディングが
改善されてもよい。代替的に、ＤＳＬ速度はリンク安定性及び品質を改善するために減少
されてもよい。他の管理イベントは、より高いＩＮＰ（Ｉｍｐｕｌｓｅ　Ｎｏｉｓｅ　Ｐ
ｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）パラメータ設定、改善されたマージンパラメータ設定及び／又は電
力パラメータ設定を含み得る。この例示において、管理装置１７０は、情報を収集し、分
析を実行して、例えば、管理装置１７０のＷＡＮインターフェース２１５を介してインタ
ーフェース接続されるＤＳＬコントローラに命令を送信することによって、管理イベント
を開始するであろう。従って、管理イベントは、ＤＳＬ接続の再構成設定に対応する。
【００７１】
　上記の例示において、ＬＡＮ２１０のネットワーキングレイヤにおける情報は、ＷＡＮ
２０５の物理レイヤにおける設定を構成するために使用される。同様に、他のレイヤから
収集される情報及びデータが取り入れられてもよい。例えば、ＬＡＮのアプリケーション
レイヤからの情報が使用されてもよい。ＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘ
ｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ）データストリームがＬＡＮ２１０の受信端でエラーと共に受信
されるビデオストリーミングシステムを例に取る。ＤＳＬ接続に関する１つ以上のチャネ
ルコーディングパラメータ、ＩＮＰ（Ｉｍｐｕｌｓｅ　Ｎｏｉｓｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏ
ｎ）パラメータ、マージンパラメータ設定、電力パラメータ設定、及び／又はデータ速度
パラメータがビデオデータストリームにおける受信側エラーを補償するために変更又は修
正されてもよい。
【００７２】
　受信側は、ＭＰＥＧビデオストリーミングを受信可能なＴＶセット、マルチメディアゲ
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ートウェイ、パーソナルコンピュータ、又は他の装置であってもよい。ＷＡＮ２０５にお
ける物理レイヤプロファイルは、ＬＡＮ２１０側における問題（例えば、受信エラー）に
対処するように変更されてもよい。例えば、ＷＡＮ２１０がＤＳＬシステムでありＷＡＮ
２１０の分析がＤＳＬ回線の不安定性を示す場合、ＬＡＮ２１０のアプリケーションレイ
ヤにおける問題は、ＷＡＮ２０５に起因してもよい。この例示では、問題／エラーはＤＳ
Ｌシステムに起因してもよい。このような例示では、ＤＳＬシステム設定（例えば、ＷＡ
Ｎ２０５の設定及びパラメータ）は、ＷＡＮのＤＳＬ接続を安定させるように設定されて
もよい。例えば、例えば、改善されたコーディング、より高いＩＮＰ（Ｉｍｐｕｌｓｅ　
Ｎｏｉｓｅ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）パラメータ設定、改善されたマージンパラメータ設
定、電力パラメータ設定、及び／又はより低いデータ速度を含む新しいプロファイル又は
ＤＳＬシステム構成設定が、ＤＳＬシステムにおいて設定されてもよい。このような例示
では、管理装置１７０は、情報を収集し、分析を実行して、例えば、ＷＡＮインターフェ
ース２１５を介してインターフェース接続される管理装置１７０に通信可能にインターフ
ェース接続されるＤＳＬコントローラに対する管理イベントを開始するであろう。従って
、管理イベントは、上記の例示のように、ＤＳＬ接続に関する設定の再構成に対応する。
【００７３】
　一実施形態では、連帯分析は、ＬＡＮ側及び／又はＷＡＮ側から収集された情報を分析
することによってＷＡＮ２０５及びＬＡＮ２１０の双方における問題又は障害を見つける
ことを含む。ＤＳＬ接続によってサポートされるＷＡＮ２０５、及びホームＰＮＡ（Ｈｏ
ｍｅ　Ｐｈｏｎｅｌｉｎｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ａｌｌｉａｎｃｅ；ＨＰＮＡ）接続
によってサポートされるＬＡＮ２１０を例に取る。ＨＰＮＡの場合、ＤＳＬベースのＷＡ
Ｎアクセスに対して使用される同じ電話配線が、ＬＡＮ宅内でＨＰＮＡベースのＬＡＮ通
信（例えば、ホームネットワーク内のローカルネットワーク通信）に対して使用されても
よい。一部のＨＰＮＡシステムでは、動作の周波数はＤＳＬ接続において使用されるもの
より高い。このような場合、動作周波数帯域と関係付けられる障害が、同様にＬＡＮ２１
０及びＷＡＮ２０５の双方に影響を与えてもよい。例えば、ＤＳＬ回線における動作周波
数に影響を与えるインパルスノイズ又はクロストーク等の無線周波（ＲＦ）干渉が、ＨＰ
ＮＡシステムの動作にも同様に影響を与えてもよい。ＨＰＮＡの場合、周波数帯域が重複
していなくても、干渉及びクロストークのソースは、ＤＳＬベースのＷＡＮ２０５におけ
る周波数ばかりでなくＨＰＮＡベースのＬＡＮ２１０における周波数にも共に影響を与え
てもよい。例えば、ブロードバンドノイズソース又はクロストーク若しくは干渉ソースの
高調波は非重複周波数帯を含む。従って、一実施形態によれば、このような干渉に関する
情報はＷＡＮ側で分析される（例えば、ビット分布又はＤＳＬ接続に関する他の関連パラ
メータを分析することによって、インパルスノイズ又は高出力ノイズ等のＲＦ干渉により
回線が影響を受けていることが明らかになり得る）。このような場合、ＷＡＮ２０５側情
報の分析によって、ＬＡＮ２１０側における関連する問題がＲＦ干渉に関することが示さ
れる。逆に、ＷＡＮ２０５（例えば、ＤＳＬ接続）において行われた分析がない場合、Ｌ
ＡＮ２１０情報（例えば、ＨＰＮＡベースのシステム）を直接分析することは不可能であ
ろう。このようにして、ＷＡＮ情報は、ＬＡＮ２１０における問題のソースを識別及び検
出又は診断することを可能にする。これにより、現在のＨＰＮＡベースのシステムの欠点
にかかわらず、干渉に関する情報が分析され得る制御又は管理インターフェースを介して
関連データを提供することが可能になった。ノイズ又は干渉に関する情報を推論するため
にＤＳＬ接続に関する物理レイヤ情報（ビット分布等）を分析することが可能である。問
題のソースが干渉又は外部ノイズであると分かり又は診断される場合、問題の効果を緩和
又は低減するようにＤＳＬ接続に関する設定が調節されてもよい。例えば、ＦＥＣパラメ
ータを調節することによってＤＳＬコーディングが改善されてもよく、リンク安定性及び
品質を改善するためにＤＳＬ速度が減少されてもよく、又はインパルスノイズを防ぐため
にＩＮＰ設定が変更されてもよく、又はマージンパラメータ設定及び／又は電力設定が改
善され得る。場合によっては、干渉又は外部ノイズへの装置の露出を減らすために、ＬＡ
Ｎ装置（例えば、ＨＰＮＡゲートウェイ又はＷｉＦｉ基地局）を異なる場所に物理的に移
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動するようにＬＡＮユーザに指示することによって緩和が行われてもよい。
【００７４】
　このような実施形態では、管理装置１７０は、それぞれＷＡＮ２０５（例えば、ＤＳＬ
接続）から、及びＬＡＮ２１０（例えば、ＨＰＮＡベースのＬＡＮ）からＷＡＮ及びＬＡ
Ｎ診断情報を収集し、ＷＡＮ／ＬＡＮ診断情報に対して連帯分析を実行して、故障を診断
する。上記の例では、故障は、干渉又は外部ノイズの存在である。連帯分析は、ＬＡＮか
ら収集した情報に関する情報とＷＡＮから収集した情報とを相関させることを含んでもよ
い。例えば、ＬＡＮからの情報は、ＬＡＮスループットがＬＡＮ設定に基づく閾値より低
い期間を含んでもよく、問題がＬＡＮに存在することを示す。連帯分析は、外部ノイズ又
は干渉がＷＡＮ上で観測された持続時間と上記の情報を相関させることを更に含んでもよ
い。（連帯分析から解明された）２つの期間の間の高い相関性は、ＬＡＮにおける問題が
外部ノイズ及び干渉に関連することを示してもよい。このような場合、管理装置１７０は
、それに応じてＤＳＬコントローラに対する管理イベントを開始して、様々な上記例示で
記載されたように、ＤＳＬ接続に影響を与える設定の再構成を開始してもよい。代替的に
、管理イベントは、ＬＡＮ側に発行されてもよく、例えば、上記のようにＬＡＮ装置の場
所の変更を促す。
【００７５】
　一実施形態では、管理装置１７０は、ＬＡＮ及びＷＡＮにおけるデータスループット情
報の連帯分析を実行する。例えば、ＬＡＮは無線装置（例えば、フェムトセル、ＷｉＦｉ
等）を含んでもよく、ＷＡＮはＤＳＬベースの接続を含んでもよい。この実施形態では、
ＬＡＮ側スループット性能は、ＷＡＮ側（例えば、ＤＳＬ接続）における設定を最適化す
ることによって最適化又は改善される。別の実施形態では、ＬＡＮ側スループットの問題
は、ＷＡＮ側からの情報を分析することによって診断される。例えば、ＷｉＦｉアクセス
ポイント又はフェムトセル基地局等のＬＡＮシステムが考えられる最も高い速度及びスル
ープットで情報を送信するように設定されるが、ＷＡＮ側のスループットはＬＡＮによっ
て要求される必要なスループットをサポートしないより低いデータ速度に設定されること
が可能である。ＬＡＮからの情報を分析することで、ＷＡＮ設定が調節される必要がある
ことが示されるであろう。ＷＡＮがより高いスループットをサポートする場合、管理装置
１７０は、ＣＰＥ側又はＣＯ側のＤＳＬシステムコントローラ等のＷＡＮコントローラに
対して管理イベントを開始して、サポートされるデータ速度又はスループットの増加を要
求してもよい。それに応じて、ＬＡＮはＷＡＮより低いデータ速度のサポートに制限され
得るが、ＷＡＮはより高いデータ速度（例えば、ＬＡＮによりサポートされるよりも大き
な速度）に構成されてもよい。このような場合、ＤＳＬベースのＷＡＮリンクは電力を無
駄にするばかりでなく、より不安定な傾向になる可能性がある。ＤＳＬリンクは、一般に
低いマージンで動作しているので、高いデータ速度で動作する場合にはノイズ及び他の障
害をより受けやすい。このような場合、管理装置１７０は管理イベントを開始して、ＷＡ
Ｎ側のデータ速度を低下させる命令をＷＡＮ（ＤＳＬコントローラ等）に送信して、ＷＡ
Ｎ接続をより安定させる。更に、ＷＡＮとＬＡＮとのスループットの不整合が、ＷＡＮと
ＬＡＮとの間のゲートウェイにおけるバッファ機構のオーバロードのため、両方のネット
ワークにエラーを引き起こしてもよい。例えば、ＷＡＮ／ＬＡＮ接続におけるより高いデ
ータスループットを要求するＬＡＮ側のネットワーク輻輳は、ＷＡＮとの間のＷＡＮ／Ｌ
ＡＮゲートウェイ（ＷＡＮ／ＬＡＮゲートウェイ３３０等）を圧倒してもよい。このよう
な場合、ＷＡＮスループットは、それに従ってスループット不足を克服するために増加す
る必要がある。例えば、ＷＡＮがＤＳＬ接続である場合、ＤＳＬ接続に関するデータ速度
はＷＡＮ側に対するより高いスループット要求をサポートするために増加されるべきであ
る。しかしながら、２つのネットワークにおける制御機構及び制御チャネルが別個に離れ
ているので、従来のＤＳＬシステム及びＷＡＮシステムは、ＬＡＮにおいてこのような要
求を自動的に検出すること（例えば、データ速度の増加に対する必要を検出して、それに
応じて増加を実装すること）ができない。従って、このような問題に対処する本明細書に
記載の管理装置１７０が必要とされる。
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【００７６】
　別の実施形態では、ＷＡＮ設定は、ＬＡＮにおけるデータ通信の種類と整合するように
最適化される。例えば、ＬＡＮにおけるデータ通信の種類は、例えば、音声通信データ等
の遅延感受性のトラフィック型に関する情報を含んでもよい。管理装置１７０によってＬ
ＡＮから収集した情報を分析することで、データ型が音声通信であるため遅延感受性であ
ることが示される。このような場合、管理イベントを開始することによって、管理装置１
７０は、遅延感受性のトラフィック（例えば、非常に低いレイテンシを要求するトラフィ
ック）をサポートするためにＷＡＮ設定を調節するであろう。例えば、ＷＡＮがＤＳＬシ
ステムシステムである場合、ＤＳＬ接続構成設定は、より低いレイテンシを起こすように
調節されてもよい。調節されたＤＳＬ接続構成設定の設定は、管理イベントをトリガする
ことを介して管理装置１７０によって開始される。別の例示では、２つのＤＳＬ物理レイ
ヤパラメータである遅延及びＩＮＰ設定が、それぞれ最小に設定され、ＤＳＬ通信リンク
が許容可能な安定性を維持し且つ要求される品質及び性能レベルを維持することができる
可能な最も低い値に設定される。ＩＮＰ及び遅延設定は、管理装置１７０によって開始さ
れる管理イベントを介して実装又は変更されてもよい。
【００７７】
　図４は、実施形態が動作可能な代替の例示的なアーキテクチャ４００を示す。所定の実
施形態により、収集したＬＡＮ情報は、近隣の又は管理装置１７０と共有された地理的領
域４３５における複数の場所に提供されるインターネット接続に関する近隣分析を含む。
このような実施形態では、管理イベントを開始することは、収集した近隣分析に基づいて
ＷＡＮ装置の構成を変更するために管理装置が命令／コマンドを生成することを含む。代
替的な実施形態では、管理イベントを開始することは、近隣分析に基づいてＬＡＮ装置の
構成を変更するために管理装置が命令を生成することを含む。
【００７８】
　近隣分析は、複数のソースからの情報がより広範な分析コンテキストを提供するために
集約される場合に行われてもよい。例えば、遠隔端末４２５Ａ、４２５Ｂ及び４２５Ｃは
、ＷＡＮ４１０Ａに向かって共有バックホール４０５を横断するように描かれている。Ｗ
ＡＮ４１０Ａは、本明細書に記載のように実装された管理装置１７０を含む。遠隔端末４
２５Ａ－Ｃは全て共通のバックホール４０５を横断するので、情報は遠隔端末４２５Ａ－
Ｃの各々から、それに応じてローカルエリアネットワーク４１５Ａ、４１５Ｂ及び４１５
Ｃの各々から取得可能であり得る。情報は、ＷＡＮ４１０Ａ内で管理装置１７０によって
収集されて、ＷＡＮ及びＬＡＮネットワーク並びにＷＡＮ及びＬＡＮネットワーク間の通
信経路を最適化するために利用されてもよい。
【００７９】
　例えば、共有バックホール４０５は、複数のツイストペア線が共通ＤＳＬバインダを横
断するＤＳＬネットワークと共存してもよい。共有バックホール４０５は、各々がＷＡＮ
バックホールの少なくとも一部が実装される単一の同軸ケーブル上のＷＡＮベースのリソ
ースに対して競合する複数の同軸ケーブルのインターネット顧客と共に存在してもよい。
共有バックホール４０５は、別個のエンドユーザと関係付けられる複数のＬＡＮ（例えば
、４１５Ａ－Ｃ）が同じ物理伝送回線上でＷＡＮベースのリソースに対して競合する電力
線ベースのインターネットサービスプロバイダと共に存在してもよい。共有バックホール
４０５は、別個のエンドユーザと関係付けられる複数のＬＡＮ（例えば４１５Ａ－Ｃ）が
同じ無線伝送スペクトル上でＷＡＮベースのリソースに対して競合する場合に同様に存在
してもよい。共有バックホール４０５は、各々がＷＡＮベースのリソースに対して競合す
る光ファイバベースの接続と共に存在してもよい。又は、共有バックホール４０５は、同
軸ケーブル、ファイバ及びツイストペアの組み合わせ等の上記通信手段の組み合わせを備
えてもよい。
【００８０】
　このような実施形態では、管理装置１７０は、複数の別個のＬＡＮからの情報を収集し
て、動作状態を識別するために複数のＬＡＮから収集した情報を分析してもよい。このよ
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うな分析は、近隣分析と呼ばれ得る。その後、管理装置１７０は、近隣分析に基づいて動
作変更を実装するために命令を報告、診断、監視又は生成してもよい。例えば、管理装置
１７０は、近隣分析内に表される別のＬＡＮが低い活動率を示し又は有するとの決定に基
づいて（例えば、ＬＡＮ４１５Ｃが十分に活用されていないと決定されてもよい）、ＬＡ
Ｎ（例えば、４１５Ａ）への送信電力及びデータ速度を増加することを含むＷＡＮ／ＬＡ
Ｎネットワーク最適化を実装してもよい。このような実施形態では、十分に活用されてい
ないＬＡＮ（例えば、この例示における４１５Ｃ）に対する送信電力及びデータ速度の付
随する低下が実装されてもよい。
【００８１】
　別の実施形態では、近隣分析は、複数の別個のＬＡＮ４１５Ａ－Ｃから取得されるＬＡ
Ｎ情報の分析に基づいて容量を超えた要求負荷によって共有バックホール４０５が飽和し
ていることを示してもよい。それに応じて、管理装置１７０は、ＬＡＮ４１５Ａ－Ｃの各
々を単一の共有バックホール４０５にインターフェース接続するＷＡＮ／ＬＡＮインター
フェース（例えば、ＤＳＬモデム、ケーブルモデム、ＯＮＴ装置等）において負荷平衡ア
ルゴリズムを実装してもよい。このようにして、コリジョン、バッファキュー、データ再
送信、及び共有ＷＡＮバックホール４０５等のネットワーク通信経路が圧倒されることに
より生ずる他の超過オーバヘッドの浪費を低減させることによって全ネットワーク効率が
改善され得る。
【００８２】
　代替的な実施形態によれば、管理装置１７０の収集モジュールは、ＷＡＮ事業者（例え
ば、ＷＡＮ４１０Ｂ）から近隣分析を収集する。ここで、事業者は、管理装置と共有され
た地理領域における複数の場所に対するＬＡＮ無線伝送チャネルを記述する。例えば、複
数の別個のＬＡＮ４１５Ｄ、４１５Ｅ及び４１５Ｆが近隣又は共有された地理領域内にあ
る。別個のＬＡＮ４１５Ｄ－Ｆの各々は、ＩＳＰ又はワイドエリアネットワーク事業者等
のＷＡＮ４１０Ｂに情報４４０を送信している。ＬＡＮの各々を介して送信される情報４
４０は、情報が発生するＬＡＮに関する様々な特性を記述してもよい。一実施形態では、
ＷＡＮ４１０Ｂは、情報４４０を集めて、近隣分析として利用可能な集合情報を作成する
。次に、各ＬＡＮ４１５Ｄ－Ｆの個々の中の各管理装置１７０は、近隣分析を収集及び分
析して、ＷＡＮ４１０Ｂから収集した情報に基づいて対応するＬＡＮ４１５Ｄ－Ｆ内に動
作変更を更に実装してもよい。
【００８３】
　一実施形態によれば、近隣分析に基づいてＬＡＮ装置の構成を変更するための命令が管
理装置１７０によって生成される。一実施形態では、生成された命令は、管理装置１７０
と通信可能にインターフェース接続されるＬＡＮ装置に対して、ＬＡＮ装置と近隣又は管
理装置１７０と共有された地理領域４３５における複数の他の場所との無線干渉を最小化
するＬＡＮ無線伝送チャネルを選択する。一部の実施形態では、様々なＬＡＮ４１５Ｄ－
Ｆ内の管理装置の各々が同様の命令を実装する。しかしながら、近隣分析がＷＡＮ４１０
Ｂから収集されるので、各ＬＡＮ４１５Ｄ－Ｆ内の管理装置１７０が何らかの他の管理装
置１７０の動作認識を有する必要はない。ＷＡＮ４１０Ｂ内又はそれ以外の場所に設置さ
れた管理装置は、ＷＡＮ内又は複数の別個のＬＡＮ内に動作変更を実装するための命令を
開始してもよい。
【００８４】
　上記の実施形態では、個々のＬＡＮの動作効率は、近隣分析に基づいて近接して設置さ
れたＬＡＮ同士の干渉を低減することによって改善され得る。このような情報は、例えば
、仮想的に与えられる近隣又は共有された地理領域４３５に重複する識別子をマッピング
することに基づいて、代替的に、例えば、加入者のサービスアドレス情報を物理場所と相
互参照することによって複数のＬＡＮ４１５に対する地理的場所の実際の知識に基づいて
、ＷＡＮ事業者によって相関させられてもよい。
【００８５】
　同様に、診断は、複数の別個のＬＡＮ４１５からもたらされる近隣分析に依存してもよ
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い。例えば、高いエラー数又は異常な再訓練／モデムリセットを示す複数のＬＡＮ装置は
、複数のＬＡＮ側装置の各々が同時に同様の故障を起こしているという統計的にはありそ
うもない一致ではなく、ＷＡＮインフラ内の故障を示していてもよい。補足的に、単一の
共有バックホール４０５と関係付けられる共通の地理領域又は複数のＬＡＮ内の複数のＬ
ＡＮ４１５からの近隣分析は、近隣のＬＡＮ４１５で動作する類似の装置が近隣分析内で
対応するエラー又は故障を示していない特定のエンドユーザ消費者のローカルエリアネッ
トワーク内のＬＡＮ側故障を体系的に診断するのに役立ち得る。
【００８６】
　図５は、実施形態が動作し、設置され、統合され、又は構成され得るシステム５００の
図表示を示す。
【００８７】
　一実施形態では、システム５００は、メモリ５９５及び１つ以上のプロセッサ５９０を
含む。例えば、メモリ５９５は実行される命令を記憶してもよく、プロセッサ５９０はこ
のような命令を実行してもよい。また、プロセッサ５９０は、本明細書に記載の方法を実
装するための論理を有する実装論理５６０を実装又は実行してもよい。システム５００は
、１つ以上のバス５１５と通信可能にインターフェース接続される複数の周辺機器の間で
システム５００内のトランザクション、命令、要求及びデータを転送するための通信バス
５１５を含む。一実施形態では、システム５００は、システム５００内及び複数の周辺機
器の間で情報、トランザクション、命令、要求、及びデータをインターフェース接続、転
送、処理、中継、及び／又は伝達するための通信手段５１５を含む。システム５００は、
例えば、要求を受信し、応答を返し、又はシステム５００とは別に設置されたネットワー
ク要素とインターフェース接続する管理インターフェース５２５を更に含む。
【００８８】
　一部の実施形態では、管理インターフェース５２５は、ＬＡＮ及び／又はＷＡＮベース
の通信とは別に帯域外接続を介して情報を伝達する。ここで、「帯域内」通信は、ペイロ
ードデータ（例えば、コンテンツ）がネットワーク接続された装置間で交換されるときに
同じ通信手段を横断する通信であり、「帯域外」通信は、ペイロードデータを伝達するた
めの機構とは別の分離した通信手段を横断する通信である。帯域外接続は、管理装置１７
０と他のネットワーク接続された装置との間又は管理装置１７０とサードパーティのサー
ビスプロバイダとの間で制御データを伝達する冗長又はバックアップインターフェースと
して機能してもよい。
【００８９】
　システム５００は、ＬＡＮ内からＬＡＮ情報を収集し、情報及び診断をＬＡＮ内の他の
エンティティに報告して、ＬＡＮ上で命令及びコマンドを開始することを含む、ＬＡＮベ
ースの接続を介して情報を伝達するＬＡＮインターフェース５３０を更に含む。一部の実
施形態では、ＬＡＮインターフェース５３０を介して伝達される情報は、ＬＡＮからＷＡ
ＮインターフェースへとＬＡＮを横断して、接続されたＷＡＮ内の宛先に進み続けてもよ
い。システム５００は、ＷＡＮ内からＷＡＮ情報を収集し、情報及び診断をＷＡＮ内の他
のエンティティに報告して、ＷＡＮ上で命令及びコマンドを開始することを含む、ＷＡＮ
ベースの接続を介して情報を伝達するＷＡＮインターフェース５３５を更に含む。一部の
実施形態では、ＷＡＮインターフェース５３５を介して伝達される情報は、ＷＡＮからＬ
ＡＮインターフェースへとＷＡＮを横断して、ＬＡＮベースの宛先に進み続けてもよい。
【００９０】
　システム５００は、長期傾向分析及び報告を行うときに分析又は参照され得る記憶済み
履歴情報５５０を更に含む。システム５００は複数の管理イベント５５５を更に含み、こ
れらは何れも動作状態の識別に応じて開始されてもよい。例えば、訂正動作、追加診断、
情報プローブ、構成変更要求、ローカルコマンド及び遠隔実行コマンド等が管理イベント
５５５によって特定されて、管理イベント５５５としてトリガされてもよい。同様に、記
憶済み管理イベント５５５に従って動作報告、構成報告、ネットワーク活動報告及び診断
報告が生成及び送信されてもよい。記憶済み履歴情報５５０及び管理イベント５５５は、
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システム５００内のハードドライブ、持続性データストア、データベース又は他の記憶場
所に記憶されてもよい。
【００９１】
　収集モジュール５７０、分析モジュール５７５、診断モジュール５８０及び実装モジュ
ール５８５を含む管理装置５０１がシステム５００内で別個にある。図５に示されている
ように管理装置５０１は互換システム５００にインストール及び構成され、又は適切な実
装論理５６０又は他のソフトウェアと共に動作するように別個に提供されてもよい。
【００９２】
　一実施形態によれば、収集モジュール５７０は、１つ以上の管理インターフェース５２
５、ＬＡＮインターフェース５３０及び／又はＷＡＮインターフェース５３５を含む、シ
ステム５００のインターフェースを介してＬＡＮ情報及びＷＡＮ情報等の情報を利用可能
なソースから収集する。分析モジュール５７５は、収集モジュール５７０を介して取得さ
れる情報を分析する。一部の実施形態では、ＬＡＮ情報及びＷＡＮ情報は、収集したＷＡ
Ｎ情報に基づいてＬＡＮ内の動作状態を識別し、又は収集したＬＡＮ情報に基づいてＷＡ
Ｎ内の動作状態を識別するために連帯して分析される。分析モジュール５７５は、記憶済
み履歴情報５５０に基づいて長期傾向分析を更に行い、又は複数の離れた別個のＬＡＮか
らもたらされる集合データに基づいて近隣分析を行ってもよい。診断モジュール５８０は
、分析モジュール５７５と共に又は別個に専用診断ルーチン及びアルゴリズムを行っても
よい。診断モジュール５８０は、更なる分析のために追加の診断情報の出力を取得又はト
リガするために追加のプロービング診断を行ってもよい。実装モジュール５８５は、ロー
カル又は遠隔の実行のために命令を生成及びインスタンス化すること、構成変更要求を生
成及び送信すること、動作報告、診断報告及び構成報告を生成及び送信することを含む様
々な管理イベント５５５を実装及び開始する。
【００９３】
　図６Ａ、６Ｂ及び６Ｃは、記載された実施形態によるＷＡＮ及びＬＡＮネットワーク通
信を連帯して最適化する方法を例示する流れ図である。方法６００Ａ、６００Ｂ及び／又
は６００Ｃは、ハードウェア（例えば、回路、専用論理、プログラム可能論理、マイクロ
コード等）、ソフトウェア（例えば、機能をインターフェース接続すること、情報を収集
、監視、診断及び報告すること、並びに分析及び診断に応じて管理イベント、コマンド及
び命令を実行／開始すること、又はこれらの何らかの組み合わせ等の様々な動作を実行す
るために処理装置で実行される命令）を含み得る論理を処理することによって実行されて
もよい。一実施形態では、方法６００Ａ、６００Ｂ及び６００Ｃは、図１の要素１７０で
示されるような管理装置によって、又は図５の要素５０１で示されるような管理装置を介
して実行される。所定の実施形態によれば以下にリストされるブロック及び／又は動作の
一部は選択的である。提示されたブロックの番号は明確のためであって、様々なブロック
が行われなければならない動作の順番を規定することを意図していない。
【００９４】
　方法６００Ａは、ブロック６０２で示されるようにローカルエリアネットワーク（ＬＡ
Ｎ）及びワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）と管理装置を通信可能にインターフェース
接続する処理論理で開始する。ブロック６０４では、処理論理はＷＡＮからＷＡＮ診断情
報を収集して、ブロック６０６では、処理論理はＬＡＮからＬＡＮ診断情報を収集する。
【００９５】
　ブロック６０８では、ＬＡＮ診断情報に少なくとも部分的に基づいてＷＡＮ内の故障を
診断し又はＷＡＮ診断情報に少なくとも部分的に基づいてＬＡＮ内の故障を診断するため
に収集したＷＡＮ診断情報及び収集したＬＡＮ診断情報を連帯して分析する。
【００９６】
　ブロック６１０では、処理論理は、故障が識別されることに応じて管理イベントを開始
する。管理イベントを開始することは、ブロック６１２で示されるように連帯分析に基づ
いてＷＡＮ内で診断される故障を識別し又はＬＡＮ内で診断される故障を識別する診断報
告を生成及び送信すること、ブロック６１４で示されるように連帯分析に基づいてＷＡＮ
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内で診断される故障を修復し又はＬＡＮ内で診断される故障を修復する命令を生成するこ
と、及び管理装置、ＬＡＮインターフェースを介して接続されるＬＡＮ装置、ＷＡＮイン
ターフェースを介して接続されるＷＡＮ装置、又は管理インターフェースを介して管理装
置に接続されるネットワーク要素の少なくとも１つにおける故障を修復する命令の実行を
インスタンス化すること（ブロック６１６）を含む１つ以上の様々な機能を実行すること
を含んでもよい。
【００９７】
　方法６００Ｂは、ブロック６３０において、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）及
びワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）と管理装置を通信可能にインターフェース接続す
る処理論理で開始する。
【００９８】
　ブロック６３２では、処理論理は、ＷＡＮからＷＡＮ情報を及びＬＡＮからＬＡＮ情報
を収集する。ブロック６３４では、処理論理は、動作状態を識別するために収集したＷＡ
Ｎ情報及び収集したＬＡＮ情報を連帯して分析する。また、ブロック６３６では、処理論
理は、動作状態が識別されることに応じて管理イベントを開始する。
【００９９】
　管理イベントを開始することは、ブロック６３８に示されるように連帯分析に基づいて
ＷＡＮ及びＬＡＮに関する通信チャネルの動作構成を記述する動作報告を生成及び送信す
ること、ブロック６４０に示されるように履歴ＷＡＮ情報として収集したＷＡＮ情報を記
憶すること及び履歴ＬＡＮ情報として収集したＬＡＮ情報を記憶すること、ブロック６４
２に示されるように記憶済み履歴ＷＡＮ情報及び記憶済み履歴ＬＡＮ情報に基づいて履歴
性能傾向分析を実行すること、及びブロック６４４に示されるようにＷＡＮ及びＬＡＮに
関する通信チャネルの履歴動作性能を記述する履歴性能傾向報告を生成及び送信すること
、を含む１つ以上の様々な機能を実行することを含んでもよい。
【０１００】
　ブロック６４６では、処理論理は、記憶済み履歴ＷＡＮ情報の分析に応じて又は記憶済
み履歴ＬＡＮ情報の分析に応じて、又はその両方の分析に応じて管理イベントを開始する
。
【０１０１】
　方法６００Ｃは、ブロック６６０において、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）及
びワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）と管理装置を通信可能にインターフェース接続す
る処理論理で開始する。ブロック６６２では、処理論理は、ＷＡＮからＷＡＮ情報を及び
ＬＡＮからＬＡＮ情報を収集する。ブロック６６４では、処理論理は、動作状態を識別す
るために収集したＷＡＮ情報及び収集したＬＡＮ情報を連帯して分析する。また、ブロッ
ク６６６では、処理論理は、動作状態が識別されることに応じて管理イベントを開始する
。
【０１０２】
　管理イベントを開始することは、ブロック６６８に示されるように連帯分析に基づいて
ＬＡＮ装置コマンドの構成を変更するためにＬＡＮ装置に対してコマンドを生成及び実行
すること、ブロック６７０に示されるように連帯分析に基づいてＷＡＮ事業者に要求され
た構成変更を実装させる要求を生成してＷＡＮ事業者に送信することを含む１つ以上の様
々な機能を実行することを含んでもよい。
【０１０３】
　ブロック６７２では、処理論理は、１つ以上のＷＡＮから、１つ以上のＬＡＮから、又
はＷＡＮ及びＬＡＮの組み合わせからまだ分析されていない近隣情報を収集する。このよ
うな情報は、収集された後で、管理装置が近隣分析を生成するために集約され及び／又は
分析されてもよい。
【０１０４】
　ブロック６７４では、処理論理は、集約したＬＡＮ情報又は複数の離れた別個のＬＡＮ
に対応するＬＡＮ情報を有する近隣分析をＷＡＮから収集する。そして、ブロック６７６



(32) JP 2014-504116 A 2014.2.13

10

20

30

40

50

では、処理論理は、近隣分析の分析に応じて管理イベントを開始する。
【０１０５】
　図７は、一実施形態によるコンピュータシステムの例示的な形態におけるマシン７００
の図表示を示す。この中で、本明細書に記載の１つ以上の方法をマシン７００に実行させ
る命令セットが実行されてもよい。代替的な実施形態では、マシンは、ローカルエリアネ
ットワーク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネットワーク、イントラネット、エクストラネット
、又はインターネットで他のマシンと接続（例えば、ネットワーク接続）されてもよい。
マシンは、クライアントサーバ型ネットワーク環境におけるサーバ又はクライアントマシ
ンの能力で、又はピアツーピア（又は分散型）ネットワーク環境におけるピアマシンとし
て又はデータベース記憶サービスを提供するオンデマンド環境を含むオンデマンドサービ
ス環境内のサーバ又は一連のサーバとして動作してもよい。マシンの所定の実施形態は、
パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、タブレットＰＣ、セットトップボックス（ＳＴＢ）、
ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ）、携帯電話、ウェブ
装置、サーバ、ネットワークルータ、スイッチ若しくはブリッジ、コンピュータシステム
、又はマシンによって行われる行動を特定する命令セット（連続的又はそれ以外）を実行
することができる任意のマシンの形態であってもよい。更に、単一のマシンのみが示され
ているが、用語「マシン」は、本明細書で検討された１つ以上の方法を実行するための命
令のセット（又は複数のセット）を個別に又は共同で実行するマシン（例えば、コンピュ
ータ）の集合を含むようにも解釈される。
【０１０６】
　例示のコンピュータシステム７００は、プロセッサ７０２、主メモリ７０４（例えば、
読み出し専用メモリ（ｒｅａｄ－ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ；ＲＯＭ）、フラッシュメモリ
、ＳＤＲＡＭ（ｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　ＤＲＡＭ）若しくはＲＤＲＡＭ（Ｒａｍｂｕｓ
　ＤＲＡＭ）等のダイナミックランダムアクセスメモリ（ｄｙｎａｍｉｃ　ｒａｎｄｏｍ
　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ；ＤＲＡＭ）、フラッシュメモリ、スタティックランダム
アクセスメモリ（ｓｔａｔｉｃ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ；ＳＲＡＭ
）、揮発性ではあるが高データ速度のＲＡＭ等のスタティックメモリ）、及び二次メモリ
７１８（例えば、ハードディスクドライブ及び永続的データベースの実装を含む永続的記
憶装置）を含み、これらはバス７３０を介して互いに通信する。主メモリ７０４は、本明
細書に記載の管理装置の様々な実施形態に関する機能を遂行及び実行するために必要な情
報及び命令及びソフトウェアプログラムコンポーネントを含む。例えば、履歴ＷＡＮ／Ｌ
ＡＮ情報７２４は、所定期間にわたって収集されて後で傾向分析を実行するために参照さ
れ得る以前に収集したＬＡＮからのＬＡＮ情報及びＬＡＮからのＷＡＮ情報を含んでもよ
い。管理イベント７２３は、主メモリ７０４内に記憶されて、管理装置７３４によって収
集されるＬＡＮ及び／又はＷＡＮ情報の分析に応じてトリガされ又は開始されてもよい。
主メモリ７０４及びそのサブ要素（例えば、７２３及び７２４）は、本明細書で検討され
た方法を実行するために処理論理７２６及び／又はソフトウェア７２２及びプロセッサ７
０２と連動して動作可能である。
【０１０７】
　プロセッサ７０２は、マイクロプロセッサ又は中央処理装置等の１つ以上の汎用処理装
置を表す。より詳細には、プロセッサ７０２は、ＣＩＳＣ（ｃｏｍｐｌｅｘ　ｉｎｓｔｒ
ｕｃｔｉｏｎ　ｓｅｔ　ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ）マイクロプロセッサ、ＲＩＳＣ（ｒｅｄｕ
ｃｅｄ　ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　ｓｅｔ　ｃｏｍｐｕｔｉｎｇ）マイクロプロセッサ、
ＶＬＩＷ（ｖｅｒｙ　ｌｏｎｇ　ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　ｗｏｒｄ）マイクロプロセッ
サ、他の命令セットを実装するプロセッサ、又は命令セットの組み合わせを実装するプロ
セッサであってもよい。また、プロセッサ７０２は、特定用途向け集積回路（ａｐｐｌｉ
ｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ；ＡＳＩＣ）
、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ｆｉｅｌｄ　ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇ
ａｔｅ　ａｒｒａｙ；ＦＰＧＡ）、デジタル信号プロセッサ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｉｇｎ
ａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ；ＤＳＰ）、又はネットワークプロセッサ等の１つ以上の専用
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処理装置であってもよい。プロセッサ７０２は、本明細書に記載の動作及び機能を実行す
るための処理論理７２６を実行するように構成される。
【０１０８】
　コンピュータシステム７００は、情報が分析のために収集され得る１つ以上のネットワ
ーク７２０とコンピュータシステム７００を通信可能にインターフェース接続するための
１つ以上のネットワークインターフェースカード７０８を更に含んでもよい。また、コン
ピュータシステム７００は、ユーザインターフェース７１０（ビデオディスプレイ装置、
液晶ディスプレイ（ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ；ＬＣＤ）、又は陰
極線管（ｃａｔｈｏｄｅ　ｒａｙ　ｔｕｂｅ；ＣＲＴ）等）、英数字入力装置７１２（例
えば、キーボード）、カーソル制御装置７１４（例えば、マウス）、及び信号生成装置７
１６（例えば、統合スピーカ）を含んでもよい。コンピュータシステム７００は、周辺装
置７３６（例えば、無線又は有線通信装置、メモリ装置、記憶装置、オーディオ処理装置
、ビデオ処理装置等）を更に含んでもよい。コンピュータシステム７００は、ネットワー
クをインターフェース接続すること、情報を監視、収集、分析及び報告すること、及び識
別された動作状態を変更し又は診断された故障に対して訂正測定を実行するためのコマン
ド及び命令の実行を含む様々な管理イベントを開始、トリガ及び実行すること、並びに本
明細書に記載の様々な他の機能及び動作が可能な管理装置７３４の機能を実行してもよい
。
【０１０９】
　二次メモリ７１８は、本明細書に記載の１つ以上の方法又は機能を具現化する１つ以上
の命令（例えば、ソフトウェア７２２）が記憶される一時的でないマシン可読記憶媒体（
又はより詳細には一時的でないマシンアクセス可能記憶媒体）７３１を含んでもよい。ま
た、ソフトウェア７２２は、主メモリ７０４内に存在し又は代替的に存在してもよく、コ
ンピュータシステム７００による実行中にプロセッサ７０２内に完全に又は少なくとも部
分的に更に存在してもよい。また、主メモリ７０４及びプロセッサ７０２はマシン可読記
憶媒体を構成する。更に、ソフトウェア７２２は、ネットワークインターフェースカード
７０８を介してネットワーク７２０上で送信され又は受信されてもよい。
【０１１０】
　本明細書に開示の主題は例示目的で特定の実施形態に関して記載されているが、請求項
に記載の実施形態は明示的に列挙された開示の実施形態に限定されないことが理解される
べきである。反対に、本開示は当業者には明らかなように様々な修正及び類似の構成を含
むことが意図されている。従って、添付の特許請求の範囲は、このような修正及び類似の
構成の全てを包含するように最も広い解釈に一致するべきである。上記の説明は例示であ
って非限定目的であることが理解されるべきである。上記の説明を読んで理解すれば他の
多くの実施形態が当業者には明らかになるであろう。従って、本開示の主題の範囲は、添
付の請求項を参照して、このような請求項に与えられる均等物の完全な範囲と共に決定さ
れるべきである。
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