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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリシールールをコアデータコンテンツネットワークからモバイルネットワーク内のユ
ーザ端末に配信するための方法であって、前記方法は、
　前記コアデータコンテンツネットワーク内に配置されるモバイルオフロードゲートウエ
イ（ＭＯＧ）によって、移動加入者に関連付けられた少なくとも１つのモバイルポリシー
ルールを取得することと、
　前記少なくとも１つのモバイルポリシールールを前記ＭＯＧから前記ユーザ端末（ＵＥ
）に送信することとを含み、前記ユーザ端末は、前記移動加入者と関連付けられており、
前記少なくとも１つのモバイルポリシールールは、前記ユーザ端末が、特定の状況下で、
前記コアデータコンテンツネットワークと通信または接続することを防ぐように構成され
ており、さらに、
　前記モバイルネットワークと異なる通信ネットワークに前記ユーザ端末が接続できない
ことに基づいて、前記少なくとも１つのモバイルポリシールールに従って機能するように
前記ユーザ端末を構成することを含む、方法。
【請求項２】
　ポリシールールをコアデータコンテンツネットワークからモバイルネットワーク内のユ
ーザ端末に配信するための方法であって、前記方法は、
　前記コアデータコンテンツネットワーク内に配置されるモバイルオフロードゲートウエ
イ（ＭＯＧ）によって、移動加入者に関連付けられた少なくとも１つのモバイルポリシー
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ルールを取得することと、
　前記コアデータコンテンツネットワークの外部に配置されるユーザ端末（ＵＥ）と前記
ＭＯＧとの通信を確立することと、
　前記通信が確立された後に、前記ユーザ端末と前記ＭＯＧとの同期を確立することと、
　前記同期の確立後に、前記少なくとも１つのモバイルポリシールールを前記ＭＯＧから
前記ユーザ端末（ＵＥ）に送信することとを含み、前記ユーザ端末は、前記移動加入者と
関連付けられており、前記前記少なくとも１つのモバイルポリシールールは、前記ユーザ
端末が、特定の状況下で、前記コアデータコンテンツネットワークと通信または接続する
ことを防ぐように構成されており、さらに、
　前記少なくとも１つのモバイルポリシールールに従って機能するように前記ユーザ端末
を構成することを含む、方法。
【請求項３】
　ポリシールールをコアデータコンテンツネットワークからモバイルネットワーク内のユ
ーザ端末に配信するためのシステムであって、前記システムは、
　加入者に関連付けられた少なくとも１つのモバイルポリシールールを取得し、前記少な
くとも１つのモバイルポリシールールを自身から送信するように構成されたモバイルオフ
ロードゲートウエイ（ＭＯＧ）を備え、前記少なくとも１つのモバイルポリシールールは
、前記ユーザ端末が、特定の状況下で、前記コアデータコンテンツネットワークと通信ま
たは接続することを防ぐように構成されており、
　前記ＭＯＧは、
　　コアデータコンテンツネットワーク内に配置され、さらに、
　前記少なくとも１つのモバイルポリシールールを受信するように構成され、かつ、前記
モバイルネットワークと異なる通信ネットワークに前記ユーザ端末が接続できないことに
基づいて、前記少なくとも１つのモバイルポリシールールに従って機能するように構成さ
れたユーザ端末（ＵＥ）を備え、前記ユーザ端末はモバイルネットワーク内に配置される
、システム。
【請求項４】
　ポリシールールをコアデータコンテンツネットワークからモバイルネットワーク内のユ
ーザ端末に配信するためのシステムであって、前記システムは、
　加入者に関連付けられた少なくとも１つのモバイルポリシールールを取得し、前記少な
くとも１つのモバイルポリシールールを自身から送信するように構成されたモバイルオフ
ロードゲートウエイ（ＭＯＧ）を備え、前記少なくとも１つのモバイルポリシールールは
、前記ユーザ端末が、特定の状況下で、前記コアデータコンテンツネットワークと通信ま
たは接続することを防ぐように構成されており、
　前記ＭＯＧは、
　　コアデータコンテンツネットワーク内に配置され、
　　前記コアデータコンテンツネットワークの外部に配置されるユーザ端末（ＵＥ）との
通信が確立された後に、前記ユーザ端末との同期を確立し、
　　前記同期の確立後に、前記少なくとも１つのモバイルポリシールールを前記ユーザ端
末に送信するように構成されており、さらに、
　前記少なくとも１つのモバイルポリシールールを受信するように構成され、かつ前記少
なくとも１つのモバイルポリシールールに従って機能するように構成されたユーザ端末（
ＵＥ）を備え、前記ユーザ端末はモバイルネットワーク内に配置される、システム。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのモバイルポリシールールは、前記ユーザ端末によって生成され、
前記ユーザ端末から前記コアデータコンテンツネットワークに送信される信号メッセージ
を制限する、請求項３または４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのモバイルポリシールールは、バッテリー使用ポリシールール、無
線アクセスネットワークエアリンク測定ポリシールール、データネットワークスロットリ
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ングポリシールール、信号制御ポリシールール、およびユーザデータクォータポリシール
ールのうち少なくとも１つを含む、請求項３～５のいずれかに記載のシステム。
【請求項７】
　前記モバイルネットワークは、３ＧＰＰ無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）、３Ｇ　
ＲＡＮ、４Ｇ　ＲＡＮ、またはロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ＲＡＮを含む、
請求項３～６のいずれかに記載のシステム。
【請求項８】
　前記ＭＯＧは、PolicyandChargingRulesFunction（ＰＣＲＦ）ノードから前記少なくと
も１つのモバイルポリシールールを受信するように構成される、請求項３～７のいずれか
に記載のシステム。
【請求項９】
　前記ＭＯＧは、前記少なくとも１つのモバイルポリシールールについてPolicyandCharg
ingRulesFunction（ＰＣＲＦ）ノードに照会するように構成される、請求項３～８のいず
れか１項に記載のシステム。
【請求項１０】
　実行可能命令を含むコンピュータ読取可能プログラムであって、前記実行可能命令は、
コンピュータのプロセッサによって実行されると、
　コアデータコンテンツネットワーク内に配置されるモバイルオフロードゲートウエイ（
ＭＯＧ）によって、移動加入者に関連付けられた少なくとも１つのモバイルポリシールー
ルを取得することと、
　前記少なくとも１つのモバイルポリシールールを前記ＭＯＧから前記コアデータコンテ
ンツネットワークの外部に配置されるユーザ端末（ＵＥ）に送信することとを含み、前記
ユーザ端末は、前記移動加入者と関連付けられており、前記少なくとも１つのモバイルポ
リシールールは、前記ユーザ端末が、特定の状況下で、前記コアデータコンテンツネット
ワークと通信または接続することを防ぐように構成されており、さらに、
　前記ユーザ端末が含まれるモバイルネットワークと異なる通信ネットワークに前記ユー
ザ端末が接続できないことに基づいて、前記少なくとも１つのモバイルポリシールールに
従って機能するように前記ユーザ端末を構成することを含むステップを行うよう前記コン
ピュータを制御する、コンピュータ読取可能プログラム。
【請求項１１】
　実行可能命令を含むコンピュータ読取可能プログラムであって、前記実行可能命令は、
コンピュータのプロセッサによって実行されると、
　コアデータコンテンツネットワーク内に配置されるモバイルオフロードゲートウエイ（
ＭＯＧ）によって、移動加入者に関連付けられた少なくとも１つのモバイルポリシールー
ルを取得することと、
　前記コアデータコンテンツネットワークの外部に配置されるユーザ端末（ＵＥ）と前記
ＭＯＧとの通信を確立することと、
　前記通信が確立された後に、前記ユーザ端末と前記ＭＯＧとの同期を確立することと、
　前記同期の確立後に、前記少なくとも１つのモバイルポリシールールを前記ＭＯＧから
前記コアデータコンテンツネットワークの外部に配置されるユーザ端末（ＵＥ）に送信す
ることとを含み、前記ユーザ端末は、前記移動加入者と関連付けられており、前記少なく
とも１つのモバイルポリシールールは、前記ユーザ端末が、特定の状況下で、前記コアデ
ータコンテンツネットワークと通信または接続することを防ぐように構成されており、さ
らに、
　前記少なくとも１つのモバイルポリシールールに従って機能するように前記ユーザ端末
を構成することを含むステップを行うよう前記コンピュータを制御、コンピュータ読取可
能プログラム。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つのモバイルポリシールールは、前記ユーザ端末によって生成されて
前記ユーザ端末から前記コアデータコンテンツネットワークに送信される信号メッセージ
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を制限する、請求項１０または１１に記載のコンピュータ読取可能プログラム。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つのモバイルポリシールールは、バッテリー使用ポリシールール、無
線アクセスネットワークエアリンク測定ポリシールール、データネットワークスロットリ
ングポリシールール、信号制御ポリシールール、およびユーザデータクォータポリシール
ールのうち少なくとも１つを含む、請求項１０～１２のいずれかに記載のコンピュータ読
取可能プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　優先権主張
　本願は、２０１２年７月２０日付けで提出された米国仮特許出願第６１／６７４，２７
０号の利益を主張する。当該出願の開示全体を引用によってここに援用する。
【０００２】
　技術分野
　ここに記載される主題は、モバイル装置管理およびポリシー配信に関する。特にここに
記載される主題は、ポリシールールをモバイルエッジに配信するためのシステム、方法、
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
　モバイルブロードバンドネットワークでは、他の種類のデータネットワークでのように
、アクセスネットワークは加入者およびユーザのプラン、階層、およびクォータを典型的
に認識していない。加入者認識型、アプリケーション認識型、装置認識型、クォータ認識
型、および／またはプラン認識型であるネットワーク要素によってネットワーク内の信号
フローが受信される時までに、アクセスネットワークインフラストラクチャ内の貴重なリ
ソースが消費されてしまっている。進行中のモバイルブロードバンドネットワークの発展
により、ネットワークオペレータは、それらの周波数保有からaverage revenue per user
（ＡＲＰＵ）を向上させることと、階層またはプランに関係なくすべての加入者について
劣化しているユーザ体感品質（ＱｏＥ）に対処することとの両方についてますます動機付
けられている。ＱｏＥの劣化に寄与する１つの要因は、スマートデバイスおよびスマート
デバイスアプリケーションの急増によって生じる制御信号輻輳量の増大である。アクセス
ネットワークインフラストラクチャベースのソリューションによってこれらの課題に対処
することを試みるソリューションは問題を解決しない。たとえば、より多くのセルタワー
をインストールすること、帰路容量を増大させること、または小さなセル（たとえばピコ
セルおよびフェムトセル）の展開によってスペクトル利用を向上させることによって、ネ
ットワークをオーバープロビジョニングすることは、ネットワークによって採用される手
段であり得る。しかしながら、これらのアクセスネットワークベースのソリューションは
、信号輻輳の問題をネットワークから取り除くのではなく、モバイルネットワーク内のよ
り小さい領域に問題を分散するにすぎない。
【０００４】
　したがって、ポリシールールをモバイルエッジに配信するためのシステム、方法、およ
びコンピュータ読取可能媒体の必要性がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　概要
　一局面によれば、ここに記載される主題は、モバイルネットワークにおいてデータコン
テンツネットワークからユーザ端末にポリシールールを配信するための方法、システムお
よびコンピュータ読取可能媒体を含み、開示される。一実施形態では、当該方法は、コア
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データコンテンツネットワーク内に配置されるモバイルオフロードゲートウエイ（ＭＯＧ
）によって、移動加入者に関連付けられた少なくとも１つのモバイルポリシールールを取
得することを含む。当該方法はさらに、少なくとも１つのモバイルポリシールールをＭＯ
Ｇからコアデータコンテンツネットワークの外部に配置されるユーザ端末（ＵＥ）に送信
することを含み、ＵＥは、移動加入者と関連付けられており、さらに、少なくとも１つの
モバイルポリシールールに従って機能するようにＵＥを構成することを含む。
【０００６】
　モバイルエッジにポリシールールを配信するためのここに記載される主題は、ハードウ
ェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそのいずれかの組合せで実装され得る。し
たがって、ここで使用される「機能」、「モジュール」、または「ノード」という用語は
ハードウェアを指し、記載される特徴を実装するために、ソフトウェアおよび／またはフ
ァームウェアコンポーネントも含み得る。典型的な一実装例では、ここに記載される主題
は、コンピュータ実行可能命令をその上に格納したコンピュータ読取可能媒体であって、
実行可能命令は、コンピュータのハードウェアベースのプロセッサによって実行されると
ステップを行うようコンピュータを制御するコンピュータ読取可能媒体を用いて実装され
得る。ここに記載される主題を実装するのに好適な典型的なコンピュータ読取可能媒体は
、ディスクメモリデバイス、チップメモリデバイス、プログラム可能論理装置、および特
定用途向け集積回路などの非一時的なコンピュータ読取可能媒体を含む。その上、ここに
記載される主題を実装するコンピュータ読取可能媒体は、単一の装置もしくはコンピュー
ティングプラットフォーム上に配置され得るか、または複数の装置もしくはコンピューテ
ィングプラットフォームにわたって配信され得る。
【０００７】
　図面の簡単な説明
　ここに記載される主題の好ましい実施形態について、添付図面を参照して説明する。同
じ参照符号は同じ部分を表す。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】ここに記載される主題の実施形態に係る、ポリシールールをモバイルエッジに配
信するための典型的なシステムを例示するブロック図である。
【図２】ここに記載される主題の実施形態に係る、第１の組のポリシールールのモバイル
エッジへの配信を例示する通話フロー図である。
【図３】ここに記載される主題の実施形態に係る、第２の組のポリシールールのモバイル
エッジへの配信を例示する通話フロー図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　詳細な説明
　本主題は、ポリシールールをモバイルエッジに配信するための方法、システム、および
コンピュータ読取可能媒体を導入する。図１は、通信可能に接続されるユーザ端末（ＵＥ
）装置１０２、モバイルネットワーク１０４（たとえば「モバイルアクセスネットワーク
」）、およびコアデータコンテンツネットワーク１０６（たとえば「コアネットワーク」
）を含む典型的なシステム１００を表す。ＵＥ１０２は、携帯用ハンドセット、スマート
フォン、タブレット、またはあるネットワークタイプから別のネットワークタイプに移動
することができ、かつ異なるタイプのネットワークに属することができる他の装置などの
いずれかのモバイル装置を含み得る。一実施形態では、ＵＥ１０２は、ハードウェアベー
スプロセッサ１２１と、ポリシーなどのポリシールールをモバイル（ＰＯＴＭ）１２２に
格納するように構成されたメモリコンポーネント１２０とを含み得る。
【００１０】
　モバイルネットワーク１０４は、コアネットワーク（たとえばコアネットワーク１０６
）へのアクセスをＵＥ１０２に提供することが可能ないずれかの種類のモバイルまたはセ
ルベースネットワークを含み得る。一実施形態では、モバイルネットワーク１０４は、３
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ＧＰＰ無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）、３Ｇ　ＲＡＮ、４Ｇ　ＲＡＮ、ロングター
ムエボリューション（ＬＴＥ）ＲＡＮなどを含み得る。モバイルネットワーク１０４は、
ＵＥ１０２に通信可能に接続され得る。たとえば、無線エアリンクは、モバイルネットワ
ーク１０４の付近またはモバイルネットワーク１０４内に配置され得るＵＥ１０２と、モ
バイルネットワーク１０４に位置決めされるセルタワーとの間に確立され得る。とりわけ
、ＵＥ１０２とモバイルネットワーク１０４との間でなされるすべての通信（たとえば信
号経路およびベアラー／データコンテンツ経路）はエアリンクを介して行われる。モバイ
ルネットワーク１０４は、基地局コントローラ（ＢＳＣ）、無線ネットワークコントロー
ラ、ＮｏｄｅＢ、またはベースステーションもしくはセルタワー内に取付けられるかもし
くは組込まれるｅｖｏｌｖｅｄ　ＮｏｄｅＢ（ｅＮｏｄｅＢ）などのコントローラユニッ
ト１０８を含み得る。コントローラユニット１０８は、パケットゲートウェイ（ＰＧＷ）
１１０にも接続され得る。ＰＧＷ１１０は、モバイルネットワーク１０４中に存在する加
入者に対してサービスを提供するワイヤレスネットワークのいずれかのコンポーネントを
含み得る。一実施形態では、ＰＧＷ１１０は、Ｗｉ－Ｆｉネットワークの範囲にはなく、
かつ／またはＷｉ－Ｆｉネットワークを利用していないＵＥに対してサービスを提供する
ＬＴＥネットワークコンポーネントであり得る。ＰＧＷ１１０は、モバイルネットワーク
１０４とコアネットワーク１０６とを通信可能に接続するようにも構成され得る。
【００１１】
　コアデータコンテンツネットワーク１０６は、モビリティオフロードゲートウェイ（Ｍ
ＯＧ）１１２、Access Network Discovery and Selection Function（ＡＮＤＳＦ）ノー
ド１１４、およびPolicy and Charging Rules Function（ＰＣＲＦ）ノード１１６を含み
得る。一実施形態では、ＭＯＧ１１２は、ＵＥおよび関係するセッションのために実行す
べきポリシーについてネットワーク内の他のノードに命令するネットワークポリシーイン
フラストラクチャに属するネットワークエレメントである。たとえばＭＯＧ１１２は、ポ
リシーインフラストラクチャの一部であり、かつコアネットワーク１０６（たとえば３Ｇ
ＰＰネットワーク）からＵＥ１０２へのポリシーオフロードプロセスを管理するように構
成された、モバイルポリシーゲートウエイ（ＭＰＧ）などのスタンドアローンのノードで
あり得る。ＭＯＧ１１２はさらに、ＰＣＲＦノード１１６などのポリシーサーバに接続す
るように構成される。ＭＯＧ１１２は、ローカルＷｉＦｉネットワーク（たとえば空港、
店舗、レストラン等のような、パブリックユーザに提供される既存のＷｉ－Ｆｉネットワ
ーク）のＵＥ１０２に通知することと、ローカルＷｉＦｉネットワークに接続するための
信用証明書をＵＥ１０２に提供することとを担当し得る。一実施形態では、ＭＯＧ１１２
は、（たとえばＰＣＲＦノード１１６に統合された）インフラストラクチャの一部である
別のノードに統合され得る。
【００１２】
　一実施形態では、ＰＣＲＦノード１１６は、ネットワークポリシールール（または「ポ
リシー」）を格納し、かつ他のノードからのクエリに応答してそのようなポリシールール
を提供するように構成され得る。たとえば、ＰＣＲＦノード１１６は、「Policy On The 
Mobile」（ＰＯＴＭ）などの１つ以上のモバイルポリシールールを生成し、ＭＯＧ１１２
に提供するように構成され得る。別の実施形態では、ＰＣＲＦノード１１６は、少なくと
も１つのモバイルポリシールールを要求するＭＯＧ１１２からのクエリを受信し得る。Ｍ
ＯＧ１１２は、ＰＣＲＦノード１１６によって提供されるポリシールールをＰＯＴＭデー
タベースまたはメモリ（ＰＯＴＭＳ１１８として図１に示す）に格納し得る。ＭＯＧ１１
２は、ＵＥ１０２が３ＧＰＰ以外のアクセスネットワーク（たとえばＷｉ－ＦｉまたはＷ
ｉＭａｘアクセスネットワーク）を発見するのを助けることを担うＡＮＤＳＦノード１１
４にも接続され（または統合され）得る。ＡＮＤＳＦノード１１４は、ＵＥ１０２へのア
クセスネットワーク接続に関するポリシールールを提供するようにも構成され得る。
【００１３】
　本主題は、ネットワークオペレータがＵＥ１０２の機能的挙動を制御することを可能に
するユーザ端末に１組のポリシールールをオフロードすることに関係する。そのようなポ
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リシーベースルールは、ＵＥ１０２上に、バッテリー使用ポリシールール、無線アクセス
ネットワークエアリンク測定ポリシールール、データネットワークスロットリングポリシ
ールール、階層ベース加入ポリシールール、信号制御ポリシールール、ユーザデータクォ
ータポリシールール等を含み得る。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、提供されるポリシールールは、特定の状況下でＵＥ１０２が
モバイルネットワーク１０４を介してコアネットワーク１０６と不必要に通信することお
よび／または接続することを防ぐように構成される。したがって、ネットワークレベルの
リソースの使用状況および容量は、加入者感度を含み得るオペレータ管理サービスのため
に保持することができる。たとえば、ネットワークオペレータは、特定の期間中（たとえ
ば「ピーク」または「ビジー」時間中）にモバイルデータインターフェイスのスイッチを
切るようにＵＥに命令するポリシールールをブロンズ階層加入者のＵＥにオフロードし得
る。その上、オフロードされたポリシールールは、指定された期間中にＵＥ１０２にＷｉ
－Ｆｉインターフェイスを起動させてもさせなくてもよい。他のオフロードされたポリシ
ールールにより、トップ（ＯＴＴ）ビデオストリーミングアプリケーションなどのデータ
集約型アプリケーションのためにＵＥがデータネットワークにアクセスするのを防ぎ得る
。また、オペレータコアのネットワークインテリジェンスは、ＵＥ上にすでにプロビジョ
ニングされているダイナミックポリシールールを誘導するために使用され得る。そのよう
な１つの例は、コアオペレータネットワークが輻輳している時間（たとえばビジー時間中
）にＵＥ上でアプリケーションスロットリングポリシールールを使用することである。な
お、ＵＥ１０２がコアネットワーク１０６に直接接続される場合、またはＵＥ１０２がア
クセスネットワーク（たとえばＲＡＮ１０４）もしくはＷｉＭａｘもしくはＷｉＦｉなど
の何らかの他のアクセス技術によってコアネットワーク１０６に接続される場合のいずれ
かに、これらのポリシールールをインストールすることができる。
【００１５】
　ＷｉＦｉネットワークにオフロードするようＵＥに命令するローカルポリシールールの
プロビジョニングを例示する典型的な通話フローを図２および図３に示す。たとえば、図
２は、ネットワーク登録プロシージャを行うＵＥ１０２およびＭＯＧ１１２を図示する。
ＭＯＧ１１２は、命令メッセージ２０１をＵＥ１０２に送信することによって登録プロシ
ージャを開始し得る。とりわけ、命令メッセージ２０１は、ＭＯＧ１１２への接続を開始
するようＵＥ１０２に命令する信号メッセージを含み得る。応答して、ＵＥ１０２は、接
続応答メッセージ２０２をＭＯＧ１１２に送信して、接続を確立し得る。別の実施形態で
は、ＵＥ１０２は、単独で（つまり命令メッセージ２０１を受信することなく）ＭＯＧ１
１２への接続を要求しかつ／または開始し得る。ＵＥ１０２およびＭＯＧ１１２が通信可
能に接続された後で、ＭＯＧ１１２は、同期要求メッセージ２０３をＵＥ１０２に送信し
得る。ＵＥ１０２は次いで、同期信号メッセージ２０４によって応答する。
【００１６】
　信号メッセージ２０３～２０４の交換後、ＭＯＧ１１２は、少なくとも１つのモバイル
ポリシールールまたはＰＯＴＭを含む同期応答メッセージ２０５を送信する。図２では、
メッセージ２０５は、ｉ）ローカルクォータ適用ポリシールールと、ｉｉ）「ユーチュー
ブ」時間ベース制限ポリシールールとを含む２つのＰＯＴＭを含む。たとえば、ローカル
クォータ適用ポリシールールは、ＵＥ１０２が１日当たり５ＧＢを越えるデータコンテン
ツをダウンロードするのを制限するポリシールールを含み得る。同様に、ユーチューブ制
限ポリシールールは、午後４時と午後８時との間（たとえば「ビジー／ピーク時間」）の
いずれかの時刻に３ＧＰＰデータアクセスネットワークを介してユーチューブをダウンロ
ードおよび／またはアクセスしないようＵＥ１０２に命令し得る。モバイルポリシールー
ル（たとえばＰＯＴＭ１２２）がＵＥ１０２のメモリ１２０にローカルにプロビジョニン
グされた（たとえばＰＯＴＭがロードされかつ／またはインストールされた）後、ＵＥ１
０２は次いで、モバイルポリシールールに従って機能するように構成され得る。
【００１７】
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　図２において、ＵＥ１０２は続いて、ＰＧＷ１１０を介してデータネットワークにアク
セスする。図２は、午後１２時に、加入者の一日のクォータが使い果たされており、３Ｇ
ＰＰデータアクセスがスロットリングされ、調整され、かつ／または中止されるように、
関連付けられたローカルポリシーがトリガされることを示す。その結果、ＵＥ１０２によ
って生成される信号は、３ＧＰＰデータネットワークを介して送信されない。したがって
、利用可能な場合はＷＬＡＮアクセスのみがＵＥ１０２によってアクセスされ得る。
【００１８】
　図３では、ＵＥ１０２およびＭＯＧ１１２がネットワーク登録プロシージャを行うもの
として図示される。一実施形態では、ＭＯＧ１１２は、ＵＥ１０２に命令メッセージ３０
１を送信し得る。とりわけ、命令メッセージ３０１は、ＭＯＧ１１２への接続を開始する
ようＵＥ１０２に命令する信号メッセージを含み得る。応答して、ＵＥ１０２は、ＭＯＧ
１１２に接続応答メッセージ３０２を送信して、接続を確立し得る。別の実施形態では、
ＵＥ１０２は、単独で（たとえば命令メッセージ３０１を受信することなく）ＭＯＧ１１
２への接続を要求しかつ／または開始し得る。ＵＥ１０２およびＭＯＧ１１２が通信可能
に接続された後、ＭＯＧ１１２は、同期要求メッセージ３０３をＵＥ１０２に送信し得る
。ＵＥ１０２は次いで、同期信号メッセージ３０４によって応答する。信号メッセージ３
０３～３０４の交換後、ＭＯＧ１１２は、少なくとも１つのモバイルＰＯＴＭを含む同期
応答メッセージ３０５を送信する。図３では、メッセージ３０５のＰＯＴＭは、ｉ）ロー
カルクォータ適用ポリシールールと、ｉｉ）ソーシャルネットワーキング制限ポリシール
ールとを含む。たとえば、ローカルクォータ適用ポリシールールは、１日当たり５ＧＢを
越えるデータコンテンツをＵＥ１０２がダウンロードするのを制限するポリシールールを
含み得る。同様に、ソーシャルネットワーキング制限ポリシールールは、午後４時と午後
８時との間（たとえば「ビジー／ピーク時間」）のいずれかの時刻に３ＧＰＰデータアク
セスネットワークを介してＵＥ１０２がいずれかのソーシャルネットワーキングサイトを
実行するかまたはアクセスすることを防ぎ得る。とりわけ、ＵＥ１０２は、いずれかのソ
ーシャルネットワーキングアプリケーションと関係のあるいかなる信号メッセージを発行
することも妨げられ得る。モバイルポリシールール（たとえばＰＯＴＭ１２２）がＵＥ１
０２のメモリ１２０にローカルにプロビジョニングされた後（たとえば、ＰＯＴＭがロー
ド／インストールされた）後、ＵＥ１０２は次いで、モバイルポリシールールに従って機
能するように構成され得る。
【００１９】
　図３では、ＵＥ１０２は続いて、ＰＧＷ１１０を介してデータネットワークにアクセス
する。図３は、午後４時に、加入者がソーシャルネットワーキングアプリケーション／ウ
ェブサイトにアクセスするのを妨げることを担うポリシールールがトリガされることも示
す。したがって、ＵＥ１０２によって生成されるソーシャルネットワーキングに関係する
信号はすべてスロットリングされ、調整され、かつ／または中止される。その結果、ＵＥ
１０２によって生成される信号メッセージは、３ＧＰＰデータネットワークを介してソー
シャルネットワーキングアプリケーションに送信されない。したがって、利用可能かつ／
または可能であれば、ソーシャルネットワーキングアプリケーションは、ＷＬＡＮアクセ
スを介してＵＥ１０２によってのみアクセスされ得る。
【００２０】
　本主題は、ＵＥがＷｉＦｉネットワークに接続することができない場合に生じる問題に
対処する。より具体的には、ＷｉＦｉまたはＷｉＭａｘネットワークへのオフロードが可
能でない場合、提案されている主題がＵＥ１０２の挙動を規定する。しかしながら、本主
題の重要な１つの貢献は、ＱｏＥに関連した重要なＵＥ測定値がコアネットワークインタ
ーフェイスを介して測定され得るという事実である。その場合、コアネットワークオペレ
ータは、このＵＥ測定情報を用いてネットワーク最適化を行ない得る。これまでのところ
ＵＥのパフォーマンス／ＱｏＥはアクセスネットワークのドメインであり、コアネットワ
ークによってアクセス可能ではない。これによりポリシーおよびネットワークリソースの
使用が適用される。本主題によって、サービス水準保証（ＳＬＡ）と一致するやり方でネ
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ットワークオペレータがネットワーク最適化を行うことも可能になるであろう。
【００２１】
　ここに記載される主題の様々な詳細は、ここに記載される主題の範囲から逸脱すること
なく変更され得ることが理解されるであろう。さらに、上記の記載は、限定の目的ではな
く例示の目的にすぎない。

【図１】 【図２】
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【図３】
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