
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ネットワークから独立したインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスが割り当てられて
おり、第１パケットデータネットワークに関連した移動局が第２パケットデータネットワ
ーク内にローミングできるようにするためのシステムであって、前記第１パケットデータ
ネットワークが前記移動局向けの着信パケットを処理するためのホームエージェントを含
み、前記第１パケットデータネットワークと前記第２パケットデータネットワークとがコ
ンパティブルでないパケットルーティング機構を利用しており、前記ローミングを可能に
するシステムが、
前記移動局との間でパケットデータを伝送するための、前記第２パケットデータネットワ
ーク内に設けられたフォーリンエージェントと、
前記第２パケットデータネットワーク内の前記フォーリンエージェントと前記第１パケッ
トデータネットワーク内の前記ホームエージェントとを接続する第１ＩＰトンネルと、
前記フォーリンエージェントに接続するための前記第２パケットデータネットワーク内に
設けられたゲートウェイノードと、
第２ＩＰトンネルを使って前記ゲートウェイノードと通信する、前記第２パケットデータ
ネットワーク内に設けられた第１訪問先パケットサービスノードと、
前記移動局に向けて無線のカバーをするための、前記第１訪問先パケットサービスノード
に関連した第１訪問先移動交換センターとを備え、
前記移動局が第２訪問先サービスノードに関連する第２訪問先移動交換センターによって
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サービスされている新しい地理的エリアに進入する場合に、前記ゲートウェイノードが、
前記ゲートウェイノードと前記第２訪問先パケットサービスノードとの間に第３ＩＰトン
ネルを設定すると共に、前記ゲートウェイノードと前記第１訪問先パケットサービスノー
ドとの間の第２ＩＰトンネルを解除するための手段を更に含む、第１パケットデータネッ
トワークに関連した移動局が第２パケットデータネットワーク内でローミングできるよう
にするためのシステム。
【請求項２】
前記ゲートウェイノードが、インターフェースモジュールを含むゲートウェイパケット移
動交換センター（ＧＰＭＳＣ）を含む、請求項１記載のシステム。
【請求項３】
前記ＧＰＭＳＣが、前記ＧＰＭＳＣと前記フォーリンエージェントとを接続するためのイ
ンターフェースモジュールを更に含む、請求項２記載のシステム。
【請求項４】
前記ＧＰＭＳＣが、前記移動局との間でポイント・ツー・ポイントプロトコル（ＰＰＰ）
接続を設定するためのＰＰＰサーバーを更に含む、請求項２記載のシステム。
【請求項５】
前記第１および第２訪問先パケットサービスノードが、第１および第２訪問先パケット移
動交換センター（ＶＰＭＳＣ）をそれぞれ含む、請求項１記載のシステム。
【請求項６】
前記ゲートウェイノードと前記フォーリンエージェントとの間の前記接続が、前記第１パ
ケットデータネットワークに関連し、前記第２パケットデータネットワーク内でローミン
グする移動局に対してしか設定されないようになっている、請求項１記載のシステム。
【請求項７】
前記第１パケットデータネットワークが移動ＩＰ方法（ＭＩＭ）を利用するネットワーク
を含む、請求項１記載のシステム。
【請求項８】
前記第２パケットデータネットワークがパーソナルデジタルセルラー（ＰＤＣ）モビリテ
ィ方法（ＰＭＭ）を含む、請求項１記載のシステム。
【請求項９】
１つのＩＰパケットが別のＩＰパケット内にカプセル化される通信リンクを前記第１ＩＰ
トンネルがイネーブルする、請求項１記載のシステム。
【請求項１０】
前記第２パケットデータネットワーク内の前記フォーリンエージェントが、第１パケット
データネットワークをバイパスしながら、移動局から別の外部ネットワークへ出パケット
データを伝送するのに使用される、請求項１記載のシステム。
【請求項１１】
インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスが割り当てられており、第１パケットデータ
ネットワークに関連した移動局が第２パケットデータネットワーク内にローミングできる
ようにするためのシステムであって、前記第１パケットデータネットワークが前記移動局
向けの着信パケットを処理するためのゲートウェイパケット移動交換センター（ＧＰＭＳ
Ｃ）を含み、前記第１パケットデータネットワークと前記第２パケットデータネットワー
クとがコンパティブルでないパケットルーティング機構を利用しており、前記システムが
、
前記第１データパケットネットワークに関連するホームエージェントと、
前記ホームエージェントと前記ＧＰＭＳＣとを接続する通信リンクと、
前記第２データパケットネットワークに関連するフォーリンエージェントと、
前記第１パケットデータネットワーク内の前記ホームエージェントと前記第２パケットデ
ータネットワーク内の前記フォーリンエージェントとを接続し、両者の間でパケットデー
タを伝送するための第１ＩＰトンネルと、
前記第２パケットデータネットワークに関連し、前記フォーリンエージェントによってイ
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ンターフェースされ、エアインターフェースを通して前記移動局にパケットデータを送る
ための第１移動交換センターとを備え、
前記移動局が第２移動交換センターによりサービスを受けている新しい地理的エリアに進
入する場合において、前記フォーリンエージェントが、前記フォーリンエージェントと前
記第１移動交換センターとの間で設定された前記インターフェースを解除すると共に、前
記フォーリンエージェントと前記第２移動交換センターとの間に新しいインターフェース
を設定するための手段を更に含む、前記第１パケットデータネットワークに関連する移動
局が、第２パケットデータネットワーク内でローミングできるようにするためのシステム
。
【請求項１２】
前記フォーリンエージェントが前記移動局との間で伝送されるパケットデータをルーティ
ングするためのサービスルータを更に含む、請求項１１記載のシステム。
【請求項１３】
前記サービスルータが移動ＩＰクライアントエミュレータを更に含む、請求項１２記載の
システム。
【請求項１４】
前記第２パケットデータネットワーク内の前記移動ＩＰクライアントエミュレータが、第
１パケットデータネットワークをバイパスしながら、移動局から別の外部ネットワークへ
出パケットデータを伝送するのに使用される、請求項１３記載のシステム。
【請求項１５】
前記第１ＩＰトンネルが前記移動局へ向けて着信パケットデータを伝送するのに使用され
、前記移動局からの出パケットデータを伝送するのには使用されないようになっている、
請求項１１記載のシステム。
【請求項１６】
１つのＩＰパケットが別のＩＰパケット内にカプセル化される通信リンクを前記第１ＩＰ
トンネルがイネーブルする、請求項１１記載のシステム。
【請求項１７】
前記第１パケットデータネットワークがパーソナルデジタルセルラー（ＰＤＣ）モビリテ
ィ方法（ＰＭＭ）を利用するネットワークを含む、請求項１１記載のシステム。
【請求項１８】
前記第２パケットデータネットワークが、移動ＩＰ方法（ＭＩＭ）を利用するネットワー
クを含む、請求項１１記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
発明の背景
発明の技術分野
本発明は、パケットデータ通信に関し、特にパケットデータ、例えばインターネットプロ
トコル（ＩＰ）パケットをコンパティブルでない移動ネットワーク内でローミングしてい
る移動局へ向けて伝送することに関する。
関連技術の説明
移動通信ネットワークにおける開発および改善により、サービス中の移動通信ネットワー
クを通し、単なる音声データ以外のデータを移動加入者が伝送することができるようにな
った。またインターネットおよびｅメールアプリケーションの広範な普及により、移動加
入者が関連する移動局を介し、ｅメールメッセージにアクセスしたり、またインターネッ
トをブラウジングまたはサーフィングすることさえも可能となっている。従って、移動局
は関連する移動加入者へインターネットアクセスまたはパケット通信する際にデータ端末
装置（ＤＴＥ）として機能し得る。
音声通信と異なり、移動局向けへのパケット通信の規格はまだ完全には定められていない
。この結果、移動局とパケット通信するのに、多数の異なる規格、プロトコルおよび／ま
たは方式が利用されている。かかる規格の差は、特に特定の移動局の現在ロケーションお
よびその登録ステータスを維持することに関連して顕著である。特定の移動局およびその
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ロケーションに関連するデータを維持するための方法および／または方式は、「モービリ
ティ管理」と称されており、移動局が特定のネットワーク内で自由に移動、すなわちロー
ミングできるようにする上で必要なものである。
説明として、かかる１つの規格では移動局とのパケット通信を実行する別個のモビリティ
管理インフラストラクチャおよびルーティング方式が必要である。かかる規格は特定の地
理的エリア内に位置する移動局とのオーバージエアインターフェースを設定するのに、現
在の移動通信ネットワークに関連するサービス中の移動交換センター（ＭＳＣ）および基
地局（ＢＳ）しか利用しない。従って、サービス移動通信ノードおよびデバイス、例えば
ＭＳＣおよびＢＳは、移動局とのパケット通信リンクの末端部分に対してしか利用されな
い。かかる規格は、移動ＩＰ方法（ＭＩＭ）と称され、この方法では移動局にはパケット
データネットワークから独立したインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスが割り当て
られる。移動局の現在ロケーションをトラッキングし続け、この移動局とのパケット通信
を実行するためのモビリティ管理（ＭＭ）は、別個のパケットデータ通信ノード、例えば
ホームエージェント（ＨＡ）およびフォーリンエージェント（ＦＡ）によって更に実行さ
れる。
パケットデータ通信をするための別の規格は、特定の移動局に関連するモビリティ管理を
するために現在の移動通信ノードおよびデバイスを利用する。加入データを維持し、この
データにより加入権を有する特定の移動局のトラッキングを維持するために従来の移動通
信ネットワーク内ではホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）が使用されている。従って
、移動局が新しいＭＳＣによりサービスされている地理的エリア内に移動するごとに、新
しいＭＳＣは関連するＨＬＲと通信し、ＨＬＲに移動局の新しいロケーションを通知し、
新しく登録された移動局に関連する必要な加入者データを検索する。移動局に対し、音声
の着信呼接続が求められる場合、サービス中の移動通信ネットワークはサービス中のＭＳ
Ｃにより先に提供されたロケーションデータを検索するよう、ＨＬＲに問い合わせをする
。次に、かかるデータは、例えばサービス中のゲートウェイ移動交換センター（ＧＭＳＣ
）により利用され、サービス中のＭＳＣへ受信された音声の着信呼接続がルーティングし
直される。
パケットデータ通信と同様に、上記のように現在のＨＬＲ－ＭＳＣロケーション更新機構
およびデータはパケットデータを探し、これを宛先移動局へルーティングし直すのに、パ
ケット交換ネットワークによっても利用される。従って、音声の着信呼をルーティングす
るためのサービス中の移動通信ネットワークによって実行されるＨＬＲの問い合わせと同
様に、パケットデータネットワークは同じようにＨＬＲと通信し、宛先移動局現在サービ
スしているＭＳＣを識別する。例えばゲートウェイパケット移動交換センター（ＧＰＭＳ
Ｃ）は、識別されたＭＳＣと関連する訪問先のパケット移動交換センター（ＶＰＭＳＣ）
へパケットをルーティングし直す。次にＶＰＭＳＣに関連するサービス中のＭＳＣおよび
ＢＳは、宛先移動局と間に無線リンクを設定し、従来の方法でデータパケット通信を実行
する。かかる規格は、一般に従来のセルラーモビリティ方法と称されている。かかる規格
を利用するパケットデータ通信ネットワークの一例としては、パーソナルデジタルセルラ
ー移動方法ネットワーク（ＰＤＣＭＭまたはＰＭＭネットワークとして知られる）がある
。
データパケット通信規格に異なるタイプのものがあったとしても、コンパティブルなパケ
ット通信規格を利用する移動通信ネットワーク内で移動局がローミングする限り、移動局
がパケット通信にアクセスできるように対応するモビリティ管理方式は適当なデバイスお
よびノードと通信する。しかしながら、最初のパケット通信規格を利用する最初の移動通
信ネットワークに属する移動局が、第２のパケット通信規格を利用する第２の移動通信ネ
ットワークにローミングした場合、現在ではコンパティブルでない第２のパケット通信ネ
ットワークに訪問する間、移動局がパケットデータ通信にアクセスできるようにする機構
は、現在のところない。この結果、移動局がパケット通信するには現在のところ、コンパ
ティブルな移動通信ネットワーク内でローミングするしかない。
従って、第１パケット通信規格を利用する第１移動通信ネットワークから第２パケット通
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信規格を利用する第２移動通信ネットワークへ移動局がローミングできるようにする機構
が求められている。
発明の概要
第１パケットデータネットワークが利用するデータルーティング機構と第２パケットデー
タネットワークが利用するデータルーティング機構がコンパティブルでない場合に、第１
パケットデータネットワークに関連する移動局が、第２パケットデータネットワーク内で
ローミングできるようにするためのシステムが開示されている。第１モビリティ管理を利
用する第１パケットデータネットワークに関連する移動局が、第２モビリティ管理を利用
する第２パケットデータネットワークにローミングする状況を処理するために、第２パケ
ットデータネットワーク内にフォーリンエージェントが導入される。このフォーリンエー
ジェントは、第２パケットデータネットワークに関連するゲートウェイパケット移動交換
センター（ＧＰＭＳＣ）および第１パケットデータネットワークに関連するホームエージ
ェントに接続する。次に、ホームエージェントとフォーリンエージェントとの間でインタ
ーネットプロトコル（ＩＰ）トンネルが設定され、サービス中のフォーリンエージェント
へ着信パケットデータを直接ホームエージェントが送ることが可能となる。第２パケット
データネットワーク内のＧＰＭＳＣは、更にフォーリンエージェントと通信するためのイ
ンターフェースモジュールを更に含む。ＧＰＭＳＣは更にローミング中の移動局とポイン
ト・ツー・ポイントプロトコル（ＰＰＰ）接続を実行するためのＰＰＰサーバーを更に含
む。
本発明の別の実施例では、第２パケットデータネットワークに関連する移動局が、第１パ
ケットデータネットワークにローミングする状況を処理するために、第２パケットデータ
ネットワーク内にホームエージェントを導入する。現在ローミング中の移動局にサービス
しているフォーリンエージェントは、次にホームエージェントおよび特定の地理的エリア
内に位置する移動局に対する無線カバーを現在行っている訪問先の移動交換センター（Ｖ
ＭＳＣ）との間で接続を設定する。より詳細に説明すれば、フォーリンエージェントはホ
ームエージェントとの間でＩＰトンネルを設定する。
第１パケットデータネットワークに関連するフォーリンエージェントは、ローミング移動
局によって伝送されたパケットデータをルーティングするためのサービスルータを更に含
む。本発明の要旨に係わるフォーリンエージェントは、移動ＩＰクライアントエミュレー
タ（ＭＩＣＥ）も含む。
【図面の簡単な説明】
添付図面と共に次の詳細な説明を参照すれば、本発明の方法および装置についてより完全
に理解できよう。
図１は、移動局との間でのパケットデータ通信を示す、パーソナルデジタルセルラーモビ
リティ方法（ＰＭＭ）を利用するパケットデータネットワークのブロック図である。
図２は、パーソナルデジタルセルラーモビリティ方法（ＰＭＭ）を利用するネットワーク
内での移動局のハンドオーバーを示す信号シーケンス図である。
図３は、移動局とのパケットデータ通信を示す、移動ＩＰ方法（ＭＩＭ）を利用するパケ
ットデータネットワークのブロック図である。
図４は移動ＩＰ方法（ＭＩＭ）を利用するネットワーク内での移動局のハンドオーバーを
示す信号シーケンス図である。
図５は、本発明の要旨に従って第１パケットデータネットワークから第２パケットデータ
ネットワークへ移動局をローミングする状態を示す２つの異なるパケットデータネットワ
ークのブロック図である。
図６は、第１パケットデータネットワークから第２パケットデータネットワークへの移動
局のローミングを示す信号シーケンスチャートである。
図７は、第１訪問先移動交換センター（ＶＭＳＣ）から第２ＶＭＳＣへ、第１パケットデ
ータネットワークに関連する移動局をハンドオーバーする状態を示す第２パケットデータ
ネットワークのブロック図である。
図８は、本発明の要旨に従って第２パケットデータネットワークから第１パケットデータ
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ネットワークへ移動局をローミングする状態を示す２つの異なるパケットデータネットワ
ークのブロック図である。
図９は、第２パケットデータネットワークから第１パケットデータネットワークへの移動
局のローミングを示す信号シーケンスチャートである。
図１０は、第２訪問先移動交換センター（ＶＭＳＣ）から第２ＶＭＳＣへ、第１パケット
データネットワークに関連する移動局をハンドオーバーする状態を示す第２パケットデー
タネットワークのブロック図である。
図面の詳細な説明
図１は、移動局２０とのパケットデータ通信を示す、パーソナルデジタルセルラーモビリ
ティ方法（ＰＤＣＭＭ）を利用したパケットデータネットワーク１０（以下、ＰＭＭネッ
トワークと称す）のブロック図である。
以下、このＰＭＭネットワークに関連して本発明の好ましい実施例について説明する。し
かしながら、本発明のシステムおよび方法は従来のセルラーモビリティ方法を利用するど
のネットワークにも利用できるので、本明細書のＰＭＭネットワークに基づく本発明の説
明は、発明の範囲を限定するものではなく、むしろ従来のセルラーモビリティ方法を利用
したパケットデータネットワークを参照して、本発明を説明するためのものであることが
理解できよう。
複数の地理的エリアを通して複数の基地局（ＢＳ）３０が無線のカバーをしており、特定
のＢＳ３０が、通信データをルーティングし、処理するために、関連する訪問先移動交換
センター（ＶＭＳＣ）４０へ接続される。通信データが通常の音声データである場合、Ｖ
ＭＳＣ４０は関連するバックボーンネットワーク１５と通信し、この音声データを特定の
宛先ターミナルに伝送する。他方、通信データがインターネットプロトコル（ＩＰ）デー
タまたはパケットデータである場合、ＶＭＳＣ４０は上記の通信の代わりに、訪問先のパ
ケット移動交換センター（ＶＰＭＳＣ）８０と通信する。次に、ＶＰＭＳＣ８０は関連す
るバックボーンネットワーク１５と通信し、特定の宛先ノードと通信する。
特定の移動局が特定の地理的エリア内を移動するときは、常にその地理的エリアにサービ
スしている基地局（ＢＳ）３０が移動局のその現在ロケーションを通知する識別データを
送信する。かかる識別データを利用することにより、移動局２０は新しい訪問先移動交換
センター（ＶＭＳＣ）４０がカバーする新しい地理的エリアに入ったことを認識し、登録
を実行する。従って、サービス中の基地局３０へ関連する移動式別番号（ＭＩＭ、例えば
移動加入者総合サービスデジタルネットワーク－ＭＳＩＳＤＮ番号、国際移動加入者アイ
デンティティ－ＩＭＳＩ番号など）が送信される。次にサービス中の基地局３０は、その
地理的エリアにサービスをしているＶＭＳＣ４０へ受信した登録リクエストを転送する。
次に、ＶＭＳＣ４０は受信した移動式別番号を使って移動局２０に関連するホームロケー
ションレジスタ（ＨＬＲ）５０を識別する。このＨＬＲ５０とは、移動局２０を示す加入
データを記憶し、移動局の現在ロケーションおよび登録ステータスを示すロケーションデ
ータを維持するための、ホームネットワークに関連する集中データベースである。更に、
ＰＭＭネットワークに関連したＨＬＲ５０は、受信した移動識別番号と移動局２０に割り
当てられた対応するインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスとを相関化するデータを
更に記憶する。
この結果、サービス中のＶＭＳＣ４０からバックボーンネットワーク１５を介し関連する
ＨＬＲ５０（信号リンク６０）へロケーション更新信号が送信される。ＨＬＲ５０は移動
局２０を認証し、必要な加入者データをＶＭＳＣ４０へ送り戻す。サービス中のＶＭＳＣ
４０は、そのカバーエリア内を現在移動中のすべての移動局に関連するデータを記憶し、
関連するＨＬＲと通信するための、ローカルデータベース、例えばゲートウェイロケーシ
ョンレジスタ（ＧＬＲ、図１には示されず）とも関連し得る。
発信ポイントから移動局２０に関連するＩＰアドレスへアドレス指定されたパケットデー
タが送信される。かかる発信ポイントはサービス中の同じＰＭＭネットワーク１０内にあ
ってもよいし、または外部ネットワークにあってもよい。例示のために、本明細書には外
部ノードから移動局へ発信されたパケットデータが示されている。ＰＭＭネットワーク１
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０内では各関連する移動局２０にＰＭＭネットワークに応じたＩＰアドレスが割り当てら
れている。ＩＰアドレスが割り当てられた関連するＰＭＭにアドレス指定されたパケット
データがルーティングされる際に、このパケットデータはまず最初にＰＭＭネットワーク
１０にサービスするゲートウェイパケット移動交換センター（ＧＰＭＳＣ）７０へ送られ
る。従って、ＧＰＭＳＣ７０は、これに関連するＩＰアドレスを有するすべての着信パケ
ットデータを受信するためのゲートウェイとして働く。
次に、ＧＰＭＳＣ７０は受信したパケットデータをどのようにルーティングするかを判断
するために、ＨＬＲ５０に対する問い合わせを実行する。上記のように、ＨＬＲ５０は移
動局の現在ロケーションに関する情報を保持している。ＧＰＭＳＣ７０はＨＬＲ５０に受
信ＩＰアドレスを提供する。ＨＬＲ５０は受信したＩＰアドレスおよび関連する移動式別
番号を使って移動中の移動局２０の現在位置を確認できる。次にＨＬＲ５０がリクエスト
中のＧＰＭＳＣ７０にルーティング命令を戻す。かかるルーティング命令には、例えばサ
ービス中のＶＭＳＣ４０に関連する訪問先パケット移動交換センター（ＶＰＭＳＣ）８０
を示すインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスが含まれる。次に、ＧＰＭＳＣ７０は
識別されたＶＰＭＳＣ８０とのＩＰトンネル９０を設定する。ＧＰＭＳＣ７０は、識別さ
れたＶＰＭＳＣ８０にアドレス指定された別のＩＰパケット内の移動局２０にアドレス指
定された受信ＩＰパケットデータをカプセル化することにより、ＩＰトンネル９０を実行
する。次に、送信されたＩＰパケット内に移動識別番号が更にカプセル化される。従って
、移動中の移動局２０に現在サービス中のＶＭＳＣ４０に関連するＶＰＭＳＣ８０に受信
パケットデータがルーティングし直される。次に、ＶＰＭＳＣ８０はカプセル化された元
のＩＰパケットを抽出し、提供された移動局識別番号を使って移動局を識別する。次に、
抽出されたＩＰパケットデータはサービス中のＶＭＳＣ４０へ転送され、更に無線インタ
ーフェース１００により移動局２０へ送られる。従って、移動局２０とのパケットデータ
通信が実行される。
図示するように、音声着信呼だけでなく、ＰＭＭネットワーク内のパケットデータをルー
ティングし、送るために、ＨＬＲ５０に問い合わせがされる。従って、サービス中のＰＭ
Ｍネットワーク１０は現在の通信ノード、例えばＨＬＲ５０を利用し、このＨＬＲに対し
、パケットデータをルーティングするよう、特定の移動局を維持し、かつ探す。かかるＨ
ＬＲはＰＭＭネットワーク内での第１ＶＭＳＣから第２ＶＭＳＣへの移動局のハンドオー
バーを実行するのに更に利用される。
移動局２０によるパケットデータ通信を発信するために、移動局２０は上記のようなロケ
ーション更新を実行した後に、サービス中のＶＭＳＣ４０を通してＶＰＭＳＣ８０へパケ
ットデータ通信をリクエストする。次に移動局２０は、設定されたＶＰＭＳＣ８０へパケ
ットデータを発信し、ＶＰＭＳＣ８０は次に、接続されたバックボーンネットワーク１５
を介し、指定された宛先ノードへデータを送る。
次に、ＰＭＭネットワーク内でも、移動局のハンドオーバーを示す図２を参照する。移動
局にはデータ端末装置（ＤＴＥ）が設けられていてもよいし、またこれと関連していても
よい。上記のようにＧＰＭＳＣ７０は当初、着信パケットデータ１００を受信する。その
後、ＧＰＭＳＣ７０は関連するＨＬＲ５０に対するＨＬＲの問い合わせ１１０を実行し、
ルーティング命令を得る。ＨＬＲ５０は現在移動局２０にサービスしているＶＰＭＳＣ１
　８０を示す識別アドレス１２０を戻す。これとは異なり、サービス中のＨＬＲ５０はサ
ービス中のＶＭＳＣ１　４０を示すローミング番号を戻してもよい。次に、ＧＰＭＳＣ７
０は、決定されたＭＶＳＣ１　４０に関連するＶＰＭＳＣ１　８０を識別してもよい。
次に受信された識別アドレスを利用し、ＶＰＭＳＣ１　８０とＧＰＭＳＣ７０との間でＩ
Ｐトンネル１３０が設定される。ＶＰＭＳＣ１　８０は次に現在移動局２０にサービス中
のＶＭＳＣ１へパケットデータ１４０を送る。次に、その地理的エリア、例えばセルまた
はロケーションエリアにサービス中のＶＳ１　３０へ受信されたパケットデータが転送さ
れる（１５０）。次に、受信されたパケットデータは無線インターフェース１６０により
、移動中の移動局２０へ伝送される。
移動局２０がＶＭＳＣ１　４０によってサービスされている現在の地理的エリアから出て
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、新しいＶＭＳＣ２のスペース４５によってサービスされる新しい地理的エリアに進入す
ると、移動局２０は新しいロケーションの更新を実行する。次に、新しい地理的エリアに
サービスする新しいＢＳ２へパケット通信登録信号１７０が送信される。次に、ＢＳ２は
接続されたＶＭＳＣ２　４５へ登録リクエスト信号１８０を転送する。次に、ＶＭＳＣ４
５は同じように通信登録信号１８５を関連するＶＰＭＳＣ２　８５へ転送する。次に、Ｖ
ＰＭＳＣ２　８５はＨＬＲ５０との間でロケーション更新１９０を実行し、ＨＬＲ５０に
移動局の新しいロケーションを通知する。次に、ＨＬＲ５０は新しいサービス中のＶＭＳ
Ｃ２に関連する新しいＶＰＭＳＣ８５を示す新しい識別アドレス２００をＧＰＭＳＣ７０
へ通知する。次に、ＧＰＭＳＣ７０は新しいアドレスを利用し、ＧＰＭＳＣ７０と新しく
識別されたＶＰＭＳＣ２　８５との間の新しいＩＰトンネル２１０を設定する。その後、
受信されたデータは新しいＩＰトンネル２１０を介し、新しいＶＰＭＳＣ２　８５へルー
ティングし直される。次に、ＶＰＭＳＣ２　８５は上記と同じように受信したデータ２２
０を移動中の移動局２０へ送る。この結果、第１ＶＰＭＳＣ１　４０から第２ＶＰＭＳＣ
４５への移動局のハンドオーバーが実行される。
次に、移動局との間でパケットデータを伝送するために、移動ＩＰ方法（ＭＩＭ、以下、
ＭＩＭネットワークと称す）を利用する、異なるタイプのパケットデータネットワーク３
００を示す図３を参照する。このＭＩＭネットワーク３００内では、ホームエージェント
（ＨＡ）３２０およびフォーリンエージェント（ＦＡ）３１０を介してパケットデータ通
信が実行される。パケットデータ通信を実行するために、各ＶＭＳＣ４０または地理的エ
リアには１つのフォーリンエージェント（ＦＡ）３１０が関連しており、各ＦＡ３１０に
は受信したパケットデータを適当な宛先モードにルーティングするためのサービスルータ
が更に設けられている。次に、移動局２０はホームエージェント（ＨＡ）３２０に関連し
、更にＭＩＭネットワーク３００に関連する移動局２０には関連するＨＡ３２０を示すＩ
Ｐアドレスが割り当てられる。かかるＨＡは、図３に示されるようにＭＩＭネットワーク
３００内にあってもよいし、またはＭＩＭネットワークに接続された外部ネットワーク（
図３には示される）内にあってもよい。従って、ＭＩＭネットワーク３００に関連する特
定の移動局を示すＩＰアドレスはＰＭＭネットワークと異なり、必ずしもＭＩＭネットワ
ーク３００を識別するわけではない。
ＭＩＭネットワーク内の移動局の登録は、従来のとおりに行われる。移動局２０は現在の
地理的エリアにサービスしているＢＳ３０との間で登録リクエストを実行する。ＢＳ３０
はこのリクエストを接続されたＶＭＳＣ４０へ転送し、次にこのＶＭＳＣ４０は関連する
ＨＬＲ５０との間でロケーションの更新を実行し、ＨＬＲ５０に移動局の現在ロケーショ
ンを通知する。このロケーションの更新により、先に完全に説明したように、移動中の移
動局に対して着信音声接続を実行することが可能となる。
しかしながら、ＭＩＭネットワーク３００内のＨＬＲ５０は、ＰＭＭネットワークと異な
り、特定の移動識別番号と対応するＩＰアドレスとを相関化するデータを維持しない。こ
の理由は、上記のようにＭＩＭネットワーク３００内の各移動局には、ＭＩＭネットワー
クと無関係のＩＰアドレスが割り当てられるからである。従って、ＭＩＭネットワーク３
００に関連するＨＬＲ５０は、関連するＩＰアドレスおよび移動局との相関性を制御しな
い。
サービス中のＭＩＭネットワーク自身は、関連する移動局との間のデータセッションを開
始できない。この結果、ＩＰパケットまたはデータを伝送するには、サービスＭＩＭネッ
トワークは移動局２０が最初にデータセッションを開始するまで待たなければならない。
移動局２０はサービスＢＳ３０との間のパケットデータ通信をリクエストすることにより
、データセッションを開始する。次にＢＳ３０はサービス中のＶＭＳＣ４０を通し、関連
するフォーリンエージェントおよびサービスルータ（ＦＡ／ＳＲ）３１０へリクエストを
転送する。次に、ＦＡ／ＳＲ３１０は移動中の移動局２０が送信したＩＰアドレスを分析
し、これに関連するホームエージェント３２０を決定する。ＨＡ３２０は移動局の現在ロ
ケーションのトラックを維持し、かつ着信パケットデータを受信し、かつルーティングす
るためのゲートウェイ機能を実行するパケットデータ通信ノードである。次に、ＦＡ３１
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０は識別されたＨＡ３２０と通信し、両者の間でＩＰトンネル３３０を設定する。
移動局２０に関連するＩＰアドレスにアドレス指定された着信パケットデータは、移動局
２０に関連するＨＡ３２０へ送られる。次に、ＨＡ３２０はＦＡ／ＳＲ３１０にアドレス
指定された別のＩＰパケット内に受信したＩＰパケットを同じようにカプセル化するよう
に、接続されたＦＡ／ＳＲ３１０へ受信パケットデータをルーティングし直す。次に、設
定されたＩＰトンネル３３０を通し、カプセル化されたＩＰパケットが送信される。次に
ＦＡ／ＳＲ３１０は受信したＩＰパケットから元のパケットデータを抽出し、上記のよう
に無線インターフェース１００によりサービスＶＭＳＣ４０を介し、移動局２０へ抽出し
たデータを転送する。
上記のように、移動局との間のパケットデータ通信を行うのに利用される移動通信ノード
は、特定の地理的エリアにサービスする基地局３０およびＶＭＳＣ４０となっている。従
って、ＶＭＳＣ４０およびＢＳ３０は、オーバージエアインターフェース１００を介し、
移動局２０へパケットデータを送るための通信リンクのうちのごく最終の足として利用さ
れる。移動局２０の現在ロケーションを維持し、パケットデータを移動中の移動局２０へ
ルーティングし直すためのモビリティ管理（ＭＭ）は、別個のパケットデータ通信ノード
、例えばホームエージェント（ＨＡ）およびフォーリンエージェント（ＦＡ）によって実
行される。
次に、ＭＩＭネットワークにおける移動局２０のハンドオーバーを示す図４を参照する。
上記のように、特定の地理的エリア内を移動する移動局２０は、サービス中のＢＳ１　３
０に向けてパケット通信リクエスト４００を送信することにより、パケット通信をリクエ
ストする。このＢＳ１　３０は、このリクエスト信号４１０を接続されたＶＭＳＣ１　４
０へ中継する。ＶＭＳＣ１　４０はこのリクエストがパケットデータ通信に関連している
と判断し、特定の地理的エリアにサービスしているフォーリンエージェント／サービスル
ータ（ＦＡ／ＳＲ１）３１０との間でＩＰ通信リンク４２０を設定する。この結果、移動
局２０とＦＡ／ＳＲ１　３１０との間で、ポイント・ツー・ポイントプロトコル（ＰＰＰ
）接続が設定される。次に、ＦＡ／ＳＲ１　３１０は、移動中の移動局２０に関連するホ
ームエージェント（ＨＡ）３２０と通信し、両者の間でＩＰトンネル４４０を実行する。
その後、ＩＰトンネル４４０を通し、パケットデータの送出４５０が実行される。
移動局２０がＶＭＳＣ１　４０によってサービスされている現在の地理的エリアを出て、
新しいＶＭＳＣ２　４５がサービスしている新しい地理的エリアに移動すると、移動局は
新しい地理的エリアにわたって現在無線のカバーをしているＢＳ２　３５へ新しいパケッ
ト通信リクエスト４６０を再びリクエストする。ＢＳ２　３５は、特定の地理的エリアに
サービスしているＶＭＳＣ２　４５へリクエスト４７０を同様に転送する。次に、ＶＭＳ
Ｃ２　４５は関連するＦＡ／ＳＲ２　３１５との間でリンクを設定する。従って、移動局
２０と新しいＦＡ／ＳＲ２　３１５との間で新しいＰＰＰ接続４８０が設定される。次に
、ＦＡ／ＳＲ２　３１５は移動局に関連するＨＡ３２０にコンタクトし、両者の間で新し
いＩＰトンネル５００を設定する。その後、受信された着信パケットデータ５１０は、こ
の新しいＩＰトンネル５００を通してＶＭＳＣ２　４５へ送られる。この結果、移動局２
０はＶＭＳＣ１　４０およびＦＡ／ＳＲ１　３１０から新しいＶＭＳＣ２　４５およびＦ
Ａ／ＳＲ２　３１５へハンドオーバーされる。
図１～４に示されるように、ＰＭＭネットワークとＭＩＭネットワークとの間では、モビ
リティ管理およびハンドオーバー機構が異なり、これらは互いにコンパティブルではない
。この結果、ＰＭＭネットワークに関連する移動局はＭＩＭネットワークにローミングし
、その内部でパケットデータを受信することはできない。ＭＩＭネットワークに関連し、
ＰＭＭネットワーク内にローミングする移動局に対しても同じようなコンパティビリティ
が存在しない。更に、通信リンクを維持しながら、訪問先のネットワーク内の複数のＶＭ
ＳＣにわたって移動局をハンドオーバーすることはできない。
次に、本発明の要旨に従い、ＰＭＮネットワーク１０内でローミングするＭＩＭネットワ
ーク３００と関連する移動局２０を示す、図５および６の双方を参照する。ローミング中
のＭＩＭ移動局２０はホームエージェント（ＨＡ）３２０と関連している。先に述べたよ
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うに、かかるＨＡはＭＩＭネットワーク３００内にあってもよいし、または外部のデータ
ネットワーク内にあってもよい。
着信パケットデータを移動局へ送るために、ＨＡ３２０は訪問先の地理的エリア内に位置
する対応するフォーリンエージェント（ＦＡ）を必要とする。しかしながら、従来のＰＭ
Ｍネットワーク１０はフォーリンエージェントを含んでいないので、ＨＡ３２０とＰＭＭ
ネットワーク１０との間でＩＰトンネルを設定することはできない。従って、本発明の要
旨に従い、ＰＭＭネットワーク１０内にフォーリンエージェント（ＦＡ）３１０を導入し
、ホームエージェント（ＨＡ）３２０とＰＭＭネットワーク１０との間でＩＰトンネルを
実行する。
ＭＩＭ移動局２０がＰＭＭネットワーク１０内の新しい地理的エリアにローミングすると
、移動局２０はエアインターフェース１００を通し、ロケーション登録リクエスト６３０
を送信することにより、従来の方法で登録を実行する。移動局２０は更にデータ端末装置
（ＤＴＥ）２０Ａに関連していてもよい。基地局（ＢＳ）３０はリクエストを受信し、こ
れを接続されたＶＭＳＣ４０へ転送する。次に、ＶＭＳＣ４０は加入者認証情報検索リク
エスト信号６４０を関連するゲートウェイロケーションレジスタ（ＧＬＲ、ビジターロケ
ーションレジスタＶＬＲとしても知られる）６２０へ送信することにより、認証手続きを
実行する。次にＧＬＲ６２０はインターネットワーキング認証情報検索リクエスト信号６
５０を登録中の移動局２０に関連するホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）５０へ送信
する。関連するＨＬＲ５０は、その加入者を認証し、インターネットワーキング認証情報
検索応答信号６６０により必要な認証データをＧＬＲ６２０へ通知する。かかるデータに
は移動局２０に関連する認証キーが含まれる。次にＧＬＲ６２０はその結果６７０をリク
エスト中のＶＭＳＣ４０へ戻すように通知する。次にＶＭＳＣ４０は移動局２０により認
証データを確認するための認証リクエスト信号６８０を送信する。移動局２０はこれに応
答し、認証応答信号６９０を介し、リクエストされた認証データを発生する。受信したデ
ータを検証し、移動局２０を確認した後に、エアインターフェース１００により移動局２
０へロケーション登録アクノーレッジメント信号７００が送信される。次に、通常の移動
サービス（すなわち音声呼び出し接続）を行えるように、サービス中の移動通信ネットワ
ークにアクセスするために、移動局２０が登録される。
認証手続きを設定した後に、関連するＤＴＥ２０Ａはパケットモードとなり、ＶＭＳＣ４
０を介し、ＶＰＭＳＣ８０へパケット通信登録リクエスト信号７１０を送信することを移
動局２０に命令する。移動局２０が更に通常の音声データの代わりにパケットデータを伝
送できるようにするには、かかる別個のリクエストが必要である。ＶＰＭＳＣ８０は更に
関連するＧＬＲ６２０と通信し、パケットデータ通信のために移動局２０を更に認証でき
る（図５および６には示されていない）。次に、ＶＰＭＳＣ８０は移動局２０へパケット
認証リクエスト信号７２０も送信できる。次に、移動局２０はパケット認証応答信号７３
０に応答できる。移動局２０がパケット通信信号を利用することを認証されたことを検証
した後に、移動局２０へパケット通信登録応答信号７４０が戻される。次に、移動局２０
はパケットモードに入る。
ＶＰＭＳＣ８０はＭＩＭネットワーク３００に属し、現在ＰＭＭネットワーク１０内で移
動中の移動局に対し、新しく創出されたＦＡ３１０によりＩＰトンネル７５０を設定する
。より詳細には、ＶＰＭＳＣ８０はＰＭＭネットワーク１０にサービスするゲートウェイ
パケット移動交換センター（ＧＰＭＳＣ）７０により第１ＩＰトンネル７５０を創出する
。次に、ＧＰＭＳＣ７０はＦＡ３１０とインターフェースする。上記のように、移動局２
０はＭＩＭネットワーク３００と関連しているので、移動局２０に関連するホームエージ
ェント（ＨＡ）３２０は現在ＰＭＭネットワーク内をローミング中の移動局２０へ向けて
アドレス指定されたすべての着信パケットデータを受信する。ＩＰトンネルを設定し、Ｈ
Ａ３２０とフォーリンエージェント（ＦＡ）との間で受信パケットデータを伝送するのに
、ＨＡ３２０はフォーリンエージェント（ＦＡ）を必要とするので、本発明の要旨に従い
、ＰＭＭネットワーク１０内に上記のような新しいフォーリンエージェント３１０が導入
される。
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移動局２０に接続されたＤＴＥ２０Ａは、次にＦＡ／ＧＰＭＳＣ３１０／７０に対するＰ
ＰＰ設定手続き７６０を実行する。次に、ＤＴＥは移動ＩＰエージェントソリシテーショ
ンメッセージ７７０を送り、ホームネットワークとのＩＰ接続を実行する。ＰＭＭネット
ワーク１０の新しいＦＡノード３１０は、移動ＩＰエージェントアドバタイズメントメッ
セージ７８０に応答する。次に、ＤＴＥはＦＡ３１０へ移動ＩＰ登録リクエストメッセー
ジ７９０を送る。次に、ＦＡ３１０はローミング中の移動局２０に関連するＨＡ３２０を
識別し、識別されたＨＡ３２０へメッセージ８００を転送する。ＨＡはＦＡ／ＧＰＭＳＣ
３１０／７０へ移動ＩＰ登録回答メッセージ８１０を送り戻し、更にサービス中のＦＡ３
１０との第２ＩＰトンネル７５５を設定する。次に、ＦＡ／ＧＰＭＳＣ３１０／７０は、
かかるメッセージ８２０をＤＴＥ２０へ転送する。その後、ＨＡ３２０とＤＴＥ２０Ａと
の間のデータの送出が実行される。例えばＤＴＥ２０Ａへ向けてアドレス指定された着信
データパケット３１０に対し、これらパケットは最初にＨＡ３２０により受信され、第２
ＩＰトンネル７５５および第１ＩＰトンネル７５０を介し、ＤＴＥ２０Ａへルーティング
される。ＤＴＥ２０Ａから発信された出データパケット９００に対し、これらパケットは
最初、第１ＩＰトンネル７５０によりＦＡ３１０へルーティングされ、次に、例えば適当
な外部ネットワーク９００へルーティングされる。
ＰＭＭネットワーク１０に関連するＧＰＭＳＣ７０は、新しく導入されたＦＡ３１０とイ
ンターフェースし、通信するための、インターフェースモジュール６００を更に含む。更
に、ＤＴＥのＰＰＰ設定リクエストを容易にするために、ＧＰＭＳＣ７２には本発明の要
旨に従い、ＰＰＰサーバー６１０が設けられる。
従って、ＰＭＭのコンパティブルなネットワーク１０内にフォーリンエージェント（ＦＡ
）３１０を導入することにより、ホームＭＩＭネットワーク３００と共に位置するホーム
エージェント（ＨＡ）３２０は、新しいＦＡ３１０とのＩＰトンネルを設定し、本方法を
用いない場合に、コンパティブルでないネットワーク内でローミングする移動局２０との
パケットデータ通信を実行できる。
図７は、本発明の要旨に従い、ＭＩＭネットワークに関連する移動局２０の、訪問先移動
交換センター１（ＶＭＳＣ１）４０ＡからＶＭＳＣ２　４０Ｂへハンドオーバーする状態
を示す、ＰＭＭデータパケットネットワーク１０のブロック図である。図５および６に詳
細に説明されているように、ＭＩＭネットワークに関連する移動局２０は、ＰＭＭネット
ワーク１０にローミングし、ＶＭＳＣ１　４０Ａによってサービスされている。上記のよ
うに、サービス中のＶＭＳＣ１　４０Ａに関連する訪問先パケット移動交換センター１（
ＶＰＭＳＣ）８０Ａとゲートウェイパケット移動交換センター（ＧＰＭＳＣ）７０との間
でＩＰトンネル７５０Ａが設定される。次に、ＧＰＭＳＣ７０は更に別のＩＰトンネルを
通し、関連するホームエージェント（ＨＡ）とパケットデータを通信するようにフォーリ
ンエージェント（ＦＡ）３１０とのインターフェースを行う。移動局２０が、現在のＶＭ
ＳＣ１のカバーエリアから出て、ＶＭＳＣ２　４０Ｂによってカバーされている新しい地
理的エリアにローミングすると、移動局２０は再び同じようにロケーションの更新１１０
を実行する。特定の地理的エリアに無線のカバーを行っている基地局２（ＢＳ２）３０Ｂ
が次にロケーション更新信号を受信し、この信号を関連するＶＭＳＣ２　４０Ｂへ送る。
次に、ＶＭＳＣ２　４０Ｂは、ＧＬＲ６２０と通信し、新しい移動局２０を認証し、ＧＬ
Ｒ６２０に移動局の新しいロケーション（信号９４０）を通知する。こうして移動局がＶ
ＭＳＣ１のカバーエリアからＶＭＳＣ２のカバーエリアにローミング中であり、ＶＭＳＣ
２へハンドオーバーする必要があると認識するＧＬＲ６２０は、ＧＰＭＳＣ７０に信号９
６０を通知する。次に、ＧＰＭＳＣ７０はＶＭＳＣ２　４０Ｂに関連する新しいＶＰＭＳ
Ｃ２　８０Ｂを識別し、両者の間で新しいＩＰトンネル７５０Ｂを設定する。ＧＰＭＳＣ
７０と先のＶＰＭＳＣ２　８０Ａとの間の現在のＩＰトンネル７５０Ａがレリースされる
。しかしながら、ＨＡ（図７には示されていないので、図５を参照）とＦＡ３１０との間
のＩＰ接続およびＦＡ３１０とＧＰＭＳＣ７０との間の接続は代わらないままである。こ
の結果、新しく設定されたＩＰトンネル７５０Ｂを通してその後、伝送されたパケットデ
ータが実行され、新しいＶＭＳＣ２　４０Ｂを介し、移動局２０へ送られる。こうして、
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第１ＶＭＳＣ１　４０Ａから第２ＶＭＳＣ２　４０Ｂへのハンドオーバーが成功裏に実行
される。
次に、本発明の要旨に従い、ＭＩＭネットワーク３００にローミングするＰＭＭネットワ
ーク１０に関連する移動局２０を示す、図８および９の双方を参照する。図３および４に
完全に示されるように、ローミング中の移動局２０にサービスするＭＩＭネットワーク３
００は、関連する移動局との間でパケットデータをルーティングするのにフォーリンエー
ジェント（ＦＡ）（図８には示されていないので図３を参照）を利用する。このＦＡは次
に、移動中の移動局に関連し、ホームネットワーク内に位置するホームエージェント（Ｈ
Ａ）と通信し、両者の間でＩＰトンネルを設定する。しかしながら、ＰＭＭ移動局２０に
関連するＰＭＭネットワーク１０は、ローミング中の移動局２０にサービスするためのホ
ームエージェント（ＨＡ）を含んでいない。その代わりに、ＰＭＭネットワークはモビリ
ティ管理を実行し、ローミング中の移動局にアドレス指定された着信パケットデータを受
信するのにＧＰＭＳＣ（図示されていないので図１を参照）およびＨＬＲ５０を利用する
。更に、ローミング中の移動局が利用する信号シーケンスはＭＩＭネットワークとコンパ
ティブルではない。ＭＩＭネットワーク３００は移動局へユーザーデータを送信する前に
、移動局が移動ＩＰ登録を実行することを期待する。しかしながら、標準的なＰＭＭに関
連する移動局はかかる登録を実行しない。従って、このようなコンパティビリティがない
問題を解決するために、本発明の要旨に従い、ＭＩＭネットワーク３００内で現在ローミ
ング中のＰＭＭネットワークに関連する移動局にサービスをするために、ＰＭＭネットワ
ーク１０内に新しいホームエージェント（ＨＡ）３２０Ａを導入する。
ＰＭＭネットワークに関連し、ＭＩＭネットワーク３００内でローミングする移動局２０
の登録は、完全に上記したように、従来の方法で実行される。例えば移動局２０はＭＩＭ
ネットワーク３００内の新しい地理的エリアにローミングし、エアインターフェース１０
０を通してロケーション登録リクエスト信号６３０を送信することにより登録を実行する
。基地局（ＢＳ）３０はこのリクエスト信号を受信し、これを接続されたＶＭＳＣ４０へ
送る。次に、ＶＭＳＣ４０は関連するゲートウェイロケーションレジスタ（ＧＬＲ、ビジ
ターロケーションレジスタＶＬＲとしても知られる）６２０へ、加入者認証情報検索リク
エスト信号６４０を送信することにより、認証手続きを実行する。ＧＬＲ６２０は次に登
録移動局２０に関連するホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）へインターネットワーキ
ング認証情報検索リクエスト信号６５０を送信する。関連するＨＬＲ５０は、その加入者
を認証し、インターネットワーキング認証情報検索応答信号６６０により、必要な認証デ
ータをＧＬＲ６２０へ通知する。かかるデータは移動局２０に関連する認証キーを含む。
ＧＬＲ６２０には特殊な加入者特徴データのような別の加入者データを更にダウンロード
できる。
ＧＬＲ６２０は次にリクエスト中のＶＭＳＣ４０へ戻すように、結果６７０を通知する。
次にＶＭＳＣ４０は移動局２０との間で認証データを確認するために、認証リクエスト信
号６８０を送信する。移動局２０はこれに応答し、認証応答信号６９０を介し、リクエス
ト中の認証データを送る。受信データを検証し、移動局２０を確認した後に、エアインタ
ーフェース１００により移動局へロケーション登録アクノーレッジメント信号７００が送
信される。次に、正常な移動サービスを受けるよう、移動局２０が登録される。
移動局２０に関連するＤＴＥ２０Ａはパケットモードとなり、エアインターフェース１０
０を通してパケット通信登録リクエストメッセージ７１０を送信することを、移動局２０
に命令する。先に実行された登録自体はパケット通信のために移動局２０を認証しないの
で、かかる別個のパケットリクエストが必要である。関連するＧＬＲ（図８および９には
示されず）とパケット通信するための移動局を認証した後に、ＶＭＳＣ４０はリクエスト
中の移動局（図８および９には示されず）へパケット認証リクエスト信号を送信する。Ｖ
ＭＳＣ４０は関連するＧＬＲからの移動ＩＰパラメータを受信することもできる。認証を
確認後、移動局２０はＰＭＭに関連した移動局であるので、従来のフォーリンエージェン
ト（ＦＡ）と通信する代わりに、ＶＭＳＣ４０は移動ＩＰクライアントエミュレータ（Ｍ
ＩＣＥ１００）として知られる、新しく導入されたパケットデータ通信機能にトンネル設
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定リクエスト１０１０を送信する。この機能はサービスルータ内に存在していてもよい。
送信されたトンネルリクエストはＧＬＲから受信された移動ＩＰパラメータを更に含む。
次にフォーリンエージェントとして働くＭＩＣＥ１０００は、ホームネットワークのうち
の新しく導入されたＨＡ３２０Ａに移動ＩＰ登録リクエスト信号８００を送り、本発明の
要旨に従ってＤＴＥサポート移動ＩＰをエミュレートする。このプロセス中に検索された
移動ＩＰパラメータが更に伝送される。ＨＡ３２０Ａは移動ＩＰ登録回答メッセージ８１
０に応答し、その結果、ＰＭＭネットワークに関連する、新しく導入されたＨＡ３２０Ａ
とＭＩＭネットワークに関連したＭＩＣＥ１０００との間のＩＰトンネル１０１５が設定
される。次に、ＭＩＣＥ１００はＶＭＳＣ４０へトンネル設定回答信号１０２０を送信す
る。ＶＭＳＣ４０は次に移動局２０へパケット通信登録応答信号７４０を送る。移動局２
０はアクノーレッジメント信号を受信すると、パケットモードとなる。関連するＤＴＥ２
０Ａは次に、あらかじめ定められたＰＭＭ手続きに従い、ＭＩＣＥ１０００に対するリン
ク設定８３０を実行する。
新しく導入されたＭＩＣＥ１０００はＰＭＭネットワーク１０に関連し、ＭＩＭネットワ
ーク３００内で移動する移動局２０に対するフォーリンエージェント（ＦＡ）として機能
する。移動局２０に関連するＩＰアドレスは、ホームＰＭＭネットワーク１０も示すので
、移動局２０にアドレス指定されたすべての着信パケットデータはホームＰＭＭネットワ
ーク１０内に位置するゲートウェイパケット移動交換センター（ＧＰＭＳＣ）７０によっ
て、まず受信される。訪問先パケット移動交換センター（ＶＰＭＳＣ、図１参照）との間
でＩＰトンネルを設定する代わりに、関連するＨＬＲ５０と通信した後にＧＰＭＳＣ７０
は移動局２０が現在ＭＩＭネットワーク３００内を移動中であると認識し、代わりに新し
く導入されたＨＡ３２０Ａとの間でＩＰトンネル１０３０を設定する。次に、ＨＡ３２０
Ａは設定されたＩＰトンネル１０１５を通してＭＩＣＥ１０００へ受信パケットデータを
送る。ＭＩＣＥ１０００は次に、カプセル化されたパケットデータを抽出し、現在移動局
２０にサービス中のＶＰＭＳＣ４０へ抽出されたデータを送る。
ＭＩＣＥ１０００は更にサービスルータ１０１０と関連している。ローミング中の移動局
２０によって発信されるデパケットデータに対し、パケットデータをホームネットワーク
１０に送る必要はない。その代わりに、ＭＩＣＥ１０００に関連するサービスルータ１０
１０は、必要であれば他の外部ネットワークに接続し、受信したデータパケット９００を
直接送信する。
図１０は本発明の要旨に従い、ＶＭＳＣ１　４０Ａから訪問先のＭＩＭネットワーク３０
０内のＶＭＳＣ２　４０Ｂへハンドオーバーしている、ＰＭＭネットワークに関連した移
動局のハンドオーバーを示すブロック図である。図８および９に示されるように、移動局
２０はＶＭＳＣ１　４０Ａとの間で登録され、これによってサービスされている。移動局
２０がＶＭＳＣ１のカバーエリアから出て、新しいＶＭＳＣ２　４０Ｂによってサービス
されている新しい地理的エリアに進入すると、移動局２０はＶＭＳＣ２　４０Ｂの間でパ
ケット通信登録を再び実行する。その特定の地理的エリアに対する無線のカバーをする新
しいＢＳ２　３０Ｂにより送信された登録信号が受信され、関連するＶＭＳＣ２　４０Ｂ
へ転送される。上記のように、従来方法によりＶＭＳＣ２　４０Ｂは次にＧＬＲ６２０と
通信し、移動局（信号１１４０）を認証する。従って、移動局２０がＰＭＭに関連した移
動局であると認識するＧＬＲ６２０は、ＶＭＳＣ２　４０Ｂに通知する。ＶＭＳＣ２　４
０Ｂは次にＭＩＣＥ１０００へトンネル設定リクエスト信号を発生する。ＭＩＣＥ１００
０は次に、新しいＶＭＳＣ２　４０Ｂがローミング中の移動局２０にサービスすることを
試みていると判断し、存在するＶＭＳＣ１　４０Ａとの現在のＩＰ接続１１３０Ａをイン
ターラプトし、新しいＶＭＳＣ２　４０Ｂとの間で新しいＩＰ接続１１３０Ｂを設定する
。次に新しく設定されたＩＰ設定する１１３０Ｂを通して、新しいＶＭＳＣ２　４０Ｂへ
その後受信されるすべてのパケットデータが送られる。ＭＩＣＥ１１００とＨＡとの間に
存在するＩＰトンネル１１２０は無変更のままであり、この結果、ＭＩＭネットワーク内
のＶＭＳＣ１　４０ＡからＶＭＳＣ２　４０Ｂへのハンドオーバーが実行される。
以上で、添付図面に本発明の方法および装置の好ましい実施例を示し、これまでの詳細な
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説明に記載したが、本発明は、開示した実施例のみに限定されるものでなく、次の請求の
範囲に記載する発明の要旨から逸脱することなく、種々の配置替え、変更および置換が可
能であることが理解できよう。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(14) JP 4023631 B2 2007.12.19



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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