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(57)【要約】
　本発明は、サービスを制御する方法、装置、及びシス
テムを提供し、この方法は、アクセスネットワーク装置
によって送信されたセルについての輻輳状態情報、セル
についてのリソース関連情報、及びセル内のアクティブ
状態にあるＵＥについての加入者関連情報をＰＣＲＦに
よって受信することと、セルについての輻輳状態情報、
セルについてのリソース関連情報、及びセル内のアクテ
ィブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報に応じて
、セル内のアクティブ状態にあるＵＥに対するＱｏＳポ
リシー及び／又は課金ポリシーをＰＣＲＦによって生成
することと、ＰＣＥＦにＱｏＳポリシー及び／又は課金
ポリシーを実行させることを可能にするために、生成さ
れたＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーをＰＣＲＦ
によってＰＣＥＦに送信することとを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセスネットワーク装置によって送信されたセルについての輻輳状態情報、前記セル
についてのリソース関連情報、及び前記セル内のアクティブ状態にあるユーザ機器（ＵＥ
）についての加入者関連情報をポリシー制御及び課金ルール機能エンティティ（ＰＣＲＦ
）によって取得することと、
　前記セルについての前記輻輳状態情報、前記セルについての前記リソース関連情報、及
び前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者関連情報に応じて、
前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥに対するサービス品質（ＱｏＳ）ポリシー及
び／又は課金ポリシーを前記ＰＣＲＦによって生成することと、
　前記ＰＣＥＦが前記ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを実行することを可能にす
るために、前記ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーをポリシー及び課金実施機能エン
ティティ（ＰＣＥＦ）に前記ＰＣＲＦによって送信することと、
　を備える、サービスを制御する方法。
【請求項２】
　前記アクセスネットワーク装置によって送信されたセルについての輻輳状態情報、前記
セルについてのリソース関連情報、及び前記セル内のアクティブ状態にあるＵＥについて
の加入者関連情報を前記ＰＣＲＦによって取得することの後、
　前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者関連情報に応じて、前記
セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者加入情報を前記ＰＣＲＦによっ
て取得することと、
　前記セルについての前記輻輳状態情報、前記セルについての前記リソース関連情報、前
記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者関連情報、及び前記セル
内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者加入情報に応じて、前記セル内
のアクティブ状態にある前記ＵＥに対する前記ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを
前記ＰＣＲＦによって生成し、前記ＰＣＥＦが前記ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシ
ーを実行することを可能にするために、前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥに対
する前記ＱｏＳポリシー及び／又は前記課金ポリシーを前記ＰＣＥＦに前記ＰＣＲＦによ
って送信することと、
　を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ベアラバインディング及びイベントレポーティング機能エンティティ（ＢＢＥＲＦ）が
前記ＱｏＳポリシーを実行することを可能にするために、前記ＱｏＳポリシーを前記ＢＢ
ＥＲＦに前記ＰＣＲＦによって送信することを更に備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　セル輻輳状態を検出して送信することを前記アクセスネットワーク装置に指令するため
に、前記セル輻輳状態を検出するシグナリングを前記ＰＣＥＦ若しくは保守運用管理（Ｏ
Ｍ）システムを介して又は直接的に前記アクセスネットワーク装置に前記ＰＣＲＦによっ
て送信し、前記アクセスネットワーク装置が前記セルが輻輳していることを検出したとき
、前記アクセスネットワーク装置によって前記ＰＣＥＦ若しくは前記ＯＭシステムを介し
て又は直接的に送信された前記セルのセル輻輳指示情報を前記ＰＣＲＦによって受信し、
前記セル輻輳指示情報に応じて前記セルについての前記輻輳状態情報を前記ＰＣＲＦによ
って取得することか、又は、
　前記アクセスネットワーク装置が前記セルのセル輻輳イベントを検出したとき、セル輻
輳状態を送信することを前記アクセスネットワーク装置に指令するために、セル輻輳イベ
ントを前記ＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介して又は直接的に前記アクセスネットワー
ク装置に前記ＰＣＲＦによって送信し、前記アクセスネットワーク装置が前記セルが輻輳
していることを検出したとき、前記アクセスネットワーク装置によって前記ＰＣＥＦ若し
くは前記ＯＭシステムを介して又は直接的に送信されたセル輻輳イベント及びセル識別情
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報を前記ＰＣＲＦによって受信し、前記セル輻輳イベントに応じて前記セルについての前
記輻輳状態情報を前記ＰＣＲＦによって取得すること
　を更に備える、請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　セルリソースに問い合わせるシグナリングを前記ＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介し
て又は直接的に前記アクセスネットワーク装置に前記ＰＣＲＦによって送信し、
　前記アクセスネットワーク装置によって前記ＰＣＥＦ若しくは前記ＯＭシステムを介し
て又は直接的に送信された前記セルについての前記リソース関連情報を前記ＰＣＲＦによ
って受信することを更に備える、
　請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者関連情報は、前記セ
ル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者リスト情報を含むか、又は、
　前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者関連情報は、前記セ
ル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者リスト情報と、前記セル内のアク
ティブ状態にある前記ＵＥについての変化情報とを含む、
　請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者情報を問い合わせること
を前記アクセスネットワーク装置に指令するために、前記セル内のアクティブ状態にある
前記ＵＥに問い合わせるシグナリングを前記ＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介して又は
直接的に前記アクセスネットワーク装置に前記ＰＣＲＦによって送信し、
　前記アクセスネットワーク装置によって前記ＰＣＥＦ若しくは前記ＯＭシステムを介し
て又は直接的に送信された前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加
入者リスト情報を前記ＰＣＲＦによって受信することを更に備える、
　請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記アクセスネットワーク装置が前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥが変化し
ていることを検出したとき、変化している前記アクティブ状態にある前記ＵＥについての
情報を送信することを前記アクセスネットワーク装置に指令するために、前記セル内のア
クティブ状態にある前記ＵＥの変化を検出するシグナリングを、前記ＰＣＲＦによって前
記ＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介して又は直接的に前記アクセスネットワーク装置に
送信し、前記アクセスネットワーク装置によって前記ＰＣＥＦ若しくは前記ＯＭシステム
を介して又は直接的に送信された以下の情報：非アクティブ状態からアクティブ状態に変
化するアクティブ状態にあるＵＥについての識別情報、アクティブ状態から非アクティブ
状態に変化する非アクティブ状態にあるＵＥについての識別情報、前記セルから出るアク
ティブ状態にあるＵＥについての識別情報、及び前記セルに入るアクティブ状態にあるＵ
Ｅについての識別情報のうちの少なくとも１つのタイプを前記ＰＣＲＦによって受信する
こと、又は、
　前記アクセスネットワーク装置が前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥの以下の
イベント：ＵＳＥＲ＿ＩＮイベントと、ＵＳＥＲ＿ＯＵＴインベントと、ＵＳＥＲ＿ＡＣ
ＴＩＶＥイベントと、ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥイベントとのうちの少なくとも１つの
タイプを検出したとき、変化しているアクティブ状態にある前記ＵＥについての情報を送
信することを前記アクセスネットワーク装置に指令するために、以下のイベント：ＵＳＥ
Ｒ＿ＩＮイベントと、ＵＳＥＲ＿ＯＵＴインベントと、ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥイベント
と、ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥイベントとのうちの少なくとも１つのタイプを、前記Ｐ
ＣＲＦによって前記ＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介して又は直接的に前記アクセスネ
ットワーク装置に送信し、前記アクセスネットワーク装置によって前記ＰＣＥＦ若しくは
前記ＯＭシステムを介して又は直接的に送信された以下のイベント：ＵＳＥＲ＿ＩＮイベ
ントと、ＵＳＥＲ＿ＯＵＴインベントと、ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥイベントと、ＵＳＥＲ
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＿ＤＥＡＣＴＩＶＥイベントとのうちの少なくとも１つのタイプと関連ＵＥ識別情報とを
前記ＰＣＲＦによって受信することを更に備える、
　請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　アクセスネットワーク装置によって送信されたセルについての輻輳状態情報、前記セル
についてのリソース関連情報、及び前記セル内のアクティブ状態にあるユーザ機器ＵＥに
ついての加入者関連情報を取得するように構成される取得モジュールと、
　前記セルについての前記輻輳状態情報、前記セルについての前記リソース関連情報、及
び前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者関連情報に応じて、
前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥに対するサービス品質（ＱｏＳ）ポリシー及
び／又は課金ポリシーを生成するように構成される決定モジュールと、
　ポリシー及び課金実施機能エンティティ（ＰＣＥＦ）が前記ＱｏＳポリシー及び／又は
課金ポリシーを実行することを可能にするために、前記ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポ
リシーを前記ＰＣＥＦに送信するように構成される送信モジュールと、
　を備える、サービスを制御する装置。
【請求項１０】
　前記取得モジュールは、前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加
入者関連情報に応じて、前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者加
入情報を取得するように更に構成され、
　前記決定モジュールは、前記セルについての前記輻輳状態情報、前記セルについての前
記リソース関連情報、前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者
関連情報、及び前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者加入情報に
応じて、前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥに対する前記ＱｏＳポリシー及び／
又は前記課金ポリシーを生成するように更に構成され、
　前記送信モジュールは、前記ＰＣＥＦが前記ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを
実行することを可能にするために、前記決定モジュールによって生成された前記ＱｏＳポ
リシー及び／又は前記課金ポリシーを前記ＰＣＥＦに送信するように構成される、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記送信モジュールは、ベアラバインディング及びイベントレポーティング機能エンテ
ィティ（ＢＢＥＲＦ）が前記ＱｏＳポリシーを実行することを可能にするために、前記Ｑ
ｏＳポリシーを前記ＢＢＥＲＦに送信するように更に構成される、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記取得モジュールは、
　セル輻輳状態を検出して送信することを前記ネットワーク装置に指令するために、前記
セル輻輳状態を検出するシグナリングを前記ＰＣＥＦ若しくは保守運用管理（ＯＭ）シス
テムを介して又は直接的に前記アクセスネットワーク装置に送信し、前記アクセスネット
ワーク装置が前記セルが輻輳していることを検出したとき、前記アクセスネットワーク装
置によって前記ＰＣＥＦ若しくは前記ＯＭシステムを介して又は直接的に送信された前記
セルのセル輻輳指示情報を受信し、前記セル輻輳指示情報に応じて前記セルについての前
記輻輳状態情報を取得するように更に構成されるか、又は、
　前記アクセスネットワーク装置が前記セルのセル輻輳イベントを検出したとき、前記セ
ル輻輳状態を送信することを前記アクセスネットワーク装置に指令するために、前記セル
輻輳イベントを前記ＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介して又は直接的に前記アクセスネ
ットワーク装置に送信し、前記アクセスネットワーク装置が前記セルが輻輳していること
を検出したとき、前記アクセスネットワーク装置によって前記ＰＣＥＦ若しくは前記ＯＭ
システムを介して又は直接的に送信されたセル輻輳イベント及びセル識別情報を受信し、
前記セル輻輳イベントに応じて前記セルについての前記輻輳状態情報を取得するように更
に構成される、
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　請求項９から１１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記取得モジュールは、セルリソースに問い合わせるシグナリングを前記ＰＣＥＦ若し
くはＯＭシステムを介して又は直接的に前記アクセスネットワーク装置に送信し、前記ア
クセスネットワーク装置によって前記ＰＣＥＦ若しくは前記ＯＭシステムを介して又は直
接的に送信された前記セルについての前記リソース関連情報を受信するように更に構成さ
れる、
　請求項９から１１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者関連情報は、前記セ
ル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者リスト情報を含むか、又は、
　前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者関連情報は、前記セ
ル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者リスト情報と、前記セル内のアク
ティブ状態にある前記ＵＥについての変化情報とを含む、
　請求項９から１１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１５】
　前記取得モジュールは、
　前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者情報を問い合わせること
を前記アクセスネットワーク装置に指令するために、前記セル内のアクティブ状態にある
前記ＵＥに問い合わせるシグナリングを前記ＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介して又は
直接的に前記アクセスネットワーク装置に送信し、前記アクセスネットワーク装置によっ
て前記ＰＣＥＦ若しくは前記ＯＭシステムを介して又は直接的に送信された前記セル内の
アクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者リスト情報を受信するように更に構
成される、
　請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記取得モジュールは、
　前記アクセスネットワーク装置が前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥが変化し
ていることを検出したとき、変化している前記アクティブ状態にある前記ＵＥについての
情報を送信することを前記アクセスネットワーク装置に指令するために、前記セル内のア
クティブ状態にある前記ＵＥの変化を検出するシグナリングを前記ＰＣＥＦ若しくはＯＭ
システムを介して又は直接的に前記アクセスネットワーク装置に送信し、前記アクセスネ
ットワーク装置によって前記ＰＣＥＦ若しくは前記ＯＭシステムを介して又は直接的に送
信された以下の情報：非アクティブ状態からアクティブ状態に変化するアクティブ状態に
あるＵＥについての識別情報、アクティブ状態から非アクティブ状態に変化する非アクテ
ィブ状態にあるＵＥについての識別情報、前記セルから出るアクティブ状態にあるＵＥに
ついての識別情報、及び前記セルに入るアクティブ状態にあるＵＥについての識別情報の
うちの少なくとも１つのタイプを受信するように更に構成されるか、又は、
　前記アクセスネットワーク装置が前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥの以下の
イベント：ＵＳＥＲ＿ＩＮイベントと、ＵＳＥＲ＿ＯＵＴインベントと、ＵＳＥＲ＿ＡＣ
ＴＩＶＥイベントと、ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥイベントとのうちの少なくとも１つの
タイプを検出したとき、変化しているアクティブ状態にある前記ＵＥについての情報を送
信することを前記アクセスネットワーク装置に指令するために、以下のイベント：ＵＳＥ
Ｒ＿ＩＮイベントと、ＵＳＥＲ＿ＯＵＴインベントと、ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥイベント
と、ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥイベントとのうちの少なくとも１つのタイプを前記ＰＣ
ＥＦ若しくはＯＭシステムを介して又は直接的に前記アクセスネットワーク装置に送信し
、前記アクセスネットワーク装置によって前記ＰＣＥＦ若しくは前記ＯＭシステムを介し
て又は直接的に送信された以下のイベント：ＵＳＥＲ＿ＩＮイベントと、ＵＳＥＲ＿ＯＵ
Ｔインベントと、ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥイベントと、ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥイベ
ントとのうちの少なくとも１つのタイプと、関連ＵＥ識別情報とを受信するように更に構
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成される、
　請求項１４に記載の装置。
【請求項１７】
　アクセスネットワーク装置と、ポリシー及び課金ルール機能エンティティ（ＰＣＲＦ）
とを備えるサービスを制御するシステムであって、
　前記アクセスネットワーク装置は、セルについての輻輳状態情報、前記セルについての
リソース関連情報、及び前記セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情
報を前記ＰＣＲＦに送信するように構成され、
　前記ＰＣＲＦは、前記アクセスネットワーク装置によって送信された前記セルについて
の前記輻輳状態情報、前記セルについての前記リソース関連情報、及び前記セル内の前記
アクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者関連情報を受信し、前記セルについ
ての前記輻輳状態情報、前記セルについての前記リソース関連情報、及び前記セル内のア
クティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者関連情報に応じて、前記セル内のアク
ティブ状態にある前記ＵＥに対するサービス品質（ＱｏＳ）ポリシー及び／又は課金ポリ
シーを生成し、ポリシー及び課金実施機能（ＰＣＥＦ）が前記ＰＣＲＦによって送信され
た前記ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを実行することを可能にするために、前記
生成されたＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを前記ＰＣＥＦに送信するように構成
される、
　システム。
【請求項１８】
　前記ＰＣＲＦは、前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者関
連情報に応じて、前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者加入情報
を取得し、前記セルについての前記輻輳状態情報、前記セルについての前記リソース関連
情報、前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者関連情報、及び
前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者加入情報に応じて、前
記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥに対する前記ＱｏＳポリシー及び／又は前記課
金ポリシーを生成し、前記ＰＣＥＦが前記ＰＣＲＦによって送信された前記ＱｏＳポリシ
ー及び／又は前記課金ポリシーを受信し実行することを可能にするために、前記生成され
たＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを前記ＰＣＥＦに送信するように更に構成され
る、
　請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記ＰＣＲＦによって送信された前記ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを受信し
実行するように構成されるＰＣＥＦを更に備える、
　請求項１７又は１８に記載のサービスを制御するシステム。
【請求項２０】
　ベアラバインディングと、イベントレポーティング機能エンティティ（ＢＢＥＲＦ）と
を更に備え、
　前記ＰＣＲＦは、前記ＱｏＳポリシーを前記ＢＢＥＲＦに送信するように更に構成され
、
　前記ＢＢＥＲＦは、前記ＱｏＳポリシーを受信し実行するように構成される、
　請求項１９に記載のサービスを制御するシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、通信技術の分野に関し、詳しくは、サービスを制御する方法、装
置、及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　通信ネットワークは、回路交換（Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ、略称：ＣＳ）
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ドメインネットワークからＩＰベースのパケット交換（Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎ
ｇ、略称ＰＳ）ドメインネットワークに発展している。ＩＰネットワークにおいてキャリ
アクラスサービスを提供するために、重要な課題は、ユーザの（特に、ビデオ通話等のリ
アルタイムサービスのための）通信品質要求を満たすためにエンドツーエンドのサービス
品質（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ、略称：ＱｏＳ）問題をどのように取り扱
うかである。その上、（ウェブ・ブラウジング、ファイル・ダウンローディング、及びビ
デオ・オン・デマンド等）より多くのサービスのタイプがＩＰ通信ネットワークにおいて
提供され得るので、ネットワークは、異なるサービスストリームに応じて課金能力をもつ
必要がある。
【０００３】
　これらの要求を満たすために、第３世代パートナーシップ・プロジェクト（３ｒｄ　Ｇ
ｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ、略称：３ＧＰＰ）は、
ポリシー及び課金制御（Ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌ、略
称：ＰＣＣ）アーキテクチャを規定し、ＰＣＣアーキテクチャは、ポリシー制御及び課金
ルール機能エンティティ（Ｐｏｌｉｃｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｎｄ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　
Ｒｕｌｅｓ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ、略称：ＰＣＲＦ）を含む。機能エンティティは、加入者
によるネットワークアクセスの制限と、通信事業者（ｃａｒｒｉｅｒ）のポリシーと、加
入者加入データと、加入者に現在提供されるサービスに関する情報とに応じてＰＣＣルー
ルを決定し、ＰＣＣルールをポリシー及び課金実施機能エンティティ（Ｐｏｌｉｃｙ　ａ
ｎｄ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｅｎｆｏｒｃｅｍｅｎｔ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ、略称：ＰＣＥＦ
）に送信し、その後、ＰＣＥＦは、ＰＣＣルールを実行する。ＰＣＣルールは、サービス
・データ・ストリームの検出ルールと、ゲーティングを実行すべきか否かと、サービス・
データ・ストリームに対応するＱｏＳと、（時間、トラフィック及びイベントに基づく課
金等の）ストリームベースの課金ルールとを含む。ＰＣＥＦは、ＰＣＲＦによって送信さ
れたＰＣＣルールを実行することにより、サービス・データ・ストリームの検出及び測定
と、サービス・データ・ストリームに対するＱｏＳ保証と、ユーザプレーンでのトラフィ
ック処理と、制御プレーンでのセッション制御とを実施する。
【０００４】
　既存のＰＣＣアーキテクチャでは、ＰＣＥＦ及びＰＣＲＦは、単一のユーザ機器（Ｕｓ
ｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、略称ＵＥ）についてのロケーション情報を購読すること（ｓ
ｕｂｓｃｒｉｂｅ）だけが可能である。ＰＣＲＦは、ＵＥについてのロケーション情報及
び加入情報だけに応じてＵＥのＰＣＣルールを決定し、ＵＥのサービスだけが確保される
という結果になるが、同じセル内のアクティブ状態にある他のＵＥのサービスは確保され
得ないので、無線リソースが十分に利用され得ない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の実施形態は、セルの無線リソースを十分に利用するためにセル内の全ＵＥのサ
ービスの制御を実施するように、サービスを制御する方法、装置、及びシステムを提供す
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態は、
　ＰＣＲＦにより、アクセスネットワークによって送信されたセルについての輻輳状態情
報、このセルについてのリソース関連情報、及びこのセル内のアクティブ状態にあるＵＥ
についての加入者関連情報を取得することと、
　ＰＣＲＦにより、このセルについての輻輳状態情報、このセルについてのリソース関連
情報、及びこのセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報に応じて、
このセル内のアクティブ状態にあるＵＥに対するＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシー
を生成することと、
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　ＰＣＥＦがＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを実行することを可能にするために
、ＰＣＲＦにより、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーをＰＣＥＦに送信することと
、
　を含む、サービスを提供する方法を提供する。
【０００７】
　本発明の実施形態は、サービスを制御する装置であって、
　アクセスネットワーク装置によって送信されたセルについての輻輳状態情報、このセル
についてのリソース関連情報、及びこのセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加
入者関連情報を取得するように構成される取得モジュールと、
　このセルについての輻輳状態情報、このセルについてのリソース関連情報、及びこのセ
ル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報に応じて、このセル内のアク
ティブ状態にあるＵＥに対するＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを生成するように
構成される決定モジュールと、
　ＰＣＥＦがＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを実行することを可能にするために
、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーをＰＣＥＦに送信するように構成される送信モ
ジュールと、
　を含む装置を更に提供する。
【０００８】
　本発明の実施形態は、アクセスネットワーク装置とＰＣＲＦとを含む、サービスを制御
するシステムであって、
　アクセスネットワーク装置は、セルについての輻輳状態情報、このセルについてのリソ
ース関連情報、及びこのセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報を
ＰＣＲＦに送信するように構成され、
　ＰＣＲＦは、アクセスネットワーク装置によって送信されたこのセルについての輻輳状
態情報、このセルについてのリソース関連情報、及びこのセル内のアクティブ状態にある
ＵＥについての加入者関連情報を受信し、このセルについての輻輳状態情報、このセルに
ついてのリソース関連情報、及びこのセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入
者関連情報に応じて、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥに対するＱｏＳポリシー及
び／又は課金ポリシーを生成し、そして、ＰＣＥＦがＰＣＲＦによって送信されたＱｏＳ
ポリシー及び／又は課金ポリシーを受信し実行することを可能にするために、生成された
ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーをＰＣＥＦに送信するように構成される、
　システムを更に提供する。
【発明の効果】
【０００９】
　上記の技術的解決手法によれば、本発明の実施形態において、アクセスネットワーク装
置によって送信されたセルについての輻輳状態情報、このセルについてのリソース関連情
報、及びこのセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報を取得するこ
とにより、ＰＣＲＦは、ＰＣＥＦがＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを実行するこ
とを可能にするために、取得した情報に応じて、セル内のアクティブ状態であるＵＥに対
するＱｏｓポリシー及び／又は課金ポリシーを生成し、ＰＣＥＦにこのＱｏｓポリシー及
び／又は課金ポリシーを送信することができ、それによって、このセル内のアクティブ状
態にある全ＵＥのサービスの制御を実施する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　本発明の実施形態又は従来技術における技術的解決手法をより明瞭に説明するために、
以下は、実施形態又は従来技術を説明するために必要とされる添付図面を簡単に紹介する
。明らかに、以下の説明における添付図面は、本発明の一部の実施形態を示すだけであり
、当業者は、創造的な努力を要することなくこれらの添付図面から他の図面を更に得ても
よい。
【００１１】
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【図１】図１は、３ＧＰＰによって規定されるＰＣＣアーキテクチャの概略図である。
【図２】図２は、ＰＣＣアーキテクチャにおけるＰＣＲＦとＰＣＥＦとの間の情報交換の
概略フローチャートである。
【図３】図３は、本発明の実施形態１によるサービスを制御する方法の概略フローチャー
トである。
【図４】図４は、本発明の実施形態２によるサービスを制御する方法の概略フローチャー
トである。
【図５】図５は、本発明の実施形態３によるサービスを制御する方法の概略フローチャー
トである。
【図６】図６は、本発明の実施形態４によるサービスを制御する方法の概略フローチャー
トである。
【図７】図７は、本発明の実施形態５によるサービスを制御する装置の概略フローチャー
トである。
【図８】図８は、本発明の実施形態６によるサービスを制御するシステムの概略フローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施形態の目的、技術的解決手法、及び利点をより分かりやすくするために、
以下は、本発明の実施形態における添付図面を参照して、本発明の実施形態における技術
的解決手法をより明瞭かつ完全に説明する。明らかに、説明された実施形態は、本発明の
実施形態の全部ではなく一部に過ぎない。創造的な努力を要することなく本発明の実施形
態により当業者によって取得されるすべての他の実施形態は、本発明の保護範囲に当然含
まれる。
【００１３】
　図１は、３ＧＰＰにより定義されたＰＣＣアーキテクチャの概略図である。図１に示さ
れるように、ＰＣＣアーキテクチャでは、異なったサービスストリームがネットワーク側
で検出されてもよく、ＱｏＳ制御及び課金統計収集がサービスストリームに応じて実行さ
れる。図１に示されたＰＣＣアーキテクチャでは、ＰＣＲＦとＰＣＥＦとの間の情報交換
のフローチャートが図２に示され、ＰＣＲＦとＰＣＥＦとの間の情報交換は、以下のステ
ップを含む。
【００１４】
　ステップ２０１：アクセスネットワーク装置は、ＩＰコネクティビティ・アクセス・ネ
ットワーク（ＩＰ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、略称：
ＩＰ　ＣＡＮ）セッションセットアップ要求メッセージをＰＣＥＦに送信する。ＩＰ－Ｃ
ＡＮセッションセットアップ要求メッセージのフォーマットは、アクセス・ネットワーク
・タイプに関連している。たとえば、ＧＰＲＳネットワークに対し、第１のＰＤＰコンテ
キストがセットアップされる。
【００１５】
　ステップ２０２：ＰＣＥＦは、与信管理要求（Ｃｒｅｄｉｔ－Ｃｏｎｔｒｏｌ－Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ、略称：ＣＣＲ）メッセージをＰＣＲＦに送信し、このＣＣＲメッセージは、Ｕ
Ｅ識別情報及びＩＰアドレス等の情報を含む。
【００１６】
　ステップ２０３：ＰＣＲＦは、受信したＣＣＲメッセージに含まれる情報と、ＵＥによ
るネットワークへのアクセスの制限と、通信事業者のポリシーと、加入者加入データと、
現在ＵＥに供給されているサービスについての情報とに応じて、対応するＰＣＣルールを
生成するためにＰＣＣポリシー決定を行う。場合によっては、ＰＣＲＦは、トリガー・イ
ベント・リスト（たとえば、ＵＥのロケーション変更等のイベント）を更に決定してもよ
い。
【００１７】
　ステップ２０４：ＰＣＲＦは、与信管理応答（Ｃｒｅｄｉｔ－Ｃｏｎｔｒｏｌ－Ａｎｓ
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ｅｒ、略称：ＣＣＡ）メッセージをＰＣＥＦに送信し、このＣＣＡメッセージは、生成さ
れたＰＣＣルールを含む。場合によっては、ＣＣＡメッセージは、決定されたトリガー・
イベント・リストを更に含んでもよい。
【００１８】
　ステップ２０５：ＰＣＥＦは、ＰＣＣルールを取り込み（ｌｏａｄ）、実行し、イベン
トをトリガー・イベント・リストに保存する。
【００１９】
　ステップ２０６：ＰＣＥＦは、ＩＰ－ＣＡＮセッションセットアップ応答メッセージを
アクセスネットワーク装置に送信する。
【００２０】
　ステップ２０７：ＰＣＥＦは、ＰＣＲＦによって送信されたトリガー・イベント・リス
ト内のイベントに応じてイベントを検出する。
【００２１】
　ステップ２０８：ＰＣＥＦが、イベントが生成されたことを検出したとき、ＰＣＥＦは
、ＣＣＲメッセージをＰＣＲＦに送信し、このＣＣＲメッセージは、ＣＣＲメッセージを
トリガするイベントを含む。場合によっては、ＣＣＲメッセージは、イベントについての
関連する情報を含む。
【００２２】
　ステップ２０９：ＰＣＲＦは、対応するＲＣＣルールを再生成するためにＰＣＣポリシ
ー決定を再び行う。場合によっては、ＰＣＲＦは、トリガー・イベント・リストを更に再
決定してもよい。
【００２３】
　ステップ２１０：ＰＣＲＦは、ＣＣＡメッセージをＰＣＥＦに送信し、このＣＣＡメッ
セージは、再生成されたＰＣＣルールを含む。場合によっては、ＣＣＡメッセージは、再
決定されたトリガー・イベント・リストを更に含んでもよい。
【００２４】
　ステップ２１１：代替的に、ＰＣＲＦは、再認証要求（Ｒｅ－Ａｕｔｈ－Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ、略称：ＲＡＲ）メッセージを使用してＰＣＣルール及びトリガー・イベント・リスト
をＰＣＥＦに能動的に送信してもよい。
【００２５】
　ステップ２１２：ＰＣＥＦは、再認証要求（Ｒｅ－Ａｕｔｈ－Ｒｅｑｕｅｓｔ、略称Ｒ
ＡＲ）メッセージの中に含まれるＰＣＣルールを取り込み、実行し、ＰＣＥＦは、ＰＣＣ
ルールを取り込み、実行し、トリガー・イベント・リストがＲＡＲメッセージの中に含ま
れる場合、ＰＣＥＦは、トリガー・イベント・リストを保存し、応答としてＲＡＡメッセ
ージを送信する。
【００２６】
　したがって、上記ＰＣＣアーキテクチャでは、ＰＣＥＦ及びＰＣＲＦは、単一のＵＥに
ついてのロケーション情報を送信すること、又は、単一のＵＥのロケーション変更を購読
することだけが可能であり、ＵＥのロケーションが変化するとき、ＰＣＥＦは、ＰＣＲＦ
がポリシーを決定するためにＵＥの現在ロケーション情報をＰＣＲＦに報告する。
【００２７】
　図３は、本発明の実施形態１によるサービスを制御する方法の概略フローチャートであ
る。図３に示されるように、本実施形態におけるサービスを制御する方法は、以下のステ
ップを含み得る。
【００２８】
　ステップ３０１：ＰＣＲＦは、アクセスネットワーク装置によって送信されたセルにつ
いての輻輳状態情報、このセルについてのリソース関連情報、及びこのセル内のアクティ
ブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報を取得する。
【００２９】
　輻輳状態情報は、このセルの輻輳イベントについてのセル輻輳指示情報又は関連情報を
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含んでもよく、このセルについてのリソース関連情報は、限定されることなく、このセル
がサポートし得る最大データサービス帯域幅、及び／又は、このセルが役立ち得るＵＥの
最大数を含んでもよく、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情
報は、限定されることなく、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者リ
スト情報を含んでもよく、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者リス
ト情報は、ＵＥ識別情報を含む。
【００３０】
　ステップ３０２：ＰＣＲＦは、このセルについての輻輳状態情報、このセルについての
リソース関連情報、及びこのセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情
報に応じて、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥに対するＱｏＳポリシー及び／又は
課金ポリシーを生成する。
【００３１】
　ステップ３０３：ＰＣＲＦは、ＰＣＥＦがＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを実
行することを可能にするために、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーをＰＣＥＦに送
信する。
【００３２】
　更に、ベアラバインディング及びイベントレポーティング機能エンティティ（Ｂｅａｒ
ｅｒ　Ｂｉｎｄｉｎｇ　ａｎｄ　Ｅｖｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ、
略称：ＢＢＥＲＦ）がネットワーク内に存在する場合、ＰＣＲＦは、ＢＢＥＲＦがＱｏＳ
ポリシーを実行することを可能にするために、ＱｏＳポリシーをＢＢＥＲＦに更に送信し
てもよい。
【００３３】
　本実施形態において提供されるサービスを制御する方法は、ユニバーサルモバイル通信
システム（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ、
略称：ＵＭＴＳ）、進化型ユニバーサル移動体通信システム地上無線アクセスネットワー
ク（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｔｅｒｒｉｔｏｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ、略称：Ｅ－ＵＴＲＡＮ）、ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク（ＵＭＴＳ
　Ｔｅｒｒｉｔｏｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、略称：ＵＴＲ
ＡＮ）、グローバル移動体通信システム（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ、略称ＧＳＭ）／ＧＳＭ進化型高速データレート
（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ｒａｔｅ　ｆｏｒ　ＧＳＭ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ、略称
ＥＤＧＥ）、ＧＳＭ　ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク（ＧＳＭ　ＥＤＧＥ　Ｒａｄｉ
ｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、略称：ＧＥＲＡＮ）、及び非第３世代パートナーシ
ップ・プロジェクト（ｔｈｅ　３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒ　Ｐｒｏ
ｊｅｃｔ、略称３ＧＰＰ）ネットワーク等の複数のワイヤレス・アクセス・ネットワーク
のタイプに適用されてもよい。
【００３４】
　ＰＣＥＦは、具体的にゲートウェイ装置に位置してもよい。具体的には、ゲートウェイ
装置は、Ｅ－ＵＴＲＡＮにおけるパケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ（Ｐａ
ｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｇａｔｅｗａｙ、略称Ｐ－ＧＷ）、ＵＴＲＡＮ／
ＧＥＲＡＮにおけるゲートウェイ一般パケット無線サービス（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋ
ｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ、略称ＧＰＲＳ）サポートノード（Ｇａｔｅｗａｙ　
ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ　Ｎｏｄｅ、略称ＧＧＳＮ）、又はその他のネットワー
ク要素でもよい。
【００３５】
　ＢＢＥＲＦは、具体的にゲートウェイ装置に位置してもよい。具体的には、ゲートウェ
イ装置は、Ｅ－ＵＴＲＡＮにおけるサービングゲートウェイ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅ
ｗａｙ、略称Ｓ－ＧＷ）又は非３ＧＰＰネットワークにおける信頼できる非３ＧＰＰアク
セスゲートウェイ（Ｔｒｕｓｔｅｄ　ｎｏｎ－３ＧＰＰ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｇａｔｅｗｅｙ
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）でもよい。
【００３６】
　アクセスネットワーク装置は、Ｅ－ＵＴＲＡＮにおける進化型ＮｏｄｅＢ（Ｅｖｏｌｏ
ｖｅｄ　ＮｏｄｅＢ、略称：ｅＮＢ）、ＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮにおける無線ネットワー
クコントローラ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ、略称ＲＮＣ）若
しくは基地局コントローラ（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ、略称Ｂ
ＳＣ）、非３ＧＰＰネットワークにおけるＷＬＡＮのｅＰＤＧのアクセスネットワーク論
理機能、ＷｉＭＡＸネットワークにおけるアクセス・サービス・ネットワーク基地局（Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ、略称ＡＳＮ
　ＢＳ）、又は、ＣＤＭＡネットワークにおけるＨＲＰＤ　ＡＮのアクセスネットワーク
論理機能、又は、その他のネットワーク要素でもよい。
【００３７】
　ステップ３０１において、具体的には、セルについての輻輳状態情報を取得することは
、上記情報が指示するセルについての輻輳状態情報を取得するために、アクセスネットワ
ーク装置によって送信されたセルの輻輳イベントについてのセル輻輳指示情報又は関連情
報でもよい。具体的には、このセルについての輻輳状態情報は、このセルについての輻輳
状態情報及びこのセルについての非輻輳状態情報を指示してもよく、又は、このセルにつ
いての輻輳状態情報だけを指示してもよく、このセルについての輻輳状態情報が受信され
たとき、輻輳がこのセル内で発生したことを指示する状態情報が取得され、すなわち、こ
のセルについての輻輳状態情報が受信されない場合、輻輳がこのセル内で発生していない
ことを指示する。
【００３８】
　ステップ３０１において、具体的には、セルについてのリソース関連情報を取得するこ
とは、このセルについてのリソース関連情報を取得するために、アクセスネットワーク装
置によって送信されたこのセルについてのリソース関連情報を取得してもよい。
【００３９】
　ステップ３０１において、具体的には、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての
加入者関連情報を取得することは、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加
入者関連情報を取得するために、アクセスネットワーク装置によって送信されたこのセル
内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者リスト情報を受信してもよい。このセル
内のアクティブ状態にあるＵＥの個数が変化する場合、すなわち、以下の条件：　非アク
ティブ状態からアクティブ状態に変化するアクティブ状態にあるＵＥがこのセル内に存在
すること、アクティブ状態から非アクティブ状態に変化する非アクティブ状態にあるＵＥ
がこのセル内に存在すること、アクティブ状態にあるＵＥがこのセルから出ること、及び
、アクティブ状態にあるＵＥがこのセルに入ることのうちの少なくとも１つのタイプが含
まれてもよい場合、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報は
、以下の情報のタイプ：このセル内で非アクティブ状態からアクティブ状態に変化するア
クティブ状態にあるＵＥについての識別情報、このセル内でアクティブ状態から非アクテ
ィブ状態に変化する非アクティブ状態にあるＵＥについての識別情報、このセルから出る
アクティブ状態にあるＵＥについての識別情報、及び、このセルに入るアクティブ状態に
あるＵＥについての識別情報のうちの少なくとも１つを更に含んでもよい。
【００４０】
　具体的には、アクセスネットワーク装置は、ＰＣＲＦによって送信されたセル輻輳状態
を検出するシグナリングに応じてセル輻輳状態を検出し、ＰＣＲＦがセル輻輳指示情報に
応じてこのセルについての輻輳状態情報又はこのセルについての非輻輳情報を取得するこ
とを可能にするために、このセルのセル輻輳指示情報をＰＣＲＦに送信するか、又は、ア
クセスネットワーク装置がこのセルは輻輳していることを検出したとき、アクセスネット
ワーク装置は、ＰＣＲＦがセル輻輳指示情報に応じてこのセルについての輻輳状態情報を
取得することを可能にするために、セル輻輳指示情報をＰＣＲＦに送信する。
【００４１】
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　具体的には、アクセスネットワーク装置は、ＰＣＲＦによって送信された、セルリソー
スに問い合わせるシグナリングに応じて、セルリソースに問い合わせ、このセルについて
のリソース関連情報をＰＣＲＦに送信してもよい。
【００４２】
　対応して、アクセスネットワーク装置は、ＰＣＲＦによって送信された、セル内のアク
ティブ状態にあるＵＥに問い合わせるシグナリングに応じて、このセル内のアクティブ状
態にあるＵＥについての加入者情報を問い合わせ、このセル内のアクティブ状態にあるＵ
Ｅについての加入者リスト情報をＰＣＲＦに送信してもよく、更に、アクセスネットワー
ク装置は、ＰＣＲＦによって送信されたこのセル内のアクティブ状態にあるＵＥの変化を
検出するシグナリングに応じて、このセル内のアクティブ状態変化におけるＵＥの変化を
検出し、以下の情報のタイプ：このセル内の非アクティブ状態からアクティブ状態に変化
するアクティブ状態にあるＵＥについての識別情報、このセル内のアクティブ状態から非
アクティブ状態に変化するアクティブ状態にあるＵＥについての識別情報、このセルから
出るアクティブ状態にあるＵＥについての識別情報、及び、このセルに入るアクティブ状
態にあるＵＥについての識別情報のうちの少なくとも１つをＰＣＲＦに送信してもよい。
【００４３】
　具体的には、セルについての輻輳状態情報、このセルについてのリソース関連情報、及
びこのセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報は、現在の属性値ペ
ア（Ａｔｔｒｉｂｕｔｅ－Ｖａｌｕｅ　Ｐａｉｒｓ、略称：ＡＶＰ）を使用して伝送され
てもよい。たとえば、輻輳レベルＡＶＰ（Ｃｏｎｇｅｓｔｉｏｎ－Ｌｅｖｅｌ　ＡＶＰ）
が、このセルについての輻輳状態情報を指示するために使用されてもよく、最大要求帯域
幅ＵＬ／最大要求帯域幅ＤＬ（Ｍａｘ－Ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ－Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ－ＵＬ
／Ｍａｘ－Ｒｅｑｕｅｓｔｅｄ－Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ－ＤＬ）は、このセルがサポートす
る最大データサービス帯域幅を指示するために使用されてもよく、加入Ｉｄ　ＡＶＰ（Ｓ
ｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ－Ｉｄ　ＡＶＰ）は、ＵＥ識別情報及びその他のＡＶＰを指示す
るために使用されてもよく、又は、新しいＡＶＰは、このセル内のアクティブ状態にある
ＵＥについての加入者関連情報を伝送するために定義されてもよく、具体的な定義方法は
、以下の通りである。
【００４４】
　輻輳指示ＡＶＰ（Ｃｏｎｇｅｓｔｉｏｎ＿Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ　ＡＶＰ）は、セル輻
輳を指示するために使用され、セル識別情報（Ｃｅｌｌ　ＩＤ）を含んでもよく、又は、
セル識別情報を含まなくてもよいが、同じメッセージでセル識別と共に送信される。
【数１】

【００４５】
　セルリソース情報ＡＶＰ（Ｃｅｌｌ＿Ｒｅｓｏｕｒｃｅ＿Ｉｎｆｏ　ＡＶＰ）は、セル
についてのリソース関連情報を指示するために使用され、セルの最大アップストリーム帯
域幅を指示する最大セル帯域幅ＵＬ　ＡＶＰ（Ｍａｘ－Ｃｅｌｌ－Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ－
ＵＬ　ＡＶＰ）と、セルの最大ダウンストリーム帯域幅を指示する最大セル帯域幅ＤＬ　
ＡＶＰ（Ｍａｘ－Ｃｅｌｌ－Ｂａｎｄｗｉｄｔｈ－ＤＬ　ＡＶＰ）と、セルがサポートす
るＵＥの最大数を指示する最大ユーザ数　ＡＶＰ（Ｍａｘ－Ｕｓｅｒ－Ｎｕｍｂｅｒ　Ａ
ＶＰ）とを含む。
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【数２】

【００４６】
　セル内ユーザリスト　ＡＶＰ（Ｕｓｅｒ＿Ｌｉｓｔ＿Ｉｎ＿Ｃｅｌｌ　ＡＶＰ）は、セ
ル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者リスト情報を指示するために使用され
、１個以上のＵＥ識別情報（Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ－Ｉｄ）を含む。たとえば、国際
移動体加入者識別番号（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂ
ｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｕｍｂｅｒ、略称：ＩＭＳＩ）及びネットワー
クアクセス識別子（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ、略称：ＮＡ
Ｉ）：
【数３】

【００４７】
　圏内ユーザＡＶＰ（Ｕｓｅｒ＿Ｉｎ　ＡＶＰ）は、セルに入るアクティブ状態にあるＵ
Ｅを指示し、このセルに入るアクティブ状態にあるＵＥについての識別情報及びセル識別
情報を含む：
【数４】

【００４８】
　圏外ユーザＡＶＰ（Ｕｓｅｒ＿Ｏｕｔ　ＡＶＰ）は、セルから出るアクティブ状態にあ
るＵＥを指示し、このセルから出るアクティブ状態にあるＵＥについての識別情報及びセ
ル識別情報を含む：

【数５】

【００４９】
　アクティブユーザＡＶＰ（Ｕｓｅｒ＿Ａｃｔｉｖｅ　ＡＶＰ）は、セル内のアクティブ
状態にあるＵＥを指示し、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての識別情報及
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びセル識別情報を含む：
【数６】

【００５０】
　非アクティブユーザＡＶＰ（Ｕｓｅｒ＿Ｄｅａｃｔｉｖｅ　ＡＶＰ）は、セル内の非ア
クティブ状態にあるＵＥを指示し、このセル内の非アクティブ状態にあるＵＥについての
識別情報及びセル識別情報を含む：
【数７】

【００５１】
　具体的には、既存のＡＶＰ又は新たに定義されたＡＶＰは、限定されることなく以下の
態様で、セルについての輻輳状態情報、このセルについてのリソース関連情報、及び、こ
のセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報を伝送するために使用さ
れてもよい。
　Ａ．セルについての輻輳状態情報、このセルについてのリソース関連情報、及び、この
セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報は、既存のＡＶＰ又は新た
に定義されたＡＶＰを使用して既存のメッセージで伝送される。たとえば、Ｅ－ＵＴＲＡ
Ｎでは、Ｅ－ＲＡＢセットアップ応答（Ｅ－ＲＡＢ　ＳＥＴＵＰ　ＲＥＳＰＯＮＳＥ）メ
ッセージ、Ｅ－ＲＡＢ修正応答（Ｅ－ＲＡＢ　ＭＯＤＩＦＹ　ＲＥＳＰＯＮＳＥ）メッセ
ージ、又は、Ｅ－ＲＡＢ解放応答（Ｒ－ＲＡＢ　ＲＥＬＥＡＳＥ　ＲＥＳＰＯＮＳＥ）メ
ッセージ、又はＥ－ＲＡＢ解放指示（Ｅ－ＲＡＢ　ＲＥＬＥＡＳＥ　ＩＮＤＩＣＡＴＩＯ
Ｎ）メッセージ等のｅＮＢによってモバイル・マネジメント・エンティティ（Ｍｏｂｉｌ
ｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ、略称：ＭＭＥ）に送信されたＳ１インターフ
ェース・メッセージと、セッション作成要求（Ｃｒｅａｔｅ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ）メッセージ、ベアラ・リソース・コマンド（Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
Ｃｏｍｍａｎｄ）メッセージ、ベアラ修正要求（Ｍｏｄｉｆｙ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ）メッセージ、又は、セッション削除要求（Ｄｅｌｅｔｅ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ）メッセージ等のＭＭＥによってＳ－ＧＷに送信されたＳ１１インターフェー
ス・メッセージ及びＳ－ＧＷによってＰ－ＧＷに送信されたＳ５／Ｓ８インターフェース
・メッセージと、与信管理要求（Ｃｒｅｄｉｔ－Ｃｏｎｔｒｏｌ－Ｒｅｑｕｅｓｔ、略称
：ＣＣＲ）メッセージ、又は、再認証応答（Ｒｅ－Ａｕｔｈ－Ａｎｓｗｅｒ、略称：ＲＡ
Ａ）メッセージ等のＰ－ＧＷについてＰＣＥＦによって、又は、Ｓ－ＧＷについてＢＢＥ
ＲＦによってＰＣＲＦに送信されたＧｘ／Ｇｘｘインターフェース・メッセージとである
。
　Ｂ．セルについての輻輳状態情報、このセルについてのリソース関連情報、及びこのセ
ル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報は、既存のＡＶＰ又は新たに
定義されたＡＶＰを使用して、アクセスネットワーク装置とＰＣＲＦとの間に新たに追加
されたインターフェース・メッセージ中で伝送されてもよい



(16) JP 2014-507082 A 2014.3.20

10

20

30

40

50

　Ｃ．セルについての輻輳状態情報、このセルについてのリソース関連情報、及びこのセ
ル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報は、既存のＡＶＰ又は新たに
定義されたＡＶＰを使用して、アクセスネットワーク装置とＰＣＲＦとの間に新たに追加
された保守運用管理（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ、略称：Ｏ
Ｍ）システムに対応する新たに追加されたインターフェース・メッセージ中で伝送されて
もよい。
【００５２】
　更に、ＰＣＲＦは、限定されることなく前述の３態様で、セル輻輳状態を検出するシグ
ナリングと、アクティブ状態にあるＵＥに問い合わせるシグナリングと、アクティブ状態
にあるＵＥの変化を検出するシグナリングと、セルに問い合わせるシグナリングとをアク
セスネットワーク装置に送信してもよい。
【００５３】
　更に、アクセスネットワーク装置は、ＰＣＲＦによって送信されたセル輻輳（ＣＥＬＬ
＿ＣＯＮＧＥＳＴＩＯＮ）イベントに応じてセル輻輳状態を検出してもよい。セルが輻輳
されていることを検出するとき、アクセスネットワーク装置は、ＰＣＲＦがセル輻輳イベ
ントに応じてセルについての輻輳状態情報を取得することを可能にするために、セル輻輳
イベント及びセル識別情報をＰＣＲＦに送信する。
【００５４】
　同様に、アクセスネットワーク装置は、セル内のアクティブ状態にあるＵＥの変化を検
出し、変化するアクティブ状態にあるＵＥの対応するイベント、すなわち、ＵＳＥＲ＿Ｉ
Ｎイベント、ＵＳＥＲ＿ＯＵＴイベント、ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥイベント、又は、ＵＳ
ＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥインベントに応じて、以下のイベント：圏内ユーザ（ＵＳＥＲ＿
ＩＮ）イベント、アクティブユーザ（ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥ）イベント、非アクティブ
ユーザ（ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥ）イベント、及び非アクティブユーザ（ＵＳＥＲ＿
ＤＥＡＣＴＩＶＥ）イベントのうちの少なくとも１つのタイプと、関連ＵＥ（変化したＵ
Ｅ）識別情報とをＰＣＲＦに送信してもよい。
【００５５】
　具体的には、ＰＣＲＦがセルについての輻輳状態情報と、このセル内の変化するＵＥに
ついての加入者関連情報とを購読するためにイベントメカニズムを使用するとき、ＰＣＲ
Ｆは、既存のＧｘ／Ｇｘｘインターフェースのイベント・トリガーＡＶＰ（Ｅｖｅｎｔ－
Ｔｒｉｇｇｅｒ　ＡＶＰ）を拡張することにより、セル輻輳（ＣＥＬＬ＿ＣＯＮＧＥＳＴ
ＩＯＮ）イベント、圏内ユーザ（ＵＳＥＲ＿ＩＮ）イベント、圏外ユーザ（ＵＳＥＲ＿Ｏ
ＵＴ）イベント、アクティブユーザ（ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥ）イベント、及び非アクテ
ィブユーザ（ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥ）イベント等の新しいイベントを追加する。
【００５６】
　更に、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報は、以下の情報の
タイプ：ＵＥについての無線アクセス技術（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌ
ｏｇｙ、略称：ＲＡＴ）タイプ情報及び端末タイプ情報のうちの少なくとも１つを更に含
んでもよい。
【００５７】
　ステップ３０２において、具体的には、ＰＣＲＦは、セルについての輻輳状態情報と、
このセルについてのリソース関連情報と、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについ
ての加入者関連情報とに応じて、セル内のアクティブ状態にあるＵＥに対するＱｏＳポリ
シー及び／又は課金ポリシーを生成するために、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシー
決定を行う。
【００５８】
　更に、本実施形態では、ステップ３０１が実行された後、ＰＣＲＦは、セル内のアクテ
ィブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報に応じて、このセル内のアクティブ状態に
あるＵＥについての加入者加入情報を更に取得してもよく、ここで、加入者加入情報は、
限定されることなく、以下の情報のタイプ：加入者レベル情報、加入者が使用することを
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許可されたデータサービス、及び加入者が使用することを許可された最大データサービス
帯域幅のうちの少なくとも１つを含んでもよい。
【００５９】
　対応して、ステップ３０２において、ＰＣＲＦは、具体的には、セルについての輻輳状
態情報と、このセルについてのリソース関連情報と、このセル内のアクティブ状態にある
ＵＥについての加入者関連情報と、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加
入者関連情報とに応じて、セル内のアクティブ状態にあるＵＥに対するＱｏＳポリシー及
び／又は課金ポリシーを生成する。ＰＣＲＦは、生成されたＱｏＳポリシー及び／又は課
金ポリシーをＰＣＥＦに送信し、ＰＣＥＦは、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを
実行し、更に、ＰＣＲＦは、生成されたＱｏＳポリシーをＢＢＥＲＦに更に送信してもよ
く、ＢＢＥＲＦは、ＱｏＳポリシーを実行する。
【００６０】
　たとえば、ＱｏＳポリシーに対し、セルについての輻輳状態情報が取得されたとき、ア
クティブ状態にあるＵＥのデータサービス帯域幅は、アクティブ状態にあるＵＥの加入者
レベル（降順にゴールド加入者、シルバー加入者、及びブロンズ加入者）及び／又はセル
が現在サポートするデータサービス帯域幅に応じて制限されてもよく、又は、アクティブ
状態にあるＵＥによって使用されるデータサービスは、アクティブ状態にあるＵＥの加入
者レベル及び／又はセルが現在サポートするデータサービス帯域幅に応じて更に制限され
てもよく、又は、ＵＥアクティブ化は、ＵＥの加入者レベル及び／又はセルが現在サポー
トするデータサービス帯域幅に応じて更に制限されてもよい。たとえば、セル内のアクテ
ィブ状態にあるＵＥの個数が第１の閾値を上回るとき、ブロンズ加入者のデータサービス
帯域幅が制限され、セル内のアクティブ状態にあるＵＥの個数が第２の閾値を上回るとき
、シルバー加入者のデータサービス帯域幅が制限され、セル内のアクティブ状態にあるＵ
Ｅの個数が第３の閾値を上回るとき、ゴールド加入者のデータサービス帯域幅が制限され
、セル内のアクティブ状態にあるＵＥの個数が第４の閾値を上回るとき、ブロンズ加入者
のデータサービスが制限され、セル内のアクティブ状態にあるＵＥの個数が第５の閾値を
上回るとき、シルバー加入者のデータサービスが制限され、セル内のアクティブ状態にあ
るＵＥの個数が第６の閾値を上回るとき、ゴールド加入者のデータサービスが制限され、
セル内のアクティブ状態にあるＵＥの個数が第７の閾値を上回るとき、ブロンズ加入者の
アクティブ化が制限され、セル内のアクティブ状態にあるＵＥの個数が第８の閾値を上回
るとき、シルバー加入者のアクティブ化が制限され、セル内のアクティブ状態にあるＵＥ
の個数が第９の閾値を上回るとき、ゴールド加入者のアクティブ化が制限される。セル内
のアクティブ状態にあるＵＥの個数は、ある特定の期間中にアクティブ状態にあるＵＥの
個数でもよく、又は、ある特定の時間にアクティブ状態にあるＵＥの個数でもよく、同様
に、異なった加入者レベルのＵＥは、セルが現在サポートするデータサービス帯域幅に応
じて更に制限されてもよい。課金ポリシーに対し、アクティブ状態にあるＵＥに対するデ
ータサービス課金標準は、アクティブ状態にあるＵＥの加入者レベル（降順にゴールド加
入者、シルバー加入者、及びブロンズ加入者）に応じて引き上げ又は引き下げられてもよ
い。たとえば、アクティブ状態にあるＵＥの個数が第１の閾値を上回るとき、ブロンズ加
入者に対するデータサービス課金標準が引き上げられ、アクティブ状態にあるＵＥの個数
が第２の閾値を上回るとき、シルバー加入者に対するデータサービス課金標準が引き上げ
られ、アクティブ状態にあるＵＥの個数が第３の閾値を上回るとき、ゴールド加入者に対
するデータサービス課金標準が引き上げられる。
【００６１】
　本実施形態では、アクセスネットワーク装置によって送信されたセルについての輻輳状
態情報とこのセルについてのリソース関連情報とこのセル内のアクティブ状態にあるＵＥ
についての加入者関連情報とを取得することにより、ＰＣＲＦは、取得された情報に応じ
てこのセル内のアクティブ状態にあるＵＥに対するＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシ
ーを生成し、ＰＣＥＦがＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを実行することを可能に
するために、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーをＰＣＥＦに送信することができ、
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それによって、セル内のアクティブ状態にある全ＵＥのサービスの制御を実施する。この
ことは、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥのサービスが正常に進行することを保証
する。
【００６２】
　以下は、一例としてＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮを使用して本発明の実施形態の技術的解決
手法を詳細に説明する。図４は、本発明の実施形態２において提供されるサービスを制御
する方法の概略フローチャートである。図４に示されるように、本実施形態においてサー
ビスを制御する方法は、以下のステップを含んでもよい。
【００６３】
　ステップ４０１：ＰＣＲＦは、ＧＧＳＮ及び一般パケット無線サービス（Ｇｅｎｅｒａ
ｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ、略称：ＧＰＲＳ）サービングＧＰＲＳ
サポートノード（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ　Ｎｏｄｅ、略称：
ＳＧＳＮ）を介してセルについての輻輳状態情報、このセルについてのリソース関連情報
、及びこのセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報を購読する。セ
ル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報は、このセル内のアクティブ
状態にあるＵＥについての加入者リスト情報と、このセル内で非アクティブ状態からアク
ティブ状態に変化するアクティブ状態にあるＵＥについての情報と、このセル内のアクテ
ィブ状態から非アクティブ状態に変化するアクティブ状態にあるＵＥについての情報と、
セルから出るアクティブ状態にあるＵＥについての情報と、セルに入るアクティブ状態に
あるＵＥについての情報とを含んでもよい。
【００６４】
　ＰＣＥＦの論理機能は、ＧＧＳＮに一体化される。
【００６５】
　具体的には、ＰＣＲＦは、既存のメッセージ（ＰＣＲＦによってＧＧＳＮに送信された
メッセージ、ＧＧＳＮによってＳＧＳＮに送信されたメッセージ、及びＳＧＳＮによって
ＲＮＣ／ＢＳＣに送信されたメッセージを含む）を使用してＲＮＣ／ＢＳＣを使って加入
する。前述のメッセージは、イベント・トリガーＡＶＰ（Ｅｖｅｎｔ－Ｔｒｉｇｇｅｒ　
ＡＶＰ）と、セル内のアクティブ状態にあるＵＥに問い合わせるシグナリングと、セルリ
ソースに問い合わせるシグナリングとを含む。イベント・トリガーＡＶＰ（Ｅｖｅｎｔ－
Ｔｒｉｇｇｅｒ　ＡＶＰ）は、セル輻輳（ＣＥＬＬ＿ＣＯＮＧＥＳＴＩＯＮ）イベントと
、圏内ユーザ（ＵＳＥＲ＿ＩＮ）イベントと、圏外ユーザ（ＵＳＥＲ＿ＯＵＴ）イベント
と、アクティブユーザ（ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥ）イベントと、非アクティブユーザ（Ｕ
ＳＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥ）イベントとを含む。
【００６６】
　ステップ４０２：ＲＮＣ／ＢＳＣは、イベント・トリガーＡＶＰに含まれるイベントと
、セル内のアクティブ状態にあるＵＥに問い合わせるシグナリングと、セルリソースに問
い合わせるシグナリングとに応じて、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入
者リスト情報とこのセルについてのリソース関連情報とをＳＧＳＮ及びＧＧＳＮを介して
ＰＣＲＦに送信し、セル状態（輻輳又は非輻輳）とこのセル内のアクティブ状態にあるＵ
Ｅの変化とを検出する。
【００６７】
　具体的には、ＲＮＣ／ＢＳＣは、（ＲＮＣ／ＢＳＣによってＳＧＳＮに送信されたメッ
セージと、ＳＧＳＮによってＧＧＳＮに送信されたメッセージと、ＧＧＳＮによってＰＣ
ＲＦに送信されたメッセージとを含む）既存のメッセージを使用して、セル内のアクティ
ブ状態にあるＵＥについての加入者リスト情報とこのセルについてのリソース関連情報と
をＰＣＲＦに送信してもよい。前述のメッセージは、セル内のアクティブ状態にあるＵＥ
についての加入者リスト情報とセルについてのリソース関連情報とをそれぞれ指定するセ
ル内ユーザリストＡＶＰ（Ｕｓｅｒ＿Ｌｉｓｔ＿Ｉｎ＿Ｃｅｌｌ　ＡＶＰ）とセルリソー
ス情報ＡＶＰ（Ｃｅｌｌ＿Ｒｅｓｏｕｒｃｅ＿Ｉｎｆｏ　ＡＶＰ）とを含む。
【００６８】
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　ステップ４０３：セルが輻輳していること、又は、セル内のアクティブ状態にあるＵＥ
が変化していることを検出したとき、ＲＮＣ／ＢＳＣは、ＳＧＳＮ及びＧＧＳＮを介して
セル輻輳（ＣＥＬＬ＿ＣＯＮＧＥＳＴＩＯＮ）イベント及びセル識別情報をＰＣＲＦに送
信するか、又は、以下のイベント：圏内ユーザ（ＵＳＥＲ＿ＩＮ）イベント、圏外ユーザ
（ＵＳＥＲ＿ＯＵＴ）イベント、アクティブユーザ（ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥ）、及び非
アクティブユーザ（ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥ）イベントのうちの少なくとも１つと関
連ＵＥ識別情報とを送信する。
【００６９】
　ステップ４０４：ＰＣＲＦは、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関
連情報に応じて、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者加入情報を取得す
る。
【００７０】
　ステップ４０５：ＰＣＲＦは、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての受信した
加入者リスト情報と、このセルについてのリソース関連情報と、セル輻輳（ＣＥＬＬ＿Ｃ
ＯＮＧＥＳＴＩＯＮ）イベントと、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加
入者加入情報とに応じて、又は、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての受信
した加入者リスト情報と、このセルについてのリソース関連情報と、このセル内のアクテ
ィブ状態にあるＵＥについての加入者加入情報と、セル輻輳（ＣＥＬＬ＿ＣＯＮＧＥＳＴ
ＩＯＮ）イベントと、以下のイベント：圏内ユーザ（ＵＳＥＲ＿ＩＮ）イベント、圏外ユ
ーザ（ＵＳＥＲ＿ＯＵＴ）イベント、アクティブユーザ（ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥ）イベ
ント、及び非アクティブユーザ（ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥ）イベントのうちの少なく
とも１つとに応じて、セル内のアクティブ状態にあるＵＥに対するＱｏＳポリシー及び／
又は課金ポリシーを生成するためにＰＣＣポリシー決定を行う。
【００７１】
　具体的には、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーに関する詳細な説明のため、ここ
では再び更に説明されることがない本発明の実施形態１における関連内容が参照されても
よい。
【００７２】
　ステップ４０６：ＰＣＲＦは、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーをＧＧＳＮに送
信する。
【００７３】
　ステップ４０７：ＧＧＳＮは、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを取り込み、実
行する。
【００７４】
　具体的には、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーがゴールド加入者に対するデータ
サービス帯域幅を増加させるべき場合、ＧＧＳＮは、アクティブ状態にある関連ＵＥによ
って担われる修正プロセスを開始してもよい。詳細な説明のため、ここでは再び説明され
ることがない従来技術における関連内容が参照されてもよい。
【００７５】
　本実施形態では、ＰＣＲＦは、ＳＧＳＮ及びＧＧＳＮを介してＲＮＣ／ＢＳＣによって
送信されたセルについての輻輳状態情報と、このセルについてのリソース関連情報と、セ
ル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報とを取得するために、ＲＮＣ
／ＢＳＣを使ってＧＧＳＮ及びＳＧＳＮを介して、セルについての輻輳状態情報と、この
セルについてのリソース関連情報と、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入
者関連情報とを購読し、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報に
応じてセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者加入情報を取得し、その結果
、ＰＲＣＦは、取得された情報に応じてセル内のアクティブ状態にあるＵＥに対するＱｏ
Ｓポリシー及び／又は課金ポリシーを生成し、生成されたＱｏＳポリシー及び／又は課金
ポリシーをＧＧＳＮに送信し、それによって、セル内のアクティブ状態にある全ＵＥのサ
ービスの制御を実施する。このことは、セル内のアクティブ状態にあるＵＥのサービスが
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正常に進行することを保証する。
【００７６】
　図５は、本発明の実施形態３において提供されるサービスを制御する方法の概略フロー
チャートである。図５に示されるように、本実施形態においてサービスを制御する方法は
、以下のステップを含んでもよい。
【００７７】
　ステップ５０１：ＰＣＲＦは、ＯＭシステムを介してＲＮＣ／ＢＳＣを使ってセルにつ
いての輻輳状態情報と、このセルについてのリソース関連情報と、このセル内のアクティ
ブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報とを購読する。
【００７８】
　セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報は、このセル内のアクテ
ィブ状態にあるＵＥについての加入者リスト情報と、このセル内で非アクティブ状態から
アクティブ状態に変化するＵＥについての情報と、このセル内のアクティブ状態から非ア
クティブ状態に変化するアクティブ状態にあるＵＥについての情報と、このセルから出る
アクティブ状態にあるＵＥについての情報と、このセルに入るアクティブ状態にあるＵＥ
についての情報とを含んでもよい。
【００７９】
　具体的には、ＰＣＲＦは、（ＰＣＲＦによってＯＭシステムに送信された新たに追加さ
れたインターフェース・メッセージと、ＯＭシステムによってＲＮＣ／ＢＳＣに送信され
た新たに追加されたインターフェース・メッセージとを含む）新たに追加されたインター
フェース・メッセージを使用して、ＲＮＣ／ＢＳＣを使って加入してもよい。前述のメッ
セージは、イベント・トリガーＡＶＰ（Ｅｖｅｎｔ－Ｔｒｉｇｇｅｒ　ＡＶＰ）と、セル
内のアクティブ状態にあるＵＥに問い合わせるシグナリングと、セルリソースに問い合わ
せるシグナリングとを含む。イベント・トリガーＡＶＰ（Ｅｖｅｎｔ－Ｔｒｉｇｇｅｒ　
ＡＶＰ）は、セル輻輳（ＣＥＬＬ＿ＣＯＮＧＥＳＴＩＯＮ）イベントと、圏内ユーザ（Ｕ
ＳＥＲ＿ＩＮ）イベントと、圏外ユーザ（ＵＳＥＲ＿ＯＵＴ）イベントと、アクティブユ
ーザ（ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥ）イベントと、非アクティブユーザ（ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣ
ＴＩＶＥ）イベントとを含む。
【００８０】
　ステップ５０２：ＲＮＣ／ＢＳＣは、イベント・トリガーＡＶＰに含まれるイベントと
、セル内のアクティブ状態にあるＵＥに問い合わせるシグナリングと、セルリソースに問
い合わせるシグナリングとに応じて、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入
者リスト情報とこのセルについてのリソース関連情報とをＯＭシステムを介してＰＣＲＦ
に送信し、セル状態（輻輳又は非輻輳）とセル内のアクティブ状態にあるＵＥの変化とを
検出する。
【００８１】
　具体的には、ＲＮＣ／ＢＳＣは、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者
リスト情報と、このセルについてのリソース関連情報とを（ＲＮＣ／ＢＳＣによってＯＭ
システムに送信された新たに追加されたインターフェース・メッセージと、ＯＭシステム
によってＰＣＲＦに送信された新たに追加されたインターフェース・メッセージとを含む
）新たに追加されたインターフェース・メッセージを使用してＰＣＲＦに送信してもよい
。前述のメッセージは、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者リスト情報
とセルについてのリソース関連情報とをそれぞれ指示するセル内ユーザリストＡＶＰ（Ｕ
ｓｅｒ＿Ｌｉｓｔ＿Ｉｎ＿Ｃｅｌｌ　ＡＶＰ）とセルリソース情報ＡＶＰ（Ｃｅｌｌ＿Ｒ
ｅｓｏｕｒｃｅ＿Ｉｎｆｏ　ＡＶＰ）とを含む。
【００８２】
　ステップ５０３：セルが輻輳していること、又は、セル内のアクティブ状態にあるＵＥ
が変化していることを検出したとき、ＲＮＣ／ＢＳＣは、セル輻輳（ＣＥＬＬ＿ＣＯＮＧ
ＥＳＴＩＯＮ）イベント及びセル識別情報をＯＭシステムを介してＰＣＲＦに送信し、又
は、以下のイベント：圏内ユーザ（ＵＳＥＲ＿ＩＮ）イベント、圏外ユーザ（ＵＳＥＲ＿
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ＯＵＴ）イベント、アクティブユーザ（ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥ）イベント、及び、非ア
クティブユーザ（ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥ）イベントのうちの少なくとも１つと関連
ＵＥ識別情報とを送信する。
【００８３】
　ステップ５０４：ＰＣＲＦは、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関
連情報に応じてセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者加入情報を取得する
。
【００８４】
　ステップ５０５：ＰＣＲＦは、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての受信した
加入者リスト情報と、セルについてのリソース関連情報と、セル輻輳（ＣＥＬＬ＿ＣＯＮ
ＧＥＳＴＩＯＮ）イベントと、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者加入
情報とに応じて、又は、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての受信した加入者リ
スト情報と、セルについてのリソース関連情報と、セル内のアクティブ状態にあるＵＥに
ついての加入者加入情報と、セル輻輳（ＣＥＬＬ＿ＣＯＮＧＥＳＴＩＯＮ）イベントと、
以下のイベント：圏内ユーザ（ＵＳＥＲ＿ＩＮ）イベント、圏外ユーザ（ＵＳＥＲ＿ＯＵ
Ｔ）イベント、アクティブユーザ（ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥ）イベント、及び非アクティ
ブユーザ（ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥ）イベントのうちの少なくとも１つとに応じて、
セル内のアクティブ状態にあるＵＥに対するＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを生
成するためにＰＣＣポリシー決定を行う。具体的には、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポ
リシーに関する詳細な説明のため、ここでは再び更に説明されることがない本発明の実施
形態１における関連内容が参照されてもよい。
【００８５】
　ステップ５０６：ＰＣＲＦは、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーをＧＧＳＮに送
信し、ＧＧＳＮは、ＰＣＥＦ論理機能と一体化する。
【００８６】
　ステップ５０７：ＧＧＳＮは、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを取り込み、実
行する。
【００８７】
　具体的には、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーがゴールド加入者に対するデータ
サービス帯域幅を増加させるべきである場合、ＧＧＳＮは、アクティブ状態にある関連Ｕ
Ｅによって担われる修正プロセスを開始してもよい。詳細な説明のため、ここでは再び説
明されることがない従来技術における関連内容が参照されてもよい。
【００８８】
　本実施形態では、ＰＣＲＦは、ＯＭシステムを介してＲＮＣ／ＢＳＣによって送信され
たセルについての輻輳状態情報と、このセルについてのリソース関連情報と、セル内のア
クティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報とを取得するために、ＲＮＣ／ＢＳＣ
を使ってＯＭシステムを介して、セルについての輻輳状態情報と、このセルについてのリ
ソース関連情報と、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報とを購
読し、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報に応じてセル内のア
クティブ状態にあるＵＥについての加入者加入情報を取得し、その結果、ＰＲＣＦは、取
得された情報に応じてセル内のアクティブ状態にあるＵＥに対するＱｏＳポリシー及び／
又は課金ポリシーを生成し、生成されたＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーをＧＧＳ
Ｎに送信し、それによって、セル内のアクティブ状態にある全ＵＥのサービスの制御を実
施する。このことは、セル内のアクティブ状態にあるＵＥのサービスが正常に進行するこ
とを保証する。
【００８９】
　図６は、本発明の実施形態６において提供される方法の概略フローチャートである。図
６に示されるように、本実施形態においてサービスを制御する方法は、以下のステップを
含んでもよい。
【００９０】
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　ステップ６０１：ＰＣＲＦは、ＲＮＣ／ＢＳＣを使って直接的に、セルについての輻輳
状態情報と、このセルについてのリソース関連情報と、このセル内のアクティブ状態にあ
るＵＥについての加入者関連情報とを購読する。
【００９１】
　セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報は、このセル内のアクテ
ィブ状態にあるＵＥについての加入者リスト情報と、このセル内で非アクティブ状態から
アクティブ状態に変化するアクティブ状態にあるＵＥについての情報と、このセル内のア
クティブ状態から非アクティブ状態に変化するアクティブ状態にあるＵＥについての情報
と、このセルから出るアクティブ状態にあるＵＥについての情報と、このセルに入るアク
ティブ状態にあるＵＥについての情報とを含んでもよい。
【００９２】
　具体的には、ＰＣＲＦは、新たに追加されたインターフェース・メッセージを使用して
ＲＮＣ／ＢＳＣを使って加入してもよい。前述のメッセージは、イベント・トリガーＡＶ
Ｐ（Ｅｖｅｎｔ－Ｔｒｉｇｇｅｒ　ＡＶＰ）と、セル内のアクティブ状態にあるＵＥに問
い合わせるシグナリングと、セルリソースに問い合わせるシグナリングとを含む。イベン
ト・トリガーＡＶＰ（Ｅｖｅｎｔ－Ｔｒｉｇｇｅｒ　ＡＶＰ）は、セル輻輳（ＣＥＬＬ＿
ＣＯＮＧＥＳＴＩＯＮ）イベントと、圏内ユーザ（ＵＳＥＲ＿ＩＮ）イベントと、圏外ユ
ーザ（ＵＳＥＲ＿ＯＵＴ）イベントと、アクティブユーザ（ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥ）イ
ベントと、非アクティブユーザ（ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥ）イベントとを含む。
【００９３】
　ステップ６０２：ＲＮＣ／ＢＳＣは、イベント・トリガーＡＶＰに含まれるイベントと
、セル内のアクティブ状態にあるＵＥに問い合わせるシグナリングと、セルリソースに問
い合わせるシグナリングとに応じて、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入
者リスト情報と、このセルについてのリソース関連情報とを直接的にＰＣＲＦに送信し、
セル状態（輻輳又は非輻輳）とセル内のアクティブ状態にあるＵＥの変化とを検出する。
【００９４】
　具体的には、ＲＮＣ／ＢＳＣは、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者
リスト情報とこのセルについてのリソース関連情報とを、新たに追加されたインターフェ
ース・メッセージを使用してＰＣＲＦに送信してもよい。前述のメッセージは、セル内の
アクティブ状態にあるＵＥについての加入者リスト情報とセルについてのリソース関連情
報とをそれぞれ指示するセル内ユーザリストＡＶＰ（Ｕｓｅｒ＿Ｌｉｓｔ＿Ｉｎ＿Ｃｅｌ
ｌ　ＡＶＰ）とセルリソース情報ＡＶＰ（Ｃｅｌｌ＿Ｒｅｓｏｕｒｃｅ＿Ｉｎｆｏ　ＡＶ
Ｐ）とを含む。
【００９５】
　ステップ６０３：セルが輻輳していること、又は、セル内のアクティブ状態にあるＵＥ
が変化していることを検出したとき、ＲＮＣ／ＢＳＣは、セル輻輳（ＣＥＬＬ＿ＣＯＮＧ
ＥＳＴＩＯＮ）イベント及びセル識別情報を直接的にＰＣＲＦに送信するか、又は、以下
のイベント：圏内ユーザ（ＵＳＥＲ＿ＩＮ）イベント、圏外ユーザ（ＵＳＥＲ＿ＯＵＴ）
イベント、アクティブユーザ（ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥ）イベント、及び、非アクティブ
ユーザ（ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥ）イベントのうちの少なくとも１つと関連ＵＥ識別
情報とを送信する。
【００９６】
　ステップ６０４：ＰＣＲＦは、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関
連情報に応じて、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者加入情報を取得す
る。
【００９７】
　ステップ６０５：ＰＣＲＦは、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての受信した
加入者リスト情報と、セルについてのリソース関連情報と、セル輻輳（ＣＥＬＬ＿ＣＯＮ
ＧＥＳＴＩＯＮ）イベントと、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者加入
情報とに応じて、又は、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての受信した加入者リ
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スト情報と、セルについてのリソース関連情報と、セル内のアクティブ状態にあるＵＥに
ついての加入者加入情報と、セル輻輳（ＣＥＬＬ＿ＣＯＮＧＥＳＴＩＯＮ）イベントと、
以下のイベント：圏内ユーザ（ＵＳＥＲ＿ＩＮ）イベント、圏外ユーザ（ＵＳＥＲ＿ＯＵ
Ｔ）イベント、アクティブユーザ（ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥ）イベント、及び非アクティ
ブユーザ（ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥ）イベントのうちの少なくとも１つとに応じて、
セル内のアクティブ状態にあるＵＥに対するＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを生
成するためにＰＣＣポリシー決定を行う。
【００９８】
　具体的には、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーに関する詳細な説明のため、ここ
では再び更に説明されることがない本発明の実施形態１における関連内容が参照されても
よい。
【００９９】
　ステップ６０６：ＰＣＲＦは、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーをＧＧＳＮに送
信し、ＧＧＳＮは、ＰＣＥＦ論理機能と一体化する。
【０１００】
　ステップ６０７：ＧＧＳＮは、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを取り込み、実
行する。
【０１０１】
　具体的には、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーがゴールド加入者に対するデータ
サービス帯域幅を増加させるべきである場合、ＧＧＳＮは、アクティブ状態にある関連Ｕ
Ｅによって担われる修正プロセスを開始してもよい。詳細な説明のため、ここでは再び説
明されることがない従来技術における関連内容が参照されてもよい。
【０１０２】
　本実施形態では、ＰＣＲＦは、ＲＮＣ／ＢＳＣによって送信されたセルについての輻輳
状態情報と、このセルについてのリソース関連情報と、セル内のアクティブ状態にあるＵ
Ｅについての加入者関連情報とを取得するために、ＲＮＣ／ＢＳＣを使って、セルについ
ての輻輳状態情報と、このセルについてのリソース関連情報と、セル内のアクティブ状態
にあるＵＥについての加入者関連情報とを直接に購読し、セル内のアクティブ状態にある
ＵＥについての加入者関連情報に応じて、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての
加入者加入情報を取得し、その結果、ＰＲＣＦは、取得された情報に応じてセル内のアク
ティブ状態にあるＵＥに対するＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを生成し、生成さ
れたＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーをＧＧＳＮに送信し、それによって、セル内
のアクティブ状態にある全ＵＥのサービスの制御を実施する。このことは、セル内のアク
ティブ状態にあるＵＥのサービスが正常に進行することを保証する。
【０１０３】
　説明を簡単にするために、前述の方法実施形態は、一連のアクションの組み合わせとし
て表現されることに注意されたい。しかし、当業者は、本発明による特定のステップが他
の系列を使用するか、又は、同期して実施されてもよいので、本発明が記載されたアクシ
ョン系列に限定されないことが分かるであろう。説明された実施形態がすべて例示的な実
施形態に属すること、及び、関係しているアクション及びモジュールが必ずしも本発明に
よって必要とされないことは、当業者によって更に理解されるであろう。
【０１０４】
　前述の実施形態において、個々の実施形態の説明は、それぞれの焦点を有している。特
定の実施形態において詳細に説明されない部分に対して、他の実施形態における関連説明
が参照されてもよい。
【０１０５】
　図７は、本発明の実施形態５において提供されるサービスを制御する装置の概略フロー
チャートである。図７に示されるように、本実施形態においてサービスを制御する装置は
、取得モジュール７１、決定モジュール７２、及び送信モジュール７３を含み得る。取得
モジュール７１は、セルについての輻輳状態情報と、このセルについてのリソース関連情
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報と、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報とを受信し、決
定モジュール７２は、このセルについての輻輳状態情報と、このセルについてのリソース
関連情報と、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報とに応じ
て、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥに対するＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリ
シーを生成し、送信モジュール７３は、ＰＣＥＦがＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシ
ーを実行することを可能にするために、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーをＰＣＥ
Ｆに送信する。
【０１０６】
　本発明の実施形態１、２、３、及び４におけるＰＣＲＦの機能は、すべてが本発明の実
施形態において提供されるサービスを制御する装置によって実施されてもよい。
【０１０７】
　更に、取得モジュール７１は、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関
連情報に応じて、セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者加入情報を取得す
るように更に構成されてもよく、対応して、決定モジュール７２は、セルについての輻輳
状態情報と、このセルについてのリソース関連情報と、このセル内のアクティブ状態にあ
るＵＥについての加入者加入情報とに応じて、セル内のアクティブ状態にあるＵＥに対す
るＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを生成するように具体的に構成されてもよく、
送信モジュール７３は、ＰＣＥＦがＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを実行するこ
とを可能にするために、決定モジュール７２によって生成されたＱｏＳポリシー及び／又
は課金ポリシーをＰＣＥＦに送信するように構成される。
【０１０８】
　更に、ベアラバインディング及びイベントレポーティング機能エンティティ（Ｂｅａｒ
ｅｒ　Ｂｉｎｄｉｎｇ　ａｎｄ　Ｅｖｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔｉｎｇ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ、
略称：ＢＢＥＲＦ）がネットワーク内に存在する場合、送信モジュール７３は、ＢＢＥＲ
ＦがＱｏＳポリシーを実行することを可能にするために、ＱｏＳポリシーをＢＢＥＲＦに
更に送信してもよい。
【０１０９】
　更に、本実施形態では、取得モジュール７１は、
　アクセスネットワーク装置にセル輻輳状態を検出及び送信することを指令するために、
セル輻輳状態を検出するシグナリングをＰＣＥＦ又はＯＭシステムを介して、又は直接的
にアクセスネットワーク装置に送信し、アクセスネットワーク装置がこのセルが輻輳して
いることを検出したときにアクセスネットワーク装置によってＰＣＥＦ若しくはＯＭシス
テムを介して又は直接的に送信されたセル輻輳指示情報を受信し、そして、セル輻輳指示
情報に応じてこのセルについての輻輳状態情報を取得するように更に構成されてもよく、
又は、
　アクセスネットワーク装置がセルのセル輻輳イベントを検出したときにアクセスネット
ワーク装置にセル輻輳状態を送信することを指令するために、セル輻輳イベントをＰＣＥ
Ｆ若しくはＯＭシステムを介して又は直接的にアクセスネットワーク装置に送信し、アク
セスネットワーク装置がセルが輻輳していることを検出したときにアクセスネットワーク
装置によってＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介して又は直接的に送信されたセル輻輳イ
ベント及びセル識別情報を受信し、セル輻輳イベントに応じてこのセルについての輻輳状
態情報を取得するように更に構成されてもよい。
【０１１０】
　更に、本実施形態では、取得モジュール７１は、セルリソースに問い合わせるシグナリ
ングをＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介して又は直接的にアクセスネットワーク装置に
送信し、アクセスネットワーク装置によってＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介して又は
直接的に送信されたセルについてのリソース関連情報を受信するように更に構成されても
よい。
【０１１１】
　具体的には、本実施形態におけるセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者
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関連情報は、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者リスト情報を含ん
でもよく、又は、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報は、
このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者リスト情報と、このセル内のア
クティブ状態にあるＵＥについての変化情報とを更に含んでもよい。更に、取得モジュー
ル７１は、本実施形態では、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者情
報を問い合わせることをアクセスネットワーク装置に指令するためにセル内のアクティブ
状態にあるＵＥに問い合わせるシグナリングを、ＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介して
又は直接的にアクセスネットワーク装置に送信し、そして、アクセスネットワーク装置に
よってＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介して又は直接的に送信された、このセル内のア
クティブ状態にあるＵＥについての加入者リスト情報を受信するように更に構成されても
よい。更に、本実施形態では、取得モジュール７１は、
　アクセスネットワーク装置がセル内のアクティブ状態にあるＵＥが変化したことを検出
したときに、変化したアクティブ状態にあるＵＥについての情報を送信することをアクセ
スネットワーク装置に指令するために、セル内のアクティブ状態にあるＵＥの変化を検出
するシグナリングを、ＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介して又は直接的にアクセスネッ
トワーク装置に送信し、アクセスネットワーク装置によってＰＣＥＦ若しくはＯＭシステ
ムを介して又は直接的に送信された以下の情報：非アクティブ状態からアクティブ状態に
変化したアクティブ状態にあるＵＥについての識別情報と、アクティブ状態から非アクテ
ィブ状態に変化した非アクティブ状態にあるＵＥについての識別情報と、このセルから出
るアクティブ状態にあるＵＥについての識別情報と、このセルに入るアクティブ状態にあ
るＵＥについての識別情報とのうちの少なくとも１つのタイプを受信するように更に構成
されるか、又は、
　アクセスネットワーク装置がセル内のアクティブ状態にあるＵＥの以下のイベント：Ｕ
ＳＥＲ＿ＩＮイベントと、ＵＳＥＲ＿ＯＵＴインベントと、ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥイベ
ントと、ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥイベントとのうちの少なくとも１つのタイプを検出
したときに、変化したアクティブ状態にあるＵＥについての情報を送信することをアクセ
スネットワーク装置に指令するために、以下のイベント：ＵＳＥＲ＿ＩＮイベントと、Ｕ
ＳＥＲ＿ＯＵＴインベントと、ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥイベントと、ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣ
ＴＩＶＥイベントとのうちの少なくとも１つのタイプをＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを
介して又は直接的にアクセスネットワーク装置に送信し、そして、アクセスネットワーク
装置によってＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介して又は直接的に送信された以下のイベ
ント：ＵＳＥＲ＿ＩＮイベントと、ＵＳＥＲ＿ＯＵＴインベントと、ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩ
ＶＥイベントと、ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥイベントとのうちの少なくとも１つのタイ
プと関連ＵＥ識別情報とを受信するように更に構成されてもよい。
【０１１２】
　本実施形態では、取得モジュールは、アクセスネットワーク装置によって送信されたセ
ルについての輻輳状態情報と、このセルについてのリソース関連情報と、このセル内のア
クティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報とを取得し、第２の取得モジュールは
、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者加入情報を取得し、その結果
、決定モジュールは、取得モジュールによって取得された前述の情報に応じて、アクティ
ブ状態にあるＵＥに対するＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを生成することを可能
にさせられ、送信モジュールは、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーをＰＣＥＦに送
信し、又は、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーをＰＣＥＦに送信し、かつ、ＱｏＳ
ポリシーをＢＢＥＲＦに送信し、それによって、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥ
すべてのサービスの制御を実施する。このことは、このセル内のアクティブ状態にあるＵ
Ｅのサービスが正常に進行することを保証する。
【０１１３】
　図８は、本発明の実施形態６において提供されるサービスを制御するシステムの概略フ
ローチャートである。図８に示されるように、本実施形態におけるサービスを制御するシ
ステムは、アクセスネットワーク装置８１及びＰＣＲＦ　８２を含んでもよく、ここで、
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　アクセスネットワーク装置８１は、セルについての輻輳状態情報と、このセルについて
のリソース関連情報と、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情
報とをＰＣＲＦ　８２に送信するように構成され、
　ＰＣＲＦ　８２は、アクセスネットワーク装置８１によって送信されたセルについての
輻輳状態情報と、このセルについてのリソース関連情報と、このセル内のアクティブ状態
にあるＵＥについての加入者関連情報とを受信し、このセルについての輻輳状態情報と、
このセルについてのリソース関連情報と、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについ
ての加入者関連情報とに応じて、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥに対するＱｏＳ
ポリシー及び／又は課金ポリシーを生成し、ＰＣＥＦがＰＣＲＦ　８２によって送信され
たＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを実行することを可能にするために、生成され
たＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーをＰＣＥＦに送信するように構成される。
【０１１４】
　本発明の別の実施形態では、サービスを制御するシステムは、ＰＣＥＦ　８３を更に含
んでもよく、ここで、
　ＰＣＥＦ　８３は、ＰＣＲＦ　８２によって送信されたＱｏＳポリシー及び／又は課金
ポリシーを受信し、実行するように構成される。
【０１１５】
　更に、ＰＣＲＦ　８２は、
　セル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者関連情報に応じてセル内のアクテ
ィブ状態にあるＵＥについての加入者加入情報を取得し、このセルについての輻輳状態情
報と、このセルについてのリソース関連情報と、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥ
についての加入者関連情報と、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥについての加入者
加入情報とに応じて、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥに対するＱｏＳポリシー及
び／又は課金ポリシーを生成し、生成されたＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーをＰ
ＣＥＦ　８３に送信するように更に構成されてもよく、
　対応して、ＰＣＥＦ　８３は、ＰＣＲＦ　８２によって送信されたＱｏＳポリシー及び
／又は課金ポリシーを実行するように更に構成されてもよい。
【０１１６】
　更に、本実施形態において提供されるサービスを制御するシステムは、ＢＢＥＲＦ　８
４を更に含んでもよく、ＰＣＲＦ　８２は、ＱｏＳポリシーをＢＢＥＲＦ　８４に更に送
信してもよく、同様に、ＢＢＥＲＦ　８４は、ＰＣＲＦ　８２によって送信されたＱｏＳ
ポリシーを受信し、実行するように更に構成されてもよい。
【０１１７】
　本実施形態では、アクセスネットワーク装置によって送信されたセルについての輻輳状
態情報と、セルについてのリソース関連情報と、セル内のアクティブ状態にあるＵＥにつ
いての加入者関連情報とを取得することにより、ＰＣＲＦは、取得した情報に応じてセル
内のアクティブ状態にあるＵＥに対するＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを生成し
、ＰＣＥＦがＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを実行することを可能にするために
、ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーをＰＣＥＦに送信することが可能であり、それ
によって、このセル内のアクティブ状態にあるＵＥすべてのサービスの制御を実施する。
このことは、セル内のアクティブ状態にあるＵＥのサービスが正常に進行することを保証
する。
【０１１８】
　当業者は、前述の方法実施形態のステップの全部又は一部が関連したハードウェアに指
令するプログラムによって実施されてもよいことを理解するであろう。前述のプログラム
は、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記憶されてもよい。プログラムが動くとき、
方法実施形態に含まれる前述のステップが実行される。前述の記憶媒体は、ＲＯＭ、ＲＡ
Ｍ、磁気ディスク、又は光ディスク等のプログラムコードを記憶することができるどのよ
うな媒体でもよい。
【０１１９】
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　最後に、前述の実施形態は、本発明を制限するのではなく、単に本発明の技術的解決手
法を記載することが意図されていることに注意されたい。本発明は、前述の実施形態を参
照して詳細に記載されているが、当業者は、本発明の実施形態の技術的解決手法の趣旨及
び範囲から逸脱することなく、前述の実施形態に記載された技術的解決手法に変更を更に
行ってもよく、又は、技術的解決手法のある技術的特徴の等価な置換を行ってもよいこと
を理解するであろう。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成25年7月25日(2013.7.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクセスネットワーク装置によって送信されたセルについての輻輳状態情報、前記セル
についてのリソース関連情報、及び前記セル内のアクティブ状態にあるユーザ機器（ＵＥ
）についての加入者関連情報をポリシー制御及び課金ルール機能エンティティ（ＰＣＲＦ
）によって取得することと、
　前記セルについての前記輻輳状態情報、前記セルについての前記リソース関連情報、及
び前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者関連情報に応じて、
前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥに対するサービス品質（ＱｏＳ）ポリシー及
び／又は課金ポリシーを前記ＰＣＲＦによって生成することと、
　前記ＰＣＥＦが前記ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを実行することを可能にす
るために、前記ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーをポリシー及び課金実施機能エン
ティティ（ＰＣＥＦ）に前記ＰＣＲＦによって送信することと、
　を備える、サービスを制御する方法。
【請求項２】
　前記アクセスネットワーク装置によって送信されたセルについての輻輳状態情報、前記
セルについてのリソース関連情報、及び前記セル内のアクティブ状態にあるＵＥについて
の加入者関連情報を前記ＰＣＲＦによって取得することの後、
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　前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者関連情報に応じて、前記
セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者加入情報を前記ＰＣＲＦによっ
て取得することと、
　前記セルについての前記輻輳状態情報、前記セルについての前記リソース関連情報、前
記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者関連情報、及び前記セル
内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者加入情報に応じて、前記セル内
のアクティブ状態にある前記ＵＥに対する前記ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを
前記ＰＣＲＦによって生成し、前記ＰＣＥＦが前記ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシ
ーを実行することを可能にするために、前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥに対
する前記ＱｏＳポリシー及び／又は前記課金ポリシーを前記ＰＣＥＦに前記ＰＣＲＦによ
って送信することと、
　を更に備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ベアラバインディング及びイベントレポーティング機能エンティティ（ＢＢＥＲＦ）が
前記ＱｏＳポリシーを実行することを可能にするために、前記ＱｏＳポリシーを前記ＢＢ
ＥＲＦに前記ＰＣＲＦによって送信することを更に備える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　セル輻輳状態を検出して送信することを前記アクセスネットワーク装置に指令するため
に、前記セル輻輳状態を検出するシグナリングを前記ＰＣＥＦ若しくは保守運用管理（Ｏ
Ｍ）システムを介して又は直接的に前記アクセスネットワーク装置に前記ＰＣＲＦによっ
て送信し、前記アクセスネットワーク装置が前記セルが輻輳していることを検出したとき
、前記アクセスネットワーク装置によって前記ＰＣＥＦ若しくは前記ＯＭシステムを介し
て又は直接的に送信された前記セルのセル輻輳指示情報を前記ＰＣＲＦによって受信し、
前記セル輻輳指示情報に応じて前記セルについての前記輻輳状態情報を前記ＰＣＲＦによ
って取得することか、又は、
　前記アクセスネットワーク装置が前記セルのセル輻輳イベントを検出したとき、セル輻
輳状態を送信することを前記アクセスネットワーク装置に指令するために、セル輻輳イベ
ントを前記ＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介して又は直接的に前記アクセスネットワー
ク装置に前記ＰＣＲＦによって送信し、前記アクセスネットワーク装置が前記セルが輻輳
していることを検出したとき、前記アクセスネットワーク装置によって前記ＰＣＥＦ若し
くは前記ＯＭシステムを介して又は直接的に送信されたセル輻輳イベント及びセル識別情
報を前記ＰＣＲＦによって受信し、前記セル輻輳イベントに応じて前記セルについての前
記輻輳状態情報を前記ＰＣＲＦによって取得すること
　を更に備える、請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　セルリソースに問い合わせるシグナリングを前記ＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介し
て又は直接的に前記アクセスネットワーク装置に前記ＰＣＲＦによって送信し、
　前記アクセスネットワーク装置によって前記ＰＣＥＦ若しくは前記ＯＭシステムを介し
て又は直接的に送信された前記セルについての前記リソース関連情報を前記ＰＣＲＦによ
って受信することを更に備える、
　請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者関連情報は、前記セ
ル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者リスト情報を含むか、又は、
　前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者関連情報は、前記セ
ル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者リスト情報と、前記セル内のアク
ティブ状態にある前記ＵＥについての変化情報とを含む、
　請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
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　前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者情報を問い合わせること
を前記アクセスネットワーク装置に指令するために、前記セル内のアクティブ状態にある
前記ＵＥに問い合わせるシグナリングを前記ＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介して又は
直接的に前記アクセスネットワーク装置に前記ＰＣＲＦによって送信し、
　前記アクセスネットワーク装置によって前記ＰＣＥＦ若しくは前記ＯＭシステムを介し
て又は直接的に送信された前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加
入者リスト情報を前記ＰＣＲＦによって受信することを更に備える、
　請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記アクセスネットワーク装置が前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥが変化し
ていることを検出したとき、変化している前記アクティブ状態にある前記ＵＥについての
情報を送信することを前記アクセスネットワーク装置に指令するために、前記セル内のア
クティブ状態にある前記ＵＥの変化を検出するシグナリングを、前記ＰＣＲＦによって前
記ＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介して又は直接的に前記アクセスネットワーク装置に
送信し、前記アクセスネットワーク装置によって前記ＰＣＥＦ若しくは前記ＯＭシステム
を介して又は直接的に送信された以下の情報：非アクティブ状態からアクティブ状態に変
化するアクティブ状態にあるＵＥについての識別情報、アクティブ状態から非アクティブ
状態に変化する非アクティブ状態にあるＵＥについての識別情報、前記セルから出るアク
ティブ状態にあるＵＥについての識別情報、及び前記セルに入るアクティブ状態にあるＵ
Ｅについての識別情報のうちの少なくとも１つのタイプを前記ＰＣＲＦによって受信する
こと、又は、
　前記アクセスネットワーク装置が前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥの以下の
イベント：ＵＳＥＲ＿ＩＮイベントと、ＵＳＥＲ＿ＯＵＴインベントと、ＵＳＥＲ＿ＡＣ
ＴＩＶＥイベントと、ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥイベントとのうちの少なくとも１つの
タイプを検出したとき、変化しているアクティブ状態にある前記ＵＥについての情報を送
信することを前記アクセスネットワーク装置に指令するために、以下のイベント：ＵＳＥ
Ｒ＿ＩＮイベントと、ＵＳＥＲ＿ＯＵＴインベントと、ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥイベント
と、ＵＳＥＲ＿ＤＥＡＣＴＩＶＥイベントとのうちの少なくとも１つのタイプを、前記Ｐ
ＣＲＦによって前記ＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介して又は直接的に前記アクセスネ
ットワーク装置に送信し、前記アクセスネットワーク装置によって前記ＰＣＥＦ若しくは
前記ＯＭシステムを介して又は直接的に送信された以下のイベント：ＵＳＥＲ＿ＩＮイベ
ントと、ＵＳＥＲ＿ＯＵＴインベントと、ＵＳＥＲ＿ＡＣＴＩＶＥイベントと、ＵＳＥＲ
＿ＤＥＡＣＴＩＶＥイベントとのうちの少なくとも１つのタイプと関連ＵＥ識別情報とを
前記ＰＣＲＦによって受信することを更に備える、
　請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　アクセスネットワーク装置によって送信されたセルについての輻輳状態情報、前記セル
についてのリソース関連情報、及び前記セル内のアクティブ状態にあるユーザ機器ＵＥに
ついての加入者関連情報を取得するように構成される取得モジュールと、
　前記セルについての前記輻輳状態情報、前記セルについての前記リソース関連情報、及
び前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者関連情報に応じて、
前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥに対するサービス品質（ＱｏＳ）ポリシー及
び／又は課金ポリシーを生成するように構成される決定モジュールと、
　ポリシー及び課金実施機能エンティティ（ＰＣＥＦ）が前記ＱｏＳポリシー及び／又は
課金ポリシーを実行することを可能にするために、前記ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポ
リシーを前記ＰＣＥＦに送信するように構成される送信モジュールと、
　を備える、サービスを制御する装置。
【請求項１０】
　前記取得モジュールは、前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加
入者関連情報に応じて、前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者加
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入情報を取得するように更に構成され、
　前記決定モジュールは、前記セルについての前記輻輳状態情報、前記セルについての前
記リソース関連情報、前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者
関連情報、及び前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者加入情報に
応じて、前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥに対する前記ＱｏＳポリシー及び／
又は前記課金ポリシーを生成するように更に構成され、
　前記送信モジュールは、前記ＰＣＥＦが前記ＱｏＳポリシー及び／又は課金ポリシーを
実行することを可能にするために、前記決定モジュールによって生成された前記ＱｏＳポ
リシー及び／又は前記課金ポリシーを前記ＰＣＥＦに送信するように構成される、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記送信モジュールは、ベアラバインディング及びイベントレポーティング機能エンテ
ィティ（ＢＢＥＲＦ）が前記ＱｏＳポリシーを実行することを可能にするために、前記Ｑ
ｏＳポリシーを前記ＢＢＥＲＦに送信するように更に構成される、
　請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記取得モジュールは、
　セル輻輳状態を検出して送信することを前記ネットワーク装置に指令するために、前記
セル輻輳状態を検出するシグナリングを前記ＰＣＥＦ若しくは保守運用管理（ＯＭ）シス
テムを介して又は直接的に前記アクセスネットワーク装置に送信し、前記アクセスネット
ワーク装置が前記セルが輻輳していることを検出したとき、前記アクセスネットワーク装
置によって前記ＰＣＥＦ若しくは前記ＯＭシステムを介して又は直接的に送信された前記
セルのセル輻輳指示情報を受信し、前記セル輻輳指示情報に応じて前記セルについての前
記輻輳状態情報を取得するように更に構成されるか、又は、
　前記アクセスネットワーク装置が前記セルのセル輻輳イベントを検出したとき、前記セ
ル輻輳状態を送信することを前記アクセスネットワーク装置に指令するために、前記セル
輻輳イベントを前記ＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介して又は直接的に前記アクセスネ
ットワーク装置に送信し、前記アクセスネットワーク装置が前記セルが輻輳していること
を検出したとき、前記アクセスネットワーク装置によって前記ＰＣＥＦ若しくは前記ＯＭ
システムを介して又は直接的に送信されたセル輻輳イベント及びセル識別情報を受信し、
前記セル輻輳イベントに応じて前記セルについての前記輻輳状態情報を取得するように更
に構成される、
　請求項９から１１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１３】
　前記取得モジュールは、セルリソースに問い合わせるシグナリングを前記ＰＣＥＦ若し
くはＯＭシステムを介して又は直接的に前記アクセスネットワーク装置に送信し、前記ア
クセスネットワーク装置によって前記ＰＣＥＦ若しくは前記ＯＭシステムを介して又は直
接的に送信された前記セルについての前記リソース関連情報を受信するように更に構成さ
れる、
　請求項９から１１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者関連情報は、前記セ
ル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者リスト情報を含むか、又は、
　前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者関連情報は、前記セ
ル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者リスト情報と、前記セル内のアク
ティブ状態にある前記ＵＥについての変化情報とを含む、
　請求項９から１１のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１５】
　前記取得モジュールは、
　前記セル内のアクティブ状態にある前記ＵＥについての加入者情報を問い合わせること
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を前記アクセスネットワーク装置に指令するために、前記セル内のアクティブ状態にある
前記ＵＥに問い合わせるシグナリングを前記ＰＣＥＦ若しくはＯＭシステムを介して又は
直接的に前記アクセスネットワーク装置に送信し、前記アクセスネットワーク装置によっ
て前記ＰＣＥＦ若しくは前記ＯＭシステムを介して又は直接的に送信された前記セル内の
アクティブ状態にある前記ＵＥについての前記加入者リスト情報を受信するように更に構
成される、
　請求項１４に記載の装置。
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