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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のネットワークドメインから第２のネットワークドメインに転送されるデュアルモ
ードデバイスのセッションのオンライン課金を提供するように動作可能な通信ネットワー
クであって、
　前記第１のネットワークドメイン及び前記第２のネットワークドメインを介する、前記
第１のネットワークドメインから前記第２のネットワークドメインにハンドオーバーされ
た前記セッションのオンライン課金に割り当てられるハンドオーバー課金識別子を受信し
、前記ハンドオーバー課金識別子を格納し、前記第２のネットワークドメインを介する前
記セッション中に課金のトリガーイベントを識別し、前記セッションのオンライン課金要
求を生成して前記ハンドオーバー課金識別子を前記オンライン課金要求に挿入し、前記オ
ンライン課金要求を前記オンライン課金システムに伝送するように動作可能な前記第２の
ネットワークドメイン内の少なくとも１つのネットワーク要素を備えた通信ネットワーク
。
【請求項２】
　請求項１に記載の通信ネットワークであって、
　前記第２のネットワークドメイン内の前記少なくとも１つのネットワーク要素から少な
くとも１つのオンライン課金要求を受信し、
　前記少なくとも１つのオンライン課金要求を処理して前記ハンドオーバー課金識別子を
識別し、
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　前記少なくとも１つのオンライン課金要求を前記第１のネットワークドメイン又は前記
第２のネットワークドメインを介する前記セッションのその他のオンライン課金要求と関
連付けて課金レートを決定し、
　前記課金レートに基づいて信用割り当てを許可し、
　前記信用割り当てを含むオンライン課金応答を生成し、
　前記オンライン課金応答を前記第２のネットワークドメイン内の前記少なくとも１つの
ネットワーク要素に伝送するように動作可能な前記オンライン課金システムをさらに備え
た通信ネットワーク。
【請求項３】
　請求項１に記載の通信ネットワークであって、前記オンライン課金システムは、
　前記第１のネットワークドメインから前記第２のネットワークドメインへの前記セッシ
ョンの前記転送を識別し、
　前記セッションが前記第１のネットワークドメイン内にあった間、前記第１のネットワ
ークドメイン内の少なくとも１つのネットワーク要素に、前記第１のネットワークドメイ
ン内の前記少なくとも１つのネットワーク要素に許可された未使用の信用を引き渡させる
かどうかを決定し、
　前記未使用の信用を引き渡すという決定に応答して、前記第１のネットワークドメイン
内の前記少なくとも１つのネットワーク要素に信用返却要求を伝送し、
　前記未使用の信用を含む前記第１のネットワークドメイン内の前記少なくとも１つのネ
ットワーク要素から少なくとも１つのオンライン課金要求を受信し、
　前記未使用の信用を前記デュアルモードデバイスの前記ユーザのアカウントに返すよう
に動作可能である通信ネットワーク。
【請求項４】
　請求項１に記載の通信ネットワークであって、
　前記第２のネットワークドメイン内の前記少なくとも１つのネットワーク要素からセッ
ション開始要求を受信し、
　前記セッションの前記ハンドオーバー課金識別子を識別し、
　前記オンライン課金システムへのオンライン課金要求に使用されるべき前記ハンドオー
バー課金識別子を指示する前記第２のネットワークドメイン内の前記少なくとも１つのネ
ットワーク要素に前記ハンドオーバー課金識別子を配信するように動作可能なハンドオー
バーアプリケーションサーバをさらに備える通信ネットワーク。
【請求項５】
　請求項４に記載の通信ネットワークであって、前記ハンドオーバーアプリケーションサ
ーバは、
　前記セッションの前記オンライン課金要求を生成し、
　前記ハンドオーバー課金識別子を前記オンライン課金要求に挿入し、
　前記オンライン課金要求を前記オンライン課金システムに伝送するようにさらに動作可
能である通信ネットワーク。
【請求項６】
　請求項１に記載の通信ネットワークであって、前記第２のネットワークドメイン内の前
記少なくとも１つのネットワーク要素は、
　前記第１のネットワークドメインから前記第２のネットワークドメインへの前記セッシ
ョンの前記転送を指示する前記少なくとも１つのオンライン課金要求にハンドオーバーイ
ンジケータを挿入するようにさらに動作可能である通信ネットワーク。
【請求項７】
　請求項６に記載の通信ネットワークであって、前記第２のネットワークドメイン内の前
記少なくとも１つのネットワーク要素は、
　前記第１のネットワークドメインから前記第２のネットワークドメインへの前記セッシ
ョンの前記転送のタイムスタンプを識別し、
　前記タイムスタンプを前記少なくとも１つのオンライン課金要求に挿入するようにさら
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に動作可能である通信ネットワーク。
【請求項８】
　請求項７に記載の通信ネットワークであって、前記少なくとも１つのオンライン課金要
求はＤｉａｍｅｔｅｒ課金要求を備え、前記第２のネットワークドメイン内の前記少なく
とも１つのネットワーク要素は、
　前記ハンドオーバー課金識別子を前記Ｄｉａｍｅｔｅｒ課金要求の第１の新しい属性値
ペア（ＡＶＰ）に挿入し、
　前記ハンドオーバーインジケータを前記Ｄｉａｍｅｔｅｒ課金要求の第２の新しい属性
値ペア（ＡＶＰ）に挿入し、
　前記タイムスタンプを前記Ｄｉａｍｅｔｅｒ課金要求の第３の新しい属性値ペア（ＡＶ
Ｐ）に挿入するようにさらに動作可能である通信ネットワーク。
【請求項９】
　第１のネットワークドメインから第２のネットワークドメインに転送されるデュアルモ
ードデバイスのセッションのオンライン課金を提供する方法であって、
　前記第２のネットワークドメイン内の少なくとも１つのネットワーク要素でハンドオー
バー課金識別子を受信するステップであって、前記ハンドオーバー課金識別子は前記第１
のネットワークドメイン及び前記第２のネットワークドメインを介する前記セッションの
オンライン課金用であるステップ、
　前記第２のネットワークドメイン内の前記少なくとも１つのネットワーク要素に前記ハ
ンドオーバー課金識別子を格納するステップ、
　前記第２のネットワークドメインを介する前記セッション中に前記第２のネットワーク
ドメイン内の前記少なくとも１つのネットワーク要素で課金のトリガーイベントを識別す
るステップ、
　前記セッションのオンライン課金要求を生成して、前記ハンドオーバー課金識別子を前
記オンライン課金要求に挿入するステップ、及び
　前記オンライン課金要求を前記オンライン課金システムに伝送するステップ
を備える方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法であって、
　前記第２のネットワークドメイン内の前記少なくとも１つのネットワーク要素から前記
オンライン課金システムで前記少なくとも１つのオンライン課金要求を受信するステップ
、
　前記オンライン課金システムで前記少なくとも１つのオンライン課金要求を処理して前
記ハンドオーバー課金識別子を識別するステップ、
　前記少なくとも１つのオンライン課金要求を前記第１のネットワークドメイン又は前記
第２のネットワークドメインを介する前記セッションのその他のオンライン課金要求と関
連付けて課金レートを決定するステップ、
　前記課金レートに基づいて信用割り当てを許可するステップ、
　前記信用割り当てを含むオンライン課金応答を生成するステップ、及び
　前記オンライン課金応答を前記オンライン課金システムから前記第２のネットワークド
メイン内の前記少なくとも１つのネットワーク要素に伝送するステップ
をさらに備える方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法であって、
　前記オンライン課金システムにおいて前記第１のネットワークドメインから前記第２の
ネットワークドメインへの前記セッションの前記転送を識別するステップ、
　前記セッションが前記第１のネットワークドメイン内にあった間、前記第１のネットワ
ークドメイン内の少なくとも１つのネットワーク要素に、前記第１のネットワークドメイ
ン内の前記少なくとも１つのネットワーク要素に許可された未使用の信用を引き渡させる
かどうかを決定するステップ、
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　前記未使用の信用を引き渡すという決定に応答して、前記第１のネットワークドメイン
内の前記少なくとも１つのネットワーク要素に信用返却要求を伝送するステップ、
　前記未使用の信用を含む前記第１のネットワークドメイン内の前記少なくとも１つのネ
ットワーク要素から少なくとも１つのオンライン課金要求を受信するステップ、及び
　前記未使用の信用を前記デュアルモードデバイスの前記ユーザのアカウントに返すステ
ップ
をさらに備える方法。
【請求項１２】
　請求項９に記載の方法であって、
　前記第２のネットワークドメイン内の前記少なくとも１つのネットワーク要素からハン
ドオーバーアプリケーションサーバでセッション開始要求を受信するステップ、
　前記セッションの前記ハンドオーバー課金識別子を識別するステップ、及び
　前記オンライン課金システムへのオンライン課金要求に使用されるべき前記ハンドオー
バー課金識別子を指示する前記第２のネットワークドメイン内の前記少なくとも１つのネ
ットワーク要素に前記ハンドオーバー課金識別子を配信するステップ
をさらに備える方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法であって、
　前記ハンドオーバーアプリケーションサーバにおいて前記セッションのオンライン課金
要求を生成するステップ、
　前記ハンドオーバー課金識別子を前記オンライン課金要求に挿入するステップ、及び
　前記オンライン課金要求を前記オンライン課金システムに伝送するステップ
をさらに備える方法。
【請求項１４】
　請求項９に記載の方法であって、
　前記第１のネットワークドメインから前記第２のネットワークドメインへの前記セッシ
ョンの前記転送を指示するハンドオーバーインジケータを前記少なくとも１つのオンライ
ン課金要求に挿入するステップ
をさらに備える方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法であって、
　前記第１のネットワークドメインから前記第２のネットワークドメインへの前記セッシ
ョンの前記転送のタイムスタンプを識別するステップ、及び
　前記タイムスタンプを前記少なくとも１つのオンライン課金要求に挿入するステップ
をさらに備える方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の方法であって、前記少なくとも１つのオンライン課金要求はＤｉａ
ｍｅｔｅｒ課金要求を備え、前記方法が、
　前記ハンドオーバー課金識別子を前記Ｄｉａｍｅｔｅｒ課金要求の第１の新しい属性値
ペア（ＡＶＰ）に挿入するステップ、
　前記ハンドオーバーインジケータを前記Ｄｉａｍｅｔｅｒ課金要求の第２の新しい属性
値ペア（ＡＶＰ）に挿入するステップ、及び
　前記タイムスタンプを前記Ｄｉａｍｅｔｅｒ課金要求の第３の新しい属性値ペア（ＡＶ
Ｐ）に挿入するステップ
をさらに備える方法。
【請求項１７】
　第１のネットワークドメインから第２のネットワークドメインに転送されるデュアルモ
ードデバイスのセッションのオンライン課金を提供するようにハンドオーバーアプリケー
ションサーバを操作する方法であって、
　前記第１のネットワークドメインからハンドオーバーされた前記第２のネットワークド
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メイン内の前記セッションにサービスを提供している少なくとも１つのネットワーク要素
からセッション開始要求を受信するステップ、
　前記セッションのハンドオーバー課金識別子を識別するステップ、及び
　前記オンライン課金システムへのオンライン課金要求に使用されるべき前記ハンドオー
バー課金識別子を指示する前記第２のネットワークドメイン内の前記少なくとも１つのネ
ットワーク要素に前記ハンドオーバー課金識別子を配信するステップ
を備える方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の方法であって、
　前記セッションが前記第２のネットワークドメインに転送される前に、前記第１のネッ
トワークドメイン内の前記セッションにサービスを提供している少なくとも１つのネット
ワーク要素からセッション開始要求を受信するステップ、
　前記セッションの前記ハンドオーバー課金識別子を識別するステップ、及び
　前記オンライン課金システムへのオンライン課金要求に使用されるべき前記ハンドオー
バー課金識別子を指示する前記第１のネットワークドメイン内の前記少なくとも１つのネ
ットワーク要素に前記ハンドオーバー課金識別子を配信するステップ
をさらに備える方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の方法であって、
　前記ハンドオーバーアプリケーションサーバにおいて前記セッションのオンライン課金
要求を生成するステップ、
　前記ハンドオーバー課金識別子を前記オンライン課金要求に挿入するステップ、及び
　前記オンライン課金要求を前記オンライン課金システムに伝送するステップ
をさらに備える方法。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の方法であって、前記オンライン課金要求はＤｉａｍｅｔｅｒ課金要
求を備え、前記方法が、
　前記ハンドオーバー課金識別子を前記Ｄｉａｍｅｔｅｒ課金要求の新しい属性値ペア（
ＡＶＰ）に挿入するステップ
をさらに備える方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は通信ネットワークの分野に関し、特に、ネットワークドメイン間で転送される
デュアルモードデバイスのセッション（例えば、ＩＭＳネットワークから回線交換ネット
ワークに（シームレスにハンドオーバーされて）転送されるセッション）に対するオンラ
イン課金を提供することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　人気を得ている通信ネットワークの１つのタイプはＩＰマルチメディアサブシステム（
ＩＭＳ）ネットワークである。第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）にお
いて示されるように、ＩＭＳは様々なタイプのアクセスネットワークを考慮するネットワ
ークアーキテクチャを有する共通コアネットワークを提供する。通信デバイスとＩＭＳネ
ットワークとの間のアクセスネットワークは、セルラーネットワーク（例えば、ＣＤＭＡ
、又はＧＳＭ）、ＷＬＡＮ（例えば、ＷｉＦｉ、又はＷｉＭＡＸ）、イーサネットネット
ワーク、又は他のタイプの無線又は有線アクセスネットワークであってもよい。インター
ネットプロトコル（ＩＰ）ネットワークがビデオ、音声、及びデータを伝送する上で最も
費用節減効果の高いベアラネットワークとなっているので、ＩＭＳアーキテクチャは当初
、ＩＰネットワークを介して通信デバイスにマルチメディアサービスを提供するために３
ＧＰＰによって定義された。サービスプロバイダは次世代ネットワークの展開にこのアー
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キテクチャを受け入れようとしている。
【０００３】
　ＩＭＳネットワーク内の標準的なセッション（又はコール）の場合、ＩＭＳ加入者のユ
ーザ機器は、適切なシグナリングメッセージ（即ち、ＳＩＰメッセージ）を伝送すること
により、ＣＤＭＡネットワーク、ＧＳＭネットワーク、ＩＰネットワーク、ＷｉＦｉネッ
トワーク、ＷｉＭＡＸネットワークなどのようなアクセスネットワークを通じてセッショ
ンを開始する。次いで、アクセスネットワークはシグナリングメッセージをＩＭＳネット
ワークにルーティングする。アクセスネットワークがＩＭＳネットワークと同じシグナリ
ングプロトコル（例えば、ＳＩＰ）を使用しない場合、アクセスネットワークはシグナリ
ングメッセージを適切なゲートウェイ経由でＩＭＳネットワークにルーティングすること
ができる。ＩＭＳネットワーク内のサービスコールセッション制御機能（Ｓ－ＣＳＣＦ）
はシグナリングメッセージを受信し、適切な方式でセッションを確立しようと試みる。セ
ッションが確立されると、Ｓ－ＣＳＣＦはまた、ＩＭＳネットワーク内の１つ以上のアプ
リケーションサーバ（ＡＳ）にコンタクトを取り、ボイスメール、コール転送などのよう
なセッションにサービスを提供することもできる。
【０００４】
　セッションのオンライン課金（プリペイド課金）を提供するため、セッションを処理し
ている各々のＩＭＳネットワーク要素（例えば、Ｓ－ＣＳＣＦ及びＡＳ）は、通常Ｄｉａ
ｍｅｔｅｒ　Ｒｏプロトコルで課金メッセージを生成することができる。例えば、ネット
ワーク要素は、セッションの信用割り当てを要求するために開始トリガーイベントでＩＭ
Ｓネットワークのオンライン課金システム（ＯＣＳ）にＤｉａｍｅｔｅｒ　Ｃｒｅｄｉｔ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（ＣＣＲ［Ｉｎｉｔｉａｌ］）メッセージを伝送する
。セッション中に定期的に、ネットワーク要素は、必要に応じて追加の信用割り当てを要
求するためにＤｉａｍｅｔｅｒ　ＣＣＲ［Ｕｐｄａｔｅ］メッセージをＯＣＳに伝送する
。終了トリガーイベントにおいて、ネットワーク要素は、未使用の信用を返すためにＤｉ
ａｍｅｔｅｒ　ＣＣＲ［Ｆｉｎａｌ］メッセージをＯＣＳに伝送する。各々の課金メッセ
ージは、課金メッセージがＯＣＳ内で相互に関連付けられるように、セッションに割り当
てられるＩＭＳ課金識別子（ＩＣＩＤ）を含む。
【０００５】
　一部のサービスプロバイダは、デュアルモードサービスを考慮に入れている。デュアル
モードサービスにより、通信デバイスは、異なるプロトコルを使用する異なるタイプのネ
ットワークドメインと通信することができるようになる。標準的なネットワークドメイン
は、回線交換ドメイン、パケット交換ドメイン、ＷＬＡＮドメイン、及びＩＭＳドメイン
を含む。一例として、デュアルモードサービスにより、通信デバイスは、ＣＤＭＡネット
ワーク又はＧＳＭネットワークのような回線交換ネットワークと通信することができるよ
うになり、また適切なアクセスネットワークを通じてＩＭＳネットワークとも通信するこ
とができるようになる。デュアルモードサービスを受信することのできる通信デバイスは
、デュアルモードデバイス又はデュアルモードハンドセットと呼ばれる。
【０００６】
　デュアルモードデバイスが、ＩＭＳネットワークのような、第１のネットワークドメイ
ンを介するセッションを開始又は受け入れるとき、第１のネットワークドメイン内のサー
ビス提供ネットワーク要素は、デュアルモードデバイスがデュアルモード機能を有し、お
そらくはＩＭＳネットワークのハンドオーバーアプリケーションサーバ（Ｖｏｉｃｅ　Ｃ
ａｌｌ　Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ（ＶＣＣ）アプリケーションサーバとも呼ばれる）にコン
タクトを取ることを決定する。例えば、ＩＭＳネットワークにおいて、Ｓ－ＣＳＣＦは、
ＳＩＰ又は別のプロトコルを通じてハンドオーバーアプリケーションサーバにコンタクト
を取り、デバイスのデュアルモード機能を指示する。次いで、第１のネットワークドメイ
ン内のネットワーク要素は宛先によりセッションを確立し、第１のサブセッションはデュ
アルモードデバイスと宛先の間で確立される。第１のサブセッションが確立されたことに
応答し、第１の課金識別子は、第１のネットワークドメイン内のセッションに割り当てら



(7) JP 5117616 B2 2013.1.16

10

20

30

40

50

れる。第１の課金識別子は、第１のネットワークドメイン内のネットワーク要素の１つに
よって割り当てられる。セッションにサービスを提供するネットワーク要素は、第１の課
金識別子を含むオンライン課金要求を生成し、オンライン課金要求をＯＣＳに伝送する。
次いで、ＯＣＳは、第１のサブセッションの課金レートを決定し、オンライン課金で知ら
れているように第１のサブセッションにサービスを提供するネットワーク要素に信用割り
当てを生成する。
【０００７】
　デュアルモードサービスが第１のネットワークドメインから回線交換ネットワークのよ
うな第２のネットワークドメインに移動する場合、デュアルモードデバイスは別のセッシ
ョン開始要求を回線交換ネットワークに伝送する。デュアルモードデバイスが１つのネッ
トワークドメインから別のネットワークドメインに移動する場合、これは「ハンドオーバ
ー」と呼ばれることが多い。回線交換ネットワークのＭＳＣは、新しいセッション開始要
求を受信し、メッセージをハンドオーバーアプリケーションサーバに転送する。ハンドオ
ーバーアプリケーションサーバは、第２のネットワークドメインを通じてデュアルモード
デバイスと宛先との間の第２のサブセッションを確立するように動作する。ハンドオーバ
ーアプリケーションサーバは、第２のネットワークドメインへのハンドオーバーでセッシ
ョンが中断されないように、第２のセッションレグを確立する。エンドユーザは、セッシ
ョンが実際に第１のネットワークドメインから第２のネットワークドメインへシームレス
にハンドオーバーされる場合、セッションを保持する。エンドユーザは、セッション中に
ハンドオーバーに気付かないこともある。第１のサブセッションはまた、分解される。
【０００８】
　第２のサブセッションが確立されたことに応答し、第２の課金識別子は、第２のネット
ワークドメイン内のセッションに割り当てられる。セッションにサービスを提供する第２
のネットワークドメイン内のネットワーク要素は、第２の課金識別子を含むオンライン課
金要求を生成し、オンライン課金要求をＯＣＳに伝送する。次いで、ＯＣＳは、第２のサ
ブセッションの課金レートを決定し、オンライン課金で知られているように第２のサブセ
ッションにサービスを提供するネットワーク要素に信用割り当てを生成する。
【０００９】
　デュアルモードサービスの１つの問題は、１つのネットワークドメインから別のネット
ワークドメインへのハンドオーバーが行われたときに、セッションにオンライン課金を実
行する効果的な方法がないことである。１つのセッション中に複数のハンドオーバーが行
われる場合、各ネットワークドメインにおいて異なる課金識別子が生成される。従って、
ＯＣＳは、１つのネットワークドメインから別のネットワークドメインに転送された同一
のセッションに対するオンライン課金要求を関連付けることができないため、セッション
に対して課金レートを適正に決定することができない。例えば、ユーザが、デュアルモー
ドサービスを使用してＩＭＳネットワーク上でセッションを開始する場合、ＩＭＳネット
ワークのＳ－ＣＳＣＦ及びハンドオーバーアプリケーションサーバは、ＯＣＳへのオンラ
イン課金要求をトリガする。ＯＣＳは、ＩＭＳネットワークについて定義された課金レー
トを使用して第１のサブセッションの信用割り当てを許可する。３０分後、ユーザがデュ
アルモードデバイスを持って自宅から外出し、セッションは回線交換ネットワーク（例え
ば、ＣＤＭＡネットワーク）を介して継続されると仮定する。回線交換ネットワークのＭ
ＳＣは、ＯＣＳへのＡＮＳＩ　ＯＲＲＥＱ又はＡＮＬＹＺＤ操作をトリガする。ＯＣＳは
、これを新しいセッションと見なし、時間＝０から計算されるレートで新しい信用割り当
てをＭＳＣに許可する。この計算は、ＯＣＳが時間＝３０分からレート計算を開始すべき
であるため、ユーザが段階的使用料のサービスプランを有する場合には正しくない。残念
なことに、セッションに対するコンテキスト情報がないので、ＯＣＳは、ＡＮＳＩ　ＯＲ
ＲＥＱ又はＡＮＬＹＺＤ要求を正しい開始時間と関連付けることができず、回線交換ネッ
トワーク上のサブセッションに対して正確な課金を決定することができない。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
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【００１０】
　本発明の実施形態は、様々なネットワークドメインからの独立したオンライン課金要求
が関連付けられるように、及び適切な課金レートが各ネットワークドメイン内のサブセッ
ションに対して決定されうるように、ハンドオーバーセッションのオンライン課金のため
の解決策を導入する。ＯＣＳにおいてオンライン課金要求を関連付けるため、ハンドオー
バー課金識別子がセッションに対して割り当てられ、各ネットワークドメイン内のセッシ
ョンにサービスを提供しているネットワーク要素に配信される。課金がネットワーク要素
でトリガされると、ネットワーク要素は、ハンドオーバー課金識別子と、場合によっては
その他のコンテキスト情報をオンライン課金要求に挿入し、オンライン課金要求をＯＣＳ
に伝送する。ＯＣＳは、受信したオンライン課金要求をその他のオンライン課金要求（あ
る場合）と関連付けて、セッションに対する課金レートを決定する。ＯＣＳは、ハンドオ
ーバー課金識別子に基づいてセッションに対するオンライン課金要求を全て関連付けるこ
とができるので、ＯＣＳはセッションの課金レートを正確に決定することができる。
【００１１】
　一例として、デュアルモードデバイスが、ＩＭＳネットワークのような、第１のネット
ワークドメインを介するセッションを開始するか、又はセッションに招待され、セッショ
ンがその後、回線交換ネットワークのような第２のネットワークドメインに転送（シーム
レスなハンドオーバー）されると仮定する。第２のネットワークドメイン内のネットワー
ク要素は、デュアルモードデバイスからセッション開始要求を受信し、対応するセッショ
ン開始要求をハンドオーバーアプリケーションサーバに伝送する。セッション開始要求を
受信したことに応答して、ハンドオーバーアプリケーションサーバは、セッションのハン
ドオーバー課金識別子を識別し、ハンドオーバー課金識別子を第２のネットワークドメイ
ン内の１つ以上のネットワーク要素に配信する。ハンドオーバー課金識別子を受信する第
２のネットワークドメイン内のネットワーク要素は、ハンドオーバー課金識別子を格納す
る。セッションのセットアップ中、又は第２のネットワークドメインのセッション中のあ
る時点において、１つ以上のネットワーク要素は課金のトリガーイベントを識別する。次
いで、ネットワーク要素は、セッションに割り当てられている格納済みのハンドオーバー
課金識別子を識別して、セッションのオンライン課金要求を生成する。ネットワーク要素
は、ハンドオーバー課金識別子をオンライン課金要求に挿入し、オンライン課金要求をＯ
ＣＳに伝送する。
【００１２】
　同様に、ハンドオーバーアプリケーションサーバはまた、課金のトリガーイベントを識
別することもできる。トリガーイベントを識別したことに応答して、ハンドオーバーアプ
リケーションサーバは、セッションに割り当てられたハンドオーバー課金識別子を識別し
て、セッションのオンライン課金要求を生成する。次いで、ハンドオーバーアプリケーシ
ョンサーバは、ハンドオーバー課金識別子をオンライン課金要求に挿入し、オンライン課
金要求をＯＣＳに伝送する。
【００１３】
　もう１つの実施形態において、ＯＣＳは、第２のネットワークドメイン内のネットワー
ク要素及び／又はハンドオーバーアプリケーションサーバからオンライン課金要求を受信
する。ＯＣＳはまた、セッションが第１のネットワークドメインを介していた間にセッシ
ョンにサービスを提供していた第１のネットワークドメイン内のネットワーク要素からオ
ンライン課金要求を受信することもできる。ＯＣＳは、オンライン課金要求を処理して、
オンライン課金要求に含まれるハンドオーバー課金識別子、及びオンライン課金要求で提
供される任意の他のコンテキスト情報を識別する。次いで、ＯＣＳは、セッションのオン
ライン課金要求を関連付けて、第２のネットワークドメイン内のセッションの課金レート
を決定する。オンライン課金要求は、セッションが第１のネットワークドメインから転送
されたことを指示するので、ＯＣＳは、セッションの総継続時間を正確に決定することが
でき、セッションが転送されている場合であってもセッションの正しい課金レートを決定
することができる。次いで、ＯＣＳは、オンライン課金要求を開始した第２のネットワー
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クドメイン内のネットワーク要素及び／又はハンドオーバーアプリケーションサーバに対
して信用割り当てを許可し、信用割り当てを含むオンライン課金応答を生成する。次いで
、ＯＣＳは、オンライン課金応答をネットワーク要素及び／又はハンドオーバーアプリケ
ーションサーバに伝送する。
【００１４】
　第１のネットワークドメイン内のネットワーク要素、第２のネットワークドメイン内の
ネットワーク要素、及びハンドオーバーアプリケーションサーバは各々、ＯＣＳへのオン
ライン課金要求にハンドオーバー課金識別子及びその他のコンテキスト情報を挿入するの
で、ＯＣＳはセッションに対するオンライン課金要求を関連付けることができる。従って
、ＯＣＳは、例えば段階的使用料がセッションに適用される場合であっても、転送された
セッションに対して正しい課金レートを正確に決定することができる。有利なことに、ネ
ットワークオペレータは、デュアルモードサービスに対してオンライン課金を効果的に実
施することができる。
【００１５】
　本発明は、以下に説明するその他の例示的な実施形態を含むことができる。
【００１６】
　同じ参照番号は、全ての図面において同じ要素又は同じ種類の要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の例示的な実施形態における通信ネットワークを示す図である。
【図２】本発明の例示的な実施形態におけるオンライン課金コンテキスト情報を第１のネ
ットワークドメイン内のネットワーク要素及びＯＣＳに配信する方法を示す流れ図である
。
【図３】本発明の例示的な実施形態におけるＯＣＳにおいてオンライン課金要求を処理す
る方法を示す流れ図である。
【図４】本発明の例示的な実施形態におけるオンライン課金コンテキスト情報を第２のネ
ットワークドメイン内のネットワーク要素及びＯＣＳに配信するさらなる方法を示す流れ
図である。
【図５】本発明の例示的な実施形態におけるドメイン転送後にＯＣＳにおいてオンライン
課金要求を処理するさらなる方法を示す流れ図である。
【図６】本発明の例示的な実施形態におけるＯＣＳ内のコンテキスト情報、ハンドオーバ
ーカウンタ、及び料金プランの関連を示す流れ図である。
【図７】本発明の例示的な実施形態におけるドメイン転送後に未使用の信用を引き渡す方
法を示す流れ図である。
【図８】本発明の例示的な実施形態における他の通信ネットワークを示す図である。
【図９】本発明の例示的な実施形態における転送されたセッションのオンライン課金を示
すメッセージ図である。
【図１０】本発明の例示的な実施形態における転送されたセッションのオンライン課金を
示すメッセージ図である。
【図１１】本発明の例示的な実施形態における転送されたセッションのオンライン課金を
示すメッセージ図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１～図１１及び以下の説明は、当業者に本発明を実施及び使用する方法を教示するた
めに、本発明の特定の例示的な実施形態を示す。発明の原理を教示するために、本発明の
標準的な態様が一部簡略化又は省略されている。当業者であれば、本発明の範囲に含まれ
るそれらの実施形態の変形を理解するであろう。当業者であれば、以下に説明される特徴
が様々な方法で組み合わされて、本発明の複数の変形を形成できることを理解するであろ
う。その結果、本発明は、以下に説明される特定の実施形態に限定されるのではなく、特
許請求の範囲及びそれらの均等物によってのみ限定される。
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【００１９】
　図１は、本発明の例示的な実施形態における通信ネットワーク１００を示す。通信ネッ
トワーク１００は、第１のネットワークドメイン１０２及び第２のネットワークドメイン
１０３を含む。ネットワークドメイン１０２～１０３は各々、通信サービスを提供するよ
うに編成され構成されたネットワーク要素の集合である。ネットワークドメインの例は、
回線交換ドメイン、パケット交換ドメイン、ＩＭＳドメイン、ＷＬＡＮドメインなどを含
む。ネットワークドメイン１０２～１０３は各々、通信サービスをデュアルモードデバイ
ス１２０に提供するように動作可能な異なるドメインである。例えば、ネットワークドメ
イン１０２はＩＭＳドメインを備えることができるが、ネットワークドメイン１０３は回
線交換ドメインを備えることができる。デュアルモードデバイスは、異なるプロトコルを
使用する異なるタイプのネットワークドメインと通信するように動作可能な任意の無線及
び／又は有線デバイスを備える。デュアルモードデバイス１２０は、通信サービスを受信
するためにネットワークドメイン１０２～１０３のいずれか又は両方と通信する機能を有
する。デュアルモードデバイス１２０はまた、確立されたセッション中にネットワークド
メイン１０２～１０３の間を切り替える機能も有し、これは転送又はハンドオーバーと呼
ばれる。
【００２０】
　通信ネットワーク１００はまた、ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６及びオ
ンライン課金システム（ＯＣＳ）１０８を含む。ハンドオーバーアプリケーションサーバ
（ＡＳ）１０６は、デュアルモードデバイス１２０のセッションにハンドオーバーサービ
スを提供するように動作可能な任意のシステム、サーバ、又は機能を備える。通常、ハン
ドオーバーアプリケーションサーバ１０６は、ユーザがネットワークドメイン間を移動し
ているときにボイスコール連続性をもたらすように動作可能なＶｏｉｃｅ　Ｃａｌｌ　Ｃ
ｏｎｔｉｎｕｉｔｙ（ＶＣＣ）アプリケーションサーバを備えることができる。ハンドオ
ーバーアプリケーションサーバ又はＶＣＣアプリケーションサーバは、異なるネットワー
クドメイン間でハンドオーバーを実行するために、モバイル管理ＡＳ機能（不図示）及び
ネットワークドメイン選択機能（不図示）を含むことができる。モバイル管理ＡＳは、Ｉ
ＭＳコアネットワークが、ＩＭＳネットワークでの加入者アクセスのために回線交換ネッ
トワーク又は異なるネットワークドメインの別のタイプのネットワーク要素に対してＭＳ
Ｃをエミュレートするような場合である。ネットワークドメイン選択機能は、セッション
配信のルーティングを決定する。ネットワークドメイン選択機能のサービス論理は、ドメ
イン内の登録の現在の状況ならびにオペレータ及び加入者基本設定に基づいて、セッショ
ンを適切なドメイン（例えば、ＩＭＳ又は回線交換）にルーティングする。ハンドオーバ
ーアプリケーションサーバ１０６は、セッションのシグナリングメッセージを処理して、
セッションを中断することなくネットワークドメイン１０２からネットワークドメイン１
０３（又は、その逆）にハンドオーバーを提供する。ハンドオーバーアプリケーションサ
ーバ１０６はネットワークドメイン１０２～１０３の外側に示されているが、ハンドオー
バーアプリケーションサーバ１０６は、ＩＭＳドメインのようなネットワークドメインの
１つの内部で実施されてもよい。
【００２１】
　ＯＣＳ１０８は、ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６のようなセッションに
サービスを提供しているネットワーク要素からオンライン課金要求を受信し、セッション
の課金レートを決定して、セッションに対してネットワーク要素に信用割り当てを許可す
ることなどにより、オンライン課金を実行するように動作可能な任意のシステム、サーバ
、又は機能を備える。
【００２２】
　ネットワークドメイン１０２及びネットワークドメイン１０３はそれぞれ、ネットワー
ク要素１１２及びネットワーク要素１１３を含む。ネットワーク要素１１２～１１３は、
通信サービスを提供し、課金イベントをＯＣＳ１０８にレポートするように動作可能な任
意のサーバ、システム、又は機能を備える。例えば、ＩＭＳドメイン内のネットワーク要
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素は、Ｐ－ＣＳＣＦ、Ｓ－ＣＳＣＦ、アプリケーションサーバ、メディアゲートウェイな
どを備えることができる。回線交換ドメイン内のネットワーク要素は、ＭＳＣを備えるこ
とができる。当業者であれば、ネットワークドメイン１０２～１０３が、図１に示される
ネットワーク要素よりも多くのネットワーク要素を含むことができることを理解するであ
ろう。さらに、ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６が特定のネットワークドメ
インに位置する場合、これもまたネットワーク要素と呼ばれてもよい。
【００２３】
　本明細書において説明される実施形態によれば、ネットワーク要素は、後段において説
明されるように、ＯＣＳ１０８がセッションのオンライン課金情報を関連付けることがで
きるように、オンライン課金コンテキスト情報をＯＣＳ１０８に提供するためにサービス
論理及びプロトコルを含むように強化される。オンライン課金コンテキスト情報は、異な
るネットワークドメイン上にあるサブセッションの課金情報を関連付けるために使用され
る課金識別子のような任意のデータを備える。例えば、後段において説明される実施形態
において、ハンドオーバー課金識別子はセッションに割り当てられ、両方のネットワーク
ドメイン１０２～１０３内のネットワーク要素１１２～１１３に配信される。次いで、ネ
ットワーク要素１１２～１１３は、たとえセッションが異なるネットワークドメインに転
送される場合であっても、ＯＣＳ１０８がセッションのオンライン課金要求を各々関連付
けることができるように、ＯＣＳ１０８へのオンライン課金要求にハンドオーバー課金識
別子を使用することができる。従って、ＯＣＳ１０８は、たとえセッションが転送される
場合であっても、セッションの正しい課金レートを効果的に決定することができる。
【００２４】
　図２は、本発明の例示的な実施形態におけるオンライン課金コンテキスト情報をネット
ワークドメイン１０２のネットワーク要素及びＯＣＳ１０８に配信する方法２００を示す
流れ図である。方法２００のステップは、図１の通信ネットワーク１００を参照して説明
される。図２の流れ図のステップは、包括的なものではなく、図示されていない他のステ
ップを含むことができる。
【００２５】
　図１において、デュアルモードデバイス１２０がネットワークドメイン１０２に登録し
、セッション開始要求を通じてエンドポイント１３０とのセッションを開始するか又はセ
ッションに招待されると仮定する。デュアルモードデバイス１２０又はエンドポイント１
３０のいずれかからセッション開始要求を受信したことに応答して、ネットワークドメイ
ン１０２内のネットワーク要素１１２は、ネットワーク要素（ＮＥ）課金識別子をセッシ
ョンに割り当てる。ＮＥ課金識別子は、セッションに割り当てられる任意の数値、コード
、ストリングなどを備える。ＮＥ課金識別子の割り当ての一例として、ネットワークドメ
イン１０２がＩＭＳドメインを備える場合、セッション開始要求（例えば、ＳＩＰ　ＩＮ
ＶＩＴＥ）を受信するＩＭＳネットワーク内のＰ－ＣＳＣＦ（不図示）、メディアゲート
ウェイ（不図示）、又は別のネットワーク要素は、一意のＩＭＳ課金識別子（ＩＣＩＤ）
をそのセッションに割り当てる。
【００２６】
　ネットワーク要素１１２はまた、セッション開始要求を受信するとデュアルモードデバ
イス１２０（又はその関連するユーザ）のフィルタ基準を処理して、デュアルモードデバ
イス１２０がデュアルモード機能を有することを決定する。デュアルモードデバイス１２
０がデュアルモード機能を有するので、ネットワーク要素１１２は、発生する可能性があ
る任意のネットワークドメイン転送を処理するために、ハンドオーバーアプリケーション
サーバ１０６がセッションに関与する必要があると決定する。従って、ネットワーク要素
１１２は、ステップ２０２において、ネットワーク要素１１２によって割り当てられたＮ
Ｅ課金識別子を含む、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥのようなセッション開始要求を生成する。次
いで、ネットワーク要素１１２は、ステップ２０４において、ハンドオーバーアプリケー
ションサーバ１０６をセッションに含めるために、セッション開始要求をハンドオーバー
アプリケーションサーバ１０６に伝送する。



(12) JP 5117616 B2 2013.1.16

10

20

30

40

50

【００２７】
　セッション開始要求を受信したことに応答して、ハンドオーバーアプリケーションサー
バ１０６は、セッション中のネットワークドメインの転送に備えるためにサーバ論理を実
行する。さらに、ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６は、ステップ２０６にお
いて、セッションのハンドオーバー課金識別子を識別する。ハンドオーバー課金識別子は
、セッションがオンライン課金の目的で接続されるネットワークドメインにかかわりなく
セッションを識別する任意の数値、コード、ストリングなどを備える。従って、ハンドオ
ーバー課金識別子は、単一のネットワークドメインのみでは一意ではなく理解されないが
、複数のネットワークドメインにわたり一意であって理解される。ハンドオーバーアプリ
ケーションサーバ１０６は、セッションの新しい一意のハンドオーバー課金識別子を生成
することができるか、初期ＮＥ課金識別子をハンドオーバー課金識別子として再使用する
ことができるか、又はそれ以外の場合ハンドオーバー課金識別子を識別することができる
。次いで、ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６は、ステップ２０８において、
ハンドオーバー課金識別子をネットワークドメイン１０２内のネットワーク要素１１２及
びその他のネットワーク要素（不図示）に配信する。ハンドオーバー課金識別子を配信す
るため、ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６は、ハンドオーバー課金識別子を
含むＳＩＰ　２００　ＯＫのようなセッション開始応答を生成し、セッション開始応答を
ネットワーク要素１１２に伝送する。ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６は、
ネットワークドメイン１０２内のその他のネットワーク要素から他のセッション開始要求
を受信したことに応答して同様に動作することができる。
【００２８】
　ネットワーク要素１１２は、ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６からセッシ
ョン開始応答を受信し、ハンドオーバー課金識別子を格納する。ネットワーク要素１１２
は、ハンドオーバー課金識別子がまだハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６によ
って配信されていない場合、ハンドオーバー課金識別子をネットワークドメイン１０２内
のその他のネットワーク要素（不図示）に配信する。ネットワークドメイン１０２を介す
るセッションを完了するために、その他のシグナリングがさらに発生する。
【００２９】
　セッションのセットアップ中又はネットワークドメイン１０２のセッション中のある時
点において、ネットワーク要素１１２は、セッションのオンライン課金を提供するように
定義されるＣｈａｒｇｉｎｇ　Ｔｒｉｇｇｅｒ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ（ＣＴＦ）などに基づ
いて、ステップ２１０において課金のトリガーイベントを識別する。ステップ２１２にお
いて、ネットワーク要素１１２は、セッションに割り当てられたハンドオーバー課金識別
子を識別する。次いで、ステップ２１４において、ネットワーク要素１１２は、セッショ
ンのオンライン課金要求を生成し、ハンドオーバー課金識別子をオンライン課金要求に挿
入する。オンライン課金要求は、Ｉｎｉｔｉａｌ、Ｕｐｄａｔｅ、又はＦｉｎａｌメッセ
ージであってもよい。一例として、オンライン課金要求は、Ｄｉａｍｅｔｅｒ　Ｒｏプロ
トコルに定義されているような、Ｃｒｅｄｉｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（ＣＣ
Ｒ）［Ｉｎｉｔｉａｌ、Ｕｐｄａｔｅ、Ｆｉｎａｌ］メッセージを備えることができる。
ネットワーク要素１１２はまた、ＮＥ課金識別子及びその他の課金情報をオンライン課金
要求に含むことができる。例えば、ネットワーク要素１１２はまた、ＮＥタイプ、ＮＥア
ドレス、ドメインタイプ、ドメイン領域、ユーザ識別子、宛先識別子、サービス情報、サ
ービスタイプ、要求タイプ、サブセッション識別子、サブセッションサービス開始／停止
時間、サブセッションサービス経過時間などを含むこともできる。ハンドオーバー課金識
別子及び追加の課金情報は、オンライン課金コンテキスト情報を備える。
【００３０】
　ＮＥ課金識別子をその他の課金情報と共にオンライン課金要求に挿入するとき、オンラ
イン課金要求は、ＮＥ課金識別子及びその他の課金情報に対してすでに指定されているパ
ラメータを有することもできる。例えば、Ｄｉａｍｅｔｅｒ　ＣＣＲメッセージにおいて
、ＮＥ課金識別子に対して指定された属性値ペア（ＡＶＰ）がある。ハンドオーバー課金
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識別子（及びおそらくは、その他の課金情報）を挿入するため、オンライン課金要求のハ
ンドオーバー課金識別子に対して新しいパラメータが指定されてもよい。例えば、Ｄｉａ
ｍｅｔｅｒ　ＣＣＲメッセージの第１の新しいＡＶＰが、ハンドオーバー課金識別子に対
して指定されてもよい。Ｄｉａｍｅｔｅｒ　ＣＣＲメッセージの第２の新しいＡＶＰが、
ネットワークドメイン１０２からネットワークドメイン１０３へのセッションの転送を指
示するハンドオーバーインジケータに対して指定されてもよい。Ｄｉａｍｅｔｅｒ　ＣＣ
Ｒメッセージの第３の新しいＡＶＰが、ネットワークドメイン１０２からネットワークド
メイン１０３への転送が発生する時間を指示するタイムスタンプに対して指定されてもよ
い。次いで、ネットワーク要素１１２は、ステップ２１６において、オンライン課金要求
をＯＣＳ１０８に伝送する。
【００３１】
　同様に、ステップ２１０において、ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６はま
た、ＣＴＦなどに基づいて、課金のトリガーイベントを識別する。ステップ２１２におい
て、ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６はセッションに割り当てられたハンド
オーバー課金識別子を識別する。次いで、ステップ２１４において、ハンドオーバーアプ
リケーションサーバ１０６は、セッションのオンライン課金要求を生成し、ハンドオーバ
ー課金識別子をオンライン課金要求に挿入する。ハンドオーバーアプリケーションサーバ
１０６はまた、１つ以上のＮＥ課金識別子、及びその他の課金情報をオンライン課金要求
に含むことができる。例えば、ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６はまた、Ｎ
Ｅ課金識別子のリスト、ドメインハンドオーバーインジケータ、ドメインハンドオーバー
課金タイプ、ドメインハンドオーバータイムスタンプ、関連するＮＥサブセッション識別
子のリストなどを含むことができる。ハンドオーバー課金識別子及び追加の課金情報は、
オンライン課金コンテキスト情報を備える。オンライン課金要求が、新しく定義されたハ
ンドオーバー課金識別子に対してなど、このコンテキスト情報の適切なパラメータを含ま
ない場合、前述のようにハンドオーバー課金識別子又はその他のコンテキスト情報に対し
て新しいパラメータが指定されてもよい。次いで、ハンドオーバーアプリケーションサー
バ１０６は、ステップ２１６において、オンライン課金要求をＯＣＳ１０８に伝送する。
【００３２】
　ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６及びネットワーク要素１１２は、上記で
説明される機能を実行するように動作可能なハードウェア、ソフトウェア、又はファーム
ウェアを備えることができる。例えば、ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６及
びネットワーク要素１１２は各々、適切なネットワークドメインのプロトコルでシグナリ
ングメッセージを受信し、処理して、伝送するように動作可能なシグナリングシステムを
含むことができる。ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６及びネットワーク要素
１１２は各々、ハンドオーバー課金識別子及びその他のコンテキスト情報を格納するよう
に動作可能なストレージシステムを含むことができる。ハンドオーバーアプリケーション
サーバ１０６及びネットワーク要素１１２は各々、課金イベントをトリガし、ＯＣＳ１０
８とインターフェイスを取ってオンライン課金要求をＯＣＳ１０８に提供するように動作
可能な、ＣＴＦのような課金システムをさらに含むことができる。
【００３３】
　図３は、本発明の例示的な実施形態におけるＯＣＳ１０８においてオンライン課金要求
を処理する方法３００を示す流れ図である。方法３００のステップは、図１の通信ネット
ワーク１００を参照して説明される。図３の流れ図のステップは、包括的なものではなく
、図示されていない他のステップを含むことができる。
【００３４】
　ステップ３０２において、ＯＣＳ１０８は、オンライン課金要求をネットワーク要素１
１２及び／又はハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６から受信する。加えてＯＣ
Ｓ１０８は、ネットワークドメイン１０２のその他のネットワーク要素からオンライン課
金要求を受信することができる。ステップ３０４において、ＯＣＳ１０８は、オンライン
課金要求を処理して、オンライン課金要求に含まれるハンドオーバー課金識別子及び任意
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のＮＥ課金識別子を識別する。ステップ３０６において、ＯＣＳ１０８は、セッションの
課金要求を関連付ける目的で、ハンドオーバー課金識別子及び任意のＮＥ課金識別子を格
納する。次いで、ＯＣＳ１０８は、セッションのオンライン課金操作を実行する。例えば
、ＯＣＳ１０８は、ステップ３０８において課金レートを決定する。課金レートは、サー
ビスプランの使用料、及びセッションの時間（段階的使用料を想定）に基づいて決定され
る。ＯＣＳ１０８は、ステップ３１０において、課金レートに基づいて、ネットワーク要
素１１２及びハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６のような、オンライン課金要
求を開始したネットワーク要素の信用割り当てを許可する。１つの前提は、デュアルモー
ドデバイス１２０が適正に権限を付与されており、セッションに対してユーザのアカウン
トに十分な残高があるということである。次いで、ＯＣＳ１０８は、ステップ３１２にお
いて、信用割り当てを含むオンライン課金応答を生成し、ステップ３１４において、オン
ライン課金応答をネットワーク要素１１２及びハンドオーバーアプリケーションサーバ１
０６に伝送する。ＯＣＳ１０８は、ネットワーク要素１１２、ハンドオーバーアプリケー
ションサーバ１０６、及びネットワークドメイン１０２内のその他のネットワーク要素（
不図示）から追加のオンライン課金要求を受信したことに応答して、同様に動作する。
【００３５】
　ネットワークドメイン１０２においてセッションが進行すると、ネットワーク要素１１
２及びハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６は、追加のオンライン課金要求をＯ
ＣＳ１０８に伝送することができる。ネットワークドメイン１０２内のさらに多くのネッ
トワーク要素がセッションにサービスを提供すると、これらのネットワーク要素は、上記
で説明されるようにハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６とコンタクトを取り、
ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６は、ハンドオーバー課金識別子をこれらの
ネットワーク要素に配信する。次いで、ネットワークドメイン１０２内のネットワーク要
素がオンライン課金要求を生成するとき、ネットワーク要素は、ＯＣＳ１０８がセッショ
ンの任意のオンライン課金要求を関連付けることができるように、ハンドオーバー課金識
別子をＯＣＳ１０８へのオンライン課金要求に挿入する。
【００３６】
　ある時点でセッションがネットワークドメイン１０２からネットワークドメイン１０３
に転送される（図１を参照）ことをさらに仮定するが、これもまたハンドオーバーと呼ば
れる。ハンドオーバーは、様々な理由から要望される場合がある。例えば、デュアルモー
ドデバイス１２０がネットワークドメイン１０３によってサービスを提供される区域に移
動する場合、デュアルモードデバイス１２０はネットワークドメイン１０３に登録するこ
とができる。デュアルモードデバイス１２０のサービス論理に従って、デュアルモードデ
バイス１２０は、ネットワークドメイン１０３がコスト、使用可能なサービス、サービス
区域などの理由から、好ましい通信のモードであると決定することができる。デュアルモ
ードデバイス１２０は、ネットワークドメイン１０３によって使用されるプロトコルでも
う１つのセッション開始要求を生成し、セッション開始要求をネットワークドメイン１０
３内のネットワーク要素１１３に伝送する。
【００３７】
　セッション開始要求を受信したことに応答して、ネットワークドメイン１０３内のネッ
トワーク要素１１３は、もう１つのネットワーク要素（ＮＥ）課金識別子をセッションに
割り当てる。ＮＥ課金識別子の割り当ての一例として、ネットワークドメイン１０３が回
線交換ドメイン（例えば、ＣＤＭＡネットワーク）を備える場合、セッション開始要求（
例えば、ＩＳＵＰ　ＩＡＭ）を受信する回線交換ネットワーク内のＭＳＣ（不図示）又は
別のネットワーク要素は、一意の課金識別子をそのセッションに割り当てる。
【００３８】
　図４は、本発明の例示的な実施形態におけるオンライン課金のコンテキスト情報をネッ
トワークドメイン１０３内のネットワーク要素及びＯＣＳ１０８に配信するさらなる方法
４００を示す流れ図である。方法４００のステップは、図１の通信ネットワーク１００を
参照して説明される。図４の流れ図のステップは、包括的なものではなく、図示されてい
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ない他のステップを含むことができる。
【００３９】
　セッション開始要求を受信したことに応答して、ネットワーク要素１１３は、デュアル
モードデバイス１２０（又はその関連するユーザ）のフィルタ基準を処理して、デュアル
モードデバイス１２０がデュアルモード機能を有すること、及びセッションがもう１つの
ネットワークドメイン１０２から転送されていることを決定する。従って、ネットワーク
要素１１３は、ステップ４０２において、ネットワーク要素１１３によって割り当てられ
たＮＥ課金識別子を含む、ＡＮＳＩ　ＯＲＲＥＱのようなセッション開始要求を生成する
。次いで、ネットワーク要素１１３は、ステップ４０４において、ハンドオーバーアプリ
ケーションサーバ１０６をセッションに含めるために、セッション開始要求をハンドオー
バーアプリケーションサーバ１０６に伝送する。
【００４０】
　セッション開始要求を受信したことに応答して、ハンドオーバーアプリケーションサー
バ１０６は、セッション中のネットワークドメインの転送に備えるためにサーバ論理を実
行する。さらに、ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６は、ステップ４０６にお
いて、セッションに割り当てられたハンドオーバー課金識別子を識別する。次いで、ハン
ドオーバーアプリケーションサーバ１０６は、ステップ４０８において、ハンドオーバー
課金識別子をネットワークドメイン１０３のネットワーク要素１１３及びその他のネット
ワーク要素（不図示）に配信する。ハンドオーバー課金識別子を配信するため、ハンドオ
ーバーアプリケーションサーバ１０６は、ハンドオーバー課金識別子を含むＡＮＳＩ　ｏ
ｒｒｅｑのようなセッション開始応答を生成し、セッション開始応答をネットワーク要素
１１３に伝送する。ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６は、ネットワークドメ
イン１０３内のその他のネットワーク要素（不図示）から他のセッション開始要求を受信
したことに応答して同様に動作することができる。
【００４１】
　ネットワーク要素１１３は、ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６からセッシ
ョン開始応答を受信し、ハンドオーバー課金識別子を格納する。ネットワーク要素１１３
は、ハンドオーバー課金識別子がまだハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６によ
って配信されていない場合、ハンドオーバー課金識別子をネットワークドメイン１０３内
のその他のネットワーク要素（不図示）に配信する。ネットワークドメイン１０３を介す
るセッションを完了するために、その他のシグナリングがさらに発生する。
【００４２】
　セッション中のある時点において、ネットワーク要素１１３は、ステップ４１０におい
て、ＣＴＦなどに基づいて課金のトリガーイベントを識別する。ステップ４１２において
、ネットワーク要素１１３は、セッションに割り当てられたハンドオーバー課金識別子を
識別する。次いで、ネットワーク要素１１３は、セッションのオンライン課金要求を生成
し、ステップ４１４においてハンドオーバー課金識別子をオンライン課金要求に挿入する
。ネットワーク要素１１３はまた、ＮＥ課金識別子及びその他の課金情報をオンライン課
金要求に含むことができる。例えば、ネットワーク要素１１３は、ネットワークドメイン
１０２からネットワークドメイン１０３へのセッションの転送を指示するハンドオーバー
インジケータをオンライン課金要求に挿入することができる。ネットワーク要素１１３は
また、セッションの転送に対するタイムスタンプを識別して、タイムスタンプをオンライ
ン課金要求に挿入することができる。オンライン課金要求が、新しく定義されたハンドオ
ーバー課金識別子に対してなど、このコンテキスト情報の適切なパラメータを含まない場
合、前述のようにハンドオーバー課金識別子又はその他のコンテキスト情報に対して新し
いパラメータが指定されてもよい。次いで、ネットワーク要素１１３は、ステップ４１６
において、オンライン課金要求をＯＣＳ１０８に伝送する。
【００４３】
　上記で説明されているように、ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６はまた、
ネットワークドメイン１０３を介するセッション中に課金の１つ以上のトリガーイベント
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を識別する。従って、ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６は、セッションに割
り当てられたハンドオーバー課金識別子を識別する（図２のステップ２１２を参照）。ハ
ンドオーバーアプリケーションサーバ１０６は、セッションのオンライン課金要求を生成
し、ハンドオーバー課金識別子をオンライン課金要求に挿入する（図２のステップ２１４
を参照）。ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６はまた、１つ以上のＮＥ課金識
別子、及びその他のコンテキスト及び／又は課金情報をオンライン課金要求に含むことが
できる。次いで、ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６は、オンライン課金要求
をＯＣＳ１０８に伝送する（図２のステップ２１６を参照）。
【００４４】
　ネットワーク要素１１３はまた、上記で説明される機能を実行するように動作可能なハ
ードウェア、ソフトウェア、又はファームウェアを備えることができる。例えば、ネット
ワーク要素１１３は各々、適切なネットワークドメインのプロトコルでシグナリングメッ
セージを受信し、処理して、伝送するように動作可能なシグナリングシステムを含むこと
ができる。ネットワーク要素１１３は各々、ハンドオーバー課金識別子及びその他のコン
テキスト情報を格納するように動作可能なストレージシステムを含むことができる。ネッ
トワーク要素１１３は各々、課金イベントをトリガし、ＯＣＳ１０８とインターフェイス
を取ってオンライン課金要求をＯＣＳ１０８に提供するように動作可能な、ＣＴＦのよう
な課金システムをさらに含むことができる。
【００４５】
　図５は、本発明の例示的な実施形態におけるドメイン転送後にＯＣＳにおいてオンライ
ン課金要求を処理するさらなる方法５００を示す流れ図である。方法５００のステップは
、図１の通信ネットワーク１００を参照して説明される。図５の流れ図のステップは、包
括的なものではなく、図示されていない他のステップを含むことができる。
【００４６】
　ステップ５０２において、ＯＣＳ１０８は、オンライン課金要求をネットワーク要素１
１３及び／又はハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６から受信する。加えてＯＣ
Ｓ１０８は、ネットワークドメイン１０３内のその他のネットワーク要素からオンライン
課金要求を受信することができる。ステップ５０４において、ＯＣＳ１０８は、オンライ
ン課金要求を処理して、オンライン課金要求に含まれるハンドオーバー課金識別子及び任
意のＮＥ課金識別子を識別する。ステップ５０６において、ＯＣＳ１０８は、ハンドオー
バー課金識別子及び任意のＮＥ課金識別子を格納する。次いで、ＯＣＳ１０８は、セッシ
ョンのオンライン課金操作を実行する。例えば、ＯＣＳ１０８は、ステップ５０８におい
て、セッションのオンライン課金要求を関連付けて、課金レートを決定する。さらに詳細
には、ＯＣＳ１０８は、オンライン課金要求で提供されたオンライン課金コンテキスト情
報を処理して、課金レートを決定する。ＯＣＳ１０８は、セッションが１つのネットワー
クドメインから別のネットワークドメインに転送されたことを識別したことに応答してオ
ンライン課金要求を関連付けることができるか、又はオンライン課金要求を自動的に関連
付けることができる。オンライン課金コンテキスト情報は、セッションがもう１つのネッ
トワークドメイン１０２から転送されたことを指示するので、ＯＣＳ１０８は、セッショ
ンの総持続時間を正確に決定することができ、セッションの正しい課金レートを決定する
ことができる。デュアルモードデバイス１２０のユーザが段階的使用料によるサービスプ
ランを有する場合、ＯＣＳ１０８は、ネットワークドメイン１０３上のサブセッションの
課金レートを正確に決定することができない。例えば、セッションが、３０分後にネット
ワークドメイン１０２からネットワークドメイン１０３に転送されたと仮定する。オンラ
イン課金コンテキスト情報により、ＯＣＳ１０８は、課金レートが時間＝０ではなく時間
＝３０から決定されるべきであると決定することができる。段階的使用料の場合、ＯＣＳ
１０８は、正しい課金レートを決定することができる。
【００４７】
　ステップ５１０において、ＯＣＳ１０８は、課金レートに基づいて、ネットワーク要素
１１３及びハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６のような、オンライン課金要求
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を開始したネットワーク要素の信用割り当てを許可する。この場合も同様に、１つの前提
は、デュアルモードデバイス１２０が適正に権限を付与されており、セッションに対して
ユーザのアカウントに十分な残高があるということである。次いで、ＯＣＳ１０８は、ス
テップ５１２において、信用割り当てを含むオンライン課金応答を生成し、ステップ５１
４において、オンライン課金応答をネットワーク要素１１３及びハンドオーバーアプリケ
ーションサーバ１０６に伝送する。ＯＣＳ１０８は、ネットワーク要素１１３、ハンドオ
ーバーアプリケーションサーバ１０６、及びネットワークドメイン１０３内のその他のネ
ットワーク要素（不図示）から追加のオンライン課金要求を受信したことに応答して、同
様に動作する。
【００４８】
　ネットワークドメイン１０３においてセッションが進行すると、ネットワーク要素１１
３及びハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６は、追加のオンライン課金要求をＯ
ＣＳ１０８に伝送することができる。ネットワークドメイン１０３においてさらに多くの
ネットワーク要素がセッションにサービスを提供すると、これらのネットワーク要素は、
上記で説明されるようにハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６とコンタクトを取
り、ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６は、ハンドオーバー課金識別子をこれ
らのネットワーク要素に配信する。次いで、ネットワークドメイン１０３内のネットワー
ク要素がオンライン課金要求を生成するとき、ネットワーク要素は、ＯＣＳ１０８がセッ
ションの任意のオンライン課金要求を関連付けることができるように、ハンドオーバー課
金識別子をＯＣＳ１０８へのオンライン課金要求に挿入する。
【００４９】
　オンライン課金要求を関連付けるため、ＯＣＳ１０８は、セッションの転送前にネット
ワークドメイン１０２内の各ネットワーク要素１１２の現在のオンライン課金スナップシ
ョットデータを保持し、セッションの転送後にネットワークドメイン１０３内の各ネット
ワーク要素１１３の現在のオンライン課金スナップショットデータを保持するハンドオー
バーカウンタを実施することができる。図６は、本発明の例示的な実施形態におけるＯＣ
Ｓ１０８内のコンテキスト情報、ハンドオーバーカウンタ、及び料金プランの関連を示す
流れ図である。各々のＶＣＣ更新は、カウンタ更新基準（即ち、各ネットワークドメイン
内の各ネットワーク要素から受信した課金情報がＶＣＣカウンタコンテキスト情報と一致
する場合）としてのコンテキスト情報に基づき、ハンドオーバーカウンタはコンテキスト
情報を格納するために更新される。
【００５０】
　ＯＣＳ１０８は、コンテキスト情報を料金算定基準として使用して、セッションの課金
レートを決定する。従って、ネットワークドメイン１０２内のセッションがネットワーク
ドメイン１０３に転送されるとき、各ネットワークドメイン１０２～１０３内の２つのサ
ブセッションは、同じ料金プランを使用する同じ連続するセッションとして処理される。
２つの相関するサブセッションが各々個別の料金プランに基づく料金プラン又は課金を共
有するかどうかは、ネットワークオペレータの構成に基づく。
【００５１】
　セッションがネットワークドメイン１０２からネットワークドメイン１０３に転送され
たことをＯＣＳ１０８が決定するとき、ＯＣＳ１０８は、ネットワークドメイン１０２内
のネットワーク要素１１２へのオンライン課金を終了することができる。ＯＣＳ１０８は
、ネットワークドメイン１０２内のネットワーク要素１１２が、課金を単に中断するか、
又は課金を停止して、未使用の信用をＯＣＳ１０８に返すように要求することができる。
【００５２】
　図７は、本発明の例示的な実施形態におけるドメイン転送後に未使用の信用を引き渡す
方法７００を示す流れ図である。方法７００のステップは、図１の通信ネットワーク１０
０を参照して説明される。図７の流れ図のステップは、包括的なものではなく、図示され
ていない他のステップを含むことができる。
【００５３】
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　ステップ７０２において、ネットワークドメイン１０２からネットワークドメイン１０
３へのセッションの転送を識別すると、ＯＣＳ１０８は、ステップ７０４において、ネッ
トワークドメイン１０２内のネットワーク要素１１２に未使用の信用を引き渡させるかど
うかを決定する。ＯＣＳ　ＶＣＣ課金ポリシー管理は、ネットワーク要素１１２が未使用
の信用を引き渡すべきであるかどうかを、ネットワークドメイン１０２内のネットワーク
要素向けの使用料が転送後に変更される、ユーザのアカウント残高がしきい値を下回る、
転送後に信用引き渡しを提示するユーザ又はオペレータ、ハンドオーバータイプ（即ち、
どのネットワークドメインからどのネットワークドメイン）、プリペイドライフサイクル
などの規則又は条件のうちの１つ以上に基づいて決定する。決定が、ネットワーク要素１
１２に未使用の信用を引き渡させることである場合、ＯＣＳ１０８は、ステップ７０６に
おいて、信用返却要求をネットワークドメイン１０２内のネットワーク要素１１２及びそ
の他のネットワーク要素に伝送する。例えば、ＯＣＳ１０８は、ネットワーク要素１１２
が任意の未使用の信用を返却するよう要求するＤｉａｍｅｔｅｒ　Ｒｅ－Ａｕｔｈｏｒｉ
ｚａｔｉｏｎ－Ｒｅｑｕｅｓｔ（ＲＡＲ）をネットワーク要素１１２に伝送することがで
きる。信用返却要求に応答して、ネットワーク要素１１２は、Ｄｉａｍｅｔｅｒ　ＣＣＲ
のような、信用残高を含むオンライン課金要求を生成し、オンライン課金要求をＯＣＳ１
０８に伝送する。ハンドオーバーアプリケーションサーバ１０６に任意の未使用の信用を
返却させるために、同様のプロセスが使用される。
【００５４】
　ＯＣＳ１０８は、ステップ７０８において、ネットワークドメイン１０２内のネットワ
ーク要素１１２及びその他のネットワーク要素、ならびにハンドオーバーアプリケーショ
ンサーバ１０６からオンライン課金要求を受信し、ステップ７１０において、未使用の信
用をユーザのアカウントに返す。ＯＣＳ１０８はまた、アカウントステータス及びライフ
サイクルを更新する。
【００５５】
例
　図８～図１１は、１つのネットワークドメインから別のネットワークドメインへシーム
レスにハンドオーバーされるセッションのオンライン課金の例を示す。図８は、本発明の
例示的な実施形態における通信ネットワーク８００を示す。通信ネットワーク８００は、
ＩＭＳネットワーク８０２、ＧＳＭネットワーク又はＣＤＭＡネットワークのような回線
交換ネットワーク８０４、及びＯＣＳ８０６を含む。ＩＭＳネットワーク８０２は、Ｓｅ
ｒｖｉｎｇ－ＣＳＣＦ（Ｓ－ＣＳＣＦ）８１２、Ｉｎｔｅｒｒｏｇａｔｅ－ＣＳＣＦ（Ｉ
－ＣＳＣＦ）８１３、Ｐｒｏｘｙ－ＣＳＣＦ（Ｐ－ＣＳＣＦ）８１４、メディアゲートウ
ェイ制御機能（ＭＧＣＦ）８１５、ＷｉＦｉアクセスネットワーク８１６、ホーム加入者
サーバ（ＨＳＳ）８１７、及びＶＣＣアプリケーションサーバ８１８を含む。ＩＭＳネッ
トワーク８０２は、簡潔にするため図示されていないその他のネットワーク要素を含むこ
とができる。回線交換ネットワーク８０４は、ＭＳＣ８２２及び基地局８２４を含む。回
線交換ネットワーク８０４は、簡潔にするため図示されていないその他のネットワーク要
素を含むことができる。図８～図１１の例は、デュアルモードデバイス８３０がエンドポ
イント８４０によってセッションに招待される場合の、ＩＭＳネットワーク８０２から回
線交換ネットワーク８０４へのシームレスなハンドオーバーの課金を示す。
【００５６】
　図９～図１１は、本発明の例示的な実施形態における転送されたセッションのオンライ
ン課金を示すメッセージ図である。エンドポイント８４０（図８を参照）がデュアルモー
ドデバイス８３０とのセッションを開始しようとしていると仮定する。図９においてセッ
ションを開始するため、エンドポイント８４０は、ＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥを生成し、ＩＮ
ＶＩＴＥをＩＭＳネットワーク８０２のＳ－ＣＳＣＦ８１２に伝送する。デュアルモード
デバイス８３０をセッションに招待するＩＮＶＩＴＥに応答して、Ｓ－ＣＳＣＦ８１２は
デュアルモードデバイス８３０の初期フィルタ基準（ｉＦＣ）を処理するが、これはデュ
アルモードデバイス８３０がデュアルモード機能を有することを指示する。従って、Ｓ－
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ＣＳＣＦ８１２は、ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８とエンドポイント８４０間のＳ
ＩＰダイアログ１を確立するためにＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥをＶＣＣアプリケーションサー
バ８１８に伝送することによってセッションにＶＣＣアプリケーションサーバ８１８を含
む。
【００５７】
　バックツーバックユーザエージェント（Ｂ２ＢＵＡ）として動作するＶＣＣアプリケー
ションサーバ８１８は、セッションがＩＭＳネットワーク８０２に配信される必要がある
ことを決定し、デュアルモードデバイス８３０にサービスを提供しているＳ－ＣＳＣＦ８
１２にＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥを伝送する。次いで、Ｓ－ＣＳＣＦ８１２は、ＶＣＣアプリ
ケーションサーバ８１８とデュアルモードデバイス８３０間のＳＩＰダイアログ２を確立
するために、ＩＮＶＩＴＥをＰ－ＣＳＣＦ８１４経由でデュアルモードデバイス８３０に
伝送する。
【００５８】
　デュアルモードデバイス８３０は、ベアラのＳＤＰでＳＩＰ　１８０　Ｒｉｎｇｉｎｇ
を（Ｐ－ＣＳＣＦ８１４を介して）Ｓ－ＣＳＣＦ８１２に返し、Ｓ－ＣＳＣＦ８１２はＳ
ＩＰ　１８０　ＲｉｎｇｉｎｇをＶＣＣアプリケーションサーバ８１８に伝送する。ＶＣ
Ｃアプリケーションサーバ８１８はＳＩＰ　１８０　ＲｉｎｇｉｎｇをＳ－ＣＳＣＦ８１
２に伝送し、Ｓ－ＣＳＣＦ８１２はＳＩＰ　１８０　Ｒｉｎｇｉｎｇをエンドポイント８
４０に転送する。
【００５９】
　次いで、デュアルモードデバイス８３０はＳＩＰ　２００　ＯＫを（Ｐ－ＣＳＣＦ８１
４を介して）Ｓ－ＣＳＣＦ８１２に伝送し、Ｓ－ＣＳＣＦ８１２は２００　ＯＫをＶＣＣ
アプリケーションサーバ８１８に伝送する。２００　ＯＫを受信したことに応答して、Ｖ
ＣＣアプリケーションサーバ８１８は課金イベントを識別する。従って、ＶＣＣアプリケ
ーションサーバ８１８はＤｉａｍｅｔｅｒ　ＣＣＲ［Ｉｎｉｔｉａｌ］を生成し、セッシ
ョンに割り当てられたハンドオーバー課金識別子を識別して、ハンドオーバー課金識別子
をＤｉａｍｅｔｅｒ　ＣＣＲ［Ｉｎｉｔｉａｌ］に挿入する。ＶＣＣアプリケーションサ
ーバ８１８はまた、１つ以上のＮＥ課金識別子、及びその他の課金情報をＣＣＲ［Ｉｎｉ
ｔｉａｌ］に含むことができる。例えば、ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８はまた、
ＮＥ課金識別子のリスト、ドメインハンドオーバーインジケータ、ドメインハンドオーバ
ー課金タイプ、ドメインハンドオーバータイムスタンプ、関連するＮＥサブセッション識
別子のリストなどを含むことができる。ハンドオーバー課金識別子及び追加の課金情報は
、ＯＣＳ８０６のオンライン課金コンテキスト情報を備える。
【００６０】
　ＮＥ課金識別子をその他の課金情報と共に課金メッセージに挿入するとき、ＣＣＲ［Ｉ
ｎｉｔｉａｌ］は、ＮＥ課金識別子及びその他の課金情報に対してすでに指定されている
属性値ペア（ＡＶＰ）を有することもできる。ハンドオーバー課金識別子（及びおそらく
は、その他の課金情報）を挿入するため、ハンドオーバー課金識別子に対してＣＣＲメッ
セージの新しいＡＶＰが指定されてもよい。ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８は、コ
ンテキスト情報が挿入されたＣＣＲ［Ｉｎｉｔｉａｌ］をＯＣＳ８０６に伝送する。
【００６１】
　ＯＣＳ８０６はＣＣＲ［Ｉｎｉｔｉａｌ］を受信し、ＣＣＲ［Ｉｎｉｔｉａｌ］に含ま
れるコンテキスト情報を格納する。ＯＣＳ８０６は、コンテキスト情報を処理して、ＩＭ
Ｓネットワーク８０２を介するセッションの課金レートを決定する。次いで、ＯＣＳ８０
６は、信用割り当てを含むＤｉａｍｅｔｅｒ　ＣＣＡ［Ｉｎｉｔｉａｌ］を生成し、Ｄｉ
ａｍｅｔｅｒ　ＣＣＡ［Ｉｎｉｔｉａｌ］をＶＣＣアプリケーションサーバ８１８に伝送
する。ＯＣＳ８０６はまた、追加のコンテキスト情報をＣＣＡ［Ｉｎｉｔｉａｌ］に含む
ことができる。次いで、ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８は、デュアルモードデバイ
ス８３０の信用割り当ての監視を開始する。割り当てが消費されている場合、ＶＣＣアプ
リケーションサーバ８１８は、新しい信用割り当てをＯＣＳ８０６に要求するＣＣＲ［Ｕ
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ｐｄａｔｅ］を伝送することができる。
【００６２】
　次いで、ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８は、ＳＩＰ　２００　ＯＫをＳ－ＣＳＣ
Ｆ８１２に伝送する。ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８は、ハンドオーバー課金識別
子をＩＭＳネットワーク８０２のネットワーク要素に配信するステップの一環として、ハ
ンドオーバー課金識別子を２００　ＯＫに挿入することができる。さらに、ＶＣＣアプリ
ケーションサーバ８１８は、以前のシグナリングメッセージで、ハンドオーバー課金識別
子をＩＭＳネットワーク８０２のネットワーク要素に配信済みの場合もある。
【００６３】
　２００　ＯＫを受信したことに応答して、Ｓ－ＣＳＣＦ８１２は課金イベントを識別す
る。次いで、Ｓ－ＣＳＣＦ８１２はＤｉａｍｅｔｅｒ　ＣＣＲ［Ｉｎｉｔｉａｌ］を生成
し、（ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８によって提供された）セッションに割り当て
られたハンドオーバー課金識別子を識別して、ハンドオーバー課金識別子をＤｉａｍｅｔ
ｅｒ　ＣＣＲ［Ｉｎｉｔｉａｌ］に挿入する。Ｓ－ＣＳＣＦ８１２はまた、ＮＥ課金識別
子、及びその他の課金情報をＣＣＲ［Ｉｎｉｔｉａｌ］に含むことができる。例えば、Ｓ
－ＣＳＣＦ８１２はまた、ＮＥタイプ、ＮＥアドレス、ドメインタイプ、ドメイン領域、
ユーザ識別子、宛先識別子、サービス情報、サービスタイプ、要求タイプ、サブセッショ
ン識別子、サブセッションサービス開始／停止時間、サブセッションサービス経過時間な
どを含むこともできる。ハンドオーバー課金識別子及び追加の課金情報は、ＯＣＳ８０６
のオンライン課金コンテキスト情報を備える。ハンドオーバー課金識別子（及び可能なそ
の他の課金情報）を挿入するため、ハンドオーバー課金識別子に対してＣＣＲメッセージ
の新しいＡＶＰが指定されてもよい。次いで、Ｓ－ＣＳＣＦ８１２は、ＣＣＲ［Ｉｎｉｔ
ｉａｌ］をダイアログ２の課金のためにＯＣＳ８０６に伝送する。
【００６４】
　ＯＣＳ８０６はＣＣＲ［Ｉｎｉｔｉａｌ］を受信し、ＣＣＲ［Ｉｎｉｔｉａｌ］に含ま
れるコンテキスト情報を格納する。ＯＣＳ８０６は、コンテキスト情報を処理して、ＩＭ
Ｓネットワーク８０２を介するセッションの課金レートを決定する。次いで、ＯＣＳ８０
６は、信用割り当てを含むＤｉａｍｅｔｅｒ　ＣＣＡ［Ｉｎｉｔｉａｌ］を生成し、Ｄｉ
ａｍｅｔｅｒ　ＣＣＡ［Ｉｎｉｔｉａｌ］をＳ－ＣＳＣＦ８１２に伝送する。ＯＣＳ８０
６はまた、追加のコンテキスト情報をＣＣＡ［Ｉｎｉｔｉａｌ］に含むことができる。次
いで、Ｓ－ＣＳＣＦ８１２は、ダイアログ２についてデュアルモードデバイス８３０の信
用割り当ての監視を開始する。割り当てが消費されている場合、Ｓ－ＣＳＣＦ８１２は、
新しい信用割り当てをＯＣＳ８０６に要求するＣＣＲ［Ｕｐｄａｔｅ］を伝送することが
できる。
【００６５】
　次に、Ｓ－ＣＳＣＦ８１２は、２００　ＯＫをエンドポイント８４０に伝送する。この
場合も同様に、Ｓ－ＣＳＣＦ８１２は課金イベントを識別し、ＶＣＣコンテキスト情報と
共にＣＣＲ［Ｉｎｉｔｉａｌ］をダイアログ１の課金のためにＯＣＳ８０６に伝送する。
ＯＣＳ８０６はコンテキスト情報を処理し、信用割り当てを許可して、ＣＣＡ［Ｉｎｉｔ
ｉａｌ］をＳ－ＣＳＣＦ８１２に伝送する。次いで、Ｓ－ＣＳＣＦ８１２は、ダイアログ
１についてデュアルモードデバイス８３０の信用割り当ての監視を開始する。割り当てが
消費されている場合、Ｓ－ＣＳＣＦ８１２は、新しい信用割り当てをＯＣＳ８０６に要求
するＣＣＲ［Ｕｐｄａｔｅ］を伝送することができる。
【００６６】
　次いで、エンドポイント８４０は、ＳＩＰ　ＡＣＫメッセージをＳ－ＣＳＣＦ８１２に
伝送する。Ｓ－ＣＳＣＦ８１２は、ＳＩＰ　ＡＣＫをＶＣＣアプリケーションサーバ８１
８に伝送する。これは、エンドポイント８４０とＶＣＣアプリケーションサーバ８１８間
のＳＩＰダイアログ１の確立を完了する。次いで、ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８
は、ＳＩＰ　ＡＣＫを（Ｓ－ＣＳＣＦ８１２及びＰ－ＣＳＣＦ８１４を介して）デュアル
モードデバイス８３０に伝送する。これは、デュアルモードデバイス８３０とＶＣＣアプ
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リケーションサーバ８１８間のＳＩＰダイアログ２の確立を完了する。従ってセッション
は、デュアルモードデバイス８３０とエンドポイント８４０間でＩＭＳネットワーク８０
２を介して確立され、通信は、ＲＴＰ接続のようなベアラ接続を通じて開始することがで
きる。
【００６７】
　ＩＭＳネットワーク８０２を介するセッション中に、Ｓ－ＣＳＣＦ８１２、ＶＣＣアプ
リケーションサーバ８１８、又はＩＭＳネットワーク８０２内のその他のネットワーク要
素は、ＣＣＲ［Ｕｐｄａｔｅ］メッセージをＯＣＳ８０６に伝送して追加の信用割り当て
を要求することができる（図９には不図示）。ＣＣＲ［Ｕｐｄａｔｅ］メッセージに応答
して、ＯＣＳ８０６は、許可された信用割り当てを含むＣＣＡ［Ｕｐｄａｔｅ］メッセー
ジを伝送する。
【００６８】
　この実施形態についてさらに、デュアルモードデバイス８３０が回線交換ネットワーク
８０４のサービス区域に入り、回線交換ネットワーク８０４に登録すると仮定する（図１
０を参照）。デュアルモードデバイス８３０は、ＷｉＦｉアクセスネットワーク８１６が
デュアルモードデバイス８３０の圏内になくなった場合など、様々な理由により、ＩＭＳ
ネットワーク８０２から回線交換ネットワーク８０４への転送（又はハンドオーバー）を
要求することができる。ハンドオーバーを開始するため、デュアルモードデバイス８３０
は、１ｘコール発信メッセージを（基地局８２４を介して）ＭＳＣ８２２に伝送する。
【００６９】
　コール発信メッセージに応答して、ＭＳＣ８２２は、デュアルモードデバイス８３０の
サービスプロファイルを取得する。次いで、ＭＳＣ８２２は、ＡＮＳＩ　ＯＲＲＥＱメッ
セージを（ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８が統合ＷＩＮ　ＳＣＰ機能を有すると仮
定して）をＶＣＣアプリケーションサーバ８１８に伝送する。ＶＣＣアプリケーションサ
ーバ８１８は、これがＯＲＲＥＱメッセージの着呼側番号（及び発呼側番号）のＶＤＮに
基づくドメイン転送（ＤＴ）のシナリオであることを決定し、このＤＴに関連付けられて
いるＥ．１６４一時ルーティング番号であるＩＭＳルーティング番号を割り振る。次いで
、ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８は、ＡＮＳＩ　ｏｒｒｅｑメッセージをＭＳＣ８
２２に伝送する。ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８は、ハンドオーバー課金識別子を
回線交換ネットワーク８０４のネットワーク要素に配信するステップの一環として、ハン
ドオーバー課金識別子をＡＮＳＩ　ｏｒｒｅｑメッセージに挿入することができる。次い
で、ＭＳＣ８２２は、１ｘトラフィック割り当てメッセージを（基地局８２４を介して）
デュアルモードデバイス８３０に伝送する。基地局８２４は、デュアルモードデバイス８
３０のリバーストラフィックチャネルを取得し、音声パスがＭＳＣ８２２で確立される。
【００７０】
　着呼側番号は、１ｘコール発信メッセージで、又は発信トリガの結果ＩＭＲＮの割り振
りが行われた場合にはＩＭＲＮで、ダイヤルされた数字ストリングである。ＭＳＣ８２２
によって実行された着呼側番号の変換の結果、ＩＳＵＰ　ＩＡＭメッセージはＭＧＣＦ８
１５にルーティングされる。ＭＳＣ８２２は、ＩＡＭメッセージの発呼側番号フィールド
にデュアルモードデバイス８３０のＥ．１６４　ＭＤＮを含む。
【００７１】
　ＭＧＣＦ８１５は、２つの終端を作成するようＭＧＷ（不図示）に要求する。第１の終
端は、ＭＧＷとＭＳＣ８２２間のＴＤＭ接続である。第２の終端は、ＲＴＰ／ＵＤＰ／Ｉ
Ｐ一時終端である。次いで、ＭＧＣＦ８１５は、Ｒｅｑｕｅｓｔ－ＵＲＩ、Ｐ－Ａｓｓｅ
ｒｔｅｄ－Ｉｄｅｎｔｉｔｙ、及びＳＤＰオファーを含むＳＩＰ　ＩＮＶＩＴＥを（Ｉ－
ＣＳＣＦ８１３を介して）ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８に伝送する。Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ－ＵＲＩはＩＡＭ着呼側番号に基づき、Ｐ－Ａｓｓｅｒｔｅｄ－Ｉｄｅｎｔｉｔｙは
ＩＡＭ発呼側番号に基づき、ＳＤＰオファーはＭＧＷ　ＳＤＰ情報に基づく。ＶＣＣアプ
リケーションサーバ８１８は、ＩＮＶＩＴＥのＰ－Ａｓｓｅｒｔｅｄ－Ｉｄｅｎｔｉｔｙ
ヘッダを処理して、どの加入者がＶｏＩＰ－ｔｏ－１ｘ回線交換音声ＤＴを実行している
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かを決定する。次いで、ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８はＳＩＰ　１８３　Ｓｅｓ
ｓｉｏｎ　ＰｒｏｇｒｅｓｓをＭＧＣＦ８１５に伝送し、ＭＧＣＦ８１５はＩＳＵＰ　Ａ
ＣＭメッセージをＭＳＣ８２２に伝送する。
【００７２】
　ＳＩＰダイアログが、Ｐ－Ａｓｓｅｒｔｅｄ－Ｉｄｅｎｔｉｔｙで識別されたユーザと
リモートユーザとの間で確立されている場合、ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８は進
行中のセッションのエンドポイント８４０を識別する。ＶＣＣアプリケーションサーバ８
１８は、エンドポイント８４０に設定されたＲｅｑｕｅｓｔ－ＵＲＩ及びＶｉｓｉｔｅｄ
　ＭＧＷ　ＳＤＰ情報に基づくＳＤＰオファーと共にＳＩＰ　ｒｅ－ＩＮＶＩＴＥを生成
する。ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８はｒｅ－ＩＮＶＩＴＥをＳ－ＣＳＣＦ８１２
に伝送し、Ｓ－ＣＳＣＦ８１２はｒｅ－ＩＮＶＩＴＥをエンドポイント８４０に転送する
。
【００７３】
　エンドポイント８４０は、そのＲＴＰベアラ終端をＭＧＷ　ＳＤＰで変更して、エンド
ポイント８４０　ＳＤＰ情報と共にＳＤＰアンサーを含むＳＩＰ　２００　ＯＫでＳ－Ｃ
ＳＣＦ８１２に応答する。Ｓ－ＣＳＣＦ８１２は、２００　ＯＫをＶＣＣアプリケーショ
ンサーバ８１８に伝送する。２００　ＯＫに応答して、ＶＣＣアプリケーションサーバ８
１８は、コンテキスト情報及びＤＴ情報を含むＣＣＲ［Ｕｐｄａｔｅ］をＯＣＳ８０６に
伝送する。ＯＣＳ８０６は、ＣＣＲ［Ｕｐｄａｔｅ］を処理し、ＣＣＡ［Ｕｐｄａｔｅ］
で応答する。
【００７４】
　ＯＣＳ８０６はまた、ＩＭＳネットワーク８０２内のネットワーク要素に任意の未使用
の信用を引き渡すよう要求することができる。そのような要求を行うため、ＯＣＳ８０６
は、信用の残高を戻すよう要求するＳＩＰ　ＲＡＲをＶＣＣアプリケーションサーバ８１
８及びＳ－ＣＳＣＦ８１２に伝送する。ＲＡＲに応答して、ＶＣＣアプリケーションサー
バ８１８及びＳ－ＣＳＣＦ８１２は、ＳＩＰ　ＲＡＡをＯＣＳ８０６に伝送する。ＶＣＣ
アプリケーションサーバ８１８及びＳ－ＣＳＣＦ８１２はまた、信用残高と共にＣＣＲ［
Ｕｐｄａｔｅ］をＯＣＳ８０６に伝送する。ＯＣＳ８０６はＣＣＲ［Ｕｐｄａｔｅ］を処
理し、未使用の信用をデュアルモードデバイス８３０のユーザのアカウントに返す。次い
で、ＯＣＳ８０６は、ＣＣＡ［Ｕｐｄａｔｅ］をＶＣＣアプリケーションサーバ８１８及
びＳ－ＣＳＣＦ８１２の両方に伝送する。
【００７５】
　ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８はまた、エンドポイント８４０　ＳＤＰ情報と共
にＳＤＰアンサーを含むＳＩＰ　２００　ＯＫを（Ｉ－ＣＳＣＦ８１３を介して）ＭＧＣ
Ｆ８１５に伝送する。ＭＧＣＦ８１５は、エンドポイント８４０　ＳＤＰ情報によるＭＧ
Ｗ一時終端の変更を要求し、ＭＧＷにリモートリソースを予約／コミットするよう指示す
る。ＭＧＣＦ８１５は、ＩＳＵＰ　ＡＮＭメッセージをＭＳＣ８２２に伝送する。２００
　ＯＫが受信された後はいつでも、ＭＧＣＦ８１５はＳＩＰ　ＡＣＫメッセージを（Ｉ－
ＣＳＣＦ８１３を介して）ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８に伝送する。これは、Ｍ
ＧＣＦ８１５とＶＣＣアプリケーションサーバ８１８間のＳＩＰダイアログ３の確立を完
了する。ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８は、回線交換ネットワーク８０４内に存在
するものとしてデュアルモードデバイス８３０の位置を記録する。次いで、ＶＣＣアプリ
ケーションサーバ８１８はＳＩＰ　ＡＣＫメッセージをＳ－ＣＳＣＦ８１２に伝送し、Ｓ
－ＣＳＣＦ８１２はＡＣＫをエンドポイント８４０に転送する。
【００７６】
　次いで、ＭＳＣ８２２はセッションの課金イベントをトリガすることができる。課金イ
ベントに応答して、ＭＳＣ８２２はＡＮＳＩ　ＯＲＲＥＱメッセージを生成し、（ＶＣＣ
アプリケーションサーバ８１８によって提供された）セッションに割り当てられたハンド
オーバー課金識別子を識別してハンドオーバー課金識別子をＯＲＲＥＱメッセージに挿入
する（図１１を参照）。ＭＳＣ８２２はまた、ＮＥ課金識別子、及びその他の課金情報を
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ハンドオーバー課金識別子及び追加の課金情報は、ＯＣＳ８０６のオンライン課金コンテ
キスト情報を備える。ハンドオーバー課金識別子（及び可能なその他の課金情報）を挿入
するため、ハンドオーバー課金識別子に対してＯＲＲＥＱメッセージの新しいパラメータ
が指定されてもよい。次いで、ＭＳＣ８２２は、ダイアログ１の課金のために、ＯＲＲＥ
Ｑメッセージをその他の１ｘ回線交換ドメイン課金情報と共にＯＣＳ８０６に伝送する。
【００７７】
　ＯＣＳ８０６は、ＩＭＳネットワーク８０２からの以前の要求によりＯＲＲＥＱメッセ
ージ及びコンテキスト情報を処理する。ＯＣＳ８０６は、コンテキスト情報を処理して、
回線交換ネットワーク８０４を介するセッションの課金レートを決定する。ＯＣＳ８０６
は、ダイアログ３に対して新しい信用割り当てをデュアルモードデバイス８３０に許可し
、許可された信用割り当てと共にＡＮＳＩ　ｏｒｒｅｑメッセージをＭＳＣ８２２に伝送
して戻す。次いで、ＭＳＣ８２２は、ダイアログ３についてデュアルモードデバイス８３
０の信用割り当ての監視を開始する。割り当てが消費されている場合、ＭＳＣ８２２は、
新しい信用割り当てをＯＣＳ８０６に要求するＡＮＳＩ　ＡＮＡＬＹＺＤを伝送すること
ができる。
【００７８】
　次いで、ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８は、ＳＩＰ　ＢＹＥメッセージを（Ｓ－
ＣＳＣＦ８１２を介して）デュアルモードデバイス８３０に伝送して、デュアルモードデ
バイス８３０とＶＣＣアプリケーションサーバ８１８との間のＳＩＰダイアログ２を解放
する。デュアルモードデバイス８３０は、（Ｓ－ＣＳＣＦ８１２を介して）ＳＩＰ　２０
０　ＯＫでＶＣＣアプリケーションサーバ８１８に応答する。
【００７９】
　セッションが終了するとき、ＭＳＣ８２２は、信用残高と共にＡＮＳＩ　ＴＤＩＳＣＯ
ＮＮＥＣＴメッセージをＯＣＳ８０６に伝送する。ＯＣＳ８０６は、ユーザのアカウント
を処理して更新する。ＯＣＳ８０６は、ｔｄｉｓｃｏｎｎｅｃｔメッセージでＭＳＣ８２
２に応答する。ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８は、信用残高と共にＣＣＲ［Ｆｉｎ
ａｌ］をＯＣＳ８０６に伝送する。ＯＣＳ８０６は、ユーザのアカウントを処理して更新
し、ＣＣＡ［Ｆｉｎａｌ］でＶＣＣアプリケーションサーバ８１８に応答する。
【００８０】
　次いで、ＯＣＳ８０６は、Ｓ－ＣＳＣＦ８１２、ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８
、及びＭＳＣ８２２の課金アクティビティに対してＣＤＲを生成する。ＯＣＳ８０６は、
Ｓ－ＣＳＣＦ８１２、ＶＣＣアプリケーションサーバ８１８、及びＭＳＣ８２２の課金ア
クティビティに対する全てのＣＤＲを、請求システム、顧客サービスセンター、収益保証
センター、ネットワーク管理センターなどに送信することができる１つの単一のＣＤＲに
関連付ける。
【００８１】
　セッション中に、ＭＧＣＦ８１５、Ｉ－ＣＳＣＦ８１３、Ｐ－ＣＳＣＦ８１４、及びそ
の他のネットワーク要素はまた、オンライン課金についてＯＣＳ８０６にクエリを行うこ
とができる。ＯＣＳ８０６は、全てのコンテキスト情報を関連付け、料金プランを確認し
て、セッションの課金レートを決定する。セッション中に複数のハンドオーバーが生じて
いることもあるので、ＯＣＳ８０６は、セッションが終了するまで全てのコンテキスト情
報を格納する。次いで、ＯＣＳ８０６はコンテキスト情報を削除して、この情報をＣＤＲ
又はコールログに書き込むことができる。
【００８２】
　本明細書において、特定の実施形態について説明してきたが、本発明の範囲は、それら
の特定の実施形態に限定されることはない。本発明の範囲は、以下の特許請求の範囲及び
その任意の等価物によって定義される。
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