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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　データオフロードをトリガするための方法であって、
　第1のネットワーク要素が、ホーム加入者サーバ(HSS)から、第2のアクセスネットワー
クを介してUEによって確立されたパケットデータネットワーク(PDN)接続の情報を受信す
るステップであって、前記情報がオフロード指示情報を含む、ステップと、
　前記第1のネットワーク要素が、前記オフロード指示情報を取得し、前記オフロード指
示情報にしたがって、前記PDN接続内のデータフローを第1のアクセスネットワークにオフ
ロードする処理をトリガするステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記PDN接続内のデータフローを第1のアクセスネットワークにオフロードする処理をト
リガするステップの前に、さらに、
　前記第1のネットワーク要素が、前記UEのオフロード能力情報を取得するステップと、
　前記オフロード能力情報にしたがって前記UEがオフロード処理をサポートすることを判
定するステップとを含み、前記UEがオフロード処理をサポートすると判定する場合、前記
PDN接続内の前記データフローを前記第1のアクセスネットワークにオフロードする前記処
理をトリガする前記ステップが実行される、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　前記第1のネットワーク要素が、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)認証デバイス
であり、前記第1のアクセスネットワークが、WLANネットワークであり、前記第2のアクセ
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スネットワークが、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)アクセスネットワーク
であり、
　HSSからPDN接続の情報を受信する前記ステップが、
　前記UEが前記WLANネットワークにアクセスするアクセス認証プロセスにおいて、前記WL
AN認証デバイスが、認証、許可、および課金(AAA)サーバまたはAAAプロキシを介して前記
HSSによって前記WLAN認証デバイスに送信されるユーザ加入データを受信するステップを
含み、前記ユーザ加入データが、前記PDN接続の前記情報を含む、請求項1または2に記載
の方法。
【請求項４】
　前記アクセス認証プロセスが完了した後、前記WLAN認証デバイスが、前記UEから動的ホ
スト構成プロトコル(DHCP)要求を受信するステップと、ローカルインターネットプロトコ
ル(IP)アドレスを前記UEに割り当てるステップと、ローカルIPパケットの負荷としてPDN
接続のIPパケットを用いて、前記UEと通信するステップとをさらに含み、前記PDN接続の
前記IPパケットが、前記WLANネットワークにオフロードされる、請求項3に記載の方法。
【請求項５】
　前記第1のネットワーク要素が、移動管理エンティティ(MME)であり、前記第1のアクセ
スネットワークが、3GPPアクセスネットワークであり、前記第2のアクセスネットワーク
が、WLANネットワークであり、
　HSSからPDN接続の情報を受信する前記ステップは、
　前記UEが前記3GPPアクセスネットワークに接続されるプロセスにおいて、前記MMEが、
前記HSSから前記MMEに送信されるユーザ加入データを受信するステップを含み、前記ユー
ザ加入データが、前記PDN接続の前記情報を含む、請求項1または2に記載の方法。
【請求項６】
　前記第1のネットワーク要素が、WLAN認証デバイスであり、前記第1のアクセスネットワ
ークが、WLANネットワークであり、前記第2のアクセスネットワークが、3GPPアクセスネ
ットワークであり、
　HSSからPDN接続の情報を受信する前記ステップは、
　前記WLAN認証デバイスが、前記HSSから、前記3GPPアクセスネットワークを介して前記U
Eによって新たに活性化されたPDN接続の情報を受信するステップを含む、請求項1または2
に記載の方法。
【請求項７】
　データオフロードをトリガするための方法であって、
　UEが、オフロード機能をサポートするその能力に応じて前記UEのオフロード能力情報を
取得するステップと、
　ネットワーク側のネットワーク要素がHSSによって配信されるオフロード指示情報およ
び前記オフロード能力情報にしたがって、前記ネットワーク側のアクセスネットワークを
介して前記UEによって確立されたPDN接続内のデータフローを他のアクセスネットワーク
にオフロードする処理をトリガするように、前記オフロード能力情報を前記ネットワーク
側のネットワーク要素に報告するステップとを含む、方法。
【請求項８】
　ネットワーク側デバイスであって、
　HSSから、アクセスネットワークを介してUEによって確立されたPDN接続の情報を受信す
るように構成された受信ユニットであって、前記情報がオフロード指示情報を含む、受信
ユニットと、
　前記受信ユニットによって受信される前記PDN接続の前記情報に含まれる前記オフロー
ド指示情報を取得するように構成された取得ユニットと、
　前記取得ユニットによって取得される前記オフロード指示情報にしたがって、前記PDN
接続内のデータフローを他のアクセスネットワークにオフロードする処理をトリガするよ
うに構成されたオフロードトリガユニットとを備える、ネットワーク側デバイス。
【請求項９】
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　前記受信ユニットが、さらに、前記UEのオフロード能力情報を受信するように構成され
、
　前記オフロードトリガユニットが、具体的には、前記受信ユニットによって受信される
前記オフロード能力情報にしたがって、前記UEがオフロード処理をサポートすることを判
定した後、前記取得ユニットによって取得される前記オフロード指示情報にしたがって、
前記PDN接続内のデータフローを前記他のアクセスネットワークにオフロードする前記処
理をトリガするように構成される、請求項8に記載のネットワーク側デバイス。
【請求項１０】
　前記ネットワーク側デバイスが、WLAN認証デバイスであり、前記他のアクセスネットワ
ークが、WLANネットワークであり、前記アクセスネットワークが、3GPPアクセスネットワ
ークであり、
　前記受信ユニットが、具体的には、前記UEが前記WLANネットワークにアクセスするアク
セス認証プロセスで、前記HSSによってAAAサーバまたはAAAプロキシを介して前記WLAN認
証デバイスに送信されるユーザ加入データを受信するように構成され、前記ユーザ加入デ
ータが、前記PDN接続の前記情報を含む、請求項8または9に記載のネットワーク側デバイ
ス。
【請求項１１】
　前記受信ユニットが、さらに、前記UEからDHCP要求を受信するように構成され、
　前記WLAN認証デバイスが、さらに、
　前記受信ユニットによって受信される前記DHCP要求にしたがって、ローカルIPアドレス
を前記UEに割り当て、ローカルIPパケットの負荷として前記PDN接続のIPパケットを用い
て、前記WLAN認証デバイスの送信ユニットおよび前記受信ユニットを介して前記UEと通信
するように構成された通信処理ユニットを備え、前記PDN接続の前記IPパケットが、前記W
LANネットワークにオフロードされる、請求項10に記載のネットワーク側デバイス。
【請求項１２】
　前記ネットワーク側デバイスが、MMEであり、前記他のアクセスネットワークが、3GPP
アクセスネットワークであり、前記アクセスネットワークが、WLANネットワークであり、
　前記受信ユニットが、具体的には、前記UEが前記3GPPアクセスネットワークに接続され
るプロセスで、前記HSSからユーザ加入データを受信するように構成され、前記ユーザ加
入データが、前記PDN接続の前記情報を含む、請求項8または9に記載のネットワーク側デ
バイス。
【請求項１３】
　前記ネットワーク側デバイスが、WLAN認証デバイスであり、前記他のアクセスネットワ
ークが、WLANネットワークであり、前記アクセスネットワークが、3GPPアクセスネットワ
ークであり、
　前記受信ユニットが、具体的には、前記HSSから、前記3GPPアクセスネットワークを介
して前記UEによって新たに活性化されたPDN接続の情報を受信するように構成される、請
求項8または9に記載のネットワーク側デバイス。
【請求項１４】
　ユーザ機器であって、
　オフロード機能をサポートするその能力に応じて前記ユーザ機器のオフロード能力情報
を取得するように構成された取得ユニットと、
　ネットワーク側のネットワーク要素がHSSによって配信されるオフロード指示情報およ
び前記オフロード能力情報にしたがって、前記ネットワーク側のアクセスネットワークを
介して前記UEによって確立されたPDN接続内のデータフローを他のアクセスネットワーク
にオフロードする処理をトリガするように、前記オフロード能力情報を前記ネットワーク
側のネットワーク要素に報告するように構成された報告ユニットとを備える、ユーザ機器
。
【請求項１５】
　請求項1から6のいずれか一項に記載の方法を実行するためのプログラムを含む、コンピ
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ュータ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本出願は、参照により本明細書に組み込まれている、「データオフロードをトリガする
ための方法、ネットワーク側デバイス、ユーザ機器、およびネットワークシステム」と題
する、2011年9月19日に中国特許庁に提出した中国特許出願第201110278259.9号の優先権
を主張するものである。
【０００２】
　本発明は、データ通信技術の分野に関し、具体的には、データオフロードをトリガする
ための方法、ネットワーク側デバイス、ユーザ機器、およびネットワークシステムに関す
る。
【背景技術】
【０００３】
　技術の発展に伴い、モバイルネットワークは、常に、進化と収束の中にある。モバイル
ネットワークの進化と収束の傾向は、下記の通りである。すなわち、ユーザ機器(UE)は、
ロングタームエボリューションまたは広帯域符号分割多元接続(Long Term Evolution or 
Wideband Code Division Multiple Access、LTE/WCDMA(登録商標))ネットワークのような
第3世代パートナーシッププロジェクト(third generation partnership project、3GPP)
アクセス技術を介して、進化型パケットコアネットワーク(evolved packet core network
、EPC)にアクセスすることができ、無線ローカルエリアネットワーク(wireless local ar
ea network、WLAN)のような非3GPPアクセス技術を介して、EPCにもアクセスすることもで
きる。
【０００４】
　UEが、LTE/WCDMA(登録商標)ネットワークを介してEPCにアクセスする方法は、下記の通
りである。すなわち、UEが、アクセスポイント名(APN)を活性化した後、APNが、EPCにア
クセス要求を送信し、EPCが、APNのためのパケットデータネットワークゲートウェイ(Pac
ket Data Network Gateway、PGW)を選択し、PGWが、インターネットプロトコル(Internet
 Protocol、IP)アドレスをUEに割り当てる。UEは、UEおよびEPC間のパケットデータネッ
トワーク(PDN)接続を確立するために、複数のAPNを活性化し、各APNを介して1つのIPアド
レスを取得することができる。したがって、1つのUEは、複数のパケットデータネットワ
ーク(Packet Data Network、PDN)接続を介して、EPCと通信することができる。
【０００５】
　現在、従来技術は、確立されたPDN接続内のIPフローの一部が、伝送のための別の無線
アクセス技術(Radio Access Technology、RAT)のネットワークにオフロードされる、すな
わち、オフロード処理がIPフローに実行されることをサポートしている。例えば、UEが、
LTEネットワーク内のAPN1を活性化し、APN1を介してEPCとのPDN接続1を確立した後、UEは
、PDN接続1内のIPフローの一部をWLANネットワークにオフロードするために、オフロード
処理を開始する必要がある。UEは、PDN接続1のためにオフロード処理が実行される必要が
あることをWLANネットワークに通知するために、インターネットキー交換v2(IKEv2)プロ
トコルを使用することによって、WLANネットワークに要求メッセージを送信することがで
き、メッセージは、オフロード指示情報、および、PDN接続1に対応するAPN1の情報を含む
。WLANネットワークは、UEからの要求メッセージにしたがって、PDN接続1に対応するPGW
にオフロード処理要求を送信し、PGWは、PDN接続1と同じIPアドレスをUEに割り当て、オ
フロード処理を実行するように、ポリシーおよび課金ルール機能(PCRF)論理エンティティ
に指示し、PCRFは、PDN接続1内のIPフローの一部を、伝送のためのWLANにオフロードする
。
【０００６】
　前述のプロセスでは、UEが、対応するプロトコルをサポートする必要があり、UEが、オ
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フロード処理をトリガする必要があるため、UEに対する要求が比較的高く、そのことが結
果として、UEの複雑な実装、および、コスト高を招く。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　UEに対するIPフローオフロード処理の要求を低減するために、データオフロード方法、
ネットワーク側デバイス、ユーザ機器、およびネットワークシステムが提供される。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　データオフロードをトリガするための方法が提供され、方法は、第1のネットワーク要
素が、ホーム加入者サーバ(HSS)から、パケットデータネットワーク(PDN)接続の情報を受
信するステップであって、情報がオフロード指示情報を含み、PDN接続が第2のアクセスネ
ットワークを介してUEによって確立される、ステップと、第1のネットワーク要素が、オ
フロード指示情報を取得し、オフロード指示情報にしたがって、PDN接続内のデータフロ
ーを第1のアクセスネットワークにオフロードする処理をトリガするステップとを含む。
【０００９】
　データオフロードをトリガするための別の方法が提供され、方法は、UEが、UEのオフロ
ード能力情報を取得するステップと、ネットワーク側のネットワーク要素がHSSによって
配信されるオフロード指示情報およびオフロード能力情報にしたがってPDN接続内のデー
タフローを第1のアクセスネットワークにオフロードする処理をトリガするように、オフ
ロード能力情報をネットワーク側に報告するステップとを含み、PDN接続は、第2のアクセ
スネットワークを介してUEによって確立される。
【００１０】
　ネットワーク側デバイスが提供され、デバイスは、HSSからPDN接続の情報を受信するよ
うに構成された受信ユニットであって、情報がオフロード指示情報を含み、PDN接続が第2
のアクセスネットワークを介してUEによって確立される、受信ユニットと、受信ユニット
によって受信されるPDN接続の情報に含まれるオフロード指示情報を取得するように構成
された取得ユニットと、取得ユニットによって取得されるオフロード指示情報にしたがっ
て、PDN接続内のデータフローを第1のアクセスネットワークにオフロードする処理をトリ
ガするように構成されたオフロードトリガユニットとを備える。
【００１１】
　ユーザ機器が提供され、ユーザ機器は、ユーザ機器のオフロード能力情報を取得するよ
うに構成された取得ユニットと、ネットワーク側のネットワーク要素がHSSによって配信
されるオフロード指示情報およびオフロード能力情報にしたがってPDN接続内のデータフ
ローを第1のアクセスネットワークにオフロードする処理をトリガするように、オフロー
ド能力情報をネットワーク側に報告するように構成された報告ユニットとを含み、PDN接
続は、第2のアクセスネットワークを介してUEによって確立される。
【００１２】
　ネットワークシステムが提供され、システムは、ネットワーク側デバイスおよびPGWを
含み、ネットワーク側デバイスは、PDN接続内のデータフローを第1のアクセスネットワー
クにオフロードする処理をトリガするように構成され、具体的には、PDN接続内のデータ
フローを第1のアクセスネットワークにオフロードすることをPGWに通知するように構成さ
れ、PGWは、ネットワーク側デバイスからの通知にしたがって、PDN接続内のデータフロー
を第1のアクセスネットワークにオフロードするように構成される。
【００１３】
　提供される解決法では、第1のネットワーク要素が、HSSから、第2のアクセスネットワ
ークを介してUEによって確立されたPDN接続の情報を受信し、ここで情報はオフロード指
示情報を含み、第1のネットワーク要素が、さらに、オフロード指示情報にしたがって、P
DN接続内のデータフローを第1のアクセスネットワークにオフロードする処理をトリガし
、または、ネットワーク側のネットワーク要素がHSSによって配信されるオフロード指示
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情報およびオフロード能力情報にしたがってPDN接続内のデータフローを第1のアクセスネ
ットワークにオフロードする処理をトリガする(略して、オフロードをトリガする)ように
、UEが、UEのオフロード能力情報をネットワーク側に報告する。すなわち、第1のネット
ワーク要素は、HSSによって配信されるオフロード指示情報にしたがって、オフロード処
理をトリガし、または、第1のネットワーク要素は、HSSによって配信されるオフロード指
示情報およびUEによって報告されるオフロード能力情報にしたがって、オフロード処理を
トリガし、UEは、PDN接続のためにオフロードが必要とされることについての情報を、第1
のネットワーク要素に示す必要はない。したがって、UEは、IKEv2プロトコルをサポート
する必要がない。これは、UEに対する前述のオフロード技術の要求を低下させる。
【００１４】
　本発明の実施形態の技術的解決法をより明確に説明するために、下記では、従来技術ま
たは実施形態を説明するために必要な添付図面を簡単に紹介する。明らかに、下記の説明
での添付図面は、単にいくつかの実施形態を示し、当業者は、創造的な努力なしで、これ
らの添付図面から他の図面を依然として導出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施形態によるデータオフロードをトリガするための方法のフローチャ
ートである。
【図２】本発明の実施形態によるデータオフロードをトリガするための別の方法のフロー
チャートである。
【図３】本発明の例示的な実施形態1のフローチャートである。
【図４】本発明の例示的な実施形態2のフローチャートである。
【図５】本発明の例示的な実施形態3のフローチャートである。
【図６】本発明の例示的な実施形態4のフローチャートである。
【図７】本発明によるネットワーク側デバイスの実施形態の概略構造図である。
【図８】本発明によるネットワーク側デバイスの実施形態の別の概略構造図である。
【図９】本発明によるユーザ機器の実施形態の概略構造図である。
【図１０】本発明によるネットワークシステムの実施形態の概略構造図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の目的、技術的解決法、および利点を、より理解できるようにするために、下記
では、添付図面を参照して、本発明をさらに詳細に説明する。
【００１７】
　図1に示すように、本発明の実施形態で提供されるデータオフロードをトリガするため
の方法は、下記を含む。
【００１８】
　ステップ101:第1のネットワーク要素が、HSSから、PDN接続の情報を受信し、ここで、
情報はオフロード指示情報を含み、PDN接続は第2のアクセスネットワークを介してUEによ
って確立される。
【００１９】
　本発明のこの実施形態で言及するUEは、移動端末(Mobile Terminal)、モバイルユーザ
機器、などとも呼ばれてよい。UEは、無線アクセスネットワークを介して、1つまたは複
数のコアネットワークと通信することができ、具体的には、携帯電話(または、「セルラ
」電話とも呼ばれる)、移動体通信機能を有するデータカード、もしくは、組み込み型移
動体通信ユニットを有する、可搬型、ポケット型、もしくはハンドヘルドコンピュータ、
または、音声信号および/もしくはデータ信号を無線アクセスネットワークと交換する移
動体通信機能を有する車載デバイスであってよい。
【００２０】
　ステップ102:第1のネットワーク要素は、オフロード指示情報を取得し、オフロード指
示情報にしたがって、PDN接続内のデータフロー(すなわち、上述したIPフロー)を第1のア
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クセスネットワークにオフロードする処理をトリガする。
【００２１】
　好適には、PDN接続内のデータフローを第1のアクセスネットワークにオフロードする処
理をトリガするステップの前に、方法は、さらに、第1のネットワーク要素が、UEのオフ
ロード能力情報を取得するステップと、オフロード能力情報にしたがってUEがオフロード
処理をサポートすることを判定した後、第1のネットワーク要素が、PDN接続内のデータフ
ローを第1のアクセスネットワークにオフロードする処理をトリガするステップを実行す
るステップとを含むことができる。
【００２２】
　第1のネットワーク要素は、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)認証デバイスであ
ってよく、第1のアクセスネットワークは、WLANであり、第2のアクセスネットワークは、
3GPPアクセスネットワークである。
【００２３】
　HSSからPDN接続の情報を受信するステップは、UEがWLANネットワークにアクセスするア
クセス認証プロセスにおいて、WLAN認証デバイスが、認証、許可、および課金(AAA)サー
バ/プロキシを介してHSSによってWLAN認証デバイスに送信されるユーザ加入データを受信
するステップを含むことができ、ユーザ加入データは、PDN接続の情報を含む。
【００２４】
　方法は、さらに、アクセス認証が完了した後、WLAN認証デバイスが、UEから動的ホスト
構成プロトコル(DHCP)要求を受信するステップと、ローカルインターネットプロトコルIP
アドレスをUEに割り当てるステップと、ローカルIPパケットの負荷としてPDN接続のIPパ
ケットを用いて、UEと通信するステップとを含み、PDN接続のIPパケットは、WLANネット
ワークにオフロードされる。
【００２５】
　第1のネットワーク要素が、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)認証デバイスであ
る場合、第1のアクセスネットワークは、WLANネットワークであり、第2のアクセスネット
ワークは、3GPPアクセスネットワークであり、HSSからPDN接続の情報を受信するステップ
は、WLAN認証デバイスが、HSSから、3GPPアクセスネットワークを介してUEによって新た
に活性化されたPDN接続の情報を受信するステップも含む。
【００２６】
　第1のネットワーク要素は、移動管理エンティティ(MME)であってもよく、第1のアクセ
スネットワークは、3GPPアクセスネットワークであり、第2のアクセスネットワークは、W
LANネットワークであり、HSSからPDN接続の情報を受信するステップは、UEが3GPPアクセ
スネットワークに接続されるプロセスにおいて、MMEが、HSSからMMEに送信されるユーザ
加入データを受信するステップを含み、ユーザ加入データは、PDN接続の情報を含む。
【００２７】
　図2に示すように、本発明の実施形態は、データオフロードをトリガする別の方法を提
供する。図2に示すプロセスは、上記の実施形態によるUE側の例示的な実施形態の実施プ
ロセスである。プロセスは、下記を含む。
【００２８】
　ステップ201:UEが、UEのオフロード能力情報を取得する。
【００２９】
　ステップ202:ネットワーク側のネットワーク要素がHSSによって配信されるオフロード
指示情報およびオフロード能力情報にしたがってPDN接続内のデータフローを第1のアクセ
スネットワークにオフロードする処理をトリガするように、オフロード能力情報をネット
ワーク側に報告し、PDN接続は、第2のアクセスネットワークを介してUEによって確立され
る。
【００３０】
　前述の実施形態のそれぞれでは、第1のネットワーク要素は、HSSから、第2のアクセス
ネットワークを介してUEによって確立されたPDN接続の情報を受信し、ここで、情報はオ



(8) JP 5793812 B2 2015.10.14

10

20

30

40

50

フロード指示情報を含み、第1のネットワーク要素は、さらに、オフロード指示情報にし
たがって、PDN接続内のデータフローを第1のアクセスネットワークにオフロードする処理
をトリガし、または、UEは、ネットワーク側のネットワーク要素がHSSによって配信され
るオフロード指示情報およびオフロード能力情報にしたがってPDN接続内のデータフロー
を第1のアクセスネットワークにオフロードする処理をトリガするように、UEのオフロー
ド能力情報をネットワーク側に報告する。すなわち、第1のネットワーク要素は、HSSによ
って配信されるオフロード指示情報にしたがってオフロード処理をトリガし、または、第
1のネットワーク要素は、HSSによって配信されるオフロード指示情報およびUEによって報
告されるオフロード能力情報にしたがってオフロード処理をトリガし、UEは、PDN接続の
ためにオフロードが必要であることの情報を、第1のネットワーク要素に示す必要がない
。したがって、UEは、IKEv2プロトコルをサポートする必要がない。これは、UEに対する
前述のオフロード技術の要求を低下させ、UEのコストを低減する。
【００３１】
　さらに、この実施形態では、UEは、UEがオフロード機能をサポートしている場合にのみ
WLANアクセスネットワーク要素がオフロード処理をトリガするように、オフロード能力情
報を報告し、これにより、WLANネットワーク要素が成功することができないオフロード処
理をトリガすることを回避する。
【００３２】
　下記では、本発明の例示的ないくつかの実施形態を別々に詳述する。
【００３３】
「例示的な実施形態1」
　この例示的な実施形態が基づくシナリオは、下記の通りである。LTEネットワークまた
はWCDMA(登録商標)ネットワーク(LTE/WCDMA(登録商標))を介して複数のPDN接続を確立し
た後、UEは、WLANネットワークにアクセスし、確立されたPDN接続内のIPフローを、WLAN
ネットワークにオフロードする。
【００３４】
　図3に示すように、この例示的な実施形態は、下記のステップを含む。
【００３５】
　ステップ301:UEが、LTE内のPDN接続を確立する。
【００３６】
　UEによってLTE/WCDMA(登録商標)ネットワークでPDN接続を確立するための具体的な実施
解決法については、既存のLTE規格、および、LTE/WCDMA(登録商標)でPDN接続を確立する
ための様々な既存の技術における関連する説明を参照することができ、したがって、さら
なる詳細は、本明細書では提供されない。このステップでは、1つまたは複数のPDN接続が
確立されてよく、本出願文書でのPDN接続の確立は、PDN接続の活性化に相当する。
【００３７】
　ステップ302:UEが、WLANネットワークにアクセスし、アクセス認証プロセスを実行し、
ここで、アクセス認証プロセスは、UE、WLANネットワーク内の認証デバイス(下記では、
略してWLANアクセスネットワーク要素)、認証、許可、および課金(Authentication, Auth
orization, and Accounting, AAA)サーバ(Server)、ならびに、HSSの間で実行される。
【００３８】
　アクセス認証プロセスでのメッセージ交換方式は、既存のアクセス認証プロセスと基本
的に同様である。唯一の違いは、HSSに格納されるユーザ加入データの構造が、既存のユ
ーザ加入データと完全に同じではない点である。したがって、HSSによってAAAサーバに送
信されるメッセージ、AAAサーバによってWLANアクセスネットワーク要素に送信されるメ
ッセージ、または、AAAプロキシを使用することによって、AAAサーバによってWLANアクセ
スネットワーク要素に送信されるメッセージを含む、ユーザ加入データを含むと共にアク
セス認証プロセスに関わるメッセージの内容は、既存のメッセージの内容と完全に同じで
はない。ユーザ加入データの構造、および、メッセージ内容の両方の具体的な違いは、下
記の通りである。ユーザ加入データ内のPDN接続の情報では、ユーザの各加入APNは、対応
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するPDN接続の異なるIPフローが異なるアクセスネットワーク内で同時に伝送されること
を許可するオフロード指示情報、または、対応するPDN接続の異なるIPフローが異なるア
クセスネットワーク上で同時に伝送されることを許可しない指示情報によって構成される
。
【００３９】
　PDN接続の情報の内容は、下記のように示される。
【００４０】
【数１】

【００４１】
　情報の内容では、IFOM-Indicatorは、PDN接続の情報の現在の内容に基づいて新たに追
加された情報要素(Information Element、IE)である。情報要素は、列挙型であり、値は
、0/1である。情報要素の値が0として設定されている場合、対応するPDN接続の異なるIP
フローが異なるアクセスネットワークで同時に伝送されることが許可されないことを示し
、情報要素の値が1として設定されている場合、対応するPDN接続の異なるIPフローが異な
るアクセスネットワークで同時に伝送されることが許可されることを示す。
【００４２】
　WLANアクセスネットワーク要素は、WLAN認証機能を有するアクセスポイントコントロー
ラ(Access Point Controller、AC)であってよく、または、オーセンティケータ(Authenti
cator)機能を有する別のWLANネットワーク要素であってよい。
【００４３】
　ステップ303:オフロード指示情報がPDN接続の情報に含まれることを判定した後、WLAN
アクセスネットワーク要素は、アクセス認証プロセスで取得されるユーザ加入データ内の
PDN接続の情報にしたがって、PDN接続のためのオフロード処理をトリガする。
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【００４４】
　オフロード処理を必要とする複数のPDN接続が存在する場合、WLANアクセスネットワー
ク要素は、各PDN接続のためのオフロード処理をトリガする。
【００４５】
　アクセス認証プロセスでは、UEは、さらに、EAP-responseメッセージにオフロード能力
指標(indication:表示)(すなわち、UEのオフロード能力情報)を追加することができ、そ
のため、WLANアクセスネットワーク要素を含む、EAP-responseメッセージを受信するすべ
てのネットワーク要素が、UEのオフロード能力情報を取得することができる。オフロード
能力情報は、2つの値を有することができ、一方の値は、UEがオフロード機能をサポート
することを示し、他方の値は、UEがオフロード機能をサポートしないことを示す。UEは、
オフロード機能をサポートするその能力に応じて、フィールドの値を決定することができ
る。オフロード能力情報は、オフロードをサポートすることの指標であってもよい。オフ
ロード機能をサポートするUEは、オフロード能力情報をEAP-responseメッセージに直接追
加し、オフロード機能をサポートしないUEは、オフロード能力情報を追加しない。UEのオ
フロード能力情報を取得した後、WLANアクセスネットワーク要素は、UEのオフロード能力
情報、すなわちオフロード機能がサポートされるまたはオフロード機能がサポートされな
い、を記録する。
【００４６】
　ステップ303では、PDN接続のためのオフロード処理をトリガする前に、WLANアクセスネ
ットワーク要素は、さらに、UEのオフロード能力情報を判定することを必要とし、UEのオ
フロード能力情報が、UEがオフロード機能をサポートすることである場合、WLANアクセス
ネットワーク要素は、PDN接続のためのオフロード処理をトリガするステップを実行し、
そうでない場合、WLANアクセスネットワーク要素は、PDN接続のためのオフロード処理を
トリガしない。具体的には、WLANアクセスネットワーク要素は、最初に、UEのオフロード
能力情報を判定することができ、次に、PDN接続の情報内のオフロード指示情報にしたが
って、オフロード処理をトリガするかどうかを判定することができ、または、最初に、PD
N接続の情報内のオフロード指示情報にしたがって、次に、UEのオフロード能力情報にし
たがって、オフロード処理をトリガするかどうかを判定することができる。ステップ303
のオフロード処理をトリガするための解決法は、基本的に従来技術と同様であり、簡単な
説明は、下記の通りである。WLANアクセスネットワーク要素は、PDN接続の情報に含まれ
るAPN情報にしたがって、対応するPGWを決定し、PDN接続のためのオフロード処理を活性
化するために、決定したPGWにメッセージを送信し、ここで、メッセージは、APN情報およ
びオフロード指示を含む。
【００４７】
　ステップ304では、APN情報およびオフロード指示情報を伝送するメッセージを受信する
PGWは、APN情報にしたがって、PDN接続に対応するUEのIPアドレスを決定し、応答メッセ
ージを使用することによって、IPアドレスをWLANアクセスネットワーク要素にフィードバ
ックし、次に、PGWは、それ自体によって、伝送のためのWLANネットワークにオフロード
すべきIPフローを決定し、または、PCRFと相互作用することによって、伝送のためのWLAN
ネットワークにオフロードすべきIPフローを決定し、決定したIPフローを、WLANネットワ
ークを介して送信する。
【００４８】
　この実施形態では、LTEまたはWCDMA(登録商標)のPDN接続を確立し、IPアドレスを取得
した後、UEは、WLANに接続した後、DHCPプロセスを開始しなくてよい。代わりに、UEは、
WLANに接続した後、DHCPメッセージを開始することができるが、しかしWLANアクセスネッ
トワーク要素は、DHCP要求メッセージを受信した後、UEにDHCP要求拒絶メッセージを返す
。
【００４９】
　この例示的な実施形態では、WLANアクセスネットワーク要素は、HSSから、LTE/WCDMA(
登録商標)ネットワークを介してUEによって確立されたPDN接続の情報を受信し、ここで、
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情報は、オフロード指示情報を含み、WLANアクセスネットワーク要素は、さらに、オフロ
ード指示情報にしたがって、PDN接続内のデータフローをWLANネットワークにオフロード
する処理をトリガし、UEは、PDN接続のためにオフロードが必要であることの情報を、WLA
Nアクセスネットワーク要素に示す必要がない。したがって、UEは、IKEv2プロトコルをサ
ポートする必要がない。これは、UEに対する前述のオフロード技術の要求を低下させる。
【００５０】
　さらに、この例示的な実施形態では、UEは、UEがオフロード機能をサポートしている場
合にのみWLANアクセスネットワーク要素がオフロード処理をトリガするように、オフロー
ド能力情報を報告し、これにより、WLANネットワーク要素が成功することができないオフ
ロード処理をトリガすることを回避する。
【００５１】
「例示的な実施形態2」
　この例示的な実施形態が基づくシナリオは、下記の通りである。WLANネットワークにア
クセスし、PDN接続を活性化した後、UEは、LTEまたはWCDMA(登録商標)ネットワークにア
クセスし、活性化したPDN接続のIPフローをLTEまたはWCDMA(登録商標)ネットワークにオ
フロードする。
【００５２】
　図4に示すように、この実施形態は、下記のステップを含む。
【００５３】
　ステップ401:UEが、WLANネットワークを介してEPCネットワークにアクセスし、WLANア
クセスネットワーク要素を介してPDN接続を活性化し、すなわち、WLANネットワーク内のP
DN接続を活性化する。
【００５４】
　WLANでは、UEが、APN情報をWLANアクセスネットワーク要素に送信しない場合、WLANア
クセスネットワーク要素は、ユーザ加入情報にしたがって、APNを選択し、APNを介して、
PDN接続を確立し、UEが、APN情報をWLANアクセスネットワーク要素に送信する場合、WLAN
アクセスネットワーク要素は、APN情報に対応するAPNを介して、PDN接続を確立する。APN
を介してPDN接続を確立するための解決法についての詳細に関して、背景技術部分の関連
する説明を参照することができる。
【００５５】
　ステップ402:UEが、LTEネットワークまたはWCDMA(登録商標)ネットワークにアクセスし
、接続(attach)プロセスを実行し、接続プロセスでは、HSSは、MMEに、PDN接続の情報を
示す。
【００５６】
　接続プロセスでのメッセージ交換方式は、既存の接続プロセスと基本的に同様である。
唯一の違いは、HSSに格納されるユーザ加入データの構造が、既存のユーザ加入データと
完全に同じではない点である。したがって、HSSによってMMEに送信される位置更新承認(l
ocation update ack)メッセージを含む、ユーザ加入データを含むと共にプロセスに関わ
るメッセージの内容は、既存のメッセージの内容と完全に同じではない。ユーザ加入デー
タの構造、および、メッセージ内容の両方の具体的な違いは、前述の例示的な実施形態と
同様であり、したがって、さらなる詳細は、本明細書で提供されない。
【００５７】
　ステップ403:オフロード指示情報が、PDN接続の情報に含まれることを判定した後、MME
は、接続プロセスで取得したユーザ加入データ内のPDN接続の情報にしたがって、PDN接続
のためのオフロード処理をトリガする。
【００５８】
　オフロード処理を必要とする複数のPDN接続が存在する場合、WLANアクセスネットワー
ク要素は、各PDN接続のためのオフロード処理をトリガする。
【００５９】
　接続プロセスでは、UEによってネットワーク側に送信される接続メッセージは、さらに
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、オフロード能力情報を伝送することができる。詳細な伝送方式について、先の実施形態
でのオフロード能力情報をEAP-responseに追加する解決法を参照されたい。UEによってネ
ットワーク側に送信された接続メッセージを受信した後、MMEは、UEのオフロード能力情
報、すなわちオフロード機能がサポートされるまたはオフロード機能がサポートされない
、を記録する。
【００６０】
　ステップ403では、PDN接続のためのオフロード処理をトリガする前に、MMEは、さらに
、UEのオフロード能力情報を判定することを必要とし、UEのオフロード能力情報が、UEが
オフロード機能をサポートすることである場合、MMEは、PDN接続のためのオフロード処理
をトリガするステップを実行し、そうでない場合、MMEは、PDN接続のためのオフロード処
理をトリガしない。具体的には、MMEは、最初に、UEのオフロード能力情報を判定するこ
とができ、次に、PDN接続の情報内のオフロード指示情報にしたがって、オフロード処理
をトリガするかどうかを判定することができ、または、最初に、PDN接続の情報内のオフ
ロード指示情報にしたがって、次に、UEのオフロード能力情報にしたがって、オフロード
処理をトリガするかどうかを判定することができる。
【００６１】
　ステップ403では、オフロード処理をトリガするための解決法は、基本的に従来技術と
同様であり、簡単な説明は、下記の通りである。移動管理エンティティ(MME)は、セッシ
ョン作成要求(create session request)メッセージのような、オフロード処理を必要とす
るPDN接続のAPN情報を含むメッセージを、サービスゲートウェイ(SGW)に送信し、SGWは、
セッション作成要求メッセージ内のAPN情報にしたがって、対応するPGWを決定し、APNお
よびオフロード指示を伝送するメッセージをPGWに送信し、PDN接続のためのオフロード処
理を活性化する。
【００６２】
　ステップ404:APNおよびオフロード指示を伝送するメッセージを受信するPGWは、APN情
報にしたがって、PDN接続に対応するUEのIPアドレスを決定し、IPアドレスを応答メッセ
ージに追加し、応答メッセージを、SGWを介してMMEにフィードバックし、代わりに、MME
は、オフロード処理が特定のPDN接続のために活性化されていることを、UEに通知するこ
とができ、ここで、伝送されるパラメータは、APN、IPアドレス、およびオフロード指示
を含み、次に、PGWは、それ自体によって、伝送のためのWLANネットワークにオフロード
すべきIPフローを決定し、または、PCRFと相互作用することによって、伝送のためのLTE
またはWCDMA(登録商標)ネットワークにオフロードすべきIPフローを決定し、決定したIP
フローを、LTE/WCDMA(登録商標)ネットワークを介して送信する。
【００６３】
　この例示的な実施形態では、MMEは、HSSから、WLANネットワークを介してUEによって確
立されたPDN接続の情報を受信し、ここで、情報は、オフロード指示情報を含み、MMEは、
さらに、オフロード指示情報にしたがって、PDN接続内のデータフローをLTE/WCDMA(登録
商標)ネットワークにオフロードする処理をトリガし、UEは、PDN接続のためにオフロード
が必要であることの情報を、MMEに示す必要がない。したがって、UEは、IKEv2プロトコル
をサポートする必要がない。これは、UEに対する前述のオフロード技術の要求を低下させ
る。
【００６４】
　さらに、この例示的な実施形態では、UEは、UEがオフロード機能をサポートしている場
合にのみMMEがオフロード処理をトリガするように、オフロード能力情報を報告し、これ
により、MMEが成功することができないオフロード処理をトリガすることを回避する。
【００６５】
「例示的な実施形態3」
　この実施形態が基づくシナリオは、下記の通りである。UEが、LTEネットワークまたはW
CDMA(登録商標)ネットワークを介してPDN接続を確立し、WLANネットワークを介してPDN接
続を確立した後(このプロセスでは、オフロード処理は、例示的な実施形態1または例示的
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な実施形態2に基づいて実行されてよい)、UEは、さらに、LTEでのPDN接続を新たに活性化
し、新たに活性化されたPDN接続のために、オフロード処理がWLANで実行される。
【００６６】
　図5に示すように、この例示的な実施形態のプロセスは、下記のステップを含む。
【００６７】
　ステップ501:UEは、LTE/WCDMA(登録商標)ネットワークを介して新しいPDN接続を活性化
し、MMEは、新たに活性化されたPDN接続の情報をHSSに通知する。
【００６８】
　既存の規格は、このステップの詳細な説明をすでに提供しており、したがって、さらな
る詳細は、本明細書では提供されない。
【００６９】
　ステップ502:HSSは、WLANアクセスネットワーク要素に、新たに活性化されたPDN接続の
情報を配信し、ここで、情報は、オフロード指示情報を含む。
【００７０】
　このステップでは、この例示的な実施形態、および例示的な実施形態1で、APNがオフロ
ード処理を許可するかどうかについての情報が、加入ユーザデータに記録されることが類
似している。MMEから通知を受信した後、HSSは、MMEからの通知内のAPN情報、および、AP
Nがオフロード処理を許可するかどうかについての記録された情報にしたがって、新たに
活性化されたPDN接続のためにオフロード処理が実行される必要があるかどうかを判定す
ることができる。もしオフロード処理が実行される必要がない場合、このステップを実行
する必要はなく、従来技術と同様の処理がPDN接続のために実行される。もしオフロード
処理が実行される必要がある場合、HSSは、(AAAサーバ/プロキシを介して)UEによってア
クセスされるWLANアクセスネットワーク要素の記録された情報にしたがって、WLANアクセ
スネットワーク要素に通知メッセージを送信する。通知メッセージは、具体的には、ユー
ザデータ更新メッセージであってよく、更新メッセージは、UEのすべての加入データを含
む。通知メッセージは、PDN接続更新メッセージのような、新たに定義されるメッセージ
であってもよく、ここで、メッセージは、新たに活性化されたPDN接続の情報を含み、情
報は、オフロード指示情報を含む。オフロード情報を含むPDN接続の情報の内容は、例示
的な実施形態1と同様であり、したがって、さらなる詳細は、本明細書では提供されない
。
【００７１】
　ステップ503:HSSから送信される新たに活性化されたPDN接続の情報にしたがって、新た
に活性化されたPDN接続の情報がオフロード指示情報を含むことを判定した後、WLANアク
セスネットワーク要素は、新たに活性化されたPDN接続のためのオフロード処理をトリガ
する。
【００７２】
　このステップおよび後続のステップ504の具体的な実施については、例示的な実施形態1
のステップ303および304の実施を参照されたい。ステップ503では、WLANアクセスネット
ワーク要素は、UEのオフロード能力情報と組み合わせて、PDN接続のためのオフロード処
理をトリガするかどうかを決定することもでき、具体的な内容は、本明細書では提供され
ない。
【００７３】
　この例示的な実施形態では、WLANアクセスネットワーク要素は、HSSから、LTE/WCDMA(
登録商標)ネットワークを介してUEによって新たに確立されたPDN接続の情報を受信し、こ
こで、情報は、オフロード指示情報を含み、WLANアクセスネットワーク要素は、さらに、
オフロード指示情報にしたがって、PDN接続内のデータフローをWLANネットワークにオフ
ロードする処理をトリガし、UEは、PDN接続のためにオフロードが必要であることの情報
を、WLANアクセスネットワーク要素に示す必要がない。したがって、UEは、IKEv2プロト
コルをサポートする必要がない。これは、UEに対する前述のオフロード技術の要求を低下
させる。
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【００７４】
　さらに、この例示的な実施形態では、UEは、UEがオフロード機能をサポートしている場
合にのみWLANアクセスネットワーク要素がオフロード処理をトリガするように、オフロー
ド能力情報を報告し、これにより、WLANネットワーク要素が成功することができないオフ
ロード処理をトリガすることを回避する。
【００７５】
「例示的な実施形態4」
　この実施形態が基づくシナリオは、例示的な実施形態1と同様であり、別の実施の解決
法が提供される。
【００７６】
　図6に示すように、この実施形態のプロセスに含まれるステップ601～603は、それぞれ
、ステップ301～303と同様である。
【００７７】
　違いは、この例示的な実施形態は、さらに、ステップ604およびステップ605を含む点で
ある。絶対的な順序は、ステップ603およびステップ604またはステップ605に関して定義
されない。ステップ604およびステップ605は、ステップ603の前もしくは後であってよく
、または、同時に実行されてよく、または、図6に示すように、ステップ604は、最初に実
行されてよく、次に、ステップ603が実行され、ステップ605が実行される。
【００７８】
　ステップ604:アクセス認証が完了した後、UEは、DHCP要求をWLANアクセスネットワーク
要素に送信する。
【００７９】
　ステップ605:DHCP要求を受信した後、WLANアクセスネットワーク要素は、ローカルIPア
ドレスをUEに割り当て、WLANアクセスネットワーク要素とUEとの間のIP in IPトンネルを
確立する。
【００８０】
　ステップ606は、ステップ304と同様である。ステップ607では、UEは、WLANネットワー
クにオフロードされるIPフローのデータをカプセル化し、UEとWLANアクセスネットワーク
要素との間に確立されたIP in IPトンネルでデータを送信し、それに対応して、PGWからW
LANアクセスネットワーク要素によって受信される対応するIPフローのデータもカプセル
化され、IP in IPトンネルで送信される。すなわち、UEおよびWLANアクセスネットワーク
要素の両方が、通信のためのローカルIPパケットの負荷として、オフロードされるIPフロ
ーパケットを使用する。
【００８１】
　この例示的な実施形態では、WLANアクセスネットワーク要素は、HSSから、LTE/WCDMA(
登録商標)ネットワークを介してUEによって確立されたPDN接続の情報を受信し、ここで、
情報は、オフロード指示情報を含み、WLANアクセスネットワーク要素は、さらに、オフロ
ード指示情報にしたがって、PDN接続内のデータフローをWLANネットワークにオフロード
する処理をトリガし、UEは、PDN接続のためにオフロードが必要であることの情報を、WLA
Nアクセスネットワーク要素に示す必要がない。したがって、UEは、IKEv2プロトコルをサ
ポートする必要がない。これは、UEに対する前述のオフロード技術の要求を低下させる。
【００８２】
　さらに、この例示的な実施形態では、UEは、UEがオフロード機能をサポートしている場
合にのみWLANアクセスネットワーク要素がオフロード処理をトリガするように、オフロー
ド能力情報を報告し、これにより、WLANアクセスネットワーク要素が成功することができ
ないオフロード処理をトリガすることを回避する。
【００８３】
　当業者は、方法の実施形態のステップの全部または一部が、関連するハードウェアに命
令するプログラムによって実施され得ることを理解することができる。プログラムは、コ
ンピュータ可読記憶媒体に格納されてよい。プログラムが実行される場合、本発明のデー
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タオフロードをトリガするための前述の方法の各実施の内容が含まれてよい。本明細書で
言及する記憶媒体は、ROM/RAM、磁気ディスク、光ディスク、などであってよい。
【００８４】
　本発明の実施形態は、さらに、ネットワーク側デバイスを提供する。図7に示すように
、ネットワーク側デバイスは、HSSからPDN接続の情報を受信するように構成された受信ユ
ニット71であって、情報がオフロード指示情報を含み、PDN接続が第2のアクセスネットワ
ークを介してUEによって確立される、受信ユニット71と、受信ユニット71によって受信さ
れるPDN接続の情報に含まれるオフロード指示情報を取得するように構成された取得ユニ
ット72と、取得ユニット72によって取得されるオフロード指示情報にしたがって、PDN接
続内のデータフローを第1のアクセスネットワークにオフロードする処理をトリガするよ
うに構成されたオフロードトリガユニット73とを含む。
【００８５】
　例示的な実施形態では、ネットワーク側デバイスは、WLAN認証デバイスであり、第1の
アクセスネットワークは、WLANネットワークであり、第2のアクセスネットワークは、LTE
ネットワークまたはWCDMA(登録商標)ネットワークのような3GPPアクセスネットワークで
ある。
【００８６】
　受信ユニット71は、具体的には、UEがWLANネットワークにアクセスするアクセス認証プ
ロセスで、HSSによってAAAサーバ/プロキシを介してWLAN認証デバイスに送信されるユー
ザ加入データを受信するように構成され、ここで、ユーザ加入データは、PDN接続の情報
を含む。
【００８７】
　さらに、受信ユニット71は、UEからDHCP要求を受信するように構成されてよい。図8に
示すように、WLAN認証デバイスは、さらに、受信ユニット71によって受信されるDHCP要求
にしたがって、ローカルIPアドレスをUEに割り当て、ローカルIPパケットの負荷としてPD
N接続のIPパケットを用いて、WLAN認証デバイスの送信ユニットおよび受信ユニット71を
介して、UEと通信するように構成された通信処理ユニット74を含むことができ、PDN接続
のIPパケットは、WLANネットワークにオフロードされる。
【００８８】
　別の例示的な実施形態では、ネットワーク側デバイスは、MMEであり、第1のアクセスネ
ットワークは、LTEネットワークまたはWCDMA(登録商標)ネットワークのような3GPPアクセ
スネットワークであり、第2のアクセスネットワークは、WLANネットワークである。
【００８９】
　受信ユニット71は、具体的には、UEが3GPPアクセスネットワークに接続されるプロセス
で、HSSからユーザ加入データを受信するように構成され、ここで、ユーザ加入データは
、PDN接続の情報を含む。
【００９０】
　さらに別の例示的な実施形態では、ネットワーク側デバイスは、WLAN認証デバイスであ
り、第1のアクセスネットワークは、WLANネットワークであり、第2のアクセスネットワー
クは、LTEネットワークまたはWCDMA(登録商標)ネットワークのような3GPPアクセスネット
ワークである。
【００９１】
　受信ユニット71は、具体的には、HSSから、3GPPアクセスネットワークを介してUEによ
って新たに活性化されたPDN接続の情報を受信するように構成される。
【００９２】
　ネットワーク側デバイスの実施形態および例示的な実施形態に基づいて、受信ユニット
71は、さらに、UEのオフロード能力情報を受信するように構成されてよい。
【００９３】
　オフロードトリガユニット73は、具体的には、取得ユニット72によって取得されるオフ
ロード指示情報、および、受信ユニット71によって受信されるオフロード能力情報にした
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がって、UEがオフロード処理をサポートすることを判定した後、PDN接続上のデータフロ
ーを第1のアクセスネットワークにオフロードする処理をトリガするように構成される。
【００９４】
　本発明の実施形態は、さらに、ユーザ機器を提供する。図9に示すように、ユーザ機器
は、ユーザ機器のオフロード能力情報を取得するように構成された取得ユニット91と、取
得ユニット91によって取得されるオフロード能力情報をネットワーク側に報告するように
構成された報告ユニット92とを含み、そのため、ネットワーク側のネットワーク要素は、
HSSによって配信されるオフロード指示情報、およびオフロード能力情報にしたがって、P
DN接続内のデータフローを第1のアクセスネットワークにオフロードする処理をトリガし
、PDN接続は、第2のアクセスネットワークを介してUEによって確立される。
【００９５】
　本発明の実施形態は、さらに、ネットワークシステムを提供する。図10に示すように、
ネットワークシステムは、前述のネットワーク側デバイスの実施形態で言及した任意のネ
ットワーク側デバイス1001、および、PGW1002を含む。
【００９６】
　ネットワーク側デバイス1001は、PDN接続内のデータフローを第1のアクセスネットワー
クにオフロードする処理をトリガするように構成され、具体的には、PDN接続内のデータ
フローを第1のアクセスネットワークにオフロードすることをPGW1002に通知するように構
成される。
【００９７】
　PGW1002は、ネットワーク側デバイス1001からの通知にしたがって、PDN接続内のデータ
フローを第1のアクセスネットワークにオフロードするように構成される。
【００９８】
　本発明のネットワーク側デバイスの実施形態、ユーザ機器の実施形態、およびネットワ
ークシステムの実施形態に関与する情報交換方法または情報処理方法のさらなる実施に関
しては、前述のデータオフロードトリガ方法の各実施形態および各例示的な実施形態を参
照されたい。したがって、さらなる詳細は、本明細書では提供されない。
【００９９】
　ネットワーク側デバイスの実施形態、ユーザ機器の実施形態、およびネットワークシス
テムの実施形態では、第1のネットワーク要素は、HSSから、第2のアクセスネットワーク
を介してUEによって確立されたPDN接続の情報を受信し、ここで、情報は、オフロード指
示情報を含み、第1のネットワーク要素は、さらに、オフロード指示情報にしたがって、P
DN接続内のデータフローを第1のアクセスネットワークにオフロードする処理をトリガし
、または、UEは、ネットワーク側の第1のネットワーク要素がHSSによって配信されるオフ
ロード指示情報およびオフロード能力情報にしたがってオフロード処理をトリガするよう
に、UEのオフロード能力情報をネットワーク側に報告し、ここで、第1のネットワーク要
素はPDN接続をトリガするように構成される。すなわち、第1のネットワーク要素は、HSS
によって配信されるオフロード指示情報にしたがって、オフロード処理をトリガし、また
は、第1のネットワーク要素は、HSSによって配信されるオフロード指示情報およびUEによ
って報告されるオフロード能力情報にしたがって、オフロード処理をトリガし、UEは、PD
N接続のためにオフロードが必要とされることについての情報を、第1のネットワーク要素
に示す必要はない。したがって、UEは、IKEv2プロトコルをサポートする必要がない。こ
れは、UEに対する前述のオフロード技術の要求を低下させ、UEのコストを低減する。
【０１００】
　さらに、ネットワーク側デバイスの実施形態、ユーザ機器の実施形態、およびネットワ
ークシステムの実施形態では、UEは、UEがオフロード機能をサポートしている場合にのみ
WLANアクセスネットワーク要素またはMMEがオフロード処理をトリガするように、オフロ
ード能力情報を報告する。これは、成功することができないオフロード処理がトリガされ
ることを回避する。
【０１０１】
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　本発明は、図面に示され、本発明のいくつかの例示的な実施形態を参照することによっ
て説明される。しかしながら、当業者は、本発明の要旨および範囲から逸脱することなく
、様々な変更が、形式および細部になされてよいことを理解すべきである。
【符号の説明】
【０１０２】
　　71　受信ユニット
　　72　処理ユニット
　　73　オフロードトリガユニット
　　74　通信処理ユニット
　　91　取得ユニット
　　92　報告ユニット
　　1001　ネットワーク側デバイス
　　1002　PGW
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