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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局のサービングゲートウェイ装置とパケットデータネットワーク用ゲートウェイ装
置との間で優先呼に関するセッション制御用ベアラが設定されている状態における該移動
局宛ての着信処理を行う移動通信方法であって、
　前記サービングゲートウェイ装置が、前記パケットデータネットワーク用ゲートウェイ
装置から受信したＧＴＰ-Ｕデータのヘッダをチェックして、移動管理用ノードに対して
、優先識別子を含む下りリンクデータ通知を送信する工程Ａと、
　前記移動管理用ノードが、前記サービングゲートウェイ装置から受信した前記下りリン
クデータ通知に応じて、無線基地局に対して、ページング信号を送信する工程Ｂと、
　前記無線基地局が、前記移動管理用ノードから受信した前記ページング信号に応じて、
前記移動局に対して、ページング信号を送信する工程Ｃと、
　前記移動局が、前記無線基地局から受信した前記ページング信号に応じて、該無線基地
局に対して、コネクション設定要求信号を送信する工程Ｄとを有し、
　前記工程Ｂにおいて、前記移動管理用ノードは、受信した前記下りリンクデータ通知に
含まれる前記優先識別子に基づいて、前記ページング信号の送信に対する優先制御を行う
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、前記移動管理用ノードは、前記無線基地局に対して、優先識別子
を含む前記ページング信号を送信し、
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　前記工程Ｃにおいて、前記無線基地局は、受信した前記ページング信号に含まれる前記
優先識別子に基づいて、前記ページング信号の送信に対する優先制御を行うことを特徴と
する請求項１に記載の移動通信方法。
【請求項３】
　移動局のサービングゲートウェイ装置であって、
　パケットデータネットワーク用ゲートウェイ装置との間で優先呼に関するセッション制
御用ベアラが設定されている状態における該移動局宛ての着信処理において、該パケット
データネットワーク用ゲートウェイ装置からＧＴＰ-Ｕデータを受信するように構成され
ており、
　受信した前記ＧＴＰ-Ｕデータのヘッダをチェックして、移動管理用ノードに対して、
優先識別子を含む下りリンクデータ通知を送信するように構成されていることを特徴とす
るサービングゲートウェイ装置。
【請求項４】
　移動局のサービングゲートウェイ装置とパケットデータネットワーク用ゲートウェイ装
置との間で優先呼に関するセッション制御用ベアラが設定されている状態における該移動
局宛ての着信処理において、該サービングゲートウェイ装置から下りリンクデータ通知を
受信するように構成されており、
　受信した前記下りリンクデータ通知に含まれる優先識別子に基づいて、無線基地局に対
するページング信号の送信についての優先制御を行うように構成されており、
　受信した前記下りリンクデータ通知に応じて、前記無線基地局に対して、優先識別子を
含む前記ページング信号を送信するか否かについて判断するように構成されていることを
特徴とする移動管理用ノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法、セッション制御用ノード、ゲートウェイ装置及び移動管理用
ノードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　非特許文献１に、ＩＭＳ（ＩＰ　Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ）を利用
した移動通信システムが規定されており、非特許文献２に、「ＣＳ　Ｆａｌｌｂａｃｋ処
理」を利用した音声着信制御方式が規定されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ２３.２２８
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ２３.２７２
【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、アイドル状態である移動局ＵＥ宛てに、
重要通信等の優先すべき呼（以下、優先呼）の着信があった場合であっても、移動管理用
ノードＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）や無線基地局
ｅＮｏｄｅＢが輻輳している場合には、かかる優先呼の着信を通常呼の着信よりも優先的
に処理することができないという問題点があった。
【０００５】
　かかる問題点について、図８乃至図１３を参照して説明する。
【０００６】
　第１に、図８に示すように、セッション制御用ノードＳ/Ｐ-ＣＳＣＦ（Ｃａｌｌ　Ｓｅ
ｓｓｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）は、ステップＳ１００１において、優
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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
Ｓ１００２において、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷ（ＰＤＮ-Ｇａｔｅｗａｙ）に対して、か
かるＩｎｖｉｔｅ信号を転送する。
【０００７】
　ステップＳ１００３において、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷは、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷ
（Ｓｅｒｖｉｎｇ-Ｇａｔｅｗａｙ）に対して、かかるＩｎｖｉｔｅ信号を含むＧＴＰ-Ｕ
（ＧＰＲＳ　Ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ-Ｕ　ｐｌａｎｅ）データ等のユー
ザデータを送信する。
【０００８】
　ステップＳ１００４において、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷは、上述のＧＴＰ-Ｕデータを
受信すると、移動管理用ノードＭＭＥに対して、「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ」を送信する。
【０００９】
　ここで、移動管理用ノードＭＭＥは、受信した「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔ
ｉｆｉｃａｔｉｏｎ」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。
【００１０】
　したがって、ステップＳ１００５に示すように、輻輳状態にある移動管理用ノードＭＭ
Ｅは、上述のような優先呼に関する「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ」に対する「Ｐａｇｉｎｇ」の送信処理を、通常呼に関する「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　
Ｄａｔａ　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　Ｎｏｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ」を廃棄してしまうという問題点があった。
【００１１】
　第２に、図９に示すように、ステップＳ２００１乃至Ｓ２００４の動作は、図８に示す
ステップＳ１００１乃至Ｓ１００４の動作と同一である。
【００１２】
　ステップＳ２００５において、移動管理用ノードＭＭＥは、上述の「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」を受信すると、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対し
て、「Ｐａｇｉｎｇ」を送信する。
【００１３】
　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。
【００１４】
　したがって、ステップＳ２００６に示すように、輻輳状態にある無線基地局ｅＮｏｄｅ
Ｂは、上述のような優先呼に関する「Ｐａｇｉｎｇ」の送信処理を、通常呼に関する「Ｐ
ａｇｉｎｇ」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「Ｐａｇｉｎ
ｇ」を廃棄してしまうという問題点があった。
【００１５】
　第３に、図１０に示すように、ステップＳ３００１乃至Ｓ３００５の動作は、図９に示
すステップＳ２００１乃至Ｓ２００５の動作と同一である。
【００１６】
　ステップＳ３００６において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動管理用ノードＭＭＥか
ら「Ｐａｇｉｎｇ」を受信すると、配下のセルに在圏する移動局ＵＥに対して、「Ｐａｇ
ｉｎｇ」を送信する。
【００１７】
　ステップＳ３００７において、移動局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　Ｃｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００１８】
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　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。
【００１９】
　したがって、ステップＳ３００８に示すように、輻輳状態にある無線基地局ｅＮｏｄｅ
Ｂ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　Ｃｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を廃棄してしまうという問題点があった。
【００２０】
　第４に、図１１に示すように、交換局ＭＳＣ（Ｍｏｂｉｌｅ-ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｓｗｉ
ｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ）は、ステップＳ４００１において、優先呼の着信であるこ
とを示す優先呼情報を含む音声着信信号を受信すると、ステップＳ４００２において、移
動管理用ノードＭＭＥに対して、かかる優先呼情報を含む「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ」を送信する。
【００２１】
　ここで、移動管理用ノードＭＭＥは、かかる優先呼情報に基づく「Ｐａｇｉｎｇ」の送
信処理についての優先制御を行うことができない。したがって、ステップＳ４００３に示
すように、輻輳状態にある移動管理用ノードＭＭＥは、上述のような優先呼に関する「Ｐ
ａｇｉｎｇ」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、優先呼情報を含む「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を廃棄してしま
うという問題点があった。
【００２２】
　第５に、図１２に示すように、ステップＳ５００１及びＳ５００２の動作は、図１１に
示すステップＳ４００１及びＳ４００２の動作と同一である。
【００２３】
　ステップＳ５００３において、移動管理用ノードＭＭＥは、「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ」を受信すると、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対
して、「Ｐａｇｉｎｇ」を送信する。
【００２４】
　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。
【００２５】
　したがって、ステップＳ５００４に示すように、輻輳状態にある無線基地局ｅＮｏｄｅ
Ｂは、上述のような優先呼に関する「Ｐａｇｉｎｇ」の送信処理を、通常呼に関する「Ｐ
ａｇｉｎｇ」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「Ｐａｇｉｎ
ｇ」を廃棄してしまうという問題点があった。
【００２６】
　第５に、図１３に示すように、ステップＳ６００１乃至Ｓ６００３の動作は、図１２に
示すステップＳ５００１乃至Ｓ５００３の動作と同一である。
【００２７】
　ステップＳ６００４において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動管理用ノードＭＭＥか
ら「Ｐａｇｉｎｇ」を受信すると、配下のセルに在圏する移動局ＵＥに対して、「Ｐａｇ
ｉｎｇ」を送信する。
【００２８】
　ステップＳ６００５において、移動局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　Ｃｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００２９】
　ここで、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、受信した「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅ
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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。
【００３０】
　したがって、ステップＳ６００６に示すように、輻輳状態にある無線基地局ｅＮｏｄｅ
Ｂ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　Ｃｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を廃棄してしまうという問題点があった。
【００３１】
　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、移動管理用ノードＭＭＥ
や無線基地局ｅＮｏｄｅＢが輻輳している場合であっても、アイドル状態である移動局Ｕ
Ｅ宛ての優先呼の着信を通常呼の着信よりも優先的に処理することができる移動通信方法
、セッション制御用ノード、ゲートウェイ装置及び移動管理用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】
【００３２】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、セッション制御用ノードが、優先呼情
報を含むセッション開始信号を受信した場合に、ゲートウェイ装置と移動局との間で、優
先呼用のベアラを確立する工程と、前記優先呼用のベアラが確立された後に、前記セッシ
ョン制御用ノードが、前記ゲートウェイ装置に対して、前記セッション開始信号を送信す
る工程と、前記ゲートウェイ装置が、前記移動局に対して、前記セッション開始信号を送
信する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、移動通信方法であって、セッション制御用ノードが、優先呼情
報を含むセッション開始信号を受信した場合に、第１ゲートウェイ装置に対して、該セッ
ション開始信号を転送する工程と、前記第１ゲートウェイ装置が、第２ゲートウェイ装置
に対して、前記セッション開始信号を含むユーザデータを送信する工程と、前記第２ゲー
トウェイ装置が、受信した前記ユーザデータに含まれる前記セッション開始信号内に前記
優先呼情報が含まれている場合、移動管理用ノードに対して、その旨を示す優先識別子を
含む通知信号を送信する工程と、前記移動管理用ノードが、無線基地局に対して、前記優
先識別子を含むページング信号を送信する工程と、前記無線基地局が、移動局に対して、
前記優先識別子を含むページング信号を送信する工程と、前記移動局が、前記無線基地局
から受信した前記ページング信号に応じて、該無線基地局に対して、前記優先識別子を含
むコネクション設定要求信号を送信する工程とを有することを要旨とする。
【００３４】
　本発明の第３の特徴は、移動通信方法であって、セッション制御用ノードが、優先呼情
報を含むセッション開始信号を受信した場合に、第１ゲートウェイ装置に対して、該セッ
ション開始信号を転送する工程と、前記第１ゲートウェイ装置が、受信した前記セッショ
ン開始信号内に前記優先呼情報が含まれている場合、第２ゲートウェイ装置に対して、そ
の旨を示す優先識別子及び該セッション開始信号を含むユーザデータを送信する工程と、
前記第２ゲートウェイ装置が、移動管理用ノードに対して、前記優先識別子を含む通知信
号を送信する工程と、前記移動管理用ノードが、無線基地局に対して、前記優先識別子を
含むページング信号を送信する工程と、前記無線基地局が、移動局に対して、前記優先識
別子を含むページング信号を送信する工程と、前記移動局が、前記無線基地局から受信し
た前記ページング信号に応じて、該無線基地局に対して、前記優先識別子を含むコネクシ
ョン設定要求信号を送信する工程とを有することを要旨とする。
【００３５】
　本発明の第４の特徴は、移動通信方法であって、第１通信方式のコアネットワーク装置
が、優先呼情報を含む着信信号を受信した場合に、第２通信方式のコアネットワーク装置
に対して、該優先呼情報を含むページング要求信号を送信する工程と、前記第２通信方式
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のコアネットワーク装置が、受信した前記ページング要求信号内に前記優先呼情報が含ま
れている場合、無線基地局に対して、その旨を示す優先識別子を含むページング信号を送
信する工程と、前記無線基地局が、移動局に対して、前記優先識別子を含むページング信
号を送信する工程と、前記移動局が、前記無線基地局から受信した前記ページング信号に
応じて、該無線基地局に対して、前記優先識別子を含むコネクション設定要求信号を送信
する工程とを有することを要旨とする。
【００３６】
　本発明の第５の特徴は、セッション制御用ノードであって、優先呼情報を含むセッショ
ン開始信号を受信した場合に、ポリシー及び課金制御用ノードに対して、ゲートウェイ装
置と移動局との間の優先呼用のベアラを確立するように指示し、
　前記優先呼用のベアラが確立された後に、前記ゲートウェイ装置に対して、前記セッシ
ョン開始信号を送信するように構成されていることを要旨とする。
【００３７】
　本発明の第６の特徴は、第１ゲートウェイ装置と移動管理用ノードとに接続されるゲー
トウェイ装置であって、前記第１ゲートウェイ装置から受信したユーザデータに含まれる
セッション開始信号内に優先呼情報が含まれている場合、前記移動管理用ノードに対して
、その旨を示す優先識別子を含む通知信号を送信するように構成されていることを要旨と
する。
【００３８】
　本発明の第７の特徴は、セッション制御用ノードと第２ゲートウェイ装置とに接続され
ているゲートウェイ装置であって、前記セッション制御用ノードから受信したセッション
開始信号内に優先呼情報が含まれている場合、前記第２ゲートウェイ装置に対して、その
旨を示す優先識別子及び該セッション開始信号を含むユーザデータを送信するように構成
されていることを要旨とする。
【００３９】
　本発明の第８の特徴は、移動管理用ノードであって、他の通信方式のコアネットワーク
装置から受信したページング要求信号内に優先呼情報が含まれている場合、配下の無線基
地局に対して、その旨を示す優先識別子を含むページング信号を該優先識別子を含まない
ページング信号よりも優先的に送信するように構成されていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００４０】
　以上説明したように、本発明によれば、移動管理用ノードＭＭＥや無線基地局ｅＮｏｄ
ｅＢが輻輳している場合であっても、アイドル状態である移動局ＵＥ宛ての優先呼の着信
を通常呼の着信よりも優先的に処理することができる移動通信方法、セッション制御用ノ
ード、ゲートウェイ装置及び移動管理用ノードを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【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動作を説明するための図であ
る。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおけるＤｅｄｉｃａｔｅｄ　
Ｂｅａｒｅｒ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ手順の動作を示すシーケンス図である。
【図３】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を説明するための図であ
る。
【図４】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を示すシーケンス図であ
る。
【図５】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を説明するための図であ
る。
【図６】本発明の第４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図であ
る。
【図７】本発明の第４の実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図であ
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る。
【図８】従来の移動通信システムの問題点を説明するための図である。
【図９】従来の移動通信システムの問題点を説明するための図である。
【図１０】従来の移動通信システムの問題点を説明するための図である。
【図１１】従来の移動通信システムの問題点を説明するための図である。
【図１２】従来の移動通信システムの問題点を説明するための図である。
【図１３】従来の移動通信システムの問題点を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　（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。本実施形態に係る移動通信システムは、Ｅ-ＵＴＲＡＮ方式の移動通信システム
である。
【００４３】
　なお、本発明は、ＵＴＲＡＮ-ＧＥＲＡＮ方式の無線にも適用可能である。かかる場合
、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷは、交換局ＧＧＳＮに相当し、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷ及び
移動管理用ノードＭＭＥは、交換局ＳＧＳＮに相当し、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、無線
回線制御局ＲＮＣに相当する。
【００４４】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムには、無線基地局ｅＮｏｄｅＢ
や、移動管理用ノードＭＭＥや、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷや、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷ
や、ポリシー及び課金制御用ノードＰＣＲＦ（Ｐｏｌｉｃｙ　ａｎｄ　Ｃｈａｒｇｉｎｇ
　Ｒｕｌｅｓ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）や、セッション制御用ノードＳ/Ｐ-ＣＳＣＦ等が設け
られている。
【００４５】
　以下、図１及び図２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。
【００４６】
　図１に示すように、セッション制御用ノードＳ/Ｐ-ＣＳＣＦは、ステップＳ１０１にお
いて、優先呼情報を含むＩｎｖｉｔｅ信号を受信すると、ステップＳ１０２において、ポ
リシー及び課金制御用ノードＰＣＲＦに対して、優先呼情報を含むベアラ設定要求を送信
することを契機として、図２に示すステップＳ１０３乃至Ｓ１２５において、ゲートウェ
イ装置Ｐ-ＧＷと移動局ＵＥとの間で、優先呼用のベアラを確立する処理が行われる。
【００４７】
　具体的には、ステップＳ１０３において、ポリシー及び課金制御用ノードＰＣＲＦは、
「Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｂｅａｒｅｒ　Ａｃｔｉｖａｔｉｏｎ手順」を開始することを決
定し、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷに対して、優先呼情報を含むポリシー制御通知（ＩＰ-Ｃ
ＡＮ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を送信する。
【００４８】
　ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷは、上述のポリシー制御通知を受信すると、ステップＳ１０
４において、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷに対して、優先呼情報を含む「Ｃｒｅａｔｅ　Ｂ
ｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００４９】
　ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷは、上述の「Ｃｒｅａｔｅ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
」を受信すると、ステップＳ１０５において、移動管理用ノードＭＭＥに対して、優先呼
情報を含む「Ｃｒｅａｔｅ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００５０】
　ステップＳ１０６において、移動管理用ノードＭＭＥは、上述の「Ｃｒｅａｔｅ　Ｂｅ
ａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信すると、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、「Ｃｒｅ
ａｔｅ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」内に優先呼情報が含まれていることを示す優先
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識別子を含む「Ｐａｇｉｎｇ」を送信する。
【００５１】
　ステップＳ１０７において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動管理用ノードＭＭＥから
「Ｐａｇｉｎｇ」を受信すると、配下のセルに在圏する移動局ＵＥに対して、優先識別子
を含む「Ｐａｇｉｎｇ」を送信する。
【００５２】
　ステップＳ１０８において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮｏｄｅＢから受信した「Ｐ
ａｇｉｎｇ」に応じて、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、優先呼用のベアラの設定を要
求する優先識別子を含む「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する
。
【００５３】
　ここで、ステップＳ１０７において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、配下のセルに送信す
る「Ｐａｇｉｎｇ」に優先識別子を設定する代わりに、配下のセルに送信する「Ｐａｇｉ
ｎｇ」の総量を絞り込むこと（例えば、優先識別子のない「Ｐａｇｉｎｇ」を一定の割合
で破棄すること）によって、移動管理用ノードＭＭＥから受信した優先識別子が設定され
た「Ｐａｇｉｎｇ（ステップＳ１０６）」に対応する「Ｐａｇｉｎｇ（ステップＳ１０７
）」を、他の「Ｐａｇｉｎｇ」よりも優先的に処理してもよい。
【００５４】
　これにより、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動局ＵＥによって「Ｐａｇｉｎｇ」に応答
して送信された「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を、一律に受け付け
ることが可能となる。
【００５５】
　かかる場合、ステップＳ１０８において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対
して送信する「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に優先識別子を設定し
なくてもよい。
【００５６】
　ステップＳ１０９において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動局ＵＥに対して、「ＲＲ
Ｃ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ」を送信し、ステップＳ１１０において、移動局
ＵＥは、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、「Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を含む
「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信する。
【００５７】
　ステップＳ１１１において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動管理用ノードＭＭＥに対
して、「Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を含む「Ｓ１-ＡＰ　Ｉｎｉｔｉａｌ　ＵＥ
　Ｍｅｓｓａｇｅ」を送信し、ステップＳ１１２において、移動管理用ノードＭＭＥは、
無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、「Ｓ１-ＡＰ　Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓ
ｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００５８】
　ステップＳ１１３において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢと移動局ＵＥとの間で、ベアラを
設定する。
【００５９】
　ステップＳ１１４において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動管理用ノードＭＭＥに対
して、「Ｓ１-ＡＰ　Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　
Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信し、ステップＳ１１５において、移動管理用ノードＭＭＥは、
ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷに対して、「Ｍｏｄｉｆｙ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」
を送信する。
【００６０】
　ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷは、上述の「Ｍｏｄｉｆｙ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
」を受信すると、ステップＳ１１６において、移動管理用ノードＭＭＥに対して、「Ｍｏ
ｄｉｆｙ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。
【００６１】
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　ステップＳ１１７において、移動管理用ノードＭＭＥは、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対
して、「Ｂｅａｒｅｒ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍ
ｅｎｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００６２】
　ステップＳ１１８において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動局ＵＥに対して、「ＲＲ
Ｃ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ」を送信し、ステップＳ１
１９において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、　「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信し、ステッ
プＳ１２０において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動管理用ノードＭＭＥに対して、「
Ｂｅａｒｅｒ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。
【００６３】
　ステップＳ１２１において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、「Ｄｉ
ｒｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ」を送信し、ステップＳ１２２において、無線基地局ｅＮｏ
ｄｅＢは、移動管理用ノードＭＭＥに対して、「Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。
【００６４】
　ステップＳ１２３において、移動管理用ノードＭＭＥは、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷに
対して、「Ｃｒｅａｔｅ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信し、ステップＳ１２
４において、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷは、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷに対して、「Ｃｒｅ
ａｔｅ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。
【００６５】
　ステップＳ１２５において、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷは、ポリシー及び課金制御用ノ
ードＰＣＲＦに対して、ポリシー制御通知Ａｃｋ（ＩＰ-ＣＡＮ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｍｏ
ｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ）を送信する。
【００６６】
　ステップＳ１２６において、ポリシー及び課金制御用ノードＰＣＲＦは、セッション制
御用ノードＳ/Ｐ-ＣＳＣＦに対して、上述の優先呼用のベアラの設定が完了したことを通
知するベアラ設定完了通知を送信する。
【００６７】
　ステップＳ１２７において、セッション制御用ノードＳ/Ｐ-ＣＳＣＦは、上述のベアラ
設定完了通知を受信すると、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷに対して、優先呼情報を含むＩｎ
ｖｉｔｅ信号を送信する。
【００６８】
　その後、かかるＩｎｖｉｔｅ信号は、上述のステップＳ１０３乃至Ｓ１２５の優先呼用
のベアラ設定処理によりアクティブ状態へと遷移した移動局ＵＥに送信される。
【００６９】
　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、セッション制御用ノードＳ
/Ｐ-ＣＳＣＦにおいて受信された優先呼情報を含むＩｎｖｉｔｅ信号が転送される前に、
ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷと移動局ＵＥとの間における優先呼用のベアラの設定を行うこ
とにより、移動局ＵＥは、アクティブ状態へ遷移するように構成されている。
【００７０】
　すなわち、移動管理用ノードＭＭＥが、受信した「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏ
ｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」が優先呼に関する信号であることを検出することができ、無線基
地局ｅＮｏｄｅＢが、受信した「Ｐａｇｉｎｇ」が優先呼に関する信号であること、及び
、受信した「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」が優先呼に関する信号で
あることを検出することができるため、移動管理用ノードＭＭＥや無線基地局ｅＮｏｄｅ
Ｂが輻輳している場合であっても、アイドル状態である移動局ＵＥ宛ての優先呼の着信を
通常呼の着信よりも優先的に処理する、すなわち、移動局ＵＥをアクティブ状態へ遷移さ
せ、その後、移動局へ優先呼の着信を通知することができる。
【００７１】
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　また、本実施形態に係る移動通信システムによれば、優先呼用のベアラに係るネットワ
ーク及び無線リソースの優先確保が可能となる。
【００７２】
　（本発明の第２の実施形態に係る移動通信システム）
　図３及び図４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について説
明する。以下、本発明の第２の実施形態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。
【００７３】
　図３及び図４に示すように、セッション制御用ノードＳ/Ｐ-ＣＳＣＦは、ステップＳ２
０１において、優先呼情報を含むＩｎｖｉｔｅ信号を受信すると、ステップＳ２０２にお
いて、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷに対して、かかるＩｎｖｉｔｅ信号を転送する。
【００７４】
　ステップＳ２０３において、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷは、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷに
対して、かかるＩｎｖｉｔｅ信号を含むＧＴＰ-Ｕデータを送信する。
【００７５】
　ステップＳ２０４において、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷは、受信したＧＴＰ-Ｕデータの
中身をチェックし、かかるＧＴＰ-Ｕデータ内に優先呼情報が含まれていた場合、移動管
理用ノードＭＭＥに対して、その旨を示す優先識別子を含む「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔ
ａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」を送信する。
【００７６】
　ここで、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷは、受信したＧＴＰ-Ｕデータをバッファリングする
ものとする。
【００７７】
　ステップＳ２０５において、移動管理用ノードＭＭＥは、受信した「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」内に優先識別子が含まれていた場合、無線基地
局ｅＮｏｄｅＢに対して、優先識別子を含む「Ｐａｇｉｎｇ」を送信する。
【００７８】
　ここで、移動管理用ノードＭＭＥは、優先識別子を含む「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ
　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」に対応する「Ｐａｇｉｎｇ」を、優先識別子を含まない「
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」に対応する「Ｐａｇｉｎｇ」
よりも優先的に送信する。
【００７９】
　ステップＳ２０６において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、受信した「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」内に優先識別子が含まれていた場合、配下のセ
ルに対して、優先識別子を含む「Ｐａｇｉｎｇ」を送信する。
【００８０】
　ここで、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、優先識別子を含む「Ｐａｇｉｎｇ」を、優先識別
子を含まない「Ｐａｇｉｎｇ」よりも優先的に送信する。
【００８１】
　ステップＳ２０７において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮｏｄｅＢから受信した「Ｐ
ａｇｉｎｇ」内に優先識別子が含まれている場合、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、優
先識別子を含む「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００８２】
　ここで、ステップＳ２０６において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、配下のセルに送信す
る「Ｐａｇｉｎｇ」に優先識別子を設定する代わりに、配下のセルに送信する「Ｐａｇｉ
ｎｇ」の総量を絞り込むこと（例えば、優先識別子のない「Ｐａｇｉｎｇ」を一定の割合
で破棄すること）によって、移動管理用ノードＭＭＥから受信した優先識別子が設定され
た「Ｐａｇｉｎｇ（ステップＳ２０５）」に対応する「Ｐａｇｉｎｇ（ステップＳ２０６
）」を、他の「Ｐａｇｉｎｇ」よりも優先的に処理してもよい。
【００８３】
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　これにより、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動局ＵＥによって「Ｐａｇｉｎｇ」に応答
して送信された「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を、一律に受け付け
ることが可能となる。
【００８４】
　かかる場合、ステップＳ２０７において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対
して送信する「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に優先識別子を設定し
なくてもよい。
【００８５】
　ステップＳ２０８において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動局ＵＥに対して、「ＲＲ
Ｃ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ」を送信し、ステップＳ２０９において、移動局
ＵＥは、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、「Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を含む
「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信する。
【００８６】
　ステップＳ２１０において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動管理用ノードＭＭＥに対
して、「Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を含む「Ｓ１-ＡＰ　Ｉｎｉｔｉａｌ　ＵＥ
　Ｍｅｓｓａｇｅ」を送信し、ステップＳ２１１において、移動管理用ノードＭＭＥは、
無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、「Ｓ１-ＡＰ　Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓ
ｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００８７】
　ステップＳ２１２において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢと移動局ＵＥとの間で、ベアラを
設定する。
【００８８】
　ステップＳ２１３において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動管理用ノードＭＭＥに対
して、「Ｓ１-ＡＰ　Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　
Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信し、ステップＳ２１４において、移動管理用ノードＭＭＥは、
ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷに対して、「Ｍｏｄｉｆｙ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」
を送信する。
【００８９】
　ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷは、上述の「Ｍｏｄｉｆｙ　Ｂｅａｒｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
」を受信すると、ステップＳ２１５において、上述のＧＴＰ-Ｕデータのバッファリング
を解除し、ステップＳ２１６において、かかるＧＴＰ-ＵデータからＩｎｖｉｔｅ信号を
抽出し、かかるＩｎｖｉｔｅ信号を含むユーザデータを、移動局ＵＥに対して送信し、ス
テップＳ２１７において、移動管理用ノードＭＭＥに対して、「Ｍｏｄｉｆｙ　Ｂｅａｒ
ｅｒ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。
【００９０】
　本発明の第２の実施形態に係る移動通信システムによれば、移動管理用ノードＭＭＥが
、受信した「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」が優先呼に関す
る信号であることを検出することができ、無線基地局ｅＮｏｄｅＢが、受信した「Ｐａｇ
ｉｎｇ」が優先呼に関する信号であること、及び、受信した「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」が優先呼に関する信号であることを検出することができるため、
移動管理用ノードＭＭＥや無線基地局ｅＮｏｄｅＢが輻輳している場合であっても、アイ
ドル状態である移動局ＵＥ宛ての優先呼の着信を通常呼の着信よりも優先的に処理するこ
とができる。
【００９１】
　（本発明の第３の実施形態に係る移動通信システム）
　図５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について説明する。
以下、本発明の第３の実施形態に係る移動通信システムについて、上述の第２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。
【００９２】
　図５に示すように、セッション制御用ノードＳ/Ｐ-ＣＳＣＦは、ステップＳ３０１にお
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いて、優先呼情報を含むＩｎｖｉｔｅ信号を受信すると、ステップＳ３０２において、ゲ
ートウェイ装置Ｐ-ＧＷに対して、かかるＩｎｖｉｔｅ信号を転送する。
【００９３】
　ステップＳ３０３において、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷは、受信したＩｎｖｉｔｅ信号
の中身をチェックし、かかるＩｎｖｉｔｅ信号内に優先呼情報が含まれていた場合、ゲー
トウェイ装置Ｓ-ＧＷに対して、かかるＩｎｖｉｔｅ信号を含むＧＴＰ-Ｕデータを送信す
る。
【００９４】
　ここで、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷは、かかるＧＴＰ-Ｕデータのヘッダ部分（ＧＴＰ-
Ｕヘッダ）に、かかるＩｎｖｉｔｅ信号内に優先呼情報が含まれていることを示す優先識
別子を設定する。
【００９５】
　ステップＳ３０４において、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷは、受信したＧＴＰ-Ｕデータの
ヘッダ部分に優先識別子が含まれていた場合、移動管理用ノードＭＭＥに対して、かかる
優先識別子を含む「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」を送信す
る。
【００９６】
　ここで、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷは、受信したＧＴＰ-Ｕデータをバッファリングする
ものとする。
【００９７】
　ステップＳ３０５において、移動管理用ノードＭＭＥは、受信した「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」内に優先識別子が含まれていた場合、無線基地
局ｅＮｏｄｅＢに対して、優先識別子を含む「Ｐａｇｉｎｇ」を送信する。
【００９８】
　ここで、移動管理用ノードＭＭＥは、優先識別子を含む「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ
　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」に対応する「Ｐａｇｉｎｇ」を、優先識別子を含まない「
Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」に対応する「Ｐａｇｉｎｇ」
よりも優先的に送信する。
【００９９】
　ステップＳ３０６において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、受信した「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」内に優先識別子が含まれていた場合、配下のセ
ルに在圏する移動局ＵＥに対して、優先識別子を含む「Ｐａｇｉｎｇ」を送信する。
【０１００】
　ここで、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、優先識別子を含む「Ｐａｇｉｎｇ」を、優先識別
子を含まない「Ｐａｇｉｎｇ」よりも優先的に送信する。
【０１０１】
　ステップＳ３０７において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮｏｄｅＢから受信した「Ｐ
ａｇｉｎｇ」内に優先識別子が含まれている場合、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、優
先識別子を含む「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【０１０２】
　ここで、ステップＳ３０６において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、配下のセルに送信す
る「Ｐａｇｉｎｇ」に優先識別子を設定する代わりに、配下のセルに送信する「Ｐａｇｉ
ｎｇ」の総量を絞り込むこと（例えば、優先識別子のない「Ｐａｇｉｎｇ」を一定の割合
で破棄すること）によって、移動管理用ノードＭＭＥから受信した優先識別子が設定され
た「Ｐａｇｉｎｇ（ステップＳ３０６）」に対応する「Ｐａｇｉｎｇ（ステップＳ３０５
）」を、他の「Ｐａｇｉｎｇ」よりも優先的に処理してもよい。
【０１０３】
　これにより、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動局ＵＥによって「Ｐａｇｉｎｇ」に応答
して送信された「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を、一律に受け付け
ることが可能となる。
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【０１０４】
　かかる場合、ステップＳ３０７において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対
して送信する「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に優先識別子を設定し
なくてもよい。
【０１０５】
　以降の動作は、図４に示すステップＳ２０８乃至Ｓ２１７の動作と同一である。
【０１０６】
　本発明の第３の実施形態に係る移動通信システムによれば、移動管理用ノードＭＭＥが
、受信した「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」が優先呼に関す
る信号であることを検出することができ、無線基地局ｅＮｏｄｅＢが、受信した「Ｐａｇ
ｉｎｇ」が優先呼に関する信号であること、及び、受信した「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」が優先呼に関する信号であることを検出することができるため、
移動管理用ノードＭＭＥや無線基地局ｅＮｏｄｅＢが輻輳している場合であっても、アイ
ドル状態である移動局ＵＥ宛ての優先呼の着信を通常呼の着信よりも優先的に処理するこ
とができる。
【０１０７】
　（本発明の第４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４の実施形態に係る移動通信システムについて説
明する。以下、本発明の第４の実施形態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。
【０１０８】
　図６及び図７に示すように、交換局ＭＳＣは、ステップＳ４０１において、優先呼情報
を含む音声着信信号を受信すると、ステップＳ４０２において、移動管理用ノードＭＭＥ
に対して、かかる優先呼情報を含む「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【０１０９】
　ステップＳ４０３において、移動管理用ノードＭＭＥは、受信した「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ」内に優先識別子が含まれていた場合、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、
優先識別子を含む「Ｐａｇｉｎｇ」を送信する。
【０１１０】
　ここで、移動管理用ノードＭＭＥは、優先識別子を含む「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ」に対応する「Ｐａｇｉｎｇ」を、優先識別子を含まない「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ」に対応する「Ｐａｇｉｎｇ」よりも優先的に送信する。
【０１１１】
　ステップＳ４０４において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動管理用ノードＭＭＥから
受信した「Ｐａｇｉｎｇ」内に優先識別子が含まれていた場合、配下のセルに在圏する移
動局ＵＥに対して、優先識別子を含む「Ｐａｇｉｎｇ」を送信する。
【０１１２】
　ここで、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、優先識別子を含む「Ｐａｇｉｎｇ」を、優先識別
子を含まない「Ｐａｇｉｎｇ」よりも優先的に送信する。
【０１１３】
　ステップＳ４０５において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮｏｄｅＢから受信した「Ｐ
ａｇｉｎｇ」内に優先識別子が含まれていた場合、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、優
先識別子を含む「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【０１１４】
　ここで、ステップＳ４０４において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、配下のセルに送信す
る「Ｐａｇｉｎｇ」に優先識別子を設定する代わりに、配下のセルに送信する「Ｐａｇｉ
ｎｇ」の総量を絞り込むこと（例えば、優先識別子のない「Ｐａｇｉｎｇ」を一定の割合
で破棄すること）によって、移動管理用ノードＭＭＥから受信した優先識別子が設定され
た「Ｐａｇｉｎｇ（ステップＳ４０３）」に対応する「Ｐａｇｉｎｇ（ステップＳ４０４
）」を、他の「Ｐａｇｉｎｇ」よりも優先的に処理してもよい。
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【０１１５】
　これにより、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動局ＵＥによって「Ｐａｇｉｎｇ」に応答
して送信された「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を、一律に受け付け
ることが可能となる。
【０１１６】
　かかる場合、ステップＳ４０５において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対
して送信する「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に優先識別子を設定し
なくてもよい。
【０１１７】
　ステップＳ４０６において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動局ＵＥに対して、「ＲＲ
Ｃ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ」を送信し、ステップＳ４０７において、移動局
ＵＥは、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、「Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔ」を含む「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ」を送信する。
【０１１８】
　ステップＳ４０８において、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは、移動管理用ノードＭＭＥに対
して、「Ｅｘｔｅｎｄｅｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を含む「Ｓ１-ＡＰ　Ｉ
ｎｉｔｉａｌ　ＵＥ　Ｍｅｓｓａｇｅ」を送信し、ステップＳ４０９において、移動管理
用ノードＭＭＥは、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、「Ｓ１-ＡＰ　Ｉｎｉｔｉａｌ　
Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【０１１９】
　ステップＳ４１０において、移動局ＵＥは、Ｅ-ＵＴＲＡＮ方式からＵＴＲＡＮ方式に
切り替える。
【０１２０】
　ステップＳ４１１において、移動局ＵＥは、無線回線制御局ＲＮＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）に対して、「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を
送信し、無線回線制御局ＲＮＣは、移動管理用ノードＭＭＥに対して、「Ｐａｇｉｎｇ　
Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。
【０１２１】
　ステップＳ４１３において、移動管理用ノードＭＭＥと移動局ＵＥとの間で、回線交換
着信信号（音声着信信号）に対する制御手順を行う。
【０１２２】
　本発明の第４の実施形態に係る移動通信システムによれば、移動管理用ノードＭＭＥは
、受信した「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれる優先呼情報に基づいて、「Ｐａ
ｇｉｎｇ」の送信処理についての優先制御を行うことができる。
【０１２３】
　すなわち、本発明の第４の実施形態に係る移動通信システムによれば、輻輳状態にある
移動管理用ノードＭＭＥは、受信した「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に対応する優先
呼情報に基づく「Ｐａｇｉｎｇ」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る。
【０１２４】
　本発明の第４の実施形態に係る移動通信システムによれば、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るため、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「Ｐａｇｉｎｇ」の送信処理を、通常呼に関する「Ｐａｇ
ｉｎｇ」の送信処理よりも優先して行うことができる。
【０１２５】
　本発明の第４の実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局ｅＮｏｄｅＢは
、受信した「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　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るため、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　Ｃｏｎｎｅ
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ｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に対する処理を、通常呼に関する「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃ
ｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に対する処理よりも優先して行うことができる。
【０１２６】
　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。
【０１２７】
　本実施形態の第１の特徴は、移動通信方法であって、セッション制御用ノードＳ/Ｐ-Ｃ
ＳＣＦが、優先呼情報を含むＩｎｖｉｔｅ信号（セッション開始信号）を受信した場合に
、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷと移動局ＵＥとの間で、優先呼用のベアラを確立する工程と
、優先呼用のベアラが確立された後に、セッション制御用ノードＳ/Ｐ-ＣＳＣＦが、ゲー
トウェイ装置Ｐ-ＧＷに対して、優先呼情報を含むＩｎｖｉｔｅ信号を送信する工程と、
ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷが移動局ＵＥに対して、優先呼情報を含むＩｎｖｉｔｅ信号を
送信する工程とを有することを要旨とする。
【０１２８】
　本実施形態の第２の特徴は、移動通信方法であって、セッション制御用ノードＳ/Ｐ-Ｃ
ＳＣＦが、優先呼情報を含むＩｎｖｉｔｅ信号を受信した場合に、ゲートウェイ装置Ｐ-
ＧＷ（第１ゲートウェイ装置）に対して、優先呼情報を含むＩｎｖｉｔｅ信号を転送する
工程と、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷが、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷ（第２ゲートウェイ装置
）に対して、優先呼情報を含むＩｎｖｉｔｅ信号を含むＧＴＰ-Ｕデータ（ユーザデータ
）を送信する工程と、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷが、受信したＧＴＰ-Ｕデータに含まれる
Ｉｎｖｉｔｅ信号内に優先呼情報が含まれている場合、移動管理用ノードＭＭＥに対して
、その旨を示す優先識別子を含む「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎ（通知信号）」を送信する工程と、移動管理用ノードＭＭＥが、無線基地局ｅＮｏｄ
ｅＢに対して、優先識別子を含む「Ｐａｇｉｎｇ（ページング信号）」を送信する工程と
、無線基地局ｅＮｏｄｅＢが、移動局ＵＥに対して、優先識別子を含む「Ｐａｇｉｎｇ（
ページング信号）」を送信する工程と、移動局ＵＥが、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、優先識別子を含む「
ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（コネクション設定要求信号）」を送信
する工程とを有することを要旨とする。
【０１２９】
　本実施形態の第３の特徴は、移動通信方法であって、セッション制御用ノードＳ/Ｐ-Ｃ
ＳＣＦが、優先呼情報を含むＩｎｖｉｔｅ信号を受信した場合に、ゲートウェイ装置Ｐ-
ＧＷに対して、優先呼情報を含むＩｎｖｉｔｅ信号を転送する工程と、ゲートウェイ装置
Ｐ-ＧＷが、受信したＩｎｖｉｔｅ信号内に優先呼情報が含まれている場合、ゲートウェ
イ装置Ｓ-ＧＷに対して、その旨を示す優先識別子及びＩｎｖｉｔｅ信号を含むＧＴＰ-Ｕ
データを送信する工程と、ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷが、移動管理用ノードＭＭＥに対し
て、優先識別子を含む「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」を送
信する工程と、移動管理用ノードＭＭＥが、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、優先識別
子を含む「Ｐａｇｉｎｇ」を送信する工程と、無線基地局ｅＮｏｄｅＢが、移動局ＵＥに
対して、優先識別子を含む「Ｐａｇｉｎｇ」を送信する工程と、移動局ＵＥが、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、優先識別子を含む「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する工
程とを有することを要旨とする。
【０１３０】
　本実施形態の第４の特徴は、移動通信方法であって、交換局ＭＳＣ（第１通信方式のコ
アネットワーク装置）が、優先呼情報を含む着信信号（例えば、音声着信信号）を受信し
た場合に、移動管理用ノードＭＭＥ（第２通信方式のコアネットワーク装置）に対して、
優先呼情報を含む「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（ページング要求信号）」を送信する
工程と、移動管理用ノードＭＭＥが、受信した「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」内に優
先呼情報が含まれている場合、無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、その旨を示す優先識別
子を含む「Ｐａｇｉｎｇ」を送信する工程と、無線基地局ｅＮｏｄｅＢが、移動局ＵＥに
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対して、優先識別子を含む「Ｐａｇｉｎｇ」を送信する工程と、移動局ＵＥが、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、優先識別子を含む「ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する工
程とを有することを要旨とする。
【０１３１】
　本実施形態の第５の特徴は、セッション制御用ノードＳ/Ｐ-ＣＳＣＦであって、優先呼
情報を含むＩｎｖｉｔｅ信号を受信した場合に、ポリシー及び課金制御用ノードＰＣＲＦ
に対して、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷと移動局ＵＥとの間の優先呼用のベアラを確立する
ように指示し、優先呼用のベアラが確立された後に、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷに対して
、優先呼情報を含むＩｎｖｉｔｅ信号を送信するように構成されていることを要旨とする
。
【０１３２】
　本実施形態の第６の特徴は、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷと移動管理用ノードＭＭＥとに
接続されるゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷであって、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷから受信したＧ
ＴＰ-Ｕデータに含まれるＩｎｖｉｔｅ信号内に優先呼情報が含まれている場合、移動管
理用ノードＭＭＥに対して、その旨を示す優先識別子を含む「Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｄａｔ
ａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」を送信するように構成されていることを要旨とする。
【０１３３】
　なお、本実施形態の第６の特徴において、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Ｉｎｖｉｔｅ信号が暗号化されている場合、「Ｄｏｗｎｌｉｎ
ｋ　Ｄａｔａ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」内の暗号化されていないヘッダ部分に優先識
別子を設定するように構成されていてもよい。
【０１３４】
　本実施形態の第７の特徴は、セッション制御用ノードＳ/Ｐ-ＣＳＣＦとゲートウェイ装
置Ｓ-ＧＷとに接続されているゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷであって、セッション制御用ノー
ドＳ/Ｐ-ＣＳＣＦから受信したＩｎｖｉｔｅ信号内に優先呼情報が含まれている場合、ゲ
ートウェイ装置Ｓ-ＧＷに対して、その旨を示す優先識別子及びＩｎｖｉｔｅ信号を含む
ＧＴＰ-Ｕデータを送信するように構成されていることを要旨とする。
【０１３５】
　なお、本実施形態の第７の特徴において、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷは、セッション制
御用ノードＳ/Ｐ-ＣＳＣＦから受信したＩｎｖｉｔｅ信号が暗号化されている場合、Ｉｎ
ｖｉｔｅ信号内の暗号化されていないヘッダ部分に優先識別子を設定するように構成され
ていてもよい。
【０１３６】
　本実施形態の第８の特徴は、移動管理用ノードであって、交換局ＭＳＣ（他の通信方式
のコアネットワーク装置）から受信した「Ｐａｇｉｎｇ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」内に優先呼情
報が含まれている場合、配下の無線基地局ｅＮｏｄｅＢに対して、その旨を示す優先識別
子を含む「Ｐａｇｉｎｇ」を、優先識別子を含まない「Ｐａｇｉｎｇ」よりも優先的に送
信するように構成されていることを要旨とする。
【０１３７】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ｅＮｏｄｅＢや移動管理用ノードＭＭＥやノード
Ｓ/Ｐ-ＣＳＣＦやノードＰＣＲＦやゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷやゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷ
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。
【０１３８】
　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）
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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。
【０１３９】
　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ｅＮｏｄｅＢや移動管理用ノードＭＭＥやノード
Ｓ/Ｐ-ＣＳＣＦやノードＰＣＲＦやゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷやゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷ
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ｅＮｏｄｅＢや移動管理用ノードＭＭＥやノ
ードＳ/Ｐ-ＣＳＣＦやノードＰＣＲＦやゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷやゲートウェイ装置Ｓ-
ＧＷ内に設けられていてもよい。
【０１４０】
　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。
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】
【０１４１】
ｅＮｏｄｅＢ…無線基地局
ＭＭＥ…移動管理用ノード
ＵＥ…移動局
Ｓ/Ｐ-ＣＳＣＦ…セッション制御用ノード
ＰＣＲＦ…ポリシー及び課金制御用ノード
Ｐ-ＧＷ、Ｓ-ＧＷ…ゲートウェイ装置
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