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(57)【要約】
　移動通信環境において、データトラヒックが、複数の
ベアラ（５２、５４）にマッピングされる。下り方向で
は、これは、パケット検査に応えてデータパケット中に
含められる識別子に基づいてデータパケットをフィルタ
リングすることによって達成される。上り方向では、複
数のベアラ（５２、５４）のうちの１つで受信され、か
つ、第１の識別子を持つ着信データパケットと、第１の
識別子に対して相補的な第２の識別子を持つ発信データ
パケットと、を検出するミラーリング機能が適用される
。相補的な第２の識別子を持つ発信データパケットは、
着信データパケットが受信されたベアラと同じベアラ（
５２、５４）へとルーティングされる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークトラヒックを処理する方法であって、
　特定のユーザ及び特定のサービスのうちの少なくとも一方に関するサービス関連データ
トラヒックを示すパケット検査データを受信するステップと、
　前記ユーザ及び前記サービスのうちの少なくとも一方に関するポリシーデータを受信す
るステップと、
　前記パケット検査データ及び前記ポリシーデータに基づいてパケットフィルタ（７２，
７４）を決定するステップと、
　を備え、
　前記パケットフィルタ（７２，７４）は、パケット検査に応えて前記サービス関連デー
タトラヒックのデータパケット中に含められる識別子に基づいてデータトラヒックをフィ
ルタリングするように構成される
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記識別子は、前記データパケットのヘッダセクション中のＤｉｆｆＳｅｒｖコードポ
イントフィールドである
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記識別子は、特定のサービス品質クラスを持つベアラ（５２，５４）に関連付けられ
、
　前記パケットフィルタ（７２，７４）は、前記識別子を持つデータパケットを関連付け
られたベアラ（５２，５４）へルーティングするように構成される
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記識別子を用いて前記サービス関連データトラヒックの前記データパケットをマーキ
ングするステップ
　を備えることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記ポリシーデータに基づいて、前記サービスを前記識別子にマッピングするパケット
検査制御データを生成するステップ
　を備えることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記パケット検査制御データに基づいて前記サービス関連データトラヒックの前記デー
タパケットをマーキングするステップ
　を備えることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　特定のユーザ及び特定のサービスのうちの少なくとも一方に関するサービス関連データ
トラヒックを示すパケット検査データを受信するパケット検査データインタフェース（５
）と、
　前記ユーザ及び前記サービスのうちの少なくとも一方に関するポリシーデータ（８）を
受信するポリシー制御器（３０）と、
　前記パケット検査データ及び前記ポリシーデータに基づいてパケットフィルタを決定す
るフィルタ生成器（３５）と、
　を備え、
　前記パケットフィルタは、パケット検査に応えて前記サービス関連データトラヒックの
データパケット中に含められる識別子に基づいてデータトラヒックをフィルタリングする
ように構成される
　ことを特徴とするネットワークコンポーネント。
【請求項８】
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　前記ネットワークコンポーネントは、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法を実
行するように構成される
　ことを特徴とする請求項７に記載のネットワークコンポーネント。
【請求項９】
　ネットワークトラヒックを処理する方法であって、
　第１の識別子を含む着信データパケットを複数のベアラ（５２，５４）のうちの１つか
ら受信するステップと、
　前記第１の識別子に関して相補的な第２の識別子を含む発信データパケットを検出する
ステップと、
　前記第２の識別子を持つ前記検出された発信データパケットを、前記第１の識別子を持
つ前記着信データパケットが受信されたベアラと同一のベアラ（５２，５４）へとルーテ
ィングするステップと、
　を備えることを特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記ベアラ（５２，５４）は、各々が対応するサービス品質クラスに関連付けられる
　ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記検出するステップ及び前記発信データパケットをルーティングするステップのうち
の少なくとも一方は、制御信号（４）に基づいて選択的にアクティブ化される
　ことを特徴とする請求項９又は１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記着信データパケットを受信する通信デバイス（１０）が前記検出するステップ及び
前記発信データパケットをルーティングするステップをサポートするということをネット
ワークコンポーネント（２２，２４，２６，３０，１００）に対して示すステップ
　を備えることを特徴とする請求項９乃至１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の識別子は、ソースアドレス及び宛先アドレスを含む第１のＩＰの５タプルで
あり、
　前記第２の識別子は、前記第１のＩＰの５タプルの前記宛先アドレスに等しいソースア
ドレス、及び前記第１のＩＰの５タプルの前記ソースアドレスに等しい宛先アドレスを含
む、相補的なＩＰの５タプルである
　ことを特徴とする請求項９乃至１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　着信データパケットを複数のベアラ（５２，５４）から受信する受信器（１４）と、
　前記複数のベアラ（５２，５４）上で発信データパケットを送信する送信器（１６）と
、
　第１の識別子を含む着信データパケットと、前記第１の識別子に関して相補的な第２の
識別子を含む発信データパケットと、を検出し、前記発信データパケットをフィルタリン
グすることにより、前記第２の識別子を持つ発信データパケットが、前記第１の識別子を
持つ着信データパケットが受信されたベアラと同一のベアラ（５２，５４）へとルーティ
ングされるようにするミラーリング機能（２２０）と、
　を備えることを特徴とする通信デバイス。
【請求項１５】
　前記通信デバイスはユーザ装置（１０）である
　ことを特徴とする請求項１４に記載の通信デバイス。
【請求項１６】
　前記通信デバイスは、請求項９乃至１３のいずれか１項に記載の方法を実行するように
構成される
　ことを特徴とする請求項１４又は１５に記載の通信デバイス。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークトラヒックを処理するための技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信ネットワークでは、特定のサービスに関係するネットワークトラヒックを所定
のサービス品質（ＱｏＳ）を持つベアラに向けることが知られている。この点で、ベアラ
は、情報送信コンテクスト、または、例えば容量、遅延および／またはビット誤り率のよ
うな、定義された特性の経路であると考えられる。典型的には、移動通信ネットワークの
ゲートウェイと、例えば移動電話や他のタイプの移動端末のような、ユーザ装置との間に
は、複数のベアラが確立されるであろう。ベアラは、ネットワークからユーザ装置への方
向で下り（ＤＬ）データトラヒックを搬送し、ユーザ装置からネットワークへの上り（Ｕ
Ｌ）方向でデータトラヒックを搬送してもよい。ゲートウェイおよびユーザ装置において
、複数のＩＰデータパケット（ＩＰ：「インターネットプロトコル」）を含むデータトラ
ヒックを、ＩＰの５タプルのパケットフィルタを用いてフィルタリングし、それによって
ＩＰデータパケットを所望のベアラへ向けることができる。
【０００３】
　具体的には、例えばモバイルＴＶのような、特定のサービスに関係するデータトラヒッ
クを、所定のＱｏＳを提供するベアラに向けることが所望される。この目的で、特定のサ
ービスに関係するデータパケットを識別するために、ＤＬデータトラヒックが、パケット
検査を受けてもよい。所定のサービスのデータパケットが検出されると、これがポリシー
制御器にシグナリングされてもよい。次いで、ポリシー制御器が、対応するパケットフィ
ルタを生成し、これらのパケットフィルタをゲートウェイにシグナリングしてもよい。次
いでゲートウェイが、受信したパケットフィルタを用いてデータパケットを所望のベアラ
へとルーティングする。ベアラは、典型的には、特定のサービスのためにネットワークオ
ペレータによって選択されたＱｏＳクラスを有する。また、このプロセスにおいて、例え
ば、ベアラを確立し、ＵＬデータトラヒックをベアラにルーティングするために用いる目
的で、ＵＬパケットフィルタをユーザ装置に知らせるために、ユーザ装置へのシグナリン
グが行われてもよい。
【０００４】
　しかし、既知の解決策には、例えば所定のピア・ツー・ピア・ファイル共有アプリケー
ションによって行われるように、あるサービスがそのサービスに関連するＩＰパケットフ
ローを頻繁に開始および終了するという点で、問題がありうる。この場合、結果として、
データパケットを所望のベアラにルーティングする目的でパケットフィルタを確立するた
めに、多量のシグナリングが行われるであろう。加えて、５タプルベースのパケットフィ
ルタを用いてＤＬデータトラヒックをルーティングするには、ゲートウェイにおいてかな
り多くの処理リソースが必要になる。さらに、場合によっては、パケット検査機能が特定
のサービスに関連するＩＰパケットフローを十分に記述して、これをポリシー制御器にシ
グナリングすることが、困難または不可能となりうる。例えば、ＩＰパケットフローが暗
号化されるかまたはサービスが多数のＩＰパケットフローに関連付けられる場合、例えば
所定のピア・ツー・ピア・ファイル共有アプリケーションの場合に、それが起こり得る。
【０００５】
　従って、特定のサービスのデータトラヒックに所望のＱｏＳレベルを割り当てることを
可能にするような、ネットワークトラヒックを処理するための強力かつ効率的な技術が必
要である。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の一実施形態によって、ネットワークトラヒックを処理する方法を提供する。前
記方法は、特定のユーザ及び特定のサービスのうちの少なくとも一方に関するサービス関
連データトラヒックを示すパケット検査データを受信するステップと、前記ユーザ及び前



(5) JP 2012-523144 A 2012.9.27

10

20

30

40

50

記サービスのうちの少なくとも一方に関するポリシーデータを受信するステップと、前記
パケット検査データ及び前記ポリシーデータに基づいてパケットフィルタを決定するステ
ップと、を備える。前記パケットフィルタは、パケット検査に応えて前記サービス関連デ
ータトラヒックのデータパケット中に含められる識別子に基づいてデータトラヒックをフ
ィルタリングするように構成される。
【０００７】
　本発明の別の実施形態によって、ネットワークコンポーネントを提供する。前記ネット
ワークコンポーネントは、特定のユーザ及び特定のサービスのうちの少なくとも一方に関
するサービス関連データトラヒックを示すパケット検査データを受信するパケット検査デ
ータインタフェースと、前記ユーザ及び前記サービスのうちの少なくとも一方に関係する
ポリシーデータを受信するポリシー制御器と、を備える。加えて、前記ネットワークコン
ポーネントは、前記パケット検査データ及び前記ポリシーデータに基づいてパケットフィ
ルタを決定するフィルタ生成器を備え、前記パケットフィルタは、パケット検査に応えて
前記サービス関連データトラヒックのデータパケット中に含められる識別子に基づいてデ
ータトラヒックをフィルタリングするように構成される。
【０００８】
　本発明の別の実施形態によって、ネットワークトラヒックを処理する方法を提供する。
前記方法は、第１の識別子を含む着信データパケットを複数のベアラのうちの１つから受
信するステップを備える。前記方法は、更に、前記第１の識別子に関して相補的な第２の
識別子を含む発信データパケットを検出するステップと、前記第２の識別子を持つ前記検
出された発信データパケットを、前記第１の識別子を持つ前記着信データパケットが受信
されたベアラと同一のベアラへとルーティングするステップと、を備える。
【０００９】
　本発明の別の実施形態によって、通信デバイスを提供する。ユーザ装置またはネットワ
ークコンポーネントであってもよい前記通信デバイスは、着信データパケットを複数のベ
アラから受信する受信器と、前記複数のベアラ上で発信データパケットを送信する送信器
と、を備える。更に、前記通信デバイスは、第１の識別子を含む着信データパケットと、
前記第１の識別子に関して相補的な第２の識別子を含む発信データパケットと、を検出し
、前記発信データパケットをフィルタリングすることにより、前記第２の識別子を持つ発
信データパケットが、前記第１の識別子を持つ着信データパケットが受信されたベアラと
同一のベアラへとルーティングされるようにするミラーリング機能を備える。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】ＤＬデータトラヒックを処理するために本発明の実施形態による概念が適用され
うる移動通信環境を略示する図である。
【図２】本発明の一実施形態で用いられるデータパケットの一例を略示する図である。
【図３】本発明の一実施形態で用いられるデータパケットの別の例を略示する図である。
【図４】データパケットのヘッダセクションの中の情報フィールドを略示する図である。
【図５】本発明の一実施形態によるＤＬデータトラヒックを処理する方法を示すフローチ
ャートである。
【図６】ＵＬデータトラヒックを処理するために本発明の実施形態による概念が適用され
うる移動通信環境を略示する図である。
【図７】データパケット内の識別子および相補的識別子を略示する図である。
【図８】本発明の一実施形態によるＵＬデータトラヒックを処理する方法を示すフローチ
ャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下で、例示的な実施形態および添付の図面を参照することによって、本発明について
より詳細に説明しよう。例示した実施形態は、例えば３ＧＰＰ（第３世代パートナーシッ
プ・プロジェクト）仕様による、移動通信ネットワークにおいてデータトラヒックを処理
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する方法に関する。しかし、理解されるべきだが、本書で記述する概念は、他のタイプの
通信ネットワークにも適用されうる。図１乃至５に関して、ＤＬすなわちユーザ装置への
データトラヒックを処理するための概念について記述しよう。図６乃至８に関して、ＵＬ
すなわちユーザ装置からのデータトラヒックを処理するための概念について記述しよう。
従って、ＤＬデータトラヒックを処理するという概念と、ＵＬデータトラヒックを処理す
るという概念とについて、別個に記述しよう。とはいえ、理解されるべきだが、これらの
概念が、別個に適用されても、組み合わせて適用されてもよい。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態によってＤＬデータトラヒックが処理される移動通信環境
を略示する図である。
【００１３】
　ネットワーク環境は、端末と呼ばれることもあるユーザ装置１０と、複数のネットワー
ク構成要素２２、２４、２６、３０、１００とを含んでいる。これらのネットワーク構成
要素の中に、ＲＡＮ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：無線アクセスネット
ワーク）２２がある。ＲＡＮは、或るタイプまたは複数のタイプの無線アクセス技術、例
えば、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃ
ａｔｉｏｎｓ）（登録商標）、ＥＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　Ｒａｔｅ　ｆｏ
ｒ　ＧＳＭ　（登録商標）Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）、またはＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）に基づいてい
る。ＲＡＮ２２は単一のノードとして図示されているが、ＲＡＮ２２が実際には複数の構
成要素で形成されてもよいことは理解されるべきであり、それについては本書ではこれ以
上説明しない。ＲＡＮ２２は、トランスポートノード２４に連結されており、それが次に
は、ゲートウェイ２６に連結されている。ここで理解されるべきだが、代わりに、２つ以
上のトランスポートノード２４が、ＲＡＮ２２とゲートウェイ２６との間に連結されても
よいし、または、ＲＡＮ２２が、直接ゲートウェイ２６に連結されてもよい。ゲートウェ
イ２６は、ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）ベ
ースのサービスの接続を１つ以上の外部パケットデータネットワークに提供するＧＧＳＮ
（Ｇａｔｅｗａｙ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ）であってもよい。また、ゲー
トウェイ２６は、３ＧＰＰ仕様によるＳＡＥ　ＧＷ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ
ｕｒｅ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　Ｇａｔｅｗａｙ）であってもよい。
【００１４】
　加えて、移動通信ネットワークは、３ＧＰＰ仕様によるＰＣＲＦ（Ｐｏｌｉｃｙ　ａｎ
ｄ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｒｕｌｅｓ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）として実装されるポリシー制御
器３０と、パケット検査器１００とを含んでいる。ポリシー制御器は、専用のハードウェ
アによって、またはプロセッサによって実行されるソフトウェア機能として実装されても
よい。パケット検査器１００は、専用のハードウェアによって、またはプロセッサによっ
て実行されるソフトウェア機能として実装されてもよい。パケット検査器１００は、ＤＰ
Ｉ（Ｄｅｅｐ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｉｎｓｐｅｃｔｉｏｎ）を実装するように構成されてもよ
く、ＤＰＩは、データパケットのヘッダセクションとデータセクションとを両方検査する
ことに基づいてもよい。さらに、検査は、パケット到着間隔、送信パタン、パケットサイ
ズのようなヒューリスティック尺度を集めることに基づいてもよい。そのようなヒューリ
スティックは、暗号化の場合にすら適用できる。ヘッダセクションおよびデータセクショ
ンは、異なるサービスまたはプロトコルを識別するために、異なるプロトコルレイヤに関
して、例えばアプリケーションレイヤまたは低位レイヤに関して検査されてもよい。また
、検査は、セッションに関係する制御シグナリングに関して行われてもよい。しかし、他
のタイプのパケット検査プロセスを、例えばヘッダセクションの検査に基づくだけで、同
様に実装することもできる。
【００１５】
　ゲートウェイ２６と、ポリシー制御器３０と、パケット検査器１００とは、典型的には
、コアネットワークの構成要素であるとみなされる。
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【００１６】
　ポリシー制御器３０は、シグナリングパス５を介してパケット検査器１００と通信する
。シグナリングパス５は、３ＧＰＰ仕様によるＲｘインタフェースまたはＧｘインタフェ
ースを用いて実装されてもよい。さらに、ポリシー制御器３０は、シグナリングパス６を
介してゲートウェイ２６と通信するが、シグナリングパス６は、３ＧＰＰ仕様によるＧｘ
インタフェースを用いて実装されてもよい。
【００１７】
　ポリシー制御器３０は、さらに、例えば３ＧＰＰ仕様によるＳｐインタフェースを用い
て実装される、シグナリングパス８を介して加入データベース３２およびサービスポリシ
ーデータベース３４に連結される。このようにしてポリシー制御器３０は、特定のユーザ
に関する、および／または、例えばモバイルＴＶのような、移動通信ネットワーク内で利
用可能な特定のサービスに関するポリシーデータを受信してもよい。
【００１８】
　このようにしてポリシー制御器３０は、シグナリングパス５、６、８をサポートするた
めのインタフェースを提供する。
【００１９】
　さらに図示するように、ネットワークとユーザ装置１０との間のサービス関連データト
ラヒックは、複数のベアラ５２、５４によって搬送される。サービス関連データトラヒッ
クは、典型的には、ユーザ装置１０で実行される１つ以上のクライアント／ピアアプリケ
ーション１２に関連する。ベアラ５２、５４は、ユーザ装置１０とゲートウェイ２６との
間に確立される。ベアラ５２、５４は、ＤＬ方向とＵＬ方向の両方でデータトラヒックを
搬送し、すなわち、ＤＬベアラおよびＵＬベアラを形成しているとみなしてもよい。ベア
ラ５２、５４での双方向通信をサポートするため、ユーザ装置１０には、トランシーバ構
造体、すなわち、ベアラ５２、５４から着信データパケットを受信するための受信器１４
と、ベアラ５２、５４でデータパケットを送信するための送信器１６との両方が設けられ
ている。ベアラ５２、５４は、パケットベースのサービスをユーザ装置１０に提供するた
めに一般的に確立されたデフォルトベアラと、デフォルトベアラとは異なるＱｏＳレベル
、例えばより高いＱｏＳレベルを有しうる、１つ以上の専用ベアラ５４とを含んでもよい
。各ベアラ５２、５４は、対応するＱｏＳプロファイルに関連付けられてもよい。ＱｏＳ
プロファイルのパラメータは、ＱＣＩ（ＱｏＳクラス識別子）と、ＡＲＰ（割り当て／保
持優先度）と、ＭＢＲ（最大ビットレート）と、および／またはＧＢＲ（保証ビットレー
ト）とであってもよい。従って、各ベアラ５２、５４は、対応するＱｏＳクラスに関連付
けられてもよい。
【００２０】
　ユーザ装置１０では、データパケットが、対応する構成されたＵＬパケットフィルタ６
２、６４を用いて所望のベアラ５２、５４にルーティングされる。ゲートウェイ２６では
、データパケットが、対応する構成されたＤＬパケットフィルタ７２、７４を用いて所望
のベアラ５２、５４にルーティングされる。ＱｏＳプロファイルのパラメータは、シグナ
リングパス６を用いてポリシー制御器３０からゲートウェイ２６へとシグナリングされて
もよい。同様に、ゲートウェイ２６において用いられることになるＤＬパケットフィルタ
７２、７４は、シグナリングパス６を介してポリシー制御器３０からゲートウェイ２６へ
とシグナリングされてもよい。ユーザ装置１０で用いられるＵＬパケットフィルタ６２、
６４に関しては、これらは、ポリシー制御器３０からゲートウェイ２６を介してシグナリ
ングされてもよい。しかし、図６乃至８に関してさらに説明するように、実施形態によっ
ては、ＵＬパケットフィルタ６２，６４は、ユーザ装置１０で受信されたデータトラヒッ
クに応じて生成されてもよい。
【００２１】
　図１に図示した移動通信ネットワークでは、ユーザ装置１０のＤＬデータトラヒックは
、ゲートウェイ２６によって受信される前にパケット検査器１００を通過する。パケット
検査器１００は、１つ以上の所定のサービスに関連するか、および／または特定のユーザ
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に関連するデータパケットを識別する。これは、ポリシー制御器３０から受信されたパケ
ット検査制御データに基づいて行われてもよい。特定の事前定義されたサービスに関係す
るデータパケットが識別された場合、パケット検査器１００が、パケット検査データを送
信することによって、それぞれの表示情報(indication)をポリシー制御器３０に提供する
。加えて、パケット検査器１００は、マーキング機能１２０を含んでおり、これは、検査
されたデータパケットに識別子を含める。マーキング機能１２０は、専用ハードウェアに
よって、または、プロセッサで実行されるソフトウェア機能として、実装されてもよい。
識別子は、データパケットが関係する識別されたサービスに従って選択される。例えば、
所定のファイル共有サービスに関係するデータパケットには第１の識別子が与えられ、所
定のメディアストリーミングサービスに関係するデータパケットには第２の識別子が与え
られてもよい。このようにして、識別子をデータパケットに含める工程またはデータパケ
ットをマークする工程は、パケット検査の結果に基づいて行なわれるか、または、パケッ
ト検査プロセスの一部であってもよい。識別子は、例えば特定のＤｉｆｆＳｅｒｖコード
ポイント（ＤＳＣＰ：ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｅｄ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ｃｏｄｅ　ｐ
ｏｉｎｔ）を設定することによって、データパケットのヘッダセクションの中に情報フィ
ールドを設定することによってデータパケットに含まれてもよい。特定のサービスの対応
する識別子へのマッピングは、ポリシー制御器３０によって、パケット検査制御データを
用いて動的に制御されてもよい。このようにして、対応する識別子への特定のサービスの
マッピングは、ポリシーデータに基づいて動的に制御されてもよい。例えば、マッピング
は、時刻または曜日に依存して変化することもできるだろう。
【００２２】
　パケット検査器１００から受信したパケット検査データに基づいて、かつ、ポリシーデ
ータに基づいて、ポリシー制御器３０は、データパケットを所望のベアラ５２、５４へル
ーティングするためにゲートウェイ２６で用いられるＤＬパケットフィルタ７２、７４の
選択および／または構成を制御する。これを目的として、ポリシー制御器３０は、フィル
タ生成器３５を含んでいる。フィルタ生成器は、専用のハードウェアによって、または、
プロセッサによって実行されるソフトウェア機能として、実装されてもよい。フィルタ生
成器３５は、ＤＬパケットフィルタを構築し、事前に構成されたＤＬパケットフィルタを
リストから選択し、および／または、選択されたＤＬパケットフィルタを構成してもよい
。ＤＬパケットフィルタ７２、７４は、ＤＬデータトラヒックを、パケット検査器１００
によってデータパケットに含められた識別子に基づいてフィルタリングする。ＤＬパケッ
トフィルタ７２，７４は、パケット検査器１００によって含められた識別子を単に考慮に
入れればよいのだから、これによって、大いに効率的で信頼性のあるフィルタリングプロ
セスが可能になる。例えば、識別子が、データパケットのヘッダセクション中のＤＳＣＰ
である場合、ＤＬパケットフィルタ７２、７４は、単に、データパケットのヘッダセクシ
ョン中のＤＳＣＰ情報フィールドを分析すればよい。このようにして、特定のサービスに
関係するデータトラヒックは、対応するＱｏＳクラスを持つ所望のベアラ５２、５４に動
的にルーティングされてもよい。
【００２３】
　以下で、検査されたデータパケットをマーキングするという概念について、例示するタ
イプのデータパケットを参照することによって、より詳細に説明しよう。
【００２４】
　図２は、ＩＰバージョン４のタイプのＩＰデータパケットを略示する図である。図示す
るように、データパケットのヘッダセクションは、複数の情報フィールドを含み、それら
は、「Ｖｅｒｓｉｏｎ（バージョン）」、「ＩＨＬ（ＩＰ　Ｈｅａｄｅｒ　Ｌｅｎｇｔｈ
：ＩＰヘッダ長）」、「Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ」、「Ｔｏｔ
ａｌ　Ｌｅｎｇｔｈ（全体の長さ）」、「Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（識別子）」、
「Ｆｌａｇｓ（フラグ）」、「Ｆｒａｇｍｅｎｔ　Ｏｆｆｓｅｔ（フラグメントオフセッ
ト）」、「Ｔｉｍｅ　ｔｏ　Ｌｉｖｅ（有効期間）」、「Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（プロトコル
）」、「Ｈｅａｄｅｒ　Ｃｈｅｃｋｓｕｍ（ヘッダチェックサム）」、「Ｓｏｕｒｃｅ　
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Ａｄｄｒｅｓｓ（ソースアドレス）」、「Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　Ａｄｄｒｅｓｓ（宛
先アドレス）」、「Ｏｐｔｉｏｎｓ（オプション）」、「Ｐａｄｄｉｎｇ（パディング）
」と呼ばれる。これらのフィールドに関する詳細は、ＲＦＣ７９１仕様書に定義されてい
る。「Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ」と名付けられた情報フィール
ドは、ＲＦＣ２４７５仕様書に定義されている。加えて、ＩＰデータパケットのヘッダセ
クションは、「Ｓｏｕｒｃｅ　Ｐｏｒｔ（ソースポート）」および「Ｄｅｓｔｉｎａｔｉ
ｏｎ　Ｐｏｒｔ（宛先ポート）」と呼ばれる情報フィールドも含んでいる。対応する情報
フィールドは、例えば、ＲＦＣ７９３仕様書に定義されているＴｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＴＣＰ）およびＲＦＣ７６８仕様書に定義されているＵ
ｓｅｒ　Ｄａｔａｇｒａｍ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＵＤＰ）によって定義されている。
【００２５】
　ヘッダセクションに続いて、ＩＰデータパケットは、典型的にはデータセクションを備
えており、その中にはさまざまなタイプのペイロードデータトラヒックが含まれうる。
【００２６】
　図３は、ＩＰバージョン６のタイプによるＩＰデータパケットを略示する図である。こ
の場合もやはり、ヘッダセクションは複数の情報フィールドを含み、それらは、「Ｖｅｒ
ｓｉｏｎ（バージョン）」、「Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ」、「
Ｆｌｏｗ　Ｌａｂｅｌ（フローラベル）」、「Ｐａｙｌｏａｄ　Ｌｅｎｇｔｈ（ペイロー
ド長）」、「Ｎｅｘｔ　Ｈｅａｄｅｒ（次のヘッダ）」、「Ｈｏｐ　Ｌｉｍｉｔ（ホップ
リミット）」、「Ｓｏｕｒｃｅ　Ａｄｄｒｅｓｓ（ソースアドレス）」、「Ｄｅｓｔｉｎ
ａｔｉｏｎ　Ａｄｄｒｅｓｓ（宛先アドレス）」と呼ばれる。ヘッダセクションのこの構
造は、ＲＦＣ２４６０仕様書に定義されている。加えて、ヘッダセクションは、例えばＴ
ＣＰまたはＵＤＰによって定義される、「Ｓｏｕｒｃｅ　Ｐｏｒｔ（ソースポート）」お
よび「Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ　Ｐｏｒｔ（宛先ポート）」と呼ばれる情報フィールドも
含んでいてもよい。この場合もやはり、ヘッダセクションの後に、典型的には、各種のペ
イロードデータを搬送するデータセクションが続くであろう。
【００２７】
　本開示では、「Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ」、「ソースアドレ
ス」、「宛先アドレス」、「ソースポート」、「宛先ポート」と呼ばれる情報フィールド
だけについて、これ以降論じる。その他の情報フィールドに関しては、さらなる説明を上
記のＲＦＣ仕様書から得ることができる。
【００２８】
　「ソースアドレス」という情報フィールドは、データパケットが発信されるＩＰアドレ
スを示す。同様に、「宛先アドレス」という情報フィールドは、データパケットの宛先で
あるＩＰアドレスを示す。ＩＰバージョン４では、ソースアドレスおよび宛先アドレスは
３２ビット値である。ＩＰバージョン６では、ソースアドレスおよび宛先アドレスは１２
８ビット値である。
【００２９】
　「ソースポート」という情報フィールドは、データパケットのソースにおけるポート番
号を示し、「宛先ポート」という情報フィールドは、データパケットの宛先ポイントにお
けるポート番号を示す。
【００３０】
　ソースアドレスと宛先アドレスとソースポートと宛先ポートとに基づいて、ソースアド
レスおよびソースポートによって定義される第１のエンドポイントと宛先アドレスおよび
宛先ポートによって定義される第２のエンドポイントとの間のＩＰパケットのフローとし
て、ＩＰパケットフローを定義することができる。ソースアドレスと宛先アドレスとソー
スポートと宛先ポートとプロトコル識別子とを含むエンティティは、「ＩＰの５タプル」
とも呼ばれる。
【００３１】
　「Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ」という情報フィールドは、ＩＰ
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バージョン４のデータパケットにもＩＰバージョン６のデータパケットにも含まれている
。ＲＦＣ２４７４仕様書で定義されているように、「Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｅｄ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅｓ」という情報フィールドは、８ビット値である。この情報フィールドの構
造を、図４に略示する。
【００３２】
　図４に示すように、情報フィールドの６個のビット、すなわちビット０乃至５は、Ｄｉ
ｆｆＳｅｒｖコードポイント（ＤＳＣＰ：Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｔｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅｓ　Ｃｏｄｅ　Ｐｏｉｎｔ）を定義するのに用いられる。他の２つのビットは未使用で
ある。ＤＳＣＰを用いて、ネットワークノードによるデータパケットの転送が制御されて
もよい。異なるタイプのサービスに関係するデータパケットには、異なる転送手順が選択
されてもよい。ＤＳＣＰは、標準化されてもよい。また、さまざまな標準外ＤＳＣＰが利
用可能である。
【００３３】
　以下に、本発明の一実施形態によるＤＬデータトラヒックを処理するプロセスをより詳
細に記述しよう。これは、図１に示した移動通信ネットワーク環境を参照することによっ
て行う。
【００３４】
　上記のように、移動通信ネットワークは、異なるベアラに関連する複数のＱｏＳクラス
をサポートしてもよい。ＱｏＳクラスは、対応するＱＣＩによって識別されてもよい。識
別された特定のサービスのデータパケットをパケット検査器１００の中でマークするため
に、専用のＤＳＣＰが、例えば標準外ＤＳＣＰの範囲から、定義される。結果として、各
ベアラについて専用のＤＳＣＰがあってもよい。
【００３５】
　さらに、パケット検査器１００によって検出されることになる各サービスを専用のＤＳ
ＣＰにマッピングするマッピングテーブルが定義される。異なる専用のＤＳＣＰが、こう
して、異なるサービスに関係するデータパケットをマークするために用いられてもよい。
しかし、例えば、これらのサービスに同じＱｏＳクラスが割り当てられるべき場合には、
異なるサービスのデータパケットが、同じＤＳＣＰでマークされることも可能である。こ
のマッピングテーブルは、ポリシー制御器３０によって維持され、さらに、例えばシグナ
リングパス５を用いて、パケット検査器１００へと通信されてもよい。あるいは、パケッ
ト検査器１００は、マッピングテーブルを使って静的に構成されてもよい。パケット検査
器１００においてマッピングテーブルが、ポリシー制御器３０によって動的に構成可能な
場合、ポリシーデータに基づいてマッピングテーブルを再構成することも可能である。例
えば、マッピングテーブルを、時刻または曜日に基づいて再構成することができるだろう
。
【００３６】
　パケット検査器１００が、事前定義されたサービスに関係するＩＰパケットフローを検
出した場合、これは、パケット検査データの中でポリシー制御器３０へとシグナリングさ
れる。さらに、パケット検査器１００のマーキング機能が、サービスに関係するデータパ
ケットを、マッピングテーブルの中で定義されたＤＳＣＰを使ってマークする。その他の
データパケット、すなわち、前定義されたサービスに関係するとして識別されなかったデ
ータパケットについては、デフォルトＤＳＣＰが設定されてもよい。例えば、デフォルト
ＤＳＣＰはゼロであってもよい。代わりに、前定義されたサービスに関係するとして識別
されなかったデータパケットについては、ＤＳＣＰの設定が省略されてもよい。またパケ
ット検査データの中で、パケット検査器１００がサービス識別子をポリシー制御器３０に
シグナリングしてもよい。サービス識別子を使って、識別されたサービス、および／また
は、対応するデータパケットをマークするのに用いられたＤＳＣＰが、ポリシー制御器３
０にシグナリングされてもよい。ポリシー制御器３０へのシグナリングの頻度またはイベ
ントに基づくトリガリングが、適切に選択されてもよい。
【００３７】
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　パケット検査データに応じて、ポリシー制御器３０は、識別されたサービスのデータパ
ケットをマーキングするために用いられたＤＳＣＰに基づいて動作するＤＬパケットフィ
ルタを決定する。一実施形態では、ＤＬパケットフィルタは、実質的にデータパケットを
マーキングするために用いられたＤＳＣＰに基づいてのみ、動作してもよい。ＤＬパケッ
トフィルタは、ゲートウェイ２６にシグナリングされる。
【００３８】
　次いで、ＤＬパケットフィルタを用いて、ゲートウェイ２６は、ＤＳＣＰを使ってマー
キングされたＤＬデータパケットを、対応するベアラ５２、５４へとルーティングする。
ベアラ５２、５４は、すでに存在していてもよい。ベアラが存在していない場合、ポリシ
ー制御器３０からシグナリングを受信した時点で、ベアラが確立されてもよい。すなわち
、ＤＳＣＰに関連するＱｏＳクラスを有するベアラ５２、５４がすでに確立されている場
合、ＤＬパケットフィルタは、フィルタリングされたデータパケットを、このすでに存在
するベアラへとルーティングするであろう。そのようなベアラが存在しない場合、ポリシ
ー制御器３０からＤＬパケットフィルタのシグナリングを受信した時点で、ＤＳＣＰに関
連するＱｏＳクラスのベアラが確立されるであろう。
【００３９】
　図５は、上記の概念に従ってＤＬデータトラヒックを処理する方法２００を略示するフ
ローチャートである。
【００４０】
　ステップ２１０で、例えばポリシー制御器３０において、パケット検査データが受信さ
れる。受信されたパケット検査データは、識別されたデータパケットが関係するサービス
を示すサービス識別子を含んでもよい。さらに、パケット検査データは、例えば専用ＤＳ
ＣＰのような、パケット検査に応じてデータパケットをマーキングするのに用いられる識
別子を示してもよい。
【００４１】
　ステップ２２０で、ポリシーデータが受信される。ポリシーデータは、特定のサービス
のデータパケットをどのように処理するかという、移動通信ネットワークのオペレータに
よって定義された一般的なポリシーを含んでもよいし、あるいは、ユーザに関連付けられ
てもよく、すなわち、特定のサービスおよび特定のユーザのデータパケットをどのように
処理するかを定義してもよい。また、ポリシーデータは、異なる加入者グループを区別し
てもよいし、ユーザ、加入者、加入者グループまたはサービスの量的な割当を定義しても
よい。特に、ポリシーデータは、特定のサービスに関係するデータパケットにはどのサー
ビス品質クラスが与えられるべきかを示してもよい。この情報は、例えば時刻、曜日、ま
たは使用される量的な割当に基づいて、動的に変化してもよい。
【００４２】
　ステップ２３０で、ＤＬパケットフィルタが、パケット検査データとポリシーデータと
に基づいて決定される。特に、パケット検査プロセスに応じてデータパケットに含まれる
識別子に基づいて動作するＤＬパケットフィルタが、決定される。ＤＬパケットフィルタ
は、次いで、マーキングされたデータパケットを、所望のＱｏＳクラスを有するベアラに
ルーティングするのに用いられる。この目的で、決定されたＤＬパケットフィルタが、ポ
リシー制御器、例えばポリシー制御器３０から、ゲートウェイ、例えばゲートウェイ２６
へ、シグナリングされてもよい。
【００４３】
　図６は、本発明の一実施形態によってＵＬデータトラヒックが処理される移動通信環境
を略示する図である。図６の移動通信環境は、一般に図１のそれと同様であり、同様の構
成要素は、同じ引用符号で示されている。さらなる詳細については、図１に関連する対応
する説明を参照する。
【００４４】
　図６に示す概念によれば、ＤＬデータパケットにおける情報が、ＵＬデータパケットを
ルーティングするためのローカルルールを形成するためにユーザ装置１０において用いら



(12) JP 2012-523144 A 2012.9.27

10

20

30

40

50

れる。ここで留意すべきことだが、移動通信のシナリオでは、ＩＰデータパケットのフロ
ーは典型的には双方向である。ペイロードデータのトランスポートが、例えばＴＣＰパケ
ットに基づいて、一方向においてのみ行われる場合であってさえ、ＩＰパケットフローは
、典型的には、例えば、ＴＣＰ確認応答パケットのような、反対方向に送信される制御パ
ケットも含むであろう。さらに、ＩＰパケットフローのソースＩＰアドレスおよび宛先Ｉ
Ｐアドレス、およびそれらのポート番号は、典型的には対称的であり、すなわち、一方向
における（ＩＰアドレスおよびポート番号によって識別される）宛先エンドポイントは、
他方向における（ＩＰアドレスおよびポート番号によって識別される）ソースエンドポイ
ントと同じであり、逆も同様である。対称性に起因して、同じＩＰパケットフローのうち
の反対方向に流れているパケットは、「相補的」アドレス識別子と「相補的」ポート識別
子とを有するであろうし、それは、一方向におけるソース識別子は、他方向における宛先
識別子と同じであることを意味する。
【００４５】
　下記で説明するようなＵＬデータトラヒックを処理するという概念では、ＤＬデータト
ラヒックはすでにＱｏＳクラスおよび対応するベアラにマッピングされていると想定され
るであろう。これは、図１に関して上述した概念に従って行われてもよい。すなわち、図
６の移動通信環境は、パケット検査器１００と、図１に関して説明したＤＬデータトラヒ
ックを処理するための関連する機能性とを含んでもよいだろう。とはいえ、理解されるべ
きことだが、ＤＬデータトラヒックをＱｏＳクラスおよびベアラにマッピングするという
概念も、同様に適用可能である。
【００４６】
　図６に示すように、ユーザ装置１０は、さらに、ミラーリング機能２２０を含む。ミラ
ーリング機能２２０は、専用のハードウェアによって、またはプロセッサ上で実行される
ソフトウェア機能として実装されてもよい。ミラーリング機能２２０は、第１の識別子を
含む着信データパケットと、第１の識別子に関して相補的な第２の識別子を含む発信デー
タパケットとを検出するように構成される。相補的な識別子において、宛先エンドポイン
ト識別子、例えば宛先ＩＰアドレスおよび／または宛先ポートは、識別子の中の、ソース
エンドポイント識別子、例えばソースＩＰアドレスおよび／またはソースポートと同じで
ある。第１および第２の識別子は、それぞれ、ＩＰの５タプルであってもよい。ミラーリ
ング機能２２０は、ＩＰの５タプルに基づくＵＬパケットフィルタ６２、６４を、相補的
な第２の識別子を有する発信データパケットが、第１の識別子を有する着信データパケッ
トが受信されたのと同じベアラにルーティングされるような形で、制御する。このように
、ＵＬパケットフィルタ６２、６４を選択または構成するのに、ゲートウェイ２６とユー
ザ装置１０との間の明示的なシグナリングは必要ない。ミラーリング機能２２０が、新た
なＩＰパケットフローがベアラ５２、５４上にマッピングされたこと、または新規のベア
ラ５２、５４が確立されたことを検出した場合、ミラーリング機能２２０は、対応するＵ
Ｌパケットフィルタ６２、６４を自動的に生成してもよい。ＤＬ方向の着信データパケッ
トが、特定のＩＰの５タプルによって識別された場合、ＵＬパケットフィルタ６２、６４
は、相補的なＩＰの５タプルを搬送する発信データパケットを、着信データパケットが受
信されたのと同じベアラにルーティングするように構成されるであろう。
【００４７】
　ＩＰの５タプルに基づいている識別子と相補的な識別子との構造を、図７に示す。しか
し、理解されるべきことだが、同様に他のタイプの識別子および相補的な識別子もありう
る。一般に、相補的な識別子は、着信データパケットの識別子の中で識別されたソースを
、発信データパケットの宛先として示す。
【００４８】
　図７に示すように、ＩＰの５タプルに基づく識別子は、ソースアドレスＡと宛先アドレ
スＢとソースポートＣと宛先ポートＤとプロトコル識別子Ｘとを含んでもよい。次いで、
対応する相補的識別子は、ソースアドレスＢと宛先アドレスＡとソースポートＤと宛先ポ
ートＣとプロトコル識別子Ｘとを有するであろう。言い換えると、識別子と比べて相補的
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識別子では、ソースアドレスと宛先アドレスとが、交換されている。同様に、識別子と比
べて相補的識別子では、ソースポートと宛先ポートとが、交換されている。プロトコル識
別子は、そのまま変わらない。他の実施形態では、さまざまなタイプの識別子および相補
的識別子が、例えばＩＰの５タプルの一部だけに基づいて、用いられてもよい。例えば、
識別子と比べて相補的識別子では、ソースアドレスおよび宛先アドレスだけが、交換され
てもよいだろう。
【００４９】
　以下で、本発明の一実施形態によるＵＬデータパケットを処理するプロセスについて、
図６に示す構造を参照しながら詳細に説明しよう。
【００５０】
　最初に、特定のサービスに関係するＵＬデータパケットが、ユーザ装置１０からゲート
ウェイ２６へ任意のベアラ、例えばデフォルトベアラで送信されてもよい。次いで、対応
するＩＰパケットフローは、ＤＬ方向に送信されたデータパケットを含むであろう。これ
らのデータパケットは、例えば図１に関して説明した概念を用いて、所望のＱｏＳクラス
および対応するベアラ５２、５４にマッピングされるであろう。また、このプロセスは、
所望のＱｏＳクラスに関連する新規ベアラを確立することを含んでもよい。
【００５１】
　次いで、ユーザ装置１０の中のミラーリング機能２２０は、このベアラ５２、５４から
受信された着信データパケットを検出して、受信された着信データパケットの中のＩＰの
５タプルに対して相補的なＩＰの５タプルに基づいて動作する、「ミラーリングされた」
ＵＬパケットフィルタ６２，６４を生成する。ここで、理解されるべきだが、単一のベア
ラ５２、５４上に異なるＩＰパケットフローが存在してもよく、また、複数のＵＬパケッ
トフィルタ６２、６４が、発信データパケットを同じベアラ５２、５４へルーティングし
てもよい。着信データパケットを持つ新規ＩＰパケットフローがベアラ５２、５４上に存
在する場合、または、新規ベアラが確立された場合、対応する新規ＵＬデータパケットフ
ィルタ６２、６４が生成されるであろう。
【００５２】
　上記の概念を適用する場合、ユーザ装置１０には、ユーザ装置１０がミラーリング機能
２２０をサポートすることを移動通信ネットワークに示す機能性が与えられてもよい。例
えば、これは、例えばユーザ装置１０とコアネットワークとの間の接続手順の間に、セッ
ション管理シグナリングに含まれてもよいだろう。一例として、情報要素がシグナリング
プロセスに追加され、その中でユーザ装置１０は、ユーザ装置１０がミラーリング機能２
２０をサポートすることを示すこともできるだろう。図６は、ユーザ装置１０から伸びる
、対応するシグナリングパス２を略示する。ここで、理解されるべきだが、シグナリング
パス２は、ユーザ装置１０から特定のネットワークノード、例えば図示されるようにポリ
シー制御器３０へ直接伸びているように略示されているが、典型的には、他のネットワー
クノードを介して実装されてもよい。例えば、ＵＭＴＳ通信ネットワークでは、シグナリ
ングパス２は、ユーザ装置１０からＳＧＳＮ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒ
ｔ　Ｎｏｄｅ：サービングＧＰＲＳサポートノード）へ伸びることもできるだろう。ＳＡ
Ｅ／ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ／Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｒｃｈｉｔ
ｅｃｔｕｒｅ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）通信ネットワークでは、シグナリングパス２は、ユ
ーザ装置１０からＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ：モビリ
ティ管理エンティティ）へ伸びることもできるだろう。次いで、これらのネットワークノ
ードから、シグナリング情報が、他のネットワークノード、例えばポリシー制御器３０へ
転送または配信されてもよい。
【００５３】
　一部の実施形態では、ユーザ装置１０がミラーリング機能２２０をサポートするという
情報が、コアネットワークノード間で、例えばポリシー制御器３０へ配信されるか、また
はパケット検査機能をサポートするノード、例えば図１に示すパケット検査器１００へ配
信されてもよい。この目的で、３ＧＰＰ仕様書によるＧｘインタフェースまたはＲｘイン
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タフェースが、再利用されてもよい。
【００５４】
　一部の実施形態では、別のシグナリングパス４が、移動通信ネットワークからユーザ装
置１０へ提供されてもよい。このシグナリングパス４を用いれば、ベアラ毎にミラーリン
グ機能２２０を起動または停止することが可能となりうる。これは、すべてのアプリケー
ションまたはサービスがこの機能を起動させる必要があるとは限らない場合に、有利であ
りうる。例えば、場合によっては、或るサービスのデータパケットの中でＩＰの５タプル
が静的に定義され、対応する静的なＵＬパケットフィルタ６２、６４がユーザ装置１０の
中で用いられてもよい。この場合もやはり理解されるべきだが、シグナリングパス４は、
特定のネットワークノードから、例えば図示されるようにポリシー制御器３０から直接ユ
ーザ装置１０へ伸びているように略示されているが、典型的には、他のネットワークノー
ドを介して実装されてもよい。例えば、ＵＭＴＳ通信ネットワークでは、シグナリングパ
ス２は、ＳＧＳＮ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ：サービング
ＧＰＲＳサポートノード）からユーザ装置１０へ伸びることもできるだろう。ＳＡＥ／Ｌ
ＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ／Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔ
ｕｒｅ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）通信ネットワークでは、シグナリングパス４は、ＭＭＥ（
Ｍｏｂｉｌｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ：モビリティ管理エンティティ）か
らユーザ装置１０へと伸びることもできるだろう。次には、これらのネットワークノード
が、他のネットワークノード、例えばポリシー制御器３０から、シグナリング情報を受信
してもよい。
【００５５】
　一部の実施形態では、移動通信ネットワークは、ミラーリング機能２２０が適用される
べきか否かを、例えば、３ＧＰＰ仕様書に定義されている標準化されたベアラ確立手順ま
たはベアラ変更手順を用いて、ユーザ装置１０にシグナリングすることができる。このた
めの対応する情報要素が、標準化されたベアラ確立手順またはベアラ変更手順に追加され
てもよいだろう。そのような場合、ユーザ装置１０から、ミラーリング機能２２０がサポ
ートされている移動通信ネットワークへのシグナリングも、同様にベアラ毎に実装されて
もよいだろう。すなわち、対応するシグナリングは、新規ベアラについてはミラーリング
機能２２０のサポートを指定してもよいだろうし、すでに確立されているベアラについて
はサポート情報を変更してもよいだろう。
【００５６】
　図８は、上記の概念によるＵＬデータトラヒックを処理するための方法３００を示すフ
ローチャートである。
【００５７】
　ステップ３１０で、第１の識別子を持つ着信データパケットが、ベアラから受信される
。上記で説明したように、ベアラには、対応するＱｏＳクラスが関連付けられていてもよ
く、また、第１の識別子は、ＩＰの５タプルであってもよい。
【００５８】
　ステップ３２０で、相補的な第２の識別子を持つ発信データパケットが検出される。こ
れは、ベアラから受信された着信データパケットの中のＩＰの５タプルに対して相補的な
ＩＰの５タプルに基づいて動作する「ミラーリングされた」ＵＬパケットフィルタを生成
または構成することによって行われてもよい。
【００５９】
　ステップ３３０では、第２の識別子を持つ発信データパケットが、第１の識別子を持つ
着信データパケットが受信されるのと同じベアラへルーティングされる。この場合もやは
り、これは、例えば相補的識別子またはその一部に基づいて動作する、対応する「ミラー
リングされた」ＵＬパケットフィルタを選択または構成することによって行われてもよい
。
【００６０】
　上記で説明した概念によって、サービス関連データトラヒックを所望のＱｏＳクラスに
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、例えばユーザ固有ポリシーデータに基づいて、および／または、サービス固有ポリシー
データに基づいて、動的にマッピングすることが可能である。さらに、このマッピングは
、時刻、曜日、または他のパラメータに依存することもできるだろう。従って、さまざま
な異なるポリシーが、サービス関連データトラヒックのＱｏＳクラスへのマッピングを制
御するためのポリシーデータの中で定義されてもよい。１つのそのようなポリシーは、ゲ
ートウェイにおいて特定のサービスに関係するデータトラヒックを遮断することすらあり
うる。
【００６１】
　さらに、ポリシーデータに基づくＱｏＳの制御は、コアネットワークインタフェースま
たはユーザ装置への過度のシグナリングを必要とすることなく、効率的に行われてもよい
。図１乃至５に関して説明した、ＤＬデータトラヒックを処理するという概念を、図６乃
至８に関して説明したＵＬデータトラヒックを処理するという概念と組み合わせると、Ｄ
ＬデータトラヒックとＵＬデータトラヒックとを両方処理することを可能にする効率的な
解決策が得られる。
【００６２】
　加えて、上記の概念は、必要とされないベアラを確立することには依存しない。むしろ
、ベアラは、必要に応じて確立されてもよく、それによって、利用可能なネットワークリ
ソースを効率的に使用してもよい。
【００６３】
　理解されるべきだが、上記の概念は、単に例示しているのであって、各種の変更が可能
である。例えば、図１および図６に示すネットワークノードは、別個のノードとして実装
される必要はなく、単一のネットワーク構成要素の中に統合されてもよい。また、例えば
、パケット検査器１００は、ゲートウェイ２６に組み込まれてもよいだろう。概念は、各
種の移動通信ネットワークに適用されうる。最後に、留意されるべきだが、図６乃至８に
関して説明したＵＬデータトラヒックを処理するための解決策は、ユーザ装置からのＵＬ
データトラヒックを処理することに限定されない。そうではなく、これらの概念は、着信
データパケットがすでに特定のベアラにマッピングされていて、対応する発信データパケ
ットが存在するようなすべての状況に一般的に適用することができる。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年2月2日(2011.2.2)
【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】
　ネットワークトラヒックを処理する方法であって、
　特定のサービスに関するサービス関連データトラヒックを示すパケット検査データを受
信するステップと、
　前記ユーザ及び前記サービスのうちの少なくとも一方に関するポリシーデータを受信す
るステップと、
　前記パケット検査データ及び前記ポリシーデータに基づいてパケットフィルタ（７２，
７４）を決定するステップと、
　を備え、
　前記パケットフィルタ（７２，７４）は、パケット検査に応えて前記サービス関連デー
タトラヒックのデータパケット中に含められる識別子に基づいてデータトラヒックをフィ
ルタリングするように構成され、
　前記特定のサービスは前記識別子にマッピングされている
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記識別子は、前記データパケットのヘッダセクション中のＤｉｆｆＳｅｒｖコードポ
イントフィールドである
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記識別子は、特定のサービス品質クラスを持つベアラ（５２，５４）に関連付けられ
、
　前記パケットフィルタ（７２，７４）は、前記識別子を持つデータパケットを関連付け
られたベアラ（５２，５４）へルーティングするように構成される
　ことを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記識別子を用いて前記サービス関連データトラヒックの前記データパケットをマーキ
ングするステップ
　を備えることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記ポリシーデータに基づいて、前記サービスを前記識別子にマッピングするパケット
検査制御データを生成するステップ
　を備えることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　前記パケット検査制御データに基づいて前記サービス関連データトラヒックの前記デー
タパケットをマーキングするステップ
　を備えることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　特定のサービスに関するサービス関連データトラヒックを示すパケット検査データを受
信するパケット検査データインタフェース（５）と、
　前記ユーザ及び前記サービスのうちの少なくとも一方に関するポリシーデータ（８）を
受信するポリシー制御器（３０）と、
　前記パケット検査データ及び前記ポリシーデータに基づいてパケットフィルタを決定す
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るフィルタ生成器（３５）と、
　を備え、
　前記パケットフィルタは、パケット検査に応えて前記サービス関連データトラヒックの
データパケット中に含められる識別子に基づいてデータトラヒックをフィルタリングする
ように構成され、
　前記特定のサービスは前記識別子にマッピングされている
　ことを特徴とするネットワークコンポーネント。
【請求項８】
　前記ネットワークコンポーネントは、請求項１乃至６のいずれか１項に記載の方法を実
行するように構成される
　ことを特徴とする請求項７に記載のネットワークコンポーネント。
【請求項９】
　ネットワークトラヒックを処理する方法であって、
　ソース及び宛先を示す第１の識別子を含む、特定のサービスに関する着信データパケッ
トを複数のベアラ（５２，５４）のうちの１つから受信するステップと、
　前記第１の識別子の前記ソースを発信データパケットの宛先として示す相補的な第２の
識別子を含む、前記特定のサービスに関する前記発信データパケットを検出するステップ
と、
　前記第２の識別子を持つ前記検出された発信データパケットを、前記第１の識別子を持
つ前記着信データパケットが受信されたベアラと同一のベアラ（５２，５４）へとルーテ
ィングするステップと、
　を備え、
　前記受信した着信データパケットの中に新しいパケットフローを検出したことに応えて
、前記検出された発信データパケットの前記ベアラ（５２，５４）への前記ルーティング
のためのパケットフィルタ（６２，６４）が自動的に生成される
　ことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　前記ベアラ（５２，５４）は、各々が対応するサービス品質クラスに関連付けられる
　ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記検出するステップ及び前記発信データパケットをルーティングするステップのうち
の少なくとも一方は、制御信号（４）に基づいて選択的にアクティブ化される
　ことを特徴とする請求項９又は１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記着信データパケットを受信する通信デバイス（１０）が前記検出するステップ及び
前記発信データパケットをルーティングするステップをサポートするということをネット
ワークコンポーネント（２２，２４，２６，３０，１００）に対して示すステップ
　を備えることを特徴とする請求項９乃至１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の識別子は、ソースアドレス及び宛先アドレスを含む第１のインターネットプ
ロトコルの５タプルであり、
　前記第２の識別子は、前記第１のインターネットプロトコルの５タプルの前記宛先アド
レスに等しいソースアドレス、及び前記第１のインターネットプロトコルの５タプルの前
記ソースアドレスに等しい宛先アドレスを含む、相補的なインターネットプロトコルの５
タプルである
　ことを特徴とする請求項９乃至１２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　着信データパケットを複数のベアラ（５２，５４）から受信する受信器（１４）と、
　前記複数のベアラ（５２，５４）上で発信データパケットを送信する送信器（１６）と
、
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　ソース及び宛先を示す第１の識別子を含む、特定のサービスに関する着信データパケッ
トと、前記第１の識別子の前記ソースを発信データパケットの宛先として示す相補的な第
２の識別子を含む、前記特定のサービスに関する前記発信データパケットと、を検出し、
前記発信データパケットをフィルタリングすることにより、前記第２の識別子を持つ発信
データパケットが、前記第１の識別子を持つ着信データパケットが受信されたベアラと同
一のベアラ（５２，５４）へとルーティングされるようにするミラーリング機能（２２０
）と、
　を備え、
　前記ミラーリング機能（２２０）は、前記受信した着信データパケットの中に新しいパ
ケットフローを検出したことに応えて、前記発信データパケットの前記フィルタリングの
ためのパケットフィルタ（６２，６４）を自動的に生成する
　ことを特徴とする通信デバイス。
【請求項１５】
　前記通信デバイスはユーザ装置（１０）である
　ことを特徴とする請求項１４に記載の通信デバイス。
【請求項１６】
　前記通信デバイスは、請求項９乃至１３のいずれか１項に記載の方法を実行するように
構成される
　ことを特徴とする請求項１４又は１５に記載の通信デバイス。
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