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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回線交換通信をサポートしていない第１無線アクセスネットワークと、回線交換通信を
サポートしている第２無線アクセスネットワークとを具備しており、第１移動局の在圏ネ
ットワーク内の経路切り替えゲートウェイをアンカーポイントとして、該第１移動局と第
２移動局との間の音声通信用の経路を、前記第１無線アクセスネットワークを介した経路
から前記第２無線アクセスネットワークを介した経路に切り替える切替方式を用いること
ができる移動通信システムにおける移動通信方法であって、
　前記第１移動局が、前記在圏ネットワーク内のセッション制御ノードに対して、セッシ
ョン開始要求信号を送信する工程と、
　前記セッション制御ノードが、前記第１移動局が単一無線音声呼継続方式に対応してい
るかについて示す単一無線音声呼継続方式能力に基づいて、前記経路切り替えゲートウェ
イを割り当てるか否かについて決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】
　回線交換通信をサポートしていない第１無線アクセスネットワークと、回線交換通信を
サポートしている第２無線アクセスネットワークとを具備しており、第１移動局の在圏ネ
ットワーク内の経路切り替えゲートウェイをアンカーポイントとして、該第１移動局と第
２移動局との間の音声通信用の経路を、前記第１無線アクセスネットワークを介した経路
から前記第２無線アクセスネットワークを介した経路に切り替える切替方式を用いること
ができる移動通信システムであって、
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　前記在圏ネットワーク内のセッション制御ノードは、前記第１移動局からセッション開
始要求信号を受信した場合、前記第１移動局が単一無線音声呼継続方式に対応しているか
について示す単一無線音声呼継続方式能力に基づいて、前記経路切り替えゲートウェイを
割り当てるか否かについて決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。
【請求項３】
　回線交換通信をサポートしていない第１無線アクセスネットワークと、回線交換通信を
サポートしている第２無線アクセスネットワークとを具備しており、第１移動局の在圏ネ
ットワーク内の経路切り替えゲートウェイをアンカーポイントとして、該第１移動局と第
２移動局との間の音声通信用の経路を、前記第１無線アクセスネットワークを介した経路
から前記第２無線アクセスネットワークを介した経路に切り替える切替方式を用いること
ができる移動通信システムにおいて、該在圏ネットワーク内に設けられているセッション
制御ノードであって、
　前記第１移動局からセッション開始要求信号を受信した場合、前記第１移動局が単一無
線音声呼継続方式に対応しているかについて示す単一無線音声呼継続方式能力に基づいて
、前記経路切り替えゲートウェイを割り当てるか否かについて決定するように構成されて
いることを特徴とするセッション制御ノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法及び移動通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、２Ｇ/３Ｇ方式の無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ：Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ
　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ、或いは、ＧＥ
ＲＡＮ：ＧＳＭ　ＥＤＧＥ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）、及び、ＬＴ
Ｅ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式の無線アクセスネットワーク（Ｅ-
ＵＴＲＡＮ：Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉ
ｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）を収容可能な移動通信システムが知られている。
【０００３】
　３ＧＰＰ　ＴＳ２３.２１６において、ＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）＃１と
ＵＥ＃２との間の音声通信用の経路を、Ｅ-ＵＴＲＡＮ或いはＵＴＲＡＮを介した経路（
ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ）通信用の経路）からＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮを
介した経路（回線交換（ＣＳ：Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈ）通信用の経路）に切り替
える「ＳＲＶＣＣ（Ｓｉｎｇｌｅ　Ｒａｄｉｏ　Ｖｏｉｃｅ　Ｃａｌｌ　Ｃｏｎｔｉｎｕ
ｉｔｙ）方式」について規定されている（非特許文献１参照）。
【０００４】
　また、３ＧＰＰ　ＴＲ２３.８５６　ｖ０.４.１のＡｌｔ.４やＡｌｔ.１１等において
、ＵＥ＃１の在圏ネットワーク内のＭＧＷ（Ｍｅｄｉａ　Ｇａｔｅｗａｙ）＃１をアンカ
ーポイントとして、ＵＥ＃１とＵＥ＃２との間の音声通信用の経路を、Ｅ-ＵＴＲＡＮを
介した経路からＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮを介した経路に切り替えるＳＲＶＣＣ方式（以下
、ＳＲＶＣＣ改善方式と呼ぶ）が規定されている（非特許文献２参照）。
【０００５】
　かかるＳＲＶＣＣ改善方式によれば、ＵＥ＃１とＵＥ＃２との間の音声通信用の経路を
切り替えるために必要な信号を、ＵＥ＃１の在圏ネットワーク内で終端することができ、
従来のＳＲＶＣＣ方式と比べて、かかる信号のＵＥ＃１の在圏ネットワークとＵＥ＃１の
ホームネットワークとの間の往復に起因する通信瞬断時間を短縮することができる。
【０００６】
　以下、図７を参照して、ＵＥ＃１とＵＥ＃２との間の音声通信用の経路を設定する手順
について説明する。
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【０００７】
　図７に示すように、ステップ１において、ＵＥ＃１は、Ｐ-ＣＳＣＦ（Ｐｒｏｘｙ-Ｃａ
ｌｌ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）/ＶＡＴＦ（Ｖｉｓｉｔｅ
ｄ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）に対して、「ＩＮＶＩＴＥ」
を送信する。
【０００８】
　ステップ２において、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦは、かかる経路に対して、ＭＧＷ＃１を割
り当てる。
【０００９】
　さらに、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦは、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦ（Ｉｎｔｅｒｏｇａｔｉｏｎ/Ｓｅ
ｒｖｉｎｇ-Ｃａｌｌ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）に対して
、ＭＧＷ＃１の識別情報、及び、ＳＲＶＣＣ改善方式を用いることができることを示す「
ｅＳＲＶＣＣ」を含む「ＩＮＶＩＴＥ」を送信する。
【００１０】
　ステップ３において、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦは、ＳＣＣ　ＡＳ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃｅｎｔｒ
ａｌｉｚａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｅｒ
ｖｅｒ）に対して、「ｅＳＲＶＣＣ」を含む「ＩＮＶＩＴＥ」を送信する。
【００１１】
　ステップ４において、ＳＣＣ　ＡＳは、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦに対して、「ＩＮＶＩＴＥ」を
送信し、ステップ５において、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦは、ＵＥ＃２に対して、「ＩＮＶＩＴＥ」
を送信する。
【００１２】
　ステップ６において、ＵＥ＃２は、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦに対して、「２００　ＯＫ（「ＩＮ
ＶＩＴＥ」に対する応答信号）」を送信し、ステップ７において、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦは、Ｓ
ＣＣ　ＡＳに対して、「２００　ＯＫ」を送信し、ステップ８において、ＳＣＣ　ＡＳは
、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦに対して、「２００　ＯＫ」を送信し、ステップ９において、Ｉ/Ｓ-Ｃ
ＳＣＦは、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦに対して、「２００　ＯＫ」を送信し、ステップ１０に
おいて、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦは、ＵＥ＃１に対して、「２００　ＯＫ」を送信する。
【００１３】
　この結果、ＵＥ＃１とＵＥ＃２との間の音声通信用のシグナリング経路が、ＵＥ＃１と
Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦとＩ/Ｓ-ＣＳＣＦとＵＥ＃２との間で設定され、ＵＥ＃１とＵＥ＃
２との間の音声通信用のメディア信号経路が、ＵＥ＃１とＭＧＷ＃１とＵＥ＃２との間で
設定される。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ２３.２１６
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＲ２３.８５６　ｖ０.４.１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、図３に示す手順では、ＵＥ＃１がＳＲＶＣＣ方式に対応していない場合
等、ＳＲＶＣＣ改善方式を用いることができない場合に対しても、ＭＧＷ＃１が割り当て
られてしまうため、ＭＧＷ＃１のリソースを無駄に消費してしまうという問題点があった
。
【００１６】
　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、ＭＧＷ＃１のリソースの
浪費を防ぐことができる移動通信方法及び移動通信システム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】
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【００１７】
　本発明の第１の特徴は、回線交換通信をサポートしていない第１無線アクセスネットワ
ークと、回線交換通信をサポートしている第２無線アクセスネットワークとを具備してお
り、第１移動局の在圏ネットワーク内の所定ノードにおいて、該第１移動局と第２移動局
との間の音声通信用の経路を、前記第１無線アクセスネットワークを介した経路から前記
第２無線アクセスネットワークを介した経路に切り替える切替方式を用いることができる
移動通信システムにおける移動通信方法であって、前記第１移動局が、前記在圏ネットワ
ーク内の第１セッション制御ノードに対して、該第１移動局の能力を含むセッション開始
要求信号を送信する工程と、前記第１セッション制御ノードが、サービス制御ネットワー
クに対して、前記第１移動局の能力を含むセッション開始要求信号を送信する工程と、前
記サービス制御ネットワークが、前記第１移動局の能力に基づいて、前記所定ノードの割
り当て要求信号を送信するか否かについて決定する工程と、
　前記第１セッション制御ノードが、前記サービス制御ネットワークから受信した前記割
り当て要求信号に基づいて、前記所定ノードを割り当てる工程とを有することを要旨とす
る。
【００１８】
　本発明の第２の特徴は、回線交換通信をサポートしていない第１無線アクセスネットワ
ークと、回線交換通信をサポートしている第２無線アクセスネットワークとを具備してお
り、第１移動局の在圏ネットワーク内の所定ノードにおいて、該第１移動局と第２移動局
との間の音声通信用の経路を、前記第１無線アクセスネットワークを介した経路から前記
第２無線アクセスネットワークを介した経路に切り替える切替方式を用いることができる
移動通信システムにおける移動通信方法であって、前記第１移動局が、サービス制御ネッ
トワークに対する登録手順において、前記在圏ネットワーク内の第１セッション制御ノー
ドに対して、該第１移動局の能力を通知する工程と、前記第１移動局が、前記第１セッシ
ョン制御ノードに対して、セッション開始要求信号を送信する工程と、前記第１セッショ
ン制御ノードが、前記第１移動局の能力に基づいて、前記所定ノードを割り当てるか否か
について決定する工程とを有することを要旨とする。
【００１９】
　本発明の第３の特徴は、回線交換通信をサポートしていない第１無線アクセスネットワ
ークと、回線交換通信をサポートしている第２無線アクセスネットワークとを具備してお
り、第１移動局の在圏ネットワーク内の所定ノードにおいて、該第１移動局と第２移動局
との間の音声通信用の経路を、前記第１無線アクセスネットワークを介した経路から前記
第２無線アクセスネットワークを介した経路に切り替える切替方式を用いることができる
移動通信システムにおける移動通信方法であって、前記第１移動局が、サービス制御ネッ
トワークに対する登録手順において、サービス制御ネットワークに対して、該第１移動局
の能力を通知する工程と、前記第１移動局が、前記第１セッション制御ノードに対して、
セッション開始要求信号を送信する工程と、前記第１セッション制御ノードが、前記サー
ビス制御ネットワークに対して、セッション開始要求信号を送信する工程と、前記サービ
ス制御ネットワークが、前記第１移動局の能力に基づいて、前記所定ノードの割り当て要
求信号を送信するか否かについて決定する工程と、前記第１セッション制御ノードが、前
記サービス制御ネットワークから受信した前記割り当て要求信号に基づいて、前記所定ノ
ードを割り当てる工程とを有することを要旨とする。
【００２０】
　本発明の第４の特徴は、回線交換通信をサポートしていない第１無線アクセスネットワ
ークと、回線交換通信をサポートしている第２無線アクセスネットワークとを具備してお
り、第１移動局の在圏ネットワーク内の所定ノードにおいて、該第１移動局と第２移動局
との間の音声通信用の経路を、前記第１無線アクセスネットワークを介した経路から前記
第２無線アクセスネットワークを介した経路に切り替える切替方式を用いることができる
移動通信システムであって、前記在圏ネットワーク内の第１セッション制御ノードは、前
記第１移動局から、該第１移動局の能力を含むセッション開始要求信号を受信した場合、
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サービス制御ネットワークに対して、該第１移動局の能力を含むセッション開始要求信号
を送信するように構成されており、前記サービス制御ネットワークは、前記第１移動局の
能力に基づいて、前記所定ノードの割り当て要求信号を送信するか否かについて決定する
ように構成されており、前記第１セッション制御ノードは、前記サービス制御ネットワー
クから受信した前記割り当て要求信号に基づいて、前記所定ノードを割り当てるように構
成されていることを要旨とする。
【００２１】
　本発明の第５の特徴は、回線交換通信をサポートしていない第１無線アクセスネットワ
ークと、回線交換通信をサポートしている第２無線アクセスネットワークとを具備してお
り、第１移動局の在圏ネットワーク内の所定ノードにおいて、該第１移動局と第２移動局
との間の音声通信用の経路を、前記第１無線アクセスネットワークを介した経路から前記
第２無線アクセスネットワークを介した経路に切り替える切替方式を用いることができる
移動通信システムであって、前記在圏ネットワーク内の第１セッション制御ノードは、前
記第１移動局のサービス制御ネットワークに対する登録手順において、該第１移動局の能
力を取得して保存するように構成されており、前記第１セッション制御ノードは、前記第
１移動局からセッション開始要求信号を受信した場合、前記第１移動局の能力に基づいて
、前記所定ノードを割り当てるか否かについて決定するように構成されていることを要旨
とする。
【００２２】
　本発明の第６の特徴は、回線交換通信をサポートしていない第１無線アクセスネットワ
ークと、回線交換通信をサポートしている第２無線アクセスネットワークとを具備してお
り、第１移動局の在圏ネットワーク内の所定ノードにおいて、該第１移動局と第２移動局
との間の音声通信用の経路を、前記第１無線アクセスネットワークを介した経路から前記
第２無線アクセスネットワークを介した経路に切り替える切替方式を用いることができる
移動通信システムであって、サービス制御ネットワークは、前記第１移動局の該サービス
制御ネットワークに対する登録手順において、該第１移動局の能力を取得して保存するよ
うに構成されており、前記サービス制御ネットワークは、前記第１移動局によって送信さ
れたセッション開始要求信号を受信した場合、前記第１移動局の能力に基づいて、前記所
定ノードの割り当て要求信号を送信するか否かについて決定するように構成されており、
前記第１セッション制御ノードは、前記サービス制御ネットワークから受信した前記割り
当て要求信号に基づいて、前記所定ノードを割り当てるように構成されていることを要旨
とする。
【発明の効果】
【００２３】
　以上説明したように、本発明によれば、ＭＧＷ＃１のリソースの浪費を防ぐことができ
る移動通信方法及び移動通信システムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【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動作について説明するシーケ
ンス図である。
【図３】本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作について説明するシーケンス図
である。
【図４】本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作について説明するシーケンス図
である。
【図５】本発明の変更例２に係る移動通信システムの動作について説明するシーケンス図
である。
【図６】本発明の変更例２に係る移動通信システムの動作について説明するシーケンス図
である。
【図７】従来の移動通信システムの動作について説明するシーケンス図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２５】
（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。
【００２６】
　本実施形態に係る移動通信システムには、Ｅ-ＵＴＲＡＮと、ＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮと
が収容されている。
【００２７】
　具体的には、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、ＵＥ＃１の在
圏ネットワークにおいて、ｅＮＢ（無線基地局）や、ＲＮＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ、無線回線制御局）や、ＮｏｄｅＢ（無線基地局）や、ＢＳＳ
（不図示）や、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ、移動
管理ノード）や、Ｓ-ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ-Ｇａｔｅｗａｙ、サービングゲートウェイ装
置）や、Ｐ-ＧＷ（ＰＤＮ-Ｇａｔｅｗａｙ、ＰＤＮゲートウェイ装置）や、ＤＨＣＰ（Ｄ
ｙｎａｍｉｃ　Ｈｏｓｔ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サーバや、
Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦや、ＭＧＷ＃１や、ＭＳＣ（Ｍｏｂｉｌｅ-ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｗ
ｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ、回線交換機）や、ＳＧＳＮ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ
　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ、パケット交換機）や、ＭＳＣサーバや、ＭＧＷ＃２等を具
備している。
【００２８】
　ここで、Ｐ-ＣＳＣＦ及びＶＡＴＦは、同一の装置に設けられていてもよいし、別個の
装置に設けられていてもよい。また、ＶＡＴＦは、例えば、Ｐ-ＧＷや、Ｓ-ＧＷや、ＩＢ
ＣＦ（ＴＳ２３.２２８に記載のＩｎｔｅｒｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｂｏｒｄｅｒ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ、不図示）といった装置に設けられていてもよい。
【００２９】
　また、本実施形態に係る移動通信システムは、ＵＥ＃１のホームネットワークにおいて
、ＳＣＣ　ＡＳや、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦ等を具備している。
【００３０】
　ここで、本実施形態に係る移動通信システムでは、ＳＲＶＣＣ方式やＳＲＶＣＣ改善方
式によって、ＵＥ＃１とＵＥ＃２との間の音声通信用の経路を、Ｅ-ＵＴＲＡＮ或いはＵ
ＴＲＡＮを介した経路（ＩＭＳ　ＶｏＩＰ通信用の経路）からＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮを
介した経路（回線交換通信用の経路）に切り替えることができる。
【００３１】
　以下、図２を参照して、ＵＥ＃１とＵＥ＃２との間の音声通信用の経路を設定する手順
について説明する。
【００３２】
　図２に示すように、ステップＳ１００１において、ＵＥ＃１は、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦ
に対して、ＵＥ＃１がＳＲＶＣＣ方式に対応しているかについて示すＳＲＶＣＣ能力を含
む「ＩＮＶＩＴＥ」を送信する。
【００３３】
　ステップＳ１００２において、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦは、ＩＭＳ（ＩＰ　Ｍｕｌｔｉｍ
ｅｄｉａ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ）内のＩ/Ｓ-ＣＳＣＦに対して、ＳＲＶＣＣ改善方式を用
いることができることを示す「ｅＳＲＶＣＣ」及びＳＲＶＣＣ能力を含む「ＩＮＶＩＴＥ
」を送信する。
【００３４】
　Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦは、ステップＳ１００３において、ＨＳＳ（Ｈｏｍｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉ
ｂｅｒ　Ｓｅｒｖｅｒ）によって管理されているＵＥ＃１の加入者プロファイルや、受信
した「ＩＮＶＩＴＥ」に含まれているＳＲＶＣＣ能力や、ＵＥ＃１のホームネットワーク
や在圏ネットワークのポリシー等によって、ＳＲＶＣＣ改善方式を用いるべきか否かにつ
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いて判定し、ステップＳ１００４において、ＩＭＳ内のＳＣＣ　ＡＳに対して、かかる判
定結果を示す「ｅＳＲＶＣＣ」を含む「ＩＮＶＩＴＥ」を送信する。
【００３５】
　ステップＳ１００５において、ＳＣＣ　ＡＳは、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦに対して、ＭＧＷ＃１
の割り当て要求信号を含む「ＩＮＶＩＴＥ」を送信する。なお、本信号において、ＭＧＷ
＃１の割り当て要求信号が含まれなくてもよい。
【００３６】
　ステップＳ１００６において、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦは、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦに対して、か
かる割り当て要求信号を含む「ＩＮＶＩＴＥ」を送信する。
【００３７】
　Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦは、ステップＳ１００７において、割り当て要求信号に基づいて
、ＭＧＷ＃１を割り当て、ステップＳ１００８において、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦに対して、「Ｉ
ＮＶＩＴＥ」を送信する。
【００３８】
　ステップＳ１００９において、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦは、ＵＥ＃２に対して、「ＩＮＶＩＴＥ
」を送信し、ステップＳ１０１０において、ＵＥ＃２は、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦに対して、「２
００　ＯＫ（「ＩＮＶＩＴＥ」に対する応答信号）」を送信する。
【００３９】
　ステップＳ１０１１において、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦは、ＳＣＣ　ＡＳに対して、「２００　
ＯＫ」を送信し、ステップＳ１０１２において、ＳＣＣ　ＡＳは、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦに対し
て、「２００　ＯＫ」を送信し、ステップＳ１０１３において、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦは、Ｐ-
ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦに対して、「２００　ＯＫ」を送信し、ステップＳ１０１４において
、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦは、ＵＥ＃１に対して、「２００　ＯＫ」を送信する。
【００４０】
　この結果、ＵＥ＃１とＵＥ＃２との間の音声通信用のシグナリング経路が、ＵＥ＃１と
Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦとＵＥ＃２との間で設定され、ＵＥ＃１とＵＥ＃２との間の音声通
信用のメディア信号経路が、ＵＥ＃１とＭＧＷ＃１とＵＥ＃２との間で設定される。
【００４１】
　本実施形態に係る移動通信システムによれば、ＵＥ＃１とＵＥ＃２との間の音声通信用
の経路のうち、ＳＲＶＣＣ改善方式を用いることができない経路に対しては、ＭＧＷ＃１
を割り当てないようにすることができるため、ＭＧＷ＃１のリソースの浪費を防止するこ
とができる。
【００４２】
（変形例１）
　以下、図３及び図４を参照して、上述の第１の実施形態の変更例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。
【００４３】
　第１に、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、ＵＥ＃１のＩ
ＭＳ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ手順について説明する。
【００４４】
　図３に示すように、ステップＳ３００１において、ＵＥ＃１が、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦ
に対して、ＵＥ＃１がＳＲＶＣＣ方式に対応しているかについて示すＳＲＶＣＣ能力を含
むＩＭＳ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ要求信号を送信する。
【００４５】
　Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦは、ステップＳ３００２において、かかるＳＲＶＣＣ能力を保存
し、ステップＳ３００３において、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦに対して、かかるＳＲＶＣＣ能力を含
むＩＭＳ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ要求信号を送信する。
【００４６】
　ステップＳ３００４において、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦは、ＳＣＣ　ＡＳに対して、かかるＳＲ
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ＶＣＣ能力を含むＩＭＳ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ要求信号を送信し、ステップＳ３０
０５において、ＳＣＣ　ＡＳが、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦに対して、ＩＭＳ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔ
ｉｏｎ応答信号を送信する。
【００４７】
　ステップＳ３００６において、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦが、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦに対して、Ｉ
ＭＳ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ応答信号を送信し、ステップＳ３００７において、Ｐ-
ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦが、ＵＥ＃１に対して、ＩＭＳ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ応答信号
を送信する。
【００４８】
　第２に、図４を参照して、ＵＥ＃１とＵＥ＃２との間の音声通信用の経路を設定する手
順について説明する。
【００４９】
　図４に示すように、ステップＳ４００１において、ＵＥ＃１は、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦ
に対して、「ＩＮＶＩＴＥ」を送信する。
【００５０】
　ステップＳ４００２において、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦは、ステップＳ３００２において
保存したＳＲＶＣＣ能力に基づいて、ＭＧＷ＃１を割り当てる。
【００５１】
　例えば、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦは、ＳＲＶＣＣ能力が、ＵＥ＃１がＳＲＶＣＣ方式に対
応していることを示す場合、ＭＧＷ＃１を割り当てるように構成されていてもよい。
【００５２】
　ステップＳ４００２において、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦは、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦに対して、「
ｅＳＲＶＣＣ」を含む「ＩＮＶＩＴＥ」を送信する。
【００５３】
　ステップＳ４００３において、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦは、ＳＣＣ　ＡＳに対して、「ｅＳＲＶ
ＣＣ」を含む「ＩＮＶＩＴＥ」を送信する。
【００５４】
　ステップＳ４００５において、ＳＣＣ　ＡＳは、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦに対して、「ＩＮＶＩ
ＴＥ」を送信する。
【００５５】
　以下、ステップＳ４００６乃至Ｓ４０１１の動作は、図２に示すステップＳ１００９乃
至Ｓ１０１４の動作と同一である。
【００５６】
（変形例２）
　以下、図５及び図６を参照して、上述の第１の実施形態の変更例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。
【００５７】
　第１に、図５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、ＵＥ＃１のＩ
ＭＳ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ手順について説明する。
【００５８】
　図５に示すように、ステップＳ５００１において、ＵＥ＃１が、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦ
に対して、ＵＥ＃１がＳＲＶＣＣ方式に対応しているかについて示すＳＲＶＣＣ能力を含
むＩＭＳ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ要求信号を送信する。
【００５９】
　ステップＳ５００２において、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦは、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦに対して、か
かるＳＲＶＣＣ能力を含むＩＭＳ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ要求信号を送信する。
【００６０】
　Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦは、ステップＳ５００３において、かかるＳＲＶＣＣ能力を保存し、ス
テップＳ５００４において、ＳＣＣ　ＡＳに対して、かかるＳＲＶＣＣ能力を含むＩＭＳ
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　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ要求信号を送信し、ステップＳ５００５において、ＳＣＣ　
ＡＳが、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦに対して、ＩＭＳ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ応答信号を送信す
る。なお、ステップＳ５００４では、かかるＳＲＶＣＣ能力が通知されなくてもよい。
【００６１】
　ステップＳ５００６において、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦが、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦに対して、Ｉ
ＭＳ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ応答信号を送信し、ステップＳ５００７において、Ｐ-
ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦが、ＵＥ＃１に対して、ＩＭＳ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ応答信号
を送信する。
【００６２】
　第２に、図６を参照して、ＵＥ＃１とＵＥ＃２との間の音声通信用の経路を設定する手
順について説明する。
【００６３】
　図６に示すように、ステップＳ６００１において、ＵＥ＃１は、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦ
に対して、「ＩＮＶＩＴＥ」を送信する。
【００６４】
　ステップＳ６００２において、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦは、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦに対して、「
ｅＳＲＶＣＣ」を含む「ＩＮＶＩＴＥ」を送信する。
【００６５】
　Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦは、ステップＳ６００３において、ＨＳＳによって管理されているＵＥ
＃１の加入者プロファイルや、ステップＳ３００２において保存したＳＲＶＣＣ能力や、
ＵＥ＃１のホームネットワークや在圏ネットワークのポリシー等によって、ＳＲＶＣＣ改
善方式を用いるべきか否かについて判定する。
【００６６】
　以下、ステップＳ６００４乃至Ｓ６０１４の動作は、図２に示すステップＳ１００４乃
至Ｓ１０１４の動作と同一である。
【００６７】
　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。
【００６８】
　本実施形態の第１の特徴は、Ｅ-ＵＴＲＡＮ（回線交換通信をサポートしていない第１
無線アクセスネットワーク）と、ＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮ（回線交換通信をサポートして
いる第２無線アクセスネットワーク）とを具備しており、ＵＥ＃１（第１移動局）の在圏
ネットワーク内のＭＧＷ＃１（所定ノード）において、ＵＥ＃１とＵＥ＃２との間の音声
通信用の経路を、Ｅ-ＵＴＲＡＮを介した経路からＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮを介した経路に
切り替えるＳＲＶＣＣ改善方式（切替方式）を用いることができる移動通信システムにお
ける移動通信方法であって、ＵＥ＃１が、ＵＥ＃１の在圏ネットワーク内のＰ-ＣＳＣＦ/
ＶＡＴＦ（第１セッション制御ノード）に対して、ＳＲＶＣＣ能力（第１移動局の能力）
を含む「ＩＮＶＩＴＥ（セッション開始要求信号）」を送信する工程と、Ｐ-ＣＳＣＦ/Ｖ
ＡＴＦが、ＩＭＳ（サービス制御ネットワーク）に対して、ＳＲＶＣＣ能力を含む「ＩＮ
ＶＩＴＥ」を送信する工程と、ＩＭＳが、ＳＲＶＣＣ能力に基づいて、ＭＧＷ＃１の割り
当て要求信号を送信するか否かについて決定する工程と、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦが、ＩＭ
Ｓから受信した割り当て要求信号に基づいて、ＭＧＷ＃１を割り当てる工程とを有するこ
とを要旨とする。
【００６９】
　本実施形態の第２の特徴は、Ｅ-ＵＴＲＡＮと、ＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮとを具備してお
り、ＵＥ＃１の在圏ネットワーク内のＭＧＷ＃１において、ＵＥ＃１とＵＥ＃２との間の
音声通信用の経路を、Ｅ-ＵＴＲＡＮを介した経路からＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮを介した経
路に切り替えるＳＲＶＣＣ改善方式を用いることができる移動通信システムにおける移動
通信方法であって、ＵＥ＃１が、ＩＭＳ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ手順（サービス制御
ネットワークに対する登録手順）において、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦに対して、ＳＲＶＣＣ
能力を通知する工程と、ＵＥ＃１が、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦに対して、「ＩＮＶＩＴＥ」
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を送信する工程と、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦが、ＳＲＶＣＣ能力に基づいて、ＭＧＷ＃１を
割り当てるか否かについて決定する工程とを有することを要旨とする。
【００７０】
　本実施形態の第３の特徴は、Ｅ-ＵＴＲＡＮと、ＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮとを具備してお
り、ＵＥ＃１の在圏ネットワーク内のＭＧＷ＃１において、ＵＥ＃１とＵＥ＃２との間の
音声通信用の経路を、Ｅ-ＵＴＲＡＮを介した経路からＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮを介した経
路に切り替えるＳＲＶＣＣ改善方式を用いることができる移動通信システムにおける移動
通信方法であって、ＵＥ＃１が、ＩＭＳ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ手順において、ＩＭ
Ｓに対して、ＳＲＶＣＣ能力を通知する工程と、ＵＥ＃１が、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦに対
して、「ＩＮＶＩＴＥ」を送信する工程と、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦが、ＩＭＳに対して、
「ＩＮＶＩＴＥ」を送信する工程と、ＩＭＳが、ＳＲＶＣＣ能力に基づいて、ＭＧＷ＃１
の割り当て要求信号を送信するか否かについて決定する工程と、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦが
、ＩＭＳから受信した割り当て要求信号に基づいて、ＭＧＷ＃１を割り当てる工程とを有
することを要旨とする。
【００７１】
　本実施形態の第４の特徴は、Ｅ-ＵＴＲＡＮと、ＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮとを具備してお
り、ＵＥ＃１の在圏ネットワーク内のＭＧＷ＃１において、ＵＥ＃１とＵＥ＃２との間の
音声通信用の経路を、Ｅ-ＵＴＲＡＮを介した経路からＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮを介した経
路に切り替えるＳＲＶＣＣ改善方式を用いることができる移動通信システムであって、Ｐ
-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦは、ＵＥ＃１から、ＳＲＶＣＣ能力を含む「ＩＮＶＩＴＥ」を受信し
た場合、ＩＭＳに対して、ＳＲＶＣＣ能力を含む「ＩＮＶＩＴＥ」を送信するように構成
されており、ＩＭＳは、ＳＲＶＣＣ能力に基づいて、ＭＧＷ＃１の割り当て要求信号を送
信するか否かについて決定するように構成されており、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦは、ＩＭＳ
から受信した割り当て要求信号に基づいて、ＭＧＷ＃１を割り当てるように構成されてい
ることを要旨とする。
【００７２】
　本実施形態の第５の特徴は、Ｅ-ＵＴＲＡＮと、ＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮとを具備してお
り、ＵＥ＃１の在圏ネットワーク内のＭＧＷ＃１において、ＵＥ＃１とＵＥ＃２との間の
音声通信用の経路を、Ｅ-ＵＴＲＡＮを介した経路からＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮを介した経
路に切り替えるＳＲＶＣＣ改善方式を用いることができる移動通信システムであって、Ｐ
-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦは、ＵＥ＃１のＩＭＳ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ手順において、Ｓ
ＲＶＣＣ能力を取得して保存するように構成されており、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦは、ＵＥ
＃１から「ＩＮＶＩＴＥ」を受信した場合に、保存しているＳＲＶＣＣ能力に基づいて、
ＭＧＷ＃１を割り当てるか否かについて決定するように構成されていることを要旨とする
。
【００７３】
　本実施形態の第６の特徴は、Ｅ-ＵＴＲＡＮと、ＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮとを具備してお
り、ＵＥ＃１の在圏ネットワーク内のＭＧＷ＃１において、ＵＥ＃１とＵＥ＃２との間の
音声通信用の経路を、Ｅ-ＵＴＲＡＮを介した経路からＵＴＲＡＮ/ＧＥＲＡＮを介した経
路に切り替えるＳＲＶＣＣ改善方式を用いることができる移動通信システムであって、Ｉ
ＭＳは、ＵＥ＃１のＩＭＳ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ手順において、ＳＲＶＣＣ能力を
取得して保存するように構成されており、ＩＭＳは、ＵＥ＃１によって送信された「ＩＮ
ＶＩＴＥ」を受信した場合、保存しているＳＲＶＣＣ能力に基づいて、ＭＧＷ＃１の割り
当て要求信号を送信するか否かについて決定するように構成されており、Ｐ-ＣＳＣＦ/Ｖ
ＡＴＦは、ＩＭＳから受信した割り当て要求信号に基づいて、ＭＧＷ＃１を割り当てるよ
うに構成されていることを要旨とする。
【００７４】
　なお、上述のＭＳＣサーバ、ＭＧＷ＃１、ＭＧＷ＃２、ＭＭＥ、Ｓ-ＧＷ、Ｐ-ＧＷ、Ｐ
-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦ、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦ、ＳＣＣ　ＡＳ、ＳＧＳＮ、ＭＳＣ、ＵＥ＃１、Ｕ
Ｅ＃２、ＲＮＣ、ＮｏｄｅＢ、ｅＮＢの動作は、ハードウェアによって実施されてもよい
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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。
【００７５】
　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。
【００７６】
　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、ＭＳＣサーバ、ＭＧＷ＃１、ＭＧＷ＃２、ＭＭＥ、Ｓ-ＧＷ、Ｐ-ＧＷ、Ｐ
-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦ、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦ、ＳＣＣ　ＡＳ、ＳＧＳＮ、ＭＳＣ、ＵＥ＃１、Ｕ
Ｅ＃２、ＲＮＣ、ＮｏｄｅＢ、ｅＮＢ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ＭＳＣサーバ、ＭＧＷ＃１、Ｍ
ＧＷ＃２、ＭＭＥ、Ｓ-ＧＷ、Ｐ-ＧＷ、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦ、Ｉ/Ｓ-ＣＳＣＦ、ＳＣＣ
　ＡＳ、ＳＧＳＮ、ＭＳＣ、ＵＥ＃１、ＵＥ＃２、ＲＮＣ、ＮｏｄｅＢ、ｅＮＢ内に設け
られていてもよい。
【００７７】
　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】
【００７８】
ＵＥ＃１、ＵＥ＃２…移動局
ＭＭＥ…移動管理ノード
ＳＧＳＮ…パケット交換機
ＭＳＣ…回線交換機
Ｓ-ＧＷ、Ｐ-ＧＷ…ゲートウェイ装置
【要約】
【課題】ＭＧＷ＃１のリソースの浪費を防ぐ。
【解決手段】本発明に係る移動通信方法は、ＵＥ＃１が、ＵＥ＃１の在圏ネットワーク内
のＰ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦに対して、「ＩＮＶＩＴＥ」を送信する工程と、Ｐ-ＣＳＣＦ/Ｖ
ＡＴＦが、ＩＭＳに対して、「ＩＮＶＩＴＥ」を送信する工程と、Ｐ-ＣＳＣＦ/ＶＡＴＦ
が、ＩＭＳから受信した割り当て要求信号に基づいて、上述の音声通信用の経路に対して
、ＭＧＷ＃１を割り当てる工程とを有する。
【選択図】図２
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