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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル機器ネットワークアクセスのダイアメータベースの誘導のための方法であって
、前記方法は、
　モバイル機器に関連付けられたダイアメータメッセージを受信するステップと、
　ネットワークにおけるポリシーを決定するためのノードまたはダイアメータメッセージ
を処理するためのノードが、モバイル機器をネットワークに誘導するためのルールにアク
セスするステップと、
　前記モバイル機器が、前記モバイル機器のネットワークアクセスを現在サポートしてい
る無線アクセスネットワークまたは無線アクセスネットワークタイプとは異なる、無線ア
クセスネットワークまたは無線アクセスネットワークタイプにアクセスするように誘導さ
れるべきかどうかを、前記ポリシーを決定するためのノードまたは前記ダイアメータメッ
セージを処理するためのノードが、前記ルールおよび前記受信したダイアメータメッセー
ジに基づいて判断するステップと、
　前記モバイル機器は前記異なる無線アクセスネットワークまたは無線アクセスネットワ
ークタイプにアクセスすべきであるという判断に応答して、前記モバイル機器を、前記異
なる無線アクセスネットワークまたは無線アクセスネットワークタイプにアクセスするよ
うに誘導するステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記ダイアメータメッセージは、ユーザ名情報、訪問先ネットワーク識別情報、および
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無線アクセスタイプ識別情報のうちの少なくとも１つを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記モバイル機器が誘導されるべきかどうかを判断するステップは、前記ユーザ名情報
、前記訪問先ネットワーク識別情報、および前記無線アクセスタイプ識別情報のうちの前
記少なくとも１つを調べるステップと、前記ユーザ名情報、前記訪問先ネットワーク識別
情報、または前記無線アクセスタイプ識別情報に基づいて、前記異なる無線アクセスネッ
トワークまたは無線アクセスネットワークタイプを識別するステップとを含む、請求項２
に記載の方法。
【請求項４】
　前記ダイアメータメッセージはユーザ名情報を含み、
　前記モバイル機器が誘導されるべきかどうかを判断するステップは、訪問先ネットワー
ク識別情報および訪問先ネットワーク無線アクセスタイプ識別情報のうちの少なくとも１
つを得るために前記ユーザ名情報を用いるステップと、前記訪問先ネットワーク識別情報
または前記訪問先ネットワーク無線アクセスタイプ識別情報を調べるステップと、前記訪
問先ネットワーク識別情報または前記訪問先ネットワーク無線アクセスタイプ識別情報に
基づいて、前記異なる無線アクセスネットワークまたは無線アクセスネットワークタイプ
を識別するステップとを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記モバイル機器が誘導されるべきかどうかを判断するステップは、前記ユーザ名情報
、前記訪問先ネットワーク識別情報、および前記無線アクセスタイプ識別情報のうちの前
記少なくとも１つを調べるステップと、前記ユーザ名情報、前記訪問先ネットワーク識別
情報、または前記無線アクセスタイプ識別情報に基づいて、前記異なる無線アクセスネッ
トワークまたは無線アクセスネットワークタイプを識別するステップと、前記モバイル機
器についての好ましいローミングネットワーク情報を更新するために、汎用加入者識別モ
ジュール（ＵＳＩＭ）アプリケーションツールキット（ＵＳＡＴ）メッセージを作成する
ステップとを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記モバイル機器を現在の前記無線アクセスネットワークまたは現在の前記無線アクセ
スネットワークタイプから切り離し、前記異なる無線アクセスネットワークまたは無線ア
クセスネットワークタイプを介して再度接続させるダイアメータ位置情報削除要求（ＣＬ
Ｒ）メッセージを作成するステップをさらに含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　ダイアメータシグナリングルータ（ＤＳＲ）ノード、またはポリシーおよび課金ルール
機能（ＰＣＲＦ）ノードで前記誘導を行なうステップを含む、請求項１～６のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項８】
　モバイル機器ネットワークアクセスのダイアメータベースの誘導のためのシステムであ
って、前記システムは１つ以上のネットワークノードを含み、前記１つ以上のネットワー
クノードは、
　モバイル機器に関連付けられたダイアメータメッセージを受信するよう構成された通信
インターフェイスと、
　前記モバイル機器が、前記モバイル機器のネットワークアクセスを現在サポートしてい
る無線アクセスネットワークまたは無線アクセスネットワークタイプとは異なる、無線ア
クセスネットワークまたは無線アクセスネットワークタイプにアクセスするように誘導さ
れるべきかどうかを、前記ダイアメータメッセージに基づいて判断し、前記モバイル機器
は前記異なる無線アクセスネットワークまたは無線アクセスネットワークタイプにアクセ
スすべきであるという判断に応答して、前記モバイル機器を、前記異なる無線アクセスネ
ットワークまたは無線アクセスネットワークタイプにアクセスするように誘導するよう構
成された誘導モジュールとを含み、
　前記１つ以上のネットワークノードは、ネットワークにおけるポリシーを決定するため
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のノードまたはダイアメータメッセージを処理するためのノードを含み、
　前記ポリシーを決定するためのノードまたは前記ダイアメータメッセージを処理するた
めのノードが、モバイル機器をネットワークに誘導するためのルールと前記ダイアメータ
メッセージに基づいて、前記判断を行なうように構成されている、システム。
【請求項９】
　前記ダイアメータメッセージは、ユーザ名情報、訪問先ネットワーク識別情報、および
無線アクセスタイプ識別情報のうちの少なくとも１つを含む、請求項８に記載のシステム
。
【請求項１０】
　前記誘導モジュールは、前記ユーザ名情報、前記訪問先ネットワーク識別情報、および
前記無線アクセスタイプ識別情報のうちの前記少なくとも１つを調べることによって、前
記モバイル機器が誘導されるべきかどうかを判断し、前記ユーザ名情報、前記訪問先ネッ
トワーク識別情報、または前記無線アクセスタイプ識別情報に基づいて、前記異なる無線
アクセスネットワークまたは無線アクセスネットワークタイプを識別するよう構成されて
いる、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記ダイアメータメッセージはユーザ名情報を含み、
　前記誘導モジュールは、訪問先ネットワーク識別情報および訪問先ネットワーク無線ア
クセスタイプ識別情報のうちの少なくとも１つを得るために前記ユーザ名情報を用いるこ
とによって、前記モバイル機器が誘導されるべきかどうかを判断し、前記訪問先ネットワ
ーク識別情報または前記訪問先ネットワーク無線アクセスタイプ識別情報を調べ、前記訪
問先ネットワーク識別情報または前記訪問先ネットワーク無線アクセスタイプ識別情報に
基づいて、前記異なる無線アクセスネットワークまたは無線アクセスネットワークタイプ
を識別するよう構成されている、請求項９に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記誘導モジュールは、前記ユーザ名情報、前記訪問先ネットワーク識別情報、および
前記無線アクセスタイプ識別情報のうちの前記少なくとも１つを調べることによって、前
記モバイル機器が誘導されるべきかどうかを判断し、前記ユーザ名情報、前記訪問先ネッ
トワーク識別情報、または前記無線アクセスタイプ識別情報に基づいて、前記異なる無線
アクセスネットワークまたは無線アクセスネットワークタイプを識別し、前記モバイル機
器についての好ましいローミングネットワーク情報を更新するために、汎用加入者識別モ
ジュール（ＵＳＩＭ）アプリケーションツールキット（ＵＳＡＴ）メッセージを作成する
よう構成されている、請求項９に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記誘導モジュールは、前記モバイル機器を現在の前記無線アクセスネットワークまた
は現在の前記無線アクセスネットワークタイプから切り離し、前記異なる無線アクセスネ
ットワークまたは無線アクセスネットワークタイプを介して再度接続させるダイアメータ
位置情報削除要求（ＣＬＲ）メッセージを作成するよう構成されている、請求項１２に記
載のシステム。
【請求項１４】
　前記ネットワークノードは、ダイアメータシグナリングルータ（ＤＳＲ）、およびポリ
シーおよび課金ルール機能（ＰＣＲＦ）のうちの少なくとも１つを含む、請求項８～１３
のいずれか１項に記載のシステム。
【請求項１５】
　請求項１～７のいずれかに記載の方法をコンピュータに実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　優先権主張
　本願は、２０１１年３月１８日に出願された米国仮特許出願連続番号第６１／４５４，
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４５６号の利益を主張する。当該仮出願の開示はその全体がここに引用により援用される
。
【０００２】
　技術分野
　ここに説明される主題は、モバイル機器ネットワークアクセスのダイアメータ（Diamet
er）ベースの誘導に関する。より特定的には、主題は、モバイル機器ネットワークアクセ
スのダイアメータベースの誘導のための方法、システム、およびコンピュータ読取可能媒
体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　背景
　ダイアメータプロトコルは、次世代の認証、認可、および会計（authentication, auth
orization, and accounting：ＡＡＡ）プロトコルである。ダイアメータベースのプロト
コルはＩＥＴＦ　ＲＦＣ　３５８８に定義されており、その開示はその全体がここに引用
により援用される。インターネットマルチメディアサブシステム（Internet multimedia 
subsystem：ＩＭＳ）アーキテクチャ内でよく使用されるダイアメータプロトコルは、遠
隔認証ダイヤルインユーザサービス（remote authentication dial-in user service：Ｒ
ＡＤＩＵＳ）プロトコルから発生した。歴史的には、ＲＡＤＩＵＳプロトコルは、インタ
ーネットサービスプロバイダ（Internet service provider：ＩＳＰ）のアクセスサーバ
と、ユーザ認証情報が格納された安全な場所、たとえばライトウェイトディレクトリアク
セスプロトコル（lightweight directory access protocol：ＬＤＡＰ）サーバとの間に
安全な通信チャネルを提供するために、ＩＳＰらによって採用された。ＲＡＤＩＵＳプロ
トコルは標準化されたＡＡＡ交換プロトコルを提供したものの、新しい技術およびアプリ
ケーションの出現により、刻々と変化する要望を満たすことができるプロトコルの開発が
必要になった。ダイアメータは、拡張された機能性を提供し、将来の発展を受入れる姿勢
を保ちつつ、ＲＡＤＩＵＳの標準化されたアプローチを拡張することを目指している。
【０００４】
　無線通信技術は進化し続けているため、多くのプロバイダらは、１つ以上の無線アクセ
スネットワークによってサポートされるさまざまな無線アクセス技術を介して、加入者サ
ービスを提供することができる。そのような拡張するインフラストラクチャにより、プロ
バイダはその加入者のためにより多くのサービスをサポートすることができるものの、プ
ロバイダは、ある特定の加入者または一部の加入者らが、所与の時刻にまたは所与の一組
のネットワーク条件下で、そのネットワーク資源をどのように利用するかを管理したいと
望む場合がしばしばある。
【０００５】
　したがって、モバイル機器ネットワークアクセスのダイアメータベースの誘導のための
方法、システム、およびコンピュータ読取可能媒体に対する要望が存在する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　概要
　一局面によれば、ここに説明される主題は、モバイル機器ネットワークアクセスのダイ
アメータベースの誘導のための方法を含む。この方法は、モバイル機器に関連付けられた
ダイアメータメッセージを受信するステップを含む。この方法はまた、モバイル機器が、
モバイル機器のネットワークアクセスを現在サポートしている無線アクセスネットワーク
または無線アクセスネットワークタイプとは異なる、無線アクセスネットワークまたは無
線アクセスネットワークタイプにアクセスするように誘導されるべきかどうかを、ダイア
メータメッセージに基づいて判断するステップを含む。この方法はさらに、モバイル機器
は異なる無線アクセスネットワークまたは無線アクセスネットワークタイプにアクセスす
べきであるという判断に応答して、モバイル機器を、異なる無線アクセスネットワークま
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たは無線アクセスネットワークタイプにアクセスするように誘導するステップを含む。
【０００７】
　別の局面によれば、ここに説明される主題は、モバイル機器ネットワークアクセスのダ
イアメータベースの誘導のためのシステムを含む。このシステムは、ネットワークノード
を含む。ネットワークノードは、モバイル機器に関連付けられたダイアメータメッセージ
を受信するよう構成された通信インターフェイスを含む。ネットワークノードはまた、モ
バイル機器が、モバイル機器のネットワークアクセスを現在サポートしている無線アクセ
スネットワークまたは無線アクセスネットワークタイプとは異なる、無線アクセスネット
ワークまたは無線アクセスネットワークタイプにアクセスするように誘導されるべきかど
うかを、ダイアメータメッセージに基づいて判断し、モバイル機器は異なる無線アクセス
ネットワークまたは無線アクセスネットワークタイプにアクセスすべきであるという判断
に応答して、モバイル機器を、異なる無線アクセスネットワークまたは無線アクセスネッ
トワークタイプにアクセスするように誘導するよう構成された誘導モジュールを含む。
【０００８】
　ここで使用されるように、「ノード」という用語は、１つ以上のプロセッサとメモリと
を含む物理的コンピューティングプラットフォームを指す。
【０００９】
　ここで使用されるように、「モジュール」という用語は、ここに説明される特徴を実現
するために（プロセッサなどの）ハードウェアおよび／またはファームウェアと組み合わ
されたソフトウェアを指す。
【００１０】
　ここに説明される主題は、ハードウェアおよび／またはファームウェアと組み合わされ
たソフトウェアで実現可能である。たとえば、ここに説明される主題は、１つ以上のプロ
セッサによって実行されるソフトウェアで実現されてもよい。１つの例示的な実現化例で
は、ここに説明される主題は、コンピュータのプロセッサによって実行されると、ステッ
プを行なうようにコンピュータを制御するコンピュータ実行可能命令を格納した一時的で
ないコンピュータ読取可能媒体を用いて実現されてもよい。ここに説明される主題を実現
するのに好適な例示的なコンピュータ読取可能媒体は、ディスクメモリ装置、チップメモ
リ装置、プログラマブル論理装置、および特定用途向け集積回路などの一時的でないコン
ピュータ読取可能媒体を含む。加えて、ここに説明される主題を実現するコンピュータ読
取可能媒体は、単一の装置またはコンピューティングプラットフォーム上に位置していて
もよく、もしくは、複数の装置またはコンピューティングプラットフォーム中に分散され
ていてもよい。
【００１１】
　図面の簡単な説明
　ここに説明される主題を、添付図面を参照してこれから説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】ここに説明される主題の実施例に従う、モバイル機器ネットワークアクセスのダ
イアメータベースの誘導のための例示的なネットワーク環境を示すネットワーク図である
。
【図２】ここに説明される主題の実施例に従う、位置情報更新要求（update location re
quest：ＵＬＲ）に応答した、異なる無線アクセスネットワークタイプへのモバイル機器
ネットワークアクセスのダイアメータベースの誘導のための例示的なメッセージシーケン
スである。
【図３】ここに説明される主題の実施例に従う、ＵＬＲに応答した、異なる無線アクセス
ネットワークへのモバイル機器ネットワークアクセスのダイアメータベースの誘導のため
の例示的なメッセージシーケンスである。
【図４】ここに説明される主題の実施例に従う、クレジット管理要求（credit control r
equest：ＣＣＲ）に応答した、モバイル機器ネットワークアクセスのダイアメータベース
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の誘導のための例示的なメッセージシーケンスである。
【図５】ここに説明される主題の実施例に従う、加入者情報が加入者データリポジトリか
ら得られる、モバイル機器ネットワークアクセスのダイアメータベースの誘導のための例
示的なメッセージシーケンスである。
【図６】ここに説明される主題の実施例に従う、ＵＬＲに応答して、モバイル機器の汎用
加入者識別モジュール（universal subscriber identity module：ＵＳＩＭ）が、好まし
いローミングネットワーク情報を反映するよう更新される、モバイル機器ネットワークア
クセスのダイアメータベースの誘導のための例示的なメッセージシーケンスである。
【図７】ここに説明される主題の実施例に従う、ＣＣＲに応答して、モバイル機器のＵＳ
ＩＭが、好ましいローミングネットワーク情報を反映するよう更新される、モバイル機器
ネットワークアクセスのダイアメータベースの誘導のための例示的なメッセージシーケン
スである。
【図８】ここに説明される主題の実施例に従う、ネットワーク優先度情報の変更に応答し
て、モバイル機器のＵＳＩＭが、ポリシーおよび課金ルール機能（policy and charging 
rules function：ＰＣＲＦ）ノードにより、好ましいローミングネットワーク情報を反映
するよう更新される、モバイル機器ネットワークアクセスのダイアメータベースの誘導の
ための例示的なメッセージシーケンスである。
【図９】ここに説明される主題の実施例に従う、ネットワーク優先度情報の変更に応答し
て、モバイル機器のＵＳＩＭが、ダイアメータシグナリングルータ（Diameter signaling
 router：ＤＳＲ）ノードにより、好ましいローミングネットワーク情報を反映するよう
更新される、モバイル機器ネットワークアクセスのダイアメータベースの誘導のための例
示的なメッセージシーケンスである。
【図１０】ここに説明される主題の実施例に従う、モバイル機器ネットワークアクセスの
ダイアメータベースの誘導のための例示的な誘導ポリシールールデータ表である。
【図１１】ここに説明される主題の実施例に従う、モバイル機器ネットワークアクセスの
ダイアメータベースの誘導のための例示的な誘導ログデータ表である。
【図１２】ここに説明される主題の実施例に従う、モバイル機器ネットワークアクセスの
ダイアメータベースの誘導のための例示的なプロセスを示すフローチャートである。
【図１３】ここに説明される主題の実施例に従う、モバイル機器ネットワークアクセスの
ダイアメータベースの誘導のためのネットワークノードを示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　詳細な説明
　モバイル機器ネットワークアクセスのダイアメータベースの誘導のための方法、システ
ム、およびコンピュータ読取可能媒体が提供される。図１は、ここに説明される主題の実
施例に従う、モバイル機器ネットワークアクセスのダイアメータベースの誘導のための例
示的なネットワーク環境を示すネットワーク図である。図１を参照して、ネットワーク環
境１００は、１つ以上のモバイル機器を含んでいてもよい。たとえば、ネットワーク環境
１００は、モバイル機器１０２を含んでいてもよい。モバイル機器１０２は、ネットワー
ク環境１００内で通信するのに好適なあらゆるモバイル機器であってもよい。たとえば、
モバイル機器１０２は、携帯電話機、スマートフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、タブレ
ットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、セルラーモデム、セルラーネットワーク
アクセスカード、またはネットワーク環境１００内で通信するのに好適な他のあらゆる機
器であってもよい。ネットワーク環境１００はまた、キャリアネットワーク１０４を含ん
でいてもよい。キャリアネットワーク１０４は、モバイル機器１０２をサポートし、モバ
イル機器１０２がネットワーク環境１００内で通信すること、およびネットワーク環境１
００の外部のネットワークノード（図示せず）へと通信することを可能にしてもよい。た
とえば、キャリアネットワーク１０４は、モバイル機器１０２にインターネットアクセス
を提供してもよい。キャリアネットワーク１０４は、ネットワーク環境１００内のモバイ
ル機器（たとえば、モバイル機器１０２）をサポートするための１つ以上のネットワーク
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ノードを含んでいてもよい。たとえば、キャリアネットワーク１０４は、加入者データリ
ポジトリ（subscriber data repository：ＳＤＲ）ノード１０６を含んでいてもよい。Ｓ
ＤＲノード１０６は、加入者関連情報用の中央レポジトリとして機能してもよく、たとえ
ば、ホーム加入者サーバ（home subscriber server：ＨＳＳ）および／または加入者プロ
ファイルリポジトリ（subscriber profile repository：ＳＰＲ）であってもよい。
【００１４】
　キャリアネットワーク１０４はまた、ポリシーおよび課金ルール機能（ＰＣＲＦ）ノー
ド１０８を含んでいてもよい。ＰＣＲＦノード１０８は、ネットワーク環境１００用の中
央ポリシー決定点として機能してもよく、ネットワーク環境１００に属する集約された情
報に基づいてリアルタイムポリシー決定を行なってもよい。キャリアネットワーク１０４
はまた、ポリシーおよび課金施行機能（policy and charging enforcement function：Ｐ
ＣＥＦ）ノード１１０を含んでいてもよい。ＰＣＥＦノード１１０は、ネットワーク環境
１００内のポリシー施行点として機能してもよく、ＰＣＲＦノード１０８からポリシー決
定を受信して施行してもよい。ＰＣＥＦノード１１０は、たとえば、ゲートウェイ汎用パ
ケット無線サービス（gateway general packet radio service：ＧＰＲＳ）サポートノー
ド（ＧＧＳＮ）および／またはパケットデータネットワーク（packet data network）ゲ
ートウェイノードであってもよい。ネットワーク環境１００内の１つ以上のネットワーク
ノードは、１つ以上のダイアメータメッセージを介して通信してもよく、キャリアネット
ワーク１０４はさらに、そのようなダイアメータメッセージを処理し、および／またはル
ーティングするためのダイアメータシグナリングルータ（ＤＳＲ）ノード１１２を含んで
いてもよい。いくつかの実施例では、ＤＳＲノード１１２は、ネットワーク環境１００内
でダイアメータメッセージ用のダイアメータルーティングエージェント、ダイアメータプ
ロキシエージェント、および／またはダイアメータ変換エージェントとして機能してもよ
い。
【００１５】
　ネットワーク環境１００はまた、１つ以上のモバイル機器（たとえば、モバイル機器１
０２）とキャリアネットワーク１０４との通信をサポートするための１つ以上のアクセス
ネットワークを含んでいてもよい。たとえば、ネットワーク環境１００は、アクセスネッ
トワーク１１４および１１６を含んでいてもよい。アクセスネットワーク１１４および１
１６は、１つ以上のモバイル機器（たとえば、モバイル機器１０２）と無線通信するため
の１つ以上の送受信機／受信機ステーションを含んでいてもよい。たとえば、アクセスネ
ットワーク１１４は送受信機／受信機ステーション１１８を含んでいてもよく、アクセス
ネットワーク１１６は送受信機／受信機ステーション１２０を含んでいてもよい。アクセ
スネットワーク１１４および１１６はまた、１つ以上のモバイル機器（たとえば、モバイ
ル機器１０２）との通信をサポートするための１つ以上のネットワークノードを含んでい
てもよい。たとえば、アクセスネットワーク１１４は、アクセスネットワーク１１４に関
連付けられた１つ以上のモバイル機器との通信をサポートするためのモビリティ管理エン
ティティ（mobility management entity：ＭＭＥ）ノード１２２を含んでいてもよい。同
様に、アクセスネットワーク１１６は、アクセスネットワーク１１６に関連付けられた１
つ以上のモバイル機器との通信をサポートするためのＭＭＥノード１２４を含んでいても
よい。アクセスネットワーク１１４および１１６は、ネットワーク環境１００で動作する
モバイル機器（たとえば、モバイル機器１０２）と通信するために、さまざまな無線アク
セスネットワークタイプ（たとえば、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュ
ニケーションズ無線アクセスネットワーク（global system for mobile communications 
radio access network：ＧＲＡＮ）、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュ
ニケーションズ・エッジ無線アクセスネットワーク（global system for mobile communi
cations edge radio access network：ＧＥＲＡＮ）、および／または汎用地上無線アク
セスネットワーク（universal terrestrial radio access network：ＵＴＲＡＮ））を利
用してもよい。たとえば、アクセスネットワーク１１４は、モバイル機器１０２と通信す
るために、無線アクセスネットワークタイプ１２６および／または無線アクセスネットワ
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ークタイプ１２８を利用してもよい。同様に、アクセスネットワーク１１６は、モバイル
機器１０２と通信するために、無線アクセスネットワークタイプ１３０および／または無
線アクセスネットワークタイプ１３２を利用してもよい。
【００１６】
　上述のように、プロバイダは、ある特定の加入者または一部の加入者らが、所与の時刻
にまたは所与の一組のネットワーク条件下で、そのネットワーク資源をどのように利用す
るかを管理したいと望む場合がある。たとえば、キャリアネットワーク１０４に関連付け
られたプロバイダは、モバイル機器１０２が、所与の時刻にまたは所与の一組のネットワ
ーク条件下で、アクセスネットワーク１１６よりもアクセスネットワーク１１４を利用す
ることを好む場合がある。同様に、キャリアネットワーク１０４に関連付けられたプロバ
イダは、モバイル機器１０２が、所与の時刻にまたは所与の一組のネットワーク条件下で
、無線アクセスネットワークタイプ１２８よりも無線アクセスネットワークタイプ１２６
を利用すること、および／または、そのモバイル機器１０２が、無線アクセスネットワー
クタイプ１３２よりも無線アクセスネットワークタイプ１３０を利用することを好む場合
がある。ここに説明される主題の実施例によれば、モバイル機器のダイアメータベースの
誘導は、モバイル機器（たとえば、モバイル機器１０２）を、異なる無線アクセスネット
ワーク（たとえば、アクセスネットワーク１１４および／またはアクセスネットワーク１
１６）および／または異なる無線アクセスネットワークタイプ（たとえば、無線アクセス
ネットワークタイプ１２６、１２８、１３０、および／または１３２）に誘導するために
利用されてもよい。ダイアメータベースの誘導は、ネットワーク環境１００内の１つ以上
のノードによって行なわれてもよい。たとえば、ダイアメータベースの誘導は、ＰＣＲＦ
ノード１０８および／またはＤＳＲノード１１２によって行なわれてもよい。いくつかの
実施例では、ＰＣＲＦノード１０８および／またはＤＳＲノード１１２は、誘導／選別ル
ールデータベース１３４および／または誘導／選別ルールデータベース１３６のうちの１
つ以上に格納された１つ以上の誘導／選別ルールに従って、ダイアメータベースの誘導を
行なってもよい。
【００１７】
　図２は、ここに説明される主題の実施例に従う、位置情報更新要求（ＵＬＲ）に応答し
た、異なる無線アクセスネットワークタイプへのモバイル機器ネットワークアクセスのダ
イアメータベースの誘導のための例示的なメッセージシーケンスである。図２を参照して
、ステップ１で、モバイル機器１０２は、無線アクセスネットワークタイプ１２６を介し
て、アクセスネットワーク１１４の送受信機／受信機ステーション１１８のうちの１つ以
上に接続（アタッチ）されてもよい。ステップ２で、アクセスネットワーク１１４のＭＭ
Ｅノード１２２は、ＵＬＲメッセージをＳＤＲノード１０６に送信してもよい。ＵＬＲメ
ッセージは、モバイル機器１０２を利用している加入者が無線アクセスネットワークタイ
プ１２６を介してアクセスネットワーク１１４に接続されていることを特定してもよい。
ＳＤＲノード１０６に行く途中で、ＤＳＲノード１１２がＵＬＲメッセージを遮ってもよ
い。ここに説明される主題の実施例によれば、ステップ３で、ＤＳＲノード１１２は、モ
バイル機器１０２は無線アクセスネットワークタイプ１２８に誘導されるべきであると判
断してもよい。たとえば、誘導／選別ルールデータベース１３６に格納された誘導ルール
が、モバイル機器１０２を利用している加入者は無線アクセスネットワークタイプ１２８
に誘導されるべきであると特定してもよい。いくつかの実施例では、ＤＳＲノード１１２
は、ＵＬＲメッセージに含まれたユーザ名情報（たとえば、モバイル機器１０２を利用し
ている加入者に関連付けられた情報）、訪問先ネットワーク識別情報（たとえば、アクセ
スネットワーク１１４に関連付けられた情報）、および／または無線アクセスネットワー
クタイプ識別情報（たとえば、無線アクセスネットワークタイプ１２６に関連付けられた
情報）を調べることによって、モバイル機器１０２は無線アクセスネットワークタイプ１
２８に誘導されるべきであると判断してもよく、調べられたユーザ名情報、訪問先ネット
ワーク識別情報、および／または無線アクセスネットワークタイプ識別情報に基づいて無
線アクセスネットワークタイプ１２８を識別してもよい。いくつかの実施例では、ＤＳＲ
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ノード１１２は、ダイアメータベースの誘導事象を誘導ログ表（図示せず）に記録しても
よい。
【００１８】
　ステップ４で、ＤＳＲノード１１２は、モバイル機器１０２について無線アクセスネッ
トワークタイプ１２６が許可されないことを示す位置情報更新返答（update location an
swer：ＵＬＡ）メッセージを作成して、ＭＭＥノード１２２に通信してもよい。ＭＭＥノ
ード１２２はＵＬＡメッセージを受信してもよく、ステップ５で、アクセスネットワーク
１１４からモバイル機器１０２を切り離す（デタッチ）べきであることを示すデタッチ要
求メッセージを作成して、モバイル機器１０２に通信してもよい。ステップ６で、モバイ
ル機器１０２は、無線アクセスネットワークタイプ１２８を介して、アクセスネットワー
ク１１４の送受信機／受信機ステーション１１８のうちの１つ以上に再アタッチしてもよ
い。ステップ７で、アクセスネットワーク１１４のＭＭＥノード１２２は、ＵＬＲメッセ
ージをＳＤＲノード１０６に送信してもよい。ＵＬＲメッセージは、モバイル機器１０２
を利用している加入者が無線アクセスネットワークタイプ１２８を介してアクセスネット
ワーク１１４に接続されていることを特定してもよい。ＤＳＲノード１１２は、ＵＬＲメ
ッセージをＳＤＲノード１０６にルーティングしてもよく、それは、ステップ８で、位置
の更新が成功したことを示すＵＬＡメッセージを用いて、アクセスネットワーク１１４の
ＭＭＥノード１２２に回答してもよい。
【００１９】
　図３は、ここに説明される主題の実施例に従う、ＵＬＲに応答した、異なる無線アクセ
スネットワークへのモバイル機器ネットワークアクセスのダイアメータベースの誘導のた
めの例示的なメッセージシーケンスである。図３を参照して、ステップ１で、モバイル機
器１０２は、アクセスネットワーク１１４の送受信機／受信機ステーション１１８のうち
の１つ以上にアタッチされてもよい。ステップ２で、アクセスネットワーク１１４のＭＭ
Ｅノード１２２は、ＵＬＲメッセージをＳＤＲノード１０６に送信してもよい。ＵＬＲメ
ッセージは、モバイル機器１０２を利用している加入者がアクセスネットワーク１１４を
介して接続されていることを特定してもよい。ＳＤＲノード１０６に行く途中で、ＤＳＲ
ノード１１２がＵＬＲメッセージを遮ってもよい。ここに説明される主題の実施例によれ
ば、ステップ３で、ＤＳＲノード１１２は、モバイル機器１０２はアクセスネットワーク
１１６に誘導されるべきであると判断してもよい。たとえば、誘導／選別ルールデータベ
ース１３６に格納された誘導ルールが、モバイル機器１０２を利用している加入者はアク
セスネットワーク１１６に誘導されるべきであると特定してもよい。いくつかの実施例で
は、ＤＳＲノード１１２は、ＵＬＲメッセージに含まれたユーザ名情報（たとえば、モバ
イル機器１０２を利用している加入者に関連付けられた情報）、訪問先ネットワーク識別
情報（たとえば、アクセスネットワーク１１４に関連付けられた情報）、および／または
無線アクセスネットワークタイプ識別情報（たとえば、無線アクセスネットワークタイプ
１２６および／または無線アクセスネットワークタイプ１２８に関連付けられた情報）を
調べることによって、モバイル機器１０２はアクセスネットワーク１１６に誘導されるべ
きであると判断してもよく、調べられたユーザ名情報、訪問先ネットワーク識別情報、お
よび／または無線アクセスネットワークタイプ識別情報に基づいてアクセスネットワーク
１１６を識別してもよい。いくつかの実施例では、ＤＳＲノード１１２は、ダイアメータ
ベースの誘導事象を誘導ログ表（図示せず）に記録してもよい。
【００２０】
　ステップ４で、ＤＳＲノード１１２は、モバイル機器１０２についてアクセスネットワ
ーク１１４が許可されないことを示す位置情報更新返答（ＵＬＡ）メッセージを作成して
、ＭＭＥノード１２２に通信してもよい。ＭＭＥノード１２２はＵＬＡメッセージを受信
してもよく、ステップ５で、アクセスネットワーク１１４からモバイル機器１０２をデタ
ッチすべきであることを示すデタッチ要求メッセージを作成して、モバイル機器１０２に
通信してもよい。ステップ６で、モバイル機器１０２は、アクセスネットワーク１１６の
送受信機／受信機ステーション１２０のうちの１つ以上にアタッチしてもよい。ステップ
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７で、アクセスネットワーク１１６のＭＭＥノード１２４は、ＵＬＲメッセージをＳＤＲ
ノード１０６に送信してもよい。ＵＬＲメッセージは、モバイル機器１０２を利用してい
る加入者がアクセスネットワーク１１６に接続されていることを特定してもよい。ＤＳＲ
ノード１１２は、ＵＬＲメッセージをＳＤＲノード１０６にルーティングしてもよく、そ
れは、ステップ８で、位置の更新が成功したことを示すＵＬＡメッセージを用いて、アク
セスネットワーク１１６のＭＭＥノード１２４に回答してもよい。
【００２１】
　図４は、ここに説明される主題の実施例に従う、クレジット管理要求（ＣＣＲ）に応答
した、モバイル機器ネットワークアクセスのダイアメータベースの誘導のための例示的な
メッセージシーケンスである。図４を参照して、ステップ１で、モバイル機器１０２は、
アクセスネットワーク１１４を介してＰＣＥＦノード１１０に接続されてもよい。ステッ
プ２で、ＰＣＥＦノード１１０は、モバイル機器１０２に関連付けられたＣＣＲメッセー
ジをＰＣＲＦノード１０８に送信してもよい。ステップ３で、ＰＣＲＦノード１０８は、
クレジット管理返答（credit control answer：ＣＣＡ）メッセージを用いて、ＣＣＲメ
ッセージに応答してもよい。ここに説明される主題の実施例によれば、ステップ４で、Ｐ
ＣＲＦノード１０８は、モバイル機器１０２はアクセスネットワーク１１６に誘導される
べきであると判断してもよい。たとえば、誘導／選別ルールデータベース１３４に格納さ
れた誘導ルールが、モバイル機器１０２を利用している加入者はアクセスネットワーク１
１６に誘導されるべきであると特定してもよい。いくつかの実施例では、ＰＣＲＦノード
１０８は、ＣＣＲメッセージに含まれたユーザ名情報（たとえば、モバイル機器１０２を
利用している加入者に関連付けられた情報）、訪問先ネットワーク識別情報（たとえば、
アクセスネットワーク１１４に関連付けられた情報）、および／または無線アクセスネッ
トワークタイプ識別情報（たとえば、無線アクセスネットワークタイプ１２６および／ま
たは無線アクセスネットワークタイプ１２８に関連付けられた情報）を調べることによっ
て、モバイル機器１０２はアクセスネットワーク１１６に誘導されるべきであると判断し
てもよく、調べられたユーザ名情報、訪問先ネットワーク識別情報、および／または無線
アクセスネットワークタイプ識別情報に基づいてアクセスネットワーク１１６を識別して
もよい。いくつかの実施例では、ＰＣＲＦノード１０８は、ダイアメータベースの誘導事
象を誘導ログ表（図示せず）に記録してもよい。
【００２２】
　ステップ５で、ＰＣＲＦノード１０８は、位置情報削除要求（cancel location reques
t：ＣＬＲ）メッセージをアクセスネットワーク１１４のＭＭＥノード１２２に送信する
ようＳＤＲノード１０６に指示するメッセージを、ＳＤＲノード１０６に送信してもよい
。ステップ６で、ＳＤＲノード１０６は、ＣＬＲメッセージをアクセスネットワーク１１
４のＭＭＥノード１２２に送信してもよい。ステップ７で、モバイル機器１０２は、アク
セスネットワーク１１４からデタッチしてもよい。ステップ８で、モバイル機器１０２は
、アタッチを開始するよう、アクセスネットワーク１１６にメッセージを送信してもよく
、ステップ９で、モバイル機器１０２は、アクセスネットワーク１１６を介してＰＣＥＦ
ノード１１０との接続を確立してもよい。ステップ１０で、アクセスネットワーク１１６
は、アクセスネットワーク１１６を介したモバイル機器１０２の接続の成功を示すＵＬＲ
メッセージをＳＤＲノード１０６に送信してもよい。
【００２３】
　図５は、ここに説明される主題の実施例に従う、加入者情報が加入者データリポジトリ
から得られる、モバイル機器ネットワークアクセスのダイアメータベースの誘導のための
例示的なメッセージシーケンスである。図５を参照して、ステップ１で、モバイル機器１
０２は、アクセスネットワーク１１４を介してＰＣＥＦノード１１０に接続されてもよい
。ステップ２で、ＰＣＥＦノード１１０は、モバイル機器１０２に関連付けられたＣＣＲ
メッセージをＰＣＲＦノード１０８に送信してもよい。ステップ３で、ＰＣＲＦノード１
０８は、ＣＣＡメッセージを用いてＣＣＲメッセージに応答してもよい。ここに説明され
る主題の実施例によれば、ステップ４で、ＰＣＲＦノード１０８は、モバイル機器１０２
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はアクセスネットワーク１１６に誘導されるべきであると判断してもよい。たとえば、誘
導／選別ルールデータベース１３４に格納された誘導ルールが、アクセスネットワーク１
１４、無線アクセスネットワークタイプ１２６、および／または無線アクセスネットワー
クタイプ１２８を利用している加入者は、アクセスネットワーク１１６に誘導されるべき
であると特定してもよい。いくつかの実施例では、ＰＣＲＦノード１０８は、ＣＣＲメッ
セージに含まれたユーザ名情報（たとえば、モバイル機器１０２を利用している加入者に
関連付けられた情報）を調べ、ユーザ名情報を利用して訪問先ネットワーク識別情報（た
とえば、アクセスネットワーク１１４に関連付けられた情報）および／または無線アクセ
スネットワークタイプ識別情報（たとえば、無線アクセスネットワークタイプ１２６およ
び／または無線アクセスネットワークタイプ１２８に関連付けられた情報）を得ることに
よって、モバイル機器１０２はアクセスネットワーク１１６に誘導されるべきであると判
断してもよい。たとえば、ステップ５で、ＰＣＲＦノード１０８は、ＣＣＲメッセージに
含まれたユーザ名情報（たとえば、モバイル機器１０２を利用している加入者に関連付け
られた情報）を利用して、訪問先ネットワーク識別情報（たとえば、アクセスネットワー
ク１１４に関連付けられた情報）および／または無線アクセスネットワークタイプ識別情
報（たとえば、無線アクセスネットワークタイプ１２６および／または無線アクセスネッ
トワークタイプ１２８に関連付けられた情報）についてＳＤＲノード１０６にクエリーを
行なってもよい。ステップ６で、ＳＤＲノード１０６は、モバイル機器１０２を利用して
いる加入者はアクセスネットワーク１１４、無線アクセスネットワークタイプ１２６、お
よび／または無線アクセスネットワークタイプ１２８を介して接続されていることを示す
応答を用いて、ＰＣＲＦノード１０８のクエリーに応答してもよい。いくつかの実施例で
は、ＰＣＲＦノード１０８は、ダイアメータベースの誘導事象を誘導ログ表（図示せず）
に記録してもよい。
【００２４】
　ステップ７で、ＳＤＲノード１０６は、ＣＬＲメッセージをアクセスネットワーク１１
４のＭＭＥノード１２２に送信してもよい。ステップ８で、モバイル機器１０２は、アク
セスネットワーク１１４からデタッチしてもよい。ステップ９で、モバイル機器１０２は
、アタッチを開始するよう、アクセスネットワーク１１６にメッセージを送信してもよく
、ステップ１０で、モバイル機器１０２は、アクセスネットワーク１１６を介してＰＣＥ
Ｆノード１１０との接続を確立してもよい。ステップ１１で、アクセスネットワーク１１
６は、アクセスネットワーク１１６を介したモバイル機器１０２の接続の成功を示すＵＬ
ＲメッセージをＳＤＲノード１０６に送信してもよい。
【００２５】
　図６は、ここに説明される主題の実施例に従う、ＵＬＲに応答して、モバイル機器の汎
用加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ）が、好ましいローミングネットワーク情報を反映す
るよう更新される、モバイル機器ネットワークアクセスのダイアメータベースの誘導のた
めの例示的なメッセージシーケンスである。図６を参照して、ステップ１で、モバイル機
器１０２は、アクセスネットワーク１１４を介して接続されてもよい。ステップ２で、ア
クセスネットワーク１１４は、モバイル機器１０２に関連付けられたＵＬＲメッセージを
ＳＤＲノード１０６に送信してもよい。ＵＬＲメッセージは、モバイル機器１０２を利用
している加入者がアクセスネットワーク１１４を介して接続されていることを特定しても
よい。ＳＤＲノード１０６に行く途中で、ＤＳＲノード１１２がＵＬＲメッセージを遮っ
てもよい。ここに説明される主題の実施例によれば、ステップ３で、ＤＳＲノード１１２
は、モバイル機器１０２はアクセスネットワーク１１６に誘導されるべきであると判断し
てもよい。たとえば、誘導／選別ルールデータベース１３６に格納された誘導ルールが、
モバイル機器１０２を利用している加入者はアクセスネットワーク１１６に誘導されるべ
きであると特定してもよい。いくつかの実施例では、ＤＳＲノード１１２は、ＵＬＲメッ
セージに含まれたユーザ名情報（たとえば、モバイル機器１０２を利用している加入者に
関連付けられた情報）、訪問先ネットワーク識別情報（たとえば、アクセスネットワーク
１１４に関連付けられた情報）、および／または無線アクセスネットワークタイプ識別情
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報（たとえば、無線アクセスネットワークタイプ１２６および／または無線アクセスネッ
トワークタイプ１２８に関連付けられた情報）を調べることによって、モバイル機器１０
２はアクセスネットワーク１１６に誘導されるべきであると判断してもよく、調べられた
ユーザ名情報、訪問先ネットワーク識別情報、および／または無線アクセスネットワーク
タイプ識別情報に基づいてアクセスネットワーク１１６を識別してもよい。いくつかの実
施例では、ＤＳＲノード１１２は、ダイアメータベースの誘導事象を誘導ログ表（図示せ
ず）に記録してもよい。
【００２６】
　ステップ４で、ＤＳＲノード１１２は、モバイル機器１０２の好ましいローミングネッ
トワーク情報を更新するために（たとえば、アクセスネットワーク１１４よりもアクセス
ネットワーク１１６により高い優先度が付与されるように、モバイル機器１０２の好まし
いローミングネットワーク情報を修正するために）、ＵＳＩＭアプリケーションツールキ
ット（ＵＳＡＴ）メッセージを作成して、モバイル機器１０２に通信してもよい。ステッ
プ５で、モバイル機器１０２は、ＤＳＲノード１１２からＵＳＡＴメッセージを受信し、
それに応じてその好ましいローミングネットワーク情報を更新してもよい。ステップ６で
、ＤＳＲノード１１２は、ＣＬＲメッセージをアクセスネットワーク１１４のＭＭＥノー
ド１２２に送信してもよい。いくつかの実施例では、ＤＳＲノード１１２は、それの代わ
りに、ＣＬＲメッセージをアクセスネットワーク１１４のＭＭＥノード１２２に送信する
ようＳＤＲノード１０６に指示するメッセージを、ＳＤＲノード１０６に送信してもよい
（図示せず）。ステップ７で、モバイル機器１０２は、アクセスネットワーク１１４から
デタッチしてもよい。ステップ８で、モバイル機器１０２は、アタッチを開始するよう、
アクセスネットワーク１１６にメッセージを送信してもよく、ステップ９で、モバイル機
器１０２は、アクセスネットワーク１１６を介して接続を確立してもよい。ステップ１０
で、アクセスネットワーク１１６は、アクセスネットワーク１１６を介したモバイル機器
１０２の接続の成功を示すＵＬＲメッセージをＳＤＲノード１０６に送信してもよい。
【００２７】
　図７は、ここに説明される主題の実施例に従う、ＣＣＲに応答して、モバイル機器のＵ
ＳＩＭが、好ましいローミングネットワーク情報を反映するよう更新される、モバイル機
器ネットワークアクセスのダイアメータベースの誘導のための例示的なメッセージシーケ
ンスである。図７を参照して、ステップ１で、モバイル機器１０２は、アクセスネットワ
ーク１１４を介してＰＣＥＦノード１１０に接続されてもよい。ステップ２で、ＰＣＥＦ
ノード１１０は、モバイル機器１０２に関連付けられたＣＣＲメッセージをＰＣＲＦノー
ド１０８に送信してもよい。ステップ３で、ＰＣＲＦノード１０８は、ＣＣＡメッセージ
を用いてＣＣＲメッセージに応答してもよい。ここに説明される主題の実施例によれば、
ステップ４で、ＰＣＲＦノード１０８は、モバイル機器１０２はアクセスネットワーク１
１６に誘導されるべきであると判断してもよい。たとえば、誘導／選別ルールデータベー
ス１３４に格納された誘導ルールが、モバイル機器１０２を利用している加入者はアクセ
スネットワーク１１６に誘導されるべきであると特定してもよい。いくつかの実施例では
、ＰＣＲＦノード１０８は、ＣＣＲメッセージに含まれたユーザ名情報（たとえば、モバ
イル機器１０２を利用している加入者に関連付けられた情報）、訪問先ネットワーク識別
情報（たとえば、アクセスネットワーク１１４に関連付けられた情報）、および／または
無線アクセスネットワークタイプ識別情報（たとえば、無線アクセスネットワークタイプ
１２６および／または無線アクセスネットワークタイプ１２８に関連付けられた情報）を
調べることによって、モバイル機器１０２はアクセスネットワーク１１６に誘導されるべ
きであると判断してもよく、調べられたユーザ名情報、訪問先ネットワーク識別情報、お
よび／または無線アクセスネットワークタイプ識別情報に基づいてアクセスネットワーク
１１６を識別してもよい。いくつかの実施例では、ＰＣＲＦノード１０８は、ダイアメー
タベースの誘導事象を誘導ログ表（図示せず）に記録してもよい。
【００２８】
　ステップ５で、ＰＣＲＦノード１０８は、モバイル機器１０２の好ましいローミングネ
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ットワーク情報を更新するために（たとえば、アクセスネットワーク１１４よりもアクセ
スネットワーク１１６により高い優先度が付与されるように、モバイル機器１０２の好ま
しいローミングネットワーク情報を修正するために）、ＵＳＡＴメッセージを作成してモ
バイル機器１０２に通信してもよい。ステップ６で、モバイル機器１０２は、ＰＣＲＦノ
ード１０８からＵＳＡＴメッセージを受信して、それに応じてその好ましいローミングネ
ットワーク情報を更新してもよい。ステップ７で、ＰＣＲＦノード１０８は、ＣＬＲメッ
セージをアクセスネットワーク１１４のＭＭＥノード１２２に送信してもよい。いくつか
の実施例では、ＰＣＲＦノード１０８は、それの代わりに、ＣＬＲメッセージをアクセス
ネットワーク１１４のＭＭＥノード１２２に送信するようＳＤＲノード１０６に指示する
メッセージを、ＳＤＲノード１０６に送信してもよい（図示せず）。ステップ８で、モバ
イル機器１０２は、アクセスネットワーク１１４からデタッチしてもよい。ステップ９で
、モバイル機器１０２は、アタッチを開始するよう、アクセスネットワーク１１６にメッ
セージを送信してもよく、ステップ１０で、モバイル機器１０２は、アクセスネットワー
ク１１６を介してＰＣＥＦノード１１０との接続を確立してもよい。ステップ１１で、ア
クセスネットワーク１１６は、アクセスネットワーク１１６を介したモバイル機器１０２
の接続の成功を示すＵＬＲメッセージをＳＤＲノード１０６に送信してもよい。
【００２９】
　図８は、ここに説明される主題の実施例に従う、ネットワーク優先度情報の変更に応答
して、モバイル機器のＵＳＩＭが、ＰＣＲＦノードにより、好ましいローミングネットワ
ーク情報を反映するよう更新される、モバイル機器ネットワークアクセスのダイアメータ
ベースの誘導のための例示的なメッセージシーケンスである。図８を参照して、ステップ
１で、モバイル機器１０２は、アクセスネットワーク１１４を介してＰＣＥＦノード１１
０に接続されてもよい。ステップ２で、ＳＤＲノード１０６は、モバイル機器１０２を利
用している加入者にとって、アクセスネットワーク１１６が現在、アクセスネットワーク
１１４よりも優先度の高いネットワークであることを示すメッセージを、ＰＣＲＦノード
１０８に送信してもよい。たとえば、キャリアネットワーク１０４に関連付けられたオペ
レータが、モバイル機器１０２を利用している加入者にとって、アクセスネットワーク１
１６が現在、アクセスネットワーク１１４よりも優先度の高いネットワークであることを
特定する更新された誘導ルールを、ＳＤＲノード１０６に提供していてもよい。ここに説
明される主題の実施例によれば、ステップ３で、ＰＣＲＦノード１０８は、モバイル機器
１０２はアクセスネットワーク１１６に誘導されるべきであると判断してもよい。たとえ
ば、ＰＣＲＦノード１０８は、モバイル機器１０２を利用している加入者にとって、アク
セスネットワーク１１６が現在、アクセスネットワーク１１４よりも優先度の高いネット
ワークであることを示すＳＤＲノード１０６のメッセージに応答して、モバイル機器１０
２はアクセスネットワーク１１６に誘導されるべきであると判断してもよい。いくつかの
実施例では、ＰＣＲＦノード１０８は、ダイアメータベースの誘導事象を誘導ログ表（図
示せず）に記録してもよい。
【００３０】
　ステップ４で、ＰＣＲＦノード１０８は、モバイル機器１０２の好ましいローミングネ
ットワーク情報を更新するために（たとえば、アクセスネットワーク１１４よりもアクセ
スネットワーク１１６により高い優先度が付与されるように、モバイル機器１０２の好ま
しいローミングネットワーク情報を修正するために）、ＵＳＡＴメッセージを作成してモ
バイル機器１０２に通信してもよい。ステップ５で、モバイル機器１０２は、ＰＣＲＦノ
ード１０８からＵＳＡＴメッセージを受信し、それに応じてその好ましいローミングネッ
トワーク情報を更新してもよい。ステップ６で、ＰＣＲＦノード１０８は、ＣＬＲメッセ
ージをアクセスネットワーク１１４のＭＭＥノード１２２に送信してもよい。いくつかの
実施例では、ＰＣＲＦノード１０８は、それの代わりに、ＣＬＲメッセージをアクセスネ
ットワーク１１４のＭＭＥノード１２２に送信するようＳＤＲノード１０６に指示するメ
ッセージを、ＳＤＲノード１０６に送信してもよい（図示せず）。ステップ７で、モバイ
ル機器１０２は、アクセスネットワーク１１４からデタッチしてもよい。ステップ８で、
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モバイル機器１０２は、アタッチを開始するよう、アクセスネットワーク１１６にメッセ
ージを送信してもよく、ステップ９で、モバイル機器１０２は、アクセスネットワーク１
１６を介してＰＣＥＦノード１１０との接続を確立してもよい。ステップ１０で、アクセ
スネットワーク１１６は、アクセスネットワーク１１６を介したモバイル機器１０２の接
続の成功を示すＵＬＲメッセージをＳＤＲノード１０６に送信してもよい。
【００３１】
　図９は、ここに説明される主題の実施例に従う、ネットワーク優先度情報の変更に応答
して、モバイル機器のＵＳＩＭが、ＤＳＲノードにより、好ましいローミングネットワー
ク情報を反映するよう更新される、モバイル機器ネットワークアクセスのダイアメータベ
ースの誘導のための例示的なメッセージシーケンスである。図９を参照して、ステップ１
で、モバイル機器１０２は、アクセスネットワーク１１４を介してＰＣＥＦノード１１０
に接続されてもよい。ステップ２で、ＳＤＲノード１０６は、モバイル機器１０２を利用
している加入者にとって、アクセスネットワーク１１６が現在、アクセスネットワーク１
１４よりも優先度の高いネットワークであることを示すメッセージを、ＤＳＲノード１１
２に送信してもよい。たとえば、キャリアネットワーク１０４に関連付けられたオペレー
タが、モバイル機器１０２を利用している加入者にとって、アクセスネットワーク１１６
が現在、アクセスネットワーク１１４よりも優先度の高いネットワークであることを特定
する更新された誘導ルールを、ＳＤＲノード１０６に提供していてもよい。ここに説明さ
れる主題の実施例によれば、ステップ３で、ＤＳＲノード１１２は、モバイル機器１０２
はアクセスネットワーク１１６に誘導されるべきであると判断してもよい。たとえば、Ｄ
ＳＲノード１１２は、モバイル機器１０２を利用している加入者にとって、アクセスネッ
トワーク１１６が現在、アクセスネットワーク１１４よりも優先度の高いネットワークで
あることを示すＳＤＲノード１０６のメッセージに応答して、モバイル機器１０２はアク
セスネットワーク１１６に誘導されるべきであると判断してもよい。いくつかの実施例で
は、ＤＳＲノード１１２は、ダイアメータベースの誘導事象を誘導ログ表（図示せず）に
記録してもよい。
【００３２】
　ステップ４で、ＤＳＲノード１１２は、モバイル機器１０２の好ましいローミングネッ
トワーク情報を更新するために（たとえば、アクセスネットワーク１１４よりもアクセス
ネットワーク１１６により高い優先度が付与されるように、モバイル機器１０２の好まし
いローミングネットワーク情報を修正するために）、ＵＳＡＴメッセージを作成してモバ
イル機器１０２に通信してもよい。ステップ５で、モバイル機器１０２は、ＤＳＲノード
１１２からＵＳＡＴメッセージを受信し、それに応じてその好ましいローミングネットワ
ーク情報を更新してもよい。ステップ６で、ＤＳＲノード１１２は、ＣＬＲメッセージを
アクセスネットワーク１１４のＭＭＥノード１２２に送信してもよい。いくつかの実施例
では、ＤＳＲノード１１２は、それの代わりに、ＣＬＲメッセージをアクセスネットワー
ク１１４のＭＭＥノード１２２に送信するようＳＤＲノード１０６に指示するメッセージ
を、ＳＤＲノード１０６に送信してもよい（図示せず）。ステップ７で、モバイル機器１
０２は、アクセスネットワーク１１４からデタッチしてもよい。ステップ８で、モバイル
機器１０２は、アタッチを開始するよう、アクセスネットワーク１１６にメッセージを送
信してもよく、ステップ９で、モバイル機器１０２は、アクセスネットワーク１１６を介
してＰＣＥＦノード１１０との接続を確立してもよい。ステップ１０で、アクセスネット
ワーク１１６は、アクセスネットワーク１１６を介したモバイル機器１０２の接続の成功
を示すＵＬＲメッセージをＳＤＲノード１０６に送信してもよい。
【００３３】
　図１０は、ここに説明される主題の実施例に従う、モバイル機器ネットワークアクセス
のダイアメータベースの誘導のための例示的な誘導ポリシールールデータ表である。図１
０を参照して、表１０００は、１つ以上の誘導ポリシールールを特定してもよい。たとえ
ば、表１０００は、加入者識別情報（たとえば、国際携帯電話加入者識別情報（ＩＭＳＩ
）、グローバル一意一時識別情報（ＧＵＴＩ）、および／またはユニフォームリソース識
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別子（ＵＲＩ））を特定するための列を含んでいてもよい。表１０００はまた、１つ以上
の誘導条件を特定するための１つ以上の列を含んでいてもよい。たとえば、表１０００は
、無線アクセスネットワーク誘導条件、無線アクセスネットワークタイプ誘導条件、曜日
誘導条件、時刻誘導条件、および／または、追跡エリア、位置エリアおよび／またはセル
識別子誘導条件を特定するための列を含んでいてもよい。表１０００はさらに、特定され
た誘導条件に整合する加入者が許可されるべきか拒否されるべきかを特定するための列と
、加入者によって利用されているモバイル機器のＵＳＩＭに通信すべきアクセス技術リス
トプロファイルを特定する列とを含んでいてもよい。
【００３４】
　表１０００はまた、個々の誘導ポリシールールを特定する１つ以上のエントリを含んで
いてもよい。たとえば、表１０００は、任意の曜日の任意の時刻に、無線アクセスネット
ワーク「VisitedNetX」、任意の無線アクセスネットワークタイプを利用した、任意の追
跡エリア、位置エリア、またはセル識別子からの任意の加入者識別子が、「ErrorCode_1
」を用いて拒否されるべきであること、および、そのような加入者によって利用されてい
るモバイル機器のＵＳＩＭに、アクセス技術リストプロファイルを通信すべきではないこ
とを特定するエントリを含んでいてもよい。表１０００はまた、任意の曜日の任意の時刻
に、無線アクセスネットワークタイプ「RAT-typeY」を介して任意の無線アクセスネット
ワークを利用した、任意の追跡エリア、位置エリア、またはセル識別子からの加入者識別
子「SubID1」が、「ErrorCode_2」を用いて拒否されるべきであること、および、そのよ
うな加入者によって利用されているモバイル機器のＵＳＩＭに、アクセス技術リストプロ
ファイル「List1」を通信すべきであることを特定するエントリを含んでいてもよい。い
くつかの実施例では、表１０００は、１つ以上の誘導／選別ルールデータベース、たとえ
ば、誘導／選別ルールデータベース１３４および／または誘導／選別ルールデータベース
１３６に格納されていてもよい。
【００３５】
　図１１は、ここに説明される主題の実施例に従う、モバイル機器ネットワークアクセス
のダイアメータベースの誘導のための例示的な誘導ログデータ表である。図１１を参照し
て、表１１００は、ダイアメータベースの誘導事象の発生を記録するために利用されても
よい。たとえば、表１１００は、ダイアメータベースの誘導事象についての加入者識別情
報（たとえば、ＩＭＳＩ、ＧＵＴＩ、および／またはＵＲＩ）を特定するための列を含ん
でいてもよい。表１１００はまた、加入者によって利用されているモバイル機器のＵＳＩ
Ｍに通信されたアクセス技術リストプロファイルを特定するための列と、プロファイルが
通信された時刻を特定するための列とを含んでいてもよい。表１１００はまた、個々のダ
イアメータベースの誘導事象を特定する１つ以上のエントリを含んでいてもよい。たとえ
ば、表１１００は、２０１０年１月１日の２時３０分３４秒に、アクセス技術リストプロ
ファイル「List1」が、加入者によって利用されているモバイル機器のＵＳＩＭに通信さ
れたというダイアメータベースの誘導事象が、加入者識別子「SubID1」について発生した
ことを特定するエントリを含んでいてもよい。いくつかの実施例では、表１１００は、１
つ以上の誘導／選別ルールデータベース、たとえば、誘導／選別ルールデータベース１３
４および／または誘導／選別ルールデータベース１３６に格納されていてもよい。
【００３６】
　図１２は、ここに説明される主題の実施例に従う、モバイル機器ネットワークアクセス
のダイアメータベースの誘導のための例示的なプロセスを示すフローチャートである。図
１２を参照して、ステップ１２００で、モバイル機器に関連付けられたダイアメータメッ
セージが受信される。たとえば、ＤＳＲノード１１２が、モバイル機器１０２に関連付け
られたＵＬＲメッセージを受信してもよい。ステップ１２０２で、モバイル機器が、モバ
イル機器のネットワークアクセスを現在サポートしている無線アクセスネットワークまた
は無線アクセスネットワークタイプとは異なる、無線アクセスネットワークまたは無線ア
クセスネットワークタイプにアクセスするように誘導されるべきかどうかが、ダイアメー
タメッセージに基づいて判断される。たとえば、ＤＳＲノード１１２は、ダイアメータメ
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ように誘導されるべきであると判断してもよい。ステップ１２０４で、モバイル機器は異
なる無線アクセスネットワークまたは無線アクセスネットワークタイプにアクセスすべき
であるという判断に応答して、モバイル機器は、異なる無線アクセスネットワークまたは
無線アクセスネットワークタイプにアクセスするように誘導される。たとえば、モバイル
機器１０２はアクセスネットワーク１１６にアクセスすべきであるという判断に応答して
、モバイル機器１０２はアクセスネットワーク１１６にアクセスするように誘導されても
よい。
【００３７】
　図１３は、ここに説明される主題の実施例に従う、モバイル機器ネットワークアクセス
のダイアメータベースの誘導のためのネットワークノードを示すブロック図である。図１
３を参照して、ＤＳＲノード１１２および／またはＰＣＲＦノード１０８は、通信インタ
ーフェイス１３００を含んでいてもよい。通信インターフェイス１３００は、ダイアメー
タメッセージを送信および／または受信するのに好適なあらゆるインターフェイスであっ
てもよい。通信インターフェイス１３００は、モバイル機器に関連付けられたダイアメー
タメッセージを受信するよう構成されてもよい。たとえば、通信インターフェイス１３０
０は、モバイル機器１０２に関連付けられたＵＬＲメッセージを受信するよう構成されて
もよい。ＤＳＲノード１１２および／またはＰＣＲＦノード１０８はまた、誘導モジュー
ル１３０２を含んでいてもよい。誘導モジュール１３０２は、モバイル機器が、モバイル
機器のネットワークアクセスを現在サポートしている無線アクセスネットワークまたは無
線アクセスネットワークタイプとは異なる、無線アクセスネットワークまたは無線アクセ
スネットワークタイプにアクセスするように誘導されるべきかどうかを、ダイアメータメ
ッセージに基づいて判断するよう構成されてもよい。たとえば、誘導モジュール１３０２
は、ＵＬＲメッセージに基づいて、モバイル機器１０２はアクセスネットワーク１１６に
アクセスするように誘導されるべきであると判断するよう構成されてもよい。誘導モジュ
ール１３０２はまた、モバイル機器は異なる無線アクセスネットワークまたは無線アクセ
スネットワークタイプにアクセスすべきであるという判断に応答して、モバイル機器を、
異なる無線アクセスネットワークまたは無線アクセスネットワークタイプにアクセスする
ように誘導するよう構成されてもよい。たとえば、誘導モジュール１３０２は、モバイル
機器１０２はアクセスネットワーク１１６にアクセスすべきであるという判断に応答して
、モバイル機器１０２を、アクセスネットワーク１１６にアクセスするように誘導するよ
う構成されてもよい。
【００３８】
　ここに説明された主題のさまざまな詳細が、ここに説明された主題の範囲から逸脱する
ことなく変更されてもよい、ということが理解されるであろう。また、前述の説明は限定
のためではなく例示のためである。なぜなら、ここに説明された主題は、ここに述べる請
求項によって定義されるからである。
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              国際公開第２０１０／０５５４０２（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表２０１１－５０５７１９（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００９／１２７２７６（ＷＯ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００－９９／００　　　　
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