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概要

この資料は WiFi ソリューションとモビリティ テクノロジーをどのように統合かインテリジェン
ト な ワイヤレスアクセス ゲートウェイ（iWAG）ソリューションを記述したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

●

モビリティ コールフロー●

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

背景説明

通常インターネットにアクセスするためにインターネットサービスの 2 つの型を使用します:

WiFi●

モバイル インターネット（3G/4G モビリティ ネットワーク）●

これら二つのテクノロジーの組み合せは顧客によりよいエクスペリエンスを与え、これはこのソ



リューションの主な目的です。

iWAG ソリューションは簡易 IP ユーザ（従来の ISG および WiFi）およびモバイル IP ユーザの組
み合せが含まれています（PMIPv6 または GTP トンネリング）。 条件 モビリティ サービスがユ
ーザトラフィックに適用される GTP サービスか PMIPv6 サービスを示すのに利用されています
。 iWAG はモバイル IP ユーザにモビリティ サービスを提供し、その結果、モービル クライアン
トはシームレスに 3G か 4G モビリティ ネットワークにアクセスできます。 ただし、iWAG は簡
易 IP ユーザにモビリティ サービスを提供しません。

従って、簡易 IP ユーザは Cisco ISG を通して Public wireless LAN （PWLAN） ネットワークに
アクセスできます。 クライアントはところで可能な限り WiFi インターネット（公共ワイヤレス
）にアクセスできます。 ただし、WiFi が利用できなければ、同じクライアントは 3G か 4G モビ
リティ ネットワークとインターネットサービスに接続できます。
サービスプロバイダーは WiFi の組み合せを利用し、高い 濃度のエリアのモビリティ ネットワー
クをオフロードするモビリティ オファーは使用方法を保守します。 これは iWAG の関連の原因
となりました。 iWAG は 4G および 3G サービスプロバイダーにプロキシ モービル IPv6
（PMIPv6）の統合された機能性をおよび GPRS Tunneling Protocol（GTP）提供するシングルボ
ックスのソリューションを有効に することによって WiFi オフロード オプションを提供します
（GTP）。

短縮形

GPRS - General Packet Radio Service

RNC - 無線ネットワーク コントローラ

SGSN - Service gprs サポート ノード

PDP - パケットデータプロトコル

GGSN - Gateway GPRS Support Node

APN - アクセス ポイント ネーム

IMSI - IMSI

MSISDN -モバイル ステーション海外契約者ディレクトリ番号

HLR - ホーム ロケーション レジスタ

使用される用語の説明

プロキシ モービル IPv6●

ネットワークベース モビリティ 管理はホストの TCP/IPプロトコル スタックへの修正なしでモバ
イル IP と同じ機能性を、有効に します。 PMIP を使うと、ホストは IP アドレスを変更する必要
なしでインターネットへの接続ポイントを変更できます。 モバイル IP アプローチへの反対はホ
ストの移動をトラッキングし、為で信号を送る必須モビリティを始めるために責任があるネット
ワークによって、この機能性設定されます。 ただし、モビリティが異なるネットワーク インター
フェイスを含めば、ホストはモバイル IP と同じような異なるインターフェイスを渡る同じ IP ア
ドレスを維持することを修正が必要とします。



GPRS Tunneling Protocol（GTP）●

GTP は GSM、UMTS および LTE ネットワーク内の General Packet Radio Service （GPRS）を
運ぶのに使用される IPベース通信プロトコルのグループです。

General Packet Radio Service●

GPRS は 2G および 3G 細胞通信のパケットによって方向づけられるモービル データサービスで
す。

無線ネットワーク コントローラ●

RNC は UMTS （3G） Radio Access Network （UTRAN）の支配要素です。

Service gprs サポート ノード●

SGSN はネットワーク内のすべてのパケット交換 データを、ユーザの例えばモビリティ 管理お
よび認証処理する GPRS ネットワークの主要なコンポーネントです。

Gateway GPRS Support Node●

GGSN はインターネットに GSM ベースの 3G ネットワークを接続するコアネットワークの一部
です。 時々無線ルータとして知られている GGSN は、SGSN と連繋してモバイルユーザをイン
ターネットおよび IPベース アプリケーションに接続しておくためにはたらきます。

パケットデータプロトコル●

PDPコンテキストはサブスクライバはアクティブセッションがあるときサブスクライバのセッシ
ョン情報が含まれている Gateway GPRS Support Node （GGSN）両方および動作 GPRS サポー
ト ノード（SGSN）のデータ構造です。

アクセス ポイント ネーム●

APN はキャリアの細胞ネットワークと公衆インターネット間のゲートウェイへの接続を設定する
ために電話が読む設定の名前です。

IMSI●

IMSI が細胞ネットワークのユーザを識別するのに使用され、すべての細胞ネットワークと関連付
けられる固有のID です。 それは 64 ビットフィールドとして保存され、電話によってネットワー
クに送信 されます。

モバイル ステーション海外契約者ディレクトリ番号●

MSISDN は携帯 電話数を国際的に確認するのに使用される数です。 MSISDN は E.164 ナンバリ
ングプランによって定義されます。 この数は国別コードをおよびサブスクライバのオペレータを
識別する National 宛先コードが含まれています。

ホーム ロケーション レジスタ●

HLR はモバイルネットワークのための常置サブスクライバ情報の主要なデータベースです。

言うことがわかって下さいモビリティ サービス（3G/4G）の

簡単 3G コールフロー



ステップ 1： モービル スタティック（MS）は SGSN に付加 REQUEST メッセージの伝達によ
って付加プロシージャを始めます。

呼び出します。 MS が SGSN で不明である場合、SGSN は MS に Identity 要求を送信 します。
MS は MS の IMSI を含む識別応答と応答します。

ステップ 3 SGSN （既存 の セッション）で存在 する MS のためのモビリティ 管理（MM）コン
テキストがそれから認証必須ではない場合。 SGSN は送信認証情報を用いるモービルの認証情報
のために HLR を問い合わせ、GPRS 認証を送信 し、モービルへ要求を暗号化することによって
MS 送信 auth ヒント要求します。

ステップ 4 HLR 送信はモービルのサブスクリプション データを含む SGSN にサブスクライバー
のデータを挿入します。

ステップ 5 SGSN は MS に付加を受け入れますメッセージを送信 します

ステップ 6. MS は SGSN によって受け取られる及び GGSN IP アドレスのための DNS を尋ねま
す SGSN 及び開始 PDP アクティベーション コンテキストへ付加メッセージ全体を返すことによ
ってそれを確認します。

ステップ 7. PDPコンテキスト acceptedmessage を作成しなさい承認がユーザ IP アドレスの MS
に送信 された後 PDP 要求を送信 されます GGSN に作成して下さい。

ステップ 8 この場合 MS はインターネットを参照できます。

どのようにモビリティ サービス（iWAG ソリューション）の
WiFi 範囲

3G DHCP 検出する コールフロー（1）一部



ステップ 1： モバイルデバイスはアクセス ポイント Service Set Identifier （SSID） ブロードキ
ャストに自動的にワイヤレス接続を確立および維持するために関連付けられます。

呼び出します。 AP か WLC はモバイルデバイスへ Eap 要求 ID を送信 することから EAP 認証
プロセスを開始します。

ステップ 3 モバイルデバイスは AP か WLC に戻って Eap 要求 ID に関係する応答を返します。

ステップ 4 WLC は認証、許可、アカウンティング（AAA） サーバに RADIUSアクセス 要求を送
信 し、それにサブスクライバを認証するように頼みます。

ステップ 5 サブスクライバが認証された後、AAAサーバは IMSI、MSISDN、APN および ssg サ
ービス情報によって設定 される GTP サービスがある Cisco AV ペアについての情報を含む全体の
ユーザ プロファイルをキャッシュします。 キャッシュされたデータはまた着信 EAP メッセージ
の呼出ステーション ID として設定 される クライアントの MAC アドレスが含まれています。

ステップ 6 AAAサーバは AP か WLC に RADIUSアクセスを受け入れますメッセージを送信 しま
す。

ステップ 7 RADIUSアクセスが受け入れるときメッセージは、GTP サービスの使用が得られる識
別される対応した ユーザ プロファイルもどって来ます。

ステップ 8 WLC はモバイルデバイスに正常な EAP 認証 メッセージを送ります。

ステップ 9 モバイルデバイスは iWAG に DHCP DISCOVER メッセージを送ります。 この DHCP
DISCOVER メッセージに応じて完了するべきサブスクライバに IP アドレスを割り当てる MNO
側面のシグナリングを待つことを、DHCP は状態迄の新しいのに入ります。 これに応じて完了す
るべきサブスクライバに IP アドレスを割り当てる MNO 側面のシグナリングを待つことを、



DHCP DISCOVER メッセージは状態迄の新しいのに、DHCP 入ります。

ステップ 10 iWAG はセッションをサブスクライバ MAC アドレスと関連付けられて見つけ、セッ
ション コンテキストからサブスクライバ IP アドレスを取得します。

ステップ 11： iWAG は AAAサーバにまたこれの他の既知 サブスクライバ情報、ID および IMSI
をすべてアクセス REQUEST メッセージ提供するが RADIUSアクセス 要求を送信 し、それに呼
出ステーション ID としてそれの MAC アドレスの使用のサブスクライバを認証するように頼みま
す。

手順 12： AAAサーバが RADIUSアクセスを送返すとき iWAG にメッセージを、GTP サービスの
使用が得られる識別されるユーザ プロファイル受け入れて下さい。

手順 13： iWAG は DNSサーバに GGSN IP アドレスにある特定のアクセス ポイント ネーム
（APN）を変換するためにクエリを送ります。

手順 14： DNSサーバは iWAG に DNS 解決される GGSN アドレスを送り返します。

3G DHCP 検出する コールフロー（2）一部

手順 15： それが DNS 解決される GGSN アドレスを受け取った後、iWAG は PDPコンテキスト
アドレスが 0 に設定 される IP アドレス 割り当てのために GGSN を要求するために作成 PDPコ
ンテキスト 要求を送信 します。

ステップ 16。 GGSN は AAAサーバに RADIUSアクセス 要求を送信 します。

ステップ 17。 EAP-SIM 認証から得られるキャッシュ情報に基づいて RADIUSアクセスを用いる
AAAサーバ応答は GGSN にメッセージを受け入れます。

ステップ 18。 GGSN はサブスクライバのための割り当てられた IP アドレス c.c.c.c を運ぶ
iWAG への作成 PDPコンテキスト応答を返します。



ステップ 19。 iWAG はモバイルデバイスに DHCP オファー メッセージを送ります。

ステップ 20。 モバイルデバイスは iWAG に DHCP REQUEST メッセージを送り、iWAG はモバ
イルデバイスへ DHCP ACK メッセージを送信 することによってこの要求を確認します。

ステップ 21。 WiFi 加入者トラフィックに今フローできるデータパスがあります。
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