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1. まえがき
FOMA（Freedom Of Mobile multimedia Access）サービス

を海外でデモンストレーションする機能を開発した．この

機能は，日本国内と同じように音声・TV電話・パケット

サービスの提供を可能にする．

i－modeなどパケットサービスを提供する上で課題とな

ったのは，デモンストレーション対象国に特化した情報コ

ンテンツの提供や，ゲーム・着信メロディなどのコンテン

ツ提供事業者（CP：Contents Provider）に対する著作権管

理に関し，対象国の著作権法，消費者保護法などの法律に

準拠することであった．音声・TV電話の場合，著作権管

理上の問題から，管理対象のメロディコールやM－stage V

ライブ（以下，Vライブ）などのサービスに対し，特定の

コンテンツへの接続を規制する必要があった．また，デモ

ンストレーション環境は海外に渡航して使用する環境と同

等であることから，i－modeサービスを利用する際の提供条

件は国際ローミングに準ずる．そのため，国際ローミング

では提供しないサービス（リバース課金（サーバ側課金），

メッセージF（フリー）など）も，規制の対象としている．

緊急通報は，それが日本国内からの発信である場合，発

信者の位置を特定し，地理的条件から最適な緊急機関に接

続するための制御を行っている．一方，海外からの発信で

ある場合，日本国内の緊急機関に接続されないよう発信規

制をする必要があった．さらに，海外の張出し国において

現地の緊急特番がダイヤルされた場合，現地の緊急機関に

接続する機能を追加する必要があった．

これらの要件を満たすため，交換機（MMS：Mobile

Multimedia switching System）やゲートウェイ装置

（WPCG：Wireless Protocol Conversion Gateway），CiRCUS
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（treasure Casket of i－mode service, high Reliability platform

for CUStomer）にて，無線基地局装置（BTS： Base

Transceiver Station）張出し国に特化した処理としてローミ

ングアウト接続に準じた処理機能を開発した．

2. ネットワーク構成
ネットワーク構成を図1に示す．BTSのみ海外に設置し，

専用回線を経由して無線ネットワーク制御装置（RNC：

Radio Network Controller）と接続する．RNCより上位ノー

ドは日本国内のFOMAネットワークを利用する構成とし，

海外にいても日本国内と同じ，音声・TV電話・パケット

サービスなどを提供することが技術的に可能である．

海外にBTSを張出した場合，そのエリアにある移動端末

との通信が，張出し国からの通信であることを特定する必

要がある．そのため，LMMS（Local Mobile Multimedia

switching System）でLAC（Location Area Code）により，

識別する機能を開発した．

FOMAでは着信時に一斉呼び出しエリアを識別するため

にLACを利用している．LACは移動端末からの位置登録要

求時，LMMSに通知される．

BTSを海外に張出す際，BTS張出し国に対し日本国内用

に割り当てられているLACとは異なる張出し用LACを付与

し，この張出し用LACに対応するBTS張出し国の国番号

MCC（Mobile Country Code）をLMMSにおいて保持する．

BTS張出し国との通信の場合は，通信開始時にLMMSに

おいて当該の移動端末がいるエリアのLACより，その国に

特化した処理を実施する．

次章以降，FOMAネットワークの各ノードに搭載したこ

れらの機能を具体例を示して説明する．

3. 張出しBTS経由の回線交換処理
移動端末が張出しBTSのエリアに在圏する場合，回線交

換のためのMMS搭載機能を以下に述べる．

a日本国内の緊急機関接続規制機能

LMMSは移動端末から日本国内の警察（110）・消防救

急（119）・海上保安庁（118）に対する発信要求を受け

ると，発信側の移動端末が在圏するエリアのLACが日本

国内のLACなのか，張出し用LACかを比較・照合するこ

とにより，日本国内のエリアからの発信か，海外のBTS

張出し国からの発信かを判定する．日本国内からの発信

であれば当該緊急機関に接続し，海外のBTS張出し国か

らの発信であれば，発信側の移動端末に対し110，119な

どには接続できないという主旨の音声ガイダンスを送出

した後，切断することにより接続規制を実施する（図2）．
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図1 ネットワーク構成



s BTS張出し国の緊急機関接続機能

海外のBTS張出し国に在圏している移動端末が，当該

国の緊急特番に対して発信した場合，当該緊急機関の裏

電話番号に接続する機能を具備した．

移動端末からの発信を受け付けたLMMSは，発信側の

移動端末が在圏するエリアのLACを参照し，海外のBTS

張出し国からの発信であると認識した場合，ダイヤル番

号がBTS張出し国の緊急特番であるかどうかを判定す

る．BTS張出し国の緊急特番であると判定した場合，あ

らかじめLMMSに設定している当該緊急機関の裏電話番

号に対して接続する．ただし，緊急機関への接続である

ため，当該ユーザに対する課金は行わない（図3）．

dメロディコール・特定Vライブ接続規制機能

海外のBTS張出し国に在圏している移動端末から，メ

ロディコールを設定しているドコモの移動端末に対して

発信した場合，メロディではなく，通常の呼出音を聴取

させる機能についても具備した．

呼出音は通常，着信先の移動端末が在圏する交換機か

ら発信移動端末へ送出するため，発信要求を受けた

LMMSは，発信側の移動端末が在圏するエリアのLACを

参照する．海外のBTSからの発信であると認識した場

合，メロディコールの規制情報を着信先の移動端末が在

圏する交換機へ送信し，通常の呼出音を発信移動端末へ

聴取させる．

また，メロディコールの試聴および特定Vライブへの

接続については，緊急通報規制と同様の機能で実現して

いる．

4. 張出しBTS経由のパケット通信処理

aWPCGへの国情報通知機能

BTS張出し国とのパケット通信においては，サーバな

どの上位ノードで接続先の移動端末が存在する国に応じ

た特有の処理を行う場合があるため，国情報をWPCGへ

通知する必要がある．

そこでLMMSではパケット通信においてLACからBTS

張出し国を特定した場合，GTP（GPRS Tunneling

Protocol）を使用し，GMMS（Gateway Mobile Multimedia

switching System）に国情報としてMCCを通知する．

GMMSはLMMSよりMCCを受信すると，ネットワー

ク管理プロトコル（NWMP：NetWork Management

Protocol）により，WPCGに海外BTS張出し情報とMCC

を通知する（図4①～④）．

s 特定接続ポイント名（APN：Access Point Name）接続

規制機能

FOMAのパケット接続サービスの中には，海外渡航者

に対し，提供不可とすべきサービスがある．これに対応

するため，GMMSにてそれらの接続を規制する機能を具

備した．あらかじめGMMSは，接続APNごとに，海外

からの接続許容条件を保持し，LMMSからMCCが通知

された時に，指定されたAPNが海外からの接続を許容し

ているかを判定する．判定結果が非許容であれば，

GMMSではその接続を規制する．ここでAPNごとの接

続許容条件は，ローミングアウトユーザからの接続条件
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と統一し，ローミングアウト接続と同等条件でパケット

通信サービスを提供することを可能とした．

a CiRCUSへの国情報通知機能

WPCGはGMMSからNWMP接続通知にて海外BTS張

出し情報とMCCが通知された場合，移動端末からの

HTTP Requestに海外からの発信である旨の識別ヘッダと

MCCを付与する．これらをCiRCUSに通知することで，

CiRCUSで該当ユーザに対して適切なコンテンツを提供

することを可能としている（図4⑤）．

s BTS張出し国へのパケット着信制御機能

i－modeサービスには，ユーザ課金とリバース課金のサ

ービスがある．ユーザ課金とは，例えばメールの送受信

の際，そのユーザに課金されることである．一方，リバ

ース課金とは，サイト閲覧の際にかかるパケット通信料
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をユーザではなく，コンテンツ提供事業者に

課金することである[1]．海外BTS張出し地域

では，国際ローミングの提供サービスに準じ

てリバース課金のサービスは提供しない．そ

のため，移動端末からリバース課金サイトへ

のPull型サービスの接続規制はCiRCUSで行う

が，メッセージFなどのPush型サービスにつ

いては，WPCGで規制を行う必要がある．

具体的には，CiRCUSからのGMP（Gateway

service representative internet market mobile

access exchange Management Protocol）着信通

知の着信情報からWPCGで着信サービスを判

断して，メール／メッセージR（リクエスト）

などの海外でも着信許容なサービスならば移

動端末への着信を許容し，メッセージFなど

の着信非許容なサービスならば着信規制を行

っている．

a CPへの国情報通知機能

CPが国情報を用いてコンテンツの著作権管

理や渡航先に応じたコンテンツの提供を行う

ことが可能となるようにCiRCUSは国情報と

してWPCGより通知されたMCCを，ユーザ

の許諾を得た上で，CPに対し通知することを

可能としている（図4⑥⑦）．

s海外利用設定機能

個人情報をCPに通知することをユーザに認識してもら

うためにユーザの許諾を要求することとした．この要求

に応じる機能としてCiRCUSには海外渡航ユーザが，CP

への地域情報通知可否をポータルメニュー上の「オプシ

ョン設定画面」内に「海外利用設定」の機能を具備した．

この機能により，例えば，「海外利用設定」の「利用し

ない」を設定している海外渡航ユーザに対しては，メー

ル，ポータル画面のみアクセスすることを許容し，公式

コンテンツ，一般サイトへはアクセスすることができな

い．「海外利用設定」も含めた具体的なオプション設定画

面イメージについては図5に示す．

d特定サービス規制機能

i－modeサービスにおいては，海外と国内ではサービス

提供条件が異なるため，一部提供できないサービスがあ

る可能性がある．CiRCUSでは，基地局情報に対応する

コンテンツがない「iエリア」などの提供できないサービ

スを考慮し，国情報を基に規制を行うことができる機能

を具備した．

f海外用ポータル画面表示機能

海外渡航ユーザに対しては，一部のポータルサービス

を提供できない可能性があるため，CiRCUSは海外渡航

者の国情報を基に海外用の専用ポータル画面を提供でき

るような機能を具備している．

5. あとがき
BTS張出し機能をFOMAネットワークに実装したことに

より，世界各地でのFOMAのデモンストレーションに柔軟

に対応することが可能となった．この機能を活用した海外

でのデモンストレーションに利用され，FOMAの海外にお

ける認知度をさらに高めることができると考えられる．
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[1] 花岡，ほか：“IMTリバース課金サービスの実用化”，本誌，
Vol.10，No.3，pp.16－24，Oct.2002．
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APN：Access Point Name（接続ポイント名）
BTS：Base Transceiver Station（無線基地局装置）
CiRCUS：treasure Casket of i－mode service, high Reliability platform for 

CUStomer
CP：Contents Provider（コンテンツ提供事業者）
FOMA：Freedom Of Mobile multimedia Access
GMMS：Gateway Mobile Multimedia switching System
GMP：Gateway service representative internet market mobile access 

exchange Management Protocol

GTP：GPRS Tunneling Protocol
LAC：Location Area Code
LMMS：Local Mobile Multimedia switching System
MCC：Mobile Country Code
MMS：Mobile Multimedia switching System（交換機）
NWMP：NetWork Management Protocol（ネットワーク管理プロトコル）
RNC：Radio Network Controller（無線ネットワーク制御装置）
WPCG：Wireless Protocol Conversion Gateway（ゲートウェイ装置）
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