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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動端末と、受信した前記移動端末宛てのパケットについての経路制御を実現する制御
装置と、アクセスルータとを含むパケット通信システムであって、
　前記移動端末は、
　複数のネットワークインタフェースカードと、
　前記ネットワークインタフェースに関する情報に基づいて、前記複数のネットワークイ
ンタフェースの中から、少なくとも１つのネットワークインタフェースカードを選択する
ように構成されている通信マネージャと、
　選択された前記ネットワークインタフェースカードを用いて、前記制御装置から送信さ
れたパケットを受信するように構成されている上位層マネージャとを具備し、
　前記通信マネージャは、前記ネットワークインタフェースカードの各々に設定されてい
るリンク層アドレスを収集する収集部を具備し、
　前記上位層マネージャは、選択された前記ネットワークインタフェースを用いて、所定
のネットワーク層アドレス及び収集した複数の前記リンク層アドレスを、前記制御装置に
通知する通知部を具備し、
　前記制御装置は、
　前記移動端末から、前記ネットワークインタフェースカードの各々に設定されている複
数のリンク層アドレスを受信する受信部と、
　前記移動端末に割り当てられているネットワーク層アドレス及び受信した前記複数のリ
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ンク層アドレスに基づいて、前記経路制御を実現するための経路制御情報を、前記ネット
ワーク層アドレスと、前記リンク層アドレスと、前記ページングエリアを関連付けること
によって管理する管理部と、
　前記受信部が受信した前記複数のリンク層アドレスの全てにページング通知パケットを
送信するページング通知パケット送信部と
を具備し、
　前記上位層マネージャは、受信した前記ページング通知パケットに基づいて、前記アク
セスルータとの間で、前記ネットワーク層アドレス及びリンク層アドレスを用いて前記ア
ドレス解決処理を実施するパケット通信システム。
【請求項２】
　制御装置が、受信した移動端末宛てのパケットについての経路制御を実現するパケット
通信システムにおける移動端末であって、
　複数のネットワークインタフェースカードと、
　前記ネットワークインタフェースに関する情報に基づいて、前記複数のネットワークイ
ンタフェースの中から、少なくとも１つのネットワークインタフェースカードを選択する
ように構成されている通信マネージャと、
　選択された前記ネットワークインタフェースカードを用いて、前記制御装置から送信さ
れたパケットを受信するように構成されている上位層マネージャとを具備し、
　前記通信マネージャは、前記ネットワークインタフェースカードの各々に設定されてい
るリンク層アドレスを収集する収集部を具備し、
　前記上位層マネージャは、選択された前記ネットワークインタフェースを用いて、所定
のネットワーク層アドレス及び収集した複数の前記リンク層アドレスを、前記制御装置に
通知する通知部を具備し、
　前記上位層マネージャは、前記制御装置が受信した前記複数のリンク層アドレスの全て
にページング通知パケットを送信するページング通知パケットに基づいて、前記アクセス
ルータとの間で、前記ネットワーク層アドレス及びリンク層アドレスを用いてアドレス解
決処理を実施することを特徴とする移動端末。
【請求項３】
　前記パケット通信システムは、前記制御装置が、前記移動端末宛てのパケットを受信し
た場合に、該移動端末のページングエリアに対して前記ページング通知パケットを送信す
ることによって、該移動端末の位置情報を取得して該パケットの転送先を決定するページ
ング制御を実現するように構成されており、
　前記通知部は、前記ページングエリアを形成するためのページング登録パケットと共に
、前記複数のリンク層アドレスを通知することを特徴とする請求項２に記載の移動端末。
【請求項４】
　制御装置が、受信した移動端末宛てのパケットについての経路制御を実現するパケット
通信システムにおける制御装置であって、
　複数のネットワークインタフェースカードを具備する前記移動端末から、該ネットワー
クインタフェースカードの各々に設定されている複数のリンク層アドレスを受信する受信
部と、
　前記移動端末に割り当てられているネットワーク層アドレス及び受信した前記複数のリ
ンク層アドレスに基づいて、前記経路制御を実現するための経路制御情報を、前記ネット
ワーク層アドレスと、前記リンク層アドレスと、前記ページングエリアを関連付けること
によって管理する管理部と、
　前記受信部が受信した前記複数のリンク層アドレスの全てにページング通知パケットを
送信するページング通知パケット送信部とを具備し、
　前記ページング通知パケットは、前記移動端末が前記アクセスルータとの間で、前記ネ
ットワーク層アドレス及びリンク層アドレスを用いて前記アドレス解決処理を実施ために
用いられることを特徴とする制御装置。
【請求項５】
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　前記パケット通信システムは、前記制御装置が、前記移動端末宛てのパケットを受信し
た場合に、該移動端末のページングエリアに対して前記ページング通知パケットを送信す
ることによって、該移動端末の位置情報を取得して該パケットの転送先を決定するページ
ング制御を実現するように構成されており、
　前記受信部は、複数のネットワークインタフェースカードを具備する前記移動端末から
、該移動端末のページングエリアを形成するためのページング登録パケットと共に、該ネ
ットワークインタフェースカードの各々に設定されている複数のリンク層アドレスを受信
し、
　前記管理部は、前記ネットワーク層アドレス及び受信した前記複数のリンク層アドレス
に基づいて、該移動端末のページングエリアを管理することを特徴とする請求項４に記載
の制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制御装置が、受信した移動端末宛てのパケットについての経路制御を実現す
るパケット通信システムにおいて用いられる移動端末及び制御装置に関する。
【０００２】
　また、本発明は、制御装置が、移動端末宛てのパケットを受信した場合に、該移動端末
のページングエリアに対してページング通知パケットを送信することによって、該移動端
末の位置情報を取得して該パケットの転送先を決定するページング制御を実現するパケッ
ト通信システムにおいて用いられる移動端末及び制御装置に関する。
【０００３】
　さらに、本発明は、複数のホームエージェントが、それぞれホームアドレス及び気付け
アドレスに基づいて、受信した移動端末宛てのパケットについての経路制御を実現するパ
ケット通信システムにおいて用いられる移動端末及びホームエージェントに関する。
【背景技術】
【０００４】
　従来のパケット通信システムでは、ユニキャストアドレスを用いたＩＰパケットの転送
に先立って、ネットワークインタフェースカードのリンク層アドレス（又は、カードアド
レス）とネットワーク層アドレス（ＩＰアドレス）とを対応付けるアドレス解決プロトコ
ル（ＡＲＰ：Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）や近隣探索プ
ロトコル（ＮＤＰ：Ｎｅｉｇｈｂｏｒ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）によっ
て、当該ＩＰパケットの到達性を確保するように構成されていた。
【０００５】
　なお、ＩＰアドレスは、予めネットワークインタフェースカードに割り当てられる静的
設定によって決定されたり、ＤＨＣＰ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｈｏｓｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）等の動的設定によって決定されたり、ＩＰｖ６に見られる
アドレス自動生成技術を用いてリンク層のネットワークインタフェースカードアドレスや
乱数に基づき演算されることにより決定されたりする。
【０００６】
　従来のパケット通信システムにおいて、移動端末（モバイルノード又はホスト）が、パ
ケット到達手段として、複数のネットワークインタフェースカードを有する場合、当該複
数のネットワークインタフェースカードから、通信コストの低い通信リンクシステムに対
応するネットワークインタフェースカードを選択するようなユーザ指向によるインターフ
ェース利用技術が、アクセスリンクマネージャ等の対話型アプリケーション技術として実
現されている。
【０００７】
　また、かかる場合、自律的なネットワークインタフェースカードの選択方法として、複
数のネットワークインタフェースカードを管理するマルチプルインタフェースマネージャ
（ＭＩＭ）が知られている。ＭＩＭは、ネットワークインタフェースカードの各々から収
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集した属性や測定値等を用いて所定の条件判断を行い、使用するネットワークインタフェ
ースカードを選択するように構成されている。
【０００８】
　また、従来、移動端末宛てのパケット転送を実現するパケット通信システムとして、Ｍ
ｏｂｉｌｅＩＰ及びその拡張技術であるモビリティマネージメント制御を行うパケット通
信システムが知られている。かかるモビリティマネージメント制御では、ホームアドレス
をパケット転送の制御単位として用いている。ここで、ホームアドレスは、ホームエージ
ェントが存在するホームリンクにおいて、移動端末に割り当てられるものであり、当該ホ
ームリンクのサブネットに属するＩＰアドレスである。
【０００９】
　上述のモビリティマネージメント制御を行うパケット通信システムは、移動端末（モバ
イルノード）が、パケット到達手段として複数のホームアドレスを有する場合、例えば、
利用用途や利用通信システムの種類に対応して複数のホームエージェントと接続する場合
や、同一ホームエージェント内に複数のホームアドレスを有するマルチホーミング状態に
ある場合に、各ホームアドレスを単位として、それぞれ独立に経路制御を行うように構成
されている。
【特許文献１】特開平１１-７４９２７号
【特許文献２】特開２０００-１８３９０５号
【特許文献３】特開平１１-３５５３２２号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、従来のパケット通信システムにおけるネットワークインタフェースカー
ドの選択技術では、ＩＰアドレス（ネットワーク層アドレス）を特に考慮しないため、ネ
ットワークインタフェースカードとＩＰアドレスとの対応関係を保持しない。したがって
、従来のネットワークインタフェースカードの選択技術では、同一のＩＰアドレスが割り
当てられているネットワークインタフェースカード間であっても、使用するネットワーク
インタフェースカードを切り替える度に、上述の対応関係を取得するために、ＡＲＰやＮ
ＤＰといったアドレス解決手段が必要となるという問題点があった。
【００１１】
　また、従来のネットワークインタフェースカードの選択技術では、使用するネットワー
クインタフェースカードを切り替える際に、使用するＩＰアドレスが変わるため、パケッ
トの経路変更手順が必要になるという問題点があった。
【００１２】
　例えば、リンク層アドレスを用いたＩＰｖ６のアドレス自動生成技術では、同一ネット
ワークドメインに属する場合でも、使用するネットワークインタフェースカードを切り替
える度に、使用するＩＰアドレスが変わるため、パケットの経路変更手順が必要になる。
【００１３】
　また、ＤＨＣＰのようなネットワーク側によるＩＰアドレスの自動割当（動的設定）の
場合でも、通信リンク（アクセスリンク）システムの種類や所有者が異なれば、ネットワ
ークドメインも一般的に異なるため、使用するネットワークインタフェースカードを切り
替える度に、使用するＩＰアドレスが変わり、パケットの経路変更手順が必要になる。
【００１４】
　すなわち、従来のパケット通信システムでは、使用するネットワークインタフェースカ
ードを切り替える度に、移動端末が、ＩＰネットワーク内の制御装置（経路制御エージェ
ントやや中継エージェント等）や送信端末に対して、当該移動端末に到達することができ
るＩＰアドレスを登録する必要がある。したがって、従来のパケット通信システムでは、
これらの登録に係るＩＰパケットが無線リンクを経由するため、無線リソースを浪費する
という問題点があった。
【００１５】
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　なお、かかる問題点は、位置登録エリアよりも広範なページングエリア単位で当該移動
端末の位置登録を行うことによって、当該移動端末の位置登録制御に係る制御信号量を低
減させると共に、当該移動端末の間欠受信技術と連動した省電力化を実現するページング
制御技術において、ページングエージェントが、移動端末の位置情報（サブネット）を正
確に取得することができないという問題点を引き起こす可能性が高い。
【００１６】
　一方、従来のモビリティマネージメント技術では、同一の移動端末に割り振られた複数
のＩＰアドレスの対応関係を保持しないため、当該移動端末宛てにＩＰパケットを送信す
る場合、特定のホームアドレスに伴う転送経路がリンク断等で到達不能になっていると、
他のホームアドレスに伴う転送経路が有効で到達可能であっても、当該ＩＰパケットの転
送が失敗するという問題点があった。
【００１７】
　また、従来のパケット通信システムにおいても、移動端末が、利用用途や通信コストや
ネットワークインタフェースカードの省電力制御に基づいて、複数のＩＰアドレスを動的
に有効と無効とを変更する場合であっても、ＩＰアドレス間での対応関係を保持しないた
め、送信端末から移動端末へのパケットの転送が失敗するという問題点があった。また、
かかる場合、移動端末が、ＩＰアドレスの有効と無効とを変更する度に、送信端末や名前
解決（ＤＮＳ：Ｄｏｍａｉｎ　Ｎａｍｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）サーバにその旨を制御パケット
により通知すると、その頻度に応じてリソースを浪費するという問題点があった。
【００１８】
　そこで、本発明は、以上の点に鑑みてなされたもので、使用するネットワークインタフ
ェースカードを切り替える場合であっても、無線リソースを浪費することなく、パケット
の到達性を確保することが可能なパケット通信システムで用いられる移動端末、制御装置
及びホームエージェントを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　本発明の第１の特徴は、制御装置が、移動端末宛てのパケットを受信した場合に、該移
動端末のページングエリアに対してページング通知パケットを送信することによって、該
移動端末の位置情報を取得して該パケットの転送先を決定するページング制御を実現する
パケット通信システムにおいて用いられる移動端末であって、複数のネットワークインタ
フェースカードと、前記ネットワークインタフェースカードの各々に設定されているリン
ク層アドレスを収集する収集部と、収集した前記リンク層アドレスの中から代表リンク層
アドレスを決定する決定部と、前記制御装置に対して前記ページングエリアを形成するた
めのページング登録パケットを送信する際に前記代表リンク層アドレスを通知する通知部
と、前記代表リンク層アドレス及び所定のネットワーク層アドレスを用いてアドレス解決
を行うアドレス解決部とを具備することを要旨とする。
【００２０】
　かかる発明によれば、移動端末が、複数のネットワークインタフェースを具備する場合
であっても、代表リンク層アドレスと所定のネットワーク層アドレスと用いてアドレス解
決を行うため、使用するネットワークインタフェースの切り替えに伴うＩＰパケット（例
えば、ページング登録パケット等）の発生を抑制することができる。
【００２１】
　また、かかる発明によれば、利用用途や通信品質や通信コストや省電力制御等に基づい
て、代表リンク層アドレスを決定することによって、各種条件を満たす最適な転送経路で
、全てのパケットを受信することができる。
【００２２】
　本発明の第１の特徴において、全ての前記ネットワークインタフェースカードに前記代
表リンク層アドレスを設定する代表リンク層アドレス設定部を具備することことが好まし
い。
【００２３】
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　本発明の第１の特徴において、全ての前記ネットワークインタフェースカードに対して
、リンク層におけるアドレスフィルタリング機能の停止を指示するフィルタリング制御部
を具備することが好ましい。
【００２４】
　本発明の第２の特徴は、制御装置が、移動端末宛てのパケットを受信した場合に、該移
動端末のページングエリアに対してページング通知パケットを送信することによって、該
移動端末の位置情報を取得して該パケットの転送先を決定するページング制御を実現する
パケット通信システムにおいて用いられる制御装置であって、複数のネットワークインタ
フェースカードを具備する前記移動端末から、該移動端末のページングエリアを形成する
ためのページング登録パケットと共に、該ネットワークインタフェースカードの各々に設
定されているリンク層アドレスの中から決定された代表リンク層アドレスを受信する受信
部と、前記移動端末に割り当てられているネットワーク層アドレス及び受信した前記代表
リンク層アドレスに基づいて、該移動端末のページングエリアを管理する管理部とを具備
することを要旨とする。
【００２５】
　本発明の第３の特徴は、制御装置が、受信した移動端末宛てのパケットについての経路
制御を実現するパケット通信システムにおいて用いられる移動端末であって、複数のネッ
トワークインタフェースカードと、前記ネットワークインタフェースカードの各々に設定
されているリンク層アドレスを収集するリンク層アドレス収集部と、所定のネットワーク
層アドレス及び収集した複数の前記リンク層アドレスを前記制御装置に通知する通知部と
を具備することを要旨とする。
【００２６】
　本発明の第３の特徴において、前記パケット通信システムが、前記制御装置が、移動端
末宛てのパケットを受信した場合に、該移動端末のページングエリアに対してページング
通知パケットを送信することによって、該移動端末の位置情報を取得して該パケットの転
送先を決定するページング制御を実現するものであって、前記通知部が、前記ページング
エリアを形成するためのページング登録パケットと共に、前記複数のリンク層アドレスを
通知することが好ましい。
【００２７】
　本発明の第４の特徴は、制御装置が、受信した移動端末宛てのパケットについての経路
制御を実現するパケット通信システムにおいて用いられる制御装置であって、複数のネッ
トワークインタフェースカードを具備する前記移動端末から、該ネットワークインタフェ
ースカードの各々に設定されている複数のリンク層アドレスを受信する受信部と、前記移
動端末に割り当てられているネットワーク層アドレス及び受信した前記複数の代表リンク
層アドレスに基づいて、前記経路制御を実現するための経路制御情報を管理する管理部と
を具備することを要旨とする。
【００２８】
　本発明の第４の特徴において、前記パケット通信システムが、前記制御装置が、移動端
末宛てのパケットを受信した場合に、該移動端末のページングエリアに対してページング
通知パケットを送信することによって、該移動端末の位置情報を取得して該パケットの転
送先を決定するページング制御を実現するものであって、前記受信部が、複数のネットワ
ークインタフェースカードを具備する前記移動端末から、該移動端末のページングエリア
を形成するためのページング登録パケットと共に、該ネットワークインタフェースカード
の各々に設定されている複数のリンク層アドレスを受信し、前記管理部が、前記ネットワ
ーク層アドレス及び受信した前記複数の代表リンク層アドレスに基づいて、該移動端末の
ページングエリアを管理することが好ましい。
【００２９】
　本発明の第５の特徴は、複数のホームエージェントが、それぞれホームアドレス及び気
付けアドレスに基づいて、受信した移動端末宛てのパケットについての経路制御を実現す
るパケット通信システムにおいて用いられる移動端末であって、前記複数のホームエージ
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ェントの各々と接続可能な複数のネットワークインタフェースカードと、前記ネットワー
クインタフェースカードの各々と前記ホームアドレスとを関連付けて管理する管理部と、
複数のネットワークインタフェースカードの中から、前記移動端末宛てのパケットを受信
する代表ネットワークインタフェースカードを決定する決定部と、前記複数のホームエー
ジェントに対して、前記代表ネットワークインタフェースカードに関連付けられた代表ホ
ームアドレス宛てに、前記移動端末宛てのパケットを転送するように指示する指示部とを
具備することを要旨とする。
【００３０】
　本発明の第５の特徴において、前記指示部が、前記複数のホームエージェントに対して
、前記代表ホームアドレス向けのバインディング更新によって前記指示を行うことが好ま
しい。
【００３１】
　本発明の第５の特徴において、前記パケット通信システムが、ＤＮＳサーバを介して、
前記移動端末宛てのパケットを前記ホームエージェントに転送するように構成されており
、前記指示部が、ＤＮＳサーバに対して、前記代表ホームアドレス宛てに、前記移動端末
宛てのパケットを転送するように指示することが好ましい。
【００３２】
　本発明の第６の特徴は、複数のホームエージェントが、それぞれホームアドレス及び気
付けアドレスに基づいて、受信した移動端末宛てのパケットについての経路制御を実現す
るパケット通信システムにおいて用いられるホームエージェントであって、複数のネット
ワークインタフェースカードを具備する前記移動端末から、該ネットワークインタフェー
スカードの各々に関連付けられているホームアドレスの中から決定された代表ホームアド
レスを受信する受信部と、前記代表ホームアドレス宛てに、前記移動端末宛てのパケット
を転送するパケット転送部とを具備することを要旨とする。
【００３３】
　本発明の第６の特徴において、前記代表ホームアドレス宛ての経路情報を管理する経路
情報管理部を具備し、前記パケット転送部が、前記代表ホームアドレス宛ての経路情報に
基づいて、前記移動端末宛てのパケットを転送し、前記経路情報管理部は、前記移動端末
からのバインディング更新によって、前記代表ホームアドレス宛ての経路情報を更新する
ことが好ましい。
【００３４】
　本発明の第６の特徴において、前記パケット通信システムが、移動端末宛てのパケット
を受信した場合に、該移動端末のページングエリアに対してページング通知パケットを送
信することによって、該移動端末の位置情報を取得して該パケットの転送先を決定する制
御装置を具備しており、前記代表ホームアドレス宛ての経路情報は、前記移動端末宛ての
パケットを前記制御装置に転送するように設定されていることが好ましい。
【発明の効果】
【００３５】
　以上説明したように、本発明によれば、使用するネットワークインタフェースカードＮ
ＩＣを切り替える場合であっても、無線リソースを浪費することなく、パケットの到達性
を確保することが可能なパケット通信システムで用いられる移動端末、制御装置及びホー
ムエージェントを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　（本発明の第１の実施形態に係るパケット通信システムの構成）
　図１乃至図３を参照して、本発明の第１の実施形態に係るパケット通信システムの構成
について説明する。
【００３７】
　本実施形態に係るパケット通信システムは、図１に示すように、経路制御エージェント
ＭＡ、ＰＡと、アクセスルータＡＲ１、ＡＲ２と、通信リンクシステムＡＰ１、ＢＳ１、
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ＢＳ２と、モバイルノードＭＮ＃１とを具備している。
【００３８】
　本実施形態に係るパケット通信システムは、経路制御エージェント（制御装置）ＰＡが
、モバイルノード（移動端末）ＭＮ＃１宛てのパケットを受信した場合に、当該モバイル
ノードＭＮ＃１のページングエリアに対してページング通知パケットを送信することによ
って、当該モバイルノードＭＮ＃１の位置情報（サブネット）を取得して当該パケットの
転送先を決定するページング制御を実現するものである。
【００３９】
　図２に示すように、モバイルノードＭＮ＃１は、複数のネットワークインタフェースカ
ードＮＩＣ＃１乃至ＮＩＣ＃ｎと、通信マネージャＭＩＭと、制御部１５と、上位層マネ
ージャ１００とを具備している。
【００４０】
　複数のネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１乃至ＮＩＣ＃ｎは、それぞれＭＡ
Ｃアドレス（リンク層アドレス）が設定されるように構成されている。
また、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１は、通信リンクシステムＡＰ１に接
続可能に構成されており、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃２は、通信リンク
システムＢＳ１及びＢＳ２に接続可能に構成されている。
【００４１】
　モバイルノードＭＮ＃１は、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１乃至ＮＩＣ
＃ｎによって、通信リンクシステム及びアクセスルータＡＲを介して、ＩＰネットワーク
に接続可能である。
【００４２】
　通信マネージャＭＩＭは、リンク層アドレス収集部１１と、ネットワークインタフェー
スカード情報記憶部１２と、ネットワークインタフェースカード決定部１３と、代表リン
ク層アドレス設定部１４とを具備している。
【００４３】
　リンク層アドレス収集部１１は、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１乃至Ｎ
ＩＣ＃ｎの各々に設定されているＭＡＣアドレスを収集する収集部を構成する。また、リ
ンク層アドレス収集部１１は、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１乃至ＮＩＣ
＃ｎの各々から、上述のＭＡＣアドレスと共に、ネットワークインタフェースカードＮＩ
Ｃ＃１乃至ＮＩＣ＃ｎの特徴を収集するように構成されていてもよい。
【００４４】
　ネットワークインタフェースカード情報記憶部１２は、ネットワークインタフェースカ
ードＮＩＣ＃１乃至ＮＩＣ＃ｎの各々から収集したＭＡＣアドレスや特徴等のネットワー
クインタフェースカードに係る情報を記憶するものである。ここで、上述の特徴には、接
続可能な通信リンクシステムの種類や、通信コストや、電力測定値や、ユーザ嗜好（ビジ
ネス用途としての利用状況等）が反映された優先順位等が含まれる。
【００４５】
　ネットワークインタフェースカード決定部１３は、収集したＭＡＣアドレスの中から代
表ＭＡＣアドレスを決定する決定部を構成する。ネットワークインタフェースカード決定
部１３は、収集した上述の特徴に基づいて、所定条件に合致するネットワークインタフェ
ースカードを選択し、ユーザからの指示に応じて選択されたネットワークインタフェース
カードの中から代表ＭＡＣアドレスを選択可能に構成されていてもよい。
【００４６】
　なお、ネットワークインタフェースカード決定部１３は、収集したＭＡＣアドレスから
、ランダムに選択したＭＡＣアドレスを、代表ＭＡＣアドレスとして決定するように構成
されていてもよい。
【００４７】
　また、ネットワークインタフェースカード決定部１３は、ネットワークインタフェース
カードＮＩＣ＃１乃至ＮＩＣ＃ｎの中から、使用するネットワークインタフェースカード
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を決定するものである。
【００４８】
　代表リンク層アドレス設定部１４は、全てのネットワークインタフェースカードＮＩＣ
＃１乃至ＮＩＣ＃ｎに、代表ＭＡＣアドレスを設定するものである。
【００４９】
　制御部１５は、通信マネージャＭＩＭや上位層マネージャ１００を含むモバイルノード
ＭＮ＃１の全ての機能を制御するものである。
【００５０】
　また、制御部１５は、モバイルノードＭＮ＃１を、動作モード（通常モード又はページ
ング制御モード）に応じて動作させるように構成されている。
【００５１】
　モバイルノードＭＮ＃１は、通常モードで動作している場合、制御部１５によって、Ｍ
ｏｂｉｌｅＩＰ又はその拡張技術によるモビリティマネージメント動作を行うように制御
される。
【００５２】
　一方、モバイルノードＭＮ＃１は、ページング制御モードで動作している場合、制御部
１５によって、モビリティマネージメント動作を休止し、経路制御エージェントＰＡに対
して、ページングエリアを形成するためのページング登録パケットを送信するように制御
される。
【００５３】
　上位層マネージャ１００は、リンク層より上位の層（例えば、ネットワーク層）におけ
る制御を行うものである。例えば、上位層マネージャ１００は、必要に応じて、経路制御
エージェントＭＡと協働して、ＩＰ層における制御を行うことによって、ＩＰパケットの
送受信を実現する。
【００５４】
　また、上位層マネージャ１００は、経路制御エージェント（制御装置）ＰＡに対して、
モバイルノードＭＮ＃１のページングエリアを形成するためのページング登録パケットを
送信する際に、代表ＭＡＣアドレスを通知する通知部を構成する。ここで、ページング登
録パケットに、ＩＰアドレス及び代表ＭＡＣアドレスが含まれるように構成されていても
よい。
【００５５】
　また、上位層マネージャ１００は、代表ＭＡＣアドレス及び所定のＩＰアドレス（ネッ
トワーク層アドレス）を用いてアドレス解決を行うアドレス解決部を構成する。
【００５６】
　この結果、使用するネットワークインタフェースカードＮＩＣの切り替えが発生した場
合であっても、使用するＭＡＣアドレスが変わらないため、モバイルノードＭＮ＃１は、
ＡＲＰやＮＤＰ等のアドレス解決処理の発生なく、通信を継続することができる。
【００５７】
　また、モバイルノードＭＮ＃１は、ネットワークインタフェースカードＮＩＣに設定さ
れているＭＡＣアドレスをキーとした自動生成によりＩＰアドレスが割り当てられるルー
タセグメントに存在する場合であっても、同様に、使用するＭＡＣアドレスが変わらない
ため、ＩＰアドレスも変わらない。したがって、同一のルータセグメントに収容される通
信リンクにおけるネットワークインタフェースカードＮＩＣの切り替えでは、経路変更が
行われることはない。
【００５８】
　なお、モバイルノードＭＮ＃１は、ネットワークインタフェースカードＮＩＣの切り替
えが発生した場合であっても、使用するＭＡＣアドレス及びＩＰパケットが変更されない
ため、ページング登録パケットを送信する必要がなく、ページング登録パケットの送信数
を抑制することができる。
【００５９】
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　図３に示すように、経路制御エージェントＰＡは、ページング登録パケット受信部３１
と、ページングエリア形成部３２と、ページングエリア管理部３３と、パケット検出部３
４と、ページング通知パケット送信部３５と、ページング通知確認パケット受信部３６と
、パケット転送部３７とを具備する制御装置である。
【００６０】
　ページング登録パケット受信部３１は、モバイルノードＭＮ＃１から送信された、当該
モバイルノードＭＮ＃１のページングエリアを形成するためのページング登録パケットを
受信してページングエリア形成部２２に送信するものである。
【００６１】
　また、ページング登録パケット受信部３１は、複数のネットワークインタフェースカー
ドＮＩＣ＃１乃至ＮＩＣ＃ｎを具備するモバイルノードＭＮ＃１から、上述のページング
登録パケットと共に、当該ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１乃至ＮＩＣ＃ｎ
の各々に設定されているＭＡＣアドレスの中から決定された代表ＭＡＣアドレスを受信す
るように構成されている。
【００６２】
　また、ページング登録パケット受信部３１は、アクセスルータＡＲ１と通信リンクシス
テムＡＰ１とネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１と通信マネージャＭＩＭとを
介して、ページングエリアを形成した旨を通知するページング登録応答パケットを、モバ
イルノードＭＮ＃１に送信する。
【００６３】
　ページングエリア形成部３２は、受信したページング登録パケットに基づいて、モバイ
ルノードＭＮ＃１のページングエリアを形成するものである。例えば、ページングエリア
形成部２２は、受信したページング登録パケットに含まれるサブネットを示す情報から、
モバイルノード＃１のページングエリアをサブネット＃１及び＃２とする。
【００６４】
　ページングエリア管理部３３は、モバイルノード＃１のページングエリアを管理するも
のである。
【００６５】
　例えば、ページングエリア管理部３３は、「ＩＰアドレス」と「ＭＡＣアドレス」と「
ページングエリア」とを関連付けて記憶する。図３の例では、ページングエリア管理部３
３は、ＩＰアドレスとして「ＩＰ_ＭＮ＃１」を、ＭＡＣアドレスとして「代表ＭＡＣア
ドレス＃１」を、ページングエリアとして「サブネット＃１、＃２」を管理している。
【００６６】
　すなわち、ページングエリア管理部３３は、モバイルノードＭＮ＃１に割り当てられて
いるＩＰアドレス「ＩＰ_ＭＮ＃１」及び受信した代表ＭＡＣアドレス「代表ＭＡＣアド
レス＃１」に基づいて、モバイルノードＭＮ＃１のページングエリアを管理する管理部を
構成する。
【００６７】
　パケット検出部３４は、モバイルノードＭＮ＃１宛てのＩＰパケットを検出してバッフ
ァリングすると共に、その旨をページング通知パケット送信部３５に通知するものである
。また、パケット検出部３４は、パケット転送部３７からの指示に応じて、バッファリン
グしているモバイルノードＭＮ＃１宛てのＩＰパケットを送信する。
【００６８】
　ページング通知パケット送信部３５は、パケット検出部３４からの通知に応じて、モバ
イルノードＭＮ＃１のページングエリアを構成するサブネット＃１及び＃２に対して、ペ
ージング通知パケットを送信するものである。
【００６９】
　ページング通知確認パケット受信部３６は、モバイルノードＭＮ＃１から送信されたペ
ージング通知確認パケットを受信して、その旨をパケット転送部３７に通知するものであ
る。
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【００７０】
　パケット転送部３７は、受信したページング通知確認パケットに対応するＩＰパケット
をパケット検出部３４から抽出し、抽出したＩＰパケットを、ページング通知確認パケッ
トに含まれるモバイルノードＭＮ＃１のサブネットに基づいて転送するものである。
【００７１】
　アクセスルータＡＲ１乃至ＡＲ２は、ＩＰネットワーク内に配置されており、ＩＰアド
レスに基づいてルーティング処理を行うものである。例えば、アクセスルータＡＲ１は、
通信リンクシステムＡＰ１及びＢＳ１に接続されており、サブネット＃１を管理する。ま
た、アクセスルータＡＲ２は、通信リンクシステムＢＳ２に接続されており、サブネット
＃２を管理する。
【００７２】
　通信リンクシステムは、アクセスルータＡＲに接続されており、ＭＡＣアドレスに基づ
いてリンク層における転送制御を行うものである。
【００７３】
　（本実施形態に係るパケット通信システムの動作）
　図４及び図５を参照して、本実施形態に係るパケット通信システムの動作について説明
する。
【００７４】
　図４に示すように、ステップ４０１において、モバイルノードＭＮ＃１の電源が投入さ
れるか、又は、モバイルノードＭＮ＃１にネットワークインタフェースアドレスＮＩＣが
増設される。
【００７５】
　ステップ４０２において、リンク層アドレス収集部１１が、ネットワークインタフェー
スカードＮＩＣ＃１乃至ＮＩＣ＃ｎの各々に設定されているＭＡＣアドレスを収集する。
【００７６】
　ステップ４０３において、ネットワークインタフェースカード決定部１３が、収集した
ＭＡＣアドレスの中から代表ＭＡＣアドレスと、使用するネットワークインタフェースカ
ードＮＩＣ＃１とを決定する。
【００７７】
　ステップ４０４において、代表リンク層アドレス設定部１４が、全てのネットワークイ
ンタフェースカードＮＩＣ＃１乃至ＮＩＣ＃ｎに、代表ＭＡＣアドレスを設定する。
【００７８】
　ステップ４０５において、上位層マネージャ１００は、上述の代表ＭＡＣアドレス及び
所定のＩＰアドレスを用いて、通信マネージャＭＩＭとネットワークインタフェースカー
ドＮＩＣ＃１と通信リンクシステムＡＰ１とを介して、アクセスルータＡＲ１との間で、
アドレス解決処理を実施する。
【００７９】
　ステップ４０６において、制御部１５が、ページング制御モードによる動作を開始する
。
【００８０】
　ステップ４０７乃至ステップ４１１において、上位層マネージャ１００は、通信マネー
ジャＭＩＭとネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１と通信リンクシステムＡＰ１
とアクセスルータＡＲ１とを介して、上述の代表ＭＡＣアドレス及び所定のＩＰアドレス
を含むページング登録パケットを、上述の代表ＭＡＣアドレス及びＩＰアドレスを用いて
、アドレス解決処理を実施することなく、経路制御エージェントＰＡに送信する。
【００８１】
　ステップ４１２において、ページングエリア形成部３２が、受信したページング登録パ
ケットに基づいて、上述の代表ＭＡＣアドレス及び所定のＩＰアドレスに関連付けられた
ページングエリア（例えば、サブネット＃１及び＃２）を形成する。
【００８２】



(12) JP 4879212 B2 2012.2.22

10

20

30

40

50

　ステップ４１３乃至ステップ４１７において、ページング登録パケット受信部３１は、
アクセスルータＡＲ１と通信リンクシステムＡＰ１とネットワークインタフェースカード
ＮＩＣ＃１と通信マネージャＭＩＭとを介して、ページングエリアを形成した旨を通知す
るページング登録応答パケットを、上述の代表ＭＡＣアドレス及びＩＰアドレスを用いて
、アドレス解決処理を実施することなく、モバイルノードＭＮ＃１の上位層マネージャ１
００に送信する。
【００８３】
　図５に示すように、ステップ５０１において、ネットワークインタフェースカード決定
部１３が、使用するネットワークインタフェースカードを、ネットワークインタフェース
カードＮＩＣ＃１からネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃２に変更することを決
定する。
【００８４】
　ステップ５０２において、制御部１５は、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃
２に対して、動作開始を指示する。
【００８５】
　ステップ５０３において、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃２は、設定され
ている代表ＭＡＣアドレスを用いて、通信リンクシステムＢＳ１との間で、通信リンクを
確立する。
【００８６】
　ステップ５０４において、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃２は、動作を開
始した旨を制御部１５に対して通知する。
【００８７】
　ステップ５０５において、制御部１５は、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃
１に対して、動作休止を指示する。
【００８８】
　ステップ５０６において、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１は、設定され
ている代表ＭＡＣアドレスを用いて、通信リンクシステムＢＳ１との間で、通信リンクを
解放する。
【００８９】
　ステップ５０７において、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１は、動作を休
止した旨を制御部１５に対して通知する。
【００９０】
　ステップ５０８において、経路制御エージェントＰＡのパケット検出部３４が、モバイ
ルノードＭＮ＃１宛てのパケットを受信し、ステップ５０９において、ページング通知パ
ケット送信部３５が、モバイルノードＭＮ＃１宛てのパケットを受信した旨を通知するペ
ージング通知パケットをアクセスルータＡＲ１に送信する。
【００９１】
　ステップ５１０において、アクセスルータＡＲ１は、モバイルノードＭＮ＃１のページ
ングエリア、すなわち、サブネット＃１及び＃２を管理する通信リンクシステムＡＰ１及
びＢＳ１に対して、上述のページング通知パケットを送信する。
【００９２】
　ステップ５１１及び５１２において、通信リンクシステムＡＰ１及びＢＳ１は、上述の
代表ＭＡＣアドレス及びＩＰアドレスを用いて、アドレス解決処理を実施することなく、
上述のページング通知パケットを、それぞれネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃
１及び＃２に送信する。ここで、上述のページング通知パケットは、ネットワークインタ
フェースカードＮＩＣ＃１では受信されない。
【００９３】
　ステップ５１３及びステップ５１４において、ネットワークインタフェースカードＮＩ
Ｃ＃２で受信されたページング通知パケットは、上位層マネージャ１００に送信される。
【００９４】
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　ステップ５１５乃至ステップ５１９において、上位層マネージャ１００は、上述のペー
ジング通知パケット対応するページング通知確認パケットを、通信マネージャＭＩＭとネ
ットワークインタフェースカードＮＩＣ＃２と通信リンクシステムＢＳ１とアクセスルー
タＡＲ１とを介して、上述の代表ＭＡＣアドレス及びＩＰアドレスを用いて、アドレス解
決処理を実施することなく、経路制御エージェントＰＡに送信する。
【００９５】
　ステップ５２０において、パケット転送部３７が、受信したページング通知確認パケッ
トに応じて、パケット検出部３４においてバッファリングされているモバイルノードＭＮ
＃１宛てのパケットを抽出する。
【００９６】
　ステップ５２１乃至５２５において、パケット転送部３７が、モバイルノードＭＮ＃１
宛てのパケットを、アクセスルータＡＲ１と通信リンクシステムＢＳ１とネットワークイ
ンタフェースカードＮＩＣ＃２と通信マネージャＭＩＭとを介して、上述の代表ＭＡＣア
ドレス及びＩＰアドレスを用いて、アドレス解決処理を実施することなく、上位層マネー
ジャ１００に送信する。
【００９７】
　（本実施形態に係るパケット通信システムの作用・効果）
　本実施形態に係るパケット通信システムによれば、モバイルノードＭＮ＃１が、複数の
ネットワークインタフェースＮＩＣ＃１乃至ＮＩＣ＃ｎを具備する場合であっても、代表
ＭＡＣアドレスと所定のＩＰアドレスと用いてアドレス解決を行うため、使用するネット
ワークインタフェースＮＩＣの切り替えに伴うＩＰパケット（例えば、ページング登録パ
ケット等）の発生を抑制することができる。
【００９８】
　また、本実施形態に係るパケット通信システムによれば、利用用途や通信品質や通信コ
ストや省電力制御等に基づいて、代表ＭＡＣアドレスを決定することによって、各種条件
を満たす最適な転送経路で、全てのパケットを受信することができる。
【００９９】
　（本発明の第２の実施形態に係るパケット通信システム）　
　図６乃至図８を参照して、本発明の第２の実施形態に係るパケット通信システムについ
て説明する。以下、主として、本実施形態に係るパケット通信システムについて、上述の
第１の実施形態に係るパケット通信システムとの相違点について説明する。
【０１００】
　図６に示すように、本実施形態に係るモバイルノードＭＮ＃１の構成は、フィルタリン
グ制御部１６を具備する点、及び、リンク層アドレス収集部１１と代表リンクアドレス設
定部１４とを具備しない点を除いて、上述の第１の実施形態に係るモバイルノードＭＮ＃
１の構成と同一である。
【０１０１】
　フィルタリング制御部１６は、全てのネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１乃
至ＮＩＣ＃ｎに対して、リンク層におけるアドレスフィルタリング機能の開始及び停止を
指示するものである。
【０１０２】
　図７及び図８を参照して、本実施形態に係るパケット通信システムの動作について説明
する。
【０１０３】
　図７に示すように、ステップ７０１において、モバイルノードＭＮ＃１の電源が投入さ
れるか、又は、モバイルノードＭＮ＃１にネットワークインタフェースアドレスＮＩＣが
増設される。
【０１０４】
　ステップ７０２において、フィルタリング制御部１６は、全てのネットワークインタフ
ェースカードＮＩＣ＃１乃至ＮＩＣ＃ｎに対して、リンク層におけるアドレスフィルタリ
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ング機能の停止を指示する。
【０１０５】
　ステップ７０３において、ネットワークインタフェースカード決定部１３が、収集した
ＭＡＣアドレスの中から代表ＭＡＣアドレスと、使用するネットワークインタフェースカ
ードＮＩＣ＃１とを決定する。
【０１０６】
　ステップ７０４において、制御部１５は、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃
１に対して、動作開始を指示する。
【０１０７】
　ステップ７０５において、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１は、ネットワ
ークインタフェースカードＮＩＣ＃１に設定されているＭＡＣアドレス＃１を用いて、通
信リンクシステムＡＰ１との間で、通信リンクを確立する。
【０１０８】
　ステップ７０６において、制御部１５は、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃
２乃至ＮＩＣ＃ｎに対して、動作休止を指示する。
【０１０９】
　ステップ７０７において、上位層マネージャ１００は、上述の代表ＭＡＣアドレス及び
所定のＩＰアドレスを用いて、通信マネージャＭＩＭとネットワークインタフェースカー
ドＮＩＣ＃１と通信リンクシステムＡＰ１とを介して、アクセスルータＡＲ１との間で、
アドレス解決処理を実施する。
【０１１０】
　ステップ７０８において、制御部１５が、ページング制御モードによる動作を開始する
。
【０１１１】
　ステップ７０９乃至ステップ７１３において、上位層マネージャ１００は、通信マネー
ジャＭＩＭとネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１と通信リンクシステムＡＰ１
とアクセスルータＡＲ１とを介して、上述の代表ＭＡＣアドレス及び所定のＩＰアドレス
を含むページング登録パケットを、上述の代表ＭＡＣアドレス及びＩＰアドレスを用いて
、アドレス解決処理を実施することなく、経路制御エージェントＰＡに送信する。
【０１１２】
　ステップ７１４において、ページングエリア形成部３２が、受信したページング登録パ
ケットに基づいて、上述の代表ＭＡＣアドレス及び所定のＩＰアドレスに関連付けられた
ページングエリア（例えば、サブネット＃１及び＃２）を形成する。
【０１１３】
　ステップ７１５乃至ステップ７１９において、ページング登録パケット受信部３１は、
アクセスルータＡＲ１と通信リンクシステムＡＰ１とネットワークインタフェースカード
ＮＩＣ＃１と通信マネージャＭＩＭとを介して、ページングエリアを形成した旨を通知す
るページング登録応答パケットを、上述の代表ＭＡＣアドレス及びＩＰアドレスを用いて
、アドレス解決処理を実施することなく、モバイルノードＭＮ＃１の上位層マネージャ１
００に送信する。
【０１１４】
　図８に示す本実施形態に係るパケット通信システムの動作は、図５に示す第１の実施形
態に係るパケット通信システムの動作と同一である。
【０１１５】
　本実施形態に係るパケット通信システムでは、ネットワークインタフェースカードＮＩ
Ｃが、受信したパケットに付与されているＭＡＣアドレス（代表ＭＡＣアドレス）が、当
該ネットワークインタフェースカードＮＩＣに設定されているＭＡＣアドレスでない場合
でも、当該パケットを、全て上位層マネージャ１００に転送するため、同一サブネットに
おけるネットワークインタフェースカードＮＩＣの切り替えによって、新たなアドレス解
決処理は発生しない。
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【０１１６】
　（本発明の第３の実施形態に係るパケット通信システム）
　図９乃至図１２を参照して、本発明の第３の実施形態に係るパケット通信システムにつ
いて説明する。以下、主として、本実施形態に係るパケット通信システムについて、上述
の第１の実施形態に係るパケット通信システムとの相違点について説明する。
【０１１７】
　図９に示すように、本実施形態に係るモバイルノードＭＮ＃１の構成は、代表リンクア
ドレス設定部１４を具備しない点を除いて、上述の第１の実施形態に係るモバイルノード
ＭＮ＃１の構成と同一である。
【０１１８】
　また、本実施形態に係るモバイルノードＭＮ＃１は、所定のＩＰアドレス、及び、リン
ク層アドレス収集部１１によって収集された全てのネットワークインタフェースカードＮ
ＩＣ＃１乃至ＮＩＣ＃ｎに設定されている複数のＭＡＣアドレス＃１乃至＃ｎを、経路制
御エージェントＰＡに通知するように構成されている。
【０１１９】
　具体的には、上位層マネージャ１００は、ページング登録パケットと共に、上述の複数
のＭＡＣアドレス＃１乃至＃ｎを通知するように構成されている。
【０１２０】
　また、本実施形態に係る経路制御エージェントＰＡのページング管理部３３は、図１０
に示すように、モバイルノードＭＮ＃１に割り当てられているＩＰアドレス「ＩＰ_ＭＮ
＃１」及び複数の代表ＭＡＣアドレス＃１乃至＃ｎに基づいて、ページングエリア「サブ
ネット＃１及び＃２」（すなわち、経路制御を実現するための経路制御情報）を管理する
ように構成されている。
【０１２１】
　図１１及び図１２を参照して、本実施形態に係るパケット通信システムの動作について
説明する。
【０１２２】
　図１１に示すように、ステップ１１０１において、モバイルノードＭＮ＃１の電源が投
入されるか、又は、モバイルノードＭＮ＃１にネットワークインタフェースアドレスＮＩ
Ｃが増設される。
【０１２３】
　ステップ１１０２において、リンク層アドレス収集部１１が、ネットワークインタフェ
ースカードＮＩＣ＃１乃至ＮＩＣ＃ｎの各々に設定されているＭＡＣアドレスを収集する
。
【０１２４】
　ステップ１１０３において、ネットワークインタフェースカード決定部１３が、収集し
たＭＡＣアドレスの中から代表ＭＡＣアドレスと、使用するネットワークインタフェース
カードＮＩＣ＃１とを決定する。
【０１２５】
　ステップ１１０４において、制御部１５は、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ
＃１に対して、動作開始を指示する。
【０１２６】
　ステップ１１０５において、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１は、ネット
ワークインタフェースカードＮＩＣ＃１に設定されているＭＡＣアドレス＃１を用いて、
通信リンクシステムＡＰ１との間で、通信リンクを確立する。
【０１２７】
　ステップ１１０６において、上位層マネージャ１００は、上述のＭＡＣアドレス＃１及
び所定のＩＰアドレスを用いて、通信マネージャＭＩＭとネットワークインタフェースカ
ードＮＩＣ＃１と通信リンクシステムＡＰ１とを介して、アクセスルータＡＲ１との間で
、アドレス解決処理を実施する。
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【０１２８】
　ステップ１１０７において、制御部１５が、ページング制御モードによる動作を開始す
る。
【０１２９】
　ステップ１１０８乃至ステップ１１１２において、上位層マネージャ１００は、通信マ
ネージャＭＩＭとネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１と通信リンクシステムＡ
Ｐ１とアクセスルータＡＲ１とを介して、上述の複数のＭＡＣアドレス＃１乃至＃ｎ及び
所定のＩＰアドレスを含むページング登録パケットを、上述のＭＡＣアドレス＃１及びＩ
Ｐアドレスを用いて、アドレス解決処理を実施することなく、経路制御エージェントＰＡ
に送信する。
【０１３０】
　ステップ１１１３において、ページングエリア形成部３２が、受信したページング登録
パケットに基づいて、上述のＭＡＣアドレス＃１乃至＃ｎ及び所定のＩＰアドレスに関連
付けられたページングエリア（例えば、サブネット＃１及び＃２）を形成する。
【０１３１】
　ステップ１１１４乃至ステップ１１１８において、ページング登録パケット受信部３１
は、アクセスルータＡＲ１と通信リンクシステムＡＰ１とネットワークインタフェースカ
ードＮＩＣ＃１と通信マネージャＭＩＭとを介して、ページングエリアを形成した旨を通
知するページング登録応答パケットを、上述のＭＡＣアドレス＃１及びＩＰアドレスを用
いて、アドレス解決処理を実施することなく、モバイルノードＭＮ＃１の上位層マネージ
ャ１００に送信する。
【０１３２】
　図１２に示すように、ステップ１２００において、経路制御エージェントＰＡのパケッ
ト検出部３４が、モバイルノードＭＮ＃１宛てのパケットを受信し、ステップ１２０１及
びステップ１２０４において、ページング通知パケット送信部３５が、ＭＡＣアドレス＃
１を含むページング通知パケット及びＭＡＣアドレス＃２を含むページング通知パケット
を、それぞれアクセスルータＡＲ１に送信する。
【０１３３】
　ステップ１２０２及び１２０５において、アクセスルータＡＲ１は、モバイルノードＭ
Ｎ＃１のページングエリア、すなわち、サブネット＃１及び＃２を管理する通信リンクシ
ステムＡＰ１及びＢＳ１に対して、上述のページング通知パケットをそれぞれ送信する。
【０１３４】
　ステップ１２０３において、通信リンクシステムＡＰ１は、ＭＡＣアドレス＃１を用い
て、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１との間で通信リンクの確立を試みるが
、失敗する。
【０１３５】
　一方、ステップ１２０６において、通信リンクシステムＢＳ１は、ＭＡＣアドレス＃２
を用いて、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃２との間で通信リンクを確立する
。
【０１３６】
　ステップ１２０７において、通信リンクシステムＢＳ１は、ＭＡＣアドレス＃２及びＩ
Ｐアドレスを用いて、アドレス解決処理を実施することなく、上述のページング通知パケ
ットを、それぞれネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃２に送信する。
【０１３７】
　ステップ１２０８及びステップ１２０９において、ネットワークインタフェースカード
ＮＩＣ＃２で受信されたページング通知パケットは、上位層マネージャ１００に送信され
る。
【０１３８】
　ステップ１２１０において、上位層マネージャ１００とアクセスルータＡＲ１との間で
、通信マネージャＭＩＭとネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃２と通信リンクシ
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ステムＢＳ１とを介して、上述のＭＡＣアドレス＃２及び所定のＩＰアドレスを用いて、
アドレス解決処理が実施される。
【０１３９】
　ステップ１２１１乃至ステップ１２１５において、上位層マネージャ１００は、上述の
ページング通知パケット対応するページング通知確認パケットを、通信マネージャＭＩＭ
とネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃２と通信リンクシステムＢＳ１とアクセス
ルータＡＲ１とを介して、上述のＭＡＣアドレス＃２及びＩＰアドレスを用いて、アドレ
ス解決処理を実施することなく、経路制御エージェントＰＡに送信する。
【０１４０】
　ステップ１２１６において、パケット転送部３７が、受信したページング通知確認パケ
ットに応じて、パケット検出部３４においてバッファリングされているモバイルノードＭ
Ｎ＃１宛てのパケットを抽出する。
【０１４１】
　ステップ１２１７乃至１２２１において、パケット転送部３７が、モバイルノードＭＮ
＃１宛てのパケットを、アクセスルータＡＲ１と通信リンクシステムＢＳ１とネットワー
クインタフェースカードＮＩＣ＃２と通信マネージャＭＩＭとを介して、上述のＭＡＣア
ドレス＃２及びＩＰアドレスを用いて、アドレス解決処理を実施することなく、上位層マ
ネージャ１００に送信する。
【０１４２】
　（本発明の第４の実施形態に係るパケット通信システム）
　図１３乃至図１６を参照して、本発明の第４の実施形態に係るパケット通信システムに
ついて説明する。以下、主として、本実施形態に係るパケット通信システムについて、上
述の第１の実施形態に係るパケット通信システムとの相違点について説明する。
【０１４３】
　図１３に示すように、本実施形態に係るパケット通信システムは、経路制御エージェン
トＰＡと、ホームエージェントＨＡ１、ＨＡ２と、アクセスルータＡＲ１乃至ＡＲ３と、
通信リンクシステムＡＰ１、ＢＳ１、ＡＰｎと、モバイルノードＭＮ＃１とを具備してい
る。
【０１４４】
　本実施形態に係るパケット通信システムは、複数のホームエージェントＨＡ１及びＨＡ
２が、それぞれホームアドレス及び気付けアドレスに基づいて、受信したモバイルノード
ＭＮ＃１宛てのパケットについての経路制御を実現するものである。本実施形態において
、モバイルノードＭＮ＃１は、マルチホーム状態にあるものとする。
【０１４５】
　また、図１４に示すように、本実施形態に係るモバイルノードＭＮ＃１の構成は、リン
ク層アドレス収集部１１と代表リンク層アドレス設定部１４とを具備しない点、及び、上
位層マネージャ１００内にホームアドレス管理部１０１及び制御部１０２を具備する点を
除いて、上述の第１の実施形態に係るモバイルノードＭＮ＃１の構成と同一である。
【０１４６】
　ホームアドレス管理部１０１は、「ホームアドレス」と「ホームエージェント」と「気
付けアドレス」と「ネットワークインタフェースカードＮＩＣ」とを関連付けて管理する
ものである。
【０１４７】
　また、制御部１０２は、制御部１５と協働して、ホームエージェントＨＡ１及びＨＡ２
に対して、モバイルノードＭＮ＃１宛てのパケットを受信するように決定された代表ネッ
トワークインタフェースカードに関連付けられた代表ホームアドレス宛てに、モバイルノ
ードＭＮ＃１宛てのパケットを転送するように指示する。
【０１４８】
　図１５に示すように、ホームエージェントＨＡ２は、経路情報管理部５１と、パケット
受信部５２と、パケット転送部５３と、更新情報受信部５４とを具備する。
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【０１４９】
　経路情報管理部５１は、「ホームアドレス」と「転送アドレス」とを関連付けることに
よって、上述の代表ホームアドレス宛ての経路情報を管理するように構成されている。
【０１５０】
　パケット受信部５２は、企業Ａネットワークを介して各種パケットを受信するものであ
る。
【０１５１】
　パケット転送部５３は、経路情報管理部５１を参照して、代表ホームアドレス宛てに、
モバイルノードＭＮ＃１宛てのパケットを転送するように構成されている。
【０１５２】
　更新情報受信部５４は、モバイルノードＭＮ＃１からのバインディング更新情報を受信
し、経路情報管理部５１内の代表ホームアドレス宛ての経路情報を更新するように構成さ
れている。
【０１５３】
　図１６を参照して、本実施形態に係るパケット通信システムの動作について説明する。
【０１５４】
　本実施形態では、モバイルノードＭＮ＃１は、通信コストが最も安い通信リンクシステ
ムに対応したネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１、ユーザがビジネス用途とし
て利用しているネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１、又は、最も省電力化に資
するネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１だけを有効として、その他のネットワ
ークインタフェースカードＮＩＣを無効として、リンクダウン又は動作停止とするものと
する。
【０１５５】
　このような場合、無効となったネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃２に対応す
る通信リンクシステムＢＳ１を用いてインターネット接続サービスを提供するインターネ
ットサービスプロバイダ（ＩＳＰ）や、当該通信システムＢＳ１が接続するＩＰネットワ
ークにおいて、モバイルノードＭＮ＃１のホームアドレスＨｏＡ２を管理するホームエー
ジェントＨＡ２が存在すると、モバイルノードＭＮ＃１が、有効な転送経路であるネット
ワークインタフェースカードＮＩＣ＃１を有するにも関わらず、このホームエージェント
ＨＡ２を基点とする転送経路では、モバイルノードＭＮ＃１にパケットを到達させること
ができなくなる。
【０１５６】
　かかる不具合を解決するために、本実施形態に係るパケット通信システムは、以下のよ
うに動作する。
【０１５７】
　ステップ１５０１において、ネットワークインタフェースカード決定部１３は、ネット
ワークインタフェースカードＮＩＣ＃１を、代表ネットワークインタフェースカードと決
定する。
【０１５８】
　ステップ１５０２及び１５０３において、制御部１５は、ネットワークインタフェース
カードＮＩＣ＃１及びＮＩＣ＃２に対して、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃
２からネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１への切り替え通知を送信する。
【０１５９】
　ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１は、ステップ１５０４において、アクセ
スルータＡＲ１から、通信リンクシステムＡＰ１におけるサブネット＃１に属する気付け
アドレスＬＣｏＡ１を取得して、ステップ１５０５及びステップ１５０６において、ホー
ムエージェントＨＡ１に対して、ホームアドレスＨｏＡ１及び気付けアドレスＬＣｏＡ１
によるバインディング更新（ＨｏＡ１→ＬＣｏＡ１）を行うことによって、ネットワーク
インタフェースカードＮＩＣ＃１とホームエージェントＨＡ１との間の転送経路を確保す
る。
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【０１６０】
　ステップ１５０７乃至１５０９において、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃
１は、上述の切り替えによって不通となる転送経路に対応するホームエージェントＨＡ２
に対して、ホームアドレスＨｏＡ２及びホームアドレス（代表ホームアドレス）ＨｏＡ１
によるバインディング更新（ＨｏＡ２→ＨｏＡ１）を行う。
【０１６１】
　ステップ１５１０において、ホームエージェントＨＡ２は、宛先アドレスとしてホーム
アドレスＨｏＡ２が指定されているモバイルノードＭＮ＃１宛てのパケットを受信する。
【０１６２】
　ステップ１５１１において、ホームエージェントＨＡ２は、経路情報管理部５１を参照
して、当該モバイルノードＭＮ＃１宛てのパケットを、ホームエージェントＨＡ１に転送
する。
【０１６３】
　ステップ１５１２乃至１５１５において、ホームエージェントＨＡ１で受信されたモバ
イルノードＭＮ＃１宛てのパケットは、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１と
ホームエージェントＨＡ１との間の転送経路を介して、モバイルノードＭＮ＃１の上位層
マネージャ１００まで到達する。
【０１６４】
　なお、本実施形態において、モバイルノードＭＮ＃１は、送受すべきパケットがない場
合に、在圏するアクセスルータＡＲの変更に伴うバインディング更新を停止し、モバイル
ノードＭＮ＃１宛てのパケットを経路制御エージェントＰＡ宛てに転送されるように構成
されていてもよい。
【０１６５】
　かかる場合、全てのホームエージェントＨＡにおいて、宛先アドレスとして自身が管理
するモバイルノードＭＮ＃１のホームアドレスＨｏＡが指定されているモバイルノードＭ
Ｎ＃１宛てのパケットを、経路制御エージェントＰＡに転送するように設定される。
【０１６６】
　この結果、如何なるホームエージェントＨＡ経由によっても、モバイルノードＭＮ＃１
宛てのパケットは、全て経路制御エージェントＰＡに転送されるため、確実なページング
が可能となる。
【０１６７】
　（本発明の第５の実施形態に係るパケット通信システム）
　図１７を参照して、本発明の第５の実施形態に係るパケット通信システムについて説明
する。以下、主として、本実施形態に係るパケット通信システムについて、上述の第４の
実施形態に係るパケット通信システムとの相違点について説明する。本実施形態に係るモ
バイルノードＭＮ＃１及びホームエージェントＨＡの構成は、上述の第４の実施形態に係
るモバイルノードＭＮ＃１及びホームエージェントＨＡの構成と同一である。
【０１６８】
　以下、図１７を参照して、本実施形態に係るパケット通信システムの動作について説明
する。
【０１６９】
　ステップ１６０１において、ネットワークインタフェースカード決定部１３は、モバイ
ルノードＭＮ＃１の通信状況等によって、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１
を、代表ネットワークインタフェースカードと決定する。
【０１７０】
　ステップ１６０２及び１６０３において、制御部１５は、ネットワークインタフェース
カードＮＩＣ＃ｎ及びＮＩＣ＃２に対して、ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃
ｎからネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１への切り替え通知を送信する。
【０１７１】
　ネットワークインタフェースカードＮＩＣ＃１は、ステップ１６０４において、アクセ
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スルータＡＲ１から、通信リンクシステムＡＰ１におけるサブネット＃１に属する気付け
アドレスＬＣｏＡ１を取得して、ステップ１６０５及びステップ１６０６において、ホー
ムエージェントＨＡ１に対して、ホームアドレスＨｏＡ１及び気付けアドレスＬＣｏＡ１
によるバインディング更新（ＨｏＡ１→ＬＣｏＡ１）を行うことによって、ネットワーク
インタフェースカードＮＩＣ＃１とホームエージェントＨＡ１との間の転送経路を確保す
る。
【０１７２】
　ステップ１５０７において、上位層マネージャ１００は、ＤＮＳサーバに対して、ホー
ムアドレス（代表ホームアドレス）ＨｏＡ１宛てに、モバイルノードＭＮ＃１宛てのパケ
ットを転送するように指示するためのＤＮＳ登録を行う。
【０１７３】
　モバイルノードＭＮ＃１の上位層マネージャ１００は、ネットワークインタフェースカ
ードの切り替えによって、ホームエージェントの変更を検出する度に、上述のＤＮＳ登録
を行う。
【０１７４】
　本実施形態に係るパケット通信システムによれば、通信相手ＣＮは、複数存在するモバ
イルノードＭＮ＃１宛ての転送経路の中から、有効な転送経路をＤＮＳから検索すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【０１７５】
【図１】本発明の第１乃至第３の実施形態に係るパケット通信システムの全体構成図であ
る。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るモバイルノードの機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る経路制御エージェントの機能ブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態におけるパケット通信システムの動作を示すシーケンス
図である。
【図５】本発明の第１の実施形態におけるパケット通信システムの動作を示すシーケンス
図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係るモバイルノードの機能ブロック図である。
【図７】本発明の第２の実施形態におけるパケット通信システムの動作を示すシーケンス
図である。
【図８】本発明の第２の実施形態におけるパケット通信システムの動作を示すシーケンス
図である。
【図９】本発明の第３の実施形態に係るモバイルノードの機能ブロック図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態に係る経路制御エージェントのページングエリア管理
部における管理内容の一例を示す図である。
【図１１】本発明の第３の実施形態におけるパケット通信システムの動作を示すシーケン
ス図である。
【図１２】本発明の第３の実施形態におけるパケット通信システムの動作を示すシーケン
ス図である。
【図１３】本発明の第４及び５の実施形態に係るパケット通信システムの全体構成図であ
る。
【図１４】本発明の第４及び５の実施形態に係るモバイルノードの機能ブロック図である
。
【図１５】本発明の第４及び５の実施形態に係るホームエージェントの機能ブロック図で
ある。
【図１６】本発明の第４の実施形態におけるパケット通信システムの動作を示すシーケン
ス図である。
【図１７】本発明の第５の実施形態におけるパケット通信システムの動作を示すシーケン
ス図である。
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【符号の説明】
【０１７６】
ＡＰ１、ＡＰｎ、ＢＳ１、ＢＳ２…通信リンクシステム
ＡＲ１、ＡＲ２、ＡＲ３…アクセスルータ
ＣＮ…通信相手
ＤＮＳ…名前解決サーバ
ＨＡ１、ＨＡ２…ホームエージェント
ＭＡ、ＰＡ…経路制御エージェント
ＭＩＭ…通信マネージャ
ＭＮ＃１…モバイルノード
ＮＩＣ＃１、ＮＩＣ＃２、ＮＩＣ＃ｎ…ネットワークインタフェースカード
１１…リンク層アドレス収集部
１２…ネットワークインタフェースカード情報記憶部
１３…ネットワークインタフェースカード決定部
１４…代表リンク層アドレス設定部
１５、１０２…制御部
１６…フィルタリング制御部３１…ページング登録パケット受信部
３２…ページングエリア形成部
３３…ページングエリア管理部
３４…パケット検出部
３５…ページング通知パケット送信部
３６…ページング通知確認パケット受信部
３７…パケット転送部
５１…経路情報管理部
５２…パケット受信部
５３…パケット転送部
５４…更新情報受信部
１００…上位層マネージャ
１０１…ホームアドレス管理部
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