
(57)【特許請求の範囲】
【請求項２】
互いに異なる物理回線を利用する第１の装置と第２の装置との間に接続されるプロトコル
変換装置であって、
　前記第１の装置と前記第２の装置との間のシグナリングを制御するＣプレーン装置と、
　前記第１の装置と前記第２の装置との間でのユーザデータの転送を制御するＵプレーン
装置とを備え、
　前記Ｃプレーン装置は、前記第１の装置よりユーザデータ用のリソースを確保するため
の第１のリソース要求を受信したときに前記Ｕプレーン装置に第２のリソース要求を送信
するリソース管理部を備え、
　前記Ｕプレーン装置は、第２のリソース要求を受信したときに前記Ｕプレーン装置内で
ユーザデータ用のリソースを確保する制御部を備えることを特徴とするプロトコル変換装
置。
【請求項３】
請求の範囲第２項に記載のプロトコル変換装置において、
　前記リソース管理部は、第１のリソース要求に含まれる前記第１の装置におけるユーザ
データ転送用の第１のパラメータを取得しこのパラメータを第２のリソース要求に付加す
ることを特徴とするプロトコル変換装置。
【請求項４】
請求の範囲第３項に記載のプロトコル変換装置において、
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　前記制御部は、リソースを確保した後に前記Ｕプレーン装置におけるユーザデータ転送
用の第２のパラメータが付加されたリソース確保通知を前記Ｃプレーン装置に送信し、
　前記リソース管理部は、受信されたリソース確保通知から第２のパラメータを取得し第
１のリソース要求に含まれる第１のパラメータを第２のパラメータに書き換え書換後の第
１のリソース要求を前記第２の装置に転送することを特徴とするプロトコル変換装置。
【請求項５】
互いに異なる物理回線を利用する第１の装置と第２の装置との間に接続されるプロトコル
変換装置であって、
　前記第１の装置と前記第２の装置との間のシグナリングを制御するＣプレーン装置と、
　前記第１の装置と前記第２の装置との間でのユーザデータの転送を制御するＵプレーン
装置とを備え、
　前記Ｕプレーン装置は、前記第２の装置よりユーザデータ用のリソースを確保するため
の第３のリソース要求を受信したときに前記Ｕプレーン装置内でユーザデータ用のリソー
スを確保するリソース管理部を備えることを特徴とするプロトコル変換装置。
【請求項６】
請求の範囲第５項に記載のプロトコル変換装置において、
　前記リソース管理部は、第３のリソース要求に含まれる前記第１及び第２の装置におけ
るユーザデータ転送用のパラメータを取得することを特徴とするプロトコル変換装置。
【請求項７】
請求の範囲第５項に記載のプロトコル変換装置において、
　前記第２の装置は、前記第１の装置よりユーザデータ用のリソースを確保するための第
４のリソース要求を受信したときに前記Ｕプレーン装置に第３のリソース要求を送信する
ことを特徴とするプロトコル変換装置。
【請求項８】
互いに異なる物理回線を利用する第１の装置と第２の装置との間に接続されるプロトコル
変換装置であって、
　前記第１の装置と前記第２の装置との間のシグナリングを制御するＣプレーン装置と、
　前記第１の装置と前記第２の装置との間でのユーザデータの転送を制御するＵプレーン
装置とを備え、
　前記第１の装置は、ＡＴＭ（Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｍｏｄｅ
）トランスポートのプロトコルスタックを用いるＭＳＣ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉ
ｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ）及びＳＧＳＮ［Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａ
ｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ］の少なくとも一
方であり、
　前記第２の装置は、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）トランスポートのプ
ロトコルスタックを用いる基地局制御装置であることを特徴とするプロトコル変換装置。
【請求項９】
請求の範囲第８項に記載のプロトコル変換装置において、
　前記Ｃプレーン装置と前記ＭＳＣ及びＳＧＳＮの少なくとも一方との間、及び前記Ｃプ
レーン装置と前記基地局制御装置との間には、それぞれＳＣＣＰ（Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ
　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐａｒｔ）コネクションが設定されることを
特徴とするプロトコル変換装置。
【請求項１０】
請求の範囲第９項に記載のプロトコル変換装置において、
　前記基地局制御装置は、制御信号の送受信を行うシグナリング制御装置を複数備え、
　前記Ｃプレーン装置は、前記シグナリング制御装置の番号とＳＣＣＰコネクションとが
対応付けられたＳＣＣＰ対応表を記憶し、前記ＭＳＣ及びＳＧＳＮの少なくとも一方から
シグナリングを受信したときにＳＣＣＰ対応表に基づいて前記シグナリング制御装置のい
ずれかを選択することを特徴とするプロトコル変換装置。
【請求項１２】
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互いに異なる物理回線を利用する第１の装置と第２の装置との間を接続する際に適用され
るプロトコル変換方法であって、
　Ｃプレーン装置で前記第１の装置と前記第２の装置との間のシグナリングを制御する第
１のステップと、
　前記Ｃプレーン装置と独立に配設されたＵプレーン装置で前記第１の装置と前記第２の
装置との間でのユーザデータの転送を制御する第２のステップとを備え、
　前記第１のステップは、
　前記第１の装置より前記Ｃプレーン装置にユーザデータ用のリソースを確保するための
第１のリソース要求を送信する第３のステップと、
　前記Ｃプレーン装置で第１のリソース要求を受信したときに前記Ｕプレーン装置に第２
のリソース要求を送信する第４のステップと、
　前記Ｕプレーン装置で第２のリソース要求を受信したときに前記Ｕプレーン装置内でユ
ーザデータ用のリソースを確保する第５のステップと
　を備えることを特徴とするプロトコル変換方法。
【請求項１３】
請求の範囲第１２項に記載のプロトコル変換方法において、
　前記第４のステップは、第１のリソース要求に含まれる前記第１の装置におけるユーザ
データ転送用の第１のパラメータを取得しこのパラメータを第２のリソース要求に付加す
るステップを備えることを特徴とするプロトコル変換方法。
【請求項１４】
請求の範囲第１３項に記載のプロトコル変換方法において、
　前記第１のステップは、
　前記第５のステップの後に前記Ｕプレーン装置におけるユーザデータ転送用の第２のパ
ラメータが付加されたリソース確保通知を前記Ｃプレーン装置に送信する第６のステップ
と、
　受信されたリソース確保通知から第２のパラメータを取得し第１のリソース要求に含ま
れる第１のパラメータを第２のパラメータに書き換え書換後の第１のリソース要求を前記
第２の装置に転送する第７のステップと
　をさらに備えることを特徴とするプロトコル変換方法。
【請求項１５】
互いに異なる物理回線を利用する第１の装置と第２の装置との間を接続する際に適用され
るプロトコル変換方法であって、
　Ｃプレーン装置で前記第１の装置と前記第２の装置との間のシグナリングを制御する第
１のステップと、
　前記Ｃプレーン装置と独立に配設されたＵプレーン装置で前記第１の装置と前記第２の
装置との間でのユーザデータの転送を制御する第２のステップとを備え、
　前記第１のステップは、
　前記第２の装置より前記Ｕプレーン装置にユーザデータ用のリソースを確保するための
第３のリソース要求を送信する第８のステップと、
　前記Ｕプレーン装置で第３のリソース要求を受信したときに前記Ｕプレーン装置内でユ
ーザデータ用のリソースを確保する第９のステップと
　を備えることを特徴とするプロトコル変換方法。
【請求項１６】
請求の範囲第１５項に記載のプロトコル変換方法において、
　前記第９のステップは、第３のリソース要求に含まれる前記第１及び第２の装置におけ
るユーザデータ転送用のパラメータを取得するステップを備えることを特徴とするプロト
コル変換方法。
【請求項１７】
請求の範囲第１５項に記載のプロトコル変換方法において、
　前記第１のステップは、前記第８のステップの前に前記第１の装置より前記第２の装置
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にユーザデータ用のリソースを確保するための第４のリソース要求を送信する第１０のス
テップをさらに備え、
　前記第８のステップは、前記第２の装置で第４のリソース要求を受信したときに前記Ｕ
プレーン装置に第３のリソース要求を送信するステップであることを特徴とするプロトコ
ル変換方法。
【請求項１８】
互いに異なる物理回線を利用する第１の装置と第２の装置との間を接続する際に適用され
るプロトコル変換方法であって、
　Ｃプレーン装置で前記第１の装置と前記第２の装置との間のシグナリングを制御する第
１のステップと、
　前記Ｃプレーン装置と独立に配設されたＵプレーン装置で前記第１の装置と前記第２の
装置との間でのユーザデータの転送を制御する第２のステップとを備え、
　前記第１の装置は、ＡＴＭ（Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｍｏｄｅ
）トランスポートのプロトコルスタックを用いるＭＳＣ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉ
ｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ）及びＳＧＳＮ［Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａ
ｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ］の少なくとも一
方であり、
　前記第２の装置は、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）トランスポートのプ
ロトコルスタックを用いる基地局制御装置であることを特徴とするプロトコル変換方法。
【請求項１９】
請求の範囲第１８項に記載のプロトコル変換方法において、
　前記第１のステップは、前記Ｃプレーン装置と前記ＭＳＣ及びＳＧＳＮの少なくとも一
方との間、及び前記Ｃプレーン装置と前記基地局制御装置との間にそれぞれＳＣＣＰ（Ｓ
ｉｇｎａｌｌｉｎｇ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐａｒｔ）コネクション
を設定する第１１のステップを備えることを特徴とするプロトコル変換方法。
【請求項２０】
請求の範囲第１９項に記載のプロトコル変換方法において、
　前記第１のステップは、前記基地局制御装置が複数備えるシグナリング制御装置の番号
とＳＣＣＰコネクションとが対応付けられたＳＣＣＰ対応表に基づいて、前記ＭＳＣ及び
ＳＧＳＮの少なくとも一方からシグナリングを受信したときに前記シグナリング制御装置
のいずれかを選択する第１２のステップをさらに備えることを特徴とするプロトコル変換
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明は、プロトコル変換装置及び方法に関し、特に、互いに異なる物理回線を利用す
る装置同士を接続する際に適用されるプロトコル変換装置及び方法に関する。
【背景技術】
　ＷＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ　ＣＤＭＡ）システムにおける無線インタフェースのプ
ロトコルアーキテクチャには物理レイヤ（レイヤ１）と、データリンクレイヤ（レイヤ２
）と、ネットワークレイヤ（レイヤ３）とがある。また、レイヤ２においては、制御信号
を転送するシグナリングのためのＣプレーン（Ｃ－Ｐｌａｎｅ）と、ユーザ情報を転送す
るＵプレーン（Ｕ－Ｐｌａｎｅ）とがある。
　異なる物理回線を利用する装置を接続する際には、ＩＷＦ（Ｉｎｔｅｒ　Ｗｏｒｋｉｎ
ｇ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）装置がプロトコル変換装置として適用されている。従来のＩＷＦ
装置は、その構成において上記のＣ－ＰｌａｎｅとＵ－Ｐｌａｎｅとに分離されていない
（例えば、文献１（３ＧＰＰ　ＴＲ２５．９３３　Ｖ５．２．０（２００２－０９））参
照）。
　このため、実際にＣ－ＰｌａｎｅとＵ－Ｐｌａｎｅとが分離された構成にすると、各プ
ロトコルをどのように終端するか、リソース確保のためのパラメータをどのように取得す
るかというようなリソース確保の方法に問題が生じ、Ｕ－Ｐｌａｎｅが増減するといった

10

20

30

40

50

(4) JP 4010330 B2 2007.11.21



スケーラビリティに富んだ構成をとることができない。リソース確保については、上記の
文献１において何も記載されていない。
【発明の開示】
　本発明はこのような課題を解決するためになされたものであり、その目的は、スケーラ
ビリティに富んだ構成をとることができるプロトコル変換装置及び方法を提供することに
ある。
　このような目的を達成するために、本発明は、互いに異なる物理回線を利用する第１の
装置と第２の装置との間に接続されるプロトコル変換装置であって、第１の装置と第２の
装置との間のシグナリングを制御するＣプレーン装置と、第１の装置と第２の装置との間
でのユーザデータの転送を制御するＵプレーン装置とを備えることを特徴とする。
　本発明はまた、互いに異なる物理回線を利用する第１の装置と第２の装置との間を接続
する際に適用されるプロトコル変換方法であって、Ｃプレーン装置で第１の装置と第２の
装置との間のシグナリングを制御する第１のステップと、Ｃプレーン装置と独立に配設さ
れたＵプレーン装置で第１の装置と第２の装置との間でのユーザデータの転送を制御する
第２のステップとを備えることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
　図１は、第１の実施例によるＩＷＦ装置の構成を示すブロック図である。
　図２は、図１のＩＷＦ－ｃ及びＩＷＦ－ｕの構成を示すブロック図であ。
　図３は、第１の実施例におけるＣ－Ｐｌａｎｅのプロトコルスタックを示す図である。
　図４は、第１の実施例によるＣＳ発呼時における動作を示すシーケンスチャートである
。
　図５は、第１の実施例によるＰＳ発呼時における動作を示すシーケンスチャートである
。
　図６は、図１のＩＷＦ－ｃの動作を示すフローチャートである。
　図７は、図１のＩＷＦ－ｃの動作を示すフローチャートである。
　図８は、図１のＩＷＦ－ｕの動作を示すフローチャートである。
　図９は、図１のＩＷＦ－ｕの動作を示すフローチャートである。
　図１０は、第２の実施例によるＩＷＦ装置の構成を示すブロック図である。
　図１１は、図１０のＩＷＦ－ｃ及びＩＷＦ－ｕの構成を示すブロック図である。
　図１２は、第２の実施例におけるＣ－Ｐｌａｎｅのプロトコルスタックを示す図である
。
　図１３は、第２の実施例によるＣＳ発呼時における動作を示すシーケンスチャートであ
る。
　図１４は、第２の実施例によるＰＳ発呼時における動作を示すシーケンスチャートであ
る。
　図１５は、図１０のＩＷＦ－ｕの動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための最良の形態】
　次に、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
　第１の実施例
　図１は本発明に係るプロトコル変換装置の第１の実施例によるＩＷＦ（Ｉｎｔｅｒ　Ｗ
ｏｒｋｉｎｇ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）装置の構成を示すブロック図である。図１において、
ＩＷＦ装置３は主にシグナリング制御を行うＩＷＦ－ｃ３１と、主にユーザデータの転送
を行うＩＷＦ－ｕ３２，３３とから構成されている。ＩＷＦ－ｃ３１は制御信号を転送す
るシグナリングのためのＣプレーン（Ｃ－Ｐｌａｎｅ）に対応し、ＩＷＦ－ｕ３２，３３
はユーザ情報を転送するＵプレーン（Ｕ－Ｐｌａｎｅ）に対応している。なお、シグナリ
ングとは回線を接続するための処理のことであり、ユーザ情報とはシグナリングによって
接続された回線を流れるパケットのことである。
　ＩＷＦ装置３は、第１の装置としてのＭＳＣ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃ
ｅｎｔｅｒ）４またはＳＧＳＮ［Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋ
ｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ］５と、第２の装置と
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してのＲＮＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ：基地局制御装置）
１との間に接続される。ＩＷＦ装置３とＭＳＣ４またはＳＧＳＮ５との間は、３ＧＰＰ（
３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔｓ）　Ｒｅｌ
ｅａｓｅ９９で定義されたＡＴＭ（Ａｓｙｎｃｈｒｏｎｏｕｓ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｍｏ
ｄｅ）　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔのプロトコルスタックである。また、ＩＷＦ装置３とＲＮＣ
１との間は、３ＧＰＰ　Ｒｅｌｅａｓｅ５で定義されたＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏ
ｔｏｃｏｌ）　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔのプロトコルスタックである。これらはＩｕインタフ
ェースとして、文献２（３ＧＰＰ　ＴＳ２５．４１２　Ｖ５．１．０（２００２－０９）
）等に詳しく述べられている。
　ＩＷＦ装置３のＩＷＦ－ｃ３１はシグナリングにおけるＡＴＭ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔの
プロトコルスタックとＩＰ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔのプロトコルスタックとの変換を行う。
また、ＩＷＦ装置３のＩＷＦ－ｕ３２，３３はユーザ情報転送におけるＡＴＭ　Ｔｒａｎ
ｓｐｏｒｔのプロトコルスタックとＩＰ　Ｔｒａｎｓｐｏｒｔのプロトコルスタックとの
変換を行う。
　ＲＮＣ１は制御信号を送受信する制御信号送受信部［シグナリング制御装置］１１～１
３と、ユーザ情報を送受信するデータ送受信部２１～２３とから構成されている。
　図２は図１のＩＷＦ－ｃ３１及びＩＷＦ－ｕ３２の構成を示すブロック図であ。図２に
おいて、ＩＷＦ－ｃ３１はリソース管理部３１１と、プロトコル終端部３１２，３１４と
、ＩＷＦ－ｕ３２とのインタフェース（ＩＦ）部３１３とから構成されている。ＩＷＦ－
ｕ３２はスイッチ制御部３２１と、スイッチ３２２と、ＩＷＦ－ｃ３１とのインタフェー
ス（ＩＦ）部３２３と、ＡＴＭ側のプロトコル終端部３２４～３２６と、ＩＰ（Ｉｎｔｅ
ｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）側のプロトコル終端部３２７～３２９とから構成されてい
る。
　図３は本実施例におけるＣ－Ｐｌａｎｅのプロトコルスタックを示す図である。図３に
おいて、ＲＮＣ１はＤａｔａ　ｌｉｎｋレイヤと、ＩＰレイヤと、ＳＣＴＰ（Ｓｔｒｅａ
ｍ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）レイヤと、Ｍ３Ｕ
Ａ［ＳＳ７（Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ｎｏ．７）　ＭＴＰ３（Ｍｅｓｓａ
ｇｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐａｒｔ　３）　Ｕｓｅｒ　Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ］レイヤと
、ＳＣＣＰ（Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐａｒｔ
）レイヤと、ＲＡＮＡＰ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｐｐｌｉｃａ
ｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ）レイヤとからなる。
　ＩＷＦ－ｃ３１はＲＮＣ１側がＤａｔａ　ｌｉｎｋレイヤと、ＩＰレイヤと、ＳＣＴＰ
レイヤと、Ｍ３ＵＡレイヤと、ＳＣＣＰレイヤと、ＲＡＮＡＰレイヤとからなり、ＭＳＣ
４及びＳＧＳＮ５側がＡＴＭレイヤと、ＳＡＡＬ－ＮＮＩ（Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ　ＡＴ
Ｍ　Ａｄａｐｔａｔｉｏｎ　Ｌａｙｅｒ－Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｎｏｄｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃ
ｅ）レイヤと、ＭＴＰ３－Ｂ（Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｐａｒｔ　３－Ｂ）
レイヤと、ＳＣＣＰレイヤと、ＲＡＮＡＰレイヤとからなる。
　ＭＳＣ４及びＳＧＳＮ５はＡＴＭレイヤと、ＳＡＡＬ－ＮＮＩレイヤと、ＭＴＰ３－Ｂ
レイヤと、ＳＣＣＰレイヤと、ＲＡＮＡＰレイヤとからなる。
　この場合、ＳＣＣＰレイヤはＩＷＦ装置３で一端終端する。これに対し、最上位のシグ
ナリング・プロトコルであるＲＡＮＡＰレイヤは、一部判別する必要があるものの、ＲＮ
Ｃ１とＭＳＣ４またはＳＧＳＮ５との間で終端することになる。一部のメッセージについ
てはリソースアドレスについての内容変更を行う。
　ＳＣＣＰレイヤがＩＷＦ装置３で一端終端する結果、１つの呼に対してＳＣＣＰコネク
ションがＲＮＣ１－ＩＷＦ間とＩＷＦ－ＭＳＣ４またはＳＧＳＮ５間とに二本設定される
ことになる。ＳＣＣＰレイヤは、その二本のＳＣＣＰコネクションを対応付けるＳＣＣＰ
対応表をＩＷＦ装置３のリソース管理部３１１に持っている。このため、ＩＷＦ装置３で
ＳＣＣＰを一端終端して呼情報を認識し、適切な宛先へ再度送信することで、ＲＮＣ１内
の複数ある制御信号送受信部１１～１３の中から適切な送受信部を選択することが可能と
なる。
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　なお、ここではＣＳ（Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ）呼について詳細に説明した
が、ＭＳＣ４の代わりにＳＧＳＮ５を用いたＰＳ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｗｉｔｃｈｅｄ）呼
についても、上記と同じように説明することができる。ＣＳ呼はＭＳＣ４を利用した音声
回線呼、ＰＳ呼はＳＧＳＮ５を利用したパケット通信呼である。
　図４は本実施例によるＣＳ発呼時における動作を示すシーケンスチャートである。この
図４を参照して、本実施例によるＣＳ発呼時における各装置のリソース確保までの動作に
ついて説明する。
　端末（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）が、「Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ」（図４のａ１）をＲＮＣ１に送信することで、発呼シーケンスが開始される。Ｒ
ＮＣ１は「Ｉｎｉｔｉａｌ　ＵＥ　Ｍｅｓｓａｇｅ」をＭＳＣ４に向けて送信する際、Ｒ
ＮＣ１とＩＷＦ－ｃ３１との間で、及びＩＷＦ－ｃ３１とＭＳＣ４との間でそれぞれＳＣ
ＣＰコネクションが設定される（図４のａ２，ａ３）。このとき、ＲＮＣ１とＩＷＦ－ｃ
３１との間のＳＣＣＰコネクションをＳＣＣＰコネクション＃１、ＩＷＦ－ｃ３１とＭＳ
Ｃ４との間のＳＣＣＰコネクションをＳＣＣＰコネクション＃２とする。
　ＩＷＦ－ｃ３１ではこの「Ｉｎｉｔｉａｌ　ＵＥ　Ｍｅｓｓａｇｅ」を中継するのみで
、ＳＣＣＰをＳＣＣＰコネクション＃１からＳＣＣＰコネクション＃２に載せ変えて、Ｍ
ＳＣ４へ送信する（図４のａ４，ａ５）。ＩＷＦ－ｃ３１のリソース管理部３１１では、
ＳＣＣＰコネクション＃１とＳＣＣＰコネクション＃２とが同じ呼で利用していることを
認識するＳＣＣＰ対応表が作成される。なお、Ｐａｇｉｎｇ等のＭＳＣ４側から最初にＳ
ＣＣＰコネクションが設定される場合、ＩＷＦ－ｃ３１が制御信号送受信部を任意に選択
する機能を持つ。
　呼利用中のマルチコールでは、ＩＭＳＩ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ
　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）等の端末固有の情報によって、ＩＷＦ－ｃ
３１内でその端末が利用中かどうかを判断し、同じ制御信号送受信部を利用可能にする手
段も持つ。
　認証、秘匿を行った後（図４のａ６）、ＭＳＣ４はユーザデータ用のリソースを確保し
（図４のａ７）、無線リソースを確保するための「ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ」（第１のリソース要求）（図４のａ８）をＲＮＣ１へ送信する。ＩＷＦ－ｃ
３１では、このメッセージを受信したとき、ＩＷＦ－ｕ３２，３３のリソースの確保を行
う必要があると判断する。以下では、ＩＷＦ－ｕ３２のリソースの確保を行う場合につい
て説明する。
　「ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」には、ＭＳＣ４でユーザデータ転
送に利用されるアドレス等の第１のパラメータが含まれている。ＩＷＦ－ｃ３１のリソー
ス管理部３１１は、この第１のパラメータを「ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ」より取得し、リソース要求（第２のリソース要求）に付加し、ＩＷＦ－ｕ３２に
送信する（図４のａ９）。
　ＩＷＦ－ｕ３２のスイッチ制御部３２１は、受信されたリソース要求より第１のパラメ
ータを取得し、ユーザデータ用のリソースを確保し（図４のａ１０）、リソースを確保し
た旨の通知をＩＷＦ－ｃ３１に送信する（図４のａ１１）。この通知には、ＩＷＦ－ｕ３
２でユーザデータ転送に利用されるＲＮＣ１側のアドレス等の第２のパラメータが付加さ
れている。
　ＩＷＦ－ｃ３１のリソース管理部３１１は、受信された通知より第２のパラメータを取
得する。そして、「ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」内のユーザデータ
転送先アドレスであるＭＳＣ４のアドレスをＩＷＦ－ｕ３２のアドレスに書換え、書換え
後の「ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」をＲＮＣ１内の適切な制御信号
送受信部へ転送する（図４のａ１２）。この際の適切な制御信号送受信部の選択にはＳＣ
ＣＰ対応表を利用する。
　その後、ＲＮＣ１はユーザデータ用のリソースを確保する（図４のａ１３）。そして、
ＲＮＣ１はＵ－Ｐｌａｎｅの設定を行うために、「ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ」で通知されたＩＷＦ－ｕ３２のアドレスへ向けて「Ｅｓｔａｂｌｉｓｈ　Ｒ
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ｅｑｕｅｓｔ」を送信する（図４のａ１４）。この通知にはＲＮＣ１のユーザデータ用の
アドレスが格納されている。この通知の送信には、ＩＰＡＬＣＡＰ（ＩＰ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）を利用する
ことができる。
　この通知を受け取ったＩＷＦ－ｕ３２は、ＭＳＣ４へ向けてＡＬＣＡＰ（Ａｃｃｅｓｓ
　Ｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）で「Ｅｓｔ
ａｂｌｉｓｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する（図４のａ１５）。このＭＳＣ４の宛先には
、事前にＩＷＦ－ｃ３１から通知されているＭＳＣ４のアドレスを利用する。
　ＭＳＣ４からＩＷＦ－ｕ３２へ、ＩＷＦ－ｕ３２からＲＮＣ１へ、確認のメッセージと
して「Ｅｓｔａｂｌｉｓｈ　Ｃｏｎｆｉｒｍ」を送信する（図４のａ１６，ａ１７）。そ
の後、ＵＥとＲＮＣ１との間で無線リソースを確保する（図４のａ１８）。無線リソース
が確保されると、ＲＮＣ１からＩＷＦ－ｕ３２へ、ＩＷＦ－ｕ３２からＭＳＣ４へ「ＲＡ
Ｂ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信することによって、ユーザデータ
転送用のパス設定が完了する（図４のａ１９，ａ２０）。
　その後、設定されたパスを用いてユーザデータの転送が行われる。
　なお、ＩＷＦ－ｕ３３のリソースの確保を行う場合についても、同様の処理が行われる
。
　図５は本実施例によるＰＳ発呼時における各装置のリソース確保までの動作を示すシー
ケンスチャートである。この図５を参照して、本実施例によるＰＳ発呼時における各装置
のリソース確保までの動作について説明する。
　図５を参照すると、ＰＳ発呼時における各装置のリソース確保までの動作は、上述した
ＣＳ発呼時における各装置のリソース確保までの動作とほとんど同じである。すなわち、
図５のｂ１～ｂ１３の動作は図４のａ１～ａ１３と同様である。しかし、ＰＳ呼ではＡＬ
ＣＡＰやＩＰＡＬＣＡＰを利用しないため、最後の「ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒ
ｅｓｐｏｎｓｅ」が異なっている。
　ＩＷＦ－ｃ３１では、ＵＥとＲＮＣ１との間で無線リソースが確保された後（図５のｂ
１４）、「ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」によって、ユーザ転送用
のパス設定が完了すると（図５のｂ１５）、ＩＷＦ－ｃ３１は「ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍ
ｅｎｔ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」よりＲＮＣ１のユーザデータ用のアドレスを取得し、ＩＷＦ
－ｕ３２に通知する（図５のｂ１６）。その応答として、ＩＷＦ－ｕ３２はＩＷＦ－ｃ３
１にＩＷＦ－ｕ３２のＭＳＣ４側のアドレスを通知する（図５のｂ１７）。ＩＷＦ－ｃ３
１はこのアドレスを取得し、「ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」内の
ユーザデータ転送先アドレスであるＲＮＣ１のアドレスをＩＷＦ－ｕ３２のアドレスに書
換え、書換え後の「ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」をＭＳＣ４へ送
信する（図５のｂ１８）。
　この際、ＳＣＣＰコネクションはＳＣＣＰ対応表を利用する。ＳＣＣＰにはそれぞれの
リンクが確認できるように、リンク番号が付与されている。ＳＣＣＰ対応表にはそのリン
ク番号毎に、ＭＳＣ４またはＳＧＳＮ５向けの何番とＲＮＣ１向けの何番とが対応してい
るという情報が格納されている。
　その後の処理は、上述したＣＳ発呼時の処理と同様である。
　なお、ＩＷＦ－ｕ３３のリソースの確保を行う場合についても、同様の処理が行われる
。
　上述した図４及び図５に示す動作では、リソースを確保するときのシーケンスについて
詳細に説明したが、リソースを解放するときにも上記と同様の手順で行うことができる。
　図６及び図７は図１のＩＷＦ－ｃ３１の動作を示すフローチャートである。これら図６
及び図７を参照してＩＷＦ装置３内のＩＷＦ－ｃ３１の動作について説明する。
　ＩＷＦ－ｃ３１はシグナリングを受信したとき（図６ステップＳ１）、ＲＮＣ１側から
受信したシグナリングか、ＭＳＣ４側から受信したシグナリングかの判別を行う（図６ス
テップＳ２）。
　ＩＷＦ－ｃ３１はＲＮＣ１側から受信したＲＡＮＡＰシグナリングの場合、ＰＳ呼のと
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きでリソース確保応答を示す「ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」のと
きだけ（図７ステップＳ１４）、ＩＷＦ－ｕ３２，３３にＲＮＣアドレスを通知する（図
７ステップＳ１５）。
　ＩＷＦ－ｃ３１はＩＷＦ－ｕ３２，３３からの応答を待ってＩＷＦ－ｕ（ＲＮＣ１側）
アドレスを取得し（図７ステップＳ１６）、シグナリング内のユーザデータ用ＲＮＣアド
レスをＩＷＦ－ｕ３２，３３のアドレスに書換え（図７ステップＳ１７）、ＲＡＮＡＰシ
グナリングをＭＳＣ４へ送信する（図７ステップＳ１８）。ＩＷＦ－ｃ３１は上記以外の
場合、ＲＡＮＡＰシグナリングをそのままＭＳＣ４へ送信する（図７ステップＳ１８）。
　ＩＷＦ－ｃ３１はＭＳＣ４側からＲＡＮＡＰシグナリングを受信すると（図６ステップ
Ｓ３）、まずＰａｇｉｎｇ等のＭＳＣ４からの最初のＲＡＮＡＰシグナリングで、制御信
号送受信部の番号とＳＣＣＰコネクションとのＳＣＣＰ対応表ができていない場合（図６
ステップＳ４）、制御信号送受信部を任意に選択し、ＲＡＮＡＰシグナリングをそのまま
制御信号送受信部へ送信する（図６ステップＳ１１～Ｓ１３）。
　ＳＣＣＰコネクションと制御信号送受信部の番号との対応付けができていない場合には
、ＳＣＣＰ対応表を作成する（図６ステップＳ１２）。このＳＣＣＰ対応表は、呼の終了
（ＳＣＣＰコネクションの終了）と同時に無くなる。
　次に、ＩＷＦ－ｃ３１はそのＲＡＮＡＰシグナリングがユーザデータ用のリソースを確
保する「ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」かどうかを判断する（図６ス
テップＳ６）。ＩＷＦ－ｃ３１はユーザデータ用のリソースを確保するリクエストである
場合、ＩＷＦ－ｕ３２，３３とシグナリングのやりとりを行い、ＩＷＦ－ｕ３２，３３の
リソースを確保した後で、ＲＡＮＡＰシグナリングのユーザデータ転送先であるＭＳＣ４
のアドレスからＩＷＦ－ｕ３２，３３のアドレスに書換え（図６ステップＳ７～Ｓ９）、
制御信号送受信部の宛先をＳＣＣＰ対応表から取得してその制御信号送受信部へシグナリ
ングを送信する（図６ステップＳ１０）。
　ＩＷＦ－ｃ３１はユーザデータ用のリソースを確保するリクエストでない場合、ＲＡＮ
ＡＰには何も手を加えず、そのまま適切な制御信号送受信部へＲＡＮＡＰシグナリングを
送信する（図６ステップＳ１０）。
　図８及び図９は図１のＩＷＦ－ｕ３２，３３の動作を示すフローチャートである。これ
ら図８及び図９を参照してＩＷＦ－ｕ３２，３３の動作について説明する。
　ＩＷＦ－ｕ３２，３３はＩＷＦ－ｃ３１からリソース確保のシグナリングを受信した場
合（図８ステップＳ２３、図９ステップＳ２８）、ＩＷＦ－ｕ３２，３３内のリソースを
確保し（図９ステップＳ２９）、そのシグナリングで通知されたＭＳＣ４のアドレスをそ
のＩＷＦ－ｕアドレスと対応付けて記憶し、ＩＷＦ－ｃ３１へそのＩＷＦ－ｕアドレスを
通知する（図９ステップＳ３０）。
　ＩＷＦ－ｕ３２，３３はＲＮＣ１側からシグナリングを受信した場合（図８ステップＳ
２４）、そのＩＰＡＬＣＡＰシグナリングをＡＬＣＡＰに載せかえて、対応付けられたＭ
ＳＣアドレスへ向けて送信する（図８ステップＳ２７）。
　ＩＷＦ－ｕ３２，３３はＭＳＣ４側からシグナリングを受信した場合（図８ステップＳ
２５）、そのＡＬＣＡＰシグナリングをＩＰＡＬＣＡＰに載せかえて、対応付けされたＲ
ＮＣアドレスへ向けて送信する（図８ステップＳ２６）。
　上述したように、ＩＷＦ－ｕ３２，３３では、ユーザデータの流れも、ＲＮＣ１側やＭ
ＳＣ４側からシグナリングを受信するときと同様に、プロトコル変換を行う。
　このように、本実施例では、ＩＷＦ装置３をＣ－Ｐｌａｎｅ装置（ＩＷＦ－ｃ３１）と
Ｕ－Ｐｌａｎｅ装置（ＩＷＦ－ｕ３２，３３）とに分離したので、ＩＷＦ装置３がスケー
ラビリティに富んだ構成をとることができる。具体的には、ＩＷＦ－ｕ３２，３３の数の
増減時に、ＩＷＦ－ｃ３１が影響を受けない。
　また、本実施例では、ＩＷＦ装置３で呼毎のＳＣＣＰを終端しているため、ＲＮＣ１内
に制御信号送受信部１１～１３を複数設置することが可能になる。従来、ＲＮＣ１として
は一つである必要がある。
　さらに、本実施例では、ＩＷＦ装置３をＣ－Ｐｌａｎｅ装置（ＩＷＦ－ｃ３１）とＵ－
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Ｐｌａｎｅ装置（ＩＷＦ－ｕ３２，３３）とに分離したときに、Ｃ－Ｐｌａｎｅ装置（Ｉ
ＷＦ－ｃ３１）からの要求に応答してＵ－Ｐｌａｎｅ装置（ＩＷＦ－ｕ３２，３３）でリ
ソースの確保を行うことによって、最短経路を利用するＩＰ　ｔｒａｆｆｉｃの負荷分散
を行うことができる。
　第２の実施例
　図１０は本発明に係るプロトコル変換装置の第２の実施例によるＩＷＦ装置の構成を示
すブロック図である。図１０において、本実施例はＩＷＦ装置７内においてＩＷＦ－ｃ３
１とＩＷＦ－ｕ７１，７２との間で信号の送受信を行わず、ＲＮＣ６の制御信号送受信部
６１～６３からＩＷＦ－ｕ７１，７２を制御する点が、上述した第１の実施例と異なる。
同一構成要素には第１の実施例と同一符号を付してある。
　第１の実施例ではＩＷＦ－ｃ３１でＲＡＮＡＰシグナリングを認識する必要があるので
、全てのシグナリングをデコードし、「ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
」であるかどうかを認識しなければならない。これに対し、本実施例では、ＩＷＦ－ｕ７
１，７２のリソース管理をＲＮＣ６内の制御信号送受信部６１～６３で行うことで、ＩＷ
Ｆ－ｃ３１ではＲＡＮＡＰシグナリングをデコードする必要が無くなるため、ＩＷＦ－ｃ
３１の処理を軽くすることができる。
　図１１は図１０のＩＷＦ－ｃ３１及びＩＷＦ－ｕ７１の構成を示すブロック図である。
図１１において、ＩＷＦ－ｃ３１はプロトコル終端部３１２，３１４と、信号転送部３１
５とから構成されている。ＩＷＦ－ｕ７１はリソース管理部７１１と、スイッチ３２２と
、ＡＴＭ側のプロトコル終端部３２４～３２６と、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏ
ｃｏｌ）側のプロトコル終端部３２７～３２９，７１２とから構成されている。
　図１２は本実施例におけるＣ－Ｐｌａｎｅのプロトコルスタックを示す図である。図１
２において、本実施例は、プロトコルスタックでＳＣＣＰレイヤとＲＡＮＡＰレイヤとを
ＩＷＦ－ｃ３１で終端しない点が、上述した第１の実施例と異なっており、他の部分は第
１の実施例と同様である。
　図１３は本実施例によるＣＳ発呼時における動作を示すシーケンスチャートである。こ
の図１３を参照して、本実施例によるＣＳ発呼時における各装置のリソース確保までの動
作について説明する。
　図１３において、本実施例では、ＳＣＣＰコネクションをＲＮＣ６とＭＳＣ４との間で
終端し、この終端にＩＷＦ－ｃ３１は関与しない。しかしながら、ＳＣＣＰコネクション
内にＲＮＣ６で利用されている制御信号送受信部を識別するフラグを添付しているので、
ＩＷＦ－ｃ３１ではそのフラグを判別することによって、適切な制御信号送受信部を選択
することが可能になっている。
　ＭＳＣ４から送信された「ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」（第４の
リソース要求）は、ＩＷＦ－ｃ３１に関知されずＲＮＣ６まで届く（図１３のｃ６）。こ
の「ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信したＲＮＣ６は、ユーザデ
ータ用のリソースを確保する（図１３のｃ７）。リソースを確保したＲＮＣ６は、ＩＷＦ
－ｕ７１のリソースを確保するリソース要求（第３のリソース要求）をＩＷＦ－ｕ７１に
送信する（図１３のｃ８）。このリソース要求にＭＳＣ４のアドレスとともにＲＮＣ６の
アドレスを付加することで、このリソース要求がＩＰＡＬＣＡＰの「Ｅｓｔａｂｌｉｓｈ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ」の代わりにもなる。
　ＩＷＦ－ｕ７１はユーザデータ転送先であるＭＳＣ４のアドレスを取得し、ユーザデー
タ用のリソースを確保する（図１３のｃ９）。その後、ＡＬＣＡＰでＭＳＣ４に「Ｅｓｔ
ａｂｌｉｓｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する（図１３のｃ１０）。これに対してＡＬＣＡ
ＰでＩＷＦ－ｕ７１に返信される「Ｅｓｔａｂｌｉｓｈ　Ｃｏｎｆｉｒｍ」を待って（図
１３のｃ１１）、ＩＷＦ－ｕ７１はＲＮＣ６へＩＷＦ－ｕ７１のアドレスを通知する（図
１３のｃ１２）。
　その後の処理は、上述した第１の実施例と同様である。
　なお、ＩＷＦ－ｕ７２のリソースの確保を行う場合についても、同様の処理が行われる
。
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　図１４は本実施例によるＰＳ発呼時における動作を示すシーケンスチャートである。こ
の図１４を参照して、本実施例によるＰＳ発呼時における各装置のリソース確保までの動
作について説明する。
　ＰＳ呼ではＡＬＣＡＰ「Ｅｓｔａｂｌｉｓｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を利用しないため、「
ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」で（図１４のｄ１２）、ＣＳ呼とＰ
Ｓ呼とで異なる動きをしなくてもよくなる。
　本実施例では、ＩＷＦ－ｃ３１がリソース確保を行わず、ＲＮＣ６内の制御信号送受信
部６１～６３がリソース確保を行うことによって、ＩＷＦ－ｃ３１では図６及び図７に示
す判別ステップが不要となり、下位レイヤのプロトコル変換を行うのみの動作となる。
　図１５は図１０のＩＷＦ－ｕ７１の動作を示すフローチャートである。図１５において
、ステップＳ４１～Ｓ４８の処理は、図８及び図９に示す処理と同様である。ただし、ス
テップＳ２３，Ｓ２８の判断式がなく、全体として判断式が少なくなっていることから、
ＩＷＦ－ｕ７１でも処理を軽くすることが可能になっている。
　このように、本実施例では、ＲＮＣ６内の制御信号送受信部６１～６３がＩＷＦ－ｕ７
１，７２のリソース確保のためのシグナリングを制御しているので、ＩＷＦ－ｃ３１でＲ
ＡＮＡＰシグナリングをデコードしなくても良く、ＳＣＣＰコネクションも終端しなくて
も良いという効果が得られる。また、ＩＷＦ－ｃ３１とＩＷＦ－ｕ７１，７２との関係が
無くなることから、実装にもフレキシビリティが確保され、ＩＷＦ－ｕ７１，７２をＲＮ
Ｃ６内に実装することも容易となる。
　以上説明したように、上述した実施例によるＩＷＦ装置３，７はシグナリングを制御す
るＣプレーン装置と、ユーザデータを制御するＵプレーン装置とに分離しているので、ス
ケーラビリティに富んだ構成をとることができる。さらに、ＲＮＣ１，６もまた、スケー
ラビリティに富んだ構成をとることができる。なお、上述したＩＷＦ装置３，７は、異な
る物理回線の間に接続される場合ばかりではなく、同じ物理回線で中間のプロトコルが異
なる場合でも適用可能である。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】
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