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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サービングゲートウェイ(SGW)によって、第1のモビリティ管理要素の障害を検出するス
テップと、
　前記SGWによって、前記障害のタイプが非回復であると決定するステップと、
　前記SGWによって、前記第1のモビリティ管理要素を備えるモビリティ管理要素プール内
で、第2のモビリティ管理要素を選択するステップと、
　前記SGWによって、ダウンリンクデータ通知メッセージを、前記第2のモビリティ管理要
素へ送信するステップであって、前記ダウンリンクデータ通知メッセージは、前記UEのIM
SI情報と、ホーム加入者サーバ(HSS)の登録開始インジケータ情報要素とを搬送する、ス
テップと、
　前記第2のモビリティ管理要素によって、第1の登録メッセージを前記HSSに送信するス
テップであって、前記第1の登録メッセージは、前記UEの前記IMSI情報と、前記第2のモビ
リティ管理要素の識別子情報を搬送する、ステップと、
　前記第2のモビリティ管理要素によって、前記UEの前記IMSI情報を搬送するページング
メッセージを前記UEに送信するステップと、
　第3のモビリティ管理要素によって、前記UEによって送信されたアタッチ要求を受信す
るステップであって、前記アタッチ要求は、前記UEの前記IMSI情報を搬送する、ステップ
と、
　前記第3のモビリティ管理要素によって、第2の登録メッセージを前記HSSに送信するス
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テップであって、前記第2の登録メッセージは、前記UEの前記IMSI情報と、前記第3のモビ
リティ管理要素の識別子情報とを搬送し、前記HSSによって受信された前記第2のモビリテ
ィ管理要素の前記識別子情報が、前記HSSによって受信された前記第3のモビリティ管理要
素の前記識別子情報に一致しないとき、前記HSSは、ロケーションキャンセルメッセージ
を前記第2のモビリティ管理要素に送信し、前記UEをページングすることを停止する、ス
テップと
を備える、ページング処理方法。
【請求項２】
　前記第2のモビリティ管理要素が、前記HSSによって送信された前記ロケーションキャン
セルメッセージを受信するとき、前記第2のモビリティ管理要素によって、前記UEをペー
ジングすることを停止するステップをさらに備える、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　第1のモビリティ管理要素の障害を検出し、前記障害のタイプが非回復であることを決
定し、前記第1のモビリティ管理要素を備えるモビリティ管理要素プール内で、第2のモビ
リティ管理要素を選択し、かつ、ダウンリンクデータ通知メッセージを、前記第2のモビ
リティ管理要素へ送信するように構成され、前記ダウンリンクデータ通知メッセージは、
前記UEのIMSI情報と、ホーム加入者サーバ(HSS)の登録開始インジケータ情報要素とを搬
送する、サービングゲートウェイと、
　前記UEの前記IMSI情報と、前記第2のモビリティ管理要素の識別子情報とを搬送する第1
の登録メッセージを前記HSSに送信し、かつ、前記UEの前記IMSI情報を搬送するページン
グメッセージを前記UEに送信するように構成された、前記第2のモビリティ管理要素と、
　前記UEによって送信された前記UEの前記IMSI情報を搬送するアタッチ要求を受信し、か
つ、前記UEの前記IMSI情報と、第3のモビリティ管理要素の識別子情報とを搬送する第2の
登録メッセージを前記HSSに送信するように構成された、前記第3のモビリティ管理要素と
を備え、
　前記HSSによって受信された前記第2のモビリティ管理要素の前記識別子情報が、前記HS
Sによって受信された前記第3のモビリティ管理要素の前記識別子情報に一致しないとき、
前記HSSは、前記第2のモビリティ管理要素にロケーションキャンセルメッセージを送信し
て、前記UEをページングすることを停止する、ページング処理システム。
【請求項４】
　前記第2のモビリティ管理要素はさらに、前記第2のモビリティ管理要素が、前記HSSに
よって送信された前記ロケーションキャンセルメッセージを受信するとき、前記UEをペー
ジングすることを停止するように構成された、請求項3に記載のシステム。
【請求項５】
　前記UEの前記IMSI情報と、前記第2のモビリティ管理要素の前記識別子情報とを搬送す
る第1の登録メッセージを受信し、前記UEの前記IMSI情報と、前記第3のモビリティ管理要
素の前記識別子情報とを搬送する第2の登録メッセージを受信し、かつ、前記第2のモビリ
ティ管理要素の前記識別子情報が、前記第3のモビリティ管理要素の前記識別子情報に一
致しないとき、前記UEをページングすることを停止するために前記第2のモビリティ管理
要素にロケーションキャンセルメッセージを送信するように構成された、前記HSSをさら
に備える、請求項3又は4に記載のシステム。
【請求項６】
　ユーザ装置(UE)のIMSI情報と、第1のモビリティ管理要素の識別子情報とを搬送する第1
の登録メッセージを受信するための手段と、
　前記UEのIMSI情報と、第2のモビリティ管理要素の識別子情報とを搬送する第2の登録メ
ッセージを受信するための手段と、
　前記第1のモビリティ管理要素の前記識別子情報が、前記第2のモビリティ管理要素の前
記識別子情報に一致しないとき、前記UEをページングすることを停止するために、前記第
1のモビリティ管理要素にロケーションキャンセルメッセージを送信するための手段と
を備える、ホーム加入者サーバ。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信技術の分野に関し、特に、ページング処理方法およびシステム、ならび
にサービングゲートウェイに関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、進化型パケットネットワーク(EPS、Evolved Packet System)では、MME(Mobility
 Management Entity、モビリティ管理エンティティ)またはSGSN(Serving GPRS Support N
ode、サービングGPRSサポートノード)に障害がある場合、MME/SGSNは、サービスを受ける
UE(User Equipment、ユーザ装置)のコンテキストを失うことがある。この場合、SGW(Serv
ing Gateway、サービングゲートウェイ)がMME/SGSNの障害を感知した場合、SGWは、障害
のあるMME/SGSNによってサービスを受けるUEのコンテキストを削除することがある。この
ように、PGW(Packet Data Network Gateway、パケットデータネットワークゲートウェイ)
から、障害のあるMME/SGSNによってサービスを受けるUEについてのダウンリンクデータを
受信したとき、SGWは、モビリティ管理要素を再選択しないことがあり、UEのためのコン
テキストを再作成できないことがあり、UEのためのサービスを提供しないことがあり、ユ
ーザ体験に影響を及ぼす。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記に鑑みて、本発明の実施形態は、ページング処理方法およびシステム、ならびに、
サービングゲートウェイをも提供する。モビリティ管理要素に障害が生じた後、SGWは、
障害が発生する前に障害のあるモビリティ管理要素によってサービスされるUEのためのモ
ビリティ管理要素を再選択し、UEをページングするように、再選択されたモビリティ管理
要素をトリガし、それにより、アタッチ処理を開始してコンテキストを再作成するように
、UEをさらにトリガする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、以下の技術的解決策を採用する。
【０００５】
　ページング処理方法は、
　サービングゲートウェイによって、モビリティ管理要素の障害を検出し、障害のタイプ
を決定し、障害のタイプに従って、モビリティ管理要素を再選択するステップと、
　サービングゲートウェイによって、ダウンリンクデータ通知メッセージを、再選択され
たモビリティ管理要素へ送信するステップであって、その後、再選択されたモビリティ管
理要素は、ページングメッセージを、障害が発生する前に障害のあるモビリティ管理要素
によってサービスされるユーザ装置UEへ送信する、ステップとを含む。
【０００６】
　サービングゲートウェイは、
　モビリティ管理要素の障害を検出し、障害のタイプを決定し、障害のタイプに従って、
モビリティ管理要素を再選択するように構成された、決定および選択ユニットと、
　ダウンリンクデータ通知メッセージを、再選択されたモビリティ管理要素へ送信するよ
うに構成された、送信ユニットとを含む。
【０００７】
　ページング処理システムは、
　モビリティ管理要素の障害を検出し、障害のタイプを決定し、障害のタイプに従って、
モビリティ管理要素を再選択し、ダウンリンクデータ通知メッセージを、再選択されたモ
ビリティ管理要素へ送信するように構成された、サービングゲートウェイと、
　ダウンリンクデータ通知メッセージをサービングゲートウェイから受信し、ページング
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メッセージを、障害が発生する前に障害のあるモビリティ管理要素によってサービスされ
るUEへ送信するように構成された、モビリティ管理要素とを含む。
【０００８】
　本発明の実施形態で提供されたページング処理方法およびシステム、ならびにサービン
グゲートウェイでは、モビリティ管理要素に障害があるシナリオにおいて、SGWは、障害
が発生する前に障害のあるモビリティ管理要素によってサービスを受けるUEのためのモビ
リティ管理要素を再選択し、UEをページングするように、再選択されたモビリティ管理要
素をトリガし、それにより、アタッチ処理を開始してコンテキストを再作成するように、
UEをさらにトリガし、それにより、ユーザ体験を保証する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態1によるページング処理方法のフローチャートである。
【図２】本発明の実施形態2によるページング処理方法の概略図である。
【図３】本発明の実施形態3によるページング処理方法の概略図である。
【図４】本発明の実施形態4によるページング処理方法の概略図である。
【図５】本発明の実施形態5によるページング処理方法の概略図である。
【図６】本発明の実施形態6によるページング処理方法の概略図である。
【図７】本発明の実施形態7によるページング処理方法の概略図である。
【図８】本発明の実施形態8によるサービングゲートウェイの概略図である。
【図９】本発明の実施形態8で説明された決定および選択ユニットの概略図である。
【図１０】本発明の実施形態9によるページング処理システムの概略図である。
【図１１】本発明の実施形態10によるページング処理システムの概略図である。
【図１２】本発明の実施形態11によるページング処理システムの概略図である。
【図１３】本発明の実施形態12によるページング処理システムの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図1は、本発明の実施形態1によるページング処理方法のフローチャートである。図1に
示すように、以下の通りである。
【００１１】
　101.　サービングゲートウェイは、モビリティ管理要素の障害を検出し、障害のタイプ
を決定し、障害のタイプに従って、モビリティ管理要素を再選択する。
【００１２】
　モビリティ管理要素(例えば、MMEまたはSGSN)の障害のタイプには、再起動成功および
障害非回復(fault non-recovery)が含まれる。SGWは、モビリティ管理要素の再起動成功
および障害非回復を、以下のようにして感知かつ決定する。
【００１３】
　1)SGWは、モビリティ管理要素の再起動成功を、以下のようにして感知かつ決定する。
【００１４】
　SGWは、エコー要求メッセージをモビリティ管理要素へ送信し、エコー要求メッセージ
を受信した後、モビリティ管理要素は、エコー応答メッセージをSGWへ返し、ただし、こ
のメッセージは、再起動カウンタ情報を搬送し、受信された再起動カウンタ情報に従って
、SGWは、モビリティ管理要素がうまく再起動されることを検出するか、または、
【００１５】
　モビリティ管理要素は、再起動されているとき、エコー要求メッセージをSGWへ送信し
、ただし、このメッセージは、再起動カウンタ情報を搬送し、SGWは、受信された再起動
カウンタ情報に従って、モビリティ管理要素がうまく再起動されることを検出する。
【００１６】
　このとき、SGWは、UEのコンテキストを削除することなく、再起動の前にモビリティ管
理要素によってサービスされるUEにサービスし続けることができ、その上、SGWに格納さ
れたUEコンテキストが、UEにサービスするモビリティ管理要素のアドレス情報(IPアドレ
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ス)を含むため、SGWは、モビリティ管理要素が再起動されるとき、モビリティ管理要素の
アドレス情報(IPアドレス)に従って、影響を受けたUEを検索することができる。
【００１７】
　2)SGWは、モビリティ管理要素の障害非回復を、以下のようにして感知かつ決定する。
【００１８】
　SGWは、エコー要求メッセージをモビリティ管理要素へ送信し、応答がタイムアウトし
た後、エコー応答メッセージを受信せず、このとき、SGWは、エコー要求メッセージをモ
ビリティ管理要素へ再送するように選択してもよい。送信が数回繰り返された後、エコー
応答メッセージが受信されない場合、SGWは、モビリティ管理要素へのリンクが使用不可
能であると決定し、モビリティ管理要素が障害から回復していないと決定する。
【００１９】
　このとき、SGWは、UEのコンテキストを削除することなく、障害が発生する前に障害の
あるモビリティ管理要素によってサービスされるUEにサービスし続けることができ、その
上、SGWに格納されたUEコンテキストが、UEにサービスするモビリティ管理要素のアドレ
ス情報(IPアドレス)を含むため、SGWは、モビリティ管理要素に障害があるとき、モビリ
ティ管理要素のアドレス情報(IPアドレス)に従って、影響を受けたUEを検索することがで
きる。
【００２０】
　上記の2つの障害を感知かつ決定する処理では、以下で詳述するように、SGWは、再起動
または障害が発生する前にモビリティ管理要素によってサービスされるUEのコンテキスト
において、障害フラグを設定し、再起動成功または障害非回復情報を記録することができ
る。
【００２１】
　A)SGWは、モビリティ管理要素によってサービスを受けるUEのコンテキストにおいて、
モビリティ管理要素障害フラグを設定し、モビリティ管理要素によってサービスを受ける
UEについて、モビリティ管理要素再起動を記録する。例えば、障害フラグは、「MME/SGSN
再起動/リセット」を記録して、MME/SGSNの再起動成功を示してもよく、もしくは、障害
フラグは、関連のある再起動情報を、MME/SGSNの再起動成功を示す値「真」と共に記録し
てもよく、または
【００２２】
　モビリティ管理要素によってサービスを受けるUEのコンテキストにおいて、SGWは、モ
ビリティ管理要素TEIDを特定の値に設定し、例えば、MME/SGSN TEIDをヌル値もしくはす
べて0もしくはすべて1に設定し、異なる障害シナリオ間で区別するようにする。ここでは
、MME/SGSN TEIDは、すべて0に設定されて、MME/SGSNの再起動成功が示されてもよい。
【００２３】
　B)SGWは、モビリティ管理要素によってサービスを受けるUEのコンテキストにおいて、
モビリティ管理要素障害フラグを設定し、モビリティ管理要素によってサービスを受ける
UEについて、モビリティ管理要素障害非回復を記録する。例えば、MME/SGSN障害非回復を
示すための「MME/SGSN故障」が障害フラグに記録されてもよく、もしくは、関連のある障
害情報が障害フラグに、MME/SGSN障害非回復を示す値「真」と共に記録されてもよく、ま
たは
【００２４】
　モビリティ管理要素によってサービスを受けるUEのコンテキストにおいて、SGWは、モ
ビリティ管理要素TEIDを特定の値に設定し、例えば、MME/SGSN TEIDをヌル値もしくはす
べて0もしくはすべて1に設定し、異なる障害シナリオ間で区別するようにする。ここでは
、MME/SGSN TEIDは、すべて1に設定されて、MME/SGSN障害非回復が示されてもよい。
【００２５】
　上記で決定された障害タイプに応じて、SGWは、モビリティ管理要素を以下のようにし
て再選択する。
【００２６】
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　I.　モビリティ管理要素がうまく再起動される場合、
【００２７】
　方式1:
【００２８】
　第1のモビリティ管理要素がうまく再起動されることを検出かつ決定した後、SGWは、う
まく再起動されたモビリティ管理要素(以下で、第1のモビリティ管理要素と称する)を選
択する。
【００２９】
　方式2:
【００３０】
　第1のモビリティ管理要素がうまく再起動されることを検出かつ決定した後、SGWは、再
起動が発生する前に第1のモビリティ管理要素によってサービスされるUEのコンテキスト
において、障害フラグを設定し、再起動成功情報を記録し、次いで、ダウンリンクデータ
をPGWから受信した後、SGWはなお、障害フラグによって記録された再起動成功情報に従っ
て、第1のモビリティ管理要素を選択する。
【００３１】
　II.　モビリティ管理要素が障害から回復しない場合、
【００３２】
　方式3:
【００３３】
　第1のモビリティ管理要素が障害から回復しないことを検出かつ決定した後、SGWは、第
1のモビリティ管理要素を含むモビリティ管理要素プール内で、モビリティ管理要素(以下
で、第2のモビリティ管理要素と称する)を再選択する。
【００３４】
　方式4:
【００３５】
　第1のモビリティ管理要素が障害から回復しないことを検出かつ決定した後、SGWは、障
害が発生する前に第1のモビリティ管理要素によってサービスされるUEのコンテキストに
おいて、障害フラグを設定し、障害非回復情報を記録し、次いで、ダウンリンクデータを
PGWから受信した後、SGWは、障害フラグによって記録された障害非回復情報に従って、第
1のモビリティ管理要素を含むモビリティ管理要素プール内で、モビリティ管理要素(第2
のモビリティ管理要素)を再選択する。
【００３６】
　102.　サービングゲートウェイは、ダウンリンクデータ通知メッセージを、再選択され
たモビリティ管理要素へ送信し、その後、再選択されたモビリティ管理要素は、ページン
グメッセージを、障害が発生する前に障害のあるモビリティ管理要素によってサービスさ
れるユーザ装置UEへ送信する。
【００３７】
　I.　モビリティ管理要素がうまく再起動される場合、
【００３８】
　方式1および方式2の後に続くステップには、以下が含まれる。
【００３９】
　SGWは、ダウンリンクデータ通知(DL Data Notification)メッセージを第1のモビリティ
管理要素へ送信し、ただし、ダウンリンクデータ通知メッセージは、再起動が発生する前
に第1のモビリティ管理要素によってサービスされるUEのIMSI(International Mobile Sub
scriber Identification Number、international mobile subscriber identity)情報を搬
送する。
【００４０】
　ダウンリンクデータ通知メッセージを受信した後、第1のモビリティ管理要素は、ペー
ジング(Paging)メッセージをUEへ送信し、ただし、ページングメッセージは、UEのIMSI情
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報、および、コアネットワークドメインインジケータ(CN Domain Indicator)情報要素を
搬送し、CNドメインインジケータは、PSである。
【００４１】
　方式1および方式2は、以下をさらに含む。すなわち、IMSI情報を搬送するページングメ
ッセージを受信した後、UEは、UEのIMSI情報を搬送するアタッチ要求(Attach Request)メ
ッセージを送信し、その理由は、ページングメッセージが、UEのIMSI情報、および、CNド
メインインジケータ情報要素を搬送するためであり、また、CNドメインインジケータがPS
であるためであり、アタッチ要求メッセージを受信するモビリティ管理要素、および、第
1のモビリティ管理要素が、同じモビリティ管理要素である場合、アタッチ要求メッセー
ジは、ページング応答メッセージと見なされ、第1のモビリティ管理要素は、ページング
を停止する。アタッチ要求メッセージを受信するモビリティ管理要素(以下で、第2のモビ
リティ管理要素と称する)、および、第1のモビリティ管理要素が、異なるモビリティ管理
要素である場合、アタッチ要求メッセージを受信する第2のモビリティ管理要素は、ロケ
ーション更新(Update Location)要求メッセージを、HSS(Home Subscriber Server、ホー
ム加入者サーバ)へ送信する。HSS内の第1のモビリティ管理要素の識別子情報(MME1 ID/SG
SN1番号情報/SGSN1 IPアドレス情報)は、第2のモビリティ管理要素の識別子情報(MME2 ID
/SGSN2番号情報/SGSN2 IPアドレス情報)に合致しないので、HSSは、ロケーションキャン
セル(Cancel Location)メッセージを第1のモビリティ管理要素へ送信するようにトリガさ
れ、第1のモビリティ管理要素は、ロケーションキャンセルメッセージを受信した後、ペ
ージングを停止する。
【００４２】
　II.　モビリティ管理要素が障害から回復しない場合、
【００４３】
　方式3および方式4の後に続くステップには、以下が含まれる。
【００４４】
　SGWは、ダウンリンクデータ通知メッセージを第2のモビリティ管理要素へ送信し、ただ
し、ダウンリンクデータ通知メッセージは、障害が発生する前に第1のモビリティ管理要
素によってサービスされるUEのIMSI情報を搬送し、ダウンリンクデータ通知メッセージは
、HSS登録開始インジケータ情報要素をさらに搬送し、または、第1のモビリティ管理要素
の識別子情報(MME1 ID/SGSN1番号情報/SGSN1 IPアドレス情報)を搬送し、または、RATタ
イプ(Radio Access Technique Type、無線アクセス技術タイプ)情報およびPLMN ID(Publi
c Land Mobile Network Identity、public land mobile network identifier)情報を搬送
する。RATタイプ情報は、UEによって現在選択された無線アクセスタイプ(E-UTRANまたはG
ERANまたはUTRANなど)を示すために使用され、PLMN ID情報は、現在のUEによって選択さ
れたPLMN識別子情報を示すために使用される。
【００４５】
　ダウンリンクデータ通知メッセージを受信した後、第2のモビリティ管理要素は、ロケ
ーション更新要求メッセージまたは要求通知(Notify Request)メッセージなど、登録メッ
セージをHSSへ送信し、ただし、登録メッセージは、UEのIMSI情報、および、第2のモビリ
ティ管理要素の識別子情報(MME2 ID/SGSN2番号情報/SGSN2 IPアドレス情報)を搬送し、HS
Sが第2のモビリティ管理要素についての情報を検出するようにする。
【００４６】
　ロケーション更新Ackメッセージまたは応答通知(Notify Response)メッセージをHSSか
ら受信した後、第2のモビリティ管理要素は、ページングメッセージをUEへ送信し、ただ
し、ページングメッセージは、UEのIMSI情報、および、CNドメインインジケータ情報要素
を搬送し、CNドメインインジケータは、PSである。
【００４７】
　方式3および方式4は、さらに以下を含み、すなわち、IMSI情報を搬送するページングメ
ッセージを受信した後、UEは、UEのIMSI情報を搬送するアタッチ要求メッセージを送信し
、その理由は、ページングメッセージが、UEのIMSI情報、および、CNドメインインジケー
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タ情報要素を搬送するためであり、また、CNドメインインジケータがPSであるためであり
、アタッチ要求メッセージを受信するモビリティ管理要素、および、第2のモビリティ管
理要素が、同じモビリティ管理要素である場合、アタッチ要求メッセージは、ページング
応答メッセージと見なされ、第2のモビリティ管理要素は、ページングを停止する。アタ
ッチ要求メッセージを受信するモビリティ管理要素、および、第2のモビリティ管理要素
が、異なるモビリティ管理要素である場合、アタッチ要求メッセージを受信するモビリテ
ィ管理要素は、ロケーション更新要求メッセージをHSSへ送信する。HSS内の第2のモビリ
ティ管理要素の識別子情報は、アタッチ要求メッセージを受信するモビリティ管理要素の
識別子情報に合致しないので、HSSは、ロケーションキャンセルメッセージを第2のモビリ
ティ管理要素へ送信するようにトリガされ、第2のモビリティ管理要素は、ロケーション
キャンセルメッセージを受信した後、ページングを停止する。
【００４８】
　随意に、方式3および方式4の後に続いて、以下を含む、以下の方式が使用されてもよい
。
【００４９】
　SGWは、ダウンリンクデータ通知メッセージを第2のモビリティ管理要素へ送信し、ただ
し、ダウンリンクデータ通知メッセージは、障害が発生する前に第1のモビリティ管理要
素によってサービスされるUEのIMSI情報を搬送し、ページングトリガメッセージは、第2
のモビリティ管理要素のインジケータ情報要素または識別子情報(MME2 ID/SGSN2番号情報
/SGSN2 IPアドレス情報)をさらに搬送し、ただし、この情報は、第2のモビリティ管理要
素に対して、その識別子情報をUEへ送信するように命令するために使用される。
【００５０】
　第2のモビリティ管理要素は、ページングメッセージをUEへ送信し、ただし、ページン
グメッセージは、UEのIMSI情報、および、CNドメインインジケータ情報要素を搬送し、CN
ドメインインジケータは、PSであり、ページングメッセージは、MME2 ID/SGSN2 NRI(Netw
ork Resource Indicator、ネットワークリソースインジケータ)情報など、第2のモビリテ
ィ管理要素の識別子情報をさらに搬送し、または、MME2 IDのS-TMSI(S-Temporary Mobile
 Subscriber Identity、S-一時モバイル加入者識別情報)/GUTI(Globally Unique Tempora
ry Identity、globally unique temporary identifier)情報を搬送し、または、SGSN2 NR
IのP-TMSI(Packet Temporary Mobile Subscriber Identity、パケット一時モバイル加入
者識別情報)情報を搬送する。
【００５１】
　方式3および方式4は、以下をさらに含み、すなわち、UEは、受信された第2のモビリテ
ィ管理要素の識別子情報を、無線アクセスネットワークRANへ送信し、ページングメッセ
ージが、UEのIMSI情報、および、CNドメインインジケータ情報要素を搬送するため、かつ
、CNドメインインジケータがPSであるため、UEは、UEのIMSI情報を搬送するアタッチ要求
メッセージを、第2のモビリティ管理要素へ送信し、および
【００５２】
　第2のモビリティ管理要素は、アタッチ要求メッセージを受信し、ページングを停止す
る。
【００５３】
　本発明のこの実施形態で提供されたページング処理方法では、モビリティ管理要素に障
害があるシナリオにおいて、SGWは、障害が発生する前に障害のあるモビリティ管理要素
によってサービスされるUEのためのモビリティ管理要素を再選択し、UEをページングする
ように、再選択されたモビリティ管理要素をトリガし、それにより、アタッチ処理を開始
してコンテキストを再作成するように、UEをさらにトリガし、それにより、ユーザ体験を
保証する。
【００５４】
　図2は、本発明の第2の実施形態によるページング処理方法の概略図である。図2に示す
ように、以下の通りである。
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【００５５】
　201.　SGWは、MME1/SGSN1がうまく再起動されることを検出かつ決定する。
【００５６】
　SGWは、エコー要求メッセージをMME1/SGSN1へ送信し、エコー要求メッセージを受信し
た後、MME1/SGSN1は、エコー応答メッセージをSGWへ返し、ただし、このメッセージは、
再起動カウンタ情報を搬送し、受信された再起動カウンタ情報に従って、SGWは、MME1/SG
SN1がうまく再起動されることを検出するか、または、
【００５７】
　MME1/SGSN1は、再起動されているとき、エコー要求メッセージをSGWへ送信し、ただし
、このメッセージは、再起動カウンタ情報を搬送し、受信された再起動カウンタ情報に従
って、SGWは、MME1/SGSN1がうまく再起動されることを検出する。
【００５８】
　このとき、SGWは、UEのコンテキストを削除することなく、MME1/SGSN1が再起動される
前にサービスされるUEにサービスし続け、その上、SGWに格納されたUEコンテキストが、U
EにサービスするMME1/SGSN1のアドレス情報(IPアドレス)を含むため、SGWは、MME1/SGSN1
が再起動されるとき、MME1/SGSN1のアドレス情報(IPアドレス)に従って、影響を受けたUE
を検索することができる。
【００５９】
　この実施形態では、MME1/SGSN1の再起動成功を検出かつ決定する方法は、上記の2つの
方法に限定されない。
【００６０】
　202.　SGWは、UEをページングするようにMME1/SGSN1をトリガするために、ダウンリン
クデータ通知(DL Data Notification)メッセージをMME1/SGSN1へ送信する。
【００６１】
　SGWは、MME1/SGSN1の再起動成功を決定し、MME1/SGSN1を再選択してUEコンテキストを
再作成するように、SGWをトリガし、DLデータ通知メッセージをMME1/SGSN1へ送信し、た
だし、DLデータ通知メッセージは、UEのIMSI情報を搬送する。
【００６２】
　MME1/SGSN1が再起動され、それによってサービスを受けるUEのコンテキストが失われる
ので、IMSI情報は、MME1/SGSN1にとって不明であり、したがって、UEのIMSI情報を搬送す
るDLデータ通知メッセージを受信した後、MME1/SGSN1は、ページングメッセージをUEへ送
信するようにトリガされ、それにより、アタッチ処理を行ってUEコンテキストを再作成す
るように、UEをさらにトリガする。
【００６３】
　203.　MME1/SGSN1は、ページング(Paging)メッセージをUEへ送信し、ただし、ページン
グメッセージは、UEのIMSI情報を搬送する。
【００６４】
　ページングメッセージは、以下で詳述するように、eノードBまたはRNC/BSSを通して、U
Eへ転送される。
【００６５】
　MME1は、ページングメッセージをeノードBへ送信し、ページングメッセージが、SGWに
よって提供されるUE IMSI情報およびCNドメインインジケータ情報要素を搬送し、CNドメ
インインジケータが「PS」であるため、eノードBは、ページングメッセージを受信した後
、UEをページングし、または
【００６６】
　SGSN1は、ページングメッセージをRNC/BSSへ送信し、ページングメッセージが、SGWに
よって提供されるUE IMSI情報およびCNドメインインジケータを搬送し、CNドメインイン
ジケータがPSであるため、RNC/BSSは、ページングメッセージを受信した後、UEをページ
ングする。
【００６７】
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　このステップで、MME1/SGSN1は、ページングステートマシンを起動してもよく、ページ
ング応答メッセージ(アタッチ要求またはロケーションキャンセル)が期間内に受信されな
い場合、MME1/SGSN1は、ページングメッセージを再送してもよい。
【００６８】
　204.　UEは、アタッチ要求メッセージをMME2/SGSN2へ送信する。
【００６９】
　UEがページングメッセージを受信した後、ページングメッセージが、UEのIMSI情報、お
よび、CNドメインインジケータ情報要素を搬送し、CNドメインインジケータがPSであるた
め、UEは、アタッチ処理を開始する。このとき、UEは、アタッチ要求メッセージをMME2/S
GSN2へ送信し、ただし、アタッチ要求メッセージは、UEのIMSI情報を搬送する。
【００７０】
　MME2/SGSN2は、アタッチ要求メッセージを受信し、この場合、MME2およびMME1が同じMM
Eである場合、もしくは、SGSN2およびSGSN1が同じSGSNである場合、MME1/SGSN1は、ステ
ップ207を直接行って、ページングを停止するか、または
【００７１】
　MME2/SGSN2は、アタッチ要求メッセージを受信し、この場合、MME2およびMME1が異なる
MMEである場合、もしくは、SGSN2およびSGSN1が異なるSGSNである場合、MME2/SGSN2は、
ステップ205を行い続ける。
【００７２】
　205.　MME2/SGSN2は、ロケーション更新要求メッセージをHSSへ送信し、ただし、ロケ
ーション更新要求メッセージは、UEのIMSI情報、および、MME2/SGSN2識別子情報(MME2 ID
/SGSN2番号情報/SGSN2 IPアドレス情報)を搬送し、HSSは、ロケーション更新Ackメッセー
ジをMME2/SGSN2へ返す。
【００７３】
　206.　HSSは、ロケーションキャンセルメッセージをMME1/SGSN1へ送信する。
【００７４】
　ステップ205で、MME2/SGSN2識別子情報を受信した後、HSSは、ロケーションキャンセル
メッセージをMME1/SGSN1へ送信するようにトリガされ、その理由は、HSSがMME1/SGSN1の
識別子情報を格納しており、MME2/SGSN2の識別子情報が、MME1/SGSN1の識別子情報とは異
なるためである。
【００７５】
　207.　MME1/SGSN1は、ロケーションキャンセルメッセージを受信し、ページングを停止
する。
【００７６】
　208.　MME1/SGSN1は、ロケーションキャンセルAckメッセージを送信する。
【００７７】
　本発明のこの実施形態で提供されたページング処理方法では、SGWは、障害が発生する
前に障害のあるモビリティ管理要素によってサービスされるUEのためのモビリティ管理要
素を再選択し、UEをページングするように、再選択されたモビリティ管理要素をトリガし
、それにより、アタッチ処理を開始してコンテキストを再作成するように、UEをさらにト
リガし、それにより、ユーザ体験を保証する。
【００７８】
　図3は、本発明の実施形態3によるページング処理方法の概略図である。図3に示すよう
に、以下の通りである。
【００７９】
　301.　SGWは、MME1/SGSN1の再起動成功を検出かつ決定し、再起動の前にMME1/SGSN1に
よってサービスされるUEのコンテキストにおいて、障害フラグを設定し、再起動成功情報
を記録する。
【００８０】
　SGWがどのようにMME1/SGSN1の再起動成功を検出かつ決定するかについての詳細な説明
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は、実施形態2のステップ201とまったく同じである。詳細な説明については、ステップ20
1を参照することができ、このステップについては、これ以上詳述しない。
【００８１】
　MME1/SGSN1の再起動成功を検出かつ決定した後、SGWは、以下で詳述するように、再起
動の前にMME1/SGSN1によってサービスされるUEのコンテキストにおいて、障害フラグを設
定し、再起動成功情報を記録する。
【００８２】
　1)SGWは、MME1/SGSN1によってサービスを受けるUEのコンテキストにおいて、MME1/SGSN
1障害フラグを設定し、MME1/SGSN1によってサービスを受けるUEについて、MME1/SGSN1再
起動を記録する。例えば、障害フラグは、「MME1/SGSN1再起動/リセット」を記録して、M
ME1/SGSN1の再起動成功を示してもよく、または、障害フラグは、関連のある再起動情報
を、MME1/SGSN1の再起動成功を示す値「真」と共に記録してもよい。
【００８３】
　2)MME1/SGSN1によってサービスを受けるUEのコンテキストにおいて、SGWは、MME1/SGSN
1 TEIDを特定の値に設定し、例えば、MME1/SGSN1 TEIDをヌル値またはすべて0またはすべ
て1に設定し、異なる障害シナリオ間で区別するようにする。ここでは、MME1/SGSN1 TEID
は、すべて0に設定されて、MME1/SGSN1の再起動成功が示されてもよい。
【００８４】
　この実施形態では、MME1/SGSN1の再起動成功を検出かつ記録する方法は、上記の2つの
方法に限定されない。
【００８５】
　302.　SGWは、ダウンリンクデータをPGWから受信し、障害フラグに記録された再起動成
功情報に従って、MME1/SGSN1を再選択してUEコンテキストを再作成するように、SGWをト
リガする。
【００８６】
　303.　このステップについての詳細な説明は、実施形態2のステップ202とまったく同じ
である。詳細な説明については、ステップ202を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【００８７】
　304.　このステップについての詳細な説明は、実施形態2のステップ203とまったく同じ
である。詳細な説明については、ステップ203を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【００８８】
　305.　このステップについての詳細な説明は、実施形態2のステップ204とまったく同じ
である。詳細な説明については、ステップ204を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【００８９】
　306.　このステップについての詳細な説明は、実施形態2のステップ205とまったく同じ
である。詳細な説明については、ステップ205を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【００９０】
　307.　このステップについての詳細な説明は、実施形態2のステップ206とまったく同じ
である。詳細な説明については、ステップ206を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【００９１】
　308.　このステップについての詳細な説明は、実施形態2のステップ207とまったく同じ
である。詳細な説明については、ステップ207を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【００９２】
　309.　このステップについての詳細な説明は、実施形態2のステップ208とまったく同じ
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である。詳細な説明については、ステップ208を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【００９３】
　本発明のこの実施形態で提供されたページング処理方法では、SGWは、障害が発生する
前に障害のあるモビリティ管理要素によってサービスを受けるUEのためのモビリティ管理
要素を再選択し、UEをページングするように、再選択されたモビリティ管理要素をトリガ
し、それにより、アタッチ処理を開始してコンテキストを再作成するように、UEをさらに
トリガし、それにより、ユーザ体験を保証する。
【００９４】
　図4は、本発明の実施形態4によるページング処理方法の概略図である。図4に示すよう
に、以下の通りである。
【００９５】
　401.　SGWは、MME1/SGSN1が障害から回復していないことを検出かつ決定する。
【００９６】
　SGWは、エコー要求メッセージをMME1/SGSN1へ送信し、応答がタイムアウトした後、エ
コー応答メッセージを受信せず、このとき、SGWは、エコー要求メッセージをMME1/SGSN1
へ再送するように選択してもよい。送信が数回繰り返された後、エコー応答メッセージが
受信されない場合、SGWは、MME1/SGSN1へのリンクが使用不可能である、すなわち、MME1/
SGSN1が障害から回復していないと決定する。
【００９７】
　このとき、SGWは、UEのコンテキストを削除することなく、MME1/SGSN1に障害があるよ
うになる前にサービスされるUEにサービスし続け、その上、SGWに格納されたUEコンテキ
ストが、UEにサービスするMME1/SGSN1のアドレス情報(IPアドレス)を含むため、SGWは、M
ME1/SGSN1に障害があるとき、MME1/SGSN1のアドレス情報(IPアドレス)に従って、影響を
受けたUEを検索することができる。
【００９８】
　この実施形態では、MME1/SGSN1障害非回復を感知かつ決定する方法は、上記の方法に限
定されない。
【００９９】
　402.　SGWは、UEをページングするようにMME1/SGSN1をトリガするために、ダウンリン
クデータ通知(DL Data Notification)メッセージをMME2/SGSN2へ送信する。
【０１００】
　SGWは、MME1/SGSN1が障害から回復していないと決定し、MME1/SGSN1を含むMME/SGSNプ
ール内で、MME1/SGSN1とは異なるモビリティ管理要素を再選択するように、すなわち、MM
E2/SGSN2を再選択するように、SGWをトリガし、DLデータ通知メッセージをMME2/SGSN2へ
送信し、ただし、DLデータ通知メッセージは、UEのIMSI情報のみを搬送するのではなく、
以下をも搬送してもよく、すなわち、
　HSS登録開始インジケータ情報要素、もしくは
　MME1/SGSN1の識別子情報(MME1 ID/SGSN1番号情報/SGSN1 IPアドレス情報)、または
【０１０１】
　RATタイプ情報およびPLMN ID情報であって、ただし、RATタイプ情報は、UEによって現
在選択された無線アクセスタイプ(例えば、E-UTRANもしくはGERANもしくはUTRAN)を示す
ために使用され、PLMN ID情報は、UEによって現在選択されたPLMN識別子情報を示すため
に使用される。
【０１０２】
　DLデータ通知メッセージ内で搬送された情報は、ステップ403でHSSへこのメッセージを
送信するように、MME2/SGSN2をトリガするために使用される。具体的には、MME2/SGSN2は
、DLデータ通知を受信する。
【０１０３】
　このメッセージが、HSS登録開始インジケータ情報要素を搬送する場合、ステップ403が
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行われる。
【０１０４】
　このメッセージ内で搬送されたMME1/SGSN1情報がMME2/SGSN2に合致しない場合、ステッ
プ403が行われる。
【０１０５】
　このメッセージが、RATタイプ情報およびPLMN ID情報を搬送する場合、ステップ403が
行われる。その上、RATタイプ情報およびPLMN ID情報は、ロケーション更新要求メッセー
ジの必須情報要素である。
【０１０６】
　403.　MME2/SGSN2は、登録メッセージをHSSへ送信し、例えば、ロケーション更新要求
メッセージまたは要求通知メッセージである。
【０１０７】
　MME2/SGSN2は、登録メッセージをHSSへ送信して、MME2/SGSN2を登録する。具体的には
、例えば、登録メッセージは、ロケーション更新要求メッセージまたは要求通知メッセー
ジである。このメッセージは、UEのIMSI情報、および、MME2/SGSN2識別子情報(MME2 ID/S
GSN2番号情報/SGSN2 IPアドレス情報など)を搬送し、それにより、HSSに、MME2/SGSN2情
報を検出させる。この処理は、HSSに登録する処理として知られる。この実施形態は、MME
2/SGSN2をHSSに登録するための他のメッセージを除外するものではない。
【０１０８】
　ステップ402におけるメッセージがRATタイプ情報およびPLMN ID情報を搬送するとき、
本発明は、MME2/SGSN2がロケーション更新要求メッセージをHSSへ送信することを好まし
いものとし、ただし、ロケーション更新要求メッセージは、UEのIMSI情報およびMME2/SGS
N2情報のみを搬送するのではなく、ステップ402でメッセージを通して取得されるRATタイ
プ情報およびPLMN ID情報をも搬送することに留意されたい。
【０１０９】
　404.　MME2/SGSN2は、対応するメッセージをHSSから受信し、例えば、ロケーション更
新Ackメッセージまたは応答通知メッセージである。
【０１１０】
　405.　MME2/SGSN2は、ページングメッセージをUEへ送信し、ただし、ページングメッセ
ージは、UEのIMSI情報を搬送する。
【０１１１】
　ページングメッセージは、以下で詳述するように、eノードBまたはRNC/BSSを通して、U
Eへ転送される。
【０１１２】
　MME2は、ページングメッセージをeノードBへ送信し、ページングメッセージが、SGWに
よって提供されるUE IMSI情報およびCNドメインインジケータ情報要素を搬送し、CNドメ
インインジケータが「PS」であるため、eノードBは、ページングメッセージを受信した後
、UEをページングし、または
【０１１３】
　SGSN2は、ページングメッセージをRNC/BSSへ送信し、ページングメッセージが、SGWに
よって提供されるUE IMSI情報およびCNドメインインジケータ情報要素を搬送し、CNドメ
インインジケータが「PS」であるため、RNC/BSSは、ページングメッセージを受信した後
、UEをページングする。
【０１１４】
　このステップで、MME2/SGSN2は、ページングステートマシンを起動してもよく、ページ
ング応答メッセージ(アタッチ要求またはロケーションキャンセル)が期間内に受信されな
い場合、MME2/SGSN2は、ページングメッセージを再送してもよい。
【０１１５】
　406.　UEは、アタッチ要求メッセージをMME3/SGSN3へ送信する。
【０１１６】
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　UEがページングメッセージを受信した後、ページングメッセージが、UEのIMSI情報、お
よび、CNドメインインジケータ情報要素を搬送し、CNドメインインジケータが「PS」であ
るため、UEは、アタッチ処理を開始する。このとき、UEは、アタッチ要求メッセージをMM
E3/SGSN3へ送信し、ただし、アタッチ要求メッセージは、UEのIMSI情報を搬送する。
【０１１７】
　MME3/SGSN3は、アタッチ要求メッセージを受信し、この場合、MME3およびMME2が同じMM
Eである場合、もしくは、SGSN3およびSGSN2が同じSGSNである場合、MME2/SGSN2は、ステ
ップ409を直接行って、ページングを停止するか、または
【０１１８】
　MME3/SGSN3は、アタッチ要求メッセージを受信し、この場合、MME3およびMME2が異なる
MMEである場合、もしくは、SGSN3およびSGSN2が異なるSGSNである場合、MME3/SGSN3は、
ステップ407を行い続ける。
【０１１９】
　407.　MME3/SGSN3は、ロケーション更新要求メッセージまたは要求通知メッセージをHS
Sへ送信し、ただし、ロケーション更新要求メッセージまたは要求通知メッセージは、UE
のIMSI情報、および、MME3/SGSN3識別子情報(MME3 ID/SGSN3番号情報/SGSN3 IPアドレス
情報)を搬送し、HSSは、ロケーション更新Ackメッセージまたは応答通知メッセージをMME
3/SGSN3へ返す。
【０１２０】
　408.　HSSは、ロケーションキャンセルメッセージをMME2/SGSN2へ送信する。
【０１２１】
　ステップ407で、HSSがMME3/SGSN3識別子情報を受信した後、HSSがMME2/SGSN2の識別子
情報を格納しており、MME3/SGSN3の識別子情報が、MME2/SGSN2の識別子情報とは異なるた
め、HSSは、ロケーションキャンセルメッセージをMME2/SGSN2へ送信するようにトリガさ
れる。
【０１２２】
　409.　MME2/SGSN2は、ロケーションキャンセルメッセージを受信し、ページングを停止
する。
【０１２３】
　410.　MME2/SGSN2は、ロケーションキャンセルAckメッセージを送信する。
【０１２４】
　本発明のこの実施形態で提供されたページング処理方法では、モビリティ管理要素に障
害があるシナリオにおいて、SGWは、障害が発生する前に障害のあるモビリティ管理要素
によってサービスされるUEのためのモビリティ管理要素を再選択し、UEをページングする
ように、再選択されたモビリティ管理要素をトリガし、それにより、アタッチ処理を開始
してコンテキストを再作成するように、UEをさらにトリガし、それにより、ユーザ体験を
保証する。
【０１２５】
　図5は、本発明の実施形態5によるページング処理方法の概略図であり、図5に示すよう
に、以下の通りである。
【０１２６】
　501.　SGWは、MME1/SGSN1が障害から回復していないことを検出かつ決定し、障害が発
生する前にMME1/SGSN1によってサービスされるUEのコンテキストにおいて、障害フラグを
設定し、障害非回復情報を記録する。
【０１２７】
　SGWがどのようにMME1/SGSN1障害非回復を検出かつ決定するかについての詳細な説明は
、実施形態4のステップ401とまったく同じである。詳細な説明については、ステップ401
を参照することができ、このステップについては、これ以上詳述しない。
【０１２８】
　MME1/SGSN1が障害から回復していないことを検出かつ決定した後、SGWは、以下に詳述



(15) JP 5664988 B2 2015.2.4

10

20

30

40

50

するように、障害が発生する前にMME1/SGSN1によってサービスされるUEのコンテキストに
おいて、障害フラグを設定し、障害非回復情報を記録する。
【０１２９】
　1)SGWは、MME1/SGSN1によってサービスを受けるUEのコンテキストにおいて、MME1/SGSN
1障害フラグを設定し、MME1/SGSN1によってサービスを受けるUEについて、MME1/SGSN1障
害非回復を記録する。例えば、障害フラグは、「MME1/SGSN1故障」を記録して、MME1/SGS
N1障害非回復を示してもよく、または、障害フラグは、関連のある障害情報を、MME1/SGS
N1障害非回復を示す値「真」と共に記録してもよい。
【０１３０】
　2)MME1/SGSN1によってサービスを受けるUEのコンテキストにおいて、SGWは、MME1/SGSN
1 TEIDを特定の値に設定し、例えば、MME1/SGSN1 TEIDをヌル値またはすべて0またはすべ
て1に設定し、異なる障害シナリオ間で区別するようにする。ここでは、MME1/SGSN1 TEID
は、すべて1に設定されて、MME1/SGSN1障害非回復が示されてもよい。
【０１３１】
　この実施形態では、MME1/SGSN1障害非回復を感知かつ記録する方法は、上記の2つの方
法に限定されない。
【０１３２】
　502.　SGWは、ダウンリンクデータをPGWから受信し、障害フラグに記録された障害非回
復情報に従って、MME1/SGSN1を含むMME/SGSNプール内で、MME1/SGSN1とは異なるモビリテ
ィ管理要素、すなわち、MME2/SGSN2を選択するように、SGWをトリガして、UEコンテキス
トを再作成するようにする。
【０１３３】
　503.　このステップについての詳細な説明は、実施形態4のステップ402とまったく同じ
である。詳細な説明については、ステップ402を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【０１３４】
　504.　このステップについての詳細な説明は、実施形態4のステップ403とまったく同じ
である。詳細な説明については、ステップ403を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【０１３５】
　505.　このステップについての詳細な説明は、実施形態4のステップ404とまったく同じ
である。詳細な説明については、ステップ404を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【０１３６】
　506.　このステップについての詳細な説明は、実施形態4のステップ405とまったく同じ
である。詳細な説明については、ステップ405を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【０１３７】
　507.　このステップについての詳細な説明は、実施形態4のステップ406とまったく同じ
である。詳細な説明については、ステップ406を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【０１３８】
　508.　このステップについての詳細な説明は、実施形態4のステップ407とまったく同じ
である。詳細な説明については、ステップ407を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【０１３９】
　509.　このステップについての詳細な説明は、実施形態4のステップ408とまったく同じ
である。詳細な説明については、ステップ408を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【０１４０】
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　510.　このステップについての詳細な説明は、実施形態4のステップ409とまったく同じ
である。詳細な説明については、ステップ409を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【０１４１】
　511.　このステップについての詳細な説明は、実施形態4のステップ410とまったく同じ
である。詳細な説明については、ステップ410を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【０１４２】
　本発明のこの実施形態で提供されたページング処理方法では、モビリティ管理要素に障
害があるシナリオにおいて、SGWは、障害が発生する前に障害のあるモビリティ管理要素
によってサービスされるUEのためのモビリティ管理要素を再選択し、UEをページングする
ように、再選択されたモビリティ管理要素をトリガし、それにより、アタッチ処理を開始
してコンテキストを再作成するように、UEをさらにトリガし、それにより、ユーザ体験を
保証する。
【０１４３】
　図6は、本発明の実施形態6によるページング処理方法の概略図であり、図6に示すよう
に、以下の通りである。
【０１４４】
　601.　SGWは、MME1/SGSN1が障害から回復していないことを検出かつ決定する。
【０１４５】
　SGWは、エコー要求メッセージをMME1/SGSN1へ送信し、応答がタイムアウトした後、エ
コー応答メッセージを受信せず、このとき、SGWは、エコー要求メッセージをMME1/SGSN1
へ再送するように選択してもよい。送信が数回繰り返された後、エコー応答メッセージが
受信されない場合、SGWは、MME1/SGSN1へのリンクが使用不可能である、すなわち、MME1/
SGSN1が障害から回復していないと決定する。
【０１４６】
　このとき、SGWは、UEのコンテキストを削除することなく、MME1/SGSN1によってサービ
スを受けるUEにサービスし続け、その上、SGWに格納されたUEコンテキストが、UEにサー
ビスするMME1/SGSN1のアドレス情報(IPアドレス)を含むため、SGWは、MME1/SGSN1が再起
動されるとき、MME1/SGSN1のアドレス情報(IPアドレス)に従って、影響を受けたUEを検索
することができる。
【０１４７】
　この実施形態では、MME1/SGSN1障害非回復を感知する方法は、上記の方法に限定されな
い。
【０１４８】
　602.　SGWは、UEをページングするようにMME2/SGSN2をトリガするために、DLデータ通
知をMME2/SGSN2へ送信する。
【０１４９】
　SGWは、MME1/SGSN1が障害から回復していないと決定し、MME1/SGSN1を含むMME/SGSNプ
ール内で、MME1/SGSN1とは異なるモビリティ管理要素を再選択するように、すなわち、MM
E2/SGSN2を再選択するように、SGWをトリガし、DLデータ通知メッセージをMME2/SGSN2へ
送信し、ただし、DLデータ通知メッセージは、UEのIMSI情報のみを搬送するのではなく、
以下をも搬送してもよく、すなわち、
　インジケータ情報要素であって、MME2/SGSN2に対して、ステップ603を行い、かつ、そ
れ自体の識別子情報をUEへ送信するように、命令するための明確な指示であり、または
　MME1/SGSN1の識別子情報(MME1 ID/SGSN1番号情報/SGSN1 IPアドレス情報)であって、た
だし、MME1/SGSN1情報がMME2/SGSN2情報に合致しない場合、ステップ603が行われうる。
【０１５０】
　全体的に、DLデータ通知メッセージ内で搬送された情報は、UEのためのMME2/SGSN2情報
を提供するために、ステップ603でこのメッセージをHSSへ送信するように、MME2/SGSN2を
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トリガするために使用される。
【０１５１】
　603.　MME2/SGSN2は、ページングメッセージをUEへ送信し、ただし、ページングメッセ
ージは、UEのIMSI情報、CNドメインインジケータ情報要素、および、MME2/SGSN2識別子情
報を搬送し、CNドメインインジケータは「PS」であり、ただし、MME2/SGSN2識別子情報は
、以下であってもよい。
【０１５２】
　MME2 ID/SGSN2 NRI(Network Resource Indicator、ネットワークリソースインジケータ
)情報、または
　一時識別子情報S-TMSI/GUTIであり、ただし、S-TMSI/GUTIはMME2 ID情報を含み、また
は
　一時識別子情報P-TMSIであり、ただし、P-TMSIはSGSN2 NRI情報を含む。
【０１５３】
　ページングメッセージは、以下で詳述するように、eノードBまたはRNC/BSSを通して、U
Eへ転送される。
【０１５４】
　MME2は、ページングメッセージをeノードBへ送信し、ページングメッセージが、SGWに
よって提供されるUE IMSI情報およびCNドメインインジケータ情報要素を搬送し、CNドメ
インインジケータが「PS」であるため、eノードBは、ページングメッセージを受信した後
、UEをページングし、または
【０１５５】
　SGSN2は、ページングメッセージをRNC/BSSへ送信し、ページングメッセージが、SGWに
よって提供されたUE IMSI情報を搬送し、CNドメインインジケータが「PS」であるため、R
NC/BSSは、ページングメッセージを受信した後、UEをページングする。
【０１５６】
　604.　UEは、受信されたMME2 IDおよびSGSN2 NRI情報をRANへ送信する。
【０１５７】
　UEは、MME2/SGSN2情報をRANへ送出する。例えば、UEは、ステップ603で受信されたS-TM
SI/P-TMSI情報をRANへ送出し、ただし、S-TMSI/P-TMSI情報は、MME2/SGSN2情報である。R
ANは、UEによって送出されたMME2/SGSN2情報に従って、MME2/SGSN2を、NEのためのサービ
ングネットワーク要素として選択し、UEによってMME2/SGSN2へ送信されるメッセージを、
MME2/SGSN2へ転送してもよい。
【０１５８】
　605.　UEは、アタッチ要求メッセージをMME2/SGSN2へ送信し、ただし、アタッチ要求メ
ッセージは、UEのIMSI情報を搬送する。
【０１５９】
　606.　MME2/SGSN2は、アタッチ要求メッセージを受信し、ページングを停止する。
【０１６０】
　本発明のこの実施形態で提供されたページング処理方法では、モビリティ管理要素に障
害があるシナリオにおいて、SGWは、障害が発生する前に障害のあるモビリティ管理要素
によってサービスされるUEのためのモビリティ管理要素を再選択し、UEをページングする
ように、再選択されたモビリティ管理要素をトリガし、それにより、アタッチ処理を開始
してコンテキストを再作成するように、UEをさらにトリガし、それにより、ユーザ体験を
保証する。
【０１６１】
　図7は、本発明の実施形態7によるページング処理方法の概略図であり、図7に示すよう
に、以下の通りである。
【０１６２】
　701.　SGWは、MME1/SGSN1が障害から回復していないことを検出かつ決定し、障害が発
生する前にMME1/SGSN1によってサービスを受けるUEのコンテキストにおいて、障害フラグ
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を設定し、障害非回復情報を記録する。
【０１６３】
　SGWがどのようにMME1/SGSN1障害非回復を検出かつ決定するかについての詳細な説明は
、実施形態6のステップ601とまったく同じである。詳細な説明については、ステップ601
を参照することができ、このステップについては、これ以上詳述しない。
【０１６４】
　MME1/SGSN1が障害から回復していないことを検出かつ決定した後、SGWは、以下に詳述
するように、障害が発生する前にMME1/SGSN1によってサービスされるUEのコンテキストに
おいて、障害フラグを設定し、障害非回復情報を記録する。
【０１６５】
　MME1/SGSN1が障害から回復していないことを感知した後、SGWは、以下に詳述するよう
に、MME1/SGSN1によってサービスを受けるUEのコンテキストにおいて、障害フラグを設定
し、障害非回復情報を記録する。
【０１６６】
　1)SGWは、MME1/SGSN1によってサービスを受けるUEのコンテキストにおいて、MME1/SGSN
1障害フラグを設定し、MME1/SGSN1によってサービスを受けるUEについて、MME1/SGSN1障
害非回復を記録する。例えば、障害フラグは、「MME1/SGSN1故障」を記録して、MME1/SGS
N1障害非回復を示してもよく、または、障害フラグは、関連のある障害情報を、MME1/SGS
N1障害非回復を示す値「真」と共に記録してもよく、および
【０１６７】
　2)MME1/SGSN1によってサービスを受けるUEのコンテキストにおいて、SGWは、MME1/SGSN
1 TEIDを特定の値に設定し、例えば、MME1/SGSN1 TEIDをヌル値またはすべて0またはすべ
て1に設定し、異なる障害シナリオ間で区別するようにする。ここでは、MME1/SGSN1 TEID
は、すべて1に設定されて、MME1/SGSN1障害非回復が示されてもよい。
【０１６８】
　この実施形態では、MME1/SGSN1障害非回復を感知かつ記録する方法は、上記の2つの方
法に限定されない。
【０１６９】
　702.　SGWは、ダウンリンクデータをPGWから受信し、障害フラグに記録された障害非回
復情報に従って、MME1/SGSN1を含むMME/SGSNプール内で、MME1/SGSN1とは異なるモビリテ
ィ管理要素、すなわち、MME2/SGSN2を選択するように、SGWをトリガして、UEコンテキス
トを再作成するようにする。
【０１７０】
　703.　このステップについての詳細な説明は、実施形態6のステップ602とまったく同じ
である。詳細な説明については、ステップ602を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【０１７１】
　704.　このステップについての詳細な説明は、実施形態6のステップ603とまったく同じ
である。詳細な説明については、ステップ603を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【０１７２】
　705.　このステップについての詳細な説明は、実施形態6のステップ604とまったく同じ
である。詳細な説明については、ステップ604を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【０１７３】
　706.　このステップについての詳細な説明は、実施形態6のステップ605とまったく同じ
である。詳細な説明については、ステップ605を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【０１７４】
　707.　このステップについての詳細な説明は、実施形態6のステップ606とまったく同じ
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である。詳細な説明については、ステップ606を参照することができ、このステップにつ
いては、これ以上詳述しない。
【０１７５】
　本発明のこの実施形態で提供されたページング処理方法では、モビリティ管理要素に障
害があるシナリオにおいて、SGWは、障害が発生する前に障害のあるモビリティ管理要素
によってサービスされるUEのためのモビリティ管理要素を再選択し、UEをページングする
ように、再選択されたモビリティ管理要素をトリガし、それにより、アタッチ処理を開始
してコンテキストを再作成するように、UEをさらにトリガし、それにより、ユーザ体験を
保証する。
【０１７６】
　図8は、本発明の実施形態8によるサービングゲートウェイの概略図である。図8に示す
ように、サービングゲートウェイは、
　モビリティ管理要素の障害を検出し、障害のタイプを決定し、障害のタイプに従って、
モビリティ管理要素を再選択するように構成された、決定および選択ユニットを含み、た
だし
　決定および選択ユニットは、第1のモビリティ管理要素に障害があることを検出し、障
害のタイプが再起動成功であると決定し、第1のモビリティ管理要素を再選択するように
、または、第1のモビリティ管理要素に障害があることを検出し、障害のタイプが障害非
回復であると決定し、第1のモビリティ管理要素を含むモビリティ管理要素プール内で、
第2のモビリティ管理要素を再選択するように特に構成され、および
　ダウンリンクデータ通知メッセージを、再選択されたモビリティ管理要素へ送信するよ
うに構成された、送信ユニットを含む。
【０１７７】
　決定および選択ユニットはまた、以下に詳述するように、図9に示された異なるサブユ
ニットから構成されてもよい。
【０１７８】
　図9に示すように、決定および選択ユニットは、
　モビリティ管理要素の障害を検出し、障害のタイプを決定するように構成された、決定
サブユニットと、
　障害が発生する前にモビリティ管理要素によってサービスされるUEのコンテキストにお
いて、障害フラグを設定し、障害タイプ情報を記録するように構成された、識別子設定サ
ブユニットと、
　パケットデータネットワークゲートウェイによって送信されたUE関連ダウンリンクデー
タを受信するように構成された、受信サブユニットと、
　障害フラグに記録された障害タイプ情報に従って、モビリティ管理要素を再選択するよ
うに構成された、選択サブユニットとをさらに含む。
【０１７９】
　図8および図9に示され、本発明のこの実施形態で提供されたサービングゲートウェイで
は、モビリティ管理要素に障害があるシナリオにおいて、モビリティ管理要素が、障害が
発生する前に障害のあるモビリティ管理要素によってサービスされるUEのために再選択さ
れ、UEをページングするように、再選択されたモビリティ管理要素がトリガされ、それに
より、アタッチ処理を開始してコンテキストを再作成するように、UEをさらにトリガし、
それにより、ユーザ体験を保証する。
【０１８０】
　図10は、本発明の実施形態9によるページング処理システムの概略図である。図10に示
すように、ページング処理システムは、
　モビリティ管理要素の障害を検出し、障害のタイプを決定し、障害のタイプに従って、
モビリティ管理要素を再選択し、ダウンリンクデータ通知メッセージを、再選択されたモ
ビリティ管理要素へ送信するように構成された、サービングゲートウェイと、
　ダウンリンクデータ通知メッセージをサービングゲートウェイから受信し、ページング
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メッセージを、障害が発生する前に障害のあるモビリティ管理要素によってサービスされ
るUEへ送信するように構成された、モビリティ管理要素とを含む。
【０１８１】
　1)サービングゲートウェイは、
　第1のモビリティ管理要素の障害を検出し、障害のタイプを再起動成功として決定し、
第1のモビリティ管理要素を再選択し、ダウンリンクデータ通知メッセージを第1のモビリ
ティ管理要素へ送信し、ただし、ダウンリンクデータ通知メッセージは、UEのIMSI情報を
搬送すること、
　または
　第1のモビリティ管理要素の障害を検出し、障害のタイプを再起動成功として決定し、
再起動が発生する前に第1のモビリティ管理要素によってサービスされるUEのコンテキス
トにおいて、障害フラグを設定し、再起動成功情報を記録し、パケットデータネットワー
クゲートウェイによって送信されたUE関連ダウンリンクデータを受信し、障害フラグに記
録された再起動成功情報に従って、第1のモビリティ管理要素を再選択し、ダウンリンク
データ通知メッセージを第1のモビリティ管理要素へ送信し、ただし、ダウンリンクデー
タ通知メッセージは、UEのIMSI情報を搬送することを行うように特に構成される。
【０１８２】
　上記の説明に基づいて、モビリティ管理要素は、サービングゲートウェイによって送信
されたダウンリンクデータ通知メッセージを受信し、ページングメッセージを、障害が発
生する前に第1のモビリティ管理要素によってサービスされるUEへ送信するように特に構
成される。
【０１８３】
　2)別法として、サービングゲートウェイは、
　第1のモビリティ管理要素の障害を検出し、障害のタイプを障害非回復として決定し、
第1のモビリティ管理要素を含むモビリティ管理要素プール内で、第2のモビリティ管理要
素を選択し、ダウンリンクデータ通知メッセージを第2のモビリティ管理要素へ送信し、
ただし、ダウンリンクデータ通知メッセージは、UEのIMSI情報を搬送し、ダウンリンクデ
ータ通知メッセージは、ホーム加入者サーバの登録開始インジケータ情報要素をさらに搬
送し、もしくは、第1のモビリティ管理要素の識別子情報を搬送し、もしくは、無線アク
セス技術タイプRATタイプ情報および公衆地上モバイルネットワーク識別子PLMN ID情報を
搬送し、ただし、上記の情報は、第2のモビリティ管理要素に対して、それ自体の識別子
情報をホーム加入者サーバへ送信するように命令するために使用されること、
　または
　第1のモビリティ管理要素の障害を検出し、障害のタイプを障害非回復として決定し、
障害が発生する前に第1のモビリティ管理要素によってサービスを受けるUEのコンテキス
トにおいて、障害フラグを設定し、障害非回復情報を記録し、パケットデータネットワー
クゲートウェイによって送信されたUE関連ダウンリンクデータを受信し、障害フラグに記
録された障害非回復情報に従って、第1のモビリティ管理要素を含むモビリティ管理要素
プール内で、第2のモビリティ管理要素を選択し、ダウンリンクデータ通知メッセージを
第2のモビリティ管理要素へ送信し、ただし、ダウンリンクデータ通知メッセージは、UE
のIMSI情報を搬送し、ダウンリンクデータ通知メッセージは、ホーム加入者サーバの登録
開始インジケータ情報要素をさらに搬送し、もしくは、第1のモビリティ管理要素の識別
子情報を搬送し、もしくは、無線アクセス技術タイプRATタイプ情報および公衆地上モバ
イルネットワーク識別子PLMN ID情報を搬送し、ただし、上記の情報は、第2のモビリティ
管理要素に対して、それ自体の識別子情報をホーム加入者サーバへ送信するように命令す
るために使用されることを行うように特に構成される。
【０１８４】
　上記の説明に基づいて、モビリティ管理要素は、サービングゲートウェイによって送信
されたダウンリンクデータ通知メッセージを受信し、登録メッセージをホーム加入者サー
バへ送信し、ただし、登録メッセージは、UEのIMSI、および、第2のモビリティ管理要素
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の識別子情報を搬送すること、および、ページングメッセージをUEへ送信し、ただし、ペ
ージングメッセージは、UEのIMSI情報、および、コアネットワークドメインインジケータ
情報要素を搬送し、コアネットワークドメインインジケータ情報要素は、パケット交換ド
メインを示すことを行うように特に構成される。
【０１８５】
　3)別法として、サービングゲートウェイは、
　第1のモビリティ管理要素の障害を検出し、障害のタイプを障害非回復として決定し、
第1のモビリティ管理要素を含むモビリティ管理要素プール内で、第2のモビリティ管理要
素を選択し、ダウンリンクデータ通知メッセージを第2のモビリティ管理要素へ送信し、
ただし、ダウンリンクデータ通知メッセージは、UEのIMSI情報を搬送し、ダウンリンクデ
ータ通知メッセージは、第1のモビリティ管理要素のインジケータ情報要素もしくは識別
子情報をさらに搬送し、ただし、この情報は、第2のモビリティ管理要素に対して、それ
自体の識別子情報をUEへ送信するように命令するために使用されること、
　または
　第1のモビリティ管理要素の障害を検出し、障害のタイプを障害非回復として決定し、
障害が発生する前に第1のモビリティ管理要素によってサービスを受けるUEのコンテキス
トにおいて、障害フラグを設定し、障害非回復情報を記録し、パケットデータネットワー
クゲートウェイによって送信されたUE関連ダウンリンクデータを受信し、障害フラグに記
録された障害非回復情報に従って、第1のモビリティ管理要素を含むモビリティ管理要素
プール内で、第2のモビリティ管理要素を選択し、ダウンリンクデータ通知メッセージを
第2のモビリティ管理要素へ送信し、ただし、ダウンリンクデータ通知メッセージは、UE
のIMSI情報を搬送し、ダウンリンクデータ通知メッセージは、第1のモビリティ管理要素
のインジケータ情報要素もしくは識別子情報をさらに搬送し、ただし、この情報は、第2
のモビリティ管理要素に対して、それ自体の識別子情報をUEへ送信するように命令するた
めに使用されることを行うように特に構成される。
【０１８６】
　上記の説明に基づいて、モビリティ管理要素は、サービングゲートウェイによって送信
されたダウンリンクデータ通知メッセージを受信し、ページングメッセージをUEへ送信す
るように特に構成され、ただし、ページングメッセージは、UEのIMSI情報、および、コア
ネットワークドメインインジケータ情報要素を搬送し、コアネットワークドメインインジ
ケータ情報要素は、パケット交換ドメインを示し、ページングメッセージは、第2のモビ
リティ管理要素の識別子情報、または、第2のモビリティ管理要素によってUEに割り振ら
れた一時識別子情報をさらに搬送し、一時識別子情報は、第2のモビリティ管理要素の識
別子情報を含む。
【０１８７】
　図10に示され、本発明のこの実施形態で提供されたページング処理システムでは、モビ
リティ管理要素に障害があるシナリオにおいて、モビリティ管理要素が、障害が発生する
前に障害のあるモビリティ管理要素によってサービスされるUEのために再選択され、UEを
ページングするように、再選択されたモビリティ管理要素がトリガされ、それにより、ア
タッチ処理を開始してコンテキストを再作成するように、UEをさらにトリガし、それによ
り、ユーザ体験を保証する。
【０１８８】
　図11は、本発明の実施形態10によるページング処理システムの概略図である。図11に示
すように、図10に示されたページング処理システムは、
　UEに関係するダウンリンクデータを、サービングゲートウェイへ送信するように構成さ
れた、パケットデータネットワークゲートウェイをさらに含む。
【０１８９】
　図11に示され、本発明のこの実施形態で提供されたページング処理システムでは、モビ
リティ管理要素に障害があるシナリオにおいて、モビリティ管理要素が、障害が発生する
前に障害のあるモビリティ管理要素によってサービスされるUEのために再選択され、UEを
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ページングするように、再選択されたモビリティ管理要素がトリガされ、それにより、ア
タッチ処理を開始してコンテキストを再作成するように、UEをさらにトリガし、それによ
り、ユーザ体験を保証する。
【０１９０】
　図12は、本発明の実施形態11によるページング処理システムの概略図である。図12に示
すように、図10に示されたページング処理システムは、
　モビリティ管理要素から登録メッセージを受信し、モビリティ管理要素の識別子情報を
格納するように構成された、ホーム加入者サーバをさらに含む。
【０１９１】
　図12に示され、本発明のこの実施形態で提供されたページング処理システムでは、モビ
リティ管理要素に障害があるシナリオにおいて、モビリティ管理要素が、障害が発生する
前に障害のあるモビリティ管理要素によってサービスされるUEのために再選択され、UEを
ページングするように、再選択されたモビリティ管理要素がトリガされ、それにより、ア
タッチ処理を開始してコンテキストを再作成するように、UEをさらにトリガし、それによ
り、ユーザ体験を保証する。
【０１９２】
　図13は、本発明の実施形態12によるページング処理システムの概略図である。図13に示
すように、図12に示されたページング処理システムは、
　UEに関係するダウンリンクデータを、サービングゲートウェイへ送信するように構成さ
れた、パケットデータネットワークゲートウェイをさらに含む。
【０１９３】
　図13に示され、本発明のこの実施形態で提供されたページング処理システムでは、モビ
リティ管理要素に障害があるシナリオにおいて、モビリティ管理要素が、障害が発生する
前に障害のあるモビリティ管理要素によってサービスされるUEのために再選択され、UEを
ページングするように、再選択されたモビリティ管理要素がトリガされ、それにより、ア
タッチ処理を開始してコンテキストを再作成するように、UEをさらにトリガし、それによ
り、ユーザ体験を保証する。
【０１９４】
　これらの実施形態における方法のステップの全部または一部は、関連ハードウェアに命
令するプログラムによって実装されうることは、当業者には理解されよう。このプログラ
ムは、コンピュータ可読記憶媒体に格納されうる。プログラムが実行されるとき、これら
の実施形態における上記の方法のステップが行われる。記憶媒体は、ROM、RAM、磁気ディ
スクまたは光ディスクなど、プログラムコードを格納可能な任意の媒体であってもよい。
【０１９５】
　当業者は、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、本発明の変更および変形を
行うことができることは、明らかである。本発明は、以下の特許請求の範囲またはそれら
の均等物によって定義された保護の範囲内にそれらの変更および変形が入るならば、それ
らの変更および変形を包含するように意図される。
【符号の説明】
【０１９６】
　１０１、１０２……ステップ
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