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(57)【要約】
　本発明は、第１UE（User Equipment）において実行さ
れ、現在サービス提供中のネットワークから目標ネット
ワークへのハンドオーバの識別に適用される方法及び装
置を提供し、当該方法は、それと通信している第２UEの
ためのハンドオーバステータス情報を取得するステップ
、及び、第２UEがその身元を認証することができるよう
に、前記ハンドオーバステータス情報に従って身元確認
情報を第２UEに送信するステップを有し、前記ハンドオ
ーバステータス情報及び身元確認情報は、異なるネット
ワークを介して送信される。提案された方法及び装置に
よって、ハンドオーバ呼出しの起呼側の識別情報を提供
しない場合でさえ、２つの無線ネットワーク間のハンド
オーバ手順を容易にすることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１UE（User Equipment：ユーザ装置）において実行され、サービス提供中ネットワー
クから目標ネットワークへのハンドオーバの識別に適用される方法であって、
（ａ）第１UEと通信している第２UEのためのハンドオーバステータス情報を取得するステ
ップ、及び
（ｂ）第２UEが第１UEの身元を認証するために、前記ハンドオーバステータス情報に従っ
て第２UEに身元確認情報を送信するステップを有し、
ステップ（ａ）及びステップ（ｂ）において異なるネットワークが使用される方法。
【請求項２】
　ステップ（ａ）が、
（ａ１）前記目標ネットワークを介して第２ＵＥにハンドオーバ呼出し要求情報を送信す
るステップ、及び
（ａ２）前記目標ネットワークから、前記目標ネットワークを介して第２ＵＥのための前
記ハンドオーバステータス情報を受信するステップを有する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　第２ＵＥのための前記ハンドオーバステータス情報が、ハンドオーバ許可情報又はハン
ドオーバ拒否情報を含む請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ハンドオーバ許可情報がリングトーンであり、前記ハンドオーバ拒否情報が話中音
、呼出し不達情報又は呼出し拒否情報のうちの１つである請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　ステップ（ｂ）の前記身元確認情報が、前記サービス提供中ネットワークを介して送信
される呼出し確認情報を有する請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　ステップ（ｂ）の前に、前記サービス提供中ネットワーク介して第２ＵＥからハンドオ
ーバ呼出しクエリー情報を受信するステップをさらに有する請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　ステップ（ａ）が、
（ａ１）前記サービス提供中ネットワークを介して第２ＵＥにハンドオーバ呼出し要求情
報を送信するステップ、及び
（ａ２）前記サービス提供中ネットワークを介して第２ＵＥから前記ハンドオーバステー
タス情報を受信するステップを有し、
前記ハンドオーバステータス情報がハンドオーバ許可情報又はハンドオーバ拒否情報を含
む請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ステップ（ｂ）の前記身元確認情報が、特定の時間内に前記目標ネットワークを介して
かさねて送信されるハンドオーバ呼出し要求である請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記サービス提供中ネットワークがＷＬＡＮであり、前記目標ネットワークがＷＷＡＮ
である請求項１、６又は８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　第２UEにおいて実行され、サービス提供中ネットワークから目標ネットワークへのハン
ドオーバの識別に適用される方法であって、
（ａ）第１ＵＥが第２ＵＥのためのハンドオーバステータス情報を取得するために、第２
ＵＥと通信している第１ＵＥと情報を交換するステップ、及び
（ｂ）第１ＵＥの身元を認証するために、第１ＵＥから身元確認情報を受信するステップ
有し、
ステップ（ａ）及びステップ（ｂ）において異なるネットワークが使用される方法。
【請求項１１】
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　ステップ（ａ）が、
（ａ１）前記目標ネットワークを介して、前記目標ネットワークによって転送される第１
ＵＥからのハンドオーバ呼出し要求情報を受信するステップ、及び
（ａ２）前記目標ネットワークを介して第１ＵＥに第２ＵＥのハンドオーバステータス情
報を送信するステップを有する請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　第２ＵＥのための前記ハンドオーバステータス情報がハンドオーバ許可情報又はハンド
オーバ拒否情報を含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　ステップ（ｂ）の前記身元確認情報が、前記サービス提供中ネットワークを介して送信
される呼出し確認情報を有する請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　ステップ（ｂ）の前に、前記サービス提供中ネットワークを介して第１ＵＥにハンドオ
ーバ呼出しクエリー情報を送信するステップをさらに有する請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　ステップ（ａ）が、
（ａ１）前記サービス提供中ネットワークを介して第１ＵＥからハンドオーバ呼出し要求
情報を受信するステップ、及び
（ａ２）前記サービス提供中ネットワークを介して第１ＵＥにハンドオーバステータス情
報を送信するステップを有し、
前記ハンドオーバステータス情報がハンドオーバ許可情報又はハンドオーバ拒否情報を含
む請求項１０に記載の方法。
【請求項１６】
　ステップ（ｂ）において特定の時間内で第１ＵＥからの前記身元確認情報を待つために
、ステップ（ａ）の後にタイマーを起動するステップをさらに有する請求項１５に記載の
方法。
【請求項１７】
　ステップ（ｂ）の前記身元確認情報が、特定の時間内に前記目標ネットワークを介して
かさねて送信されるハンドオーバ呼出し要求である請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記サービス提供中ネットワークがＷＬＡＮであり、前記目標ネットワークがWWANであ
る請求項１０、１４又は１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　ネットワーク間のハンドオーバを実行することができる第１UEであって、
サービス提供中ネットワークを介して第２UEと通信するためのサービス提供中ネットワー
クインタフェース、
移るべき目標ネットワークを介して第２UEにハンドオーバ呼出しを送信するため、及び前
記目標ネットワークへのハンドオーバ後に第２UEと通信するための目標ネットワークイン
タフェース、
前記ハンドオーバ呼出しの受け入れを第２UEに要求するために、前記サービス提供中ネッ
トワークインタフェース又は前記目標ネットワークインタフェースを介して第２UEに情報
を送信するための送信ユニット、
前記サービス提供中ネットワークインタフェース又は前記目標ネットワークインタフェー
スを介してそれと通信している第２UEのためのハンドオーバステータス情報を取得するた
めの受信ユニット、並びに
第２UEがハンドオーバを許可するかを示すために前記受信ユニットによって受信される前
記ハンドオーバステータス情報を検出するための検出ユニットを有し
前記送信ユニットが、第２UEがその身元を認証できるように、前記検出ユニットの検出結
果に従って前記サービス提供中ネットワークインタフェース又は前記目標ネットワークイ
ンタフェースを介して第２UEに身元確認情報を送信し、
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前記ハンドオーバステータス情報及び前記身元確認情報がそれぞれ異なるネットワークイ
ンタフェースを介して送信されるUE。
【請求項２０】
　前記送信ユニットが、前記目標ネットワークインタフェースを介して第２UEにハンドオ
ーバ呼出し要求情報を送信し、及び
前記受信ユニットが、前記目標ネットワークインタフェースを介して前記目標ネットワー
クから第２UEのための前記ハンドオーバステータス情報を受信する請求項１９に記載のUE
。
【請求項２１】
　前記ハンドオーバステータス情報がリングトーンであることを前記検出ユニットが検出
した場合、第２UEがハンドオーバを許可すること示し、前記ハンドオーバステータス情報
が話中音、呼出し不達情報又は呼出し拒否情報のうちの１つであることを前記検出ユニッ
トが検出した場合、第２UEがハンドオーバを許可しないことを示す請求項２０に記載のUE
。
【請求項２２】
　前記受信ユニットが、前記サービス提供中ネットワークインタフェースを介して第２UE
からハンドオーバ呼出しクエリー情報をさらに受信する請求項２１に記載のUE。
【請求項２３】
　前記送信ユニットが、前記サービス提供中ネットワークインタフェースを介して第２UE
にハンドオーバ呼出し要求情報をさらに送信し、
前記受信ユニットが、前記サービス提供中ネットワークインタフェースを介して第２UEか
ら前記ハンドオーバステータス情報を受信する請求項１９に記載のUE。
【請求項２４】
　前記身元確認情報が、特定の時間内に前記目標ネットワークインタフェースを介して前
記送信ユニットから第２UEにかさねて送信されるハンドオーバ呼出し要求である請求項２
３に記載のUE。
【請求項２５】
　ネットワーク間のハンドオーバを実行することができる第２UEであって、
サービス提供中ネットワークを介して第１UEと通信するためのサービス提供中ネットワー
クインタフェース、
移るべき目標ネットワークを介して第１UEからハンドオーバ呼出しを受信するため、及び
前記目標ネットワークに移った後に第１UEと通信するための目標ネットワークインタフェ
ース、
前記サービス提供中ネットワークインタフェース又は前記目標ネットワークインタフェー
スを介して第１UEからハンドオーバ呼出し要求情報を受信するための受信ユニット、
前記受信ユニットによって受信される前記ハンドオーバ呼出し要求情報に従ってハンドオ
ーバが許可されるかを決定するための決定ユニット、並びに
前記決定ユニットの決定結果に従って前記サービス提供中ネットワークインタフェース又
は前記目標ネットワークインタフェースを介して第１UEにハンドオーバステータス情報を
送信するための送信ユニットを有し、
前記受信ユニットは、第１UEの身元を認証するために、前記サービス提供中ネットワーク
インタフェース又は前記目標ネットワークインタフェースを介して第１UEから身元確認情
報を受信し、
前記ハンドオーバステータス情報及び前記身元確認情報はそれぞれ異なるネットワークイ
ンタフェースを介して送信されるUE。
【請求項２６】
　前記受信ユニットが、前記目標ネットワークインタフェースを介して前記目標ネットワ
ークによって転送される第１UEから前記ハンドオーバ呼出し要求情報を受信し、
前記送信ユニットが、前記目標ネットワークインタフェースを介して前記目標ネットワー
クにそのハンドオーバステータス情報を送信する請求項２５に記載のUE。
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【請求項２７】
　前記送信ユニットが、前記サービス提供中ネットワークインタフェースを介して第１UE
にハンドオーバ呼出しクエリー情報をさらに送信する請求項２６に記載のUE。
【請求項２８】
　前記受信ユニットが、前記サービス提供中ネットワークインタフェースを介して第１UE
から前記ハンドオーバ呼出し要求情報をさらに受信し、
前記送信ユニットが、前記サービス提供中ネットワークインタフェースを介して第１ユニ
ットにハンドオーバ呼出しが許可されるかを示すハンドオーバステータス情報を送信する
請求項２５に記載のUE。
【請求項２９】
　特定の時間内で前記目標ネットワークインタフェースを介した第１UEからの前記身元確
認情報の受信を待つためのタイマーをさらに有し、前記身元確認情報がかさねて送信され
るハンドオーバ呼出し要求である請求項２８に記載のUE。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　一般に、本発明は無線通信システムに関し、特に本発明は異なる無線通信ネットワーク
間のハンドオーバの識別に適用される方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信技術の発達によって、多くの種類の無線ネットワークがさまざまな特筆された
サービスを提供するために現れた。
【０００３】
　例えば、いわゆるホットスポット（例えば空港、ホテル等）に配備されるWLAN（Wirele
ss Local Area Network：無線ローカルエリアネットワーク）は、データサービス、VoIP
（Voice over Internet Protocol）サービス等を提供することができる。人々は、WLANの
ネットワーク資源やそこに無線アクセスを介して接続されているインターネットのような
ネットワークにアクセスするために、携帯電話やラップトップのような無線端末を用いる
ことができる。さらに、人々はビデオ会話のようなマルチメディアサービスを得ることが
できる。さらに、例えばBluetooth（商標）、WiMAX（Worldwide Interoperability for M
icrowave Access）、UWB（Ultra Wideband）などの他の無線ネットワークは、同様にさま
ざまなサービスを提供することができる。
【０００４】
　例えばGSM（Global System for Mobile communication）、GPRS（General Packet Radi
o Service）、CDMA（Code Division Multiple Access）、3G移動通信システム等のセルラ
ネットワークは、主に音声通信としてさまざまなサービスを提供することができる。セル
ラネットワークは、より大きな領域をカバーすることができるので、WWAN（Wireless Wid
e Area Network）の分野に分類される。
【０００５】
　図1は、２種類の無線ネットワーク（例えばWLAN及びWWAN）の従来のアプリケーション
を示す。図1に示すように、WWANサービスエリアは、WLANサービスエリアに重なる場合も
あるし重ならない場合もある。WWANサービスを介して通信している2つのUE（User Equipm
ent）が位置の変更に起因してWLANサービスエリアに入る場合、WWANの無線資源を節約し
、2つの通信している当事者の通信コストを低減し、ビデオ会話などのようなより高品位
のサービスをユーザに提供するために、それらがWWANサービスからWLANサービスへ切り替
わることができる。WLANサービスにより通信している２つの当事者のうちの一方がWLANサ
ービスエリアから離れる場合、通信の連続性を保証するために、会話はWLANサービスから
元のWWANサービスに切り替わる。
【０００６】
　WWANとWLANとの間のハンドオーバを実行することが可能な通信方法及び装置が、コーニ
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ンクレッカ フィリップス エレクトロニクス Ｎ．Ｖ．が2003年9月19日に出願し、発明の
名称が" Communication method and apparatus capable of performing handover betwee
n WWAN and WLAN"である特許出願（出願番号03124909.4）に記述される。この出願を本明
細書に参照として取り入れる。この方法及び装置によって、WWANとWLANとの間の途切れの
ないローミングが実現されることができ、それはユーザの通信コストをさらに低減するこ
とができ、効果的にWWANのネットワーク資源を節約することができる。
【０００７】
　図2A及び図2Bは、特許出願03124909.4に開示されるような、WLANからWWANへ移るための
2つの方法を示す。ここで、ハンドオーバプロセスを始めている一方の当事者はハンドオ
ーバ起動側UEと呼ばれ、それと通信しているピアUEはハンドオーバ受信機UEと呼ばれる。
【０００８】
　図2Aに示すように、WLANインタフェースを介してそのピアUEと通信しているハンドオー
バ起動側UE(ステップS30)が、通信を続けるためにWWANへ移ることを望む場合、それは、
予め知られているピアUEの電話番号に従って、WWANインタフェースを介してWWAN呼出しを
ハンドオーバ受信機UEに送信する（ステップS130）。ハンドオーバ受信機UEのWWANインタ
フェースが利用可能な場合、ハンドオーバ受信機UEは、受信されたWWAN呼出し中に示され
るハンドオーバ起動側UEの電話番号によって、WWAN呼出しを受け入れるべきかどうかを決
定することができる。WWAN呼出しが受け入れられる場合、2つのUEはそれらのそれぞれのW
WANインタフェースを介して通信を継続する（ステップS180）。
【０００９】
　図2Aにおいて、ハンドオーバ起動側UEは、ハンドオーバプロセスの間にWWAN呼出しを送
信する。実際的なアプリケーションにおいて、図2Bに示すように、ハンドオーバ受信機UE
は同様にWWAN呼出しを送信することができる。図2Bにおいて、WLANインタフェースを介し
てピアUEと通信している（ステップS30）ハンドオーバ起動側UEは、WWANインタフェース
を介して通信することを要求するために、最初に、WLANインタフェースを介してハンドオ
ーバ受信機UEにハンドオーバ要求を送信する（ステップS50）。ハンドオーバ受信機UEがW
WANインタフェースを介して通信するために移ることに同意する場合、それは、WLANイン
タフェースを介してハンドオーバ確認メッセージをハンドオーバ起動側UEに送信する（ス
テップS70）。それで、ハンドオーバ受信機UEは、ハンドオーバ起動側UEの既知の電話番
号によってWWANインタフェースを介してWWAN呼出しを送信する。ハンドオーバ起動側UEが
受信されたWWAN呼出し中の電話番号によってWWAN呼出しを受け入れることを決定する場合
、2つのUEはWWANインタフェースを介して通信を継続することができる（ステップS180）
。
【００１０】
　図2A及び図2Bに示されるようなWLANからWWANに移る2つのハンドオーバプロセスにおい
て、ハンドオーバ起動側UE又はハンドオーバ受信機UEのどちらかが、ハンドオーバプロセ
スの間にWWAN呼出しを受信するための当事者として働くことができ、受信されたWWAN呼出
しに含まれる電話番号等のようなピアUEの識別情報によって、WWAN呼出しがそれとWLAN通
信を実行しているそのピアUEからかどうか決定することを必要とする。UEの電話番号は、
一意的にUEを識別することができ、したがって、このようにしてWWAN呼出しを発したUEの
身元を認証するのは確実である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかし、場合によっては、GSM、GPRS又は3GのようなWWANシステムは、起呼側のプライ
バシーを保護するためにCLIR（Calling Line Identification Restriction）及びCOLR（C
onnected Line Identification Restriction）と呼ばれるスキームを提供する。あるいは
、被呼側が起呼側の識別情報を得ることができないように、WWANシステムは起呼側のそれ
とは異なる識別情報（例えば偽の電話番号）を提供することができる。さらに、相互接続
が異なるオペレータの又は異なる領域中のネットワーク間で行われる場合、被呼側から起
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呼側の電話番号を隠す、即ち、ただ偽の電話番号を表示するだけの可能性もある。上記の
2つの場合、図2A及び図2Bに示すようなハンドオーバの間、WWAN呼出しを受信したUEは、W
WAN呼出しを送信しているUEの身元を認証することができず、したがって、それはハンド
オーバの失敗を引き起こし、又は第三者が呼出しを妨害し若しくは盗聴する可能性が生じ
そうである。
【００１２】
　したがって、2つの無線通信ネットワーク間のハンドオーバの識別に適用される方法及
び装置を提供することが必要であり、それは、たとえ被呼側UEが起呼側UEの識別情報（例
えば電話番号など）によって通話起動側の身元を決定することができなくても、無線ネッ
トワーク間のハンドオーバプロセスの促進を保証する。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の目的は、無線ネットワーク間のハンドオーバの間に身元を識別するために使用
される方法及び装置を提供することにある。この方法及び装置によって、UEが一方の無線
ネットワークから他の無線ネットワークに移る期間の間、受信された呼出し中に含まれる
識別情報によって呼出しの発信者UEの身元を認証する必要はなく、したがって、CLIR及び
COLRメカニズムを提供するシステム中でさえ、又は異なるネットワーク間の相互接続に起
因して起呼側の識別情報を提供しない場合でさえ、2つの無線ネットワーク間のハンドオ
ーバを容易にする。
【００１４】
　上記目的を満たすために、本発明の一態様によると、本発明は、第１UE（User Equipme
nt）において実行され、サービス提供中ネットワークから目標ネットワークへのハンドオ
ーバの識別に適用される方法を提供し、当該方法は、それと通信中の第２UEのためのハン
ドオーバステータス情報を取得するステップ、及び第２UEが第１UEの身元を認証すること
ができるように前記ハンドオーバステータス情報に従って第２UEに身元確認情報を送信す
るステップを有し、ハンドオーバステータス情報及び身元確認情報は異なるネットワーク
を介して送信される。
【００１５】
　本発明のこの態様によれば、第２UEにおいて実行され、サービス提供中ネットワークか
ら目標ネットワークへのハンドオーバの識別に適用される方法が提供され、当該方法は、
第１UEが第２UEのためのハンドオーバステータス情報を取得することができるように、そ
れと通信している第１UEと情報を交換するステップ、及び第１UEの身元を認証するために
第１UEから身元確認情報を受信するステップを有し、ハンドオーバステータス情報及び身
元確認情報は、異なるネットワークを介して送信される。
【００１６】
　本発明の別の態様では、本発明はネットワーク間のハンドオーバを実行することが可能
な第１UEを提供し、当該第１UEは、サービス提供中ネットワークを介して第２UEと通信す
るためのサービス提供中ネットワークインタフェース、移るべき目標ネットワークを介し
て第２UEにハンドオーバ呼出しを送信するため、及び目標ネットワークに移った後に第２
UEと通信するための目標ネットワークインタフェース、ハンドオーバ呼出しの受け入れを
第２UEに要求するために、サービス提供中ネットワークインタフェース又は目標ネットワ
ークインタフェースを介して第２UEに情報を送信するための送信ユニット、サービス提供
中ネットワークインタフェース又は目標ネットワークインタフェースを介してそれと通信
している第２UEのためのハンドオーバステータス情報を取得するための受信ユニット、並
びに受信ユニットによって受信され、第２UEがハンドオーバを許可するかどうかを示すハ
ンドオーバステータス情報を検出するための検出ユニットを有し、送信ユニットは、第２
UEがその身元を認証することができるように、検出ユニットの検出結果によってサービス
提供中ネットワークインタフェース又は目標ネットワークインタフェースを介して第２UE
に身元確認情報を送信し、ハンドオーバステータス情報及び身元確認情報は、異なるネッ
トワークインタフェースを介してそれぞれ送信される。
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【００１７】
　本発明の別の態様は、ネットワーク間のハンドオーバを実行することが可能な第２UEを
提供し、当該第２UEは、サービス提供中ネットワークを介して第１UEと通信するためのサ
ービス提供中ネットワークインタフェース、移るべき目標ネットワークを介して第１UEか
らのハンドオーバ呼出しを受信するため、及び目標ネットワークに移った後に第１UEと通
信するための目標ネットワークインタフェース、サービス提供中ネットワークインタフェ
ース又は目標ネットワークインタフェースを介して第１UEからハンドオーバ呼出し要求情
報を受信するための受信ユニット、受信ユニットによって受信されたハンドオーバ呼出し
要求情報によって、ハンドオーバが許可されるかどうか決定するための決定ユニット、並
びに決定ユニットの決定結果によって、サービス提供中ネットワークインタフェース又は
目標ネットワークインタフェースを介して第１UEにハンドオーバステータス情報を送信す
るための送信ユニットを有し、受信ユニットは、第１UEの身元を認証するために、サービ
ス提供中ネットワークインタフェース又は目標ネットワークインタフェースを介して第１
UEから身元確認情報を受信し、ハンドオーバステータス情報及び身元確認情報は、それぞ
れ異なるネットワークインタフェースを介して送信される。
【００１８】
　添付の図面と共に以下の説明及び特許請求の範囲を参照することによって、本発明のよ
り完全な理解と共に他の目的及び達成が明瞭になり認識される。詳細な説明は、添付の図
面と関連して以下で本発明の特定の実施の形態において与えられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　全ての図面において、同様の参照番号が、同様の、似ている又は対応する特徴又は機能
を参照していることが理解される。
【００２０】
　現在サービスを提供している無線ネットワーク（例えばWLAN）から目標無線ネットワー
ク（例えばWWAN）に移るハンドオーバ手順の間、ハンドオーバ起動側UE（又はハンドオー
バ受信機UE）は、目標無線ネットワークを介した通信リンクを確立するために、目標無線
ネットワークのネットワークインタフェースを介して、（ハンドオーバ呼出しとして参照
される）呼出しをそのピアUEに送信する。本発明の2つの無線ネットワーク間のハンドオ
ーバの識別に適用される方法によれば、ハンドオーバ起動側UE（又はハンドオーバ受信機
UE）は、ハンドオーバ呼出しがハンドオーバ起動側UE（又はハンドオーバ受信機UE）から
発せられることを確認するために、ハンドオーバ呼出しが送信される後又は前に、サービ
ス提供中無線ネットワークのネットワークインタフェースを介して、ピアUEに確認情報を
送信することができる。このようにして、ハンドオーバ呼出しを受信したUEは、確認情報
によって、ハンドオーバ呼出しを受け入れるべきか否かを容易に決定することができる。
決定の後にハンドオーバ呼出しが受け入れられる場合、2つのUEは目標無線ネットワーク
を介した通信リンクを確立することができる。本発明において提案される識別方法によっ
て、2つのUEは、たとえハンドオーバ呼出しの被呼UEが起呼UEの識別情報を得ることがで
きなくても、一方の無線ネットワークから他方に首尾よく移るハンドオーバ手順を実行す
ることができる。
【００２１】
　以下の説明は、例としてWLANからWWANへ移るハンドオーバ手順として、本発明において
提案される識別方法について与えられ、WLANはUE間の継続中の通信にサービスを提供する
サービス提供中ネットワークであり、WWANはUEが移ることを望むハンドオーバ目標ネット
ワークであり、ハンドオーバ後にUE間の通信サービスを提供する。本発明の特定の実施の
形態に対する以下の説明において、当業者は、WLANは例えばBluetooth（商標）、UWB等の
他の無線ネットワーク技術に置き換えられることができ、同様に、WWANは他の無線ネット
ワークに置き換えられることができることを認識しなければならない。
【００２２】
　ここで、本発明の実施の形態は、WLANからWWANへ移るハンドオーバ手順の間にWWANを介
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して送信されるハンドオーバ呼出し（WWANハンドオーバ呼出し）の起呼UEの身元をどのよ
うに認証するかに焦点をあてていることに注意すべきである。したがって、以降では、WW
ANハンドオーバ呼出しを送信するUEは、WWANハンドオーバの起呼UEと呼ばれ、起呼UE（又
は第１UE）と略記され、WWANハンドオーバ呼出しを受信するUEは、WWANハンドオーバ呼出
しの被呼UEと呼ばれ、被呼UE（又は第２UE）と略記される。WWANハンドオーバ呼出しの起
呼UE及び被呼UEは共にそれぞれハンドオーバ起動側UE又はハンドオーバ受信機UEになるこ
とができる。
【００２３】
　さらに、本発明の目的をわかりにくくしないために、開始セクションは以下の実施の形
態から省略されており、説明は、WWANハンドオーバ呼出しの起呼UEが、WWANハンドオーバ
呼出しの送信を試みることから直接始まる。
【００２４】
　本発明において提案されるような無線ネットワーク間のハンドオーバの識別に適用され
る方法について詳細な説明がなされて、図3から図5に示されるような3つの特定の実施の
形態と併せて理解される。
【実施例１】
【００２５】
　図3は、本発明の第１の実施の形態による、WLANからWWANへのハンドオーバの間のハン
ドオーバ呼出しの起呼UEの身元を認証するためのフローチャートを示す。
【００２６】
　図3に示されるフローチャートにおいて、WWANハンドオーバ呼出しの起呼UEがWLANからW
WANへ移ることを決定し又は同意する場合、起呼UEはWWANインタフェースを介して被呼UE
にWWANハンドオーバ呼出しを送信する。続いて、起呼UEがWWANによって送信されるリング
トーンを受信する場合、それは、受信されたWWANハンドオーバ呼出しは起呼UEから発せら
れたことを被呼UEに通知するために、WLANインタフェースを介して被呼UEに確認情報を送
信する。詳細な手順は後述する。
【００２７】
　図2A及び図2Bと同様に、WLANインタフェースを介してピアUEと通信する場合、WWANハン
ドオーバ呼出しの起呼UEは、WWANインタフェースを介して、被呼UEにWWANハンドオーバ呼
出しを送信する（ステップS130a）。図3は、一般的な状況においてWWANハンドオーバ呼出
しを送信するための情報送信手順を示す。図3に示すように、起呼UEはWWANネットワーク
側にWWANハンドオーバ呼出し要求を送信し（ステップS131）、WWANハンドオーバ呼出し要
求は、被呼UEのWWANインタフェースにWWANを介して転送される（ステップS132）。そして
、WWANネットワーク側は、被呼UEから応答情報を受信する（ステップS133）。この時に、
応答情報がピアUEのWWANインタフェースが利用可能であることを示す場合、ピアUEのWWAN
インタフェースが利用可能であることを知らせるために、WWANネットワーク側は情報（例
えばリングトーン等）を起呼UEに送信する（ステップS134）。応答情報が被呼UEのWWANイ
ンタフェースが利用可能でないことを示す場合、WWANネットワーク側は起呼UEに話中音、
拒否情報、又はピアUEのWWANインタフェースが利用可能でないことを示す他の情報を送信
する。
【００２８】
　次に、起呼UEがWWANインタフェースにおいて、話中音又は拒否情報の代わりにリングト
ーンを検出し（ステップS235）、被呼UEがハンドオーバ呼出しの受け入れを許可すること
を示す場合、新たに受信されるWWANハンドオーバ呼出しは起呼UEから発せられることを被
呼UEに通知するために、起呼UEは、WLANインタフェースを介して被呼UEにWWANハンドオー
バ呼出し確認情報を送信する（ステップS240）。被呼UEが確認情報を受信できることを確
実にするために、起呼UEは、それがWWANインタフェースにおいてリングトーンを検出する
限りは、繰り返し又は定期的にWWANハンドオーバ呼出し確認情報を送信することができる
。逆に、起呼UEがWWANインタフェースにおいて、被呼UEがハンドオーバ呼出しを受信でき
ないことを示す話中音又は拒否情報を検出する場合、起呼UEは、いかなる情報も被呼UEに
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送信しない。
【００２９】
　一方では、被呼UEはWWANインタフェースを介してWWANハンドオーバ呼出しを受信し、他
方では、それは短い時間内にWLANインタフェースを介して起呼UEからWWANハンドオーバ呼
出し確認情報を受信する。したがって被呼UEは、WWANハンドオーバ呼出しが、WWANハンド
オーバ呼出し確認情報を送信した起呼UEから発せられることを容易に決定することができ
（ステップS245）、起呼UEとのWWAN通信リンクを確立する（ステップS180）ために、WWAN
ハンドオーバ呼出しを受け入れる。被呼UEがWWANハンドオーバ呼出し確認情報を受信する
ことに終始失敗する場合、それはWWANハンドオーバ呼出しを拒否する。
【実施例２】
【００３０】
　図4は、本発明の第２の実施の形態による、WLANからWWANへのハンドオーバの間のハン
ドオーバ呼出しの起呼UEの身元を認証するためのフローチャートを示す。
【００３１】
　図4に示すフローチャートにおいて、WWANハンドオーバ呼出しの起呼UEがWLANからWWAN
へ移ることを決定し又は同意した場合、起呼UEは、最初に、WWANインタフェースを介して
被呼UEにWWANハンドオーバ呼出しを送信することができ、そして、被呼UEがWWANハンドオ
ーバ呼出しを受信した後、それは、クエリー及び応答の形で、WLANインタフェースを介し
て起呼UEからWWANハンドオーバ呼出しの確認情報を得ることができる。詳細な手順は、次
のように与えられる。
【００３２】
　第１の実施の形態と同様に、WLANインタフェースを介してピアUEと通信している場合、
起呼UEは最初にWWANインタフェースを介して被呼UEにWWANハンドオーバ呼出しを送信する
（ステップS130a及び具体的なステップはS131-134）。
【００３３】
　次に、被呼UEは、WWANインタフェースを介してWWANハンドオーバ呼出しを受信した後、
WWANハンドオーバ呼出しの受入れが許可されるかどうか決定する（ステップS345）。例え
ば、WWANハンドオーバ呼出しの受入れが許可されるかどうかは、多くの検討事項（例えば
通信コスト、ユーザプリファランス設定等）に依存する。被呼UEがWWANハンドオーバ呼出
しの受け入れを許可する場合、それは、起呼UEがWWANハンドオーバ呼出しを送信したかど
うかを問い合わせるために、WLANインタフェースを介して起呼UEにWWANハンドオーバ呼出
しクエリー情報を送信する（ステップS350）。被呼UEがWWANハンドオーバ呼出しを受け入
れることを許可しない場合、それはWWANハンドオーバ呼出しを無視することができ、又は
、クエリー情報においてWWANハンドオーバ呼出しの受入れを拒否することを示すことがで
きる。
【００３４】
　起呼UEがWLANインタフェースを介して被呼UEからWWANハンドオーバ呼出しクエリー情報
を受信した後、第１の実施の形態と同様に、WWANインタフェースにおいてリングトーンを
検出した場合（ステップS235）、それはWWANハンドオーバ呼出し確認情報を送信する（ス
テップS360）。一方、起呼UEがWWANインタフェースにおいて話中音又は拒否情報を検出す
る場合、それは、被呼UEに送信されるWWANハンドオーバ呼出し確認情報（ステップS360）
において、WWANハンドオーバ呼出しが起呼UEから送信されないことを示すことができる。
起呼UEがWWANハンドオーバ呼出しクエリー情報を受信する前のしばらくの間にいかなるWW
AN呼出しも送信していない場合、すなわち、ステップS130aにおける対応する動作が実行
されない場合、ステップS360と同様に、それは、WWANハンドオーバ呼び出しが送信されて
いないことを示す情報を送信することができ、又はクエリー情報を無視することができる
。
【００３５】
　被呼UEがWLANインタフェースを介して起呼UEからWWANハンドオーバ呼出し確認情報を受
信する場合、起呼UEとのWWAN通信リンクを確立するために、それはWWANハンドオーバ呼出
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しを受け入れる（ステップS180）。さもなければ、被呼UEは、WWANハンドオーバ呼出しを
受け入れることを拒否する。
【実施例３】
【００３６】
　図5は、本発明の第３の実施の形態による、WLANからWWANへのハンドオーバの間のハン
ドオーバ呼出しの起呼UEの身元を認証するためのフローチャートである。
【００３７】
　図5に示すハンドオーバ手順において、WWANハンドオーバ呼出しの起呼UEがWLANからWWA
Nへ移ることを決定し又は同意する場合、受信されるWWANハンドオーバ呼出しが起呼UEか
ら発せられることを被呼UEに通知するために、起呼UEは、WWANハンドオーバ呼出しを被呼
UEに送信する前に、WLANインタフェースを介して被呼UEに情報を送信することができる。
詳細な手順は、次のように与えられる。
【００３８】
　図5に示すように、WLANインタフェースを介してピアUEと通信する場合（ステップS30）
、WWANハンドオーバ呼出しの起呼UEがWWANインタフェースを介してWWANハンドオーバ呼出
しを送信することを試みる前に、それは、WLANインタフェースを介して、被呼UEにWWANハ
ンドオーバ呼出し要求情報を送信する（ステップS110）。送信時間情報によって決定され
る時間（例えばX秒）内に被呼UEにWWANハンドオーバ呼出しを送信することを被呼UEに通
知するために、WWANハンドオーバ呼出し要求情報は当該送信時間情報を含むことができる
。選択的に、起呼UEは、WWANハンドオーバ呼出し要求情報を送信した後にタイマーを起動
し、タイマーが切れる前にWWAN呼出しを送信するようにする。WWANハンドオーバ呼出しを
送信時間情報によって決定される時間内に送信できることを確実にするために、タイマー
でカウントされる時間は送信時間情報によって決定される時間より長くてはいけない。
【００３９】
　被呼UEがWLANインタフェースを介して起呼UEからWWANハンドオーバ呼出し要求情報を受
信した後、例えば、そのWWANインタフェースが利用可能かどうか、通信コスト、ユーザプ
リファランス設定等によって、それは、WWANインタフェースを介したWWANハンドオーバ呼
出しの受入れが許可されるかどうかを決定する。
【００４０】
　決定（ステップS115）の後、WWANハンドオーバ呼出しを受け入れることが許可される場
合、送信時間情報によって決定された時間内、起呼UEからのWWANハンドオーバ呼出しを待
つために、被呼UEは、受信されたWWANハンドオーバ呼出し要求情報中の送信時間情報に従
ってタイマーを起動する。そして、被呼UEは起呼UEに応答情報を送信し、WWANハンドオー
バ呼出しの受け入れが許可されることを示す（ステップS120）。決定が、被呼UEがWWANハ
ンドオーバ呼出しの受け入れを許可しないことを示す場合、それは、WWANハンドオーバ呼
出しの受け入れが許可されないことを示す応答情報を起呼UEに送信し、又はステップS120
においてWWANハンドオーバ呼出し要求を無視する。
【００４１】
　起呼UEは、被呼UEからWLANインタフェースを介して受信される応答情報によって、WWAN
ハンドオーバ呼出しを送信するべきかどうか決定する。応答情報が、被呼UEがWWANハンド
オーバ呼出しの受け入れを許可することを示す場合、起呼UEは、その識別を確認するため
に、被呼UEに関する既知の情報（例えば電話番号）によって、送信時間情報に従って決定
される時間内でWWANインタフェースを介して起呼UEにWWANハンドオーバ呼出しを送信、す
なわち、WWANインタフェースを介して被呼UEに再びハンドオーバ呼出し要求を送信する（
ステップS130）。さもなければ、起呼UEは、WWANハンドオーバ呼出し要求を無視して及び
WLANインタフェースを介して被呼UEとの通信を継続する。
【００４２】
　被呼UEがタイマーを起動した後、それはWWANハンドオーバ呼出しが受信されるかどうか
確認するためにWWANインタフェースを監視し続ける。タイマーが切れる前に、すなわち送
信時間情報によって決定される時間内に、被呼UEがWWANハンドオーバ呼出しを受信する場
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合、WWANハンドオーバ呼出しは、起呼UEから発せられたと考えられ、そして、WWAN呼出し
は受け入れられて（ステップS135）、WWANインタフェースを介した起呼UEとのWWAN通信リ
ンクを確立する（ステップS180）。
【００４３】
　WWANハンドオーバ呼出しが送信時間情報によって決定される時間内に受信されない場合
、例えば、WWAN呼出しが当該時間内に受信されない場合、被呼UEは、WLANインタフェース
を介して起呼UEとの通信を継続する。送信時間情報によって決定される時間が終わった後
にWWANハンドオーバ呼出しが受信される場合、被呼UEは、WWAN呼出しが起呼UEから発せら
れていないと考え、それを受け入れるのを拒否する。
【００４４】
　電話番号情報を有する１つ以上のWWAN呼出しが送信時間情報によって決定される時間内
に受信される場合、被呼UEは、電話番号情報に照らして起呼UEから発せられていないWWAN
呼出しを識別することができ、そしてそのWWAN呼出しを拒否する。起呼UEの識別情報（例
えば電話番号）は、ステップS110におけるWWANハンドオーバ呼出し要求情報中で、又は先
行するハンドオーバ手順の間、被呼UEへ転送されることができる。
【００４５】
　起呼UEが送信時間情報によって決定される時間内にWWANインタフェースを介した被呼UE
とのWWAN通信を確立することに失敗する場合、それは、WWANハンドオーバ呼出し要求を無
視して、WLANインタフェースを介して被呼UEとの通信を継続する。
【００４６】
　この実施の形態において、送信時間情報によって決定される時間は、被呼及び起呼パリ
ティのネットワークにおけるWWAN呼出しセットアップのための平均遅延時間とWWANハンド
オーバ呼出しの要求及び応答情報を転送するために必要とされる時間との合計以上でなけ
ればならない。もちろん、起こりうる第３のパリティからのWWAN呼出しの介入を回避する
ために、送信時間情報によって決定される時間はあまり大きくてはならない。したがって
、送信時間情報によって決定される時間が上記の時間の合計を上回るマージンは、好まし
くはWWANネットワークにおける最大セットアップ遅延時間以下である。
【００４７】
　3つの上記の実施の形態に記述される手順は、より適切にかつ容易にWWANハンドオーバ
呼出しの起呼UEのアイデンティフィケーションを確認することが可能である単一の手順を
形成するために組み合わせられることができる。例えば、WWANハンドオーバ呼出しの起呼
UEがWWANインタフェースを介して被呼UEにWWANハンドオーバ呼出しを送信する前に、第３
の実施の形態に記述された方法と同じ方法で、起呼UEからのWWAN呼出しが特定された時間
内に受信されることを被呼UEに通知することができる。起呼UEが、特定された時間内では
なく、特定された時間後にWWANに呼出しを送信する場合、第１の実施の形態に記述された
方法と同じ方法で、それは、WWAN呼出しを送信した後に、WLANインタフェースを介して被
呼UEにWWAN呼出し確認情報を送信することができる。被呼UEが確認情報を受信することに
失敗する場合、被呼UEは、第２の実施の形態に記述された方法と同じ方法で、クエリー及
び応答の形で起呼UEからWWANハンドオーバ確認情報を得る。
【００４８】
　さらに、当業者は、上記の実施の形態に記載されたソリューションは任意に組み合わせ
ることができ、本発明の実施は本明細書に記載されたような３つの具体的な実施の形態に
限られないことを認識する。
【００４９】
　図3から図5に関連して本発明の３つの実施の形態について詳細に説明され、WLANインタ
フェースを介して転送される情報は、自ら定義したIPパケット若しくはVoIP信号パケット
として、又はIM（Instant Message）のフォーマットで、カプセル化されることができる
。
【００５０】
　本発明において提案されるような無線ネットワーク間のハンドオーバの識別に適用され
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る上記の方法は、ソフトウェア、ハードウェア又はそれらの組み合わせで実施されること
ができる。
【００５１】
　図6は、本発明によるWLANからWWANへのハンドオーバを実行することが可能なUEの構成
を示す。図6に示すように、WWANハンドオーバ呼出しのための起呼UE 500は、WLANチャネ
ルを介して被呼UEと通信するためのWLANインタフェース510、WWANチャネルを介して被呼U
Eと通信するためのWWANインタフェース520、被呼UEにハンドオーバ呼出しを受け入れるこ
とを要求するために、WLANインタフェース510又はWWANインタフェース520を介して被呼UE
に情報を送信するための送信ユニット530、WLANインタフェース又はWWANインタフェース
を介して被呼UEからハンドオーバステータス情報を受信するための受信ユニット540、及
び受信ユニット540によって受信されるハンドオーバステータス情報が、被呼UEがハンド
オーバを許可するかを示すことを検出するための検出ユニット550を有する。検出ユニッ
ト550の検出結果に従って、送信ユニット530は、被呼UEがその身元を確認するために、ハ
ンドオーバステータス情報が受信されたインタフェースとは異なるインタフェース（WLAN
インタフェース又はWWANインタフェース）を介して識別確認情報を被呼UEに送信する。被
呼UEがアイデンティフィケーションを通してハンドオーバ呼出しを受け入れる場合、起呼
UE 500はWWANインタフェース520を介して被呼UEと通信することができる。
【００５２】
　図6に示すように、WWANハンドオーバ呼出しの被呼UE 600は、WLANチャネルを介して起
呼UEと通信するためのWLANインタフェース610、WWANチャネルを介して起呼UEと通信する
ためのWWANインタフェース620、起呼UEからのハンドオーバ呼出しの受入れを要求する情
報を受信するための受信ユニット630、受信ユニット630によって受信される情報に従って
ハンドオーバが許可されるかどうかを決定するための決定ユニット640、それがハンドオ
ーバを許可するかどうかを起呼UEに通知するために、決定ユニット630の決定結果に従っ
てWLANインタフェース610又はWWANインタフェース620を介して起呼UEにハンドオーバステ
ータス情報を送信するための送信ユニット550を有する。ここで受信ユニット630は、起呼
UEの身元を認証するために、ハンドオーバステータス情報が送信されるインタフェースと
は異なるインタフェース（WLANインタフェース610又はWWANインタフェース620）を介して
起呼UEから身元確認情報をさらに受信する。被呼UE 600がアイデンティフィケーションを
通してハンドオーバ呼出しを受け入れる場合、それはWWANインタフェース620を介して起
呼UEと通信することができる。
【００５３】
　発明の有益な効果
  本発明において提案される無線ネットワーク間のハンドオーバの識別に適用される方法
が、WLAN及びWWANを例として、上記で説明されている。
本発明で提案される無線ネットワーク間のハンドオーバの識別に適用される方法によって
、WWANハンドオーバ呼出しの起呼UEは、目標無線ネットワークの受信されたハンドオーバ
呼出しが、現在サービスを提供している無線ネットワークのネットワークインタフェース
を介してそれと通信しているピアUE（呼出UE）から発せられたかどうかを知ることができ
る。このように、たとえ受信されたハンドオーバ呼出しが起呼側の識別情報（例えば電話
番号）を含まなくても、又は偽の電話番号を含んでいても、ハンドオーバ呼出しを送信し
ている起呼側の身元は認証されることができる。このようにして、CLIR及びCOLRを提供す
る無線システムにおいて、起呼側の偽の電話番号を提供するシステムにおいて、即ち異な
るオペレータの又は異なる領域のネットワーク間の相互接続をする際に起呼UEの識別情報
を提供しない場合に、ハンドオーバは、一方の無線ネットワークから他方へ移ることによ
って容易に実行されることができる。
【００５４】
　さらに、本発明で提案されるような方法において、被呼UEの目標無線ネットワークのネ
ットワークインタフェースが利用可能かどうかを示し、目標無線ネットワークにより送信
された（リングトーン等のような）情報を受信するかを検出することによって、ハンドオ
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きる。したがって、この方法の実施は容易である。
【００５５】
　さまざまな改良及び修正が、その範囲が特許請求の範囲により規定される本発明の基礎
から逸脱することなく、本発明に開示したような無線ネットワーク間のハンドオーバの識
別に適用される方法及び装置について行われることができることが、当業者によって理解
される。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】WLAN（Wireless Local Area Network：無線ローカルエリアネットワーク）及びW
WAN（Wireless Wide Area Network：無線ワイドエリアネットワーク）の混合アプリケー
ションを示す図。
【図２Ａ】WLANからWWANへのハンドオーバを実行するための2つの従来の方法を示す図。
【図２Ｂ】WLANからWWANへのハンドオーバを実行するための2つの従来の方法を示す図。
【図３】本発明の第１の実施の形態による、WLANからWWANへのハンドオーバの間のハンド
オーバ呼出しの起呼UEの身元を認証するためのフローチャート。
【図４】本発明の第２の実施の形態による、WLANからWWANへのハンドオーバの間のハンド
オーバ呼出しの起呼UEの身元を認証するためのフローチャート。
【図５】本発明の第３の実施の形態による、WLANからWWANへのハンドオーバの間のハンド
オーバ呼出しの起呼UEの身元を認証するためのフローチャート。
【図６】本発明の実施の形態の１つによるWLANからWWANへのハンドオーバを実行すること
が可能なUEを示すブロック図。

【図１】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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