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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）ネットワークのＩＰマルチメディアサブシ
ステム（ＩＭＳ）ノードと、ユーザ装置（ＵＥ）との間の接続を回復する方法であって、
前記ＵＥは前記ＩＭＳネットワークのプロキシ呼セッション制御機能（Ｐ－ＣＳＣＦ）ノ
ードに関連付けされており、前記ＵＥはさらに、前記ＩＭＳネットワークに接続するため
に前記ＵＥによって使用されるパケットアクセスネットワークの少なくとも一つの制御ノ
ードに関連付けされており、前記Ｐ－ＣＳＣＦノードを介した前記ＵＥとの通信の確立に
おいて前記Ｐ－ＣＳＣＦノードに障害が生じており、前記方法は、
　－　前記Ｐ－ＣＳＣＦノードとは異なるＩＭＳノードにおいて、ホーム加入サーバ（Ｈ
ＳＳ）ノードへ、前記ＵＥに前記パケットアクセスネットワークへの前記ＵＥの接続をリ
セットするように要求する、前記ＵＥの新たな登録が必要であることを示す第１のＤＩＡ
ＭＥＴＥＲ要求を送信すること（１０；４０）と、
　－　前記ＨＳＳノードにおいて、前記ＩＭＳノードからの前記第１のＤＩＡＭＥＴＥＲ
要求を受信し、前記ＵＥのアイデンティティを提供し、前記パケットアクセスネットワー
クにおいて前記ＵＥが関連付けされている少なくとも一つの制御ノードのアドレスを検索
し、前記ＵＥに前記パケットアクセスネットワークへの前記ＵＥの接続をリセットするよ
うに要求する、前記ＵＥの再アタッチが必要であることを示す第２の要求を前記少なくと
も一つの制御ノードへ送信すること（２０；５０）と、
　－　前記制御ノードにおいて、前記ＨＳＳノードから前記第２の要求を受信し、前記Ｕ
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Ｅに前記パケットアクセスネットワークへの前記ＵＥの接続をリセットするように要求す
る第３の要求を前記ＵＥへ送信することであって、前記リセットは前記ＩＭＳネットワー
クの利用可能なＰ－ＣＳＣＦノードへの登録を含む、送信すること（３０；６０）と
を含み、
　前記ＩＭＳノードは、サービング呼セッション制御機能（Ｓ－ＣＳＣＦ）ノード、又は
、アプリケーションサーバ（ＡＳ）ノードである、
方法。
【請求項２】
　前記第１のＤＩＡＭＥＴＥＲ要求は、「ＮＥＷ＿ＲＥＧＩＳＴＲＡＴＩＯＮ　ＮＥＥＤ
ＥＤ」を示すユーザ認可タイプのアトリビュートバリューペア（ＡＶＰ）値を有するＤＩ
ＡＭＥＴＥＲユーザ認可要求（ＵＡＲ）である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２の要求は、「ＲＥ＿ＡＴＴＡＣＨ＿ＰＲＯＣＥＤＵＲＥ」を示す削除タイプの
アトリビュートバリューペア（ＡＶＰ）値を有するＤＩＡＭＥＴＥＲの位置削除要求（Ｃ
ＬＲ）である、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記パケットアクセスネットワークがロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ネット
ワークであり、前記制御ノードがモバイル管理エンティティ（ＭＭＥ）ノードである、請
求項１から３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記パケットアクセスネットワークが汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）ネットワ
ークであり、前記制御ノードがサービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）である、
請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）ネットワークのプロキシ呼セッション制御
機能（Ｐ－ＣＳＣＦ）ノードに関連付けされているＵＥであって、さらに、前記ＩＭＳネ
ットワークに接続するために前記ＵＥによって使用されるパケットアクセスネットワーク
の少なくとも一つの制御ノードに関連付けされているＵＥと、
　前記Ｐ－ＣＳＣＦノードとは異なるＩＭＳノードと、
　ホーム加入サービス（ＨＳＳ）ノードと、
　パケットアクセスネットワークの制御ノードと、を備え、
　前記Ｐ－ＣＳＣＦノードを介した前記ＵＥとの通信の確立において前記Ｐ－ＣＳＣＦノ
ードに障害が生じた場合に、
　前記ＩＭＳノードは、前記ＨＳＳノードへ、前記ＵＥに前記パケットアクセスネットワ
ークへの前記ＵＥの接続をリセットするように要求する、前記ＵＥの新たな登録が必要で
あることを示す第１のＤＩＡＭＥＴＥＲ要求を送信するように構成されており、
　前記ＨＳＳノードは、前記ＩＭＳノードからの前記第１のＤＩＡＭＥＴＥＲ要求を受信
し、前記ＵＥのアイデンティティを提供し、前記パケットアクセスネットワークにおいて
前記ＵＥが関連付けされている少なくとも一つの制御ノードのアドレスを検索し、前記Ｕ
Ｅに前記パケットアクセスネットワークへの前記ＵＥの接続をリセットするように要求す
る、前記ＵＥの再アタッチが必要であることを示す第２の要求を前記少なくとも一つの制
御ノードへ送信するように構成されており、
　前記制御ノードは、前記ＨＳＳノードから前記第２の要求を受信し、前記ＵＥに前記パ
ケットアクセスネットワークへの前記ＵＥの接続をリセットするように要求する第３の要
求を前記ＵＥへ送信するように構成されており、前記リセットは前記ＩＭＳネットワーク
の利用可能なＰ－ＣＳＣＦノードへの登録を含み、
　前記ＩＭＳノードが、サービング呼セッション制御機能（Ｓ－ＣＳＣＦ）ノード、又は
、アプリケーションサーバ（ＡＳ）ノードとして動作するように構成されている、
システム。
【請求項７】
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　前記第１のＤＩＡＭＥＴＥＲ要求は、「ＮＥＷ＿ＲＥＧＩＳＴＲＡＴＩＯＮ　ＮＥＥＤ
ＥＤ」を示すユーザ認可タイプのアトリビュートバリューペア（ＡＶＰ）値を有するＤＩ
ＡＭＥＴＥＲユーザ認可要求（ＵＡＲ）である、請求項６に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）ネットワークのプロキシ呼セッ
ション制御機能（Ｐ－ＣＳＣＦ）ノードの障害に対処することに関するものである。具体
的には、本発明はＩＭＳネットワークのアプリケーションサーバ（ＡＳ）が正常に動作し
ていないＰ－ＣＳＣＦノードに登録されたユーザ装置（ＵＥ）に接続しようとする際のＰ
－ＣＳＣＦノードの障害に対処することに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＰマルチメディア（ＩＰＭＭ）サービスは、同じセッション内で音声、ビデオ、メッ
セージング、データ等の動的な組み合わせを提供する。組み合わせが可能な基本のアプリ
ケーションとメディアの数を増加させることによって、エンドユーザに提供されるサービ
スの数が増え、対人コミュニケーションの経験が豊かになる。これは、いわゆる「組み合
わせＩＰマルチメディア」サービスを含む、豊かな個人向け新世代マルチメディア通信サ
ービスにつながる。
【０００３】
　ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）は、モバイル通信ネットワークを介してＩ
Ｐマルチメディアサービスを提供するための第３世代パートナーシッププロジェクト（３
ＧＰＰ）によって定義される技術である。ＩＭＳは、サービスの統合及び相互作用を通し
て、エンドユーザの個人対個人のコミュニケーションの経験を豊かにする重要な機構を提
供する。ＩＭＳにより、ＩＰベースのネットワークを介した新たな豊かな個人対個人の（
クライアント対クライアントの）及び人対コンテンツの（クライアント対サーバの）通信
が可能になる。ＩＭＳは、ユーザ端末（又はユーザ端末とアプリケーションサーバ）間の
呼又はセッションを設定し制御するセッション開始プロトコル（ＳＩＰ）を使用する。セ
ッションのメディアコンポーネントを記述し協定するために、ＳＩＰシグナリングによっ
て伝達されるセッション記述プロトコル（ＳＤＰ）が使用される。ＳＩＰはユーザ対ユー
ザのプロトコルとして作成されたが、ＩＭＳによりオペレータとサービスプロバイダがユ
ーザのサービスへのアクセスを制御し、必要に応じてユーザを変更することが可能になる
。リアルタイムトランスポートプロトコル、及びリアルタイムトランスポート制御プロト
コル（ＲＴＰ／ＲＴＣＰ）等のメディアの伝送及び制御には他のプロトコルが使用される
。
【０００４】
　ＩＭＳネットワーク内で、呼セッション制御機能（ＣＳＣＦ）はシグナリングへの対処
及びルーティングを実行する。ＣＳＣＦはＳＩＰ／ＳＤＰプロトコル群を使用して、ＩＰ
マルチメディアセッションのセッション確立、修正及び開放に対処する。３ＧＰＰ　ＴＳ
２３．２２８には、論理ノード　Ｐ－ＣＳＣＦ、Ｉ－ＣＳＣＦ、　Ｓ－ＣＳＣＦ、Ｅ－Ｃ
ＳＣＦ及び　ＢＧＣＦが記載されている。Ｓ－ＣＳＣＦは、３ＧＰＰ　ＴＳ　２４．２２
９に従い、ユーザ装置（ＵＥ）のセッション制御サービスを実行する。Ｓ－ＣＳＣＦは、
サービスをサポートするためにセッションの状態を維持し、下記の機能を実行し、
　登録において［ＲＦＣ３２６１］に従ってレジストラとして機能し、
　登録の変更について加入者に通知し、
　登録されたユーザのセッションのセッション制御を提供し、
　ＳＩＰ要求に対処し、
　これらを内部でサービングする、又はこれらをさらなるノードへ転送し、
　ＩＭＳアプリケーションサーバとやり取りを行う。
【０００５】
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　Ｓ－ＣＳＣＦは、３ＧＰＰルーティング手順に従ってＳＩＰルーティングを実行する。
インバウンドＳＩＰトラフィックでは、Ｓ－ＣＳＣＦは、加入者登録中にアドレスが記憶
されたそのＰ－ＣＳＣＦへセッションをルーティングする。アウトバウンドＳＩＰトラフ
ィックでは、Ｓ－ＣＳＣＦは、呼をどのようにルーティングすべきかを判断するためにＤ
ＮＳ／ＥＮＵＭに問い合わせを行う。Ｓ－ＣＳＣＦは、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）と
やり取りして、加入者データを取得し、ＤＩＡＭＥＴＥＲメッセージを使用して認証情報
を交換する。
【０００６】
　ユーザ装置（ＵＥ）は一般に、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）を通してＩＭＳネ
ットワークに接続する。ＩＭＳネットワークへのエントリの第１ポイントは、プロキシ呼
セッション制御機能（Ｐ－ＣＳＣＦ）である。ＵＥが特定のＰ－ＣＳＣＦに登録されると
、ＵＥにおいて発信され及び着信したすべてのＳＩＰシグナリングがこのＰ－ＣＳＣＦを
通してルーティングされる。
【０００７】
　既存の無線アクセスネットワークは、２Ｇ及び３Ｇ規格に準拠したセルラーネットワー
クを備える。いわゆる４Ｇネットワークを展開させるプロセスはまだ始まったばかりであ
り、２Ｇ及び３Ｇネットワークを完全に撤退させてもよいほどに４Ｇネットワークカバレ
ッジが十分となるには多くの年月がかかる。　
【０００８】
　４Ｇ技術をさらに考慮してみると、これは、３ＧＰＰのＬＴＥ（ロングタームエボリュ
ーション）、及びＳＡＥ（システムアーキテクチャエボリューション）という名称で指定
されている。ＬＴＥ無線アクセスネットワーク技術は、（それぞれＧＥＲＡＮ及びＵＴＲ
ＡＮ無線アクセスネットワーク技術を使用して）パケット交換及び回路交換アクセスの両
方を提供する２Ｇ及び３Ｇとは対照的に、パケット交換アクセスのみを実行する。２Ｇ及
び３Ｇネットワークでは、パケット交換接続を使用してデータが伝達されるが、回路交換
接続は音声呼等のリアルタイムサービスに使用される。４Ｇネットワークでは、すべての
サービスはパケット交換接続を介して伝達される。ユーザが（拡張ＵＴＲＡＮ又はＥ－Ｕ
ＴＲＡＮと呼ばれる）ＬＴＥ無線アクセスネットワークにアタッチされた時に音声呼が開
始された場合、その呼は当然ながらパケット交換接続を使用する。
【０００９】
　ＩＭＳネットワークは、様々なサービスを実行するいくつかのアプリケーションサーバ
（ＡＳ）を備えることができる。例えば、音声呼は、音声呼を確立し制御するサービス論
理を実行するマルチメディアテレフォニー（ＭＭＴｅｌ）アプリケーションサーバによっ
てＩＭＳネットワークを使って確立させることができる。
【００１０】
　具体的には、ＧＳＭアソシエーション（ＧＳＭＡ）がＬＴＥを介した音声（ＶｏＬＴＥ
）プロファイル、（音声及びＳＭＳ　Ｖ４．０のＧＳＭＡ　ＩＲ．９２　ＩＭＳプロファ
イル　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｓｍｗｏｒｌｄ．ｃｏｍ／ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ／ＩＲ９
２４０．ｐｄｆ）を発行している。　上記には、ＩＭＳをテレフォニーサービスエンジン
として使用する、ＬＴＥ　ＲＡＮを介したテレフォニーサービスのネットワーク及び端末
相互運用性の要件が規定されている。　
【００１１】
　ＵＥが登録されているＰ－ＣＳＣＦに障害がある場合、いくつかの状況が生じ得る。例
えば、ＵＥが、例えばパケット音声呼等のＩＭＳネットワークのＡＳが対処する発信通信
レグを発信しようとした場合、ＵＥは利用できないＰ－ＣＳＣＦから有効な応答を受信し
ない。ＵＥがＩＭＳに到達することができない間、この場合、ＵＥは異なる利用可能なＰ
－ＣＳＣＦノードに登録するように構成される。再登録が行われると、ＵＥはＩＭＳネッ
トワークへのアクセスを回復しており、そのアプリケーションサーバのうちの一つを通じ
て発信呼を行う。
【００１２】
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　ＵＥが、例えばパケット音声呼等のＩＭＳネットワークのＡＳが対処中の通信連鎖の着
信端にある場合、下記の問題が生じる。ＩＭＳネットワークのＳ－ＣＳＣＦノードは、Ｓ
ＩＰ　ＩＮＶＩＴＥ要求を対象のＵＥが登録されたＰ－ＣＳＣＦに方向づけする。Ｐ－Ｃ
ＳＣＦは通常ＵＥへ要求を伝え、これにより、ＵＥは通信レグを終端処理することができ
る。しかしながら、Ｐ－ＣＳＣＦが利用できない場合、要求しているＳ－ＣＳＣＦはＵＥ
と接触する手段を持たず、呼が切れる。この問題はＶｏＬＴＥ設定における呼に対して生
じるが、障害が生じたＰ－ＣＳＣＦを通じてＵＥに到達しようとしている他のＩＭＳベー
スのサービスも同じような影響を受ける。
【００１３】
　図１は、ＶｏＬＴＥ設定の考察におけるアーキテクチャを示す概略図である。ユーザ端
末、又はＵＥはＬＴＥ無線アクセスネットワークに接続する。拡張ノードＢ（ｅＮｏｄｅ
Ｂ）はとりわけ、ＬＴＥ　ＲＡＮ内の無線アクセスの制御を提供する。サービングゲート
ウェイ（Ｓ－ＧＷ）はユーザプレーンにあり、ｅＮｏｄｅＢ及びパケットデータネットワ
ーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ（Ｐ－ＧＷ）から及びこれらへパケットを転送しルーティン
グする。Ｐ－ＧＷノードは、例えば図示したＩＭＳネットワーク等の図示したＰ－ＣＳＣ
Ｆノードがエントリポイントである他のパケットデータネットワークとインターフェース
接続する。ＵＥはＰ－ＣＳＣＦノードに登録される。図１はさらに、ポリシー及び課金ル
ール機能（ＰＣＲＦ）ノードとモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）を示す。Ｓ／Ｐ－
ＧＷ及びＭＭＥは、ＬＴＥ進化パケットコア（ＥＰＣ）に存在する。ＭＭＥはＬＴＥアク
セスネットワークの重要な制御ノードである。ＭＭＥは、再伝送を含むアイドリングモー
ドのＵＥのトラッキング及びページング手順に関与している。図１はさらに、加入者のホ
ームネットワーク内に存在するホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）を示す。
【００１４】
　Ｐ－ＣＳＣＦの障害、又は誤動作の結果、Ｐ－ＣＳＣＦに前に登録されているすべての
ＵＥは、ＩＭＳネットワークを通して構成された着信呼をもはや受信することができない
。各ＵＥを、ＩＭＳネットワークの少なくとも２つの異なるＰ－ＣＳＣＦノードに登録す
ることが推奨されている。この解決策により、両方のＰ－ＣＳＣＦに同時に障害が生じる
確率は低いため、記載された問題の影響がある程度軽減される。したがって、ＵＥは任意
の時点でＵＥが登録されたＰ－ＣＳＣＦノードのうちの少なくとも一つを通して到達可能
となりうる。しかしながら、上記解決策はＶｏＬＴＥの仕様の一部として予測されるもの
ではなく、したがって、上記の問題が生じる主要な用途のうちの一つに適用可能ではない
。
【００１５】
　さらなる提案は、ＩＭＳネットワークのＰ－ＣＳＣＦノードに接続する無線アクセスネ
ットワークのＰＤＮゲートウェイノードによりＰ－ＣＳＣＦノードの利用可能性を定期的
に確認することである。これは、一定の間隔でピング（ｐｉｎｇ）信号を送信することに
よって実施可能である。障害が検出された場合、パケットゲートウェイノードは、利用で
きないＰ－ＣＳＣＦに登録されたすべてのＵＥへ利用可能な代替Ｐ－ＣＳＣＦノードのア
ドレスを送信する。これらのＵＥは次に、代替Ｐ－ＣＳＣＦノードのうちの一つに自身を
再登録することができる。この解決策には、Ｐ－ＣＳＣＦに障害が生じた場合の、無線ア
クセスネットワークにおけるポテンシャルマスシグナリング（ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　ｍａ
ｓｓ　ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ）が含まれる。さらに、この解決策では、ほんの一部のＵＥ
のみが上述した問題を経験している場合があるにも関わらず、利用できないＰ－ＣＳＣＦ
ノードに登録されているすべてのＵＥを再登録する必要がある。実際には、ＩＭＳネット
ワークが対処する呼が、利用できないＰ－ＣＳＣＦノードに登録されたＵＥにおいて着信
されるべきである時にのみ、問題が生じる。
【００１６】
　３つめのオプションは、各ＵＥにＰ－ＣＳＣＦノードに頻繁に再登録させることである
。前に使用したＰ－ＣＳＣＦノードへの再登録に障害が生じた場合、ＵＥは代替の利用可
能なＰ－ＣＳＣＦノードに登録する。しかしながら、この解決策では、通常セルラーネッ



(6) JP 6181160 B2 2017.8.16

10

20

30

40

50

トワークアクセスが使用されるためにＵＥを実行する端末のバッテリが早くなくなってし
まう。
【発明の概要】
【００１７】
　本発明の第１態様によれば、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）ネットワーク
のノードと、ユーザ装置（ＵＥ）との間の接続を回復する方法が提供されている。ＵＥは
前記ＩＭＳネットワークのプロキシ呼セッション制御機能ノード（Ｐ－ＣＳＣＦ）と、パ
ケットアクセスネットワークの少なくとも一つの制御ノードに関連付けられている。ＵＥ
は、前記パケットアクセスネットワークを使用してＩＭＳネットワークに接続する。前記
Ｐ－ＣＳＣＦノードを介した前記ＵＥとの通信の確立においてＩＭＳノードに障害が生じ
た後で、本方法は下記のように進む。
　・前記ＩＭＳノードにおいて、ＵＥに前記パケットアクセスネットワークへのＵＥの接
続をリセットするように要求する第１のＤＩＡＭＥＴＥＲ要求をホーム加入サーバ（ＨＳ
Ｓ）ノードを送信し；
　・前記ＨＳＳノードにおいて、前記ＩＭＳノードから前記第１のＤＩＡＭＥＴＥＲ要求
を受信し、前記ＵＥのアイデンティティを提供し、前記パケットアクセスネットワークに
おいて前記ＵＥが関連付けされている少なくとも一つの制御ノードのアドレスを検索し、
前記少なくとも一つの制御ノードへ、ＵＥに前記パケットアクセスネットワークへのＵＥ
の接続をリセットするように要求する第２の要求を送信し；
　・前記制御ノードにおいて、前記ＨＳＳノードから前記第２の要求を受信し、ＵＥに前
記パケットアクセスネットワークへのＵＥの接続をリセットするように要求する前記ＩＭ
Ｓネットワークの利用可能なＰ－ＣＳＣＦノードへの登録を含む第３の要求を前記ＵＥへ
送信する。
【００１８】
　第１のＤＩＡＭＥＴＥＲ要求は、「ＮＥＷ＿ＲＥＧＩＳＴＲＡＴＩＯＮ　ＮＥＥＤＥＤ
」を示すユーザ認可タイプのアトリビュートバリューペア（ＡＶＰ）値を有するＤＩＡＭ
ＥＴＥＲユーザ認可要求（ＵＡＲ）であることが好ましい場合がある。
【００１９】
　本発明の第２態様によれば、インターネットマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）ネ
ットワークノードにおいて、ユーザ装置（ＵＥ）にパケットアクセスネットワークへのＵ
Ｅの接続をリセットするように要求する方法が提供されている。この方法は、ＵＥに前記
パケットアクセスネットワークへのＵＥの接続をリセットするように要求する第１のＤＩ
ＡＭＥＴＥＲ要求をホーム加入サーバ（ＨＳＳ）ノードへ送信することを含む。
【００２０】
　本発明の第３態様によれば、ホーム加入サーバ（ＨＳＳ）ノードにおいて第１のＤＩＡ
ＭＥＴＥＲメッセージに対処する方法が提供されている。このメッセージはＩＭＳノード
から受信され、ＵＥにパケットアクセスネットワークへのＵＥの接続をリセットするよう
に要求するものである。本方法はさらに、ＵＥが関連付けされている前記パケットアクセ
スネットワークの制御ノードのアイデンティティを提供することと、ＵＥに前記パケット
アクセスネットワークへのＵＥの接続をリセットするように要求する第２の要求を前記制
御ノードに送信することとを含む。
【００２１】
　第２の要求は、「ＲＥ＿ＡＴＴＡＣＨ＿ＰＲＯＣＥＤＵＲＥ」を示す削除タイプのアト
リビュートバリューペア（ＡＶＰ）値を有するＤＩＡＭＥＴＥＲの位置削除要求（ＣＬＲ
）であることが好ましい場合がある。
【００２２】
　本発明の第４態様によれば、ユーザ装置（ＵＥ）が関連付けされているパケットアクセ
スネットワークの制御ノードにおいて要求に対処する方法が提供されている。この要求は
、ホーム加入サーバ（ＨＳＳ）ノードから受信され、前記ＵＥに前記パケットアクセスネ
ットワークへのＵＥの接続をリセットするように要求するものであり、本方法は前記ＵＥ
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に前記パケットアクセスネットワークへのＵＥの接続をリセットするように要求すること
を含む。
【００２３】
　好ましくは、前記ＩＭＳノードはサービング呼セッション制御機能（Ｓ－ＣＳＣＦ）で
あってよい。
【００２４】
　前記ＩＭＳノードは、ＩＭＳアプリケーションサーバ（ＩＭＳ　ＡＳ）ノードでありう
ることが好ましい。ＩＭＳ　ＡＳは携帯パケットサービスを介して音声及びマルチメディ
ア通信サービスを提供するマルチメディアテレフォニーアプリケーションサーバ（ＭＭＴ
ｅｌ　ＡＳ）、又はロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ネットワークを介して音声
を提供するテレフォニーアプリケーションサーバ（ＴＡＳ）、又はセッション継続集中ア
プリケーションサーバ（ＳＣＣ　ＡＳ）でありうることが好ましい。
【００２５】
　好ましくは、前記パケットアクセスネットワークはロングタームエボリューション（Ｌ
ＴＥ）ネットワークであってよく、前記制御ノードは前記ＬＴＥネットワークのモバイル
管理エンティティ（ＭＭＥ）ノードであってよい。
【００２６】
　あるいは、好ましくは、前記パケットアクセスネットワークは汎用パケット無線サービ
ス（ＧＰＲＳ）ネットワークであってよく、前記制御ノードは前記ＧＰＲＳネットワーク
のサービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）であってよい。
【００２７】
　本発明のさらなる態様によれば、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）ネットワ
ークノードとして動作するように構成された第１ノードを備える装置が提供されている。
この装置は、ＤＩＡＭＥＴＥＲ要求を送信するための伝送ユニットと、プロセッサユニッ
トを備え、プロセッサユニットは、
　－　ユーザ装置、ＵＥにパケットアクセスネットワークへのＵＥの接続をリセットする
ように要求するＤＩＡＭＥＴＥＲ要求を生成し、
　－　前記ＤＩＡＭＥＴＥＲ要求をホーム加入サーバ（ＨＳＳ）ノードへ伝送するように
構成されている。
【００２８】
　ＩＭＳモードはサービング呼セッション制御機能（Ｓ－ＣＳＣＦ）ノードとして構成さ
れうることが好ましい。
【００２９】
　ＩＭＳノードは、ＩＭＳアプリケーションサーバ（ＩＭＳ　ＡＳ）ノードとして構成し
うることが好ましく、ＩＭＳ　ＡＳは、携帯パケットサービスを介して音声及びマルチメ
ディア通信サービスを提供するマルチメディアテレフォニーアプリケーションサーバ（Ｍ
ＭＴｅｌ　ＡＳ）である、又はロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ネットワークを
介して音声を提供するテレフォニーアプリケーションサーバ（ＴＡＳ）である、又はセッ
ション継続集中アプリケーションサーバ（ＳＣＣ　ＡＳ）である。
　本発明による別の態様によれば、ホーム加入サービス（ＨＳＳ）ノードとして動作する
ように構成された第２ノードを備える装置が提供されている。この装置は、要求を送信す
るための伝送ユニットと、ＤＩＡＭＥＴＥＲ要求を受信するための受信ユニットと、ユー
ザ装置（ＵＥ）に関連するアイデンティティを記憶するように構成された記憶装置と、処
理ユニットとを備える。処理ユニットは、
　－　ユーザ装置（ＵＥ）にパケットアクセスネットワークへのＵＥの接続をリセットす
るように要求するＤＩＡＭＥＴＥＲ要求を受信し、
　－　ＵＥに前記パケットアクセスネットワークへのＵＥの接続をリセットするように要
求する要求を生成し、
　－　前記要求を前記制御ノードへ伝送する
ように構成されている。
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【００３０】
　本発明によるさらに別の態様によれば、パケットアクセスネットワークの制御ノードと
して動作するように構成された第３ノードを備える装置が提供されている。この装置は、
要求を送信するための伝送ユニットと、要求を受信するための受信ユニットと、処理ユニ
ットとを備える。処理ユニットは、
　－　ユーザ装置（ＵＥ）にパケットアクセスネットワークへのＵＥの接続をリセットす
るように要求する要求を受信し、
　－　ＵＥに前記パケットアクセスネットワークへのＵＥの接続をリセットするように要
求する要求を生成し、
　－　前記ＵＥへの前記要求を伝送する
ように構成されている。
【００３１】
　パケットアクセスネットワークはロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ネットワー
クでありうることが好ましく、前記制御ノードはモバイル管理エンティティ（ＭＭＥ）ノ
ードでありうることが好ましい。
【００３２】
　あるいは、パケットアクセスネットワークは汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）で
あってよく、前記制御ノードはサービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）であって
よい。
【００３３】
　本発明による方法及び装置を使用すれば、ＵＥが登録されていたＰ－ＣＳＣＦノードの
障害のためにＩＭＳアプリケーションサーバとＵＥとの間の通信リンクに障害が生じた後
で、この通信を回復することが可能である。この方法は、ＵＥの無線アクセスネットワー
クにおけるマスシグナリングを回避し、ユーザ端末が頻繁にネットワークに再登録しなく
てもよいため、ユーザ端末のバッテリを消耗させない。この方法はさらに、ＶｏＬＴＥの
仕様と互換性のある手順を主に使用するため、ＶｏＬＴＥアーキテクチャの音声呼のサー
ビスの質を上げることが可能になる。
【００３４】
　本発明の態様を、例としてのみ、添付の図面を参照して下記にさらに記載する。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】ＬＴＥ無線アクセスネットワークを含む既知のネットワークアーキテクチャと、
ＩＭＳネットワークを示す図である。
【図２】本発明の一実施形態による方法のステップを示すフロー図である。
【図３】本発明の一実施形態による方法のステップを示すフロー図である。
【図４】本発明の一実施形態による方法のステップを示すフロー図である。
【図５】本発明の一実施形態による方法のステップを示すフロー図である。
【図６】Ｐ－ＣＳＣＦの障害を検出する方法に関連するシグナリングを示す図である。
【図７】Ｐ－ＣＳＣＦの障害を検出する方法に関連するシグナリングを示す図である。
【図８】本発明の一実施形態による方法に関連するシグナリングを示す図である。
【図９】本発明の一実施形態による方法に関連するシグナリングを示す図である。
【図１０】本発明によるＩＭＳノードを実行する装置の一実施形態を示す概略図である。
【図１１】本発明によるＨＳＳノードを実行する装置の一実施形態を示す概略図である。
【図１２】本発明による制御ノードを実行する装置の一実施形態を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　本発明によれば、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）ネットワークのノードと
、ユーザ装置（ＵＥ）との間の接続を回復する方法が提供されている。ＵＥは、前記ＩＭ
Ｓネットワークのプロキシ呼セッション制御機能ノード（Ｐ－ＣＳＣＦ）と関連付けされ
ている。さらに、ＵＥは、ＩＭＳネットワークへ接続するためにＵＥが使用するパケット
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アクセスネットワークの制御ノードと関連付けされている。さらに、前記Ｐ－ＣＳＣＦノ
ードを介した前記ＵＥとの通信の確立において前記ＩＭＳノードに障害が生じている。
【００３７】
　図２は、本方法による主なステップを示す図である。ＵＥに到達するように意図された
Ｓ－ＣＳＣＦノード又はＡＳノードがＰ－ＣＳＣＦの障害を検出すると、下記を進める。
対応するＳＩＰシグナリングに対処するＳ－ＣＳＣＦノードは、ＤＩＡＭＥＴＥＲメッセ
ージをＨＳＳノードへ送信する。これはステップ１０に対応する。ＤＩＡＭＥＴＥＲメッ
セージは、ＵＥの新たな登録が必要であることを、ユーザ認可タイプのアトリビュートバ
リューペア（ＡＶＰ）の新たな値を通して示す、ＤＩＡＭＥＴＥＲユーザ認可要求（ＵＡ
Ｒ）であることが好ましい。ユーザ認可タイプのＡＶＰの新たな値は、「ＮＥＷ＿ＲＥＧ
ＩＳＴＲＡＴＩＯＮ＿ＮＥＥＤＥＤ」であることが好ましい。この要求はＵＥのＩＭＳア
イデンティティ（ＩＭＰＵ）を含むことが好ましい。
【００３８】
　あるいは、ＤＩＡＭＥＴＥＲメッセージは、該当のセルラーパケット接続のリセットが
要求されていることを示す、ＤＩＡＭＥＴＥＲサーバ割当て要求（ＳＡＲ）であってよい
。この場合、ＳＡＲ要求は、リセット要求を伝達するアトリビュートバリューペア（ＡＶ
Ｐ）を含む。　
【００３９】
　上記で指定されたＤＩＡＭＥＴＥＲメッセージを受信すると、ＨＳＳノードは受信した
ＩＭＰＵを対応するパケットシステムアイデンティティ（ＩＭＳＩ）に変換し、どのパケ
ット制御ノードが対応するパケット登録を行うかを検索する。ＵＥがＬＴＥ　ＲＡＮにア
タッチされた時、対応するノードはＬＴＥアーキテクチャのＭＭＥノードである。ＨＳＳ
ノードは続けて、ＵＥのパケットアクセスのリセットを要求するＤＩＡＭＥＴＥＲメッセ
ージを識別されたＭＭＥノードへ送信する。ＤＩＡＭＥＴＥＲメッセージは、新たな値、
例えば「ＲＥ＿ＡＴＴＡＣＨ＿ＰＲＯＣＥＤＵＲＥ」を有する削除タイプのＡＶＰを有す
るＤＩＡＭＥＴＥＲ位置削除要求（ＣＬＲ）メッセージであることが好ましい。これはス
テップ２０に対応する。
【００４０】
　上記に指定されたＤＩＡＭＥＴＥＲ　ＣＬＲ要求を受信すると、ＭＭＥノードはＲＡＮ
にすぐ再アタッチするさらなる要求を含むデタッチ要求を、対応するＵＥへ送信する。即
時のアタッチ要求を含むデタッチ要求は、既存の３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．４０１規格に指
定されている。
【００４１】
　ＵＥはデタッチ要求を受け入れ、パケットアクセスネットワークから離れて、３ＧＰＰ
　ＴＳ　２３．４０１２に従ってアタッチ手順を開始する。アタッチ手順の一部として、
ＵＥはＩＭＳネットワークの利用可能なＰ－ＣＳＣＦノードのアドレスを受信する。ＵＥ
は、ＳＩＰ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージによりこのアドレスを使用してこの新たなＰ－
ＣＳＣＦノードに向けて登録を開始する。規格ＩＭＳ登録手順はこのルーティンを完了し
て、ＵＥのＩＭＳ接続を再確立する。これはステップ３０に対応する。
【００４２】
　登録が完了したら、Ｓ－ＣＳＣＦは、設定すべきＳＩＰセッションに使用できる新たな
登録をＵＥが有することを認識する。Ｓ－ＣＳＣＦは対応するＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥをＵ
Ｅへ送信する。
【００４３】
　図３は、例えばＳ－ＣＳＣＦノード等の発呼者のＩＭＳノードによって実施される記載
の方法の主要なステップを示す。図４は、ＨＳＳノードによって実施される記載の方法の
主要なステップを示す。同様に、図５は、例えばＬＴＥアーキテクチャのＭＭＥノード等
の制御ノードによって実施される記載の方法の主要なステップを示す。
【００４４】
　これにより、本発明による方法の基本原理の要点が説明される。本方法の実施形態は、
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普遍概念を失くすことなく記載される。
【００４５】
　図６及び図７は、Ｐ－ＣＳＣＦノードの障害の検出につながる２つの潜在的なシナリオ
を示す図である。Ｓ－ＣＳＣＦノードはＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージを受信する。こ
の特定のＵＥと接触するように意図されたメッセージは例えば、ＩＭＳネットワークのＭ
ＭＴｅｌ　ＡＳから発信されうる。Ｓ－ＣＳＣＦは、ＵＥが登録されているＰ－ＣＳＣＦ
へ対応するＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージを送信する。図６に示す例においては、対応
するＰ－ＣＳＣＦが利用可能であるが、障害がある又は正常に動作しないため、対応する
Ｐ－ＣＳＣＦは着呼ＵＥに関するデータを見つけることができない。Ｐ－ＣＳＣＦノード
は通常、「１００　ｔｒｙｉｎｇ」ＳＩＰメッセージにより、Ｐ－ＣＳＣＦノードが現在
データを見つけようとしていることを示す。最終的に見つけることができないと、Ｐ－Ｃ
ＳＣＦノードは着呼ユーザが確認されていないことを示す対応するメッセージをＳ－ＣＳ
ＣＦノードへ送信する。この対応するメッセージは、「４０４　Ｎｏｔ　Ｆｏｕｎｄ」メ
ッセージであってもよく、ＳＩＰプロトコルの任意の関連する４ｘｘ又は５ｘｘメッセー
ジであってもよい。
【００４６】
　図７に示す例では、Ｐ－ＣＳＣＦノードが利用できないため、Ｐ－ＣＳＣＦから応答が
ない場合、Ｓ－ＣＳＣＦは固定タイムアウト後に障害を検出する。
【００４７】
　Ｐ－ＣＳＣＦの障害を検出した後、Ｓ－ＣＳＣＦは、ＩＭＳネットワークへの着呼ＵＥ
の接続を回復させるための本発明による回復手順を開始する。この手順は非同期であって
よく、これにより、発呼Ｓ－ＣＳＣＦはセッションシグナリングへの対処を継続する前に
着呼ＵＥの接続が回復するまで待たない。手順は同期であってよく、これにより、発呼Ｓ
－ＣＳＣＦはセッションシグナリングへの対処を継続する前に着呼ＵＥの接続が回復する
まで待つことになる。
【００４８】
　図８は、非同期の場合に含まれる主要なステップを示す図である。第１のステップでは
、Ｓ－ＣＳＣＦノードはＤＩＡＭＥＴＥＲユーザ認可要求（ＵＡＲ）をＨＳＳノードへ送
信する。ＵＡＲメッセージは、新たなＵＥの登録が必要であることを示す。この要求は、
「ＮＥＷ＿ＲＥＧＩＳＴＲＡＴＩＯＮ＿ＮＥＥＤＥＤ」であることが好ましいＵＡＲのユ
ーザ認可タイプのアトリビュートバリューペア（ＡＶＰ）の新たな値によって伝達される
。　
【００４９】
　ＵＥのＩＭＳアイデンティティ（ＩＭＰＵ）を含むことが好ましいＵＡＲ要求を受信す
ると、ＨＳＳは発呼Ｓ－ＣＳＣＦノードに対応するＤＩＡＭＥＴＥＲユーザ認可応答（Ｕ
ＡＡ）メッセージを返信することによって受信をアクノリッジする。ステップ３において
、ＨＳＳは受信したＩＭＰＵをＵＥの対応するパケットシステムアイデンティティ（ＩＭ
ＳＩ）にマッピングし、どのパケットノードがＵＥのパケット登録を行うかを検索する。
ＨＳＳは、例えばデータベースとして構成される記憶装置にＵＥのアイデンティティを記
憶させる。ＵＥがＬＴＥ　ＲＡＮを使用して接続した場合、ＨＳＳによって検索されたノ
ードはＭＭＥノードである。ＨＳＳは、ＤＩＡＭＥＴＥＲ位置削除要求（ＣＬＲ）を識別
されたＭＭＥノードへ送信する。このメッセージはＵＥのパケットアクセスをリセットす
べきであることを示すＡＶＰを含むことが好ましい。ＡＶＰは削除タイプのＡＶＰである
ことが好ましく、要求は値「ＲＥ＿ＡＴＴＡＣＨ＿ＰＲＯＣＥＤＵＲＥ」によって伝達さ
れることが好ましい。あるいは、他のＤＩＡＭＥＴＥＲメッセージを使用してこの情報を
伝達することができる。
【００５０】
　ＭＭＥノードは、ＤＩＡＭＥＴＥＲ　ＣＬＡ（位置削除応答）メッセージを使用して、
ＤＩＡＭＥＴＥＲ　ＣＬＲメッセージの受信をアクノリッジする。ＭＭＥノードは続いて
、ＵＥへ即時のアタッチ要求を含むデタッチ要求を送信する。これは例えば、３ＧＰＰ　
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ＴＳ　２３．４０１規格に従って、即時の再アタッチ要求を有するデタッチ要求を提供す
る既知の要求によって実行することができる。対応する要求を受信すると、ＵＥはステッ
プ６においてＭＭＥノードに対し受信をアクノリッジする。ＵＥは、アタッチ要求をＭＭ
Ｅノードへ送信することによって、ステップ７において要求されたアタッチ手順を開始す
る。３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．４０１規格に従って、よく知られた規格パケットサービスア
タッチ手順が次に行われる。この手順の一部として、ＵＥはＩＭＳネットワークの利用可
能なＰ－ＣＳＣＦノードのアドレスを取得する。ＵＥはこのアドレスを使用して、ＳＩＰ
　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージを用いて利用可能なＰ－ＣＳＣＦに向けて登録を開始する
（ステップ８）。よく知られた規格ＩＭＳ登録手順が行われる。登録が完了すると、発呼
Ｓ－ＣＳＣＦは最初に意図したように、ＵＥへの接続を構成することが可能になる。
【００５１】
　図９は、同じ回復手順の対応する非同期的実行態様を示す図である。図８のシナリオの
違いは、ＩＭＥネットワークへのＵＥの接続が良好に回復した時のみ、最初のＤＩＡＭＥ
ＴＥＲ　ＵＡＲ要求がアクノリッジされるということである。これにより、Ｓ－ＣＳＣＦ
が、ＵＥが利用可能になるまで待機している間に呼を保留することができるようになる。
発呼ユーザにとってはこの手順はしたがって、再登録プロセスのために呼設定中の遅延が
わずかに長引くことを除いては、ほぼ完全に透過的である。概要が述べられた方法なしで
はＵＥへの呼に障害が生じるため、いかなる場合にもサービスの品質が向上する。
【００５２】
　本発明による方法の記載されたすべての実施形態において、Ｓ－ＣＳＣＦノードを、最
初にＳ－ＣＳＣＦノードと接触せずに対応する手順を直接開始することができるＩＭＳネ
ットワークのＡＳノードに替えることができる。ＡＳは、例えばマルチメディアテレフォ
ニーＡＳ、ＳＭＳ　ＩＰゲートウェイＡＳ、セッション継続集中アプリケーションサーバ
、ＳＣＣ　ＡＳ、又はなんらかの他の既知のアプリケーションサーバ等のＵＥとの接続を
確立する必要がある任意のＡＳであってよい。
【００５３】
　記載されたすべての実施形態において、ＵＥはＬＴＥ　ＲＡＮを通してＩＭＳに接続す
ることになっている。あるいは、ＵＥは、例えばＧＰＲＳネットワーク、又はＨＳＰＡネ
ットワーク等の第２世代、又は第３世代（２Ｇ、３Ｇ）ＲＡＮを使用してＩＭＳに接続す
ることができる。上記の場合には、図８及び図９のＭＭＥノードは、例えば対応するサー
ビングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）に替えることができる。ＨＳＳノードと対応
するＳＧＳＮノードとの間の通信は、記載されたようにＤＩＡＭＥＴＥＲプロトコルを使
用して、または代替的に、モバイルアプリケーションパート（ＭＡＰ）プロトコルを使用
して実行することができ、この場合、ＣＬＲ要求は「パケットアクセスリセット」削除タ
イプを示すＭＡＰ＿ＣＡＮＣＥＬ＿ＬＯＣＡＴＩＯＮメッセージに替えられる。
【００５４】
　代替実施形態において、ＵＥはＳＧＳＮノードとＭＭＥノードの両方に同時に関連付け
ることができ、２つのパケットサービスへのアクセスを潜在的に提供する。その場合、記
載された位置削除要求がＨＳＳからＭＭＥとＳＧＳＮノードの両方に送信される。ＵＥは
アクティブ状態のパケットサービスにおいて記載されたパケットアクセス手順を開始する
。
【００５５】
　図１０は、本発明によるＩＭＳノード１００の一実施形態を示す概略図である。ノード
は、Ｓ－ＣＳＣＦノードとして、又は代替的にアプリケーションサーバ（ＡＳ）ノードと
して動作するように構成される。これにより、図８及び図９のＳ－ＣＳＣＦノードの機能
が得られる。ノード１００は、ＤＩＡＭＥＴＥＲメッセージを送信するための少なくとも
一つの送信ユニット１１０を備える。ノード１００はさらにプロセッサ１２０と記憶装置
１３０を備え、プロセッサ１２０は、ユーザ装置（ＵＥ）にパケットアクセスネットワー
クへのＵＥの接続をリセットするように要求するＤＩＡＭＥＴＥＲ要求１１１を生成する
ように構成される。プロセッサはさらに、前記ＤＩＡＭＥＴＥＲ要求をホーム加入サーバ
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【００５６】
　図１１は、本発明によるＨＳＳノード２００の一実施形態を示す概略図である。ノード
は、図８及び図９のＨＳＳノードの機能を提供することができる。ノード２００は、ＩＭ
ＳノードからＤＩＡＭＥＴＥＲメッセージを受信するための少なくとも一つの受信ユニッ
ト２４０を備える。ノード２００はさらに、例えばＤＩＡＭＥＴＥＲ又はＭＡＰメッセー
ジを送信するための少なくとも一つの送信ユニット２１０を備える。ノード２００はさら
にプロセッサ２２０と記憶装置２３０を備え、プロセッサ１２０は、ユーザ装置（ＵＥ）
にパケットアクセスネットワークへのＵＥの接続をリセットするように要求するＤＩＡＭ
ＥＴＥＲ要求２４１を受信するように構成される。プロセッサはさらに、ＵＥに前記パケ
ットアクセスネットワークへのＵＥの接続をリセットするように要求する要求２１１を生
成し、前記要求２１１を前記制御ノードへ伝送するように構成される。
【００５７】
　図１２は、本発明によるパケットアクセスネットワークの制御ノード３００の一実施形
態を示す概略図である。ノードは、図８及び図９のＭＭＥノードの機能、又は代替的に、
ＳＧＳＮノードの機能を提供することができる。ノード３００は、ＨＳＳノードから要求
を受信するための少なくとも一つの受信ユニット３４０を備える。ノード３００はさらに
、メッセージを送信するための少なくとも一つの送信ユニット３１０を備える。ノード３
００はさらにプロセッサ３２０と記憶装置３３０とを備え、プロセッサ３２０は、ユーザ
装置（ＵＥ）にパケットアクセスネットワークへのＵＥの接続をリセットするように要求
する要求３４１を受信するように構成される。プロセッサはさらに、ＵＥに前記パケット
アクセスネットワークへのＵＥの接続をリセットするように要求する要求３１１を生成し
、前記要求を前記ＵＥへ伝送するように構成される。
【００５８】
　記憶装置１３０、２３０、３３０は、各処理ユニット１２０、２２０、３３０によって
処理される指示を記憶する。各ノード１００、２００、３００は、記憶された対応する指
示を処理することによって記載のように機能するように構成されたコンピュータと見なす
ことができる。
【００５９】
　当業者には、本発明の範囲から逸脱することなく、上述の実施形態に様々な変更を行う
ことができることが理解されるだろう。
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