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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ソースセル（１２１）からターゲット加入者グループセル（１５２）へのハンドオーバ
において移動体ノード（１１０）に対するアクセス制御を実行するネットワーク制御ノー
ド（１２０、１３０）における方法であって、前記ネットワーク制御ノード（１２０、１
３０）、前記ソースセル（１２１）及び前記ターゲット加入者グループセル（１５２）が
通信ネットワーク（１００）に含まれ、
前記方法は、
前記移動体ノード（１１０）と関連付けられたネットワークベースの許可加入者グル
ープリストを取得するステップ（６０１）と、
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ターゲット加入者グループ識別子を受信するステップ（６０２）と、
前記ターゲット加入者グループ識別子が前記取得されたネットワークベースの許可加
入者グループリストに含まれるかを検査するステップ（６０５）と、
前記ターゲット加入者グループ識別子が前記取得されたネットワークベースの許可加
入者グループリストに含まれる場合、前記ターゲット加入者グループセル（１５２）と関
連付けられたターゲットネットワーク制御ノード（１５０）から情報を取得するステップ
であって、前記情報は、前記受信した加入者グループ識別子が前記ターゲット加入者グル
ープセル（１５２）に対応することを証明する情報であるステップ（６０６）と、
前記移動体ノード（１１０）が前記ターゲット加入者グループセル（１５２）にアク
セスすることを許可するステップ（６０７）と
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を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
前記ネットワーク制御ノード（１２０、１３０）は、コアネットワーク制御ノード（１
３０）として動作するところの、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）、サービング汎
用パケット無線サービスサポートノード（ＳＧＳＮ）及び移動体通信交換局（ＭＳＣ）の
少なくともいずれかのグループに含まれるエンティティであることを特徴とする請求項１
記載の方法。
【請求項３】
前記ネットワーク制御ノード（１２０、１３０）は、ソースネットワーク制御ノード（
１２０）として動作するところの無線アクセスネットワークであることを特徴とする請求
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項１に記載の方法。
【請求項４】
前記ターゲット加入者グループセル（１５２）は、限定加入者グループセル（ＣＳＧセ
ル）であって、前記受信したターゲット加入者グループ識別子は限定加入者グループＩＤ
（ＣＳＧ ＩＤ）であることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
前記移動体ノード（１１０）と関連付けられた前記ネットワークベースの許可加入者グ
ループリストは、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）のようなデータベース（１６０）から取
得されることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
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前記ターゲットネットワーク制御ノード（１５０）から情報を取得するステップ（６０
６）は、
前記ターゲット加入者グループセル（１５２）と関連付けられた加入者グループ識別
子を含むハンドオーバ要求を、前記ネットワーク制御ノード（１２０、１３０）から前記
ターゲットネットワーク制御ノード（１５０）へ送信するステップと、
前記送信されたハンドオーバ要求に対する応答であって、前記加入者グループ識別子
が前記ターゲット加入者グループセル（１５２）の前記加入者グループアイデンティティ
に対応することを証明する情報を含む応答を、前記ターゲットネットワーク制御ノード（
１５０）から受信するステップと
を含むことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項７】
前記ターゲットネットワーク制御ノード（１５０）は、無線アクセスネットワークであ
ることを特徴とする請求項１から６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
時間測定ユニット（７３０）が前記ネットワーク制御ノード（１２０、１３０）内に含
まれ、前記方法は、
前記時間測定ユニット（７３０）から取得した時間測定値と比較することにより、前記
移動体ノード（１１０）と関連付けられた制限時間値を超えるかを検査するステップ（６
０３）と、
前記移動体ノード（１１０）と関連付けられた制限時間値を超える場合、前記移動体ノ
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ード（１１０）が前記ターゲット加入者グループセル（１５２）にアクセスするのを拒否
するステップ（６０４）と
を更に含むことを特徴とする請求項１から７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
ソースセル（１２１）からターゲット加入者グループセル（１５２）へのハンドオーバ
において移動体ノード（１１０）に対するアクセス制御を実行するネットワーク制御ノー
ド（１２０、１３０）内の装置（７００）であって、前記ネットワーク制御ノード（１２
０、１３０）、前記ソースセル（１２１）及び前記ターゲット加入者グループセル（１５
２）は、通信ネットワーク（１００）に含まれ、
前記装置（７００）は、
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前記移動体ノード（１１０）と関連付けられたネットワークベースの許可加入者グル
ープリストを取得するように構成された第１の取得ユニット（７１０）と、
ターゲット加入者グループ識別子を受信するように構成された受信ユニット（７２０
）と、
前記ターゲット加入者グループ識別子が前記取得されたネットワークベースの許可加
入者グループリストに含まれるかを検査するように構成された検査ユニット（７５０）と
、
前記ターゲット加入者グループセル（１５２）と関連付けられるターゲットネットワ
ーク制御ノード（１５０）から情報を取得するように構成された第２の取得ユニット（７
６０）と、
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前記移動体ノード（１１０）が前記ターゲット加入者グループセル（１５２）にアク
セスすることを許可するように構成されたアクセス許可ユニット（７７０）と
を備えることを特徴とする装置（７００）。
【請求項１０】
ソースセル（１２１）からターゲットネットワーク制御ノード（１５０）と関連付けら
れるターゲット加入者グループセル（１５２）へのハンドオーバにおいて移動体ノード（
１１０）に対するアクセス制御を実行するネットワーク制御ノード（１２０、１３０）を
支援する前記ターゲットネットワーク制御ノード（１５０）における方法であって、前記
ネットワーク制御ノード（１２０、１３０）、前記ターゲットネットワーク制御ノード（
１５０）及び前記ターゲット加入者グループセル（１５２）が通信ネットワーク（１００
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）に含まれ、
前記方法は、
前記ターゲット加入者グループセル（１５２）と関連付けられた加入者グループ識別
子を含むハンドオーバ要求を、前記ネットワーク制御ノード（１２０、１３０）から受信
するステップ（８０１）と、
前記受信したハンドオーバ要求に対する応答であって、前記受信した加入者グループ
識別子が前記ターゲット加入者グループセル（１５２）の前記加入者グループアイデンテ
ィティに対応することを前記ネットワーク制御ノード（１２０、１３０）が検証するのを
支援する情報を含む応答を、前記ネットワーク制御ノード（１２０、１３０）に送信する
ステップ（８０３）と
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を備えることを特徴とする方法。
【請求項１１】
前記受信した加入者グループ識別子を、前記ターゲット加入者グループセル（１５２）
の前記加入者グループアイデンティティと比較するステップ（８０２）を更に含み、
前記ネットワーク制御ノード（１２０、１３０）に送信された（８０３）前記応答は、
前記受信した加入者グループ識別子が前記ターゲット加入者グループセル（１５２）の前
記加入者グループアイデンティティに対応することを証明する情報を含むことを特徴とす
る請求項１０記載の方法。
【請求項１２】
前記ネットワーク制御ノード（１２０、１３０）に送信された（８０３）前記応答は、
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前記ターゲット加入者グループセル（１５２）の前記加入者グループアイデンティティを
含むことを特徴とする請求項１０記載の方法。
【請求項１３】
ソースセル（１２１）からターゲットネットワーク制御ノード（１５０）と関連付けら
れるターゲット加入者グループセル（１５２）へのハンドオーバにおいて移動体ノード（
１１０）に対するアクセス制御を実行するネットワーク制御ノード（１２０、１３０）を
支援する前記ターゲットネットワーク制御ノード（１５０）内の装置（９００）であって
、前記ネットワーク制御ノード（１２０、１３０）、前記ターゲットネットワーク制御ノ
ード（１５０）及び前記ターゲット加入者グループセル（１５２）は、通信ネットワーク
（１００）に含まれ、
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前記装置（９００）は、
前記ターゲット加入者グループセル（１５２）と関連付けられた加入者グループ識別
子を含むハンドオーバ要求を前記ネットワーク制御ノード（１２０、１３０）から受信す
るように構成された受信ユニット（９１０）と、
前記受信したハンドオーバ要求に対する応答であって、前記受信した加入者グループ
識別子が前記ターゲット加入者グループセル（１５２）の前記加入者グループアイデンテ
ィティに対応することを前記ネットワーク制御ノード（１２０、１３０）が検証するのを
支援する情報を含む応答を、前記ネットワーク制御ノード（１２０、１３０）に送信する
ように構成された送出ユニット（９３０）と
10

を備えることを特徴とする装置（９００）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ネットワーク制御ノードにおける方法及び装置、並びにターゲット制御ノー
ドにおける方法及び装置に関する。特に本発明は、ソースセルからターゲットセルへのハ
ンドオーバにおいて移動体ノードのアクセス制御を改善する機構に関する。
【背景技術】
【０００２】
３Ｇユニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）、並びに特に発展型パケットコア／
発展型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（ＥＰＣ／Ｅ−ＵＴＲＡＮ）とも呼ば
れる発展版ＳＡＥ／ＬＴＥ（Ｓｙｓｔｅｍ
ｏｎ／

Ｌｏｎｇ

Ｔｅｒｍ

Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ
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Ｅｖｏｌｕｔｉ

Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）及び発展型パケットシステム（ＥＰ

Ｓ）において、ＥＰＳはＥＰＣ／ＵＴＲＡＮとＥＰＣ／ＧＥＲＡＮとの組合せを更に含む
がホーム基地局の概念が採用される。ＧＥＲＡＮはＧＳＭ

ＥＤＧＥ無線アクセスネット

ワークの略語である。また、ＧＳＭは汎ヨーロッパデジタル移動体通信システムの略語で
あり、ＥＤＧＥはＧＳＭ進化型高速データレートの略語である。ホーム基地局は、３Ｇ無
線アクセス（ＵＴＲＡＮ）においてはＨｏｍｅ
Ｃ／Ｅ−ＵＴＲＡＮにおいてはＨｏｍｅ

Ｎｏｄｅ

Ｂ（ＨＮＢ）と呼ばれ、ＥＰ

ｅＮｏｄｅＢ（ＨｅＮＢ）と呼ばれる。ＨＮＢ

又はＨｅＮＢにより提供されたセルは、一般にフェムトセルと呼ばれる。ホーム基地局は
、コアネットワークにアクセスするためにホーム所有者の固定ブロードバンド接続を利用
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してプライベートホームに配置されると仮定される。他に考えられる配置場所は、キャン
パス、ショッピングモール、会社等である。ホーム所有者がホーム基地局の実際の物理的
な設置に対処することが更に仮定される。従って、ホーム基地局の配置は、オペレータの
管理下から大きく外れるため、計画するのは不可能である。ホーム基地局の概念の別の重
要な特性は、潜在的に多数のホーム基地局である。
【０００３】
ＨｅＮＢ／ＨＮＢは、通常のサービスをエンドユーザに提供し、インターネットプロト
コル（ＩＰ）による送信、特にＨｅＮＢ／ＨＮＢ所有者のブロードバンドアクセス及びイ
ンターネットを使用して移動体コアネットワークに接続する。提供された無線サービスエ
リアは、フェムトセルと呼ばれてもよい。一般的な配置の例において、フェムトウェルは

40

ＨｅＮＢ／ＨＮＢ所有者のホームを範囲に含む。
【０００４】
ローカルアクセスを提供するこの概念の主なドライバのうちの１つは、ｅＮｏｄｅＢ、
すなわちＥ−ＵＴＲＡＮ基地局又はＮｏｄｅＢ、すなわちＵＴＲＡＮ

３Ｇ

ＷＣＤＭＡ

／ＨＳＰＡ基地局を介して接続された場合よりもＨｅＮＢ／ＨＮＢを介して接続された場
合により安価な通話又はトランザクションレート／料金を提供することである。別のドラ
イバは、オペレータのｅＮｏｄｅＢ／

ＮｏｄｅＢ及びバックホール接続上の負荷を減少

することにより、オペレータの資金支出（ＣＡＰＥＸ）及び運用支出（ＯＰＥＸ）を減少
することである。
【０００５】
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Ｎｏｄｅ（ＨＮ）という用語は、３Ｇ／ＵＴＲＡＮ

又はＥＰＣ／Ｅ−ＵＴＲＡＮ

Ｈｏｍｅ

Ｈｏｍｅ

ＮｏｄｅＢ

ｅＮｏｄｅＢに対する一般的な名前として本明

細書において使用される。ＨＮは、オペレータのネットワークの境界においてＩＰｓｅｃ
保護されたと仮定されるセキュリティゲートウェイへのセキュリティ保護されたトンネル
を介してオペレータのネットワークに接続してもよい。このトンネルを介して、前記ＨＮ
ノードは、オペレータのコアネットワークのコアネットワークノード、例えばＳ１インタ
フェース又はサービング汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）サポートノード（ＳＧＳ
Ｎ）及び移動体通信交換局（ＭＳＣ）を介するモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）、
並びにサービングゲートウェイ（Ｓ−ＧＷ）、あるいはＩｕインタフェースを介するメデ
ィアゲートウェイ（ＭＧＷ）及びＭＳＣサーバ等に接続する。Ｉｕは、使用されたアクセ
ス技術に依存して、３Ｇ
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ＵＭＴＳにおいて無線アクセスネットワークとコアネットワー

クとの間、すなわち無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）又はＨＮＢゲートウェイを介す
るＨＮＢとＳＧＳＮ／ＭＳＣ／ＭＳＣサーバ／ＭＧＷとの間のインタフェースである。
【０００６】
第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）オペレータは、３Ｇ／ＵＴＲＡＮ
Ｈｏｍｅ

ＮｏｄｅＢ又はＥＰＣ／Ｅ−ＵＴＲＡＮ

Ｈｏｍｅ

ｅＮｏｄｅＢと通常の

コアネットワークノードとの間のネットワークにおいてコンセントレータノードを更に配
置してもよい。ＥＰＣ／Ｅ−ＵＴＲＡＮ規格化において、そのようなコンセントレータノ
ードは、一般に、ＨｅＮＢ解においてオプションのノードであってもよいＨｅＮＢゲート
ウェイと呼ばれる。３Ｇ

ＵＭＴＳ規格化において対応するノード名はＨＮＢゲートウェ

イであり、このノードは３Ｇ
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ＨＮＢシステムにおいて必須である。

【０００７】
ＮＡＴトラバーサルを処理する、すなわち必要に応じてカプセル化セキュリティペイロ
ード（ＥＳＰ）トラフィックに対するユーザデータグラムプロトコル（ＵＤＰ）カプセル
化を起動するインターネット鍵交換バージョン２（ＩＫＥｖ２）がＩＰｓｅｃトンネルを
確立するために使用されると仮定されるため、ＨＮと３ＧＰＰネットワークとの間の考え
られるネットワークアドレス変換／変換器（ＮＡＴ）はＩＰｓｅｃトンネルにとって問題
ではない。インターネットプロトコルセキュリティ（ＩＰｓｅｃ）は、データストリーム
の各ＩＰパケットを認証し且つ暗号化することによりＩＰ通信をセキュリティ保護する一
組のプロトコルである。ＩＫＥｖ２及び／又はＩＰｓｅｃは、セッション開始時のエージ
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ェントとセッション中に使用される暗号鍵の交渉との間で相互の認証を確立するプロトコ
ルを更に含む。以下の説明及び図面において、セキュリティゲートウェイ（ＳＥＧＷ）等
のセキュリティに関連したエンティティは省略されている。
【０００８】
この設定により、ユーザ機器（ＵＥ）等と呼ばれてもよい移動体ノードは、他のあらゆ
る移動体ノードのようにＨＮ及びコアネットワークを介して通信する。
【０００９】
ＨＮが設置される場合、運用及び保守（Ｏ＆Ｍ）システムは、コンセントレータノード
を介して適切なコアネットワークノード又はコアネットワークノードのプールに接続する
ようＨＮに指示する。すなわち、ＨｅＮＢは、おそらくＨｅＮＢゲートウェイを介してＭ
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ＭＥプールに接続し、ＨＮＢは、ＨＮＢゲートウェイを介してＳＧＳＮ及び場合によって
はＭＳＣ又はＭＳＣサーバ、あるいはそのようなノードのプールに接続する。Ｏ＆Ｍシス
テムが選択する適切なコアネットワークノード又はコアネットワークノードのプールは、
ＨＮが配置される場所をセルが範囲に含むマクロ層基地局に対応するコアネットワークノ
ード又はコアネットワークノードのプールである。コアネットワークノード又はコアネッ
トワークノードのプールをこのように選択する目的は、移動体ノードがマクロ層基地局と
ＨＮとの間又はその逆でハンドオーバされる場合にＭＭＥ間プールハンドオーバ又はＳＧ
ＳＮ間／プールハンドオーバ等のコア間ネットワークノードハンドオーバを可能な限り回
避することである。同一の原理は、アイドルモードのモビリティ、すなわち移動体ノード
がマクロ層基地局とＨＮとの間又はその逆で移動する場合にも当てはまる。この場合、コ
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ア間ネットワークノード信号伝送を実行する必要性を回避し且つホームロケーションレジ
スタ（ＨＬＲ）及び／又はホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）において移動局の新しい場所を
更新するのを回避するために、ＥＰＣ／Ｅ−ＵＴＲＡＮにおいてコア間ネットワークノー
ド登録エリア更新、すなわちトラッキングエリア更新を回避するのは有益だろう。
【００１０】
ＨＮ概念は、例えば限定加入者グループ（ＣＳＧ）等の加入者グループの概念に密接に
関連する。フェムトセルは、例えばＣＳＧセル等の加入者グループセルであると仮定され
てもよい。これは、選択された加入者のグループのみがそのセルを介してネットワークに
アクセスできることを意味する。ＣＳＧセルにおけるシステム情報同報通信において、セ
ルがＣＳＧセルであることを移動局に通知するために、ブール型ＣＳＧ指示が含まれる。
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また、ＣＳＧセル等の加入者グループセルのＣＳＧ等の加入者グループは、システム情報
の一部としてセルにおいて同報通信されてもよいＣＳＧ

ＩＤ等の加入者グループ識別子

により識別される。一般にＣＳＧセル等の各加入者グループセルは、例えばＣＳＧ
等の自身の一意の加入者グループ識別子を有するが、多数のセルに対してＣＳＧ

ＩＤ
ＩＤ等

の同一の加入者グループ識別子を規定することにより、同一の選択された加入者のグルー
プがアクセスできる加入者グループゾーンを形成することが更に可能であってもよい。し
かし、ＣＳＧセル等の加入者グループセルは、基本的にフェムトセルである必要はなく、
他のあらゆる種類のセルであってもよい。
【００１１】
従って、全ての加入者がある特定のＨＮにアクセスできるわけではなく、ある特定の加
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入者が全てのＨＮにアクセスできるわけではない。オペレータの監視下で、ＨＮの所有者
は、フェムトセル及び／又はＨＮのＣＳＧセルにアクセスできる加入者、すなわちフェム
トセルのＣＳＧに含まれる加入者を規定する。作成されたデータは、本明細書において、
ＨＮが１つのＣＳＧにのみ対応すると仮定すると同等の用語である「ＣＳＧデータ」、「
ＣＳＧ定義」又は場合によっては「ＨＮアクセスリスト」と呼ばれ、これは一般的な例で
あってもよい。これは、おそらくウェブインタフェース又はＨＮ所有者とオペレータの管
理システムとの間の他の「インタフェース」を介して実行され、ＣＳＧデータは、オペレ
ータの運用、保守、管理＆供給（ＯＭＡ＆Ｐ）システムの一部と考えられてもよいオペレ
ータのネットワークにおいてデータベースに格納される。尚、この目的のためにＨＮ所有
者と対話するエンティティは、加入者の管理／供給に当てられたエンティティ又はＯ＆Ｍ
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タスクに当てられたエンティティであってもよく、また本明細書においてそのようなエン
ティティは、説明を簡単にするためにＯＭＡ＆Ｐシステムとして既知であるものにグルー
プ化される。加入者は、無期限に、すなわち明示的に除去されるまで又は制限時間に基づ
いて「ゲスト」と呼ばれることが多いＣＳＧに含まれてもよい。厳密な機構及び形態はま
だ３ＧＰＰにおいて指定されないが、ＨＮ所有者は、統合サービスデジタル網番号（ＩＳ
ＤＮ番号）、例えば移動体加入者ＩＳＤＮ番号（ＭＳＩＳＤＮ番号）又は移動体加入者識
別番号（ＩＭＳＩ）の形態で許可された加入者を入力すると仮定されてもよい。
【００１２】
ＣＳＧデータ又はＨＮアクセスリストは、関係している移動体ノードと関連付けられた
ＣＳＧホワイトリストとしても既知であるいわゆる許可されたＣＳＧリスト（ＡＣＬ）に
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おいて反映される。各移動体ノードは、移動体ノード又はより厳密には移動体ノードを使
用する加入者が含まれる各ＣＳＧのＣＳＧ

ＩＤ、すなわち移動体ノード又は実際には加

入者がアクセスできる各フェムトセルのＣＳＧ

ＩＤを含む許可されたＣＳＧリストを有

する。ＣＳＧは、実際には移動体ノードではなく加入者のグループと関連付けられるが、
説明を簡単にするために、移動体ノードという用語は、ＣＳＧが形成されるエンティティ
として使用されてもよい。同様に、ＣＳＧホワイトリストは、実際には移動体ノードでは
なく加入者と関連付けられてもよいが、説明を簡単にするために、この状況における移動
体ノードは、ＣＳＧホワイトリストが移動体ノードに属するものとして示されてもよく且
つ移動体ノードがＣＳＧセルにアクセスできるか又はアクセスできないと言われているよ
うに、それを使用する加入者に対する「プロキシ」として使用されてもよい。
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【００１３】
加入者のＡＣＬは、他の加入者データと共に加入者のホームネットワークのＨＳＳ等の
データベースに格納されてもよいが、ＨＳＳ以外の別のデータベースが最終的にこのタス
クに対して選択されてもよい。データは、ＣＳＧデータが常駐するＯＭＡ＆Ｐシステムか
らＨＳＳに転送され、そこでＣＳＧデータは適当な加入者レコードに分配される。作成及
び更新の双方、すなわちＣＳＧデータの加入者の追加又は削除にこれを適用する。ＯＭＡ
＆ＰシステムがＡＣＬの自身のコピーを維持すること又は必要に応じてＣＳＧデータから
それらをアセンブルすることが更に可能である。無駄なアクセスの試みを回避するために
移動体ノード自身がある特定のＣＳＧセルにアクセスできるか否かを判定できるように、
加入者のＡＣＬは、汎用加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ）等の加入者の移動体ノードに
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更に格納されてもよい。ＡＣＬは、例えばオープンモバイルアライアンスデバイス管理（
ＯＭＡ

ＤＭ）又はＯＴＡ（Ｏｖｅｒ−Ｔｈｅ−Ａｉｒ）ＵＳＩＭ構成技術又はショート

メッセージサービス（ＳＭＳ）を介して、あるいは黙示的にＮＡＳ信号伝送を介して、ネ
ットワークから移動体ノードに転送されてもよい。また、アタッチ要求、トラッキングエ
リア更新（ＴＡＵ）要求又はサービス要求等のＣＳＧセルを介してネットワークアクセス
を要求する移動体ノードのＣＳＧに基づくアクセス制御をＭＭＥが実行できるように、Ｅ
ＰＳ／ＬＴＥにおいて移動体ノードのＡＣＬは、おそらくサービングＭＭＥに関連する他
の加入者データと共にＨＳＳから移動体ノードを提供するＭＭＥにダウンロードされても
よい。この機構は、３Ｇにおいて類似する可能性が高く、対応する３Ｇ手順上でＣＳＧに
基づくアクセス制御を実行するＭＭＥ、すなわちＳＧＳＮ及び／又はＭＳＣサーバに対応
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するノードを利用する。
【００１４】
許可されたＣＳＧセルの探索は、ネットワークにより管理されるのではなく、移動体ノ
ードにより自律的に処理される。許可されたＣＳＧセルを識別するために、移動体ノード
は、セルにおいてシステム情報同報通信からＣＳＧ
格納されたＣＳＧ

ＩＤを読み出し且つそれをＡＣＬに

ＩＤ／ｓと比較しなければならない。一致するものが見つけられた場

合、移動体ノードは許可されたＣＳＧセルを発見している。
【００１５】
隣接関係が通常のマクロセルに対するのと同様にＣＳＧセルに対して維持されないため
、ＣＳＧセルへのハンドオーバ中、ソース（Ｈ）ｅＮｏｄｅＢ、あるいは３Ｇにおけるソ
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ース無線ネットワークサブシステム（ＲＮＳ）又はソースＨＮＢ、あるいは２Ｇにおける
ソース基地局サブシステム（ＢＳＳ）は、他のハンドオーバ中よりも移動体ノードに大き
く依存する。従って、ハンドオーバに対して適切なターゲットセルであってもよいＣＳＧ
セルの存在を検出し且つ報告するのは移動体ノード次第である。また、ＣＳＧセルへの全
てのハンドオーバは、ＥＰＣ／Ｅ−ＵＴＲＡＮにおいてＳ１ハンドオーバ等のコアネット
ワークを介して信号を伝送される。
【００１６】
移動体ノードがＣＳＧセルにハンドオーバされる場合、ＣＳＧに基づくアクセス制御は
、ちょうど移動体ノードがＣＳＧセルにおいてＴＡＵ、ＬＡＵ又はＲＡＵを実行するか、
あるいはサービス要求を送信する場合に実行される必要がある。
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【００１７】
現在、内部ＡＣＬに基づいてネットワークにおいて規定された、すなわち許可されたＣ
ＳＧセル及び許可されなかったＣＳＧセルの移動体ノードの自身のフィルタリングを除外
するＣＳＧに基づくアクセス制御のみが、移動体ノードがアタッチ要求、トラッキングエ
リア更新（ＴＡＵ）／ロケーションエリア更新（ＬＡＵ）／ルーティングエリア更新（Ｒ
ＡＵ）要求又はサービス要求等のＣＳＧセルにアクセスする場合にサービングＭＭＥ又は
ＳＧＳＮ、あるいはＭＳＣ／ＭＳＣサーバが実行するアクセス制御である。特にＣＳＧセ
ルへのハンドオーバに対して設計／指定されたＣＳＧに基づくアクセス制御機構はない。
また、通常のＣＳＧに基づくアクセス制御をＣＳＧセルへのハンドオーバの例に適用する
ことは、著しい欠点を有する。
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【００１８】
第１に、ＣＳＧセルへのハンドオーバと組み合わせて、通常のＣＳＧに基づくアクセス
制御は、ハンドオーバが終了した後、移動体ノードが場所登録、すなわちＥＰＣ／Ｅ−Ｕ
ＴＲＡＮにおいてＴＡＵ、３ＧにおいてＲＡＵ／ＬＡＵを実行するまでトリガされない。
これは、アクセス制御が実行されるべきである場合にリソースがターゲットＣＳＧセルに
割り当てられ、リソースがソースセルにおいて解放され、且つ移動体ノードがターゲット
ＣＳＧセルにおいて既に通信していることを意味する。
【００１９】
第２に、ＴＡＵ等の場所登録は、全ての場合においてトリガされなくてもよい。ハンド
オーバが例えばＭＭＥ等の単一のコアネットワーク制御ノード（ＣＮＮ）を介して処理さ
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れ、且つターゲットＣＳＧセルに移動した後に移動体ノードが場所登録をトリガしないト
ラッキングエリア又はルーティングエリア等の登録領域に依然として存在する場合、場所
登録は存在しない。従って、非合法の移動体ノードは、ハンドオーバを介して未許可のＣ
ＳＧセルにアクセスできる。インテリジェントフェムトセルの配置戦略が例えばＭＭＥ間
ハンドオーバ等のコア間ネットワーク制御ノードハンドオーバを回避することを目的とす
るため、これは最も可能性の高い例である可能性がある。従って、例えばＭＭＥ等のサー
ビングコアネットワーク制御ノードにおける既知のＣＳＧに基づくアクセス制御は、ある
状況下でハンドオーバの例においてトリガされなくてもよい。
【００２０】
第３に、未許可のＣＳＧセルを介してアクセス権を得ることを目的とする悪意のある移
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動体ノードは、状況が一般にそれをトリガするが、ＣＳＧに基づくアクセス制御を回避す
るために後続の場所登録を単に省略してもよい。
【００２１】
従って、加入者グループセルへのハンドオーバと共にアクセス制御に対する新しい機構
が必要になる。
【発明の概要】
【００２２】
本発明の目的は、上記の欠点のうちの少なくともいくつかを除去し且つ通信ネットワー
ク内に改善された性能を提供することである。
【００２３】
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第１の態様によると、目的は、ネットワーク制御ノードにおける方法により達成される
。方法は、ソースセルからターゲット加入者グループセルへのハンドオーバにおいて移動
体ノードに対するアクセス制御を実行することを目的とする。ソースセルは、加入者グル
ープセル又は非加入者グループセルであってもよい。ネットワーク制御ノード、ソースセ
ル及びターゲット加入者グループセルは、通信ネットワークに含まれる。方法は、移動体
ノードと関連付けられたネットワークベースの許可加入者グループリストを取得すること
を含む。また、方法は、ターゲット加入者グループ識別子を受信することを更に含む。ま
た、方法は、ターゲット加入者グループ識別子が取得されたネットワークベースの許可加
入者グループリストに含まれるかをチェックすることを更に含む。ターゲット加入者グル
ープ識別子が取得されたネットワークベースの許可加入者グループリストに含まれる場合
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、ターゲット制御ノードからの情報が取得される。ターゲット制御ノードは、ターゲット
加入者グループセルと関連付けられる。取得した情報は、受信した加入者グループ識別子
がターゲット加入者グループセルに対応することを証明している。更に方法は、移動体ノ
ードがターゲット加入者グループセルにアクセスするのを許可することを含む。
【００２４】
第２の態様によると、目的は、ソースセルからターゲット加入者グループセルへのハン
ドオーバにおいて移動体ノードに対するアクセス制御を実行するネットワーク制御ノード
における装置により更に達成される。ソースセルは、加入者グループセル又は非加入者グ
ループセルであってもよい。ネットワーク制御ノード、ソースセル及びターゲット加入者
グループセルは、通信ネットワークに含まれる。装置は、第１の取得ユニットを備える。
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第１の取得ユニットは、移動体ノードと関連付けられたネットワークベースの許可加入者
グループリストを取得するように構成される。更に装置は、受信ユニットを備える。受信
ユニットは、ターゲット加入者グループ識別子を受信するように構成される。更に装置は
、検査ユニットを備える。検査ユニットは、ターゲット加入者グループ識別子が取得され
たネットワークベースの許可加入者グループリストに含まれるかをチェックするように構
成される。更に装置は、第２の取得ユニットを備える。第２の取得ユニットは、ターゲッ
ト加入者グループセルと関連付けられるターゲット制御ノードから情報を取得するように
構成される。更に装置は、アクセス許可ユニットを備える。アクセス許可ユニットは、移
動体ノードがターゲット加入者グループセルにアクセスするのを許可するように構成され
る。
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【００２５】
第３の態様によると、目的は、ターゲット制御ノードにおける方法により更に達成され
る。方法は、ネットワーク制御ノードがソースセルからターゲット加入者グループセルへ
のハンドオーバにおいて移動体ノードに対するアクセス制御を実行するのを支援すること
を目的とする。ソースセルは、加入者グループセル又は非加入者グループセルであっても
よい。ターゲット加入者グループセルは、ターゲット制御ノードと関連付けられる。ネッ
トワーク制御ノード、ターゲット制御ノード及びターゲット加入者グループセルは、通信
ネットワークに含まれる。方法は、加入者グループ識別子を含むハンドオーバ要求を受信
することを含む。加入者グループ識別子は、ターゲット加入者グループセルと関連付けら
れる。ハンドオーバ要求は、ネットワーク制御ノードから受信される。方法は、応答をネ
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ットワーク制御ノードに送信することを更に含む。応答は、受信したハンドオーバ要求へ
の応答として送信される。応答は、受信した加入者グループ識別子がターゲット加入者グ
ループセルの加入者グループアイデンティティに対応することをネットワーク制御ノード
が検証するのを支援する情報を含む。
【００２６】
第４の態様によると、目的は、ネットワーク制御ノードがソースセルからターゲット加
入者グループセルへのハンドオーバにおいて移動体ノードに対するアクセス制御を実行す
るのを支援するターゲット制御ノードにおける装置により更に達成される。ターゲット加
入者グループセルは、ターゲット制御ノードと関連付けられる。ネットワーク制御ノード
、ターゲット制御ノード及びターゲット加入者グループセルは、通信ネットワークに含ま
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れる。装置は、受信ユニットを備える。受信ユニットは、加入者グループ識別子を含むハ
ンドオーバ要求をネットワーク制御ノードから受信するように構成される。加入者グルー
プ識別子は、ターゲット加入者グループセルを識別する。また、装置は、送信ユニットを
更に備える。送信ユニットは、受信したハンドオーバ要求への応答をネットワーク制御ノ
ードに送信するように構成される。応答は、受信した加入者グループ識別子がターゲット
加入者グループセルの加入者グループアイデンティティに対応することをネットワーク制
御ノードが検証するのを支援する情報を含む。
【００２７】
本発明の方法及び装置により、ハンドオーバ処理の早期に、アクセスが制限されたター
ゲットノードに非合法の移動体ノードがアクセスするのを防止できる。従って、移動体ノ

40

ードがソースセルからターゲットセルへのハンドオーバを実行している場合に消費される
ネットワークリソースを制限できる。特に、非合法の移動体ノードは、あらゆる無線リソ
ースがターゲットＣＳＧセルに割り当てられる前に停止される。それにより、不適当なネ
ットワークリソースが割り当てられる可能性は低下し、また、あるネットワーク信号伝送
は省略されてもよい。従って、通信ネットワーク内において改善された性能が提供される
。
【００２８】
本発明の方法及び装置の他の目的、利点及び新規の特徴は、以下の詳細な説明から明ら
かとなるだろう。
【図面の簡単な説明】
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【００２９】
次に、添付の図面に関連して、本発明を更に詳細に説明する。
【図１】いくつかの実施形態に係る通信ネットワークを示す概略ブロック図である。
【図２】いくつかの実施形態に係る通信ネットワークを示すブロック図である。
【図３】いくつかの実施形態に係る通信ネットワークを示すブロック図である。
【図４】通信ネットワークにおいて方法の実施形態を示す信号伝送方式とブロック図とを
組み合わせた図である。
【図５】通信ネットワークにおいて方法の実施形態を示す信号伝送方式とブロック図とを
組み合わせた図である。
【図６】ネットワーク制御ノードにおいて方法の実施形態を示すフローチャートである。

10

【図７】ネットワーク制御ノードにおいて装置の実施形態を示すブロック図である。
【図８】ターゲットネットワーク制御ノードにおいて方法の実施形態を示すフローチャー
トである。
【図９】ターゲットネットワーク制御ノードにおいて装置の実施形態を示すブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
本発明は、ネットワーク制御ノードにおける方法及び装置、並びに以下に説明する実施
形態において実行されてもよいターゲットネットワーク制御ノードにおける方法及び装置
として規定される。しかし、本発明は、多くの種々の形態で具体化されてもよく、本明細

20

書において説明される実施形態に限定されるのもとして解釈されるべきではない。これら
の実施形態は、その開示内容が完璧で完全なものとなり、本発明の範囲が完全に理解され
るように提供される。本発明の方法及び／又は装置を開示された特定の形態のうちのいず
れかに限定する意図はなく、逆に本発明の方法及び／又は装置は、請求の範囲により規定
されるような本発明の範囲内の全ての変更、等価物及び代替物を範囲に含むべきであるこ
とが理解されるべきである。
【００３１】
当然、本発明は、本発明の必須の特徴から逸脱せずに、特に本明細書において説明され
る方法以外の方法で実行されてもよい。本発明の実施形態は、限定するものではなく例示
するものとして全ての点において考慮されるべきであり、添付の請求の範囲の意味及び等
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価の範囲内の全ての変更は、請求の範囲に含まれることを意図する。
【００３２】
図１は、通信ネットワーク１００の概略図である。移動体ノード１１０は、ソースネッ
トワーク制御ノード等のネットワーク制御ノード１２０と関連付けられるソースセル１２
１からターゲット加入者グループセル１５２に移動している。ターゲット加入者グループ
セル１５２は、ターゲットネットワーク制御ノード１５０と関連付けられる。ネットワー
ク制御ノード１２０は、例えば有線接続を介してコアネットワーク制御ノード（ＣＮＮ）
等のネットワーク制御ノード１３０に接続される。また、ターゲットネットワーク制御ノ
ード１５０は、例えば有線接続を介してコアネットワーク制御ノード（ＣＮＮ）等のター
ゲットコアネットワーク制御ノード１４０に接続される。いくつかの実施形態によると、

40

更にネットワーク制御ノード１３０及びターゲットコアネットワーク制御ノード１４０は
、例えば有線接続を介して接続される。しかし、いくつかの実施形態によると、ネットワ
ーク制御ノード１３０及びターゲットコアネットワーク制御ノード１４０は、同一のコア
ネットワーク制御ノード１３０内に並列配置されてもよい。更にネットワーク制御ノード
１３０は、データベース１６０に接続される。
【００３３】
移動体ノード１１０は、いくつかの実施形態によると、無線通信デバイス、無線通信端
末、移動体携帯電話、パーソナル通信システム端末、パーソナルデジタルアシスタント（
ＰＤＡ）、ラップトップコンピュータ、ユーザ機器（ＵＥ）、コンピュータ又は無線リソ
ースを管理できる他のあらゆる種類のデバイスにより示されてもよい。
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【００３４】
ネットワーク制御ノード１２０は、いくつかの実施形態によると、ソース制御ノード、
無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）、無線アクセスネットワークサブシステム（ＲＡＮ
Ｓ）又はＨＲＡＮＳと呼ばれてもよい。ＨＲＡＮＳは、関係している基地局がＨｏｍｅ
（ｅ）ＮｏｄｅＢ、すなわちＨｏｍｅ

Ｎｏｄｅ

Ｂ又はＨｏｍｅ

ｅＮｏｄｅＢのいず

れかであるＲＮＡＳである。場合によっては、ネットワーク制御ノード１２０は、Ｈｏｍ
ｅ

（ｅ）ＮｏｄｅＢをコアネットワークに接続してもよいＨｏｍｅ

（ｅ）ＮｏｄｅＢ

ゲートウェイを更に含む。しかし、ネットワーク制御ノード１２０は、使用される無線ア
クセス技術及び専門用語に依存して、ＥＰＳにおいてはソースｅＮｏｄｅＢ又はソースＨ
ｏｍｅ

（ｅ）ＮｏｄｅＢ、３Ｇにおいてはソース無線ネットワークサブシステム、すな

わち無線ネットワーク制御装置及びそれに接続されたＮｏｄｅＢ又はソースＨｏｍｅ
ｏｄｅ

10

Ｎ

Ｂ、あるいは２Ｇにおいてはソース基地局サブシステムであってもよい。２Ｇに

おけるソース基地局サブシステムは、基地局制御装置及びそれに接続された無線基地局を
含んでもよい。後続の説明において、ソースネットワーク制御ノード１２０という用語が
使用されるが、より明確にするために、ソースネットワーク制御ノード１２０という用語
は、例えばネットワーク制御ノード１２０等の列挙された用語のうちのいずれかに対応す
ると考えられるべきである。
【００３５】
ソースセル１２１は、ＣＳＧセル、フェムトセル、通常のマクロセル又は他のあらゆる
20

任意の種類のセルであってもよい。
【００３６】
コアネットワーク制御ノード（ＣＮＮ）と呼ばれてもよいネットワーク制御ノード１３
０及びターゲットコアネットワーク制御ノード１４０は、ＥＰＣ／

Ｅ−ＵＴＲＡＮにお

いてモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）であってもよい。２Ｇ及び／又は３Ｇにおい
て、ソースコアネットワーク制御ノード１３０及び／又はターゲットコアネットワーク制
御ノード１４０は、ＳＧＳＮ又は場合によってはＭＳＣ／ＭＳＣサーバであってもよい。
後続の説明において、コアネットワーク制御ノード１３０という用語が使用されるが、よ
り明確にするために、コアネットワーク制御ノード１３０という用語は、例えばネットワ
ーク制御ノード１３０等の列挙された用語のうちのいずれかに対応すると考えられるべき
30

である。
【００３７】
ターゲットネットワーク制御ノード１５０は、いくつかの実施形態によると、無線アク
セスネットワーク（ＲＡＮ）、無線アクセスネットワークサブシステム（ＲＡＮＳ）又は
ＨＲＡＮＳと呼ばれてもよい。ＨＲＡＮＳは、関係している基地局がＨｏｍｅ
ｏｄｅＢ、すなわちＨｏｍｅ

Ｎｏｄｅ

Ｂ又はＨｏｍｅ

（ｅ）Ｎ

ｅＮｏｄｅＢのいずれかであ

るＲＮＡＳである。場合によっては、ターゲットネットワーク制御ノード１５０は、Ｈｏ
ｍｅ

（ｅ）ＮｏｄｅＢをコアネットワークに接続してもよいＨｏｍｅ

（ｅ）Ｎｏｄｅ

Ｂゲートウェイを更に含む。２Ｇにおけるターゲット基地局サブシステムは、基地局制御
装置及びそれに接続された無線基地局を含んでもよい。また、いくつかの実施形態による
と、ターゲットネットワーク制御ノード１５０は、例えばＨｏｍｅ

ｅＮｏｄｅＢゲート
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ウェイ等のゲートウェイ（ＧＷ）にであってもよい。
【００３８】
ターゲット加入者グループセル１５２は、ＣＳＧセル、フェムトセル、アクセス制約の
ある通常のマクロセル又はアクセスが制限された他のあらゆる任意の種類のセルであって
もよい。しかし、以下の説明のための例示的な実施形態において、ターゲット加入者グル
ープセル１５２は、ＣＳＧセルとして具体化される。
【００３９】
データベース１６０は、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）又は加入者に関連したデータを
格納するように構成された他のあらゆる任意のデータベースであってもよい。一例として
、ホワイトリスト、アクセス制御リスト又はネットワークベースの許可加入者グループリ
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ストと呼ばれてもよいネットワークベースの許可ＣＳＧリスト（ＡＣＬ）は、データベー
ス１６０に格納されてもよい。
【００４０】
いくつかの実施形態によると、ターゲット加入者グループ識別子は、移動体ノード１１
０と関連付けられたネットワークベースの許可加入者グループリストに含まれてもよい。
従って、例えば許可されたＣＳＧリスト（ＡＣＬ）等のネットワークベースの許可加入者
グループリストは、いくつかの実施形態によると、移動体ノード１１０がアクセスを許可
されてもよいターゲット加入者グループセル１５２と関連付けられるか又はターゲット加
入者グループセル１５２を識別するターゲット加入者グループ識別子のリストを含んでも
よい。また、加入者グループセル１５２への制限時間アクセスを有するある特定の加入者

10

及び／又は移動体ノード１１０と関連付けられたオプションの時間制限は、ネットワーク
ベースの許可加入者グループ内に含まれてもよい。
【００４１】
いくつかの実施形態によると、許可されたＣＳＧリスト（ＡＣＬ）は、通信ネットワー
ク１００内のいくつかの位置に存在してもよい。従って、例えばＨＳＳ等のデータベース
１６０は、１人の加入者に対して完璧なＡＣＬリストを有してもよい。データベース１６
０における加入者の識別は、例えば移動体加入者識別番号（ＩＭＳＩ）コードの形態で実
行されてもよい。このＡＣＬリストは、公衆陸上移動体ネットワーク（ＰＬＭＮ）毎に、
例えば各ＰＬＭＮに５０個に制限されてもよい許可されたＣＳＧ

ＩＤと、それらに対応

するオプションの期限切れタイマとを含んでもよい。あるいは、各加入者は、ＰＬＭＮ毎
に１つのＡＣＬを有してもよいが、全てのＰＬＭＮのＣＳＧ

20

ＩＤが同一のＡＣＬ、すな

わち加入者毎に単一の包括的なＡＣＬに含まれると仮定されてもよい。データベース１６
０は、加入者データの一部としてＡＣＬリストをＭＳＣ／ＳＧＳＮ／ＭＭＥに送信しても
よいが、このＰＬＭＮに適用可能なデータの部分のみを送信してもよい。従って、ＭＭＥ
／ＳＧＳＮ／ＭＳＣにおけるリストは、完全なＡＣＬリストの一部又はユーザが１つのＰ
ＬＭＮにおいてＣＳＧ

Ｉｄのみを有する場合には完全なＡＣＬリストであってもよく、

これは一般的な例であると仮定されてもよい。データベース１６０の加入データにおいて
、ＭＳＩＳＤＮはパラメータのうちの１つであってもよいが、ＭＭＥ又はＳＧＳＮにおけ
る主な使用法は、ある特定のインタフェース上である特定のメッセージにＭＳＩＳＤＮを
30

追加することであってもよい。
【００４２】
いくつかの実施形態によると、移動体ノード１１０は、ホーム公衆陸上移動体ネットワ
ーク（ＨＰＬＭＮ）においてサーバから完璧なＡＣＬリストを取得すると仮定されてもよ
く、その結果このサーバは、データベース１６０からリストを取得してもよい。しかし、
加入者等が自身のＣＳＧ

Ｉｄにのみアクセスする必要があるＨ（ｅ）ＮＢ所有者である

ように、ＡＣＬリスト等は移動体ノード１１０になるように構成されてもよい。
【００４３】
いくつかの実施形態によると、Ｈ（ｅ）ＮＢ所有者は、友人が例えば限られた期間Ｈ（
ｅ）ＮＢ

ＣＳＧ

Ｉｄにアクセスすることを許可してもよい。Ｈ（ｅ）ＮＢ所有者は、

例えばＨＰＬＭＮにおいてポータルにアクセスし、Ｈ（ｅ）ＮＢ

ＣＳＧ

Ｉｄへのアク

40

セスを許可されてもよい全ての移動体ノードのアイデンティティ又は移動体ノードを使用
する加入者を追加してもよい。また、Ｈ（ｅ）ＮＢ所有者等のプライベートユーザが友人
のアイデンティティを追加しやすくするために、友人／他の移動体ノードを識別するのに
ＭＳＩＳＤＮ、すなわち友人の電話番号を使用することはユーザが利用しやすい選択であ
ると考えられる。また、ポータルは、ＭＳＩＳＤＮをＩＭＳＩに変換し、これを何らかの
方法でデータベース１６０に追加できるように構成されてもよい。
【００４４】
通信システム１００は、いくつかの任意の限定しない例にのみ言及すると、例えばＳｙ
ｓｔｅｍ

Ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ

ｖｏｌｕｔｉｏｎ

Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ／

Ｌｏｎｇ

Ｔｅｒｍ

Ｅ

（ＳＡＥ／ＬＴＥ）、発展型パケットコア／発展型ユニバーサル地上
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無線アクセスネットワーク（ＥＰＣ／Ｅ−ＵＴＲＡＮ）、発展型パケットシステム（ＥＰ
Ｓ）、汎ヨーロッパデジタル移動体通信システム（ＧＳＭ）、ＧＳＭ進化型高速データレ
ート（ＥＤＧＥ）、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）、符号分割多元接続（ＣＤＭ
Ａ）、広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）、ＣＤＭＡ

２０００、高速ダウンリンク

パケットデータアクセス（ＨＳＤＰＡ）、高速アップリンクパケットデータアクセス（Ｈ
ＳＵＰＡ）、高速データレート（ＨＤＲ）高速パケットデータアクセス（ＨＳＰＡ）、ユ
ニバーサル移動体通信システム（ＵＭＴＳ）等の技術に基づいてもよい。
【００４５】
通信システム１００内に含まれたいずれかのノード、いくつかのノード又は全てのノー
ドは、運用及び保守のために通信リンクと共に接続されてもよい。

10

【００４６】
本発明の概念は、ターゲット加入者グループセル１５２へのハンドオーバにおいて使用
されるアクセス制御機構を導入することであり、これは、ターゲット加入者グループセル
１５２のターゲット加入者グループ識別子が移動体ノード１１０のネットワークベースの
許可加入者グループリストに含まれることをチェックすることに基づく。許可された加入
者グループリストは、実際には移動体ノード１６０ではなく加入者に関係するが、加入者
が使用している移動体ノード１６０に更に格納されてもよく、説明を簡単にするために、
移動体ノード１６０を使用する加入者に対する一種のプロキシとして移動体ノード１６０
に関係するものとして許可された加入者グループリストを示す方が便利だろう。
【００４７】

20

ネットワークベースの許可加入者グループリストは、データベース１６０によりコアネ
ットワーク制御ノード１３０に提供される。コアネットワーク制御ノード１３０は、ＥＰ
Ｃ／Ｅ−ＵＴＲＡＮにおいてＭＭＥ等であってもよい。ターゲット加入者グループセル１
５２のターゲット加入者グループ識別子は、ターゲット加入者グループセル１５２を制御
するように構成される移動体ノード１１０又はターゲットネットワーク制御ノード１５０
のいずれかにより提供される。いくつかの実施形態によると、ターゲットネットワーク制
御ノード１５０は、ＥＰＣ／Ｅ−ＵＴＲＡＮにおいてＨｅＮＢ等であってもよい。実際の
チェックは、ソースコアネットワーク制御ノード１３０により実行されてもよい。いくつ
かの実施形態によると、ソースコアネットワーク制御ノード１３０は、いくつかの可能な
オプションにのみ言及すると、例えばＭＭＥ、ＭＳＣ又はＳＧＳＮであってもよい。ある
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いは、可能な変形例として、実際のチェックは、いくつかの実施形態によるとソースネッ
トワーク制御ノード１２０により実行されてもよい。ソースネットワーク制御ノード１２
０は、例えばｅＮＢ又はＲＮＣであってもよい。このアクセス制御が移動体ノード１１０
により提供されたターゲットセルターゲット加入者グループ識別子に基づく場合、ターゲ
ット加入者グループセル１５２を制御するターゲットネットワーク制御ノード１５０は、
ハンドオーバが終了するように、移動体ノード１１０がターゲット加入者グループセル１
５２へのアクセスを許可される前に、移動体ノード１１０により提供されたターゲット加
入者グループ識別子が実際にはターゲット加入者グループセル１５２のターゲット加入者
グループ識別子に一致することを確認してもよい。オプションとして、移動体ノード１１
０は、ターゲット加入者グループセル１５２をターゲットセル候補として報告する前にタ
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ーゲット加入者グループセル１５２候補のターゲット加入者グループ識別子が移動体ノー
ド１１０に基づく許可された加入者グループリストに含まれることをチェックすることに
より、ターゲット加入者グループセル１５２候補の集合を取り除く。
【００４８】
本発明を考えるのに適切である例には、同一の無線アクセス技術に基づくソースセル１
２１からターゲット加入者グループセル１５２へのハンドオーバ（ＲＡＴ内ハンドオーバ
）及び種々の無線アクセス技術に基づくセル１２１とセル１５２との間のハンドオーバ（
ＲＡＴ間ハンドオーバ）の双方が含まれる。更にソースセル１２１は、いくつかの実施形
態によると、例えばＣＳＧセル等の加入者グループセルであってもよい。
【００４９】
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ＲＡＴ内ハンドオーバの例には、ＬＴＥ内ハンドオーバ及び３Ｇ内ハンドオーバ等が含
まれてもよい。
【００５０】
ＲＡＴ間ハンドオーバの例には、２Ｇから３Ｇ、例えばＧＥＲＡＮからＵＴＲＡＮへの
ハンドオーバが含まれてもよい。別のＲＡＴ間ハンドオーバの例は、３ＧからＥＰＣ／Ｅ
−ＵＴＲＡＮ、例えばＵＴＲＡＮからＥ−ＵＴＲＡＮであってもよい。更に、ＲＡＴ間ハ
ンドオーバの例の一例は、ＥＰＣ／Ｅ−ＵＴＲＡＮから３Ｇ、例えばＥ−ＵＴＲＡＮから
ＵＴＲＡＮであってもよい。現在説明された方法は、例えば２ＧからＥＰＣ／Ｅ−ＵＴＲ
ＡＮへのハンドオーバに更に適用されてもよい。
10

【００５１】
図２は、通信ネットワーク１００を介する概略図であり、コア間ネットワーク制御ノー
ドハンドオーバの例に対する一般的な信号伝送を示す。コアネットワークプールの概念が
使用される場合、ソースコアネットワーク制御ノード１３０及びターゲットコアネットワ
ーク制御ノード１４０は種々のプールに属すると仮定される。
【００５２】
図３は、通信ネットワーク１００を介する概略図であり、コア内ネットワーク制御ノー
ドハンドオーバの例に対する一般的な信号伝送を示す。
【００５３】
以下は、図２及び図３における信号伝送の一般的な説明である。番号１〜９は、通信ネ
ットワーク１００内に含まれたエンティティ間で送信された信号伝送メッセージ及びコマ

20

ンドのうちのいくつかを示している。
【００５４】
メッセージ１
移動体ノード１１０は、ハンドオーバのために隣接するターゲット加入者グループセル
１５２候補の測定値及び１つ又は複数のアイデンティティを報告する。ターゲット加入者
グループセル１５２候補は、ＣＳＧセル等であってもよい。これは、Ｅ−ＵＴＲＡＮにお
いて例えばＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔＲｐｏｒｔ等の無線リソース制御メッセージ（ＲＲＣ
メッセージ）であってもよい。
【００５５】
30

メッセージ２〜４
メッセージ２〜４は、ハンドオーバの準備に伴う信号を含んでもよい。例えばＥＰＣ／
Ｅ−ＵＴＲＡＮにおいて限定しない例、すなわちＳ１アプリケーションプロトコル（Ｓ１
ＡＰ）メッセージであってもよい２＝ＨＡＮＤＯＶＥＲ

ＲＥＱＵＩＲＥＤ、ＧＰＲＳ

トンネリングプロトコル（ＧＴＰ）メッセージであってもよい３＝Ｆｏｒｗａｒｄ
ｌｏｃａｔｉｏｎ
ＶＥＲ

Ｒｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ、Ｓ１ＡＰメッセージであってもよい４＝ＨＡＮＤＯ

ＲＥＱＵＥＳＴとして。Ｓ１は、ＥＰＳにおいて無線アクセスネットワークとコ

アネットワークとの間、すなわちｅＮｏｄｅＢとＭＭＥ／サービングゲートウェイと間の
インタフェースである。
【００５６】
40

メッセージ５〜７
ハンドオーバの準備ができたことを確認する信号。例えば、ＥＰＣ／Ｅ−ＵＴＲＡＮに
おいて、Ｓ１ＡＰメッセージであってもよい５＝ＨＡＮＤＯＶＥＲ

ＲＥＱＵＥＳＴ

ＣＫＮＯＷＬＥＤＧＥ、ＧＴＰメッセージであってもよいＦｏｒｗａｒｄ
ｔｉｏｎ

Ａ

Ｒｅｌｏｃａ

Ｒｅｓｐｏｎｓｅ、Ｓ１ＡＰメッセージであってもよい７＝ＨＡＮＤＯＶＥＲ

ＣＯＭＭＡＮＤ。
【００５７】
メッセージ８
ハンドオーバを実行するコマンド。そのようなコマンドの限定しない例は、Ｅ−ＵＴＲ
ＡＮにおいてＲＲＣメッセージであってもよいＲＲＣＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎＲｅｃｏｎｆ
ｉｇｕｒａｔｉｏｎ等であってもよい。
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【００５８】
メッセージ９
移動体ノード１１０、ターゲットネットワーク制御ノード１５０及びターゲットコアネ
ットワーク制御ノード１４０を含む更なる信号伝送、すなわち信号伝送は、図面が移動体
ノード１１０とターゲットネットワーク制御ノード１５０との間でのみこの動作を示す場
合でもターゲットコアネットワーク制御ノード１４０を更に含む。
【００５９】
Ｓ／Ｔコンテナ
データは、例えばいくつかの実施形態に係るＳ／Ｔコンテナにおいて、信号伝送メッセ
ージ２〜４を介してソースネットワーク制御ノード１２０からターゲットネットワーク制

10

御ノード１５０に転送されてもよい。このデータは、ソースコアネットワーク制御ノード
１３０及び／又はターゲットコアネットワーク制御ノード１４０により解釈されなくても
よい。
【００６０】
Ｔ／Ｓコンテナ
データは、例えばいくつかの実施形態に係るＴ／Ｓコンテナにおいて、信号伝送メッセ
ージ５〜７を介してターゲットネットワーク制御ノード１５０からソースネットワーク制
御ノード１２０に転送されてもよい。このデータは、ソースコアネットワーク制御ノード
１３０及び／又はターゲットコアネットワーク制御ノード１４０により解釈されなくても
よい。

20

【００６１】
本発明は、ＲＡＴ内の例及びＲＡＴ間の例の双方に対して適用可能であってもよい。更
に、いくつかの実施形態によると、本発明は、当該全てのエンティティがＣＳＧ概念をサ
ポートし及び／又はソースネットワーク制御ノード１２０がＣＳＧ概念をサポートしない
通信ネットワーク１００において適用されてもよい。しかし、いくつかの実施形態による
と、コアネットワーク制御ノード１３０はＣＳＧ概念をサポートしなくてもよい。
【００６２】
一般に、セルへのハンドオーバにおける本発明のアクセス制御機構は、３つのステップ
、すなわちステップＡ〜Ｃを含んでもよい。
【００６３】

30

ステップＡ
オプションの早期フィルタリング。移動体ノード１１０は、許可されたＣＳＧリスト（
ＡＣＬ）、あるいはＣＧＳホワイトリスト又は単にホワイトリストと呼ばれてもよい移動
体ノード１１０に基づく許可された加入者グループリストにターゲット加入者グループ識
別子が含まれる場合にのみ、ターゲットセル１５２及び例えばターゲットセル１５２のＣ
ＳＧＩＤ等のターゲット加入者グループ識別子をソースネットワーク制御ノード１２０に
報告してもよい。ターゲットセル１５２がＣＳＧセルでない場合、移動体ノード１１０は
、空／無効のターゲット加入者グループ識別パラメータをソースネットワーク制御ノード
１２０に報告してもよい。移動体ノード１１０は、ＣＳＧ概念をサポートしない場合、タ
ーゲット加入者グループ識別パラメータを全く報告しなくてもよい。例えば全ての移動体

40

ノード１１０がＣＳＧ概念をサポートしてもよいため、このステップはオプションである
。
【００６４】
ステップＢ
許可された加入者グループリスト、すなわちデータベース１６０から取得されたネット
ワークベースの許可加入者グループリストに対してターゲット加入者グループ識別子をチ
ェックする。データベース１６０は、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）であってもよい。い
くつかの実施形態によると、ターゲット加入者グループ識別子が移動体ノードのネットワ
ークベースの許可加入者グループリストに含まれる場合、ハンドオーバが認められてもよ
い。

50

(16)

JP 5484487 B2 2014.5.7

【００６５】
ステップＣ
ターゲットネットワーク制御ノード１５０は、例えば報告されたセルＩＤにより識別さ
れたように、移動体ノード１１０により報告されたターゲット加入者グループ識別子が実
際のターゲットセル１５２の加入者グループ識別子に一致することをチェックする。移動
体ノード１１０により報告されたターゲット加入者グループ識別子がターゲットセル１５
２の加入者グループ識別子に一致しない場合、アクセスを許可できないため、ハンドオー
バ処理は中断されるだろう。尚、空／無効のターゲット加入者グループ識別パラメータが
ＣＳＧターゲットセル１５２でないことを示すため、加入者グループ識別子に全く一致し
なくてもよい。従って、ターゲットセル１５２がＣＳＧセルである場合にチェックが失敗

10

する可能性がある。いくつかの実施形態によると、ステップＢが移動体ノード１１０によ
り報告されたターゲット加入者グループ識別子に基づく場合にのみこのステップＣが実行
されてもよい。
【００６６】
従って、いくつかの実施形態によると、ステップＡはオプションであり、ステップＣは
条件付きである。ステップＢ及びステップＣの順序は逆になってもよい。
【００６７】
以下は、上述のアクセス制御機構をサポートするための当該エンティティの各々の挙動
である。
20

【００６８】
移動体ノード１１０
移動体ノード１１０は、ＣＳＧ概念をサポートする場合、測定値報告においてターゲッ
ト加入者グループ識別パラメータ、すなわちハンドオーバターゲットセル１５２候補の加
入者グループ識別子を含むことを意図したパラメータをソースネットワーク制御ノード１
２０に報告する。ターゲットセル１５２候補がＣＳＧセルである場合、ターゲット加入者
グループ識別パラメータは、ターゲットセル１５２候補のＣＳＧ

ＩＤを含む。ターゲッ

トセル１５２候補がＣＳＧセルでない場合、ターゲット加入者グループ識別パラメータは
空／無効である。移動体ノード１１０は、報告するためにステップＡの下で上述されたよ
うなアクセス制御、すなわちターゲットＣＳＧセル１５２候補の選択的フィルタリングを
30

更に実行してもよい。
【００６９】
移動体ノード１１０は、ＣＳＧ概念をサポートしない場合、測定値報告においてターゲ
ット加入者グループ識別パラメータをソースネットワーク制御ノード１２０に全く報告し
なくてもよく、アクセス制御ステップＡを更に実行しなくてもよい。
【００７０】
以下に例の手順２として示された１つの変形例において、移動体ノード１１０は、ＣＳ
Ｇ概念をサポートする場合でも、ターゲット加入者グループ識別パラメータをソースネッ
トワーク制御ノード１２０に全く報告しない。
【００７１】

40

ソースネットワーク制御ノード１２０
いくつかの実施形態によると、ソースネットワーク制御ノード１２０とコアネットワー
ク制御ノード１３０との間の接続及び／又はコンテキストが移動体ノード１１０に対して
確立される場合、ソースネットワーク制御ノード１２０は、コアネットワーク制御ノード
１３０から移動体ノード１１０のネットワークベースの許可加入者グループリストを受信
してもよい。ＥＰＣ／Ｅ−ＵＴＲＡＮにおいて、例えば、Ｓ１接続が移動体ノード１１０
に対して確立される場合、Ｓ−（Ｈ）ｅＮＢは、Ｓ１ＡＰ
ＸＴ

ＳＥＴＵＰ

ＩＮＩＴＩＡＬ

ＣＯＮＴＥ

ＲＥＱＵＥＳＴメッセージにおいて許可された加入者グループリスト

をソースＭＭＥから受信してもよい。
【００７２】
ソースネットワーク制御ノード１２０は、ＣＳＧ概念をサポートし、移動体ノード１１
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０からターゲット加入者グループ識別パラメータを受信し、且つ移動体ノード１１０のネ
ットワークベースの許可加入者グループリストをコアネットワーク制御ノード１３０から
受信していない場合、Ｓ／Ｔコンテナにおいて信号伝送メッセージ２におけるターゲット
加入者グループ識別パラメータをコアネットワーク制御ノード１３０及びターゲットネッ
トワーク制御ノード１５０に転送する。オプションとして、いくつかの実施形態によると
、信号伝送メッセージ２におけるターゲット加入者グループ識別パラメータは、コアネッ
トワーク制御ノード１３０に転送されてもよい。
【００７３】
ソースネットワーク制御ノード１２０は、ＣＳＧ概念をサポートし、移動体ノード１１
０からターゲット加入者グループ識別パラメータを受信し、且つ移動体ノード１１０のネ

10

ットワークベースの許可加入者グループリストをコアネットワーク制御ノード１３０から
受信した場合、ターゲット加入者グループ識別パラメータが空／無効でなかったならば、
アクセス制御ステップＢを実行してもよい。アクセス制御を実行したことによりアクセス
が受け入れられる場合、ソースネットワーク制御ノード１２０は、Ｓ／Ｔコンテナにおい
てターゲット加入者グループ識別パラメータをターゲットネットワーク制御ノード１５０
に転送する。アクセス制御を実行したことによりアクセスが拒否される場合、ソースネッ
トワーク制御ノード１２０は、いくつかの実施形態によるとハンドオーバ信号伝送に進ま
なくてもよい。
【００７４】
いくつかの実施形態によると、ソースネットワーク制御ノード１２０は、移動体ノード

20

１１０からターゲット加入者グループ識別パラメータを全く受信しない場合、アクセス制
御ステップＢを実行しなくてもよいため、ターゲット加入者グループ識別パラメータをコ
アネットワーク制御ノード１３０又はターゲットネットワーク制御ノード１５０のいずれ
にも全く転送しなくてもよい。
【００７５】
ソースネットワーク制御ノード１２０は、ＣＳＧ概念をサポートしない場合、移動体ノ
ード１１０から受信したあらゆるターゲット加入者グループ識別パラメータを廃棄しても
よい。従って、いくつかの実施形態によると、ソースネットワーク制御ノード１２０は、
アクセス制御ステップＢを実行しなくてもよく、それに応じてターゲット加入者グループ
識別パラメータをコアネットワーク制御ノード１３０又はターゲットネットワーク制御ノ
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ード１５０のいずれにも全く転送しなくてもよい。
【００７６】
尚、ソースネットワーク制御ノード１２０がＳ−ＨＲＡＮＳである場合、すなわちソー
スＮｏｄｅＢ／

ｅＮｏｄｅＢがＨｏｍｅ

Ｎｏｄｅ

Ｂ又はＨｏｍｅ

ｅＮｏｄｅＢで

ある場合、説明された挙動を更に適用する。
【００７７】
コアネットワーク制御ノード１３０
コアネットワーク制御ノード１３０とソースネットワーク制御ノード１２０との間の接
続及びコンテキストが移動体ノード１１０に対して確立される場合、コアネットワーク制
御ノード１３０は、移動体ノード１１０のネットワークベースの許可加入者グループリス

40

トをソースネットワーク制御ノード１２０に転送してもよい。いくつかの実施形態による
と、ＥＰＣ／Ｅ−ＵＴＲＡＮにおいて、例えばソースＭＭＥは、Ｓ１ＡＰ
Ｌ

ＣＯＮＴＥＸＴ

ＳＥＴＵＰ

ＩＮＩＴＩＡ

ＲＥＱＵＥＳＴメッセージにおいて許可された加入者

グループリストをソース（Ｈ）ｅＮＢに転送してもよい。
【００７８】
いくつかの実施形態によると、コアネットワーク制御ノード１３０は、信号伝送メッセ
ージ２においてソースネットワーク制御ノード１２０からターゲット加入者グループ識別
パラメータを受信する場合、アクセス制御ステップＢを実行してもよい。
【００７９】
コアネットワーク制御ノード１３０は、信号伝送メッセージ２においてソースネットワ
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ーク制御ノード１２０からターゲット加入者グループ識別パラメータを全く受信しない場
合、いくつかの実施形態によると、信号伝送メッセージ３において移動体ノード１１０の
ネットワークベースの許可加入者グループリストをターゲットネットワーク制御ノード１
４０に送信してもよい。
【００８０】
また、上記のいずれも実行されない場合、すなわちコアネットワーク制御ノード１３０
が信号伝送メッセージ６においてターゲットネットワーク制御ノード１４０からターゲッ
ト加入者グループ識別子を受信する場合、コアネットワーク制御ノード１３０はアクセス
制御ステップＢを実行してもよい。
【００８１】

10

いくつかの実施形態によると、コアネットワーク制御ノード１３０は、ＣＳＧ概念をサ
ポートしない場合、上述の方法ステップのうちのいずれも実行しなくてもよい。
【００８２】
全ての場合において、コアネットワーク制御ノード１３０は、信号伝送メッセージ３に
おいてＳ／Ｔコンテナを転送し、信号伝送メッセージ７においてＴ／Ｓコンテナを転送す
る。
【００８３】
ターゲットネットワーク制御ノード１４０
いくつかの実施形態によると、ターゲットネットワーク制御ノード１４０が移動体ノー
ド１１０のネットワークベースの許可加入者グループリストをソースネットワーク制御ノ

20

ード１２０から受信する場合又はターゲットのネットワーク制御ノード１４０及びコアネ
ットワーク制御ノード１３０が同一のエンティティ、すなわちＳ／Ｔ−ＣＮＮ等である場
合、ターゲットネットワーク制御ノード１４０は、信号伝送メッセージ４において許可さ
れた加入者グループリストをターゲットネットワーク制御ノード１５０に転送してもよい
。しかし、いくつかの実施形態によると、ターゲットネットワーク制御ノード１４０は、
ターゲットネットワーク制御ノード１５０から信号伝送メッセージ５におけるターゲット
加入者グループ識別子を受信した後にアクセス制御ステップＢを実行してもよい。
【００８４】
ターゲットネットワーク制御ノード１４０は、コアネットワーク制御ノード１３０から
移動体ノード１１０のネットワークベースの許可加入者グループリストを受信しないが、

30

信号伝送メッセージ５においてターゲットネットワーク制御ノード１５０からターゲット
加入者グループ識別子を受信する場合、いくつかの実施形態によると信号伝送メッセージ
６においてターゲット加入者グループ識別子をコアネットワーク制御ノード１３０に転送
してもよい。ＣＳＧに基づく課金をサポートするために、すなわちアクセス制御のためだ
けではなく、メッセージ６においてターゲット加入者グループ識別子が提供されてもよい
。
【００８５】
本明細書において説明した例において、ターゲットネットワーク制御ノード１４０は、
信号伝送メッセージ４においてＳ／Ｔコンテナを転送してもよく、信号伝送メッセージ６
においてＴ／Ｓコンテナを転送してもよい。

40

【００８６】
ターゲットネットワーク制御ノード１５０
いくつかの実施形態によると、ターゲットネットワーク制御ノード１５０は、Ｓ／Ｔコ
ンテナにおいて値を含むターゲット加入者グループ識別パラメータ又は空／無効のターゲ
ット加入者グループ識別パラメータを受信する場合、アクセス制御ステップＣを実行して
もよい。
【００８７】
ターゲットネットワーク制御ノード１５０は、ターゲットネットワーク制御ノード１４
０から信号伝送メッセージ４における移動体ノード１１０のネットワークベースの許可加
入者グループリストを受信する場合、いくつかの実施形態によるとアクセス制御ステップ
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Ｂを実行してもよい。
【００８８】
ターゲットネットワーク制御ノード１５０は、Ｓ／Ｔコンテナにおいてターゲット加入
者グループ識別パラメータを全く受信しない場合、ターゲット加入者グループ識別子、す
なわち信号伝送メッセージ５におけるターゲットセルの実際の加入者グループ識別子をタ
ーゲットネットワーク制御ノード１４０に送信してもよい。
【００８９】
上述のエンティティ挙動がいくつかのオプション及び場合によっては結果として得られ
る手順を含むことは明らかである。次に、いくつかのそのような結果として得られる手順
10

を以下の図４〜図９の提示と関連付けて更に説明する。
【００９０】
図４は、通信ネットワークにおいて方法の実施形態を示す信号伝送方式とブロック図と
を組み合わせた図である。特に、ＥＰＣ／Ｅ−ＵＴＲＡＮ

ＭＭＥ間ハンドオーバの例に

おける手順を説明する。
【００９１】
ステップ４０１
移動体ノード１１０は、ソースネットワーク制御ノード１２０との信号伝送接続を確立
してもよく、その結果ソースネットワーク制御ノード１２０は、コアネットワーク制御ノ
ード１３０との信号伝送接続を確立してもよい。コアネットワーク制御ノード１３０は、
20

例えばソースモビリティ管理エンティティであってもよい。
【００９２】
ステップ４０２
更に移動体ノード１１０は、ユーザプレーンデータをソースネットワーク制御ノード１
２０に送信してもよい。これにより、ソースネットワーク制御ノード１２０は、ｅＮｏｄ
ｅＢ又はＥＰＣ／Ｅ−ＵＴＲＡＮにおいてＨｏｍｅ

ｅＮｏｄｅＢ等であってもよい。ソ

ースネットワーク制御ノード１２０は、ユーザプレーンデータをサービングゲートウェイ
に転送してもよく、その結果それをゲートウェイ４３０に送信する。ゲートウェイ４３０
は、いくつかの実施形態によると、サービングゲートウェイ及びパケットデータネットワ
ークゲートウェイ（ＰＤＮ

ＧＷ）を含んでもよい。しかし、これらのノードは別個のエ

ンティティであってもよい。いくつかの実施形態によると、Ｈｏｍｅ
トウェイは、更にＨｏｍｅ

ｅＮｏｄｅＢゲー

30

ｅＮｏｄｅＢとサービングゲートウェイとの間でユーザプレ

ーンを処理してもよい。
【００９３】
ステップ４０３
ターゲットネットワーク制御ノード１４０が検出され且つシステム情報（ＳＩ）が読み
出されてもよい。
【００９４】
ステップ４０４
いくつかの実施形態によると、上述のステップＡに係るアクセス制御は、移動体ノード
40

１１０において実行されてもよい。
【００９５】
従って、移動体ノード１１０は、ターゲット加入者グループ識別子が移動体ノード１１
０に基づく許可された加入者グループリストに含まれる場合にのみ、ターゲットセル１５
２及び例えばターゲットセル１５２のＣＳＧ

ＩＤ等のターゲット加入者グループ識別子

をソースネットワーク制御ノード１２０に報告してもよい。
【００９６】
ステップ４０５
例えばターゲットＣＳＧセル等のターゲットセル１５２のＣＳＧ

ＩＤ、ｅＮｏｄｅＢ

ＩＤ、トラッキングエリアアイデンティティ（ＴＡＩ）等のターゲット加入者グループ
識別子等を含む新しい情報要素（ＩＥ）は、移動体ノード１１０からソースネットワーク
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制御ノード１２０に送信されてもよい。いくつかの実施形態によると、これは上述のメッ
セージ１に対応してもよい。
【００９７】
ステップ４０６
ハンドオーバ（ＨＯ）はソースネットワーク制御ノード１２０において判断され、ソー
スセル１２１からターゲットセル１５２への移動体ノード１１０に対するハンドオーバ処
理を開始してもよい。
【００９８】
ステップ４０７
Ｓ１アプリケーションプロトコル（Ｓ１ＡＰ）ハンドオーバ要求メッセージは、ソース

10

制御ノード１２０からコアネットワーク制御ノード１３０に送信されてもよい。ステップ
４０７におけるメッセージは、上述のメッセージ２に対応してもよく、ターゲットＣＳＧ
セルであるターゲットセル１５２のｅＮｏｄｅＢ

ＩＤ、トラッキングエリアアイデンテ

ィティ（ＴＡＩ）等を含む他の情報要素（ＩＥ）と共に、例えばＣＳＧ

ＩＤ等のターゲ

ット加入者グループ識別子等を含む新しい情報要素を含んでもよい。例えばターゲットＣ
ＳＧセルであるターゲットセル１５２のＣＳＧ

ＩＤ、ｅＮｏｄｅＢ

ＩＤ、トラッキン

グエリアアイデンティティ（ＴＡＩ）等のターゲット加入者グループ識別子、並びにＥ−
ＵＴＲＡＮセルグローバルアイデンティティ（ＥＣＧＩ）を含む新しい情報要素等を含む
上記で規定したようなＳ／Ｔコンテナが送信されてもよい。
20

【００９９】
ステップ４０８
いくつかの実施形態によると、上述のステップＢに係るアクセス制御は、コアネットワ
ーク制御ノード１３０において実行されてもよい。
【０１００】
従って、いくつかの実施形態によると、ターゲット加入者グループ識別子は、許可され
た加入者グループリスト、すなわち元のセッションが確立された際にデータベース１６０
から取得されたネットワークベースの許可加入者グループリストに対してチェックされて
もよい。データベース１６０は、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）であってもよい。ターゲ
ット加入者グループ識別子が移動体ノード１１０のネットワークベースの許可加入者グル
ープリストに含まれる場合にのみ、ハンドオーバが認められる。

30

【０１０１】
ステップ４０９
転送再割当要求は、コアネットワーク制御ノード１３０からターゲットネットワーク制
御ノード１４０に送信されてもよい。ターゲットネットワーク制御ノード１４０は、ＥＰ
Ｃ／Ｅ−ＵＴＲＡＮにおけるターゲットＭＭＥであってもよい。転送再割当要求は、他の
パラメータのうち、例えばターゲットＣＳＧセルであるターゲットセル１５２のｅＮｏｄ
ｅＢ

ＩＤ、トラッキングエリアアイデンティティ（ＴＡＩ）、並びにＥ−ＵＴＲＡＮセ

ルグローバルアイデンティティ（ＥＣＧＩ）等を含む他の情報要素と共に、例えばＣＳＧ
ＩＤ等のターゲット加入者グループ識別子を含む新しい情報要素等を含む上記で規定し
たようなＳ／Ｔコンテナを含んでもよい。

40

【０１０２】
ステップ４１０
Ｓ１アプリケーションプロトコル（Ｓ１ＡＰ）ハンドオーバ要求メッセージは、場合に
よってはＨｏｍｅ

ｅＮｏｄｅＢゲートウェイであってもよいゲートウェイ４２０を介し

てターゲットネットワーク制御ノード１４０からターゲットネットワーク制御ノード１５
０に送信されてもよい。このステップ４１０は、上述のメッセージ４に対応してもよい。
【０１０３】
ステップ４１１
いくつかの実施形態によると、上述のステップＣに係るアクセス制御は、ターゲットネ
ットワーク制御ノード１５０において実行されてもよい。
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【０１０４】
しかし、いくつかの実施形態によると、上述のステップＣに係るアクセス制御は、Ｈｏ
ｍｅ

ｅＮｏｄｅＢゲートウェイであってもよいゲートウェイ４２０において実行されて

もよい。
【０１０５】
従って、ターゲットネットワーク制御ノード１５０又はゲートウェイ４２０は、移動体
ノード１１０により報告されたターゲット加入者グループ識別子が例えば報告されたセル
ＩＤにより識別されたような実際のターゲットセル１５２の加入者グループ識別子に一致
することをチェックしてもよい。移動体ノード１１０により報告されたターゲット加入者
グループ識別子がターゲットセル１５２の加入者グループ識別子に一致しない場合、ハン

10

ドオーバは不可能であってもよく且つハンドオーバ手順は中断されてもよい。
【０１０６】
いくつかの実施形態によると、ターゲット加入者グループ識別子が実際のターゲットセ
ル１５２の加入者グループ識別子に対応する場合、残りのＭＭＥ間Ｓ１に基づくハンドオ
ーバは、３ＧＰＰ

ＴＳ

２３．４０１において規定されたように実行されてもよい。

【０１０７】
図５は、通信ネットワークにおいて方法の実施形態を示す信号伝送方式とブロック図と
を組み合わせた図である。特に、ＥＰＣ／

Ｅ−ＵＴＲＡＮ

ＭＭＥ間ハンドオーバの例

における手順をいくつかの実施形態に従って説明する。
20

【０１０８】
ステップ５０１
第１のステップにおいて、移動体ノード１１０に対するＳ１接続確立であり、ＭＭＥで
あってもよいコアネットワーク制御ノード１３０は、移動体ノード１１０の許可された加
入者グループリストをソースネットワーク制御ノード１２０に転送する。いくつかの実施
形態によると、ソースネットワーク制御ノード１２０は、例えばソースＨｏｍｅ

ｅＮｏ

ｄｅＢ又はｅＮｏｄｅＢであってもよい。
【０１０９】
ステップ５０２
更に移動体ノード１１０は、ソースネットワーク制御ノード１２０との信号伝送接続を
確立してもよく、その結果ソースネットワーク制御ノード１２０は、コアネットワーク制

30

御ノード１３０との信号伝送接続を確立してもよい。コアネットワーク制御ノード１３０
は、例えばソースモビリティ管理エンティティであってもよい。
【０１１０】
ステップ５０３
移動体ノード１１０は、ｅＮｏｄｅＢ又はＥＰＣ／Ｅ−ＵＴＲＡＮにおいてＨｏｍｅ
ｅＮｏｄｅＢであってもよいソースネットワーク制御ノード１２０にユーザプレーンデー
タを送信してもよい。ソースネットワーク制御ノード１２０は、ユーザプレーンデータを
サービングゲートウェイに転送してもよく、その結果それをゲートウェイ４３０に送信す
る。ゲートウェイ４３０は、いくつかの実施形態によると、サービングゲートウェイ及び
パケットデータネットワークゲートウェイ（ＰＤＮ

ＧＷ）を含んでもよい。しかし、こ

40

れらのノードは別個のエンティティであってもよい。しかし、いくつかの実施形態による
と、Ｈｏｍｅ

ｅＮｏｄｅＢゲートウェイは、更にＨｏｍｅ

ｅＮｏｄｅＢとサービング

ゲートウェイとの間でユーザプレーンを処理してもよい。
【０１１１】
ステップ５０４
ターゲットネットワーク制御ノード１４０が検出され且つシステム情報（ＳＩ）が読み
出されてもよい。
【０１１２】
ステップ５０５
いくつかの実施形態によると、上述のステップＡに係るアクセス制御は、移動体ノード
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１１０において実行されてもよい。
【０１１３】
従って、いくつかの実施形態によると、移動体ノード１１０は、ターゲット加入者グル
ープ識別子が移動体ノード１１０に基づく許可された加入者グループリストに含まれる場
合にのみ、ターゲットセル１５２及び例えばターゲットセル１５２のＣＳＧ

ＩＤ等のタ

ーゲット加入者グループ識別子をソースネットワーク制御ノード１２０に報告してもよい
。
【０１１４】
ステップ５０６
ターゲットＣＳＧセル等のターゲットセル１５２のｅＮｏｄｅＢ

ＩＤ、トラッキング

エリアアイデンティティ（ＴＡＩ）等を含む他の情報要素と共に、例えばＣＳＧ

10

ＩＤ等

のターゲット加入者グループ識別子等を含む新しい情報要素は、移動体ノード１１０から
ソースネットワーク制御ノード１２０に送信されてもよい。いくつかの実施形態によると
、これは上述のメッセージ１に対応してもよい。
【０１１５】
ステップ５０７
ハンドオーバ（ＨＯ）は、ソースネットワーク制御ノード１２０において判断され、ソ
ースセル１２１からターゲットセル１５２への移動体ノード１１０に対するハンドオーバ
処理を開始してもよい。
20

【０１１６】
ステップ５０８
いくつかの実施形態によると、上述のステップＢに係るアクセス制御は、コアネットワ
ーク制御ノード１３０において実行されてもよい。
【０１１７】
従って、いくつかの実施形態によると、ターゲット加入者グループ識別子は、許可され
た加入者グループリスト、すなわち元のセッションが確立された際にデータベース１６０
から取得されたネットワークベースの許可加入者グループリストに対してチェックされて
もよい。データベース１６０は、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）であってもよい。いくつ
かの実施形態によると、ターゲット加入者グループ識別子が移動体ノード１１０のネット
ワークベースの許可加入者グループリストに含まれる場合にのみ、ハンドオーバが認めら

30

れてもよい。
【０１１８】
ステップ５０９
Ｓ１アプリケーションプロトコル（Ｓ１ＡＰ）ハンドオーバ要求メッセージは、ソース
ネットワーク制御ノード１２０からコアネットワーク制御ノード１３０に送信されてもよ
い。ステップ４０７におけるメッセージは、上述のメッセージ２に対応してもよく、ター
ゲットＣＳＧセル等のターゲットセル１５２のｅＮｏｄｅＢ

ＩＤ、トラッキングエリア

アイデンティティ（ＴＡＩ）等を含む他の情報要素（ＩＥ）と共に、例えばＣＳＧ

ＩＤ

等のターゲット加入者グループ識別子等を含む新しい情報要素を含んでもよい。例えばタ
ーゲットＣＳＧセルであるターゲットセル１５２のｅＮｏｄｅＢ

ＩＤ、トラッキングエ

40

リアアイデンティティ（ＴＡＩ）、並びにＥ−ＵＴＲＡＮセルグローバルアイデンティテ
ィ（ＥＣＧＩ）等を含む他の情報要素と共に、例えばＣＳＧ

ＩＤ等のターゲット加入者

グループ識別子を含む新しい情報要素等を含む上記で規定したようなＳ／Ｔコンテナが送
信されてもよい。
【０１１９】
ステップ５１０
転送再割当要求は、コアネットワーク制御ノード１３０からターゲットネットワーク制
御ノード１４０に送信されてもよい。ターゲットネットワーク制御ノード１４０は、ＥＰ
Ｃ／Ｅ−ＵＴＲＡＮにおけるターゲットＭＭＥであってもよい。転送再割当要求は、他の
パラメータのうち、例えばターゲットＣＳＧセルであるターゲットセル１５２のｅＮｏｄ
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ＩＤ、トラッキングエリアアイデンティティ（ＴＡＩ）、並びにＥ−ＵＴＲＡＮセ

ルグローバルアイデンティティ（ＥＣＧＩ）等を含む他の情報要素と共に、例えばＣＳＧ
ＩＤのターゲット加入者グループ識別子を含む新しい情報要素等を含む上記で規定した
ようなＳ／Ｔコンテナを含んでもよい。
【０１２０】
ステップ５１１
Ｓ１アプリケーションプロトコル（Ｓ１ＡＰ）ハンドオーバ要求メッセージは、場合に
よってはＨｏｍｅ

ｅＮｏｄｅＢゲートウェイであってもよいゲートウェイ４２０を介し

てターゲットネットワーク制御ノード１４０からターゲットネットワーク制御ノード１５
０に送信されてもよい。このステップ５１１は、上述のメッセージ４に対応してもよい。

10

【０１２１】
ステップ５１２
いくつかの実施形態によると、上述のステップＣに係るアクセス制御は、ターゲットネ
ットワーク制御ノード１５０において実行されてもよい。
【０１２２】
しかし、いくつかの実施形態によると、上述のステップＣに係るアクセス制御は、Ｈｏ
ｍｅ

ｅＮｏｄｅＢゲートウェイであってもよいゲートウェイ４２０において実行されて

もよい。
【０１２３】
従って、ターゲットネットワーク制御ノード１５０又はゲートウェイ４２０は、移動体

20

ノード１１０により報告されたターゲット加入者グループ識別子が例えば報告されたセル
ＩＤにより識別されたような実際のターゲットセル１５２の加入者グループ識別子に一致
することをチェックしてもよい。いくつかの実施形態によると、移動体ノード１１０によ
り報告されたターゲット加入者グループ識別子がターゲットセル１５２の加入者グループ
識別子に一致しない場合、ハンドオーバは不可能であってもよく且つハンドオーバ手順は
中断されてもよい。
【０１２４】
ターゲット加入者グループ識別子が実際のターゲットセル１５２の加入者グループ識別
子に対応する場合、残りのＭＭＥ間Ｓ１に基づくハンドオーバは、いくつかの実施形態に
よると３ＧＰＰ

ＴＳ

２３．４０１において規定されたように実行されてもよい。

30

【０１２５】
上述の例の手順の中で、特定の選択基準は、特にあらゆる無線リソースがターゲットネ
ットワーク制御ノード１５０に割り当てられる前に、非合法の移動体ノード１１０が可能
な限り早く停止されるべきであることであってもよい。従って、本発明の実施形態は、通
信ネットワーク１００内の信号伝送を減少し且つソースネットワーク制御ノード１２０又
はコアネットワーク制御ノード１３０等においてリソースを非合法の移動体ノード１１０
に不必要に割り当てないために、ハンドオーバ処理の早期に、好ましくはハンドオーバが
実行される前に非合法の移動体ノード１１０を除外することに関してもよい。
【０１２６】
例えば上述の例の手順のように、あらゆる無線リソースがターゲットネットワーク制御

40

ノード１５０に割り当てられる前にアクセス制御が失敗する場合、ハンドオーバは、ＥＰ
Ｓにおいてコアネットワーク制御ノード１３０とソースネットワーク制御ノード１２０と
の間で、例えばターゲットネットワーク制御ノード１５０とターゲットネットワーク制御
ノード１４０との間のＳ１ＡＰ

ＨＡＮＤＯＶＥＲ

はＳ１ＡＰ

ＰＲＥＰＡＲＡＴＩＯＮ

ＨＡＮＤＯＶＥＲ

ＦＡＩＬＵＲＥメッセージ及び／又
ＦＡＩＬＵＲＥメッセージ等

の拒否メッセージにより停止されてもよい。無線リソースがターゲットネットワーク制御
ノード１５０に割り当てられた後にアクセス制御が失敗する場合、ハンドオーバは、例え
ばＥＰＣ／Ｅ−ＵＴＲＡＮにおいてＳ１ＡＰ

ＨＡＮＤＯＶＥＲ

ＣＡＮＣＥＬメッセー

ジを伴う他の手段を介して中止されてもよい。
【０１２７】
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本発明の方法及び装置は、例えばＣＳＧセル等の加入者グループセル１５２へのハンド
オーバ中又はハンドオーバ前に移動体ノード１１０のアクセス制御を行う改善された機構
を提供する。本発明の機構により、ハンドオーバ手順の早期に、特にあらゆる無線リソー
スがターゲット加入者グループセル１５２に割り当てられる前に、非合法の移動体ノード
１１０をアクセスから除外できる。これにより、考えられる失敗例を最小限にする。
【０１２８】
更に本発明の方法及び装置は、非加入者グループハンドオーバの例と比較して、更なる
メッセージを導入することなく実行されてもよい。それにより、ＣＳＧ対応の移動体ノー
ド１１０等の加入者グループ対応の移動体ノード１１０に対する遅延時間が増加するのを
10

回避する。
【０１２９】
ターゲット加入者グループセル１５２へのハンドオーバに対する特定のアクセス制御機
構を使用せずに、ＥＰＣ／Ｅ−ＵＴＲＡＮにおいて例えばアタッチ及びサービス要求等の
他の非ハンドオーバネットワークアクセスの例に対して使用された加入者グループに基づ
くアクセス制御は、加入者グループセル１５２へのハンドオーバ中にも使用される必要が
ある。
【０１３０】
本発明の方法及び装置の利点は、ハンドオーバ処理の早期に、すなわちリソースがター
ゲットネットワーク制御ノード１５０に割り当てられ且つソースネットワーク制御ノード
１２０において解放される前にアクセス制御機構が提供され、移動体ノード１１０がター

20

ゲットネットワーク制御ノード１５０を介して既に通信していることである。従って、不
必要なリソースの割り当ては、省略されてもよいか、あるいは少なくともある程度減少さ
れるだろう。
【０１３１】
更に本発明の方法及び装置は、ターゲットＣＳＧセルへの移動が場所登録をトリガしな
い場合、ハンドオーバの例においてアクセス制御機構を改善するだろう。
【０１３２】
また、更に本発明の方法及び装置は、ハンドオーバに後続する場所登録を省略すること
により、悪意のある移動体ノード１１０がアクセス制御を回避する可能性を防止するか、
30

あるいは少なくともある程度減少するだろう。
【０１３３】
図６は、ネットワーク制御ノード１２０、１３０において実行される方法ステップ６０
１〜６０７の実施形態を示すフローチャートである。方法は、ソースセル１２１からター
ゲット加入者グループセル１５２へのハンドオーバにおいて移動体ノード１１０に対する
アクセス制御を実行することを目的とする。ネットワーク制御ノード１２０、１３０、ソ
ースセル１２１及びターゲット加入者グループセル１５２は、通信ネットワーク１００に
含まれる。
【０１３４】
いくつかの実施形態によると、ネットワーク制御ノード１２０、１３０は、モビリティ
管理エンティティ（ＭＭＥ）、サービング汎用パケット無線サービスサポートノード（Ｓ

40

ＧＳＮ）、移動体通信交換局（ＭＳＣ）のグループに含まれるエンティティであるところ
のコアネットワーク制御ノード１３０であってもよい。
【０１３５】
しかし、いくつかの実施形態によると、ネットワーク制御ノード１２０、１３０は、無
線アクセスネットワークであるところのソースネットワーク制御ノード１２０であっても
よい。無線アクセスネットワークは、例えば無線アクセスネットワークサブシステム、ｅ
ＮｏｄｅＢ、ｎｏｄｅＢ、無線ネットワークサブシステム、無線ネットワーク制御装置、
基地局サブシステム、Ｈｏｍｅ

ｅＮｏｄｅＢ、Ｈｏｍｅ

ｏｄｅＢゲートウェイ及び／又はＨｏｍｅ
いくつか、あるいは複数を含んでもよい。

ＮｏｄｅＢ、Ｈｏｍｅ

ｅＮ

ＮｏｄｅＢゲートウェイのうちのいずれか、
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【０１３６】
更に、いくつかのオプションの実施形態によると、ネットワーク制御ノード１２０、１
３０は、時間測定ユニット７３０を含むか、あるいはそれに接続されてもよい。
【０１３７】
ターゲット加入者グループセル１５２は、いくつかの実施形態によると限定加入者グル
ープセル（ＣＳＧセル）であってもよい。また、受信したターゲット加入者グループ識別
子は、オプションとして限定加入者グループＩＤ（ＣＳＧ

ＩＤ）であってもよい。

【０１３８】
ソースセル１２１は、いくつかの実施形態によると、例えば限定加入者グループセル（
ＣＳＧセル）等の加入者グループセルであってもよい。しかし、いくつかの実施形態によ

10

ると、ソースセル１２１はアクセスが制限されないセルであってもよい。
【０１３９】
ソースセル１２１からターゲット加入者グループセル１５２へのハンドオーバにおいて
移動体ノード１１０に対するアクセス制御を適当に実行するために、方法は、複数の方法
ステップ６０１〜６０７を含んでもよい。
【０１４０】
しかし、説明される方法ステップ６０１〜６０７のうちのいくつかは、オプションであ
り、いくつかの実施形態内にのみ含まれる。更に、種々の実施形態によると、方法ステッ
プ６０１〜６０７は、この例示的な実施形態において示された以外の別の時系列で実行さ
れてもよく、ステップ６０１及び６０２等のいくつかの方法ステップ又は全てのステップ

20

６０１〜６０７は、同時に、あるいは変更又は再編成された時系列で実行されてもよい。
方法は以下のステップを含んでもよい。
【０１４１】
ステップ６０１
移動体ノード１１０と関連付けられたネットワークベースの許可加入者グループリスト
が取得される。
【０１４２】
ネットワークベースの許可加入者グループリストは、限定加入者グループホワイトリス
トと呼ばれてもよい許可された限定加入者グループリスト（ＡＣＬ）であってもよい。
30

【０１４３】
移動体ノード１１０と関連付けられたネットワークベースの許可加入者グループリスト
は、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）等のデータベース１６０から取得されてもよい。
【０１４４】
ステップ６０２
ターゲット加入者グループ識別子が受信される。
【０１４５】
ターゲット加入者グループ識別子は、限定加入者グループ識別子（ＣＳＧ

ＩＤ）等で

あってもよい。
【０１４６】
ステップ６０３

40

このステップは、オプションであり、いくつかの実施形態内でのみ実行されてもよい。
【０１４７】
移動体ノード１１０と関連付けられた制限時間値を超えるかをチェックするために、チ
ェックが実行されてもよい。このチェックは、時間測定ユニット７３０から取得した時間
測定値と比較することにより実行されてもよい。
【０１４８】
ステップ６０４
このステップは、オプションであり、いくつかの実施形態内でのみ実行されてもよい。
【０１４９】
移動体ノード１１０と関連付けられた制限時間値を超える場合、移動体ノード１１０は
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、ターゲット加入者グループセル１５２へのアクセスを拒否されてもよい。
【０１５０】
制限時間アクセスの期限が切れたかに関するチェックを実行し且つハンドオーバ処理の
早期に期限の切れた制限時間アクセスを含むそのような移動体ノードを拒否することによ
り、不必要なリソースの割り当て及びネットワーク信号伝送は回避されるか又は減少され
るだろう。
【０１５１】
ステップ６０５
ターゲット加入者グループ識別子が取得されたネットワークベースの許可加入者グルー
プリストに含まれるかがネットワーク制御ノード１２０、１３０内でチェックされる。

10

【０１５２】
ステップ６０６
ターゲット加入者グループ識別子がネットワークベースの許可加入者グループリストに
含まれる場合、ターゲットネットワーク制御ノード１０５からの情報が取得される。ター
ゲットネットワーク制御ノード１５０はターゲット加入者グループセル１５２と関連付け
られ、情報は、受信した加入者グループ識別子がターゲット加入者グループセル１５２に
対応することを証明している。
【０１５３】
ターゲットネットワーク制御ノード１５０は、無線アクセスネットワークであってもよ
い。無線アクセスネットワークは、例えば無線アクセスネットワークサブシステム、ｅＮ

20

ｏｄｅＢ、ｎｏｄｅＢ、無線ネットワークサブシステム、無線ネットワーク制御装置、基
地局サブシステム、Ｈｏｍｅ

ｅＮｏｄｅＢ、Ｈｏｍｅ

ｅＢゲートウェイ及び／又はＨｏｍｅ

ＮｏｄｅＢ、Ｈｏｍｅ

ｅＮｄ

ＮｏｄｅＢゲートウェイのうちのいずれか、いく

つか、あるいは複数であってもよい。従って、いくつかの実施形態によると、本明細書に
おいて示されるような無線アクセスネットワークは、１つのノード１５０のみを含んでも
よい。
【０１５４】
ターゲットネットワーク制御ノード１５０から情報を取得するステップは、オプション
として、いくつかの実施形態によると、ターゲット加入者グループセル１５２と関連付け
られた加入者グループ識別子を含むハンドオーバ要求をネットワーク制御ノード１２０、

30

１３０からターゲットネットワーク制御ノード１５０に送信することを含んでもよい。ま
た、ターゲットネットワーク制御ノード１５０から情報を取得するステップは、ターゲッ
トネットワーク制御ノード１５０から送信されたハンドオーバ要求への応答を受信するこ
とを含んでもよい。応答は、加入者グループ識別子がターゲット加入者グループセル１５
２の加入者グループアイデンティティに対応することを証明する情報を含む。
【０１５５】
しかし、いくつかのオプションの実施形態によると、ターゲットネットワーク制御ノー
ド１５０から受信されてもよい送信されたハンドオーバ要求への受信された応答は、ター
ゲット加入者グループセル１５２の加入者グループアイデンティティを含んでもよい。従
って、これらの実施形態によると、ネットワーク制御ノード１２０、１３０は、ターゲッ

40

ト加入者グループセル１５２の受信した加入者グループアイデンティティを取得した加入
者グループ識別子と比較する更なるサブステップを実行してもよい。
【０１５６】
ステップ６０７
移動体ノード１１０は、ターゲット加入者グループセル１５２へのアクセスを許可され
る。
【０１５７】
図７は、ネットワーク制御ノード１２０、１３０に位置した装置７００の実施形態を示
すブロック図である。装置７００は、ソースセル１２１からターゲット加入者グループセ
ル１５２へのハンドオーバにおいて移動体ノード１１０に対するアクセス制御を実行する
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方法ステップ６０１〜６０７のうちの少なくともいくつかを実行するように構成される。
【０１５８】
ネットワーク制御ノード１２０、１３０、ソースセル１２１及びターゲット加入者グル
ープセル１５２は、通信ネットワーク１００に含まれる。
【０１５９】
いくつかの実施形態によると、ネットワーク制御ノード１２０、１３０は、モビリティ
管理エンティティ（ＭＭＥ）、サービング汎用パケット無線サービスサポートノード（Ｓ
ＧＳＮ）、移動体通信交換局（ＭＳＣ）のグループに含まれるエンティティであるところ
のコアネットワーク制御ノード１３０であってもよい。
10

【０１６０】
しかし、いくつかの実施形態によると、ネットワーク制御ノード１２０、１３０は、無
線アクセスネットワークであるところのソースネットワーク制御ノード１２０であっても
よい。無線アクセスネットワークは、例えば無線アクセスネットワークサブシステム、ｅ
ＮｏｄｅＢ、ｎｏｄｅＢ、無線ネットワークサブシステム、無線ネットワーク制御装置、
基地局サブシステム、Ｈｏｍｅ

ｅＮｏｄｅＢ、Ｈｏｍｅ

ｏｄｅＢゲートウェイ及び／又はＨｏｍｅ

ＮｏｄｅＢ、Ｈｏｍｅ

ｅＮ

ＮｏｄｅＢゲートウェイのうちのいずれか、

いくつか、あるいは複数を含んでもよい。従って、いくつかの実施形態によると、本明細
書において示されるような無線アクセスネットワークは、１つのノード１２０のみを含ん
でもよい。
20

【０１６１】
更に、いくつかのオプションの実施形態によると、ネットワーク制御ノード１２０、１
３０は、時間測定ユニット７３０を含むか、あるいはそれに接続されてもよい。
【０１６２】
ターゲット加入者グループセル１５２は、いくつかの実施形態によると限定加入者グル
ープセル（ＣＳＧセル）であってもよい。また、受信したターゲット加入者グループ識別
子は、オプションとして限定加入者グループＩＤ（ＣＳＧ

ＩＤ）であってもよい。

【０１６３】
ソースセル１２１は、いくつかの実施形態によると、例えば限定加入者グループセル（
ＣＳＧセル）等の加入者グループセルであってもよい。しかし、いくつかの実施形態によ
ると、ソースセル１２１はアクセスが制限されないセルであってもよい。

30

【０１６４】
装置７００は、第１の取得ユニット７１０を備える。第１の取得ユニット７１０は、移
動体ノード１１０と関連付けられたネットワークベースの許可加入者グループリストを取
得するように構成される。
【０１６５】
更に装置７００は、ターゲット加入者グループ識別子を受信するように構成された受信
ユニット７２０を備える。
【０１６６】
更に装置７００は、検査ユニット７５０を備える。検査ユニット７５０は、ターゲット
加入者グループ識別子が取得されたネットワークベースの許可加入者グループリストに含

40

まれるかをチェックするように構成される。
【０１６７】
また、更に装置７００は、第２の取得ユニット７６０を備える。第２の取得ユニット７
６０は、ターゲット加入者グループセル１５２と関連付けられるターゲットネットワーク
制御ノード１５０から情報を取得するように構成される。
【０１６８】
更に装置７００は、アクセス許可ユニット７７０を備える。アクセス許可ユニット７７
０は、移動体ノード１１０がターゲット加入者グループセル１５２にアクセスするのを許
可するように構成される。
【０１６９】
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理解しやすいように、本発明の方法を実行するのに全く必要ない装置７００のあらゆる
内部電子部品は、図７から省略されている。
【０１７０】
装置７００は、いくつかのオプションの実施形態によると、時間測定ユニット７３０を
備えるか、あるいはそれに接続されてもよい。時間測定ユニット７３０は、時間を測定す
るように構成されてもよい。
【０１７１】
装置７００は、オプションとして検査ユニット７５０を備えてもよい。検査ユニット７
５０は、時間測定ユニット７３０から取得した時間測定値と比較することにより、移動体
ノード１１０と関連付けられた制限時間値を超えるかをチェックするように構成されても

10

よい。
【０１７２】
装置７００は、更なる追加のオプションとして拒否ユニットを備えてもよい。拒否ユニ
ットは、移動体ノード１１０がターゲット加入者グループセル１５２にアクセスするのを
拒否するように構成されてもよい。
【０１７３】
装置７００は、いくつかの実施形態によると処理ユニット７９０を備えてもよい。処理
ユニット７９０は、例えば中央処理装置（ＣＰＵ）、プロセッサ、マイクロプロセッサ又
は命令を解釈及び実行してもよい他の処理論理であってもよい。処理ユニット７９０は、
データバッファリングを含むデータを入力、出力及び処理するデータ処理機能、並びに例

20

えば通話処理制御又はユーザインタフェース制御等のデバイス制御機能の全てを実行して
もよい。
【０１７４】
更に装置７００は、オプションとして送信ユニット７８０を備えてもよい。
【０１７５】
尚、装置７００内に備えられた説明したユニット７１０〜７９０は、別個の論理エンテ
ィティであると考えられてもよいが、別個の物理エンティティとしての必要性を有さない
。ユニット７１０〜７９０のうちのいずれか、いくつか又は全ては、同一の物理ユニット
内に備えられてもよく、あるいは相互に配置されてもよい。しかし、装置７００の機能性
を理解しやすくするために、備えられたユニット７１０〜７９０は、図７において別個の

30

物理ユニットとして示されてもよい。従って、例えば送信ユニット７８０及び受信ユニッ
ト７２０は、いくつかの実施形態によると、送信機回路及び受信機回路を含んでもよい１
つの物理ユニットである送受信機内に備えられてもよい。
【０１７６】
ネットワーク制御ノード１２０、１３０におけるコンピュータプログラム
ネットワーク制御ノード１２０、１３０における方法ステップ６０１〜６０７は、本発
明のステップ６０１〜６０７のうちの少なくともいくつかの機能を実行するコンピュータ
プログラムコードと共に、ネットワーク制御ノード１２０、１３０において１つ以上の処
理ユニット７９０により実現されてもよい。従って、ネットワーク制御ノード１２０、１
３０において方法ステップ６０１〜６０７を実行する命令を含むコンピュータプログラム

40

は、ソースセル１２１からターゲット加入者グループセル１５２へのハンドオーバにおい
て移動体ノード１１０に対するアクセス制御を実行してもよい。
【０１７７】
上述のコンピュータプログラムは、例えば、処理ユニット７９０にロードされる際に本
発明に従って方法ステップ６０１〜６０７を実行するコンピュータプログラムコードを保
持するデータ記憶媒体の形態で提供されてもよい。データ記憶媒体は、例えばハードディ
スク、ＣＤ

ＲＯＭディスク、メモリスティック、オプションの記憶装置、磁気記憶装置

、あるいは機械可読データを保持するディスク又はテープ等の他のあらゆる適当な媒体で
あってもよい。更にコンピュータプログラムは、サーバ上でコンピュータプログラムコー
ドとして提供されてもよく、例えばインターネット接続又はイントラネット接続を介して
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リモートでネットワーク制御ノード１２０、１３０にダウンロードされてもよい。
【０１７８】
コンピュータプログラムは、移動体ノード１１０と関連付けられたネットワークベース
の許可加入者グループリストを取得する命令を含んでもよい。更にコンピュータプログラ
ムは、ターゲット加入者グループ識別子を受信する命令を含んでもよい。更にコンピュー
タプログラムは、ターゲット加入者グループ識別子が取得されたネットワークベースの許
可加入者グループリストに含まれるかをチェックする命令を含んでもよい。コンピュータ
プログラムは、ターゲット加入者グループセル１５２と関連付けられるネットワーク制御
ノード１５０から情報を取得する命令を更に含んでもよく、情報は、受信した加入者グル
ープ識別子がターゲット加入者グループセル１５２に対応することを証明している。更に

10

コンピュータプログラムは、ネットワーク制御ノード１２０、１３０内に含まれた処理ユ
ニット７９０上で実行される場合、移動体ノード１１０がターゲット加入者グループセル
１５２にアクセスするのを許可する命令を含んでもよい。
【０１７９】
図８は、ターゲットネットワーク制御ノード１５０において実行される方法ステップ８
０１〜８０３の実施形態を示すフローチャートである。方法は、ネットワーク制御ノード
１２０、１３０がソースセル１２１からターゲット加入者グループセル１５２へのハンド
オーバにおいて移動体ノード１１０に対するアクセス制御を実行するのを支援することを
目的とする。
20

【０１８０】
ターゲット加入者グループセル１５２は、ターゲットネットワーク制御ノード１５０と
関連付けられる。ネットワーク制御ノード１２０、１３０、ターゲットネットワーク制御
ノード１５０及びターゲット加入者グループセル１５２は、通信ネットワーク１００に含
まれる。
【０１８１】
ターゲットネットワーク制御ノード１５０は、無線アクセスネットワークであってもよ
い。無線アクセスネットワークは、例えば無線アクセスネットワークサブシステム、ｅＮ
ｏｄｅＢ、ｎｏｄｅＢ、無線ネットワークサブシステム、無線ネットワーク制御装置、基
地局サブシステム、Ｈｏｍｅ

ｅＮｏｄｅＢ、Ｈｏｍｅ

ｅＢゲートウェイ及び／又はＨｏｍｅ

ＮｏｄｅＢ、Ｈｏｍｅ

ｅＮｄ

ＮｏｄｅＢゲートウェイのうちのいずれか、いく

30

つか、あるいは複数であってもよい。従って、いくつかの実施形態によると、本明細書に
おいて示されるような無線アクセスネットワークは、１つのノード１５０のみを含んでも
よい。
【０１８２】
いくつかの実施形態によると、ネットワーク制御ノード１２０、１３０は、モビリティ
管理エンティティ（ＭＭＥ）、サービング汎用パケット無線サービスサポートノード（Ｓ
ＧＳＮ）、移動体通信交換局（ＭＳＣ）のグループに含まれるエンティティであるところ
のコアネットワーク制御ノード１３０であってもよい。
【０１８３】
しかし、いくつかの実施形態によると、ネットワーク制御ノード１２０、１３０は、無

40

線アクセスネットワークであるところのソースネットワーク制御ノード１２０であっても
よい。無線アクセスネットワークは、例えば無線アクセスネットワークサブシステム、ｅ
ＮｏｄｅＢ、ｎｏｄｅＢ、無線ネットワークサブシステム、無線ネットワーク制御装置、
基地局サブシステム、Ｈｏｍｅ

ｅＮｏｄｅＢ、Ｈｏｍｅ

ｏｄｅＢゲートウェイ及び／又はＨｏｍｅ

ＮｏｄｅＢ、Ｈｏｍｅ

ｅＮ

ＮｏｄｅＢゲートウェイのうちのいずれか、

いくつか、あるいは複数を含んでもよい。従って、いくつかの実施形態によると、本明細
書において示されるような無線アクセスネットワークは、１つのノード１２０のみを含ん
でもよい。
【０１８４】
ターゲット加入者グループセル１５２は、いくつかの実施形態によると限定加入者グル
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ープセル（ＣＳＧセル）であってもよい。また、受信したターゲット加入者グループ識別
子は、オプションとして限定加入者グループＩＤ（ＣＳＧ

ＩＤ）であってもよい。

【０１８５】
ネットワーク制御ノード１２０、１３０がソースセル１２１からターゲット加入者グル
ープセル１５２へのハンドオーバにおいて移動体ノード１１０に対するアクセス制御を実
行するのを適当に支援するために、方法は、複数の方法ステップ８０１〜８０３を含んで
もよい。
【０１８６】
しかし、説明される方法ステップ８０１〜８０３のうちのいくつか、例えば方法ステッ
プ８０２は、オプションであり、いくつかの実施形態内にのみ含まれる。更に、種々の別

10

の実施形態によると、方法ステップ８０１〜８０３は、この例示的な実施形態において示
された以外の別の時系列で実行されてもよく、ステップ８０１及びオプションのステップ
８０２等のいくつかの方法ステップ又は全てのステップ８０１〜８０３は、同時に、ある
いは変更又は再編成された時系列で実行されてもよい。方法は以下のステップを含んでも
よい。
【０１８７】
ステップ８０１
加入者グループ識別子を含むハンドオーバ要求は、ネットワーク制御ノード１２０、１
３０から受信される。加入者グループ識別子は、ターゲット加入者グループセル１５２と
関連付けられる。

20

【０１８８】
ステップ８０２
このステップは、オプションであり、いくつかの実施形態内でのみ実行されてもよい。
【０１８９】
受信した加入者グループ識別子は、ターゲット加入者グループセル１５２の加入者グル
ープアイデンティティと比較されてもよい。
【０１９０】
ステップ８０３
受信したハンドオーバ要求への応答は、ネットワーク制御ノード１２０、１３０に送信
される。応答は、受信した加入者グループ識別子がターゲット加入者グループセル１５２

30

の加入者グループアイデンティティに対応することをネットワーク制御ノード１２０、１
３０が検証するのを支援する情報を含む。
【０１９１】
いくつかの実施形態によると、加入者グループ識別子がターゲット加入者グループセル
１５２の加入者グループアイデンティティに対応する場合にのみ、そのような応答が送信
されてもよい。
【０１９２】
いくつかの実施形態によると、応答は、受信した加入者グループ識別子がターゲット加
入者グループセル１５２の加入者グループアイデンティティに対応することを証明する情
報を含んでもよい。

40

【０１９３】
しかし、いくつかの実施形態によると、ネットワーク制御ノード１２０、１３０に送信
された（８０３）応答は、ターゲット加入者グループセル１５２の加入者グループアイデ
ンティティを含んでもよい。
【０１９４】
いくつかの実施形態によると、検証が失敗した場合、すなわちアイデンティティが一致
しない場合、ハンドオーバが拒否されることを示す応答が代わりに送信されてもよい。
【０１９５】
図９は、ターゲットネットワーク制御ノード１５０に位置した装置９００の実施形態を
示すブロック図である。装置９００は、ネットワーク制御ノード１２０、１３０がソース
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セル１２１からターゲット加入者グループセル１５２へのハンドオーバにおいて移動体ノ
ード１１０に対するアクセス制御を実行するのを支援するために、ターゲットネットワー
ク制御ノード１５０において方法ステップ８０１〜８０３のうちの少なくともいくつかを
実行するように構成される。
【０１９６】
ターゲットネットワーク制御ノード１５０、ネットワーク制御ノード１２０、１３０、
ソースセル１２１及びターゲット加入者グループセル１５２は、通信ネットワーク１００
に含まれる。
【０１９７】
装置９００は受信ユニット９１０を備える。受信ユニット９１０は、ターゲット加入者

10

グループセル１５２と関連付けられた加入者グループ識別子を含むハンドオーバ要求をネ
ットワーク制御ノード１２０、１３０から受信するように構成される。
【０１９８】
更に装置９００は、送信ユニット９３０を備える。送信ユニット９３０は、受信したハ
ンドオーバ要求への応答をネットワーク制御ノード１２０、１３０に送信するように構成
される。応答は、受信した加入者グループ識別子がターゲット加入者グループセル１５２
の加入者グループアイデンティティに対応することを証明する情報を含む。
【０１９９】
理解しやすいように、発明の方法を実行するのに全く必要ない装置９００のあらゆる内
部電子部品は、図９から省略されている。
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【０２００】
更に装置９００は、比較ユニット９２０を備えてもよい。オプションの比較ユニット９
２０は、受信した加入者グループ識別子をターゲット加入者グループセル１５２の加入者
グループアイデンティティと比較するように構成されてもよい。
【０２０１】
装置９００は、いくつかの実施形態によると処理ユニット９４０を備えてもよい。処理
ユニット９４０は、例えば中央処理装置（ＣＰＵ）、プロセッサ、マイクロプロセッサ又
は命令を解釈及び実行してもよい他の処理論理であってもよい。処理ユニット９４０は、
データバッファリングを含むデータを入力、出力及び処理するデータ処理機能、並びに例
えば通話処理制御又はユーザインタフェース制御等のデバイス制御機能の全てを実行して
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もよい。
【０２０２】
尚、装置９００内に備えられた説明したユニット９１０〜９４０は、別個の論理エンテ
ィティであると考えられてもよいが、別個の物理エンティティとしての必要性を有さない
。ユニット９１０〜９４０のうちのいずれか、いくつか又は全ては、同一の物理ユニット
内に備えられてもよく、あるいは相互に配置されてもよい。しかし、装置９００の機能性
を理解しやすくするために、備えられたユニット９１０〜９４０は、図９において別個の
物理ユニットであってもよい。従って、例えば送信ユニット９１０及び受信ユニット９１
０は、いくつかの実施形態によると、送信機回路及び受信機回路を含んでもよい１つの物
理ユニット、送受信機内に備えられてもよい。
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【０２０３】
ターゲットネットワーク制御ノード１５０におけるコンピュータプログラム
ターゲットネットワーク制御ノード１５０における方法ステップ８０１〜８０３は、本
発明のステップ８０１〜８０３のうちの少なくともいくつかの機能を実行するコンピュー
タプログラムコードと共に、ターゲットネットワーク制御ノード１５０において１つ以上
の処理ユニット９４０により実現されてもよい。従って、ターゲットネットワーク制御ノ
ード１５０において方法ステップ８０１〜８０３を実行する命令を含むコンピュータプロ
グラムは、ネットワーク制御ノード１２０、１３０がソースセル１２１からターゲット加
入者グループセル１５２へのハンドオーバにおいて移動体ノード１１０に対するアクセス
制御を実行するのを支援してもよい。ソースセル１２１は、加入者グループセル又は非加
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入者グループセルであってもよい。
【０２０４】
上述のコンピュータプログラムは、例えば、処理ユニット９４０にロードされる際に本
発明に従って方法ステップ８０１〜８０３を実行するコンピュータプログラムコードを保
持するデータ記憶媒体の形態で提供されてもよい。データ記憶媒体は、例えばハードディ
スク、ＣＤ

ＲＯＭディスク、メモリスティック、オプションの記憶装置、磁気記憶装置

、あるいは機械可読データを保持するディスク又はテープ等の他のあらゆる適当な媒体で
あってもよい。更にコンピュータプログラムは、サーバ上でコンピュータプログラムコー
ドとして提供されてもよく、例えばインターネット接続又はイントラネット接続を介して
リモートでターゲットネットワーク制御ノード１５０にダウンロードされてもよい。
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【０２０５】
コンピュータプログラムは、加入者グループ識別子を含むハンドオーバ要求をネットワ
ーク制御ノード１２０、１３０から受信する命令を含んでもよい。加入者グループ識別子
は、ターゲット加入者グループセル１５２と関連付けられる。更にコンピュータプログラ
ムは、受信した加入者グループ識別子をターゲット加入者グループセル１５２の加入者グ
ループアイデンティティと比較する命令を含んでもよい。加入者グループ識別子がターゲ
ット加入者グループセル１５２の加入者グループアイデンティティに対応する場合、コン
ピュータプログラムは、受信したハンドオーバ要求への応答をネットワーク制御ノード１
２０、１３０に送信する命令を更に含んでもよい。コンピュータプログラムがターゲット
ネットワーク制御ノード１５０内に含まれた処理ユニット９４０上で実行される場合、応

20

答は、受信した加入者グループ識別子がターゲット加入者グループセル１５２の加入者グ
ループアイデンティティに対応することを証明する情報を含んでもよい。
【０２０６】
添付の図面に示された特定の例示的な実施形態の詳細な説明において使用された専門用
語は、本発明を限定することを意図しない。
【０２０７】
本明細書において使用されたように、特に指示のない限り、単数形は複数形を含むこと
を意図する。本明細書において使用された場合の用語「含む」及び／又は「備える」は、
記載される特徴、数字、ステップ、動作、要素及び／又は構成要素の存在を特定するが、
１つ以上の他の特徴、数字、ステップ、動作、要素、構成要素及び／又はそれらの集合の
存在、あるいは追加を除外しないことが更に理解されるだろう。要素は、別の要素に「接
続される」又は「結合される」ものとして示される場合、他の要素に直接接続又は結合さ
れるか、あるいは仲介要素が存在してもよいことが理解されるだろう。また、本明細書に
おいて使用されたような「接続される」又は「結合される」ことは、無線接続又は結合さ
れることを含んでもよい。本明細書において使用されたように、「及び／又は」という用
語は、関連付けられ且つ列挙された項目のうちの１つ以上のいずれか又は全ての組合せを
含む。
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