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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ユーザネットワークに接続されている無線基地局が、該ユーザネットワークにおける所定
トラフィックを監視する工程Ａと、
前記無線基地局が、前記所定トラフィックが所定閾値を超えたことを検知した場合、通信
品質を保証することができないことを示す通信品質情報を移動通信ネットワークに対して
通知する工程Ｂと、
移動局が、移動通信ネットワークに対して、特定通信の開始を要求する通信開始要求を送
信する工程Ｃと、
前記移動通信ネットワークが、前記通信開始要求を受信した場合に、前記通信品質情報に
基づいて、前記移動局が前記特定通信を行う際に接続すべき無線基地局を選択する工程Ｄ
と、
前記移動局が、選択された前記無線基地局を介して前記特定通信を開始する工程Ｅとを有
することを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
前記移動通信ネットワークが、受信した前記通信開始要求に係る通信種別を判定する工程
Ｆを有し、
前記工程Ｄにおいて、前記移動通信ネットワークは、前記通信品質情報と判定した前記通
信種別と前記移動局の位置とに基づいて、該移動局が前記特定通信を行う際に接続すべき
無線基地局を選択することを特徴とする請求項１に記載の移動通信方法。
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【請求項３】
前記工程Ｆにおいて、前記移動通信ネットワークは、前記通信開始要求に含まれる宛先情
報に基づいて、該通信開始要求に係る通信種別を判定することを特徴とする請求項２に記
載の移動通信方法。
【請求項４】
前記移動通信ネットワークが、前記移動局の位置登録エリア、該移動局が通信中のセルの
識別情報、該移動局が位置する経度、緯度及び高度を示す位置情報の少なくとも１つに基
づいて、該移動局の位置を把握する工程を有することを特徴とする請求項２に記載の移動
通信方法。
【請求項５】
前記工程Ｄにおいて、前記移動通信ネットワークにおける無線制御装置が、前記移動局が
前記特定通信を行う際に接続すべき無線基地局を選択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６】
前記工程Ｄにおいて、前記移動通信ネットワークにおけるネットワーク装置が、前記移動
局が前記特定通信を行う際に接続すべき無線基地局を選択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７】
ユーザネットワークに接続されている無線基地局であって、
前記ユーザネットワークにおける所定トラフィックを監視するように構成されている監視
部と、
前記所定トラフィックが所定閾値を超えたことを検知した場合、通信品質を保証すること
ができないことを示す通信品質情報を移動通信ネットワークに対して通知するように構成
されている通知部とを具備することを特徴とする無線基地局。
【請求項８】
ユーザネットワークに接続されている無線基地局であって、
前記ユーザネットワークにおける所定トラフィックを監視するように構成されている監視
部と、
前記所定トラフィックが所定閾値を超えたことを検知した場合、通信品質を保証すること
ができないことを示す通信品質情報を管理するように構成されている管理部と、
移動局によって送信された特定通信の開始を要求する通信開始要求に応じて、前記通信品
質情報に基づいて、該移動局が特定通信を行う際に接続すべき無線基地局を選択するよう
に構成されている接続先無線基地局選択部と、
前記移動局に対して、前記接続先無線基地局選択部によって選択された前記無線基地局を
介して通信を開始するための接続用パラメータを通知するように構成されている接続用パ
ラメータ通知部とを具備することを特徴とする無線基地局。
【請求項９】
前記接続先無線基地局選択部は、前記通信開始要求に係る通信種別と前記通信品質情報と
前記移動局の位置とに基づいて、該移動局が前記特定通信を行う際に接続すべき無線基地
局を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８に記載の無線基地局。
【請求項１０】
前記接続先無線基地局選択部は、前記移動局の位置登録エリア、該移動局が通信中のセル
の識別情報、該移動局が位置する経度、緯度及び高度を示す位置情報の少なくとも１つに
基づいて、該移動局の位置を把握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
記載の無線基地局。
【請求項１１】
ユーザネットワークに接続されている無線基地局によって、該ユーザネットワークにおけ
る所定トラフィックが所定閾値を超えたことが検知された場合に通知される、通信品質を
保証することができないことを示す通信品質情報を管理するように構成されている管理部
と、
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移動局によって送信された特定通信の開始を要求する通信開始要求に応じて、前記通信品
質情報に基づいて、該移動局が特定通信を行う際に接続すべき無線基地局を選択するよう
に構成されている接続先無線基地局選択部と、
前記移動局に対して、前記接続先無線基地局選択部によって選択された前記無線基地局を
介して通信を開始するための接続用パラメータを通知するように構成されている接続用パ
ラメータ通知部とを具備することを特徴とする無線制御装置。
【請求項１２】
前記接続先無線基地局選択部は、前記通信開始要求に係る通信種別と前記通信品質情報と
前記移動局の位置とに基づいて、該移動局が前記特定通信を行う際に接続すべき無線基地
局を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１１に記載の無線制御装置。
【請求項１３】
前記接続先無線基地局選択部は、前記移動局の位置登録エリア、該移動局が通信中のセル
の識別情報、該移動局が位置する経度、緯度及び高度を示す位置情報の少なくとも１つに
基づいて、該移動局の位置を把握するように構成されていることを特徴とする請求項１１
に記載の無線制御装置。
【請求項１４】
ユーザネットワークに接続されている無線基地局によって、該ユーザネットワークにおけ
る所定トラフィックが所定閾値を超えたことが検知された場合に通知される、通信品質を
保証することができないことを示す通信品質情報を管理するように構成されている管理部
と、
移動局によって送信された特定通信の開始を要求する通信開始要求を受信した場合に、前
記通信品質情報に基づいて、移動局が特定通信を行う際に接続すべき無線基地局を選択す
るように構成されている接続先無線基地局選択部と、
前記移動局に対して、前記接続先無線基地局選択部によって選択された前記無線基地局を
介して通信を開始するための接続用パラメータを通知するように構成されている接続用パ
ラメータ通知部とを具備することを特徴とするネットワーク装置。
【請求項１５】
前記通信開始要求に係る通信種別を判定するように構成されている通信種別判定部を具備
し、
前記接続先無線基地局選択部は、前記通信種別判定部によって判定された前記通信開始要
求に係る通信種別と前記通信品質情報と前記移動局の位置とに基づいて、該移動局が該特
定通信を行う際に接続すべき無線基地局を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１４に記載のネットワーク装置。
【請求項１６】
前記接続先無線基地局選択部は、前記移動局の位置登録エリア、該移動局が通信中のセル
の識別情報、該移動局が位置する経度、緯度及び高度を示す位置情報の少なくとも１つに
基づいて、該移動局の位置を把握するように構成されていることを特徴とする請求項１４
に記載のネットワーク装置。
【請求項１７】
ユーザネットワークに接続されている無線基地局によって、該ユーザネットワークにおけ
る所定トラフィックが所定閾値を超えたことが検知された場合に通知される、通信品質を
保証することができないことを示す通信品質情報を管理するように構成されている管理部
と、
移動局によって送信された特定通信の開始を要求する通信開始要求に応じて、前記通信品
質情報に基づいて、該移動局が特定通信を行う際に接続すべき無線基地局を選択するよう
に構成されている接続先無線基地局選択部と、
前記移動局に対して、前記接続先無線基地局選択部によって選択された前記無線基地局を
介して通信を開始するための接続用パラメータを通知するように構成されている接続用パ
ラメータ通知部とを具備することを特徴とする集約装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法、無線基地局、無線制御装置、ネットワーク装置及び集約装置
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、移動通信システムでは、公衆通信用無線基地局は、移動局からのサービス品
質要求に応えるために、ネットワーク管理者によって、以下のように運用される。
【０００３】
（１）公衆通信用無線基地局と移動通信事業者ネットワークとの間の回線には専用線を用
いており、当該移動通信事業者によって制御できないトラフィックについては収容しない
。
【０００４】
（２）移動通信事業者ネットワーク内を流れるデータに対する優先度のポリシーを統一し
て、ユーザからのサービス品質要求に応じて、かかる優先度を割り当てる。
【０００５】
　なお、「ホーム無線基地局（Ｈｏｍｅ　ｅＮＢ）」と呼ばれるような家庭等の小規模な
エリアに設置される無線基地局については、ＦＴＴＨやＡＤＳＬ等のユーザが加入してい
る一般のアクセス回線に接続されて運用されることが想定されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、ホーム無線基地局と移動通信事業者ネットワークとの間の回線上に、移
動通信事業者によって制御できないトラフィック（例えば、ホーム無線基地局が接続され
ているユーザ用ＬＡＮ上を流れるインターネットトラフィック等）と当該ホーム無線基地
局用のトラフィックとが重畳される場合がある。
【０００７】
　ここで、インターネットトラフィックに対しては、上述の（２）のような優先度の割り
当てを行うことが不可能である。
【０００８】
　したがって、ホーム無線基地局では、かかるインターネットトラフィックが増加した場
合には、特定通信に対するユーザからのサービス品質要求を満足できなくなる可能性があ
るという問題点があった。
【０００９】
　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、特定通信に対するユーザ
からのサービス品質要求を満足できない状態のホーム無線基地局を介して当該特定通信を
行うことを回避することができる移動通信方法、無線基地局、無線制御装置、ネットワー
ク装置及び集約装置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】
【００１０】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、ユーザネットワークに接続されている
無線基地局が、該ユーザネットワークにおける所定トラフィックを監視する工程Ａと、前
記無線基地局が、前記所定トラフィックが所定閾値を超えたことを検知した場合、通信品
質を保証することができないことを示す通信品質情報を移動通信ネットワークに対して通
知する工程Ｂと、移動局が、移動通信ネットワークに対して、特定通信の開始を要求する
通信開始要求を送信する工程Ｃと、前記移動通信ネットワークが、前記通信開始要求を受
信した場合に、前記通信品質情報に基づいて、前記移動局が前記特定通信を行う際に接続
すべき無線基地局を選択する工程Ｄと、前記移動局が、選択された前記無線基地局を介し
て前記特定通信を開始する工程Ｅとを有することを要旨とする。
【００１１】
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　本発明の第１の特徴において、前記移動通信ネットワークが、受信した前記通信開始要
求に係る通信種別を判定する工程Ｆを有し、前記工程Ｄにおいて、前記移動通信ネットワ
ークは、前記通信品質情報と判定した前記通信種別と前記移動局の位置とに基づいて、該
移動局が前記特定通信を行う際に接続すべき無線基地局を選択してもよい。
【００１２】
　本発明の第１の特徴において、前記工程Ｆにおいて、前記移動通信ネットワークは、前
記通信開始要求に含まれる宛先情報に基づいて、該通信開始要求に係る通信種別を判定し
てもよい。
【００１３】
　本発明の第１の特徴において、前記移動通信ネットワークが、前記移動局の位置登録エ
リア、該移動局が通信中のセルの識別情報、該移動局が位置する経度、緯度及び高度を示
す位置情報の少なくとも１つに基づいて、該移動局の位置を把握する工程を有してもよい
。
【００１４】
　本発明の第１の特徴において、前記工程Ｄにおいて、前記移動通信ネットワークにおけ
る無線制御装置が、前記動局が前記特定通信を行う際に接続すべき無線基地局を選択して
もよい。
【００１５】
　本発明の第１の特徴において、前記工程Ｄにおいて、前記移動通信ネットワークにおけ
るネットワーク装置が、前記動局が前記特定通信を行う際に接続すべき無線基地局を選択
してもよい。
【００１６】
　本発明の第２の特徴は、ユーザネットワークに接続されている無線基地局であって、前
記ユーザネットワークにおける所定トラフィックを監視するように構成されている監視部
と、前記所定トラフィックが所定閾値を超えたことを検知した場合、通信品質を保証する
ことができないことを示す通信品質情報を移動通信ネットワークに対して通知するように
構成されている通知部とを具備することを要旨とする。
【００１７】
　本発明の第３の特徴は、ユーザネットワークに接続されている無線基地局であって、前
記ユーザネットワークにおける所定トラフィックを監視するように構成されている監視部
と、前記所定トラフィックが所定閾値を超えたことを検知した場合、通信品質を保証する
ことができないことを示す通信品質情報を管理するように構成されている管理部と、移動
局によって送信された特定通信の開始を要求する通信開始要求に応じて、前記通信品質情
報に基づいて、該移動局が特定通信を行う際に接続すべき無線基地局を選択するように構
成されている接続先無線基地局選択部と、前記移動局に対して、前記接続先無線基地局選
択部によって選択された前記無線基地局を介して通信を開始するための接続用パラメータ
を通知するように構成されている接続用パラメータ通知部とを具備することを要旨とする
。
【００１８】
　本発明の第３の特徴において、前記接続先無線基地局選択部は、前記通信開始要求に係
る通信種別と前記通信品質情報と前記移動局の位置とに基づいて、該移動局が前記特定通
信を行う際に接続すべき無線基地局を選択するように構成されていてもよい。
【００１９】
　本発明の第３の特徴において、前記接続先無線基地局選択部は、前記移動局の位置登録
エリア、該移動局が通信中のセルの識別情報、該移動局が位置する経度、緯度及び高度を
示す位置情報の少なくとも１つに基づいて、該移動局の位置を把握するように構成されて
いてもよい。
【００２０】
　本発明の第４の特徴は、無線制御装置であって、ユーザネットワークに接続されている
無線基地局によって、該ユーザネットワークにおける所定トラフィックが所定閾値を超え
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たことが検知された場合に通知される、通信品質を保証することができないことを示す通
信品質情報を管理するように構成されている管理部と、移動局によって送信された特定通
信の開始を要求する通信開始要求に応じて、前記通信品質情報に基づいて、移動局が特定
通信を行う際に接続すべき無線基地局を選択するように構成されている接続先無線基地局
選択部と、前記移動局に対して、前記接続先無線基地局選択部によって選択された前記無
線基地局を介して通信を開始するための接続用パラメータを通知するように構成されてい
る接続用パラメータ通知部とを具備することを要旨とする。
【００２１】
　本発明の第４の特徴において、前記接続先無線基地局選択部は、前記通信開始要求に係
る通信種別と前記通信品質情報と前記移動局の位置とに基づいて、該移動局が前記特定通
信を行う際に接続すべき無線基地局を選択するように構成されていてもよい。
【００２２】
　本発明の第４の特徴において、前記接続先無線基地局選択部は、前記移動局の位置登録
エリア、該移動局が通信中のセルの識別情報、該移動局が位置する経度、緯度及び高度を
示す位置情報の少なくとも１つに基づいて、該移動局の位置を把握するように構成されて
いてもよい。
【００２３】
　本発明の第５の特徴は、ネットワーク装置であって、ユーザネットワークに接続されて
いる無線基地局によって、該ユーザネットワークにおける所定トラフィックが所定閾値を
超えたことが検知された場合に通知される、通信品質を保証することができないことを示
す通信品質情報を管理するように構成されている管理部と、移動局によって送信された特
定通信の開始を要求する通信開始要求を受信した場合に、前記通信品質情報に基づいて、
移動局が特定通信を行う際に接続すべき無線基地局を選択するように構成されている接続
先無線基地局選択部と、前記移動局に対して、前記接続先無線基地局選択部によって選択
された前記無線基地局を介して通信を開始するための接続用パラメータを通知するように
構成されている接続用パラメータ通知部とを具備することを要旨とする。
【００２４】
　本発明の第５の特徴において、前記通信開始要求に係る通信種別を判定するように構成
されている通信種別判定部を具備し、前記接続先無線基地局選択部は、前記通信種別判定
部によって判定された前記通信開始要求に係る通信種別と前記通信品質情報と前記移動局
の位置とに基づいて、該移動局が該特定通信を行う際に接続すべき無線基地局を選択する
ように構成されていてもよい。
【００２５】
　本発明の第５の特徴において、前記接続先無線基地局選択部は、前記移動局の位置登録
エリア、該移動局が通信中のセルの識別情報、該移動局が位置する経度、緯度及び高度を
示す位置情報の少なくとも１つに基づいて、該移動局の位置を把握するように構成されて
いてもよい。
【００２６】
　本発明の第６の特徴は、集約装置であって、ユーザネットワークに接続されている無線
基地局によって、該ユーザネットワークにおける所定トラフィックが所定閾値を超えたこ
とが検知された場合に通知される、通信品質を保証することができないことを示す通信品
質情報を管理するように構成されている管理部と、移動局によって送信された特定通信の
開始を要求する通信開始要求に応じて、前記通信品質情報に基づいて、該移動局が特定通
信を行う際に接続すべき無線基地局を選択するように構成されている接続先無線基地局選
択部と、前記移動局に対して、前記接続先無線基地局選択部によって選択された前記無線
基地局を介して通信を開始するための接続用パラメータを通知するように構成されている
接続用パラメータ通知部とを具備することを要旨とする。
【発明の効果】
【００２７】
　以上説明したように、本発明によれば、特定通信に対するユーザからのサービス品質要
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求を満足できない状態のホーム無線基地局を介して当該特定通信を行うことを回避するこ
とができる移動通信方法、無線基地局、無線制御装置、ネットワーク装置及び集約装置を
提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、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】図２は、本発明の第１の実施形態に係るネットワーク装置の機能ブロック図であ
る。
【図３】図３は、本発明の第１の実施形態に係る無線制御装置の機能ブロック図である。
【図４】図４は、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】図５は、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説明するため
の図である。
【図６】図６は、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】図７は、本発明の第２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８】図８は、本発明の第２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９】図９は、本発明の第２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１０】図１０は、本発明の第３の実施形態に係るネットワーク装置の機能ブロック図
である。
【図１１】図１１は、本発明の第３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１２】図１２は、本発明の第４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１３】図１３は、本発明の第５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。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
（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構成につ
いて説明する。本実施形態に係る移動通信システムは、Ｗ-ＣＤＭＡ方式が適用されてい
る移動通信システムである。
【００３０】
　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、ネットワーク装置５００（
例えば、交換局）と、無線制御装置１００と、セキュリティ装置ＳＧＷ（Ｓｅｃｕｒｉｔ
ｙ　Ｇａｔｅｗａｙ）４００と、無線基地局２００及び２０１とを具備している。
【００３１】
　ここで、無線基地局２００及び２０１は、無線制御装置１００に収容されており、無線
制御装置１００は、ネットワーク装置５００に収容されている。
【００３２】
　なお、無線基地局２００は、移動通信事業者によって管理されている移動通信事業者ネ
ットワークに設置されている公衆通信用無線基地局であり、無線基地局２０１は、移動通
信事業者によって提供されている通信サービスに加入しているユーザの管理下にあるホー
ム無線基地局である。
【００３３】
　例えば、無線基地局２０１は、上述のユーザによって管理されているユーザ用ＬＡＮ内
に設置され、ＦＴＴＨやＡＤＳＬといったアクセス回線等から形成される固定回線事業者
ネットワークを介して、移動通信事業者ネットワーク上の無線制御装置１００に接続され
ている。
【００３４】
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　なお、無線基地局２０１では、移動通信事業者によって制御できない当該無線基地局２
０１が接続されているユーザネットワーク（ユーザ用ＬＡＮ）上のＰＣ６００からのイン
ターネットトラフィックと無線基地局２０１を介するトラフィックとが１つのアクセス回
線に重畳されるため、移動局３００からのサービス品質要求を満足できない可能性がある
。
【００３５】
　一方、ＳＧＷ４００は、移動通信事業者ネットワークの境界線上に設置されている。か
かるＳＧＷ４００は、他のネットワークからの不正なアクセスから移動通信事業者ネット
ワークを守るためのゲートウェイ装置であり、認証手順により正規と認められたアクセス
のみを移動通信事業者ネットワークに通すように構成されている。
【００３６】
　図２に示すように、ネットワーク装置５００は、呼設定要求受信部１１と、通信種別判
定部１２と、呼情報送信部１３と、呼設定部１４とを具備している。
【００３７】
　呼設定要求受信部１１は、移動局３００によって送信された特定通信の開始を要求する
呼設定要求（通信開始要求）を受信するように構成されている。
【００３８】
　通信種別判定部１２は、呼設定要求受信部１１によって受信された呼設定要求（通信開
始要求）に係る通信種別、すなわち、呼設定要求（通信開始要求）の対象の通信の種別を
判定するように構成されている。
【００３９】
　具体的には、通信種別判定部１２は、呼設定要求受信部１１によって受信された呼設定
要求（通信開始要求）に含まれる宛先情報に基づいて、呼設定要求（通信開始要求）に係
る通信種別を判定するように構成されていてもよい。
【００４０】
　例えば、通信種別判定部１２は、呼設定要求受信部１１によって受信された呼設定要求
（通信開始要求）に含まれる宛先情報が「１１０番」や「１１９番」である場合に、当該
呼設定要求（通信開始要求）に係る通信種別を「緊急通信或いは重要通信」であると判定
する。
【００４１】
　呼情報送信部１３は、呼設定要求受信部１１によって受信された呼設定要求（通信開始
要求）に係る通信種別が「特定通信（例えば、緊急通信）」である場合に、その旨を示す
呼情報を、無線制御装置１００に送信するように構成されている。
【００４２】
　呼設定部１４は、呼設定要求受信部１１によって受信された呼設定要求（通信開始要求
）に係る通信種別が「特定通信（例えば、緊急通信）」以外である場合に、当該呼設定要
求（通信開始要求）に応じて、呼設定処理を行うように構成されている。
【００４３】
　また、無線制御装置１００は、無線基地局２００及び２０１に対して、かかる無線基地
局２００及び２０１と移動局３００との間の無線通信で用いられる運用パラメータを割り
当てたり、当該運用パラメータを管理したりするように構成されている。
【００４４】
　具体的には、図３に示すように、無線制御装置１００は、呼情報受信部２１と、接続先
無線基地局選択部２２と、接続用パラメータ通知部２３と、無線基地局情報取得部２４と
、無線基地局情報管理部２５とを具備している。
【００４５】
　呼情報受信部２１は、ネットワーク装置５００から、上述の呼情報を受信するように構
成されている。
【００４６】
　無線基地局情報取得部２４は、ユーザネットワークに接続されている各ホーム無線基地
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局（例えば、無線基地局２０１）によって通知された通信品質情報を取得するように構成
されている。
【００４７】
　ここで、かかる通信品質情報は、無線基地局２０１において、通信品質を保証すること
ができるか否かについて示すものである。
【００４８】
　無線基地局情報管理部２５は、無線基地局情報取得部２４によって取得された各ホーム
無線基地局（例えば、無線基地局２０１）における通信品質情報を管理するように構成さ
れている。
【００４９】
　接続先無線基地局選択部２２は、呼情報受信部２１によって受信された呼情報によって
通知されている「通信種別」及び「移動局３００の位置」に基づいて、移動局３００が「
特定通信（例えば、緊急通信）」を行う際に接続すべき無線基地局を選択するように構成
されている。
【００５０】
　ここで、接続先無線基地局選択部２２は、移動局３００の位置登録エリア、移動局３０
０が通信中のセルの識別情報、移動局３００が位置する経度、緯度及び高度を示す位置情
報（例えば、ＧＰＳ位置情報）の少なくとも１つに基づいて、移動局３００の位置を把握
するように構成されていてもよい。
【００５１】
　上述の「特定通信」が「緊急通信」である場合、接続先無線基地局選択部２２は、移動
局３００が「特定通信」を行う際に接続すべき無線基地局として、設置位置情報、配下の
エリアにおける無線品質状況、バックホール回線（アクセス回線）の品質状況、公衆通信
用無線基地局であるか否かの少なくとも１つによって信頼性が高いと判定されている無線
基地局を選択するように構成されていてもよい。
【００５２】
　また、接続先無線基地局選択部２２は、無線基地局情報管理部２５によって管理されて
いる各ホーム無線基地局における通信品質情報に基づいて、移動局３００が「特定通信（
例えば、緊急通信）」を行う際に接続すべき無線基地局を選択するように構成されていて
もよい。
【００５３】
　接続用パラメータ通知部２３は、移動局３００に対して、接続先無線基地局選択部２２
によって選択された無線基地局を介して通信を開始するための接続用パラメータ（例えば
、拡散コードや周波数情報や時間タイミング等）を通知するように構成されている。
【００５４】
　また、「特定通信」として「緊急通信」を行っている移動局３００が、特定無線基地局
に対するハンドオーバ要求を送信した場合、無線制御装置１００は、かかる特定無線基地
局について信頼性が高いと判定されていない場合には、かかるハンドオーバ要求を受け付
けないように構成されている。
【００５５】
　図４に示すように、無線基地局２０１は、ユーザネットワーク監視部３１と、品質保証
可否判定部３２と、通知部３３とを具備している。
【００５６】
　ユーザネットワーク監視部３１は、ユーザネットワークにおける所定トラフィックを監
視するように構成されている。
【００５７】
　具体的には、ユーザネットワーク監視部３１は、所定トラフィックとして、ユーザネッ
トワーク内のインターネットトラフィックを監視するように構成されていてもよい。
【００５８】
　例えば、ユーザネットワーク監視部３１は、ユーザネットワークにおいて、無線基地局
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２０１宛てのトラフィック、移動局３００宛てのトラフィック、移動通信事業者ネットワ
ーク宛てのトラフィック以外のトラフィックを、インターネットトラフィックと判断する
ように構成されている。
【００５９】
　品質保証可否判定部３２は、無線基地局２０１において、通信品質を保証することがで
きるか否かについて判定するように構成されている。
【００６０】
　例えば、品質保証可否判定部３２は、上述の所定トラフィックが所定閾値を超えたこと
を検知した場合、通信品質を保証することができないと判定してもよい。
【００６１】
　通知部３３は、品質保証可否判定部３２による判定結果に基づいて通信品質情報を生成
して、無線制御装置１００に対して通知するように構成されている。
【００６２】
　なお、通知部３３は、品質保証可否判定部３２によって、無線基地局２０１において、
通信品質を保証することができないと判定された場合のみ、通信品質情報を生成して、無
線制御装置１００に対して通知するように構成されていてもよい。
【００６３】
（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５及び図６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。
【００６４】
　なお、図５に示すように、本実施形態では、移動局３００は、無線基地局２０１に接続
しているものと仮定し、無線基地局２０１のカバーエリアは、無線基地局２００のカバー
エリアと重複しているものと仮定する。
【００６５】
　ステップＳ１０００において、移動局３００は、無線基地局２０１及び無線制御装置１
００を介して、ネットワーク装置５００に対して、特定通信（例えば、緊急通信）の開始
を要求する呼設定要求（通信開始要求）を送信する。
【００６６】
　ステップＳ１００１において、ネットワーク装置５００は、受信した呼設定要求（通信
開始要求）に基づいて、移動局３００によって開始することが要求されている通信の種別
を識別する。
【００６７】
　例えば、ネットワーク装置５００は、呼設定要求（通信開始要求）に含まれる宛先情報
が「１１０番」や「１１９番」である場合、かかる呼設定要求によって「緊急通信（重要
通信）」を開始することが要求されていると判定する。
【００６８】
　かかる判定の後、ステップＳ１００２において、ネットワーク装置５００は、移動局３
００によって送信された呼設定要求（通信開始要求）の内容を示す呼情報を、無線制御装
置１００に通知する。
【００６９】
　ステップＳ１００３において、無線制御装置１００は、受信した呼情報によって通知さ
れている「特定通信」が「緊急通信（重要通信）」であること、及び、移動局３００の接
続している無線基地局２０１がユーザ管理のホーム無線基地局であることを識別し、移動
通信事業者ネットワーク管理下の公衆通信用無線基地局であり且つカバーエリアが無線基
地局２０１と重複している無線基地局２００を、移動局３００の新たな接続先の無線基地
局として選択する。
【００７０】
　ここで、無線制御装置１００は、各ホーム無線基地局における通信品質情報に基づいて
、通信品質を保証することができる状態のホーム無線基地局を、移動局３００の新たな接
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続先の無線基地局として選択してもよい。
【００７１】
　ステップＳ１００４において、無線制御装置１００は、選択した無線基地局２００で用
いられている周波数等の接続用パラメータを、移動局３００に対して通知する。
【００７２】
　移動局３００は、ステップＳ１００５において、受信した接続用パラメータを用いて無
線基地局２００に接続した後に、ステップＳ１００６において、再度、無線基地局２００
及び無線制御装置１００を介して、ネットワーク装置５００に対して、呼設定要求（通信
開始要求）を通知する。
【００７３】
　ステップＳ１００７において、移動局３００は、無線基地局２００との間で、呼設定要
求に係る呼を確立する、すなわち、呼設定要求に係る通信を開始する。
【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、緊急通信（重要通信）につ
いては、通信品質を保証することができる公衆通信用無線基地局を用いて行い、一般の通
信については、通信品質を保証することができない可能性があるホーム無線基地局を用い
て行うことができ、移動局３００からのサービス品質要求に応えることができる。
【００７５】
（第２の実施形態に係る移動通信システム）
　図７乃至図９を参照して、本発明の第２の実施形態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。
【００７６】
　上述の第１の実施形態では、Ｗ-ＣＤＭＡ方式の移動通信システムを例に挙げて説明さ
れているが、本発明は、かかる移動通信システムに限定されるものではなく、例えば、Ｌ
ＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式の移動通信システムにも適用可能
である。
【００７７】
　そこで、本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ方式が適用されて
いる移動通信システムであるものとする。
【００７８】
　かかる場合、上述の無線制御局１００の機能は、無線基地局ｅＮＢに搭載されることに
なるため、図７に示すように、無線基地局２００及び２０１は、ネットワーク装置５００
に接続されて無線アクセスネットワークが構成されることになる。
【００７９】
　図８に示すように、無線基地局２０１は、呼情報受信部２１と、接続先無線基地局選択
部２２と、接続用パラメータ通知部２３と、無線基地局情報取得部２４と、無線基地局情
報管理部２５と、ユーザネットワーク監視部３１と、品質保証可否判定部３２とを具備し
ている。
【００８０】
　呼情報受信部２１は、図３に示す呼情報受信部２１と同様に、ネットワーク装置５００
から、上述の呼情報を受信するように構成されている。
【００８１】
　無線基地局情報取得部２４は、他のホーム無線基地局や公衆通信用無線基地局との間で
制御情報をやり取りすることによって、他のホーム無線基地局や公衆通信用無線基地局に
係る無線基地局情報（例えば、カバーエリア等）を取得するように構成されている。ここ
で、かかる無線基地局情報には、上述の通信品質情報が含まれている。
【００８２】
　無線基地局情報管理部２５は、無線基地局情報取得部２４によって取得された各ホーム
無線基地局や公衆通信用無線基地局に係る無線基地局情報を管理するように構成されてい
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る。
【００８３】
　接続先無線基地局選択部２２は、図３に示す接続先無線基地局選択部２２と同様に、呼
情報受信部２１によって受信された呼情報によって通知されている「通信種別」及び「移
動局３００の位置」に基づいて、移動局３００が「特定通信（例えば、緊急通信）」を行
う際に接続すべき無線基地局を選択するように構成されている。
【００８４】
　また、接続先無線基地局選択部２２は、図３に示す接続先無線基地局選択部２２と同様
に、無線基地局情報管理部２５によって管理されている各ホーム無線基地局における通信
品質情報に基づいて、移動局３００が「特定通信（例えば、緊急通信）」を行う際に接続
すべき無線基地局を選択するように構成されていてもよい。
【００８５】
　接続用パラメータ通知部２３は、図３に示す接続用パラメータ通知部２３と同様に、移
動局３００に対して、接続先無線基地局選択部２２によって選択された無線基地局を介し
て通信を開始するための接続用パラメータ（例えば、拡散コードや周波数情報や時間タイ
ミング等）を通知するように構成されている。
【００８６】
　なお、ユーザネットワーク監視部３１及び品質保証可否判定部３２は、図４に示すユー
ザネットワーク監視部３１及び品質保証可否判定部３２と同一の機能を具備する。
【００８７】
　以下、図９を参照して、本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。
【００８８】
　なお、本実施形態も、上述の第１の実施形態と同様に、図５に示すように、移動局３０
０は、無線基地局２０１に接続しているものと仮定し、無線基地局２０１のカバーエリア
は、無線基地局２００のカバーエリアと重複しているものと仮定する。
【００８９】
　ステップＳ２０００において、移動局３００は、無線基地局２０１を介して、ネットワ
ーク装置５００に対して、特定通信（例えば、緊急通信）の開始を要求する呼設定要求（
通信開始要求）を送信する。
【００９０】
　ステップＳ２００１において、ネットワーク装置５００は、受信した呼設定要求（通信
開始要求）に基づいて、移動局３００によって開始することが要求されている通信の種別
を識別する。
【００９１】
　例えば、ネットワーク装置５００は、呼設定要求（通信開始要求）に含まれる宛先情報
が「１１０番」や「１１９番」である場合、かかる呼設定要求によって「緊急通信（重要
通信）」を開始することが要求されていると判定する。
【００９２】
　かかる判定の後、ステップＳ２００２において、ネットワーク装置５００は、移動局３
００によって送信された呼設定要求（通信開始要求）の内容を示す呼情報を、無線基地局
２０１に通知する。
【００９３】
　ステップＳ２００３において、無線基地局２０１は、受信した呼情報によって通知され
ている「特定通信」が「緊急通信（重要通信）」であることを識別し、移動通信事業者ネ
ットワーク管理下の公衆通信用無線基地局であり且つカバーエリアが無線基地局２０１と
重複している無線基地局２００を、移動局３００の新たな接続先の無線基地局として選択
する。
【００９４】
　ここで、無線基地局２０１は、各ホーム無線基地局における通信品質情報に基づいて、
通信品質を保証することができる状態のホーム無線基地局を、移動局３００の新たな接続
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先の無線基地局として選択してもよい。
【００９５】
　ステップＳ２００４において、無線基地局２０１は、選択した無線基地局２００で用い
られている周波数等の接続用パラメータを、移動局３００に対して通知する。
【００９６】
　移動局３００は、ステップＳ２００５において、受信した接続用パラメータを用いて無
線基地局２００に接続した後に、ステップＳ２００６において、再度、無線基地局２００
を介して、ネットワーク装置５００に対して、呼設定要求（通信開始要求）を通知する。
【００９７】
　ステップＳ２００７において、移動局３００は、無線基地局２００との間で、呼設定要
求に係る呼を確立する、すなわち、呼設定要求に係る通信を開始する。
【００９８】
（第３の実施形態に係る移動通信システム）
　図１０及び図１１を参照して、本発明の第３の実施形態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。
【００９９】
　なお、本発明の第３の実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ方式が適用されてい
る移動通信システムであるものとする。
【０１００】
　図１０に示すように、ネットワーク装置５００は、呼設定要求受信部１１と、通信種別
判定部１２と、呼設定部１４と、接続先無線基地局選択部２２と、接続用パラメータ通知
部２３と、無線基地局情報取得部２４と、無線基地局情報管理部２５とを具備している。
【０１０１】
　なお、各部の機能については、上述した第１の実施形態に係る無線制御装置１００及び
ネットワーク装置５００に具備されている同じ符号及び名称の各部の機能と同一である。
【０１０２】
　以下、図１１を参照して、本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
。
【０１０３】
　なお、本実施形態も、上述の第１の実施形態と同様に、図５に示すように、移動局３０
０は、無線基地局２０１に接続しているものと仮定し、無線基地局２０１のカバーエリア
は、無線基地局２００のカバーエリアと重複しているものと仮定する。
【０１０４】
　ステップＳ３０００において、移動局３００は、無線基地局２０１を介して、ネットワ
ーク装置５００に対して、特定通信（例えば、緊急通信）の開始を要求する呼設定要求（
通信開始要求）を送信する。
【０１０５】
　ステップＳ３００１において、ネットワーク装置５００は、受信した呼設定要求（通信
開始要求）に基づいて、移動局３００によって開始することが要求されている通信の種別
を識別する。
【０１０６】
　例えば、ネットワーク装置５００は、呼設定要求（通信開始要求）に含まれる宛先情報
が「１１０番」や「１１９番」である場合、かかる呼設定要求によって「緊急通信（重要
通信）」を開始することが要求されていると判定する。
【０１０７】
　かかる判定の後、ステップＳ３００２において、ネットワーク装置５００は、上述の「
特定通信」が「緊急通信（重要通信）」であること、及び、移動局３００の接続している
無線基地局２０１がユーザ管理のホーム無線基地局であることを識別し、移動通信事業者
ネットワーク管理下の公衆通信用無線基地局であり且つカバーエリアが無線基地局２０１
と重複している無線基地局２００を、移動局３００の新たな接続先の無線基地局として選
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択する。
【０１０８】
　ここで、ネットワーク装置５００は、通信品質を保証することができる状態のホーム無
線基地局を、移動局３００の新たな接続先の無線基地局として選択してもよい。
【０１０９】
　ステップＳ３００３において、ネットワーク装置５００は、選択した無線基地局２００
で用いられている周波数等の接続用パラメータを、移動局３００に対して通知する。
【０１１０】
　移動局３００は、ステップＳ３００４において、受信した接続用パラメータを用いて無
線基地局２００に接続した後に、ステップＳ３００５において、再度、無線基地局２００
を介して、ネットワーク装置５００に対して、呼設定要求（通信開始要求）を通知する。
【０１１１】
　ステップＳ３００６において、移動局３００は、無線基地局２００との間で、呼設定要
求に係る呼を確立する、すなわち、呼設定要求に係る通信を開始する。
【０１１２】
（第４の実施形態に係る移動通信システム）
　図１２を参照して、本発明の第４の実施形態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。
【０１１３】
　図１２に示すように、本実施形態に係る移動通信システムには、集約装置ＨＮＢ-ＧＷ
が設けられており、無線基地局２０１は、かかる集約装置ＨＮＢ-ＧＷに収容されている
。
【０１１４】
　なお、集約装置ＨＮＢ-ＧＷは、上述の第１の実施形態に係る無線制御装置１００の機
能（図３に示す機能）の少なくとも一部を具備するように構成されている。
【０１１５】
　本実施形態に係る移動通信システムは、Ｗ-ＣＤＭＡ方式の移動通信システムであって
もよいし、ＬＴＥ方式の移動通信システムであってもよい。
【０１１６】
（第５の実施形態に係る移動通信システム）
　図１３を参照して、本発明の第５の実施形態に係る移動通信システムについて、上述の
第３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。
【０１１７】
　本実施形態に係る無線基地局２０１は、上述の第３の実施形態に係るネットワーク装置
５００の機能（図１０に示す機能）の少なくとも一部を具備するように構成されている。
【０１１８】
　以下、図１３を参照して、本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
。
【０１１９】
　なお、本実施形態も、上述の第１の実施形態と同様に、図５に示すように、移動局３０
０は、無線基地局２０１に接続しているものと仮定し、無線基地局２０１のカバーエリア
は、無線基地局２００のカバーエリアと重複しているものと仮定する。
【０１２０】
　ステップＳ４０００において、移動局３００は、無線基地局２０１に対して、特定通信
（例えば、緊急通信）の開始を要求する呼設定要求（通信開始要求）を送信する。
【０１２１】
　ステップＳ４００１において、無線基地局２０１は、受信した呼設定要求（通信開始要
求）に基づいて、移動局３００によって開始することが要求されている通信の種別を識別
する。
【０１２２】
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　例えば、無線基地局２０１は、呼設定要求（通信開始要求）に含まれる宛先情報が「１
１０番」や「１１９番」である場合、かかる呼設定要求によって「緊急通信（重要通信）
」を開始することが要求されていると判定する。
【０１２３】
　かかる判定の後、ステップＳ４００２において、無線基地局２０１は、上述の「特定通
信」が「緊急通信（重要通信）」であること、及び、移動局３００の接続している無線基
地局２０１がユーザ管理のホーム無線基地局であることを識別し、移動通信事業者ネット
ワーク管理下の公衆通信用無線基地局であり且つカバーエリアが無線基地局２０１と重複
している無線基地局２００を、移動局３００の新たな接続先の無線基地局として選択する
。
【０１２４】
　ここで、無線基地局２０１は、各ホーム無線基地局における通信品質情報に基づいて、
通信品質を保証することができる状態のホーム無線基地局を、移動局３００の新たな接続
先の無線基地局として選択してもよい。
【０１２５】
　ステップＳ４００３において、無線基地局２０１は、選択した無線基地局２００で用い
られている周波数等の接続用パラメータを、移動局３００に対して通知する。
【０１２６】
　移動局３００は、ステップＳ４００４において、受信した接続用パラメータを用いて無
線基地局２００に接続した後に、ステップＳ４００５において、再度、無線基地局２００
を介して、ネットワーク装置５００に対して、呼設定要求（通信開始要求）を通知する。
【０１２７】
　ステップＳ４００６において、移動局３００は、無線基地局２００との間で、呼設定要
求に係る呼を確立する、すなわち、呼設定要求に係る通信を開始する。
【０１２８】

　なお、上述の無線基地局２００、２０１や無線制御装置１００やネットワーク装置５０
０や集約装置ＨＮＢ-ＧＷ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。
【０１２９】
　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。
【０１３０】
　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、無線基地局２００、２０１や無線制御装置１００やネットワーク装置５０
０や集約装置ＨＮＢ-ＧＷ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無線基地局２００、２０１や無線制御装置
１００やネットワーク装置５００や集約装置ＨＮＢ-ＧＷ内に設けられていてもよい。
【０１３１】
　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
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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。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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