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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】無線モバイル装置及び固定ブロードバンドアク
セス機器の改良された共存のための技法を提供する。
【解決手段】無線インターフェースを介して、サーバで
アクセス要求を受信するステップと、アクセス要求のタ
イプに基づいて、ユーザ端末にインターネットプロトコ
ル(IP)接続を提供する。アクセス要求のタイプは、ユー
ザ端末からの内部パケットをカプセル化するための外部
のIPベーストンネルがない第1のタイプ、又は内部パケ
ットが、外部のIPトンネリングを用いてカプセル化され
る第2のタイプの一方である。アクセス要求が第1のタイ
プである場合、固定ネットワークと無線ネットワークの
間でセッションバインディングを調整する。第2のタイ
プである場合、受信したアクセス要求を固定ネットワー
ク中で動作するゲートウェイへと中継する。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線ネットワークで動作可能なユーザ端末の固定ネットワークを介する接続を容易にす
るための方法であって、
　サーバでアクセス要求を受信するステップと、
　前記アクセス要求のタイプに基づいて、前記ユーザ端末にインターネットプロトコル(I
P)接続を提供するステップとを含み、
　前記アクセス要求の前記タイプが、前記ユーザ端末からの内部パケットをカプセル化す
るための外部のIPベーストンネルがない第1のタイプ、又は前記内部パケットが外部のIP
トンネリングを用いてカプセル化される第2のタイプの一方である、方法。
【請求項２】
　前記アクセス要求が前記第1のタイプである場合、前記固定ネットワークと前記無線ネ
ットワークの間でセッションバインディングを調整するステップをさらに含む、請求項1
に記載の方法。
【請求項３】
　前記アクセス要求が前記第2のタイプである場合、前記受信したアクセス要求を、前記
固定ネットワークで動作するゲートウェイへと中継するステップをさらに含む、請求項1
に記載の方法。
【請求項４】
　無線ネットワークで動作可能な無線装置の固定ネットワークを介する接続を容易にする
ための装置であって、
　アクセス要求を受信する受信器と、
　前記アクセス要求のタイプに基づいて、前記ユーザ端末にIP接続を提供するインターネ
ットプロトコル(IP)接続プロバイダとを備え、
　前記アクセス要求の前記タイプが、前記ユーザ端末からの内部パケットをカプセル化す
るための外部のIPベーストンネルがない第1のタイプ、又は前記内部パケットが外部のIP
トンネリングを用いてカプセル化される第2のタイプの一方である、装置。
【請求項５】
　前記アクセス要求が前記第1のタイプである場合、前記固定ネットワークと前記無線ネ
ットワークの間でセッションバインディングを調整するコーディネータをさらに備える、
請求項4に記載の装置。
【請求項６】
　前記アクセス要求が前記第2のタイプである場合、前記受信したアクセス要求を、前記
固定ネットワークで動作するゲートウェイへと中継する中継器をさらに備える、請求項4
に記載の装置。
【請求項７】
　命令を記憶させた非一時的なコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製
品であって、前記命令が、プロセッサにより実行されたとき、前記プロセッサに、無線ネ
ットワークで動作可能なユーザ端末の固定ネットワークを介する接続を容易にする方法を
実施させ、さらに前記命令が、
　サーバでアクセス要求を受信するためのコードと、
　前記アクセス要求のタイプに基づいて、前記ユーザ端末にインターネットプロトコル(I
P)接続を提供するためのコードとを含み、
　前記アクセス要求の前記タイプが、前記ユーザ端末からの内部パケットをカプセル化す
るための外部のIPベーストンネルがない第1のタイプ、又は前記内部パケットが外部のIP
トンネリングを用いてカプセル化される第2のタイプの一方である、コンピュータプログ
ラム製品。
【請求項８】
　前記アクセス要求が前記第1のタイプである場合、前記固定ネットワークと前記無線ネ
ットワークの間でセッションバインディングを調整するためのコードをさらに含む、請求
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項7に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項９】
　前記アクセス要求が前記第2のタイプである場合、前記受信したアクセス要求を、前記
固定ネットワークで動作するゲートウェイへと中継するためのコードをさらに含む、請求
項7に記載の非一時的なコンピュータ可読媒体。
【請求項１０】
　アクセスネットワークで動作可能なブロードバンドネットワークゲートウェイ(BNG)で
実施可能な方法であって、
　ユーザ端末からアタッチ要求を受信するステップと、
　前記受信したアタッチ要求に基づき、前記アタッチ要求が、無線ネットワーク経由のト
ランスポートを求めているかどうかを判定するステップと、
　前記アタッチ要求が、前記無線ネットワーク経由のトランスポートを求めていると判定
された場合、前記アタッチ要求を、信頼できる無線アクセスゲートウェイ(TWAG)に転送す
るステップと
を含む方法。
【請求項１１】
　アクセスネットワークにおいて、ブロードバンドネットワークゲートウェイ(BNG)で動
作可能な装置であって、
　ユーザ端末からアタッチ要求を受信するための受信ユニットと、
　前記受信ユニットにより受信された前記アタッチ要求に基づき、前記アタッチ要求が、
無線ネットワーク経由のトランスポートを求めているかどうかを判定するための、前記受
信器に電子的に結合された処理ユニットと、
　前記アタッチ要求が、前記無線ネットワーク経由のトランスポートを求めていると前記
処理ユニットにより判定された場合、前記アタッチ要求を、信頼できる無線アクセスゲー
トウェイ(TWAG)に転送するための、前記処理ユニットに電子的に結合された送信ユニット
と
を備える装置。
【請求項１２】
　命令を記憶させた非一時的なコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製
品であって、前記命令が、プロセッサにより実行されたとき、前記プロセッサに、アクセ
スネットワークで動作可能なブロードバンドネットワークゲートウェイ(BNG)で実施可能
な方法を実施させ、さらに前記命令が、
　ユーザ端末からアタッチ要求を受信するためのコードと、
　前記受信したアタッチ要求に基づき、前記アタッチ要求が、無線ネットワーク経由のト
ランスポートを求めているかどうかを判定するためのコードと、
　前記アタッチ要求が、前記無線ネットワーク経由のトランスポートを求めていると判定
された場合、前記アタッチ要求を、信頼できる無線アクセスゲートウェイ(TWAG)に転送す
るためのコードと
を含む、コンピュータプログラム製品。
【請求項１３】
　通信システムであって、
　信頼できる無線アクセスゲートウェイと、
　ブロードバンドネットワークゲートウェイと、
　ユーザ端末とを備え、
　　前記ユーザ端末が、アタッチ要求を送信するように構成され、
　　前記ブロードバンドネットワークゲートウェイが、前記アタッチ要求を前記ユーザ端
末から受信し、前記アタッチ要求が拡張認証プロトコル(EAP)認証要求であるかどうかを
判定し、前記アタッチ要求がEAP認証要求であると判定された場合に前記アタッチ要求を
前記信頼できる無線ゲートウェイに転送するように構成され、
　　前記信頼できる無線アクセスゲートウェイが、前記アタッチ要求のタイプに基づいて
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前記アタッチ要求を満たすように構成される、通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　本明細書は、2012年5月21日に出願された米国特許仮出願第61/649,913号の優先権の利
益を主張する。前述の特許出願の内容全体を、本出願の開示の一部として参照により組み
込む。
【０００２】
　本明細書は、固定モバイルコンバージェンス通信システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　最近、いくつかの例では、広域ネットワーク通信機能(例えば、3G及び4G)を有するスマ
ートフォン、タブレット、及び他のユーザ端末などのモバイル通信装置を、固定ブロード
バンドアクセスネットワークを用いて動作できるようにすることに関心が持たれている。
例えば、携帯電話は、ケーブルモデム、又は非対称デジタル加入者回線(ADSL)などの住宅
用ブロードバンドアクセスネットワークへのWi-Fi接続を介するアクセスを用いて、イン
ターネットにアクセスすることができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　無線モバイル装置及び固定ブロードバンドアクセス機器の改良された共存のための技法
が望まれている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本明細書は、特に、無線ネットワークからのサービス及びポリシを使用し、固定アクセ
スネットワークを介するユーザ端末の接続を容易にするための技術を述べる。
【０００６】
　無線ネットワークで動作可能な無線装置の固定ネットワークを介する接続を容易にする
ための方法、システム、及び装置が開示される。一態様では、方法は、サーバでアクセス
要求を受信するステップと、アクセス要求のタイプに基づいて、ユーザ端末にインターネ
ットプロトコル(IP)接続を提供するステップとを含む。方法のいくつかの実施形態では、
例えば、アクセス要求のタイプは、ユーザ端末からの内部パケットをカプセル化するため
の外部のIPベーストンネルがない第1のタイプ、又は内部パケットが、外部のIPトンネリ
ングを用いてカプセル化される第2のタイプの一方である。例えば、アクセス要求が第1の
タイプである場合、方法は、固定ネットワークと無線ネットワークの間でセッションバイ
ンディングを調整するステップをさらに含むことができる。例えば、アクセス要求が第2
のタイプである場合、方法は、受信したアクセス要求を固定ネットワーク中で動作するゲ
ートウェイへと中継するステップを含むことができる。
【０００７】
　他の態様では、無線ネットワークで動作可能な無線装置の固定ネットワークを介する接
続を容易にするための装置は、アクセス要求を受信する受信器と、アクセス要求のタイプ
に基づいて、ユーザ端末にIP接続を提供するインターネットプロトコル(IP)接続プロバイ
ダとを含む。装置のいくつかの実施形態では、例えば、アクセス要求のタイプは、ユーザ
端末からの内部パケットをカプセル化するための外部のIPベーストンネルがない第1のタ
イプ、又は内部パケットが外部のIPトンネリングを用いてカプセル化される第2のタイプ
の一方である。例えば、アクセス要求が第1のタイプである場合、装置は、固定ネットワ
ークと無線ネットワークの間でセッションバインディングを調整するコーディネータをさ
らに含むことができる。例えば、アクセス要求が第2のタイプである場合、装置は、受信
したアクセス要求を、固定ネットワーク中で動作するゲートウェイへと中継する中継器を
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さらに含むことができる。
【０００８】
　他の態様では、コンピュータプログラム製品は、命令を記憶させた非一時的なコンピュ
ータ可読媒体を含み、命令は、プロセッサにより実行されたとき、プロセッサに、無線ネ
ットワークで動作可能なユーザ端末の固定ネットワークを介する接続を容易にする方法を
実施させる。命令は、サーバでアクセス要求を受信するためのコードと、アクセス要求の
タイプに基づいて、ユーザ端末にインターネットプロトコル(IP)接続を提供するためのコ
ードとを含む。コンピュータプログラム製品のいくつかの実施形態では、例えば、アクセ
ス要求のタイプは、ユーザ端末からの内部パケットをカプセル化するための外部のIPベー
ストンネルがない第1のタイプ、又は内部パケットが外部のIPトンネリングを用いてカプ
セル化される第2のタイプの一方である。例えば、アクセス要求が第1のタイプである場合
、命令は、固定ネットワークと無線ネットワークの間でセッションバインディングを調整
するためのコードをさらに含むことができる。例えば、アクセス要求が第2のタイプであ
る場合、命令は、受信したアクセス要求を固定ネットワーク中で動作するゲートウェイへ
と中継するためのコードをさらに含むことができる。
【０００９】
　他の態様では、アクセスネットワーク中で動作可能なブロードバンドネットワークゲー
トウェイで実施可能な方法は、ユーザ端末からアタッチ要求を受信するステップと、受信
したアタッチ要求に基づき、アタッチ要求が、無線ネットワーク経由のトランスポートを
求めているかどうかを判定するステップと、アタッチ要求が、無線ネットワーク経由のト
ランスポートを求めていると判定された場合、アタッチ要求を、信頼できる無線アクセス
ゲートウェイに転送するステップとを含む。
【００１０】
　他の態様では、アクセスネットワーク中のブロードバンドネットワークゲートウェイで
動作可能な装置は、ユーザ端末からアタッチ要求を受信するための受信器ユニットと、受
信器ユニットにより受信されたアタッチ要求に基づき、アタッチ要求が、無線ネットワー
ク経由のトランスポートを求めているかどうかを判定するための、受信器に電子的に結合
された処理ユニットと、アタッチ要求が、無線ネットワーク経由のトランスポートを求め
ていると処理ユニットにより判定された場合、アタッチ要求を信頼できる無線アクセスゲ
ートウェイに転送するための、処理ユニットに電子的に結合された送信ユニットとを含む
。
【００１１】
　他の態様では、コンピュータプログラム製品は、命令を記憶させた非一時的なコンピュ
ータ可読媒体を含み、命令は、プロセッサにより実行されたとき、プロセッサに、アクセ
スネットワークで動作可能なブロードバンドネットワークゲートウェイで実施可能な方法
を実施させる。命令は、ユーザ端末からアタッチ要求を受信するためのコードと、受信し
たアタッチ要求に基づき、アタッチ要求が、無線ネットワーク経由のトランスポートを求
めているかどうかを判定するためのコードと、アタッチ要求が、無線ネットワーク経由の
トランスポートを求めていると判定された場合、アタッチ要求を信頼できる無線アクセス
ゲートウェイに転送するためのコードとを含む。
【００１２】
　他の態様では、信頼できる無線アクセスゲートウェイ、ブロードバンドネットワークゲ
ートウェイ、及びユーザ端末を備える通信システムが開示される。ユーザ端末は、アタッ
チ要求を送信するように構成される。ブロードバンドネットワークゲートウェイは、ユー
ザ端末からアタッチ要求を受信し、アタッチ要求が拡張認証プロトコル(EAP)認証要求で
あるかどうかを判定し、アタッチ要求がEAP認証要求であると判定された場合にアタッチ
要求を信頼できる無線アクセスゲートウェイに転送するように構成される。信頼できる無
線アクセスゲートウェイは、アタッチ要求のタイプに基づいて、アタッチ要求を満たすよ
うに構成される。
【００１３】
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　これらの及び他の態様、並びにその実施形態及び変形形態は、図面、説明、及び特許請
求の範囲で述べられる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】無線ネットワークアーキテクチャの例を示す図である。
【図２】無線ネットワークで動作可能な無線装置のブロック図である。
【図３】固定ブロードバンドアクセスネットワークを介する3GPP S2aトランスポートのユ
ーザプロトコルスタックを示す例示的な図である。
【図４】固定ブロードバンドアクセスネットワークを介する3GPP S2bトランスポートのユ
ーザプロトコルスタックを示す例示的な図である。
【図５】固定ブロードバンドアクセスネットワークを介する3GPPの信頼できるS2cトラン
スポートのユーザプロトコルスタックを示す例示的な図である。
【図６】固定ブロードバンドアクセスネットワークを介する3GPPの信頼できないS2cトラ
ンスポートのユーザプロトコルスタックを示す例示的な図である。
【図７】EPC経由に対する非シームレスなWLANオフロードの例示的なネットワークアーキ
テクチャを示す図である。
【図８】例示的なS2a中心のEPC経由ネットワークソリューションのアーキテクチャの概要
を示す図である。
【図９】WLANインターフェースによる固定ブロードバンドアクセスネットワークを介する
デュアルスタックIPv6/IPv4ベアラトランスポートを確立するための3GPP UE S2a EPC経由
のシナリオを示す図である。
【図１０】WLANインターフェースによる固定ブロードバンドアクセスネットワークを介す
るIPv4ベアラトランスポートを確立するための3GPP UE S2a EPC経由のシナリオを示す図
である。
【図１１】WLANインターフェースによる固定ブロードバンドアクセスネットワークを介す
るベアラトランスポートを確立するための3GPP UE NSWOシナリオを示す図である。
【図１２】固定ブロードバンドアクセスネットワークを介するベアラトランスポートを確
立するための固定装置シナリオを示す図である。
【図１３】固定ネットワークを介する接続を容易にするプロセスを表す流れ図である。
【図１４】固定ネットワークを介する接続を容易にするための装置を表すブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　様々な図面における同様な参照記号は、同様の要素を示す。
【００１６】
　本明細書で述べられる方法、システム、装置は、一態様では、固定ブロードバンドネッ
トワークアクセスを用いて動作するセルラ式ユーザ端末にネットワーク接続を提供するこ
とにおいて有用である。他の態様では、開示される技法は、固定装置(例えば、ケーブル
モデムなどのホームアクセスポイントに通信可能に結合されたホームコンピュータなど)
と、例えば、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)装置などの無線装置との共存
を可能にするために使用することができる。いくつかの開示される実施形態では、その共
存は、固定装置から受信した接続要求に基づき、固定装置と3GPP装置の間を区別できる能
力をブロードバンドゲートウェイに与えることによって容易に行うことができる。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、開示された技法のいくつかは、アクセスネットワークで動作
可能な信頼できる無線アクセスゲートウェイ(TWAG)と呼ばれるハードウェアプラットフォ
ーム上で実施することができる。以下でさらに述べるように、TWAGは、3GPP装置の固定ブ
ロードバンドアクセスネットワークへのアタッチを容易にし、さらに3GPP装置への接続を
提供しながら、3GPPサービスプロバイダのポリシの実施をサポートすることができる。
【００１８】
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　図1は、無線通信ネットワーク又はシステムの例を示す。この無線通信ネットワークは
、1以上の基地局(BS)105、107、及び1以上の無線装置110を含むことができる。基地局105
、107は、例えば、ダウンリンク(DL)信号として知られるフォワードリンク(FL)上の信号
を1以上の無線装置110に送信することができる。無線装置110は、例えば、アップリンク(
UL)信号として知られるリバースリンク(RL)上の信号を1以上の基地局105、107送信するこ
とができる。無線通信システムは、1以上の基地局105、107を制御するための1以上のコア
ネットワーク125を含むことができる。1以上の基地局は、無線アクセスネットワークを形
成する。例えば、基地局は、無線装置のために無線アクセスを提供するその性質により、
単独で、又は1以上の他の基地局と組み合わせて、アクセスポイント(AP)、アクセスネッ
トワーク(AN)、又はeNodeBと呼ぶことができる。本技法及びシステムを実施できる無線通
信システムの例は、特に、例えば、CDMA2000 1xなどの符号分割多元接続(CDMA)、高速パ
ケットデータ(HRPD)、ロングタームエボリューション(LTE)、ユニバーサル地上無線アク
セスネットワーク(UTRAN)、及びマイクロ波アクセスのための世界的なインターオペラビ
リティ(WiMAX)に基づく無線通信システムを含む。
【００１９】
　図2は、無線装置、基地局、又は他の無線通信モジュールを実施するための無線送受信
局の例を示す。無線局の様々な例は、図1の1以上の基地局105、107、及び無線装置110を
含む。例えば、基地局又は無線装置などの無線局205は、本明細書で示される技法の1以上
のものなどの方法を実施するマイクロプロセッサなど、プロセッサ電子装置210を含むこ
とができる。無線局205は、1以上のアンテナ220などの1以上の通信インターフェースを介
して無線信号を送信し、且つ/又は受信するための送受信電子装置215を含むことができる
。無線局205は、データを送信及び受信するための他の通信インターフェースを含むこと
ができる。例えば、いくつかの実施形態では、無線局205は、有線ネットワークと通信す
るための1以上の有線通信インターフェースを含むことができる。無線局205は、データ及
び/又は命令などの情報を記憶するように構成された1以上のメモリを含むことができる。
いくつかの実施形態では、プロセッサ電子装置210は、送受信電子装置215及びメモリの少
なくとも一部を含むことができる。
【００２０】
　いくつかの実施形態では、無線局205は、CDMA無線インターフェースに基づいて互いに
通信することができる。いくつかの実施形態では、無線局205は、直交周波数分割多元接
続(OFDMA)無線インターフェースを含むことのできる直交周波数分割多重(OFDM)無線イン
ターフェースに基づいて互いに通信することができる。いくつかの実施形態では、無線局
205は、CDMA2000 1xなどのCDMA、HRPD、WiMAX、LTE、及びユニバーサル移動通信システム
(UMTS)など、1以上の無線技術を用いて通信することができる。
【００２１】
　いくつかの実施形態では、無線局205は、さらに、例えば、802.11(a/b/g/n)インターフ
ェースなどのローカルエリアネットワーク接続で構成することができる。このようなイン
ターフェースを利用できることは、無線局205を、ローカルエリア接続を介してインター
ネットに通信可能に結合することを可能にする。例えば、ユーザは、無線ローカルエリア
ネットワーク接続(例えば、ホームWi-Fiアクセス)により、ケーブルモデムネットワーク
若しくはDSLネットワークなどの固定ブロードバンドネットワークを介してサービスに接
続することにより、自分のユーザ端末(UE)を介してサービスにアクセスすることができる
。
【００２２】
　固定モバイル相互接続又はコンバージェンスの一つの有用性は、モバイルオペレータが
、そのモバイル装置(例えば、UE)を、例えば、EPC経由で、3GPPの進化したパケットコア(
EPC)にアクセスし、例えば、非シームレスなWLANオフロード(NSWO)により、モバイル装置
トラフィックをオフロードできるようにすることが可能なことである。この経路指定は、
EPCを経由するが、例えば、固定ブロードバンドアクセスネットワークを介するWLANアク
セスによるなど、ローカルに経路指定することができる。
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【００２３】
　モバイル装置は、EPC経由のトラフィック及びNSWOトラフィックに対して、セルラ式無
線リンクインターフェースよりも、WLAN無線リンクインターフェースによる固定ブロード
バンドアクセスネットワークを利用しているが、固定オペレータはなお、固定ブロードバ
ンドアクセスネットワークを介してその固定装置のための現在行われているサポートを維
持する必要がある。しかし、モバイル装置トラフィックに対するアクセスポリシは、モバ
イルオペレータから得られており、そのアクセスポリシは、固定オペレータから得られる
固定装置に対するものとは異なっている。
【００２４】
　その結果、固定ブロードバンドネットワークへの固定装置のアタッチを、モバイル装置
のアタッチと区別する必要があり、正しいアクセスポリシを取得し、それに応じて、モバ
イル装置及び固定装置のためのベアラトランスポートを確立することができる。
【００２５】
　本明細書で開示される技法は、一態様では、WLANインターフェースにより固定ブロード
バンドアクセスネットワークへの3GPPモバイル装置及び固定装置アタッチの共存をサポー
トするが、なお、3GPPモバイル装置に対して同じタイプのEPCアクセス及びNSWOを可能に
するネットワークソリューションを提供する。
【００２６】
　例えば、S2a、S2b、S2cと呼ばれることのある三つの3GPP EPC経由のアクセスタイプが
ある。例えば、S2b及びS2cアクセスに対する3GPP EPC経由のパケットなど、これらの三つ
の3GPPアクセスタイプのうちの二つの中で、内部パケットは、IPベースのトンネリング(
例えば、IPSec、GRE、IP-in-IPなど)内でカプセル化されて固定ブロードバンドアクセス
ネットワークを介して移送されるが、3GPP S2aアクセスタイプの場合、固定ブロードバン
ドアクセスネットワークは、3GPPオペレータには「信頼できる」アクセスと見なされるた
め、固定ブロードバンドアクセスネットワークを介して移送されるUEの内部パケットをカ
プセル化するための外部のIPベーストンネルはない。S2aアクセスタイプに対するGPRSト
ンネリングプロトコル(GTP)は、固定ブロードバンドアクセスネットワークの縁部で終了
することが予想され、したがって、それは、3GPP S2aアクセスポリシの取得、及び3GPP E
PCとのIPベアラセッションバインディングをサポートするために固定ブロードバンドアク
セスネットワークに導入される特殊な機能エンティティ、すなわち、信頼できるWLANアク
セスゲートウェイ(TWAG)を必要とする。
【００２７】
　そうではあるが、これらの三つのアクセスタイプのすべてに対して、固定ブロードバン
ドアクセスネットワークを介して移送される(例えば、IPベースのカプセル化を用いる、
又は用いない)IPパケットの3GPP UEのソースIPアドレスは、3GPP EPCにより割り当てられ
る。
【００２８】
　WLANインターフェースにより、固定ブロードバンドアクセスネットワークを介してこれ
も送信されるはずの他のタイプの3GPP UEトラフィックは、NSWOオフロードトラフィック
である。NSWOに対するモバイル装置のアクセスポリシは、3GPPネットワークから取得され
るが、NSWOに対する3GPP UEのソースIPアドレスは、この場合、固定ブロードバンドアク
セスネットワークにより割り当てられ、したがって、3GPP UEトラフィックは、ローカル
に経路指定されて、外部ネットワークと直接通信することができる。
【００２９】
　図3、4、5、及び6は、3GPP EPC経由のトラフィックに対して、固定ブロードバンドアク
セスネットワークを介するS2a、S2b、及びS2cトランスポートのためのユーザプレーンの
プロトコルスタックの差を示している。
【００３０】
　図3は、固定ブロードバンドアクセスネットワーク310を介する3GPP S2aトランスポート
のユーザプロトコルスタックを示す例示的な図を示す。図3は、3GPP UEのプロトコルスタ
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及び信頼できる非3GPPアクセス(Access GW)のプロトコルスタック302を示している。
【００３１】
　図4は、固定ブロードバンドアクセスネットワーク410を介する3GPP S2bトランスポート
のユーザプロトコルスタックを示す例示的な図を示している。図4は、3GPP UEのプロトコ
ルスタック401、パケットデータネットワークゲートウェイ(PDN GW)のプロトコルスタッ
ク303、及び進化したパケットデータゲートウェイ(ePDG)のプロトコルスタック402を示し
ている。
【００３２】
　図5は、固定ブロードバンドアクセスネットワーク510を介する3GPPの信頼できるS2cト
ランスポートのユーザプロトコルスタックを示す例示的な図を示している。図5は、3GPP 
UEのプロトコルスタック501、3GPPゲートウェイホームエージェントHAのプロトコルスタ
ック502、及び信頼できる非3GPPアクセスシステムのプロトコルスタック505を示している
。
【００３３】
　図6は、固定ブロードバンドアクセスネットワーク610を介する3GPPの信頼できないS2c
トランスポートのユーザプロトコルスタックを示す例示的な図を示している。図6は、3GP
P UEのプロトコルスタック601、3GPPゲートウェイHAのプロトコルスタック502、及び進化
したパケットデータゲートウェイ(ePDG)のプロトコルスタック605を示している。
【００３４】
　図7は、例示的な3GPP UEにより生成されたEPC経由のトラフィックとNSWOとの間の差を
示すネットワークアーキテクチャ図を示している。図7のネットワークアーキテクチャ図
は、例えば、LTEネットワーク及びWiFiネットワークとして示されたモバイル通信ネット
ワーク及び固定ブロードバンドアクセスネットワークで動作できる、例えば、スマートフ
ォン又はタブレット装置として示された3GPP UE701を示す。ネットワークアーキテクチャ
図は、パケットデータネットワーク(PDN)702、及び3GPP UE701と無線通信するパケットデ
ータネットワークゲートウェイ(PGW)703を示している。ネットワークアーキテクチャ図は
、EPC経由のトラフィック及びNSWOトラフィックを含む例示的な無線通信トラフィックを
示す。
【００３５】
　固定ブロードバンドアクセスネットワークで固定装置に対するサポートを継続しながら
、3GPP UEのEPC経由トラフィック及びNSWOトラフィックの共存をサポートするための問題
が生じている。固定装置及び3GPP NSWOトラフィックの3GPP UEのソースIPアドレスは、固
定ブロードバンドアクセスネットワークにより割り当てられるが、固定及び3GPP UEに対
するアクセスポリシは、それぞれ、固定及び3GPPオペレータから得られる。例えば、レイ
ヤ2又はIPレイヤで動作している固定装置のタイプに応じて、固定ブロードバンドアクセ
スネットワークにより固定装置に割り当てられるIPアドレスがある場合と、ない場合のあ
ることに留意されたい。表1は、固定及び3GPP UEに対するアクセスポリシ及びソースIPア
ドレス指定の割当てに関するネットワークの責任の例を要約している。表2は、3GPP UEが
、固定又は3GPPオペレータから取得されたIPアドレス割当てのタイプに基づき、どのよう
にして、固定ブロードバンドアクセスネットワークを介して経路指定されるかの例を説明
する。
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【表１】

【表２】

【００３６】
　いくつかの態様では、IPベアラセッションバインディング、及びEPCからのIPアドレス
割当て(例えば、S2b/S2c S2a EPC経由のトラフィックに限って適用可能なもの)が必要と
なりうる適切なアクセスポリシを用いて、固定ブロードバンドアクセスネットワークを介
する3GPP UE及び固定装置の共存をサポートするために、新しい機能要素、すなわち、信
頼できる無線アクセスゲートウェイ(TWAG)が、固定ブロードバンドアクセスネットワーク
とEPCネットワークの境界に導入されて、WLANを介する固定ブロードバンドアクセスネッ
トワークへの3GPP UEのアタッチ中に、これらの二つの主要な機能をサポートする。
【００３７】
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　いくつかの実施形態では、例えば、3GPP UEのアタッチ要求をTWAGに送るために、固定
ブロードバンドアクセスネットワークにおける既存のブロードバンドネットワークゲート
ウェイ(BNG)は、3GPP UEの拡張認証プロトコル(EAP)の認証要求(UEのアタッチ手順の一部
)を固定装置のものと区別できるように、AAAプロキシ(例えば、RADIUSプロキシなど)をサ
ポートするように拡張することもできる。
【００３８】
　例えば、BNGが、到来するアタッチ要求が、UEのネットワークアクセス識別子(NAI)の領
域を参照することにより、3GPP UEから送られたEAP認証要求であると認識した場合、且つ
SSIDがNSWOに対すものではない場合、要求は、処理のためにTWAGに送ることができる。そ
うではなくて、例えば、到来するアタッチ要求が、RADIUS/EAP認証要求ではない場合、又
はEAP認証要求が、(UEのNAIの領域を参照することにより)3GPP UEから送られたものでは
ない場合、或いはサービスセットID(SSID)がNSWOに対するものである場合、要求は、処理
のために固定AAAプロキシ/サーバに直接送ることができる。
【００３９】
　TWAGはまた、AAAプロキシ(例えば、RADIUSプロキシ)機能をサポートし、3GPP UEのアク
セスタイプポリシ(例えば、S2a/b/c EPC経由か、NSWOか、など)と、UEの国際移動体加入
者識別番号(IMSI)と、関連するアクセスポイント名(APN)と、S2a EPC経由のトラフィック
の場合(例えば、S2a EPC経由のトラフィックにだけ利用可能)やS2b/c EPC経由のトラフィ
ックの場合にはEPCで割り当てられたIPアドレスとを含むRADIUS/EAP認証応答の傍受を担
当することができる。
【００４０】
　3GPP EPCから取得した3GPP UEのアクセスタイプポリシ、UEのIMSI、関連するAPN、及び
IPアドレスが(例えば、S2aシナリオに対して)あれば、それらに従って、TWAGは、BNGと調
整して、3GPP UEに対する固定ブロードバンドアクセスネットワーク及びEPCネットワーク
(EPC経由の場合)を介して、ベアラトランスポートのためのIPベアラセッションバインデ
ィングを確立することになる。
【００４１】
　いくつかの態様では、IPベアラセッションバインディング、及びEPCからのIPアドレス
割当てが必要となりうる適切なアクセスポリシを用いて、固定ブロードバンドアクセスネ
ットワークを介する3GPP UE及び固定装置の共存をサポートするために、新しい機能要素
、すなわち、信頼できる無線アクセスゲートウェイ(TWAG)が、固定ブロードバンドアクセ
スネットワーク及びEPCネットワークの境界で導入されて、WLANによる固定ブロードバン
ドアクセスネットワークへの3GPP UEアタッチ中に、3GPP UEアクセスポリシの取得をサポ
ートし、また該当する場合、IPアドレス割当て及びEPCとのIPベアラセッションバインデ
ィング(S2a EPC経由のトラフィックにだけ適用可能である)をサポートする。
【００４２】
　図8は、例示的なS2a EPC経由のネットワークソリューションをサポートする固定ブロー
ドバンドアクセスネットワークの概要を示す図である。図8で示すように、TWAGは、ブロ
ードバンドフォーラム(BBF)で規定されたアクセスネットワーク中に構成され、EPCネット
ワークのPDNゲートウェイと、BBFで規定されたアクセスネットワークのBNGとの間で通信
可能に結合され、且つBBF AAAに対して通信可能に結合される。
【００４３】
　他の態様では、3GPP UEのEPC経由のアタッチ要求をTWAGに送るために、固定ブロードバ
ンドアクセスネットワークにおける既存のブロードバンドネットワークゲートウェイ(BNG
)を、AAAプロキシ(例えば、RADIUSプロキシ)が3GPP UEのEAP認証要求(UEのアタッチ要求
の一部)を固定装置のものと区別することをサポートするように拡張することができる。
【００４４】
　例えば、アクセスタイプが、認証応答から取得されたEPC経由のS2aである場合、TWAGは
、BNGと調整して、UEのIMSI、APN、及びEPCで割り当てられたIPアドレスの情報に基づき
、3GPP UEのベアラトランスポートに対する、固定ブロードバンドアクセスネットワーク
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とEPCネットワークの間でIPベアラセッションバインディングを実施する。TWAGはまた、I
Pアドレスを取得するために3GPP UEのDHCP DISCOVERYをサポートするDHCPプロキシサーバ
になる。TWAGは、次いで、BNGと調整して、3GPP UEのDHCP DISCOVERYをそれ自体に向けて
転送することになる。
【００４５】
　図9は、WLANインターフェースによる固定ブロードバンドアクセスネットワークを介す
るデュアルスタックIPv6/IPv4ベアラトランスポートを確立するための3GPP UE S2a EPC経
由のシナリオを示している。
【００４６】
　図10は、WLANインターフェースによる固定ブロードバンドアクセスネットワークを介す
るIPv4ベアラトランスポートを確立するための3GPP UE S2a EPC経由のシナリオを示して
いる。
【００４７】
　例えば、アクセスタイプが、認証応答から取得されたEPC経由のS2b/cである場合、TWAG
は、認証応答をBNGへと中継することになる。BNGはまた、RADIUS認証応答をRGへと中継す
る。既存のリリース11の3GPP仕様書(例えば、3GPP TS23.203、TS23.402、及びTS23.139な
ど)に加えて、さらなる追加の処理は必要ではない。
【００４８】
　図11は、WLANインターフェースによる固定ブロードバンドアクセスネットワークを介す
るベアラトランスポートを確立するための3GPP UE NSWOのシナリオを示している。
【００４９】
　図11を参照すると、3GPP UEが、SSIDによりNSWOを要求した場合、またEPCが、BNGへの
固定AAAによるRADIUS/EAP応答で、このような要求を3GPP UEに対して認可する場合、既存
のリリース11の3GPP仕様書(例えば、TS23.203、TS23.402、及びTS23.139)で指定されたも
のと同じNSWO手順が使用される。
【００５０】
　図12は、固定ブロードバンドアクセスネットワークを介するベアラトランスポートを確
立するための固定装置シナリオを示す。
【００５１】
　図12を参照すると、認証法(例えば、PPPoE)、又はRADIUS/EAP要求からの固定装置のNAI
情報の領域に基づいてBNGがこのような要求を認識する固定装置の場合、BNGは、その既存
の機能を実行して、その要求を、認証のために固定AAAに向けて送り、さらにIPアドレス
の割当てのために固定DHCPサーバに向けて送ることになる。
【００５２】
　図13は、無線ネットワークで動作可能なユーザ端末の固定ネットワークを介する接続を
容易にするためのプロセス1300を表す流れ図を示す。1302で、アクセス要求が、サーバで
受信される。1304で、インターネットプロトコル(IP)接続が、アクセス要求のタイプに基
づいてユーザ端末に与えられる。前に論じたように、いくつかの実施形態では、アクセス
要求タイプは、ユーザ端末からの内部パケットをカプセル化するための外部のIPベースト
ンネルのない第1のタイプ、及び内部パケットが、外部のIPトンネリングを用いてカプセ
ル化される第2のタイプの一方である。前に論じたように、いくつかの実施形態では、ア
クセス要求が第1のタイプである場合、固定ネットワークと無線ネットワークの間でセッ
ションバインディングを調整する。いくつかの実施形態では、アクセス要求が第2のタイ
プである場合、受信したアクセス要求を固定ネットワークで動作しているゲートウェイに
中継する。
【００５３】
　図14は、無線ネットワーク中で動作可能な無線装置の固定ネットワークを介する接続を
容易にするための装置1400を表すブロック図である。モジュール1402(例えば、受信器)は
、アクセス要求を受信するためのものである。モジュール1404(例えば、IP接続プロバイ
ダ)は、アクセス要求のタイプに基づいてユーザ端末にIP接続を提供するためのものであ
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る。装置1400及びモジュール1402、1404は、本明細書で開示された技法のいくつかを実施
するようにさらに構成することができる。
【００５４】
　固定モバイルネットワークで、固定装置(例えば、固定ブロードバンドネットワークに
限って通信可能に結合された装置など)及び3GPP無線装置が共存することを容易にするた
めの様々な技法が開示されていることが理解されよう。
【００５５】
　固定ブロードバンドネットワークを介するポリシの実施及びパケット経路指定を容易に
するために固定ブロードバンドネットワークとパケットコアネットワークの間の境界に、
信頼できる無線アクセスゲートウェイを固定モバイルネットワークに導入できることがさ
らに理解されよう。
【００５６】
　本明細書に記載の開示された、及び他の実施形態、並びに機能オペレーションは、本明
細書で開示された構造、及びその構造的に均等な形態を含めて、デジタル電子回路で、又
はコンピュータソフトウェア、ファームウェア、若しくはハードウェアで、或いはそれら
の1以上の組合せで実施することができる。開示された、及び他の実施形態は、1以上のコ
ンピュータプログラム製品として、すなわち、データ処理装置により、又はそのオペレー
ションを制御するために実行される、コンピュータ可読媒体上に符号化されたコンピュー
タプログラム命令の1以上のモジュールとして実施することができる。コンピュータ可読
媒体は、マシン可読記憶装置、マシン可読記憶基板、メモリ装置、マシン可読の伝搬信号
を実施する組成物、又は1以上のそれらの組合せとすることができる。用語「データ処理
装置」は、例として、プログラム可能なプロセッサ、コンピュータ、又は複数のプロセッ
サ若しくはコンピュータを含む、データを処理するためのすべての装置、デバイス、及び
マシンを包含する。装置は、ハードウェアに加えて、当該のコンピュータプログラムに対
する実行環境を作成するコード、例えば、プロセッサファームウェア、プロトコルスタッ
ク、データベース管理システム、オペレーティングシステム、又はそれらの1以上の組合
せを構成するコードなどを含むことができる。伝搬信号は、適切な受信装置に送信するた
めに情報を符号化するように生成された、例えば、マシンで生成された電気的、光学的、
電磁気信号など、人工的に生成された信号である。
【００５７】
　コンピュータプログラム(プログラム、ソフトウェア、ソフトウェアアプリケーション
、スクリプト、又はコードとしても知られている)は、コンパイルされた、又は解釈され
た言語を含む、プログラミング言語の任意の形態で記述することができ、またそれは、ス
タンドアロンのプログラムとして、又はモジュール、コンポーネント、サブルーチン、若
しくはコンピューティング環境で使用するのに適した他のユニットとして含まれる任意の
形態で展開することができる。コンピュータプログラムは、必ずしもファイルシステムの
ファイルに対応していない。プログラムは、他のプログラム又はデータを保持するファイ
ル(例えば、マークアップ言語文書に記憶された1以上のスクリプトなど)の一部に、当該
のプログラムに専用の単一のファイルに、又は複数の協調するファイル(例えば、1以上の
モジュール、サブプログラム、又はコードの部分を記憶するファイル)に記憶することが
できる。コンピュータプログラムは、一つのサイトに位置する、又は複数のサイトに分散
され、通信ネットワークにより相互接続された一つのコンピュータ若しくは複数のコンピ
ュータ上で実行するように展開することができる。
【００５８】
　本明細書で述べたプロセス及び論理フローは、入力データに操作し、出力を生成するこ
とにより機能を実施するように1以上のコンピュータプログラムを実行する1以上のプログ
ラム可能なプロセッサにより実施することができる。プロセス及び論理フローはまた、例
えば、書替え可能ゲートアレイ(FPGA)又は特定用途向けIC(ASIC)などの専用の論理回路に
より実施することができ、装置はまた、その専用の論理回路として実施することもできる
。
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【００５９】
　コンピュータプログラムに適したプロセッサは、例として、汎用と専用のマイクロプロ
セッサを共に含み、任意の種類のデジタルコンピュータの任意の1以上のプロセッサを含
む。概して、プロセッサは、読出し専用メモリ又はランダムアクセスメモリ、或いはその
両方から命令及びデータを受け取ることになる。コンピュータの本質的な要素は、命令を
実施するためのプロセッサと、命令及びデータを記憶するための1以上のメモリ装置とで
ある。概して、コンピュータはまた、例えば、磁気、光磁気ディスク、又は光ディスクな
ど、データを記憶するための1以上の大量記憶装置を含む、又はそこからから、データを
受け取る、又はデータをそこに転送する、或いはその両方のために動作可能に結合される
。しかし、コンピュータは、このような装置を有する必要はない。コンピュータプログラ
ム命令及びデータを記憶するのに適したコンピュータ可読媒体は、例として、例えば、EP
ROM、EEPROM、及びフラッシュメモリ装置などの半導体メモリ装置、例えば、内部ハード
ディスク又は取外し可能ディスクなどの磁気ディスク、光磁気ディスク、並びにCD-ROM及
びDVD-ROMディスクを含むすべての形態の不揮発性メモリ、媒体、及び記憶装置を含む。
プロセッサ及びメモリは、専用の論理回路で補われる、又はそれに組み込むことができる
。
【００６０】
　本明細書は多くの詳細を含んでいるが、これらは、特許請求される発明の範囲、又は特
許請求されうるものの範囲に対する限定として解釈されるべきではなく、特定の実施形態
に特有の特徴を記述するものであると解釈すべきである。別々の実施形態の文脈で本明細
書に述べられているいくつかの特徴はまた、単一の実施形態で組み合わせて実施すること
もできる。それとは反対に、単一の実施形態の文脈で述べられた様々な特徴はまた、複数
の実施形態で分離して、又は任意の適切な下位の組合せで実施することもできる。さらに
、特徴が、いくつかの組合せで働くものとして上記で述べられ、そのように最初に特許請
求されている可能性があるが、特許請求される組合せからの1以上の特徴は、いくつかの
場合、その組合せから除くことができ、また特許請求される組合せは、下位の組合せ、又
は下位の組合せの変形形態を対象とすることもありうる。同様に、オペレーションが、特
定の順序で図面に示されているが、これは、このようなオペレーションが、所望の結果を
達成するためには、示された特定の順序で、又は連続する順序で実施されることを必要と
しているものとして、或いはすべての例示されたオペレーションが実施されることを必要
としているものとして理解すべきではない。
【００６１】
　いくつかの例及び実施形態だけが開示されている。述べられた例、実施形態、及び他の
実施形態に対する変形、修正、及び拡張を、開示されたものに基づいて行うことができる
。
【符号の説明】
【００６２】
　105　基地局
　107　基地局
　110　無線装置
　125　コアネットワーク
　205　無線局
　210　プロセッサ電子装置
　215　送受信電子装置
　220　アンテナ
　301　3GPP UEのプロトコルスタック
　302　信頼できる非3GPPアクセス(Access GW)のプロトコルスタック
　303　パケットデータネットワークゲートウェイ(PDN GW)のプロトコルスタック
　310　固定ブロードバンドアクセスネットワーク
　401　3GPP UEのプロトコルスタック
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　402　進化したパケットデータゲートウェイ(ePDG)のプロトコルスタック
　410　固定ブロードバンドアクセスネットワーク
　501　3GPP UEのプロトコルスタック
　502　3GPPゲートウェイホームエージェントHAのプロトコルスタック
　505　信頼できる非3GPPアクセスシステムのプロトコルスタック
　510　固定ブロードバンドアクセスネットワーク
　601　3GPP UEのプロトコルスタック
　605　進化したパケットデータゲートウェイ(ePDG)のプロトコルスタック
　610　固定ブロードバンドアクセスネットワーク
　701　3GPP UE
　702　パケットデータネットワーク(PDN)
　703　パケットデータネットワークゲートウェイ(PGW)
　1400　装置
　1402　モジュール
　1404　モジュール

【図１】

【図２】

【図３】
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