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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の無線アクセス方式が存在する移動通信システムにおける移動通信方法であって、
　移動局が、接続対象の第１無線アクセス方式のアクセスノードに対して、通信希望の呼
種及び該移動局の無線アクセス能力を通知する工程と、
　前記第１無線アクセス方式のアクセスノードが、通知された前記通信希望の呼種及び前
記移動局の無線アクセス能力に基づいて、該移動局の接続対象の無線アクセス方式を該第
１無線アクセス方式から第２無線アクセス方式に切り替えるべきか否かについて判断する
工程と、
　前記第１無線アクセス方式のアクセスノードが、前記移動局の接続対象の無線アクセス
方式を該第１無線アクセス方式から前記第２無線アクセス方式に切り替えるべきであると
判断した場合に、該移動局に対して、その旨を指示する工程と、
　前記移動局が、前記第１無線アクセス方式のアクセスノードからの指示に応じて、前記
第２無線アクセス方式のアクセスノードに対して、接続要求信号を送信する工程とを有す
ることを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　第１無線アクセス方式の無線制御装置であって、
　移動局から、第１無線アクセス方式の無線基地局を介して、通信希望の呼種及び該移動
局の無線アクセス能力を含む接続要求信号を受信するように構成されている接続要求信号
受信部と、
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　受信した前記接続要求信号に含まれる前記通信希望の呼種及び前記移動局の無線アクセ
ス能力に基づいて、該移動局の接続対象の無線アクセス方式を該第１無線アクセス方式か
ら第２無線アクセス方式に切り替えるべきか否かについて判断するように構成されている
判断部と、
　前記移動局の接続対象の無線アクセス方式を前記第１無線アクセス方式から前記第２無
線アクセス方式に切り替えるべきであると判断した場合に、該移動局に対して、接続応答
信号によって、その旨を指示するように構成されている指示部とを具備することを特徴と
する無線制御装置。
【請求項３】
　前記判断部は、複数の無線アクセス方式の中から、前記通信希望の呼種に対して最も効
率良く通信サービスを提供可能な無線アクセス方式を、前記第２無線アクセス方式として
選択するように構成されていることを特徴とする請求項２に記載の無線制御装置。
【請求項４】
　前記接続要求信号受信部は、更に、前記移動局から、前記第１無線アクセス方式及び前
記第２無線アクセス方式における受信レベルを取得するように構成されていることを特徴
とする請求項２に記載の無線制御装置。
【請求項５】
　前記判断部が、前記移動局の接続対象の無線アクセス方式を前記第１無線アクセス方式
から前記第２無線アクセス方式に切り替えるべきであると判断した場合に、移動交換局に
対して通信経路を設定するための初期信号を送信しないように構成されていることを特徴
とする請求項２に記載の無線制御装置。
【請求項６】
　前記指示部は、前記移動局に対する指示と共に、前記第２無線アクセス方式に関連する
情報を送信するように構成されていることを特徴とする請求項２に記載の無線制御装置。
【請求項７】
　複数の無線アクセス方式に対して接続可能な移動局であって、
　第１無線アクセス方式のアクセスノードに対して、通信希望の呼種及び前記移動局の無
線アクセス能力を含む接続要求信号を送信するように構成されている接続要求信号送信部
と、
　前記第１無線アクセス方式のアクセスノードから、前記接続要求信号に対する接続応答
信号を受信するように構成されている接続応答信号受信部とを具備し、
　前記接続応答信号が、前記移動局の接続対象の無線アクセス方式を前記第１無線アクセ
ス方式から第２無線アクセス方式に切り替えるべきであると指示している場合、前記接続
要求信号送信部は、該第２無線アクセス方式のアクセスノードに対して、接続要求信号を
送信するように構成されており、
　前記移動局の無線アクセス能力は、該移動局が待ち受けを行っているセルにおける報知
情報により指定されている複数の無線アクセス方式のアクセスノードに対してアクセスす
ることができるか否かについて示すことを特徴とする移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法、移動交換局、無線基地局及び移動局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の移動通信システムでは、回線交換（ＣＳ：Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ
）で遅延要求の厳しい音声通信やＴＶ電話等を提供し、パケット交換（ＰＳ：Ｐａｃｋｅ
ｔ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ）で遅延要求の厳しくないデータ通信等を提供していた。
【０００３】
　一方、移動通信システムに、新規の無線アクセス方式（ＲＡＴ：Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）を導入する場合は、当該移動通信システムの安定性を第１
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と考え、初期導入時は、あらゆる通信サービスを提供するのではなく、提供する通信サー
ビスを限定するのが一般的である。
【０００４】
　例えば、ＲＡＴとして、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｒｒｅｓ
ｔｒｉａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ）方式を用いることによって通信サービスが提供されているエ
リアに、新規ＲＡＴとして、ＵＭＴＳ方式よりも高効率で高速な通信を可能とするＬＴＥ
（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式を導入する場合には、ＬＴＥ方式は、
ＰＳのみの移動通信システムであるため、初期導入時は、提供する通信サービスを、デー
タ通信に限定し、当該移動通信システムの動作が安定した後に、音声通信のような遅延要
求の厳しい通信サービスを提供するという導入シナリオが考えられる（非特許文献１参照
）。
【０００５】
　次に、図１２を参照して、上述のＬＴＥ方式の初期導入時における通信サービスの提供
方法の一例を示す。
【０００６】
　ここで、ＵＭＴＳ方式において待ち受けを行っている移動局は、例えば、ＵＭＴＳ方式
において、図１２に示す手順を行った後、ＬＴＥ方式へ遷移し、ＬＴＥ方式で、データ通
信を開始する必要がある。
【０００７】
　これは、ＵＭＴＳ方式に比べて、ＬＴＥ方式の方が、高効率で高速な通信を行うことが
可能であるためである。以下、図１２を参照して、かかる通信サービスの提供方法の具体
例について説明する。
【０００８】
　図１２に示すように、ステップ１において、移動局は、無線制御装置に対して、ＲＲＣ
コネクションの設定要求を行うための「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
」を送信する。
【０００９】
　ステップ２において、無線制御装置は、無線基地局に対して、無線リンクの設定要求を
行うための「Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００１０】
　ステップ３において、無線基地局は、「Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ」に応じて、無線リンクの設定を行い、無線制御装置に対して、無線リンクの設定
完了を報告するための「Ｒａｄｉｏ　Ｌｉｎｋ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信
する。
【００１１】
　ステップ４において、無線制御装置は、移動局に対して、ＲＲＣコネクションの設定を
行うための「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ」を送信する。
【００１２】
　ステップ５において、移動局は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ」に応
じて、ＲＲＣコネクションの設定を行い、無線制御装置に対して、ＲＲＣコネクションの
設定完了を報告するための「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ　Ｃｏｍｐｌｅ
ｔｅ」送信する。
【００１３】
　ステップ６において、移動局は、無線制御装置を介して、移動交換局に対して、「Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００１４】
　ステップ７において、無線制御装置は、移動局から受信した「Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ」を移動交換局に送信する。
【００１５】
　ステップ８において、移動交換局は、無線制御装置に対して、「Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｍ
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ｏｄｅ　Ｃｏｍｍａｎｄ」を送信し、セキュリティ関連の設定を行う。
【００１６】
　ステップ９において、無線制御装置は、移動局に対して、「Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｍｏｄ
ｅ　Ｃｏｍｍａｎｄ」を送信し、セキュリティ関連の設定を行う。
【００１７】
　ステップ１０において、移動局は、無線制御装置に対して、セキュリティ関連のパラメ
ータの設定及び設定完了を通知するための「Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｍｏｄｅ　Ｃｏｍｐｌｅ
ｔｅ」を送信する。
【００１８】
　ステップ１１において、無線制御装置は、移動交換局に対して、セキュリティ関連のパ
ラメータの設定完了を通知するための「Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｍｏｄｅ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ
」を送信する。
【００１９】
　ステップ１２において、移動局は、無線制御装置を介して、移動交換局に対して、ＰＤ
Ｐコンテキストの設定要求を行うための「Ａｃｔｉｖｅ　ＰＤＰ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００２０】
　ステップ１３において、無線制御装置は、移動局から受信した「Ａｃｔｉｖｅ　ＰＤＰ
　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を移動交換局へ送信する。
【００２１】
　ステップ１４において、移動交換局は、無線制御装置に対して、無線アクセスベアラ（
ＲＡＢ：Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ）の設定要求を行うための「ＲＡＢ　
Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００２２】
　ステップ１５において、無線制御装置は、受信した「ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ」によって設定要求されたＲＡＢ情報より、ＬＴＥ方式へのＩｎｔｅｒ-
ＲＡＴハンドオーバを実施するか否かについて判断する。
【００２３】
　ステップＳ１６において、ＬＴＥ方式へのＩｎｔｅｒ-ＲＡＴハンドオーバを実施すべ
きであると判断された場合、無線制御装置は、設定要求されたＲＡＢを設定しないことを
報告するために、移動交換局に対して、「ＲＡＢ　Ａｓｓｉｇｎｍｅｎｔ　Ｒｅｓｐｏｎ
ｓｅ」を送信する。
【００２４】
　また、ステップ１７において、ＬＴＥ方式へのＩｎｔｅｒ-ＲＡＴハンドオーバを実施
すべきであると判断された場合、無線制御装置は、移動交換局に対して、ＬＴＥ方式に対
するＩｎｔｅｒ-ＲＡＴハンドオーバを行うように要求するための「Ｒｅｌｏｃａｔｉｏ
ｎ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」を送信する。
【００２５】
　ステップ１８において、移動交換局は、無線制御装置に対して、ＬＴＥ方式に対するＩ
ｎｔｅｒ-ＲＡＴハンドオーバを行うように指示するための「Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｃ
ｏｍｍａｎｄ」を送信する。
【００２６】
　ステップ１９において、無線制御装置は、移動局に対して、ＬＴＥ方式に対するＩｎｔ
ｅｒ-ＲＡＴハンドオーバを行うように指示するための「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　ｆｒｏｍ　
ＵＴＲＡＮ　Ｃｏｍｍａｎｄ」を送信する。
【００２７】
　ステップ２０において、移動局の接続対象の無線アクセス方式を、ＬＴＥ方式に変更し
、移動局は、ＬＴＥ方式において、データ通信を開始する。
【００２８】
　一方、ＬＴＥ方式において待ち受けを行っている移動局が、音声通信の開始を要求する
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場合、ＬＴＥ方式では音声通信サービス用ベアラを提供していないため、ＬＴＥ方式の呼
設定手順における音声サービス用ベアラを設定する段階で、移動局に対して、ＵＭＴＳ方
式へＩｎｔｅｒ-ＲＡＴハンドオーバを行うように指示し、かかる移動局は、ＵＭＴＳ方
式で音声通信を開始する必要がある。
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＲ２５.９１３　Ｖ７.３.０、「Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ｓ
ｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｇｒｏｕｐ　ｒａｄｉｏ　ａｃｃｅｓｓ　ｎｅｔｗｏｒｋ；
　Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔ　ｆｏｒ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ（Ｅ-ＵＴＲＡ）　Ｒｅ
ｌｅａｓｅ　７.５」
【００２９】
　しかしながら、上述した従来の移動通信システムでは、以下のような問題点があった。
【００３０】
　すなわち、従来の移動通信システムでは、移動局が待ち受けを行っているＲＡＴにおい
て、移動局が要求する通信サービスが提供されていない場合、若しくは、より効率良く通
信サービスを提供可能なＲＡＴが他に存在する場合、移動局は、接続設定手順をかなり進
めた後（図１２の例では、ステップ１８まで進めた後）に、他のＲＡＴにハンドオーバす
るように指示されるため、各ＲＡＴにおけるアクセスノードの処理負荷が増大し、また、
ユーザが発信操作を行ってからＵｓｅｒ-ｐｌａｎｅ（Ｕ-ｐｌａｎｅ）が導通するまでの
接続遅延が増大するという問題点があった。
【発明の開示】
【００３１】
　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、現在待ち受けを行ってい
るＲＡＴにおいて移動局が要求する通信サービスが提供されていない場合、若しくは、よ
り効率良く通信サービスを提供可能なＲＡＴが他に存在する場合、接続設定手順の早い段
階で別のＲＡＴに対してハンドオーバするように指示することで、アクセスノードの処理
負荷を軽減し、また、ユーザが発信操作を行ってからＵ-ｐｌａｎｅ導通までの接続時間
を低減することができる移動通信方法、移動交換局、無線基地局及び移動局を提供するこ
とを目的とする。
【００３２】
　本発明の第１の特徴は、複数の無線アクセス方式が存在する移動通信システムにおける
移動通信方法であって、移動局が、接続対象の第１無線アクセス方式のアクセスノードに
対して、通信希望の呼種及び該移動局の無線アクセス能力を通知する工程と、前記第１無
線アクセス方式のアクセスノードが、通知された前記通信希望の呼種及び前記移動局の無
線アクセス能力に基づいて、該移動局の接続対象の無線アクセス方式を該第１無線アクセ
ス方式から第２無線アクセス方式に切り替えるべきか否かについて判断する工程と、前記
第１無線アクセス方式のアクセスノードが、前記移動局の接続対象の無線アクセス方式を
該第１無線アクセス方式から前記第２無線アクセス方式に切り替えるべきであると判断し
た場合に、該移動局に対して、その旨を指示する工程と、前記移動局が、前記第１無線ア
クセス方式のアクセスノードからの指示に応じて、前記第２無線アクセス方式のアクセス
ノードに対して、接続要求信号を送信する工程とを有することを要旨とする。
【００３３】
　具体的には、本発明の第１の特徴は、複数の無線アクセス方式が存在する移動通信シス
テムにおける移動通信方法であって、移動局が、接続対象の第１無線アクセス方式のアク
セスノードに対して、通信希望の呼種及び該移動局の無線アクセス能力を通知する工程と
、前記第１無線アクセス方式のアクセスノードが、前記移動局の接続対象の無線アクセス
方式を、該第１無線アクセス方式から、通知された前記通信希望の呼種をサポートする前
記第２無線アクセス方式に切り替えることを決定し、該移動局に対して、その旨を指示す
る工程と、前記移動局が、前記第１無線アクセス方式のアクセスノードからの指示に応じ
て、前記第２無線アクセス方式のアクセスノードに対して、接続要求信号を送信する工程
とを有することを要旨とする。
【００３４】
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　本発明の第２の特徴は、複数の無線アクセス方式が存在する移動通信システムにおける
移動通信方法であって、移動局が、接続対象の第１無線アクセス方式のアクセスノードに
対して、通信希望の呼種を通知する工程と、前記第１無線アクセス方式の移動交換局が、
前記第１無線アクセス方式のアクセスノードに対して、前記移動局の無線アクセス能力を
通知する工程と、前記第１無線アクセス方式のアクセスノードが、前記移動局によって通
知された前記通信希望の呼種及び前記第１無線アクセス方式の移動交換局によって通知さ
れた前記移動局の無線アクセス能力に基づいて、該移動局の接続対象の無線アクセス方式
を該第１無線アクセス方式から第２無線アクセス方式に切り替えるべきか否かについて判
断する工程と、前記第１無線アクセス方式のアクセスノードが、前記移動局の接続対象の
無線アクセス方式を該第１無線アクセス方式から前記第２無線アクセス方式に切り替える
べきであると判断した場合に、該移動局に対して、その旨を指示する工程と、前記移動局
が、前記第１無線アクセス方式のアクセスノードからの指示に応じて、前記第２無線アク
セス方式のアクセスノードに対して、接続要求信号を送信する工程とを有することを要旨
とする。
【００３５】
　本発明の第３の特徴は、第１無線アクセス方式の移動交換局であって、各移動局の無線
アクセス能力を保持するように構成されている無線アクセス能力保持部と、前記第１無線
アクセス方式に対して接続要求信号を送信した移動局の無線アクセス能力を、該第１無線
アクセス方式のアクセスノードに対して通知するように構成されている無線アクセス能力
通知部と、前記第１無線アクセス方式のアクセスノードが、前記移動局の接続対象の無線
アクセス方式を該第１無線アクセス方式から第２無線アクセス方式に切り替えるべきであ
る旨を該移動局に指示した場合に、該第１無線アクセス方式のアクセスノードから、その
旨の報告を受信するように構成されている報告受信部とを具備することを要旨とする。
【００３６】
　本発明の第３の特徴において、前記無線アクセス能力通知部は、前記第１無線アクセス
方式のアクセスノードからの初期信号に対して返送する初期設定要求信号を介して、前記
移動局の無線アクセス能力を通知するように構成されていてもよい。
【００３７】
　本発明の第３の特徴において、前記報告受信部は、前記第１無線アクセス方式のアクセ
スノードによって前記初期設定要求信号に対して返送される初期設定応答信号を介して、
前記報告を受信するように構成されていてもよい。
【００３８】
　本発明の第４の特徴は、第１無線アクセス方式の無線制御装置であって、移動局から、
第１無線アクセス方式の無線基地局を介して、通信希望の呼種及び該移動局の無線アクセ
ス能力を含む接続要求信号を受信するように構成されている接続要求信号受信部と、受信
した前記接続要求信号に含まれる前記通信希望の呼種及び前記移動局の無線アクセス能力
に基づいて、該移動局の接続対象の無線アクセス方式を該第１無線アクセス方式から第２
無線アクセス方式に切り替えるべきか否かについて判断するように構成されている判断部
と、前記移動局の接続対象の無線アクセス方式を前記第１無線アクセス方式から前記第２
無線アクセス方式に切り替えるべきであると判断した場合に、該移動局に対して、接続応
答信号によって、その旨を指示するように構成されている指示部とを具備することを要旨
とする。
【００３９】
　具体的には、本発明の第４の特徴は、第１無線アクセス方式の無線制御装置であって、
移動局から、第１無線アクセス方式の無線基地局を介して、通信希望の呼種及び該移動局
の無線アクセス能力を含む接続要求信号を受信するように構成されている接続要求信号受
信部と、該移動局の接続対象の無線アクセス方式を、該第１無線アクセス方式から、受信
した前記接続要求信号に含まれる前記通信希望の呼種をサポートする第２無線アクセス方
式に切り替えることを決定し、該移動局に対して、接続応答信号によって、その旨を指示
するように構成されている指示部とを具備することを要旨とする。
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【００４０】
　本発明の第４の特徴において、前記指示部は、複数の無線アクセス方式の中から、前記
通信希望の呼種に対して最も効率良く通信サービスを提供可能な無線アクセス方式を、前
記第２無線アクセス方式として選択するように構成されていてもよい。
【００４１】
　本発明の第４の特徴において、前記指示部部が、前記移動局の接続対象の無線アクセス
方式を前記第１無線アクセス方式から前記第２無線アクセス方式に切り替えることを決定
した場合に、移動交換局との間の接続を設定しないように構成されていてもよい。
【００４２】
　本発明の第４の特徴において、前記指示部は、前記移動局に対する指示と共に、前記第
２無線アクセス方式に関連する情報を送信するように構成されていてもよい。
【００４３】
　本発明の第５の特徴は、第１無線アクセス方式の無線基地局であって、移動局から、通
信希望の呼種を含む接続要求信号を受信するように構成されている接続要求信号受信部と
、受信した前記接続要求信号に応じて、前記第１無線アクセス方式の移動交換局に対して
、初期信号を送信するように構成されている初期信号送信部と、前記移動局によって送信
された前記接続要求信号に含まれる前記通信希望の呼種及び前記第１無線アクセス方式の
移動交換局によって前記初期信号に応じて送信された初期設定要求信号に含まれる前記移
動局の無線アクセス能力に基づいて、該移動局の接続対象の無線アクセス方式を該第１無
線アクセス方式から第２無線アクセス方式に切り替えるべきか否かについて判断するよう
に構成されている判断部と、前記移動局の接続対象の無線アクセス方式を前記第１無線ア
クセス方式から前記第２無線アクセス方式に切り替えるべきであると判断した場合に、該
移動局に対して、接続応答信号によって、その旨を指示するように構成されている指示部
とを具備することを要旨とする。
【００４４】
　本発明の第５の特徴において、前記判断部は、複数の無線アクセス方式の中から、前記
通信希望の呼種に対して最も効率良く通信サービスを提供可能な無線アクセス方式を、前
記第２無線アクセス方式として選択するように構成されていてもよい。
【００４５】
　本発明の第５の特徴において、前記接続要求信号受信部は、更に、前記移動局から、各
無線アクセス方式における受信レベルを取得するように構成されていてもよい。
【００４６】
　本発明の第５の特徴において、前記判断部が、前記移動局の接続対象の無線アクセス方
式を前記第１無線アクセス方式から前記第２無線アクセス方式に切り替えるべきであると
判断した場合に、移動交換局との間の接続を設定しないように構成されていてもよい。
【００４７】
　本発明の第５の特徴において、前記第１無線アクセス方式の移動交換局からの初期設定
要求信号に対して返送する初期設定応答信号を介して、前記移動局の接続対象の無線アク
セス方式を該第１無線アクセス方式から第２無線アクセス方式に切り替えるべきである旨
を該移動局に指示したことを報告するように構成されていてもよい。
【００４８】
　本発明の第５の特徴において、前記指示部は、前記移動局に対する指示と共に、前記第
２無線アクセス方式に関連する情報を送信するように構成されていてもよい。
【００４９】
　本発明の第６の特徴は、複数の無線アクセス方式に対して接続可能な移動局であって、
第１無線アクセス方式のアクセスノードに対して、通信希望の呼種及び前記移動局の無線
アクセス能力を含む接続要求信号を送信するように構成されている接続要求信号送信部と
、前記第１無線アクセス方式のアクセスノードから、前記接続要求信号に対する接続応答
信号を受信するように構成されている接続応答信号受信部とを具備し、前記接続応答信号
が、前記移動局の接続対象の無線アクセス方式を前記第１無線アクセス方式から第２無線
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アクセス方式に切り替えるべきであると指示している場合、前記接続要求信号送信部は、
該第２無線アクセス方式のアクセスノードに対して、接続要求信号を送信するように構成
されていることを要旨とする。
【００５０】
　本発明の第６の特徴において、前記接続応答信号受信部は、更に、前記第２無線アクセ
ス方式に関連する情報を受信するように構成されていてもよい。
【００５１】
　本発明の第６の特徴において、前記接続要求信号送信部は、更に、各無線アクセス方式
における受信レベルを送信するように構成されていてもよい。
【００５２】
　本発明の第７の特徴は、第１無線アクセス方式の移動交換局であって、各移動局の無線
アクセス能力を保持するように構成されている無線アクセス能力保持部と、特定の移動局
宛ての着信を受けた場合に、該着信の呼種及び該特定の移動局の無線アクセス能力に基づ
いて、該特定の移動局の接続対象の無線アクセス方式を選択するように構成されている無
線アクセス方式選択部と、選択した前記無線アクセス方式を含む着信信号を、前記特定の
移動局に対して送信するように構成されている着信信号送信部とを具備することを要旨と
する。
【００５３】
　本発明の第８の特徴は、複数の無線アクセス方式に対して接続可能な移動局であって、
受信した着信信号に含まれる無線アクセス方式のアクセスノードに対して、接続要求信号
を送信するように構成されている接続要求信号送信部を具備することを要旨とする。
【００５４】
　本発明の第９の特徴は、複数の無線アクセス方式が存在する移動通信システムにおける
移動通信方法であって、移動局が、接続対象の第１無線アクセス方式のアクセスノードに
対して、通信希望の呼種を通知する工程と、前記第１無線アクセス方式のアクセスノード
が、前記第１無線アクセス方式の移動交換局に対して、前記通信希望の呼種を通知する工
程と、前記第１無線アクセス方式の移動交換局が、通知された前記通信希望の呼種及び管
理している前記移動局の無線アクセス能力に基づいて、該移動局の接続対象の無線アクセ
ス方式を該第１無線アクセス方式から第２無線アクセス方式に切り替えるべきか否かにつ
いて判断する工程と、前記第１無線アクセス方式の移動交換局が、前記移動局の接続対象
の無線アクセス方式を該第１無線アクセス方式から前記第２無線アクセス方式に切り替え
るべきであると判断した場合に、前記第１無線アクセス方式のアクセスノード及び該移動
局に対して、その旨を指示する工程と、前記移動局が、前記第１無線アクセス方式のアク
セスノードからの指示に応じて、前記第２無線アクセス方式のアクセスノードに対して、
接続要求信号を送信する工程とを有することを要旨とする。
【００５５】
　具体的には、本発明の第９の特徴は、複数の無線アクセス方式が存在する移動通信シス
テムにおける移動通信方法であって、移動局が、接続対象の第１無線アクセス方式のアク
セスノードに対して、通信希望の呼種を通知する工程と、前記第１無線アクセス方式のア
クセスノードが、前記第１無線アクセス方式の移動交換局に対して、前記通信希望の呼種
を通知する工程と、前記第１無線アクセス方式の移動交換局が、該移動局の接続対象の無
線アクセス方式を、該第１無線アクセス方式から、通知された前記通信希望の呼種をサポ
ートする第２無線アクセス方式に切り替えることを決定し、前記第１無線アクセス方式の
アクセスノードに対して、その旨を指示する工程と、前記第１無線アクセス方式のアクセ
スノードが、前記移動局に対して、該移動局の接続対象の無線アクセス方式を、該第１無
線アクセス方式から該第２無線アクセス方式に切り替えることを指示する工程と、前記移
動局が、前記第１無線アクセス方式のアクセスノードからの指示に応じて、前記第２無線
アクセス方式のアクセスノードに対して、接続要求信号を送信する工程とを有することを
要旨とする。
【００５６】
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　本発明の第９の特徴において、前記第１無線アクセス方式のアクセスノードが、前記第
１無線アクセス方式の移動交換局に対して、初期信号によって、前記通信希望の呼種を通
知してもよい。
【００５７】
　本発明の第９の特徴において、前記第１無線アクセス方式の移動交換局が、初期設定拒
否信号によって、前記移動局の接続対象の無線アクセス方式を該第１無線アクセス方式か
ら前記第２無線アクセス方式に切り替えるべきである旨を指示してもよい。
【００５８】
　本発明の第１０の特徴は、複数の無線アクセス方式に対して接続可能な移動局であって
、第１無線アクセス方式のアクセスノードに対して、通信希望の呼種を含む接続要求信号
を送信するように構成されている接続要求信号送信部と、前記第１無線アクセス方式のア
クセスノードから、前記接続要求信号に対する接続応答信号を受信するように構成されて
いる接続応答信号受信部とを具備し、前記接続応答信号が、前記移動局の接続対象の無線
アクセス方式を前記第１無線アクセス方式から第２無線アクセス方式に切り替えるべきで
あると指示している場合、前記接続要求信号送信部は、該第２無線アクセス方式のアクセ
スノードに対して、接続要求信号を送信するように構成されていることを要旨とする。
【００５９】
　本発明の第１１の特徴は、複数の無線アクセス方式に対して接続可能な移動局であって
、第１無線アクセス方式のアクセスノードに対して、通信希望の呼種を含む接続要求信号
を送信するように構成されている接続要求信号送信部と、前記第１無線アクセス方式のア
クセスノードから、前記接続要求信号に対する接続応答信号を受信するように構成されて
いる接続応答信号受信部と、受信した前記接続応答信号に応じて、前記第１無線アクセス
方式のアクセスノードに対して、前記移動局の無線アクセス能力を含む接続応答完了信号
を送信するように構成されている接続応答完了信号送信部と、前記第１無線アクセス方式
のアクセスノードから、切替指示信号を受信するように構成されている切替指示信号受信
部とを具備し、前記切替指示信号が、前記移動局の接続対象の無線アクセス方式を前記第
１無線アクセス方式から第２無線アクセス方式に切り替えるべきであると指示している場
合、前記接続要求信号送信部は、該第２無線アクセス方式のアクセスノードに対して、接
続要求信号を送信するように構成されていることを要旨とする。
【００６０】
　本発明の第１２の特徴は、複数の無線アクセス方式に対して接続可能な移動局であって
、第１無線アクセス方式のアクセスノードに対して、接続要求信号を送信するように構成
されている接続要求信号送信部と、前記第１無線アクセス方式の移動交換局から、前記接
続要求信号に対する接続応答信号を受信するように構成されている接続応答信号受信部と
、受信した前記接続応答信号に応じて、前記第１無線アクセス方式のアクセスノードに対
して、通信希望の呼種及び前記移動局の無線アクセス能力を含む接続応答完了信号を送信
するように構成されている接続応答完了信号送信部とを具備し、前記接続応答完了信号に
対する応答によって、前記移動局の接続対象の無線アクセス方式を前記第１無線アクセス
方式から第２無線アクセス方式に切り替えるべきであると指示されている場合、前記接続
要求信号送信部は、該第２無線アクセス方式のアクセスノードに対して、接続要求信号を
送信するように構成されていることを要旨とする。
【００６１】
　本発明の第６の特徴において、前記移動局の無線アクセス能力は、該移動局が待ち受け
を行っているセルにおける報知情報により指定されている１つ又は複数の無線アクセス方
式のアクセスノードに対してアクセスすることができるか否かについて示してもよい。
【００６２】
　本発明の第１３の特徴は、複数の無線アクセス方式に対して接続可能な移動局であって
、前記移動局において、特定のドメインを経由して着信信号が受信された場合、該移動局
が待ち受けを行っているセルにおける報知情報に基づいて、該特定のドメインを提供して
いる無線周波数を判定し、該無線周波数によって接続要求信号を送信するように構成され
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ている接続要求信号送信部を具備することを要旨とする。
【００６３】
　本発明の第１４の特徴は、移動交換局であって、特定のドメインを経由して特定の移動
局宛ての着信を受けた場合に、該特定のドメインを含む着信信号を、該特定の移動局に対
して送信するように構成されている着信信号送信部を具備することを要旨とする。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【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の実施形態に係る移動交換局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交換局の異種無線アクセス能力保持部によっ
て管理されているテーブルの一例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。
【図６】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７】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８】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９】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１０】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１１】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１２】従来の移動通信システムにおけるＩｎｔｅｒ-ＲＡＴハンドオーバ手順を示す
シーケンス図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６５】
（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）
　図１乃至図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構成につ
いて説明する。本実施形態では、無線アクセス方式として、ＵＭＴＳ方式及びＬＴＥ方式
を用いる例について説明するが、本発明は、ＵＭＴＳ方式及びＬＴＥ方式以外の無線アク
セス方式を提供した移動通信システムにも適用可能である。
【００６６】
　以下、図１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。なお、本実施形態を説明するための全図において、同一機能を有するものに
対しては同一符号を付与し、繰り返しの説明は省略する。
【００６７】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、複数の無線アクセス方式（
本例では、ＵＭＴＳ方式及びＬＴＥ方式）に接続可能な無線アクセス能力を持つ移動局１
００と、無線アクセス方式としてＵＭＴＳ方式を提供する複数の無線基地局２００ＵＭＴ

Ｓ.１、２００ＵＭＴＳ.２、２００ＵＭＴＳ.３と、無線制御装置３００と、無線制御装
置３００に接続された移動交換局４００Ｂと、無線アクセス方式としてＬＴＥ方式を提供
する複数の無線基地局２００ＬＴＥ.１、２００ＬＴＥ.２、２００ＬＴＥ.３と、各ＬＴ
Ｅ方式の無線基地局に接続された移動交換局４００Ａとを具備している。
【００６８】
　例えば、移動局１００は、電源が投入されると、ＵＭＴＳ方式のセル及びＬＴＥ方式の
セルの中から、１つのセル（例えば、ＣＥＬＬＬＴＥ.１）を選択し、移動交換局４００
Ａとの間で、無線基地局２００ＬＴＥ.１を介して、Ａｔｔａｃｈ手順を行う。
【００６９】
　ＬＴＥ方式のセルＣＥＬＬＬＴＥ.１、ＣＥＬＬＬＴＥ.２、ＣＥＬＬＬＴＥ.３が同一
位置登録エリアに属すると仮定した場合、移動局１００宛ての着信信号は、位置登録エリ
ア内の全無線基地局２００ＬＴＥ.１、２００ＬＴＥ.２、２００ＬＴＥ.３を介して送信
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される。
【００７０】
　一方、ＵＭＴＳ方式のセルＣＥＬＬＵＭＴＳ.１、ＣＥＬＬＵＭＴＳ.２、ＣＥＬＬＵＭ
ＴＳ.３も上述の位置登録エリアに含まれている場合は、移動局１００宛ての着信信号は
、かかる位置登録エリア内の全無線基地局２００ＬＴＥ.１、２００ＬＴＥ.２、２００Ｌ

ＴＥ.３、２００ＵＭＴＳ.１、２００ＵＭＴＳ.２、２００ＵＭＴＳ.３を介して送信され
る。
【００７１】
　図２に示すように、本実施形態に係る移動交換局４００は、信号送受信部４１０と、信
号送受信部４１０に接続された異種無線アクセス能力保持部４２０と、異種無線アクセス
能力保持部４２０に接続された信号生成部４３０と、信号生成部４３０及び異種無線アク
セス能力保持部４２０に接続された無線アクセス選択部４４０とを備える。
【００７２】
　信号送受信部４１０は、移動局１００と移動交換局４００と間の信号の送受信処理や、
無線基地局２００ＬＴＥと移動交換局４００との間の信号の送受信処理や、無線制御装置
３００と移動交換局４００との間の信号の送受信処理を行うように構成されている。
【００７３】
　例えば、ＬＴＥ方式の無線基地局２００ＬＴＥ（アクセスノード）が、移動局１００の
接続対象の無線アクセス方式をＬＴＥ方式からＵＭＴＳ方式に切り替えるべきである旨を
移動局１００に指示した場合に、信号送受信部４１０は、かかるＬＴＥ方式の無線基地局
２００ＬＴＥから、その旨の報告を受信するように構成されている。
【００７４】
　ここで、信号送受信部４１０は、初期設定応答信号を介して、かかる報告を受信するよ
うに構成されていてもよい。
【００７５】
　異種無線アクセス能力保持部４２０は、各移動局１００に関して、Ａｔｔａｃｈ手順や
位置登録手順や接続手順のうちの１つ又は複数の手順によって受信された「無線アクセス
能力（無線アクセス方式に接続（アクセス）可能な能力）」を保持するように構成されて
いる。
【００７６】
　信号生成部４３０は、移動局１００との間の接続手順の中で、移動局１００の無線アク
セス能力について、異種無線アクセス能力保持部４２０に問い合わせを行うことによって
取得するように構成されている。
【００７７】
　ＬＴＥ方式の移動交換局４００では、信号生成部４３０は、取得した移動局１００の無
線アクセス能力を、無線基地局２００ＬＴＥへ通知するための所定信号を生成するように
構成されている。
【００７８】
　例えば、かかる所定信号は、初期設定要求信号（Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓ
ｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）であってもよい。
【００７９】
　一方、ＵＭＴＳ方式の移動交換局４００では、信号生成部４３０は、移動局１００の無
線アクセス能力を、無線制御装置３００へ通知するための所定信号を生成するように構成
されている。
【００８０】
　無線アクセス選択部４４０は、移動局１００宛ての着信を受けた場合に、異種無線アク
セス能力保持部４２０に問い合わせを行うことによって得られた当該移動局１００の無線
アクセス能力及び当該着信の呼種に基づいて、当該移動局１００の接続対象の無線アクセ
ス方式を選択するように構成されている。
【００８１】
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　例えば、無線アクセス選択部４４０は、図３に示すような「着信呼種」と「提供無線ア
クセス方式」との対応表を管理している。ここで、「提供無線アクセス方式」は、各無線
アクセス方式によって「着信呼種」によって特定される通信サービスを提供しているか否
かについて示す。
【００８２】
　移動局１００宛ての着信の呼種が「データ通信」であり、かつ、当該移動局１００が無
線アクセス能力として「ＵＭＴＳ方式」及び「ＬＴＥ方式」の双方をサポートしている場
合は、無線アクセス選択部４４０は、当該移動局１００の接続対象の無線アクセス方式と
して、高効率で高速な通信が可能なＬＴＥ方式を選択する。
【００８３】
　一方、移動局１００宛ての着信の呼種が「音声通信」である場合は、音声通信を提供し
ている無線アクセスが「ＵＭＴＳ方式」のみであるので、無線アクセス選択部４４０は、
当該移動局１００の接続対象の無線アクセス方式として、ＵＭＴＳ方式を選択する。
【００８４】
　無線アクセス選択部４４０によって選択された無線アクセス方式は、信号生成部４３０
に報告され、信号生成部４３０は、受信した無線アクセス方式を含む着信信号を生成して
信号送受信部４１０に渡し、信号送受信部４１０は、当該移動局１００に対して当該着信
信号を送信する。
【００８５】
　図４に示すように、本実施形態に係るＬＴＥ方式の無線基地局２００ＬＴＥは、信号送
受信部２１０と、信号送受信部２１０に接続された異種無線アクセス方式遷移指示判断部
２２０と、異種無線アクセス方式遷移指示判断部２２０及び信号送受信部２１０にと接続
された信号生成部２３０とを備える。
【００８６】
　ＵＭＴＳ方式では、これら機能は、無線制御装置３００に備えられるが、ここでは、無
線制御装置３００に関する説明は省略する。
【００８７】
　信号送受信部２１０は、無線基地局２００ＬＴＥと移動交換局４００との間の信号の送
受信処理や、無線基地局２００ＬＴＥと移動局１００との間の信号の送受信処理を行うよ
うに構成されている。
【００８８】
　例えば、信号送受信部２１０は、移動局１００から接続要求信号（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅ
ｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を受信したり、移動交換局４００に対して初期信号（Ｉｎ
ｉｔｉａｌ　ＵＥ　Ｍｅｓｓａｇｅ）を送信したり、移動交換局４００から初期設定要求
信号（Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を受信したり、
移動交換局４００に対して初期設定応答信号（Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔ
ｕｐ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）を送信したりする。
【００８９】
　具体的には、信号送受信部２１０は、移動局１００から、通信希望の呼種及び移動局１
００の無線アクセス能力を含む接続要求信号を受信するように構成されていてもよい。
【００９０】
　すなわち、信号送受信部２１０は、接続要求信号（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ）を介して、移動局１００による通信希望の呼種を受信するように構成され
ていてもよい。
【００９１】
　なお、信号送受信部２１０は、移動局１００から、移動局１００による通信希望の呼種
を含み、移動局１００の無線アクセス能力を含まない接続要求信号を受信し、移動局１０
０の無線アクセス能力を含む接続応答完了信号（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔ
ｕｐ　Ｃｏｍｐ）を受信するように構成されていてもよい。
【００９２】
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　また、信号送受信部２１０は、移動局１００から、通信希望の呼種を含む接続要求信号
を受信し、ＬＴＥ方式の移動交換局４００から、移動局１００の無線アクセス能力を含む
初期設定要求信号を受信するように構成されていてもよい。
【００９３】
　すなわち、信号送受信部２１０は、接続要求信号を介して、移動局１００のアクセス能
力を受信し、移動交換局４００からの初期設定要求信号を介して、移動局１００のアクセ
ス能力を受信するように構成されていてもよい。
【００９４】
　また、信号送受信部２１０は、更に、接続要求信号等を介して、移動局１００から、各
無線アクセス方式における受信レベル（例えば、受信信号レベルや、受信信号品質や、伝
搬ロス等）を取得するように構成されていてもよい。
【００９５】
　また、信号送受信部２１０は、移動局１００から受信した接続要求信号に応じて、ＬＴ
Ｅ方式の移動交換局４００に対して、初期信号を送信するように構成されている。
【００９６】
　異種無線アクセス方式遷移指示判断部２２０は、移動局１００による通信希望の呼種及
び移動局１００の無線アクセス能力に基づいて、移動局１００の接続対象の無線アクセス
方式をＬＴＥ方式からＵＭＴＳ方式に切り替えるべきか（ＵＭＴＳ方式に対してハンドオ
ーバを行うべきか）否かについて、すなわち、移動局１００に対して異種無線アクセス方
式遷移を指示するか否かについて判断するように構成されている。
【００９７】
　また、異種無線アクセス方式遷移指示判断部２２０は、移動局１００の接続対象の無線
アクセス方式をＬＴＥ方式からＵＭＴＳ方式に切り替えるべきであると判断した場合に、
移動局１００に対して、接続応答信号（「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆ
ｉｇｕｒａｔｉｏｎ」や、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ」等
）によって、その旨を指示するように構成されている。
【００９８】
　ここで、異種無線アクセス方式遷移指示判断部２２０は、取得した移動局１００の通信
希望の呼種及び移動局１００の無線アクセス能力に基づいて、図３に示す対応表を参照し
て、移動局１００についてＵＭＴＳ方式へ切り替え又は遷移（Ｒｅｄｉｒｅｃｔ）を行う
べきか否かについて決定する。
【００９９】
　例えば、移動局１００が、ＵＭＴＳ方式及びＬＴＥ方式の両方に対する無線アクセス能
力を具備しており、通信希望の呼種として「音声通信」を設定した接続要求信号を、無線
基地局２００ＬＴＥへ送信した場合、図３に示すように、ＬＴＥ方式では、「音声通信」
を提供していないため、異種無線アクセス方式遷移指示判断部２２０は、移動局１００に
対して、接続応答信号によって、ＵＭＴＳ方式に対して切り替え又は遷移（Ｒｅｄｉｒｅ
ｃｔ）するように指示する。
【０１００】
　ＵＭＴＳ方式へのハンドオーバの処理遅延を低減するために、異種無線アクセス方式遷
移指示判断部２２０は、接続応答信号等によって、ＵＭＴＳ方式で使用されている周波数
やスクランブリングコードや送信ダイバーシティの適用有無等のＵＭＴＳ方式に関連する
情報を送信するように構成されていてもよい。
【０１０１】
　また、異種無線アクセス方式遷移指示判断部２２０は、通信希望の呼種が「データ通信
」である場合には、どちらの無線アクセス方式（ＵＭＴＳ方式及びＬＴＥ方式）でも「デ
ータ通信」を提供することができるため、以下の１つ又は複数の点を考慮して、無線アク
セス方式を選択するように構成されていてもよい。
【０１０２】
・　最も伝送効率の良い無線アクセス方式
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・　接続遅延の最も短い無線アクセス方式
・　最大伝送速度で通信可能な無線アクセス方式
・　受信品質の最も良い無線アクセス方式
・　最も負荷の低い無線アクセス方式
・　カバーエリアの最も広い無線アクセス方式
　信号生成部２３０は、移動局１００や移動交換局４００に向けて送信する信号を生成す
るように構成されている。
【０１０３】
　異種無線アクセス方式遷移指示判断部２２０にて、異種の無線アクセス方式（例えば、
ＵＭＴＳ方式）に対する切り替え又は遷移（Ｒｅｄｉｒｅｃｔ）が必要であると判断され
た場合は、ハンドオーバ先（遷移先）の無線アクセス方式を含む接続応答信号を生成する
。
【０１０４】
　かかる接続応答信号は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ」であってもよ
いし、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ」であってもよいし、若
しくは、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」であって
もよい。また、接続応答信号は、上述の接続要求信号に基づく接続を拒否する「ＲＲＣ　
Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｊｅｃｔ」であってもよい。
【０１０５】
　無線基地局２００ＬＴＥが、移動交換局４００からの初期設定要求信号を受信した後に
、異種の無線アクセス方式に対する切り替え又は遷移（Ｒｅｄｉｒｅｃｔ）が必要である
と判断した場合は、信号生成部２３０が、移動局１００に対して別の無線アクセス方式に
対して切り替え又は遷移（Ｒｅｄｉｒｅｃｔ）するように指示したことを示す情報を含む
初期設定応答信号を生成し、信号送受信部２１０が、かかる初期設定応答信号を移動交換
局４００に対して送信する。
【０１０６】
　すなわち、無線基地局２００ＬＴＥは、ＬＴＥ方式の移動交換局４００からの初期設定
要求信号に対して返送する初期設定応答信号を介して、移動局１００の接続対象の無線ア
クセス方式をＬＴＥ方式からＵＭＴＳ方式に切り替えるべきである旨を移動局１００に指
示したことを報告するように構成されている。
【０１０７】
　ここで、初期設定応答信号は、「Ｉｎｉｔｉａｌ　ＵＥ　ＣｏｎｔｅｘｔＳｅｔｕｐ　
Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」であってもよい。
【０１０８】
　また、異種無線アクセス方式遷移指示判断部２２０が、移動局１００の接続対象の無線
アクセス方式をＬＴＥ方式からＵＭＴＳ方式に切り替えるべきであると判断した場合に、
無線基地局２００ＬＴＥは、移動交換局４００との間の接続を設定しないように構成され
ている。
【０１０９】
　図５に示すように、本実施形態に係る移動局１００は、信号送受信部１１０と、信号送
受信部１１０に接続された信号生成部１２０と、信号送受信部１１０に接続された異種無
線アクセス方式遷移処理部１３０とを備える。
【０１１０】
　本実施形態に係る移動局１００は、複数の無線アクセス方式（本実施形態では、ＵＭＴ
Ｓ方式及びＬＴＥ方式）に対して接続可能である。
【０１１１】
　信号送受信部１１０は、無線基地局２００ＬＴＥと移動局１００との間の信号の送受信
処理や、移動交換局４００と移動局１００との間の信号の送受信処理を行うように構成さ
れている。
【０１１２】
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　例えば、信号送受信部１１０は、移動局１００の接続対象の無線アクセス方式（現在待
ち受けを行っている無線アクセス方式）であるＬＴＥ方式の無線基地局２００ＬＴＥ（ア
クセスノード）に対して、通信希望の呼種及び移動局１００の無線アクセス能力を含む接
続要求信号を送信するように構成されていてもよい。
【０１１３】
　なお、信号送受信部１１０は、移動局１００の接続対象の無線アクセス方式（現在待ち
受けを行っている無線アクセス方式）であるＬＴＥ方式の無線基地局２００ＬＴＥ（アク
セスノード）に対して、移動局１００による通信希望の呼種を含み、移動局１００の無線
アクセス能力を含まない接続要求信号を送信するように構成されていてもよい。
【０１１４】
　また、信号送受信部１１０は、ＬＴＥ方式の無線基地局２００ＬＴＥ（アクセスノード
）から、上述の接続要求信号に対する接続応答信号を受信するように構成されている。
【０１１５】
　ここで、信号送受信部１１０は、移動局１００の接続対象の無線アクセス方式（現在待
ち受けを行っている無線アクセス方式）であるＬＴＥ方式の無線基地局２００ＬＴＥ（ア
クセスノード）に対して、移動局１００による通信希望の呼種及び移動局１００の無線ア
クセス能力を含まない接続要求信号を送信し、移動局１００による通信希望の呼種及び移
動局１００の無線アクセス能力を含む接続応答完了信号を送信するように構成されていて
もよい。
【０１１６】
　なお、異種無線アクセス方式遷移処理部１３０によって、接続応答信号が、移動局１０
０の接続対象の無線アクセス方式をＬＴＥ方式からＵＭＴＳ方式に切り替えるべきである
と指示していると判断された場合、信号送受信部１１０は、ＵＭＴＳ方式の無線基地局２
００ＵＭＴＳ（アクセスノード）に対して、接続要求信号を送信するように構成されてい
る。
【０１１７】
　また、信号送受信部１１０は、更に、接続応答信号等を介して、ＵＭＴＳ方式に関連す
る情報を受信するように構成されていてもよい。
【０１１８】
　また、信号送受信部１１０は、更に、各無線アクセス方式における受信レベルを送信す
るように構成されていてもよい。
【０１１９】
　また、信号送受信部１１０は、受信した着信信号に含まれる無線アクセス方式に対して
、接続要求信号を送信するように構成されている。
【０１２０】
　信号生成部１２０は、無線基地局２００ＬＴＥ及び移動交換局４００に対して送信する
信号を生成するように構成されている。
【０１２１】
　移動局１００が、所望の通信サービスの開始を要求する場合には、信号生成部１１０は
、かかる通信希望の呼種を含む接続要求信号或いは接続応答完了信号を生成するように構
成されている。
【０１２２】
　かかる接続要求信号は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」であって
もよい。また、かかる接続応答完了信号は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕ
ｐ　Ｃｏｍｐ」であってもよい。
【０１２３】
　また、接続要求信号或いは接続応答完了信号は、当該移動局１００の無線アクセス能力
を含んでいてもよい。
【０１２４】
　異種無線アクセス方式遷移処理部１３０は、信号送受信部１１０によって接続応答信号
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を受信し、かかる接続応答信号によって指示されている移動局１００の切り替え又は遷移
（Ｒｅｄｉｒｅｃｔ）先無線アクセス方式のセルを検出・選択を行い、選択した無線アク
セス方式のセルにて接続手順を行う。
【０１２５】
　一方、信号送受信部１１０が、移動局１００宛ての着信信号を受信し、接続手順を行う
無線アクセス方式が、現在待ち受けを行っている無線アクセス方式と異なる場合は、異種
無線アクセス方式遷移処理部１３０は、指定された無線アクセス方式のセルを検出・選択
し、選択した無線アクセス方式のセルにて接続手順を行う。
【０１２６】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信方法の動作）
　図６及び図７を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信方法の動作について
説明する。
【０１２７】
　図６では、ＬＴＥ方式で待ち受けを行っている移動局１００が、無線基地局２００ＬＴ
Ｅに対して、移動局１００の無線アクセス能力及び通信希望の呼種を含む接続要求信号を
送信する場合の例について示す。
【０１２８】
　図６に示すように、ステップ１０１において、移動局１００は、無線基地局２００ＬＴ
Ｅに対して、移動局１００の無線アクセス能力及び通信希望の呼種を含む接続要求信号（
ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信する。
【０１２９】
　ステップ１０２において、かかる接続要求信号を受信した無線基地局２００ＬＴＥは、
移動局１００の無線アクセス能力及び通信希望の呼種に基づいて、移動局１００の接続対
象の無線アクセス方式を、ＬＴＥ方式からＵＭＴＳ方式に遷移させるか否かについて判断
する。
【０１３０】
　そして、移動局１００を異種の無線アクセス方式（具体的には、ＵＭＴＳ方式）に遷移
（ハンドオーバ）させると判断された場合、無線基地局２００ＬＴＥは、接続応答信号に
よって、その旨を移動局１００に対して指示する。
【０１３１】
　ここで、接続応答信号は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ」であってもよいし、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ
」であってもよいし、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ」であってもよい。
また、接続応答信号は、上述の接続要求信号に基づく接続を拒否する「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｊｅｃｔ」であってもよい。
【０１３２】
　ステップ１０３において、異種の無線アクセス方式（ＵＭＴＳ方式）への遷移を指示さ
れた移動局１００は、指示された異種の無線アクセス方式（ＵＭＴＳ方式）のセルを検出
して選択する。
【０１３３】
　ステップ１０４において、移動局１００は、選択した異種の無線アクセス方式（ＵＭＴ
Ｓ方式）のセルにて接続手順を行う、すなわち、選択した異種の無線アクセス方式（ＵＭ
ＴＳ方式）のアクセスノード（無線制御装置３００）に対して接続要求信号を送信する。
【０１３４】
　ここで、移動局１００は、上述の接続要求信号によって、移動局１００の無線アクセス
能力及び通信希望の呼種を通知する代わりに、上述の接続応答信号に対する接続応答完了
信号によって、移動局１００の無線アクセス能力及び通信希望の呼種を通知してもよい。
【０１３５】
　次に、図７では、ＬＴＥ方式で待ち受けを行っている移動局１００が、無線基地局２０
０ＬＴＥに対して、通信希望の呼種を含む接続要求信号を送信し、移動交換局４００が、
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移動局１００の無線アクセス能力を無線基地局２００ＬＴＥに対して通知する場合の例に
ついて示す。
【０１３６】
　図７に示すように、ステップ２０１において、移動局１００は、無線基地局２００ＬＴ
Ｅに対して、通信希望の呼種を含む接続要求信号（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ）を送信する。
【０１３７】
　ステップ２０２において、接続要求信号を受信した無線基地局２００ＬＴＥは、移動交
換局４００に対して初期信号を送信する。ここで、初期信号は、「Ｉｎｉｔｉａｌ　ＵＥ
　Ｍｅｓｓａｇｅ」であってもよい。
【０１３８】
　ステップ２０３において、初期信号を受信した移動交換局４００は、無線基地局２００
ＬＴＥに対して、移動局１００の無線アクセス能力を含む初期設定要求信号を送信する。
ここで、初期設定要求信号は、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ」であってもよい。
【０１３９】
　ステップ２０４Ａにおいて、初期設定要求信号を受信した無線基地局２００ＬＴＥは、
受信した接続要求信号に含まれる通信希望の呼種と、受信した初期設定要求信号に含まれ
る移動局１００の無線アクセス能力とに基づいて、移動局１００を異種の無線アクセス方
式（ＵＭＴＳ方式）に遷移させるか否かについて判断する。
【０１４０】
　そして、移動局１００を異種の無線アクセス方式（具体的には、ＵＭＴＳ方式）に切り
替え又は遷移（Ｒｅｄｉｒｅｃｔ）させると判断された場合、無線基地局２００ＬＴＥは
、接続応答信号によって、その旨を移動局１００に対して指示する。
【０１４１】
　ここで、接続応答信号は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ」であってもよいし、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ」であって
もよい。
【０１４２】
　なお、ステップ２０４Ｂにおいて、無線基地局２００ＬＴＥは、移動交換局４００に対
して、初期設定応答信号で、かかる判断結果について通知するように構成されていてもよ
い。ここで、初期設定応答信号は、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒ
ｅｓｐｏｎｓｅ」であっても良い。
【０１４３】
　ステップ２０５において、異種の無線アクセス方式（ＵＭＴＳ方式）への遷移を指示さ
れた移動局１００は、指示された異種の無線アクセス方式（ＵＭＴＳ方式）のセルを検出
して選択する。
【０１４４】
　ステップ２０６において、移動局１００は、選択した異種の無線アクセス方式（ＵＭＴ
Ｓ方式）のセルにて接続手順を行う、すなわち、選択した異種の無線アクセス方式（ＵＭ
ＴＳ方式）のアクセスノード（無線制御装置３００）に対して接続要求信号を送信する。
【０１４５】
　ここで、移動局１００は、上述の接続要求信号によって、通信希望の呼種を通知する代
わりに、上述の接続応答信号に対する接続応答完了信号によって、移動局１００による通
信希望の呼種を通知してもよい。
【０１４６】
（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）
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局２００ＬＴＥが、移動局１０
０による通信希望の呼種及び移動局１００の無線アクセス能力に基づいて、当該移動局１
００が現在待ち受けを行っている無線アクセス方式によって当該通信希望の呼種が提供さ
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れているか否かについて早期に決定し、異種の無線アクセス方式へ遷移が必要な場合は、
接続応答信号にて指示することが可能となるため、各無線方式のアクセスノードの処理負
荷を軽減し、Ｕ-Ｐｌａｎｅ導通までの接続時間を低減することができる。
【０１４７】
（変更例１）
　以下、図８及び図９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。
【０１４８】
　本変更例１では、移動局１００の接続対象の無線アクセス方式が、ＵＭＴＳ方式からＬ
ＴＥ方式に切り替わるように構成されている。
【０１４９】
　図８では、ＵＭＴＳ方式で待ち受けを行っている移動局１００が、無線基地局２００Ｕ
ＭＴＳに対して、移動局１００の無線アクセス能力及び通信希望の呼種を含む接続要求信
号を送信する場合の例について示す。
【０１５０】
　図８に示すように、ステップ３０１において、移動局１００は、無線制御装置３００に
対して、移動局１００の無線アクセス能力及び通信希望の呼種を含む接続要求信号（ＲＲ
Ｃ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信する。
【０１５１】
　ステップ３０２において、かかる接続要求信号を受信した無線制御装置３００は、移動
局１００の無線アクセス能力及び通信希望の呼種に基づいて、移動局１００の接続対象の
無線アクセス方式を、ＵＭＴＳ方式からＬＴＥ方式に遷移させるか否かについて判断する
。
【０１５２】
　そして、移動局１００を異種の無線アクセス方式（具体的には、ＬＴＥ方式）に切り替
え又は遷移（Ｒｅｄｉｒｅｃｔ）させると判断された場合、無線制御装置３００は、接続
応答信号によって、その旨を移動局１００に対して指示する。
【０１５３】
　ここで、接続応答信号は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ」であってもよいし、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ」であって
もよい。
【０１５４】
　ステップ３０３において、異種の無線アクセス方式（ＬＴＥ方式）への遷移を指示され
た移動局１００は、指示された異種の無線アクセス方式（ＬＴＥ方式）のセルを検出して
選択する。
【０１５５】
　ステップ３０４において、移動局１００は、選択した異種の無線アクセス方式（ＬＴＥ
方式）のセルにて接続手順を行う、すなわち、選択した異種の無線アクセス方式（ＬＴＥ
方式）のアクセスノード（無線基地局２００ＬＴＥ）に対して接続要求信号を送信する。
【０１５６】
　ここで、移動局１００は、上述の接続要求信号によって、移動局１００の無線アクセス
能力及び通信希望の呼種を通知する代わりに、上述の接続応答信号に対する接続応答完了
信号によって、移動局１００の無線アクセス能力及び通信希望の呼種を通知してもよい。
【０１５７】
　次に、図９では、ＵＭＴＳ方式で待ち受けを行っている移動局１００が、無線制御装置
３００に対して、通信希望の呼種を含む接続要求信号を送信し、移動交換局４００が、移
動局１００の無線アクセス能力を無線制御装置３００に対して通知する場合の例について
示す。
【０１５８】
　図９に示すように、ステップ４０１において、移動局１００は、無線制御装置３００に
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対して、通信希望の呼種を含む接続要求信号（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ）を送信する。
【０１５９】
　ステップ４０２において、接続要求信号を受信した無線制御装置３００は、移動交換局
４００に対して初期信号を送信する。ここで、初期信号は、「Ｉｎｉｔｉａｌ　ＵＥ　Ｍ
ｅｓｓａｇｅ」であってもよい。
【０１６０】
　ステップ４０３において、初期信号を受信した移動交換局４００は、無線制御装置３０
０に対して、移動局１００の無線アクセス能力を含む初期設定要求信号を送信する。ここ
で、初期設定要求信号は、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ」であってもよい。
【０１６１】
　ステップ４０４Ａにおいて、初期設定要求信号を受信した無線制御装置３００は、受信
した接続要求信号に含まれる通信希望の呼種と、受信した初期設定要求信号に含まれる移
動局１００の無線アクセス能力とに基づいて、移動局１００を異種の無線アクセス方式（
ＵＭＴＳ方式）に遷移させるか否かについて判断する。
【０１６２】
　そして、移動局１００を異種の無線アクセス方式（具体的には、ＵＭＴＳ方式）に切り
替え又は遷移（Ｒｅｄｉｒｅｃｔ）させると判断された場合、無線制御装置３００は、接
続応答信号によって、その旨を移動局１００に対して指示する。
【０１６３】
　ここで、接続応答信号は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ」であってもよいし、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ」であって
もよい。
【０１６４】
　なお、ステップ４０４Ｂにおいて、無線制御装置３００は、移動交換局４００に対して
、かかる判断結果について通知するように構成されていてもよい。
【０１６５】
　ステップ４０５において、異種の無線アクセス方式（ＵＭＴＳ方式）への遷移を指示さ
れた移動局１００は、指示された異種の無線アクセス方式（ＵＭＴＳ方式）のセルを検出
して選択する。
【０１６６】
　ステップ４０６において、移動局１００は、選択した異種の無線アクセス方式（ＬＴＥ
方式）のセルにて接続手順を行う、すなわち、選択した異種の無線アクセス方式（ＬＴＥ
方式）のアクセスノード（無線基地局２００ＬＴＥ）に対して接続要求信号を送信する。
【０１６７】
　ここで、移動局１００は、上述の接続要求信号によって、移動局１００による通信希望
の呼種を通知する代わりに、上述の接続応答信号に対する接続応答完了信号によって、移
動局１００の無線アクセス能力及び通信希望の呼種を通知してもよい。
【０１６８】
（変更例２）
　以下、図１０及び図１１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。
【０１６９】
　本変更例において、移動交換局４００の無線アクセス選択部４４０は、移動局１００に
よって通知された通信希望の呼種及び異種無線アクセス能力保持部４２０によって管理さ
れている移動局１００の無線アクセス能力に基づいて、かかる移動局１００の接続対象の
無線アクセス方式を第１無線アクセス方式（ＬＴＥ方式或いはＵＭＴＳ方式）から第２無
線アクセス方式（ＵＭＴＳ方式或いはＬＴＥ方式）に切り替えるべきか否かについて判断
するように構成されている。
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【０１７０】
　そして、移動局１００を異種の無線アクセス方式に切り替え又は遷移（Ｒｅｄｉｒｅｃ
ｔ）させると判断された場合、移動交換局４００の信号送受信部４１０は、移動局ＵＥ及
び無線基地局２００ＬＴＥに対して、その旨を指示するように構成されている。
【０１７１】
　図１０では、ＬＴＥ方式で待ち受けを行っている移動局１００が、ＵＭＴＳ方式で通信
を行う状態に遷移する場合の例について示す。
【０１７２】
　図１０に示すように、ステップ５０１において、ＬＴＥ方式で待ち受けを行っている移
動局１００は、無線基地局２００ＬＴＥに対して、移動局１００による通信希望の呼種を
含む接続要求信号（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信する。
【０１７３】
　ステップ５０２において、無線基地局２００ＬＴＥが、受信した接続要求信号に応じて
、移動局ＵＥに対して、接続応答信号を送信する。
【０１７４】
　ステップ５０３において、移動局１００は、受信した接続応答信号に応じて、無線基地
局２００ＬＴＥに対して、移動局１００の無線アクセス能力を含む接続応答完了信号を送
信する。
【０１７５】
　ここで、移動局１００は、ステップ５０１において、移動局１００による通信希望の呼
種を含む接続要求信号を送信し、ステップ５０３において、移動局１００の無線アクセス
能力を含む接続応答完了信号を送信してもよい。
【０１７６】
　また、移動局１００は、ステップ５０１において、移動局１００による通信希望の呼種
を含む接続要求信号を送信し、ステップ５０３において、移動局１００の無線アクセス能
力を含まない接続応答完了信号を送信してもよい。
【０１７７】
　さらに、移動局１００は、ステップ５０１において、移動局１００による通信希望の呼
種及び移動局１００の無線アクセス能力を含まない接続要求信号を送信し、ステップ５０
３において、移動局１００による通信希望の呼種を含み、移動局１００の無線アクセス能
力を含まない接続応答完了信号を送信してもよい。
【０１７８】
　ステップ５０４において、接続応答完了信号を受信した無線基地局２００ＬＴＥは、移
動交換局４００に対して初期信号を送信する。
【０１７９】
　ここで、初期信号は、「Ｉｎｉｔｉａｌ　ＵＥ　Ｍｅｓｓａｇｅ」であってもよい。ま
た、初期信号は、移動局１００による通信希望の呼種及び移動局１００の無線アクセス能
力を含んでいてもよいし、移動局１００による通信希望の呼種を含み、移動局１００の無
線アクセス能力を含まなくてもよい。
【０１８０】
　ステップ５０５において、初期信号を受信した移動交換局４００は、受信した接続要求
信号に含まれる移動局１００の無線アクセス能力及び通信希望の呼種に基づいて、移動局
１００を異種の無線アクセス方式（ＵＭＴＳ方式）に遷移させるか否かについて判断する
。
【０１８１】
　ここで、ステップ５０５において、初期信号を受信した移動交換局４００は、受信した
接続要求信号に含まれる通信希望の呼種、及び、自身で管理している移動局１００の無線
アクセス能力に基づいて、移動局１００を異種の無線アクセス方式（ＵＭＴＳ方式）に遷
移させるか否かについて判断してもよい。
【０１８２】
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　例えば、ステップ５０５において、移動交換局４００は、移動局１００の接続対象の無
線アクセス方式を、ＬＴＥ方式から、受信した接続要求信号に含まれる通信希望の呼種を
サポートするＵＭＴＳ方式に切り替えることを決定してもよい。
【０１８３】
　また、ステップ５０５において、移動交換局４００は、移動局１００の接続対象の無線
アクセス方式を、ＬＴＥ方式から、異種の無線アクセス方式に切り替えることを決定して
もよい。
【０１８４】
　そして、移動局１００を異種の無線アクセス方式（具体的には、ＵＭＴＳ方式）に切り
替え又は遷移（Ｒｅｄｉｒｅｃｔ）させると判断された場合、移動交換局４００は、無線
基地局２００ＬＴＥに対して、その旨（決定結果）を示す初期設定要求信号或いは初期設
定拒否信号を送信する。
【０１８５】
　ここで、初期設定要求信号は、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ」であってもよい。
【０１８６】
　ステップ５０６において、無線基地局２００ＬＴＥは、切替指示信号によって、移動局
１００の接続対象の無線アクセス方式をＬＴＥ方式（第１無線アクセス方式）からＵＭＴ
Ｓ方式（第２無線アクセス方式）に切り替えるべきである旨を、移動局１００に対して指
示する。
【０１８７】
　ここで、切替指示信号は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｌｅａｓｅ（接続解
放信号）」であってもよい。
【０１８８】
　なお、ステップ５０６において、無線基地局２００ＬＴＥは、初期設定要求信号に含ま
れる決定結果に基づいて、移動局１００の接続対象の無線アクセス方式をＬＴＥ方式（第
１無線アクセス方式）からＵＭＴＳ方式（第２無線アクセス方式）に切り替えることを決
定して、切替指示信号によって、その旨を移動局１００に指示してもよい。
【０１８９】
　或いは、ステップ５０６において、無線基地局２００ＬＴＥは、初期設定要求信号に含
まれる決定結果（すなわち、移動局１００の接続対象の無線アクセス方式をＬＴＥ方式（
第１無線アクセス方式）からＵＭＴＳ方式（第２無線アクセス方式）に切り替えること）
を、切替指示信号によって、移動局１００に指示してもよい。
【０１９０】
　ステップ５０７において、異種の無線アクセス方式（ＵＭＴＳ方式）への遷移を指示さ
れた移動局１００は、指示された異種の無線アクセス方式（ＵＭＴＳ方式）のセルを検出
して選択する。
【０１９１】
　ステップ５０８乃至５１０において、移動局１００は、選択した異種の無線アクセス方
式（ＵＭＴＳ方式）のセルにて接続手順を行う。
【０１９２】
　すなわち、ステップ５０８において、移動局１００は、選択した異種の無線アクセス方
式（ＵＭＴＳ方式）のアクセスノード（無線制御装置３００）に対して接続要求信号を送
信する。
【０１９３】
　ステップ５０９において、無線制御装置３００が、受信した接続要求信号に応じて、移
動局１００に対して、接続応答信号を送信する。
【０１９４】
　ステップ５１０において、移動局１００が、受信した接続応答信号に応じて、無線制御
装置３００に対して、接続応答完了信号を送信する。
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【０１９５】
　図１１では、ＵＭＴＳ方式で待ち受けを行っている移動局１００が、ＬＴＥ方式で通信
を行う状態に遷移する場合の例について示す。
【０１９６】
　図１１に示すように、ステップ６０１において、ＵＭＴＳ方式で待ち受けを行っている
移動局１００は、無線制御装置３００に対して、移動局１００による通信希望の呼種を含
む接続要求信号（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を送信する。
【０１９７】
　ステップ６０２において、無線制御装置３００が、受信した接続要求信号に応じて、移
動局ＵＥに対して、接続応答信号を送信する。
【０１９８】
　ステップ６０３において、移動局１００は、受信した接続応答信号に応じて、無線制御
装置３００に対して、移動局１００の無線アクセス能力を含む接続応答完了信号を送信す
る。
【０１９９】
　ステップ６０３において、接続応答完了信号を受信した無線制御装置３００は、受信し
た接続応答完了信号に含まれる移動局１００の無線アクセス能力及び前記接続要求信号に
含まれる移動局１００の通信希望の呼種に基づいて、移動局１００を異種の無線アクセス
方式（ＵＭＴＳ方式）に遷移させるか否かについて判断してもよい。
【０２００】
　ここで、移動局１００は、ステップ６０１において、移動局１００による通信希望の呼
種を含む接続要求信号を送信し、ステップ６０３において、移動局１００の無線アクセス
能力を含む接続応答完了信号を送信してもよい。
【０２０１】
　また、移動局１００は、ステップ６０１において、移動局１００による通信希望の呼種
を含む接続要求信号を送信し、ステップ６０３において、移動局１００の無線アクセス能
力を含まない接続応答完了信号を送信してもよい。
【０２０２】
　さらに、移動局１００は、ステップ６０１において、移動局１００による通信希望の呼
種及び移動局１００の無線アクセス能力を含まない接続要求信号を送信し、ステップ６０
３において、移動局１００による通信希望の呼種を含み、移動局１００の無線アクセス能
力を含まない接続応答完了信号を送信してもよい。
【０２０３】
　ステップ６０４において、接続応答完了信号を受信した無線制御装置３００は、移動交
換局４００に対して初期信号を送信してもよい。
【０２０４】
　ここで、初期信号は、「Ｉｎｉｔｉａｌ　ＵＥ　Ｍｅｓｓａｇｅ」であってもよい。ま
た、初期信号は、移動局１００による通信希望の呼種及び移動局１００の無線アクセス能
力を含んでいてもよいし、移動局１００による通信希望の呼種を含み、移動局１００の無
線アクセス能力を含まなくてもよい。
【０２０５】
　ステップ６０５において、初期信号を受信した移動交換局４００は、受信した接続要求
信号に含まれる移動局１００の無線アクセス能力及び通信希望の呼種に基づいて、移動局
１００を異種の無線アクセス方式（ＵＭＴＳ方式）に遷移させるか否かについて判断して
もよい。
【０２０６】
　ここで、ステップ６０５において、初期信号を受信した移動交換局４００は、受信した
接続要求信号に含まれる通信希望の呼種、及び、自身で管理している移動局１００の無線
アクセス能力に基づいて、移動局１００を異種の無線アクセス方式（ＬＴＥ方式）に遷移
させるか否かについて判断してもよい。
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【０２０７】
　そして、移動局１００を異種の無線アクセス方式（具体的には、ＬＴＥ方式）に切り替
え又は遷移（Ｒｅｄｉｒｅｃｔ）させると判断された場合、移動交換局４００は、無線制
御装置３００に対して、その旨を示す初期設定要求信号或いは初期設定拒否信号を送信す
る。
【０２０８】
　ここで、初期設定要求信号は、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ」であってもよい。
【０２０９】
　ステップ６０６において、無線制御装置３００は、切替指示信号によって、前記移動局
の接続対象の無線アクセス方式をＵＭＴＳ方式（第１無線アクセス方式）からＬＴＥ方式
（第２無線アクセス方式）に切り替えるべきである旨を、移動局１００に対して指示する
。
【０２１０】
　ここで、切替指示信号は、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｌｅａｓｅ（接続解
放信号）」であってもよい。
【０２１１】
　また、ステップ６０３で、移動局１００を異種の無線アクセス方式（ＵＭＴＳ方式）に
遷移させるか否かについて判断した場合は、ステップ６０３の後に、ステップ６０６を行
ってもよい。
【０２１２】
　ステップ６０７において、異種の無線アクセス方式（ＬＴＥ方式）への遷移を指示され
た移動局１００は、指示された異種の無線アクセス方式（ＬＴＥ方式）のセルを検出して
選択する。
【０２１３】
　ステップ６０８乃至６１０において、移動局１００は、選択した異種の無線アクセス方
式（ＬＴＥ方式）のセルにて接続手順を行う。
【０２１４】
　すなわち、ステップ６０８において、移動局１００は、選択した異種の無線アクセス方
式（ＬＴＥ方式）のアクセスノード（無線基地局２００ＬＴＥ）に対して接続要求信号を
送信する。
【０２１５】
　ステップ６０９において、無線基地局２００ＬＴＥが、受信した接続要求信号に応じて
、移動局１００に対して、接続応答信号を送信する。
【０２１６】
　ステップ６１０において、移動局１００が、受信した接続応答信号に応じて、無線基地
局２００ＬＴＥに対して、接続応答完了信号を送信する。
【０２１７】
（変更例３）
　本発明の変更例３において、移動局１００の信号送受信部１１０は、接続要求信号或い
は接続完了応答信号によって、かかる移動局１００が待ち受けを行っているセルにおける
報知情報により指定されている１つ又は複数の無線アクセス方式のアクセスノードに対し
てアクセスすることができるか否かについて示す「移動局１００の無線アクセス能力」を
通知するように構成されている。
【０２１８】
（変更例４）
　本発明の変更例４において、移動局１００の信号送受信部１１０は、かかる移動局１０
０において、特定のドメイン（ＣＳ或いはＰＳ）を経由して着信信号が受信された場合、
かかる移動局１００が待ち受けを行っているセルにおける報知情報に基づいて、かかる特
定のドメインを提供している無線周波数を判定し、かかる無線周波数によって接続要求信
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号を送信するように構成されている。
【０２１９】
　また、本変更例において、移動交換局４００の信号送受信部４１０は、特定のドメイン
（ＣＳ或いはＰＳ）を経由して特定の移動局宛ての着信を受けた場合に、かかる特定のド
メインを含む着信信号を、かかる特定の移動局に対して送信するように構成されている。
【０２２０】
　なお、移動局１００は、特定のドメインを含む着信信号を受信した場合に、着信信号を
受信した無線アクセス方式のセルにおいて、該特定のドメインにアクセスする通常の発信
処理を行うように構成されていてもよい。
【０２２１】
（変更例５）
　本発明の変更例５において、ＬＴＥ方式（第１無線アクセス方式）の無線基地局２００
ＬＴＥの異種無線アクセス方式遷移指示判断部２２０は、移動局１００に対して、ＵＭＴ
Ｓ方式（第２無線アクセス方式）に関連する情報として、以下に示す情報の１つ又は複数
を送信するように構成されている。
【０２２２】
　同様に、ＵＭＴＳ方式（第１無線アクセス方式）の無線制御装置３００の異種無線アク
セス方式遷移指示判断部２２０は、移動局１００に対して、ＬＴＥ方式（第２無線アクセ
ス方式）に関連する情報として、以下に示す情報の１つ又は複数を送信するように構成さ
れている。
【０２２３】
・　第２無線アクセス方式の周波数帯域（周波数バンド）
・　第２無線アクセス方式の周波数
・　第２無線アクセス方式の共通チャネルのチャネル設定情報（Ｃｏｍｍｏｎ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）
・　第２無線アクセス方式のセル選択・セル再選択パラメータ（Ｃｅｌｌ　Ｓｅｌｅｃｔ
ｉｏｎ・Ｒｅｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓ）
・　第２無線アクセス方式の周辺セル情報
・　第２無線アクセス方式の規制関連情報
　したがって、ＬＴＥ方式（第１無線アクセス方式）の無線基地局２００ＬＴＥの信号送
受信部２１０は、ＵＭＴＳ方式（第２無線アクセス方式）の無線制御装置３００から、上
述のＵＭＴＳ方式（第２無線アクセス方式）に関連する情報を受信するように構成されて
いる。
【０２２４】
　一方、ＵＭＴＳ方式（第２無線アクセス方式）の無線制御装置３００の信号送受信部２
１０は、ＬＴＥ方式（第１無線アクセス方式）の無線基地局２００ＬＴＥに対して、上述
のＵＭＴＳ方式（第２無線アクセス方式）に関連する情報を送信するように構成されてい
る。
【０２２５】
　また、ＵＭＴＳ方式（第１無線アクセス方式）の無線制御装置３００は、ＬＴＥ方式（
第２無線アクセス方式）の無線基地局２００ＬＴＥから、上述のＬＴＥ方式（第２無線ア
クセス方式）に関連する情報を受信するように構成されている。
【０２２６】
　一方、ＬＴＥ方式（第２無線アクセス方式）の無線基地局２００ＬＴＥの信号送受信部
２１０は、ＵＭＴＳ方式（第１無線アクセス方式）の無線制御装置３００に対して、上述
のＬＴＥ方式（第２無線アクセス方式）に関連する情報を送信するように構成されている
。
【０２２７】
　また、移動局１００は、第２無線アクセス方式（ＵＭＴＳ方式又はＬＴＥ方式）に関連
する情報を受信した場合、第２無線アクセス方式配下のセルにおける報知情報から、かか
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をスキップすることができる。
【０２２８】
　なお、上述の移動局ＵＥ及び無線基地局２００の動作は、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。
【０２２９】
　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。
【０２３０】
　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、移動局ＵＥ及び無線基地局ｅＮＢ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移動局ＵＥ及び無線
基地局２００内に設けられていてもよい。
【０２３１】
　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。
【０２３２】
　なお、日本国特許出願第２００８－２４６１７号（２００８年２月４日出願）の全内容
が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
【産業上の利用可能性】
【０２３３】
　以上説明したように、本発明に係る移動通信方法、移動交換局、無線基地局及び移動局
は、現在待ち受けを行っているＲＡＴにおいて移動局が要求する通信サービスが提供され
ていない場合、若しくは、より効率良く通信サービスを提供可能なＲＡＴが他に存在する
場合、接続設定手順の早い段階で別のＲＡＴに対してハンドオーバするように指示するこ
とで、アクセスノードの処理負荷を軽減し、また、ユーザが発信操作を行ってからＵ-ｐ
ｌａｎｅ導通までの接続時間を低減することができるため、有用である。
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