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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１無線アクセスネットワーク及び第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信
システムであって、
　前記第１無線アクセスネットワーク内の無線アクセスネットワーク装置が、前記第２無
線アクセスネットワーク内の無線アクセスネットワーク装置に対して、該第１無線アクセ
スネットワークで適用されている通信種別ごとの規制情報を送信するように構成されてお
り、
　前記規制情報は、規制率と規制時間と優先呼に対する規制の有無を示す情報とを含むこ
とを特徴とする移動通信システム。
【請求項２】
　第１無線アクセスネットワーク内の無線アクセスネットワーク装置であって、
　第２無線アクセスネットワーク内の無線アクセスネットワーク装置に対して、前記第１
無線アクセスネットワークで適用されている通信種別ごとの規制情報を送信するように構
成されており、
　前記規制情報は、規制率と規制時間と優先呼に対する規制の有無を示す情報とを含むこ
とを特徴とする無線アクセスネットワーク装置。
【請求項３】
　第１無線アクセスネットワーク及び第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信
システムであって、
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　前記第２無線アクセスネットワーク内の無線アクセスネットワーク装置が、前記第１無
線アクセスネットワーク内の無線アクセスネットワーク装置に対して、該第２無線アクセ
スネットワークで適用されている規制情報を送信するように構成されており、
　前記規制情報は、回線交換ドメイン及びパケット交換ドメインの各々における各アクセ
スクラスに対する規制の有無を示す情報であることを特徴とする移動通信システム。
【請求項４】
　第２無線アクセスネットワーク内の無線アクセスネットワーク装置であって、
　第１無線アクセスネットワーク内の無線アクセスネットワーク装置に対して、前記第２
無線アクセスネットワークで適用されている規制情報を送信するように構成されており、
　前記規制情報は、回線交換ドメイン及びパケット交換ドメインの各々における各アクセ
スクラスに対する規制の有無を示す情報であることを特徴とする無線アクセスネットワー
ク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システム及び無線アクセスネットワーク装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰでは、「ＳＯＮ（Ｓｅｌｆ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｓｅｌｆ
　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ）」の機能として、異なるＲＡＴ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）間で、各セルにおける負荷情報（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｓｔａ
ｔｕｓ）の交換を行うことが検討されている。
【０００３】
　例えば、Ｅ-ＵＴＲＡＮ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉ
ａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）とＵＴＲＡＮ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）との間で、各
セルにおける負荷情報の交換を行うことが検討されている。
【０００４】
　ここで、負荷分散を図るために、Ｅ-ＵＴＲＡＮ内の無線基地局ｅＮＢ（又は、ＵＴＲ
ＡＮ内の無線回線制御局ＲＮＣ）が、かかる負荷情報に基づいて、配下のセル内の移動局
ＵＥをＵＴＲＡＮセル（又は、Ｅ-ＵＴＲＡＮセル）に遷移させることができる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ２５.３３１、「Ｒａｄｉｏ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ（ＲＲＣ）；　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ」
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ２５.４１３、「ＵＴＲＡＮ　Ｉｕ　ｉｎｔｅｒｆａｃ
ｅ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ（
ＲＡＮＡＰ）ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ」
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３３１「Ｒａｄｉｏ Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ（ＲＲＣ）；　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ」
【非特許文献４】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.４１３、「Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（Ｅ-ＵＴＲＡ
Ｎ）；Ｓ１　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　（Ｓ１ＡＰ）」
【非特許文献５】３ＧＰＰ　ＴＳ　４８.０１８，「Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒ
ａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＧＰＲＳ）；Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（Ｂ
ＳＳ）-Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ（ＳＧＳＮ）;ＢＳＳ　Ｇ
ＰＲＳ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ（ＢＳＳＧＰ）」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　しかしながら、上述の移動通信システムでは、Ｅ-ＵＴＲＡＮ内の無線基地局ｅＮＢ（
又は、ＵＴＲＡＮ内の無線回線制御局ＲＮＣ）が、かかる負荷情報に基づいて、配下のセ
ル内の移動局ＵＥをＵＴＲＡＮセル（又は、Ｅ-ＵＴＲＡＮセル）に遷移させると判断し
た場合であっても、ＵＴＲＡＮセル（又は、Ｅ-ＵＴＲＡＮセル）においてアクセス規制
が行われている場合には、かかる遷移に失敗したり、遷移先セルにおいて移動局ＵＥが所
望の通信を行うことができなかったりする可能性があるという問題点があった。
【０００７】
　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、異ＲＡＴ間で、負荷分散
を行うために有効な規制情報を交換することができる移動通信システム及び無線アクセス
ネットワーク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】
【０００８】
　本発明の第１の特徴は、第１無線アクセスネットワーク及び第２無線アクセスネットワ
ークを具備する移動通信システムであって、前記第１無線アクセスネットワーク内の無線
アクセスネットワーク装置が、前記第２無線アクセスネットワーク内の無線アクセスネッ
トワーク装置に対して、該第１無線アクセスネットワークで適用されている通信種別ごと
の規制情報を送信するように構成されており、前記規制情報は、規制率と規制時間と優先
呼に対する規制の有無を示す情報とを含むことを要旨とする。
【０００９】
　本発明の第２の特徴は、第１無線アクセスネットワーク内の無線アクセスネットワーク
装置であって、第２無線アクセスネットワーク内の無線アクセスネットワーク装置に対し
て、前記第１無線アクセスネットワークで適用されている通信種別ごとの規制情報を送信
するように構成されており、前記規制情報は、規制率と規制時間と優先呼に対する規制の
有無を示す情報とを含むことを要旨とする。
【００１０】
　本発明の第３の特徴は、第１無線アクセスネットワーク及び第２無線アクセスネットワ
ークを具備する移動通信システムであって、前記第２無線アクセスネットワーク内の無線
アクセスネットワーク装置が、前記第１無線アクセスネットワーク内の無線アクセスネッ
トワーク装置に対して、該第２無線アクセスネットワークで適用されている規制情報を送
信するように構成されており、前記規制情報は、回線交換ドメイン及びパケット交換ドメ
インの各々における各アクセスクラスに対する規制の有無を示す情報であることを要旨と
する。
【００１１】
　本発明の第４の特徴は、第２無線アクセスネットワーク内の無線アクセスネットワーク
装置であって、第１無線アクセスネットワーク内の無線アクセスネットワーク装置に対し
て、前記第２無線アクセスネットワークで適用されている規制情報を送信するように構成
されており、前記規制情報は、回線交換ドメイン及びパケット交換ドメインの各々におけ
る各アクセスクラスに対する規制の有無を示す情報であることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように、本発明によれば、異ＲＡＴ間で、負荷分散を行うために有効な規
制情報を交換することができる移動通信システム及び無線アクセスネットワーク装置を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【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通信システムのプロトコルスタック図である
。
【図３】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
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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内のＥ-ＵＴＲＡＮにおける規
制情報について説明するための図である。
【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内のＵＴＲＡＮにおける規制情
報について説明するための図である。
【図８】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム内のＵＴＲＡＮにおける規制情
報について説明するための図である。
【図９】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム内のＵＴＲＡＮにおける規制情
報について説明するための図である。
【図１０】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。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図１０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。
【００１５】
　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、Ｅ-ＵＴＲＡＮと、Ｅ-ＵＴ
ＲＡＮを収容するモバイルネットワークと、ＵＴＲＡＮと、ＵＴＲＡＮを収容するコアネ
ットワークとを具備する。
【００１６】
　Ｅ-ＵＴＲＡＮ内には、無線基地局ｅＮＢが配置されており、モバイルネットワーク内
には、移動管理ノードＭＭＥが配置されており、ＵＴＲＡＮ内には、無線基地局Ｎｏｄｅ
Ｂ及び無線回線制御局ＲＮＣが配置されており、コアネットワークには、パケット交換機
ＳＧＳＮが配置されている。
【００１７】
　図１の例では、無線基地局ｅＮＢ配下のＥ-ＵＴＲＡＮセル＃１及び無線基地局Ｎｏｄ
ｅＢ（無線回線制御局ＲＮＣ）配下のＵＴＲＡＮセル＃２が地理的に重畳するように配置
されている。
【００１８】
　図２に、本実施形態に係る移動通信システムのプロトコルスタック図を示す。
【００１９】
　図２に示すように、無線基地局ｅＮＢは、プロトコル機能として、ＮＷＬ１（Ｎｅｔｗ
ｏｒｋ　Ｌａｙｅｒ　１）機能と、ＮＷＬ２（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｌａｙｅｒ　２）機能と
、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）レイヤ機能と、ＳＣＴＰ（Ｓｔｒｅａｍ
　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）レイヤ機能と、Ｓ１
-ＡＰ（Ｓ１　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）レイヤ機能と、ＲＩＭ（ＲＡＮ　Ｉｎｆｏｒｍ
ａｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ）レイヤ機能と、ＳＯＮ　Ｔｒａｎｓｆｅｒレイヤ機能と
を具備している。
【００２０】
　また、移動管理ノードＭＭＥは、プロトコル機能として、無線基地局ｅＮＢ側に、ＮＷ
Ｌ１機能と、ＮＷＬ２機能と、ＩＰレイヤ機能と、ＳＣＴＰレイヤ機能と、Ｓ１-ＡＰレ
イヤ機能とを具備し、パケット交換機ＳＧＳＮ側に、ＮＷＬ１機能と、ＮＷＬ２機能と、
ＩＰレイヤ機能と、ＳＣＴＰレイヤ機能と、ＧＴＰ（ＧＰＲＳ　Ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ）ｖ２-Ｃレイヤ機能とを具備し、更に、ＲＩＭレイヤ機能と、ＳＯＮ　
Ｔｒａｎｓｆｅｒレイヤ機能とを具備している。
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【００２１】
　また、パケット交換機ＳＧＳＮは、プロトコル機能として、移動管理ノードＭＭＥ側に
、ＮＷＬ１機能と、ＮＷＬ２機能と、ＩＰレイヤ機能と、ＳＣＴＰレイヤ機能と、ＧＴＰ
ｖ２-Ｃレイヤ機能とを具備し、無線回線制御局ＲＮＣ側に、ＮＷＬ１機能と、ＮＷＬ２
機能と、ＩＰレイヤ機能と、ＳＣＴＰレイヤ機能と、ＲＡＮＡＰ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅ
ｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ）レイヤ機能とを具備し、更
に、ＲＩＭレイヤ機能と、ＳＯＮ　Ｔｒａｎｓｆｅｒレイヤ機能とを具備している。
【００２２】
　さらに、無線回線制御局ＲＮＣは、プロトコル機能として、ＮＷＬ１機能と、ＮＷＬ２
機能と、ＩＰレイヤ機能と、ＳＣＴＰレイヤ機能と、ＲＡＮＡＰレイヤ機能と、ＲＩＭレ
イヤ機能と、ＳＯＮ　Ｔｒａｎｓｆｅｒレイヤ機能とを具備している。
【００２３】
　図３に示すように、３ＧＰＰのＴＳ３６.４１３に規定されているように、無線基地局
ｅＮＢは、無線回線制御局ＲＮＣから「ＳＯＮ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を
受信すると、無線回線制御局ＲＮＣに対して「ＳＯＮ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｒｅｓｐｏｎ
ｓｅ」を送信するように構成されている。
【００２４】
　ここで、無線基地局ｅＮＢは、「ＳＯＮ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」によ
って、無線回線制御局ＲＮＣに対して、Ｅ-ＵＴＲＡＮで適用されている通信種別ごとの
規制情報「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＩｎｆｏ」を送信するように構成されている。
【００２５】
　具体的には、かかる規制情報「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＩｎｆｏ」は、規制率と規制時間
と優先呼に対する規制の有無を示す情報とを含む。
【００２６】
　例えば、図４（ａ）に示すように、かかる規制情報「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＩｎｆｏ」
には、「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＥｍｅｒｇｅｎｃｙ」や「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＦｏ
ｒＭＯ-Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ」や「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＭＯ-Ｄａｔａ」や「ａ
ｃ-ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＭＭＴＥＬ-Ｖｏｉｃｅ-ｒ９」や「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒ
ＭＭＴＥＬ-Ｖｉｄｅｏ-ｒ９」等が含まれる。
【００２７】
　「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＥｍｅｒｇｅｎｃｙ」には、アクセスクラス（ＡＣ）１
０の緊急呼に対する規制の有無を示す情報が設定される。
【００２８】
　「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＭＯ-Ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ」は、ＡｔｔａｃｈやＴＡＵ
等のシグナリング呼に対する規制情報であり、規制率を示すパラメータ「ａｃ-Ｂａｒｒ
ｉｎｇＦａｃｔｏｒ」と、規制時間（タイマ値Ｔ３０３）を示すパラメータ「ａｃ-Ｂａ
ｒｒｉｎｇＴｉｍｅ」と、優先呼（ＡＣ１１～ＡＣ１５）のシグナリング呼に対する規制
の有無を示すパラメータ「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＳｐｅｃｉａｌＡＣＡ」とを含む
。
【００２９】
　「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＭＯ-Ｄａｔａ」は、上りデータ発生による発信に対する
規制情報であり、規制率を示すパラメータ「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＦａｃｔｏｒ」と、規
制時間（タイマ値Ｔ３０５）を示すパラメータ「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＴｉｍｅ」と、優
先呼（ＡＣ１１～ＡＣ１５）の発信に対する規制の有無を示すパラメータ「ａｃ-Ｂａｒ
ｒｉｎｇＦｏｒＳｐｅｃｉａｌＡＣＡ」とを含む。
【００３０】
　「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＭＭＴＥＬ-Ｖｏｉｃｅ-ｒ９」は、ＩＭＳ（ＩＰ　Ｍｕ
ｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ）音声呼による発信に対する規制情報であり、規
制率を示すパラメータ「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＦａｃｔｏｒ」と、規制時間（タイマ値Ｔ
３０５）を示すパラメータ「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＴｉｍｅ」と、優先呼（ＡＣ１１～Ａ
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Ｃ１５）のＩＭＳ音声呼による発信に対する規制の有無を示すパラメータ「ａｃ-Ｂａｒ
ｒｉｎｇＦｏｒＳｐｅｃｉａｌＡＣＡ」とを含む。
【００３１】
　「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＭＭＴＥＬ-Ｖｉｄｅｏ-ｒ９」は、ＩＭＳビデオ呼によ
る発信に対する規制情報であり、規制率を示すパラメータ「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＦａｃ
ｔｏｒ」と、規制時間（タイマ値Ｔ３０５）を示すパラメータ「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＴ
ｉｍｅ」と、優先呼（ＡＣ１１～ＡＣ１５）のＩＭＳビデオ呼による発信に対する規制の
有無を示すパラメータ「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＳｐｅｃｉａｌＡＣＡ」とを含む。
【００３２】
　図４（ｂ）に、各パラメータ「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＦａｃｔｏｒ」や「ａｃ-Ｂａｒｒ
ｉｎｇＴｉｍｅ」や「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＦｏｒＳｐｅｃｉａｌＡＣＡ」に設定可能な
値の一例を示す。
【００３３】
　なお、図５に示すように、無線基地局ｅＮＢは、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ-ＵＴＲＡＮ用ＳＯＮ
　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ」内の情報要素「ＭＬＢ　Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ」によって、無線回線制御局ＲＮＣに対して、Ｅ-ＵＴＲＡ
Ｎで適用されている通信種別ごとの規制情報「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＩｎｆｏ」を送信す
るように構成されていてもよい。
【００３４】
　また、図６に示すように、３ＧＰＰのＴＳ３６.４１３に規定されているように、無線
回線制御局ＲＮＣは、無線基地局ｅＮＢから「ＳＯＮ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ」を受信すると、無線基地局ｅＮＢに対して「ＳＯＮ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｒｅｓｐｏ
ｎｓｅ」を送信するように構成されている。
【００３５】
　ここで、無線回線制御局ＲＮＣは、「ＳＯＮ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」
によって、無線基地局ｅＮＢに対して、ＵＴＲＡＮで適用されている規制情報「Ｄｏｍａ
ｉｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎ」を送信するように構
成されている。
【００３６】
　図７乃至図９に示すように、規制情報「Ｄｏｍａｉｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ａｃｃｅｓ
ｓ　Ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎ」は、ＣＳ（Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈ：回線交換）ド
メイン及びＰＳ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｓｗｉｔｃｈ：パケット交換）ドメインの各々における
各アクセスクラスに対する規制の有無を示す情報である（３ＧＰＰのＴＳ３６.３３１参
照）。
【００３７】
　なお、図１０に示すように、無線回線制御局ＲＮＣは、「Ｅ-ＵＴＲＡＮ-ＵＴＲＡＮ用
ＳＯＮ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ」内の情報要素「ＭＬＢ　Ｉｎｆｏ
ｒｍａｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ」によって、無線基地局ｅＮＢに対して、ＵＴＲＡＮ
で適用されている規制情報「Ｄｏｍａｉｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｒｅｓｔ
ｒｉｃｔｉｏｎ」を送信するように構成されていてもよい。
【００３８】
　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ｅＮＢが、無線回線制御局Ｒ
ＮＣに対して、規制情報「ａｃ-ＢａｒｒｉｎｇＩｎｆｏ」を送信し、無線回線制御局Ｒ
ＮＣが、無線基地局ｅＮＢに対して、規制情報「Ｄｏｍａｉｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ａｃ
ｃｅｓｓ　Ｒｅｓｔｒｉｃｔｉｏｎ」を送信するように構成されているため、異ＲＡＴに
おいて行われているアクセス規制を考慮した上で、移動局ＵＥの異ＲＡＴセルへの遷移を
行うことができるので、適切な負荷分散を行うことができる。
【００３９】
　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。
【００４０】
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　本実施形態の第１の特徴は、Ｅ-ＵＴＲＡＮ（第１無線アクセスネットワーク）及びＵ
ＴＲＡＮ（第２無線アクセスネットワーク）を具備する移動通信システムであって、Ｅ-
ＵＴＲＡＮ内の無線基地局ｅＮＢ（無線アクセスネットワーク装置）が、ＵＴＲＡＮ内の
無線回線制御局ＲＮＣ（無線アクセスネットワーク装置）に対して、Ｅ-ＵＴＲＡＮで適
用されている通信種別ごとの規制情報を送信するように構成されており、規制情報は、規
制率と規制時間と優先呼に対する規制の有無を示す情報とを含むことを要旨とする。
【００４１】
　本実施形態の第２の特徴は、Ｅ-ＵＴＲＡＮ内の無線基地局ｅＮＢであって、ＵＴＲＡ
Ｎ内の無線回線制御局ＲＮＣに対して、Ｅ-ＵＴＲＡＮで適用されている通信種別ごとの
規制情報を送信するように構成されており、規制情報は、規制率と規制時間と優先呼に対
する規制の有無を示す情報とを含むことを要旨とする。
【００４２】
　本実施形態の第３の特徴は、Ｅ-ＵＴＲＡＮ及びＵＴＲＡＮを具備する移動通信システ
ムであって、ＵＴＲＡＮ内の無線回線制御局ＲＮＣが、Ｅ-ＵＴＲＡＮ内の無線基地局ｅ
ＮＢに対して、ＵＴＲＡＮで適用されている規制情報を送信するように構成されており、
規制情報は、回線交換ドメイン及びパケット交換ドメインの各々における各アクセスクラ
スに対する規制の有無を示す情報であることを要旨とする。
【００４３】
　本実施形態の第４の特徴は、ＵＴＲＡＮ内の無線回線制御局ＲＮＣであって、Ｅ-ＵＴ
ＲＡＮ内の無線基地局ｅＮＢに対して、ＵＴＲＡＮで適用されている規制情報を送信する
ように構成されており、規制情報は、回線交換ドメイン及びパケット交換ドメインの各々
における各アクセスクラスに対する規制の有無を示す情報であることを要旨とする。
【００４４】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ/ＮｏｄｅＢや無線回線制御局ＲＮＣや移
動管理ノードＭＭＥやパケット交換機ＳＧＳＮ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。
【００４５】
　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。
【００４６】
　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や無線基地局ｅＮＢ/ＮｏｄｅＢや無線回線制御局ＲＮＣや移
動管理ノードＭＭＥやパケット交換機ＳＧＳＮ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や無線基地
局ｅＮＢ/ＮｏｄｅＢや無線回線制御局ＲＮＣや移動管理ノードＭＭＥやパケット交換機
ＳＧＳＮ内に設けられていてもよい。
【００４７】
　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】
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【００４８】
ＵＥ…移動局
ｅＮＢ、ＮｏｄｅＢ…無線基地局
ＲＮＣ…無線回線制御局
ＭＭＥ…移動管理ノード
ＳＧＳＮ…パケット交換機

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】
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