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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークと、
　前記ネットワークに少なくとも１つ以上のリンクを介して接続される通信端末と、
　前記通信端末に接続されるパーソナルエリアネットワークと、
　前記ネットワークに接続され、前記パーソナルエリアネットワークに割り当てられたＰ
ＡＮ識別アドレスと、前記リンクに割り当てられた通信リンク識別アドレスと、前記通信
端末に割り当てられた端末識別アドレスと、パケットデータのペイロード情報とが対応付
けられたパケット転送規則を保持するＰＡＮ管理装置と、
　前記パケット転送規則を参照し、受信パケットデータの宛て先アドレスと一致する前記
ＰＡＮ識別アドレスに対応する前記端末識別アドレスに、前記宛て先アドレスを変更し、
前記ＰＡＮ識別アドレス及び前記受信パケットデータのペイロード情報に対応する前記通
信リンク識別アドレスを宛て先アドレスに指定して、前記宛て先アドレスが変更されたパ
ケットデータをカプセル化し、前記カプセル化されたパケットデータを、前記指定した通
信リンク識別アドレスに対応するリンクを介して前記通信端末に転送するパケット転送装
置と
　を具備する
　パケット配送システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のパケット配送システムにおいて、
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　前記パーソナルエリアネットワークに接続する他の通信端末を更に具備し、
　前記パケット転送装置は、前記ＰＡＮ識別アドレスと、前記通信リンク識別アドレスと
、前記他の通信端末に割り当てられた他の端末識別アドレスと、前記ペイロード情報とが
対応付けられたパケット転送規則に基づいて、受信パケットデータをカプセル化して転送
し、
　前記通信端末は、前記リンクを介して受信される前記カプセル化されたパケットデータ
をデカプセル化し、前記デカプセル化されたパケットデータの宛て先アドレスとして指定
された前記他の端末識別アドレスに従って、前記デカプセル化したパケットデータを前記
他の通信端末に転送する
　パケット配送システム。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のパケット配送システムにおいて、
　前記パーソナルエリアネットワークに接続され、前記通信端末に前記端末識別アドレス
を割り当てるＰＡＮ登録装置を更に具備し、
　前記ＰＡＮ登録装置は、前記通信端末から取得した前記通信リンク識別アドレスと、前
記パーソナルエリアネットワークに割り当てられたＰＡＮ識別アドレスと、前記通信端末
に割り当てた前記端末識別アドレスを、前記ＰＡＮ管理装置に送信し、
　前記ＰＡＮ管理装置は、前記ＰＡＮ登録装置から送信された前記通信リンク識別アドレ
スと前記ＰＡＮ識別アドレスと前記端末識別アドレスとを対応付けて前記パケット転送規
則を生成する
　パケット配送システム。
【請求項４】
　請求項３に記載のパケット配送システムにおいて、
　前記ネットワークに接続され、前記ＰＡＮ識別アドレスを宛て先アドレスとして指定さ
れ、自身のアドレスである通信相手端末アドレスをソースアドレスとして指定されたパケ
ットデータを、前記パケット転送装置に送信する通信相手端末を更に具備し、
　前記通信相手端末は、前記ネットワークを介して前記ＰＡＮ登録装置に対し、セッショ
ン情報として、前記通信相手端末アドレスを送信し、
　前記ＰＡＮ登録装置は、前記ＰＡＮ識別アドレスと、前記端末識別アドレスと、前記通
信相手端末アドレスとを対応付けて前記ＰＡＮ管理装置に送信し、
　前記ＰＡＮ管理装置は、前記ＰＡＮ識別アドレスと前記端末識別アドレスと前記通信相
手端末のアドレスとを対応付けたパケット転送規則を作成し、前記ネットワークを介し、
前記パケット転送装置に送信し、
　前記パケット転送装置は、前記パケット転送規則を参照し、前記ネットワークを介して
受信されるパケットデータの宛て先アドレスに一致する前記ＰＡＮ識別アドレスと、前記
パケットデータのソースアドレスに一致する前記通信相手端末アドレスとに対応する前記
端末識別アドレスに、前記宛て先アドレスを変更し、前記ＰＡＮ識別アドレス及び前記受
信パケットデータのペイロード情報に対応する通信リンク識別アドレスを宛て先アドレス
に指定して、前記宛て先アドレスが変更されたパケットデータをカプセル化し、前記カプ
セル化されたパケットデータを、前記指定された通信リンク識別アドレスに対応するリン
クを介して前記通信端末に転送する
　パケット配送システム。
【請求項５】
　請求項１に記載のパケット配送システムにおいて、
　前記通信端末は、前記ネットワークを介して、自身に割り当てられた前記端末識別アド
レスを前記ＰＡＮ識別アドレスとして前記ＰＡＮ管理装置に送信し、
　前記ＰＡＮ管理装置は、前記端末識別アドレスを前記ＰＡＮ識別アドレスとして前記パ
ケット転送規則を生成する
　パケット配送システム。
【請求項６】
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　請求項５に記載のパケット配送システムにおいて、
　前記パーソナルネットワークに接続された他の通信端末を更に具備し、
　前記パケット転送装置は、前記端末識別アドレスと、前記通信リンク識別アドレスと、
前記他の通信端末に割り当てられた他の端末識別アドレスと、前記ペイロード情報とが対
応付けられたパケット転送規則に基づいて、受信パケットデータをカプセル化して転送し
、
　前記通信端末は、前記リンクを介して受信される前記カプセル化されたパケットデータ
をデカプセル化し、前記デカプセル化されたパケットデータの宛て先アドレスとして指定
された前記他の端末識別アドレスに従って、前記デカプセル化したパケットデータを前記
他の通信端末に転送する
　パケット配送システム。
【請求項７】
　請求項５に記載のパケット配送システムにおいて、
　前記パーソナルネットワークを介して前記通信端末に接続される第１の通信端末及び第
２の通信端末を更に具備し、
　前記第１の通信端末は、他のリンクを介して前記ネットワークに接続され、
　前記パケット転送装置は、前記端末識別アドレスと、前記他のリンクに割り当てられた
他の通信リンク識別アドレスと、前記第２の通信端末に割り当てられた他の端末識別アド
レスと、前記ペイロード情報とが対応付けられたパケット転送規則に基づいて、受信パケ
ットデータをカプセル化して転送し、
　前記第１の通信端末は、前記他のリンクを介して受信される前記カプセル化されたパケ
ットデータをデカプセル化し、前記デカプセル化されたパケットデータの宛先アドレスと
して指定された前記他の端末識別アドレスに従って、前記デカプセル化したパケットデー
タを前記第２の通信端末に転送する
　パケット配送システム。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載のパケット配送システムにおいて、
　前記ペイロード情報は、パケットデータのメディア情報である
　パケット転送システム。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか１項に記載のパケット配送システムにおいて、
　前記ネットワークはモバイルネットワークである
　パケット転送システム。
【請求項１０】
　請求項３又は４に記載のパケット配送システムで用いられるＰＡＮ登録装置。
【請求項１１】
　請求項１から９のいずれか１項に記載のパケット配送システムで用いられるＰＡＮ管理
装置。
【請求項１２】
　請求項１から９のいずれか１項に記載のパケット配送システムで用いられるパケット転
送装置。
【請求項１３】
　請求項５又は６に記載のパケット配送システムで用いられる、前記他の通信端末を除く
前記通信端末。
【請求項１４】
　ＰＡＮ管理装置が、パーソナルエリアネットワークに割り当てられたＰＡＮ識別アドレ
スと、通信端末とネットワークとを接続するリンクに割り当てられた通信リンク識別アド
レスと、通信端末に割り当てられた端末識別アドレスと、パケットデータのペイロード情
報とを対応付けたパケット転送規則を保持するステップと、
　パケット転送装置が、前記パケット転送規則を参照し、前記ネットワークを介して受信
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されるパケットデータの宛て先アドレスと一致する前記ＰＡＮ識別アドレスに対応する前
記端末識別アドレスに、前記宛て先アドレスを変更するステップと、
　前記パケット転送装置が、前記ＰＡＮ識別アドレス及び前記受信パケットデータのペイ
ロード情報に対応する前記通信リンク識別アドレスを宛て先アドレスに指定して、前記宛
て先アドレスが変更されたパケットデータをカプセル化するステップと、
　前記パケット転送装置が、前記カプセル化されたパケットデータを、前記通信リンク識
別アドレスに対応するリンクを介して前記通信端末に転送するステップと
　を具備する
　パケット配送方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のパケット配送方法において、
　ＰＡＮ登録装置が、前記通信端末に前記端末識別アドレスを割り当てるステップと、
　前記ＰＡＮ登録装置が、前記通信端末から取得した前記通信リンク識別アドレスと、前
記パーソナルエリアネットワークに割り当てられたＰＡＮ識別アドレスと、前記通信端末
に割り当てた前記端末識別アドレスを、前記ＰＡＮ管理装置に送信するステップと、
　前記ＰＡＮ管理装置が、前記ＰＡＮ登録装置から送信された前記通信リンク識別アドレ
スと前記ＰＡＮ識別アドレスと前記端末識別アドレスとを対応付けて前記パケット転送規
則を生成するステップと
　を更に具備する
　パケット配送方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載のパケット配送方法において、
　通信相手端末が、前記ＰＡＮ識別アドレスを宛て先アドレスとして指定し、自身のアド
レスである通信相手端末アドレスをソースアドレスとして指定してパケットデータを、前
記パケット転送装置に送信するステップと、
　前記通信相手端末が、前記ネットワークを介して前記ＰＡＮ登録装置に対し、セッショ
ン情報として、前記通信相手端末アドレスを送信するステップと、
　前記ＰＡＮ登録装置が、前記ＰＡＮ識別アドレスと、前記端末識別アドレスと、前記通
信相手端末アドレスとを対応付けて前記ＰＡＮ管理装置に送信するステップと、
　前記ＰＡＮ管理装置が、前記ＰＡＮ識別アドレスと前記端末識別アドレスと前記通信相
手端末のアドレスとを対応付けたパケット転送規則を作成し、前記ネットワークを介し、
前記パケット転送装置に送信するステップと、
　前記パケット転送装置が、前記パケット転送規則を参照し、前記ネットワークを介して
受信されるパケットデータの宛て先アドレスに一致する前記ＰＡＮ識別アドレスと、前記
パケットデータのソースアドレスに一致する前記通信相手端末アドレスとに対応する前記
端末識別アドレスに、前記宛て先アドレスを変更し、前記ＰＡＮ識別アドレス及び前記受
信パケットデータのペイロード情報に対応する通信リンク識別アドレスを宛て先アドレス
に指定して、前記宛て先アドレスが変更されたパケットデータをカプセル化し、前記カプ
セル化されたパケットデータを、前記通信リンク識別アドレスに対応するリンクを介して
前記通信端末に転送するステップと
　を更に具備する
　パケット配送方法。
【請求項１７】
　請求項１４から１６のいずれか１項に記載のパケット転送方法において、
　前記パケット転送装置が、前記ＰＡＮ識別アドレスと、前記通信リンク識別アドレスと
、他の通信端末に割り当てられた他の端末識別アドレスと、前記ペイロード情報とが対応
付けられたパケット転送規則に基づいて、受信パケットデータをカプセル化して転送する
ステップと、
　前記通信端末が、前記リンクを介して受信される前記カプセル化されたパケットデータ
をデカプセル化するステップと、
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　前記通信端末が、前記デカプセル化されたパケットデータの宛先アドレスとして指定さ
れた前記他の端末識別アドレスに従って、前記パーソナルエリアネットワークを介して前
記他の通信端末に前記デカプセル化したパケットデータを転送するステップと
　を更に具備する
　パケット配送方法。
【請求項１８】
　請求項１４に記載のパケット配送方法において、
　前記通信端末が、前記ネットワークを介して、自身に割り当てられた前記端末識別アド
レスを前記ＰＡＮ識別アドレスとして前記ＰＡＮ管理装置に送信するステップと、
　前記ＰＡＮ管理装置が、前記端末識別アドレスを前記ＰＡＮ識別アドレスとして前記パ
ケット転送規則を生成するステップと
　を具備する
　パケット配送方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のパケット配送方法において、
　前記パケット転送装置が、前記端末識別アドレスと、前記通信リンク識別アドレスと、
他の通信端末に割り当てられた他の端末識別アドレスと、前記ペイロード情報とが対応付
けられたパケット転送規則に基づいて、受信パケットデータをカプセル化して転送するス
テップと、
　前記通信端末が、前記リンクを介して受信される前記カプセル化されたパケットデータ
をデカプセル化するステップと
　前記通信端末が、前記デカプセル化したパケットデータの宛て先アドレスとして指定さ
れた前記他の端末識別アドレスに従って、前記デカプセル化したパケットデータを、前記
パーソナルネットワークを介して前記他の通信端末に転送するステップと
　を具備する
　パケット配送方法。
【請求項２０】
　請求項１８に記載のパケット配送方法において、
　前記パケット転送装置が、前記端末識別アドレスと、第１の通信端末が接続する他のリ
ンクに割り当てられた他の通信リンク識別アドレスと、第２の通信端末に割り当てられた
他の端末識別アドレスと、前記ペイロード情報とが対応付けられたパケット転送規則に基
づいて、受信パケットデータをカプセル化して転送するステップと、
　前記第１の通信端末が、前記他のリンクを介して受信される前記カプセル化されたパケ
ットデータをデカプセル化するステップと、
　前記第１の通信端末が、前記デカプセル化されたパケットデータの宛先アドレスとして
指定された前記他の端末識別アドレスに従って、前記デカプセル化したパケットデータを
前記第２の通信端末に転送するステップと
　を具備する
　パケット配送方法。
【請求項２１】
　請求項７に記載のパケット配送システムで用いられる前記第１の通信端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パケット配送システムに関し、特にモバイルネットワークに複数の通信リン
クを介して接続するパーソナルエリアネットワーク上の端末装置にパケットを配送するパ
ケット配送システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、プライベートなネットワークを構成する手段として、ＩＥＥＥ８０２．１５で規
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定されている端末装置間をＢｌｕｅｔｏｏｔｈのような近距離無線で接続するパーソナル
エリアネットワーク（以下、ＰＡＮと呼ぶ）や端末装置同士が直接非同期的に無線通信を
行なって構成するアドホックネットワークが存在する。
【０００３】
　これらのプライベートなネットワークがモバイルネットワークに接続するための手段と
して、非特許文献１に記載されているＮｅｔｗｏｒｋ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ（ＮＥＭＯ）と
いうプロトコルが存在する。ＮＥＭＯはモバイルルータを介して複数の通信端末が集まっ
て構築されたネットワークがインターネットに接続するためのプロトコルである。図１及
び図２を参照してＮＥＭＯの動作が説明される。
【０００４】
　ＮＥＭＯは、Ｈｏｍｅ　Ａｇｅｎｔ（通信端末）４０、Ｈｏｍｅ　Ａｇｅｎｔ（モバイ
ルルータ）３０、通信端末１０とモバイルルータ２０を具備する。図５を参照して、ＮＥ
ＭＯにおける制御パケットの流れが示される。Ｈｏｍｅ　Ａｇｅｎｔ（通信端末）４０は
通信端末１０を管理するノードである。又、Ｈｏｍｅ　Ａｇｅｎｔ（モバイルルータ）３
０はモバイルルータ２０を管理するノードである。モバイルルータ２０は、インターネッ
ト２００に接続されるルータ５０からルータ広告を受信して、プリフィクス＃１のサブネ
ットへ移動したことを検知すると（動作Ａ１）、プリフィクス＃１を用いてＣａｒｅ－ｏ
ｆ　ａｄｄｒｅｓｓ（ＣｏＡ）を作成し、Ｈｏｍｅ　Ａｇｅｎｔ（モバイルルータ）３０
に対してＢｉｎｄｉｎｇ　Ｕｐｄａｔｅを送信し、モバイルルータ２０のＨｏｍｅ　Ａｄ
ｄｒｅｓｓ（ＨｏＡ）とＣｏＡの対応関係を通知する（動作Ａ２）。Ｈｏｍｅ　Ａｇｅｎ
ｔ（モバイルルータ）３０はＢｉｎｄｉｎｇ　Ｕｐｄａｔｅを受信すると、モバイルルー
タ２０のホームプリフィクス宛のパケットをモバイルルータ２０のＣｏＡ宛に転送するよ
うに設定する。次に、通信端末１０はモバイルルータ２０からルータ広告を受信して、モ
バイルルータ２０のホームプリフィクスであるプリフィクス＃２のサブネットへ移動した
ことを検知すると（動作Ａ３）、プリフィクス＃２を用いてＣｏＡを作成し、Ｈｏｍｅ　
Ａｇｅｎｔ（通信端末）４０に対してＢｉｎｄｉｎｇ　Ｕｐｄａｔｅを送信し、通信端末
１０のＨｏＡとＣｏＡの対応関係を通知する（動作Ａ４）。Ｈｏｍｅ　Ａｇｅｎｔ（通信
端末）１０はＢｉｎｄｉｎｇ　Ｕｐｄａｔｅを受信すると、通信端末１０のＨｏＡ宛のパ
ケットを通信端末１０のＣｏＡ宛に転送するように設定する。
【０００５】
　次に、図２を参照して、ＮＥＭＯにおけるパケットの流れが示される。通信相手端末６
０から通信端末１０へパケットを送信する場合、通信端末１０のＨｏＡ宛にパケットを送
信する。Ｈｏｍｅ　Ａｇｅｎｔ（通信端末）４０は通信端末１０のＨｏＡ宛のパケットを
受信すると、モバイルルータ２０のホームプリフィクスを持つ通信端末１０のＣｏＡ宛へ
トンネリングして転送する。Ｈｏｍｅ　Ａｇｅｎｔ（モバイルルータ）３０は通信端末１
０のＣｏＡ宛を受信すると、モバイルルータ２０のＣｏＡ宛へトンネリングして転送する
。モバイルルータ２０はパケットを受信すると、デカプセル化し、通信端末１０に対して
パケットを転送する。以上のようにＮＥＭＯでは、ネットワークの移動を可能としている
。
【０００６】
　近年の移動体ネットワークでは、ユーザは移動端末として携帯電話だけでなく、ノート
ＰＣやＰＤＡなど複数の移動端末を所有し、用途に合わせて各移動端末を利用している。
このような傾向の中で、上記のような複数の通信端末を用いてプライベートエリアネット
ワークを構築した場合、モバイルネットワークと複数の通信リンクを持つプライベートエ
リアネットワークが形成される。しかし、ＮＥＭＯのような従来のパケット転送方式は、
あるサブネットに存在する１台の移動端末に複数のパケット転送経路をＨｏｍｅ　Ａｇｅ
ｎｔに設定できないため、ＰＡＮ内の１台の通信端末に対して同時に複数の無線通信リン
クを選択してパケットを転送できない。
【０００７】
　既存の通信リンクには、Ｗ－ＣＤＭＡのように通信カバーエリアは広いが通信帯域が狭
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いリンクや、無線ＬＡＮのように通信カバーエリアは点在しているが通信帯域が広いリン
クなど、通信リンクに応じて様々な特性がある。そのため、ＶｏＩＰのように通信時間が
比較的長く、通信帯域が狭いものは通信リンクとしてＷ－ＣＤＭＡが適しており、音楽フ
ァイルのダウンロードのように大量のデータをバースト的に通信を行なうアプリケーショ
ンは無線ＬＡＮのような帯域の広い通信リンクが適するなど、各アプリケーションの使用
形態に応じた通信リンクが存在する。従って、モバイルネットワークに接続されるＰＡＮ
内の通信端末に対し、アプリケーションに応じた通信リンクを選択してパケットを転送す
ることや、ＰＡＮ内の１台通信端末に対してアプリケーションに応じた複数の通信リンク
を同時に選択してパケットを転送することが望まれている。
【非特許文献１】Ｖｉｊａｙ　Ｄｅｖａｒａｐａｌｌｉ、　他３名、　“Ｎｅｔｗｏｒｋ
　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ（ＮＥＭＯ）　Ｂａｓｉｃ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ”、
［ｏｎｌｉｎｅ］、２００４年６月、ＩＥＴＦ（Ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｎｇｉｎ
ｅｅｒｉｎｇ　Ｔａｓｋ　Ｆｏｒｃｅ）、［平成１７年２月２２日検索］、インターネッ
ト＜ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｅｔｆ．ｏｒｇ／ｒｆｃ／ｒｆｃ３９６３．ｔｘｔ＞
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、パーソナルエリアネットワーク上の通信端末に対して複数の通信リン
クを使用してパケットを配送できるパケット配送システム、ＰＡＮ登録装置、ＰＡＮ管理
装置及びパケット転送装置を提供することにある。
　本発明の他の目的は、アプリケーションに応じた通信リンクを使用してパーソナルエリ
アネットワーク上の通信端末にパケットを転送するパケット配送システム、ＰＡＮ登録装
置、ＰＡＮ管理装置及びパケット転送装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　以下に、［発明を実施するための最良の形態］で使用される番号・符号を括弧付きで用
いて、［課題を解決するための手段］を説明する。この番号・符号は、［特許請求の範囲
］の記載と［発明を実施するための最良の形態］の記載との対応関係を明らかにするため
に付加されたものであるが、［特許請求の範囲］に記載されている発明の技術的範囲の解
釈に用いてはならない。
【００１０】
　本発明によるパケット配送システムは、ネットワーク（２００）と、ネットワーク（２
００）に少なくとも１つ以上のリンク（３００）を介して接続される第１の通信端末（１
、１－１、１－２）と、モバイルネットワーク（２００）に接続され、ネットワーク（１
００）を介して受信されるパケットデータのペイロード情報（９５）に対応するリンク（
３００）を決定し、リンク（３００）を介して第１の通信端末（１、１－１、１－２）に
データを転送するパケット転送装置（４）とを備える。
【００１１】
　第１の通信端末（１、１－１、１－２）に接続されるパーソナルエリアネットワーク（
１００）(以下、ＰＡＮと呼ぶ)と、ＰＡＮ（１００）に接続され、ＰＡＮ（１００）を介
して第１の通信端末（１、１－１、１－２）から通信リンク識別アドレス（９４）を取得
するＰＡＮ登録装置（２）と、ネットワーク（２００）に接続されるＰＡＮ管理装置（３
）とを備える。ＰＡＮ登録装置（２）は、ネットワーク（２００）を介しＰＡＮ管理装置
（３）に接続し、通信リンク識別アドレス（９４）を送信し、ＰＡＮ管理装置（３）は、
通信リンク識別アドレス（９４）と、ペイロード情報（９５）とを対応付けたパケット転
送規則（９０）を作成し、パケット転送装置（４）に送信する。パケット転送装置（４）
は、このパケット転送規則（９０）をパケット転送設定として参照し、ネットワーク（２
００）を介して受信されるパケットデータのペイロード情報（９５）に対応する通信リン
ク識別アドレス（９４）を宛て先アドレスに指定して前記パケットデータをカプセル化し
て、通信リンク識別アドレス（９４）に対応するリンク（３００）を介して第１の通信端
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末（１、１－１、１－２）にパケットデータを転送する。
【００１２】
　又、ＰＡＮ登録装置（２）は、ＰＡＮ（１００）を介して第１の通信端末（１、１－１
、１－２）に端末識別アドレス（９３）を付与し、ネットワーク（２００）を介しＰＡＮ
管理装置（３）からＰＡＮ（１００）に固有のＰＡＮ識別アドレス（９１）を取得し、Ｐ
ＡＮ管理装置（３）にＰＡＮ登録する。ＰＡＮ登録装置（２）は、端末識別アドレス（９
３）をＰＡＮ管理装置（３）送信し、ＰＡＮ管理装置（３）は、ＰＡＮ登録装置に割り当
てたＰＡＮ識別アドレス（９１）と端末識別アドレス（９３）とペイロード情報（９５）
とを対応付けたパケット転送規則（９０）を作成し、ネットワーク（２００）を介し、パ
ケット転送装置（４）に送信する。
【００１３】
　パケット転送装置（４）は、パケット転送規則（９０）をパケット転送設定として参照
し、ネットワーク（２００）を介して受信されるパケットデータの宛て先アドレスがＰＡ
Ｎ識別アドレス（９１）と一致する場合、宛て先アドレスを、ＰＡＮ識別アドレス（９１
）に対応する端末識別アドレス（９３）に変換し、ＰＡＮ識別アドレス（９１）及びペイ
ロード情報（９５）に対応する通信リンク識別アドレス（９４）を宛て先アドレスに指定
して、宛て先アドレスが変更されたパケットデータをカプセル化して、通信リンク識別ア
ドレス（９４）に応じたリンク（３００）を介して第１の通信端末（１、１－１、１－２
）にパケットデータを転送する。
【００１４】
　本発明によるパケット転送システムは、ネットワーク（１００）に接続され、ＰＡＮ識
別アドレス（９１）を宛て先アドレスとして指定され、自身のアドレスである通信相手端
末アドレスをソースアドレスとして指定されたパケットデータを、パケット転送装置（４
）に送信する通信相手端末（６、６’）を更に具備する。
【００１５】
　通信相手端末（６、６’）は、ネットワーク（２００）を介して前記ＰＡＮ登録装置に
対し、セッション情報として、通信相手端末アドレスを送信し、ＰＡＮ登録装置（２）は
、ＰＡＮ識別アドレス（９１）と、端末識別アドレス（９３）と、通信相手端末アドレス
とを対応付けてＰＡＮ管理装置（３）に送信する。ＰＡＮ管理装置（３）は、ＰＡＮ識別
アドレス（９１）と端末識別アドレス（９３）と通信相手端末アドレスとを対応付けたパ
ケット転送規則を作成し、ネットワーク（２００）を介し、パケット転送装置（４）に送
信する。
【００１６】
　パケット転送装置（４）は、パケット転送規則（９０）を転送設定として参照し、ネッ
トワーク（２００）を介して受信されるパケットデータの宛て先アドレスと一致するＰＡ
Ｎ識別アドレス（９１）とパケットデータのソースアドレスと一致する通信相手端末アド
レスとに対応する端末識別アドレス（９３）に、宛て先アドレスを変換し、このＰＡＮ識
別アドレス（９１）、通信相手端末アドレス及びペイロード情報（９５）に対応する通信
リンク識別アドレス（９４）を宛て先アドレスに指定して、宛て先アドレスが変更された
パケットデータをカプセル化して、通信リンク識別アドレス（９４）に応じたリンクを介
して第１の通信端末（１、１－１、１－２）に前記パケットデータを転送する。
【００１７】
　又、ＰＡＮ（１００）に接続する第２の通信端末（１、１－３）を更に備え、第１の通
信端末（１、１－１、１－２）は、リンク（３００）を介して受信されるカプセル化され
たパケットデータをデカプセル化して宛て先アドレスを参照し、宛て先アドレスである端
末識別アドレスに基づき、ＰＡＮ（１００）を介して第２の通信端末（１、１－３）にデ
カプセル化したパケットデータを転送する。
【００１８】
　以上のように、ＰＡＮ（１００）内に存在する通信端末（１、１－１、１－２、１－３
）に対して同時に複数の通信リンクを選択してパケット配送ができるパケット配送システ
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ムを実現する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によるパケット配送システム、ＰＡＮ登録装置、ＰＡＮ管理装置及びパケット転
送装置によれば、パーソナルエリアネットワーク上の通信端末に対して複数の通信リンク
を使用してパケットを配送できる。
【００２０】
　又、アプリケーションに応じた通信リンクを使用してパーソナルエリアネットワーク上
の通信端末にパケットを転送することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、添付図面を参照して、本発明によるパケット配送システムの実施の形態が説明さ
れる。
【００２２】
　本発明によるパケット配送システムの実施の形態は、３Ｇセルラパケット通信網や、ホ
ットスポット等から構成されるモバイルネットワーク２００から、モバイルネットワーク
２００に複数の通信リンクを介して接続されるパーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）
１００上の通信端末１に対し、ストリーミングデータであるパケットデータを転送するパ
ケット配送システムを一例に説明される。
【００２３】
（第１の実施の形態）
図３から図１５を参照して、本発明によるパケット配送システムの第１の実施の形態が説
明される。
【００２４】
（構成）
　図３を参照して、第１の実施の形態におけるパケット配送システムの構成が示される。
本発明によるパケット配送システムは、パーソナルネットワーク（ＰＡＮ）１００と、Ｐ
ＡＮ１００に複数の通信リンクを介して接続されるモバイルネットワーク２００とを備え
る。モバイルネットワーク２００は、ＰＡＮ管理装置３とパケット転送装置４、ＳＩＰ（
Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｓｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバ５を備える。更に、
ストリーミングデータを配信するデータ配信サーバ６と、３Ｇセルラ通信網に接続され、
ＰＡＮ１００との間にＷ－ＣＤＭＡ通信リンク３００－１を形成する無線基地局（ＢＳ）
７と、ホットスポットに接続され、ＰＡＮ１００との間にＷＬＡＮ通信リンク３００－２
を形成するアクセスポイント（ＡＰ）８とを具備する。ＰＡＮ１００は、複数の通信端末
１と、ＰＡＮ登録装置２とが、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、あるいは、ＵＳＢ等の近距離通信回
線で相互に接続され、端末間で認証済みのプライベートネットワークである。ＰＡＮ１０
０は複数の通信端末１として、携帯電話１－１、ＰＤＡ１－２、ノートＰＣ１－３を備え
、携帯電話１－１はＷ－ＣＤＭＡリンク３００－１を介し、ＰＤＡ１－２はＷＬＡＮ通信
リンク３００－２を介しそれぞれモバイルネットワーク２００に接続される。又、ＰＡＮ
登録装置は、ＷＬＡＮ通信リンク３００－２を介してモバイルネットワーク２００に接続
される。
【００２５】
　通信端末１は、携帯電話１－１、ＰＤＡ１－２、ノートＰＣ１－３等に代表される通信
端末で、ＰＡＮ登録装置２から取得する端末識別アドレス９３と、通信リンク識別アドレ
ス９４とを保持し、ＰＡＮ登録装置２に登録する。又、通信端末１は、他の通信端末１と
の接続インターフェース（ＰＡＮ用のインターフェース）と、モバイルネットワーク２０
０との接続インターフェースを持つ。尚、通信端末１は、例えば図３に示されるノートＰ
Ｃ１－３のように、モバイルネットワーク２００との接続インターフェースを持つ他の通
信端末とＰＡＮを介して接続できれば、モバイルネットワーク２００との接続インターフ
ェースを持たなくても構わない。
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【００２６】
　図４を参照して、本発明によるＰＡＮ登録装置２の構成が示される。本発明によるＰＡ
Ｎ登録装置２は、ＣＰＵ２１、メモリ２２、メモリ等の記憶装置に記憶されたＰＡＮ登録
エージェント２３、送受信部２４、パーソナルエリアネットワークインターフェース（Ｐ
ＡＮ　Ｉ／Ｆ）２５、無線ＬＡＮインターフェース（ＷＬＡＮ　Ｉ／Ｆ）２６、ハードデ
ィスク又はメモリ等の記憶装置に格納されるＰＡＮ情報Ｄ／Ｂ２７とを具備し、相互に通
信バスで接続されている。又、ＰＡＮ　Ｉ／Ｆ２５は、ＰＡＮ用空中線２５０に接続され
、ＰＡＮ登録装置２はＰＡＮ用空中線２５０を介してＰＡＮ１００上の通信端末１に接続
される。ＷＬＡＮ　Ｉ／Ｆ２６は、ＷＬＡＮ用空中線２６０に接続され、モバイルネット
ワーク２００に接続される。
【００２７】
　ＣＰＵ２１は、ＰＡＮ登録エージェント２３における処理を実行する。又、ＰＡＮ登録
装置２における各種データや信号の処理を行なう。メモリ２２は、ＣＰＵ２１における各
処理を実行する際のデータを一時記憶する。ＰＡＮ登録エージェント２３は、ＰＡＮ登録
部２３１、端末登録部２３２、転送処理部２３３、セッション処理部２３４とを備える。
ＰＡＮ登録部２３１は、新しくＰＡＮを形成する際、又は、モバイルネットワーク２００
に新たに接続する際、モバイルネットワーク２００上のＰＡＮ管理装置３に対しＰＡＮ登
録要請を発行し、当該ＰＡＮに割り当てられたＰＡＮ識別アドレス９１を取得して、ＰＡ
Ｎ１００を識別するＰＡＮ識別子９２とＰＡＮ識別アドレス９１とを対応付けてＰＡＮ情
報Ｄ／Ｂ２７に格納する。端末登録部２３２は、ＰＡＮ１００に接続した通信端末１から
のＰＡＮ加入要請に応じて端末識別アドレス９３を割り当て、通信端末１から受信される
端末識別アドレス９３をＰＡＮ情報Ｄ／Ｂ２７に格納し通信端末１をＰＡＮ加入登録する
。この際、通信端末１が、モバイルネットワーク２００に接続可能である場合、モバイル
ネットワーク２００との接続インターフェースに割り当てられているアドレス（通信リン
ク識別アドレス９４）及び通信リンク種別も同様に通信端末１から受信し、端末識別アド
レス９３に対応付けてＰＡＮ情報Ｄ／Ｂ２７に格納する。転送処理部２３３は、ＰＡＮ管
理装置３に対し、端末識別アドレス９３と通信リンクアドレスと通信リンク種別とを対応
付けるためのパケット転送要求を発行する。セッション処理部２３４は、ＳＩＰサーバ５
に対しセッション確立要求やセッション切断要求を発行し、モバイルネットワーク２００
に接続されるデータ配信サーバ６等のサーバとのセッション確立、切断処理を実行する。
この際、ＰＡＮ登録装置２は、ＳＩＰ－ＵＲＩのようなサービス識別子とＰＡＮ登録装置
のＩＰアドレスの対応関係を登録している状態になっている。
【００２８】
　送受信部２４はＰＡＮ　Ｉ／Ｆ２５及びＷＬＡＮ　Ｉ／Ｆ２６に接続され、それぞれを
介してモバイルネットワーク２００及び通信端末１との間でデータや信号の送受信処理を
実行する。本実施例におけるＰＡＮ　Ｉ／Ｆ２５は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈインターフェー
スであり、送受信部２４又は、ＰＡＮ用空中線２５０を介して通信端末１から受信される
データや信号の形式を変更する。尚、ＰＡＮ　Ｉ／Ｆ２５にはＵＳＢインターフェース等
を用いて、有線回線を介して通信端末１と接続してＰＡＮを形成しても構わない。ＷＬＡ
Ｎ　Ｉ／Ｆ２６は、無線ＬＡＮインターウェースであり、送受信部２３又はモバイルネッ
トワーク２００から受信されるデータや信号の形式を変更する。
【００２９】
　ＰＡＮ情報Ｄ／Ｂ２７はＰＡＮ登録エージェント２３によって登録されるＰＡＮ情報を
格納する。図７を参照して、ＰＡＮ情報は、モバイルネットワーク２００から受信される
ＰＡＮ識別子９２とＰＡＮ識別アドレス９１が対応付けられる。又、ＰＡＮ１００上の通
信端末１に割り当てた端末識別アドレス９３と、通信端末１から受信される通信リンク識
別アドレス９４及び通信リンク種別が対応付けられる。ＰＡＮ識別アドレス９１、端末識
別アドレス９３、通信リンク識別アドレス９４はＩＰアドレスである。又、端末識別アド
レス９３はＰＡＮ１００の中でのみ使えるプライベートＩＰアドレスでも良い。ＰＡＮ識
別アドレス９１はＰＡＮ宛のパケットをパケット転送装置４に転送するためのアドレスで
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ある。図７（ａ）を参照して、例えば、携帯電話１－１、ＰＤＡ１－２、ノートＰＣ１－
３、…に接続されるＰＡＮ１００のＰＡＮ識別情報が示される。ＰＡＮ１００のＰＡＮ識
別子９２はＰＡＮ　Ａ、ＰＡＮ識別アドレス９１はＩＰ＿ＰＡＮ＃Ａである。携帯電話１
－１、ＰＤＡ１－２、ノートＰＣ１－３の端末識別アドレス９３は、それぞれＩＰｈａ＃
１１１、ＩＰｈａ＃１１２、ＩＰｈａ＃１１３である。又、それぞれの接続可能な通信リ
ンク種別は、携帯電話１－１がＷ－ＣＤＭＡ、ＰＤＡ１－２がＷＬＡＮであり、通信リン
ク識別アドレス９４は、それぞれ、ＩＰｒａ＃１１１、ＩＰｒａ＃１１２が対応している
。モバイルネットワーク２００に接続する手段を持たないノートＰＣ１－３は、通信リン
ク識別アドレス９４、通信リンク種別ともにＮｕｌｌとなる。図７（ｂ）を参照して、複
数の通信リンクによってモバイルネットワーク２００に接続できる通信端末１が接続する
ＰＡＮ１００（ＰＡＮ　Ｂ）のＰＡＮ情報が示される。例えば、端末識別アドレス９３と
してＩＰｈａ＃１１４が割り当てられた通信端末１が、Ｗ－ＣＤＭＡとＷＬＡＮの２種類
の通信手段でモバイルネットワーク２００に接続できる場合、通信リンク種別はＷ－ＣＤ
ＭＡとＷＬＡＮ、通信リンク識別アドレス９４はＩＰｒａ＃１１４とＩＰｒａ＃１１５が
それぞれ対応付けられる。図７（ｃ）を参照して、ＰＡＮ１００上の通信端末１に割り当
てられる端末識別アドレス９３は、Ｈｏｍｅ　Ａｄｄｒｅｓｓ（例えばＨｏＡ＃ｘ）、通
信リンク識別アドレス９４は、Ｃａｒｅ　ｏｆ　Ａｄｄｒｅｓｓ（例えばＣｏＡ＃ｘ）で
も良い。
【００３０】
　本発明によるＰＡＮ管理装置３は、モバイルネットワーク２００に接続するＰＡＮを登
録管理し、パケット転送規則９０を作成する。図５を参照して、ＰＡＮ管理装置３の構成
は、ＣＰＵ３１、メモリ３２、メモリやハードディスク等の記憶装置に記憶されたＰＡＮ
管理プログラム３３、送受信部３４、ネットワークインターフェース（ネットワークＩ／
Ｆ）１４、記憶装置４６とを具備し、相互に通信バスで接続されている。記憶装置４６は
、ＰＡＮ識別子９２とＰＡＮ識別アドレス９１を格納するＰＡＮ情報データベース（ＰＡ
Ｎ情報Ｄ／Ｂ）３６１とパケット転送規則９０を格納するパケット転送規則９０データベ
ース（パケット転送Ｄ／Ｂ）３６２を備えている。
【００３１】
　ＣＰＵ３１は、ＰＡＮ管理プログラム３３における処理を実行する。又、ＰＡＮ管理装
置３における各種データや信号の処理を行なう。メモリ３２は、ＣＰＵ２１における各処
理を実行する際のデータを一時記憶する。ＰＡＮ管理プログラム３３は、ＰＡＮ登録部３
３１と転送規則作成部２３２とを備える。ＰＡＮ登録部３３１は、ＰＡＮ１００上のＰＡ
Ｎ登録装置２からのＰＡＮ登録要求に応じてＰＡＮ識別子９２とＰＡＮ識別アドレス９１
とをＰＡＮ情報Ｄ／Ｂ３６１から抽出し、ＰＡＮ登録装置２に送信して割り当てる。又、
ＰＡＮ登録装置２から受信されるＰＡＮ識別子９２及びＰＡＮ識別アドレス９１をＰＡＮ
情報Ｄ／Ｂ３６１に格納して登録する。パケット転送規則作成部３３２は、ＰＡＮ登録装
置２からのパケット転送要求に応じてパケット転送規則９０を作成し、パケット転送規則
Ｄ／Ｂ３６２に格納するとともに、パケット転送装置４に送信する。送受信部３４は、ネ
ットワークＩ／Ｆ３５を介してモバイルネットワーク２００に接続される各装置との間の
データや信号の送信受信処理を実行する。
【００３２】
　本発明によるパケット転送装置４は、モバイルネットワーク２００に接続され、パケッ
トデータを配信するデータ配信サーバ６から送信されるパケットデータを、そのパケット
データのメディアに応じた通信リンクを介してＰＡＮ１００上の通信端末１に転送する装
置である。
【００３３】
　図６を参照して、パケット転送装置４の構成は、ＣＰＵ４１、メモリ４２、メモリやハ
ードディスク等の記憶装置に記憶されたパケット転送プログラム４３、送受信部４４、Ｗ
－ＣＤＭＡインターフェース（Ｗ－ＣＤＭＡ　Ｉ／Ｆ）４５、ＷＬＡＮインターフェース
（ＷＬＡＮ　Ｉ／Ｆ）４６、ネットワークインターフェース（ネットワークＩ／Ｆ）４７
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、メモリやハードディスク等の記憶装置に記憶された転送設定データベース（転送設定Ｄ
／Ｂ）４８とを具備し、相互に通信バスで接続されている。
【００３４】
　ＣＰＵ４１は、パケット転送プログラム４３における処理を実行する。又、パケット転
送装置４における各種データや信号の処理を行なう。パケット転送プログラム４３は、転
送設定部４３１と転送処理部４３２とを備える。転送設定部４３１は、ＰＡＮ登録装置３
からのパケット転送設定要求に応じて、受信されるパケット転送規則９０を、転送設定と
して決定し転送設定Ｄ／Ｂ４８に格納する。転送処理部４３２は、データ配信サーバ６か
ら受信されるパケットデータを、転送設定Ｄ／Ｂ４８内の転送設定に基づき、通信リンク
識別アドレス９４でカプセル化して、ＰＡＮ１００上の通信端末１に転送する。送受信部
４４は、パケット転送装置４の外部装置に対するデータ及び信号の送受信を処理する。又
、転送処理部４３２でカプセル化されたパケットデータを、そのデスティネーションアド
レス（ＤＡ）に基づき、インターフェースを選択してＰＡＮ１００上の通信端末１にパケ
ットを転送する。Ｗ－ＣＤＭＡ　Ｉ／Ｆ４５は、３Ｇセルラ網等を経由してＢＳ７に接続
され、データや信号形式を変更して通信端末１（例えば携帯電話１－１）との間の送受信
を行なう。ＷＬＡＮ　Ｉ／Ｆ４６はホットスポット等を経由してＡＰ８に接続され、デー
タや信号形式を変更して通信端末１（例えばＰＤＡ１－２）との間の送受信を行なう。
【００３５】
　図８を参照して、パケット転送規則９０の構成が示される。パケット転送規則９０は、
宛て先ＰＡＮ識別アドレス、送信元ＩＰアドレス、送信元ポート番号及びフロー情報とが
対応付けられて構成される。フロー情報は、パケットデータの配信先の端末識別アドレス
９３である配信先端末識別アドレスと、パケット転送装置４がパケットを転送する転送先
の通信端末１の通信リンク識別アドレス９４と、そのポート番号と、転送に使用する通信
リンクを決定するために用いるメディア情報９５を含んでいる。メディア情報９５には、
パケットデータのメディア種別（例えば音声データ、動画データ）、ポート番号、トラン
スポートプロトコル、メディアフォーマットリストが含まれている。
【００３６】
　ＳＩＰサーバ５は、例えば、Ｅｎｄ　ｔｏ　Ｅｎｄのセッションを管理するためのサー
バで、例えばＳｅｓｓｉｏｎ　Ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＳＩＰ）を用
いて、セッション確立や切断などのセッション制御を行なう。ＳＩＰサーバ５には、セッ
ション識別子であるＳＩＰ－ＵＲＩに対応するアドレスにＰＡＮ登録装置２やデータ配信
サーバ５のＩＰアドレスが登録されている。
【００３７】
　データ配信サーバ６は例えば、ＲＴＰ（Ｒｅａｌ－ｔｉｍｅ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）を使用して、ストリーミング配信を行なうサーバである。
【００３８】
　（動作）
　図９から図１６を参照して、本発明によるパケット配送システムの第１の実施の形態に
おける動作が説明される。本実施の形態では、ＰＡＮ１００上のノートＰＣ１－３に対し
て、複数の通信リンク３００を介してデータ配信サーバ６から動画データと音声データが
配信されることを一例に、本発明によるパケット配送システムの動作が説明される。又、
本説明では、ＰＡＮの登録、ＰＡＮへの端末の加入、通信開始及びパケット転送の４つに
動作に分けられて説明される。
【００３９】
　（ＰＡＮ登録処理）
　図９及び図１０を参照して、本発明によるパケット配送システムのＰＡＮ登録処理の動
作が説明される。
【００４０】
　図９を参照して、ＰＡＮ登録処理のブロック図が示される。ＰＡＮ登録装置２は、図９
の破線Ａに示されるように新たにＰＡＮ１００を形成した場合、あるいは、ＰＡＮ１００
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の移動により、モバイルネットワーク２００からモバイルネットワーク広告を受け付けた
場合、ＰＡＮ管理装置３にＰＡＮ登録を実行する。
【００４１】
　図１０（ａ）を参照して、ＰＡＮ登録処理の動作が説明される。ＰＡＮ１００を新たに
形成する場合、ＰＡＮ登録装置２のＰＡＮ登録部２３１は、ＷＬＡＮ通信リンク３００－
２を介してモバイルネットワーク２００上のＰＡＮ管理装置３に接続し、ＰＡＮ管理装置
３に対しＰＡＮ登録装置２のＩＰアドレスを送信するとともに、ＰＡＮ登録要求を発行す
る（ステップＳ２）。ＰＡＮ管理装置３のＰＡＮ登録部３３１は、ＰＡＮ登録要求を受け
付けるとＰＡＮ情報Ｄ／Ｂ３６１内のＰＡＮ識別子９２とＰＡＮ識別アドレス９１を、新
たに登録するＰＡＮ１００に割り当て、対応付けて登録する（ステップＳ４）。次に、そ
のＰＡＮ識別子９２とＰＡＮ識別アドレス９１をＰＡＮ情報Ｄ／Ｂから抽出し、ＰＡＮ登
録装置２のＩＰアドレス宛てに送信するとともにＰＡＮ登録応答を発行する（ステップＳ
６）。ＰＡＮ登録装置２の登録部２３１、ＰＡＮ登録応答を受け付けると、受信されるＰ
ＡＮ識別子９２とＰＡＮ識別アドレス９１をＰＡＮ情報Ｄ／Ｂ２７に格納し登録が完了す
る（ステップＳ７）。
【００４２】
　（ＰＡＮ１００への端末の加入処理）
　図９及び図１０を参照して、本発明によるパケット配送システムのＰＡＮ１００ヘの端
末の加入処理の動作が説明される。
【００４３】
　図９を参照して、ＰＡＮ１００への通信端末の加入処理のブロック図が示される。ＰＡ
Ｎ登録装置２は、図９の破線Ｂに示されるように、新たに通信端末１がＰＡＮ１００に接
続する場合、ＰＡＮ登録装置２は、通信端末１を加入登録する。
【００４４】
　図１０（ｂ）を参照して、ＰＡＮ１００への端末加入処理の動作が説明される。ＰＡＮ
登録装置２の端末登録部２３２は、ＰＡＮ１００に対しＰＡＮ識別子９２を添えたＰＡＮ
広告を送信する（ステップＳ８）。ＰＡＮのエリア内に入場、あるいは、電源ＯＮにより
新規にＰＡＮ１００に接続する通信端末１は、ＰＡＮ広告を受信する。ＰＡＮ広告を受け
付けた通信端末１は、ＰＡＮ１に加入するために、ＰＡＮ登録装置２に対してＰＡＮ加入
要求を発行する（ステップ１０）。ＰＡＮ登録装置２の端末登録部２３２は、ＰＡＮ加入
要求を受け付けるとすると、ＰＡＮ情報Ｄ／Ｂ２７内から端末識別アドレス９３を割り当
て、ＰＡＮ識別子９２とともに通信端末１に対して送信する（ステップＳ１２）。通信端
末１はＰＡＮ登録装置２から受信される端末識別アドレス９３とＰＡＮ識別子９２を記録
し、ＰＡＮ登録装置２に、その端末識別アドレス９３とＰＡＮ識別子９２を送信して登録
を行なう（ステップＳ１４）。この際、通信端末１はモバイルネットワーク２００と接続
可能であれば、モバイルネットワーク２００との接続インターフェースに割り当てられて
いるアドレスである通信リンク識別アドレス９４と通信リンク種別も同様にＰＡＮ登録装
置２に送信する。ＰＡＮ登録装置２の端末登録部２３２は、通信端末１から受信されるＰ
ＡＮ識別子を確認し、自身のＰＡＮ識別子と一致する場合、その端末識別アドレス９３と
、通信リンク識別アドレス９４と、通信リンク種別を関連付けてＰＡＮ情報としてＰＡＮ
情報Ｄ／Ｂ２７に格納する（ステップＳ１６）。
【００４５】
　以上のように、ＰＡＮ登録装置２は、モバイルネットワーク２００上のＰＡＮ管理装置
３にＰＡＮ登録し、ＰＡＮ１００に接続される通信端末１を加入登録させる。このように
して、ＰＡＮ登録エージェント２３は、図７（ａ）に示されるようなＰＡＮ情報を作成す
る。尚、通信端末１と、端末識別アドレス９３、通信リンク識別アドレス９４及び使用可
能通信リンク種別との対応は、携帯端末１－１が「ＩＰｈａ＃１１１、ＩＰｒａ＃１１１
、Ｗ－ＣＤＭＡ」、ＰＤＡ１－２が「ＩＰｈａ＃１１２、ＩＰｒａ＃１１２、ＷＬＡＮ」
、ノートＰＣ１－３が「ＩＰｈａ＃１１２、なし、使用可能通信リンクなし」と対応して
いる。
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【００４６】
　（通信開始）
　次に、図１１、図１２Ａ及び図１２Ｂを参照して、本発明によるパケット配送システム
の通信開始処理（セッション確立処理及びパケット転送設定の作成処理）の動作が説明さ
れる。図１１にデータ配信サーバ６とＰＡＮ１００との間のセッション確立処理、及びモ
バイルネットワーク２００におけるパケット転送設定の作成処理にかかるブロック図が示
される。図１２Ａ及び図１２Ｂは、セッション確立処理及びパケット転送設定作成処理の
シーケンス図である。
【００４７】
　先ず、ＰＡＮ登録装置２のセッション処理部２３４は、データ配信サーバ６から動画デ
ータや音声データで構成されるストリーミングデータをノートＰＣ１－３で受信するため
、ストリーミングデータの配送先のＩＰアドレスとしてＰＡＮ識別アドレス９１を指定し
、更に受信可能なメディア情報９５やポート番号を指定して、セッション確立要求をＳＩ
Ｐサーバ５に送信する。この際、セッション確立要求には、例えば、送信するＰＡＮ識別
アドレス９１として「ＩＰ＿＃Ａ」が、受信可能なメディア情報９５として「動画データ
及び音声データ」が、ポート番号として「携帯電話１－１のポート番号（３４５６）、Ｐ
ＤＡ１－２のポート番号（２２３２）」が指定され、サービス識別子が含まれている（ス
テップＳ２０）。ＳＩＰサーバ５は、セッション確立要求を受け付けると、セッション確
立要求に含まれるサービス識別子に対応するＩＰアドレスに従い、このセッション確立要
求を、データ配信サーバ６へ転送する（ステップＳ２２）。
【００４８】
　データ配信サーバ６はセッション確立要求を受信すると、データ配信サーバ６が対応し
ているメディア情報９５やポート番号、ストリーミングデータの配信元であるデータ配信
サーバ６のＩＰアドレスを記したセッション情報、及びサービス識別子を付加したセッシ
ョン情報メッセージを、ＳＩＰサーバ５に送信する（ステップＳ２４）。これらセッショ
ン確立のためのメッセージにはＳＤＰ（Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｐｒ
ｏｔｏｃｏｌ）により記載されているセッション情報が含まれる。送信されるセッション
情報メッセージは、例えば、データ配信サーバ６が対応しているメディア情報９５として
「動画データ及び音声データ」、対応ポート番号として「３４５６、２２３４」、ストリ
ーミングデータの配信元のデータ配信サーバ６のＩＰアドレス「ＩＰｄａ＃１５０」であ
る。データ配信サーバ６からＰＡＮ登録装置２に送信されるセッション情報メッセージの
一例が図１３に示される。セッション情報にはメディア種別、ポート番号、トランスポー
トプロトコル、メディアフォーマットリストが記載される。”Ｍ　＝　ａｕｄｉｏ　３４
５６　ＲＴＰ／ＡＶＰ　０”及び”Ｍ　＝　Ｖｉｄｅｏ　２２３２　ＲＴＰ／ＡＶＰ　３
１”の記述はメディア情報９５を示しており、左からメディア種別、ポート番号、トラン
スポートプロトコル、メディアフォーマットリストが記載される。”Ｍ　＝　ａｕｄｉｏ
　３４５６　ＲＴＰ／ＡＶＰ　０”には、ポート番号として３４５６を、トランスポート
プロトコルとしてＲＴＰ（Ｒｅａｌｔｉｍｅ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）
及びＡＶＰを使用し、ＰＣＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｃｏｄｅ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）で変換さ
れた音声データを使用することが示され、”Ｍ　＝　Ｖｉｄｅｏ　２２３２　ＲＴＰ／Ａ
ＶＰ　３１”にはポート番号として２２３２を、トランスポートプロトコルとしてＲＴＰ
及びＡＶＰを使用し、Ｈ．２６１で符号化された画像データを送信することが示されてい
る。尚、トランスポートプロトコルや符号化方式は、この限りではない。ＳＩＰサーバ５
は、サービス識別子に対応するＩＰアドレスに従い、受信されたセッション情報メッセー
ジをＰＡＮ登録装置２に送信する（ステップＳ２６）。
【００４９】
　ＰＡＮ登録装置２のセッション処理部２３４は、セッション情報メッセージを受信する
と、ストリーミングデータの配信に使用するメディア情報９５や配信先のポート番号、Ｉ
Ｐアドレスを決定し（ステップＳ２８）、ＳＩＰサーバ５を介してデータ配信サーバ６に
対してセッション情報確認要求を発行する（ステップＳ３０、Ｓ３２）。
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【００５０】
　ＰＡＮ登録装置２のパケット転送処理部２３３はセッション情報確認要求を送信すると
ともに、ＰＡＮ管理装置３に対して、パケット転送要求を発行する（ステップＳ３４）。
パケット転送要求には、セッションに含まれるフロー毎の、送信元と宛先の通信を行なう
端末のＩＰアドレスやポート番号を記したフロー情報と、使用する通信リンク識別アドレ
ス９４、トランスポートプロトコル及びメディアフォーマットリストが対応付けられて付
加される。ＰＡＮ管理装置３の転送規則作成部３３２はパケット転送要求を受信すると、
パケット転送要求に含まれる情報からフロー毎に、ストリーミング配信の宛先アドレスで
あるＰＡＮ識別アドレス９１と、パケットデータの配送元のデータ配信サーバ６のＩＰア
ドレス及びポート番号と、パケットデータの配送先の端末識別アドレス９３と、パケット
転送に使用する通信リンク識別アドレス９４及びポート番号と、トランスポートプロトコ
ル及びメディアフォーマットリストを含むメディア情報９５とを対応付けたパケット転送
規則９０を作成する（ステップＳ３６）。図８を参照して、パケット転送規則９０は、例
えば、宛先ＰＡＮ識別アドレスとして「ＩＰ＿ＰＡＮ＃Ａ」、配送元ＩＰアドレスとして
「ＩＰｄａ＃１５０」、配送元ポート番号として「１２３４」、配送先端末識別アドレス
としてノートＰＣ１－３の「ＩＰｈａ＃１１３」が対応付けられ、更に、パケット転送に
使用する通信リンク識別アドレス９４及びポート番号として携帯電話１－１の「ＩＰｒａ
＃１１１、３４５６」と、ＰＤＡ１－２の「ＩＰｒａ＃１１２」を含み、それぞれに対応
するメディア情報９５としてペイロードタイプ「０」、「３１」が対応付けられる。転送
規則作成部３３２は、作成した転送規則を含むパケット転送設定要求をパケット転送装置
４に発行する（ステップＳ３８）。パケット転送装置４の転送設定部４３１は、ＰＡＮ管
理装置３から受信されるパケット設定要求に含まれるパケット転送規則９０を転送設定Ｄ
／Ｂ４８に格納し、転送設定として登録する（ステップＳ４０）。転送設定部４３１は、
転送設定を完了すると転送設定応答をＰＡＮ管理装置３に発行する（ステップＳ４２）。
ＰＡＮ管理装置３の転送規則作成部３３２は、転送設定応答を受信すると、ＰＡＮ登録装
置２にパケット転送応答を発行する（ステップＳ４４）。
【００５１】
　データ配信サーバ６は、ステップＳ３２において、セッション情報確認要求を受信する
と、セッション情報確認要求に含まれるセッション情報を登録して、ＳＩＰサーバ５を介
しＰＡＮ登録装置２に対しセッション情報確認応答を発行する（ステップＳ４８）。ＰＡ
Ｎ登録装置２のセッション処理部２３４はセッション情報確認応答を受け付けると、ＰＡ
Ｎ管理装置３から受信されるパケット転送応答によりパケット転送設定が完了しているこ
とを確認した後に、通信路設定確認要求をＳＩＰサーバ５を介してデータ配信サーバ６に
対し発行する（ステップＳ５４）。データ配信サーバ６は通信路設定確認要求を受け付け
て自身の通信路の設定が完了していることを確認し、通信路設定確認応答を、ＳＩＰサー
バ５を介しＰＡＮ登録装置２に対し発行する（ステップＳ５６）。データ配信サーバ６は
、セッション確立応答をＳＩＰサーバ５を介しＰＡＮ登録装置２に対し発行し、セッショ
ン確立を完了する（ステップＳ５４）。
【００５２】
　（パケット転送処理）
　次に、図１４から図１６を参照して、データ配信サーバ６から動画データ及び音声デー
タを含むパケットデータをノートＰＣ１－３にストリーミング配信する際のパケット転送
が説明される。
【００５３】
　図１４を参照して、本発明によるパケット配送システムのパケット転送動作におけるパ
ケットデータの流れが示される。データ配信サーバ６から配信されたパケットデータは、
そのメディア情報９５に対応した通信リンクを使用し、通信リンクに接続された通信端末
１経由で配信先の通信端末１にパケットが転送される。
【００５４】
　図１５を参照して、本発明によるパケット配送システムの第１の実施の形態におけるパ
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ケット転送処理のシーケンス図が示される。データ配信サーバ６は、図１６（ａ）に示さ
れるように、デスティネーションアドレスにＰＡＮ識別アドレス９１（例えば、ＩＰ＿Ｐ
ＡＮ＃Ａ）を、ソースアドレスにデータ配信サーバ６のＩＰアドレス（例えばＩＰｄａ＃
１５０）を指定したパケットデータを、パケット転送装置４に送信する（ステップＳ７０
）。パケット転送装置４の転送処理部４３２は、データ配信サーバ６からのパケットデー
タを受信すると、パケットデータのソースアドレスとデスティネーションアドレスとポー
ト番号を参照し、転送設定に登録されている送信元ＩＰアドレス、宛先ＰＡＮ識別アドレ
ス、送信元ポート番号と一致する場合、宛先ＰＡＮ識別アドレス（ＩＰ＿ＰＡＮ＃Ａ）に
対応する配信先端末識別アドレス（ＩＰｒａ＃１１３（ノートＰＣ１－３））に、デステ
ィネーションアドレスを変換する（ステップＳ７２）。次に転送処理部４３２は、パケッ
トデータのＲＴＰヘッダにあるペイロードタイプを参照してパケットデータのメディア情
報９５を識別し、それぞれのメディア情報９５に対応する通信リンク識別アドレス９４と
ポート番号やトランスポートプロトコルを選択し、ソースアドレスにパケット転送装置自
身のＩＰアドレスを指定し、デスティネーションアドレスに選択した通信リンクアドレス
を指定してカプセル化する（図１６（ｂ）参照、ステップＳ７４）。カプセル化されたパ
ケットデータは、それぞれのデスティネーションアドレス及びポート番号に対応する通信
リンクを介して転送される（ステップＳ７６、Ｓ７７）。例えば、転送処理部４３２は、
パケットデータのペイロードタイプが０である場合、音声データと識別し、音声データに
対応する通信リンクアドレス（ＩＰｒａ＃１１１（携帯電話１－１））をデスティネーシ
ョンアドレスに指定して、パケットデータをカプセル化し（ステップＳ７４）、Ｗ－ＣＤ
ＭＡリンク３００－１を介して携帯電話１－１に転送する（ステップＳ７６）。又、ペイ
ロードタイプが３１の場合、パケットデータは動画データと識別され、動画データに対応
する通信リンクアドレス（ＩＰｒａ＃１１２（ＰＤＡ１－２））をデスティネーションア
ドレスに指定して、パケットデータをカプセル化し（ステップＳ７４）、ＷＬＡＮリンク
３００－２を介してＰＤＡ１－２に転送する（ステップＳ７７）。携帯電話１－１はカプ
セル化された音声パケットを受信すると、デカプセル化し（図１６（ｃ）参照）、宛先Ｉ
Ｐアドレス（ＩＰｒａ＃１１３）に従い、ノートＰＣ１１３に音声パケットを転送する（
ステップＳ７８）。又、ＰＤＡ１－２はカプセル化された動画パケットを受信すると、デ
カプセル化し（図１６（ｃ）参照）、宛先ＩＰアドレス（ＩＰｒａ＃１１３）に従い、ノ
ートＰＣ１１３に動画パケットを転送する（ステップＳ７９）。
【００５５】
　以上のように、本発明によるパケット配送システムは、ＰＡＮ内に存在する１台の通信
端末に対して同時に複数の通信リンクを選択してパケット配送ができる。又、パケットデ
ータのメディアに適した通信リンクを選択して、パケットを転送することができる。更に
、パケットデータを配信するデータ配信サーバ６は、宛て先にＰＡＮ１００固有のＰＡＮ
識別アドレス９１を指定してパケットデータを送信するため、データの配送先を意識しな
いデータ配信が可能となる。
【００５６】
　（第２の実施の形態）
　図３から図１０、図１７及び図１８を参照して、本発明によるパケット配送システムの
第２の実施の形態が示される。
【００５７】
（構成）
　図３から図６を参照して、本発明によるパケット配送システムの第２の実施の形態にお
ける構成は、第１の実施の形態におけるデータ配信サーバ６に換えて、通信相手先端末６
’とし、その他の構成は同じである。通信相手端末６’は、例えばＩＰ電話端末やＰＣの
ような端末装置である。第２の実施の形態では、モバイルネットワーク２００に接続され
た通信相手６’から、例えば、携帯電話１－１（端末識別アドレス９３　ＩＰｈａ＃１１
１）に対しセッション確立要求が発行され、セッションを確立してパケットデータが配送
されることを一例に説明される。
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【００５８】
　（動作）
　図９及び図１０、図１７及び図１８を参照して、本発明によるパケット配送システムの
第２の実施の形態における動作が説明される。本説明では、ＰＡＮの登録、ＰＡＮへの端
末の加入、通信開始及びパケット転送の４つに動作に分けられて説明される。
【００５９】
　（ＰＡＮの登録及びＰＡＮへの端末加入処理）
　図９及び図１０を参照して、第２の実施の形態におけるＰＡＮ登録処理及びＰＡＮ１０
０への端末の加入処理は、第１の実施の形態と同じであるので説明は省略される。尚、こ
こでは、図７（ａ）に示されるようなＰＡＮ情報がＰＡＮ登録装置２のＰＡＮ情報Ｄ／Ｂ
２７に登録される。
【００６０】
　（通信開始）
　図１７を参照して、第２の実施の形態における通信開始処理の動作が説明される。先ず
、通信相手端末６’は、セッション確立要求をＳＩＰサーバに対し発行する（ステップＳ
１０２）。ＳＩＰサーバ５は、セッション確立要求を受信すると、セッション確立要求に
含まれるサービス識別子に対応するＩＰアドレスに従い、ＰＡＮ登録装置２へ転送する（
ステップＳ１０４）。
【００６１】
　ＰＡＮ登録装置２のセッション処理部２３４はセッション確立要求を受信すると、セッ
ションに含まれるフロー毎にパケットの配送元である通信相手端末６’のＩＰアドレスと
ポート番号、パケットの配送先の通信端末の端末識別アドレス９３とポート番号及び通信
リンク種別を付加したパケット転送要求をＰＡＮ管理装置３に送信する（ステップＳ１０
６）。この際、例えば、配送元アドレスとして「ＩＰｄａ＃１５１」、配送元ポート番号
として「１２３５」、配送先端末識別アドレス９３として「ＩＰｈａ＃１１１」、ポート
番号として「３４５６」、通信リンク種別としてＷ－ＣＤＭＡが付加される。ＰＡＮ管理
装置３の転送規則作成部３３２はパケット転送要求を受信すると、パケット転送要求に含
まれる情報からフロー毎に、ストリーミング配信の宛先アドレスであるＰＡＮ識別アドレ
ス９１と、パケットデータの配送元のデータ配信サーバ６のＩＰアドレス及びポート番号
と、パケットデータの配送先の端末識別アドレス９３と、パケット転送に使用する通信リ
ンク識別アドレス９４及びポート番号と、トランスポートプロトコル及びメディアフォー
マットリストを含むメディア情報９５とを対応付けたパケット転送規則９０を作成する（
ステップＳ１０８）。図８を参照して、パケット転送規則９０は、例えば、宛先ＰＡＮ識
別アドレスとして「ＩＰ＿ＰＡＮ＃Ａ」、配送元ＩＰアドレスとして「ＩＰｄａ＃１５１
」、配送元ポート番号として「１２３５」、配送先端末識別アドレスとして携帯電話１－
１の「ＩＰｈａ＃１１１」が対応付けられ、更に、パケット転送に使用する通信リンク識
別アドレス９４及びポート番号として携帯電話１－１の「ＩＰｒａ＃１１１、３４５６」
に対応するメディア情報９５としてペイロードタイプ「０」が対応付けられる。転送規則
作成部３３２は、作成した転送規則を含むパケット転送設定要求をパケット転送装置４に
発行する（ステップＳ１１０）。パケット転送装置４の転送設定部４３１は、ＰＡＮ管理
装置３から受信されるパケット設定要求に含まれるパケット転送規則９０を転送設定Ｄ／
Ｂ４８に格納し、転送設定として登録する（ステップＳ１１２）。転送設定部４３１は、
転送設定を完了すると転送設定応答をＰＡＮ管理装置３に発行する（ステップＳ１１６）
。ＰＡＮ管理装置３の転送規則作成部３３２は、転送設定応答を受信すると、ＰＡＮ登録
装置２にパケット転送応答を発行する（ステップＳ１１６）。
【００６２】
　ＰＡＮ登録装置２のセッション処理部２３４は、パケット転送応答を受信すると、パケ
ットの配送先をＰＡＮ識別アドレス９１に指定しＳＩＰサーバ５を介し通信相手端末６’
に対しセッション情報確立応答を発行し、セッション確立を完了する（ステップＳ１１８
）。
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　（パケット転送処理）
【００６３】
　図１８を参照して、本発明によるパケット配送システムの第２の実施の形態におけるパ
ケット転送処理のシーケンス図が示される。通信相手端末６’は、図１６（ａ）に示され
るように、デスティネーションアドレスにＰＡＮ識別アドレス９１（例えば、ＩＰ＿ＰＡ
Ｎ＃Ａ）を、ソースアドレスに通信相手端末６’のＩＰアドレス（例えばＩＰｄａ＃１５
１）を指定したパケットデータを、パケット転送装置４に送信する（ステップＳ１３０）
。パケット転送装置４の転送処理部４３２は、通信相手端末６’からのパケットデータを
受信すると、パケットデータのソースアドレスとデスティネーションアドレスとポート番
号を参照し、転送設定に登録されている送信元ＩＰアドレス、宛先ＰＡＮ識別アドレス、
送信元ポート番号と一致する場合、宛先ＰＡＮ識別アドレス（ＩＰ＿ＰＡＮ＃Ａ）に対応
する配信先端末識別アドレス（ＩＰｒａ＃１１１（携帯端末１－１））に、デスティネー
ションアドレスを変換する（ステップＳ１３２）。次に転送処理部４３２は、パケットデ
ータのＲＴＰヘッダにあるペイロードタイプを参照してパケットデータのメディア情報９
５を識別し、それぞれのメディア情報９５に対応する通信リンク識別アドレス９４とポー
ト番号やトランスポートプロトコルを選択し、ソースアドレスにパケット転送装置自身の
ＩＰアドレスを指定し、デスティネーションアドレスに選択した通信リンクアドレスを指
定してカプセル化する（図１６（ｂ）参照）。カプセル化されたパケットデータは、それ
ぞれのデスティネーションアドレス及びポート番号に対応する通信リンクを介して転送さ
れる（ステップＳ１３４）。例えば、転送処理部４３２は、パケットデータのペイロード
タイプが０である場合、音声データと識別し、音声データに対応する通信リンクアドレス
（ＩＰｒａ＃１１１（携帯電話１－１））をデスティネーションアドレスに指定して、パ
ケットデータをカプセル化し（ステップＳ７４）、Ｗ－ＣＤＭＡリンク３００－１を介し
て携帯電話１－１に転送する（ステップＳ１３４）。携帯電話１－１はカプセル化された
音声パケットを受信すると、デカプセル化し（図１６（ｃ）参照）、宛先ＩＰアドレスが
自身の「ＩＰｒａ＃１１１」であるので、自身宛のパケットデータとして処理する（ステ
ップＳ１６）。
【００６４】
　第１及び第２の実施の形態において、複数の通信リンクによりモバイルネットワーク２
００に接続可能な通信端末１にも同様に、メディアに応じた通信リンクを指定してパケッ
トデータを配送することができる。例えば、図７（ｂ）に示される、ＰＡＮ情報を持つＰ
ＡＮ登録装置２を有するＰＡＮ１００（ＩＰ＿ＰＡＮ＃Ｂ）上の通信端末１（端末識別ア
ドレス９３　ＩＰｈａ＃１１４）は、通信リンク識別アドレス９４として音声データに対
応するＩＰｒａ＃１１４、及び動画データに対応するＩＰｒａ＃１１５を有する。この通
信端末に対しＩＰ＿ＰＡＮ＃Ｂ宛てに送信されたパケットデータを転送する場合、パケッ
ト転送装置４は、図８に示される転送設定に基づき、デスティネーションアドレスを宛先
ＰＡＮ識別アドレス（ＩＰ＿ＰＡＮ＃Ｂ）から配信先端末識別アドレス（ＩＰｈａ＃１１
４）に変更し、音声パケットはＩＰｒａ＃１１４で、動画パケットはＩＰｒａ＃１１５で
カプセル化してそれぞれに対応する通信リンクを介して通信端末１に送信される。通信端
末１は受信されるそれぞれのパケットをデカプセル化して使用する。このように、複数の
リンクを介してモバイルネットワーク２００に接続される通信端末１に対してもパケット
データのメディアに応じたリンクを選択してパケットの配送ができる。
【００６５】
　従って、本発明によるパケット配送システムは、モバイルネットワーク２００に接続さ
れるＰＡＮ１００内の通信端末１に対し、アプリケーションに応じた通信リンクを選択し
てパケットが転送され、又、ＰＡＮ１００内の特定の通信端末１に対してアプリケーショ
ンに応じた複数の通信リンク３００を同時に選択してパケットを転送することが可能とな
る。
【００６６】
　又、ストリーミングのようにマルチメディアコンテンツ配信において、メディア別のパ
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ケット配信制御といった用途にも適用できる。又、パケット転送規則９０に無線電波の不
感の場合に使用する通信リンクを指定することで、無線電波の不感知対策といった用途に
も適用可能である。
【００６７】
（第３の実施の形態）
図１９から図２２を参照して本発明によるパケット配送装置の第３の実施の形態が説明さ
れる。
【００６８】
（構成）
図１９を参照して、本発明によるパケット配送装置の第３の実施の形態における構成が示
される。本実施の形態におけるパケット配送装置の構成は、第２の実施の形態における構
成からＰＡＮ登録装置２を除き、第２の実施の形態におけるＰＡＮ管理エージェント２３
及びＰＡＮ情報Ｄ／Ｂ２７を備える通信端末１’（ここでは、携帯電話１’－１）を具備
する構成である。ここで、本実施の形態における携帯電話１’－１の端末装置識別アドレ
ス９３とＰＡＮ識別アドレス９４は同一のアドレスであり、携帯電話１’－１はＰＡＮ識
別アドレス９４に対応付けられている。
【００６９】
第３の実施の形態では、通信端末１’として携帯電話１’－１、通信端末１としてＰＤＡ
１－２及びノートＰＣ１－３を一例とする。通信端末１及び１’は、ＰＡＮ登録エージェ
ント２３から取得する端末識別アドレス９３と、通信リンク識別アドレス９４とを保持し
、ＰＡＮ登録エージェント２３に登録される。又、通信端末１及び１’は、他の通信端末
１との接続インターフェース（ＰＡＮ用のインターフェース）と、モバイルネットワーク
２００との接続インターフェースを持つ。尚、通信端末１は、例えば図３に示されるノー
トＰＣ１－３のように、モバイルネットワーク２００との接続インターフェースを持つ他
の通信端末１とＰＡＮ１００を介して接続できれば、モバイルネットワーク２００との接
続インターフェースを持たなくても構わない。
【００７０】
　（動作）
第３の実施の形態では、モバイルネットワーク２００に接続された通信相手６’から、例
えば、携帯電話１’－１（端末識別アドレス９３　ＩＰｈａ＃１１１）に対しセッション
確立要求が発行され、セッションを確立してパケットデータが配送されることを一例に説
明される。図２０から図２３を参照して、本発明によるパケット配送システムの第３の実
施の形態における動作が説明される。本説明では、ＰＡＮの登録、ＰＡＮへの端末の加入
、通信開始及びパケット転送の４つに動作に分けられて説明される。
【００７１】
　（ＰＡＮ登録処理）
ＰＡＮ１００を新たに形成する場合、携帯電話１’－１の備えるＰＡＮ登録エージェント
２３は、第１の実施の形態におけるＰＡＮ登録エージェント２３と同様な動作により、Ｐ
ＡＮ識別識別子９２、及びＰＡＮ識別アドレス９１としての携帯電話１’－１の端末識別
アドレス９３をＰＡＮ管理装置３のＰＡＮ情報Ｄ／Ｂ３６１に格納、登録する。この際、
携帯電話端末１’－１の端末識別アドレス９３と携帯電話１’－１の通信リンク識別アド
レス９４が関連付けて登録される。
【００７２】
　図２０を参照して、ＰＡＮ登録処理の動作が説明される。ＰＡＮ１００を新たに形成す
る場合、携帯端末１’－１のＰＡＮ登録部２３１は、Ｗ―ＣＤＭＡ通信リンク３００－１
を介してモバイルネットワーク２００上のＰＡＮ管理装置３に接続し、ＰＡＮ管理装置３
に対し、携帯電話１’－１の通信リンク識別アドレス９４を送信するとともに、ＰＡＮ登
録要求を発行する（ステップＳ２０２）。ＰＡＮ管理装置３のＰＡＮ登録部３３１は、Ｐ
ＡＮ登録要求を受け付けるとＰＡＮ情報Ｄ／Ｂ３６１内の通信リンク識別アドレス９４と
携帯電話端末１’－１の端末識別アドレス９３とを対応付けて、新たに登録するＰＡＮ１
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００に割り当てる（ステップＳ２０４）。次に、ＰＡＮ管理装置３は、パケット転送装置
４に対し、相互に対応付けられた携帯電話端末１’－１の端末識別アドレス９３と、通信
リンク識別アドレス９４とを送信するとともに転送設定要求を発行する（ステップＳ２０
８）。パケット転送装置４の転送設定部４３は、その携帯電話１’－１の通信リンク識別
アドレス９４と携帯電話端末１’－１の端末識別アドレス９３とを対応づけてデフォルト
のパケット転送規則として転送設定Ｄ／Ｂ４８に登録する（ステップＳ２０８）。転送設
定部４３１は、転送設定を完了すると転送設定応答をＰＡＮ管理装置３に発行する（ステ
ップＳ２１０）。ＰＡＮ管理装置３の転送規則作成部３３２は、転送設定応答を受信する
と、携帯電話１’－１にパケット転送応答を発行する（ステップＳ２１２）。このように
、携帯電話１’－１のＰＡＮ登録エージェント２３によって、パケットの転送先をＰＡＮ
１００（携帯電話１’－１の通信リンク識別アドレス９４）に設定することができる。
【００７３】
（ＰＡＮへの端末加入処理）
新たな通信端末１がＰＡＮ１００に接続する場合、携帯電話１’－１のＰＡＮ登録エージ
ェント２３は、第１の実施の形態におけるＰＡＮ登録エージェント２３と同様な動作によ
り、端末識別アドレス９３、通信リンク識別アドレス９４、通信リンク種別を携帯電話１
’－１のＰＡＮ情報Ｄ／Ｂ２７に格納して、新たな通信端末１を加入登録させる。
【００７４】
　（通信開始）
　図２１を参照して、第３の実施の形態における通信開始処理の動作が説明される。先ず
、通信相手端末６’は、セッション確立要求をＳＩＰサーバ５に対し発行する（ステップ
Ｓ２１３）。この際、携帯電話１’－１はＳＩＰサーバ５に対し、ＳＩＰ－ＵＲＩのよう
なサービス識別子と携帯電話端末１’－１の端末識別アドレス９３との対応関係が登録さ
れている状態になっている。ＳＩＰサーバ５は、セッション確立要求を受信すると、セッ
ション確立要求に含まれるサービス識別子に対応するＩＰアドレスに従い、セッション確
立要求をパケット転送装置４へ転送する（ステップＳ２１４）。パケット転送装置４は、
登録されたパケット転送規則に従い、ソースアドレスとして携帯電話１’－１の通信リン
ク識別アドレス９４、デスティネーションアドレスとしてパケット転送装置４のアドレス
でＩＰ　ｉｎ　ＩＰカプセル化し、パケット転送要求を携帯電話１’－１に転送する（ス
テップＳ２１５）。
【００７５】
　携帯電話１’－１のセッション処理部２３４はセッション確立要求を受信すると、第１
の実施の形態におけるセッション処理部２３４と同様に、セッションに含まれるフロー毎
にパケットの配送元である通信相手端末６’のＩＰアドレスとポート番号、パケットの配
送先の通信端末１の端末識別アドレス９３とポート番号及び通信リンク種別を付加したパ
ケット転送要求をＰＡＮ管理装置３に送信する（ステップＳ２１６）。
【００７６】
第２の実施の形態と同様に、ＰＡＮ管理装置３の転送規則作成部３３２はパケット転送要
求を受信すると、パケット転送規則９０を作成し（ステップＳ２１８）、転送規則作成部
３３２は、作成した転送規則を含むパケット転送設定要求をパケット転送装置４に発行す
る（ステップＳ２２０）。パケット転送装置４の転送設定部４３１は、ＰＡＮ管理装置３
から受信されるパケット設定要求に含まれるパケット転送規則９０を転送設定Ｄ／Ｂ４８
に格納し、転送設定として登録する（ステップＳ２２４）。転送設定部４３１は、転送設
定を完了すると転送設定応答をＰＡＮ管理装置３に発行する（ステップＳ２２６）。ＰＡ
Ｎ管理装置３の転送規則作成部３３２は、転送設定応答を受信すると、携帯電話１’－１
にパケット転送応答を発行する（ステップＳ２２８）。
【００７７】
　携帯電話１’－１のセッション処理部２３４は、パケット転送応答を受信すると、パケ
ットの配送先を携帯電話１’－１の端末識別アドレス９３を指定し、ＳＩＰサーバ５を介
し通信相手端末６’に対しセッション確立応答を発行し、セッション確立を完了する（ス
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テップＳ２３０）。このように、ＰＡＮ識別アドレス９１として携帯電話１’－１の端末
識別アドレス９３とＰＡＮ１００とを対応付けるため、通信中に、通信開始の動作と同様
にパケット転送要求をＰＡＮ管理装置３に送信してパケットの転送先を変更することがで
きる。
【００７８】
　（パケット転送処理）
　図２２を参照して、本発明によるパケット配送システムの第３の実施の形態におけるパ
ケット転送処理のシーケンス図が示される。本実施の形態におけるパケット転送装置４は
、通信相手端末６’から携帯電話１’－１の端末識別アドレス９３宛のパケットを受信す
ると（ステップＳ２４２）、パケットのフロー識別情報をパケット転送規則でフィルタリ
ングすることにより、パケットの転送先を決定する（ステップＳ２４４、ステップＳ２５
４）。パケットの転送先が携帯電話１’―１の場合（ソースアドレス：通信相手端末６’
のアドレス、デスティネーションアドレス：携帯電話１’－１の端末識別アドレス）、デ
スティネーションアドレスとして携帯電話１’－１の通信リンク識別アドレス９４、ソー
スアドレスとしてパケット転送装置４のアドレスでＩＰ　ｉｎ　ＩＰカプセル化して（ス
テップＳ２４６）、携帯電話１’－１に転送する。
【００７９】
通信相手端末６’から転送されるパケットの転送先が、携帯電話１’－１以外の通信端末
１の場合（ソースアドレス：通信相手端末６’のアドレス、デスティネーションアドレス
：携帯電話１’－１の端末識別アドレス）、パケット転送装置４は、転送設定に基づいて
宛先のアドレスを転送先の通信端末１の端末識別アドレス９３に変換し（ステップＳ２５
６）、デスティネーションアドレスとして通信端末１の通信リンク識別アドレス９４、ソ
ースアドレスとしてパケット転送装置４のアドレスでＩＰ　ｉｎ　ＩＰカプセル化して（
ステップＳ２５８）、通信端末１に転送する（ステップＳ２６０）。又、転送先が、モバ
イルネットワーク２００に接続していないＰＡＮ１００上の通信端末１（例えばノートＰ
Ｃ１－３）である場合、宛先のアドレスを転送先のノートＰＣ１－３の端末識別アドレス
９３に変換し（ステップＳ２５６）、デスティネーションアドレスとしてＰＤＡ１－２の
通信リンク識別アドレス９４、ソースアドレスとしてパケット転送装置４のアドレスでＩ
Ｐ　ｉｎ　ＩＰカプセル化して（ステップＳ２５８）、ＰＤＡ１－２に転送する（ステッ
プＳ２６０）。ＰＤＡ１－２は、転送されたパケットをデカプセル化し（ステップＳ２６
２）、そのパケット（ソースアドレス：通信相手端末６’のアドレス、デスティネーショ
ンアドレス：ノートＰＣ１－３の端末識別アドレス）をノートＰＣ１－３に転送する（ス
テップＳ２６４）。
【００８０】
以上のように、第３の実施の形態では、第２の実施の形態においてＰＡＮ１００に割り当
てられたＰＡＮ識別アドレス９１に換えて、ＰＡＮ登録エージェント２３を具備する通信
端末１’の端末識別アドレス９３を割り当てているため、通信開始後に新たなＰＡＮ１０
０が形成されても、通信端末１間におけるセッションハンドオーバが可能となる。
【００８１】
（第４の実施の形態）
図２３から図２５を参照して本発明によるパケット配送装置の第４の実施の形態が説明さ
れる。
【００８２】
（構成）
図２３を参照して、本発明によるパケット配送システムの第４の実施の形態における構成
が示される。本実施の形態におけるパケット配送装置の構成は、第２の実施の形態におけ
るノートＰＣ１－３を除く構成である。すなわち、第４の実施の形態において、ＰＡＮ１
００に接続される全ての通信端末１は、モバイルネットワーク１００に接続可能なインタ
ーフェースを具備する携帯電話やＰＤＡあるいはノートＰＣ等の通信端末である。第４の
実施の形態における通信端末１は、端末識別アドレス９３に換えてグローバルＩＰアドレ
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スを用い、ＰＡＮ情報Ｄ／Ｂ２７の構造は図７に示される端末識別アドレス９３に換えて
グローバルＩＰアドレスとなる。
【００８３】
第４の実施の形態では、通信端末１として携帯電話１－１、ＰＤＡ１－２を一例とする。
通信端末１は、他の通信端末１との接続インターフェース（ＰＡＮ用のインターフェース
）と、１つのモバイルネットワーク２００との接続インターフェースを持つ。
【００８４】
　（動作）
第４の実施の形態では、モバイルネットワーク２００に接続された通信相手６’から、携
帯電話１－１に対しセッション確立要求が発行され、セッションを確立してパケットデー
タが配送されることを一例に説明される。図２４及び図２５を参照して、本発明によるパ
ケット配送システムの第４の実施の形態における動作が説明される。本説明では、ＰＡＮ
の登録、ＰＡＮへの端末の加入、通信開始及びパケット転送の４つに動作に分けられて説
明される。
【００８５】
　（ＰＡＮ登録処理）
　第４の実施の形態におけるＰＡＮ登録処理は、第１の実施の形態と同じであるので説明
は省略される。
【００８６】
　（ＰＡＮへの端末加入処理）
　図２４を参照して、第４の実施の形態におけるＰＡＮ１００への端末加入処理の動作が
説明される。ＰＡＮ登録装置２の端末登録部２３２は、ＰＡＮ１００に対しＰＡＮ識別子
９２を添えたＰＡＮ広告を送信する（ステップＳ２７２）。ＰＡＮ広告を受け付けた通信
端末１は、ＰＡＮ１に加入するために、ＰＡＮ識別子、通信リンク識別アドレス９４及び
通信リンク種別を付加したＰＡＮ加入要求をＰＡＮ登録装置２に対して発行する（ステッ
プＳ２７４）。ＰＡＮ登録装置２は、その通信リンク識別アドレス９４と通信リンク種別
を登録する。ＰＡＮ登録装置２の端末登録部２３２は、通信端末１から受信されるＰＡＮ
識別子を確認し、自身のＰＡＮ識別子と一致する場合、通信リンク識別アドレス９４と、
通信リンク種別を関連付けてＰＡＮ情報としてＰＡＮ情報Ｄ／Ｂ２７に格納する（ステッ
プＳ２７６）。
【００８７】
　（通信開始）
　第４の実施の形態における通信開始処理の動作
　図１７を参照して、第４の実施の形態における通信開始処理の動作が説明される。先ず
、通信相手端末６’は、セッション確立要求をＳＩＰサーバ５に対し発行する（ステップ
Ｓ１０２）。ＳＩＰサーバ５は、セッション確立要求を受信すると、セッション確立要求
に含まれるサービス識別子に対応するＩＰアドレスに従い、ＰＡＮ登録装置２へ転送する
（ステップＳ１０４）。
【００８８】
　ＰＡＮ登録装置２のセッション処理部２３４はセッション確立要求を受信すると、セッ
ションに含まれるフロー毎にパケットの配送元である通信相手端末６’のＩＰアドレスと
ポート番号、パケットの配送先の通信端末１の通信リンク識別アドレス９４とポート番号
及び通信リンク種別を付加したパケット転送要求をＰＡＮ管理装置３に送信する（ステッ
プＳ１０６）。ＰＡＮ管理装置３の転送規則作成部３３２はパケット転送要求を受信する
と、パケット転送要求に含まれる情報からフロー毎に、ストリーミング配信の宛先アドレ
スであるＰＡＮ識別アドレス９１と、パケットデータの配送元のデータ配信サーバ６のＩ
Ｐアドレス及びポート番号と、パケットデータの配送先の通信リンク識別アドレス９４と
、ポート番号と、トランスポートプロトコル及びメディアフォーマットリストを含むメデ
ィア情報９５とを対応付けたパケット転送規則９０を作成する（ステップＳ１０８）。転
送規則作成部３３２は、作成した転送規則を含むパケット転送設定要求をパケット転送装
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置４に発行する（ステップＳ１１０）。パケット転送装置４の転送設定部４３１は、ＰＡ
Ｎ管理装置３から受信されるパケット設定要求に含まれるパケット転送規則９０を転送設
定Ｄ／Ｂ４８に格納し、転送設定として登録する（ステップＳ１１２）。転送設定部４３
１は、転送設定を完了すると転送設定応答をＰＡＮ管理装置３に発行する（ステップＳ１
１６）。ＰＡＮ管理装置３の転送規則作成部３３２は、転送設定応答を受信すると、ＰＡ
Ｎ登録装置２にパケット転送応答を発行する（ステップＳ１１６）。
【００８９】
　ＰＡＮ登録装置２のセッション処理部２３４は、パケット転送応答を受信すると、パケ
ットの配送先をＰＡＮ識別アドレス９１に指定しＳＩＰサーバ５を介し通信相手端末６’
に対しセッション情報確立応答を発行し、セッション確立を完了する（ステップＳ１１８
）。　
【００９０】
　（パケット転送処理）
図２５を参照して、本発明によるパケット配送システムの第４の実施の形態におけるパケ
ット転送処理のシーケンス図が示される。本実施の形態におけるパケット転送装置４は、
通信相手端末６’からＰＡＮ識別アドレス宛のパケットを受信すると（ステップＳ２８２
）、パケットのフロー識別情報をパケット転送規則でフィルタリングすることにより、パ
ケットの転送先を決定する（ステップＳ２８４）。パケットの転送先が携帯電話１－１の
場合（ソースアドレス：通信相手端末６’のアドレス、デスティネーションアドレス：携
帯電話１－１の端末識別アドレス）、デスティネーションアドレスに携帯電話１－１の通
信リンク識別アドレス９４、ソースアドレスにパケット転送装置４と、アドレスをそれぞ
れ変換し、携帯電話１－１に送信する。
【００９１】
　第４の実施の形態では、全ての通信端末１がグローバルアドレスを持っているため、Ｐ
ＡＮ登録エージェント２３による端末識別アドレスの管理は不要になる。又、通信リンク
識別アドレス９４のみで通信端末１の識別と、通信リンクの識別が可能となるため、カプ
セル化のためのヘッダを削除することができる。尚、本実施の形態では、ＰＡＮ登録装置
２に換えて、ＰＡＮ登録エージェント２３を具備する通信端末１’で構成しても構わない
。この場合、ＰＡＮ１００に対応付けられるＰＡＮ識別アドレスと、通信端末１’の端末
識別アドレス９３は同一であり、通信相手端末６’は、ＰＡＮ識別アドレス１として通信
端末１’の端末識別アドレス９３を宛先としてパケットを送信する。
【００９２】
　以上、本発明の実施の形態を詳述してきたが、具体的な構成は上記実施の形態に限られ
るものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の変更があっても本発明に含まれる。本
実施の形態では、ＰＡＮ登録装置２とモバイルネットワーク２００との接続に無線ＬＡＮ
を用いたが、他の無線通信インターフェースや、有線回線インターフェースを使用しても
構わない。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】図１は、従来のＮＥＭＯのブロック図である。
【図２】図２は、従来のＮＥＭＯのパケット転送の流れを示すブロック図である。
【図３】図３は、本発明によるパケット配送システムの第１の実施の形態における構成図
である。
【図４】図４は、本発明によるＰＡＮ登録装置の実施の形態における構成図である。
【図５】図５は、本発明によるＰＡＮ管理装置の実施の形態における構成図である。
【図６】図６は、本発明によるパケット転送装置の実施の形態における構成図である。
【図７】図７は、本発明にＰＡＮ情報の構造図の一例である。
【図８】図８は、本発明によるパケット転送規則の構造図の一例である。
【図９】図９は、本発明によるパケット配送システムの実施の形態におけるＰＡＮ登録及
びＰＡＮへの通信端末の加入処理のブロック図である。
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【図１０】図１０は、本発明によるパケット配送システムの実施の形態におけるＰＡＮ登
録及びＰＡＮへの通信端末の加入処理のシーケンス図である。
【図１１】図１１は、本発明によるパケット配送システムの第１の実施の形態における通
信開始処理のブロック図である。
【図１２Ａ】図１２Ａは、本発明によるパケット配送システムの第１の実施の形態におけ
る通信開始処理のシーケンス図である。
【図１２Ｂ】図１２Ｂは、本発明によるパケット配送システムの第１の実施の形態におけ
る通信開始処理のシーケンス図である。
【図１３】図１３は、ＰＡＮ登録装置に送信されるセッション情報メッセージの一例であ
る。
【図１４】図１４は、本発明によるパケット配送システムの第１の実施の形態におけるパ
ケット転送処理のブロック図である。
【図１５】図１５は、本発明によるパケット配送システムの第１の実施の形態におけるパ
ケット転送処理のシーケンス図である。
【図１６】図１６は、本発明によるパケット配送システムにおいて、配送されるパケット
データの概念図である。
【図１７】図１７は、本発明によるパケット配送システムの第２の実施の形態における通
信開始処理のシーケンス図である。
【図１８】図１８は、本発明によるパケット配送システムの第２の実施の形態におけるパ
ケット転送処理のシーケンス図である。
【図１９】図１９は、本発明によるパケット配送システムの第３の実施の形態における構
成図である。
【図２０】図２０は、本発明によるパケット配送システムの第３の実施の形態におけるＰ
ＡＮ登録処理のシーケンス図である。
【図２１】図２１は、本発明によるパケット配送システムの第３の実施の形態における通
信開始処理のシーケンス図である。
【図２２】図２２は、本発明によるパケット配送システムの第３の実施の形態におけるパ
ケット転送処理のシーケンス図である。
【図２３】図２３は、本発明によるパケット配送システムの第４の実施の形態における構
成図である。
【図２４】図２４は、本発明によるパケット配送システムの第４の実施の形態におけるＰ
ＡＮへの端末加入処理のシーケンス図である。
【図２５】図２５は、本発明によるパケット配送システムの第５の実施の形態におけるパ
ケット転送処理のシーケンス図である。
【符号の説明】
【００９４】
　１’：通信端末
　１－１、１’－１：携帯電話
　１－２：ＰＤＡ
　１－３：ノートＰＣ
　２：ＰＡＮ登録装置
２３：ＰＡＮ登録エージェント
　３：ＰＡＮ管理装置
　４：パケット転送装置
　５：ＳＩＰサーバ
　６：データ配信サーバ
　６’：通信相手端末
　１００：パーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）
　２００：モバイルネットワーク
　３００：通信リンク
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　３００－１：Ｗ－ＣＤＭＡリンク
　３００－２：ＷＬＡＮリンク
　９０：パケット転送規則
　９１：ＰＡＮ識別アドレス
　９２：ＰＡＮ識別子
　９３：端末識別アドレス
　９４：通信リンク識別アドレス
　９５：メディア情報

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２Ａ】

【図１２Ｂ】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】



(31) JP 4614128 B2 2011.1.19

【図２２】 【図２３】

【図２４】 【図２５】
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