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(57)【要約】
【課題】移動局ＵＥが「Ｈｙｂｒｉｄ」で動作している
無線基地局ＨｅＮＢ２配下のセルに対してハンドオーバ
する際に、かかる無線基地局ＨｅＮＢ２において適切な
リソース割り当て処理を行う。
【解決手段】本発明に係る移動局ＵＥは、無線基地局ｅ
ＮＢ配下のセルをサービングセルとしている際に、無線
基地局ＨｅＮＢ２によって送信された報知情報に基づい
て、無線基地局ＨｅＮＢ２における登録移動局であるか
否かについて判定するように構成されている判定部１３
と、無線基地局ｅＮＢに対して、かかる判定結果を示す
所定情報を含む測定報告を送信するように構成されてい
る測定報告送信部１４とを具備する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１無線基地局配下のセルをサービングセルとしている移動局が、第２無線基地局によ
って送信された報知情報に基づいて、該第２無線基地局における登録移動局であるか否か
について判定する工程Ａと、
　前記移動局が、前記第１無線基地局に対して、前記判定結果を示す所定情報を含む測定
報告を送信する工程Ｂと、
　前記第１無線基地局が、交換局に対して、前記所定情報を含むハンドオーバ要求信号を
送信する工程Ｃと、
　前記交換局が、前記第２無線基地局に対して、前記所定情報を含むハンドオーバ要求信
号を送信する工程Ｄと、
　前記第２無線基地局が、前記交換局から受信した前記ハンドオーバ要求信号に含まれる
前記所定情報、及び、該第２無線基地局におけるアクセスモードに応じて、該移動局に対
するリソース割り当て処理を行う工程Ｅとを有することを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　前記工程Ａにおいて、前記移動局は、前記報知情報に含まれているＣＳＧ-ＩＤが、該
移動局において管理されている「Ａｌｌｏｗｅｄ　ＣＳＧ-ＩＤ　Ｌｉｓｔ」内に記憶さ
れているか否かに基づいて、前記判定を行う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】
　前記工程Ｅにおいて、前記所定情報が、前記移動局が前記第２無線基地局における非登
録移動局であることを示し、該第２無線基地局におけるアクセスモードが、「Ｈｙｂｒｉ
ｄ」である場合に、該第２無線基地局は、該移動局に対して非登録移動局用のリソース割
り当て処理を行う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】
　前記第２無線基地局が、前記交換局に対して、該第２無線基地局のＣＳＧ-ＩＤを通知
する工程と、
　前記交換局が、前記第２無線基地局によって通知された該第２無線基地局のＣＳＧ-Ｉ
Ｄと、自身が管理している前記移動局のＣＳＧ-ＩＤとが一致するか否かについて判定す
る工程とを更に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５】
　第１無線基地局配下のセルをサービングセルとしている際に、第２無線基地局によって
送信された報知情報に基づいて、該第２無線基地局における登録移動局であるか否かにつ
いて判定するように構成されている判定部と、
　前記第１無線基地局に対して、前記判定結果を示す所定情報を含む測定報告を送信する
ように構成されている測定報告送信部とを具備することを特徴とする移動局。
【請求項６】
　前記判定部は、前記報知情報に含まれているＣＳＧ-ＩＤが、該移動局において管理さ
れている「Ａｌｌｏｗｅｄ　ＣＳＧ-ＩＤ　Ｌｉｓｔ」内に記憶されているか否かに基づ
いて、前記判定を行うように構成されていることを特徴とする請求項５に記載の移動局。
【請求項７】
　無線基地局であって、
　交換局から、移動局が前記無線基地局における登録移動局であるか否かについて示す所
定情報を含むハンドオーバ要求信号を受信するように構成されている受信部と、
　前記所定情報及び前記無線基地局におけるアクセスモードに応じて、前記移動局に対す
るリソース割り当て処理を行うように構成されている割り当て処理部とを具備することを
特徴とする無線基地局。
【請求項８】
　前記所定情報が、前記移動局が前記無線基地局における非登録移動局であることを示し
、該無線基地局におけるアクセスモードが、「Ｈｙｂｒｉｄ」である場合に、前記割り当
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て処理部は、該移動局に対して非登録移動局用のリソース割り当て処理を行うように構成
されていることを特徴とする請求項７に記載の無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法、移動局及び無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰで規定されているＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｒｉｏｎ）方式の
移動通信システムでは、「Ｏｐｅｎ」、「Ｃｌｏｓｅｄ」及び「Ｈｙｂｒｉｄ」のいずれ
かの状態で動作可能な無線基地局ＨｅＮＢ（Ｈｏｍｅ　ｅＮＢ）を設けることができる。
【０００３】
　「Ｏｐｅｎ」で動作している無線基地局ＨｅＮＢ（或いは、セル、以下、同様）は、無
線基地局ＨｅＮＢにおける登録移動局及び非登録移動局の両方に対して移動通信サービス
を提供することができるように構成されている。
【０００４】
　ここで、無線基地局ＨｅＮＢにおける登録移動局は、無線基地局ＨｅＮＢのＣＳＧ（Ｃ
ｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｇｒｏｕｐ）-ＩＤによって特定されるＣＳＧに属
する移動局ＵＥであり、無線基地局ＨｅＮＢにおける非登録移動局は、無線基地局ＨｅＮ
ＢのＣＳＧ-ＩＤによって特定されるＣＳＧに属していない移動局ＵＥである。
【０００５】
　また、「Ｃｌｏｓｅｄ」で動作している無線基地局ＨｅＮＢは、無線基地局ＨｅＮＢに
おける登録移動局のみに対して移動通信サービスを提供することができるように構成され
ている。
【０００６】
　さらに、「Ｈｙｂｒｉｄ」で動作している無線基地局ＨｅＮＢ（或いは、セル）は、無
線基地局ＨｅＮＢにおける登録移動局及び非登録移動局のそれぞれに対して差別化して移
動通信サービスを提供することができるように構成されている。
【０００７】
　例えば、「Ｈｙｂｒｉｄ」で動作している無線基地局ＨｅＮＢは、登録移動局からの通
信開始要求を優先的に受け付けて高速通信用のリソースを割り当てるように構成されてお
り、非登録移動局からの通信開始要求の優先度を下げたり受け付けなかったりするように
構成されていてもよい。
【０００８】
　以下、図６を参照して、かかる移動通信システムにおいて、移動局ＵＥが「Ｈｙｂｒｉ
ｄ」で動作している無線基地局ＨｅＮＢ２配下のセルに対してハンドオーバする際の動作
について説明する。
【０００９】
　図６に示すように、ステップＳ２００１において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢに
対して、例えば、無線基地局ＨｅＮＢ２のＥ-ＣＧＩ（ＥＵＴＲＡＮ　Ｃｅｌｌ　Ｇｌｏ
ｂａｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を含む測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）
を送信する。
【００１０】
　ステップＳ２００２において、無線基地局ｅＮＢは、交換局ＭＭＥに対して、無線基地
局ＨｅＮＢ２の識別情報（ＨｅＮＢ-ＩＤ（Ｅ-ＣＧＩ）＝ｙｙｙ.００１）を含むハンド
オーバ要求信号（ＨＯ　ＲＥＱＵＩＲＥＤ）を送信する。
【００１１】
　ステップＳ２００３Ａにおいて、交換局ＭＭＥは、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに
対して、ハンドオーバ要求信号（ＨＯ　ＲＥＱＵＥＳＴ）を送信し、ステップＳ２００３
Ｂにおいて、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、無線基地局ＨｅＮＢ２に対して、ハン
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ドオーバ要求信号（ＨＯ　ＲＥＱＵＥＳＴ）を送信する。
【００１２】
　ステップＳ２００４Ａにおいて、無線基地局ＨｅＮＢ２は、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ
-ＧＷに対して、無線基地局ＨｅＮＢ２のＣＳＧ-ＩＤ＝＃３１を含むハンドオーバ要求応
答信号（ＨＯ　ＲＥＱＵＥＳＴ　ＡＣＫ）を送信し、ステップＳ２００４Ｂにおいて、ゲ
ートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、交換局ＭＭＥに対して、かかるハンドオーバ要求応答
信号（ＨＯ　ＲＥＱＵＥＳＴ　ＡＣＫ）を送信する。
【００１３】
　ステップＳ２００５において、交換局ＭＭＥは、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷから
受信したハンドオーバ要求応答信号（ＨＯ　ＲＥＱＵＥＳＴ　ＡＣＫ）に含まれる無線基
地局ＨｅＮＢ２のＣＳＧ-ＩＤ＝＃３１及び自身によって管理されている移動局ＵＥのＣ
ＳＧ-ＩＤに基づいて、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ２における登録移動局或いは非
登録移動局のいずれであるのかについて判定する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３００
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３３１
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.４１３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、上述の移動通信システムでは、ステップＳ２００３Ａ及びＳ２００３Ｂ
において、交換局ＭＭＥから無線基地局ＨｅＮＢ２に対して、移動局ＵＥのＣＳＧ-ＩＤ
が通知されないため、無線基地局ＨｅＮＢ２は、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ２にお
ける登録移動局又は非登録移動局のいずれであるのかについて判定することができず、「
Ｈｙｂｒｉｄ」で動作している場合に適切なリソース割り当て処理を行うことができない
という問題点があった。
【００１６】
　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ＵＥが「Ｈｙｂｒ
ｉｄ」で動作している無線基地局ＨｅＮＢ２配下のセルに対してハンドオーバする際に、
かかる無線基地局ＨｅＮＢ２において適切なリソース割り当て処理を行うことができる移
動通信方法、移動局及び無線基地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】
【００１７】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、第１無線基地局配下のセルをサービン
グセルとしている移動局が、第２無線基地局によって送信された報知情報に基づいて、該
第２無線基地局における登録移動局であるか否かについて判定する工程Ａと、前記移動局
が、前記第１無線基地局に対して、前記判定結果を示す所定情報を含む測定報告を送信す
る工程Ｂと、前記第１無線基地局が、交換局に対して、前記所定情報を含むハンドオーバ
要求信号を送信する工程Ｃと、前記交換局が、前記第２無線基地局に対して、前記所定情
報を含むハンドオーバ要求信号を送信する工程Ｄと、前記第２無線基地局が、前記交換局
から受信した前記ハンドオーバ要求信号に含まれる前記所定情報、及び、該第２無線基地
局におけるアクセスモードに応じて、該移動局に対するリソース割り当て処理を行う工程
Ｅとを有することを要旨とする。
【００１８】
　本発明の第２の特徴は、移動局であって、第１無線基地局配下のセルをサービングセル
としている際に、第２無線基地局によって送信された報知情報に基づいて、該第２無線基
地局における登録移動局であ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と、
前記第１無線基地局に対して、前記判定結果を示す所定情報を含む測定報告を送信するよ
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うに構成されている測定報告送信部とを具備することを要旨とする。
【００１９】
　本発明の第３の特徴は、無線基地局であって、交換局から、移動局が前記無線基地局に
おける登録移動局であるか否かについて示す所定情報を含むハンドオーバ要求信号を受信
するように構成されている受信部と、前記所定情報及び前記無線基地局におけるアクセス
モードに応じて、前記移動局に対するリソース割り当て処理を行うように構成されている
割り当て処理部とを具備することを要旨とする。
【発明の効果】
【００２０】
　以上説明したように、本発明によれば、移動局ＵＥが「Ｈｙｂｒｉｄ」で動作している
無線ＨｅＮＢ２において適切なリソース割り当て処理を行うことができる移動通信方法、
移動局及び無線基地局を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【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局ＵＥの機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局ＨｅＮＢの機能ブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る交換局ＭＭＥ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通信システムの動作を示すシーケンス図であ
る。
【図６】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。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
（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。
【００２３】
　本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ方式の移動通信システムであって、図１
に示すように、交換局ＭＭＥと、交換局ＭＭＥに接続されている無線基地局ｅＮＢ及び無
線基地局ＨｅＮＢ１と、交換局ＭＭＥに接続されているゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷ
と、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに接続されている無線基地局ＨｅＮＢ２及び無線基
地局ＨｅＮＢ３とを具備している。
【００２４】
　ここで、無線基地局ｅＮＢの識別情報ｅＮＢ-ＩＤ（Ｅ-ＣＧＩ）は「ｚｚｚ.０００」
であり、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷの識別情報ＨｅＮＢ-ＩＤ（Ｅ-ＣＧＩ）は「ｙ
ｙｙ.０００」であり、無線基地局ＨｅＮＢ１の識別情報ＨｅＮＢ-ＩＤ（Ｅ-ＣＧＩ）は
「ｘｘｘ.１００」であり、無線基地局ＨｅＮＢ２の識別情報ＨｅＮＢ-ＩＤ（Ｅ-ＣＧＩ
）は「ｙｙｙ.００１」であり、無線基地局ＨｅＮＢ３の識別情報ＨｅＮＢ-ＩＤ（Ｅ-Ｃ
ＧＩ）は「ｙｙｙ.００２」である。
【００２５】
　また、無線基地局ＨｅＮＢ１のＣＳＧ-ＩＤは「＃２２」であり、無線基地局ＨｅＮＢ
２のＣＳＧ-ＩＤは「＃３１」であり、無線基地局ＨｅＮＢ３のＣＳＧ-ＩＤは「＃３２」
である。
【００２６】
　図２に示すように、移動局ＵＥは、管理部１１と、報知情報受信部１２と、判定部１３
と、測定報告送信部１４とを具備している。
【００２７】
　管理部１１は、「Ａｌｌｏｗｅｄ　ＣＳＧ-ＩＤ　Ｌｉｓｔ（すなわち、Ｗｈｉｔｅ　
Ｌｉｓｔ）」を管理するように構成されている。具体的には、「Ａｌｌｏｗｅｄ　ＣＳＧ
-ＩＤ　Ｌｉｓｔ」には、移動局ＵＥが属しているＣＳＧを特定する１つ又は複数のＣＳ
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Ｇ-ＩＤが含まれている。
【００２８】
　報知情報受信部１２は、サービングセル及び周辺セルにおける報知情報を受信するよう
に構成されている。
【００２９】
　例えば、報知情報受信部１２は、無線基地局ＨｅＮＢ１乃至ＨｅＮＢ３によって送信さ
れている報知情報内に含まれるＣＳＧ-ＩＤやＣＳＧ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒを取得するよ
うに構成されている。
【００３０】
　ここで、報知情報内に含まれるＣＳＧ-ＩＤは、無線基地局ＨｅＮＢ１乃至ＨｅＮＢ３
のＣＳＧ-ＩＤであり、報知情報内に含まれるＣＳＧ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒは、無線基地
局ＨｅＮＢ１乃至ＨｅＮＢ３のアクセスモードを示すものである。なお、無線基地局Ｈｅ
ＮＢ１乃至ＨｅＮＢ３のアクセスモードには、上述した「Ｏｐｅｎ」、「Ｃｌｏｓｅｄ」
及び「Ｈｙｂｒｉｄ」の３種類が想定される。
【００３１】
　判定部１３は、無線基地局ＨｅＮＢ１乃至ＨｅＮＢ３によって送信された報知情報に基
づいて、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ１乃至ＨｅＮＢ３における登録移動局であるか
否かについて判定するように構成されている。
【００３２】
　具体的には、判定部１３は、報知情報に含まれているＣＳＧ-ＩＤが、管理部１１にお
いて管理されている「Ａｌｌｏｗｅｄ　ＣＳＧ-ＩＤ　Ｌｉｓｔ」内に記憶されているか
否かに基づいて、上述の判定を行うように構成されていてもよい。
【００３３】
　測定報告送信部１４は、移動局ＵＥのサービングセルを管理している無線基地局ｅＮＢ
に対して、判定部１３による判定結果を示す所定情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）を含む測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐ
ｏｒｔ）を送信するように構成されている。
【００３４】
　例えば、判定部１３が、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ１乃至ＨｅＮＢ３における非
登録移動局であると判定した場合に、測定報告送信部１４は、測定報告内の「ＵＥ　Ｐｒ
ｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ」に「１」又は「０」を設定す
るように構成されていてもよい。
【００３５】
　図３に示すように、無線基地局ＨｅＮＢ１乃至ＨｅＮＢ３（以下、代表して、無線基地
局ＨｅＮＢと表記する）又は無線基地局ｅＮＢは、測定報告受信部２１と、ハンドオーバ
処理部２２とを具備している。
【００３６】
　図１における無線基地局ｅＮＢの測定報告受信部２１は、移動局ＵＥから受信した測定
報告を受信するように構成されている。
【００３７】
　具体的には、図１における無線基地局ｅＮＢの測定報告受信部２１は、かかる測定報告
に含まれている所定情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　
Ｂｉｔ）を取得するように構成されている。
【００３８】
　図１における無線基地局ｅＮＢのハンドオーバ処理部２１は、移動局ＵＥから受信した
測定報告に所定情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉ
ｔ）が含まれていた場合、交換局ＭＭＥに対して、かかる所定情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍ
ｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）を含むハンドオーバ要求信号（ＨＯ　
ＲＥＱＵＩＲＥＤ）を送信するように構成されている。
【００３９】
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　図１における無線基地局ＨｅＮＢのハンドオーバ処理部２１は、交換局ＭＭＥから、必
要に応じてゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷを介して、所定情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉ
ｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）を含むハンドオーバ要求信号（ＨＯ　Ｒ
ＥＱＵＩＲＥＤ）を受信するように構成されている。
【００４０】
　そして、図１における無線基地局ＨｅＮＢのハンドオーバ処理部２１は、かかる所定情
報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）及び無線基地
局ＨｅＮＢにおけるアクセスモードに応じて、移動局ＵＥに対するリソース割り当て処理
を行うように構成されている。
【００４１】
　例えば、図１における無線基地局ＨｅＮＢのハンドオーバ処理部２１は、かかる所定情
報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）が、移動局Ｕ
Ｅが無線基地局ＨｅＮＢ２における非登録移動局であることを示し、無線基地局ＨｅＮＢ
２におけるアクセスモードが、「Ｈｙｂｒｉｄ」である場合に、移動局ＵＥに対して非登
録移動局用のリソース割り当て処理を行うように構成されていてもよい。
【００４２】
　図４に示すように、交換局ＭＭＥは、管理部３１と、ハンドオーバ処理部３２と、判定
部３３とを具備している。
【００４３】
　管理部３１は、各移動局ＵＥの「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ
」を管理するように構成されている。ここで、「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏ
ｎ　ｉｎｆｏ」には、各移動局ＵＥが属する１つ又は複数のＣＳＧを識別するＣＳＧ-Ｉ
Ｄを含む「ＣＳＧ-ＩＤ　Ｌｉｓｔ」が含まれている。
【００４４】
　ハンドオーバ処理部３２は、無線基地局ｅＮＢから、ハンドオーバ要求信号（ＨＯ　Ｒ
ＥＱＵＩＲＥＤ）を受信するように構成されている。
【００４５】
　また、ハンドオーバ処理部３２は、無線基地局ｅＮＢから受信したハンドオーバ要求信
号（ＨＯ　ＲＥＱＵＩＲＥＤ）内に、所定情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）が含まれている場合には、無線基地局ＨｅＮＢ又はゲート
ウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに対して、かかる所定情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）を含むハンドオーバ要求信号（ＨＯ　ＲＥＱＵＥＳ
Ｔ）を送信するように構成されている。
【００４６】
　さらに、ハンドオーバ処理部３２は、無線基地局ＨｅＮＢ又はゲートウェイ装置ＨｅＮ
Ｂ-ＧＷから、無線基地局ＨｅＮＢのＣＳＧ-ＩＤを含むハンドオーバ要求応答信号（ＨＯ
　ＲＥＱＵＥＳＴ　ＡＣＫ）を受信するように構成されている。
【００４７】
　判定部３３は、無線基地局ＨｅＮＢ又はゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷから受信した
ハンドオーバ要求応答信号（ＨＯ　ＲＥＱＵＥＳＴ　ＡＣＫ）に含まれる無線基地局Ｈｅ
ＮＢのＣＳＧ-ＩＤ及び「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」内の「
ＣＳＧ-ＩＤリスト」内に管理されている移動局ＵＥのＣＳＧ-ＩＤに基づいて、移動局Ｕ
Ｅが無線基地局ＨｅＮＢ２における登録移動局或いは非登録移動局のいずれであるのかに
ついて判定する。
【００４８】
　また、判定部３３は、かかる判定結果と、所定情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）が示す判定結果とが一致するか否かについて判定す
る。
【００４９】
　ここで、判定部３３が、両者が一致しないと判定した場合、ハンドオーバ処理部３２は
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、図１に示す無線基地局ｅＮＢに対して、ハンドオーバ処理に失敗したことを示すハンド
オーバ失敗信号（ＨＯ　ＦＡＩＬＵＲＥ）を送信し、無線基地局ＨｅＮＢに対しては、移
動局ＵＥに対するリソースの割り当てを開放することを指示する信号（ＵＥ　ＣＯＮＴＥ
ＸＴ　ＲＥＬＥＡＳＥ ＣＯＭＭＡＮＤ）を送信する。
【００５０】
（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。
【００５１】
　具体的には、図５を参照して、かかる移動通信システムにおいて、移動局ＵＥが無線基
地局ｅＮＢ配下のセルから無線基地局ＨｅＮＢ２配下のセルにハンドオーバする際の動作
について説明する。
【００５２】
　図５に示すように、ステップＳ１００１において、移動局ＵＥは、無線基地局ＨｅＮＢ
２によって送信された報知情報に基づいて、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ２における
登録移動局であるか否かについて判定し、無線基地局ｅＮＢに対して、無線基地局ＨｅＮ
Ｂ２のＥ-ＣＧＩや、かかる判定結果を示す所定情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）を含む測定報告を送信する。
【００５３】
　ステップＳ１００２において、無線基地局ｅＮＢは、交換局ＭＭＥに対して、無線基地
局ＨｅＮＢ２の識別情報（ＨｅＮＢ-ＩＤ（Ｅ-ＣＧＩ）＝ｙｙｙ.００１）や所定情報（
ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）を含むハンドオー
バ要求信号（ＨＯ　ＲＥＱＵＩＲＥＤ）を送信する。
【００５４】
　ステップＳ１００３Ａにおいて、交換局ＭＭＥは、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに
対して、所定情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ
）を含むハンドオーバ要求信号（ＨＯ　ＲＥＱＵＥＳＴ）を送信し、ステップＳ１００３
Ｂにおいて、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、無線基地局ＨｅＮＢ２に対して、かか
るハンドオーバ要求信号（ＨＯ　ＲＥＱＵＥＳＴ）を送信する。
【００５５】
　ここで、無線基地局ＨｅＮＢ２は、交換局ＭＭＥから受信したハンドオーバ要求信号（
ＨＯ　ＲＥＱＵＥＳＴ）に含まれる所定情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）、及び、無線基地局ＨｅＮＢ２におけるアクセスモードに応
じて、移動局ＵＥに対するリソース割り当て処理を行う。
【００５６】
　例えば、所定情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉ
ｔ）が、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ２における非登録移動局であることを示し、無
線基地局ＨｅＮＢ２におけるアクセスモードが、「Ｈｙｂｒｉｄ」である場合に、無線基
地局ＨｅＮＢ２は、移動局ＵＥに対して非登録移動局用のリソース割り当て処理を行って
もよい。
【００５７】
　また、所定情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ
）が、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ２における登録移動局であることを示し、無線基
地局ＨｅＮＢ２におけるアクセスモードが、「Ｈｙｂｒｉｄ」である場合に、無線基地局
ＨｅＮＢ２は、移動局ＵＥに対して登録移動局用のリソース割り当て処理を行ってもよい
。
【００５８】
　その後、ステップＳ１００４Ａにおいて、無線基地局ＨｅＮＢ２は、ゲートウェイ装置
ＨｅＮＢ-ＧＷに対して、上述のリソースの割り当て結果及び無線基地局ＨｅＮＢ２のＣ
ＳＧ-ＩＤ＝＃３１を含むハンドオーバ要求応答信号（ＨＯ　ＲＥＱＵＥＳＴ　ＡＣＫ）
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を送信し、ステップＳ１００４Ｂにおいて、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、交換局
ＭＭＥに対して、かかるハンドオーバ要求応答信号（ＨＯ　ＲＥＱＵＥＳＴ　ＡＣＫ）を
送信する。
【００５９】
　ステップＳ１００５において、交換局ＭＭＥは、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷから
受信したハンドオーバ要求応答信号（ＨＯ　ＲＥＱＵＥＳＴ　ＡＣＫ）に含まれる無線基
地局ＨｅＮＢ２のＣＳＧ-ＩＤ＝＃３１及び「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ
　ｉｎｆｏ」内の「ＣＳＧ-ＩＤリスト」内に管理されている移動局ＵＥのＣＳＧ-ＩＤに
基づいて、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ２における登録移動局或いは非登録移動局の
いずれであるのかについて判定する。
【００６０】
　そして、交換局ＭＭＥは、ステップＳ１００５における判定結果と、所定情報（ＵＥ　
Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）が示す判定結果とが一致
するか否かについて判定する。
【００６１】
　ここで、両者が一致しないと判定した場合、交換局ＭＭＥは、無線基地局ｅＮＢに対し
て、ハンドオーバ処理に失敗したことを示すハンドオーバ失敗信号（ＨＯ　ＦＡＩＬＵＲ
Ｅ）を送信し、無線基地局ＨｅＮＢ２に対しては、移動局ＵＥに対するリソースの割当て
を開放することを指示する信号（ＵＥ　ＣＯＮＴＥＸＴ　ＲＥＬＥＡＳＥ　ＣＯＭＭＡＮ
Ｄ）を送信する。
【００６２】
（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「Ｈｙｂｒｉ
ｄ」で動作している無線基地局ＨｅＮＢ２配下のセルに対してハンドオーバする際に、無
線基地局ＨｅＮＢ２は、ハンドオーバ要求信号（ＨＯ　ＲＥＱＵＥＳＴ）に含まれる所定
情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）及び無線基
地局ＨｅＮＢ２におけるアクセスモードに応じて、無線基地局ＨｅＮＢ２における登録移
動局と非登録移動局とを差別化して適切なリソース割り当て処理を行うことができる。
【００６３】
　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。
【００６４】
　本実施形態の第１の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局ｅＮＢ（第１無線基地
局）配下のセルをサービングセルとしている移動局ＵＥが、無線基地局ＨｅＮＢ２（第２
無線基地局）によって送信された報知情報に基づいて、無線基地局ＨｅＮＢ２における登
録移動局であるか否かについて判定する工程Ａと、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢに対
して、かかる判定結果を示す所定情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）を含む測定報告（Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ）を送信
する工程Ｂと、無線基地局ｅＮＢが、交換局ＭＭＥに対して、所定情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌ
ｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）を含むハンドオーバ要求信号（Ｈ
Ｏ　ＲＥＱＵＩＲＥＤ）を送信する工程Ｃと、交換局ＭＭＥが、無線基地局ＨｅＮＢ２に
対して、所定情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ
）を含むハンドオーバ要求信号（ＨＯ　ＲＥＱＵＥＳＴ）を送信する工程Ｄと、無線基地
局ＨｅＮＢ２が、交換局ＭＭＥから受信したハンドオーバ要求信号（ＨＯ　ＲＥＱＵＥＳ
Ｔ）に含まれる所定情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　
Ｂｉｔ）、及び、無線基地局ＨｅＮＢ２におけるアクセスモードに応じて、移動局ＵＥに
対するリソース割り当て処理を行う工程Ｅとを有することを要旨とする。
【００６５】
　本実施形態の第１の特徴において、工程Ａにおいて、移動局ＵＥは、報知情報に含まれ
ているＣＳＧ-ＩＤが、移動局ＵＥにおいて管理されている「Ａｌｌｏｗｅｄ　ＣＳＧ-Ｉ
Ｄ　Ｌｉｓｔ」内に記憶されているか否かに基づいて、上述の判定を行ってもよい。
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【００６６】
　本実施形態の第１の特徴において、工程Ｅにおいて、所定情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉ
ｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）が、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ２
における非登録移動局であることを示し、無線基地局ＨｅＮＢ２におけるアクセスモード
が、「Ｈｙｂｒｉｄ」である場合に、無線基地局ＨｅＮＢ２は、移動局ＵＥに対して非登
録移動局用のリソース割り当て処理を行ってもよい。
【００６７】
　本実施形態の第１の特徴において、無線基地局ＨｅＮＢ２が、交換局ＭＭＥに対して、
無線基地局ＨｅＮＢ２のＣＳＧ-ＩＤを通知する工程と、交換局ＭＭＥが、無線基地局Ｈ
ｅＮＢ２によって通知された無線基地局ＨｅＮＢ２のＣＳＧ-ＩＤと、「ＵＥ　ＣＳＧ　
Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」内の「ＣＳＧ-ＩＤ　Ｌｉｓｔ」において管理さ
れている移動局ＵＥのＣＳＧ-ＩＤとが一致するか否かについて判定する工程とを更に有
してもよい。
【００６８】
　本実施形態の第２の特徴は、移動局ＵＥであって、無線基地局ｅＮＢ配下のセルをサー
ビングセルとしている際に、無線基地局ＨｅＮＢ２によって送信された報知情報に基づい
て、無線基地局ＨｅＮＢ２における登録移動局であ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１３と、無線基地局ｅＮＢに対して、かかる判定結果を示す所定情報（
ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）を含む測定報告を
送信するように構成されている測定報告送信部１４とを具備することを要旨とする。
【００６９】
　本実施形態の第２の特徴において、判定部１３は、報知情報に含まれているＣＳＧ-Ｉ
Ｄが、管理部１１において管理されている「Ａｌｌｏｗｅｄ　ＣＳＧ-ＩＤ　Ｌｉｓｔ」
内に記憶されているか否かに基づいて、上述の判定を行うように構成されていてもよい。
【００７０】
　本実施形態の第３の特徴は、無線基地局ＨｅＮＢ２であって、交換局ＭＭＥから、移動
局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ２における登録移動局であるか否かについて示す所定情報（
ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）を含むハンドオー
バ要求信号（ＨＯ　ＲＥＱＵＥＳＴ）を受信するように構成されており、かかる所定情報
（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）及び無線基地局
ＨｅＮＢにおけるアクセスモードに応じて、移動局ＵＥに対するリソース割り当て処理を
行うように構成されているハンドオーバ処理部２２とを具備することを要旨とする。
【００７１】
　本実施形態の第３の特徴において、所定情報（ＵＥ　Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　Ｂｉｔ）が、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ２における非登録移
動局であることを示し、無線基地局ＨｅＮＢ２におけるアクセスモードが、「Ｈｙｂｒｉ
ｄ」である場合に、ハンドオーバ処理部２２は、移動局ＵＥに対して非登録移動局用のリ
ソース割り当て処理を行うように構成されていてもよい。
【００７２】
　なお、上述の無線基地局ＨｅＮＢ、交換局ＭＭＥ、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷ及
び移動局ＵＥ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。
【００７３】
　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。
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【００７４】
　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ＨｅＮＢ、交換局ＭＭＥ、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷ及
び移動局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無線基地局ＨｅＮＢ、交換局ＭＭＥ、ゲートウェイ装置
ＨｅＮＢ-ＧＷ及び移動局ＵＥ内に設けられていてもよい。
【００７５】
　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。
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】
【００７６】
ＵＥ…移動局
１１…管理部
１２…報知情報受信部
１３…判定部
１４…測定報告送信部
ＨｅＮＢ…無線基地局
２１…測定報告受信部
２２…ハンドオーバ処理部
ＭＭＥ…交換局
３１…管理部
３２…ハンドオーバ処理部
３３…判定部
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【手続補正書】
【提出日】平成22年10月1日(2010.10.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１無線基地局配下のセルをサービングセルとしている移動局が、第２無線基地局によ
って送信された報知情報に基づいて、該第２無線基地局における登録移動局であるか否か
について判定する工程Ａと、
　前記移動局が、前記第１無線基地局に対して、前記判定結果を示す所定情報を含む測定
報告を送信する工程Ｂと、
　前記第１無線基地局が、受信した前記測定報告に前記所定情報が含まれている場合、交
換局に対して、該所定情報を含むハンドオーバ要求信号を送信する工程Ｃとを有すること
を特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　前記工程Ａにおいて、前記移動局は、前記報知情報に含まれているＣＳＧ-ＩＤが、該
移動局において管理されている「Ａｌｌｏｗｅｄ　ＣＳＧ-ＩＤ　Ｌｉｓｔ」内に記憶さ
れているか否かに基づいて、前記判定を行う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】
　第１無線基地局配下のセルをサービングセルとしている際に、第２無線基地局によって
送信された報知情報に基づいて、該第２無線基地局における登録移動局であるか否かにつ
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いて判定するように構成されている判定部と、
　前記第１無線基地局に対して、前記判定結果を示す所定情報を含む測定報告を送信する
ように構成されている測定報告送信部とを具備することを特徴とする移動局。
【請求項４】
　前記判定部は、前記報知情報に含まれているＣＳＧ-ＩＤが、前記移動局において管理
されている「Ａｌｌｏｗｅｄ　ＣＳＧ-ＩＤ　Ｌｉｓｔ」内に記憶されているか否かに基
づいて、前記判定を行うように構成されていることを特徴とする請求項３に記載の移動局
。
【請求項５】
　無線基地局であって、
　移動局から、測定報告を受信するように構成されている受信部と、
　受信した前記測定報告に、前記移動局が前記無線基地局における登録移動局であるか否
かについて示す所定情報が含まれている場合、交換局に対して、該所定情報を含むハンド
オーバ要求信号を送信するように構成されているハンドオーバ処理部とを具備することを
特徴とする無線基地局。
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