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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パケットデータネットワークゲートウェイを伴うモバイルコアネットワークを通して、
ユーザ機器（ＵＥ）をパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）におけるコンテンツに接続
するシステムにおける方法であって、前記方法は、
　コンテンツ要求が、前記モバイルコアネットワーク内の前記パケットデータネットワー
クゲートウェイをトラバースした後に、第１のＰＤＮ接続を横断する前記ユーザ機器から
の前記コンテンツ要求を調べ、前記コンテンツ要求に関連付けられたコンテンツがエッジ
サーバにキャッシュされているかどうかを決定することと、
　前記パケットデータネットワークからのコンテンツが前記エッジサーバにキャッシュさ
れているという決定に基づいて、第２のＰＤＮ接続を横断して前記エッジサーバから前記
コンテンツを要求するように前記ユーザ機器をリダイレクトすることと
　を含む、方法。
【請求項２】
　制御プレーンノードは、ＵＥのネットワーク（ＰＤＮ）接続についての情報を受信する
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記情報は、前記ネットワークにおけるコンテンツがローカルサーバにキャッシュされ
得ることの指示を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
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　前記情報は、ローカルサーバをホストする第２のネットワークに関連付けられた識別子
を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記制御プレーンノードは、前記ＵＥが前記ローカルサーバをホストする前記第２のネ
ットワークのうちの１つにアクセス可能であるかどうかを決定する、請求項４に記載の方
法。
【請求項６】
　前記制御プレーンノードは、ローカルサーバをホストする前記第２のネットワークとの
第２のネットワーク接続を確立するように前記ＵＥをダイレクトする、請求項４に記載の
方法。
【請求項７】
　前記決定は、前記ＵＥが第２のネットワークのうちの１つに現在接続可能であることの
指示に基づく、請求項４記載の方法。
【請求項８】
　前記決定は、ローカルサーバにおいてアクセス可能であり得るデータに前記ＵＥがアク
セスしつつあるかまたはアクセスし得ることのトラフィック検出機能からの通知に基づく
、請求項４記載の方法。
【請求項９】
　前記エッジサーバは、ローカルゲートウェイを通して前記ユーザ機器にアクセス可能な
ローカルネットワーク内にある、請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　前記エッジサーバは、第２のＰＤＮゲートウェイを通して前記ユーザ機器にアクセス可
能な第２のパケットデータネットワーク内にある、請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　プロセッサおよびメモリを備えているユーザ機器（ＵＥ）であって、前記ＵＥは、前記
ＵＥのメモリ内に記憶されているコンピュータ実行可能な命令をさらに含み、前記命令は
、前記ＵＥの前記プロセッサによって実行されると、
　コンテンツ要求を第１のＰＤＮ接続を横断し、モバイルコアネットワークを通し、パケ
ットデータネットワークに向けて送信することと、
　コンテンツ要求が、前記モバイルコアネットワーク内の前記パケットデータネットワー
クゲートウェイをトラバースした後に、前記パケットデータネットワークからのコンテン
ツがエッジサーバにキャッシュされているという決定に基づいて、前記モバイルコアネッ
トワークによって命令されると、前記コンテンツ要求をリダイレクトすることであって、
前記ＵＥは、前記リダイレクトされるコンテンツ要求のために、第２のＰＤＮ接続を使用
する、ことと
　を前記ＵＥに行わせ、
　前記第２のＰＤＮ接続は、制御プレーンノードによる要求に応答して、前ＵＥによって
開始される、ＵＥ。
【請求項１２】
　前記エッジサーバは、ローカルゲートウェイを通して前記ＵＥにアクセス可能なローカ
ルネットワーク内にある、請求項１１記載のＵＥ。
【請求項１３】
　前記エッジサーバは、第２のＰＤＮゲートウェイを通して前記ＵＥにアクセス可能な第
２のパケットデータネットワーク内にある、請求項１１記載のＵＥ。
【請求項１４】
　前記コンテンツ要求は、前記パケットデータネットワークゲートウェイに接続されてい
るマッピングサービスによって調べられ、前記コンテンツ要求は、前記マッピングサービ
スに送信される前に、前記モバイルコアネットワークによって、前記コンテンツがアクセ
ス制御によって制限されているかどうかを確かめるためにチェックされる、請求項１１に
記載のＵＥ。
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【請求項１５】
　プロセッサおよびメモリを備えている装置であって、前記装置は、前記装置の前記メモ
リ内に記憶されているコンピュータ実行可能な命令をさらに含み、前記命令は、前記装置
の前記プロセッサによって実行されると、マッピングサービスを実装することを前記装置
に行わせ、
　前記マッピングサービスは、コンテンツ要求が、モバイルコアネットワーク内の前記パ
ケットデータネットワークゲートウェイをトラバースした後に、
　ユーザ機器から生じ、第１のＰＤＮ接続を横断し、パケットデータネットワークゲート
ウェイからパケットデータネットワークに向かって転送されるコンテンツ要求を受信する
ことと、
　前記コンテンツ要求に関連付けられたコンテンツがエッジサーバにキャッシュされてい
るかどうかを決定することと、
　前記パケットデータネットワークからの前記コンテンツが前記エッジサーバにキャッシ
ュされているという決定に基づいて、第２のＰＤＮ接続を横断して前記エッジサーバから
前記コンテンツを要求するように前記ユーザ機器をリダイレクトすることと
　を行うように構成されている、装置。
【請求項１６】
　前記コンテンツ要求は、前記マッピングサービスに送信される前に、モバイルコアネッ
トワークによって、前記コンテンツがアクセス制御によって制限されているかどうかを確
かめるためにチェックされる、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記第２のＰＤＮ接続を開始するための要求は、前記ユーザ機器が追跡エリア更新を行
うことに応答して、制御プレーンノードによって行われる、請求項１５に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）は、無線アクセス、コアトランス
ポートネットワーク、およびサービス能力を含むセルラー電気通信ネットワーク技術を対
象とする。ワイヤレス通信のための３ＧＰＰモバイルコアネットワーク（ＭＣＮ）アーキ
テクチャの最新バージョンは、進化型パケットコア（ＥＰＣ）と称される。進化型パケッ
トコア（ＥＰＣ）は、性能およびコストの視点から、データトラフィックを効率的に取り
扱うための「フラットアーキテクチャ」を有する。ＥＰＣはまた、ユーザデータ（ユーザ
プレーンとしても知られる）および信号伝達（制御プレーンとしても知られる）を分離し
、ＥＰＣの制御プレーンおよびデータプレーンが独立してスケーリングすることを可能に
する。
【０００２】
　図１は、ＥＰＣ等のモバイルコアネットワーク（ＭＣＮ）１０２に接続可能であって、
かつＬ－ＧＷ１３０を通してローカルネットワーク１２８に接続可能であるユーザ機器（
ＵＥ）１０４（例えば、携帯電話または他のワイヤレスデバイス）を図示する基本アーキ
テクチャ略図である。
【０００３】
　この略図では、ＵＥ１０４は、スモールセルアクセスポイント（ＳＣ－ＡＰ）１０６に
接続する。スモールセルアクセスポイント（ＳＣ－ＡＰ）１０６は、モバイルマクロセル
と比較して小さい範囲を伴う小電力型無線アクセスノードである。スモールセルアクセス
ポイント（ＳＣ－ＡＰ）１０６は、屋内または小規模公共ホットスポット等の小さなサー
ビスエリア内における展開のために設計されることができる。スモールセルは、約１０メ
ートルの範囲を有するフェムトセルを含む。３ＧＰＰでは、ＳＣ－ＡＰは、３Ｇフェムト
セルであるホームノードＢ（ＨＮＢ）と、ＬＴＥ（ロング・ターム・エボリューション）
フェムトセルであるホームｅノードＢ（ＨｅＮＢ）とを含む。
【０００４】
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　セキュリティゲートウェイ（ＳｅＧＷ）１０８が、ＭＣＮ１０２内に示される。セキュ
リティゲートウェイ１０８は、ＳＣ－ＡＰ１０６とＩＰＳｅｃトンネル１１０を確立する
。インターネットプロトコルセキュリティ（ＩＰｓｅｃ）は、通信セッションの各ＩＰパ
ケットを認証および暗号化することによって、インターネットプロトコル（ＩＰ）通信を
セキュア化するためのプロトコルスイートである。トンネルモードでは、ＩＰｓｅｃは、
ヘッダを含むＩＰパケット全体を暗号化する。これらの暗号化されたＩＰパケットは、次
いで、新しいＩＰヘッダを伴う新しいＩＰパケットの中にカプセル化される。ＩＰＳｅｃ
トンネル１１０は、ＳＣ－ＡＰ１０６とＭＣＮ１０２との間の中間ネットワークリンクを
含むバックホール１２４を通過する。
【０００５】
　スモールセルゲートウェイ（ＳＣ－ＧＷ）１１２は、ＳＣ－ＡＰ１０６を含む複数のス
モールセルアクセスポイントからのトラフィックをＭＣＮ１０２の中に集約する。図１で
は、ＳＣ－ＡＰ１０６は、Ｓ１ユーザ（Ｓ１－Ｕ）インターフェースを使用して、ＳＣ－
ＧＷ１１２に接続される。
【０００６】
　サービングゲートウェイ（Ｓ－ＧＷ）１１４およびパケットデータネットワークゲート
ウェイ（ＰＤＮ－ＧＷ）１１６は、ユーザプレーンに対処する。それらは、ユーザ機器（
ＵＥ）１０４とパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）１１８等の外部ネットワークとの
間でＩＰデータトラフィックをトランスポートする。サービングＧＷ１１４は、無線側の
相互接続点である。この場合、Ｓ－ＧＷ１１４は、ＳＣ－ＧＷ１１２を通して接続される
。サービングゲートウェイ１１４は、着信および発信ＩＰパケットをルーティングするこ
とによって、ＵＥ１０４にサービス提供する。Ｓ－ＧＷ１１４は、ＰＤＮ　ＧＷ１１６に
接続される。
【０００７】
　ＰＤＮ　ＧＷ１１６は、ＭＣＮ１０２と外部ネットワークＰＤＮ１１８との間の相互接
続点である。ＰＤＮ１１８は、インターネット等のＩＰネットワークであり得る。ＰＤＮ
－ＧＷ１１６は、パケットをＰＤＮ１１８等のＰＤＮへおよびそこからルーティングする
。
【０００８】
　ＭＭＥ（モビリティ管理エンティティ）１２０は、制御プレーンに対処する。それは、
モビリティおよびセキュリティに関係付けられる信号伝達を取り扱う。ＭＭＥ１２０は、
アイドルモードにおけるＵＥの追跡およびページングに関与する。これはまた、非アクセ
ス層（ＮＡＳ）メッセージングの終端点でもある。
【０００９】
　ＨＳＳ（ホーム加入者サーバ）１２６は、ユーザ関連および加入者関連情報を含むデー
タベースである。それはまた、モビリティ管理、呼び出しおよびセッション設定、ユーザ
認証、ならびにアクセス認可におけるサポート機能も提供する。
【００１０】
　ポリシーおよび課金規則機能（ＰＣＲＦ）１２６は、ネットワークのポリシー規則をリ
アルタイムで決定する。ＰＣＲＦ１２６は、集中型様式で、加入者データベースおよび課
金システム等の他の特殊な機能にアクセスする。
【００１１】
　ＥＰＣ等のＭＣＮ１０２は、インターネット等のパケットデータネットワーク（ＰＤＮ
）１１８を経由してコンテンツにアクセスするユーザに、サービス品質（ＱｏＳ）を提供
することができる。ＭＣＮ１０２を通したＵＥ１０４のＰＤＮ接続は、種々のレベルのＱ
ｏＳを提供するように構成されることができる。
【００１２】
　ＳＣ－ＡＰ１０６はまた、ローカルゲートウェイ（Ｌ－ＧＷ）１３０を通してローカル
ネットワーク１２８に接続する能力を有する。このように、ユーザ機器１０４は、ＭＣＮ
１０２を通してルーティングすることなく、オフィスプリンタ等のローカルネットワーク
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１２８におけるリソースを使用することができる。Ｌ－ＧＷ１３０は、ＳＣ－ＡＰ１０６
と統合されることも、独立型ボックスであることもできる。
【００１３】
　３ＧＰＰのＲ１２では、Ｅ－ＵＴＲＡＮ／ＥＰＣアーキテクチャは、ローカルネットワ
ークにおける選択インターネットＩＰトラフィックオフロード（ＳＩＰＴＯ＠ＬＮ）と呼
ばれる特徴を含む。ＳＩＰＴＯ＠ＬＮは、ＵＥ１０４が、Ｌ－ＧＷ１３０を通してインタ
ーネットに接続することを可能にするために使用されることができる。ＳＩＰＴＯ＠ＬＮ
特徴は、ＭＭＥ１２０が、ＭＣＮ１０２内のＰ－ＧＷ１１６に現在アンカされているＰＤ
Ｎ接続を切断し、Ｌ－ＧＷ１３０にアンカされる新しいＰＤＮ接続を確立するようにＵＥ
１０４をダイレクトすることを可能にする。Ｌ－ＧＷ１３０との新しいＰＤＮ接続は、次
いで、インターネットにアクセスするために、ＵＥ１０４によって使用されることができ
る。ＵＥ１０４からのトラフィックは、したがって、バックホール１２４およびＭＣＮ１
０２からオフロードされる。
【００１４】
　エッジキャッシングは、スモールセルフォーラムの文書ＳＣＦ０８８において論じられ
ている。一例示的使用例は、ショッピングモール内で展開されるスモールセルネットワー
ク（ＳＣＮ）を説明している。ＳＣＮは、キャッシングサービスをコンテンツプロバイダ
にもたらす。コンテンツプロバイダは、ウェブアクセス可能広告、ビデオ、ウェブページ
等をもたらし得る。コンテンツプロバイダは、コンテンツをＳＣＮ内にキャッシュし、し
たがって、より効率的（より短い待ち時間）アクセスをユーザに提供し、バックホールお
よびモバイルコアネットワークからトラフィックをオフロードすることが可能である。
【００１５】
　スモールセルフォーラムの文書ＳＣＦ０８８では、スモールセルフォーラムは、エッジ
キャッシングをサポートするための基本アーキテクチャフレームワークを作成した。フレ
ームワークは、図２に示される。
【００１６】
　図２のアーキテクチャは、キャッシングサービスが、４つの主要構成要素、すなわち、
エッジサーバ２０２、ローカルマッピングサービス２０４、管理ポータル２０６、ならび
にローカルデータ収集および分析サービス２０８から成ることを示す。エッジサーバ２０
２は、キャッシュされたコンテンツを記憶するために使用される。ローカルマッピングサ
ービス２０４は、ＵＥ２１０からの要求が、ローカルエッジサーバ２０２内で利用可能で
あるかどうかをチェックし、ＵＥ２１０をキャッシュされたコンテンツにダイレクトする
。ローカルマッピングサービス２０４は、ＵＥ２１０をキャッシュされたコンテンツに明
示的にリダイレクトするか、またはＵＥの要求をエッジサーバ２０２に透過的に転送し得
る。言い換えると、リダイレクトの明示的方法が使用されるとき、ＵＥ２１０は、キャッ
シュされたコンテンツにアクセスしていることを認識し、リダイレクトの透過的方法が使
用されているとき、ＵＥ２１０は、キャッシュされたコンテンツにアクセスしていること
を認識していない。
【００１７】
　管理ポータル２０６は、コンテンツプロバイダによって使用され、コンテンツ／データ
をスモールセルネットワークのエッジサーバ２０２の中にロードする。コンテンツプレー
スメント方法は、透過的または明示的にダイレクトされ得る。コンテンツをロードする明
示的方法は、コンテンツプロバイダが、将来的読み出しのために、コンテンツをエッジサ
ーバの中に意図的にロードするときであろう。透過的方法は、ネットワークがある遠隔コ
ンテンツのキャッシュされているコピーを作成することを自律的に決定するときに使用さ
れる。
【００１８】
　管理ポータル２０６はまた、ローカルデータ収集および分析サービス２０８にアクセス
するために使用され得る。ローカルデータ収集および分析サービス２０８は、エッジサー
バ２０２内にキャッシュされている任意のコンテンツを管理するために、およびそのよう
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なコンテンツがアクセスされている方法についての分析、すなわち、統計を閲覧するため
に、オリジナルコンテンツプロバイダによって使用されることができる。
【００１９】
　背景情報としての前述に関し、本願は、モバイルコアネットワークにおいてコンテンツ
をキャッシュするための新しい方法およびシステムを開示する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　実施形態は、Ｐ－ＧＷ後にＥＰＣ内に置かれるマッピングサービスを使用する。コンテ
ンツがエッジサーバの中にロードされると、マッピングサービスは、エッジサーバにおい
て利用可能なコンテンツについての情報で更新されることができ、キャッシュされたコン
テンツのローカルＩＰアドレスまたはＵＲＩが提供されることができる。マッピングは、
明示的マッピング方式を使用することができる。
【００２１】
　マッピング／リダイレクト機能をＰ－ＧＷ後に位置させることによって、アーキテクチ
ャは、ペアレンタルコントロール等のアクセスポリシーが、モバイルネットワークオペレ
ータ（ＭＮＯ）によって施行されることを可能にする。例えば、ＵＥからのコンテンツ要
求は全て、これらのコンテンツ要求がマッピングサービスに到達する前に、アクセスポリ
シーのためにフィルタ処理されることができる。
【００２２】
　実施形態はまた、ユーザがローカルネットワークの中におよびそこからローミングする
ときに生じる、ユーザモビリティ問題を考慮する。
【００２３】
　一実施形態では、ＵＥが、エッジサーバへのアクセスを有する、Ｌ－ＧＷまたはローカ
ルホームネットワーク（ＬＨＮ）にアクセスすることができる、スモールセルアクセスポ
イントに接続すると、キャッシュされたコンテンツにアクセスする機会が、ＭＭＥによっ
て検出される。ＭＭＥは、新しいＮＡＳモビリティ管理メッセージを使用して、ＵＥがロ
ーカルネットワークとの第２のＰＤＮ接続を開始することを要求することができる。第２
のＰＤＮ接続は、ＵＥの第１のＰＤＮ接続とともに同時に維持されることができる。マッ
ピングサービスは、キャッシュされたコンテンツが利用可能であるとき、ＵＥを第２のＰ
ＤＮ接続にリダイレクトすることを可能にされる。第２のＰＤＮ接続を使用して、キャッ
シング機会を利用することによって、ユーザは、ＵＥがローカルネットワーク内外に移動
するにつれて、単一ＰＤＮ接続と二重ＰＤＮ接続との間をシームレスに移行することが可
能である。
【００２４】
　ＡＰＮ－構成更新は、ＭＭＥが、Ｌ－ＧＷ背後のローカルネットワークにおけるエッジ
サーバの利用可能性を認識するように使用されることができる。
【００２５】
　代替アーキテクチャは、エッジサーバがＭＮＯによって所有される通常の（非ローカル
）ＰＤＮ内に常駐する場合に使用されることができる。このアーキテクチャの利点は、キ
ャッシュされたコンテンツが、専用Ｐ－ＧＷを介してアクセス可能である、ＰＤＮ内に置
かれ、したがって、公共インターネット等の他のＰＤＮをサービス提供するＰ－ＧＷおよ
び他のＥＰＣノードをオフロードすることができることである。
【００２６】
　本概要は、発明を実施するための形態で以下でさらに説明される、一連の概念を簡略化
形態で導入するために提供される。本概要は、請求される主題の主要な特徴または不可欠
な特徴を識別することを意図しておらず、また、請求される主題の範囲を限定するために
使用されることも意図していない。さらに、請求される主題は、本開示の任意の部分に記
載される一部または全ての不利点を解決するという限界にも限定されない。
　本発明はさらに、例えば、以下を提供する。
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（項目１）
　パケットデータネットワークゲートウェイを伴うモバイルコアネットワークを通して、
ユーザ機器をパケットデータネットワークにおけるコンテンツに接続するシステムにおけ
る方法であって、前記方法は、
　前記パケットデータネットワークゲートウェイ後の前記モバイルコアネットワーク内の
位置において、第１のＰＤＮ接続を横断する前記ユーザ機器からのコンテンツ要求を調べ
、前記コンテンツ要求に関連付けられたコンテンツが前記パケットデータネットワークの
外側のエッジサーバにキャッシュされているかどうかを決定することと、
　前記パケットデータネットワークからの前記コンテンツが前記エッジサーバにキャッシ
ュされている場合、第２のＰＤＮ接続を横断して前記エッジサーバから前記コンテンツを
要求するように前記ユーザ機器をリダイレクトすることと
　を含む、方法。
（項目２）
　前記エッジサーバは、ローカルゲートウェイを通して前記ユーザ機器にアクセス可能な
ローカルネットワーク内にある、項目１に記載の方法。
（項目３）
　前記エッジサーバは、第２のＰＤＮゲートウェイを通して前記ユーザ機器にアクセス可
能な第２のパケットデータネットワーク内にある、項目１に記載の方法。
（項目４）
　前記コンテンツ要求は、前記パケットデータネットワークゲートウェイに接続されてい
るマッピングサービスによって調べられ、前記コンテンツ要求は、前記マッピングサービ
スに送信される前に、前記モバイルコアネットワークによって、前記コンテンツがアクセ
ス制御によって制限されているかどうかをチェックされる、項目１に記載の方法。
（項目５）
　前記第２のＰＤＮ接続は、前記モバイルコアネットワーク内のモビリティ管理エンティ
ティ（ＭＭＥ）による要求に応答して、前記ユーザ機器によって開始される、項目１に記
載の方法。
（項目６）
　前記第２のＰＤＮ接続を開始するための要求は、前記ユーザ機器が追跡エリア更新を行
うことに応答して、前記モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）によって行われる、項目
５に記載の方法。
（項目７）
　前記第２のＰＤＮ接続は、前記モバイルコアネットワーク内のＰＤＮゲートウェイによ
る要求に応答して、前記ユーザ機器によって開始される、項目１に記載の方法。
（項目８）
　プロセッサおよびメモリを備えているユーザ機器（ＵＥ）であって、前記ＵＥは、ノー
ドのメモリ内に記憶されているコンピュータ実行可能命令をさらに含み、前記命令は、前
記ＵＥの前記プロセッサによって実行されると、
　コンテンツ要求を第１のＰＤＮ接続を横断し、モバイルコアネットワークを通し、パケ
ットデータネットワークに向けて送信することと、
　前記パケットデータネットワークゲートウェイ後の前記モバイルコアネットワーク内の
位置において決定されるように、前記パケットデータネットワークからのコンテンツがエ
ッジサーバにキャッシュされている場合、前記モバイルコアネットワークによって命令さ
れると、前記コンテンツ要求をリダイレクトすることであって、前記ユーザ機器は、前記
リダイレクトされるコンテンツ要求のために、第２のＰＤＮ接続を使用する、ことと
　を前記ＵＥに行わせる、ＵＥ。
（項目９）
　前記エッジサーバは、ローカルゲートウェイを通して前記ユーザ機器にアクセス可能な
ローカルネットワーク内にある、項目８に記載のＵＥ。
（項目１０）



(8) JP 6434055 B2 2018.12.5

10

20

30

40

50

　前記エッジサーバは、第２のＰＤＮゲートウェイを通して前記ユーザ機器にアクセス可
能な第２のパケットデータネットワーク内にある、項目８に記載のＵＥ。
（項目１１）
　前記コンテンツ要求は、前記パケットデータネットワークゲートウェイに接続されてい
るマッピングサービスによって調べられ、前記コンテンツ要求は、前記マッピングサービ
スに送信される前に、前記モバイルコアネットワークによって、前記コンテンツがアクセ
ス制御によって制限されているかどうかを確認するためにチェックされる、項目８に記載
のＵＥ。
（項目１２）
　前記第２のＰＤＮ接続は、前記モバイルコアネットワーク内のモビリティ管理エンティ
ティ（ＭＭＥ）による要求に応答して、前記ユーザ機器によって開始される、項目８に記
載のＵＥ。
（項目１３）
　前記第２のＰＤＮ接続を開始するための要求は、前記ユーザ機器が追跡エリア更新を行
うことに応答して、前記モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）によって行われる、項目
１２に記載のＵＥ。
（項目１４）
　前記第２のＰＤＮ接続は、前記モバイルコアネットワーク内のＰＤＮゲートウェイによ
る要求に応答して、前記ユーザ機器によって開始される、項目８に記載のＵＥ。
（項目１５）
　プロセッサおよびメモリを備えているノードであって、前記ノードは、前記ノードの前
記メモリ内に記憶されているコンピュータ実行可能命令をさらに含み、前記命令は、前記
ノードの前記プロセッサによって実行されると、前記ノードに、マッピングサーブを実装
して、
　ユーザ機器から生じ、第１のＰＤＮ接続を横断し、パケットデータネットワークゲート
ウェイからパケットデータネットワークに向かって転送されるコンテンツ要求を受信する
ことと、
　前記コンテンツ要求に関連付けられたコンテンツが前記パケットデータネットワークの
外側のエッジサーバにキャッシュされているかどうかを決定することと、
　前記パケットデータネットワークからの前記コンテンツが前記エッジサーバにキャッシ
ュされている場合、第２のＰＤＮ接続を横断して前記エッジサーバから前記コンテンツを
要求するように前記ユーザ機器をリダイレクトすることと
　を行わせる、ノード。
（項目１６）
　前記コンテンツ要求は、前記マッピングサービスに送信される前に、モバイルコアネッ
トワークによって、前記コンテンツがアクセス制御によって制限されているかどうかを確
かめるためにチェックされる、項目１５に記載のノード。
（項目１７）
　前記第２のＰＤＮ接続は、前記モバイルコアネットワーク内のモビリティ管理エンティ
ティ（ＭＭＥ）による要求に応答して、前記ユーザ機器によって開始される、項目１５に
記載のノード。
（項目１８）
　前記第２のＰＤＮ接続を開始するための要求は、前記ユーザ機器が追跡エリア更新を行
うことに応答して、前記モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）によって行われる、項目
１７に記載のノード。
（項目１９）
　前記第２のＰＤＮ接続は、前記モバイルコアネットワーク内のＰＤＮゲートウェイによ
る要求に応答して、前記ユーザ機器によって開始される、項目１５に記載のノード。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
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【図１】図１は、モバイルコアネットワークおよびローカルネットワークに接続可能なユ
ーザ機器を図示する、基本アーキテクチャ略図である。
【図２】図２は、ローカルマッピングサービスを用いたキャッシングサービスを図示する
、基本アーキテクチャ略図である。
【図３】図３は、Ｐ－ＧＷ後のモバイルコアネットワーク内に位置するマッピングサービ
スを用いた一実施形態の明示的マッピング方式を図示する、基本アーキテクチャ略図であ
る。
【図４】図４は、一実施形態における、コンテンツのエッジサーバへのロードを図示する
、略図である。
【図５】図５は、ＵＥがＬ－ＧＷに接続するようにダイレクトされる、コールフローを図
示する、略図である。
【図６】図６は、ＵＥが、初期ＨＴＴＰ要求の結果として、コンテンツをオリジナルコン
テンツサーバから読み出し、第２の要求に応答して、エッジサーバ内のコンテンツにリダ
イレクトされることを図示する、略図である。
【図７】図７は、ＵＥがＬ－ＧＷへのアクセスを有していないＳＣ－ＡＰに移動するとき
のＰＤＮ接続の終了を図示する、略図である。
【図８】図８は、Ｐ－ＧＷ後のモバイルコアネットワーク内に位置するマッピングサービ
スおよびローカルネットワーク内の追加のローカルマッピングサービスを伴う実施形態を
図示する、略図である。
【図９】図９は、Ｐ－ＧＷ後のモバイルコアネットワーク内に位置するマッピングサービ
スおよびエッジサーバを保持する特殊ＰＤＮを伴う実施形態を図示する、略図である。
【図１０】図１０は、ＵＥ等の例示的エンドノードの略図である。
【図１１】図１１は、マッピングサービスが実装され得る任意のノードを含む、図３－９
に図示されるコアネットワークノードまたはエンドポイントのいずれかを実装するために
使用され得る、コンピュータシステムまたはサーバのブロック図である。
【図１２】記載なし
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　図３は、Ｐ－ＧＷ１１６後のモバイルコアネットワーク１０２内に位置するマッピング
サービス３０２を用いた一実施形態の明示的マッピング方式を図示する基本アーキテクチ
ャ略図である。ＵＥ１０４は、ＳＣ－ＡＰ１０６、バックホール１２４、およびモバイル
コアネットワーク（ＭＣＮ）１０２を介して、ＰＤＮ１１８への接続を有する。ＵＥ１０
４が、Ｌ－ＧＷ１３０およびローカルネットワーク１２８への接続を有していない場合、
図３におけるマッピングサービス３０２は、「透過的」と見なされ得る。言い換えると、
ローカル接続が存在しない場合、コンテンツは、ＰＤＮ１１８から読み出される。ＵＥ１
０４がＬ－ＧＷ１３０への接続を有するとき、キャッシュされたコンテンツをエッジサー
バ３０８から読み出し得る。
【００２９】
　本実施形態では、ＵＥは、２つの同時のＰＤＮ接続３０４および３０６を維持する。第
２のＰＤＮ接続３０６は、キャッシュされたコンテンツを読み出すために使用される。Ｕ
Ｅ１０４は、マッピングサービス３０２によって、ローカルネットワーク１２８に明示的
にダイレクトされる。
【００３０】
　マッピングサービス３０２をＰ－ＧＷ１１６後に置くことによって、アーキテクチャは
、要求をリダイレクトすることについての決定が行われる前に、ペアレンタルコントロー
ル等の制限がＵＥ１０４のコンテンツ要求に適用されることを可能にする。
【００３１】
　ＵＥ１０４がコンテンツをエッジサーバ３０８から読み出すことができる前に、コンテ
ンツプロバイダ３１２は、エッジサーバ３０８にコンテンツをロードし、マッピングサー
ビス３０２は、キャッシュされたコンテンツが利用可能であるかどうかを通知される。Ｕ
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Ｅ１０４は、エッジサーバ３０８へのアクセスを提供するＵＥ１０４に利用可能なＬ－Ｇ
Ｗ１３０が存在することを認識する。ＵＥ１０４はまた、Ｌ－ＧＷ１３０ともＰＤＮ接続
を確立する。マッピングサービス３０２は、ＵＥ１０４がエッジサーバ３０８にアクセス
することができることを認識するようになる。マッピングサービス３０２が、ＵＥ１０４
がエッジサーバ３０８内で利用可能なコンテンツにアクセスしていることを検出すると、
マッピングサービス３０２は、ＵＥ１０４をエッジサーバ３０８内のコンテンツにリダイ
レクトする。代替として、Ｐ－ＧＷ１１６が、ＵＥ１０４がエッジサーバ３０８にアクセ
スすることができることを認識するようになり得る。Ｐ－ＧＷ１１６は、次いで、ＵＥ１
０４のトラフィックがマッピングサービス３０２に向けられ得るように、ＵＥ１０４を起
源とするＩＰパケットをマークし得る。Ｐ－ＧＷ１１６は、ＵＥ１０４がエッジサーバ３
０８へのアクセスを有し、ＵＥ１０４トラフィックがマッピングサービスに向かってリダ
イレクトまたは向けられるべきであるとき、ＰＣＲＦ１２６によって通知され得る。
【００３２】
　ＵＥ１０４が、Ｌ－ＧＷ１３０に到達することができないスモールセルに移動する場合
、ＵＥ１０４は、Ｌ－ＧＷ１１６とのそのＰＤＮ接続を切断し、マッピングサービス３０
２またはＰ－ＧＷ１１６は、ＵＥ１０４をもはやリダイレクトすることができないことを
認識するようになる。
【００３３】
　一実施形態では、モバイルネットワークオペレータ（ＭＮＯ）は、エッジサーバ３０８
およびマッピングサービス３０２のホストを所有し、動作させ、および／またはそれとの
取引関係を有することができる。
【００３４】
　図３の実施例では、管理ポータル３１０が、コンテンツプロバイダ３１２に利用可能で
ある。管理ポータル３１０は、コンテンツプロバイダ３１２が、コンテンツをエッジサー
バ３０８にロードし、適宜、マッピングサービス３０２を更新することを可能にする。言
い換えると、コンテンツがエッジサーバ３０８にロードされると、管理ポータル３１０は
、マッピングサービス３０２が各ローカルネットワーク内で利用可能なコンテンツを認識
するように、マッピングサービス３０２に通知する。例えば、コンテンツプロバイダ３１
２は、ｅｘａｍｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ｅｘａｍｍｐｌｅ－ｐａｇｅと呼ばれる人気のウェブ
ページのコンテンツをキャッシュすることを所望し得る。コンテンツプロバイダ３１２は
、管理ポータル３１０を使用して、ｅｘａｍｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ｅｘａｍｍｐｌｅ－ｐａ
ｇｅのコンテンツをエッジサーバ３０８に送信する。管理ポータル３１０は、マッピング
サービス３０２に、ｅｘａｍｍｐｌｅ．ｃｏｍ／ｅｘａｍｍｐｌｅ－ｐａｇｅのキャッシ
ュされたコピーがローカルネットワーク１２８内で利用可能であることを通知する。管理
ポータル３１０は、ＰＤＮネットワーク３１６を使用して、エッジサーバ３０８（および
データ収集ならびに分析３１４）に接続することができる。
【００３５】
　図３に図示される機能性は、以下に説明される図１１または１２に図示されるもの等、
Ｍ２Ｍネットワーク（例えば、サーバ、ゲートウェイ、デバイス、または他のコンピュー
タシステム）のノードのメモリ内に記憶され、そのプロセッサ上で実行するソフトウェア
（すなわち、コンピュータ実行可能命令）の形態で実装され得ることを理解されたい。
【００３６】
　図４は、一実施形態における、エッジサーバ３０８の中へのコンテンツのロードを図示
する、略図である。図４の実施例は、４つのステップを有する。
【００３７】
　図４のステップ１では、コンテンツプロバイダ３１２は、コンテンツを管理ポータル３
１０に送信する。このメッセージは、以下のフィールドを含むことができる。
－オリジナルコンテンツ３１４のＵＲＬ
－オリジナルコンテンツのコピー
－コンテンツがキャッシュされるべき、ローカルアクセスポイント名（ＡＰＮ）、Ｌ－Ｇ
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Ｗ、またはＬＨＮ－ＩＤの名称。ＡＰＮは、パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）を識
別する。ローカルＡＰＮは、エッジサーバ３０８を有するローカルネットワーク１２８を
識別する。
－このコンテンツに関連付けられるべきＡＰＮの名称。このＡＰＮは、オリジナルコンテ
ンツ３１４を記憶しているＰＤＮ１１８を識別する。
【００３８】
　図４のステップ２では、管理ポータル３１０は、コンテンツをステップ１に示されたロ
ーカルＡＰＮのエッジサーバ３０８に送信する。
【００３９】
　図４のステップ３では、エッジサーバ３０８は、キャッシュされたコンテンツが読み出
され得る場所のＵＲＬで応答する。
【００４０】
　図４のステップ４では、管理ポータル３１０は、キャッシュされたコンテンツがローカ
ルネットワーク１２８内で利用可能であることをマッピングサーバ３０２認識するように
、通知をマッピングサーバ３０２に送信する。このメッセージは、以下のフィールドを含
む。
－オリジナルコンテンツ３１４のＵＲＬ
－キャッシュされたコンテンツのＵＲＬおよびエッジサーバのローカルＩＰアドレス
－コンテンツがキャッシュされるべき、ローカルＡＰＮ、Ｌ－ＧＷ、またはＬＨＮ－ＩＤ
の名称
－このコンテンツに関連付けられるべきＡＰＮの名称
　ＵＥ１０４が追跡エリア更新（ＴＡＵ）を行うとき、ＭＭＥ１２０への追跡エリア更新
要求メッセージは、「ＳＩＰＴＯ　Ｌ－ＧＷトランスポート層アドレス」情報要素または
「ＬＨＮ－ＩＤ」値を含み得る。ＬＨＮ－ＩＤは、全ての初期ＵＥメッセージおよび全て
のアップリンクＮＡＳトランスポートメッセージにおいて、（Ｈ）ｅＮＢ等のＳＣ－ＡＰ
１０６によって、ＭＭＥ１２０に提供されることができる。これらの値のいずれかの存在
は、ＭＭＥ１２０に、ＳＣ－ＡＰ１０６がＬ－ＧＷ１３０にアクセス可能であることを示
す。
【００４１】
　ＭＭＥ１２０は、Ｌ－ＧＷ１３０が、異なる方法で特定のＡＰＮのためにキャッシュさ
れたコンテンツを保持するエッジサーバ３０８にアクセスし得ることを決定することがで
きる。ＭＭＥ１２０は、エッジサーバにアクセス可能であるＬ－ＧＷおよびＬＨＮならび
にエッジサーバがサービス提供し得るＡＰＮを列挙するリストがプロビジョニングされる
か、またはそのデータベース／リストへのアクセスを有し得る。代替として、加入者ＡＰ
Ｎ構成が、ＡＰＮに関連付けられたエッジサーバにアクセスするために使用され得るＬＨ
Ｎ－ＩＤおよび／またはＬ－ＧＷを示すことができる。
【００４２】
　ＳＣ－ＡＰ１０６は、初期ＵＥメッセージおよびアップリンクＮＡＳトランスポートメ
ッセージに対する拡張を介して、エッジサーバ３０８の公共およびローカルＩＰアドレス
を含み得る。ＭＭＥ１２０は、ＵＥ１０４がアクセス可能なローカルコンテンツを決定す
るために公共ＩＰアドレスを使用し得、ＵＥ１０４をリダイレクトするとき、プライベー
トＩＰアドレスを使用し得る。
【００４３】
　したがって、ＵＥ１０４がＴＡＵを行うとき、ＭＭＥ１２０は、ＵＥ１０４が、キャッ
シュされたコンテンツを記憶するエッジサーバ３０８に到達することができる、Ｌ－ＧＷ
１３０へのアクセスを有するスモールセルを使用していることを検出し得る。ＭＭＥ１２
０は、次いで、さらには、ＵＥの能力が、Ｌ－ＧＷ１３０の接続をサポートするかどうか
と、ＵＥの現在のＡＰＮ接続がキャッシュされたコンテンツへのアクセスを可能にするか
どうかをチェックする。ＵＥ１０４が、キャッシュされたコンテンツにアクセスすること
が可能であり、かつ許可されている場合、ＭＭＥ１２０は、ＵＥ１０４に、エッジサーバ
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３０８にアクセスすることができるＬ－ＧＷ１３０との接続を確立するようにコマンドす
る。
【００４４】
　ＵＥ１０４は、新しいコマンドをＭＭＥ１２０から受信すると、第２のＰＤＮ接続３０
６を確立し、同時に、Ｐ－ＧＷ１１６にアンカされるその一次ＰＤＮ接続３０４とともに
維持する。
【００４５】
　ＭＭＥ１２０がＵＥ１０４にＰＤＮ接続を確立するようにコマンドすることを可能にす
る概念は、新しい概念である。ＬＴＥでは、ネットワークアクティブ化ＰＤＮ接続の概念
は、存在しない。
【００４６】
　ＭＭＥ１２０がＵＥ１０４に「再アタッチが要求される明示的アタッチ解除」を行うよ
うにコマンドし得る既存のプロシージャは、存在する。このプロシージャは、ＵＥ１０４
が、ＳＩＰＴＯ＠ＬＮ接続を有し、ＵＥ１０４が、ＵＥ１０４が現在アタッチされている
Ｌ－ＧＷ１３０にアクセスすることができない、Ｈ（ｅ）ＮＢ等の別のＳＣ－ＡＰに移動
するときに使用される。「再アタッチが要求される明示的アタッチ解除」プロシージャは
、ＵＥ１０４に、Ｌ－ＧＷ１３０からアタッチ解除し、再アタッチするようにコマンドす
るために使用されることができる。ＵＥ１０４が再アタッチすると、ＭＭＥ１２０は、Ｕ
Ｅ１０４のためにＭＣＮ１２０内のＰ－ＧＷ１１６を選択する。
【００４７】
　実施形態は、ＭＭＥ１２０が、ＵＥ１０４が、ローカルでキャッシュされたコンテンツ
を提供するＬ－ＧＷ１３０へのアクセスを有するＳＣ－ＡＰ１０６に移動したことを検出
する場合の修正されたプロシージャも含む。ＭＭＥ１２０は、新しい非アクセス層（ＮＡ
Ｓ）メッセージをＵＥ１０４に送信し、ＵＥ１０４に、Ｌ－ＧＷ１３０とＰＤＮ接続３０
６を確立するようにコマンドすることができる。
【００４８】
　図４に図示されるステップを行うエンティティは、図１１または図１２に図示されるも
の等、ネットワークノードまたはコンピュータシステムのメモリ内に記憶され、そのプロ
セッサ上で実行するソフトウェア（すなわち、コンピュータ実行可能命令）の形態で実装
され得る論理エンティティであることを理解されたい。すなわち、図４に図示される方法
は、図１１または図１２に図示されるノードもしくはコンピュータシステム等のネットワ
ークノードのメモリ内に記憶されるソフトウェア（すなわち、コンピュータ実行可能命令
）の形態で実装され得、コンピュータ実行可能命令は、ノードのプロセッサによって実行
されると、図４に図示されるステップを行う。図４に図示される任意の伝送および受信ス
テップは、ノードのプロセッサならびにそれが実行するコンピュータ実行可能命令（例え
ば、ソフトウェア）の制御下でノードの通信回路によって行われ得ることも理解されたい
。
【００４９】
　図５は、ＵＥ１０４がＬ－ＧＷ１３０に接続するようにダイレクトされる一実施形態に
おけるコールフローを図示する略図である。このプロシージャは、ＵＥ１０４が、キャッ
シュされたコンテンツにアクセスすることができるＬ－ＧＷ１３０へのアクセスを有する
ＳＣ－ＡＰ１０６に移動する場合のモビリティ問題を解決するために使用されることがで
きる。
【００５０】
　図５の０ａおよび０ｂと標識されたステップは、方法のための前提条件である。図５の
前提条件１（ステップ０ａ）のために、ＵＥ１０４は、ＭＣＮ１０２（ＥＰＣ）にアタッ
チする。ＵＥ１０４は、「Ｅ－ＵＴＲＡＮ初期アタッチ」プロシージャを使用するであろ
う。
【００５１】
　図５の前提条件２（ステップ０ｂ）のために、ＵＥ１０４は、ＰＤＮ接続３０４を確立



(13) JP 6434055 B2 2018.12.5

10

20

30

40

50

する。ＰＤＮ接続３０４は、図３に示されるように、Ｐ－ＧＷ１１６にアンカされる。Ｕ
Ｅ１０４は、「ＵＥ要求ＰＤＮ接続」プロシージャを使用し、この接続を確立するであろ
う。
【００５２】
　「Ｅ－ＵＴＲＡＮ初期アタッチ」プロシージ中、ＭＭＥ１２０は、ＨＳＳ１２２に、「
場所更新要求」メッセージを送信し、ＨＳＳ１２２は、「場所更新回答」メッセージで応
答する。「場所更新回答」メッセージは、ＵＥの加入情報をＭＭＥ１２０に送信するため
に使用される。このやりとりは、Ｓ６ａインターフェース上で生じる。ＨＳＳ１２２は、
各ＵＥ１０４が接続することができるＡＰＮについての情報ですでにプロビジョニングさ
れている。この新しい特徴をサポートするために、ＨＳＳ１２２は、キャッシングをサポ
ートする加入されたＡＰＮ毎の追加の情報でプロビジョニングされる。更新された情報は
、ＡＰＮがローカルキャッシングをサポートするかどうかと、ＡＰＮのためのデータをキ
ャッシュするローカルネットワークとを示す。「場所更新回答」メッセージは、ＭＭＥ１
２０が、ＰＤＮコンテンツがいくつかのローカルネットワーク内にキャッシュされること
を可能にするＵＥのＡＰＮを把握するように、新しい情報をＭＭＥ１２０に搬送する。以
下に説明される新しいフィールドは、ＨＳＳ１２２内にプロビジョニングされ、Ｓ６ａイ
ンターフェースを介して、ＭＭＥ１２０に提供される。
【００５３】
　図５のステップ１では、ＵＥの場所に基づいて、ＭＭＥ１２０は、キャッシュされたコ
ンテンツを読み出すために使用されることができるローカルＰＤＮ接続を確立するように
ＵＥ１０４をダイレクトする機会を探す。新しい加入情報は、キャッシュされたコンテン
ツを読み出すために使用されることができるローカルＰＤＮ接続を確立するようにＵＥ１
０４をダイレクトする機会が存在するかどうかを決定するために、ＭＭＥ１２０によって
使用される。図５の実施例では、ＭＭＥ１２０（またはマッピングサービス３０２）は、
ＵＥ１０４が、キャッシュされたコンテンツにアクセスするために、ローカルＰＤＮであ
る、ローカルネットワーク１２８に接続することが可能であることを検出する。
【００５４】
　１つの代替である、図５において１ａと標識されたステップでは、ＭＭＥ１２０は、キ
ャッシュアクセス機会を検出する。Ｓ１アプリケーションプロトコルＳ１－ＡＰ設定プロ
シージャ中、ＳＣ－ＡＰ１０６は、ＭＭＥ１２０に、Ｌ－ＧＷ１３０がＳＣ－ＡＰ１０６
にアクセス可能であることを示し、ＳＣ－ＡＰ１０６は、ＭＭＥ１２０に、ＳＣ－ＡＰ１
０６にアクセス可能であるＬ－ＧＷ１３０またはＬＨＮ－ＩＤの識別を提供する。識別は
、全ての初期ＵＥメッセージおよび全てのアップリンクＮＡＳトランスポートメッセージ
において提供される。この新しい特徴をサポートするために、ＳＣ－ＡＰ１０６は、ＭＭ
Ｅ１２０に、Ｌ－ＧＷ１３０またはＬＨＮがキャッシュ可能であることを示し、そのエッ
ジサーバのための連絡先情報（ＩＰアドレスの形態で）を提供し得る。ＳＣ－ＡＰ１０６
は、この情報をＭＭＥ１２０に初期ＵＥメッセージまたはアップリンクＮＡＳトランスポ
ートメッセージ内の新しいフィールドとして提供し得る。代替として、ＭＭＥ１２０は、
エッジサーバ３０８へのアクセスおよびエッジサーバ連絡先アドレスを有するＬ－ＧＷま
たはＬＨＮ－ＩＤのリストでプロビジョニングされ得るか、またはＭＭＥ１２０は、この
情報が記憶されるデータベースへのアクセスを有し得る。ＴＡＵが生じると、ＭＭＥ１２
０は、キャッシュされたコンテンツにアクセスするためにＵＥ１０４にアクセス可能なＬ
－ＧＷ１３０が存在するかどうかをチェックする。好適なＬ－ＧＷ１３０が利用可能であ
る場合、ＭＭＥ１２０はさらに、ＵＥの能力（Ｓ６ａインターフェースを介して、ＨＳＳ
１２２から得られた）がＬ－ＧＷ１３０への接続をサポートするかどうかをチェックする
。
【００５５】
　別の代替である、図５において１ｂと標識されたステップでは、マッピングサービス３
０２が、キャッシュアクセス機会を検出する。マッピングサービス３２０またはトラフィ
ック検出機能は、ＵＥ１０４がデータにアクセスしていることを検出するか、またはＵＥ
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１０４がローカルキャッシュ内で利用可能なデータにアクセスするであろうことを予期す
ることができ、ＭＭＥ１２０に、ローカルＰＤＮ接続がキャッシュにアクセスするために
確立され得ることの通知を送信することができる。この場合、マッピングサービスは、通
知がＭＭＥ１２０に送信される場合、ＩＭＳＩがＵＥ１０４を識別するために使用可能で
あるように、ＵＥのＩＰアドレスと国際モバイル加入者識別（ＩＭＳＩ）との間のマッピ
ングを維持する。例えば、マッピングサービス３０２は、ＵＥ１０４が、エッジサーバ内
で利用可能なあるコンテンツに類似するニュース記事にアクセスしていることを検出し得
る。これは、マッピングサービス３０２に、ＵＥ１０４がエッジサーバ内で利用可能なあ
るコンテンツを要求し得ることを予期させ得る。マッピングサービス３０２は、ＵＥのＩ
Ｐアドレスを使用して、ＵＥのＩＭＳＩを決定（すなわち、ルックアップ）し、通知をＭ
ＭＥ１２０に送信する。ＭＭＥ１２０への通知は、ＵＥ１０４（ＩＭＳＩによって識別さ
れた）がエッジサーバ３０８へのアクセスを提供するＰＤＮ接続から利益を享受し得るこ
とを示す。代替として、マッピングサービス３０２は、サービス能力開示機能（ＳＣＥＦ
）等の相互作用機能を介して、ＭＭＥ１２０と通信し得る。ＳＣＥＦは、ＩＭＳＩにＵＥ
のＩＰアドレスを転換すること、および、どのＭＭＥに通知を送信すべきかを決定するこ
とを課され得る。
【００５６】
　図５のステップ２では、ＭＭＥ１２０は、新しい「ＰＤＮサービス広告要求」をＵＥ１
０４に送信する。「ＰＤＮサービス広告要求」は、ＵＥ１０４に、あるサービスにアクセ
スするために、特定のＡＰＮに接続すべきであることを示すために使用される新しいＥＰ
Ｓモビリティ管理メッセージである。前のステップに説明されるように、ＭＭＥ１２０が
検出されたキャッシュアクセス機会を検出したか、またはマッピングサービス３０２がＭ
ＭＥ１２０にキャッシュアクセス機会が存在することを示したかのいずれかであるので、
ＭＭＥ１２０は、このメッセージを送信すべきことを把握している。本実施例では、この
新しいメッセージは、ＵＥ１０４がＡＰＮ内のあるキャッシュされたコンテンツにリダイ
レクトされることを予期して使用されている。このメッセージは、以下の情報要素を含む
ことができる。
－参考文献３ＧＰＰ　ＴＳ　２４．３０１，Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ－Ｓｔｒａｔｕｍ（Ｎ
ＡＳ）　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｆｏｒ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｙｓｔｅｍ（Ｅ
ＰＳ）；Ｓｔａｇｅ３（Ｒｅｌｅａｓｅ　１２），Ｖ１２．３．０（以降「参考文献３Ｇ
ＰＰ　ＴＳ　２４．３０１」）の第９．２節に定義されたプロトコル識別子
－参考文献３ＧＰＰ　ＴＳ　２４．３０１の第９．３．１節に定義されたセキュリティヘ
ッダタイプ
－参考文献３ＧＰＰ　ＴＳ　２４．３０１の第９．８節に定義されたメッセージタイプ。
０ｘ４７等のＥＰＣモビリティ管理メッセージタイプ値のうちの１つが、「ＰＤＮサービ
ス広告要求」メッセージのために予約されることができる。
－新しい「サービス広告タイプ」情報要素が、使用されることができる。この情報要素は
、１／２オクテットサイズであり得、ＡＰＮ内で利用可能なサービスのタイプを示し得る
。例えば、０ｘ０１の値は、キャッシュされたコンテンツが示されるＡＰＮ内でアクセス
可能であることを示し得る。このフィールドはまた、「ＰＤＮサービス広告要求」メッセ
ージが、キャッシュされたコンテンツにアクセスすること以外のある理由から、ＵＥ１０
４をＰＤＮにダイレクトするために使用される場合、将来的に有用であり得る。
－参考文献３ＧＰＰ　ＴＳ　２４．３０１の第９．９．２．９節に定義されたスペアハー
フオクテット
－参考文献３ＧＰＰ　ＴＳ　２４．３０１の第９．９．４．１節に定義されたアクセスポ
イント名。ＡＰＮ名は、ＵＥ１０４がＡＰＮとＰＤＮ接続を確立しようとするとき、ＰＤ
Ｎ接続が検出されたＬ－ＧＷ１３０またはＬＨＮとであるべきことをＭＭＥ１２０が容易
に認識可能であるように、ＭＭＥ１２０によって作成される特殊なＡＰＮ名であり得る。
代替として、ＰＤＮサービス広告要求メッセージは、Ｌ－ＧＷ１３０またはＬＨＮ－ＩＤ
をＵＥ１０４に示し得る。
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－参考文献３ＧＰＰ　ＴＳ　２４．３０１の第９．９．４．１０節に定義されたＰＤＮタ
イプ
　追加の情報要素（ＩＥ）が、ＵＥ１０４がＡＰＮに接続すべきかどうかを決定するのを
支援することを可能にするために含まれ得る。例えば、メッセージは、ＡＰＮ内で利用可
能なコンテンツについての価格情報またはさらなる詳細を含み得る。コンテンツタイプは
、マルチメディア、広告、ウェブページ等を含み得る。ＵＥ１０４は、このメッセージを
提案と見なし、ローカルＰＤＮ接続を確立しないことを選定し、したがって、キャッシュ
されたコンテンツにアクセスする機会を見合わせ得る。
【００５７】
　図５のステップ３では、ＵＥは、新しい「ＰＤＮサービス広告応答」をＭＭＥ１２０に
送信する。「ＰＤＮサービス広告応答」は、ＭＭＥ１２０に、ＵＥ１０４が「ＰＤＮサー
ビス広告要求」メッセージを受信したことを示すために使用される新しいＥＰＳモビリテ
ィ管理メッセージである。このメッセージは、以下の情報要素を含むことができる。
－参考文献３ＧＰＰ　ＴＳ　２４．３０１の第９．２節に定義されたプロトコル識別子
－参考文献３ＧＰＰ　ＴＳ　２４．３０１の第９．３．１節に定義されたセキュリティヘ
ッダタイプ
－参考文献３ＧＰＰ　ＴＳ　２４．３０１の第９．８節に定義されたメッセージタイプ。
０ｘ４８等のＥＰＣモビリティ管理メッセージタイプ値のうちの１つは、「ＰＤＮサービ
ス広告応答」メッセージのために予約されることができる。追加のＩＥが、ＵＥ１０４が
ＭＭＥ１２０にＡＰＮに接続することを意図するかどうかを示すことを可能にするために
含まれ得る。
【００５８】
　図５のステップ４では、ＵＥ１０４は、参考文献３ＧＰＰ　ＴＳ　２４．３０１，Ｇｅ
ｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　（ＧＰＲＳ）　ｅｎｈａｎｃ
ｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ
　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）　ａｃｃｅｓｓ　（
Ｒｅｌｅａｓｅ　１２），　Ｖ１２．３．０（以下、「参考文献３ＧＰＰ　ＴＳ　２３．
４０１」）の第５．１０．２節に示される、「ＵＥ要求ＰＤＮ接続」プロシージャを実行
する。ＵＥ１０４は、エッジサーバおよびキャッシュされたコンテンツを保持するローカ
ルＰＤＮに接続することを所望するので、このプロシージャを実行する。ＵＥ１０４は、
「ＰＤＮ接続要求」メッセージを送信することによって、このプロシージャを開始する。
「ＰＤＮ接続要求」は、ＵＥ１０４が、ステップ２においてＵＥ１０４に提供されたＡＰ
Ｎに接続することを所望することを示す。「ＰＤＮ接続要求」の「要求タイプ」ＩＥは、
「初期要求」に設定され、要求が新しいＰＤＮ接続のためのものであることを示す。代替
として、ＵＥ１０４が、「ＰＤＮサービス広告要求」内でＭＭＥによってＬ－ＧＷ１３０
アドレスまたはＬＨＮ－ＩＤが提供された場合、ＵＥ１０４は、「ＰＤＮ接続要求」内で
その値をＭＭＥ１２０に提供し得る。
【００５９】
　図５のステップ５では、ＭＭＥ１２０は、ＵＥ１０４によって維持されるＰＤＮ接続と
、「ＵＥ要求ＰＤＮ接続」プロシージャが完了したときとを把握しており、ＭＭＥ１２０
は、ＵＥ１０４が、エッジサーバ３０８内のキャッシュされたコンテンツにアクセスする
ために使用されることができるローカルネットワーク１２８に接続されていることを把握
する。ＭＭＥ１２０は、マッピングサービス３０２に、ＵＥ１０４がローカルＡＰＮ、Ｌ
－ＧＷ１３０、またはＬＨＮへのアクセスを有することを示す。指示は、ＭＭＥ１２０に
よって、新しいインターフェース上で、新しいメッセージである加入者ローカルアクセス
通知を介して、マッピングサービス３０２に送信される。新しいインターフェースは、Ｍ
ＭＥ１２０とマッピングサービス３０２との間にある。マッピングサービス３０２は、管
理ポータル３１０を介して、各ローカルＡＰＮ、Ｌ－ＧＷ、または各ＬＨＮ内で利用可能
なコンテンツと、各ローカルネットワーク内で利用可能なキャッシュされたコンテンツを
伴うエッジサーバのＩＰアドレスとについての情報ですでにプロビジョニングされている
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。この新しいメッセージは、以下の情報を搬送することができる。
－ＵＥのための加入識別子、すなわち、ＩＭＳＩ
－ＡＰＮ名／ＰＤＮ接続ＩＤ－ローカルアクセスにリダイレクトされることができる、Ａ
ＰＮまたはＰＤＮ接続の名称
－Ｌ－ＧＷアドレスまたはＬＨＮ－ＩＤ－ＵＥが示されるＡＰＮ／ＰＤＮ接続に対してキ
ャッシュされたコンテンツを読み出すために使用することができるＬ－ＧＷまたはＬＨＮ
　マッピングサービス３０２が、加入者ローカルアクセス通知に示されるＬ－ＧＷ１３０
を介して利用可能なコンテンツを認識していない場合、マッピングサービス３０２は、ロ
ーカルネットワークエッジサーバ３０８とデータ収集および分析サービス３１４とにコン
タクトし、ローカルネットワーク１２８内にキャッシュされているコンテンツについて学
習し得る。これは、マッピングサービス３０２がオリジナルコンテンツの公共ＩＰアドレ
スがローカルＩＰアドレスにキャッシュされたコンテンツを伴うエッジサーバ３０８をマ
ップする方法を学習するときでもある。このステップは、マッピングサービスが前述のよ
うに更新されていなかった場合に行われることができる。
【００６０】
　ＭＭＥ１２０はまた、この情報がＳＣ－ＡＰ１０６によってＭＭＥ１２０に提供された
場合、随意に、マッピングサービス３０２に、エッジサーバ３０８の公共およびローカル
ＩＰアドレスを提供し得る。
【００６１】
　このプロシージャの完了時、ＵＥ１０４は、２つのＰＤＮ接続、すなわち、Ｐ－ＧＷ１
１６においてアンカされる一次ＰＤＮ接続３０４と、Ｌ－ＧＷ１３０にアンカされる第２
のＰＤＮ接続３０６とを有する。Ｌ－ＧＷ１３０にアンカされる第２のＰＤＮ接続３０６
は、エッジサーバ３０８内のキャッシュされたコンテンツにアクセスするために使用され
ることができる。マッピングサービス３０２は、一次ＰＤＮ接続３０４に関連付けられ、
要求を一次ＰＤＮ接続３０４から第２のＰＤＮ接続３０６にリダイレクトすることができ
る。
【００６２】
　ＵＥ１０４が、その主要ＰＤＮ接続３０４を使用して、コンテンツにアクセスすること
を試みるとき、マッピングサービス３０２は、各要求を調べ、ＵＲＬが、ＵＥ１０４がア
クセスを有するローカルネットワーク１２８内で利用可能であるかどうかをチェックする
。ＵＲＬが利用可能である場合、マッピングサービス３０２は、要求にリダイレクト応答
で応答する。代替として、ステップ５および６のメッセージ交換は、Ｐ－ＧＷが、ＵＥ１
０４がローカルＡＰＮ、Ｌ－ＧＷ１３０、またはＬＨＮへのアクセスを有することの指示
を受信するであろうように、ＭＭＥ１２０とＰ－ＧＷ１１６との間で生じ得る。Ｐ－ＧＷ
１１６は、ＵＥ１０４からのパケットがマッピングサービス３０２に向かって操向され得
るように、ＵＥ１０４からのパケットをマークすることが可能であろう。
【００６３】
　図５に図示されるステップを行うエンティティは、図１１または図１２に図示されるも
の等、ネットワークノードまたはコンピュータシステムのメモリ内に記憶され、そのプロ
セッサ上で実行するソフトウェア（すなわち、コンピュータ実行可能命令）の形態で実装
され得る論理エンティティであることを理解されたい。すなわち、図５に図示される方法
は、図１１または図１２に図示されるノードもしくはコンピュータシステム等のネットワ
ークノードのメモリ内に記憶されるソフトウェア（すなわち、コンピュータ実行可能命令
）の形態で実装され得、そのコンピュータ実行可能命令は、ノードのプロセッサによって
実行されると、図５に図示されるステップを行う。図４に図示される任意の伝送および受
信ステップは、ノードのプロセッサおよびそれが実行するコンピュータ実行可能命令（例
えば、ソフトウェア）の制御下でノードの通信回路によって行われ得ることも理解された
い。
【００６４】
　図６は、一実施形態における、初期ＨＴＴＰ要求の結果として、ＵＥ１０４がコンテン
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ツをオリジナルコンテンツサーバ３１４から読み出すことを図示する、略図である。そし
て、ＵＥ１０４は、第２のＨＴＴＰ要求の結果として、ローカルキャッシュ３０８にリダ
イレクトされる。
【００６５】
　図６のステップ１では、ＵＥ１０４は、その主要ＰＤＮ接続を使用して、あるコンテン
ツのためのＨＴＴＰ要求を行う。要求は、スモールセル、Ｐ－ＧＷ１１６、およびマッピ
ングサービス３０２をトラバースする。この図のステップ１の実施例では、マッピングサ
ービス３０２は、ＨＴＴＰ要求を調べるが、利用可能な要求されるコンテンツのキャッシ
ュされているコピーが存在しないことを見出す。利用可能なキャッシュされたコンテンツ
が存在しないので、マッピングサービス３０２は、何らアクションを行わず（要求を調べ
る以外）、要求は、オリジナルコンテンツサーバ３１４に通ることを可能にされる。
【００６６】
　図６のステップ２では、コンテンツサーバ３１４は、要求されるコンテンツで応答する
。要求は、スモールセルおよびＰ－ＧＷ１１６をトラバースする。マッピングサービス３
０２は、ダウンリンクパケットを調べない。
【００６７】
　図６のステップ３では、ＵＥ１０４は、その主要ＰＤＮ接続を使用して、あるコンテン
ツに対するＨＴＴＰ要求を行う。要求は、スモールセル、Ｐ－ＧＷ１１６、およびマッピ
ングサービス３０２をトラバースする。この図のステップ３では、マッピングサービスは
、ＨＴＴＰ要求を調べ、ＵＥ１０４がアクセスを有するローカルＰＤＮエッジサーバ３０
８内に要求されるコンテンツのキャッシュされているコピーが存在することを発見する。
利用可能なキャッシュされたコンテンツが存在し、ＵＥ１０４がローカルキャッシュへの
アクセスを有するので、マッピングサービス３０２は、ＵＥ１０４をローカルコンテンツ
にリダイレクトする。これは、ステップ４に説明される。
【００６８】
　図６のステップ４では、マッピングサービスは、ＨＴＴＰリダイレクト応答をＵＥ１０
４に発行する。リダイレクト応答は、エッジサーバ３０８にキャッシュされたコンテンツ
のＵＲＬを含む。ＵＲＬは、ローカルネットワーク内でエッジサーバ３０８に属するＩＰ
アドレスを含み得るか、またはＤＮＳ等のプロシージャが、ローカルネットワーク１２８
上のエッジサーバ３０８に属するＩＰアドレスにそれを転換するために使用され得る。マ
ッピングサービスは、Ｐ－ＧＷ１１６後にある。Ｐ－ＧＷ１１６機能とマッピングサービ
ス３０２との間において、オペレータは、トラフィック検出およびペアレンタルコントロ
ール等の機能を行うことを選定し得る。ユーザが、要求されるＵＲＬを読み出すことが許
可されない場合、要求は、オペレータによってブロックされ、この要求は、マッピングサ
ービスによって見られることはない。
【００６９】
　図６のステップ５では、ＵＥ１０４は、リダイレクト応答内で受信されたＵＲＬを使用
して、再び、コンテンツを要求する。今度は、ＵＥ１０４は、そのローカルＰＤＮ接続３
０６を使用して、エッジサーバ３０８にキャッシュされたコンテンツに対するＨＴＴＰ要
求を行う。要求は、スモールセルおよびＬ－ＧＷ１３０をトラバースする。
【００７０】
　図６のステップ６では、エッジサーバ３０８は、要求されるコンテンツで応答する。要
求は、スモールセルおよびＬ－ＧＷ１３０をトラバースする。
【００７１】
　マッピングサービス３０２は、管理ポータル３１０とのその接続またはエッジサーバ３
０８との接続を使用して、ローカルネットワーク１２８内のトラフィック負荷と、ローカ
ルネットワーク１２８によって提供され得るサービスのレベルとについての情報を獲得し
得る。この情報は、マッピングサービス３０２によって、ＵＥ１０４がローカルネットワ
ーク１２８にリダイレクトされるべきかどうかを決定するときに使用されることができる
。マッピングサービスはまた、ＰＣＲＦ１２６との接続を有し、所与のトラフィックフロ
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ーのためのＱｏＳ要件を獲得し得る。ＱｏＳ要件は、マッピング決定を行うことを支援す
るために使用されることができる。ＰＣＲＦ１２６へのマッピングサービスのインターフ
ェースは、参考文献３ＧＰＰ　ＴＳ　２９．２１１，Ｒｘ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ａｎｄ
　Ｒｘ／Ｇｘ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ　Ｆｌｏｗｓに定義されたＲｘインターフェースに基
づき得る。代替として、マッピングサービスは、ＳＣＥＦとのインターフェースを介して
、ＰＣＲＦ１２６と通信し得る。ＳＣＥＦは、ＰＣＲＦ１２６とのＲｘインターフェース
をサポートし得る。
【００７２】
　ＵＥ１０４またはＭＭＥ１２０が、ＵＥ１０４がもはやローカルＰＤＮ接続３０６を維
持すべきでないことを決定すると、ＭＭＥ１２０は、マッピングサービス３０２がもはや
ＵＥ１０４をローカルコンテンツにリダイレクトすべきでないことをマッピングサービス
３０２が把握するように、マッピングサービス３０２に通知する。既存のＵＥ１０４また
はＭＭＥ１２０要求ＰＤＮ切断プロシージャが、ＰＤＮ接続３０６を終了するために使用
される。
【００７３】
　図６に図示されるステップを行うエンティティは、図１１または図１２に図示されるも
の等、ネットワークノードまたはコンピュータシステムのメモリ内に記憶され、そのプロ
セッサ上で実行するソフトウェア（すなわち、コンピュータ実行可能命令）の形態で実装
され得る論理エンティティであることを理解されたい。すなわち、図６に図示される方法
は、図１１または図１２に図示されるノードもしくはコンピュータシステム等のネットワ
ークノードのメモリ内に記憶されるソフトウェア（すなわち、コンピュータ実行可能命令
）の形態で実装され得、そのコンピュータ実行可能命令は、ノードのプロセッサによって
実行されると、図６に図示されるステップを行う。図６に図示される任意の伝送および受
信ステップは、ノードのプロセッサならびにそれが実行するコンピュータ実行可能命令（
例えば、ソフトウェア）の制御下でノードの通信回路によって行われ得ることも理解され
たい。
【００７４】
　図７は、ＵＥ１０４が、Ｌ－ＧＷへのアクセスを有していないＳＣ－ＡＰ（図示せず）
に移動するときにＰＤＮ接続３０６を終了することを図示する、略図である。
【００７５】
　図７のステップ１では、エッジサーバ３０８におけるローカルキャッシュにアクセスす
るために使用されるＰＤＮ接続３０６を切断する決定が、行われる。ＵＥ１０４またはＭ
ＭＥ１２０は、ＵＥがもはやローカルＰＤＮ接続３０６を維持すべきでないことを決定す
る。この決定は、ＵＥ１０４が、ローカルＧＷ１３０にアクセスすることができないセル
に移動しているか、または移動し得ることを示すＴＡＵによってトリガされ得る。代替と
して、マッピングサービス３０２が、ＵＥ１０４がローカルＰＤＮ接続を切断することを
決定するか、またはＭＭＥ１２０に推奨し得る。マッピングサービス３０２は、ＵＥ１０
４が、最近、ローカルネットワークにリダイレクトされておらず、したがって、最近、キ
ャッシュを利用していないので、これを行うことを決定し得る。
【００７６】
　図７のステップ２では、ＭＭＥ１２０は、マッピングサービス３０２に、ＵＥ１０４が
もはやローカルネットワークへのアクセスを有していないことを示す。この指示は、ＭＭ
Ｅ１２０によって、新しいインターフェース上で、新しいメッセージである、加入者ロー
カルアクセス通知を介して、マッピングサービス３０２に送信される。新しいインターフ
ェースは、ＭＭＥ１２０とマッピングサービス３０２との間にある。この新しいメッセー
ジは、以下の情報を搬送し得る。
－加入識別子、すなわち、ＩＭＳＩ
－ＡＰＮ名／ＰＤＮ接続ＩＤ－ＡＰＮまたはＰＤＮ接続の名称
－Ｌ－ＧＷアドレスまたはＬＨＮ－ＩＤ－ＵＥが切断されるＬ－ＧＷまたはＬＨＮ。
－メッセージは、ＵＥがもはやアクセスを有していないであろうエッジサーバのＩＰアド
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レスを含み得る。
【００７７】
　図７のステップ３では、マッピングサービス３０２は、ＭＭＥ１２０に、加入者ローカ
ルアクセス応答メッセージを介して、肯定応答で応答する。
【００７８】
　図７のステップ４では、「ＵＥまたはＭＭＥ開始ＰＤＮ切断プロシージャ」が、参考文
献３ＧＰＰ　ＴＳ　２４．３０１の第５．１０．３節に説明されるように実行され、この
接続を確立する。
【００７９】
　例示的実施形態は、ＡＰＮ構成変更を含むことができる。「Ｅ－ＵＴＲＡＮ初期アタッ
チ」プロシージャ中、ＭＭＥ１２０は、ＨＳＳ１２２に、「場所更新要求」メッセージを
送信し、ＨＳＳ１２２は、「場所更新回答」メッセージで応答する。「場所更新回答」メ
ッセージは、ＵＥの加入情報をＭＭＥ１２０に送信するために使用される。このやりとり
は、Ｓ６ａインターフェース上で生じる。（類似やりとりは、Ｓ６ｄインターフェース上
でＳＧＳＮとＨＳＳとの間のＵＴＲＡＮで生じる。）「場所更新回答」は、ＡＰＮ－構成
属性－値対（ＡＶＰ）を含む。このＡＶＰは、ＵＥの各加入ＡＰＮに対する許可された構
成を説明し、３ＧＰＰ　ＴＳ　２９．２７２の第７．３．３５節に定義されている。この
ＡＶＰは、ＵＥ１０４が、ローカルネットワーク１２８上でエッジサーバ３０８からキャ
ッシュされたコンテンツにアクセス可能である場合をサポートするために拡張される。
【００８０】
　ローカルネットワーク内にキャッシュされているデータを有し得る各ＡＰＮに対して、
ＡＰＮ－構成ＡＶＰは、以下の情報を搬送することができる。
－キャッシュアクセス可能。このフラグは、ＭＭＥ１２０に、ＵＥ１０４がこのＡＰＮに
接続された場合、キャッシュサービスをこのＡＰＮに提供するローカルネットワークに接
続するようにＵＥ１０４をダイレクトする機会をＭＭＥ１２０が探すべきであることを示
す。
－ＳＩＰＴＯ－ローカルネットワーク許可。この既存のＡＶＰは、現在、２つの値、すな
わち、「ローカルネットワークにおけるＳＩＰＴＯ許可」および「ローカルネットワーク
におけるＳＩＰＴＯ不可」のうちの一方をとることができる。このＡＶＰは、「ローカル
ネットワークにキャッシュされたコンテンツにおけるＳＩＰＴＯ専用」と呼ばれる新しい
値をとること可能にされることが提案される。この値は、ＳＩＰＴＯ＠ＬＮ　ＰＤＮ接続
が、ＰＤＮ接続のために使用されることが許可されないことを示すために使用される。し
かしながら、ＳＩＰＴＯ＠ＬＮ　ＰＤＮ接続は、同時に、キャッシュされたコンテンツを
読み出すためにこのＰＤＮ接続とともに使用され得る。
－キャッシュされたコンテンツへのアクセスを提供する、Ｌ－ＧＷアドレス、ＬＨＮ－Ｉ
Ｄ、または追跡エリア識別（ＴＡＩ）リスト
　マッピングサービスがリダイレクト応答を発行すると、Ｐ－ＧＷ１１６は、例えば、Ｉ
Ｐソースアドレス、ＩＰ宛先アドレス、ソースポート番号、宛先ポート番号等に基づいて
、パケットフィルタを使用して、応答がマッピングサービスからであることを検出し得る
。Ｐ－ＧＷ１１６は、このトラフィックに対してＵＥ１０４に課金しないように構成され
得る。言い換えると、リダイレクト応答は、勘定され、オンライン課金システム（ＯＣＳ
）に送信する任意のダウンリンクビットカウント内に含まれない場合がある。
【００８１】
　前述のように、マッピングサービス３０２は、ＵＥ１０４をリダイレクトし得るＨＴＴ
Ｐプロキシであることができる。代替として、マッピングサービス３０２は、ＤＮＳサー
バの一部であり得る。ＵＥ１０４がＤＮＳルックアップを行うとき、応答は、ＵＥ１０４
がローカルキャッシュサーバへのアクセスを有するかどうかに基づくことができる。ＵＥ
１０４が、ローカルキャッシュ内に表されるＵＲＬをルックアップしている場合、ＤＮＳ
サーバは、ＵＥ１０４に応答し、それをローカルキャッシュにリダイレクトすることがで
きる。
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【００８２】
　本実施形態では、ＤＮＳ記録は、２つのＩＰアドレス（例えば、１つは、ローカルネッ
トワーク内のアドレスであり、１つは、オリジナルコンテンツサーバ内のアドレスである
）に対して解決する。マッピングサービス（ＤＮＳサーバ）は、要求側がエッジサーバへ
のアクセスを有するかどうかに基づいて、ＵＲＬを解決するために使用されるべきＩＰア
ドレスを決定する。マッピングサービス（ＤＮＳサーバ）が、要求側がエッジサーバへの
アクセスを有することを通知されるプロシージャは、図４に示される。
【００８３】
　マッピングサービス３０２がＨＴＴＰプロキシまたはＤＮＳサーバとして実装されるか
どうかにかかわらず、マッピングサービス３０２は、ＰＣＲＦへのＲｘまたはＳｄインタ
ーフェース、ＨＳＳへのＭｈインターフェース、ならびにＭＭＥ１２０および／またはＰ
－ＧＷ１１６とのインターフェースを伴う３ＧＰＰアプリケーション機能（ＡＦ）または
アプリケーションサーバ（ＡＳ）もしくはＴＤＦとして実装されることができる。
【００８４】
　図３のアーキテクチャでは、ＵＥ１０４が、エッジサーバから、他のウェブページにリ
ンクするＵＲＬを含むウェブページをダウンロードし得るシナリオが、存在する。リンク
へのアクセスは、ＵＥ１０４に、コンテンツに対する要求をインターネット上のオリジナ
ルコンテンツサーバに送信させ得る。要求されるコンテンツが、ローカルネットワークに
もある場合、マッピングサービスは、再び、ＵＥ１０４をキャッシュされたコンテンツに
リダイレクトし得る。コンテンツに対する全オリジナル要求がＭＣＮ１０２およびマッピ
ングサーバ３０２を通してルーティングされるという事実は、ＭＣＮ１０２が、全アクテ
ィビティを記録し、ユーザ制限を施行することを可能にするという意味において有利であ
る。しかしながら、ＭＣＮ１０２トラフィックは、ＵＲＬがローカルコンテンツを指し示
し得るように、ローカルネットワークがキャッシュされたコンテンツを修正可能である場
合、さらに低減され得る。
【００８５】
　図７に図示されるステップを行うエンティティは、図１１または図１２に図示されるも
の等、ネットワークノードまたはコンピュータシステムのメモリ内に記憶され、そのプロ
セッサ上で実行するソフトウェア（すなわち、コンピュータ実行可能命令）の形態で実装
され得る論理エンティティであることを理解されたい。すなわち、図７に図示される方法
は、図１１または図１２に図示されるノードもしくはコンピュータシステム等のネットワ
ークノードのメモリ内に記憶されるソフトウェア（すなわち、コンピュータ実行可能命令
）の形態で実装され得、そのコンピュータ実行可能命令は、ノードのプロセッサによって
実行されると、図７に図示されるステップを行う。図４に図示される任意の伝送および受
信ステップは、ノードのプロセッサならびにそれが実行するコンピュータ実行可能命令（
例えば、ソフトウェア）の制御下でノードの通信回路によって行われ得ることも理解され
たい。
【００８６】
　図８は、Ｐ－ＧＷ１１６後のモバイルコアネットワーク１０２内に位置するマッピング
サービス３０２と、ローカルネットワーク１２８内に位置する追加の随意のローカルマッ
ピングサービス８０２とを伴う、実施形態を図示する、略図である。
【００８７】
　ＭＣＮ１０２内のマッピングサービス３０２の目的は、コンテンツに対するＵＥ要求を
マップし、適宜、ＵＥ１０４をリダイレクトすることである。しかしながら、ローカルマ
ッピングサービス８０２も、ＵＥ１０４に提供されるＵＲＬを再マップするために、ロー
カルネットワーク内に提供され得る。例えば、ＵＥ１０４がウェブページをローカルエッ
ジサーバ３０８からダウンロードする場合を検討する。ウェブページは、インターネット
内にあるＩＰアドレスを指し示すＵＲＬを含み得る。しかしながら、ＵＲＬによって指し
示されるコンテンツは、エッジサーバ３０８内にもあり得る。これが当てはまる場合、ロ
ーカルマッピングサービスは、ローカルネットワーク１２８内のキャッシュされたコンテ
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ンツにマップするように、ＵＥ１０４に提供されるＵＲＬを修正することを可能にされ得
る。
【００８８】
　このローカルマッピングサービス８０２は、ユーザが許可されていないコンテンツにリ
ダイレクトされることを防止するように、ペアレンタルコントロール等のユーザ関連ポリ
シーにアクセスすることが要求され得ることに留意されたい。
【００８９】
　図８に図示される機能性は、以下に説明される図１１または１２に図示されるもの等、
Ｍ２Ｍネットワーク（例えば、サーバ、ゲートウェイ、デバイス、または他のコンピュー
タシステム）のノードのメモリ内に記憶され、そのプロセッサ上で実行するソフトウェア
（すなわち、コンピュータ実行可能命令）の形態で実装され得ることを理解されたい。
【００９０】
　図９は、Ｐ－ＧＷ後のモバイルコアネットワーク１０２内に位置するマッピングサービ
ス３０２と、エッジサーバ９０４を保持する特殊ＰＤＮ９０２とを伴う、実施形態を図示
する略図である。エッジサーバ９０４は、ＰＤＮの１１８および９０２へのアクセスを提
供するＰ－ＧＷ１１６および９０６に物理的に近い。
【００９１】
　ＵＥ１０４は、「インターネット」ＰＤＮ１１８への第１のＰＤＮ接続を有し得る。Ｕ
Ｅ１０４がアクセスするコンテンツは、「インターネット」ＰＤＮ１１８内に常駐するが
、ＵＥ１０４から非常に離れている場合がある。インターネットサービスプロバイダ（Ｉ
ＳＰ）ピアリング契約に応じて、コンテンツは、ＭＮＯのＰ－ＧＷ１１６に到達する前に
、多くのネットワークをトラバースする必要があり得る。したがって、ユーザが短待ち時
間接続を得ることが不可能であり得る。
【００９２】
　ＵＥ１０４は、エッジサーバ９０４を含むＭＮＯ動作ＰＤＮ９０２への第２のＰＤＮ接
続を維持し得る。ＵＥ１０４が、両ＰＤＮ接続を維持する場合、第１のＰＤＮ接続に関連
付けられたマッピングサービス３０２は、ＵＥ１０４をＰＤＮ９０２のエッジサーバ９０
４内に記憶されたキャッシュされたコンテンツにリダイレクトし得る。
【００９３】
　マッピングサービス３０２等のディープ・パケット・インスペクション機能またはトラ
フィック検出機能は、ＵＥ１０４が、ＭＮＯのエッジサーバ９０４内で利用可能なデータ
にアクセスしようとしていることを検出するか、またはそれを予期し得る。ＵＥの能力お
よび加入者の許可に基づいて、ＵＥ１０４が第２のＰＤＮ接続を確立することをコマンド
または要求する決定が、行われ得る。第２のＰＤＮ接続は、ＵＥ１０４に、エッジサーバ
９０４へのアクセスを与える。
【００９４】
　図５のコールフローのステップ２および３は、ＭＭＥが新しいＰＤＮサービス広告要求
メッセージをＵＥに送信し、ＵＥが新しいＰＤＮサービス広告応答メッセージでＭＭＥに
応答することを示す。図５に対して、第２のＰＤＮ接続を確立する決定が、ＵＥの場所お
よびスモールセルネットワーク内のエッジサーバの利用可能性に主に基づいていたので、
ＭＭＥ１２０がこのメッセージを発することが提案された。図９の実施形態では、第２の
ＰＤＮ接続を確立する決定は、Ｐ－ＧＷ機能の出力に対して行われるディープ・パケット
・インスペクションの結果に主に基づく。したがって、この節では、Ｐ－ＧＷ１１６は、
新しいＰＤＮサービス広告要求メッセージをＵＥ１０４に（ＭＭＥ１２０またはＳ－ＧＷ
１１４を介して）送信することが可能にされ、ＵＥ１０４は、Ｐ－ＧＷ１１６（ＭＭＥ１
２０またはＳ－ＧＷ１１４を介して）に新しいＰＤＮサービス広告応答メッセージで応答
し得ることが提案される。Ｐ－ＧＷ１１６からのＰＤＮサービス広告要求メッセージは、
エッジサーバ９０４にアクセスするために使用され得るＡＰＮをＵＥ１０４に示す。この
新しいメッセージは、ＮＡＳモビリティ管理メッセージと見なされ得る。Ｐ－ＧＷ１１６
は、マッピングサービス３０２からのメッセージに基づいて、ＰＤＮサービス広告要求メ
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ッセージを送信することを把握し得る。マッピングサービス３０２は、ＳＣＥＦを介して
、メッセージをＰ－ＧＷに送信し得る。
【００９５】
　図４のコールフローのステップ５および６は、ＭＭＥ１２０が新しい加入者ローカルア
クセス通知メッセージをマッピングサービスに送信し、マッピングサービスがＭＭＥ１２
０に加入者ローカルアクセス応答メッセージで応答することを示す。第５．１．２節では
、ＭＭＥ１２０が第２のＰＤＮ接続の確立を調整するエンティティであったので、このメ
ッセージを発することが提案された。したがって、本実施形態では、Ｐ－ＧＷ１１６（Ｍ
ＭＥ１２０またはＳ－ＧＷ１１４を介して）が、新しいローカルアクセス通知メッセージ
をマッピングサービス３０２に送信することが可能にされ、マッピングサービス３０２が
、Ｐ－ＧＷ１１６（ＭＭＥ１２０またはＳ－ＧＷ１１４を介して）に新しいＰＤＮ加入者
ローカルアクセス応答メッセージで応答し得ることが提案される。
【００９６】
　エッジサーバ９０４を第１のＰＤＮ１１８と別個の第２のＰＤＮ９０２内に置くことに
よって、ＭＮＯは、インターネットトラフィックおよびエッジサーバ９０４からの高容量
ダウンロードが、同一のＭＣＮリソースに対して競合しないように、そのＭＣＮ１０２を
構築することができる。例えば、ＰＤＮ１１８および９０２は、同一のＰ－ＧＷリソース
に対して競合する必要がない。
【００９７】
　図３のアーキテクチャと比較して、図９のアーキテクチャは、ＭＣＮ１０２が全ＵＥト
ラフィックの完全可視性を有するという利点を有する。したがって、全トラフィックがＭ
ＣＮ１０２をトラバースするので、ＵＥ１０４の課金インフラストラクチャが完全に利用
されることができる。
【００９８】
　図９に図示されるステップを行うエンティティは、図１１または図１２に図示されるも
の等、ネットワークノードまたはコンピュータシステムのメモリ内に記憶され、そのプロ
セッサ上で実行するソフトウェア（すなわち、コンピュータ実行可能命令）の形態で実装
され得る論理エンティティであり得ることを理解されたい。すなわち、図９に図示される
方法は、図１１または図１２に図示されるノードもしくはコンピュータシステム等のネッ
トワークノードのメモリ内に記憶されるソフトウェア（すなわち、コンピュータ実行可能
命令）の形態で実装され得、そのコンピュータ実行可能命令は、ノードのプロセッサによ
って実行されると、図９に図示されるステップを行う。図４に図示される任意の伝送およ
び受信ステップは、ノードのプロセッサならびにそれが実行するコンピュータ実行可能命
令（例えば、ソフトウェア）の制御下でノードの通信回路によって行われ得ることも理解
されたい。
【００９９】
　グラフィカルユーザインターフェース（ＧＵＩ）等のインターフェースが、ユーザがロ
ーカルコンテンツリダイレクトに関連する機能性を制御および／または構成するのを補助
するために使用されることができる。図１０は、ユーザが、データ１００４を表示し、デ
ータ１００６を更新することを可能にするインターフェース１００２を図示する略図であ
る。例えば、図４のステップ４に関して前述のデータ（オリジナルコンテンツ３１４のＵ
ＲＬ、キャッシュされたコンテンツのＵＲＬおよびエッジサーバのローカルＩＰアドレス
、コンテンツがキャッシュされているローカルデバイスの名称、ならびにこのコンテンツ
に関連付けられたＡＰＮの名称）が、ＧＵＩ１００２を使用してアクセスおよび更新され
ることができる。ＧＵＩ１００２は、同様に、そのようなデータを検索可能であることが
できる。ＧＵＩ１００８は、ＵＥにおけるユーザが、図４のステップ２等の間、ローカル
コンテンツリダイレクトを可能にするかどうかを選択することを可能にするために使用さ
れることができる。
【０１００】
　インターフェース１００２および他のそのようなインターフェースは、以下に説明され
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る図１１および１２に示されるもの等のディスプレイを使用して生成されることができる
ことを理解されたい。
【０１０１】
　図１１は、ＵＥ（例えば、図１－３および５－９におけるＵＥ１０４ならびに２１０）
または他のエンドノードデバイス等の例示的ノード３０の略図である。エンドノード３０
は、ユーザ機器１０４を含む本明細書に開示される要素のいずれかを実装するために使用
されることができる。
【０１０２】
　ノード３０は、マッピングサービス３０２、ユーザ機器１０４における論理エンティテ
ィ、データ収集および分析３１４、エッジサーバ３０８および９０４、ＳＣ－ＡＰ１０６
、Ｌ－ＧＷ１３０、ＳｅＧＷ１０８、ＳＣ－ＧＷ１１２、Ｓ－ＧＷ１１４、Ｐ－ＧＷ１１
６、ＨＳＳ１２２、ＭＭＥ１２０、ＰＣＲＦ１２６、管理ポータル３１０、およびローカ
ルマッピングサービス８０２等の論理エンティティ、ならびにグラフィカルユーザインタ
ーフェース１００２および１００８グラフィカルインターフェースのため等の論理エンテ
ィティを実行するか、または含むことができる。デバイス３０は、Ｍ２Ｍネットワークの
一部または非Ｍ２Ｍネットワークの一部であることができる。図１１に示されるように、
エンドノード３０は、プロセッサ３２と、非取り外し可能なメモリ４４と、取り外し可能
なメモリ４６と、スピーカ／マイクロホン３８と、キーパッド４０と、ディスプレイ、タ
ッチパッド、および／またはインジケータ４２と、電源４８と、全地球測位システム（Ｇ
ＰＳ）チップセット５０と、他の周辺機器５２とを含み得る。ノード３０はまた、送受信
機３４および伝送／受信要素３６等の通信回路を含み得る。ノード３０は、実施形態と一
致したままで、先述の要素の任意の部分組み合わせを含み得ることが理解されるであろう
。このノードは、本明細書に説明されるＳＭＳＦ機能性を実装するノードであり得る。
【０１０３】
　プロセッサ３２は、汎用プロセッサ、特殊目的プロセッサ、従来のプロセッサ、デジタ
ル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと関連する１つ以
上のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）回路、任意の他のタイプ
の集積回路（ＩＣ）、状態マシン等であり得る。一般に、プロセッサ３２は、ノードの種
々の要求される機能を果たすために、ノードのメモリ（例えば、メモリ４４および／また
はメモリ４６）内に記憶されるコンピュータ実行可能命令を実行し得る。例えば、プロセ
ッサ３２は、信号符号化、データ処理、電力制御、入出力処理、および／またはエンドノ
ード３０が無線もしくは有線環境内で動作することを可能にする任意の他の機能性を行い
得る。プロセッサ３２は、アプリケーション層プログラム（例えば、ブラウザ）および／
または無線アクセス層（ＲＡＮ）プログラムおよび／または他の通信プログラムを起動さ
せ得る。プロセッサ３２はまた、例えば、アクセス層および／またはアプリケーション層
等で、認証、セキュリティキー一致、および／または暗号化動作等のセキュリティ動作を
行い得る。
【０１０４】
　図１１に示されるように、プロセッサ３２は、その通信回路（例えば、送受信機３４お
よび伝送／受信要素３６）に連結される。プロセッサ３２は、ノード３０に、それが接続
されるネットワークを介して他のノードと通信させるために、コンピュータ実行可能命令
の実行を通して、通信回路を制御し得る。特に、プロセッサ３２は、本明細書および請求
項に説明される伝送ならびに受信ステップを行うために、通信回路を制御し得る。図１１
は、プロセッサ３２および送受信機３４を別個の構成要素として描写するが、プロセッサ
３２および送受信機３４は、電子パッケージまたはチップ内にともに統合され得ることが
理解されるであろう。
【０１０５】
　伝送／受信要素３６は、Ｍ２Ｍサーバ、ゲートウェイ、デバイス等を含む、他のノード
に信号を伝送する、またはそこから信号を受信するように構成され得る。例えば、ある実
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施形態では、伝送／受信要素３６は、ＲＦ信号を伝送および／または受信するように構成
されるアンテナであり得る。伝送／受信要素３６は、ＷＬＡＮ、ＷＰＡＮ、セルラー等の
種々のネットワークならびにエアインターフェースをサポートし得る。ある実施形態では
、伝送／受信要素３６は、例えば、ＩＲ、ＵＶ、または可視光信号を伝送および／または
受信するように構成されるエミッタ／検出器であり得る。さらに別の実施形態では、伝送
／受信要素３６は、ＲＦおよび光信号の両方を伝送ならびに受信するように構成され得る
。伝送／受信要素３６は、無線または有線信号の任意の組み合わせを伝送および／または
受信するように構成され得ることが理解されるであろう。
【０１０６】
　加えて、伝送／受信要素３６は、単一の要素として図１１に描写されているが、ノード
３０は、任意の数の伝送／受信要素３６を含み得る。より具体的には、ノード３０は、Ｍ
ＩＭＯ技術を採用し得る。したがって、ある実施形態では、ノード３０は、無線信号を伝
送および受信するための２つ以上の伝送／受信要素３６（例えば、複数のアンテナ）を含
み得る。
【０１０７】
　送受信機３４は、伝送／受信要素３６によって伝送される信号を変調するように、およ
び伝送／受信要素３６によって受信される信号を復調するように構成され得る。上記のよ
うに、ノード３０は、マルチモード能力を有し得る。したがって、送受信機３４は、ノー
ド３０が、例えば、ＵＴＲＡおよびＩＥＥＥ８０２．１１等の複数のＲＡＴを介して通信
することを可能にするための複数の送受信機を含み得る。
【０１０８】
　プロセッサ３２は、非取り外し可能なメモリ４４および／または取り外し可能なメモリ
４６等の任意のタイプの好適なメモリから情報にアクセスし、その中にデータを記憶し得
る。例えば、プロセッサ３２は、前述のように、セッションコンテキストをそのメモリ内
に記憶し得る。非取り外し可能なメモリ４４は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読
み取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ハードディスク、または任意の他のタイプのメモリ記憶デ
バイスを含み得る。取り外し可能なメモリ４６は、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カー
ド、メモリスティック、セキュアデジタル（ＳＤ）メモリカード等を含み得る。他の実施
形態では、プロセッサ３２は、サーバまたはホームコンピュータ上等、ノード３０上に物
理的に位置しないメモリから情報にアクセスし、その中にデータを記憶し得る。プロセッ
サ３２は、ディスプレイまたはインジケータ４２上の照明パターン、画像、または色を制
御し、Ｍ２Ｍサービス層セッション移行または共有のステータスを反映させること、また
は、ユーザから入力を得ること、もしくはノードのセッション移行または共有能力もしく
は設定についての情報をユーザに表示することを行うように構成され得る。別の実施例で
は、ディスプレイは、セッション状態に関する情報を示し得る。本開示は、ｏｎｅＭ２Ｍ
実施形態でＲＥＳＴｆｕｌユーザ／アプリケーションＡＰＩを定義する。ディスプレイ上
に示され得る、グラフィカルユーザインターフェースは、ＡＰＩの上部に層化され、ユー
ザが、本明細書に説明される下層サービス層セッション機能性を介して、Ｅ２Ｅセッショ
ンまたはその移行もしくは共有を双方向に確立および管理することを可能にし得る。
【０１０９】
　プロセッサ３２は、電源４８から電力を受け取り得、ノード３０内の他の構成要素への
電力を分配および／または制御するように構成され得る。電源４８は、ノード３０に給電
するための任意の好適なデバイスであり得る。例えば、電源４８は、１つ以上の乾電池バ
ッテリ（例えば、ニッケルカドミウム（ＮｉＣｄ）、ニッケル亜鉛（ＮｉＺｎ）、ニッケ
ル水素（ＮｉＭＨ）、リチウムイオン（Ｌｉ－ｉｏｎ）等）、太陽電池、燃料電池等を含
み得る。
【０１１０】
　プロセッサ３２はまた、ノード３０の現在の場所に関する場所情報（例えば、経度およ
び緯度）を提供するように構成され得るＧＰＳチップセット５０に連結され得る。ノード
３０は、実施形態と一致したままで、任意の好適な場所決定方法を介して場所情報を獲得
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し得ることが理解されるであろう。
【０１１１】
　プロセッサ３２はさらに、追加の特徴、機能性、および／または有線もしくは無線接続
を提供する、１つ以上のソフトウェアおよび／またはハードウェアモジュールを含み得る
、他の周辺機器５２に連結され得る。例えば、周辺機器５２は、加速度計、ｅ－コンパス
、衛星送受信機、センサ、デジタルカメラ（写真またはビデオ用）、ユニバーサルシリア
ルバス（ＵＳＢ）ポート、振動デバイス、テレビ送受信機、ハンズフリーヘッドセット、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、周波数変調（ＦＭ）無線ユニット、デジタ
ル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュール、インターネット
ブラウザ等を含み得る。
【０１１２】
　図１２は、Ｍ２Ｍサーバ、ゲートウェイ、デバイス、または他のノード等、Ｍ２Ｍネッ
トワークの１つ以上のノードを実装するためにも使用され得る例示的コンピューティング
システム９０のブロック図である。コンピューティングシステム９０は、コンピュータま
たはサーバを備え得、主に、ソフトウェアの形態であり得るコンピュータ読み取り可能な
命令によって制御され得、どこでもまたはどのような手段を用いても、そのようなソフト
ウェアが記憶またはアクセスされる。コンピューティングシステム９０は、マッピングサ
ービス３０２、ユーザ機器１０４における論理エンティティ、データ収集および分析３１
４、エッジサーバ３０８および９０４、ＳＣ－ＡＰ１０６、Ｌ－ＧＷ１３０、ＳｅＧＷ１
０８、ＳＣ－ＧＷ１１２、Ｓ－ＧＷ１１４、Ｐ－ＧＷ１１６、ＨＳＳ１２２、ＭＭＥ１２
０、ＰＣＲＦ１２６、管理ポータル３１０、およびローカルマッピングサービス８０２等
の論理エンティティ、および、グラフィカルユーザインターフェース１００２および１０
０８等のグラフィカルインターフェースのための論理エンティティ等を実行するか、また
は含むことができる。コンピューティングシステム９０は、Ｍ２Ｍデバイス、ユーザ機器
、ゲートウェイ、ＵＥ／ＧＷ、または、例えば、モバイルコアネットワーク、サービス層
ネットワークアプリケーションプロバイダ、端末デバイス１８、もしくはＭ２Ｍゲートウ
ェイデバイス１４のノードを含む任意の他のノードであり得る。そのようなコンピュータ
読み取り可能な命令は、コンピューティングシステム９０を稼働させるように、中央処理
装置（ＣＰＵ）９１等のプロセッサ内で実行され得る。多くの既知のワーク基地局、サー
バ、およびパーソナルコンピュータでは、中央処理装置９１は、マイクロプロセッサと呼
ばれる単一チップＣＰＵによって実装される。他の機械では、中央処理装置９１は、複数
のプロセッサを備え得る。コプロセッサ８１は、追加の機能を果たすか、またはＣＰＵ９
１を支援する、主要ＣＰＵ９１とは明確に異なる、随意的なプロセッサである。ＣＰＵ９
１および／またはコプロセッサ８１は、セッション証明書の受信またはセッション証明書
に基づく認証等、Ｅ２Ｅ　Ｍ２Ｍサービス層セッションのための開示されるシステムおよ
び方法に関連するデータを受信、生成、ならびに処理し得る。
【０１１３】
　動作時、ＣＰＵ９１は、命令をフェッチ、復号、および実行し、コンピュータの主要デ
ータ転送パスであるシステムバス８０を介して、情報を他のリソースへ、およびそこから
転送する。そのようなシステムバスは、コンピューティングシステム９０内の構成要素を
接続し、データ交換のための媒体を定義する。システムバス８０は、典型的には、データ
を送信するためのデータラインと、アドレスを送信するためのアドレスラインと、割り込
みを送信するため、およびシステムバスを動作するための制御ラインとを含む。そのよう
なシステムバス８０の実施例は、ＰＣＩ（周辺構成要素相互接続）バスである。
【０１１４】
　システムバス８０に連結されるメモリは、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）８２と、
読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）９３とを含む。そのようなメモリは、情報が記憶され、読
み出されることを可能にする回路を含む。ＲＯＭ９３は、概して、容易に修正され得ない
、記憶されたデータを含む。ＲＡＭ８２内に記憶されたデータは、ＣＰＵ９１または他の
ハードウェアデバイスによって読み取られるか、または変更され得る。ＲＡＭ８２および



(26) JP 6434055 B2 2018.12.5

10

20

30

40

50

／またはＲＯＭ９３へのアクセスは、メモリコントローラ９２によって制御され得る。メ
モリコントローラ９２は、命令が実行されると、仮想アドレスを物理的アドレスに変換す
るアドレス変換機能を提供し得る。メモリコントローラ９２はまた、システム内のプロセ
スを隔離し、ユーザプロセスからシステムプロセスを隔離する、メモリ保護機能を提供し
得る。したがって、第１のモードで作動するプログラムは、その独自のプロセス仮想アド
レス空間によってマップされるメモリのみにアクセスすることができ、プロセス間のメモ
リ共有が設定されていない限り、別のプロセスの仮想アドレス空間内のメモリにアクセス
することはできない。
【０１１５】
　加えて、コンピューティングシステム９０は、ＣＰＵ９１からプリンタ９４、キーボー
ド８４、マウス９５、およびディスクドライブ８５等の周辺機器に命令を伝達する責任が
ある、周辺機器コントローラ８３を含み得る。
【０１１６】
　ディスプレイコントローラ９６によって制御されるディスプレイ８６は、コンピューテ
ィングシステム９０によって生成される視覚出力を表示するために使用される。そのよう
な視覚出力は、テキスト、グラフィックス、動画グラフィックス、およびビデオを含み得
る。ディスプレイ８６は、ＣＲＴベースのビデオディスプレイ、ＬＣＤベースのフラット
パネルディスプレイ、ガスプラズマベースのフラットパネルディスプレイ、またはタッチ
パネルを伴って実装され得る。ディスプレイコントローラ９６は、ディスプレイ８６に送
信されるビデオ信号を生成するために要求される、電子構成要素を含む。
【０１１７】
　さらに、コンピューティングシステム９０は、例えば、外部通信ネットワークにコンピ
ューティングシステム９０を接続するために使用され得る、ネットワークアダプタ９７等
の通信回路を含み、コンピューティングシステム９０が、ネットワークの他のノードと通
信することを可能にし得る。
【０１１８】
　本明細書で説明されるシステム、方法、およびプロセスのうちのいずれかまたは全ては
、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体上に記憶されたコンピュータ実行可能命令（すな
わち、プログラムコード）の形態で具現化され得、その命令は、例えば、Ｍ２Ｍサーバ、
ゲートウェイ、デバイス等を含むＭ２Ｍネットワークのノード等の機械によって実行され
ると、本明細書に説明されるシステム、方法、およびプロセスを行うならびに／または実
装することが理解される。具体的には、ゲートウェイ、ＵＥ、ＵＥ／ＧＷ、またはモバイ
ルコアネットワーク、サービス層、もしくはネットワークアプリケーションプロバイダの
ノードのうちのいずれかの動作を含む、前述の説明されるステップ、動作、または機能の
うちのいずれかは、そのようなコンピュータ実行可能命令の形態で実装され得る。マッピ
ングサービス３０２、ユーザ機器１０４における論理エンティティ、データ収集および分
析３１４、エッジサーバ３０８および９０４、ＳＣ－ＡＰ１０６、Ｌ－ＧＷ１３０、Ｓｅ
ＧＷ１０８、ＳＣ－ＧＷ１１２、Ｓ－ＧＷ１１４、Ｐ－ＧＷ１１６、ＨＳＳ１２２、ＭＭ
Ｅ１２０、ＰＣＲＦ１２６、管理ポータル３１０、およびローカルマッピングサービス８
０２等の論理エンティティ、および、グラフィカルユーザインターフェース１００２およ
び１００８等のグラフィカルインターフェースのための論理エンティティ等は、コンピュ
ータ読み取り可能な記憶媒体上に記憶されるコンピュータ実行可能命令の形態で具現化さ
れ得る。コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、情報の記憶のための任意の非一過性（
すなわち、有形または物理的）方法または技術で実装される、揮発性および不揮発性、取
り外し可能なおよび非取り外し可能な媒体の両方を含むが、そのようなコンピュータ読み
取り可能な記憶媒体は、信号を含まない。コンピュータ読み取り可能な記憶媒体は、ＲＡ
Ｍ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリもしくは他のメモリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、
デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）もしくは他の光学ディスク記憶装置、磁気カセット、
磁気テープ、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶デバイス、または所望の情報を
記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の有形ま
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たは物理的媒体を含むが、それらに限定されない。
【０１１９】
　図に図示されるような本開示の主題の好ましい実施形態を説明する際に、明確にするた
めに、具体的用語が採用される。しかしながら、請求される主題は、そのように選択され
た具体的用語に限定されることを意図しておらず、各具体的要素は、類似目的を達成する
ように同様に動作する、全ての技術的均等物を含むことを理解されたい。
【０１２０】
　本明細書は、最良の様態を含む、本発明を開示するために、また、当業者が、任意のデ
バイスまたはシステムを作製して使用することと、任意の組み込まれた方法を行うことと
を含む、本発明を実践することを可能にするために、実施例を使用する。本発明の特許性
のある範囲は、請求項によって定義され、当業者に想起される他の実施例を含み得る。そ
のような他の実施例は、請求項の文字通りの言葉とは異ならない要素を有する場合に、ま
たは請求項の文字通りの言葉とのごくわずかな差異を伴う同等の要素を含む場合に、請求
項の範囲内であることを意図している。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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