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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のデータネットワークを有する移動パケットネットワークにおける意思決定方法で
あって、
　ポリシー決定機能（ＰＤＦ）が、アプリケーション機能（ＡＦ）から、アクセスネット
ワーク情報とアクセスユーザ情報とを含むアプリケーションセッション情報を受信するス
テップであって、前記アクセスユーザ情報がユーザ端末（ＵＥ）のＩＰアドレスを含み、
前記アクセスネットワーク情報がパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）識別子を含む、
ステップと、
　前記ＰＤＦが、前記アプリケーションセッション情報に従ってポリシー及び課金の決定
を行うステップと、
　前記ＰＤＦにより、前記ＡＦからの前記アプリケーションセッション情報に従ってＩＰ
接続用アクセスネットワーク（ＩＰ－ＣＡＮ）セッションを確定し、ポリシー及び課金ル
ールを生成するステップと、
　前記ＰＤＦが、前記ポリシー及び課金ルールを、ポリシー及び課金施行機能（ＰＣＥＦ
）に配信し、ポリシー及び課金決定を施行するステップと、
　を含む意思決定方法。
【請求項２】
　前記ＡＦにより、前記アクセスネットワーク情報と前記アクセスユーザ情報とを含む前
記アプリケーションセッション情報を前記ＵＥから受信するステップと、
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　前記ＡＦにより、前記アクセスネットワーク情報と前記アクセスユーザ情報とを前記Ｐ
ＤＦに送信するステップと、
　をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の意思決定方法。
【請求項３】
　ネットワークにより、前記アクセスネットワーク情報と前記アクセスユーザ情報とをＩ
Ｐ－ＣＡＮ設定過程において前記ＵＥへ送信するステップを更に含むことを特徴とする、
請求項２に記載の意思決定方法。
【請求項４】
　アクセスゲートウェイが、前記ＵＥのユーザ識別子と、ＩＰアドレスと、前記ＰＤＮ識
別子を含むＩＰ接続用アクセスネットワーク（ＩＰ－ＣＡＮ）セッション生成指示を、前
記ＰＤＦへ送信するステップと、
　前記ＰＤＦにより、前記ＵＥのユーザ識別子と前記ＩＰアドレスと前記ＰＤＮ識別子と
の間のマッピング関係を記録するステップと、
　を更に含むことを特徴とする、請求項１に記載の意思決定方法。
【請求項５】
　前記アプリケーションセッション情報に従ってポリシー及び課金の決定を行う前記ステ
ップは、
　前記ＰＤＦにより、前記マッピング関係と前記ＵＥの前記ユーザ識別子とに従ってユー
ザの加入者データベースを検索するステップと、
　前記ＰＤＦにより，ポリシー及び課金ルールを生成するステップと、
　を含むことを特徴とする、請求項４に記載の意思決定方法。
【請求項６】
　前記ＰＣＥＦは、前記ＩＰ－ＣＡＮセッションに対応するＰＣＥＦであることを特徴と
する、請求項１に記載の意思決定方法。
【請求項７】
　複数のデータネットワークを有する移動パケットネットワークのポリシー決定機能（Ｐ
ＤＦ）であって、
　アプリケーション機能（ＡＦ）から、アクセスネットワーク情報とアクセスユーザ情報
とを含むアプリケーションセッション情報を受信し、前記アクセスユーザ情報がユーザ端
末（ＵＥ）のＩＰアドレスを含み、前記アクセスネットワーク情報がパケットデータネッ
トワーク（ＰＤＮ）識別子を含むように構成された受信モジュールと、
　前記ＡＦからの前記アプリケーションセッション情報に従ってＩＰ接続用アクセスネッ
トワーク（ＩＰ－ＣＡＮ）セッションを確定し、ポリシー及び課金ルールを生成するよう
に構成されたポリシー及び課金ルール生成サブモジュールと、
　前記ポリシー及び課金ルールを、ポリシー及び課金施行機能（ＰＣＥＦ）に配信し、ポ
リシー及び課金決定を施行するように構成された配信サブモジュールと、
　を備える、ＰＤＦ。
【請求項８】
　前記ＰＤＮ識別子は、アクセスポイント名（ＡＰＮ）ネットワーク識別子とアクセスゲ
ートウェイアドレスとの少なくとも１つ含むことを特徴とする、請求項７に記載のＰＤＦ
。
【請求項９】
　前記ＰＤＦは、ポリシー及び課金ルール機能（ＰＣＲＦ）とポリシー決定機能の１つで
あることを特徴とする、請求項８のいずれか１項に記載のＰＤＦ。
【請求項１０】
　アクセスネットワーク情報とアクセスユーザ情報とを含むアプリケーションセッション
情報を提供するように構成されたアプリケーション機能（ＡＦ）と、
　請求項７～９の何れか１項に記載のポリシー決定機能（ＰＤＦ）と、
　を備える、意思決定システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００２】
　本発明は通信技術に関し、特に意思決定方法、意思決定システム及びポリシー決定機能
（ＰＤＦ）に関する。
【背景技術】
【０００３】
　移動ネットワークには２つの部分がある。回線交換（ＣＳ）ドメインとパケット交換（
ＰＳ）ドメインとである。ＣＳドメインは従来のＣＳ音声サービスを行い、ＰＳドメイン
はＰＳサービスを提供する。パケットネットワークでマルチメディアサービスを提供する
ために、通信ネットワークはＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）を更に含む。Ｉ
ＭＳネットワークはパケットネットワークを介してマルチメディアサービスを提供し、Ｃ
Ｓドメインに代わって音声サービスを提供することができる。
【０００４】
　移動パケットネットワークにポリシー及び課金制御を実装するために、第３世代パート
ナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）が、ポリシー及び課金制御（ＰＣＣ）アーキテクチ
ャを導入している。ＰＣＣアーキテクチャにおいては、ポリシー及び課金制御機能（ＰＣ
ＲＦ）が、ＩＭＳネットワークの、プロキシ呼セッション制御機能（Ｐ－ＣＳＣＦ）等の
アプリケーション機能（ＡＦ）から要求を受信し、対応するサービス品質（ＱｏＳ）ルー
ルを生成するように、ポリシー及び課金ルールを生成し、３ＧＰＰの発展型パケットシス
テム（ＥＰＳ）ネットワークアーキテクチャ等のポリシー及び課金施行機能（ＰＣＥＦ）
におけるパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ（ＰＧＷ）へＱｏＳルール
を配信する。
【０００５】
　上記のアーキテクチャでは、ＡＦによりＰＣＲＦへ配信されるポリシー要求において、
ユーザ識別子、又は１つのユーザ端末（ＵＥ）のＩＰアドレスによってユーザを識別可能
である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、既存のＩＭＳネットワークアーキテクチャにおいては、移動パケットネットワ
ークへのアクセスにＵＥが使用するユーザ識別子を、ＩＭＳネットワークは認識しない。
【０００７】
　実際に、移動パケットネットワークがユーザに割り当てるＩＰアドレスはグローバルユ
ニークではない。例えば、移動パケットネットワークがＵＥに割り当てるプライベートネ
ットワークＩＰアドレスは、移動パケットネットワークの別のデータネットワーク上で重
複している可能性がある。更に、ＡＦとＵＥとが別々の移動パケットネットワーク上にあ
って、ＵＥの訪問先エリアの移動パケットネットワークによりＵＥのアドレスが割り当て
られる場合、そのＵＥのＩＰアドレスは、ホーム移動パケットネットワーク、又は他の訪
問先移動パケットネットワークにより割り当てられるＩＰアドレスと重複する可能性があ
る。
【０００８】
　本発明の実施形態を展開する中で、発明者は、上記の場合にはＩＰアドレスがユーザを
一意的に識別しないことを見つけ出した。この場合には、ＡＦがポリシー要求を配信して
も、ＰＣＲＦは、ポリシー要求中のＩＰアドレスではユーザを確定できなく、従ってポリ
シー及び課金決定をすることができない。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の実施形態は、意思決定方法、意思決定システム及びＰＤＦを提供する。ＰＤＦ
は、ＡＦのアプリケーションセッション情報に従ってユーザを確定でき、ポリシー及び課



(4) JP 5256305 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

金決定をすることができる。
【００１０】
　本発明の実施形態で提供される意思決定方法が、アクセスネットワーク情報とアクセス
ユーザ情報とを含むアプリケーションセッション情報を受信するステップと、そのアプリ
ケーションセッション情報に従ってポリシー及び課金の決定を行うステップと、を含む。
【００１１】
　上記の意思決定方法では、アプリケーションセッション情報が、アクセスネットワーク
情報とアクセスユーザ情報とを含み、従って、ＰＤＦは、アクセスネットワーク情報とア
クセスユーザ情報とに従ってユーザを一意的に確定し、ポリシー及び課金の決定を行うこ
とができる。
【００１２】
　本発明の実施形態におけるＰＤＦが、アクセスネットワーク情報とアクセスユーザ情報
とを含むアプリケーションセッション情報を受信するように構成された受信モジュールと
、そのアプリケーションセッション情報に従ってポリシー及び課金の決定を行うように構
成された意思決定モジュールと、を備える。
【００１３】
　アプリケーションセッション情報に含まれるアクセスネットワーク情報とアクセスユー
ザ情報とに従って、ＰＤＦはユーザを一意的に確定し、ポリシー及び課金決定をすること
ができる。
【００１４】
　本発明の実施形態で与えられる意思決定方法が、アクセスネットワーク情報とアクセス
ユーザ情報とを含むアプリケーションセッション情報を提供するように構成されたＡＦと
、アプリケーションセッション情報を受信し、そのアプリケーションセッション情報に従
ってポリシー及び課金決定を行うように構成されたＰＤＦと、を備える。
【００１５】
　上記の意思決定システムでは、アプリケーションセッション情報が、アクセスネットワ
ーク情報とアクセスユーザ情報とを含み、従って、ＰＤＦは、アクセスネットワーク情報
とアクセスユーザ情報とに従ってユーザを一意的に確定し、ポリシー及び課金の決定を行
うことができる。
【００１６】
　本発明のもとでの技術的解決策を、添付の図面と好適な実施形態を参照して以下に詳述
する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１の実施形態による、意思決定方法のフローチャートである。
【図２】本発明の第２の実施形態による、意思決定方法の信号伝達のフローチャートであ
る。
【図３】本発明の第３の実施形態による、意思決定方法の信号伝達のフローチャートであ
る。
【図４】本発明の第４の実施形態による、意思決定方法の信号伝達のフローチャートであ
る。
【図５】本発明の第５の実施形態による、意思決定方法の信号伝達のフローチャートであ
る。
【図６】本発明の実施形態によるＰＤＦ構造を示す図である。
【図７】本発明の実施形態によるＰＤＦによる、意思決定モジュールの構造を示す図であ
る。
【図８】本発明の実施形態による意思決定システムの構造を示す図である。
【図９】本発明の実施形態による意思決定システムのＰＤＦ構造を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
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　以下の詳細な説明は、添付の図面を参照した本発明の実施形態の技術的解決策を対象と
している。説明する実施形態は、本発明の実施形態のすべてというよりは、その一部であ
る。更に、本明細書に示す実施形態から当業者が創造的努力なしに導き得るその他のすべ
ての実施形態は、本発明の範囲内にある。
【００１９】
　本発明の実施形態で提供される意思決定方法が、アクセスネットワーク情報とアクセス
ユーザ情報とを含むアプリケーションセッション情報を受信するステップと、そのアプリ
ケーションセッション情報に従ってポリシー及び課金の決定を行うステップと、を含む。
【００２０】
　図１は、本発明の第１の実施形態による意思決定方法のフローチャートである。図１に
示すように、この方法には以下のステップが含まれる。
【００２１】
　ステップａ：ＡＦがアプリケーションセッション情報をＰＤＦへ送信する。
【００２２】
　ＡＦはネットワーク上にアプリケーション機能を実装できるエンティティであり、例え
ば、３ＧＰＰ　ＰＣＣにおけるＡＦや、ＩＭＳネットワーク上のＰ－ＣＳＣＦ、等であり
、ＰＤＦはネットワーク上でポリシー及び課金を決定できるエンティティであり、例えば
３ＧＰＰ　ＰＣＣアーキテクチャにおけるＰＣＲＦや、３ＧＰＰ　Ｒｅｌ６のＰＤＦ等で
ある。上記のアプリケーションセッション情報は、アクセスネットワーク情報とアクセス
ユーザ情報とを含む。
【００２３】
　更に、アプリケーションセッション情報をＰＤＦへ送信する前に、ＡＦがＵＥと交信し
てアクセスネットワーク情報とアクセスユーザ情報とを取得してもよい。アクセスユーザ
情報は、ＵＥのＩＰアドレス、又はパケットユーザ識別子を含み、ＩＰアドレスは、ＩＰ
ｖ４アドレスあるいはＩＰｖ６アドレスのプレフィックスであってよい。
【００２４】
　アクセスユーザ情報がＵＥのＩＰアドレスを含む場合には、アクセスネットワーク情報
は、以下の識別子の少なくとも１つを含む。
【００２５】
       ・移動パケットネットワーク識別子
【００２６】
       ・ＰＤＮ識別子
【００２７】
　アクセスネットワーク情報中の移動パケットネットワーク識別子は、ＵＥにＩＰアドレ
スを割り当てる移動パケットネットワークの識別子である。ＵＥが訪問先ネットワークに
あり、ＵＥのＩＰアドレスが訪問先ネットワークによって割り当てられる場合には、アク
セスネットワーク情報中の移動パケットネットワーク識別子は、ＵＥの訪問エリアにおけ
る移動パケットネットワーク識別子であり、ＵＥのＩＰアドレスがホームネットワークに
よって割り当てられる場合には、アクセスネットワーク情報中の移動パケットネットワー
ク識別子は、ＵＥのホームエリアにおける移動パケットネットワーク識別子である。
【００２８】
　移動パケットネットワーク識別子は一般に、移動国コード（ＭＣＣ）と移動ネットワー
クコード（ＭＮＣ）とから構成される。
【００２９】
　アクセスポイント名（ＡＰＮ）は、ＡＰＮネットワーク識別子（ＮＩ）とＡＰＮオペレ
ータ識別子（ＯＩ）とから構成される。移動パケットネットワーク識別子はＡＰＮ　ＯＩ
であってもよいし、別のパラメータであってもよい。ＰＤＮ識別子は、ＡＰＮ　ＮＩとＰ
ＧＷアドレスとの少なくとも１つを含む。ＡＰＮ　ＮＩはＡＰＮに必須であり、ＰＤＮ識
別子を含んでもよい。ＡＰＮ　ＯＩは任意選択であり、移動パケットネットワーク識別子
を含んでもよい。
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【００３０】
　アクセスユーザ情報がＵＥのパケットユーザ識別子を含む場合には、アクセスネットワ
ーク情報は移動パケットネットワーク識別子を含む。移動パケットネットワーク識別子は
、ＵＥのホームエリアでの移動パケットネットワーク識別子である。
【００３１】
　ステップｂ：ＰＤＦは、アプリケーションセッション情報に従ってポリシー及び課金の
決定を行う。
【００３２】
　ＰＤＦは、アプリケーションセッション情報内のアクセスネットワーク情報とアクセス
ユーザ情報とによってユーザを確定し、そのユーザの加入者情報を取得してポリシー及び
課金ルールを生成する。ポリシー及び課金ルールは、課金情報及び／又はＱｏＳ情報を含
む。
【００３３】
　ＰＤＦは、ポリシー及び課金ルールをＰＣＥＦへ送信する。ＰＣＥＦは、ＰＧＷ、サー
ビングゲートウェイ（ＳＧＷ）、又は３ＧＰＰ　ＥＰＳにおける発展型パケットデータゲ
ートウェイ（ｅＰＤＧ）であってもよいし、あるいは３ＧＰＰではないネットワーク上の
、ポリシー及び課金を実行するユニットであってもよい。ＰＤＦは、アプリケーションセ
ッション情報内のアクセスネットワーク情報とアクセスユーザ情報とに従って、ＩＰ接続
用アクセスネットワーク（ＩＮＴＥＲＮＥＴ　ＰＲＯＴＯＣＯＬ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＶＩ
ＴＹ　ＡＣＣＥＳＳ　ＮＥＴＷＯＲＫ）（ＩＰ－ＣＡＮ）セッションを一意的に確定し、
ＩＰ－ＣＡＮセッションに対応するＰＣＥＦへポリシー及び課金ルールを配信する。ＰＣ
ＥＦは、ポリシー及び課金ルールに従って課金を実行するか、又はＱｏＳを確保する。
【００３４】
　上記の意思決定方法では、アプリケーションセッション情報が、アクセスネットワーク
情報とアクセスユーザ情報とを含み、従って、ＰＤＦは、アクセスネットワーク情報とア
クセスユーザ情報とに従ってユーザを一意的に確定し、ポリシー及び課金の決定を行うこ
とができる。ＰＤＦはまた、アクセスネットワーク情報とアクセスユーザ情報とに従って
ＩＰ－ＣＡＮセッションを一意的に確定し、ＩＰ－ＣＡＮセッションに対応するＰＣＥＦ
へポリシー及び課金ルールを配信する。
【００３５】
　図２は本発明の第２の実施形態による、意思決定方法の信号伝達のフローチャートであ
る。図２に示すように、この方法には以下のステップが含まれる。
【００３６】
　ステップ１０１：ＵＥがネットワークにアクセスすると、アクセスゲートウェイ（ＰＧ
Ｗ）がＵＥへＩＰアドレスを割り当てる。
【００３７】
　ＵＥが訪問先エリアで、移動パケットネットワーク、つまり公衆移動通信網（ＰＬＭＮ
）にアクセスする。訪問先エリアのＰＬＭＮは、プライベートネットワークＩＰアドレス
（例えば、１０．１．１．２、以下の記載では、ＩＰアドレス１０．１．１．２は単なる
一例として例示。）をＵＥへ割り当て、訪問先エリアＰＬＭＮ識別子をＵＥへ通知する。
訪問先エリアＰＬＭＮ識別子中の移動国コード（ＭＣＣ）と移動ネットワークコード（Ｍ
ＮＣ）がロケーションエリア識別子（ＬＡＩ）に含まれて、ＵＥに通知される。あるいは
その代わりに、ネットワークがＵＥにＡＰＮを送信し、そのＡＰＮのＯＩ部におけるＵＥ
のＩＰアドレス内に訪問先エリアＰＬＭＮ識別子が付属している。
【００３８】
　ステップ１０２：アクセスゲートウェイは、訪問先エリアＰＤＦにＩＰ－ＣＡＮセッシ
ョン作成指示を送信する。
【００３９】
　ＰＧＷは、ＩＰ－ＣＡＮセッション作成指示を訪問先エリアＰＤＦ（ｖＰＣＲＦ）に報
告する。ＩＰ－ＣＡＮセッション作成指示には、ＵＥの固有識別子、プライベートネット
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ワークＩＰアドレス「１０．１．１．２」及び訪問先移動パケットネットワーク識別子中
のＭＣＣとＭＮＣとが含まれる。ＵＥの固有識別子は、ＵＥを一意的に識別する情報であ
る。例えば、ＵＥの国際移動体装置識別番号（ＩＭＥＩ）や、汎用パケット無線サービス
（ＧＰＲＳ）における国際移動端末識別番号（ＩＭＳＩ）等である。ＩＭＳＩは、ＵＥの
ホームネットワーク情報及びユーザ識別情報を含み、ユーザを一意的に識別可能である。
本実施形態においては、固有識別子はＩＭＳＩであり、ＩＰ－ＣＡＮセッション作成指示
はＤｉａｍｅｔｅｒプロトコルに基づくクレジット管理要求（Ｃｒｅｄｉｔ－Ｃｏｎｔｒ
ｏｌ　Ｒｅｑｕｅｓｔ；ＣＣＲ）メッセージを介して伝送される。
【００４０】
　ステップ１０３：訪問先エリアのＰＤＦが、ＩＰ－ＣＡＮセッション作成指示をホーム
エリアのＰＤＦへ送信する。
【００４１】
　ユーザのホームネットワーク情報（ＩＭＳＩに含まれている場合あり）に従って、ｖＰ
ＣＲＦがホームネットワークにおけるホームエリアＰＤＦ（ｈＰＣＲＦ）のアドレスを確
定し、ＩＰ－ＣＡＮセッション作成指示をｈＰＣＲＦへ送信する。
【００４２】
　ステップ１０４：ホームエリアのＰＤＦがＵＥの固有識別子マッピング表を生成し、Ｕ
ＥのＩＭＳＩと、ＵＥのＩＰアドレス及び訪問先エリアでの移動パケットネットワーク識
別子との間のマッピング関係を記録する。
【００４３】
　ｈＰＣＲＦは、ＵＥの固有識別子マッピング表を生成する。ＵＥの固有識別子マッピン
グ表は、ＵＥの固有識別子ＩＭＳＩと、アクセスした訪問先エリアネットワークのＭＣＣ
及びＭＮＣと、プライベートＩＰアドレス「１０．１．１．２」との間のマッピング関係
を記録する。ＵＥのＩＰアドレスと訪問先エリアの移動パケットネットワーク識別子とに
従って、ＵＥの固有識別子マッピング表をクエリー（問い合わせ）することにより、ＵＥ
の固有識別子が取得される。
【００４４】
　ステップ１０５：ホームエリアのＰＤＦが、ＩＰ－ＣＡＮセッションの作成応答をアク
セスゲートウェイに送信する。
【００４５】
　ステップ１０６：ＵＥがＳＩＰ要求メッセージをＡＦに送信する。ＳＩＰ要求メッセー
ジには、ＵＥの訪問先エリアにおける移動パケットネットワーク識別子とプライベートＩ
Ｐアドレスが付属する。
【００４６】
　ＵＥがＩＭＳセッション要求を送信し、ＳＩＰ要求メッセージをＰ－ＣＳＣＦへ送信す
る。ＳＩＰメッセージ本体内のセッション記述プロトコル（ＳＤＰ）に、メディアのアド
レスとポート情報が付属する（ＩＰアドレス「１０．１．１．２」、ポート番号「２３１
２」、以下の記載では、ポート番号「２３１２」を単なる一例として例示。）
）。一方で、ＵＥにより送信されたＳＩＰ要求メッセージには、ＵＥの訪問先エリアにお
ける移動パケットネットワークの識別子が付属する。ＵＥが、ＳＩＰ要求メッセージのＰ
アクセスネットワーク情報ヘッダフィールドの中に基地局のＩＤ情報（ＣＧＩ）を挿入す
る。ＣＧＩは、訪問先エリアの移動パケットネットワーク識別子中のＭＣＣとＭＮＣとを
含む。
【００４７】
　ＵＥがＳＩＰ要求メッセージをＰＧＷに送信した後、ＰＧＷはそのメッセージをホーム
エリアにあるＰ－ＣＳＣＦへ転送する。
【００４８】
　ステップ１０７：ＡＦがポリシー要求メッセージを生成し、ホームエリアのＰＤＦへ送
信する。ポリシー要求メッセージ中のアプリケーションセッション情報は、ＵＥの訪問先
エリアの移動パケットネットワーク識別子とＵＥのＩＰアドレスとを含む。
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【００４９】
　Ｐ－ＣＳＣＦが、ホームエリアのｈＰＣＲＦへポリシー要求を送信する。ポリシー要求
には、訪問先エリアの移動パケットネットワーク識別子内にＭＣＣとＭＮＣとが付属し（
即ち、ＵＥにより送信されたＳＩＰ要求メッセージに付属するＭＣＣとＭＮＣ）、かつＵ
ＥのＩＰアドレス（１０．１．１２）が付属する。ポリシー要求は、Ｄｉａｍｅｔｅｒ　
ＡＡ要求（ＡＡＲ）メッセージである。Ｄｉａｍｅｔｅｒプロトコルに、訪問先エリアの
移動パケットネットワーク識別子のＭＣＣとＭＮＣを付属させるために、既存のＧＰＲＳ
ネットワークのＧｘインターフェース上で使用される３ＧＰＰ　ＳＧＳＮネットワーク識
別子の属性値ペア（ＡＶＰ）である「３ＧＰＰ－ＳＧＳＮ－ＭＣＣ－ＭＮＣ」が再利用さ
れてもよいし、新しいＡＶＰ、例えば３ＧＰＰ　ＰＧＷネットワーク識別子「３ＧＰＰ－
ＰＧＷ－ＭＣＣ－ＭＮＣ　ＡＶＰ」が定義されてもよい。ＡＶＰは、ＡＦとＰＤＦとの間
でＭＣＣとＭＮＣを伝送するように設計されている。
【００５０】
　ステップ１０８：ホームエリアのＰＤＦは、受信したＩＰアドレスと訪問先エリアの移
動パケットネットワーク識別子とに従ってユーザを一意的に確定し、対応するポリシー及
び課金ルールを生成する。
【００５１】
　ｈＰＣＲＦが加入者データベースにクエリーしてユーザの加入者データを取得し、ポリ
シー及び課金ルールを生成する。例えば、ステップ１０７でＰ－ＣＳＣＦにより送信され
たポリシー要求に付属する、訪問先エリアの移動パケットネットワーク識別子とＵＥのＩ
Ｐアドレス（１０．１．１．２）とに従って、ｈＰＣＲＦが、ステップ１０４で生成され
たＵＥの固有識別子マッピング表を検索してＵＥの固有識別子（ＩＭＳＩ）を取得する。
そして、ＩＭＳＩに従ってユーザの加入者データベースを検索してユーザの加入者データ
を取得し、ポリシー及び課金ルールを生成する。
【００５２】
　ｈＰＣＲＦはローカルポリシーに従って、ポリシー及び課金ルールを生成する。
【００５３】
　ステップ１０９：ホームエリアのＰＤＦは、ポリシー及び課金ルールをアクセスゲート
ウェイへ送信する。
【００５４】
　ｈＰＣＲＦは訪問先エリアのＰＧＷへポリシー及び課金ルールを配信する。
【００５５】
　あるいはその代わりに、ｈＰＣＲＦが、ステップ１０７で受信した訪問先エリアの移動
パケットネットワーク識別子とＩＰアドレスとに従ってＩＰ－ＣＡＮセッションを一意的
に確定し、そのＩＰ－ＣＡＮセッションに対応する訪問先エリアのＰＧＷへポリシー及び
課金ルールを配信する。
【００５６】
　上記のポリシー及び課金決定の方法では、ＵＥにＩＰアドレスを割り当てる、訪問先エ
リア移動パケットネットワーク識別子がアプリケーションセッション情報に追加される。
従って、訪問先エリアの移動パケットネットワークによりＵＥに割り当てられるＩＰアド
レスと、訪問先エリアの移動パケットネットワーク識別子とに従って、ＰＣＲＦはユーザ
を一意的に確定し、ポリシー及び課金決定を行うことができる。又は、訪問先エリアの移
動パケットネットワークによりＵＥに割り当てられるＩＰアドレスと、訪問先エリアの移
動パケットネットワーク識別子とに従ってＰＧＲＦがＩＰ－ＣＡＮセッションを一意的に
確定し、そのＩＰ－ＣＡＮセッションに対応する訪問先エリアＰＧＷへポリシー及び課金
ルールを配信する。
【００５７】
　図３は本発明の第３の実施形態による、意思決定方法の信号伝達のフローチャートであ
る。図３に示すように、この方法には以下のステップが含まれる。
【００５８】
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　ステップ２０１：ＵＥがネットワークにアクセスすると、アクセスゲートウェイがＵＥ
へＩＰアドレスを割り当てる。
【００５９】
　ＵＥは訪問先エリアのＰＬＭＮネットワークへアクセスする。訪問先エリアのＰＬＭＮ
ネットワークは、ＩＰアドレス「１０．１．１．２」をＵＥに割り当て、ＰＤＮ識別子と
ＰＬＭＮ識別子をＵＥに通知する。
【００６０】
　ステップ１０１と同様の方法を利用して、ネットワークは、訪問先エリアの移動パケッ
トネットワーク識別子と、ＵＥへのＰＤＮ識別子とをユーザのＬＡＩに含めさせる。ＰＤ
Ｎ識別子は、ＡＰＮ　ＮＩ、又はＰＤＮ識別子であってもよいし、あるいはアクセスゲー
トウェイ（ＰＧＷ）のアドレスであってもよい。
【００６１】
　あるいは、ネットワークが完全なＡＰＮをＵＥに送信する。ＡＰＮのＮＩ部分はＰＤＮ
識別子を含み、ＡＰＮのＯＩ部分は訪問先エリアの移動パケットネットワーク識別子を含
む。
【００６２】
　ステップ２０２：アクセスゲートウェイは、訪問先エリアＰＤＦにＩＰ－ＣＡＮセッシ
ョン作成指示を送信する。
【００６３】
　アクセスゲートウェイは、ｖＰＣＲＦにＩＰ－ＣＡＮセッション作成指示を送信する。
【００６４】
　ステップ２０３：訪問先エリアのＰＤＦが、ＩＰ－ＣＡＮセッション作成指示をホーム
エリアのＰＤＦに送信する。
【００６５】
　ユーザのホームネットワーク情報（ＩＭＳＩに含まれている場合あり）に従って、ｖＰ
ＣＲＦがホームネットワークにおけるホームエリアＰＤＦ（ｈＰＣＲＦ）のアドレスを確
定し、ＩＰ－ＣＡＮセッション作成指示をｈＰＣＲＦへ送信する。
【００６６】
　ステップ２０４：ホームエリアのＰＤＦは、ＵＥの固有識別子マッピング表を生成する
。ＵＥのＩＭＳＩと、ＵＥのＩＰアドレスと、訪問先エリアの移動パケットネットワーク
識別子と、ＰＤＮ識別子との間のマッピング関係が表に記録される。ＵＥのＩＰアドレス
と、訪問先エリアの移動パケットネットワーク識別子と、ＰＤＮ識別子とに従って、ホー
ムエリアのＰＤＦが固有識別子マッピング表を検索してＵＥの固有識別子を探す。
【００６７】
　ステップ２０５：ホームエリアのＰＤＦが、ＩＰ－ＣＡＮセッションの作成応答をアク
セスゲートウェイに送信する。
【００６８】
　ステップ２０６：ＵＥがＳＩＰ要求メッセージをＡＦに送信する。ＳＩＰ要求メッセー
ジには、ＵＥの訪問先エリアにおける移動パケットネットワーク識別子と、ＰＤＮ識別子
と、ユーザのＩＰアドレスとが付属する。
【００６９】
　ＵＥは、ＩＭＳセッション要求をＰ－ＣＳＣＦへ送信する。ＳＩＰメッセージ本体中の
ＳＤＰに、メディアのアドレスとポート情報が含まれる（ＩＰアドレス「１０．１．１．
２」、ポート番号「２３１２」）。ＵＥにより送信されたＳＩＰ要求メッセージには、Ｕ
Ｅの訪問先エリアにおける移動パケットネットワーク識別子とＰＤＮ識別子とが付属する
。
【００７０】
　ステップ１０６と同様の方法を利用して、ＵＥにより送信されたＳＩＰ要求メッセージ
のＰアクセスネットワーク情報ヘッダフィールドが、訪問先エリアにおける移動パケット
ネットワークの識別子とＰＤＮ識別子とを含んでもよい。Ｐアクセスネットワーク情報ヘ
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ッダフィールドがＰＤＮ識別子を含むようにするために、ＡＰＮ　ＮＩ、又はＰＤＮ　Ｉ
ＰパラメータＩＤ、又はゲートウェイアドレスパラメータＧＷＡｄｄｒｅｓｓが、Ｐアク
セスネットワーク情報ヘッダフィールドに加えられて、ＡＰＮ　ＮＩ、又はＰＤＮ識別子
、又はアクセスゲートウェイアドレス情報が個別に含まれるようにする。
【００７１】
　ＵＥはまた、完全なＡＰＮを使用して、移動パケットネットワーク識別子とＰＤＮ識別
子とを付属するようにしてもよい。ＡＰＮのＮＩ部分はＰＤＮ識別子を含み、ＡＰＮのＯ
Ｉ部分は訪問先エリアの移動パケットネットワーク識別子を含む。
【００７２】
　ＵＥは、Ｐアクセスネットワーク情報ヘッダフィールド等の既存のＳＩＰヘッダフィー
ルドを再利用するか、又はＰ－ＡＰＮ情報ヘッダフィールド等の新規のヘッダフィールド
を利用してＡＰＮ情報を含んでもよい。
【００７３】
　ステップ２０７：ＡＦがポリシー要求メッセージを生成し、ホームエリアのＰＤＦへ送
信する。ポリシー要求メッセージ内のアプリケーションセッション情報は、ＵＥの訪問先
エリアの移動パケットネットワーク識別子とＰＤＮ識別子とＵＥのＩＰアドレスとを含む
。
【００７４】
　このステップは、ＰＤＮ識別子がポリシー要求メッセージに加えられている点が、第１
の実施形態のステップ１０７とは異なる。Ｄｉａｍｅｔｅｒプロトコルに、訪問先エリア
ネットワーク識別子とＰＤＮ識別子情報とが付属するようにするために、ＵＥは、既存の
ＧＰＲＳネットワークのＧｘインターフェース上で使用される３ＧＰＰ－ＳＧＮアドレス
ＡＶＰを再利用するか、３ＧＰＰ－ＰＤＮ－ネットワーク－ＩＤ　ＡＶＰ等の新規のＡＶ
Ｐを定義して、ＰＤＮ識別子情報の中にアクセスゲートウェイアドレス情報を付属させる
。ＡＶＰの値は、ＡＰＮ　ＮＩかＰＤＮ識別子かアクセスゲートウェイアドレスであって
よい。そしてＡＶＰは、ＡＦとＰＤＦとの間にＰＤＮ識別子情報を伝送するように設計さ
れている。
【００７５】
　ＡＦは完全なＡＰＮを使用して、移動パケットネットワーク識別子とＰＤＮ識別子とが
付属するようにしてもよい。ＡＰＮのＮＩ部分はＰＤＮ識別子を含み、ＡＰＮのＯＩ部分
は訪問先エリアの移動パケットネットワーク識別子を含む。
【００７６】
　ＤｉａｍｅｔｅｒプロトコルのＡＰＮ情報を伝送するために、３ＧＰＰ－ＡＰＮ情報Ａ
ＶＰ等の新規のＡＶＰを定義して、移動パケットネットワーク識別子とＰＤＮ識別子をＡ
ＦとＰＤＦとの間で伝送できるようにしてもよい。
【００７７】
　ステップ２０８：ホームエリアのＰＤＦは、ステップ２０７で受信した、ＩＰアドレス
と、ＰＤＮ識別子と、訪問先エリアの移動パケットネットワーク識別子とに従って、ユー
ザを一意的に確定し、対応するポリシー及び課金ルールを生成する。
【００７８】
　ステップ２０７で受信した、訪問先エリアの移動パケットネットワーク識別子とＰＤＮ
識別子とＩＰアドレスとに従って、ホームエリアのＰＤＦが、ステップ２０４で生成され
たＵＥの固有識別子マッピング表を検索してＵＥの固有識別子情報である「ＩＭＳＩ」を
取得し、このＩＭＳＩに従ってユーザの加入者データベースを検索してユーザの加入者デ
ータを取得し、ポリシー及び課金ルールを生成する。
【００７９】
　ホームエリアのＰＤＦは、ローカルポリシーに従って、対応するポリシー及び課金ルー
ルを生成してもよい。
【００８０】
　ステップ２０９：ホームエリアのＰＤＦは、ポリシー及び課金ルールをアクセスゲート
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ウェイへ送信する。
【００８１】
　あるいはその代わりに、ｈＰＣＲＦが、ステップ２０７で受信した訪問先エリアの移動
パケットネットワーク識別子と、ＩＰアドレスと、ＰＤＮ識別子とに従ってＩＰ－ＣＡＮ
セッションを一意的に確定し、そのＩＰ－ＣＡＮセッションに対応するＰＧＷへポリシー
及び課金ルールを配信する。
【００８２】
　上記のポリシー及び課金決定方法では、ＵＥの訪問先エリア移動パケットネットワーク
識別子とＰＤＮ識別子とがアプリケーションセッション情報に追加される。従って、ネッ
トワークによりＵＥに割り当てられるＩＰアドレスと、訪問先エリアの移動パケットネッ
トワーク識別子と、ＰＤＮ識別子とに従って、ＰＣＲＦはユーザを一意的に確定し、ポリ
シー及び課金決定を行うことができる。又は、ネットワークによりＵＥに割り当てられる
ＩＰアドレスと、訪問先エリアの移動パケットネットワーク識別子と、ＰＤＮ識別子とに
従って、ＰＣＲＦがＩＰ－ＣＡＮセッションを一意的に確定し、そのＩＰ－ＣＡＮセッシ
ョンに対応するＰＧＷへポリシー及び課金ルールを配信する。
【００８３】
　図４は、本発明の第４の実施形態による、意思決定方法の信号伝達のフローチャートで
ある。図４に示すように、この方法には以下のステップが含まれる。
【００８４】
　ステップ３０１：ＵＥがネットワークにアクセスすると、アクセスゲートウェイがＵＥ
へプライベートＩＰアドレスを割り当てる。
【００８５】
　非ローミングの場合には、ＵＥはホームＰＬＭＮへアクセスする。ネットワークは、Ｕ
ＥにプライベートネットワークＩＰアドレス「１０．１．１．２」を割り当て、ローカル
移動パケットネットワーク識別子をＵＥに通知する。本実施形態においては、訪問先ネッ
トワークはＵＥのホームネットワークと同じなので、ＵＥのローカル移動パケットネット
ワーク識別子は適用する必要がない。ネットワークは、ＰＤＦ識別子情報もＵＥへ通知す
る。ＰＤＮ識別子情報はＡＰＮでも、あるいはアクセスゲートウェイ（ＰＧＷ）アドレス
であってもよい。
【００８６】
　ステップ３０２：アクセスゲートウェイは、訪問先エリアＰＤＦにＩＰ－ＣＡＮセッシ
ョン作成指示を送信する。
【００８７】
　ＰＧＷは、ＩＰ－ＣＡＮセッション作成指示をネットワークのＰＣＲＦに報告する。Ｉ
Ｐ－ＣＡＮセッション作成指示は、ＵＥの固有識別子情報「ＩＭＳＩ」と、プライベート
ネットワークＩＰアドレス「１０．１．１．２」と、ＰＤＮ識別子情報とを含む。ＩＰ－
ＣＡＮセッション作成指示がＤｉａｍｅｔｅｒ　ＣＣＲメッセージに付属する。
【００８８】
　本実施形態において、ＵＥがアクセスするＰＤＮはプライベートネットワークＩＰアド
レスを使用する。これはＰＧＷのネットワークアドレス変換（ＮＡＴ）により変換された
。従って、ＰＧＷは上記のリクエストに対してＮＡＴを実行する。ＩＰ－ＣＡＮセッショ
ン作成指示内のＩＰアドレス情報は変更されないままで、ＰＧＷはＩＰ－ＣＡＮセッショ
ン作成指示をＰＣＲＦへ送信する。
【００８９】
　ステップ３０３：ＰＤＦは、ＵＥの固有識別子マッピング表を生成する。この表は、Ｕ
ＥのＩＭＳＩと、ＵＥのＩＰアドレスと、ＰＤＮ識別子との間のマッピング関係を記録す
る。ＵＥのＩＰアドレスとＰＤＮ識別子とに従って、ホームネットワークのＰＤＦが固有
識別子マッピング表の中からＵＥの固有識別子を検索する。
【００９０】
　ＰＣＲＦは、ＵＥの固有識別子マッピング表を生成する。この表は、ＵＥのユーザ識別
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子「ＩＭＳＩ」と、ＰＤＮ識別子と、プライベートネットワークＩＰアドレス「１０．１
．１．２」との間のマッピング関係を記録する。
【００９１】
　ステップ３０４：ＰＤＦが、ＩＰ－ＣＡＮセッション作成応答をアクセスゲートウェイ
に送信する。
【００９２】
　ステップ３０５：ＵＥがＳＩＰ要求メッセージをＡＦに送信する。ＳＩＰ要求メッセー
ジには、ＰＤＮ識別子とＵＥのプライベートネットワークＩＰアドレスとが付属する。
【００９３】
　このステップは、ＳＩＰ要求メッセージが異なる情報を持つこと以外は、第１の実施形
態のステップ１０６と同じである。ＰＧＷが、ＮＡＴの後、ＳＩＰメッセージをそのまま
で上記のメッセージをＰ－ＣＳＣＦへ転送する。
【００９４】
　ステップ３０６：ＡＦが、ポリシー要求メッセージを生成し、ＰＤＦへ送信する。ポリ
シー要求メッセージには、ＰＤＮ識別子とＵＥのプライベートネットワークＩＰアドレス
とが付属する。Ｐ－ＣＳＣＦがポリシー要求をＰＣＲＦへ送信する。ポリシー要求のアプ
リケーションセッション情報は、ＵＥによりアクセスされたＰＤＮの識別子と、プライベ
ートネットワークＩＰアドレスとを含む。ポリシー要求は、Ｄｉａｍｅｔｅｒ　ＡＡＲメ
ッセージである。ＤｉａｍｅｔｅｒプロトコルにＰＤＮ識別子情報を付属させるために、
既存のＧＰＲＳネットワークのＧｘインターフェース上で使用される３ＧＰＰ－ＳＧＮア
ドレスＡＶＰを再利用するか、ＰＤＮ識別子情報にアクセスゲートウェイアドレス情報が
付属するように、３ＧＰＰ－ＡＰＮ情報か、３ＧＰＰ－ＰＤＮネットワーク識別子ＡＶＰ
等の新しいＡＶＰが定義されてもよい。ＡＶＰの値は、ＡＰＮかＰＤＮ識別子かアクセス
ゲートウェイアドレスであってよい。そしてＡＶＰはＡＦとＰＤＦとの間にＰＤＮ識別子
情報を伝送するように設計されている。
【００９５】
　ステップ３０７：ＰＤＦは、ステップ３０６で受信した、ＩＰアドレスとＰＤＮ識別子
とに従ってユーザを一意的に確定し、対応するポリシー及び課金ルールを生成する。
【００９６】
　ステップ３０６でＰ－ＣＳＣＦから受信したポリシー要求におけるＰＤＮ識別子情報と
ＵＥのプライベートネットワークＩＰアドレスとに従って、ＰＣＲＦは、ステップ３０３
で生成されたＵＥの固有識別子マッピング表を検索してＵＥの固有識別子情報「ＩＭＳＩ
」を取得し、そのＩＭＳＩに従ってユーザの加入者データベースを検索してユーザの加入
者データを取得し、ポリシー及び課金ルールを生成する。
【００９７】
　ＰＤＦはローカルポリシーに従って、対応するポリシー及び課金ルールも生成する。
【００９８】
　ステップ３０８：ＰＤＦは、ポリシー及び課金ルールをアクセスゲートウェイへ送信す
る。
【００９９】
　あるいはその代わりに、ＰＤＦが、ステップ３０６で受信したＩＰアドレスとＰＤＮ識
別子とに従ってＩＰ－ＣＡＮセッションを一意的に確定し、そのＩＰ－ＣＡＮセッション
に対応するＰＧＷへポリシー及び課金ルールを配信する。
【０１００】
　上記のポリシー及び課金決定の方法において、ＵＥのＰＤＮ識別子がアプリケーション
セッション情報に追加される。従って、ＰＣＲＦは、ネットワークによりＵＥに割り当て
られたプライベートネットワークＩＰアドレスとＰＤＮ識別子とに従ってユーザを一意的
に確定し、ポリシー及び課金決定をすることができる。又は、ネットワークによりＵＥに
割り当てられたプライベートネットワークＩＰアドレスと、ＰＤＮ識別子とに従って、Ｐ
ＣＲＦはＩＰ－ＣＡＮセッションを一意的に確定し、そのＩＰ－ＣＡＮセッションに対応
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するＰＧＷへポリシー及び課金ルールを配信する。
【０１０１】
　図５は本発明の第５の実施形態による、意思決定方法の信号伝達のフローチャートであ
る。図５に示すように、この方法には以下のステップが含まれる。
【０１０２】
　ステップ４０１：ＵＥがネットワークにアクセスすると、アクセスゲートウェイがプラ
イベートＩＰアドレスをＵＥへ割り当てる。
【０１０３】
　非ローミングの場合には、ＵＥはホームＰＬＭＮへアクセスする。ネットワークがＵＥ
にＩＰアドレス「１０．１．１．２」を割り当てる。
【０１０４】
　ステップ４０２～４０４：これらのステップは、本明細書のユーザ識別方法の第３の実
施形態中のステップ３０２～３０４と同一である。違いは、ＰＧＷがＮＡＴ機能の実施を
必要としないことで、ＩＰ－ＣＡＮセッション作成指示にはＰＤＮ識別子が含まれず、Ｐ
ＤＦはユーザ識別子とＵＥのＩＰアドレスとの間のマッピング関係を記録する。
【０１０５】
　ステップ４０５：ＵＥがＳＩＰ要求メッセージをＡＦに送信する。ＳＩＰ要求メッセー
ジにはＵＥのユーザ識別子とＩＰアドレスと、ＵＥのホーム移動パケットネットワーク識
別子とが付属する。
【０１０６】
　ＵＥがＩＭＳセッション要求を送信し、ＳＩＰ要求メッセージをＰ－ＣＳＣＦへ送信す
る。ＳＩＰメッセージ本体中のセッション記述プロトコル（ＳＤＰ）には、メディアのア
ドレスとポートが付属している（ＩＰアドレス「１０．１．１．２」、ポート番号「２３
１２」）。その一方で、ＵＥにより送信されたＳＩＰ要求メッセージには、ＵＥがデータ
ネットワークのアクセスに使用するユーザ識別子と、ＵＥのホーム移動パケットネットワ
ーク識別子とが付属している。例えば、ＧＡＲＳネットワークにおけるＩＭＳＩには、Ｕ
Ｅのユーザ識別子と、ＵＥのホーム移動パケットネットワークのＭＣＣ、ＭＮＣ情報とが
含まれている。
【０１０７】
　ＳＩＰ要求メッセージにユーザ識別子を付属させるために、Ｐアクセスネットワーク情
報ヘッダフィールド内のユーザパラメータを拡張して、ＵＥがデータネットワークにアク
セスするための、ホームネットワーク情報とユーザ識別子とを付属するようにしてもよい
。
【０１０８】
　ステップ４０６：Ｐ－ＣＳＣＦがポリシー要求メッセージをＰＣＲＦへ送信する。ポリ
シー要求メッセージのアプリケーションセッション情報は、ＵＥのユーザ識別子と、ＵＥ
のホーム移動パケットネットワーク識別子とを含む。
【０１０９】
　３ＧＰＰ　ＰＣＣアーキテクチャにおいては、ポリシー要求はＤｉａｍｅｔｅｒ　ＡＡ
Ｒメッセージである。既存の３ＧＰＰ仕様により定義される加入者ＩＤ　ＡＶＰを利用し
て、ＵＥがデータネットワークにアクセスするためのユーザ識別子をＤｉａｍｅｔｅｒプ
ロトコルに付属させてもよい。
【０１１０】
　ステップ４０７：ＰＤＦは、ステップ４０６で受信した、ＵＥのユーザ識別子と、ＵＥ
のホーム移動パケットネットワーク識別子とに従ってユーザを一意的に確定し、対応する
ポリシー及び課金ルールを生成する。
【０１１１】
　この実施形態では、ＰＤＦがＵＥのＩＭＳＩに従ってユーザの加入者データベースを検
索してユーザの加入者データを取得し、ポリシー及び課金ルールを生成する。
【０１１２】
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　ＰＤＦはローカルポリシーに従って、対応するポリシー及び課金ルールも生成する。
【０１１３】
　ステップ４０８：ＰＤＦは、ポリシー及び課金ルールをアクセスゲートウェイへ送信す
る。
【０１１４】
　あるいはその代わりに、ＰＤＦが、ステップ４０６で受信したＵＥのユーザ識別子と、
ＵＥのホーム移動パケットネットワーク識別子とに従ってＩＰ－ＣＡＮセッションを一意
的に確定し、そのＩＰ－ＣＡＮセッションに対応するＰＧＷへポリシー及び課金ルールを
配信する。
【０１１５】
　上記のポリシー及び課金決定の方法において、Ｐ－ＣＳＣＦがＵＥと交信してＵＥのユ
ーザ識別子とＵＥのホーム移動パケットネットワーク識別子とを取得する。ポリシー要求
メッセージのアプリケーションセッション情報は、ＵＥのユーザ識別子と、ＵＥのホーム
移動パケットネットワーク識別子とを含む。従って、ＰＣＲＦはユーザを一意的に確定し
、ポリシー及び課金決定を行うことが可能である。あるいはその代わりに、ＰＤＦが、Ｕ
Ｅのユーザ識別子と、ＵＥのホーム移動パケットネットワーク識別子とに従ってＩＰ－Ｃ
ＡＮセッションを一意的に確定し、そのＩＰ－ＣＡＮセッションに対応するＰＧＷへポリ
シー及び課金ルールを配信する。
【０１１６】
　当業者であれば、本発明の実施形態による方法のすべてのステップ、あるいは一部のス
テップは、関連するハードウェアに命令をするプログラムで実装されてもよいことは理解
されるであろう。プログラムはコンピュータ可読記憶媒体に格納されてもよい。プログラ
ムが動作すると、本発明の実施形態に従う方法のステップが実行される。記憶媒体は、読
み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、磁気ディスク、又は
、コンパクトディスク読み出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）等の、プログラムコードを格
納できる任意の媒体であってよい。
【０１１７】
　図６は、本発明の実施形態におけるＰＤＦ構造を示す図である。ＰＤＦは、アクセスネ
ットワーク情報とアクセスユーザ情報とを含むアプリケーションセッション情報を受信す
るように構成された受信モジュール２１と、アプリケーションセッション情報に従ってポ
リシー及び課金決定を行うように構成された意思決定モジュール２２とを含む。
【０１１８】
　図７に示すように、意思決定モジュール２２が、アプリケーションセッション情報に従
って、ＵＥ識別子、又はＩＰ－ＣＡＮセッションを確定し、ポリシー及び課金ルールを生
成するように構成されたポリシー及び課金ルール生成サブユニット２２１と、ポリシー及
び課金ルールをＰＣＥＦに配信し、ポリシー及び課金決定を施行するように構成された配
信サブモジュール２２２と、を含む。
【０１１９】
　アクセスユーザ情報はＵＥのＩＰアドレスを含み、アクセスネットワーク情報は移動パ
ケットネットワーク識別子及び／又はＰＤＮ識別子を含み、移動パケットネットワーク識
別子はＩＰアドレスをＵＥに割り当てる移動パケットネットワーク識別子を含み、ＰＤＮ
識別子はＡＰＮネットワーク識別子とアクセスゲートウェイアドレスの少なくとも１つを
含み、アクセスユーザ情報はＵＥのユーザ識別子を含み、アクセスネットワーク情報は移
動パケットネットワーク識別子を含み、移動パケットネットワーク識別子はＵＥのホーム
エリアの移動パケットネットワーク識別子である。
【０１２０】
　ＰＤＦはＰＣＲＦ、又はポリシー決定機能であってもよい。
【０１２１】
　アプリケーションセッション情報に含まれるアクセスネットワーク情報とアクセスユー
ザ情報とに従って、ＰＤＦはユーザを一意的に確定し、ポリシー及び課金を決定すること
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ができる。
【０１２２】
　図８は、本発明の実施形態におけるポリシー決定システムの構造を示す図である。この
システムは、アクセスネットワーク情報とアクセスユーザ情報とを含むアプリケーション
セッション情報を提供するように構成されたＡＦ１と、アプリケーションセッション情報
を受信し、そのアプリケーションセッション情報に従ってポリシー及び課金決定を行うよ
うに構成されたＰＤＦ２を含む。
【０１２３】
　図９に示すように、ＰＤＦ２は、アプリケーションセッション情報に従って、ＵＥ識別
子、又はＩＰ－ＣＡＮセッションを確定し、ポリシー及び課金ルールを生成するように構
成された、ポリシー及び課金ルール生成サブユニット９１と、ポリシー及び課金ルールを
ＰＣＥＦに配信し、ポリシー及び課金決定を施行するように構成された配信サブユニット
９２と、を含む。
【０１２４】
　このシステムは更に、ＡＦに対しアクセスネットワーク情報とアクセスユーザ情報を提
供するように構成されたＵＥ３を含む。ＡＦは更に、ＵＥと交信してＵＥのアクセスネッ
トワーク情報とアクセスユーザ情報とを取得するように構成された取得モジュールを含む
。
【０１２５】
　このシステムは、ＵＥに対しアクセスネットワーク情報又はアクセスユーザ情報を提供
するように構成された、情報提供ユニット４を更に含む。情報提供ユニットは、パケット
データゲートウェイ又はサービスデータゲートウェイ又はモビリティ管理機能（ＭＭＥ）
であってよい。
【０１２６】
　上記の意思決定システムでは、アプリケーションセッション情報が、アクセスネットワ
ーク情報とアクセスユーザ情報とを含み、従って、ＰＤＦは、アクセスネットワーク情報
とアクセスユーザ情報とに従ってユーザを一意的に確定し、ポリシー及び課金の決定を行
うことができる。
【０１２７】
　当業者にはわかるように、例えば、ＰＤＦ、ＰＣＥＦ、ＡＦ等の、上記の実施形態の方
法のすべてあるいは一部のステップは、コンピュータプログラムの命令を受けるハードウ
ェアで実装されてもよい。プログラムはコンピュータ可読記憶媒体に格納されてもよい。
実行により、プログラムは上記の方法の実施形態のプロセスを遂行することができる。記
憶媒体は、磁気ディスク、コンパクトディスク読み出し専用メモリ（ＣＤ－ＲＯＭ）、読
み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、又はランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）であってよい。
【０１２８】
　最後に、上記の実施形態は、本発明の技術的解法を説明するためだけに提供されるもの
であって、本発明を制限するものではないことに留意されたい。本発明の範囲から逸脱す
ることなく、当業者がさまざまな修正および変形を本発明に対して行えることは明らかで
ある。以下の特許請求の範囲およびその等価物によって定義される保護範囲にある修正、
変形は本発明に含まれることが意図されている。
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