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(57)【要約】
【課題】新しいゲートウェイに対するポリシー更新が要
求される、３ＧＰＰベースのネットワークと非３ＧＰＰ
ネットワークとの間のハンドオーバーを提供する。
【解決手段】ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）を
動作させる方法、及び、無線リンク制御（ＲＬＣ）／メ
ディアアクセス制御（ＭＡＣ）ヘッダを受信するように
構成されたＷＴＲＵ。ヘッダが短縮伝送時間間隔（ＲＴ
ＴＩ）動作のために符合化される。ヘッダは、ＲＬＣ／
ＭＡＣヘッダに関連するＲＬＣ／ＭＡＣペイロードの１
６ビット巡回冗長検査（ＣＲＣ）を含む。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線送受信装置（ＷＴＲＵ）のハンドオーバー動作の間に３Ｇパートナーシッププロジ
ェクト（３ＧＰＰ）アクセスネットワークから非３ＧＰＰアクセスネットワークへポリシ
ー更新を実施するように構成されたパケットデータネットワークゲートウェイ（ＰＤＮ　
ＧＷ）において、
　ハンドオーバーを指示するプロキシバインディング更新メッセージを進化型パケットデ
ータゲートウェイ（eＰＤＧ）から受信するように構成されたトランシーバを備え、
　該トランシーバがさらに、前記プロキシバインディング更新メッセージを受信すること
に応答して、ポリシー更新メッセージをポリシー及び課金規則機能(ＰＣＲＦ)へ送信する
ように構成され、
　該トランシーバがさらに、該ＰＣＲＦからポリシー更新確認メッセージを受信し、およ
び、前記eＰＤＧへプロキシバインディング肯定応答メッセージを送信するように構成さ
れ、並びに、
　該トランシーバがさらに、前記ポリシー更新確認メッセージを受信すると、前記３ＧＰ
Ｐアクセスネットワーク内で前記ＰＤＮ　ＧＷによって利用された資源の解放を要求する
メッセージを、サービス提供ゲートウェイ（ＧＷ）に送信するように構成される、
パケットデータネットワークゲートウェイ。
【請求項２】
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークが進化型地上無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴ
ＲＡＮ）である、請求項１に記載のパケットデータネットワークゲートウェイ。
【請求項３】
　前記プロキシバインディング肯定応答メッセージが、前記ｅＰＤＧとのプロキシモバイ
ルインターネットプロトコルバージョン６（ＰＭＩＰｖ６）トンネルを確立する、請求項
１に記載のパケットデータネットワークゲートウェイ。
【請求項４】
　前記非３ＧＰＰアクセスネットワークアーキテクチャが非トラステッドネットワークで
ある、請求項１に記載のパケットデータネットワークゲートウェイ。
【請求項５】
　前記プロキシバインディング更新メッセージが、前記ＷＴＲＵについてのＩＰアドレス
の要求を含む、請求項１に記載のパケットデータネットワークゲートウェイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願はワイヤレス通信に関する。より詳細には、本願は、相異なるワイヤレス通信アー
キテクチャ間を移動するときの資源管理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　モバイル通信システムでは、モバイル装置の性質は、ワイヤレス送信／受信ユニット（
ＷＴＲＵ）がエリアを通じて移動するとき、ＷＴＲＵが、それを介して接続することので
きる複数のゲートウェイに直面することがあるという状況を生み出す。こうした複数のゲ
ートウェイは、相異なる通信アーキテクチャを使用して装置を接続し、インターネットプ
ロトコル（ＩＰ）アクセスを行うことがある。
【０００３】
　あるゲートウェイは、ＷＴＲＵユーザが加入するサービスの制御下にあることがある。
別のゲートウェイは、ユーザを認識していないシステムに属することがあるが、それでも
、ユーザのＷＴＲＵが接続を確立することを許可することができる。
【０００４】
　ユーザがこうしたゲートウェイのカバレッジエリア全体にわたって移動するとき、ＷＴ
ＲＵが現在の通信アーキテクチャから、トラステッドネットワークや、より洗練されたＷ
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ＴＲＵの機能を活用することのできるネットワークなどの別のアーキテクチャに切り替わ
るほうが良いことがある。このことが生じるとき、ハンドオーバーが行われ、元のネット
ワークアーキテクチャから新しく検出されたアーキテクチャにアクセスが移動される。同
様に、トラステッドネットワークアーキテクチャの信号が弱くなったとき、ＷＴＲＵは、
異なるネットワークアーキテクチャにハンドオーバーすることを決定することができる。
【０００５】
　従来のハンドオフ方法では、ＷＴＲＵは、新しいネットワークアーキテクチャとの接続
性を確立することができ、元のネットワークとの接続を突然切断する。ネットワークアー
キテクチャ間のハンドオーバーが行われるときに、系統的に元のネットワーク接続を終了
させることができるなら有益なはずである。
【０００６】
　ｔｈｉｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ（３Ｇ
ＰＰ）アーキテクチャと非３ＧＰＰアーキテクチャとの間の関係を示すネットワークアー
キテクチャが、図１に示されている。ネットワークアーキテクチャ１００が、破線１０１
で分けられた３ＧＰＰシステムアーキテクチャ及び非３ＧＰＰシステムアーキテクチャを
含む。線１０１の上側は３ＧＰＰ準拠アーキテクチャであり、破線１０１の接続の下側は
非３ＧＰＰアーキテクチャである。ＷＴＲＵ１０３は、ＷＴＲＵ１０３が接続されるアー
キテクチャと、その３ＧＰＰネットワークに対するそのアーキテクチャの関係とに応じて
、接続Ｓ２ａ　１０５、Ｓ２ｂ　１０７、またはＳ２ｃ　１０９を通じて３ＧＰＰアーキ
テクチャへのアクセスを得ることができる。非３ＧＰＰアーキテクチャがトラステッド非
３ＧＰＰ　ＩＰ接続１１１である場合、パケットデータネットワークゲートウェイ１１３
への接続が、Ｓ２ａ　１０５を通じて直接的に行われる。Ｓ２ａ　１０５は、トラステッ
ド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスとパケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ（Ｇ
Ｗ）１１３との間の、関連する制御及びモビリティサポートをユーザプレーンに提供する
。
【０００７】
　非３ＧＰＰアーキテクチャが非トラステッド１１５であるとき、進化型パケットデータ
ゲートウェイ（evolved Packet Data Gateway）（ｅＰＤＧ）１１７を通じて接続が行わ
れる。ｅＰＤＧ１１７とＰＤＮ　ＧＷ１１３との間の接続は、Ｓ２ｂ　１０９接続を通じ
て行われる。Ｓ２ｂ　１０９は、進化型パケットデータゲートウェイ（ｅＰＤＧ１１７）
とＰＤＮ　ＧＷ１１３との間の、関連する制御及びモビリティサポートをユーザプレーン
に提供する。
【０００８】
　ＷＴＲＵ１０３がトラステッドまたは非トラステッドの非３ＧＰＰまたは３ＧＰＰに接
続される間、Ｓ２ｃ　１０７を通じて、ＷＴＲＵ１０３とＰＤＮ　ＧＷ１１３との間の接
続を設けることができる。Ｓ２ｃ　１０７は、ワイヤレス送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ
）１０３とＰＤＮ　ＧＷ１１３との間の、関連する制御及びモビリティサポートをユーザ
プレーンに提供する。この基準点は、トラステッドおよび／または非トラステッドの非３
ＧＰＰアクセスおよび／または３ＧＰＰアクセスを介して実装される。
【０００９】
　３ＧＰＰシステム内のＰＤＮ　ＧＷ１１３とサービス提供ゲートウェイ１２１との間に
、Ｓ５接続１１９が存在する。Ｓ５　１１９は、サービス提供ＧＷとＰＤＮ　ＧＷとの間
のユーザプレーントンネリング及びトンネル管理を実現する。これは、モビリティによる
サービス提供ＧＷ再配置の目的で、サービス提供ＧＷが、必要なＰＤＮ接続性のために、
共に配置されないＰＤＮ　ＧＷに接続する必要がある場合に使用される。
【００１０】
　モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）１２５と家庭加入者サーバ（home subscriber 
server）（ＨＳＳ）１２７との間で、認証及び許可のためにＳ６ａインターフェース１２
３が定義される。
【００１１】
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　Ｓ６ｃ　１２９で定義される地点は、家庭公衆陸上移動網（home public land mobile 
network）（ＨＰＬＭＮ）内のＰＤＮ　ＧＷ１１３と、必要な場合にモビリティ関連の認
証を行うための３ＧＰＰ認証、許可、及び、アカウンティング（ＡＡＡ）サーバ１３１と
の間の基準点である。この基準点を使用して、モビリティパラメータを取り出し、モビリ
ティパラメータの格納を要求することもできる。
【００１２】
　基準点Ｓ６ｄ（図示せず）が、訪問先公衆陸上移動網（visited public land mobile n
etwork）（ＶＰＬＭＮ）内のサービス提供ゲートウェイと、必要な場合にモビリティ関連
の認証を行うための３ＧＰＰ　ＡＡＡプロキシとの間にある。この基準点を使用して、モ
ビリティパラメータを検索し、モビリティパラメータの格納を要求することもできる。
【００１３】
　接続Ｓ７　１３３が、ポリシー及び課金規則機能（policy and charging rules functi
on）（ＰＣＲＦ）１３５からポリシー及び課金実施地点（policy and charging enforcem
ent point）（ＰＣＥＦ）（図示せず）へのサービス品質（ＱｏＳ）ポリシー及び課金規
則の転送を実現する。
【００１４】
　ＳＧｉ１１７は、ＰＤＮゲートウェイ１１３とパケットデータネットワーク１３９との
間の基準点である。パケットデータネットワーク１３９は、例えばＩＰマルチメディアサ
ブシステム（ＩＭＳ）サービスを提供するための、オペレータ外部公衆または専用パケッ
トデータネットワーク（operator external public or private packet data network）
、あるいはイントラオペレータパケットデータネットワークであってよい。この基準点は
、任意の３ＧＰＰ及び非３ＧＰＰアクセスシステムをサポートする。
【００１５】
　Ｗａ*１４１が、非トラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスを３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ
／プロキシ１３１と接続し、アクセス認証、許可、及び、課金関連情報をセキュアに転送
する。
【００１６】
　Ｔａ*１４３が、トラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセス１１１を３ＧＰＰ　ＡＡＡサ
ーバ／プロキシ１３１と接続し、アクセス認証、許可、モビリティパラメータ、及び、課
金関連情報をセキュアに転送する。
【００１７】
　Ｗｍ*１４５基準点が、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ／プロキシ１３１とｅＰＤＧ１１７と
の間に配置され、ＡＡＡシグナリング（モビリティパラメータ、トンネル認証、及び、許
可データの転送）のために使用される。
【００１８】
　Ｗｎ*１４７は、非トラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセス１１５とｅＰＤＧ１１７と
の間の基準点である。開始されたトンネルに関するこのインターフェース上のトラフィッ
クを、強制的にｅＰＤＧ１１７に押しやらなければならない。
【００１９】
　Ｗｘ*１４９は、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ１３１とＨＳＳ１２７との間に配置された基
準点であり、認証データの転送のために使用される。
【００２０】
　ＰＭＩＰｖ６を使用する非トラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスからＥ－ＵＴＲＡＮ
　３ＧＰＰネットワークへのハンドオーバープロセスを示す図が、図２に示されている。
ＷＴＲＵ２０１は当初、非トラステッド非３ＧＰＰアクセスに接続される。ＷＴＲＵ２０
１とｅＰＤＧ２０５との間にＩＰｓｅｃトンネル２０３があり、ｅＰＤＧとＰＤＮ　ＧＷ
２０９との間にＰＭＩＰｖ６トンネル２０７がある。ＷＴＲＵ２０１が移動するとき、Ｗ
ＴＲＵ２０１は、非トラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスから、Ｅ－ＵＴＲＡＮなどの
３ＧＰＰアーキテクチャに切り替わることができる。ＷＴＲＵ２０１はＥ－ＵＴＲＡＮネ
ットワークに接続される（２１１）。次に、ＷＴＲＵ２０１は、モビリティ管理エンティ
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ティ（ＭＭＥ）２１３と共にアクセス許可を実施する。ＭＭＥ２１３は、ＷＴＲＵ２０１
の認証を求めて、家庭加入者サーバ（ＨＳＳ）２１５と連絡を取る。認証手続きの一部と
して、使用されるパケットデータネットワークゲートウェイ（ＰＤＮ　ＧＷ）２０９が、
ＭＭＥ２１３に搬送される。ＭＭＥ２１３は、位置更新手続き及びＨＳＳ２１５からの加
入者データ検索２１４を実施する。ＭＭＥ２１３がＷＴＲＵ２０１を認証した後、ＭＭＥ
２１３は、作成デフォルトベアラ要求メッセージ（create default bearer request mess
age）２１７をサービス提供ゲートウェイ（ＧＷ）２１９に送信する。メッセージ２１７
では、ＭＭＥ２１３は、ＷＴＲＵ２０１の識別子（ＮＡＩ）と、使用されるＰＤＮ　ＧＷ
２０９とを含む。サービス提供ＧＷ２１９は、プロキシバインディグ更新（ＢＵ）メッセ
ージ２２１をＰＤＮ　ＧＷ２０９に送信し、ＷＴＲＵ２０１に対するデフォルトベアラを
セットアップする。プロキシＢＵ２２１は、ＷＴＲＵ２０１の識別子と、ＰＤＮ　ＧＷ２
０９にＩＰアドレスを求める要求とを含む。ＰＤＮ　ＧＷ２０９は、サービス提供ＧＷ２
１９からのプロキシＢＵメッセージ２２１を処理し、ＷＴＲＵ２０１に関するバインディ
ングキャッシュエントリを更新し、プロキシバインディング肯定応答（proxy binding ac
knowledgement）２２３で応答する。プロキシバインディング肯定応答（Ａｃｋ）２２３
では、ＰＤＮ　ＧＷ２０９は、先にＷＴＲＵ２０１に割り当てられたのと同じＩＰアドレ
スまたはプレフィックスで応答する。その時点で、ＰＤＮ　ＧＷ２０９とサービス提供Ｇ
Ｗ２１９との間にＰＭＩＰｖ６トンネル２２５が存在する。サービス提供ＧＷ２１９は、
作成デフォルトベアラ応答メッセージ２１７でＭＭＥ２１３に応答する。このメッセージ
２１７では、サービス提供ＧＷ２１９は、ＷＴＲＵ２０１のＩＰアドレスを含む。Ｓ１＿
Ｕデフォルトベアラ設立手続き（S1_U default bearer establishment procedure）２２
７が実施される。この手続きは無線ベアラセットアップ２２８を含む。ハンドオーバー手
続き２００の終わりに、Ｅ－ＵＴＲＡＮ無線ベアラ２２７、Ｎｏｄｅ－Ｂとサービス提供
ＧＷ２１９との間のＳ１ベアラ、並びに、サービス提供ＧＷ２１９とＰＤＮ　ＧＷ２０９
との間のＰＭＩＰｖ６トンネル２２９からなる、ＷＴＲＵ２０１に対するデフォルトベア
ラが存在する。
【００２１】
　図３Ａ及び３Ｂは、図１のインターフェースＳ２ｃを介する、非３ＧＰＰ　ＩＰアクセ
スから３ＧＰＰアクセスへのハンドオーバー手続きの図である。セッションは、Ｓ２ｃイ
ンターフェースを介する、ＤＳＭＩＰｖ６を使用する非トラステッド非３ＧＰＰアクセス
３０１で始まる。セッションは、３ＧＰＰアクセス、例えばＥ－ＵＴＲＡＮ３０３にハン
ドオーバーする。ＷＴＲＵ３０５は、非トラステッド非３ＧＰＰアクセスシステム３０１
を使用する。ＷＴＲＵ３０５は、ｅＰＤＧ３０７との間でＩＰｓｅｃ／ＩＫＥｖ２セッシ
ョンを有し、ＰＤＮ　ＧＷ３０９との間でＤＳＭＩＰｖ６セッションを有する。ＷＴＲＵ
３０５は、３ＧＰＰアクセスシステム３０３を発見し、現在使用しているトラステッド非
３ＧＰＰ３０１アクセスシステムから、発見した３ＧＰＰアクセスシステム３０２にハン
ドオーバーすることを決定する。ＷＴＲＵ３０５は接続要求３１３を送信し、接続要求３
１３は、３ＧＰＰアクセスシステム３０３により、図示されていない進化型パケットコア
（ＥＰＣ）内のＭＭＥ３１１インスタンスにルーティングされる。ＭＭＥ３１１は、ＨＳ
Ｓ／３ＧＰＰ許可及び認証（ＡＡＡ）３１５と連絡を取り、ＷＴＲＵ３０５を認証する。
認証手続きの一部として、３ＧＰＰアクセスのために使用されるＰＤＮ　ＧＷ３０９のＩ
Ｐアドレスが、ＭＭＥ３１１に搬送される。認証に成功した後、ＭＭＥ３１１は、ＨＳＳ
３１５と共に位置更新手続きを実施する。ＭＭＥ３１１は、サービス提供ＧＷ３１７を選
択し、選択されたＰＤＮ　ＧＷ３０９に作成デフォルトベアラ要求メッセージ３１９を送
信する。サービス提供ＧＷ３１７は、ＰＤＮ　ＧＷ３０９とサービス提供ＧＷ３１７との
間でＩｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｔａｓｋ　Ｆｏｒｃｅ（ＩＥＴＦ）ベ
ースのＳ５インターフェースを使用するときなどに、プロキシバインディング更新３２１
を送信することにより、ＰＤＮ　ＧＷ３０９に対してＰＭＩＰｖ６登録手続きを開始する
ことができる。ＧＰＲＳトンネリングプロトコル（ＧＴＰ）がＳ５に関して使用される場
合、サービス提供ＧＷ３０７は、作成ベアラ要求メッセージ（create bearer request me
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ssage）３０９をＰＤＮ　ＧＷ３０９に送信する。ＩＥＴＦベースのＳ５では、ＰＤＮ　
ＧＷ３０９は、プロキシバインディング肯定応答３２７で応答し、そのモビリティバイン
ディングを更新し、それによって実質的に、ＤＳＭＩＰｖ６トンネルが、非３ＧＰＰアク
セスネットワークからサービス提供ＧＷ３０７に対するＰＭＩＰｖ６トンネルに切り替わ
る。プロキシバインディング肯定応答３２７では、ＰＤＮ　ＧＷ３０９は、先にＷＴＲＵ
３０５に割り当てられたホームＩＰアドレスまたはプレフィックスを含む。ＧＴＰベース
のＳ５では、ＰＤＮ　ＧＷ３０９は、サービス提供ＧＷ３０７に対して作成ベアラ応答メ
ッセージ（create bearer response message）３２９で応答する。作成ベアラ応答３２９
は、先にＷＴＲＵ３０５に割り当てられたホームＩＰアドレスまたはプレフィックスを含
む。次いでサービス提供ＧＷ３１７が、ＷＴＲＵ３０５のＩＰアドレスを含む作成デフォ
ルトベアラ応答メッセージ（create default bearer response message）３２９をＭＭＥ
３１１に返す。このメッセージ３２９はまた、バインディングが成功したという、ＭＭＥ
３１１に対する表示としても働く。ＭＭＥ３１１は、３ＧＰＰアクセス３０３を通じて、
ＷＴＲＵ３０５に接続受諾メッセージ３３１を送信する。３ＧＰＰアクセスシステム３０
３は、無線ベアラセットアップ手続きを開始し、３ＧＰＰアクセスシステムは、接続完了
メッセージ３３１で応答する。ＷＴＲＵ３０５は、ＰＤＮ　ＧＷ３０９にバインディング
更新３２１を送信して、非トラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセス３０１でＷＴＲＵ３０
５で作成されたＤＳＭＩＰｖ６バインディング３２５を登録解除することができる。ＷＴ
ＲＵ３０５は、必要ならＩＫＥｖ２メッセージを送信して、ｅＰＤＧ３０７との間のその
システムアスペクト（ＳＡ）を解体することができる。
【００２２】
　Ｓ２ｂインターフェースを介する、３ＧＰＰ　ＩＰアクセスから非トラステッド非３Ｇ
ＰＰ　ＩＰアクセスへのハンドオーバープロセス４００が図４に示されている。ハンドオ
ーバーが開始され、ＷＴＲＵ４０１が非３ＧＰＰネットワーク４１１に接続されるとき、
ＷＴＲＵは、サービス提供ＧＷ４０３を通じ、ＰＤＮ　ＧＷ４０７に対するＰＭＩＰｖ６
トンネル４０５を通じて、３ＧＰＰネットワークに接続される。ＷＴＲＵ４０１の認証が
、３ＧＰＰシステム上のＨＳＳ／ＡＡＡ４０９によって行われる。ＷＴＲＵ４０１とｅＰ
ＤＧ４１３との間のＩＫＥｖ２許可及びトンネルセットアップ４１５。プロキシバインデ
ィング更新メッセージ４１７がＰＤＮ　ＧＷ４０７に送信される。プロキシバインディン
グ肯定応答メッセージ４１９がｅＰＤＧ４１３に返される。ＩＰｓｅｃトンネルセットア
ップ及びアドレス構成が実施され（４２１）、ＰＭＩＰｖ６トンネル４２３がｅＰＤＧ４
１３とＰＤＮ　ＧＷ４０７との間で確立される。このとき、ＷＴＲＵ４０１とｅＰＤＧ４
１３との間のＩＰｓｅｃトンネル４２５、並びに、ｅＰＤＧ４１３とＰＤＮ　ＧＷ４０７
との間のＰＭＩＰｖ６トンネル４２７を通じて非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスが確立される。
【００２３】
　Ｓ２ｃインターフェースを介する、３ＧＰＰ　ＩＰアクセスからトラステッド／非トラ
ステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスへのハンドオーバープロセス５００が図５に示されて
いる。ハンドオーバーが開始され、ＷＴＲＵ５０１が非３ＧＰＰネットワーク５１１に接
続されるとき、ＷＴＲＵは、サービス提供ＧＷ５０３を通じ、ＰＤＮ　ＧＷ５０７に対す
るＰＭＩＰｖ６トンネル５０５を通じて、３ＧＰＰネットワークに接続される。ＷＴＲＵ
５０１の認証が３ＧＰＰシステム上のＨＳＳ／ＡＡＡ５０９によって行われる。非３ＧＰ
Ｐネットワークが非トラステッドであるとき、ＷＴＲＵ５０１とｅＰＤＧ５１３との間の
ＩＫＥｖ２許可及びトンネルセットアップ５１５。或いは、非３ＧＰＰネットワークがト
ラステッドネットワークであるとき、ＷＴＲＵ５０１とＰＤＮ　ＧＷ５０７との間でＩＫ
Ｅｖ２許可及びトンネルセットアップ５１６を行うこともできる。プロキシバインディン
グ更新メッセージ５１７が、ＰＤＮ　ＧＷ５０７に送信される。プロキシバインディング
肯定応答メッセージ５１７が、ｅＰＤＧ５１３に返される。ＩＰｓｅｃトンネルセットア
ップ及びアドレス構成が実施され（５２１）、ＰＭＩＰｖ６トンネル５２７がＷＴＲＵ５
０１とＰＤＮ　ＧＷ５０７との間で確立される。このとき、ＷＴＲＵ５０１とｅＰＤＧ５
１３との間のＩＰｓｅｃトンネル５２５、並びに、ＷＴＲＵ５０１とＰＤＮ　ＧＷ５０７
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との間のＰＭＩＰｖ６トンネル５２７を通じて非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスが確立される。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　新しいゲートウェイに対するポリシー更新が要求される、３ＧＰＰベースのネットワー
クと非３ＧＰＰネットワークとの間のハンドオーバーのための方法及び装置が開示される
。ポリシー更新の確認が、ポリシー及び課金規則機能（ＰＣＲＦ）から３ＧＰＰパケット
データネットワークゲートウェイ（ＰＤＮ　ＧＷ）に送信される。新しいゲートウェイも
、３ＧＰＰサービス提供ゲートウェイに対するポリシー更新を確認する。トンネルエンド
ポイント及び無線資源が、ＰＤＮ　ＧＷと進化型パケットデータゲートウェイ（ｅＰＤＧ
）との間で解放され、それによって、ワイヤレス送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）が以前
に使用していた資源が解放される。解放肯定応答が、サービス提供ゲートウェイから、ポ
リシー更新プロセスが完了したことを確認するＰＣＲＦに送信される。３ＧＰＰネットワ
ークと非３ＧＰＰネットワークとの間のハンドオーバーについて本方法を使用することが
でき、逆も同様である。本方法及び装置をＳ２ｂまたはＳ２ｃインターフェースを介して
実施することができる。
【００２５】
　例示として与えられ、添付の図面と共に理解されるべきである以下の好ましい実施形態
の説明から、本発明のより詳細な理解を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】従来型ネットワークアーキテクチャを示す図である。
【図２】Ｓ２ｂを介する従来型非ローミングシナリオでの、ＰＭＩＰｖ６を用いる非トラ
ステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスからＥ－ＵＴＲＡＮへのハンドオーバーを示す図であ
る。
【図３Ａ】Ｓ２ｃを介する従来型非ローミングシナリオでの、ＰＭＩＰｖ６を用いる非ト
ラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスからＥ－ＵＴＲＡＮへのハンドオーバーを示す図で
ある。
【図３Ｂ】Ｓ２ｃを介する従来型非ローミングシナリオでの、ＰＭＩＰｖ６を用いる非ト
ラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスからＥ－ＵＴＲＡＮへのハンドオーバーを示す図で
ある。
【図４】Ｓ２ｂを介する従来型非ローミングシナリオでの、Ｅ－ＵＴＲＡＮからＰＭＩＰ
ｖ６を用いる非トラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスへのハンドオーバーを示す図であ
る。
【図５】非ローミングの場合の、Ｓ２ｃを使用するＥ－ＵＴＲＡＮから非トラステッド非
３ＧＰＰ　ＩＰアクセスへのハンドオーバーに対する、提案される拡張を示す図である。
【図６Ａ】非ローミングの場合の、Ｓ２ｂを使用する非トラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰア
クセスからＥ－ＵＴＲＡＮへのハンドオーバーに対する、提案される拡張を示す図である
。
【図６Ｂ】非ローミングの場合の、Ｓ２ｂを使用する非トラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰア
クセスからＥ－ＵＴＲＡＮへのハンドオーバーに対する、提案される拡張を示す図である
。
【図７Ａ】Ｓ２ｃを使用する非ローミングシナリオでの、非トラステッド非３ＧＰＰ　Ｉ
ＰアクセスからＰＭＩＰｖ６を用いるＥ－ＵＴＲＡＮへのハンドオーバーに対する、提案
される拡張を示す図である。
【図７Ｂ】Ｓ２ｃを使用する非ローミングシナリオでの、非トラステッド非３ＧＰＰ　Ｉ
ＰアクセスからＰＭＩＰｖ６を用いるＥ－ＵＴＲＡＮへのハンドオーバーに対する、提案
される拡張を示す図である。
【図８Ａ】非ローミングの場合の、Ｓ２ｂを使用するＥ－ＵＴＲＡＮネットワークから非
トラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスへのハンドオーバーに対する、提案される拡張を



(8) JP 2013-138488 A 2013.7.11

10

20

30

40

50

示す図である。
【図８Ｂ】非ローミングの場合の、Ｓ２ｂを使用するＥ－ＵＴＲＡＮネットワークから非
トラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスへのハンドオーバーに対する、提案される拡張を
示す図である。
【図９Ａ】Ｓ２ｃを使用する非ローミングシナリオでの、Ｅ－ＵＴＲＡＮからＰＭＩＰｖ
６を使用する非トラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスへのハンドオーバーに対する、提
案される拡張を示す図である。
【図９Ｂ】Ｓ２ｃを使用する非ローミングシナリオでの、Ｅ－ＵＴＲＡＮからＰＭＩＰｖ
６を使用する非トラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスへのハンドオーバーに対する、提
案される拡張を示す図である。
【図１０】ワイヤレス送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下では、「ワイヤレス送信／受信ユニッ　　　　ト（ＷＴＲＵ）」という用語は、限
定はしないが、ユーザ装置（（ＵＥ）、移動局、固定または移動サブスクライバユニット
、ページャ、携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、コンピュータ、またはワイヤレス環境
で動作することのできる他の任意のタイプのユーザ装置を含む。以下では、「基地局」と
いう用語は、限定はしないが、Ｎｏｄｅ－Ｂ、サイトコントローラ、アクセスポイント（
ＡＰ）、またはワイヤレス環境で動作することのできる他の任意のタイプのインターフェ
ース装置を含む。
【００２８】
　ＷＴＲＵの単純化した図が図１０に示されている。ＷＴＲＵ１０３は、ワイヤレス信号
を送信及び受信するアンテナ１００１からなる。プロセッサ１００３は、ＷＴＲＵの他の
構成要素を制御する。メモリ１００５は、データ、例えばプロセッサ１００３によって実
行することのできる命令を格納する。トランシーバ１００７は、アンテナ１００１を通じ
てデータを送信する。
【００２９】
　図６Ａ及び６Ｂには、Ｓ２ｂインターフェースを介する、ＰＭＩＰｖ６を使用する非ト
ラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスからＥ－ＵＴＲＡＮ　３ＧＰＰネットワークへの拡
張ハンドオーバープロセス６００を示す図が示されている。この拡張は、図２に記載のハ
ンドオーバーに対して追加される。ＷＴＲＵ２０１は当初、非トラステッド非３ＧＰＰア
クセスに接続される。ＷＴＲＵ２０１とｅＰＤＧ２０５との間にＩＰｓｅｃトンネル２０
３があり、ｅＰＤＧとＰＤＮ　ＧＷ２０９との間にＰＭＩＰｖ６トンネル２０７がある。
ＷＴＲＵ２０１が移動するとき、ＷＴＲＵ２０１は、非トラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰア
クセスからＥ－ＵＴＲＡＮなどの３ＧＰＰアーキテクチャに移動することができる。ＷＴ
ＲＵ２０１は、Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワーク２１１に接続される。次に、ＷＴＲＵ２０１
は、ＭＭＥ２１３と共にアクセス許可を実施する。ＭＭＥ２１３は、ＷＴＲＵ２０１の認
証を求めてＨＳＳ２１５と連絡を取る。認証手続きの一部として、使用されるＰＤＮ　Ｇ
Ｗ２０９がＭＭＥ２１３に搬送される。ＭＭＥ２１３は、位置更新手続き及びＨＳＳ２１
５からの加入者データ検索２１４を実施する。ＭＭＥ２１３がＷＴＲＵ２０１を認証した
後、ＭＭＥ２１３は作成デフォルトベアラ要求メッセージ２１７をサービス提供ＧＷ２１
９に送信する。メッセージ２１７では、ＭＭＥ２１３は、ＷＴＲＵ２０１のＮＡＩと、使
用されるＰＤＮ　ＧＷ２０９とを含む。サービス提供ＧＷ２１９はプロキシＢＵメッセー
ジ２２１をＰＤＮ　ＧＷ２０９に送信し、ＷＴＲＵ２０１に対するデフォルトベアラをセ
ットアップする。プロキシＢＵ２２１は、ＷＴＲＵ２０１の識別子と、ＰＤＮ　ＧＷ２０
９にＩＰアドレスを求める要求とを含む。ＰＤＮ　ＧＷ２０９は、サービス提供ＧＷ２１
９からのプロキシＢＵメッセージ２２１を処理し、ＷＴＲＵ２０１に関するバインディン
グキャッシュエントリを更新し、プロキシバインディング肯定応答２２３で応答する。プ
ロキシバインディング肯定応答２２３では、ＰＤＮ　ＧＷ２０９は先にＷＴＲＵ２０１に
割り当てられたのと同じＩＰアドレスまたはプレフィックスで応答する。その時点で、Ｐ
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ＤＮ　ＧＷ２０９とサービス提供ＧＷ２１９との間にＰＭＩＰｖ６トンネル２２５が存在
する。
【００３０】
　ポリシー更新メッセージ６０１が、ＰＤＮ　ＧＷ２０９からＰＣＲＦ６１３に送信され
る。ＰＣＲＦ６１３は、ＰＤＮ　ＧＷ２０９にポリシー更新確認メッセージ６０３を送信
する。サービス提供ＧＷ２１９は、作成デフォルトベアラ応答メッセージ２１７でＭＭＥ
２１３に応答する。このメッセージ２１７では、サービス提供ＧＷ２１９はＷＴＲＵ２０
１のＩＰアドレスを含む。ＰＣＲＦ６１３は、サービス提供ＧＷ２１９にポリシー情報更
新メッセージ６０５を送信する。ＰＤＮ　ＧＷ２０９はｅＰＤＧ２０５にメッセージを送
信し、トンネルエンドポイント及び無線資源を解放する（６０７）。ｅＰＤＧ２０５は、
解放肯定応答メッセージ６０９で応答する。無線ベアラセットアップ２２８を含むＳ１＿
Ｕデフォルトベアラ設立手続き２２７が実施される。サービス提供ＧＷ２１９は、ＰＣＲ
Ｆ６１３にポリシー更新確認メッセージ６１１を送信する。ハンドオーバー手続き２００
の終わりに、Ｅ－ＵＴＲＡＮ無線ベアラ２２７、Ｎｏｄｅ－Ｂとサービス提供ＧＷ２１９
との間のＳ１ベアラ、並びに、サービス提供ＧＷ２１９とＰＤＮ　ＧＷ２０９との間のＰ
ＭＩＰｖ６トンネル２２９からなる、ＷＴＲＵ２０１に対するデフォルトベアラが存在す
る。
【００３１】
　図７Ａ及び７Ｂは、Ｓ２ｃインターフェースを介する、ＰＭＩＰｖ６を使用する非トラ
ステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスからＥ－ＵＴＲＡＮ　３ＧＰＰネットワークへの拡張
ハンドオーバープロセスを示す。拡張が、図３に記載のハンドオーバー動作に対して追加
される。セッションは、Ｓ２ｃインターフェースを介する、ＤＳＭＩＰｖ６を使用する非
トラステッド非３ＧＰＰアクセス３０１で始まる。セッションは、３ＧＰＰアクセス、例
えばＥ－ＵＴＲＡＮ３０３にハンドオーバーする。ＷＴＲＵ３０５は、非トラステッド非
３ＧＰＰアクセスシステム３０１を使用する。ＷＴＲＵ３０５はｅＰＤＧ３０７との間で
ＩＰｓｅｃ／ＩＫＥｖ２セッションを有し、ＰＤＮ　ＧＷ３０９との間でＤＳＭＩＰｖ６
セッションを有する。ＷＴＲＵ３０５は３ＧＰＰアクセスシステム３０３を発見し、現在
使用しているトラステッド非３ＧＰＰ３０１アクセスシステムから、発見した３ＧＰＰア
クセスシステム３０２にハンドオーバーすることを決定する。ＷＴＲＵ３０５は接続要求
３１３を送信し、接続要求３１３は、３ＧＰＰアクセスシステム３０３により、図示され
ていない進化型パケットコア（ＥＰＣ）内のＭＭＥ３１１インスタンスにルーティングさ
れる。ＭＭＥ３１１はＨＳＳ／３ＧＰＰ　ＡＡＡ３１５と連絡を取り、ＷＴＲＵ３０５を
認証する。認証手続きの一部として、３ＧＰＰアクセスのために使用されるＰＤＮ　ＧＷ
３０９のＩＰアドレスがＭＭＥ３１１に搬送される。認証に成功した後、ＭＭＥ３１１は
、ＨＳＳ３１５と共に位置更新手続きを実施する。ＭＭＥ３１１はサービス提供ＧＷ３１
７を選択し、選択されたＰＤＮ　ＧＷ３０９に作成デフォルトベアラ要求メッセージ３１
９を送信する。サービス提供ＧＷ３１７は、ＰＤＮ　ＧＷ３０９とサービス提供ＧＷ３１
７との間でＩｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ　Ｔａｓｋ　Ｆｏｒｃｅ（ＩＥＴ
Ｆ）ベースのＳ５インターフェースを使用するときなどに、プロキシバインディング更新
３２１を送信することにより、ＰＤＮ　ＧＷ３０９に対してＰＭＩＰｖ６登録手続きを開
始することができる。ＧＰＲＳトンネリングプロトコル（ＧＴＰ）がＳ５に関して使用さ
れる場合、サービス提供ＧＷ３１７は、作成ベアラ要求メッセージ３１９をＰＤＮ　ＧＷ
３０９に送信する。ＩＥＴＦベースのＳ５では、ＰＤＮ　ＧＷ３０９はプロキシバインデ
ィング肯定応答２２７で応答し、そのモビリティバインディングを更新し、それによって
実質的に、ＤＳＭＩＰｖ６トンネルが、非３ＧＰＰアクセスネットワークから、サービス
提供ＧＷ３１７に対するＰＭＩＰｖ６トンネルに切り替わる。プロキシバインディング肯
定応答３２７では、ＰＤＮ　ＧＷ３０９は先にＷＴＲＵ３０５に割り当てられたホームＩ
Ｐアドレスまたはプレフィックスを含む。ＧＴＰベースのＳ５では、ＰＤＮ　ＧＷ３０９
は、サービス提供ＧＷ３１７に対して作成ベアラ応答メッセージ３２９で応答する。作成
ベアラ応答３２９は、先にＷＴＲＵ３０５に割り当てられたホームＩＰアドレスまたはプ
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レフィックスを含む。この時点で、サービス提供ＧＷ３１７とＰＤＮ　ＧＷ３０９との間
にＰＭＩＰｖ６／ＧＴＰトンネルが存在する。
【００３２】
　ＰＤＮ　ＧＷ３０９は、ＰＣＲＦ７０１にポリシー更新メッセージ７０３を送信する。
ＰＣＲＦは、ポリシー更新確認メッセージ７０５で応答する。次いで、サービス提供ＧＷ
３１７はＷＴＲＵ３０５のＩＰアドレスを含む作成デフォルトベアラ応答メッセージ３２
９をＭＭＥ３１１に返し、ＰＣＲＦ７０１からポリシー情報更新７０７を受信する。この
メッセージ３２９はまた、バインディングが成功したという、ＭＭＥ３１１に対する表示
としても働く。ｅＰＤＧ３０７は、非３ＧＰＰ　ＩＰアクセス３０１にメッセージを送信
し、資源７０９を解放する。解放肯定応答メッセージ７１１がｅＰＤＧ３０７に返される
。ＭＭＥ３１１は、３ＧＰＰアクセス３０３を通じて、ＷＴＲＵ３０５に接続受諾メッセ
ージ３３１を送信する。３ＧＰＰアクセスシステム３０３は、無線ベアラセットアップ手
続きを開始し、３ＧＰＰアクセスシステムは、接続完了メッセージ３３１で応答する。Ｗ
ＴＲＵ３０５はＰＤＮ　ＧＷ３０９にバインディング更新３２１を送信して、ＷＴＲＵ３
０５が非トラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセス３０１内に在った間に作成されたそのＤ
ＳＭＩＰｖ６バインディング３２５を登録解除することができる。ＷＴＲＵ３０５は、必
要ならＩＫＥｖ２メッセージを送信して、ｅＰＤＧ３０７との間のそのシステム側面(SA;
 system aspect)を解体することができる。
【００３３】
　図４に示した、Ｓ２ｂインターフェースを介する３ＧＰＰネットワークから非トラステ
ッド非３ＧＰＰネットワークへの拡張ハンドオーバー手続きが、図８Ａ及び８Ｂに示され
ている。ハンドオーバーが開始されるとき、ＷＴＲＵ４０１が、サービス提供ＧＷ４０３
を通じ、ＰＤＮ　ＧＷ４０７に対するＰＭＩＰｖ６トンネル４０５を介して、３ＧＰＰネ
ットワークに接続される。ＷＴＲＵは、非３ＧＰＰネットワーク４１１に接続される。Ｗ
ＴＲＵ４０１の認証が、３ＧＰＰシステム上のＨＳＳ／ＡＡＡ４０９によって実施される
。次いで、ＷＴＲＵ４０１とｅＰＤＧ４１３との間のＩＫＥｖ２許可及びトンネルセット
アップ４１５が確立される。プロキシバインディング更新メッセージ４１７がＰＤＮ　Ｇ
Ｗ４０７に送信される。プロキシバインディング肯定応答メッセージ４１９がｅＰＤＧ４
１３に返される。ＰＤＮ　ＧＷ４０７がＰＣＲＦ８０１にポリシー更新メッセージ８０３
を送信する。ＰＣＲＦ８０１は、ポリシー更新確認メッセージ８０５で応答する。ポリシ
ー情報更新メッセージ８０７がＰＣＲＦ８０１からｅＰＤＧ４１３に送信され、ｅＰＤＧ
４１３はポリシー更新肯定応答メッセージ８０９を返す。ＩＰｓｅｃトンネルセットアッ
プ及びアドレス構成が実施され（４２１）、ＰＭＩＰｖ６トンネル４２３がｅＰＤＧ４１
３とＰＤＮ　ＧＷ４０７との間で確立される。ＭＭＥ８２５が、無線アクセスベアラ（Ｒ
ＡＢ）８１５を解放するというメッセージを３ＧＰＰアクセスネットワーク（図８Ｂにお
けるＥ－ＵＴＲＡＮ）８２３に送信する。次いで、３ＧＰＰネットワーク８２３は、ＲＡ
Ｂ解放を確認する（８１７）。ＭＭＥ８２５は、ＲＡＢ及びＧＴＰ資源８１３をサービス
提供ＧＷ４０３から受け取ったメッセージに基づいて解放する。サービス提供ＧＷは、確
認メッセージ８１９で応答する。ＰＤＮ　ＧＷ４０７とサービス提供ＧＷ４０３との間の
トンネルエンドポイント及び無線資源が解放される（８１１）。このとき、ＷＴＲＵ４０
１とｅＰＤＧ４１３との間のＩＰｓｅｃトンネル４２５、並びに、ｅＰＤＧ４１３とＰＤ
Ｎ　ＧＷ４０７との間のＰＭＩＰｖ６トンネル４２７を通じて、非３ＧＰＰ　ＩＰアクセ
スが確立される。
【００３４】
　Ｓ２ｃインターフェースを介する、３ＧＰＰ　ＩＰアクセスからトラステッド／非トラ
ステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスへの拡張ハンドオーバープロセス９００が、図９Ａ及
び９Ｂに示されている。ハンドオーバーが開始されるとき、ＷＴＲＵ５０１が、サービス
提供ＧＷ５０３を通じ、ＰＤＮ　ＧＷ５０７に対するＰＭＩＰｖ６トンネル５０５を通じ
て、３ＧＰＰネットワークに接続される。ＷＴＲＵは、非３ＧＰＰネットワーク５１１に
接続される。ＷＴＲＵ５０１の認証が、３ＧＰＰシステム上のＨＳＳ／ＡＡＡ５０９によ
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って行われる。非３ＧＰＰネットワークが非トラステッドであるとき、ＷＴＲＵ５０１と
ｅＰＤＧ５１３との間のＩＫＥｖ２許可及びトンネルセットアップ５１５。あるいは、非
３ＧＰＰネットワークがトラステッドネットワークであるとき、ＷＴＲＵ５０１とＰＤＮ
　ＧＷ５０７との間でＩＫＥｖ２許可及びトンネルセットアップ５１６を行うこともでき
る。プロキシバインディング更新メッセージ５１７がＰＤＮ　ＧＷ５０７に送信される。
プロキシバインディング肯定応答メッセージ５１７がｅＰＤＧ５１３に返される。ＩＰｓ
ｅｃトンネルセットアップ及びアドレス構成が実施され（５２１）、ＰＭＩＰｖ６トンネ
ル５２７が、ＷＴＲＵ４０１とＰＤＮ　ＧＷ４０７との間で確立される。このとき、ＷＴ
ＲＵ５０１とｅＰＤＧ５１３との間のＩＰｓｅｃトンネル５２５、並びに、ＷＴＲＵ５０
１とＰＤＮ　ＧＷ５０７との間のＰＭＩＰｖ６トンネル５２７を通じて、非３ＧＰＰ　Ｉ
Ｐアクセスが確立される。次いで、ＰＤＮ　ＧＷ５０７は、ＰＣＲＦ９０１にポリシー更
新メッセージ９０３を送信する。ＰＣＲＦ９０１は、ＰＤＮ　ＧＷ５０７にポリシー更新
確認メッセージ９０５を返す。ＰＣＲＦ９０１はｅＰＤＧ５１３にポリシー情報更新メッ
セージ９０７を送信し、ｅＰＤＧ５１３は確認メッセージ９０９で応答する。次いで、Ｐ
ＤＮ　ＧＷ５０７は、ＧＴＰ及びＲＡＢ資源を解放するというメッセージ９１１をサービ
ス提供ＧＷ５０３に送信する。サービス提供ＧＷ５０３は、ＧＴＰ及びＲＡＢ解放肯定応
答メッセージ９１３で応答する。次いで、サービス提供ＧＷはＭＭＥ９２３にＧＴＰ及び
ＲＡＢ解放メッセージ９１５を送信し、ＭＭＥ９２３はサービス提供ＧＷ５０３に肯定応
答９１７を送信する。次いで、ＭＭＥ９２３はＥ－ＵＴＲＡＮネットワークにＲＡＢ解放
９１９を送信し、ＲＡＢ解放９１９が肯定応答メッセージ９２１によって確認される。こ
のとき、ＧＴＰトンネル及びＲＡＢ資源が解放され、ＷＴＲＵ５０１がＩＰｓｅｃトンネ
ル５２５及びＤＳＭＩＰｖ６トンネル５２７を通じて接続される。
【００３５】
　本発明の機能及び要素を、特定の組合せの好ましい実施形態で説明したが、各機能また
は要素を好ましい実施形態の他の機能及び要素なしに単独で使用することができ、または
本発明の他の機能及び要素を伴う若しくは伴わない様々な組合せで使用することができる
。本発明で与えた方法または流れ図は、汎用コンピュータまたはプロセッサによって実行
されるコンピュータ可読記憶媒体内に有形に実施されたコンピュータプログラム、ソフト
ウェア、またはファームウェアとして実装することができる。コンピュータ可読記憶媒体
の例は、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、レジスタ
、キャッシュメモリ、半導体メモリ装置、内蔵ハードディスクや着脱可能ディスクなどの
磁気媒体、光磁気媒体、及び、ＣＤ－ＲＯＭディスクやデジタルバーサタイルディスク（
ＤＶＤ）などの光媒体を含む。
【００３６】
　適切なプロセッサは、例えば、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来型プロセッサ、
デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアに関連する
１つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）回路、
他の任意のタイプの集積回路（ＩＣ）、および／または状態マシンを含む。
【００３７】
　ソフトウェアに関連するプロセッサを使用して、ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ
）、ユーザ装置（ＵＥ）、端末、基地局、無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）、ま
たは任意のホストコンピュータで使用される無線周波数トランシーバを実装することがで
きる。ＷＴＲＵは、カメラ、ビデオカメラモジュール、ビデオフォン、スピーカフォン、
バイブレーション装置、スピーカ、マイクロフォン、テレビジョン送受信機、ハンズフリ
ーヘッドセット、キーボード、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）モジュール、周波数変調
（ＦＭ）無線装置、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）表示装置、有機発光ダイオード（ＯＬＥ
Ｄ）表示装置、デジタル音楽プレーヤ、メディアプレーヤ、ビデオゲームプレーヤモジュ
ール、インターネットブラウザ、および／または、任意の無線ＬＡＮ（ＷＬＡＮ）モジュ
ールなどのハードウェアおよび／またはソフトウェアで実装されたモジュールと共に使用
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することができる。
【００３８】
　実施形態
　１．第１ネットワークアーキテクチャから第２ネットワークアーキテクチャへのハンド
オーバー手続きを実施するプロセッサを備える、異なる２つのワイヤレス通信ネットワー
クアーキテクチャ間でハンドオーバー動作を実施するように構成されたワイヤレス送信／
受信ユニット（ＷＴＲＵ）。
【００３９】
　２．上記ＷＴＲＵと上記第２ネットワークアーキテクチャとの間のワイヤレス接続を通
じて、上記第２ネットワークアーキテクチャへのネットワークアクセスを確立するように
構成されたトランシーバをさらに備える実施形態１のＷＴＲＵ。
【００４０】
　３．上記プロセッサがさらに、上記ＷＴＲＵと上記第１ネットワークアーキテクチャと
の間のネットワーク接続で使用されるトンネルエンドポイント及び無線資源を解放するよ
うに構成される実施形態１～２のいずれかのＷＴＲＵ。
【００４１】
　４．上記ネットワークアーキテクチャのうちの１つが、ｔｈｉｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉ
ｏｎ　ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ（３ＧＰＰ）ネットワークアーキテクチ
ャである実施形態１～３のいずれかのＷＴＲＵ。
【００４２】
　５．上記ネットワークアーキテクチャのうちの１つが、ｎｏｎ－ｔｈｉｒｄ　ｇｅｎｅ
ｒａｔｉｏｎ　ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ（非３ＧＰＰ）ネットワークア
ーキテクチャである実施形態１～４のいずれかのＷＴＲＵ。
【００４３】
　６．上記非３ＧＰＰネットワークアーキテクチャがトラステッドネットワークである実
施形態１～５のいずれかのＷＴＲＵ。
【００４４】
　７．上記非３ＧＰＰネットワークアーキテクチャが非トラステッドネットワークである
実施形態１～６のいずれかのＷＴＲＵ。
【００４５】
　８．上記プロセッサが、Ｓ２ｂインターフェースを介してネットワーク接続を確立する
ように構成される実施形態１～７のいずれかのＷＴＲＵ。
【００４６】
　９．上記プロセッサが、Ｓ２ｃインターフェースを介してネットワーク接続を確立する
ように構成される実施形態１～７のいずれかのＷＴＲＵ。
【００４７】
　１０．上記ハンドオーバーが、ｔｈｉｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｐａｒｔｎｅｒｓ
ｈｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ（３ＧＰＰ）ネットワークから非３ＧＰＰネットワークに対して
行われる実施形態１～９のいずれかのＷＴＲＵ。
【００４８】
　１１．上記ハンドオーバーが、ｎｏｎ－ｔｈｉｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｐａｒｔ
ｎｅｒｓｈｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ（非３ＧＰＰ）ネットワークから３ＧＰＰネットワーク
に対して行われる実施形態１～９のいずれかのＷＴＲＵ。
【００４９】
　１２．上記トランシーバがさらに、パケットデータネットワークゲートウェイに資源解
放肯定応答メッセージを送信するように構成される実施形態１～１１のいずれかのＷＴＲ
Ｕ。
【００５０】
　１３．第１ネットワークアーキテクチャから第２ネットワークアーキテクチャへのハン
ドオーバー手続きを開始することを含む、異なる２つのワイヤレス通信ネットワークアー
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キテクチャ間のワイヤレス送信／受信ユニット（ＷＴＲＵ）のハンドオーバーの方法。
【００５１】
　１４．上記ＷＴＲＵと上記第２ネットワークアーキテクチャとの間の接続を通じて、上
記第２ネットワークアーキテクチャへのネットワークアクセスを確立することをさらに含
む実施形態１３の方法。
【００５２】
　１５．ポリシー及び課金レート機能（ＰＣＲＦ）にポリシー更新メッセージを送ること
をさらに含む実施形態１３～１４のいずれかの方法。
【００５３】
　１６．上記ＷＴＲＵと上記第１ネットワークアーキテクチャとの間のネットワーク接続
で使用されるトンネルエンドポイント及び無線資源を解放することをさらに含む実施形態
１３～１５のいずれかの方法。
【００５４】
　１７．上記ネットワークアーキテクチャのうちの１つが、ｔｈｉｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔ
ｉｏｎ　ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ（３ＧＰＰ）ネットワークアーキテク
チャである実施形態１３～１６のいずれかの方法。
【００５５】
　１８．上記ネットワークアーキテクチャのうちの１つが、非３ＧＰＰネットワークアー
キテクチャである実施形態１３～１７のいずれかの方法。
【００５６】
　１９．上記非３ＧＰＰネットワークアーキテクチャがトラステッドネットワークである
実施形態１３～１８のいずれかの方法。
【００５７】
　２０．上記非３ＧＰＰネットワークアーキテクチャが非トラステッドネットワークであ
る実施形態１３～１８のいずれかの方法。
【００５８】
　２１．上記非３ＧＰＰネットワークアーキテクチャとの間のネットワーク接続が、Ｓ２
ｂインターフェースを介して確立される実施形態１３～２０のいずれかの方法。
【００５９】
　２２．上記非３ＧＰＰネットワークアーキテクチャとの間のネットワーク接続が、Ｓ２
ｃインターフェースを介して確立される実施形態１３～２０のいずれかの方法。
【００６０】
　２３．上記ハンドオーバーが、ｔｈｉｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｐａｒｔｎｅｒｓ
ｈｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ（３ＧＰＰ）ネットワークから非３ＧＰＰネットワークに対して
行われる実施形態１３～２２のいずれかの方法。
【００６１】
　２４．上記ハンドオーバーが、ｎｏｎ－ｔｈｉｒｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　ｐａｒｔ
ｎｅｒｓｈｉｐ　ｐｒｏｊｅｃｔ（非３ＧＰＰ）ネットワークから３ＧＰＰネットワーク
に対して行われる実施形態１３～２２のいずれかの方法。
【００６２】
　２５．上記ＰＣＲＦからパケットデータネットワークゲートウェイにポリシー更新確認
メッセージを送信することをさらに含む実施形態１３～２４のいずれかの方法。
【００６３】
　２６．パケットデータネットワークゲートウェイに資源解放肯定応答メッセージを送信
することをさらに含む実施形態１３～２５のいずれかの方法。
【００６４】
　２７．上記ＰＣＲＦからサービス提供ゲートウェイにポリシー情報更新を送信すること
をさらに含む実施形態１３～２６のいずれかの方法。
【符号の説明】
【００６５】
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１０３　ＷＴＲＵ
１００１　アンテナ
１００３　プロセッサ
１００５　メモリ
１００７　トランシーバ

【図１】 【図２】
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【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４】 【図５】
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【図６Ａ】 【図６Ｂ】

【図７Ａ】 【図７Ｂ】
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【図８Ａ】 【図８Ｂ】

【図９Ａ】 【図９Ｂ】
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【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成25年3月21日(2013.3.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリシー更新を無線送／受信ユニット（ＷＴＲＵ）の第３世代パートナーシップ（３Ｇ
ＰＰ）アクセスネットワークと非３ＧＰＰアクセスネットワークの間のハンドオーバーの
間に実行するように構成されたパケットデータネットワークゲートウェイ（ＰＤＮ　ＧＷ
）において、
　ハンドオーバー動作を示すプロキシバインディング更新メッセージを受信するように構
成されたトランシーバを備え、
　該トランシーバがさらに、ポリシー更新メッセージをポリシー及び課金規則機能（ＰＣ
ＲＦ）に送信するように構成され、
　該トランシーバがさらに、ポリシー更新確認メッセージを前記ＰＣＲＦから受信し及び
プロキシバインディング肯定応答メッセージを送信するように構成され、並びに、
　該トランシーバがさらに、前記ポリシー更新確認メッセージを受信すると前記ＰＤＮ　
ＧＷが利用する資源の解放を要求するメッセージを送信するように構成され、該資源は、
前記３ＧＰＰネットワークまたは前記非３ＧＰＰネットワークにおいて前記ＰＤＮ　ＧＷ
が利用する１つまたはそれよりも多くの資源を含み、該ネットワークから前記ハンドオー
バー動作の間に前記ＷＴＲＵがハンドオーバーされる、
　ＰＤＮ　ＧＷ。
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【請求項２】
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークが進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワー
ク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）である、請求項１記載のＰＤＮ　ＧＷ。
【請求項３】
　前記トランシーバがさらに、前記プロキシバインディング更新メッセージを進化型パケ
ットデータゲートウェイ（ｅＰＤＧ）から受信するように及び前記プロキシバインディン
グ肯定応答メッセージを該ｅＰＤＧへ送信するように構成される、請求項１記載のＰＤＮ
　ＧＷ。
【請求項４】
　前記プロキシバインディング肯定応答メッセージを使用して前記ｅＰＤＧとのプロキシ
モバイルインターネットプロトコルバージョン６（ＰＭＩＰｖ６）トンネルが確立される
、請求項３記載のＰＤＮ　ＧＷ。
【請求項５】
　前記ＰＭＩＰｖ６トンネルがＳ２ｂインターフェース上で確立される、請求項４記載の
ＰＤＮ　ＧＷ。
【請求項６】
　前記非３ＧＰＰネットワークがトラステッドネットワークである、請求項１記載のＰＤ
Ｎ　ＧＷ。
【請求項７】
　前記非３ＧＰＰネットワークが非トラステッドネットワークである、請求項１記載のＰ
ＤＮ　ＧＷ。
【請求項８】
　前記プロキシバインディング更新メッセージが前記ＷＴＲＵのＩＰアドレスの要求を含
む、請求項１記載のＰＤＮ　ＧＷ。
【請求項９】
　前記プロキシバインディング肯定応答メッセージが前記ＷＴＲＵのＩＰアドレスの要求
を含む、請求項８記載のＰＤＮ　ＧＷ。
【請求項１０】
　前記トランシーバがさらに、前記プロキシバインディング更新メッセージをサービス提
供ゲートウェイから受信するように及び前記プロキシバインディング肯定応答メッセージ
を該サービス提供ゲートウェイへ送信するように構成される、請求項１記載のＰＤＮ。
【請求項１１】
　前記トランシーバがさらに、資源解放肯定応答メッセージを前記サービス提供ゲートウ
ェイから受信するように構成される、請求項１０記載のＰＤＮ　ＧＷ。
【請求項１２】
　前記トランシーバがさらに、前記資源の解放を要求する前記メッセージをサービス提供
ゲートウェイへ送信するように構成される、請求項１記載のＰＤＮ　ＧＷ。
【請求項１３】
　前記トランシーバがさらに、前記プロキシバインディング更新メッセージをトラステッ
ド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスエンティティから受信するように及び前記プロキシバインデ
ィング肯定応答メッセージを該トラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスエンティティへ送
信するように構成される、請求項１記載のＰＤＮ　ＧＷ。
【請求項１４】
　無線送／受信ユニット（ＷＴＲＵ）の第３世代パートナーシップ（３ＧＰＰ）アクセス
ネットワークと非３ＧＰＰアクセスネットワークの間のハンドオーバーのための方法にお
いて、
　ハンドオーバー動作を示すプロキシバインディング更新メッセージを受信すること、
　パケットデータネットワークゲートウェイ（ＰＤＮ　ＧＷ）から、ポリシー更新メッセ
ージをポリシー及び課金規則機能　（ＰＣＲＦ）に送信すること、
　前記ＰＤＮ　ＧＷにおいて、ポリシー更新確認メッセージを前記ＰＣＲＦから受信する
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こと、
　プロキシバインディング肯定応答メッセージを送信すること、並びに、
　前記ポリシー更新確認メッセージを受信すると前記ＰＤＮ　ＧＷが利用する資源の解放
を要求するメッセージを送信すること
を含み、該資源は、前記３ＧＰＰアクセスネットワークまたは前記非３ＧＰＰアクセスネ
ットワークにおいて前記ＰＤＮ　ＧＷが利用する１つまたはそれよりも多くの資源を含み
、該アクセスネットワークから前記ハンドオーバー動作の間に前記ＷＴＲＵがハンドオー
バーされる、
　方法。
【請求項１５】
　前記３ＧＰＰアクセスネットワークが進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワー
ク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）である、請求項１４記載の方法。
【請求項１６】
　前記プロキシバインディング更新メッセージを進化型パケットデータゲートウェイ（ｅ
ＰＤＧ）から受信し及び前記プロキシバインディング肯定応答メッセージを該ｅＰＤＧへ
送信する、請求項１４記載の方法。
【請求項１７】
　前記プロキシバインディング肯定応答メッセージを使用して前記ｅＰＤＧとのプロキシ
モバイルインターネットプロトコルバージョン６（ＰＭＩＰｖ６）トンネルを確立するこ
とをさらに含む、請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
　前記ＰＭＩＰｖ６トンネルがＳ２ｂインターフェース上で確立される、請求項１７記載
の方法。
【請求項１９】
　前記非３ＧＰＰネットワークがトラステッドネットワークである、請求項１４記載の方
法。
【請求項２０】
　前記非３ＧＰＰネットワークが非トラステッドネットワークである、請求項１４記載の
方法。
【請求項２１】
　前記プロキシバインディング更新メッセージが前記ＷＴＲＵのＩＰアドレスの要求を含
む、請求項１４記載の方法。
【請求項２２】
　前記プロキシバインディング肯定応答メッセージが前記ＷＴＲＵのＩＰアドレスの要求
を含む、請求項２１記載の方法。
【請求項２３】
　前記プロキシバインディング更新メッセージをサービス提供ゲートウェイから受信し及
び前記プロキシバインディング肯定応答メッセージを該サービス提供ゲートウェイへ送信
する、請求項１４記載のＰＤＮ。
【請求項２４】
　資源解放肯定応答メッセージを前記サービス提供ゲートウェイから受信することをさら
に含む、請求項２３記載の方法。
【請求項２５】
　前記資源の解放を要求する前記メッセージをサービス提供ゲートウェイへ送信する、請
求項１４記載の方法。
【請求項２６】
　前記プロキシバインディング更新メッセージをトラステッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセス
エンティティから受信し及び前記プロキシバインディング肯定応答メッセージを該トラス
テッド非３ＧＰＰ　ＩＰアクセスエンティティへ送信する、請求項１４記載の方法。


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	written-amendment

