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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ダイアメータバインディング情報を動的に学習する方法であって、
　ダイアメータルーティングノードによって、１つ以上のダイアメータシグナリングメッ
セージを１つ以上のネットワークサービスノードにルーティングするステップを含み、前
記１つ以上のダイアメータシグナリングメッセージは識別情報を含み、前記方法はさらに
、
　前記１つ以上のダイアメータシグナリングメッセージに関連付けられる１つ以上の応答
メッセージを受け取るステップと、
　前記１つ以上の応答メッセージに含まれる情報に基づいて、前記１つ以上のネットワー
クサービスノードの少なくとも１つが、前記１つ以上のダイアメータシグナリングメッセ
ージを成功裡に処理できたかどうかを判断するステップと、
　前記１つ以上のネットワークサービスノードの少なくとも１つが、前記１つ以上のダイ
アメータシグナリングメッセージの少なくとも１つを成功裡に処理できたと判断されるこ
とに応答して、前記識別情報、および前記１つ以上のネットワークサービスノードの前記
少なくとも１つを関連付けるダイアメータバインディングレコードを生成するステップと
、
　あるネットワークサービスノードが、前記ダイアメータシグナリングメッセージを成功
裡に処理することができなかったという判断に応答して、当該ダイアメータシグナリング
メッセージを別のネットワークサービスノードにルーティングするステップとを含み、当
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該別のネットワークサービスノードは、当該ダイアメータシグナリングメッセージに関連
付けられる応答メッセージ内の情報において識別される、方法。
【請求項２】
　前記１つ以上のネットワークサービスノードは第１のネットワークサービスノードを含
み、前記１つ以上のダイアメータシグナリングメッセージはダイアメータ要求メッセージ
を含み、前記方法はさらに、
　前記第１のネットワークサービスノードは前記ダイアメータ要求メッセージを成功裡に
処理することができなかったという判断に応答して、前記ダイアメータ要求メッセージを
第２のネットワークサービスノードにルーティングするステップと、
　前記第２のネットワークサービスノードから、前記ダイアメータ要求メッセージに関連
付けられる応答メッセージを受け取るステップと、
　前記応答メッセージに含まれる情報に基づいて、前記第２のネットワークサービスノー
ドは前記ダイアメータ要求メッセージを成功裡に処理することができたかどうかを判断す
るステップと、
　前記第２のネットワークサービスノードは前記ダイアメータ要求メッセージを成功裡に
処理することができたという判断に応答して、前記識別情報および前記第２のネットワー
クサービスノードを関連付けるダイアメータバインディングレコードを生成するステップ
とを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記１つ以上のネットワークサービスノードは第１のネットワークサービスノードを含
み、前記１つ以上のダイアメータシグナリングメッセージはダイアメータ要求メッセージ
を含み、前記方法はさらに、
　前記第１のネットワークサービスノードは前記ダイアメータ要求メッセージを成功裡に
処理することができなかったという判断に応答して、前記識別情報、および前記ダイアメ
ータ要求メッセージに関連付けられる応答メッセージに含まれるリダイレクションインジ
ケータにおいて識別される第２のネットワークサービスノードを関連付けるダイアメータ
バインディングレコードを生成するステップと、
　前記ダイアメータ要求メッセージを前記第２のネットワークサービスノードにルーティ
ングするステップとを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記１つ以上のネットワークサービスノードは第１のネットワークサービスノードおよ
び第２のネットワークサービスノードを含み、前記１つ以上のダイアメータシグナリング
メッセージは第１のダイアメータ要求メッセージおよび第２のダイアメータ要求メッセー
ジを含み、前記第１のダイアメータ要求メッセージは前記第１のネットワークサービスノ
ードにルーティングされ、前記第２のダイアメータ要求メッセージは、前記第１のダイア
メータ要求メッセージに基づいて生成され、前記第１のダイアメータ要求メッセージに関
連付けられる第１の応答メッセージが前記ダイアメータルーティングノードで受け取られ
る前に前記第２のネットワークサービスノードにルーティングされる、請求項１に記載の
方法。
【請求項５】
　前記１つ以上の応答メッセージに含まれる情報に基づいて、前記１つ以上のネットワー
クサービスノードの少なくとも１つが、前記１つ以上のダイアメータシグナリングメッセ
ージを成功裡に処理できたかどうかを判断するステップは、ダイアメータリザルトコード
属性値ペア（ＡＶＰ）値、ダイアメータリダイレクトホストＡＶＰ値、またはダイアメー
タメッセージエラービットに基づいて判断するステップを含む、請求項１～４のいずれか
１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記１つ以上のダイアメータシグナリングメッセージを前記１つ以上のネットワークサ
ービスノードにルーティングする前に、前記１つ以上のダイアメータシグナリングメッセ
ージのコピーをキャッシュに入れるステップを含む、請求項１～５のいずれか１項に記載
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の方法。
【請求項７】
　前記ダイアメータバインディングレコードをダイアメータバインディングリポジトリ（
ＤＢＲ）に記憶するステップを含む、請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＤＢＲは、ダイアメータルータと同じ場所を共用するか、または前記ダイアメータ
ルータから離れているノードもしくはプラットフォームにおいて同じ場所を共用する、請
求項７に記載の方法。
【請求項９】
　ダイアメータバインディング情報を動的に学習するシステムであって、
　ダイアメータバインディングレコードを記憶するように構成されたダイアメータバイン
ディングリポジトリ（ＤＢＲ）と、
　１つ以上のダイアメータシグナリングメッセージを１つ以上のネットワークサービスノ
ードにルーティングするように構成されたダイアメータルーティングノードとを含み、前
記１つ以上のダイアメータシグナリングメッセージは、識別情報を含み、前記ダイアメー
タルーティングノードは、前記１つ以上のダイアメータシグナリングメッセージに関連付
けられる１つ以上の応答メッセージを受け取り、前記１つ以上の応答メッセージに含まれ
る情報に基づいて、前記１つ以上のネットワークサービスノードの少なくとも１つが、前
記１つ以上のダイアメータシグナリングメッセージを成功裡に処理できたかどうかを判断
し、前記１つ以上のネットワークサービスノードの少なくとも１つが、前記１つ以上のダ
イアメータシグナリングメッセージの少なくとも１つを成功裡に処理できたと判断される
ことに応答して、前記識別情報、および前記１つ以上のネットワークサービスノードの前
記少なくとも１つを関連付けるダイアメータバインディングレコードを生成し、あるネッ
トワークサービスノードが、前記ダイアメータシグナリングメッセージを成功裡に処理す
ることができなかったという判断に応答して、当該ダイアメータシグナリングメッセージ
を別のネットワークサービスノードにルーティングし、当該別のネットワークサービスノ
ードは、当該ダイアメータシグナリングメッセージに関連付けられる応答メッセージ内の
情報において識別される、システム。
【請求項１０】
　前記１つ以上のネットワークサービスノードは第１のネットワークサービスノードを含
み、前記１つ以上のダイアメータシグナリングメッセージはダイアメータ要求メッセージ
を含み、前記ダイアメータルーティングノードは、前記第１のネットワークサービスノー
ドが前記ダイアメータ要求メッセージを成功裡に処理することができなかったという判断
に応答して、前記ダイアメータ要求メッセージを第２のネットワークサービスノードにル
ーティングし、前記第２のネットワークサービスノードから、前記ダイアメータ要求メッ
セージに関連付けられる応答メッセージを受け取り、前記応答メッセージに含まれる情報
に基づいて、前記第２のネットワークサービスノードは前記ダイアメータ要求メッセージ
を成功裡に処理することができたかどうかを判断し、前記第２のネットワークサービスノ
ードは前記ダイアメータ要求メッセージを成功裡に処理することができたという判断に応
答して、前記識別情報および前記第２のネットワークサービスノードを関連付けるダイア
メータバインディングレコードを生成するように構成される、請求項９に記載のシステム
。
【請求項１１】
　前記１つ以上のネットワークサービスノードは第１のネットワークサービスノードを含
み、前記１つ以上のダイアメータシグナリングメッセージはダイアメータ要求メッセージ
を含み、前記ダイアメータルーティングノードは、前記第１のネットワークサービスノー
ドが前記ダイアメータ要求メッセージを成功裡に処理することができなかったという判断
に応答して、前記識別情報、および前記ダイアメータ要求メッセージに関連付けられる応
答メッセージに含まれるリダイレクションインジケータにおいて識別される第２のネット
ワークサービスノードを関連付けるダイアメータバインディングレコードを生成し、前記
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ダイアメータ要求メッセージを前記第２のネットワークサービスノードにルーティングす
るように構成される、請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記１つ以上のネットワークサービスノードは第１のネットワークサービスノードおよ
び第２のネットワークサービスノードを含み、前記１つ以上のダイアメータシグナリング
メッセージは第１のダイアメータ要求メッセージおよび第２のダイアメータ要求メッセー
ジを含み、前記ダイアメータルーティングノードは、前記第２のダイアメータ要求メッセ
ージを前記第１のダイアメータ要求メッセージに基づいて生成し、前記第１のダイアメー
タ要求メッセージを前記第１のネットワークサービスノードにルーティングし、前記第２
のダイアメータ要求メッセージを前記第２のネットワークサービスノードにルーティング
するように構成され、前記ダイアメータルーティングノードで、前記第１のダイアメータ
要求メッセージに関連付けられる第１の応答メッセージを受け取る前に、前記第１のダイ
アメータ要求メッセージおよび前記第２のダイアメータ要求メッセージはルーティングさ
れる、請求項９に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記１つ以上の応答メッセージに含まれる情報に基づいて、前記１つ以上のネットワー
クサービスノードの少なくとも１つが、前記１つ以上のダイアメータシグナリングメッセ
ージを成功裡に処理できたかどうかを判断することは、ダイアメータリザルトコード属性
値ペア（ＡＶＰ）値、またはダイアメータリダイレクトホストＡＶＰ値、またはダイアメ
ータメッセージエラービットに基づいて判断することを含む、請求項９に記載のシステム
。
【請求項１４】
　前記ダイアメータバインディングレコードをＤＢＲに記憶する、請求項９～１３のいず
れか１項に記載のシステム。
【請求項１５】
　コンピュータ実行可能命令を含むコンピュータ読取可能媒体であって、コンピュータ実
行可能命令がコンピュータのプロセッサによって実行されると、前記コンピュータを制御
して、
　ダイアメータルーティングノードによって、識別情報を含む１つ以上のダイアメータシ
グナリングメッセージを１つ以上のネットワークサービスノードにルーティングするステ
ップと、
　前記１つ以上のダイアメータシグナリングメッセージに関連付けられる１つ以上の応答
メッセージを受け取るステップと、
　前記１つ以上の応答メッセージに含まれる情報に基づいて、前記１つ以上のネットワー
クサービスノードの少なくとも１つが、前記１つ以上のダイアメータシグナリングメッセ
ージを成功裡に処理できたかどうかを判断するステップと、
　前記１つ以上のネットワークサービスノードの少なくとも１つが、前記１つ以上のダイ
アメータシグナリングメッセージの少なくとも１つを成功裡に処理できたと判断されるこ
とに応答して、前記識別情報、および前記１つ以上のネットワークサービスノードの前記
少なくとも１つを関連付けるダイアメータバインディングレコードを生成するステップと
、
　あるネットワークサービスノードが、前記ダイアメータシグナリングメッセージを成功
裡に処理することができなかったという判断に応答して、当該ダイアメータシグナリング
メッセージを別のネットワークサービスノードにルーティングするステップとを実行させ
、当該別のネットワークサービスノードは、当該ダイアメータシグナリングメッセージに
関連付けられる応答メッセージ内の情報において識別される、コンピュータ読取可能媒体
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　優先権主張
　この出願は、２０１１年３月１日に提出された米国仮特許出願連続番号第６１／４４８
，０４８号の恩恵を主張し、その開示全体をここに引用により援用する。
【０００２】
　技術分野
　ここに記載される主題は、移動体加入者をネットワークサービスノードと関連付けるダ
イアメータバインディングレコードを向上させることに関する。より具体的には、この主
題は、ダイアメータバインディング情報を動的に学習するための方法、システムおよびコ
ンピュータ読取可能媒体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　背景
　現在、ダイアメータに基づいたネットワークサービスノードを、共通のシグナリングト
ランザクションおよび／または移動体加入者に関連付けられるダイアメータシグナリング
メッセージに割り当てることには、様々な問題が存在する。すなわち、最初に受け取られ
るダイアメータシグナリングメッセージトランザクションの識別、およびそれに対する、
後で受け取られるダイアメータシグナリングメッセージの相関関係に関連付けられる難点
がある。結果として、ダイアメータルーティングノードで受け取られるダイアメータシグ
ナリングメッセージは、特定の移動体加入者に関連付けられる既存のダイアメータシグナ
リングメッセージトランザクションに割り当てられる同じネットワークサービスノードに
転送されないかもしれない。
【０００４】
　したがって、ダイアメータバインディング情報を動的に学習するための、改善された方
法、システムおよびコンピュータ読取可能媒体に対するニーズが存在する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　概要
　ダイアメータバインディング情報を動的に学習する方法、システムおよびコンピュータ
読取可能媒体が開示される。１つの方法によれば、この方法は、１つ以上のダイアメータ
シグナリングメッセージに関連付けられる１つ以上の応答メッセージを受け取るステップ
と、１つ以上の応答メッセージに含まれる情報に基づいて、１つ以上のネットワークサー
ビスノードの少なくとも１つが、１つ以上のダイアメータシグナリングメッセージを成功
裡に処理できたかどうかを判断するステップと、１つ以上のネットワークサービスノード
の少なくとも１つが、１つ以上のダイアメータ要求メッセージの少なくとも１つを成功裡
に処理できたと判断されることに応答して、識別情報および１つ以上のネットワークサー
ビスノードの少なくとも１つを関連付けるダイアメータバインディングレコードを生成す
るステップとを含む。
【０００６】
　ダイアメータバインディング情報を動的に学習するためのシステムも開示される。この
システムは、ダイアメータバインディングリポジトリ（ＤＢＲ）およびダイアメータルー
ティングノードを含む。ＤＢＲはダイアメータバインディングレコードを記憶するように
構成される。ダイアメータルーティングノードは、１つ以上のダイアメータシグナリング
メッセージを１つ以上のネットワークサービスノードにルーティングするように構成され
、１つ以上のダイアメータシグナリングメッセージは識別情報を含み、ダイアメータルー
ティングノードは、さらに、１つ以上のダイアメータシグナリングメッセージに関連付け
られる１つ以上の応答メッセージを受け取り、１つ以上の応答メッセージに含まれる情報
に基づいて、１つ以上のネットワークサービスノードの少なくとも１つが、１つ以上のダ
イアメータシグナリングメッセージを成功裡に処理できたかどうかを判断し、１つ以上の
ネットワークサービスノードの少なくとも１つが、１つ以上のダイアメータ要求メッセー
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ジの少なくとも１つを成功裡に処理できたと判断されることに応答して、識別情報および
１つ以上のネットワークサービスノードの少なくとも１つを関連付けるダイアメータバイ
ンディングレコードを生成するように構成される。
【０００７】
　ここに記載される主題は、ハードウェアおよび／またはファームウェアと組み合わせら
れたソフトウェアにおいて実現されてもよい。例えば、ここに記載される主題は、プロセ
ッサによって実行されるソフトウェアにおいて実現されてもよい。１つの例示的な実現例
においては、ダイアメータバインディング情報を動的に学習するためにここに記載される
主題は、コンピュータのプロセッサによって実行されると、プロセッサを制御してステッ
プを実行する、実行可能な命令を記憶する、非一時的なコンピュータ読取可能媒体を用い
て実現されてもよい。ここに記載される主題を実現するのに好適な例示的な非一時的なコ
ンピュータ読取可能媒体は、プロセッサ、プログラマブル論理装置および特定用途向け集
積回路によってアクセス可能なチップメモリ装置またはディスクメモリ装置を含む。加え
て、ここに記載される主題を実現するコンピュータ読取可能媒体は、単一のコンピューテ
ィングプラットフォームに位置してもよいし、または複数のコンピューティングプラット
フォームにわたって分散してもよい。
【０００８】
　ここに用いられるとおりでは、用語「ノード」は、１つ以上のプロセッサおよびメモリ
を含む物理的なコンピューティングプラットフォームを指す。
【０００９】
　ここに用いられるとおりでは、用語「機能」または「モジュール」は、ここに記載され
る特徴を実現するためのハードウェア、ファームウェア、またはハードウェアおよび／も
しくはファームウェアとの組み合わせにおけるソフトウェアを指す。
【００１０】
　図面の簡単な説明
　ここに記載される主題を、ここで、添付の図面を参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】ここに記載される主題の実施例に従ってダイアメータバインディング情報を動的
に学習するためのシステムを示すブロック図である。
【図２】ここに記載される主題の実施例に従ってダイアメータバインディングレコードデ
ータを示す例示的なテーブルである。
【図３】ここに記載される主題の実施例に従ってダイアメータバインディング情報を学習
することを示すメッセージシーケンス図である。
【図４】ここに記載される主題の実施例に従って代替ネットワークサービスノードに関連
付けられるダイアメータバインディング情報を学習することを示すメッセージシーケンス
図である。
【図５】ここに記載される主題の実施例に従ってリダイレクションインジケータに応答し
てダイアメータバインディング情報を学習することを示すメッセージシーケンス図である
。
【図６】ここに記載される主題の実施例に従って複数レスポンスメッセージに応答してダ
イアメータバインディング情報を学習するメッセージシーケンス図である。
【図７】ここに記載される主題の実施例に従ってダイアメータバインディング情報を動的
に学習するための例示的なプロセスを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　詳細な記載
　ここに記載される主題は、ダイアメータバインディング情報を動的に学習するための方
法、システムおよびコンピュータ読取可能媒体を含む。ここに用いられるとおりでは、用
語「ダイアメータ」は、ＲＦＣ３５８８によって定義されるようなテレコミュニケーショ
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ンおよびコンピュータネットワークによって利用される認証、許可およびアカウンティン
グ（ＡＡＡ）プロトコルを指す。いくつかの実施例においては、この主題は、特定の移動
体加入者に関連付けられるダイアメータシグナリングメッセージを受け取るダイアメータ
シグナリングルーティング（ＤＳＲ）ノードを含む。受け取られるダイアメータシグナリ
ングメッセージは、さらに、ネットワーク課金機能ノード（例えば課金データ機能（ＣＤ
Ｆ）、ポリシーおよび課金ルール機能（ＰＣＲＦ）など）、ならびにホーム加入者サーバ
（ＨＳＳ）、またはＡＡＡノードなど、ある特定のタイプのネットワークサービスノード
から処理を必要としてもよい。ダイアメータシグナリングメッセージを受け取ると、ＤＳ
Ｒは、受け取られるダイアメータシグナリングメッセージを処理するように複数個のネッ
トワークサービスノードの１つを割り当てるか、またはネットワークサービスノードが移
動体加入者に既に割り当てられているか（または「バインディングされている」か）を判
断するように、構成されてもよい。
【００１３】
　いくつかの実施例においては、ＤＳＲは、受け取られるダイアメータシグナリングメッ
セージに含まれる情報を用いる負荷分散ハッシュ関数のような、負荷分散アルゴリズムに
基づいた適切なネットワークサービスノード（例えばＣＤＦまたはＰＣＲＦ）を判断また
は選択するように構成されてもよい。この主題は、さらに、バインディングレコードの維
持のために、セッションバインディングリポジトリ（ＳＢＲ）のような、ノードおよび所
与の加入者、セッションおよび／または他の識別子を関連付けるバインディングリポジト
リを含んでもよい。例えば、選択されたノードが所与の加入者および／またはセッション
に関連付けられるダイアメータメッセージを成功裡に処理することができるとして確認さ
れた後、バインディングレコードが形成され記憶されてもよい。
【００１４】
　有利なことに、各ダイアメータセッションまたは加入者のためにバインディングレコー
ドを再形成するかまたは更新する必要性が最小限にされるように、ここに記載される主題
を利用することができる。例えば、バインディングレコードを形成し記憶するネットワー
クサービスノードによる処理能力確認まで待つことにより、この主題に従うダイアメータ
ルーティングノードは、バインディングリポジトリの過度の更新を回避し得、ダイアメー
タメッセージを処理またはサービスすることができないノードにダイアメータメッセージ
をルーティングすることおよび関連する追加の再ルーティングを回避し得る。処理能力の
確認の前にバインディングレコードを記憶する解決策と比較して、この主題は処理および
記憶資源使用の点ではるかにより効率的な解決策を提供する。
【００１５】
　図１は、ここに記載される主題の実施例に従ってダイアメータバインディング情報を動
的に学習するための例示的なシステム１００を示す。いくつかの実施例においては、シス
テム１００は、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ネットワーク、インターネット
プロトコルマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）ネットワーク、またはこの主題の範囲
から逸脱しない他のネットワークにおいて実現されてもよい。
【００１６】
　システム１００は移動体加入者に関連付けられるダイアメータシグナリングメッセージ
を受け取るように構成される、例えばＤＳＲ１０４などの、ダイアメータルーティングノ
ードを含んでもよい。図１はＤＳＲの使用を示すが、ダイアメータシグナリングメッセー
ジをルーティングするように構成される任意のネットワークノードを、この主題の範囲か
ら逸脱せずに利用してもよい。例えば、ネットワークノードは、さらに、ダイアメータル
ーティングエージェント（ＤＲＡ）、ダイアメータプロキシエージェント（ＤＰＡ）、ダ
イアメータリレーエージェントおよびダイアメータトランスレーションエージェントなど
を含んでもよい。いくつかの実施例においては、ＤＳＲ１０４は、Ｇｙ、Ｒｏ、Ｒｆ、Ｓ
６ｄおよびＳ６ａインターフェイスを含むが、これらに限定されないさまざまなダイアメ
ータインターフェイス上においてさまざまなダイアメータノード間でダイアメータシグナ
リングメッセージをルーティングするように構成され得るダイアメータルーティングエン
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ジン（ＤＲＥ）１２２を含んでもよい。ＤＳＲ１０４によって受け取られる、例示的なダ
イアメータに基づいたシグナリングメッセージは、信用管理要求（ＣＣＲ）メッセージ、
アカウンティング要求（ＡＣＲ）メッセージ、ロケーション更新要求（ＵＬＲ）メッセー
ジ、ダイアメータモビリティ管理メッセージ、およびダイアメータ課金メッセージを含む
。いくつかの実施例においては、ダイアメータに基づいたシグナリングメッセージは、例
えばポリシーおよび課金施行機能（ＰＣＥＦ）ノード、ゲートウェイＧＰＲＳサポートノ
ード（ＧＧＳＮ）、移動管理エンティティ（ＭＭＥ）、および公衆データ網（ＰＤＮ）ゲ
ートウェイなどのような、ネットワークノード（図示せず）によってダイアメータルーテ
ィングノードに送られてもよい。
【００１７】
　ＤＳＲ１０４は、さらに、ダイアメータに基づいたシグナリングメッセージを１つ以上
のＤＢＲ（例えばＤＢＲ１０２）に通信する（例えば送受する）ように構成されるバイン
ディングクエリクライアント（ＢＱＣ）１２４を含んでもよい。
【００１８】
　いくつかの実施例においては、ＤＳＲ１０４によって受け取られるダイアメータシグナ
リングメッセージは、もともと、ダイアメータシグナリングメッセージを処理することが
できるネットワークサービスノード行きとされるかまたはそれにアドレス指定されてもよ
い。例えば、ネットワークサービスノードは、ポリシーおよび課金ルール機能（ＰＣＲＦ
）ノード１１４、ネットワーク課金ノード（例えば、課金データ機能（ＣＤＦ）１１２、
課金トリガ機能（ＣＴＦ）、課金ゲートウェイ機能（ＣＧＦ））、オンライン課金方式（
ＯＣＳ）ノード、オフライン課金方式（ＯＦＣＳ）ノード、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ
）１０６、ホームロケーションレジスタノード（ＨＬＲ）１０８、ＡＡＡノード１０５、
加入者プロファイルリポジトリ１１０、および通話セッション制御機能（ＣＳＣＦ）ノー
ドを含んでもよい。図１はダイアメータシグナリングメッセージがルーティングされても
よいさまざまなネットワークサービスノードを示すが、ダイアメータシグナリングメッセ
ージをサービスするために構成された他のタイプのネットワークサービスノードを、この
主題の範囲から逸脱せずに、システム１００において利用してもよい。
【００１９】
　ＤＳＲ１０４は、ＳＰＲ１１０、ＨＳＳ１０６およびＨＬＲ１０８のようなさまざまな
加入者データ管理（ＳＤＭ）ノードと双方向通信してもよい。ＳＤＭノードは、移動体加
入者に関連付けられる識別子ならびにサービスおよびポリシープロファイル情報のような
さらなる移動体加入者情報を記憶および／または維持するように構成される指定されたネ
ットワークノードであってもよい。ＳＤＭノードは、さらなる移動体加入者情報（例えば
識別子）のためにＤＳＲ１０４によって照会されてもよい。他の例示的なＳＤＭノードは
、ＰＣＲＦノード１１４およびＣＳＣＦノードを含む。
【００２０】
　システム１００は、バインディングデータベース１２８をホストするバインディングク
エリサーバ（ＢＱＳ）１２６を含むダイアメータバインディングリポジトリ（ＤＢＲ）１
０２を含んでもよい。いくつかの実施例においては、バインディングデータベース１２８
は、移動体加入者関連の識別子および割り当てられたネットワークサービスノードの関連
付け（例えばダイアメータ関連のバインディング、マッピング、リンクなど）を提供する
ダイアメータバインディングレコードを記憶するように構成されてもよい。ＤＢＲ１０２
によって記憶される例示的なダイアメータ関連のバインディングは、ダイアメータセッシ
ョンバインディング、ダイアメータセッション識別子対ネットワークサービスノード関連
付け、ダイアメータ末端間識別子対ネットワークサービスノード関連付け、移動体加入者
識別子対ネットワークサービスノード関連付け、課金識別子（例えばＩＭＳ課金ＩＤ）対
ネットワークサービスノード関連付けなど含んでもよいが、それらに限定はされない。こ
こに示された実施例においては、ＤＢＲ１０２は、ダイアメータシグナリングルータから
離れて位置するネットワークノード、サーバ、アプリケーション、コンピューティングプ
ラットフォーム、またはデータベースのようなスタンドアロンのエンティティであるとし
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て示される。しかしながら、ＤＢＲ１０２は、ＤＳＲ内に同じ場所を共用するか、または
他の実施例（図示せず）においては任意の他のネットワークノード内において同じ場所を
共用してもよい。単一のＤＳＲおよび単一のＤＢＲのみが図１において示されるが、この
主題は、この主題の範囲から逸脱せずに、ＤＳＲ１０４およびＤＢＲ１０２に通信を行な
うように接続される付加的なＤＳＲおよびＤＢＲを含んでもよい。
【００２１】
　図２は、ここに記載される主題の実施例に従ってダイアメータバインディングレコード
データを示す例示的なテーブル２００を示す。いくつかの実施例においては、テーブル２
００は、ＤＢＲ１０２で維持されるデータベース１２８の少なくとも一部を表わしてもよ
い。テーブル２００は、列ヘッダとして、移動体加入者に関連する複数個の識別子２０２
～２１８を含んでもよい。例えば、テーブル２００は、ダイアメータセッション識別子２
０２、ユーザ名２０４、ＩＭＰＩ識別子２０８、ＩＭＰＵ識別子２１０、ＳＩＰ　ＵＲＩ
２１２、ＮＡＩ２１４、移動体またはダイヤル可能（移動体／ダイヤル可能）番号２１６
、およびユーザＩＰアドレス２１８、およびアクセスポイント名２２０（ＡＰＮ）の各々
に対して、少なくとも１つの列を含んでもよい。テーブル２００は、さらに、ＣＤＦ識別
子／アドレス列２２２のようなネットワークサービスノード列を含んでもよい。１１個の
列が図２において示されるが、テーブル２００は任意のタイプの識別子に関連付けられる
任意の数の列を含んでもよい。
【００２２】
　いくつかの実施例においては、ダイアメータバインディングレコードデータを、ネット
ワークサービスノードを判断、識別および／または選択する際に用いて、例えば、特定の
ダイアメータトランザクションまたは関連のダイアメータメッセージを処理してもよい。
例えば、ダイアメータバインディングレコードデータを用いて、ＩＭＳＩ値によって識別
されるような特定のユーザに関連付けられるトランザクションを、ＨＳＳ識別子によって
識別されるような特定のＨＳＳにルーティングしてもよい。
【００２３】
　いくつかの実施例においては、ＤＢＲ１０２またはＤＳＲ１０４はテーブル２００をプ
ロビジョニングするように構成されてもよい。例えば、ＤＳＲ１０４はＤＢＲ１０２にプ
ロビジョニングメッセージを送ってもよい。ダイアメータバインディングレコード情報（
例えば図２におけるメッセージ２０４）を含むプロビジョニングメッセージを受け取ると
、ＤＢＲ１０２は、テーブル２００に新しいダイアメータバインディングレコードを追加
してもよい。この例においては、ＤＢＲ１０２が、「ＣＤＦ１」に関連付けられる、「６
７８」のダイアメータセッション識別子、「ｔｔｔ」のＳＩＰ　ＵＲＩ、および「ＺＺＺ
」のユーザＩＰアドレスを含んだダイアメータバインディングレコード情報を含むプロビ
ジョニングメッセージを受け取った場合、ＤＢＲ１０２は、次いで、テーブル２００の最
終行として表わされる、新しいダイアメータバインディングレコードを追加してもよい。
【００２４】
　図３は、ここに記載される主題の実施例に従ってダイアメータバインディング情報を学
習することを示すメッセージシーケンス図である。図３において示されるように、ステッ
プ１において、ダイアメータロケーション更新要求（ＵＬＲ）メッセージがＤＳＲ１０４
に送られてもよい。ＵＬＲメッセージは、セッションＩＤおよびユーザ名（例えばＩＭＳ
Ｉ値）のような識別情報を含んでもよい。例えば、ＵＬＲメッセージは、加入者「Ｘ」に
関連付けられてもよく、ダイアメータＵＬＲメッセージをサービスすることができる複数
個のＨＳＳ１０６１－２の１つ行きとされるかまたはそれによる処理を必要としてもよい
。
【００２５】
　ＤＳＲ１０４はＵＬＲメッセージを受け取ってもよい。ＵＬＲメッセージを受け取った
後、ＤＳＲ１０４は、ＤＢＲ１０２を調べるかまたはそれに照会して、関係のあるＨＳＳ
バインディングレコードが利用可能かどうかを判断してもよい。例えば、ＤＳＲ１０４は
、関係のあるＨＳＳバインディングレコードのためにＤＢＲ１０２またはＤＢ１２８に照
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会するときにバインディングキー情報として識別情報（例えばセッションＩＤおよび／ま
たはユーザ識別子）を用いてもよい。関係のあるＨＳＳバインディングレコードが利用可
能な場合、ＨＳＳバインディングレコードはＤＳＲ１０４に返されてもよい。ＤＳＲ１０
４はＵＬＲメッセージまたは関連するメッセージのルーティングにおいてＨＳＳバインデ
ィングレコードを用いてもよい。例えば、ＵＬＲメッセージは、ＨＳＳバインディングレ
コードにおいて識別されるＨＳＳエンティティにルーティングされてもよい。
【００２６】
　ＨＳＳバインディングレコードが利用可能でない場合、ＤＳＲ１０４は、ＨＳＳ１０６

１－２の１つを選択するためのネットワークサービスノード選択アルゴリズムを実行して
もよい。例えば、ＤＳＲ１０４は、実行されると、受け取られるＵＬＲメッセージを処理
するように複数のＨＳＳ１０６１－２から１つのＨＳＳ（例えばＨＳＳ１０６１）を指定
するＨＳＳ選択アルゴリズム（例えばＤＳＲ１０４においてハードウェアプロセッサによ
って実行されるソフトウェアモジュール）を利用してもよい。ＨＳＳ選択アルゴリズムは
適切なＨＳＳを選択するためのさまざまな方法および／または要素を用いてもよい。例示
的な選択方法は、無作為選択、ラウンドロビン選択、負荷に基づいた選択、ユーザに基づ
いた選択、セッションに基づいた選択、ロケーションに基づいた選択、およびネットワー
クに基づいた選択の１つ以上を含んでもよい。
【００２７】
　ステップ２において、ＤＳＲ１０４は、ＵＬＲメッセージを、選択されたＨＳＳ（例え
ばＨＳＳ１０６１）にルーティングしてもよい。いくつかの実施例においては、ＤＳＲ１
０４は、例えばＵＬＲメッセージをＨＳＳ１０６１にルーティングする前に、ＵＬＲメッ
セージのコピーを一時的に記憶またはキャッシュに入れてもよい。例えば、ＤＳＲ１０４
は、ＨＳＳ１０６１からの対応するロケーション更新回答（ＵＬＡ）メッセージの受取お
よび処理まで、ＵＬＲメッセージのコピーを維持してもよい。
【００２８】
　ステップ３において、選択されたＨＳＳ（例えばＨＳＳ１０６１）は、ＤＳＲ１０４に
応答メッセージを送ってもよい。例えば、ＨＳＳ１０６１はＵＬＡメッセージで応答して
もよい。ＤＳＲ１０４は、応答メッセージを受け取り、応答メッセージの内容を審査また
は調査して、ＨＳＳが関連付けられたＵＬＲメッセージを成功裡に処理することができた
かどうか判断してもよい。この例においては、ＵＬＡメッセージは、ＨＳＳ１０６１によ
る成功した処理を示す、成功リザルトコードのようなインジケータを含んでもよい。いく
つかの実施例においては、成功リザルトコードは、送り手側ＨＳＳは関連付けられる加入
者および／またはセッションのためのサービングＨＳＳであることを示してもよい。
【００２９】
　いくつかの実施例においては、選択されたＨＳＳ（例えばＨＳＳ１０６１）が関連する
ダイアメータ要求メッセージを成功裡に処理したことを「学習」または確認すると、ＤＳ
Ｒ１０４はＤＢＲ１０２においてバインディング情報を形成および／または更新してもよ
い。例えば、ＤＳＲ１０４は、ＨＳＳ１０６１とＵＬＲメッセージおよび／またはＵＬＡ
メッセージに含まれる識別情報（例えばユーザ名、セッション識別子、ＩＭＳパブリック
ＩＤ、ＩＭＳプライベートＩＤ、ＭＳＩＳＤＮ、ＩＭＳＩなど）との間において関連付け
を示すＤＢＲプロビジョニングメッセージを生成してもよい。ＤＢＲ１０２またはそこに
おける構成要素（例えばＢＱＳ１２６）は、このＤＢＲプロビジョニングメッセージを受
け取り、この情報をＨＳＳバインディングレコードとして形成し、ＤＢ１２８に記憶して
もよい。記憶されたＨＳＳバインディングレコードまたは関連付けは、ＤＳＲ１０４（ま
たはダイアメータネットワークにおける他のＤＳＲ１０４）によって用いられて、加入者
またはセッションに関連付けられる他の（例えば後の）ダイアメータメッセージをＨＳＳ
１０６１に迅速にルーティングしてもよい。
【００３０】
　ＨＳＳバインディングレコードの形成および記録後、ＤＳＲ１０４はＵＬＲ要求発信側
に向かって応答メッセージ（例えばＵＬＡメッセージ）をルーティングしてもよい。
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【００３１】
　図３はＵＬＲメッセージおよびＵＬＡメッセージを示しているが、信用管理要求（ＣＣ
Ｒ）メッセージおよび信用管理回答（ＣＣＡ）メッセージのようなさまざまなダイアメー
タメッセージ、ならびにＣＤＦ１１２またはＰＣＲＦ１１４のようなさまざまなネットワ
ークサービスノードが、この主題の範囲から逸脱せずに用いられてもよいことが十分に理
解されるだろう。
【００３２】
　図４は、ここに記載される主題の実施例に従って代替ネットワークサービスノードに関
連付けられるダイアメータバインディング情報を学習することを示すメッセージシーケン
ス図である。この実施例においては、先に選択されたノード（例えばＨＳＳ１０６１）が
ダイアメータメッセージを成功裡に処理しない場合には、ＤＳＲ１０４は代替のノード（
例えばＨＳＳ１０６２）を選択するように構成されてもよい。
【００３３】
　図４を参照して、ステップ１～２は、上に記載される図３のステップ１～２と本質的に
同様である。例えば、ステップ１において、ダイアメータロケーション更新要求（ＵＬＲ
）メッセージがＤＳＲ１０４に送られてもよい。ＵＬＲメッセージは、セッションＩＤお
よびユーザ名（例えばＩＭＳＩ値）のような識別情報を含んでもよい。ＤＳＲ１０４はＵ
ＬＲメッセージを受け取ってもよい。ＵＬＲメッセージを受け取った後、ＤＳＲ１０４は
、ＤＢＲ１０２を調べるかまたはそれに照会し、ＨＳＳバインディングレコードは利用可
能ではないと判断してもよい。ＨＳＳバインディングレコードは利用可能ではないと判断
した後、ＤＳＲ１０４は、ＨＳＳ１０６１－２の１つを選択するためのネットワークサー
ビスノード選択アルゴリズムを実行してもよい。ステップ２において、ＤＳＲ１０４は、
ＵＬＲメッセージを、選択されたＨＳＳ（例えばＨＳＳ１０６１）にルーティングしても
よい。いくつかの実施例においては、ＤＳＲ１０４は、例えばＵＬＲメッセージをＨＳＳ
１０６１にルーティングする前に、ＵＬＲメッセージのコピーを一時的に記憶またはキャ
ッシュに入れてもよい。例えば、ＤＳＲ１０４は、ＨＳＳ１０６１からの対応するＵＬＡ
メッセージの受取および処理まで、ＵＬＲメッセージのコピーを維持してもよい。
【００３４】
　ステップ３において、選択されたＨＳＳ（例えばＨＳＳ１０６１）は、応答メッセージ
をＤＳＲ１０４に送ってもよい。例えば、ＨＳＳ１０６１はＵＬＡメッセージで応答して
もよい。ＤＳＲ１０４は、応答メッセージを受け取り、応答メッセージの内容を審査また
は調査して、ＨＳＳが関連付けられたＵＬＲメッセージを成功裡に処理することができた
かどうか判断してもよい。この例においては、ＵＬＡメッセージは、ＨＳＳ１０６１によ
る成功しなかった処理を示す、エラーリザルトコードのようなインジケータを含んでもよ
い。いくつかの実施例においては、エラーリザルトコードは、送り手側ＨＳＳは関連付け
られる加入者および／またはセッションのためのサービングＨＳＳではないことを示して
もよい。
【００３５】
　１つの例示的なエラーメッセージは、特定のユーザまたは加入者が特定のＨＳＳに「未
知」であることを示す未知加入者エラーであってもよい。いくつかの実施例においては、
ＤＳＲ１０４は、未知加入者エラー条件を、送り手側ＨＳＳ１０６が（例えばユーザ名ま
たはＩＭＳＩ値によって識別される）関連付けられた加入者のためにデータをホストまた
は維持しないことを示す、として解釈してもよい。
【００３６】
　ダイアメータメッセージはＨＳＳ１０６１によって不成功に処理されたという判断に応
答して、ＤＳＲ１０４は、ＨＳＳ１０６１から受け取られたＵＬＡメッセージを破棄し、
記憶キャッシュから元のＵＬＲメッセージのコピーを検索するように構成されてもよい。
【００３７】
　ステップ４において、検索されたＵＬＲメッセージまたは同様のメッセージは、ＨＳＳ
１０６２にルーティングされてもよい。
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【００３８】
　ステップ５において、応答メッセージがＨＳＳ１０６２からＤＳＲ１０４に送られても
よい。例えば、ＵＬＡメッセージがＨＳＳ１０６２からＤＳＲ１０４に送られてもよい。
ＤＳＲ１０４はＨＳＳ１０６２から応答メッセージを受け取り、応答メッセージの内容を
審査または調査して、ＨＳＳ１０６２が関連付けられたＵＬＲメッセージを成功裡に処理
することができたかどうか判断してもよい。例えば、ＵＬＡメッセージは、ＨＳＳ１０６

２による成功した処理を示す、成功リザルトコードのようなインジケータを含んでもよい
。
【００３９】
　いくつかの実施例においては、選択されたＨＳＳ（例えばＨＳＳ１０６２）が関連する
ダイアメータ要求メッセージを成功裡に処理したことを「学習」または確認すると、ＤＳ
Ｒ１０４はＤＢＲ１０２においてバインディング情報を形成および／または更新してもよ
い。例えば、ＤＳＲ１０４は、ＨＳＳ１０６２とＵＬＲメッセージおよび／またはＵＬＡ
メッセージに含まれる識別情報との間において関連付けを示すＤＢＲプロビジョニングメ
ッセージを生成してもよい。ＤＢＲ１０２または関連付けられる構成要素は、このＤＢＲ
プロビジョニングメッセージを受け取り、この情報をＨＳＳバインディングレコードとし
て形成し記憶してもよい。
【００４０】
　ＨＳＳバインディングレコードの形成および記録後、ＤＳＲ１０４はＵＬＲ要求発信側
に向かって応答メッセージ（例えばＨＳＳ１０６２からのＵＬＡメッセージ）をルーティ
ングしてもよい。
【００４１】
　図４はＵＬＲメッセージおよびＵＬＡメッセージを示しているが、さまざまなダイアメ
ータメッセージおよびノードがこの主題の範囲から逸脱せずに用いられてもよいことが十
分に理解されるだろう。
【００４２】
　図５は、ここに記載される主題の実施例に従って応答メッセージにおいてリダイレクシ
ョンインジケータに応答してダイアメータバインディング情報を学習することを示すメッ
セージシーケンス図である。この実施例においては、ＤＳＲ１０４は、リダイレクション
インジケータのためにダイアメータ応答メッセージを解析するように構成されてもよい。
いくつかの実施例においては、ＤＳＲ１０４は、受け取られたリダイレクションインジケ
ータまたは関連の情報に基づいたバインディング情報を形成し記録してもよい。他のいく
つかの実施例においては、ＤＳＲ１０４は、リダイレクションインジケータが確認された
後、バインディング情報を記録または更新してもよい。例えば、ＤＳＲ１０４は、リダイ
レクションインジケータによって示される宛先にダイアメータ要求メッセージを送り、ダ
イアメータ要求メッセージが宛先によって成功裡に処理されたことを示すインジケータを
含むダイアメータ応答メッセージを受け取った後に、ＤＢＲ１０２を更新してもよい。
【００４３】
　図５を参照して、ステップ１～２は、上に記載されるような図３のステップ１～２と本
質的に同様である。例えば、ステップ１において、ダイアメータロケーション更新要求（
ＵＬＲ）メッセージがＤＳＲ１０４に送られてもよい。ＵＬＲメッセージは、セッション
ＩＤおよびユーザ名（例えばＩＭＳＩ値）のような識別情報を含んでもよい。ＤＳＲ１０
４はＵＬＲメッセージを受け取ってもよい。ＵＬＲメッセージを受け取った後、ＤＳＲ１
０４は、ＤＢＲ１０２を調べるかまたはそれに照会し、ＨＳＳバインディングレコードは
利用可能ではないと判断してもよい。したがって、ＤＳＲ１０４は、１０６１－２の１つ
を選択するためのネットワークサービスノード選択アルゴリズムを実行してもよい。ステ
ップ２において、ＤＳＲ１０４は、ＵＬＲメッセージを、選択されたＨＳＳ（例えばＨＳ
Ｓ１０６１）にルーティングしてもよい。いくつかの実施例においては、ＤＳＲ１０４は
、例えばＵＬＲメッセージをＨＳＳ１０６１にルーティングする前に、ＵＬＲメッセージ
のコピーを一時的に記憶またはキャッシュに入れてもよい。例えば、ＤＳＲ１０４は、Ｈ
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ＳＳ１０６１からの対応するＵＬＡメッセージの受取および処理まで、ＵＬＲメッセージ
のコピーを維持してもよい。
【００４４】
　ステップ３において、選択されたＨＳＳ（例えばＨＳＳ１０６１）は、応答メッセージ
をＤＳＲ１０４に送ってもよい。例えば、ＨＳＳ１０６１はＵＬＡメッセージで応答して
もよい。ＤＳＲ１０４は、応答メッセージを受け取り、応答メッセージの内容を審査また
は調査して、ＨＳＳ１０６１が関連付けられたＵＬＲメッセージを成功裡に処理すること
ができたかどうか判断してもよい。この例においては、ＵＬＡメッセージは、ＨＳＳ１０
６１による成功しなかった処理を示す、エラーリザルトコードのようなインジケータを含
んでもよい。
【００４５】
　いくつかの実施例においては、受け取られたダイアメータメッセージは、リダイレクシ
ョンインジケータに対して解析または調査されてもよい。１つの例示的なリダイレクショ
ンインジケータはリダイレクト－ホストＡＶＰであってもよい。例えば、リダイレクト－
ホストＡＶＰが存在してもよいのは、エラービットまたは「Ｅ」ビットが応答メッセージ
においてセットされる場合である。この例においては、リザルト－コードＡＶＰは、ノー
ド識別子のようなダイアメータリダイレクション表示または関連の情報を含んでもよい。
いくつかの実施例においては、リザルト－コードＡＶＰを含むダイアメータメッセージを
受け取ると、受け手側ダイアメータノードは、ＡＶＰにおいて識別されるノードの１つに
要求を直接転送してもよい。
【００４６】
　いくつかの実施例においては、リダイレクションインジケータを含むダイアメータ応答
メッセージを受け取ることに応答して、ＤＳＲ１０４はＤＢＲ１０２においてバインディ
ング情報を形成および／または更新してもよい。例えば、ＤＳＲ１０４は、ＨＳＳ１０６

２とＵＬＲメッセージおよび／またはＵＬＡメッセージに含まれる識別情報との間におい
て関連付けを示すＤＢＲプロビジョニングメッセージを生成し送ってもよい。ＤＢＲ１０
２または関連付けられる構成要素は、このＤＢＲプロビジョニングメッセージを受け取り
、この情報をＨＳＳバインディングレコードとして形成し記憶してもよい。
【００４７】
　他のいくつかの実施例においては、ＨＳＳ１０６２によって、それが関連するダイアメ
ータメッセージを成功裡に処理したことが確認されるまで、ＤＳＲ１０４はバインディン
グアップデートを実行しなくてもよい。例えば、ＨＳＳ１０６１によって成功しなかった
処理を示すインジケータを含む応答メッセージを受け取ったと判断することに応答して、
ＤＳＲ１０４は、ＨＳＳ１０６１から受け取られたＵＬＡメッセージを破棄し、記憶キャ
ッシュから元のＵＬＲメッセージのコピーを検索するように構成されてもよい。
【００４８】
　ステップ４において、検索されたＵＬＲメッセージまたは同様のメッセージは、ＨＳＳ
１０６２にルーティングされてもよい。
【００４９】
　ステップ５において、応答メッセージがＨＳＳ１０６２からＤＳＲ１０４に送られても
よい。例えば、ＵＬＡメッセージがＨＳＳ１０６２からＤＳＲ１０４に送られてもよい。
ＤＳＲ１０４はＨＳＳ１０６２から応答メッセージを受け取り、応答メッセージの内容を
審査または調査して、ＨＳＳ１０６２が関連付けられたＵＬＲメッセージを成功裡に処理
することができたかどうか判断してもよい。例えば、ＵＬＡメッセージは、ＨＳＳ１０６

２による成功した処理を示す、成功リザルトコードのようなインジケータを含んでもよい
。
【００５０】
　いくつかの実施例においては、ＨＳＳ（例えばＨＳＳ１０６２）が関連するダイアメー
タ要求メッセージを成功裡に処理したことを「学習」または確認すると、ＤＳＲ１０４は
ＤＢＲ１０２においてバインディング情報を形成および／または更新してもよい。例えば
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、ＤＳＲ１０４は、ＨＳＳ１０６２とＵＬＲメッセージおよび／またはＵＬＡメッセージ
に含まれる識別情報との間において関連付けを示すＤＢＲプロビジョニングメッセージを
生成してもよい。ＤＢＲ１０２はこのＤＢＲプロビジョニングメッセージを受け取り、こ
の情報をＨＳＳバインディングレコードとして形成し記憶してもよい。
【００５１】
　ＨＳＳバインディングレコードの形成および記録後、ＤＳＲ１０４はＵＬＲ要求発信側
に向かって応答メッセージ（例えばＨＳＳ１０６２からのＵＬＡメッセージ）をルーティ
ングしてもよい。
【００５２】
　図５はＵＬＲメッセージおよびＵＬＡメッセージを示しているが、さまざまなダイアメ
ータメッセージおよびノードがこの主題の範囲から逸脱せずに用いられてもよいことが十
分に理解されるだろう。
【００５３】
　図６は、ここに記載される主題の実施例に従って複数応答メッセージに応答してダイア
メータバインディング情報を記録することを学習するメッセージシーケンス図である。こ
の実施例においては、ＤＳＲ１０４は、ダイアメータ要求メッセージまたは同様のメッセ
ージを複数のＨＳＳ１０６１－２に送るように構成されてもよい。例えば、実質的に同様
のダイアメータメッセージ（例えば同じセッションおよび／または加入者に関連付けられ
るＵＬＲメッセージ）が、適切なＨＳＳ１０６を判断しようとする試みにおいて、ＨＳＳ
１０６１－２に送られてもよい。
【００５４】
　図６を参照して、ステップ１において、ＵＬＲメッセージがＤＳＲ１０４に送られても
よい。ＵＬＲメッセージは、セッションＩＤおよびユーザ名（例えばＩＭＳＩ値）のよう
な識別情報を含んでもよい。ＤＳＲ１０４は、ＵＬＲメッセージを受け取ってもよく、関
係のあるＨＳＳバインディングレコードのためにＤＢＲ１０２に照会してもよい。ＨＳＳ
バインディングレコードがＤＢＲ１０２に位置しない場合、ＤＳＲ１０４はＵＬＲメッセ
ージを成功裡に処理することができるかもしれないすべての考えられ得るＨＳＳを判断し
てもよい。例えば、ＤＳＲ１０４は、ＨＳＳ１０６１またはＨＳＳ１０６２に恐らく関連
付けられた加入者のデータをプロビジョニングすることができるかもしれない、と判断し
てもよい。次いで、ＤＳＲ１０４は受け取られたＵＬＲメッセージの１つ以上のコピーを
生成してもよい。いくつかの実施例においては、ＤＳＲ１０４は、例えばＵＬＲメッセー
ジをＨＳＳ１０６１およびＨＳＳ１０６２にルーティングする前に、ＵＬＲメッセージの
コピーを一時的に記憶またはキャッシュに入れてもよい。
【００５５】
　ステップ２Ａ－Ｂにおいて、ＤＳＲ１０４は、１つのＵＬＡメッセージをＨＳＳ１０６

１に、および別のＵＬＡメッセージをＨＳＳ１０６２に、同時にルーティングしてもよい
。例えば、各ＵＬＲメッセージは、加入者「Ｘ」に関連付けられ、「１」のセッションＩ
Ｄ値を含んでもよい。いくつかの実施例においては、ＤＳＲ１０４は、ＵＬＲメッセージ
の一方または両方のコピーを、例えばＵＬＲメッセージをルーティングする前に、一時的
に記憶またはキャッシュに入れてもよい。ＤＳＲ１０４は、そ（れら）のメッセージを、
１つ以上の応答メッセージが受け取られるまで、記憶してもよい。
【００５６】
　ステップ３Ａにおいて、応答メッセージがＨＳＳ１０６１からＤＳＲ１０４に送られて
もよい。例えば、ＵＬＡメッセージがＨＳＳ１０６１からＤＳＲ１０４に送られてもよい
。ＤＳＲ１０４はＨＳＳ１０６１から応答メッセージを受け取り、応答メッセージの内容
を解析または調査して、そのＨＳＳが関連付けられたＵＬＲメッセージを成功裡に処理す
ることができたかどうか判断してもよい。例えば、ＵＬＡメッセージは、未知加入者エラ
ーを示す、エラーリザルトコードのようなインジケータを含んでもよい。いくつかの実施
例においては、ＨＳＳが特定のセッションまたはユーザに関連付けられるメッセージを処
理するのに好適ではないことを示す応答メッセージを受け取った後、応答メッセージはロ
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グおよび／または破棄されてもよい。
【００５７】
　ステップ３Ｂにおいて、応答メッセージがＨＳＳ１０６２からＤＳＲ１０４に送られて
もよい。例えば、ＵＬＡメッセージがＨＳＳ１０６２からＤＳＲ１０４に送られてもよい
。ＤＳＲ１０４はＨＳＳ１０６２から応答メッセージを受け取り、応答メッセージの内容
を審査または調査して、そのＨＳＳが関連付けられたＵＬＲメッセージを成功裡に処理す
ることができたかどうか判断してもよい。例えば、ＵＬＡメッセージは、ＨＳＳ１０６２

による成功した処理を示す、成功リザルトコードのようなインジケータを含んでもよい。
【００５８】
　いくつかの実施例においては、ＨＳＳ（例えばＨＳＳ１０６２）が関連するダイアメー
タ要求メッセージを成功裡に処理したことを「学習」または確認すると、ＤＳＲ１０４は
ＤＢＲ１０２においてバインディング情報を形成および／または更新してもよい。
【００５９】
　いくつかの実施例においては、ダイアメータメッセージが成功裡に処理されたことを示
す第１の応答メッセージがＨＳＳ１０６からＤＳＲ１０４によって受け取られると、ＨＳ
Ｓバインディングレコードが生成され、ＤＢＲ１０２に記憶されてもよい。
【００６０】
　いくつかの実施例においては、複数のＨＳＳ（例えばＨＳＳ１０６１－２）が所与の加
入者および／またはセッションに関連付けられるダイアメータメッセージを成功裡に処理
することができる場合には、複数のＨＳＳが所与の加入者および／またはセッションに関
連付けられるダイアメータメッセージを処理することができることを示すＨＳＳバインデ
ィングレコードが生成され、ＤＢＲ１０２において記憶されてもよい。
【００６１】
　ＨＳＳバインディングレコードの形成および記録後、ＤＳＲ１０４はＵＬＲ要求発信側
に向かって応答メッセージ（例えばＨＳＳ１０６２からのＵＬＡメッセージ）をルーティ
ングしてもよい。
【００６２】
　図６はＵＬＲメッセージおよびＵＬＡメッセージを示しているが、さまざまなダイアメ
ータメッセージおよびノードがこの主題の範囲から逸脱せずに用いられてもよいことが十
分に理解されるだろう。
【００６３】
　図７は、ここに記載される主題の実施例に従ってダイアメータバインディング情報を動
的に学習するための例示的なプロセスを示すフローチャートである。いくつかの実施例に
おいては、ここに記載される例示的なプロセスまたはその一部分は、ＤＳＲ１０４、ＤＲ
Ｅ１２２、ＤＢＲ１０２および／もしくは他のモジュールまたはノードによって実行され
てもよい。
【００６４】
　ブロック７００において、１つ以上のダイアメータシグナリングメッセージが、ダイア
メータルーティングノードによって、１つ以上のネットワークサービスノードにルーティ
ングされてもよい。１つ以上のダイアメータシグナリングメッセージは、ＩＭＳＩ値、Ａ
ＰＮ値、ＩＰアドレスおよび／またはセッション識別子のような識別情報を含んでもよい
。例えば、ＤＳＲ１０４は、送り手側のダイアメータに基づいたノード（例えばＭＭＥ）
から、ＵＬＲメッセージのような、ダイアメータに基づいた要求メッセージを受け取り、
そのメッセージを、複数個のＨＳＳ１０６１－２のうちの選択されたＨＳＳ１０６にルー
ティングしてもよい。
【００６５】
　複数個のネットワークサービスノードの１つは、さまざまな要素に基づいて選択されて
もよい。例えば、受け取られたダイアメータシグナリングメッセージは、ＨＳＳ１０６１

のような、元のネットワークサービスノード宛先にアドレス指定されるかまたはそれに向
けられてもよい。この例においては、ＤＳＲ１０４は、アドレス指定されたネットワーク
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サービスノードを適切なノードとして選択して、受け取られたダイアメータシグナリング
メッセージを処理してもよい。別の例においては、ＤＳＲ１０４は、ネットワークサービ
スノード選択モジュール（例えばハードウェアプロセッサによって実行されるソフトウェ
アアルゴリズム）を利用して、ダイアメータシグナリングメッセージを処理またはサービ
スすることができる複数個のネットワークサービスノードから１つのネットワークサービ
スノードを選択するように構成されてもよい。例えば、ＨＳＳ１０６１－２の１つは、負
荷に基づいた選択方法に基づいて、ＤＳＲ１０４によって受け取られるＵＬＲメッセージ
を処理するために選択されてもよい。
【００６６】
　いくつかの実施例においては、識別情報を、複数個のネットワークサービスノードの１
つを選択する際に用いてもよい。識別情報の例は、ダイアメータセッション識別子情報、
ユーザ名情報、ユーザインターネットプロトコル（ＩＰ）情報、ＩＰマルチメディアサブ
システム（ＩＭＳ）プライベート識別（ＩＭＰＩ）情報、ＩＭＳパブリック識別（ＩＭＰ
Ｕ）情報、セッション設定プロトコル（ＳＩＰ）統一資源識別子（ＵＲＩ）情報、ＵＲＩ
、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス、アクセスポイント名（ＡＰＮ）、移動局
国際加入者登録番号（ＭＳＩＳＤＮ）情報、移動体／ダイヤル可能番号情報、セッション
識別子、国際移動体加入者識別、ＩＭＳ課金識別子情報、移動体加入者登録番号、グロー
バル一意一時識別子（ＧＵＴＩ）、サービングＭＳＣアドレス情報、ビジターロケーショ
ンレジスタ（ＶＬＲ）番号情報、サービング汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）サポ
ートノード（ＳＧＳＮ）アドレス情報、ＳＧＳＮ番号情報、訪問移動体国コード（ＭＣＣ
）情報、移動体ネットワークコード（ＭＮＣ）情報、ユーザ名属性値ペア（ＡＶＰ）、ネ
ットワークアクセス識別子（ＮＡＩ）、サービング位置エリアコード情報、サービングセ
ル識別情報、移動体加入者地理的位置座標情報、およびトラッキングエリア情報のような
パラメータおよび識別子情報を含む。
【００６７】
　ネットワークサービスノードにルーティングされた後、ダイアメータシグナリングメッ
セージはネットワークサービスノードによって処理されてもよい。例えば、ＵＬＲメッセ
ージを受け取って処理した後、ＨＳＳ１０６１は、１つ以上のステータス条件、例えば成
功リザルトコードを含むＵＬＡメッセージを生成してもよい。ＨＳＳ１０６１はＵＬＡメ
ッセージをＤＳＲ１０４に送ってもよい。
【００６８】
　ブロック７０２においては、１つ以上のダイアメータシグナリングメッセージに関連付
けられる１つ以上の応答メッセージが受け取られてもよい。
【００６９】
　ブロック７０４においては、１つ以上の応答メッセージに含まれる情報に基づいて、１
つ以上のネットワークサービスノードの少なくとも１つが、１つ以上のダイアメータシグ
ナリングメッセージを成功裡に処理できたかどうかが判断される。例えば、ステータス条
件またはリザルトコードを含むＵＬＡメッセージが、ＤＳＲ１０４によって解析されても
よい。リザルトコードは、ダイアメータシグナリングメッセージがＨＳＳ１０６で成功裡
に処理されたことを示してもよい。
【００７０】
　いくつかの実施例においては、１つ以上の応答メッセージに含まれる情報に基づいて、
１つ以上のネットワークサービスノードの少なくとも１つが、１つ以上のダイアメータシ
グナリングメッセージを成功裡に処理できたかどうかを判断することは、ダイアメータリ
ザルトコード属性値ペア（ＡＶＰ）値、ダイアメータリダイレクトホストＡＶＰ値または
ダイアメータメッセージ「エラー」ビットに基づいて判断することを含んでもよい。例え
ば、ダイアメータ応答メッセージは、対応するダイアメータに基づいた要求メッセージが
成功裡に処理されたかどうかを判断するためにＤＳＲ１０４が解釈してもよいさまざまな
ＡＶＰ値または他のインジケータを含んでもよい。
【００７１】
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　ブロック７０６においては、１つ以上のネットワークサービスノードの少なくとも１つ
が、１つ以上のダイアメータ要求メッセージの少なくとも１つを成功裡に処理できたと判
断されることに応答して、ダイアメータバインディングレコードが生成されてもよい。ダ
イアメータバインディングレコードは、識別情報および１つ以上のネットワークサービス
ノードの少なくとも１つを関連付けてもよい。例えば、ダイアメータセッションＩＤおよ
び／またはユーザ識別子（例えばＩＭＳＩ値またはＩＰアドレス）がＨＳＳまたは他のネ
ットワークサービスノード識別子に関連付けられてもよい。ダイアメータバインディング
レコードを生成および記憶した後、ＤＳＲ１０４は、ダイアメータバインディングレコー
ドを用いて、トランザクション、セッションまたはユーザに関連付けられた他のダイアメ
ータメッセージを同じネットワークサービスノードに迅速にルーティングしてもよい。
【００７２】
　いくつかの実施例においては、ダイアメータバインディングレコードは、ＤＢＲ１０２
または関連するバインディングデータベース１２８において記憶されてもよい。例えば、
バインディングレコードは、ローカルのＤＢＲ１０２に記憶されてもよく、ネットワーク
において他のＤＳＲ１０４に関連付けられた他のＤＢＲ１０２に送られてもよい。別の例
においては、バインディングレコードは、ネットワークに位置する複数のＤＳＲ１０４に
よってアクセス可能であってもよい中央のＤＢＲ１０２において記憶されてもよい。いく
つかの実施例においては、（例えばバインディングレコードに関連付けられた有効時間（
ＴＴＬ）値によって判断される）量の時間が経過した後、または非活動期間の後（例えば
セッション「Ｘ」のためのダイアメータメッセージが２４時間で受け取られなかった後）
に、バインディングレコードが破棄されてもよい。例えば、ＤＢＲ１０２または関係する
バインディングデータベース１２８がメモリ切れになるのを防ぐために、ＤＳＲ１０４、
ＤＢＲ１０２または別のエンティティは、ＤＢＲ１０２または関係するバインディングデ
ータベース１２８から、古いバインディングレコード、失効したバインディングレコード
、または非活動のバインディングレコードを破棄してもよい。
【００７３】
　ここに記載される主題のさまざまな詳細がここに記載される主題の範囲から逸脱せずに
変更されてもよいことが理解されるだろう。さらに、前述の記載は、例示の目的のみに対
するものであって、限定の目的のためではなく、なぜならば、ここに記載される主題は、
以下に述べられる特許請求の範囲によって規定されるからである。
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