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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　公衆陸上移動網（ＰＬＭＮ）において加入者間のピア・ツー・ピア（Ｐ２Ｐ）通信をル
ーティングし、
　前記ＰＬＭＮのパケット交換領域と外部パケットデータ網（ＰＤＮ）との間のゲートウ
ェイとして設置するのに適しており、
　前記ＰＬＭＮの前記パケット交換領域と前記外部ＰＤＮとの間でメッセージをルーティ
ングするルーティング機能を備え、
　少なくとも第２のノードと接続可能な、ノード（２００）であって、
　受信側の加入者のＭＳＩＳＤＮ識別情報に与えられたＩＰアドレスに対する要求を送信
側の加入者から伝達するプロトコルを終端する終端機能（２０２）と、
　前記受信側の加入者の、前記ＩＰアドレスと前記ＭＳＩＳＤＮ識別情報との間でのマッ
ピングを備えるデータベース（２０１）と、
を備え、
　ＭＳＩＳＤＮ識別情報を含む、当該ＭＳＩＳＤＮ識別情報のＩＰアドレスの発見の要求
を、前記送信側の加入者から受信した場合、前記データベース（２０１）が当該ＭＳＩＳ
ＤＮ識別情報についての前記マッピングを備えていないときは、当該ＭＳＩＳＤＮ識別情
報のＩＰアドレスを前記第２のノードに問い合わせることを特徴とする、ノード（２００
）。
【請求項２】
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　前記ルーティング機能は、ゲートウェイ・ＧＰＲＳ・サポート・ノード（ＧＧＳＮ）に
設置されることを特徴とする、請求項１に記載のノード。
【請求項３】
　前記終端機能は、ゲートウェイ・ＧＰＲＳ・サポート・ノード（ＧＧＳＮ）に設置され
ることを特徴とする、請求項１又は２に記載のノード。
【請求項４】
　前記終端機能はプロキシに設置されることを特徴とする、請求項１又は２に記載のノー
ド。
【請求項５】
　前記データベースは、前記受信側の加入者の前記ＰＬＭＮの識別情報を更に備えること
を特徴とする、請求項１乃至４のいずれか１項に記載のノード。
【請求項６】
　前記データベースは、前記受信側の加入者が属する前記ＧＧＳＮへのアドレスを更に備
えることを特徴とする、請求項１乃至４のいずれか１項に記載のノード。
【請求項７】
　前記データベースは、ゲートウェイ・ＧＰＲＳ・サポート・ノード（ＧＧＳＮ）に設置
されることを特徴とする、請求項１乃至６のいずれか１項に記載のノード。
【請求項８】
　前記データベースはプロキシに設置されることを特徴とする、請求項１乃至６のいずれ
か１項に記載のノード。
【請求項９】
　前記データベースはホーム・ロケーション・レジスタ（ＨＬＲ）に設置されることを特
徴とする、請求項１乃至６のいずれか１項に記載のノード。
【請求項１０】
　前記データベースは別個のノードに設置されることを特徴とする、請求項１乃至６のい
ずれか１項に記載のノード。
【請求項１１】
　ファイアウォールを開くためのポートを開く手段を更に備えることを特徴とする、請求
項１乃至１０のいずれか１項に記載のノード。
【請求項１２】
　前記ポートを開く手段は、プライベートのＩＰアドレスを、ポート番号に関連付けられ
たパブリックのＩＰアドレスへマッピングする機能を備えることを特徴とする、請求項１
１に記載のノード。
【請求項１３】
　プライベートのＩＰアドレスを、前記ポート番号に関連付けられたパブリックのＩＰア
ドレスへマッピングする前記機能は、プロキシに設置されることを特徴とする、請求項１
２に記載のノード。
【請求項１４】
　前記プロキシは、前記マッピングを実行するネットワークアドレス変換サービスを使用
する手段を備えることを特徴とする、請求項１２又は１３に記載のノード。
【請求項１５】
　前記受信側の加入者への無線接続を開始する機能を更に備えることを特徴とする、請求
項１１乃至１４のいずれか１項に記載のノード。
【請求項１６】
　当該ノードはＧＲＸ網に接続可能であることを特徴とする、請求項１乃至１５のいずれ
か１項に記載のノード。
【請求項１７】
　前記ＧＲＸノードは、
　前記ＭＳＩＳＤＮをパースし、フレキシブル・ナンバ・レジスタ（ＦＮＲ）を使用して
、前記受信側の加入者がいるネットワークの移動国コード（ｍｃｃ）／移動網コード（ｍ
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ｎｃ）を判定するように構成されることを特徴とする、請求項１６に記載のノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は移動通信網における構成に関する。特に、本発明は、公衆陸上移動網（ＰＬＭ
Ｎ：Public Land Mobile Network）におけるピア・ツー・ピア通信を提供するための構成
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、本発明が実装されてもよいＰＬＭＮの一例を示している。この例ではＰＬＭＮ
はＵＭＴＳ網である。しかし、本発明はＵＭＴＳに限られないことに留意すべきである。
ＰＬＭＮ１は、ホーム・ロケーション・レジスタ（ＨＬＲ：Home Local Register）と、
サービング・ＧＰＲＳ・サポート・ノード（ＳＧＳＮ：Serving GPRS Support Nodes）と
、ＰＳＴＮ及びパケット・データ網（ＰＤＮ：Packet Data Network）とに接続されたゲ
ートウェイ・ＧＰＲＳ・サポート・ノード（ＧＧＳＮ）を備えている。ＧＧＳＮは、ＧＴ
Ｐプロトコル等のＰＬＭＮプロトコルを終端し、ＩＰパケットを更にルーティングするた
めに用いられる。ＨＬＲは認証に用いられ、ＳＧＳＮは、例えば、ＧＰＲＳの基本的な接
続に関する認証及び承認と、無線アクセス網（ＲＡＮ：Radio Access Network）の領域を
跨ったモビリティ（移動性）とを担っている。ＰＤＮは、典型的には、例えば、インター
ネット、企業網、サービスプロバイダのインフラストラクチャを備えたＩＰ網である。Ｓ
ＧＳＮは、さらにＨＬＲ及びＲＡＮに接続している。ＵＭＴＳ網のＲＡＮは、複数のノー
ドＢを制御するのに適した１以上の無線網制御装置（Radio Network Controller）を備え
ている。ノードＢは、無線インタフェースを介して移動端末（ＵＥ：User Equipmentとも
示される）と接続している。
【０００３】
　ピア・ツー・ピア（Ｐ２Ｐ）・コンピュータ網は、通信専用のサーバに依存せず、もっ
ぱらクライアント（ピア）間で直接接続するネットワーク（網）である。純粋なピア・ツ
ー・ピア網は、クライアント、サーバという概念を持たず、ネットワーク中の他のノード
に対して「クライアント」と「サーバ」の両方として同時に機能する平等なピア・ノード
の概念だけを有している。
【０００４】
　このネットワーク構成のモデルは、通常、通信がサーバにリレーされるクライアント・
サーバ・モデルとは異なっている。ピア・ツー・ピア通信ではない通信の典型例は電子メ
ールである。電子メールは、配信用のサーバへ送信され、サーバ間で宛先へ送信され、後
に受信クライアントにフェッチ（取得）される。クライアントから他のクライアントへ直
接通信することは、多くの場合不可能である。ピア・ツー・ピア網では、全てのノードが
、他の全てのノードと、サポートされた任意のトランザクションを開始し、或いは、完了
することができる。ピア・ノードは、部分的な設定や、処理速度、ネットワーク帯域、記
憶容量が異なってもよい。ＩＢＭのアドバンスド・ピア・ツー・ピア・ネットワーキング
（ＡＰＰＮ）は、ピア・ツー・ピア通信のモデルをサポートする製品の一例である。
【０００５】
　最近の慣行では、Ｐ２Ｐは、ユーザがインターネットを使用し、直接、又は、中継サー
バを経由して互いにファイルを交換できるようにするためのアプリケーションをさすよう
になった。インターネット上では、Ｐ２Ｐは、同じネットワーキング・プログラムを使用
するコンピュータ・ユーザの集団が互いに接続し、お互いのハードドライブからファイル
へ直接アクセスできるようにする、一時的なインターネット網の一類型である。Ｎａｐｓ
ｔｅｒとＧｎｕｔｅｌｌａはこの種のピア・ツー・ピア・ソフトウェアの例である。
【０００６】
　企業は、Ｐ２Ｐを使用することの利点を、中央集権型サーバを維持することに伴う費用
を支出せずに、従業員でファイルを共有する方法や、互いに情報を直接交換する商売の方
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法として見ている。
【０００７】
　以下のセクションでは、インターネットのＰ２Ｐがどのように動作するかについて説明
する。ユーザは、まず、ピア・ツー・ピア・ネットワーキング・プログラムをダウンロー
ドし、実行しなければならない。Ｇｎｕｔｅｌｌａｎｅｔは、現在では、このような非中
央集権的なＰ２Ｐプログラムの最も人気のあるものの一つである。これは、ユーザが全て
の種類のファイルを交換することができるからである。プログラムの起動後、ユーザは、
ネットワークに属する他のコンピュータのＩＰアドレスを入力する。典型的には、ユーザ
がダウンロードしたＷｅｂページは、始める場所の提案として、複数のＩＰアドレスを一
覧にしている。一度、コンピュータが、他のネットワーク・メンバがオンラインであるこ
とを発見すると、それは、他のユーザからの接続からＩＰアドレスを受信したそのユーザ
の接続などへ接続するだろう。ユーザは、同時に何人のメンバが探索のために接続するか
を選択することができ、どのファイルを共有し、或いは、パスワード保護したいかを決定
することができる。
【０００８】
　以下、異なる種類のＰ２Ｐ網について簡単に説明する。
【０００９】
　中央集権的なＰ２Ｐ網
　最初の例は中央集権的なＰ２Ｐ網である。中央サーバは、付属された各ノード、即ち、
各端末について、情報のディレクトリを維持する。クライアントがＰ２Ｐ網にログオン又
はログオフするたびに、ディレクトリは更新される。Ｎａｐｓｔｅｒはそのようなネット
ワークの一例である。
【００１０】
　非中央集権的なＰ２Ｐ網
　第２の例は、直接の中央サーバを設けずに、各クライアントが通信しデータを共有する
、非中央集権的なＰ２Ｐ網である。検索要求があるノード（クライアント）へ送信される
。そのノードは、要求を、それに接続されたクライアントへ伝達する。Ｇｎｕｔｅｌｌａ
は、非中央集権的なネットワークの一例である。分散検索は複雑な性質を有するため、Ｇ
ｎｕｔｅｌｌａのモデルはＮａｐｓｔｅｒのモデルよりもはるかに複雑である。各ノード
は、他に接続している全てのノードから受信した検索を伝達するため、Ｇｎｕｔｅｌｌａ
網は、検索のトラフィックによって他のトラフィックに帯域が残らず、輻輳が発生しやす
い。
【００１１】
　制御された非中央集権的なＰ２Ｐ網
　第３のモデルは、制御された非中央集権的なＰ２Ｐ網である。各ノードを同等に扱うＧ
ｎｕｔｅｌｌａのモデルとは異なり、制御された非中央集権的なモデルは、スーパーノー
ドの概念を導入する。スーパーノードは標準のノードよりも多数のノードに接続し、これ
によりそのスーパーノードを経由した検索の伝達が多くなっている。ノードは、少数の接
続しかオープンにしていないが、これらの接続の各々はスーパーノードに対するものであ
る。ＳｋｙｐｅとＫａＺａＡはこの種のＰ２Ｐ網の例である。
【００１２】
　ＰＬＭＮにおけるＰ２Ｐの問題
　携帯電話ネットワークでは、移動体（ユーザ装置、ＵＥ：User Equipment）間のパケッ
ト通信は、メディア転送、音声通信、プレゼンス情報の共有等、多くの異なる目的のため
に用いられ得るだろう。これは、ＵＥ Ａは、何らかの方法で、ＵＥ Ｂのアドレスを発見
する必要があることを意味する。このセクションでは、これを行う既存の方法と、計画さ
れている方法との少なくともいずれかと、関連する問題をリストアップする。
【００１３】
　ＩＰｖ４アドレス
　ＧＰＲＳは、ＵＥ ＢのＩＰアドレスをＵＥ Ａが事前に知ることが可能な、静的なＩＰ
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アドレス割当を可能にする。しかし、これは、少なくとも以下の理由から現実的な使用で
はない。
【００１４】
　アドレス不足：オペレータは、配るのに十分な数のルーティング可能なＩＰｖ４のアド
レスを有していない。
【００１５】
　安全性：エンドユーザを攻撃から守るため、エンドユーザのアドレスは、典型的には、
ＰＬＭＮの外に公開されない。
【００１６】
　ＩＰｖ６アドレス
　ＩＰｖ６のアドレス空間を使用することでアドレス不足の問題は解決されるが、安全性
の問題は残る。
【００１７】
　ＩＭＳアドレス（ＳＩＰ ＵＲＩ）
　Uniform Resource Identifiers（ＵＲＩ）を使用することで、sip:ernie.floyd@bayonn
e.comのように名前を用いてユーザに到達することができる。これは、ベアラの最適化と
ＱｏＳに対する料金の請求を可能にする、信頼性があり保護するインフラストラクチャが
提供するため、通信業界の観点からは、おそらく望ましい長期の解決法である。
【００１８】
　基本的には、例えばＧＧＳＮに接続された、ＩＰマルチメディア・サブシステム（ＩＭ
Ｓ）は、ユーザをどこで発見できるか、即ち、ＳＩＰ信号を送信すべき場所についての情
報を格納する、セッション・イニシエーション・プロトコル（ＳＩＰ）・ロケーション・
レジスタに依存する。拡張性の理由から、それは、Interrogating Call/Session Control
 Function（Ｉ－ＣＳＣＦ）等のルーティング・メカニズムとともに、Serving Call/Sess
ion Control Function（Ｓ－ＣＳＣＦ）等の責任のあるノードへユーザを割り当てる方法
によって、シグナリングの負荷を利用可能な資源で共有可能なメカニズムをも含んでいる
。
【００１９】
　しかし、ＩＭＳはまだ世界的には展開されておらず、それゆえ目標の移動端末を発見す
るためのより単純な方法を見つけることが望ましいことが問題である。
【００２０】
　Ｅ.１６４ ＭＳＩＳＤＮアドレス
　ＰＬＭＮ網では、Ｅ.１６４ ＭＳＩＳＤＮの識別情報が、他方を識別するための方法と
してエンドユーザに用いられる。ＰＬＭＮにおけるＰ２Ｐ網は、同じ識別情報を使用する
ことができるが、ＭＳＩＳＤＮ－ＩＰを結合することは、現在では、ＷＡＰゲートウェイ
等の少数のノードにしか知られていない。
【００２１】
　無線網における性能
　無線網における無線資源の制限により、クライアント（移動端末）からのポーリングを
避ける必要がある。これは、完全に端末に基づくＰ２Ｐの解決法が、無線効率に悪い影響
を与える可能性が高いことを意味する。
【００２２】
　信頼性
　Ｐ２Ｐ網においては、受信した情報を信頼することが重要であり、言い換えると、受信
者は、送信元、即ち、その情報を配信したノード又はスーパーノードを信頼しなければな
らない。このことは、音楽が不法にダウンロードされる場合はおそらく大きな問題になら
ないが、通信にＰ２Ｐ分散データベースが使用される場合は、使用中の名前が、乗っ取ら
れていたり、他の方法により悪用されたりしていないことが分かることが重要である。従
って、例えば、以下に説明するＰＬＭＮとＧＲＸが相互接続したネットワークのような、
信頼性の既存のネットワークを活用することが可能な解決法が必要である。
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【００２３】
　特許文献１は、情報をピア・ツー・ピアで交換するシステムを示している。このシステ
ムは、データ網において共通の交換サーバを必要としない。このシステムの欠点は、加入
者Ａが加入者Ｂへメッセージを送信したい場合、送信側の加入者Ａは、加入者ＢのＩＰア
ドレスを取得するために、まず、加入者Ｂとのシグナリングの通信を初期化する必要があ
ることである。この結果、ネットワークにおける、特に、無線インタフェースを経由する
シグナリングが増加してしまう。
【００２４】
　Ｐ２ＰシステムのＳｋｙｐｅは非常に近い関連技術であると考えられ、請求項１のプリ
アンブルの特徴を開示している。www.skype.comから利用可能なＳｋｙｐｅは、上述の制
御された非中央集権的なＰ２Ｐ網である。しかし、Ｓｋｙｐｅの欠点は、無線インタフェ
ース越しにキープ・アライブ・メッセージ（keep alive message）を送信する必要がある
ことであり、これは資源を要してしまう。
【特許文献１】欧州特許出願公開第１３８５３２３号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２５】
　従って、本発明の目的は、ＰＬＭＮにおいて、必要とするシグナリングが削減されたＰ
２Ｐ通信を実現する構成を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　上記の課題は、請求項１の特徴的部分により解決される。
【００２７】
　受信側の加入者のＭＳＩＳＤＮ識別情報に与えられたＩＰアドレスに対する要求を送信
側の加入者から伝達するプロトコルを終端する終端機能（２０２）と、
　受信側の加入者の、ＩＰアドレスとＭＳＩＳＤＮ識別情報との間でのマッピングを備え
るデータベース（２０１）と、を備える本発明に係るノードによれば、ＰＬＭＮにおける
Ｐ２Ｐ通信が実現される。
【００２８】
　好適な実施形態が、従属する請求項により定義される。
【００２９】
　本発明の利点は、予め計画されたネットワーク資源の成長によらずに組織的に成長可能
な、端末に基づく革新的なサービスを生成可能であることである。同時に、（いずれにし
ろトラフィックに合わせて増減しなければならない）ＰＬＭＮ資源を解決手法における核
心要素とすることで、オペレータは、そのネットワークにおけるトラフィックについて、
ある程度の制御と見通しを保持していくことができる。
【００３０】
　本発明のさらなる利点は、送信側のＡ加入者は、信頼され認証された（即ち、よく知ら
れた）ユーザを代表して行動するため、これを、受信側のＢ加入者に対してファイアウォ
ールを開くために用いることができることである。Ｂ加入者の移動端末は、キープ・アラ
イブ・メッセージを定期的に送信する必要がない。同じルックアップ要求は、受信部の無
線ベアラを到来するパケットを受信するのに準備させることにも用いることができる。
【００３１】
　また、本発明の利点は、ＭＳＩＳＤＮの識別情報を使用していることである。これは、
安全性の観点における利点である。ＭＳＩＳＤＮは加入に結びついているためであり、Ｍ
ＳＩＳＤＮはＰＬＭＮにおける主要な識別情報として用いられているからである。ＩＰア
ドレスと比較すると、ＭＳＩＳＤＮは永続的な識別情報であることにも留意すべきである
。ＩＰフローが他の移動端末へ向けられるほとんどの状況において、ＭＳＩＳＤＮを識別
情報として使用するという選択は自然である。到達すべき加入者、即ち、Ｂ加入者は、Ａ
加入者の住所録の電話番号フィールドにおいて識別されてもよいからである。
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【００３２】
　本発明の他の目的、利点及び新規な特徴は、添付の図面及び特許請求の範囲と合わせて
検討した場合に以下の本発明の詳細な説明から明らかとなるだろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　本発明は、ＰＬＭＮにおいてＰ２Ｐ通信を提供するための構成に関する。上記説明に係
る本発明のために、制御された非中央集権的なＰ２Ｐ網が選択される。そのような制御さ
れた非中央集権的なＰ２Ｐ網は、スーパーノードとして振る舞うノードをＰＬＭＮに導入
することを必要とする。スーパーノードを示すノードは、ＰＬＭＮのパケット交換ドメイ
ンとインターネット等の外部ＰＤＮとの間のゲートウェイとして設置られ、ＰＬＭＮプロ
トコルを終端するように構成される。さらに、スーパーノードは、スーパーノードに到来
するメッセージはその最終目標地へさらにルーティング可能であることを含む、ルーティ
ング機能を備えている。本発明に係るスーパーノードの機能は
・受信側の加入者のＭＳＩＳＤＮ識別情報に与えられたＩＰアドレスに対する要求を送信
側の加入者から伝達するプロトコルを終端する終端機能（２０２）と、
・ＩＰアドレスとＭＳＩＳＤＮ識別情報との間でのマッピングを備えるデータベースと、
である。
【００３４】
　本発明の実施形態によれば、スーパーノードは少なくともＧＧＳＮとデータベースを備
えている。スーパーノードは、さらなる実施形態に係るプロキシも備えている。ルーティ
ング機能は、好適にはＧＧＳＮに設置される。
【００３５】
　例えば、ＩＰルックアップ要求を転送するための、ｈｔｔｐに基づくプロトコルなどの
、プロトコルを終端する機能は、プロキシ又はＧＧＳＮに設けてもよい。
【００３６】
　データベースは、ＩＰアドレス、ＭＳＩＳＤＮの識別情報、及び、関係するＵＥのＩＰ
アドレスとＭＳＩＳＤＮの識別情報との間のマッピングを備えている。データベースは、
本明細書では、セッションデータベースとして示される。本発明の一実施形態によれば、
データベースは、加入者のネットワークにおける識別情報も備えている。本発明のさらな
る実施形態によれば、データベースは、加入者が属するＧＧＳＮでのアドレスも備えてい
る。従って、受信側の加入者のＧＧＳＮでのアドレスは、データベースが複数のＧＧＳＮ
で共有された場合に知られるはずである。
【００３７】
　本発明の実施形態によれば、さらなるスーパーノードの機能は、
・ファイアウォールを開く機能と、
・プライベートのＩＰアドレスをパブリックなＩＰアドレスへマッピングする機能
である。
【００３８】
　ファイアウォールを開く機能は、ポートを開く手段を備える。ポートを開く手段は、パ
ケットがファイアウォール内で受信側の加入者のＩＰアドレスへ転送されてもよいように
、ファイアウォールでポートを開くように構成される。
【００３９】
　受信側の加入者のＩＰアドレスがプライベートのアドレスの場合、即ち、ルーティング
可能なパブリックなＩＰアドレスではない場合は、スーパーノードは、プライベートのＩ
ＰアドレスをパブリックなＩＰアドレスへマッピングする機能を備えてもよい。この機能
は、本実施形態において、プロキシで実装されるものの一つである。好適には、プロキシ
は、マッピングを実行するために、ネットワークアドレス変換（ＮＡＴ：Network Addres
s Translation）サービスを使用する。ネットワークアドレス変換（ＮＡＴ）は、ネット
ワーク・マスカレード或いはＩＰマスカレードとしても知られており、ＩＰパケットの送
信元アドレス及び送信先アドレスの少なくともいずれかを変更することで、ＩＰパケット
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がルータ又はファイアウォールを通過できるようにする技術である。これは、一般的に、
プライベート・ネットワーク上の複数のホストを、単一のパブリックなＩＰアドレスを用
いて、インターネットへアクセスできるようにするために用いられる。この機能は図５を
参照してさらに説明する。
【００４０】
　本発明のさらなる実施形態によれば、スーパーノードのさらなる機能は、
・受信側の加入者へ無線接続を開始することである。
【００４１】
　上述のように、スーパーノードの全ての機能は、ＧＧＳＮと、典型的にはＮＡＴサービ
スを提供する専用プロキシとの少なくともいずれかに実装される。しかし、スーパーノー
ドの機能は、別個の、又は、好適な組合せの、他のノードに実装してもよいことに留意す
べきである。
【００４２】
　スーパーノードは、好適には、階層的に構成され、ＧＲＸ網へ接続される。ＧＲＸ網は
、異なるオペレータのＧＰＲＳ網を、安全で、保護され、制御された方法で、相互に接続
するネットワークである。従って、インターネットから保護されたＧＰＲＳ網に到達する
ことは不可能である。
【００４３】
　図２は、移動電話通信網においてＰＤＰコンテキストを起動する状況を示している。こ
のＭＳＩＳＤＮ－１において、加入者がＧＰＲＳ網へログオンした場合、即ち、ＰＤＰコ
ンテキスト起動において、サブスクリプションが生成されたときに既に加入者はＭＳＩＳ
ＤＮの識別情報を受信しているが、加入者はＩＰアドレスが与えられる。ＭＳＩＳＤＮは
、基本的には電話番号と同一であり、一つのＳＩＭカードと結びついている。
【００４４】
　ＭＳＩＳＤＮとＩＰアドレスとの間のマッピングは、本発明に係るセッションデータベ
ース２０１に格納されている。セッションデータベース２０１は、別個のＧＧＳＮ、別個
のプロキシ２０２、組み合わされたＧＧＳＮ／プロキシ２０２、ＨＬＲ、又は、別個のス
ーパーノード２００としてのノードに格納してもよい。従って、スーパーノード２００は
、一実施形態によれば、ＧＧＳＮ及びデータベースを備える。他の実施形態に係るスーパ
ーノードは、ＧＧＳＮ、プロキシ、及びデータベースを備える。ＧＧＳＮとプロキシは、
組み合わされたＧＧＳＮ／プロキシであるか、又は、別個のユニットに設けられることに
留意すべきである。静的なＩＰアドレスが使用される場合、セッションデータベースはＨ
ＬＲにも設置してもよい。
【００４５】
　以下は、図３に示すＰＬＭＮ内部の状況におけるＰ２Ｐ通信の一例である。一実施形態
によれば、境界網３０１、３０２、３０３におけるスーパーノードは、直接には到達され
ないが、図３の３０４で示される、ＧＲＸノード等のＧＲＸ網において高レベルに設置さ
れたスーパーノードを経由しては到達される。接続された全てのネットワークに対するス
ーパーノードのクエリの複製を防ぐために、ＧＲＸノードは、ＭＳＩＳＤＮをパースし、
フレキシブル・ナンバ・レジスタ（ＦＮＲ）を使用して、目標網の移動国コード（ｍｃｃ
：mobile country code）／移動網コード（ｍｎｃ：mobile network code）を判定するよ
うに構成される。オペレータが、ＭＳＩＳＤＮのナンバ範囲におけるユーザ空間を区分す
るＧＧＳＮ割当ポリシーを適用した場合、ネットワーク内部でさらなる最適化が実現され
る。
【００４６】
　図４は、本発明に係るＰ２Ｐ通信をセットアップするイベントの系列を示している。図
４は、スーパーノードが、組み合わされたＧＧＳＮ／プロキシとセッションデータベース
とを備える本発明に係る一実施形態を示している。ＭＳＩＳＤＮ－１を有する加入者は、
ＭＳＩＳＤＮ－４を有する加入者へ写真を送信したい。ＭＳＩＳＤＮ－１はＭＳＩＳＤＮ
４とＰ２Ｐ接続を確立し、そして、ＭＳＩＳＤＮ－１はＰ２Ｐの写真送信アプリケーショ
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ンを開始する。
【００４７】
　１．ＭＳＩＳＤＮ－１は、ＭＳＩＳＤＮ－４のＩＰアドレスの発見の要求を送信する。
ＭＳＩＳＤＮ－１は識別情報として用いられ、組み合わされたＧＧＳＮ／プロキシを備え
る所定のスーパーノードへ要求が送信される。
【００４８】
　２．所定のスーパーノードは、そのセッションデータベース内でローカルレジスタを照
合する。この例では、ＭＳＩＳＤＮ－４は格納されていない。
【００４９】
　３．次に、要求が、所定の順序でさらなるスーパーノードへ送信される。この例では、
さらなるスーパーノードが１つだけ示されている。さらなるスーパーノードは、セッショ
ンデータベースのそのローカルレジスタにおいてＭＳＩＳＤＮ－４を発見する。
【００５０】
　４．さらなるスーパーノードにおける無線を準備する機能により、無線アクセス網へ信
号が送信され、これにより無線アクセス網は到来するパケットに対して準備することがで
きる。即ち、無線チャネルが、ＭＳＩＳＤＮ－４の識別情報を有する移動端末へ割り当て
られる。さらなるスーパーノードのＮＡＴ機能において１以上のポートを（ＭＳＩＳＤＮ
－４のＩＰアドレスとＮＡＴのポート番号に基づいて）開くために、ポートを開く手段が
提供され、これによりパケットはＭＳＩＳＤＮ－４へ到達することができる。ポートを開
く手段は、ＭＳＩＳＤＮ－１からのＭＳＩＳＤＮ－４のＩＰアドレスに対する要求により
始動する。次に、ＮＡＴにより、ＭＳＩＳＤＮ－４に、パブリックのルーティング可能な
ＩＰアドレスと、ポート番号が与えられ、ＮＡＴは、ＭＳＩＳＤＮ－４のプライベートＩ
Ｐアドレスへパブリックのルーティング可能なＩＰアドレスとポート番号をマップする。
【００５１】
　５．ＭＳＩＳＤＮ－４へのパブリックなルーティング可能ＩＰアドレスが、ＭＳＩＳＤ
Ｎ－１への応答として、送り返される。
【００５２】
　６．ＭＳＩＳＤＮ－１は、写真をＭＳＩＳＤＮ－４へ配信するために、ＩＰパケットの
送信を開始する。
【００５３】
　図５は、セッションデータベースを有する組み合わされたＧＧＳＮ／プロキシをそれぞ
れ備えるスーパーノード５０１、５０２、５０３を示している。ファイアウォールの左側
は信頼された環境である。組み合わされたＧＧＳＮ／プロキシの一つの組合せにおけるＧ
ＲＸネットワーク５０４が、受信側の加入者のＩＰアドレスを発見するために用いられる
。受信側の加入者のＩＰアドレスが発見された場合、ＧＧＳＮ／プロキシは、送信側の加
入者からのパケットに対してファイアウォールを開く。発見されたＩＰアドレスがプライ
ベートのＩＰアドレスであり、従って、プライベートのＩＰアドレスとパブリックのＩＰ
アドレスとの間のマッピングが必要な場合は、ＮＡＴの機能もファイアウォールを開くた
めに用いられる。
【００５４】
　本発明の考え方は、移動網において移動端末はどのように到達されうるかに関する情報
が制御階層において構築されなければならないという発想、即ち、中央ノードが要求を処
理するという発想をやめたことに基づいている。なお、本発明はＧＲＸ網を使用する場合
に限られず、従って、ＧＲＸ網は要求された階層網レベルではなく、性能を高める特徴だ
けであるということに留意すべきである。
【００５５】
　図面及び明細書において、本発明の典型的で好適な実施形態を開示し、特定の用語を使
用したが、それらは一般的で説明的な意味において使用されているだけであり、限定する
目的はない。本発明の技術的範囲は以下の特許請求の範囲において説明されている。
【図面の簡単な説明】
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【００５６】
【図１】本発明が実装されてもよい、ＰＬＭＮの一例を示す図である。
【図２】本発明に係るＰ２Ｐ網のスーパーノードにおける登録シナリオを示す図である。
【図３】本発明に係るＧＧＳＮを備えるスーパーノードを有するＰ２Ｐ網を示す図である
。
【図４】本発明の一実施形態に係るＰ２Ｐ ＰＬＭＮ網における一連のイベントを開示す
る図である。
【図５】本発明の一実施形態に係る、ＧＧＳＮ／Ｐｒｏｘｙ信頼網を介したアドレス・ル
ックアップと、ＧＧＳＮとＰＤＮとの間のインタフェースを介した直接通信とを示す図で
ある。

【図１】 【図２】
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【図５】
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