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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局によって実行される方法であって、Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信ネットワーク内のソース
基地局構成要素として動作する前記基地局と、ＧＥＲＡＮ通信ネットワーク内のターゲッ
ト基地局構成要素との間のハンドオーバを容易にする方法であって、
　ユーザ装置から、前記第ＧＥＲＡＮ通信ネットワーク内のセルの大域セル識別子と、前
記ＧＥＲＡＮ通信ネットワーク内の、前記ターゲット基地局構成要素に接続されている、
ターゲットゲートウェイ構成要素を識別するために使用されるルーティングエリアコード
（ＲＡＣ）を含む識別子とを受信し、
　前記Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信ネットワークにおいて、前記ターゲットゲートウェイ構成要素
を識別するために使用される前記ルーティングエリアコード（ＲＡＣ）を組み込むハンド
オーバ要求メッセージを生成し、及び
　前記ハンドオーバ要求メッセージを前記Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信ネットワークに送信するこ
とを含む方法。
【請求項２】
　基地局であって、Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信ネットワーク内のソース基地局構成要素として動
作するときの前記基地局から、ＧＥＲＡＮ通信ネットワーク内のターゲット基地局構成要
素へのハンドオーバを容易にするための基地局において、
　ユーザ装置から、前記ＧＥＲＡＮ通信ネットワーク内のセルの大域セル識別子と、前記
ＧＥＲＡＮ通信ネットワーク内の、前記ターゲット基地局構成要素に接続されている、タ
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ーゲットゲートウェイ構成要素を識別するために使用されるルーティングエリアコード（
ＲＡＣ）を含む識別子とを受信する手段と、
　前記Ｅ－ＵＴＲＡＮ通信ネットワークにおいて、前記ターゲットゲートウェイ構成要素
を識別するために使用される前記ルーティングエリアコード（ＲＡＣ）を組み込むハンド
オーバ要求メッセージを生成する手段と、
　前記ハンドオーバ要求メッセージを前記ＧＥＲＡＮ通信ネットワークに送信する手段と
、
を備える基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信ネットワーク、限定ではないが特に、３ＧＰＰ標準規格、又は３ＧＰＰ
標準規格と同等の規格若しくは３ＧＰＰ標準規格から派生した規格に従って動作するネッ
トワークにおける接続に関する。
【０００２】
　本出願は、２００８年３月２５日付けで出願された英国特許出願第０８０５４３６．３
号に基づくと共に、該特許出願からの優先権の利益を主張するものである。該特許出願の
開示は参照により本明細書に援用される。
【背景技術】
【０００３】
　通信システムの要件及び動作が変化したため、幾つかの異なるタイプの通信ネットワー
クが開発された。１つのタイプのネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセスネット
ワーク（ＵＴＲＡＮ）である。さらに、ＵＴＲＡＮに基づくが、柔軟性が向上し、構造が
単純化され、ユーザ及びサービスプロバイダのための他の利点を有する、進化型ＵＴＲＡ
ＮすなわちＥ－ＵＴＲＡＮが開発されている。ユーザ機器（ＵＥ）のうちの幾つかは、Ｕ
ＴＲＡＮネットワーク及びＥ－ＵＴＲＡＮネットワークの双方に接続することができる。
したがって、異なるネットワークタイプのネットワークが相互作用すれば望ましい。特に
、１つのネットワークタイプの構成要素が別のネットワークタイプの構成要素に対し、Ｕ
Ｅのハンドオーバを実施することができれば好都合である。
【発明の概要】
【０００４】
　一態様によれば、第１のネットワークタイプの第１の通信ネットワーク内のソース基地
局構成要素と、第２のネットワークタイプの第２の通信ネットワーク内のターゲット基地
局構成要素との間のユーザ装置のハンドオーバを容易にする方法であって、
　第２の通信ネットワーク内のターゲット基地局構成要素に接続されている少なくとも１
つのターゲットゲートウェイ構成要素の識別子を確定し、
　第１の通信ネットワークにおいて、少なくとも１つのターゲットゲートウェイ構成要素
のゲートウェイ識別子を組み込むハンドオーバ要求メッセージを生成し、及び
　ハンドオーバ要求メッセージを第２の通信ネットワークに送信する、
ことを含む、方法が提供される。
【０００５】
　したがって、第１のタイプのネットワークから第２のタイプのネットワークへのユーザ
装置のハンドオーバは、ソース基地局構成要素が、ゲートウェイ識別子を使用して、ター
ゲットゲートウェイ構成要素をアドレス指定することによって可能になる。
【０００６】
　さらなる態様によれば、第２のタイプの第２の通信ネットワーク内のゲートウェイ装置
を操作する方法であって、
　ソース基地局構成要素から第１のハンドオーバ要求メッセージを受信し、
　ハンドオーバ要求メッセージからセル識別子を抽出し、
　セル識別子に基づいてターゲット基地局構成要素の識別子を取得し、及び
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　第２のハンドオーバ要求メッセージを生成すると共に、該第２のハンドオーバ要求メッ
セージをターゲット基地局構成要素に転送する、
ことを含む、方法が提供される。
【０００７】
　この態様によって、好都合には、ソース基地局構成要素がターゲット基地局構成要素の
ための識別子を知る必要なく、ターゲットＳＧＳＮのようなターゲットネットワークのゲ
ートウェイ装置が、ソース基地局構成要素からターゲット基地局構成要素へのＵＥのハン
ドオーバを処理することが可能になる。
【０００８】
　さらなる態様によれば、第１の通信ネットワーク内のユーザ装置を操作する方法であっ
て、
　第１の通信ネットワークの基地局構成要素から、第２の通信ネットワーク内のセルに関
する情報の要求を受信し、
　第２の通信ネットワーク内のセルのセル識別子を取得し、
　第２の通信ネットワーク内のセルに関連付けられるゲートウェイ構成要素の識別子を取
得し、及び
　セル識別子及びゲートウェイ構成要素の識別子を第１の通信ネットワークの基地局構成
要素に送信する、
ことを含む、方法が提供される。
【０００９】
　本態様によって、ユーザ装置は、第１のタイプのネットワーク内の構成要素から第２の
タイプのネットワーク内の構成要素への該ユーザ装置のハンドオーバを可能にするのに必
要な情報を取得することが可能になる。
【００１０】
　さらなる態様によれば、第１の通信ネットワーク内のユーザ装置を操作する方法であっ
て、
　第１の通信ネットワークの第１の基地局構成要素から、第２の通信ネットワーク内のセ
ルに関する情報の要求を受信し、
　第２の通信ネットワーク内のセルのセル識別子を取得し、
　第２の通信ネットワーク内のセルに関連付けられる第２の基地局構成要素の識別子を取
得し、及び
　セル識別子及び第２の基地局構成要素の識別子を第１の通信ネットワークの第１の基地
局構成要素に送信する、
ことを含む、方法が提供される。
【００１１】
　したがって、本態様において、ユーザ装置は、第２のネットワークへの該ユーザ装置の
ハンドオーバを容易にするのに必要な情報の全てを取得することができる。特に、ユーザ
装置がハンドオーバされている第２の基地局構成要素の識別子を取得することができる。
【００１２】
　さらなる態様によれば、第１の通信ネットワーク内の第１の基地局構成要素を操作する
方法であって、
　第２の通信ネットワーク内のセルに関する情報の要求を、第１の通信ネットワーク内で
動作するユーザ装置に送信し、
　第２の通信ネットワーク内のセルのセル識別子を受信し、及び
　第２の通信ネットワーク内のセルに関連付けられる第２の基地局構成要素の識別子を取
得する、
ことを含む、方法が提供される。
【００１３】
　この態様によって、ＵＥにおいていかなる変更も追加のステップも行う必要なく、基地
局構成要素が、第２のネットワーク内の構成要素へのＵＥのハンドオーバに必要な情報を
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取得することが可能になる。
【００１４】
　通信ネットワークにおいて適用可能な種々の頭字語は、当然、当業者には既知であるが
、一般の読者の便宜を図るために用語集が添付される。当業者が効率的に理解できるよう
にするために、本発明をＥ－ＵＴＲＡＮシステム及びＵＴＲＡＮシステムとの関連で詳細
に説明するが、識別子システムの原理は、通信ネットワークにおいて、ｅＮｏｄｅＢのよ
うな基地局構成要素が、互いに、又はゲートウェイ装置のような他の装置と通信する他の
システム、たとえば３Ｇ、ＣＤＭＡ、又は他の無線システムに適用することができる。そ
れらのシステムは必要に応じて該システムの対応する構成要素が変更されている。本発明
の方法及びシステムは、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）又は他のローカル
エリアネットワーク（ＬＡＮ）若しくはワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）において実
現することもできる。
【００１５】
　本発明の態様が独立請求項において示される。該態様の好ましい特徴が従属請求項にお
いて示される。本発明は、開示される全ての方法に対して、対応する機器上で実行するた
めの対応するコンピュータプログラム又はコンピュータプログラム製品と、機器そのもの
（記載の方法を実行するためのゲートウェイノード及び基地局ノードを含む、ユーザ機器
、ノード、ネットワーク、又はその構成要素）と、その機器を構成及び更新する方法とを
提供する。１つの態様の特徴を、他の態様にも当てはめることができる。
【００１６】
　ここで、本明細書において記載されるシステム及び方法の例示的な実施形態を、添付の
図面を参照してより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワークの一部分の概略図である。
【図２】ＵＴＲＡＮネットワークの一部分の概略図である。
【図３】自動近隣関係（Automatic Neighbor Relation）プロセスを示す図である。
【図４】大域セルアイデンティティメッセージの概略図である。
【図５】一実施形態によるＲＡＴ間ハンドオーバを示す図である。
【図６】ロケーションエリアとＳＧＳＮサービス提供エリアとの間の関係を示す図である
。
【図７】Ｉｕ Ｆｌｅｘシナリオの概略図である。
【図８】図１に示す基地局のうちの１つの主要構成要素を示すブロック図である。
【図９】図１に示す移動電話のうちの１つの主要構成要素を示すブロック図である。
【図１０】図２に示すゲートウェイのうちの１つの主要構成要素を示すブロック図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下の説明は、本明細書において特許請求される方法及びシステムの複数の特定の例示
的な実施形態を示す。当業者には、特徴及び方法ステップの変形が提供され得ること、及
び説明される特徴のうちの多くは本発明に必須ではないことが明らかであろう。
【００１９】
　図１は、Ｅ－ＵＴＲＡＮプロトコルに従う移動（セルラ）通信システム１を概略的に示
しており、そのシステムでは、移動（又はセルラ）電話（ＭＴ）３－０、３－１、及び３
－２（ユーザ装置又はユーザ機器（ＵＥ）と呼ばれる場合がある）のユーザが、基地局５
－１、５－２、又は５－３（ｅノードＢ又はｅＮＢと呼ばれる場合がある）のうちの１つ
及び電話網７又はコアネットワーク（ＣＮ）を介して、他のユーザ（図示せず）と通信す
ることができる。電話網７は、ゲートウェイ構成要素９－１、９－２を含む複数の構成要
素（１つの例示的な実施形態ではＭＭＥ）を含む。各基地局５－１、５－２、５－３がい
ずれかのゲートウェイ９－１、９－２を介して電話網７に接続する場合があること、及び
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全ての基地局５－１、５－２、５－３が同じゲートウェイ９－１、９－２を介して接続す
る場合があることは当業者には理解されよう。同様に、各移動電話３はいずれかの基地局
５を介して電話網７に接続する場合があり、全ての移動電話３が同じ基地局５を介して接
続する場合がある。
【００２０】
　移動電話３が、たとえば、電源を入れることによって電話網７に入ると、移動電話３と
基地局５との間に、且つ基地局５とゲートウェイデバイス９との間に接続が確立される。
これにより、移動電話３と電話網７内の他の構成要素との間での通信が可能になる。
【００２１】
　また、移動電話３がソース基地局（たとえば基地局５－１）のセルからターゲット基地
局（たとえば基地局５－２）のセルに移動するとき、ソース基地局５及びターゲット基地
局５並びに移動電話３においてハンドオーバ手順（プロトコル）を実行し、ハンドオーバ
プロセスを制御する。ハンドオーバはソース基地局５とターゲット基地局５との間で接続
を確立することによって可能になる。ハンドオーバプロセスの一部として、移動電話３か
らの通信が電話網に送信されるときに介するゲートウェイ装置９－１、９－２を変更する
ことができる。代替的に、通信が送信されるときに通るゲートウェイ装置９－１、９－２
を同じままにしてもよいが、移動装置が接続される基地局５－１、５－２を変更してもよ
い。これらの転送は、基地局５とゲートウェイ９との間の接続を確立することによっても
可能になる。
【００２２】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮプロトコルネットワークは、ＵＴＲＡＮネットワークのＬＴＥすなわち
ロングタームエボリューションとも呼ばれる場合がある。
【００２３】
　図２は、ＵＴＲＡＮプロトコルに従う移動（セルラ）通信システム２を概略的に示して
おり、そのシステムでは、移動（又はセルラ）電話（ＭＴ）２１０－１、２１０－２、及
び２１０－３（ユーザ装置又はユーザ機器（ＵＥ）と呼ばれる場合がある）のユーザが、
基地局２１２－１、２１２－２、及び２１２－３（ノードＢ又はＮＢと呼ばれる場合があ
る）のうちの１つを介して他のユーザ（図示せず）と通信することができる。基地局の各
々は、ネットワーク制御装置２１４－１、２１４－２、又はＲＮＣ（無線ネットワーク制
御装置）に関連付けられ、そしてネットワーク制御装置２１４－１、２１４－２、又はＲ
ＮＣは、電話網２１８又はコアネットワーク（ＣＮ）に接続される。電話網２１８は、ゲ
ートウェイ構成要素２１６－１、２１６－２を含む複数の構成要素（一実施形態ではＳＧ
ＳＮ）を備える。
【００２４】
　ＵＴＲＡＮネットワークでは、ＵＥのハンドオーバは基地局間でも実施される場合があ
る。ＵＴＲＡＮネットワークにおける基地局間のＵＥのハンドオーバは、ネットワーク内
の制御装置間のハンドオーバ、及びネットワーク内のゲートウェイ構成要素間のハンドオ
ーバも伴う場合がある。
【００２５】
　ＵＴＲＡＮプロトコルネットワークは、ＵＭＴＳネットワーク（ユニバーサル移動通信
システムネットワーク）とも称される場合がある。
【００２６】
　通信ネットワークの各タイプは、無線アクセス技術（ＲＡＴ）と呼ばれる場合がある。
【００２７】
　当業者であれば、各タイプのネットワークが、より少ないネットワーク構成要素又はさ
らなるネットワーク構成要素を含む場合があり、図１及び図２はいかなる形においても限
定的であることを意図していないことを理解するであろう。
【００２８】
　ここで、図３を参照して、自動近隣関係（ＡＮＲ）機能の例示的な一実施形態を説明す
る。このプロセスによって、ＬＴＥネットワーク内のｅＮＢのような基地局が、近隣セル
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に関連する情報を知得することが可能になる。異なる複数のタイプのネットワークが重な
り合う状況では、ＡＮＲによって、ｅＮＢが、異なる複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ）
又は異なる複数の周波数を使用して近隣セルを探索することが可能になる。
【００２９】
　図３に示すように、ＬＴＥネットワーク内の第１の基地局３１０は、このプロセスを使
用して、エリア内に他の近隣の基地局、たとえば他のタイプのネットワークの一部である
基地局が存在するか否かを判断することができる。
【００３０】
　基地局３１０は、該基地局３１０に接続されているユーザ装置（ＵＥ）３１４に、近隣
報告要求メッセージ３１６を送信し、ＵＥ３１４が何らかの近隣基地局の存在を第１の基
地局３１０に報告することを要求する。
【００３１】
　ＵＥ３１４は、第１の基地局３１０に、第２の基地局３１２の存在を報告する近隣報告
応答メッセージ３１８を送信する。第２の基地局３１２は、異なるタイプのネットワーク
、この場合、ＵＴＲＡＮネットワークの一部である。応答メッセージ３１８は、第２の基
地局からの信号レベル、及び基地局３１２の物理層セルアイデンティティ（Ｐｈｙ－ＣＩ
Ｄ）のような、第２の基地局３１２に関連する情報を含む。
【００３２】
　次に、第１の基地局３１０は、前記ＵＥ３１４に大域セルアイデンティティ（大域ＣＩ
Ｄ）報告要求３２０を送信することによって、第２の基地局３１２に関するさらなる情報
を要求することができる。大域ＣＩＤ報告要求３２０は、近隣報告応答メッセージ３１８
内で供給されたＰｈｙ－ＣＩＤを使用して第２の基地局を識別する。
【００３３】
　ＵＥ３１４は、第２の基地局３１２から大域ＣＩＤ情報３２２を取得し、この情報を、
大域ＣＩＤ報告メッセージ３２４を使用して第１の基地局３１０に折り返し報告する。
【００３４】
　次に、第１の基地局３１０は、メモリ内に保持している自身の無線アクセス技術間（Ｒ
ＡＴ間）近隣関係リストを更新し、新たな近隣ノードの詳細を記憶する。
【００３５】
　ＵＥ３１４は、第２の基地局が時々ブロードキャストする大域ＣＩＤメッセージ４００
から、第２の基地局からの大域ＣＩＤ情報を取得する。大域ＣＩＤメッセージ４００の一
例を図４に示す。このメッセージは、セルに関連する、該セルを位置特定する情報を含む
。特に、セルの国を識別する移動体国コード（ＭＣＣ）４１０、該セルに関連付けられる
キャリア又は通信事業者を識別する移動体ネットワークコード（ＭＮＣ）４１２、及びネ
ットワーク内のセル群を識別するロケーションエリアコード（ＬＡＣ）４１４である。こ
の情報は、合わせてロケーションエリア識別情報（ＬＡＩ）４２０を形成する。大域ＣＩ
Ｄメッセージ４００は、セルアイデンティティ（ＣＩ）４１６をさらに含む。上記のよう
に、大域ＣＩＤ情報は各セルにおいてブロードキャストされる。
【００３６】
　Ｅ－ＵＴＲＡＮ又はＬＴＥネットワーク５２０内のソースｅＮＢ５１０が、ＵＴＲＡＮ
ネットワーク５２２内のノードＢ５２４及びＲＮＣ５１２への、ＵＥ５１６のハンドオー
バを実施する方法の具体的な例を、下記で図５を参照して示す。
【００３７】
　上記で示したように、Ｅ－ＵＴＲＡＮネットワーク５２０内のｅＮＢ５１０は、上述し
たＡＮＲ方法を使用して、ＵＥ５１６を介して、ＵＴＲＡＮネットワーク５２２内のセル
の存在を判断する。ｅＮＢ５１０は、ＵＴＲＡＮセルの大域ＣＩＤにおいて提供される情
報を取得し、記憶する。
【００３８】
　ソースｅＮＢ５１０がＵＴＲＡＮターゲットＲＮＣ５１２に対しＵＥ５１６をハンドオ
ーバするために、ｅＮＢ５１０は、ターゲットセルに関連付けられるＳＧＳＮ５１４をア
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ドレス指定する必要があり、下記でより詳細に説明する幾つかの実施形態では、ＳＧＳＮ
がターゲットＲＮＣをアドレス指定するための情報を提供しなくてはならない。しかしな
がら、大域ＣＩＤは、ソースｅＮＢ５１０がターゲットＳＧＳＮ５１４をアドレス指定す
ることを可能にするのに十分な情報を含んでいない。
【００３９】
　ターゲットＳＧＳＮ５１４をアドレス指定するために、ＭＭＣ及びＭＮＣ（合わせて公
衆陸上移動ネットワーク（ＰＬＭＮ）ＩＤを形成する）並びにＬＡＣが必要とされ、これ
らは大域ＣＩＤから取得することができる。しかしながら、ターゲットＳＧＳＮ５１４を
アドレス指定するために、ソースｅＮＢ５１０は、ターゲットＳＧＳＮ５１４に関連付け
られるルーティングエリアコード（ＲＡＣ）も必要とする。このさらなる情報が必要とさ
れるのは、１つのロケーションエリア（ＬＡＣによって識別される）が、図６に示すよう
に複数のＳＧＳＮサービスエリアをカバーする場合があるためである。
【００４０】
　図６は、複数のＳＧＳＮが単一のロケーションエリアにサービス提供する状況を示して
いる。たとえば、ＳＧＳＮ１ ６１０によってサービス提供されるＲＮＣ３ ６１４、及び
ＳＧＳＮ２ ６１２によってサービス提供されるＲＮＣ１ ６１６は同じロケーションエリ
ア、ＬＡ１ ６１８内にある。したがって、ＳＧＳＮ１ ６１０及びＳＧＳＮ２ ６１２は
共にＬＡ１内にあるため、ＬＡ１ ６１８を識別するＬＡＣは、ＳＧＳＮを一意に識別し
ない。しかしながら、ＲＡＣは、ＵＥによって取得される大域ＣＩＤには含まれない。
【００４１】
　したがって、例示的な本実施形態において、ＵＥ５１６は、ターゲットセルのＲＡＣを
取得すると共に、この情報を大域ＣＩＤと共にソースｅＮＢ５１０に報告するように構成
される。ＲＡＣを取得するために、ＵＥ５１６は、システム情報ブロック１（ＳＩＢ１）
内のコアネットワーク（ＣＮ）システム情報からＲＡＣを読み取る。ＳＩＢ１は、ターゲ
ットセルに関する情報を提供するために該ターゲットセルによってブロードキャストされ
る複数のシステム情報ブロックのうちの１つである。
【００４２】
　ＵＥ５１６は、好ましくは、ソースｅＮＢ５１０から「大域ＣＩＤ報告要求」メッセー
ジを受信すると、ＵＴＲＡＮセルによって周期的にブロードキャストされる情報から、大
域ＣＩＤ情報及びＲＡＣの双方を取得するように予めプログラミングされる。
【００４３】
　代替的な実施形態では、ソースｅＮＢ５１０は、大域ＣＩＤ報告要求メッセージにおい
て、又は別個のメッセージとしてのいずれかでＲＡＣを取得するようにＵＥ５１６に具体
的に要求してもよい。
【００４４】
　次に、ソースｅＮＢ５１０はＵＥ５１６によって取得されたＲＡＣを使用して、ターゲ
ットＳＧＳＮ５１４をアドレス指定することができ、それによって、ターゲットＳＧＳＮ
５１４への、ＵＥ５１６のハンドオーバが可能になる。ソースｅＮＢ５１０は、ターゲッ
トＳＧＳＮをアドレス指定するために、ＲＡＣに加えて、大域ＣＩＤからの情報、特にＬ
ＡＩも使用する必要があることに留意されたい。
【００４５】
　図７を参照すると、プールエリア内でＳＧＳＮとＲＮＣとの間の多対多の関係性が許容
されるＩｕ Ｆｌｅｘネットワークにおいて、単一のＲＮＣ７１０は、複数のＳＧＳＮ、
たとえばＳＧＳＮ７１２及び７１４によってサービス提供される場合がある。したがって
、ＲＡＣはもはや単一のＳＧＳＮを識別する必要がない。この実施形態では、好ましくは
、ＲＡＣは、プールエリア内のデフォルトＳＧＳＮ、たとえば図７のＳＧＳＮ７１２をア
ドレス指定すると想定される。
【００４６】
　現在提案されていないが、幾つかの実施態様では、ネットワーク資源識別子（ＮＲＩ）
を使用して、プールエリア内の特定のＳＧＳＮを一意に識別し得ることが可能である。
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【００４７】
　再び図５を参照すると、ソースｅＮＢ５１０がターゲットＳＧＳＮ５１４をアドレス指
定すると、現在のＵＭＴＳ仕様に従って、ターゲットＳＧＳＮ５１４はターゲットＲＮＣ
５１２をアドレス指定する。すなわち、ターゲットＳＧＳＮ５１４は、ソースシステムか
ら受信したＲＮＣ識別子に従って、リロケーション要求をターゲットＲＮＣ５１２に転送
する。しかしながら、ＲＡＴ間ハンドオーバの場合、ソースｅＮＢ５１０はターゲットＲ
ＮＣ５１２の識別子を知らない。
【００４８】
　例示的な一実施形態では、ターゲットＳＧＳＮ５１４内のルーティング情報を変更して
、ターゲットＳＧＳＮ５１４が大域ＣＩＤに基づいてターゲットＲＮＣ５１２をアドレス
指定することを可能にする。大域ＣＩＤは、ソースｅＮＢ５１０からターゲットＳＧＳＮ
５１４に送信される。ターゲットＳＧＳＮ５１４は、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ
）の構造、及び大域ＣＩＤとＲＮＣ識別子との間のマッピングを記憶するように構成され
る。このため、ターゲットＳＧＳＮ５１４は大域ＣＩＤに基づいてターゲットＲＮＣ５１
２をアドレス指定することができる。大域ＣＩＤとＲＮＣ識別子との間のマッピングは、
内部的に保存してもよく、又は、ＳＧＳＮが、ドメイン名サーバ（ＤＮＳ）のような外部
データベースに問い合わせて、ターゲットＲＮＣ識別子を取得してもよい。
【００４９】
　代替の例示的な一実施形態では、ターゲットセルのＲＮＣ識別子も大域ＣＩＤと合わせ
てブロードキャストされるように、ＵＴＲＡＮネットワークを変更することができる。そ
して、ＵＥ５１６は、セルが検出されると、ターゲットＲＮＣ５１２の識別子を大域ＣＩ
Ｄと共にソースｅＮＢ５１０に報告する。このため、ソースｅＮＢ５１０はターゲットＳ
ＧＳＮ５１４をアドレス指定すると共に、ハンドオーバ要求メッセージにおいて、ターゲ
ットＲＮＣ５１２の識別子を提供することができる。
【００５０】
　代替的に、ソースｅＮＢ５１０は、大域ＣＩＤを使用して探索テーブルに問い合わせる
ように構成されてもよい。そして、探索テーブルは、対応するＲＮＣ識別子を返す。次に
、これを上記で示したようにターゲットＳＧＳＮ５１４に送信する。
【００５１】
　好都合には、説明される本システム及び方法は、ＬＴＥネットワークのソースｅＮＢに
おいて予め構成する必要なく、ＬＴＥネットワークからＵＭＴＳネットワークへのハンド
オーバを可能にすることができる。
【００５２】
　図８は、図１に示すと共に、本発明の例示的な一実施形態において使用される基地局５
のうちの１つの主要構成要素を示すブロック図である。図示されるように、基地局５は、
１つ又は複数のアンテナ２３を介して移動電話３に対して信号を送受信するように動作可
能であると共に、ネットワークインタフェース２５を介して電話網７に対し信号を送受信
するように動作可能な送受信機回路２１を備える。送受信機回路２１の動作は、メモリ２
９内に記憶されるソフトウェアに従って、制御装置２７によって制御される。ソフトウェ
アは、中でも、オペレーティングシステム３１と、識別子管理モジュール３３と、ハンド
オーバモジュール３５とを備える。識別子管理モジュール３３は、ターゲットゲートウェ
イ構成要素の識別子及び基地局構成要素の識別子に関連する情報を要求すると共に、この
情報を記憶、処理、及び管理するように動作可能である。図３に示すように、ソフトウェ
アは、識別子情報に基づいてハンドオーバ要求を生成及び送信するためのハンドオーバモ
ジュール３５も備える。
【００５３】
　図９は、例示的な一実施形態による、図１に示す移動電話３のそれぞれの主要構成要素
を概略的に示すブロック図である。図示されるように、移動電話３は、１つ又は複数のア
ンテナ７３を介して基地局５に対して信号を送受信するように動作可能な送受信機回路７
１を備える。図示されるように、移動電話３は、移動電話３の動作を制御すると共に、送
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受信機回路７１、並びにスピーカ７７、マイクロフォン７９、ディスプレイ８１、及びキ
ーパッド８３に接続される制御装置７５も備える。制御装置７５は、メモリ８５内に記憶
されるソフトウェア命令に従って動作する。図示されるように、これらのソフトウェア命
令は、中でも、オペレーティングシステム８７及び識別子要求モジュール８９を含む。識
別子要求モジュール８９は、大域ＣＩＤ及びＲＡＣ識別子のような識別子を要求すると共
に、ネットワークにおける、基地局構成要素へのこの情報の送信を管理するように動作可
能である。
【００５４】
　図１０は、この例示的な実施形態において使用されるゲートウェイ構成要素９のそれぞ
れの主要構成要素を示すブロック図である。図示されるように、各ゲートウェイ９は、基
地局インタフェース４３を介して少なくとも制御装置２１４－１に対して信号を送受信す
るように動作可能であると共に、ネットワーインタフェース４５を介して電話網７のその
他の部分に対し信号を送受信するように動作可能な送受信機回路４１を備える。制御装置
４７は、メモリ４９内に記憶されるソフトウェアに従って送受信機回路４１の動作を制御
する。ソフトウェアは、中でも、オペレーティングシステム５１と、ターゲット基地局の
識別子を取得及び処理するための識別子管理モジュール５３と、ハンドオーバ要求を受信
及び処理するためのハンドオーバモジュール５５とを備える。
【００５５】
　上記の説明において、基地局５、ゲートウェイ９、及び移動電話３について、理解を容
易にするために、本明細書において説明される方法に従って動作するそれぞれの別個のモ
ジュールを有するものとして説明した。これらの特徴は、たとえば、本発明を実施するた
めに既存のシステムが変更された特定の用途の場合、このように提供され得るが、他の用
途、たとえば始めから本発明の特徴を念頭において設計されるシステムにおける用途の場
合、これらの特徴をオペレーティングシステム又はコード全体に組み込むことができ、上
記で説明したモジュールが別個のエンティティとして判別可能でない場合がある。
【００５６】
　したがって、上記で説明したシステム及び方法を使用してＵＥのＲＡＴ間ハンドオーバ
を達成することができる。
【００５７】
　本発明は、本発明の例示的な実施形態を参照して詳細に示され、説明されているが、こ
れらの実施形態に限定されない。当業者であれば、特許請求の範囲によって規定される本
発明の精神及び範囲から逸脱することなく、形式及び詳細において様々な変更を行うこと
ができることを理解するであろう。
【００５８】
３ＧＰＰ用語の用語集
　　ＬＴＥ － （ＵＴＲＡＮの）ロングタームエボリューション
　　ｅノードＢ － Ｅ－ＵＴＲＡＮノードＢ
　　ＡＧＷ － アクセスゲートウェイ
　　ＵＥ － ユーザ機器 － 移動通信デバイス
　　ＤＬ － ダウンリンク － 基地局から移動局へのリンク
　　ＵＬ － アップリンク － 移動局から基地局へのリンク
　　ＡＭ － 確認モード
　　ＵＭ － 非確認モード
　　ＭＭＥ － 移動管理エンティティ
　　ＵＰＥ － ユーザプレーンエンティティ
　　ＣＮ － コアネットワーク
　　ＨＯ － ハンドオーバ
　　ＲＡＮ － 無線アクセスネットワーク
　　ＲＡＮＡＰ － 無線アクセスネットワークアプリケーションプロトコル
　　ＲＬＣ － 無線リンク制御
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　　ＲＮＣ － 無線ネットワーク制御装置
　　ＲＲＣ － 無線資源制御
　　ＲＲＭ － 無線資源管理
　　ＳＤＵ － サービスデータユニット
　　ＳＲＮＣ － サービング無線ネットワーク制御装置
　　ＰＤＵ － プロトコルデータユニット
　　ＮＡＳ － 非アクセス層（Non Access Stratum）
　　ＲＯＨＣ － ロバストヘッダ圧縮
　　ＴＡ － 追跡エリア
　　Ｕプレーン又はＵＰ － ユーザプレーン
　　ＴＮＬ － トランスポートネットワーク層
　　Ｓ１インタフェース － アクセスゲートウェイとｅノードＢとの間のインタフェース
　　Ｘ２インタフェース － ２つのｅノードＢ間のインタフェース
　　ＭＭＥ／ＳＡＥゲートウェイ － ＭＭＥエンティティ及びＵＰＥエンティティの双方
を有するアクセスゲートウェイ
　　大域ＣＩＤ － 大域セルアイデンティティ
　　ＳＧＳＮ － サービングＧＰＲＳサポートノード
　　ＬＡＣ － ロケーションエリアコード
　　ＲＡＣ － ルーティングエリアコード
【００５９】
　以下は、現在提案されている３ＧＰＰ ＬＴＥ標準規格において本発明を実施すること
ができる方法の詳細な説明である。様々な特徴が、必須又は必要であるものとして説明さ
れるが、これは提案されている３ＧＰＰ ＬＴＥ標準規格にのみ、たとえば該標準規格に
よって課される他の要件に起因して当てはまる場合がある。したがって、これらの記述は
、本発明をいかなる形においても限定するものとして解釈されるべきではない。
【００６０】
題：ＲＡＴ間ＡＮＲの向上：ＵＴＲＡＮにおけるターゲットノードアドレス指定
１ 序論
　前回のＲＡＮ３会議において、ステージ２の仕様が、ＡＮＲ ＩＲＡＴ機能を含めるた
めに更新された。
【００６１】
　この提案はＬＴＥ－ＵＴＲＡＮのシナリオに焦点を当てている。特に、この寄稿は、Ｕ
ＴＲＡＮ内のターゲットノードにおいて該ターゲットノードのアドレス指定を可能にする
機能に必要な向上を提案する。
【００６２】
２ ＲＡＮ３の現在の状況
　下記は、ＡＮＲ ＩＲＴの概要であり、図３に示される：
　・ｅＮＢは、ターゲットＲＡＴ／周波数において近隣セルを探索するようにＵＥに命令
する
　・ＵＥは、ターゲットＲＡＴ／周波数において検出されたセルのＰｈｙ－ＣＩＤを報告
する。Ｐｈｙ－ＣＩＤは、ＵＴＲＡＮ ＦＤＤセルの場合、プライマリスクランブリング
コード（ＰＳＣ）によって定義され、ＵＴＲＡＮ ＴＤＤセルの場合、セルパラメータＩ
Ｄによって定義され、ＧＥＲＡＮセルの場合、ＢＳＩＣによって定義される
　・ｅＮＢは、ターゲットＲＡＴ／周波数において検出された近隣セルの大域ＣＩＤを読
み取るようにＵＥに命令する。これを達成する方法には検討の余地がある（FFS）
　・ＵＥは検出した大域ＣＩＤをサービングセルｅＮＢに報告する
　・ｅＮＢは自身のＲＡＴ間／周波数近隣関係リストを更新する。
【００６３】
２．１ 論考
　ＩＲＡＴ ＨＯの実行は、ターゲットノードのアドレス指定を伴う。この問題は２つの
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主要な問題に分割することができる：
　・ターゲットＳＧＳＮのアドレス指定
　・ターゲットＲＮＣのアドレス指定。
【００６４】
　ｅＮＢがターゲットシステムに関して知っている情報は、報告されたセルの大域セルＩ
Ｄのみである。
【００６５】
　［１］によれば、大域セルＩＤ又は大域セルの定義が、図４に示すように定義される。
【００６６】
　下記で説明するように、この情報は、ソースｅＮＢがＵＴＲＡＮ内のターゲットノード
をアドレス指定するのに十分でない。
【００６７】
２．１．１ ターゲットＳＧＳＮアドレス指定
　ターゲットＳＧＳＮをアドレス指定するために以下の情報が必要である。
　・ＰＬＭＮ ＩＤ（ＭＣＣ及びＭＮＣ）
　・ＬＡＣ
　・ＲＡＣ
【００６８】
　ＲＡＣが必要とされるのは、１つのロケーションエリアが複数のＳＧＳＮサービスエリ
アをカバーしている場合があるためである（下記を参照）。
【００６９】
　図６は、ロケーションエリア及びＳＧＳＮサービス提供エリアを示している。
　提案１：ＵＥが、ターゲットセルのＲＡＣをターゲット大域セルＩＤと合わせて報告す
る。ＵＥは、ＳＩＢ１内のＣＮシステム情報からＲＡＣを読み取る。
【００７０】
　Ｉｕ Ｆｌｅｘの場合、ターゲットＲＮＣはプールエリア内の全てのＳＧＳＮに接続さ
れる。すなわち、同じＲＡＣが複数のＳＧＳＮによってサービス提供される。この場合、
ターゲットＳＧＳＮは以下のようにアドレス指定される：
　・ターゲットＳＧＳＮを識別するために、ＰＬＭＮ ＩＤ、ＬＡＣ、及びＲＡＣと合わ
せて、ＮＲＩも必要である
　・ＮＲＩを使用してプールエリア内のＳＧＳＮを識別する。
【００７１】
　図７は可能なＩｕ Ｆｌｅｘシナリオを示している。
　提案２：プールエリア内のターゲットＳＧＳＮをアドレス指定するためにソースシステ
ムからＮＲＩを一切使用しない、すなわち常にデフォルトＳＧＳＮがアドレス指定される
。
【００７２】
２．１．２ ターゲットＲＮＣアドレス指定
　現在のＵＭＴＳ仕様によれば、ターゲットＳＧＳＮはターゲットＲＮＣをアドレス指定
する、たとえばソースシステムから受信したＲＮＣ ＩＤに従って、ターゲットＲＮＣに
対するリロケーション要求を転送する。
【００７３】
　ＩＲＡＴ ＡＮＲの場合、ソースｅＮＢはターゲットＲＮＣ ＩＤを知らない。ターゲッ
トＲＣＮのアドレス指定を可能にするために、以下の提案を挙げる：
　提案３：大域セルＩＤによってＲＮＣをアドレス指定することを可能にするために、Ｓ
ＧＳＮにおいてルーティング情報を変更する。結果として：
　　・大域セルＩＤがターゲットＳＧＳＮに送信される
　　・ＳＧＳＮは、ＲＡＮにおけるセルの構造を知り、大域セルＩＤとＲＮＣ ＩＤとの
マッピングを記憶するか、又はそれを得るためにＤＮＳに問い合わせる。
　提案４：ＲＮＣ ＩＤもブロードキャストされるよう、ＵＴＲＡＮ内のシステム情報を
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変更する。そしてＵＥは、セルが検出されるたびにソースｅＮＢにＲＮＣ ＩＤを報告す
る。
　提案５：折り返しＲＮＣ ＩＤを得るために、大域セルＩＤを用いて探索テーブルを問
い合わせる。次に該ＲＮＣ ＩＤをターゲットＳＧＳＮに通知する。
【００７４】
３ 結論
　この寄稿において、ＵＴＲＡＮ内のターゲットノードをアドレス指定することを可能に
するために、ＩＲＡＴ ＡＮＲを向上させることを提案する。
【００７５】
　この寄稿を論考して、セクション２における提案に同意することを提案する。ＮＥＣは
、それに応じてステージ２の仕様を更新するのに必要なＣＲを準備する用意がある。
【００７６】
４ 参考文献
　［１］23.003:Technical Specification Group Core Network and Terminals; Numberi
ng, addressing and identification

【図１】 【図２】
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