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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交換局が、移動局のアクセス可能な無線基地局グループ識別情報を規定するアクセス情
報を管理する工程と、
　第１無線基地局が、前記移動局の該第１無線基地局配下のセルから前記第２無線基地局
配下のセルへのハンドオーバを行うことを決定した場合に、前記交換局に対して、該移動
局の識別情報及び該第２無線基地局の識別情報を含むハンドオーバ要求信号を送信する工
程と、
　前記交換局が、前記ハンドオーバ要求信号に含まれる前記移動局の識別情報及び前記第
２無線基地局の識別情報に基づいて、前記アクセス情報を参照して、該移動局が該第２無
線基地局に対してアクセス可能であるか否かについて判定する工程と、
　前記交換局が、ゲートウェイ装置を介して、前記第２無線基地局に対して、ハンドオー
バ要求信号を送信する工程と、
　前記第２無線基地局が、受信した前記ハンドオーバ要求信号に含まれている無線基地局
グループ識別情報及び管理している該第２無線基地局の無線基地局グループ識別情報に基
づいて、前記移動局が該第２無線基地局に対してアクセス可能であるか否かについて判定
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】
　交換局と、第１無線基地局と、第２無線基地局と、ゲートウェイ装置とを具備している
移動通信システムであって、
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　前記交換局は、移動局のアクセス可能な無線基地局グループ識別情報を規定するアクセ
ス情報を管理するように構成されており、
　前記第１無線基地局は、前記移動局の該第１無線基地局配下のセルから前記第２無線基
地局配下のセルへのハンドオーバを行うことを決定した場合に、前記交換局に対して、該
移動局の識別情報及び該第２無線基地局の識別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おり、
　前記交換局は、前記ハンドオーバ要求信号に含まれる前記移動局の識別情報及び前記第
２無線基地局の識別情報に基づいて、前記アクセス情報を参照して、該移動局が該第２無
線基地局に対してアクセス可能であるか否かについて判定するように構成されており、
　前記交換局は、前記ゲートウェイ装置を介して、前記第２無線基地局に対して、ハンド
オーバ要求信号を送信するように構成されており、
　前記第２無線基地局は、受信した前記ハンドオーバ要求信号に含まれている無線基地局
グループ識別情報及び管理している該第２無線基地局の無線基地局グループ識別情報に基
づいて、前記移動局が該第２無線基地局に対してアクセス可能であるか否かについて判定
するように構成されていることを特徴とする移動通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　Ｅ-ＵＴＲＡＮ方式の移動通信システムでは、「Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｃｃｅｓｓ」方式や
「Ｃｌｏｓｅｄ　Ａｃｃｅｓｓ」方式で運用されている無線基地局ＨｅＮＢ（Ｈｏｍｅ　
ｅＮｏｄｅＢ）に接続している移動局ＵＥが、アタッチ（Ａｔｔａｃｈ）処理やサービス
要求（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）処理やハンドオーバ処理を行う場合に、交換局
ＭＭＥが、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ配下のＣＳＧ（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓｃｒ
ｉｂｅｒ　Ｇｒｏｕｐ）セルにアクセス権を有しているか否かについてチェックする「Ａ
ｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行うように構成されている。
【０００３】
　図１１を参照して、かかる「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」の一例につい
て簡単に説明する。
【０００４】
　図１１に示すように、無線基地局ｅＮＢ配下のセルに在圏している移動局ＵＥは、無線
基地局ｅＮＢに対して、ＰＣＩ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　ＩＤ）のみを含む「Ｍｅ
ａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ（ステップＳ１００１Ａ）」、或いは、ＰＣＩ及びＥ
-ＣＧＩ（Ｅ-ＵＴＲＡ　Ｃｅｌｌ　Ｇｌｏｂａｌ　ＩＤ）を含む「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎ
ｔ　Ｒｅｐｏｒｔ（ステップＳ１００１Ｂ）」を送信する。
【０００５】
　無線基地局ｅＮＢは、受信した「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」に基づいて
、移動局ＵＥのハンドオーバを行うことを決定すると、かかる「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ
　Ｒｅｐｏｒｔ」含まれるＰＣＩ（ステップＳ１００２Ａ）或いはＥ-ＣＧＩ（ステップ
Ｓ１００２Ｂ）に基づいて、ハンドオーバ先の無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ「ｙ
ｙｙ.００１」を決定し、ステップＳ１００３において、かかる無線基地局ＨｅＮＢ２の
ｅＮＢ-ＩＤ「ｙｙｙ.００１」を含む「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」を、交換局ＭＭＥに対
して送信する。
【０００６】
　ステップＳ１００４において、交換局ＭＭＥは、「ｅＮＢ-ＩＤ←→ＣＳＧ-ＩＤテーブ
ル」を参照して、受信した「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」に含まれる無線基地局ＨｅＮＢ２
のｅＮＢ-ＩＤ「ｙｙｙ.００１」に対応するＣＳＧ-ＩＤ「＃３１」を抽出し、移動局Ｕ
Ｅ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」内にＣＳＧ-ＩＤ「＃３
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１」が含まれているか否かについてチェックすることによって、移動局ＵＥに対する「Ａ
ｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行う。
【０００７】
　なお、交換局ＭＭＥは、各無線基地局ＨｅＮＢとの間でＳ１コネクションを確立する際
に、無線基地局ＨｅＮＢのｅＮＢ-ＩＤ及びＣＳＧ-ＩＤの組み合わせ（エントリ）を含む
「ｅＮＢ-ＩＤ←→ＣＳＧ-ＩＤテーブル」を取得するように構成されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】ＴＳ３６.３００　Ｅｖｏｌｖｅｄ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｔｅｒｒｅｓ
ｔｒｉａｌ Ｒａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ （Ｅ‐ＵＴＲＡ）　ａｎｄ　Ｅｖｏｌｖｅｄ Ｕｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ Ｒａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（
Ｅ‐ＵＴＲＡＮ）；　Ｏｖｅｒａｌｌ　ｄｅｓｃｒｉｐｔｉｏｎ；　Ｓｔａｇｅ　２
【非特許文献２】ＴＳ３６.４０１　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ（ＧＰＲＳ）　ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉ
ｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（
Ｅ‐ＵＴＲＡＮ）　ａｃｃｅｓｓ
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、従来のＥ-ＵＴＲＡＮ方式の移動通信システムでは、交換局ＭＭＥと無
線基地局ＨｅＮＢとの間にゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷを設けることができるように
構成されている。
【００１０】
　かかるゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷが設けられている場合、図１２に示すように、
交換局ＭＭＥは、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに収容されている各無線基地局ＨｅＮ
ＢのｅＮＢ-ＩＤ及びＣＳＧ-ＩＤの組み合わせを把握することができないため、ステップ
Ｓ２００４において、上述の移動局ＵＥに対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅ
ｃｋ」を行うことができないという問題点があった。
【００１１】
　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、複数の無線基地局を収容
するゲートウェイ装置が設けられている場合であっても、移動局ＵＥに対する「Ａｃｃｅ
ｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行うことができる移動通信方法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】
【００１２】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、交換局が、移動局のアクセス可能な無
線基地局グループ識別情報を規定するアクセス情報を管理する工程と、前記交換局が、第
２無線基地局を収容するゲートウェイ装置から、該第２無線基地局の識別情報及び無線基
地局グループ識別情報の組み合わせを取得する工程と、第１無線基地局が、前記移動局の
該第１無線基地局配下のセルから前記第２無線基地局配下のセルへのハンドオーバを行う
ことを決定した場合に、前記交換局に対して、該移動局の識別情報及び該第２無線基地局
の識別情報を含むハンドオーバ要求信号を送信する工程と、前記交換局が、前記ハンドオ
ーバ要求信号に含まれる前記移動局の識別情報及び前記第２無線基地局の識別情報に基づ
いて、前記アクセス情報及び前記組み合わせを参照して、該移動局が該第２無線基地局に
対してアクセス可能であるか否かについて判定する工程とを有することを要旨とする。
【００１３】
　本発明の第２の特徴は、移動通信方法であって、交換局が、移動局のアクセス可能な無
線基地局グループ識別情報を規定するアクセス情報を管理する工程と、第１無線基地局が
、前記移動局の該第１無線基地局配下のセルからゲートウェイ装置に収容されている第２
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無線基地局配下のセルへのハンドオーバを行うことを決定した場合に、前記交換局に対し
て、該移動局の識別情報と該第２無線基地局の識別情報及び無線基地局グループ識別情報
の組み合わせとを含むハンドオーバ要求信号を送信する工程と、前記交換局が、前記ハン
ドオーバ要求信号に含まれる前記移動局の識別情報及び前記第２無線基地局の無線基地局
グループ識別情報に基づいて、前記アクセス情報を参照して、前記移動局が該第２無線基
地局に対してアクセス可能であるか否かについて判定する工程とを有することを要旨とす
る。
【００１４】
　本発明の第３の特徴は、移動通信方法であって、交換局が、移動局のアクセス可能な無
線基地局グループ識別情報を規定するアクセス情報を管理する工程と、第１無線基地局が
、前記移動局の該第１無線基地局配下のセルからゲートウェイ装置に収容されている第２
無線基地局配下のセルへのハンドオーバを行うことを決定した場合に、前記交換局に対し
て、該移動局の識別情報及び第２無線基地局の識別情報を含むハンドオーバ要求信号を送
信する工程と、前記交換局が、前記ゲートウェイ装置を介して前記第２無線基地局に対し
て、ハンドオーバ要求信号を送信する工程と、前記第２無線基地局が、前記ハンドオーバ
要求信号に応じて、前記ゲートウェイ装置を介して前記交換局に対して、該第２無線基地
局の無線基地局グループ識別情報を通知する工程と、前記交換局が、前記ハンドオーバ要
求信号に含まれる前記移動局の識別情報及び通知された前記第２無線基地局の無線基地局
グループ識別情報に基づいて、前記アクセス情報を参照して、該移動局が該第２無線基地
局に対してアクセス可能であるか否かについて判定する工程とを有することを要旨とする
。
【００１５】
　本発明の第４の特徴は、移動通信方法であって、交換局が、移動局のアクセス可能な無
線基地局グループ識別情報を規定するアクセス情報を、第１無線基地局に対して通知する
工程と、前記第１無線基地局が、前記移動局の該第１無線基地局配下のセルからゲートウ
ェイ装置に収容されている第２無線基地局配下のセルへのハンドオーバを行うことを決定
した場合に、前記アクセス情報を参照して、該移動局が該第２無線基地局に対してアクセ
ス可能であるか否かについて判定する工程とを有することを要旨とする。
【００１６】
　本発明の第５の特徴は、移動通信方法であって、第１無線基地局が、移動局の該第１無
線基地局配下のセルからゲートウェイ装置に収容されている第２無線基地局配下のセルへ
のハンドオーバを行うことを決定した場合に、交換局に対して、該移動局の識別情報を含
むハンドオーバ要求信号を送信する工程と、前記交換局が、前記ゲートウェイ装置を介し
て前記第２無線基地局に対して、前記移動局のアクセス可能な無線基地局グループ識別情
報を規定するアクセス情報及び該移動局の識別情報を含むハンドオーバ要求信号を送信す
る工程と、前記第２無線基地局が、前記ハンドオーバ要求信号に含まれる前記移動局の識
別情報及び管理している該第２無線基地局の無線基地局グループ識別情報に基づいて、該
ハンドオーバ要求信号に含まれる前記アクセス情報を参照して、前記移動局が該第２無線
基地局に対してアクセス可能であるか否かについて判定する工程とを有することを要旨と
する。
【００１７】
　本発明の第６の特徴は、移動通信方法であって、ゲートウェイ装置が、該ゲートウェイ
装置に収容されている第２無線基地局から、該第２無線基地局の識別情報及び無線基地局
グループ識別情報の組み合わせを取得し、交換局から、移動局のアクセス可能な無線基地
局グループ識別情報を規定するアクセス情報を取得する工程と、第１無線基地局が、前記
移動局の該第１無線基地局配下のセルから前記第２無線基地局配下のセルへのハンドオー
バを行うことを決定した場合に、前記交換局に対して、該移動局の識別情報及び該第２無
線基地局の識別情報を含むハンドオーバ要求信号を送信する工程と、前記交換局が、前記
ゲートウェイ装置に対して、前記移動局の識別情報及び該第２無線基地局の識別情報を含
むハンドオーバ要求信号を送信する工程と、前記ゲートウェイ装置が、前記ハンドオーバ
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要求信号に含まれる前記移動局の識別情報及び前記第２無線基地局の識別情報に基づいて
、前記アクセス情報及び前記組み合わせを参照して、該移動局が該第２無線基地局に対し
てアクセス可能であるか否かについて判定する工程とを有することを要旨とする。
【００１８】
　本発明の第７の特徴は、移動通信方法であって、第１無線基地局が、移動局の該第１無
線基地局配下のセルからゲートウェイ装置に収容されている第２無線基地局配下のセルへ
のハンドオーバを行うことを決定した場合に、該第２無線基地局のアクセスモードに基づ
いて、該移動局が該第２無線基地局に対してアクセス可能であるか否かについて判定する
べきか否かについて決定する工程を有することを要旨とする。
【発明の効果】
【００１９】
　以上説明したように、本発明によれば、複数の無線基地局を収容するゲートウェイ装置
が設けられている場合であっても、移動局ＵＥに対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　
Ｃｈｅｃｋ」を行うことができる移動通信方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【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動作を説明するための図であ
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機能ブロック図である。
【図３】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説明するための図であ
る。
【図４】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説明するための図であ
る。
【図５】本発明の第４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】本発明の第４の実施形態に係る移動通信システムの機能ブロック図である。
【図７】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説明するための図であ
る。
【図８】本発明の第５の実施形態に係る移動通信システムの機能ブロック図である。
【図９】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説明するための図であ
る。
【図１０】本発明の第５の実施形態に係る移動通信システムの機能ブロック図である。
【図１１】従来の移動通信システムの動作を説明するための図である。
【図１２】従来の移動通信システムの動作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】
【００２１】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１及び図２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について説
明する。
【００２２】
　本実施形態に係る移動通信システムは、Ｅ-ＵＴＲＡＮ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、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷと、無線基地
局ｅＮＢと、無線基地局ＨｅＮＢとを具備している。
【００２３】
　図１を参照して、本実施形態に係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に、か
かる移動局ＵＥに対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行う動作につい
て説明する。
【００２４】
　なお、本実施形態に係る移動通信システムでは、ハンドオーバに係る信号（Ｈａｎｄｏ
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ｖｅｒ　Ｓｉｇｎａｌｉｎｇ）は、交換局ＭＭＥにて終端されるように構成されている。
【００２５】
　図１に示すように、無線基地局ｅＮＢ配下のセルに在圏している移動局ＵＥは、無線基
地局ｅＮＢに対して、ＰＣＩのみを含む「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ（ステ
ップＳ１０１Ａ）」、或いは、ＰＣＩ及びＥ-ＣＧＩを含む「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　
Ｒｅｐｏｒｔ（ステップＳ１０１Ｂ）」を送信する。
【００２６】
　無線基地局ｅＮＢは、受信した「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」に基づいて
、移動局ＵＥの無線基地局ｅＮＢ配下のセルから無線基地局ＨｅＮＢ２配下のセルへのハ
ンドオーバを行うことを決定すると、かかる「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」
含まれるＰＣＩ（ステップＳ１０２Ａ）或いはＥ-ＣＧＩ（ステップＳ１０２Ｂ）に基づ
いて、ハンドオーバ先の無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ「ｙｙｙ.００１」を決定し
、ステップＳ１０３において、移動局ＵＥの識別情報及び無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ
-ＩＤ「ｙｙｙ.００１」を含む「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」を、交換局ＭＭＥに対して送
信する。
【００２７】
　ここで、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、移動局ＵＥの識別情報は、「Ｔ
ＭＳＩ：Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ
」や「ｅＮＢ　ＵＥ　Ｓ１ＡＰ　ＩＤ」や「ＭＭＥ　ＵＥ　Ｓ１ＡＰ　ＩＤ」であっても
よい。
【００２８】
　ステップＳ１０４において、交換局ＭＭＥは、無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ及
びＣＳＧ-ＩＤの組み合わせ（エントリ）を含む「ｅＮＢ-ＩＤ←→ＣＳＧ-ＩＤテーブル
」を参照して、受信した「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」に含まれる無線基地局ＨｅＮＢ２の
ｅＮＢ-ＩＤ「ｙｙｙ.００１」に対応するＣＳＧ-ＩＤ「＃３１」を抽出し、受信した「
ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」に含まれる移動局ＵＥの識別情報によって特定される移動局Ｕ
Ｅ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」内にＣＳＧ-ＩＤ「＃３
１」が含まれているか否かについてチェックすることによって、移動局ＵＥに対する「Ａ
ｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行う。
【００２９】
　なお、交換局ＭＭＥは、無線基地局ＨｅＮＢ２収容するゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-Ｇ
Ｗとの間でＳ１コネクションを確立する際に、無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ及び
ＣＳＧ-ＩＤの組み合わせを含む「ｅＮＢ-ＩＤ←→ＣＳＧ-ＩＤテーブル」を取得するよ
うに構成されている。
【００３０】
　図２に示すように、本実施形態に係る移動通信システムにおいて、無線基地局ＨｅＮＢ
２は、管理部１１と、報告部１２とを具備し、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、受信
部２１と、管理部２２と、報告部２３とを具備し、交換局ＭＭＥは、受信部３１と、管理
部３２と、判定部３３とを具備している。
【００３１】
　無線基地局ＨｅＮＢ２の管理部１１は、無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ「ｙｙｙ.
００１」及びＣＳＧ-ＩＤ「＃３１」を管理するように構成されている。
【００３２】
　無線基地局ＨｅＮＢ２の報告部１２は、所定タイミングで、例えば、ゲートウェイ装置
ＨｅＮＢ-ＧＷと無線基地局ＨｅＮＢ２との間でＳ１コネクションを確立する際に、ゲー
トウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに対して、無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ「ｙｙｙ.０
０１」及びＣＳＧ-ＩＤ「＃３１」を報告するように構成されている。
【００３３】
　ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷの受信部２１は、収容している無線基地局ＨｅＮＢ２
及びＨｅＮＢ３によって報告された無線基地局ＨｅＮＢ２及びＨｅＮＢ３のｅＮＢ-ＩＤ
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及びＣＳＧ-ＩＤを受信するように構成されている。
【００３４】
　ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷの管理部２２は、受信部２１によって受信された無線
基地局ＨｅＮＢ２及びＨｅＮＢ３のｅＮＢ-ＩＤ及びＣＳＧ-ＩＤを管理するように構成さ
れている。
【００３５】
　ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷの報告部２３は、所定タイミングで、例えば、例えば
、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷと交換局ＭＭＥとの間でＳ１コネクションを確立する
際に、収容している無線基地局ＨｅＮＢ２及びＨｅＮＢ３のｅＮＢ-ＩＤ及びＣＳＧ-ＩＤ
を報告するように構成されている。
【００３６】
　交換局ＭＭＥの受信部３１は、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷによって報告された無
線基地局ＨｅＮＢ２及びＨｅＮＢ３のｅＮＢ-ＩＤ及びＣＳＧ-ＩＤを受信するように構成
されている。
【００３７】
　交換局ＭＭＥの管理部３２は、受信部３１によって受信された無線基地局ＨｅＮＢ１乃
至ＨｅＮＢ３のｅＮＢ-ＩＤ及びＣＳＧ-ＩＤを含む「ｅＮＢ-ＩＤ←→ＣＳＧ-ＩＤテーブ
ル」を管理するように構成されている。
【００３８】
　また、交換局ＭＭＥの管理部３２は、各移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒ
ｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を管理するように構成されている。ここで、「ＵＥ　ＣＳＧ　
Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」は、移動局ＵＥのアクセス可能なＣＳＧ-ＩＤ（
無線基地局グループ識別情報）やアクセス可能な時間等を規定するアクセス情報である。
【００３９】
　交換局ＭＭＥの判定部３３は、無線基地局ｅＮＢによって送信された「ＨＯ　Ｒｅｑｕ
ｉｒｅｄ」に含まれる移動局ＵＥの識別情報及び無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤに
基づいて、移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」及び
「ｅＮＢ-ＩＤ←→ＣＳＧ-ＩＤテーブル」を参照して、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ
２に対してアクセス可能であるか否かについて判定することによって、移動局ＵＥに対す
る「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行うように構成されている。
【００４０】
　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、交換局ＭＭＥが、ゲートウ
ェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷから報告された無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ及びＣＳＧ-
ＩＤの組み合わせを利用することができるので、移動局ＵＥが、ゲートウェイ装置ＨｅＮ
Ｂ-ＧＷに収容されている無線基地局ＨｅＮＢ２配下のセルへハンドオーバする場合であ
っても、かかる移動局ＵＥに対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行う
ことができる。
【００４１】
（変更例１）
　図３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。
【００４２】
　ここで、図３を参照して、本変更例１に係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
際に、かかる移動局ＵＥに対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行う動
作について説明する。
【００４３】
　図３に示すように、無線基地局ｅＮＢ配下のセルに在圏している移動局ＵＥは、無線基
地局ｅＮＢに対して、ステップＳ２０１において、ＰＣＩとＥ-ＣＧＩとＣＳＧ-ＩＤとを
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含む「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」を送信する。
【００４４】
　無線基地局ｅＮＢは、受信した「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」に基づいて
、移動局ＵＥの無線基地局ｅＮＢ配下のセルから無線基地局ＨｅＮＢ２配下のセルへのハ
ンドオーバを行うことを決定すると、かかる「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」
含まれるＥ-ＣＧＩに基づいて、ハンドオーバ先の無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ「
ｙｙｙ.００１」を決定し、ステップＳ２０３において、移動局ＵＥの識別情報と無線基
地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ「ｙｙｙ.００１」及びＣＳＧ-ＩＤ「＃３１」の組み合わ
せとを含む「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」を、交換局ＭＭＥに対して送信する。
【００４５】
　ステップＳ２０４において、交換局ＭＭＥは、受信した「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」に
含まれる無線基地局ＨｅＮＢ２のＣＳＧ-ＩＤ「＃３１」が、受信した「ＨＯ　Ｒｅｑｕ
ｉｒｅｄ」に含まれる移動局ＵＥの識別情報によって特定される移動局ＵＥ用の「ＵＥ　
ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」内に含まれているか否かについてチェッ
クすることによって、受信した「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」に含まれる移動局ＵＥの識別
情報によって特定される移動局ＵＥに対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ
」を行う。
【００４６】
　ここで、本変更例１に係る移動通信システムでは、移動局ＵＥを信用することができる
ことを前提としており、移動局ＵＥによって送信されたＰＣＩとＥ-ＣＧＩとＣＳＧ-ＩＤ
とは正しい情報であるものとする。
【００４７】
　本変更例１に係る移動通信システムでは、図２に示す交換局ＭＭＥの判定部３３は、無
線基地局ｅＮＢによって送信された「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」に含まれる移動局ＵＥの
識別情報及び無線基地局ＨｅＮＢ２のＣＳＧ-ＩＤに基づいて、移動局ＵＥ用の「ＵＥ　
ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を参照して、移動局ＵＥが無線基地局Ｈ
ｅＮＢに対してアクセス可能であるか否かについて判定することによって、移動局ＵＥに
対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行うように構成されている。
【００４８】
　なお、本変更例１に係る移動通信システムでは、交換局ＭＭＥの受信部３１は、ゲート
ウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷから、無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ及びＣＳＧ-ＩＤの
組み合わせを取得する必要はない。
【００４９】
　本変更例１に係る移動通信システムによれば、交換局ＭＭＥが、移動局ＵＥによって報
告された無線基地局ＨｅＮＢ２のＣＳＧ-ＩＤを利用することによって、ゲートウェイ装
置ＨｅＮＢ-ＧＷが設けられている場合であっても、「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃ
ｈｅｃｋ」を行うことができる。
【００５０】
（変更例２）
　図４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。
【００５１】
　ここで、図４を参照して、本変更例２に係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
際に、かかる移動局ＵＥに対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行う動
作について説明する。
【００５２】
　図４に示すように、無線基地局ｅＮＢ配下のセルに在圏している移動局ＵＥは、無線基
地局ｅＮＢに対して、ＰＣＩのみを含む「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ（ステ
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ップＳ３０１Ａ）」、或いは、ＰＣＩ及びＥ-ＣＧＩを含む「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　
Ｒｅｐｏｒｔ（ステップＳ３０１Ｂ）」を送信する。
【００５３】
　無線基地局ｅＮＢは、受信した「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」に基づいて
、移動局ＵＥの無線基地局ｅＮＢ配下のセルから無線基地局ＨｅＮＢ２配下のセルへのハ
ンドオーバを行うことを決定すると、かかる「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」
含まれるＰＣＩ（ステップＳ３０２Ａ）或いはＥ-ＣＧＩ（ステップＳ３０２Ｂ）に基づ
いて、ハンドオーバ先の無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ「ｙｙｙ.００１」を決定し
、ステップＳ３０３において、移動局ＵＥの識別情報及び無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ
-ＩＤ「ｙｙｙ.００１」を含む「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」を、交換局ＭＭＥに対して送
信する。
【００５４】
　ステップＳ３０４において、交換局ＭＭＥは、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷを介し
て無線基地局ＨｅＮＢ２に対して、「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００５５】
　ステップＳ３０５において、無線基地局ＨｅＮＢ２は、「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応
じて、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷを介して交換局ＭＭＥに対して、無線基地局Ｈｅ
ＮＢ２のＣＳＧ-ＩＤ「＃３１」を含む「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ＡＣＫ」を送信する。
【００５６】
　ステップＳ３０６において、交換局ＭＭＥは、受信した「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」に
含まれる移動局ＵＥの識別情報によって特定される移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕ
ｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」内に、「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ＡＣＫ」に含まれる
ＣＳＧ-ＩＤ「＃３１」が含まれているか否かについてチェックすることによって、移動
局ＵＥに対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行う。
【００５７】
　本変更例２に係る移動通信システムでは、図２に示す交換局ＭＭＥの判定部３３は、無
線基地局ｅＮＢによって送信された「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」に含まれる移動局ＵＥの
識別情報及び無線基地局ＨｅＮＢ２によって送信された「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　ＡＣＫ
」に含まれる無線基地局ＨｅＮＢ２のＣＳＧ-ＩＤに基づいて、移動局ＵＥ用の「ＵＥ　
ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を参照して、移動局ＵＥが無線基地局Ｈ
ｅＮＢに対してアクセス可能であるか否かについて判定することによって、移動局ＵＥに
対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行うように構成されている。
【００５８】
　なお、本変更例２に係る移動通信システムでは、交換局ＭＭＥの受信部３１は、ゲート
ウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷから、無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ及びＣＳＧ-ＩＤの
組み合わせを取得する必要はない。
【００５９】
　本変更例２に係る移動通信システムによれば、交換局ＭＭＥが、無線基地局ＨｅＮＢ２
によって報告された無線基地局ＨｅＮＢ２のＣＳＧ-ＩＤを利用することによって、ゲー
トウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷが設けられている場合であっても、「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌ
ｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行うことができる。
【００６０】
（変更例３）
　図５及び図６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、本変更例３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。
【００６１】
　ここで、図５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
、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
際に、かかる移動局ＵＥに対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行う動
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作について説明する。
【００６２】
　図５に示すように、ステップＳ４００において、交換局ＭＭＥは、無線基地局ｅＮＢに
対して、移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を報告
する。
【００６３】
　無線基地局ｅＮＢ配下のセルに在圏している移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢに対して
、ステップＳ４０１において、ＰＣＩとＥ-ＣＧＩとＣＳＧ-ＩＤとを含む「Ｍｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」を送信する。
【００６４】
　無線基地局ｅＮＢは、受信した「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」に基づいて
、移動局ＵＥの無線基地局ｅＮＢ配下のセルから無線基地局ＨｅＮＢ２配下のセルへのハ
ンドオーバを行うことを決定すると、かかる「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」
含まれるＣＳＧ-ＩＤが、移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　
ｉｎｆｏ」内に含まれているか否かについてチェックすることによって、移動局ＵＥに対
する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行う。
【００６５】
　かかる「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」が「ＯＫ」である場合に、無線基
地局ｅＮＢは、受信した「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」に含まれるＥ-ＣＧ
Ｉに基づいて、ハンドオーバ先の無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ「ｙｙｙ.００１」
を決定し、移動局ＵＥの識別情報及び無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ「ｙｙｙ.００
１」を含む「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」を、交換局ＭＭＥに対して送信する。
【００６６】
　ここで、本変更例３に係る移動通信システムでは、移動局ＵＥを信用することができる
ことを前提としており、移動局ＵＥによって送信されたＰＣＩとＥ-ＣＧＩとＣＳＧ-ＩＤ
とは正しい情報であるものとする。
【００６７】
　図５に示すように、本変更例３に係る移動通信システムでは、交換局ＭＭＥは、管理部
３２と、報告部３４とを具備しており、無線基地局ｅＮＢは、受信部４１と、管理部４２
と、判定部４３とを具備している。
【００６８】
　交換局ＭＭＥの管理部３２は、各移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔ
ｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を管理するように構成されている。
【００６９】
　交換局ＭＭＥの報告部３３は、所定タイミングで、例えば、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎ
ｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ手順」や「Ｅ-ＲＡＢ　Ｓｅｔｕｐ手順」や「Ｅ-ＲＡＢ　Ｍｏｄｉ
ｆｙ手順」や「ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ手順」等において、無
線基地局ｅＮＢに対して、移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　
ｉｎｆｏ」を報告するように構成されている。
【００７０】
　無線基地局ｅＮＢの受信部４１は、交換局ＭＭＥによって報告された移動局ＵＥ用の「
ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を受信するように構成されている
。
【００７１】
　無線基地局ｅＮＢの管理部４２は、受信部４１によって受信された移動局ＵＥ用の「Ｕ
Ｅ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を管理するように構成されている。
【００７２】
　無線基地局ｅＮＢの判定部４３は、移動局ＵＥの無線基地局ｅＮＢ配下のセルから無線
基地局ＨｅＮＢ２配下のセルへのハンドオーバを行うことを決定した場合に、移動局ＵＥ
用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を参照して、移動局ＵＥが
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無線基地局ＨｅＮＢ２に対してアクセス可能であるか否かについて判定することによって
、移動局ＵＥに対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行うように構成さ
れている。
【００７３】
　本変更例３に係る移動通信システムによれば、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥによっ
て報告された無線基地局ＨｅＮＢ２のＣＳＧ-ＩＤ及び交換局ＭＭＥによって報告された
移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を利用すること
によって、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷが設けられている場合であっても、移動局Ｕ
Ｅに対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行うことができる。
【００７４】
（変更例４）
　図７及び図８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、本変更例４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。
【００７５】
　ここで、図７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
、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
際に、かかる移動局ＵＥに対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行う動
作について説明する。
【００７６】
　図７に示すように、無線基地局ｅＮＢ配下のセルに在圏している移動局ＵＥは、無線基
地局ｅＮＢに対して、ＰＣＩのみを含む「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ（ステ
ップＳ５０１）」、或いは、ＰＣＩ及びＥ-ＣＧＩを含む「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒ
ｅｐｏｒｔ」を送信する。
【００７７】
　無線基地局ｅＮＢは、受信した「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」に基づいて
、移動局ＵＥの無線基地局ｅＮＢ配下のセルから無線基地局ＨｅＮＢ２配下のセルへのハ
ンドオーバを行うことを決定すると、かかる「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」
含まれるＰＣＩ（ステップＳ５０２）或いはＥ-ＣＧＩに基づいて、ハンドオーバ先の無
線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ「ｙｙｙ.００１」を決定し、ステップＳ５０３におい
て、移動局ＵＥの識別情報及び無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ「ｙｙｙ.００１」を
含む「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」を、交換局ＭＭＥに対して送信する。
【００７８】
　ステップＳ５０４において、交換局ＭＭＥは、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷを介し
て無線基地局ＨｅＮＢ２に対して、移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔ
ｉｏｎ　ｉｎｆｏ」及び移動局ＵＥの識別情報を含む「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信す
る。
【００７９】
　ステップＳ５０５において、無線基地局ＨｅＮＢ２は、受信した「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ」に含まれる移動局ＵＥの識別情報によって特定される移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ
　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」内に、管理している無線基地局ＨｅＮＢ２のＣ
ＳＧ-ＩＤ「＃３１」が含まれているか否かについてチェックすることによって、移動局
ＵＥに対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行う。
【００８０】
　図８に示すように、本変更例３に係る移動通信システムでは、無線基地局ＨｅＮＢ２は
、管理部１１と、判定部１３とを具備している。
【００８１】
　無線基地局ＨｅＮＢ２の判定部１３は、交換局ＭＭＥからゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-
ＧＷを介して受信した「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれる移動局ＵＥの識別情報及び管
理部１１によって管理されている無線基地局ＨｅＮＢ２のＣＳＧ-ＩＤに基づいて、かか
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る「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれる移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉ
ｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を参照して、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ２に対してアクセ
ス可能であるか否かについて判定することによって、移動局ＵＥに対する「Ａｃｃｅｓｓ
ｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行うように構成されている。
【００８２】
　本変更例４に係る移動通信システムによれば、無線基地局ＨｅＮＢ２が、交換局ＭＭＥ
によって報告された移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆ
ｏ」を利用することによって、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷが設けられている場合で
あっても、移動局ＵＥに対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行うこと
ができる。
【００８３】
（変更例５）
　図９及び図１０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、本変更例５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。
【００８４】
　ここで、図９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
、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
際に、かかる移動局ＵＥに対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行う動
作について説明する。
【００８５】
　図９に示すように、無線基地局ｅＮＢ配下のセルに在圏している移動局ＵＥは、無線基
地局ｅＮＢに対して、ＰＣＩのみを含む「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ（ステ
ップＳ６０１）」、或いは、ＰＣＩ及びＥ-ＣＧＩを含む「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒ
ｅｐｏｒｔ」を送信する。
【００８６】
　無線基地局ｅＮＢは、受信した「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」に基づいて
、移動局ＵＥの無線基地局ｅＮＢ配下のセルから無線基地局ＨｅＮＢ２配下のセルへのハ
ンドオーバを行うことを決定すると、かかる「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」
含まれるＰＣＩ（ステップＳ６０２）或いはＥ-ＣＧＩに基づいて、ハンドオーバ先の無
線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ「ｙｙｙ.００１」を決定し、ステップＳ６０３におい
て、移動局ＵＥの識別情報及び無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ「ｙｙｙ.００１」を
含む「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」を、交換局ＭＭＥに対して送信する。
【００８７】
　ステップＳ６０４において、交換局ＭＭＥは、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに対し
て、無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤを含む「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００８８】
　ステップＳ６０５において、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、「ｅＮＢ-ＩＤ←→Ｃ
ＳＧ-ＩＤテーブル」を参照して、「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれる無線基地局Ｈｅ
ＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ「ｙｙｙ.００１」に対応する無線基地局ＨｅＮＢ２のＣＳＧ-ＩＤ
「＃３１」を抽出し、「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれる移動局ＵＥの識別情報によっ
て特定される移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」内
に、無線基地局ＨｅＮＢ２のＣＳＧ-ＩＤ「＃３１」が含まれるか否かについてチェック
することによって、移動局ＵＥに対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を
行う。
【００８９】
　なお、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、交換局ＭＭＥから、「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ」を介して、移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」
を取得してもよいし、交換局ＭＭＥとの間のＳ１コネクションを設定する際に、移動局Ｕ
Ｅ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を取得してもよい。
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【００９０】
　図１０に示すように、本変更例５に係る移動通信システムでは、無線基地局ＨｅＮＢ２
は、管理部１１と、報告部１２とを具備しており、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、
受信部２１と、管理部２２と、判定部２４とを具備している。
【００９１】
　ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷの受信部２１は、所定タイミングで、交換局ＭＭＥか
ら移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を取得するよ
うに構成されている。
【００９２】
　また、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷの受信部２１は、収容している無線基地局Ｈｅ
ＮＢ２及びＨｅＮＢ３との間でＳ１コネクションを設定する際に、無線基地局ＨｅＮＢ２
及びＨｅＮＢ３のｅＮＢ-ＩＤ及びＣＳＧ-ＩＤを取得するように構成されている。
【００９３】
　ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷの管理部２２は、移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓ
ｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」や、収容している無線基地局ＨｅＮＢ２及びＨｅＮ
Ｂ３のｅＮＢ-ＩＤ及びＣＳＧ-ＩＤを含む「ｅＮＢ-ＩＤ←→ＣＳＧ-ＩＤテーブル」を管
理するように構成されている。
【００９４】
　ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷの判定部２３は、交換局ＭＭＥからの「ＨＯ　Ｒｅｑ
ｕｅｓｔ」に含まれる移動局ＵＥの識別情報及び無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤに
基づいて、「ｅＮＢ-ＩＤ←→ＣＳＧ-ＩＤテーブル」及び移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ
　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を参照して、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ
２に対してアクセス可能であるか否かについて判定することによって、移動局ＵＥに対す
る「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行うように構成されている。
【００９５】
　本変更例５に係る移動通信システムによれば、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷが、交
換局ＭＭＥによって報告された移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏ
ｎ　ｉｎｆｏ」及び収容している無線基地局ＨｅＮＢからの情報によって生成した「ｅＮ
Ｂ-ＩＤ←→ＣＳＧ-ＩＤテーブル」を利用することによって、移動局ＵＥに対する「Ａｃ
ｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行うことができる。
【００９６】
（変更例６）
　なお、上述の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」は、ＣＳＧ-Ｉ
Ｄごとにアクセス可能な移動局ＵＥの識別情報を示すリストの形態であってもよい。
【００９７】
　また、上述の説明では、移動局ＵＥが無線基地局ｅＮＢ配下のセルから無線基地局Ｈｅ
ＮＢ２配下のセルにハンドオーバする際の「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」
を行うケースを例に挙げて説明したが、本発明は、かかるケースに限定されるわけではな
く、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ２配下のセルから無線基地局ｅＮＢ配下のＣＳＧセ
ルにハンドオーバする際の「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行うケースや
、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ１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「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行うケースにも適
用可能である。
【００９８】
（変更例７）
　上述の第１の実施形態及び変更例１乃至６に係る移動通信システムにおいて、ハンドオ
ーバ元の無線基地局ｅＮＢは、ハンドオーバ先の無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルのアクセ
スモードを管理するように構成されていてもよい。
【００９９】
　ハンドオーバ元の無線基地局ｅＮＢは、ハンドオーバ先の無線基地局ＨｅＮＢ配下のセ
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ルのアクセスモードについて、「Ｃｌｏｓｅｄ」モード、「Ｈｙｂｒｉｄ」モード或いは
「Ｏｐｅｎ」モードのいずれかとして管理することができる。
【０１００】
　ここで、「Ｃｌｏｓｅｄ」モードは、対象のセルのＣＳＧに属する移動局ＵＥのみに対
して使用を許可するモードである。
【０１０１】
　「Ｈｙｂｒｉｄ」モードは、対象のセルのＣＳＧに属する移動局ＵＥに対しては高品質
の通信を許可し、それ以外の移動局ＵＥに対してはベストエフォート品質の通信を許可す
るモードである。
【０１０２】
　「Ｏｐｅｎ」モードは、マクロセルと同様に、全ての移動局ＵＥに対して使用を許可す
るモードである。
【０１０３】
　ここで、ハンドオーバ元の無線基地局ｅＮＢは、ハンドオーバ先の無線基地局ＨｅＮＢ
配下のセルのアクセスモードが「Ｃｌｏｓｅｄ」モード或いは「Ｈｙｂｒｉｄ」モードで
あるときは、ハンドオーバ対象の移動局ＵＥに対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃ
ｈｅｃｋ」を行うべきであると判定し、ハンドオーバ先の無線基地局ＨｅＮＢ配下のセル
のアクセスモードが「Ｏｐｅｎ」モードであるときは、ハンドオーバ対象の移動局ＵＥに
対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行う必要はないと判定するように
構成されていてもよい。
【０１０４】
　なお、ハンドオーバ元の無線基地局ｅＮＢは、かかる「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　
Ｃｈｅｃｋ」の要否について示すビットを、上述の「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」に含めて
、交換局ＭＭＥに送信するように構成されていてもよい。
【０１０５】
　ここで、ハンドオーバ元の無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥから送信された「Ｍｅａｓ
ｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」等に含まれるＰＣＩに基づいて、ハンドオーバ先の無線
基地局ＨｅＮＢ配下のセルのアクセスモードを判定するように構成されていてもよい。
【０１０６】
　かかる場合、「Ｃｌｏｓｅｄ」モードのＰＣＩの範囲、「Ｈｙｂｒｉｄ」モードのＰＣ
Ｉの範囲及び「Ｏｐｅｎ」モードのＰＣＩの範囲が、別々に規定されていてもよい。
【０１０７】
　ここで、交換局ＭＭＥやゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷや無線基地局ＨｅＮＢ等の「
Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行うように構成されているノードが、上述
の「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」の要否について示すビットに基づいて、
上述のハンドオーバ対象の移動局ＵＥに対する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃ
ｋ」を行うべきであるか否かについての判定を行うように構成されていてもよい。
【０１０８】
　或いは、交換局ＭＭＥやゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷや無線基地局ＨｅＮＢ等の「
Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行うように構成されているノードが、上述
の「ｅＮＢ-ＩＤ←→ＣＳＧ-ＩＤテーブル」等において、ハンドオーバ先の無線基地局Ｈ
ｅＮＢ配下のセルのアクセスモードを管理し、上述のハンドオーバ対象の移動局ＵＥに対
する「Ａｃｃｅｓｓｉｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行うべきであるか否かについての判
定を行うように構成されていてもよい。
【０１０９】
　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。
【０１１０】
　本実施形態の第１の特徴は、移動通信方法であって、交換局ＭＭＥが、移動局ＵＥのア
クセス可能なＣＳＧ-ＩＤ（無線基地局グループ識別情報）を規定する移動局ＵＥ用の「
ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ（アクセス情報）」を管理する工程
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と、交換局ＭＭＥが、無線基地局ＨｅＮＢ２（第２無線基地局）を収容するゲートウェイ
装置ＨｅＮＢ-ＧＷから、無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ（識別情報）及びＣＳＧ-
ＩＤの組み合わせ（エントリ）を含む「ｅＮＢ-ＩＤ←→ＣＳＧ-ＩＤテーブル」を取得す
る工程と、無線基地局ｅＮＢ（第１無線基地局）が、移動局ＵＥの無線基地局ｅＮＢ配下
のセルから無線基地局ＨｅＮＢ２配下のセルへのハンドオーバを行うことを決定した場合
に、交換局ＭＭＥに対して、移動局ＵＥの識別情報及び無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-
ＩＤを含む「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ（ハンドオーバ要求信号）」を送信する工程と、交
換局ＭＭＥが、「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」に含まれる移動局ＵＥの識別情報及び無線基
地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤに基づいて、移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃ
ｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」及び「ｅＮＢ-ＩＤ←→ＣＳＧ-ＩＤテーブル」を参照して、
移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ２に対してアクセス可能であるか否かについて判定する
工程とを有することを要旨とする。
【０１１１】
　本実施形態の第２の特徴（変更例１）は、移動通信方法であって、交換局ＭＭＥが、移
動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を管理する工程と
、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥの無線基地局ｅＮＢ配下のセルから無線基地局ＨｅＮ
Ｂ２配下のセルへのハンドオーバを行うことを決定した場合に、交換局ＭＭＥに対して、
移動局ＵＥの識別情報及び無線基地局ＨｅＮＢ２のＣＳＧ-ＩＤを含む「ＨＯ　Ｒｅｑｕ
ｉｒｅｄ」を送信する工程と、交換局ＭＭＥが、受信した「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」に
含まれる移動局ＵＥの識別情報及び無線基地局ＨｅＮＢ２のＣＳＧ-ＩＤに基づいて、移
動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を参照して、移動
局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢに対してアクセス可能であるか否かについて判定する工程と
を有することを要旨とする。
【０１１２】
　本実施形態の第３の特徴（変更例２）は、移動通信方法であって、交換局ＭＭＥが、移
動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を管理する工程と
、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥの無線基地局ｅＮＢ配下のセルから無線基地局ＨｅＮ
Ｂ２配下のセルへのハンドオーバを行うことを決定した場合に、交換局ＭＭＥに対して、
移動局ＵＥの識別情報及び無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤを含む「ＨＯ　Ｒｅｑｕ
ｉｒｅｄ」を送信する工程と、交換局ＭＭＥが、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷを介し
て無線基地局ＨｅＮＢ２に対して、「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（ハンドオーバ要求信号）」
を送信する工程と、無線基地局ＨｅＮＢ２が、受信した「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じ
て、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷを介して交換局ＭＭＥに対して、無線基地局ＨｅＮ
Ｂ２のＣＳＧ-ＩＤを通知する工程と、交換局ＭＭＥが、受信した「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ」に含まれる移動局ＵＥの識別情報及び通知された無線基地局ＨｅＮＢ２のＣＳＧ-Ｉ
Ｄに基づいて、移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」
を参照して、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ２に対してアクセス可能であるか否かにつ
いて判定する工程とを有することを要旨とする。
【０１１３】
　本実施形態の第４の特徴（変更例３）は、移動通信方法であって、交換局ＭＭＥが、移
動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を、無線基地局ｅ
ＮＢに対して通知する工程と、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥの無線基地局ｅＮＢ配下
のセルから無線基地局ＨｅＮＢ２配下のセルへのハンドオーバを行うことを決定した場合
に、移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を参照して
、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ２に対してアクセス可能であるか否かについて判定す
る工程とを有することを要旨とする。
【０１１４】
　本実施形態の第５の特徴（変更例４）は、移動通信方法であって、無線基地局ｅＮＢが
、移動局ＵＥの無線基地局ｅＮＢ配下のセルから無線基地局ＨｅＮＢ２配下のセルへのハ
ンドオーバを行うことを決定した場合に、交換局ＭＭＥに対して、移動局ＵＥの識別情報
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を含む「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する工程と、交換局ＭＭＥが、ゲートウェイ装置
ＨｅＮＢ-ＧＷを介して無線基地局ＨｅＮＢ２に対して、移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ
　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」及び移動局ＵＥの識別情報を含むハンドオーバ
要求信号「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する工程と、無線基地局ＨｅＮＢ２が、ハンド
オーバ要求信号「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれる移動局ＵＥの識別情報及び管理して
いる無線基地局ＨｅＮＢ２のＣＳＧ-ＩＤに基づいて、受信した「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
」に含まれる移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を
参照して、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ２に対してアクセス可能であるか否かについ
て判定する工程とを有することを要旨とする。
【０１１５】
　本実施形態の第６の特徴（変更例５）は、移動通信方法であって、ゲートウェイ装置Ｈ
ｅＮＢ-ＧＷが、無線基地局ＨｅＮＢ２から、無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤ及びＣ
ＳＧ-ＩＤの組み合わせを含む「ｅＮＢ-ＩＤ←→ＣＳＧ-ＩＤテーブル」を取得し、交換
局ＭＭＥから、移動局ＵＥ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」
を取得する工程と、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥの無線基地局ｅＮＢ配下のセルから
無線基地局ＨｅＮＢ２配下のセルへのハンドオーバを行うことを決定した場合に、交換局
ＭＭＥに対して、移動局ＵＥの識別情報及び無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤを含む
「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」を送信する工程と、交換局ＭＭＥが、ゲートウェイ装置Ｈｅ
ＮＢ-ＧＷに対して、移動局ＵＥの識別情報及び無線基地局ＨｅＮＢ２のｅＮＢ-ＩＤを含
む「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する工程と、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷが、受
信した「ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれる移動局ＵＥの識別情報及び無線基地局ＨｅＮ
Ｂ２のｅＮＢ-ＩＤに基づいて、「ｅＮＢ-ＩＤ←→ＣＳＧ-ＩＤテーブル」及び移動局Ｕ
Ｅ用の「ＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ　ｉｎｆｏ」を参照して、移動局ＵＥ
が無線基地局ＨｅＮＢ２に対してアクセス可能であるか否かについて判定する工程とを有
することを要旨とする。
【０１１６】
　本実施形態の第７の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥ
の無線基地局ｅＮＢ配下のセルからゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに収容されている無
線基地局ＨｅＮＢ２配下のセルへのハンドオーバを行うことを決定した場合に、無線基地
局ＨｅＮＢ２のアクセスモード（「Ｃｌｏｓｅｄ」モード、「Ｈｙｂｒｉｄ」モード或い
は「Ｏｐｅｎ」モード）に基づいて、移動局ＵＥが無線基地局ＨｅＮＢ２に対してアクセ
ス可能であるか否かについて判定するべきか否か（移動局ＵＥに対する「Ａｃｃｅｓｓｉ
ｂｉｌｉｔｙ　Ｃｈｅｃｋ」を行うか否か）について決定する工程を有することを要旨と
する。
【０１１７】
　なお、上述の無線基地局ｅＮＢ/ＨｅＮＢや移動局ＵＥやゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-Ｇ
Ｗや交換局ＭＭＥ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。
【０１１８】
　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。
【０１１９】
　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
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るＡＳＩＣは、無線基地局ｅＮＢ/ＨｅＮＢや移動局ＵＥやゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-Ｇ
Ｗや交換局ＭＭＥ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ｅＮＢ/ＨｅＮＢや移動局ＵＥやゲート
ウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷや交換局ＭＭＥ内に設けられていてもよい。
【０１２０】
　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】
【０１２１】
ｅＮＢ、ＨｅＮＢ…無線基地局
ＨｅＮＢ-ＧＷ…ゲートウェイ装置
ＭＭＥ…交換局
１１、２２、３２、４２…管理部
１２、２３、３４…報告部
１３、２４、３３、４３…判定部
２１、３１、４１…受信部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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