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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）ネットワークからＨＲＰＤ（High　Rate　Packet　D
ata）ネットワークへのユーザ機器（ＵＥ）のハードハンドオフを実行するための方法で
あって、
　前記ＨＲＰＤネットワークのアクセスノードにおける前記ＵＥのハードハンドオフのた
めの要求の受信に応じて、前記ＵＥが前記ＬＴＥネットワークとの無線接続を切断する前
に、前記アクセスノードから前記ＨＲＰＤネットワーク内のＰＤＳＮ（Packet　Data　Se
rvice　Node）へ、前記ＨＲＰＤネットワーク内の前記ＵＥのためのＡ１０接続の確立を
要求する登録要求メッセージを送信することと、
　前記登録要求メッセージは、ハードハンドオフのための受信された前記要求に従って決
定される情報であって、前記ＵＥと前記ＬＴＥネットワークとの間の前記無線接続の切断
から前記ＨＲＰＤネットワークにおけるＡ１０接続の形成までの切断－接続遅延を低減す
るために、前記ＨＲＰＤネットワーク内の前記ＵＥの認証を回避することができるかの判
定において前記ＰＤＳＮにより使用される当該情報を含むことと、
　を含む方法。
【請求項２】
　ハードハンドオフのための受信された前記要求に従って決定される前記情報は、前記ハ
ンドオフの後に同じゲートウェイの使用を可能にするための、ゲートウェイノードに関連
付けられるＩＰアドレスを含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　ハードハンドオフのための受信された前記要求に従って決定される前記情報は、システ
ム間ソースアクセスネットワーク識別子を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　ハードハンドオフのための受信された前記要求に従って決定される前記情報は、前記Ｌ
ＴＥネットワークにおいて前記ＵＥが既に認証されたことを示すセキュリティステータス
情報を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　ハードハンドオフのための受信された前記要求に従って決定される前記情報は、ハード
ハンドオフのための受信された前記要求に明示的に含まれる、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）ネットワークからＨＲＰＤ（High　Rate　Packet　D
ata）ネットワークへのユーザ機器（ＵＥ）のハードハンドオフを実行する際に使用され
る、前記ＨＲＰＤネットワークのアクセスノードであって、
　前記ＵＥのハードハンドオフのための要求を受信し、前記ＵＥのハードハンドオフのた
めの当該要求の受信に応じて、前記ＵＥが前記ＬＴＥネットワークとの無線接続を切断す
る前に、ＰＤＳＮ（Packet　Data　Service　Node）へ、前記ＨＲＰＤネットワーク内の
前記ＵＥのためのＡ１０接続の確立を要求する登録要求メッセージを送信するように適合
されるプロセッサ、を備え、
　前記登録要求メッセージは、ハードハンドオフのための受信された前記要求に従って決
定される情報であって、前記ＵＥと前記ＬＴＥネットワークとの間の前記無線接続の切断
から前記ＨＲＰＤネットワークにおけるＡ１０接続の形成までの切断－接続遅延を低減す
るために、前記ＨＲＰＤネットワーク内の前記ＵＥの認証を回避することができるかの判
定において前記ＰＤＳＮにより使用される当該情報を含む、
　アクセスノード。
【請求項７】
　ハードハンドオフのための受信された前記要求に従って決定される前記情報は、前記ハ
ンドオフの後に同じゲートウェイの使用を可能にするための、ゲートウェイノードに関連
付けられるＩＰアドレスを含む、請求項６に記載のアクセスノード。
【請求項８】
　ハードハンドオフのための受信された前記要求に従って決定される前記情報は、システ
ム間ソースアクセスネットワーク識別子を含む、請求項６に記載のアクセスノード。
【請求項９】
　ハードハンドオフのための受信された前記要求に従って決定される前記情報は、前記Ｌ
ＴＥネットワークにおいて前記ＵＥが既に認証されたことを示すセキュリティステータス
情報を含む、請求項６に記載のアクセスノード。
【請求項１０】
　ハードハンドオフのための受信された前記要求に従って決定される前記情報は、ハード
ハンドオフのための受信された前記要求に明示的に含まれる、請求項６に記載のアクセス
ノード。
【請求項１１】
　ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）ネットワークからＨＲＰＤ（High　Rate　Packet　D
ata）ネットワークへのユーザ機器（ＵＥ）のハードハンドオフを実行するための方法で
あって、
　前記ＨＲＰＤネットワークのアクセスノードにおいて受信される前記ＵＥのハンドオフ
のための要求に応じて、前記ＨＲＰＤネットワークのＧＷ－ＰＤＳＮ（Gateway　Packet
　Data　Service　Node）において、前記ＵＥが前記ＬＴＥネットワークとの無線接続を
切断する前に、前記ＨＲＰＤネットワーク内の前記ＵＥのためのＡ１０接続の確立を要求
する登録要求メッセージを前記アクセスノードから受信することと、
　前記登録要求メッセージは、前記ＵＥのハンドオフのための前記要求に従って決定され
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る情報であって、前記ＨＲＰＤネットワーク内の前記ＵＥの認証を回避することができる
かの判定において使用される当該情報を含むことと、
　前記登録要求メッセージに含まれる前記情報に従ってなされる、前記ＨＲＰＤネットワ
ーク内の前記ＵＥの認証が必要ではないとの判定に応じて、前記ＵＥと前記ＬＴＥネット
ワークとの間の前記無線接続の切断から前記ＨＲＰＤネットワークにおけるＡ１０接続の
形成までの切断－接続遅延を低減するために、前記ＨＲＰＤネットワーク内で前記ＵＥを
認証することなく、前記ＵＥのための前記Ａ１０接続の確立を開始することと、
　を含む方法。
【請求項１２】
　前記登録要求メッセージに含まれる前記情報は、
　（ａ）前記ハンドオフの後に同じゲートウェイの使用を可能にするための、ゲートウェ
イノードに関連付けられるＩＰアドレス、
　（ｂ）システム間ソースアクセスネットワーク識別子、及び
　（ｃ）前記ＬＴＥネットワークにおいて前記ＵＥが既に認証されたことを示すセキュリ
ティステータス情報
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　ＬＴＥ（Long　Term　Evolution）ネットワークからＨＲＰＤ（High　Rate　Packet　D
ata）ネットワークへのユーザ機器（ＵＥ）のハードハンドオフを実行する際に使用され
る、前記ＨＲＰＤネットワークのＧＷ－ＰＤＳＮ（Gateway　Packet　Data　Service　No
de）であって、
　前記ＵＥが前記ＬＴＥネットワークとの無線接続を切断する前に、アクセスノードから
、前記ＨＲＰＤネットワーク内の前記ＵＥのためのＡ１０接続の確立を要求する登録要求
メッセージを受信するように適合されるプロセッサ、を備え、
　前記登録要求メッセージは、前記アクセスノードにより決定される情報であって、前記
ＨＲＰＤネットワーク内の前記ＵＥの認証を回避することができるかの判定において使用
される当該情報を含むことと、
　前記プロセッサは、前記登録要求メッセージに含まれる前記情報に従って、前記ＨＲＰ
Ｄネットワーク内の前記ＵＥの認証が必要ではないことを判定し、当該判定に従って、前
記ＵＥと前記ＬＴＥネットワークとの間の前記無線接続の切断から前記ＨＲＰＤネットワ
ークにおけるＡ１０接続の形成までの切断－接続遅延を低減するために、前記ＨＲＰＤネ
ットワーク内で前記ＵＥを認証することなく、前記ＵＥのための前記Ａ１０接続の確立を
開始するように適合される、
　ＧＷ－ＰＤＳＮ。
【請求項１４】
　前記登録要求メッセージに含まれる前記情報は、
　（ａ）前記ハンドオフの後に同じゲートウェイの使用を可能にするための、ゲートウェ
イノードに関連付けられるＩＰアドレス、
　（ｂ）システム間ソースアクセスネットワーク識別子、及び
　（ｃ）前記ＬＴＥネットワークにおいて前記ＵＥが既に認証されたことを示すセキュリ
ティステータス情報
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１３に記載のＧＷ－ＰＤＳＮ。
【請求項１５】
　ＨＲＰＤ（High　Rate　Packet　Data）ネットワークからＬＴＥ（Long　Term　Evolut
ion）ネットワークへのユーザ機器（ＵＥ）のハードハンドオフを実行するための方法で
あって、
　前記ＵＥのハンドオフが必要であるという前記ＨＲＰＤネットワークのアクセスノード
における判定に応じて、前記ＬＴＥネットワークのＭＭＥ（Mobility　Management　Enti
ty）において、当該ハンドオフの間の前記ＬＴＥネットワーク内の前記ＵＥの認証を回避
するための情報を含む要求メッセージを前記アクセスノードから受信することと、
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　前記ＭＭＥにおいて、前記情報を用いて、前記ＵＥと前記ＨＲＰＤネットワークとの間
の無線接続の切断から前記ＵＥと前記ＬＴＥネットワークとの間のセッションの確立まで
の切断－接続遅延を低減するために、前記ＬＴＥネットワーク内で前記ＵＥを認証するこ
となく、前記ＵＥのためのデータセッションの確立を開始することと、
　を含む方法。
【請求項１６】
　前記情報は、
　（ａ）前記ハンドオフの後に同じゲートウェイの使用を可能にするための、ゲートウェ
イノードに関連付けられるＩＰアドレス、
　（ｂ）システム間ソースアクセスネットワーク識別子、及び
　（ｃ）前記ＨＲＰＤネットワークにおいて前記ＵＥが既に認証されたことを示すセキュ
リティステータス情報
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　ＨＲＰＤ（High　Rate　Packet　Data）ネットワークからＬＴＥ（Long　Term　Evolut
ion）ネットワークへのユーザ機器（ＵＥ）のハードハンドオフを実行する際に使用され
る、前記ＬＴＥネットワークのＭＭＥ（Mobility　Management　Entity）であって、
　前記ＵＥのハンドオフが必要であるという前記ＨＲＰＤネットワークのアクセスノード
における判定に応じて、当該ハンドオフの間の前記ＬＴＥネットワーク内の前記ＵＥの認
証を回避するための情報を含む要求メッセージを前記アクセスノードから受信するように
適合されるプロセッサ、を備え、
　前記ＭＭＥは、前記情報を用いて、前記ＵＥと前記ＨＲＰＤネットワークとの間の無線
接続の切断から前記ＵＥと前記ＬＴＥネットワークとの間のセッションの確立までの切断
－接続遅延を低減するために、前記ＬＴＥネットワーク内で前記ＵＥを再認証することな
く、前記ＵＥのためのデータセッションの確立を開始する、
　ＭＭＥ。
【請求項１８】
　前記情報は、
　（ａ）前記ハンドオフの後に同じゲートウェイの使用を可能にするための、ゲートウェ
イノードに関連付けられるＩＰアドレス、
　（ｂ）システム間ソースアクセスネットワーク識別子、及び
　（ｃ）前記ＨＲＰＤネットワークにおいて前記ＵＥが既に認証されたことを示すセキュ
リティステータス情報
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１７に記載のＭＭＥ。
【請求項１９】
　ＨＲＰＤ（High　Rate　Packet　Data）ネットワークからＬＴＥ（Long　Term　Evolut
ion）ネットワークへのユーザ機器（ＵＥ）のハードハンドオフを実行するための方法で
あって、
　前記ＵＥのハンドオフが必要であるという前記ＨＲＰＤネットワークのアクセスノード
における判定に応じて、前記ＨＲＰＤネットワークのＧＷ－ＰＤＳＮ（Gateway　Packet
　Data　Service　Node）において、当該ハンドオフの間の前記ＬＴＥネットワーク内の
前記ＵＥの認証を回避するための情報を含む要求メッセージを前記ＬＴＥネットワークの
ＭＭＥ（Mobility　Management　Entity）から受信することと、
　前記ＧＷ－ＰＤＳＮにおいて、前記要求メッセージに応答することにより、前記ＵＥと
前記ＨＲＰＤネットワークとの間の無線接続の切断から前記ＵＥと前記ＬＴＥネットワー
クとの間のセッションの確立までの切断－接続遅延を低減するために、前記ＬＴＥネット
ワーク内で前記ＵＥを認証することなく、前記ＵＥのためのデータセッションの確立を前
記ＭＭＥに開始させることと、
　を含む方法。
【請求項２０】
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　前記情報は、
　（ａ）前記ハンドオフの後に同じゲートウェイの使用を可能にするための、ゲートウェ
イノードに関連付けられるＩＰアドレス、
　（ｂ）システム間ソースアクセスネットワーク識別子、及び
　（ｃ）前記ＨＲＰＤネットワークにおいて前記ＵＥが既に認証されたことを示すセキュ
リティステータス情報
　のうち少なくとも１つを含む、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　ＨＲＰＤ（High　Rate　Packet　Data）ネットワークからＬＴＥ（Long　Term　Evolut
ion）ネットワークへのユーザ機器（ＵＥ）のハードハンドオフを実行する際に使用され
る、前記ＨＲＰＤネットワークのＧＷ－ＰＤＳＮ（Gateway　Packet　Data　Service　No
de）であって、
　前記ＵＥのハンドオフが必要であるという前記ＨＲＰＤネットワークのアクセスノード
における判定に応じて、当該ハンドオフの間の前記ＬＴＥネットワーク内の前記ＵＥの認
証を回避するための情報を含む要求メッセージを前記ＬＴＥネットワークのＭＭＥ（Mobi
lity　Management　Entity）から受信するように適合されるプロセッサ、を備え、
　前記ＧＷ－ＰＤＳＮは、前記要求メッセージに応答することにより、前記ＵＥと前記Ｈ
ＲＰＤネットワークとの間の無線接続の切断から前記ＵＥと前記ＬＴＥネットワークとの
間のセッションの確立までの切断－接続遅延を低減するために、前記ＬＴＥネットワーク
内で前記ＵＥを再認証することなく、前記ＵＥのためのデータセッションの確立を前記Ｍ
ＭＥに開始させる、
　ＧＷ－ＰＤＳＮ。
【請求項２２】
　前記情報は、
　（ａ）前記ハンドオフの後に同じゲートウェイの使用を可能にするための、ゲートウェ
イノードに関連付けられるＩＰアドレス、
　（ｂ）システム間ソースアクセスネットワーク識別子、及び
　（ｃ）前記ＨＲＰＤネットワークにおいて前記ＵＥが既に認証されたことを示すセキュ
リティステータス情報
　のうち少なくとも１つを含む、請求項２１に記載のＧＷ－ＰＤＳＮ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、本出願と同日出願の、リラ・マドゥール、アンデーシュ・ルンドストロム、
サミー・トゥアティに対する米国特許出願番号１１／８５６７９７号明細書、題名同じく
「Ｉｎｔｅｒ‐Ｓｙｓｔｅｍ　Ｈａｎｄｏｆｆｓ　Ｉｎ　Ｍｕｌｔｉ‐Ａｃｃｅｓｓ　Ｅ
ｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔｓ（マルチアクセス環境におけるシステム間ハンドオフ）」に関連
しており、上記明細書の開示は、参照によって本明細書に組み入れる。
【０００２】
　本発明は、広く電気通信システムに関し、特にシステム間ハンドオフを行う方法および
システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信ネットワークは、もともと、主に回路交換ネットワークによって音声サービス
を提供するために開発されたものである。例えばいわゆる２．５Ｇや３Ｇネットワークへ
パケット回路が導入されたことで、ネットワークオペレータが音声サービスとともにデー
タサービスも提供することが可能となる。結果的に、ネットワークアーキテクチャは、音
声サービスおよびデータサービスの両方を提供する全ＩＰネットワークに向けて発展して
いくであろう。しかしながら、ネットワークオペレータは既存のインフラストラクチャに
実体的な投資があり、したがって、徐々に全ＩＰネットワークアーキテクチャへ移行し、
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既存のインフラストラクチャに対する投資から十分な価値を引き出すことができるように
することを好むのが典型的である。レガシインフラストラクチャを用いつつ、次世代無線
通信アプリケーションのサポートに必要な能力を提供するため、ネットワークオペレータ
はハイブリッドネットワークを展開し、全ＩＰベースのネットワークへ移行する第１ステ
ップとして次世代無線通信システムが既存の回路交換ネットワークやパケット交換ネット
ワークに重複することになる。
【０００４】
　このようなハイブリッドネットワークの一例として、高速パケットデータ（ＨＲＰＤ：
ｈｉｇｈ　ｒａｔｅ　ｐａｃｋｅｔ　ｄａｔａ）システムなどの既存の３ＧＰＰ２無線通
信システムに次世代の「長期発展型（ＬＴＥ：ｌｏｎｇ　ｔｅｒｍ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
）」システムを重複させたものが挙げられる。当業者であれば明らかであろうが、ＨＲＰ
Ｄシステムは時に多くの名前や頭字語で呼ぶものである。例えば、ＨＲＰＤシステムは、
「高速データ（ＨＲＤ：ｈｉｇｈ　ｒａｔｅ　ｄａｔａ）」システムと呼ばれたり、ＴＩ
Ａ‐ＥＩＡが推奨するそのエアインタフェース規格、すなわちＩＳ‐８５６と呼ばれたり
している。ＩＳ‐８５６規格は、題名を「ｃｄｍａ２０００（登録商標）Ｈｉｇｈ　Ｒａ
ｔｅ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ａｉｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎ（ｃｄｍａ２０００（登録商標）高速パケットデータエアインタフェース仕様書）（
２０００）」といい、オンラインでｗｗｗ．ｔｉａｏｎｌｉｎｅ．ｏｒｇにて入手可能な
ものであり、参照により本明細書に組み入れる。加えて、ＨＲＰＤシステムは、符号分割
多元アクセス（ＣＤＭＡ：ｃｏｄｅ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓ
ｓ）スキームを用いるものであり、ＣＤＭＡ２０００から発展したものであるため、時に
、ＣＤＭＡ２０００の「Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ，　Ｄａｔａ‐Ｏｎｌｙ（発展、データオン
リー）」バージョンを指す「１ｘＥＶ‐ＤＯ」と呼ぶこともある。同様に、例えば、ＬＴ
Ｅシステムは、パフォーマンスの改善を意図した次世代（４Ｇ）広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤ
ＭＡ：ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ）システムを指す。ＬＴＥシステムは、未だ規格化さ
れたものではないが、最終的にはＵＭＴＳ規格の新バージョンにしたがって設計されるこ
とであろう。例えば、オンラインでｗｗｗ．３ｇｐｐ．ｏｒｇにて入手可能な３ＧＰＰ　
ＴＲ　２５．９１３を参照のこと。ＬＴＥシステムが目標とするパフォーマンスゴールに
ついては、現時点では、５ＭＨｚセルごとに２００アクティブコールのサポートや、小Ｉ
Ｐパケットに対するサブ５ｍＳ待ち時間が挙げられる。
【０００５】
　ＬＴＥシステムがＨＲＰＤシステムに重複した場合、様々な種類のシステム間相互運用
が望ましいものとなるが、そのうちの１つがハンドオフあるいはハンドオーバである。シ
ステム間ハンドオフとは、例えば、現時点で第１の無線通信システムによってサポートさ
れているセルラ電話、無線ＰＤＡ、ノート型パーソナルコンピュータなどの移動体を第２
の無線通信システムのサポートへ移行させる処理をいう。本明細書については、概念的に
図１に示すように、着目するシステム間ハンドオフとしては、ＨＲＰＤアクセスネットワ
ーク２０からＬＴＥアクセスネットワーク３０へ、またはその逆方向への移動体１０の通
信サポートの移行が挙げられる。このようなハンドオフを行う理由は様々あり得る。例え
ば、目下ＨＲＰＤアクセスネットワーク２０によってサービスが提供されている移動体１
０が、ＬＴＥアクセスネットワーク３０の方が良好なサービスを提供できる地理領域に移
動した場合である。あるいは、システム間ハンドオフを行い、ＨＲＰＤアクセスネットワ
ーク２０とＬＴＥアクセスネットワーク３０との間で負荷のバランスをとるということも
ある。
【０００６】
　特にハンドオフのためではなくとも、移動体１０がＬＴＥアクセスネットワーク３０に
出入りすることに対するサポートの責任を全うするためには、様々な信号送信を行う必要
がある。加えて、ＨＲＰＤアクセスネットワーク２０からの信号とＬＴＥアクセスネット
ワーク３０からの信号を移動体１０が同時に受信できる限り、システム間ハンドオフは、
ソフト（「メークビフォーブレーク（ｍａｋｅ　ｂｅｆｏｒｅ　ｂｒｅａｋ）」）ハンド
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オフではなく、むしろハード（「ブレークビフォーメーク（ｂｒｅａｋ　ｂｅｆｏｒｅ　
ｍａｋｅ）」）ハンドオフとなる。ハードハンドオフにおいては、移動体１０がＨＲＰＤ
アクセスネットワーク２０またはＬＴＥアクセスネットワーク３０のどちらかに接続され
ていないという邪魔な時間を最小化することがさらに望ましい。したがって、本明細書で
説明する実施形態例は、かかるシステム間ハンドオフを容易なものとする機構に対する必
要性に取り組むものである。
【発明の概要】
【０００７】
　一実施形態例によれば、第１無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）種から第２ＲＡＮ種
へのユーザ装置（ＵＥ）のハンドオフに関連した情報を通信する方法が、第１ＲＡＮ種に
関連した第１のノードにおいて、ハンドオフの要求を受信することと、第２ＲＡＮ種にお
ける第２のノードに向けて、（ａ）ゲートウェイノードに関連したＩＰアドレスと、（ｂ
）システム間ソースアクセスネットワーク識別子と、（ｃ）セキュリティステータス情報
とのうち少なくとも１つを含む第１のメッセージを送信することとを含む。
【０００８】
　別の実施形態例によれば、システム間マルチアクセスノードが、ハンドオフの要求を受
信し、（ａ）ゲートウェイノードに関連したＩＰアドレスと、（ｂ）システム間ソースア
クセスネットワーク識別子と、（ｃ）セキュリティステータス情報とのうち少なくとも１
つを含む第１のメッセージを別のノードに向けて送信する処理部を備える。
【０００９】
　さらに別の実施形態例によれば、長期発展型（ＬＴＥ）無線アクセスネットワーク（Ｒ
ＡＮ）から高速パケットデータ（ＨＲＰＤ）ＲＡＮへのユーザ装置（ＵＥ）のハンドオフ
に関連した情報を通信する方法が、ＵＥとＬＴＥＲＡＮとの間の第１の無線接続をブレー
クする前に、ゲートウェイパケットデータサービングノード（ＧＷ‐ＰＤＳＮ）において
、ＨＲＰＤＲＡＮにおけるターゲットアクセスノードとＧＷ‐ＰＤＳＮとの間にＡ１０接
続を確立するＡ１１登録要求を受信することを含む。
【００１０】
　なおも別の実施形態例によれば、ゲートウェイパケットデータサービングノード（ＧＷ
‐ＰＤＳＮ）が、ユーザ装置（ＵＥ）と長期発展型（ＬＴＥ）無線アクセスネットワーク
（ＲＡＮ）との間の第１の無線接続をブレークする前に、高速パケットデータ（ＨＲＰＤ
）ＲＡＮにおけるターゲットアクセスノードと前記ＧＷ‐ＰＤＳＮの間にＡ１０接続を確
立するＡ１１登録要求を受信する処理部を備える。
【００１１】
　別の実施形態例によれば、長期発展型（ＬＴＥ）無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）
から高速パケットデータ（ＨＲＰＤ）ＲＡＮへユーザ装置（ＵＥ）をハンドオフする方法
が、ＵＥとＨＲＰＤＲＡＮとの間の休止接続を維持することと、ＵＥからＨＲＰＤＲＡＮ
に関連したターゲットアクセスノードへ接続要求を送信し、ＬＴＥＲＡＮとの第１の無線
接続をブレークすることと、ターゲットアクセスノードから、ＨＲＰＤトラフィックチャ
ネル割当を受信することと、ＵＥによって、割り当てられたＨＲＰＤトラフィックチャネ
ルにチューニングすることとを含む。
【００１２】
　添付図面は、本発明の実施形態例を示すものである。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、高速パケットデータ（ＨＲＰＤ）無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）
と長期発展型（ＬＴＥ）ＲＡＮとの間の移動局のハンドオフを示す。
【図２（ａ）】図２（ａ）は、一実施形態例に係るＩＰマルチメディアシステム（ＩＭＳ
）アーキテクチャを用いるハイブリッド無線アクセスネットワークを示す。
【図２（ｂ）】図２（ｂ）は、より詳細に図２（ａ）のハイブリッド無線アクセスネット
ワーク例を示す。
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【図３】図３は、一実施形態例に係るＬＴＥＲＡＮからＨＲＰＤＲＡＮへのユーザ装置（
ＵＥ）のハンドオフに関連した信号送信を示す。
【図４】図４は、別の実施形態例に係るＬＴＥＲＡＮからＨＲＰＤＲＡＮへのＵＥのハン
ドオフに関連した信号送信を示す。
【図５】図５は、さらに別の実施形態例に係るＬＴＥＲＡＮからＨＲＰＤＲＡＮへのＵＥ
のハンドオフに関連した信号送信を示す。
【図６】図６は、一実施形態例に係るＨＲＰＤＲＡＮからＬＴＥＲＡＮへのＵＥのハンド
オフに関連した信号送信を示す。
【図７】図７および図８は、パケットデータサービングノード（ＰＤＳＮ）とシステムア
ーキテクチャ発展型ゲートウェイ（ＳＡＥ‐ＧＷ）とが別々のノードである実施形態例に
関連したハンドオフ信号送信を示す。
【図８】図７および図８は、パケットデータサービングノード（ＰＤＳＮ）とシステムア
ーキテクチャ発展型ゲートウェイ（ＳＡＥ‐ＧＷ）とが別々のノードである実施形態例に
関連したハンドオフ信号送信を示す。
【図９】図９は、一実施形態例に係る通信ノード例としてのサーバを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下の実施形態例の詳細な説明では添付図面を参照する。異なる図面における同一の参
照番号は、同一または同様のエレメントを識別するものである。また、以下の詳細な説明
は本発明を限定するものではない。本発明の範囲は、以下の詳細な説明ではなく添付の特
許請求の範囲によって定められるのである。
【００１５】
　上述のように、ＨＲＰＤアクセスネットワークとＬＴＥアクセスネットワークとの間の
接続についてハンドオフを行う機構および方法を提供することが望ましい。したがって、
この議論に多少の背景を与えるため、ＨＲＰＤ（３ＧＰＰ２）アクセスネットワーク２０
２およびＬＴＥアクセスネットワーク２０４の双方を備えたハイブリッドシステム例２０
０を図２（ａ）および図２（ｂ）として与え、ここで説明することにする。一般性のため
、またを以下のハンドオフの議論を容易なものとするため、ハイブリッドシステム２００
は、ホームパブリックランドモバイルネットワーク（ＨＰＬＭＮ：ｈｏｍｅ　ｐｕｂｌｉ
ｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）２０６およびビジテドパブリックランド
モバイルネットワーク（ＶＰＬＭＮ：ｖｉｓｉｔｅｄ　ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂ
ｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）２０８の双方を備え、また無線ネットワークが接続される様々
なＩＰネットワーク２１０（例えばインターネットが挙げられる）も備えるものとする。
各アクセスネットワーク２０２および２０４はそれぞれ多くの基地局２１３および２１２
を備え、図２（ｂ）に見られるようにそれぞれエアインタフェース２１６および２１８を
介した移動局２１４への無線アクセスを提供することとなる。エアインタフェース２１６
および２１８については、個々にそれぞれのアクセスネットワークに対する仕様である。
より具体的には、エアインタフェース２１６は、上で参照により組み入れたＩＳ‐８５６
規格による仕様であり、エアインタフェース２１８については未だ規格化はされていない
が、例えば、直交周波数分割多元アクセス（ＯＦＤＭＡ：ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　ｆｒｅ
ｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）ダウンリンクと単
一キャリア周波数分割多元アクセス（ＳＣ‐ＦＤＭＡ：ｓｉｎｇｌｅ　ｃａｒｒｉｅｒ　
ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ａｃｃｅｓｓ）アップリン
クとを備えることが予想される。表記上、ＨＲＰＤ基地局２０６については典型的に「ア
クセスノード（ＡＮ：ａｃｃｅｓｓ　ｎｏｄｅ）」といい、ＬＴＥ基地局２０６について
は典型的に「発展型ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ：ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）」という。無
線アクセスネットワーク２０２および２０４は、基地局２０６に加えて、図示を単純化す
るため図２（ａ）および図（ｂ）には示していないが、パケット制御機能（ＰＣＦ：ｐａ
ｃｋｅｔ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）などの他の機能体も備える。
【００１６】
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　図２（ａ）に戻るが、ＨＲＰＤアクセスネットワーク２０２およびＬＴＥアクセスネッ
トワーク２０４の双方のエレメントは、この実施形態例によれば、集積システムアーキテ
クチャ発展型（ＳＡＥ：ｓｙｓｔｅｍ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
）ゲートウェイ（ＧＷ：ｇａｔｅｗａｙ）‐ユーザプレーン体（ＵＰＥ：ｕｓｅｒ　ｐｌ
ａｎｅ　ｅｎｔｉｔｙ）／ＰＤＳＮ２２０へ接続されている。エレメント２２０のＰＤＳ
Ｎの態様は、Ａ１０／Ａ１１インタフェースあるいは参照ポイントを介してＩＰネットワ
ーク２１０と無線アクセスネットワーク２０２とを相互接続するＨＲＰＤエレメントを関
するものであり、また、ハイブリッドシステム２００のＨＲＰＤ部分における他のＰＤＳ
Ｎ（図示せず）に対する相互接続性も提供するものである。図２（ａ）に示すハイブリッ
ドネットワーク２００のＨＲＰＤ部分に関連したＡインタフェース／参照ポイントは、例
えば、ｗｗｗ．ｔｉａｏｎｌｉｎｅ．ｏｒｇにて入手可能なＴＩＡ‐８７８‐Ａ（Ａ．Ｓ
０００８）やＴＩＡ‐１８７８‐Ａ（Ａ．Ｓ０００９）における仕様であり、上記は参照
により本明細書に組み入れる。
【００１７】
　同様に、エレメント２２０のＳＡＥＧＷ‐ＵＰＥの態様は、Ｓ１インタフェースおよび
ＳＧｉインタフェースを介してＩＰネットワーク２１０と無線アクセスネットワーク２０
４とを相互接続するＬＴＥエレメントに関するものであり、例えばホームゲートウェイ２
２２など、ハイブリッドシステム２００のＬＴＥ部分における他のＳＡＥＧＷに対する相
互接続性も提供するものである。図２（ａ）に示すハイブリッドネットワーク２００のＬ
ＴＥ部分に関連したＳインタフェース／参照ポイントは、例えば規格文書３ＧＰＰＴＳ２
３‐４０２における仕様である。加えて、ＳＡＥＧＷ‐ＵＰＥ／ＰＤＳＮ２２０およびＳ
ＡＥＧＷ２２３は、それぞれ、加入者に関連したデータを格納する格納場所である集積ホ
ーム加入者サービス（ＨＳＳ：ｈｏｍｅ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓｅｒｖｉｃｅ）認証
・許可・課金（ＡＡＡ：ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ，　ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ
　ａｎｄ　ａｃｃｏｕｎｔｉｎｇ）サーバ２２４および２２６に接続されており、当該デ
ータを用いて様々なサービスを提供する。かかるサービスのいくつかをハンドオフについ
て以下で説明することにする。
【００１８】
　モビリティ管理体（ＭＭＥ：ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ｅｎｔｉｔｙ
）２２８は、ｅＮＢ２１２へのページングメッセージの配信を管理するＬＴＥシステム体
であり、また以下で説明する実施形態例に係るハンドオフ信号送信に関するものである。
さらに、ＭＭＥ２２８をＬＴＥＲＡＮ２０４、ＨＳＳ／ＡＡＡ２２４、ＳＡＥＧＷ‐ＵＰ
Ｅ／ＰＤＳＮ２２０と相互接続するＳ１、Ｓ６、Ｓ１１インタフェースに加えて、実施形
態例によって、ＭＭＥ２２８とＨＲＰＤＲＡＮ２０２との間に追加してある。この新たな
インタフェースは、本明細書では「Ａｘ」インタフェースというが、以下で説明するよう
に、ＨＲＰＤＲＡＮ２０２とＬＴＥＲＡＮ２０４との間の移動局２１４のハンドオフを容
易なものとするために用いる。
【００１９】
　図２（ａ）および図２（ｂ）に示すハイブリッドシステムアーキテクチャ例は、純粋に
例示的なものであり、以下の実施形態例は他のアーキテクチャでも実施可能であることを
了解されたい。例えば、ハイブリッドネットワーク例２００ではいくつかのＨＲＰＤシス
テムエレメントが対応のＬＴＥシステムエレメントと集積されているように図示している
が、これは必要なことではない。実際、以下でも、ある実施形態例では、図２（ａ）に示
す集積ＳＡＥＧＷ／ＰＤＳＮを有するアーキテクチャについてハンドオフを説明するが、
他の実施形態例では、明らかに、かかるエレメントが分離したアーキテクチャについて考
える。
【００２０】
　このような実施形態例によれば、ハンドオフ間のブレークタイムを削減するため、信号
送信が、あるアクセスネットワーク（ＨＲＰＤかＬＴＥ）が他の上記アクセスネットワー
クからの移動体のハンドオフの前に資源を用意することを可能とする構成を有する。この
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ことについては、特に、上述の新たなＡｘインタフェースＭＭＥ２２８とＨＲＰＤＲＡＮ
２０２との間に提供し、当該インタフェースを用いて、来るハンドオフのための資源準備
の役に立つレイヤ２信号を伝送することで達成される。例えば、以下で詳細に説明するが
、Ａｘインタフェースは「システム間ソースアクセスネットワーク識別子（Ｉｎｔｅｒ　
Ｓｙｓｔｅｍ　Ｓｏｕｒｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）
」を搬送するものとすることが可能であり、システム間ソースアクセスネットワーク識別
子とは、システム間ハンドオフ後のＵＥ２１４の再認証の防止に利用可能な情報を含むも
のである。別の例としては、「セキュリティステータス」情報エレメントで、端末がハン
ドオフ前に第１のネットワークにおいて認証されており再認証の必要がないことを示すこ
ともできる。他の実施形態例では、そうではなくて、新たな「Ａｘ」インタフェースを介
するのではなく、例えばＡ２１インタフェースなどの既存のインタフェースに変更して、
本明細書で説明するＬＴＥからＨＲＰＤへのハンドオフ／ＨＲＰＤからＬＴＥへのハンド
オフに関連した情報エレメントを伝送するものとすることも可能であることは、当業者で
あれば了解のことであろう。
【００２１】
　第１の実施形態例によれば、図３に示すレイヤ２（リンクレイヤ）信号送信を用いて、
ＬＴＥＲＡＮ２０４からＨＲＰＤＲＡＮ２０２へ、移動体２１４のゲートウェイ内ハード
ハンドオフを行うことができる。当業者には明らかであろうが、ハンドオフは、レイヤ２
信号送信に対しては実体的に独立であるレイヤ３（ネットワークレイヤ）信号送信も含む
であろう。ＨＲＰＤ‐ＬＴＥハードハンドオフに対するレイヤ３信号送信の一例は、上で
参照により組み入れた関連出願において見出すことができる。ここで図３を見ると、移動
体（本明細書では「ユーザ装置」あるいは「ＵＥ」ということもある）２１４ははじめＬ
ＴＥｅＮＢ２１２を介してＬＴＥシステムに接続されており、アップリンクデータをＬＴ
Ｅシステムへ送信し、ダウンリンクデータをＬＴＥシステムから受信している。ステップ
３００において、システムまたはＵＥのどちらかが、信号強度または品質の測定に基づい
て、ハイブリッドシステム２００のＨＲＰＤ部分へのハンドオフを行うと決める。これに
より、目下サービス中のｅＮＢ２１２からＭＭＥ２２８へ再配置要求信号３０２が送信さ
れることとなる。この実施形態例によれば、次に、ＭＭＥ２２８がＡｘインタフェースを
介してターゲットＨＲＰＤＡＮ２１３へＩＳセッションコンテキスト要求メッセージ３０
４を送信する。メッセージ３０４は、例えば以下のシステム間情報のうちのいくつかまた
は全部を含むものとすることができる。ＵＥ２１４に関連したＩＤ（ＭＮ‐ＩＤ）。サー
ビングＧＷ識別子（たとえばＧＷ２２０に関連したＩＰアドレス。ハンドオフ前後で同一
のＧＷ２２０が使用可能）。ＧＷ間ハンドオフアドレス（例えば目下サービス中のＧＷ２
２０がハンドオフ後に使用できない場合にＧＷ間ハンドオフトンネル確立に用いるＩＰア
ドレス）。システム間ソースアクセスネットワーク識別子（例えばＧＷ２２０が用いて、
ユーザの再認証が必要か判定するＩＳＳＡＮＩ）。ユーザ装置能力。セッションステータ
ス（「ＬＴＥアクティブ」や「ＨＲＰＤ休止」など、ソースネットワークにおけるセッシ
ョンステートを示す情報）。セキュリティステータス（ＵＥ２１４が認証され、Ａ１１確
立の際にＡＡＡ２２６からの許可情報を要求するためにＧＷ２２による使用が可能である
ことを示す情報）。ターゲットセル識別子。
【００２２】
　メッセージ３０４で提供される情報を選択して、ＬＴＥシステムとＨＲＰＤシステムと
の間のハンドオフを最適化する。この情報の使用および最適化のいくつかについては既に
説明した。その他については、図３にしたがう信号送信に関して以下で説明する。例えば
、無線ネットワーク間で発生するレイヤ２信号送信を必ずしもＧＷ２２０が認識している
わけではないため、ハンドオーバされた接続が関連するのは同一のハイブリッドネットワ
ーク２００の一部である（潜在的には再認証が必要ない）ＬＴＥＲＡＮ２０４なのか、そ
れとも別のネットワークの一部である（ＵＥ２１４を再認証することが好ましい場合もあ
る）ＬＴＥＲＡＮ２０４なのか、ＧＷ２２０が決定する機構はＩＳＳＡＮＩ情報エレメン
トが提供する。
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【００２３】
　ステップ３０６において、ＨＲＰＤＡＮ２１３がＡ１１インタフェースによってＳＡＥ
ＧＷ／ＰＤＳＮ２２０へ登録要求メッセージを送信し、Ａ１０接続を設立する。メッセー
ジ３０６は、上述のシステム間ソースアクセスネットワーク識別子やセキュリティステー
タス情報など、メッセージ３０４を介してＨＲＰＤＡＮ２１３が受信した追加情報を含む
ものとすることができる。この情報をＳＡＥＧＷ／ＰＳＤＮ２２０が用いて、（ａ）ＲＯ
ＨＣ（ヘッダ圧縮）パラメータの維持、（ｂ）ＩＰｖ６プレフィックスまたはＣｏＡの維
持、および／または（ｃ）新たな接続による移動中ＩＰおよびユーザコンテキスト情報な
ど、適当な動作を行うものとすることができる。このように、本発明で説明するいくつか
の機構のうちの１つとしてハンドオフが実際に発生する前にＡ１０接続を確立し、ＵＥ２
１４とＬＴＥｅＮＢ２１２との間の元の接続の「ブレーク（ｂｒｅａｋｉｎｇ）」と、Ｕ
Ｅ２１４とＨＲＰＤＡＮ２１３との間の次の接続の「メーク（ｍａｋｉｎｇ）」との間の
時間を短縮する。任意で、セキュリティステータス情報およびシステム間ソースアクセス
ネットワーク識別子に基づいて、ＳＡＥＧＷ／ＰＤＳＮ２２０は、ＨＳＳ／ＡＡＡサーバ
２２６に対する許可要求（メッセージ３０８として図示）を開始し、ユーザプロファイル
情報（例えばユーザＱｏＳプロファイル）を取得し、新たなアクセスの種類の許可情報を
示すものとすることも可能である。
【００２４】
　メッセージ３０８がいかなるハンドオフに対して送信されたものであっても、ＳＡＥＧ
Ｗ／ＰＤＳＮ２２０は、例えば加入者のＱｏＳプロファイルなどを含むＡ１１登録報告メ
ッセージ３１２をターゲットＨＲＰＤＡＮ２１３へ送信する。メッセージ／ステップ３０
６、３０８、３１２に対して独立に、ＨＲＰＤＡＮ２１３は、ＭＭＥ２２８へのＡｘＩＳ
セッションコンテキスト応答メッセージ３１０でメッセージ３０４に応答する。メッセー
ジ３１０は、例えば、ターゲットＨＲＰＤＡＮ２１３がハンドオフを受け入れたというこ
とを示し、後にＵＥ２１４へ送信されることとなるハンドオフ命令メッセージのカプセル
化したものを示す。再送信するメッセージをカプセル化してハンドオフ命令を渡すことに
より、例えば、ＵＥ２１４による処理に関連した挙動およびステートマシーンを不変とし
ておくことが可能となる。
【００２５】
　さらにこれにより、Ａ１０接続が設立している（また、もしあれば許可が発生する）の
と同じだけの時間、ＭＭＥ２２８がハンドオフの用意を続けることが可能となる。特に、
ＭＭＥ２２８は、ＵＥ２１４が目下接続中のＬＴＥｅＮＢ２１２へ再配置命令３１４を送
信する。再配置命令３１４は、メッセージ３１０を介してＭＭＥ２２８が受信したカプセ
ル化したＨＲＰＤハンドオフ命令を含む。このように、ＬＴＥｅＮＢ２１２は、ＵＥ２１
４がＬＴＥＲＡＮ２０４への接続のブレークを行う時刻に、ＵＥ２１４へエアインタフェ
ースを介してハンドオフ命令３１６を発する。このような実施形態例によれば、（１）Ｕ
Ｅ２１４がＬＴＥＲＡＮ２０４との接続を失う前に予めＡ１０接続が確立され、ユーザの
ＨＲＰＤＱｏＳプロファイルはハンドオフが発生する前にすでにターゲットＨＲＰＤＡＮ
２１３へダウンロードされており、その両方がシステム間ハンドオフ処理の効率改善のた
めにはたらく、ということに留意されたい。
【００２６】
　次に、信号３１８および３２０で示すように、ターゲットＨＲＰＤＡＮ２１３は、ＵＥ
２１４を取得し、トラフィックチャネルに割り当てる。Ａ１１登録要求（アクティブスタ
ート）メッセージ３２１をｌＨＲＰＤＡＮ２１３からＧＷ‐ＰＤＳＮＵＰＥ２２０へ送信
し、このＵＥに向けたトラフィックをターゲットＨＲＰＤＡＮ２１３へ伝達可能であると
いうことをＰＤＳＮに通知する。個の時点でレイヤ２接続が確立され、また、レイヤ３信
号送信（ここでは示さないが、例えば上で参照により組み入れた特許出願を参照）が発生
するものとすることも可能である。ＧＷ‐ＰＤＳＮＵＰＥ２２０は、メッセージ３２２を
介してメッセージ３２１に肯定応答することとなる。次に、様々な装置間で一連の解放／
完了信号、すなわち信号３２４、３２６、３２８、３３０、３３２を送信し、ハンドオフ
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がうまく完了したことを互いに通知しあって、例えばＵＥ２１４がもはや必要としないＬ
ＴＥシステム資源に対するＭＭＥ２２８による資源クリーンアップなど、ハンドオフ後の
手順の開始を可能とする。
【００２７】
　信号送信３３４を用いて、ＵＥ２１４に対してＩＰネットワーク２１０とのポイントツ
ーポイントプロトコル（ＰＰＰ：ｐｏｉｎｔ‐ｔｏ‐ｐｏｉｎｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）接
続を提供する（システムのＨＲＰＤ部分においてＵＥ２１４がアイドルであるから行う）
。図３の信号流れ図例に示す他の信号送信のように、信号送信３３４については、単に信
号３２４～３３２の下に図示してあるからといって、必ずしも信号３２４～３３２の後に
発生するものではないということに留意されたい。実際、ＰＰＰ信号送信３３４は、信号
３２４～３３２と並行して発生するものとすることができる。例えば、信号３２２の直後
に発生し、ＵＥ２１４とゲートウェイ２２０との間にパケットデータセッションを確立す
るものとすることが可能である。ＰＰＰ接続に関連して、メッセージ３３６および３３８
を介して任意の許可処理を行うことも可能である（これが以前共有したセキュリティステ
ータス情報に基づくゲートウェイ内ハンドオフであるため、および／または以前にステッ
プ３０８を介して許可を行った場合には、このステップを飛ばしてもよいが）。ＰＰＰ接
続の確立後、ＧＷ‐ＰＤＳＮＵＰＥ２２０は、ＬＴＥアクセスで用いるものと同一のプレ
フィックスを含むルータアドバタイズメント（ＲＡ：ｒｏｕｔｅｒ　ａｄｖｅｒｔｉｓｅ
ｍｅｎｔ）をＵＥ２１４へ送信することで、これをＵＥ２１４に通知するが、ＵＥ２１４
がＧＷＨＡ２２２へ新たな結合更新（ＢＵ：ｂｉｄｉｎｇ　ｕｐｄａｔｅ）を送信する必
要はない。
【００２８】
　ＨＲＰＤＲＡＮ２０２におけるアイドル（ＰＰＰ接続の確立なし）のＵＥ２１４につい
てＬＴＥからＨＲＰＤへの方向にハードハンドオフを行う一実施形態例を説明したが、次
は、図４と併せて、ＨＲＰＤＲＡＮ２０２における休止の（すなわち、ＨＲＰＤＡＮ２１
３とは、ＧＷ‐ＰＤＳＮＵＰＥ２２０において既存のＰＰＰ接続はあるが、目下、トラフ
ィックチャネルはない）ＵＥ２１４についてＬＴＥからＨＲＰＤへの方向にハードハンド
オフを行う一実施形態例を説明する。ここでは、ブロック４００において、例えばパケッ
トゾーン境界が交差する場合などに、ＬＴＥＲＡＮ２０４からＨＲＰＤＲＡＮ２０２へＵ
Ｅ２１４をハンドオフすると決める。このように、この実施形態例によれば、ハイブリッ
ドシステム２００のＬＴＥ部分に関連したルーティングエリア境界がＨＲＰＤサブネット
境界でもあるかどうかをＵＥ２１４に通知する能力をｅＮＢ２１２／ＭＭＥ２２８が有す
るため、ＵＥ２１４はハンドオフを開始すべきときを決めることができる。例えば、ｅＮ
Ｂ２１２については、隣接セルの静的プロビジョニング（すなわち設定データ）の提供を
受け、ＵＥ２１４に対して当該情報のブロードキャスティングを行うものすることができ
る。かかる情報は、当該実施形態例によれば、隣接ＨＲＰＤセルに関する情報を含むもの
とすることができる。この実施形態例では、次に、ＵＥ２１４がＨＲＰＤＡＮ２１３との
接続を直接要求（メッセージ４０２）し、ＨＲＰＤＡＮ２１３は、Ａ１１登録要求（メッ
セージ４０４）およびＡ１１登録応答（メッセージ４０６）を介して、得られるＡ１０接
続確立を開始する。次に、トラフィックチャネル割当４０８およびチャネル確立４１０の
信号送信で示すように、ＨＲＰＤトラフィックチャネルをＵＥ２１４に割り当てる。
【００２９】
　ここで、ＵＥ２１４はＨＲＰＤＲＡＮ２０２に接続され、アップリンクトラフィック、
ダウンリンクトラフィックをそれぞれ送信、受信可能となる。次に、ハンドオフは、以前
のＬＴＥ接続で用いたものと同一のプレフィックスを含むルータアドバタイズメントメッ
セージ４１２をＵＥ２１４へ送信することによって完了される。ＧＷ‐ＰＤＳＮＵＰＥ２
２０から解放要求メッセージ４１４を送信し、ＭＭＥ２２８にＵＰＥコンテキストを解放
し、そしてＭＭＥ２２８は要求４１６をｅＮＢ２１２へ送信し、このＵＥ２１４に対する
以前のＬＴＥシステム接続に関連したその資源を解放する。解放メッセージ４１４、４１
６の肯定応答について、図４ではそれぞれメッセージ４２０、４１８と示す。この実施形
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態例によれば、ＵＥ２１４は、それがハンドオフの実行中は接続されるがＨＲＰＤＡＮ２
１３と通信を直接行うｅＮＢ２１２を含んでいない。
【００３０】
　しかしながら、図５に示す別の実施形態例によれば、ＵＥ２１４は、休止ＨＲＰＤ接続
を有するＵＥ２１４をハンドオフするため、ハイブリッドシステム２００のＬＴＥＲＡＮ
部分を用いて、システムのＨＲＰＤ部分に対する接続要求を開始する。ここで、ブロック
５００において、例えばパケットゾーン境界が交差する場合などに、ＬＴＥＲＡＮ２０４
からＨＲＰＤＲＡＮ２０２へＵＥ２１４をハンドオフすると決める。このように、この実
施形態例によれば、ハイブリッドシステム２２０のＬＴＥ部分に関連したルーティングエ
リア境界がＨＲＰＤサブネット境界でもあるかどうかをＵＥ２１４に通知する能力をｅＮ
Ｂ２１２／ＭＭＥ２２８が有しているため、ＵＥ２１４はハンドオフを開始するときを決
めることができる。次に、メッセージ５０２および５０４で示すように、ＨＲＰＤ接続要
求メッセージをＬＴＥメッセージにカプセル化し、ＵＥ２１４からｅＮＢ２１２へ、そし
てＭＭＥ２２８へそれぞれＬＴＥメッセージを送信する。次に、ＭＭＥ２２８は、例えば
新たなＡｘインタフェースを用いて、またはＡ２１インタフェースなどの既存のインタフ
ェースに対する変更として、カプセル化した接続要求メッセージをＨＲＰＤＡＮ２１３へ
メッセージ５０６を介して送信する。
【００３１】
　次に、ＨＲＰＤＡＮ２１３は、同一のトンネリング機構を用いて、トラフックチャネル
割当（ＴＣＡ：ｔｒａｆｆｉｃ　ｃｈａｎｎｅｌ　ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ）メッセージを
ＭＭＥ２２８に返信する。ｅＮＢ２１２、ＵＥ２１４へ、それぞれメッセージ５１２、５
１０で、カプセル化したＴＣＡメッセージを転送する。ＨＲＰＤトラフィックチャネルの
割当と並行して、それぞれＧＷ‐ＰＤＳＮＵＰＥ２２０へ／からのＡ１１登録信号５１４
、５１６を用いて、Ａ１０接続を設立する。参照番号５１８で示すように、次に、ＵＥ２
１４は、割り当てられたトラフィックチャネルに関連したＨＲＰＤ周波数にチューニング
し、アップリンクデータおよびダウンリンクデータを伝送可能なＨＲＰＤＲＡＮ２０２へ
の移行を完了することができる。ＧＷ‐ＰＤＳＮＵＰＥ２２０は、ＬＴＥ接続で用いるプ
レフィックスとともにＲＡメッセージを、メッセージ５２０としてＵＥ２１４へ送信し、
そうするとメッセージ５２２～５２８で示すように、様々なＬＴＥ資源を解放することが
できる。図４の実施形態例と比較すると、図５の実施形態例は、例えばＨＲＰＤトラフィ
ックチャネルやＡ１０接続などのハンドオフ資源の予約／割当が行われている時間、ＵＥ
２１４がＬＴＥＲＡＮ２０４に接続されたままなので、「ブレーク対メーク（ｂｒｅａｋ
‐ｔｏ‐ｍａｋｅ）」時間を削減する。
【００３２】
　ＬＴＥからＨＲＰＤへの方向の実施形態例に係るハンドオフを説明したが、ここで、反
対方向、すなわちＨＲＰＤＲＡＮ２０２からＬＴＥＲＡＮ２０４への方向のハンドオフの
一実施形態例の説明を、図６の議論から始める。ここでは、ステップ６００において、ソ
ースＨＲＰＤＡＮ２１３が、例えばＵＥ２１４から受信した情報に基づいて、システム間
ハードハンドオフを行うと決める。信号６０２で示すように、フロー制御が無効である場
合、ＨＲＰＤＡＮ２１３は、任意でＧＷ‐ＰＤＳＮＵＰＥ２２０を要求し、データ送信を
中断することができる。この後者の特徴を利用する場合、ハイブリッドシステム２００の
ＬＴＥ部分へハンドオフできるまでＵＥ２１４はデータを送信できないため、ブレーク対
メーク時間が増加することになる、ということを了解されたい。他方で、この特徴を無効
とし、メッセージ６０２を送信しなければ、ステップ６１８においてハンドオフ命令を受
信するまで、ＵＥ２１４はハイブリッドシステム２００のＨＲＰＤ部分でデータ送信を続
行可能であり、したがってブレーク対メーク時間は削減される。
【００３３】
　フロー制御メッセージ６０２が送信されたかどうかにかかわらず、ハンドオフ処理は続
行し、ＨＲＰＤＡＮ２１３がＡｘＩＳセッションコンテキストメッセージをＭＭＥ２２８
へ送信し、ハンドオフを開始することになる。このメッセージは、例えば以下の情報エレ
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メントのうちのいくつかまたは全部を含むものとすることができる。ＵＥ２１４に関連し
たＩＤ（ＭＮ‐ＩＤ）。サービングＧＷ識別子（たとえばＧＷ２２０に関連したＩＰアド
レス。ハンドオフ前後で同一のＧＷ２２０が使用可能）。ＧＷ間ハンドオフアドレス（例
えば目下サービス中のＧＷ２２０がハンドオフ後に使用できない場合にＧＷ間ハンドオフ
トンネル確立に用いるＩＰアドレス）。システム間ソースアクセスネットワーク識別子（
例えばＧＷ２２０が用いて、ユーザの再認証が必要か判定するＩＳＳＡＮＩ）。ユーザ装
置能力。セッションステータス（「ＬＴＥアクティブ」や「ＨＲＰＤ休止」など、ソース
ネットワークにおけるセッションステートを示す情報）。セキュリティステータス（ＵＥ
２１４が認証され、Ａ１１確立の際にＡＡＡ２２６からの許可情報を要求するためにＧＷ
２２による使用が可能であることを示す情報）。ターゲットセル識別子。ＨＲＰＤＡＮ２
１３ではなくターゲットＬＴＥｅＮＢ２１２がＭＭＥ２２８によって選択されるため、タ
ーゲットセル識別子は、このメッセージ６０４には含まれないのが典型であろう。加えて
、上述のように、新たなＡｘインタフェースを用いるのではなく、メッセージ６０４、あ
るいはその関連の前挙情報エレメントの１または２以上を、例えばＡ２１インタフェース
などの既存のインタフェースの変形を介して伝送することも可能である。
【００３４】
　メッセージ６０４～６１４は、この実施形態例にしたがってターゲットＬＴＥシステム
２０４における再配置を行うのに用いる手順を示している。ＵＰＥ再配置要求６０６は、
例えば、ＧＷ内ハードハンドオフが発生したかどうか判定するためにＧＷ‐ＰＤＳＮＵＰ
Ｅ２２０が用いるＭＮ‐ＩＤ、セキュリティステータス、システム間ソースアクセスネッ
トワーク識別子を含むものである。発生した場合、ＧＷ‐ＰＤＳＮＵＰＥ２２０は、ＲＯ
ＨＣパラメータの維持（すなわちＨＲＰＤによる当該パラメータのネゴシエーションの必
要なし）、ＩＰｖ６プレフィックスまたはＣｏＡの維持してＭＩＰ登録手順がＵＥ２１４
にとって必要なし、および／または新たな接続による移動中ＩＰおよびユーザコンテキス
ト情報など、適当な動作を行うものとすることができる。セキュリティステータス情報お
よびシステム間ソースアクセスネットワーク識別子に基づいて、ＧＷ‐ＰＤＳＮＵＰＥ２
２０は、任意の許可要求（メッセージ６０８）を開始し、ユーザプロファイル情報を得て
、新たなアクセスの種類の許可情報を示すものとすることもできる。次に、ＭＭＥ２２８
を介してｅＮＢ２１２へ、ＧＷ‐ＰＤＳＮＵＰＥ２２０のＩＤを含む再配置応答情報を転
送する（信号６１０、６１２）。それに応じて、ターゲットｅＮＢ２１２は、そのＩＤを
含む要求肯定応答信号６１４で応答する。
【００３５】
　例えばハンドオフ後にＵＥ２１４との無線通信をサポートするターゲットｅＮＢ２１２
のＩＤなどの再配置情報が決定されると、ＭＭＥ２２８は、はじめのＨＲＰＤＡＮ２１３
へＡｘＩＳセッションコンテキスト応答６１６を送信し、ハンドオフを受け入れることを
示し、ハンドオフ命令メッセージを含む。ハンドオフ命令メッセージはＨＲＰＤ無線チャ
ネルでカプセル化されてＵＥ２１４へ送信されることとなる。そして、ＨＲＰＤＡＮ２１
３は、信号送信６１８で示すように、このハンドオフ命令をＵＥ２１４へ送信可能であり
、ハンドオフが開始される。メッセージ６１６、６１８の信号送信と並行してメッセージ
６２０、６２２を送信し、ＧＷ‐ＰＤＳＮＵＰＥ２２０にターゲットｅＮＢ２１２のＩＤ
を与え、ｅＮＢ２１２とＧＷ‐ＰＤＳＮＵＰＥ２２０との間にトンネルを確立するように
することができる。そのとき、メッセージ６２４がメッセージ６１６に対して肯定応答を
行い、ハンドオフが完了し、ＵＥ２１４が肯定応答を行う（メッセージ６２６）。次に、
ＨＲＰＤネットワークにおいて資源を解放することが可能であり、ＵＥ２１４が新たなチ
ャネルに接続できたら、メッセージ６２６～６３６でＭＭＥ２２８がＧＷ‐ＰＤＳＮＵＰ
Ｅ２２０に通知することができる。ＬＴＥアクセスで同一のプレフィックスを用いて、Ｇ
Ｗ‐ＰＤＳＮＵＰＥ２２０からＵＥ２１４へルータアドバタイズメントメッセージ６３８
を送信し、ＵＥ２１４はＬＴＥＲＡＮ２０４を介してトラフィックを送受信することとな
る。
【００３６】
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　別々のＰＤＳＮとＳＡＥゲートウェイ
　上述の実施形態例では、ハイブリッドネットワークのＨＲＰＤ部分に関連したＰＤＳＮ
ノードと、ハイブリッドネットワークのＬＴＥ部分に関連したＳＡＥゲートウェイノード
とが単一のノードに一緒に集積されている。しかしながら、当該実施形態例に係るハンド
オフはそのような機構に限定されるものではなく、ＰＤＳＮとＳＡＥゲートウェイとが独
立であるハイブリッドＨＲＰＤ／ＬＴＥシステムにおいて用いることも可能である。図７
は、システムのＬＴＥ部分からシステムのＨＲＰＤ部分へのハードハンドオフにおけるこ
のような一実施形態例に係る信号送信フローを示しており、ＰＤＳＮ７６０とＳＡＥゲー
トウェイ７６２とは別々のノードである。この実施形態例で用いる信号の多くは、図３の
集積ＰＤＳＮ／ＳＡＥゲートウェイ実施形態について上述したもの同一であり、同一であ
る信号については、図７でも同一の参照番号を用いており、このような信号について上述
した説明を参照することで、ここに組み入れる。
【００３７】
　しかしながら、相違点もいくつかあるので、さらに説明する。例えば、任意許可に関し
て図３に示したメッセージ３０８は、図７では省略してある。図３のＧＷ内シナリオとは
異なり、ハンドオフ中のＵＥ２１４のコンテキストは異なるＧＷ、すなわちＬＴＥのＳＡ
ＥＧＷＵＰＥ７６２にあるため、メッセージ３０６後にＰＤＳＮ７６０が許可要求を開始
しないものとすることも可能である。このように、加入者ＱｏＳプロファイルは、ステッ
プ３３４におけるＰＰＰ確立の間だけＰＤＳＮ７６０が受け取ることとなる。そして、Ｐ
ＤＳＮ７６０は、メッセージ３３４の後のメッセージ７００において、ＵＥ２１４の許可
を要求するものとすることができる。加えて、レイヤ２ハンドオフ信号送信処理ではこの
ときまで、ＰＤＳＮ７６０はＱｏＳプロファイルを有していないため、別のＡ１１メッセ
ージ７０２および７０４の組をＰＤＳＮ７６０とＨＲＰＤＡＮ２１３との間で交わし、無
線ネットワークに加入者のＱｏＳプロファイルを提供する。このとき、例えば上で参照に
より組み入れた特許出願に記載があるようなレイヤ３信号送信を行うものとすることが可
能である。
【００３８】
　ＲＡメッセージ７０６は、ＵＥ２１４へ送信されるものであり、新たなプレフィックス
を含んでいる（以前に当該装置との通信を制御していたノード７６２とは異なるゲートウ
ェイであるため）。ＵＥ２１４は、メッセージ７０８として、鍵管理設定（ＫＭＣ：Ｋｅ
ｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）フラグセットとともに結合更
新（ＢＵ）を送信する。ＧＷＨＡ２２２は、ＩＫＥＳＡおよびモビリティ結合を更新し（
ここでＵＥがターゲットゲートウェイを介して通信を行っていることがわかる）、ＫＭＣ
フラグセットとともに結合肯定応答（ＢＡ：ｂｉｎｄｉｎｇ　ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍ
ｅｎｔ）を送信し、ＩＫＥＳＡ更新を行ったことを示す。ここで、ユーザデータパスをこ
こで新たなＣｏＡに交換し、アップリンクおよびダウンリンクトラフィックは、ここでＨ
ＲＰＤトラフィックチャネルによって送信可能となる。
【００３９】
　図８は、はじめＬＴＥＲＡＮ２０４に接続されるＵＥからハイブリッドシステム２００
のＨＲＰＤ部分へハンドオフに関連したレイヤ２信号送信を示しており、ＨＲＰＤＲＡＮ
２０２においてＵＥは休止接続を有している。このように、この実施形態例は、図４につ
いて上述した実施形態例と同様のものであり、同様のメッセージ／信号は同一の参照番号
を有しており、参照することによってここに組み入れる。しかしながら、ＰＤＳＮ７６０
とＳＡＥ‐ＧＷＵＰＥ７６２とは別体であるため、いくつか相違点がある。例えば、ター
ゲットＰＤＳＮ７６０のＩＤの判定後（すなわち信号４０４および４０６を介したＡ１０
接続の確立後）、メッセージ８０２を介してＵＥ２１４の認証／許可を行うものとするこ
とができる。結合更新８０４および対応する肯定応答８０６、８１０もＧＷＨＡ２２２で
行うことが可能である。同様に、セッション終了信号８０８および８１０を提供し、ハン
ドオフ後、ＡＡＡ２２６とのＬＴＥセッションを終了させる。
【００４０】
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　上述の実施形態例は、ＨＲＰＤシステムとＬＴＥシステムとの間のハンドオフに関連し
た信号送信を行うレイヤ２を説明するものである。様々な通信ノードが当該信号通信に関
わっていると説明した。このようなノードは、例えば、図９に図示する一例などのサーバ
として実施可能である。サーバ９００は、処理部９０２（または複数のプロセッサコア）
と、記憶部９０４と、１または２以上の２次格納装置９０６と、インタフェース部９０８
とを備えるものとして、ネットワーク通信ノード９００と残りのネットワークとの間の通
信を容易にすることができる。加えて、サーバ９００は、リンクレイヤあるいはレイヤ２
プロトコル処理ソフトウェアを含むものとして、例えば上述のＭＭＥ２２８、ＨＲＰＤＡ
Ｎ２１３、またはゲートウェイノード２２０としての動作を可能とすることもできる。
【００４１】
　上述の実施形態例は、本発明のあらゆる点において、限定的ではなく例示的なものであ
ることを意図している。このように、当業者であれば、本発明について、本明細書に含ま
れた記載から導くことができる詳細な実施形態において様々な変更が可能である。このよ
うな変更や修正も全て、添付の特許請求の範囲が定める本発明の範囲や趣旨の内にあるも
のと考えられる。本出願の記載において用いたいかなるエレメント、動作、命令も、本発
明の決定的または本質的なものであるとの明示がない限り、そのように解釈すべきではな
い。また、ここで用いた冠詞「ａ」は、１または２以上のアイテムを含むことを意図して
いる。

【図１】 【図２（ａ）】
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【図４】 【図５】
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【図８】 【図９】
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