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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信ネットワークのユーザ装置（ＵＥ１）内でデータパケット（ＤＰ）をパケットベア
ラ（ＰＢ）に関連付ける方法であって、前記データパケットは前記ユーザ装置のアプリケ
ーション機能からのデータフローの中で送信され、前記パケットベアラ（ＰＢ）は前記通
信ネットワークを介して前記データパケット（ＤＰ）を別のエンティティへ伝送するため
に前記ユーザ装置で確立され、前記ユーザ装置は多様なパケットベアラを確立するように
構成され、前記方法は、
　前記通信ネットワークの制御エンティティにおいて、前記データパケットを伴う前記フ
ローを識別するステップと、
　前記制御エンティティのポリシー機能において、前記フローに関連付けるための前記パ
ケットベアラを前記多様なパケットベアラから決定するステップと、
　前記別のエンティティのルーティングレベル識別子を判断するステップと、
　前記別のエンティティの前記ルーティングレベル識別子を含むデータパケットを前記決
定したパケットベアラに関連付けるパケットフィルタを、前記ルーティングレベル識別子
に基づいて設置するように前記通信ネットワークによって前記ユーザ装置に命令するステ
ップと、
　前記ルーティングレベル識別子を前記アプリケーション機能に提供するステップと、
　前記ルーティングレベル識別子を前記データパケットに含めるステップと、
　前記決定したパケットベアラ（ＰＢ）を介して前記データパケット（ＤＰ）を転送する
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ステップと、
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記制御エンティティが監視エンティティから前記判断したルーティングレベル識別子
を受信して、前記パケットフィルタを設置するように前記ユーザ装置に命令することを特
徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記別のエンティティのセッションレベル識別子を含む開始メッセージによって前記ユ
ーザ装置と前記別のエンティティとの間の通信セッションの確立を開始するステップと、
　前記通信セッションを確立するために前記ユーザ装置と前記別のエンティティとの間で
送信されるメッセージを監視するように構成された前記監視エンティティにおいて、前記
通信セッションに関連する情報を格納するステップと、
　前記セッションレベル識別子を使用して前記別のエンティティに対して前記開始メッセ
ージを転送するステップと、
　前記通信セッションの前記確立に関連する応答メッセージを前記監視エンティティによ
って待ち受けるステップと、
　前記別のエンティティの前記ルーティングレベル識別子を前記応答メッセージから判断
するステップと、
　前記応答メッセージを前記ユーザ装置へ転送して前記セッションの確立を完了するステ
ップと、
　を備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記別のエンティティのルーティングレベル識別子と前記ユーザ装置のセッションレベ
ル識別子とを含む開始メッセージによって前記別のエンティティと前記ユーザ装置との間
の通信セッションの確立を開始するステップと、
　前記監視エンティティにおいて前記開始メッセージを受信して前記別のエンティティの
前記ルーティングレベル識別子を前記開始メッセージから判断するステップと、
　前記セッションレベル識別子を使用して前記ユーザ装置に対して前記開始メッセージを
転送して前記セッションの確立を完了するステップと、
　を備えることを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記多様なパケットベアラのうちの第１のパケットベアラを介して前記ユーザ装置によ
って送信される最初のデータパケットが検査され、
　前記フローは前記検査されたデータパケットから識別され、
　前記決定するステップにおいて、前記多様なパケットベアラのうちの第２のパケットベ
アラを、前記検査されたデータパケットから識別された前記フローに関連付けるための前
記パケットベアラとして決定する
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記通信ネットワーク内のノードからの要求によってパケットベアラの前記確立が開始
されることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　サービス品質、課金料金表、及び前記パケットの転送先であるアクセスポイントを含む
グループからの少なくとも１つの関連する項目という点で、前記多様なパケットベアラは
相違点を持つことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　前記ユーザ装置が、前記アプリケーション機能を実行するための実行ユニットと、前記
決定したパケットベアラを介して前記データパケットを送信するための伝送ユニットと、
を備えることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
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　前記データパケットはインターネットプロトコル（ＩＰ）のデータパケットであること
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】
　前記ルーティングレベル識別子は、宛先アドレス及び宛先ポート番号のうちの少なくと
も一方であることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　前記パケットベアラは、前記パケットフィルタを設置する前に確立され、
　前記パケットフィルタは、前記パケットベアラの修正手順において設置される
　ことを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　前記パケットフィルタは、少なくとも１つの別のパラメータに基づいて前記データパケ
ットを前記パケットベアラに関連付けることを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の方法を実行するように構成されたことを特徴
とする通信ネットワーク。
【請求項１４】
　ユーザ装置（ＵＥ１）を有する通信ネットワークのための制御エンティティであって、
前記ユーザ装置のアプリケーション機能はデータフローの中でデータパケットを送信する
ように構成され、前記通信ネットワークを介して前記データパケット（ＤＰ）を別のエン
ティティへ伝送するために前記ユーザ装置でパケットベアラ（ＰＢ）を確立することが可
能であり、前記ユーザ装置は多様なパケットベアラを確立するように構成され、前記制御
エンティティは、
　前記データパケットを有する前記フロー、又は前記フローに関連する情報を受信するよ
うに構成された入力ユニットと、
　前記フローを識別するように構成された識別機能（ＩＦ）、前記フローに関連付けるた
めの前記パケットベアラを前記多様なパケットベアラから決定するように構成されたポリ
シー機能（ＰＦ）、及び前記別のエンティティのルーティングレベル識別子を判断するよ
うに構成された判断機能（ＤＲＩ）を有する、処理ユニット（ＰＵＣ）と、
　前記別のエンティティの前記ルーティングレベル識別子を含むデータパケットを前記決
定したパケットベアラに関連付けるパケットフィルタを、前記ルーティングレベル識別子
に基づいて設置するように前記ユーザ装置に命令する出力ユニットと、
　を備えることを特徴とする制御エンティティ。
【請求項１５】
　ユーザ装置（ＵＥ１）を有する通信ネットワークのための監視エンティティであって、
前記ユーザ装置のアプリケーション機能はデータフローの中でデータパケットを送信する
ように構成され、前記通信ネットワークを介して前記データパケット（ＤＰ）を別のエン
ティティへ伝送するために前記ユーザ装置でパケットベアラ（ＰＢ）が確立され、前記ユ
ーザ装置は多様なパケットベアラを確立するように構成され、前記監視エンティティは、
　前記別のエンティティのセッションレベル識別子を含んでおり、前記ユーザ装置と前記
別のエンティティとの間の通信セッションの確立を開始する、開始メッセージを受信し、
前記開始メッセージに対する応答メッセージを受信するように構成された入力ユニットと
、
　前記メッセージを監視し、前記開始メッセージ又は前記応答メッセージから前記別のエ
ンティティのルーティングレベル識別子を判断するように構成された処理ユニットと、
　前記セッションレベル識別子を使用して前記別のエンティティに対して前記開始メッセ
ージを転送し、前記ユーザ装置に対して前記応答メッセージを転送するように構成された
出力ユニットと、
　を備え、
　前記監視エンティティは、前記別のエンティティの前記ルーティングレベル識別子を含
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むデータパケットを決定したパケットベアラに関連付けるパケットフィルタを、前記ルー
ティングレベル識別子に基づいて設置するように前記ユーザ装置に命令する制御エンティ
ティに対して、前記判断したルーティングレベル識別子を転送するようにさらに構成され
る
　ことを特徴とする監視エンティティ。
【請求項１６】
　前記通信セッションに関連する情報を格納するメモリ（ＭＥＭ）を備えることを特徴と
する請求項１５に記載の監視エンティティ。
【請求項１７】
　通信ネットワークのユーザ装置（ＵＥ１）内でデータパケット（ＤＰ）をパケットベア
ラ（ＰＢ）に関連付けるプログラムであって、前記データパケットは前記ユーザ装置のア
プリケーション機能からのデータフローの中で送信され、前記パケットベアラ（ＰＢ）は
前記通信ネットワークを介して前記データパケット（ＤＰ）を別のエンティティへ伝送す
るために前記ユーザ装置で確立され、前記ユーザ装置は多様なパケットベアラを確立する
ように構成され、ルーティングレベル識別子が前記アプリケーション機能へ提供され、前
記ルーティングレベル識別子は前記データパケット内に含まれ、前記プログラムは、
　前記データパケットを伴う前記フローを識別するステップと、
　制御エンティティのポリシー機能において、前記フローに関連付けるための前記パケッ
トベアラを前記多様なパケットベアラから決定するステップと、
　前記別のエンティティの前記ルーティングレベル識別子を判断するステップと、
　前記別のエンティティの前記ルーティングレベル識別子を含むデータパケットを前記決
定したパケットベアラに関連付けるパケットフィルタを、前記ルーティングレベル識別子
に基づいて設置するようにという前記ユーザ装置に対する命令を開始するステップと、
　を実行するためのプログラムコードを含むことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信ネットワークのユーザ装置の中でデータパケットをパケットベアラに関
連付けるための方法に関する。本発明を実施したデバイスとソフトウェアプログラムにつ
いても記述する。
【背景技術】
【０００２】
　多くの場合、データパケットは、通信ネットワーク上でユーザ装置とさらなるエンティ
ティとの間で伝送される必要がある。伝送は、ダウンリンク方向でもアップリンク方向で
もどちらでも行われることができ、そしてしばしば、さらなるエンティティは、例えば通
話においては、別のユーザ装置である。また、さらなるエンティティは、音声と動画につ
いて異なるパケットフローを例えばストリーミングセッション内でユーザ装置へ送信する
ことができる例えばサーバのようなサービスエンティティであってもよく、一方で、ユー
ザ装置も、さらなるエンティティにパケットを送信してもよい。さらなるエンティティは
、通信ネットワークの一部であってもよいし、あるいは、データパケットをネットワーク
と交換することができてもよい。
【０００３】
　通信ネットワークは固定ネットワークであってもよいし、モバイルネットワークであっ
てもよい。例えば、さらなるエンティティが位置する固定ネットワークに直接インタフェ
ースしているかまたは中間ネットワークを介してインタフェースしているモバイルネット
ワークにユーザ装置が位置する場合のように、２以上のネットワークが伝送に関与しても
よい。通常のモバイルネットワークは１つのコアネットワークを備えており、コアネット
ワークは、例えば、在圏汎用パケット無線サービスサポートノード（ＳＧＳＮ）や関門汎
用パケット無線サービスサポートノード（ＧＧＳＮ）のような汎用パケット無線サービス
サポートノード（ＧＳＮ）のような、複数のコアネットワークノードを備えている。コア
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ネットワークノードによって、例えばインターネットや他のオペレータのモバイルネット
ワークや固定ネットワークのような、外部ネットワークとのデータ交換が可能になる。さ
らに、通常のモバイルネットワークは、アクセスネットワークを１つ以上備えており、そ
れらは、例えば一般に基地局制御装置、無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）、ノードＢ
、あるいは基地局のように呼ばれる、ユーザ装置への無線伝送を制御するためのアクセス
ネットワークノードを備えている。他のかたちでノードやネットワークを実装することも
可能であり、例えば、エンハンストＧＳＮやエンハンストＲＮＣは、ＳＧＳＮの機能の別
部分を実行することによってＳＧＳＮの省略を可能にする。
【０００４】
　オペレータは、さまざまなタイプのパケットトラヒックを生成するサービスを加入者に
提供してもよく、それらのパケットトラヒックはすべて、通信ネットワーク上で伝送され
る。パケットトラヒックのタイプによって、伝送のための必要条件は大きく異なる。例え
ば、音声伝送は、遅延やジッタが少ないことを必要とするが、一定限度の量のエラーは容
認できる可能性がある。パケットバッファを用いるストリーミングセッションでは通常、
遅延とジッタがより多くてもよく、受信器は一般にエラーを訂正したり隠したりすること
もできる。ファイル転送は、多くの場合、ベストエフォートのトラヒックとして実行する
ことができるが、通常はエラーのないデータを必要とする。加えて、オペレータは、ユー
ザの加入契約によって異なるサービス品質（ＱｏＳ）を提供することを選択してもよく、
すなわち、ユーザを区別することを選択してもよい。従って、例えば第３世代パートナシ
ッププロジェクトの「サービス品質（ＱｏＳ）の概念とアーキテクチャ」という技術仕様
である３ＧＰＰ　２３．１０７　Ｖ６．３．０に記述されているように、定義されたサー
ビス品質を提供することは、データトラヒックの制御において重要な概念である。
【０００５】
　多様なコンテクストが、通信ネットワークのノードとユーザ装置とに関するデータ伝送
に関してサービス品質を定義する。ユーザ装置とコアネットワークノードが、ユーザ装置
に発着信するデータパケットを３ＧＰＰベアラ上で伝送するためのパラメータを指定する
ＰＤＰ（パケットデータプロトコル）コンテクストについて交渉する。さらなるエンティ
ティとユーザ装置との間の多様なリンクに関するベアラについて、さらなるコンテクスト
が設定されてもよく、例えばアクセスノードとユーザ装置との間の無線ベアラについての
コンテクストは、無線リンク上の伝送パラメータを指定する。次いで、さらなるエンティ
ティとユーザ装置との間のパケットフローが、これらのコンテクストに関連付けられたベ
アラにマッピングされ、それに従って転送される。
【０００６】
　現行の３ＧＰＰ標準は、ダウンリンクのデータをパケットベアラにマッピングするメカ
ニズムを定義している。この目的で、ベアラは、ＰＤＰコンテクストに関連付けられてい
る。ＰＤＰコンテクストは、それを使ってＱｏＳを提供できる細かさであり、すなわち、
異なるＰＤＰコンテクストによって、異なるＱｏＳを提供できる。ＰＤＰコンテクスト上
へのパケットのマッピングは、通信ネットワークのエッジノードにおいて、例えばＧＧＳ
Ｎにおいて、ダウンリンクのトラヒック・フロー・テンプレート（ＴＦＴ）を用いて行わ
れる。ＴＦＴは、着信するデータパケットをＰＤＰコンテクスト上に一意にマッピングす
るルールを定義するパケットフィルタである。ダウンリンクのＴＦＴは、ＰＤＰコンテク
スト定義の一部であって、多数の異なるパラメータに関して動作するように構成すること
ができる。例えば、データパケットのＩＰソースアドレスまたはＩＰヘッダの中の「サー
ビスタイプ」フィールド（ＴｏＳ）を用いて、パケットをＰＤＰコンテクスト上にマッピ
ングすることができる。ＰＤＰコンテクストを管理するには、セッション管理（ＳＭ）プ
ロトコルが用いられる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　アップリンクでは、ユーザ装置は、アプリケーションから関連するコンテクストを持つ
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ベアラへとどのようにしてデータパケットをマッピングするかについての情報を必要とす
る。しかし、この機能は、現行の３ＧＰＰ標準の適用範囲外である。それどころか、企業
独自に定義されていて、ユーザ装置のベンダ間で異なることもある。ある実装では、ユー
ザ装置は、各々が別の関連ＱｏＳを持つ複数のＰＤＰコンテクストテンプレートを有する
。接続マネージャが、アプリケーション毎に、ＰＤＰコンテクストテンプレートのうちの
１つへのマッピングを提供する。このマッピングは、静的な設定であって、接続マネージ
ャの中で結合を作り出し、そして、例えばＳＭＳによって、ユーザ装置へとシグナリング
される。典型的には、ユーザは、オペレータのウェブサイトを閲覧して自分が使っている
電話機のモデルと、例えばＷＡＰまたはＭＭＳというように、どのアプリケーションを設
定したいのかを入力することによって、設定を実行する。例えば発呼を行うことでセッシ
ョンを開始すると、アプリケーションが、企業独自のＡＰＩ（アプリケーション・プログ
ラミング・インターフェース）を通じて接続マネージャと通信する。接続マネージャは、
アプリケーションからのデータパケットを設定済みのＰＤＰコンテクストに関連付け、必
要に応じて、コンテクストを設定する。同様に、アプリケーションとＰＤＰコンテクスト
テンプレートとの間には静的な結合が存在する。設定に用いられる識別子とフォーマット
とは、各ベンダ固有のものである可能性がある。
【０００８】
　結果として、データパケットをベアラに関連付ける既存の方法は、柔軟性がなく、設定
の動的な変更が不可能である。さらなる問題は、アプリケーションの開発は、アクセス固
有であるだけでなく、ベンダ固有でもあるということである。すなわち、上記の結合メカ
ニズムにおけるＱｏＳ　ＡＰＩは、ベンダとアクセスの両方について異なる可能性がある
ため、アプリケーションは、特定のアクセス（例えば３ＧＰＰ）や特定のユーザ装置ベン
ダを対象として書かれなければならないのである。
【０００９】
　さらに、３ＧＰＰ仕様によるユーザ装置は、２つのエンティティ、すなわち端末装置（
ＴＥ）と移動端末（ＭＴ）とで構成されることがある。ＴＥとＭＴとは、論理的に別個の
ものであるし、場合によっては物理的にも別個のものである。アプリケーションは端末装
置で実行され、そして、データパケットは移動端末上でモバイルネットワークと交換され
る。現在の技術では、アプリケーションのベアラ要件を伝達することができるようなＴＥ
とＭＴとの間のインタフェースが、必要とされよう。アプリケーションとコンテクストと
の結合は、現在のユーザ装置ではベンダ固有であることから、多様なインタフェースが必
要とされよう。端末装置が例えばパーソナルコンピュータであって、移動端末がモバイル
ネットワークカードである場合、コンピュータは多様なカードベンダ用の多様なインタフ
ェースをサポートすることが必要となるかもしれず、複雑化とコスト高につながる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　このような背景の下で、通信ネットワークのユーザ装置の中でデータパケットをベアラ
に関連付けるための単純かつ柔軟性のある方法を提供することが、本発明の目的である。
【００１１】
　本発明によって、請求項１に記載される方法が行なわれる。さらに、本発明は、他の独
立請求項に記述されるように、通信ネットワーク、制御エンティティ、監視エンティティ
、そして、コンピュータプログラムのかたちで実施される。有利な実施形態が、従属請求
項において記述される。
【００１２】
　本明細書で提案する方法は、データパケットを通信ネットワークのユーザ装置の中でパ
ケットベアラに関連付ける。データパケットは、ユーザ装置のアプリケーション機能から
のデータフローの中で送信される。フローは、データパケットを１つだけ含むこともある
が、通常は複数のデータパケットがフローの中で送信される。データパケットを通信ネッ
トワーク上でさらなるエンティティへ、例えば別のユーザ装置へまたはサーバへ伝送する
ため、パケットベアラが、ユーザ装置によって確立される。
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【００１３】
　ベアラの確立は、ユーザ装置によってかまたは通信ネットワーク内の別のエンティティ
によってトリガされることができる。確立は、以下で記述するように、この方法の他のス
テップに関連してさまざまなタイミングで行われてもよい。ユーザ装置は、多様なパケッ
トベアラを確立するように構成される。例えば、提供するサービス品質という点で、ベア
ラは多様である可能性がある。任意で、ユーザ装置は、２つ以上のベアラを同時に確立し
続けてもよい。
【００１４】
　本方法は、データパケットを伴うフローを通信ネットワークの制御エンティティで識別
する。制御エンティティのポリシー機能が、前記フローに関連付けるためのパケットベア
ラを多様なパケットベアラから決定する。制御エンティティは、ユーザ装置が確立するよ
うに構成されている多様なベアラから決定したベアラの選択を決定するための、オペレー
タのポリシールールを備えていることが望ましい。ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏ
ｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）ネットワークでは、制
御エンティティは、例えばＧＳＮまたはＰＣＲＦ（Ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　Ｃｈａｒｇｉ
ｎｇ　Ｒｕｌｅｓ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）であってもよい。
【００１５】
　さらなるエンティティのルーティングレベル識別子が判断される。この判断は、制御エ
ンティティで行われてもよいし、またはルーティングレベル識別子を制御エンティティに
転送する、ネットワークの別のエンティティで行われてもよい。ルーティングレベル識別
子は、データパケットをさらなるエンティティへ転送することを可能にする。ルーティン
グレベル識別子は、フローの識別子の一部であってもよいし、フローの識別子の中で使わ
れてもよい。
【００１６】
　ユーザ装置は、ルーティングレベル識別子に基づいてパケットフィルタを設置するよう
に命令される。パケットフィルタは、さらなるエンティティのルーティングレベル識別子
を含むデータパケットを、決定されたパケットベアラに関連付ける。ルーティングレベル
識別子は、例えばさらなるエンティティから発信されたシグナリングメッセージの中で、
アプリケーション機能に提供される。ルーティングレベル識別子は、データパケットの中
に含まれる。従って、データパケットは、決定されたパケットベアラ上でパケットフィル
タによって転送される。
【００１７】
　ここで提案する方法によって、関連付けの事前設定を必要とせず、また、データセッシ
ョンを開始する前、その時、またはその後に関連付けの設定が確立されうるかたちで、デ
ータパケットをパケットベアラに単純かつ柔軟に関連付けることが可能になる。提案する
方法によって、ユーザ装置からさらなるエンティティへのアップリンクのベアラ上にデー
タパケットをマッピングすることを、そして、それによってサービス間およびユーザ間に
差別化をもたらすことを、通信ネットワークが、すなわち、ネットワークのオペレータが
、管理できるようになる。ネットワークは、フィルタの設置を制御するポリシー機能によ
って、選択されたフローをユーザ装置の中でベアラへマッピングすることを許可すること
もできるし、禁止することもできる。この目的で、オペレータはポリシールールを指定し
てもよい。加えて、この方法は、アクセスにとらわれないアプリケーションの開発を可能
にする。すなわち、ユビキタスソケットＡＰＩ機能だけが用いられるので、ユーザ装置が
接続しているアクセスネットワークに依存せずにアプリケーションを開発することができ
る。これによって、アプリケーションの開発は単純になり、開発がより低コストで行える
ようになる。ルーティングレベル識別子は、ソケットＡＰＩを通じてアプリケーションに
よって設定することができる。この方法は、アップリンクのパケットフィルタを設置する
のに専用信号を新規に導入するのではなく、既存の手順をこの目的で再利用するので、従
って、既存の通信ネットワーク内に容易に実装することができる。
【００１８】
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　通信ネットワークは一般に、複数のエンティティを備える。好適な一実施形態において
、制御エンティティは、判断されたルーティングレベル識別子を監視エンティティから受
信し、そして、パケットフィルタを設置するようユーザ装置に命令する。監視エンティテ
ィと制御エンティティとは、１つのデバイスの一部分として実装されてもよいし、あるい
は別のデバイスに実装されてもよい。監視エンティティは、例えば、ユーザ装置とさらな
るエンティティとの間のセッション確立のためのシグナリングを監視してもよいし、ユー
ザ装置とさらなるエンティティとの間の確立されたセッション中に送信されたデータパケ
ットを監視してもよい。フィルタを設置するためのシグナリングとセッション開始のため
のシグナリングとは、ユーザ装置の中では受信エンティティが異なっており、一般に、異
なるシグナリングプロトコルを用いて実行されると考えられることから、多くの場合、セ
ッションレベルメッセージを監視するためとフィルタ設置を命令するためとに１つのエン
ティティを用いることは適切でない。
【００１９】
　ここで提案する方法の有利な一実施形態において、ユーザ装置とさらなるエンティティ
との間の通信セッションの確立が、開始メッセージによって開始される。開始メッセージ
はさらなるエンティティのセッションレベル識別子を備えており、その識別子は、例えば
電話番号、ＵＲＬ、電子メールアドレス、またはその他の何らかのセッションレベル識別
子の形式である。監視エンティティが、セッションを確立する目的で、ユーザ装置とさら
なるエンティティとの間で送信されるメッセージを監視するように構成される。監視エン
ティティは、通信セッションに関連する情報を記憶する。例えば、監視エンティティは、
開始されたセッションのための状態を記憶する呼状態制御機能であってもよい。監視エン
ティティは、開始メッセージをさらなるエンティティに転送する目的でセッションレベル
識別子のアドレス解決を実行するエンティティに関連付けられてもよい。開始メッセージ
は、セッションレベル識別子を用いてさらなるエンティティへ転送される。次いで、監視
エンティティは、通信セッションの確立に関連する応答メッセージを待ち、そして、応答
メッセージからさらなるエンティティのルーティングレベル識別子を判断する。いくつか
の応答メッセージを受信することも可能であり、ルーティングレベル識別子は、１以上の
応答メッセージから判断されてもよい。応答メッセージがユーザ装置へ転送されて、セッ
ション確立は完了する。この実施形態では、必要な情報を入手するための、そして、特に
セッションの発信側についてのフローの識別子を判断するための、単純な実装が可能にな
る。
【００２０】
　ここで提案する方法の別の一実施形態において、さらなるエンティティとユーザ装置と
の間の通信セッションの確立が、さらなるエンティティのルーティングレベル識別子とユ
ーザ装置のセッションレベル識別子とを備えた開始メッセージによって開始される。監視
エンティティが、開始メッセージを受信して、開始メッセージからさらなるエンティティ
のルーティングレベル識別子を判断するように構成される。次いで、開始メッセージは、
セッションレベル識別子を用いてユーザ装置へ転送され、セッション確立が完了する。こ
の実施形態では、必要な情報を入手して、そして、特にセッションの着信側についてのフ
ローの識別子を判断するための単純な実装が可能になる。
【００２１】
　さらなる一実施形態において、第１のベアラ上でユーザ装置によって送信された最初の
データパケットが、例えば、制御エンティティにおいてかまたは監視エンティティにおい
て検査される。第１のベアラは、例えばデフォルトベアラであってもよいし、上述の実施
形態のうちの１つに従って確立されてもよい。関連付けのためのフローが、例えばパケッ
トヘッダ、パケットコンテンツ、または、データパケットの他のパラメータに含まれる情
報によって、検査されたデータパケットから識別される。次いで、前記フローに関連付け
るための第２のパケットベアラが決定される。次いで、第２のベアラがフローのために確
立されてもよいし、フローを既存の第２のベアラに関連付けるためにフィルタが設置され
てもよいし、あるいは、既存のベアラの、例えば第１のベアラの、パラメータがこの目的
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で修正されてもよい。
【００２２】
　有利な一実施形態において、パケットベアラの設定が、通信ネットワーク内のノードか
らの要求によって開始される。これによって、ユーザ装置による伝送に対するネットワー
クオペレータの制御の向上が可能になる。
【００２３】
　できればパケットベアラは、サービス品質と課金料金表とパケットが転送されるアクセ
スポイントとを含むグループのうち、少なくとも１つの関連項目が異なることが好ましい
。従って、ベアラは、異なるサービス品質を提供することも可能であるし、または料金が
異なることもありうるし、あるいはその両方であってもよいし、適宜に選択されてもよい
。
【００２４】
　一般に、ユーザ装置は、アプリケーション機能を実行するための実行ユニットと、関連
するパケットベアラ上でデータパケットを送信するための伝送ユニットとを備える。多く
の場合、実行ユニットと伝送ユニットは、同じデバイス内に、例えば移動体電話内に実施
される。これらのユニットは、論理的に異なってもよく、すなわち、それらは、例えば３
ＧＰＰによる移動端末および端末装置のように、規格化されたインタフェースを有しても
よい。また、ユーザ装置が、物理的に異なるデバイスを備えること、例えば伝送ユニット
はＵＭＴＳカードまたは移動体電話であって、一方で実行ユニットは、伝送ユニットに接
続可能な別のデバイスの一部、例えば、有線または無線で伝送ユニットに接続するコンピ
ュータまたはテレビジョン受像機であることも可能である。
【００２５】
　好適な一実施形態において、データパケットは、インターネットプロトコルＩＰデータ
パケットである。これによって、既存のネットワーク内でこの方法を容易に実装すること
が可能となる。セッション開始シグナリングは、ＩＰプロトコルに基づくセッションプロ
トコルを用いて行われてもよい。適切なプロトコルには、例えば、セッション開始プロト
コル（ＳＩＰ）、またはリアルタイム・ストリーミング・プロトコル（ＲＴＳＰ）がある
。両方とも、セッション記述プロトコル（ＳＤＰ）と併せて用いることができる。
【００２６】
　さらなるエンティティのルーティングレベル識別子は、宛先アドレスおよび宛先ポート
番号、例えばＩＰアドレスおよびＩＰポート番号のうちの少なくとも一方を備えることが
望ましい。
【００２７】
　パケットベアラは、上記の方法の前または最中のいろいろな時期に確立することができ
る。多くの場合、フィルタの設置と同時にベアラを確立することが適切である。別の実施
形態では、パケットフィルタを設置する前に、ベアラが設定される。また、データパケッ
トが送信される通信セッションを確立する前にベアラを確立することも可能である。これ
らの場合には、パケットフィルタが、パケットベアラの修正手順の中で設置されてもよい
。フィルタの設置に必要な時間と比べてベアラの確立に必要な時間が長い場合には、この
実施形態は有利である。
【００２８】
　好適な一実施形態において、パケットフィルタが、少なくとも１つのさらなるパラメー
タに基づいてデータパケットをパケットベアラに関連付ける。このようにして、例えば、
多様なサービス品質や多様な課金方法を使ってパケットを伝送するための、データパケッ
トとベアラとの間のマッピングの細かさが向上する可能性がある。例えば、パケットフィ
ルタは、パケットヘッダの中の追加フィールド、例えば、ソースアドレス、ソースポート
番号、差別化サービス・コードポイント（ＤＳＣＰ）のような追加ヘッダフィールド、プ
ロトコル識別子、あるいはそのようなパラメータの任意の組み合わせ、を評価してもよい
。
【００２９】
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　有利な通信ネットワークが、上記の方法のいずれかの実施形態を行うように構成される
。
【００３０】
　好適な制御エンティティが、ユーザ装置を備えた通信ネットワークのために構成される
。ユーザ装置のアプリケーション機能が、データフローの中でデータパケットを送信する
ように構成され、そして、パケットベアラが、データパケットを通信ネットワーク上でさ
らなるエンティティへ伝送するため、ユーザ装置によって確立されてもよい。ユーザ装置
は、多様なパケットベアラを確立するように構成される。
【００３１】
　制御エンティティは、データパケットを伴うフローまたはフローに関係する情報を受信
するように構成された入力ユニットを備える。従って、制御エンティティは、フローパス
の一部であってもよいし、あるいはフローに関係する情報、例えばソースおよび宛先、を
ネットワーク内の別のエンティティから受信してもよい。制御エンティティの処理ユニッ
トが、フローを識別するように構成された識別機能を備える。ポリシー機能が、例えばネ
ットワークのオペレータによって指定されたルールに従って、多様なパケットベアラから
前記フローと関連付けるためのパケットベアラを決定するように構成される。例えば、オ
ペレータは、特定のソースまたは宛先からのパケットが特定のパラメータを持つベアラ上
で転送されることを指定してもよい。
【００３２】
　さらに、処理ユニットは、判断機能を使ってさらなるエンティティのルーティングレベ
ル識別子を判断するように構成される。通常、処理ユニットは、ネットワーク内のさらな
るエンティティから受信したメッセージからルーティングレベル識別子を判断する。出力
ユニットは、ルーティングレベル識別子に基づいてパケットフィルタを設置することをユ
ーザ装置に命令するように構成され、パケットフィルタは、さらなるエンティティのルー
ティングレベル識別子を有するデータパケットを決定されたパケットベアラに関連付ける
ものである。入力ユニットおよび出力ユニットは、共通の入力／出力ユニットとして実施
されてもよい。制御エンティティが、シグナリングを行うことを複数のさらなるノードに
命令することも可能である。
【００３３】
　有利な監視エンティティが、ユーザ装置を備えた通信ネットワーク内で用いられるよう
に構成される。ユーザ装置のアプリケーション機能が、データフローの中でデータパケッ
トを送信するように構成される。通信ネットワーク上でデータパケットをさらなるエンテ
ィティへ伝送するため、パケットベアラがユーザ装置によって確立され、そして、ユーザ
装置は、多様なパケットベアラを確立するように構成される。監視エンティティは、さら
なるエンティティのセッションレベル識別子を備えた開始メッセージを受信するように構
成された入力ユニットを備え、開始メッセージは、ユーザ装置とさらなるエンティティと
の間の通信セッションの確立を開始する。また、監視エンティティは、開始メッセージへ
の応答メッセージを受信するように構成されることが望ましい。
【００３４】
　監視エンティティの処理ユニットが、メッセージを監視して、開始メッセージからかま
たは応答メッセージからさらなるエンティティのルーティングレベル識別子を判断するよ
うに構成される。出力ユニットが、セッションレベル識別子を用いて開始メッセージをさ
らなるエンティティへ転送し、そして、応答メッセージをユーザ装置へ転送するように構
成される。監視エンティティは、ルーティングレベル識別子に基づいてパケットフィルタ
を設置するようにユーザ装置に命令するため、判断されたルーティングレベル識別子を制
御エンティティへ転送するようにさらに構成され、ここで、パケットフィルタは、さらな
るエンティティのルーティングレベル識別子を有するデータパケットを決定されたパケッ
トベアラに関連付けるものである。
【００３５】
　有利な監視エンティティが、通信セッションに関係する情報を記憶するためのメモリを
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備える。
【００３６】
　また、本発明は、プログラムがその中で実行されるデバイスに関係する前記方法の諸ス
テップを実行するためのコードを備えたソフトウェアプログラムとして実施されることが
できる。ソフトウェアプログラムは制御エンティティの中で実行されることが望ましい。
【００３７】
　ユーザ装置の中でデータパケットをパケットベアラに関連付けるための有利なプログラ
ムが、通信ネットワークのために構成され、この通信ネットワーク内でデータパケットは
、ユーザ装置のアプリケーション機能からのデータフローの中で送信される。データパケ
ットを通信ネットワーク上でさらなるエンティティへ伝送するため、パケットベアラが、
ユーザ装置によって確立される。ユーザ装置は、多様なパケットベアラを確立するように
構成され、ルーティングレベル識別子がアプリケーション機能に提供され、そして、ルー
ティングレベル識別子は、データパケットの中に含められる。後半のステップは、プログ
ラムを実行する最中またはその後に実行されてもよい。
【００３８】
　このプログラムは、通信ネットワークの制御エンティティにおいてデータパケットを持
つフローを識別するためのプログラムコードを備える。プログラムは、多様なパケットベ
アラから、前記フローに関連付けるためのパケットベアラを決定する。また、プログラム
は、場合によっては通信ネットワーク内の別のエンティティから受信した情報から、さら
なるエンティティのルーティングレベル識別子も判断する。プログラムは、ルーティング
レベル識別子に基づいてパケットフィルタを設置するというユーザ装置への命令を開始し
、ここで、パケットフィルタは、さらなるエンティティのルーティングレベル識別子を有
するデータパケットを、決定されたパケットベアラに関連付けるものである。本発明によ
るプログラムは、例えば、データキャリアに記憶されるかまたは、ユーザ装置または制御
デバイスの処理ユニットの中に、例えば信号のシーケンスとして、ロードすることができ
る。
【００３９】
　制御エンティティと監視エンティティとソフトウェアプログラムとは、上記の方法のい
ずれの実施形態にも適応することができる。
【００４０】
　本発明の上記およびその他の目的、特徴、および利点は、添付の図面に図解される好適
実施形態に関する下記の詳細な説明の中で、一層明らかになるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　図１は、第３世代パートナシッププロジェクトの技術仕様である３ＧＰＰ　２３．１０
７　Ｖ６．３．０にて指定された第３世代モバイルシステムにおけるサービス品質の概念
を図解する。さらなるエンティティ（ＡＦ）と、端末装置（ＴＥ）および移動端末（ＭＴ
）を備えたユーザ装置との間で、データパケットを含むトラヒックが送信される。さらな
るエンティティ（ＡＦ）は、オペレータのネットワークまたは外部ネットワークに位置す
るサーバであってもよいであろうが、別のユーザ装置であってもよい。この概念の目的は
、下位レベルのベアラサービスを用いてアプリケーションレベル上で定義済みのサービス
品質（ＱｏＳ）を提供することである。これらのベアラサービスは、各ベアラサービスの
ＱｏＳを定義するための属性を備えたコンテクストによって指定される。アプリケーショ
ンレイヤ上でのエンド・ツー・エンドのサービス品質は、下位レベルの仕様に依存するこ
とから、必要なエンド・ツー・エンドのサービス品質に関してベアラサービスのコンテク
ストが指定される必要がある。
【００４２】
　「ＴＥ／ＭＴローカルベアラサービス」は、端末装置（ＴＥ）と移動端末（ＭＴ）との
間のユーザ装置内でデータパケットを転送する。従って、端末装置（ＴＥ）と移動端末（
ＭＴ）とは、単一のデバイスの一部であってもよいし、または、ＴＥ／ＭＴローカルベア
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ラサービスを介する通信を利用する別個のデバイス内に実施されてもよい。データパケッ
トは、モバイルネットワークの無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ１）との無線リンク上
で送受信される。「外部ベアラサービス」が別のネットワークによって提供されるが、そ
のネットワークもＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｐｈｏｎｙ　
Ｓｙｓｔｅｍ）ネットワーク、すなわち、３ＧＰＰ仕様によるネットワークであってもよ
いし、その他のモバイルネットワーク、あるいはインターネットなどの固定通信システム
のような固定ネットワークであってもよい。外部ベアラは、さらなるエンティティ（ＡＦ
）とモバイルネットワークのコアネットワークのエッジノード（ＣＮ－ＧＷ）との間で、
データパケットを転送する。
【００４３】
　また、コアネットワークは、コアネットワークと無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ１
）との間のパケットの転送を制御するコアネットワークノード（ＣＮ１）を備える。エッ
ジノード（ＣＮ－ＧＷ）とコアネットワークノード（ＣＮ１）とは、同じノードであって
もよい。モバイルネットワークを通過するデータパケットのトラヒックは、「無線アクセ
スベアラサービス」を介して移動端末（ＭＴ）とコアネットワークノード（ＣＮ１）との
間で送信され、そして、「コアネットワークベアラサービス」を介してゲートウェイノー
ド（ＣＮ－ＧＷ）とコアネットワークノード（ＣＮ１）の間で送信される。これらの「サ
ービス」は、次には、無線リンク上で「無線ベアラサービス」によってユーザ装置と無線
アクセスネットワーク（ＲＡＮ１）との間で提供され、「ＲＡＮアクセスベアラサービス
」によって無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ１）とコアネットワークノード（ＣＮ１）
との間で提供され、そして、コアネットワーク内で「バックボーンベアラサービス」によ
って提供される。結局、すべてのサービスは、それぞれのリンク上で多様な物理ベアラサ
ービスに依存する。すなわち、典型的には、複数のコンテクストおよびサービスが、伝送
における個々のリンクに関係する。
【００４４】
　図２は、ここで提案する方法を関係するコンテクストおよびノードと共に用いたデータ
パケットの伝送の一例を示す。データパケットを伝送するため、ＰＤＰコンテクスト（Ｐ
ＤＰ）が、ユーザ装置（ＵＥ１）と、ここではＳＧＳＮ（ＳＧＳＮ１）で示すコアネット
ワークノードとの間で交渉される。その後、伝送が、コアネットワークノードとアクセス
ノードとを介して、あるいは少なくともそれらによって制御されて、行われる。点線１１
は、パケットがユーザ装置（ＵＥ）とさらなるエンティティ（ＡＦ）との間でアップリン
ク方向およびダウンリンク方向に転送される見込みルートを示す。制御エンティティ（Ｐ
ＣＲＦ）は、エッジノードとしてのＧＧＳＮ（ＧＧＳＮ１）と通信するインタフェースと
さらなるエンティティ（ＡＦ）と通信するインタフェースとを有する。
【００４５】
　ＰＤＰコンテクストの設定は、例えば、ユーザ装置からＳＧＳＮへの対応する要求（Ｒ
Ｑ１）によって開始することができる。ネットワーク（例えばＧＧＳＮ）がＰＤＰコンテ
クスト（ＰＤＰ）の設定を、例えばユーザ装置へのメッセージによって要求することも可
能であり、次いでユーザ装置は、ＰＤＰコンテクストを起動するため、要求（ＲＱ１）の
送信を開始する。
【００４６】
　ＰＤＰコンテクストは、パケット伝送のサービス品質を定義する属性を備える。無線ベ
アラ（ＲＢ）の確立は、通常、ＰＤＰコンテクストの確立に含まれる。その目的で、ＳＧ
ＳＮ（ＳＧＳＮ１）は、無線ベアラ（ＲＢ）の確立のための要求（１２）をアクセスノー
ド、例ではＲＮＣ（ＲＮＣ１）、へ送信する。無線リンク上でのユーザ装置へのデータパ
ケットの伝送は、例えばノードＢ（ＮＢ）によって行われ、ノードＢは、ＲＮＣによって
無線リソース制御シグナリング（１３）を用いて制御される。ノードＢとＲＮＣの機能を
１つのノードに統合することも可能である。また、ＳＧＳＮは、コアネットワークのベア
ラを確立するための要求（１４）をコアネットワークのエッジノード、ここではＧＧＳＮ
（ＧＧＳＮ１）、へ送信する。このさまざまなノードの設定は、シグナリングのリンク（
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ＳＩＧ）上で運用支援システム（ＯＳＳ）から行うことができる。
【００４７】
　図３は、例えばＵＭＴＳネットワークの場合の、ここで提案する方法の基本概念を図解
する。ネットワークでは、エッジノード（ＥＮ２）としてのＧＧＳＮと「無線アクセスネ
ットワーク（ＲＡＮ）」とが、「ベアラＡ」および「ベアラＢ」として示す、異なる特性
を持つ２つのベアラを提供する。これらのベアラは、多くの点で異なることがある。特性
の例を２つあげるとすれば、ベアラに関連づけられるＱｏＳや、ベアラ上で伝送されるデ
ータパケットに関連付けられる課金ポリシーであってもよいだろう。
【００４８】
　ＧＧＳＮは、多様なサービスによって生成されたパケットフローをベアラ上にマッピン
グするダウンリンクのパケットフィルタ（ＤＬ　ＰＦ）を備える。パケットフィルタとベ
アラとの関連付けを示すため、両者はベアラＡについては点線で示し、ベアラＢおよびこ
れに関連するフィルタについては実線で示す。パケットフローは、同じソース、宛先、お
よびプロトコルを有するデータパケットのグループである。例えば、あるＩＰフローは、
同じソースアドレス、ソースポート、宛先アドレス、宛先ポート、およびプロトコル識別
子を持つデータパケットで構成される。
【００４９】
　例では、第１のサービス（Ｓｒｖ１）が２つのアプリケーションフローを生成し、第２
のサービス（Ｓｒｖ２）が１つのアプリケーションフローを生成し、それらは、ダウンリ
ンクのパケットフィルタ（ＤＬ　ＰＦ）によってベアラ上にマッピングされる。サービス
から発信されるデータパケットは、別々のベアラを必要としており、従って、ダウンリン
クのパケットフィルタ（ＤＬ　ＰＦ）によって転送される相手であるベアラに対応するか
たちで、データパケットも点線および実線で示している。
【００５０】
　２つのアプリケーション機能（Ａｐｐ１、Ａｐｐ２）が、実行ユニット（ＥＵ２）とし
てのパーソナルコンピュータと伝送ユニット（ＴＵ２）としての移動体電話とで構成され
るユーザ装置（ＵＥ２）の中で実行される。第１のアプリケーション機能Ａｐｐ１は、ネ
ットワーク内で別の処理を要するような特性をそれぞれが持つ、２つのデータパケットフ
ローを生成する。これは、ここでもやはり、使用されることになるベアラの輪郭に対応す
る点線および実線の輪郭で示す。また、データパケット（ＤＰ、ＤＰ’）も、それぞれの
ベアラに対応して、実線および点線で示す。複数のパケットフローを生成するアプリケー
ションの例としては、ＶｏＩＰサービスを他のサービス、例えば動画、チャット、ホワイ
トボード、ファイル共有などと組み合わせるマルチメディアアプリケーションおよびプレ
ゼンスアプリケーションなどがある。第２のアプリケーション機能Ａｐｐ２は、１つのデ
ータパケットフローだけを生成する。
【００５１】
　ここで提案する方法は、データパケットフローとベアラとの間のマッピングのメカニズ
ムを提供する。例では、別個のデバイスとして分割されたユーザ装置について記述してい
るが、本方法はまた、実行ユニットと伝送ユニットとの両方を備えたデバイス上でアプリ
ケーションが実行される場合にも適用できる。
【００５２】
　実行ユニットは、多様なアプリケーションフローのデータパケットにそれらが意図され
た宛先の印を付ける。この例では、これは、アプリケーションレイヤのシグナリングを通
じて、例えばＳＩＰ／ＳＤＰを用いて、宛先ＩＰアドレスと宛先ポート番号の特定の組み
合わせによって多様なアプリケーションフローに印を付けるようにネットワークが実行ユ
ニットに命令することによって、達成される。一般に、ルーティングレベル識別子のシグ
ナリングを行う機能は、何らかのセッションレベルプロトコルの一部であってもよい。
【００５３】
　ＵＬパケットフィルタ（ＵＬ　ＰＦ）は、伝送ユニット内で確立され、フィルタが関連
付けられる相手である多様なベアラ上へのパケットのマッピングを提供する。ここで提案
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されたソリューションでは、これは、セッション管理プロトコル手順、例えばＰＤＰコン
テクストの設定または修正、の一部としてネットワークがフィルタを設置することによっ
て達成される。フィルタは、パケットをベアラ上にマッピングするために、ルーティング
レベル識別子、例えば宛先ＩＰアドレスおよびポート番号の組み合わせを用いる。加えて
、他のパラメータがパケットフィルタによってチェックされてもよい。例えば、さらなる
フィルタリングが、ソースアドレス、ソースポート番号、差別化サービス・コードポイン
ト（ＤＳＣＰ）、プロトコル識別子、ＩＰヘッダ内のさらなるフィールド、あるいはそれ
らのパラメータのいずれかの組み合わせに基づいてもよい。これによって、マッピングの
細かさを向上させることができる。
【００５４】
　アップリンクのフィルタを用いて、ネットワークはアップリンクデータパケットと複数
のパケットベアラの１つとの関連付けを、通信ネットワークのユーザ装置の中で制御する
ことができ、この場合、アップリンクデータパケットは、アプリケーション機能から発信
され、そして、パケットのベアラは、ユーザ装置とネットワークインフラとの間で確立さ
れる。この方法は、制御の対象となるアップリンクデータパケットのフローを識別し、ア
ップリンクのパケットの前記フローに関連付けられることになるパケットベアラを決定す
る。この決定は、ネットワークにおいて実行される。また、アップリンクのデータパケッ
トの前記フローのルーティングレベル識別子も、ネットワークにおいて識別される。ルー
ティングレベル識別子と決定されたパケットベアラとの関連付けが、ユーザ装置に提供さ
れる。アップリンクデータパケットは、ネットワークから提供された関連付けに基づいて
、決定されたパケットベアラにユーザ装置の中で関連付けられる。
【００５５】
　制御の対象となるフローを識別するステップと、パケットベアラを決定するステップと
は、オペレータのポリシールールに基づいてもよい。好適なルーティングレベル識別子は
、ＩＰフローの５要素またはＩＰフローの５要素の部分集合、特に、宛先ＩＰアドレスお
よび宛先ポート番号である。アップリンクデータパケットのフローの識別子および関連す
るルーティングレベル識別子は、例えばＳＩＰまたはＲＴＳＰのような、ＳＤＰを用いる
プロトコルに基づいてアプリケーション機能と受信側アプリケーションエンティティとの
間で送信されるセッションレベルのシグナリングメッセージに含まれるフロー記述を分析
することに基づくことが望ましい。ルーティングレベル識別子は、アプリケーション機能
からのアップリンクデータパケットの中で用いられることになる宛先ＩＰアドレスおよび
ポート番号の形式で、前記アプリケーション機能に宛てられたセッションレベルのシグナ
リングメッセージの中に含まれてもよい。パケットベアラとルーティングレベル識別子の
関連付けの提供は、パケットベアラの確立の際に行われてもよい。あるいは、その提供は
、以前に確立されたパケットベアラについて行われてもよい。
【００５６】
　図４乃至図６は、３ＧＰＰ通信ネットワークにおいてＳＩＰベースのセッションを設定
する間にパケットフィルタをユーザ装置の中に設置するためのシグナリングシーケンスの
例を示す。同様のシーケンスは、ＲＴＳＰ／ＳＤＰセッションにも適合するであろう。例
では、ＳＩＰシグナリングを搬送するのに用いられるＰＤＰコンテクストは、セッション
が開始されるときにはすでに確立されていることが想定されている。従って、このＰＤＰ
コンテクストを設定するための先行するシグナリングは、図示されていない。ＰＤＰコン
テクストは、例えばネットワークからの要求、例えば、Ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ　Ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ　ＰＤＰ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ（ＳＮＲＰ
ＣＡ）に従って設定することができる。同様に、ユーザ装置の中にパケットフィルタを設
置するために、ＳＮＲＰＣＡシグナリングが用いられてもよい。
【００５７】
　すべての例において、ユーザ装置とさらなるエンティティとはいずれも、３ＧＰＰ通信
システムのユーザ装置である。すなわち、セッションは、いずれも３ＧＰＰネットワーク
に接続している発信側モバイルユーザ装置と着信側モバイルユーザ装置との間に設定され
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る。それ以外の多くの場合、少なくともそれらのうちの１つは、別のタイプのネットワー
ク内に、例えば固定ネットワーク内に存在するであろう。発信側ネットワークと着信側ネ
ットワークは、長方形で示すような、ネットワーク間でシグナリングを転送する１つ以上
の中間ネットワークによって接続されてもよい。シグナリングシーケンスの態様は、例え
ばメッセージの今後の標準化に従って、変更されてもよい。
【００５８】
　データパケットにどのように印を付けるかをユーザ装置、ここではＩＭＳ（ＩＰマルチ
メディアサブシステム）クライアント、に指示するのに、ＳＩＰ／ＳＤＰシグナリングが
使われる。図示したメッセージの中の情報要素の表示に関して、アドレスおよびポート番
号は、各々の側の観点から表示されており、すなわち、Ａ側のソース（ｓｒｃ）が、Ｂ側
の宛先（ｄｓｔ）であり、逆もそうである。
【００５９】
　ユーザ装置は両方共、移動端末（ＭＴ　Ａ、ＭＴ　Ｂ）と端末装置（ＴＥ　Ａ、ＴＥ　
Ｂ）とを備える。シグナリングシーケンスは、移動端末と端末装置との間の信号を必要と
しない。従って、このシグナリングシーケンスは、これらの２つのエンティティ間に制御
インタフェースが存在しなくても適用可能である。
【００６０】
　ＧＰＲＳサポートノード（ＧＳＮ　Ａ、ＧＳＮ　Ｂ）、例えば関門ＧＳＮは、これらの
例では、モバイルコアネットワークのエッジノードである。ＳＩＰシグナリングは、監視
エンティティとしてＩＭＳコアＡ、ＩＭＳコアＢと表示されるノードによって転送され検
査される。典型的な３ＧＰＰネットワークにおいて、これは、Ｐ－ＣＳＣＦ（Ｐｒｏｘｙ
－Ｃａｌｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）（プロキシ呼状態制御機
能）であってもよい。オペレータによって定義される、例えばアドミッションコントロー
ルのようなポリシーと課金ルールとは、制御エンティティとしてのＰｏｌｉｃｙ　ａｎｄ
　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｒｕｌｅｓ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ（ポリシー＆課金ルール機能）（Ｐ
ＣＲＦ　Ａ、ＰＣＲＦ　Ｂ）によって実施される。
【００６１】
　図４の例では、開始されたセッションのデータパケットを関連するＰＤＰコンテクスト
と共に搬送するためのパケットベアラは、セッション開始に先立って確立済みである。従
って、対応するシグナリングは、図示しない。図のシグナリングメッセージを、以下に詳
述する。
【００６２】
　１．　端末装置ＴＥ　Ａが、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージをノードＩＭＳコアＡへ
送信する。メッセージは、セッションのＡ側で用いられることになるＩＰアドレスおよび
ポート番号を有するＳＤＰパラメータを含む。ノードＩＭＳコアＡは、ＳＩＰトラヒック
を監視する。
【００６３】
　２．　ノードＩＭＳコアＡは、セッションのＡ側で用いられることになるＩＰアドレス
およびポート番号と、呼び出されるサービスをＰＣＲＦがそれを使って識別できるような
サービス識別子とを有するＡＡＲ（Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）メッセージを制御エンティティＰＣＲＦ　Ａへ送信する。
【００６４】
　３．　制御エンティティＰＣＲＦ　Ａは、「Ｉｎｓｔａｌｌ　ＰＣＣ　Ｒｕｌｅ（ＰＣ
Ｃルールを導入する）」メッセージをエッジノードＧＳＮ　Ａへ送信し、このサービスか
らのパケットを搬送するためのベアラにどのＱｏＳクラスが用いられるべきかを示す。Ｐ
ＣＲＦ　Ａは、コアネットワーク内でのゲート制御のために用いられうる、セッションの
Ａ側で用いられることになるＩＰアドレスとポート番号とを含み、任意で、アクセスネッ
トワーク内でアドミッションコントロールを実行するのに用いられうるＧＢＲ（Ｇｕａｒ
ａｎｔｅｅｄ　Ｂｉｔ－Ｒａｔｅ）値を含む。
【００６５】
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　４．　ＲＡＢ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ）Ｍｏｄｉｆｙ手順が実行さ
れ、その中では、指定されたＧＢＲおよびＱｏＳクラスのためにリソースが予約される。
手順が成功したら、すなわち、無線アクセスネットワークＲＡＮ　Ａにおいてリソースが
予約できたら、セッションの設定が続行される。
【００６６】
　５．　ＡＡＡ（Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ａｎｓ
ｗｅｒ）メッセージを受信すると、ノードＩＭＳコアＡが、ステップ１で受信したメッセ
ージＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥを、任意で１つ以上の中間ネットワークを介して、ノードＩＭ
ＳコアＢへ転送する。
【００６７】
　６．　ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージを受信すると、ノードＩＭＳコアＢは、セッシ
ョンのＡ側で用いられることになるＩＰアドレスおよびポート番号と、呼び出されるサー
ビスをＰＣＲＦ　Ｂがそれを使って識別できるようなサービス識別子とを有するＡＡＲメ
ッセージを制御エンティティＰＣＲＦ　Ｂへ送信する。
【００６８】
　７．　制御エンティティＰＣＲＦ　Ｂが、「Ｉｎｓｔａｌｌ　ＰＣＣ　Ｒｕｌｅ」メッ
セージをエッジノードＧＳＮ　Ｂへ送信し、このサービスからのパケットを搬送するため
のベアラにどのＱｏＳクラスが用いられるべきかを示す。ＰＣＲＦ　Ｂは、端末装置ＴＥ
　Ｂによって用いられることを意図された、セッションのＡ側で用いられることになるＩ
Ｐアドレスとポート番号をパケットフィルタの中に含める。また、それらは、コアネット
ワーク内での、例えばＧＳＮ　Ｂによる、ゲート制御およびフィルタリングにも用いるこ
とができる。アクセスネットワーク内でアドミッションコントロールを実行するために、
メッセージの中にＧＢＲ（Ｇｕａｒａｎｔｅｅｄ　Ｂｉｔ－Ｒａｔｅ）値が含まれてもよ
い。
【００６９】
　８．　ＲＡＢ　Ｍｏｄｉｆｙ手順が実行され、その中で、指定されたいずれかのＧＢＲ
およびＱｏＳクラスのためにリソースが予約される。この手順が成功したら、すなわち、
無線アクセスネットワークＲＡＮ　Ｂにおいてリソースが予約できたら、セッションの設
定が続行される。
【００７０】
　９．　メディアベアラに関連するＰＤＰコンテクストを修正する手順が、開始される。
この手順は、宛先ＩＰアドレスおよびポート番号に従ってパケットを選択するパケットフ
ィルタを、端末装置ＴＥ　Ｂに設置する。
【００７１】
　１０．　ノードＩＭＳコアＢは、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージを端末装置ＴＥ　Ｂ
に転送する。ＳＤＰパラメータは、セッションのＡ側で用いられることになるＩＰアドレ
スとポート番号とを有する。同様に、それらは、ＴＥ　Ｂに内在するアプリケーション機
能から発信されたデータパケット内に挿入されてもよい。開始されたアプリケーション機
能がユーザによる承諾を必要とする場合、ＴＥ　Ｂ内のＩＭＳクライアントが、音で合図
するかまたはセッションが設定されようとしているという音以外のユーザの指標を与える
。ユーザの確認なしで開始されるセッションもある。
【００７２】
　１１．　ユーザが、セッションの確立を、例えばＴＥ　Ｂで受話器を取ることによって
確認すると、ＳＩＰ　２００　ＯＫメッセージがＴＥ　ＢからＩＭＳコアＢへ送信される
。このメッセージは、セッションのＢ側で用いられることになるＩＰアドレスとポート番
号とを有する。
【００７３】
　１２．　ノードＩＭＳコアＢが、セッションのＢ側で用いられることになるＩＰアドレ
スとポート番号とを有するＡＡＲメッセージを制御エンティティＰＣＲＦ　Ｂへ送信する
。
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【００７４】
　１３．　ＰＣＲＦ　Ｂメッセージが、セッションのＢ側で用いられることになるＩＰア
ドレスとポート番号に加えてセッションのために用いられることになるＱｏＳクラスも有
する「Ｍｏｄｉｆｙ　ＰＣＣ　Ｒｕｌｅ」メッセージを、エッジノードＧＳＮ　Ｂへ送信
する。この情報は、ゲート制御および着信パケットのフィルタリングを行うため、ＧＳＮ
　Ｂで用いることができる。
【００７５】
　１４．　転送されたメッセージＳＩＰ　２００　ＯＫを受信した後、ノードＩＭＳコア
Ａは、メッセージの中身を監視し、セッションのＢ側で用いられることになるＩＰアドレ
スとポート番号とを有するＡＡＲメッセージをＰＣＲＦ　Ａへ送信する。
【００７６】
　１５．　制御ノードＰＣＲＦ　Ａが、セッションのＢ側で用いられることになるＩＰア
ドレスとポート番号に加えてセッションのために用いられることになるＱｏＳクラスも有
する「Ｍｏｄｉｆｙ　ＰＣＣ　Ｒｕｌｅ」メッセージを、ＧＳＮ　Ａへ送信する。この情
報は、ゲート制御および着信パケットのフィルタリングを行うため、ＧＳＮで用いること
ができる。
【００７７】
　１６．　メディアベアラに関連するＰＤＰコンテクストを修正するための手順が開始さ
れる。この手順は、宛先ＩＰアドレスとポート番号とを有するパケットフィルタを端末装
置ＴＥ　Ａに設置する。
【００７８】
　１７．　ノードＩＭＳコアＡが、ＳＩＰ　２００　ＯＫメッセージをＴＥ　Ａへ転送す
る。このメッセージの中のＳＤＰパラメータは、セッションのＢ側で用いられることにな
るＩＰアドレスとポート番号とを有する。同様に、それらは、ＴＥ　Ａに内在するアプリ
ケーション機能から発信されたデータパケット内に挿入されてもよい。
【００７９】
　最後に、セッション設定の成功の確認応答が、関与するユーザ装置間で送信される。
【００８０】
　要約すると、Ａ側では、宛先ＩＰアドレスおよびポートが既知となってから、すなわち
、この情報を含んだＳＩＰ　２００　ＯＫメッセージをＢ側から受信した後に、ＰＤＰコ
ンテクスト修正手順を用いてアップリンクのパケットフィルタが設置される。Ｂ側では、
ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージから宛先ＩＰアドレスおよびポートが分っているため、
アップリンクのフィルタは、ＰＤＰコンテクスト修正手順を使って直接設置可能である。
ステップ４および８におけるＲＡＮへのＲＡＢ修正信号は、リソース予約が必要な場合に
限って関わりを持つ。ＲＡＮではリソース予約が用いられない場合、ＲＡＢ修正信号は、
シグナリングから省略されてもよい。例えば多様なＱｏＳ特性を持つベアラ上にパケット
をマッピングするのに使用可能なパケットフィルタについては、多様な関連付けが可能で
ある。加えて、パケットは、多様なＡＰＮにマッピングされたり、多様に課金されたりす
ることもできる。組み合わせも可能である。
【００８１】
　また、アプリケーションレイヤのシグナリングプロトコルはアクセスにはとらわれない
ことから、上記の方法は、上記の例における３ＧＰＰネットワーク以外の他のアクセスネ
ットワークにも利用することができる。異なるアクセスネットワークに適合されることが
必要なのは、アップリンクのパケットフィルタの設置に用いられるシグナリングだけであ
る。この方法の主な長所を１つあげるとすれば、ユーザ装置内で実行されるアプリケーシ
ョンは、サービス品質を処理することを目的としてＡＰＩ上で特定の手順をサポートする
必要がないということである。下位レイヤへの通信はいずれも、標準ソケットＡＰＩを通
じて行われる。これによって、アプリケーション開発が非常に単純化される。
【００８２】
　図５は、セッション設定中にメディアベアラが確立される一例を示す図である。図５に
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は、図４の対応するメッセージと同じ目的で機能するいくつかのメッセージを示すが、以
下のテキストでは繰り返さず、選択されたメッセージだけを記述している。以下のステッ
プが行われる。
【００８３】
　１．　端末装置ＴＥ　Ａが、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージをＩＭＳコアＡへ送信す
る。メッセージは、セッションのＡ側で用いられることになるＩＰアドレスおよびポート
番号を有するＳＤＰパラメータを含む。
【００８４】
　２．　移動端末ＭＴ　ＡによるＰＤＰコンテクストの設定を要求するためのＳＮＲＰＣ
Ａ手順がＡ側で開始される。宛先ＩＰアドレスおよびポート番号が未知であるため、この
手順では、アップリンクのパケットフィルタをＴＥ　Ａの中に設置することはできない。
【００８５】
　３．　ＰＤＰコンテクスト起動の一部として、ＲＡＢが確立される。また、リソース予
約手順も、ＲＡＮ　Ａで実行することができる。
【００８６】
　４．　移動端末ＭＴ　ＢによるＰＤＰコンテクストの設定を要求するためのさらなるＳ
ＮＲＰＣＡ手順が、Ｂ側で開始される。この手順で、宛先ＩＰアドレスおよびポート番号
に従ってパケットを選択するためのアップリンクのパケットフィルタがＴＥ　Ｂに設置さ
れる。
【００８７】
　５．　ＳＮＲＰＣＡ手順の一部として、ＲＡＢがＢ側で確立される。
【００８８】
　６．　ノードＩＭＳコアＢが、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージをＴＥ　Ｂへ転送する
。ＳＤＰパラメータは、セッションのＡ側で用いられることになるＩＰアドレスおよびポ
ート番号を有する。同様に、それらはＴＥ　Ｂに内在するアプリケーション機能から発信
されたデータパケットの中に挿入されてもよい。
【００８９】
　７．　ＳＩＰ　２００　ＯＫメッセージは、セッションのＢ側で用いられることになる
ＩＰアドレスおよびポート番号を有する。このメッセージは、Ａ側のノードＩＭＳコアＡ
へ転送される。
【００９０】
　８．　セッションのＢ側で用いられることになるＩＰアドレスおよびポート番号がＧＳ
Ｎ　Ａで受信されると、ＰＤＰ　Ｍｏｄｉｆｙ手順をトリガ可能になる。この手順は、宛
先ＩＰアドレスおよびポート番号に基づいてアップリンクのパケットフィルタを伴うＰＤ
Ｐコンテクストを更新する。
【００９１】
　９．　ＩＭＳコアＡが、ＳＩＰ　２００　ＯＫメッセージをＴＥ　Ａへ転送する。この
メッセージの中のＳＤＰパラメータは、セッションのＢ側で用いられることになるＩＰア
ドレスとポート番号とを有する。同様に、それらは、ＴＥ　Ａに内在するアプリケーショ
ン機能から発信されるデータパケット内に挿入されてもよい。
【００９２】
　要約すると、Ａ側では、アップリンクのパケットフィルタを設置するのに必要なパラメ
ータが利用可能となる前に、ＳＮＲＰＣＡ手順を用いてベアラが設定される。Ｂ側で用い
られることになるＩＰアドレスおよびポート番号は、Ｂ側からのこの情報を受信するまで
は未知であるため、アップリンクのフィルタは、後でシーケンスの中でＰＤＰコンテクス
ト修正手順を用いて更新される。Ｂ側では、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージからＩＰア
ドレスおよびポートが既知であるため、ベアラが設定され、この手順の間にアップリンク
のパケットフィルタが設置される。
【００９３】
　図６は、アップリンクのフィルタの設置のための第３のシグナリングシーケンスを示す
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。前の例の場合と同様、シーケンスの中の選択されたメッセージだけを記述し、他方、図
中の他のメッセージの目的は、図４におけるそれらの目的に対応する。この例では、Ａ側
のアップリンクのパケットフィルタが、ベアラの設定と共に設置される。以下のステップ
が行われる。
【００９４】
　１．　端末装置ＴＥ　Ａが、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージをノードＩＭＳコアＡへ
送信する。メッセージは、セッションのＡ側で用いられることになるＩＰアドレスおよび
ポート番号を有するＳＤＰパラメータを含む。このメッセージは、無線アクセスネットワ
ーク内でリソース予約を実行することもベアラを設定することもせずに、ＩＭＳコアＢへ
転送される。
【００９５】
　２．　ＳＮＲＰＣＡ手順が、Ｂ側で開始される。この手順で、宛先ＩＰアドレスおよび
ポート番号に従ってパケットを選択するためのアップリンクのパケットフィルタがＴＥ　
Ｂに設置される。
【００９６】
　３．　ＳＮＲＰＣＡ手順の一部として、ＲＡＢがＢ側で確立される。
【００９７】
　４．　ノードＩＭＳコアＢが、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥメッセージをＴＥ　Ｂへ転送する
。ＳＤＰパラメータは、セッションのＡ側で用いられることになるＩＰアドレスおよびポ
ート番号を有する。同様に、それらはＴＥ　Ｂに内在するアプリケーション機能から発信
されたデータパケットの中に挿入されてもよい。
【００９８】
　５．　ＳＩＰ　２００　ＯＫメッセージは、セッションのＢ側で用いられることになる
ＩＰアドレスおよびポート番号を含む。このメッセージは、Ａ側へ転送される。
【００９９】
　６．　セッションのＢ側で用いられることになるＩＰアドレスおよびポート番号がＧＳ
Ｎ　Ａで受信されたら、Ａ側でＰＤＰコンテクストを設定するため、さらなるＳＮＲＰＣ
Ａ手順がトリガされる。この手順は、宛先ＩＰアドレスおよびポート番号に従ってパケッ
トを選択するためのアップリンクのパケットフィルタも設置する。
【０１００】
　７．　ＲＡＢがＡ側で確立される。ＲＡＮの中でリソース予約が用いられない場合、こ
のメッセージの中にＧＢＲ値は必要ない。リソース予約が用いられる場合には、ＧＢＲ値
が含まれてもよい。
【０１０１】
　８．　ノードＩＭＳコアＡが、ＳＩＰ　２００　ＯＫメッセージをＴＥ　Ａへ転送する
。このメッセージの中のＳＤＰパラメータは、セッションのＢ側で用いられることになる
ＩＰアドレスとポート番号とを有する。同様に、それらは、ＴＥ　Ａに内在するアプリケ
ーション機能から発信されるデータパケット内に挿入されてもよい。
【０１０２】
　この例では、Ａ側にもＢ側にも、ネットワークが要求したＰＤＰコンテクスト起動を用
いて、ベアラの設定と共にアップリンクのフィルタが設置される。同様に、Ｂ側から宛先
ＩＰアドレスおよびポート番号についての情報を受信するまで、Ａ側でのベアラの設定は
先延ばしにされる。
【０１０３】
　図７の例は、事前に確立されたベアラのフィルタがコンテンツのアップロードのために
修正されるような、シグナリングのシーケンスを示す。先の例の場合と同様、ユーザ装置
は、端末装置ＴＥと移動端末ＭＴとを含み、データ伝送は、ＧＳＮを介して実行され、Ｐ
ＣＲＦによって制御される。図解されたシーケンスが始まる前に、ネットワークとユーザ
装置の間でパケットベアラが確立済みである。
【０１０４】
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　当初、ユーザは、例えばＷＷＷサーバ上でサイトを訪問するなどしてホームページを閲
覧している。ホームページ閲覧中に伝送されたデータパケットは、デフォルトＱｏＳを持
つベアラにマッピングされる。ユーザが、ユーザ装置からアップロードサーバ、例えばウ
ェブブログサーバへのファイルのアップロードを起動する。ファイルのアップロードはデ
フォルトＱｏＳで開始されるが、データパケットは、新規フローに対応する。ネットワー
ク内の制御エンティティ、例えば、ＧＳＮまたはオペレータのネットワーク内の別のノー
ドが、例えば新規フローが特定のＵＲＬまたはＩＰアドレスに宛てられていることを識別
することによって、新規フローを検出する。ユーザの加入契約に従って、特定のＵＲＬま
たはＩＰアドレスへのアップリンクのフローがより高いＱｏＳへマッピングされるべきだ
ということを決定するルールが、制御エンティティ内で起動される。
【０１０５】
　次いで、制御エンティティが、ユーザ装置内のアップリンクのパケットフィルタの更新
を開始する。図示した例では、これは、ＰＤＰ　Ｍｏｄｉｆｙ手順を用いて行われる。あ
るいは、ＰＤＰ　Ｍｏｄｉｆｙを、追加のＰＤＰコンテクストを設定するための手順、例
えばＳＮＲＰＣＡシーケンスと置き換えてもよいだろう。いずれの場合も、アップロード
は、デフォルトＱｏＳを用いて並行して続行されることが望ましい。ユーザ装置内のフィ
ルタが更新されると、アップロードは、高い方のＱｏＳを伴うベアラ上で続行される。こ
れによって、ユーザ装置やネットワーク内の他のエンティティからの他のトラヒックに対
する優位性が保証される。
【０１０６】
　本発明による制御エンティティを図８に示す。制御エンティティは、パケットベアラが
データパケットをさらなるエンティティへ伝送するように構成された通信ネットワークの
ユーザ装置の中での、データパケットのパケットベアラへの関連付けを開始する。制御エ
ンティティは、データパケットのためのフローに関係する情報（ＩＮＦ）を受信する入力
ユニット（ＩＵＣ）を備える。処理ユニット（ＰＵＣ）が、識別機能（ＩＦ）の中でフロ
ーを識別するように構成される。例えば、識別機能（ＩＦ）は、メッセージ（ＩＮＦ）を
この目的で評価することができる。ポリシー機能（ＰＦ）が、ユーザ装置が利用できる多
様なパケットベアラから、前記フローに関連付けるためのパケットベアラを決定するよう
に構成される。制御デバイスは、決定の基準としてオペレータが定義したルール（ＯＲ）
を備えたメモリを備えることが望ましい。判断機能（ＤＲＩ）が、さらなるエンティティ
のルーティングレベル識別子を判断する。また、判断機能（ＤＲＩ）は、例えば、情報メ
ッセージ（ＩＮＦ）またはこの情報を含む別のメッセージを評価することもできる。
【０１０７】
　出力ユニット（ＯＵＣ）が、ルーティングレベル識別子に基づいてパケットフィルタを
設置することをユーザ装置に命令するように構成され、パケットフィルタは、さらなるエ
ンティティのルーティングレベル識別子を含むデータパケットを、決定されたパケットベ
アラに関連づける。命令は、ユーザ装置に対する命令メッセージ（ＩＭ）によって行われ
ることが望ましい。
【０１０８】
　図９は、ユーザ装置を備えた通信ネットワークのための監視エンティティを示す。監視
エンティティは、さらなるエンティティのセッションレベル識別子を含む開始メッセージ
（ＩＮＶ）を受信するように構成された入力ユニット（ＩＵＭ）を備える。開始メッセー
ジ（ＩＮＶ）は、ユーザ装置とさらなるエンティティとの間の通信セッションの確立を開
始する。また、入力ユニット（ＩＵＭ）は、開始メッセージに対する応答メッセージ（Ｒ
ＥＰ）を受信するように構成されることが望ましい。図４の実施形態のＢ側上でのＳＩＰ
　ＩＮＶＩＴＥメッセージのように、ここで提案する方法を実行するのに必要なすべての
情報を開始メッセージが備えている場合、応答メッセージが監視エンティティを経由した
り、監視エンティティによって受信されたりする必要はない。
【０１０９】
　処理ユニット（ＰＵＭ）が、監視機能（ＭＦ）の中でメッセージを監視し、さらなるエ
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ッセージ（ＲＥＰ）から判断するように構成される。出力ユニット（ＯＵＭ）が、セッシ
ョンレベル識別子を用いて開始メッセージをさらなるエンティティへ転送し、必要に応じ
て、応答メッセージ（ＲＥＰ）をユーザ装置へ転送するように構成される。
【０１１０】
　監視エンティティはさらに、ルーティングレベル識別子に基づいてパケットフィルタを
設置するようにユーザ装置に命令するために、判断されたルーティングレベル識別子を制
御エンティティへ転送するように構成される。この目的で、出力ユニット（ＯＵＭ）を介
して通知（ＮＯＴ）が制御エンティティへ送信されてもよい。
【０１１１】
　監視エンティティは、通信セッションに関係する情報を記憶するためのメモリ（ＭＥＭ
）を備えることが望ましい。この情報によって、特に、開始メッセージ（ＩＮＶ）と応答
メッセージ（ＲＥＰ）とを相互に関連付け、また、セッションに関連付けることが可能に
なる。
【０１１２】
　制御エンティティおよび監視エンティティの各ユニットおよび各機能は、電子回路また
は光学回路として、あるいはそのような回路の中で実行されるソフトウェアとして実施さ
れてもよい。両方のデバイスの入力ユニットおよび出力ユニットは、共通のＩ／Ｏユニッ
トとして統合されてもよい。
【０１１３】
　上記の諸実施形態は、本発明の目的を立派に達成する。しかし、理解されるはずだが、
本発明の範囲から逸脱することなく当業者によって新発展が行われる可能性があり、本発
明の範囲は請求項によってのみ限定される。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
【図１】モバイルシステムにおいて定義済みのサービス品質を提供するためのアーキテク
チャを示す図である。
【図２】本発明が実施されるモバイルシステムにおけるノードの連携を示す図である。
【図３】データパケットをベアラに関連付ける方法を実行するデバイスを示す図である。
【図４】ここで提案する方法を実装するためのシグナリング図である。
【図５】ここで提案する方法を実装するためのさらなるシグナリング図である。
【図６】ここで提案する方法を実装するための第３のシグナリング図である。
【図７】ここで提案する方法を実装するための第４のシグナリング図である。
【図８】ここで提案する方法を実行するように構成された制御デバイスを示す図である。
【図９】ここで提案する方法で用いる監視デバイスを示す図である。
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