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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局装置との間でコネクション設定を行い、該基地局装置との間で通信が切断された
後、通信を継続できる基地局装置に再接続要求を行う移動機であって、
　前記コネクション設定の際に、移動機を識別するための移動機識別子が割り当てられ、
該移動機識別子及び前記コネクション設定を行う基地局装置のネットワークレイヤのアド
レスが通知され、
　前記アドレス及び前記移動機識別子を含む再接続要求を生成し、前記通信を継続できる
基地局装置に送信するコネクション再確立メッセージ処理手段と、
　前記通信を継続できる基地局装置とコネクションの再確立を行うコネクション制御手段
と
　を備え、
　前記コネクション制御手段は、前記アドレス及び前記移動機識別子に基づいて前記通信
を継続できる基地局装置において取得された前記コネクション設定に関する移動機情報に
基づいて、コネクションの再確立を行うことを特徴とする移動機。
【請求項２】
　請求項１に記載の移動機において、
　複数の基地局装置はＩＰネットワークを構成し、各基地局装置にはＩＰアドレスが割り
当てられ、
　前記コネクション設定を行う基地局装置からＩＰアドレスが通知され、
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　前記コネクション再確立メッセージ処理手段は、前記ネットワークレイヤのアドレスと
してＩＰアドレスを含む再接続要求を生成することを特徴とする移動機。
【請求項３】
　基地局装置との間のコネクションが切断された移動機から送信された再接続要求を受信
し、該移動機との間で再接続を行う基地局装置であって、
　前記再接続要求には、前記コネクションの設定の際に割り当てられる移動機を識別する
ための移動機識別子及び前記コネクションの設定を行った基地局装置のネットワークレイ
ヤのアドレスが含まれ、
　自基地局装置に割り当てられたネットワークレイヤのアドレスを保持する基地局情報保
持手段と、
　自基地局装置とコネクションの設定がされた移動機のコネクション設定に関する移動機
情報を保持する移動機情報保持手段と、
　前記移動機識別子に対応する移動機情報に基づいて、前記移動機との間でコネクション
の再設定を行うコネクション制御手段と
　を備えることを特徴とする基地局装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の基地局装置において、
　前記移動機情報保持手段は、移動機識別子と該移動機識別子に対応する移動機のコネク
ション設定に関する移動機情報とを対応させて記憶し、
　前記コネクション制御手段は、前記アドレスが、前記基地局情報保持手段に保持された
自基地局装置に割り当てられたネットワークレイヤのアドレスと等しい場合、前記移動機
情報保持手段に記憶された前記再接続要求に含まれる移動機識別子に対応する移動機情報
を使用して前記移動機との間でコネクションの再設定を行うことを特徴とする基地局装置
。
【請求項５】
　請求項３又は４に記載の基地局装置において、
　他の基地局装置に対して、前記再接続要求を行った移動機に対応する移動機情報を要求
する移動機情報取得手段
　を備え、
　前記コネクション制御手段は、前記アドレスが、前記基地局情報保持手段に保持された
自基地局装置に割り当てられたネットワークレイヤのアドレスと等しくない場合、前記ア
ドレスに基づいて、コネクションが切断された他の基地局装置との間でコネクションの設
定を行い、
　前記移動機情報取得手段は、前記再接続要求に含まれる移動機識別子を前記アドレス宛
に送信し、前記コネクションが切断された他の基地局装置から前記再接続要求を行った移
動機に対応する移動機情報を取得することを特徴とする基地局装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の基地局装置において、
　前記コネクション制御手段は、前記移動機情報取得手段により取得された移動機情報を
使用して、前記再接続要求を行った移動機とのコネクションの再設定を行うことを特徴と
する基地局装置。
【請求項７】
　請求項５又は６に記載の基地局装置において、
　前記他の基地局装置の移動機情報取得手段は、移動機情報保持手段に保持された、前記
再接続要求を行った移動機の移動機識別子に対応する移動機情報を前記基地局装置に送信
することを特徴とする基地局装置。
【請求項８】
　請求項３ないし７のいずれか１項に記載の基地局装置において、
　複数の基地局装置はＩＰネットワークを構成し、各基地局装置にはＩＰアドレスが割り
当てられ、
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　前記基地局情報保持手段は、自基地局装置に割り当てられたネットワークレイヤのアド
レスとしてＩＰアドレスを保持することを特徴とする基地局装置。
【請求項９】
　移動機と基地局装置との間でコネクション設定が行われ、前記コネクション設定の際に
、各移動機に割り当てられる移動機識別子及びコネクション設定を行う基地局装置のネッ
トワークレイヤのアドレスが前記移動機に通知され、通信が切断された後、前記移動機は
通信を継続できる基地局装置に再接続要求を行い、
　前記移動機が、前記アドレス及び前記移動機識別子を含む再接続要求を送信するコネク
ション再確立メッセージ送信ステップと、
　前記通信を継続できる基地局装置が、前記再接続要求に含まれる移動機識別子及び前記
アドレスと、自基地局装置に割り当てられたネットワークレイヤのアドレス及び自基地局
装置とコネクションの設定がされた移動機のコネクション設定に関する移動機情報に基づ
いて、前記再接続要求を行った移動機との間でコネクションの再設定を行うコネクション
制御ステップと
　を有することを特徴とする通信制御方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の通信制御方法において、
　前記通信を継続できる基地局装置が、前記アドレスと自基地局装置に割り当てられたネ
ットワークレイヤのアドレスとが等しくない場合、前記アドレスに基づいて、コネクショ
ンが切断された他の基地局装置との間でコネクションの設定を行うステップと、
　前記通信を継続できる基地局装置が、前記移動機識別子に基づいて、前記他の基地局装
置に対して、該移動機情報を要求するステップと
　を有することを特徴とする通信制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディジタル無線通信システムに関し、特にＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅ
ｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムに適用される移動機及び基地局装置並びに通信制御方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、広帯域のＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ：　Ｗｉｄｅｂａｎｄ－Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓ
ｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）システムを使用した、第３世代携帯電話シス
テム（ＩＭＴ－２０００（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ｍｏｂｉｌｅ　ｔｅｌｅｃｏｍ
ｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ－２０００）システム）が移動無線通信の主流となりつつある。
こうした状況の中で、第３世代移動通信システムの標準化団体である３ＧＰＰ（３ｒｄ　
Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）により、更なる高速
通信を実現することで、より高品質なサービスを提供できるシステムを目指し、ＬＴＥ（
Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）システムに関する仕様が整備されつつある。
ＬＴＥは、Ｓｕｐｅｒ３Ｇや、Ｓ３Ｇ、３．９Ｇなどとも呼ばれている次世代通信システ
ムである。
【０００３】
　図１に現在想定されているＬＴＥシステムの概要を、また、図２に現在の移動無線通信
システムの主流である、ＩＭＴ－２０００システムの概要を示す。
【０００４】
　ＬＴＥシステムは、コアネットワーク（ＣＮ：　Ｃｏｒｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）１０に備
えられたアクセスゲートウェイ（ａＧＷ：　ａｃｃｅｓｓ　Ｇａｔｅｗａｙ）２０（２０

１、２０２）と、基地局装置３０（３００、３０１、３０２、３０３）と、移動機４０と
を備える。アクセスゲートウェイ２０と基地局装置３０は、ＬＴＥ無線アクセスネットワ
ーク（ＬＴＥ－ＲＡＮ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ））３５を構成する
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。
【０００５】
　ＩＭＴ－２０００システムは、コアネットワーク１０に備えられた交換機６０と、無線
ネットワーク制御装置（ＲＮＣ：　Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ
）７０（７０１、７０２）と、基地局装置８０（８００、８０１、８０２、８０３）と、
移動機９０とを備える（例えば、非特許文献１参照）。
【０００６】
　以上から、ＩＭＴ－２０００システムには、ＬＴＥシステムには存在していない、無線
ネットワーク制御装置７０が存在している。
【０００７】
　ＬＴＥシステムに代表される、今後の無線移動通信システムでは、可能な限り、ネット
ワーク構成を簡略化することが考えられている。ネットワーク構成を簡略化することで、
ネットワーク内に配置されるノード数の削減、通信品質の向上、保守性の向上などの追及
が行われる。
【０００８】
　このような理由から、ＬＴＥシステムでは、無線ネットワーク制御装置をなくし、代わ
りに、基地局装置にそれまで無線ネットワーク制御装置が備えていた機能の一部が実装さ
れる。
【０００９】
　ＩＭＴ－２０００システムにおける無線ネットワーク制御装置７０は、移動通信システ
ムの重要な機能の一つである移動制御に関して重要な機能を担っている。具体的には、無
線ネットワーク制御装置７０は、自装置配下の基地局装置８０及び移動機９０の情報、無
線リソースの割り当て状況などを管理し、それらの状況に応じて、基地局装置８０及び移
動機９０に対して移動制御を行う。したがって、無線ネットワーク制御装置７０は、自装
置配下の基地局情報及び自装置の周辺に存在する他の無線ネットワーク制御装置と他の無
線ネットワーク制御装置配下の基地局情報などを全て保持する必要がある。
【００１０】
　また、無線ネットワーク制御装置７０は、自装置配下の基地局装置間での移動機の移動
に関しては、自装置内で移動制御を実施するとともに、他の無線ネットワーク制御装置に
跨る移動機の移動に関しては、他の無線ネットワーク制御装置とのインターフェースＩｕ
ｒを使用して、移動機情報を共有し、移動制御を実施する。
【００１１】
　ＩＭＴ－２０００システムでの、移動制御の実現方法について説明する。ここでは、一
例として、図２を参照して説明したＩＭＴ－２０００システムと同様のシステム構成を用
いて説明する。無線ネットワーク制御装置７０１は自装置の識別子として"ａ"を保持し、
無線ネットワーク制御装置７０２は自装置の識別子として"ｂ"を保持する。
【００１２】
　移動機９０が、同一無線ネットワーク制御装置の配下の基地局装置のカバーするエリア
間で移動する場合について、図３を参照して説明する。
【００１３】
　移動機９０が、通信している基地局装置以外の基地局装置配下に移動する（ステップＳ
２）。例えば、移動機９０は、通信している基地局装置８０１のカバーするエリアから基
地局装置８００のカバーするエリアに移動する。
【００１４】
　次に、移動機９０は、基地局装置８００を介して、無線ネットワーク制御装置７０１に
対して再接続要求メッセージを送信する（ステップＳ４）。この再接続要求メッセージの
中には、移動前の移動機９０が在圏していたエリアをカバーする基地局装置８０１を制御
する無線ネットワーク制御装置７０１の識別子（図の例では、"ａ"）及び移動機９０の識
別子が含まれる。この再接続要求メッセージが移動機９０から無線ネットワーク制御装置
７０１に送信されることにより、移動制御が開始される。
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【００１５】
　移動機９０から信号を受信した無線ネットワーク制御装置７０１は、該信号に含まれる
無線ネットワーク制御装置の識別子を使用して、旧無線ネットワーク制御装置、すなわち
移動機９０が移動する前に通信していた無線ネットワーク制御装置を判断し、旧無線ネッ
トワーク制御装置が自装置か否かを確認する（ステップＳ６）。
【００１６】
　無線ネットワーク制御装置７０１は、受信した無線ネットワーク制御装置の識別子と、
自装置の識別子とが一致するため、移動機９０の移動先が、自装置配下だったと判断し、
該移動機９０に関する情報は、すべて自装置内で保持しているため、その保持している移
動機情報を使用して、該移動機９０との間で、通信を再開する手順を実施する。
【００１７】
　次に、移動機９０が、通信中の無線ネットワーク制御装置とは異なる無線ネットワーク
制御装置の配下の基地局装置のカバーするエリアに移動する場合について、図４を参照し
て説明する。
【００１８】
　移動機９０が、通信している基地局装置以外の基地局装置の配下に移動する（ステップ
Ｓ２）。例えば、移動機９０は、通信している基地局装置８０１のカバーするエリアから
基地局装置８０２のカバーするエリアに移動する。
【００１９】
　次に、移動機９０は、基地局装置８０２を介して、該基地局装置８０２を制御する無線
ネットワーク制御装置７０２に対して再接続要求メッセージを送信する（ステップＳ４）
。この再接続要求メッセージには、移動前の移動機９０が在圏するエリアをカバーする基
地局装置８０１を制御する無線ネットワーク制御装置７０１の識別子（図の例では、"ａ"
）及び移動機識別子が含まれる。この再接続要求メッセージが移動機９０から無線ネット
ワーク制御装置７０２に送信されることにより、移動制御が開始される。
【００２０】
　移動機９０から信号を受信した無線ネットワーク制御装置７０２は、該信号に含まれる
無線ネットワーク制御装置の識別子を使用して、旧無線ネットワーク制御装置、すなわち
移動機９０が移動する前に通信していた無線ネットワーク制御装置を判断し、旧無線ネッ
トワーク制御装置が自装置か否かを確認する（ステップＳ６）。
【００２１】
　無線ネットワーク制御装置７０２は、受信した無線ネットワーク制御装置の識別子と、
自装置の識別子とが一致しないため、移動機９０が、自装置とは異なる無線ネットワーク
制御装置の配下から移動してきたと判断する。この場合、無線ネットワーク制御装置７０

２は、移動機９０に関する情報を保持していないため、再接続要求メッセージに含まれる
無線ネットワーク制御装置の識別子を持つ旧無線ネットワーク制御装置から、該移動機９
０に関する情報を転送する手段を実施する（ステップＳ８）。
【００２２】
　移動機９０に関する情報を転送された、無線ネットワーク制御装置７０２は、該移動機
９０に対して通信を再開する手段を実施する（ステップＳ１０）。
【特許文献１】特開２００４－１３５２９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　しかし、上述した背景技術には以下に示すような問題点がある。
【００２４】
　第３世代移動通信システムにおける無線ネットワーク制御装置は、数十台－数百台の基
地局装置をまとめる形で配置されるのが一般的である。したがって、1台の無線ネットワ
ーク制御装置が制御している基地局装置がカバーする地理的範囲は、1台の基地局装置が
カバーする範囲の数十倍－数百倍である。従って、移動制御に関しては、自無線ネットワ
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ーク制御装置内、すなわち同一無線ネットワーク制御装置配下の基地局装置のカバーする
エリア間での移動に関する制御の方が、無線ネットワーク制御装置を跨る、すなわち通信
中の無線ネットワーク制御装置とは異なる無線ネットワーク制御装置配下の基地局装置の
カバーするエリアへの移動に関する制御に比べて支配的である。
【００２５】
　また、第３世代移動通信システムでは、自無線ネットワーク制御装置の周囲に配置され
ている無線ネットワーク制御装置の数も多くないため、各無線ネットワーク制御装置内に
システムデータとして、隣接する無線ネットワーク制御装置の情報を保持することにより
、移動機が移動した先の無線ネットワーク制御装置を特定する手段も比較的容易に実現で
きる。
【００２６】
　例えば、無線ネットワーク制御装置間は、無線ネットワーク制御装置間のインターフェ
ースであるＩｕｒで情報のやり取りが行われる。起動している無線ネットワーク制御装置
７０は、自装置の周りに配置された無線ネットワーク制御装置とコネクションを設定して
いる。また、各無線ネットワーク制御装置は、自装置が通信を行う可能性のある無線ネッ
トワーク制御装置の情報をシステムデータとして保持している。例えば、図５に示すよう
に、無線ネットワーク制御装置７０２は、移動機９０から移動元のエリアをカバーしてい
る基地局装置を管理している無線ネットワーク制御装置の情報として、無線ネットワーク
制御装置７０３の識別子を受信した場合、システムデータを参照することにより、その無
線ネットワーク制御装置７０３の位置がわかり、その移動機９０の情報を問い合わせる無
線ネットワーク制御装置７０３を認識できる。
【００２７】
　一方、前述したように今後の無線通信システムは、ネットワーク構成の簡略化を実現す
るために、無線ネットワーク制御装置の機能の一部を基地局装置に実装することになる。
このため、ＬＴＥシステムでは、無線ネットワーク制御装置の機能の一部が基地局装置に
実装される。すなわち、移動機の管理は小さなエリア毎に実現される。このため、以下に
示すような状況になることは容易に理解でき、管理エリア（基地局装置）を跨った場合の
移動制御を可能な限り簡略化する必要がある。
（１）移動機の管理エリアを跨る移動制御の割合が多くなる。
（２）移動機の管理エリアの周辺に配置される他の管理エリアの数が多くなる。
【００２８】
　このような状況では、上述したような他の管理エリア（基地局装置）を特定する手段と
して、自基地局装置に隣接する基地局装置の情報を、各基地局装置に保持することは困難
である。このため、予め隣接基地局情報を持たずに、すなわちネットワーク構成を意識せ
ずに、隣接基地局装置間の移動制御を実現する必要がある。
【００２９】
　そこで、本発明は、上述した課題の少なくとも１つを解決するためになされたものであ
り、その目的は、基地局装置で隣接基地局情報を予め保持することなく、基地局装置間で
移動機情報の授受ができる移動機及び基地局装置並びに通信制御方法を提供することにあ
る。
【課題を解決するための手段】
【００３０】
　上記課題を解決するため、本発明の移動機は、
　基地局装置との間でコネクション設定を行い、該基地局装置との間で通信が切断された
後、通信を継続できる基地局装置に再接続要求を行う移動機であって、
　前記コネクション設定の際に、移動機を識別するための移動機識別子が割り当てられ、
該移動機識別子及び前記コネクション設定を行う基地局装置のネットワークレイヤのアド
レスが通知され、
　前記アドレス及び前記移動機識別子を含む再接続要求を生成し、前記通信を継続できる
基地局装置に送信するコネクション再確立メッセージ処理手段と、
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　前記通信を継続できる基地局装置とコネクションの再確立を行うコネクション制御手段
と
　を備え、
　前記コネクション制御手段は、前記アドレス及び前記移動機識別子に基づいて前記通信
を継続できる基地局装置において取得された前記コネクション設定に関する移動機情報に
基づいて、コネクションの再確立を行うことを特徴の１つとする。
【００３１】
　このように構成することにより、コネクション設定の際に通知された移動機識別子及び
コネクション設定を行う基地局装置のネットワークレイヤのアドレスを、再接続要求で通
知でき、通信を継続できる基地局装置とコネクションの再確立を行うことができる。
【００３２】
　本発明の基地局装置は、
　基地局装置との間のコネクションが切断された移動機から送信された再接続要求を受信
し、該移動機との間で再接続を行う基地局装置であって、
　前記再接続要求には、前記コネクションの設定の際に割り当てられる移動機を識別する
ための移動機識別子及び前記コネクションの設定を行った基地局装置のネットワークレイ
ヤのアドレスが含まれ、
　自基地局装置に割り当てられたネットワークレイヤのアドレスを保持する基地局情報保
持手段と、
　自基地局装置とコネクションの設定がされた移動機のコネクション設定に関する移動機
情報を保持する移動機情報保持手段と、
　前記移動機識別子に対応する移動機情報に基づいて、前記移動機との間でコネクション
の再設定を行うコネクション制御手段と
　を備えることを特徴の１つとする。
【００３３】
　このように構成することにより、コネクション設定の際に移動機識別子及びコネクショ
ン設定を行う基地局装置のネットワークレイヤのアドレスを通知し、再接続要求で通知さ
れた移動機識別子及びコネクション設定を行う基地局装置のネットワークレイヤのアドレ
スに基づいて、移動機との間でコネクションの再確立を行うことができる。
【００３４】
　本発明の通信制御方法は、
　移動機と基地局装置との間でコネクション設定が行われ、前記コネクション設定の際に
、各移動機に割り当てられる移動機識別子及びコネクション設定を行う基地局装置のネッ
トワークレイヤのアドレスが前記移動機に通知され、通信が切断された後、前記移動機は
通信を継続できる基地局装置に再接続要求を行い、
　前記移動機が、前記アドレス及び前記移動機識別子を含む再接続要求を送信するコネク
ション再確立メッセージ送信ステップと、
　前記通信を継続できる基地局装置が、前記再接続要求に含まれる移動機識別子及び前記
アドレスと、自基地局装置に割り当てられたネットワークレイヤのアドレス及び自基地局
装置とコネクションの設定がされた移動機のコネクション設定に関する移動機情報に基づ
いて、前記再接続要求を行った移動機との間でコネクションの再設定を行うコネクション
制御ステップと
　を有することを特徴の１つとする。
【００３５】
　このようにすることにより、移動機は、コネクション設定の際に移動機識別子及びコネ
クション設定を行う基地局装置のネットワークレイヤのアドレスを通知し、基地局装置は
、再接続要求で通知された移動機識別子及びコネクション設定を行う基地局装置のネット
ワークレイヤのアドレスに基づいて、移動機との間で再接続を行うことができる。
【発明の効果】
【００３６】
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　本発明の実施例によれば、基地局装置で隣接基地局情報を予め保持することなく、基地
局装置間で移動機情報の授受ができる移動機及び基地局装置並びに通信制御方法を実現で
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　次に、本発明を実施するための最良の形態を、以下の実施例に基づき図面を参照しつつ
説明する。
　なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を用い
、繰り返しの説明は省略する。
【００３８】
　本発明の実施例に係る移動機及び基地局装置が適用される移動通信システムの構成につ
いて、図６を参照して説明する。
【００３９】
　本実施例にかかる移動通信システム１００は、例えばＬＴＥシステムであり、コアネッ
トワーク２００に備えられたゲートウェイ（ＧＷ：　Ｇａｔｅｗａｙ）３００と、基地局
装置４００（４０００、４００１、４００２、４００３）と、移動機５００とを備える。
【００４０】
　複数の基地局装置４０００、４００１、４００２及び４００３は、基地局間ネットワー
ク４５０、例えばＩＰネットワークで接続されている。各基地局装置には、該基地局間ネ
ットワーク４５０で基地局装置を特定するアドレス、例えばネットワークレイヤアドレス
、例えばＩＰアドレスが割り当てられる。各基地局装置４０００、４００１、４００２及
び４００３は、自基地局装置以外の他の基地局装置のネットワークレイヤアドレス、例え
ばＩＰアドレスを知ることにより、互いに通信が可能である。
【００４１】
　また、ある基地局装置４００のカバーするエリア内に存在（在圏）する移動機５００は
、無線を介して、該エリアを管理している基地局装置４００との通信を確立する。
【００４２】
　本実施例に係る基地局装置４００について、図７を参照して説明する。
【００４３】
　基地局装置４００は、対移動機インターフェース４０２と、対移動機信号処理部４０４
と、コネクション制御部４１０と、対基地局インターフェース４１２と、移動機情報取得
メッセージ処理部４１４と、基地局情報保持部４１６と、移動機情報保持部４１８とを備
える。対移動機信号処理部４０４は、接続要求メッセージ処理部４０６と、再接続要求メ
ッセージ処理部４０８とにより構成される。
【００４４】
　対移動機インターフェース４０２は自基地局装置と移動機５００との間のインターフェ
ースであり、対基地局インターフェース４１２は自基地局装置と他の基地局装置との間の
インターフェースである。
【００４５】
　接続要求メッセージ処理部４０６は、移動機５００から接続要求メッセージを受信する
と、コネクション制御部４１０に通知する。
【００４６】
　コネクション制御部４１０は、接続要求メッセージ処理部４０６により通知された接続
要求メッセージに基づいて、所定の接続処理を行うことにより、移動機５００に対して該
移動機を識別するための移動機識別子を割り当て、移動機５００との間にコネクションの
設定を行う。コネクション制御部４１０は、コネクション確立の際、後述する基地局情報
保持部４１６に記憶された自基地局装置の基地局間ネットワーク４５０におけるネットワ
ークレイヤアドレス情報を、移動機５００に対して通知する。また、コネクション制御部
４１０は、コネクションの設定がされた移動機５００のコネクション設定に関する移動機
情報を、割り当てた移動機識別子と対応させて移動機情報保持部４１８に記憶する。
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【００４７】
　再接続要求メッセージ処理部４０８は、移動機５００から再接続要求メッセージを受信
すると、コネクション制御部４１０に通知する。
【００４８】
　コネクション制御部４１０は、再接続要求メッセージ処理部４０８により通知された再
接続要求メッセージに基づいて、該再接続要求メッセージに含まれる基地局装置のネット
ワークレイヤアドレス情報を確認し、該移動機５００が再接続要求メッセージを送信する
前、すなわち通信が切断される前に自基地局装置と通信していたか否かを判断する。例え
ば、コネクション制御部４１０は、移動機５００からの再接続要求メッセージに含まれる
ネットワークレイヤアドレスと、自基地局装置に割り当てられているネットワークレイヤ
アドレスとが一致するか否かを判断する。
【００４９】
　具体的には、コネクション制御部４１０は、再接続要求メッセージに含まれる基地局装
置のネットワークレイヤアドレス情報と、基地局情報保持部４１６に記憶されている自基
地局装置のネットワークレイヤアドレス情報とが一致するか否かを判断することにより、
一致する場合には自基地局装置と通信していたと判断し、一致しない場合には自基地局装
置と通信していなかったと判断する。
【００５０】
　コネクション制御部４１０は、移動機５００が自基地局装置と通信していたと判断でき
た場合、移動機情報保持部４１８に記憶された再接続要求メッセージで通知された移動機
識別子に対応する移動機情報を使用して、移動機５００とのコネクションの再確立を実施
する。
【００５１】
　一方、コネクション制御部４１０は、移動機５００が自基地局装置と通信していないと
判断した場合、再接続要求メッセージで通知されたネットワークレイヤアドレスを使用し
て、移動機５００が移動前に通信していた基地局装置（以下、旧基地局装置と呼ぶ）との
通信を確立する。例えば、コネクション制御部４１０は、旧基地局装置との通信を、基地
局間ネットワーク４５０で使用しているプロトコル、たとえば、ネットワークレイヤプロ
トコルとしてＩＰプロトコルが使用される場合には、旧基地局装置のＩＰアドレス宛に、
ＩＰパケットを送信することで通信を行う。
【００５２】
　移動機情報取得メッセージ処理部４１４は、旧基地局装置との間で通信が確立できたら
、旧基地局装置に対して、移動機情報の取得を要求する。このとき、移動機情報取得メッ
セージ処理部４１４は、旧基地局装置に対して、移動機識別子を含む移動機情報取得要求
を通知する。
【００５３】
　旧基地局装置の移動機情報取得メッセージ処理部４１４は、通知された移動機情報取得
要求に含まれる移動機識別子に基づいて、移動機情報保持部４１８に記憶された該移動機
識別子に対応する移動機情報を特定し、特定した移動機情報を要求してきた基地局装置に
通知する。
【００５４】
　基地局情報保持部４１６は、自基地局装置のネットワークレイヤアドレス情報を記憶す
る。例えば、基地局間ネットワーク４５０で使用しているネットワークレイヤプロトコル
としてＩＰプロトコルが使用される場合には、ＩＰアドレスを記憶する。
【００５５】
　移動機情報保持部４１８は、移動機とのコネクション設定の際に各移動機に割り当てた
移動機を識別するための移動機識別子と対応付けて該移動機のコネクション設定に関する
情報、例えば、移動機の能力、使用コード、実施されているサービスの情報が記憶される
。移動機の能力としては、例えば送受信できる帯域幅を示す情報が含まれる。
【００５６】
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　本実施例に係る移動機５００について、図８を参照して説明する。
【００５７】
　移動機５００は、対基地局インターフェース５０２と、対基地局信号処理部５０４と、
コネクション制御部５１０と、基地局情報保持部５１２と、移動機情報保持部５１４とを
備える。対基地局信号処理部５０４は、コネクション確立メッセージ処理部５０６と、コ
ネクション再確立メッセージ処理部５０８とにより構成される。
【００５８】
　対基地局インターフェース５０２は自移動機と基地局装置との間のインターフェースで
ある。
【００５９】
　コネクション確立メッセージ処理部５０６は、基地局装置４００との間でコネクション
を確立するために必要なメッセージを生成し、対基地局インターフェース５０２を介して
、送信する。また、コネクション確立メッセージ処理部５０６は、コネクション確立時に
、基地局装置４００により通知された該基地局装置の基地局間ネットワーク４５０におけ
るネットワークレイヤアドレス情報を基地局情報保持部５１２に記憶する。また、コネク
ション確立メッセージ処理部５０６は、コネクション確立時に、基地局装置４００により
割り当てられ、通知された各移動機を識別するための移動機識別子を、移動機情報保持部
５１４に記憶する。
【００６０】
　コネクション制御部５１０は、基地局装置４００との間のコネクションに関する制御を
行う。
【００６１】
　コネクション再確立メッセージ処理部５０８は、コネクション設定が行われた基地局装
置との間で通信が切断された後、通信を継続できる基地局装置との間でコネクションを再
確立するために必要なメッセージを生成し、対基地局インターフェース５０２を介して送
信する。このコネクションを再確立するために必要なメッセージには、基地局情報保持部
５１２に記憶されたこれまで通信中であった基地局装置のネットワークレイヤアドレスと
、移動機情報保持部５１４に記憶された自移動機に割り当てられた移動機識別子が含まれ
る。
【００６２】
　コネクション制御部５１０は、基地局装置との間でコネクションの再確立に関する処理
を行う。
【００６３】
　基地局情報保持部５１２は、コネクションを確立する基地局装置４００により通知され
た該基地局装置の基地局間ネットワーク４５０におけるネットワークレイヤアドレス情報
、例えばＩＰアドレスを記憶する。
【００６４】
　移動機情報保持部５１４は、コネクション確立時に、基地局装置４００により割り当て
られた各移動機を識別する移動機識別子を記憶する。
【００６５】
　次に、本実施例に係る基地局装置４００の動作について、図９を参照して説明する。
【００６６】
　接続要求メッセージ処理部４０６は、移動機５００が送信した接続要求メッセージを、
対移動機インターフェース４０２を介して受信し、コネクション制御部４１０に入力する
。
【００６７】
　コネクション制御部４１０は、入力された接続要求メッセージに基づいて、移動機５０
０との間にコネクションの設定を行う（ステップＳ９０２）。コネクション設定の際に、
コネクション制御部４１０は、コネクション確立要求を行った移動機５００に各移動機を
識別する移動機識別子を割り当て、該移動機識別子を通知するとともに、コネクション設
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定に関する移動機情報を該移動機識別子に対応付けて、移動機情報保持部４１８に記憶す
る。また、コネクション制御部４１０は、コネクション確立の際、自基地局装置の基地局
装置間ネットワークにおけるネットワークレイヤアドレス情報を移動機５００に通知する
。基地局装置のネットワークレイヤアドレス情報を受信した移動機は、そのネットワーク
レイヤアドレス情報を保持する。
【００６８】
　ここで、例えば、移動機５００が移動し又は無線環境が一時的に劣化し、それまで確立
していたコネクションが切断された場合、移動機５００は、通信を継続できる基地局装置
４００を検知し、該基地局装置に対して、コネクション再確立要求を行うための再接続要
求メッセージを送信する。この再接続要求メッセージを受信する基地局装置は、移動機５
００がそれまで通信していた基地局装置である可能性もあるし、異なる基地局装置である
可能性もある。この再接続要求メッセージには、ステップＳ９０２において通知された基
地局装置のネットワークレイヤアドレス情報及び移動機識別子が含まれている。
【００６９】
　再接続要求メッセージ処理部４０８は、移動機５００からの再接続要求メッセージを受
信すると、該再接続要求メッセージをコネクション制御部４１０に入力する（ステップＳ
９０４）。
【００７０】
　コネクション制御部４１０は、入力された再接続要求メッセージに基づいて、該再接続
要求メッセージに含まれる基地局装置のネットワークレイヤアドレス情報を確認し、コネ
クション再確立要求を行った移動機５００が、その再接続要求メッセージを送信する前に
自基地局装置と通信していたか否かを判断する。このようにすることにより、再接続要求
を行った移動機５００の移動機情報を問い合わせるために、他の基地局装置と通信する必
要があるか否かを判断する（ステップＳ９０６）。
【００７１】
　例えば、上述したようにコネクション制御部４１０は、移動機５００が再接続要求メッ
セージで通知してきたネットワークレイヤアドレスと、自基地局装置に割り当てられてい
るネットワークレイヤアドレスとが一致するか否かを判断する。具体的には、コネクショ
ン制御部４１０は、再接続要求メッセージに含まれる基地局装置のネットワークレイヤア
ドレス情報と、基地局情報保持部４１６に記憶された自基地局装置のネットワークレイヤ
アドレス情報とが一致するか否かを判断することにより、一致する場合には他の基地局装
置との通信は不要であると判断し、一致しない場合には他の基地局装置との通信が必要で
あると判断する。
【００７２】
　判断の結果、該移動機５００が自基地局装置と通信していたと判断できた場合（ステッ
プＳ９０６：不要）、移動機情報保持部４１８に保持している再接続要求メッセージで通
知された移動機識別子に対応する移動機情報を使用して、該移動機５００とのコネクショ
ンの再確立を実施する（ステップＳ９１２）。
【００７３】
　一方、移動機５００が、自基地局と通信していないと判断された場合（ステップＳ９０
６：必要）、コネクション制御部４１０は、移動機５００により通知されたネットワーク
レイヤアドレスを使用して、旧基地局装置との間との通信を確立する。旧基地局装置との
間に通信を確立するための手段は、基地局間ネットワーク４５０で使用しているプロトコ
ルに依存するが、たとえば、ネットワークレイヤプロトコルとしてＩＰプロトコルが使用
されていた場合には、旧基地局装置のＩＰアドレスを宛先とし、ＩＰパケットを送信する
ことで通信を行うことが可能である。
【００７４】
　旧基地局装置との間で、通信が確立できたら、移動機情報取得メッセージ処理部４１４
は、旧基地局装置に対して、移動機情報の取得を要求する。移動機情報取得メッセージ処
理部４１４は、再接続要求メッセージで通知された移動機識別子を含む移動機情報取得要
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求を旧基地局装置に送信する。旧基地局装置の移動機情報取得メッセージ処理部４１４は
、通知された移動機情報取得要求に含まれる移動機識別子に基づいて、該移動機識別子に
対応する移動機情報を移動機情報保持部４１８から取得し、基地局装置に通知する。
【００７５】
　移動機情報取得メッセージ処理部４１４は、旧基地局装置から送信された移動機情報を
受信する（ステップＳ９０８）。
【００７６】
　コネクション制御部４１０は、旧基地局装置から送信された移動機情報を使用して、該
移動機とのコネクションの再確立を実施する（ステップＳ９１０）。
【００７７】
　次に、移動機５００の移動先のエリアをカバーする基地局装置と、移動元のエリアをカ
バーする基地局装置とが異なる場合に、移動先のエリアをカバーする基地局装置（以下、
新基地局装置と呼ぶ）が、移動元のエリアをカバーする基地局装置（旧基地局装置）から
移動機情報を受信する処理について、図１０を参照して説明する。
【００７８】
　新基地局装置のコネクション制御部４１０は、旧基地局装置のコネクション制御部４１
０との間でコネクションを設定する（ステップＳ１００２）。
【００７９】
　新基地局装置の移動機情報取得メッセージ処理部４１４は、旧基地局装置の移動機情報
取得メッセージ処理部４１４に対して移動機情報取得要求を行う（ステップＳ１００４）
。この移動機情報取得要求には、新基地局装置に対して再接続要求を行った移動機の移動
機識別子が含まれる。
【００８０】
　旧基地局装置の移動機情報取得メッセージ処理部４１４は、移動機情報取得要求に含ま
れる移動機識別子に基づいて、該移動機識別子に対応する移動機情報を移動機情報保持部
４１８から取得し編集する（ステップＳ１００６）。
【００８１】
　旧基地局装置の移動機情報取得メッセージ処理部４１４は、編集した移動機情報を新基
地局装置に送信する（ステップＳ１００８）。旧基地局装置の移動機情報取得メッセージ
処理部４１４は、送信した移動機情報を移動機情報保持部４１８から削除する（ステップ
Ｓ１０１０）。
【００８２】
　新基地局装置の移動機情報取得メッセージ処理部４１４は、旧基地局装置から移動機情
報を取得すると（ステップＳ１０１２）、該移動機情報をコネクション制御部４１０に入
力する。
【００８３】
　新基地局装置のコネクション制御部４１０は、旧基地局装置とのコネクションを解放す
る（ステップＳ１０１４）。
【００８４】
　このようにすることにより、移動機５００から、再接続要求メッセージを受信した基地
局装置は、自基地局装置に保持していた移動機情報又は旧基地局装置から取得した移動機
情報を使用して、該移動機５００とのコネクションの再確立処理を行うことができる。
【００８５】
　移動機５００とのコネクションの再確立を行った基地局装置４００は、移動機５００と
通信を開始したことをコアネットワーク２００に通知する。このように、旧基地局装置が
使用していた移動機情報を引き継いで、移動機５００とのコネクションを再確立し、通信
を再確立できたことをコアネットワーク２００に通知することで、移動機５００とコアネ
ットワーク２００との通信は保たれたままで、無線レイヤの通信の再確立を実現すること
ができる。
【００８６】
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　次に、呼接続から移動制御までのシーケンスについて、図１１を参照して説明する。
【００８７】
　本実施例においては、図１２に示すように、図６を参照して説明した構成において、基
地局装置４０００、４００１、４００２及び４００３に対して、それぞれＩＰアドレスと
して、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＤが与えられている場合について説明する。また、ここでは、一例
として、移動機５００が、基地局装置４０００のカバーするエリアから、基地局装置４０
０２のカバーするエリアに移動する場合について説明する。従って、図１１に示す旧基地
局装置は基地局装置４０００を示し、新基地局装置は基地局装置４００２を示す。また、
複数の基地局装置は、ＩＰネットワークにより基地局装置間の通信が可能である。また、
基地局装置間ネットワークでは、トランスポートレイヤ層のプロトコルとしてＴＣＰプロ
トコルが使用される。
【００８８】
　また、コアネットワーク２００は、基地局装置４００を介して、移動機５００との通信
を行うことが可能であり、ある移動機５００を収容している基地局装置４００に対して、
該移動機５００向けのデータを送受信する。また、移動機５００が収容されている基地局
装置４００が変更された場合には、基地局装置４００から通知を受けることにより、該移
動機５００向けのデータを送受信する基地局装置を変更する。
【００８９】
　移動機５００のコネクション確立メッセージ処理部５０６は、通信を確立できる基地局
装置４００を検知し、該基地局装置４０００に対してコネクション確立要求を送信する（
ステップＳ１１０２）。
【００９０】
　移動機５００のコネクション制御部５１０と基地局装置４０００のコネクション制御部
４１０との間でコネクション設定が行われる（ステップＳ１１０４）。
【００９１】
　ここで、例えば、移動機５００が移動し、それまで確立していたコネクションが切断さ
れた場合又は無線環境が一時的に劣化しそれまで確立していたコネクションが切断された
場合、移動機５００のコネクション制御部５１０は、通信を継続できる基地局装置４００

２を検知し、コネクションの再確立を行う（ステップＳ１１０６）。
【００９２】
　移動機５００のコネクション再確立メッセージ処理部５０８は、基地局装置４００２に
コネクション再確立を要求する（ステップＳ１１０８）。
【００９３】
　基地局装置４００２の再接続要求メッセージ処理部４０８は、移動機５００からコネク
ション再確立要求を受信すると、該コネクション再確立要求に含まれる旧基地局装置のネ
ットワークレイヤアドレス及び移動機識別子を取得し（ステップＳ１１１０、ステップＳ
１１１２）、該ネットワークレイヤアドレス及び移動機識別子をコネクション制御部４１
０に入力する。この場合、基地局装置４００２の再接続要求メッセージ処理部４０８は基
地局装置４０００のネットワークレイヤアドレスとして、ＩＰアドレス"Ａ"を取得する。
【００９４】
　基地局装置４００２のコネクション制御部４１０は、入力されたネットワークレイヤア
ドレスに基づいて、移動機５００が移動前に在圏していたエリアと自基地局装置のカバー
するエリアとが同一か否か、言い換えれば、他の基地局装置に該移動機５００の情報を問
い合わせる必要があるか否かを判断する。問い合わせる必要がない場合、すなわち入力さ
れたネットワークレイヤアドレスが自基地局装置のネットワークレイヤアドレスと一致す
る場合、自基地局装置が保持している移動機情報を使用してコネクションの再確立を行う
。
【００９５】
　本実施例では、入力されたネットワークレイヤアドレス、すなわちＩＰアドレス"Ａ"と
、自基地局装置のネットワークレイヤアドレス、すなわちＩＰアドレス"Ｃ"とは一致しな



(14) JP 4778409 B2 2011.9.21

10

20

30

40

50

いため、コネクション制御部４１０は、他の基地局装置に該移動機５００の情報を問い合
わせる必要があると判断する。
【００９６】
　基地局装置４００２のコネクション制御部４１０は、基地局装置４０００との間にコネ
クションを確立する。基地局装置４００２の移動機情報取得メッセージ処理部４１４は、
基地局装置４０００に対して移動機情報の取得を要求する。基地局装置４０００の移動機
情報取得メッセージ処理部４１４は、基地局装置４００２からの移動機情報の取得要求に
したがって、移動機情報保持部４１８に保持された移動機情報を基地局装置４００２に送
信する(ステップＳ１１１４)。
【００９７】
　基地局装置４００２のコネクション制御部４１０は、通知された移動機情報を使用して
移動機５００との間のコネクションの再設定を行う（ステップＳ１１１６）。
【００９８】
　次に、呼接続から移動制御までのシーケンスについて、図１３を参照して詳細に説明す
る。
【００９９】
　本実施例においては、図１２のシステム構成において、移動機５００が、基地局装置４
０００のカバーするエリアから、基地局装置４００１のカバーするエリアに移動する場合
について説明する。従って、図１３に示す旧基地局装置は基地局装置４０００を示し、新
基地局装置は基地局装置４００１を示す。
【０１００】
　移動機５００のコネクション確立メッセージ処理部５０６は、接続可能な基地局４００

０を検知し、該基地局装置４０００に対してコネクション確立要求を送信する（ステップ
Ｓ１３０２）。
【０１０１】
　次に、移動機５００のコネクション制御部５１０と基地局装置４０００のコネクション
制御部４１０との間でコネクション設定が行われる（ステップＳ１３０４）。次に、基地
局装置４０００のコネクション制御部４１０とコアネットワーク２００との間でコネクシ
ョン確立が行われる（ステップＳ１３０６）。次に、移動機５００のコネクション制御部
５１０とコアネットワーク２００との間で、基地局装置４０００を経由したコネクション
確立が行われる（ステップＳ１３０８）。
【０１０２】
　移動機５００のコネクション確立メッセージ処理部５０６は、コネクション確立を行っ
た基地局装置４０００から通知された基地局装置４０００のＩＰアドレスを基地局情報保
持部５１２に保持し（ステップＳ１３１０）、基地局装置４０００の接続要求メッセージ
処理部４０６は、コネクションの確立を行った移動機５００のコネクションに関する移動
機情報を、移動局識別子と対応させて移動機情報保持部４１８に保持し（ステップＳ１３
１２）、コアネットワーク２００の例えばホームロケーションレジスタは、移動機情報と
基地局情報を保持する（ステップＳ１３１４）。
【０１０３】
　ここで、例えば、移動機５００が移動しそれまで確立していたコネクションが切断され
た場合又は無線環境が一時的に劣化し、それまで確立していたコネクションが切断された
場合、移動機５００は、通信を継続できる基地局装置４００を検知する（ステップＳ１３
１６）。
【０１０４】
　次に、検知した基地局装置４００１に対して、移動機５００の再確立メッセージ処理部
５０８は、コネクション再確立要求を行うための再接続要求メッセージを送信する（ステ
ップＳ１３１８）。
【０１０５】
　基地局装置４００１の再接続要求メッセージ処理部４０８は、移動機５００から再確立
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要求メッセージを受信すると、該再確立要求メッセージに含まれる旧基地局装置のネット
ワークレイヤアドレス及び移動機識別子を取得し（ステップＳ１３２０、ステップＳ１３
２２）、該ネットワークレイヤアドレス及び移動機識別子をコネクション制御部４１０に
入力する。この場合、基地局装置４００１の再接続要求メッセージ処理部４０８は基地局
装置４０００のネットワークレイヤアドレスとしてＩＰアドレス"Ａ"を取得する。
【０１０６】
　コネクション制御部４１０は、入力されたネットワークレイヤアドレスに基づいて、移
動機５００が移動前に在圏していたエリアと自基地局装置のカバーするエリアとが同一か
否か、言い換えれば、他の基地局装置に該移動機５００の情報を問い合わせる必要がある
か否かを判断する。問い合わせる必要がない場合、すなわち入力されたネットワークレイ
ヤアドレスが自基地局装置のネットワークレイヤアドレスと一致する場合、自基地局が保
持している移動機情報を使用してコネクションの再確立を行う。
【０１０７】
　本実施例では、入力されたネットワークレイヤアドレス、すなわちＩＰアドレス"Ａ"と
、自基地局のネットワークレイヤアドレス、すなわちＩＰアドレス"Ｂ"とは一致しないた
め、コネクション制御部４１０は、他の基地局装置に該移動機の情報を問い合わせる必要
があると判断する。
【０１０８】
　基地局装置４００１のコネクション制御部４１０は、基地局装置４０００との間のコネ
クションを確立する（ステップＳ１３２４）。基地局装置４００１の移動機情報取得メッ
セージ処理部４１４は、基地局装置４０００に対して移動機情報の取得を要求する（ステ
ップＳ１３２６）。基地局装置４０００の移動機情報取得メッセージ処理部４１４は、基
地局装置４００１からの移動機情報の取得要求にしたがって、移動機情報保持部４１８に
保持された該移動機情報取得要求に含まれる移動機識別子に対応する移動機情報を基地局
装置４００１に送信する(ステップＳ１３２８)。
【０１０９】
　基地局装置４００１のコネクション制御部４１０は、基地局装置４０００とのコネクシ
ョンを解放する（ステップＳ１３３０）。
【０１１０】
　基地局装置４００１のコネクション制御部４１０は、通知された移動機情報を使用して
移動機５００との間のコネクションの再設定を行う（ステップＳ１３３２）。次に、基地
局装置４００１のコネクション制御部４１０とコアネットワーク２００との間でコネクシ
ョン設定が行われる（ステップＳ１３３４）。次に、移動機５００のコネクション制御部
５１０とコアネットワーク２００との間で、基地局装置４００１を経由したコネクション
設定が行われる（ステップＳ１３３６）。
【０１１１】
　本発明の実施例によれば、無線移動通信システムにおいて、移動制御時に移動機の移動
先基地局装置が、旧基地局装置から移動機情報を得て、移動機との通信を再確立すること
ができる。
【０１１２】
　移動機の管理エリアが小さくなることにより、各基地局装置に周辺基地局情報を持たせ
ることは、システムデータの複雑化、配置設計の複雑化を招くことになる。本実施例によ
れば、各基地局装置が周辺基地局情報を保持していない状況での移動機情報の授受を実現
することが可能である。
（付記１）
　基地局装置との間でコネクション設定を行い、該基地局装置との間で通信が切断された
後、通信を継続できる基地局装置に再接続要求を行う移動機であって、
　前記コネクション設定の際に、移動機を識別するための移動機識別子が割り当てられ、
該移動機識別子及び前記コネクション設定を行う基地局装置のネットワークレイヤのアド
レスが通知され、
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　前記アドレス及び前記移動機識別子を含む再接続要求を生成し、前記通信を継続できる
基地局装置に送信するコネクション再確立メッセージ処理手段と、
　前記通信を継続できる基地局装置とコネクションの再確立を行うコネクション制御手段
と
　を備え、
　前記コネクション制御手段は、前記アドレス及び前記移動機識別子に基づいて前記通信
を継続できる基地局装置において取得された前記コネクション設定に関する移動機情報に
基づいて、コネクションの再確立を行うことを特徴とする移動機。
（付記２）
　付記１に記載の移動機において、
　複数の基地局装置はＩＰネットワークを構成し、各基地局装置にはＩＰアドレスが割り
当てられ、
　前記コネクション設定を行う基地局装置からＩＰアドレスが通知され、
　前記コネクション再確立メッセージ処理手段は、前記ネットワークレイヤのアドレスと
してＩＰアドレスを含む再接続要求を生成することを特徴とする移動機。
（付記３）
　基地局装置との間のコネクションが切断された移動機から送信された再接続要求を受信
し、該移動機との間で再接続を行う基地局装置であって、
　前記再接続要求には、前記コネクションの設定の際に割り当てられる移動機を識別する
ための移動機識別子及び前記コネクションの設定を行った基地局装置のネットワークレイ
ヤのアドレスが含まれ、
　自基地局装置に割り当てられたネットワークレイヤのアドレスを保持する基地局情報保
持手段と、
　自基地局装置とコネクションの設定がされた移動機のコネクション設定に関する移動機
情報を保持する移動機情報保持手段と、
　前記移動機識別子に対応する移動機情報に基づいて、前記移動機との間でコネクション
の再設定を行うコネクション制御手段と
　を備えることを特徴とする基地局装置。
（付記４）
　付記３に記載の基地局装置において、
　前記移動機情報保持手段は、移動機識別子と該移動機識別子に対応する移動機のコネク
ション設定に関する移動機情報とを対応させて記憶し、
　前記コネクション制御手段は、前記アドレスが、前記基地局情報保持手段に保持された
自基地局装置に割り当てられたネットワークレイヤのアドレスと等しい場合、前記移動機
情報保持手段に記憶された前記再接続要求に含まれる移動機識別子に対応する移動機情報
を使用して前記移動機との間でコネクションの再設定を行うことを特徴とする基地局装置
。
（付記５）
　付記３又は４に記載の基地局装置において、
　他の基地局装置に対して、前記再接続要求を行った移動機に対応する移動機情報を要求
する移動機情報取得手段
　を備え、
　前記コネクション制御手段は、前記アドレスが、前記基地局情報保持手段に保持された
自基地局装置に割り当てられたネットワークレイヤのアドレスと等しくない場合、前記ア
ドレスに基づいて、コネクションが切断された他の基地局装置との間でコネクションの設
定を行い、
　前記移動機情報取得手段は、前記再接続要求に含まれる移動機識別子を前記アドレス宛
に送信し、前記コネクションが切断された他の基地局装置から前記再接続要求を行った移
動機に対応する移動機情報を取得することを特徴とする基地局装置。
（付記６）
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　付記５に記載の基地局装置において、
　前記コネクション制御手段は、前記移動機情報取得手段が前記移動機との間のコネクシ
ョンが切断された基地局装置から移動機情報を取得した後に、前記移動機との間のコネク
ションが切断された基地局装置との間のコネクションの切断を行うことを特徴とする基地
局装置。
（付記７）
　付記５又は６に記載の基地局装置において、
　前記コネクション制御手段は、前記移動機情報取得手段により取得された移動機情報を
使用して、前記再接続要求を行った移動機とのコネクションの再設定を行うことを特徴と
する基地局装置。
（付記８）
　付記５ないし７のいずれか１項に記載の基地局装置において、
　前記他の基地局装置の移動機情報取得手段は、移動機情報保持手段に保持された、前記
再接続要求を行った移動機の移動機識別子に対応する移動機情報を前記基地局装置に送信
することを特徴とする基地局装置。
（付記９）
　付記８に記載の基地局装置において、
　前記他の基地局装置の移動機情報取得手段は、前記基地局装置に送信した移動機情報を
前記他の基地局装置の移動機情報保持手段から削除することを特徴とする基地局装置。
（付記１０）
　付記３ないし９のいずれか１項に記載の移動機において、
　　複数の基地局装置はＩＰネットワークを構成し、各基地局装置にはＩＰアドレスが割
り当てられ、
　前記基地局情報保持手段は、自基地局装置に割り当てられたネットワークレイヤのアド
レスとしてＩＰアドレスを保持することを特徴とする基地局装置。
（付記１１）
　移動機と基地局装置との間でコネクション設定が行われ、前記コネクション設定の際に
、各移動機に割り当てられる移動機識別子及びコネクション設定を行う基地局装置のネッ
トワークレイヤのアドレスが前記移動機に通知され、通信が切断された後、前記移動機は
通信を継続できる基地局装置に再接続要求を行い、
　前記移動機が、前記アドレス及び前記移動機識別子を含む再接続要求を送信するコネク
ション再確立メッセージ送信ステップと、
　前記通信を継続できる基地局装置が、前記再接続要求に含まれる移動機識別子及び前記
アドレスと、自基地局装置に割り当てられたネットワークレイヤのアドレス及び自基地局
装置とコネクションの設定がされた移動機のコネクション設定に関する移動機情報に基づ
いて、前記再接続要求を行った移動機との間でコネクションの再設定を行うコネクション
制御ステップと
　を有することを特徴とする通信制御方法。
（付記１２）
　付記１１に記載の通信制御方法において、
　前記コネクション制御ステップは、前記アドレスが、自基地局装置に割り当てられたネ
ットワークレイヤのアドレスと等しい場合、自基地局装置が保持する前記移動機識別子に
対応する移動機情報を使用して前記移動機との間でコネクションの再確立を行うことを特
徴とする通信制御方法。
（付記１３）
　付記１１又は１２に記載の通信制御方法において、
　前記通信を継続できる基地局装置が、前記アドレスと自基地局装置に割り当てられたネ
ットワークレイヤのアドレスとが等しくない場合、前記アドレスに基づいて、コネクショ
ンが切断された他の基地局装置との間でコネクションの設定を行うステップと、
　前記通信を継続できる基地局装置が、前記移動機識別子に基づいて、前記他の基地局装
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置に対して、該移動機情報を要求するステップと
　を有することを特徴とする通信制御方法。
（付記１４）
　付記１１ないし１３のいずれか１項に記載の通信制御方法において、
　前記ネットワークレイヤのアドレスは、ＩＰアドレスであることを特徴とする通信制御
方法。
【図面の簡単な説明】
【０１１３】
【図１】ＬＴＥシステムの構成例を示す説明図である。
【図２】ＩＭＴ－２０００システムの構成例を示す説明図である。
【図３】第３世代移動通信システムにおける移動制御を示す説明図である。
【図４】第３世代移動通信システムにおける移動制御を示す説明図である。
【図５】第３世代移動通信システムにおける移動機情報の送受信を示す説明図である。
【図６】本発明の一実施例に係る移動通信システムの構成例を示す説明図である。
【図７】本発明の一実施例に係る基地局装置の構成例を示す部分ブロック図である。
【図８】本発明の一実施例に係る移動機の構成例を示す部分ブロック図である。
【図９】本発明の一実施例に係る基地局装置の動作を示すフロー図である。
【図１０】本発明の一実施例に係る基地局装置間の移動機情報の授受を示すフロー図であ
る。
【図１１】本発明の一実施例に係る呼接続から移動制御までのシーケンスを示すフロー図
である。
【図１２】本発明の一実施例に係るシステム構成例を示す説明図である。
【図１３】本発明の一実施例に係る呼接続から移動制御までのシーケンスを示すフロー図
である。
【符号の説明】
【０１１４】
　１０、５０、２００　コアネットワーク
　２０、２０１、２０２、３００　アクセスゲートウェイ（ａＧＷ：　ａｃｃｅｓｓ　Ｇ
ａｔｅｗａｙ）
　３０、３００、３０１、３０２、３０３、８０、８００、８０１、８０２、８０３、４
００、４０００、４００１、４００２、４００３　基地局装置
　３５　ＬＴＥ－ＲＡＮ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ－Ｒａｄｉｏ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）
　４０、９０、５００　移動機
　６０　交換機
　７０、７０１、７０２　無線ネットワーク制御装置
　４０２　対移動機インターフェース
　４０４　対移動機信号処理部
　４０６　接続要求メッセージ処理部
　４０８　再接続要求メッセージ処理部
　４１０　コネクション制御部
　４１２　対基地局インターフェース
　４１４　移動機情報取得メッセージ処理部
　４１６　基地局情報保持部
　４１８　移動機情報保持部
　４５０　基地局間ネットワーク
　５０２　対基地局インターフェース
　５０４　対基地局信号処理部
　５０６　コネクション確立メッセージ処理部
　５０８　コネクション再確立メッセージ処理部
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　５１０　コネクション制御部
　５１２　基地局情報保持部
　５１４　移動機情報保持部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(21) JP 4778409 B2 2011.9.21

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】
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