
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 登録するか又は から登録解除する要求を第
１ 送信 、
　前記第１ において前記要求が登録要求であるか登録解除要求であるか 決定

　前記要求が登録要求である場合 第２ において を実行する
、

方法。
【請求項２】
　前記要求が登録要求であるか又は登録解除要求であるかに基づいて識別子を設定する段
階を更に 請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記識別子 、前記第１ から前記第２ 送信されるメッセージにおいて設
定される 請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記メッセージ 、前記第２ からの前記ユーザ装置の許可を要求する 請求項１

３ に記載の方法。
【請求項５】
　前記決定 段階 、前記要求をチェックすることを含む 請求項１ のい
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ずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記決定 段階 、前記要求のヘッダフィールドにおける情報をチェックすることを
含む 請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ヘッダフィールド 満了 請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　 、前記要求が登録要求である場合にはある値を有し 前記要求
が登録解除要求である場合には異なる値を有する 請求項 ７に記載の方法。
【請求項９】
　前記通信システム 、ＩＰマルチメディアシステムである 請求項１ 請求項８のい
ずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１ 、コール状態制御ファンクション又はコールセッション制御ファンク
ションである 請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第１ 、質問コール状態制御ファンクションノードである 請求項９に記載
の方法。
【請求項１２】
　前記第２ ホーム加入者サーバ ある 請求項９ １１ に記
載の方法。
【請求項１３】
　前記 は、 ユーザ装置が現在アタッチされるネットワークに ユーザ
装置が登録されることが許されるかどうか チェックすることを含む 請求項１

１２のいずれかに記載の方法。
【請求項１４】
　前記ユーザ装置 、移動 、ＰＤＡ、ポータブルコンピュータ、コンピュータ、移動電
話の １つを含む 請求項１ １３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　前記通信システム ワイヤレス通信ネットワークである 請求項１ １４のい
ずれかに記載の方法。
【請求項１６】
　前記メッセージ ユーザ認証要求メッセージである 請求項１ １５のいずれ
かに記載の方法。
【請求項１７】
　前記要求 ＳＩＰ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージである 請求項１ １６のい
ずれかに記載の方法。
【請求項１８】
　ユーザ装置を に登録するか又は から登
録解除する要求をコール状態又はセッション制御ファンクションノード 送信

　上記ノードにおいて前記要求が登録要求又は登録解除要求の一方のみであるかどうか
決定するようにチェックする 、

方法
【請求項１９】
　ネットワークに登録及び登録解除されるように構成された少なくとも１つのユーザ装置
と、
　ユーザ装置からの要求が登録要求であるか登録解除要求であるか チェックするように
構成された第１ と、
　前記要求が登録要求である場合 を実行するように構成された第２
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と、
を備えた 通信システム。
【請求項２０】
　 マルチメディアシステムである 請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記第１ 、コールサービング制御ファンクションノードである 請求項１９又
は２０に記載のシステム。
【請求項２２】
　前記第１ 、質問コールサービング制御ファンクション である 請求項１
９又は２０に記載のシステム。
【請求項２３】
　前記第２ ホーム加入者サーバ ある 請求項１９ ２２のいずれかに
記載のシステム。
【請求項２４】
　前記 は、 ユーザ装置が現在アタッチされたネットワークに ユーザ
装置を登録することが許されるかどうか チェックすることを含む 請求項１９

２３のいずれかに記載のシステム。
【請求項２５】
　前記第１ 、前記要求が登録要求であるか 登録解除要求であるかに基づいて
識別子をセットするように構成される 請求項１９ ２４のいずれかに記載のシ
ステム。
【請求項２６】
　 、
　前記ユーザ装置からの要求が 登録要求であるか 該

登録解除要求であるかチェックするための手段と、
　第２ メッセージを送信するための手段と、
を備え
　前記ユーザ装置が登録されるか又は登録解除されるかを示す指示を 記メッセージに含
ませるように構成された 第１ 。
【請求項２７】
　 登録されるか又は 登録解除されるかを
示す指示を含むメッセージを第１ から受け取
　前記ユーザ装置が登録される場合 を実行するための手段
を備えた 第２ 。
【請求項２８】
　ユーザ装置が 登録されるか又は 登録解除されるかを
示す指示を含むメッセージを第１ から受け取 、
　 ユーザ装置が登録される場合 ユーザ装置が現在アタッチされるネットワー
クを使用することが 許されるかどうか決定するためのチェックを行なう手
段
を備えた 第２ 。
【請求項２９】
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訪問先ネットワークからホームネットワークに関連したユーザ装置を登録又は登録解除
する方法であって、

前記要求が、前記ユーザ装置を前記訪問先ネットワークに登録するか又は該訪問先ネッ
トワークから登録解除する要求であり、

前記要求が、前記訪問先ネットワークから送信され、
前記第１サーバが前記ホームネットワークのサーバであり、
前記第２サーバもまた前記ホームネットワークのサーバである、請求項１に記載の方法

。



【請求項３０】
　
　

　
　

【請求項３１】
　
　

　

【請求項３２】
　
　
　

　

【請求項３３】
　
　
　

　

【請求項３４】
　

【請求項３５】
　
　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザを通信ネットワークに登録し及び通信ネットワークから登録解除する
方法に係り、より詳細には、ワイヤレス通信ネットワークに使用するための方法に係るが
、これに限定されない。
【背景技術】
【０００２】
　通信システムは、システムに関連したユーザ装置及び他のノードのような２つ以上のエ
ンティティ間で通信を行うことのできるファシリティとみなすことができる。通信システ
ムは、通常、システムの種々の要素が何を行なうことが許されそしてそれをいかに行なう
べきか規定する所与の規格又は仕様書に基づいて動作する。例えば、規格又は仕様書は、
ユーザ、より詳細には、ユーザ装置又はターミナルにパケット交換サーバー及び／又は回
路交換サーバーが設けられるかどうか定義することができる。接続に使用される通信プロ
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前記ユーザ装置が、ホームネットワークに関連しており、
前記ユーザ装置が、訪問先ネットワークに登録及び登録解除されるように構成されてお

り、
前記第１サーバが前記ホームネットワークのサーバであり、
前記第２サーバもまた前記ホームネットワークのサーバである、請求項１９に記載の通

信システム。

前記第１サーバが、ユーザ装置が関連しているホームネットワークのサーバであり、
前記要求が、訪問先ネットワークに登録するための要求、又は、訪問先ネットワークか

ら登録解除するための要求であり、
前記第２サーバもまた前記ホームネットワークのサーバである、請求項２６に記載の第

１サーバ。

前記第２サーバが、ユーザ装置が関連しているホームネットワークのサーバであり、
前記第１サーバもまた、前記ホームネットワークのサーバであり、
前記指示が、前記ユーザ装置が訪問先ネットワークに登録されているか又は訪問先ネッ

トワークから登録解除されているかを示し、
前記ローミング分析が、前記ユーザ装置が訪問先ネットワークに登録されている場合に

のみ実行される、請求項２７に記載の第２サーバ。

前記第２サーバが、ユーザ装置が関連しているホームネットワークのサーバであり、
前記第１サーバもまた、前記ホームネットワークのサーバであり、
前記指示が、前記ユーザ装置が訪問先ネットワークに登録されているか又は訪問先ネッ

トワークから登録解除されているかを示し、
前記チェックが、前記ユーザ装置が訪問先ネットワークに登録されている場合にのみ実

行される、請求項２８に記載の第２サーバ。

前記第２サーバがホーム加入者サーバであり、
　前記指示が、該ホーム加入者サーバにより読み取り可能となっている、請求項２６に記
載の第１サーバ。

前記要求が、第１プロトコルに従ったメッセージに含まれており、
前記第２サーバにメッセージを送信するための手段が、前記第１プロトコルとは異なる

第２プロトコルに従ったメッセージを前記第２サーバに送信するための手段である、請求
項２６に記載の第１サーバ。



トコル及び／又はパラメータも定義できる。換言すれば、システムにより通信を行なえる
ようにするには、通信を実行できる特定の１組の「ルール」を定義しなければならない。
【０００３】
　ユーザターミナル又は他のノードに対してワイヤレス通信を提供する通信システムが知
られている。ワイヤレスシステムの一例がセルラーネットワークである。セルラーシステ
ムにおいては、ベーストランシーバステーション（ＢＴＳ）又は同様のアクセスエンティ
ティが、これらのエンティティ間のワイヤレスインターフェイスを経て移動ステーション
（ＭＳ）又は同様のワイヤレスユーザ装置（ＵＥ）にサービスする。通信に必要なベース
ステーション及びノードのオペレーションは、１つ又は多数の制御エンティティによって
制御することができる。種々の制御エンティティを相互接続してもよい。セルラーネット
ワークを、公衆交換電話ネットワーク（ＰＳＴＮ）のような他のネットワーク、及び／又
はＩＰ（インターネットプロトコル）及び／又は他のパケット交換ネットワームのような
他の通信ネットワークに接続するために、１つ以上のゲートウェイノードが設けられても
よい。
【０００４】
　通信システムは、ワイヤレスデータ通信サービスを提供するように適応されてもよい。
通信システムは、移動ステーションに対してパケット交換（ＰＳ）サービスのようなワイ
ヤレスデータ通信サービスを提供するように適応されてもよい。ワイヤレスデータ通信サ
ービスを可能にするシステムは、例えば、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）、エン
ハンスト・データレート・フォー・ＧＳＭエボリューション（ＥＤＧＥ）移動データネッ
トワーク、いわゆる第三世代（３Ｇ）テレコミュニケーションシステム、例えば、ユニバ
ーサル移動テレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）、ｉ－フォン又はＩＭＴ－２０
００（インターナショナル移動テレコミュニケーション）及び地上トランク無線（ＴＥＴ
ＲＡ）システムを含むが、これらに限定されない。
【０００５】
　第三世代システムでは、マルチメディアネットワークアーキテクチャーを提供すること
が提案されている。マルチメディアアーキテクチャーは、それ自体知られたボイス、オー
ディオ、ビデオデータのような異なる種類のデータや、実際に他の形式の媒体を取り扱い
できることが意図される。このようなネットワークアーキテクチャーに対してＩＰ（イン
ターネットプロトコル）マルチメディアサブシステムをもつことが提案されている。従っ
て、このアーキテクチャーのサブシステムは、インターネットプロトコルに基づいてパケ
ットデータ形態で種々のエンティティ間にデータを転送するように構成される。
【０００６】
　より詳細には、ＩＰマルチメディアサブシステムは、マルチメディアサービスを提供す
るためのコアネットワーク要素を備えている。これは、シグナリング及びベアラ関連ネッ
トワーク要素の集合を含む。ＩＰマルチメディアコアネットワークは、ＰＬＭＮオペレー
タが、インターネットアプリケーション、サービス及びプロコルに基づいてそれらの加入
者マルチメディアサービスを構築しオファーできるように構成される。ＩＰマルチメディ
アコアネットワークサブシステムは、ワイヤレスユーザのためにボイス、ビデオ、メッセ
ージ、データ及びウェブベース技術を集合させそしてそれにアクセスできねばならないこ
とが意図される。提案された第三世代のマルチメディアネットワークアーキテクチャーは
、異なる機能を取り扱うために多数の異なるサーバーを有してもよい。これらは、コール
状態制御ファンクション（ＣＳＣＦ）のような機能を含む。この機能は、セッション制御
ファンクションと称されることもある。コール状態制御ファンクションは、プロキシーコ
ール状態制御ファンクション（Ｐ－ＣＳＣＦ）、質問コール状態制御ファンクション（Ｉ
－ＣＳＣＦ）、及びサービングコール状態制御ファンクション（Ｓ－ＣＳＣＦ）のような
機能を含むことができる。又、制御ファンクションは、ホーム加入者サーバー（ＨＳＳ）
及び種々のアプリケーションサーバーのようなエンティティにより与えられてもよい。
【０００７】
　第三世代仕様の現行バージョン、即ち第三世代パートナーシッププロジェクト；技術仕
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様書グループコアネットワーク；ダイアメータープロトコルをベースとするＣＸ及びＤＸ
インターフェイス；（リリース５）、３ＧＰＰ　ＴＳ２９．２２９、Ｖ１．１．０、及び
ＩＰマルチメディア（ＩＭ）サブシステムＣＸ及びＤＸインターフェイス；シグナリング
フロー及びメッセージコンテンツ；（リリース５）、３ＧＰＰ　ＴＳ２９．２２８、Ｖ１
．１．０を参照する。これら両方の仕様書は、参考としてここに取り上げる。これらの仕
様書には、ＣＸインターフェイスが定義されている。ＣＸインターフェイスは、ホーム加
入者サーバーと、質問コール状態制御ファンクションとの間のインターフェイスである。
又、ＣＸインターフェイスは、ホーム加入者サーバーと、サービングコール状態制御ファ
ンクションとの間のインターフェイスでもある。現在提案されている仕様では、ユーザの
登録及び登録解除の両方に同じメッセージが使用される。現在、メッセージが登録のもの
か登録解除のものか区別することができない。従って、このメッセージがＣＳＣＦにより
受信されるたびに、ＨＳＳは、ユーザが実際に存在するかどうかそしてユーザが特定の訪
問先ネットワークに登録することが許されるかどうかチェックする必要がある。又、ＨＳ
Ｓは、ＣＳＣＦが既に指定されたかどうか調べるためのチェックも行う。従って、現在の
提案では、ユーザは、登録又は登録解除を希望する場合に、登録メッセージを送信する。
ユーザが登録するか又は登録解除するかに関わらず、全てのチェックは、ＨＳＳにより行
われる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明者は、登録解除にはこれら全てのチェックが必要でないことが分かった。従って
、登録及び登録解除に同じメッセージを使用することは、不必要な処理が要求されるとい
う点で欠点である。これは、登録解除プロセスを不必要に低速化すると共に、ＨＳＳリソ
ースを不必要に使用することになる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　それ故、本発明の実施形態の目的は、上述した問題に対処し、又は少なくとも軽減する
ことである。
　本発明の第１の態様によれば、ユーザ装置を通信システムに登録し及びそこから登録解
除する方法において、前記ユーザ装置を前記通信システムに登録するか又はそこから登録
解除する要求を第１ノードへ送信し、前記第１ノードにおいて前記要求が登録要求である
か登録解除要求であるか決定し、そして前記要求が登録要求である場合だけ第２ノードに
おいて少なくとも１つの所定のオペレーションを実行する、という段階を備えた方法が提
供される。
【００１０】
　本発明の第２の態様によれば、ユーザ装置をＩＰマルチメディア通信システムに登録し
及びそこから登録解除する方法において、前記ユーザ装置を前記通信システムに登録する
か又はそこから登録解除する要求をコール状態又はセッション制御ファンクションノード
へ送信し、そして該ノードにおいて前記要求が登録要求であるか登録解除要求であるか決
定するようチェックする、という段階を備えた方法が提供される。
【００１１】
　本発明の第３の態様によれば、ネットワークに登録及び登録解除されるように構成され
た少なくとも１つのユーザ装置と、ユーザ装置からの要求が登録要求であるか登録解除要
求であるかチェックするように構成された第１ノードと、前記要求が登録要求である場合
だけ少なくとも所定のチェックを実行するように構成された第２ノードとを備えた通信シ
ステムが提供される。
【００１２】
　本発明の第４の態様によれば、少なくとも１つのユーザ装置が登録及び登録解除される
通信システムに使用するための第１ノードにおいて、ユーザ装置からの要求が登録要求で
あるか登録解除要求であるかチェックするための手段と、第２ノードへメッセージを送信
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するための手段とを備え、更に、前記ユーザ装置が登録されるか又は登録解除されるかを
示す指示を上記メッセージに含ませるように構成された第１ノードが提供される。
【００１３】
　本発明の更に別の態様によれば、少なくとも１つのユーザ装置が登録及び登録解除され
る通信システムに使用するための第２ノードにおいて、ユーザ装置が登録されるか又は登
録解除されるかを示す指示を含むメッセージを第１ノードから受け取り、そして前記ユー
ザ装置が登録される場合だけ所定のチェックを実行するための手段を備えた第２ノードが
提供される。
【００１４】
　本発明の更に別の態様によれば、少なくとも１つのユーザ装置が登録及び登録解除され
る通信システムに使用するための第２ノードにおいて、ユーザ装置が登録されるか又は登
録解除されるか示す指示を含むメッセージを第１ノードから受け取り、そしてユーザ装置
が登録される場合だけユーザ装置が現在アタッチされるネットワークを使用することが許
されるかどうか決定するためのチェックを行なう手段を備えた第２ノードが提供される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明、及び本発明をいかに実施するかを良く理解するため、添付図面を参照して一例
として詳細に説明する。
　先ず、本発明の実施形態を組み込むことのできる考えられるネットワークシステムアー
キテクチャーを示す図１を参照して説明する。ここに例示するネットワークシステムは、
ＵＭＴＳ　３Ｇ仕様に基づいて構成される。しかしながら、本発明の別の実施形態を、他
の第三世代仕様又は実際に他の適当な規格に基づいて使用してもよいことが明らかであろ
う。ユーザ装置１０は、無線アクセスネットワーク１２に接続できる。ユーザ装置１０と
無線アクセスネットワーク１２との間のこの接続は、ワイヤレス接続１１を経て行われる
。ユーザ装置１０は、いかなる適当な形態をとってもよく、例えば、移動電話、ポータブ
ルコンピュータ、パーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）又は他の適当なワイヤレス
装置でよい。ワイヤレス装置は、移動でもよいし、そうでなくてもよい。
【００１６】
　無線アクセスネットワーク１２は、少なくともベースステーションと、通常はコントロ
ーラとで構成される。無線アクセスネットワーク１２は、ＧＰＲＳコアネットワークに接
続される。例えば、ＲＡＮ１２は、ＳＧＳＮ３０（サービングＧＰＲＳサポートノード）
に接続されてもよい。ＳＧＳＮ３０は、次いで、ＧＧＳＮ３２（ゲートウェイＧＰＲＳサ
ポートノード）に接続されてもよい。ＧＧＳＮ及びＳＧＳＮは、ＧＰＲＳネットワーク１
４を構成する。ＧＧＳＮは、ＤＨＣＰ（動的ホストコンフィギュレーションプロトコル）
１５に接続される。ＤＨＣＰ１５は、ユーザ装置１０にプロキシーＣＳＣＦノード１６の
ドメインネームを与えるのに使用される。Ｐ－ＣＳＣＦノード１６は、ＧＧＳＮ３２に接
続される。ドメインネームサーバーＤＮＳ１８は、Ｐ－ＣＳＣＦ１６及びＳＧＳＮ３０に
接続される。ボックス２４内に示された要素は、訪問先ネットワーク、即ちＲＡＮ１２、
ＳＧＳＮ３０、ＧＧＳＮ３２、ＤＮＳ１８、及びＰ－ＣＳＣＦであるとみなすことができ
る。
【００１７】
　ホームネットワークは、ブロック３６内に示される。ホームネットワーク３６は、ユー
ザに関連したもので、ユーザが課金等を受けるネットワークである。訪問先ネットワーク
とホームネットワークとの間の接続は、訪問先ネットワークのＰ－ＣＳＣＦ１６及びホー
ムネットワークのＩ－ＣＳＣＦ２０を経て行なわれる。Ｐ－ＣＳＣＦ１６とＩ－ＣＳＣＦ
２０との間には、バックボーンネットワーク又は他の形式の接続がある。ホームネットワ
ークのＩ－ＣＳＣＦ２０は、Ｓ－ＣＳＣＦ２２に接続される。これらＣＳＣＦ２０及び２
２は、両方ともＨＳＳ２４に接続される。Ｓ－ＣＳＣＦ２２は、サービングコール状態制
御ファンクションであり、少なくとも１つのユーザ装置に現在サービスしているサーバー
であって、そのユーザ装置の状態を制御している。ホーム加入者サーバーエンティティ２
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４は、登録認識、同様のユーザ関連情報等を記憶するのに使用される。
【００１８】
　ユーザを登録するための現在の手順を示す図２を参照して以下に説明する。
　ステップＳ１において、ユーザ装置１０は、ユーザ装置からＰ－ＣＳＣＦ１６へ登録要
求を送信する。この要求の目的は、ユーザＳＩＰ（セッションインターネットプロトコル
）均一リソース識別子をホームネットワークのＣＳＣＦ２２に登録することである。この
要求は、ユーザ装置に対するＩＰマルチメディアサブシステムとのコンタクトポイントで
あることから、Ｐ－ＣＳＣＦ１６へルーティングされる。登録メッセージは、次の情報を
含む。即ち、プライベート認識、公衆認識、ホームドメインネーム及び要求された登録満
了時間、コンテンツの長さ、要求に対する行先ドメイン、割り当てられたＳＩＰセッショ
ンのＩＰアドレス、ユーザのＩＰアドレス及び認証情報。
【００１９】
　ステップＳ２において、Ｐ－ＣＳＣＦ１６は、ユーザ装置１０が訪問先ドメインから登
録されると決定し、ドメインネームサーバー問合せＤＮＳ１８を実行して、ホームネット
ワーク内のＩ－ＣＳＣＦ２０を探索する。ＤＮＳ１８のルックアップテーブルは、要求の
ＵＲＬに指定されたアドレスに基づく。Ｐ－ＣＳＣＦ１６は、ユーザ装置１０から発生さ
れた登録要求を、識別されたＩ－ＣＳＣＦ２０へ送信する。ステップＳ３において、Ｉ－
ＣＳＣＦ２０は、ユーザ許可要求（ＵＡＲ）コマンドの形態でＨＳＳへ問合せを送信する
ことにより、加入者（即ちユーザ）登録状態に関する情報の要求を行なう。この要求は、
マルチメディアユーザの登録の許可を要求するためにＨＳＳへ送信される。ＨＳＳ２４は
、与えられた認識、例えば、プライベート又は公衆認識が同じユーザに属するかどうか確
認する。更に、ＨＳＳ２４は、ユーザが既に登録されたかどうか及び／又はユーザがネッ
トワークに登録されてそこでローミングすることが許されたかどうかチェックしてもよい
。
【００２０】
　ステップＳ４において、ＨＳＳは、ユーザ許可応答（ＵＡＡ）コマンドの形態でＩ－Ｃ
ＳＣＦへ応答を送信する。ユーザが登録を許可されそしてサーバーが既にそれに指定され
ている場合には、メッセージがサーバーのＳＩＰ　ＵＲＬを含み、登録要求を転送するこ
とができる。ユーザが許可されそしてサーバーがまだ指定されていない場合には、マルチ
メディアユーザに対するサービスの制御を実行するサーバーの選択に使用できるサーバー
能力情報が与えられてもよい。
【００２１】
　この情報は、ＨＳＳ２４からＩ－ＣＳＣＦ２０へ送信される。
　ＨＳＳ２４から受信された情報に基づいて、Ｉ－ＣＳＣＦ２０は、適切なＳ－ＣＳＣＦ
２２を選択する。Ｓ－ＣＳＣＦ２２が識別されない場合には、Ｉ－ＣＳＣＦが、ＨＳＳに
より与えられた能力情報を使用して、適切なＳ－ＣＳＣＦを選択する。ＨＳＳ２４が、Ｓ
－ＣＳＣＦを識別する情報を与える場合には、識別されたＳ－ＣＳＣＦが使用される。ス
テップＳ５において、Ｉ－ＣＳＣＦ２０は、選択されたＳ－ＣＳＣＦ２２に登録メッセー
ジを転送する。
【００２２】
　ステップＳ６において、機密情報を要求するために、マルチメディア許可要求（ＭＡＲ
）がＳ－ＣＳＣＦ２２からＨＳＳ２４へ送信される。
　ＨＳＳ２４は、ＭＡＲコマンドに応答して、ユーザにチャレンジするために使用される
べき許可ベクトルを選択する。又、Ｓ－ＣＳＣＦは、このステップにおいて、特定のユー
ザにサービスするためにこれが指定されたことをＨＳＳ２４に指示してもよい。
【００２３】
　ステップＳ７において、ＨＳＳは、マルチメディア許可応答ＭＡＡコマンドをＳ－ＣＳ
ＣＦへ送信し、Ｓ－ＣＳＣＦは、要求された許可ベクトルを与える。
　ステップＳ８において、Ｓ－ＣＳＣＦは、与えられた認証ベクトルを含む認証チャレン
ジをＩ－ＣＳＣＦ２０へ送信する。ステップＳ９において、このチャレンジは、Ｉ－ＣＳ

10

20

30

40

50

(8) JP 4002895 B2 2007.11.7



ＣＦ２０によりＰ－ＣＳＣＦ１６へ転送される。
　ステップＳ１０において、認証チャレンジは、Ｐ－ＣＳＣＦ１６によりユーザ装置１０
へ転送される。
【００２４】
　ステップＳ１１において、ユーザ装置１０は、認証チャレンジに対する応答を発生し、
そしてその応答を更に別の登録メッセージにおいてＰ－ＣＳＣＦ１６へ返送する。ステッ
プＳ１２－Ｓ１５は、ステップＳ２－Ｓ５と同様であり、登録メッセージをＳ－ＣＳＣＦ
２２へ転送するように実施される。Ｓ－ＣＳＣＦ２２は、次いで、ユーザ装置からの応答
に基づいて認証手順を実行する。ステップＳ１６では、Ｓ－ＣＳＣＦ２２がサーバー指定
要求（ＳＡＲ）コマンドを送信する。これは、実際上、Ｓ－ＣＳＣＦ２２が特定のユーザ
にサービスすることをＨＳＳ２４が指示することを要求する。ステップＳ１７では、サー
バー指定応答がＨＳＳからＳ－ＣＳＣＦ２２へ送信され、これは、実際上、Ｓ－ＣＳＣＦ
２２がユーザへ要求されたサービスを提供すべきであるという確認を与える。ステップＳ
１８において、Ｓ－ＣＳＣＦ２２からＩ－ＣＳＣＦ２０へメッセージが送信され、ユーザ
が登録されることを実際上確認する。このメッセージは、ステップＳ１９においてＩ－Ｃ
ＳＣＦによりＰ－ＣＳＣＦへ転送され、そしてステップＳ２０においてＰ－ＣＳＣＦ１６
からユーザ装置１０へ転送される。
【００２５】
　既に登録されたユーザの登録解除を行う手順を示した図３を参照して以下に説明する。
ステップＴ１－Ｔ５は、図２のステップＳ１－Ｓ５と同様である。しかしながら、Ｓ－Ｃ
ＳＣＦ選択は、既に行われているので、これを行なう必要はない。ユーザは、既に登録さ
れているので、ステップＴ５の後の次のステップは、ステップＴ６及びＴ７であり、これ
らは、図２のステップＳ１８及びＳ１９と同じである。
【００２６】
　ユーザ装置により送信された登録メッセージは、ユーザ装置が登録解除を希望するとい
う情報を含む。しかしながら、Ｉ－ＣＳＣＦは、依然、ＨＳＳに質問することを必要とし
、そしてＨＳＳは、依然、正しいコマンドを与えることを必要とする。ステップＴ６のＳ
ＡＲコマンドは、ユーザが登録解除されることをＨＳＳに指示する。これは、例えば、ユ
ーザが、現在アタッチされたネットワークへローミングすることが許されたかどうかチェ
ックするために、ＨＳＳが質問された後だけである。ＨＳＳは、適当に更新される。ステ
ップＴ７のＳＡＡメッセージは、移動ステーションを登録解除できることをＳ－ＣＳＣＦ
に確認する。ステップＴ８－Ｔ１０は、これについての確認を移動ステーションへ転送す
る。
【００２７】
　本発明の実施形態について以下に説明する。本発明の実施形態では、登録手順は、図２
を参照して説明した通りである。しかしながら、登録解除手順については異なる手順が与
えられる。この点については、図４を参照して説明する。
【００２８】
　図４は、登録解除手順の間の信号の流れを示す。第１ステップＱ１において、登録メッ
セージがユーザ装置からＰ－ＣＳＣＦ１６へ送信される。これは、図２のステップＳ１と
同じである。ステップＱ２において、Ｐ－ＣＳＣＦは、登録メッセージをＩ－ＣＳＣＦ２
０へ送信する。この場合も、これは、図２のステップＳ２と同じである。
【００２９】
　Ｉ－ＣＳＣＦ２０により実行される方法を示す図５を参照して説明する。ステップＡ１
において、登録メッセージが受け取られる。ステップＡ２において、Ｉ－ＣＳＣＦ２０は
、要求された満了時間をＳＩＰ　ＲＥＧＩＳＴＥＲメッセージに含む満了ヘッダフィール
ドの値をチェックする。特に、ステップＡ３において、Ｉ－ＣＳＣＦは、その値が０であ
るかどうかチェックする。もしそうであれば、次のステップは、Ａ４である。値０は、メ
ッセージが登録解除メッセージであることを指示するためにとられる。メッセージが登録
解除メッセージであると決定された場合には、ＵＡＲメッセージの属性フィールドが、メ
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ッセージが登録解除メッセージであることを指示するように設定される。このメッセージ
は、ステップＱ３において、ＨＳＳ２４へ送信される。受信したＵＡＲメッセージが、メ
ッセージが登録解除メッセージであることを指示する場合には、ＨＳＳがローミング分析
を行わず、即ちユーザ装置が、現在アタッチされたネットワークで動作する資格があるか
どうかの決定を行なわない。
【００３０】
　値が、ステップＡ３において、０でないと決定された場合には、次のステップがＡ６で
ある。ＵＡＲメッセージにおける登録形式は、メッセージが登録メッセージであることを
指示するように設定される。ＵＡＲメッセージを受信すると、ステップＡ７において、Ｈ
ＳＳは、ローミング分析を実行する。ステップＱ３においてＩ－ＣＳＣＦ２０からＨＳＳ
２４へ送信されるＵＡＲメッセージは、ステップＳ３において送信されたものと同様であ
るが、ユーザが登録を希望するか登録解除を希望するかの付加的な情報を伴うことを理解
されたい。或いは又、登録及び登録解除に異なるメッセージが定義される限り、ステップ
Ｓ３の場合と厳密に同じでもよい。
【００３１】
　上述したように、ＨＳＳは、メッセージが登録解除メッセージである場合にはローミン
グ分析を実行しない。次のステップは、ステップＱ４であり、これは、図２のステップＳ
４と同じである。次のステップＱ５では、Ｉ－ＣＳＣＦが登録メッセージをＳ－ＣＳＣＦ
へ送信する。ステップＱ６－Ｑ１０は、図３のステップＴ６－Ｔ１０と同じである。
【００３２】
　本発明によるＵＡＲメッセージは、次のフィールドを有することを理解されたい。
　ダイアメーターヘッダ
　セッション認識
　許可されたアプリケーション認識
　許可されたセッション状態
　原点ホスト
　原点領域
　行先ホスト
　行先領域
　ユーザネーム
　公衆認識
　訪問先ネットワーク認識
　登録形式、即ちメッセージが登録メッセージか登録解除メッセージか
【００３３】
　本発明の実施形態は、特に、第三世代のテレコミュニケーションシステムに関連して説
明した。本発明の別の実施形態も任意の適当な規格で使用されてもよいことが明らかであ
る。本発明の実施形態は、ＩＰマルチメディアサブシステムに関して説明した。本発明の
実施形態は、他のシステムにも使用できることが明らかであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】本発明の実施形態を組み込むことのできる通信システムアーキテクチャーを示す
図である。
【図２】登録のために現在提案されている仕様に基づく情報の流れを示す図である。
【図３】登録のために現在提案されている仕様に基づく情報の流れを示す図である。
【図４】本発明の実施形態に基づく情報の流れを示す図である。
【図５】本発明による方法のフローチャートである。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

(12) JP 4002895 B2 2007.11.7



フロントページの続き

(72)発明者  カレ　タミ
            フィンランド　エフイーエン－３３２７０　タンペレ　ヴェルニッサライッティ　８　アー　９

    審査官  望月　章俊

(56)参考文献  特表２００３－５１９４５２（ＪＰ，Ａ）
              特表２００４－５０６３５９（ＪＰ，Ａ）
              国際公開第９９／０３８０８３（ＷＯ，Ａ１）
              国際公開第０１／０１０１０９（ＷＯ，Ａ１）
              国際公開第０２／０１３５６７（ＷＯ，Ａ１）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H04B7/24-H04B7/26
              H04Q7/00-H04Q7/38

(13) JP 4002895 B2 2007.11.7


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

