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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線インタフェースを有するモバイルデバイスでの使用のための通信方法であって、
　ネットワークベース局所モビリティ管理システムで第１のネットワークドメインのアク
セスコンポーネントを介して前記システムの前記第１のネットワークドメインのネットワ
ークドメインノードと通信リンクを確立することと、
　前記ネットワークベース局所モビリティ管理システムで前記第１のネットワークドメイ
ンの少なくとも１つの別のアクセスコンポーネントを介して前記システムの前記ネットワ
ークドメインノードと少なくとも１つの別の通信リンクを確立することと、
　前記アクセスコンポーネントの少なくとも１つを介してサービス品質を要求することと
、ここにおいてサービス品質の前記要求は前記通信リンクに関連する複数のメッセージフ
ローのうちから特定のメッセージフローを識別するものである、
 前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかのメッセージフローに使用す
るために第１の時点で前記アクセスコンポーネントに対して第１のトンネルを確立するメ
ッセージを送ることと、
 前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかの他のメッセージフローに使
用するために第２の時点で前記少なくとも１つの別のアクセスコンポーネントに対して第
２のトンネルを確立するメッセージを送ることと、
　前記第１および第２のトンネルを使用して同時通信を処理すること、ここにおいて前記
第１のトンネルがサービス品質の前記要求において識別された前記特定のメッセージを運
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び、前記第２のトンネルが他のメッセージフローを運び、前記同時通信は前記モバイルデ
バイスの同じ無線インタフェースを採用する、
　を含む通信方法。
【請求項２】
　前記ネットワークドメインノードへの別の経路を介して次登録を開始することをさらに
含む請求項１の方法。
【請求項３】
　シーケンス情報を変更し、前記変更されたシーケンス情報を前記次登録に関連付けるこ
とをさらに含む請求項２の方法。
【請求項４】
　前記シーケンス情報の変更は、値をインクリメントし、値をディクリメントし、または
タイムスタンプ値を更新することを含む、請求項３の方法。
【請求項５】
　前記シーケンス情報の変更は、モバイル端末およびプロキシノードのうちの１つまたは
複数によって実行される、請求項４の方法。
【請求項６】
　１つまたは複数の他のイベントまたは他のトリガーとは無関係に１つまたは複数のイベ
ントまたはトリガーを処理することをさらに含む請求項１の方法。
【請求項７】
　所定のポリシーを介して、またはシグナルされたポリシーを介して同時通信を可能にす
ることをさらに含む請求項１の方法。
【請求項８】
　アクセスポイント、アクセスノードおよびアクセスルータのうちの１つまたは複数を含
む経路を介してリンク登録を実行することをさらに含む請求項１の方法。
【請求項９】
　ローミングアクセス端末の通信装置であって、
　第１のネットワークドメインの２つ以上のアクセスコンポーネントのうちの少なくとも
１つのアクセスコンポーネントを介してサービス品質を要求し、ここにおいてサービス品
質の前記要求はネットワークベース局所モビリティ管理システムで前記第１のネットワー
クドメインの前記アクセスコンポーネントを介して確立された通信リンクに関連する複数
のメッセージフローのうちから特定のメッセージフローを識別するものである、
　前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかのメッセージフローに使用す
るために第１の時点で前記第１のネットワークドメインの前記２つ以上のアクセスコンポ
ーネントのうちの第１のアクセスコンポーネントに対して第１のトンネルを確立するメッ
セージを送り、
　前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかの他のメッセージフローに使
用するために第２の時点で前記第１のネットワークドメインの前記２つ以上のアクセスコ
ンポーネントのうちの少なくとも１つの別のアクセスコンポーネントに対して第２のトン
ネルを確立するメッセージを送り、
　前記ネットワークベース局所モビリティ管理システムの前記第１のネットワークドメイ
ンの同じネットワークドメインノードと、前記第１のネットワークドメインの前記２つ以
上のアクセスコンポーネント、前記ローミングアクセス端末の同じ無線インタフェース、
および少なくとも１つのローカルモビリティアンカーを介して、確立される複数の同時リ
ンク接続を前記ローミングアクセス端末において処理するためのものである複数の命令を
保持するメモリと、ここにおいて複数の同時リンク通信の前記処理は前記第１および第２
のトンネルを使用し、前記第２のトンネルがサービス品質の前記要求において識別された
前記特定のメッセージを運び、前記第１のトンネルが他のメッセージフローを運ぶもので
ある、
　前記複数の命令を実行するプロセッサと、
を具備する通信装置。
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【請求項１０】
　前記複数の通信リンク上の通信を容易にするポリシーコンポーネントをさらに具備する
請求項９の通信装置。
【請求項１１】
　アクセス端末の通信装置であって、
　少なくとも２つの通信リンクのために、ネットワークベース局所モビリティ管理システ
ムの第１のネットワークドメインから複数のリンク応答を取得するための手段と、
　前記ネットワークベース局所モビリティ管理システムからの前記複数のリンク応答を処
理するための手段と、
　前記少なくとも２つの通信リンクのうちの第１の通信リンクを使用し少なくとも１つの
アクセスコンポーネントを介してサービス品質を要求するための手段と、ここにおいてサ
ービス品質の前記要求は前記第１の通信リンクに関連する複数のメッセージフローのうち
から特定のメッセージフローを識別するものである、
 前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかのメッセージフローに使用す
るために第１の時点で前記アクセスコンポーネントに対して第１のトンネルを確立するメ
ッセージを送るための手段と、
 前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかの他のメッセージフローに使
用するために前記少なくとも２つの通信リンクのうちの第２の通信リンクを使用し第２の
時点で第２のアクセスコンポーネントに対して第２のトンネルを確立するメッセージを送
ることと、
　前記複数のリンク応答に従って、前記ネットワークベース局所モビリティ管理システム
の第１のネットワークドメインの同じネットワークドメインノードと、前記第１のネット
ワークドメインの２つ以上のアクセスコンポーネントおよびアクセス端末の同じ無線イン
タフェースを介して、確立される複数の通信リンクを横切って通信するための手段と、
　前記第１および第２のトンネルを使用して同時通信を処理するための手段と、ここにお
いて前記第１のトンネルがサービス品質の前記要求において識別された前記特定のメッセ
ージを運び、前記第２のトンネルが他のメッセージフローを運ぶものである、
　を具備する通信装置。
【請求項１２】
　ネットワークベース局所モビリティ管理システムでの使用のための非一時的機械可読媒
体であって、
　無線インタフェースを有するアクセス端末から前記ネットワークベース局所モビリティ
管理システムの第１のネットワークドメインへの要求を取得し、
　前記ネットワークベース局所モビリティ管理システムの第１のネットワークドメインの
同じネットワークドメインノードと、前記第１のネットワークドメインの２つ以上のアク
セスコンポーネントおよび前記アクセス端末の同じ無線インタフェースを介して、確立さ
れる２つ以上の通信リンクを横切って前記要求を処理し、
　前記第１のネットワークドメインの前記アクセスコンポーネントの少なくとも１つを介
してサービス品質の要求を前記アクセス端末から取得し、ここにおいてサービス品質の前
記要求は前記通信リンクに関連する複数のメッセージフローのうちから特定のメッセージ
フローを識別するものである、
　前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかのメッセージフローに使用す
るために第１の時点で前記２つ以上のアクセスコンポーネントのうちの第１のアクセスコ
ンポーネントに対して第１のトンネルを確立することと、
 前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかの他のメッセージフローに使
用するために第２の時点で前記２つ以上のアクセスコンポーネントのうちの第２のアクセ
スコンポーネントに対して第２のトンネルを確立することと、
　前記第１および第２のトンネルを使用して同時通信を処理するためのもので、ここにお
いて前記第１のトンネルがサービス品質の前記要求において識別された前記特定のメッセ
ージを運び、前記第２のトンネルが他のメッセージフローを運ぶものである、機械実行可
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能な複数の命令を格納した非一時的機械可読媒体。
【請求項１３】
　前記命令は、少なくとも１つの他のトリガーとは無関係に、１つまたは複数のトリガー
を処理することをさらに含む、請求項１２の機械可読媒体。
【請求項１４】
　ネットワークベース局所モビリティ管理システムでの使用のためのプロセッサであって
、以下の複数の命令を実行する、
　該複数の命令は、
　前記ネットワークベース局所モビリティ管理システムの第１のネットワークドメインの
同じネットワークドメインノードと、前記第１のネットワークドメインの２つ以上のアク
セスコンポーネントを介して、確立される複数の同時通信リンクを横切る前記第１のネッ
トワークドメインからのデータを処理し、ここにおいて前記複数の同時通信は前記アクセ
ス端末の同じ無線インタフェースを採用する、
　前記第１のネットワークドメインの前記アクセスコンポーネントの少なくとも１つを介
してサービス品質の要求を取得し、ここにおいてサービス品質の前記要求は前記通信リン
クに関連する複数のメッセージフローのうちから特定のメッセージフローを識別するもの
である、
　前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかのメッセージフローに使用す
るために第１の時点で前記２つ以上のアクセスコンポーネントのうちの第１のアクセスコ
ンポーネントに対して第１のトンネルを確立し、
 前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかの他のメッセージフローに使
用するために第２の時点で前記２つ以上のアクセスコンポーネントのうちの第２のアクセ
スコンポーネントに対して第２のトンネルを確立し、
　前記第１および第２のトンネルを使用して同時通信を処理するためのものであり、ここ
において前記第１のトンネルがサービス品質の前記要求において識別された前記特定のメ
ッセージを運び、前記第２のトンネルが他のメッセージフローを運ぶものである、
　プロセッサ。
【請求項１５】
　ネットワークベース局所モビリティ管理システムの第１のネットワークドメインのため
の通信方法であって、
　前記ネットワークベース局所モビリティ管理システムの前記第１のネットワークドメイ
ンのアクセスコンポーネントを介して無線インタフェースを有するアクセス端末への通信
リンクを確立することと、
　前記ネットワークベース局所モビリティ管理システムの前記第１のネットワークドメイ
ンの少なくとも１つの別のアクセスコンポーネントを介して前記アクセス端末への少なく
とも１つの別の通信リンクを確立することと、　前記第１のネットワークドメインの前記
アクセスコンポーネントの少なくとも１つを介してサービス品質の要求を前記アクセス端
末から取得し、ここにおいてサービス品質の前記要求は前記通信リンクに関連する複数の
メッセージフローのうちから特定のメッセージフローを識別するものである、
　前記ネットワークベース局所モビリティ管理システムの前記アクセスコンポーネントお
よび前記少なくとも１つの別のアクセスコンポーネントを介して、第１のネットワークド
メインのネットワークドメインノードとの同時通信を可能にすることと、ここにおいて前
記同時通信はアクセス端末の同じ無線インタフェースを採用する、
　前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかのメッセージフローに使用す
るために第１の時点で前記アクセスコンポーネントに対して第１のトンネルを確立するこ
とと、
 前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかの他のメッセージフローに使
用するために第２の時点で前記少なくとも１つの別のアクセスコンポーネントに対して第
２のトンネルを確立することと、
　前記第１および第２のトンネルを使用して同時通信を処理すること、ここにおいて前記
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第１のトンネルがサービス品質の前記要求において識別された前記特定のメッセージを運
び、前記第２のトンネルが他のメッセージフローを運ぶものである、
　を含む通信方法。
【請求項１６】
　前記ネットワークドメインノードはローカルモビリティアンカーである請求項１５の方
法。
【請求項１７】
　前記アクセスコンポーネントはアクセスルータである請求項１５の方法。
【請求項１８】
　リンクステートトリガーおよびサービス品質トリガーのうちの１つまたは複数を処理す
ることをさらに含む請求項１５の方法。
【請求項１９】
　リンクアップトリガーに応じてリンクを登録すること、およびリンクダウントリガーに
応じてリンクの登録を解除することのうちの１つまたは複数をさらに含む請求項１５の方
法。
【請求項２０】
　１つまたは複数の通信リンクにメッセージフローを送信する別のリンクとして複数の通
信リンクを処理することをさらに含む請求項１５の方法。
【請求項２１】
　サービス品質要求を考慮してフロー固有登録を開始することをさらに含む請求項１５の
方法。
【請求項２２】
　フロー固有登録解除を実行することをさらに含む請求項１５の方法。
【請求項２３】
　マルチキャスト要求またはユニキャスト要求を処理することをさらに含む請求項１５の
方法。
【請求項２４】
　他の既存リンクと通信するためにコンテキストトランスファコンポーネントを用いるこ
とをさらに含む請求項１５の方法。
【請求項２５】
　ローミングアクセス端末の通信装置であって、
　ネットワークベース局所モビリティ管理システムの第１のネットワークドメインの同じ
ネットワークドメインノードと、前記ネットワークベース局所モビリティ管理システムの
第１のネットワークドメインの２つ以上のアクセスコンポーネント、前記ローミングアク
セス端末の同じ無線インタフェース、および少なくとも１つのローカルモビリティアンカ
ーを介して、確立される複数の同時リンク接続を前記ローミングアクセス端末において生
成し、
　前記第１のネットワークドメインの少なくとも１つのアクセスコンポーネントを介して
サービス品質を要求し、ここにおいてサービス品質の前記要求はネットワークベース局所
モビリティ管理システムで前記第１のネットワークドメインの前記アクセスコンポーネン
トを介して確立された通信リンクに関連する複数のメッセージフローのうちから特定のメ
ッセージフローを識別するものである、
　前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかのメッセージフローに使用す
るために第１の時点で前記第１のネットワークドメインの前記２つ以上のアクセスコンポ
ーネントのうちの第１のアクセスコンポーネントに対して第１のトンネルを確立するメッ
セージを送り、
 前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかの他のメッセージフローに使
用するために第２の時点で前記第１のネットワークドメインの前記２つ以上のアクセスコ
ンポーネントのうちの第２のアクセスコンポーネントに対して第２のトンネルを確立する
メッセージを送り、
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　前記第１および第２のトンネルを使用して同時通信を処理するためのもので、ここにお
いて前記第１のトンネルがサービス品質の前記要求において識別された前記特定のメッセ
ージを運び、前記第２のトンネルが他のメッセージフローを運ぶものである、複数の命令
を保持するメモリ、および
　前記複数の命令を実行するプロセッサ、
を具備する通信装置。
【請求項２６】
　ネットワークベース局所モビリティ管理システムの通信装置であって、
　前記ネットワークベース局所モビリティ管理システムの第１のネットワークドメインか
らの複数のリンク応答を生成するための手段、
　前記ネットワークベース局所モビリティ管理システムの前記複数のリンク応答を処理す
るための手段、
　前記第１のネットワークドメインの２つ以上のアクセスコンポーネントのうちの少なく
とも１つのアクセスコンポーネントを介してサービス品質の要求を取得し、ここにおいて
サービス品質の前記要求は複数の通信リンクに関連する複数のメッセージフローのうちか
ら特定のメッセージフローを識別するものである、
　前記複数のリンク応答に従って、前記ネットワークベース局所モビリティ管理システム
の第１のネットワークドメインの同じネットワークドメインノードと、前記第１のネット
ワークドメインの前記２つ以上のアクセスコンポーネントおよびアクセス端末の同じ無線
インタフェースを介して、確立される複数の通信リンクを横切って通信するための手段、
　前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかのメッセージフローに使用す
るために第１の時点で前記２つ以上のアクセスコンポーネントのうちの第１のアクセスコ
ンポーネントに対して第１のトンネルを確立するための手段、
 前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかの他のメッセージフローに使
用するために第１の時点で前記２つ以上のアクセスコンポーネントのうちの第２のアクセ
スコンポーネントに対して第２のトンネルを確立するための手段、および
　前記第１および第２のトンネルを使用して同時通信を処理するための手段、ここにおい
て前記第１のトンネルがサービス品質の前記要求において識別された前記特定のメッセー
ジを運び、前記第２のトンネルが他のメッセージフローを運ぶものである、
　を具備する通信装置。
【請求項２７】
　アクセス端末での使用のための非一時的機械可読媒体であって、
　リンク要求に対する応答をネットワークベース局所モビリティ管理システムの第１のネ
ットワークドメインから取得し、
　前記第１のネットワークドメインの少なくとも１つのアクセスコンポーネントを介して
サービス品質を要求し、ここにおいてサービス品質の前記要求は前記ネットワークベース
局所モビリティ管理システムで前記第１のネットワークドメインの少なくとも２つのアク
セスコンポーネントを介して確立された通信リンクに関連する複数のメッセージフローの
うちから特定のメッセージフローを識別するものである、
　前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかのメッセージフローに使用す
るために第１の時点で前記第１のネットワークドメインの前記少なくとも１つのアクセス
コンポーネントに対して第１のトンネルを確立するメッセージを送り、
 前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかの他のメッセージフローに使
用するために第２の時点で前記第１のネットワークドメインの第２のアクセスコンポーネ
ントに対して第２のトンネルを確立するメッセージを送り、
　前記ネットワークベース局所モビリティ管理システムの第１のネットワークドメインの
同じネットワークドメインノードと、前記第１のネットワークドメインの２つ以上のアク
セスコンポーネントおよび前記アクセス端末の同じ無線インタフェースを介して、確立さ
れる２つ以上の通信リンクを横切って前記要求を処理し、前記第１および第２のトンネル
を使用して同時通信を処理するためのもので、ここにおいて前記第１のトンネルがサービ
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ス品質の前記要求において識別された前記特定のメッセージを運び、前記第２のトンネル
が他のメッセージフローを運ぶものである、機械実行可能な複数の命令を格納した非一時
的機械可読媒体。
【請求項２８】
　以下の複数の命令を実行するアクセス端末のプロセッサであって、
　該複数の命令は、
　ネットワークベース局所モビリティ管理システムの第１のネットワークドメインの同じ
ネットワークドメインノードと、前記第１のネットワークドメインの２つ以上のアクセス
コンポーネントおよび前記アクセス端末の同じ無線インタフェースを介して、確立される
前記第１のネットワークドメインとの複数の同時通信リンクを、確立すること、
　前記第１のネットワークドメインの少なくとも１つのアクセスコンポーネントを介して
サービス品質を要求し、ここにおいてサービス品質の前記要求はネットワークベース局所
モビリティ管理システムで前記第１のネットワークドメインの前記２つ以上のアクセスコ
ンポーネントを介して確立された通信リンクに関連する複数のメッセージフローのうちか
ら特定のメッセージフローを識別するものである、
　前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかのメッセージフローに使用す
るために第１の時点で前記少なくとも１つのアクセスコンポーネントに対して第１のトン
ネルを確立するメッセージを送ることと、
 前記複数のメッセージフローのうちの少なくともいくつかの他のメッセージフローに使
用するために第２の時点で第２のアクセスコンポーネントに対して第２のトンネルを確立
するメッセージを送ることと、
　前記第１および第２のトンネルを使用して同時通信を処理するもので、ここにおいて前
記第２のトンネルがサービス品質の前記要求において識別された前記特定のメッセージを
運び、前記第１のトンネルが他のメッセージフローを運ぶものである、プロセッサ。
【請求項２９】
　同時通信の制御を支援するためのプロキシモバイルインターネットプロトコル（ＰＭＩ
Ｐ）を生成することをさらに含む請求項１５の方法。
【請求項３０】
　同時通信の制御を支援するためのネットワークベース局所モビリティ管理（ＮＥＴＬＭ
Ｍ）プロトコルを生成することをさらに含む請求項１５の方法。
【請求項３１】
　同時通信の制御を支援するローカルモビリティアンカーをさらに含む請求項１５の方法
。
【請求項３２】
　前記第１の時点および前記第２の時点は異なる、請求項１の方法。
【請求項３３】
　前記第１の時点および前記第２の時点は実質的に同じである、請求項１の方法。
【請求項３４】
　前記第１の時点および前記第２の時点は異なる、請求項９の方法。
【請求項３５】
　前記第１の時点および前記第２の時点は実質的に同じである、請求項９の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本出願は「Ａ　ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＭＵＬＴＩ－ＬＩＮＫ　
ＳＵＰＰＯＲＴ　ＦＯＲ　ＭＯＢＩＬＩＴＹ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ」と題する２００７
年１月２２日提出の米国暫定特許出願第６０／８８５，９８２号の優先権を主張し、その
全体が、参照することにより本明細書に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
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　以下の説明は一般に通信システムに関し、特に複数アクセスノード上の同時通信リンク
を可能にすることに関する。
【背景技術】
【０００３】
　ワードプロセッシングファイル、ストリームビデオ、マルチメディアファイルおよび／
または音声データ等のデータを転送することに関連して、無線通信ネットワーク、ブロー
ドバンドネットワークおよび他の適合するネットワークのような通信ネットワークが利用
される。そのようなネットワークは、多くの場合、インターネットのような公衆網に従っ
てデータを転送するためにインターネットプロトコル（ＩＰ）のようなプロトコルを採用
している。ＩＰプロトコルの拡張はモバイルデバイスに対応し、モバイルインターネット
プロトコル（ＭＩＰ）として知られる。新手の変形はプロキシモバイルインターネットプ
ロトコル（ＰＭＩＰ）である。かかるモバイルプロトコルは、多くの場合ドメイン内でそ
れぞれのデバイスを管理するためにドメインプロトコルと協働するモバイルＩＰプロトコ
ルを用いる例えばアクセスノードおよびローカルモビリティアンカー（ＬＭＡ）のような
ノードを含んでいるネットワークドメインでしばしば使用される。
【０００４】
　あるそのようなドメインプロトコルはネットワークベース局所モビリティ管理（ＮＥＴ
ＬＭＭ）プロトコルと呼ばれる。通信デバイスが位置を変更した時にＩＰリンクを制御す
るための広域のモビリティ管理プロトコルとされるＭＩＰプロトコルとは対照的に、ＮＥ
ＴＬＭＭおよびＰＭＩＰは、トポロジー的に小さなデバイス移動を局所化するのに役立つ
。それぞれのプロトコルの責務が及ぶ範囲を制限することは、プロトコルの複雑さを減ら
すことから、ローカル移動を処理する上でより好ましい。一般に、ＮＥＴＬＭＭは、同じ
モビリティドメインの外部および内部でピアと通信するモバイルノードが異なるアクセス
ルータ（あるいはノード、またはポイント）を横切って移動する場合に効果的なサポート
を提供する。典型的には、これらの移動が、追加のホストスタックサポートまたは複雑な
セキュリティ、およびモバイルノードとそれぞれのアクセスネットワークの間のシグナリ
ングインタラクションを必要としない。ドメインにおける隣接アクセスルータ情報の利用
によって、ＮＥＴＬＭＭは、ほとんどのリアルタイムでインタラクティブなマルチメディ
アアプリケーションの要件に適合する、きわめて高速で円滑なハンドオーバ性能を実現す
ることが可能である。
【０００５】
　一般にＮＥＴＬＭＭ、ＰＭＩＰのような技術を用いるネットワークベースモビリティ管
理システムは、モバイルデバイスが動作するためにモビリティ管理シグナリングを必要と
しないモビリティ管理システムであると考えられる。その代りに、ネットワークまたはド
メインが、リンクレイヤまたは他のトリガーに基づいてネットワーク内のメッセージルー
ティングを変更する。そのような機構のよく理解された制限は、当該ネットワークに対し
て単一のリンクを保存するモバイルのみで動作可能であるということである。言いかえれ
ば、モビリティ管理システムは各モバイルに対する単一のアタッチメントポイントのこと
を指す。モバイルが例えばＮＥＴＬＭＭドメインとのただ１つのリンクを持つことを前提
として、ＮＥＴＬＭＭプロトコルはローカルモビリティアンカー（ＬＭＡ）がモバイルデ
バイスのトラフィックを正しいアクセスルータ、つまりモバイルが接続されるアクセスル
ータに転送することを常に保証しなければならない。この動作を実行するために、アクセ
スルータは、モバイルデバイスがＬＭＡとのリンクを作成するときに、ＬＭＡに登録メッ
セージを送信する。モバイルデバイスがその時にリンクを１つだけ持つことが可能である
ことを前提とすると、登録メッセージがＬＭＡに到達する順序は、モバイルデバイスが異
なるアクセスルータとのリンクを作成する順序と同じであると考えられる。アクセスルー
タ間の移動があまり頻繁でない場合、この条件は有効であるかも知れない。より具体的に
は、複数のリンク生成の間の時間が、アクセスルータがＬＭＡに登録するために要する時
間よりも大きい場合にこの条件は有効である。
【０００６】
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　従来技術の図１０を参照すると、例示的なドメイン１０００が示される。ドメイン１０
００は、アクセスノード（ＡＮ）（あるいはルータ）１０２０および１０３０と通信する
ＬＭＡ１０１０を含んでいる。ＡＮ１０２０および１０３０は、それぞれ、モバイルデバ
イス１０６０をサービスするアクセスポイント（ＡＰ）グループ１０４０および１０５０
と通信する。モバイルデバイス１０６０は、１０２０のＡＮに直接接続されるアクセスポ
イント２（ＡＰ２）１０７０とのリンクを保存する。この例において、ＡＮ１０２０と１
０３０の間の移動のみがＮＥＴＬＭＭデバイス登録を引き起こしており、同一ＡＮ１０２
０または１０３０下の１０４０または１０５０のＡＰ間の移動はそのような登録を引き起
こさないことから、ＮＥＴＬＭＭプロトコルスキームは比較的うまく機能する。しかしな
がらこの場合でも、例えばモバイルデバイスの移動が速すぎるか、ＡＰ２　１０７０とＡ
Ｐ４　１０８０の間で前後に移動する一般に「ピンポン」と呼ばれる状況では、１０７０
のＡＰ２と１０８０のＡＰ４の間の移動がＬＭＡ１０１０に対して登録の順序不正配信を
もたらす場合がある。理解される通り、前後移動がドメイン１０００内の通信問題を引き
起こす場合がある。
【発明の概要】
【０００７】
　下記はクレームされた主題のいくつかの態様の基本的了解事項を提供するために単純化
された要約を示す。この要約は広範囲な概観ではなく、重要および／または重大な構成要
素を同定することや、クレームされた主題の範囲を線引きすることは意図されていない。
その唯一の目的は、後に示されるより詳細な説明の前ぶれとして、いくつかの概念を簡素
なかたちで示すことにある。
【０００８】
　シグナリングコンポーネントおよび処理ロジックは、ネットワークベースモビリティ管
理システムにおいて複数の同時リンク（あるいは接続）を用いることを可能にするよう提
供される。このことは、他のリンクとは独立したものとして、あるリンクに対応するイベ
ントまたはトリガーを処理することによって達成することができる。複数リンクが同時に
サポートされている場合、トラフィックを伝える（例えば、パケットのフォワーディング
および／または種々のトラフィックフローのディストリビューション）ための該リンクの
使用は、所定のポリシー、明示的にシグナルされたポリシー、またはそれらの組み合わせ
によって管理されることができる。他の態様、シグナリングコンポーネントは、ネットワ
ークにおいてフロー／アプリケーション固有の経路の生成を引き起こすサービス品質（Ｑ
ｏＳ）シグナリングおよび／またはアドミッション制御判定を用いる。例えば、モバイル
デバイスがネットワークに対して複数リンクを持つとき、ＱｏＳシグナリングは特定のリ
ンクに関してリソースを要求するために用いることができる。このＱｏＳ予約処理（例え
ばシグナリングおよび／またはサポートするＱｏＳに関連するアドミッション制御）は、
予約がなされたリンクに向く、フローに特有の経路の生成を引き起こす。
【０００９】
　上述の関連する目的を達成するために、ある実例となる態様を、以下の詳細な説明およ
び添付の図面と併せてここに説明する。しかしながら、これらの態様は、クレームされた
主題の原理を採用できる種々の方法のわずか数例を示すものであって、クレームされた主
題は、そのような態様およびその等価物をすべて含むことが意図される。以下の詳細な説
明を図面と共に検討すれば、他の利点および新規な特徴が明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、通信環境における同時メッセージングを示すために提供されるシステム
のハイレベルブロック図である。
【図２】図２は、同時通信リンクを形成しうる例示的なネットワークアクセスシステムの
ブロック図である。
【図３】図３は、同時通信リンクをサポートする別のアーキテクチャを示すブロック図で
ある。
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【図４】図４は、同時メッセージサポートのためのメッセージフローダイアグラムである
。
【図５】図５は、例示的なメッセージおよび登録を示すメッセージフローダイアグラムで
ある。
【図６】図６は、メッセージを順序付けるための例示的なシーケンス処理を示す図である
。
【図７】図７は、メッセージおよび登録を処理するための例示的な論理モジュールを示す
図である。
【図８】図８は、メッセージおよび登録を処理するための例示的な論理モジュールを示す
図である。
【図９】図９は、複数の通信リンク上で通信する例示的な通信装置を示す図である。
【図１０】図１０は、従来技術のネットワークベースモビリティ管理システムを示す図で
ある。
【図１１】図１１は、例示的な通信システムを示す図である。
【図１２】図１２は、例示的なエンドノードを示す図である。
【図１３】図１３は、例示的なアクセスノードを示す図である。
【図１４】図１４は、例示的なアクセスノードと通信する例示的なエンドノードを示す図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　ネットワークベースモビリティ管理システムにおける同時メッセージングを容易にする
ためのシステムおよび方法が提供される。ある態様では、通信方法が提供される。該方法
は、アクセスコンポーネントを介してネットワークドメインノードとの通信リンクを確立
すること、および、少なくとも１つの別のアクセスコンポーネントを介して該ネットワー
クドメインノードとの少なくとも１つの別の通信リンクを可能にすること含んでいる。こ
れは、該アクセスコンポーネントまたは該別のアクセスコンポーネントを介して該ネット
ワークドメインノードとの同時通信を可能にすることも含んでいる。
【００１２】
　さらに、端末に関連して種々の態様をここに説明する。無線端末は、システム、ユーザ
デバイス、加入者ユニット、加入者局、移動局、モバイルデバイス、リモート局、リモー
ト端末、アクセス端末、ユーザ端末、ユーザエージェント、またはユーザ機器と称されう
る。ユーザ装置は、携帯電話機、コードレス電話機、セッション設定プロトコル（ＳＩＰ
）電話機、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）ステーション、ＰＤＡ、無線接続能力を
持つ携帯型のデバイス、端末内のモジュール、ホスト装置に接続し、またはホスト装置内
に統合することが可能であるカード（例えばＰＣＭＣＩＡカード）、または無線モデムに
接続された他の処理デバイスであってもよい。
【００１３】
　さらに、クレームされた主題の態様は、方法、装置、または、クレームされた主題の種
々の態様を実装するための計算コンポーネントまたはコンピュータを制御するための、ソ
フトウェア、ファームウェア、ハードウェアまたは任意のそれらの組み合わせを生成する
ために標準プログラミング技術および／またはエンジニアリング技術を用いる製造品とし
て実装されてもよい。ここでは用いられるような用語「製造品（ａｒｔｉｃｌｅ　ｏｆ　
ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅ）」とは、任意のコンピュータ可読なデバイス、キャリア、また
は媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含することが意図される。例えば
、コンピュータ読取り可能な媒体は、磁気記憶装置（例えばハードディスク、フロッピー
（登録商標）ディスク、磁気ストリップ…）、光ディスク（例えばコンパクトディスク（
ＣＤ）（デジタルバーサタイルディスク（ＤＶＤ）…））、スマートカードおよびフラッ
シュメモリデバイス（例えばカード、スティック、キードライブ…）を含みうるが、これ
らには限定されない。また、ボイスメールを送受信する際またはセルラーネットワークの
ようなネットワークにアクセスする際に用いられるもののような搬送波は、コンピュータ
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読み取り可能な電子的データを運ぶために用いることが可能であることが理解されるべき
である。もちろん、ここに説明される事項の範囲または精神から外れることなく様々な変
形がこの構成になされてもよいことを当業者なら認識するであろう。
【００１４】
　ここで図１を参照すると、システム１００は、通信環境における同時メッセージング方
式を示している。ネットワークまたはドメインの１１０は、１つまたは複数のアクセスコ
ンポーネント１３０と通信する少なくとも１つのドメインノード１２０を含んでおり、該
アクセスコンポーネントは、アクセスノード、アクセスルータ、基地局などのようなドメ
インに対するインタフェースポイントを含みうる。モバイルデバイス１４０は、アクセス
コンポーネント１３０を介してドメインノード１２０との１つ又は複数の同時通信リンク
１５０を確立することを試みる。例えば、モバイルデバイス１４０は、第１の１３０のア
クセスコンポーネントによって第１の通信リンクを形成することを試み、別の位置へ移動
した後、該モバイルデバイスは、１３０のような第２のアクセスコンポーネントによって
次リンクを形成する。理解される通り、複数のそのような通信リンクを、モバイルデバイ
ス１４０、アクセスコンポーネント１３０、ドメインノード１２０の間に形成することが
可能である。図示のように、ポリシーコンポーネント１６０は通信リンク１５０をサポー
トするための規則または制御を提供する。１つまたは複数のアドミッション制御判定を含
むことができるサービス品質（ＱｏＳ）コンポーネント１７０は、システム１００におい
てフローまたはアプリケーション個別のメッセージ経路を生成するために用いられる。以
下、ポリシーコンポーネント１６０およびＱｏＳコンポーネント１７０について、図２乃
至図４に関してより詳細に説明される。
【００１５】
　ある態様では、シーケンスデータは、ドメイン１１０内の順序正しい通信を容易にする
ための、ネットワークベースモビリティ管理システムにおけるメッセージ順序付けに用い
られうる。モバイルデバイス１４０と、ドメイン１１０における例えばローカルモビリテ
ィアンカー（ＬＭＡ）のようなドメインノード１２０との間の通信チャネルの登録中に、
該モバイルデバイス１４０に関してドメイン１１０におけるメッセージ順序付けを容易に
するために、シーケンス情報すなわちデータが、該登録に適用されうる。シーケンスデー
タ１５０は、例えばシーケンス番号またはタイムスタンプ情報の形式をとることが可能で
あって、デバイス１４０またはドメイン１１０内のプロキシノードにより割当てることが
可能である。
【００１６】
　ある具体例において、システム１００はプロキシモバイルインターネットプロトコル（
ＰＭＩＰ）を用いることが可能である。そのようなモバイルプロトコルは、多くの場合ド
メイン１１０内でそれぞれのデバイスを管理するためにドメインプロトコルと協働するモ
バイルＩＰプロトコルを用いる例えばアクセスノードおよびローカルモビリティアンカー
（ＬＭＡ）のようなノードを含んでいるネットワークドメイン１１０でしばしば使用され
る。あるそのようなドメインプロトコルはネットワークベース局所モビリティ管理（ＮＥ
ＴＬＭＭ）プロトコルと呼ばれる。一の態様では、ＰＭＩＰおよびＮＥＴＬＭＭは、潜在
的に、異なるアクセスコンポーネント１３０からドメインノード１２０までのモビリティ
管理メッセージの順序不正配信を被る。メッセージが順序不正でドメインノード１２０に
到達する場合、該ドメインノードは間違ったアクセスコンポーネント１３０にトラフィッ
クを送信するかもしれない。したがって、ある例において、アクセスコンポーネント１３
０からのＰＭＩＰ／ＮＥＴＬＭＭメッセージは、図２に関してより詳細に説明するが、通
信リンク生成のイベントの発生で引き起こされる。これは、Ｌ２接続要求の何らかの形式
、例えばアドレスレゾルーションプロトコル（ＡＲＰ）、ネイバーディスカバリ（ＮＤ）
、ダイナミックホストコンフィギュレーションプロトコル（ＤＨＣＰ）または他のプロト
コルを含む種々の形式をとることが可能である。システム１００によって用いることがで
きる他のプロトコルは、例えば、リソース予約プロトコル（ＲＳＶＰ）、ローカルＲＳＶ
Ｐ、ネクストステップシグナリング（ＮＳＩＳ）プロトコル、ＭＡＲＣ、通信プロトコル
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含んでいる。
【００１７】
　端末またはモバイルデバイス１４０は、例えば、ＳＤカード、ネットワークカード、無
線ネットワークカード、コンピュータ（ラップトップ、デスクトップ、携帯情報端末ＰＤ
Ａ含む）、携帯電話、スマートフォン、またはネットワークにアクセスするために利用す
ることが可能なその他の適合する端末のようなモジュールであってもよいことに留意され
たい。モバイルデバイス１４０は、アクセスコンポーネント１３０を介してネットワーク
にアクセスする。ある例において、モバイルデバイス１４０とアクセスコンポーネント１
３０の間の接続は、実際は無線であってもよく、この場合、アクセスコンポーネントは基
地局であるかもしれないし、モバイルデバイスは無線端末であるかもしれない。例えば、
デバイス１４０およびアクセスコンポーネント１３０は、これらには限定されないが、時
分割多元接続（ＴＤＭＡ）、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤ
ＭＡ）、直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）、ＦＬＡＳＨ　ＯＦＤＭ、直交周波数分割多元
接続（ＯＦＤＭＡ）、あるいはその他の適合するプロトコルを含む任意の適切な無線プロ
トコルによって通信してもよい。
【００１８】
　モバイルデバイス１４０と同様に、アクセスコンポーネント１３０は、有線ネットワー
クまたは無線ネットワークに参加するアクセスノードであってよい。これを受けて、アク
セスコンポーネント１３０は例えばルータ、スイッチ等でもよい。アクセスコンポーネン
ト１３０は１つまたは複数のインタフェース、例えば他のネットワークノードと通信する
ための通信モジュールを含みうる。またアクセスコンポーネント１３０は、基地局（ある
いは無線アクセスポイント）が複数の加入者に無線カバレッジエリアを提供するために利
用される、セルラー型ネットワークにおける基地局（あるいは無線アクセスポイント）で
もよい。そのような基地局（あるいは無線アクセスポイント）は、１つまたは複数の携帯
電話機および／または他の無線端末にカバレッジの連続域を提供するために配置されうる
。
【００１９】
　ここで図２を参照すると、複数の同時通信リンクを形成し、メッセージ順序付けを容易
にすることのできる例示的なネットワークアクセスシステム２００が示される。システム
２００は、モバイルデバイス２３０に対する１つまたは複数のアクセスポイント２２０お
よびアクセスコンポーネント２２４と通信するローカルモビリティアンカー（ＬＭＡ）２
１０を含んでいる。システム２００は、シグナリングコンポーネント、およびネットワー
クベースモビリティ管理システムにおいて複数の同時リンク（あるいは接続）を用いるこ
とを可能にする処理ロジックを用いる。このことは、他のリンクとは独立したものとして
、あるリンクに対応するイベント（例えばトリガー）を処理することによって達成するこ
とができる（例えば、新規のリンクが確立される場合、それは、前のリンクが失われた、
またはドロップされたことを必ずしも表さない）。複数リンクが同時にサポートされてい
る場合、トラフィックを伝える（例えば、パケットのフォワーディングおよび／または種
々のトラフィックフローのディストリビューション）ための該リンクの使用は、所定のポ
リシー、明示的にシグナルされたポリシー、またはそれらの組み合わせによって管理され
ることができ、以下の図３に関してより詳細に説明する。
【００２０】
　他の態様において、シグナリングコンポーネント（ＬＭＡ２０１またはアクセスコンポ
ーネント２２４に関連付けられうる）は、ネットワークにおいてフロー／アプリケーショ
ン固有の経路の生成を引き起こすサービス品質（ＱｏＳ）シグナリングおよび／またはア
ドミッション制御判定を用いる。例えば、モバイルデバイスがネットワークに対して複数
リンクを持つとき、ＱｏＳシグナリング（例えばＲＳＶＰ，ローカルＲＳＶＰ，ＮＳＩＳ
，ＭＡＲＣその他）は特定のリンクに関してリソースを要求するために用いることができ
る。このＱｏＳ予約処理（例えばシグナリングおよび／またはサポートするＱｏＳに関連
するアドミッション制御）は、一の態様によれば、予約がなされたリンクに向く、フロー
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に特有の経路の生成を引き起こす。
【００２１】
　ここで図３を参照すると、別のシステム３００は同時メッセージングフローを示してい
る。手続に進む前に、図３に関して説明されるプロトコルおよび規則は、図２に表された
アーキテクチャに対しても適用できることに留意されたい。同様に、図１および２に関し
て説明される概念をシステム３００に適用することもできる。この例において、ＬＭＡ３
１０は、モバイルデバイス３３０に対する１つまたは複数のアクセスコンポーネント３２
０（例えばアクセスルータ）と通信する。
【００２２】
システム３００は、ここに説明されたプロトコルに基いて、ＬＭＡ３１０が、どのように
して、あるトラフィックをこの例におけるＡＲ２　３４０にリダイレクトし、ある別のト
ラフィックをＡＲ３　３５０にリダイレクトし、ある別のトラフィックをＡＲ３　３６０
にリダイレクトするかを示す。
【００２３】
　ローカルのモビリティエージェント（ＬＭＡ）３１０とは、種々のＮｅｔＬＭＭスキー
ム（あるいは他のネットワークプロトコル）におけるモビリティエージェントに用いられ
る一般的な用語である。例えば、ＬＭＡ３１０は変更されるホームエージェント（ＨＡ）
になりえる。ＮｅｔＬＭＭプロトコル提案のうちの１つはモバイルＩＰに基いており、し
ばしばプロキシモバイルＩＰ（ＰＭＩＰ）と呼ばれる。ある態様によれば、例えば、Ｎｅ
ｔＬＭＭプロトコルは、リンクステートトリガーおよびＱｏＳトリガーを含む１つまたは
複数の型のトリガーに反応する。リンクステートトリガーは、あるリンクの状態を表す。
例えば、リンクは使用可能に（リンクアップ）なることがあり、または壊れる（リンクダ
ウン）こともある。ＱｏＳトリガーは、モバイルまたは該モバイルに代わるネットワーク
デバイスからの予約要求を表す。例えば、モバイル３３０は、あるフローに適用される、
あるタイプのサービス品質を要求することができる。
【００２４】
　サービス品質は、大抵、一般にＱｏＳに関係するプリミティブの集合（例えば最小帯域
幅、最大遅延許容範囲など）であるフロースペック、および一般にパケット分類クライテ
リアの集合（例えばソースアドレス、宛先アドレス、ポート番号など）であるフィルタス
ペックによって表される。
【００２５】
　ある態様によれば、ＮｅｔＬＭＭは次の例示的な規則またはポリシーに従って反応して
もよい：
　アクセスルータ（ＡＲ）がＬＭＡへのリンクを登録するリンクアップトリガーについて
。
【００２６】
　ＡＲがＬＭＡからのリンクの登録を取り消すリンクダウントリガーについて。
【００２７】
　ＬＭＡ３１０において、同じモバイルについて複数のリンクが同時に登録されると、こ
れらは別のリンクとして処理される。この場合、ＬＭＡ３１０は、一のリンク上のあるフ
ローおよび別のリンク上のあるフローを送信すること（フロー／パケット分割）を含み得
るデフォルト／オプションフォワーディングポリシーを適用するか、あるいは、該ＬＭＡ
は、すべての利用可能なリンク（Ｘキャスティング）、または定義される他のポリシーに
トラフィックのコピーを送信する。
【００２８】
　あるフローのためのリンクについて特定のＱｏＳ要求が受信されると、ＡＲは、ＬＭＡ
３１０へのフロー固有登録を実行する。ＬＭＡは、前記フローに一致するトラフィックを
その特定のリンクに送信する。
【００２９】
　あるフローについてのＱｏＳ予約が削除されるか期限切れになる場合、ＡＲはフロー固
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有登録解除を実行する。
【００３０】
　ＱｏＳ要求が、該フローをユニキャストすることができるかそれともＸ－キャストする
ことができるかを示す場合、適合する登録が実行されうる。そうでなければ、ＬＭＡ３１
０は、複数リンク上のフロー固有の要求を処理する方法についてローカルのポリシーを持
ってもよい。したがって、フローがモバイルにユニキャストされる場合、そのフローのた
めのリソースは１つのリンクについて保存されるべきであり、他のリンクについて保存さ
れるべきでない。
【００３１】
　サービス品質要求は、ベストエフォートアプリケーションについての要求を含むことが
できる。ベストエフォートアプリケーションは、関連するＱｏＳからさらなる恩恵を受け
るかも知れない。
【００３２】
　リンク生成シグナリングが他の既存のリンクを識別する場合、コンテキストトランスフ
ァコンポーネントは、ＱｏＳ予約記述（フロースペックおよび／またはフィルタースペッ
ク）をあちこち移動する。これは時には冗長である。この場合、そのような、予約確立中
にネゴシエーションされる予約（例えばサービスクラスＩＤ、予約、フロースペックＩｄ
、フィルタースペックＩｄ、他の適合するＩＤ）を参照するのにハンドルを用いることが
できる。この場合、リンクからの予約を別のものに移動させたい実体（例えばモバイル３
３０）は、新規のＡＲに適合するＩＤを有するＱｏＳ予約を送信する。その後、３２０の
新規のＡＲは、対応するフローをＬＭＡに登録する。そのフローについての古いＡＲから
のリソース解放について、同様の手順に従うことができる。システム３００において６つ
のアクセスコンポーネントが示されているが、６つ未満またはそれ以上のそのようなコン
ポーネントを用いることができることに留意されたい。
【００３３】
　変わって図４では、例示的なメッセージフローダイアグラムが示される。このメッセー
ジフローダイアグラム４００は、複数の可能なメッセージングシナリオのうちの１つを表
している。この例では２つの同時リンクが確立されるが、それぞれのモバイルデバイス４
１０に２を超えるリンクを確立できることが理解される。図のように、モバイルデバイス
４１０は、アクセスポイント（ＡＰ）４２０および４３０を介してＬＭＡ４４０と通信す
る。リンク生成メッセージは４２０のモバイルデバイスからＡＰ１に送信される。その後
、ＰＭＩＰ要求４４６がＡＰ１　４２０からＬＭＡ４４０に送信される。４５０において
、ＰＭＩＰ応答が４２０のＬＭＡ４４０からＡＰ１に送信される。４５２において、トン
ネルがＬＭＡ４４０と４２０のＡＰ１の間に生成される。モバイルデバイス４１０はＡＰ
１　４２０との単一のリンクを持つので、トンネル４５２は前記モバイルデバイス４１０
についてのトラフィックを運ぶ。同じような態様で、４５６において、追加のリンクがモ
バイルデバイス４１０と４３０のＡＰ２との間に生成される。
【００３４】
　その後、ＰＭＩＰ要求４６０がＬＭＡ４４０に送信され、ＰＭＩＰ応答４６２が４３０
のＡＰ２によって受信される。４６６では、モバイルデバイス４１０によってＱｏＳ要求
が生成され、４３０のＡＰ２に送信される。４６６のＱｏＳ要求は、要求されたＱｏＳが
適用するべきモバイルデバイス４１０によって現在用いられる複数のフローから特定のフ
ローを識別することができる。その後、ＱｏＳ要求４６６における特定のフローの定義を
含むＰＭＩＰ要求４７０がＬＭＡ４４０に送信される。４７２では、ＡＰ１　４２０とＡ
Ｐ２　４３０の間でＡＰ２　４３０を介して、あるフローのリダイレクションをＡＰ１　
４２０に知らせるための通知を交換することができる。４７６では、ＰＭＩＰ応答がＡＰ
２　４３０に送信される。４８０では、ＱｏＳ応答がモバイルデバイス４１０に送達され
る。４８２および４８６では、ＬＭＡ４４０とＡＰ１　４２０およびＡＰ２　４３０のそ
れぞれの間にトンネルが生成される。トンネル４８２は、ここではＱｏＳ要求４６６で識
別されたものを除き、モバイルデバイス４１０のフローをすべて運ぶ。トンネル４８６は
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、ここではＱｏＳ要求４６６で識別されたフローを運ぶ。
【００３５】

　図５を参照すると、メッセージフローダイアグラム５００は、図４で表された例示的な
メッセージおよび登録を示している。ダイアグラム５００における破線は、種々の方法で
提供することが可能な付加的メッセージを表している。モバイル５０２は、ＡＰ２　５０
４との初期のリンク５０１を生成する。その後、ＡＰ２　５０４はネットワークコントロ
ーラ（ＮＣ）／プロキシモバイル（ＰＭ）５１０とともにシーケンス番号５０８を開始す
る。５１０のＮＣとＰＭは、結びついていてもよいし、あるいは、独立しているがプロセ
スを通信してもよいことに留意されたい。ＡＰ２　５０４は、ＮＣ／ＰＭ５１０により提
供されるシーケンス番号５０８を用いてＬＭＡ５１４へのＰＭＩＰ登録を実行する。ＬＭ
Ａ５１４は、５２０において、ＡＰ２　５０４に向かって、モバイルのためのトンネルを
直ちに形成する。
【００３６】
　モバイル５０２は、５３０において、リンク測定レポート（例えばＳＮＲレポート）を
ＮＣ／ＰＭ５１０に送信する。ＮＣ／ＰＭ５１０は、モバイル５０２にとっては５４０の
ＡＰ３がより良いアクセスポイントである旨を判定し、５３４において、モバイル５０２
に対し、ＡＰ３　５４０に移動するよう命じるコマンドを送信する。またＮＣ／ＰＭ５１
０は、新たなシーケンス番号５５０をＡＰ３　５４０に送る。モバイル５０２はＡＰ３　
５４０へのリンク５６０を生成し、ＡＰ３は、今回は上記新たなシーケンス番号で｛ＰＭ
ＩＰ登録を実行する。当該モバイル５０２のためのトンネル５７０は、今度はＡＰ３　５
４０に向けられる。シーケンス番号は、数またはタイムスタンプあるいは他のインクリメ
ントするＩＤであってよい。ＰＭＩＰプロトコルは、ＮｅｔＬＭＭの例示的な実装として
用いられ、ＮｅｔＬＭＭは、アクセスルータ（またＭＡＧと呼び出した）とＬＭＡ５１４
の間の他のメッセージタイプで実装されてもよい。この交換処理の別の変形は、ＰＭＩＰ
に代えて、モバイルＩＰクライアントおよびモバイルＩＰホームエージェントを提供する
ＬＭＡを提供する、通常のＭＩＰをＮＣ／ＰＭノード５１０と共に用いてもよいというこ
とである。必要に応じてＡＰをモバイルＩＰ対外エージェントとする選択肢もありうる。
【００３７】
　図６を参照すると、メッセージ順序付けおよび登録に関する方法６００が示される。説
明の簡単化のために、方法を一連のアクトとして示すが、該方法はアクトの順序により限
定されず、いくつかのアクトが、一または複数の実施形態に従い、ここで示され説明され
る他のアクトとは異なる順序で生じ、および／または同時に生じてもよいことが理解され
、了解されるであろう。例えば当業者であれば、方法は、状態遷移図でのように相互に関
係する一連の状態またイベントとして代替的に表わすことができるかもしれないことを理
解し認識するであろう。また、クレームされた主題に従って方法を実装するために、示さ
れるアクトのすべてが必ずしも利用されるとは限らない。
【００３８】
　６０２に進んでプロセス６００が始まり、モバイルデバイスがアクセスノードを介して
ローカルモビリティアンカー（ＬＭＡ）のようなドメインノードと通信するとき、初期の
登録が６０４で実行される。６０６において、該登録に従い、６０４で登録されたそれぞ
れのアクセスノードとの通信中に用いられるシーケンス番号が該デバイスにより生成され
る。６０８において、モバイルデバイスが前のアクセスポイントの範囲から出て別のアク
セスポイントの範囲に移動する場合、該新たなアクセスポイントを介してＬＭＡにより次
登録が実行される。６１０では、６０８での次登録について新たなシーケンス番号がモバ
イルデバイスによって割当てられる。上述したように、シーケンス番号は、例えばインク
リメンタルなデータ、ディクリメントされるデータ、またはタイムスタンプデータの形式
をとることが可能である。同様に、さらに別のアクセスポイントに遭遇する場合、さらに
別のシーケンス番号の生成とともに、さらに別の登録が実行されうる。
【００３９】
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　６１２において、モバイルデバイスは、所与のアクセスポイントと通信するときに、そ
れぞれのシーケンス番号を用いる。例えば、アクセスポイント１への登録の際にシーケン
ス番号１が生成されれば、シーケンス番号１はメッセージ通信プロトコルの一部としてア
クセスポイント１との今後の通信のために用いられる。同様に、アクセスポイント２に対
する登録の際にシーケンス番号２が生成されれば、シーケンス番号２はメッセージ通信プ
ロトコルの一部としてアクセスポイント２とのさらなる通信のために該モバイルデバイス
により用いられる。このようにメッセージ順序付けを実現することができ、ノードピンポ
ンのような影響が緩和される。理解される通り、追加のアクセスポイントのために必要に
なって追加のシーケンス番号を持つ、２台を超えるノードを登録することが可能である。
【００４０】
　変わって図７および図８では、端末、オペレータネットワーク、アクセスノード、およ
びそのトラフィックフローに対するシーケンス順序付けに関するシステムが提供される。
システムは、プロセッサ、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェアまたは任意の適
切なそれらの組み合わせによって実装された機能を表す一連の相互に関係する機能ブロッ
クとして表される。
【００４１】
　具体的に図７（モバイルデバイスと複数の通信リンクの間の通信を容易にするシステム
７００）を参照する。システム７００は、ネットワークドメインからの複数のリンク応答
を受信するための論理モジュール７１０および該リンク応答を処理するための論理モジュ
ール７２０を含んでいる。システム７００は、該リンク応答に従って複数の通信リンクを
横切って通信するための論理モジュール７３０を含んでいる。
【００４２】
　次に図８（ネットワークドメインからの通信を容易にするシステム８００）を参照する
。システム８００は、ネットワークドメインからの複数のリンク応答を生成するための論
理モジュール８１０および該リンク応答を処理するための論理モジュール８２０を含んで
いる。システム８００は、該リンク応答に従って複数の通信リンクを横切って通信するた
めの論理モジュール８３０を含んでいる。
【００４３】
　図９は、例えば無線端末のような無線通信装置になりえる通信装置９００を示している
。それに加えて、またはそれとは別に、通信装置９００は有線ネットワーク内に常駐して
もよい。通信装置９００は、ＱｏＳデータ、端末用のシーケンスデータ（および関連する
トラフィックフロー）に関して、かかる装置を構成するための命令を保持できるメモリ９
０２を含むことができる。さらに通信装置９００は、メモリ９０２内の命令および／また
は別のネットワークデバイスから受信された命令を実行することができるプロセッサ９０
４を含んでも良く、該命令は、通信装置９００または関連する通信装置の構成または動作
に関係しうる。
【００４４】
　メモリ９０２は、１つまたは複数のサービスに関連したプロフィールを受信するための
命令を保持する。該プロフィールはローミングアクセス端末にサービスを提供するために
用いられる。該プロフィールは、ホームネットワークコンポーネントに関連付けられ、訪
問したネットワーク構成要素によって変更可能である。別の態様では、該メモリは、１つ
または複数のサービスに関連したプロフィールを生成するための命令を保持する。該プロ
フィールはホームネットワークコンポーネントに関連付けられ、サービス記述コンポーネ
ントを介して変更可能である。該プロフィールは、例えば、ローミングアクセス端末にサ
ービスを提供するために用いることができる。
【００４５】
　図１１は、通信リンクによって相互に接続する複数のノードを具備する、例示的な通信
システム１１００を示しており、本明細書で説明された１つまたは複数の実施形態に付加
的なコンテキストを与える。システム１１００は、無線リンク上に情報を伝達する直交周
波数分割多重（ＯＦＤＭ）信号を用いてもよい。しかし（地上ベースのネットワークにお
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いて利用される信号とともに）他のタイプの信号、例えば符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）
信号、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）信号も考えられる。通信システム１１００におけるノ
ードは、通信プロトコル（例えばインターネットプロトコル（ＩＰ））に基いた信号（例
えばメッセージ）を用いて情報を交換する。システム１１００の通信リンクは、例えばワ
イヤ、光ファイバーケーブル、および／または無線通信技術を用いて実装されてもよい。
システム１１００は、複数のアクセスノード１１１４－１１１８経由で通信システム１１
００にアクセスする複数のエンドノード１１０２－１１１２を含んでいる。エンドノード
１１０２－１１１２は例えば無線通信装置または端末であってもよい。またアクセスノー
ド１１１４－１１１８は例えばワイヤレス・アクセスルータまたは基地局であってもよい
。通信システム１１００は、インターコネクティビティを提供しもしくは特定のサービス
または機能を提供するために用いられる多くの他のノード１１２０－１１３０を含んでい
る。
【００４６】
　通信システム１１００は、アクセス制御ノード１１２０、モビリティサポートノード１
１２２、ポリシー制御ノード１１２４、およびアプリケーションサーバノード１１２６を
含むネットワーク１１６０を表しており、これらのすべては、対応するネットワークリン
ク１１３２－１１３８によってそれぞれ中間ネットワークノード１１２８に接続される。
ある実施形態では、アクセス制御ノード、例えばリモートオーセンティケイションダイア
ルインユーザサービス（ＲＡＤＩＵＳ）あるいはダイアミタサーバは、オーセンティケー
ション、オーサリゼーション、および／またはエンドノードに関連したエンドノードおよ
び／またはサービスのアカウンティングをサポートする。ある実施形態では、モビリティ
サポートノード１１２２、例えばモバイルＩＰホームエージェントおよび／またはコンテ
キストトランスファサーバは、例えば、エンドノードへのトラフィック／エンドノードか
らのトラフィックのリダイレクション、および／またはアクセスノード間のエンドノード
に関連する状態の転送によって、アクセスノード間のエンドノードのモビリティ（例えば
ハンドオフ）をサポートする。ある実施形態では、ポリシー制御ノード１１２４、例えば
ポリシーサーバまたはポリシー決定ポイント（ＰＤＰ）は、サービスまたはアプリケーシ
ョン層セッションについてポリシー認証をサポートする。ある実施形態では、アプリケー
ションサーバノード１１２６、例えばセッション初期化プロトコルサーバ、ストリーミン
グメディアサーバ、他のアプリケーション層サーバは、エンドノードが利用可能なサービ
スのためのセッションシグナリングをサポートし、および／またはエンドノードが利用可
能なサービスまたはコンテンツを提供する。
【００４７】
　ネットワーク１１６０内の中間ネットワークノード１１２８は、ネットワーク１１６０
から見て外部のネットワークノードに対し、ネットワークリンク１１３４を介してインタ
ーコネクティビティを提供する。ネットワークリンク１１３４は、ネットワークリンク１
１３６－１１４０を介してそれぞれアクセスノード１１１４、１１１６および１１１８に
さらなる接続性を提供する中間ネットワークノード１１３０に接続される。各アクセスノ
ード１１１４－１１１８は、エンドノード１１０２－１１１２のそれぞれに対し、対応す
るアクセスリンク１１４２－１１５２のそれぞれを介して接続性を提供するものとして表
される。通信システム１１００において、各アクセスノード１１１４－１１１８は、アク
セスを提供するために無線技術、例えばワイヤレス・アクセスリンクを用いるものとして
表される。しかしながら、アクセスの設備に関連して有線技術が利用されてもよい。無線
カバレッジエリア、例えば各アクセスノード１１１４－１１１８の通信セル１１５４－１
１５８は、対応するアクセスノードを囲む円として示されている。
【００４８】
　通信システム１１００は、本明細書に記載された種々の実施形態の説明の根拠として有
効である。他の実施形態は、いくつかのある種のノード（ネットワークノード、アクセス
ノード、エンドノード、ならびに種々の制御ノード、サポートノード、およびサーバノー
ドを含む）、いくつかのある種のリンク、および種々のノード間のインターコネクティビ
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ティが通信システム１１００のものとは異なりえる種々のネットワークトポロジを含んで
いる。さらに、通信システム１１００において示された機能実体のうちのいくつかが省略
されてもよいし一体化されてもよい。また、これらの機能実体の位置または配置を変えて
もよい。
【００４９】
　図１２は、例示的なエンドノード１２００（例えば無線端末）の図である。エンドノー
ド１２００は、エンドノード１１０２－１１１２（図１１）のうちの任意の１つとして用
いられてもよい装置の表現である。エンドノード１２００は、プロセッサ１２０２、無線
通信インタフェースモジュール１２０４、ユーザ入力／出力インタフェース１２０６、お
よびメモリ１２０８を含んでおり、バス１２１０によって共につながれている。したがっ
て、エンドノード１２００の種々のコンポーネントは、バス１２１０経由で情報、信号お
よびデータを交換することが可能である。エンドノード１２００のコンポーネント１２０
２－１２０８は、ハウジング１２１２の内部に配置する。
【００５０】
　無線通信インタフェースモジュール１２０４は、エンドノード１２００の内部コンポー
ネントが外部デバイスおよびネットワークノード（例えばアクセスノード）に信号を送信
し、外部デバイスおよびネットワークノード（例えばアクセスノード）からの信号を受信
できるようにする機構も提供する。無線通信インタフェースモジュール１２０４は、例え
ば対応する受信アンテナ１２１６を備えた受信機モジュール１２１４、および対応する送
信アンテナ１２１６を備えた送信機モジュール１２１８を含んでおり、エンドノード１２
００を他のネットワークノードに（例えば無線通信チャネル経由で）つなぐために用いら
れる。
【００５１】
　エンドノード１２００は、ユーザ入力デバイス１２２２（例えばキーパッド）およびユ
ーザ出力デバイス１２２４（例えばディスプレイ）を含んでいる。それらはユーザ入力／
出力インタフェース１２０６を介してバス１２１０につながれる。したがって、ユーザ入
力／出力デバイス１２２２および１２２４は、ユーザ入力／出力インタフェース１２０６
およびバス１２１０経由でエンドノード１２００の他のコンポーネントと情報、信号およ
びデータを交換することができる。ユーザ入力／出力インタフェース１２０６、関連する
デバイス１２２２および１２２４は、種々のタスクを遂行するためにユーザがエンドノー
ド１２００を操作することができる機構を提供する。特に、ユーザ入力デバイス１２２２
およびユーザ出力デバイス１２２４は、ユーザがエンドノード１２００およびエンドノー
ド１２００のメモリ１２０８内で実行するアプリケーション（例えばモジュール、プログ
ラム、ルーチンおよび／または関数）を制御できるようにする機能性を提供する。
【００５２】
　メモリ１２０８に含まれた種々のモジュール（例えばルーチン）の管理の下で、プロセ
ッサ１２０２は、種々のシグナリングおよび処理を実行するようにエンドノード１２００
の動作を制御する。メモリ１２０８に含まれたモジュールは、起動時に、あるいは他のモ
ジュールによって呼び出されたときに、実行される。モジュールが実行されるとき、デー
タ、情報および信号を交換することができる。モジュールが実行されるとき、データおよ
び情報を共有してもよい。エンドノード１２００のメモリ１２０８は、制御シグナリング
モジュール１２２６、アプリケーションモジュール１２２８、およびトラフィック制御モ
ジュール１２３０を含み、さらに、構成情報１２３２および種々の追加モジュールを含ん
でいる。
【００５３】
　制御シグナリングモジュール１２２６は、例えばトラフィック制御モジュール１２３０
ならびに構成情報１２３２および種々の追加モジュールを含んでいるエンドノード１２０
０の種々の態様の動作および／または構成を制御するための信号（例えばメッセージ）の
受信および送信に関する処理を制御する。ある実施形態において、制御シグナリングモジ
ュール１２２６は、エンドノード１２００の動作および／または制御シグナリングモジュ
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ール１２２６によりサポートされた１つまたは複数のシグナリングプロトコルに関する状
態情報（例えばパラメータ、ステータス、および／または他の情報を含んでもよい。特に
、制御シグナリングモジュール１２２６は、構成情報（例えばエンドノード識別情報）お
よび／またはパラメータセッティング、および動作情報（例えば現在の処理状態、ペンデ
ィングメッセージトランザクションなどのステータスに関する情報）を含んでも良い。
【００５４】
　アプリケーションモジュール１２２８は、エンドノード１２００によりサポートされた
１つまたは複数のアプリケーションに関する処理および通信を制御する。ある実施形態に
おいて、アプリケーションモジュール１２２８処理は、ユーザ入力／出力インタフェース
１２０６を介した情報の入出力、アプリケーションに関連した情報操作、および／または
アプリケーションに関連する信号（例えばメッセージ）の受信または送信に関するタスク
を含むことができる。ある実施形態において、アプリケーションモジュール１２２８は、
該アプリケーションモジュール１２２８によりサポートされた１つまたは複数のアプリケ
ーションの動作に関する状態情報（例えばパラメータ、ステータス、および／または他の
情報）を含んでいる。特に、アプリケーションモジュール１２２８は、構成情報（例えば
ユーザ識別情報）および／またはパラメータセッティング、および動作情報（例えば現在
の処理状態、ペンディング応答のステータスに関する情報）を含んでも良い。アプリケー
ションモジュール１２２８によりサポートされたアプリケーションは、例えばボイス・オ
ーバーＩＰ（ＶｏＩＰ）、ウェブブラウジング、ストリーミングオーディオ／ビデオ、イ
ンスタントメッセージング、ファイル共有、ゲーミングなどを含んでいる。
【００５５】
　トラフィック制御モジュール１２３０は、無線通信インタフェースモジュール１２０４
を介したデータ情報（例えばメッセージ、パケット、および／またはフレーム）の受信お
よび送信に関する処理を制御する。例示的なトラフィック制御モジュール１２３０は、構
成情報１２３２ならびにパケットおよび／またはトラフィックフロー（例えば、パケット
の関連シーケンス）のためのＱｏＳの種々の態様を制御する種々の追加モジュールを含む
。いくつかの実施形態において、種々の追加モジュールは、トラフィック制御の特定の態
様をサポートするために必要に応じて特定機能および動作を実行するために含まれている
。トラフィック制御の機能要件に依存して、モジュールは、必要に応じ一体化され、およ
び／または省略されてもよい。トラフィック制御モジュール１２３０に含まれた各追加モ
ジュールの詳細な説明を続ける。
【００５６】
　アドミッション制御モジュール１２３４は、リソース利用／アベイラビリティに関する
情報を保持し、特定トラフィックフローに関連するＱｏＳパラメータを望ましくサポート
するのに十分なリソースが利用可能かどうか判定する。アドミッション制御モジュール１
２３４によって保持されるリソース利用性情報は、例えばパケットおよび／またはフレー
ムキューキャパシティ、スケジューリングキャパシティ、ならびに１つまたは複数のトラ
フィックフローをサポートするために必要とされるプロセッシングおよびメモリのキャパ
シティを含んでいる。エンドノード１２００に含まれた制御シグナリングモジュール１２
２６、アプリケーションモジュール１２２８および／または他のモジュールは、新規また
は変更されたトラフィックフローをサポートするのに十分なリソースが利用可能かどうか
判定するためにアドミッション制御モジュール１２３４に問い合わせを行うことができる
。アドミッション制御判定は、特定トラフィックフローのＱｏＳパラメータの機能および
プロファイル内で規定されたＱｏＳパラメータの機能である。構成情報１２３２は、アド
ミッション制御モジュール１２３４の動作に影響する構成情報（例えばパラメータセッテ
ィング）、例えば付加的な要求を拒絶する前に、割当てられることのできるリソースのパ
ーセンテージを示すアドミッション制御しきい値を含むことが可能である。
【００５７】
　アップリンクスケジューラモジュール１２３６は、無線通信インタフェースモジュール
１３０８経由で例えばエンドノード１２００からアクセスノードに送信されるデータ情報
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（例えばメッセージ、パケット、および／またはフレーム）について、送信スケジューリ
ング（例えば順序および／またはタイミング）、送信リソースの割当て（例えば情報符号
化レート、送信タイムスロット、および／または送信電力）に関する処理を制御する。ア
ップリンクスケジューラモジュール１２３６は、送信をスケジューリングし、１つまたは
複数のトラフィックフローに関連したＱｏＳパラメータに応じて送信リソースを割付ける
ことが可能である。いくつかの実施形態において、アップリンクスケジューラモジュール
１２３６によって実行されるスケジューリングおよび／またはリソース割当ての動作は、
加えてチャネル条件および他の要因（例えば電力割当量）の機能である。
【００５８】
　アップリンクＰＨＹ／ＭＡＣモジュール１２３８は、無線通信インタフェースモジュー
ル１２０４経由での（例えばエンドノード１２００からアクセスノードへの）送信データ
情報（例えばメッセージ、パケット、および／またはフレーム）に関する物理（ＰＨＹ）
レイヤおよび媒体アクセス制御（ＭＡＣ）レイヤ処理を制御する。例えば、アップリンク
ＰＨＹ／ＭＡＣモジュール１２３８の動作は、データ情報（例えばメッセージ、パケット
、および／またはフレーム）の送信の調整のための制御情報（例えば信号またはメッセー
ジ）の送信および受信の両方を含んでいる。構成情報１２３２は、アップリンクＰＨＹ／
ＭＡＣモジュール１２３８の動作に影響する構成情報、例えば送信に用いられる周波数、
帯域、チャネル、拡散符号、望みの符号、アクセスノード１３００に関連した識別子、割
当て要求チャネルの使用を規定する要求辞書などを含むことが可能である。
【００５９】
　アップリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１２４０は、無線通信インタフェースモジュ
ール１２０４経由での（例えばエンドノード１２００からアクセスノードへの）送信デー
タ情報（例えばメッセージ、パケット、および／またはフレーム）に関する論理リンク制
御（ＬＬＣ）レイヤ処理を制御する。アップリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１２４０
は、自動再送制御（ＡＲＱ）能力（例えば損失パケットまたはフレームの再送信）に関連
した処理を含んでいる。アップリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１２４０は、例えば、
付加的な機能性（例えばタイプフィールドまたはチェックサムフィールドの利用によるエ
ラー検出によるマルチプロトコルマルチプレキシング／デマルチプレクシング）を提供す
るために高次レイヤメッセージ（例えばパケット）にＬＬＣヘッダーおよび／またはトレ
ーラーを追加することに関する処理をさらに含んでいる。アップリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）
モジュール１２４０は、複数サブ部分（例えばアップリンクＰＨＹ／ＭＡＣモジュール１
２４０によって送信されるフレーム）への、高次レイヤメッセージ（例えばパケット）の
フラグメンテーションを追加的に実行することが可能である。構成情報１２３２は、アッ
プリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１２４０の動作に影響する構成情報（例えばＡＲＱ
ウィンドウサイズ、再送信の最大数、廃棄タイマーなど）を含むことが可能である。
【００６０】
　アップリンクキュー管理モジュール１２４２は、情報を保持し、無線通信インタフェー
スモジュール１２０４経由で（例えばエンドノード１２００からアクセスノードへ）送信
されるデータ情報（例えばメッセージ、パケット、および／またはフレーム）の格納に関
する処理を制御する。アップリンクキュー管理モジュール１２４２は、送信を待つデータ
情報のストレージを制御し、トラフィックフロー単位に基づいた送信を待つデータ情報に
関する状態情報を保持することが可能であり、例えば、各トラフィックフローに関連した
パケットは、分離したキューに記憶されてもよい。例えば、アップリンクキュー管理モジ
ュール１２４２は、種々のキュー管理技術および／または能力、例えばヘッドドロップ、
テールドロップ、ならびにランダムアーリーディテクション（ＲＥＤ）のような種々のア
クティブキュー管理（ＡＱＭ）機構をサポートする。構成情報１２３２は、１つまたは複
数のトラフィックフローに関連して、アップリンクキュー管理モジュール１２４２の動作
に影響する例えばキューリミット、ドロップ戦略、および／またはＡＱＭスレッショルド
のような構成情報を含むことが可能である。
【００６１】
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　アップリンククラシファイヤモジュール１２４４は、無線通信インタフェースモジュー
ル１２０４経由で（例えばエンドノード１２００からアクセスノードへ）送信される前に
、特定トラフィックフローに属するデータ情報（例えばメッセージ、パケット、および／
またはフレーム）の識別に関する処理を制御する。いくつかの実施形態において、無線通
信インタフェースモジュール１２０４の利用によって送信されたメッセージ、パケット、
および／またはフレームは、１つまたは複数のヘッダーおよび／またはペイロードフィー
ルドの検査に基いて、アップリンククラシファイヤモジュール１２４４により、種々のト
ラフィックフローのうちのいずれかに属するものとして分類される。アップリンククラシ
ファイヤモジュール１２４４による分類の結果は、アップリンクキュー管理モジュール１
２４２ならびにメモリ１２０８内の他のモジュールによる、分類されたデータ情報の処理
に影響しうる。例えば、この結果は、メッセージ、パケット、および／またはフレームの
格納に関して対応付けられる特定のキューを決定付け、さらにスケジューリングのような
その後の処理に影響する。構成情報は、アップリンククラシファイヤモジュール１２４４
の動作に影響する構成情報、例えば、１つまたは複数のトラフィックフローに属するもの
としてデータ情報（例えばメッセージ、パケット、および／またはフレーム）を関連させ
るために用いられるクライテリアを規定する１セットの１つまたは複数のクラシファイヤ
フィルタ規則を含むことが可能である。
【００６２】
　ダウンリンクＰＨＹ／ＭＡＣモジュール１２４６は、無線通信インタフェースモジュー
ル１２０４経由での受信データ情報に関するＰＨＹレイヤおよびＭＡＣレイヤ処理を制御
する。ダウンリンクＰＨＹ／ＭＡＣモジュール１２４６の動作は、データ情報の受信を調
整するための制御情報の受信および送信の両方を含みうる。構成情報１２０４は、ダウン
リンクＰＨＹ／ＭＡＣモジュール１２４６の動作に影響する構成情報、例えば受信に用い
られる周波数、帯域、チャネル、拡散符号、望みの符号、エンドノード１２００に関連し
た識別子などを含むことが可能である。
【００６３】
　ダウンリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１２４８は、無線通信インタフェースモジュ
ール１２０４経由での受信データ情報に関するＬＬＣレイヤ処理を制御する。ダウンリン
クＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１２４８は、ＡＲＱ能力（例えば損失パケットまたはフレ
ームの再送信）に関連した処理を含んでいる。例えば、ダウンリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モ
ジュール１２４８は、高次レイヤメッセージ（例えばパケット）をカプセル化するＬＬＣ
ヘッダーおよび／またはトレーラーに関する処理をさらに含むことができ、チェックサム
フィールドを通じたエラー検出またはタイプフィールドによって、付加的な機能性（例え
ばマルチプロトコルマルチプレキシング／デマルチプレクシング）を提供する。ダウンリ
ンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１２４８は、ダウンリンクＰＨＹ／ＭＡＣモジュール１
２４６によって受信されたフレームの高次レイヤメッセージ（例えばパケット）への再ア
センブリーを実行することが可能である。構成情報１２３２は、実施形態によっては、ダ
ウンリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１２４８の動作に影響する例えばＡＲＱウィンド
ウサイズ、再送信の最大数、廃棄タイマーなどの構成情報（例えばパラメータセッティン
グ）を含むことが可能である。
【００６４】
　図１３は、本発明に従って実装された、例示的なアクセスノード１３００の詳細な図で
ある。アクセスノード１３００は、図１１に表されたアクセスノード１１１４－１１１８
のうちの任意の１つとして用いられてもよい装置の詳細な表現である。図１３の実施形態
では、アクセスノード１３００は、バス１３１０で一緒につながれたプロセッサ１３０２
、メモリ１３０４、ネットワーク／インターネットワークインタフェースモジュール１３
０６、および無線通信インタフェースモジュール１３０８を含んでいる。したがって、ア
クセスノード１３００の種々のコンポーネントは、バス１３１０経由で情報、信号および
データを交換することが可能である。アクセスノード１３００のコンポーネント１３０２
－１３１０は、ハウジング１３１２の内部に配置する。
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【００６５】
　ネットワーク／インターネットワークインタフェースモジュール１３０６は、アクセス
ノード１３００の内部コンポーネントが外部デバイスおよびネットワークノードに信号を
送信し、外部デバイスおよびネットワークノードからの信号を受信できるようにする機構
を提供する。ネットワーク／インターネットワークインタフェースモジュール１３０６は
例えば銅線または光ファイバー線を介してノード１３００を他のネットワークノードにつ
なぐために用いられる受信機モジュール１３１４および送信機モジュール１３１６を含ん
でいる。無線通信インタフェースモジュール１３０８は、アクセスノード１３００の内部
コンポーネントが外部デバイスおよびネットワークノード（例えばエンドノード）に信号
を送信し、外部デバイスおよびネットワークノード（例えばエンドノード）からの信号を
受信できるようにする機構も提供する。無線通信インタフェースモジュール１３０８は、
例えば対応する受信アンテナ１３２０を備えた受信機モジュール１３１８、および対応す
る送信アンテナ１３２４を備えた送信機モジュール１３２２を含んでいる。無線通信イン
タフェースモジュール１３０８は、アクセスノード１３００を他のノードに（例えば無線
通信チャネル経由で）つなぐために用いられる。
【００６６】
　メモリ１３０４に含まれた種々のモジュール（例えばルーチン）の管理の下で、プロセ
ッサ１３０２は、種々のシグナリングおよび処理を実行するようにアクセスノード１３０
０の動作を制御する。メモリ１３０４に含まれたモジュールは、起動時に、あるいは他の
モジュールによって呼び出されたときに、実行される。モジュールが実行されるとき、デ
ータ、情報および信号を交換することができる。モジュールが実行されるとき、データお
よび情報を共有してもよい。図１３実施形態では、アクセスノード１３００のメモリ１３
０４は、制御シグナリングモジュール１３２６およびトラフィック制御モジュール１３２
８を含み、さらに、構成情報１３３０および種々の追加モジュール１３３２－１３５４を
含んでいる。
【００６７】
　制御シグナリングモジュール１３２６は、例えばトラフィック制御モジュール１３２８
ならびに構成情報１３３０および種々の追加モジュール１３３２－１３５４を含んでいる
アクセスノード１３００の種々の態様の動作および／または構成を制御するための信号（
例えばメッセージ）の受信および送信に関する処理を制御する。例えば、制御シグナリン
グモジュール１３２６は、アクセスノード１３００の動作および／または制御シグナリン
グモジュール１３２６によりサポートされた１つまたは複数のシグナリングプロトコルに
関する状態情報（例えばパラメータ、ステータス、および／または他の情報）を含んでい
る。特に、制御シグナリングモジュール１３２６は、構成情報（例えばアクセスノード識
別情報）および／またはパラメータセッティング、および動作情報（例えば現在の処理状
態、ペンディングメッセージトランザクションなどのステータスに関する情報）を含んで
も良い。
【００６８】
　トラフィック制御モジュール１３２８は、無線通信インタフェースモジュール１３０８
経由のデータ情報（例えばメッセージ、パケット、および／またはフレーム）の受信およ
び送信に関する処理を制御する。例えば、トラフィック制御モジュールは、構成情報１３
３０ならびにパケットおよび／またはトラフィックフロー（例えば、パケットの関連シー
ケンス）のためのサービス品質の種々の態様を制御する種々の追加モジュール１３３２－
１３５４を含むことが可能である。いくつかの実施形態において、トラフィック制御モジ
ュール１３２８は、アクセスノード１３００の動作に関する状態情報（例えばパラメータ
、ステータスおよび／または他の情報）、トラフィック制御モジュール１３２８、および
／または１つまたは複数の種々の追加モジュール１３３２－１３５４を含んでいる。構成
情報１３３０（例えばパラメータセッティング、決定）は、トラフィック制御モジュール
１３２８および／または種々の追加モジュール１３３２－１３５４の動作に作用し、およ
び／またはこれを規定する。いくつかの実施形態において、種々の追加モジュールは、ト
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ラフィック制御の特定の態様をサポートするために必要に応じて特定機能および動作を実
行するために含まれている。種々の実施形態では、トラフィック制御の機能要件に依存し
て、モジュールは、必要に応じ一体化され、および／または省略されてもよい。トラフィ
ック制御モジュール１３２８に含まれた各追加モジュールの詳細な説明を続ける。
【００６９】
　アドミッション制御モジュール１３３２は、リソース利用／アベイラビリティに関する
情報を保持し、特定トラフィックフローのサービス品質要件をサポートするのに十分なリ
ソースが利用可能かどうか判定する。アドミッション制御モジュール１３３２によって保
持されるリソース利用性情報は、例えばパケットおよび／またはフレームキューキャパシ
ティ、スケジューリングキャパシティ、ならびに１つまたは複数のトラフィックフローを
サポートするために必要とされるプロセッシングおよびメモリのキャパシティを含んでい
る。アクセスノード１３００に含まれた制御シグナリングモジュール１３２６および／ま
たは他のモジュールは、新規または変更されたトラフィックフローをサポートするのに十
分なリソースが利用可能かどうか判定するためにアドミッション制御モジュール１３３２
に問い合わせを行うことができる。アドミッション制御判定は、特定トラフィックフロー
および／または利用可能リソースのサービス品質要件の機能である。構成情報１３３０は
、アドミッション制御モジュール１３３２の動作に影響する構成情報（例えばパラメータ
セッティング）、例えば付加的な要求を拒絶する前に、割当てられることのできるリソー
スのパーセンテージを示すアドミッション制御しきい値を含むことが可能である。
【００７０】
　アップリンクスケジューラモジュール１３３４は、無線インタフェースモジュール１３
０８経由で１つまたは複数の終端ノードからアクセスノードに送信されるデータ情報（例
えばメッセージ、パケット、および／またはフレーム）について、送信スケジューリング
（例えば順序および／またはタイミング）、送信リソースの割当て（例えば情報符号化レ
ート、送信タイムスロット、および／または送信電力）に関する処理を制御する。アップ
リンクスケジューラモジュール１３３４は送信をスケジューリングし、１つまたは複数の
トラフィックフローおよび／または１つまたは複数のエンドノードに関連したサービス品
質要件および／または制約に応じて送信リソースを割付けることが可能である。構成情報
１３３０は、１つまたは複数のトラフィックフローおよび／またはエンドノードに関連し
て、アップリンクスケジューラモジュール１３３４の動作に影響する構成情報、例えば優
先度、レート境界、レイテンシー境界、および／または共有ウェイトを含むことが可能で
ある。ある実施形態では、アップリンクスケジューラモジュール１３３４によって実行さ
れたおよび／またはリソース割当て動作のスケジューリングは、さらにチャネル条件およ
び他の要因（例えば電力割当量）の機能である。
【００７１】
　ダウンリンクスケジューラモジュール１３３６は、無線インタフェースモジュール１３
０８を介してアクセスノード１３００から１つまたは複数のエンドノードに送信されるデ
ータ情報（例えばメッセージ、パケット、および／またはフレーム）について、送信スケ
ジューリング（例えば順序および／またはタイミング）、および送信リソース（例えば情
報符号化レート、送信タイムスロット、および／または送信電力）の割当てに関する処理
を制御する。ダウンリンクスケジューラモジュール１３３６は送信をスケジューリングし
、１つまたは複数のトラフィックフローおよび／または１つまたは複数のエンドノードに
関連したサービス品質要件および／または制約に応じて送信リソースを割付けることが可
能である。構成情報１３３０は、１つまたは複数のトラフィックフローおよび／またはエ
ンドノードに関連して、ダウンリンクスケジューラモジュール１３３６の動作に影響する
構成情報、例えば優先度、レート境界、レイテンシー境界、および／または共有ウェイト
を含むことが可能である。ある実施形態では、アップリンクスケジューラモジュール１３
３６によって実行されたリソース割当ておよび／またはスケジューリングの動作は、さら
にチャネル条件および他の要因（例えば電力割当量）の機能である。
【００７２】
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　アップリンクトラフィックコンディショナモジュール１３３８は、無線インタフェース
モジュール１３０８経由で（例えばエンドノードからアクセスノード１３００に）受信さ
れたデータ情報（例えばメッセージ、パケット、および／またはフレーム）について、ト
ラフィック調整（例えばメータリング、マーキング、ポリシーイングなど）に関する処理
を制御する。アップリンクトラフィックコンディショナモジュール１３３８は、１つまた
は複数のトラフィックフローおよび／または１つまたは複数のエンドノードに関連したサ
ービス品質要件および／または制約に応じてトラフィックを整える（例えばメータし、マ
ークし、および／またはポリスする）ことが可能である。構成情報１３３０は、１つまた
は複数のトラフィックフローおよび／またはエンドノードに関連して、アップリンクトラ
フィックコンディショナモジュール１３３８の動作に影響する構成情報、例えばレート境
界および／またはマーキング値を含むことが可能である。
【００７３】
　アップリンククラシファイアモジュール１３４０は、無線インタフェースモジュール１
３０８経由で（例えばエンドノードからアクセスノード１３００に）受信されたデータ情
報（例えばメッセージ、パケット、および／またはフレーム）について、アップリンクト
ラフィックコンディショナモジュール１３３８によって処理される前に、特定トラフィッ
クフローに属するデータ情報の識別に関する処理を制御する。いくつかの実施形態におい
て、無線通信インタフェースモジュール１３０８によって受信されたメッセージ、パケッ
ト、および／またはフレームは、１つまたは複数のヘッダーおよび／またはペイロードフ
ィールドの検査に基いて、アップリンククラシファイヤモジュール１３４０により、種々
のトラフィックフローのうちのいずれかに属するものとして分類される。アップリンクク
ラシファイヤモジュール１３４０による分類の結果は、分類されたデータ情報（例えばメ
ッセージ、パケット、および／またはフレーム）の取扱いに影響する場合があり、アップ
リンクトラフィックコンディショナモジュール１３３８によって、例えば、結果は特定の
データ構造または状態機械を決定してもよく、メッセージ、パケット、および／またはフ
レームは、対応付けられ、さらに、メータリング、マーキング、および／またはポリシー
イングのようなその後の処理に影響する。構成情報１３３０は、アップリンククラシファ
イヤモジュール１３４０の動作に影響する構成情報、例えば、１つまたは複数のトラフィ
ックフローに属するものとしてデータ情報（例えばメッセージ、パケット、および／また
はフレーム）を関連させるために用いられるクライテリアを規定する１セットの１つまた
は複数のクラシファイヤフィルタ規則を含むことが可能である。
【００７４】
　アップリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１３４２は、無線通信インタフェースモジュ
ール１３０８経由で（例えばエンドノードからアクセスノード１３００に）受信された受
信データ情報（例えばメッセージ、パケット、および／またはフレーム）に関する処理を
制御する。アップリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１３４２は、ＡＲＱ能力（例えば損
失パケットまたはフレームの再送信）に関連した処理を含んでいる。ある実施形態では、
アップリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１３４２は、高次レイヤメッセージ（例えばパ
ケット）をカプセル化するＬＬＣヘッダーおよび／またはトレーラーに関する処理をさら
に含んでおり、チェックサムフィールドによるエラー検出またはタイプフィールドによっ
て、付加的な機能性（例えばマルチプロトコルマルチプレキシング／デマルチプレクシン
グ）を提供する。アップリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１３４２は、アップリンクＰ
ＨＹ／ＭＡＣモジュール１３４４によって受信されたフレームの高次レイヤメッセージ（
例えばパケット）への再アセンブリーを実行することが可能である。構成情報１３３０は
、アップリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１３４２の動作に影響する構成情報（例えば
ＡＲＱウィンドウサイズ、再送信の最大数、廃棄タイマーなど）を含むことが可能である
。
【００７５】
　アップリンクＰＨＹ／ＭＡＣモジュール１３４４は、無線通信インタフェースモジュー
ル１３０８経由で（例えばエンドノードからアクセスノード１３００に）の受信データ情
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報（例えばパケットおよび／またはフレーム）に関するＰＨＹレイヤおよびＭＡＣレイヤ
処理を制御する。ある実施形態では、アップリンクＰＨＹ／ＭＡＣモジュール１３４４の
動作は、データ情報（例えばメッセージ、パケット、フレーム）の受信を調整するために
制御情報（例えば信号、メッセージ）を送信し受信することを含んでいる。構成情報１３
３０は、アップリンクＰＨＹ／ＭＡＣモジュール１３３４の動作に影響する構成情報、例
えば受信に用いられる周波数、帯域、チャネル、拡散符号、ホッピング符号、アクセスノ
ード１３００に関連した識別子などを含むことが可能である。
【００７６】
　ダウンリンククラシファイヤモジュール１３４６は、無線通信インタフェースモジュー
ル１３０８経由で（例えばアクセスノード１３００からエンドノードへ）送信される前に
、特定トラフィックフローに属するデータ情報（例えばメッセージ、パケット、および／
またはフレーム）の識別に関する処理を制御する。いくつかの実施形態において、無線通
信インタフェースモジュール１３０８によって送信されたメッセージ、パケット、および
／またはフレームは、１つまたは複数のヘッダーおよび／またはペイロードフィールドの
検査に基いて、ダウンリンククラシファイヤモジュール１３４６により、種々のトラフィ
ックフローのうちのいずれかに属するものとして分類される。ダウンリンククラシファイ
ヤモジュール１３４６による分類の結果は、ダウンリンクキュー管理モジュール１３５０
、他のモジュール１３４８、１３５２および１３５４による、分類されたデータ情報（例
えばメッセージ、パケット、および／またはフレーム）の処理に影響する場合があり、例
えば、該結果は特定のキューを決定してもよく、メッセージ、パケット、および／または
フレームはストレージに関して対応付けられ、さらに、スケジューリングのような後の処
理に影響する。構成情報１３３０は、ダウンリンククラシファイヤモジュール１３４６の
動作に影響する、構成情報（例えばパラメータセッティング、１つまたは複数のトラフィ
ックフローに属するものとしてデータ情報（例えばメッセージ、パケット、および／また
はフレーム）を関連させるために用いられるクライテリアを規定する例えば１つまたは複
数のクラシファイヤフィルタ規則のセット）を含むことが可能である。
【００７７】
　ダウンリンクトラフィックコンディショナモジュール１３４８は、無線インタフェース
モジュール１３０８経由で（例えばアクセスノード１３００からエンドノードに）送信さ
れたデータ情報（例えばメッセージ、パケット、および／またはフレーム）について、ト
ラフィック調整（例えばメータリング、マーキング、ポリシーイングなど）に関する処理
を制御する。ダウンリンクコンディショナモジュール１３４８はトラフィックを調整し、
例えばメータリングし、マーキングし、および／またはポリシーイングし、１つまたは複
数のトラフィックフローおよび／または１つまたは複数のエンドノードに関連したサービ
ス品質要件および／または制約に応じて送信リソースを割付けることが可能である。構成
情報１３３０は、１つまたは複数のトラフィックフローおよび／またはエンドノードに関
連して、ダウンリンクトラフィックコンディショナモジュール１３４８の動作に影響する
構成情報、例えばレート境界および／またはマーキング値を含むことが可能である。
【００７８】
　ダウンリンクキュー管理モジュール１３５０は、情報を保持し、無線通信インタフェー
スモジュール１３０８経由で（例えばアクセスノード１３００からエンドノードへ）送信
されるデータ情報（例えばメッセージ、パケット、および／またはフレーム）の格納に関
する処理を制御する。ダウンリンクキュー管理モジュールは、送信を待つデータ情報のス
トレージを制御し、トラフィックフロー単位に基づいた送信を待つデータ情報に関する状
態情報を保持することが可能であり、例えば、各トラフィックフローに関連したパケット
は、分離したキューに記憶されてもよい。いくつかの実施形態において、ダウンリンクキ
ュー管理モジュール１３５０は、種々のキュー管理技術および／または能力、例えばヘッ
ドドロップ、テールドロップ、ならびにＲＥＤのような種々のＡＱＭ機構をサポートする
。構成情報１３３０は、１つまたは複数のトラフィックフローおよび／またはエンドノー
ドに関連して、ダウンリンクキュー管理モジュール１３５０の動作に影響する構成情報、



(26) JP 5823095 B2 2015.11.25

10

20

30

40

50

例えばキューリミット、ドロップ戦略、および／またはＡＱＭスレッショルドを含むこと
が可能である。
【００７９】
　ダウンリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１３５２は、無線通信インタフェースモジュ
ール１３０８経由での（例えばアクセスノード１３００からエンドノードへの）送信デー
タ情報（例えばメッセージ、パケット、および／またはフレーム）に関するＬＬＣレイヤ
処理を制御する。ダウンリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１３５２は、ＡＲＱ能力（例
えば損失パケットまたはフレームの再送信）に関連した処理を含んでいる。ある実施形態
では、ダウンリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１３５２は、付加的な機能性（例えばタ
イプフィールドまたはチェックサムフィールドによるエラー検出によるマルチプロトコル
マルチプレキシング／デマルチプレクシング）を提供するために高次レイヤメッセージ（
例えばパケット）にＬＬＣヘッダーおよび／またはトレーラーを追加することに関する処
理をさらに含んでいる。ダウンリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１３５２は、複数サブ
部分（例えばダウンリンクＰＨＹ／ＭＡＣモジュール１３５４によって送信されるフレー
ム）への、高次レイヤメッセージ（例えばパケット）のフラグメンテーションを実行する
ことが可能である。構成情報１３３０は、ダウンリンクＬＬＣ（ＡＲＱ）モジュール１３
５２の動作に影響する構成情報（例えばＡＲＱウィンドウサイズ、再送信の最大数、廃棄
タイマーなど）を含むことが可能である。
【００８０】
　ダウンリンクＰＨＹ／ＭＡＣモジュール１３５４は、無線通信インタフェースモジュー
ル１３０８経由での（例えばアクセスノード１３００からエンドノードへの）送信データ
情報（例えばメッセージ、パケット、および／またはフレーム）に関するＰＨＹレイヤお
よびＭＡＣレイヤ処理を制御する。ある実施形態では、ダウンリンクＰＨＹ／ＭＡＣモジ
ュール１３５４の動作は、データ情報（例えばメッセージ、パケット、またはフレーム）
の送信の調整のための制御情報（例えば信号またはメッセージ）の送信および受信の両方
を含んでいる。構成情報１３３０は、ダウンリンクＰＨＹ／ＭＡＣモジュール１３５４の
動作に影響する構成情報、例えば送信に用いられる周波数、帯域、チャネル、拡散符号、
望みの符号、アクセスノード１３００に関連した識別子などを含むことが可能である。
【００８１】
　図１４は、例示的なエンドノード１２００において含まれた種々のモジュールと例示的
なアクセスノード１３００の間の例示的なシグナリングおよびトラフィックフローを示す
。図１４エンドノード１２００および図１４アクセスノード１３００は、それぞれ図１２
エンドノード１２００および図１３アクセスノード１３００の単純化された表現である。
図１４の例は、データ情報（例えばメッセージ、パケットまたはフレームのシーケンスを
含むトラフィックフロー）を送信し受信するアプリケーションモジュール１２２８を示す
。図１１の例示的なシステムのコンテキストでは、図１４エンドノード１２００は図１１
に表されたエンドノード１１０２－１１１２のうちの任意の１つであって、図１４エンド
ノード１２００に含まれたアプリケーションモジュール１２２８は、該システムにおける
別のノード、例えば別のエンドノード１１０２－１１１２または図１１に表されるような
アプリケーションサーバノード１１２６、とデータ情報を交換することができる。図１４
および続く詳細な説明において、図１４エンドノード１２００がデータ情報を交換してい
るノードは、対応するノードと呼ばれる。
【００８２】
　エンドノード１２００におけるアプリケーションモジュール１２２８から対応するノー
ドに送信されたデータ情報（例えば一連のメッセージ、パケットまたはフレームを含むト
ラフィックフロー）は矢印１４０２－１４０８によって示され、処理のためにエンドノー
ド１２００に含まれた一連のモジュール１２３８－１２４４を通して進む。その後、デー
タ情報は例えば無線通信インタフェースモジュール１２０４経由でエンドノード１２００
からアクセスノード１３００に送信される。アクセスノード１３００による（例えば無線
通信インタフェースモジュール１３０８経由の）受信に続き、エンドノード１２００にお



(27) JP 5823095 B2 2015.11.25

10

20

30

40

50

けるアプリケーションモジュール１２２８から、対応するノードに送信されたデータ情報
（例えば一連のメッセージ、パケットまたはフレームを含むトラフィックフロー）は、一
連の矢印１４１０－１４１８によって示され、　例えばネットワーク／インターネットワ
ークインタフェースモジュール１３０６経由でアクセスノードに接続された中間ノードの
ためのルーティング情報に従って指図され、アクセスノード１３００から対応するノード
にフォワードされる前に、処理のためにアクセスノード１３００に含まれた一連のモジュ
ール１３３８－１３４４を通して進む。
【００８３】
　対応するノードからエンドノード１２２８におけるアプリケーションモジュール１２２
８に送信されたデータ情報（例えばメッセージ、パケットまたはフレームのシーケンスを
含むトラフィックフロー）は、一連の矢印１４２０－１４２８によって示され、アクセス
ノード１３００によって（例えばネットワーク／インターネットワークインタフェースモ
ジュール１３０６経由で）受信され、処理のためにアクセスノード１３００に含まれた一
連のモジュール１３４６－１３５４を通して進む。その後、データ情報は、アクセスノー
ド１３００からエンドノード１２００に（例えば無線通信インタフェースモジュール１３
０８によって）送信される。エンドノード１２００による（例えば無線通信インタフェー
スモジュール１２０４経由の）受信に続いて、対応するノードから、エンドノード１２０
０におけるアプリケーションモジュール１２２８に送信されたデータ情報（例えば一連の
メッセージ、パケットまたはフレームを含むトラフィックフロー）は、一連の矢印１４３
０－１４３４によって示され、エンドノード１２００におけるアプリケーションモジュー
ル１２２８に送達される前に、処理のためにエンドノード１２００に含まれた一連のモジ
ュール１２４６および１２４８を通して進む。
【００８４】
　データ情報（例えばトラフィックフロー）の交換に加え、図１４は、制御情報の交換（
例えばシグナリングフローおよび／または通信インタフェース）を表す。特に、図１４の
例は、アクセスノード１３００に含まれたトラフィック制御モジュール１３２８と制御シ
グナリングモジュール１３２６の間の制御情報の交換を表す。同様に、図１４の例は、制
御シグナリングモジュール１２２６と、エンドノード１２００に含まれたトラフィック制
御モジュール１２３０の間の制御情報の交換を表す。アクセスノード１３００およびエン
ドノード１２００の両方において、示されるモジュール間の制御情報の交換は、データ情
報例えばエンドノード１２００におけるアプリケーションモジュール１２２８へのトラフ
ィックフロー／該アプリケーションモジュール１２２８からのトラフィックフローの適切
なサービス品質処理を提供するために必要に応じて、アクセス／エンドノード１３００／
１２００におけるそれぞれの制御シグナリングモジュール１３２６／１２２６が、トラフ
ィック制御モジュール１３２８／１２３０のそれぞれに含まれた種々のモジュールの構成
および／または動作に作用、例えばセットし、変更し、および／または監視することを可
能にする。
【００８５】
　制御情報（例えばシグナリングフローおよび／または通信インタフェース）の交換は、
（ａ）アクセスノード１３００において別のノードと制御シグナリングモジュール１３２
６の間、（ｂ）エンドノード１２００におけるアプリケーションモジュール１２２８とエ
ンドノード１２００における制御シグナリングモジュール１２２６の間、および（ｃ）ア
クセスノード１３００およびエンドノード１２００においけるそれぞれの制御シグナリン
グモジュール１３２６／１２２６の間に現れる。これら制御情報の交換（例えばシグナリ
ングフローおよび／または通信インタフェース）は、アクセスノード１３００およびエン
ドノード１２００の両方におけるトラフィック制御モジュール１３２８／１２３０の構成
および／または動作が、（ａ）１つまたは複数の付加的なノード（例えばアクセス制御ノ
ード１１２０および／またはアプリケーションサーバノード１１２６）、（ｂ）エンドノ
ード１２００におけるアプリケーションモジュール１２２８、または（ｃ）１つまたは複
数の付加的なノードおよびエンドノード１２００におけるアプリケーションモジュール１
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２２８の組合せ、によって作用されることを可能にする。
【００８６】
　以上説明した事項は、一または複数の実施形態の例を含んでいる。当然ながら、前述の
実施形態を説明する目的のために、コンポーネントまたはメソドロジの考えられる組合せ
をすべて説明することはできない。しかし、当業者であれば、多くのさらなる組合せおよ
び種々の実施形態の置換が可能であることを認識することができる。したがって、説明さ
れた実施形態は、添付の特許請求の精神および範囲に含まれる変更、修正および変形のす
べてを包含することが意図される。さらに、用語「含む（ｉｎｃｌｕｄｅ）」が詳細な説
明またはクレームのいずれかで用いられる限りにおいて、この用語は、クレームで遷移語
として使用され、「具備する（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」が解釈される場合の用語「具備
する」と同様に、包括的であることが意図されている。
　以下に本願発明の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　アクセスコンポーネントを介してネットワークドメインノードとの通信リンクを確立す
ること；
　少なくとも１つの別のアクセスコンポーネントを介して前記ネットワークドメインノー
ドとの少なくとも１つの別の通信リンクを用いること；および
　前記アクセスコンポーネントまたは前記別のアクセスコンポーネントを介して前記ネッ
トワークドメインノードとの同時通信を処理することを含む、モバイルデバイスのための
通信方法。
［Ｃ２］
　前記ネットワークドメインノードへの別の経路を介して次登録を開始することをさらに
含むＣ１の方法。
［Ｃ３］
シーケンス情報を変更し、前記変更されたシーケンス情報を前記次登録に関連付けること
をさらに含むＣ２の方法。
［Ｃ４］
　前記シーケンス情報の変更は、値をインクリメントし、値をディクリメントし、または
タイムスタンプ値を更新することを含むＣ３の方法。
［Ｃ５］
　前記シーケンス情報の変更は、モバイル端末またはプロキシノードによって実行される
Ｃ４の方法。
［Ｃ６］
　１つまたは複数の他のイベントまたは他のトリガーとは無関係に１つまたは複数のイベ
ントまたはトリガーを処理することをさらに含むＣ１の方法。
［Ｃ７］
　所定のポリシーを介して、またはシグナルされたポリシーを介して同時通信を可能にす
ることをさらに含むＣ１の方法。
［Ｃ８］
　プロキシモバイルインターネットプロトコル（ＰＭＩＰ）を生成することをさらに含む
Ｃ１の方法。
［Ｃ９］
　ネットワークベース局所モビリティ管理（ＮＥＴＬＭＭ）プロトコルを生成することを
さらに含むＣ１の方法。
［Ｃ１０］
　同時通信を制御するローカルモビリティアンカーをさらに含むＣ１の方法。
［Ｃ１１］
　少なくとも１つのアクセスポイント、アクセスノードまたはアクセスルータを含む経路
を介してリンク登録を実行することをさらに含むＣ１の方法。
［Ｃ１２］
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　同時通信チャネルを容易にするサービス品質（ＱｏＳ）信号プロトコルをさらに含むＣ
１の方法。
［Ｃ１３］
　前記ＱｏＳシグナリングは、予約が実行されるリンクを向くフローに特有の経路を生成
するために用いられるＣ１の方法。
［Ｃ１４］
　２つ以上のアクセスコンポーネントおよび少なくとも１つのローカルモビリティアンカ
ーを介して確立される、ローミングアクセス端末における複数の同時リンク接続を処理す
る命令を保持するメモリ；および
　前記命令を実行するプロセッサ、
を具備する通信装置。
［Ｃ１５］
　前記複数リンク接続を確立するサービス品質コンポーネントをさらに具備するＣ１４の
通信装置。
［Ｃ１６］
　前記複数の通信リンク上の通信を容易にするポリシーコンポーネントをさらに具備する
Ｃ１５の通信装置。
［Ｃ１７］
　ネットワークドメインからの複数リンク応答を受信するための手段；
　前記リンク応答を処理するための手段；および
　前記リンク応答に従って、複数の通信リンクを横切って通信するための手段、
を具備する通信装置。
［Ｃ１８］
　アクセス端末からネットワークドメインへの要求を受信し；
　２つ以上の通信リンクを横切って前記要求を処理し；および
　前記通信リンクを制御する１つまたは複数のポリシーを用いるための、機械実行可能な
命令を格納した機械可読媒体。
［Ｃ１９］
　前記命令は、前記通信リンクを判定するために１つまたは複数のサービス品質パラメー
タを用いることをさらに含むＣ１８の機械可読媒体。
［Ｃ２０］
　前記命令は、少なくとも１つの他のトリガーとは無関係に、１つまたは複数のトリガー
を処理することをさらに含むＣ２０の機械可読媒体。
［Ｃ２１］
　以下の命令を実行するプロセッサであって、該命令は、
　複数の同時通信リンクを横切って、ネットワークドメインからのデータを処理し；およ
び
　前記通信リンクを横切った通信を容易にするために、サービス品質パラメータまたはア
ドミッション制御パラメータを用いること、であるプロセッサ。
［Ｃ２２］
　アクセスコンポーネントを介してネットワークドメインノードとの通信リンクを確立す
ること；
　少なくとも１つの別のアクセスコンポーネントを介して前記ネットワークドメインノー
ドとの少なくとも１つの別の通信リンクを可能にすること；および
　前記アクセスコンポーネントまたは前記少なくとも１つの別のアクセスコンポーネント
を介して前記ネットワークドメインノードとの同時通信を可能にすること、
を含むネットワークドメインのための通信方法。
［Ｃ２３］
　前記ネットワークドメインノードはローカルモビリティアンカーであるＣ２２の方法。
［Ｃ２４］
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　前記アクセスコンポーネントはアクセスルータであるＣ２２の方法。
［Ｃ２５］
　リンクステートトリガーまたはサービス品質トリガーを処理することをさらに含むＣ２
２の方法。
［Ｃ２６］
　リンクアップトリガーに応じてリンクを登録し、またはリンクダウントリガーに応じて
リンクの登録を解除することをさらに含むＣ２２の方法。
［Ｃ２７］
　１つまたは複数の通信リンクにメッセージフローを送信する別のリンクとして複数の通
信リンクを処理することを含むＣ２２の方法。
［Ｃ２８］
　サービス品質要求を考慮してフロー固有登録を開始することをさらに含むＣ２２の方法
。
［Ｃ２９］
　フロー固有登録解除を実行することをさらに含むＣ２２の方法。
［Ｃ３０］
　マルチキャスト要求またはユニキャスト要求を処理することをさらに含むＣ２２の方法
。
［Ｃ３１］
　他の既存リンクと通信するためにコンテキストトランスファコンポーネントを用いるこ
とをさらに含むＣ２２の方法。
［Ｃ３２］
　２つ以上のアクセスコンポーネントおよび少なくとも１つのローカルモビリティアンカ
ーを介して確立される、複数の同時リンク接続をローミングアクセス端末において生成す
る命令を保持するメモリ；および
　前記命令を実行するプロセッサ、
を具備する通信装置。
［Ｃ３３］
　ネットワークドメインからの複数リンク応答を生成するための手段；
　前記リンク応答を処理するための手段；および
　前記リンク応答に従って複数の通信リンクを横切って通信するための手段、
を具備する通信装置。
［Ｃ３４］
　リンク要求に対する応答をネットワークドメインから受信し；
　２つ以上の通信リンクを横切って前記要求を処理し；および
　前記通信リンクを制御する１つまたは複数のポリシーを用いる、機械実行可能な命令を
格納した機械可読媒体。
［Ｃ３５］
　以下の命令を実行するプロセッサであって、該命令は、
　ネットワークドメインからの複数の同時通信リンクを生成すること；および
　前記通信リンクを横切って通信を送るためにサービス品質パラメータまたはアドミッシ
ョン制御パラメータを処理すること、であるプロセッサ。
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