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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局が、マルチ周波数バンドインディケータ機能に対応する第１無線基地局配下のセ
ルに接続されている状態で、該マルチ周波数バンドインディケータ機能に対応する第２無
線基地局配下のセルに再接続することができるように構成されている移動通信システムで
あって、
　前記第１無線基地局は、前記移動局が前記マルチ周波数バンドインディケータ機能に対
応していると判定した場合に、前記第２無線基地局配下のセルによってサポートされてい
るバンドの中から、該移動局がアイドル状態時に選択する優先度が最も高いバンドを選択
し、該第２無線基地局に対して、選択した該バンドの下り中心周波数の識別情報を用いて
生成した無線基地局鍵を含むハンドオーバ準備信号を送信するように構成されており、
　前記マルチ周波数バンドインディケータ機能は、対象セルによってサポートされている
既存バンド及び新規バンドがオーバーラップしている場合に、該対象セルにおける報知情
報によって該既存バンド及び該新規バンドを通知する機能であることを特徴とする移動通
信システム。
【請求項２】
　前記第１無線基地局は、前記移動局から取得した能力情報に基づいて、該移動局が前記
マルチ周波数バンドインディケータ機能に対応してい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請求項１に記載の移動通信システム。
【請求項３】
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　前記第１無線基地局は、前記移動局から取得した前記能力情報内の情報要素に基づいて
、前記移動局が前記マルチ周波数バンドインディケータ機能に対応しているか否かについ
て判定する請求項２に記載の移動通信システム。
【請求項４】
　前記能力情報は、ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ（Ｅ-ＵＴＲＡ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ
）であり、前記情報要素は、ＳｕｐｐｏｒｔｅｄＢａｎｄＬｉｓｔＥ-ＵＴＲＡである請
求項３に記載の移動通信システム。
【請求項５】
　前記報知情報は、前記新規バンドを通知するリストを含んでおり、
　前記移動局が、前記第２無線基地局配下のセルによってサポートされているバンド内に
含まれている既存バンドに対応している場合には、前記第１無線基地局は、前記優先度が
最も高いバンドとして、該既存バンドを選択するように構成されており、
　前記移動局が、前記第２無線基地局配下のセルによってサポートされているバンド内に
含まれていない既存バンドに対応している場合には、前記第１無線基地局は、前記優先度
が最も高いバンドとして、該移動局が対応している新規バンドの中で前記リストの最上位
に位置する新規バンドを選択するように構成されていることを特徴とする請求項１又は２
に記載の移動通信システム。
【請求項６】
　移動局が、マルチ周波数バンドインディケータ機能に対応する第１無線基地局配下のセ
ルに接続されている状態で、該マルチ周波数バンドインディケータ機能に対応する第２無
線基地局配下のセルに再接続することができるように構成されている移動通信システムで
あって、
　前記第１無線基地局は、前記移動局が前記マルチ周波数バンドインディケータ機能に対
応していると判定した場合に、前記第２無線基地局に対して、該第２無線基地局配下のセ
ルによってサポートされている全てのバンドの下り中心周波数の識別情報を用いて生成し
た無線基地局鍵を含むハンドオーバ準備信号を送信するように構成されており、
　前記マルチ周波数バンドインディケータ機能は、対象セルによってサポートされている
既存バンド及び新規バンドがオーバーラップしている場合に、該対象セルにおける報知情
報によって該既存バンド及び該新規バンドを通知する機能であることを特徴とする移動通
信システム。
【請求項７】
　前記第１無線基地局は、前記移動局から取得した能力情報に基づいて、該移動局が前記
マルチ周波数バンドインディケータ機能に対応してい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請求項６に記載の移動通信システム。
【請求項８】
　前記第１無線基地局は、前記移動局から取得した前記能力情報内の情報要素に基づいて
、前記移動局が前記マルチ周波数バンドインディケータ機能に対応しているか否かについ
て判定する請求項７に記載の移動通信システム。
【請求項９】
　前記能力情報は、ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ（Ｅ-ＵＴＲＡ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ
）であり、前記情報要素は、ＳｕｐｐｏｒｔｅｄＢａｎｄＬｉｓｔＥ-ＵＴＲＡである請
求項８に記載の移動通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）のＲｅｌｅａｓｅ-１１方式にお
いて、ＭＦＢＩ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｂａｎｄ　Ｉｎｄｉｃａｔｏ
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ｒ）機能が定義された。
【０００３】
　ここで、ＭＦＢＩ機能は、図６に示すように、対象セルによってサポートされている既
存バンド（Ｌｅｇａｃｙ　Ｂａｎｄ）及び新規バンド（新しく定義されたバンド）がオー
バーラップしている場合に、対象セルにおけるＳＩＢ１（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａ
ｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ　１）によって、かかる既存バンド及び新規バンドを通知する機能
である。
【０００４】
　図７（ａ）に示すように、従来の無線基地局ｅＮＢは、配下のセルにおいて、ＳＩＢ１
によって、かかるセルによってサポートしている既存バンド（及び、かかる既存バンドの
「ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｅ-ＵＴＲＡＮ　Ａｂｓｏｌｕｔｅ　Ｒａｄ
ｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｎｕｍｂｅｒ）」）を通知するように構成
されている。
【０００５】
　これに対して、図７（ｂ）に示すように、ＭＦＢＩ機能に対応している無線基地局ｅＮ
Ｂは、配下のセルにおいて、ＳＩＢ１内の情報要素「ＦｒｅｑＢａｎｄＩｎｄｉｃａｔｏ
ｒ」によって、かかるセルによってサポートしている既存バンド（及び、かかる既存バン
ドの「ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ」）を通知し、ＳＩＢ１内の情報要素「ＭｕｌｔｉＢａｎｄＬ
ｉｎｆｏ」によって、かかるセルによってサポートしている新規バンド（及び、かかる新
規バンドの「ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ」）を通知するように構成されている。
【０００６】
　また、ＭＦＢＩ機能に対応している移動局ＵＥは、各セルにおけるＳＩＢ１によって通
知された既存バンドに対応している場合には、かかる既存バンドを選択するように構成さ
れている。
【０００７】
　一方、ＭＦＢＩ機能に対応している移動局ＵＥは、各セルにおけるＳＩＢ１によって通
知された既存バンドに対応していない場合には、自身が対応している新規バンドの中で「
ＭｕｌｔｉＢａｎｄＬｉｎｆｏ」の最上位に位置する新規バンドを選択するように構成さ
れている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３３１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　また、既存のＬＴＥ方式では、ハンドオーバが失敗するケースを想定して、「ＡＳ　ｒ
ｅｃｏｖｅｒｙ」を可能にするために、ハンドオーバ元無線基地局Ｓ-ｅＮＢは、ハンド
オーバ先無線基地局Ｔ-ｅＮＢ配下のセル（ハンドオーバ先セル）のＫｅＮＢ＊を生成し
、ハンドオーバ先無線基地局Ｔ-ｅＮＢに対して、「ＨＯ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ（Ｒ
ｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏ）」によって、かかるＫｅＮＢ＊を通知するよ
うに構成されている。
【００１０】
　ここで、ハンドオーバ元無線基地局Ｓ-ｅＮＢは、アクティブなＫｅＮＢ（又は、ＮＨ
）やハンドオーバ先セルのＰＣＩ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）や
ハンドオーバ先セルの「ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ」に基づいて、かかるＫｅＮＢ＊を生成する
ように構成されている。
【００１１】
　しかしながら、ＭＦＢＩ機能に対応しているネットワークでは、ハンドオーバ先セルに
よってサポートされているバンドが複数存在する。
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【００１２】
　したがって、ハンドオーバ元無線基地局Ｓ-ｅＮＢは、ハンドオーバ先セルによってサ
ポートされている複数のバンドの「ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ」の中で、どのバンドの「ＤＬ　
ＥＡＲＦＣＮ」を用いてＫｅＮＢ＊を生成しておくべきか判断することができないという
問題点があった。
【００１３】
　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、ＭＦＢＩ機能に対応して
いるネットワークにおいて適切に再接続手順を行うことができる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】
【００１４】
　本発明の第１の特徴は、移動局が、マルチ周波数バンドインディケータ機能に対応する
第１無線基地局配下のセルに接続されている状態で、該マルチ周波数バンドインディケー
タ機能に対応する第２無線基地局配下のセルに再接続することができるように構成されて
いる移動通信システムであって、前記第１無線基地局は、前記移動局が前記マルチ周波数
バンドインディケータ機能に対応していると判定した場合に、前記第２無線基地局配下の
セルによってサポートされているバンドの中から、該移動局がアイドル状態時に選択する
優先度が最も高いバンドを選択し、該第２無線基地局に対して、選択した該バンドの下り
中心周波数の識別情報を用いて生成した無線基地局鍵を含むハンドオーバ準備信号を送信
するように構成されており、前記マルチ周波数バンドインディケータ機能は、対象セルに
よってサポートされている既存バンド及び新規バンドがオーバーラップしている場合に、
該対象セルにおける報知情報によって該既存バンド及び該新規バンドを通知する機能であ
ることを要旨とする。
【００１５】
　本発明の第２の特徴は、移動局が、マルチ周波数バンドインディケータ機能に対応する
第１無線基地局配下のセルに接続されている状態で、該マルチ周波数バンドインディケー
タ機能に対応する第２無線基地局配下のセルに再接続することができるように構成されて
いる移動通信システムであって、前記第１無線基地局は、前記移動局が前記マルチ周波数
バンドインディケータ機能に対応していると判定した場合に、前記第２無線基地局に対し
て、該第２無線基地局配下のセルによってサポートされている全てのバンドの下り中心周
波数の識別情報を用いて生成した無線基地局鍵を含むハンドオーバ準備信号を送信するよ
うに構成されており、前記マルチ周波数バンドインディケータ機能は、対象セルによって
サポートされている既存バンド及び新規バンドがオーバーラップしている場合に、該対象
セルにおける報知情報によって該既存バンド及び該新規バンドを通知する機能であること
を要旨とする移動通信システム。
【発明の効果】
【００１６】
　以上説明したように、本発明によれば、ＭＦＢＩ機能に対応しているネットワークにお
いて適切に再接続手順を行うことができる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】
【００１７】
【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の実施形態に係る無線基地局ｅＮＢ＃Ａ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の動作を説明するためのシーケ
ンス図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局ｅＮＢ＃Ａの動作を説明するためのフ
ローチャートである。
【図５】本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作を説明するためのシーケンス図
である。
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【図６】従来技術を説明するための図である。
【図７】従来技術を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図４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。
【００１９】
　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、無線基地局ｅＮＢ＃Ａと、
無線基地局ｅＮＢ＃Ｂとを具備している。ここで、無線基地局ｅＮＢ＃Ａ及び無線基地局
＃Ｂは、ＭＦＢＩ機能に対応しているものとする。
【００２０】
　なお、本実施形態では、無線基地局ｅＮＢ＃Ａ配下のセルに接続されている状態の移動
局ＵＥが無線基地局ｅＮＢ＃Ｂ配下のセルに再接続することを想定して説明を行うことと
する。
【００２１】
　図２に示すように、本実施形態に係る無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、受信部１１と、算出部
１２と、送信部１３とを具備している。
【００２２】
　受信部１１は、移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ＃Ｂから各種信号を受信するように構成
されており、算出部１２は、上述のハンドオーバが行われる際に、ＫｅＮＢ＊を算出する
ように構成されており、送信部１３は、移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ＃Ｂに対して各種
信号を送信するように構成されている。
【００２３】
　具体的には、算出部１２は、移動局ＵＥがＭＦＢＩ機能に対応していると判定した場合
に、無線基地局ｅＮＢ＃Ｂ配下のセル（１つ又は複数のハンドオーバ先候補セル）の各々
によってサポートされているバンドの中から、移動局ＵＥが「ＲＲＣ_ＩＤＬＥ状態」時
に選択する優先度が最も高いバンドを選択するように構成されている。
【００２４】
　ここで、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢ＃Ｂ配下のセルによってサポートされている
バンド内に含まれている既存バンドに対応している場合には、算出部１２は、上述の優先
度が最も高いバンドとして、かかる既存バンドを選択するように構成されている。
【００２５】
　一方、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢ＃Ｂ配下のセルによってサポートされているバ
ンド内に含まれている既存バンドに対応していない場合には、算出部１２は、上述の優先
度が最も高いバンドとして、移動局ＵＥが対応している新規バンドの中で「ＭｕｌｔｉＢ
ａｎｄＬｉｎｆｏ」の最上位に位置する新規バンドを選択するように構成されている。
【００２６】
　そして、算出部１２は、アクティブなＫｅＮＢ（又は、ＮＨ）や、無線基地局ｅＮＢ＃
Ｂ配下のセル（ハンドオーバ先セル）のＰＣＩや、上述のように選択したバンドの「ＤＬ
　ＥＡＲＦＣＮ」を用いて、ＫｅＮＢ＊を生成するように構成されている。
【００２７】
　ここで、算出部１２は、受信部１１によって移動局ＵＥから受信された「ＵＥ　Ｃａｐ
ａｂｉｌｉｔｙ（Ｅ-ＵＴＲＡ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ）」に基づいて、移動局ＵＥがＭ
ＦＢＩ機能に対応しているか否かについて判定するように構成されていてもよい。
【００２８】
　具体的には、算出部１２は、上述の「ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ（Ｅ-ＵＴＲＡ　Ｃ
ａｐａｂｉｌｉｔｙ）」内の情報要素「ＳｕｐｐｏｒｔｅｄＢａｎｄＬｉｓｔＥ-ＵＴＲ
Ａ」に基づいて、移動局ＵＥがＭＦＢＩ機能に対応しているか否かについて判定するよう
に構成されていてもよい。
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【００２９】
　また、算出部１２は、上述の「ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ（Ｅ-ＵＴＲＡ　Ｃａｐａ
ｂｉｌｉｔｙ）」に基づいて、移動局ＵＥが対応しているバンドについて判定するように
構成されていてもよい。
【００３０】
　送信部１３は、無線基地局ｅＮＢ＃Ａに対して、算出部１２によって算出されたＫｅＮ
Ｂ＊を含む「ＨＯ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ（Ｒｅｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｅｎｔ　Ｉｎｆ
ｏ）」を送信するように構成されている。
【００３１】
　以下、図３及び図４を参照して、本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。具体的には、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ｅＮＢ＃
Ａ配下のセルに接続している移動局ＵＥが無線基地局ｅＮＢ＃Ｂ配下のセルに再接続する
動作について説明する。
【００３２】
　図３に示すように、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、ステップＳ１００１において、無線基地
局ｅＮＢ＃Ｂ配下のセル（例えば、ＰＣＩ＃１のセル及びＰＣＩ＃２のセル）の各々によ
ってサポートされているバンドの中から、図４に示す手順（すなわち、移動局ＵＥによる
バンド選択アルゴリズムと同一の手順）に従って、移動局ＵＥが「ＲＲＣ_ＩＤＬＥ状態
」時に選択する優先度が最も高いバンドを選択し、かかるバンドの「ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ
」を用いて、ＫｅＮＢ＊を生成し、ステップＳ１００２において、無線基地局ｅＮＢ＃Ｂ
に対して、かかるＫｅＮＢ＊を含む「ＨＯ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ（Ｒｅｅｓｔａｂｌ
ｉｓｈｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏ）」を送信する。
【００３３】
　ステップＳ１００３において、無線基地局ｅＮＢ＃Ｂは、無線基地局ｅＮＢ＃Ｂ配下の
セル（例えば、ＰＣＩ＃１のセル及びＰＣＩ＃２のセル）の各々において、ＳＩＢ１によ
って、各セルによってサポートされているバンド（又は、かかるバンドの「ＤＬ　ＥＡＲ
ＦＣＮ」）、例えば、「既存バンド（ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ＃１）」や、新規バンドとして
の「Ｂａｎｄ＃ｘ（ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ＃２）」や「Ｂａｎｄ＃ｘ（ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ
＃５）」を通知する。
【００３４】
　ステップＳ１００４において、移動局ＵＥは、ＳＩＢ１によって通知された既存バンド
に対応している場合には、かかる既存バンドを選択し、ＳＩＢ１によって通知された既存
バンドに対応していない場合には、自身が対応している新規バンドの中で「ＭｕｌｔｉＢ
ａｎｄＬｉｎｆｏ」の最上位に位置する新規バンドを選択する。
【００３５】
　ステップＳ１００５において、移動局ＵＥは、選択したバンドを用いて、無線基地局ｅ
ＮＢ＃Ｂとの間でＲＲＣコネクションを確立する。
【００３６】
　ここで、図４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、無線基地局ｅ
ＮＢ＃Ａが、移動局ＵＥが「ＲＲＣ_ＩＤＬＥ状態」時に選択する優先度が最も高いバン
ドを選択する動作について説明する。
【００３７】
　図４に示すように、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、ステップＳ１０１において、移動局ＵＥ
がＭＦＢＩ機能に対応していると判定すると、ステップＳ１０２において、移動局ＵＥが
、無線基地局ｅＮＢ＃Ｂ配下のセルによってサポートされているバンド内に含まれている
既存バンドに対応しているか否かについて判定する。
【００３８】
　「Ｙｅｓ」の場合、ステップＳ１０３において、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、上述の移動
局ＵＥが「ＲＲＣ_ＩＤＬＥ状態」時に選択する優先度が最も高いバンドとして、かかる
既存バンドを選択する。
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【００３９】
　一方、「Ｎｏ」の場合、ステップＳ１０４において、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、上述の
移動局ＵＥが「ＲＲＣ_ＩＤＬＥ状態」時に選択する優先度が最も高いバンドとして、移
動局ＵＥが対応している新規バンドの中で「ＭｕｌｔｉＢａｎｄＬｉｎｆｏ」の最上位に
位置する新規バンドを選択する。
【００４０】
（変更例１）
　以下、図５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、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。
【００４１】
　本発明の変更例１に係る移動通信システムにおいて、無線基地局ｅＮＢ＃Ａの算出部１
２は、移動局ＵＥがＭＦＢＩ機能に対応していると判定した場合に、無線基地局ｅＮＢ＃
Ｂ配下のセルによってサポートされている全てのバンドの「ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ」を用い
て、１つ又は複数のＫｅＮＢ＊を生成するように構成されている。
【００４２】
　送信部１３は、無線基地局ｅＮＢ＃Ｂに対して、算出部１２によって生成された全ての
ＫｅＮＢ＊を含む「ＨＯ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ」を送信する。
【００４３】
　以下、図５を参照して、本変更例１に係る移動通信システムの動作について説明する。
具体的には、本変更例１に係る移動通信システムにおいて、無線基地局ｅＮＢ＃Ａ配下の
セルに接続している移動局ＵＥが無線基地局ｅＮＢ＃Ｂ配下のセルに再接続する動作につ
いて説明する。
【００４４】
　図５に示すように、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、ステップＳ２００１において、無線基地
局ｅＮＢ＃Ｂ配下のセル（例えば、ＰＣＩ＃１のセル及びＰＣＩ＃２のセル）の各々によ
ってサポートされている全てのバンド（例えば、既存バンド（Ｌｅｇａｃｙ　ｂａｎｄ）
/Ｂａｎｄ＃ｘ（新規バンド）/Ｂａｎｄ＃ｙ（新規バンド））の「ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ」
（例えば、「ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ＃１」/「ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ＃２」/「ＤＬ　ＥＡＲＦ
ＣＮ＃４」）を用いて、ＫｅＮＢ＊を生成する。
【００４５】
　無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、ステップＳ２００２において、無線基地局ｅＮＢ＃Ｂに対し
て、生成した全てのＫｅＮＢ＊を含む「ＨＯ　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ（Ｒｅｅｓｔａｂ
ｌｉｓｈｍｅｎｔ　Ｉｎｆｏ）」を送信する。
【００４６】
　ステップＳ２００３において、無線基地局ｅＮＢ＃Ｂは、無線基地局ｅＮＢ＃Ｂ配下の
セル（例えば、ＰＣＩ＃１のセル及びＰＣＩ＃２のセル）の各々において、ＳＩＢ１によ
って、各セルによってサポートされているバンド（又は、かかるバンドの「ＤＬ　ＥＡＲ
ＦＣＮ」）、例えば、「既存バンド（ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ＃１）」や、新規バンドとして
の「Ｂａｎｄ＃ｘ（ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ＃２）」や「Ｂａｎｄ＃ｘ（ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ
＃５）」を通知する。
【００４７】
　ステップＳ２００４において、移動局ＵＥは、ＳＩＢ１によって通知された既存バンド
に対応している場合には、かかる既存バンドを選択し、ＳＩＢ１によって通知された既存
バンドに対応していない場合には、自身が対応している新規バンドの中で「ＭｕｌｔｉＢ
ａｎｄＬｉｎｆｏ」の最上位に位置する新規バンドを選択する。
【００４８】
　ステップＳ２００５において、移動局ＵＥは、選択したバンドを用いて、無線基地局ｅ
ＮＢ＃Ｂとの間でＲＲＣコネクションを確立する。
【００４９】
　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。
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【００５０】
　本実施形態の第１の特徴は、移動局ＵＥが、ＭＦＢＩ機能（マルチ周波数バンドインデ
ィケータ機能）に対応する無線基地局ｅＮＢ＃Ａ（第１無線基地局）配下のセルに接続さ
れている状態で、ＭＦＢＩ機能に対応する無線基地局ｅＮＢ＃Ｂ（第２無線基地局）配下
のセルに再接続することができるように構成されている移動通信システムであって、無線
基地局ｅＮＢ＃Ａは、移動局ＵＥがＭＦＢＩ機能に対応していると判定した場合に、無線
基地局ｅＮＢ＃Ｂ配下のセルによってサポートされているバンドの中から、移動局ＵＥが
「ＲＲＣ_ＩＤＬＥ状態（アイドル状態）」時に選択する優先度が最も高いバンドを選択
し、無線基地局ｅＮＢ＃Ｂに対して、選択したバンドの「ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ（下り中心
周波数の識別情報）」を用いて生成したＫｅＮＢ＊（無線基地局鍵）を含む「ＨＯ　Ｐｒ
ｅｐａｒａｔｉｏｎ（ハンドオーバ準備信号）」を送信するように構成されており、ＭＦ
ＢＩ機能は、対象セルによってサポートされている既存バンド及び新規バンドがオーバー
ラップしている場合に、対象セルにおけるＳＩＢ１（報知情報）によって、かかる既存バ
ンド及び新規バンドを通知する機能であることを要旨とする。
【００５１】
　かかる特徴によれば、無線基地局ｅＮＢ＃Ａが、無線基地局ｅＮＢ＃Ｂ配下のセルによ
ってサポートされているバンドの中から、移動局ＵＥが「ＲＲＣ_ＩＤＬＥ状態」時に選
択すると想定されるバンドを選択して、かかるバンドの「ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ」を用いて
ＫｅＮＢ＊を生成して、無線基地局ｅＮＢ＃Ｂに対して通知しておくことで、ＭＦＢＩ機
能に対応しているネットワークにおいても適切に再接続を行うことができる。
【００５２】
　本実施形態の第１の特徴において、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、移動局ＵＥから取得した
「ＵＥ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ（能力情報）」に基づいて、移動局ＵＥがＭＦＢＩ機能に
対応しているか否かについて判定するように構成されていてもよい。
【００５３】
　かかる特徴によれば、無線基地局ｅＮＢ＃Ａが、既存の信号を用いて、動局ＵＥがＭＦ
ＢＩ機能に対応しているか否かについて判定することができる。
【００５４】
　本実施形態の第１の特徴において、ＳＩＢ１は、上述の新規バンドを通知する「Ｍｕｌ
ｔｉＢａｎｄＬｉｎｆｏ（リスト）」を含んでおり、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢ＃
Ｂ配下のセルによってサポートされているバンド内に含まれている既存バンドに対応して
いる場合には、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、上述の優先度が最も高いバンドとして、既存バ
ンドを選択するように構成されており、移動局ＵＥが、無線基地局ｅＮＢ＃Ｂ配下のセル
によってサポートされているバンド内に含まれている既存バンドに対応していない場合に
は、無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、上述の優先度が最も高いバンドとして、移動局ＵＥが対応
している新規バンドの中で「ＭｕｌｔｉＢａｎｄＬｉｎｆｏ」の最上位に位置する新規バ
ンドを選択するように構成されていてもよい。
【００５５】
　かかる特徴によれば、既存の移動局ＵＥによるバンド選択アルゴリズムを活用して、Ｍ
ＦＢＩ機能に対応しているネットワークにおいても適切に再接続を行うことができる。
【００５６】
　本実施形態の第２の特徴は、移動局ＵＥが、ＭＦＢＩ機能に対応する無線基地局ｅＮＢ
＃Ａ配下のセルに接続されている状態で、ＭＦＢＩ機能に対応する無線基地局ｅＮＢ＃Ｂ
配下のセルに再接続することができるように構成されている移動通信システムであって、
無線基地局ｅＮＢ＃Ａは、移動局ＵＥがＭＦＢＩ機能に対応していると判定した場合に、
無線基地局ｅＮＢ＃Ｂに対して、無線基地局ｅＮＢ＃Ｂ配下のセルによってサポートされ
ている全てのバンドの「ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ」を用いて生成したＫｅＮＢ＊を含む「ＨＯ
　Ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ」を送信するように構成されており、ＭＦＢＩ機能は、対象セ
ルによってサポートされている既存バンド及び新規バンドがオーバーラップしている場合
に、対象セルにおけるＳＩＢ１によって、かかる既存バンド及び新規バンドを通知する機
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【００５７】
　かかる特徴によれば、無線基地局ｅＮＢ＃Ａが、無線基地局ｅＮＢ＃Ｂ配下のセルによ
ってサポートされている全てのバンドの「ＤＬ　ＥＡＲＦＣＮ」を用いてＫｅＮＢ＊を生
成して、無線基地局ｅＮＢ＃Ｂに対して通知しておくことで、ＭＦＢＩ機能に対応してい
るネットワークにおいて、無線基地局ｅＮＢ＃Ａによってサポートされているバンド及び
無線基地局ｅＮＢ＃Ｂによってサポートされているバンドが異なる場合であっても、適切
に再接続を行うことができる。
【００５８】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ＃Ａ/ｅＮＢ＃Ｂ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。
【００５９】
　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。
【００６０】
　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、移動局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ＃Ａ/ｅＮＢ＃Ｂ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移動
局ＵＥや無線基地局ｅＮＢ＃Ａ/ｅＮＢ＃Ｂ内に設けられていてもよい。
【００６１】
　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】
【００６２】
ｅＮＢ＃Ａ/ｅＮＢ＃Ｂ…無線基地局
ＵＥ…移動局
１１…受信部
１２…算出部
１３…送信部
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