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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　政策に基づいてアクセスを決定する方法であって、前記方法は、
　複数のＰＬＭＮ（ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）において
複数のＡＮＤＳＦ（ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ａｎｄ　ｓｅ
ｌｅｃｔｉｏｎ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）から、ＷＬＡＮ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ　
ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）選択規則を含む複数の政策を受信することと、
　ＰＬＭＮベースの選択パラメータを受信することと、
　ユーザ設定が存在しない場合に前記ＰＬＭＮベースの選択パラメータに基づいて前記複
数の政策のうちの一つの政策を選択することであって、前記ユーザ設定は、前記ＰＬＭＮ
ベースの選択パラメータに優先する、ことと、
　前記選択された政策に従って、トラフィックを３ＧＰＰアクセスに伝達するか、または
ＷＬＡＮアクセスに伝達するかを決定することと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記複数のＰＬＭＮは、Ｈ－ＰＬＭＮ（ｈｏｍｅ　ＰＬＭＮ）及びＶ－ＰＬＭＮ（ｖｉ
ｓｉｔｅｄ　ＰＬＭＮ）を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＰＬＭＮベースの選択パラメータは、Ｈ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政
策が優先されるかどうかと関連する、請求項１に記載の方法。
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【請求項４】
　前記複数の政策間の優先順位を決定することをさらに含み、
　前記選択された政策は、前記複数の政策の優先順位のうちの最も高い優先順位を有する
、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記Ｈ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策が優先される場合、前記Ｈ－ＰＬＭ
ＮのＡＮＤＳＦから提供された政策内に含まれたＷＬＡＮ選択規則を確認することと、
　前記ＷＬＡＮ選択規則内の基準と一致する利用可能なＷＬＡＮが存在するかどうかを決
定することと、
　前記ＷＬＡＮ選択規則内の基準と一致する利用可能なＷＬＡＮが存在する場合、前記Ｈ
－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策を選択するように決定することと、
　前記ＷＬＡＮ選択規則内の基準と一致する利用可能なＷＬＡＮが存在しない場合、前記
Ｖ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策を選択するように決定することと
　をさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記Ｖ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策が優先される場合、前記Ｖ－ＰＬＭ
ＮのＡＮＤＳＦから提供された政策内に含まれたＷＬＡＮ選択規則を確認することと、
　前記ＷＬＡＮ選択規則内の基準と一致する利用可能なＷＬＡＮが存在するかどうかを決
定することと、
　前記ＷＬＡＮ選択規則内の基準と一致する利用可能なＷＬＡＮが存在する場合、前記Ｖ
－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策を選択するように決定することと、
　前記ＷＬＡＮ選択規則内の基準と一致する利用可能なＷＬＡＮが存在しない場合、前記
Ｈ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策を選択するように決定することと
　をさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記選択するステップは、予め決められた時間間隔で再実行される、請求項１に記載の
方法。
【請求項８】
　前記選択するステップは、前記政策が更新される場合、または、新しい政策が受信され
る場合、再実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　政策に基づいてアクセスを決定する端末であって、前記端末は、
　受信部と、
　制御部と
　を備え、
　前記受信部は、
　複数のＰＬＭＮ（ｐｕｂｌｉｃ　ｌａｎｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ｎｅｔｗｏｒｋ）において
複数のＡＮＤＳＦ（ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ　ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ａｎｄ　ｓｅ
ｌｅｃｔｉｏｎ　ｆｕｎｃｔｉｏｎ）から、ＷＬＡＮ（ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｌｏｃａｌ　
ａｒｅａ　ｎｅｔｗｏｒｋ）選択規則を含む複数の政策を受信することと、
　ＰＬＭＮベースの選択パラメータを受信することと
　を行うように構成されており、
　前記制御部は、
　ユーザ設定が存在しない場合に前記ＰＬＭＮベースの選択パラメータに基づいて前記複
数の政策のうちの一つの政策を選択することと、
　前記選択された政策に従って、ユーザのトラフィックを３ＧＰＰアクセスに伝達するか
、または前記ユーザのトラフィックをＷＬＡＮアクセスにオフロードさせるかを決定する
ことと
　を行うように構成されており、前記ユーザ設定は、前記ＰＬＭＮベースの選択パラメー
タに優先する、端末。
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【請求項１０】
　前記複数のＰＬＭＮは、Ｈ－ＰＬＭＮ（ｈｏｍｅ　ＰＬＭＮ）及びＶ－ＰＬＭＮ（ｖｉ
ｓｉｔｅｄ　ＰＬＭＮ）を含む、請求項９に記載の端末。
【請求項１１】
　前記ＰＬＭＮベースの選択パラメータは、Ｈ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政
策が優先されるかどうかと関連する、請求項９に記載の端末。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記複数の政策間の優先順位を決定するようにさらに構成されており、
　前記選択された政策は、前記複数の政策の優先順位のうちの最も高い優先順位を有する
、請求項９に記載の端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、政策に基づくアクセス決定方法及び端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムの技術規格を制定する３ＧＰＰでは、４世代移動通信と関連した多様
なフォーラム及び新しい技術に対応するために、２００４年末から３ＧＰＰ技術の性能を
最適化させて向上させようとする努力の一環としてＬＴＥ／ＳＡＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ
　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ／Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
）技術に対する研究を始めた。
【０００３】
　３ＧＰＰ　ＳＡ　ＷＧ２を中心に進行されたＳＡＥは、３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＲＡＮのＬ
ＴＥ作業と並行してネットワークの構造を決定し、異機種ネットワーク間の移動性をサポ
ートすることを目的とするネットワーク技術に対する研究であって、最近３ＧＰＰの重要
な標準化問題のうち一つである。これは３ＧＰＰシステムをＩＰベースの多様な無線接続
技術をサポートするシステムに発展させるための作業であって、より向上したデータ送信
能力で送信遅延を最小化する、最適化されたパケットベースのシステムを目標にして作業
が進行されてきた。
【０００４】
　３ＧＰＰ　ＳＡ　ＷＧ２で定義したＥＰＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｙｓｔ
ｅｍ）上位水準参照モデル（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｍｏｄｅｌ）は、非ローミングケース
（ｎｏｎ－ｒｏａｍｉｎｇ　ｃａｓｅ）及び多様なシナリオのローミングケース（ｒｏａ
ｍｉｎｇ　ｃａｓｅ）を含んでおり、詳細内容は、３ＧＰＰ標準文書ＴＳ２３．４０１と
ＴＳ２３．４０２で参照することができる。図１のネットワーク構造図は、これを簡略に
再構成したものである。
【０００５】
　図１は、進化した移動通信ネットワークの構造図である。
【０００６】
　ＥＰＣは、多様な構成要素を含むことができ、図１は、そのうち一部に該当する、Ｓ－
ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ）５２、ＰＤＮ　ＧＷ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｇａｔｅｗａｙ）５３、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍ
ｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）５１、ＳＧＳＮ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　
Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）　Ｓｕｐｐｏｒｔｉｎｇ　Ｎｏｄｅ）、ｅ
ＰＤＧ（ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｇａｔｅｗａｙ）を示す。
【０００７】
　Ｓ－ＧＷ５２は、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）とコアネットワークとの間の境
界点として動作し、ｅＮｏｄｅＢ２２とＰＤＮ　ＧＷ５３との間のデータ経路を維持する
機能をする要素である。また、端末（または、Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：ＵＥ）が
ｅＮｏｄｅＢ２２によりサービング（ｓｅｒｖｉｎｇ）される領域にわたって移動する場
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合、Ｓ－ＧＷ５２は、ローカル移動性アンカーポイント（ａｎｃｈｏｒ　ｐｏｉｎｔ）の
役割をする。即ち、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（３ＧＰＰリリース８以後で定義されるＥｖｏｌｖｅ
ｄ－ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）内での移動性のために、Ｓ－ＧＷ５２を介してパケットがルーティングされるこ
とができる。また、Ｓ－ＧＷ５２は、他の３ＧＰＰネットワーク（３ＧＰＰリリース８以
前に定義されるＲＡＮ、例えば、ＵＴＲＡＮまたはＧＥＲＡＮ（ＧＳＭ（登録商標）（Ｇ
ｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）／Ｅ
ＤＧＥ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｄａｔａ　ｒａｔｅｓ　ｆｏｒ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｅｖｏｌｕ
ｔｉｏｎ）　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）との移動性のためのアンカー
ポイントとして機能することもできる。
【０００８】
　ＰＤＮ　ＧＷ（または、Ｐ－ＧＷ）５３は、パケットデータネットワークに向かうデー
タインターフェースの終端点（ｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　ｐｏｉｎｔ）に該当する。ＰＤ
Ｎ　ＧＷ５３は、政策執行特徴（ｐｏｌｉｃｙ　ｅｎｆｏｒｃｅｍｅｎｔ　ｆｅａｔｕｒ
ｅｓ）、パケットフィルタリング（ｐａｃｋｅｔ　ｆｉｌｔｅｒｉｎｇ）、課金サポート
（ｃｈａｒｇｉｎｇ　ｓｕｐｐｏｒｔ）などをサポートすることができる。また、３ＧＰ
Ｐネットワークと非３ＧＰＰネットワーク（例えば、Ｉ－ＷＬＡＮ（Ｉｎｔｅｒｗｏｒｋ
ｉｎｇ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）のような信頼され
ないネットワーク、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃ
ｅｓｓ）ネットワークやＷｉＭａｘのような信頼されるネットワーク）との移動性管理の
ためのアンカーポイント役割をすることができる。
【０００９】
　図１のネットワーク構造の例示は、Ｓ－ＧＷ５２とＰＤＮ　ＧＷ５３が別途のゲートウ
ェイで構成されるものを示すが、二つのゲートウェイが単一ゲートウェイ構成オプション
（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｇａｔｅｗａｙ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｏｐｔｉｏｎ）によっ
て具現されることもできる。
【００１０】
　ＭＭＥ５１は、ＵＥのネットワーク連結に対するアクセス、ネットワークリソースの割
当、トラッキング（ｔｒａｃｋｉｎｇ）、ページング（ｐａｇｉｎｇ）、ローミング（ｒ
ｏａｍｉｎｇ）及びハンドオーバなどをサポートするためのシグナリング及び制御機能を
実行する要素である。ＭＭＥ５１は、加入者及びセッション管理に関連した制御平面（ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　ｐｌａｎｅ）機能を制御する。ＭＭＥ５１は、数多くのｅＮｏｄｅＢ２２
を管理し、他の２Ｇ／３Ｇネットワークに対するハンドオーバのための従来のゲートウェ
イの選択のためのシグナリングを実行する。また、ＭＭＥ５１は、セキュリティ過程（Ｓ
ｅｃｕｒｉｔｙ　Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓ）、端末－対－ネットワークセッションハンドリ
ング（Ｔｅｒｍｉｎａｌ－ｔｏ－ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｈａｎｄｌｉｎｇ）
、アイドル端末位置決定管理（Ｉｄｌｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｌ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｍａｎ
ａｇｅｍｅｎｔ）などの機能を遂行する。
【００１１】
　ＳＧＳＮは、異なるアクセス３ＧＰＰネットワーク（例えば、ＧＰＲＳネットワーク、
ＵＴＲＡＮ／ＧＥＲＡＮ）に対するユーザの移動性管理及び認証（ａｕｔｈｅｎｔｉｃａ
ｔｉｏｎ）といった全てのパケットデータをハンドリングする。
【００１２】
　ｅＰＤＧは、信頼されない非３ＧＰＰネットワーク（例えば、Ｉ－ＷＬＡＮ、ＷｉＦｉ
ホットスポット（ｈｏｔｓｐｏｔ）等）に対するセキュリティノードとしての役割をする
。
【００１３】
　図１を参照して説明したように、ＩＰ能力を有する端末（または、ＵＥ）は、３ＧＰＰ
アクセスはもちろん非３ＧＰＰアクセスに基づいても、ＥＰＣ内の多様な要素を経由して
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事業者（即ち、オペレータ（ｏｐｅｒａｔｏｒ））が提供するＩＰサービスネットワーク
（例えば、ＩＭＳ）にアクセスすることができる。
【００１４】
　また、図１は、多様なレファレンスポイント（例えば、Ｓ１－Ｕ、Ｓ１－ＭＭＥ等）を
示す。３ＧＰＰシステムでは、Ｅ－ＵＴＲＡＮ及びＥＰＣの異なる機能エンティティ（ｆ
ｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｅｎｔｉｔｙ）に存在する２個の機能を連結する概念的なリンクを
レファレンスポイント（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｐｏｉｎｔ）と定義する。以下の表１は、
図１に示すレファレンスポイントを整理したものである。表１の例示外にもネットワーク
構造によって多様なレファレンスポイントが存在できる。
【００１５】
【表１】

【００１６】
　図２は、一般的にＥ－ＵＴＲＡＮと一般的なＥＰＣのアーキテクチャを示す例示図であ
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る。
【００１７】
　図示されたように、ｅＮｏｄｅＢ２０は、ＲＲＣ接続が活性化されている中、ゲートウ
ェイへのルーティング、ページングメッセージのスケジューリング及び送信、ブロードキ
ャスタチャネル（ＢＣＨ）のスケジューリング及び送信、アップリンク及びダウンリンク
でのリソースをＵＥに動的割当、ｅＮｏｄｅＢ２０の測定のための設定及び提供、無線ベ
アラ制御、無線許可制御（ｒａｄｉｏ　ａｄｍｉｓｓｉｏｎ　ｃｏｎｔｒｏｌ）、そして
、接続移動性制御などのための機能を遂行することができる。ＥＰＣ内では、ページング
発生、ＬＴＥ＿ＩＤＬＥ状態管理、ユーザ平面の暗号化、ＥＰＳベアラ制御、ＮＡＳシグ
ナリングの暗号化及び完全性保護機能を遂行することができる。
【００１８】
　図３は、ＵＥとｅＮｏｄｅＢとの間の制御平面での無線インターフェースプロトコル（
Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の構造を示す例示図であり、図４
は、端末と基地局との間のユーザ平面での無線インターフェースプロトコル（Ｒａｄｉｏ
　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の構造を示す他の例示図である。
【００１９】
　前記無線インターフェースプロトコルは、３ＧＰＰ無線アクセスネットワーク規格を基
盤とする。前記無線インターフェースプロトコルは、水平的には物理階層（Ｐｈｙｓｉｃ
ａｌ　Ｌａｙｅｒ）、データリンク階層（Ｄａｔａ　Ｌｉｎｋ　Ｌａｙｅｒ）、及びネッ
トワーク階層（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｌａｙｅｒ）からなり、垂直的にはデータ情報送信のた
めのユーザ平面（Ｕｓｅｒ　Ｐｌａｎｅ）と、制御信号（Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）伝達のた
めの制御平面（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｌａｎｅ）とに区分される。
【００２０】
　前記プロトコル階層は、通信システムで広く知られた開放型システム間相互接続（Ｏｐ
ｅｎ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ；ＯＳＩ）基準モデルの下位３個
階層に基づいてＬ１（第１の階層）、Ｌ２（第２の階層）、Ｌ３（第３の階層）に区分さ
れることができる。
【００２１】
　以下、前記図３に示す制御平面での無線プロトコルと図４に示すユーザ平面での無線プ
ロトコルの各階層を説明する。
【００２２】
　第１の階層である物理階層は、物理チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を
利用して情報転送サービス（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ）を提供する。前記物理階層は、上位にある媒体アクセス制御（Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）階層とはトランスポートチャネル（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｃｈ
ａｎｎｅｌ）を介して連結されており、前記トランスポートチャネルを介して媒体アクセ
ス制御階層と物理階層との間のデータが伝達される。そして、互いに異なる物理階層間、
即ち、送信側と受信側の物理階層間は、物理チャネルを介してデータが伝達される。
【００２３】
　物理チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、時間軸上にある複数個のサブ
フレームと、周波数軸上にある複数個のサブキャリア（Ｓｕｂ－ｃａｒｒｉｅｒ）とで構
成される。ここで、一つのサブフレーム（Ｓｕｂ－ｆｒａｍｅ）は、時間軸上に複数のシ
ンボル（Ｓｙｍｂｏｌ）と複数のサブキャリアとで構成される。一つのサブフレームは、
複数のリソースブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｂｌｏｃｋ）で構成され、一つのリソース
ブロックは、複数のシンボル（Ｓｙｍｂｏｌ）と複数のサブキャリアとで構成される。デ
ータが送信される単位時間であるＴＴＩ（Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔ
ｅｒｖａｌ）は、１個のサブフレームに該当する１ｍｓである。
【００２４】
　前記送信側と受信側の物理階層に存在する物理チャネルは、３ＧＰＰ　ＬＴＥによると
、データチャネルであるＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅ
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ｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）及びＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ
　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、制御チャネルであるＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＣＦＩＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）、ＰＨＩＣＨ（Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｈｙｂｒｉｄ－ＡＲＱ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ）及びＰＵＣ
ＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、に分け
られる。
【００２５】
　サブフレームの１番目のＯＦＤＭシンボルで送信されるＰＣＦＩＣＨは、サブフレーム
内で制御チャネルの送信に使われるＯＦＤＭシンボルの数（即ち、制御領域の大きさ）に
対するＣＦＩ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｆｏｒｍａｔ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を伝送する。無線
機器は、まず、ＰＣＦＩＣＨ上にＣＦＩを受信した後、ＰＤＣＣＨをモニタリングする。
【００２６】
　ＰＤＣＣＨと違って、ＰＣＦＩＣＨは、ブラインドデコーディングを使用せずに、サブ
フレームの固定されたＰＣＦＩＣＨリソースを介して送信される。
【００２７】
　ＰＨＩＣＨは、ＵＬ　ＨＡＲＱ（ｈｙｂｒｉｄ　ａｕｔｏｍａｔｉｃ　ｒｅｐｅａｔ　
ｒｅｑｕｅｓｔ）のためのＡＣＫ（ｐｏｓｉｔｉｖｅ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ
）／ＮＡＣＫ（ｎｅｇａｔｉｖｅ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｍｅｎｔ）信号を伝送する。
無線機器により送信されるＰＵＳＣＨ上のＵＬ（ｕｐｌｉｎｋ）データに対するＡＣＫ／
ＮＡＣＫ信号は、ＰＨＩＣＨ上に送信される。
【００２８】
　ＰＢＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）は、無線フレー
ムの１番目のサブフレームの第２のスロットの前方部の４個のＯＦＤＭシンボルで送信さ
れる。ＰＢＣＨは、無線機器が基地局と通信するときに必須なシステム情報を伝送し、Ｐ
ＢＣＨを介して送信されるシステム情報をＭＩＢ（ｍａｓｔｅｒ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏ
ｎ　ｂｌｏｃｋ）という。これと比較して、ＰＤＣＣＨにより指示されるＰＤＳＣＨ上に
送信されるシステム情報をＳＩＢ（ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｂｌｏｃｋ
）という。
【００２９】
　ＰＤＣＣＨは、ＤＬ－ＳＣＨ（ｄｏｗｎｌｉｎｋ－ｓｈａｒｅｄ　ｃｈａｎｎｅｌ）の
リソース割当及び送信フォーマット、ＵＬ－ＳＣＨ（ｕｐｌｉｎｋ　ｓｈａｒｅｄ　ｃｈ
ａｎｎｅｌ）のリソース割当情報、ＰＣＨ上のページング情報、ＤＬ－ＳＣＨ上のシステ
ム情報、ＰＤＳＣＨ上に送信されるランダムアクセス応答のような上位階層制御メッセー
ジのリソース割当、任意のＵＥグループ内の個別ＵＥに対する送信パワー制御命令のセッ
ト及びＶｏＩＰ（ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の活性
化などを伝送することができる。複数のＰＤＣＣＨが制御領域内で送信されることができ
、端末は、複数のＰＤＣＣＨをモニタリングすることができる。ＰＤＣＣＨは、一つまた
は複数個の連続的なＣＣＥ（ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｈａｎｎｅｌ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ）のア
グリゲーション（ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ）上に送信される。ＣＣＥは、無線チャネルの
状態による符号化率をＰＤＣＣＨに提供するために使われる論理的割当単位である。ＣＣ
Ｅは、複数のリソース要素グループ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ　ｇｒｏｕｐ）
に対応される。ＣＣＥの数とＣＣＥにより提供される符号化率の関係によってＰＤＣＣＨ
のフォーマット及び可能なＰＤＣＣＨのビット数が決定される。
【００３０】
　ＰＤＣＣＨを介して送信される制御情報をダウンリンク制御情報（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
ｃｏｎｔｒｏｌ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ、ＤＣＩ）という。ＤＣＩは、ＰＤＳＣＨのリ
ソース割当（これをＤＬグラント（ｄｏｗｎｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）ともいう）、ＰＵＳ
ＣＨのリソース割当（これをＵＬグラント（ｕｐｌｉｎｋ　ｇｒａｎｔ）ともいう）、任
意のＵＥグループ内の個別ＵＥに対する送信パワー制御命令のセット及び／またはＶｏＩ



(8) JP 6041998 B2 2016.12.14

10

20

30

40

50

Ｐ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の活性化を含むこと
ができる。
【００３１】
　第２の階層にはさまざまな階層が存在する。まず、媒体アクセス制御（Ｍｅｄｉｕｍ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；ＭＡＣ）階層は、多様な論理チャネル（Ｌｏｇｉｃａｌ
　Ｃｈａｎｎｅｌ）を多様なトランスポートチャネルにマッピングさせる役割をし、また
、複数の論理チャネルを一つのトランスポートチャネルにマッピングさせる論理チャネル
多重化（Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）の役割を遂行する。ＭＡＣ階層は、上位階層である
ＲＬＣ階層とは論理チャネル（Ｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して接続されてお
り、論理チャネルは、大いに、送信される情報の種類によって、制御平面（Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｐｌａｎｅ）の情報を送信する制御チャネル（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と
、ユーザ平面（Ｕｓｅｒ　Ｐｌａｎｅ）の情報を送信するトラフィックチャネル（Ｔｒａ
ｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と、に分けられる。
【００３２】
　第２の階層の無線リンク制御（Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ；ＲＬＣ）階層
は、上位階層から受信したデータを分割（Ｓｅｇｍｅｎｔａｔｉｏｎ）及び連結（Ｃｏｎ
ｃａｔｅｎａｔｉｏｎ）して下位階層が無線区間へのデータの送信に適合するようにデー
タの大きさを調節する役割を遂行する。また、各々の無線ベアラ（Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒ
ｅｒ；ＲＢ）が要求する多様なＱｏＳが保障可能にするために、ＴＭ（Ｔｒａｎｓｐａｒ
ｅｎｔ　Ｍｏｄｅ、透明モード）、ＵＭ（Ｕｎ－ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｄ　Ｍｏｄｅ、
無応答モード）、及びＡＭ（Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｄ　Ｍｏｄｅ、応答モード）の三つ
の動作モードを提供している。特に、ＡＭ　ＲＬＣは、信頼性のあるデータ送信のために
、自動反復及び要求（Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｒｅｐｅａｔ　ａｎｄ　Ｒｅｑｕｅｓｔ；Ａ
ＲＱ）機能を介した再送信機能を遂行している。
【００３３】
　第２の階層のパケットデータ収束（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｃｏｎｖｅｒｇｅｎｃｅ
　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ；ＰＤＣＰ）階層は、ＩＰｖ４やＩＰｖ６のようなＩＰパケット送信
時、帯域幅が小さい無線区間で効率的に送信するために相対的に大きさが大きくて不要な
制御情報を含んでいるＩＰパケットヘッダサイズを減らすヘッダ圧縮（Ｈｅａｄｅｒ　Ｃ
ｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ）機能を遂行する。これはデータのヘッダ（Ｈｅａｄｅｒ）部分で
必ず必要な情報のみを送信するようにすることで、無線区間の送信効率を増加させる役割
をする。また、ＬＴＥシステムでは、ＰＤＣＰ階層がセキュリティ（Ｓｅｃｕｒｉｔｙ）
機能も実行し、これは第３者のデータ盗聴を防止する暗号化（Ｃｉｐｈｅｒｉｎｇ）と第
３者のデータ操作を防止する完全性保護（Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ　ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ）
とで構成される。
【００３４】
　第３階層の最も上部に位置した無線リソース制御（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ；以下、ＲＲＣと略称する）階層は、制御平面でのみ定義され、無線ベアラ
（Ｒａｄｉｏ　Ｂｅａｒｅｒ；ＲＢと略称する）の設定（Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）
、再設定（Ｒｅ－ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）及び解除（Ｒｅｌｅａｓｅ）と関連して
論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルの制御を担当する。このとき
、ＲＢは、端末とＥ－ＵＴＲＡＮとの間のデータ伝達のために、第２の階層により提供さ
れるサービスを意味する。
【００３５】
　前記端末のＲＲＣと無線ネットワークのＲＲＣ階層との間にＲＲＣ接続（ＲＲＣ　ｃｏ
ｎｎｅｃｔｉｏｎ）がある場合、端末は、ＲＲＣ接続状態（Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　Ｍｏｄ
ｅ）になり、そうでない場合、ＲＲＣアイドル状態（Ｉｄｌｅ　Ｍｏｄｅ）になる。
【００３６】
　以下、端末のＲＲＣ状態（ＲＲＣ　ｓｔａｔｅ）とＲＲＣ接続方法に対して説明する。
ＲＲＣ状態とは、端末のＲＲＣがＥ－ＵＴＲＡＮのＲＲＣと論理的接続（ｌｏｇｉｃａｌ
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　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）されているかどうかを意味し、接続されている場合はＲＲＣ＿
ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態（ｓｔａｔｅ）といい、接続されていない場合はＲＲＣ＿ＩＤＬ
Ｅ状態という。ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態の端末は、ＲＲＣ接続が存在するため、
Ｅ－ＵＴＲＡＮは、該当端末の存在をセル単位で把握することができ、したがって、端末
を効果的に制御することができる。それに対し、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態の端末は、Ｅ－Ｕ
ＴＲＡＮが端末の存在を把握することはできず、セルより大きい地域単位であるＴＡ（Ｔ
ｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ）単位に核心ネットワークが管理する。即ち、ＲＲＣ＿ＩＤＬ
Ｅ状態の端末は、セルに比べて大きい地域単位に該当端末の存在可否のみが把握され、音
声やデータのような通常の移動通信サービスを受けるためには、該当端末がＲＲＣ＿ＣＯ
ＮＮＥＣＴＥＤ状態に移動しなければならない。各ＴＡは、ＴＡＩ（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　
ａｒｅａ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を介して区分される。端末は、セルで放送（ｂｒｏａｄｃ
ａｓｔｉｎｇ）される情報であるＴＡＣ（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ　ｃｏｄｅ）を介
してＴＡＩを構成することができる。
【００３７】
　ユーザが端末の電源を最初にオンした時、端末は、まず、適切なセルを探索した後、該
当セルでＲＲＣ接続を確立し、核心ネットワークに端末の情報を登録する。この後、端末
は、ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態にとどまる。ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態にとどまる端末は、必要に
よって、セルを（再）選択し、システム情報（Ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）
やページング情報を確認する。これをセルにキャンプオン（Ｃａｍｐ　ｏｎ）するという
。ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態にとどまっていた端末は、ＲＲＣ接続を確率する必要がある時は
じめてＲＲＣ接続過程（ＲＲＣ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を介して
Ｅ－ＵＴＲＡＮのＲＲＣとＲＲＣ接続を確立し、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に移動
する。ＲＲＣ＿ＩＤＬＥ状態にあった端末がＲＲＣ接続を確率する必要がある場合は多様
であり、例えば、ユーザの通話試みなどの理由でアップリンクデータ送信が必要であり、
またはＥ－ＵＴＲＡＮからページングメッセージを受信した場合、これに対する応答メッ
セージ送信などを挙げることができる。
【００３８】
　前記ＲＲＣ階層の上位に位置するＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）階
層は、セッション管理（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）と移動性管理（Ｍｏｂ
ｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）等の機能を遂行する。
【００３９】
　以下、図３に示すＮＡＳ階層に対して詳細に説明する。
【００４０】
　ＮＡＳ階層に属するＥＳＭ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
）は、Ｄｅｆａｕｌｔ　Ｂｅａｒｅｒ管理及びＤｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｂｅａｒｅｒ管理の
ような機能を遂行し、端末がネットワークからＰＳサービスを利用するための制御を担当
する。Ｄｅｆａｕｌｔ　Ｂｅａｒｅｒリソースは、特定Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔ
ｗｏｒｋ（ＰＤＮ）に最初接続する時またはネットワークに接続される時、ネットワーク
から割当を受けるという特徴を有する。このとき、ネットワークは、端末がデータサービ
スを使用することができるように端末が使用可能なＩＰアドレスを割り当て、また、ｄｅ
ｆａｕｌｔ　ｂｅａｒｅｒのＱｏＳを割り当てる。ＬＴＥでは、大いに、データ送受信の
ための特定帯域幅を保障するＧＢＲ（Ｇｕａｒａｎｔｅｅｄ　ｂｉｔ　ｒａｔｅ）ＱｏＳ
特性を有するｂｅａｒｅｒと、帯域幅の保障無しでＢｅｓｔ　ｅｆｆｏｒｔ　ＱｏＳ特性
を有するＮｏｎ－ＧＢＲ　ｂｅａｒｅｒの２種類をサポートする。Ｄｅｆａｕｌｔ　ｂｅ
ａｒｅｒの場合、Ｎｏｎ－ＧＢＲ　ｂｅａｒｅｒの割当を受ける。Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　
ｂｅａｒｅｒの場合は、ＧＢＲまたはＮｏｎ－ＧＢＲのＱｏＳ特性を有するｂｅａｒｅｒ
の割当を受けることができる。
【００４１】
　ネットワークから端末に割り当てたｂｅａｒｅｒをＥＰＳ（ｅｖｏｌｖｅｄ　ｐａｃｋ
ｅｔ　ｓｅｒｖｉｃｅ）ｂｅａｒｅｒといい、ＥＰＳ　ｂｅａｒｅｒを割当する時、ネッ
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トワークは、一つのＩＤを割り当てるようになる。これをＥＰＳ　Ｂｅａｒｅｒ　ＩＤと
いう。一つのＥＰＳ　ｂｅａｒｅｒは、ＭＢＲ（ｍａｘｉｍｕｍ　ｂｉｔ　ｒａｔｅ）と
ＧＢＲ（ｇｕａｒａｎｔｅｅｄ　ｂｉｔ　ｒａｔｅ）またはＡＭＢＲ（Ａｇｇｒｅｇａｔ
ｅｄ　ｍａｘｉｍｕｍ　ｂｉｔ　ｒａｔｅ）のＱｏＳ特性を有する。
【００４２】
　図５は、３ＧＰＰ　ＬＴＥでランダムアクセス過程を示す流れ図である。
【００４３】
　ランダムアクセス過程は、ＵＥ１０が基地局、即ち、ｅＮｏｄｅＢ２０とＵＬ同期を得
たり、ＵＬ無線リソースの割当を受けるために使われる。
【００４４】
　ＵＥ１０は、ルートインデックス（ｒｏｏｔ　ｉｎｄｅｘ）とＰＲＡＣＨ（ｐｈｙｓｉ
ｃａｌ　ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｃｈａｎｎｅｌ）設定インデックス（ｃｏｎｆｉ
ｇｕｒａｔｉｏｎ　ｉｎｄｅｘ）をｅＮｏｄｅＢ２０から受信する。各セル毎にＺＣ（Ｚ
ａｄｏｆｆ－Ｃｈｕ）シーケンスにより定義される６４個の候補（ｃａｎｄｉｄａｔｅ）
ランダムアクセスプリアンブルがあり、ルートインデックスは、端末が６４個の候補ラン
ダムアクセスプリアンブルを生成するための論理的インデックスである。
【００４５】
　ランダムアクセスプリアンブルの送信は、各セル毎に特定時間及び周波数リソースに限
定される。ＰＲＡＣＨ設定インデックスは、ランダムアクセスプリアンブルの送信が可能
な特定サブフレームとプリアンブルフォーマットを指示する。
【００４６】
　ＵＥ１０は、任意に選択されたランダムアクセスプリアンブルをｅＮｏｄｅＢ２０に送
信する。ＵＥ１０は、６４個の候補ランダムアクセスプリアンブルの中から一つを選択す
る。そして、ＰＲＡＣＨ設定インデックスにより該当するサブフレームを選択する。ＵＥ
１０は、選択されたランダムアクセスプリアンブルを選択されたサブフレームで送信する
。
【００４７】
　前記ランダムアクセスプリアンブルを受信したｅＮｏｄｅＢ２０は、ランダムアクセス
応答（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｒｅｓｐｏｎｓｅ、ＲＡＲ）をＵＥ１０に送る。ラ
ンダムアクセス応答は、２ステップにより検出される。まず、ＵＥ１０は、ＲＡ－ＲＮＴ
Ｉ（ｒａｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ－ＲＮＴＩ）でマスキングされたＰＤＣＣＨを検出する
。ＵＥ１０は、検出されたＰＤＣＣＨにより指示されるＰＤＳＣＨ上にＭＡＣ（Ｍｅｄｉ
ｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）ＰＤＵ（Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ
）内のランダムアクセス応答を受信する。
【００４８】
　一方、最近、データの爆発的な増加のため、移動通信事業者の核心ネットワークの混雑
が加重されている。これを緩和するための方案として、ユーザ端末のデータを事業者の核
心ネットワークを経由せずに、一般データ通信ネットワークにオフロード（ｏｆｆｌｏａ
ｄ）させようとする動きがある。このように、ユーザ端末のデータを事業者の核心ネット
ワークを経由せずに、一般データ通信ネットワークにオフロード（ｏｆｆｌｏａｄ）させ
ようとする動きによって、多重無線アクセス（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅ
ｓｓ）をサポートするためのＩＦＯＭ（ＩＰ　Ｆｌｏｗ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ａｎｄ　Ｓ
ｅａｍｌｅｓｓ　Ｏｆｆｌｏａｄ）、ＭＡＰＣＯＮ（Ｍｕｌｔｉ　Ａｃｃｅｓｓ　ＰＤＮ
　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）などの技術が提案された。ＭＡＰＣＯＮ技術は、３ＧＰＰ
アクセスとＷｉ－Ｆｉアクセスを各々のＰＤＮ接続（ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）にしてデー
タを送信することであり、ＩＦＯＭ技術は、３ＧＰＰアクセスとＷｉ－Ｆｉアクセスを一
つのＰＤＮやＰ－ＧＷに束ねてデータを送信することである。
【００４９】
　図６ａは、ＩＦＯＭ技術の例を示す例示図である。
【００５０】
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　図６ａを参照すると、ＩＦＯＭは、同じＰＤＮ接続を同時に異なる多様なアクセスを介
して提供する。このようなＩＦＯＭは、シームレス（Ｓｅａｍｌｅｓｓ）ＷＬＡＮへのオ
フロードを提供する。
【００５１】
　また、ＩＦＯＭは、同じ一つのＰＤＮ接続のＩＰ流れを一つのアクセスから他のアクセ
スに伝達するものを提供する。
【００５２】
　図６ｂは、ＭＡＰＣＯＮ技術の例を示す例示図である。
【００５３】
　図６ｂを参照して知ることができるように、ＭＡＰＣＯＮ技術は、複数のＰＤＮ接続、
容易にＩＰ流れ（ｆｌｏｗ）を他のアクセスシステムを介して他のＡＰＮに連結させるこ
とである。
【００５４】
　このようなＭＡＰＣＯＮ技術によって、ＵＥ１０は、以前に使われていないアクセス上
で新しいＰＤＮ接続を生成することができる。または、ＵＥ１０は、以前に使われたさま
ざまなアクセスの中から選択した一つに新しいＰＤＮ接続を生成することができる。また
は、ＵＥ１０は、既に連結されている全てのＰＤＮ接続のうち全部または一部を他のアク
セスに移転させることもできる。
【００５５】
　以上のように、端末のトラフィックを無線ＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡＮ）にオフ
ロードさせることができる技術のおかげで、移動通信事業者の核心ネットワークの混雑を
減らすことができるようになった。
【００５６】
　しかし、ユーザのデータをオフロードさせることができる多様なアクセスがある時、最
適のアクセスを決定することは容易ではない。これを解決するために、移動通信事業者は
、最適のアクセスを決定することができるようにする政策（ｐｏｌｉｃｙ）を端末に提供
することを提案した。
【００５７】
　しかし、端末が他の事業者のネットワークにローミングすることで、複数の政策を受信
する場合、端末がどの政策を選択しなければならないかが技術的に明確でなくて、結局混
乱のみ加重させた。また、このような技術的混乱により、結局、端末は、どのような政策
も選択することができない状況になったし、それによって、ユーザのトラフィックを元来
の通り事業者のネットワークに送信することによって、従来問題点がそのまま継承された
。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００５８】
　したがって、本明細書の一開示は、前述した問題点を解決することができる方案を提示
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００５９】
　前記のような目的を達成するために、本明細書の一開示は、政策に基づくアクセス決定
方法を提供する。前記アクセス決定方法は、複数のＰＬＭＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　
Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）上の複数のＡＮＤＳＦ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ａｎｄ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）から無線ＬＡ
Ｎ（ＷＬＡＮ）選択規則を含む多数の政策を受信するステップ；予め設定された位置関連
基準に基づいて前記多数の政策のうちいずれか一つの政策を選択するステップ；及び、前
記選択された政策の無線ＬＡＮ選択規則によって、ユーザのトラフィックを３ＧＰＰアク
セスに伝達するか、または無線ＬＡＮアクセスにオフロードさせるかを決定するステップ
；を含む。
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【００６０】
　前記予め設定された位置関連基準は、Ｈ－ＰＬＭＮ（Ｈｏｍｅ－ＰＬＭＮ）またはＶ－
ＰＬＭＮ（Ｖｉｓｉｔｅｄ－ＰＬＭＮ）を区分する。
【００６１】
　前記予め設定された位置関連基準は、Ｈ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策が
優先されるかどうかと関連するものである。
【００６２】
　前記予め設定されたＨ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策が優先されるかどう
かは、政策が選好されるＶＰＬＭＮに対する情報に基づいて認知することができる。
【００６３】
　前記選択ステップは、多数の政策間に優先順位を決定するステップ；及び、前記多数の
政策のうち最も高い優先順位を有する政策を選択するステップ；を含む。
【００６４】
　前記選択ステップは、Ｈ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策が優先される場合
、前記Ｈ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策内の無線ＬＡＮ選択規則を確認する
ステップ；前記無線ＬＡＮ選択規則内の条件と一致する利用可能な無線ＬＡＮが存在する
かどうかを判断するステップ；及び、前記無線ＬＡＮ選択規則内の条件と一致する利用可
能な無線ＬＡＮが存在する場合、Ｈ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策を選択す
ると決定し、一致する利用可能な無線ＬＡＮが存在しない場合、Ｖ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳ
Ｆから提供された政策を選択すると決定するステップ；を含む。
【００６５】
　または、前記選択ステップは、Ｖ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策が優先さ
れる場合、前記Ｖ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策内の無線ＬＡＮ選択規則を
確認するステップ；前記無線ＬＡＮ選択規則内の条件と一致する利用可能な無線ＬＡＮが
存在するかどうかを判断するステップ；及び、前記無線ＬＡＮ選択規則内の条件と一致す
る利用可能な無線ＬＡＮが存在する場合、Ｖ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策
を選択すると決定し、一致する利用可能な無線ＬＡＮが存在しない場合、Ｈ－ＰＬＭＮの
ＡＮＤＳＦから提供された政策を選択すると決定するステップ；を含む。
【００６６】
　前記選択ステップは、一定時間毎に再実行される。または、前記選択ステップは、新し
い政策が受信され、または既存政策が更新される場合、再実行される。
【００６７】
　一方、前記のような目的を達成するために、本明細書の一開示は、政策に基づいてアク
セスを決定する端末を提供する。前記端末は、複数のＰＬＭＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ
　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）上の複数のＡＮＤＳＦ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ａｎｄ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）から無線Ｌ
ＡＮ（ＷＬＡＮ）選択規則を含む多数の政策を受信する受信部；及び、予め設定された位
置関連基準に基づいて前記多数の政策のうちいずれか一つの政策を選択し、前記選択され
た政策の無線ＬＡＮ選択規則によって、ユーザのトラフィックを３ＧＰＰアクセスに伝達
するか、または無線ＬＡＮアクセスにオフロードさせるかを決定する制御部；を含む。
本願明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
（項目１）
　複数のＰＬＭＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）上の複数
のＡＮＤＳＦ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ａｎｄ　Ｓｅｌｅ
ｃｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）から無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）選択規則を含む多数の政策
を受信するステップ；
　予め設定された位置関連基準に基づいて前記多数の政策のうちいずれか一つの政策を選
択するステップ；及び、
　前記選択された政策の無線ＬＡＮ選択規則によって、ユーザのトラフィックを３ＧＰＰ
アクセスに伝達するか、または無線ＬＡＮアクセスにオフロードさせるかを決定するステ
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ップ；を含むことを特徴とする政策に基づくアクセス決定方法。
（項目２）
　前記予め設定された位置関連基準は、Ｈ－ＰＬＭＮ（Ｈｏｍｅ－ＰＬＭＮ）またはＶ－
ＰＬＭＮ（Ｖｉｓｉｔｅｄ－ＰＬＭＮ）を区分することを特徴とする項目１に記載の政策
に基づくアクセス決定方法。
（項目３）
　前記予め設定された位置関連基準は、Ｈ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策が
優先されるかどうかと関連することを特徴とする項目１に記載の政策に基づくアクセス決
定方法。
（項目４）
　前記予め設定されたＨ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策が優先されるかどう
かは、政策が選好されるＶＰＬＭＮに対する情報に基づいて認知することができることを
特徴とする項目３に記載の政策に基づくアクセス決定方法。
（項目５）
　前記選択ステップは、多数の政策間に優先順位を決定するステップ；及び、前記多数の
政策のうち最も高い優先順位を有する政策を選択するステップ；を含むことを特徴とする
項目１に記載の政策に基づくアクセス決定方法。
（項目６）
　前記選択ステップは、Ｈ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策が優先される場合
、前記Ｈ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策内の無線ＬＡＮ選択規則を確認する
ステップ；前記無線ＬＡＮ選択規則内の条件と一致する利用可能な無線ＬＡＮが存在する
かどうかを判断するステップ；及び、前記無線ＬＡＮ選択規則内の条件と一致する利用可
能な無線ＬＡＮが存在する場合、Ｈ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策を選択す
ると決定し、一致する利用可能な無線ＬＡＮが存在しない場合、Ｖ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳ
Ｆから提供された政策を選択すると決定するステップ；を含むことを特徴とする項目１に
記載の政策に基づくアクセス決定方法。
（項目７）
　前記選択ステップは、Ｖ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策が優先される場合
、前記Ｖ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策内の無線ＬＡＮ選択規則を確認する
ステップ；前記無線ＬＡＮ選択規則内の条件と一致する利用可能な無線ＬＡＮが存在する
かどうかを判断するステップ；及び、前記無線ＬＡＮ選択規則内の条件と一致する利用可
能な無線ＬＡＮが存在する場合、Ｖ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策を選択す
ると決定し、一致する利用可能な無線ＬＡＮが存在しない場合、Ｈ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳ
Ｆから提供された政策を選択すると決定するステップ；を含むことを特徴とする項目１に
記載の政策に基づくアクセス決定方法。
（項目８）
　前記選択ステップは、一定時間毎に再実行されることを特徴とする項目１に記載の政策
に基づくアクセス決定方法。
（項目９）
　前記選択ステップは、新しい政策が受信され、または既存政策が更新される場合、再実
行されることを特徴とする項目１に記載の政策に基づくアクセス決定方法。
（項目１０）
　複数のＰＬＭＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）上の複数
のＡＮＤＳＦ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ａｎｄ　Ｓｅｌｅ
ｃｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）から無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）選択規則を含む多数の政策
を受信する受信部；及び、
　予め設定された位置関連基準に基づいて前記多数の政策のうちいずれか一つの政策を選
択し、前記選択された政策の無線ＬＡＮ選択規則によって、ユーザのトラフィックを３Ｇ
ＰＰアクセスに伝達するか、または無線ＬＡＮアクセスにオフロードさせるかを決定する
制御部；を含むことを特徴とする政策に基づいてアクセスを決定する端末。
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（項目１１）
　前記予め設定された位置関連基準は、Ｈ－ＰＬＭＮ（Ｈｏｍｅ－ＰＬＭＮ）またはＶ－
ＰＬＭＮ（Ｖｉｓｉｔｅｄ－ＰＬＭＮ）を区分することを特徴とする項目１０に記載の政
策に基づいてアクセスを決定する端末。
（項目１２）
　前記予め設定された位置関連基準は、Ｈ－ＰＬＭＮのＡＮＤＳＦから提供された政策が
優先されるかどうかと関連することを特徴とする項目１０に記載の政策に基づいてアクセ
スを決定する端末。
（項目１３）
　前記選択のために、前記制御部は、多数の政策間に優先順位を決定し、前記多数の政策
のうち最も高い優先順位を有する政策を選択することを特徴とする項目１０に記載の政策
に基づいてアクセスを決定する端末。
【発明の効果】
【００６８】
　本明細書の開示によると、端末が複数のＰＬＭＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉ
ｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）のＡＮＤＳＦ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｄｉｓｃｏｖｅ
ｒｙ　ａｎｄ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）から多数の政策を有する場合、
適切な一つの政策を選択するようにすることによって、前述した従来技術の問題点を解決
する。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】進化した移動通信ネットワークの構造図である。
【図２】一般的にＥ－ＵＴＲＡＮと一般的なＥＰＣのアーキテクチャを示す例示図である
。
【図３】ＵＥとｅＮｏｄｅＢとの間の制御平面での無線インターフェースプロトコル（Ｒ
ａｄｉｏ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の構造を示す例示図である。
【図４】端末と基地局との間にユーザ平面での無線インターフェースプロトコル（Ｒａｄ
ｉｏ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）の構造を示す他の例示図である。
【図５】３ＧＰＰ　ＬＴＥでランダムアクセス過程を示す流れ図である。
【図６ａ】(図６ａ)ＩＦＯＭ技術の例を示す例示図であり、(図６ｂ)ＭＡＰＣＯＮ技術の
例を示す例示図である。
【図６ｂ】(図６ａ)ＩＦＯＭ技術の例を示す例示図であり、(図６ｂ)ＭＡＰＣＯＮ技術の
例を示す例示図である。
【図７ａ】（図７ａ）及び（図７ｂ）アクセスネットワーク選択のためのネットワーク制
御エンティティを示す。
【図７ｂ】（図７ａ）及び（図７ｂ）アクセスネットワーク選択のためのネットワーク制
御エンティティを示す。
【図８ａ】（図８ａ）ローミング状況で発生できる技術的な問題点を示す例示図であり、
（図８ｂ）ローミング状況で発生できる他の技術的な問題点を示す例示図である。
【図８ｂ】（図８ａ）ローミング状況で発生できる技術的な問題点を示す例示図であり、
（図８ｂ）ローミング状況で発生できる他の技術的な問題点を示す例示図である。
【図９ａ】（図９ａ）本明細書の一実施例による解決策を示す流れ図であり、（図９ｂ）
図９ａに示す優先順位決定過程（Ｓ１０５）を詳細に示す流れ図である。
【図９ｂ】（図９ａ）本明細書の一実施例による解決策を示す流れ図であり、（図９ｂ）
図９ａに示す優先順位決定過程（Ｓ１０５）を詳細に示す流れ図である。
【図１０】本発明の実施例によるＵＥ１００の構成ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００７０】
　本発明は、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃ
ａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）及びＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）を
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基準にして説明するが、このような通信システムにのみ限定されるものではなく、本発明
の技術的思想が適用されることができる全ての通信システム及び方法にも適用されること
ができる。
【００７１】
　本明細書で使われる技術的用語は、単に特定の実施例を説明するために使われたもので
あり、本発明を限定するものではないことを留意しなければならない。また、本明細書で
使われる技術的用語は、本明細書で特別に他の意味で定義されない限り、本発明が属する
技術分野において、通常の知識を有する者により一般的に理解される意味で解釈されなけ
ればならず、過度に包括的な意味または過度に縮小された意味で解釈されてはならない。
また、本明細書で使われる技術的な用語が本発明の思想を正確に表現することができない
技術的な用語である場合、当業者が正確に理解することができる技術的用語に変えて理解
しなければならない。また、本発明で使われる一般的な用語は、事前定義によってまたは
前後文脈によって解釈されなければならず、過度に縮小された意味で解釈されてはならな
い。
【００７２】
　また、本明細書で使われる単数の表現は、文脈上、明白に異なる意味ではない限り、複
数の表現を含む。本出願において、“構成される”または“含む”などの用語は、明細書
上に記載された多様な構成要素、または複数のステップを必ず全部含むと解釈されてはな
らず、そのうち一部構成要素または一部ステップは含まれない場合もあり、または追加的
な構成要素またはステップをさらに含む場合もあると解釈されなければならない。
【００７３】
　また、本明細書で使われる第１及び第２などのように序数を含む用語は、多様な構成要
素の説明に使われることができるが、前記構成要素は、前記用語により限定されてはなら
ない。前記用語は、一つの構成要素を他の構成要素から区別する目的にのみ使われる。例
えば、本発明の権利範囲を外れない限り、第１の構成要素は第２の構成要素と命名するこ
とができ、同様に、第２の構成要素も第１の構成要素と命名することができる。
【００７４】
　一構成要素が他の構成要素に“連結されている”または“接続されている”と言及され
た場合、該当他の構成要素に直接的に連結されており、または接続されていることもある
が、中間に他の構成要素が存在することもある。それに対し、一構成要素が他の構成要素
に“直接連結されている”または“直接接続されている”と言及された場合、中間に他の
構成要素が存在しないと理解しなげればならない。
【００７５】
　以下、添付図面を参照して本発明による好ましい実施例を詳細に説明し、図面符号に関
係なしに同じまたは類似の構成要素は同じ参照番号を付与し、これに対する重複説明は省
略する。また、本発明を説明するにあたって、関連した公知技術に対する具体的な説明が
本発明の要旨を不明にすると判断される場合、その詳細な説明を省略する。また、添付図
面は、本発明の思想を容易に理解することができるようにするためのものであり、添付図
面により本発明の思想が制限されると解釈されてはならないことに留意しなければならな
い。本発明の思想は、添付図面外に全ての変更、均等物乃至代替物にまで拡張されると解
釈されなければならない。
【００７６】
　添付図面には例示的にＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）が示されているが、示さ
れた前記ＵＥは、端末（Ｔｅｒｍｉｎａｌ）、ＭＥ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ
）などの用語で呼ばれる場合もある。また、前記ＵＥは、ノートブック、携帯電話、ＰＤ
Ａ、スマートフォン（Ｓｍａｒｔ　Ｐｈｏｎｅ）、マルチメディア機器などのように携帯
可能な機器であり、またはＰＣ及び車両搭載装置のように携帯不可能な機器である。
【００７７】
　用語の定義
【００７８】



(16) JP 6041998 B2 2016.12.14

10

20

30

40

50

　以下、図面を参照して説明する前に、本発明の理解を容易にするために、本明細書で使
われる用語を簡略に定義する。
【００７９】
　ＧＥＲＡＮ：ＧＳＭ（登録商標）　ＥＤＧＥ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋの略字であって、ＧＳＭ（登録商標）／ＥＤＧＥによるコアネットワークと端末を連
結する無線接続区間を意味する。
【００８０】
　ＵＴＲＡＮ：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋの略字であって、３世代移動通信のコアネットワークと端末を連結す
る無線接続区間を意味する。
【００８１】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ：Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒ
ａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋの略字であって、４世代移動通信、即ち、ＬＴ
Ｅのコアネットワークと端末を連結する無線接続区間を意味する。
【００８２】
　ＵＭＴＳ：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ
　Ｓｙｓｔｅｍの略字であって、３世代移動通信のコアネットワークを意味する。
【００８３】
　ＵＥ／ＭＳ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ／Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ、端末装
置を意味する。
【００８４】
　ＥＰＳ：Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｙｓｔｅｍの略字であって、ＬＴＥ（Ｌｏ
ｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）ネットワークをサポートするコアネットワークを
意味する。ＵＭＴＳが進化した形態のネットワーク。
【００８５】
　ＰＤＮ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）：サービスを提供するサーバが位
置した独立的なネットワーク。
【００８６】
　ＰＤＮ　ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ：端末からＰＤＮへの接続、即ち、ｉｐアドレスで表現
される端末とＡＰＮで表現されるＰＤＮとの連関（接続）。
【００８７】
　ＰＤＮ－ＧＷ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｇａｔｅｗａｙ）：ＵＥ　
ＩＰ　ａｄｄｒｅｓｓ　ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ、Ｐａｃｋｅｔ　ｓｃｒｅｅｎｉｎｇ＆ｆ
ｉｌｔｅｒｉｎｇ、Ｃｈａｒｇｉｎｇ　ｄａｔａ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ機能を遂行する
ＥＰＳネットワークのネットワークノード。
【００８８】
　Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ）：移動性担当（Ｍｏｂｉｌ
ｉｔｙ　ａｎｃｈｏｒ）、パケットルーティング（Ｐａｃｋｅｔ　ｒｏｕｔｉｎｇ）、ア
イドルモードパケットバッファリング（Ｉｄｌｅ　ｍｏｄｅ　ｐａｃｋｅｔ　ｂｕｆｆｅ
ｒｉｎｇ）、Ｔｒｉｇｇｅｒｉｎｇ　ＭＭＥ　ｔｏ　ｐａｇｅ　ＵＥ機能を遂行するＥＰ
Ｓネットワークのネットワークノード。
【００８９】
　ＰＣＲＦ（Ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｒｕｌｅ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）
：サービス流れ（ｆｌｏｗ）別に差別化されたＱｏＳ及び課金政策を動的（ｄｙｎａｍｉ
ｃ）に適用するための政策決定（Ｐｏｌｉｃｙ　ｄｅｃｉｓｉｏｎ）を実行するＥＰＳネ
ットワークのノード。
【００９０】
　ＡＰＮ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ　Ｎａｍｅ）：ネットワークで管理する接続ポイン
トの名称であって、ＵＥに提供される。即ち、ＰＤＮを指示したり区分する文字列。要求
したサービスやネットワーク（ＰＤＮ）に接続するためには該当Ｐ－ＧＷを経由するよう
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になる。このＰ－ＧＷをさがすことができるようにネットワーク内で予め定義した名称（
文字列、例えば、ｉｎｔｅｒｎｅｔ．ｍｎｃ０１２．ｍｃｃ３４５．ｇｐｒｓ）。
【００９１】
　ＴＥＩＤ（Ｔｕｎｎｅｌ　Ｅｎｄｐｏｉｎｔ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）：ネットワーク
内のノード間に設定されたトンネルのＥｎｄ　ｐｏｉｎｔ　ＩＤ、各ＵＥのｂｅａｒｅｒ
単位に区間別に設定される。
【００９２】
　ＮｏｄｅＢ：ＵＭＴＳネットワークの基地局であって、屋外に設置され、セルカバレッ
ジ規模はマクロセルに該当する。
【００９３】
　ｅＮｏｄｅＢ：ＥＰＳ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｙｓｔｅｍ）の基地局であ
って、屋外に設置され、セルカバレッジ規模はマクロセルに該当する。
【００９４】
　（ｅ）ＮｏｄｅＢ：ＮｏｄｅＢとｅＮｏｄｅＢを示す用語である。
【００９５】
　ＭＭＥ：Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙの略字であって、Ｕ
Ｅに対するセッションと移動性を提供するためにＥＰＳ内で各エンティティを制御する役
割をする。
【００９６】
　セッション（Ｓｅｓｓｉｏｎ）：セッションは、データ送信のための通路であって、そ
の単位は、ＰＤＮ、Ｂｅａｒｅｒ、ＩＰ　ｆｌｏｗ単位などになる。各単位は、３ＧＰＰ
で定義したようにターゲットネットワーク全体単位（ＡＰＮまたはＰＤＮ単位）、その内
でＱｏＳに区分する単位（Ｂｅａｒｅｒ単位）、宛先ＩＰアドレス単位に区分されること
ができる。
【００９７】
　ＰＤＮ接続（ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）：端末からＰＤＮへの接続、即ち、ｉｐアドレス
で表現される端末とＡＰＮで表現されるＰＤＮとの連関（接続）を示す。これはセッショ
ンが形成されることができるようにコアネットワーク内のエンティティ間接続（端末－Ｐ
ＤＮ　ＧＷ）を意味する。
【００９８】
　ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ：ネックワークでＵＥを管理するために使われるＵＥの状況情報
、即ち、ＵＥ　ｉｄ、移動性（現在位置等）、セッションの属性（ＱｏＳ、優先順位等）
で構成された状況情報。
【００９９】
　ＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃｅｓｓ－Ｓｔｒａｔｕｍ）：ＵＥとＭＭＥとの間の制御平面（
ｃｏｎｔｒｏｌ　ｐｌａｎｅ）の上位ｓｔｒａｔｕｍ。ＵＥとネットワークとの間の移動
性管理（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）とセッション管理（Ｓｅｓｓｉｏｎ
　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）、ＩＰアドレス管理（ＩＰ　ａｄｄｒｅｓｓ　ｍａｉｎｔｅｎ
ａｎｃｅ）などをサポート。
【０１００】
　ＲＡＴ：Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙの略字であって、ＧＥＲＡ
Ｎ、ＵＴＲＡＮ、Ｅ－ＵＴＲＡＮなどを意味する。
【０１０１】
　ＷＯＲＭ：ＷＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡＮ）　Ｏｆｆｌｏａｄｉｎｇ　ＲＡＴ　
Ｍｏｂｉｌｉｔｙの略字であって、ＲＡＴ間のハンドオーバが発生する時、事業者選好度
政策によって特定データトラフィックを無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）にオフロードさせること
ができる技術を意味する。即ち、事業者選好度がＥ－ＵＴＲＡＮ＞ＷＬＡＮ＞ＵＴＲＡＮ
に設定されている状態で、Ｅ－ＵＴＲＡＮからＵＴＲＡＮへのハンドオーバによってＲＡ
Ｔが変更される場合、そのハンドオーバの影響を受けた一部データトラフィックが無線Ｌ
ＡＮ（ＷＬＡＮ）にオフロードされることができる。
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【０１０２】
　以下、図面を参照して説明する。
【０１０３】
　図７ａ及び図７ｂは、アクセスネットワーク選択のためのネットワーク制御エンティテ
ィを示す。
【０１０４】
　事業者は、ＵＥにトラフィックのオフロードに対する政策を提供し、前記ＵＥ１００は
、前記政策によって自分のデータを事業者のアクセスネットワークでない他のアクセス、
例えば、無線ＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＬＡＮ）にオフロードさせることができる。
【０１０５】
　このような政策をＵＥ１００にプロビジョニング（ｐｒｏｖｉｓｉｏｎｉｎｇ）するた
めに、３ＧＰＰに基づくＡＮＤＳＦ（Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒ
ｙ　ａｎｄ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）が無線ＬＡＮ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ
　ＬＡＮ）と関連した政策を提供することができるように改善された。
【０１０６】
　図７ａを参照して知ることができるように、ＡＮＤＳＦは、ＵＥ１００のホームネット
ワーク（Ｈｏｍｅ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：以下‘Ｈ
ＰＬＭＮ’という）に存在できる。また、図７ｂを参照して知ることができるように、Ａ
ＮＤＳＦは、ＵＥ１００の訪問ネットワーク（Ｖｉｓｉｔｅｄ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ
　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ：以下‘ＶＰＬＭＮ’という）にも存在できる。このよ
うにホームネットワークに位置する時、Ｈ－ＡＮＤＳＦ６１０といい、訪問ネットワーク
に位置する時、Ｖ－ＡＮＤＳＦ６２０という。以下、ＡＮＤＳＦ０６０は、Ｈ－ＡＮＤＳ
Ｆ６１０またはＶ－ＡＮＤＳＦ６２０を通称する。
【０１０７】
　前記ＡＮＤＳＦは、システム間（ｉｎｔｅｒ－ｓｙｓｔｅｍ）移動政策に対する情報、
アクセスネットワーク探索のための情報、そして、システム間（ｉｎｔｅｒ－ｓｙｓｔｅ
ｍ）ルーティングに対する情報、例えば、Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ｒｕｌｅを提供することがで
きる。
【０１０８】
　一方、３ＧＰＰリリース１２では、セルラーアクセスネットワークとＷＬＡＮ（ＷｉＦ
ｉ）アクセスネットワーク（特に、Ｈｏｔｓｐｏｔ２．０）をサポートするデュアルモー
ド（ｄｕａｌ　ｍｏｄｅ）ＵＥのためのＷＬＡＮネットワーク選択に対する改善技術を研
究しており、その名称は、ＷＬＡＮ＿ＮＳ（ＷＬＡＮ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｓｅｌｅｃｔｉ
ｏｎ　ｆｏｒ　３ＧＰＰ　Ｔｅｒｍｉｎａｌｓ）である。
【０１０９】
　他方、３ＧＰＰでは、図８ａ及び図８ｂに示すように、多様な問題及びその問題に対す
る解決策が提案されている。
【０１１０】
　図８ａは、ローミング状況で発生できる技術的な問題点を示す例示図であり、図８ｂは
、ローミング状況で発生できる他の技術的な問題点を示す例示図である。
【０１１１】
　図８ａに示す例示図は、ＵＥ１００が３ＧＰＰアクセス及びＷＬＡＮアクセス内で互い
に異なるＶＰＬＭＮを選択したことを示す。即ち、図８ａに示すように、ＵＥ１００は、
３ＧＰＰアクセスであるｅＮｏｄｅＢ２００を介してＶＰＬＭＮ＃１を経由してＨＰＬＭ
Ｎに接続しており、また、非３ＧＰＰアクセスであるＷＬＡＮ　ＡＰ４００を介してＶＰ
ＬＭＮ＃２を経由してＨＰＬＭＮに接続している。即ち、ＵＥ１００は、３ＧＰＰアクセ
ス及びＷＬＡＮアクセスに同時に連結されている場合、前記２個のアクセスで互いに異な
るＶＰＬＭＮを選択して接続している。このような状況は、ＵＥ１００が３ＧＰＰアクセ
ス及びＷＬＡＮアクセスの両方ともに接続しており、ＰＬＭＮ選択手順が互いに異なるＶ
ＰＬＭＮ上で各々実行された場合に発生できる。その理由は、３ＧＰＰアクセスでＰＬＭ
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Ｎ選択が実行された場合、ＷＬＡＮでのネットワーク及びＰＬＭＮ選択は、独立的に別に
実行されるためである。即ち、ネットワーク選択手順は、ＰＬＭＮ選択の結果と完全に関
係なく実行される。
【０１１２】
　一方、図８ｂに示す例示図は、３ＧＰＰアクセス及びＷＬＡＮアクセスでＶＰＬＭＮが
互いに異なる状況と、３ＧＰＰ　ＶＰＬＭＮでｅＰＤＧが選択された状況と、を示す。こ
のような状況は、ＵＥが３ＧＰＰに先に接続した後、次にＷＬＡＮアクセスに接続し、３
ＧＰＰ　ＶＰＬＭＮでｅＰＤＧをさがした場合に発生できる。
【０１１３】
　このように、ｅＰＤＧ選択ケースの場合、下記のようなシナリオのうちいずれか一つが
発生できる。
【０１１４】
　－ＵＥが３ＧＰＰアクセスのＶＰＬＭＮに接続している場合、ＵＥは、３ＧＰＰアクセ
スで使われたＶＰＬＭＮ内のｅＰＤＧまたはＨＰＬＭＮ内のｅＰＤＧをさがすことができ
る。
【０１１５】
　－ＵＥが３ＧＰＰアクセスのＨＰＬＭＮに接続した場合、ＵＥは、ＨＰＬＭＮ内のｅＰ
ＤＧをさがすことができる。
【０１１６】
　－ＵＥが３ＧＰＰアクセスに接続していない場合、ＵＥは、ＷＬＡＮで選択されたＰＬ
ＭＮ内のｅＰＤＧまたはＨＰＬＭＮ内のｅＰＤＧをさがすことができる。
【０１１７】
　以上、図８ａ及び図８ｂを参照して説明したように、３ＧＰＰにおいて、複数のサービ
ングＰＬＭＮが同時に存在する状況では十分に技術的に考慮しなかった。このような状況
でＵＥがローミングした場合、多様な問題が発生できる。
【０１１８】
　結局、前述した理由だけでなく、さまざまな理由のため、Ｖ－ＡＮＤＳＦ使用に対し、
そして、ＵＥが３ＧＰＰアクセス及びＷＬＡＮアクセスで複数のＶＰＬＭＮによりサービ
ンされるシナリオに対して明確な技術を提示する必要がある。
【０１１９】
　図８ａ及び図８ｂに示す問題点を解決するために、３ＧＰＰでは下記のような解決策を
模索した。
【０１２０】
　１．第１の解決策：複数のＶ－ＰＬＭＮへの同時接続（ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）に
対する政策
【０１２１】
　ＡＮＤＳＦは、ＵＥがどのアクセスに連結するかを決定する時に使用することができる
広範囲な決定基準に対する政策を提供することができる。
【０１２２】
　Ｖ－ＡＮＤＳＦは、特定Ｖ－ＰＬＭＮと関連した最善のアクセスネットワークを決定す
ることができるアクセスネットワーク選択政策を提供することができる。これは、特定事
業者に属するＶ－ＡＮＤＳＦサーバが事業者Ｙに属するＵＥにも政策を提供することがで
きることを意味する。このような解決策は、Ｖ－ＡＮＤＳＦ及びＨ－ＡＮＤＳからの政策
間に重複または衝突がある時、ＵＥが政策間に調律が可能にする。
【０１２３】
　しかし、前述したように、ＵＥが３ＧＰＰアクセス内のＶＰＬＭＮ及びＷＬＡＮアクセ
ス内のＶＰＬＭＮに同時に連結され、それによって、複数のＶ－ＡＮＤＳＦから多様な政
策を同時に受信するようになる場合、ＵＥは、どのＶ－ＡＮＤＳＦからの政策を使用すべ
きかを先に決定しなければならない。しかし、これが不可能であるため、前述した解決策
は助けにならない。
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【０１２４】
　これを解決するために、３ＧＰＰシステムは、３ＧＰＰアクセス及び非３ＧＰＰアクセ
スを介して同じＶ－ＰＬＭＮを経由する場合を考慮するように、Ｖ－ＡＤＮＳＦ政策を改
善することができる。しかし、これによると、図８ｂに示す状況では、ＵＥがＶ－ＰＬＭ
Ｎ＃１の２つのアクセスに対しては全てＶ－ＡＮＤＳＦの政策を使用することができるが
、図８ａに示す状況ではＶ－ＰＬＭＮ＃１またはＶ－ＰＬＭＮ＃２のＶ－ＡＮＤＳＦは、
使用されないという他の問題点が発生するようになる。即ち、ＵＥは、全ての接続された
アクセスに対してただ一つの選択されたＶ－ＰＬＭＮを有している場合にのみ、Ｖ－ＡＮ
ＤＳＦからの政策を使用するようになる。
【０１２５】
　２．第２の解決策：ＡＮＤＳＦ規則に基づくＷＬＡＮ選択
【０１２６】
　この解決策は、ＵＥが活性化されたシステム間移動性政策（Ｉｎｔｅｒ－Ｓｙｓｔｅｍ
　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｐｏｌｉｃｙ：ＩＳＭＰ）、システム間ルーティング政策（Ｉｎｔ
ｅｒ－Ｓｙｓｔｅｍ　Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ｐｏｌｉｃｙ：ＩＳＲＰ）内に含まれている選好
度に基づいてＷＬＡＮアクセスを選択する方案に関する。このような解決策は、下記のよ
うな特徴がある。
【０１２７】
　ＵＥは、提供されたＩＳＭＰ／ＩＳＲＰによって、ＷＬＡＮを選択または再選択する。
ＷＬＡＮ選択／再選択手順は、ＩＳＭＰ／ＩＳＲＰが活性化された時、トリガされること
ができる。
【０１２８】
　しかし、ＵＥがＩＳＭＰ／ＩＳＲＰの活性をどのような方式に決定することができるか
に対しては、まだ技術的に完成されていなくて、この解決策は使われることができないと
いう問題点がある。
【０１２９】
　３．第３の解決策：ＡＮＤＳＦに基づく改善されたＩ－ＷＬＡＮ選択手順
【０１３０】
　この解決策は、ＷＬＡＮネットワーク選択とその選択のためにネットワークで提供され
る政策間に相互作用に関する。この解決策によると、ＷＬＡＮ選択は、Ｉ－ＷＬＡＮ選択
とＰＬＭＮ選択手順により実行されると説明される。ここで、Ｉ－ＷＬＡＮ選択は、ＰＬ
ＭＮ選択手順をサポートするために使われる。具体的に、Ｉ－ＷＬＡＮ選択手順によると
、ＵＥは、ＳＩＭ／ＵＳＩＭカードに格納されたリスト上のＷＳＩＤをスキャンし、各Ｗ
ＳＩＤに対してＰＬＭＮ選択手順を実行した後、適切なＰＬＭＮが発見されると、スキャ
ンを中断する。
【０１３１】
　しかし、この解決策が有している技術的問題は、活性化されたＡＮＤＳＦ政策からＷＬ
ＡＮのリストをどのように抽出するかである。既に前述したように、ＵＥがＩＳＭＰ／Ｉ
ＳＲＰの活性をどのような方式に決定することができるかに対して、まだ技術的に完成さ
れていなくて、この解決策は使われることができないという問題点がある。
【０１３２】
　他方、ＡＮＤＳＦから受信した政策が複数個である状況を対処するために、下記のよう
な方案を考慮することができる。
【０１３３】
　１．ＩＳＭＰの場合
【０１３４】
　もし、ＩＳＭＰが複数個存在する場合、ＵＥは、一度に一つのＩＳＭＰのみを使用する
。ＲＰＬＭＮ（Ｒｅｇｉｓｔｅｒｅｄ　ＰＬＭＮ）のＩＳＭＰは、可能な限り優先する。
例えば、ＵＥがローミングした場合、ＲＰＬＭＮのＶ－ＡＮＤＳＦからのＩＳＭＰは、Ｈ
－ＡＮＤＳＦからのＩＳＭＰに対して可能な限り優先する。
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【０１３５】
　２．ＩＳＲＰの場合
【０１３６】
　ＩＦＯＭ、ＭＡＰＣＯＮ、またはノンシームレス（ｎｏｎ－ｓｅａｍｌｅｓｓ）ＷＬＡ
Ｎオフロードが可能に設定されたＵＥは、ＩＳＲＰを使用することができる。しかし、該
当機能を有していないＵＥは、ＩＳＲＰを無視することができる。また、該当機能に対し
て設定されているが、どの時点を基準にその機能が不可能（ｄｉｓａｂｌｅ）になったＵ
Ｅも、同様に、ＩＳＲＰを適用しない。
【０１３７】
　ＩＦＯＭ、ＭＡＰＣＯＮまたはノンシームレス（ｎｏｎ－ｓｅａｍｌｅｓｓ）ＷＬＡＮ
オフロードが可能に設定されたＵＥは、下記のようなものをＩＳＲＰのために使用するこ
とができる。
【０１３８】
　－ＩＳＲＰに指定された特定または任意ＡＰＮとマッチングされるユーザ平面のトラフ
ィックをルーティングするために、アクセス技術またはアクセスネットワークまたは二つ
ともを選択するためにＩＳＲＰを使用することができる。
【０１３９】
　－特定アクセス技術またはアクセスネットワークまたは二つともをＩＳＲＰに指定され
た特定または任意ＡＰＮ上の特定ＩＰフローに対して制限されるかを決定するためにＩＳ
ＲＰを使用することができる。
【０１４０】
　ＩＦＯＭが可能なＵＥは、ＩＳＲＰに基づいてＩＰフローがルーティング可能なアクセ
ステクノロジーまたはアクセスネットワークを識別し、ＵＥは、進行中のＩＰフローをソ
ースアクセステクノロジーまたはアクセスネットワークから前記識別されたアクセステク
ノロジーまたはアクセスネットワークに移動させるためにＩＦＯＭ手順を実行することが
できる。
【０１４１】
　もし、ＩＳＲＰが複数個存在する場合、ＵＥは、一度に一つのＩＳＲＰのみを使用する
。ＲＰＬＭＮのＩＳＲＰは、可能な限り優先する。例えば、ＵＥがローミングした場合、
ＲＰＬＭＮのＶ－ＡＮＤＳＦからのＩＳＲＰは、Ｈ－ＡＮＤＳＦからのＩＳＲＰに対して
可能な限り優先する。
【０１４２】
　しかし、ＩＳＭＰ／ＩＳＲＰに対する前記方案は、ＵＥがＷＬＡＮを介して受信したＩ
ＳＭＰ／ＩＳＲＰに対しては考慮していないため、実効性がない。
【０１４３】
　総合すると、ＵＥが複数のＰＬＭＮに同時に連結される場合、いずれのＡＮＤＳＦから
受信した政策を使用しなければならないかが技術的に解決されていない問題点がある。
【０１４４】
　また、ＵＥがＩＳＭＰ／ＩＳＲＰと改善された（ｅｎｈａｎｃｅｄ）ＩＳＭＰ／ＩＳＲ
Ｐのような多様な種類の政策を受信した場合、いずれを使用しなければならないかが技術
的に解決されていない問題点がある。即ち、従来技術の方案をそのまま適用する場合、最
適のＷＬＡＮを選択し、またはデータを効果的にオフロードさせることが至難である。
【０１４５】
　以下、前記のような問題点を解決するための本発明の解決策が提示される。
【０１４６】
　＜本明細書で提示される解決策に対する簡略な説明＞
【０１４７】
　本明細書で提示される一実施例によると、ＵＥは、多数の政策が存在する場合、ＨＰＬ
ＭＮとＶＰＬＭＮとの間にローミング協約を結ぶ当時、予め決められた特定パラメータま
たは特定因子（ｆａｃｔｏｒ）またはエレメントを基準にして活性化させ、または適用さ
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せる政策を選択することができる。
【０１４８】
　このような特定パラメータまたは特定因子またはエレメントは、ＵＥに予め設定されて
おり、またはＵＥがＨＰＬＭＮ／ＶＰＬＭＮから別途のシグナルを介して受信し、または
他の政策を受信する時、共に受信することができる。または、ＵＥは、必要によって要求
して受信することができる。
【０１４９】
　再び説明すると、活性化されたＩＳＭＰ／ＩＳＲＰ規則及び活性化されたＷＬＡＮＳＰ
規則は、ＵＥの設定に基づいて次のように選択されることができる。ｉ）ＵＥがＨＰＬＭ
Ｎから受信したＷＬＡＮ選択規則を選好（優先）するように設定される。これはユーザに
より設定され、または“ＶＰＬＭＮｓ　ｗｉｔｈ　ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　ＷＬＡＮ　Ｓｅ
ｌｅｃｔｉｏｎ　Ｒｕｌｅｓ”のリストを介してＨ－ＡＮＤＳＦにより設定されることも
できる。このとき、ユーザの設定は、Ｈ－ＡＮＤＳＦの設定より優先されることができる
。
【０１５０】
　図９ａは、本明細書の一実施例による解決策を示す流れ図であり、図９ｂは、図９ａに
示す優先順位決定過程（Ｓ１０５）を詳細に示す流れ図である。
【０１５１】
　図９ａを参照して知ることができるように、ＵＥ１００は、複数のＰＬＭＮのＡＮＤＳ
Ｆから各々政策を受信し、複数の政策を有するかどうかを判断する（Ｓ１０３）。図８ａ
に示す状況に対し、例えば、前記ＵＥ１００は、３個の政策、即ち、ＨＰＬＭＮのＡＮＤ
ＳＦから受信した政策と、ＶＰＬＭＮ＃１のＡＮＤＳＦから受信した政策、そして、ＶＰ
ＬＭＮ＃２のＡＮＤＳＦから受信した政策を有するようになることができる。
【０１５２】
　このように多数の政策を有するようになると、前記ＵＥ１００は、特定パラメータまた
は特定因子または特定エレメントに基づいて前記多数の政策間に優先順位を決定する（Ｓ
１０５）。このような決定のために、まず、前記ＵＥ１００は、使用する特定パラメータ
または特定因子またはエレメントを決定することができる。前記特定パラメータまたは特
定因子またはエレメントの個数は、複数個である。前記特定パラメータ（または、因子ま
たはエレメント）として位置（即ち、地理的領域）（例えば、ＨＰＬＭＮまたはＶＰＬＭ
Ｎ）関連パラメータが使われることができる。例えば、前記パラメータは、“ｐｒｅｆｅ
ｒ　ＷＬＡＮ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ｒｕｌｅｓ　ｐｒｏｖｉｄｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　Ｈ
ＰＬＭＮ”である。
【０１５３】
　前記優先順位決定過程（Ｓ１０５）に対して図９ｂを参照して詳細に説明すると、下記
の通りである。
【０１５４】
　前記ＵＥ１００は、前記特定パラメータまたは特定因子またはエレメントに基づいてど
のＰＬＭＮの政策によるＷＬＡＮ選択規則が優先されるように設定されているかを判断す
る（Ｓ１０５－１）。例えば、前記特定パラメータ（または、因子またはエレメント）と
して位置（例えば、ＨＰＬＭＮまたはＶＰＬＭＮ）と関連したパラメータが使われ、その
位置関連パラメータが、例えば、“ｐｒｅｆｅｒ　ＷＬＡＮ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ｒｕ
ｌｅｓ　ｐｒｏｖｉｄｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　ＨＰＬＭＮ”の場合、前記ＵＥ１００は、Ｈ
ＰＬＭＮのＷＬＡＮ選択規則が優先されるように設定されているかどうかを判断する。
【０１５５】
　前記ＨＰＬＭＮのＷＬＡＮ選択規則が優先されるように設定されている場合、前記ＵＥ
１００は、前記ＨＰＬＭＮのＷＬＡＮ選択規則を確認する（Ｓ１０５－２ａ）。例えば、
前記“ｐｒｅｆｅｒ　ＷＬＡＮ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ｒｕｌｅｓ　ｐｒｏｖｉｄｅｄ　
ｂｙ　ｔｈｅ　ＨＰＬＭＮ”パラメータが設定されており、前記ＨＰＬＭＮのＷＬＡＮ選
択規則が優先される場合（即ち、ＵＥが登録したＶＰＬＭＮが選好されるＷＬＡＮ選択規
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則を有するＶＰＬＭＮ（ＶＰＬＭＮｓ　ｗｉｔｈ　ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　ＷＬＡＮ　Ｓｅ
ｌｅｃｔｉｏｎ　Ｒｕｌｅ）に該当しない場合）、前記ＵＥ１００は、前記ＨＰＬＭＮの
ＷＬＡＮ選択規則を確認することができる。より具体的な例として、ＵＥ１００が現在Ｖ
ＰＬＭＮ＃１に登録したが、前記選好されるＷＬＡＮ選択規則を有するＶＰＬＭＮ（ＶＰ
ＬＭＮｓ　ｗｉｔｈ　ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　ＷＬＡＮ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｒｕｌｅ）
によると、ＶＰＬＭＮ＃２またはＶＰＬＭＮ＃３が選好される場合、前記ＵＥ１００が登
録したＶＰＬＭＮ＃１は、該当しないため、前記ＵＥ１００は、前記ＨＰＬＭＮのＷＬＡ
Ｎ選択規則を確認する。
【０１５６】
　次に、前記ＵＥ１００は、前記ＨＰＬＭＮのＷＬＡＮ選択規則内の選択条件と一致する
利用可能なＷＬＡＮアクセスネットワークが存在するかどうかを判断する（Ｓ１０５－３
ａ）。
【０１５７】
　なお、前記存在可否によって複数の政策間に優先順位を再決定する（Ｓ１０５－４ａ）
。具体的に、前記ＨＰＬＭＮのＷＬＡＮ選択規則内の選択条件と一致するＷＬＡＮアクセ
スネットワークが存在する場合、前記ＵＥ１００は、ＨＰＬＭＮのＷＬＡＮ選択規則とＨ
ＰＬＭＮのＩＳＭＰ／ＩＳＲＰ規則を最優先順位として選択する。しかし、前記ＨＰＬＭ
ＮのＷＬＡＮ選択規則内の選択条件と一致するＷＬＡＮアクセスネットワークが存在しな
い場合、前記ＵＥ１００は、ＶＰＬＭＮのＷＬＡＮ選択規則とＶＰＬＭＮのＩＳＭＰ／Ｉ
ＳＲＰ規則を最優先順位として選択する。例えば、ＨＰＬＭＮのＷＬＡＮ選択規則内の選
択条件と一致するＷＬＡＮアクセスネットワークが存在する場合、ＨＰＬＭＮが最優先順
位になり、ＶＰＬＭＮ＃１が次順位になる。
【０１５８】
　一方、前記ＨＰＬＭＮのＷＬＡＮ選択規則が優先されるように設定されていない場合、
前記ＵＥ１００は、前記ＶＰＬＭＮのＷＬＡＮ選択規則を確認する（Ｓ１０５－２ｂ）。
例えば、前記“ｐｒｅｆｅｒ　ＷＬＡＮ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ｒｕｌｅｓ　ｐｒｏｖｉ
ｄｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　ＨＰＬＭＮ”パラメータが設定されていなくて、前記ＶＰＬＭＮ
のＷＬＡＮ選択規則が優先される場合（即ち、ＵＥが登録したＶＰＬＭＮが選好されるＷ
ＬＡＮ選択規則を有するＶＰＬＭＮ（ＶＰＬＭＮｓ　ｗｉｔｈ　ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　Ｗ
ＬＡＮ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｒｕｌｅ）に該当する場合）、前記ＵＥ１００は、前記Ｖ
ＰＬＭＮのＷＬＡＮ選択規則を確認する。より具体的な例として、ＵＥ１００が現在ＶＰ
ＬＭＮ＃２に登録した状態であり、前記選好されるＷＬＡＮ選択規則を有するＶＰＬＭＮ
（ＶＰＬＭＮｓ　ｗｉｔｈ　ｐｒｅｆｅｒｒｅｄ　ＷＬＡＮ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｒｕ
ｌｅ）によると、ＶＰＬＭＮ＃２またはＶＰＬＭＮ＃３が選好される場合、前記ＵＥ１０
０は、前記ＶＰＬＭＮ＃２のＷＬＡＮ選択規則を確認する。
【０１５９】
　次に、前記ＵＥ１００は、前記ＶＰＬＭＮのＷＬＡＮ選択規則内の選択条件と一致する
利用可能なＷＬＡＮアクセスネットワークが存在するかどうかを判断する（Ｓ１０５－３
ｂ）。
【０１６０】
　なお、前記存在可否によって複数の政策間に優先順位を再決定する（Ｓ１０５－４ａ）
。例えば、前記ＶＰＬＭＮのＷＬＡＮ選択規則内の選択条件と一致するＷＬＡＮアクセス
ネットワークが存在する場合、前記ＵＥ１００は、ＶＰＬＭＮのＷＬＡＮ選択規則とＶＰ
ＬＭＮのＩＳＭＰ／ＩＳＲＰ規則を最優先順位として選択する。しかし、前記ＶＰＬＭＮ
のＷＬＡＮ選択規則内の選択条件と一致するＷＬＡＮアクセスネットワークが存在しない
場合、前記ＵＥ１００は、ＨＰＬＭＮのＷＬＡＮ選択規則とＨＰＬＭＮのＩＳＭＰ／ＩＳ
ＲＰ規則を最優先順位として選択する。例えば、ＶＰＬＭＮ＃２のＷＬＡＮ選択規則内の
選択条件と一致するＷＬＡＮアクセスネットワークが存在する場合、ＶＰＬＭＮ＃２が最
優先順位になり、ＨＰＬＭＮが次順位になる。
【０１６１】
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　また、図９ａを参照すると、前記ＵＥ１００は、最も高い優先順位の政策を選択及び適
用する（Ｓ１０７）。
【０１６２】
　前記優先順位決定過程（Ｓ１０５）及び前記選択／適用過程（Ｓ１０７）は、一定時間
を基準にして繰り返して実行されることができる。または、新しい政策を受信し、または
既存政策が更新されたことが認知された時、前記優先順位決定過程（Ｓ１０５）及び前記
選択／適用過程（Ｓ１０７）は再び実行されることができる。
【０１６３】
　＜本明細書で提示される解決策の適用例示＞
【０１６４】
　まず、図８ａの状況に本明細書に提示される解決策を適用させて説明すると、下記の通
りである。
【０１６５】
　図８ａによると、ＵＥ１００は、３ＧＰＰアクセスであるｅＮｏｄｅＢ２００を介して
ＶＰＬＭＮ＃１を経由してＨＰＬＭＮに接続しており、また非３ＧＰＰアクセスであるＷ
ＬＡＮ　ＡＰ４００を介してＶＰＬＭＮ＃２を経由してＨＰＬＭＮに接続しているため、
図９ａに示す判断過程（Ｓ１０１）の結果はトルー（ｔｒｕｅ）になる。
【０１６６】
　また、図８ａによると、前記ＵＥ１００は、ＨＰＬＭＮ、ＶＰＬＭＮ＃１及びＶＰＬＭ
Ｎ＃２の各ＡＮＤＳＦから政策を受信し、複数の政策を有するようになるため、図９ａに
示す判断過程（Ｓ１０３）の結果はトルー（ｔｒｕｅ）になる。
【０１６７】
　したがって、図９ａに示す複数の政策間に優先順位決定過程（Ｓ１０５）が進行される
。このとき、ＶＰＬＭＮ＃１及びＶＰＬＭＮ＃２の事業者の場合、前記ＨＰＬＭＮからロ
ーミングしてきたＵＥ１００のトラフィックを特定時間及び特定位置でＷＬＡＮへオフロ
ード（ｏｆｆｌｏａｄｉｎｇ）させる政策を有しているにもかかわらず、前記ＵＥ１００
が優先順位決定過程（Ｓ１０５）を進行せずに、単純にＨＰＬＭＮの政策のみを考慮する
場合、前記ＵＥ１００のトラフィックは、ＷＬＡＮにオフロードされることができないた
め、非効率的である。したがって、複数の政策間の優先順位決定過程（Ｓ１０５）は、非
常に重要である。
【０１６８】
　参考に、図８ａの例示において、ＶＰＬＭＮ＃１及びＶＰＬＭＮ＃２の事業者とＨＰＬ
ＭＮの事業者との間にローミング協約をする時または事前協議をする時、多数の政策間に
優先順位を定める時に使用する特定パラメータ（または、因子またはエレメント）として
位置（即ち、地理的領域）（例えば、ＨＰＬＭＮまたはＶＰＬＭＮ）と関連したパラメー
タ、例えば“ｐｒｅｆｅｒ　ＷＬＡＮ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ｒｕｌｅｓ　ｐｒｏｖｉｄ
ｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　ＨＰＬＭＮ”パラメータを使用することを仮定する。その場合、前
記ＵＥ１００は、前記“ｐｒｅｆｅｒ　ＷＬＡＮ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　ｒｕｌｅｓ　ｐ
ｒｏｖｉｄｅｄ　ｂｙ　ｔｈｅ　ＨＰＬＭＮ”パラメータが設定されてＨＰＬＭＮのＷＬ
ＡＮ選択規則が優先されるかまたは設定されていなくてＶＰＬＭＮのＷＬＡＮ選択規則が
優先されるかを判断し（Ｓ１０５－１）、前記判断の結果、前記ＶＰＬＭＮのＷＬＡＮ選
択規則が優先される場合、前記ＵＥ１００は、前記ＶＰＬＭＮのＷＬＡＮ選択規則を確認
し（Ｓ１０５－２ｂ）、前記ＶＰＬＭＮのＷＬＡＮ選択規則内の選択条件と一致する利用
可能なＷＬＡＮアクセスネットワークが存在するかどうか（Ｓ１０５－３ｂ）によって、
複数の政策間に優先順位を再決定する（Ｓ１０５－４ｂ）。
【０１６９】
　一方、ＶＰＬＭＮ＃１及びＶＰＬＭＮ＃２の事業者とＨＰＬＭＮの事業者との間にロー
ミング協約をする時または事前協議をする時、多数の政策間に優先順位を定める時に使用
する特定パラメータ（または、因子またはエレメント）としてＨｏｔｓｐｏｔ２．０と関
連したパラメータ、例えば、ＯＵＩ（Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎａｌ　Ｕｎｉｑｕｅ　Ｉ



(25) JP 6041998 B2 2016.12.14

10

20

30

40

ｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）及びｖｅｎｕｅなどを定めた場合、前記ＵＥ１００は、現時点でＡ
Ｐ４００から受けた多様なネットワーク情報を基準にして特定ＯＵＩ及びｖｅｎｕｅ値に
対する規則を有しているＰＬＭＮ政策を選択することもできる。例えば、ＨＰＬＭＮから
受信した政策にはＯＵＩ及びｖｅｎｕｅに対する細部規則がない、それに対し、ＶＰＬＭ
Ｎ＃１から受信した政策にはこのような細部規則が存在する場合、前記ＵＥは、ＶＰＬＭ
Ｎ＃１から受けた政策を選択／適用することができる。または、ＨＰＬＭＮとＶＰＬＭＮ
＃２の政策にＯＵＩ及びｖｅｎｕｅが全て含まれているとしても、互いに条件が相反する
場合、前記ＵＥは、予め設定されている特定値または値の範囲を基準にして選択すること
ができる。この例において、言及したＨｏｔｓｐｏｔ２．０と関連したパラメータ、例え
ば、ＯＵＩ及びｖｅｎｕｅは例示に過ぎず、これに限定されるものではなく、複数のｆａ
ｃｔｏｒ間の優先順位が存在し、または多様な組合せで運用されることができる。
【０１７０】
　次に、図８ｂの状況に本明細書に提示される解決策を適用させて説明すると、下記の通
りである。
【０１７１】
　図８ｂによると、ＵＥ１００は、３ＧＰＰアクセスを介してＶＰＬＭＮ＃１に連結され
、ＷＬＡＮアクセスを介してＶＰＬＭＮ＃１とＶＰＬＭＮ＃２に連結されているため、図
９ａに示す判断過程（Ｓ１０１）の結果はトルー（ｔｒｕｅ）になる。
【０１７２】
　また、図８ｂによると、前記ＵＥ１００は、ＨＰＬＭＮ、ＶＰＬＭＮ＃１及びＶＰＬＭ
Ｎ＃２の各ＡＮＤＳＦから政策を受信し、複数の政策を有するようになるため、図９ａに
示す判断過程（Ｓ１０３）の結果はトルー（ｔｒｕｅ）になる。
【０１７３】
　したがって、図９ａに示す複数の政策間に優先順位決定過程（Ｓ１０５）が進行される
。前記優先順位決定過程（Ｓ１０５）によってＶＰＬＭＮ＃２の政策が選択及び適用され
ることができる。しかし、このように前記ＶＰＬＭＮ＃２の政策が選択及び適用されるに
もかかわらず、ＵＥ１００のトラフィックが実際には全てＶＰＬＭＮ＃１を経由するよう
になる場合、後続措置として、３ＧＰＰアクセスを経由するＵＥのトラフィックまたはｅ
ＰＤＧを経由するＵＥのトラフィックをＶＰＬＭＮ＃２に移動させる手順が後続して実行
されることができる。
【０１７４】
　以上で説明した内容は、ハードウェアで具現されることができる。これに対して図１２
を参照して説明する。
【０１７５】
　図１０は、本発明の実施例によるＵＥ１００の構成ブロック図である。
【０１７６】
　図１０に示すように、前記ＵＥ１００は、格納手段１０１、制御部１０２、及び送受信
部１０３を含む。
【０１７７】
　前記格納手段１０１は、前述した方法を格納する。
【０１７８】
　前記制御部１０２は、前記格納手段１０１及び前記送受信部１０３を制御する。具体的
に、前記制御部１０２は、前記格納手段１０１に格納された前記方法を各々実行する。そ
して、前記制御部１０２は、前記送受信部１０３を介して前述した信号を送信する。
【０１７９】
　以上、本発明の好ましい実施例を例示的に説明したが、本発明の範囲はこのような特定
実施例にのみ限定されるものではないため、本発明は、本発明の思想及び特許請求の範囲
に記載された範ちゅう内で多様な形態に修正、変更、または改善されることができる。
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