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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　呼制御ノードが、優先呼の着信時に、優先呼情報を含む呼接続要求信号を受信したこと
を優先度制御ノードに通知する工程と、
　前記優先度制御ノードが、前記呼制御ノードからの前記呼接続要求信号の受信通知に応
じて、前記呼制御ノードに接続された第１のゲートウェイ装置から移動端末に前記呼接続
要求信号を送信するための呼制御信号用ベアラの優先度を、前記呼制御信号用ベアラに予
め設定されている優先度よりも高い優先度に変更する必要があるか否かを判定する工程と
、
　前記優先度制御ノードによって前記呼制御信号用ベアラの優先度を変更する必要がある
と判定された場合、前記呼制御信号用ベアラの優先度を、該呼制御信号用ベアラに予め設
定された優先度よりも高い優先度に変更する工程と、
　前記呼制御信号用ベアラの前記変更された優先度に従って、前記移動端末に対するペー
ジングを行う工程と、
を有することを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　前記呼制御信号用ベアラの優先度を変更する工程は、
　前記優先度制御ノードが、前記呼制御信号用ベアラに予め設定された優先度よりも高い
優先度を含む優先度変更要求信号を前記第１のゲートウェイ装置に送信する工程と、
　前記第１のゲートウェイ装置が、第２のゲートウェイ装置を介して、前記優先度変更要
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求信号に含まれる前記優先度を含むベアラ更新要求信号を移動管理ノードに送信する工程
と、を含み、
　前記ページングを行う工程は、
　前記移動管理ノードが、前記ベアラ更新要求信号に含まれる前記優先度が優先的にペー
ジングを行う必要があることを示す優先度である場合、その旨を示す優先識別子を含むペ
ージング信号を無線基地局に送信する工程と、
　前記無線基地局が、前記優先識別子を含むページング信号を受信した場合に、前記移動
端末に対して優先的にページング信号を送信する工程と、
を含む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】
　前記呼制御信号用ベアラの優先度を変更する工程は、
　前記優先度制御ノードが、前記呼制御信号用ベアラに予め設定された優先度よりも高い
優先度を含む第１の優先度変更要求信号を、前記第１のゲートウェイ装置に接続された第
２のゲートウェイ装置に送信する工程と、
　前記第２のゲートウェイ装置が、前記第１の優先度変更要求信号に含まれる前記優先度
を含むベアラ更新要求信号を移動管理ノードに送信する工程と、
　前記優先度制御ノードが、前記呼制御信号用ベアラの優先度が変更されたことを前記第
２のゲートウェイ装置から通知された場合、前記呼制御信号用ベアラに予め設定された優
先度よりも高い優先度を含む第２の優先度変更要求信号を前記第１のゲートウェイ装置に
送信する工程と、を含み、
　前記ページングを行う工程は、
　前記移動管理ノードが、前記ベアラ更新要求信号に含まれる前記優先度が優先的にペー
ジングを行う必要があることを示す優先度である場合、その旨を示す優先識別子を含むペ
ージング信号を無線基地局に送信する工程と、
　前記無線基地局が、前記優先識別子を含むページング信号を受信した場合に、前記移動
端末に対して優先的にページング信号を送信する工程と、
を含む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】
　前記呼制御ノードが、前記呼接続要求信号によって開始された優先呼が終了したことを
前記優先度制御ノードに通知する工程と、
　前記優先度制御ノードが、前記呼制御ノードからの前記優先呼の終了通知に応じて、前
記呼制御信号用ベアラの優先度を、前記呼制御信号用ベアラに予め設定されている優先度
に復元する必要があるか否かを判定する工程と、
　前記優先度制御ノードによって前記呼制御信号用ベアラの優先度を復元する必要がある
と判定された場合、前記呼制御信号用ベアラの優先度を、該呼制御信号用ベアラに予め設
定された優先度に復元する工程と、
　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】
　前記呼制御信号用ベアラの優先度を復元する工程は、
　前記優先度制御ノードが、前記呼制御信号用ベアラに予め設定された優先度を含む優先
度復元要求信号を前記第１のゲートウェイ装置に送信する工程と、
　前記第１のゲートウェイ装置が、第２のゲートウェイ装置を介して、前記優先度復元要
求信号に含まれる前記優先度を含むベアラ更新要求信号を移動管理ノードに送信する工程
と、
　前記移動管理ノードが、前記ベアラ更新要求信号に含まれる前記優先度に基づいて、前
記移動端末と前記無線基地局との間のコネクションを再構成する工程と、
を含むことを特徴とする請求項４に記載の移動通信方法。
【請求項６】
　前記呼制御信号用ベアラの優先度を復元する工程は、
　前記優先度制御ノードが、前記呼制御信号用ベアラに予め設定された優先度を含む第１
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の優先度復元要求信号を、前記第１のゲートウェイ装置に接続された第２のゲートウェイ
装置に送信する工程と、
　前記第２のゲートウェイ装置が、前記第１の優先度復元要求信号に含まれる前記優先度
を含むベアラ更新要求信号を移動管理ノードに送信する工程と、
　前記移動管理ノードが、前記ベアラ更新要求信号に含まれる前記優先度に基づいて、前
記移動端末と前記無線基地局との間のコネクションを再構成する工程と、
　前記優先度制御ノードが、前記呼制御信号用ベアラの優先度が復元されたことを前記第
２のゲートウェイ装置から通知された場合、前記呼制御信号用ベアラに予め設定された優
先度を含む第２の優先度復元要求信号を前記第１のゲートウェイ装置に送信する工程と、
を含むことを特徴とする請求項４に記載の移動通信方法。
【請求項７】
　優先呼情報を含む呼接続要求信号を受信したことを呼制御ノードから通知された場合、
前記呼制御ノードに接続された第１のゲートウェイ装置から移動端末に前記呼接続要求信
号を送信するための呼制御信号用ベアラの優先度を、前記呼制御信号用ベアラに予め設定
されている優先度よりも高い優先度に変更する必要があるか否かを判定し、
　前記呼接続要求信号によって開始された優先呼が終了したことを前記呼制御ノードから
通知された場合、前記呼制御信号用ベアラの優先度を、前記呼制御信号用ベアラに予め設
定されている優先度に復元する必要があるか否かを判定することを特徴とする優先度制御
ノード。
【請求項８】
　前記呼制御信号用ベアラの優先度を変更する必要があると判定された場合、前記呼制御
信号用ベアラに予め設定された優先度よりも高い優先度を含む優先度変更要求信号を前記
第１のゲートウェイ装置に送信することを特徴とする請求項７に記載の優先度制御ノード
。
【請求項９】
　前記呼制御信号用ベアラの優先度を変更する必要があると判定された場合、前記呼制御
信号用ベアラに予め設定された優先度よりも高い優先度を含む第１の優先度変更要求信号
を、前記第１のゲートウェイ装置に接続された第２のゲートウェイ装置に送信し、
　前記優先度制御ノードが、前記呼制御信号用ベアラの優先度が変更されたことを前記第
２のゲートウェイ装置から通知された場合、前記呼制御信号用ベアラに予め設定された優
先度よりも高い優先度を含む第２の優先度変更要求信号を前記第１のゲートウェイ装置に
送信することを特徴とする請求項７に記載の優先度制御ノード。
【請求項１０】
　前記呼制御信号用ベアラの優先度を復元する必要があると判定された場合、前記呼制御
信号用ベアラに予め設定された優先度を含む優先度復元要求信号を前記第１のゲートウェ
イ装置に送信することを特徴とする請求項７に記載の優先度制御ノード。
【請求項１１】
　前記呼制御信号用ベアラの優先度を復元する必要があると判定された場合、前記優先度
制御ノードが、前記呼制御信号用ベアラに予め設定された優先度よりも高い優先度を含む
第１の優先度復元要求信号を、前記第１のゲートウェイ装置に接続された第２のゲートウ
ェイ装置に送信し、
　前記優先度制御ノードが、前記呼制御信号用ベアラの優先度が復元されたことを前記第
２のゲートウェイ装置から通知された場合、前記呼制御信号用ベアラに予め設定された優
先度を含む第２の優先度復元要求信号を前記第１のゲートウェイ装置に送信することを特
徴とする請求項７に記載の優先度制御ノード。
【請求項１２】
　呼制御ノードによる優先呼の着信時において、前記呼制御ノードに接続された第１ゲー
トウェイ装置から移動端末に呼接続要求信号を送信するための呼制御信号用ベアラの優先
度が予め設定された優先度よりも高い優先度に変更される場合に、前記変更された優先度
に従って前記移動端末に対するページングが行なわれるように、優先識別子を含むページ
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ング信号を配下の無線基地局に送信することを特徴とする移動管理ノード。
【請求項１３】
　前記呼制御信号用ベアラの前記変更された優先度を含むベアラ更新要求信号を受信し、
　前記ベアラ更新要求信号に含まれる前記優先度に従って前記移動端末に対するページン
グが行なわれるように、優先識別子を含むページング信号を配下の無線基地局に送信する
ことを特徴とする請求項１２に記載の移動管理ノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動端末間の呼制御を行う移動通信方法、呼制御ノード、優先度制御ノード
及び移動管理ノードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＩＭＳ（ＩＰ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ）を利用した移動通信シス
テムが、非特許文献１に規定されている。この移動通信システムでは、ＩＭＳは、移動端
末ＵＥ宛ての呼接続要求信号（例えば、ＳＩＰのＩＮＶＩＴＥ信号など）を受信した場合
、移動端末ＵＥがパケットネットワーク（例えば、Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏ
ｒｅ）において設定したＩＭＳ呼制御信号用ベアラを介して、受信した呼接続要求信号を
移動端末ＵＥに転送する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ２３．２２８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述の移動通信システムでは、ＩＭＳが、移動端末ＵＥ宛てに、重要通
信等の優先すべき呼（以下、優先呼）の呼接続要求信号を受信した場合であっても、優先
呼の呼接続要求信号を転送するためのＩＭＳ呼制御信号用ベアラを確立するために、通常
呼に係る移動端末ＵＥよりも優先的に、優先呼に係る移動端末ＵＥの呼び出し（ページン
グ）を実施できないという問題点があった。
【０００５】
　また、上述の移動通信システムでは、優先呼のＩＭＳ呼制御信号用ベアラを確立するた
めに、優先呼に係る移動端末ＵＥの呼び出し（ページング）を実施できた場合であっても
、通常呼のＩＭＳ呼制御信号用ベアラよりも優先的に、優先呼のＩＭＳ呼制御信号用ベア
ラに対してリソースを割り当てることができないため、優先呼のＩＭＳ呼制御信号用ベア
ラの確立に失敗したり、確立済みの優先呼のＩＭＳ呼制御信号用ベアラが切断されてしま
う場合があるという問題点があった。
【０００６】
　このような問題点について、図１２～１６を参照して具体的に説明する。
【０００７】
　図１２は、優先呼のＩＭＳ呼制御信号用ベアラの確立に失敗する第１の例を示す図であ
る。図１２に示すように、呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦ（Ｐｒｏｘｙ－Ｃａｌｌ　Ｓｅｓｓ
ｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）は、優先呼の着信であることを示す優先呼
情報を含むＩｎｖｉｔｅ信号を受信すると（ステップＳ１００１）、ゲートウェイ装置Ｐ
－ＧＷ（ＰＤＮ－Ｇａｔｅｗａｙ）に対して、受信したＩｎｖｉｔｅ信号を転送する（ス
テップＳ１００２）。
【０００８】
　ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷは、ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ－Ｇａｔｅ
ｗａｙ）に対して、ステップＳ１００２で受信したＩｎｖｉｔｅ信号を含む、ＧＴＰ－Ｕ
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（ＧＰＲＳ　Ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ－Ｕ　ｐｌａｎｅ）データパケット
又はＰＭＩＰｖ６（Ｐｒｏｘｙ　Ｍｏｂｉｌｅ　ＩＰｖ６）データパケットを送信する（
ステップＳ１００３）。
【０００９】
　ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷは、上述のＧＴＰ－Ｕデータパケット又はＰＭＩＰデータパ
ケットを受信すると、移動管理ノードＭＭＥに対して、「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　
Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」を送信する（ステップＳ１００４）。
【００１０】
　ここで、移動管理ノードＭＭＥは、受信した「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎ」が、優先呼に関する信号であるのか、通常呼に関する信号であるのか
について判定することができない。したがって、輻輳状態にある移動管理ノードＭＭＥは
、上述のような優先呼に関する「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏ
ｎ」に対する「Ｐａｇｉｎｇ」の送信処理を、通常呼に関する「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａ
ｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」に対する「Ｐａｇｉｎｇ」の送信処理よりも優先して
行うことができず、優先呼に関する「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ」を廃棄してしまう（ステップＳ１００５）。
【００１１】
　このように、図１２に示す場合においては、移動端末ＵＥが優先呼に関する「Ｐａｇｉ
ｎｇ」を受信することができないので、該移動端末ＵＥに優先呼の呼接続要求信号を転送
するためのＩＭＳ呼制御信号用ベアラを、移動端末ＵＥとゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷの間
で確立することができないという問題点があった。
【００１２】
　図１３は、優先呼のＩＭＳ呼制御信号用ベアラの確立に失敗する第２の例を示す図であ
る。なお、図１３のステップＳ２００１乃至Ｓ２００４の動作は、図１２のステップＳ１
００１乃至Ｓ１００４の動作と同一である。
【００１３】
　図１３に示すように、移動管理ノードＭＭＥは、上述の「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ
　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」を受信すると、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、「Ｐａ
ｇｉｎｇ」を送信する（ステップＳ２００５）。
【００１４】
　ここで、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、受信した「Ｐａｇｉｎｇ」が、優先呼に関する信
号であるのか、通常呼に関する信号であるのかについて判定することができない。したが
って、輻輳状態にある無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、上述のような優先呼に関する「Ｐａｇ
ｉｎｇ」の送信処理を、通常呼に関する「Ｐａｇｉｎｇ」の送信処理よりも優先して行う
ことができず、優先呼に関する「Ｐａｇｉｎｇ」を廃棄してしまう（ステップＳ２００６
）。
【００１５】
　このように、図１３に示す場合においても、移動端末ＵＥが優先呼に関する「Ｐａｇｉ
ｎｇ」を受信することができないので、該移動端末ＵＥに優先呼の呼接続要求信号を転送
するためのＩＭＳ呼制御信号用ベアラを、移動端末ＵＥとゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷの間
で確立することができないという問題点があった。
【００１６】
　図１４は、優先呼のＩＭＳ呼制御信号用ベアラの確立に失敗する第３の例を示す図であ
る。なお、図１４のステップＳ３００１乃至Ｓ３００５の動作は、図１３のステップＳ２
００１乃至Ｓ２００５の動作と同一である。
【００１７】
　無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動管理ノードＭＭＥから「Ｐａｇｉｎｇ」を受信すると
、配下のセルに在圏する移動端末ＵＥに対して、「Ｐａｇｉｎｇ」を送信する（ステップ
Ｓ３００６）。移動端末ＵＥは、無線基地局ｅＮｏｄｅＢから受信した「Ｐａｇｉｎｇ」
に応じて、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑ
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ｕｅｓｔ」を送信する（ステップＳ３００７）。
【００１８】
　ここで、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、受信した「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ」が、優先呼に関する信号であるのか、通常呼に関する信号であるのかについ
て判定することができない。したがって、輻輳状態にある無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、上
述のような優先呼に関する「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に対する
処理を、通常呼に関する「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に対する処
理よりも優先して行うことができず、優先呼に関する「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ」を廃棄してしまう（ステップＳ３００８）という問題点があった。
【００１９】
　このように、図１４に示す場合においては、移動端末ＵＥと無線基地局ｅＮｏｄｅＢと
の間のＲＲＣコネクションを確立することができないので、該移動端末ＵＥに優先呼の呼
接続要求信号を転送するためのＩＭＳ呼制御信号用ベアラを、移動端末ＵＥとゲートウェ
イ装置Ｓ－ＧＷの間で確立することができないという問題点があった。
【００２０】
　図１５は、優先呼のＩＭＳ呼制御信号用ベアラの確立に失敗する第４の例を示す図であ
る。なお、図１５のステップＳ４００１乃至Ｓ４００６の動作は、図１４のステップＳ３
００１乃至Ｓ３００６の動作と同一である。
【００２１】
　移動端末ＵＥは、無線基地局ｅＮｏｄｅＢからの「Ｐａｇｉｎｇ」を受信すると、無線
基地局ｅＮｏｄｅＢとの間でＲＲＣコネクションを確立するための「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅ
ｃｔｉｏｎ　確立手順」を行う（ステップＳ４００７）。移動端末ＵＥは、移動管理ノー
ドＭＭＥに対して、移動端末ＵＥとゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷとの間の無線アクセスベア
ラ（Ｅ－ＲＡＢ：ＥＰＳ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ）の確立を要求する
「Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する（ステップＳ４００８）。
【００２２】
　移動管理ノードＭＭＥは、移動端末ＵＥからの「Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を
受信すると、「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を無線
基地局ｅＮｏｄｅＢに送信する（ステップＳ４００９）。
【００２３】
　ここで、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、受信した「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓ
ｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」が、優先呼に関する信号であるのか、通常呼に関する信号で
あるのかについて判定することができない。したがって、輻輳状態にある無線基地局ｅＮ
ｏｄｅＢは、上述のような優先呼に関する「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕ
ｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に対する処理を、通常呼に関する「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘ
ｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に対する処理よりも優先して行うことができず、優先
呼に関する「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を廃棄し
てしまう（ステップＳ４０１０）。
【００２４】
　このように、図１５に示す場合においては、移動端末ＵＥとゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷ
との間の無線アクセスベアラを確立することができないので、呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦ
から該移動端末ＵＥに優先呼の呼接続要求信号を転送するためのＩＭＳ呼制御信号用ベア
ラを、移動端末ＵＥとゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷの間で確立することができないという問
題点があった。
【００２５】
　図１６は、優先呼のＩＭＳ呼制御信号用ベアラが切断されてしまう例を示す図である。
図１６に示すように、ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷと一般ユーザの移動端末ＵＥ＃１との間
で優先呼のＩＭＳ呼制御信号を送受信するためのＩＭＳ呼制御信号用ベアラが確立されて
いる（ステップＳ５００１）。次に、ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷと優先ユーザの移動端末
ＵＥ＃２との間で通常呼のＩＭＳ呼制御信号を送受信するためのＩＭＳ呼制御信号用ベア
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ラが確立されるとする（ステップＳ５００２）。
【００２６】
　ここで、移動端末ＵＥ＃２のユーザは優先ユーザであるため、移動端末ＵＥ＃２宛ての
通常呼の呼制御信号用ベアラには、一般ユーザの移動端末ＵＥ＃１宛ての優先呼のＩＭＳ
呼制御信号用ベアラの優先度よりも高い優先度が設定されている。したがって、無線基地
局ｅＮｏｄｅＢは、優先ユーザの移動端末ＵＥ＃２宛ての通常呼のＩＭＳ呼制御信号用ベ
アラに対して優先的にリソースを割り当ててしまい、リソースが不足した場合、一般ユー
ザの移動端末ＵＥ＃１宛ての優先呼のＩＭＳ呼制御信号用ベアラを破棄してしまう（ステ
ップＳ５００３）。
【００２７】
　このように、図１６に示す場合においては、優先ユーザに対するＩＭＳ呼制御信号用ベ
アラに対して優先的にリソースが割り当てられた場合、一般ユーザに対するＩＭＳ呼制御
信号用ベアラが優先呼に関わる通信を実施しているかによらず切断されてしまうという問
題点があった。
【００２８】
　また、移動端末ＵＥ＃１宛ての優先呼のＩＭＳ呼制御信号用ベアラの切断後に、呼制御
ノードＰ－ＣＳＣＦが、優先呼のＩＭＳ呼制御信号（例えば、ＳＩＰ信号）を受信すると
（ステップＳ５００４）、受信したＩＭＳ呼制御信号をゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷに転送
し（ステップＳ５００５）、図１２～１５で説明したように、切断されたＩＭＳ呼制御信
号用ベアラの再確立を試みる（ステップＳ５００６～Ｓ５００９）。
【００２９】
　しかしながら、上述のように、輻輳状態にある各装置は、優先呼に関する信号に対する
処理を、通常呼に関する信号に対する処理よりも優先して行うことができず、優先呼に関
する信号を廃棄してしまう（例えば、ステップＳ５００９）。したがって、図１６に示す
場合、移動端末ＵＥ＃１宛ての優先呼のＩＭＳ呼制御信号用ベアラを再確立することもで
きないという問題点があった。
【００３０】
　本発明は、かかる問題点に鑑みてなされたものであり、移動端末ＵＥ宛てに優先呼の着
信が発生した場合、優先呼のＩＭＳ呼制御信号用ベアラを通常呼のＩＭＳ呼制御信号用ベ
アラよりも優先的に確立可能とし、優先呼のＩＭＳ呼制御信号を優先的に転送可能とする
移動通信方法、呼制御ノード、優先度制御ノード、移動管理ノード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】
【００３１】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、呼制御ノードが、優先呼の着信時に、
優先呼情報を含む呼接続要求信号を受信したことを優先度制御ノードに通知する工程と、
前記優先度制御ノードが、前記呼制御ノードからの前記呼接続要求信号の受信通知に応じ
て、前記呼制御ノードに接続された第１のゲートウェイ装置から移動端末に前記呼接続要
求信号を送信するための呼制御信号用ベアラの優先度を、前記呼制御信号用ベアラに予め
設定されている優先度よりも高い優先度に変更する必要があるか否かを判定する工程と、
前記優先度制御ノードによって前記呼制御信号用ベアラの優先度を変更する必要があると
判定された場合、前記呼制御信号用ベアラの優先度を、該呼制御信号用ベアラに予め設定
された優先度よりも高い優先度に変更する工程と、前記呼制御信号用ベアラの前記変更さ
れた優先度に従って、前記移動端末に対するページングを行う工程と、を有することを要
旨とする。
【００３３】
　本発明の第２の特徴は、優先度制御ノードであって、優先呼情報を含む呼接続要求信号
を受信したことを呼制御ノードから通知された場合、前記呼制御ノードに接続された第１
のゲートウェイ装置から移動端末に前記呼接続要求信号を送信するための呼制御信号用ベ
アラの優先度を、前記呼制御信号用ベアラに予め設定されている優先度よりも高い優先度
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に変更する必要があるか否かを判定し、前記呼接続要求信号によって開始された優先呼が
終了したことを前記呼制御ノードから通知された場合、前記呼制御信号用ベアラの優先度
を、前記呼制御信号用ベアラに予め設定されている優先度に復元する必要があるか否かを
判定することを要旨とする。
【００３４】
　本発明の第３の特徴は、移動管理ノードであって、呼制御ノードによる優先呼の着信時
において、前記呼制御ノードに接続された第１ゲートウェイ装置から移動端末に呼接続要
求信号を送信するための呼制御信号用ベアラの優先度が予め設定された優先度よりも高い
優先度に変更される場合に、前記変更された優先度に従って前記移動端末に対するページ
ングが行なわれるように、優先識別子を含むページング信号を配下の無線基地局に送信す
ることを要旨とする。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、移動端末ＵＥ宛てに優先呼の着信が発生した場合、優先呼のＩＭＳ呼
制御信号用ベアラを通常呼のＩＭＳ呼制御信号用ベアラよりも優先的に確立可能とし、優
先呼のＩＭＳ呼制御信号を優先的に転送可能とする移動通信方法、呼制御ノード、優先度
制御ノード、移動管理ノードを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】第１の実施形態に係る移動通信システムの概略構成図である。
【図２】第１の実施形態に係るＡＲＰを説明するための図である。
【図３】第１の実施形態に係る優先呼の着信時の動作を示す概略図である。
【図４】第１の実施形態に係る優先呼の着信時の動作を示すシーケンス図である。
【図５】第１の実施形態に係る優先呼の着信時の動作を示すフローチャートである。
【図６】第１の実施形態に係る優先呼の着信時の動作を示すフローチャートである。
【図７】第１の実施形態に係る優先呼の終了時の動作を示すシーケンス図である。
【図８】第１の実施形態に係る優先呼の終了時の動作を示すフローチャートである。
【図９】第２の実施形態に係る優先呼の着信時の動作を示す概略図である。
【図１０】第２の実施形態に係る優先呼の着信時の動作を示すシーケンス図である。
【図１１】第２の実施形態に係る優先呼の終了時の動作を示すシーケンス図である。
【図１２】従来の優先呼の着信時の動作を示すシーケンス図である。
【図１３】従来の優先呼の着信時の動作を示すシーケンス図である。
【図１４】従来の優先呼の着信時の動作を示すシーケンス図である。
【図１５】従来の優先呼の着信時の動作を示すシーケンス図である。
【図１６】従来の優先呼の着信時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】
【００３７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００３８】
［第１の実施形態］
＜移動通信システムの構成＞
　図１は、移動通信システムの構成を示す図である。移動通信システムは、ＶｏＩＰなど
のＩＰベースのマルチメディア通信サービスを提供するＩＭＳと、ＩＰパケットを伝達す
るＥＰＣネットワークと、移動端末ＵＥと、移動端末ＵＥとＬＴＥ方式の無線通信を行う
とともに移動端末ＵＥをＥＰＣネットワークに接続する無線基地局ｅＮｏｄｅＢと、から
構成される。
【００３９】
　なお、本発明は、移動端末ＵＥがＵＭＴＳ／ＧＰＲＳ方式の無線通信によりＥＰＣネッ
トワークに接続される場合にも適用可能である。かかる場合、移動端末ＵＥは、ＵＭＴＳ
／ＧＰＲＳ方式の無線通信を無線基地局ＮｏｄｅＢ／ＢＴＳ（不図示）との間で行うとと
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もに、無線制御装置ＲＮＣ／ＢＳＣ及び交換局ＳＧＳＮ（不図示）を介して、ＥＰＣネッ
トワークのゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷに接続される。
【００４０】
　図１に示すように、ＩＭＳには、ＳＩＰを用いて移動端末ＵＥ間の呼制御を行う呼制御
ノードＳ－ＣＳＣＦ及び呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦ等が設けられる。また、ＥＰＣネット
ワークには、移動端末ＵＥの通信のＱｏＳを制御する優先度制御ノードＰＣＲＦ（Ｐｏｌ
ｉｃｙ　ａｎｄ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｒｕｌｅｓ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）、呼制御ノードＰ
－ＣＳＣＦに接続されたゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷ、ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷに接続さ
れたゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷ、移動端末ＵＥの移動管理を行う移動管理ノードＭＭＥ等
が設けられる。
【００４１】
　また、ＥＰＣネットワークでは、ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷとゲートウェイ装置Ｓ－Ｇ
Ｗとの間の信号プロトコルとして、ＧＴＰ（ＧＰＲＳ　Ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏ
ｃｏｌ）又はＰＭＩＰｖ６（Ｐｒｏｘｙ　Ｍｏｂｉｌｅ　ＩＰｖ６）のいずれかが用いら
れる。ＧＴＰが用いられる場合、優先度制御ノードＰＣＲＦは、ゲートウェイ装置Ｐ－Ｇ
Ｗに接続されるが、ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷには接続されない。なお、ＧＴＰが用いら
れる場合、ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷとゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷとの間にはＧＴＰトン
ネルが設定される。一方、ＰＭＩＰｖ６が用いられる場合、優先度制御ノードＰＣＲＦは
、ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷとゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷとの双方に接続される。なお、
ＰＭＩＰｖ６が用いられる場合、ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷとゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷ
との間には、ＧＲＥ（Ｇｅｎｅｒｉｃ　Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ｅｎｃａｐｓｕｌａｔｉｏｎ）
トンネルが設定される。
【００４２】
　図１に示す移動通信システムにおいて、ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷと移動端末ＵＥとの
間には、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラ（呼制御信号用ベアラ）が確立される。ここで、ＩＭ
Ｓ呼制御信号用ベアラとは、ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷと移動端末ＵＥとの間で、ＳＩＰ
信号などのＩＭＳ呼制御信号を送受信するための論理的な通信路であり、「ＩＰ－ＣＡＮ
（ＩＰ－Ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）」において設定さ
れるベアラである。また、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラは、ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷとゲ
ートウェイ装置Ｓ－ＧＷとの間に設定されるＧＴＰトンネル又はＧＲＥトンネルと、ゲー
トウェイ装置Ｓ－ＧＷと移動端末ＵＥとの間に設定される無線アクセスベアラとを、連接
して構成されている。
【００４３】
　また、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラには、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラ間の相対的な優先度
を示すＡＲＰ（Ａｌｌｏｃａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｒｅｔｅｎｔｉｏｎ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ
）が設定されている。優先度制御ノードＰＣＲＦは、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰ
（優先度）を制御するものであり、図２に示すように、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのベア
ラＩＤとＡＲＰとを関連づけて管理する。ＡＲＰは、移動端末ＵＥのユーザの優先度によ
って予め設定され、例えば、移動端末ＵＥのユーザが優先ユーザである場合は「９…優先
度高」に予め設定され、一般ユーザである場合は「１０…優先度中」に予め設定される。
【００４４】
　かかるＩＭＳ呼制御信号用ベアラには、ＡＲＰによって示される優先度に従って無線リ
ソースやネットワークリソースが割り当てられるので、ＡＲＰによって示される優先度が
高いＩＭＳ呼制御信号用ベアラは、優先的に確立される。具体的には、ＡＲＰによって示
される優先度が高いＩＭＳ呼制御信号用ベアラを確立するための処理（すなわち、Ｉｄｌ
ｅ状態の移動端末ＵＥに対するページング処理、移動端末ＵＥと無線基地局ｅＮｏｄｅＢ
との間のＲＲＣコネクションの確立処理、移動端末ＵＥとゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷとの
間の無線アクセスベアラの確立処理、ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷとゲートウェイ装置Ｐ－
ＧＷとの間のＧＴＰトンネル又はＰＭＩＰ　ＧＲＥトンネルの確立処理など）は、ＡＲＰ
によって示される優先度が低いＩＭＳ呼制御信号用ベアラを確立するための処理よりも優
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先的に行われる。
【００４５】
　図１に示す移動通信システムにおいて、呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦは、発信側の移動端
末ＵＥから、重要通信等の優先すべき呼（以下、優先呼）であることを示す優先呼情報を
含むＩＮＶＩＴＥ信号（呼接続要求信号）を受信した場合、優先呼情報を含むＩＮＶＩＴ
Ｅ信号を受信したことを優先度制御ノードＰＣＲＦに通知する。
【００４６】
　また、優先度制御ノードＰＣＲＦは、呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦからの優先呼情報を含
むＩＮＶＩＴＥ信号の受信通知に応じて、当該ＩＮＶＩＴＥ信号を移動端末に送信するた
めのＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰを、予め設定されているＡＲＰよりも高いＡＲＰ
に変更する必要があるか否かを判定する。
【００４７】
　例えば、優先度制御ノードＰＣＲＦは、優先呼に係るＩＭＳ呼制御信号用ベアラのベア
ラＩＤが図２のベアラＩＤ「００００３」である場合、当該ＩＭＳ呼制御信号用ベアラの
優先度を高めるために、予め設定されているＡＲＰ「１１（優先度低）」を「９（優先度
高）」に変更する必要があると判定する。一方、優先度制御ノードＰＣＲＦは、優先呼に
係るＩＭＳ呼制御信号用ベアラのベアラＩＤが図２のベアラＩＤ「００００１」である場
合、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラの優先度がすでに高く設定されているので、ＡＲＰ「９（
優先度高）」を変更する必要がないと判定する。
【００４８】
　優先度制御ノードＰＣＲＦによって当該ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰを変更する
必要があると判定された場合、図１に示す移動通信システムでは、当該ＩＭＳ呼制御信号
用ベアラのＡＲＰの値が予め設定されたＡＲＰの値よりも優先度が高いことを示す値に変
更する処理が行われる。
【００４９】
　このように、図１に示す移動通信システムでは、呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦによって優
先呼情報を含むＩＮＶＩＴＥ信号が受信された場合、当該ＩＮＶＩＴＥ信号を移動端末に
送信するためのＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰ（優先度）が高く変更されるので、優
先呼のＩＭＳ呼制御信号用ベアラを通常呼のＩＭＳ呼制御信号用ベアラよりも優先的に確
立することができ、優先呼のＩＮＶＩＴＥ信号を優先的に転送することができる。
【００５０】
＜移動通信システムの動作＞
　次に、図３～８を参照して、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。以下、第１の実施形態では、ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷとゲートウェイ装置Ｓ－
ＧＷとの間の信号プロトコルとして、ＧＴＰを用いる場合について説明する。
【００５１】
（１－１）優先呼の着信時の動作
　図３～６を参照し、第１の実施形態に係る移動通信システムにおける優先呼の着信時の
動作について説明する。図３、４は、第１の実施形態に係る移動通信システムにおける優
先呼の着信時の動作を示す概略図及びシーケンス図である。なお、図３及び４において同
じ符号は、同じステップを示すものとする。
【００５２】
　図３、４に示すように、呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦは、Ｉｎｖｉｔｅ信号（呼接続要求
信号）を受信すると（ステップＳ１０１）、受信したＩｎｖｉｔｅ信号内に優先呼情報が
含まれるか否かにを判定する（ステップＳ１０２）。
【００５３】
　呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦは、受信したＩｎｖｉｔｅ信号内に優先呼情報が含まれる場
合、優先呼のＩｎｖｉｔｅ信号を受信したことを通知する「優先呼情報通知」を優先度制
御ノードＰＣＲＦに送信し、優先度制御ノードＰＣＲＦは、「優先呼情報通知」を受信し
たことを通知する「Ａｃｋ」を呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦに送信する（ステップＳ１０３
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）。
【００５４】
　優先度制御ノードＰＣＲＦは、呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦから「優先呼情報通知」を受
信すると、ＩＮＶＩＴＥ信号を移動端末ＵＥに送信するためのＩＭＳ呼制御信号用ベアラ
のＡＲＰの変更要否を判定する（ステップＳ１０４）。
【００５５】
　図５は、優先度制御ノードＰＣＲＦにおけるＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰの変更
要否の判定フローである。図５に示すように、優先度制御ノードＰＣＲＦは、呼制御ノー
ドＰ－ＣＳＣＦから「優先呼情報通知」を受信すると、受信した「優先呼情報通知」が優
先ユーザの移動端末ＵＥに対する通知であるか否かを判定する（ステップＳ１０４１）。
【００５６】
　「優先呼情報通知」が優先ユーザの移動端末ＵＥに対する通知であると判定された場合
（ステップＳ１０４１；Ｙｅｓ）、優先度制御ノードＰＣＲＦは、ＩＭＳ呼制御信号用ベ
アラのＡＲＰがすでに「９（優先度高）」に設定されているため、ＩＭＳ呼制御信号用ベ
アラのＡＲＰの変更が不要であると判定し、その旨を呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦに通知す
る（ステップＳ１０４２）。例えば、図２に示す場合、優先度制御ノードＰＣＲＦは、ベ
アラＩＤ「００００１」のＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰを変更する必要がないと判
定する。
【００５７】
　一方、「優先呼情報通知」が優先ユーザの移動端末ＵＥに対する通知ではないと判定さ
れた場合（ステップＳ１０４１；Ｎｏ）、優先度制御ノードＰＣＲＦは、ＩＭＳ呼制御信
号用ベアラのＡＲＰが「９（優先度高）」に設定されていないため、ＩＭＳ呼制御信号用
ベアラのＡＲＰの変更が必要であると判定し、ＡＲＰの変更処理を開始する（ステップＳ
１０４３）。例えば、図２に示す場合、優先度制御ノードＰＣＲＦは、ベアラＩＤ「００
００３」のＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰを変更する必要があると判定する。
【００５８】
　以上の判定フローにより、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰの変更処理が必要である
と判定された場合、図３、４に示すステップＳ１０５～Ｓ１２１において、ＡＲＰの変更
処理が行われる。具体的には、優先度制御ノードＰＣＲＦは、「Ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　
Ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｒｕｌｅｓ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ」をゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷに送
信する（ステップＳ１０５）。ここで、「Ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｒ
ｕｌｅｓ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ」は、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰを優先呼用ＡＲ
Ｐに変更することを要求する優先度変更要求信号として機能するものであり、ＩＭＳ呼制
御信号用ベアラを識別するベアラＩＤと、優先呼用ＡＲＰとを含む。また、優先呼用ＡＲ
Ｐとは、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラに予め設定されたＡＲＰよりも高い優先度のＡＲＰあ
り、例えば、９（優先度高）に設定されたＡＲＰである。
【００５９】
　ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷは、「Ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｒｕｌｅ
ｓ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ」に含まれるベアラＩＤと優先呼用ＡＲＰとを含む「Ｕｐｄａｔ
ｅ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」をゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷに送信する（ステップ
Ｓ１０６）。ここで、「Ｕｐｄａｔｅ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（ベアラ更新要求
信号）」とは、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのパラメータの更新を要求するものであり、Ａ
ＲＰを含む場合、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰの変更を要求する。
【００６０】
　ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷは、ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷから受信した「Ｕｐｄａｔｅ
　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を移動管理ノードＭＭＥに転送する（ステップＳ１０
７）。
【００６１】
　移動管理ノードＭＭＥは、上述の「Ｕｐｄａｔｅ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を
受信すると、移動端末ＵＥに対して優先的にページング（優先Ｐａｇｉｎｇ）を行う必要
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があるか否かを判定する（ステップＳ１０８）。
【００６２】
　図６は、移動端末ＵＥに対する優先Ｐａｇｉｎｇの要否の判定フローである。図６に示
すように、移動管理ノードＭＭＥは、ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷから「Ｕｐｄａｔｅ　Ｂ
ｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信すると、移動端末ＵＥがＣｏｎｎｅｃｔｅｄ状態で
あるか否かを判定する（ステップＳ１０８１）。
【００６３】
　移動端末ＵＥがＣｏｎｎｅｃｔｅｄ状態である場合（ステップＳ１０８１；Ｙｅｓ）、
移動管理ノードＭＭＥは、移動端末ＵＥに対するＰａｇｉｎｇ処理を行う必要がないので
、「Ｂｅａｒｅｒ　Ｍｏｄｉｆｙ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を無線基地局ｅＮｏｄｅＢに送信す
る（ステップＳ１０８２）。
【００６４】
　移動端末ＵＥがＣｏｎｎｅｃｔｅｄ状態ではない場合（ステップＳ１０８１；Ｎｏ）、
移動管理ノードＭＭＥは、ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷから受信した「Ｕｐｄａｔｅ　Ｂｅ
ａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」がＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰの変更を要求するもの
であるか否かを判定する（ステップＳ１０８３）。
【００６５】
　ＡＲＰの変更を要求するものである場合（ステップＳ１０８３；Ｙｅｓ）、移動管理ノ
ードＭＭＥは、ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷから受信した「Ｕｐｄａｔｅ　Ｂｅａｒｅｒ　
Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれるＡＲＰが優先的にページングを行う必要があることを示すＡ
ＲＰ（例えば、「１１（優先度高）」）であるか否かを判定する（ステップＳ１０８４）
。優先的にページングを行う必要があることを示すＡＲＰである場合（ステップＳ１０８
４；Ｙｅｓ）、移動管理ノードＭＭＥは、優先的にページングを行う必要があることを示
す優先識別子をページング信号に付与する（ステップＳ１０８５）。
【００６６】
　一方、「Ｕｐｄａｔｅ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」がＩＭＳ呼制御信号用ベアラ
のＡＲＰの変更を要求するものではない場合（ステップＳ１０８３；Ｎｏ）、又は、優先
的にページングを行う必要あることを示すＡＲＰではない場合（ステップＳ１０８４；Ｎ
ｏ）、移動管理ノードＭＭＥは、上述の優先識別子をページング信号に付与しない（ステ
ップＳ１０８６）。
【００６７】
　以上の判定フローにより、優先Ｐａｇｉｎｇを行うと判定された場合、図３、４に示す
ステップＳ１０９～Ｓ１１１において、優先Ｐａｉｇｉｎｇが行われる。具体的には、移
動管理ノードＭＭＥは、上述の優先識別子を含む「Ｐａｇｉｎｇ」を無線基地局ｅＮｏｄ
ｅＢに送信する（ステップＳ１０９）。無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、優先識別子を含む「
Ｐａｇｉｎｇ」を受信すると、優先識別子を含む「Ｐａｇｉｎｇ」に対して、優先識別子
を含まない「Ｐａｇｉｎｇ」よりも優先的に無線リソースを割り当てる（ステップＳ１１
０）。無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、割り当てられた無線リソースを用いて、「Ｐａｇｉｎ
ｇ」を移動端末ＵＥに送信する（ステップＳ１１１）。
【００６８】
　移動端末ＵＥは、無線基地局ｅＮｏｄｅＢから「Ｐａｇｉｎｇ」を受信すると、ＲＲＣ
コネクションを設定する「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ」を移動端末ＵＥ
に送信し（ステップＳ１１２）、無線基地局ｅＮｏｄｅＢからの「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ」を受信する（ステップＳ１１３）。移動端末ＵＥは、「Ｓｅｒｖ
ｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を含む「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」
を無線基地局ｅＮｏｄｅＢに送信する（ステップＳ１１４）。
【００６９】
　無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動管理ノードＭＭＥに対して、「Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ」を含む「Ｓ１－ＡＰ　Ｉｎｉｔｉａｌ　ＵＥ　Ｍｅｓｓａｇｅ」を送信し（
ステップＳ１１５）、移動管理ノードＭＭＥは、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、「Ｓ
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１－ＡＰ　Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する
（ステップＳ１１６）。
【００７０】
　無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動管理ノードＭＭＥから「Ｓ１－ＡＰ　Ｉｎｉｔｉａｌ
　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信すると、移動端末ＵＥとの間で
無線ベアラを設定し（ステップＳ１１７）、移動管理ノードＭＭＥに対して、「Ｓ１－Ａ
Ｐ　Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　ＲｅｑｕｅｓｔＣｏｍｐｌｅｔｅ」
を送信する（ステップＳ１１８）。
【００７１】
　移動管理ノードＭＭＥは、ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷに対して、「Ｕｐｄａｔｅ　Ｂｅ
ａｒｅｒ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する（ステップＳ１１９）。ここで、「Ｕｐｄａｔ
ｅ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」とは、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのパラメータ（
ここでは、ＡＲＰ）を変更したことを通知するものであり、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラを
識別するベアラＩＤを含む。
【００７２】
　ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷは、移動管理ノードＭＭＥから受信した「Ｕｐｄａｔｅ　Ｂ
ｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」をゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷに転送する（ステップＳ１２
０）。ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷは、ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷからの「Ｕｐｄａｔｅ　
Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信すると、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰを優
先呼用ＡＲＰに変更したことを通知する「Ａｃｋ」を優先度制御ノードＰＣＲＦに送信す
る（ステップＳ１２１）。
【００７３】
　優先度制御ノードＰＣＲＦは、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰの変更が完了したこ
とを通知する「ベアラ更新完了通知」を呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦに送信する（ステップ
Ｓ１２２）。呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦは、ＩＭＳ呼制御用ベアラの更新処理が完了した
ことを受け、ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷに対して優先呼情報を含むＩＮＶＩＴＥ信号を転
送する。ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷは、変更されたＩＭＳ呼制御信号用ベアラを用いて、
ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷ、無線基地局ｅＮｏｄｅＢを介して、優先呼情報を含むＩＮＶ
ＩＴＥ信号を移動端末ＵＥに送信する（ステップＳ１２３）。
【００７４】
（１－２）優先呼の終了時の動作
　図７～８を参照し、第１の実施形態に係る移動通信システムにおける優先呼の終了時の
動作について説明する。図７は、第１の実施形態に係る移動通信システムにおける優先呼
の終了時の動作を示すシーケンス図である。
【００７５】
　呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦは、上述のＩＮＶＩＴＥ信号によって開始された優先呼の終
了を検出すると（ステップＳ２０１）、該優先呼が終了したことを通知する「優先呼終了
通知」を優先度制御ノードＰＣＲＦに送信し、優先度制御ノードＰＣＲＦは、「優先呼終
了通知」を受信したことを通知する「Ａｃｋ」を呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦに送信する（
ステップＳ２０２）。
【００７６】
　優先度制御ノードＰＣＲＦは、呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦから「優先呼終了通知」を受
信すると、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰの復元要否を判定する（ステップＳ２０３
）。
【００７７】
　図８は、優先度制御ノードＰＣＲＦにおけるＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰの復元
要否の判定フローである。図８に示すように、優先度制御ノードＰＣＲＦは、呼制御ノー
ドＰ－ＣＳＣＦから「優先呼終了通知」を受信すると、「優先呼終了通知」が優先ユーザ
に対する通知であるか否か、すなわち、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラに現在設定されている
ＡＲＰと、当該ＩＭＳ呼制御信号用ベアラに予め設定されていたＡＲＰとが一致するか否
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かを判定する（ステップＳ２０３１）。なお、優先度制御ノードＰＣＲＦは、ＩＭＳ呼制
御信号用ベアラに予め設定されていたＡＲＰを自ノード内で保持していてもよいし、加入
者管理サーバＨＳＳ（不図示）から取得してもよい。
【００７８】
　「優先呼終了通知」が優先ユーザに対する通知である場合、すなわち、現在設定されて
いるＡＲＰと予め設定されていたＡＲＰとが一致する場合（ステップＳ２０３１；Ｙｅｓ
）、優先度制御ノードＰＣＲＦは、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰを、予め設定され
ていたＡＲＰに復元する必要がないと判定し、その旨を呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦに通知
する（ステップＳ２０３２）。
【００７９】
　一方、「優先呼終了通知」が優先ユーザに対する通知でない場合、すなわち、現在設定
されているＡＲＰと予め設定されていたＡＲＰとが一致しない場合（ステップＳ２０３１
；Ｎｏ）、優先度制御ノードＰＣＲＦは、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰを、予め設
定されていたＡＲＰに復元する必要があると判定し、ＡＲＰの復元処理を開始する（ステ
ップＳ２０３３）。
【００８０】
　以上の判定フローにより、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰの復元処理が必要である
と判定された場合、図７に示すステップＳ２０４～Ｓ２１５において、ＡＲＰの復元処理
が行われる。具体的には、優先度制御ノードＰＣＲＦは、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのベ
アラＩＤと、当該ＩＭＳ呼制御信号用ベアラに予め設定されていたＡＲＰとを含む「Ｐｏ
ｌｉｃｙ　ａｎｄ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｒｕｌｅｓ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ」をゲートウェ
イ装置Ｐ－ＧＷに送信する（ステップＳ２０４）。ここで、「Ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　Ｃ
ｈａｒｇｉｎｇ　Ｒｕｌｅｓ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ」は、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡ
ＲＰを予め設定されたＡＲＰに変更することを要求する優先度復元要求信号として機能す
るものであり、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラを識別するベアラＩＤと、当該ＩＭＳ呼制御信
号用ベアラに予め設定されたＡＲＰ（例えば、１１（優先度低））とを含む。
【００８１】
　ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷは、「Ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｒｕｌｅ
ｓ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ」を受信すると、「Ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　
Ｒｕｌｅｓ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ」に含まれるベアラＩＤとＡＲＰとを含む「Ｕｐｄａｔ
ｅ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（ベアラ変更要求信号）」をゲートウェイ装置Ｓ－Ｇ
Ｗに送信する（ステップＳ２０５）。ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷは、ゲートウェイ装置Ｐ
－ＧＷから受信した「Ｕｐｄａｔｅ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を移動管理ノード
ＭＭＥに転送する（ステップＳ２０６）。
【００８２】
　優先呼の終話時において移動端末ＵＥはＣｏｎｎｅｃｔｅｄ状態であるため、移動管理
ノードＭＭＥは、ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷからの「Ｕｐｄａｔｅ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ」を受信すると、「Ｂｅａｒｅｒ　Ｍｏｄｉｆｙ　Ｒｅｑｕｅｓｔ／Ｓｅｓｓ
ｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を無線基地局ｅＮｏｄｅＢに送信する
（ステップＳ２０７）。
【００８３】
　無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、ＲＲＣコネクションの再構成を要求する「ＲＲＣ　Ｃｏｎ
ｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を移動端末ＵＥに送信し（ステップ
Ｓ２０８）、ＲＲＣコネクションを再構成する「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を無線基地局ｅＮｏｄｅＢに送信し（ス
テップＳ２０９）、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、「Ｂｅａｒｅｒ　Ｍｏｄｉｆｙ　Ｒｅｓ
ｐｏｎｓｅ」を移動管理ノードＭＭＥに送信する（ステップＳ２１０）。
【００８４】
　移動端末ＵＥは、「Ｄｉｒｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ」を無線基地局ｅＮｏｄｅＢに送
信し（ステップＳ２１１）、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、「Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｍａｎａｇ
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ｅｍｅｎｔ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を移動管理ノードＭＭＥに送信する（ステップＳ２１２
）。
【００８５】
　移動管理ノードＭＭＥは、「Ｕｐｄａｔｅ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」をゲー
トウェイ装置Ｓ－ＧＷに送信し（ステップＳ２１３）、ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷは、「
Ｕｐｄａｔｅ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」をゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷに転送す
る（ステップＳ２１４）。
【００８６】
　ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷは、ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷからの「Ｕｐｄａｔｅ　Ｂｅ
ａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信すると、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰを予め設
定されていたＡＲＰに復元したことを通知する「Ａｃｋ」を優先度制御ノードＰＣＲＦに
送信する（ステップＳ２１５）。
【００８７】
　優先度制御ノードＰＣＲＦは、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰを予め設定されてい
たＡＲＰに復元したことを通知する「ベアラ復元完了通知」を呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦ
に送信する（ステップＳ２１６）。
【００８８】
＜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、呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦ
によって優先呼情報を含むＩＮＶＩＴＥ信号が受信された場合、当該ＩＮＶＩＴＥ信号を
移動端末に送信するためのＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰの値が、優先度が高いこと
を示すように変更される。
【００８９】
　したがって、優先呼のＩＭＳ呼制御信号用ベアラを確立するための処理（すなわち、優
先呼に関するＰａｇｉｎｇ処理、移動端末ＵＥと無線基地局ｅＮｏｄｅＢとの間のＲＲＣ
コネクションの確立処理、移動端末ＵＥとゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷとの間の無線アクセ
スベアラの確立処理、ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷとゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷとの間のＧ
ＴＰトンネル又はＧＲＥトンネルの確立処理など）を優先的に行うことができ、優先呼の
ＩＮＶＩＴＥ信号を優先的に転送することができる。
【００９０】
　また、通常呼のＩＭＳ呼制御信号用ベアラに対して優先的にリソースが割り当てられて
しまい、優先呼のＩＭＳ呼制御信号用ベアラが切断されてしまうのを防止することができ
る。
【００９１】
　また、優先呼の終了時にＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰを予め設定されたＡＲＰに
復元することができるので、優先呼が終了した後に当該ＩＭＳ呼制御信号用ベアラに優先
的にリソースが割り当てられてしまうのを防止できる。
【００９２】
［第２の実施形態］
　次に、第２の実施形態に係る移動通信システムについて、第１の実施形態との相違点を
中心に説明する。第２の実施形態では、ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷとゲートウェイ装置Ｓ
－ＧＷとの間の信号プロトコルとして、ＧＴＰの代わりにＰＭＩＰｖ６を用いる場合につ
いて説明する。
【００９３】
＜移動通信システムの動作＞
（２－１）優先呼の着信時の動作
　図９～１０を参照し、第２の実施形態に係る移動通信システムにおける優先呼の着信時
の動作について説明する。図９、１０は、第２の実施形態に係る移動通信システムにおけ
る優先呼の着信時の動作を示す概略図及びシーケンス図である。なお、図９及び１０にお
いて同じ符号は、同じステップを示すものとする。なお、図９、１０のステップＳ３０１
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乃至Ｓ３０４の動作は、図３、４のステップＳ１０１乃至Ｓ１０４の動作と同一である。
【００９４】
　優先度制御ノードＰＣＲＦには、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰの変更処理が必要
であると判定された場合、「Ｇａｔｅｗａｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｎｄ　ＱｏＳ　Ｒｕｌ
ｅｓ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ」をゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷに送信する（ステップＳ３０５
）。ここで、「Ｇａｔｅｗａｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｎｄ　ＱｏＳ　Ｒｕｌｅｓ　Ｐｒｏ
ｖｉｓｉｏｎ」は、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰを優先呼用ＡＲＰに変更すること
を要求する第１の優先度変更要求信号として機能するものであり、ＩＭＳ呼制御信号用ベ
アラを識別するベアラＩＤと、優先呼用ＡＲＰとを含む。
【００９５】
　ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷは、「Ｇａｔｅｗａｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｎｄ　ＱｏＳ　
Ｒｕｌｅｓ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ」に含まれるベアラＩＤと優先呼用ＡＲＰとを含む「Ｕ
ｐｄａｔｅ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（ベアラ更新要求信号）」を移動管理ノード
ＭＭＥに送信する（ステップＳ３０６）。図９、１０のステップＳ３０７乃至Ｓ３１８の
動作は、図３、４のステップＳ１０８乃至Ｓ１１９の動作と同一である。
【００９６】
　ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷは、移動管理ノードＭＭＥからの「Ｕｐｄａｔｅ　Ｂｅａｒ
ｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信すると、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰを優先呼用Ａ
ＲＰに変更したことを通知する「Ａｃｋ」を優先度制御ノードＰＣＲＦに送信する（ステ
ップＳ３１９）。
【００９７】
　優先度制御ノードＰＣＲＦは、ステップＳ３１９における「Ａｃｋ」の受信に応じて、
「Ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｒｕｌｅｓ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ」をゲー
トウェイ装置Ｐ－ＧＷに送信する。ここで、「Ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ
　Ｒｕｌｅｓ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ」は、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰを優先呼Ａ
ＲＰに変更することを要求する第２の優先度変更要求信号として機能するものであり、Ｉ
ＭＳ呼制御信号用ベアラを識別するベアラＩＤと、優先呼ＡＲＰとを含む。ゲートウェイ
装置Ｐ－ＧＷは、ＡＲＰの変更処理を実施した後に、その旨を通知する「Ａｃｋ」を優先
度制御ノードＰＣＲＦに送信する（ステップＳ３２０）。
【００９８】
　優先度制御ノードＰＣＲＦは、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰの変更が完了したこ
とを通知する「ベアラ更新完了通知」を呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦに送信する（ステップ
Ｓ３２１）。呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦは、ＩＭＳ呼制御用ベアラの更新処理が完了した
ことを受け、ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷに対して優先呼情報を含むＩＮＶＩＴＥ信号を転
送する。ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷは、変更されたＩＭＳ呼制御信号用ベアラを用いて、
ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷ、無線基地局ｅＮｏｄｅＢを介して、優先呼情報を含むＩＮＶ
ＩＴＥ信号を移動端末ＵＥに送信する（ステップＳ３２２）。
【００９９】
（２－２）優先呼の終了時の動作
　図１１を参照し、第２の実施形態に係る移動通信システムにおける優先呼の終了時の動
作について説明する。図１１は、第２の実施形態に係る移動通信システムにおける優先呼
の終了時の動作を示すシーケンス図である。なお、図１１のステップＳ４０１乃至Ｓ４０
３の動作は、図７のステップＳ２０１乃至Ｓ２０３の動作と同一である。
【０１００】
　優先度制御ノードＰＣＲＦには、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰの復元処理が必要
であると判定された場合、「Ｇａｔｅｗａｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｎｄ　ＱｏＳ　Ｒｕｌ
ｅｓ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ」をゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷに送信する（ステップＳ４０４
）。ここで、「Ｇａｔｅｗａｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｎｄ　ＱｏＳ　Ｒｕｌｅｓ　Ｐｒｏ
ｖｉｓｉｏｎ」は、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰを予め設定されていたＡＲＰに復
元することを要求する第１の優先度復元要求信号として機能するものであり、ＩＭＳ呼制
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御信号用ベアラを識別するベアラＩＤと、当該ＩＭＳ呼制御信号用ベアラに予め設定され
ていたＡＲＰ（例えば、１１（優先度低））とを含む。
【０１０１】
　ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷは、「Ｇａｔｅｗａｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｎｄ　ＱｏＳ　
Ｒｕｌｅｓ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ」に含まれるベアラＩＤとＡＲＰとを含む「Ｕｐｄａｔ
ｅ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（ベアラ更新要求信号）」を移動管理ノードＭＭＥに
転送する（ステップＳ４０５）。図９、１０のステップＳ４０６乃至Ｓ４１２の動作は、
図７、８のステップＳ２０７乃至Ｓ２１３の動作と同一である。
【０１０２】
　ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷは、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰを予め設定されてい
たＡＲＰに復元したことを通知する「Ａｃｋ」を優先度制御ノードＰＣＲＦに送信する（
ステップＳ４１３）。
【０１０３】
　優先度制御ノードＰＣＲＦは、ステップＳ４１３における「Ａｃｋ」の受信に応じて、
「Ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ　Ｒｕｌｅｓ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ」をゲー
トウェイ装置Ｐ－ＧＷに送信する。ここで、「Ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ
　Ｒｕｌｅｓ　Ｐｒｏｖｉｓｉｏｎ」は、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰを予め設定
されていたＡＲＰに復元することを要求する第２の優先度復元要求信号として機能するも
のであり、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラを識別するベアラＩＤと、当該ＩＭＳ呼制御信号用
ベアラに予め設定されていたＡＲＰとを含む。ゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷは、ＡＲＰの復
元処理を実施した後に、その旨を通知する「Ａｃｋ」を優先度制御ノードＰＣＲＦに送信
する（ステップＳ４１４）。
【０１０４】
　優先度制御ノードＰＣＲＦは、ＩＭＳ呼制御信号用ベアラのＡＲＰを予め設定されてい
たＡＲＰに復元したことを通知する「ベアラ復元完了通知」を呼制御ノードＰ－ＣＳＣＦ
に送信する（ステップＳ４１５）。
【０１０５】
＜作用・効果＞
　第２の実施形態に係る移動通信システムによれば、ＰＭＩＰｖ６を用いる場合にも、優
先呼のＩＭＳ呼制御信号用ベアラを確立するための処理（すなわち、優先呼に関するＰａ
ｇｉｎｇ処理、移動端末ＵＥと無線基地局ｅＮｏｄｅＢとの間のＲＲＣコネクションの確
立処理、移動端末ＵＥとゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷとの間の無線アクセスベアラの確立処
理、ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷとゲートウェイ装置Ｐ－ＧＷとの間のＧＴＰトンネル又は
ＧＲＥトンネルの確立処理など）を優先的に行うことができ、優先呼のＩＮＶＩＴＥ信号
を優先的に転送することができる。
【０１０６】
　また、ＰＭＩＰｖ６を用いる場合にも、優先呼の終了時にＩＭＳ呼制御信号用ベアラの
ＡＲＰを予め設定されたＡＲＰに復元することができるので、優先呼が終了した後に当該
ＩＭＳ呼制御信号用ベアラに優先的にリソースが割り当てられてしまうのを防止できる。
【０１０７】
［その他の実施形態］
　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
修正及び更新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】
【０１０８】
Ｓ－ＣＳＣＦ，Ｐ－ＣＳＣＦ…呼制御ノード、ＰＣＲＦ…優先度制御ノード、Ｐ－ＧＷ，
Ｓ－ＧＷ…ゲートウェイ装置、ＭＭＥ…移動管理ノード、ｅＮｏｄｅＢ，ＮｏｄｅＢ，Ｂ
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ＴＳ…無線基地局、ＵＥ…移動端末、ＲＮＣ，ＢＳＣ…無線制御装置、ＳＧＳＮ…交換局
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