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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークアクセスの制御を行うシステムであって、
　クライアントと無線ネットワークの間で通信を行う免許不要ワイヤレスネットワークで
あって、免許不要ワイヤレスネットワークは、一意のブロードバンドインターネットプロ
トコル（ＩＰ）アドレスおよび関連の物理的な位置データを有する第１のブロードバンド
エンドポイントを含み、前記物理的な位置データは前記第１のブロードバンドエンドポイ
ントの地理的な位置を示し、前記物理的な位置データは、ＤＭＳ（デュアルモードサービ
ス）アクセスの制御、動的な位置による料金請求およびＥ９１１（緊急９１１）の位置の
決定のために使用される、免許不要ワイヤレスネットワークと、
　クライアントによる前記無線ネットワークへのアクセスを、前記クライアントから受け
取った物理的位置情報に基づいて制御する、前記無線ネットワークのアクセスアクセスコ
ンポーネントであって、前記クライアントの物理的位置情報は、前記第１のブロードバン
ドエンドポイントと関連する前記物理的位置情報から決定され、前記クライアントは前記
第１のブロードバンドエンドポイントに接続する免許不要ワイヤレスネットワークにアク
セスしている、アクセスアクセスコンポーネントと
　を含み、前記アクセスコンポーネントは、さらに、
　前記無線ネットワークに対するクライアントを承認するためのＤＭＳ加入者権限付与デ
ータベース（ＤＡＤ）であって、該ＤＡＤは第２のブロードバンドエンドポイントについ
ての情報を含み、当該第２のブロードバンドエンドポイントはホームブロードバンドエン
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ドポイントして識別され、当該第２のブロードバンドエンドポイントについての情報はブ
ロードバンドエンドポイントＩＰを含む、ＤＭＳ加入者権限付与データベース（ＤＡＤ）
と、
　プレゼンスメッセージをプレゼンスユーザエージェントから受信し、前記ＤＡＤ中の対
応の加入者レコードを更新するプレゼンスサーバであって、前記プレゼンスメッセージは
ＩＭＳＩ番号（国際モバイル加入者識別番号）、ブロードバンド、ブロードバンドエンド
ポイントＩＰアドレスおよび位置データを含み、前記クライアントがアクセスしている前
記免許不要の無線ネットワークの前記第１のブロードバンドエンドポイントに関連する情
報と、前記加入者レコード内に格納されている承認のブロードバンドエンドポイントのリ
ストとを比較することに基づいて前記クライアントの前記無線ネットワークへのアクセス
が行われる、プレゼンスサーバと、
　前記第１のブロードバンドエンドポイントのＩＰアドレスに料金請求を行う料金請求コ
ンポーネントであって、前記クライアントが前記ホームブロードバンドエンドポイントか
ら免許不要無線ネットワークにアクセスする場合は、前記クライアントが非ホームブロー
ドバンドエンドポイントからアクセスする場合とは異なるレートで料金請求される、料金
請求コンポーネントと
　を備えたことを特徴とするシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記クライアントはデュアルモードＵＮＡ(免許
不要モバイルアクセス）モバイル送受器であることを特徴とするシステム。
【請求項３】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記免許不要無線ネットワークはブロードバンド
ＩＰネットワークであることを特徴とするシステム。
【請求項４】
　請求項３に記載のシステムにおいて、前記ブロードバンドＩＰネットワークはデジタル
加入者回線（ＤＳＬ）であることを特徴とするシステム。
【請求項５】
　請求項３に記載のシステムにおいて、前記ブロードバンドＩＰネットワークはケーブル
テレビＩＰネットワーック。通信衛星ネットワークおよびＷｉＭａｘネットワークの少な
くとも１つであることを特徴とするシステム。
【請求項６】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記無線ネットワークはＧＳＭ（移動通信用グロ
ーバルシステム）であることを特徴とするシステム。
【請求項７】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記無線ネットワークはＧＰＲＳ（汎用パケット
無線サービス）であることを特徴とするシステム。
【請求項８】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記免許不要ワイヤレスネットワークは１つまた
は複数の地理的位置の一意のＩＰアドレスと関連付けられていることを特徴とするシステ
ム。
【請求項９】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記アクセスコンポーネントはポイントツーポイ
ントオーバイーサーネット（ＰＰＰｏＥ）プロトコルを使用して前記無線ネットワークに
アクセスする住宅用ブロードバンドゲートウェイを含むことを特徴とするシステム。
【請求項１０】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記免許不要ワイヤレスネットワークは物理的位
置データに関連付けられたブロードバンドエンドポイントを含み、前記物理的位置データ
はＤＭＳアクセス制御、動的な位置による料金請求およびＥ９１１位置決定のために使用
されることを特徴とするシステム。
【請求項１１】
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　請求項１に記載のシステムにおいて、前記クライアントはデュアルモード送受器内にあ
ることを特徴とするシステム。
【請求項１２】
　請求項１に記載のシステムにおいて、ＨＬＲ（ホームロケーションレジスタ）、ＨＳＳ
（ホーム加入者サーバ）、認証、権利付与およびアカウンティング（ＡＡＡ）のサーバお
よび通信事業者固有のデータベースの少なくとも１つの中に前記ＤＡＤはあることを特徴
とするシステム。
【請求項１３】
　請求項１に記載のシステムにおいて、ＩＭＳＩデータ、ブロードバンドエンドポイント
ＩＰアドレス、ブロードバンド識別データおよび位置データを含むレコードフォーマット
を前記ＤＡＤは有することを特徴とするシステム。
【請求項１４】
　請求項１に記載のシステムにおいて、ＩＭＳＩ（国際モバイル加入者識別番号）データ
、ブロードバンドエンドポイントＩＰアドレス、位置料金請求コード、ブロードバンド識
別データおよび位置アドレスの少なくとも１つおよび位置地理座標データを含むレコード
フォーマットを前記ＤＡＤは有することを特徴とするシステム。
【請求項１５】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記アクセスコンポーネントは、前記第１のブロ
ードバンドエンドポイントまたは前記第２のブロードバンドエンドポイントおよびこれら
それぞれのブロードバンドエンドポイントＩＰアドレスと、前記ＩＭＳＩ番号との相互関
係を提供することを特徴とするシステム。
【請求項１６】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記ホームブロードバンドエンドポイントは無料
であることを特徴とするシステム。
【請求項１７】
　請求項１に記載のシステムにおいて、前記ホームブロードバンドエンドポイントと識別
されない前記第１のブロードバンドエンドポイントについての料金請求のレートはゼロよ
り大きいことを特徴とするシステム。
【請求項１８】
　ネットワークアクセスを制御するシステムであって、
　送受器とブロードバンドネットワークとの間の通信を行うブロードバンドエンドポイン
トを含む免許不要ワイヤレスネットワークであって、前記ブロードバンドエンドポイント
は、関連の物理的位置データを含み、前記物理的位置データは前記ブロードバンドエンド
ポイントの地理的な位置を示すと共にＤＭＳ（デュアルモードサービス）アクセスを制御
するためおよび動的な位置による料金請求およびＥ９１１(緊急９１１）の位置決定のた
めに使用される、免許不要ワイヤレスネットワークと、
　複数のインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを含むＲＡＤＩＵＳ（遠隔認証ダイ
アルインユーザサービス)サーバであって、前記インターネットプロトコル（ＩＰ）アド
レスは前記ブロードバンドエンドポイントに対して割り当てられた一意のＩＰアドレスで
ある、ＲＡＤＩＵＳ（遠隔認証ダイアルインユーザサービス)サーバと、
　前記ブロードバンドネットワークに対する前記送受器の権利付与を行うためのＤＭＳ（
デュアルモードサービス）権利付与データベース（ＤＡＤ）と、
　プレセンス情報を処理するプレゼンスコンポーネントであって、該プレゼンスコンポー
ネントはプレゼンスユーザエージェントからプレゼントメッセージを受信し、加入者レコ
ードを更新し、前記プレゼンスメッセージはＩＭＳＩ番号（国際モバイル加入者識別番号
）、ブロードバンドエンドポイントＩＰアドレスおよび物理的位置データを含む、プレゼ
ンスコンポーネントと、
　ブロードバンドエンドポイントに関連するＩＰアドレスと、アクセス承認ブロードバン
ドエンドポイントについてのＩＰアドレスのリストとを比較することにより前記ブロード
バンドエンドポイントの確認を行うネットワークコントローラコンポーネントであって、
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当該ブロードバンドエンドポイントは前記送受器がブロードバンドネットワークにアクセ
スしようとするバンドエンドポイントであり、前記アクセス承認ブロードバンドエンドポ
イントについてのＩＰアドレスは前記ＤＡＤの加入者レコードに格納されているネットワ
ークコントローラコンポーネントと
　を備えたことを特徴とするシステム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載のシステムにおいて、前記ブロードバンドエンドポイントはブロード
バンドモデムであることを特徴とするシステム。
【請求項２０】
　請求項１８に記載のシステムにおいて、前記ＤＭＳ権利付与データベースは認証、権利
付与およびアカウンティング（ＡＡＡ）のデータベースであることを特徴とするシステム
。
【請求項２１】
　請求項１８に記載のシステムにおいて、前記免許不要のネットワークはＷｉＦｉおよび
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈの１つであることを特徴とするシステム。
【請求項２２】
　請求項１８に記載のシステムにおいて、前記プレゼンスコンポーネントは前記ブロード
バンドエンドポイントの１つまたは複数の物理的な属性の属性を通知することを特徴とす
るシステム。
【請求項２３】
　請求項２２に記載のシステムにおいて、前記１つまたは複数の物理的な属性はブロード
バンド識別データ、ブロードバンドエンドポイントＩＰアドレスおよび物理的位置データ
の少なくとも１つを含むことを特徴とするシステム。
【請求項２４】
　請求項１８に記載のシステムにおいて、前記ブロードバンドエンドポイント識別データ
および前記ブロードバンドエンドポイントＩＰアドレスを前記ＩＭＳＩ番号と関連付ける
データベースをさらに有することを特徴とするシステム。
【請求項２５】
　請求項１８に記載のシステムにおいて、前記ネットワークコントローラコンポーネント
は登録処理の間に、加入者データベースに問い合わせして前記ブロードバンドエンドポイ
ントを確認することを特徴とするシステム。
【請求項２６】
　請求項１８に記載のシステムにおいて、前記送受器はＵＭＡ(免許不要モバイルアクセ
ス）送受器であることを特徴とするシステム。
【請求項２７】
　請求項１８に記載のシステムにおいて、前記ブロードバンドエンドポイントの地理的位
置はＤＮＳアクセスの制御のため、動的な位置による料金請求のためおよびＥ９１１要求
に応じた前記送受器の位置の提供のために使用されることを特徴とするシステム。
【請求項２８】
　請求項１８に記載のシステムにおいて、前記送受器はアナログ端末アダプタ（ＡＴＡ）
を含むことを特徴とするシステム。
【請求項２９】
　請求項２８に記載のシステムにおいて、第２のＡＴＡは前記送受器と接続し、当該送受
器の外部にあることを特徴とするシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００６年４月１７日に出願された「DYNAMIC DUAL-MODE SERVICE ACCESS C
ONTROL, LOCATION-BASED BILLING, AND E911 MECHANISMS」と題する米国特許出願第１１
／３７９０２２号と、２００５年５月２４日に出願された「DYNAMIC DUAL-MODE SERVICE 
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ACCESS CONTROL, LOCATION-BASED BILLING, AND E911 MECHANISMS」と題する米国特許仮
出願第６０／６８３９９２号の優先権を主張する、２００５年６月２３日に出願された「
DYNAMIC DUAL-MODE SERVICE ACCESS CONTROL, LOCATION-BASED BILLING, AND E911 MECHA
NISMS」と題する米国特許出願第１１／１５９６０６号との優先権を主張する。これらの
出願の全体が、参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、セルラネットワークにおけるマルチモードサービスに関し、より詳細には、
１つまたは複数のアクセスポイントに対するアクセス制御に関する。
【背景技術】
【０００３】
　セルラおよびＩＰ技術の急速な進歩および収束は、ＩＰおよびセルラサービスに対する
消費者の要望を満たすことばかりでなく、そのようなサービスによってプロバイダが収入
を失うような事態を招くことのないように保証することに関しても、多くの新しい課題を
プロバイダに提示している。ブロードバンド通信事業者（例えば、ＤＳＬ－デジタル加入
者回線（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｌｉｎｅ）、ケーブルテレビシステム
）は、厳しい要求を課し続けるマルチメディア技術用のデータサービスばかりでなく、Ｖ
ｏＩＰ（ボイスオーバＩＰ（ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ））を利用する音声通信用のデ
ータサービスも提供する手段としてのインターネットを介したデータダウンロードおよび
アップロード用に、より多くの帯域幅を加入者に提供し続けている。
【０００４】
　従来、ＤＳＬおよびワイヤレスアプリケーションにおいては、ブロードバンド通信事業
者への接続であるＤＳＬまたはケーブルモデムを提供することができる。典型的には、Ｄ
ＳＬモデムは、ＷｉＦｉアクセスポイント（ＡＰ）を受信するための少なくとも１つのポ
ートを含む。ＷｉＦｉすなわちワイヤレスフィデリティ（Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｆｉｄｅｌ
ｉｔｙ）は、ＩＥＥＥ８０２．１１（ａ、ｂ、ｇなど）による規格に従って定義されてお
り、自宅の長椅子、ホテルルームのベッド、または職場の会議室から、配線を必要とせず
にインターネットに接続することを可能にする。ＷｉＦｉは、セル電話で使用される技術
と類似しており、例えばコンピュータなどの装置が、基地局の範囲内であればどこからで
も、屋内および屋外を問わず、データを送受信することを可能にする。ブロードバンドサ
ービスにアクセスするために、ポイントツーポイントプロトコルオーバイーサネット（登
録商標）（ＰＰＰｏＥ（Ｐｏｉｎｔ－ｔｏ－Ｐｏｉｎｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｏｖｅｒ　
Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）））認証サービスが提供され、その結果、加入者は、ワイ
ドエリアネットワークリンクに送受器（ハンドセット）を介してアクセスすることができ
る。
【０００５】
　免許不要モバイルアクセス（ＵＭＡ（Ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｃｃｅ
ｓｓ））技術は、免許不要スペクトル技術（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）および
ＩＥＥＥ８０２．１１ｘ媒体）を介した、ＧＳＭ（移動通信用グローバルシステム（Ｇｌ
ｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ））お
よびＧＰＲＳ（汎用パケット無線サービス（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ
　Ｓｅｒｖｉｃｅ））モバイルサービスへのアクセスを提供する。ＵＭＡ技術は、ＩＰベ
ースのブロードバンド接続を介して、ＧＳＭおよびＧＰＲＳコアネットワークサービスへ
の代替アクセスを提供する。ＵＭＡを利用することで、加入者は、マルチモード（例えば
デュアルモード）モバイル送受器を使用して、セルラネットワークとパブリック／プライ
ベート免許不要ワイヤレスネットワークの間でローミングを行い、ハンドオーバを体験す
ることができ、それによって、ネットワーク間を移動したときに、一貫性のあるユーザ体
験を得ることができる。
【０００６】
　動作について述べると、ＵＭＡ対応のデュアルモード送受器を有するモバイル加入者が
、その送受器が接続を許可される免許不要ワイヤレスネットワークの範囲内に移動する。
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接続が行われると、送受器は、免許不要ネットワークを介したＧＳＭ音声サービスおよび
ＧＰＲＳデータサービスに対する認証を受け、権限を付与されるために、ブロードバンド
ＩＰアクセスネットワークを介してＵＮＣ（ＵＭＡネットワークコントローラ（ＵＭＡ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ））と交信する。承認されると、コアネットワー
ク内に保存された加入者の現在位置データが更新される。その時点以降、すべてのモバイ
ル音声およびデータトラフィックは、セルラ無線アクセスネットワークの代わりに、ＵＭ
ＡＮ（ＵＭＡネットワーク）を介して、送受器に転送される。加入者が接続されている免
許不要ネットワークの範囲外に移動した場合、ＵＮＣおよび送受器は、免許を受けた戸外
ネットワークに接続を円滑に戻すので、これらの全プロセスは、ユーザからは気づかれな
い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ブロードバンドサービス内のアクセスポイント（ＡＰ）は、ＵＭＡ技術には気づかれな
い。ＵＭＡクライアントがＩＰ接続を有し、宛先アドレスを有する限り、信号は送受器か
らＵＮＣに流れることができ、ログインが行われることができる。その後、ＵＮＣからク
ライアントまでのセキュアトンネル（ｓｅｃｕｒｅ　ｔｕｎｎｅｌ）が確立され、ＧＳＭ
認証手続きをＵＮＣに対して開始することができ、アクセスが許可される。ＵＮＣ（およ
び／またはＷｉＦｉの使用）は、認証を提供せず、送受器の物理的位置を確認することが
できない。したがって、加入者は、ＷｉＦｉ　ＡＰおよびＤＳＬモデムを別の場所（例え
ば、近所の家）に持って行き、ＤＳＬ通信事業者がまったく知ることなく、その別の場所
から接続を確立することが可能であり、それによって通信事業者への収入を回避する。こ
れは、加入者の所在地が知られることが望ましい救急（Ｅ９１１）サービスに対しても、
負の影響を有する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　以下の説明は、請求される主題のいくつかの態様についての基本的理解を提供するため
に、簡略化された要約を提示する。この要約は、包括的な概要ではなく、請求される主題
の主要／不可欠な要素を識別すること、または本発明の範囲を定めることは意図されてい
ない。その唯一の目的は、後に提示されるより詳細な説明に対する前置きとして、いくつ
かの概念を簡略化された形式で提示することである。
【０００９】
　請求される主題は、ワイヤレス無線ネットワークをバイパス（し、料金を回避）するた
めにアクセスポイントを利用する加入者の能力を制限することに関する。より具体的には
、デュアルモードサービスは、マルチモード装置が、ブロードバンドネットワークを利用
して、データを送信および受信することを可能にする。例えば、デュアルモード装置が、
ブロードバンドネットワークへのアクセスポイント（例えば、ワイヤレスルータ）の範囲
内にいる場合、（例えば、ＧＳＭネットワークの代わりに）ブロードバンドネットワーク
を介して、デュアルモード装置に関係する音声およびデータを転送するように、要求が行
われることができる。しばしば、ブロードバンドの利用（例えば、ＶｏＩＰ）は、加入者
に費用の削減をもたらし、ブロードバンドネットワークを利用することを、そのような加
入者にとって望ましいものにする。
【００１０】
　デュアルモード装置がアクセスポイントに関連する信号（例えば、ＷｉＦｉ信号、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ信号など）を検出した場合、そのような装置は、そのアクセスポイントに
よってブロードバンドネットワークにアクセスし、そのアクセスポイントに関する権限付
与／認証手順に着手することができる。より詳細には、ＩＰデータパケットが、ＧＳＭネ
ットワークプロバイダなど、デュアルモードクライアントに関連するワイヤレスサービス
プロバイダによって維持されるコンポーネントに提供され得る。ＩＰデータパケットは、
とりわけ、ブロードバンドネットワークプロバイダに関連付けられたパブリック発信ＩＰ
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アドレスと、アクセスポイントに割り当てられたＭＡＣアドレスと、デュアルモード装置
を識別するデータとを含むことができる。
【００１１】
　マルチモード装置がデュアルモードサービスを利用する権限を付与されているかどうか
を決定するため、デュアルモード装置の近似的な地理的位置を確認することができる。例
えば、パブリック発信ＩＰアドレスが、そのようなアドレスの所有者（例えば、ＩＰサー
ビスプロバイダ）の所在地住所を探すために利用することができる。ＭＡＣアドレスおよ
び確認された住所は、権限付与されたＭＡＣアドレスおよび所在地住所（または市、国な
ど）と比較することができる。アクセスポイントのＭＡＣアドレスおよび識別された近似
的な地理的位置が、（ワイヤレスネットワークプロバイダのデータベース内に保持される
）権限付与されたＭＡＣアドレスおよび地理的位置と一致しない場合、デュアルモードサ
ービスは使用可能にされない。代わりに、マルチモード装置は、データ（例えば、電話呼
、画像など）を送信／受信するために、無線アクセスネットワークを利用し続ける。アク
セスポイントのＭＡＣアドレスおよび識別された近似的な地理的位置が、（デュアルモー
ド装置に関する）権限付与されたＭＡＣアドレスおよび地理的位置と一致する場合、デュ
アルモードサービスは使用可能にされる。言い換えると、デュアルモード装置に関連する
データは、ブロードバンドネットワークによって転送される。
【００１２】
　上記および関連する目的を達成するため、開示される発明のある例示的な態様が、以下
の説明および添付の図面と関連させて本明細書で説明される。しかし、これらの態様は、
本明細書で開示される原理が利用され得る様々な方法のうちの数例を示すに過ぎず、その
ようなすべての態様およびそれらの均等物を含むことが意図されている。その他の利点お
よび新規な特徴は、以下の詳細な説明を図面と併せて検討することから明らかとなるであ
ろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】デュアルモードサービスにアクセスするためのアクセスポイント使用の制御を容
易にするシステムの高水準ブロック図である。
【図２】音声データを送信／受信するためにブロードバンドネットワークを利用すること
ができるマルチモードクライアントを示す図である。
【図３】近似された地理的位置に少なくとも部分的に基づいて加入者に料金請求すること
を容易にするシステムのブロック図である。
【図４】マルチモードクライアントに対してデュアルモードサービスへのアクセスを許可
するかどうかを決定するための方法を示す図である。
【図５】デュアルモードサービスが要求されたときに音声データをどのように送信／受信
すべきかを決定するための方法を示す図である。
【図６】ネットワークアクセスの制御を容易にするシステムを示す図である。
【図７】本発明による、ネットワークアクセスを制御する方法を示す図である。
【図８】別の態様による、位置ベース料金請求を提供する方法を示す図である。
【図９】本発明の別の態様による、ＵＭＡクライアントのネットワークアクセス制御を提
供するより詳細なシステムを示す図である。
【図１０】加入者ブロードバンド接続の物理的エンドポイントを確認し、加入者をＩＰア
ドレスに関連付けることによって認証を行う方法を示す図である。
【図１１】利用され得るレコードフォーマットの例を示す図である。
【図１２】利用され得るレコードフォーマットの例を示す図である。
【図１３】クライアント登録手順を示す図である。
【図１４】ＵＭＡサービスを可能にする権限を付与されたブロードバンド顧客エンドポイ
ントの物理的位置を識別および確認する方法を示す図である。
【図１５】ブロードバンド物理的位置をＵＭＡクライアントのパブリック発信ＩＰアドレ
スと相関させ、その後、ＵＭＡサービスを許可または拒否する方法を示す図である。
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【図１６】位置ベース料金請求を提供する目的で、ＵＭＡクライアント登録手順中にセル
グローバル識別情報を特定のＩＥＥＥ８０２．１１アクセスポイントに動的に割り当てる
方法を示す図である。
【図１７】Ｅ９１１遵守の目的で、物理的位置情報をＵＭＡクライアントセッションに動
的に割り当てる方法を示す図である。
【図１８】Ｅ９１１遵守の目的で、物理的位置情報をＵＭＡクライアントセッションに動
的に割り当てる代替方法を示す図である。
【図１９】Ｅ９１１遵守の目的で、物理的位置情報をＵＭＡクライアントセッションに動
的に割り当てるまた別の代替方法を示す図である。
【図２０】本発明の一態様による、別の例示的なアーキテクチャを示す図である。
【図２１】ＩＰ登録手順のためのメッセージフローを示す図である。
【図２２】ＵＭＡ登録および権限付与手順のためのメッセージフローを示す図である。
【図２３】本発明の一態様による、デュアルモード送受器（ＤＭＨ）の概略ブロック図で
ある。
【図２４】ＵＮＣおよび／またはＨＳＳなどに記憶およびアクセスを提供するように動作
可能なコンピュータのブロック図である。
【図２５】本発明の一態様による、ＤＭＳアクセス制御、位置ベース料金請求、およびＥ
９１１メカニズムを容易にする、例示的なＧＳＭネットワークを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　請求される主題が、今から図面を参照して説明され、図面全体において、同様の参照番
号は、同様の要素を指示するために使用される。以下の説明では、請求される主題につい
ての詳しい理解を提供するために、説明の目的で、多くの具体的な詳細が説明される。し
かし、これらの具体的な詳細を伴わずとも、本発明が実施され得ることは明白であろう。
その他の例では、よく知られた構造および装置は、請求される主題の説明を容易にするた
めに、ブロック図形式で示される。
【００１５】
　本出願で使用される「コンポーネント」および「システム」という用語は、ハードウェ
ア、ハードウェアとソフトウェアの組合せ、ソフトウェア、または実行中ソフトウェアで
ある、コンピュータ関係エンティティを指示するものとされる。例えば、コンポーネント
は、プロセッサ上で実行中のプロセス、プロセッサ、ハードディスクドライブ、（光およ
び／もしくは磁気記憶媒体の）複数の記憶ドライブ、オブジェクト、実行可能ファイル、
実行スレッド、プログラム、ならびに／またはコンピュータとすることができるが、これ
らに限定されない。例を挙げると、サーバ上で実行中のアプリケーションおよびサーバは
共に、コンポーネントとすることができる。１つまたは複数のコンポーネントが、プロセ
スおよび／または実行スレッド内に存在することができ、また１つのコンポーネントは、
１つのコンピュータ上に配置されることができ、かつ／または２つ以上のコンピュータの
間に分散されることができる。
【００１６】
　請求される主題は、デュアルモードサービスを利用することに関して、一定の権限を付
与されたアクセスポイントにユーザを制限することに関する。従来、ワイヤレスネットワ
ークプロバイダ（例えば、ＧＳＭネットワークプロバイダ）は、ＭＡＣアドレスを加入者
に関連付け、アクセスポイントに関連付けられたＭＡＣアドレスが、加入者に割り当てら
れ権限付与されたＭＡＣアドレスと一致する場合に限って、加入者がＧＳＭネットワーク
をバイパスすることを許可する。しかしユーザは、アクセスポイントの位置を容易に変更
することができるため、例えばユーザがＷｉＦｉを使用してデュアルモードサービスにア
クセスする（例えば、パケット交換ネットワークを利用してＧＳＭネットワークをバイパ
スする）権限を付与される場所の、システムによる管理を制限することができる。詳細な
一例では、国を跨いで旅行するユーザは、単に（保持されたＭＡＣアドレスを含むことが
できる）ルータを一緒に持ち運びデュアルモードサービスを使用することにより、国際ロ
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ーミング料金の支払いを回避することができる。そのようなシナリオは、ワイヤレスネッ
トワークプロバイダには収入の著しい喪失を、（同時に、ワイヤレスサービスプロバイダ
によって意図された、デュアルモードサービスを利用する顧客には費用の増大を）もたら
す。
【００１７】
　加入者がＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈなどを使用してＤＭＳ（デュアルモードサービ
ス（ｄｕａｌ－ｍｏｄｅ　ｓｅｒｖｉｃｅ））にアクセスすることができる場所を管理す
ること、およびＤＭＳにアクセスするために加入者が利用することができるアクセスポイ
ントを制限することに関する、サービスプロバイダの考え方が、本明細書では説明される
。この概念を説明する目的で、ＤＭＳ技術は、ＵＭＡ（免許不要モバイルアクセス（ｕｎ
ｌｉｃｅｎｓｅｄ　ｍｏｂｉｌｅ　ａｃｃｅｓｓ））、ＩＭＳ（ＩＰマルチメディアサブ
システム（ＩＰ　ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ））ＶｏＩＰ、またはその
他の任意の適切なシステム／プロトコルとすることができる。このサービスプロバイダの
考え方は、ＵＮＣ－ＳＧＷ（ＵＭＡネットワークコントローラ－セキュリティゲートウェ
イ）がＵＭＡクライアントのパブリック発信ＩＰアドレスを確認することを可能にする、
既存のＵＭＡおよびブロードバンドセキュリティ手順の上に構築される概念を提供する。
１つのソリューションでは、ブロードバンドエンドポイントの物理的位置が、ＤＭＳアク
セスを制御し、動的位置ベース料金請求（ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｂａｓｅｄ　ｂｉｌｌｉｎ
ｇ）を提供し、動的にＥ９１１規制を遵守するために使用される。加えて、請求される主
題は、ＤＳＬブロードバンドネットワーク、ケーブルモデムネットワーク、ＷｉＭＡＸベ
ースのブロードバンドネットワーク、またはその他の任意の適切なブロードバンドネット
ワークに適用することもできる。
【００１８】
　一実施では、ＤＭＳは、物理的エンドポイントを制限しない。ブロードバンドサービス
およびＲＢＧＷ（住宅用ブロードバンドゲートウェイ）は、ＤＭＳからは気づかれない。
本発明を説明する目的で、ＤＭＳ技術は、ＵＭＡとの関連において説明されるが、ＩＭＳ
　ＶｏＩＰ技術とすることもできることに留意されたい。
【００１９】
　特に図１を参照すると、ＤＭＳとの接続を１つまたは複数のアクセスポイントに制限す
ることを可能にするシステム１００が示されている。システム１００は、アクセスポイン
ト１０２を含み、アクセスポイントは、例えば、ワイヤレスルータ、リピータ、またはポ
ータブル装置がＤＭＳにアクセスことを可能にするその他の任意の適切な装置とすること
ができる。例えば、アクセスポイント１０２は、ＷｉＦｉ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、または
その他の任意の適切なプロトコルによって通信することができる。マルチモードクライア
ント１０４は、アクセスポイント１０２を利用して、ケーブルサービスプロバイダによっ
て提供されるネットワークのような通信事業者ブロードバンドネットワーク１０６、ＤＳ
Ｌネットワーク、ＷｉＭＡＸ対応ネットワーク、またはその他の任意の適切なブロードバ
ンドネットワークに接続することができる。通信事業者ブロードバンドネットワーク１０
６は、マルチモードクライアント１０４を、ＧＳＭネットワークプロバイダなどのワイヤ
レスネットワークプロバイダによって維持される検索コンポーネント１０８に通信可能に
結合するために利用されることができる。検索コンポーネント１０８は、例えばＧＳＭ音
声および／またはＧＰＲＳデータサービスに関する、マルチモードクライアント１０４の
認証および権限付与に関連して利用することができる。承認されると、すべてのモバイル
音声およびデータトラフィックは、ワイヤレスネットワーク（無線アクセスネットワーク
）の代わりに、例えばＵＭＡネットワークを介して、マルチモードクライアント１０４に
転送されることができる。
【００２０】
　サービス登録中、マルチモードクライアント１０４が、それ自体を認証し、ＧＳＭネッ
トワークを用いてセキュアＩＰトンネルを確立するプロセスを経過するとき、マルチモー
ドクライアント１０４は、ＧＳＭネットワークに、１つまたは複数のＩＰパケットを提供
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する。パケットの少なくとも１つ（例えば、パケットヘッダ）の中で、パブリック発信Ｉ
Ｐアドレスが提供されることができる。より詳細には、アクセスポイント１０２に関して
ブロードバンドネットワークへのアクセスを提供するＩＰサービスプロバイダは、通信事
業者ブロードバンドネットワーク１０６のユーザに割り当てられ得る様々なＩＰアドレス
に関連付けられる。ＩＰアドレスの各々は、サービスプロバイダおよびそのようなサービ
スプロバイダの位置にマッピングされる。加えて、マルチモードクライアント１０４は、
認証および権限付与を受けるとき、アクセスポイント１０２のＭＡＣアドレスを提供する
ことができる。
【００２１】
　検索コンポーネント１０８は、パブリック発信ＩＰアドレスを受信し、そのＩＰアドレ
スの発信位置（例えば、そのＩＰアドレスに関連付けられたＩＰサービスプロバイダの地
理的位置）を決定することができる。例えば、検索コンポーネント１０８は、パブリック
発信ＩＰアドレス情報１１２を含むデータストア１１０にアクセスすることができる。一
例によれば、データストア１１０の内容は、パブリック発信ＩＰアドレスに関連付けられ
たＩＰプロバイダの物理アドレスが決定され得るように、ＩＰアドレスに従ってインデッ
クス付けされることができる。
【００２２】
　検索コンポーネント１０８は、比較コンポーネント１１４に通信可能に結合されること
ができ、比較コンポーネントは、加入者権利１１８に関するデータを含むデータストア１
１６にアクセスすることができる。より具体的には、データストア１１６は、加入者、加
入者に関連付けられた権限付与されたＭＡＣアドレス、およびＤＭＳに関して権限付与さ
れた位置を含むことができる。一例によれば、比較コンポーネント１１４は、マルチモー
ドクライアント１０４に関連付けられた加入者を識別するデータを受信することができ、
その後、加入者に関連付けられた権限付与されたＭＡＣアドレスおよび地理的位置（例え
ば、市）を取り出すことができる。検索コンポーネント１０８は、パブリック発信ＩＰア
ドレスに関連付けられた地理的位置を、比較コンポーネント１１４に提供することができ
、比較コンポーネントは、そのような位置を、データストア１１６の加入者権利１１８の
範囲内の位置と比較する。比較コンポーネント１１４が、検索コンポーネント１０８によ
って確認された位置がデータストア１１６内の位置と一致すると決定した場合、マルチモ
ードクライアント１０４は、ＤＭＳを利用する（例えば、音声およびデータの送信および
受信のためにパケット交換ネットワークを利用する）権限を付与される。
【００２３】
　比較コンポーネント１１４が、マルチモードクライアント１０４によって提供されたＩ
Ｐデータパケット内のパブリック発信ＩＰアドレスに関連付けられた位置が、データスト
ア１１６内の権限付与された位置と異なると認識した場合、比較コンポーネント１１４は
、ＤＭＳの使用を拒否するのに利用することができる。例えば、マルチモードクライアン
ト１０４は、音声およびデータの伝送用に（ＧＳＭネットワークなどの）無線アクセスネ
ットワークを利用（し、そのようなネットワークの使用に関連する料金を負担）するよう
に強制されることができる。比較コンポーネント１１４は、マルチモードクライアント１
０４に、通信事業者ブロードバンドネットワーク１０６によるアクセスの阻止について通
知することができる。加えて、比較コンポーネント１１４は、必要であれば、アクセスポ
イント１０２に関連付けられたＭＡＣアドレスを、権限付与されたＭＡＣアドレスと比較
することができ、２つのＭＡＣアドレスが一致しない場合、ＤＭＳの使用を阻止すること
ができる。
【００２４】
　次に図２を参照すると、ＤＭＳに関するマルチモードクライアントの権限付与に関して
決定が行われ得るときを説明する環境例２００が示されている。マルチモードクライアン
ト２０２は、そのようなクライアント２０２が、ＷｉＦｉまたはＢｌｕｅｔｏｏｔｈなど
を利用して、ブロードバンドネットワークにアクセスすることができる領域に入ることが
できる。そのような領域は、アクセスポイント領域２０４と呼ばれる。マルチモードクラ
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イアントは、アクセスポイント領域２０４に入ると、ワイヤレスサービスプロバイダを用
いる認証および権限付与手順を開始することができる。例えば、電話呼またはデータをブ
ロードバンドネットワークに転送させることは、電話呼およびデータのためのＧＳＭネッ
トワークの使用と比較した場合に、加入者にとっての費用削減に結びつけられることがあ
る。マルチモードクライアント２０２は、ワイヤレスサービスプロバイダによって維持さ
れるコンポーネントに、アクセスポイントに関連付けられたブロードバンドネットワーク
プロバイダに関係するパブリック発信ＩＰアドレスを含むＩＰデータパケットを提供する
ことができる。
【００２５】
　加えて、ＩＰデータパケットは、アクセスポイントのＭＡＣアドレスと、加入者および
／またはマルチモードクライアント２０２を識別するデータとを含むことができる。その
後、パブリック発信ＩＰアドレスは、検索サービスまたはコンポーネントに提供されるこ
とができ、検索サービスまたはコンポーネントは、ＩＰアドレスの位置（例えば、そのＩ
Ｐアドレスを所有するＩＰサービスプロバイダの位置）を決定することができる。権限付
与された位置が、（パブリック発信ＩＰアドレスから）決定された位置と一致しない場合
、マルチモードクライアントは、ＤＭＳの使用を拒否される（パケット交換ネットワーク
を介したデータの転送を拒否される）。手順は、マルチモードクライアントがアクセスポ
イント範囲２０４に入るたびに開始されることができる（マルチモードクライアント２０
２によって発呼される呼毎には必要とされない）。したがって、マルチモードクライアン
ト２０２がアクセスポイント範囲２０４から出て、後に再び入る場合、再入場の時に権限
付与および認証手順が繰り返される。
【００２６】
　次に図３を参照すると、アクセスポイントに関する制限の実施を容易にするシステム３
００が示されている。システム３００は、システム１００（図１）と同様に、ＷｉＦｉ、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、またはその他の適切なワイヤレス信号を発信することができるアク
セスポイント３０２を含む。マルチモードクライアント３０４は、信号を検出し、アクセ
スポイント３０２を利用して、通信事業者ブロードバンドネットワーク３０６に接続する
ことができる。マルチモードクライアント３０４は、デュアルモードサービスを利用する
（例えば、電話呼およびデータをＧＳＭネットワークから通信事業者ブロードバンドネッ
トワーク３０６に転送させる）ための権限付与を要求することができる。そのような要求
は、ワイヤレスサービスプロバイダ（例えば、ＧＳＭネットワークプロバイダ）によって
維持される検索コンポーネント３０８へのＩＰデータパケットの提供を含むことができ、
ＩＰデータパケットは、アクセスポイント３０２に関連付けられたパブリック発信ＩＰア
ドレス（およびアクセスポイント３０２のＭＡＣアドレス）と、マルチモードクライアン
ト３０４またはそれに関連付けられた加入者を識別するデータとを含むことができる。検
索コンポーネント３０８は、ＩＰデータパケット内のパブリック発信ＩＰアドレスの使用
を通して、パブリック発信ＩＰアドレス情報３１２を含むデータストア３１０を検索する
ことができる。例えば、ＩＰサービスプロバイダの位置は、パブリック発信ＩＰアドレス
の受信時に決定することができる。
【００２７】
　パブリック発信ＩＰアドレスの位置は、比較コンポーネント３１４に提供されることが
でき、比較コンポーネントは、そのような位置を、データストア３１６内に保存された位
置と比較する。より具体的には、データストア３１６は、ＤＭＳに関連してユーザが利用
することができるＭＡＣアドレスと、ユーザがＤＭＳを利用する権限を付与される位置と
を記述する、加入者権利３１８を含むことができる。比較コンポーネント３１４が、検索
コンポーネント３０８によって識別された位置が、（データストア３１６内に保持された
）ユーザに関して権限付与された位置と一致すると決定した場合、マルチモードクライア
ント３０４は、ＤＭＳへのアクセスを提供されることができる。比較コンポーネント３１
４が、検索コンポーネントによって確認された位置が、データストア３１６内の権限付与
された位置と一致しないと決定した場合、ＤＭＳへのアクセスを拒否することができる。
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【００２８】
　加えて、システム３００は、加入者が、例えば、ＧＭＳネットワークを利用するだけの
状態とパケット交換ネットワークを介して呼を転送させる状態の間を移り変わるときに、
加入者に適切に料金請求することができる料金請求コンポーネント３２０を含む。例えば
、ＧＭＳネットワークに関連する通話時間は、第１の請求料金とすることができ、パケッ
ト交換ネットワークに関連する通話時間は、第２の請求料金とすることができる。システ
ム３００は、現在位置に基づいてマルチモードクライアント３０４がＤＭＳにアクセスす
る権限を付与されない場合に、データストア３１６が更新される（例えば、追加の権限付
与された位置が追加される）ことを可能にする、サービス更新コンポーネント３２２も含
むことができる。例えば、サービス更新コンポーネント３２２は、現在位置に関してユー
ザが（手数料を支払って）ＤＭＳへのアクセスを提供されることができるように、地理ユ
ーザインターフェースを生成し、それをマルチモードクライアント３０４に提供すること
ができる。さらに、サービス更新コンポーネント３２２は、マルチモードクライアントの
現在位置におけるＤＭＳへのアクセスに関して、時間制限を実施することができる。具体
的な例では、サービス更新コンポーネント３２２は、地理ユーザインターフェースを生成
し、それをマルチモードクライアント３０４に提供し、アクセスポイント３０２の一定時
間内の使用権限を購入する選択肢を加入者に与えることができる。別の例では、加入者は
、そのような加入者が３つの異なる位置（例えば、自宅、職場、喫茶店など）でＤＭＳに
アクセスすることを可能にするサービスパッケージを購入することができるが、加入者は
、３つのすべての位置をまだ指定することができない。その後、料金請求コンポーネント
３２０は、しかるべく、加入者に料金請求することができる。
【００２９】
　図４および図５を参照すると、デュアルモードクライアントの現在位置に基づいてＤＭ
Ｓの使用を制限することに関する方法が示されている。例えばフローチャートまたはフロ
ーダイアグラムの形式で本明細書に示される方法は、説明を簡略にする目的で、一連の行
為として示され、説明されるが、いくつかの行為は、請求される主題によれば、本明細書
で示され、説明されるのとは異なる順序で、および／またはその他の行為と同時に生じる
ことができるので、請求される主題が行為の順序によって限定されないことを理解および
認識されたい。例えば、状態図などで、一連の相互に関係する状態またはイベントとして
、方法が代替的に表現され得ることを、当業者であれば理解および認識されよう。さらに
、例示された行為は、請求される主題による方法において、必ずしもすべてが実施される
必要はない。
【００３０】
　特に図４を参照すると、ＤＭＳへのアクセスを制御する方法が示されている。４００に
おいて、ＤＭＳにアクセスする要求が、デュアルモードクライアント（例えば、携帯電話
）から受信される。例えば、デュアルモードクライアントは、アクセスポイントの範囲内
に入り、そのようなアクセスポイントから出力されたＷｉＦｉ信号を検出することができ
る。追加または代替として、アクセスポイントは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ信号、またはデュ
アルモードクライアントのブロードバンドネットワークとの接続を容易にするその他の任
意の適切なワイヤレス信号を出力することができる。要求中、デュアルモードクライアン
トは、パブリック発信ＩＰアドレス（ＩＰサービスプロバイダに関連付けられたＩＰアド
レス）と、デュアルモードクライアント（またはそれに関連付けられた加入者）を識別す
るデータと、アクセスポイントのＭＡＣアドレスとを含むことができるＩＰデータパケッ
トを生成することができる。
【００３１】
　４０２において、全体としてＩＰデータパケット、特にパブリック発信ＩＰアドレスを
、ワイヤレスネットワークプロバイダ（例えば、ＧＳＭネットワークプロバイダ）によっ
て維持されるコンポーネントで受信することができる。４０４において、デュアルモード
装置の近似的位置が、パブリック発信ＩＰアドレスに基づいて決定される。例えば、パブ
リック発信ＩＰアドレスを分析することによって、ＩＰサービスプロバイダの地理的住所
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（例えば、１５　Ｓｔａｔｅ　Ａｖｅｎｕｅ、Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ、ＮＹ）を発見するサー
ビスを、デュアルモードクライアントの近似的位置を決定するために利用することができ
る。しかし、デュアルモードクライアントを少なくとも近似的に発見する任意の適切なサ
ービスも発明者らによって企図されており、本明細書に添付される特許請求の範囲内に収
まることが意図されていることが理解されよう。
【００３２】
　４０６において、決定された位置に少なくとも部分的に基づいて、デュアルモードサー
ビスへのアクセスを許可するかどうかに関する決定が行われる。より具体的には、ワイヤ
レスサービスプロバイダは、様々な加入者に関連付けられた権利を保持するデータベース
を含むことができる。例えば、（任意の利用可能なアクセスポイントの使用を加入者に許
可するのではなく）一定の位置内のアクセスポイントに加入者を制限することが望ましい
ことがある。したがって、データベースは、アクセスポイントのＭＡＣアドレスと、（Ｉ
Ｐサービスプロバイダの地理的位置によって確認される）そのようなアクセスポイントの
近似的な地理的位置とに関する制限を含むことができる。したがって、ＭＡＣアドレスお
よび要求内のパブリック発信ＩＰアドレスに関連付けられた位置が、（加入者の権利を定
義する）データベース内のＭＡＣアドレスおよび位置と一致する場合、デュアルＤＭＳを
求める要求は承諾される。ＭＡＣアドレスおよび要求内の発信アドレスに関連付けられた
位置が、データベース内のＭＡＣアドレスおよび位置と一致しない場合、ＤＭＳを求める
要求は拒否され、加入者は、無線アクセスネットワーク（例えば、ＧＳＭネットワーク）
を利用し、それに関連する料金を負担するように強制される。
【００３３】
　次に図５を参照すると、ＤＭＳを要求するための方法が示されている。５００において
、デュアルモードクライアントが、アクセスポイントの範囲に入る。例えば、デュアルモ
ードクライアントは、ワイヤレスルータまたはリピータなどのアクセスポイントによって
出力されるＷｉＦｉ信号を認識および解釈することができる。５０２において、デュアル
モードクライアントは、アクセスポイントに関連付けられたブロードバンドネットワーク
にアクセスし、アクセスポイント／デュアルモードクライアントに関係するパブリック発
信ＩＰアドレスが、ワイヤレスネットワークプロバイダによって維持されるコンポーネン
トに提供される。５０４において、ＤＭＳにアクセスする権限を付与されたかどうかに関
する決定が行われる。上で説明されたように、そのような決定は、少なくとも部分的には
、提供されたパブリック発信ＩＰアドレスに関連付けられた地理的位置に基づいている。
ＤＭＳにアクセスする権限を付与されたと決定された場合、５０６において、デュアルモ
ードクライアントは、アクセスポイントに関連するブロードバンドネットワークによって
（典型的には割安の料金または手数料で）音声／データを送信／受信することができる。
ＤＭＳにアクセスする権限を付与されなかったと決定された場合、５０８において、音声
／データを、ＧＳＭネットワークなどの無線アクセスネットワークによって送信または受
信することができる。無線アクセスネットワークの利用は、データを送信および受信する
ためのブロードバンドネットワーク（例えば、ＶｏＩＰ）の使用と比較した場合に、典型
的には、割高な手数料につながる。
【００３４】
　次に図６を参照すると、ネットワークアクセスの制御を容易にするシステム６００が示
されている。上で説明されたように、請求される主題は、マルチモード（例えば、ＤＭＳ
）ＵＭＡシステムの物理的位置の確認および認証を容易にし、それによって、送受器が権
限付与されていない位置からアクセスを行うことを制限する。したがって、例えば、特定
の場所（例えば、加入者の自宅または通信事業者によって管理されるホットスポット）に
おけるデュアルモードＵＭＡサービスへのアクセスは、その場所ではサービスを許可また
は拒否するように、今では管理することができる。
【００３５】
　したがって、システム６００は、ＵＭＡクライアント６０４が無線ネットワークと通信
することを容易にする免許不要ワイヤレスネットワーク（ＵＷＮ（ｕｎｌｉｃｅｎｓｅｄ



(14) JP 5389224 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

　ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ））６０２を含む。ＵＭＡクライアント６０４の物
理的位置に基づいてＵＭＡクライアント６０４による無線ネットワークへのアクセスを制
御する、無線ネットワークのアクセスコンポーネント６０６が提供される。一実施では、
ＵＭＡクライアント６０４は、デュアルモードモバイル送受器である。ＵＷＮ６０２は、
デジタル加入者回線（ＤＳＬ）技術、ケーブルテレビネットワーク、Ｔ１／Ｅ１、ブロー
ドバンドワイヤレス、ＦＴＴＨ（ファイバツーザホーム（Ｆｉｂｅｒ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｈ
ｏｍｅ））などの、ブロードバンドＩＰネットワークとすることができる。無線ネットワ
ークは、ＧＳＭ（移動通信用グローバルシステム）ネットワークおよび／またはＧＰＲＳ
（汎用パケット無線サービス）ネットワークとすることができる。
【００３６】
　ＵＷＮ６０２は、典型的には、一意識別子（例えば、ＭＡＣアドレス）を含むモデム（
例えば、ＤＳＬおよび／またはケーブルモデム）を含む。さらに、モデムは、プロバイダ
によって一意ＩＰアドレスを割り当てられ、その後、そのＩＰアドレスは、モデムの位置
が決定され得るように、加入者アカウント情報に割り当てられる。したがって、確認に関
して、既存のＧＳＭプロトコルおよび手順を使用して、ＵＭＡクライアント６０４が利用
される場合、免許不要ＷｉＦｉネットワーク内にありながら、ブロードバンド接続（例え
ば、ＤＳＬ）をＧＳＭトランスポートとして使用して、ＧＳＭネットワーク上で提供され
るのと同じデータおよび音声サービスを提供するために、確認要求は、ＩＰ内にカプセル
化されて、ＧＳＭネットワークへのアクセスを行うブロードバンド接続を介して転送され
る。無線ネットワーク上のサーバは、モデムＭＡＣアドレスから送受器へのマッピングを
、（そこでは物理的位置が加入者の自宅である）加入者ホームロケーションに提供する。
【００３７】
　クライアント６０４の物理的位置が知られるので、システム６００は、クライアント６
０４の物理的位置に基づいた料金請求を容易にする料金請求コンポーネント６０８をさら
に含むことができる。例えば、加入者が自宅にいる場合、クライアントを利用する送受器
を介した通話が無料になるように、プロバイダによって構成することができる。しかし、
加入者が遠隔地（例えば、小売店）においてＵＭＡクライアント送受器を介して通話を行
う場合、その接続に対して異なる料金で請求を行うことが今では可能である。さらに、Ｕ
ＭＡクライアント送受器の物理的位置が決定され得るので、これは、Ｅ９１１遵守の指令
を促進する。
【００３８】
　図７は、本発明による、ネットワークアクセスを制御する方法を示している。７００に
おいて、無線ネットワークへのアクセスを提供し、ＩＰパケットをサポートするＵＷＮが
受け取られる。７０２において、加入者のクライアント（例えば、ＵＭＡ）は、ＵＷＮを
介した無線ネットワークへのアクセスを開始する。７０４において、ＵＷＮ識別子を使用
して、クライアントの物理的位置が決定される。７０６において、クライアントの物理的
位置に基づいて、無線ネットワークへのアクセスが許可または拒否される。
【００３９】
　次に図８を参照すると、別の態様による、ＵＭＡクライアントに対する位置ベース料金
請求を提供する方法が示されている。８００において、無線ネットワークへのアクセスを
提供する、ＩＰパケットをサポートするＵＷＮが受け取られる。８０２において、加入者
のＵＭＡクライアントは、ＵＷＮを介した無線ネットワークへのアクセスを開始する。８
０４において、ＵＷＮ識別子を使用して、ＵＭＡクライアントの物理的位置が決定される
。８０６において、ＵＭＡクライアントの物理的位置に基づいて、無線ネットワークへの
アクセスが許可または拒否される。
【００４０】
　図９は、ＵＭＡクライアント９０２のネットワークアクセス制御を提供するより詳細な
システム９００を示している。ＵＭＡアーキテクチャ内には、少なくとも以下の要素、す
なわち、送受器内のＵＭＡクライアント９０２、３ＧＰＰ規定Ａ／Ｇｂインターフェース
によってコアネットワークへのインターフェースを提供するＵＮＣ９０４、ＭＳＣ（モバ
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イル交換センタ（ｍｏｂｉｌｅ　ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　ｃｅｎｔｅｒ））９０６、ＲＡＤ
ＩＵＳサーバ９０８、プレゼンスマネージャ（ＰＭ（ｐｒｅｓｅｎｃｅ　ｍａｎａｇｅｒ
））９１０、およびＨＳＳ（ホーム加入者サーバ（ｈｏｍｅ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｓ
ｅｒｖｅｒ））９１２が存在する。従来、ＵＭＡ送受器９０２は、コアネットワークのＧ
ＳＭ音声サービスおよび／またはＧＰＲＳデータサービスへのアクセスに対する認証を受
け、権限を付与されるために、免許不要ワイヤレスネットワーク（例えば、ＷｉＦｉ、Ｂ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ）からＩＰアクセスネットワーク９１４（例えば、ブロードバンドＤＳ
Ｌ）を介して、ＵＮＣ９０４と通信する。承認されると、コアネットワーク内に保存され
た加入者の現在位置データが更新され、すべてのモバイル音声およびデータトラフィック
は、無線アクセスネットワークの代わりに、ＵＭＡネットワーク（ＵＭＡＮ）を介して、
ＵＭＡ送受器９０２に転送される。
【００４１】
　一実施例では、請求される主題は、新しい機能を、ＲＡＤＩＵＳプレゼンスエージェン
ト（ｐｒｅｓｅｎｃｅ　ａｇｅｎｔ）９２０の形態でＲＡＤＩＵＳサーバ９０８に追加し
、かつ／または新しいデータベースを介するＵＮＣプレゼンスエージェント９２２の形態
でＵＮＣ９０４に追加することに関する。プレゼンスエージェント（９２０および９２２
）は、プレゼンス通知メッセージの伝達を容易にする。新しいデータベースは、どこにで
も、例えばＨＳＳ９１２内に配置されることができる。その場合、ＨＳＳ９１２は、少な
くとも新しいＲＡＤＩＵＳサーバのように機能する。
【００４２】
　ＤＭＳプレゼンス通知メッセージは、ＤＳＬアカウントＥ．１６４番号、ＩＰアドレス
、ＵＭＡ　Ｅ．１６４番号、ＩＭＳＩ（国際モバイル加入者識別番号（ｉｎｔｅｒｎａｔ
ｉｏｎａｌ　ｍｏｂｉｌｅ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ））および／また
は加入者物理的位置情報（例えば、所在地住所）を含むことができる。ＩＭＳＩは、移動
電話サービスの加入者を一意に識別するＩＴＵ－Ｔ仕様である。ＩＭＳＩは、ＧＳＭネッ
トワークにおいて使用され、少なくとも電話の登録国（ｈｏｍｅ　ｃｏｕｎｔｒｙ）およ
び通信事業者を識別するために、すべてのセルラネットワークにおいて使用されることが
できる。このＩＰアドレスに関連するプレゼンスおよび位置情報が受け取られると、ＵＭ
Ａクライアント９０２がＵＮＣ９０８に登録されたとき、ＵＮＣは、ＩＭＳＩおよびパブ
リック発信ＩＰアドレスを読み取る。ＵＭＡ登録手続き中、ＵＭＡクライアントは、以下
の情報、すなわち、ＩＭＳＩ、ＡＰ　ＩＤ、およびパブリック発信ＩＰアドレスを、ＵＮ
Ｃに送信する。システムは今では、ＨＳＳ９１４に行き、ＩＰ　Ｅ．１６４アドレスで検
索を行い、それがこのＵＭＡクライアント９０２の有効ＩＰアドレスであるかどうかを調
べるチェックを行うことができる。有効ＩＰアドレスである場合、システムは、その番号
を確認し、サービスを与える。ＤＭＳが検索され有効レコードが返されない場合、ＩＰア
ドレスから生じたアドレスは、権限を付与されないアドレスである。ＤＳＬ通信事業者は
、ＩＰアドレスに対応する特定の慎重な位置情報を割り当てることができる。
【００４３】
　上で説明されたように、加入者がＷｉＦｉを使用してＤＭＳにアクセスすることができ
る場所を管理することに関するサービスプロバイダの観点が提供される。サービスプロバ
イダの観点は、ＵＮＣ－ＳＧＷがＵＭＡクライアントのパブリック発信ＩＰアドレスを確
認することを可能にする、既存のＵＭＡおよびブロードバンドセキュリティ手順の上に構
築される。ソリューションは、ＤＭＳアクセスを制御し、動的位置ベース料金請求を提供
し、動的にＥ９１１規制を遵守するための、ブロードバンドエンドポイントの物理的位置
の使用を含む。本説明は、ＤＳＬブロードバンドネットワークに焦点を定めるが、同じ概
念は、ケーブルモデムネットワーク、Ｔ１／Ｅ１、ＦＴＴＨなどの、非ＤＳＬネットワー
クにも適用されることができる。
【００４４】
　通信事業者は今では、収束されたサービスに対して異なる課金を行うことができる。例
えば、加入者が自宅でペアレントＤＳＬサービスを使用する場合、通話は無料とすること
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常のＧＳＭ料金で課金され、または加入者の自宅とは異なるように課金されることができ
る。
【００４５】
　図１０は、加入者ブロードバンド接続の物理的エンドポイントを確認し、加入者をＩＰ
アドレスに関連付けることによって認証を行う方法を示している。１０００において、ブ
ロードバンドスタートアップ手順（例えば、ＰＰＰｏＥ開始手順）中、ブロードバンドモ
デムは、ログインを行い、ネットワークアクセスサーバの動的アドレスプール（ｄｙｎａ
ｍｉｃ　ａｄｄｒｅｓｓ　ｐｏｏｌ）からＩＰアドレスを獲得する。例えば、アクセス手
順の一部として、ＲＡＤＩＵＳサーバは、割り当てられたＩＰアドレスを、ブロードバン
ドアカウント識別情報（例えば、ＰＯＴＳ（普通の旧式電話システム（ｐｌａｉｎ　ｏｌ
ｄ　ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ　ｓｙｓｔｅｍ））Ｅ．１６４番号）に関連付ける。１００２に
おいて、ＩＰアドレスをブロードバンドアカウント識別情報に関連付けた後、ブロードバ
ンドサービスプロバイダは、１００４に示されるように、プレゼンス通知メッセージを、
新しいＤＭＳ加入者権限付与データベース（ＤＡＤ（ＤＭＳ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ａ
ｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ　ｄａｔａｂａｓｅ））に送信する。プレゼンス通知メッセー
ジは、ブロードバンドアカウント識別情報およびＩＭＳＩパラメータに基づいて、ブロー
ドバンド接続を使用する権限をＵＭＡクライアントに付与するために、ＵＮＣ－ＳＧＷに
よって使用される情報を含むことができる。１００６において、登録手順中、ＵＭＡクラ
イアントは、ＩＭＳＩ、発信パブリックＩＰアドレス、およびアクセスポイントのＭＡＣ
アドレスを提供する。１００８において、ＵＮＣ－ＳＧＷは、ＵＭＡクライアントのＩＭ
ＳＩおよびパブリック発信ＩＰアドレスのペアを、ＤＡＤを用いて確認する。
【００４６】
　ＤＡＤは、ＵＭＡＮ内に存在し得る仮想要素であり、ＨＬＲ（ホームロケーションレジ
スタ（Ｈｏｍｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ））、ＨＳＳ（ホーム加入者サー
バ）、ＡＡＡサーバ、または通信事業者固有のデータベースなど、より大きな加入者デー
タベースの一部とすることができる。ＤＡＤの主要機能は、ブロードバンドサービスプロ
バイダからプレゼンス通知メッセージを受信すること、ブロードバンドアカウント識別情
報およびパブリックＩＰアドレスを、ＵＭＡ加入者ＩＭＳＩと、ならびに現在のＩＭＳＩ
およびＩＰアドレスと相関させること、ＵＭＡクライアントＩＭＳＩおよび発信パブリッ
クＩＰアドレスに基づいて、ＵＮＣ－ＳＧＷからの権限付与要求を承認または拒否するこ
とを含む。
【００４７】
　ＤＡＤは、権限付与されたブロードバンド識別情報毎に、適切な情報レコードを供給さ
れることができる。図１１および図１２は、利用され得るレコードフォーマット１１００
および１２００の例が示されている。第１のレコードフォーマット１１００は、以下の情
報を含むことができる。
【００４８】
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【表１】

【００４９】
　第２のレコードフォーマット１２００（図１２）は、以下の情報を含むことができる。
したがって、データベースレコードは、ＩＭＳＩおよびＥ．１６４番号を含むことができ
る。
【００５０】

【表２】

【００５１】
　ブロードバンドサービスプロバイダのセキュリティおよびアクセス制御手順は、ブロー
ドバンド接続を使用する権限を付与された１つまたは複数のＩＭＳＩを供給されることが
できる。
【００５２】
　ＵＮＣ登録手順は、（ＵＭＡ仕様ＵＭＡステージ２によって規定される）以下のＭＳ（
移動局）およびＡＰ（アクセスポイント）アドレシングパラメータを含むことができる。
【００５３】
　－　端末内のＳＩＭに関連付けられたＩＭＳＩ。この識別番号は、ＭＳがＵＮＣに登録
するときに、ＭＳによってＵＮＣに提供される。ＵＮＣは、登録されたＭＳ毎にレコード
を維持する。例えば、ＩＭＳＩは、ＵＮＣがＢＳＳＭＡＰ（基地局システム管理アプリケ
ーションパート（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ａ
ｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐａｒｔ））ＰＡＧＩＮＧメッセージを受信したときに、適切な
ＭＳレコードを見つけるために、ＵＮＣによって使用される。ＢＳＳＭＡＰプロトコルは
、汎用ＢＳＳ（基地局システム（ｂａｓｅ　ｓｔａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ））制御情報
を、ＭＳＣ（モバイル交換センタ）とＢＳＳの間で伝達するためにも使用される。一例は
、ＭＳＣとＢＳＳの間のトラフィックチャネルの割り当てである。
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【００５４】
　－　ＭＳのパブリックＩＰアドレス。ＭＳのパブリックＩＰアドレスは、ＵＮＣ－ＳＧ
　
【００５５】
ＷによってＭＳから受信されるパケットの最外ＩＰヘッダに存在するソースＩＰアドレス
である。利用可能であるならば、この識別情報は、ロケーションサービスおよび不正検出
をサポートするために、ＵＮＣによって使用されることができる。この識別情報は、Ｑｏ
Ｓ（サービス品質）処理を必要とする、管理されたＩＰネットワークのＩＰフローを伝え
るために、サービスプロバイダによって使用されることもできる。
【００５６】
　－　アクセスポイント（ＡＰ）ＩＤ。ＡＰ－ＩＤは、ＭＳがそれを介してＵＭＡサービ
スにアクセスする免許不要モードアクセスポイントのＭＡＣアドレスである。この識別情
報は、ＭＳがＵＭＡサービスを要求するときに、（ＡＰからブロードキャストによって獲
得されて）ＭＳによってＵｐインターフェースを介してＵＮＣに提供される。ＡＰ－ＩＤ
は、ロケーションサービスをサポートするために、ＵＮＣによって使用されることができ
る。ＡＰ－ＩＤは、ＵＭＡサービスアクセスを権限付与されたＡＰを介したものだけに制
限するために、サービスプロバイダによって使用されることもできる。
【００５７】
　図１３は、クライアント登録手順を示している。１３００において、クライアント登録
手順が開始される。１３０２において、ＵＮＣ－ＳＧＷは、クライアントＩＭＳＩおよび
発信パブリックＩＰアドレスを、ＤＡＤに照らして確認する。
【００５８】
　図１４は、ＵＭＡサービスを可能にする権限を付与されたブロードバンド顧客エンドポ
イントの物理的位置を識別および確認する方法を示している。１４００において、ブロー
ドバンドモデムを介して、ＵＷＮをブロードバンドサービスプロバイダにインターフェー
スするＩＰルータが受け取られる。ＩＰルータ上で、加入者のユーザ名およびパスワード
が入力され、その情報は、１４０２に示されるように、ＲＡＤＩＵＳサーバを介した認証
のために、ブロードバンドサービスプロバイダ（例えば、ＤＳＬプロバイダ）に送信され
る。１４０４において、プロバイダは、そのユーザ名およびパスワードを有効な加入者で
あるとして認証し、サービスを可能にする。その時点でプロバイダは、割り当てられブロ
ードバンドモデムによって受け入れられる、動的ＩＰアドレス（または静的ＩＰアドレス
）を割り当てる。これは、ブロードバンドネットワークにおいて、ＲＡＤＩＵＳサーバに
よって処理される。１４０６において、ＲＡＤＩＵＳサーバは、ユーザ名／パスワードを
収集し、加入者を確認し、アカウンティングプロセスを開始し、加入者のＩＰアドレスと
、特定の加入者がネットワークアクセスを有することを知る。
【００５９】
　請求される主題によれば、加入者ログイン中に収集した情報を利用し、ＧＳＭネットワ
ークに送信されるプレゼンスメッセージを生成する機能が追加される。したがって、１４
０８において、ブロードバンドＥ．１６４番号、ＧＳＭ　Ｅ．１６４番号、および物理的
位置データ（所在地住所など）を含む、プレゼンス通知メッセージが送信される。１４１
０において、このデータは、ＧＳＭネットワーク上の標準プレゼンスインターフェースに
送信され、ＧＳＭネットワークは、そのデータを受け入れ、データベースに保存する。
【００６０】
　次に図１５を参照すると、ブロードバンド物理的位置をＵＭＡクライアントのパブリッ
ク発信ＩＰアドレスと相関させ、その後、ＵＭＡサービスを許可または拒否する方法が示
されている。１５００において、ＵＭＡクライアントは自宅に入り、ＷｉＦｉネットワー
クを検出し、ＩＰアドレスおよびＷｉＦｉセキュリティデータを受信する。１５０２にお
いて、ＵＭＡクライアント登録手順が、ＧＳＭネットワーク上のＵＮＣに対して、自動的
に開始される。登録プロセスは、ブロードバンドモデムのＩＰアドレスおよびＩＭＳＩを
ＵＮＣに送信して、セキュアトンネルを設定し、標準ＧＳＭ認証手順を開始することを含
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む。
【００６１】
　ＵＮＣの追加された新規機能によれば、ＵＮＣは、ＩＭＳＩおよびＩＰアドレスを収集
すると、１５０４に示されるように、データベース（例えば、ＨＳＳ　ＤＩＡＭＥＴＥＲ
データベース）にクエリを発行して、Ｅ．１６４　ＤＳＬ番号およびＩＭＳＩを取得する
。１５０６において、位置情報を使用して、ＵＮＣは、その情報を収集し、レガシＧＳＭ
ネットワークに戻り、デュアルモードサービスを確認するためにネットワークに問い合わ
せを行う。１５０８において、ブロードバンド物理的位置が、その特定のＵＭＡクライア
ントにとって有効なサービスエリアであるかどうかの決定が行われる。１５１０において
、決定に従って、サービスが許可または拒否される。
【００６２】
　図１６は、位置ベース料金請求を提供する目的で、ＵＭＡクライアント登録手順中にセ
ルグローバル識別情報を特定のＩＥＥＥ８０２．１１アクセスポイントに動的に割り当て
る方法を示している。ＵＮＣは、ＭＳＣへの信号伝達を発生させる能力を有し、ＭＳＣは
、ＣＤＲ（呼詳細記録（ｃａｌｌ　ｄｅｔａｉｌ　ｒｅｃｏｒｄ））を生成し、ＣＤＲは
、セルグローバル識別情報（ＣＧＩ（ｃｅｌｌ　ｇｌｏｂａｌ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ））を
有し、ＣＧＩは、位置領域識別情報およびセルＩＤとから成る。ＵＮＣに追加された新規
機能によれば、１６００において、ＵＮＣは、物理的位置がＵＭＡクライアントにとって
有効なサービスエリアであるかどうかを決定する。１６０２において、ＵＮＣは、その特
定の物理的位置がそのＵＭＡクライアントにとって有効であることを確認および決定した
場合、デュアルモードサービスを与える。１６０４において、ＵＮＣは、ＵＭＡ料金請求
メカニズム内に新しいレコードを動的に生成する。１６０６において、ＣＧＩ番号が生成
され、その物理的位置に割り当てられる。１６０８において、ＵＮＣがＣＤＲを生成する
ので、動的に生成されるＣＧＩが、それらの特定の呼記録に割り当てられる。ほとんどす
べての新しい機能は、ＵＮＣ内でプレゼンスエージェントを介して提供される。ＲＡＤＩ
ＵＳプレゼンスエージェントを介する、ブロードバンドコンポーネント用にＲＡＤＩＵＳ
サーバに追加される機能も存在することができる。１６１０において、加入者は、その後
、物理的位置に関連して生成されたＣＤＲに従って、料金請求されることができる。
【００６３】
　次に図１７を参照すると、Ｅ９１１遵守の目的で、物理的位置情報をＵＭＡクライアン
トセッションに動的に割り当てる方法が示されている。１７００において、物理的位置情
報が収集され、データベース内に保存される。このデータベースは、例えば、ＵＮＣ内に
存在することができ、かつ／またはＥ９１１データベース更新手順をトリガする通知が送
信されるＨＳＳ内に、もしくはＵＮＣおよびＨＳＳの両方に存在することができる。１７
０２において、物理的位置情報は、その後、その特定のＧＳＭ　Ｅ．１６４番号に割り当
てられる。１７０４において、ＧＳＭ　Ｅ．１６４番号は、そのＥ．１６４番号に関する
物理的位置を用いて、ＰＳＡＰ（公安応答センタ（ｐｕｂｌｉｃ　ｓａｆｅｔｙ　ａｎｓ
ｗｅｒｉｎｇ　ｐｏｉｎｔ））データベースを更新するために使用されることができる。
ＰＳＡＰは、Ｅ９１１通報者が交信する最初の交信相手である。ＰＳＡＰオペレータは、
通報者の所在地（位置情報）を確認または獲得し、緊急事態の種類を判断し、どの緊急応
答チームに通知すべきかを決定する。
【００６４】
　図１８は、Ｅ９１１遵守の目的で、物理的位置情報をＵＭＡクライアントセッションに
動的に割り当てる代替方法を示している。１８００において、物理的位置情報が収集され
、データベース内に保存される。このデータベースは、例えば、ＵＮＣ内に存在すること
ができ、かつ／またはＥ９１１データベース更新手順をトリガする通知が送信されるＨＳ
Ｓ内に、もしくはＵＮＣおよびＨＳＳの両方に存在することができる。代替として、１８
０２において、物理的位置は、ｐＡＮＩ（擬似自動番号識別（ｐｓｅｕｄｏ　ａｕｔｏｍ
ａｔｉｃ　ｎｕｍｂｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ））として、無線基地局（ＢＴ
Ｓ（ｂａｓｅ　ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　ｓｔａｔｉｏｎ））塔に割り当てられることが
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できる。ｐＡＮＩは、ＡＮＩの修正であり、ＡＮＩトラフィックを処理することのできる
システム間で情報を受け渡すために使用される。ｐＡＮＩは、呼を適切なＰＳＡＰに転送
するために使用することができる、ワイヤレスＥ９１１呼確立において利用される番号で
ある。ｐＡＮＩは一般に、呼が発呼されたセル／セクタを識別し、一方、ＡＮＩは、有線
発呼者の実際の電話番号を保有する。したがって、１８０４において、Ｅ９１１通報セン
タは、電話番号と、ｐＡＮＩ番号に基づいた通報者の大よその位置とを獲得することがで
きる。一実施では、擬似電話番号が生成され、ＢＴＳ塔、セルセクタに割り当てられ、Ｐ
ＳＡＰデータベース内に保存される。
【００６５】
　図１９は、Ｅ９１１遵守の目的で、物理的位置情報をＵＭＡクライアントセッションに
動的に割り当てるまた別の代替方法を示している。１９００において、通報者は、ブロー
ドバンドネットワークを介してＥ９１１通報を開始する。１９０２において、ＵＮＣは、
ＧＳＭ　Ｅ．１６４番号をブロードバンドＥ．１６４番号（例えば、ＤＳＬ　Ｅ．１６４
番号）と相関させる。１９０４において、ＵＮＣは、選択されたタンデム（ｔａｎｄｅｍ
）に数字を送信するときに、Ｅ．１６４番号を交換する。このようにして、ＵＮＣは、通
報が地上通信線から発信されたように見えるようにする。ブロードバンドＥ．１６４番号
は、その電話番号に関する物理的所在地住所をすでに有している。
【００６６】
　図２０は、本発明の一態様による、別の例示的なアーキテクチャ２０００を示している
。この動的ＤＭＳアクセス制御概念を説明する目的で、ＵＭＡ送受器とすることができる
デュアルモード送受器（ＤＭＨ（ｄｕａｌ　ｍｏｄｅ　ｈａｎｄｓｅｔ））２００２が提
供される。しかし、ＩＭＳ　ＶｏＩＰ送受器がサポートされ得ることも、企図の範囲内に
ある。本発明は、ＤＭＨに影響を与えず、ＵＭＡ登録手順中、ＩＭＳＩおよびパブリック
発信ＩＰアドレスを再使用する。
【００６７】
　ワイヤレス送受器２００２は、ＲＢＧＷ２００４と通信する。この要素２００４は、ブ
ロードバンドモデム（このケースではＤＳＬモデム）、ＩＰルータ、ＷｉＦｉアクセスポ
イント、およびアナログ端末アダプタのいずれかまたはすべてを含むことができる。ＲＢ
ＧＷ２００４は、ブロードバンドネットワーク２００６へのＩＰアクセスのために、ＰＰ
ＰｏＥプロトコルを使用する。ＲＢＧＷは、例えば、ＲＢＧＷを認証し、サービスを許可
し、ＩＰアドレスを割り当てる、ＲＡＤＩＵＳ（遠隔認証ダイアルインユーザサービス（
ｒｅｍｏｔｅ　ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　ｄｉａｌ－ｉｎ　ｕｓｅｒ　ｓｅｒｖｉ
ｃｅ））２００８とインターフェースをとる。
【００６８】
　プレゼンスユーザエージェント（ＰＵＡ（ｐｒｅｓｅｎｃｅ　ｕｓｅｒ　ａｇｅｎｔ）
）２０１０は、ＲＡＤＩＵＳサーバ２００８およびブロードバンドネットワーク２００６
とインターフェースをとる。ＰＵＡ２０１０は、ブロードバンドエンドポイントの物理的
属性（例えば、識別情報、ＩＰアドレス、および位置）を、３ＧＰＰネットワークに通知
する機能を提供する。
【００６９】
　ＵＮＣ２０１２は、ブロードバンドネットワーク２００６とインターフェースをとり、
ＤＭＨクライアント２００２（例えば、ＵＭＡ）を認証し、それへのサービスを許可する
ＳＧＷを含む。ＵＭＡ登録手順中にブロードバンドエンドポイントを確認するためにＨＳ
Ｓ２０１４に問い合わせを行う新しい機能（プレゼンスユーザエージェント）が、ＵＮＣ
内に導入される。ＰＵＡ２０１０からプレゼンス情報を受信し、ＨＳＳ２０１４内の加入
者レコードを更新する、プレゼンスサーバ２０１６が提供される。ＨＳＳ２０１４は、加
入者プロビジョニングのために使用されるＩＭＳコアの一部であり、プロファイルを保存
する。ブロードバンド識別情報およびＩＰアドレスとＩＭＳＩデータとの相互関係をサポ
ートする新しいスキーマが導入される。この概念は、ＨＳＳがＤＡＤを含むことを仮定す
る。
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【００７０】
　以下に示すのは、ブロードバンドリンク活性化およびＵＭＡクライアント登録手順に影
響を与える２つのメッセージフローである。簡略にするため、必ずしもすべてのメッセー
ジング手順は示されておらず、いくつかの手順は簡略化されている。ＲＡＤＩＵＳ要素が
ネットワークアクセスサーバおよびアグレゲータ（ａｇｇｒｅｇａｔｏｒ）機能を含むこ
とが仮定される。
【００７１】
　図２１は、ＩＰ登録手順のためのメッセージフローを示している。ＰＰＰｏＥセッショ
ンが、ＲＢＧＷとＲＡＤＩＵＳノードの間で開始および確立される。このプロセスは、Ｒ
ＢＧＷを認証し、ＰＰＰ設定を開始し、ＩＰアドレスを割り当て、アカウンティングを開
始する。その結果、ＩＰアドレスがＲＢＧＷ（例えば、ＤＳＬモデム）に割り当てられる
。その後、ＲＡＤＩＵＳノードは、ブロードバンドサービス識別情報、典型的には、ＰＯ
ＴＳ　Ｅ．１６４番号と、ＲＢＧＷに割り当てられたＩＰアドレスを、ＰＵＡに通知する
。この通知は、ブロードバンド加入者データベース（図示されず）に問い合わせを行って
、ブロードバンド識別情報がＤＭＳをサポートすることを許可されているかどうかを決定
するよう、ＰＵＡをトリガする。ＤＭＳが許可されている場合、ＰＵＡは、ブロードバン
ド加入者データベースからエンドポイント位置情報を収集する。その結果、ブロードバン
ドエンドポイントに関するＤＭＳ権限付与が確認される。別の結果として、ＤＭＳ権限付
与およびプレゼンスメッセージが生成される。その後、ＰＵＡは、ＤＭＳ権限付与および
プレゼンスメッセージをプレゼンスサーバに送信する。この通知は、ここではＨＳＳ内に
配置されたＤＡＤにおいて加入者プロファイル更新を開始するよう、プレゼンスサーバを
トリガする。プレゼンスサーバは、権限付与されたブロードバンドエンドポイントのパブ
リック発信ＩＰアドレスを用いて、このケースではＨＳＳであるＤＡＤ内の加入者レコー
ドを更新する。ＵＮＣは、ＵＭＡ登録手順中に、この情報を使用する。この時点で、ＩＰ
アドレス登録が完了する。
【００７２】
　図２２は、ＵＭＡ登録および権限付与手順のためのメッセージフローを示している。最
初に、ＰＰＰｏＥセッションがＲＢＧＷに対して活性化している。ＤＭＨは、ＩＥＥＥ８
０２．１１セキュリティを含むＷｉＦｉアソシエーションプロセスを開始し、これを完了
する。ＤＭＨは、ＵＮＣを用いて、ＵＭＡ登録手順を開始する。ＵＮＣは、登録メッセー
ジおよびＩＰパケット内のＩＭＳＩおよびパブリック発信ＩＰアドレスを識別する。ＵＮ
Ｃは、ＩＭＳＩおよびパブリック発信ＩＰアドレスに関してＨＳＳに問い合わせを行う。
見出された場合、ＵＮＣは、このブロードバンドエンドポイントに対してＤＭＳアクセス
を許可する。見出されない場合、アクセスは拒否される。その結果、パブリック発信ＩＰ
アドレスおよびＩＭＳＩは権限付与される。ＵＭＡクライアントおよびＵＮＣは、ＳＩＭ
認証（図示されず）およびＩＰｓｅｃトンネルを含むＵＭＡ登録プロセスを完了する。そ
の後、ＵＭＡクライアント登録が完了する。
【００７３】
　複数のアクセスポイントが単一のパブリック発信ＩＰアドレスによってサービスされる
シナリオでは、ＵＭＡ登録手順中にＵＭＡクライアントがアクセスポイントＭＡＣアドレ
スを含むことができるので、パブリック発信ＩＰアドレスとアクセスポイントＭＡＣアド
レスの組合せが、ＵＭＡ発呼者のＥ９１１位置を識別するために使用されることができる
。
【００７４】
　ブロードバンドプロバイダに関して、本発明は、複数の位置にある複数のＷｉＦｉアク
セスポイントにサービスするために単一のパブリック発信ＩＰアドレスを使用する企業環
境に対してＥ９１１をサポートするには、静的ＩＰアドレスが必要とされることを想定す
ることができる。しかし、動的ＩＰアドレスも、企業をサポートするために使用されるこ
とができる。
【００７５】
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　ブロードバンドプロバイダの概念は、ブロードバンドエンドポイントに対してＤＭＳ許
可を設定するために、加入者および／またはＤＭＳプロバイダが、ブロードバンドアカウ
ントプロファイルを更新することを可能にし得る、自己プロビジョニング（ｓｅｌｆ－ｐ
ｒｏｖｉｓｉｏｎｉｎｇ）メカニズムを想定している。プロビジョニングに関して、各ブ
ロードバンドアカウントは、ＤＭＳ許可ＩＭＳＩの自己プロビジョニングを許可または拒
否するように提供されることができる。ブロードバンド加入者は、どのＤＭＳ　Ｅ．１６
４（またはＩＭＳＩ）がブロードバンドサービスを使用することを許可されているかを管
理する。各ブロードバンドアカウントは、このエンドポイントからＤＭＳを許可されてい
る１つまたは複数のＩＭＳＩを、加入者またはその他のメカニズムによって自己プロビジ
ョニングされることができる。１つの方法は、ＤＭＳプロバイダが、権限付与されたＩＭ
ＳＩの一覧を用いて、ブロードバンドアカウントを更新することである。ブロードバンド
プロバイダは、ＰＰＰｏＥアクセス集信装置が、ＰＵＡを介するＤＡＤへの適切なプレゼ
ンス通信をトリガすることを可能にすることができる。
【００７６】
　ＤＭＳプロバイダに関して、本発明は、付加的な加入者毎のプロビジョニングは必要と
されないことを仮定することができる。ＤＡＤは、ＩＭＳＩをキーフィールドとして使用
することができる。ＤＡＤは、標準ＤＭＳプロビジョニングプロセスの一部として、動的
に提供することができる。プレゼンスサーバは、ブロードバンドプロバイダＰＵＡから通
知を受信し、ＤＡＤを更新するために利用することができる。ＤＭＳ認証およびアクセス
制御要素（このケースではＵＮＣ－ＳＧＷ）は、ＤＭＨ　ＩＭＳＩおよびパブリック発信
ＩＰアドレスに基づいてＤＭＳを許可または拒否するために、ＤＭＳ登録手順中にＤＡＤ
に問い合わせを行うことができる。
【００７７】
　Ｅ９１１通報処理およびデータベース手順は、Ｅ９１１タンデムまたは選択ルータを介
して適切なＰＳＡＰを識別することを、ＤＭＳプロバイダに要求する。ＤＭＳプロバイダ
は、ブロードバンドエンドポイントの位置を、適切なＰＳＡＰに関連付ける。ＤＭＳプロ
バイダは、ＤＭＳ　Ｅ．１６４番号の現在情報を用いて、自動位置情報（ＡＬＩ（ａｕｔ
ｏｍａｔｉｃ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ））データベースを更新する
ことができる。ＤＭＳプロバイダは、ＤＭＳ　Ｅ．１６４番号の発呼番号（ＡＮＩ）ＩＤ
をブロードバンドＥ．１６４番号で置き換えることによって、ＤＭＳ　Ｅ９１１通報が、
固定有線通報であるかのように見せかけることを可能にし得る。この手順は、ＤＭＳ　Ｅ
９１１通報を固定有線Ｅ９１１通報と同等のものにする。ＤＭＳ送受器は、Ｅ９１１ステ
ータス（例えば、良好、利用不可能、その他）を加入者に通知するために、ビジュアルイ
ンジケータを提供することができる。ＤＭＳプロバイダは、Ｅ９１１位置更新をＤＭＳ送
受器に提供することができ、この情報を加入者に提示することができる。
【００７８】
　企業は、企業内のアクセスポイントの現在の正確な位置情報を用いてＤＡＤを（例えば
、機械化により、および／またはブロードバンドプロバイダを介して）更新することに責
任を負う。スタティックＩＰおよび／またはアドレス空間が物理的エンドポイントに割り
当てられるシナリオでは、ＤＡＤを更新するために、手動プロセスが使用されることがで
きる。複数のアクセスポイントが単一のブロードバンドエンドポイントによってサービス
される場合、アクセスポイントＭＡＣアドレスを物理的エンドポイント位置に関連付ける
ために、手動プロセスが実施されることができる。複数のアクセスポイントのための以下
のＤＡＤレコード例を参照されたい。
【００７９】
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【表３】

【００８０】
　ＵＮＣがＤＡＤに問い合わせを行い、パブリック発信ＩＰアドレスに権限を付与した後
、アクセスポイントレコードを探すために、第２の問い合わせを行うことができる。アク
セスポイントが見出され、そのＢＲＯＡＤＢＡＮＤ＿ＩＤフィールドがブロードバンドレ
　
【００８１】
コードのＢＲＯＡＤＢＡＮＤ＿ＩＤフィールドと一致する場合、Ｅ９１１位置情報が、Ａ
Ｐ＿ＬＯＣＡＴＩＯＮ値に設定される。複数のアクセスポイントをサポートするためのこ
の技法は、ＰＳＡＰおよび／またはＡＬＩに対する新しい開発を必要とすることがあり得
る。
【００８２】
　図２３は、本発明の一態様による、デュアルモード送受器（ＤＭＨ）２３００の概略ブ
ロック図を示している。本発明の様々な態様のさらなる背景を提供するため、図２３およ
び以下の説明は、請求される主題の様々な態様が実施され得る適切な環境２３００の簡潔
で汎用的な説明を提供することが意図されている。説明はコンピュータ実行可能命令とい
う汎用的な背景を含むが、請求される主題が、その他のプログラムモジュールの組合せで
も、ならびに／またはハードウェアおよびソフトウェアの組合せとしても実施され得るこ
とは、当業者であれば理解されよう。
【００８３】
　一般に、アプリケーション（例えば、プログラムモジュール）は、特定のタスクを実行
し、または特定の抽象データ型を実施する、ルーチン、プログラム、コンポーネント、デ
ータ構造などを含む。さらに、本発明の方法は、その他のシステム構成を用いて実施され
ることができ、その他のシステム構成は、シングルプロセッサまたはマルチプロセッサシ
ステム、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータの他、パーソナルコンピュータ
、ハンドヘルドコンピューティング装置、マイクロプロセッサベースまたはプログラム可
能消費者家電なども含み、その各々が、１つまたは複数の関連装置に動作可能に結合され
得ることは、当業者であれば理解されよう。
【００８４】
　コンピューティング装置は、典型的には、様々なコンピュータ可読媒体を含む。コンピ
ュータ可読媒体は、コンピュータによってアクセス可能な任意の利用可能な媒体とするこ
とができ、揮発性および不揮発性媒体、着脱可能および固定式媒体を含む。限定すること
なく例を挙げると、コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体および通信媒体を含
むことができる。コンピュータ記憶媒体は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログ
ラムモジュール、またはその他のデータなどの情報を記憶するための任意の方法または技
法で実施された、揮発性および不揮発性、着脱可能および固定式媒体を含む。コンピュー
タ記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、もしくはその他のメ
モリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、もしくはその他の光ディ
スク記憶、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶、もしくはその他の磁気記憶装
置、または所望の情報を記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ
ることができるその他の任意の媒体を、これらに限定することなく含む。
【００８５】
　通信媒体は、典型的には、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール
、またはその他のデータを、搬送波またはその他のトランスポート機構などの変調データ
信号中に具現し、任意の情報伝達媒体を含む。「変調データ信号」という用語は、信号中
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に情報を符号化するような方式で設定または変更された１つまたは複数の特徴を有する信
号を意味する。限定することなく例を挙げると、通信媒体は、有線ネットワークまたは直
接配線接続などの有線媒体、ならびに音響、ＲＦ、赤外線、およびその他の無線媒体など
の無線媒体を含む。上記の任意のものの組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲内に含ま
れるべきである。
【００８６】
　（クライアント送受器１０４、４０２、２００２と類似した）ＤＭＨ２３００は、すべ
てのオンボード動作および機能を制御および処理するためのプロセッサ２３０２を含む。
メモリ２３０４は、データおよび１つまたは複数のアプリケーション２３０６（例えば、
ビデオプレーヤソフトウェア、ユーザフィードバックコンポーネントソフトウェアなど）
を保存するために、プロセッサ２３０２とインターフェースをとる。その他のアプリケー
ションは、ユーザフィードバック信号の開始を容易にする所定の音声コマンドの音声認識
の他、以下で説明されるアプリケーションも含むことができる。アプリケーション２３０
６は、メモリ２３０４および／またはファームウェア２３０８内に保存されることができ
、メモリ２３０４およびファームウェア２３０８の一方または両方からプロセッサ２３０
２によって実行されることができる。ファームウェア２３０８は、ＤＭＨ２３００を初期
化する際に実行するスタートアップコードも保存することができる。通信コンポーネント
２３１０は、例えば、セルラネットワーク、ＶｏＩＰネットワークなどの外部システムと
の有線／無線通信を容易にするために、プロセッサ２３０２とインターフェースをとる。
ここでは、通信コンポーネント２３１０は、信号通信を伝えるためのＧＳＭトランシーバ
２３１１およびＷｉＦｉトランシーバ２３１３も含む。ＤＭＨ２３００は、セルラ電話、
モバイル通信機能を有するＰＤＡ、およびメッセージング中心装置などの装置とすること
ができる。
【００８７】
　ＤＭＨ２３００は、テキスト、イメージ、ビデオ、テレフォニ機能（例えば、発呼者Ｉ
Ｄ機能）、設定機能を表示するため、およびユーザ入力のためのディスプレイ２３１２を
含む。ディスプレイ２３１２は、マルチメディアコンテンツの表示にも対応することがで
きる。ハードウェア接続を介した有線および／または無線シリアル通信（例えば、ＵＳＢ
および／またはＩＥＥＥ１３９４）を容易にするためにプロセッサ２３０２と通信し、ま
たその他のシリアル入力装置（例えば、キーボード、キーパッド、マウス）とも通信する
、シリアルＩ／Ｏインターフェース２３１４が提供される。これは、例えば、ＤＭＨ２３
００の更新およびトラブルシューティングをサポートする。例えばユーザフィードバック
信号を開始するためにユーザが適切なキーまたはキーの組合せを押下したことの指示に関
する、オーディオ信号を出力するためのスピーカを含むことができる、オーディオＩ／Ｏ
コンポーネント２３１６を用いて、オーディオ機能が提供される。オーディオＩ／Ｏコン
ポーネント２３１６は、データおよび／またはテレフォニ音声データを記録するために、
また電話会話用の音声信号を入力するために、マイクロフォンを介したオーディオ信号の
入力も容易にする。
【００８８】
　ＤＭＨ２３００は、カード加入者識別モジュール（ＳＩＭ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉ
ｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ））またはユニバーサルＳＩＭ２３２０のフォームファク
タのＳＩＣ（加入者識別コンポーネント（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｃ
ｏｍｐｏｎｅｎｔ））を収容し、ＳＩＭカード２３２０とプロセッサ２３０２のインター
フェースをとるための、スロットインターフェース２３１８を含むことができる。しかし
、ＳＩＭカード２３２０は、ＤＭＨ２３００に内蔵されて製造され、データおよびソフト
ウェアをそこにダウンロードすることによって更新されることができることを理解された
い。
【００８９】
　ＤＭＨ２３００は、ＩＳＰまたはブロードバンドケーブルプロバイダを介する、例えば
、インターネット、企業イントラネット、ホームネットワーク、パーソンエリアネットワ
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ークなどのＩＰネットワークからのＩＰトラフィックに対応するために、通信コンポーネ
ント２３１０を介するＩＰデータトラフィックを処理することができる。したがって、Ｖ
ｏＩＰトラフィックを、ＤＭＨ２３００が利用することができ、ＩＰベースのマルチメデ
ィアコンテンツが、符号化または復号されたフォーマットで受信され得る。
【００９０】
　符号化マルチメディアコンテンツを復号するためのビデオ処理コンポーネント２３２２
（例えば、カメラ）が提供されることができる。ＤＭＨ２３００は、バッテリおよび／ま
たはＡＣ電力サブシステムの形態の電源２３２４も含み、電源２３２４は、電力Ｉ／Ｏコ
ンポーネント２３２６を介して、外部電力システムまたは充電装置（図示されず）とイン
ターフェースをとることができる。
【００９１】
　ＤＭＨ２３００は、受信されたビデオコンテンツを処理しビデオコンテンツを記録およ
び送信するためのビデオコンポーネント２３３０も含むことができる。位置追跡コンポー
ネント２３３２は、ＤＭＨ２３００を地理的に発見することを容易にする。上で説明され
ように、これは、ユーザが自動または手動でフィードバック信号を開始したときに生じる
。ユーザ入力コンポーネント２３３４は、ユーザが品質フィードバック信号を開始するこ
とを容易にする。入力コンポーネントは、例えば、キーパッド、キーボード、マウス、ス
タイラスペン、タッチスクリーンなどの、従来の入力装置技術を含むことができる。
【００９２】
　再びアプリケーション２３０６を参照すると、ヒステリシスコンポーネント２３３６は
、ヒステリシスデータの分析および処理を容易にし、ヒステリシスデータは、いつアクセ
スポイントとアソシエートすべきかを決定するために利用される。ＷｉＦｉトランシーバ
２３１３がアクセスポイントのビーコンを検出したときにヒステリシスコンポーネント２
３３８のトリガを容易にする、ソフトウェアトリガコンポーネント２３３８が提供され得
る。ＳＩＰクライアント２３４０は、ＤＭＨ２３００が、ＳＩＰプロトコルをサポートし
、加入者をＳＩＰ登録サーバに登録することを可能にする。
【００９３】
　ＤＭＨ２３００は、通信コンポーネント２３１０に関係して上で指摘されたように、屋
内ネットワーク無線トランシーバ２３１３（例えば、ＷｉＦｉトランシーバ）を含む。こ
の機能は、デュアルモードＧＳＭ送受器２３００のために、ＩＥＥＥ８０２．１１などの
屋内無線リンクをサポートする。ＤＭＨ２３００は、例えば、モデムおよびファックス機
などのアナログ装置とインターフェースをとるための、内蔵アナログ端末アダプタ（ＡＴ
Ａ（ａｎａｌｏｇ　ｔｅｒｍｉｎａｌ　ａｄａｐｔｅｒ））２３４２も含むことができる
。代替として、または内蔵ＡＴＡ２３４２に加えて、外付けＡＴＡモジュール２３４４が
、内蔵ＡＴＡモジュール２３４２と同じ目的で提供されることができる。
【００９４】
　次に図２４を参照すると、ＵＮＣおよび／またはＨＳＳなどに記憶およびアクセスを提
供するように動作可能なコンピュータのブロック図が示されている。本発明の様々な態様
のための付加的な背景を提供するため、図２４および以下の説明は、本発明の様々な態様
が実施され得る適切なコンピューティング環境２４００の簡潔で汎用的な説明を提供する
ことが意図されている。上記の説明は、１つまたは複数のコンピュータ上で実行され得る
コンピュータ実行可能命令という汎用的な背景の中にあるが、本発明が、その他のプログ
ラムモジュールの組合せでも、ならびに／またはハードウェアおよびソフトウェアの組合
せとしても実施され得ることは、当業者であれば理解されよう。
【００９５】
　一般に、プログラムモジュールは、特定のタスクを実行し、または特定の抽象データ型
を実施する、ルーチン、プログラム、コンポーネント、データ構造などを含む。さらに、
本発明の方法は、その他のコンピュータシステム構成を用いて実施することができ、その
他のコンピュータシステム構成は、シングルプロセッサまたはマルチプロセッサコンピュ
ータシステム、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータの他、パーソナルコンピ
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ュータ、ハンドヘルドコンピューティング装置、マイクロプロセッサベースまたはプログ
ラム可能消費者家電なども含み、その各々が、１つまたは複数の関連装置に動作可能に結
合され得ることは、当業者であれば理解されよう。
【００９６】
　本発明の例示された態様は、通信ネットワークを介して結合されるリモート処理装置に
よって一定のタスクが実行される、分散コンピューティング環境でも実施することができ
る。分散コンピューティング環境では、プログラムモジュールは、ローカルおよびリモー
ト両方のメモリ記憶装置に配置されることができる。
【００９７】
　コンピューティング装置は、典型的には、様々なコンピュータ可読媒体を含む。コンピ
ュータ可読媒体は、コンピュータによってアクセス可能な任意の利用可能な媒体とするこ
とができ、揮発性および不揮発性媒体、着脱可能および固定式媒体を含む。限定すること
なく例を挙げると、コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体および通信媒体を含
むことができる。コンピュータ記憶媒体は、コンピュータ可読命令、データ構造、プログ
ラムモジュール、またはその他のデータなどの情報を記憶するための任意の方法または技
法で実施された、揮発性および不揮発性、着脱可能および固定式媒体を含む。コンピュー
タ記憶媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュメモリ、もしくはその他のメ
モリ技術、ＣＤ－ＲＯＭ、デジタル多用途ディスク（ＤＶＤ）、もしくはその他の光ディ
スク記憶、磁気カセット、磁気テープ、磁気ディスク記憶、もしくはその他の磁気記憶装
置、または所望の情報を記憶するために使用されることができ、コンピュータによってア
クセスされることができるその他の任意の媒体を、これらに限定することなく含む。
【００９８】
　通信媒体は、典型的には、コンピュータ可読命令、データ構造、プログラムモジュール
、またはその他のデータを、搬送波またはその他のトランスポート機構などの変調データ
信号中に具現し、任意の情報伝達媒体を含む。「変調データ信号」という用語は、信号中
に情報を符号化するような方式で設定または変更された１つまたは複数の特徴を有する信
号を意味する。限定することなく例を挙げると、通信媒体は、有線ネットワークまたは直
接配線接続などの有線媒体、ならびに音響、ＲＦ、赤外線、およびその他の無線媒体など
の無線媒体を含む。上記の任意のものの組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲内に含ま
れるべきである。
【００９９】
　図２４を再び参照すると、様々な態様を実施するための例示的な環境２４００は、コン
ピュータ２４０２を含み、コンピュータ２４０２は、処理ユニット２４０４と、システム
メモリ２４０６と、システムバス２４０８とを含む。システムバス２４０８は、システム
コンポーネントを結合し、処理ユニット２４０４へのシステムメモリ２４０６の結合を、
これに限定することなく含む。処理ユニット２４０４は、様々な市販のプロセッサのいず
れかとすることができる。デュアルマイクロプロセッサおよびその他のマルチプロセッサ
アーキテクチャも、処理ユニット２４０４として利用されることができる。
【０１００】
　システムバス２４０８は、（メモリコントローラを伴うまたは伴わない）メモリバス、
周辺バス、および様々な市販のバスアーキテクチャのいずれかを使用するローカルバスに
さらに相互接続され得る、複数のタイプのバス構造のいずれかとすることができる。シス
テムメモリ２４０６は、読み取り専用メモリ（ＲＯＭ）２４１０およびランダムアクセス
メモリ（ＲＡＭ）２４１２を含む。基本入出力システム（ＢＩＯＳ）は、ＲＯＭ、ＥＰＲ
ＯＭ、ＥＥＰＲＯＭなどの不揮発性メモリ２４１０内に記憶され、ＢＩＯＳは、起動中な
どにコンピュータ２４０２内の要素間で情報を伝送する助けをする基本ルーチンを含む。
ＲＡＭ２４１２は、データをキャッシュするためのスタティックＲＡＭなど、高速ＲＡＭ
も含むことができる。
【０１０１】
　コンピュータ２４０２は、適切な筐体（図示されず）に収めて外付け使用向けに構成さ
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れることもできる内蔵ハードディスクドライブ（ＨＤＤ）２４１４（例えば、ＥＩＤＥ、
ＳＡＴＡ）と、（例えば、着脱可能ディスケット２４１８から読み取り、またはそれに書
き込むための）磁気フロッピー（登録商標）ディスクドライブ（ＦＤＤ）２４１６と、（
例えば、ＣＤ－ＲＯＭディスク２４２２を読み、またはＤＶＤなどのその他の高容量光媒
体から読み取り、もしくはそれに書き込むための）光ディスクドライブ２４２０とをさら
に含む。ハードディスクドライブ２４１４、磁気ディスクドライブ２４１６、および光デ
ィスクドライブ２４２０は、それぞれハードディスクドライブインターフェース２４２４
、磁気ディスクドライブインターフェース２４２６、および光ドライブインターフェース
２４２８によって、システムバス２４０８に接続されることができる。外付けドライブ実
装用のインターフェース２４２４は、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）およびＩＥＥ
Ｅ１３９４インターフェース技術の少なくとも一方または両方を含む。その他の外付けド
ライブ接続技術も、本発明の企図の範囲内にある。
【０１０２】
　ドライブおよびそれらに関連するコンピュータ可読媒体は、データ、データ構造、コン
ピュータ実行可能命令などの不揮発性記憶を提供する。コンピュータ２４０２の場合、ド
ライブおよび媒体は、適切なデジタルフォーマットでの任意のデータの記憶に対応する。
上記のコンピュータ可読媒体の説明は、ＨＤＤ、着脱可能磁気ディスケット、およびＣＤ
またはＤＶＤなどの着脱可能光媒体に言及しているが、ジップドライブ、磁気カセット、
フラッシュメモリカード、カートリッジなど、コンピュータによって可読なその他のタイ
プの媒体も、例示的な動作環境で使用することができ、さらに、任意のそのような媒体は
、開示された本発明の方法を実行するためのコンピュータ実行可能命令を含むことができ
ることを、当業者であれば理解されたい。
【０１０３】
　オペレーティングシステム２４３０、１つまたは複数のアプリケーションプログラム２
４３２、その他のプログラムモジュール２４３４、およびプログラムデータ２４３６を含
む多数のプログラムモジュールは、ドライブおよびＲＡＭ２４１２内に記憶することがで
きる。オペレーティングシステム、アプリケーション、モジュール、および／またはデー
タの全部または一部は、ＲＡＭ２４１２内にキャッシュすることもできる。本発明が、様
々な市販のオペレーションシステムまたはオペレーションシステムの組合せを用いて実施
され得ることを理解されたい。
【０１０４】
　ユーザは、１つまたは複数の有線／無線入力装置、例えば、キーボード２４３８、およ
びマウス２４４０などのポインティングデバイスを介して、コンピュータ２４０２にコマ
ンドおよび情報を入力することができる。その他の入力装置（図示されず）は、マイクロ
フォン、ＩＲリモコン、ジョイスティック、ゲームパッド、スタイラスペン、またはタッ
チスクリーンなどを含むことができる。上記およびその他の入力装置は、システムバス２
４０８に結合される入力装置インターフェース２４４２を介して、しばしば処理ユニット
２４０４に接続されるが、パラレルポート、ＩＥＥＥ１３９４シリアルポート、ゲームポ
ート、ＵＳＢポート、ＩＲインターフェースなどのその他のインターフェースによって接
続されることもできる。
【０１０５】
　モニタ２４４４またはその他のタイプの表示装置も、ビデオアダプタ２４４６などのイ
ンターフェースを介して、システムバス２４０８に接続される。モニタ２４４４に加えて
、コンピュータは、典型的には、スピーカ、プリンタなどのその他の周辺出力装置（図示
されず）も含む。
【０１０６】
　コンピュータ２４０２は、有線および／または無線通信を介する、リモートコンピュー
タ２４４８などの１つまたは複数のリモートコンピュータへの論理コネクションを使用し
て、ネットワーク環境で動作することができる。リモートコンピュータ２４４８は、ワー
クステーション、サーバコンピュータ、ルータ、パーソナルコンピュータ、ポータブルコ
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ンピュータ、マイクロプロセッサベースの娯楽機器、ピア装置、またはその他の共通ネッ
トワークノードとすることができ、典型的には、コンピュータ２４０２に関して説明され
た要素の多くまたはすべてを含むが、簡潔にする目的で、メモリ／記憶装置２４５０のみ
が示されている。示された論理コネクションは、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）
２４５２、および／またはより大規模なネットワーク、例えば、ワイドエリアネットワー
ク（ＷＡＮ）２４５４への有線／無線接続性を含む。そのようなＬＡＮおよびＷＡＮネッ
トワーク環境は、オフィスおよび企業において一般的であり、イントラネットなどの企業
規模のコンピュータネットワークを促進し、そのすべてが、グローバル通信ネットワーク
、例えば、インターネットに接続することができる。
【０１０７】
　ＬＡＮネットワーク環境で使用される場合、コンピュータ２４０２は、有線および／ま
たは無線通信ネットワークインターフェースまたはアダプタ２４５６を介して、ローカル
ネットワーク２４５２に接続される。アダプタ２４５６は、ＬＡＮ２４５２への有線およ
び／または無線通信を容易にすることができ、ＬＡＮ２４５２は、ワイヤレスアダプタ２
４５６と通信するために配置されるワイヤレスアクセスポイントも含むことができる。
【０１０８】
　ＷＡＮネットワーク環境で使用される場合、コンピュータ２４０２は、モデム２４５８
を含むことができ、ＷＡＮ２４５４上の通信サーバに接続され、またはインターネットに
よるなど、ＷＡＮ２４５４を介する通信を確立するためのその他の手段を有する。モデム
２４５８は、内蔵または外付け、有線または無線装置とすることができ、シリアルポート
インターフェース２４４２を介してシステムバス２４０８に接続される。ネットワーク環
境では、コンピュータ２４０２に関して示されたプログラムモジュールまたはその部分は
、リモートメモリ／記憶装置２４５０内に記憶されることができる。示されたネットワー
ク接続は例示的なものであり、コンピュータ間の通信リンクを確立するその他の手段も使
用することができることを理解されたい。
【０１０９】
　コンピュータ２４０２は、例えば、プリンタ、スキャナ、デスクトップおよび／または
ポータブルコンピュータ、携帯情報端末、通信衛星、無線検出可能タグに関連付けられた
任意の設備または場所（例えば、キオスク、ニューススタンド、化粧室）、ならびに電話
などの、無線通信で動作可能なように配置された無線装置またはエンティティと通信する
ように動作可能である。これは、少なくともＷｉＦｉおよびＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（商標）
無線技術を含む。したがって、通信は、従来のネットワークのように事前定義された構造
とすることができ、または単に少なくとも２つの装置間のアドホック通信とすることがで
きる。
【０１１０】
　ＷｉＦｉすなわちワイヤレスフィデリティは、自宅の長椅子、ホテルルームのベッド、
または職場の会議室から、配線を必要とせずにインターネットに接続することを可能にす
る。ＷｉＦｉは、セル電話で使用されるのと類似したワイヤレス技術であり、例えばコン
ピュータなどの装置が、基地局の範囲内であればどこからでも、屋内および屋外を問わず
、データを送受信することを可能にする。ＷｉＦｉネットワークは、安全で信頼性の高い
高速ワイヤレス接続性を提供するために、ＩＥＥＥ８０２．１１（ａ、ｂ、ｇなど）と呼
ばれる無線技術を使用する。ＷｉＦｉネットワークは、コンピュータを互いに、インター
ネットに、および（ＩＥＥＥ８０２．３またはＥｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）を使用する
）有線ネットワークに接続するために使用されることができる。ＷｉＦｉネットワークは
、例えば、免許不要の２．４および５ＧＨｚ無線帯域において、１１Ｍｂｐｓ（８０２．
１１ａ）または５４Ｍｂｐｓ（８０２．１１ｂ）のデータレートで動作し、または両方の
帯域を含む製品を用いて動作し（デュアルモード）、そのため、ネットワークは、多くの
オフィスで使用される基本的な１０ＢａｓｅＴの有線Ｅｔｈｅｒｎｅｔ（登録商標）ネッ
トワークと類似した現実のパフォーマンスを提供することができる。
【０１１１】
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　図２５は、本発明の一態様による、ＤＭＳアクセス制御、位置ベース料金請求、および
Ｅ９１１メカニズムを容易にする、例示的なＧＳＭネットワーク２５００を示している。
２Ｇセルラ通信システムとして設計されたＧＳＭシステムは、より大きな通話容量を可能
にするために、ＴＤＭＡ（時分割多元接続）技術を利用する。デジタル的に符号化された
発話は、通話のプライバシを保つために暗号化されることもできる。音声通話が、ＧＳＭ
システムの主要な機能である。これを達成するために、発話はデジタル的に符号化され、
その後、ボコーダ（ｖｏｃｏｄｅｒ）を使用して復号される。
【０１１２】
　ＧＳＭは、様々なその他のデータサービスもサポートするが、そのようなデータサービ
ス（例えば、ビデオテキスト、テレテキストなど）のパフォーマンスは遅い。１つのデー
タサービスは、双方向メッセージング、蓄積転送配信（ｓｔｏｒｅ－ａｎｄ－ｆｏｒｗａ
ｒｄ　ｄｅｌｉｖｅｒｙ）、および英数字メッセージを可能とするＳＭＳを含む。ＧＳＭ
の全体的なシステム定義は、エアインターフェースばかりでなく、ネットワークについて
も記述する。ＧＳＭは、２００ＫＨｚ　ＲＦチャネルを使用し、例えば、８ユーザが各通
信事業者にアクセスすることを可能にするために、典型的には多重化される。
【０１１３】
　ＧＳＭネットワーク２５００は、基地局サブシステム（ＢＳＳ）２５０２と、ネットワ
ークサブシステム（ＮＳＳ）２５０４と、ＧＰＲＳコアネットワーク２５０６とを含む。
ＢＳＳ２５０２は、Ａ－ｂｉｓインターフェースで互いに接続される、１つまたは複数の
無線基地局（ＢＴＳ）２５０８および基地局コントローラ（ＢＴＣ（ｂａｓｅ　ｓｔａｔ
ｉｏｎ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ））２５１０を含むことができる。ＢＴＳおよび付随する
基地局（図示されず）は、セル電話をセルラネットワークに接続する。セル接続を喪失す
ることなく、ハンドオーバと呼ばれるプロセスを介した１つのセルから別のセルへのロー
ミングを容易にするために、基地局はすべて、相互に接続される。
【０１１４】
　パケット制御ユニット（ＰＣＵ（ｐａｃｋｅｔ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｕｎｉｔ））２５１
２は、ＢＴＳ２５１０に接続されて示されているが、これの正確な位置は、ベンダアーキ
テクチャに依存することができる。ＢＳＳ２５０２は、エアインターフェースＵｍによっ
て、移動端末２５１４に接続される。ＢＴＳ２５０８は、無線信号の実際の送信器および
受信器である。典型的には、ピコセル以外のいずれかのセルためのＢＴＳは、ＢＴＳが複
数の異なる周波数に対応することを可能にし、（セクタ化基地局の場合）複数の異なるセ
ルにサービスを提供することさえ可能にする、複数の異なるトランシーバ（ＴＲＸ）を有
する。
【０１１５】
　基地局において、各々が異なる方向を向いた指向性アンテナを使用することによって、
複数の異なるセルが同じ位置からサービスを提供されるように、基地局をセクタ化するこ
とが可能である。これは、基地局のトラフィック容量を増大させるが（各周波数は８音声
チャネルを伝送することができる）、近隣セルにもたらされる干渉をあまり大きくは増大
させない（与えられた方向では、少数の周波数だけがブロードキャストされる）。
【０１１６】
　ＢＳＣ２５１０は、ＢＴＳ２５０８の背後でインテリジェンスを提供する。典型的には
、ＢＳＣは、その制御下に数１０のＢＴＳ２５０８を有することができ、または数１００
のＢＴＳを有することさえできる。ＢＳＣ２５１０は、無線チャネルの割り当てを扱い、
モバイル電話から測定値を受信し、（制御が部分的にＭＳＣの責任であるＭＳＣ間ハンド
オーバの場合を除いて）ＢＴＳからＢＴＳへのハンドオーバを制御する。ＢＳＣ２５１０
の１つの機能は、ＢＴＳ２５０８への多くの異なる低容量接続がより少数のＭＳＣへの接
続に削減され得るように、集信装置として動作することである。一般に、これは、多くの
ＢＳＣ２５１０をＢＴＳ２５０８付近の領域に分散させ、次にＢＴＳが大きな集中ＭＳＣ
サイトに接続されるように、ネットワークがしばしば構成されることを意味する。
【０１１７】



(30) JP 5389224 B2 2014.1.15

10

20

30

40

50

　ＰＣＵ２５１２は、ＢＳＣ２５１０の同等のタスクのいくつかを実行することができる
。音声とデータの間でのチャネルの割り当ては、基地局によって制御されることができる
が、チャネルがＰＣＵ２５１２に割り当てられた後は、そのチャネルに対するすべての制
御をＰＣＵ２５１２が行う。ＰＣＵ２５１２は、基地局に組み込む、もしくはＢＳＣに組
み込むことができ、またはいくつかのアーキテクチャでは、ＳＧＳＮサイトに存在するこ
とさえできる。
【０１１８】
　ＢＳＳ２５０２は、Ａインターフェースによって、ＮＳＳ２５０４に接続される。ＮＳ
Ｓ２５０４は、ＳＳ７ネットワーク２５１８を介してＨＬＲ２５２０に接続されるＭＳＣ
２５１６を含むように示されている。ＡｕＣおよびＥＩＲは、技術上は、ＨＬＲ２５２０
とは別個の機能であるが、それらを組み合わせることがネットワークにおいて行われ得る
ので、一緒に示されている。
【０１１９】
　セル電話２５１４とＳＩＭカード（図示されず）との組合せは、特定のネットワークの
加入者がそのネットワークの使用許可を求めてセル電話２５１４から直近のＢＴＳ２５０
８に送信される、加入者番号を含む特別なデジタル「署名」を生成する。要求は、ＢＴＳ
２５０８のネットワークを通って、セルラネットワークの中心であるＭＳＣ２５１６に渡
される。ＭＳＣは、固定回線ネットワークまたはその他のセルラネットワークからのすべ
ての着信呼、およびそれらのネットワークへのすべての発信呼の転送も行う。ユーザが発
信呼を発信したいとき、ＶＬＲと呼ばれるＭＳＣの別のセクションが、その発呼者がその
呼を発信することを実際に許可されているかどうかをチェックする。例えば、発呼者が国
際通話を禁止されている場合、その結果に対するメッセージがＶＬＲによって生成され、
ネットワークを通して、ほとんど即時にセル電話に返信される。
【０１２０】
　ＭＳＣ２５１６は、発呼者をそのネットワークの加入者として認証し、登録し、発見す
るために必要とされる管理情報を提供する、ＨＬＲ２５２０と呼ばれるコンポーネントも
含む。ＨＬＲ２５２０は、ログオン要求を受信すると、その要求に含まれる特別な「署名
」をＨＬＲの特別な加入者データベースに照らして即座にチェックする。加入が現在のも
のであれば、ＭＳＣ２５１６は、発呼者がネットワークへのアクセスを許可されたことを
通知するメッセージを、ＢＴＳ２５０８のネットワークを介して電話に返信する。そのネ
ットワークの名前またはコードが、セル電話２５１４のＬＣＤスクリーン上に現れる。こ
のネットワーク「名」メッセージが電話のＬＣＤスクリーン上に現れた場合、それは、発
呼者がそのネットワークに接続され、呼の発信および受信を行うことができることを意味
する。
【０１２１】
　ＨＬＲ２５２０は、セル電話が現在どの基地局に接続されているかを登録し、その結果
、ネットワークＭＳＣ２５１６は、着信呼をセル電話番号に転送する必要がある場合、セ
ル電話がどこで発見されるかを調べるために最初にＨＬＲ２５２０をチェックする。定期
的に、セル電話は、ポーリングと呼ばれるプロセスにおいて、その所在地を通知するメッ
セージをネットワークに送信する。追跡機能と発呼者の一意デジタル署名の組合せは、Ｍ
ＳＣ２５１６が、セル電話がたまたま接続されている正確な基地局にその呼を転送し、そ
の基地局に多数のその他の加入者が同時に接続されているとしても、次に排他的にそのセ
ル電話にその呼を転送することを可能にする。
【０１２２】
　例えば、車の運転中に別のセルに移動した場合、ＨＬＲ２５２０は、自動的に更新され
、発呼者がその後別の基地局の範囲内で移動しているならば、呼を正確にどこに転送すべ
きかを監視し続ける。この転送手順は、数１０万の加入者の中から、唯一の正しいセル電
話が必要なときに着信音を鳴らすことを意味する。
【０１２３】
　ＮＳＳ２５０４は、ＭＳＣ２５１６からＰＳＴＮ２５２２への直接接続を有する。ＮＳ
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Ｓ２５０４からＧＰＲＳコアネットワーク２５０６へのＧｒ／Ｇｓインターフェースを介
する接続も存在するが、これはオプションであり、常に実施されるわけではない。例示さ
れたＧＰＲＳコアネットワーク２５０６は、簡略化されており、（Ｇｂインターフェース
によってＢＳＳ２５０２に接続される）ＳＧＳＮ２５２４と、ＧＣＳＮ２５２６とを含む
。ＳＧＳＮ２５２４およびＧＣＳＮ２５２６は、Ｇｎ参照点として示されたＧＰＲＳバッ
クボーンと呼ばれるプライベートＩＰネットワーク２５２８によって、互いに接続される
。コンピュータ２５３０は、インターネットまたは企業ネットワーク２５３２を介してコ
アネット２５０６に接続されるものとして示されている。
【０１２４】
　いくつかの音声メールシステムが、ショートメッセージを処理する特別な機関であるネ
ットワークＳＭＳセンタ（ＳＭＳＣ）に結合される。ＳＭＳＣは、メールボックス内に待
機中のメールがあるときに発呼者に通知する特別なＳＭＳメッセージを生成する。ＳＭＳ
メッセージは、発呼者が通話中であっても、ＳＭＳ対応セル電話で受信されることができ
る。これは、ＳＭＳメッセージが、音声通話とは異なる無線周波数のＧＳＭデータチャネ
ル上で送信されるためであり、その結果、２つは決して干渉し合わない。
【０１２５】
　上で説明されたことは、請求される主題の例を含む。もちろん、コンポーネントおよび
／または方法のあらゆる考え得る組合せを説明することは可能でないが、多くのさらなる
組合せおよび置換が可能であることは、当業者であれば理解できるであろう。したがって
、請求される主題は、添付の特許請求の範囲の主旨および範囲内に収まるすべてのそのよ
うな代替、修正、変形を包含することが意図されている。さらに、「含む（ｉｎｃｌｕｄ
ｅｓ）」という用語が詳細な説明または特許請求の範囲において使用される限りでは、こ
の用語は、請求項中で移行語として利用されるときに解釈される「含む（ｃｏｍｐｒｉｓ
ｉｎｇ）」という用語と同様の仕方で包含的であることが意図されている。

【図１】 【図２】
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