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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線アクセスネットワーク及びコアネットワークを介して発信端末と着信端末との間の
通信を実現する移動通信方法であって、
　前記発信端末が、該発信端末の在圏エリアを制御する第１のセッション制御装置に対し
て、該発信端末と前記着信端末との間で通信を行うためのベアラを設定するように要求す
るベアラ設定要求を送信する工程Ａと、
　前記第１のセッション制御装置が、前記ベアラ設定要求に応じて、前記着信端末の在圏
エリアを制御する第2セッション制御装置に対して、前記着信端末に対する通信開始要求
を送信する処理と、前記発信端末の在圏エリアと対応する前記無線アクセスネットワーク
用と前記コアネットワーク用との少なくとも一方のベアラ設定装置に対して前記ベアラを
設定するように指示する処理とを並行して行う工程Ｂ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Ｂにおいて、前記第２のセッション制御装置は、前記着信端末に対して前記通
信開始要求を送信する処理と、前記着信端末の在圏エリアと対応する前記コアネットワー
ク用のベアラ設定装置に対して前記ベアラを設定するように指示する処理とを並行して行
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Ｂにおける前記指示処理において、前記第１のセッション制御装置は、前記無
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線アクセスネットワーク用のベアラ設定装置に対して、前記無線アクセスネットワークに
おける無線ベアラを設定するように指示する処理と、前記コアネットワーク用のベアラ設
定装置に対して、前記コアネットワークにおけるネットワークベアラを設定するように指
示する処理とを並行して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】
　前記工程Ｂにおける前記指示処理において、前記第２のセッション制御装置は、前記着
信端末の在圏エリアと対応する前記コアネットワーク用のベアラ設定装置に対して、前記
コアネットワークにおけるネットワークベアラを設定するように指示し、
　前記第２のセッション制御装置が、前記着信端末から送信された前記通信開始要求に対
する応答を受信した際に、該応答を前記第１のセッション制御装置に転送する処理と、前
記着信端末の在圏エリアと対応する前記無線アクセスネットワーク用のベアラ設定装置に
対して前記無線アクセスネットワークにおける無線ベアラを設定するように指示する処理
とを並行して行う工程Ｃ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】
　前記無線アクセスネットワーク及び前記コアネットワーク用のベアラ設定装置が、前記
ベアラ設定要求に応じて前記ベアラを設定する工程Ｄと、
　前記発信端末と前記着信端末との間で、通信条件について交渉する工程Ｅと、
　前記交渉結果に応じて、前記ベアラを再設定する工程Ｆとを有する請求項１に記載の移
動通信方法。
【請求項６】
　前記工程Ａにおいて、前記発信端末は、前記第１のセッション制御装置に対して、前記
ベアラ設定要求と、前記着信端末に対する通信開始要求とを並行して送信し、
　前記工程Ｅにおいて、前記発信端末が、前記着信端末から送信された前記通信開始要求
に対する応答を受信した際に、前記着信端末との間で前記通信条件について交渉すること
を特徴とする請求項５に記載の移動通信方法。
【請求項７】
　無線アクセスネットワーク及びコアネットワークを介して発信端末と着信端末との間の
通信を実現する移動通信システムであって、
　前記発信端末は、該発信端末の在圏エリアを制御する第１のセッション制御装置に対し
て、該発信端末と前記着信端末との間で通信を行うためのベアラを設定するベアラ設定要
求を送信するように構成されており、
　前記第１のセッション制御装置は、前記ベアラ設定要求に応じて、前記着信端末の在圏
エリアを制御する第2セッション制御装置に対して、前記着信端末に対する通信開始要求
を送信する処理と、前記発信端末の在圏エリアと対応する前記無線アクセスネットワーク
用と前記コアネットワーク用との少なくとも一方のベアラ設定装置に対して前記ベアラを
設定するように指示する処理とを並行して行う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。
【請求項８】
　無線アクセスネットワーク及びコアネットワークを介した発信端末と着信端末との間の
通信を実現するセッション制御装置であって、
　前記発信端末から送信された前記ベアラ設定要求に応じて、前記着信端末の在圏エリア
を制御する第2セッション制御装置に対して、前記着信端末に対する通信開始要求と、前
記発信端末の在圏エリアと対応する前記無線アクセスネットワーク用と前記コアネットワ
ーク用との少なくとも一方のベアラ設定装置に対して、該発信端末と該着信端末との間で
通信を行うためのベアラを設定するように指示するベアラ設定指示とを並行して送信する
送信部を具備することを特徴とするセッション制御装置。
【請求項９】
　無線アクセスネットワーク及びコアネットワークを介した発信端末と着信端末との間の
通信を実現するセッション制御装置であって、
　前記発信端末の在圏エリアを制御する他のセッション制御装置から送信された通信開始
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要求に応じて、前記着信端末に対する通信開始要求と、前記着信端末の在圏エリアと対応
する前記コアネットワーク用のベアラ設定装置に対して該発信端末と該着信端末との間で
通信を行うための該コアネットワークにおけるネットワークベアラを設定するように指示
するベアラ設定指示とを並行して送信する第１の送信部と、
　前記着信端末から送信された前記通信開始要求に対する応答を受信した際に、該応答を
前記他のセッション制御装置に転送する処理と、前記着信端末の在圏エリアと対応する前
記無線アクセスネットワーク用のベアラ設定装置に対して前記無線アクセスネットワーク
における無線ベアラを設定するように指示する処理とを並行して行う第２の送信部とを具
備することを特徴とするセッション制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線アクセスネットワーク及びコアネットワークを介して発信端末と着信端
末との間の通信を実現する移動通信方法及び移動通信システム、かかる移動通信方法で用
いられるセッション制御装置及び発信端末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１０及び図１１を参照して、従来の無線アクセスネットワーク及びコアネットワーク
を介して発信端末と着信端末との間の通信を実現する移動通信方法について説明する。
【０００３】
　ステップＳ４００１において、発信端末１０Ａは、着信端末１０Ｂとの間の通信を開始
することを要求する通信開始要求（発信要求）を、該発信端末１０Ａの在圏エリアを制御
しているセッション制御装置３０Ａに対して送信する。
【０００４】
　セッション制御装置３０Ａは、ステップＳ４００２において、受信した通信開始要求に
応じて、発信端末１０Ａについての認証処理を行い、ステップＳ４００３において、認証
結果を発信端末１０Ａに送信する。
【０００５】
　ステップＳ４００４において、発信端末１０Ａは、認証結果が肯定的であった場合、発
信端末１０Ａと着信端末１０Ｂとの間で通信を行うためのベアラを設定するように要求す
るベアラ設定要求（Ｕ-Ｐｌａｎｅベアラ設定要求）を、セッション制御装置３０Ａに送
信する。
【０００６】
　セッション制御装置３０Ａは、ステップＳ４００５において、端末位置管理装置５０に
対して着信端末１０Ｂの在圏エリア（位置情報）についての問合せを行い、ステップＳ４
００６において、端末位置管理装置５０から着信端末１０Ｂの在圏エリアを取得する。
【０００７】
　ステップＳ４００７において、セッション制御装置３０Ａは、取得した着信端末１０Ｂ
の在圏エリアを制御するセッション制御装置３０Ｂに対して、着信端末１０Ｂに対する通
信開始要求を送信する。
【０００８】
　ステップＳ４００８において、セッション制御装置３０Ｂは、着信端末１０Ｂに対する
通信開始要求（呼び出し信号、Ｐａｇｉｎｇ）を送信する。
【０００９】
　ステップＳ４００９において、着信端末１０Ｂは、受信した通信開始要求に対する応答
をセッション制御装置３０Ｂに送信し、ステップＳ４０１０において、セッション制御装
置３０Ｂは、受信した応答をセッション制御装置３０Ａに転送し、ステップＳ４０１１に
おいて、セッション制御装置３０Ａは、受信した応答を発信端末１０Ａに転送する。
【００１０】
　ステップＳ４０１２において、上述の応答を受信した発信端末１０Ａと着信端末１０Ｂ
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との間で、及び、セッション制御装置３０Ａとセッション制御装置３０Ｂとの間で、通信
品質や通信速度等の通信条件についての交渉が行われる。
【００１１】
　ステップＳ４０１３ａにおいて、セッション制御装置３０Ａは、上述の交渉結果に応じ
て、無線アクセスネットワークにおける無線ベアラを設定するように指示する無線ベアラ
設定指示を無線ベアラ設定装置６０Ａに送信し、ステップＳ４０１４ａにおいて、無線ベ
アラ設定装置６０Ａは、発信端末１０Ａとの間の無線アクセスネットワークにおける無線
ベアラを設定する。
【００１２】
　また、ステップＳ４０１５ａにおいて、セッション制御装置３０Ａは、上述の交渉結果
に応じて、コアネットワークにおけるネットワークベアラを設定するように指示するＮＷ
ベアラ設定指示をＮＷベアラ設定装置７０Ａに送信し、ステップＳ４０１６ａにおいて、
ＮＷベアラ設定装置７０Ａは、発信端末１０Ａと着信端末１０Ｂとの間の通信に用いられ
るコアネットワークにおけるネットワークベアラを設定する。
【００１３】
　同様に、ステップＳ４０１３ｂにおいて、セッション制御装置３０Ｂは、上述の交渉結
果に応じて、無線アクセスネットワークにおける無線ベアラを設定するように指示する無
線ベアラ設定指示を無線ベアラ設定装置６０Ｂに送信し、ステップＳ４０１４ｂにおいて
、無線ベアラ設定装置６０ＡＢ、着信端末１０Ｂとの間の無線アクセスネットワークにお
ける無線ベアラを設定する。
【００１４】
　また、ステップＳ４０１５ｂにおいて、セッション制御装置３０Ｂは、上述の交渉結果
に応じて、コアネットワークにおけるネットワークベアラを設定するように指示するＮＷ
ベアラ設定指示をＮＷベアラ設定装置７０Ｂに送信し、ステップＳ４０１６ｂにおいて、
ＮＷベアラ設定装置７０Ｂは、発信端末１０Ａと着信端末１０Ｂとの間の通信に用いられ
るコアネットワークにおけるネットワークベアラを設定する。
【００１５】
　ステップＳ４０１７において、発信端末１０Ａは、設定された無線ベアラ及びネットワ
ークベアラを用いて、着信端末１０Ｂとの間の通信を開始する。
【００１６】
　従来の移動通信方法では、着信端末１０Ｂが圏外であったり、着信端末１０Ｂが通信中
であったりした場合に、ネットワークリソース（特に、発信端末１０Ａ側の無線ベアラ）
が無駄に使用されないように構成されている。
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ２３.２２８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　しかしながら、従来の移動通信方法では、上述のように、発信端末１０Ａと着信端末１
０Ｂとの間の通信を開始するために必要なステップを順次実施していく必要があるため、
発信要求が送信されてから通信が開始されるまでの時間である接続遅延が長いという問題
点があった。
【００１８】
　そこで、本発明は、以上の点に鑑みてなされたもので、無線アクセスネットワーク及び
コアネットワークを介して発信端末と着信端末との間の通信を開始する際の接続遅延を短
縮することが可能な移動通信方法、移動通信システム、セッション制御装置及び発信端末
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】
【００１９】
　本発明の第１の特徴は、無線アクセスネットワーク及びコアネットワークを介して発信
端末と着信端末との間の通信を実現する移動通信方法であって、前記発信端末が、該発信
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端末の在圏エリアを制御する第１のセッション制御装置に対して、該発信端末と前記着信
端末との間で通信を行うためのベアラを設定するように要求するベアラ設定要求を送信す
る工程Ａと、前記第１のセッション制御装置が、前記ベアラ設定要求に応じて、前記着信
端末に対する通信開始要求を送信する処理と、ベアラ設定装置に対して前記ベアラを設定
するように指示する処理とを並行して行う工程Ｂとを有することを要旨とする。
【００２０】
　かかる発明によれば、発信端末と着信端末との間で行われる通信条件の交渉を待たずし
てベアラの設定を実施するため、接続遅延を短縮することができる。
【００２１】
　本発明の第１の特徴において、前記工程Ｂで、前記第１のセッション制御装置が、前記
着信端末の在圏エリアを制御する第２のセッション制御装置に対して前記通信開始要求を
送信する処理と、ベアラ設定装置に対して前記ベアラを設定するように指示する処理とを
並行して行ってもよい。
【００２２】
　本発明の第１の特徴において、前記工程Ｂで、前記第２のセッション制御装置が、前記
着信端末に対して前記通信開始要求を送信する処理と、前記コアネットワーク内のベアラ
設定装置に対して前記ベアラを設定するように指示する処理とを並行して行ってもよい。
【００２３】
　本発明の第１の特徴において、前記工程Ｂにおける前記指示処理で、前記第１のセッシ
ョン制御装置が、前記無線アクセスネットワーク用のベアラ設定装置に対して前記無線ア
クセスネットワークにおける無線ベアラを設定するように指示する処理と、前記コアネッ
トワーク用のベアラ設定装置に対して、前記コアネットワークにおけるネットワークベア
ラを設定するように指示する処理とを並行して行ってもよい。
【００２４】
　本発明の第１の特徴において、前記工程Ｂにおける前記指示処理で、前記第２のセッシ
ョン制御装置が、前記コアネットワーク用のベアラ設定装置に対して、前記コアネットワ
ークにおけるネットワークベアラを設定するように指示し、前記第２のセッション制御装
置が、前記着信端末から送信された前記通信開始要求に対する応答を受信した際に、該応
答を前記第１のセッション制御装置に転送する処理と、前記無線アクセスネットワーク内
のベアラ設定装置に対して前記無線アクセスネットワークにおける無線ベアラを設定する
ように指示する処理とを並行して行う工程Ｃを有しても良い。
【００２５】
　本発明の第１の特徴において、前記ベアラ設定装置が、前記ベアラ設定要求に応じて前
記ベアラを設定する工程Ｄと、前記発信端末と前記着信端末との間で、通信条件について
交渉する工程Ｅと、前記交渉結果に応じて、前記ベアラを再設定する工程Ｆとを有しても
よい。
【００２６】
　本発明の第１の特徴において、前記工程Ａで、前記発信端末が、前記第１のセッション
制御装置に対して、前記ベアラ設定要求と、前記着信端末に対する通信開始要求とを並行
して送信し、前記工程Ｅで、前記発信端末が、前記着信端末から送信された前記通信開始
要求に対する応答を受信した際に、前記着信端末との間で前記通信条件について交渉して
もよい。
【００２７】
　本発明の第２の特徴は、無線アクセスネットワーク及びコアネットワークを介して発信
端末と着信端末との間の通信を実現する移動通信システムであって、前記発信端末は、該
発信端末の在圏エリアを制御する第１のセッション制御装置に対して、該発信端末と前記
着信端末との間で通信を行うためのベアラを設定するように要求するように構成されてお
り、前記第１のセッション制御装置は、前記着信端末に対する通信開始要求を送信する処
理と、ベアラ設定装置に対して前記ベアラを設定するように指示する処理とを並行して行
うように構成されていることを要旨とする。
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【００２８】
　本発明の第３の特徴は、無線アクセスネットワーク及びコアネットワークを介した発信
端末と着信端末との間の通信を実現するセッション制御装置であって、前記発信端末から
送信された通信開始要求に応じて、前記着信端末に対する通信開始要求と、ベアラ設定装
置に対して該発信端末と該着信端末との間で通信を行うためのベアラを設定するように指
示するベアラ設定指示とを並行して送信する送信部を具備することを要旨とする。
【００２９】
　本発明の第４の特徴は、無線アクセスネットワーク及びコアネットワークを介した発信
端末と着信端末との間の通信を実現するセッション制御装置であって、前記発信端末の在
圏エリアを制御する第１のセッション制御装置から送信された通信開始要求に応じて、前
記着信端末に対する通信開始要求と、前記コアネットワーク用のベアラ設定装置に対して
該発信端末と該着信端末との間で通信を行うための該コアネットワークにおけるネットワ
ークベアラを設定するように指示するベアラ設定指示とを並行して送信する第１の送信部
と、前記着信端末から送信された前記通信開始要求に対する応答を受信した際に、該応答
を前記第１のセッション制御装置に転送する処理と、前記無線アクセスネットワーク用の
ベアラ設定装置に対して前記無線アクセスネットワークにおける無線ベアラを設定するよ
うに指示する処理とを並行して行う第２の送信部とを具備することを要旨とする。
【００３０】
　本発明の第５の特徴は、無線アクセスネットワーク及びコアネットワークを介して着信
端末との間で通信を行う発信端末であって、該発信端末の在圏エリアを制御する第１のセ
ッション制御装置に対して、前記着信端末に対する通信開始要求と、前記発信端末と前記
着信端末との間で通信を行うためのベアラを設定するように要求するベアラ設定要求とを
並行して送信する送信部と、前記着信端末から送信された前記通信開始要求に対する応答
に応じて、該着信端末との間で通信条件について交渉する交渉部と、前記交渉結果に基づ
いて設定された前記ベアラを用いて前記着信端末との間で通信を行う通信部とを具備する
ことを要旨とする。
【発明の効果】
【００３１】
　以上説明したように、本発明によれば、無線アクセスネットワーク及びコアネットワー
クを介して発信端末と着信端末との間の通信を開始する際の接続遅延を短縮することが可
能な移動通信方法、移動通信システム、セッション制御装置及び発信端末を提供すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
（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３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、無線アクセスネットワーク及びコ
アネットワークを介して発信端末と着信端末との間の通信を実現するものである。
【００３３】
　図１に、本実施形態に係る移動通信システムの全体構成を示す。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、発信端末１０Ａと、着信端末１０Ｂと、セッション
制御装置３０Ａ、３０Ｂと、端末位置管理装置５０と、無線ベアラ設定装置６０Ａ、６０
Ｂと、ＮＷベアラ設定装置７０Ａ、７０Ｂとを具備している。
【００３４】
　例えば、無線ベアラ設定装置６０Ａは、無線アクセスネットワークＡ内の無線制御装置
ＲＮＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｅｎｔｅｒ）に設けられており、無線ベアラ設
定装置６０Ｂは、無線アクセスネットワークＢ内の無線制御装置に設けられている。
【００３５】
　また、セッション制御装置３０Ａ及びＮＷベアラ設定装置７０Ａは、コアネットワーク
Ａ内の交換ノードＭＳＣ/ＧＭＳＣ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ/
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Ｇａｔｅｗａｙ　ＭＳＣ）又はＰＤＳＮ/ＰＤＧＮ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｓｅｒｖ
ｉｎｇ　Ｎｏｄｅ/Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｇａｔｅｗａｙ　Ｎｏｄｅ）に設けられて
おり、セッション制御装置３０Ｂ及びＮＷベアラ設定装置７０Ｂは、コアネットワークＢ
内の交換ノードＭＳＣ/ＧＭＳＣ又はＰＤＳＮ/ＰＤＧＮに設けられている。
【００３６】
　なお、セッション制御装置３０Ａ及び３０Ｂは、ＣＳＣＦ（Ｃａｌｌ　Ｓｔａｔｅ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）に設けられていてもよい。
【００３７】
　また、ＮＷベアラ設定装置７０Ａ及び７０Ｂは、ＭＧＷ（Ｍｅｄｉａ　Ｇａｔｅｗａｙ
）や、ＳＧＳＮ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ）や、ＧＧＳＮ
（Ｇａｔｅｗａｙ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ）に設けられていてもよい。
【００３８】
　また、端末位置管理装置５０は、位置情報登録装置（ＨＬＲ：Ｈｏｍｅ　Ｌｏｃａｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ、ＶＬＲ/ＧＬＲ：Ｖｉｓｉｔｏｒ/Ｇａｔｅｗａｙ　Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）に設けられている。
【００３９】
　なお、コアネットワークＡ及びコアネットワークＢは、中継ネットワークを介して接続
されている。
【００４０】
　図２に示すように、本実施形態に係る移動通信システムで用いられる発信端末１０Ａは
、操作部１１と、通信開始要求送信部１２と、ベアラ設定要求送信部１３と、応答受信部
１４と、交渉部１５と、無線ベアラ設定部１６と、通信部１７とを具備している。
【００４１】
　操作部１１は、発信端末１０Ａのユーザが、着信端末１０Ｂとの間の通信開始操作を行
うために用いられるものである。例えば、操作部１１は、プッシュボタン等によって構成
されている。
【００４２】
　通信開始要求送信部１２は、発信端末１０Ａのユーザによる通信開始操作に応じて、発
信端末１０Ａの在圏エリアを制御する第１のセッション制御装置３０Ａに対して、着信端
末１０Ｂに対する通信開始要求（発信要求）を送信するものである。ここで、かかる通信
開始要求には、発信端末１０Ａの認証データが含まれる。
【００４３】
　ベアラ設定要求送信部１３は、第１のセッション制御装置３０Ａに対して、発信端末１
０Ａと着信端末１０Ｂとの間で通信を行うためのベアラ（無線ベアラ及びＮＷベアラ）を
設定するように要求するベアラ設定要求（Ｕ-Ｐｌａｎｅベアラ設定要求）を送信するも
のである。ここで、かかるベアラ設定要求には、通信相手（着信端末１０Ｂ）の情報や、
発信端末１０Ａが希望する通信に利用されるＵ-Ｐｌａｎｅベアラの条件等が含まれてい
る。
【００４４】
　なお、発信端末１０Ａのユーザによって通信開始操作が行われた場合、通信開始要求送
信部１２による通信開始要求の送信処理と、ベアラ設定要求送信部１３によるベアラ設定
要求の送信処理が並行して行われる。
【００４５】
　応答受信部１４は、着信端末１０Ｂに対する通信開始要求に対する応答を受信して、そ
の旨を交渉部１５に通知するものである。
【００４６】
　交渉部１５は、応答受信部１４からの通知に応じて、着信端末１０Ｂとの間で通信品質
や通信速度等の通信条件について交渉するものである。
【００４７】
　無線ベアラ設定部１６は、無線ベアラ設定装置６０Ａと協働して、無線アクセスネット
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ワークにおける無線ベアラを設定するものである。
【００４８】
　通信部１７は、交渉部１５による交渉結果に基づいて設定された無線ベアラ及びネット
ワークベアラを用いて、着信端末１０Ｂとの間で通信を行うものである。
【００４９】
　図３に示すように、本実施形態に係る移動通信システムで用いられるセッション制御装
置３０は、通信開始要求受信部３１と、ベアラ設定指示受信部３２と、認証部３３と、位
置情報取得部３４と、通信開始要求送信部３５と、ＮＷベアラ設定指示送信部３６と、無
線ベアラ設定指示部３７と、応答転送部３８と、交渉部３９とを具備している。
【００５０】
　通信開始要求受信部３１は、発信端末１０Ａから送信された通信開始要求（発信要求）
を受信するものである。
【００５１】
　ベアラ設定指示受信部３２は、発信端末１０Ａから送信されたベアラ設定指示を受信す
るものである。
【００５２】
　認証部３３は、通信開始要求受信部３１によって受信された通信開始要求に含まれる認
証データを用いて、発信端末１０Ａについての認証処理を行うものである。
【００５３】
　位置情報取得部３４は、認証部３３による認証結果が肯定的であった場合、ベアラ設定
指示受信部３２によって受信されたベアラ設定指示に含まれる通信相手の情報に基づいて
、端末位置管理装置５０から、通信相手の位置情報（在圏エリア）を取得するものである
。
【００５４】
　通信開始要求送信部３５は、位置情報取得部３４によって取得された通信相手の在圏エ
リアを制御するセッション制御装置３０に対して、着信端末１０Ｂに対する通信開始要求
を送信するものである。
【００５５】
　また、通信開始要求送信部３５は、自身が制御するエリアに在圏する着信端末１０Ｂに
対する通信開始要求を他のセッション制御装置３０（例えば、発信端末１０Ａの在圏エリ
アを制御する第１のセッション制御装置３０Ａ）から受信した場合、当該着信端末１０Ｂ
に対する通信開始要求（呼び出し信号又はＰａｇｉｎｇ）を送信するように構成されてい
る。
【００５６】
　ＮＷベアラ設定指示送信部３６は、ＮＷベアラ設定装置７０（コアネットワーク用のベ
アラ設定装置）に対して、発信端末１０Ａと着信端末１０Ｂとの間で通信を行うためのコ
アネットワークにおけるネットワークベアラを設定するように指示するものである。
【００５７】
　無線ベアラ設定指示送信部３７は、無線ベアラ設定装置６０（無線アクセスネットワー
ク用のベアラ設定装置）に対して、発信端末１０Ａと着信端末１０Ｂとの間で通信を行う
ための無線アクセスネットワークにおける無線ベアラを設定するように指示するものであ
る。
【００５８】
　応答転送部３８は、着信端末１０Ｂから送信された通信開始要求（Ｐａｇｉｎｇ）に対
する応答を受信して、発信端末１０Ａの在圏エリアを制御する第１のセッション制御装置
３０Ａ又は発信端末１０Ａに対して転送するものである。
【００５９】
　交渉部３９は、発信端末１０Ａと着信端末１０Ｂとの間の通信条件についての交渉と並
行して、着信端末１０Ｂ（又は、発信端末１０Ａ）の在圏エリアを制御するセッション制
御装置３０との間で通信品質や通信速度等の通信条件について交渉するものである。
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【００６０】
　なお、セッション制御装置３０が、端末位置管理装置５０から着信端末１０Ｂの位置情
報を取得した場合、通信開始要求送信部３５による通信開始要求の送信処理と、ＮＷベア
ラ設定指示送信部３６によるＮＷベアラ設定指示の送信処理と、無線ベアラ設定指示送信
部３７による無線ベアラ設定指示の送信処理とが並行して行われる。
【００６１】
　また、セッション制御装置３０が、発信端末１０Ａの在圏エリアを制御するセッション
制御装置３０Ａから着信端末１０Ｂに対する通信開始要求を受信した場合、通信開始要求
送信部３５による通信開始要求（Ｐａｇｉｎｇ）の送信処理と、ＮＷベアラ設定指示送信
部３６によるＮＷベアラ設定指示の送信処理とが並行して行われる。
【００６２】
　また、セッション制御装置３０が、着信端末１０Ｂから送信された通信開始要求に対す
る応答を受信した場合、無線ベアラ設定指示送信部３７による無線ベアラ設定指示の送信
処理と、応答転送部３８による応答の転送処理とが並行して行われる。
【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４及び図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。
【００６４】
　ステップＳ１００１において、発信端末１０Ａが、着信端末１０Ｂとの間の通信を開始
することを要求する通信開始要求（発信要求）と、発信端末１０Ａと着信端末１０Ｂとの
間で通信を行うためのベアラを設定するように要求するベアラ設定要求（Ｕ-Ｐｌａｎｅ
ベアラ設定要求）とを並行して、発信端末１０Ａの在圏エリアを制御しているセッション
制御装置３０Ａに対して送信する。
【００６５】
　ステップＳ１００２において、セッション制御装置３０Ａは、受信した通信開始要求に
応じて、発信端末１０Ａについての認証処理を行う。
【００６６】
　セッション制御装置３０Ａは、認証結果が肯定的であった場合、ステップＳ１００３に
おいて、端末位置管理装置５０に対して着信端末１０Ｂの在圏エリア（位置情報）につい
ての問合せを行い、ステップＳ１００４において、端末位置管理装置５０から着信端末１
０Ｂの在圏エリアを取得する。
【００６７】
　以下、ステップＳ１００５乃至ステップＳ１０１５の動作は、図１０におけるステップ
Ｓ４００７乃至ステップＳ４０１７の動作と同様であるため、説明を省略する。
【００６８】
（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、発信端末１０Ａが、通信開
始要求及びベアラ設定指示を並行して送信するため、発信端末１０Ａが、セッション制御
装置３０Ａによる認証結果を受信した後に改めてベアラ設定指示を送信するように構成さ
れている従来の移動通信システムと比べて、接続遅延を短縮することができる。
【００６９】
（本発明の第２の実施形態に係る移動通信システム）
　図６及び図７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の動作につ
いて説明する。
【００７０】
　ステップＳ２００１において、発信端末１０Ａは、着信端末１０Ｂとの間の通信を開始
することを要求する通信開始要求（発信要求）を、該発信端末１０Ａの在圏エリアを制御
しているセッション制御装置３０Ａに対して送信する。
【００７１】
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　セッション制御装置３０Ａは、ステップＳ２００２において、受信した通信開始要求に
応じて、発信端末１０Ａについての認証処理を行い、ステップＳ２００３において、認証
結果を発信端末１０Ａに送信する。
【００７２】
　ステップＳ２００４において、発信端末１０Ａは、認証結果が肯定的であった場合、発
信端末１０Ａと着信端末１０Ｂとの間で通信を行うためのベアラを設定するように要求す
るベアラ設定要求（Ｕ-Ｐｌａｎｅベアラ設定要求）を、セッション制御装置３０Ａに送
信する。
【００７３】
　セッション制御装置３０Ａは、ステップＳ２００５において、端末位置管理装置５０に
対して着信端末１０Ｂの在圏エリア（位置情報）についての問合せを行い、ステップＳ２
００６において、端末位置管理装置５０から着信端末１０Ｂの在圏エリアを取得する。
【００７４】
　ステップＳ２００７において、セッション制御装置３０Ａは、取得した着信端末１０Ｂ
の在圏エリアを制御するセッション制御装置３０Ｂに対して着信端末１０Ｂに対する通信
開始要求を送信する処理と、ＮＷベアラ設定装置７０Ａに対してコアネットワークにおけ
るネットワークベアラを設定するように指示するＮＷベアラ設定指示を送信する処理と、
無線ベアラ設定装置６０Ａに対して無線アクセスネットワークにおける無線ベアラを設定
するように指示する無線ベアラ設定指示を送信する処理とを並行して行う。
【００７５】
　なお、無線ベアラ設定装置６０Ａに対して無線ベアラ設定指示を送信する処理は、ステ
ップＳ２００５の前に行われてもよい。
【００７６】
　ステップＳ２００８ａにおいて、ＮＷベアラ設定装置７０Ａは、発信端末１０Ａと着信
端末１０Ｂとの間の通信に用いられるコアネットワークＡにおけるネットワークベアラを
設定する。
【００７７】
　ステップＳ２００８ｂにおいて、無線ベアラ設定装置６０Ａは、発信端末１０Ａと着信
端末１０Ｂとの間の通信に用いられる無線アクセスネットワークＡにおける無線ベアラを
設定する。
【００７８】
　ステップＳ２００９において、セッション制御装置３０Ｂは、着信端末１０Ｂに対する
通信開始要求（呼び出し信号、Ｐａｇｉｎｇ）を送信する処理と、ＮＷベアラ設定装置７
０Ｂに対してコアネットワークにおけるネットワークベアラを設定するように指示するＮ
Ｗベアラ設定指示を送信する処理とを並行して行う。
【００７９】
　ステップＳ２０１０において、ＮＷベアラ設定装置７０Ｂは、発信端末１０Ａと着信端
末１０Ｂとの間の通信に用いられるコアネットワークＢにおけるネットワークベアラを設
定する。
【００８０】
　ステップＳ２０１１において、着信端末１０Ｂは、受信した通信開始要求に対する応答
をセッション制御装置３０Ｂに送信する。
【００８１】
　ステップＳ２０１２において、セッション制御装置３０Ｂは、受信した応答をセッショ
ン制御装置３０Ａに転送する処理と、無線ベアラ設定装置６０Ｂに対して無線アクセスネ
ットワークにおける無線ベアラを設定するように指示する無線ベアラ設定指示を送信する
処理とを並行して行う。
【００８２】
　ステップＳ２０１３において、無線ベアラ設定装置６０Ｂは、発信端末１０Ａと着信端
末１０Ｂとの間の通信に用いられる無線アクセスネットワークＢにおける無線ベアラを設
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定する。
【００８３】
　ステップＳ２０１４において、セッション制御装置３０Ａは、受信した応答を発信端末
１０Ａに転送する。
【００８４】
　ステップＳ２０１５において、上述の応答を受信した発信端末１０Ａと着信端末１０Ｂ
との間で、及び、セッション制御装置３０Ａとセッション制御装置３０Ｂとの間で、通信
品質や通信速度等の通信条件についての交渉が行われる。
【００８５】
　ここで、交渉結果と既に設定されているベアラ（Ｕ-Ｐｌａｎｅベアラ）とを比較して
、両者が異なる場合には、発信端末１０Ａと着信端末１０Ｂとの間の通信で用いられるベ
アラの再設定を行う。
【００８６】
　ステップＳ２０１６において、発信端末１０Ａは、設定された無線ベアラ及びネットワ
ークベアラを用いて、着信端末１０Ｂとの間の通信を開始する。
【００８７】
　かかる発明によれば、発信端末と着信端末との間で行われる通信条件の交渉を待たずし
てベアラの設定を実施するため、接続遅延を短縮することができる。
【００８８】
（本発明の第３の実施形態に係る移動通信システム）
　図８及び図９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の動作につ
いて説明する。
【００８９】
　ステップＳ３００１において、発信端末１０Ａが、着信端末１０Ｂとの間の通信を開始
することを要求する通信開始要求（発信要求）と、発信端末１０Ａと着信端末１０Ｂとの
間で通信を行うためのベアラを設定するように要求するベアラ設定要求（Ｕ-Ｐｌａｎｅ
ベアラ設定要求）とを並行して、発信端末１０Ａの在圏エリアを制御しているセッション
制御装置３０Ａに対して送信する。
【００９０】
　ステップＳ３００２において、セッション制御装置３０Ａは、受信した通信開始要求に
応じて、発信端末１０Ａについての認証処理を行う。
【００９１】
　セッション制御装置３０Ａは、認証結果が肯定的であった場合、ステップＳ３００３に
おいて、端末位置管理装置５０に対して着信端末１０Ｂの在圏エリア（位置情報）につい
ての問合せを行い、ステップＳ３００４において、端末位置管理装置５０から着信端末１
０Ｂの在圏エリアを取得する。
【００９２】
　ステップＳ３００５において、セッション制御装置３０Ａは、取得した着信端末１０Ｂ
の在圏エリアを制御するセッション制御装置３０Ｂに対して着信端末１０Ｂに対する通信
開始要求を送信する処理と、ＮＷベアラ設定装置７０Ａに対してコアネットワークにおけ
るネットワークベアラを設定するように指示するＮＷベアラ設定指示を送信する処理と、
無線ベアラ設定装置６０Ａに対して無線アクセスネットワークにおける無線ベアラを設定
するように指示する無線ベアラ設定指示を送信する処理とを並行して行う。
【００９３】
　なお、無線ベアラ設定装置６０Ａに対して無線ベアラ設定指示を送信する処理は、ステ
ップＳ３００３の前に行われてもよい。
【００９４】
　ステップＳ３００６ａにおいて、ＮＷベアラ設定装置７０Ａは、発信端末１０Ａと着信
端末１０Ｂとの間の通信に用いられるコアネットワークＡにおけるネットワークベアラを
設定する。
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【００９５】
　ステップＳ３００６ｂにおいて、無線ベアラ設定装置６０Ａは、発信端末１０Ａと着信
端末１０Ｂとの間の通信に用いられる無線アクセスネットワークＡにおける無線ベアラを
設定する。
【００９６】
　ステップＳ３００７において、セッション制御装置３０Ｂは、着信端末１０Ｂに対する
通信開始要求（呼び出し信号、Ｐａｇｉｎｇ）を送信する処理と、ＮＷベアラ設定装置７
０Ｂに対してコアネットワークにおけるネットワークベアラを設定するように指示するＮ
Ｗベアラ設定指示を送信する処理とを並行して行う。
【００９７】
　ステップＳ３００８において、ＮＷベアラ設定装置７０Ｂは、発信端末１０Ａと着信端
末１０Ｂとの間の通信に用いられるコアネットワークＢにおけるネットワークベアラを設
定する。
【００９８】
　ステップＳ３００９において、着信端末１０Ｂは、受信した通信開始要求に対する応答
をセッション制御装置３０Ｂに送信する。
【００９９】
　ステップＳ３０１０において、セッション制御装置３０Ｂは、受信した応答をセッショ
ン制御装置３０Ａに転送する処理と、無線ベアラ設定装置６０Ｂに対して無線アクセスネ
ットワークにおける無線ベアラを設定するように指示する無線ベアラ設定指示を送信する
処理とを並行して行う。
【０１００】
　ステップＳ３０１１において、無線ベアラ設定装置６０Ｂは、発信端末１０Ａと着信端
末１０Ｂとの間の通信に用いられる無線アクセスネットワークＢにおける無線ベアラを設
定する。
【０１０１】
　ステップＳ３０１２において、セッション制御装置３０Ａは、受信した応答を発信端末
１０Ａに転送する。
【０１０２】
　ステップＳ３０１３において、上述の応答を受信した発信端末１０Ａと着信端末１０Ｂ
との間で、及び、セッション制御装置３０Ａとセッション制御装置３０Ｂとの間で、通信
品質や通信速度等の通信条件についての交渉が行われる。
【０１０３】
　ここで、交渉結果と既に設定されているベアラ（Ｕ-Ｐｌａｎｅベアラ）とを比較して
、両者が異なる場合には、発信端末１０Ａと着信端末１０Ｂとの間の通信で用いられるベ
アラの再設定を行う。
【０１０４】
　ステップＳ３０１４において、発信端末１０Ａは、設定された無線ベアラ及びネットワ
ークベアラを用いて、着信端末１０Ｂとの間の通信を開始する。
【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】本発明の第１乃至第３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における発信端末の機能ブロッ
ク図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおけるセッション制御装置の
機能ブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移動通信方法を示すシーケンス図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る移動通信方法の流れを示す図である。
【図６】本発明の第２の実施形態に係る移動通信方法を示すシーケンス図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る移動通信方法の流れを示す図である。
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【図８】本発明の第３の実施形態に係る移動通信方法を示すシーケンス図である。
【図９】本発明の第３の実施形態に係る移動通信方法の流れを示す図である。
【図１０】従来の移動通信方法を示すシーケンス図である。
【図１１】従来の移動通信方法の流れを示す図である。
【符号の説明】
【０１０６】
１０Ａ…発信端末
１０Ｂ…着信端末
１１…操作部
１２…通信開始要求送信部
１３…ベアラ設定要求送信部
１４…応答受信部
１５…交渉部
１６…無線ベアラ設定部
１７…通信部
３０、３０Ａ、３０Ｂ…セッション制御装置
３１…通信開始要求受信部
３２…ベアラ設定指示受信部
３３…認証部
３４…位置情報取得部
３５…通信開始要求送信部
３６…ＮＷベアラ設定指示送信部
３７…無線ベアラ設定指示部
３８…応答転送部
３９…交渉部
【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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