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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信のネットワークの移動ノードを前記ネットワークのサブシステムに登録する方法で
あって、前記ネットワークは、前記ネットワークのユーザのためのポリシールール及び料
金請求ルールを維持管理するか又はこれにアクセスする少なくとも１つのノードと、トラ
ヒックフローに対する前記ポリシールール及び前記料金請求ルールの実施のための少なく
とも１つのノードと、を備え、前記方法は、
　前記ネットワークのプロキシノードにおいて前記移動ノードから登録要求メッセージを
受信するステップと、
　前記移動ノードのためのポリシールール及び料金請求ルールのノードの候補を選択する
ステップと、
　前記移動ノードにサービス提供するポリシールール及び料金請求ルールの実施ノードに
よってポリシールール及び料金請求ルールのノードの前記候補が既に選択されているか否
かを判断するステップと、
　前記判断に応じて前記登録の手順の続くステップを実行するステップと、
　を備え、
　前記続くステップは、前記移動ノードにサービス提供するポリシールール及び料金請求
ルールの実施ノードによって既に選択されていると判断されるポリシールール及び料金請
求ルールのノードの候補が選択されない場合に、少なくともその関係するプロキシノード
に関しては、前記移動ノードを前記サブシステムに登録する要求を拒否するステップを含
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む
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記ネットワークは汎用移動通信システムであることを特徴とする請求項１に記載の方
法。
【請求項３】
　前記移動ノードは前記汎用移動通信システムのユーザ装置であることを特徴とする請求
項２に記載の方法。
【請求項４】
　ポリシールール及び料金請求ルールの前記ノードそれぞれは、前記汎用移動通信システ
ムのポリシー＆チャージング・ルール機能を含むことを特徴とする請求項２又は３に記載
の方法。
【請求項５】
　ポリシールール及び料金請求ルールの前記ノードそれぞれは、関門ＧＰＲＳサポートノ
ードなどの前記汎用移動通信システムのゲートウェイノードを含むことを特徴とする請求
項２乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記プロキシノードは、前記汎用移動通信システムのアプリケーション機能を含むこと
を特徴とする請求項２乃至５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記プロキシノードは、前記汎用移動通信システムのプロキシ呼セッション制御機能を
含むことを特徴とする請求項２乃至６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記サブシステムはＩＰマルチメディア・サブシステムであることを特徴とする請求項
２乃至７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　前記判断するステップは、
　　前記プロキシノードからポリシールール及び料金請求ルールのノードの前記候補へ、
前記移動ノードにサービス提供するポリシールール及び料金請求ルールの実施ノードによ
って前記候補が既に選択されているか否かを判断する際にポリシールール及び料金請求ル
ールのノードの前記候補が使用する情報を含む検証要求を送信するステップと、
　　ポリシールール及び料金請求ルールのノードの前記候補から受信した応答を前記判断
の基礎とするステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記検証要求は、前記プロキシノードとポリシールール及び料金請求ルールのノードの
前記候補との間のアプリケーション機能セッションの一部として送信されることを特徴と
する請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記情報は前記移動ノードのＩＰアドレスを含むことを特徴とする請求項９又は１０に
記載の方法。
【請求項１２】
　前記移動ノードの前記ＩＰアドレスがポリシールール及び料金請求ルールのノードの前
記候補に既に格納されているか否かを確認するステップを備えることを特徴とする請求項
１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記移動ノードにサービス提供するポリシールール及び料金請求ルールの実施ノードに
よってポリシールール及び料金請求ルールのノードの前記候補が既に選択されていると判
断された場合に、前記移動ノードを前記サブシステムに登録するステップを継続するステ
ップを備えることを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項１４】
　前記移動ノードにサービス提供するポリシールール及び料金請求ルールの実施ノードに
よってポリシールール及び料金請求ルールのノードの前記候補がまだ選択されていないと
判断された場合に、前記移動ノードにサービス提供するポリシールール及び料金請求ルー
ルの実施ノードによって既に選択されていると判断されるものが選択されるか、又は更に
選択する候補が存在しなくなるまで、ポリシールール及び料金請求ルールのノードの１以
上の更なる候補について前記選択するステップ及び前記判断するステップを再び実行する
ステップを備えることを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１５】
　更なるプロキシノードについて前記各ステップを実行するステップを備えることを特徴
とする請求項１に記載の方法。
【請求項１６】
　通信のネットワークの移動ノードを前記ネットワークのサブシステムに登録するために
用いる装置であって、前記ネットワークは、前記ネットワークのユーザのためのポリシー
ルール及び料金請求ルールを維持管理するか又はこれにアクセスする少なくとも１つのノ
ードと、トラヒックフローに対する前記ポリシールール及び前記料金請求ルールの実施の
ための少なくとも１つのノードと、を備え、前記装置は、
　前記移動ノードから登録要求メッセージを受信する手段と、
　前記移動ノードのためのポリシールール及び料金請求ルールのノードの候補を選択する
手段と、
　前記移動ノードにサービス提供するポリシールール及び料金請求ルールの実施ノードに
よってポリシールール及び料金請求ルールのノードの前記候補が既に選択されているか否
かを判断する手段と、
　前記判断に応じて前記登録の手順の続くステップを実行する手段と、
　を備え、
　前記続くステップは、前記移動ノードにサービス提供するポリシールール及び料金請求
ルールの実施ノードによって既に選択されていると判断されるポリシールール及び料金請
求ルールのノードの候補が選択されない場合に、少なくとも前記装置に関しては、前記移
動ノードを前記サブシステムに登録する要求を拒否するステップを含む
　ことを特徴とする装置。
【請求項１７】
　通信のネットワークの移動ノードを前記ネットワークのサブシステムに登録する方法の
一部として装置が用いる方法であって、前記装置は前記ネットワークのユーザのためのポ
リシールール及び料金請求ルールを維持管理するか又はこれにアクセスする少なくとも１
つのノードのうちの１つであり、前記ネットワークはトラヒックフローに対する前記ポリ
シールール及び前記料金請求ルールの実施のための少なくとも１つのノードを備え、前記
装置が用いる前記方法は、
　前記ネットワークのプロキシノードでの前記移動ノードからの登録要求メッセージの受
信と、前記移動ノードのためのポリシールール及び料金請求ルールのノードの候補として
の前記装置の選択と、に続いて、前記移動ノードにサービス提供するポリシールール及び
料金請求ルールの実施ノードによってポリシールール及び料金請求ルールのノードの前記
候補が既に選択されているか否かを判断することによって、前記判断に応じて前記登録の
手順の続くステップを実行可能にするステップ
　を備え、
　前記続くステップは、前記移動ノードにサービス提供するポリシールール及び料金請求
ルールの実施ノードによって既に選択されていると判断されるポリシールール及び料金請
求ルールのノードの候補が選択されない場合に、少なくともその関係するプロキシノード
に関しては、前記移動ノードを前記サブシステムに登録する要求を拒否するステップを含
む
　ことを特徴とする方法。
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【請求項１８】
　通信のネットワークの移動ノードを前記ネットワークのサブシステムに登録する方法に
おいて用いる装置であって、前記装置は前記ネットワークのユーザのためのポリシールー
ル及び料金請求ルールを維持管理するか又はこれにアクセスする少なくとも１つのノード
のうちの１つであり、前記ネットワークはトラヒックフローに対する前記ポリシールール
及び前記料金請求ルールの実施のための少なくとも１つのノードを備え、前記装置は、
　前記ネットワークのプロキシノードでの前記移動ノードからの登録要求メッセージの受
信と、前記移動ノードのためのポリシールール及び料金請求ルールのノードの候補として
の前記装置の選択と、に続いて、前記移動ノードにサービス提供するポリシールール及び
料金請求ルールの実施ノードによってポリシールール及び料金請求ルールのノードの前記
候補が既に選択されているか否かを判断することによって、前記判断に応じて前記登録の
手順の続くステップを実行可能にする手段
　を備え、
　前記続くステップは、前記移動ノードにサービス提供するポリシールール及び料金請求
ルールの実施ノードによって既に選択されていると判断されるポリシールール及び料金請
求ルールのノードの候補が選択されない場合に、少なくともその関係するプロキシノード
に関しては、前記移動ノードを前記サブシステムに登録する要求を拒否するステップを含
む
　ことを特徴とする装置。
【請求項１９】
　装置上で動作すると請求項１乃至１５及び１７のいずれか１項に記載の方法を前記装置
に実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項２０】
　装置内にロードされると前記装置が請求項１６又は１８に記載の装置になるようにする
ことを特徴とするプログラム。
【請求項２１】
　搬送媒体によって搬送されることを特徴とする請求項１９又は２０に記載のプログラム
。
【請求項２２】
　前記搬送媒体は伝送媒体であることを特徴とする請求項２１に記載のプログラム。
【請求項２３】
　前記搬送媒体は記録媒体であることを特徴とする請求項２１に記載のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えばＩＰマルチメディア・サブシステムを有する汎用移動通信システムの
ような通信ネットワークにおいて用いる方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＰマルチメディアサービスは、音声、映像、メッセージング、データ等の動的な組み
合わせを、同一のセッション内で提供する。基本アプリケーションの数及び組み合わせ可
能なメディアの数が増加することにより、エンドユーザに提供されるサービスの数が増加
し、個人間の通信エクスペリエンスが豊かになるであろう。このことは、所謂「組み合わ
せＩＰマルチメディア」サービスを含む、新世代のパーソナライズされた豊かなマルチメ
ディア通信サービスにつながるであろう。
【０００３】
　背景として、ＵＭＴＳ（汎用移動通信システム）は、加入者に対してより高いデータレ
ートと高度なサービスとを提供するように設計された第３世代の無線システムである。Ｕ
ＭＴＳは汎欧州デジタル移動電話方式（ＧＳＭ）の後継であり、ＧＳＭとＵＭＴＳとの間
の重要な進化段階には汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）がある。ＧＰＲＳはＧＳＭ
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コアネットワークに対してパケット交換方式を導入し、パケットデータネットワーク（Ｐ
ＤＮ）に対する直接アクセスを可能にする。これにより、ＩＳＤＮの６４ｋｂｐｓの限界
をはるかに超える高いデータレートでのパケット交換方式の伝送がＧＳＭ呼ネットワーク
を介して可能になり、このことは２Ｍｂｐｓにまで及ぶＵＭＴＳのデータ伝送レートにと
って不可欠である。ＵＭＴＳは、欧州電気通信標準化協会（ＥＴＳＩ）や電波産業会（Ａ
ＲＩＢ）などの、地域の標準化団体の集合である第３世代パートナーシップ・プロジェク
ト（３ＧＰＰ）によって標準化された。更に詳しくは３ＧＰＰ　ＴＳ２３．００２を参照
のこと。ＵＭＴＳの標準化は、段階的に進行してきた。最初の段階はリリース’９９とし
て知られていた。リリース’９９の仕様は、ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク（Ｕ
ＴＲＡＮ）、回線交換式コアネットワーク（ＣＳ－ＣＮ）、及びパケット交換式コアネッ
トワーク（ＰＳ－ＣＮ）から構成される基本的なアーキテクチャを規定する。リリース’
９９の仕様は、従来の回線交換式サービスに加えてパケット交換式サービスを提供する。
標準化のプロセスにおける次の段階はリリース４であり、’９９のアーキテクチャに対し
て新たなサービスを追加するものであった。リリース５は重要な変化を表し、単一集中型
のパケットベースのネットワークを介して、従来の電話サービスに加えてパケット交換式
サービスを提供するものであった。
【０００４】
　ＵＭＴＳリリース５のアーキテクチャは、従来の電話サービスに加えて新たなマルチメ
ディアサービスをサポートするために、ＩＰマルチメディア・サブシステムとして知られ
る新しいサブシステムをＰＳ－ＣＮに対して追加した。ＩＭＳは、移動通信ネットワーク
を介してＩＰマルチメディアサービスを提供する（３ＧＰＰ　ＴＳ２２．２２８、ＴＳ２
３．２２８、ＴＳ２４．２２９、ＴＳ２９．２２８、ＴＳ２９．２２９、ＴＳ２９．３２
８、及びＴＳ２９．３２９のリリース５から７）。ＩＭＳは、標準化されたＩＭＳサービ
ス・イネーブラの使用を通じてエンドユーザの個人対個人の通信エクスペリエンスを豊か
にする重要な特徴を提供する。ＩＭＳサービス・イネーブラは、ＩＰベースのネットワー
クを介した、新しい豊かな個人対個人（クライアント対クライアント）の通信サービスに
加えて個人対コンテンツ（クライアント対サーバ）のサービスを促進するものである。Ｉ
ＭＳは、ＰＳＴＮ／ＩＳＮＤ（公衆交換電話網／サービス総合デジタル網）に加えてイン
ターネットに対しても接続可能である。
【０００５】
　ＩＭＳは、ユーザ端末間の（或いは、ユーザ端末とアプリケーションサーバとの間の）
呼またはセッションをセットアップして制御するために、セッション開始プロトコル（Ｓ
ＩＰ）を利用する。ＳＩＰシグナリングによって搬送されるセッション記述プロトコル（
ＳＤＰ）は、セッションのメディアコンポーネントを記述して交渉するために使用される
。ＳＩＰがユーザ対ユーザのプロトコルとして作られたのに対し、ＩＭＳはオペレータと
サービスプロバイダとがサービスに対するユーザのアクセスを制御し、それに従ってユー
ザに料金を請求することを可能とする。３ＧＰＰは、ユーザ装置（ＵＥ）とＩＭＳとの間
のみならずＩＭＳ内のコンポーネント間のシグナリングのためにＳＩＰを選択した。
【０００６】
　図１は、訪問先ネットワーク２０２内に位置するユーザ装置（ＵＥ）２０４を含むＵＭ
ＴＳ通信ネットワーク２００を示す説明図である。ＵＥ２０４はＵＴＲＡＮ２０６を介し
て在圏ＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）２０８に接続されており、ＳＧＳＮは次に関
門ＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）２１０と通信している。ＧＧＳＮ２１０は、ＵＥ
２０４にとって訪問先ＩＭＳネットワーク内での最初のコンタクトポイントであるプロキ
シ呼セッション制御機能（Ｐ－ＣＳＣＦ）２１２と通信する。Ｐ－ＣＳＣＦ２１２は、Ｓ
ＩＰ登録メッセージ及びセッション確立メッセージをホームネットワーク２１４へ転送す
る。
【０００７】
　ホームネットワーク２１４内の最初のコンタクトポイントは、ＩＭＳアーキテクチャに
おけるオプションのノードであるインテロゲーティング呼セッション制御機能（Ｉ－ＣＳ
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ＣＦ）２１６である。Ｉ－ＣＳＣＦ２１６の主目的は、サービング呼セッション制御機能
（Ｓ－ＣＳＣＦ）２１８の位置を発見するためにホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）２２０に
対して問い合わせることである。Ｓ－ＣＳＣＦ２１８はＩＭＳネットワークのためにセッ
ション管理を実行し、ネットワーク内にいくつかのＳ－ＣＳＣＦが存在してもよい。ＨＳ
Ｓ２２０は中央集中型の加入者データベースであり、以前のＵＭＴＳリリースからのホー
ムロケーションレジスタ（ＨＬＲ）から進化したものである。ＨＳＳ２２０は、加入者の
位置情報及び加入者の契約情報を提供するために、Ｉ－ＣＳＣＦ及びＳ－ＣＳＣＦとやり
とりする。
【０００８】
　通信ネットワーク２００は、ホームネットワーク２１４内に位置する、アプリケーショ
ンサーバ２２２、データベース２２４、及びメールサーバ２２６を更に含む。Ｓ－ＣＳＣ
Ｆ２１８から意図された宛先に対してシグナリングメッセージが渡される。意図された宛
先は、ＵＥ２３０を含む他のリリース５によるＩＭＳネットワーク２２８でもよいし、メ
ディアゲートウェイ制御機能（ＭＧＣＦ）を介してやりとりされるＰＳＴＮを含むレガシ
ーネットワーク２３２でもよいし、ＩＰネットワーク２３４でもよい。
【０００９】
　ＵＭＴＳ通信ネットワーク２００の動作、及びそのようなネットワーク内の多様なコン
ポーネントに関する具体的な詳細は、http://www.3gpp.orgから入手可能なＵＭＴＳの技
術仕様から知ることができる。
【００１０】
　ＵＭＴＳ内でのＳＩＰの使用に関する更なる詳細は３ＧＰＰ技術仕様ＴＳ２４．２２８
　Ｖ５．８．０（２００４－０３）から知ることができるが、ここで図２を参照して概要
を提供する。図２は、ＧＰＲＳ／ＰＳアクセスネットワークの事例において、ＩＭＳがど
のようにして移動体ネットワークのアーキテクチャに適合するかを概略的に示す（ＩＭＳ
はもちろん他のアクセスネットワーク上でも動作可能である）。呼セッション制御機能（
ＣＳＣＦ）は、ＩＭＳ内でＳＩＰプロキシとして動作する。上述の通り、３ＧＰＰアーキ
テクチャは３種類のＣＳＣＦを規定する。即ち、ＳＩＰ端末にとってのＩＭＳ内での最初
のコンタクトポイントであるプロキシＣＳＣＦ（Ｐ－ＣＳＣＦ）、ユーザが加入している
サービスをユーザに提供するサービングＣＳＣＦ（Ｓ－ＣＳＣＦ）、及び、正しいＳ－Ｃ
ＳＣＦを特定し、ＳＩＰ端末から受信した要求をＰ－ＣＳＣＦを介してそのＳ－ＣＳＣＦ
へ転送する役割を担うインテロゲーティングＣＳＣＦ（Ｉ－ＣＳＣＦ）である。
【００１１】
　ユーザは、仕様にあるＳＩＰ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメソッドを用いてＩＭＳに登録する。
これは、ＩＭＳにアタッチし、ＳＩＰユーザアイデンティティに到達可能なアドレスをＩ
ＭＳに知らせるためのメカニズムである。３ＧＰＰでは、ＳＩＰ端末が登録を行う際に、
ＩＭＳはユーザを認証し、利用可能なＳ－ＣＳＣＦのセットから１つをそのユーザに割り
当てる。Ｓ－ＣＳＣＦを割り当てる基準は３ＧＰＰによっては指定されていないが、その
基準には負荷分散とサービスが必要とする要件とが含まれるであろう。Ｓ－ＣＳＣＦの割
り当ては、ＩＭＳベースのサービスへのユーザのアクセスの制御（及び、ユーザのアクセ
スに対する料金の請求）をする上での鍵となることに留意されたい。オペレータは、ユー
ザ対ユーザの直接のＳＩＰセッションを防止するメカニズムを提供してもよい。さもなけ
れば、ユーザ対ユーザの直接のＳＩＰセッションは、Ｓ－ＣＳＣＦを迂回してしまうだろ
う。
【００１２】
　登録プロセスの間は、もしＳ－ＣＳＣＦがまだ選択されていない場合、Ｓ－ＣＳＣＦを
選択することがＩ－ＣＳＣＦの責務である。Ｉ－ＣＳＣＦは、ホームネットワークのホー
ム加入者サーバ（ＨＳＳ）から必要とされるＳ－ＣＳＣＦの能力を受信し、受信した能力
に基づいて適切なＳ－ＣＳＣＦを選択する。（ユーザが他の当事者からの呼を受けており
、その時点でＳ－ＣＳＣＦを割り当てられていない場合にも、ユーザに対するＳ－ＣＳＣ
Ｆの割り当てがＩ－ＣＳＣＦによって行われることに留意されたい。）登録されたユーザ
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が引き続いてセッション要求をＩＭＳに送る時は、Ｐ－ＣＳＣＦは、登録プロセスの間に
Ｓ－ＣＳＣＦから受信した情報に基づいて選択されたＳ－ＣＳＣＦに対してその要求を転
送することができる。
【００１３】
　ＩＭＳサービスネットワーク内では、アプリケーションサーバ（ＡＳ）はＩＭＳサービ
ス機能を実現するためのものである。アプリケーションサーバは、ＩＭＳシステム内のエ
ンドユーザにサービスを提供する。そして、３ＧＰＰの規定するＭｒインタフェース上で
エンドポイントとして接続されてもよいし、３ＧＰＰの規定するＩＳＣインタフェース上
でＳ－ＣＳＣＦによって「結合」されてもよい。後者の場合、どのアプリケーションサー
バが「結合」されるべきか判断するために、ＳＩＰセッションの確立中にＳ－ＣＳＣＦに
よって初期フィルタ条件（ＩＦＣ）が使用される（或いは実際には、何らかのＳＩＰメソ
ッド、セッション、又は非セッション関連の目的で）。ＩＦＣは、ユーザのユーザプロフ
ァイルの一部として、ＩＭＳ登録手順の間にＳ－ＣＳＣＦによってＨＳＳから取得される
。
【００１４】
　あらゆる移動体コアネットワークの重要な機能は、サービスレベルポリシーの実施であ
る。これらのポリシーはとりわけ、どの特定のユーザが許可され又は許可されず、また、
ユーザがどのように料金請求されるかを指示する。特定のユーザが受けるサービス品質（
ＱｏＳ）を指示する他のポリシーも存在するだろう。全般的なポリシー宣言として考えら
れ得るサービスレベルポリシーは、詳細なポリシー「ルール」を使用して実行に移される
。１つのポリシーがポリシールールのセットを必要とするかもしれない。各ポリシールー
ルは、ポリシールールが適用されるパケットを特定する１番目のサブジェクトパートと、
２番目のアクションパートとを含む。サブジェクトパートは、場合によってはパケットフ
ィルタでもよい。ポリシールールは、ユーザの全トラヒックが通過する１つのノードにイ
ンストールされるか、或いは、ユーザの全トラヒックを共同で処理する複数のノードにイ
ンストールされる。
【００１５】
　３ＧＰＰの場合、ポリシー機能及び料金請求機能が、ユーザに高レベルのサービスを提
供するアプリケーション機能（ＡＦ）からのシグナリングに基づいて所謂ポリシー＆チャ
ージング・ルール機能（ＰＣＲＦ）論理ノードから制御されるであろうことが想定される
。例えば上述のＩＰマルチメディア・サブシステム（ＩＭＳ）を考える。ＩＭＳを介して
呼がセットアップされる場合、ポリシー及び料金請求の観点からはＩＭＳのプロキシ呼セ
ッション制御機能（Ｐ－ＣＳＣＦ）がＡＦとして機能し、ＰＣＲＦに対して新しいセッシ
ョンを通知する。特に、Ｐ－ＣＳＣＦはＰＣＲＦに対して、ＩＰフローの記述子（ディス
クリプタ）と、適用するＱｏＳの概略定義とを送信する。ＰＣＲＦは各ユーザについて、
そのユーザのためのパケットフローがどのように処理されるか（即ち、サービスの許可／
拒否、料金請求、実際のＱｏＳ等）を記述するポリシーを自身にインストールしている。
（これはＰＣＲＦに手作業でインストールされてもよいし、例えばＰＣＲＦが「訪問先」
ネットワーク内位置する場合にユーザのホームネットワークによってリモートにインスト
ールされてもよい。）
【００１６】
　このシナリオを更に詳細に検討すると、ＡＦはＰＣＲＦに対して、５要素を含むベクト
ルの全部又は一部の形式でフロー記述子を送信する。このベクトルは、（１）ＩＰ発信元
アドレス、（２）ＩＰ宛先アドレス、（３）使用される伝送プロトコル（例えば、ＴＣＰ
又はＵＤＰ）の識別情報、（４）発信元ポート番号、及び（５）宛先ポート番号を含む。
ＰＣＲＦは、ポリシールールのセットを生成するためにポリシーをこのベクトルに適用す
る。例えばポリシーは、ベクトルに含まれるＩＰアドレス間及びポート番号間の呼に対し
て適用される料金及びＱｏＳを指定することができる。結果として得られるルールは、サ
ブジェクトパートとして５要素ベクトルを含み、アクションパートに適切な料金及びＱｏ
Ｓの振る舞いを含むことになろう。ＰＣＲＦは、ルールを実行に移すトラヒックノードに
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ポリシールールをインストールする。実施ノード(enforcement node)を通過するパケット
のアドレス番号／ポート番号がルールのフィルタパートに合致すると、そのルールで指定
された動作が実行される。トラヒックノードはポリシー実施機能（ＰＥＦ）と呼ばれ、Ｇ
ＰＲＳを組み込んだセルラネットワークの場合、これは通常、ＧＰＲＳ関門サポートノー
ド（ＧＧＳＮ）内、又はＧＧＳＮの進化形内に位置する。
【００１７】
　フレキシブル・ベアラ・チャージング（ＦＢＣ）及びサービスベース・ローカルポリシ
ーは、３ＧＰＰリリース６（それぞれＴＳ２３．１２５及びＴＳ２３．２０７）において
規定された２つのポリシー制御アーキテクチャである。２つのアーキテクチャは３ＧＰＰ
リリース７ではＴＲ２３．８０３が目指す進化の方向に一致して１つのポリシー＆チャー
ジング制御（ＰＣＣ）アーキテクチャに統合されている。ポリシー機能は、多数のエンテ
ィティを跨いでネットワーク内にばらまかれる。多数のエンティティとは、添付の図面の
図３に示すように、アプリケーション機能（ＡＦ）、ポリシー＆チャージング・ルール機
能（ＰＣＲＦ）、及びゲートウェイ（ＧＷ）である（ＴＲ２３．８０３より）。
【００１８】
　リリース６によるＧｏ上でのポリシー制御では、バインドメカニズムは許可トークン及
び１以上のフロー識別子を使用する。トークンの重要な役割は、そのトークンを発行した
ノードであるのでフロー識別子によって記述されるフローのための許可を求めるためにコ
ンタクトすべきノードである、ポリシー決定機能（ＰＤＦ）を発見するためのアドレス情
報をＧＧＳＮ（ＧＷ）に対して提供することである。リリース６のフローベース・チャー
ジング・アーキテクチャは、（ＧＷ内の）トラヒックプレーン機能（ＴＰＦ）とユーザセ
ッションのためにチャージング・ルール機能（ＣＲＦ）に提供される情報を必要とするＡ
Ｆとの両方が、同一のＣＲＦにコンタクトすることを確実にするものである。フローベー
ス・チャージングでは、ＴＰＦはＵＥが接続しているアクセスポイント（例えば、アクセ
スポイント名（ＡＰＮ））に基づいてＣＲＦにコンタクトし、ＡＦはそこで経験するエン
ドユーザの（ＩＰ）アドレスに基づいてＣＲＦにコンタクトする。
【００１９】
　リリース７のＰＣＣは、ＰＣＲＦアドレス指定するＧＷのためにフローベース・チャー
ジングに関するＣＲＦアドレス指定メカニズムに対するリリース６のＦＢＣ　ＴＰＦを再
利用するであろう。フローベース・チャージングはＴＰＦがコンタクトするものと同一の
ＣＲＦをＡＦが発見することに関する課題を解決するので、リリース７のＡＦは、ＰＣＲ
Ｆアドレス指定するＡＦのためにフローベース・チャージングに関するＣＲＦアドレス指
定メカニズムに対するリリース６のＡＦを再利用するであろう。それゆえ、ＵＥにサービ
ス提供するＰＣＲＦを選択するのはＧＷであり、ＡＦは、サービス提供する同一のＰＣＲ
Ｆに対して自分の許可を提供することを確実にするであろう。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００２０】
　本発明の第１の態様によれば、通信のネットワークの移動ノードを前記ネットワークの
サブシステムに登録する方法であって、前記ネットワークは、前記ネットワークのユーザ
のためのポリシールール及び料金請求ルールを維持管理するか又はこれにアクセスする少
なくとも１つのノードと、トラヒックフローに対する前記ポリシールール及び前記料金請
求ルールの実施のための少なくとも１つのノードと、を備え、前記方法は、前記ネットワ
ークのプロキシノードにおいて前記移動ノードから登録要求メッセージを受信するステッ
プと、前記移動ノードのためのポリシールール及び料金請求ルールのノードの候補を選択
するステップと、前記移動ノードにサービス提供するポリシールール及び料金請求ルール
の実施ノードによってポリシールール及び料金請求ルールのノードの前記候補が既に選択
されているか否かを判断するステップと、前記判断に応じて前記登録の手順の続くステッ
プを実行するステップと、を備えることを特徴とする方法が提供される。
【００２１】
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　前記ネットワークは汎用移動通信システムでもよい。
【００２２】
　前記移動ノードは前記汎用移動通信システムのユーザ装置でもよい。
【００２３】
　ポリシールール及び料金請求ルールの前記ノードそれぞれは、前記汎用移動通信システ
ムのポリシー＆チャージング・ルール機能を含んでもよい。
【００２４】
　ポリシールール及び料金請求ルールの前記ノードそれぞれは、関門ＧＰＲＳサポートノ
ードなどの前記汎用移動通信システムのゲートウェイノードを含んでもよい。
【００２５】
　前記プロキシノードは、前記汎用移動通信システムのアプリケーション機能を含んでも
よい。
【００２６】
　前記プロキシノードは、前記汎用移動通信システムのプロキシ呼セッション制御機能を
含んでもよい。
【００２７】
　前記サブシステムはＩＰマルチメディア・サブシステムでもよい。
【００２８】
　前記判断するステップは、前記プロキシノードからポリシールール及び料金請求ルール
のノードの前記候補へ、前記移動ノードにサービス提供するポリシールール及び料金請求
ルールの実施ノードによって前記候補が既に選択されているか否かを判断する際にポリシ
ールール及び料金請求ルールのノードの前記候補が使用する情報を含む検証要求を送信す
るステップと、ポリシールール及び料金請求ルールのノードの前記候補から受信した応答
を前記判断の基礎とするステップと、を含んでもよい。
【００２９】
　前記検証要求は、前記プロキシノードとポリシールール及び料金請求ルールのノードの
前記候補との間のアプリケーション機能セッションの一部として送信されてもよい。
【００３０】
　前記情報は前記移動ノードのＩＰアドレスを含んでもよい。
【００３１】
　前記方法は、前記移動ノードの前記ＩＰアドレスがポリシールール及び料金請求ルール
のノードの前記候補に既に格納されているか否かを確認するステップを備えてもよい。
【００３２】
　前記方法は、前記移動ノードにサービス提供するポリシールール及び料金請求ルールの
実施ノードによってポリシールール及び料金請求ルールのノードの前記候補が既に選択さ
れていると判断された場合に、前記移動ノードを前記サブシステムに登録するステップを
継続するステップを備えてもよい。
【００３３】
　前記方法は、前記移動ノードにサービス提供するポリシールール及び料金請求ルールの
実施ノードによってポリシールール及び料金請求ルールのノードの前記候補がまだ選択さ
れていないと判断された場合に、前記移動ノードにサービス提供するポリシールール及び
料金請求ルールの実施ノードによって既に選択されていると判断されるものが選択される
か、又は更に選択する候補が存在しなくなるまで、ポリシールール及び料金請求ルールの
ノードの１以上の更なる候補について前記選択するステップ及び前記判断するステップを
再び実行するステップを備えてもよい。
【００３４】
　前記方法は、前記移動ノードにサービス提供するポリシールール及び料金請求ルールの
実施ノードによって既に選択されていると判断されるポリシールール及び料金請求ルール
のノードの候補が選択されない場合に、少なくともその関係するプロキシノードに関して
は、前記移動ノードを前記サブシステムに登録する要求を拒否するステップを備えてもよ
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い。
【００３５】
　前記方法は、更なるプロキシノードについて前記各ステップを実行するステップを備え
てもよい。
【００３６】
　本発明の第２の態様によれば、通信のネットワークの移動ノードを前記ネットワークの
サブシステムに登録するために用いる装置であって、前記ネットワークは、前記ネットワ
ークのユーザのためのポリシールール及び料金請求ルールを維持管理するか又はこれにア
クセスする少なくとも１つのノードと、トラヒックフローに対する前記ポリシールール及
び前記料金請求ルールの実施のための少なくとも１つのノードと、を備え、前記装置は、
前記移動ノードから登録要求メッセージを受信する手段と、前記移動ノードのためのポリ
シールール及び料金請求ルールのノードの候補を選択する手段と、前記移動ノードにサー
ビス提供するポリシールール及び料金請求ルールの実施ノードによってポリシールール及
び料金請求ルールのノードの前記候補が既に選択されているか否かを判断する手段と、前
記判断に応じて前記登録の手順の続くステップを実行する手段と、を備えることを特徴と
する装置が提供される。
【００３７】
　本発明の第３の態様によれば、通信のネットワークの移動ノードを前記ネットワークの
サブシステムに登録する方法の一部として装置が用いる方法であって、前記装置は前記ネ
ットワークのユーザのためのポリシールール及び料金請求ルールを維持管理するか又はこ
れにアクセスする少なくとも１つのノードのうちの１つであり、前記ネットワークはトラ
ヒックフローに対する前記ポリシールール及び前記料金請求ルールの実施のための少なく
とも１つのノードを備え、前記装置が用いる前記方法は、前記ネットワークのプロキシノ
ードでの前記移動ノードからの登録要求メッセージの受信と、前記移動ノードのためのポ
リシールール及び料金請求ルールのノードの候補としての前記装置の選択と、に続いて、
前記移動ノードにサービス提供するポリシールール及び料金請求ルールの実施ノードによ
ってポリシールール及び料金請求ルールのノードの前記候補が既に選択されているか否か
を判断することによって、前記判断に応じて前記登録の手順の続くステップを実行可能に
するステップを備えることを特徴とする方法が提供される。
【００３８】
　本発明の第４の態様によれば、通信のネットワークの移動ノードを前記ネットワークの
サブシステムに登録する方法において用いる装置であって、前記装置は前記ネットワーク
のユーザのためのポリシールール及び料金請求ルールを維持管理するか又はこれにアクセ
スする少なくとも１つのノードのうちの１つであり、前記ネットワークはトラヒックフロ
ーに対する前記ポリシールール及び前記料金請求ルールの実施のための少なくとも１つの
ノードを備え、前記装置は、前記ネットワークのプロキシノードでの前記移動ノードから
の登録要求メッセージの受信と、前記移動ノードのためのポリシールール及び料金請求ル
ールのノードの候補としての前記装置の選択と、に続いて、前記移動ノードにサービス提
供するポリシールール及び料金請求ルールの実施ノードによってポリシールール及び料金
請求ルールのノードの前記候補が既に選択されているか否かを判断することによって、前
記判断に応じて前記登録の手順の続くステップを実行可能にする手段を備えることを特徴
とする装置が提供される。
【００３９】
　本発明の第５の態様によれば、装置上で動作すると本発明の第１又は第３の態様に従う
の方法を前記装置に実行させることを特徴とする動作プログラムが提供される。
【００４０】
　本発明の第６の態様によれば、装置内にロードされると前記装置が本発明の第１又は第
３の態様に従う装置になるようにすることを特徴とする動作プログラムが提供される。
【００４１】
　前記動作プログラムは、搬送媒体によって搬送されてもよい。前記搬送媒体は伝送媒体
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でもよい。前記搬送媒体は記録媒体でもよい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　上述の提案された３ＧＰＰリリース７のポリシー＆チャージング制御（ＰＣＣ）アーキ
テクチャの仕様では、ポリシー制御機能を実装するエンティティがそのようなエンティテ
ィの障害やエンティティ間の通信が失われたことを原因として代替のエンティティに責務
を渡すことを可能にする冗長性に関する観点が抜けているということを、本願の出願人は
認識した。
【００４３】
　ＩＭＳと通信するＵＥのために発見されて選択されたＰ－ＣＳＣＦがポリシー及び料金
請求の制御の目的でＵＥのためのＡＦとして動作可能なものであるということを、提案さ
れた仕様は保証しない。その結果、ＵＥはＩＭＳに成功裏に登録できるかもしれないが、
ＵＥにサービス提供するＰＣＲＦエンティティとは異なるＰＣＲＦエンティティをＰ－Ｃ
ＳＣＦが選択した場合、後でＵＥがサービスを起動しようとする際にＩＭＳサービスを利
用することが妨げられる可能性がある。
【００４４】
　本発明の実施形態を使用した結果として、ＵＥがＩＭＳに登録しようとする時に、Ｐ－
ＣＳＣＦがＵＥにサービス提供する正しいＰＣＲＦエンティティと通信可能であるという
ことが概ね確実になる。このことは、Ｐ－ＣＳＣＦが選択したＰＣＲＦが正しいものであ
るということを選択したＰＣＲＦに対して確認するように手配することにより、実現可能
である。ＵＥによって発見されて選択されたＰ－ＣＳＣＦにとっての基本的なメカニズム
は、ＵＥがＩＭＳに登録している時に、そのＵＥのためにＰ－ＣＳＣＦが選択したＰＣＲ
ＦエンティティがそのＵＥに既にサービス提供しているものであるか否かを判定すること
である。
【００４５】
　ここで図４及び図５を参照して、このコンセプトを更に詳細に説明する。図４は、ＵＥ
４、ゲートウェイ（ＧＷ）１０、Ｐ－ＣＳＣＦ１２、及びＰＣＲＦ１３－１を図示し、１
５とラベル付けされた部分で表される残りのＩＭＳを含む。図５は、２つの異なるＰＣＲ
Ｆ１３－１及び１３－２が示されていることを除き、多数の図４と同一の部分を示すが、
残りのＩＭＳ１５は示されていない。図４に示すシグナリングフローは、ＩＭＳへの登録
が最終的に成功した場合を説明するために使用するものであり、図５に示すシグナリング
フローは、ＩＭＳへの登録が最終的に失敗した場合を説明するために使用するものである
。
【００４６】
　ここで本発明の実施形態に従う成功したＩＭＳ登録の例を説明するために図４を参照す
る。
【００４７】
　図４のステップ１
　ＵＥ４はＩＭＳシグナリングで使用するためのベアラ要求を送信する。
【００４８】
　図４のステップ２
　まだ割り当てられていない場合、ＧＷ１０はＵＥ４に対してＩＰアドレスを割り当てる
ことができる。ＧＷ１０はＵＥ４にサービス提供するＰＣＲＦエンティティを１つ選択す
る。この例では、ＧＷ１０はＰＣＲＦ１３－１を選択する。
【００４９】
　図４のステップ３
　ＧＷ１０はＰＣＲＦ１３－１に対して、ＵＥ４のＩＰアドレスを含む許可要求を送信す
る。
【００５０】
　図４のステップ４
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　まだ生成されていない場合、ＰＣＲＦ１３－１はＵＥ４のための状態を生成してＵＥ４
のＩＰアドレスを格納することができる。ＰＣＲＦ１３－１は、事前設定されたポリシー
に従って、ベアラと、ＩＭＳシグナリングのためのその使用とを許可する。ＰＣＲＦ１３
－１は、ＩＭＳシグナリングのための関連するＰＣＣルールを判断する。
【００５１】
　図４のステップ５
　ＰＣＲＦ１３－１は、ＩＭＳシグナリングのためのＰＣＣルールを伴う許可成功応答を
送信する。
【００５２】
　図４のステップ６
　ＧＷ１０はＵＥ４に対してベアラ成功応答を送信する。
【００５３】
　図４のステップ７
　ＵＥ４はＰ－ＣＳＣＦ１２を発見して選択し、Ｐ－ＣＳＣＦ１２に対して登録要求（Ｓ
ＩＰ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージ）を送信することによってＩＭＳに登録しようとする
。
【００５４】
　（図４のステップ１から７は、以前から提案されていたメカニズムに従って実行可能で
ある。）
【００５５】
　図４のステップ８
　Ｐ－ＣＳＣＦ１２が登録要求を受信すると、登録しようとしているＵＥ４のＩＰアドレ
スをその要求から特定する。Ｐ－ＣＳＣＦ１２はＰＣＲＦエンティティからそのＩＰアド
レスのために設定された１つを選択し（この場合はＰＣＲＦ１３－１）、その選択の有効
性を確認することを決定する。
【００５６】
　（この時点でＰＣＲＦを選択してその選択の有効性を確認することを決定することは、
以前は提案されていなかった。）
【００５７】
　図４のステップ９
　Ｐ－ＣＳＣＦ１２は選択されたＰＣＲＦ１３－１に対して、図４のステップ８で特定さ
れたＩＰアドレスを含む検証要求を送信する。異なる実装オプションとして、検証要求は
、（ＡＦセッションとは無関係の）スタンドアロンのトランザクションを開始してもよい
し、新しいＡＦセッションを開始してもよい。検証のために新しいＡＦセッションが使用
される場合、Ｐ－ＣＳＣＦ１２は、このＡＦセッションと、ＩＭＳ登録及びユーザプレー
ンにおけるＩＭＳシグナリングフローのうちの少なくとも一方との間の関連付けを生成す
ることができる。
【００５８】
　（このステップは以前は提案されていなかった。）
【００５９】
　図４のステップ１０
　ＰＣＲＦ１３－１は、自分がこのＩＰアドレスにサービス提供しているか否かを確認す
る。この例では、結果は成功である。
【００６０】
　（このステップは以前は提案されていなかった。）
【００６１】
　図４のステップ１１
　ＰＣＲＦ１３－１はＰ－ＣＳＣＦ１２に対して、検証成功応答を送信する。
【００６２】
　（このステップは以前は提案されていなかった。）
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【００６３】
　図４のステップ１２から１４
　以前から提案されていたメカニズムに従って、ＩＭＳに対する登録成功が完了する。
【００６４】
　ここで本発明の実施形態に従う失敗したＩＭＳ登録の例を説明するために図５を参照す
る。
【００６５】
　図５のステップ１から７
　これらのステップは上述した図４のステップ１から７と同一である。
【００６６】
　図５のステップ８
　Ｐ－ＣＳＣＦ１２が登録要求を受信すると、登録しようとしているＵＥ４のＩＰアドレ
スをその要求から特定する。Ｐ－ＣＳＣＦ１２はＰＣＲＦエンティティからそのＩＰアド
レスのために設定された１つを選択し（この場合はＰＣＲＦ１３－２）、その選択の有効
性を確認することを決定する。
【００６７】
　（この時点でＰＣＲＦを選択してその選択の有効性を確認することを決定することは、
以前は提案されていなかった。）
【００６８】
　図５のステップ９
　Ｐ－ＣＳＣＦ１２は選択されたＰＣＲＦ１３－２に対して、図５のステップ８で特定さ
れたＩＰアドレスを含む検証要求を送信する。異なる実装オプションとして、検証要求は
、（ＡＦセッションとは無関係の）スタンドアロンのトランザクションを開始してもよい
し、新しいＡＦセッションを開始してもよい。検証のために新しいＡＦセッションが使用
される場合、Ｐ－ＣＳＣＦ１２は、このＡＦセッションと、ＩＭＳ登録及びユーザプレー
ンにおけるＩＭＳシグナリングフローのうちの少なくとも一方との間の関連付けを生成す
ることができる。
【００６９】
　（このステップは以前は提案されていなかった。）
【００７０】
　図５のステップ１０
　ＰＣＲＦ１３－２は、自分がこのＩＰアドレスにサービス提供しているか否かを確認す
る。この例では、ＰＣＲＦ１３－２はＵＥ４にサービス提供していないので、結果は失敗
である。
【００７１】
　（このステップは以前は提案されていなかった。）
【００７２】
　図５のステップ１１
　ＰＣＲＦ１３－２はＰ－ＣＳＣＦ１２に対して、検証失敗応答を送信する。
【００７３】
　（このステップは以前は提案されていなかった。）
【００７４】
　図５のステップ１２
　検証失敗応答を受信すると、ＵＥ４のために２以上のものが設定されている場合、Ｐ－
ＣＳＣＦ１２は他のＰＣＲＦエンティティを選択し、異なるＰＣＲＦエンティティのため
に図５のステップ９から１２を再び実行して検証を再試行することができる。検証成功応
答が受信されるか（この場合、図４のステップ１２から１４が実行され得る）、又はこれ
以上のＰＣＲＦエンティティを特定できないと判断されるまで、このことは継続し得る。
この特定の例では、結果は不成功である。
【００７５】
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　（このステップは以前は提案されていなかった。）
【００７６】
　図５のステップ１３
　Ｐ－ＣＳＣＦ１２は、検証失敗の結果として、ＵＥ４に対して検証失敗応答を送信する
。
【００７７】
　（このステップは以前は提案されていなかった。）
【００７８】
　図５のステップ１４
　ＵＥ４は他のＰ－ＣＳＣＦエンティティを選択してＩＭＳへの登録を再試行することが
できる。
【００７９】
　本発明の実施形態に関する１つの利点は、登録手順が改良されることである。登録手順
の間、ポリシー制御エンティティが正しく選択されてアドレス指定されることが確実にさ
れ、そうでない場合にＩＭＳサービスが拒否される可能性を回避する。
【００８０】
　他の利点は、ＵＥとＧＷとの間のＩＭＳシグナリングが悪影響を受ける場合にＰ－ＣＳ
ＣＦが通知を受けることが可能であるということであり、従ってそのような状況下でＩＭ
Ｓが適切な動作を行うことが可能であるということである。この利点は、図４及び図５の
ステップ９に関連して上述した、ＩＭＳ登録においてＰ－ＣＳＣＦとＰＣＲＦとの間にＡ
Ｆセッションが生成されるという２番目のオプションに関連する。このＡＦセッションの
ためにＰ－ＣＳＣＦによって許可されたＩＰフローは、ＵＥとＰ－ＣＳＣＦとの間のＳＩ
Ｐシグナリングフローに対応する。このＡＦセッションは、登録の間中存在することにな
る。ＡＦセッションも、許可されたフローを搬送するベアラの損失をＰＣＲＦがＡＦ（こ
こではＰ－ＣＳＣＦ）に対して通知するフレームワークであるため、このオプションは、
ＳＩＰシグナリングフローがいつ影響を受けるかをＰ－ＣＳＣＦが知ることを可能にする
ということを導く。
【００８１】
　上の実施形態はＵＭＴＳ及びＩＭＳの文脈で説明されているが、移動ノードが登録を必
要とするＩＭＳに対応するネットワークのサブシステムを持つ、ＵＭＴＳに対応する通信
ネットワークにおいても同一のスキームを実装可能であるということが理解できよう。Ｕ
ＭＴＳ／ＩＭＳの場合と同様に、そのようなネットワークはネットワークのユーザのため
のポリシールール及び料金請求ルールを維持管理するか又はこれにアクセスする少なくと
も１つのノード（上述のＰＣＲＦに対応）と、トラヒックフローに対するポリシールール
及び料金請求ルールの実施のための少なくとも１つのノード（上述のＧＷに対応）と、少
なくとも１つのプロキシノード（上述のＰ－ＣＳＣＦに対応）とを有するであろう。この
方法は概して、ネットワークのプロキシノードにおいて移動ノードから登録要求メッセー
ジを受信し、その移動ノードのためのポリシールール及び料金請求ルールのノードの候補
を選択し、移動ノードにサービス提供するポリシールール及び料金請求ルールの実施ノー
ドによって候補となったポリシールール及び料金請求ルールのノードが既に選択されてい
るか否かを判断し、その判断に応じて登録手順の続くステップを実行することを含む。
【００８２】
　１以上の上述のコンポーネントの動作はデバイス又は装置の上で動作するプログラムに
よって制御可能であるということが理解できよう。そのような動作プログラムはコンピュ
ータ読み取り可能な媒体に格納可能であるし、或いは、例えばインターネットのウェブサ
イトから提供されるダウンロード可能なデータ信号のような信号内に取り込むことも可能
である。添付の請求の範囲は、動作プログラム自体、キャリアに記録されたもの、信号、
或いは何らかの他の形態をカバーするものとして解釈されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００８３】
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【図１】ＵＭＴＳの一部を示す、上述した概略図である。
【図２】ＩＰマルチメディア・サブシステムの３Ｇ移動通信システムへの統合を概略的に
示す、上述した図である。
【図３】３ＧＰＰリリース７で提案された、ポリシー機能を処理するネットワークエンテ
ィティを概略的に示す、上述した図である。
【図４】ＩＭＳ登録が成功した場合の本発明の実施形態に従うシグナリングフローを概略
的に示す図である。
【図５】ＩＭＳ登録が失敗した場合の本発明の実施形態に従うシグナリングフローを概略
的に示す図である。
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