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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ローミングユーザ（１３０）にサービスを提供するように構成された訪問先ＩＭＳネッ
トワーク（１２０）を備える通信ネットワーク（１００）であって、訪問先ＩＭＳネット
ワーク（１２０）が、
　訪問先課金データシステム（１２４）と、
　ローミングユーザ（１３０）からセッションの第１の信号メッセージを受信し、セッシ
ョンに訪問先課金識別子を割り当て、ローミングユーザ（１３０）のホームＩＭＳネット
ワーク（１１０）に第１の信号メッセージを送信するように構成され、さらに
　ホームＩＭＳネットワーク（１１０）のホームネットワーク要素（１１２）からセッシ
ョンの第２の信号メッセージを受信し、セッションの訪問先課金メッセージを生成し、訪
問先課金メッセージを訪問先課金データシステム（１２４）に送信するように構成された
訪問先ネットワーク要素（１２２）とを備える通信ネットワーク（１００）において、
　訪問先ネットワーク要素（１２２）が、ホームＩＭＳネットワーク（１１０）に送信さ
れる第１の信号メッセージに訪問先課金識別子を挿入するようにさらに構成され、
　訪問先ネットワーク要素（１２２）が、ホームＩＭＳネットワーク（１１０）から受信
した第２の信号メッセージを処理してホームＩＭＳネットワーク（１１０）でセッション
に割り当てられたホーム課金識別子を識別するようにさらに構成され、
　訪問先ネットワーク要素（１２２）が、ホーム課金識別子および訪問先課金識別子を、
訪問先課金データシステム（１２４）に送信される訪問先課金メッセージに挿入するよう
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にさらに構成されることを特徴とする、通信ネットワーク（１００）。
【請求項２】
　訪問先課金データシステム（１２４）が、訪問先ネットワーク要素（１２２）から訪問
先課金メッセージを受信するように構成され、訪問先課金メッセージを処理してホーム課
金識別子および訪問先課金識別子を識別するようにさらに構成され、セッションの訪問先
課金データ記録ＣＤＲを生成するようにさらに構成され、ホーム課金識別子および訪問先
課金識別子を訪問先ＣＤＲに挿入するようにさらに構成され、訪問先ＣＤＲを訪問先請求
システム（１２６）に送信するようにさらに構成された、請求項１に記載の通信ネットワ
ーク（１００）。
【請求項３】
　訪問先ネットワーク要素（１２２）が、ホームネットワーク要素（１１２）からの第２
の信号メッセージを処理して、ホームネットワーク要素（１１２）によって第２の信号メ
ッセージに挿入されたセッションの追加ホームネットワーク課金情報を識別するようにさ
らに構成され、追加ホームネットワーク課金情報を訪問先課金メッセージに挿入するよう
にさらに構成され、
　訪問先課金データシステム（１２４）が、訪問先課金メッセージを処理して、セッショ
ンの追加ホームネットワーク課金情報を識別するようにさらに構成され、追加ホームネッ
トワーク課金情報を訪問先ＣＤＲに挿入するようにさらに構成された、請求項２に記載の
通信ネットワーク（１００）。
【請求項４】
　ホーム課金データシステム（１１４）と、
　セッションにホーム課金識別子を割り当てるように構成され、ホーム課金識別子を第２
の信号メッセージに挿入するようにさらに構成され、第２の信号メッセージを訪問先ＩＭ
Ｓネットワーク（１２０）に送信するようにさらに構成されたホームネットワーク要素（
１１２）と
を備えるホームＩＭＳネットワーク（１１０）をさらに備える、請求項１に記載の通信ネ
ットワーク（１００）。
【請求項５】
　ホームネットワーク要素（１１２）が、訪問先ネットワーク要素（１２２）からセッシ
ョンの第１の信号メッセージを受信するようにさらに構成され、第１の信号メッセージを
処理して、訪問先ＩＭＳネットワーク（１２０）でセッションに割り当てられた訪問先課
金識別子を識別するようにさらに構成され、セッションのホーム課金メッセージを生成す
るようにさらに構成され、訪問先課金識別子およびホーム課金識別子をホーム課金メッセ
ージに挿入するようにさらに構成され、ホーム課金メッセージをホーム課金データシステ
ム（１１４）に送信するようにさらに構成され、
　ホーム課金データシステム（１１４）が、ホームネットワーク要素（１１２）からホー
ム課金メッセージを受信するように構成され、ホーム課金メッセージを処理して訪問先課
金識別子およびホーム課金識別子を識別するようにさらに構成され、セッションのホーム
課金データ記録ＣＤＲを生成するようにさらに構成され、訪問先課金識別子およびホーム
課金識別子をホームＣＤＲに挿入するようにさらに構成され、ホームＣＤＲをホーム請求
システム（１１６）に送信するようにさらに構成された、請求項４に記載の通信ネットワ
ーク（１００）。
【請求項６】
　ユーザのホームＩＭＳネットワークとローミングしているユーザにサービスを提供して
いる訪問先ＩＭＳネットワークとの間で課金情報を共有する方法であって、
　訪問先ＩＭＳネットワークの訪問先ネットワーク要素においてセッションの第１の信号
メッセージをローミングユーザから受信することと、
　セッションに訪問先課金識別子を割り当てることと、
　第１の信号メッセージをホームＩＭＳネットワークに送信することと、
　訪問先ネットワーク要素においてセッションの第２の信号メッセージをホームＩＭＳネ
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ットワークのホームネットワーク要素から受信することと、
　セッションの訪問先課金メッセージを生成することと、
　訪問先ＩＭＳネットワークの訪問先課金データシステムに訪問先課金メッセージを送信
することとを含む方法において、
　ホームＩＭＳネットワーク向けの第１の信号メッセージに訪問先課金識別子を挿入する
ことと、
　ホームＩＭＳネットワークから受信した第２の信号メッセージを処理してホームＩＭＳ
ネットワークでセッションに割り当てられたホーム課金識別子を識別することと、
　ホーム課金識別子および訪問先課金識別子を、訪問先課金データシステムに送信される
訪問先課金メッセージに挿入することとのさらなるステップを特徴とする、方法。
【請求項７】
　訪問先課金データシステムにおいて訪問先課金メッセージを訪問先ネットワーク要素か
ら受信することと、
　訪問先課金メッセージを処理してホーム課金識別子および訪問先課金識別子を識別する
ことと、
　セッションの訪問先課金データ記録ＣＤＲを生成することと、
　ホーム課金識別子および訪問先課金識別子を訪問先ＣＤＲに挿入することと、
　訪問先ＣＤＲを訪問先請求システムに送信することとをさらに含む、請求項６に記載の
方法。
【請求項８】
　訪問先ネットワーク要素で第２の信号メッセージを処理して、ホームＩＭＳネットワー
クによって第２の信号メッセージに挿入されたセッションの追加ホームネットワーク課金
情報を識別することと、
　追加ホームネットワーク課金情報を訪問先課金メッセージに挿入することと、
　訪問先課金データシステムにおいて訪問先課金メッセージを処理してセッションの追加
ホームネットワーク課金情報を識別することと、
　追加ホームネットワーク課金情報を訪問先ＣＤＲに挿入することとをさらに含む、請求
項７に記載の方法。
【請求項９】
　ホームネットワーク要素においてセッションにホーム課金識別子を割り当てることと、
　ホーム課金識別子を第２の信号メッセージに挿入することと、
　第２の信号メッセージを訪問先ＩＭＳネットワークに送信することとをさらに含む、請
求項６に記載の方法。
【請求項１０】
　ホームネットワーク要素においてセッションの第１の信号メッセージを訪問先ネットワ
ーク要素から受信することと、
　第１の信号メッセージを処理して、訪問先ＩＭＳネットワークでセッションに割り当て
られた訪問先課金識別子を識別することと、
　セッションのホーム課金メッセージを生成することと、
　訪問先課金識別子およびホーム課金識別子をホーム課金メッセージに挿入することと、
　ホーム課金メッセージをホーム課金データシステムに送信することと、
　ホーム課金データシステムにおいてホーム課金メッセージを処理して訪問先課金識別子
およびホーム課金識別子を識別することと、
　セッションのホーム課金データ記録ＣＤＲを生成することと、
　訪問先課金識別子およびホーム課金識別子をホームＣＤＲに挿入することと、
　ホームＣＤＲをホーム請求システムに送信することとをさらに含む、請求項６に記載の
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、通信ネットワークの分野、具体的にはＩＭＳネットワークにおけるローミン
グユーザへの課金を改善することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　モバイル通信は、モバイルユーザがローミングする状況を可能にする。ローミングは、
モバイル通信では一般的な用語であり、サービスが登録されたホームロケーション（発信
側）とは異なる場所でサービスを提供することを意味する。「ローミング」という用語は
ＧＳＭの世界に由来しており、ＧＳＭの世界においてローミングは、携帯電話の顧客がホ
ームネットワークの地理的対象エリアの外に出たときに、訪問先のネットワークを使用し
て自動的に音声通話を発信および受信し、データを送受信し、または他のサービスにアク
セスすることができる能力として定義されている。
【０００３】
　モバイルユーザがＧＳＭネットワークやＣＤＭＡネットワークといった訪問先のセルラ
ネットワークにローミングする場合、訪問先セルラネットワークの移動交換局（ＭＳＣ）
がローミングユーザに通話サービスを提供する。ローミングユーザが電話をかける場合、
サービスを提供するＭＳＣは、通話の課金情報を収集し、課金明細記録（ＣＤＲ）を生成
する。次いでサービス提供ＭＳＣは、ＣＤＲを訪問先セルラネットワークの請求システム
に送信する。次いで請求システムは、通話に対する適正な請求額を決定する。また、訪問
先セルラネットワークの請求システムは、２つのサービスプロバイダ間の合意に基づきホ
ーム（発信側）のセルラネットワークの請求システムで請求額を決済する。ＣＤＭＡネッ
トワークでは、請求システムはセルラインターキャリア請求交換ローマ（Ｃｅｌｌｕｌａ
ｒ　Ｉｎｔｅｒｃａｒｒｉｅｒ　Ｂｉｌｌｉｎｇ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ　Ｒｏａｍｅｒ）（
ＣＩＢＥＲ）を使用して、課金情報を交換する。ＧＳＭネットワークでは、請求システム
は移動アカウント手順（Ｔｒａｎｓｆｅｒｒｅｄ　Ａｃｃｏｕｎｔ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ
）（ＴＡＰ）を使用して、課金情報を交換する。請求額が決済されると、訪問先セルラネ
ットワークとホームセルラネットワークは通常、通話収益を分ける。
【０００４】
　人気を得ている通信ネットワークの１つに、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ
）ネットワークがある。第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）に定められ
ているとおり、ＩＭＳは様々な種類のアクセスネットワークを許容するネットワークアー
キテクチャを有する共通の中核ネットワークを提供する。通信機器とＩＭＳネットワーク
との間のアクセスネットワークは、セルラネットワーク（例：ＣＤＭＡ、またはＧＳＭ）
、ＷＬＡＮ（例：ＷｉＦｉ、またはＷｉＭＡＸ）、イーサネット（登録商標）ネットワー
ク、または他の種類の無線もしくは有線のアクセスネットワークであってよい。インター
ネットプロトコル（ＩＰ）ネットワークがビデオ、音声およびデータを送信する上でコス
トを最も節約できるベアラネットワークになる中、ＩＰネットワークを介して通信機器に
マルチメディアサービスを提供するＩＭＳアーキテクチャは、３ＧＰＰによって最初に定
められた。サービスプロバイダは、次世代ネットワークが進化する中でこのアーキテクチ
ャを受け入れている。
【０００５】
　通信機器は、ＩＭＳネットワークからサービスを受信する前に、ＩＭＳネットワークへ
の登録を試みる。通信機器は、３ＧＰＰ標準に従い登録するため、適切なアクセスネット
ワークを介してＳＩＰ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージなどの登録要求メッセージをプロキ
シコールセッション制御機能（Ｐ－ＣＳＣＦ）に送信する。Ｐ－ＣＳＣＦは、通信機器の
ホームＩＭＳネットワークを識別し、ユーザのホームＩＳＭネットワークのサービングコ
ールセッション制御機能（Ｓ－ＣＳＣＦ）に別の登録要求メッセージを送信する。登録要
求メッセージに対してＳ－ＣＳＣＦは、通信機器の認証データを取り出すため、Ｄｉａｍ
ｅｔｅｒマルチメディア認証リクエスト（Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）（ＭＡＲ）メッセージなどの認証要求メッセージを生成する
。次いでＳ－ＣＳＣＦは、適切な認証方法を用いて通信機器を認証する。通信機器が認証
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された場合、Ｓ－ＣＳＣＦはＤｉａｍｅｔｅｒサーバ割り当てリクエスト（Ｓｅｒｖｅｒ
　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）（ＳＡＲ）メッセージなどの加入者プロファ
イル要求メッセージを生成し、加入者プロファイル要求メッセージをＨＳＳに送信する。
加入者プロファイル要求メッセージに対応して、ＨＳＳは通信機器ユーザの加入者プロフ
ァイルを識別する。次いでＨＳＳは、通信機器ユーザの加入者プロファイルを含むＤｉａ
ｍｅｔｅｒサーバ割り当て回答（Ｓｅｒｖｅｒ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ａｎｓｗｅｒ）
（ＳＡＡ）メッセージなどの応答メッセージをＳ－ＣＳＣＦに送信する。次いでＳ－ＣＳ
ＣＦは、加入者プロファイルを処理して通信機器にサービスを提供することができる。
【０００６】
　モバイルユーザが訪問先ＩＭＳネットワークのサービスエリアでローミングしていると
き、訪問先ＩＭＳネットワークはセッションのコール制御を行わない。ローミングセッシ
ョンが開始されると、訪問先ＩＭＳネットワークのＰ－ＣＳＣＦは、当該セッションのセ
ッション開始メッセージ（例：ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージ）を受信する。Ｐ－ＣＳ
ＣＦは、セッション開始メッセージをＳ－ＣＳＣＦに転送することによって、モバイルユ
ーザのホームＩＭＳネットワークのＳ－ＣＳＣＦに当該セッションのセッション制御を依
頼する（ｐｒｏｘｉｅｓ）。次いで、ホームＩＭＳネットワークのＳ－ＣＳＣＦは、当該
セッションのセッション制御を行う。
【０００７】
　セッション制御を行っている間、ホームＩＭＳネットワークのＳ－ＣＳＣＦは課金制御
も行う。セッション開始時に、Ｓ－ＣＳＣＦは当該セッションのホームＩＭＳ課金識別子
（ＩＣＩＤ）を生成する。Ｓ－ＣＳＣＦはまた、Ｄｉａｍｅｔｅｒアカウンティングリク
エスト（Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）（ＡＣＲ［ｓｔａｒｔ］）メッセージ
などの課金開始（ｓｔａｒｔ）メッセージをホームＩＭＳネットワークの課金データ機能
（ＣＤＦ）に送信する。セッション中に一定の間隔で、Ｓ－ＣＳＣＦは、Ｄｉａｍｅｔｅ
ｒ　ＡＣＲ［ｉｎｔｅｒｉｍ］メッセージなどの課金中間（ｉｎｔｅｒｉｍ）メッセージ
をホームＩＭＳネットワークのＣＤＦに送信する。セッションの終わりに、Ｓ－ＣＳＣＦ
は、Ｄｉａｍｅｔｅｒ　ＡＣＲ［ｓｔｏｐ］メッセージなどの課金停止（ｓｔｏｐ）メッ
セージをホームＩＭＳネットワークのＣＤＦに送信する。ＡＣＲメッセージはセッション
のホームＩＣＩＤを全て含み、それによりＡＣＲメッセージは相関が可能になる。
【０００８】
　Ｓ－ＣＳＣＦから受信したＡＣＲ［ｓｔａｒｔ，ｉｎｔｅｒｉｍ，ｓｔｏｐ］メッセー
ジに基づき、ＣＤＦはＡＣＲメッセージに含まれている課金情報に基づきセッションの課
金データ記録（ＣＤＲ）を生成する。課金情報は、当該セッションのサービス提供開始の
タイムスタンプ、当該セッションのサービス提供停止のタイムスタンプ、当該セッション
の宛先などを含むことができる。次いでＣＤＦは、ＣＤＲをホームＩＭＳネットワークの
請求システムに送信する。次いで請求システムは、ＣＤＲに基づき当該セッションの課金
を決定することができる。
【０００９】
　訪問先ＩＭＳネットワークのＰ－ＣＳＣＦはまた、セッションの課金制御を行うことも
できる。Ｐ－ＣＳＣＦは当該セッションの訪問先ＩＭＳ課金識別子（ＩＣＩＤ）を生成す
る。Ｐ－ＣＳＣＦは、Ｄｉａｍｅｔｅｒ　ＡＣＲ［ｓｔａｒｔ，ｉｎｔｅｒｉｍ，ｓｔｏ
ｐ］メッセージなどの当該セッションの課金メッセージを生成した場合、ＡＣＲメッセー
ジを訪問先ＩＭＳネットワークのＣＤＦに送信する。ＡＣＲメッセージは当該セッション
の訪問先ＩＣＩＤを全て含み、これによりＡＣＲメッセージは相関が可能になる。
【００１０】
　Ｐ－ＣＳＣＦから受信したＡＣＲ［ｓｔａｒｔ，ｉｎｔｅｒｉｍ，ｓｔｏｐ］メッセー
ジに基づき、訪問先ＩＭＳネットワークのＣＤＦは、ＡＣＲメッセージに含まれている課
金情報に基づき当該セッションのＣＤＲを生成する。次いでＣＤＦは、ＣＤＲを訪問先Ｉ
ＭＳネットワークの請求システムに送信する。次いで請求システムは、ＣＤＲに基づき当
該セッションの課金を決定することができる。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　現在のＩＭＳネットワークにおける１つの問題は、ホームＩＭＳネットワークおよび訪
問先ＩＭＳネットワークからの課金情報を相関させる効果的な方法がないことである。ホ
ームＩＭＳネットワークのＳ－ＣＳＣＦは固有のホームＩＣＩＤを生成し、訪問先ＩＭＳ
ネットワークのＰ－ＣＳＣＦは同じセッションに対して別の固有の訪問先ＩＣＩＤを生成
する。そのため、ホームＩＭＳネットワークの請求システムはホームＩＣＩＤに基づきセ
ッションを識別し、訪問先ＩＭＳネットワークの請求システムは訪問先ＩＣＩＤに基づき
同じセッションを識別する。同じセッションに対して異なるＩＣＩＤがあるため、２つの
請求システムが各ＩＭＳネットワークで生成された課金情報を相関させて当該セッション
の請求額を決済するのは難しい。
【００１２】
　現在のＩＭＳネットワークにおけるもう１つの問題は、訪問先ＩＭＳネットワークのＰ
－ＣＳＣＦがセッションに全く関わっていない場合や、当該セッションについての適切ま
たは必要な課金情報を持っていない場合があることである。セッション制御はホームＩＭ
Ｓネットワークで行われているため、ホームＩＭＳネットワークは当該セッションについ
ての必要な課金情報を持っている。Ｐ－ＣＳＣＦは、課金情報をある程度持っていること
もあるが、ＣＤＦが完全なＣＤＲを生成できるようにＣＤＦに提供すべき必要な情報を持
っていないこともある。その結果、訪問先ＩＭＳネットワークの請求システムは当該セッ
ションの請求額を計算できないことがある。訪問先ＩＭＳネットワークを運営するサービ
スプロバイダは、適切な合意に基づき当該セッションの適正な収益を分けるにあたりホー
ムＩＭＳネットワークの請求システムに依存せざるを得ない。訪問先ＩＭＳネットワーク
を運営するサービスプロバイダは、ホームＩＭＳネットワークの請求額を検証することや
、ホームＩＭＳネットワークが適切な収益を分けているか否かを判断することが残念なが
らできない場合がある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の実施形態は、ホームＩＭＳネットワークおよび訪問先ＩＭＳネットワークに、
セッションに割り当てられるＩＣＩＤなどの課金識別子を互いに共有させることによって
、上記および他の関連する問題を解決する。例えば、ホームＩＭＳネットワークは、セッ
ションにホーム課金識別子を割り当て、ホーム課金識別子を訪問先ＩＭＳネットワークと
共有する。同様に、訪問先ＩＭＳネットワークは、当該セッションに訪問先課金識別子を
割り当て、訪問先課金識別子をホームＩＭＳネットワークと共有する。次いで、ホームＩ
ＭＳネットワークおよび訪問先ＩＭＳネットワークはそれぞれ、ホーム課金識別子および
訪問先課金識別子をＣＤＲに挿入し、それにより課金識別子に従ってホームＩＭＳネット
ワークのＣＤＲが訪問先ＩＭＳネットワークのＣＤＲと相関できるようにする。こうして
、これらのＩＭＳネットワークの請求システムは当該セッションの請求額の決済を一層容
易に行うことができる。
【００１４】
　さらに、ホームＩＭＳネットワークおよび訪問先ＩＭＳネットワークは、セッションの
追加課金情報を共有または交換することができる。その結果、ホームＩＭＳネットワーク
および訪問先ＩＭＳネットワークはいずれも、当該セッションの完全なＣＤＲを生成する
ための適正な情報を持つことになる。訪問先ＩＭＳネットワークは、ホーム請求システム
によって計算された請求額を有利に検証することができ、逆もまた同様である。
【００１５】
　１つの実施形態では、訪問先ＩＭＳネットワークは訪問先ネットワーク要素（例：Ｐ－
ＣＳＣＦ）および訪問先課金データシステム（例：ＣＤＦ）を含む。訪問先ネットワーク
要素は、セッションの信号メッセージを受信し、当該セッションに訪問先課金識別子を割
り当てるように構成される。訪問先課金識別子の一例は、訪問先ＩＣＩＤである。訪問先
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ネットワーク要素はさらに、訪問先課金識別子を信号メッセージに挿入し、信号メッセー
ジをホームＩＭＳネットワークに送信するように構成される。信号メッセージの受信に対
応して、ホームＩＭＳネットワークのネットワーク要素は、信号メッセージを処理して訪
問先課金識別子を識別し、訪問先課金識別子を保存するように構成される。
【００１６】
　同様に、ホームＩＭＳネットワークはホームネットワーク要素（例：Ｓ－ＣＳＣＦ）お
よびホーム課金データシステム（例：ＣＤＦ）を含む。ホームネットワーク要素は、当該
セッションの信号メッセージを受信し、当該セッションにホーム課金識別子を割り当てる
ように構成される。ホームネットワーク要素はさらに、ホーム課金識別子を信号メッセー
ジに挿入し、信号メッセージを訪問先ＩＭＳネットワークに送信するように構成される。
信号メッセージの受信に対応して、訪問先ネットワーク要素は、信号メッセージを処理し
てホーム課金識別子を識別し、ホーム課金識別子を保存するように構成される。
【００１７】
　課金が当該セッションにとって適切なときに、訪問先ネットワーク要素は、Ｄｉａｍｅ
ｔｅｒアカウンティングリクエスト（ＡＣＲ）メッセージなどの当該セッションの課金メ
ッセージを生成するように構成される。訪問先ネットワーク要素はさらに、ホーム課金識
別子および訪問先課金識別子を課金メッセージに挿入し、課金メッセージを訪問先課金デ
ータシステムに送信するように構成される。訪問先課金データシステムは、当該セッショ
ンの訪問先ＣＤＲを生成し、ホーム課金識別子および訪問先課金識別子を訪問先ＣＤＲに
挿入し、訪問先ＣＤＲを訪問先ＩＭＳネットワークの請求システムに送信するように構成
される。
【００１８】
　ホームＩＭＳネットワークにおいて課金が当該セッションにとって適切なときに、ホー
ムネットワーク要素は、当該セッションの課金メッセージを生成するように構成される。
ホームネットワーク要素はさらに、ホーム課金識別子および訪問先課金識別子を課金メッ
セージに挿入し、課金メッセージをホーム課金データシステムに送信するように構成され
る。ホーム課金データシステムは、当該セッションのホームＣＤＲを生成し、ホーム課金
識別子および訪問先課金識別子をホームＣＤＲに挿入し、ホームＣＤＲをホームＩＭＳネ
ットワークの請求システムに送信するように構成される。
【００１９】
　ホームＣＤＲおよび訪問先ＣＤＲに含まれているホーム課金識別子および訪問先課金識
別子に基づき、ホームＩＭＳネットワークおよび訪問先ＩＭＳネットワークの請求システ
ムは、当該セッションのＣＤＲを有効に相関させることができる。その結果、当該セッシ
ョンに関してより正確な課金を実現することができる。
【００２０】
　本発明は、以下で説明する他の例示的な実施形態を含むことができる。
【００２１】
　全ての図面において、同じ参照番号は同じ要素または同じ種類の要素を表す。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の例示的な実施形態における通信ネットワークを示す図である。
【図２】本発明の例示的な実施形態において、訪問先ＩＭＳネットワークのＩＣＩＤをホ
ームＩＭＳネットワークと共有する方法を示す流れ図である。
【図３】本発明の例示的な実施形態において、ホームＩＭＳネットワークで訪問先ＩＣＩ
Ｄを処理する方法を示す流れ図である。
【図４】本発明の例示的な実施形態において、ホームＩＭＳネットワークのホーム課金識
別子を訪問先ＩＭＳネットワークと共有する方法を示す流れ図である。
【図５】本発明の例示的な実施形態において、訪問先ＩＭＳネットワークでホーム課金識
別子を処理する方法を示す流れ図である。
【図６】本発明の例示的な実施形態において、追加課金情報を共有する方法を示す流れ図
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である。
【図７】本発明の例示的な実施形態において、追加課金情報を共有する別の方法を示す流
れ図である。
【図８】本発明の例示的な実施形態において、ホームＩＭＳネットワークで課金メッセー
ジを生成する方法を示す流れ図である。
【図９】本発明の例示的な実施形態において、ホームＩＭＳネットワークでＣＤＲを生成
する方法を示す流れ図である。
【図１０】本発明の例示的な実施形態において、訪問先ＩＭＳネットワークで課金メッセ
ージを生成する方法を示す流れ図である。
【図１１】本発明の例示的な実施形態において、訪問先ＩＭＳネットワークでＣＤＲを生
成する方法を示す流れ図である。
【図１２】本発明の例示的な実施形態における別の通信ネットワークを示す図である。
【図１３】本発明の例示的な実施形態において、セッションの起点側でホームＩＭＳネッ
トワークと訪問先ＩＭＳネットワークとの間で課金情報を共有することを示すメッセージ
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１から図１３および以下の説明は、本発明の生成および使用の方法を当業者に教示す
るために本発明の特定の例示的実施形態を示している。発明の原理を教示するという目的
上、本発明のいくつかの従来型態様は簡略化または省略されている。当業者は、本発明の
範囲内にある、これらの実施形態の変形を理解しよう。当業者は、本発明の複数の変形を
作成するために様々な方法で後述の特徴を結合できることを理解しよう。したがって、本
発明は後述の特定の実施形態に限定されず、特許請求の範囲およびその等価物によっての
み限定される。
【００２４】
　図１は、本発明の例示的な実施形態における通信ネットワーク１００を示している。通
信ネットワーク１００は、ホームＩＭＳネットワーク１１０および訪問先ＩＭＳネットワ
ーク１２０を含む。ホームＩＭＳネットワークは、特定のユーザがサービスに登録または
加入しているＩＭＳネットワークを備える。訪問先ＩＭＳネットワークは、特定のユーザ
がサービスに登録または加入していないＩＭＳネットワークを備えるが、当該ユーザがロ
ーミングしている間に当該ユーザにサービスを提供している。
【００２５】
　ホームＩＭＳネットワーク１１０は、ホームネットワーク要素１１２、ホーム課金デー
タシステム１１４およびホーム請求システム１１６を含む。ネットワーク要素１１２は、
ホームＩＭＳネットワーク１１０においてセッション制御またはセッション向けサービス
を提供するように構成されたシステム、サーバまたは機能を備える。ネットワーク要素１
１２の一例として、サービングコールセッション制御機能（Ｓ－ＣＳＣＦ）がある。課金
データシステム１１４は、ホームＩＭＳネットワーク１１０においてネットワーク要素１
１２から課金メッセージを受信し、セッションの課金データ記録（ＣＤＲ）を生成するよ
うに構成されたシステム、サーバまたは機能を備える。例えば、課金データシステム１１
４は、３ＧＰＰがリリース６で定めているような課金データ機能（ＣＤＦ）、または３Ｇ
ＰＰがリリース５で定めているような課金収集機能（ＣＣＦ）を備えることができる。請
求システム１１６は、ホームＩＭＳネットワーク１１０においてセッションの請求額を生
成または決定するためＣＤＲを処理するように構成されたシステム、サーバまたは機能を
備える。
【００２６】
　訪問先ＩＭＳネットワーク１２０は、訪問先ネットワーク要素１２２、訪問先課金デー
タシステム１２４および訪問先請求システム１２６を含む。ネットワーク要素１２２は、
訪問先ＩＭＳネットワーク１２０においてセッション制御またはセッション向けサービス
を提供するように構成されたシステム、サーバまたは機能を備える。ネットワーク要素１
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２２の一例として、プロキシコールセッション制御機能（Ｐ－ＣＳＣＦ）がある。課金デ
ータシステム１２４は、訪問先ＩＭＳネットワーク１２０においてネットワーク要素１２
２から課金メッセージを受信し、セッションの課金データ記録（ＣＤＲ）を生成するよう
に構成されたシステム、サーバまたは機能を備える。請求システム１２６は、訪問先ＩＭ
Ｓネットワーク１２０においてセッションの請求額を生成または決定するためＣＤＲを処
理するように構成されたシステム、サーバまたは機能を備える。
【００２７】
　この実施形態では、ＩＭＳユーザ１３０はホームＩＭＳネットワーク１１０でサービス
に登録または加入しているが、訪問先ＩＭＳネットワーク１２０でローミングしているこ
とを想定している。ユーザ１３０は、適切に装備された通信機器または通信用のユーザ装
置（ＵＥ）を持っている。また、ユーザ１３０が訪問先ＩＭＳネットワーク１２０でロー
ミング中にセッションを開始することやセッションに招待されることも前提としている。
本明細書で説明する実施形態に従い、ホームＩＭＳネットワーク１１０は、ＩＭＳ課金識
別子（ＩＣＩＤ）などの課金識別子を訪問先ＩＭＳネットワーク１２０と交換または共有
し、それによりホームＩＭＳネットワーク１１０および訪問先ＩＭＳネットワーク１２０
からのＣＤＲが相関して当該セッションの請求額を決済することができる。ホームＩＭＳ
ネットワーク１１０および訪問先ＩＭＳネットワーク１２０はまた、追加課金情報を交換
または共有することもでき、それによりＩＭＳネットワーク１１０および１２０はいずれ
も、セッションの完全なＣＤＲを生成するための必要な課金情報を持つことになる。こう
して、一方のＩＭＳネットワークは他方のＩＭＳネットワークの請求額を検証することが
できる。ＩＭＳネットワーク１１０および１２０の処理について、以下の流れ図で説明す
る。
【００２８】
　図２は、本発明の例示的な実施形態において、訪問先ＩＭＳネットワーク１２０の課金
識別子をホームＩＭＳネットワーク１１０と共有する方法２００を示す流れ図である。方
法２００のステップを、図１の通信ネットワーク１００に言及して説明する。図２の流れ
図のステップは全てを含むものではなく、図示していない他のステップを含むことができ
る。
【００２９】
　方法２００のステップ２０２において、訪問先ＩＭＳネットワーク１２０のネットワー
ク要素１２２は、ユーザ１３０が関与するセッションの信号メッセージを受信する。例え
ば、ネットワーク要素１２２は、ユーザ１３０によって開始されているセッションのＳＩ
Ｐ　ＩＮＶＩＴＥメッセージを受信することがある。ステップ２０４において、ネットワ
ーク要素１２２は当該セッションに訪問先課金識別子を割り当てる。訪問先課金識別子は
、番号、コード、ストリングなどを備え、訪問先ＩＭＳネットワーク１２０で割り当てら
れ、訪問先ＩＭＳネットワーク１２０で使用されて当該セッションの課金情報を相関させ
る。訪問先課金識別子の一例は、訪問先ＩＭＳ課金識別子（ＩＣＩＤ）である。ステップ
２０６において、ネットワーク要素１２２は、訪問先課金識別子を信号メッセージに挿入
する。例えば、ＳＩＰメッセージに訪問先課金識別子を挿入するために、訪問先課金識別
子用にＳＩＰメッセージの課金ベクトル（Ｐ－Ｃｈａｒｇｉｎｇ－Ｖｅｃｔｏｒ）に新し
いＡＶＰを定めることができる。次いでネットワーク要素１２２は、ＳＩＰメッセージの
新しいＡＶＰに訪問先課金識別子を挿入することができる。ネットワーク要素１２２は、
ステップ２０２で受信した同じ信号メッセージに訪問先課金識別子を挿入すること、また
は別の信号メッセージを生成することができる。例えば、ネットワーク要素１２２は、当
該セッションの新しいＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージを生成し、新しいＩＮＶＩＴＥメ
ッセージに訪問先課金識別子を挿入することができる。ステップ２０８において、ネット
ワーク要素１２２は、ホームＩＭＳネットワーク１１０のネットワーク要素１１２に信号
メッセージを送信する。
【００３０】
　図３は、本発明の例示的な実施形態において、ホームＩＭＳネットワーク１１０で訪問



(10) JP 4991010 B2 2012.8.1

10

20

30

40

50

先課金識別子を処理する方法３００を示す流れ図である。方法３００のステップを、図１
の通信ネットワーク１００に言及して説明する。図３の流れ図のステップは全てを含むも
のではなく、図示していない他のステップを含むことができる。
【００３１】
　方法３００のステップ３０２において、ネットワーク要素１１２はネットワーク要素１
２２から信号メッセージを受信する。ステップ３０４において、ネットワーク要素１１２
は、信号メッセージを処理して信号メッセージに挿入されている訪問先課金識別子を識別
する。例えば、ネットワーク要素１１２は、ＳＩＰメッセージの課金ベクトルを処理して
訪問先課金識別子を識別することができる。ステップ３０６において、ネットワーク要素
１１２は、当該セッションの訪問先課金識別子を、後で当該セッションの課金メッセージ
を生成する際に使用するために保存する。
【００３２】
　同様に、ホームＩＭＳネットワーク１１０は、ホーム課金識別子を訪問先ＩＭＳネット
ワーク１２０と共有する。図４は、本発明の例示的な実施形態において、ホームＩＭＳネ
ットワーク１１０のホーム課金識別子を訪問先ＩＭＳネットワーク１２０と共有する方法
４００を示す流れ図である。方法４００のステップを、図１の通信ネットワーク１００に
言及して説明する。図４の流れ図のステップは全てを含むものではなく、図示していない
他のステップを含むことができる。
【００３３】
　図４のステップ４０２において、ネットワーク要素１１２はセッションの信号メッセー
ジを受信する。例えば、ネットワーク要素１１２は、図３のステップ３０２のように訪問
先ＩＭＳネットワーク１２０から信号メッセージを受信することができ、ネットワーク要
素１１２はこれにより、ユーザ１３０についてセッションが開始されていることを確認す
ることができる。ステップ４０４において、ネットワーク要素１１２は、当該セッション
にホーム課金識別子を割り当てる。ホーム課金識別子は、番号、コード、ストリングなど
を備え、ホームＩＭＳネットワーク１１０で割り当てられ、ホームＩＭＳネットワーク１
１０で使用して当該セッションの課金情報を相関させる。ホーム課金識別子の一例は、ホ
ームＩＭＳ課金識別子（ＩＣＩＤ）である。この実施形態では、ネットワーク要素１１２
は、訪問先課金識別子をホーム課金識別子として再利用すること、または固有のホーム課
金識別子を生成することができる。ステップ４０６において、ネットワーク要素１１２は
、当該セッションの信号メッセージにホーム課金識別子を挿入する。ここでも、例えばＳ
ＩＰメッセージにホーム課金識別子を挿入するために、ホーム課金識別子用にＳＩＰメッ
セージの課金ベクトルに新しいＡＶＰを定めることができる。次いでネットワーク要素１
１２は、ＳＩＰメッセージの新しいＡＶＰにホーム課金識別子を挿入することができる。
ステップ４０８において、ネットワーク要素１１２は訪問先ＩＭＳネットワーク１２０の
ネットワーク要素１２２に信号メッセージを送信する。
【００３４】
　図５は、本発明の例示的な実施形態において、訪問先ＩＭＳネットワーク１２０でホー
ム課金識別子を処理する方法５００を示す流れ図である。方法５００のステップを、図１
の通信ネットワーク１００に言及して説明する。図５の流れ図のステップは全てを含むも
のではなく、図示していない他のステップを含むことができる。
【００３５】
　方法５００のステップ５０２において、ネットワーク要素１２２はネットワーク要素１
１２から信号メッセージを受信する。ステップ５０４において、ネットワーク要素１２２
は、信号メッセージを処理して信号メッセージに挿入されているホーム課金識別子を識別
する。例えば、ネットワーク要素１２２は、ＳＩＰメッセージの課金ベクトルを処理して
ホーム課金識別子を識別することができる。ステップ５０６において、ネットワーク要素
１２２は当該セッションのホーム課金識別子を、後で当該セッションの課金メッセージを
生成する際に使用するために保存する。
【００３６】
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　上記の流れ図は、ホームＩＭＳネットワーク１１０と訪問先ＩＭＳネットワーク１２０
との間でホーム課金子識別子および訪問先課金識別子を共有することを示している。課金
識別子の共有に加えて、ホームＩＭＳネットワーク１１０および訪問先ＩＭＳネットワー
ク１２０は、追加課金情報をさらに共有することもできる。追加課金情報は、ＩＭＳネッ
トワークで生成され課金目的で使用される課金識別子以外のあらゆる情報を指す。図６お
よび図７は、追加課金情報を共有する方法を示している。
【００３７】
　図６は、本発明の例示的な実施形態において、追加課金情報を共有する方法６００を示
す流れ図である。方法６００のステップを、図１の通信ネットワーク１００に言及して説
明する。図６の流れ図のステップは全てを含むものではなく、図示していない他のステッ
プを含むことができる。
【００３８】
　方法６００のステップ６０２において、ネットワーク要素１２２は、セッションの追加
課金情報を識別する。追加課金情報の一例として、訪問先ＩＭＳネットワーク１２０にお
いて当該セッションにつき生成されるサービス提供のタイムスタンプがある。追加課金情
報の他の例を以下に示す。ステップ６０４において、ネットワーク要素１２２は、当該セ
ッションの信号メッセージに追加課金情報を挿入する。例えばＳＩＰメッセージに追加課
金情報を挿入するために、追加課金情報用にＳＩＰメッセージの課金ベクトルに新しいＡ
ＶＰを定めることができる。次いでネットワーク要素１２２は、ＳＩＰメッセージの新し
いＡＶＰに追加課金情報を挿入することができる。ネットワーク要素１２２は、図２のス
テップ２０４のように訪問先課金識別子として同じ信号メッセージに追加課金情報を挿入
することができる。ステップ６０８において、ネットワーク要素１２２はホームＩＭＳネ
ットワーク１１０のネットワーク要素１１２に信号メッセージを送信する。
【００３９】
　図７は、本発明の例示的な実施形態において、追加課金情報を共有する別の方法７００
を示す流れ図である。方法７００のステップを、図１の通信ネットワーク１００に言及し
て説明する。図７の流れ図のステップは全てを含むものではなく、図示していない他のス
テップを含むことができる。
【００４０】
　方法７００のステップ７０２において、ネットワーク要素１１２はネットワーク要素１
２２から信号メッセージを受信する。ステップ７０４において、ネットワーク要素１１２
は信号メッセージを処理して信号メッセージに挿入されている追加課金情報を識別する。
ステップ７０６において、ネットワーク要素１１２はセッションの追加課金情報を、後で
当該セッションの課金メッセージを生成する際に使用するために保存する。
【００４１】
　図６および図７の同じ方法を使用して、ホームＩＭＳネットワーク１１０と訪問先ＩＭ
Ｓネットワーク１２０との間で追加課金情報を共有するのに使用することができる。以下
は追加課金情報を共有するいくつかの例である。１つの例では、ネットワーク要素１２２
は、セッションのアクセスネットワーク課金識別子（ＡＮＣＩＤ）を含む当該セッション
の信号メッセージを受信することを想定している。図１のユーザ１３０によって使用され
るアクセスネットワークは、当該セッションに対して追加的に課金できるＷｉＦｉネット
ワーク、セルラネットワークなどを含む。ＡＮＣＩＤは、当該セッションにつきＩＭＳの
課金データとアクセスネットワークの課金データを相関させるために使用される。ユーザ
１３０がローミングし、訪問先ＩＭＳネットワーク１２０と結び付いたアクセスネットワ
ークを通じてアクセスを得ているとき、ホームＩＭＳネットワーク１１０は当該セッショ
ンのＡＮＣＩＤを識別できないこともある。図６および図７の実施形態により、ネットワ
ーク要素１２２が当該セッションの信号メッセージを受信するとき、信号メッセージは、
当該セッションのＡＮＣＩＤを含むことができる。これにより、ネットワーク要素１２２
は信号メッセージの中のＡＮＣＩＤを識別し（ステップ６０２参照）、ホームＩＭＳネッ
トワーク１１０向けの信号メッセージにＡＮＣＩＤを挿入し（ステップ６０４参照）、信
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号メッセージをホームＩＭＳネットワーク１１０に送信する（ステップ６０６参照）こと
ができる。次いで、ホームＩＭＳネットワーク１１０のネットワーク要素１１２は、信号
メッセージを受信し（ステップ７０２参照）、信号メッセージを処理してＡＮＣＩＤを識
別し（ステップ７０４参照）、ＡＮＣＩＤを保存する（ステップ７０６参照）ことができ
る。
【００４２】
　別の例では、ホームＩＭＳネットワーク１１０および訪問先ＩＭＳネットワーク１２０
は、ＩＭＳユーザセッション識別子を共有することができる。セッションの開始に伴い、
ホームＩＭＳネットワーク１１０および訪問先ＩＭＳネットワーク１２０はいずれも、当
該セッションについて固有のＩＭＳユーザセッション識別子を生成する。これはＩＣＩＤ
に加えて生成される。図６および図７の実施形態により、ホームＩＭＳネットワーク１１
０および訪問先ＩＭＳネットワーク１２０は、それぞれのＩＭＳユーザセッションＩＤを
信号メッセージを介して共有することができる。
【００４３】
　別の例では、ホームＩＭＳネットワーク１１０および訪問先ＩＭＳネットワーク１２０
は事業者間識別子（ＩＯＩ）を共有することができる。ＩＯＩは、セッションの起点ネッ
トワークおよび終点ネットワークを定める。ホームＩＭＳネットワーク１１０および訪問
先ＩＭＳネットワーク１２０はこれにより、信号メッセージを介してＩＯＩを共有するこ
とができる。
【００４４】
　別の例では、ホームＩＭＳネットワーク１１０および訪問先ＩＭＳネットワーク１２０
は、セッションのサービス提供のタイムスタンプを共有することができる。訪問先ＩＭＳ
ネットワーク１２０のネットワーク要素１２２がＤｉａｍｅｔｅｒ　ＡＣＲ［ｓｔａｒｔ
］メッセージなどのセッションの最初の課金メッセージを生成する場合、ネットワーク要
素１２２は、サービス提供開始のタイムスタンプを生成する。また、ネットワーク要素１
２２がＤｉａｍｅｔｅｒ　ＡＣＲ［ｓｔｏｐ］メッセージなどのセッションの最後の課金
メッセージを生成する場合、ネットワーク要素１２２は、サービス提供停止のタイムスタ
ンプを生成する。ホームＩＭＳネットワーク１１０のネットワーク要素１１２は、課金メ
ッセージ用に同様のサービス提供のタイムスタンプを生成する。これらと他のタイムスタ
ンプが生成されるとき、ホームＩＭＳネットワーク１１０および訪問先ＩＭＳネットワー
ク１２０は、信号メッセージを介してこれらのタイムスタンプを共有することができる。
ホームＩＭＳネットワーク１１０および訪問先ＩＭＳネットワーク１２０は、ユーザ１３
０のＩＰアドレス、ユーザ１３０がローミングしていることの表示、アクセスゲートウェ
イ（ＧＧＳＮ／ＳＧＳＮ）アドレスなどの他の課金情報を共有することができる。
【００４５】
　セッションのサービス提供中のある時点で、ネットワーク要素１１２およびネットワー
ク要素１２２は、Ｄｉａｍｅｔｅｒ　ＡＣＲメッセージなどの当該セッションの課金メッ
セージを生成することができる。図８は、本発明の例示的な実施形態において、ホームＩ
ＭＳネットワーク１１０で課金メッセージを生成する方法８００を示す流れ図である。方
法８００のステップを、図１の通信ネットワーク１００に言及して説明する。図８の流れ
図のステップは全てを含むものではなく、図示していない他のステップを含むことができ
る。
【００４６】
　方法８００のステップ８０２において、ネットワーク要素１１２はセッションの課金メ
ッセージを生成する。ホームＩＭＳネットワーク１１０の従来型ネットワーク要素は、ホ
ームＩＣＩＤなどのホーム課金メッセージを課金メッセージに挿入し、ホームＩＭＳネッ
トワーク１１０で生成される他の課金情報も挿入する。方法８００に従い、ステップ８０
４において、ネットワーク要素１１２は、ホーム課金識別子を課金メッセージに挿入し、
訪問先ＩＭＳネットワーク１２０によって割り当てられた訪問先課金識別子も課金メッセ
ージに挿入する。例えばＤｉａｍｅｔｅｒ　ＡＣＲメッセージにホーム課金識別子および
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訪問先課金識別子を挿入するため、ホーム課金識別子および訪問先課金識別子用にＡＣＲ
メッセージに新しいＡＶＰを定めることができる。次いでネットワーク要素１２２は、Ａ
ＣＲメッセージの新しいＡＶＰにホーム課金識別子および訪問先課金識別子を挿入するこ
とができる。
【００４７】
　ネットワーク要素１１２がホーム課金識別子のために訪問先課金識別子を再利用する場
合、それは訪問先課金識別子とホーム課金識別子の両方を表すため、明らかに訪問先課金
識別子のみが課金メッセージに挿入される。ネットワーク要素１１２が訪問先課金識別子
を再利用する代わりに当該セッションに固有のホーム課金識別子を割り当てる場合、ネッ
トワーク要素１１２はホーム課金識別子および訪問先課金識別子の両方を課金メッセージ
に挿入する。方法８００はまた、ステップ８０６において、訪問先ＩＭＳネットワーク１
２０によって提供される当該セッションの追加課金情報を課金メッセージに挿入する選択
的ステップを含むことができる。次いでステップ８０８において、ネットワーク要素１１
２は課金メッセージを課金データシステム１１４に送信する。
【００４８】
　図９は、本発明の例示的な実施形態において、ホームＩＭＳネットワーク１１０でＣＤ
Ｒを生成する方法９００を示す流れ図である。方法９００のステップを、図１の通信ネッ
トワーク１００に言及して説明する。図９の流れ図のステップは全てを含むものではなく
、図示していない他のステップを含むことができる。
【００４９】
　方法９００のステップ９０２において、課金データシステム１１４はネットワーク要素
１１２から１つまたは複数の課金メッセージを受信する。課金データシステム１１４は、
図１に示していない他のネットワーク要素から課金メッセージを追加的に受信することが
できる。次いでステップ９０４において、課金データシステム１１４は、セッションのホ
ームＣＤＲを生成する。ホームＩＭＳネットワーク１１０の従来型課金データシステムは
、ホーム課金識別子をホームＣＤＲに挿入し、ホームＩＭＳネットワーク１１０で生成さ
れる他の課金情報も挿入する。方法９００に従い、ステップ９０６において、課金データ
システム１１４はホーム課金識別子をホームＣＤＲに挿入し、訪問先ＩＭＳネットワーク
１２０によって割り当てられた訪問先課金識別子もホームＣＤＲに挿入する。例えばホー
ムＣＤＲにホーム課金識別子および訪問先課金識別子を挿入するために、これらの課金識
別子用にＣＤＲに新しいフィールドを定めることができる。次いで、課金データシステム
１１４は、ホームＣＤＲの新しいフィールドにホーム課金識別子および訪問先課金識別子
を挿入することができる。方法９００はまた、ステップ９０８において、訪問先ＩＭＳネ
ットワーク１２０によって提供される当該セッションの追加課金情報をホームＣＤＲに挿
入する選択的ステップを含むことができる。次いでステップ９１０において、課金データ
システム１１４はホームＣＤＲを請求システム１１６に送信する。
【００５０】
　図１０は、本発明の例示的な実施形態において、訪問先ＩＭＳネットワーク１２０で課
金メッセージを生成する方法１０００を示す流れ図である。方法１０００のステップを、
図１の通信ネットワーク１００に言及して説明する。図１０の流れ図のステップは全てを
含むものではなく、図示していない他のステップを含むことができる。
【００５１】
　方法１０００のステップ１００２において、ネットワーク要素１２２はセッションの課
金メッセージを生成する。訪問先ＩＭＳネットワーク１２０の従来型ネットワーク要素は
、訪問先ＩＣＩＤなどの訪問先課金メッセージを課金メッセージに挿入し、訪問先ＩＭＳ
ネットワーク１２０で生成される他の課金情報も挿入する。方法１０００に従い、ステッ
プ１００４において、ネットワーク要素１２２は、訪問先課金識別子を課金メッセージに
挿入し、ホームＩＭＳネットワーク１０によって割り当てられたホーム課金識別子も課金
メッセージに挿入する。方法１０００はまた、ステップ１００６において、ホームＩＭＳ
ネットワーク１１０によって提供された当該セッションの追加課金情報を課金メッセージ
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に挿入する選択的ステップを含むことができる。次いでステップ１００８において、ネッ
トワーク要素１２２は課金メッセージを課金データシステム１２４に送信する。
【００５２】
　図１１は、本発明の例示的な実施形態において、訪問先ＩＭＳネットワーク１２０でＣ
ＤＲを生成する方法１１００を示す流れ図である。方法１１００のステップを、図１の通
信ネットワーク１００に言及して説明する。図１１の流れ図のステップは全てを含むもの
ではなく、図示していない他のステップを含むことができる。
【００５３】
　方法１１００のステップ１１０２において、課金データシステム１２４はネットワーク
要素１２２から１つまたは複数の課金メッセージを受信する。課金データシステム１２４
は、図１に示していない他のネットワーク要素から課金メッセージを追加的に受信するこ
とができる。ステップ１１０４において、課金データシステム１２４は当該セッションの
訪問先ＣＤＲを生成する。次いでステップ１１０６において、課金データシステム１２４
は訪問先課金識別子を訪問先ＣＤＲに挿入し、ホームＩＭＳネットワーク１１０によって
割り当てられたホーム課金識別子も訪問先ＣＤＲに挿入する。方法１１００はまた、ステ
ップ１１０８において、ホームＩＭＳネットワーク１１０によって提供された当該セッシ
ョンの追加課金情報を訪問先ＣＤＲに挿入する選択的ステップを含むことができる。次い
でステップ１１００において、課金データシステム１２４は、訪問先ＣＤＲを請求システ
ム１２６に送信する。
【００５４】
　図１では、ホームＩＭＳネットワーク１１０の請求システム１１６は、課金データシス
テム１１４から１つまたは複数のホームＣＤＲを受信する。訪問先ＩＭＳネットワーク１
２０の請求システム１２６も、課金データシステム１２４から１つまたは複数の訪問先Ｃ
ＤＲを受信する。ホームＩＭＳネットワーク１１０のホームＣＤＲおよび訪問先ＩＭＳネ
ットワーク１２０の訪問先ＣＤＲは同じ課金識別子（例：ホーム課金識別子と訪問先課金
識別子の両方）および追加の共有される課金情報を含んでいるため、請求システム１１６
および請求システム１２６は、ホームＩＭＳネットワーク１１０および訪問先ＩＭＳネッ
トワーク１２０の両方で生成されたＣＤＲを有利に相関させることができる。その結果、
当該セッションでより正確な課金を実現することができる。また、ホームＩＭＳネットワ
ーク１１０および訪問先ＩＭＳネットワーク１２０は追加課金情報を共有できるため、請
求システム１１６および１２６はそれぞれ、当該セッションにつき他方の請求システムに
よる課金を検証することが可能である。
【００５５】
　（実施例）
　図１２および図１３は、ホームＩＭＳネットワークと訪問先ＩＭＳネットワークとの間
で課金情報を共有する例を示している。図１２は、本発明の例示的な実施形態における通
信ネットワーク１２００を示している。通信ネットワーク１２００は、起点訪問先ＩＭＳ
ネットワーク１２０２、起点ホームＩＭＳネットワーク１２０４、終点訪問先ＩＭＳネッ
トワーク１２０６および終点ホームＩＭＳネットワーク１２０８を含む。起点訪問先ＩＭ
Ｓネットワーク１２０２は、モバイル機器１２１２、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ
）１２１４、パケットネットワーク１２１６、Ｐ－ＣＳＣＦ１２１８、課金データ機能（
ＣＤＦ）１２１９および請求ドメイン（ＢＤ）１２２０を含む。モバイル機器１２１２は
ユーザ１２１１によって使用されている。起点ホームＩＭＳネットワーク１２０４は、Ｓ
－ＣＳＣＦ１２２２、問い合わせＣＳＣＦ（Ｉ－ＣＳＣＦ）１２２４、ＨＳＳ１２２６、
アプリケーションサーバ（ＡＳ）１２２８、ＣＤＦ１２２９および請求ドメイン（ＢＤ）
１２３０を含む。終点訪問先ＩＭＳネットワーク１２０６は、モバイル機器１２４２、Ｒ
ＡＮ１２４４、パケットネットワーク１２４６、Ｐ－ＣＳＣＦ１２４８、ＣＤＦ１２４９
および請求ドメイン（ＢＤ）１２５０を含む。モバイル機器１２４２はユーザ１２４１に
よって使用されている。終点ホームＩＭＳネットワーク１２０８は、Ｓ－ＣＳＣＦ１２５
２、Ｉ－ＣＳＣＦ１２５４、ＨＳＳ１２５６、アプリケーションサーバ（ＡＳ）１２５８
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、ＣＤＦ１２５９および請求ドメイン（ＢＤ）１２６０を含む。通信ネットワーク１２０
０は、説明を簡潔にするため図１２に示していない他のノードを含むことができる。
【００５６】
　図１３は、本発明の例示的な実施形態において、セッションの起点側でホームＩＭＳネ
ットワークと訪問先ＩＭＳネットワークとの間で課金情報を共有することを示すメッセー
ジ図である。このメッセージ図は、通信ネットワーク１２００内で使用されるＳＩＰおよ
びＤｉａｍｅｔｅｒメッセージを示している。ユーザ１２１１がユーザ１２４１とのセッ
ション開始を望んでいることを想定している。セッションを開始するため、モバイル機器
１２１２はＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージを生成し、ＩＮＶＩＴＥメッセージをＲＡＮ
１２１４およびパケットネットワーク１２１６を介してＰ－ＣＳＣＦ１２１８に送信する
。ＩＮＶＩＴＥメッセージの受信に対応して、Ｐ－ＣＳＣＦ１２１８は当該セッションに
訪問先ＩＣＩＤを割り当てる。Ｐ－ＣＳＣＦ１２１８は、ＡＮＣＩＤ、ＩＭＳユーザセッ
ションＩＤ、ＩＯＩなどの当該セッションの追加課金情報を生成または識別することがで
きる。次いでＰ－ＣＳＣＦ１２１８は、訪問先ＩＣＩＤおよび追加課金情報をＩＮＶＩＴ
Ｅメッセージに挿入する。Ｐ－ＣＳＣＦ１２１８は、訪問先ＩＣＩＤおよび追加課金情報
を、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージの課金ベクトルの新しいＡＶＰに挿入することがで
きる。次いでＰ－ＣＳＣＦ１２１８は、ホームＩＭＳネットワーク１２０４のＳ－ＣＳＣ
Ｆ１２２２にＩＮＶＩＴＥメッセージを送信する。
【００５７】
　ＩＮＶＩＴＥメッセージに対し、Ｓ－ＣＳＣＦ１２２２は、当該セッションのサービス
制御を行う。また、Ｓ－ＣＳＣＦ１２２２は、ＩＮＶＩＴＥメッセージを処理して訪問先
ＩＣＩＤおよび追加課金情報を識別し保存する。次いでＳ－ＣＳＣＦ１２２２は、ホーム
ＩＭＳネットワーク１２０８および訪問先ＩＭＳネットワーク１２０６を介してユーザ１
２４１のモバイル機器１２４２にＩＮＶＩＴＥメッセージを送信する（図１２参照）。実
施形態はセッションの起点側で課金情報を共有することを示しているため、セッションの
終点側の信号メッセージについては、説明を簡潔にするため省略する。
【００５８】
　当該セッションを受け入れるため、モバイル機器１２４２は、Ｓ－ＣＳＣＦ１２２２に
よって受信されるＳＩＰ２００ＯＫメッセージを送信する。２００ＯＫメッセージに対し
、Ｓ－ＣＳＣＦ１２２２は当該セッションにホームＩＣＩＤを割り当てる。Ｓ－ＣＳＣＦ
１２２２は、訪問先ＩＣＩＤとは異なる新しいＩＣＩＤを割り当てることができる。ある
いは、Ｓ－ＣＳＣＦ１２２２は、訪問先ＩＭＳネットワーク１２０２によって割り当てら
れた訪問先ＩＣＩＤをホームＩＣＩＤとして再利用することができる。Ｓ－ＣＳＣＦ１２
２２は、ホームＩＭＳユーザセッションＩＤ、ホームＩＯＩ、サービス提供開始のタイム
スタンプなどの当該セッションの追加課金情報を生成または識別することができる。次い
でＳ－ＣＳＣＦ１２２２は、ホームＩＣＩＤおよび追加課金情報を２００ＯＫメッセージ
に挿入し、訪問先ＩＭＳネットワーク１２０２のＰ－ＣＳＣＦに２００ＯＫメッセージを
送信する。
【００５９】
　さらに、Ｓ－ＣＳＣＦ１２２２は、当該セッションの開始にあたりＤｉａｍｅｔｅｒ　
Ｒｆアカウンティングリクエスト（ＡＣＲ）［ｓｔａｒｔ］メッセージを生成する。Ｓ－
ＣＳＣＦ１２２２は、ホームＩＣＩＤおよび訪問先ＩＣＩＤを、訪問先ＩＭＳネットワー
ク１２０２によって共有される追加課金情報と共にＡＣＲ［ｓｔａｒｔ］メッセージに挿
入する。次いでＳ－ＣＳＣＦ１２２２は、Ｓ－ＣＳＣＦ１２２２におけるセッションの開
始およびメディアコンポーネントの開始を記録するために、ＡＣＲ［ｓｔａｒｔ］メッセ
ージをホームＣＤＦ１２２９に送信する。ＣＤＦ１２２９はＡＣＲ［ｓｔａｒｔ］メッセ
ージを処理して、ホームＩＣＩＤ、訪問先ＩＣＩＤおよび追加課金情報を識別する。次い
でＣＤＦ１２２９は当該セッションのＳ－ＣＳＣＦのＣＤＲを開始する。ＣＤＦ１２２９
はまた、ＡＣＲ［ｓｔａｒｔ］メッセージに対してＤｉａｍｅｔｅｒアカウンティング回
答（Ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ　Ａｎｓｗｅｒ）（ＡＣＡ）メッセージで応答する。
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【００６０】
　Ｐ－ＣＳＣＦ１２１８は、Ｓ－ＣＳＣＦ１２２２から２００ＯＫメッセージを受信し、
２００ＯＫメッセージを処理してホームＩＣＩＤおよび追加課金情報を識別し保存する。
Ｐ－ＣＳＣＦ１２１８は、当該セッションの開始にあたりＤｉａｍｅｔｅｒ　Ｒｆ　ＡＣ
Ｒ［ｓｔａｒｔ］メッセージを生成する。Ｐ－ＣＳＣＦ１２１８は、ホームＩＣＩＤおよ
び訪問先ＩＣＩＤを、ホームＩＭＳネットワーク１２０４によって共有される追加課金情
報と共にＡＣＲ［ｓｔａｒｔ］メッセージに挿入する。次いでＰ－ＣＳＣＦ１２１８は、
Ｐ－ＣＳＣＦ１２１８におけるセッションの開始およびメディアコンポーネントの開始を
記録するために、ＡＣＲ［ｓｔａｒｔ］メッセージを訪問先ＣＤＦ１２１９に送信する。
ＣＤＦ１２１９はＡＣＲ［ｓｔａｒｔ］メッセージを処理して、ホームＩＣＩＤ、訪問先
ＩＣＩＤおよび追加課金情報を識別する。次いでＣＤＦ１２１９は当該セッションのＰ－
ＣＳＣＦのＣＤＲを開始する。ＣＤＦ１２１９はまた、ＡＣＲ［ｓｔａｒｔ］メッセージ
に対してＤｉａｍｅｔｅｒ　ＡＣＡメッセージで応答する。そして当該セッションは確定
され、ユーザ１２１１はユーザ１２４１と通信することができる。
【００６１】
　後の時点では、ユーザ１２１１がセッションの終了を望むことを想定している。セッシ
ョンを終了させるために、モバイル機器１２１２はＳＩＰ　ＢＹＥメッセージをＰ－ＣＳ
ＣＦ１２１８に送信する。Ｐ－ＣＳＣＦ１２１８は、再び当該セッションの課金情報を識
別し、課金情報をＢＹＥメッセージに挿入することができる。次いでＰ－ＣＳＣＦ１２１
８は、Ｓ－ＣＳＣＦ１２２２にＢＹＥメッセージを送信する。
【００６２】
　さらにＢＹＥメッセージに対応して、Ｐ－ＣＳＣＦ１２１８は、Ｐ－ＣＳＣＦのＣＤＲ
におけるセッションの終了およびメディアコンポーネントの停止を記録するために、ＡＣ
Ｒ［ｓｔｏｐ］をＣＤＦ１２１９に送信する。ＣＤＦ１２１９はＰ－ＣＳＣＦのＣＤＲを
終了させ、またＰ－ＣＳＣＦ１２１８に対しＡＣＡメッセージで応答する。Ｐ－ＣＳＣＦ
のＣＤＲは、ホームＩＣＩＤ、訪問先ＩＣＩＤおよびホームＩＭＳネットワーク１２０４
によって共有された追加課金情報を含む。次いでＣＤＦ１２１９はＰ－ＣＳＣＦのＣＤＲ
を請求ドメイン１２２０に送信する（図１３には示していない）。
【００６３】
　Ｓ－ＣＳＣＦ１２２２は、Ｐ－ＣＳＣＦ１２１８からＢＹＥメッセージを受信する。次
いでＳ－ＣＳＣＦ１２２２は、ホームＩＭＳネットワーク１２０８および訪問先ＩＭＳネ
ットワーク１２０６を介してユーザ１２４１のモバイル機器１２４２にＢＹＥメッセージ
を送信する（図１２参照）。Ｓ－ＣＳＣＦ１２２２はまた、Ｓ－ＣＳＣＦのＣＤＲにおけ
るセッションの終了およびメディアコンポーネントの停止を記録するために、ＡＣＲ［ｓ
ｔｏｐ］をＣＤＦ１２２９に送信する。ＣＤＦ１２２９はＳ－ＣＳＣＦのＣＤＲを終了さ
せ、またＳ－ＣＳＣＦ１２２２に対しＡＣＡメッセージで応答する。Ｓ－ＣＳＣＦのＣＤ
Ｒは、ホームＩＣＩＤ、訪問先ＩＣＩＤおよび訪問先ＩＭＳネットワーク１２０２によっ
て共有された追加課金情報を含む。次いでＣＤＦ１２２９は、Ｓ－ＣＳＣＦのＣＤＲを請
求ドメイン１２３０に送信する（図１３には示していない）。
【００６４】
　モバイル機器１２４２は、セッションの終了を確認してＳ－ＣＳＣＦ１２２２によって
受信されるＳＩＰ２００ＯＫメッセージを送信する。Ｓ－ＣＳＣＦ１２２２は、２００Ｏ
ＫメッセージをＰ－ＣＳＣＦ１２１８に送信し、Ｐ－ＣＳＣＦ１２１８は２００ＯＫメッ
セージをモバイル機器１２１２に転送する。これで当該セッションは解除される。
【００６５】
　図１２において、ホームＩＭＳネットワーク１２０４の請求ドメイン１２３０は、ＣＤ
Ｆ１２２９からＳ－ＣＳＣＦのＣＤＲを受信する。訪問先ＩＭＳネットワーク１２０２の
請求システム１２２０は、ＣＤＦ１２１９からＰ－ＣＳＣＦのＣＤＲを受信する。これら
のＣＤＲは、同じＩＣＩＤ（例：ホームＩＣＩＤと訪問先ＩＣＩＤの両方）および他の共
有される課金情報を含むため、請求ドメイン１２３０および１２２０は、ホームＩＭＳネ
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ットワーク１２０４および訪問先ＩＭＳネットワーク１２０２の両方で生成されたＣＤＲ
を有利に相関させることができる。その結果、当該セッションについてより正確な課金を
実現することができる。また、ホームＩＭＳネットワーク１２０４および訪問先ＩＭＳネ
ットワーク１２０２は追加課金情報を共有できるため、それぞれの請求ドメインは、当該
セッションにつき他方の請求ドメインによる課金を検証することが可能である。
【００６６】
　本明細書では特定の実施形態について説明したが、本発明の範囲はこうした特定の実施
形態に限定されない。本発明の範囲は、以下の特許請求の範囲およびその等価物によって
定められる。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】
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【図８】
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【図１０】
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