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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ装置（ＵＥ）グループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの最大数および前記
ＵＥグループの最大アクセス速度のうちの少なくとも１つを備える前記ＵＥグループの輻
輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報をゲートウェイデバイスによって
知ること、および
　前記ＵＥグループの前記輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーが達せられるまた
は超えられる場合に、前記ＵＥグループ内のＵＥのセッション管理要求メッセージを前記
ゲートウェイデバイスによって拒絶すること、
　を備え、
　前記ＵＥグループ内の前記ＵＥの前記セッション管理要求メッセージを拒絶することは
、
　第１の時間指示情報を保持するセッション管理拒絶メッセージを移動度管理要素に送信
することであり、
　前記第１の時間指示情報は前記第１の時間指示情報によって指示された時間範囲内に前
記ＵＥグループ内の前記ＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶するように前記移動度管理
要素に命令するために使用される、
　輻輳／過負荷制御方法。
【請求項２】
　前記ＵＥグループの前記ベアラーまたはＰＤＰコンテキストの数が前記ＵＥグループの
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前記ベアラーまたはＰＤＰコンテキストの最大数に達するまたは最大数を超える場合に、
前記ＵＥグループ内の前記ＵＥの前記セッション管理要求メッセージは拒絶され、
　前記ＵＥグループのアクセス速度が前記ＵＥグループの最大アクセス速度に達するまた
はこれを超える場合に、前記ＵＥグループ内の前記ＵＥの前記セッション管理要求メッセ
ージは拒絶される、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＵＥグループの前記輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する前記情報
を前記ゲートウェイデバイスによって前記知ることは、
　構成情報から前記ＵＥグループの前記輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関
する前記情報を移動度管理要素によって知り、そしてセッション管理メッセージを介して
前記ＵＥグループの前記輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する前記情報を
前記ゲートウェイデバイスに通知すること、または
　加入プロファイルリポジトリから前記ＵＥグループの前記輻輳／過負荷制御パラメータ
またはポリシーに関する前記情報を前記移動度管理要素によって知り、そしてセッション
管理メッセージを介して前記ＵＥグループの前記輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリ
シーに関する前記情報を前記ゲートウェイデバイスに通知すること、または
　ＵＥコンテキストから前記ＵＥグループの前記輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリ
シーに関する前記情報を前記移動度管理要素によって知り、そしてセッション管理メッセ
ージを介して前記ＵＥグループの前記輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関す
る前記情報を前記ゲートウェイデバイスに通知すること、または
　前記ゲートウェイデバイスの構成情報から前記ＵＥグループの前記輻輳／過負荷制御パ
ラメータまたはポリシーに関する前記情報を前記ゲートウェイデバイスによって知ること
、または
　データベースから前記ＵＥグループの前記輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシー
に関する前記情報を前記ゲートウェイデバイスによって知ること、を備える、請求項１ま
たは２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ゲートウェイデバイスの前記構成情報は前記ＵＥグループのグループＩＤにしたが
って構成された前記ＵＥグループの前記輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関
する前記情報であり、および
　前記ゲートウェイデバイスの前記構成情報から前記ＵＥグループの前記輻輳／過負荷制
御パラメータまたはポリシーに関する前記情報を前記ゲートウェイデバイスによって前記
知ることは、
　前記ＵＥグループの前記グループＩＤを保持する前記ＵＥのセッション管理要求を前記
ゲートウェイデバイスによって受信すること、および
　前記ゲートウェイデバイス上で構成された前記ＵＥグループの前記輻輳／過負荷制御パ
ラメータまたはポリシーに関する前記情報を前記ＵＥグループの前記グループＩＤにした
がって前記ゲートウェイデバイスによって問合せを行うこと、を備える、請求項３に記載
の方法。
【請求項５】
　前記ＵＥグループ内の前記ＵＥの前記セッション管理要求メッセージを前記拒絶するこ
とは、セッション管理拒絶メッセージを移動度管理要素に送信することであり、
　前記セッション管理拒絶メッセージを受信した後に第２の時間指示情報を前記移動度管
理要素によって前記ＵＥに送信することを更に備えており、
　第２の時間指示情報は前記第２の時間指示情報によって指示された時間範囲内にアクセ
ス要求メッセージを送信しないように前記ＵＥグループ内の前記ＵＥに命令するために使
用される、または
　前記第２の時間指示情報は前記第２の時間指示情報によって指示された前記時間範囲を
過ぎてアクセス要求メッセージを送信するように前記ＵＥグループ内の前記ＵＥに命令す
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るために使用される、請求項１または４に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の時間指示情報は、
　前記ゲートウェイデバイスによって送信された前記セッション管理拒絶メッセージ内の
第１の時間指示情報である、または
　前記ゲートウェイデバイスによって送信された前記セッション管理拒絶メッセージ内の
前記第１の時間指示情報にしたがって前記移動度管理要素によって生成される、または
　構成された第２の時間指示情報にしたがって前記移動度管理要素によって生成される、
請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ゲートウェイデバイスによって送信された前記セッション管理拒絶メッセージ内の
前記第１の時間指示情報にしたがって前記移動度管理要素によって前記生成することは、
　前記ゲートウェイデバイスによって送信された前記第１の時間指示情報から前記ＵＥに
よって送信されたアクセス要求を受信した時点を前記移動度管理要素によって差し引き、
そして得られた結果を前記第２の時間指示情報の値として使用することを備える、請求項
６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ＵＥグループ内の前記ＵＥの前記セッション管理要求メッセージを前記拒絶するこ
とは、前記ＵＥグループの前記ベアラーまたはＰＤＰコンテキストの数が前記ＵＥグルー
プの前記ベアラーまたはＰＤＰコンテキストの最大数に達するまたは最大数を超えること
を許されているかどうか、または前記ＵＥグループのアクセス速度数が前記ＵＥグループ
の最大アクセス速度に達するまたはこれを超えることを許されているかどうかを示すため
に使用される指示情報にしたがって前記ＵＥまたは前記ＵＥグループ内の前記ＵＥの前記
セッション管理要求メッセージを拒絶することを備えており、
　前記指示情報は前記ゲートウェイデバイス上で構成される、または
移動度管理要素は加入データから前記指示情報を知り、そしてセッション管理メッセージ
を介して前記指示情報を前記ゲートウェイデバイスに通知する、請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　ユーザ装置（ＵＥ）グループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの最大数および前記
ＵＥグループの最大アクセス速度のうちの少なくとも１つを備える前記ＵＥグループの輻
輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報を知ることに適応した学習モジュ
ールと、
　前記ＵＥグループの前記輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーが達せられるまた
は超えられる場合に、前記ＵＥグループ内のＵＥのセッション管理要求メッセージを拒絶
することに適応した制御モジュールと、
　を備え、
　前記ＵＥグループ内の前記ＵＥの前記セッション管理要求メッセージを拒絶することは
、
　前記制御モジュールが、第１の時間指示情報を保持するセッション管理拒絶メッセージ
を移動度管理要素に送信することを含み、
　前記第１の時間指示情報は前記第１の時間指示情報によって指示された時間範囲内に前
記ＵＥグループ内の前記ＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶するように前記移動度管理
要素に命令するために使用される、
　ゲートウェイデバイス。
【請求項１０】
　前記制御モジュールは、
　前記ＵＥグループの前記ベアラーまたはＰＤＰコンテキストの数が前記ＵＥグループの
前記ベアラーまたはＰＤＰコンテキストの最大数に達するまたは最大数を超える場合に、
前記ＵＥグループ内の前記ＵＥの前記セッション管理要求メッセージを拒絶し、
　前記ＵＥグループのアクセス速度が前記ＵＥグループの最大アクセス速度に達するまた
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はこれを超える場合に、前記ＵＥグループ内の前記ＵＥの前記セッション管理要求メッセ
ージを拒絶する、
　ことに適応している、請求項９に記載のゲートウェイデバイス。
【請求項１１】
　前記学習モジュールは、
　構成情報から移動度管理要素によって知られる前記ＵＥグループの前記輻輳／過負荷制
御パラメータまたはポリシーに関する前記情報を前記移動度管理要素からセッション管理
メッセージ介して知ること、または
　加入プロファイルリポジトリから前記移動度管理要素によって知られる前記ＵＥグルー
プの前記輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する前記情報を前記移動度管理
要素からセッション管理メッセージを介して知ること、または
　ＵＥコンテキストから前記移動度管理要素によって知られる前記ＵＥグループの前記輻
輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する前記情報を前記移動度管理要素からセ
ッション管理メッセージを介して知ること、または
　前記ゲートウェイデバイスの構成情報から前記ＵＥグループの前記輻輳／過負荷制御パ
ラメータまたはポリシーに関する前記情報を知ること、または
　データベースから前記ＵＥグループの前記輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシー
に関する前記情報を知ること、に適応している、請求項９～１０いずれか一項に記載のゲ
ートウェイデバイス。
【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、特に輻輳負荷制御方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　多数のユーザ装置（ユーザ装置、ＵＥ）を有する機械型通信（Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｙｐ
ｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）（機械型通信、ＭＴＣ）アプリケーションでは、複
数のＵＥ（ＭＴＣアプリケーションのＵＥ）は以下グループまたはＵＥグループと呼ばれ
る全体を構成し得る。よって、ネットワーク運用者またはＭＴＣユーザはこのグループを
全体として管理し制御し得る。多数のこのようなＵＥがネットワークにアクセスするとき
移動度管理要素は輻輳／過負荷状態になる可能性があり、そのために輻輳／過負荷制御が
実行される。移動度管理要素はＵＥのグループに関して１つまたは数個のゲートウェイデ
バイスを選択し得る。すなわち同じグループ内の異なるＵＥは異なる移動度管理要素を介
して１つまたは数個のゲートウェイデバイスに接続され得る。したがって移動度管理要素
は、ネットワークにおけるグループ内のＵＥの接続性要求を１つまたは数個のゲートウェ
イデバイスに集中させ得る。移動度管理要素が輻輳／過負荷状態にない場合でも、ゲート
ウェイデバイスは多数の信号伝達の影響下で輻輳／過負荷状態になる可能性がある。
【０００３】
　本発明を実現する過程で、本発明者は従来技術に少なくとも下記の問題を見出している
。
【０００４】
　移動度管理要素は、それ自身の状態情報だけにしたがってＵＥのアクセスを制御するた
めに輻輳／過負荷制御を実行し得るが、ゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にある
かどうかを知ることはできない。したがって移動度管理要素は、輻輳／過負荷制御を実行
できない。その結果、後続のＵＥによって開始された接続性要求はゲートウェイデバイス
に影響を与え、ゲートウェイデバイスの輻輳／過負荷はより深刻になる可能性がある。そ
の結果、ゲートウェイデバイスは正常に機能することができない。
【０００５】
　更に、移動度管理要素が輻輳／過負荷状態にある場合、移動度管理要素は輻輳／過負荷
制御を実行するようにアクセスネットワーク要素に通知し、そしてこのアクセスネットワ
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ーク要素は輻輳／過負荷制御を実行するときにＵＥを区別しない。機械間（Ｍａｃｈｉｎ
ｅ　ｔｏ　Ｍａｃｈｉｎｅ）（機械間、Ｍ２Ｍ）アプリケーションでは、多数のＭＴＣユ
ーザが存在するので異なるＭＴＣユーザのＭ２Ｍアプリケーションのサービス特性は異な
る。したがってある幾人かの特定のＭＴＣユーザのＭ２Ｍアプリケーションはネットワー
クの輻輳／過負荷を引き起こす、例えばある幾人かのＭＴＣユーザのＵＥは頻繁にネット
ワークへのアクセスを開始するか、またはネットワークへの処置を切り離し、ネットワー
クの輻輳または過負荷という結果を引き起こす。ネットワークデバイスがゲートウェイデ
バイスに対して輻輳／過負荷制御を実行できる場合でも、ネットワークデバイスはゲート
ウェイデバイスの輻輳／過負荷を引き起こすＵＥを区別して制御することができず、それ
によって輻輳／過負荷制御の効率を低下させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の実施形態は、ゲートウェイデバイスに対して輻輳／過負荷制御を実行し、ゲー
トウェイデバイス上で多数のＵＥによって引き起こされる輻輳／過負荷を防止し、そして
輻輳／過負荷制御の効率を改善することのできる輻輳／過負荷制御方法および装置を提供
する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態は、
　ＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関する情報をゲートウェイ
デバイスによって知ること、および
　上記ＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムを過ぎて上記ＵＥまたは
上記ＵＥグループ内のＵＥのセッション管理要求メッセージを上記ゲートウェイデバイス
によって拒絶または廃棄すること、または
　上記ＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムを過ぎて上記ＵＥまたは
上記ＵＥグループ内の上記ＵＥのデータを上記ゲートウェイデバイスによって廃棄するこ
と、を含む輻輳／過負荷制御方法を提供する。
【０００８】
　本発明の一実施形態は、
　ＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報をゲートウェ
イデバイスによって知ること、および
　上記ＵＥグループの上記輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーが達せられる、ま
たは超えられる場合には、
　上記ＵＥグループ内のＵＥのセッション管理要求メッセージを上記ゲートウェイデバイ
スによって拒絶または廃棄すること、または
　上記ＵＥグループ内の上記ＵＥのデータを上記ゲートウェイデバイスによって廃棄する
こと、または
　上記ＵＥグループ内の上記ＵＥのベアラーまたはＰＤＰコンテキストを上記ゲートウェ
イデバイスによって削除すること、または
　上記ＵＥグループの上記輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーを超えるデータを
上記ゲートウェイデバイスによって廃棄すること、または
　上記ゲートウェイデバイスによって上記ＵＥグループの上記輻輳／過負荷制御パラメー
タまたはポリシーを超えるデータに関して料金請求すること、を含むもう１つの輻輳／過
負荷制御方法を提供する。
【０００９】
　本発明の一実施形態は、
　ゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあることまたはアプリケーションサーバが
機能不全／輻輳／過負荷／到達不能／誤動作状態にあることを示す、ゲートウェイデバイ
スによって送信された指示メッセージを受信すること、および
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　上記ゲートウェイデバイスにアクセスするＵＥに関して他のゲートウェイデバイスを選
択すること、または
　上記ゲートウェイデバイスまたは上記アプリケーションサーバによってサービス提供さ
れるＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶または廃棄すること、または
　上記ゲートウェイデバイスまたは上記アプリケーションサーバ上でＵＥを切り離すこと
、または
　上記ゲートウェイデバイスまたは上記アプリケーションサーバ上でＵＥのベアラーを削
除すること、を含む更にもう１つの輻輳／過負荷制御方法を提供する。
【００１０】
　本発明の一実施形態は、
　ＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関する情報を知ることに適
応した学習モジュールと、
　上記ＵＥまたはＵＥグループの上記ネットワーク・アクセスタイムを過ぎて、上記ＵＥ
または上記ＵＥグループ内のＵＥのセッション管理要求メッセージを拒絶または廃棄する
ことに、または上記ＵＥまたは上記ＵＥグループ内のＵＥのデータを廃棄することに適応
した制御モジュールと、を含むゲートウェイデバイスを提供する。
【００１１】
　本発明の一実施形態は、
　ＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報を知ることに
適応した学習モジュールと、
　上記ＵＥグループの上記輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーが達せられる、ま
たは超えられる場合に、上記ＵＥグループ内のＵＥのセッション管理要求メッセージを拒
絶または廃棄すること、または上記ＵＥグループ内の上記ＵＥのデータを廃棄すること、
または上記ＵＥグループ内の上記ＵＥのベアラーまたはＰＤＰコンテキストを削除するこ
と、または上記ＵＥグループの上記輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーを超える
データを廃棄すること、または上記ＵＥグループの上記輻輳／過負荷制御パラメータまた
はポリシーを超えるデータに関して料金請求すること、に適応した制御モジュールと、を
含むもう１つのゲートウェイデバイスを提供する。
【００１２】
　本発明の一実施形態は、
　移動度管理要素がゲートウェイデバイスにアクセスするＵＥに関して他のゲートウェイ
デバイスを選択するように、または上記ゲートウェイデバイスまたはアプリケーションサ
ーバによってサービス提供されるＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶または廃棄するよ
うに、または上記ゲートウェイデバイスまたはアプリケーションサーバ上でＵＥを切り離
すように、または上記ゲートウェイデバイスまたはアプリケーションサーバ上で上記ＵＥ
のベアラーを削除するように、ゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあることまた
はアプリケーションサーバが機能不全／輻輳／過負荷／到達不能／誤動作状態にあること
を示す指示メッセージを移動度管理要素に送信することに適応した送信モジュールを含む
更にもう１つのゲートウェイデバイスを提供する。
【００１３】
　本発明の一実施形態は、
　ゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあることまたはアプリケーションサーバが
機能不全／輻輳／過負荷／到達不能／誤動作状態にあることを示す、上記ゲートウェイデ
バイスによって送信された指示メッセージを受信することに適応した受信モジュールと、
上記ゲートウェイデバイスにアクセスするＵＥに関して他のゲートウェイデバイスを選択
すること、または上記ゲートウェイデバイスまたは上記アプリケーションサーバによって
サービス提供されるＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶または廃棄すること、または上
記ゲートウェイデバイスまたは上記アプリケーションサーバ上でＵＥを切り離すこと、ま
たは上記ゲートウェイデバイスまたは上記アプリケーションサーバ上でＵＥのベアラーを
削除すること、に適応した制御モジュールと、を含む移動度管理要素を提供する。
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【００１４】
　上記の技法的ソリューションから分かるように、本発明のこれらの実施形態の輻輳／過
負荷制御方法を使用することによって、ゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にある
ときゲートウェイデバイスはＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに
関する知られた情報にしたがって、またはＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータま
たはポリシーに関する知られた情報にしたがってＵＥグループ内のＵＥに対して異なるよ
うに輻輳／過負荷制御を実行できるので、輻輳／過負荷制御はゲートウェイデバイスに対
して実行可能であり、ゲートウェイデバイス上で多数のＵＥによって引き起こされる輻輳
／過負荷は防止され、そして輻輳／過負荷制御の効率は改善される。
【００１５】
　本発明の実施形態におけるまたは従来技術における技法的ソリューションをより明確に
説明するために、下記はこれらの実施形態または従来技術の説明において必要とされる添
付図面を概説している。明らかに、添付図面は本発明のほんの幾つかの例示的実施形態を
図示しているだけであり、当分野に通常のスキルを有する人々は独創的努力をせずに添付
図面から他の図面を導き出すことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の第１の実施形態による輻輳／過負荷制御方法の概略流れ図である。
【図２】本発明の第２の実施形態による輻輳／過負荷制御方法の概略流れ図である。
【図３】本発明の第３の実施形態によるもう１つの輻輳／過負荷制御方法の概略流れ図で
ある。
【図４】本発明の第４の実施形態によるもう１つの輻輳／過負荷制御方法の概略流れ図で
ある。
【図５】本発明の第５の実施形態による更にもう１つの輻輳／過負荷制御方法の概略流れ
図である。
【図６】本発明の第６の実施形態による更にもう１つの輻輳／過負荷制御方法の概略流れ
図である。
【図７】本発明の第７の実施形態によるゲートウェイデバイスの概略構造図である。
【図８】本発明の第８の実施形態によるもう１つのゲートウェイデバイスの概略構造図で
ある。
【図９】本発明の第９の実施形態による更にもう１つのゲートウェイデバイスの概略構造
図である。
【図１０】本発明の第１０の実施形態による更にもう１つのゲートウェイデバイスの概略
構造図である。
【図１１】本発明の第１１の実施形態による移動度管理要素の概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の実施形態において提供された技法的ソリューションは添付図面を参照しながら
下記に明確にまた完全に説明される。明らかに、これらの実施形態は本発明の単に例示的
な実施形態であり、本発明はこのような実施形態に限定されない。当分野に精通する人々
が本発明の実施形態に基づいて取得する他の実施形態も本発明の範囲内に入る。
【００１８】
　図１は本発明の第１の実施形態による輻輳／過負荷制御方法の概略流れ図である。この
実施形態におけるＵＥは時間で制御されるＵＥであり、特にこのＵＥは定義された（認可
された、または設定された）時間内でだけサービスを開始することができる。図１に示さ
れているように、この実施形態の輻輳／過負荷制御方法は下記のステップを含み得る。
【００１９】
　ステップ１０１：ゲートウェイデバイスはＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・ア
クセスタイム（例えば、認可された／許可されたアクセス許諾期間）に関する情報を知る
。
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【００２０】
　ステップ１０２：ゲートウェイデバイスはＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・ア
クセスタイムを過ぎてＵＥグループ内のＵＥのセッション管理要求メッセージを拒絶また
は廃棄する、または
　ゲートウェイデバイスはＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムを過
ぎてＵＥグループ内のＵＥのデータを廃棄する。
【００２１】
　この実施形態で提供された輻輳／過負荷制御方法を使用することによって、ゲートウェ
イデバイスが輻輳／過負荷状態にあるときゲートウェイデバイスはＵＥまたはＵＥグルー
プのネットワーク・アクセスタイムに関する知られた情報にしたがってＵＥグループ内の
ＵＥに対して異なるように輻輳／過負荷制御を実行し得るので、輻輳／過負荷制御はゲー
トウェイデバイスに対して実行可能であり、ゲートウェイデバイス上で多数のＵＥによっ
て引き起こされる輻輳／過負荷は防止され、そして輻輳／過負荷制御の効率は改善される
。
【００２２】
　この実施形態のステップ１０１で、ゲートウェイデバイスは下記のモードでＵＥまたは
ＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関する情報を知り得る。
【００２３】
　Ａ．移動度管理要素からＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関
する情報を知る。
【００２４】
　特に、ＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関する情報を知った
後に移動度管理要素はこの時間情報をセッション管理メッセージ、例えば（クリエイト）
ＰＤＰコンテキスト生成要求メッセージまたはセッション生成要求メッセージを介してゲ
ートウェイデバイスに送信し得る。移動度管理要素は下記のモードで時間情報を知り得る
。
【００２５】
　ａ．加入プロファイルリポジトリからＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセ
スタイムに関する情報を知る。
【００２６】
　ＵＥによって送信されたアクセス要求メッセージを受信した後に、移動度管理要素はホ
ーム位置レジスタ（ホーム位置レジスタ、ＨＬＲ）またはホーム加入者サーバ（ホーム加
入者サーバ、ＨＳＳ）といった加入プロファイルリポジトリからＵＥまたはＵＥグループ
の加入データを知る可能性があり、この加入データはＵＥのネットワーク・アクセスタイ
ムに関する情報またはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関する情報を含む
。この特定のモードは、移動度管理要素が更新位置要求メッセージを加入プロファイルリ
ポジトリに送信すること、更新位置要求メッセージを受信した後に加入プロファイルリポ
ジトリが更新位置肯定応答メッセージを介して加入データ内のＵＥまたはＵＥグループの
ネットワーク・アクセスタイムに関する情報を移動度管理要素に返送すること、であり得
る。
【００２７】
　アクセス要求メッセージは、添付要求メッセージ、経路指定領域更新要求メッセージ、
追跡領域更新要求メッセージ、サービス要求メッセージ、パケットデータ・ネットワーク
（ＰＤＮ）接続性要求メッセージ、またはＰＤＰコンテキスト活性化要求メッセージであ
り得る。
【００２８】
　ｂ．ＵＥコンテキストからＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに
関する情報を知る。
【００２９】
　特に、ＵＥコンテキストが移動度管理要素に記憶されている場合には、移動度管理要素
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もＵＥコンテキストからＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関す
る情報を知り得る。
【００３０】
　ｃ．構成情報からＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関する情
報を知る。
【００３１】
　移動度管理要素は、ＵＥグループのＩＤ（グループＩＤと呼ばれる）にしたがってＵＥ
またはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関する情報を構成し、この構成情
報からＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関する情報を知り得る
。グループＩＤはグループを識別するために使用され、グループはＵＥグループ、機械間
（機械間、Ｍ２Ｍ）ＭＴＣユーザ、Ｍ２Ｍアプリケーション加入者（ＭＴＣ加入者または
ＭＴＣサーバ）、または複数のデバイスからなる他のグループである可能性があり、この
ことはこの実施形態に限定されない。上記のグループＩＤは、ＵＥグループＩＤ、または
グループ内の複数のＵＥによって共有されるＩＤ、例えば国際移動加入者識別番号（国際
移動加入者識別番号、ＩＭＳＩ）、移動局国際統合サービス・ディジタルネットワーク番
号（移動局国際統合サービス・ディジタルネットワーク番号、ＭＳＩＳＤＮ）、または国
際移動装置識別（国際移動装置識別、ＩＭＥＩ）である可能性があり、あるいはＩＭＳＩ
セグメントまたはＭＳＩＳＤＮセグメントである可能性もあり、あるいはあるグループを
指すことができる他のＩＤ、例えばアクセスポイント名（アクセスポイント名、ＡＰＮ）
である可能性もある。この実施形態はグループＩＤの形を限定しない。
【００３２】
　Ｂ．構成情報からＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関する情
報を知る。
【００３３】
　ゲートウェイデバイスは、ＵＥグループのＩＤ（グループＩＤと呼ばれる）にしたがっ
てＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関する情報を構成し、構成
情報からＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関する情報を知る可
能性がある。特に、ゲートウェイデバイスは移動度管理要素によって送信されたセッショ
ン管理メッセージ、例えばＰＤＰコンテキスト生成要求メッセージまたはセッション生成
要求メッセージを介してＵＥ　ＩＤまたはＵＥグループＩＤを知り、そしてＵＥ　ＩＤま
たはＵＥグループＩＤにしたがって構成情報からＵＥまたはＵＥグループのネットワーク
・アクセスタイムに関する情報を知る可能性がある。
【００３４】
　Ｃ．データベースからＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関す
る情報を知る。
【００３５】
　特に、ゲートウェイデバイスは移動度管理要素によって送信されたセッション管理メッ
セージ、例えばＰＤＰコンテキスト生成要求メッセージまたはセッション生成要求メッセ
ージを介してＵＥ　ＩＤまたはＵＥグループＩＤを知り、そしてＵＥ　ＩＤまたはＵＥグ
ループＩＤにしたがってＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関す
る情報について認証、認可および会計（認証、認可および会計、ＡＡＡ）サーバといった
データベースに問合せを行う可能性がある。
【００３６】
　この実施形態のステップ１０２で、輻輳／過負荷状態のゲートウェイデバイスは習得し
たＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関する情報にしたがって下
記のモードで輻輳／過負荷制御を実行し得る。
【００３７】
　Ａ．ＵＥのネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥのセッション管理要求メッセー
ジを拒絶または廃棄する。
【００３８】
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　特に、ゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態であるときＵＥのネットワーク・アク
セスタイムを過ぎている場合（例えばＵＥのネットワーク・アクセスタイムに関する情報
によって識別される時間範囲を過ぎている場合）、ゲートウェイデバイスはＵＥに関して
移動度管理要素によって送信されたセッション管理要求メッセージ、例えばＰＤＰコンテ
キスト生成要求メッセージ、セッション生成要求メッセージまたはベアラー修正要求メッ
セージを受信し、ゲートウェイデバイスはこのセッション管理要求メッセージを拒絶また
は廃棄する。所望によりゲートウェイデバイスは、ＵＥのネットワーク・アクセスタイム
を過ぎてＵＥのセッション管理要求を受け入れることを可能にするかどうかを示す指示情
報にしたがってセッション管理要求メッセージを受け入れ、または拒絶、または廃棄して
もよい。例えば、ＵＥのセッション管理要求がＵＥのネットワーク・アクセスタイムを過
ぎて受け入れられることを許されていないことを指示情報が示す場合には、ゲートウェイ
デバイスはＵＥのネットワーク・アクセスタイムを過ぎたＵＥのセッション管理要求メッ
セージを拒絶または廃棄する。
【００３９】
　ＵＥのネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥのセッション管理要求を受け入れる
ことを可能にするかどうかを示す指示情報はゲートウェイデバイス上で構成され得る。例
えば、移動度管理要素によって送信されたセッション管理要求メッセージを受信した後に
、ゲートウェイデバイスはセッション管理要求メッセージ内のＵＥ　ＩＤにしたがって構
成情報に問合せを行い、ＵＥのネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥのセッション
管理要求を受け入れることを可能にするかどうかを示す指示情報を知る。代替として、Ｕ
Ｅのネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥのセッション管理要求を受け入れること
を可能にするかどうかを示す指示情報は加入データ内で定義され得る。例えば、移動度管
理要素はＵＥのネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥのセッション管理要求を受け
入れることを可能にするかどうかを示す指示情報を加入データから知り、それからセッシ
ョン管理要求メッセージを介して、ＵＥのネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥの
セッション管理要求を受け入れることを可能にするかどうかを示す指示情報をゲートウェ
イデバイスに送信する。
【００４０】
　所望により、ゲートウェイデバイスは移動度管理要素に返送されたセッション管理拒絶
メッセージ内の時間指示情報（第１の時間指示情報と呼ばれる）（バックオフタイム）（
例えば持続時間または時点）および／または原因値を保持してもよい。第１の時間指示情
報および／または原因値を受信した後に移動度管理要素は下記の処理を実行し得る。
【００４１】
　移動度管理要素は第１の時間指示情報および／または原因値をＵＥに送信する（例えば
移動度管理要素はアクセス要求拒絶メッセージを介して第１の時間指示情報および／また
は原因値をＵＥに送信する）。または
【００４２】
　２．移動度管理要素は受信された第１の時間指示情報および／または原因値にしたがっ
て時間指示情報（第２の時間指示情報と呼ばれる）および／または原因値情報を生成し、
この生成された第２の時間指示情報および／または原因値情報をＵＥに送信する。例えば
、ゲートウェイデバイスによって送信された第１の時間指示情報を知った後に、移動度管
理要素はＵＥによって送信されたアクセス要求を受信し、第１の時間指示情報からＵＥに
よって送信されたアクセス要求受信した時間を差し引き、そして得られた結果を第２の時
間指示情報の値として使用する。または
【００４３】
　３．移動度管理要素は第１の時間指示情報および／または原因値にしたがってアクセス
制御を実行する（例えばＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶または廃棄する）。特に、
第１の時間指示情報は第１の時間指示情報によって指示された時間範囲内に（例えば第１
の時間指示情報が満了する前に）ＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶または廃棄するよ
うに移動度管理要素に命令するために使用され得る、または第１の時間指示情報は第１の
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時間指示情報によって指示された時間範囲を過ぎて（例えば第１の時間指示情報が満了し
た後に）ＵＥのアクセス要求メッセージを受け入れるように移動度管理要素に命令するた
めに使用され得る、原因値はゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあることを移動
度管理要素に通知するために使用され得る。または
【００４４】
　４．移動度管理要素は第１の時間指示情報および／または原因値（３で説明された）に
したがってアクセス制御を実行し、第１の時間指示情報および／または原因値をＵＥに送
信する（例えば移動度管理要素はアクセス要求拒絶メッセージを介して第１の時間指示情
報および／または原因値をＵＥに送信する）。
【００４５】
　更に、ゲートウェイデバイスのセッション拒絶要求メッセージを受信した後に、移動度
管理要素は第２の時間指示情報および／または原因値情報を生成し（用意し）、そして第
２の時間指示情報および／または原因値情報をＵＥに送信する（例えば移動度管理要素は
アクセス要求拒絶メッセージを介して第２の時間指示情報および／または原因値情報をＵ
Ｅに送信する）。例えば、移動度管理要素は構成情報（移動度管理要素上で構成された第
２の時間指示情報の値）にしたがって第２の時間指示情報および／または原因値情報を生
成する。
【００４６】
　移動度管理要素によってＵＥに送信された第２の時間指示情報はアクセス要求を頻繁に
または直ちに開始しないようにＵＥに命令するために使用される。特に、第２の時間指示
情報は第２の時間指示情報によって示された時間範囲内に（例えば第２の時間指示情報が
満了する前に）アクセス要求メッセージを送信しないようにＵＥに命令するために使用さ
れ得る、または第２の時間指示情報は第２の時間指示情報によって示された時間範囲を過
ぎて（例えば第２の時間指示情報が満了した後に）アクセス要求メッセージを送信するよ
うにＵＥに命令するために使用されることもあり得る、更に原因値情報は更にアクセス要
求メッセージを頻繁にまたは直ちに送信しないようにＵＥに命令するために使用され得る
。移動度管理要素によってＵＥに送信された第２の時間指示情報および／または原因値情
報にしたがって、ＵＥはアクセス要求を頻繁にまたは直ちに開始しないであろうが、この
ことはネットワーク上で多数のＵＥによって引き起こされる頻繁に繰り返される信号伝達
の影響を軽減し、多量の信号伝達の影響によって引き起こされるネットワークの輻輳また
は過負荷を防止する。
【００４７】
　Ｂ．ＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムを過ぎて、ＵＥグループ内のＵＥの
セッション管理要求メッセージを拒絶または廃棄する。
【００４８】
　特に、ゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあるときＵＥグループ内のＵＥのネ
ットワーク・アクセスタイムを過ぎている場合（例えばＵＥグループのネットワーク・ア
クセスタイムに関する情報によって識別された時間範囲を過ぎている場合）、ゲートウェ
イデバイスはＵＥグループ内のＵＥに関して移動度管理要素によって送信されたセッショ
ン管理要求メッセージ、例えばＰＤＰコンテキスト生成要求メッセージ、セッション生成
要求メッセージまたはベアラー修正要求メッセージを受信し、ゲートウェイデバイスはこ
のセッション管理要求メッセージを拒絶または廃棄する。所望によりゲートウェイデバイ
スは、ＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥグループ内のＵＥのセ
ッション管理要求を受け入れることを可能にするかどうかを示す指示情報にしたがってセ
ッション管理要求メッセージを受け入れるか拒絶するか廃棄してもよい。例えば、ＵＥグ
ループ内のＵＥのセッション管理要求がＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムを
過ぎて受け入れられることを許されていないことを指示情報が示す場合には、ゲートウェ
イデバイスはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥグループ内のＵ
Ｅのセッション管理要求メッセージを拒絶または廃棄する。
【００４９】
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　ＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥグループ内のＵＥのセッシ
ョン管理要求を受け入れることを可能にするかどうかを示す指示情報はゲートウェイデバ
イス上で構成され得る。例えば移動度管理要素によって送信されたセッション管理要求メ
ッセージを受信した後に、ゲートウェイデバイスはセッション管理要求メッセージ内のＵ
Ｅ　ＩＤまたはＵＥグループＩＤにしたがって構成情報に問合せを行い、ＵＥグループの
ネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥグループ内のＵＥのセッション管理要求を受
け入れることを可能にするかどうかを示す指示情報を知る。代替として、ＵＥグループの
ネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥグループ内のＵＥのセッション管理要求を受
け入れることを可能にするかどうかを示す指示情報は加入データ内で定義され得る。例え
ば、移動度管理要素はＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥグルー
プ内のＵＥのセッション管理要求を受け入れることを可能にするかどうかを示す指示情報
を加入データから知り、それからＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムを過ぎて
ＵＥグループ内のＵＥのセッション管理要求を受け入れることを可能にするかどうかを示
す指示情報をセッション管理要求メッセージを介してゲートウェイデバイスに送信する。
【００５０】
　更に、ゲートウェイデバイスはＵＥグループ内のＵＥに関して移動度管理要素によって
送信されたセッション管理要求メッセージをパーセンテージにしたがって拒絶または廃棄
し得る。ゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあるとき、ＵＥグループ内のＵＥの
ネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥグループ内のＵＥに関して移動度管理要素に
よって送信されたセッション管理要求メッセージをゲートウェイデバイスが受信した場合
にはゲートウェイデバイスはパーセンテージにしたがってセッション管理要求メッセージ
を拒絶または廃棄する。
【００５１】
　所望により、ゲートウェイデバイスは移動度管理要素に返送されたセッション管理拒絶
メッセージ内の時間指示情報（第１の時間指示情報と呼ばれる）（バックオフタイム）（
例えば持続時間または時点）および／または原因値を保持してよい。
【００５２】
　第１の時間指示情報および／または原因値を受信した後に移動度管理要素は下記の処理
を実行し得る。
【００５３】
　移動度管理要素は第１の時間指示情報および／または原因値をＵＥに送信する（例えば
移動度管理要素はアクセス要求拒絶メッセージを介して第１の時間指示情報および／また
は原因値をＵＥに送信する）。または
【００５４】
　２．移動度管理要素は受信された第１の時間指示情報および／または原因値にしたがっ
て時間指示情報（第２の時間指示情報と呼ばれる）および／または原因値情報を生成し、
この生成された第２の時間指示情報および／または原因値情報をＵＥに送信する。例えば
ゲートウェイデバイスによって送信された第１の時間指示情報を知った後に、移動度管理
要素はＵＥによって送信されたアクセス要求を受信し、第１の時間指示情報からＵＥによ
って送信されたアクセス要求を受信した時点を差し引き、そして得られた結果を第２の時
間指示情報の値として使用する。または
【００５５】
　３．移動度管理要素は第１の時間指示情報および／または原因値にしたがってアクセス
制御を実行する（例えばＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶または廃棄する）。特に、
第１の時間指示情報は第１の時間指示情報によって指示された時間範囲内に（例えば第１
の時間指示情報が満了する前に）ＵＥグループ内のＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶
または廃棄するように移動度管理要素に命令するために使用され得る、または第１の時間
指示情報は第１の時間指示情報によって指示された時間範囲を過ぎて（例えば第１の時間
指示情報が満了した後に）ＵＥグループ内のＵＥのアクセス要求メッセージを受け入れる
ように移動度管理要素に命令するために使用され得る、または
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【００５６】
　４．移動度管理要素は第１の時間指示情報および／または原因値（３で説明された）に
したがってアクセス制御を実行し、第１の時間指示情報および／または原因値をＵＥに送
信する（例えば移動度管理要素はアクセス要求拒絶メッセージを介して第１の時間指示情
報および／または原因値をＵＥに送信する）。
【００５７】
　更に、ゲートウェイデバイスのセッション拒絶要求メッセージを受信した後に、移動度
管理要素は第２の時間指示情報および／または原因値情報を生成し（用意し）、そして第
２の時間指示情報および／または原因値情報をＵＥに送信する（例えば移動度管理要素は
アクセス要求拒絶メッセージを介して第２の時間指示情報および／または原因値情報をＵ
Ｅに送信する）。例えば、移動度管理要素は構成情報（移動度管理要素上で構成された第
２の時間指示情報の値）にしたがって第２の時間指示情報および／または原因値情報を生
成する。
【００５８】
　移動度管理要素によってＵＥに送信された第２の時間指示情報はアクセス要求を頻繁に
または直ちに開始しないようにＵＥに命令するために使用される。特に、第２の時間指示
情報は第２の時間指示情報によって示された時間範囲内に（例えば第２の時間指示情報が
満了する前に）アクセス要求メッセージを送信しないようにＵＥグループ内のＵＥに命令
するために使用され得る、または第２の時間指示情報は第２の時間指示情報によって示さ
れた時間範囲を過ぎて（例えば第２の時間指示情報が満了した後に）アクセス要求メッセ
ージを送信するようにＵＥグループ内のＵＥに命令するためにも使用され得る、原因値情
報は更にアクセス要求メッセージを頻繁にまたは直ちに送信しないようにＵＥグループ内
のＵＥに命令するために使用され得る。移動度管理要素によってＵＥに送信された第２の
時間指示情報および／または原因値情報にしたがって、ＵＥはアクセス要求を頻繁にまた
は直ちに開始しないであろうが、このことはネットワーク上で多数のＵＥによって引き起
こされる頻繁に繰り返される信号伝達の影響を軽減し、多量の信号伝達の影響によって引
き起こされるネットワークの輻輳または過負荷を防止する。
【００５９】
　Ｃ．ＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥグループ内
のＵＥのデータを廃棄する。
【００６０】
　特に、ゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあるときＵＥグループ内のＵＥのネ
ットワーク・アクセスタイムを過ぎている場合（例えばＵＥまたはＵＥグループのネット
ワーク・アクセスタイムに関する情報によって識別された時間範囲を過ぎている場合）、
ゲートウェイデバイスはＵＥグループのＵＥをデータを受信し、ゲートウェイデバイスは
このデータを廃棄する。例えばＵＥグループ内のＵＥのネットワーク・アクセスタイムを
過ぎて、ゲートウェイデバイスはＵＥグループ内のＵＥのベアラーゲート状態を閉鎖にセ
ットする、ゲートウェイデバイスがＵＥグループ内のＵＥのデータを受信したときゲート
ウェイデバイスはこのデータを廃棄し得る。所望によりゲートウェイデバイスは、ＵＥま
たはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥグループ内のＵＥのデー
タを受け入れることを可能にするかどうかを示す指示情報にしたがってＵＥグループ内の
ＵＥのデータを受け入れるか廃棄してもよい。例えば、ＵＥグループ内のＵＥのデータが
ＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムを過ぎて受け入れられることを
許されていないことを指示情報が示す場合には、ゲートウェイデバイスはＵＥまたはＵＥ
グループのネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥグループ内のＵＥのデータを廃棄
する。
【００６１】
　ＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥグループ内のＵ
Ｅのデータを受け入れることを可能にするかどうかを示す指示情報はゲートウェイデバイ
ス上で構成され得る。例えば、移動度管理要素によって送信されたセッション管理要求メ
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ッセージを受信した後に、ゲートウェイデバイスはセッション管理要求メッセージ内のＵ
Ｅ　ＩＤまたはＵＥグループＩＤにしたがって構成情報に問合せを行い、ＵＥまたはＵＥ
グループのネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥグループ内のＵＥのデータを受け
入れることを可能にするかどうかを示す指示情報を知る。または、ＵＥまたはＵＥグルー
プのネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥグループ内のＵＥのデータを受け入れる
ことを可能にするかどうかを示す指示情報は加入データ内で定義され得る。例えば、移動
度管理要素はＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥグル
ープ内のＵＥのデータを受け入れることを可能にするかどうかを示す指示情報を加入デー
タから知り、それからＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムを過ぎて
ＵＥグループ内のＵＥのデータを受け入れることを可能にするかどうかを示す指示情報を
セッション管理要求メッセージを介してゲートウェイデバイスに送信する。
【００６２】
　この実施形態の輻輳／過負荷制御方法は、複数の無線アクセスネットワーク、例えば発
展ＵＭＴＳ（ユニバーサル移動体電気通信システム、ＵＭＴＳ）地上無線アクセスネット
ワーク（発展ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク、Ｅ－ＵＴＲＡＮ）、ＵＭＴＳ地上
無線アクセスネットワーク（ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク、ＵＴＲＡＮ）、Ｇ
ＳＭ（登録商標）（移動体通信用グローバルシステム）またはＥＤＧＥ（ＧＳＭ（登録商
標）発展用増強データ転送速度）無線アクセスネットワーク（ＧＳＭ（登録商標）／ＥＤ
ＧＥ無線アクセスネットワーク、ＧＥＲＡＮ）および非第３世代パートナーシッププロジ
ェクト（第３世代パートナーシッププロジェクト、３ＧＰＰ）ネットワークにおいて適用
可能である。
【００６３】
　移動度管理要素は、Ｅ－ＵＴＲＡＮにおける移動度管理エンティティ（移動度管理エン
ティティ、ＭＭＥ）またはＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮにおけるサービスＧＰＲＳ（汎用パケ
ット無線サービス、ＧＰＲＳ）サポートノード（サービスＧＰＲＳサポートノード、ＳＧ
ＳＮ）であり得る。
【００６４】
　ゲートウェイデバイスは、サービスゲートウェイ（サービスゲートウェイ、Ｓ－ＧＷ）
、パケットデータ・ネットワーク・ゲートウェイ（パケットデータ・ネットワーク・ゲー
トウェイ、Ｐ－ＧＷ）、またはゲートウェイＧＰＲＳ（汎用パケット無線サービス、ＧＰ
ＲＳ）サポートノード（ゲートウェイＧＰＲＳサポートノード、ＧＧＳＮ）といったネッ
トワーク要素であり得る。
【００６５】
　同様に、この実施形態の移動度管理要素は同様の仕方でグループ内のＵＥに対して異な
るように輻輳／過負荷制御を実行する可能性もあり、このことはこれ以上ここでは説明さ
れない。移動度管理要素が輻輳／過負荷状態にあるとき、移動度管理要素はＵＥまたはＵ
Ｅグループのネットワーク・アクセスタイムに関する知られた情報にしたがってＵＥグル
ープ内のＵＥに対して異なるように輻輳／過負荷制御を実行し得るので、輻輳／過負荷制
御は移動度管理要素に対して実行可能であり、ゲートウェイデバイス上で多数のＵＥによ
って引き起こされる輻輳／過負荷は防止され、そして輻輳／過負荷制御の効率は改善され
る。
【００６６】
　図２は、本発明の第２の実施形態による輻輳／過負荷制御方法の概略流れ図である。こ
の実施形態は第１の実施形態の特定の事例である。図２に示されているように、この実施
形態の輻輳／過負荷制御方法は下記のステップを含み得る。
【００６７】
　ステップ２０１：ＵＥはアクセス要求メッセージを移動度管理要素に送信する。
【００６８】
　アクセス要求メッセージは、添付要求メッセージ、経路指定領域更新要求メッセージ、
追跡領域更新要求メッセージ、サービス要求メッセージ、ＰＤＮ接続性要求メッセージ、
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またはＰＤＰコンテキスト活性化要求メッセージであり得る。
【００６９】
　ステップ２０２：移動度管理要素はアクセス要求メッセージを受信し、アクセス要求メ
ッセージが添付要求メッセージまたは経路指定領域更新メッセージまたは追跡領域更新要
求メッセージである場合には更新位置要求メッセージを加入プロファイルリポジトリに送
信する。
【００７０】
　ステップ２０３：加入プロファイルリポジトリは更新位置要求メッセージを受信し、更
新位置肯定応答メッセージを移動度管理要素に返送するが、この更新位置肯定応答メッセ
ージはＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関する情報を保持し得
る。
【００７１】
　ステップ２０４：移動度管理要素は更新位置肯定応答メッセージを受信し、セッション
管理要求メッセージをゲートウェイデバイスに送信するが、このセッション管理要求メッ
セージはＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関する情報を保持し
得る。
【００７２】
　このセッション管理要求メッセージ内に保持されているＵＥまたはＵＥグループのネッ
トワーク・アクセスタイムに関する情報は加入プロファイルリポジトリまたはＵＥコンテ
キストから移動度管理要素によって知られ得るか、あるいは移動度管理要素自身によって
構成され得る。
【００７３】
　セッション管理要求メッセージはＰＤＰコンテキスト生成要求メッセージまたはセッシ
ョン生成要求メッセージまたはベアラー修正要求メッセージであり得る。
【００７４】
　ゲートウェイデバイスがＰＧＷである場合には、移動度管理要素はＳＧＷを介してセッ
ション管理メッセージをＰＧＷに送信し得る。
【００７５】
　ステップ２０５：ゲートウェイデバイスはセッション管理要求メッセージを受信し、セ
ッション管理要求応答メッセージを移動度管理要素に返送する。ゲートウェイデバイスは
ＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関する情報にしたがって輻輳
／過負荷制御を実行するが、ここでゲートウェイデバイスがネットワーク・アクセスタイ
ムに関する情報にしたがって輻輳／過負荷制御を実行するＵＥまたはＵＥグループのその
ネットワーク・アクセスタイムに関する情報は移動度管理要素から知られ得るか、あるい
はゲートウェイデバイス自身によって構成され得る。
【００７６】
　セッション管理要求応答メッセージは、ＰＤＰコンテキスト生成応答／拒絶メッセージ
、セッション応答生成／拒絶メッセージ、またはベアラー修正応答／拒絶メッセージであ
り得る。
【００７７】
　このステップにおいて、ゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷制御を実行するための方
法は第１の実施形態で説明されており、ここでは更に説明されることはない。
【００７８】
　所望により、ゲートウェイデバイスはセッション管理要求応答メッセージ内に第１の時
間指示情報（バックオフタイム）（例えば持続時間または時点）および／または原因値を
保持してもよい。第１の時間指示情報および／または原因値は第１の実施形態で説明され
ており、ここで更に説明されることはない。
【００７９】
　ステップ２０６：移動度管理要素はセッション管理要求応答メッセージを受信し、アク
セス要求応答メッセージをＵＥグループ内のＵＥに返送する。
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【００８０】
　アクセス要求応答メッセージは、添付受入れ／拒絶メッセージ、経路指定領域更新受入
れ／拒絶メッセージ、追跡領域更新受入れ／拒絶メッセージ、サービス要求受入れ／拒絶
メッセージ、ＰＤＮ接続性受入れ／拒絶メッセージ、または活性ＰＤＰコンテキスト受入
れ／拒絶メッセージであり得る。
【００８１】
　所望により、移動度管理要素はアクセス要求応答メッセージ内に第２の時間指示情報（
バックオフタイム）（例えば持続時間または時点）および／または原因値情報を保持して
もよい。第２の時間指示情報および／または原因値情報は第１の実施形態で説明されてお
り、ここで更に説明されることはない。
【００８２】
　この実施形態において提供された輻輳／過負荷制御方法を使用することによって、ゲー
トウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあるときゲートウェイデバイスはＵＥまたはＵＥ
グループのネットワーク・アクセスタイムに関する知られた情報にしたがってＵＥグルー
プ内のＵＥに対して異なるように輻輳／過負荷制御を実行し得るので、輻輳／過負荷制御
はゲートウェイデバイスに対して実行可能であり、ゲートウェイデバイス上で多数のＵＥ
によって引き起こされる輻輳／過負荷は防止され、そして輻輳／過負荷制御の効率は改善
される。
【００８３】
　図３は、本発明の第３の実施形態によるもう１つの輻輳／過負荷制御方法の概略流れ図
である。図３に示されているように、この実施形態の輻輳／過負荷制御方法は下記のステ
ップを含み得る。
【００８４】
　ステップ３０１：ゲートウェイデバイスはＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータ
またはポリシーに関する情報を知る。
【００８５】
　ステップ３０２：ＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーが達せら
れる、または超えられる場合、
　ゲートウェイデバイスはＵＥグループ内のＵＥのセッション管理要求メッセージを拒絶
または廃棄する、または
　ＵＥグループ内のＵＥのデータを廃棄する、または
　ＵＥグループ内のＵＥのベアラーまたはＰＤＰコンテキストを削除する、または
　ＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーを超えるデータを廃棄する
、または
　ＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーを超えるデータに関して料
金請求する。
【００８６】
　この実施形態で提供された輻輳／過負荷制御方法を使用することによって、ゲートウェ
イデバイスが輻輳／過負荷状態にあるときゲートウェイデバイスはＵＥグループの輻輳／
過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する知られた情報にしたがってＵＥグループ内
のＵＥに対して異なるように輻輳／過負荷制御を実行し得るので、輻輳／過負荷制御はゲ
ートウェイデバイスに対して実行可能であり、ゲートウェイデバイス上で多数のＵＥによ
って引き起こされる輻輳／過負荷は防止され、そして輻輳／過負荷制御の効率は改善され
る。
【００８７】
　ゲートウェイデバイスによって知られたＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータま
たはポリシーに関する情報は下記のパラメータまたはポリシーは、
ＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの最大数、
　ＵＥグループの最大アクセス速度、
　ＵＥグループのベアラーの総合最大ビットレート（ＡＭＢＲ）、
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　ＵＥグループの非保証ビットレート（ＧＢＲ）ベアラーのＡＭＢＲ、
　同じＡＰＮ内のＵＥグループのベアラーのＡＭＢＲ、および
　同じＡＰＮ内のＵＥグループの非ＧＢＲベアラーのＡＭＢＲ、の少なくとも１つを含み
得る。
【００８８】
　この実施形態のステップ３０１で、ゲートウェイデバイスは下記のモードでＵＥグルー
プの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報を知り得る。
【００８９】
　Ａ．移動度管理要素からＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに
関する情報を知る。
【００９０】
　特に、ＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報を知っ
た後に移動度管理要素はセッション管理メッセージ、例えばＰＤＰコンテキスト生成要求
メッセージまたはセッション生成要求メッセージを介して輻輳／過負荷制御パラメータま
たはポリシーに関する情報をゲートウェイデバイスに送信する。移動度管理要素は下記の
モードで輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報を知り得る。
【００９１】
　ａ．加入プロファイルリポジトリからＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまた
はポリシーに関する情報を知る。
【００９２】
　ＵＥによって送信され、ＵＥ　ＩＤまたはＵＥグループＩＤを保持するアクセス要求メ
ッセージを受信した後に、移動度管理要素はＵＥ　ＩＤまたはＵＥグループＩＤにしたが
ってホーム位置レジスタ（ホーム位置レジスタ、ＨＬＲ）またはホーム加入者サーバ（ホ
ーム加入者サーバ、ＨＳＳ）といった加入プロファイルリポジトリからＵＥグループの輻
輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報を含むＵＥグループの加入データ
を知り得る。この特定のモードは、移動度管理要素が更新位置要求メッセージを加入プロ
ファイルリポジトリに送信すること、更新位置要求メッセージを受信した後に加入プロフ
ァイルリポジトリが更新位置肯定応答メッセージを介して加入データ内のＵＥグループの
輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報を移動度管理要素に返送するこ
と、であり得る。
【００９３】
　アクセス要求メッセージは、添付要求メッセージ、経路指定領域更新要求メッセージ、
追跡領域更新要求メッセージ、サービス要求メッセージ、ＰＤＮ接続性要求メッセージ、
またはＰＤＰコンテキスト活性化要求メッセージであり得る。
【００９４】
　ｂ．ＵＥコンテキストからＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシー
に関する情報を知る。
【００９５】
　特に、ＵＥコンテキストが移動度管理要素に記憶されている場合には移動度管理要素は
ＵＥコンテキストからＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関す
る情報を知ることもあり得る。
【００９６】
　ｃ．構成情報からＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する
情報を知る。
【００９７】
　移動度管理要素はＵＥグループのＩＤ（グループＩＤと呼ばれる）にしたがってＵＥグ
ループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報を構成し、構成情報か
らＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報を知り得る。
グループＩＤはグループを識別するために使用されるが、またグループはＵＥグループ、
機械間（機械間、Ｍ２Ｍ）ＭＴＣユーザ、Ｍ２Ｍアプリケーション加入者（ＭＴＣ加入者
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またはＭＴＣサーバ）、または複数のデバイスからなる他のグループである可能性があり
、このことはこの実施形態に限定されない。上記のグループＩＤは、ＵＥグループＩＤ、
または１グループ内の複数のＵＥによって共有されるＩＤ、例えば国際移動加入者識別番
号（国際移動加入者識別番号、ＩＭＳＩ）、移動局国際統合サービス・ディジタルネット
ワーク番号（移動局国際統合サービス・ディジタルネットワーク番号、ＭＳＩＳＤＮ）、
または国際移動装置識別（国際移動装置識別、ＩＭＥＩ）であり得る、またはＩＭＳＩセ
グメントまたはＭＳＩＳＤＮセグメントである可能性もあり、あるいは１つのグループを
示し得る他のＩＤ、例えばアクセスポイント名（アクセスポイント名、ＡＰＮ）である可
能性もある。この実施形態はグループＩＤの形を限定しない。
【００９８】
　Ｂ．構成情報からＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する
情報を知る。
【００９９】
　ゲートウェイデバイスはＵＥグループのＩＤ（グループＩＤと呼ばれる）にしたがって
ＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報を構成し、構成
情報からＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報を知り
得る。特に、ゲートウェイデバイスは移動度管理要素によって送信されたセッション管理
メッセージ、例えばＰＤＰコンテキスト生成要求メッセージまたはセッション生成要求メ
ッセージを介してＵＥ　ＩＤまたはＵＥグループＩＤを知り、そしてＵＥ　ＩＤまたはＵ
ＥグループＩＤにしたがって構成情報からＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータま
たはポリシーに関する情報を知り得る。
【０１００】
　Ｃ．データベースからＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関
する情報を知る。
【０１０１】
　ゲートウェイデバイスは移動度管理要素によって送信されたセッション管理メッセージ
、例えばＰＤＰコンテキスト生成要求メッセージまたはセッション生成要求メッセージを
介してＵＥ　ＩＤまたはＵＥグループＩＤを知り、そしてＵＥ　ＩＤまたはＵＥグループ
ＩＤにしたがってＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情
報に関して認証、認可および会計（認証、認可および会計、ＡＡＡ）サーバといったデー
タベースに問合せを行う可能性がある。
【０１０２】
　この実施形態のステップ３０２で、ＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキスト
の数がＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの最大数に達する、または最大
数を超える場合には、ゲートウェイデバイスは下記のモードで輻輳／過負荷制御を実行し
得る。
【０１０３】
　Ａ．ＵＥグループ内のＵＥのセッション管理要求メッセージを拒絶または廃棄する。
【０１０４】
　特に、ゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあるときゲートウェイデバイスがＵ
Ｅグループ内のＵＥに関して移動度管理要素によって送信されたセッション管理要求メッ
セージ、例えばＰＤＰコンテキスト生成要求メッセージ、セッション生成要求メッセージ
またはベアラー修正要求メッセージを受信した場合、ゲートウェイデバイスはこのセッシ
ョン管理要求メッセージを拒絶または廃棄する。所望により、ゲートウェイデバイスはＵ
ＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの数がＵＥグループのベアラーまたはＰ
ＤＰコンテキストの最大数に達する、または最大数を超えることを許されているかどうか
を示す指示情報にしたがってセッション管理要求メッセージを受け入れ、または拒絶、ま
たは廃棄してもよい。例えば、ＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの数が
ＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの最大数に達する、または最大数を超
えることを許されていないことを指示情報が示す場合には、ゲートウェイデバイスはこの
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グループ内のＵＥのセッション管理要求メッセージを拒絶または廃棄する。
【０１０５】
　ＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの数がＵＥグループのベアラーまた
はＰＤＰコンテキストの最大数に達する、または最大数を超えることを許されているかど
うかを示す指示情報はゲートウェイデバイス上で構成され得る。例えば、移動度管理要素
によって送信されたセッション管理要求メッセージを受信した後にゲートウェイデバイス
はこのセッション管理要求メッセージ内のＵＥ　ＩＤまたはＵＥグループＩＤにしたがっ
て構成情報に問合せを行い、そしてＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの
数がＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの最大数に達する、または最大数
を超えることを許されているかどうかを示す指示情報を知る。またはＵＥグループのベア
ラーまたはＰＤＰコンテキストの数がＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキスト
の最大数に達する、または最大数を超えることを許されているかどうかを示す指示情報は
加入データ内で定義され得る。例えば移動度管理要素は、ＵＥグループのベアラーまたは
ＰＤＰコンテキストの数がＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの最大数に
達する、または最大数を超えることを許されているかどうかを示す指示情報を加入データ
から知り、それからセッション管理要求メッセージを介して、ＵＥグループのベアラーま
たはＰＤＰコンテキストの数がＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの最大
数に達する、または最大数を超えることを許されているかどうかを示す指示情報をゲート
ウェイデバイスに送信する。
【０１０６】
　更に、ゲートウェイデバイスはＵＥグループ内のＵＥに関して移動度管理要素によって
送信されたセッション管理要求メッセージをパーセンテージにしたがって拒絶または廃棄
し得る。ＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの数がＵＥグループのベアラ
ーまたはＰＤＰコンテキストの最大数に達する、または最大数を超える場合には、ゲート
ウェイデバイスはＵＥグループ内のＵＥに関して移動度管理要素によって送信されたセッ
ション管理要求メッセージを受信し、パーセンテージにしたがってセッション管理要求メ
ッセージを拒絶または廃棄する。
【０１０７】
　所望により、ゲートウェイデバイスは移動度管理要素に返送されたセッション管理拒絶
メッセージ内に時間指示情報（第１の時間指示情報と呼ばれる）（バックオフタイム）（
例えば持続時間または時点）および／または原因値を保持してもよい。
【０１０８】
　第１の時間指示情報および／または原因値を受信した後に移動度管理要素は下記の処理
を実行し得る。
【０１０９】
　移動度管理要素は第１の時間指示情報および／または原因値をＵＥに送信する（例えば
移動度管理要素はアクセス要求拒絶メッセージを介して第１の時間指示情報および／また
は原因値をＵＥに送信する）。または
【０１１０】
　２．移動度管理要素は受信された第１の時間指示情報および／または原因値にしたがっ
て時間指示情報（第２の時間指示情報と呼ばれる）および／または原因値情報を生成し、
この生成された第２の時間指示情報および／または原因値情報をＵＥに送信する。例えば
ゲートウェイデバイスによって送信された第１の時間指示情報を知った後に、移動度管理
要素はＵＥによって送信されたアクセス要求を受信し、第１の時間指示情報からＵＥによ
って送信されたアクセス要求を受信した時点を差し引き、そして得られた結果を第２の時
間指示情報の値として使用する。または
【０１１１】
　３．移動度管理要素は第１の時間指示情報および／または原因値にしたがってアクセス
制御を実行する（例えばＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶または廃棄する）。特に、
第１の時間指示情報は第１の時間指示情報によって指示された時間範囲内に（例えば第１
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の時間指示情報が満了する前に）ＵＥグループ内のＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶
または廃棄するように移動度管理要素に命令するために使用され得る、または第１の時間
指示情報は第１の時間指示情報によって指示された時間範囲を過ぎて（例えば第１の時間
指示情報が満了した後に）ＵＥグループ内のＵＥのアクセス要求メッセージを受け入れる
ように移動度管理要素に命令するために使用され得る、原因値はゲートウェイデバイスが
輻輳／過負荷状態にあることを移動度管理要素に通知するために使用され得る。または
【０１１２】
　４．移動度管理要素は第１の時間指示情報および／または原因値（３で説明された）に
したがってアクセス制御を実行し、第１の時間指示情報および／または原因値をＵＥに送
信する（例えば移動度管理要素はアクセス要求拒絶メッセージを介して第１の時間指示情
報および／または原因値をＵＥに送信する）。
【０１１３】
　更に、ゲートウェイデバイスのセッション拒絶要求メッセージを受信した後に、移動度
管理要素は第２の時間指示情報および／または原因値情報を生成し（用意し）、そして第
２の時間指示情報および／または原因値情報をＵＥに送信し得る（例えば移動度管理要素
はアクセス要求拒絶メッセージを介して第２の時間指示情報および／または原因値情報を
ＵＥに送信する）。例えば、移動度管理要素は構成情報（移動度管理要素上で構成された
第２の時間指示情報の値）にしたがって第２の時間指示情報および／または原因値情報を
生成する。
【０１１４】
　移動度管理要素によってＵＥに送信された第２の時間指示情報はアクセス要求を頻繁に
または直ちに開始しないようにＵＥに命令するために使用される。特に、第２の時間指示
情報は第２の時間指示情報によって示された時間範囲内に（例えば第２の時間指示情報が
満了する前に）アクセス要求メッセージを送信しないようにＵＥグループ内のＵＥに命令
するために使用され得る、または第２の時間指示情報は第２の時間指示情報によって示さ
れた時間範囲を過ぎて（例えば第２の時間指示情報が満了した後に）アクセス要求メッセ
ージを送信するようにＵＥグループ内のＵＥに命令するために使用される可能性もある。
原因値情報は更にアクセス要求メッセージを頻繁にまたは直ちに送信しないようにＵＥグ
ループ内のＵＥに命令するために使用され得る。移動度管理要素によってＵＥに送信され
た第２の時間指示情報および／または原因値情報にしたがって、ＵＥはアクセス要求を頻
繁にまたは直ちに開始しないであろうが、このことはネットワーク上で多数のＵＥによっ
て引き起こされる頻繁に繰り返される信号伝達の影響を軽減し、多量の信号伝達の影響に
よって引き起こされるネットワークの輻輳または過負荷を防止する。
【０１１５】
　Ｂ．ＵＥグループ内のＵＥのデータを廃棄する。
【０１１６】
　特に、ゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあるときゲートウェイデバイスがＵ
Ｅグループ内のＵＥのデータを受信した場合にはゲートウェイデバイスはこのデータを廃
棄する。例えば、ゲートウェイデバイスはＵＥグループ内のＵＥのベアラーゲート状態を
閉鎖にセットし得る。ゲートウェイデバイスがＵＥグループ内のＵＥのデータを受信した
ときゲートウェイデバイスはこのデータを廃棄し得る。所望により、ゲートウェイデバイ
スはＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの数がＵＥグループのベアラーま
たはＰＤＰコンテキストの最大数に達する、または最大数を超えることを許されているか
どうかを示す指示情報にしたがってＵＥグループ内のＵＥのデータを廃棄してもよい。例
えば、ＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの数がＵＥグループのベアラー
またはＰＤＰコンテキストの最大数に達する、または最大数を超えることを許されていな
いことを指示情報が示す場合には、ゲートウェイデバイスはＵＥグループ内のＵＥのデー
タを廃棄する。ＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの数がＵＥグループの
ベアラーまたはＰＤＰコンテキストの最大数に達する、または最大数を超えることを許さ
れているかどうかを示す指示情報をゲートウェイデバイスが知るための方法はＡにおいて
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説明されている。
【０１１７】
　Ｃ．ＵＥグループ内のＵＥのベアラーまたはＰＤＰコンテキストを削除する。
【０１１８】
　特に、ゲートウェイデバイスはＵＥグループ内のＵＥのベアラーまたはＰＤＰコンテキ
ストを削除するためにベアラー削除手順を開始し得る。所望により、ゲートウェイデバイ
スはＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの数がＵＥグループのベアラーま
たはＰＤＰコンテキストの最大数に達する、または最大数を超えることを許されているか
どうかを示す指示情報にしたがってＵＥグループ内のＵＥのデータを廃棄してもよい。例
えば、ＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの数がＵＥグループのベアラー
またはＰＤＰコンテキストの最大数に達する、または最大数を超えることを許されていな
いことを指示情報が示す場合には、ゲートウェイデバイスはＵＥグループ内のＵＥのベア
ラーまたはＰＤＰコンテキストを削除する。ＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテ
キストの数がＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの最大数に達する、また
は最大数を超えることを許されているかどうかを示す指示情報をゲートウェイデバイスが
知るための方法はＡにおいて説明されている。
【０１１９】
　この実施形態のステップ３０２で、ＵＥグループのアクセス速度（ＵＥグループ内のＵ
Ｅによってアクセス要求を送信する速度、例えばＵＥグループ内のＵＥによって添付要求
、ＰＤＮ接続性要求、またはＰＤＰコンテキスト活性化要求を送信する速度）がＵＥグル
ープの最大アクセス速度（ＵＥグループ内のＵＥによってアクセス要求を送信する最大速
度、例えばＵＥグループ内のＵＥによって添付要求、ＰＤＮ接続性要求、またはＰＤＰコ
ンテキスト活性化要求を送信する最大速度）に達する、または超える場合には、ゲートウ
ェイデバイスは下記のモードで輻輳／過負荷制御を実行し得る。
【０１２０】
　Ａ．ＵＥグループ内のＵＥのセッション管理要求メッセージを拒絶または廃棄する。
【０１２１】
　特に、ゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあるときゲートウェイデバイスがＵ
Ｅグループ内のＵＥに関して移動度管理要素によって送信されたセッション管理要求メッ
セージ、例えばＰＤＰコンテキスト生成要求メッセージ、セッション生成要求メッセージ
、またはベアラー修正要求メッセージを受信した場合、ゲートウェイデバイスはこのセッ
ション管理要求メッセージを拒絶または廃棄する。所望により、ゲートウェイデバイスは
ＵＥグループのアクセス速度がＵＥグループの最大アクセス速度に達する、または最大ア
クセス速度を超えることを許されているかどうかを示す指示情報にしたがってセッション
管理要求メッセージを受け入れるか、または拒絶するか、または廃棄してもよい。例えば
、ＵＥグループのアクセス速度がＵＥグループの最大アクセス速度に達する、または最大
アクセス速度を超えることを許されていないことを指示情報が示す場合には、ゲートウェ
イデバイスはＵＥグループ内のＵＥのセッション管理要求メッセージを拒絶または廃棄す
る。
【０１２２】
　ＵＥグループのアクセス速度がＵＥグループの最大アクセス速度に達する、または最大
アクセス速度を超えることを許されているかどうかを示す指示情報はゲートウェイデバイ
ス上で構成され得る。例えば、移動度管理要素によって送信されたセッション管理要求メ
ッセージを受信した後にゲートウェイデバイスはこのセッション管理要求メッセージ内の
ＵＥ　ＩＤまたはＵＥグループＩＤにしたがって構成情報に問合せを行い、そしてＵＥグ
ループのアクセス速度がＵＥグループの最大アクセス速度に達する、または最大アクセス
速度を超えることを許されているかどうかを示す指示情報を知る。またはＵＥグループの
アクセス速度がＵＥグループの最大アクセス速度に達する、または最大アクセス速度を超
えることを許されているかどうかを示す指示情報は加入データ内で定義され得る。例えば
移動度管理要素は、ＵＥグループのアクセス速度がＵＥグループの最大アクセス速度に達
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する、または最大アクセス速度を超えることを許されているかどうかを示す指示情報を加
入データから知り、それからセッション管理要求メッセージを介して、ＵＥグループのア
クセス速度がＵＥグループの最大アクセス速度に達する、または最大アクセス速度を超え
ることを許されているかどうかを示す指示情報をゲートウェイデバイスに送信する。
【０１２３】
　更に、ゲートウェイデバイスはＵＥグループ内のＵＥに関して移動度管理要素によって
送信されたセッション管理要求メッセージをパーセンテージにしたがって拒絶または廃棄
し得る。ＵＥグループのアクセス速度がＵＥグループの最大アクセス速度に達する、また
は最大アクセス速度を超える場合には、ゲートウェイデバイスはＵＥグループ内のＵＥに
関して移動度管理要素によって送信されたセッション管理要求メッセージを受信し、パー
センテージにしたがってこのセッション管理要求メッセージを拒絶または廃棄する。
【０１２４】
　所望により、ゲートウェイデバイスはまた移動度管理要素に返送されたセッション管理
拒絶メッセージ内の時間指示情報（第１の時間指示情報と呼ばれる）（バックオフタイム
）（例えば持続時間または時点）および／または原因値を保持してもよい。
【０１２５】
　第１の時間指示情報および／または原因値を受信した後に移動度管理要素は下記の処理
を実行し得る。
【０１２６】
　移動度管理要素は第１の時間指示情報および／または原因値をＵＥに送信する（例えば
移動度管理要素はアクセス要求拒絶メッセージを介して第１の時間指示情報および／また
は原因値をＵＥに送信する）。または
【０１２７】
　２．移動度管理要素は受信された第１の時間指示情報および／または原因値にしたがっ
て時間指示情報（第２の時間指示情報と呼ばれる）および／または原因値情報を生成し、
この生成された第２の時間指示情報および／または原因値情報をＵＥに送信する。例えば
、ゲートウェイデバイスによって送信された第１の時間指示情報を知った後に、移動度管
理要素はＵＥによって送信されたアクセス要求を受信し、第１の時間指示情報からＵＥに
よって送信されたアクセス要求を受信した時点を差し引き、そして得られた結果を第２の
時間指示情報の値として使用する。または
【０１２８】
　３．移動度管理要素は第１の時間指示情報および／または原因値にしたがってアクセス
制御を実行する（例えばＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶または廃棄する）。特に、
第１の時間指示情報は第１の時間指示情報によって指示された時間範囲内に（例えば第１
の時間指示情報が満了する前に）ＵＥグループ内のＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶
または廃棄するように移動度管理要素に命令するために使用され得る、または第１の時間
指示情報は第１の時間指示情報によって指示された時間範囲を過ぎて（例えば第１の時間
指示情報が満了した後に）ＵＥグループ内のＵＥのアクセス要求メッセージを受け入れる
ように移動度管理要素に命令するために使用され得る、原因値はゲートウェイデバイスが
輻輳／過負荷状態にあることを移動度管理要素に通知するために使用され得る。または
【０１２９】
　４．移動度管理要素は第１の時間指示情報および／または原因値（３で説明された）に
したがってアクセス制御を実行し、第１の時間指示情報および／または原因値をＵＥに送
信する（例えば移動度管理要素はアクセス要求拒絶メッセージを介して第１の時間指示情
報および／または原因値をＵＥに送信する）。
【０１３０】
　更に、ゲートウェイデバイスのセッション拒絶要求メッセージを受信した後に、移動度
管理要素は第２の時間指示情報および／または原因値情報を生成し（用意し）、そして第
２の時間指示情報および／または原因値情報をＵＥに送信し得る（例えば移動度管理要素
はアクセス要求拒絶メッセージを介して第２の時間指示情報および／または原因値情報を
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ＵＥに送信する）。例えば、移動度管理要素は構成情報（移動度管理要素上で構成された
第２の時間指示情報の値）にしたがって第２の時間指示情報および／または原因値情報を
生成する。
【０１３１】
　移動度管理要素によってＵＥに送信された第２の時間指示情報はアクセス要求を頻繁に
または直ちに開始しないようにＵＥに命令するために使用される。特に、第２の時間指示
情報は第２の時間指示情報によって指示された時間範囲内に（例えば第２の時間指示情報
が満了する前に）アクセス要求メッセージを送信しないようにＵＥグループ内のＵＥに命
令するために使用され得る、または第２の時間指示情報は第２の時間指示情報によって指
示された時間範囲を過ぎて（例えば第２の時間指示情報が満了した後に）アクセス要求メ
ッセージを送信するようにＵＥグループ内のＵＥに命令するために使用される可能性もあ
る、原因値情報は更にアクセス要求メッセージを頻繁にまたは直ちに送信しないようにＵ
Ｅグループ内のＵＥに命令するために使用され得る。移動度管理要素によってＵＥに送信
された第２の時間指示情報および／または原因値情報にしたがって、ＵＥはアクセス要求
を頻繁にまたは直ちに開始しないであろうが、このことはネットワーク上の多数のＵＥに
よって引き起こされる頻繁に繰り返される信号伝達の影響を軽減し、多量の信号伝達の影
響によって引き起こされるネットワークの輻輳または過負荷を防止する。
【０１３２】
　Ｂ．ＵＥグループ内のＵＥのデータを廃棄する。
【０１３３】
　特に、ゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあるときゲートウェイデバイスがＵ
Ｅグループ内のＵＥのデータを受信した場合には、ゲートウェイデバイスはこのデータを
廃棄する。例えば、ゲートウェイデバイスはＵＥグループ内のＵＥのベアラーゲート状態
を閉鎖にセットし得る、ゲートウェイデバイスがＵＥグループ内のＵＥのデータを受信し
たときゲートウェイデバイスはこのデータを廃棄し得る。
【０１３４】
　この実施形態のステップ３０２で、ゲートウェイデバイスはＵＥグループのベアラーの
ＡＭＢＲにしたがってＵＥグループのベアラーの全帯域幅（総合ビットレート）を限定す
る、またはＵＥグループの非ＧＢＲベアラーのＡＭＢＲにしたがってＵＥグループの非Ｇ
ＢＲベアラーの全帯域幅を限定する、または同じＡＰＮ内のＵＥグループのベアラーのＡ
ＭＢＲにしたがって同じＡＰＮ内のＵＥグループのベアラーの全帯域幅を限定する、また
は同じＡＰＮ内のＵＥグループの非ＧＢＲベアラーのＡＭＢＲ（Ｇｒｏｕｐ－ＡＰＮ－Ａ
ＭＢＲ）にしたがって同じＡＰＮ内のＵＥグループの非ＧＢＲベアラーの全帯域幅（総合
ビットレート）を限定する。ＵＥグループのベアラーの全帯域幅（ビットレート）がＵＥ
グループのベアラーのＡＭＢＲに達するまたはＡＭＢＲを超える場合、またはＵＥグルー
プの非ＧＢＲベアラーの全帯域幅がＵＥグループの非ＧＢＲベアラーのＡＭＢＲに達する
またはＡＭＢＲを超える場合、または同じＡＰＮ内のＵＥグループのベアラーの全帯域幅
が同じＡＰＮ内のＵＥグループのベアラーのＡＭＢＲに達するまたはＡＭＢＲを超える場
合、または同じＡＰＮ内のＵＥグループの非ＧＢＲベアラーの全帯域幅が同じＡＰＮ内の
ＵＥグループの非ＧＢＲベアラーのＡＭＢＲに達するまたはＡＭＢＲを超える場合、ゲー
トウェイデバイスは下記のモードで輻輳／過負荷制御を実行し得る。
【０１３５】
　Ａ．ＡＭＢＲを超えるデータを廃棄する、または
【０１３６】
　Ｂ．ＡＭＢＲを超えるデータに関して料金請求する。
【０１３７】
　この実施形態の輻輳／過負荷制御方法は、多数の無線アクセスネットワーク、例えば発
展ＵＭＴＳ（ユニバーサル移動体電気通信システム、ＵＭＴＳ）地上無線アクセスネット
ワーク（発展ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク、Ｅ－ＵＴＲＡＮ）、ＵＴＭＳ地上
無線アクセスネットワーク（ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク、ＵＴＲＡＮ）、Ｇ
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ＳＭ（登録商標）（移動体通信用グローバルシステム）またはＥＤＧＥ（ＧＳＭ（登録商
標）発展用増強データ転送速度、ＥＤＧＥ）無線アクセスネットワーク（ＧＳＭ（登録商
標）／ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク、ＧＥＲＡＮ）および非第３世代パートナーシ
ッププロジェクト（第３世代パートナーシッププロジェクト、３ＧＰＰ）ネットワークに
おいて適用可能である。
【０１３８】
　移動度管理要素は、Ｅ－ＵＴＲＡＮにおける移動度管理エンティティ（移動度管理エン
ティティ、ＭＭＥ）またはＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮにおけるサービスＧＰＲＳ（汎用パケ
ット無線サービス、ＧＰＲＳ）サポートノード（サービスＧＰＲＳサポートノード、ＳＧ
ＳＮ）であり得る。
【０１３９】
　ゲートウェイデバイスは、サービスゲートウェイ（サービスゲートウェイ、Ｓ－ＧＷ）
、パケットデータ・ネットワーク・ゲートウェイ（パケットデータ・ネットワーク・ゲー
トウェイ、Ｐ－ＧＷ）、またはゲートウェイＧＰＲＳ（汎用パケット無線サービス、ＧＰ
ＲＳ）サポートノード（ゲートウェイＧＰＲＳサポートノード、ＧＧＳＮ）といったネッ
トワーク要素であり得る。
【０１４０】
　同様に、この実施形態の移動度管理要素は同様の仕方でグループ内のＵＥに対して異な
るように輻輳／過負荷制御を実行する可能性もある。ただ１つの違いは、移動度管理要素
によって知られたＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情
報が少なくともＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの最大数および／また
はＵＥグループの最大アクセス速度を含み得ることであり、このことはこれ以上ここでは
説明されない。移動度管理要素が輻輳／過負荷状態にあるとき移動度管理要素はＵＥグル
ープの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する知られた情報にしたがってＵ
Ｅグループ内のＵＥに対して異なるように輻輳／過負荷制御を実行し得るので、輻輳／過
負荷制御は移動度管理要素に対して実行可能であり、ゲートウェイデバイス上で多数のＵ
Ｅによって引き起こされる輻輳／過負荷は防止され、そして輻輳／過負荷制御の効率は改
善される。
【０１４１】
　図４は、本発明の第４の実施形態によるもう１つの輻輳／過負荷制御方法の概略流れ図
である。この実施形態は第３の実施形態の特定の事例である。図４に示されているように
、この実施形態の輻輳／過負荷制御方法は下記のステップを含み得る。
【０１４２】
　ステップ４０１：ＵＥはアクセス要求メッセージを移動度管理要素に送信する。
【０１４３】
　アクセス要求メッセージは、添付要求メッセージ、経路指定領域更新要求メッセージ、
追跡領域更新要求メッセージ、サービス要求メッセージ、ＰＤＮ接続性要求メッセージ、
またはＰＤＰコンテキスト活性化要求メッセージであり得る。
【０１４４】
　ステップ４０２：移動度管理要素はアクセス要求メッセージを受信し、アクセス要求メ
ッセージが添付要求メッセージまたは経路指定領域更新要求メッセージまたは追跡領域更
新要求メッセージである場合には更新位置要求メッセージを加入プロファイルリポジトリ
に送信する。
【０１４５】
　ステップ４０３：加入プロファイルリポジトリは更新位置要求メッセージを受信し、更
新位置肯定応答メッセージを移動度管理要素に返送するが、この更新位置肯定応答メッセ
ージはＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報を保持し
得る。
【０１４６】
　ステップ４０４：移動度管理要素は更新位置肯定応答メッセージを受信し、セッション
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管理要求メッセージをゲートウェイデバイスに送信するが、このセッション管理要求メッ
セージはＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報を保持
し得る。
【０１４７】
　このセッション管理要求メッセージに保持されているＵＥグループの輻輳／過負荷制御
パラメータまたはポリシーに関する情報は加入プロファイルリポジトリまたはＵＥコンテ
キストから移動度管理要素によって知られ得る、または移動度管理要素自身によって構成
され得る。
【０１４８】
　セッション管理要求メッセージはＰＤＰコンテキスト生成要求メッセージ、セッション
生成要求メッセージまたはベアラー修正要求メッセージであり得る。
【０１４９】
　ゲートウェイデバイスがＰＧＷである場合には移動度管理要素はＳＧＷを介してセッシ
ョン管理メッセージをＰＧＷに送信し得る。
【０１５０】
　ステップ４０５：ゲートウェイデバイスはセッション管理要求メッセージを受信し、セ
ッション管理要求応答メッセージを移動度管理要素に返送する。ゲートウェイデバイスは
ＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報にしたがって輻
輳／過負荷制御を実行するが、ここでゲートウェイデバイスがＵＥグループの輻輳／過負
荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報にしたがって輻輳／過負荷制御を実行する
ＵＥグループのその輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報は移動度管
理要素から知られ得る、またはゲートウェイデバイス自身によって構成され得る。
【０１５１】
　セッション管理要求応答メッセージは、ＰＤＰコンテキスト生成応答／拒絶メッセージ
、セッション生成応答／拒絶メッセージ、またはベアラー修正応答／拒絶メッセージであ
り得る。
【０１５２】
　このステップにおいて、ゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷制御を実行するための方
法は第３の実施形態で説明されており、ここでは更に説明されることはない。
【０１５３】
　所望により、ゲートウェイデバイスはセッション管理要求応答メッセージ内に第１の時
間指示情報（バックオフタイム）（例えば持続時間または時点）および／または原因値を
保持してもよい。第１の時間指示情報および／または原因値は第３の実施形態で説明され
ており、ここで更に説明されることはない。
【０１５４】
　ステップ４０６：移動度管理要素はセッション管理要求応答メッセージを受信し、アク
セス要求応答メッセージをＵＥグループ内のＵＥに返送する。
【０１５５】
　アクセス要求応答メッセージは、添付受入れ／拒絶メッセージ、経路指定領域更新受入
れ／拒絶メッセージ、追跡領域更新受入れ／拒絶メッセージ、サービス要求受入れ／拒絶
メッセージ、ＰＤＮ接続性受入れ／拒絶メッセージ、または活性ＰＤＰコンテキスト受入
れ／拒絶メッセージであり得る。
【０１５６】
　所望により、移動度管理要素はアクセス要求応答メッセージ内に第２の時間指示情報（
バックオフタイム）（例えば持続時間または時点）および／または原因値情報を保持して
もよい。第２の時間指示情報および／または原因値情報は第１の実施形態で説明されてお
り、ここで更に説明されることはない。
【０１５７】
　この実施形態において提供された輻輳／過負荷制御方法を使用することによって、ゲー
トウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあるときにゲートウェイデバイスはＵＥグループ
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の輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する知られた情報にしたがってＵＥグ
ループ内のＵＥに対して異なるように輻輳／過負荷制御を実行し得るので、輻輳／過負荷
制御はゲートウェイデバイスに対して実行可能であり、ゲートウェイデバイス上で多数の
ＵＥによって引き起こされる輻輳／過負荷は防止され、そして輻輳／過負荷制御の効率は
改善される。
【０１５８】
　図５は、本発明の第５の実施形態による更にもう１つの輻輳／過負荷制御方法の概略流
れ図である。図５に示されているように、この実施形態の輻輳／過負荷制御方法は下記の
ステップを含み得る。
【０１５９】
　ステップ５０１：ゲートウェイデバイスによって送信されたゲートウェイデバイスが輻
輳／過負荷状態にあることまたはアプリケーションサーバが機能不全／輻輳／過負荷／到
達不能／誤動作状態にあることを示す指示メッセージを受信する。
【０１６０】
　ステップ５０２：ゲートウェイデバイスにアクセスするＵＥに関して他のゲートウェイ
デバイスを選択する、または
　ゲートウェイデバイスまたはアプリケーションサーバによってサービス提供されるＵＥ
のアクセス要求メッセージを拒絶または廃棄する、または
　ゲートウェイデバイスまたはアプリケーションサーバ上でＵＥを切り離す、または
　ゲートウェイデバイスまたはアプリケーションサーバ上でＵＥのベアラーを削除する。
【０１６１】
　この実施形態で提供された輻輳／過負荷制御方法を使用することによって、ゲートウェ
イデバイスが輻輳／過負荷状態にあるとき、またはアプリケーションサーバが機能不全／
輻輳／過負荷／到達不能／誤動作状態にあるとき、移動度管理要素はゲートウェイデバイ
スによって送信された指示情報にしたがって輻輳／過負荷制御を実行し得るので、輻輳／
過負荷制御はゲートウェイデバイスに対して実行可能であり、ゲートウェイデバイス上で
多数のＵＥによって引き起こされる輻輳／過負荷は防止される。
【０１６２】
　この実施形態のステップ５０１で、ゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあると
き、またはアプリケーションサーバ（ＭＴＣサーバ）が機能不全／輻輳／過負荷／到達不
能／誤動作状態にあるとき、ゲートウェイデバイスは指示メッセージを移動度管理要素に
送信し、ゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあることまたはアプリケーションサ
ーバが機能不全／輻輳／過負荷／到達不能／誤動作状態にあることを移動度管理要素に通
知し、そして移動度管理要素は輻輳／過負荷制御を実行する。所望により、この指示メッ
セージはグループのグループＩＤを保持してもよい。例えばグループＩＤは、ゲートウェ
イデバイスの輻輳／過負荷を引き起こすグループ、機能不全／輻輳／過負荷／到達不能／
誤動作状態にあるアプリケーションサーバまたは輻輳／過負荷状態にあるゲートウェイデ
バイスによってサービス提供されるグループ、またはアプリケーションサーバが機能不全
／輻輳／過負荷／到達不能／誤動作状態になるようにするグループを識別し得る。グルー
プＩＤはグループを識別するために使用され、またグループはＵＥグループ、機械間（機
械間、Ｍ２Ｍ）ＭＴＣユーザ、Ｍ２Ｍアプリケーション加入者（ＭＴＣ加入者またはＭＴ
Ｃサーバ）、または複数のデバイスからなる他のグループであり得るが、このことはこの
実施形態に限定されない。上記のグループＩＤは、ＵＥグループＩＤ、または１グループ
内の複数のＵＥによって共有されるＩＤ、例えば国際移動加入者識別番号（国際移動加入
者識別番号、ＩＭＳＩ）、移動局国際統合サービス・ディジタルネットワーク番号（移動
局国際統合サービス・ディジタルネットワーク番号、ＭＳＩＳＤＮ）、または国際移動装
置識別（国際移動装置識別、ＩＭＥＩ）であり得るか、またはＩＭＳＩセグメントまたは
ＭＳＩＳＤＮセグメントである可能性もあり、あるいはグループを示し得る他のＩＤ、例
えばアクセスポイント名（アクセスポイント名、ＡＰＮ）である可能性もある。この実施
形態はグループＩＤの形を限定しない。
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【０１６３】
　所望により、指示メッセージは第１の時間指示情報および／または原因値を含むパラメ
ータ情報を保持してもよい。
【０１６４】
　所望により、ゲートウェイデバイスは輻輳／過負荷制御を実行してもよい。ゲートウェ
イデバイスは下記のグループ：すなわちゲートウェイデバイスの輻輳／過負荷を引き起こ
すグループ、または機能不全／輻輳／過負荷／到達不能／誤動作状態にあるアプリケーシ
ョンサーバまたは輻輳／過負荷状態にあるゲートウェイデバイスによってサービス提供さ
れるグループ、またはアプリケーションサーバが機能不全／輻輳／過負荷／到達不能／誤
動作状態になるようにするグループ、内のＵＥのデータを廃棄し得る。例えば、ゲートウ
ェイデバイスはＵＥグループ内のＵＥのベアラーゲート状態を閉鎖にセットし得る、ゲー
トウェイデバイスがＵＥグループ内のＵＥのデータを受信したときゲートウェイデバイス
はこのデータを廃棄し得る。ゲートウェイデバイスは下記のグループ、すなわちゲートウ
ェイデバイスの輻輳／過負荷を引き起こすグループ、または機能不全／輻輳／過負荷／到
達不能／誤動作状態にあるアプリケーションサーバまたは輻輳／過負荷状態にあるゲート
ウェイデバイスによってサービス提供されるグループ、またはアプリケーションサーバが
機能不全／輻輳／過負荷／到達不能／誤動作状態になるようにするグループ、内のＵＥの
ベアラーを削除し得る。例えば、ゲートウェイデバイスはグループ内のＵＥのベアラーを
削除するためにベアラー削除手順を開始する。
【０１６５】
　この実施形態のステップ５０２で、移動度管理要素はゲートウェイデバイスによって送
信された知られた指示メッセージにしたがってゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態
にあることまたはアプリケーションサーバが機能不全／輻輳／過負荷／到達不能／誤動作
状態にあることを知り、下記のモードで輻輳／過負荷制御を実行し得る。
【０１６６】
　Ａ．ゲートウェイデバイスにアクセスするＵＥに関して他のゲートウェイデバイスを選
択する。
【０１６７】
　特に、ＵＥによって送信されたアクセス要求メッセージを受信した後に移動度管理要素
はＵＥに関して他のゲートウェイデバイスを選択し得る。例えば、移動度管理要素はＡＰ
ＮにしたがってＵＥに関してゲートウェイデバイス・リストを知り、このゲートウェイデ
バイス・リストから他のゲートウェイデバイスを選択する。ステップ５０１でゲートウェ
イデバイスによって送信された指示メッセージがグループのグループＩＤを保持している
場合には、移動度管理要素はこのグループ内のＵＥに関して他のゲートウェイデバイスを
選択し得る。特に、グループ内のＵＥによって送信されＵＥ　ＩＤまたはグループＩＤを
保持するアクセス要求メッセージを受信した後に、移動度管理要素はＵＥに関して他のゲ
ートウェイデバイスを選択し得る。例えば、移動度管理要素はＡＰＮにしたがってグルー
プ内のＵＥに関してゲートウェイデバイス・リストを知り、このゲートウェイデバイス・
リストから他のゲートウェイデバイスを選択する。アクセス要求メッセージは、添付要求
メッセージ、経路指定領域更新要求メッセージ、追跡領域更新要求メッセージ、サービス
要求メッセージ、ＰＤＮ接続性要求メッセージ、またはＰＤＰコンテキスト活性化要求メ
ッセージであり得る。
【０１６８】
　Ｂ．ゲートウェイデバイスまたはアプリケーションサーバによってサービス提供される
ＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶または廃棄する。
【０１６９】
　特に、移動度管理要素はゲートウェイデバイスまたはアプリケーションサーバによって
サービス提供されるＵＥによって送信されたアクセス要求メッセージを受信し、アクセス
要求を拒絶または廃棄する。例えば、ＵＥはアクセス要求内にＡＰＮを保持する、ＡＰＮ
がゲートウェイデバイスまたはアプリケーションサーバを目標とする場合には、移動度管



(28) JP 5807055 B2 2015.11.10

10

20

30

40

50

理要素はＵＥのアクセス要求を拒絶または廃棄する。ステップ５０１でゲートウェイデバ
イスによって送信された指示メッセージがグループのグループＩＤを保持する場合には、
移動度管理要素はグループ内のＵＥによって送信されたアクセス要求メッセージを受信し
、そして移動度管理要素はこのアクセス要求メッセージを拒絶または廃棄する。例えば、
アクセス要求メッセージがＵＥ　ＩＤまたはグループＩＤを保持しているとき、このＵＥ
　ＩＤが指示メッセージ内のグループＩＤに属している（または含まれている）（すなわ
ちＵＥが指示メッセージ内のグループＩＤによって識別されるグループに属している）場
合、またはグループＩＤが指示メッセージ内のグループＩＤと同じである場合、移動度管
理要素はＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶または廃棄する。
【０１７０】
　更に、移動度管理要素によって受信された指示メッセージが時間指示情報（第１の時間
指示情報と呼ばれる）および／または原因値を保持している場合には移動度管理要素は第
１の時間指示情報および／または原因値を受信した後に下記の処理を実行し得る。
【０１７１】
　移動度管理要素は第１の時間指示情報および／または原因値をＵＥに送信する（例えば
移動度管理要素はアクセス要求拒絶メッセージを介して第１の時間指示情報および／また
は原因値をＵＥに送信する）。または
【０１７２】
　２．移動度管理要素は受信された第１の時間指示情報および／または原因値にしたがっ
て時間指示情報（第２の時間指示情報と呼ばれる）および／または原因値情報を生成し、
この生成された第２の時間指示情報および／または原因値情報をＵＥに送信する。例えば
、ゲートウェイデバイスによって送信された第１の時間指示情報を知った後に、移動度管
理要素はＵＥによって送信されたアクセス要求を受信し、第１の時間指示情報からＵＥに
よって送信されたアクセス要求を受信した時点を差し引き、そして得られた結果を第２の
時間指示情報の値として使用する。または
【０１７３】
　３．移動度管理要素は第１の時間指示情報および／または原因値にしたがってアクセス
制御を実行する（例えばＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶または廃棄する）。特に、
移動度管理要素は第１の時間指示情報によって指示された時間範囲内に（例えば第１の時
間指示情報が満了する前に）ＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶または廃棄し得る、ま
たは移動度管理要素は第１の時間指示情報によって指示された時間範囲を過ぎて（例えば
第１の時間指示情報が満了した後に）ＵＥのアクセス要求メッセージを受け入れる可能性
もある、または原因値にしたがって移動度管理要素はゲートウェイデバイスが輻輳／過負
荷状態にあることまたはアプリケーションサーバが機能不全／輻輳／過負荷／到達不能／
誤動作状態にあること知る可能性もある。または
【０１７４】
　４．移動度管理要素は第１の時間指示情報および／または原因値（３で説明された）に
したがってアクセス制御を実行し、第１の時間指示情報および／または原因値をＵＥに送
信する（例えば移動度管理要素はアクセス要求拒絶メッセージを介して第１の時間指示情
報および／または原因値をＵＥに送信する）。
【０１７５】
　更に、ゲートウェイデバイスのセッション拒絶要求メッセージを受信した後に、移動度
管理要素は第２の時間指示情報および／または原因値情報を生成し（用意し）、そして第
２の時間指示情報および／または原因値情報をＵＥに送信し得る（例えば移動度管理要素
はアクセス要求拒絶メッセージを介して第２の時間指示情報および／または原因値情報を
ＵＥに送信する）。例えば、移動度管理要素は構成情報（移動度管理要素上で構成された
第２の時間指示情報の値）にしたがって第２の時間指示情報および／または原因値情報を
生成する。
【０１７６】
　移動度管理要素によってＵＥに送信された第２の時間指示情報は、アクセス要求を頻繁
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にまたは直ちに開始しないようにＵＥに命令するために使用される。特に、第２の時間指
示情報は第２の時間指示情報によって指示された時間範囲内に（例えば第２の時間指示情
報が満了する前に）アクセス要求メッセージを送信しないようにＵＥに命令するために使
用され得る、または第２の時間指示情報は第２の時間指示情報によって指示された時間範
囲を過ぎて（例えば第２の時間指示情報が満了した後に）アクセス要求メッセージを送信
するようにＵＥに命令するために使用される、原因値情報は更にアクセス要求メッセージ
を頻繁にまたは直ちに送信しないようにＵＥに命令するために使用される。移動度管理要
素によってＵＥに送信された第２の時間指示情報および／または原因値情報にしたがって
、ＵＥはアクセス要求を頻繁にまたは直ちに開始しないであろうが、このことはネットワ
ーク上で多数のＵＥによって引き起こされる頻繁に繰り返される信号伝達の影響を軽減し
、多量の信号伝達の影響によって引き起こされるネットワークの輻輳または過負荷を防止
する。
【０１７７】
　Ｃ．ゲートウェイデバイスまたはアプリケーションサーバ上でＵＥを切り離す。
【０１７８】
　移動度管理要素はＵＥに関して切り離し手順を開始し得る。例えば、移動度管理要素は
ＵＥコンテキスト内のゲートウェイデバイスに関する情報（例えばゲートウェイデバイス
のアドレス）またはアプリケーションサーバに関する情報（ＵＥコンテキストに対応する
ゲートウェイデバイスまたはアプリケーションサーバに関する情報、例えばＡＰＮ）にし
たがって切り離されるべきＵＥを知り、そしてＵＥに関して切り離し手順を開始する。ス
テップ５０１でゲートウェイデバイスによって送信された指示メッセージがグループのグ
ループＩＤを保持している場合には移動度管理要素はこの指示メッセージに保持されてい
るグループＩＤにしたがってグループ内の切り離されるべきＵＥを知り、そしてグループ
内のＵＥに関して切り離し手順を開始する。
【０１７９】
　Ｄ．ゲートウェイデバイスまたはアプリケーションサーバ上でＵＥのベアラーを削除す
る。
【０１８０】
　移動度管理要素はＵＥに関してベアラー削除手順を開始し得る。例えば、移動度管理要
素はＵＥコンテキスト内のゲートウェイデバイスに関する情報（例えばゲートウェイデバ
イスのアドレス）またはアプリケーションサーバに関する情報（ゲートウェイデバイス、
またはゲートウェイデバイスに対応するアプリケーションサーバに関する情報、例えばＡ
ＰＮ）にしたがってそのベアラーが削除される必要のあるＵＥを知り、そしてＵＥに関し
てベアラー削除手順を開始する。ステップ５０１でゲートウェイデバイスによって送信さ
れた指示メッセージがグループのグループＩＤを保持している場合には移動度管理要素は
受信された指示メッセージに保持されているグループＩＤにしたがってグループ内のその
ベアラーが削除されるべきＵＥを知り、そしてグループ内のＵＥに関してベアラー削除手
順を開始する。
【０１８１】
　この実施形態で提供された輻輳／過負荷制御方法を使用することによって、ゲートウェ
イデバイスが輻輳／過負荷状態にあるとき、またはアプリケーションサーバが機能不全／
輻輳／過負荷／到達不能／誤動作状態にあるとき、移動度管理要素はゲートウェイデバイ
スによって送信された指示メッセージまたは保持されているグループＩＤまたはパラメー
タ情報にしたがってグループ内のＵＥに対して異なるように輻輳／過負荷制御を実行し得
る、更に、移動度管理要素は指示メッセージ内のパラメータ情報にしたがって持続時間内
にグループ内のＵＥに対してアクセス制御を実行する可能性があり、また移動度管理要素
によってＵＥに送信された第２の時間指示情報および／または原因値はアクセス要求を頻
繁にまたは直ちに送信しないようにＵＥに命令するが、このことはネットワーク上で多数
のＵＥによって引き起こされる頻繁に繰り返される信号伝達の影響を軽減し、多量の信号
伝達の影響によって引き起こされるネットワークの輻輳または過負荷を防止する。移動度
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管理要素の制御下で、輻輳／過負荷制御はゲートウェイデバイスに対して実施されること
が可能であり、ゲートウェイデバイス上で多数のＵＥによって引き起こされる輻輳／過負
荷は防止され、そして輻輳／過負荷制御の効率は改善される。
【０１８２】
　この実施形態の輻輳／過負荷制御方法は、多数の無線アクセスネットワーク、例えば発
展ＵＭＴＳ（ユニバーサル移動体電気通信システム、ＵＭＴＳ）地上無線アクセスネット
ワーク（発展ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク、Ｅ－ＵＴＲＡＮ）、ＵＭＴＳ地上
無線アクセスネットワーク（ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク、ＵＴＲＡＮ）、Ｇ
ＳＭ（登録商標）（移動体通信用グローバルシステム）またはＥＤＧＥ（ＧＳＭ（登録商
標）発展用増強データ転送速度、ＥＤＧＥ）無線アクセスネットワーク（ＧＳＭ（登録商
標）／ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク、ＧＥＲＡＮ）および非第３世代パートナーシ
ッププロジェクト（第３世代パートナーシッププロジェクト、３ＧＰＰ）ネットワークに
おいて適用可能である。
【０１８３】
　移動度管理要素は、Ｅ－ＵＴＲＡＮにおける移動度管理エンティティ（移動度管理エン
ティティ、ＭＭＥ）またはＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮにおけるサービスＧＰＲＳ（汎用パケ
ット無線サービス、ＧＰＲＳ）サポートノード（サービスＧＰＲＳサポートノード、ＳＧ
ＳＮ）であり得る。
【０１８４】
　ゲートウェイデバイスは、サービスゲートウェイ（サービスゲートウェイ、Ｓ－ＧＷ）
、パケットデータ・ネットワーク・ゲートウェイ（パケットデータ・ネットワーク・ゲー
トウェイ、Ｐ－ＧＷ）、またはゲートウェイＧＰＲＳ（汎用パケット無線サービス、ＧＰ
ＲＳ）サポートノード（ゲートウェイＧＰＲＳサポートノード、ＧＧＳＮ）といったネッ
トワーク要素であり得る。
【０１８５】
　図６は、本発明の第６の実施形態による更にもう１つの輻輳／過負荷制御方法の概略流
れ図である。この実施形態は第５の実施形態の特定の事例である。図６に示されているよ
うにこの実施形態の輻輳／過負荷制御方法は下記のステップを含み得る。
【０１８６】
　ステップ６０１：ゲートウェイデバイスは指示メッセージを移動度管理要素に送信する
が、この指示メッセージは輻輳／過負荷制御を実行するように移動度管理要素に命令する
ために使用される。
【０１８７】
　特に、ゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあるとき、またはアプリケーション
サーバが機能不全／輻輳／過負荷／到達不能／誤動作状態にあることをゲートウェイデバ
イスが知ったとき、ゲートウェイデバイスは輻輳／過負荷制御を実行する（例えばＵＥの
アクセス要求を拒絶または廃棄する）ように移動度管理要素に命令する指示メッセージを
移動度管理要素に送信する。
【０１８８】
　所望により、指示メッセージはグループのグループＩＤ、例えばＡＰＮ、ＩＭＳＩセグ
メント、またはＭＳＩＳＤＮセグメントといったＩＤを保持してもよい。グループＩＤは
ゲートウェイデバイスの輻輳／過負荷を引き起こすグループ、機能不全／輻輳／過負荷／
到達不能／誤動作状態にあるアプリケーションサーバまたは輻輳／過負荷状態にあるゲー
トウェイデバイスによってサービス提供されるグループ、またはアプリケーションサーバ
が機能不全／輻輳／過負荷／到達不能／誤動作状態になるようにするグループ、を識別し
得る。
【０１８９】
　所望により、指示メッセージは第１の時間指示情報および／または原因値を保持しても
よい。
【０１９０】
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　第１の時間指示情報および／または原因値は第５の実施形態において説明されており、
ここで更に説明されることはない。
【０１９１】
　ステップ６０２：移動度管理要素は指示メッセージを受信し、指示肯定応答メッセージ
をゲートウェイデバイスに返送する。
【０１９２】
　このステップは選択的である。
【０１９３】
　ステップ６０３：ＵＥはアクセス要求メッセージを移動度管理要素に送信する。
【０１９４】
　ステップ６０４：移動度管理要素はアクセス要求メッセージを拒絶または廃棄する。
【０１９５】
　特に、移動度管理要素はゲートウェイデバイスまたはアプリケーションサーバによって
サービス提供されるＵＥによって送信されたアクセス要求メッセージを受信し、そしてア
クセス要求を拒絶または廃棄する。例えば、ＵＥはアクセス要求内にＡＰＮを保持する、
ＡＰＮがゲートウェイデバイスまたはアプリケーションサーバを目標とする場合には移動
度管理要素はＵＥのアクセス要求を拒絶または廃棄する。ステップ６０１でゲートウェイ
デバイスによって送信された指示メッセージがグループのグループＩＤを保持する場合、
そしてアクセス要求メッセージがグループ内のＵＥから来た場合には移動度管理要素はア
クセス要求メッセージを拒絶または廃棄する。例えば、アクセス要求メッセージ内に保持
されたＵＥ　ＩＤが指示メッセージ内のグループＩＤに属している（または含まれている
）（すなわちＵＥが指示メッセージ内のグループＩＤによって識別されるグループに属し
ている）場合、またはアクセス要求メッセージに保持されているグループＩＤが指示メッ
セージ内のグループＩＤと同じである場合、移動度管理要素はアクセス要求メッセージを
拒絶または廃棄する。更に、移動度管理要素はグループ内のＵＥによって送信されたアク
セス要求拒絶メッセージ内に第２の時間指示情報および／または原因値情報を保持し得る
。
【０１９６】
　このステップにおける第２の時間指示情報および／または原因値は第５の実施形態で説
明されており、ここで更に説明されることはない。
【０１９７】
　この実施形態で提供された輻輳／過負荷制御方法を使用することによって、ゲートウェ
イデバイスが輻輳／過負荷状態にあるとき、またはアプリケーションサーバが機能不全／
輻輳／過負荷／到達不能／誤動作状態にあるとき、移動度管理要素はゲートウェイデバイ
スによって送信された指示メッセージにしたがってＵＥグループ内のＵＥに対して異なる
ように輻輳／過負荷制御を実行し得るので、輻輳／過負荷制御はゲートウェイデバイスに
対して実行可能であり、ゲートウェイデバイス上で多数のＵＥによって引き起こされる輻
輳／過負荷は防止され、そして輻輳／過負荷制御の効率は改善される。
【０１９８】
　説明を容易にするために本発明の前述の実施形態がすべて一連の処置として説明されて
いることは留意されるべきである。当分野に精通する人々は、本発明がここで説明された
処置の順序に限定されないこと、および本発明にしたがって幾つかのステップが他の順序
で、または同時に実行され得ることを理解する。更に、本明細書における実施形態が例示
的実施形態であること、およびこれらの実施形態に関連する処置およびモジュールが本発
明にとって必須でないことは当分野に精通する人々にとって理解可能である。
【０１９９】
　本発明の前述の実施形態において、各実施形態はその強調点を有する。本発明の１つの
実施形態で詳細説明されていないことは、別の実施形態の関連説明で詳細説明されている
。
【０２００】
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　図７は本発明の第７の実施形態によるゲートウェイデバイスの概略構造図である。図７
に示されているように、この実施形態のゲートウェイデバイスは学習モジュール７１と制
御モジュール７２とを含んでもよい。学習モジュール７１はＵＥまたはＵＥグループのネ
ットワーク・アクセスタイムに関する情報を知り、制御モジュール７２はＵＥグループ内
のＵＥのセッション管理要求メッセージを拒絶または廃棄する、またはＵＥまたはＵＥグ
ループのネットワーク・アクセスタイムを過ぎてＵＥグループ内のＵＥのデータを廃棄す
る。
【０２０１】
　第１の実施形態の方法および第２の実施形態のゲートウェイデバイスの機能の両者は、
この実施形態において提供されたゲートウェイデバイスによって実現され得る。
【０２０２】
　この実施形態で提供された輻輳／過負荷状態のゲートウェイデバイスによって、ゲート
ウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあるとき制御モジュールはＵＥまたはＵＥグループ
のネットワーク・アクセスタイムに関する知られた情報にしたがってグループ内のＵＥに
対して異なるように輻輳／過負荷制御を実行し得るので、輻輳／過負荷制御はゲートウェ
イデバイスに対して実行可能であり、ゲートウェイデバイス上で多数のＵＥによって引き
起こされる輻輳／過負荷は防止され、そして輻輳／過負荷制御の効率は改善される。
【０２０３】
　更に、特にこの実施形態の学習モジュール７１は、セッション管理メッセージを介して
、構成情報から移動度管理要素によって知られるＵＥまたはＵＥグループのネットワーク
・アクセスタイムに関する情報を移動度管理要素から知り得る、またはセッション管理メ
ッセージを介して、加入プロファイルリポジトリから移動度管理要素によって知られるＵ
ＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関する情報を移動度管理要素か
ら知り得る、またはセッション管理メッセージを介して、ＵＥコンテキストから移動度管
理要素によって知られるＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関す
る情報を移動度管理要素から知り得る、またはゲートウェイデバイスの構成情報からＵＥ
またはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関する情報を知り得る、またはデ
ータベースからＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・アクセスタイムに関する情報を
知り得る。
【０２０４】
　更に、この実施形態の制御モジュール７２がＵＥグループ内のＵＥのセッション管理要
求メッセージを拒絶する場合には、制御モジュール７２は時間指示情報（第１の時間指示
情報と呼ばれる）および／または原因値を保持するセッション管理拒絶メッセージを移動
度管理要素に送信し得る、ここで、
　第１の時間指示情報は第１の時間指示情報によって指示された時間範囲内にＵＥグルー
プ内のＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶または廃棄するように移動度管理要素に命令
するために使用される、または
　第１の時間指示情報は第１の時間指示情報によって指示された時間範囲を過ぎてＵＥグ
ループ内のＵＥのアクセス要求メッセージを受け入れるように移動度管理要素に命令する
ために使用される、または
　原因値はゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあることを移動度管理要素に通知
するために使用される。
【０２０５】
　図８は本発明の第８の実施形態によるもう１つのゲートウェイデバイスの概略構造図で
ある。図８に示されているように、この実施形態のゲートウェイデバイスは学習モジュー
ル８１と制御モジュール８２とを含み得る。学習モジュール８１はＵＥグループの輻輳／
過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報を知る、そしてＵＥグループの輻輳／
過負荷制御パラメータまたはポリシーが達せられるまたは超えられるとき制御モジュール
８２はＵＥグループ内のＵＥのセッション管理要求メッセージを拒絶または廃棄する、ま
たはＵＥグループ内のＵＥのデータを廃棄する、またはＵＥグループ内のＵＥのベアラー
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またはＰＤＰコンテキストを削除する、またはＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメー
タまたはポリシーを超えるデータを廃棄する、またはＵＥグループの輻輳／過負荷制御パ
ラメータまたはポリシーを超えるデータに関して料金請求する。
【０２０６】
　第３の実施形態の方法および第４の実施形態のゲートウェイデバイスの機能の両者はこ
の実施形態において提供されたゲートウェイデバイスによって実現され得る。
【０２０７】
　この実施形態で提供されたゲートウェイデバイスによって、ゲートウェイデバイスが輻
輳／過負荷状態にあるとき制御モジュールは学習モジュールによって知られたＵＥグルー
プの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報にしたがってグループ内の
ＵＥに対して異なるように輻輳／過負荷制御を実行し得るので、輻輳／過負荷制御はゲー
トウェイデバイスに対して実行可能であり、ゲートウェイデバイス上で多数のＵＥによっ
て引き起こされる輻輳／過負荷は防止され、そして輻輳／過負荷制御の効率は改善される
。
【０２０８】
　更に、特にこの実施形態の学習モジュール８１は、セッション管理メッセージを介して
、構成情報から移動度管理要素によって知られるＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメ
ータまたはポリシーに関する情報を移動度管理要素から知り得る、またはセッション管理
メッセージを介して、加入プロファイルリポジトリから移動度管理要素によって知られる
ＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報を移動度管理要
素から知り得る、またはセッション管理メッセージを介して、ＵＥコンテキストから移動
度管理要素によって知られるＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシー
に関する情報を移動度管理要素から知り得る、またはゲートウェイデバイスの構成情報か
らＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関する情報を知り得る、
またはデータベースからＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関
する情報を知り得る。
【０２０９】
　この実施形態におけるＵＥグループの輻輳／過負荷制御パラメータまたはポリシーに関
する情報は下記のパラメータまたはポリシーは、
　ＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの最大数、
　ＵＥグループの最大アクセス速度、
　ＵＥグループのベアラーのＡＭＢＲ、
　ＵＥグループの非ＧＢＲベアラーのＡＭＢＲ、
　同じＡＰＮにおけるＵＥグループのベアラーのＡＭＢＲ、および
　同じＡＰＮにおけるＵＥグループの非ＧＢＲベアラーのＡＭＢＲ、のうちの少なくとも
１つを含む。
【０２１０】
　更に、ＵＥグループのベアラーまたはＰＤＰコンテキストの数がＵＥグループのベアラ
ーまたはＰＤＰコンテキストの最大数に達するまたは最大数を超える場合には、この実施
形態の制御モジュール８２はＵＥグループ内のＵＥのセッション管理要求メッセージを拒
絶または廃棄し得る、またはＵＥグループ内のＵＥのデータを廃棄し得る、またはＵＥグ
ループ内のＵＥのベアラーまたはＰＤＰコンテキストを削除し得る。詳細な説明に関して
は第３の実施形態における関連説明を参照すること。
【０２１１】
　更に、ＵＥグループのアクセス速度がＵＥグループの最大アクセス速度に達するまたは
これを超える場合には、この実施形態の制御モジュール８２はＵＥグループ内のＵＥのセ
ッション管理要求メッセージを拒絶または廃棄し得る、またはＵＥグループ内のＵＥのデ
ータを廃棄し得る。詳細な説明に関しては第３の実施形態における関連説明を参照するこ
と。
【０２１２】
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　更に、ＵＥグループのベアラーの全帯域幅がＵＥグループのベアラーのＡＭＢＲに達す
るまたはこれを超える場合、またはＵＥグループの非ＧＢＲベアラーの全帯域幅がＵＥグ
ループの非ＧＢＲベアラーのＡＭＢＲに達するまたはこれを超える場合、または同じＡＰ
ＮにおけるＵＥグループのベアラーの全帯域幅が同じＡＰＮにおけるＵＥグループのベア
ラーのＡＭＢＲに達するまたはこれを超える場合、または同じＡＰＮにおけるＵＥグルー
プの非ＧＢＲベアラーの全帯域幅が同じＡＰＮにおけるＵＥグループの非ＧＢＲベアラー
のＡＭＢＲに達するまたはこれを超える場合、この実施形態の制御モジュール８２はＡＭ
ＢＲを超えるデータを廃棄し得る、またはＡＭＢＲを超えるデータに関して料金請求し得
る。
【０２１３】
　更に、この実施形態の制御モジュール８２がＵＥグループ内のＵＥのセッション管理要
求メッセージを拒絶する場合には、制御モジュール８２は時間指示情報（第１の時間指示
情報と呼ばれる）および／または原因値を保持するセッション管理拒絶メッセージを移動
度管理要素に送信し得る、ここで、
　第１の時間指示情報は第１の時間指示情報によって指示された時間範囲内にＵＥグルー
プ内のＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶または廃棄するように移動度管理要素に命令
するために使用される、または
　第１の時間指示情報は第１の時間指示情報によって指示された時間範囲を過ぎてＵＥグ
ループ内のＵＥのアクセス要求メッセージを受け入れるように移動度管理要素に命令する
ために使用される、または
　原因値はゲートウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあることを移動度管理要素に通知
するために使用される。
【０２１４】
　図９は、本発明の第９の実施形態による更にもう１つのゲートウェイデバイスの概略構
造図である。図９に示されているように、この実施形態のゲートウェイデバイスはゲート
ウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあることまたはアプリケーションサーバが機能不全
／輻輳／過負荷／到達不能／誤動作状態にあることを示す指示メッセージを移動度管理要
素に送信することに適応した送信モジュール９１を含み得るので、移動度管理要素は、
　ゲートウェイデバイスにアクセスするＵＥに関して他のゲートウェイデバイスを選択す
る、または
　ゲートウェイデバイスまたはアプリケーションサーバによってサービス提供されるＵＥ
のアクセス要求メッセージを拒絶または廃棄する、または
　ゲートウェイデバイスまたはアプリケーションサーバ上でＵＥを切り離す、または
　ゲートウェイデバイスまたはアプリケーションサーバ上でＵＥのベアラーを削除する。
【０２１５】
　第５の実施形態の方法および第６の実施形態のゲートウェイデバイスの機能の両者はこ
の実施形態において提供されたゲートウェイデバイスによって実現され得る。
【０２１６】
　この実施形態で提供されたゲートウェイデバイスによって、ゲートウェイデバイスが輻
輳／過負荷状態にあるとき、またはアプリケーションサーバが機能不全／輻輳／過負荷／
到達不能／誤動作状態にあるとき、ゲートウェイデバイスは指示メッセージを移動度管理
要素に送信し得るので、移動度管理要素はゲートウェイデバイスによって送信された指示
メッセージにしたがって輻輳／過負荷制御を実行する。この仕方で、輻輳／過負荷制御は
ゲートウェイデバイスに対して実行可能であり、ゲートウェイデバイス上で多数のＵＥに
よって引き起こされる輻輳／過負荷は防止される。
【０２１７】
　図１０は、本発明の第１０の実施形態による更にもう１つのゲートウェイデバイスの概
略構造図である。図１０に示されているように第９の実施形態と比較して、この実施形態
のゲートウェイデバイスは更に第１の制御モジュール１００１と第２の制御モジュール１
００２とを含み得る。第１の制御モジュール１００１は下記のグループ、すなわちゲート
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ウェイデバイスの輻輳／過負荷を引き起こすグループ、機能不全／輻輳／過負荷／到達不
能／誤動作状態にあるアプリケーションサーバまたは輻輳／過負荷状態にあるゲートウェ
イデバイスによってサービス提供されるグループ、またはアプリケーションサーバが機能
不全／輻輳／過負荷／到達不能／誤動作状態になるようにするグループ、内のＵＥのデー
タを廃棄し得る、第２の制御モジュール１００２は下記のグループ、すなわちゲートウェ
イデバイスの輻輳／過負荷を引き起こすグループ、機能不全／輻輳／過負荷／到達不能／
誤動作状態にあるアプリケーションサーバまたは輻輳／過負荷状態にあるゲートウェイデ
バイスによってサービス提供されるグループ、またはアプリケーションサーバが機能不全
／輻輳／過負荷／到達不能／誤動作状態になるようにするグループ、内のＵＥのベアラー
を削除し得る。
【０２１８】
　この実施形態で提供されたゲートウェイデバイスによって、ゲートウェイデバイスが輻
輳／過負荷状態にあるとき、またはアプリケーションサーバが機能不全／輻輳／過負荷／
到達不能／誤動作状態にあるとき、ゲートウェイデバイスは指示メッセージを移動度管理
要素に送信し得るので、移動度管理要素は輻輳／過負荷制御を実行する、またはゲートウ
ェイデバイスはそれ自身で輻輳／過負荷制御を実行し得る。この仕方で、輻輳／過負荷制
御は更にゲートウェイデバイスに対して実行可能であり、ゲートウェイデバイス上で多数
のＵＥによって引き起こされる輻輳／過負荷は防止される。
【０２１９】
　図１１は、本発明の第１１の実施形態による移動度管理要素の概略構造図である、図１
１に示されているように移動度管理要素は受信モジュール１１０１と制御モジュール１１
０２とを含む。受信モジュール１１０１はゲートウェイデバイスによって送信されたゲー
トウェイデバイスが輻輳／過負荷状態にあることまたはアプリケーションサーバが機能不
全／輻輳／過負荷／到達不能／誤動作状態にあること示す指示メッセージを受信する。制
御モジュール１１０２はゲートウェイデバイスにアクセスするＵＥに関して他のゲートウ
ェイデバイスを選択する、またはゲートウェイデバイスまたはアプリケーションサーバに
よってサービス提供されるＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶または廃棄する、または
ゲートウェイデバイスまたはアプリケーションサーバ上でＵＥを切り離す、またはゲート
ウェイデバイスまたはアプリケーションサーバ上でＵＥのベアラーを削除する。
【０２２０】
　第５の実施形態の方法および第６の実施形態の移動度管理要素の機能の両者はこの実施
形態において提供された移動度管理要素によって実現され得る。
【０２２１】
　この実施形態で提供されたゲートウェイデバイスによって、ゲートウェイデバイスが輻
輳／過負荷状態にあるとき制御モジュールはＵＥまたはＵＥグループのネットワーク・ア
クセスタイムに関する知られた情報にしたがってグループ内のＵＥに対して異なるように
輻輳／過負荷制御を実行し得るので、輻輳／過負荷制御はゲートウェイデバイスに対して
実行可能であり、ゲートウェイデバイス上で多数のＵＥによって引き起こされる輻輳／過
負荷は防止され、そして輻輳／過負荷制御の効率は改善される。
【０２２２】
　更に、この実施形態の制御モジュール１１０２がゲートウェイデバイスまたはアプリケ
ーションサーバによってサービス提供されるＵＥのアクセス要求メッセージを拒絶する場
合には、制御モジュール１１０２は時間指示情報（第２の時間指示情報と呼ばれる）を保
持し得るアクセス要求拒絶メッセージをＵＥに送信し得る、ここで、
　第２の時間指示情報は第２の時間指示情報によって指示された時間範囲内にアクセス要
求メッセージを送信しないようにグループ内のＵＥに命令するために使用される、または
　第２の時間指示情報は第２の時間指示情報によって指示された時間範囲を過ぎてアクセ
ス要求メッセージを送信するようにグループ内のＵＥに命令するために使用される。
【０２２３】
　本発明の実施形態において説明された輻輳／過負荷が輻輳または過負荷を指すことは留
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【０２２４】
　本発明の実施形態がＭ２Ｍ通信システムばかりでなく他の通信システム、例えば本発明
の実施形態によって限定されない人間間（Ｈｕｍａｎ　ｔｏ　Ｈｕｍａｎ）（Ｈ２Ｈ）通
信システムにおいても適用可能であることは留意されるべきである。
【０２２５】
　前述の実施形態の方法のステップの全部または一部がプログラムによって命令される関
連ハードウエアによって実現され得ることは当分野に精通する人々にとって理解可能であ
る。プログラムはコンピュータ可読記憶媒体に記憶され得る。プログラムが動作するとき
前述の実施形態の方法のステップは実行される、また記憶媒体は読み取り専用メモリ（Ｒ
ＯＭ）、ランダムアクセス・メモリ（ＲＡＭ）、磁気ディスクおよびコンパクトディスク
読み取り専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）といった、プログラムコードを記憶できる如何なる
媒体でもよい。
【０２２６】
　最後に、本発明の実施形態が本発明を限定すること以外の本発明の技法的ソリューショ
ンを説明することを意図していることは留意されるべきである。本発明は前述の実施形態
を参照しながら詳細に説明されているが、当分野に通常のスキルを有する人々は本発明の
精神および範囲から逸脱せずに本発明の技法的ソリューションまたは本発明の幾つかの特
徴に対して修正および代替が行われ得ることを理解すべきである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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