
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのアクセスネットワークと、コアネットワークと、上記アクセスネット
ワークと上記コアネットワークとの間に接続された第１インターフェイスと、少なくとも
１つのターミナル装置とを有するテレコミュニケーションネットワークにおいて、上記コ
アネットワークは、少なくとも１つのゲートウェイ装置と、該ゲートウェイ装置へ制御情
報を送信することにより上記少なくとも１つのゲートウェイ装置を制御するように構成さ
れた少なくとも１つのアクセスネットワーク制御装置とを備えており、上記ゲートウェイ
装置は、電話回路に搬送される音声信号と、インターネット又は他のパケットネットワー
クを経て搬送されるデータパケットとの間を変換するネットワーク要素であり、上記アク
セスネットワーク制御装置と上記ゲートウェイ装置との間に第２インターフェイスが接続
されており、上記制御情報は、上記第２インターフェイスを経て上記アクセスネットワー
ク制御装置から上記ゲートウェイ装置へ送信され、該テレコミュニケーションネットワー
クは、ユーザデータを、上記アクセスネットワーク制御装置を通して送信することなく、
上記第１インターフェイスを経て上記アクセスネットワークと上記少なくとも１つのゲー
トウェイ装置との間に直接ルーティングするように構成されたことを特徴とするテレコミ
ュニケーションネットワーク。
【請求項２】
　上記第１インターフェイスは、上記アクセスネットワークから上記ゲートウェイ装置へ
直接接続される請求項１に記載のテレコミュニケーションネットワーク。
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【請求項３】
　上記第２インターフェイスは、別のアクセスネットワーク制御装置を経て上記ゲートウ
ェイ装置に接続される請求項１に記載のテレコミュニケーションネットワーク。
【請求項４】
　上記第２インターフェイスは、上記アクセスネットワーク及び上記第１インターフェイ
スを経て上記ゲートウェイ装置へ接続される請求項１に記載のテレコミュニケーションネ
ットワーク。
【請求項５】
　上記ユーザデータは、リアルタイムデータを含む請求項１ないし４のいずれかに記載の
テレコミュニケーションネットワーク。
【請求項６】
　上記ユーザデータは、スピーチ、音声及び／又は映像データを含む請求項５に記載のテ
レコミュニケーションネットワーク。
【請求項７】
　上記ユーザデータは、ＲＴＰを使用して送信される請求項６に記載のテレコミュニケー
ションネットワーク。
【請求項８】
　上記第２インターフェイスは、ＩＳＵＰプロトコルを使用するように構成される請求項
１ないし７のいずれかに記載のテレコミュニケーションネットワーク。
【請求項９】
　上記第２インターフェイスは、ＭＧＣＰプロトコルを使用するように構成される請求項
１ないし７のいずれかに記載のテレコミュニケーションネットワーク。
【請求項１０】
　上記アクセスネットワークは、無線アクセスネットワークである請求項１ないし９のい
ずれかに記載のテレコミュニケーションネットワーク。
【請求項１１】
　上記ユーザデータは、パケットネットワークを経てルーティングされる請求項１ないし
１０のいずれかに記載のテレコミュニケーションネットワーク。
【請求項１２】
　上記パケットネットワークは、ＡＴＭネットワークである請求項１１に記載のテレコミ
ュニケーションネットワーク。
【請求項１３】
　上記パケットネットワークは、ＩＰネットワークである請求項１１に記載のテレコミュ
ニケーションネットワーク。
【請求項１４】
　上記制御情報は、ＴＤＭＡネットワークを経て送信される請求項１ないし１３のいずれ
かに記載のテレコミュニケーションネットワーク。
【請求項１５】
　上記制御情報は、パケットネットワークを経て送信される請求項１ないし１３のいずれ
かに記載のテレコミュニケーションネットワーク。
【請求項１６】
　上記パケットネットワークは、ＡＴＭネットワークである請求項１５に記載のテレコミ
ュニケーションネットワーク。
【請求項１７】
　上記パケットネットワークは、ＩＰネットワークである請求項１５に記載のテレコミュ
ニケーションネットワーク。
【請求項１８】
　該テレコミュニケーションネットワークは、ＵＭＴＳネットワークである請求項１ない
し１７のいずれかに記載のテレコミュニケーションネットワーク。
【請求項１９】
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　上記アクセスネットワーク制御装置は、移動交換センターＭＳＣである請求項１ないし
１８のいずれかに記載のテレコミュニケーションネットワーク。
【請求項２０】
　上記第１インターフェイスは、Ｉｕインターフェイスである請求項１ないし１９のいず
れかに記載のテレコミュニケーションネットワーク。
【請求項２１】
　少なくとも１つのアクセスネットワークと、コアネットワークと、上記アクセスネット
ワークと上記コアネットワークとの間に接続された第１インターフェイスと、少なくとも
１つのターミナル装置とを有し、上記コアネットワークは、少なくとも１つのゲートウェ
イ装置と、少なくとも１つのアクセスネットワーク制御装置とを備え、上記ゲートウェイ
装置は、電話回路に搬送される音声信号と、インターネット又は他のパケットネットワー
クを経て搬送されるデータパケットとの間を変換するネットワーク要素であり、上記アク
セスネットワーク制御装置と上記ゲートウェイ装置との間に第２インターフェイスが接続
されているようなテレコミュニケーションネットワークにおいてユーザデータをルーティ
ングする方法において、
　ａ）上記第２インターフェイスを経て上記アクセスネットワーク制御装置から上記ゲー
トウェイ装置へ制御情報を送信することにより上記少なくとも１つのゲートウェイ装置を
制御し、
　ｂ）ユーザデータを、上記アクセスネットワーク制御装置を通して送信することなく、
上記第１インターフェイスを経て上記アクセスネットワークと上記少なくとも１つのゲー
トウェイ装置との間に直接ルーティングする、
という段階を含むことを特徴とする方法。
【請求項２２】
　上記第２インターフェイスにはＩＳＵＰプロトコルが使用される請求項２１に記載の方
法。
【請求項２３】
　上記第２インターフェイスにはＭＧＣＰプロトコルが使用される請求項２１に記載の方
法。
【請求項２４】
　上記第１インターフェイスは、Ｉｕインターフェイスである請求項２１ないし２３のい
ずれかに記載の方法。
【請求項２５】
　少なくとも１つのアクセスネットワークと、第１インターフェイスを経て上記アクセス
ネットワークへ接続されるコアネットワークと、少なくとも１つのターミナル装置とを有
するテレコミュニケーションネットワークに使用するゲートウェイ装置において、該ゲー
トウェイ装置は、電話回路に搬送される音声信号と、インターネット又は他のパケットネ
ットワークを経て搬送されるデータパケットとの間を変換するネットワーク要素であり、
ａ）該ゲートウェイ装置は、第２インターフェイスを経て上記コアネットワークから制御
情報を受信するように構成されており、またｂ）該ゲートウェイ装置は、上記第１インタ
ーフェイスを経て上記アクセスネットワークから直接的にユーザデータを受信するように
構成されていることを特徴とするゲートウェイ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
本発明は、テレコミュニケーションネットワークと、ＧＳＭ技術に基づく第３世代コアネ
ットワークのようなコアネットワークのゲートウェイ装置へアクセスネットワークを経て
ユーザデータをルーティングする方法とに係る。
【０００２】
【背景技術】
第３世代の移動テレコミュニケーションシステムは、エンドユーザに、ターミナル及び個
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人の移動性とは別に、改善されたサービスを提供することを目的とする。第２世代システ
ムに比して、エンドユーザとコアネットワーク要素との間、即ち移動ターミナルから無線
アクセス及び固定ネットワークまでの全経路にわたる特徴をカバーする改善が必要となる
。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）は、Ｂ－ＩＳ
ＤＮコアネットワークを仮定した第３世代システムである。
【０００３】
重要なことに、既存の技術を利用すると、使用するプロトコルに関して多数の問題が発生
する。更に別の調査を必要とする最も重要な観点は、ＵＭＴＳが設定する機能的仕様及び
性能目標を保持しながら既存のプロトコル及び機能を再利用することによりプロトコル仕
様努力をいかに最小化できるかである。ＵＭＴＳの概念が開発されつつあり、そしてＩＭ
Ｔ－２０００規格に対する提案としてインターナショナル・テレコミュニケーション・ユ
ニオン（ＩＴＵ）と統合されようとしている。ＵＭＴＳ／ＩＭＴ－２０００は、適当な周
波数が利用できる次世代の個人向けサービスに偏在的にワイヤレスアクセスできるように
する。ＧＳＭオペレータは、改善されたサービスを供給するための多数のオプションを有
する。例えば、ＧＳＭオペレータは、既存の周波数スペクトルにおいてＧＳＭを使用して
ＵＭＴＳ／ＩＭＴ－２０００能力のサービスを供給したり、既存のスペクトルにおいてＧ
ＳＭ及びＷＣＤＭＡ（ワイドバンドコード分割多重アクセス）を使用したり、又は新規な
２ＧＨｚのＵＭＴＳ／ＩＭＴ－２０００スペクトルにおいてＷＣＤＭＡと合成された既存
のスペクトルにＧＳＭ及びＷＣＤＭＡを使用したりすることができる。全ての解決策は、
導入コストを低くし、市場の需要と調和して掃き出しを行えるので高度な資本融通性を与
え、そして既存のＧＳＭ装置を広範囲に再使用できるようにする。ＷＣＤＭＡは、ＧＳＭ
との完全な後方互換性を与えるだけでなく、充分に証明されたＧＳＭ機能を含むコアネッ
トワークとしてＧＳＭを完全に引き寄せる。
【０００４】
図１は、第３世代（３Ｇ）移動ネットワーク（ＵＭＴＳ、ＩＭＴ－２０００）のネットワ
ーク要素と、それらネットワーク要素を接続するのに使用する対応するインターフェイス
とを示す図である。図１によれば、ＧＳＭネットワーク１０は、Ａｔｅｒインターフェイ
スを経て第３世代のコアネットワーク７に接続される。第３世代コアネットワーク７は、
ＧＳＭ技術をベースとするもので、ＧＳＭ移動交換センター（ＭＳＣ）を含む。この場合
には、同じＭＳＣが、オープンＡインターフェイスを経てＧＳＭ及び３Ｇの両無線アクセ
スネットワークを取り扱うことができる。
３Ｇ無線アクセスネットワーク（３Ｇ　ＲＡＮ）２は、Ｉｕインターフェイスを経てコア
ネットワーク７に接続される。従って、ＧＳＭ　ＭＳＣがコアネットワーク７に使用され
る場合には、Ｉｕインターフェイスがインターワーキングユニット（ＩＷＵ）を経てＧＳ
Ｍ　ＭＳＣのＡインターフェイスに適応されねばならない。更に、Ａｔｅｒインターフェ
イス及びＡＴＭベースのＩｕインターフェイスのコアネットワーク側には、トランスコー
ダ（ＴＣ）（図示せず）が配置され、スピーチは、これらのインターフェイスを経てコー
ドフォーマットで送信される。ＴＣは、Ａｔｅｒインターフェイス及びＩｕインターフェ
イスの各コードを、コアネットワーク７のオープンＡインターフェイスに必要とされるコ
ードに適応させる。ＩｕインターフェイスとＡインターフェイスとの間に配置されるＴＣ
は、３Ｇ　ＴＣであり、これは、ＩＷＵに配置されてもよいし、又は３Ｇ　ＲＡＮ２に設
けられた無線ネットワークコントローラ（ＲＡＮ）の一部分であってもよい。後者の場合
には、Ｉｕインターフェイスが設けられない。別の可能性は、３Ｇ　ＲＡＮ２に対して専
用の３Ｇ　ＭＳＣを設けることである。
【０００５】
コアネットワーク７は、ＩＳＵＰ（ＩＳＤＮシグナリングユーザパート）インターフェイ
スを経てＰＳＴＮ（公衆交換電話ネットワーク）及びＩＳＤＮ（サービス総合デジタル網
）に接続される。ＩＳＵＰインターフェイスは、必要とされるＩＳＤＮコール設定及び制
御機能を与える。更に、コアネットワーク７は、ＴＣＰ／ＩＰ（送信制御プロトコル／イ
ンターネットプロトコル）インターフェイスを経てインターネットに接続される。
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従って、インターネット、ＰＳＴＮ又はＩＳＤＮは、通常のＧＳＭ移動ステーション（Ｍ
Ｓ）１ａ、ＧＳＭ及び３Ｇ能力を有するＭＳ１ｂ、及び改善された第３世代能力をもつ３
Ｇ　ＭＳ１ｃにより、セルラーＧＳＭ又は３Ｇ　ＲＡＮネットワーク１０及び２から共通
のコアネットワーク７を経てアクセスすることができる。
【０００６】
上記トランスコード機能に加えて、コアネットワーク７は、例えば、モデムやビデオコー
デックのような付加的な適応機能を含むことができる。しかしながら、ＴＣと同様に、こ
れらの信号処理機能は、各アクセスネットワークインターフェイスに別々に設けねばなら
ず、必要なネットワークリソースの数が増加する。
他方、他のネットワークへの相互接続は、現在、ＩＰ（インターネットプロトコル）ベー
スのインターフェイスを経てリアルタイム搬送能力を与える必要がある。それ故、通常、
ゲートウェイ（ＧＷ）と称する相互接続装置が必要とされ、これは、ネットワークリソー
スの数を更に増加する。従って、移動ネットワークをＩＰベースのネットワークに接続す
るための簡単な方法が必要とされる。更に、ＭＳＣのようなネットワーク制御装置と、実
際のユーザ平面処理機能との間にオープンインターフェイスをもたせるのが好都合である
。
【０００７】
【発明の開示】
それ故、本発明の目的は、移動ネットワークを他のネットワークに接続するのに必要なネ
ットワークリソースを節約することのできるテレコミュニケーションネットワークを提供
することである。
この目的は、少なくとも１つのアクセスネットワークと、第１インターフェイスを経てア
クセスネットワークに接続されたコアネットワークと、少なくとも１つのターミナル装置
とを有するテレコミュニケーションネットワークにおいて、上記コアネットワークは、制
御情報を送信することにより第２インターフェイスを経て少なくとも１つのゲートウェイ
装置を制御するように構成された少なくとも１つのアクセスネットワーク制御装置を備え
、そして上記テレコミュニケーションネットワークは、第１インターフェイスを経てアク
セスネットワークと１つのゲートウェイ装置との間にユーザデータを直接ルーティングす
るように構成されたテレコミュニケーションネットワークによって達成される。
【０００８】
更に、上記目的は、第１インターフェイスを経てアクセスネットワークに接続されたコア
ネットワークのゲートウェイ装置へ上記アクセスネットワークを経てユーザデータをルー
ティングする方法において、コアネットワークから第２インターフェイスを経てゲートウ
ェイ装置へ制御情報を供給することによりゲートウェイ装置を制御し、そして第１インタ
ーフェイスを経てアクセスネットワークとゲートウェイ装置との間にユーザデータを直接
ルーティングするという段階を含む方法によって達成される。
従って、ユーザデータは、アクセスネットワークとゲートウェイ装置との間で第１インタ
ーフェイスを経て直接的にルーティングされるので、トランスコード機能及び他のデータ
処理機能に必要な処理リソースを多数のアプリケーション間で分担することができる。従
って、トランク利得を利用することができる。制御は、アクセスネットワーク制御エンテ
ィティ、例えば、ＭＳＣにより、専用且つオープンの制御インターフェイスを経て実行さ
れる。このように、アクセスネットワーク制御エンティティは、長い距離にわたってリソ
ースを効率的に制御することができる。従って、本発明によれば、全てのユーザ平面処理
機能を３Ｇ移動ネットワークのゲートウェイエンティティに共通配置できる場合には、リ
ソースの実質的な節約を達成することができる。
【０００９】
第１インターフェイスは、送信ネットワークを経てアクセスネットワークからゲートウェ
イ装置へ直接接続することができる。
第２の可能性は、送信ネットワーク及び別のアクセスネットワーク制御装置を経てゲート
ウェイ装置へ第２インターフェイスを接続することである。

10

20

30

40

50

(5) JP 3801915 B2 2006.7.26



第３の可能性は、アクセスネットワーク及び第１インターフェイスを経てゲートウェイ装
置へ第２インターフェイスを接続することである。この場合に、ゲートウェイ装置の制御
は、ユーザデータと共に送信され、即ちインバンドであり、そしてアウトバンド制御は、
アクセスネットワーク制御装置とアクセスネットワークとの間に与えられる。従って、ア
クセスネットワークは、アウトバンド制御情報をインバンド情報にマップする。
【００１０】
第２インターフェイスは、ＩＳＵＰプロトコル又はＭＧＣＰ（メディアゲートウェイコン
トロールプロトコル）を使用するよう適応できるのが好ましい。第１インターフェイスは
、Ｉｕインターフェイスでよい。
ユーザデータは、スピーチ、音声及び／又は映像データのようなリアルタイムデータを含
むのが好ましい。この場合に、ユーザデータは、ＲＴＰ（リアルタイムプロトコル）を使
用して送信することができる。従って、リアルタイム音声及び映像情報は、インターネッ
トを経て送信又は受信することができる。
ユーザデータは、ＡＴＭネットワーク又はＩＰネットワークのようなパケットネットワー
クを経てルーティングできるのが好ましい。制御情報は、ＴＤＭＡネットワーク又はパケ
ットネットワーク、例えば、ＡＴＭ又はＩＰネットワークを経て送信することができる。
アクセスネットワークの制御ユニットは、移動交換センターであるのが好ましい。
【００１１】
【発明を実施するための最良の形態】
以下、添付図面を参照して、本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。
本発明によるテレコミュニケーションネットワーク及びルーティング方法の好ましい実施
形態を、３Ｇ移動ネットワークに基づいて以下に説明する。
図２は、図１のＧＳＭ／３Ｇコアネットワーク７を示すブロック図であり、これは、ＰＳ
ＴＮ、ＩＳＤＮ又はインターネットのような固定ネットワークに接続されたゲートウェイ
装置ＧＷ５を備えている。３Ｇ　ＲＡＮ２は、Ｉｕインターフェイスを経て、３Ｇ　ＲＡ
Ｎ２にサービスするように構成されたサービスＭＳＣ（ＳＭＳＣ）３に接続される。更に
、３Ｇ　ＲＡＮ２は、Ｉｕインターフェイス及び送信ネットワークを経てＧＷ５に直結さ
れる。コアネットワーク７のＳＭＳＣ３は、ユーザデータを３Ｇ　ＲＡＮ２からＧＷ５へ
直接ルーティングするように制御を実行する。ＧＷ５は、ＳＭＳＣ３により専用且つオー
プン制御インターフェイスを経て制御される。更に、ＧＷ５は、ＭＧＣＰインターフェイ
スを経て別のＭＳＣ４に接続され、これは、サービングＭＳＣでもよいし、非サービング
ＭＳＣでもよい。ＧＷ５は、個別に配置することもできるし、ＭＳＣに一体化することも
できる。
【００１２】
より詳細には、ＧＷ５は、電話回路に搬送される音声信号と、インターネット又は他のパ
ケットネットワークを経て搬送されるデータパケットとの間を変換するネットワーク要素
である。ＧＷ５は、電話ネットワークとボイス・オーバー・ＩＰネットワークとの間のイ
ンターフェイスを果たすトランキングゲートウェイ、ＡＴＭネットワークにインターフェ
イスするボイス・オーバー・ＡＴＭゲートウェイ、ボイス・オーバー・ＩＰネットワーク
への従来のアナログインターフェイスを与える住居用ゲートウェイ、ボイス・オーバー・
ＩＰネットワークへの従来のアナログ又はデジタルＰＢＸ（構内交換機）インターフェイ
スを与えるアクセスゲートウェイ、ボイス・オーバー・ＩＰネットワークへの従来のデジ
タルＰＢＸインターフェイス又は一体化「ソフトＰＢＸ」インターフェイスを与えるビジ
ネスゲートウェイ、電話回路にモデムをアタッチできそしてインターネットへのデータア
クセスを与えるネットワークアクセスサーバー、或いは外部制御要素への制御インターフ
ェイスを与えることのでき回路スイッチ又はパケットスイッチでよい。
【００１３】
ＭＧＣＰインターフェイスとは、外部制御要素からＧＷ装置を制御するように構成された
インターフェイスである。ＭＧＣＰは、コール制御「インテリジェンス」がゲートウェイ
の外部にあって、外部コール制御要素によって取り扱われるようなコール制御アーキテク
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チャーを仮定する。ＭＧＣＰは、これらのコール制御要素又はコールエージェントが互い
に同期して、それらの制御のもとでゲートウェイにコヒレントなコマンドを送信すると仮
定する。ＭＧＣＰは、コールエージェントを同期するメカニズムを定義するものではない
。ＭＧＣＰは、本質的に、ゲートウェイが、コールエージェント即ちＳＭＳＣ３により送
信されたコマンドを実行するよう期待されるマスター／スレーブプロトコルである。ＭＧ
ＣＰは、外部にとって単一のＶｏＩＰ（ボイス・オーバー・インターネット）ゲートウェ
イのように見える分散型システム内の内部プロトコルとして設計される。
【００１４】
好ましい実施形態によれば、ユーザデータは、制御情報に対して使用されるものとは異な
る個別ネットワークを経てＧＷ５にルーティングすることができる。個別ネットワークは
、ＡＴＭネットワーク又はＩＰネットワークのようなパケットネットワークである。制御
シグナリングは、ＴＤＭＡ又はパケットネットワーク、例えば、ユーザ平面ＡＴＭネット
ワーク又はＩＰネットワークを使用する。それ故、ＳＭＳＣ３は、単に、制御平面を取り
扱うエンティティのままであり、ＭＳＣと、コアネットワーク７に接続された無線アクセ
スネットワークとの間にもはやＴＣは必要とされない。制御シグナリングは、ＩＰネット
ワークのようなパケットネットワークを経て実行することができる。
以下、ＳＭＳＣ３によりＧＷ５を制御するための３つの例を、図２及び３に基づいて説明
する。
【００１５】
図３は、データ及び制御情報の流れを対応する矢印で示す情報フローチャートであり、各
行は、別々の送信ケースに対応し、そして上部の矢印は、以前の送信を示す。
図３の上の（第１の）行には、移動ステーション（ＭＳ）とＧＷ５との間のユーザデータ
流が示されている。リアルタイムスピーチ、音声及び／又は映像データのようなユーザデ
ータは、対応する無線インターフェイスを経てＭＳからＲＡＮ２へ送信される。その後、
ユーザデータは、３Ｇ　ＲＡＮ２からＩｕインターフェイスを経てＧＷ５へ直接ルーティ
ングされる。これにより、３Ｇ　ＲＡＮ２とＳＭＳＣ３との間のトランスコード機能は必
要とされない。トランスコード、モデム、ビデオコーデック等のデータ処理機能は、ＧＷ
５において集中的に行うことができる。
【００１６】
図３の第２行には、ＳＭＳＣ３からＧＷ５へ制御情報を供給するための第１の例が示され
ている。このケースでは、ＳＭＳＣ３がＭＧＣＰインターフェイスを経てＧＷ５に接続さ
れる（図２における下の破線を参照）。従って、この例では、制御シグナリングは、ＳＭ
ＳＣ３からＧＷ５へ直接送信される。従って、ＳＭＳＣ３とＧＷ５との間には、個別の制
御平面接続が要求される。ＧＷ５を制御するために他の適当な制御プロトコルを使用でき
ることに注意されたい。
図３の第３行には、第２の制御例が示されている。この例では、３Ｇ　ＲＡＮ２とＧＷ５
との間で個別のインバンド制御シグナリングが実行される。従って、３Ｇ　ＲＡＮ２とＧ
Ｗ５との間にそれ自身の制御平面（例えば、ＭＧＣＰ接続）が設けられない場合には、３
Ｇ　ＲＡＮ２に対して専用のリソースが必要とされる。或いは又、３Ｇ　ＲＡＮ２から受
信されるインバンドシグナリングに基づいてＧＷ５にリソースを割り当てることができる
。更に、ＳＭＳＣ３と３Ｇ　ＲＡＮ２との間にはアウトバンド制御インターフェイスが設
けられ、この場合、３ＧＲＡＮ２は、アウトバンド制御情報を、ＧＷ５に送信されるイン
バンド制御情報へとマップする。
【００１７】
図３の第４行には第３の例が示されており、この場合、ＳＭＳＣ３は、ＧＷ５に接続され
た他のＭＳＣ４を経てＧＷ５を制御する。このオプションでは、ＳＭＳＣ３とＭＳＣ４と
の間に制御平面が必要とされる。これは、図２における上の破線で示されたように、例え
ば、更新されたＩＳＵＰインターフェイスによって達成することができる。この場合に、
ＧＷ５を制御するＭＳＣ４は、ＩＳＵＰインターフェイスを経て受信された制御情報を、
ＧＷ５を制御するのに使用されるＭＧＣＰへとマップすることができる。或いは又、制御
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情報を変換するためにＭＳＣ４により既知の方法を使用することもできる。
要約すれば、本発明は、テレコミュニケーションネットワークに係ると共に、ユーザデー
タを、第１インターフェイスを経てアクセスネットワークに接続されたコアネットワーク
のゲートウェイ装置へ、アクセスネットワークを経てルーティングするルーティング方法
に係る。ゲートウェイ装置の制御は、コアネットワークから第２インターフェイスを経て
ゲートウェイ装置へ制御情報を供給することにより実行され、そしてユーザデータは、ア
クセスネットワークとゲートウェイ装置との間で第１インターフェイスを経て直接ルーテ
ィングされる。従って、ユーザデータは、アクセスネットワークからゲートウェイへ直接
ルーティングされ、一方、制御は、専用且つオープンの制御インターフェイスを経て実行
することができる。これにより、処理リソースを多数のアプリケーション間で共用するこ
とができ、そしてトランキング利得を利用することができる。更に、インターネットを移
動ネットワークに接続する簡単な方法によりリアルタイム搬送能力を与えることができる
。
【００１８】
好ましい実施形態で説明したテレコミュニケーションネットワーク及びルーティング方法
は、コアネットワークを経てゲートウェイ装置に接続されるいかなるアクセスネットワー
クにも適用できることを指摘しておく。特に、コアネットワーク及びアクセスネットワー
クは、いかなる種類のテレコミュニケーションネットワークでもよく、従って、セルラー
又は移動ネットワークに制約されない。更に、ＧＷ５を制御するために任意の適当なアク
セスネットワーク制御エンティティを使用することができる。好ましい実施形態の上記説
明及び添付図面は、単に本発明を例示するものに過ぎない。従って、本発明の好ましい実
施形態は、特許請求の範囲内で種々変更し得るものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　固定ネットワークに接続されたセルラーネットワークより成るテレコミュニケ
ーションネットワークを示す図である。
【図２】　本発明の好ましい実施形態によるコアネットワークのブロック図である。
【図３】　好ましい実施形態の３つの例によりネットワーク要素間の情報の流れを示す図
である。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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