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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ装置（ＵＥ）デバイスと外部ＰＤＮとの間のデータ接続性を提供する複数のパケ
ット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ（ＰＤＮ－ＧＷ）のＰＤＮ－ＧＷプール内の
第１のＰＤＮ－ＧＷ内での方法であって、前記第１のＰＤＮ－ＧＷが前記ＰＤＮ－ＧＷプ
ールにおいて第２のＰＤＮ－ＧＷに通信可能に結合され、前記方法が、前記第２のＰＤＮ
－ＧＷが非稼動状態になった後に前記第２のＰＤＮ－ＧＷによって前にサービスされたＵ
Ｅセッションに関する接続性を前記第１のＰＤＮ－ＧＷが提供できるようにすることによ
り、ＵＥセッション・レジリエンスを提供するためのものであり、前記方法が、
　前記第２のＰＤＮ－ＧＷから前記ＵＥセッションに関するセッション作成要求メッセー
ジを受信することであって、前記第２のＰＤＮ－ＧＷがサービング・ゲートウェイ（ＳＧ
Ｗ）から前記ＵＥセッションに関する別のセッション作成要求メッセージを受信し、前記
第２のＰＤＮ－ＧＷが前記ＵＥセッションに関するアクティブＰＤＮ－ＧＷとなるための
ものである、受信することと、
　前記ＳＧＷに前記第１のＰＤＮ－ＧＷが前記ＵＥセッションの待機ＰＤＮ－ＧＷとなる
ことを示し、前記第１のＰＤＮ－ＧＷのインターネット・プロトコル（ＩＰ）・アドレス
をさらに示すセッション作成応答メッセージを送信することと、
　前記第２のＰＤＮ－ＧＷから前記ＵＥセッションのセッション情報を受信することと、
　前記第２のＰＤＮ－ＧＷが非稼動状態に入ったまたは非稼動状態に入る寸前であること
を検出することに反応して、前記ＵＥセッションに関する前記アクティブＰＤＮ－ＧＷに
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なるために切り替えることとを含み、
　前記ＵＥセッションに関する前記アクティブＰＤＮ－ＧＷになるための前記切り替える
ことが、
　前記第１のＰＤＮ－ＧＷと前記第２のＰＤＮ－ＧＷとの間に一時的データ・トンネルを
確立することと、
　前記一時的データ・トンネルにより前記第２のＰＤＮ－ＧＷから前記ＵＥセッションの
トラフィックを受信することと、
　前記ＳＧＷから前記ＵＥセッションの追加のトラフィックを受信することであって、前
記追加のトラフィックも前記第２のＰＤＮ－ＧＷにより受信されない、受信することと、
　前記一時的データ・トンネルを除去することとを更に含む、方法。
【請求項２】
　前記ＵＥセッションに関する前記アクティブＰＤＮ－ＧＷになるための前記切り替える
ことが、
　前記ＳＧＷに前記第１のＰＤＮ－ＧＷがその時点で前記ＵＥセッションに関する前記ア
クティブＰＤＮ－ＧＷであることを示すメッセージを送信することを含む、請求項１に記
載の方法。
【請求項３】
　前記第２のＰＤＮ－ＧＷが前記非稼動状態に入ったまたは前記非稼動状態に入る寸前で
あることを検出することに反応する請求項１または２に記載の方法であって、前記方法が
第２のＵＥセッションに対する前記アクティブＰＤＮ－ＧＷになるための切り替えること
を更に含み、前記第２のＰＤＮ－ＧＷが前記第２のＵＥセッションに関する前記アクティ
ブＰＤＮ－ＧＷであった、かつ前記第２のＰＤＮ－ＧＷも第３のＰＤＮ－ＧＷが前記待機
ＰＤＮ－ＧＷである複数のその他のＵＥセッションに関する前記アクティブＰＤＮ－ＧＷ
であった、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のＰＤＮ－ＧＷが前記非稼動状態に入ったまたは前記非稼動状態に入る寸前で
あることを前記検出することが、
　前記第２のＰＤＮ－ＧＷに状況照会メッセージを送信することと、
　前記第２のＰＤＮ－ＧＷが前記状況照会メッセージの１つに応答しなかったことを検出
することとを含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２のＰＤＮ－ＧＷが前記非稼動状態に入ったまたは前記非稼動状態に入る寸前で
あることを前記検出することが、
　前記第２のＰＤＮ－ＧＷから前記第２のＰＤＮ－ＧＷが前記非稼動状態に入る寸前であ
ることを示すメッセージを受信することを含む、請求項１～４のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項６】
　コンピューティングデバイスのプロセッサにより遂行された場合に、請求項１～５のい
ずれか一項に記載の方法を実行する前記第１のパケット・データ・ネットワーク・ゲート
ウェイ（ＰＤＮ－ＧＷ）を前記コンピューティングデバイスに実行させる命令を有する非
一時的なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項７】
　１つ以上のプロセッサと
　請求項６に記載の前記非一時的なコンピュータ可読記憶媒体とを備える、コンピューテ
ィングデバイス。
【請求項８】
　ユーザ装置（ＵＥ）デバイスと外部ＰＤＮとの間のデータ接続性を提供する複数のパケ
ット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ（ＰＤＮ－ＧＷ）のＰＤＮ－ＧＷプール内の
第１のＰＤＮ－ＧＷ内での方法であって、前記第１のＰＤＮ－ＧＷが前記ＰＤＮ－ＧＷプ
ールにおいて第２のＰＤＮ－ＧＷに通信可能に結合され、前記方法が、前記第１のＰＤＮ
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－ＧＷが非稼動状態になった後に前記第１のＰＤＮ－ＧＷによって前にサービスされたＵ
Ｅセッションに関する接続性を第２のＰＤＮ－ＧＷが提供できるようにすることにより、
ＵＥセッション・レジリエンスを提供するためのものであり、前記方法が、
　サービング・ゲートウェイ（ＳＧＷ）から前記ＵＥセッションに関するセッション作成
要求を受信することと、
　前記ＳＧＷに前記第１のＰＤＮ－ＧＷが前記ＵＥセッションに関するアクティブＰＤＮ
－ＧＷとして作用することを示し、前記第１のＰＤＮ－ＧＷのインターネット・プロトコ
ル（ＩＰ）・アドレスをさらに示すセッション作成応答メッセージを送信することと、
　前記第２のＰＤＮ－ＧＷに、前記第２のＰＤＮ－ＧＷが前記ＵＥセッションに関する待
機ＰＤＮ－ＧＷとして作用させ、前記ＳＧＷに第２のＰＤＮ－ＧＷが前記ＵＥセッション
に関する前記待機ＰＤＮ－ＧＷとして作用することを示しかつ前記第２のＰＤＮ－ＧＷの
ＩＰアドレスをさらに示す第２のセッション作成応答メッセージを送信するための第２の
セッション作成要求メッセージを送信することと、
　前記第２のＰＤＮ－ＧＷに前記ＵＥセッションのセッション情報を送信することと、
　前記ＵＥセッションに関する前記アクティブＰＤＮ－ＧＷとなるように前記第２のＰＤ
Ｎ－ＧＷを切り替えさせる非稼動状態に入ることとを含み、
　前記非稼動状態に入ることが、
　前記第１のＰＤＮ－ＧＷと前記第２のＰＤＮ－ＧＷとの間に一時的データ・トンネルを
確立することと、
　前記一時的データ・トンネルにより前記第２のＰＤＮ－ＧＷへの前記ＵＥセッションの
トラフィックを送信することと、
　前記一時的データ・トンネルを除去することとを含む、方法。
【請求項９】
　前記第１のＰＤＮ－ＧＷが前記ＰＤＮ－ＧＷプールにおいて第３のＰＤＮ－ＧＷに更に
通信可能に結合され、前記方法が、
　前記ＳＧＷから第２のＵＥセッションに関する第３のセッション作成要求を受信するこ
とと、
　前記ＳＧＷに前記第１のＰＤＮ－ＧＷが前記第２のＵＥセッションの前記アクティブＰ
ＤＮ－ＧＷとして作用することを示す第３のセッション作成応答メッセージを送信するこ
とと、
　前記第３のＰＤＮ－ＧＷに、前記第３のＰＤＮ－ＧＷが前記第２のＵＥセッションに関
する前記待機ＰＤＮ－ＧＷとして作用し、前記ＳＧＷに前記第３のＰＤＮ－ＧＷが前記第
２のＵＥセッションに関する前記待機ＰＤＮ－ＧＷとして作用することを示す第４のセッ
ション作成応答メッセージを送信するための第３のセッション作成要求メッセージを送信
することと、
　前記第３のＰＤＮ－ＧＷに前記第２のＵＥセッションのセッション情報を送信すること
とを含み、
　前記非稼動状態に前記入ることは、前記第２のＵＥセッションに関する前記アクティブ
ＰＤＮ－ＧＷとなるように前記第３のＰＤＮ－ＧＷを更に切り替えさせる、請求項８に記
載の方法。
【請求項１０】
　前記非稼動状態に入ることは、
　前記第１のＰＤＮ－ＧＷと前記第２のＰＤＮ－ＧＷとの間に第１の一時的データ・トン
ネルおよび前記第１のＰＤＮ－ＧＷと前記第３のＰＤＮ－ＧＷとの間に第２の一時的デー
タ・トンネルを確立することと、
　前記第１の一時的データ・トンネルにより前記第２のＰＤＮ－ＧＷへの前記ＵＥセッシ
ョンのトラフィックを送信することと、
　前記第２の一時的データ・トンネルにより前記第３のＰＤＮ－ＧＷへの前記第２のＵＥ
セッションのトラフィックを送信することと、
　前記第１の一時的データ・トンネルおよび前記第２の一時的データ・トンネルを除去す
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ることとを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　コンピューティングデバイスの１つ以上のプロセッサにより遂行された場合に、請求項
請求項８～１０のいずれか一項に記載の方法を実行する前記第１のパケット・データ・ネ
ットワーク・ゲートウェイ（ＰＤＮ－ＧＷ）を前記コンピューティングデバイスに実行さ
せる命令を有する非一時的なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１２】
　１つ以上のプロセッサと
　請求項１１に記載の前記非一時的なコンピュータ可読記憶媒体とを備える、コンピュー
ティングデバイス。
【請求項１３】
　コンピューターデバイスに請求項１～５および請求項８～１０のいずれか一項に記載の
方法を遂行させる、プログラム。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の諸実施形態は、一般に、電気通信の分野に関し、詳細には、モバイルゲートウ
ェイ・プールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ＧＰＰ）は、ロング・ターム・エボリュ
ーション（ＬＴＥ）という３Ｇモバイル・システムに関する規格及び技術仕様を設定して
いる。ＬＴＥシステムは、進化型パケット・コア（ＥＰＣ）と呼ばれる主要コンポーネン
トを備えた進化型パケット・システム（ＥＰＳ）を含む。ＥＰＣは、モビリティ管理エン
ティティ（ＭＭＥ）、サービング・ゲートウェイ（ＳＧＷ）、及びパケット・データ・ネ
ットワーク・ゲートウェイ（ＰＤＮ－ＧＷ）という３つの主要サブコンポーネントを含む
。３ＧＰＰでは、「ＬＴＥ；General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for E
volved Universal Terrestrial Radio Access network (E-UTRAN) access」、ＴＳ２３．
４０１バージョン９．５．０リリース９を発行し、ＥＰＳサービス記述を定義している。
【０００３】
　ＬＴＥでは、携帯電話などのユーザ装置（ＵＥ）デバイスはＳＧＷと通信し、次にＳＧ
ＷはＰＤＮ－ＧＷと通信する。ＰＤＮ－ＧＷは、ＩＰマルチメディア・サブシステム（Ｉ
ＭＳ）、ボイス・オーバＩＰ（ＶＯＩＰ）、及びモバイル・ブロードバンドなどのインタ
ーネット・プロトコル（ＩＰ）サービスと更に通信する。運営者のＩＰサービスは、アク
セスポイント名（ＡＰＮ）を有するＵＥデバイスによって識別されるＩＰ－ＰＤＮにより
提供される。ＡＰＮとＵＥデバイスとの間の一連の通信は、ＬＴＥモバイル・システムに
おいてＵＥデバイスへのデータ接続性を提供し、ＰＤＮ接続という。従って、それぞれの
ＰＤＮ接続では、ＰＤＮ－ＧＷはＳＧＷをＡＰＮと結合し、ＳＧＷはＵＥデバイスをＰＤ
Ｎ－ＧＷと結合する。このシナリオでは、それぞれのＰＤＮ接続（ＵＥセッションともい
う）は対応するＰＤＮ接続情報（ＵＥセッション情報ともいう）を有する。
【０００４】
　しかし、３ＧＰＰによるＬＴＥの仕様は、ＥＰＣのミッション・クリティカルな面のい
くつかに対処していない。例えば、この仕様は地理的冗長性に対処しておらず、１つ又は
複数のＰＤＮ－ＧＷ又はＳＧＷが失われる可能性がある。また、この仕様は使用中のメン
テナンスに対処しておらず、どのＰＤＮ－ＧＷ又はＳＧＷもメンテナンスのために使用停
止にしなければならない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
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　ＥＰＳがＩＰ－ＰＤＮへの音声サービスの完全移行をターゲットにする場合、運営者は
冗長性シナリオについてますます憂慮している。１＋１のネットワーク・レベルの解決策
が存在するが、使用可能な処理転送容量の５０％が冗長性のみに使用されるので、このよ
うな解決策は不必要に費用がかかる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の諸実施形態は、パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ（ＰＤＮ－Ｇ
Ｗ）プール内の第２のＰＤＮ－ＧＷに結合される第１のＰＤＮ－ＧＷ内で実行される、ユ
ーザ装置（ＵＥ）セッション・レジリエンス（session resilience）を提供するための方
法を含む。ＰＤＮ－ＧＷプールは、アクセスポイント名によりＵＥデバイスと外部パケッ
ト・データ・ネットワークとの間のデータ接続性を提供するためのものである。この方法
は、第２のＰＤＮ－ＧＷが非稼動状態になった後に第２のＰＤＮ－ＧＷによって前にサー
ビスされた１つ又は複数のＵＥセッションに関する接続性を第１のＰＤＮ－ＧＷが提供で
きるようにすることにより、ＵＥセッション・レジリエンスを提供する。第１のＰＤＮ－
ＧＷは、第２のＰＤＮ－ＧＷが非稼動状態に入っていることを認識し、複数の待機ＵＥセ
ッションを活動化する。それぞれの待機ＵＥセッションは、第２のＰＤＮ－ＧＷがアクテ
ィブＰＤＮ－ＧＷであった同期化ＵＥセッションである。更に、それぞれのＵＥセッショ
ンはＵＥデバイス及びネットワーク資源ＩＤに関連付けられ、そのネットワーク資源ＩＤ
は外部ＰＤＮ内のインターネット・プロトコル・アドレスのサブセットを表すＡＰＮスラ
イスを識別する。第１のＰＤＮ－ＧＷは、ＵＥデバイスのうちの１つ又は複数とＰＤＮ－
ＧＷプールとの間のデータ接続性を提供しているＳＧＷにメッセージを送信する。このメ
ッセージは、ＳＧＷによってサービスされた１つ又は複数のＵＥデバイスに関連する待機
ＵＥセッションを第１のＰＤＮ－ＧＷが活動化したことを示している。第１のＰＤＮ－Ｇ
Ｗは、前に第２のＰＤＮ－ＧＷ行きであったトラフィックをＳＧＷが第１のＰＤＮ－ＧＷ
に向けるという意図でそのメッセージを送信する。このようにして、第１のＰＤＮ－ＧＷ
上の待機ＵＥセッションに関連するそれぞれのＵＥデバイスに通知せずに第１のＰＤＮ－
ＧＷが複数の待機ＵＥセッションを活動化できるようにすることにより、ＵＥセッション
・レジリエンスはＰＤＮ－ＧＷプール内で達成される。
【０００７】
　本発明の諸実施形態は、パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ（ＰＤＮ－Ｇ
Ｗ）プール間のトラフィックを第１のＰＤＮ－ＧＷから第２のＰＤＮ－ＧＷへＳＧＷが経
路変更（reroute）できるようにすることにより、ユーザ装置（ＵＥ）セッション・レジ
リエンスを提供するためにサービング・ゲートウェイ（ＳＧＷ）内で実行される方法を含
む。ＳＧＷは第１のＰＤＮ－ＧＷ及び第２のＰＤＮ－ＧＷに結合され、ＳＧＷはＵＥデバ
イスとＰＤＮ－ＧＷプールとの間のデータ接続性を提供するためのものである。ＰＤＮ－
ＧＷプールはＳＧＷと外部ＰＤＮとの間のデータ接続性を提供する。ＳＧＷは、複数のネ
ットワーク資源ＩＤ（ＮＲＩ）マップ項目をＮＲＩマップに挿入することにより、ＮＲＩ
マップを作成する。第１のＮＲＩマップ項目は、第１のＮＲＩを、第１のＮＲＩに関する
アクティブＰＤＮ－ＧＷとしての第１のＰＤＮ－ＧＷに関連付ける。第１のＮＲＩは、外
部ＰＤＮ内のインターネット・プロトコル・アドレスのサブセットを表すアクセスポイン
ト名（ＡＰＮ）の第１のスライスに関連付けられ、ＵＥデバイスはＡＰＮの第１のスライ
スと通信状態にある。ＳＧＷはＵＥセッションに関するデータ・トラフィックを第１のＰ
ＤＮ－ＧＷに経路指定し、そのＵＥセッションはＵＥデバイスとＡＰＮの第１のスライス
との間のトラフィックに関するものである。ＳＧＷは、第１のＰＤＮ－ＧＷが非稼動状態
に入ったことを示すメッセージを受信する。そのメッセージに応答して、ＳＧＷは、第１
のＮＲＩと第１のＮＲＩに関するアクティブＰＤＮ－ＧＷとしての第２のＰＤＮ－ＧＷと
の関連付けを示すように第１のＮＲＩマップ項目を更新する。更に応答として、ＳＧＷは
ＵＥセッションに関するデータ・トラフィックを第２のＰＤＮ－ＧＷに経路指定する。こ
のようにして、そのＵＥデバイスのＵＥセッションに関するアクティブＰＤＮ－ＧＷとし
て第１のＰＤＮ－ＧＷから第２のＰＤＮ－ＧＷへの変更をＵＥデバイスに通知せずにＳＧ
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ＷがＵＥデバイスからアクティブＰＤＮ－ＧＷへデータ・トラフィックを経路変更できる
ようにすることにより、ＵＥセッション・レジリエンスは達成される。
【０００８】
　本発明の諸実施形態は、パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ（ＰＤＮ－Ｇ
Ｗ）プール内のデータ・トンネルにより第２のＰＤＮ－ＧＷに結合すべき第１のＰＤＮ－
ＧＷを含む。ＰＤＮ－ＧＷプールは、外部ＰＤＮとユーザ装置（ＵＥ）デバイスとの間の
データ接続性を提供するためのものである。第１のＰＤＮ－ＧＷは、第２のＰＤＮ－ＧＷ
が非稼動状態になった後に第２のＰＤＮ－ＧＷによって前にサービスされた１つ又は複数
のＵＥセッションに関するデータ接続性を提供することにより、ＵＥセッション・レジリ
エンスを提供するためのものである。第１のＰＤＮ－ＧＷは、プロセッサと、プロセッサ
に結合され、更にサービング・ゲートウェイ（ＳＧＷ）プール及び１つ又は複数のアクセ
スポイント名（ＡＰＮ）スライスに結合された１つ又は複数のポートのセットとを含み、
それぞれのＡＰＮスライスは外部ＰＤＮ内のインターネット・プロトコル・アドレスのサ
ブセットを表す。プロセッサに結合されたメモリは、複数のアクティブＵＥセッションを
記憶し、複数の待機ＵＥセッションを記憶するためのものである。それぞれのアクティブ
及び待機ＵＥセッションは、ＵＥデバイス及び１つ又は複数のＡＰＮスライスのうちの１
つのネットワーク資源ＩＤに関連付けられるものである。第１のＰＤＮ－ＧＷは、複数の
アクティブＵＥセッション及び待機ＵＥセッションを維持するためにメモリに結合された
セッション・レジリエンス・モジュールを更に含む。セッション・レジリエンス・モジュ
ールは、第２のＰＤＮ－ＧＷが非稼動状態に入る時期を認識するように構成される。第２
のＰＤＮ－ＧＷが非稼動状態に入る時期を認識したことに応答して、第１のＰＤＮ－ＧＷ
は複数の待機ＵＥセッションのうちの１つ又は複数を活動化するためのものであり、それ
ぞれの活動化された待機ＵＥセッションは第２のＰＤＮ－ＧＷに関連付けられるものであ
る。第１のＰＤＮ－ＧＷは、第１のＰＤＮ－ＧＷが複数の待機ＵＥセッションのうちの１
つ又は複数を活動化したことをＳＧＷプールに更に通知するように構成される。このよう
にして、第１のＰＤＮ－ＧＷ上の待機ＵＥセッションに関連するそれぞれのＵＥデバイス
に通知せずに第１のＰＤＮ－ＧＷが複数の待機ＵＥセッションを活動化できるようにする
ことにより、ＵＥセッション・レジリエンスは達成される。
【０００９】
　本発明の諸実施形態は、ユーザ装置（ＵＥ）デバイス並びに第１のパケット・データ・
ネットワーク・ゲートウェイ（ＰＤＮ－ＧＷ）及び第２のＰＤＮ－ＧＷからなるＰＤＮ－
ＧＷプールに結合すべきサービング・ゲートウェイを含む。ＳＧＷは、ＵＥデバイスとＰ
ＤＮ－ＧＷプールとの間のデータ接続性を提供し、ＰＤＮ－ＧＷプールとＵＥデバイスと
の間のトラフィックを第１のＰＤＮ－ＧＷから第２のＰＤＮ－ＧＷへＳＧＷが経路変更で
きるようにすることにより、ＵＥセッション・レジリエンスを提供するためのものである
。ＳＧＷは、プロセッサと、プロセッサに結合され、１つ又は複数のアクセスポイント名
（ＡＰＮ）スライスに結合すべき１つ又は複数のポートのセットとを含み、それぞれのＡ
ＰＮスライスは外部ＰＤＮ内のインターネット・プロトコル・アドレスのサブセットを表
す。ＳＧＷは、ネットワーク資源ＩＤ（ＮＲＩ）をアクティブＰＤＮ－ＧＷに関連付ける
ＮＲＩマップ項目を記憶するように構成されたＮＲＩマップを記憶するためにプロセッサ
に結合されたメモリを更に含み、それぞれのＮＲＩは１つ又は複数のＡＰＮスライスを識
別する。ＳＧＷはメモリに結合されたセッション・レジリエンス・モジュールを更に含む
。セッション・レジリエンス・モジュールは、複数のＵＥセッションを維持し、ＮＲＩマ
ップを維持するためのものである。セッション・レジリエンス・モジュールは、第１のＮ
ＲＩを、第１のＮＲＩに関するアクティブＰＤＮ－ＧＷとしての第１のＰＤＮ－ＧＷに関
連付けるために第１のＮＲＩマップ項目を作成するように構成される。セッション・レジ
リエンス・モジュールは、第１のＮＲＩに関連するデータ・トラフィックを第１のＰＤＮ
－ＧＷに経路指定するように更に構成され、第１のＰＤＮ－ＧＷが非稼動状態に入ったと
いう通知を受信するように構成される。セッション・レジリエンス・モジュールは、第１
のＮＲＩを、第１のＮＲＩに関するアクティブＰＤＮ－ＧＷとしての第２のＰＤＮ－ＧＷ
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に関連付けるために第１のＮＲＩマップ項目を更新するように更に構成され、第１のＮＲ
Ｉに関連するデータ・トラフィックを第２のＰＤＮ－ＧＷに経路指定するように構成され
る。このようにして、そのＵＥデバイスのＵＥセッションに関するアクティブＰＤＮ－Ｇ
Ｗとして第１のＰＤＮ－ＧＷから第２のＰＤＮ－ＧＷへの変更をＵＥデバイスに通知せず
にＳＧＷがＵＥデバイスからアクティブＰＤＮ－ＧＷへデータ・トラフィックを経路変更
できるようにすることにより、ＵＥセッション・レジリエンスは達成される。
【００１０】
　本発明は、同様の参照番号が同様の要素を示している添付図面の各図において、限定と
してではなく一例として示されている。
【００１１】
　本発明の諸実施形態を例示するために使用される以下の説明及び添付図面を参照するこ
とにより、本発明を最も良く理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１Ａ】本発明の諸実施形態によりＮ＋Ｍプール式レジリエンシー方式（pooled resil
iency scheme）を実現するＰＤＮ－ＧＷプール１０２を示すブロック図である。
【図１Ｂ】本発明の諸実施形態によりＮ＋Ｍプール式レジリエンシー方式を実現するＳＧ
Ｗプール１０３を示すブロック図である。
【図２】本発明の諸実施形態によりＮＲＩに関するアクティブＰＤＮ－ＧＷとして第１の
ＰＤＮ－ＧＷから第２のＰＤＮ－ＧＷに切り替えるための方法を示すフローチャートであ
る。
【図３】本発明の諸実施形態によりＰＤＮ－ＧＷの故障に応答するＰＤＮ－ＧＷプール１
０２を示すブロック図である。
【図４】本発明の諸実施形態によりサービスのためにＰＤＮ－ＧＷが機能停止したことに
応答するＰＤＮ－ＧＷプール１０２を示すブロック図である。
【図５】本発明の諸実施形態により図３又は図４に示されている動作が実行された後の結
果としてのＰＤＮ－ＧＷプール１０２を示すブロック図である。
【図６】本発明の諸実施形態により非アクティブＰＤＮ－ＧＷを呼び出すＰＤＮ－ＧＷプ
ール１０２を示すブロック図である。
【図７】本発明の諸実施形態によりＮ＋Ｍプール式セッション・レジリエンスを提供する
ためにＰＤＮ、ＳＧＷプール、及び複数のＰＤＮ－ＧＷ（分解組立図には１つが示されて
いる）を含むシステムを示すブロック図である。
【図８】本発明の諸実施形態によりＮ＋Ｍプール式セッション・レジリエンスを提供する
ためにＰＤＮ－ＧＷ、ＵＥデバイス、及び１つ又は複数のＳＧＷのセット（分解組立図に
は１つが示されている）を含むシステムを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下の説明では、本発明をより完全に理解するために、資源分割／共用／重複の実現例
、システム・コンポーネントのタイプ及び相互関係、統合の選択肢に関する多数の具体的
な詳細が明記されている。しかし、このような具体的な詳細なしに本発明の諸実施形態を
実践できることは言うまでもない。その他の事例では、この説明の理解を曖昧にしないた
めに、周知の回路、構造、及び技法は詳細に示されていない。当業者であれば、含まれて
いる説明により、過度の実験なしに適切な機能を実現できるであろう。
【００１４】
　本明細書において「ある実施形態」、「一実施形態」、「一実施形態例」などに言及す
る場合、記載されている実施形態が特定の特徴、構造、又は特性を含む可能性があるが、
すべての実施形態が必ずしもその特定の特徴、構造、又は特性を含むわけではないことを
示す。その上、このような表現は必ずしも同じ実施形態に言及しているわけではない。更
に、特定の特徴、構造、又は特性が一実施形態に関して記載されている場合、明示的に記
載されているかどうかにかかわらず、このような特徴、構造、又は特性を他の実施形態に
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関して実施することは当業者の知識の範囲内であると思われる。
【００１５】
　以下の説明及び特許請求の範囲では、「結合された（coupled）」及び「接続された（c
onnected）」という用語とともにその派生語を使用する可能性がある。これらの用語は互
いに同義語として意図されているわけではないことを理解されたい。「結合された」とい
う用語は、互いに物理的又は電気的に直接接触している場合もあればそうではない場合も
ある２つ又はそれ以上の要素が互いに協力又は相互作用することを示すために使用する。
「接続された」という用語は、互いに結合されている２つ又はそれ以上の要素の間の通信
の確立を示すために使用する。
【００１６】
　本発明の諸実施形態は、ＰＤＮ－ＧＷプール及びＳＧＷプールにおける冗長性によりＵ
Ｅセッション・レジリエンスを提供する。それぞれのプールについて、本発明の諸実施形
態は、地理的なＮ＋Ｍの冗長性を提供し、ＰＤＮ－ＧＷ及びＳＧＷの使用中のメンテナン
スを可能にする。１つのプール内のＮ＋Ｍの冗長性は、進行中のＵＥセッションに関する
サービスに影響を及ぼさずにＭ個までのプール要素の喪失を許容する（後述する方法を使
用して中間セッション回復が行われる）。ＰＤＮ接続が作成されると、それぞれのプール
要素は、そのＰＤＮ接続に対応するＵＥセッション情報を記憶する。一実施形態では、Ｕ
Ｅセッション情報は、ＰＤＮ接続にサービスしているＳＧＷ及びＰＤＮ－ＧＷを識別する
情報とともに、ＰＤＮからＵＥデバイスに割り当てられたＩＰアドレスで構成される。地
理的なＮ＋Ｍの冗長性により、所与のプール要素（ＰＤＮ－ＧＷ又はＳＧＷ）によってサ
ービスされたすべてのＰＤＮ接続（ＵＥデバイスとＰＤＮとの間の接続、ＵＥセッション
とも呼ばれる）は残りのプール要素に対して均等に分散された対応するＵＥセッション情
報のバックアップ・レプリカを有することができる。使用中のメンテナンス（使用中のソ
フトウェア・アップグレードを含む）は、進行中のＵＥセッションに影響を及ぼさずにプ
ール要素を使用中又は使用停止にすることによって行われる。地理的冗長性はこの目的に
使用することができるが、一般にバックアップ・ノードへの暗黙のフェイルオーバが不必
要な混乱を引き起こし、このため、より円滑なメカニズムをメンテナンスに使用する必要
がある。
【００１７】
　図１Ａに示されている実施形態により、一般的な戦略を更に理解することができる。図
１Ａは、本発明の諸実施形態によりＮ＋Ｍプール式レジリエンシー方式を実現するＰＤＮ
－ＧＷプール１０２を示すブロック図である。
【００１８】
　同図の上部には、複数のＰＤＮ１９０が３つのクラウドとして示されている。ＰＤＮは
ＰＤＮ－ＧＷに結合され、図１Ａでは、ＡＰＮ１０１として割り当てられる第１のＰＤＮ
はＰＤＮ－ＧＷプール１０２に結合される。ＡＰＮは典型的に、ネットワークＩＤと任意
選択の運営者ＩＤという２つの部分からなる。ＡＰＮのネットワークＩＤは、ＵＥデバイ
ス１０６がＰＤＮ接続により結合しているＰＤＮを識別し、典型的なＡＰＮネットワーク
ＩＤは、汎用パケット無線サービス、インターネット、及びマルチメディア・メッセージ
ング・サービスなど、ＵＥデバイス１０６によって要求されるＩＰサービスに符合する。
図１Ａの例では、ＡＰＮ１０１は複数のＩＰアドレス１０．０．０．１～１０．０．０．
１４４を含むＰＤＮに割り当てられ、ＡＰＮ１０１は１６個のＡＰＮスライス１０１ａ～
１０１ｐにスライスされる。それぞれのＡＰＮスライス１０１ａ～１０１ｐは、１つのネ
ットワーク資源ＩＤ（ＮＲＩ）に割り当てられ、ＰＤＮ内の複数のＩＰアドレスのサブセ
ットを包含する。複数のＡＰＮスライスは同じＮＲＩに割り当てることができ、これは完
全に構成可能である。図１Ａでは、模範的なＡＰＮスライス割り当ては以下の通りである
。
１．ＡＰＮ１０１ａ及び１０１ｂはＮＲＩ１に割り当てられる。
２．ＡＰＮ１０１ｃはＮＲＩ２に割り当てられる。
３．ＡＰＮ１０１ｄはＮＲＩ３に割り当てられる。
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４．ＡＰＮ１０１ｅはＮＲＩ４に割り当てられる。
５．ＡＰＮ１０１ｆはＮＲＩ５に割り当てられる。
６．ＡＰＮ１０１ｇ～１０１ｉはＮＲＩ６に割り当てられる。
７．ＡＰＮ１０１ｊはＮＲＩ７に割り当てられる。
８．ＡＰＮ１０１ｋはＮＲＩ８に割り当てられる。
９．ＡＰＮ１０１ｌ～１０１ｍはＮＲＩ９に割り当てられる。
１０．ＡＰＮ１０１ｎはＮＲＩ１０に割り当てられる。
１１．ＡＰＮ１０１ｏはＮＲＩ１１に割り当てられる。
１２．ＡＰＮ１０１ｐはＮＲＩ１２に割り当てられる。
【００１９】
　上述の通り、ＡＰＮ１０１はデータ接続１１０によりＰＤＮ－ＧＷプール１０２に結合
される。模範的なＰＤＮ－ＧＷプール１０２は４つのＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ～１０２Ｄを
含むが、他の実施形態ではそれより少ないか又は多いＰＤＮ－ＧＷを使用することができ
る。従って、それぞれのＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ～１０２Ｄには、ＩＰアドレス１０．０．
１．１０、１０．０．１．２０、１０．０．１．３０、及び１０．０．１．４０が割り当
てられる。一実施形態では、それぞれのＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ～１０２Ｄは任意選択でデ
ータ接続１２０Ａ～１２０Ｆにより他のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ～１０２Ｄのそれぞれに結
合される。
【００２０】
　図１Ａでは、それぞれのＰＤＮ－ＧＷは複数のアクティブＵＥセッションにサービスし
ている。例えば、ＵＥデバイス１０６がＡＰＮ１０１として識別されたＰＤＮとのＰＤＮ
接続を形成する場合、そのＵＥデバイスはＮＲＩのうちの１つでＩＰアドレスに結合され
る。例えば、ＵＥデバイスがＮＲＩ１でＩＰアドレスと結合される場合、そのＵＥデバイ
スは、ＮＲＩ１に関するアクティブ・セッションにサービスしているＰＤＮ－ＧＷ１０２
Ａ上でアクティブＵＥセッションを有することになる。アクティブ及び待機のＰＤＮ－Ｇ
Ｗ上のそれぞれのＮＲＩについて、そのＮＲＩにサービスしているアクティブ及び待機の
両方のセッションが数多く存在する可能性があるので、ＵＥセッションは図１Ａには示さ
れていない。
【００２１】
　それぞれのＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ～１０２ＤはＡＰＮ１０１内の３つのＮＲＩに関する
アクティブＵＥセッションにサービスしている。ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａは、ＮＲＩ１、Ｎ
ＲＩ２、及びＮＲＩ８に結合されたアクティブＵＥセッションにサービスしている。ＰＤ
Ｎ－ＧＷ１０２Ｂは、ＮＲＩ３、ＮＲＩ４、及びＮＲＩ１０に結合されたＵＥセッション
にサービスしている。ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃは、ＮＲＩ５、ＮＲＩ６、及びＮＲＩ１１に
結合されたＵＥセッションにサービスしている。ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｄは、ＮＲＩ７、Ｎ
ＲＩ９、及びＮＲＩ１２に結合されたＵＥセッションにサービスしている。それぞれのＰ
ＤＮ－ＧＷはＮＲＩに割り当てられたそれより多いか又は少ないＡＰＮスライスにサービ
スできることを理解されたい。更に、それぞれのＰＤＮ－ＧＷは、同じＮＲＩに割り当て
られ、それぞれが異なるＵＥデバイスに対応する、複数のＵＥセッションにサービスする
ことができる。
【００２２】
　また、それぞれのＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ～１０２Ｄは、それぞれが他のＰＤＮ－ＧＷ１
０２Ａ～１０２Ｄの１つによってサービスされたアクティブＵＥセッションに対応する、
複数の待機ＵＥセッションにもサービスしている。ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａは、ＮＲＩ４、
ＮＲＩ５、及びＮＲＩ７に結合された待機ＵＥセッションにサービスしている。ＰＤＮ－
ＧＷ１０２Ｂは、ＮＲＩ１、ＮＲＩ１１、及びＮＲＩ１２に結合された待機ＵＥセッショ
ンにサービスしている。ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃは、ＮＲＩ２、ＮＲＩ３、及びＮＲＩ９に
結合された待機ＵＥセッションにサービスしている。ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｄは、ＮＲＩ６
、ＮＲＩ８、及びＮＲＩ１０に結合された待機ＵＥセッションにサービスしている。従っ
て、図１Ａの実施形態では、それぞれのＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ～１０２Ｄは、３つの異な
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るＮＲＩに結合された待機ＵＥセッションにサービスしている。これらの待機ＵＥセッシ
ョンのそれぞれは、他のＰＤＮ－ＧＷの１つによってサービスされているアクティブＵＥ
セッションに対応する。
【００２３】
　時間が経過するにつれて、それぞれのＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ～１０２Ｄは、そのＰＤＮ
－ＧＷがサービスしている待機ＵＥセッションに符合するセッション情報を受信する。待
機ＵＥセッションが作成されると、これらのセッションは対応するアクティブＵＥセッシ
ョンと同期して維持され、ＰＤＮ－ＧＷプール１０２がＰＤＮ－ＧＷの故障を処理する準
備が整うようになっている。一実施形態では、この情報はデータ接続１２０Ａ～１２０Ｄ
によりＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ～１０２Ｄ間で通信される。これらのデータ接続１２０Ａ～
１２０Ｄは、２つのＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ～１０２Ｄの間の専用リンクである場合もあれ
ば、ＵＥセッション情報の通信が既存の通信チャネルを妨害しないようにＰＤＮ－ＧＷ１
０２Ａ～１０２Ｄを結合する２次ネットワーク・トポロジである場合もある。データ接続
１２０Ａ～１２０Ｄは、リンクがセッション情報の同期に専用のものにすることができる
か又はセッション情報も伝達する汎用データ接続にすることができることを示すために点
線で示されている。
【００２４】
　ＰＤＮ－ＧＷプール１０２はデータ接続１１１によりＳＧＷプール１０３に更に結合さ
れる。模範的なＳＧＷプール１０３は３つのＳＧＷ１０３Ａ～１０３Ｃからなるが、他の
実施形態ではそれより少ないか又は多いＳＧＷを使用することができる。それぞれのＳＧ
Ｗ１０３Ａ～１０３ＣはＵＥデバイス１０６のうちの１つ又は複数をＰＤＮ－ＧＷプール
１０２と結合し、従って、それぞれのＳＧＷ１０３Ａ～１０３Ｃは複数のＵＥセッション
にサービスする。ＳＧＷ１０３Ａは、ＮＲＩ１、ＮＲＩ２、ＮＲＩ４、及びＮＲＩ１１に
結合されたＵＥデバイスに関するＵＥセッションを有する。ＳＧＷ１０３Ｂは、ＮＲＩ３
、ＮＲＩ５、ＮＲＩ６、ＮＲＩ７、及びＮＲＩ１２に結合されたＵＥデバイスに関するＵ
Ｅセッションを有する。ＳＧＷ１０３Ｃは、ＮＲＩ５、ＮＲＩ８、ＮＲＩ９、ＮＲＩ１０
、及びＮＲＩ１２に結合されたＵＥデバイスに関するＵＥセッションを有する。それぞれ
のＳＧＷ１０３Ａ～１０３Ｃは、少なくともそれぞれのＮＲＩに関するアクティブＰＤＮ
－ＧＷを示すＮＲＩマップ項目を含むＮＲＩマップを有する。他の実施形態では、ＮＲＩ
マップ項目は、図１ＡのＳＧＷ１０３Ａ～１０３Ｃ内に点線の楕円形で示されているよう
にそれぞれのＮＲＩに関する待機ＰＤＮ－ＧＷを更に識別する。一実施形態では、それぞ
れのＳＧＷ１０３Ａ～１０３Ｃはデータ接続１２４Ａ～１２４Ｃにより他のＳＧＷ１０３
Ａ～１０３Ｃのそれぞれと結合される。ＳＧＷ１０３Ａ～１０３Ｃはデータ接続１２５Ａ
～１２５Ｃにより１つ又は複数の基地局１０５に結合され、その基地局１０５はＳＧＷ１
０３Ａ～１０３ＣをＵＥデバイス１０６と更に結合する。ＵＥデバイス１０６のそれぞれ
は、ＡＰＮ１０１のスライスの１つに常駐するＩＰアドレスに関連付けられる。
【００２５】
　一実施形態では、図１Ａは、データ接続１２２によりＰＤＮ－ＧＷプール１０２に結合
され、データ接続１２３によりＳＧＷプール１０３に結合されたＭＭＥ１１５を更に含む
。このＭＭＥには、アイドルＵＥデバイスを追跡し、ＵＥデバイス到達可能性手順（reac
hability procedure）を実行する責任がある。３ＧＰＰ　ＴＳ２３．４０１により、ＭＭ
ＥはそれぞれのＰＤＮ接続についてＳＧＷ１０３Ａ～１０３Ｃのうちの１つとＰＤＮ－Ｇ
Ｗ１０２Ａ～１０２Ｄのうちの１つを割り当てる。本発明の諸実施形態では、ＰＤＮ－Ｇ
Ｗ１０２Ａ～１０２ＤはＮＲＩに対応し、従って、ＭＭＥは責任のあるＰＤＮ－ＧＷを規
定する、ＰＤＮ接続に関するＮＲＩを割り当てる。任意選択で、ＭＭＥは、ＮＲＩ１～１
２に関するアクティブ又は待機ＰＤＮ－ＧＷとしてＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ～１０２Ｄを割
り当てるセッション・レジリエンス・モジュール１１６を含む。セッション・レジリエン
ス・モジュール１１６は更に、どのＰＤＮ－ＧＷがアクティブＰＤＮ－ＧＷとして機能し
ており、どのＰＤＮ－ＧＷが所与のＮＲＩに関する待機ＰＤＮ－ＧＷとして機能している
かをそれぞれのＳＧＷに通知するために、ＮＲＩマップ項目情報をＳＧＷ１０３Ａ～１０
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３Ｃに送信する。更に、セッション・レジリエンス・モジュール１１６は、ＰＤＮ－ＧＷ
が非稼動状態に入っていることに応答して、所与のＮＲＩについてアクティブＰＤＮ－Ｇ
Ｗから待機ＰＤＮ－ＧＷに切り替えるために、ＳＧＷ１０３Ａ～１０３Ｃに指示を送信す
る。追加の一実施形態では、セッション・レジリエンス・モジュール１１６は、そのＵＥ
セッションについて、更新されたＵＥセッション情報をＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ～１０２Ｄ
のうちの１つから待機ＰＤＮ－ＧＷに送信する責任がある。任意選択で、ＭＭＥ１１５は
、状況照会メッセージをＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ～１０２Ｄに送信し、あるＰＤＮ－ＧＷが
状況照会メッセージに応答し損なった場合にセッション・レジリエンス・モジュール１１
６に通知する、ハートビート・モジュール１１７も含む。いくつかの実施形態はＭＭＥ１
１５を含むが、本発明の代替の諸実施形態では、ＭＭＥ動作は他のエンティティによって
実行される（例えば、ＰＤＮ－ＧＷのうちの１つ、ＳＧＷのうちの１つ、１つのＰＤＮ－
ＧＷと１つのＳＧＷの間で分散される、ＰＤＮ－ＧＷのうちの複数にわたって分散される
、ＳＧＷのうちの複数にわたって分散される、ＳＧＷのうちの複数にわたって分散される
）。
【００２６】
　図１Ａでは、それぞれのＰＤＮ－ＧＷ及びそれぞれのＳＧＷは、対応する要素の上に角
括弧に入れて示されている１つのＩＰアドレスに関連付けられる。例えば、ＰＤＮ－ＧＷ
１０２ＡはそのＩＰアドレスとして１０．０．１．１０に関連付けられる。しかし、本発
明の他の実施形態では、それぞれのＮＲＩはＰＤＮ－ＧＷプール内の１つのＩＰアドレス
を有する。この実施形態では、それぞれのＮＲＩに関するＵＥセッションにサービスして
いるＰＤＮ－ＧＷは、そのＮＲＩのＩＰアドレスについて指定されたデータ・トラフィッ
クを受信する。いずれの場合でも、ＰＤＮ－ＧＷプールは、それぞれの対応するＮＲＩ内
のＩＰアドレスに関する次のホップとしてアクティブＰＤＮ－ＧＷ　ＩＰアドレスを示す
経路指定情報プロトコル（ＲＩＰ）情報をエクスポートする。それぞれのＰＤＮ－ＧＷに
単一のＩＰアドレスを使用する一実施形態では、ＲＩＰ情報は、それぞれの対応するＮＲ
Ｉ内のＩＰアドレスに関する次のホップとして待機ＰＤＮ－ＧＷ　ＩＰアドレスを更に示
す。アクティブと待機の両方のＰＤＮ－ＧＷを含む実施形態では、アクティブＰＤＮ－Ｇ
Ｗに関連するメトリック（又は、通信コスト、ホップ数、ネットワーク遅延、経路コスト
など、そのメトリックに関連する統計データ）は、トラフィックがアクティブＰＤＮ－Ｇ
Ｗに経路指定されることを保証するために待機ＰＤＮ－ＧＷに関連するメトリックよりか
なり小さい。
【００２７】
　図１Ａでは、ＳＧＷ１０３Ａ～１０３Ｄ内のＮＲＩマップは、対応する英字Ａ～Ｄによ
ってそれぞれのＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ～１０２Ｄを識別する。一実施形態では、ＮＲＩマ
ップは、そのＰＤＮ－ＧＷのＩＰアドレス、例えば、ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｂに関する１０
．０．１．２０によってそれぞれのＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ～１０２Ｄを識別する。それぞ
れのＮＲＩがＰＤＮ－ＧＷプール内の１つのＩＰアドレスを有する諸実施形態では、ＮＲ
ＩマップでＮＲＩ　ＩＰアドレスを使用して、どのＩＰアドレス・トラフィックが所与の
ＮＲＩに向けられるかを示す。更に、図面では英字によって識別されたようにそれぞれの
ＰＤＮ－ＧＷ及びＳＧＷを示しているが、その他の諸実施形態では任意の数の異なるＩＤ
タイプを使用する（例えば、識別のためにそれぞれのプール要素に対して負ではないプー
ル要素ＩＤを割り当てる）ことができる。それぞれのプール要素に複数のＩＰアドレスを
使用する諸実施形態では、ＰＤＮ－ＧＷプール及びＳＧＷプールは、どのＩＰアドレスが
それぞれのプール要素及びＮＲＩに対応するかを示すプール要素ＩＤマップを維持する。
【００２８】
　ＰＤＮとＵＥデバイスとの間の接続であるＰＤＮ接続が最初に作成される場合、いくつ
かの選択を実行しなければならない。ＭＭＥは、最初にＰＤＮ接続にサービスするための
ＳＧＷを選択し、ＧＴＰ－Ｃセッション作成要求をそのＳＧＷに送信し、ＳＧＷのうちの
１つがすでに同じＵＥデバイスのための１つ又は複数のＰＤＮ接続を供給している場合、
これらのＰＤＮ接続と同じＳＧＷが使用される。そうではない場合、使用可能なＳＧＷの
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全域ですべてのＰＤＮ接続のバランスを取るために任意のＳＧＷを優先して使用すること
ができる。
【００２９】
　更に、あるＰＤＮ－ＧＷがＰＤＮ接続要求（ＧＴＰ－Ｃセッション作成要求とも呼ばれ
る）を受信すると、そのＰＤＮ－ＧＷが選択されたＡＰＮのＡＰＮスライスに関連する１
つ又は複数のＮＲＩにサービスしている場合、ＰＤＮ－ＧＷは関連のＮＲＩのうちの１つ
を選択し、ＰＤＮ接続のためにそのＮＲＩ内のＩＰアドレスを割り振る。そのＰＤＮ－Ｇ
Ｗが選択されたＡＰＮのスライスに関連するＮＲＩにサービスしていない場合、ＰＤＮ－
ＧＷには２つのオプションがある。１つ目は、ＰＤＮ－ＧＷは、事前構成されたＡＰＮス
ライス・マップを使用して、使用すべきＮＲＩを決定し、ＰＤＮ接続のために関連のＩＰ
アドレスを割り振ることができる。２つ目は、ＰＤＮ－ＧＷは、ＰＤＮ－ＧＷのうちのも
う１つのＰＤＮ－ＧＷがＡＰＮ内のＮＲＩにサービスしているかどうかを判断し、そのＰ
ＤＮ－ＧＷにＰＤＮ接続要求を転送することができる。
【００３０】
　一実施形態では、ＳＧＷ選択及びＰＤＮ－ＧＷ選択が行われると、典型的なＰＤＮ接続
は以下のステップを実行する。第１に、ＧＴＰ－Ｃセッション作成要求がＭＭＥから選択
されたＳＧＷに送信される。ＧＴＰ－Ｃセッション作成要求は選択されたＳＧＷから選択
されたＰＤＮ－ＧＷに送信される。ＰＤＮ－ＧＷは、そのＵＥセッションに関するアクテ
ィブＰＤＮ－ＧＷになり、それがアクティブＰＤＮ－ＧＷとして動作することになること
を示し、そのＰＤＮ－ＧＷのＩＰアドレスを含むＧＴＰ－Ｃセッション作成応答で選択さ
れたＳＧＷに応答する。また、選択されたＰＤＮ－ＧＷは、対応するＮＲＩに関する待機
ＰＤＮ－ＧＷにＧＴＰ－Ｃセッション作成要求を転送し、待機ＰＤＮ－ＧＷは、それが待
機ＰＤＮ－ＧＷとして動作することになることを示し、そのＰＤＮ－ＧＷのＩＰアドレス
を含むＧＴＰセッション応答を選択されたＳＧＷに転送する。選択されたＳＧＷは、アク
ティブＰＤＮ－ＧＷのＩＰアドレスと待機ＰＤＮ－ＧＷのＩＰアドレスをＮＲＩマップ項
目に記録する。次に、選択されたＳＧＷはＧＴＰ－Ｃセッション作成応答をＭＭＥに送信
する。
【００３１】
　これらの方法及び実施形態は、ＰＤＮ－ＧＷ上でアクティブ及び待機ＵＥセッションを
維持することと、ＳＧＷ上で関連のＮＲＩマップを維持することに関連して記載されてい
る。しかし、当業者であれば、代替の諸実施形態によってＳＧＷ上でのアクティブ及び待
機ＵＥセッション並びにＰＤＮ－ＧＷ上での関連のＮＲＩマップの維持が可能になること
を認識するであろう。このような場合、ＰＤＮ－ＧＷプール１０２で達成されるものと同
じセッション・レジリエンスが同様の方法及び実施形態によってＳＧＷプール１０３で達
成されるであろう。例えば、図１Ｂは、本発明の諸実施形態によりＮ＋Ｍプール式レジリ
エンシー方式を実現するＳＧＷプール１０３を示すブロック図である。ＰＤＮ－ＧＷでは
なく、それぞれのＳＧＷが複数のアクティブＵＥセッション及び複数の待機セッションに
サービスしていることを除いて、この図は本質的に図１Ａと同一である。図１Ａと同様に
、それぞれのＮＲＩは２つのＳＧＷによってサービスされる。１つのＳＧＷはＮＲＩに関
するアクティブＳＧＷとして動作し、もう１つのＳＧＷはそのＮＲＩに関する待機ＳＧＷ
として動作する。更に、図１ＡのＳＧＷ１０３Ａ～１０３Ｃに関連して同様に記載されて
いるように、それぞれのＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ～１０２Ｄは、少なくともそれぞれのＮＲ
Ｉに関するアクティブＳＧＷを示すＮＲＩマップ項目を含むＮＲＩマップを有する。他の
実施形態では、ＮＲＩマップ項目は、図１ＢのＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ～１０２Ｄ内に点線
の楕円形で示されているようにそれぞれのＮＲＩに関する待機ＳＧＷを更に識別する。従
って、ＰＤＮ－ＧＷプール１０２と同様にＳＧＷプール１０３でセッション・レジリエン
スを提供することができる。
【００３２】
　図２は、本発明の諸実施形態によりＮＲＩに関するアクティブＰＤＮ－ＧＷとして第１
のＰＤＮ－ＧＷから第２のＰＤＮ－ＧＷに切り替えるための方法を示すフローチャートで
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ある。この図は特定の実現例次第で任意選択の諸ステップを含み、このようなステップは
点線の枠で示されている。ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａなどの第１のＰＤＮ－ＧＷは、ＰＤＮ－
ＧＷ１０２Ｃなどの第２のＰＤＮ－ＧＷが非稼動状態に入っていることを認識する（ブロ
ック２００）。この場合、第２のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃは１つ又は複数のアクティブＵＥ
セッションにサービスしており、第１のＰＤＮ－ＧＷ１０２ＡはアクティブＵＥセッショ
ンのうちの少なくとも１つに関する待機ＰＤＮ－ＧＷとして動作している。第１のＰＤＮ
－ＧＷ１０２Ａはいくつかの方法で非稼動状態に入ったことを認識することができる。一
実施形態では、第１のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａは、第２のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃが非稼動状
態に入っていることをそれに通知するメッセージを受信する。他の実施形態では、第１の
ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａは、第２のＰＤＮ－ＧＷ１０２が依然としてアクティブ状態である
ことを定期的に検証するハートビート・メカニズム又はその他のこのようなメカニズムを
含み、従って、第２のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃが非稼動状態に入る時期を認識することがで
きる。非稼動状態は、ＰＤＮ－ＧＷが何らかの故障を経験したために発生する場合もあれ
ば、ＰＤＮ－ＧＷがメンテナンスのために意図的に取り外されているために発生する場合
もある。
【００３３】
　ＰＤＮ－ＧＷがメンテナンスのために意図的に取り外されている場合、グレースフル・
スイッチオーバ（graceful switchover）によりアクティブＰＤＮ－ＧＷから待機ＰＤＮ
－ＧＷへのＵＥセッションのハンドオフを制御可能に開始することが望ましい。このシナ
リオでは、第１のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ及び第２のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃから一時的デー
タ・トンネルを確立することができる（ブロック２１０）。このようなシナリオでは、第
２のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃ（このＰＤＮ－ＧＷはアクティブ状態から非稼動状態になる）
は、第１のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａに移動するアクティブＵＥセッションに関連するすべて
のトラフィックを一時的データ・トンネルにより第１のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａに転送する
ことができる。このようにして、ＰＤＮ－ＧＷ及びＳＧＷが第２のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃ
から第１のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａに切り替わる間、ＵＥデバイス（複数も可）はサービス
中断を経験しない。更に、第１のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａが最新のセッション情報を有する
ことを保証するために、第１のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａは、第２のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃか
ら第１のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａに移動するすべてのＵＥセッションに関するＵＥセッショ
ン情報を第２のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃから受信することになる（ブロック２２０）。この
情報は、対応する待機ＵＥセッションに関するセッション情報を更新するために使用され
る。
【００３４】
　ＰＤＮ－ＧＷの故障又は意図的な取り外しの場合、この方法は、第１のＰＤＮ－ＧＷ１
０２Ａが複数の待機ＵＥセッションを活動化することに続く。活動化された待機ＵＥセッ
ションのそれぞれは、第２のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃによってサービスされ、前にアクティ
ブであったＵＥセッションに符合する（ブロック２３０）。第１のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ
が複数の待機ＵＥセッションを活動化したことを示すメッセージがＳＧＷに送信される（
ブロック２４０）。一実施形態では、ＳＧＷは新しいＮＲＩマップを示すメッセージを受
信し、従って、どのＵＥセッションを第２のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃから第１のＰＤＮ－Ｇ
Ｗ１０２Ａにリダイレクトしなければならないかを判断する。他の実施形態では、ＳＧＷ
は第２のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃが非稼動状態に入ったことを示すメッセージを受信し、Ｓ
ＧＷは、第２のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃによって前にサービスされたすべてのＵＥセッショ
ンに関する待機ＰＤＮ－ＧＷ（複数も可）に切り替えることにより反応することが期待さ
れる。他の実施形態では、ＳＧＷは、アクティブＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃから待機ＰＤＮ－
ＧＷ（複数も可）（例えば、１０２Ａ）に切り替わらなければならない複数のＮＲＩを示
すメッセージを受信し、ＳＧＷは、これらのＮＲＩに対応するＵＥセッションを、これら
のＵＥセッションについて前にアクティブであったＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃから新たにアク
ティブになったＰＤＮ－ＧＷ（複数も可）（例えば、１０２Ａ）に切り替えることが期待
される。更に他の実施形態では、ＳＧＷは、ＳＧＷがＧＴＰ経路を故障したＰＤＮ－ＧＷ



(14) JP 6262783 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

まで撤退しなければならないことを示すメッセージを、待機ＵＥセッションを活動化した
ＰＤＮ－ＧＷから受信する。グレースフル・スイッチオーバのシナリオでは、第２のＰＤ
Ｎ－ＧＷ１０２Ｃは、ＳＧＷが所与の期間後にスイッチオーバするか又はＳＧＷがスイッ
チオーバを完了したという何らかの表示を受信することを期待し、その期間又は表示に応
答して、一時的データ・トンネルは閉鎖される（ブロック２５０）。
【００３５】
　この方法は、システム内のＵＥデバイスの数にかかわらずスケーリングが良好であるの
で、特に有利である。第２のＰＤＮ－ＧＷが非稼動状態に入ると、待機ＰＤＮ－ＧＷ（複
数も可）への切り替えをＳＧＷに通知するためにそれぞれのＵＥデバイスに関する個別の
メッセージをそれぞれのＳＧＷに送信する必要はない。むしろ、ＳＧＷプール内で影響を
受けるそれぞれのＳＧＷは、それぞれのＵＥデバイスがＰＤＮ接続に関する変更を経験せ
ずに、待機ＰＤＮ－ＧＷ（複数も可）への切り替えをシームレスに処理する。従って、本
発明の諸実施形態は、既存のＵＥセッションに影響せずに１つ又は複数のＰＤＮ－ＧＷま
たはＳＧＷが失われる可能性がある場合、セッション・レジリエンシー及び地理的冗長性
を提供することにより、ＥＰＣのミッション・クリティカルな面に対処する。更に、本発
明の諸実施形態はＮ＋Ｍの冗長性を可能にするので、実現例次第でＰＤＮ－ＧＷプール１
０２及びＳＧＷプール１０３の全域に冗長性が拡散されるにつれて、使用可能な処理転送
容量の浪費が少なくなる。
【００３６】
　図３は、本発明の諸実施形態によりＰＤＮ－ＧＷの故障に応答するＰＤＮ－ＧＷプール
１０２を示すブロック図である。ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃが故障したこと（ＰＤＮ－ＧＷ１
０２Ｃを貫通する太い×によって同図に示されている）に応答して発生する複数のポイン
ト／動作並びに変更表示を含むことを除いて、この図は図１Ａと同一である。ポイント１
は、ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃが非稼動状態に入ったことを示している。同図に示されている
例はハードウェア・クラッシュであるが、どのような予期せぬ故障でもＰＤＮ－ＧＷ１０
２Ｃが故障モードに入る可能性がある。この実施形態では、ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃは、Ｎ
ＲＩ５、６、及び１１に結合されたＵＥセッションにサービスしている。ポイント２ａ及
び２ｂでは、ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃの故障がＭＭＥ１５内のハートビート・モジュール１
１７によって検出される（２ａによって示される通り）か又はＰＤＮ－ＧＷプールで検出
される（２ｂによって示される通り）。ポイント３は、それぞれのＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ
、１０２Ｂ、及び１０２Ｄが対応するＵＥセッションを待機状態からアクティブ状態に移
動させることを示しており、これは、ＮＲＩの周りの枠と、ＮＲＩが待機からアクティブ
に移動されたことを示す矢印と、ＰＤＮ－ＧＷの待機セクション内のＮＲＩを貫通する×
で示されている。示されている例では、ＰＤＮ－ＧＷ１０２ＡはＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃの
ためのＮＲＩ５に関する待機ＵＥセッション（複数も可）にサービスしていて、これらの
セッションをアクティブ状態に移動させ、ＰＤＮ－ＧＷ１０２ＢはＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃ
のためのＮＲＩ１１に関する待機ＵＥセッション（複数も可）にサービスしていて、これ
らのセッションをアクティブ状態に移動させ、ＰＤＮ－ＧＷ１０２ＤはＰＤＮ－ＧＷ１０
２ＣのためのＮＲＩ６に関する待機ＵＥセッション（複数も可）にサービスしていて、こ
れらのセッションをアクティブ状態に移動させる。ポイント４では、残りのＰＤＮ－ＧＷ
１０２Ａ、１０２Ｂ、及び１０２Ｄは、ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃが前に待機ＵＥセッション
にサービスしていたＮＲＩについて新しい待機ＵＥセッション（複数も可）（同図には下
線で示されている）を作成することにより、ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃの待機ＵＥセッション
（複数も可）の責任を引き継ぐ。示されている例では、ＰＤＮ－ＧＷ１０２ＡはＮＲＩ３
及び１１に関する新しい待機ＵＥセッションを作成し、ＰＤＮ－ＧＷ１０２ＢはＮＲＩ６
及び９に関する新しい待機ＵＥセッションを作成し、ＰＤＮ－ＧＷ１０２ＤはＮＲＩ２及
び５に関する新しい待機ＵＥセッションを作成する。ポイント５は、ＰＤＮ－ＧＷ１０２
Ｃの故障のためにＮＲＩマップに対して必要な変更について、ＳＧＷプール１０３が新し
いＮＲＩマップ又は表示のいずれかを受信することを示している。アクティブＰＤＮ－Ｇ
Ｗとして前にＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃを示していたすべてのＮＲＩマップ項目は、対応する
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ＮＲＩのために新たに活動化されたＵＥセッションにサービスしているＰＤＮ－ＧＷを示
すように更新しなければならない。示されている例では、アクティブＰＤＮ－ＧＷは、Ｎ
ＲＩ５、６、及び１１に符合するすべての項目について更新しなければならない。一実施
形態では、ＮＲＩマップはＮＲＩマップ項目内の待機ＰＤＮ－ＧＷも含み、待機ＰＤＮ－
ＧＷとしてＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃを示す項目は、これらの待機ＵＥセッションに関する責
任を引き継いだＰＤＮ－ＧＷ（即ち、対応するＮＲＩのために新しい待機ＵＥセッション
を作成したＰＤＮ－ＧＷ）を示すように更新しなければならない。図３では、更新された
ＮＲＩマップ項目は、新しいＰＤＮ－ＧＷがそのＮＲＩマップによって示されることを示
すために、太字及び下線で示されている。
【００３７】
　それぞれのＮＲＩがＰＤＮ－ＧＷプール内の１つのＩＰアドレスを有するという諸実施
形態では、ポイント５は異なるやり方で動作する。具体的には、ＮＲＩに関連するＩＰア
ドレスは変化しないので、ＮＲＩマップ項目を更新することは不要である。むしろ、それ
ぞれのＰＤＮ－ＧＷは１つのＮＲＩに符合する待機ＵＥセッションを活動化するので、そ
のＰＤＮ－ＧＷはそのＮＲＩのＩＰアドレス向けのＳＧＷ及びＰＤＮからのトラフィック
を受信し始める。これらの実施形態では、必要なことはＳＧＷがＮＲＩ及びそのＮＲＩの
ＩＰアドレスとの関連付けを維持することがすべてであるので、ＳＧＷがアクティブ／待
機ＮＲＩマップを維持することは不要である。一実施形態では、それぞれのＵＥセッショ
ンは、そのＵＥセッションにサービスしているＰＤＮ－ＧＷのＩＰアドレスを含む。この
実施形態では、ＵＥセッション内のＩＰアドレスはＮＲＩのＩＰアドレスであり、ＮＲＩ
にサービスしているＰＤＮ－ＧＷの故障時にはそのＩＰアドレスが他のＰＤＮ－ＧＷによ
ってサービスされるので、ＮＲＩマップは一切不要である。この実施形態では、ＰＤＮ接
続は、ＰＤＮ－ＧＷ固有のＩＰアドレスではなく、ＮＲＩのＩＰアドレスに関連付けられ
る。
【００３８】
　ＮＲＩあたり１つのＩＰアドレスではなく、ＰＤＮ－ＧＷあたり単一のＩＰアドレスを
使用する諸実施形態では、この方法は、それぞれのＡＰＮスライスへの経路を更新するこ
とによって継続する。ポイント６では、新しいＡＰＮスライス経路（例えば、ＲＩＰ情報
）はＰＤＮ－ＧＷプールから適用可能なＰＤＮにエクスポートされ、故障したＰＤＮ－Ｇ
Ｗによって前にサービスされていたＮＲＩのそれぞれに関する次のホップとしてＰＤＮ－
ＧＷ　ＩＰアドレスを示す。待機ＰＤＮ－ＧＷを含む諸実施形態では、待機ＰＤＮ－ＧＷ
に関するＲＩＰ情報は前にエクスポートされており、必要なことは、新たにアクティブに
なったＰＤＮ－ＧＷが経路指定アルゴリズムにより優先されるように、待機ＰＤＮ－ＧＷ
経路のメトリックを低下させ、前にアクティブであったＰＤＮ－ＧＷのメトリックを上昇
させることがすべてである。新しい待機ＵＥセッションを作成すると、それぞれのＮＲＩ
及びそのＮＲＩに関する待機ＰＤＮ－ＧＷとして引き継いでいるＰＤＮ－ＧＷについて新
しいＲＩＰ情報が生成される。このＲＩＰ情報は、新たにアクティブになったＲＩＰ情報
より高いメトリックと、前にアクティブであったＲＩＰ情報より低いメトリックでエクス
ポートされる。
【００３９】
　図４は、本発明の諸実施形態によりサービスのためにＰＤＮ－ＧＷが機能停止したこと
に応答するＰＤＮ－ＧＷプール１０２を示すブロック図である。サービスのためにＰＤＮ
－ＧＷ１０２Ｃが機能停止したこと（ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃを貫通する点線の×によって
同図に示されている）に応答して発生する複数のポイント／動作並びに変更表示を含むこ
とを除いて、この図は図１Ａと同一である。この図では、ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃはポイン
ト１で（例えば、サービス更新のために）機能停止している。ポイント２は、それぞれが
ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃに対応する待機ＵＥセッションにサービスしているので、ＰＤＮ－
ＧＷ１０２Ｃと他のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ、１０２Ｂ、及び１０２Ｄのそれぞれとの間で
一時的データ・トンネルが確立されることを示している。この一時的データ・トンネルは
、データ接続１２０Ｄ（１０２Ａと１０２Ｃとの間）、１２０Ｂ（１０２Ｂと１０２Ｃと
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の間）、及び１２０Ｃ（１０２Ｃと１０２Ｄとの間）により示されている。これらのデー
タ接続は、このようなデータ接続が一時的データ・トンネルとして動作していることを示
すために太い実線で示されている。この時間中にＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃ向けのＡＰＮ１０
１から到着するデータが、そのデータの送信側であるＮＲＩに関するアクティブ・サービ
スを引き継いでいるＰＤＮ－ＧＷに転送されることを除いて、ポイント３、４、５、及び
６は図３に関連して記載されたものと同じである。このようにして、ＮＲＩからのデータ
は、ポイント６でＲＩＰが更新される前に、適切なＰＤＮ－ＧＷに到着する。ＳＧＷプー
ル１０３からの情報は、対応するＮＲＩのために新たにアクティブになったＰＤＮ－ＧＷ
に転送せずにそのＮＲＩに送信される場合もあれば、ポイント５でＮＲＩマップが更新さ
れるまで、そのＮＲＩのために新たにアクティブになったＰＤＮ－ＧＷに転送される場合
もある。このようにして、ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃの停止は、ＵＥデバイス１０６にとって
透明に、しかもサービス中断を被らずに行われる。ポイント７は、すべての対応するＵＥ
セッションが活動化され、新しい待機ＵＥセッションが作成され、ＲＩＰ情報がＡＰＮに
エクスポートされた後に、一時的データ・トンネルが除去され、ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃが
停止されることを示している。
【００４０】
　図５は、本発明の諸実施形態により図３及び図４に示されている動作が実行された後の
結果としてのＰＤＮ－ＧＷプール１０２を示すブロック図である。ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃ
が非アクティブ（非稼動状態）であることを除いて、図５は図１Ａと同一である。図５で
は、稼動中のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ、１０２Ｂ、及び１０２Ｄのそれぞれは、活動化され
たＵＥセッション及び新たに作成された待機ＵＥセッションに対応する追加のアクティブ
及び待機ＵＥセッション（図３及び図４に記載されている通り）を有する。
【００４１】
　図６は、本発明の諸実施形態により非アクティブＰＤＮ－ＧＷを呼び出す（例えば、新
しいＰＤＮ－ＧＷを追加するか、非稼動状態に入ったＰＤＮ－ＧＷを交換するか、又は非
稼動状態に入ったＰＤＮ－ＧＷを復旧する）ことに応答するＰＤＮ－ＧＷプール１０２を
示すブロック図である。ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃが非稼動状態から稼動状態に移行し、ＰＤ
Ｎ－ＧＷ１０２Ｃの稼動状態に応答して発生する複数のポイント／動作並びに変更表示を
含むことを除いて、図６は図５と同一である。ポイント１で、ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃは、
稼動状態になり、ＰＤＮ－ＧＷ１０２への参加に使用可能になる。応答として、どのＮＲ
ＩについてＰＤＮ－ＧＷ１０２ＣがアクティブＰＤＮ－ＧＷとして責任を取るかが判断さ
れ（従って、ＵＥセッションがこれらのＮＲＩに関連付けられる）、それとともに、待機
ＵＥセッションをサポートする諸実施形態では、どのＮＲＩについてＰＤＮ－ＧＷ１０２
Ｃが待機ＰＤＮ－ＧＷとして責任を取るかが判断される（従って、ＵＥセッションがこれ
らのＮＲＩに関連付けられる）。異なる実施形態では、これらの判断を行うエンティティ
が異なる可能性がある（例えば、ＰＤＮ－ＧＷプール１０２である場合もあれば、ＭＭＥ
１１５のセッション・レジリエンス・モジュール１１６である場合もある）。図６では、
ＰＤＮ－ＧＷ１０２ＣはＮＲＩ１、３、及び９に関するアクティブＰＤＮ－ＧＷになり、
ＮＲＩ４、６、及び１０に関する待機ＰＤＮ－ＧＷになると判断される。ポイント２では
、ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃがアクティブ又は待機ＰＤＮ－ＧＷとして何らかの責任を負って
いるＮＲＩに関するアクティブ及び／又は待機ＰＤＮ－ＧＷであるそれぞれのＰＤＮ－Ｇ
Ｗ１０２Ａ、１０２Ｂ、及び１０２Ｄの間で一時的データ・トンネルが確立される。これ
らの一時的データ・トンネルは、前に図４に記載されているように確立される。ポイント
３では、決定されたアクティブ及び待機セッションがＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ、１０２Ｂ、
及び１０２ＤからＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃに移動される。ポイント４では、ＰＤＮ－ＧＷ１
０２Ｃが対応するＮＲＩに関するアクティブ又は待機責任を負っていることを示すために
、図３に関連して記載されているようにＮＲＩマップ項目が更新される。ポイント５では
、図３のポイント６に関連して記載されているようにＡＰＮスライス経路が更新される。
ポイント６では、ＰＤＮ－ＧＷプール１０２への稼動状態の参加者としてＰＤＮ－ＧＷ１
０２Ｃを呼び出して、一時的データ・トンネルが除去され、ＰＤＮ－ＧＷプール１０２が
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終了する。ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｃが呼び出されている間、第１のアクティブＰＤＮ－ＧＷ
からＰＤＮ－ＧＷ１０２に移動しているＵＥセッションに符合するデータは、図４に関連
して記載されているものと同じ方法で一時的データ・トンネルによりＰＤＮ－ＧＷ１０２
Ｃに転送される。
【００４２】
　図７は、本発明の諸実施形態によりＮ＋Ｍプール式セッション・レジリエンスを提供す
るためにＰＤＮ、ＳＧＷプール、及び複数のＰＤＮ－ＧＷ（分解組立図には１つが示され
ている）を含むシステムを示すブロック図である。図１ＡからのＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａな
どの第１のＰＤＮ－ＧＷは１つ又は複数のＰＤＮ１９０に結合され、それぞれのＰＤＮに
は１つのＡＰＮと複数のＩＰアドレスが割り当てられる。それぞれのＡＰＮは、ＡＰＮス
ライス１０１Ａ～１０１Ｐなどの複数のＡＰＮスライスにスライスされ、そのＡＰＮスラ
イスには、そのＰＤＮに関する複数のＩＰアドレスのサブセットが割り当てられる。第１
のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａは、ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｂ～１０２Ｄなどの１つ又は複数の他の
ＰＤＮ－ＧＷに更に結合され、ＳＧＷプール１０３に結合される。第１のＰＤＮ－ＧＷ１
０２Ａは、複数のポート７１５Ａ～７１５Ｚと、複数のポート７１５Ａ～７１５Ｚに結合
される１つのセッション・レジリエンス・モジュール７１６と、１つのプロセッサ７２０
と、１つのメモリ７３０とを含む。プロセッサ７２０（シングル又はマルチコア、マルチ
コアの場合は対称又は非対称コア）は、ＣＩＳＣ、ＲＩＳＣ、ＶＬＩＷ、又はハイブリッ
ド・アーキテクチャなど、任意のタイプのアーキテクチャのものにすることができる。ま
た、プロセッサ７２０は、メモリ管理ユニット及びメイン・メモリ・バス・インターフェ
ース（複数も可）など、様々な他のコンポーネントも含むことができる。更に、プロセッ
サ７２０は、同じチップ内の１つ又は複数のダイ上に実現することができる。この実施形
態はシングルプロセッサＰＤＮ－ＧＷに関して記載されているが、他の実施形態はマルチ
プロセッサＰＤＮ－ＧＷである。メモリ７３０及びデータ・トラフィックは１つ又は複数
の機械可読媒体を表している。従って、機械可読媒体は機械（例えば、コンピュータ）に
よって読み取り可能な形式の情報を提供（即ち、記憶及び／又は送信）する任意のメカニ
ズムを含む。例えば、機械可読媒体は、機械可読記憶媒体（例えば、磁気ディスク、光デ
ィスク、ランダム・アクセス・メモリ、読み取り専用メモリ、フラッシュ・メモリ・デバ
イス）、機械可読通信媒体（例えば、搬送波、赤外線信号、デジタル信号など、電気、光
、音響、又はその他の形の伝搬信号）などにすることができる。
【００４３】
　一実施形態では、セッション・レジリエンス・モジュール７１６はプロセッサ７２０内
のサブモジュールであり、他の諸実施形態では、セッション・レジリエンス・モジュール
７１６はプロセッサ７２０に結合された個別のモジュールである。セッション・レジリエ
ンス・モジュール７１６は、ＰＤＮ接続の開始時に第１のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａがアクテ
ィブＰＤＮ－ＧＷとしてサービスしているＵＥセッションに対応する情報を受信するよう
に構成される。セッション・レジリエンス・モジュール７１６は、アクティブＵＥセッシ
ョン情報を記憶し、そのＵＥセッション情報によって表されるＵＥセッションに関する待
機ＰＤＮ－ＧＷとして動作している１つ又は複数の他のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｂ～１０２Ｄ
のうちの１つにアクティブＵＥセッション情報を定期的に送信するように構成される。一
実施形態では、セッション・レジリエンス・モジュール７１６は、第１のＰＤＮ－ＧＷ１
０２Ａ上でアクティブＵＥセッションを記憶し維持するアクティブＵＥセッション・モジ
ュール７１６Ａを含む。他の実施形態では、セッション・レジリエンス・モジュール７１
６はメモリ７３０に結合され、アクティブＵＥセッション情報はメモリ７３０に記憶され
る。
【００４４】
　セッション・レジリエンス・モジュール７１６は、第１のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａが待機
ＰＤＮ－ＧＷとして機能しているＵＥセッションに対応する情報を受信するように更に構
成される。第１のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａは、そのＵＥセッションに関するアクティブＰＤ
Ｎ－ＧＷである他のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｂ～１０２Ｄのうちの１つからＵＥセッション情
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報を受信する。他のＰＤＮ－ＧＷのうちの対応する１つが非稼動状態に入った場合に第１
のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａが待機ＵＥセッションを活動化できるように、この情報は待機Ｕ
Ｅセッションとして第１のＰＤＮ－ＧＷ上で同期して保持される。一実施形態では、セッ
ション・レジリエンス・モジュール７１６は、第１のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａ上で待機ＵＥ
セッションを記憶し維持する待機ＵＥセッション・モジュール７１６Ｂを含む。他の実施
形態では、セッション・レジリエンス・モジュール７１６はメモリ７３０に結合され、待
機ＵＥセッション情報はメモリ７３０に記憶される。
【００４５】
　セッション・レジリエンス・モジュール７１６は、第２のＰＤＮ－ＧＷが非稼動状態に
入る時期を認識し、これに応答して、それぞれが第２のＰＤＮ－ＧＷ上のＵＥセッション
に関連する複数の待機ＵＥセッションのうちの１つ又は複数を活動化するように更に構成
される。更に、セッション・レジリエンス・モジュール７１６は、第１のＰＤＮ－ＧＷ１
０２Ａが複数の待機ＵＥセッションのうちの１つ又は複数を活動化したことをＳＧＷプー
ル１０３に通知するように構成される。セッション・レジリエンス・モジュール７１６は
、ハードウェア、ソフトウェア、又はその両方の組み合わせで実現することができる。
【００４６】
　他のＰＤＮ－ＧＷが非稼動状態に入っていることをＭＭＥがＰＤＮ－ＧＷに通知してい
ない場合などの一実施形態では、第１のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａは、複数のポート７１５Ａ
～７１５Ｚに結合されるハートビート・モジュール７１７を更に含む。ハートビート・モ
ジュール７１７は、１つ又は複数の他のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｂ～１０２Ｄに状況照会メッ
セージを送信し、１つ又は複数の他のＰＤＮ－ＧＷ１０２Ｂ～１０２Ｄのうちの１つが状
況照会メッセージに応答しない時にセッション・レジリエンス・モジュール７１６に通知
するように構成される。応答し損なったことに応答して、セッション・レジリエンス・モ
ジュール７１６は、故障したＰＤＮ－ＧＷ上でアクティブＵＥセッションに関連する任意
の待機ＵＥセッションを活動化することができる。他のＰＤＮ－ＧＷが非稼動状態に入っ
ていることをＭＭＥがＰＤＮ－ＧＷに通知している一実施形態では、ＭＭＥはハートビー
ト機能を実行し、ＰＤＮ－ＧＷは複数のポート７１５Ａ～７１５Ｚのうちの１つによりＭ
ＭＥに結合されるであろう。当然のことながら、ＰＤＮ－ＧＷ１０２Ａは、本発明を曖昧
にするのを回避するために示されていない様々な他のコンポーネントを含む。
【００４７】
　図８は、本発明の諸実施形態によりＮ＋Ｍプール式セッション・レジリエンスを提供す
るためにＰＤＮ－ＧＷ、ＵＥデバイス、及び１つ又は複数のＳＧＷのセット（分解組立図
には１つが示されている）を含むシステムを示すブロック図である。ＳＧＷ１０３Ａなど
の第１のＳＧＷは１つ又は複数の基地局１０５に結合され、その基地局は更に第１のＳＧ
Ｗ１０３Ａを１つ又は複数のＵＥデバイス１０６と結合する。第１のＳＧＷはＰＤＮ－Ｇ
Ｗプール１０２に更に結合され、任意選択で１つ又は複数の他のＳＧＷ１０３Ｂ～１０３
Ｃに結合される。第１のＳＧＷ１０３Ａは、複数のポート８１５Ａ～８１５Ｚと、複数の
ポート８１５Ａ～８１５Ｚに結合される１つのセッション・レジリエンス・モジュール８
１８と、１つのプロセッサ８２０と、１つのメモリ８３０とを含む。プロセッサ８２０（
シングル又はマルチコア、マルチコアの場合は対称又は非対称コア）は、ＣＩＳＣ、ＲＩ
ＳＣ、ＶＬＩＷ、又はハイブリッド・アーキテクチャなど、任意のタイプのアーキテクチ
ャのものである。また、プロセッサ８２０は、メモリ管理ユニット及びメイン・メモリ・
バス・インターフェース（複数も可）など、様々な他のコンポーネントも含むことができ
る。更に、プロセッサ８２０は、同じチップ内の１つ又は複数のダイ上に実現することが
できる。この実施形態はシングルプロセッサＳＧＷに関して記載されているが、他の実施
形態はマルチプロセッサＳＧＷである。メモリ８３０は更に機械可読記憶媒体を表してい
る。
【００４８】
　一実施形態では、セッション・レジリエンス・モジュール８１８はプロセッサ８２０内
のサブモジュールであり、他の実施形態では、セッション・レジリエンス・モジュール８
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１８はプロセッサ８２０に結合された個別のモジュールである。セッション・レジリエン
ス・モジュール８１８は、複数のＵＥセッションを維持し、１つのＮＲＩマップを維持す
るように構成される。図１～図６に関連して記載されているように、ＮＲＩマップは複数
のＮＲＩマップ項目を含む。それぞれのＮＲＩマップ項目は、ＳＧＷによってサービスさ
れた１つ又は複数のＵＥセッションに関係し、その１つ又は複数のＵＥセッションに関連
するＮＲＩについてＰＤＮ－ＧＷプール１０２内のアクティブＰＤＮ－ＧＷを指定する情
報を含む。一実施形態では、ＮＲＩマップ項目は、ＰＤＮ－ＧＷプール１０２内の待機Ｐ
ＤＮ－ＧＷを対応するＮＲＩに関連付ける情報を更に含む。しかし、それぞれのＮＲＩに
個別のＩＰアドレスが割り当てられる諸実施形態では、待機ＰＤＮ－ＧＷが１つのＮＲＩ
に関するアクティブＰＤＮ－ＧＷになる場合に同じアドレスが使用されるので、ＮＲＩマ
ップ項目が待機ＰＤＮ－ＧＷ情報を含むことは不要である。一実施形態では、セッション
・レジリエンス・モジュール８１８はＮＲＩマップ項目をメモリ８３０に記憶し、他の諸
実施形態は、ＮＲＩアップ項目が記憶されるセッション・レジリエンス・モジュール内の
メモリを含む。セッション・レジリエンス・モジュール８１８は、それぞれのＵＥセッシ
ョンに関するトラフィックを、そのＵＥセッションの対応するＮＲＩについてＮＲＩマッ
プに指定されたアクティブＰＤＮ－ＧＷに経路指定するように構成される。セッション・
レジリエンス・モジュールは、ＰＤＮ－ＧＷプール１０２内の複数のＰＤＮ－ＧＷのうち
の１つが非稼動状態に入ったという通知を受信し、それに応答して、前に非稼動状態のＰ
ＤＮ－ＧＷに向けられていたトラフィックをＰＤＮ－ＧＷプール１０２内の他のＰＤＮ－
ＧＷに経路指定し始めるように更に構成される。ＮＲＩマップがそれぞれのＮＲＩについ
て待機ＰＤＮ－ＧＷを指定する情報を含む諸実施形態では、セッション・レジリエンス・
モジュールは、前にアクティブＰＤＮ－ＧＷとして非稼動状態のＰＤＮ－ＧＷを指定して
いたＮＲＩマップ項目に関するアクティブＰＤＮ－ＧＷとして待機ＰＤＮ－ＧＷを指定す
るようにＮＲＩマップ項目を更新する。このようにして、非稼動状態のＰＤＮ－ＧＷの通
知を受信すると、セッション・レジリエンス・モジュールは、非稼動状態のＰＤＮ－ＧＷ
に関連するＵＥセッションのために待機ＰＤＮ－ＧＷに切り替わることができる。更に、
セッション・レジリエンス・モジュールは、１つ又は複数のＮＲＩに関するアクティブ及
び／又は待機ＰＤＮ－ＧＷを示すＮＲＩマップ更新メッセージを受信するように構成され
る。ＮＲＩマップ更新メッセージを受信したことに応答して、セッション・レジリエンス
・モジュール８１８は対応するＮＲＩマップ項目を更新する。セッション・レジリエンス
・モジュール８１８は、ハードウェア、ソフトウェア、又はその両方の組み合わせで実現
することができる。
【００４９】
　ＳＧＷプール１０３内のそれぞれのＳＧＷがアクティブ及び待機ＵＥセッションにサー
ビスしている一実施形態（図１Ｂに示されているものなど）では、第１のＳＧＷ１０３Ａ
は、複数のポート８１５Ａ～８１５Ｚに結合されるハートビート・モジュール８１９を更
に含む。ハートビート・モジュール８１９は、ＳＧＷプール１０３内の１つ又は複数のＳ
ＧＷ１０３Ａ～１０３Ｃに状況照会メッセージを送信し、その１つ又は複数のＳＧＷ１０
３Ａ～１０３Ｃのうちの１つが状況照会メッセージに応答しない時にセッション・レジリ
エンス・モジュール８１８に通知するように構成される。応答し損なったことに応答して
、セッション・レジリエンス・モジュール８１８は、故障したＳＧＷに関連するＮＲＩに
ついて１つ又は複数の待機ＵＥセッションを活動化することができる。他のＳＧＷが非稼
動状態に入っていることをＭＭＥがＳＧＷに通知している一実施形態では、ＭＭＥはハー
トビート機能を実行し、ＳＧＷは複数のポート８１５Ａ～８１５Ｚのうちの１つによりＭ
ＭＥに結合されるであろう。当然のことながら、ＳＧＷ１０３Ａは、本発明を曖昧にする
のを回避するために示されていない様々な他のコンポーネントを含む。
【００５０】
代替の諸実施形態
　各図のフローダイアグラムは本発明の特定の諸実施形態によって実行される動作の特定
の順序を示しているが、このような順序は模範的なものであることを理解されたい（例え
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ば、代替の諸実施形態は、異なる順序でこれらの動作を実行すること、特定の動作を組み
合わせること、特定の動作に重複することなどを行う場合もある）。
【００５１】
　いくつかの実施形態に関して本発明を説明してきたが、当業者であれば、本発明が記載
された諸実施形態に限定されず、特許請求の範囲の精神及び範囲内の変更及び改変により
実践できることを認識するであろう。従って、この説明は、限定ではなく例示的なものと
見なすべきである。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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【図２】 【図３】

【図４】 【図５】
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【図６】 【図７】

【図８】
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