
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワーク識別情報を保持するモバイルノードと、該モバイルノードと通信可能な複
数のアクセスルータを含む多段に接続された複数のルータとをそなえたモバイル通信シス
テムにおけるモバイル通信方法であって、
　該モバイルノードが、該複数のアクセスルータのうちの第１のアクセスルータと通信し
、
　該モバイルノードが、該ネットワーク識別情報の変化に基づいて、該モバイルノード自
身の移動前の第１の仮アドレスを、第２のアクセスルータの移動後の第２の仮アドレスに
するように該複数のルータ側に対して変更登録要求を送信し、
　該多段に接続された複数のルータのうちの分岐ルータが、該第１の仮アドレスと該第２
の仮アドレスとを対応付けて保持するキャッシュを生成し、
　該分岐ルータが、該キャッシュに基づいて、該第１の仮アドレス宛のパケットを該第２
の仮アドレス宛に転送するように構成されたことを特徴とする、モバイル通信方法。
【請求項２】
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該モバイルノードが、該ネットワーク識別情報の変化に基づいて、該第１の仮アドレス
を該第２の仮アドレスにするように該複数のアクセスルータのうちのいずれかのアクセス
ルータに対して該変更登録要求を送信し、
　該分岐ルータが、予め登録した該第１の仮アドレスと該変更登録要求に含まれる該第２
の仮アドレスとをバインディングして保持するキャッシュを生成し、



【請求項３】
　

【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
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　該分岐ルータが、送信元ノードから送信された該第１の仮アドレス宛のパケットを代理
受信しそのパケットを該第２の仮アドレス宛に転送するように構成されたことを特徴とす
る、請求項１記載のモバイル通信方法。

該モバイルノードが、該第１のアクセスルータおよび該第２のアクセスルータの双方と
異なる第３のアクセスルータの属するネットワーク識別情報に基づいて、該第３のアクセ
スルータの第３の仮アドレスを生成し、
　該モバイルノードが、該分岐ルータに対して、該第１の仮アドレスおよび該第３の仮ア
ドレスを含む登録更新依頼を送信し、
　該分岐ルータが、該登録更新依頼に含まれる該第１の仮アドレスについて該キャッシュ
を検索し、
　該分岐ルータが、該第１の仮アドレスについての該キャッシュを生成している場合は該
登録更新依頼に含まれる第３の仮アドレスを抽出し、
　該分岐ルータが、抽出した該第３の仮アドレスと該第１の仮アドレスとを対応付けて該
キャッシュを更新し、
　該分岐ルータが、送信元ノードから送信された該第１の仮アドレス宛のパケットを代理
受信しそのパケットを該キャッシュの該第３の仮アドレス宛に転送するように構成された
ことを特徴とする、請求項１記載のモバイル通信方法。

該モバイルノードが、
　該モバイルノード自身の移動が生じ、かつその時点において該モバイルノードが他のモ
バイルノード又はサーバとの通信が発生しているときに、該変更登録要求を送信するよう
に構成されたことを特徴とする、請求項１記載のモバイル通信方法。

該モバイルノードがモバイル端末として構成されるとともに、該仮アドレスが気付アド
レスとして構成され、
　ネットワークに移動したモバイル端末が、ハンドオーバするときに、該第２のアクセス
ルータに対して、該モバイル端末の第１の気付アドレスを該第２の気付アドレスに変更す
るよう変更登録要求を送信し、
　該分岐ルータが、該第１のアクセスルータおよび該第２のアクセスルータの接続位置に
基づいて決定され、
　該分岐ルータが、該第１の気付アドレスと該変更登録要求に含まれる該第２の気付アド
レスとの対応関係を保持するキャッシュを生成し、
　該分岐ルータが、送信元ノードから送信された該第１の気付アドレスの宛パケットを、
該キャッシュに基づいて、該第２の気付アドレス宛に転送するように構成されたことを特
徴とする、請求項１記載のモバイル通信方法。

該モバイルノードがモバイル端末として構成されるとともに、該仮アドレスが気付アド
レスとして構成され、
　ネットワークにおける該複数のアクセスルータのうちの少なくとも１台のアクセスルー
タが、該アクセスルータ自身の属するネットワーク識別情報を含む広告メッセージを報知
し、
　該モバイル端末が、該広告メッセージに含まれるネットワーク識別情報に基づいて該第
３の気付アドレスを生成し、
　該モバイル端末が、ホームエージェントに対して該第３の気付アドレスを含む位置登録
要求を送信し、
　該ホームエージェントが、該ホームアドレスと該第３の気付アドレスとの対応関係を保
持するキャッシュを生成し、
　該ホームエージェントが、該送信元ノードから送信されたパケットであって該モバイル
端末の第３の気付アドレスを有するパケットを、該キャッシュに基づいて該モバイル端末



【請求項７】
　

【請求項８】
　

【請求項９】
　ネットワーク識別情報を保持するモバイルノードと、該モバイルノードと通信可能な複
数のアクセスルータを含む多段に接続された複数のルータとをそなえたモバイル通信シス
テムにおけるモバイル通信方法であって、
　該複数のアクセスルータのうちの第１のアクセスルータと通信している該モバイルノー
ドが、該ネットワーク識別情報の変化を検出し、
　該モバイルノードが、該モバイルノードのホスト名と該モバイルノードの移動前の第１
の仮アドレスとを対応づけて保持するドメイン・ネーム・システムに対して、該ネットワ
ーク識別情報の変化に基づいて、該モバイルノードの移動先を示す第１の仮アドレスの変
更登録要求を送信し、
　該ドメイン・ネーム・システムが、該ドメイン・ネーム・システムの保持内容を更新し
、
　送信元ノードが、該ドメイン・ネーム・システムに対して該ホスト名に対応する第１の
仮アドレスを問い合わせ、
　該送信元ノードが、該第１の仮アドレス宛にパケットを送信するように構成されたこと
を特徴とする、モバイル通信方法
【請求項１０】
　ネットワーク識別情報を保持するモバイルノードと、該モバイルノードと通信可能な複
数のアクセスルータを含む多段に接続された複数のルータとをそなえたモバイル通信シス
テムであって、
　該複数のルータのうちの該パケットを転送する少なくとも一台のルータが、
　該モバイルノードの第１の気付アドレスを保持するキャッシュテーブルと、
　該複数のアクセスルータを有するネットワークにおいて移動した該モバイルノードから
の第１パケットと該送信元ノードからの第２パケットとを受信する第１受信部と、
　該第１受信部にて受信された第２パケットが、該モバイルノードの第１の仮アドレスか
ら第２の仮アドレスへの変更登録要求を含む場合は該キャッシュテーブルに保持された該
第１の気付アドレスを該第２の気付アドレスに変更する変更処理部と、
　該第１受信部にて受信された第１パケットを転送すべき次ホップルータのアドレスと、
該第２パケットに含まれる宛先ネットワーク識別情報とを対応付けたルーティング情報に
基づいて、該変更処理部にて変更された該第２の気付アドレス宛に該第２パケットを送信
する第１送信部とをそなえ、
　さらに、
　該モバイルノードが、
　該モバイルノード自身と通信しているアクセスルータの識別子を保持するルータ識別子
保持部と、
　該パケットを受信する第２受信部と、
　該第２受信部にて受信されたパケットに含まれるネットワーク識別情報と該ルータ識別
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に対して転送するように構成されたことを特徴とする、請求項３記載のモバイル通信方法
。

該パケットを用いた通信が、インターネットプロトコルネットワークにおける物理的接
続位置を変更した状態において通信可能なモバイルプロトコルを用いる場合、該モバイル
端末は、該ホームエージェントヘの位置更新によらずに通信できるように構成されたこと
を特徴とする、請求項６記載のモバイル通信方法。

該パケットを用いた通信が、インターネットプロトコルネットワークにおける物理的接
続位置を変更した状態において通信可能なモバイルプロトコルを用いる場合、該モバイル
端末は、該モバイル端末自身のホスト名と該モバイルノードの移動前の第１の仮アドレス
とを対応付けて保持するドメイン・ネーム・システムの保持内容を変更しないように構成
されたことを特徴とする、請求項６記載のモバイル通信方法。

。



子保持部に保持された該第１のアクセスルータの識別子とに基づいて、通信相手側が該第
１のアクセスルータから第２のアクセスルータに変更したことを検出する検出部と、
　該検出部が変更を検出すると該第２のアクセスルータに対して、モバイルノードの第１
の気付アドレスを第２の気付アドレスに変更するよう変更登録要求を送信する第２送信部
とをそなえて構成されたことを特徴とする、モバイル通信システム。
【請求項１１】
　

【請求項１２】
　

【請求項１３】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、例えばＩＰ（ Internet Protocol）ネットワーク技術に関し、特に、ＩＰネ
ットワークにおけるモバイル通信のサポート技術に用いて好適な、モバイル通信方 よ
びモバイル通信システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、歩行中又は電車内においては、多くのユーザが携帯電話を用いており、各ユーザは
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該少なくとも一台のルータが、
　該モバイルノードの第１の気付アドレスと該モバイルノードの第２の気付アドレスとの
間における転送ルートのノードに設けられるように構成されたことを特徴とする、請求項
１０記載のモバイル通信システム。

ネットワーク識別情報を保持するモバイルノードと、該モバイルノードと通信可能な複
数のアクセスルータを含む多段に接続された複数のルータとをそなえたモバイル通信シス
テムであって、
　該複数のルータのうちの該パケットを転送する少なくとも一台のルータが、
　該モバイルノードの第１の気付アドレスを保持するキャッシュテーブルと、
　該複数のアクセスルータを有するネットワークにおいて移動した該モバイルノードから
の第１パケットと該送信元ノードからの第２パケットとを受信する第１受信部と、
　該第１受信部にて受信された第２パケットが、該モバイルノードの第１の気付アドレス
から第２の気付アドレスへの変更登録要求を含む場合は該キャッシュテーブルを該第２の
気付アドレスに変更する変更処理部と、
　該第１受信部にて受信された第１パケットを転送すべき次ホップルータのアドレスと、
該第２パケットに含まれる宛先ネットワーク識別情報とを対応付けたルーティング情報に
基づいて、該変更処理部にて変更された該第２の仮アドレス宛に該第２パケットを送信す
る第１送信部とをそなえ、
　さらに、
　該モバイルノードが、
　該モバイルノード自身と通信しているアクセスルータの識別子を保持するルータ識別子
保持部と、
　該パケットを受信する第２受信部と、
　該第２受信部にて受信されたパケットに含まれるネットワーク識別情報と該ルータ識別
子保持部に保持された該アクセスルータの識別子とに基づいて、通信相手側が該第１のア
クセスルータから第２のアクセスルータに変更したことを検出する検出部と、
　該検出部が変更を検出すると該第２のアクセスルータに対して、該モバイルノードの第
１の気付アドレスを第２の仮アドレスに変更するよう変更登録要求を送信する第２送信部
とをそなえて構成されたことを特徴とする、モバイル通信システム。

該ルータの該変更処理部が、
　該モバイルノードが送信した該変更登録要求に対する確認応答を該モバイルノードに対
して送信するように構成されたことを特徴とする、請求項１０又は請求項１２記載のモバ
イル通信システム。

法お



、ホームページへのアクセス又は電子メールなどの通信サービスの提供を受けている。こ
の通信サービスに用いられるプロトコルは、よく知られているように、ＩＰプロトコルで
ある。
【０００３】
このＩＰプロトコルが開発されたときは、ＩＰネットワークに接続されたワークステーシ
ョン，パーソナルコンピュータ（パソコン）などの端末は、すべて固定物であり、各端末
は移動しないことが前提とされていた。ところが、最近の移動通信技術の向上とともに、
ＩＰネットワークに接続された端末に移動性（モビリティ）を与える通信サービスが主流
になってきている。この通信サービスを提供するためには、その管理は、ＩＰネットワー
クに、移動端末（ Mobility Node：以下、モバイルノードＭＮと称する。）のＩＰアドレ
スを動的に割り当てる必要がある。
【０００４】
この動的割り当てが必要な理由は主に２つあって、１つは移動端末がＩＰネットワークと
継続的に通信できないという理由があげられる。すなわち、ＩＰネットワークの構成がサ
ブネットワーク（サブネット）の階層構造を有し、かつ、各移動端末がサブネットに属し
ているので、各移動端末が自分自身の属するサブネットから他のサブネットにいったん移
動すると、その移動端末は、元のサブネットに加入している端末と通信できなくなり、移
動端末とＩＰネットワークとの通信が切断される。
【０００５】
また、動的割り当てが必要な第２の理由は、ユーザは、固定されたパソコン端末が、携帯
電話などの移動端末を指定してデータ送信などの通信ができないことである。
このため、種々のモバイル用（移動通信用）のＩＰプロトコルが標準化されている。この
モバイル用のプロトコルとしてモバイルＩＰｖ４プロトコル（ Mobile Internet Protocol
 Version 4 protocol：例えば http://www.ietf.org/rfc/rfc2002.txtに掲載された内容。
以下、公知文献１と称する。）は、ＩＰネットワークにおいて、端末がそのＩＰネットワ
ークにおける接続位置を変更した後においても通信を可能とするものであり、米国の標準
化団体ＩＥＴＦ（ Internet Engineering Task Force）によって標準化されている。
【０００６】
なお、以下、特に断らない限り、モバイルＩＰｖ４プロトコルをモバイルＩＰｖ４と略称
する。
また、近年、ＩＰネットワークに存在する端末の数が急増し、ＩＰアドレス枯渇の問題が
深刻化している。この問題を解決して、より多くのＩＰアドレスが使用できるように、Ｉ
Ｐｖ６プロトコル（ Internet Protocol Version 6 protocol：例えば http://www.ietf.or
g/rfc/rfc2460.txtに掲載された内容。以下、公知文献２と称する。）が検討されている
。このＩＰｖ６は、多くのＩＰアドレスを確保するために、階層化アドレスを用いており
、これにより、効率的なネットワーク管理およびネットワーク負荷を軽減できるようにな
っている。従って、既存のネットワークは、ＩＰｖ６ネットワークへの移行が本格化して
いる。
【０００７】
階層化アドレスとは、１２８ビットのアドレスであって、前半の６４ビットおよび後半の
６４ビットがそれぞれ、ネットワークプレフィクス（ネットワーク識別情報）およびホス
トＩＤ（ Host Identifier）として割り当てられ、これらの２種類のアドレスが結合した
アドレスである。具体的には、次の（Ｗ１）に示すように、８個の１６進数４桁をコロン
で接続して表示される。
【０００８】
1040:0A23:0C10:0800:C02D:00FC:E09A:76BB　　　　　　　　　　（Ｗ１）
ここで、ネットワークプレフィクスはネットワークを識別するためのＩＤ（又はネットワ
ークアドレス）を表し、また、ホストＩＤはホストコンピュータ，端末，ルータ，ポート
又はインターフェースを表す。そして、ネットワークプレフィクスは、「アドレス／ネッ
トマスク長」と表示し、上記の（Ｗ１）は例えば、（Ｗ２）に示すようになる。
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【０００９】
1040:0A23:0C10:0800:0000:0000:0000:0000/64　　　　　　　　（Ｗ２）
ここで、先頭の「０」および連続する「０」はいずれも省略でき、かつコロンを介して０
が連続する部分は「 ::」と表示できる。従って、上記の（Ｗ２）は、（Ｗ３）に示すよう
になる。
1040:A23:C10:800:0:0:0:0/64　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｗ３）
さらに、コロンが存在する部分を省略すると、（Ｗ４）に示すようになる。
【００１０】
1040:A23:C10:800::/64　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｗ４）
送信元のホストコンピュータは、送信先のホストコンピュータの完全なＩＰアドレスを知
っている必要があり、ネットワークの中継ルータは、パケットのプレフィクスのみを見て
パケットを転送する。
これにより、ＩＰｖ６（以下、特に断らない限り、ＩＰｖ６プロトコルを意味する。）は
、３．４×１０ 2 8個のＩＰアドレスを確保できる（なお、３２ビットで表示すると、ＩＰ
アドレス数は４．３×１０ 9個である。）。従って、携帯電話、カーナビゲーション又は
インターネット家電などの用途のために多くのＩＰアドレスを付与することができる。
【００１１】
このため、通常のＩＰｖ４プロトコルをサポートするネットワークにおけるモバイルＩＰ
プロトコルに加えて、モバイルＩＰｖ６プロトコル（例えば http://www.ietf.org/intern
et.drafts/draft-itself-mobileIP-IPv6-15.txtに掲載された内容。以下、公知文献３と
称する。）の標準化がＩＥＴＦにおいて進められている。このモバイルＩＰｖ６は、ＩＰ
ｖ６ネットワークにおける端末の移動性をサポート可能なプロトコルであり、ＩＥＴＦに
よって、ＲＦＣ（ Request for Comments）として規格化するために審議されている。
【００１２】
モバイルＩＰｖ６がモバイルＩＰｖ４と異なる点は、モバイルＩＰｖ６は、ＩＰアドレス
を表すビット数が１２８ビットであり、ヘッダが簡素化され、また、拡張ヘッダおよびオ
プションが追加された点である。さらに、モバイルＩＰｖ６は、既存のモバイルＩＰｖ４
と共存し、モバイルＩＰｖ４環境においても、モバイルＩＰｖ６を用いた通信を可能とす
るものである。これらのモバイルＩＰｖ４とモバイルＩＰｖ６とは、いずれも、同様の内
容を有するので、以下の説明においては、モバイルＩＰｖ６を用いて説明する。
【００１３】
なお、ネットワークが、ＩＰｖ４およびＩＰｖ６の両方をサポートしているときは、その
ネットワークはモバイルＩＰｖ４およびモバイルＩＰｖ６の両方を用いることができる。
また、モバイルＩＰｖ４とモバイルＩＰｖ６との相互変換についても、検討されている。
次に、モバイルＩＰｖ６は、ＩＰｖ６プロトコルの有する機能に加えて、移動端末が移動
しても継続して通信できるようにしたプロトコルである。ＩＰｖ６ネットワークにおいて
、モバイルノードＭＮがネットワーク内を移動すると、そのモバイルノードＭＮのＩＰア
ドレスが変更され、従って、送信者からのデータは変更される前のアドレスに到達する。
このため、モバイルＩＰｖ６プロトコルは、以下に述べるモバイルノードＭＮの移動管理
機能を有する。
【００１４】
モバイルＩＰｖ６において、モバイルノードＭＮは、モバイルノードＭＮ自身が通常接続
するホームネットワークにおいて端末の移動を管理するホームエージェントＨＡ（ Home A
gent：以下、ホームエージェントＨＡと称する。）に対し、移動先で使用するアドレスを
示す気付アドレス（ Care-of Address：以下、ＣｏＡと称する。）を設定（又は変更）す
ることにより登録する。また、気付アドレスの登録後にモバイルノードＭＮがさらに、移
動した場合には、ホームエージェントＨＡに対して新たな気付アドレスを通知し、ホーム
エージェントＨＡに登録された気付アドレスを更新する。
【００１５】
このため、モバイルノードＭＮとホームエージェントＨＡとの距離が離れている場合には
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、この登録又は更新に要する時間が長くなる点が指摘されていた。この点を回避するため
、ＩＥＴＦは、モバイルＩＰｖ６の機能を拡張するプロトコルとして、階層化モバイルＩ
Ｐｖ６プロトコルを提案している。なお、階層化モバイルＩＰｖ６プロトコル（例えば ht
tp://www.ietf.org/internet-drafts/draft-ietf-mobileip-hmIPv6-04.txtに掲載された
内容。以下、公知文献４と称する。）。
【００１６】
さらに、モバイルＩＰｖ４についての同様の機能拡張は、例えば、 http://www.ietf.org/
internet-drafts/draft-ietf-mobileip-3gwireless-ext-06.txtに掲載されている（この
アドレスに掲載された内容を以下、公知文献５と称する。）。
なお、以下の説明において、特に断らない限り、階層化モバイルＩＰｖ６プロトコルおよ
び階層化モバイルＩＰｖ４プロトコルを、それぞれ、階層化モバイルＩＰｖ６および階層
化モバイルＩＰｖ４と略称する。
【００１７】
階層化モバイルＩＰｖ６は、移動先ネットワーク内にて階層化エージェント（ Mobility A
nchor Point：以下、ＭＡＰと称する。）を導入し、同一ＭＡＰの配下（ Subsidiary）に
おけるモバイルノードＭＮの局所的な移動をホームエージェントＨＡに対して隠蔽するこ
とにより、高速なルート切り替えおよびホームエージェントＨＡに対しての位置登録メッ
セージの削減を可能とするものである。
【００１８】
なお、上記の技術に関し数多くの提案がなされている。
特開 2002-64544号公報（以下、公知文献６と称する。）に開示された分散型ルート設定方
法は、大規模ネットワーク環境下でも、ネットワークリソースを効率的に利用できるＩＰ
モビリティ制御技術を提供し、さらに、従来のＩＰモビリティ制御技術では困難であった
、高速ハンドオーバ（高速ハンドオフ）を可能とすることを目的とする。
【００１９】
モバイルＩＰｖ４において、通常、パケット（ＩＰパケット又はＩＰデータグラムと称さ
れる。）は、モバイルノードＭＮ（ Mobile Node：モバイル端末），ホームエージェント
ＨＡ，送信元ノードＣＮ（ Correspondent Node：相手ノードとも称される。）と、ホーム
エージェントＨＡを経由した経路とを用いて転送される。これに対して、公知文献６記載
の発明は、ホームエージェントＨＡが、送信元ノードＣＮとより近いところにあるＴＡ（
Terminal Adapter）に対してモバイルノードＭＮの位置を教えることにより、ホームエー
ジェントＨＡの負荷を軽減するとともに、転送経路を最適化（ホームエージェントＨＡを
経由しないようにショートカット）するようになっている。
【００２０】
なお、前記公知文献６は、モバイルＩＰ（ Mobile IP）を使用することを前提にモバイル
ＩＰの改善すべき点を改善する技術が記載されているが、モバイルＩＰを用いたプロトコ
ルが使用されていない。
一方、特許第 2894443号（以下、公知文献７と称する。）に開示された移動パケットルー
チングシステムは、ルータが介在する現実のネットワークにおいても、ＡＴＭ（ Asynchro
nous Transfer Mode：非同期転送モード）ホストの移動をサポートするとともに、ＡＴＭ
特有のＱＯＳ（ Quality Of Service：ネットワークが提供するサービスの品質）の保証も
アプリケーションから制御可能な移動パケットルーチングシステムを実現することを目的
とし、また、ＡＴＭ特有のＱｏＳの保証を生かしたままで、ルータおよびホームエージェ
ントをショートカットして冗長パスの発生を防ぎ、処理遅延を最小にできる移動パケット
ルーチングシステムを実現することを目的としている。そして、この公知文献７記載の技
術は、モバイルＩＰｖ４をＡＴＭ－ＬＡＮ（ Asynchronous Transfer Mode-Local Area Ne
twork）において動作させるために、ホームエージェントＨＡとＡＴＭアドレス解決サー
バとを連携させるようになっている。
【００２１】
次に、図３１～図３５を用いてモバイルＩＰｖ６について更に詳述する。
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図３１は階層化モバイルＩＰｖ６における位置登録動作を説明するための図である。この
図３１に示すモバイル通信システム５００は、階層化モバイルＩＰｖ６をサポートしてい
るものであって、インターネット５０と、ネットワーク１０１，１０２および１０３とを
有する。インターネット５０は、通常のインターネットであってＩＰｖ６に対応している
。また、ネットワーク１０１は、モバイルノードＭＮが通常接続するホームリンクであり
、ネットワーク１０２，１０３は、インターネット５０に接続されたものである。これら
のネットワーク１０１～１０３は、それぞれ、異なる通信キャリア（通信事業者）Ａ～Ｃ
によって、あるいは同一の通信キャリアによってサポートされているものであって、ルー
タ、モバイルノードＭＮ、ホームエージェントＨＡをそなえて構成されている。
【００２２】
ここで、ルータ１はＩＰｖ６によりＩＰパケットを転送するものである。
モバイルノードＭＮは、通信キャリアＡの加入者端末である。このモバイルノードＭＮは
、階層化モバイルＩＰｖ６をサポートする（以下、階層化モバイルＩＰｖ６のモバイルノ
ードＭＮと称する。）ものであり、通常時に接続するネットワーク１０１にて使用するホ
ームアドレス（例えば、「１００ ::１０」）を有する。モバイルノードＭＮと他の端末と
の通信は、このホームアドレスを用いて行なわれる。そして、モバイルノードＭＮは、自
分自身が属するホームネットワークとしてネットワーク１０１を決定するようになってい
る。換言すれば、モバイルノードＭＮのホームリンクは、ネットワーク１０１なのである
。
【００２３】
また、ホームエージェントＨＡはこのホームネットワーク１０１を管理するものであって
、モバイルＩＰｖ６をサポートしている。このホームエージェントＨＡは、ホームネット
ワーク１０１に接続され、モバイルノードＭＮがこのホームネットワーク１０１以外の他
のエリアに移動すると、モバイルノードＭＮから送信される登録メッセージを受信して、
バインディングキャッシュ（モバイルノードＭＮのホームアドレスおよびＣｏＡ［アドレ
ス，ネットワークプレフィクスなど］を保持するメモリ。）を生成し、他人から送信され
たモバイルノードＭＮ宛てのパケットをモバイルノードＭＮの代わりに受信して、その受
信したパケットをモバイルノードＭＮの移動先「ＣｏＡ」へ転送するようになっている。
なお、階層化モバイルＩＰｖ６の環境下においては、ホームエージェントＨＡは、特別な
機能拡張を有しておらず、通常のモバイルＩＰｖ６におけるホームエージェントＨＡと同
一である。
【００２４】
次に、ネットワーク１０２には、通常のＩＰｖ６のルータと、送信元ノードＣＮとをそな
えて構成されている。この送信元ノードＣＮは、ネットワーク１０２に接続されている通
常の端末（例えば通信キャリアＢの加入者端末）であって、モバイルノードＭＮと通信し
モバイルノードＭＮに対してパケットを送信するものである。
【００２５】
さらに、ネットワーク１０３は、階層化モバイルＩＰｖ６をサポートするネットワークで
あって、ルータ３～９をそなえて構成されている。ここで、ルータ４は、階層化モバイル
ＩＰｖ６を用いてアドレスの階層化をするとともに、通常のルータ機能をも有する。この
ルータ４は、アクセスルータ（ルータ）６，７に接続する端末をサポートする。さらに、
ルータ５（ＭＡＰ２）は、階層化モバイルＩＰｖ６を用いてアドレスの階層化をするとと
もに、通常のルータ機能をも有する。このルータ５はアクセスルータ８およびアクセスル
ータ９に接続する端末をサポートする。なお、アクセスルータ６～９は、通常のＩＰｖ６
ルータであり、また、モバイルノードＭＮが無線接続するための無線アンテナ部（図示省
略）がルータ本体と一体に構成されてもよく、あるいは、ルータ本体とは別に設けてもよ
い。
【００２６】
このような構成によって、モバイルノードＭＮがネットワーク１０１からネットワーク１
０３に移動すると、モバイルノードＭＮはネットワーク１０３に設けられたパケット転送
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のためのルータ３と無線接続し、そして、ネットワーク１０３によって自動的に新しいＩ
Ｐアドレス（気付アドレス）を割り当てられる。モバイルノードＭＮは、この気付アドレ
スを、ネットワーク１０１のホームエージェントに対して通知する。この部分について、
図３１に付された（１）～（１０）を参照して詳細に説明する。なお、移動先のネットワ
ーク、ルータなどは例示である。
【００２７】
（１）モバイルノードＭＮは、ネットワーク１０１から移動先のネットワーク１０３に移
動し、アクセスルータ６の無線エリアに入る。
（２）モバイルノードＭＮは、アクセスルータ６が、例えば周期的又はモバイルノードＭ
Ｎからの要求の応答として送信するルータ広告メッセージ（ルータ広告）を受信する。こ
のルータ広告メッセージは、モバイルノードＭＮの接続リンクにおけるネットワークプレ
フィクス（例えば、「３１１ ::/６４」）と、ルータ４のアドレス（例えば、「３１０ ::
１」）とを含む。このルータ４のアドレスは、階層化モバイルＩＰｖ６により新たに定義
されたＭＡＰオプションとして付与されている。なお、接続リンクとは、無線区間におい
て生成された物理的な状態である。
【００２８】
（３）モバイルノードＭＮは、受信したルータ広告メッセージの内容のうちの接続リンク
のネットワークプレフィクスに基づいて、「ＬＣｏＡ１」（例えば、「３１１ ::１０」）
を生成する。このＬＣｏＡとは、階層化モバイルＩＰｖ６により定義されるオンリンク（
On-link）ＣｏＡを意味する。
（４）モバイルノードＭＮは、受信したルータ広告メッセージの内容のうちのルータ４の
アドレスの上位６４ビットに基づいて、「ＲＣｏＡ１」（例えば、「３１０ ::１０」）を
生成する。このＲＣｏＡとは、階層化モバイルＩＰｖ６により定義される Regional Care-
of Addressを意味する。
【００２９】
（５）モバイルノードＭＮは、ルータ４に対して位置登録メッセージ（ Binding Update：
ＢＵ）を送信し、モバイルノードＭＮが生成した「ＲＣｏＡ１」と「ＬＣｏＡ１」とを登
録する。
（６）モバイルノードＭＮは、ネットワーク１０１のホームエージェントＨＡに対して位
置登録メッセージＢＵを送信し、モバイルノードＭＮが生成した「ＲＣｏＡ１」とホーム
アドレスとを登録する。
【００３０】
（７）ルータ４は、前記（５）の位置登録メッセージＢＵを受信すると、位置登録メッセ
ージＢＵの内容に基づいてバインディングキャッシュを生成する。このバインディングキ
ャッシュは、「ＲＣｏＡ１」と「ＬＣｏＡ１」との対応関係を保持するメモリである。
（８）ホームエージェントＨＡは、前記（６）の位置登録メッセージＢＵを受信すると、
位置登録メッセージＢＵの内容に基づいて、バインディングキャッシュを生成する。この
バインディングキャッシュは、ホームアドレスと「ＲＣｏＡ１」との対応関係を保持して
いる。
【００３１】
（９）ルータ４は、モバイルノードＭＮに対して登録応答メッセージ（ Binding Acknowle
dgement：登録応答メッセージＢＡ）を送信し、登録を受理したことを通知する。
（１０）ホームエージェントＨＡは、モバイルノードＭＮに対して登録応答メッセージＢ
Ａを送信し、登録を受理したことを通知する。
【００３２】
このように、モバイルノードＭＮ以外の他者がモバイルノードＭＮに対して送信したデー
タは、ネットワーク１０１に到達する。ここで、ネットワーク１０１には、そのデータを
受信すべき端末が存在していないので、ホームエージェントＨＡは、ネットワーク１０１
に宛先の端末がないことを検索し、その端末がないときは、気付アドレスを有する端末に
対してデータを転送する。これにより、モバイルノードＭＮの相手は、ネットワーク１０
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１に、宛先端末の存在の有無にかかわらず自動的に通信できる。
【００３３】
次に、図３２を用いて図３１の位置登録動作後のパケット転送動作を説明する。図３２は
階層化モバイルＩＰｖ６におけるパケット転送を説明するための図である。この図３２に
示す符号で上述したものと同一のものは同一のものを表す。
（１１）ネットワーク１０２の送信元ノードＣＮ（例えば、アドレスは「２００ ::２０」
）は、モバイルノードＭＮ宛てのパケットを送信する。このパケットの宛先アドレスはモ
バイルノードＭＮのホームアドレスである。
【００３４】
（１２）ネットワーク１０１のホームエージェントＨＡは、モバイルノードＭＮの代わり
にモバイルノードＭＮ宛てのパケットをインターセプトする。そして、このホームエージ
ェントＨＡは、バインディングキャッシュに記録された情報に基づいて、インターセプト
したパケットの宛先アドレスを「ＲＣｏＡ１」とする新たなヘッダをデータに付与する（
新たなヘッダを付与することをカプセル化（ Encapsul）という）。
【００３５】
（１３）ホームエージェントＨＡは、前記（１２）にてカプセル化した後のパケットを転
送する。
（１４）ルータ４は、前記（１３）にて転送されたパケットをインターセプトする。そし
て、バインディングキャッシュに記録された情報に基づいて、インターセプトしたパケッ
トの宛先アドレスを「ＬＣｏＡ１」とするヘッダを付与し、データと付与したヘッダとを
カプセル化する。
【００３６】
（１５）ルータ４は、前記（１４）にてカプセル化した後のパケットを転送する。このパ
ケットはモバイルノードＭＮにて受信される。モバイルノードＭＮは、ルータ４およびホ
ームエージェントＨＡが付与したカプセル化ヘッダをそれぞれ取り除き、（１１）にてＣ
Ｎが送信したパケットを受信する。
次に、図３３を用いて、図３１に示す位置登録動作後の状態からのハンドオーバ動作を説
明する。
【００３７】
図３３は階層化モバイルＩＰｖ６におけるハンドオーバを説明するための図であり、ＭＡ
Ｐが変わらない場合のものである。この図３３に示す符号で上述したものと同一のものは
同一のものを表す。
（２１）モバイルノードＭＮは、移動先のネットワーク１０３において、アクセスルータ
６の無線エリアからアクセスルータ７の無線エリアに移動する。ここで、モバイルノード
ＭＮは、アクセスルータ７からの無線信号レベルがアクセスルータ６からの無線信号レベ
ルよりも高くなったことを検出すると、モバイルノードＭＮは接続先のルータをアクセス
ルータ７に切り替える。
【００３８】
（２２）モバイルノードＭＮは、アクセスルータ７が周期的又はモバイルノードＭＮから
の要求の応答として送信するルータ広告メッセージを受信する。このルータ広告メッセー
ジは、モバイルノードＭＮの接続リンクにおけるネットワークプレフィクス（例えば、「
３１２ ::/６４」）と、ルータ４のアドレス（例えば、「３１０ ::１」）とを含む。この
ルータ４のアドレスは、階層化モバイルＩＰｖ６で新たに定義されたＭＡＰオプションと
して付与されており、図３１に示す（２）で含まれていたものと同一である。
【００３９】
（２３）モバイルノードＭＮは、受信したルータ広告メッセージの内容のうち、接続リン
クのネットワークプレフィクスに基づいて、ＬＣｏＡ２（例えば、「３１２ ::１０」）を
生成する。また、ルータ４のアドレスが図３１に示す（２）の場合と同一であるので、ア
クセスルータ７がアクセスルータ６と同一ルータ４によってサポートされていることを認
識する。
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【００４０】
（２４）モバイルノードＭＮは、ルータ４へ位置登録メッセージＢＵを送信し、図３１の
場合と同様に、「ＲＣｏＡ１」と新たに生成した「ＬＣｏＡ２」とを登録する。ここで、
ホームエージェントＨＡに登録された「ＲＣｏＡ１」は変更する必要がなく、また、モバ
イルノードＭＮがアクセスルータ７に移動後においても、この「ＲＣｏＡ１」を用いるの
で、モバイルノードＭＮはホームエージェントＨＡに対して位置登録メッセージＢＵを送
信しない。
【００４１】
（２５）ルータ４は、前記（２４）の位置登録メッセージＢＵを受信すると、位置登録メ
ッセージＢＵの内容に基づいてバインディングキャッシュを更新する。このバインディン
グキャッシュに保持された、「ＲＣｏＡ１」と「ＬＣｏＡ２」との対応関係が更新される
。
（２６）ルータ４は、モバイルノードＭＮに対して登録応答メッセージＢＡを送信し、更
新を受理したことを通知する。
【００４２】
そして、モバイルノードＭＮのハンドオーバ終了後は、パケットは図３１に示す（１１）
～（１３）と同様に、ホームエージェントＨＡを経由してルータ４に転送される。ルータ
４は転送されたパケットをインターセプトし、モバイルノードＭＮのハンドオーバ後の新
しいアドレス「ＬＣｏＡ２」を有するルータに対してカプセル化し転送される。転送され
たパケットはアクセスルータ７を通ってモバイルノードＭＮに到達する。
【００４３】
一方、図３３のハンドオーバ後の状態から、さらに、モバイルノードＭＮがハンドオーバ
する場合の動作を図３４により説明する。
図３４は階層化モバイルＩＰｖ６におけるハンドオーバを説明するための図であり、ＭＡ
Ｐが変わる場合のものである。この図３４に示す符号で上述したものと同一のものは同一
のものを表す。
【００４４】
（３１）モバイルノードＭＮは、移動先のネットワーク１０３において、アクセスルータ
７の無線エリアからアクセスルータ８の無線エリアに移動する。ここで、一例として、モ
バイルノードＭＮは、アクセスルータ８からの無線信号レベルがアクセスルータ７からの
無線信号レベルよりも高くなったことなどを検出すると、モバイルノードＭＮは接続先の
ルータをアクセスルータ８に切り替える。
【００４５】
（３２）モバイルノードＭＮは、アクセスルータ８が周期的又はモバイルノードＭＮから
の要求の応答として送信するルータ広告メッセージを受信する。このルータ広告メッセー
ジは、モバイルノードＭＮの接続リンクにおけるネットワークプレフィクス（例えば、「
３２１ ::/６４」）と、ルータ５のアドレス（例えば、「３２０ ::１」）とを含む。この
ルータ５のアドレスは、階層化モバイルＩＰｖ６で新たに定義されたＭＡＰオプションと
して付与されており、図３１の（２）で含まれていたものとは異なる。
【００４６】
（３３）モバイルノードＭＮは、受信したルータ広告メッセージの内容のうち、接続リン
クのネットワークプレフィクスに基づいて、「ＬＣｏＡ３」について、例えば、「３２１
::１０」を生成する。
（３４）モバイルノードＭＮは、ルータ５のアドレスが図３３の（２２）の場合と異なる
ので、アクセスルータ８がルータ５（アクセスルータ７とは異なるルータ５）によってサ
ポートされていることを認識する。そして、モバイルノードＭＮは、受信したルータ広告
メッセージの内容のうち、ルータ５のアドレスの上位６４ビットに基づいて、「ＲＣｏＡ
２」（例えば、「３２０ ::１０」）を生成する。
【００４７】
（３５）モバイルノードＭＮは、ルータ５に対して位置登録メッセージＢＵを送信し、モ
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バイルノードＭＮが生成した「ＲＣｏＡ２」と「ＬＣｏＡ３」とを登録する。
（３６）モバイルノードＭＮは、ホームエージェントＨＡに登録した「ＲＣｏＡ１」を「
ＲＣｏＡ２」に変更する必要が生じたため、ホームエージェントＨＡに対して位置登録メ
ッセージＢＵを送信し、モバイルノードＭＮが生成した「ＲＣｏＡ２」とホームアドレス
とを登録する。
【００４８】
（３７）ルータ５は、前記（３５）の位置登録メッセージＢＵを受信すると、位置登録メ
ッセージＢＵの内容に基づいてバインディングキャッシュを生成する。これにより、バイ
ンディングキャッシュは「ＲＣｏＡ２」と「ＬＣｏＡ３」との対応関係が保持される。
（３８）ホームエージェントＨＡは、前記（３６）の位置登録メッセージＢＵを受信する
と、位置登録メッセージＢＵの内容に基づいてバインディングキャッシュを更新する。更
新後のバインディングキャッシュは、ホームアドレスと「ＲＣｏＡ２」との対応関係が保
持される。
【００４９】
（３９）ルータ５は、登録応答メッセージＢＡを送信し、登録を受理したことを通知する
。
（４０）ホームエージェントＨＡは、登録応答メッセージＢＡを送信し、更新を受理した
ことを通知する。
そして、モバイルノードＭＮのハンドオーバ終了後は、パケットは図３３と同様にホーム
エージェントＨＡにてインターセプトされる。ホームエージェントＨＡはインターセプト
したパケットを、モバイルノードＭＮのハンドオーバ後の新しいアドレス「ＲＣｏＡ２」
宛てにカプセル化し転送される。転送されたパケットはルータ５によって再度インターセ
プトされ、モバイルノードＭＮのハンドオーバ後の新しいアドレス「ＬＣｏＡ３」宛てに
カプセル化し転送され、アクセスルータ８を通ってモバイルノードＭＮに到達する。
【００５０】
これらの図３１～図３４に示す動作により、階層化モバイルＩＰｖ６はモバイルノードＭ
Ｎの接続先ルータが変更された場合においても、使用するＭＡＰが同一である場合は、ホ
ームエージェントＨＡに登録されたバインディングキャッシュを更新する必要がなく、Ｍ
ＡＰに登録されたバインディングキャッシュのみ更新すればよい。通常、ＭＡＰは移動先
ネットワークに設置されるため、モバイルノードＭＮとの距離が近い。従って、ＭＡＰに
おけるバインディングキャッシュの更新は、ホームエージェントＨＡのそれよりも短時間
で終了する。
【００５１】
このように、階層化モバイルＩＰｖ６は、ホームエージェントＨＡに対して送信される位
置登録メッセージＢＵメッセージ量の削減およびパケット転送ルートの高速な切り替えが
可能である。
【００５２】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、階層化モバイルＩＰｖ６が用いられる場合に、ネットワークのリソース（
資源）が、きわめて非効率的に消費される状況が発生する。これについて図３５を用いて
説明する。
図３５は階層化モバイルＩＰｖ６における非効率性を説明するための図である。図３５に
示す符号で上述したものと同一のものは同一のものを表す。この図３５に示すモバイル通
信システム５００は、図３１に示すネットワークと同様に、ネットワーク１０３が階層化
モバイルＩＰｖ６をサポートしている。ここで、ｎ台（ｎは２以上の自然数を表す。）の
モバイルノードＭＮがアクセスルータ６の無線エリアに移動すると、各モバイルノードＭ
Ｎは、ルータ４に対して位置登録メッセージＢＵを送信し、ルータ４は、ｎ台全てのモバ
イルノードＭＮについてのバインディングキャッシュを生成する。また、各モバイルノー
ドＭＮ宛てのパケットは、各モバイルノードＭＮが登録したホームエージェントＨＡ（図
示省略）によりインターセプトされ、カプセル化されてＲＣｏＡに対して転送される。各
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モバイルノードＭＮのＲＣｏＡはルータ４のアドレスを元にして生成されているため、各
ホームエージェントＨＡから転送されたパケットは、全てルータ４に到達し、ルータ４に
てインターセプトされた後に、各モバイルノードＭＮのＬＣｏＡ（アクセスルータ６配下
でのアドレス）宛てに再度カプセル化され、アクセスルータ６を通じてモバイルノードＭ
Ｎに転送される。
【００５３】
ここで、ユーザがモバイルノードＭＮを使用して通信サービスを利用することを考慮する
と、図３５に示すネットワークは、以下の（Ｙ１）および（Ｙ２）に示すような特性を有
する。
（Ｙ１）通信サービスのうちの継続性，双方向性，リアルタイム性を有しかつ高速なハン
ドオーバが必要とされるものは、音声通話，テレビ電話などに限られ、一無線リンクを占
める保留時間は短い（約３～５分程度）。
【００５４】
（Ｙ２）前記（Ｙ１）のような高速ハンドオーバが要求されるような通信サービスを、車
両，電車などで移動しながら利用するユーザは少ない。
これらの（Ｙ１）および（Ｙ２）から、ユーザが、特定エリアにおいて通信サービスの利
用を開始し、その通信が終了するまでに、モバイルノードＭＮのハンドオーバが一度も発
生しないケースが多い。つまり、図３５におけるｎ台のモバイルノードＭＮのうち、通信
中にアクセスルータ６からアクセスルータ７に対するハンドオーバするモバイルノードＭ
Ｎの数は少ないのである。
【００５５】
極端な場合、ｎ台のうち１台だけが通信中にハンドオーバを行なう一方、残りのｎ－１台
は全てアクセスルータ６のエリアにて通信を開始しアクセスルータ７へ移動することなく
通信を終了する場合もある。この場合、ルータ４はｎ台全てのモバイルノードＭＮについ
て登録メッセージを受信してバインディングキャッシュを生成し、各モバイルノードＭＮ
宛てのパケットをカプセル化する処理を行なうにも関わらず、実際にハンドオーバが発生
してこの恩恵を受ける端末は、１台のモバイルノードＭＮのみとなる。そして、ハンドオ
ーバが発生しなかった残りのｎ－１台のモバイルノードＭＮについては、登録メッセージ
，ルータ４でのバインディングキャッシュやカプセル化処理は全て無駄になる。
【００５６】
言い換えると、残りのｎ－１台のモバイルノードＭＮは、階層化モバイルＩＰｖ６を使用
したことにより、通常のモバイルＩＰｖ６を使用する場合よりもかえって余分なネットワ
ークリソース（ネットワーク資源）を浪費するという課題がある。
さらに、例えばルータ４が保持できるバインディングキャッシュの数、すなわち、サポー
ト可能なモバイルノードＭＮの数がｎである場合、実際には１台のモバイルノードＭＮに
ついてのリソースしか有効に使われていないのにも関わらず、ｎ＋１台目のモバイルノー
ドＭＮがアクセスルータ６（又はアクセスルータ７）のエリアに移動してきた場合に、ル
ータ４はそのモバイルノードＭＮについてのリソースを確保できない。このため、そのモ
バイルノードＭＮは登録を拒否され、アクセスルータ６（又はアクセスルータ７）のエリ
アにおいて通信サービスの利用を開始できないという課題が生じる。
【００５７】
従って、ネットワークリソースの浪費を防止し、かつ、ハンドオーバ先のエリアにおいて
モバイルノードＭＮがサービスを利用できない状況の発生を回避し、これにより、多くの
モバイルノードＭＮをサポート可能にすることが要求されている。
また、従来、実際には使用効率が非常に低いにも関わらず、処理性能が高いＭＡＰをネッ
トワークに数多く設置する必要があり、加えて、事業者は、ネットワークの運営，サポー
トおよび維持するために設備コストが増大していた。
【００５８】
　本発明は、このような課題に鑑み創案されたもので、モバイルノードＭＮが高速に移動
したときに追従するとともに、既存のネットワーク構成の変更を伴わずに、ネットワーク
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リソースの使用効率を向上させ、かつパケットロスの少ないデータ送受信効率を改善した
、モバイル通信方 よびモバイル通信システムを提供することを目的とする。
【００５９】
【課題を解決するための手段】
　 このため、本発明のモバイル通信方法は、ネットワーク識別情報を保持するモバ
イルノードと、モバイルノードと通信可能な複数のアクセスルータを含む多段に接続され
た複数のルータとをそなえたモバイル通信システムにおけるモバイル通信方法であって、
モバイルノードが、複数のアクセスルータのうちの第１のアクセスルータと通信し、モバ
イルノードが、ネットワーク識別情報の変化に基づいて、モバイルノード自身の移動前の
第１の仮アドレスを、第２のアクセスルータの移動後の第２の仮アドレスにするように複
数のルータ側に対して変更登録要求を送信し、多段に接続された複数のルータのうちの分
岐ルータが、第１の仮アドレスと第２の仮アドレスとを対応付けて保持するキャッシュを
生成し、分岐ルータが、キャッシュに基づいて、第１の仮アドレス宛のパケットを第２の
仮アドレス宛に転送するように構成されたことを特徴としてい
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（１）

る。
　（２）ここで、該モバイルノードが、該ネットワーク識別情報の変化に基づいて、該第
１の仮アドレスを該第２の仮アドレスにするように該複数のアクセスルータのうちのいず
れかのアクセスルータに対して該変更登録要求を送信し、該分岐ルータが、予め登録した
該第１の仮アドレスと該変更登録要求に含まれる該第２の仮アドレスとをバインディング
して保持するキャッシュを生成し、該分岐ルータが、送信元ノードから送信された該第１
の仮アドレス宛のパケットを代理受信しそのパケットを該第２の仮アドレス宛に転送する
ように構成されてもよい。
　（３）また、該モバイルノードが、該第１のアクセスルータおよび該第２のアクセスル
ータの双方と異なる第３のアクセスルータの属するネットワーク識別情報に基づいて、該
第３のアクセスルータの第３の仮アドレスを生成し、該モバイルノードが、該分岐ルータ
に対して、該第１の仮アドレスおよび該第３の仮アドレスを含む登録更新依頼を送信し、
該分岐ルータが、該登録更新依頼に含まれる該第１の仮アドレスについて該キャッシュを
検索し、該分岐ルータが、該第１の仮アドレスについての該キャッシュを生成している場
合は該登録更新依頼に含まれる第３の仮アドレスを抽出し、該分岐ルータが、抽出した該
第３の仮アドレスと該第１の仮アドレスとを対応付けて該キャッシュを更新し、該分岐ル
ータが、送信元ノードから送信された該第１の仮アドレス宛のパケットを代理受信しその
パケットを該キャッシュの該第３の仮アドレス宛に転送するように構成されてもよい。
　（４）さらに、該モバイルノードが、該モバイルノード自身の移動が生じ、かつその時
点において該モバイルノードが他のモバイルノード又はサーバとの通信が発生していると
きに、該変更登録要求を送信するように構成されてもよい。
　（５）また、該モバイルノードがモバイル端末として構成されるとともに、該仮アドレ
スが気付アドレスとして構成され、ネットワークに移動したモバイル端末が、ハンドオー
バするときに、該第２のアクセスルータに対して、該モバイル端末の第１の気付アドレス
を該第２の気付アドレスに変更するよう変更登録要求を送信し、該分岐ルータが、該第１
のアクセスルータおよび該第２のアクセスルータの接続位置に基づいて決定され、該分岐
ルータが、該第１の気付アドレスと該変更登録要求に含まれる該第２の気付アドレスとの
対応関係を保持するキャッシュを生成し、該分岐ルータが、送信元ノードから送信された
該第１の気付アドレスの宛パケットを、該キャッシュに基づいて、該第２の気付アドレス
宛に転送するように構成されてもよい。
　（６）さらに、該モバイルノードがモバイル端末として構成されるとともに、該仮アド
レスが気付アドレスとして構成され、ネットワークにおける該複数のアクセスルータのう
ちの少なくとも１台のアクセスルータが、該アクセスルータ自身の属するネットワーク識
別情報を含む広告メッセージを報知し、該モバイル端末が、該広告メッセージに含まれる
ネットワーク識別情報に基づいて該第３の気付アドレスを生成し、該モバイル端末が、ホ
ームエージェントに対して該第３の気付アドレスを含む位置登録要求を送信し、該ホーム
エージェントが、該ホームアドレスと該第３の気付アドレスとの対応関係を保持するキャ



【００６０】
　 また、本発明のモバイル通信方法は、複数のアクセスルータのうちの第１のアク
セスルータと通信しているモバイルノードが、ネットワーク識別情報の変化を検出し、モ
バイルノードが、モバイルノードのホスト名とモバイルノードの移動前の第１の仮アドレ
スとを対応づけて保持するドメイン・ネーム・システムに対して、ネットワーク識別情報
の変化に基づいて、モバイルノードの移動先を示す第１の仮アドレスの変更登録要求を送
信し、ドメイン・ネーム・システムが、ドメイン・ネーム・システムの保持内容を更新し
、送信元ノードが、ドメイン・ネーム・システムに対してホスト名に対応する第１の仮ア
ドレスを問い合わせ、送信元ノードが、第１の仮アドレス宛にパケットを送信するように
構成されたことを特徴としてい
【００６３】
　 また、本発明のモバイル通信システムは、複数のルータのうちのパケットを転
送する少なくとも一台のルータが、モバイルノードの第１の気付アドレスを保持するキャ
ッシュテーブルと、複数のアクセスルータを有するネットワークにおいて移動したモバイ
ルノードからの第１パケットと送信元ノードからの第２パケットとを受信する第１受信部
と、第１受信部にて受信された第２パケットが、モバイルノードの第１の仮アドレスから
第２の仮アドレスへの変更登録要求を含む場合はキャッシュテーブルに保持された第１の
気付アドレスを第２の気付アドレスに変更する変更処理部と、第１受信部にて受信された
第１パケットを転送すべき次ホップルータのアドレスと、第２パケットに含まれる宛先ネ
ットワーク識別情報とを対応付けたルーティング情報に基づいて、変更処理部にて変更さ
れた第２の気付アドレス宛に第２パケットを送信する第１送信部とをそなえ、さらに、モ
バイルノードが、モバイルノード自身と通信しているアクセスルータの識別子を保持する
ルータ識別子保持部と、パケットを受信する第２受信部と、第２受信部にて受信されたパ
ケットに含まれるネットワーク識別情報とルータ識別子保持部に保持された第１のアクセ
スルータの識別子とに基づいて、通信相手側が第１のアクセスルータから第２のアクセス
ルータに変更したことを検出する検出部と、検出部が変更を検出すると第２のアクセスル
ータに対して、モバイルノードの第１の気付アドレスを第２の気付アドレスに変更するよ
う変更登録要求を送信する第２送信部とをそなえて構成されたことを特徴としてい
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ッシュを生成し、
　該ホームエージェントが、該送信元ノードから送信されたパケットであって該モバイル
端末の第３の気付アドレスを有するパケットを、該キャッシュに基づいて該モバイル端末
に対して転送するように構成されてもよい。
　（７）また、該パケットを用いた通信が、インターネットプロトコルネットワークにお
ける物理的接続位置を変更した状態において通信可能なモバイルプロトコルを用いる場合
、該モバイル端末は、該ホームエージェントヘの位置更新によらずに通信できるように構
成されてもよい。
　（８）さらに、該パケットを用いた通信が、インターネットプロトコルネットワークに
おける物理的接続位置を変更した状態において通信可能なモバイルプロトコルを用いる場
合、該モバイル端末は、該モバイル端末自身のホスト名と該モバイルノードの移動前の第
１の仮アドレスとを対応付けて保持するドメイン・ネーム・システムの保持内容を変更し
ないように構成されてもよい。

（９）

る。

（１０）

る。
　（１１）ここで、該少なくとも一台のルータが、該モバイルノードの第１の気付アドレ
スと該モバイルノードの第２の気付アドレスとの間における転送ルートのノードに設けら
れるように構成されてもよい。
　（１２）また、本発明のモバイル通信システムは、ネットワーク識別情報を保持するモ
バイルノードと、該モバイルノードと通信可能な複数のアクセスルータを含む多段に接続
された複数のルータとをそなえたシステムであって、該複数のルータのうちの該パケット
を転送する少なくとも一台のルータが、該モバイルノードの第１の気付アドレスを保持す
るキャッシュテーブルと、該複数のアクセスルータを有するネットワークにおいて移動し
た該モバイルノードからの第１パケットと該送信元ノードからの第２パケットとを受信す



【００６４】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
（Ａ）本発明の第１実施形態の説明
図１は本発明の第１実施形態に係るモバイル通信システムの構成図である。この図１に示
すモバイル通信システム２００は、モバイルＩＰｖ４およびモバイルＩＰｖ６を用いてＩ
Ｐパケットを転送可能なネットワークであって、ネットワーク（ホームネットワーク又は
ホームリンクとも称する。）１１，ネットワーク１２，１３とインターネット５０とをそ
なえて構成されている。
【００６５】
ここで、ネットワーク１１，ネットワーク１２およびネットワーク１３は、それぞれ、異
なる通信キャリアＡ～Ｃによって、あるいは同一の通信キャリアによってサポートされて
いるものであって、パケットを相互に送受信できるようになっている。また、インターネ
ット５０は、ＩＰパケットを送受信でき、ＩＰｖ６に対応している。
【００６６】
（１）モバイル通信システム２００に属する各ノードの説明
（１－１）モバイルノードＭＮ
モバイルノードＭＮの一例は、通信キャリアＡに加入している携帯電話又は携帯端末であ
る。モバイルノードＭＮは、ネットワーク１１によってホームアドレス（固定アドレス）
を付与されており、そして、ネットワーク１３に移動すると、ネットワーク１３によって
仮の気付アドレスを付与され、以後、この気付アドレスを用いて、ネットワーク１２にい
る送信元ノードＣＮ（送信元モバイルノード又は送信元モバイル端末）と通信するように
なっている。
【００６７】
モバイルノードＭＮが有する機能は、音声又はデータの送受信機能と、ハンドオーバが発
生したときに新規ＣｏＡを作成しその直後にハンドオーバの発生直前の旧ＣｏＡを保持す
る機能と、モバイル通信システム２００に対して旧ＣｏＡ宛てのパケットを新ＣｏＡに転
送することを要求する登録要求メッセージ（変更登録要求メッセージ）の送信機能とであ
る。このモバイルノードＭＮは、ハンドオーバが発生しない間は、登録要求メッセージの
送信およびハンドオーバのためのキャッシュなどのリソースを確保しない。
【００６８】
なお、モバイルノードＭＮは、階層化モバイルＩＰｖ６プロトコルおよびモバイルＩＰｖ
６プロトコルをサポートできる機能は必ずしも必要ではない。このモバイルノードＭＮの
機能については、後述する第２実施形態（図２６～図２９参照）にて説明するＤＮＳ（ Do
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る第１受信部と、該第１受信部にて受信された第２パケットが、該モバイルノードの第１
の気付アドレスから第２の気付アドレスへの変更登録要求を含む場合は該キャッシュテー
ブルを該第２の気付アドレスに変更する変更処理部と、該第１受信部にて受信された第１
パケットを転送すべき次ホップルータのアドレスと、該第２パケットに含まれる宛先ネッ
トワーク識別情報とを対応付けたルーティング情報に基づいて、該変更処理部にて変更さ
れた該第２の仮アドレス宛に該第２パケットを送信する第１送信部とをそなえ、さらに、
該モバイルノードが、該モバイルノード自身と通信しているアクセスルータの識別子を保
持するルータ識別子保持部と、該パケットを受信する第２受信部と、該第２受信部にて受
信されたパケットに含まれるネットワーク識別情報と該ルータ識別子保持部に保持された
該アクセスルータの識別子とに基づいて、通信相手側が該第１のアクセスルータから第２
のアクセスルータに変更したことを検出する検出部と、該検出部が変更を検出すると該第
２のアクセスルータに対して、該モバイルノードの第１の気付アドレスを第２の仮アドレ
スに変更するよう変更登録要求を送信する第２送信部とをそなえて構成されたことを特徴
としている。
　（１３）ここで、該ルータの該変更処理部は、該モバイルノードが送信した該変更登録
要求に対する確認応答を該モバイルノードに対して送信するように構成されてもよい。



main Name System）を使用する場合においても同様である。また、モバイルノードＭＮの
構成の詳細は後述する。
【００６９】
（１－２）ルータ（分岐ルータ）４，５の機能
（１－２－１）通常の転送機能
分岐ルータ４，５は、それぞれ、通常のパケット転送処理をするとともに、本発明に係る
分岐処理（パケットの振り分け処理）をするものである。
分岐ルータ４は、アップリンクのルータ３から受信したパケットを、ダウンリンクのルー
タ（アクセスルータ）６又はルータ（アクセスルータ）７のいずれかに対して振り分け可
能となっている。
【００７０】
ここで、アップリンクとは、上流側を意味し、インターネット５０により近い側の次ルー
タ（図１においてはルータ３が相当する。）への接続リンク（１又は複数の物理的な無線
リンクを意味する。）を意味する。
また、ダウンリンクとは、下流側を意味し、モバイルノードＭＮにより近い側の次ルータ
ヘの接続リンクを意味する。すなわち、ダウンリンクは、モバイルノードＭＮにより近い
方向に設けられた次ルータヘの転送リンクを表す。
【００７１】
さらに、分岐ルータ５もルータ３からのパケットをルータ（アクセスルータ）８又はルー
タ（アクセスルータ）９のいずれかに対して振り分けるのである。
これらの分岐ルータ４，５は、いずれも、キャッシュ生成機能と、分岐ルータ４，５が自
ら生成したキャッシュに基づいて受信パケットの新ＣｏＡへの転送機能とを有する。これ
らの分岐ルータ４，５は、ほぼ同一なので、分岐ルータ４について説明し、分岐ルータ５
については重複した説明を省略する。
【００７２】
（１－２－２）キャッシュ生成機能
分岐ルータ４は、モバイルノードＭＮからの登録要求メッセージを検出し、その登録要求
メッセージがインターセプトするための条件（以下、インターセプト条件）に合致する場
合は、その登録要求メッセージをインターセプトし、メッセージの内容を解析して、旧Ｃ
ｏＡ宛てパケットを新ＣｏＡに対して転送するためのキャッシュを生成する。ここで、イ
ンターセプト条件に合致しない場合はメッセージをインターセプトしないで、メッセージ
の宛先（旧ＣｏＡを表す。）に対して通常のルーティングにより転送する。
【００７３】
分岐ルータ４は、登録要求メッセージをインターセプトするための条件として２種類を設
けられている。第１の条件は、モバイルノードＭＮの登録要求メッセージの宛先に対する
出力インターフェースがダウンリンク方向であることである。第２の条件は、分岐ルータ
４が生成可能なキャッシュの数に制限が存在する場合は、生成中のキャッシュの数が最大
値に達しておらず、かつリソースがキャッシュできる余裕を残すことである。
【００７４】
（１－２－３）受信したパケットの新ＣｏＡへの転送機能
モバイル通信システム２００において、メッセージ識別子は、モバイルＩＰｖ６にて用い
られるメッセージに加えて、登録要求メッセージ，登録更新および登録応答の各メッセー
ジを有する。
生成されたキャッシュが存在する間に分岐ルータ４がモバイルノードＭＮの旧ＣｏＡ宛て
パケットを受信すると、その生成したキャッシュに基づいて、その受信パケットを新Ｃｏ
Ａに対して転送する。
【００７５】
従って、本発明のモバイル通信方法は、まず、モバイルノードＭＮが、ネットワークプレ
フィクスの変化に基づいて、モバイルノードＭＮ自身の移動前の気付アドレスをアクセス
ルータ６と異なる他のアクセスルータ７にするようにアクセスルータ６～９のうちの例え
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ばアクセスルータ７に登録要求メッセージ（変更登録要求）を送信する。
【００７６】
そして、分岐ルータ４が、予め登録した移動前の気付アドレスと登録要求メッセージに含
まれる移動後の気付アドレスとをバインディングして保持するキャッシュを生成する。
さらに、分岐ルータ４が、送信元ノードＣＮから送信された移動前の気付アドレス宛のパ
ケットを代理受信しそのパケットを移動後の気付アドレス宛に転送するのである。
【００７７】
従って、アクセスルータ６に接続された複数のモバイルノードＭＮのうちの実際に移動が
生じたものに対してのみ、ハンドオーバのためのネットワークリソースが動的に確保され
てハンドオーバが行なわれる。
これにより、モバイルノードＭＮが高速に移動したときに追従するとともに、既存のネッ
トワーク構成の変更を伴わずに、ネットワークリソースの使用効率を向上させ、かつパケ
ットロスの少ないデータ送受信効率を改善できる。
【００７８】
なお、分岐する機能を有するルータ（例えば分岐ルータ４，５）を設置するためのモバイ
ル通信システム２００におけるノードの位置は、モバイルノードＭＮが移動するときに、
移動前ＣｏＡから移動後ＣｏＡに至るモバイル通信システム２００におけるパケット転送
パスにおいて、少なくとも１台以上設けられていればよい。これらの分岐機能を有するル
ータは、アクセスルータ６～９のアップリンク側に設けられたルータ４，５により実施さ
れることができる。あるいは、図３０を用いて後述するように、アクセスルータ６～９自
身が分岐機能を有するルータとして機能するようにもできる。
【００７９】
なお、分岐ルータ４，５は、階層化モバイルＩＰｖ６のＭＡＰ機能を有していない。
（２）ネットワーク１１
ネットワーク１１は、モバイルノードＭＮのホームリンク（ホームネットワーク）であっ
て、ルータ１，モバイルノードＭＮ（モバイル端末），ホームエージェントＨＡをそなえ
るとともに、モバイルノードＭＮおよびホームエージェントＨＡ間を接続する態様の一例
として、無線基地局（ Base Station：以下、（ＢＳと表記する。）をそなえて構成されて
いる。
【００８０】
図１において、ネットワーク１１とネットワーク１３とが、それぞれ、異なる通信キャリ
アＡ，Ｂによって運営されている場合には、モバイルノードＭＮは、ネットワーク１１か
らネットワーク１３に訪問することとなる。
一方、ネットワーク１１，１３がいずれも同一の通信キャリアＡによって、運営されてい
る場合には、モバイルノードＭＮは、自分自身が加入契約するネットワークに接続するこ
とになる。一例として、通信キャリアＡが、ネットワーク１１，１３を運営し、また、ホ
ームエージェントＨＡを設置しているネットワーク１１の部分と、実際モバイルノードＭ
Ｎが接続されるネットワーク１３の部分とがインターネット５０を用いて接続されて、モ
バイル通信システム２００が構築されている。この場合、モバイルノードＭＮは、ホーム
リンクであるネットワーク１１に接続することはなく、常時、ホームリンクの外部に移動
中と認識される。
【００８１】
ここで、ネットワーク１１はモバイルノードＭＮと無線接続されており、この形態は第１
実施形態および後述する第２実施形態において同様である。なお、無線接続は一例であり
、有線接続することもできる。また、ルータ１はモバイルＩＰを意識せず、また、ホーム
エージェントＨＡは階層化アドレスではなく、モバイルＩＰｖ６および／又はモバイルＩ
Ｐｖ４をサポートしている。
【００８２】
なお、モバイルＩＰの定義によると、ホームエージェントＨＡが存在し、モバイルノード
ＭＮのホームアドレスと同一のプレフィクスを有するリンクを「ホームリンク」と呼び、
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また、その他のリンクを「外部（ Foreign）リンク」と呼んでいる。図１において、ネッ
トワーク１１に複数のリンクが存在し、モバイルノードＭＮがホームリンクからネットワ
ーク１１内部の他のリンクに移動した場合には、そのモバイルノードＭＮが移動した先の
リンクは、「外部リンク」と称される。
【００８３】
（２－１）ルータ１
ルータ１はＩＰｖ６によりパケットを転送するものであり、受信したパケットの宛先に応
じて、ルータ１自身が有するルーティングテーブルを参照してそのパケットを転送する。
（２－２）無線基地局ＢＳ
無線基地局ＢＳは、モバイルノードＭＮからの無線信号を受信して復号して、その無線信
号に含まれるパケットを抽出しそのパケットのヘッダにある宛先に対してパケットを送信
するとともに、インターネット５０を介して受信したパケットのヘッダにある宛先がモバ
イルノードＭＮ宛ての場合にはそのパケットを無線信号に変換して送信する。なお、この
無線方式は、既存の変復調方式およびアクセス方式を用いることができる。
【００８４】
なお、モバイルノードＭＮとアクセスルータ６～９との間は、必ずしも、無線基地局ＢＳ
を介して無線接続されるものではない。例えば、ネットワーク１１にホームエージェント
ＨＡが存在しているが、モバイルノードＭＮは全くホームリンクに戻らずに外部に行って
いる場合は、この無線基地局ＢＳは無くても構わない。
【００８５】
（２－３）モバイルノードＭＮ
ホームアドレスは、モバイルノードＭＮの現在位置を示すものではないので、他のネット
ワーク１３の送信元ノードＣＮが、このモバイルノードＭＮの現在位置を知らないときは
、直接には、モバイルノードＭＮに対してパケットを送信できない。これを回避するため
、ネットワーク１１に設けられたホームエージェントＨＡは、モバイルノードＭＮのホー
ムアドレス「１００ ::１０」と気付アドレス（例えば「ＣｏＡ１」）との対応（結合）関
係を管理している。
【００８６】
モバイルノードＭＮは、ネットワークプリフィックス（ネットワーク識別情報）を保持す
る。また、モバイルノードＭＮは、移動により不変のホームアドレスを付与されている。
モバイルノードＭＮと他のノード又は端末との通信は、ホームアドレスが用いられる。こ
のホームアドレスとは、固定されたパソコンなどのコンピュータが接続されたＩＰプロト
コルにおけるＩＰアドレスに相当し、いわば、本籍又は本拠地に相当するアドレスである
。モバイルノードＭＮは、ネットワーク１１にて使用するホームアドレスとして、例えば
「１００ ::１０」を付与されている。
【００８７】
図２は本発明の第１実施形態に係るモバイルノードＭＮのブロック図である。この図２に
示すモバイルノードＭＮは、無線送受信部４１，受信処理部（第２受信部）４０ａ，パケ
ット識別部４０ｂ，デカプセル化処理部４０ｃ，アプリケーションプログラム通信部４０
ｄ，アプリケーション状態監視部４０ｅ，位置登録処理部４０ｆ，送信処理部（第２送信
部）４０ｈをそなえて構成されている。
【００８８】
無線送受信部４１は、無線信号を送受信するものであり、受信無線信号を復調してパケッ
トを抽出しそのパケットを受信処理部４０ａに出力するとともに、送信処理部４０ｈから
入力されたパケットを変調して無線信号を送信するようになっている。
受信処理部４０ａは、ネットワーク１３において移動したモバイルノードＭＮからのパケ
ット（第１パケット）と、送信元ノードＣＮからのパケット（第２パケット）とを受信す
るものであり、例えば無線送受信部４１からのデータの誤り訂正してパケットを出力する
。
【００８９】
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パケット識別部４０ｂは、受信処理部４０ａから入力されたパケットに含まれる複数種類
のメッセージを抽出してパケット種別を検出し、そのパケットがデータパケットであると
きはそのパケットをデカプセル化処理部４０ｃに出力するとともに、そのパケットがルー
タ広告メッセージ又は位置登録応答メッセージ（以下、登録応答メッセージと略する。）
であるときはそのメッセージに含まれる情報を位置登録処理部４０ｆに入力するものであ
る。
【００９０】
ここで、ルータ広告メッセージとは、アクセスルータ６～９（図１参照）の属するネット
ワークプレフィクスを含む報知メッセージである。各アクセスルータ６～９が報知メッセ
ージを送信し続けており、モバイルノードＭＮが、その報知メッセージを受信して、モバ
イルノードＭＮ自身が現在、通話相手のネットワークプレフィクスを得る。これは、モバ
イルノードＭＮが使用するＩＰアドレスは、無線基地局ＢＳを識別するようにはなってい
ないからである。
【００９１】
また、各アクセスルータ６～９は、このルータ広告メッセージをモバイルノードＭＮから
の要求があったときにのみ送信するようにもできる。さらに、ルータ広告メッセージは、
モバイルノードＭＮの通信が発生していないこともあるので、モバイルノードＭＮの位置
している場所を意味する。
そして、登録応答メッセージとは、後述するバインディングキャッシュを生成した分岐ル
ータがモバイルノードＭＮに対してキャッシュを生成した旨を通知するものである。
【００９２】
また、位置登録処理部４０ｆは、主に３種類の機能を有する。すなわち、位置登録処理部
４０ｆは、モバイルノードＭＮが自分自身の現在位置又は現在エリアを知る機能と、モバ
イルノードＭＮが現在位置又は現在エリアに属するアクセスルータ６～９に対して登録要
求メッセージを送信する機能と、登録要求メッセージに対する登録応答メッセージを受信
する機能とを有する。これらの各機能を実現するために、位置登録処理部４０ｆは、ルー
タ識別子保持部４２ｂと移動検出部（検出部）４２ａとをそなえて構成されている。
【００９３】
ここで、ルータ識別子保持部４２ｂは、モバイルノードＭＮ自身と通信しているアクセス
ルータ６～９の例えばＩＰｖ６アドレスを保持するものであり、位置登録処理部４０ｆが
ルータ広告メッセージに基づいてアクセスルータ６～９のうちのモバイルノードＭＮと通
信しているアクセスルータ６～９に関する情報を保持するものである。そして、モバイル
ノードＭＮが登録要求メッセージを送信するときに、送信処理部４０ｈがその送信先のア
クセスルータ６～９に関する情報を読み出して登録要求メッセージに挿入するようになっ
ている。さらに、ルータ識別子保持部４２ｂは、登録応答メッセージを受信したときにそ
の登録応答メッセージに含まれる情報を、その保持した情報と比較して、登録されたアク
セスルータ６～９が特定されたことを確認する。
【００９４】
また、移動検出部４２ａは、受信処理部４０ａにて受信されたパケット（ルータ広告メッ
セージ）に含まれるネットワークプレフィクスとルータ識別子保持部４２ｂに保持された
アクセスルータ６～９のＩＰｖ６アドレスとに基づいて、通信相手側がアクセスルータ６
～９から他のアクセスルータ６～９に変更したことを検出するものである。
【００９５】
ここで、モバイルノードＭＮが登録要求メッセージを送信するタイミングは、モバイルノ
ードＭＮの移動が生じ、かつその時点において他のモバイルノードＭＮ又はサーバなどと
の通信が発生しているときである。
モバイルノードＭＮが登録要求をするパターンについて、本発明の通信方法によれば、実
際にハンドオーバが発生したＭＮのみがその時点にて分岐ルータにてキャッシュを作成す
るので、階層化モバイルＩＰｖ６に比べて効率が向上する。
【００９６】
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すなわち、モバイルノードＭＮが移動を生じた場合、更にその時点で他のモバイルノード
やサーバ等との通信が発生していた場合にのみ、登録要求メッセージを送信するのである
。ここで、通信が発生していた場合とは、例えば具体的には起動中の通信アプリケーショ
ンの有無や、ＴＣＰセッションの有無などでわかる。図２では、アプリケーション状態監
視部４０ｅでこの監視を行なうことも想定している。
【００９７】
この動的なキャッシュ作成のための変更登録要求の実施については、以下の（Ｚ１），（
Ｚ２）の２種類のパターンがある。
（Ｚ１）ハンドオーバが発生した場合、必ず登録要件を行なう。
（Ｚ２）ハンドオーバが発生し、かつ実際に通信を実行中の場合だけ登録要件を行なう。
【００９８】
これにより、パターンＺ２は、パターンＺ１よりもさらに効率がよくなる。
デカプセル化処理部４０ｃは、パケット識別部４０ｂから入力されたカプセル化パケット
のヘッダを取り除き受信データをアプリケーションプログラム通信部４０ｄに対して出力
するものである。
アプリケーションプログラム通信部４０ｄは、音声通信又はデータ通信をするものである
。アプリケーション状態監視部４０ｅは、現在通信中で動作しているアプリケーションプ
ログラム（以下、アプリケーションと略称する。）を制御又は管理するものであって、例
えばモバイルノードＭＮが現在使用している物理的又は論理的な接続状態などを制御又は
管理するものである。
【００９９】
送信処理部４０ｈは、移動検出部４２ａが変更を検出すると、モバイルノードＭＮ自身の
以前の気付アドレスが保持されている部分に対して、モバイルノードＭＮの移動前の気付
アドレスを移動後の気付アドレスに変更するよう登録要求メッセージを送信するものであ
る。
また、アプリケーションプログラム通信部４０ｄの通信相手は送信元ノードＣＮであり、
位置登録メッセージの宛先は前のＣｏＡである。
【０１００】
これにより、アプリケーションプログラム通信部４０ｄから入力されたデータと、位置登
録処理部４０ｆから入力される位置登録要求メッセージデータとは、それぞれ、別個のパ
ケットにより生成され、それらのパケットが無線送受信部４１に出力される。この送信処
理部４０ｈの宛先アドレスについて更に詳述する。
送信処理部４０ｈは、位置登録要求メッセージを、分岐ルータ４，５が決定していない場
合はモバイルノードＭＮの移動前の気付アドレス宛てに送信するとともに、分岐ルータ４
が決定している場合は分岐ルータ４宛てに送信する。従って、モバイル通信システム２０
０は、モバイルノードＭＮの移動場所にかかわらず、通信サービスを提供できる。
【０１０１】
また、送信処理部４０ｈは、位置登録要求メッセージのヘッダをＩＰｖ６ホップバイホッ
プオプションヘッダ又はＩＰｖ６宛先オプションヘッダを用いて送信し、また、登録応答
メッセージを受信する。
これにより、パケットロスを少なくでき、確実な通信が可能となる。また、既存のパケッ
トフォーマットの変更を要せずに、リソース確保のための処理が可能となる。
【０１０２】
図４は本発明の第１実施形態に係るモバイルノードＭＮの処理を説明するためのフローチ
ャートである。モバイルノードＭＮはパケットを受信すると（ステップＰ１）、そのパケ
ットを識別し（ステップＰ２）、登録応答メッセージであるか否かを検査する（ステップ
Ｐ３）。ここで、そのパケットが登録応答メッセージである場合、Ｙｅｓルートを通り、
モバイルノードＭＮは応答元ルータのアドレスを記憶して（ステップＰ８）、処理が終了
する。一方、ステップＰ３において、受信パケットが登録応答メッセージでない場合には
、Ｎｏルートを通る。さらに、ステップＰ４において、受信パケットがルータ広告メッセ
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ージであるときは、Ｙｅｓルートを通り、モバイルノードＭＮは自分自身が移動したか否
かを検査する（ステップＰ９）。このステップＰ９において、移動なしと判断されると、
Ｎｏルートを通り、処理は終了する一方、ステップＰ９において、移動有りと判断される
と、Ｙｅｓルートを通り、新規にＣｏＡが作成され（ステップＰ１０）、また、ステップ
Ｐ１１において、通信中状態のアプリケーションプログラムの有無を検査されて、そのよ
うなアプリケーションがあるときはＹｅｓルートを通り、旧ＣｏＡを保持し位置登録要求
メッセージを送信する（ステップＰ１２）。また、ステップＰ１１において、アプリケー
ションがないときはＮｏルートを通り、処理が終了する。
【０１０３】
一方、ステップＰ４において、受信パケットがルータ広告メッセージでないときは、Ｎｏ
ルートを通り、カプセル化パケットであるか否かが検査される（ステップＰ５）。この検
査によりカプセル化パケットでないときは、アプリケーションプログラム通信部４０ｄ（
図４ではアプリケーションと表示されている。）に対してデータが渡され（ステップＰ７
）、処理が終了する。また、ステップＰ５において、カプセル化パケットであるときはＹ
ｅｓルートを通り、デカプセル化処理が行なわれてから（ステップＰ６）、処理が終了す
る。
【０１０４】
この処理に続いて、本発明のモバイル通信方法が行なわれる。図１６に示すネットワーク
１１にいたモバイルノードＭＮが、ネットワーク１３に移動する。モバイルノードＭＮは
、受信レベルの変化によって、物理的な無線接続リンクが変化したことを知る。
そして、ネットワーク１３に移動したモバイルノードＭＮが、ネットワーク１３において
モバイルノードＭＮ自身と通信しているアクセスルータ６と異なる第２のアクセスルータ
７～９に対して、モバイルノードＭＮの移動前の気付アドレスを移動後の気付アドレスに
変更するよう登録要求メッセージを送信する。
【０１０５】
なお、登録要求メッセージの送信先は、一例としてアクセスルータ７が表示されているが
、この登録要求メッセージは、アクセスルータ８，９に対して送信することもできる。
次に、分岐ルータ４が、アクセスルータ６およびアクセスルータ６～９の接続位置に基づ
いて決定される。具体的には、分岐ルータ４は、アクセスルータ６～９のアップリンクに
設けられた通信ノードであってアクセスルータ６～９および他のアクセスルータ６～９の
両方をダウンリンクに有するもの（分岐通信ノード）が決定されるのである。
【０１０６】
そして、分岐ルータ４が、移動前の気付アドレスと登録要求メッセージに含まれる移動後
の気付アドレスとの対応関係を保持するキャッシュを生成し、分岐ルータ４が、送信元ノ
ードＣＮから送信された移動前の気付アドレス宛のパケットを、キャッシュに基づいて、
移動後の気付アドレス宛に転送するのである。
従って、例えば分岐ノード４に着目すると、従来のノード４（図３１～図３５参照）は、
階層化モバイルＩＰｖ６を用いてアドレスの階層化をする処理が必要である。さらに、従
来のノード４は、アクセスルータ６，７の無線ゾーンに在圏する多くのモバイルノードＭ
Ｎについてアドレスを階層化していたので、処理負担が大きかった。
【０１０７】
本モバイル通信方法によれば、実際にアクセスルータ６からアクセスルータ７にハンドオ
ーバしたモバイルノードＭＮだけについて、分岐ノード４は処理するので、処理負担が大
幅に減少する。
さらに、実際にアクセスルータ６からアクセスルータ７にハンドオーバしたモバイルノー
ドＭＮだけについて、分岐ノード４は処理するので、処理負担が大幅に減少する。さらに
、モバイルノードＭＮが通信実行中のアプリケーションがあるときに、ハンドオーバをし
た場合のみ登録すれば更に効率が上昇する。
【０１０８】
このように、本発明のモバイル通信方法によれば、処理負担が減少するので、リソースを
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効率的に使用できる。
（２－４）ホームエージェントＨＡ（図１参照）
ホームエージェントＨＡは、モバイルノードＭＮに対して送信元ノードＣＮから送信され
たパケットを代理受信しモバイルノードＭＮの移動先を示す気付アドレス（仮アドレス）
宛に転送するものであり、ホームエージェントＨＡはホームアドレスとして、１００ ::１
を有する。
【０１０９】
さらに、ホームエージェントＨＡは、パケット転送機能のほかに、ネットワーク１１に属
するノード又は端末の位置を管理する機能をも有する。このため、ホームエージェントＨ
Ａは、モバイルノードＭＮがネットワーク１１以外の例えばネットワーク１３又はエリア
に移動すると、モバイルノードＭＮは、この移動先のネットワーク１３から位置登録に関
するメッセージをホームエージェントＨＡに対して送信するようになっている。
【０１１０】
（３）ネットワーク１２（図１参照）
ネットワーク１２は、インターネット５０に接続されたものであって、ルータ２，送信元
ノードＣＮ（送信元端末，相手ノード又は相手端末とも称する。）をそなえて構成されて
いる。このルータ２は、ＩＰｖ６によりパケットを転送するものであり、受信したパケッ
トの宛先に応じて、予め用意されたルーティングテーブルを参照して、そのパケットを転
送する。
【０１１１】
また、送信元ノードＣＮは、電話音声などネットワーク１２に接続されている通常の端末
（例えば通信キャリアＢの加入者端末）であって、モバイルノードＭＮと通信しモバイル
ノードＭＮに対してパケットを送信するものである。
（４）ネットワーク１３
ネットワーク１３は、インターネット５０を介してネットワーク１１およびネットワーク
１２と通信できるものであって、ルータ３と、分岐ルータ（分岐通信ノード）４，５と、
ルータ（アクセスルータ又はアクセス通信ノード）６～９とをそなえて構成されている。
これらのルータ３～９はいずれも通信ノードとして機能している。
【０１１２】
（４－１）アクセスルータ６～９
アクセスルータ６～９は、いずれも移動したモバイルノードＭＮと通信可能なものである
。第１実施形態および第２実施形態において、アクセスルータ６～９とモバイルノードＭ
Ｎとの間は、無線接続されるようになっており、図示を省略するが、無線基地局が接続さ
れている。この無線基地局は、無線信号を送受信するためのアンテナ，無線信号の送受信
およびデータ変復調の各機能を有する。この無線方式は、既存の変復調方式およびアクセ
ス方式を用いることができる。
【０１１３】
（４－２）ルータ３
ルータ３は、ＩＰｖ６によりパケットを転送するものであり、受信したパケットの宛先に
応じて、予め用意されたルーティングテーブルを参照して、そのパケットを転送する。ル
ータ３は、また、インターネット５０とネットワーク１３とのゲートウェイ機能を付加す
るようにもできる。
【０１１４】
（４－３）分岐ルータ４，５の機能
分岐ルータ４，５は、いずれも、アクセスルータ６～９（他のアクセスルータ６～９）の
アップリンクに設けられたルータであってアクセスルータ６～９の両方をダウンリンクに
有する。このダウンリンクに関する情報（ダウンリンク情報）は、モバイル通信システム
２００の構成に基づいて、ネットワーク管理者などによって設定されるが、自動的にルー
ティング情報を交換することによって設定するように構成してもよい。
【０１１５】
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分岐ルータ４は、アクセスルータ６，７に接続されて通信するモバイルノードをサポート
するものである（なお、サポートすることを配下と表現することがある。）。また、分岐
ルータ５は、アクセスルータ８，９を配下に有するものであって、ともに、通常のルーテ
ィング機能をも有し、受信パケットのヘッダに含まれる宛先に応じてそのパケットを転送
する。
【０１１６】
さらに、分岐ルータ４は、パケットを入出力する方路に相当するインターフェースポート
（出力インターフェース：ＩＦと表記されたもの。）４１，４２および４３を有し、これ
らの出力ＩＦ４１～４３において入出力されるパケットを監視するようになっている。パ
ケットの監視は、ルーティングテーブル２０ｆ（図１１参照）の情報によって行なわれる
。このため、ルーティングテーブル２０ｆには、ネットワークプレフィクスと次ホップと
ダウンリンクと相互に関連付けられて書き込まれている。
【０１１７】
同様に、分岐ルータ５は、入出力されるパケットを監視するための出力ＩＦ５１，５２お
よび５３を有する。ここで、出力ＩＦ４１はアップリンク側のものであり、また、出力Ｉ
Ｆ４２，４３は、それぞれ、ダウンリンク側の出力インターフェースである。
（４－４）分岐ルータ４，５の構成
これらの分岐ルータ４，５について図３を用いて更に詳述する。
【０１１８】
図３は本発明の第１実施形態に係る分岐ルータ４のブロック図である。この図３に示す分
岐ルータ４は、受信処理部（第１受信部）２０ａ，パケット識別部２０ｂ，登録要求メッ
セージ処理部２０ｃ，キャッシュテーブル２０ｄ，カプセル化処理部２０ｅ，ルーティン
グテーブル２０ｆ，送信処理部（第１送信部）２０ｇをそなえて構成されている。
【０１１９】
（４－４－１）受信処理部２０ａ
受信処理部２０ａは、ネットワーク１３において移動したモバイルノードＭＮからのパケ
ット（第１パケット）と送信元ノードＣＮからのパケット（第２パケット）とを受信する
ものである。
（４－４－２）パケット識別部２０ｂ
パケット識別部２０ｂは、受信処理部２０ａにて受信されたパケットに含まれる複数のメ
ッセージ内容を抽出するものであって、そのメッセージの識別子が単に転送することを表
すものであるときはそのパケットをカプセル化処理部２０ｅに出力するとともに、そのメ
ッセージ識別子が、変更登録要求（登録要求メッセージ）であるときは、登録要求メッセ
ージ処理部２０ｃに対してそのパケットを出力する。
【０１２０】
この登録要求メッセージとは、モバイルノードＭＮの移動前の気付アドレスを移動後の気
付アドレスに変更するよう要求するものである。登録要求メッセージは、モバイルノード
ＭＮが、アクセスルータ６からアクセスルータ７へハンドオーバしたときに（図１又は図
１４参照）、モバイルノードＭＮは、ネットワーク１３のいずれかのルータ（例えばアク
セスルータ７）に対して、移動前の気付アドレスから移動後の気付アドレスに設定するこ
とを要求するために送信される。モバイルノードＭＮは、登録要求メッセージを受信すべ
きルータを知っている必要はなく、そのルータを特定せずに、移動後のアクセスルータ７
に対して暫定的に登録要求メッセージを送信すればよい。
【０１２１】
この特定のルータは、アクセスルータ６～９よりもアップリンク側に設けられたものが選
択される。この選択の一例は、移動前にモバイルノードＭＮをサポートしていたアクセス
ルータ６と移動後にモバイルノードＭＮをサポートするアクセスルータ７との両方をダウ
ンリンクに有する分岐ルータ４に決定されるようにする。
【０１２２】
なお、アクセスルータ６～９の位置に分岐ルータを設けることもできる。
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図３０は本発明の第１実施形態に係る分岐ルータがアクセスルータ６として構成される例
を説明するための図である。
（１）モバイルノードＭＮは、アクセスルータ６の無線エリアからアクセスルータ７の無
線エリアに移動し、無線信号レベルに基づいて、接続先のルータをアクセスルータ７に切
り替える。
【０１２３】
（２）モバイルノードＭＮは、移動前のＣｏＡ１宛てのパケットを移動後のＣｏＡ２宛て
に転送する設定依頼のための登録要求メッセージを、ネットワーク１３に属する複数のル
ータのうちのいずれかのルータに送信する。
（３）この登録要求メッセージは、アクセスルータ６において終端される。
（４）アクセスルータ６は、移動前のＣｏＡ１宛てのパケットを移動後のＣｏＡ２宛に転
送するよう設定したキャッシュを生成する。
【０１２４】
この図３０に示すパターンにおいて、アクセスルータ６が分岐ルータとして機能する。従
って、分岐ルータとして機能するルータは、必ずしも、アクセスルータ６のように自分自
身よりもダウンリンク側にアクセスルータを有することが必要なわけではない。また、こ
の図３０に示すパターンは、後述する第２実施形態においても同様である。図３０に示す
符号で上述したものと同一のものは同一のものを表す。
【０１２５】
（４－４－３）キャッシュテーブル２０ｄ
次に、キャッシュテーブル２０ｄ（図３参照）は、モバイルノードＭＮの移動前の気付ア
ドレスを保持するメモリである。キャッシュテーブル２０ｄは、パケット識別部２０ｂが
登録要求メッセージを受信したときに、その登録要求メッセージに含まれる移動前のモバ
イルノードＭＮの気付アドレスと移動後のモバイルノードＭＮの気付アドレスとが対応付
けられて登録要求メッセージ処理部２０ｃによって書き込まれるようになっている。この
キャッシュテーブル２０ｄは、例えばＲＡＭ（ Random Access Memory）によって実現され
る。
【０１２６】
（４－４－４）登録要求メッセージ処理部２０ｃ
（４－４－４－１）気付アドレスの変更機能
登録要求メッセージ処理部２０ｃは、受信処理部２０ａにて受信されたパケットがモバイ
ルノードＭＮの移動前の気付アドレスから移動後の気付アドレスへの登録要求メッセージ
を含む場合はキャッシュテーブル２０ｄに保持された移動前の気付アドレスを移動後の気
付アドレスに変更するものである。また、キャッシュがない場合は、キャッシュを新規に
生成する。
【０１２７】
これにより、パケット識別部２０ｂにおいて識別された登録要求メッセージは、登録要求
メッセージ処理部２０ｃにおいてその内容を解析され、旧「ＣｏＡ」宛てのパケットを、
新「ＣｏＡ」をアドレスにもつノードに対して転送するためのデータを保持するキャッシ
ュ領域がキャッシュテーブル２０ｄに生成される。そして、登録要求メッセージ処理部２
０ｃは、登録要求メッセージのモバイルノードに対して登録応答メッセージを生成して送
信処理部２０ｇに出力する。
【０１２８】
なお、これらの各機能は、例えば、ＣＰＵ（ Central Processing Unit）と、コントロー
ラ（いずれも図示省略）とによって発揮される。
（４－４－４－２）アドレス変更の決定論理
この登録要求メッセージ処理部２０ｃは、登録要求メッセージについて、予め以下の（Ｌ
１）～（Ｌ５）に示す各決定論理に基づいてアドレスの変更を決定するようになっており
、各決定論理を判断する決定論理判断部２２と、所定時間を計測可能なタイマ２３とを有
する。
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【０１２９】
ここで、決定論理判断部２２による判断方法の一例は、モバイルノードＭＮが送信したパ
ケットのヘッダ部分に含まれるタイプ情報を検出することによって行なわれる。すなわち
、決定論理判断部２２は、パケットのホップバイホップオプションヘッダ（後述する図１
３（ａ）参照）又は宛先オプションヘッダ（図１３（ｂ）又は図１３（ｃ））に含まれる
「タイプ領域」を読み取り、そのタイプが登録要求メッセージ又は削除要求メッセージで
あることを認識するのである。
【０１３０】
（Ｌ１）登録要求メッセージに含まれる宛先の気付アドレスに対応する出力インターフェ
ースポートとルーティングテーブル２０ｆに保持された１又は複数の出力インターフェー
スポートとの一致／不一致に基づいて、キャッシュの作成を決定する。
すなわち、登録要求メッセージ処理部２０ｃは、登録要求メッセージの宛先アドレスに対
する出力インターフェースが、分岐ルータ４が有するインターフェースのうちの予め分岐
ルータ４自身が設定した出力インターフェース４１～４３のいずれかと一致した場合は設
定をし、また、一致しない場合は登録要求メッセージを通常のパケットと同様に転送する
。
【０１３１】
（Ｌ２）新規アドレスの登録に要するリソース容量に基づいてアドレスの変更を決定する
。
すなわち、登録要求メッセージ処理部２０ｃは、更に新規に設定するのに必要なリソース
が確保できるときはアドレスを設定（又は変更）し、また、リソースを確保できないとき
は、登録要求メッセージを通常のパケットと同様に転送する。ここで、設定を新規に行な
うのに必要なリソースとは、例えばメモリ容量である。
【０１３２】
（Ｌ３）アドレスの変更後所定時間が経過したときに変更を解除する。
登録要求メッセージ処理部２０ｃは、タイマ２３を用いて予め設定した時間が経過するか
否かを監視し続ける。なお、このタイマ２３は例えばＣＰＵに設けられたタイマである。
このタイマが設定されると、所定時間が経過した時点で自動的に設定が解除される。
【０１３３】
（Ｌ４）変更されたアドレスに関する削除要求メッセージを受信した場合に、キャッシュ
を削除し、変更されたアドレスが削除される。
登録要求メッセージ処理部２０ｃは、アドレスを設定した場合に、モバイルノードＭＮか
ら通知された、アドレス設定の削除要求メッセージを受信すると、その受信時点における
アドレス設定を解除する。
【０１３４】
（Ｌ５）変更されたアドレスに関する削除要求メッセージを受信した場合は変更されたア
ドレスを削除するとともに、変更されたアドレスに関する削除要求メッセージを受信しな
い場合はアドレスの変更後所定時間が経過後したときに変更を解除する。
登録要求メッセージ処理部２０ｃは、アドレスを設定（又は変更）した場合に、モバイル
ノードＭＮから通知された、アドレス設定の削除要求メッセージを受信すると、その受信
時点においてアドレス設定を解除し、また、削除要求メッセージが通知されない場合には
タイマ２３により所定時間が経過した時点において自動的にアドレス設定を解除する。
【０１３５】
従って、タイマ２３を併用することによって、キャッシュテーブル２０ｄに保持されたデ
ータは所定時間ごとに自然消去される。これと同時に、登録要求メッセージ処理部２０ｃ
は、キャッシュテーブル２０ｄの容量を監視し続けており、自然消去されるデータよりも
、登録要求メッセージの受信のほうが多い場合（例えば、登録要求メッセージが例えば１
０００個を超える場合）は、モバイルノードＭＮに対してリソースを確保できない旨を通
知する。
【０１３６】

10

20

30

40

50

(26) JP 3924502 B2 2007.6.6



一方、登録要求メッセージ処理部２０ｃは、登録要求メッセージを処理せずに、再度転送
し、そして、その先の分岐ルータがキャッシュを生成するように構成してもよい。
このように、リソースを確実に確保でき、かつ、リソースを効率的に利用できる。
【０１３７】
（４－４－５）カプセル化処理部２０ｅ
カプセル化処理部２０ｅ（図３参照）は、キャッシュテーブル２０ｄを参照することによ
って、パケット識別部２０ｂから出力されるパケットの宛先アドレスを変更して新たなヘ
ッダを作成しこのヘッダとデータとをカプセル化してそのカプセル化したパケットを出力
するものである。すなわち、このヘッダを付与することが、カプセル化なのである。
【０１３８】
（４－４－６）送信処理部２０ｇ
送信処理部２０ｇは、受信処理部２０ａにて受信されたパケットを転送すべき次ホップル
ータのアドレスと、パケットに含まれる宛先のネットワークプレフィクスと、次ホップル
ータの位置がアップリンク又はダウンリンクかを示すリンク情報とを対応付けたルーティ
ング情報に基づいて、変更処理部にて変更された移動後の気付アドレス宛に送信元ノード
ＣＮからのパケットを送信するものである。また、送信処理部２０ｇは、カプセル化処理
部２０ｅからのパケットを、ルーティングテーブル２０ｆを参照することにより、送信す
るようになっている。
【０１３９】
（４－４－７）ルーティングテーブル２０ｆ
ルーティングテーブル２０ｆは、パケットの宛先と出力するルータとの対応を示すデータ
を保持したメモリである。このルーティングテーブル２０ｆは、受信処理部２０ａにて受
信されたパケットを転送すべき次ホップルータのアドレスと、パケットに含まれる宛先の
ネットワークプレフィクスと、次ホップルータの位置がアップリンク又はダウンリンクか
を示すリンク情報とを対応付けたルーティング情報を保持するようにしている。
【０１４０】
図１１は本発明の第１実施形態に係るルーティングテーブル２０ｆの第１の例を示す図で
ある。この図１１に示すルーティングテーブル２０ｆは、例えば宛先プレフィクス、次ホ
ップ、出力インターフェースおよびダウンリンクの各エントリを有する。ここで、次ホッ
プは、次ホップ機能を有するルータ、又はデータリンクの一区間を意味する。具体的には
次ホップは、受信したパケットを次に転送すべきルータの宛先を表す。出力ＩＦ（出力イ
ンターフェース）はホップすべきパケットの出力口を表す。このルーティングテーブル２
０ｆは、この出力インターフェースに加えて、出力インターフェースがダウンリンクであ
るか否かを、（Ｙｅｓ）又は（Ｎｏ）で識別できるようになっている。
【０１４１】
そして、送信処理部２０ｇが、そのルーティング情報に基づいて変更処理部（２０ｂ，２
０ｃ，２０ｄ，２０ｅ）にて変更された移動後の気付アドレス宛にパケットを送信するよ
うになっている。
これにより、分岐ルータ４がモバイルノードＭＮの移動後の気付アドレスを認識するので
、分岐ルータ４が、例えばホームエージェントＨＡが移動前の気付アドレスに宛てたパケ
ットのヘッダを受信すると、その受信したパケットのヘッダを移動後の気付アドレスに変
更し、正確なパケット転送が行なえる。
【０１４２】
また、図１１に示すルーティングテーブル２０ｆの記述形式は、ダウンリンク情報を統合
したものであるが、この記述形式は通常のルータの記述形式と、この記述とは別テーブル
であって出力インターフェースとダウンリンクとの対応関係を示す別テーブルを用いて構
成してもよい。この場合、分岐ルータ４は、通常のパケットルーティング処理をするとき
にルーティングテーブルを検索し、その後、出力インターフェースが決定した時点で、再
度その出力インターフェースを元にダウンリンク情報の別テーブルを検索し、その出力イ
ンターフェースがダウンリンクであるか否かを判定する。
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【０１４３】
なお、ダウンリンク情報まで見る必要があるのは、登録要求メッセージのみであり、通常
パケットの場合、次ホップまで見ればよいからである。
ルーティングテーブル２０ｆと同様に、図１に示す分岐ルータ５が保持するルーティング
テーブル２０ｆ′は、例えば図１２に示すように、通常のルータが有するルーティングテ
ーブル情報に、各出力インターフェースに対するダウンリンク情報が追加されている。ま
た、インターフェース５２および出力インターフェース５３がダウンリンク側のインター
フェースである。
【０１４４】
このように、動的なネットワークリソースを確保できる。
（４－４－８）変更処理部（２０ｂ，２０ｃ，２０ｄ，２０ｅ）
変更処理部（２０ｂ，２０ｃ，２０ｄ，２０ｅ）は、受信処理部２０ａにて受信されたパ
ケットが、モバイルノードＭＮの移動前の気付アドレスから移動後の気付アドレスへの変
更登録要求を含む場合はキャッシュテーブル２０ｄに保持された移動前の気付アドレスを
移動後の気付アドレスに変更するものである。また、変更処理部（２０ｂ，２０ｃ，２０
ｄ，２０ｅ）は、キャッシュテーブル２０ｄに入っていない場合には、このキャッシュテ
ーブル２０ｄにすぐこの内容を通知した。
【０１４５】
この変更処理部（２０ｂ，２０ｃ，２０ｄ，２０ｅ）の機能は、パケット識別部２０ｂ，
登録要求メッセージ処理部２０ｃ，キャッシュテーブル２０ｄ，カプセル化処理部２０ｅ
が協働することによって実現する。
（４－５）分岐ルータの決定方法
図６は本発明の第１実施形態に係る分岐ルータの決定方法を説明するための図であり、こ
の図６に示すネットワーク１３ｅは、アクセスルータ１０～１７からルータ３まで３段の
配置である。また、図６において、色が濃い分岐ルータは本発明を用いたものである。
【０１４６】
なお、上述したものと同一符号を有するものは同一のもの又は同様の機能を有するものな
ので、更なる説明を省略する。さらに、アクセスルータ６～９は、必ずしも、アクセスル
ータとしての機能を有する必要はない。
モバイルノードＭＮの移動前の接続先はアクセスルータ１０であり、また、移動後の接続
先はアクセスルータ１４とする。ここで、モバイルノードＭＮが移動してアクセスルータ
１４と接続を開始するに当たり、モバイルノードＭＮはアクセスルータ１４を介して登録
要求メッセージを送信する。アクセスルータ１４は、その登録要求メッセージに含まれる
移動前と移動後との双方のルータのアドレスを配下に有していないことを認識し、その登
録要求メッセージをアップリンクのアクセスルータ８に対して送信する。アクセスルータ
８も同様にして、転送されたパケットに含まれる登録要求メッセージの内容を解析して、
２種類のルータのアドレスを配下に有するか否かをチェックする。アクセスルータ８は、
同様にして、その転送されたパケットを分岐ルータ５に宛てて転送し、分岐ルータ５にお
いても、そのパケットが検査されて、転送パケットをルータ３に転送する。そして、ルー
タ３は、移動前のアクセスルータ１０と、移動後のアクセスルータ１４とが自分の配下で
あることを認識して、自分自身が分岐ルータであることを知るのである。
【０１４７】
（４－６）分岐ルータの配置
パケットの振り分け機能を有する分岐ルータは、アクセスルータ６～９のアップリンクに
設けられている。具体的には、図１に示すアクセスルータ６，７間およびアクセスルータ
８，９間に、それぞれ、分岐ルータ４，５が設けられている。また、アクセスルータ６，
８間およびアクセスルータ６，９間に、ともに、分岐ルータ４，５が設けられている。こ
れらの分岐ルータ４，５は、アクセスルータ６～９よりもアップリンクに設けられ、アク
セスルータ６～９のうちの所望の２台のルータを接続するパスに、必ず、分岐ルータ４又
は分岐ルータ５若しくは分岐ルータ４および分岐ルータ５の両方が存在するようになって
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いる。
【０１４８】
すなわち、分岐ルータ４，５は、モバイル通信システム２００において、モバイルノード
ＭＮの任意の移動前のアドレスと、モバイルノードＭＮの任意の移動後のアドレスとの間
におけるパケット転送ルートのノード（例えば、ルータ，パソコン，ワークステーション
）に少なくとも一台が設けられていればよい。従って、モバイル通信システム２００の設
備コストが低減される。
【０１４９】
図７～図１０はいずれも本発明の第１実施形態に係るルータ配置場所の構成図であり、既
に説明したものと同一の符号を付したものは同一又はほぼ同様の機能を有するものである
。分岐ルータ（色が濃いもの）の設置場所は、例えば４種類のパターンを用いることがで
きる。すなわち、ネットワーク１３ａはルータ３～５に適用したパターン（図７参照）で
あり、ネットワーク１３ｂはアクセスルータ６～９に適用したパターンであり（図８参照
）、ネットワーク１３ｃは分岐ルータ４～９に適用したパターン（図９参照）であり、そ
して、ネットワーク１３ｄは全てのルータ３～９に適用したパターン（図１０参照）であ
る。
【０１５０】
なお、出力ＩＦ（出力インターフェース）６１，７１，８１および９１は、いずれも、パ
ケットを入出力する方路に相当するインターフェースポートであって、入出力されるパケ
ットを監視するものである。
また、モバイル通信システム２００（図１参照）の構成例は、ツリー構造のトポロジを有
するが、モバイル通信システム２００のトポロジはツリー構造に限定されない。モバイル
通信システム２００は、例えばインターネット５０と接続するためのゲートウェイが複数
設けられてもよい。
【０１５１】
（４－７）送受信されるメッセージのフォーマット
図１３（ａ）は本発明の第１実施形態に係る登録要求メッセージの一例を示す図である。
この図１３（ａ）に示す登録要求メッセージのヘッダは、ＩＰｖ６ヘッダと、ホップバイ
ホップオプションヘッダとからなる。ここで、ＩＰｖ６ヘッダは全てのパケットが有する
基本領域である。また、ホップバイホップオプションヘッダは、転送ルートに設けられた
全ルータにおける処理に用いられるデータが書き込まれる領域であり、このホップバイホ
ップオプションが、登録要求メッセージであることを識別するためのタイプ値およびキャ
ッシュを生成するときの有効時間が含まれる。また、ホップバイホップオプションヘッダ
のＩＰｖ６の宛先アドレスは移動前のＣｏＡ１を表し、送信元アドレス（送信元ノードＣ
Ｎのアドレス）は移動後のＣｏＡ２を表す。
【０１５２】
図１３（ｂ）は本発明の第１実施形態に係る登録応答メッセージのフォーマット例を示す
図である。この図１３（ｂ）に示す登録応答メッセージは、ＩＰｖ６ヘッダと、宛先ホス
トに対する処理内容を示す宛先オプションヘッダとを含む。ここで、ＩＰｖ６の宛先アド
レスはＣｏＡ２を表し、送信元アドレスは分岐ルータ４を表す。また、宛先オプションヘ
ッダの内容は、本宛先オプションが本発明の登録応答メッセージであることを識別するた
めのタイプ値および生成したキャッシュの有効時間である。
【０１５３】
図１３（ｃ）は本発明の第１実施形態に係る登録更新メッセージの一例を示す図である。
この図１３（ｃ）に示す登録更新メッセージのヘッダは、ＩＰｖ６ヘッダと、宛先ホスト
に対する処理内容を示す宛先オプションヘッダとを含む。そして、ＩＰｖ６ヘッダの宛先
アドレスおよび送信元アドレスには、それぞれ、分岐ルータ４およびＣｏＡ３が書き込ま
れている。また、宛先オプションヘッダの内容は、本宛先オプションが本発明の登録更新
メッセージであることを識別するためのタイプ値と、更新対象となるキャッシュのアドレ
ス「ＣｏＡ１」と、キャッシュの有効時間とをそれぞれ含む。
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【０１５４】
（４－８）分岐ルータ４，５の処理
また、図５は本発明の第１実施形態に係る分岐ルータ４の処理を説明するためのフローチ
ャートである。分岐ルータ５の処理もこの分岐ルータ４の処理とほぼ同様であるので重複
した説明を省略する。なお、分岐ルータ５および他のルータ３であって分岐又は振り分け
機能を有するものも、この図４に示すフローチャートとほぼ同一の処理を行なう。
【０１５５】
分岐ルータ４は、パケットを受信すると（ステップＱ１）、そのパケットを識別し（ステ
ップＱ２）、そのパケットが登録要求メッセージであるか否かを検査する（ステップＱ３
）。ここで、登録要求メッセージであるときは、Ｙｅｓルートを通り、主制御部（図示省
略）は、ルーティングテーブルとキャッシュテーブル２０ｄのうちのダウンリンク情報（
Downlink情報）を参照し（ステップＱ４）、宛先アドレスに対する出力インターフェース
（出力 IF）がダウンリンクであるか否かを検査する（ステップＱ５）。そして、ダウンリ
ンクであるときは、Ｙｅｓルートを通り、登録要求メッセージ処理が行なわれ（ステップ
Ｑ６）、また、キャッシュテーブル２０ｄにアドレスが設定される（ステップＱ７）。
【０１５６】
また、ステップＱ３において、受信パケットが登録要求メッセージでないときは、Ｎｏル
ートを通り、主制御部は、キャッシュテーブル２０ｄを参照し（ステップＱ８）、宛先ア
ドレスに対するキャッシュテーブル２０ｄのデータがあるか否かを検査する（ステップＱ
９）。ここで、キャッシュがあるときは、カプセル化処理されて（ステップＱ１０）、ル
ーティングテーブルが参照されたのち（ステップＱ１１）、分岐ルータ４からパケットが
送信される（ステップＱ１２）。
【０１５７】
一方、ステップＱ５において、出力インターフェースがダウンリンクでないときは、Ｎｏ
ルートを通り、ステップＱ１１の処理が行なわれる。また、ステップＱ９においても、キ
ャッシュがないときは、Ｎｏルートを通り、やはり、ステップＱ１１の処理が行なわれる
。
このように、アクセスルータ６～９のいずれかにおいて受信された登録要求メッセージが
各ルータにおいて読み込まれ、そして、各ルータのうちの移動前と移動後との両方のルー
タを配下に有するルータは、自分自身が分岐ルータであることを認識してその登録要求メ
ッセージに含まれる情報により自分のキャッシュテーブル２０ｄの内容を書き替える。
【０１５８】
従って、分岐ルータ４がモバイルノードＭＮについてのバインディング情報を設定（又は
変更）する。これにより、通常はホームエージェントＨＡに設けられているバインディン
グ情報の保持機能が、分岐ルータ４に設けられ、この分岐ルータ４が、パケットを振り分
けるのである。
これにより、図１において、最初、アクセスルータ６にいたモバイルノードＭＮがアクセ
スルータ７に移動し、アクセスルータ７がモバイルノードＭＮからの登録要求メッセージ
をインターネット５０のアップリンクに設けられている分岐ルータ４に対してホップ（転
送）する。そのホップされた分岐ルータ４において登録要求メッセージに含まれる移動前
および移動後の両方のアクセスルータ６，７を配下に有するか否かがチェックされる。こ
のチェックにより分岐ルータ４自身が両方のアクセスルータ６，７を有するものであると
知ると、その分岐ルータ４は、移動前の気付アドレス「ＣｏＡ１」を移動後の気付アドレ
ス「ＣｏＡ２」に設定する。さらに、モバイル通信システム２００の全体から見ると、気
付アドレスの動的設定は、モバイルノードＭＮが登録要求メッセージを送信することと、
モバイル通信システム２００に設けられたルータがその登録要求メッセージを処理するこ
ととの双方によって実現されるのである。
【０１５９】
このように、モバイルノードＭＮのハンドオーバが発生した時点で、モバイル通信システ
ム２００に接続されたルータにおいて、モバイルノードＭＮのハンドオーバ前のＣｏＡ宛
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てパケットをハンドオーバ後のＣｏＡに対して転送する設定が動的に行なわれる。
このように、分岐ルータ４は、全てのモバイルノードＭＮから送信された登録メッセージ
の全てについて、バインディングキャッシュおよびカプセル化する処理が不要となる。こ
のため、特定エリアにおいて、実際にハンドオーバしたモバイルノードＭＮについてのみ
、バインディングキャッシュおよびカプセル化の処理をすればよい。また、分岐ルータ４
は、ハンドオーバしたモバイルノードＭＮについてのみ、リソースを確保するので、従来
必要とされていた階層化エージェント又はバインディングキャッシュが不要となり、リソ
ース不足を理由にモバイルノードＭＮに対してアクセスを拒否することがなくなる。
【０１６０】
これにより、分岐ルータ４がサポートできるモバイルノードＭＮの数が向上し、また、多
くのモバイルノードＭＮがハンドオーバ先のエリアにおいてサービスを利用でき通信サー
ビスの質が向上する。
また、これにより、モバイルノードＭＮの高速移動に追従でき、かつ、パケットロスを抑
制できるとともに、モバイル通信システム２００を運営，維持する事業者の設備コストを
低減させることができる。
【０１６１】
図１において、本発明のモバイル通信システムは、モバイルノードＭＮと、ホームエージ
ェントとを有するネットワーク１１と、複数のアクセスルータ６～９を有するネットワー
ク１３とをそなえたモバイル通信システム２００である。このモバイル通信システム２０
０には、例えば分岐ルータ４，５のような１又は複数のルータが、アクセスルータ６～９
のアップリンクに設けられパケットを転送するようになっている。
【０１６２】
この態様においては、ルータ４，５がパケットの折り返し又は分岐をするために必要であ
る一方、アクセスルータ６～９はキャッシュテーブル２０ｄ又は変更処理部（２０ｂ，２
０ｃ，２０ｄ，２０ｅ）を設ける必要はない。
上述したとおり、キャッシュテーブル２０ｄと、受信処理部２０ａと、変更処理部（２０
ｂ，２０ｃ，２０ｄ，２０ｅ）と、送信処理部２０ｇとをそなえている。さらに、モバイ
ルノードＭＮは、ルータ識別子保持部４２ｂと、受信処理部４０ａと、移動検出部４２ａ
と、送信処理部５０ｈとをそなえて構成されたことになる。
【０１６３】
また、ルータの変更処理部（２０ｂ，２０ｃ，２０ｄ，２０ｅ）が、モバイルノードＭＮ
が送信した登録要求メッセージに対する確認応答をモバイルノードＭＮに対して送信する
ように構成されたことになる。
（５）動作説明
以下、モバイル通信システム２００におけるモバイル通信方法の動作の例について説明す
る。まず、図１４，図１５を用いて、アクセスルータ６からアクセスルータ７へのハンド
オーバを説明する。
【０１６４】
図１４は本発明の第１実施形態に係る位置登録動作を説明するための図であり、この位置
登録動作は、モバイル通信システム２００においてモバイルノードＭＮがアクセスルータ
６の配下に移動してきたときものである。この図１４に示す位置登録動作は、図１を用い
て示した通常のモバイルＩＰｖ６におけるホームエージェントＨＡへの位置登録と同一で
ある。
【０１６５】
なお、この図１４に示すもので、上述したものと同一符号を有するものは同一のもの又は
同様の機能を有するものなので、更なる説明を省略する。また、以下に説明するモバイル
ノードＭＮの移動元および移動先は一例であって、モバイルノードＭＮは説明したルータ
など以外に移動することがある。
（１）モバイルノードＭＮは、ネットワーク１１から移動先のネットワーク１３に移動し
（点線部分参照）、アクセスルータ６の無線エリアに移動する。
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【０１６６】
（２）モバイルノードＭＮは、アクセスルータ６が送信する周期的又はモバイルノードＭ
Ｎからの要求（図１５および図１８に示す「ルータ要請」に相当する。）の応答としての
ルータ広告メッセージを受信する。このルータ広告メッセージは、モバイルノードＭＮの
接続リンクに対応するネットワークプレフィクス（例えば、「３１１ ::/６４」と表示す
る。）を含む。なお、このルータ広告メッセージには、分岐ルータ４のアドレス（例えば
図３１のＭＡＰ１）は含まれておらず、階層化モバイルＩＰｖ６とは異なる。
【０１６７】
また、接続リンクは物理的なリンクであり、ネットワークプレフィクスは論理的なリンク
である。このため、例えば１本の周波数について、複数のネットワークプレフィクスの割
り当てが可能である。
（３）モバイルノードＭＮは、受信したルータ広告メッセージに含まれる接続リンクのネ
ットワークプレフィクスに基づいて、ＣｏＡ１（例えば、「３１１ ::１０」）を生成する
。
【０１６８】
（４）モバイルノードＭＮは、ホームエージェントＨＡに対して、位置登録メッセージ位
置登録メッセージＢＵを送信し、モバイルノードＭＮが生成したＣｏＡ１とホームアドレ
スとを登録する。
（５）ホームエージェントＨＡは、前記（４）の位置登録メッセージＢＵを受信すると、
位置登録メッセージＢＵの内容に基づいてバインディングキャッシュを生成する。このバ
インディングキャッシュはホームアドレスとＣｏＡ１との対応関係を保持している。
【０１６９】
（６）ホームエージェントＨＡは、モバイルノードＭＮに対して登録応答メッセージＢＡ
を送信し、登録を受理したことを通知する。
この（６）以降、送信元ノードＣＮからモバイルノードＭＮのホームアドレス宛てに送信
されたパケットは、ホームエージェントＨＡによりインターセプトされ、モバイルノード
ＭＮのＣｏＡ１宛てにカプセル化されて転送される（図示省略）。
【０１７０】
モバイルＩＰｖ６と階層化モバイルＩＰｖ６とを比較すると、このカプセル化されたパケ
ットは分岐ルータ４において再度カプセル化されない。すなわち、図３１のようなＭＡＰ
１への書き込みはない。
図１５は本発明の第１実施形態に係るハンドオーバ前の位置登録およびパケット転送シー
ケンスを示す図であり、アクセスルータ６配下でのモバイルノードＭＮの位置登録および
送信元ノードＣＮからモバイルノードＭＮに対してのパケット転送例が示されている。な
お、これら以外の符号であって上述したものと同一符号を有するものは同一のもの又は同
様の機能を有するものなので、更なる説明を省略する。
【０１７１】
まず、モバイルノードＭＮはアクセスルータ６配下に移動し（ステップＡ１）、アクセス
ルータ６に対して「ルータ要請」を送信する（ステップＡ２）。アクセスルータ６は、こ
の「ルータ要請」を受信すると、モバイルノードＭＮに対してルータ広告メッセージを送
信する（ステップＡ３）。モバイルノードＭＮは、このルータ広告メッセージを受信しモ
バイルノードＭＮ自身が他のエリアに移動したことを検出し、ＣｏＡ１を生成する（ステ
ップＡ４）。そして、モバイルノードＭＮは、ネットワーク１１のホームエージェントＨ
Ａに対してバインディングキャッシュの更新を要請するメッセージＢＵを送信し（ステッ
プＡ５）、ホームエージェントＨＡはこのメッセージを受信すると、バインディングキャ
ッシュを作成し（ステップＡ６）、バインディング要求に対する確認応答（ Binding Ackn
owledgement）をモバイルノードＭＮに対して送信する（ステップＡ７）。このように、
モバイルノードＭＮが移動した後においても、位置登録が確実に行なえる。
【０１７２】
続いて、ネットワーク１２の送信元ノードＣＮは、モバイルノードＭＮに対してパケット
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を送信し（ステップＡ８）、ホームエージェントＨＡはその送信されたパケットを受信し
て中継して、モバイルノードＭＮに対して送信する（ステップＡ９）。このように、パケ
ット転送も確実に行なえる。
このようにして、各ルータの配下が変更した後においても、位置登録およびパケット転送
が確実に行なえる。
【０１７３】
図１６は本発明の第１実施形態に係る図１４の位置登録動作後の状態からのハンドオーバ
動作を示す図である。
（１）モバイルノードＭＮは、移動先のネットワーク１３において、アクセスルータ６の
無線エリアからアクセスルータ７の無線エリアに移動する（点線部分参照）。モバイルノ
ードＭＮは、アクセスルータ７からの無線信号レベルがアクセスルータ６からの無線信号
レベルよりも高くなったことを検出すると、モバイルノードＭＮは接続先のルータをアク
セスルータ７に切り替える。
【０１７４】
（２）モバイルノードＭＮは、アクセスルータ７が周期的又はモバイルノードＭＮからの
要求の応答として送信するルータ広告メッセージを受信する。このルータ広告メッセージ
は、モバイルノードＭＮの接続リンクにおけるネットワークプレフィクス（例えば、３１
２ ::/６４）を含む。なお、階層化モバイルＩＰｖ６とは異なり、ルータ広告メッセージ
には、分岐ルータ４（図３１のＭＡＰ１）のアドレスは含まれていない。これにより、モ
バイルノードＭＮは、ネットワークプレフィクスの変化を検出する。
【０１７５】
モバイルノードＭＮは、他のユーザからモバイルノードＭＮ自身宛に送信されたデータに
ついて、そのデータの宛先がアクセスルータ６でなくアクセスルータ７として送信される
ことを希望する。このため、モバイルノードＭＮがアクセスルータ６のエリアからアクセ
スルータ７のエリアに移動しているときに、そのデータの宛先が移動前のアクセスルータ
６から移動後のアクセスルータ７に切り替わることを望むのである。
【０１７６】
モバイルノードＭＮは、移動する前からアクセスルータ６の配下にいたときに使用してい
た、古いアドレスＣｏＡｗ（ｗは１以上の自然数を表す。）を記憶している。モバイルノ
ードＭＮが記憶する必要がある内容は、モバイルノードＭＮが通信を開始したルータの配
下における１つのＣｏＡでよい。従って、モバイルノードＭＮは、一度、通信が終了する
と、その終了時点における在圏しているルータの配下におけるＣｏＡを改めて記憶し直せ
ばよい。
【０１７７】
なお、図１６において、モバイルノードＭＮが分岐ルータ４などに関する情報を全く知ら
ない場合には、記録された以前のルータ又はデフォルトのルータなどに宛てるようにもで
きる。
（３）モバイルノードＭＮは、受信したルータ広告メッセージの内容の接続リンクのネッ
トワークプレフィクスに基づいて、ＣｏＡ２（例えば、３１２ ::１０）を生成する。この
とき、モバイルノードＭＮは、移動前にアクセスルータ６配下にて使用していたＣｏＡ１
を削除しない。
【０１７８】
（４）モバイルノードＭＮは、ネットワーク１３に対して、移動前のＣｏＡ１宛てのパケ
ットを移動後のＣｏＡ２宛てへの転送設定を依頼するための登録要求メッセージをこのイ
ンターネット５０に接続された複数のルータのうちのいずれかのルータに送信する。
すなわち、モバイルノードＭＮが、アクセスルータ６と異なる第２のアクセスルータ７に
対し変化に基づくモバイルノードＭＮの移動先を示す移動前の気付アドレスの登録要求メ
ッセージを送信する。
【０１７９】
この登録要求メッセージのヘッダは、例えば、図１３（ａ）に示すように、ＩＰｖ６ヘッ
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ダと、ホップバイホップオプションヘッダとからなる。ここで、ＩＰｖ６ヘッダは全ての
パケットが有する基本領域である。また、ホップバイホップオプションヘッダは、転送パ
スに設けられた全てのルータにおける処理に用いられるデータが書き込まれており、具体
的には、本ホップバイホップオプションが本発明の登録要求メッセージであることを識別
するためのタイプ値およびキャッシュを生成するときの有効時間が含まれる。また、ホッ
プバイホップオプションヘッダは、このヘッダ中のＩＰｖ６の宛先アドレスは移動前のＣ
ｏＡ１を表し、送信元アドレスは移動後のＣｏＡ２を表す。
【０１８０】
そして、モバイルノードＭＮは、ホームエージェントＨＡに保持されているバインディン
グキャッシュに相当する情報を保持してもらうように要請するデータを、ネットワーク１
３に属するルータに対して送信するのである。このルータとは、移動後のアクセスルータ
７と移動前のアクセスルータ６との位置関係によって決定されるルータ（図１４において
は分岐ルータ４）であって、そのメッセージを受信した複数のルータのうちの１個のルー
タである。この１個のルータを決定するに当たり、それらの複数のルータは、いずれも、
自分自身が、決定されるルータであるか否かをチェックし、そのチェック結果が所定のル
ールに合致したときに、合致したルータは、自分自身がそのルータであることを判定する
のである。従って、インターネット５０に接続された固定的なルータを意味するものでは
ない。
【０１８１】
各ルータは、それぞれ、自分よりもダウンリンクに向かって送信されているパケットであ
る場合、換言すれば、各ルータは、受信したパケットをチェックし、そのパケットの宛先
が、そのルータ自身よりもダウンリンク側に折り返す宛先である場合に、自分自身がキャ
ッシュを生成すべきルータであることを知るのである。すなわち、送信されたパケットが
ダウンリンクに転送するパケットである場合に、その折り返すルータが折り返し機能を有
するルータであると認識しキャッシュを生成するのである。
【０１８２】
すなわち、アクセスルータ６および他のアクセスルータ７をダウンリンクに有する分岐ル
ータ４が、移動前の気付アドレスと登録要求メッセージに含まれる移動後の気付アドレス
との対応関係を保持するキャッシュを生成する。
（５）前記（４）の登録要求メッセージの宛先はＣｏＡ１なので、アクセスルータ６配下
のルータに対してルーティングされる。この途中、分岐ルータ４を通過するときに以下の
処理が行なわれる。
【０１８３】
（５－１）分岐ルータ４は登録要求メッセージのホップバイホップオプションを解析する
。
（５－２）ホップバイホップオプションに示されるタイプ値により、このパケットが本発
明の登録要求メッセージであることを検出する。
（５－３）分岐ルータ４は登録要求メッセージの宛先アドレス「ＣｏＡ１」を確認し、ル
ーティングテーブル（図１１又は図１２参照）を検索する。
【０１８４】
（５－４）検索の結果、ＣｏＡ１は「３１１ ::１０」であり、これにマッチする宛先プレ
フィクスとして「３１１ ::/６４」のエントリがヒットする。
（５－５）この登録要求メッセージを出力するインターフェースとしてインターフェース
４２が決定されるが、ダウンリンク情報が「Ｙｅｓ」なので、次の出力はダウンリンク側
への出力となり、分岐ルータ４はこの登録要求メッセージを転送しないで、インターセプ
トしてキャッシュ生成処理を開始する。
【０１８５】
なお、登録要求メッセージの次の出力インターフェースがダウンリンクされない場合は、
分岐ルータ４は登録要求メッセージをインターセプトしないで、通常のルーティングによ
り登録メッセージを転送する。
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（５－６）分岐ルータ４は、モバイルノードＭＮから送信されたメッセージの宛先が分岐
ルータ４よりもダウンリンク側であることを認識する。
【０１８６】
分岐ルータ４はインターセプトした登録要求メッセージのＩＰｖ６ヘッダに示される送信
元アドレス「ＣｏＡ２」および宛先アドレス「ＣｏＡ１」に基づいて、モバイルノードＭ
Ｎが属するアクセスルータ７であることを示すデータ（例えば、３１２ ::１０［ＣｏＡ２
］）を書き込まれたキャッシュを生成する。そして、以後、インターネット５０側から送
信されたモバイルノードＭＮ宛てのデータを受信すると、そのデータをアクセスルータ６
に転送しないでアクセスルータ７に転送する。
【０１８７】
なお、このキャッシュの有効時間は、ホップバイホップオプションヘッダに示される登録
有効時間を参考に決定する。また、分岐ルータ４のポリシーで登録有効時間を延長するよ
うに構成し、あるいは、短縮するように構成してもよい。
（５－７）分岐ルータ４は、登録応答メッセージを送信し、登録要求メッセージを受理し
たことを通知する。
【０１８８】
（６）モバイルノードＭＮは、この登録応答メッセージにより分岐ルータ４にてキャッシ
ュが生成されたことを認識し、送信元アドレスから分岐ルータ４のアドレスを抽出し記憶
する。
（７）分岐ルータ４が、送信元ノードＣＮから送信された移動前の気付アドレス宛のパケ
ットを代理受信し、移動後の気付アドレス宛に転送する。
【０１８９】
このように、送信者からモバイルノードＭＮに対するデータは、ネットワークのホームエ
ージェントＨＡを経由して分岐ルータ４に送信され、さらに、この分岐ルータ４が、その
送信データをアクセスルータ６に送信しないで分岐ルータ４自身に蓄積し、その送信デー
タをアクセスルータ７に対して送信する。
また、このように、モバイル通信システム２００においては、モバイルノードＭＮがハン
ドオーバのためのリソースを予め確保していなくても、ハンドオーバが発生した時のみ、
その時点で動的にキャッシュを生成する。
【０１９０】
さらに、モバイルノードＭＮがアクセスルータ７にハンドオーバし、分岐ルータ４にてキ
ャッシュが生成された後に、再度、インターネット５０側からアクセスルータ７に対して
パケット送信された場合の転送動作は、図１７に示すようになる。
図１７は本発明の第１実施形態に係るハンドオーバ後のパケット転送を説明するための図
であり、モバイルノードＭＮがアクセスルータ７にハンドオーバした後のパケット転送例
が表示されている。この図１７に示すもので、上述したものと同一符号を有するものは同
一のものを表す。
【０１９１】
（１）ネットワーク２の送信元ノードＣＮ（例えば、アドレスは２００ ::２０）は、モバ
イルノードＭＮ宛てのパケットを送信する。このパケットの宛先アドレスはモバイルノー
ドＭＮのホームアドレス（例えば、１００ ::１０）である。
（２）ネットワーク１のホームエージェントＨＡは、モバイルノードＭＮの代わりにモバ
イルノードＭＮ宛てのパケットをインターセプトし、そして、バインディングキャッシュ
に記録された情報に基づいて、インターセプトしたパケットに対して宛先アドレスをＣｏ
Ａ１とするヘッダを付与してカプセル化する。
【０１９２】
（３）ホームエージェントＨＡは、前記（２）でカプセル化した後のパケットを転送する
。
（４）分岐ルータ４は、前記（３）で転送されたパケットの宛先「ＣｏＡ１」についての
キャッシュが存在するので、キャッシュに記録された情報を元にパケットに対して宛先ア
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ドレスをＣｏＡ２とするヘッダを付与してカプセル化する。
【０１９３】
（５）分岐ルータ４は、前記（４）でカプセル化した後のパケットを転送する。このパケ
ットは、アクセスルータ７を経由してモバイルノードＭＮにて受信され、モバイルノード
ＭＮは、分岐ルータ４およびホームエージェントＨＡが付与したカプセル化ヘッダをそれ
ぞれ取り除き、前記（１）にて送信元ノードＣＮが送信したパケットを受信する。
【０１９４】
また、図１８は本発明の第１実施形態に係るアクセスルータ変更後のハンドオーバおよび
パケット転送シーケンスを説明するための図であり、モバイルノードＭＮがアクセスルー
タ６からアクセスルータ７配下にてハンドオーバおよびアクセスルータ７配下でのパケッ
ト転送例が表示されている。この図１８に示す各ネットワーク、各ルータおよび端末，ル
ータであって、上述したものと同一符号を有するものは同一のもの又は同様の機能を有す
るものなので、更なる説明を省略する。
【０１９５】
まず、モバイルノードＭＮがアクセスルータ７配下へ移動すると（ステップＢ１）、モバ
イルノードＭＮはアクセスルータ７に対して「ルータ要請」を送信する（ステップＢ２）
。アクセスルータ７は、この「ルータ要請」を受信すると、モバイルノードＭＮに対して
ルータ広告メッセージ（ルータ広告と表示されているものを意味する。）を送信し（ステ
ップＢ３）、モバイルノードＭＮはこのメッセージを受信すると、移動検出を行なってＣ
ｏＡ２を生成する（ステップＢ４）。そして、モバイルノードＭＮは、分岐ルータ４に対
して登録要求メッセージをＣｏＡ１に対して送信する（ステップＢ５）。このメッセージ
を受信した分岐ルータ４は、登録要求メッセージを終端処理して、キャッシュを生成し（
ステップＢ６）、登録応答をモバイルノードＭＮに対して送信し（ステップＢ７）、そし
て、モバイルノードＭＮがこのメッセージを受信すると、分岐ルータ４のアドレスを記憶
する（ステップＢ８）。
【０１９６】
これにより、モバイルノードＭＮがアクセスルータ６からアクセスルータ７にハンドオー
バした後においても、各ルータは、いずれも、モバイルノードＭＮの位置を追跡でき、確
実な通信が可能となる。換言すれば、モバイルノードＭＮの位置を追跡する必要があるの
は、分岐ルータ４のみでよく、他のルータは、通常通りの転送を行なえばよい。
【０１９７】
また、この状態において、ネットワーク２の送信元ノードＣＮがモバイルノードＭＮに対
してパケットを送信すると（ステップＢ９）、ネットワーク１にてホームエージェントＨ
Ａがそのパケットを受信して、ステップＢ１０において、そのパケットをカプセル化して
ＣｏＡ１に対して送信する。なお、この処理をトンネリングするという。すなわち、ＩＰ
ｖ６パケットが、ＩＰｖ４パケット又はＩＰｖ６パケットを用いてカプセル化され、これ
により、途中経路にＩＰｖ４パケットのみをサポートするネットワークが存在しても送信
できる。
【０１９８】
そして、このカプセル化されたデータは、分岐ルータ４において、キャッシュを検索され
る（ステップＢ１１）。さらに、分岐ルータ４はＣｏＡ２宛てにカプセル化したものをト
ンネリングしてモバイルノードＭＮに送信する（ステップＢ１２）。
このように、モバイルノードＭＮがハンドオーバをした後において、送信元ノードＣＮが
送信したパケットはホームエージェントＨＡを経由し、折り返し機能を有する分岐ルータ
４にてキャッシュ検索されて、モバイルノードＭＮ宛てに正確に送信されるのである。従
って、ハンドオーバとパケット転送とが両方、確実に進行できるのである。
【０１９９】
（６）変形例の説明
図１７，図１８と続いた後、モバイルノードＭＮがさらに、アクセスルータ８にハンドオ
ーバした場合について、図１９，図２０を用いて説明する。なお、図１９，図２０に示す
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符号で上述したものと同一のものは同一のものを表す。以下、分岐ルータ４と分岐ルータ
５とのコンビネーションにより、パケットの振り分けが可能となる態様について説明する
。
【０２００】
図１９は本発明の第１実施形態に係る図１７のハンドオーバ後の状態からさらにアクセス
ルータ８の配下ヘハンドオーバする場合の動作を示す図である。
（１）モバイルノードＭＮは、移動先のネットワーク１３において、アクセスルータ７の
無線エリアからアクセスルータ８の無線エリアに移動する（点線部分参照）。ここで、モ
バイルノードＭＮは、アクセスルータ８からの無線信号レベルがアクセスルータ７からの
無線信号レベルよりも高くなったことを検出すると、モバイルノードＭＮは接続先のアク
セスルータ７をアクセスルータ８に切り替える。
【０２０１】
（２）モバイルノードＭＮは、アクセスルータ８が周期的又はモバイルノードＭＮからの
要求の応答として送信するルータ広告メッセージを受信する。このルータ広告メッセージ
は、モバイルノードＭＮの接続リンクにおけるネットワークプレフィクス（例えば、３２
１ ::/６４）を含む。なお、階層化モバイルＩＰｖ６とは異なり、ルータ広告メッセージ
には、分岐ルータ５（図３１のＭＡＰ２）のアドレスは含まれていない。
【０２０２】
（３）モバイルノードＭＮは、受信したルータ広告メッセージに含まれる接続リンクのネ
ットワークプレフィクスに基づいて、ＣｏＡ３（例えば、「３２１ ::１０」）を生成する
。このとき、モバイルノードＭＮは、最初にアクセスルータ６配下にて使用していたＣｏ
Ａ１を削除しない。
また、モバイルノードＭＮは、ＣｏＡ２を削除してもよい。ＣｏＡ２は、モバイルノード
ＭＮが１回ハンドオーバしたときに、アクセスルータ７配下において使用されていたもの
であって不要だからである。
【０２０３】
（４）モバイルノードＭＮは、図１６の（７）の登録応答メッセージを受信したときに記
憶した分岐ルータ４のアドレスを用いて、分岐ルータ４に対して、登録更新メッセージを
送信し、分岐ルータ４のキャッシュ内容の更新を依頼する。
これにより、分岐ルータ４が、アドレス設定した場合に、その設定の契機となった登録要
求メッセージのモバイルノードＭＮに登録応答メッセージを返信する。従って、図１３（
ｃ）に示すＩＰｖ６ヘッダの宛先アドレスの欄に、「ルータ（分岐ルータ）４」が記録又
は設定されるのである。
【０２０４】
（５）分岐ルータ４は受信した登録更新メッセージの内容を元に、以下のようにキャッシ
ュを更新する。
（５－１）宛先オプションヘッダに書き込まれたタイプ値により、本メッセージか登録更
新メッセージであることを認識する。
（５－２）宛先オプションヘッダ内のキャッシュ更新アドレスにより、更新対象となるキ
ャッシュがＣｏＡ１についてのキャッシュであることを認識し、ＣｏＡ１についてのキャ
ッシュの有無を検索する。
【０２０５】
（５－３）検索の結果、キャッシュが存在する場合には、ＩＰｖ６ヘッダの送信元アドレ
ス（ＣｏＡ３）を抽出し、その抽出した送信元アドレスをそのキャッシュの新しい転送先
として設定する。
（５－４）宛先オプションヘッダに示される登録有効時間を参考にして、更新したキャッ
シュの有効時間を決定する。
【０２０６】
（６）分岐ルータ４は、登録応答メッセージを送信し、登録更新を受理したことを通知す
る。また、この登録応答メッセージにより、モバイルノードＭＮは分岐ルータ４において
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キャッシュが更新されたことを認識し、更新されたキャッシュの有効時間を記憶する。
従って、本発明のモバイル通信方法は、モバイルノードＭＮが、アクセスルータ６および
アクセスルータ７の双方と異なるアクセスルータ８又は９の属するネットワークプレフィ
クスに基づいて、アクセスルータ８又は９の気付アドレス（第３の仮アドレス）を生成し
、分岐ルータ５に対して、ＣｏＡ１およびアクセスルータ８又は９を含む登録更新依頼メ
ッセージを送信する。
【０２０７】
そして、分岐ルータ５が、登録更新依頼メッセージに含まれるＣｏＡ１についてキャッシ
ュを検索し、ＣｏＡ１についてのキャッシュを生成している場合は登録更新依頼メッセー
ジに含まれるアクセスルータ８又は９の気付アドレスを抽出し、抽出したアクセスルータ
８又は９の気付アドレスとＣｏＡ１とを対応付けてキャッシュを更新し、送信元ノードＣ
Ｎから送信されたＣｏＡ１宛のパケットを代理受信しそのパケットをキャッシュのアクセ
スルータ８又は９の気付アドレス宛に転送するようになっている。
【０２０８】
このように、分岐ルータ４のキャッシュが更新されるので、インターネット５０側から送
信されたデータは、モバイルノードＭＮの位置が変更した後においても、分岐ルータ４に
対してデータを送信でき、また、分岐ルータ４において、分岐ルータ４自身がキャッシュ
を更新するので、データは分岐ルータ４にて折り返されて、新ＣｏＡ（例えばＣｏＡ３）
に対して転送されるのである。
【０２０９】
さらに、キャッシュが更新された後において、ネットワーク１２の送信元ノードＣＮがモ
バイルノードＭＮに対してパケットを送信したときの転送動作について、図２０を用いて
説明する。
図２０は本発明の第１実施形態に係るアクセスルータ８にハンドオーバ後のパケット転送
動作を示す図である。
【０２１０】
（１）送信元ノードＣＮ（例えば、アドレスは２００ ::２０）は、モバイルノードＭＮ宛
てのパケットを送信する。このパケットの宛先アドレスはモバイルノードＭＮのホームア
ドレス（例えば、１００ ::１０）である。
（２）モバイルノードＭＮのネットワーク１１のホームエージェントＨＡは、モバイルノ
ードＭＮの代わりにモバイルノードＭＮ宛てのパケットをインターセプトする。そして、
バインディングキャッシュに記録された情報に基づいて、インターセプトしたパケットに
対して宛先アドレスをＣｏＡ１とするヘッダを付与してカプセル化する。
【０２１１】
（３）ホームエージェントＨＡは前記（２）でカプセル化した後のパケットを転送する。
（４）分岐ルータ４は、前記（３）で転送されたパケットの宛先「ＣｏＡ１」についての
キャッシュが存在するので、キャッシュに記録された情報を元にパケットに対して宛先ア
ドレスをＣｏＡ３とするヘッダを付与してカプセル化する。
【０２１２】
（５）分岐ルータ４は、前記（４）でカプセル化した後のパケットを転送する。このパケ
ットは、ルータ３、分岐ルータ５およびアクセスルータ８をそれぞれ経由してモバイルノ
ードＭＮにて受信され、モバイルノードＭＮは、分岐ルータ４およびホームエージェント
ＨＡが付与したカプセル化ヘッダをそれぞれ取り除く。これにより、モバイルノードＭＮ
は、前記（１）において、送信元ノードＣＮが送信したパケットを受信できる。
【０２１３】
このように、各ルータおよびモバイルノードＭＮがネットワーク１３の構成を知らなくて
も、バインディングキャッシュが動的に生成されるので、モバイルノードＭＮが高速に移
動したときにおいても、その移動に追従できる。
また、このように、移動端末のうちの移動が生じたものに対してのみ動的にハンドオーバ
のためのネットワークリソースが確保されるので、ネットワークリソースが高効率で利用
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され、また、パケットロスの少ないデータ送受信が可能となり、これにより、移動通信を
サポートできる。
【０２１４】
図２１は本発明の第１実施形態に係る第２のハンドオーバおよびパケット転送を説明する
ための図であり、アクセスルータ７からアクセスルータ８配下へのハンドオーバおよびア
クセスルータ８配下でのパケット転送のシーケンス例が表示されている。この図２１にお
いても、上述したものと同一符号を有するものは同一のもの又は同様の機能を有する。
【０２１５】
まず、モバイルノードＭＮがアクセスルータ８配下に移動すると（ステップＣ１）、モバ
イルノードＭＮはアクセスルータ７に対してルータ要請メッセージを送信する（ステップ
Ｃ２）。アクセスルータ７は、このメッセージを受信すると、モバイルノードＭＮに対し
てルータ広告メッセージを送信する（ステップＣ３）。モバイルノードＭＮは、このルー
タ広告メッセージを受信すると、モバイルノードＭＮが他のエリアに移動したことを検出
し、ＣｏＡ３を生成し（ステップＣ４）、分岐ルータ４に対して更新要求メッセージを送
信する（ステップＣ５）。一方、分岐ルータ４は、この更新要求を受信するとバインディ
ングキャッシュ（キャッシュ）を更新し（ステップＣ６）、モバイルノードＭＮに対して
登録応答メッセージを送信する（ステップＣ７）。このように、モバイルノードＭＮはハ
ンドオーバを実行する。
【０２１６】
次に、ネットワーク１２の送信元ノードＣＮは、モバイルノードＭＮに対してデータを送
信するために、ネットワーク１１のホームエージェントＨＡに対してパケットを送信する
（ステップＣ８）。ホームエージェントＨＡはこのパケットを受信すると、ＣｏＡ１宛て
にカプセル化してそのカプセル化されたパケットを送信する（ステップＣ９）。分岐ルー
タ４は、そのパケットを受信すると自分自身のバインディングキャッシュを検索し（ステ
ップＣ１０）、ＣｏＡ３宛てにカプセル化してそのカプセル化されたパケットを送信する
（ステップＣ１１）。このように、パケット転送も確実に行なえる。
【０２１７】
既存の技術と本モバイル通信システム２００とを比較すると、既存の階層化モバイルＩＰ
ｖ６プロトコルにおいては、例えばアクセスルータ６，７が周期的にブロードキャストす
ることにより、各モバイルノードＭＮは、ネットワークの階層化エージェントがどこにあ
るのかを知ることができる。そして、各モバイルノードＭＮはその階層化エージェントの
アドレスなどを参照し、どのルータの階層化エージェントに登録すればよいのかを知る。
【０２１８】
これに対して、本モバイル通信システム２００は、各モバイルノードＭＮは、モバイル通
信システム２００の構成を知らずに、自分自身のＣｏＡｗをネットワーク側に送信するこ
とにより、ネットワークの必要なノードに、キャッシュが動的に生成されるのである。
また、例えば、モバイルノードＭＮがアクセスルータ６の配下において通信を開始し、ア
クセスルータ６から外に移動しないで通信を続ける状態においては、新規なキャッシュは
生成されない。すなわち、本発明は、モバイルノードＭＮが移動したときのみ、動的にキ
ャッシュが生成されるので、既存の階層化モバイルＩＰｖ６に比べて、リソースの使用効
率を高くできる。
【０２１９】
なお、パケット転送は、折り返し機能を有する分岐ルータ４により行なわれていた。本発
明の転送方法は、その折り返し機能を有するルータと、折り返し機能を有するがその折り
返し機能を発揮しないで転送機能を発揮するルータとを組み合わせて実施することも可能
である。以下、図２２～図２６を用いて本発明の第１実施形態の変形例を説明する。これ
らの図２２～図２６に示す符号で上述したものと同一のものは同一のものを表す。
【０２２０】
図２２は本発明の第１実施形態に係るアクセスルータ７配下における位置登録動作を説明
するための図であり、モバイル通信システム２００においてモバイルノードＭＮがアクセ
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スルータ７配下に移動してきたときの位置登録動作が表示されている。この図２２に示す
登録方法は、通常のモバイルＩＰｖ６におけるホームエージェントＨＡへの位置登録方法
（図１参照）と同一である。
【０２２１】
（１）モバイルノードＭＮは、ネットワーク１１からネットワーク１３のアクセスルータ
７の無線エリアに移動する（点線部分参照）。
（２）モバイルノードＭＮは、アクセスルータ７が周期的又はモバイルノードＭＮからの
要求の応答として送信するルータ広告メッセージを受信する。このルータ広告メッセージ
は、モバイルノードＭＮの接続リンクにおけるネットワークプレフィクス（例えば、３１
２ ::/６４）を含む。なお、階層化モバイルＩＰｖ６とは異なり、このルータ広告メッセ
ージには、分岐ルータ４（図３１のＭＡＰ１）のアドレスは含まれていない。
【０２２２】
（３）モバイルノードＭＮは、受信したルータ広告メッセージに含まれる接続リンクのネ
ットワークプレフィクスに基づいて、ＣｏＡ２（例えば、３１２ ::１０）を生成する。
（４）モバイルノードＭＮは、ホームエージェントＨＡに対して位置登録メッセージＢＵ
を送信し、モバイルノードＭＮが生成したＣｏＡ２とホームアドレスとを登録する。
【０２２３】
（５）ホームエージェントＨＡは、前記（４）の位置登録メッセージＢＵを受信すると、
位置登録メッセージＢＵの内容に基づいてバインディングキャッシュを生成する。このイ
ンディングキャッシュはホームアドレスとＣｏＡ２の対応関係とを保持している。
（６）ホームエージェントＨＡは、モバイルノードＭＮに対して登録応答メッセージＢＡ
を送信し、登録を受理したことを通知する。
【０２２４】
以降、送信元ノードＣＮからモバイルノードＭＮのホームアドレス宛てに送信されたパケ
ットは、ホームエージェントＨＡによりインターセプトされ、モバイルノードＭＮのＣｏ
Ａ２宛てにカプセル化されて転送される（図示省略）。階層化モバイルＩＰｖ６とは異な
り、このカプセル化されたパケットは分岐ルータ４（図３１のＭＡＰ１）によって再度カ
プセル化されない。
【０２２５】
このように、無駄な処理が省略されるので、各ルータは、モバイルノードＭＮの高速移動
に追従できる。
図２３は本発明の第１実施形態に係る位置登録の他のパケット転送シーケンスを説明する
ための図であり、アクセスルータ７配下でのモバイルノードＭＮの位置登録および送信元
ノードＣＮからモバイルノードＭＮに対してのパケット転送のシーケンス例を示す図であ
る。この図２３に示す符号などで、上述したものと同一符号を有するものは同一のもの又
は同様の機能を有する。
【０２２６】
まず、モバイルノードＭＮはアクセスルータ７配下に移動し（ステップＤ１）、アクセス
ルータ７に対してルータ要請メッセージを送信する（ステップＤ２）。アクセスルータ７
は、このメッセージを受信すると、モバイルノードＭＮに対してルータ広告メッセージを
送信する（ステップＤ３）。モバイルノードＭＮは、このルータ広告メッセージを受信し
モバイルノードＭＮ自身が他のエリアに移動したことを検出し、ＣｏＡ２を生成する（ス
テップＤ４）。そして、モバイルノードＭＮは、ネットワーク１１のホームエージェント
ＨＡに対してバインディングキャッシュの更新を要請するメッセージ（ Binding Update）
を送信し（ステップＤ５）、ホームエージェントＨＡはこのメッセージを受信すると、バ
インディングキャッシュを作成し（ステップＤ６）、アック（ Binding Acknowledgement
）をモバイルノードＭＮに対して送信する（ステップＤ７）。このように、モバイルノー
ドＭＮが移動した後においても、位置登録が確実に行なえる。
【０２２７】
続いて、ネットワーク１２の送信元ノードＣＮは、モバイルノードＭＮに対してパケット
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を送信し（ステップＤ８）、ホームエージェントＨＡはその送信されたパケットを受信し
て中継して、モバイルノードＭＮに対して送信する（ステップＤ９）。このように、パケ
ット転送も確実に行なえる。
このようにして、各ルータの配下が変更した後においても、位置登録およびパケット転送
が確実に行なえる。
【０２２８】
図２４は本発明の第１実施形態に係る図２２の位置登録動作後の状態からのハンドオーバ
動作を示す図である。この図２４に示す符号で上述したものと同一のものは同一のものを
表す。
（１）モバイルノードＭＮは、移動先のネットワーク１３において、アクセスルータ７の
無線エリアからアクセスルータ８の無線エリアに移動する（点線部分参照）。ここで、モ
バイルノードＭＮは、アクセスルータ８からの無線信号レベルがアクセスルータ７からの
無線信号レベルよりも、高くなったことを検出すると、モバイルノードＭＮは接続先のア
クセスルータ７をアクセスルータ８に切り替える。
【０２２９】
（２）モバイルノードＭＮは、アクセスルータ８が周期的又はモバイルノードＭＮからの
要求の応答として送信するルータ広告メッセージを受信する。このルータ広告メッセージ
は、モバイルノードＭＮの接続リンクにおけるネットワークプレフィクス（例えば、３２
１ ::/６４）を含む。なお、このルータ広告メッセージには、階層化モバイルＩＰｖ６と
は異なり、分岐ルータ５（図３１のＭＡＰ２）のアドレスは含まれていない。
【０２３０】
（３）モバイルノードＭＮは、受信したルータ広告メッセージに含まれる接続リンクのネ
ットワークプレフィクスに基づいて、ＣｏＡ３（例えば、「３２１ ::１０」）を生成する
。このとき、モバイルノードＭＮは、移動前にアクセスルータ７配下にて使用していたＣ
ｏＡ２を削除しない。
（４）モバイルノードＭＮは、ネットワーク１３に対して、移動前のＣｏＡ２宛てのパケ
ットを移動後のＣｏＡ３宛てへの転送設定を依頼するための登録要求メッセージをアクセ
スルータ８に対して送信する。
【０２３１】
この登録要求メッセージは図１３（ａ）に示す例と同様であるが、ＩＰｖ６ヘッダの宛先
アドレスは移動前のＣｏＡ２であり、送信元アドレスは移動後のＣｏＡ３である。登録要
求メッセージの宛先はＣｏＡ２なので、アクセスルータ７配下のルータに対してルーティ
ングされる。この途中、登録要求メッセージを含むパケットは、分岐ルータ５を通過する
ときに以下の処理が行なわれる。
【０２３２】
（４－１）分岐ルータ５は、登録要求メッセージのホップバイホップオプションを解析す
る。
（４－２）分岐ルータ５は、ホップバイホップオプションのタイプ値により、このパケッ
トが本発明の登録要求メッセージであることを検出する。
（４－３）分岐ルータ５は、登録要求メッセージの宛先アドレス「ＣｏＡ２」を確認し、
ルーティングテーブル（図１３（ｂ）参照）を検索する。
【０２３３】
（４－４）分岐ルータ５は、その検索の結果、ＣｏＡ２が３１２ ::１０であり、また、こ
れにマッチする宛先プレフィクスとして３１２ ::/６４のエントリがヒットすることを知
る。
（４－５）この登録要求メッセージを出力するインターフェースとしてインターフェース
５１が決定されるが、ダウンリンク情報が「Ｎｏ」なので、次の出力はダウンリンク側へ
の出力ではない。従って、分岐ルータ５は、この登録要求メッセージをインターセプトし
ないで、通常のルーティングにより登録メッセージを転送する。換言すれば、分岐ルータ
５は、このメッセージを単に通過させているのである。
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【０２３４】
（５）次に、分岐ルータ５にて転送された登録要求メッセージが分岐ルータ４を通過する
ときに以下の処理が行なわれる。
（５－１）分岐ルータ４は登録要求メッセージのホップバイホップオプションを解析する
。
（５－２）分岐ルータ４は、ホップバイホップオプションに示されるタイプ値により、こ
のパケットが本発明の登録要求メッセージであることを検出する。
【０２３５】
（５－３）分岐ルータ４は登録要求メッセージの宛先アドレス「ＣｏＡ２」を確認し、ル
ーティングテーブル（図１３（ａ）参照）を検索する。
（５－４）分岐ルータ４は、検索の結果、ＣｏＡ１が３１２ ::１０であり、また、これに
マッチする宛先プレフィクスが３１２ ::/６４のエントリがヒットする。
【０２３６】
（５－５）この登録要求メッセージを出力するインターフェース４３であることが決定す
るが、ダウンリンク情報が「Ｙｅｓ」なので、次の出力はダウンリンク側への出力となり
、分岐ルータ４はこの登録要求メッセージを転送しないで、インターセプトしてキャッシ
ュ生成処理を開始する。
（６）分岐ルータ４はインターセプトした登録要求メッセージのＩＰｖ６ヘッダの送信元
アドレス（ＣｏＡ３）および宛先アドレス「ＣｏＡ２」に基づいて、キャッシュを生成す
る。このキャッシュの有効時間は、ホップバイホップオプションヘッダに示される登録有
効時間を参考に決定する。なお、この登録有効時間は、分岐ルータ４のポリシーで登録有
効時間を長くしても短くしてもよい。
【０２３７】
（７）分岐ルータ４は、登録応答メッセージを送信し、登録要求メッセージを受理したこ
とを通知する。この登録応答メッセージは、図１３（ｂ）に示したものと同様であるが、
ＩＰｖ６の宛先アドレスはＣｏＡ３であり、送信元アドレスは分岐ルータ４である。宛先
オプションヘッダの内容には、本宛先オプションが本発明の登録応答メッセージであるこ
とを識別するためのタイプ値および生成されたキャッシュの有効時間が表示されている。
モバイルノードＭＮは、この登録応答メッセージによって、分岐ルータ４にてキャッシュ
が生成されたことを認識し、送信元アドレスから分岐ルータ４のアドレスを抽出し、記憶
する。
【０２３８】
このように、分岐ルータ４が折り返し機能を発揮するととともに、分岐ルータ５が通常の
ルーティングにより登録メッセージを転送している。すなわち、転送されたメッセージは
、あたかも、分岐ルータ５においては、単に通過されているのである。
従って、本変形例においては、インターネット５０に接続された各ルータが全て折り返し
機能を発揮するのではなく、パケットの折り返し機能を発揮するルータ（分岐ルータ４）
と、パケットの通過機能を発揮する機能を発揮するルータ（分岐ルータ５）とが協働する
ことにより、効率のよいパケット転送が実現できるのである。
【０２３９】
また、このように、モバイル通信システム２００においては、モバイルノードＭＮがハン
ドオーバのためのリソースを予め確保していない状態において、ハンドオーバが発生した
ときのみ、その時点において、動的にキャッシュを生成する。
続いて、図２５は本発明の第１実施形態に係るアクセスルータ８にハンドオーバ後のパケ
ット転送動作を示す図である。
【０２４０】
（１）送信元ノードＣＮ（例えば、アドレスは２００ ::２０）は、モバイルノードＭＮ宛
てのパケットを送信する。このパケットの宛先アドレスはモバイルノードＭＮのホームア
ドレス（例えば、１００ ::１０）である。
（２）ホームエージェントＨＡは、モバイルノードＭＮの代わりにモバイルノードＭＮ宛
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てのパケットをインターセプトする。そして、バインディングキャッシュに記録された情
報に基づいて、インターセプトしたパケットに対して宛先アドレスをＣｏＡ２とするヘッ
ダを付与してカプセル化する。
【０２４１】
（３）ホームエージェントＨＡは、前記（２）でカプセル化した後のパケットを転送する
。
（４）分岐ルータ４は、前記（３）で転送されたパケットの宛先「ＣｏＡ２」についての
キャッシュが存在するので、キャッシュに記録された情報を元にパケットに対して宛先ア
ドレスをＣｏＡ３とするヘッダを付与してカプセル化する。
【０２４２】
（５）分岐ルータ４は、前記（４）でカプセル化した後のパケットを転送する。このパケ
ットは、ルータ３、分岐ルータ５、アクセスルータ８をそれぞれ経由してモバイルノード
ＭＮにて受信され、モバイルノードＭＮは、分岐ルータ４およびホームエージェントＨＡ
が付与したカプセル化ヘッダをそれぞれ取り除き、前記（１）にて送信元ノードＣＮが送
信したパケットを受信する。
【０２４３】
そして、これ以降、モバイルノードＭＮがアクセスルータ８からアクセスルータ９へハン
ドオーバした場合には、図１５を用いて説明した動作と同様のハンドオーバが実施される
（図示省略）。
図２６は本発明の第１実施形態に係るアクセスルータ７からアクセスルータ８配下へのハ
ンドオーバおよびアクセスルータ８配下でのパケット転送の他のシーケンス例を示す図で
ある。この図２６に示す符号であって、上述したものと同一のものは同一のもの又は同様
の機能を有する。
【０２４４】
まず、モバイルノードＭＮがアクセスルータ８配下へ移動すると（ステップＥ１）、モバ
イルノードＭＮはアクセスルータ８に対して「ルータ要請」を送信する（ステップＥ２）
。アクセスルータ８は、この「ルータ要請」を受信すると、モバイルノードＭＮに対して
ルータ広告メッセージ（ルータ広告）を送信し（ステップＥ３）、モバイルノードＭＮは
このメッセージを受信すると、移動検出を行なってＣｏＡ３を生成する（ステップＥ４）
。そして、モバイルノードＭＮは、分岐ルータ５に対して登録要求メッセージをＣｏＡ２
に対して送信する（ステップＥ５）。
【０２４５】
この後の処理が図１５に示す処理と異なる。すなわち、分岐ルータ５は、登録要求メッセ
ージを受信すると、登録要求メッセージを分岐ルータ４に対して転送する（ステップＥ６
）。このメッセージを受信した分岐ルータ４は、登録要求メッセージを終端処理して、キ
ャッシュを生成し（ステップＥ７）、登録応答をモバイルノードＭＮに対して送信し（ス
テップＥ８）、そして、モバイルノードＭＮがこのメッセージを受信すると、分岐ルータ
４のアドレスを記憶する（ステップＥ９）。
【０２４６】
これにより、モバイルノードＭＮがアクセスルータ７からアクセスルータ８にハンドオー
バした後においても、モバイルノードＭＮの位置を追跡する必要があるのは、分岐ルータ
４のみでよく、他のルータは、通常通りの転送を行なえばよい。
また、この状態において、ネットワーク１２の送信元ノードＣＮがモバイルノードＭＮに
対してパケットを送信すると（ステップＥ１０）、ネットワーク１１にてホームエージェ
ントＨＡがそのパケットを受信して、ステップＥ１１において、そのパケットをカプセル
化してＣｏＡ２に対して送信する。そして、このトンネリングされたデータは、分岐ルー
タ４において、キャッシュを検索される（ステップＥ１２）。さらに、分岐ルータ４はＣ
ｏＡ３宛てにカプセル化してモバイルノードＭＮに送信する（ステップＥ１３）。
【０２４７】
このように、モバイルノードＭＮがハンドオーバをした後において、送信元ノードＣＮが
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送信したパケットはホームエージェントＨＡを経由し、分岐ルータ４において折り返され
て分岐ルータ５に転送される。そして、そのパケットは、分岐ルータ５を通過して、アク
セスルータ８に転送され、これにより、モバイルノードＭＮに送信される。従って、ハン
ドオーバとパケット転送とが両方、確実に行なえる。
【０２４８】
また、このように、モバイルＩＰを用いることにより、モバイル通信システム２００は、
送信元ノードＣＮに、送信先のＩＰアドレスが変更していないように見せることができる
。すなわち、送信元ノードＣＮは、常時、ホームエージェントＨＡに対してアクセスする
だけであり、通信中は、モバイルノードＭＮのアドレスが変更されたことを全く意識しな
いで、モバイルノードＭＮに対してパケットを送信できる。換言すれば、通信中に相手端
末のアドレスが変わると、その通信セッションは切断されてしまう。
【０２４９】
（Ｂ）本発明の第２実施形態の説明
第２実施形態においては、使用態様は２種類ある。まず、モバイルノードＭＮが第１実施
形態にて説明した機能をそなえるとともに、ネットワーク１１に設けられたＤＮＳを用い
てパケットの代理転送を可能とする（第１の態様）。この第１の態様においては、モバイ
ルノードＭＮが、ＤＮＳを分岐ルータ４と併用し、分岐ルータ４を用いた移動サポート方
法を用いる場合には、モバイルノードＭＮは、ＤＮＳにおけるモバイルノードＭＮのホス
ト名とアドレスとの対応関係を更新しない。
【０２５０】
また、モバイルノードＭＮが、第１実施形態にて使用されていたモバイルＩＰを用いずに
、ＤＮＳを用いた代理転送を行なう態様（第２の態様）も可能であり、この第２の態様に
ついても説明する。
第１実施形態においては、ネットワーク１２の送信元ノードＣＮが送信したパケットは、
ネットワーク１１のホームエージェントＨＡを経由してモバイルノードＭＮに転送されて
いた。
【０２５１】
第２実施形態においては、送信元ノードＣＮからのパケットがモバイルノードＭＮに転送
された後に、モバイルノードＭＮは、自分のＣｏＡを送信元ノードＣＮに対して通知する
。そして、送信元ノードＣＮがその通知を受信すると、送信元ノードＣＮが再度パケット
をモバイルノードＭＮに対して送信するときにホームエージェントＨＡを介さずに直接に
、モバイルノードＭＮが属するルータに対して送信するので、パケット転送の効率が向上
する。
【０２５２】
従って、モバイルノードＭＮが移動した先のルータに関する情報（ＣｏＡ）を送信元ノー
ドＣＮが得ることにより、転送効率が向上するのである。
図２７は本発明の第２実施形態に係るモバイル通信システム２００の構成例を示す図であ
る。この図２７に示すモバイル通信システム２００構成例は、図１に示したモバイル通信
システム２００の構成例と基本的に同一であり、上述したものと同一符号を有するものは
同一のもの又は同様の機能を有するものなので、更なる説明を省略する。
【０２５３】
図２７に示すモバイル通信システム２００が第１実施形態の各構成例と異なる点は、モバ
イルノードＭＮがモバイルＩＰｖ６を使用していない点である。このため、図２７におい
ては、ネットワーク１１にホームエージェントＨＡが存在しない。その代わりに、ネット
ワーク１１にはＤＮＳが設置されている。
ＤＮＳは、モバイルノードＭＮのホスト名（例えば、 MN.home.net）とそのＩＰｖ６アド
レスとの対応関係をレコードとして保持し、そのホスト名に対応するＩＰｖ６アドレスの
問い合わせに応答する。また、モバイルノードＭＮは、モバイルＩＰｖ６を使用する場合
のようにホームエージェントＨＡに位置登録を行なわない。その代わりに、モバイルノー
ドＭＮは、使用するＩＰｖ６アドレスを変更した場合にはＤＮＳにそれを通知し、ＤＮＳ
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が保持するモバイルノードＭＮについてのレコードを更新する。
【０２５４】
なお、ＤＮＳは、ＩＰｖ６アドレスのほかにＩＰｖ４アドレスをレコードするようにもで
きる。
本発明のモバイル通信方法は、パケットを用いた通信が、インターネットプロトコルネッ
トワークにおける物理的接続位置を変更した状態において通信可能なモバイルプロトコル
を用いる場合、モバイルノードＭＮは、モバイルノードＭＮ自身のホスト名とホームアド
レス（ＩＰｖ６アドレス）とを対応付けて保持するＤＮＳの保持内容を変更しないように
構成されている。
【０２５５】
また、本発明のモバイル通信方法は、アクセスルータ６～９のうちのアクセスルータ６と
通信しているモバイルノードＭＮが、ネットワークプレフィクスの変化を検出し、モバイ
ルノードＭＮのホスト名とモバイルノードＭＮの移動前のＣｏＡ１とを対応づけて保持す
るＤＮＳに対して、ネットワークプレフィクスの変化に基づいて、モバイルノードＭＮの
移動先を示すＣｏＡ１の変更登録要求メッセージを送信する。
【０２５６】
そして、ＤＮＳは、そのＤＮＳの保持内容を更新する。次に、送信元ノードＣＮが、ＤＮ
Ｓに対して前記ホスト名に対応するＣｏＡ１を問い合わせ、ＣｏＡ１宛にパケットを送信
するようになっている。
また、第２実施形態における通信は、モバイル通信システム２００における物理的接続位
置を変更した状態において通信可能なモバイルプロトコルを用いる場合、モバイルノード
ＭＮは、ホームエージェントＨＡヘの位置更新によらずに通信できるようにもなっている
。
【０２５７】
図２８は本発明の第２実施形態に係るアクセスルータ６配下におけるＤＮＳ更新を説明す
るための図であり、モバイル通信システム２００において、モバイルノードＭＮがアクセ
スルータ６配下に移動してきたときのＤＮＳ更新動作およびアクセスルータ６配下でのパ
ケット転送シーケンス例が表示されている。この図２８に示す符号で上述したものと同一
のものは同一のものを表す。
【０２５８】
モバイルノードＭＮは、図１４に示す動作（１）～（３）と同様の動作によりアクセスル
ータ６配下でのアドレスとしてＣｏＡ１を生成する。すなわち、モバイルノードＭＮがア
クセスルータ６配下に移動すると（ステップＦ１）、モバイルノードＭＮはアクセスルー
タ６に対してルータ要請メッセージを送信する（ステップＦ２）。アクセスルータ６は、
このメッセージを受信すると、モバイルノードＭＮに対してルータ広告メッセージを送信
する（ステップＦ３）。モバイルノードＭＮは、このルータ広告メッセージを受信すると
、モバイルノードＭＮが他のエリアに移動したことを検出し、ＣｏＡ１を生成する（ステ
ップＦ４）。
【０２５９】
次に、モバイルノードＭＮは、ＤＮＳに対して更新要求メッセージを送信して登録を要請
する（ステップＦ５）。その登録内容は、モバイルノードＭＮ自身のホスト名（例えば、
MN.home.net）とＩＰｖ６アドレス（例えば、ＣｏＡ１）との対応関係である。ＤＮＳは
、ステップＦ６において、更新要求についてのレコードがない場合には、レコードを新規
に登録する。既にレコードがあった場合にはそのレコードを更新する。そして、ＤＮＳは
、モバイルノードＭＮに対してＤＮＳ更新応答メッセージを送信する（ステップＦ７）。
これにより、位置登録が行なわれる。
【０２６０】
この状態において、送信元ノードＣＮがモバイルノードＭＮにパケットを転送するときに
は、まず、送信元ノードＣＮは、ＤＮＳに対してモバイルノードＭＮのホスト名（ MN.hom
e.net）に対するＩＰｖ６アドレスを問い合わせ（ステップＦ８）、その応答としてＤＮ
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ＳからモバイルノードＭＮのＩＰｖ６アドレス（例えば、ＣｏＡ１）を取得する（ステッ
プＦ９）。そして、送信元ノードＣＮは、ＩＰｖ６アドレスを宛先としてパケットを送信
する（ステップＦ１０）。このパケットは、途中でカプセル化されずに、モバイルノード
ＭＮに転送される。これにより、パケット転送が行なわれる。
【０２６１】
このように、階層化処理が実際に移動したモバイルノードについてのみ行なわれ、ネット
ワークへの負荷が軽減する。
図２９は本発明の第２実施形態に係るハンドオーバおよびパケット転送を説明するための
図であり、図２８のＤＮＳ更新動作以降のアクセスルータ７配下へのハンドオーバおよび
アクセスルータ７配下でのパケット転送シーケンス例が表示されている。この図２９に示
す符号で上述したものと同一のものは同一のものを表す。
【０２６２】
図１４に示す動作（１）～（７）と同様の動作により、モバイルノードＭＮは、アクセス
ルータ７配下でのアドレスとしてＣｏＡ２を生成する（ステップＧ１，Ｇ２，Ｇ３および
ステップＧ４）。そして、モバイルノードＭＮは、ネットワーク１３の分岐ルータ４に対
してキャッシュ生成のための登録要求メッセージを送信し（ステップＧ５）、分岐ルータ
４はＣｏＡ１宛てのパケットをＣｏＡ２宛てに転送するためのキャッシュを生成する（ス
テップＧ６）。ここで、ＤＮＳに登録したレコードを更新する必要はない。その後、分岐
ルータ４は、モバイルノードＭＮに対して登録応答メッセージを送信し（ステップＧ７）
、モバイルノードＭＮは、分岐ルータ４のアドレスを記憶する（ステップＧ８）。
【０２６３】
この状態において、送信元ノードＣＮは図２７にてＤＮＳに対する問い合わせの応答から
モバイルノードＭＮのホスト名（例えば、 MN.home.net）とＩＰｖ６アドレス（例えば、
ＣｏＡ１）とを記憶しており、モバイルノードＭＮ宛てのパケットをＣｏＡ１宛てとして
送信する（ステップＧ９）。このパケットは、分岐ルータ４において、図１６に示す動作
（４），（５）と同様の動作により、キャッシュ検索し（ステップＧ１０）、ＣｏＡ２宛
てにカプセル化され、アクセスルータ７配下に存在するモバイルノードＭＮに対して転送
される（ステップＧ１１）。
【０２６４】
従って、送信元ノードＣＮが送信したパケットは、分岐ルータ４を通過するときに、分岐
ルータ４によってカプセル化されて、転送される。
このように、モバイルノードＭＮが移動後において、気付アドレスを有していれば、送信
元ノードＣＮは、ＤＮＳにアクセスすることにより、モバイルノードＭＮの位置を知るこ
とができ、ホームエージェントＨＡを用いずに、パケット転送が可能となる。
【０２６５】
さらに、本発明はモバイルＩＰの代わりにＤＮＳと組み合わせても同一の効果を得ること
ができ、また、モバイル通信システム２００におけるモビリティ性能が改善され、下位レ
イヤおよび上位レイヤにかかわらず実施できる。
また、第１実施形態におけるモバイル通信システム２００と同様の効果が得られる。すな
わち、モバイルノードＭＮが実際に移動が発生したときにのみ、階層化アドレスを用いた
場合における品質と同等な効果を出せる。また、モバイルノードＭＮが移動しないときに
は、何もメッセージが発生しないようにできる。
【０２６６】
従って、このように、メッセージが何も発生しないので、伝送路に無駄なトラフィックが
発生せず、効率的にモバイル通信システム２００を運営又は維持が可能となる。
また、これにより、ＭＡＰを用いて処理すべきメッセージとして、全てのモバイルノード
ＭＮをサポートする必要がなくなる。従来技術を用いた場合は、サポートするエリアのモ
バイルノードＭＮが停止した状態で通話しているときにも、その停止しているモバイルノ
ードＭＮについてまで周期的にその記録データをリフレッシュ（更新）していたので、モ
バイル通信システム２００への負荷が大きかった。その負担が大幅に軽減される。
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【０２６７】
さらに、従来、ＭＡＰは、エリアに属する全てのモバイルノードＭＮについて、その状態
を保持していたので、例えばメモリ容量などの物理的リソースを効率的に利用することが
できなかったが、この点についてもリソースを効率的に利用できるようになった。
モバイルノードＭＮが、さらに、モバイルＩＰｖ４又はモバイルＩＰｖ６を併用し、移動
においてモバイル通信のサポート方法を用いる場合にはホームエージェントへの位置更新
を行なわない。
【０２６８】
（Ｃ）その他
本発明は、上述した実施形態又は変形例に限定されずに種々変形することができる。
アクセスルータ６～９は、いずれも、モバイルノードＭＮと無線リンクにて接続されてい
るが、このリンクは有線を用いることもできる。例えばモバイルノードＭＮとして可搬性
（ Portability）を有するパソコン（以下、可搬型パソコンと称する。図示省略）などを
利用することもできる。
【０２６９】
ここで、可搬型パソコン及びアクセスルータ６～９のいずれもが、ＬＡＮケーブルのコネ
クタを設け、そして、これらの間が有線ケーブルを用いて接続するのである。
このような構成により、可搬型パソコンが、ホームエージェントＨＡに対して自分自身の
場所を予め登録する。次に、可搬型パソコンがユーザによって別の場所において、再度、
ユーザがその可搬型パソコンを用いてネットワークに接続する。
【０２７０】
この場合、可搬型パソコンは、電源を立ち上げ直すなどの操作をすることによって、自分
自身が最初に接続していたネットワークとは異なる他のネットワークに接続していること
を知る。
この状態において、可搬型パソコンが、例えば図１６に示すような処理と同様な処理を行
なうことによって、分岐ルータに相当するルータにおいて、キャッシュテーブルが生成さ
れる。
【０２７１】
そして、他のネットワークにおける送信元ノードＣＮが、その可搬型パソコンに対してデ
ータを送信すると、そのデータは、可搬型パソコンが以前いた場所とは異なる他の場所に
転送されるのである。
このように、利用するユーザの幅が拡大する。
（Ｄ）付記
（付記１）　ネットワーク識別情報を保持するモバイルノードと、該モバイルノードと通
信可能な複数のアクセスルータを含む多段に接続された複数のルータとをそなえたモバイ
ル通信システムにおけるモバイル通信方法であって、
該モバイルノードが、該複数のアクセスルータのうちの第１のアクセスルータと通信し、
該モバイルノードが、該ネットワーク識別情報の変化に基づいて、該モバイルノード自身
の移動前の第１の仮アドレスを、第２のアクセスルータの移動後の第２の仮アドレスにす
るように該複数のルータ側に対して変更登録要求を送信し、
該多段に接続された複数のルータのうちの分岐ルータが、該第１の仮アドレスと該第２の
仮アドレスとを対応付けて保持するキャッシュを生成し、
該分岐ルータが、該キャッシュに基づいて、該第１の仮アドレス宛のパケットを該第２の
仮アドレス宛に転送するように構成されたことを特徴とする、モバイル通信方法。
【０２７２】
（付記２）　該モバイルノードが、該ネットワーク識別情報の変化に基づいて、該第１の
仮アドレスを該第２の仮アドレスにするように該複数のアクセスルータのうちのいずれか
のアクセスルータに対して該変更登録要求を送信し、
該分岐ルータが、予め登録した該第１の仮アドレスと該変更登録要求に含まれる該第２の
仮アドレスとをバインディングして保持するキャッシュを生成し、
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該分岐ルータが、送信元ノードから送信された該第１の仮アドレス宛のパケットを代理受
信しそのパケットを該第２の仮アドレス宛に転送するように構成されたことを特徴とする
、付記１記載のモバイル通信方法。
【０２７３】
（付記３）　該モバイルノードが、該第１のアクセスルータおよび該第２のアクセスルー
タの双方と異なる第３のアクセスルータの属するネットワーク識別情報に基づいて、該第
３のアクセスルータの第３の仮アドレスを生成し、
該モバイルノードが、該分岐ルータに対して、該第１の仮アドレスおよび該第３の仮アド
レスを含む登録更新依頼を送信し、
該分岐ルータが、該登録更新依頼に含まれる該第１の仮アドレスについて該キャッシュを
検索し、
該分岐ルータが、該第１の仮アドレスについての該キャッシュを生成している場合は該登
録更新依頼に含まれる第３の仮アドレスを抽出し、
該分岐ルータが、抽出した該第３の仮アドレスと該第１の仮アドレスとを対応付けて該キ
ャッシュを更新し、
該分岐ルータが、送信元ノードから送信された該第１の仮アドレス宛のパケットを代理受
信しそのパケットを該キャッシュの該第３の仮アドレス宛に転送するように構成されたこ
とを特徴とする、付記１記載のモバイル通信方法。
【０２７４】
（付記４）　該モバイルノードが、
該モバイルノード自身の移動が生じ、かつその時点において該モバイルノードが他のモバ
イルノード又はサーバとの通信が発生しているときに、該変更登録要求を送信するように
構成されたことを特徴とする、付記１記載のモバイル通信方法。
【０２７５】
（付記５）　該モバイルノードがモバイル端末として構成されるとともに、該仮アドレス
が気付アドレスとして構成され、
ネットワークに移動したモバイル端末が、ハンドオーバするときに、該第２のアクセスル
ータに対して、該モバイル端末の第１の気付アドレスを該第２の気付アドレスに変更する
よう変更登録要求を送信し、
該分岐ルータが、該第１のアクセスルータおよび該第２のアクセスルータの接続位置に基
づいて決定され、
該分岐ルータが、該第１の気付アドレスと該変更登録要求に含まれる該第２の気付アドレ
スとの対応関係を保持するキャッシュを生成し、
該分岐ルータが、送信元ノードから送信された該第１の気付アドレスの宛パケットを、該
キャッシュに基づいて、該第２の気付アドレス宛に転送するように構成されたことを特徴
とする、付記１記載のモバイル通信方法。
【０２７６】
（付記６）　該モバイルノードがモバイル端末として構成されるとともに、該仮アドレス
が気付アドレスとして構成され、
ネットワークにおける該複数のアクセスルータのうちの少なくとも１台のアクセスルータ
が、該アクセスルータ自身の属するネットワーク識別情報を含む広告メッセージを報知し
、
該モバイル端末が、該広告メッセージに含まれるネットワーク識別情報に基づいて該第３
の気付アドレスを生成し、
該モバイル端末が、ホームエージェントに対して該第３の気付アドレスを含む位置登録要
求を送信し、
該ホームエージェントが、該ホームアドレスと該第３の気付アドレスとの対応関係を保持
するキャッシュを生成し、
該ホームエージェントが、該送信元ノードから送信されたパケットであって該モバイル端
末の第３の気付アドレスを有するパケットを、該キャッシュに基づいて該モバイル端末に
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対して転送するように構成されたことを特徴とする、付記３記載のモバイル通信方法。
【０２７７】
（付記７）　該パケットを用いた通信が、インターネットプロトコルネットワークにおけ
る物理的接続位置を変更した状態において通信可能なモバイルプロトコルを用いる場合、
該モバイル端末は、該ホームエージェントヘの位置更新によらずに通信できるように構成
されたことを特徴とする、付記６記載のモバイル通信方法。
【０２７８】
（付記８）　該パケットを用いた通信が、インターネットプロトコルネットワークにおけ
る物理的接続位置を変更した状態において通信可能なモバイルプロトコルを用いる場合、
該モバイル端末は、該モバイル端末自身のホスト名と該モバイルノードの移動前の第１の
仮アドレスとを対応付けて保持するドメイン・ネーム・システムの保持内容を変更しない
ように構成されたことを特徴とする、付記６記載のモバイル通信方法。
【０２７９】
（付記９）　ネットワーク識別情報を保持するモバイルノードと、該モバイルノードと通
信可能な複数のアクセスルータを含む多段に接続された複数のルータとをそなえたモバイ
ル通信システムにおけるモバイル通信方法であって、
該複数のアクセスルータのうちの第１のアクセスルータと通信している該モバイルノード
が、該ネットワーク識別情報の変化を検出し、
該モバイルノードが、該モバイルノードのホスト名と該モバイルノードの移動前の第１の
仮アドレスとを対応づけて保持するドメイン・ネーム・システムに対して、該ネットワー
ク識別情報の変化に基づいて、該モバイルノードの移動先を示す第１の仮アドレスの変更
登録要求を送信し、
該ドメイン・ネーム・システムが、該ドメイン・ネーム・システムの保持内容を更新し、
送信元ノードが、該ドメイン・ネーム・システムに対して該ホスト名に対応する第１の仮
アドレスを問い合わせ、
該送信元ノードが、該第１の仮アドレス宛にパケットを送信するように構成されたことを
特徴とする、モバイル通信方法。
【０２８０】
（付記１０）　ネットワーク識別情報を保持するモバイルノードと、該モバイルノードと
通信可能な複数のアクセスルータを含む多段に接続された複数のルータとをそなえたモバ
イル通信システムにおけるルータであって、
該モバイルノードの第１の仮アドレスを保持するキャッシュテーブルと、
該複数のアクセスルータを有するネットワークにおいて移動した該モバイルノードからの
第１パケットと送信元ノードからの第２パケットとを受信する第１受信部と、
該第１受信部にて受信された第１パケットが、該モバイルノードの第１の仮アドレスから
第２の仮アドレスへの変更登録要求を含む場合は該キャッシュテーブルに保持された該第
１の仮アドレスを該第２の仮アドレスに変更する変更処理部と、
該第１受信部にて受信された第２パケットを転送すべき次ホップノードのアドレスと、該
第２パケットに含まれる宛先ネットワーク識別情報とを対応付けたルーティング情報に基
づいて、該変更処理部にて変更された該第２の仮アドレス宛に該第２パケットを送信する
第１送信部とをそなえて構成されたことを特徴とする、ルータ。
【０２８１】
（付記１１）　該モバイルノードがモバイル端末として構成されるとともに、該仮アドレ
スが気付アドレスとして構成され、
該モバイル端末の第１の気付アドレスを保持するキャッシュテーブルと、
該複数のアクセスルータを有するネットワークにおいて移動した該モバイル端末からの第
１パケットと該送信元ノードからの第２パケットとを受信する第１受信部と、
該第１受信部にて受信された第２パケットが、該モバイル端末の第１の気付アドレスから
第２の気付アドレスへの変更登録要求を含む場合は該キャッシュテーブルに保持された該
第１の気付アドレスを該第２の気付アドレスに変更する変更処理部と、
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該第１受信部にて受信された第１パケットを転送すべき次ホップルータのアドレスと、該
第２パケットに含まれる宛先ネットワーク識別情報と、該次ホップルータの位置が上流側
又は下流側かを示すリンク情報とを対応付けたルーティング情報に基づいて、該変更処理
部にて変更された該第２の気付アドレス宛に該第２パケットを送信する第１送信部とをそ
なえて構成されたことを特徴とする、付記９記載のルータ。
【０２８２】
（付記１２）　該モバイルノードがモバイル端末として構成されるとともに、該仮アドレ
スが気付アドレスとして構成され、
該モバイル端末の第１の気付アドレスを保持するキャッシュテーブルと、
該移動したモバイル端末からの第１パケットと該送信元ノードからの第２パケットとを受
信する第１受信部と、
該第１受信部にて受信された第２パケットが、該モバイル端末の第１の気付アドレスから
第２の気付アドレスへの変更登録要求を含む場合は該キャッシュテーブルに保持された該
第１の気付アドレスを該第２の気付アドレスに変更する変更処理部と、
該第１受信部にて受信された第１パケットを転送すべき次ホップルータのアドレスと、該
第２パケットに含まれる宛先ネットワーク識別情報と、該次ホップルータの位置が上流側
又は下流側かを示すリンク情報とを対応付けたルーティング情報を保持するルーティング
テーブルと、
該ルーティング情報に基づいて該変更処理部にて変更された該第２の気付アドレス宛に該
第２パケットを送信する第１送信部とをそなえて構成されたことを特徴とする、付記１０
記載のルータ。
【０２８３】
（付記１３）　該ルーティングテーブルが、
該次ホップルータのアドレスおよび該宛先ネットワーク識別情報を対応付けた情報と、該
宛先ネットワーク識別情報および該リンク情報を対応付けた情報とを関連付けて保持する
ように構成されたことを特徴とする、付記１２記載のルータ。
【０２８４】
（付記１４）　該変更処理部が、
該変更登録要求について所定の論理に基づいてアドレスの変更を決定するように構成され
たことを特徴とする、付記１０～付記１３のいずれか一に記載のルータ。
（付記１５）　該変更処理部が、
該論理として、該変更登録要求の宛先を示す第１の気付アドレスに対応する出力ポートと
該ルーティングテーブルに保持された１又は複数の出力ポートとの一致／不一致に基づい
て、該アドレスの変更を決定するように構成されたことを特徴とする、付記１４記載のル
ータ。
【０２８５】
（付記１６）　該変更処理部が、
該論理として、新規アドレスの登録に要するリソース容量に基づいて該アドレスの変更を
決定するように構成されたことを特徴とする、付記１４記載のルータ。
（付記１７）　該変更処理部が、
該論理として、該アドレスの変更後所定時間が経過したときに該変更を解除するように構
成されたことを特徴とする、付記１４記載のルータ。
【０２８６】
（付記１８）　該変更処理部が、
該論理として、変更されたアドレスに関する削除要求を受信した場合に、該変更されたア
ドレスを削除するように構成されたことを特徴とする、付記１４記載のルータ。
（付記１９）　該変更処理部が、
該論理として、変更されたアドレスに関する削除要求を受信した場合は該変更されたアド
レスを削除するとともに、該変更されたアドレスに関する削除要求を受信しない場合は該
アドレスの変更後所定時間が経過後したときに該変更を解除するように構成されたことを
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特徴とする、付記１４記載のルータ。
【０２８７】
（付記２０）　該第１送信部が、
該登録応答のヘッダを、インターネットプロトコルバージョン６（以下、ＩＰｖ６と表記
する。）宛先オプションヘッダを用いて送信するように構成されたことを特徴とする、付
記１０～付記１３のいずれか一に記載のルータ。
（付記２１）　ネットワーク識別情報を保持するモバイルノードと、該モバイルノードと
通信可能な複数のアクセスルータを含む多段に接続された複数のルータとをそなえたモバ
イル通信システムにおける該モバイルノードであって、
該モバイルノード自身と通信しているアクセスルータの識別子を保持するルータ識別子保
持部と、
該パケットを受信する第２受信部と、
該第２受信部にて受信されたパケットに含まれるネットワーク識別情報と該ルータ識別子
保持部に保持された該アクセスルータの識別子とに基づいて、通信相手側が該第１のアク
セスルータから第２のアクセスルータに変更したことを検出する検出部と、
該検出部が変更を検出すると、該モバイルノード自身の第１の気付アドレスが保持されて
いる部分に対して、該モバイルノードの第１の気付アドレスを第２の気付アドレスに変更
するよう変更登録要求を送信する第２送信部とをそなえて構成されたことを特徴とする、
モバイルノード。
【０２８８】
（付記２２）　ネットワーク識別情報を保持するモバイルノードと、該モバイルノードと
通信可能な複数のアクセスルータを含む多段に接続された複数のルータとをそなえたモバ
イル通信システムにおける該モバイルノードであって、
該モバイルノード自身と通信しているアクセスルータの識別子を保持するルータ識別子保
持部と、
該パケットを受信する第２受信部と、
該第２受信部にて受信されたパケットに含まれるネットワーク識別情報と、該ルータ識別
子保持部に保持された該アクセスルータの識別子と、受信した信号品質とに基づいて、通
信相手側が該第１アクセスルータから第２のアクセスルータに変更したことを検出する検
出部と、
該検出部が変更を検出すると該第２のアクセスルータに対して、該モバイルノードの第１
の気付アドレスを第２の仮アドレスに変更するよう変更登録要求を送信する第２送信部と
をそなえて構成されたことを特徴とする、モバイルノード。
【０２８９】
（付記２３）　該第２送信部が、
該変更登録要求を、該複数のルータのうちの分岐ルータが決定していない場合は該モバイ
ルノードの第１の気付アドレス宛てに送信するとともに、該分岐ルータが決定している場
合は該分岐ルータ宛てに送信するように構成されたことを特徴とする、付記２２記載のモ
バイルノード。
【０２９０】
（付記２４）　該第２送信部が、
該変更登録要求のヘッダを、ＩＰｖ６ホップバイホップオプションヘッダ又はＩＰｖ６宛
先オプションヘッダのうちの少なくとも一方を用いて送信するように構成されたことを特
徴とする、付記２２記載のモバイルノード。
（付記２５）　ネットワーク識別情報を保持するモバイルノードと、該モバイルノードと
通信可能な複数のアクセスルータを含む多段に接続された複数のルータとをそなえたモバ
イル通信システムであって、
該複数のルータのうちの該パケットを転送する少なくとも一台のルータが、
該モバイルノードの第１の気付アドレスを保持するキャッシュテーブルと、
該複数のアクセスルータを有するネットワークにおいて移動した該モバイルノードからの
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第１パケットと該送信元ノードからの第２パケットとを受信する第１受信部と、
該第１受信部にて受信された第２パケットが、該モバイルノードの第１の仮アドレスから
第２の仮アドレスへの変更登録要求を含む場合は該キャッシュテーブルに保持された該第
１の気付アドレスを該第２の気付アドレスに変更する変更処理部と、
該第１受信部にて受信された第１パケットを転送すべき次ホップルータのアドレスと、該
第２パケットに含まれる宛先ネットワーク識別情報とを対応付けたルーティング情報に基
づいて、該変更処理部にて変更された該第２の気付アドレス宛に該第２パケットを送信す
る第１送信部とをそなえ、
さらに、
該モバイルノードが、
該モバイルノード自身と通信しているアクセスルータの識別子を保持するルータ識別子保
持部と、
該パケットを受信する第２受信部と、
該第２受信部にて受信されたパケットに含まれるネットワーク識別情報と該ルータ識別子
保持部に保持された該第１のアクセスルータの識別子とに基づいて、通信相手側が該第１
のアクセスルータから第２のアクセスルータに変更したことを検出する検出部と、
該検出部が変更を検出すると該第２のアクセスルータに対して、モバイルノードの第１の
気付アドレスを第２の気付アドレスに変更するよう変更登録要求を送信する第２送信部と
をそなえて構成されたことを特徴とする、モバイル通信システム。
【０２９１】
（付記２６）　該少なくとも一台のルータが、
該モバイルノードの第１の気付アドレスと該モバイルノードの第２の気付アドレスとの間
における転送ルートのノードに設けられるように構成されたことを特徴とする、付記２５
記載のモバイル通信システム。
（付記２７）　ネットワーク識別情報を保持するモバイルノードと、該モバイルノードと
通信可能な複数のアクセスルータを含む多段に接続された複数のルータとをそなえたモバ
イル通信システムであって、
該複数のルータのうちの該パケットを転送する少なくとも一台のルータが、
該モバイルノードの第１の気付アドレスを保持するキャッシュテーブルと、
該複数のアクセスルータを有するネットワークにおいて移動した該モバイルノードからの
第１パケットと該送信元ノードからの第２パケットとを受信する第１受信部と、
該第１受信部にて受信された第２パケットが、該モバイルノードの第１の気付アドレスか
ら第２の気付アドレスへの変更登録要求を含む場合は該キャッシュテーブルを該第２の気
付アドレスに変更する変更処理部と、
該第１受信部にて受信された第１パケットを転送すべき次ホップルータのアドレスと、該
第２パケットに含まれる宛先ネットワーク識別情報とを対応付けたルーティング情報に基
づいて、該変更処理部にて変更された該第２の仮アドレス宛に該第２パケットを送信する
第１送信部とをそなえ、
さらに、
該モバイルノードが、
該モバイルノード自身と通信しているアクセスルータの識別子を保持するルータ識別子保
持部と、
該パケットを受信する第２受信部と、
該第２受信部にて受信されたパケットに含まれるネットワーク識別情報と該ルータ識別子
保持部に保持された該アクセスルータの識別子とに基づいて、通信相手側が該第１のアク
セスルータから第２のアクセスルータに変更したことを検出する検出部と、
該検出部が変更を検出すると該第２のアクセスルータに対して、該モバイルノードの第１
の気付アドレスを第２の仮アドレスに変更するよう変更登録要求を送信する第２送信部と
をそなえて構成されたことを特徴とする、モバイル通信システム。
【０２９２】
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（付記２８）　該ルータの該変更処理部が、
該モバイルノードが送信した該変更登録要求に対する確認応答を該モバイルノードに対し
て送信するように構成されたことを特徴とする、付記２５又は付記２７記載のモバイル通
信システム。
【０２９３】
【発明の効果】
　以上詳述したように、本発 よれば、以下に述べるような効果ないしは利点がある。
　（１）本発明のモバイル通信方法によれば、ネットワーク識別情報を保持するモバイル
ノードと、モバイルノードと通信可能な複数のアクセスルータを含む多段に接続された複
数のルータとをそなえたモバイル通信システムにおけるモバイル通信方法であって、モバ
イルノードが、複数のアクセスルータのうちの第１のアクセスルータと通信し、モバイル
ノードが、ネットワーク識別情報の変化に基づいて、モバイルノード自身の移動前の第１
の仮アドレスを、第２のアクセスルータの移動後の第２の仮アドレスにするように複数の
ルータ側に対して変更登録要求を送信し、多段に接続された複数のルータのうちの分岐ル
ータが、第１の仮アドレスと第２の仮アドレスとを対応付けて保持するキャッシュを生成
し、分岐ルータが、キャッシュに基づいて、第１の仮アドレス宛のパケットを第２の仮ア
ドレス宛に転送するように構成されているので、モバイルノードが高速に移動したときに
追従するとともに、既存のネットワーク構成の変更を伴わずに、ネットワークリソースの
使用効率を向上させ、かつパケットロスの少ないデータ送受信効率を改善でき
【０２９４】
（２）モバイルノードが、ネットワーク識別情報の変化に基づいて、第１の仮アドレスを
第２の仮アドレスにするように複数のアクセスルータのうちのいずれかのアクセスルータ
に対して変更登録要求を送信し、分岐ルータが、予め登録した第１の仮アドレスと変更登
録要求に含まれる第２の仮アドレスとをバインディングして保持するキャッシュを生成し
、分岐ルータが、送信元ノードから送信された第１の仮アドレス宛のパケットを代理受信
しそのパケットを第２の仮アドレス宛に転送するように構成されてもよい。
【０２９５】
（３）モバイルノードが、第１のアクセスルータおよび第２のアクセスルータの双方と異
なる第３のアクセスルータの属するネットワーク識別情報に基づいて、第３のアクセスル
ータの第３の仮アドレスを生成し、モバイルノードが、分岐ルータに対して、第１の仮ア
ドレスおよび第３の仮アドレスを含む登録更新依頼を送信し、分岐ルータが、登録更新依
頼に含まれる第１の仮アドレスについてキャッシュを検索し、分岐ルータが、第１の仮ア
ドレスについてのキャッシュを生成している場合は登録更新依頼に含まれる第３の仮アド
レスを抽出し、分岐ルータが、抽出した第３の仮アドレスと第１の仮アドレスとを対応付
けてキャッシュを更新し、分岐ルータが、送信元ノードから送信された第１の仮アドレス
宛のパケットを代理受信しそのパケットをキャッシュの第３の仮アドレス宛に転送するよ
うに構成されてもよい。
【０２９６】
（４）モバイルノードが、モバイルノード自身の移動が生じ、かつその時点においてモバ
イルノードが他のモバイルノード又はサーバとの通信が発生しているときに、変更登録要
求を送信するように構成されてもよい。
従って、このようにすれば、ネットワークにおいてモバイル通信のためのネットワークリ
ソースの常時確保が不要となる。
【０２９７】
（５）モバイルノードがモバイル端末として構成されるとともに、仮アドレスが気付アド
レスとして構成され、ネットワークに移動したモバイル端末が、ハンドオーバするときに
、第２のアクセスルータに対して、モバイル端末の第１の気付アドレスを第２の気付アド
レスに変更するよう変更登録要求を送信し、分岐ルータが、第１のアクセスルータおよび
第２のアクセスルータの接続位置に基づいて決定され、分岐ルータが、第１の気付アドレ
スと変更登録要求に含まれる第２の気付アドレスとの対応関係を保持するキャッシュを生
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成し、分岐ルータが、送信元ノードから送信された第１の気付アドレスの宛パケットを、
キャッシュに基づいて、第２の気付アドレス宛に転送するように構成されてもよく、この
ようにすれば、ネットワークリソースの使用効率を向上させ、かつパケットロスの少ない
モバイル通信のサポートが実現できる。
【０２９８】
（６）モバイルノードがモバイル端末として構成されるとともに、仮アドレスが気付アド
レスとして構成され、ネットワークにおける複数のアクセスルータのうちの少なくとも１
台のアクセスルータが、アクセスルータ自身の属するネットワーク識別情報を含む広告メ
ッセージを報知し、モバイル端末が、広告メッセージに含まれるネットワーク識別情報に
基づいて第３の気付アドレスを生成し、モバイル端末が、ホームエージェントに対して第
３の気付アドレスを含む位置登録要求を送信し、ホームエージェントが、ホームアドレス
と第３の気付アドレスとの対応関係を保持するキャッシュを生成し、ホームエージェント
が、送信元ノードから送信されたパケットであってモバイル端末の第３の気付アドレスを
有するパケットを、キャッシュに基づいてモバイル端末に対して転送するように構成され
てもよく、このようにすれば、ネットワークリソースの浪費を防止し、かつ、ハンドオー
バ先のエリアにおいてモバイルノードＭＮがサービスを利用できない状況の発生を回避で
きる。
【０２９９】
（７）パケットを用いた通信が、インターネットプロトコルネットワークにおける物理的
接続位置を変更した状態において通信可能なモバイルプロトコルを用いる場合、モバイル
端末は、ホームエージェントヘの位置更新によらずに通信できるように構成されてもよく
、このようにすれば、多くのモバイルノードＭＮをサポートできる。
【０３００】
（８）パケットを用いた通信が、インターネットプロトコルネットワークにおける物理的
接続位置を変更した状態において通信可能なモバイルプロトコルを用いる場合、モバイル
端末は、モバイル端末自身のホスト名とモバイルノードの移動前の第１の仮アドレスとを
対応付けて保持するドメイン・ネーム・システムの保持内容を変更しないように構成され
てもよく、このようにすれば、処理性能が高いＭＡＰをネットワークに数多く設置する必
要がなくなる。
【０３０１】
　さらに、本発明のモバイル通信方法によれば、複数のアクセスルータのうちの第１のア
クセスルータと通信しているモバイルノードが、ネットワーク識別情報の変化を検出し、
モバイルノードが、モバイルノードのホスト名とモバイルノードの移動前の第１の仮アド
レスとを対応づけて保持するドメイン・ネーム・システムに対して、ネットワーク識別情
報の変化に基づいて、モバイルノードの移動先を示す第１の仮アドレスの変更登録要求を
送信し、ドメイン・ネーム・システムが、ドメイン・ネーム・システムの保持内容を更新
し、送信元ノードが、ドメイン・ネーム・システムに対してホスト名に対応する第１の仮
アドレスを問い合わせ、送信元ノードが、第１の仮アドレス宛にパケットを送信するよう
に構成されているので、モバイルノードが移動後において、気付アドレスを有していれば
、送信元ノードは、ドメイン・ネーム・システムにアクセスすることにより、モバイルノ
ードの位置を知ることができ、ホームエージェントを用いずに、パケット転送が可能とな

【０３０２】
　（９）本発明 ルータによれば、モバイルノードの第１の仮アドレスを保持す
るキャッシュテーブルと、複数のアクセスルータを有するネットワークにおいて移動した
モバイルノードからの第１パケットと送信元ノードからの第２パケットとを受信する第１
受信部と、第１受信部にて受信された第１パケットが、モバイルノードの第１の仮アドレ
スから第２の仮アドレスへの変更登録要求を含む場合はキャッシュテーブルに保持された
第１の仮アドレスを第２の仮アドレスに変更する変更処理部と、第１受信部にて受信され
た第２パケットを転送すべき次ホップノードのアドレスと、第２パケットに含まれる宛先
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ネットワーク識別情報とを対応付けたルーティング情報に基づいて、変更処理部にて変更
された第２の仮アドレス宛に第２パケットを送信する第１送信部とをそなえて構成されて
いるので、事業者は、ネットワークの運営，サポートおよび維持するために設備コストを
低減でき
【０３０３】
　（１０） ルータによれば、モバイルノードがモバイル端末として構成されるととも
に、仮アドレスが気付アドレスとして構成され、モバイル端末の第１の気付アドレスを保
持するキャッシュテーブルと、複数のアクセスルータを有するネットワークにおいて移動
したモバイル端末からの第１パケットと送信元ノードからの第２パケットとを受信する第
１受信部と、第１受信部にて受信された第２パケットが、モバイル端末の第１の気付アド
レスから第２の気付アドレスへの変更登録要求を含む場合はキャッシュテーブルに保持さ
れた第１の気付アドレスを第２の気付アドレスに変更する変更処理部と、第１受信部にて
受信された第１パケットを転送すべき次ホップルータのアドレスと、第２パケットに含ま
れる宛先ネットワーク識別情報と、次ホップルータの位置が上流側又は下流側かを示すリ
ンク情報とを対応付けたルーティング情報に基づいて、変更処理部にて変更された第２の
気付アドレス宛に第２パケットを送信する第１送信部とをそなえて構成されているので、
リソースを確実に確保でき、かつ、リソースを効率的に利用できる。
【０３０４】
　（１１） ルータによれば、モバイルノードがモバイル端末として構成されるととも
に、仮アドレスが気付アドレスとして構成され、モバイル端末の第１の気付アドレスを保
持するキャッシュテーブルと、移動したモバイル端末からの第１パケットと送信元ノード
からの第２パケットとを受信する第１受信部と、第１受信部にて受信された第２パケット
が、モバイル端末の第１の気付アドレスから第２の気付アドレスへの変更登録要求を含む
場合はキャッシュテーブルに保持された第１の気付アドレスを第２の気付アドレスに変更
する変更処理部と、第１受信部にて受信された第１パケットを転送すべき次ホップルータ
のアドレスと、第２パケットに含まれる宛先ネットワーク識別情報と、次ホップルータの
位置が上流側又は下流側かを示すリンク情報とを対応付けたルーティング情報を保持する
ルーティングテーブルと、ルーティング情報に基づいて変更処理部にて変更された第２の
気付アドレス宛に第２パケットを送信する第１送信部とをそなえて構成されているので、
アドレスの階層化処理を不要にできる。
【０３０５】
（１２）前記ルーティングテーブルが、次ホップルータのアドレスおよび宛先ネットワー
ク識別情報を対応付けた情報と、宛先ネットワーク識別情報およびリンク情報を対応付け
た情報とを関連付けて保持するように構成されてもよく、このようにすれば、動的なネッ
トワークリソースを確保できる。
（１３）前記変更処理部が、論理として、変更登録要求について所定の論理によってアド
レスの変更を決定するように構成されてもよく、その論理として次の（１４）～（１８）
を用いることができる。
【０３０６】
（１４）前記変更処理部が、論理として、変更登録要求メッセージに含まれる変更登録要
求メッセージの宛先を示す第１の気付アドレスに対応する出力ポートとルーティングテー
ブルに保持された１又は複数の出力ポートとの一致／不一致に基づいて、アドレスの変更
を決定する。
（１５）前記変更処理部が、論理として、新規アドレスの登録に要するリソース容量に基
づいてアドレスの変更を決定する。
【０３０７】
（１６）前記変更処理部が、論理として、アドレスの変更後所定時間が経過したときに変
更を解除する。
（１７）前記変更処理部が、論理として、変更されたアドレスに関する削除要求を受信し
た場合に、変更されたアドレスを削除する。
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（１８）前記変更処理部が、論理として、変更されたアドレスに関する削除要求を受信し
た場合は変更されたアドレスを削除するとともに、変更されたアドレスに関する削除要求
を受信しない場合はアドレスの変更後所定時間が経過後したときに変更を解除する。
【０３０８】
また、（１４）～（１８）のようにすれば、自動的にアドレス設定が解除されるので、や
はり、リソースの無駄な使用を回避できる。
（１９）前記第１送信部が、登録応答のヘッダを、ＩＰｖ６宛先オプションヘッダを用い
て送信するように構成されてもよく、このようにすれば、既存のパケットフォーマットの
変更を要せずに、リソース確保のための処理が可能となる。
【０３０９】
　（２０）本発明 モバイルノードによれば、モバイルノード自身と通信してい
るアクセスルータの識別子を保持するルータ識別子保持部と、パケットを受信する第２受
信部と、第２受信部にて受信されたパケットに含まれるネットワーク識別情報とルータ識
別子保持部に保持されたアクセスルータの識別子とに基づいて、通信相手側が第１のアク
セスルータから第２のアクセスルータに変更したことを検出する検出部と、検出部が変更
を検出すると第２のアクセスルータに対して、モバイルノードの第１の気付アドレスを第
２の気付アドレスに変更するよう変更登録要求を送信する第２送信部とをそなえて構成さ
れているので、モバイルノードが実際に移動が発生したときにのみ、第１の仮アドレスを
用いた場合における品質と同等な効果を出せ
【０３１０】
　（２１）本発明 モバイルノードによれば、モバイルノード自身と通信してい
るアクセスルータの識別子を保持するルータ識別子保持部と、パケットを受信する第２受
信部と、第２受信部にて受信されたパケットに含まれるネットワーク識別情報と、ルータ
識別子保持部に保持されたアクセスルータの識別子と、受信した信号品質とに基づいて、
通信相手側が第１アクセスルータから第２のアクセスルータに変更したことを検出する検
出部と、検出部が変更を検出すると第２のアクセスルータに対して、モバイルノードの第
１の気付アドレスを第２の仮アドレスに変更するよう変更登録要求を送信する第２送信部
とをそなえて構成されているので、モバイルノードが移動しないときには何もメッセージ
が発生しないので、伝送路に無駄なトラフィックが発生せず、効率的にネットワークを運
営又は維持が可能となる。
【０３１１】
（２２）前記第２送信部が、変更登録要求を、複数のルータのうちの分岐ルータが決定し
ていない場合はモバイルノードの第１の気付アドレス宛てに送信するとともに、分岐ルー
タが決定している場合は分岐ルータ宛てに送信するように構成されてもよく、このように
すれば、ネットワークは、モバイルノードの移動場所にかかわらず、通信サービスを提供
できる。
【０３１２】
　（２３）前記第２送信部が、登録要求のヘッダを、ＩＰｖ６ホップバイホップオプショ
ンヘッダ又はＩＰｖ６宛先オプションヘッダのうちの少なくとも一方を用いて送信するよ
うに構成されてもよく、このようにすれば、パケットロスを少なくでき、確実な通信が可
能となる。
　（２４）本発明のモバイル通信システムによれば、少なくとも一台のルータが、キャッ
シュテーブルと、第１受信部，変更処理部，第１送信部をそなえ、モバイルノードが、ル
ータ識別子保持部，第２受信部，検出部，第２送信部をそなえて構成されているので、階
層化処理が実際に移動したモバイルノードについてのみ行なわれ、ネットワークへの負荷
が軽減す
【０３１３】
（２５）少なくとも一台のルータが、モバイルノードの第１の気付アドレスとモバイルノ
ードの第２の気付アドレスとの間における転送ルートのノードに設けられるように構成さ
れているので、ネットワークの設備コストが低減される。
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（２６）本発明のモバイル通信システムによれば、複数のルータのうちのパケットを転送
する少なくとも一台のルータが、キャッシュテーブルと、第１受信部と、変更処理部と、
第１送信部とをそなえ、さらに、モバイルノードが、ルータ識別子保持部と、第２受信部
と、検出部と、第２送信部とをそなえて構成されているので、ルータがサポートできるモ
バイルノードの数が向上する。
【０３１４】
（２７）前記ルータの変更処理部が、モバイルノードが送信した登録要求に対する確認応
答をモバイルノードに対して送信するように構成されてもよく、このようにすれば、多く
のモバイルノードがハンドオーバ先のエリアにおいてサービスを利用でき通信サービスの
質が向上する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態に係るモバイル通信システムの構成図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係るモバイルノードのブロック図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係るルータのブロック図である。
【図４】本発明の第１実施形態に係るモバイルノードの処理を説明するためのフローチャ
ートである。
【図５】本発明の第１実施形態に係る分岐ルータの処理を説明するためのフローチャート
である。
【図６】本発明の第１実施形態に係る分岐ルータの決定方法を説明するための図である。
【図７】本発明の第１実施形態に係るルータ配置場所の第１の構成図である。
【図８】本発明の第１実施形態に係るルータ配置場所の第２の構成図である。
【図９】本発明の第１実施形態に係るルータ配置場所の第３の構成図である。
【図１０】本発明の第１実施形態に係るルータ配置場所の第４の構成図である。
【図１１】本発明の第１実施形態に係るルーティングテーブルの一例を示す図である。
【図１２】本発明の第１実施形態に係るルーティングテーブルの第２の例を示す図である
。
【図１３】（ａ）は本発明の第１実施形態に係る登録要求メッセージの一例を示す図であ
り、（ｂ）は本発明の第１実施形態に係る登録応答メッセージのフォーマット例を示す図
であり、（ｃ）は本発明の第１実施形態に係る登録更新メッセージの一例を示す図である
。
【図１４】本発明の第１実施形態に係る位置登録動作を説明するための図である。
【図１５】本発明の第１実施形態に係るハンドオーバ前の位置登録およびパケット転送シ
ーケンスを示す図である。
【図１６】本発明の第１実施形態に係る位置登録動作後の状態からのハンドオーバ動作を
示す図である。
【図１７】本発明の第１実施形態に係るハンドオーバ後のパケット転送を説明するための
図である。
【図１８】本発明の第１実施形態に係るアクセスルータ変更後のハンドオーバおよびパケ
ット転送シーケンスを説明するための図である。
【図１９】本発明の第１実施形態に係るハンドオーバ後の状態からさらにアクセスルータ
の配下ヘハンドオーバする場合の動作を示す図である。
【図２０】本発明の第１実施形態に係るアクセスルータにハンドオーバ後のパケット転送
動作を示す図である。
【図２１】本発明の第１実施形態に係る第２のハンドオーバおよびパケット転送を説明す
るための図である。
【図２２】本発明の第１実施形態に係るアクセスルータ配下における位置登録動作を説明
するための図である。
【図２３】本発明の第１実施形態に係る位置登録の他のパケット転送シーケンスを説明す
るための図である。
【図２４】本発明の第１実施形態に係る位置登録動作後の状態からのハンドオーバ動作を
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示す図である。
【図２５】本発明の第１実施形態に係るルータにハンドオーバ後のパケット転送動作を示
す図である。
【図２６】本発明の第１実施形態に係るルータからルータ配下へのハンドオーバおよびル
ータ配下でのパケット転送の他のシーケンス例を示す図である。
【図２７】本発明の第２実施形態に係るＩＰネットワークの構成例を示す図である。
【図２８】本発明の第２実施形態に係るアクセスルータ配下におけるＤＮＳ更新を説明す
るための図である。
【図２９】本発明の第２実施形態に係るハンドオーバおよびパケット転送を説明するため
の図である。
【図３０】本発明の第１実施形態に係る分岐ルータがアクセスルータとして構成される例
を説明するための図である。
【図３１】階層化モバイルＩＰｖ６における位置登録動作を説明するための図である。
【図３２】階層化モバイルＩＰｖ６におけるパケット転送を説明するための図である。
【図３３】階層化モバイルＩＰｖ６におけるハンドオーバを説明するための図である。階
層化モバイルＩＰｖ６におけるハンドオーバを説明するための図であり、
【図３４】階層化モバイルＩＰｖ６におけるハンドオーバを説明するための図である。
【図３５】階層化モバイルＩＰｖ６における非効率性を説明するための図である。
【符号の説明】
１～３　ルータ（アクセスルータ）
４，５　分岐ルータ
６～９　アクセスルータ
１１　ネットワーク（ホームネットワーク又はホームリンク）
１２　ネットワーク
１３，１３ａ～１３ｅ　ネットワーク
２０ａ，４０ａ　受信処理部
２０ｂ，４０ｂ　パケット識別部
２０ｃ　登録要求メッセージ処理部
２０ｄ　キャッシュテーブル
２０ｅ　カプセル化処理部
２０ｆ，２０ｆ′　ルーティングテーブル
２０ｇ，４０ｈ　送信処理部
２１ａ　リソース監視部
２１ｂ　リソース確保判断部
２２　決定論理判断部
２３　タイマ
４０ｃ　デカプセル化処理部
４０ｄ　アプリケーションプログラム通信部
４０ｅ　アプリケーション状態監視部
４０ｆ　位置登録処理部
４０ｇ　移動検出部
４１　無線送受信部
５０　インターネット
２００　モバイル通信システム
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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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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】
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【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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【 図 ２ ５ 】 【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】 【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】 【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】 【 図 ３ ２ 】
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【 図 ３ ３ 】 【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】

(67) JP 3924502 B2 2007.6.6



フロントページの続き

(72)発明者  岡　和之
            神奈川県横浜市港北区新横浜３丁目９番１８号　富士通コミュニケーション・システムズ株式会社
            内

    審査官  衣鳩　文彦

(56)参考文献  特開２００２－０９４５５７（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－０９４５４６（ＪＰ，Ａ）
              武吉　治幸　他，ルート最適化効果を取り入れたＭｏｂｉｌｅ　ＩＰｖ６ネットワークの性能，
              電子情報通信学会技術研究報告　ＮＳ２００１－２１０，社団法人電子情報通信学会，２００２
              年　２月１４日，第１０１巻　第６４６号，第２９－３４頁

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04L 12/56

(68) JP 3924502 B2 2007.6.6


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

