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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）のユーザ端末が、アクセスモバイ
ル通信ネットワークを選択する最適化インタラクション方法であって、
　ａ） ＷＬＡＮユーザ端末とＷＬＡＮアクセスネットワークとの間のワイヤレス接続が
確立された後、該ＷＬＡＮアクセスネットワークまたは該ＷＬＡＮユーザ端末が、アクセ
ス認証手順を開始し、該ＷＬＡＮアクセスネットワークが該ＷＬＡＮユーザ端末へユーザ
識別リクエストメッセージを送信し、
　ｂ） 前記ユーザ識別リクエストメッセージを受信した後、前記ＷＬＡＮユーザ端末が
、前記ＷＬＡＮアクセスネットワークを変更するかの検出結果に応じて、現在処理される
べきネットワーク選択情報を決定し、前記ＷＬＡＮアクセスネットワークへ該決定された
ネットワーク選択情報を含むユーザ識別応答メッセージをリターンし、
　ｃ） 前記ユーザ識別応答メッセージを受信した後に、該ユーザ識別応答メッセージの
ネットワーク選択情報が、該ＷＬＡＮアクセスネットワークが現在接続されているモバイ
ル通信オペレーションネットワークの一つを示しているか否かを、前記ＷＬＡＮアクセス
ネットワークが判断し、そうである場合、前記ＷＬＡＮユーザ端末から、前記ネットワー
ク選択情報に示されているモバイル通信オペレーションネットワークへ、アクセス認証リ
クエストを送信し、そうでない場合、前記ネットワークが前記ＷＬＡＮユーザ端末へ通知
信号を送信し、該ＷＬＡＮユーザ端末は、該通知信号のコンテンツに応じて、これ以降の
オペレーションを終了する、



(2) JP 4954704 B2 2012.6.20

10

20

30

40

50

　ステップを含む、最適化インタラクション方法。
【請求項２】
　前記ＷＬＡＮユーザ端末において最高のアクセス優先順位を有するモバイル通信オペレ
ーションネットワークをプリセットするステップを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ステップｂ）において、ＷＬＡＮアクセス識別情報に応じて、前記ＷＬＡＮアクセスネ
ットワークを変更するかが判断され、前記ネットワーク選択情報を決定するステップが、
　ｂ１） ユーザ端末が現在位置しているＷＬＡＮの識別情報を前記ＷＬＡＮユーザ端末
が検出し、ＷＬＡＮアクセス識別情報および先のネットワーク選択情報がそれ自体に記憶
されているかを該ＷＬＡＮユーザ端末が判断し、そうである場合、ステップｂ２）を実行
し、そうでない場合、ステップｂ３）を実行し、
　ｂ２） 現在検出されているＷＬＡＮアクセス識別情報が、それ自体に記憶されている
ＷＬＡＮアクセス識別情報と同じであるかを判断し、そうである場合、現在処理すべきネ
ットワーク選択情報として、それ自体に記憶されている先のネットワーク選択情報を使用
し、現在フローを終了し、そうでない場合、ステップｂ３）を実行し、
　ｂ３） プリセットされた最高のアクセス優先順位を有するモバイル通信オペレーショ
ンネットワークの情報を現在処理すべきネットワーク選択情報として使用する、
　ステップを更に含む請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記ネットワーク選択情報において示されているモバイル通信オペレーションネットワ
ークへ好適にアクセスされた後、現在のＷＬＡＮユーザ端末が、それ自体に記憶されてい
るＷＬＡＮアクセス識別情報を、現在検出されているＷＬＡＮアクセス識別情報によって
、更新し、現在好適にアクセスされているモバイル通信オペレーションネットワークがそ
れ自体に記憶されている先のネットワーク選択情報と同じであるかを判断し、異なってい
る場合、それ自体に記憶されている先のネットワーク選択情報を、前記現在好適にアクセ
スされているモバイル通信オペレーションネットワークの情報によって、更新し、そうで
ない場合、それ自体に記憶されている先のネットワーク選択情報を更新しないステップを
更に含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　現在の好適にアクセスされているモバイル通信オペレーションネットワークの情報がそ
れ自体に記憶されている先のネットワーク選択情報と同じであるかを判断する前記ステッ
プの前に、当該方法が、前記現在の好適にアクセスされているモバイル通信オペレーショ
ンネットワークの情報が前記プリセットされた最高のアクセス優先順位を有する前記モバ
イル通信オペレーションネットワークの情報と同じであるかを判断し、異なる場合は、該
現在の好適にアクセスされているモバイル通信オペレーションネットワークの情報が、そ
れ自体に記憶されている先のネットワーク選択情報と同じであるかを判断するステップを
実行し、そうでない場合、それ自体に記憶されている先のネットワーク選択情報を更新す
るステップを更に含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記記憶されているネットワーク選択情報が更新された後、現在記憶されている先のネ
ットワーク選択情報に対して有効なライフスパンを設定し、該有効なライフスパンは、記
憶されているコンテンツをタイムアウト後には無効とするように設定するために使用され
る、ステップを更に含む、請求項４または５に記載の方法。
【請求項７】
　前記ＷＬＡＮアクセスネットワークが変更されない場合、当該方法が、それ自体に記憶
された先のネットワーク選択情報の有効なライフスパンがタイムアウトであるかを判断し
、そうである場合、前記プリセットされた最高のアクセス優先順位を有するモバイル通信
オペレーションネットワークの情報を、現在処理すべきネットワーク選択情報として使用
し、そうでない場合、それ自体に現在記憶されている先のネットワーク選択情報を、現在
処理すべきネットワーク選択情報として引き続き使用し、前記有効なライフスパンが引き
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続き消費されるステップを更に含む、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ネットワーク選択情報によって示されるモバイル通信オペレーションネットワーク
へ好適にアクセスされた後、当該方法が、現在好適にアクセスされているモバイル通信オ
ペレーションネットワークの情報が、それ自体に記憶されている先のネットワーク選択情
報と同じであるかを判断し、異なっている場合、それ自体に記憶されている先のネットワ
ーク選択情報を更新した後、現在記憶されている先のネットワーク選択情報の有効なライ
フスパンをリセットし、同じである場合、それ自体に記憶されている先のネットワーク選
択情報を用いて現在のＷＬＡＮユーザ端末が好適にアクセスされるかを判断し、そうであ
る場合、それ自体に記憶されている先のネットワーク選択情報を更新せずに該有効なライ
フスパンを引き続き消費し、そうでない場合、それ自体に記憶されている先のネットワー
ク選択情報を更新せずに該ネットワーク選択情報の有効なライフスパンをリセットするス
テップを更に含む、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　ステップｃ）において、前記ネットワークから前記ＷＬＡＮユーザ端末へ送信された通
知信号が、アドバタイズすべきモバイル通信オペレーションネットワーク情報を含み、当
該方法が、前記通知信号を受信した後で、ＷＬＡＮユーザ端末がモバイル通信オペレーシ
ョンネットワークを再選択し、該通知信号のネットワーク情報に応じて、該選択されたモ
バイル通信オペレーションネットワークに対応するネットワーク情報を得て、次に、前記
ＷＬＡＮアクセスネットワークへ新しいネットワーク選択情報を含むユーザ識別応答メッ
セージを送信し、ステップｃ）に戻る、ステップを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　ステップｃ）において、前記ネットワークから前記ＷＬＡＮユーザ端末へ送信された通
知信号が、現在選択されているネットワークが無効であり、モバイル通信オペレーション
ネットワークの情報をダウンロードする必要があることを、前記ユーザ端末に通知し、当
該方法が、前記ＷＬＡＮユーザ端末が、モバイル通信オペレーションネットワークの情報
をダウンロードする必要があるかを判断し、そうである場合、前記ＷＬＡＮユーザ端末が
、前記ネットワークへネットワーク情報をダウンロードする必要があることを示す応答を
リターンし、該応答を受信した後、該ネットワークは、前記ＷＬＡＮユーザ端末へモバイ
ル通信オペレーションネットワークの情報をアドバタイズし、モバイル通信オペレーショ
ンネットワークの情報を得た後で、前記ＷＬＡＮユーザ端末が、モバイル通信オペレーシ
ョンネットワークを再選択し、前記ＷＬＡＮアクセスネットワークへ新しいネットワーク
選択情報を含むアクセス認証リクエストを再送信し、ステップｃ）へ戻り、そうでない場
合、いかなる処理をも実施せず、もしくは、ダウンロード不要であることを示す応答をリ
ターンするステップを更に含む請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記記憶された先のネットワーク選択情報がモバイル通信オペレーションネットワーク
リストである、請求項７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、ネットワークアクセス技術に係り、より詳細には、ワイヤレスロー
カルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）においてユーザ端末が最適なアクセスモバイル通信
オペレーションネットワークを選択する最適化インタラクション方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユーザのワイヤレスアクセス速度に対する要求が高まるにつれて、狭小領域において高
速データアクセスを提供することができるＷＬＡＮが開発されてきた。ＷＬＡＮは、種々
の異なる技術を含み、現在広く適用されている技術的規格は、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂで
あり、当該規格は２．４ＧＨｚの周波数チャネルを使用し、最高１１Ｍｂｐｓの速度でデ
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ータを伝送することができる。ＩＥＥＥ８０２．１１ｇおよびブルートゥースもこの周波
数チャネルを使用し、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇは、最高５４Ｍｂｐｓの速度でデータを伝
送することができる。ＩＥＥＥ８０２．１１ａおよびＥＴＳＩ　ＢＲＡＮ（Ｅｕｒｏｐｅ
ａｎ Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ 
－ Ｂｒｏａｄｂａｎｄ Ｒａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ）ハイパーラン２な
どの他の新しい技術は、５ＧＨｚの周波数チャネルを使用し、最高５４Ｍｂｐｓの速度で
データを伝送することができる。
【０００３】
　種々の異なるワイヤレスアクセス技術が提供されているが、ＷＬＡＮの大部分は、イン
ターネットプロトコル（ＩＰ）データパケットを送信するために使用される。ワイヤレス
ＩＰネットワークにおいて、使用される特定のＷＬＡＮアクセス技術は、一般に、上位Ｉ
Ｐに対してトランスペアレントである。ＷＬＡＮアクセス技術において、ユーザ端末のワ
イヤレスアクセスは、アクセスポイント（ＡＰ）を用いることによって実施され、ＩＰ送
信ネットワークは、ネットワークコントロールおよび接続機器の接続によって確立される
。
【０００４】
　ＷＬＡＮ技術の普及と発展に伴って、ＷＬＡＮと、種々のワイヤレスモバイル通信ネッ
トワーク（例えば、モバイル通信のためのグローバルシステム（ＧＳＭ）、符号分割多元
接続（ＣＤＭＡ）システム、広帯域符号分割多元接続（ＷＣＤＭＡ）システム、時分割同
期ＣＤＭＡ（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）システム、または符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）２００
０システム）と、の間の相互通信が現在のリサーチの焦点となっている。第３世代パート
ナープロジェクト（３ＧＰＰ）規格組織においては、ユーザ端末が、ＷＬＡＮアクセスネ
ットワークを介して、インターネットまたはイントラネットに接続されることができ、さ
らに、ユーザ端末が、ＷＬＡＮアクセスネットワークを介して、３ＧＰＰシステムのホー
ムネットワークまたは３ＧＰＰシステムのビジテッドネットワーク(visited network)に
接続されることができることが規定されている。具体的には、図２に示されるように、ロ
ーカルアクセスの場合、ＷＬＡＮユーザ端末は、ＷＬＡＮアクセスネットワークを介して
、３ＧＰＰホームネットワークへ接続される；図１に示されるように、該ユーザ端末がロ
ーミングする場合、ＷＬＡＮユーザ端末は、ＷＬＡＮアクセスネットワークを介して、３
ＧＰＰビジテッドネットワークに接続され、該３ＧＰＰビジテッドネットワークのエンテ
ィティの一部が、３ＧＰＰホームネットワークの対応するエンティティにそれぞれ接続さ
れる。例えば、該３ＧＰＰビジテッドネットワークにおける３ＧＰＰ　ＡＡＡ（認証許可
課金）エージェントは、３ＧＰＰホームネットワークにおける３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバに
接続され、３ＧＰＰビジテッドネットワークにおけるＷＬＡＮアクセスゲートウェイ（Ｗ
ＡＧ）は、３ＧＰＰホームネットワークのパケットデータゲートウェイ（ＰＤＧ）に接続
される。ここで、図１および図２は、ローミングとノンローミングのそれぞれの場合にお
けるＷＬＡＮシステムと３ＧＰＰシステムとの相互通信のためのフレームワークを示す略
図である。
【０００５】
　図１および図２に関しては、３ＧＰＰシステムは、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）／ホ
ームロケーションレジスタ（ＨＬＲ）、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバ、３ＧＰＰ　ＡＡＡエー
ジェント、ＷＡＧ、ＰＤＧ、課金ゲートウェイ（ＣＧｗ）／集金機能（ＣＣＦ）およびオ
ンライン課金システム（ＯＣＳ）を主として含む。ユーザ端末、ＷＬＡＮアクセスネット
ワークの全てのエンティティおよび３ＧＰＰシステムが連結して３ＧＰＰ－ＷＬＡＮイン
タラクションネットワークを構成し、これがＷＬＡＮサービスシステムとして使用され得
る。ここで、３ＧＰＰ　ＡＡＡサーバは、ユーザに対して、認証、許可、および課金を実
施し、集金し、および課金情報をＷＬＡＮアクセスネットワークから課金システムへ伝送
することを担当する。ＰＤＧは、ユーザデータを、ＷＬＡＮアクセスネットワークから、
３ＧＰＰネットワークまたは他のパケットネットワークへ伝送することを担当する。課金
システムは、主として、ネットワークからユーザの課金情報を受信し記録することを担当
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する。ＯＣＳは、ネットワークに、オンライン課金ユーザの課金状態に応じて、オンライ
ン課金情報を周期的に送信するように指示すること、および、課金の統計およびコントロ
ールを担当する。
【０００６】
　ノンローミングの場合、ＷＬＡＮユーザ端末が、インターネット／イントラネットへ直
接アクセスすることを期待する場合、ユーザ端末は、ＷＬＡＮアクセスネットワークを介
して、ＡＡＡサーバ（ＡＳ）によってアクセス認証および許可を終了した後で、ＷＬＡＮ
アクセスネットワークを介して、インターネット／イントラネットへアクセスし得る。Ｗ
ＬＡＮユーザ端末が、３ＧＰＰパケットスイッチ（ＰＳ）のドメインサービスへアクセス
することを期待する場合、シナリオ３のサービスを得るために３ＧＰＰホームネットワー
クへ更に照会することができる。即ち、ＷＬＡＮユーザ端末は、３ＧＰＰホームネットワ
ークのＡＳにシナリオ３サービスの許可をリクエストし、３ＧＰＰホームネットワークの
ＡＳは、このサービス許可リクエストがあると、サービス認証および許可を実行し、成功
すれば、ＡＳは、ユーザ端末へアクセス許可メッセージを送信し、ユーザ端末に対応する
ＰＤＧを割り当て、これによって、ユーザ端末は、該ユーザ端末と割り当てられたＰＤＧ
との間のチャネルが確立された後で、３ＧＰＰ　ＰＳドメインサービスにアクセスするこ
とができる。一方、ＣＧｗ／ＣＣＦとＯＣＳは、ユーザ端末のネットワーク使用状況に応
じて課金情報を記録する。ローミングの場合、ＷＬＡＮユーザ端末がインターネット／イ
ントラネットへ直接アクセスすることを期待する場合、ユーザ端末は、３ＧＰＰビジテッ
ドネットワークを介して、インターネット／イントラネットへアクセスするために３ＧＰ
Ｐホームネットワークへ照会することができる。該ユーザ端末が、シナリオ３サービスへ
さらに照会し、３ＧＰＰパケットスイッチ（ＰＳ）ドメインサービスにアクセスすること
を期待する場合、ユーザ端末は、３ＧＰＰビジテッドネットワークを介して、３ＧＰＰホ
ームネットワークに対してサービス許可手続きを開始する必要がある、該手続きは、ユー
ザ端末と３ＧＰＰホームネットワークのＡＳとの間でも実行される。許可が成功すれば、
該ＡＳは、ユーザ端末へ対応するホームＰＤＧを割当て、これによって、ユーザ端末は、
該ユーザ端末と割り当てられたＰＤＧとの間のチャネルが確立された後で、３ＧＰＰ　Ｐ
Ｓドメインサービスにアクセスすることができる。
【０００７】
　図３に示されるように、３ＧＰＰ－ＷＬＡＮ相互通信において、ＷＬＡＮが、複数の３
ＧＰＰビジテッドネットワーク（ＶＰＬＭＮ：Ｖｉｓｉｔｅｄ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ
　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、即ち、複数のモバイル通信オペレーションネットワ
ークに接続されている場合、これと同時に、このＷＬＡＮにアクセスした後で、ＷＬＡＮ
ユーザ端末が、所望のＶＰＬＭＮを選択する。例えば、中国では、ＷＬＡＮアクセスネッ
トワークが、チャイナモバイル（Ｃｈｉｎａ　Ｍｏｂｉｌ）とチャイナユニコム（Ｃｈｉ
ｎａ　Ｕｎｉｃｏｍ）との両方のＶＰＬＭＮオペレーションネットワークに同時に接続さ
れ、次に、チャイナユニコムのユーザは、ＷＬＡＮにアクセスする際にチャイナユニコム
のＶＰＬＭＮオペレーションネットワークにアクセスするようにＷＬＡＮアクセスネット
ワークに指示する必要がある。
【０００８】
　他の例を挙げると、中国のあるＷＬＡＮへフランス人のユーザがローミングする場合に
おいて、このフランス人ユーザのホームネットワークがチャイナモバイルとチャイナユニ
コムとの両方のローミングプロトコルを有し、ＷＬＡＮアクセスネットワークがチャイナ
モバイルとチャイナユニコムとの両方に接続されている場合、このフランス人ユーザは、
ＷＬＡＮへアクセスした後でアクセスすべきＶＰＬＭＮネットワークを選択する必要があ
る。ユーザ端末が所望されるアクセスネットワークをいかにして選択するか、さらに、Ｗ
ＬＡＮアクセスネットワークへそれ自身が選択したネットワークの情報を通知するだけで
なく、該ユーザ端末によって選択されたネットワーク情報の情報に応じて、３ＧＰＰ－Ｗ
ＬＡＮ相互通信ネットワークがいかにしてインタラクションを実行するかについて、その
解決スキームは、他の特許出願によって提案されている。その基本的な考えは、ＷＬＡＮ
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ユーザ端末が、アクセス認証リクエストによってＷＬＡＮアクセスネットワークへネット
ワーク選択情報を送信し、該ＷＬＡＮアクセスネットワークが処理されているネットワー
ク選択情報に応じて、ユーザ端末によってアクセスすべき所望されるモバイル通信オペレ
ーションネットワークを識別し、アクセス認証とそれ以降のオペレーションのために選択
されたネットワークに現在のユーザ端末を接続させることである。
【０００９】
　しかしながら、ＷＬＡＮユーザ端末は、ネットワークを選択する度に大量のネットワー
クリソースを消費する。例えば、ユーザが他の場所をローミングし、ユーザが現在位置し
ているユーザのホームモバイル通信オペレーションネットワークがＷＬＡＮユーザ端末に
直接接続されていない条件下では、ユーザ端末がＷＬＡＮアクセスネットワークに毎回最
初に選択されたネットワークとしてユーザのホームネットワークを通知する場合、アクセ
ス毎に、ネットワーク選択手順がトリガーされ、これによって、ＷＬＡＮネットワークは
、ユーザ端末にネットワーク選択情報を送信し、該ユーザ端末は、ユーザのアクセスのネ
ットワーク消費および遅延に先行して、判断し、選択した後に、選択されたネットワーク
にアクセスする。しかしながら、単に前回選択されたモバイル通信オペレーションネット
ワークを使用する場合、新しいＷＬＡＮネットワークに入ったＷＬＡＮユーザ端末に関し
ては、現在選択されているネットワークが該ＷＬＡＮユーザ端末の最適なＰＬＭＮ（パブ
リックランドモバイルネットワーク）ネットワークであることが必ずしも保証されるわけ
ではない。すなわち、ＷＬＡＮユーザ端末が、新しいＷＬＡＮネットワーク内に位置して
いるとき、アクセスすべきデフォルトなモバイル通信オペレーションネットワークまたは
予め選択されたモバイル通信オペレーションネットワークが、該ユーザ端末のビジテッド
ネットワークとローミング関係を有しており、使用可能であるが、該ユーザ端末が現在位
置している新しいＷＬＡＮネットワークは、ホームパブリックランドモバイルネットワー
ク（ＨＰＬＭＮ）または他のより良好なＶＰＬＭＮへ直接接続され得る。このような場合
において、ルーティング（経路付け）のためのデフォルトなモバイル通信オペレーション
ネットワーク、あるいは、選択されたモバイル通信オペレーションネットワークが既に存
在しているので、新しいネットワークの選択が許可されず、従って、ユーザ端末が、ＨＰ
ＬＭＮなどの現在のＷＬＡＮネットワークに対して最適なＰＬＭＮネットワークを選択す
ることできるということは保証されない。ＷＬＡＮユーザ端末が新しいＷＬＡＮに位置し
ているとき、ＷＬＡＮが複数のモバイルネットワークに接続されている場合にユーザ端末
がいかにして適切な最適モバイル通信オペレーションネットワークを常に選択することを
保証するかという問題に関して、いまだに具体的な解決策が提案されていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　上記に鑑み、本発明の主な目的は、ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）においてユーザ端末がアクセスモバイル通信オペレーションネットワークを選択する最
適化されたインタラクション方法を提供することであり、これによって、ユーザ端末が複
数のモバイル通信オペレーションネットワークに接続されたＷＬＡＮにアクセスしたとき
の必要条件に応じてアクセスすべき最適なモバイル通信オペレーションネットワークを選
択することが可能になる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するための本発明による技術的スキームは以下の通りである。
【００１２】
　ワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）のユーザ端末が、アクセスモバイ
ル通信ネットワークを選択するための最適化インタラクション方法であって、
　ａ）　ＷＬＡＮユーザ端末とＷＬＡＮアクセスネットワークとの間のワイヤレス接続が
確立された後、該ＷＬＡＮアクセスネットワークまたは該ＷＬＡＮユーザ端末が、アクセ
ス認証手順を開始し、該ＷＬＡＮアクセスネットワークが該ＷＬＡＮユーザ端末へユーザ
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識別リクエストメッセージを送信し、
　ｂ）　ユーザ識別リクエストメッセージを受信した後、ＷＬＡＮユーザ端末が、ＷＬＡ
Ｎアクセスネットワークを変更するかを判断する検出結果に応じて、またはユーザ選択情
報に応じて、現在処理されるべきネットワーク選択情報を決定し、ＷＬＡＮアクセスネッ
トワークへ該決定されたネットワーク選択情報を含むメッセージをリターンし、
　ｃ）　ＷＬＡＮアクセスネットワークが、受信したメッセージのネットワーク選択情報
が、該ＷＬＡＮアクセスネットワークに現在接続されているモバイル通信オペレーション
ネットワークの一つを示しているか否かを判断し、そうである場合、ＷＬＡＮユーザ端末
から、ネットワーク選択情報に示されているモバイル通信オペレーションネットワークへ
、アクセス認証リクエストを送信し、そうでない場合、ネットワークがＷＬＡＮユーザ端
末へ通知信号を送信し、該ＷＬＡＮユーザ端末は、該通知信号のコンテンツに応じて、こ
れ以降のオペレーションを終了する、ステップを含む、最適化インタラクション方法。
【００１３】
　この方法は、ＷＬＡＮユーザ端末において、最高のアクセス優先順位を有するモバイル
通信オペレーションネットワークをプリセットするステップを更に含んでもよい。
【００１４】
　ステップｂ）において、ＷＬＡＮアクセス識別情報に応じて、ＷＬＡＮアクセスネット
ワークを変更するかが判断され、ネットワーク選択情報を決定するステップが、
　ｂ１）　ＷＬＡＮユーザ端末が、ユーザ端末が現在位置しているＷＬＡＮの識別情報を
検出し、ＷＬＡＮアクセス識別情報および先のネットワーク選択情報がそれ自体に記憶さ
れているかを判断し、そうである場合、ステップｂ２）を実行し、そうでない場合、ステ
ップｂ３）を実行し、
　ｂ２）　現在検出されているＷＬＡＮアクセス識別情報が、それ自体に記憶されている
ＷＬＡＮアクセス識別情報と同じであるかを判断し、そうである場合、現在処理すべきネ
ットワーク選択情報としてそれ自体に記憶されている先のネットワーク選択情報を使用し
、現在フローを終了し、そうでない場合、ステップｂ３）を実行し、
　ｂ３）　プリセットされたれ最高のアクセス優先順位を有するモバイル通信オペレーシ
ョンネットワークの情報を現在処理すべきネットワーク選択情報として使用する、
　ステップを更に含む。
【００１５】
　本方法は、ネットワーク選択情報において示されているモバイル通信オペレーションネ
ットワークへ好適にアクセスされた後、現在のＷＬＡＮユーザ端末が、それ自体に記憶さ
れているＷＬＡＮアクセス識別情報を、現在検出されているＷＬＡＮアクセス識別情報に
よって、更新し、現在好適にアクセスされているモバイル通信オペレーションネットワー
クがそれ自体に記憶されている先のネットワーク選択情報と同じであるかを判断し、異な
っている場合、それ自体に記憶されている先のネットワーク選択情報を、現在好適にアク
セスされているモバイル通信オペレーションネットワークの情報によって、更新し、そう
でない場合、それ自体に記憶されている先のネットワーク選択情報を更新しないステップ
を更に含んでもよい。
【００１６】
　現在の好適にアクセスされているモバイル通信オペレーションネットワークの情報がそ
れ自体に記憶されている先のネットワーク選択情報と同じであるかを判断するステップの
前に、本方法が、現在の好適にアクセスされているモバイル通信オペレーションネットワ
ークの情報がプリセットされた最高のアクセス優先順位を有するモバイル通信オペレーシ
ョンネットワークの情報と同じであるかを判断し、異なる場合は、該現在の好適にアクセ
スされているモバイル通信オペレーションネットワークが、それ自体に記憶されている先
のネットワーク選択情報と同じであるかを判断するステップを実行し、そうでない場合、
それ自体に記憶されている先のネットワーク選択情報を更新するステップを更に含んでも
よい。
【００１７】
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　ステップｂ２）において、現在検出されているＷＬＡＮアクセス識別情報が、それ自体
に記憶されているＷＬＡＮアクセス識別情報と同じである場合、ステップｂ２）が、ユー
ザ選択情報が変更されるかを判断し、そうである場合、現在処理すべきネットワーク選択
情報として、新しくセットされた最高のアクセス優先順位を有するモバイル通信オペレー
ションネットワークの情報を使用し、そうでない場合、現在処理すべきネットワーク選択
情報として、ＷＬＡＮユーザ端末自体に記憶されている先のネットワーク選択情報を使用
するステップを更に含んでもよい。
【００１８】
　上記スキームにおいて、最高のアクセス優先順位を有するモバイル通信オペレーション
ネットワークは、現在のＷＬＡＮユーザ端末のホームネットワークである。ＷＬＡＮアク
セス識別情報は、サービスセット識別子（ＳＳＩＤ）またはアクセスポイント識別子（Ａ
ＰＩＤ）またはアクセスポイントのＭＡＣアドレスである。
【００１９】
　ステップｂ）において、ネットワーク選択情報を決定するステップが、ユーザ選択情報
が変更されるかを判断し、そうである場合、新しくセットされた最高のアクセス優先順位
を有するモバイル通信オペレーションネットワークの情報を、現在処理すべきネットワー
ク選択情報として使用し、そうでない場合、ＷＬＡＮユーザ端末自体に記憶されている先
のネットワーク選択情報を、現在処理すべきネットワーク選択情報として使用するステッ
プを更に含んでもよい。
【００２０】
　本方法は、記憶されているネットワーク選択情報が更新された後、現在記憶されている
先のネットワーク選択情報に対して有効なライフスパンを設定し、該有効なライフスパン
は、記憶されているコンテンツをタイムアウト後には無効とするように設定するために使
用される、ステップを更に含んでもよい。本方法は、ＷＬＡＮアクセスネットワークが変
更されない場合、それ自体に記憶された先のネットワーク選択情報の有効なライフスパン
がタイムアウトであるかを判断し、そうである場合、プリセットされた最高のアクセス優
先順位を有するモバイル通信オペレーションネットワークの情報を、現在処理すべきネッ
トワーク選択情報として使用し、そうでない場合、それ自体に記憶されている先のネット
ワーク選択情報を、現在処理すべきネットワーク選択情報として引き続き使用し、有効な
ライフスパンが引き続き消費されるステップを更に含む。
【００２１】
　ネットワーク選択情報によって示されるモバイル通信オペレーションネットワークへ好
適にアクセスされた後、該方法が、現在好適にアクセスされているモバイル通信オペレー
ションネットワークの情報が、それ自体に記憶されている先のネットワーク選択情報と同
じであるかを判断し、異なっている場合、それ自体に記憶されている先のネットワーク選
択情報を更新した後、現在記憶されている先のネットワーク選択情報の有効なライフスパ
ンをリセットし、同じである場合、それ自体に記憶されている先のネットワーク選択情報
を用いて現在のＷＬＡＮユーザ端末が好適にアクセスされるかを判断し、そうである場合
、それ自体に記憶されている先のネットワーク選択情報を更新せずに該有効なライフスパ
ンを引き続き消費し、そうでない場合、それ自体に記憶されている先のネットワーク選択
情報を更新せずに該ネットワーク選択情報の有効なライフスパンをリセットするステップ
を更に含む。
【００２２】
　上記スキームにおいて、ネットワーク選択情報が、ネットワークアクセス識別子（ＮＡ
Ｉ）フォーマットを有するユーザ識別フィールドへ置かれる。
【００２３】
　ステップｃ）において、ネットワークからＷＬＡＮユーザ端末へ送信された通知信号が
、アドバタイズすべきモバイル通信オペレーションネットワーク情報を含み、本方法が、
通知信号を受信した後で、ＷＬＡＮユーザ端末がモバイル通信オペレーションネットワー
クを再選択し、該通知信号のネットワーク情報に応じて、該選択されたモバイル通信オペ
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レーションネットワークに対応するネットワーク情報を得て、次に、ＷＬＡＮアクセスネ
ットワークへ新しいネットワーク選択情報を含むメッセージを送信し、ステップｃ）に戻
る、ステップを更に含む。本方法は、通知信号を送信した後、ネットワークが、ユーザ端
末からの応答メッセージを待機し、一定時間応答を受信しない場合、ＷＬＡＮユーザ端末
へ選択結果リクエストをアクティブに送信するステップを更に含んでもよい。あるいは、
本方法は、ネットワークが、通知信号を送信した後、現在認証を終了し、ＷＬＡＮユーザ
端末が、モバイル通信オペレーションネットワークを再選択した後、ＷＬＡＮユーザ端末
へのアクセス認証手順を再び開始し、新しいネットワーク選択情報を含むアクセス認証情
報を送信するステップを更に含んでもよい。
【００２４】
　ステップｃ）において、ネットワークからＷＬＡＮユーザ端末へ送信された通知信号が
、現在選択されているネットワークが無効であり、モバイル通信オペレーションネットワ
ークの情報をダウンロードする必要があることを、ユーザ端末に通知し、本方法は、ＷＬ
ＡＮユーザ端末が、モバイル通信オペレーションネットワークの情報をダウンロードする
必要があるかを判断し、そうである場合、ＷＬＡＮユーザ端末が、ネットワークへネット
ワーク情報をダウンロードする必要があることを示す応答をリターンし、該応答を受信し
た後、該ネットワークは、ＷＬＡＮユーザ端末へモバイル通信オペレーションネットワー
クの情報をアドバタイズし、モバイル通信オペレーションネットワークの情報を得た後で
、ＷＬＡＮユーザ端末が、モバイル通信オペレーションネットワークを再選択し、ＷＬＡ
Ｎアクセスネットワークへ新しいネットワーク選択情報を含むアクセス認証リクエストを
再送信し、ステップｃ）へ戻り、そうでない場合、いかなる処理をも実施せずに、ダウン
ロード不要であることを示す応答をリターンするステップを更に含む。本方法は、通知信
号を送信した後、ネットワークが、ユーザ端末からの応答メッセージを待機し、一定時間
応答を受信しない場合、ＷＬＡＮユーザ端末へモバイル通信オペレーションネットワーク
の情報をアクティブにアドバタイズするステップを更に含む。あるいは、本方法は、通知
信号を送信した後、ネットワークが、現在認証を終了し、ネットワーク情報をダウンロー
ドする必要がある場合、ＷＬＡＮユーザ端末が、ネットワーク情報ダウンロード手順をア
クティブに開始するステップを更に含む。
【００２５】
　上記スキームにおいて、ＷＬＡＮユーザ端末は、プリセットされたパラメータに応じて
ネットワークによってアドバタイズされたモバイル通信オペレーションネットワークの情
報を自動的に選択する。
【発明の効果】
【００２６】
　ＷＬＡＮにおいて、ユーザ端末が、アクセスモバイル通信ネットワークを選択する際の
最適化インタラクション方法において、ＷＬＡＮアクセスネットワークへユーザ端末のネ
ットワーク選択情報を含むアクセス認証リクエストを送信した場合、ユーザ端末は、ＷＬ
ＡＮアクセスネットワークの検出された変更に応じて、またはユーザ設定に応じて、現在
処理されるべきネットワーク選択情報を決定する。ユーザが他のモバイル通信オペレーシ
ョンネットワークへ切り換える必要がある場合、新しいネットワーク選択情報がＷＬＡＮ
アクセスネットワークへ送信され得る。そうでない場合は、先の好適なアクセスにおいて
使用されたネットワーク情報が使用される。このように、ローミングユーザは、タイムリ
ー且つ正確にアクセスすべきモバイル通信オペレーションネットワークを選択できること
が保証され、このように、ユーザ端末が、アクセスする毎に、アクセスネットワークを何
度も選択する必要がなくなり、これによって、ユーザ端末のアクセス手順が最適化される
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明の基本的な発想は、アクセス認証を実施する時、ＷＬＡＮユーザ端末が、現在位
置しているＷＬＡＮアクセスネットワークを変更すべきか、または、該ユーザが前もって
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アクセスすべきモバイル通信オペレーションネットワークを変更したいかを判断すること
である。いずれかの場合、ＷＬＡＮユーザ端末は、アクセス認証リクエストによって、Ｗ
ＬＡＮアクセスネットワークへ、新しいネットワーク選択情報を送信し、そうでない場合
、ＷＬＡＮユーザ端末は、前回好適にアクセスされたネットワークの情報を送信し続ける
か、または、該前回好適にアクセスされたネットワークが、ＷＬＡＮアクセスネットワー
クへのネットワーク選択情報としてアクセスすべき最高の優先順位を有するものとして、
設定される。アクセス認証リクエストにおいて処理されたネットワーク選択情報に応じて
、ＷＬＡＮアクセスネットワークは、ユーザ端末がアクセスしたいモバイル通信オペレー
ションネットワークを識別し、アクセス認証およびこれ以降のオペレーションに備えて現
在のユーザ端末を選択されたネットワークに接続する。このようにして、ユーザ端末が、
最適化されたプロセスを使用することによってアクセスすべき最適なモバイル通信オペレ
ーションネットワークを選択できることが保証される。
【００２８】
　ここで、ネットワーク選択情報は、ユーザ端末が現在アクセスしようとする、ＷＬＡＮ
に接続された、モバイル通信オペレーションネットワークの情報を意味する。この選択情
報は、ユーザ端末によってプリセットされてもよいし、または、ネットワークによってア
ドバタイズされたモバイル通信オペレーションネットワークの選択情報に応じて、ユーザ
端末によって選択されてもよい。該ネットワーク選択情報は、アクセス認証リクエストの
個別フィールド内部またはアクセス認証リクエストのネットワークアクセス識別子（ＮＡ
Ｉ）のフォーマットでユーザ識別フィールドの内部に設定されてもよい。
【００２９】
　本発明において、ＷＬＡＮユーザ端末は、二つの状況下で、ＷＬＡＮアクセスネットワ
ークへ新しいネットワーク選択情報を送信する。一つは、現在位置しているＷＬＡＮネッ
トワークが変更された場合であり、一般的に、サービスセット識別子（ＳＳＩＤ）または
アクセスポイント識別子（ＡＰＩＤ）またはアクセスポイントのＭＡＣアドレスなどの検
出されたＷＬＡＮアクセス識別情報、あるいは、サービスエリア、サービスプロバイダ、
サービスプロバイダブランド、地理的位置などを示すために使用される情報などのＷＬＡ
Ｎアクセスネットワークによってアドバタイズされた他の識別情報に基づいて、判断され
る。ＷＬＡＮユーザ端末がその位置を変更して、新しいＷＬＡＮアクセスネットワークに
入る場合、ＷＬＡＮユーザ端末に対応するＳＳＩＤ、ＡＰＩＤまたはアクセスポイントの
ＭＡＣアドレスは変更される。一つのＳＳＩＤは、少なくとも一つのＷＬＡＮインターネ
ットサービスプロバイダ（ＷＩＳＰ）に対応し、各ＷＩＳＰに対して、該ＷＩＳＰに接続
され、該ＷＩＳＰとローミング関係を有するＰＬＭＮは基本的に限定されており、ＳＳＩ
Ｄによる判断に応じて最適なモバイル通信オペレーションネットワークを選択することを
満足させ得る。しかしながら、場合によっては、同一のＳＳＩＤを有するＷＬＡＮネット
ワークが異なる地理的位置によって異なるＰＬＭＮに接続されることもある。ユーザは、
ＳＳＩＤ、ＡＰＩＤまたはアクセスポイントのＭＡＣアドレス、あるいは、関連するパラ
メータを構築することによって判断するための他の検出パラメータを自由に使用できる。
他の状況は、ユーザがアクティブに情報をリセットする場合、即ち、ユーザが選択情報を
変更する場合である。すなわち、ユーザ端末が現在位置しているＷＬＡＮが全く変更され
ない場合でも、ユーザは、サービス品質などの必要条件に応じて、現在アクセスすべき最
適なモバイル通信オペレーションネットワークを再選択することができる。
【００３０】
　図３に示されるネットワークストラクチャに基づいて、モバイル通信オペレーションネ
ットワークのユーザ端末選択情報の最適化されたインタラクションプロセスは、図４に示
されるように、以下のステップを含む。
【００３１】
　ステップ４０１：　ＷＬＡＮユーザ端末が、ＷＬＡＮを介して、３ＧＰＰ－ＷＬＡＮ相
互通信にアクセスしている場合、ＷＬＡＮユーザ端末またはネットワークは、アクセス認
証手順を開始する。ＷＬＡＮユーザ端末が引き続いてアクセス認証手順を開始すると仮定
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した場合、ＷＬＡＮユーザ端末は、まず、ＷＬＡＮアクセスネットワークへアクセス認証
リクエストを送信する。
【００３２】
　ステップ４０２～４０３：　ＷＬＡＮアクセスネットワークが該リクエストを受信した
後で、ＷＬＡＮアクセスネットワークとユーザ端末との間のアクセス認証手順が開始され
る。即ち、拡張可能認証プロトコル（ＥＡＰ）手順が開始される。具体的には、ＷＬＡＮ
アクセスネットワークは、ユーザ端末へユーザ識別リクエストメッセージを送信し、現在
ユーザ端末のユーザ識別をリクエストする。該リクエストを受信した後、ＷＬＡＮユーザ
端末は、現在の検出されたＷＬＡＮアクセスネットワークを変更すべきか、または、ユー
ザ選択情報を変更すべきかの判断に基づいてネットワーク選択情報を決定し、次に、図５
のステップ５０２および５０３に示されるように、ＷＬＡＮアクセスネットワークへ、ネ
ットワーク選択情報を含むユーザ識別応答メッセージを送信する。該ネットワーク選択情
報は、以下に例として取り上げられるＮＡＩフォーマットのユーザ識別フィールド内に配
置され得る。ユーザ識別フィールドは、ユーザ識別とドメイン識別の二つの部分を含む。
ここで、ユーザ選択情報とは、ユーザがアクセスすべきモバイル通信オペレーションネッ
トワークをアクティブに選択する場合にユーザによって入力または設定される関連ネット
ワーク情報を意味する。
【００３３】
　ネットワーク選択情報を決定するためには以下の三つの方法がある。
１）ＳＳＩＤ、ＡＰＩＤ、またはＡＰのＭＡＣアドレスなどのＷＬＡＮアクセス識別情報
の変更に応じて新しいモバイル通信オペレーションネットワークを選択し、決定する方法
。２）ユーザによって入力された選択情報に基づく方法。３）最初に選択されたネットワ
ークとして使用され、現在ＷＬＡＮユーザ端末のホームモバイル通信オペレーションネッ
トワークであってよい、最高のアクセス優先順位を有するプリセットされたモバイル通信
オペレーションネットワークに基づく方法。
【００３４】
　ＷＬＡＮアクセスネットワークを変更すべきか判断することは、現在の検出されている
ユーザ端末が位置する位置のＳＳＩＤ、ＡＰＩＤ、またはＡＰのＭＡＣアドレスを、ＷＬ
ＡＮユーザ端末内に記憶されているＳＳＩＤ、ＡＰＩＤ、またはＡＰのＭＡＣアドレスと
、比較することである。検出されたＳＳＩＤに応じて異なるＷＬＡＮアクセスネットワー
クを区別する場合、ＷＬＡＮユーザ端末は、現在のＷＬＡＮアクセスネットワークに対応
するＳＳＩＤを検出し、それ自体にＳＳＩＤおよびネットワーク選択情報が記憶されてい
るかを判断する。そうである場合、検出されたＳＳＩＤをそれ自体に記憶されているＳＳ
ＩＤと比較し、これらが同じであれば、記憶されている先のネットワーク選択情報を現在
のネットワーク選択情報として決定する。同一でない場合、最高のアクセス優先順位を有
するモバイル通信オペレーションネットワークの情報を現在のネットワーク選択情報とし
て使用する。これに対して、ＳＳＩＤが記憶されていない場合、最高のアクセス優先順位
を有するモバイル通信オペレーションネットワークの情報を現在のネットワーク選択情報
として使用する。
【００３５】
　上記のネットワーク選択情報を決定する手順において、検出されたＳＳＩＤがそれ自体
に記憶されているＳＳＩＤと同じである場合、ＷＬＡＮユーザ端末は、ユーザ選択情報に
応じて、最高のアクセス優先順位を有するモバイル通信オペレーションネットワークをリ
セットすべきかを更に判断することもある。そうである場合、最高のアクセス優先順位を
有するモバイル通信オペレーションネットワークの最新のリセット情報を現在のネットワ
ーク選択情報として使用し、該情報をＷＬＡＮアクセスネットワークへ送信する。
【００３６】
　確実に、ステップ４０３において、ユーザ選択情報が変更されるか、即ち、ユーザが最
高のアクセス優先順位を有するモバイル通信オペレーションネットワークをリセットした
かが直接判断される。そうである場合、最高のアクセス優先順位を有するモバイル通信オ
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ペレーションネットワークの最新のリセット情報を現在のネットワーク選択情報として使
用し、該情報をＷＬＡＮアクセスネットワークへ送信する。そうでない場合、引き続いて
、先の好適にアクセスされたモバイル通信オペレーションネットワークを使用するか、ま
たは、現在検出されているＳＳＩＤが変更されたかを更に判断する。変更された場合、最
高のアクセス優先順位でプリセットされたモバイル通信オペレーションネットワークが使
用され、そうでない場合、先の好適にアクセスされたモバイル通信オペレーションネット
ワークが使用される。
【００３７】
　いつでも必要に応じてアクセスする最適なモバイル通信オペレーションネットワークと
して、ユーザは新しいモバイル通信オペレーションネットワークを再選択することができ
る。例えば、ＳＳＩＤ、ＡＰＩＤ、またはＡＰのＭＡＣアドレスが変更されていない状況
下において、ユーザ端末は、ネットワーク選択の最適化が必要かについて、即ち、ユーザ
端末が現在のアクセスするモバイル通信オペレーションネットワークよりも良好なモバイ
ル通信オペレーションネットワークを再選択する必要があるかについて、注意を喚起され
る。
【００３８】
　有効なライフスパンが記憶されているネットワーク選択情報に対して設定され得る。ユ
ーザ端末が位置する現在のＷＬＡＮアクセスネットワークが有効なライフスパン期間に変
更されない場合、該記憶されているネットワーク選択情報が当面使用される。有効なライ
フスパンが終了すると、ユーザ端末は、ＷＬＡＮアクセス識別情報に応じて、ネットワー
ク選択情報を再決定する。このように、ユーザ端末が、アクセスする最適なモバイル通信
オペレーションネットワークを選択することができることが更に保証される。例えば、ユ
ーザ端末が、ある瞬間に、ＷＬＡＮアクセスネットワークＡを介して、モバイル通信オペ
レーションネットワークへアクセスするとき、ＷＬＡＮアクセスネットワークＡは、モバ
イル通信オペレーションネットワークＡおよびＢに接続される。一定時間を経ても、該ユ
ーザ端末は、まだ、ＷＬＡＮアクセスネットワークＡに位置するが、該ＷＬＡＮアクセス
ネットワークＡは、モバイル通信オペレーションネットワークＡ、ＢおよびＣにも接続さ
れている。この中で、モバイル通信オペレーションネットワークＣが該ユーザ端末にとっ
て最適なネットワークである。あるいは、ユーザの地理的な位置が変更された場合、新し
い地理的位置でもＷＬＡＮサービスプロバイダは変更されないが、ＷＬＡＮアクセスネッ
トワークは、地理的位置の違いによって、二つ以上のモバイル通信オペレーションネット
ワークＣおよびＤに接続される。これらの状況において、有効なライフスパンが設定され
ない場合、配置されたＷＬＡＮアクセスネットワークが変更されなければ、ユーザ端末は
、最適なネットワークを選択することができないかもしれない。これに対して有効なライ
フスパンを設定することによって、ユーザ端末は、最適なネットワークを選択する機会を
得ることができる。
【００３９】
　記憶された先のネットワーク選択情報が更新される度に、ＷＬＡＮユーザ端末において
有効なライフスパンがリセットされる。これに対して、記憶されている先のネットワーク
選択情報が更新されない場合、有効なライフスパンは、時間減少式または時間増加式のい
ずれかによって引き続いて消費される。更に、現在のＷＬＡＮユーザ端末が、ネットワー
クによって送信された情報を使用することによって、ネットワーク再選択手順によって好
適にアクセスされる場合、現在の好適なアクセスにおいて使用されるネットワーク情報が
、ユーザ端末に記憶されているネットワーク選択情報と同じであり、記憶されたネットワ
ーク選択情報が更新されなくても、有効なライフスパンはリセットされる。
【００４０】
　ここで、記憶されている先のネットワーク選択情報は、一つのモバイル通信オペレーシ
ョンネットワークの情報であってもよいし、あるいは、モバイル通信オペレーションネッ
トワークのリストであってもよい。記憶されているネットワーク選択情報がリストである
場合、リストの量はユーザによって設定されても良いし、端末のパフォーマンスによって
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決定されてもよい。記憶されたネットワーク選択情報を更新する手順は、リストスペース
が使い果たされているかを判断することを含み、そうである場合、最初のネットワーク選
択情報記録を抹消し、新しいネットワーク選択情報記録を追加する。
【００４１】
　有効なライフスパンの値はユーザによって設定および変更され得る。例えば、ユーザが
、ローミングサービスが受けられる国に５日間滞在する場合、アクセスするネットワーク
を毎日変更しなくてもよいし、滞在する位置も大きく変更しなくてよい。ユーザは、先の
ネットワーク選択記録を記憶する有効なライフスパンを１日として設定することができる
。このような場合、ユーザは比較的固定された場所でネットワークにアクセスし、ネット
ワークを一回選択するだけでよい。但し、アクセスタイムに若干の遅延はある。あるいは
、ユーザは、有効なライフスパンを５日として直接設定することもできる。この場合、ロ
ーミングサービスが受けられる国に到着した時点で、まず、ネットワークを選択した後、
アクセスネットワークを変更しなければ、ネットワークを選択する必要はない。これによ
って、アクセス手順が大きく最適化される。
【００４２】
　ステップ４０４～４０５：　ネットワーク選択情報を含む応答メッセージを受信した後
、ＷＬＡＮアクセスネットワークは、この応答メッセージにおけるユーザ識別フィールド
を解析し、該ユーザ識別フィールドに含まれるネットワーク選択情報が、現在ＷＬＡＮが
接続されているモバイル通信オペレーションネットワークの情報であるかを判断する。そ
うである場合、ステップ４０６を実行し、そうでない場合は、即ち、ＷＬＡＮが、ネット
ワーク選択情報に含まれる情報によって示されるモバイル通信オペレーションネットワー
クを識別できない場合は、ステップ４０７を実行する。
【００４３】
　ステップ４０６：ＮＡＩフォーマットを有するユーザ識別フィールドのネットワーク選
択情報に応じて、現在ユーザ端末によってアクセスすべきモバイル通信オペレーションネ
ットワークが決定される。ＷＬＡＮアクセスネットワークは、現在ユーザ端末のアクセス
認証リクエストを、アクセス認証のために、ネットワーク選択情報によって示されるモバ
イル通信オペレーションネットワークへ送信する。
【００４４】
　ここで、ＷＬＡＮアクセスネットワークが、ユーザ識別フィールドに含まれるネットワ
ーク選択情報に応じて、ビジテッドネットワーク情報が含まれていることを検出した場合
、ユーザ識別フィールドに含まれるビジテッドネットワークの情報に応じて、ＷＬＡＮア
クセスネットワークは、ユーザ端末が関連するビジテッドネットワークの認証許可課金プ
ロキシ（ＡＡＡプロキシ）へアクセス認証リクエストを送信し、次に、該ＡＡＡプロキシ
は、アクセス認証のために、ユーザ端末が関連するホームネットワークの３ＧＰＰ　ＡＡ
Ａサーバへアクセス認証リクエストを送る。そうでない場合、ユーザ識別フィールドに含
まれるネットワーク選択情報に応じて、図５のステップ５０６に示されるように、ＷＬＡ
Ｎアクセスネットワークは、アクセス認証のために、該ユーザ端末が関連するホームネッ
トワークのＡＡＡサーバへアクセス認証リクエストを送る。ここで、ユーザ端末からアク
セス認証リクエストを受信し、ユーザ識別フィールドがビジテッドネットワーク情報を含
み、該ビジテッドネットワーク情報がローカル情報であることを検出した後、ビジテッド
ネットワークのＡＡＡプロキシは、ユーザ識別フィールドのドメイン識別の一部を変更し
、これによって、ホームネットワークのドメイン識別のみが含まれるようになる。次に、
ユーザ端末のホームネットワークへ変更されたリクエストを送信する。
【００４５】
　ＷＬＡＮユーザ端末が現在位置しているＷＬＡＮネットワークが該ＷＬＡＮユーザ端末
のホームネットワークに直接接続されており、該ユーザ端末がローミング識別子を使って
アクセス認証リクエストを開始する場合、即ち、含まれているネットワーク選択情報がビ
ジテッドネットワーク情報を含んでいる場合、現在ネットワークは、ＮＡＩフォーマット
を有するユーザ識別フィールドにおけるビジテッドネットワーク情報を、ホームネットワ
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ーク情報へ、直接変更することができる。あるいは、現在ネットワークは、このユーザ端
末へ通知信号を送信でき、現在位置しているネットワークがユーザのホームネットワーク
であることをユーザにプロンプトする。ユーザ端末が、ホームネットワーク情報を使って
アクセス認証リクエストを再度開始する場合、現在ネットワークは、アクセス認証手順を
直接終了することができるが、ユーザ端末がローミングネットワークを選択することをい
まだに主張する場合は、現在ネットワークは、該ユーザ端末に対するアクセス認証を実行
し、ローミングネットワークを介して、引き続いて、サービスを提供する。
【００４６】
　ステップ４０７～４０８：　ネットワーク側は、現在のユーザ端末へ通知信号を送信し
、該ユーザ端末は、該通知信号のコンテンツに応じて、引き続いて、オペレーションを実
行する。ここで、通知信号は、直接、ＷＬＡＮプロトコルにおける拡張可能認証プロトコ
ル（ＥＡＰ）－リクエスト／通知であってもよいし、単一設定された通知信号であっても
よい。ネットワークからユーザ端末へ送信された通知信号は、二つの状況のいずれかであ
ってよい。即ち、一つの状況において、通知信号が、ネットワークによってアドバタイズ
されるモバイル通信オペレーションネットワークの情報を直接含み、これによって、ＷＬ
ＡＮユーザ端末またはユーザが選択を直接実行できる。他の状況は、通知信号が、ユーザ
端末に現在選択されているモバイル通信オペレーションネットワーク情報が無効であるこ
とを通知し、モバイル通信オペレーションネットワーク情報をダウンロードするようユー
ザ端末に指示するためのみに使用される。
【００４７】
　最初の状況では、通知信号が、現在ＷＬＡＮが接続されているモバイル通信オペレーシ
ョンネットワークの情報を含むので、ユーザ端末が該通知信号を受信した後で、モバイル
通信オペレーションネットワークを再選択することができ、該通知信号のネットワーク情
報に応じて、選択されたモバイル通信オペレーションネットワークに対応するネットワー
ク情報を得ることができる。次に、ユーザ端末は、選択されたモバイル通信オペレーショ
ンネットワークの情報を、応答メッセージ内のＮＡＩフォーマットを有するユーザ識別フ
ィールドに入れ、ステップ４０３に戻る前に、判定のために、ＷＬＡＮアクセスネットワ
ークへ応答メッセージを送信する。ここで、ネットワークは、通知信号を送信した後で、
ユーザ端末からの選択応答を待機することができる。この場合、一定時間経ても応答がな
ければ、ネットワークは、ユーザ端末へ選択結果リクエストをアクティブに送信する。あ
るいは、ネットワークは、通知信号を送信した後、ユーザ端末からの選択応答を待機せず
に、現在手順を終了することができ、ユーザ端末は、第２のアクセス認証手順を開始する
。
【００４８】
　第２の状況下では、通知信号を受信した後、ＷＬＡＮユーザ端末は、モバイル通信オペ
レーションネットワークの情報をダウンロードすべきか否かを自動的に選択してもよいし
、ユーザにその選択を指示することもできる。ＷＬＡＮユーザ端末による自動選択とは、
ユーザ端末が、ユーザのプリセットされたパラメータに応じてネットワークによってアド
バタイズされた情報を自動的に処理し、適切なモバイル通信オペレーションネットワーク
を自動的に選択できることを意味する。必要であれば、ＷＬＡＮユーザ端末は、適切なネ
ットワークを選択するためのユーザのためのメニューアイテムをポップアップするなど、
ユーザが選択するための情報をユーザにディスプレイする。ユーザに情報をディスプレイ
する場合、ユーザ端末は、ユーザのホームネットワークとローミング関係を有するネット
ワークの情報をディスプレイするために判断および選択を実施することができる。モバイ
ル通信オペレーションネットワーク情報をダウンロードすることが必要とされる場合、Ｗ
ＬＡＮユーザ端末は、該ユーザ端末がネットワーク情報のダウンロードを必要としている
ことを示す応答をネットワークへリターンする。該応答を受信した後、ネットワークは、
該ユーザ端末へモバイル通信オペレーションネットワーク情報をアドバタイズする。モバ
イル通信オペレーションネットワーク情報を得た後、ＷＬＡＮユーザ端末は、モバイル通
信オペレーションネットワークを再選択し、ステップ４０３へ戻る前に、新しいネットワ
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ーク選択情報を用いてアクセス認証リクエストを再び開始する。モバイル通信オペレーシ
ョンネットワーク情報をダウンロードする必要がない場合、ＷＬＡＮユーザ端末はプロセ
スの実行をせず、ダウンロード不要の応答メッセージをリターンする。ここで、ネットワ
ークは、通知信号をアドバタイズした後、ユーザ端末の選択応答を待機することができる
。このような場合、一定時間経っても応答を受信しなければ、ネットワークは、ユーザ端
末へモバイル通信オペレーションネットワーク情報をアクティブにアドバタイズする。あ
るいは、ネットワークは、通知信号をアドバタイズした後、ユーザ端末の選択応答を待機
せずに、現在手順を終了することができ、ユーザ端末は、ネットワーク情報をダウンロー
ドする必要があれば、ネットワーク情報ダウンロード手順を開始するためのリクエストを
アクティブに送信する。
【００４９】
　上記の二つの状況において、ネットワークによる選択のためにユーザ端末に提供される
モバイル通信オペレーションネットワークの情報が特定のネットワーク情報記憶装置に記
憶される。モバイル通信オペレーションネットワークの情報は、一般に、以下のパラメー
タを含む。即ち、ネットワーク識別、ネットワークＱＯＳ（サービス品質）、帯域幅、サ
ービス品質、使用可能なＷＬＡＮシナリオ条件、課金条件、サービスカテゴリなど、を含
む。現在ＷＬＡＮが接続されているモバイル通信オペレーションネットワーク情報をアド
バタイズするとき、ネットワークは、現在のユーザ端末によって示されるホームネットワ
ークとローミング関係にあるビジテッドネットワークの情報を選択することができる。こ
のようなビジテッドネットワークがない場合、ネットワークは、情報をアドバタイズしな
いか、または、ローミング関係がないことをユーザに通知するかのいずれかを選択できる
。
【００５０】
　好適にアクセスされた後、ＷＬＡＮユーザ端末は、記憶されているＳＳＩＤを現在検出
されたＳＳＩＤとして更新し、記憶されたネットワーク選択情報を新しく選択されたネッ
トワークのネットワーク情報として更新する。当然、現在アクセスに対して使用されるＷ
ＬＡＮユーザ端末において記憶された先のネットワーク選択情報である場合、記憶された
情報を更新する必要はない。
【００５１】
　上記スキームのローミングユーザについては、該ローミングユーザ端末が位置している
ＷＬＡＮアクセスネットワークが変更されるか、あるいは、ユーザ自身が現在アクセスす
べきモバイル通信オペレーションネットワークを変更したい場合、ローミングユーザ端末
は、タイムリーにアクセスするために最適なモバイル通信オペレーションネットワークを
選択し、各好適なアクセスの後、現在識別情報およびネットワーク選択情報を記憶する。
これに対して、該ローミングユーザ端末が、ネットワークを再選択する必要がない場合、
先の好適なアクセスされたモバイル通信オペレーションネットワークを引き続き使用し、
これによって、ユーザ端末へ選択可能なネットワーク情報を送信する手順を省略すること
ができ、アクセス手順が最適化される。
【００５２】
　上記のスキームにおいて、ステップ４０５のネットワーク選択情報についての判断およ
びステップ４０７の通知情報の送信は、ネットワーク情報判断および通知送信ユニットと
呼ばれる同一ネットワークエンティティによって実施され得る。ネットワーク情報判断お
よび通知送信ユニットは、アクセスコントロール（ＡＣ）機器などのＷＬＡＮアクセスネ
ットワークに設けられ、または、現在ＷＬＡＮアクセスネットワークの外側およびＡＡＡ
サーバなどの現在のＷＬＡＮアクセスネットワークに接続されているモバイル通信オペレ
ーションネットワークの内部に配置され得て、複数のＷＬＡＮアクセスネットワークを同
時に提供する。あるいは、デフォルトＡＡＡプロキシも、ネットワーク情報判断および通
知送信ユニットとしてプリセットされてよい。
【００５３】
　上記のスキームにおいて、アクセス認証手順を開始するユーザ端末である場合、アクセ
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ス認証手順中に選択すべきモバイル通信オペレーションネットワークを決定できないでい
る間は、該ユーザ端末は、アクセス認証リクエスト送信前または送信中、または、アクセ
ス認証手順中、現在ＷＬＡＮが接続されているモバイル通信オペレーションネットワーク
の情報をダウンロードするリクエストを送信することができる。即ち、ユーザ端末は、モ
バイル通信オペレーションネットワークを取得し、ネットワークを選択した後で、アクセ
ス認証手順を開始することができる。あるいは、ネットワーク情報をダウンロードする手
順とアクセス認証手順とは同時に実行され得る。ここで、ＥＡＰ（拡張可能認証プロトコ
ル）信号またはポータルインタラクション方法を採用することによってネットワーク情報
をダウンロードするためのリクエストを送信することができる。該ユーザ端末は、ＷＬＡ
Ｎアクセスネットワークからユーザ識別リクエストメッセージを受信した後、現在ＷＬＡ
Ｎが接続されているモバイル通信オペレーションネットワークの情報をダウンロードする
リクエストを送ってもよい。このような場合、リクエストは、独立した信号として送信さ
れてもよいし、あるいは、リクエスト識別はユーザ識別応答メッセージに配置されてもよ
い。例えば、ユーザ識別応答は、プリセットされたダウンロードリクエストフィールドが
設定されている間はヌルであり、あるいは、応答ユーザ識別が０ｘＦＦＦＦのとき、ネッ
トワーク情報をダウンロードすべく直接調整される。
【００５４】
　図６は、本発明の実施形態による最適アクセスモバイルネットワークを選択するユーザ
端末の最適化インタラクションプロセスを示すフローチャートである。本実施形態の前提
は：３ＧＰＰ－ＷＬＡＮインタラクションネットワークにおいて、現在ＷＬＡＮユーザ端
末は前回モバイル通信オペレーションネットワークＡに好適にアクセスされた。ユーザ端
末が配置されている先のＷＬＡＮアクセスネットワークのＳＳＩＤと共に、モバイル通信
オペレーションネットワークＡの情報を記憶する。該ユーザ端末は他のＷＬＡＮアクセス
ネットワークに入るために変更せず、ＷＬＡＮアクセスネットワークが変更されるか否か
が、ＳＳＩＤに応じて、もしくは、ＡＰＩＤ、ＡＰのＭＡＣアドレス及び実際的な条件の
他のパラメータに応じて、判断される。図６に示されるように、モバイル通信オペレーシ
ョンネットワークを選択するユーザ端末の最適化インタラクション手続きは、以下のステ
ップを含む：
【００５５】
　ステップ６０１～６０２：　ＷＬＡＮユーザ端末とＷＬＡＮアクセスネットワークとの
間にワイヤレス接続が確立された後、該ユーザ端末は、ＷＬＡＮアクセスネットワークへ
アクセス認証リクエストを送信する。該リクエストを受信した後、ＷＬＡＮアクセスネッ
トワークは、該ユーザ端末へ、ユーザ識別リクエストメッセージ（ＥＡＰ－リクエスト［
識別］メッセージ）を送信する。
【００５６】
　ステップ６０３～６０４：　ＥＡＰ－リクエスト［識別］を受信した後、該ユーザ端末
は、現在ＷＬＡＮのＳＳＩＤを検出し、該ＳＳＩＤをそれ自体に記憶されているＳＳＩＤ
と比較する。ここで、ユーザ端末が位置するＷＬＡＮが変更されないので、現在検出され
ているＳＳＩＤは、記憶されているものと同じである。次に、ユーザ端末は、モバイル通
信オペレーションネットワークのネットワーク情報Ａを、現在処理すべきネットワーク選
択情報として、直接決定する。
【００５７】
　次に、該ユーザ端末は、ＷＬＡＮアクセスネットワークへ、ＮＡＩフォーマットを有す
るユーザ識別フィールドを含むユーザ識別応答メッセージ（ＥＡＰ－レスポンス［識別］
メッセージ）を送信する。ここで、ユーザ識別フィールドはモバイル通信オペレーション
ネットワークＡのネットワーク情報を含む。
【００５８】
　ステップ６０５～６０６：　受信したメッセージのユーザ識別フィールドに応じて、Ｗ
ＬＡＮアクセスネットワークは、ユーザ端末によってアクセスされるべきモバイル通信オ
ペレーションネットワークを決定し、アクセス認証処理のために、モバイル通信オペレー
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ションネットワークのＡＡＡプロキシとＡＳ（ＡＡＡサーバ）へアクセス認証リクエスト
情報を直接送信する。
【００５９】
　現在アクセスが成功した場合、現在のＷＬＡＮユーザ端末は、記憶されている先のネッ
トワーク選択情報を使用するので、現在記憶されているＳＳＩＤおよび先のネットワーク
選択情報を更新する必要はない。さらに、該記憶されている先のネットワーク選択情報に
対して有効なライフスパンがセットされている場合、該有効なライフスパンが引き続いて
消費される。
【００６０】
　図７は、本発明の他の実施の形態によるユーザ端末が最適なアクセスモバイルネットワ
ークを選択する最適化されたインタラクションプロセスを示すフローチャートである。本
実施の形態は、３ＧＰＰ－ＷＬＡＮインタラクションネットワークにおいて、現在のＷＬ
ＡＮユーザ端末が前回モバイル通信オペレーションネットワークＡに好適にアクセスし、
ユーザ端末が、モバイル通信オペレーションネットワークＡの情報だけでなく、ユーザ端
末が位置する先のＷＬＡＮアクセスネットワークのＳＳＩＤを記憶し、デフォルトな最適
ネットワーク選択情報がセットされ、ユーザ端末は、先のＷＬＡＮアクセスネットワーク
からローミングアウトし、新しいＷＬＡＮアクセスネットワークに入り、ＳＳＩＤに応じ
て、ＷＬＡＮアクセスネットワークを変更するかが判断される、ことを前提とする。図７
に示されるように、ユーザ端末がモバイル通信オペレーションネットワークを選択する最
適化されたインタラクション手順は以下のステップを含む：
【００６１】
　ステップ７０１～７０２：　ＷＬＡＮユーザ端末とＷＬＡＮアクセスネットワークとの
間にワイヤレス接続が確立された後、ユーザ端末は、ＷＬＡＮアクセスネットワークへア
クセス認証リクエストを送信する。リクエストを受信した後、ＷＬＡＮアクセスネットワ
ークは、ユーザ端末へ、ユーザ識別リクエストメッセージ（ＥＡＰ－リクエスト［識別］
メッセージ）を送信する。
【００６２】
　ステップ７０３～７０４：　ＥＡＰ－リクエスト［識別］を受信した後、該ユーザ端末
は、現在ＷＬＡＮのＳＳＩＤを検出し、該ＳＳＩＤをそれ自体に記憶されているＳＳＩＤ
と比較する。ここで、ユーザ端末が位置するＷＬＡＮが変更されるので、現在検出されて
いるＳＳＩＤは、記憶されているものと異なる。そこで、ユーザ端末は、現在処理すべき
ネットワーク選択情報として、デフォルトな最適ネットワーク選択情報を使用する。
【００６３】
　次に、ユーザ端末は、ＷＬＡＮアクセスネットワークへ、ＮＡＩフォーマットを有する
ユーザ識別フィールドを含むユーザ識別応答メッセージ（ＥＡＰ－レスポンス［識別］メ
ッセージ）を送信する。ここで、ユーザ識別フィールドは、デフォルトな最適ネットワー
ク選択情報を含む。
【００６４】
　ステップ７０５～７０６：　受信したメッセージのユーザ識別フィールドに応じて、Ｗ
ＬＡＮアクセスネットワークは、ＷＬＡＮユーザ端末からのアクセス認証リクエストが送
信されるルーティングを決定する。これによって、ＷＬＡＮアクセスネットワークは、識
別不可能なユーザ識別フィールドを見つける。即ち、ユーザ識別フィールドは、それに接
続されているどのモバイル通信オペレーションネットワークにも属さない。次に、該アク
セス認証リクエストは、デフォルトなＡＡＡプロキシヘルーティングされる。
【００６５】
　ステップ７０７：　該アクセス認証リクエストを受信した後、デフォルトなＡＡＡプロ
キシは、ネットワーク選択情報がＷＬＡＮアクセスネットワークに接続されているいずれ
のモバイル通信オペレーションネットワークにも対応しないことを検出し、次に、ＷＬＡ
ＮアクセスネットワークへＥＡＰリクエスト／通知信号を送信する。ＷＬＡＮアクセスネ
ットワークは、通知信号をユーザ端末へアドバタイズする。ＥＡＰプロトコルに応じて、
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該信号を受信したあと、ＷＬＡＮアクセスネットワークとユーザとは、共に、受信したこ
とを示す応答（レスポンス）を直接送信する。該通知信号は、現在ＷＬＡＮが接続されて
いるモバイル通信オペレーションネットワークの情報を含む。通知信号は一回以上送信さ
れ、最終のＥＡＰメッセージの表示情報に応じてインタラクションが終了する。
【００６６】
　ステップ７０８：　受信した通知信号に含まれるモバイル通信オペレーションネットワ
ークの情報を受信した後、ユーザ端末はネットワークを再選択する。ここで、ＡＡＡプロ
キシとＷＬＡＮアクセスネットワークは、該通知信号を送信した後で、ユーザ端末の応答
を待機する。
【００６７】
　ステップ７０９～７１０：　ＡＡＡプロキシは、現在のＷＬＡＮユーザ端末に対して、
ユーザ識別を要求するＥＡＰ－リクエスト［識別］信号を再びアドバタイズする。該信号
を受信した後、ＷＬＡＮユーザ端末は、ＥＡＰ－レスポンス［識別］メッセージによって
、新しいネットワーク選択情報を含むユーザ識別をリターンする。
【００６８】
　ステップ７１１～７１２：　現在ユーザ端末によって送信された新しいネットワーク選
択情報に応じて、ＷＬＡＮアクセスネットワークは、該ユーザ端末がアクセスすべきモバ
イル通信オペレーションネットワーク、即ち、アクセスすべきＶＰＬＭＮネットワークを
決定し、アクセス認証処理のために、識別されたＶＰＬＭＮネットワークのＡＡＡプロキ
シとＡＳ（ＡＡＡサーバ）へアクセス認証リクエストを送信する。
【００６９】
　現在アクセスが成功した場合、ＷＬＡＮユーザ端末は、現在の好適にアクセスされたモ
バイル通信オペレーションネットワークの情報が、それ自体に記憶されている先のネット
ワーク選択情報と同じであるかを判断する。異なっていれば、ユーザ端末が、記憶されて
いる先のネットワーク選択情報を、現在の好適にアクセスされているモバイル通信オペレ
ーションネットワークの情報によって、更新する。そうでない場合（同じであれば）、ユ
ーザ端末は、記憶されている先のネットワーク選択情報を更新しない。更に、記憶されて
いる先のネットワーク選択情報に対して有効なライフスパンがセットされている場合、記
憶されている先のネットワーク選択情報が更新されれば、該有効なライフスパンはリセッ
トされるべきである。さらに、現在アクセスのためにネットワーク選択情報が再選択され
、ネットワークから情報を取得し、ネットワークを再選択する手順が存在することから、
記憶されている先のネットワーク選択情報が更新されない場合でも、有効なライフスパン
はリセットされる必要がある。
【００７０】
　ユーザの実用的なアプリケーション環境の要求にしたがって、上記の最適化されたイン
タラクション手順は、従来のネットワーク選択スキームと共に使用することができる。例
えば、ユーザは、最適化された方法を使用するために有効なライフスパンをプリセットす
ることができる。この場合、ネットワークの選択およびアクセスは、この有効なライフス
パン期間中で上記の最適化されたスキームによって実施される。一方、この有効なライフ
スパンが終了した後は、アクセス毎にプリセットされた最適なネットワーク選択が処理さ
れるという従来の方法が使用される。言い換えれば、ローミングや位置が頻繁に変わる場
合、上記の最適化インタラクション方法を使用することを選択し、ノンローミングの場合
は、ユーザはプリセットされた最適なネットワーク選択がアクセス毎に処理されるスキー
ムを選択することができる。
【００７１】
　したがって、以上の記述は、本発明を限定するものではなく、本発明を例示したもので
あると理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００７２】
【図１】ローミングの場合のＷＬＡＮシステムと３ＧＰＰシステムとの間の相互通信のた
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めのフレームワークを概略的に示す図である。
【図２】ノンローミングの場合のＷＬＡＮシステムと３ＧＰＰシステムとの間の相互通信
のためのフレームワークを概略的に示す図である。
【図３】ＷＬＡＮと複数のビジテッドネットワークとの間の接続のネットワークストラク
チャを概略的に示す図である。
【図４】本発明によるユーザが最適なアクセスモバイルネットワークを選択する最適化イ
ンタラクションプロセスを概略的に示すフローチャートである。
【図５】本発明によるユーザ端末のアクセス認証と許可を示すフローチャートである。
【図６】本発明の実施の形態によるユーザ端末が最適なアクセスモバイルネットワークを
選択する最適化されたインタラクションプロセスを示すフローチャートである。
【図７】本発明の他の実施の形態によるユーザ端末が最適なアクセスモバイルネットワー
クを選択する最適化されたインタラクションプロセスを示すフローチャートである。

【図１】 【図２】
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