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(57)【要約】
【課題】異なるＡＳＮ間を端末がハンドオーバすること
が可能なＷｉｍａｘ通信システムを提供する。
【解決手段】端末１２ｂが無線接続する基地局１４ｂと
の間で生成されるサービスフローの識別子であるサービ
スフロー識別子との対応関係を定めるテーブルＴを有す
るＰＦサーバ２２と、ＰＦサーバ２２と接続する複数の
ＡＳＮ１６とを備え、前記サービスフロー識別子は、テ
ーブルＴに基づいて、端末１２ｂに割り当てられ、基地
局１４ｂに無線接続していた端末１２ｂが、基地局１４
ｃへハンドオーバした場合に、端末１２ｂに生成されて
いたサービスフロー識別子と同一のサービスフロー識別
子のサービスフローがハンドオーバ後にも端末１２ｂに
生成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の端末に対する通信リソースを管理し、前記各端末の識別符号と前記各端末が無線
接続する基地局との間で生成されるサービスフローの識別子であるサービスフロー識別子
との対応関係を定めるテーブルを有するＰＦサーバと、
　前記ＰＦサーバと接続する複数のＡＳＮ（Access Service Network）とを備え、
　前記サービスフロー識別子は、前記テーブルに基づいて、前記各端末毎に割り当てられ
、
　一のＡＳＮ内の基地局に無線接続していた前記端末が、他のＡＳＮ内の基地局へハンド
オーバした場合に、前記端末に生成されていたサービスフロー識別子と同一のサービスフ
ロー識別子のサービスフローがハンドオーバ後にも前記端末に生成される
　ことを特徴とするＷｉｍａｘ通信システム。
【請求項２】
　請求項１記載のＷｉｍａｘ通信システムにおいて、
　前記識別符号は、ユーザアカウントである
　ことを特徴とするＷｉｍａｘ通信システム。
【請求項３】
　請求項１記載のＷｉｍａｘ通信システムにおいて、
　前記識別符号は、ＭＡＣアドレスである
　ことを特徴とするＷｉｍａｘ通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の端末に対する通信リソースを管理するＰＦサーバと、前記ＰＦサーバ
と接続する複数のＡＳＮとを備えるＷｉｍａｘ通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　次世代の高速移動体通信方式としてＷｉＭＡＸ(Worldwide Interoperability for Micr
owave Access)が国際的に注目を集め、このシステムの導入が開始されている。
【０００３】
　このＷｉｍａｘ通信システム１００は、図８に示されるようにＡＳＮ（Access Service
 Network）１０２ａ、１０２ｂと、ＣＳＮ（Connectivity Service Network）１０４とを
備え、通信機能を有するコンピュータや携帯電話等である端末（ＭＳ）１２ａ～１２ｄは
、ＡＳＮ１０２ａ、０２ｂと接続して通信を行うことができる（非特許文献１、２参照）
。
【０００４】
　ＡＳＮ１０２ａは、端末１２ａ、１２ｂと無線接続する基地局１４ａ、１４ｂと、Ｑｏ
Ｓ（Quality of Service）管理等を行うＡＳＮＧＷ（Access Service Network-Gateway）
１０６ａとを備え、ＡＳＮ１０２ｂもＡＳＮ１０２ａと同様に基地局１４ｃ、１４ｄと、
ＡＳＮＧＷ１０６ｂとを備える。ＣＳＮ１０４は、ＰＦ（Policy Function）サーバ、Ａ
ＡＡ（Authentication Authorization Accounting）サーバ、ＤＨＣＰ（Dynamic Host Co
nfiguration Protocol）サーバを備える。
【０００５】
　Ｗｉｍａｘ通信システム１００では、端末１２ａと基地局１４ａ間、端末１２ｂと基地
局１４ｂ間、端末１２ｃと基地局１４ｃ間、端末１２ｄと基地局１４ｄ間のそれぞれにお
いて、ＱｏＳ特性の異なるサービスの流れに対応したコネクションであるサービスフロー
（SF:Service Flow）が生成される。このサービスフローの識別子であるサービスフロー
識別子（SFID：Service Flow Identifier）は、ＡＳＮＧＷ１０６ａ、１０６ｂによって
割り当てられ、ＡＳＮＧＷ１０６ａ、１０６ｂの配下の端末１２ａ、１２ｂ又は端末１２
ｃ、１２ｄに対しては、サービスフロー識別子が異なるサービスフローが生成される。従
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って、端末が移動し、無線接続先である基地局を変更するハンドオーバをする場合であっ
ても、同一ＡＳＮ内であれば、サービスフロー識別子の重複が起こらないので、ハンドオ
ーバが問題なく行われる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】WiMAX Forum Network Architecture (Stage2:Architecture Tenets, Re
ference Model and Reference Points) [Part2] IMPLEMENTATION DRAFT　２００８年５月
８日　p.148-149
【非特許文献２】WiMAX Forum Network Architecture (Stage3:Detailed Protocols and 
Procedures)　IMPLEMENTATION DRAFT　２００８年５月８日　p.41-43
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、ＡＳＮＧＷ１０６ａとＡＳＮＧＷ１０６ｂとは、サービスフロー識別子
に関する情報の交換を行っていないために、ＡＳＮＧＷ１０６ａ、１０６ｂ配下の異なる
端末に対して、同一のサービスフロー識別子が割り当てられる場合がある。かかる場合に
は、端末１２ｂが移動して、基地局１４ｂからＡＳＮ１０２ａとは異なるＡＳＮ１０２ｂ
の配下の基地局１４ｃへとハンドーオーバしようとしても、端末１２ｂと同一のサービス
フロー識別子が端末１２ｃに割り当てられていると、端末１２ｂは基地局１４ｃに対して
ネットワークエントリができず、結果としてハンドオーバが確立しない。
【０００８】
　また、上述のハンドオーバの問題を解決するために、ＡＳＮＧＷ１０６ａとＡＳＮＧＷ
１０６ｂとがサービスフロー識別子に関する情報交換を行うとすると、頻繁に情報交換を
する必要が生じ、この情報交換のための処理を行うことにより、Ｗｉｍａｘ通信システム
１００の全体のパフォーマンスが低下するという問題がある。
【０００９】
　本発明は、上記の課題を考慮してなされたものであって、異なるＡＳＮ間を端末がハン
ドオーバすることが可能なＷｉｍａｘ通信システム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】
【００１０】
　本発明に係るＷｉｍａｘ通信システムは、複数の端末に対する通信リソースを管理し、
前記各端末の識別符号と前記各端末が無線接続する基地局との間で生成されるサービスフ
ローの識別子であるサービスフロー識別子との対応関係を定めるテーブルを有するＰＦサ
ーバと、前記ＰＦサーバと接続する複数のＡＳＮ（Access Service Network）とを備え、
前記サービスフロー識別子は、前記テーブルに基づいて、前記各端末毎に割り当てられ、
一のＡＳＮ内の基地局に無線接続していた前記端末が、他のＡＳＮ内の基地局へハンドオ
ーバした場合に、前記端末に生成されていたサービスフロー識別子と同一のサービスフロ
ー識別子のサービスフローがハンドオーバ後にも前記端末に生成されることを特徴とする
。
【００１１】
　前記Ｗｉｍａｘ通信システムにおいて、前記識別符号はユーザアカウントであることを
特徴とする。
【００１２】
　また、前記Ｗｉｍａｘ通信システムにおいて、前記識別符号はＭＡＣアドレスであるこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明のＷｉｍａｘ通信システムによれば、ＰＦサーバがテーブルを備え、テーブルを
参照して、認証ユーザアカウント毎に異なるサービスフロー識別子を割り当てることによ
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り、同一のサービスフロー識別子であるサービスフローが生成されるのを防ぐことができ
る。これにより、Ｗｉｍａｘ通信システムの全体のパフォーマンスを低下することなく、
端末は、異なるＡＳＮを跨ぐハンドーオーバを確立することができる。また、テーブルに
おいて、認証ユーザアカウントと、サービスフロー識別子との関係を規定することにより
、ユーザが複数台の端末を有する場合であっても、サービスフローを一元的に管理するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の第１実施形態に係るＷｉｍａｘ通信システムの説明図である。
【図２】ＰＦサーバが備えるテーブルの説明図である。
【図３】サービスフロー識別子の割り当て手順についての説明図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係るＷｉｍａｘローミング通信システムの説明図である
。
【図５】本発明の第２実施形態におけるサービスフロー識別子の割り当て手順についての
説明図である。
【図６】本発明の第３実施形態に係るＷｉｍａｘローミング通信システムの説明図である
。
【図７】本発明の第３実施形態におけるサービスフロー識別子の割り当て手順についての
説明図である。
【図８】従来の一般的なＷｉｍａｘ通信システムの説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。図１は、本発明の第１実施
形態に係るＷｉｍａｘ通信システムの説明図であり、図２は、ＰＦサーバ２２が備えるテ
ーブルＴの説明図であり、図３は、サービスフロー識別子の割り当て手順についての説明
図である。なお、図８に示したＷｉｍａｘ通信システム１００と同一の構成要素には同一
の符号を付し、その詳細な説明を省略する。
【００１６】
　Ｗｉｍａｘ通信システム１０は、ＡＳＮ１６ａ、１６ｂと、ＣＳＮ１８とを備える。
【００１７】
　ＡＳＮ１６ａは、端末１２ａと無線接続する基地局１４ａと、端末１２ｂと無線接続す
る基地局１４ｂと、ＱｏＳの管理等を行うＡＳＮＧＷ２０ａとを備える。また、ＡＳＮ１
６ｂは、ＡＳＮ１６ａと同様の構成であって、基地局１４ｃ、１４ｄと、ＡＳＮＧＷ２０
ｂとを備える。
【００１８】
　ＣＳＮ１８は、端末に対する通信リソースを管理するＰＦサーバ２２と、端末の認証や
課金情報の収集・管理を行うＡＡＡサーバ２４と、端末へＩＰアドレスを割り当て、管理
をするＤＨＣＰサーバ２６とを備える。ＰＦサーバ２２は、図２に示す、端末の識別符号
であって、ユーザ名とパスワードとからなる認証ユーザアカウントと、前記認証ユーザア
カウントに対して割り当てられるサービスフロー識別子（SFID）との関係を規定するテー
ブルＴを備える。
【００１９】
　次に、端末１２ｂに対するサービスフロー識別子の割り当てについて説明する。なお、
端末１２ａ、１２ｃ、１２ｄに対するサービスフロー識別子の割り当ても同様に行われる
。
【００２０】
　端末１２ｂに対するサービスフロー識別子の割り当ては、基地局１４ｂの配下としてネ
ットワークエントリされる過程において行われる。端末１２ｂがＡＡＡサーバ２４におい
て認証を受けるために、「Calling Station Id」（ＭＡＣアドレス）及び認証ユーザアカ
ウントを含めたメッセージ「Radius Access Request」が、基地局１４ｂを介してＡＳＮ
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ＧＷ２０ａからＡＡＡサーバ２４に送信される（ステップＳ１）。
【００２１】
　ＡＡＡサーバ２４は、受信したメッセージ「Radius Access Request」内の「Calling S
tation Id」と認証ユーザアカウントとの少なくともいずれか一方に基づいて、端末１２
ｂの認証の可否を行う。ＡＡＡサーバ２４は、端末１２ｂを認証した場合には、ＰＦサー
バ２２に対して、認証ユーザアカウントとともにＱｏＳプロファイルの提供を求めるため
のメッセージ「Request」を送信する（ステップＳ２）。
【００２２】
　ＰＦサーバ２２は、受信した認証ユーザアカウントをテーブルＴと照合して、サービス
フロー識別子を決定し、決定したサービスフロー識別子とともに、求められたＱｏＳプロ
ファイルをＡＡＡサーバ２４に送信する（ステップＳ３）。例えば、端末１２ｂの認証ユ
ーザアカウントが「Ｘ１」の場合には、サービスフロー識別子として「ＳＦＩＤ１」が割
り当てられ、ＱｏＳプロファイルととものにＡＡＡサーバ２４に送信される。
【００２３】
　ＡＡＡサーバ２４は、受信したサービスフロー識別子及びＱｏＳプロファイルとともに
Radius認証パケットである「Radius Access Accept」をＡＳＮＧＷ２０ａに送信し、ＡＳ
ＮＧＷ２０ａは、メッセージ「ＥＡＰ」を抽出して基地局１４ｂに送信する（ステップＳ
４）。
【００２４】
　基地局１４ｂは、受信したメッセージ「ＥＡＰ」に基づいて、端末１２ｂとの間でサー
ビスフローを生成する。端末１２ｂは、基地局１４ｂから基地局１４ｃにハンドオーバし
た場合であっても、端末１２ｂに割り当てられるサービスフロー識別子が他の端末に割り
当てられることがないので、ハンドオーバを確立することができる。
【００２５】
　Ｗｉｍａｘ通信システム１０では、ＰＦサーバ２２がテーブルＴを備え、テーブルＴを
参照して、認証ユーザアカウント毎に異なるサービスフロー識別子を割り当てることによ
り、同一のサービスフロー識別子であるサービスフローが生成されるのを防ぐことができ
る。これにより、Ｗｉｍａｘ通信システム１０の全体のパフォーマンスを低下することな
く、端末１２ｂは、ＡＳＮ１６ａからＡＳＮ１６ｂへと、異なるＡＳＮを跨ぐハンドーオ
ーバを確立することができる。
【００２６】
　また、テーブルＴにおいて、認証ユーザアカウントと、サービスフロー識別子との関係
を規定することにより、ユーザが複数台の端末を有する場合であっても、サービスフロー
を一元的に管理することができる。
【００２７】
　＜ローミングサービスにおけるＳＦＩＤ割り当て（１）＞
　次に、本発明の第２実施形態について図面を参照して説明する。図４は、本発明の第２
実施形態に係るＷｉｍａｘローミング通信システム３０の説明図であり、図５は、サービ
スフロー識別子の割り当て手順についての説明図である。なお、図１、図８に示したＷｉ
ｍａｘ通信システム１０、１００と同一の構成要素には同一の符号を付し、その詳細な説
明を省略する。
【００２８】
　Ｗｉｍａｘローミング通信システム３０は、ＡＳＮ１６ａ、１６ｂと、ＣＳＮ３２、３
４、広域通信網３６とを備える。
【００２９】
　ＣＳＮ３２は、VisitedＰＦサーバ３８と、VisitedＡＡＡサーバ４０と、VisitedＤＨ
ＣＰサーバ４２とを備え、ＣＳＮ３４は、HomeＰＦサーバ４４と、HomeＡＡＡサーバ４６
と、HomeＤＨＣＰサーバ４８とを備える。
【００３０】
　VisitedＰＦサーバ３８は、ＰＦサーバ２２と同様のテーブルＴを備え、ＰＦサーバ２
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２のテーブルＴの規定内容に加えて、ローミングサービスによる通信を求める各端末に対
して割り当てるためのサービスフロー識別子も規定されている。
【００３１】
　VisitedＡＡＡサーバ４０は、端末の認証や課金情報の収集・管理を行うサーバであっ
て、後述する「Radius Access Request」内の認証レルム(realm)に基づいて、端末が契約
するネットワークサービスプロバイダを判断する機能を備える。また、端末が、Visited
ＡＡＡサーバ４０が構成するネットワークサービスプロバイダのシステム以外のネットワ
ークサービスプロバイダと契約していると判断した場合に、その旨をVisitedＰＦサーバ
３８に通知する機能を備えるとともに、前記端末の認証先のＡＡＡサーバリストを備える
。
【００３２】
　VisitedＤＨＣＰサーバ４２とHomeＤＨＣＰサーバ４８とは、ＤＨＣＰサーバ２６と同
一の構成である。HomeＰＦサーバ４４は、端末に対する通信リソースを管理するサーバで
はあるが、ＰＦサーバ２２と異なりテーブルＴを備えない。HomeＡＡＡサーバ４６は、Ａ
ＡＡサーバ２４と同一の構成である。
【００３３】
　Ｗｉｍａｘローミング通信システム３０は、ＡＳＮ１６ａとＣＳＮ３２とから構成され
るVisitedＷｉｍａｘ通信システムＶ１（他のＷｉＭＡＸ通信システム）と、ＡＳＮ１６
ｂとＣＳＮ３４とから構成されるHomeＷｉｍａｘ通信システムＨ１（一のＷｉＭＡＸ通信
システム）とから構成される。VisitedＷｉｍａｘ通信システムＶ１と、HomeＷｉｍａｘ
通信システムＨ１とは異なるネットワークサービスプロバイダが所有する。ＣＳＮ３２と
ＣＳＮ３４とは、インターネット等で構成される広域通信網３６を介して接続されている
。
【００３４】
　次に、HomeＷｉｍａｘ通信システムＨ１のネットワークサービスプロバイダと契約して
いる端末１２ｃが、契約していないネットワークサービスプロバイダのVisitedＷｉｍａ
ｘ通信システムＶ１を利用して通信する、いわゆるローミングサービスによる通信をする
場合における端末１２ｃに対するサービスフロー識別子の割り当てについて説明する。な
お、端末１２ｄがローミングサービスによる通信をする場合のサービスフロー識別子の割
り当てについても同様に行われる。
【００３５】
　端末１２ｃに対するサービスフロー識別子の割り当ては、基地局１４ｂの配下としてネ
ットワークエントリされる過程において行われる。端末１２ｃがHomeＡＡＡサーバ４６に
おいて認証を受けるために、「Calling Station Id」及び認証ユーザアカウントを含めた
メッセージ「Radius Access Request」が、基地局１４ｂを介してＡＳＮＧＷ２０ａからV
isitedＡＡＡサーバ４０に送信される（ステップＳ１１）。
【００３６】
　VisitedＡＡＡサーバ４０は、メッセージ「Radius Access Request」内の認証レルムか
ら契約先であるネットワークサービスプロバイダを特定し、端末１２ｃはHomeＷｉｍａｘ
通信システムＨ１のネットワークサービスプロバイダと契約している旨をメッセージ「Re
quest」としてVisitedＰＦサーバ３８に送信する（ステップＳ１２）。また、VisitedＡ
ＡＡサーバ４０は、前記認証レルムから端末１２ｃの認証先であるHomeＡＡＡサーバ４６
を特定し、HomeＡＡＡサーバ４６にメッセージ「Radius Access Request」を転送する（
ステップＳ１３）。
【００３７】
　VisitedＰＦサーバ３８は、受信したメッセージ「Request」をテーブルＴと照合して、
サービスフロー識別子を決定し、決定したサービスフロー識別子とともに、求められたＱ
ｏＳプロファイルをVisitedＡＡＡサーバ４０に送信する（ステップＳ１４）。
【００３８】
　HomeＡＡＡサーバ４６は、受信したメッセージ「Radius Access Request」内の「Calli
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ng Station Id」と認証ユーザアカウントとの少なくともいずれか一方に基づいて、端末
１２ｃの認証の可否を行う。HomeＡＡＡサーバ４６は、端末１２ｃを認証した場合にはRa
dius認証パケット「Radius Access Accept」をVisitedＡＡＡサーバ４０に送信する（ス
テップＳ１５）。
【００３９】
　VisitedＡＡＡサーバ４０は、HomeＡＡＡサーバ４６から前記「Radius Access Accept
」を受信した場合には、VisitedＰＦサーバ３８から受信したサービスフロー識別子及び
ＱｏＳプロファイルを前記「Radius Access Accept」とともにＡＳＮＧＷ２０ａに送信し
、ＡＳＮＧＷ２０ａは、メッセージ「ＥＡＰ」を抽出して基地局１４ｂに送信する（ステ
ップＳ１６）。
【００４０】
　基地局１４ｂは、受信したメッセージ「ＥＡＰ」に基づいて、端末１２ｃとの間でサー
ビスフローを生成する。
【００４１】
　なお、VisitedＡＡＡサーバ４０は、HomeＡＡＡサーバ４６からメッセージ「Radius Ac
cess Reject」を受信した場合には、VisitedＰＦサーバ３８から受信したサービスフロー
識別子及びＱｏＳプロファイルを破棄する。
【００４２】
　Ｗｉｍａｘローミング通信システム３０では、VisitedＰＦサーバ３８がテーブルＴを
備え、テーブルＴを参照して、認証ユーザアカウント毎にサービスフロー識別子を割り当
てることにより、ローミングサービスにおける通信において、同一のサービスフロー識別
子であるサービスフローが生成されるのを防ぐことができる。
【００４３】
＜ローミングサービスにおけるＳＦＩＤ割り当て（２）＞
　次に、本発明の第３実施形態について図面を参照して説明する。図６は、本発明の第３
実施形態に係るＷｉｍａｘローミング通信システム５０の説明図であり、図７は、サービ
スフロー識別子の割り当て手順についての説明図である。なお、図１、図４、図８に示し
たＷｉｍａｘ通信システム１０、３０、１００と同一の構成要素には同一の符号を付し、
その詳細な説明を省略する。
【００４４】
　Ｗｉｍａｘローミング通信システム５０は、ＡＳＮ１６ａ、１６ｂと、ＣＳＮ５２と、
ＣＳＮ５４と、広域通信網３６とを備える。
【００４５】
　ＣＳＮ５２は、VisitedＰＦサーバ５８と、VisitedＡＡＡサーバ６０と、VisitedＤＨ
ＣＰサーバ６２とを備え、ＣＳＮ５４は、HomeＰＦサーバ６４と、HomeＡＡＡサーバ６６
、HomeＤＨＣＰサーバ６８とを備える。
【００４６】
　VisitedＰＦサーバ５８は、端末に対する通信リソースを管理するサーバであるが、Ｐ
Ｆサーバ２２と異なりテーブルＴを備えていない。
【００４７】
　VisitedＡＡＡサーバ６０は、VisitedＡＡＡサーバ４０と同様のサーバであるが、端末
が、VisitedＡＡＡサーバ４０が構成するネットワークサービスプロバイダのシステム以
外のネットワークサービスプロバイダと契約していると判断した場合に、VisitedＰＦサ
ーバ３８に対してメッセージ「Request」を送信する機能を備えてなくてもよい。
【００４８】
　VisitedＤＨＣＰサーバ６２とHomeＤＨＣＰサーバ６８とは、ＤＨＣＰサーバ２６と同
一の構成である。HomeＰＦサーバ６４は、ＰＦサーバ２２と同様のテーブルＴを備え、Ｐ
Ｆサーバ２２のテーブルＴの規定内容に加えて、ローミングサービスによる通信を求める
各端末に対して割り当てるためのサービスフロー識別子も規定されている。なお、テーブ
ルＴは、ＡＳＮ１６ａのＡＳＮＧＷ２０ａで割り当てられるサービスフロー識別子と重複
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しないように規定される。HomeＡＡＡサーバ６６は、VisitedＡＡＡサーバ４０と同一構
成のサーバである。
【００４９】
　また、Ｗｉｍａｘローミング通信システム５０では、ＡＳＮ１６ａとＣＳＮ５２とから
構成されるVisitedＷｉｍａｘ通信システムＶ２（他のＷｉＭＡＸ通信システム）と、Ａ
ＳＮ１６ｂとＣＳＮ５４とから構成されるHomeＷｉｍａｘ通信システムＨ２（一のＷｉＭ
ＡＸ通信システム）とから構成される。VisitedＷｉｍａｘ通信システムＶ２と、HomeＷ
ｉｍａｘ通信システムＨ２とは異なるネットワークサービスプロバイダが所有する。ＣＳ
Ｎ５２とＣＳＮ５４とは、広域通信網３６を介して接続されている。
【００５０】
　次に、HomeＷｉｍａｘ通信システムＨ２のネットワークサービスプロバイダと契約して
いる端末１２ｃが、契約していないネットワークサービスプロバイダのVisitedＷｉｍａ
ｘ通信システムＶ２を利用して通信する場合における端末１２ｃに対するサービスフロー
識別子の割り当てについて説明する。なお、端末１２ｄがローミングサービスによる通信
をする場合のサービスフロー識別子の割り当てについても同様に行われる。
【００５１】
　端末１２ｃに対するサービスフロー識別子の割り当ては、基地局１４ｂの配下としてネ
ットワークエントリされる過程において行われる。端末１２ｃが、HomeＡＡＡサーバ４６
において、認証を受けるために、「Calling Station Id」及び認証ユーザアカウントを含
めたメッセージ「Radius Access Request」が、基地局１４ｂを介してＡＳＮＧＷ２０ａ
からVisitedＡＡＡサーバ６０に送信される（ステップＳ２１）。
【００５２】
　VisitedＡＡＡサーバ６０は、メッセージ「Radius Access Request」内の認証レルムか
ら契約先であるネットワークサービスプロバイダを特定し、端末１２ｃの認証先であるHo
meＡＡＡサーバ６６を特定し、HomeＡＡＡサーバ６６にメッセージ「Radius Access Requ
est」を転送する（ステップＳ２２）。
【００５３】
　HomeＡＡＡサーバ６６は、受信したメッセージ「Radius Access Request」内の「Calli
ng Station Id」と認証ユーザアカウントとの少なくともいずれか一方に基づいて、端末
１２ｃの認証の可否を行う。HomeＡＡＡサーバ６６は、端末１２ｃを認証した場合にはメ
ッセージ「Request」をHomeＰＦサーバ６４に送信する（ステップＳ２３）。
【００５４】
　HomeＰＦサーバ６４は、受信したメッセージ「Request」をテーブルＴと照合して、サ
ービスフロー識別子を決定し、決定したサービスフロー識別子とともに、求められたＱｏ
ＳプロファイルをHomeＡＡＡサーバ６６に送信する（ステップＳ２４）。
【００５５】
　HomeＡＡＡサーバ６６は、受信したサービスフロー識別子及びＱｏＳプロファイルとと
もにRadius認証パケット「Radius Access Accept」をVisitedＡＡＡサーバ６０に送信す
る（ステップＳ２５）。
【００５６】
　VisitedＡＡＡサーバ６０は、受信したサービスフロー識別子、ＱｏＳプロファイル及
び前記「Radius Access Accept」をＡＳＮＧＷ２０ａに送信し、ＡＳＮＧＷ２０ａは、メ
ッセージ「ＥＡＰ」を抽出して基地局１４ｂに送信する（ステップＳ２６）。
【００５７】
　基地局１４ｂは、受信したメッセージ「ＥＡＰ」に基づいて、端末１２ｂとの間でサー
ビスフローを生成する。
【００５８】
　Ｗｉｍａｘローミング通信システム５０では、HomeＰＦサーバ６４がテーブルＴを備え
、テーブルＴを参照して、認証ユーザアカウント毎にサービスフロー識別子を割り当てる
ことにより、ローミングサービスにおける通信において、同一のサービスフロー識別子で
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【００５９】
　なお、本発明は、上述の実施形態に限らず、本発明の要旨を逸脱することなく、種々の
構成を採り得ることはもちろんである。
【００６０】
　例えば、テーブルＴは、認証ユーザアカウントと、前記認証ユーザアカウントに対して
割り当てられるサービスフロー識別子との関係を規定しているが、端末を特定できる識別
符号であれば、これに限定されるものではなく、端末のＭＡＣアドレスであってもよい。
【符号の説明】
【００６１】
１０、１００…Ｗｉｍａｘ通信システム
１２ａ～１２ｄ…端末
１４ａ～１４ｄ…基地局
１６ａ、１６ｂ…ＡＳＮ
１８、３２、３４、５２、５４…ＣＳＮ
２０ａ、２０ｂ…ＡＳＮＧＷ
２２…ＰＦサーバ
２４…ＡＡＡサーバ
２６…ＤＨＣＰサーバ
３０、５０…Ｗｉｍａｘローミング通信システム
３６…広域通信網
３８、５８…VisitedＰＦサーバ
４０、６０…VisitedＡＡＡサーバ
４２、６２…VisitedＤＨＣＰサーバ
４４、６４…HomeＰＦサーバ
４６、６６…HomeＡＡＡサーバ
４８、６８…HomeＤＨＣＰサーバ
Ｔ…テーブル
Ｈ１、Ｈ２…HomeＷｉｍａｘ通信システム
Ｖ１、Ｖ２…VisitedＷｉｍａｘ通信システム
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