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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局が、第１無線アクセスネットワークを収容する交換局に対して、第２無線アクセ
スネットワークに対応可能である旨を示す能力情報を含む位置登録要求信号を送信する工
程と、
　前記交換局が、前記位置登録要求信号に応じて、前記移動局の第１無線アクセスネット
ワークに対する位置登録処理を行う工程と、
　前記交換局が、前記移動局に対して前記第２無線アクセスネットワークを利用した通信
が許容されていない旨を示す情報を含む位置登録完了信号を送信する工程と、
　前記移動局が、前記位置登録完了信号に応じて、管理している能力情報を、前記第２無
線アクセスネットワークに対応可能である旨を示す能力情報から、該第２無線アクセスネ
ットワークに対応不能である旨を示す能力情報に変更する工程とを有することを特徴とす
る移動通信方法。
【請求項２】
　前記交換局が、前記移動局に対して前記第２無線アクセスネットワークを利用した通信
が許容されているか否かについて判定する工程を有することを特徴とする請求項１に記載
の移動通信方法。
【請求項３】
　所定サーバ装置が、前記交換局からの要求に応じて、前記移動局に対して前記第２無線
アクセスネットワークを利用した通信が許容されているか否かについて判定し、該判定結



(2) JP 5052583 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

果を該交換局に通知する工程を有することを特徴とする請求項１に記載の移動通信方法。
【請求項４】
　前記交換局が、前記位置登録要求信号に含まれる移動局識別子に基づいて、該交換局又
は所定サーバ装置のどちらが、前記移動局に対して前記第２無線アクセスネットワークを
利用した通信が許容されているか否かについて判定すべきかを決定する工程を有すること
を特徴とする請求項２又は３に記載の移動通信方法。
【請求項５】
　第２無線アクセスネットワークに対応可能であるか否かについて示す能力情報を管理す
るように構成されている管理部と、
　第１無線アクセスネットワークを収容する交換局に対して、前記第２無線アクセスネッ
トワークに対応可能である旨を示す能力情報を含む位置登録要求信号を送信するように構
成されている送信部と、
　前記交換局から、前記第２無線アクセスネットワークを利用した通信が許容されていな
い旨を示す情報を含む位置登録完了信号を受信するように構成されている受信部とを具備
し、
　前記管理部は、前記位置登録完了信号に応じて、管理している能力情報を、前記第２無
線アクセスネットワークに対応可能である旨を示す能力情報から、該第２無線アクセスネ
ットワークに対応不能である旨を示す能力情報に変更するように構成されていることを特
徴とする移動局。
【請求項６】
　移動局が、無線アクセスネットワークを収容する交換局に対して、該無線アクセスネッ
トワークに対応可能である旨を示す能力情報を含む位置登録要求信号を送信する工程Ａと
、
　前記交換局が、前記移動局に対して、前記無線アクセスネットワークを利用した通信が
許容されていない旨を示す情報を含む位置登録拒否信号を送信する工程Ｂと、
　前記移動局が、前記位置登録拒否信号に応じて、管理している能力情報を、前記無線ア
クセスネットワークに対応可能である旨を示す能力情報から、該無線アクセスネットワー
クに対応不能である旨を示す能力情報に変更する工程Ｃとを有することを特徴とする移動
通信方法。
【請求項７】
　前記工程Ｃにおいて、前記移動局は、前記位置登録拒否信号に第１拒否理由が含まれて
いる場合には、恒久的に、管理している能力情報を、前記無線アクセスネットワークに対
応可能である旨を示す能力情報から、該無線アクセスネットワークに対応不能である旨を
示す能力情報に変更し、
　前記工程Ｃにおいて、前記移動局は、前記位置登録拒否信号に第２拒否理由が含まれて
いる場合には、一時的に、管理している能力情報を、前記無線アクセスネットワークに対
応可能である旨を示す能力情報から、該無線アクセスネットワークに対応不能である旨を
示す能力情報に変更することを特徴とする請求項６に記載の移動通信方法。
【請求項８】
　無線アクセスネットワークに対応可能であるか否かについて示す能力情報を管理するよ
うに構成されている管理部と、
　前記無線アクセスネットワークを収容する交換局に対して、該無線アクセスネットワー
クに対応可能である旨を示す能力情報を含む位置登録要求信号を送信するように構成され
ている送信部と、
　前記交換局から、前記無線アクセスネットワークを利用した通信が許容されていない旨
を示す情報を含む位置登録拒否信号を受信するように構成されている受信部とを具備し、
　前記管理部は、前記位置登録拒否信号に応じて、管理している能力情報を、前記無線ア
クセスネットワークに対応可能である旨を示す能力情報から、該無線アクセスネットワー
クに対応不能である旨を示す能力情報に変更するように構成されていることを特徴とする
移動局。
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【請求項９】
　前記管理部は、前記位置登録拒否信号に第１拒否理由が含まれている場合には、恒久的
に、管理している能力情報を、前記無線アクセスネットワークに対応可能である旨を示す
能力情報から、該無線アクセスネットワークに対応不能である旨を示す能力情報に変更す
るように構成されており、
　前記管理部は、前記位置登録拒否信号に第２拒否理由が含まれている場合には、一時的
に、管理している能力情報を、前記無線アクセスネットワークに対応可能である旨を示す
能力情報から、該無線アクセスネットワークに対応不能である旨を示す能力情報に変更す
るように構成されていることを特徴とする請求項８に記載の移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法、移動局及び交換局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１６を参照して、３ＧＰＰで規定されている移動通信システムにおいて、ＵＴＲＡＮ
（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ）及びＥ-ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒ
ｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を収容するＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅ
ｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）ネットワークにおいて、移動局ＵＥがＵＴＲＡＮに対して
Ａｔｔａｃｈ処理を行う動作について説明する。
【０００３】
　図１６に示すように、ステップＳ５００１において、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用してＥＰＣ
ネットワークへ接続する能力（ＥＰＳ能力）を有する移動局ＵＥ（すなわち、Ｅ-ＵＴＲ
ＡＮに対応可能である移動局ＵＥ）が、ＵＴＲＡＮを収容する交換局ＳＧＳＮに対して、
「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａ
ｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信し、ステップＳ５０
０２において、交換局ＳＧＳＮが、受信した「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」から、「
ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を取得する。
【０００４】
　ステップＳ５００３において、移動局ＵＥに対する認証処理及び秘匿処理が行われた後
、ステップＳ５００４において、交換局ＳＧＳＮが、ホーム加入者サーバＨＳＳに対して
、「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【０００５】
　ホーム加入者サーバＨＳＳは、移動局ＵＥのＵＴＲＡＮに対して位置登録処理を行った
後、ステップＳ５００５において、交換局ＳＧＳＮに対して「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ　Ａｃｋ」を送信する。
【０００６】
　ステップＳ５００６において、交換局ＳＧＳＮが、移動局ＵＥに対して、移動局ＵＥの
ＵＴＲＡＮへのＡｔｔａｃｈ処理が完了したことを示す「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」
を送信する。
【０００７】
　ここで、例えば、ステップＳ５００２、或いは、ステップＳ５００４及びステップＳ５
００５において、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信のみが許容されてい
ないと判断した場合でも、その旨を「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」によって、移動局Ｕ
Ｅに対して通知することができないため、ステップＳ５００７において、移動局ＵＥは、
Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されていないことを認識することができない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
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【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ２３.０６０
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ２４.００８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ここで、図１７及び図１８を参照して、上述の移動通信システムにおける問題点につい
て説明する。
【００１０】
　第１に、図１７に示すように、移動局ＵＥが、ステップＳ６０００において、ＵＴＲＡ
Ｎを介して通信を開始した後、ステップＳ６００１において、Ｅ-ＵＴＲＡＮのカバーエ
リアに移動したことに起因して、ＵＴＲＡＮからＥ-ＵＴＲＡＮへのハンドオーバ処理を
実施せずに無線切り替えを行うことを決定した場合、ステップＳ６００２において、Ｅ-
ＵＴＲＡＮを収容する交換局ＭＭＥに対して、「ＴＡ　Ｕｐｄａｔｅ」を送信する。
【００１１】
　ステップＳ６００３において、Ｅ-ＵＴＲＡＮを収容する交換局ＭＭＥが、交換局ＳＧ
ＳＮから、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む移動局ＵＥのコンテ
キスト情報を取得する。
【００１２】
　ステップＳ６００４において、移動局ＵＥに対する認証処理及び秘匿処理が行われた後
、ステップＳ６００５において、交換局ＭＭＥとゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷとの間のベア
ラ設定処理が行われる。
【００１３】
　ステップＳ６００６において、交換局ＭＭＥが、ホーム加入者サーバＨＳＳに対して、
「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００１４】
　ステップＳ６００７において、移動局ＵＥのＵＴＲＡＮに対して位置登録処理を行った
後、ホーム加入者サーバＨＳＳが、交換局ＭＭＥに対して、「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ　Ａｎｓｗｅｒ」を送信する。
【００１５】
　ここで、例えば、ステップＳ６００３、或いは、ステップＳ６００６及びステップＳ６
００７において、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されていない
と判断した場合、交換局ＭＭＥが、「ＥＰＳ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ｎｏｔ　ａｌｌｏｗｅ
ｄ」を含む「ＴＡＵ　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信する。
【００１６】
　ステップＳ６００９において、移動局ＵＥによって行われていた通信が切断され、ステ
ップＳ６０１０において、移動局ＵＥは、次回電源再投入等を実施しない限り、ＥＰＣネ
ットワークへ接続を実施しない。
【００１７】
　第２に、図１８に示すように、移動局ＵＥが、ステップＳ７０００において、ＵＴＲＡ
Ｎを介して通信を開始した後、ステップＳ７００１において、Ｅ-ＵＴＲＡＮのカバーエ
リアに移動したことに起因して、ＵＴＲＡＮからＥ-ＵＴＲＡＮへのハンドオーバ処理を
行うことを決定した場合、ステップＳ７００２において、Ｅ-ＵＴＲＡＮを収容する交換
局ＭＭＥに対する「ＨＯ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ手順」を行う。
【００１８】
　ステップＳ７００３において、交換局ＳＧＳＮが、交換局ＭＭＥに対して、「Ｆｏｒｗ
ａｒｄ　Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」によって、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　
Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む移動局ＵＥのコンテキスト情報を通知する。
【００１９】
　ステップ７００４において、「ＨＯ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ手順」及び「ハンドオー
バ実行手順」が行われる。



(5) JP 5052583 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

【００２０】
　ステップＳ７００５において、上述のハンドオーバが完了した後、ステップＳ７００６
において、移動局ＵＥが、交換局ＭＭＥに対して、「ＴＡ　Ｕｐｄａｔｅ」を送信する。
【００２１】
　ステップＳ７００７において、交換局ＭＭＥが、ホーム加入者サーバＨＳＳに対して、
「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００２２】
　ステップＳ７００８において、移動局ＵＥのＵＴＲＡＮに対して位置登録処理を行った
後、ホーム加入者サーバＨＳＳが、交換局ＭＭＥに対して、「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ　Ａｎｓｗｅｒ」を送信する。
【００２３】
　ここで、ステップＳ７００３あるいはステップＳ７００７およびステップＳ７００８に
おいて、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されていないと判断し
た場合、交換局ＭＭＥが、「ＥＰＳ　ｓｅｒｖｉｃｅｓ　ｎｏｔ　ａｌｌｏｗｅｄ」を含
む「ＴＡＵ　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信する。
【００２４】
　ステップＳ７０１０において、移動局ＵＥによって行われていた通信が切断され、ステ
ップＳ７０１１において、移動局ＵＥは、次回電源再投入等を実施しない限り、ＥＰＣネ
ットワークへ接続を実施しない。
【００２５】
　上述のように、従来の移動通信システムでは、移動局ＵＥが、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用し
た通信が許容されていないと判断された場合であっても、そのことを認識することができ
ないため、移動局ＵＥのＥ-ＵＴＲＡＮへのハンドオーバ時に、通信の切断が生じてしま
い、電源再投入等を実施しない限りＵＴＲＡＮ及びＥ-ＵＴＲＡＮのいずれを利用しても
通信ができないという問題点があった。
【００２６】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、移動局に対して所定の無
線アクセスネットワークを利用した通信が許容されていない場合に、かかる無線アクセス
ネットワークへのハンドオーバを行わず、通信の切断の発生及び電源再投入等を実施しな
い限りＵＴＲＡＮ及びＥ-ＵＴＲＡＮのいずれを利用しても通信ができないという事象を
回避することができる移動通信方法、移動局及び交換局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】
【００２７】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、移動局が、第１無線アクセスネットワ
ークを収容する交換局に対して、第２無線アクセスネットワークに対応可能である旨を示
す能力情報を含む第１位置登録要求信号を送信する工程と、前記交換局が、前記移動局に
対して、前記第２無線アクセスネットワークを利用した通信が許容されていない旨を示す
情報を含む位置登録拒否信号を送信する工程と、前記移動局が、前記位置登録拒否信号に
応じて、前記交換局に対して、前記第２無線アクセスネットワークに対応不能である旨を
示す能力情報を含む第２位置登録要求信号を送信する工程と、前記交換局が、前記第２位
置登録要求信号に応じて、前記移動局の第１無線アクセスネットワークに対する位置登録
処理を行う工程とを有することを要旨とする。
【００２８】
　本発明の第２の特徴は、移動局であって、第１無線アクセスネットワークを収容する交
換局に対して、第２無線アクセスネットワークに対応可能である旨を示す能力情報を含む
第１位置登録要求信号を送信するように構成されている送信部と、前記交換局から、前記
第２無線アクセスネットワークを利用した通信が許容されていない旨を示す情報を含む位
置登録拒否信号を受信するように構成されている受信部とを具備し、前記送信部は、前記
位置登録拒否信号に応じて、前記交換局に対して、前記第２無線アクセスネットワークに
対応不能である旨を示す能力情報を含む第２位置登録要求信号を送信するように構成され
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ていることを要旨とする。
【００２９】
　本発明の第３の特徴は、第１無線アクセスネットワークを収容する交換局であって、移
動局から、第２無線アクセスネットワークに対応可能である旨を示す能力情報を含む第１
位置登録要求信号を受信するように構成されている受信部と、前記移動局に対して前記第
２無線アクセスネットワークを利用した通信が許容されていない旨を示す情報を含む位置
登録拒否信号を送信するように構成されている送信部と、前記移動局によって前記位置登
録拒否信号に応じて送信された前記第２無線アクセスネットワークに対応不能である旨を
示す能力情報を含む第２位置登録要求信号に応じて、該移動局の第１無線アクセスネット
ワークに対する位置登録処理を行うように構成されている位置登録処理部とを具備するこ
とを要旨とする。
【００３０】
　本発明の第４の特徴は、移動通信方法であって、移動局が、第１無線アクセスネットワ
ークを収容する交換局に対して、第２無線アクセスネットワークに対応可能である旨を示
す能力情報を含む位置登録要求信号を送信する工程と、前記交換局が、前記位置登録要求
信号に応じて、前記移動局の第１無線アクセスネットワークに対する位置登録処理を行う
工程Ａと、前記交換局が、前記移動局に対して前記第２無線アクセスネットワークを利用
した通信が許容されていない旨を示す情報を含む位置登録完了信号を送信する工程Ｂと、
前記移動局が、前記位置登録完了信号に応じて、管理している能力情報を、前記第２無線
アクセスネットワークに対応可能である旨を示す能力情報から、該第２無線アクセスネッ
トワークに対応不能である旨を示す能力情報に変更する工程Ｃとを有することを要旨とす
る。
【００３１】
　本発明の第５の特徴は、移動局であって、第２無線アクセスネットワークに対応可能で
あるか否かについて示す能力情報を管理するように構成されている管理部と、第１無線ア
クセスネットワークを収容する交換局に対して、前記第２無線アクセスネットワークに対
応可能である旨を示す能力情報を含む位置登録要求信号を送信するように構成されている
送信部と、前記交換局から、前記第２無線アクセスネットワークを利用した通信が許容さ
れていない旨を示す情報を含む位置登録完了信号を受信するように構成されている受信部
とを具備し、前記管理部は、前記位置登録完了信号に応じて、管理している能力情報を、
前記第２無線アクセスネットワークに対応可能である旨を示す能力情報から、該第２無線
アクセスネットワークに対応不能である旨を示す能力情報に変更するように構成されてい
ることを要旨とする。
【００３２】
　本発明の第６の特徴は、第１無線アクセスネットワークを収容する交換局であって、移
動局から、第２無線アクセスネットワークに対応可能である旨を示す能力情報を含む位置
登録要求信号を受信するように構成されている受信部と、前記位置登録要求信号に応じて
、前記移動局の第１無線アクセスネットワークに対する位置登録処理を行うように構成さ
れている位置登録処理部と、前記移動局に対して、前記第２無線アクセスネットワークを
利用した通信が許容されていない旨を示す情報を含む位置登録完了信号を送信するように
構成されている送信部とを具備することを要旨とする。
【００３３】
　本発明の第７の特徴は、移動通信方法であって、移動局が、無線アクセスネットワーク
を収容する交換局に対して、該無線アクセスネットワークに対応可能である旨を示す能力
情報を含む位置登録要求信号を送信する工程と、前記交換局が、前記移動局に対して、前
記無線アクセスネットワークを利用した通信が許容されていない旨を示す情報を含む位置
登録拒否信号を送信する工程と、前記移動局が、前記位置登録拒否信号に応じて、管理し
ている能力情報を、前記無線アクセスネットワークに対応可能である旨を示す能力情報か
ら、該無線アクセスネットワークに対応不能である旨を示す能力情報に変更する工程とを
有することを要旨とする。
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【００３４】
　本発明の第８の特徴は、移動局であって、無線アクセスネットワークに対応可能である
か否かについて示す能力情報を管理するように構成されている管理部と、前記無線アクセ
スネットワークを収容する交換局に対して、該無線アクセスネットワークに対応可能であ
る旨を示す能力情報を含む位置登録要求信号を送信するように構成されている送信部と、
前記交換局から、前記無線アクセスネットワークを利用した通信が許容されていない旨を
示す情報を含む位置登録拒否信号を受信するように構成されている受信部とを具備し、前
記管理部は、前記位置登録拒否信号に応じて、管理している能力情報を、前記無線アクセ
スネットワークに対応可能である旨を示す能力情報から、該無線アクセスネットワークに
対応不能である旨を示す能力情報に変更するように構成されていることを要旨とする。
【００３５】
　本発明の第９の特徴は、無線アクセスネットワークを収容する交換局であって、移動局
から、前記無線アクセスネットワークに対応可能である旨を示す能力情報を含む位置登録
要求信号を受信するように構成されている受信部と、前記移動局に対して前記無線アクセ
スネットワークを利用した通信を許可しないと判断した場合には、該移動局に対して、該
無線アクセスネットワークを利用した通信が許容されていない旨を示す情報を含む位置登
録拒否信号を送信するように構成されている送信部とを具備することを要旨とする。
【発明の効果】
【００３６】
　以上説明したように、本発明によれば、移動局に対して所定の無線アクセスネットワー
クを利用した通信が許容されていない場合に、かかる無線アクセスネットワークへのハン
ドオーバを行わず、通信の切断の発生及び電源再投入等を実施しない限りＵＴＲＡＮ及び
Ｅ-ＵＴＲＡＮのいずれを利用しても通信ができないという事象を回避することができる
移動通信方法、移動局及び交換局を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る交換局ＳＧＳＮの機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動局ＵＥの機能ブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図６】本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図７】本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図８】本発明の変更例２に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図９】本発明の変更例３に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１０】本発明の変更例３に係る移動通信システムによって解決される課題について説
明するための図である。
【図１１】本発明の変更例３に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１２】本発明の変更例４に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１３】本発明の変更例４に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１４】本発明の変更例５に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１５】本発明の変更例５に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１６】従来の移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１７】従来の移動通信システムの問題点を説明するための図である。
【図１８】従来の移動通信システムの問題点を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
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　図１乃至図３を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成につ
いて説明する。
【００３９】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムでは、ＵＴＲＡＮ（第１無線ア
クセスネットワーク）及びＥ-ＵＴＲＡＮ（第２無線アクセスネットワーク）が混在して
いる。
【００４０】
　例えば、本実施形態に係る移動通信システムは、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷと、ゲート
ウェイ装置Ｓ-ＧＷと、ホーム加入者サーバ（所定サーバ装置）ＨＳＳと、ＵＴＲＡＮを
収容する交換局ＳＧＳＮと、ＵＴＲＡＮの無線回線制御局ＲＮＣと、ＵＴＲＡＮの無線基
地局ＮｏｄｅＢと、Ｅ-ＵＴＲＡＮを収容する交換局ＭＭＥと、Ｅ-ＵＴＲＡＮの無線基地
局ｅＮＢとを具備している。
【００４１】
　図２に示すように、交換局ＳＧＳＮは、受信部１１と、判定部１２と、ＨＳＳインター
フェイス１３と、送信部１４とを具備している。
【００４２】
　受信部１１は、移動局ＵＥから、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を
含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信するように構成されている。
【００４３】
　ここで、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の１つとして設定可能な「
ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」は、移動局ＵＥがＥ-ＵＴＲＡＮに対応可能であるか否
かについて示す能力情報（例えば、１ビット）である。
【００４４】
　例えば、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」内に「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂ
ｉｌｉｔｙ：１」が設定されている場合、移動局ＵＥがＥ-ＵＴＲＡＮに対応可能である
ことを示し、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」内に「ＥＰＣ　Ｃａｐａ
ｂｉｌｉｔｙ：０」が設定されている場合、移動局ＵＥがＥ-ＵＴＲＡＮに対応不能であ
ることを示してもよい。
【００４５】
　判定部１２は、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれ
る識別情報（例えば、ＩＭＳＩ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓ
ｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）やＧＵＴＩ（Ｇｒｏｂａｌｌｙ　Ｕｎｉｑｕｅ　Ｔｅ
ｍｐｏｒａｒｙ　ＵＥ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）等）に基づいて、交換局ＳＧＳＮ又はホーム
加入者サーバＨＳＳのどちらが、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許
容されているか否かについて判定すべきかを決定するように構成されている。
【００４６】
　例えば、判定部１２は、上述のＩＭＳＩに基づいて、かかる「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ」の送信元の移動局ＵＥが、かかる移動通信システムの加入者であるホーム加入者
用移動局ＵＥであると判定した場合には、ホーム加入者サーバＨＳＳが移動局ＵＥに対し
てＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されているか否かについて判定すべきであると決
定し、ＨＳＳインターフェイス１３を介して、かかる「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａ
ｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を、ホーム加入者サーバＨＳ
Ｓに送信するように構成されている。
【００４７】
　一方、判定部１２は、上述のＩＭＳＩに基づいて、かかる「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ」の送信元の移動局ＵＥが、かかる移動通信システムの加入者ではなく他の移動通信
システムからローミングされてきた移動局ＵＥであると判定した場合には、交換局ＳＧＳ
Ｎが移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されているか否かについて
判定すべきであると決定し、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容さ
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れているか否かについて判定するように構成されている。
【００４８】
　ＨＳＳインターフェイス１３は、ホーム加入者サーバＨＳＳとの間の通信インターフェ
イスである。
【００４９】
　例えば、ＨＳＳインターフェイス１３は、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：０」が設
定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて、ホーム加入者サーバＨＳＳに対して、「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏ
ｃａｔｉｏｎ」を送信することによって、移動局ＵＥのＵＴＲＡＮへのＡｔｔａｃｈ処理
を行うように構成されている。
【００５０】
　また、ＨＳＳインターフェイス１３は、ホーム加入者サーバＨＳＳから「Ｕｐｄａｔｅ
　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ」を受信するように構成されている。
【００５１】
　ここで、「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ」には、移動局ＵＥに対してＥ-
ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されていない旨を示す情報である「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａ
ｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」が設定されていてもよい。
【００５２】
　送信部１４は、移動局ＵＥに対して、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」又は「Ａｔｔａ
ｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」を送信するように構成されている。なお、移動局ＵＥに対してＥ-
ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されていない場合には、送信部１４は、移動局ＵＥに対
して、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む「Ａｔｔａｃｈ
　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信するように構成されている。
【００５３】
　図３に示すように、移動局ＵＥは、管理部２１と、Ａｔｔａｃｈ処理部２２とを具備し
ている。
【００５４】
　管理部２１は、移動局ＵＥに係る情報を管理するように構成されている。例えば、管理
部２１は、かかる移動局ＵＥに係る情報として、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉ
ｌｉｔｙ」の１つである「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」（第２無線アクセスネットワ
ークに対応可能であるか否かについて示す能力情報）について管理するように構成されて
いる。
【００５５】
　例えば、管理部２１は、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を
含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を受信した場合には、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用した通
信が許容されていないことを認識し、管理している「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の
値を「１」から「０」に変更するように構成されている。
【００５６】
　Ａｔｔａｃｈ処理部２２は、交換局ＳＧＳＮ又は交換局ＭＭＥに対して、「Ａｔｔａｃ
ｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信するように構成されている。具体的には、Ａｔｔａｃｈ処理
部２２は、交換局ＳＧＳＮに対して、管理部２１によって管理されている「ＥＰＣ　Ｃａ
ｐａｂｉｌｉｔｙ」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」
を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信するように構成されている。
【００５７】
　例えば、Ａｔｔａｃｈ処理部２２は、交換局ＳＧＳＮから、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃ
ｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を受信した場合
、かかる「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」に応じて、交換局ＳＧＳＮに対して、「ＥＰＣ
　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：０」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉ
ｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信するように構成されている。
【００５８】



(10) JP 5052583 B2 2012.10.17

10

20

30

40

50

　（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作）
　図４及び図５を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作につ
いて説明する。
【００５９】
　第１に、図４を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作例１
について説明する。
【００６０】
　図４に示すように、ステップＳ１００１において、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用してＥＰＣネ
ットワークへ接続する能力（ＥＰＳ能力）を有する移動局ＵＥ（すなわち、Ｅ-ＵＴＲＡ
Ｎに対応可能である移動局ＵＥ）が、交換局ＳＧＳＮに対して、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉ
ｌｉｔｙ：１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含
む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信し、交換局ＳＧＳＮが、受信した「Ａｔｔａ
ｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」から、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を取得
する。
【００６１】
　ホーム加入者サーバＨＳＳが移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容
されているか否かについて判定すべきであると決定された場合（すなわち、移動局ＵＥが
ホーム加入者用移動局ＵＥである場合）、ステップＳ１００２において、移動局ＵＥに対
する認証処理及び秘匿処理が行われた後、ステップＳ１００３において、交換局ＳＧＳＮ
が、ホーム加入者サーバＨＳＳに対して、上述の「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉ
ｌｉｔｙ」を含む「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００６２】
　ホーム加入者サーバＨＳＳが、ステップＳ１００４において、移動局ＵＥに対してＥ-
ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されていないと判断した場合、移動局ＵＥのＵＴＲＡＮ
に対するＡｔｔａｃｈ処理を行うことなく、ステップＳ１００５において、交換局ＳＧＳ
Ｎに対して、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む「Ｕｐｄ
ａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ」を送信する。
【００６３】
　ステップＳ１００６において、交換局ＳＧＳＮが、移動局ＵＥに対して、「Ｅ-ＵＴＲ
ＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を
送信する。
【００６４】
　ステップＳ１００７において、移動局ＵＥは、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」に含ま
れる「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」によって、Ｅ-ＵＴＲＡＮ
を利用した通信が許容されていないことを認識することができ、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用し
てＥＰＣネットワークへ接続する能力（ＥＰＳ能力）を無効にする（すなわち、管理部２
１によって管理されている「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の値を「１」から「０」に
変更する）。
【００６５】
　ステップＳ１００８において、移動局ＵＥが、かかる「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」
に応じて、交換局ＳＧＳＮに対して、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：０」が設定され
ている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ」を送信する。
【００６６】
　ステップＳ１００９において、交換局ＳＧＳＮが、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：
０」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔ
ａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて、移動局ＵＥのＵＴＲＡＮに対するＡｔｔａｃｈ処理
を行う。
【００６７】
　第２に、図５を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作例２
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について説明する。
【００６８】
　図５に示すように、ステップＳ２００１において、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用してＥＰＣネ
ットワークへ接続する能力（ＥＰＳ能力）を有する移動局ＵＥ（すなわち、Ｅ-ＵＴＲＡ
Ｎに対応可能である移動局ＵＥ）が、交換局ＳＧＳＮに対して、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉ
ｌｉｔｙ：１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含
む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信し、交換局ＳＧＳＮが、受信した「Ａｔｔａ
ｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」から、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を取得
する。
【００６９】
　交換局ＳＧＳＮが移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されている
か否かについて判定すべきであると決定された場合（すなわち、移動局ＵＥがローミング
されてきた移動局ＵＥである場合）、ステップＳ２００２において、交換局ＳＧＳＮが、
移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されているか否かについて判定
する。
【００７０】
　交換局ＳＧＳＮは、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されてい
ないと判断した場合、移動局ＵＥのＵＴＲＡＮに対するＡｔｔａｃｈ処理を行うことなく
、ステップＳ２００３において、移動局ＵＥに対して、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ
　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信する。
【００７１】
　ステップＳ２００４において、移動局ＵＥは、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」に含ま
れる「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」によって、Ｅ-ＵＴＲＡＮ
を利用した通信が許容されていないことを認識することができ、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用し
てＥＰＣネットワークへ接続する能力（ＥＰＳ能力）を無効にする（すなわち、管理部２
１によって管理されている「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の値を「１」から「０」に
変更する）。
【００７２】
　ステップＳ２００５において、移動局ＵＥが、かかる「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」
に応じて、交換局ＳＧＳＮに対して、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：０」が設定され
ている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ」を送信する。
【００７３】
　ステップＳ２００６において、交換局ＳＧＳＮが、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：
０」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔ
ａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて、移動局ＵＥのＵＴＲＡＮに対するＡｔｔａｃｈ処理
を行う。
【００７４】
　（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、移動局ＵＥが、交換局ＳＧ
ＳＮによって送信された「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」に含まれる「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　
ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」に応じて、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容
されていないことを認識することができるため、かかる場合には、Ｅ-ＵＴＲＡＮへのハ
ンドオーバを行うことを回避することによって、通信の切断の発生を回避することができ
る。
【００７５】
　（変更例１）
　図６及び図７を参照して、本発明の変更例１に係る移動通信システムについて説明する
。以下、本発明の変更例１に係る移動通信システムについて、上述の第１の実施形態に係
る移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
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【００７６】
　本変更例１に係る移動通信システムでは、交換局ＳＧＳＮのＨＳＳインターフェイス１
３は、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信した場合には
、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されていない場合であっても
、ホーム加入者サーバＨＳＳに対して、「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を送信する
ことによって、移動局ＵＥのＵＴＲＡＮに対するＡｔｔａｃｈ処理を行うように構成され
ている。
【００７７】
　かかる場合には、交換局ＳＧＳＮの送信部１４は、移動局ＵＥに対して、「Ｅ-ＵＴＲ
ＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」を
送信するように構成されている。
【００７８】
　例えば、移動局ＵＥの管理部２１は、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂ
ｉｔｅｄ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」を受信した場合には、Ａｔｔａｃｈ処
理を正常に完了すると共に、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されていないことを認
識し、管理している「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の値を「１」から「０」に変更す
るように構成されている。
【００７９】
　図６及び図７を参照して、本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作について説
明する。
【００８０】
　第１に、図６を参照して、本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作例１につい
て説明する。
【００８１】
　図６に示すように、ステップＳ３００１において、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用してＥＰＣネ
ットワークへ接続する能力（ＥＰＳ能力）を有する移動局ＵＥ（すなわち、Ｅ-ＵＴＲＡ
Ｎに対応可能である移動局ＵＥ）が、交換局ＳＧＳＮに対して、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉ
ｌｉｔｙ：１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含
む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信し、交換局ＳＧＳＮが、受信した「Ａｔｔａ
ｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」から、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を取得
する。
【００８２】
　ホーム加入者サーバＨＳＳが移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容
されているか否かについて判定すべきであると決定された場合（すなわち、移動局ＵＥが
ホーム加入者用移動局ＵＥである場合）、ステップＳ３００２において、移動局ＵＥに対
する認証処理及び秘匿処理が行われた後、ステップＳ３００３において、交換局ＳＧＳＮ
が、ホーム加入者サーバＨＳＳに対して、上述の「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉ
ｌｉｔｙ」を含む「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００８３】
　ホーム加入者サーバＨＳＳが、ステップＳ３００４において、移動局ＵＥに対してＥ-
ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されていないと判断した場合、移動局ＵＥのＵＴＲＡＮ
に対するＡｔｔａｃｈ処理を行った後、ステップＳ３００５において、交換局ＳＧＳＮに
対して、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む「Ｕｐｄａｔ
ｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ」を送信する。
【００８４】
　ステップＳ３００６において、交換局ＳＧＳＮが、移動局ＵＥに対して、「Ｅ-ＵＴＲ
ＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」を
送信する。
【００８５】
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　ステップＳ３００７において、移動局ＵＥは、「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」に含ま
れる「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」によって、Ｅ-ＵＴＲＡＮ
を利用した通信が許容されていないことを認識することができ、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用し
てＥＰＣネットワークへ接続する能力（ＥＰＳ能力）を無効にする（すなわち、管理部２
１によって管理されている「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の値を「１」から「０」に
変更する）。
【００８６】
　第２に、図７を参照して、本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作例２につい
て説明する。
【００８７】
　図７に示すように、ステップＳ４００１において、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用してＥＰＣネ
ットワークへ接続する能力（ＥＰＳ能力）を有する移動局ＵＥ（すなわち、Ｅ-ＵＴＲＡ
Ｎに対応可能である移動局ＵＥ）が、交換局ＳＧＳＮに対して、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉ
ｌｉｔｙ：１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含
む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信し、交換局ＳＧＳＮが、受信した「Ａｔｔａ
ｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」から、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を取得
する。
【００８８】
　交換局ＳＧＳＮが移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されている
か否かについて判定すべきであると決定された場合（すなわち、移動局ＵＥがローミング
されてきた移動局ＵＥである場合）、ステップＳ４００２において、交換局ＳＧＳＮが、
移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されているか否かについて判定
する。
【００８９】
　交換局ＳＧＳＮは、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されてい
ないと判断した場合、移動局ＵＥのＵＴＲＡＮに対するＡｔｔａｃｈ処理を行った後、ス
テップＳ４００３において、移動局ＵＥに対して、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐ
ｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」を送信する。
【００９０】
　ステップＳ４００４において、移動局ＵＥは、「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」に含ま
れる「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」によって、Ｅ-ＵＴＲＡＮ
を利用した通信が許容されていないことを認識することができ、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用し
てＥＰＣネットワークへ接続する能力（ＥＰＳ能力）を無効にする（すなわち、管理部２
１によって管理されている「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の値を「１」から「０」に
変更する）。
【００９１】
　（変更例２）
　図８を参照して、本発明の変更例２に係る移動通信システムについて説明する。以下、
本発明の変更例２に係る移動通信システムについて、上述の第１の実施形態に係る移動通
信システムとの相違点に着目して説明する。
【００９２】
　本変更例２では、交換局ＭＭＥが、図２に示す交換局ＳＧＳＮの機能を具備している。
【００９３】
　図８に示すように、ステップＳ１００１Ａにおいて、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用してＥＰＣ
ネットワークへ接続する能力（ＥＰＳ能力）を有する移動局ＵＥ（すなわち、Ｅ-ＵＴＲ
ＡＮに対応可能である移動局ＵＥ）が、交換局ＭＭＥに対して、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉ
ｌｉｔｙ：１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含
む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信し、交換局ＭＭＥが、受信した「Ａｔｔａｃ
ｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」から、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を取得す
る。
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【００９４】
　ホーム加入者サーバＨＳＳが移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容
されているか否かについて判定すべきであると決定された場合（すなわち、移動局ＵＥが
ホーム加入者用移動局ＵＥである場合）、ステップＳ１００２Ａにおいて、移動局ＵＥに
対する認証処理及び秘匿処理が行われた後、ステップＳ１００３Ａにおいて、交換局ＭＭ
Ｅが、ホーム加入者サーバＨＳＳに対して、上述の「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂ
ｉｌｉｔｙ」を含む「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００９５】
　ホーム加入者サーバＨＳＳが、ステップＳ１００４Ａにおいて、移動局ＵＥに対してＥ
-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されていないと判断した場合、ステップＳ１００５Ａ
において、交換局ＭＭＥに対して、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔ
ｅｄ」を含む「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ」を送信する。
【００９６】
　ステップＳ１００６Ａにおいて、交換局ＭＭＥが、移動局ＵＥに対して、「Ｅ-ＵＴＲ
ＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を
送信する。
【００９７】
　ステップＳ１００７Ａにおいて、移動局ＵＥは、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」に含
まれる「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」によって、Ｅ-ＵＴＲＡ
Ｎを利用した通信が許容されていないことを認識することができ、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用
してＥＰＣネットワークへ接続する能力（ＥＰＳ能力）を無効にする（すなわち、管理部
２１によって管理されている「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の値を「１」から「０」
に変更する）。
【００９８】
　ここで、ステップＳ１００８Ａにおいて、移動局ＵＥが、かかる「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅ
ｊｅｃｔ」に応じて、交換局ＳＧＳＮに対して、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：０」
が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃ
ｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信してもよい。
【００９９】
　移動局ＵＥによって、上述の「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」が送信された場合、ス
テップＳ１００９Ａにおいて、交換局ＳＧＳＮが、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：０
」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａ
ｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて、移動局ＵＥのＵＴＲＡＮに対するＡｔｔａｃｈ処理を
行う。
【０１００】
　（変更例３）
　図９乃至図１１を参照して、本発明の変更例３に係る移動通信システムについて説明す
る。以下、本発明の変更例３に係る移動通信システムについて、上述の変更例２に係る移
動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【０１０１】
　本発明の変更例３に係る移動通信システムでは、移動局ＵＥの管理部２１は、「Ａｔｔ
ａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」に「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」が
含まれている場合には、電源再投入等の所定トリガが検出されるまで恒久的に、「ＭＳ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の１つとして設定されている「ＥＰＣ　Ｃａｐ
ａｂｉｌｉｔｙ」の値を「１」から「０」に変更するように構成されており、管理部２１
は、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」に「Ｎｏ　ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌｓ　ｉｎ　
ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ」等が含まれている場合には、一時的に、「ＭＳ　Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の１つとして設定されている「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌ
ｉｔｙ」の値を「１」から「０」に変更するように構成されていてもよい。
【０１０２】
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　ここで、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」は、移動局ＵＥが
Ｅ-ＵＴＲＡＮ及びＵＴＲＡＮの双方に対応可能であることを示す拒否理由であり、「Ｎ
ｏ　ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌｓ　ｉｎ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ」は、移動局Ｕ
ＥがＥ-ＵＴＲＡＮのみに対応可能であることを示す拒否理由である。
【０１０３】
　また、本変更例３に係る移動通信システムでは、交換局ＭＭＥは、移動局ＵＥから受信
したＡｔｔａｃｈ信号によって、かかる移動局ＵＥがＥ-ＵＴＲＡＮやＵＴＲＡＮに対応
可能であるか否かについて通知されているものとする。
【０１０４】
　したがって、本変更例３に係る移動通信システムでは、交換局ＭＭＥの送信部１４は、
ホーム加入者サーバＨＳＳから「ＲＡＴ　ＮＯＴ　ＡＬＬＯＷＥＤ」を受信した場合で、
かつ、移動局ＵＥが「ＵＴＲＡＮ（他の無線アクセスネットワーク）」に対応可能である
場合には、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む「Ａｔｔａ
ｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信するように構成されている。
【０１０５】
　一方、交換局ＭＭＥの送信部１４は、ホーム加入者サーバＨＳＳから「ＲＡＴ　ＮＯＴ
　ＡＬＬＯＷＥＤ」を受信した場合で、かつ、移動局ＵＥが「ＵＴＲＡＮ」に対応可能で
ない場合には、交換局ＭＭＥの送信部１４は、「Ｎｏ　ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌｓ　
ｉｎ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ」等を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信す
るように構成されていてもよい。
【０１０６】
　ここで、「ＲＡＴ　ＮＯＴ　ＡＬＬＯＷＥＤ」は、かかる移動局ＵＥが、Ｅ-ＵＴＲＡ
Ｎに対応していないことを示す情報である。
【０１０７】
　以下、図９を参照して、本変更例３に係る移動通信システムにおいて、移動局ＵＥが「
ＵＴＲＡＮ」に対応可能である場合の動作について説明する。
【０１０８】
　図９に示すように、ステップＳ１０１乃至Ｓ１０３の動作は、図８に示すステップＳ１
００１Ａ乃至Ｓ１００３Ａの動作と同一である。
【０１０９】
　ホーム加入者サーバＨＳＳが、ステップＳ１０４において、移動局ＵＥに対してＥ-Ｕ
ＴＲＡＮを利用した通信が許容されていない、かつ、移動局ＵＥが「ＵＴＲＡＮ」に対応
可能であると判断した場合、ステップＳ１０５において、交換局ＭＭＥに対して、「ＲＡ
Ｔ　ＮＯＴ　ＡＬＬＯＷＥＤ」を含む「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ」を送
信する。
【０１１０】
　なお、移動局ＵＥが「ＵＴＲＡＮ」に対応可能であるか否かについての判断は、ホーム
加入者サーバＨＳＳではなく、交換局ＭＭＥで行われてもよい。
【０１１１】
　なお、ホーム加入者サーバＨＳＳが、ステップＳ１０４において、移動局ＵＥに対して
Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されていない、かつ、移動局ＵＥが「ＵＴＲＡＮ」
に対応可能であると判断した場合、ステップＳ１０５において、交換局ＭＭＥに対して、
「ＲＡＴ　ＮＯＴ　Ａｌｌｏｗｅｄ」を含む「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ
」を送信する。
【０１１２】
　或いは、ホーム加入者サーバＨＳＳが、ステップＳ１０４において、移動局ＵＥに対し
てＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されていないと判断した場合に、ステップＳ１０
５において、交換局ＭＭＥに対して、「ＲＡＴ　ＮＯＴ　Ａｌｌｏｗｅｄ」を含む「Ｕｐ
ｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ」を送信してもよい。
【０１１３】
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　ステップＳ１０６において、交換局ＭＭＥが、「ＲＡＴ　ＮＯＴ　Ａｌｌｏｗｅｄ」を
含む「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ」を受信すると、移動局ＵＥに対して、
「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅ
ｊｅｃｔ」を送信する。
【０１１４】
　或いは、ステップＳ１０６において、交換局ＭＭＥが、「ＲＡＴ　ＮＯＴ　Ａｌｌｏｗ
ｅｄ」を含む「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ」を受信し、移動局ＵＥが「Ｕ
ＴＲＡＮ」に対応可能であると判断した場合に、移動局ＵＥに対して、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ
　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信
してもよい。
【０１１５】
　ステップＳ１０７において、移動局ＵＥは、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」に含まれ
る「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」によって、Ｅ-ＵＴＲＡＮを
利用した通信が許容されていないこと、及び、移動局ＵＥが「ＵＴＲＡＮ」に対応可能で
あることを認識することができ、電源再投入等の所定トリガが検出されるまで恒久的に、
Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用してＥＰＣネットワークへ接続する能力（ＥＰＳ能力）を無効にす
る（すなわち、管理部２１によって管理されている「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の
値を「１」から「０」に変更する）。
【０１１６】
　以下、ステップＳ１０８及びＳ１０９の動作は、図８に示すステップＳ１００８Ａ及び
Ｓ１００９Ａの動作と同一である。
【０１１７】
　本変更例３に係る移動通信システムによれば、図１０に示す動作が繰り返されるという
現象を解消することができる。以下、図１０に示す動作について簡単に説明する。
【０１１８】
　図１０に示すように、移動局ＵＥは、ステップ１において、ＵＴＲＡＮ方式の移動通信
システムにおいて送信すべきユーザデータを検出すると、ステップ２において、無線回線
制御局ＲＮＣに対して、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する
。
【０１１９】
　ステップ３において、無線回線制御局ＲＮＣは、移動局ＵＥに対して、Ｅ-ＵＴＲＡＮ
方式への再接続（Ｒｅｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）指示を含む「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ
　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信する。
【０１２０】
　ステップ４において、移動局ＵＥは、Ｅ-ＵＴＲＡＮに対して再接続することを決定し
、無線基地局ｅＮＢに対して、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送
信する。
【０１２１】
　ステップ５において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ」を送信する。
【０１２２】
　ステップ６において、移動局ＵＥは、交換局ＭＭＥに対して、「ＴＡＵ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ」を送信する。
【０１２３】
　ステップ７において、交換局ＭＭＥは、移動局ＵＥのＥ-ＵＴＲＡＮへの位置登録処理
が禁止されていることを示す「ＴＡＵ　Ｒｅｊｅｃｔ（Ｎｏ　ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｃｅｌ
ｌｓ　ｉｎ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ）等」」を、移動局ＵＥに対して送信する。
【０１２４】
　ここで、「ＴＡＵ　Ｒｅｊｅｃｔ（Ｎｏ　ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌｓ　ｉｎ　ｔｒ
ａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ」等）」を受信した移動局ＵＥは、現在のＴｒａｃｋｉｎｇ　Ａ
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ｒｅａ　ＩＤを「ｆｏｒｂｉｄｄｅｎ　ＴＡ　ｌｉｓｔ」に登録する。
【０１２５】
　ステップ８において、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥに対して、ＵＴＲＡＮ方式への
再接続（Ｒｅｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）指示を含む「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｌ
ｅａｓｅ」を送信する。
【０１２６】
　ステップ９において、移動局ＵＥは、ＵＴＲＡＮに対して再接続することを決定し、無
線回線制御局ＲＮＣに対して、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送
信する。
【０１２７】
　以下、上述のステップ３以降の処理が繰り返される。
【０１２８】
　一方、図１１を参照して、本変更例３に係る移動通信システムにおいて、移動局ＵＥが
「ＵＴＲＡＮ」に対応可能でない場合の動作について説明する。
【０１２９】
　ステップＳ１０６Ａにおいて、交換局ＭＭＥが、「ＲＡＴ　ＮＯＴ　Ａｌｌｏｗｅｄ」
を含む「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ」を受信すると、移動局ＵＥに対して
、「Ｎｏ　ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌｓ　ｉｎ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ」等を含
む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信する。
【０１３０】
　或いは、ステップＳ１０６Ａにおいて、交換局ＭＭＥが、「ＲＡＴ　ＮＯＴ　Ａｌｌｏ
ｗｅｄ」を含む「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ」を受信し、移動局ＵＥが「
ＵＴＲＡＮ」に対応可能でないと判断した場合に、移動局ＵＥに対して、「Ｎｏ　ｓｕｉ
ｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌｓ　ｉｎ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ」等を含む「Ａｔｔａｃｈ
　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信してもよい。
【０１３１】
　ステップＳ１０７Ａにおいて、移動局ＵＥは、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」に含ま
れる「Ｎｏ　ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌｓ　ｉｎ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ」等に
よって、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されていないこと、及び、移動局ＵＥが「
ＵＴＲＡＮ」に対応可能でないことを認識することができ、一時的に、Ｅ-ＵＴＲＡＮを
利用してＥＰＣネットワークへ接続する能力（ＥＰＳ能力）を無効にする（すなわち、管
理部２１によって管理されている「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の値を「１」から「
０」に変更する）。
【０１３２】
　（変更例４）
　図１２及び図１３を参照して、本発明の変更例４に係る移動通信システムについて説明
する。以下、本発明の変更例４に係る移動通信システムについて、上述の変更例２に係る
移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【０１３３】
　第１に、図１２を参照して、本変更例４に係る移動通信システムにおいて、移動局ＵＥ
が「ＵＴＲＡＮ」に対応可能である場合の動作について説明する。
【０１３４】
　図１２に示すように、ステップＳ２０１において、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用してＥＰＣネ
ットワークへ接続する能力（ＥＰＳ能力）を有する移動局ＵＥ（すなわち、Ｅ-ＵＴＲＡ
Ｎに対応可能である移動局ＵＥ）が、交換局ＭＭＥに対して、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌ
ｉｔｙ：１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む
「Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信し、交換局ＭＭ
Ｅが、受信した「Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」から「
ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を取得する。
【０１３５】
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　ステップＳ２０２において、移動局ＵＥに対する認証処理及び秘匿処理が行われる。
【０１３６】
　交換局ＭＭＥが、ステップＳ２０３において、移動局ＵＥの契約情報等から、Ｅ-ＵＴ
ＲＡＮの利用契約がない等の理由により、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した
通信が許容されていないと判断した場合、ステップＳ２０４において、移動局ＵＥが「Ｕ
ＴＲＡＮ」に対応可能であるか否かについて判定する。
【０１３７】
　交換局ＭＭＥは、移動局ＵＥが「ＵＴＲＡＮ」に対応可能であると判断した場合に、ス
テップＳ２０５において、移動局ＵＥに対して、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒ
ｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む「Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｊｅｃｔ
」を送信してもよい。
【０１３８】
　ステップＳ２０６において、移動局ＵＥは、「Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａ
ｔｅ　Ｒｅｊｅｃｔ」に含まれる「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅ
ｄ」によって、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されていないこと、及び、移動局Ｕ
Ｅが「ＵＴＲＡＮ」に対応可能であることを認識することができ、電源再投入等の所定ト
リガが検出されるまで恒久的に、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用してＥＰＣネットワークへ接続す
る能力（ＥＰＳ能力）を無効にする（すなわち、管理部２１によって管理されている「Ｅ
ＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の値を「１」から「０」に変更する）。
【０１３９】
　ステップＳ２０７において、移動局ＵＥが、かかる「Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕ
ｐｄａｔｅ　Ｒｅｊｅｃｔ」に応じて、交換局ＳＧＳＮに対して、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂ
ｉｌｉｔｙ：０」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を
含む「Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信してもよい。
【０１４０】
　移動局ＵＥによって、上述の「Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ」が送信された場合、ステップＳ２０８において、交換局ＳＧＳＮが、「ＥＰＣ　Ｃ
ａｐａｂｉｌｉｔｙ：０」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉ
ｔｙ」を含む「Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて、
移動局ＵＥのＵＴＲＡＮに対する位置登録処理を行う。
【０１４１】
　第２に、図１３を参照して、本変更例４に係る移動通信システムにおいて、移動局ＵＥ
が「ＵＴＲＡＮ」に対応可能でない場合の動作について説明する。
【０１４２】
　交換局ＭＭＥは、ステップＳ２０４において、移動局ＵＥが「ＵＴＲＡＮ」に対応可能
でないと判断した場合に、ステップＳ２０５Ａにおいて、移動局ＵＥに対して、「Ｎｏ　
ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌｓ　ｉｎ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ」等を含む「Ｔｒａ
ｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信してもよい。
【０１４３】
　ステップＳ２０６Ａにおいて、移動局ＵＥは、「Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄ
ａｔｅ　Ｒｅｊｅｃｔ」に含まれる「Ｎｏ　ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌｓ　ｉｎ　ｔｒ
ａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ」等によって、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されていな
いこと、及び、移動局ＵＥが「ＵＴＲＡＮ」に対応可能でないことを認識することができ
、一時的に、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用してＥＰＣネットワークへ接続する能力（ＥＰＳ能力
）を無効にする（すなわち、管理部２１によって管理されている「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉ
ｌｉｔｙ」の値を「１」から「０」に変更する）。
【０１４４】
　すなわち、移動局ＵＥは、現在の位置登録エリア（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ）にお
いて位置登録処理を行うことができないことを記憶する。
【０１４５】
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　なお、上述の「Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」の代わ
りに、「Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」が送信される場合も同様の動作となる。
【０１４６】
　（変更例５）
　図１４及び図１５を参照して、本発明の変更例５に係る移動通信システムについて説明
する。以下、本発明の変更例５に係る移動通信システムについて、上述の変更例２に係る
移動通信システムとの相違点に着目して説明する。
【０１４７】
　第１に、図１４を参照して、本変更例５に係る移動通信システムにおいて、移動局ＵＥ
が「ＵＴＲＡＮ」に対応可能である場合の動作について説明する。
【０１４８】
　図１４に示すように、ホーム加入者サーバＨＳＳが、ステップＳ３０１において、移動
局ＵＥの契約情報の変更等によって、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信
が許容されていないことを検出すると、ステップＳ３０２において、交換局ＭＭＥに対し
て「Ｃａｎｃｅｌ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を送信し、ステップＳ３０３において、交換局Ｓ
ＧＳＮに対して「Ｃａｎｃｅｌ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を送信する。
【０１４９】
　ステップＳ３０４において、移動局ＵＥに対するページング処理、認証処理及び秘匿処
理が行われる。
【０１５０】
　交換局ＭＭＥは、ステップＳ３０４Ａにおいて、移動局ＵＥが「ＵＴＲＡＮ」に対応可
能であると判断した場合に、ステップＳ３０５において、移動局ＵＥに対して、「Ｅ-Ｕ
ＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む「Ｄｅｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ」を送信してもよい。
【０１５１】
　ステップＳ３０６において、移動局ＵＥは、「Ｄｅｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含ま
れる「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」によって、Ｅ-ＵＴＲＡＮ
を利用した通信が許容されていないこと、及び、移動局ＵＥが「ＵＴＲＡＮ」に対応可能
であることを認識することができ、電源再投入等の所定トリガが検出されるまで恒久的に
、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用してＥＰＣネットワークへ接続する能力（ＥＰＳ能力）を無効に
する（すなわち、管理部２１によって管理されている「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」
の値を「１」から「０」に変更する）。
【０１５２】
　ステップＳ３０７において、移動局ＵＥが、かかる「Ｄｅｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」
に応じて、交換局ＳＧＳＮに対して、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：０」が設定され
ている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ」を送信してもよい。
【０１５３】
　第２に、図１５を参照して、本変更例５係る移動通信システムにおいて、移動局ＵＥが
「ＵＴＲＡＮ」に対応可能でない場合の動作について説明する。
【０１５４】
　交換局ＭＭＥは、ステップＳ３０４において、移動局ＵＥが「ＵＴＲＡＮ」に対応可能
でないと判断した場合に、ステップＳ３０５Ａにおいて、移動局ＵＥに対して、「Ｎｏ　
ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌｓ　ｉｎ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ」等を含む「Ｄｅｔ
ａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信してもよい。
【０１５５】
　ステップＳ３０６Ａにおいて、移動局ＵＥは、「Ｄｅｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含
まれる「Ｎｏ　ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌｓ　ｉｎ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ」等
によって、Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されていないこと、及び、移動局ＵＥが
「ＵＴＲＡＮ」に対応可能でないことを認識することができ、一時的に、Ｅ-ＵＴＲＡＮ
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を利用してＥＰＣネットワークへ接続する能力（ＥＰＳ能力）を無効にする（すなわち、
管理部２１によって管理されている「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の値を「１」から
「０」に変更する）。
【０１５６】
　すなわち、移動局ＵＥは、現在の位置登録エリア（Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ）にお
いて位置登録処理を行うことができないことを記憶する。
【０１５７】
　なお、移動局ＵＥがＵＴＲＡＮに在圏してる場合も同様の動作となる。
【０１５８】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【０１５９】
　本実施形態の第１の特徴は、移動通信方法であって、移動局ＵＥが、ＵＴＲＡＮ（第１
無線アクセスネットワーク）を収容する交換局ＳＧＳＮに対して、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂ
ｉｌｉｔｙ：１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」（
Ｅ-ＵＴＲＡＮ（第２無線アクセスネットワーク）に対応可能である旨を示す能力情報）
を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（第１位置登録要求信号）」を送信する工程と、
交換局ＳＧＳＮが、移動局ＵＥに対して、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉ
ｂｉｔｅｄ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」（Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が
許容されていない旨を示す情報を含む位置登録拒否信号）を送信する工程と、移動局ＵＥ
が、かかる「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」に応じて、交換局ＳＧＳＮに対して、「ＥＰ
Ｃ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：０」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂ
ｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」（Ｅ-ＵＴＲＡＮに対応不能であ
る旨を示す能力情報を含む第２位置登録要求信号）を送信する工程と、交換局ＳＧＳＮが
、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：０」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃ
ａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて、移動局ＵＥの
ＵＴＲＡＮに対するＡｔｔａｃｈ処理（位置登録処理）を行う工程とを有することを要旨
とする。
【０１６０】
　本実施形態の第１の特徴において、交換局ＳＧＳＮが、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲ
ＡＮを利用した通信が許容されているか否かについて判定する工程を有してもよい。
【０１６１】
　本実施形態の第１の特徴において、ホーム加入者サーバＨＳＳ（所定サーバ装置）が、
交換局ＳＧＳＮからの要求に応じて、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信
が許容されているか否かについて判定し、かかる判定結果を交換局ＳＧＳＮに通知する工
程を有してもよい。
【０１６２】
　本実施形態の第１の特徴において、交換局ＳＧＳＮが、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔ
ｙ：１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａ
ｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれる移動局識別子（例えば、ＩＭＳＩやＧＴＵＩ等
）に基づいて、交換局ＳＧＳＮ又は所定サーバ装置のどちらが、移動局ＵＥに対してＥ-
ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されているか否かについて判定すべきかを決定する工程
を有してもよい。
【０１６３】
　本実施形態の第２の特徴は、移動局ＵＥであって、交換局ＳＧＳＮに対して、「ＥＰＣ
　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉ
ｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信するように構成されており、
交換局ＳＧＳＮから、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む
「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を受信するように構成されているＡｔｔａｃｈ処理部２
２を具備し、Ａｔｔａｃｈ処理部２２は、かかる「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」に応じ
て、交換局ＳＧＳＮに対して、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：０」が設定されている
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「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ」を送信するように構成されていることを要旨とする。
【０１６４】
　本実施形態の第３の特徴は、交換局ＳＧＳＮであって、移動局ＵＥから、「ＥＰＣ　Ｃ
ａｐａｂｉｌｉｔｙ：１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉ
ｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信するように構成されている受信部
１１と、移動局ＵＥに対して、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ
」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信するように構成されている送信部１４と
、移動局ＵＥによってＡｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」に応じて送信された「ＥＰＣ　Ｃａ
ｐａｂｉｌｉｔｙ：０」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔ
ｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて、移動局ＵＥのＵＴＲＡＮに対す
るＡｔｔａｃｈ処理を行うように構成されているＨＳＳインターフェイス１３とを具備す
ることを要旨とする。
【０１６５】
　本実施形態の第３の特徴において、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信
が許容されているか否かについて判定するように構成されている判定部１２を具備しても
よい。
【０１６６】
　本実施形態の第３の特徴において、判定部１２は、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：
１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔ
ａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれるＩＭＳＩに基づいて、交換局ＳＧＳＮ又はホーム加
入者サーバＨＳＳのどちらが、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容
されているか否かについて判定すべきかを決定するように構成されていてもよい。
【０１６７】
　本実施形態の第４の特徴は、移動通信方法であって、移動局ＵＥが、交換局ＳＧＳＮに
対して、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する工程と
、交換局ＳＧＳＮが、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：１」が設定されている「ＭＳ　
Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応
じて、移動局ＵＥのＵＴＲＡＮに対するＡｔｔａｃｈ処理を行う工程と、交換局ＳＧＳＮ
が、移動局ＵＥに対して、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を
含む「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」（Ｅ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されていな
い旨を示す情報を含む位置登録完了信号）を送信する工程と、移動局ＵＥが、かかる「Ａ
ｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」に応じて、管理部２１において管理されている「ＭＳ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の１つとして設定されている「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂ
ｉｌｉｔｙ」の値を「１」から「０」に変更する工程とを有することを要旨とする。
【０１６８】
　本実施形態の第４の特徴において、交換局ＳＧＳＮが、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲ
ＡＮを利用した通信が許容されているか否かについて判定する工程を有してもよい。
【０１６９】
　本実施形態の第４の特徴において、ホーム加入者サーバＨＳＳが、交換局ＳＧＳＮから
の要求に応じて、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容されているか
否かについて判定し、かかる判定結果を交換局ＳＧＳＮに通知する工程を有してもよい。
【０１７０】
　本実施形態の第４の特徴において、交換局ＳＧＳＮが、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔ
ｙ：１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａ
ｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれるＩＭＳＩに基づいて、交換局ＳＧＳＮ又はホー
ム加入者サーバＨＳＳのどちらが、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が
許容されているか否かについて判定すべきかを決定する工程を有してもよい。
【０１７１】
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　本実施形態の第５の特徴は、移動局ＵＥであって、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａ
ｂｉｌｉｔｙ」の１つである「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」（Ｅ-ＵＴＲＡＮに対応
可能であるか否かについて示す能力情報）を管理するように構成されている管理部２１と
、交換局ＳＧＳＮに対して、ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：１」が設定されている「Ｍ
Ｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」
を送信するように構成されており、交換局ＳＧＳＮから、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓ
ｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」を受信するように構
成されているＡｔｔａｃｈ処理部２２とを具備し、管理部２１は、かかる「Ａｔｔａｃｈ
　Ａｃｃｅｐｔ」に応じて、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の１つと
して設定されている「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の値を「１」から「０」に変更す
るように構成されていることを要旨とする。
【０１７２】
　本実施形態の第６の特徴は、交換局ＳＧＳＮであって、移動局ＵＥから、「ＥＰＣ　Ｃ
ａｐａｂｉｌｉｔｙ：１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉ
ｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信するように構成されている受信部
１１と、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて、移動局
ＵＥのＵＴＲＡＮに対するＡｔｔａｃｈ処理を行うように構成されているＨＳＳインター
フェイス１３と、移動局ＵＥに対して、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂ
ｉｔｅｄ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ａｃｃｅｐｔ」を送信するように構成されている送信
部１４とを具備することを要旨とする。
【０１７３】
　本実施形態の第６の特徴において、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信
が許容されているか否かについて判定するように構成されている判定部１２を具備しても
よい。
【０１７４】
　本実施形態の第６の特徴において、判定部１２は、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：
１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔ
ａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれるＩＭＳＩに基づいて、交換局ＳＧＳＮ又はホーム加
入者サーバＨＳＳのどちらが、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信が許容
されているか否かについて判定すべきかを決定するように構成されていてもよい。
【０１７５】
　本実施形態の第７の特徴は、移動通信方法であって、移動局ＵＥが、交換局ＭＭＥに対
して、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する工程Ａと
、交換局ＭＭＥが、移動局ＵＥに対して、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉ
ｂｉｔｅｄ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」（無線アクセスネットワークを利用
した通信が許容されていない旨を示す情報を含む位置登録拒否信号）を送信する工程Ｂと
、移動局ＵＥが、かかる「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」に応じて、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の１つとして設定されている「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉ
ｔｙ」の値を「１」から「０」に変更する工程Ｃとを有することを要旨とする。
【０１７６】
　本実施形態の第７の特徴において、工程Ｃにおいて、移動局ＵＥは、「Ａｔｔａｃｈ　
Ｒｅｊｅｃｔ」や「Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｊｅｃｔ」や「Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｒｅｊｅｃｔ」や「Ｄｅｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に
「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ（第１拒否理由）」が含まれて
いる場合には、電源投入等の所定トリガが検出されるまで、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃ
ａｐａｂｉｌｉｔｙ」の１つとして設定されている「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の
値を「１」から「０」に変更し、工程Ｃにおいて、移動局ＵＥは、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅ
ｊｅｃｔ」や「Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｊｅｃｔ」や「Ｓｅｒ
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ｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｒｅｊｅｃｔ」や「Ｄｅｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に「Ｎ
ｏ　ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌｓ　ｉｎ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ（第２拒否理由
）」等が含まれている場合には、一時的に、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉ
ｔｙ」の１つとして設定されている「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の値を「１」から
「０」に変更してもよい。
【０１７７】
　本発明の第８の特徴は、移動局ＵＥであって、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉ
ｌｉｔｙ」の１つである「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を管理するように構成されて
いる管理部２１と、交換局ＭＭＥに対して、「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ：１」が設
定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信するように構成されており、交換局ＭＭＥから、「Ｅ-ＵＴＲＡ
Ｎ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を受
信するように構成されているＡｔｔａｃｈ処理部２２とを具備し、管理部２１は、かかる
「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」に応じて、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉ
ｔｙ」の１つとして設定されている「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の値を「１」から
「０」に変更するように構成されていることを要旨とする。
【０１７８】
　本発明の第８の特徴において、管理部２１は、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」や「Ｔ
ｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｊｅｃｔ」や「Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ　Ｒｅｊｅｃｔ」や「Ｄｅｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａ
ｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」が含まれている場合には、電源投入等の所定トリガ
が検出されるまで、「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の１つとして設定
されている「ＥＰＣ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の値を「１」から「０」に変更するように
構成されており、管理部２１は、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」や「Ｔｒａｃｋｉｎｇ
　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｊｅｃｔ」や「Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｒｅ
ｊｅｃｔ」や「Ｄｅｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に「Ｎｏ　ｓｕｉｔａｂｌｅ　ｃｅｌｌ
ｓ　ｉｎ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ」等が含まれている場合には、一時的に、「ＭＳ
　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」の１つとして設定されている「ＥＰＣ　Ｃａ
ｐａｂｉｌｉｔｙ」の値を「１」から「０」に変更するように構成されていてもよい。
【０１７９】
　本発明の第９の特徴は、交換局ＭＭＥであって、移動局ＵＥから、「ＥＰＣ　Ｃａｐａ
ｂｉｌｉｔｙ：１」が設定されている「ＭＳ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ」
を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信するように構成されている受信部１１と
、移動局ＵＥに対してＥ-ＵＴＲＡＮを利用した通信を許可しないと判断した場合には、
移動局ＵＥに対して、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む
「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」を送信するように構成されている送信部１４とを具備す
ることを要旨とする。
【０１８０】
　本発明の第９の特徴において、移動局ＵＥが、「ＵＴＲＡＮ（他の無線アクセスネット
ワーク）」に対応可能である場合には、送信部１４は、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ　ａｃｃｅｓｓ
　ｐｒｏｈｉｂｉｔｅｄ」を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｊｅｃｔ」や「Ｔｒａｃｋｉｎｇ
　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｊｅｃｔ」や「Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｒｅ
ｊｅｃｔ」や「Ｄｅｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信するように構成されており、移動
局ＵＥが、「ＵＴＲＡＮ」に対応可能でない場合には、送信部１４は、「Ｎｏ　ｓｕｉｔ
ａｂｌｅ　ｃｅｌｌｓ　ｉｎ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｒｅａ」等を含む「Ａｔｔａｃｈ　
Ｒｅｊｅｃｔ」や「Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｊｅｃｔ」や「Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｒｅｊｅｃｔ」や「Ｄｅｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を
送信するように構成されていてもよい。
【０１８１】
　なお、上述のホーム加入者サーバＨＳＳやゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷ/Ｐ-ＧＷや交換局
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動作は、ハードウェアによって実施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフ
トウェアモジュールによって実施されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されて
もよい。
【０１８２】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【０１８３】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、ホーム加入者サーバＨＳＳやゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷ/Ｐ-ＧＷや交換局
ＭＭＥ/ＳＧＳＮや無線回線制御局ＲＮＣや無線基地局ｅＮＢ/ＮｏｄｅＢや移動局ＵＥ内
に設けられていてもよい。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコン
ポーネントとしてホーム加入者サーバＨＳＳやゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷ/Ｐ-ＧＷや交換
局ＭＭＥ/ＳＧＳＮや無線回線制御局ＲＮＣや無線基地局ｅＮＢ/ＮｏｄｅＢや移動局ＵＥ
内に設けられていてもよい。
【０１８４】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【０１８５】
ＨＳＳ…ホーム加入者サーバ
Ｓ-ＧＷ、Ｐ-ＧＷ…ゲートウェイ装置
ＵＥ…移動局
ＭＭＥ、ＳＧＳＮ…交換局
ＲＮＣ…無線回線制御局
ｅＮＢ、ＮｏｄｅＢ…無線基地局
１１…受信部
１２…判定部
１３…ＨＳＳインターフェイス
１４…送信部
２１…管理部
２２…Ａｔｔａｃｈ処理部
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