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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線基地局が、交換局との間のコネクションを設定する際に、或いは、該無線基地局の
構成を変更する際に、該交換局に対して、該無線基地局の識別情報及びトラッキングエリ
アの識別情報を通知する工程Ａと、
　前記交換局が、受信した前記無線基地局の識別情報と前記トラッキングエリアの識別情
報とを関連付けて管理する工程Ｂとを有し、
　前記工程Ａにおいて、前記無線基地局は、全ての移動局に対してアクセスを許容する第
１アクセスモードで動作している場合には、前記交換局に対して、第１所定長の前記無線
基地局の識別情報を通知し、
　前記工程Ａにおいて、前記無線基地局は、前記第１アクセスモード以外のアクセスモー
ドで動作している場合には、前記交換局に対して、第２所定長の前記無線基地局の識別情
報を通知することを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　前記交換局が、ハンドオーバ元無線基地局から受信した移動局に係る第１ハンドオーバ
要求信号に含まれる前記第１所定長のハンドオーバ先候補無線基地局の識別情報を管理し
ていない場合、該ハンドオーバ元無線基地局に対してハンドオーバ失敗信号を送信するこ
となく、該ハンドオーバ先候補無線基地局に対して、該第１ハンドオーバ要求信号に含ま
れているハンドオーバ先候補トラッキングエリアの識別情報を含む第２ハンドオーバ要求
信号を送信する工程を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。
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【請求項３】
　無線基地局が、ゲートウェイ装置との間のコネクションを設定する際に、或いは、該無
線基地局の構成を変更する際に、該ゲートウェイ装置に対して、該無線基地局の識別情報
及びトラッキングエリアの識別情報を通知する工程Ａと、
　前記ゲートウェイ装置が、受信した前記無線基地局の識別情報と前記トラッキングエリ
アの識別情報とを関連付けて管理する工程Ｂと、
　前記ゲートウェイ装置が、交換局に対して、該ゲートウェイ装置の識別情報及び前記ト
ラッキングエリアの識別情報を通知する工程Ｃと、
　前記交換局が、受信した前記ゲートウェイ装置の識別情報と前記トラッキングエリアの
識別情報とを関連付けて管理する工程Ｄとを有し、
　前記工程Ａにおいて、前記無線基地局は、全ての移動局に対してアクセスを許容する第
１アクセスモードで動作している場合には、前記交換局に対して、第１所定長の前記無線
基地局の識別情報を通知し、
　前記工程Ａにおいて、前記無線基地局は、前記第１アクセスモード以外のアクセスモー
ドで動作している場合には、前記交換局に対して、第２所定長の前記無線基地局の識別情
報を通知することを特徴とする移動通信方法。
【請求項４】
　前記交換局が、ハンドオーバ元無線基地局から受信した第１ハンドオーバ要求信号に含
まれる前記第１所定長のハンドオーバ先候補無線基地局の識別情報を管理していない場合
、該ハンドオーバ元無線基地局に対してハンドオーバ失敗信号を送信することなく、該ハ
ンドオーバ先候補無線基地局を管理しているハンドオーバ先候補ゲートウェイ装置に対し
て、該第１ハンドオーバ要求信号に含まれているハンドオーバ先候補トラッキングエリア
の識別情報を含む第２ハンドオーバ要求信号を送信する工程と、
　前記ハンドオーバ先候補ゲートウェイ装置が、受信した前記第２ハンドオーバ要求信号
に含まれている前記ハンドオーバ先候補トラッキングエリアの識別情報に関連付けられて
いる前記ハンドオーバ先候補無線基地局の識別情報によって特定される該ハンドオーバ先
候補無線基地局に対して、該ハンドオーバ先候補無線基地局の識別情報及び該ハンドオー
バ先候補トラッキングエリアの識別情報を含む第３ハンドオーバ要求信号を送信する工程
とを有することを特徴とする請求項３に記載の移動通信方法。
【請求項５】
　前記移動局が、前記ハンドオーバ先候補無線基地局から受信した報知情報に基づいて、
該ハンドオーバ先候補無線基地局のアクセスモードを判定する工程と、
　前記移動局が、前記ハンドオーバ先候補無線基地局が、前記第１アクセスモードで動作
していないと判定した場合、該移動局の該ハンドオーバ先候補無線基地局に対するアクセ
スが許容されているか否かについての判定結果を含む測定報告を送信する工程と、
　前記移動局が、前記ハンドオーバ先候補無線基地局、前記第１アクセスモードで動作し
ていると判定した場合、前記判定結果を含まない測定報告を送信する工程とを有すること
を特徴とする請求項２又は４に記載の移動通信方法。
【請求項６】
　前記ハンドオーバ元無線基地局が、前記判定結果を含まない測定報告を受信した場合、
前記交換局に対して、前記第１所定長の前記ハンドオーバ先候補無線基地局の識別情報を
含む第１ハンドオーバ要求信号を送信する工程を有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】
　無線基地局であって、
　交換局との間のコネクションを設定する際に、或いは、前記無線基地局の構成を変更す
る際に、該交換局に対して、該無線基地局の識別情報及びトラッキングエリアの識別情報
を通知するように構成されている通知部を具備し、
　前記通知部は、前記無線基地局が、全ての移動局に対してアクセスを許容する第１アク
セスモードで動作している場合には、前記交換局に対して、第１所定長の前記無線基地局
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の識別情報を通知するように構成されており、
　前記通知部は、前記無線基地局が、前記第１アクセスモード以外のアクセスモードで動
作している場合には、前記交換局に対して、第２所定長の前記無線基地局の識別情報を通
知するように構成されていることを特徴とする無線基地局。
【請求項８】
　無線基地局であって、
　ゲートウェイ装置との間のコネクションを設定する際に、或いは、前記無線基地局の構
成を変更する際に、該ゲートウェイ装置に対して、該無線基地局の識別情報及びトラッキ
ングエリアの識別情報を通知するように構成されている通知部を具備し、
　前記通知部は、前記無線基地局が、全ての移動局に対してアクセスを許容する第１アク
セスモードで動作している場合には、前記交換局に対して、第１所定長の前記無線基地局
の識別情報を通知するように構成されており、
　前記通知部は、前記無線基地局が、前記第１アクセスモード以外のアクセスモードで動
作している場合には、前記交換局に対して、第２所定長の前記無線基地局の識別情報を通
知するように構成されていることを特徴とする無線基地局。
【請求項９】
　無線基地局の識別情報及びトラッキングエリアの識別情報とを関連付けて管理するよう
に構成されている管理部と、
　ハンドオーバ元無線基地局から受信した移動局に係る第１ハンドオーバ要求信号に含ま
れる前記第１所定長のハンドオーバ先候補無線基地局の識別情報を管理していない場合、
該ハンドオーバ元無線基地局に対してハンドオーバ失敗信号を送信することなく、該ハン
ドオーバ先候補無線基地局又は該ハンドオーバ先候補無線基地局を管理するゲートウェイ
装置に対して、該第１ハンドオーバ要求信号に含まれているハンドオーバ先候補トラッキ
ングエリアの識別情報を含む第２ハンドオーバ要求信号を送信するように構成されている
送信部とを具備することを特徴とする交換局。
【請求項１０】
　移動局であって、
　ハンドオーバ先候補無線基地局から受信した報知情報に基づいて、該ハンドオーバ先候
補無線基地局のアクセスモードを判定するように構成されている判定部と、
　ハンドオーバ元無線基地局に対して、前記ハンドオーバ先候補無線基地局の識別情報を
含む測定報告を送信するように構成されている測定報告送信部とを具備し、
　前記測定報告送信部は、前記ハンドオーバ先候補無線基地局が、全ての移動局に対して
アクセスを許容する第１アクセスモードで動作していないと判定した場合、前記移動局の
該ハンドオーバ先候補無線基地局に対するアクセスが許容されているか否かについての判
定結果を含む測定報告を送信するように構成されており、
　前記測定報告送信部は、前記ハンドオーバ先候補無線基地局が、前記第１アクセスモー
ドで動作していると判定した場合、前記判定結果を含まない測定報告を送信するように構
成されていることを特徴とする移動局。
【請求項１１】
　無線基地局であって、
　移動局から、該移動局のハンドオーバ先候補無線基地局に対するアクセスが許容されて
いるか否かについての判定結果を含まない測定報告を受信した場合、交換局に対して、第
１所定長の該ハンドオーバ先候補無線基地局の識別情報を含む第１ハンドオーバ要求信号
を送信するように構成されている送信部を具備することを特徴とする無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法、無線基地局、交換局、移動局に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式の移動通信システムでは、ハ
ンドオーバ元無線基地局は、交換局ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　
Ｅｎｔｉｔｙ）に対して送信するＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージにおいて、ハンドオ
ーバ先候補無線基地局ｅＮＢ/ＨｅＮＢを識別するＴａｒｇｅｔ　ＩＤを指定する必要が
ある。
【０００３】
　図８に示すように、Ｉｎｔｒａ-ＬＴＥハンドオーバにおけるＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ
メッセージに含まれている情報要素「Ｔａｒｇｅｔ　ＩＤ」には、情報要素「Ｇｌｏｂａ
ｌ　ｅＮＢ　ＩＤ」及び情報要素「Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　ＴＡＩ」が含まれている。
【０００４】
　また、図８に示すように、情報要素「Ｇｌｏｂａｌ　ｅＮＢ　ＩＤ」に含まれる情報要
素「ｅＮＢ　ＩＤ」には、２０ビット長のＭａｃｒｏ　ｅＮＢ　ＩＤ（無線基地局ｅＮＢ
の識別情報）又は２８ビット長のＨｏｍｅ　ｅＮＢ　ＩＤ（無線基地局ＨｅＮＢの識別情
報）のいずれかが設定される。
【０００５】
　また、ＬＴＥ-Ｒｅｌ.８方式の移動通信システムでは、図９に示すように、移動局ＵＥ
は、ハンドオーバ先候補セルのＰＣＩ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｅｌｌ　ＩＤ）（Ｔａｒｇ
ｅｔ　ＰＣＩ）のみを含む、すなわち、ハンドオーバ先候補無線基地局の識別情報（Ｇｌ
ｏｂａｌ　ｅＮＢ　ＩＤ）やハンドオーバ先候補トラッキングエリアの識別情報（ＴＡＩ
：Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　ＩＤ）を含まないＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒ
ｔを送信するように構成されているため、ハンドオーバ元無線基地局ｅＮＢ＃１は、かか
るＰＣＩに基づいて、ＮＲＴ（Ｎｅｉｂｏｕｒ　Ｒｅｌａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）を参照
して、ハンドオーバ先候補無線基地局の識別情報（Ｇｌｏｂａｌ　ｅＮＢ　ＩＤ）やハン
ドオーバ先候補トラッキングエリアの識別情報（ＴＡＩ）を抽出する必要があった。
【０００６】
　したがって、移動局ＵＥは、ハンドオーバ元無線基地局ｅＮＢ＃１のＮＲＴに登録され
ていない無線基地局ｅＮＢ/ＨｅＮＢ（図９の例では、無線基地局ｅＮＢ＃２）に対して
、Ｓ１ハンドオーバを行うことができない。
【０００７】
　一方、ＬＴＥ-Ｒｅｌ.９方式の移動通信システムでは、移動局ＵＥは、ハンドオーバ先
候補セルに関するＥ-ＣＧＩ（Ｅ-ＵＴＲＡＮ　Ｃｅｌｌ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｉｄｅｎｔｉｔ
ｙ）及びＴＡＩを含むＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを送信することができるた
め、ハンドオーバ元無線基地局Ｓ-ｅＮＢは、ＮＲＴに登録されていないハンドオーバ先
候補無線基地局を識別するＴａｒｇｅｔ　ＩＤを構成するＧｌｏｂａｌ　ｅＮＢ　ＩＤ及
びＴＡＩを取得することができる。
【０００８】
　図１０に、Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔに含まれる情報要素「Ｅ-ＣＧＩ」
に含まれる情報要素の一例を示す。
【０００９】
　したがって、ハンドオーバ元無線基地局は、ＮＲＴに登録されていないハンドオーバ先
候補無線基地局ｅＮＢ/ＨｅＮＢやゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷ配下のハンドオーバ先
候補無線基地局ＨｅＮＢに対しても、Ｔａｒｇｅｔ　ＩＤを含むＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ
メッセージを送信することができるが、移動局ＵＥによって送信されたＭｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔに含まれるハンドオーバ先候補無線基地局が、無線基地局ｅＮＢ又
は無線基地局ＨｅＮＢのいずれであるのかについて判定することができない。
【００１０】
　すなわち、移動局ＵＥによって送信されたＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔに含
まれるＥ-ＣＧＩには、ハンドオーバ先候補無線基地局の種別（ｅＮＢ/ＨｅＮＢ）を判定
するための情報が含まれていない。
【００１１】
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　なお、Ｅ-ＣＧＩの下位２８ビットは、Ｃｅｌｌ　ＩＤによって構成されており、ハン
ドオーバ先候補無線基地局が、無線基地局ｅＮＢである場合、Ｃｅｌｌ　ＩＤは、Ｈｏｍ
ｅ　ｅＮＢ　ＩＤによって構成されており、ハンドオーバ先候補無線基地局が、無線基地
局ＨｅＮＢである場合、Ｃｅｌｌ　ＩＤは、２０ビット長のＭａｃｒｏ　ｅＮＢ　ＩＤと
８ビットの無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルの識別情報とによって構成されている。
【００１２】
　また、交換局ＭＭＥは、ハンドオーバ元無線基地局から受信したＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅ
ｄメッセージ内の情報要素「Ｇｌｏｂａｌ　ｅＮＢ　ＩＤ」に設定されているＧｌｏｂａ
ｌ　ｅＮＢ　ＩＤと一致するエントリが登録されているか否かについて検索する。
【００１３】
　ここで、かかるエントリが登録されていない場合で、かつ、情報要素「Ｇｌｏｂａｌ　
ｅＮＢ　ＩＤ」内の情報要素「ｅＮＢ　ＩＤ」の長さが２０ビットである場合、交換局Ｍ
ＭＥは、ハンドオーバ元無線基地局に対して、ＨＯ　Ｆａｉｌｕｒｅメッセージを送信す
る。
【００１４】
　一方、かかるエントリが登録されていない場合で、かつ、情報要素「Ｇｌｏｂａｌ　ｅ
ＮＢ　ＩＤ」内の情報要素「ｅＮＢ　ＩＤ」の長さが２８ビットである場合、交換局ＭＭ
Ｅは、ハンドオーバ元無線基地局から受信したＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージ内の情
報要素「Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　ＴＡＩ」に設定されているＴＡＩを含むＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔメッセージを送信する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１５】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.３００
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６.４１３
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　しかしながら、上述の移動通信システムでは、Ｓ１ハンドオーバが実行される際に、ハ
ンドオーバ元無線基地局は、移動局ＵＥによって送信されたＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒ
ｅｐｏｒｔに含まれるＥ-ＣＧＩに基づいて、ハンドオーバ先候補無線基地局の種別（ｅ
ＮＢ/ＨｅＮＢ）を判定することができないため、ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージ内
の情報要素「Ｔａｒｇｅｔ　ＩＤ」内の情報要素「Ｇｌｏｂａｌ　ｅＮＢ　ＩＤ」の長さ
（２０ビット又は２８ビット）を決定することができないという問題点があった。
【００１７】
　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、異なる長さの無線基地局
の識別情報ｅＮＢ　ＩＤを有する無線基地局が混在する場合であっても、Ｓ１ハンドオー
バを実現することができる移動通信方法、無線基地局、交換局、移動局を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局が、交換局との間のコネク
ションを設定する際に、或いは、該無線基地局の構成を変更する際に、該交換局に対して
、該無線基地局の識別情報及びトラッキングエリアの識別情報を通知する工程Ａと、前記
交換局が、受信した前記無線基地局の識別情報と前記トラッキングエリアの識別情報とを
関連付けて管理する工程Ｂとを有し、前記工程Ａにおいて、前記無線基地局は、全ての移
動局に対してアクセスを許容する第１アクセスモードで動作している場合には、前記交換
局に対して、第１所定長の前記無線基地局の識別情報を通知し、前記工程Ａにおいて、前
記無線基地局は、前記第１アクセスモード以外のアクセスモードで動作している場合には
、前記交換局に対して、第２所定長の前記無線基地局の識別情報を通知することを要旨と
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する。
【００１９】
　本発明の第２の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局が、ゲートウェイ装置との
間のコネクションを設定する際に、或いは、該無線基地局の構成を変更する際に、該ゲー
トウェイ装置に対して、該無線基地局の識別情報及びトラッキングエリアの識別情報を通
知する工程Ａと、前記ゲートウェイ装置が、受信した前記無線基地局の識別情報と前記ト
ラッキングエリアの識別情報とを関連付けて管理する工程Ｂと、前記ゲートウェイ装置が
、交換局に対して、該ゲートウェイ装置の識別情報及び前記トラッキングエリアの識別情
報を通知する工程Ｃと、前記交換局が、受信した前記ゲートウェイ装置の識別情報と前記
トラッキングエリアの識別情報とを関連付けて管理する工程Ｄとを有し、前記工程Ａにお
いて、前記無線基地局は、全ての移動局に対してアクセスを許容する第１アクセスモード
で動作している場合には、交換局に対して、第１所定長の前記無線基地局の識別情報を通
知し、前記工程Ａにおいて、前記無線基地局は、前記第１アクセスモード以外のアクセス
モードで動作している場合には、前記交換局に対して、第２所定長の前記無線基地局の識
別情報を通知することを要旨とする。
【００２０】
　本発明の第３の特徴は、無線基地局であって、交換局との間のコネクションを設定する
際に、或いは、前記無線基地局の構成を変更する際に、該交換局に対して、該無線基地局
の識別情報及びトラッキングエリアの識別情報を通知するように構成されている通知部を
具備し、前記通知部は、前記無線基地局が、全ての移動局に対してアクセスを許容する第
１アクセスモードで動作している場合には、前記交換局に対して、第１所定長の前記無線
基地局の識別情報を通知するように構成されており、前記通知部は、前記無線基地局が、
前記第１アクセスモード以外のアクセスモードで動作している場合には、前記交換局に対
して、第２所定長の前記無線基地局の識別情報を通知す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４の特徴は、無線基地局であって、ゲートウェイ装置との間のコネクション
を設定する際に、或いは、前記無線基地局の構成を変更する際に、該ゲートウェイ装置に
対して、該無線基地局の識別情報及びトラッキングエリアの識別情報を通知するように構
成されている通知部を具備し、前記通知部は、前記無線基地局が、全ての移動局に対して
アクセスを許容する第１アクセスモードで動作している場合には、前記交換局に対して、
第１所定長の前記無線基地局の識別情報を通知するように構成されており、前記通知部は
、前記無線基地局が、前記第１アクセスモード以外のアクセスモードで動作している場合
には、前記交換局に対して、第２所定長の前記無線基地局の識別情報を通知するように構
成されていることを要旨とする。
【００２２】
　本発明の第５の特徴は、交換局であって、無線基地局の識別情報及びトラッキングエリ
アの識別情報とを関連付けて管理するように構成されている管理部と、ハンドオーバ元無
線基地局から受信した移動局に係る第１ハンドオーバ要求信号に含まれる前記第１所定長
のハンドオーバ先候補無線基地局の識別情報を管理していない場合、該ハンドオーバ元無
線基地局に対してハンドオーバ失敗信号を送信することなく、該ハンドオーバ先候補無線
基地局又は該ハンドオーバ先候補無線基地局を管理するゲートウェイ装置に対して、該第
１ハンドオーバ要求信号に含まれているハンドオーバ先候補トラッキングエリアの識別情
報を含む第２ハンドオーバ要求信号を送信するように構成されている送信部とを具備する
ことを要旨とする。
【００２３】
　本発明の第６の特徴は、移動局であって、ハンドオーバ先候補無線基地局から受信した
報知情報に基づいて、該ハンドオーバ先候補無線基地局が動作中のアクセスモードを判定
するように構成されている判定部と、ハンドオーバ元無線基地局に対して、前記ハンドオ
ーバ先候補無線基地局の識別情報を含む測定報告を送信するように構成されている測定報
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告送信部とを具備し、前記測定報告送信部は、前記ハンドオーバ先候補無線基地局が、全
ての移動局に対してアクセスを許容する第１アクセスモードで動作していないと判定した
場合、前記移動局の該ハンドオーバ先候補無線基地局に対するアクセスが許容されている
か否かについての判定結果を含む測定報告を送信するように構成されており、前記測定報
告送信部は、前記ハンドオーバ先候補無線基地局が、前記第１アクセスモードで動作して
いると判定した場合、前記判定結果を含まない測定報告を送信するように構成されている
ことを要旨とする。
【００２４】
　本発明の第７の特徴は、無線基地局であって、移動局から、該移動局のハンドオーバ先
候補無線基地局に対するアクセスが許容されているか否かについての判定結果を含まない
測定報告を受信した場合、交換局に対して、第１所定長の該ハンドオーバ先候補無線基地
局の識別情報を含む第１ハンドオーバ要求信号を送信するように構成されている送信部を
具備することを要旨とする。
【発明の効果】
【００２５】
　以上説明したように、本発明によれば、異なる長さの無線基地局の識別情報ｅＮＢ　Ｉ
Ｄを有する無線基地局が混在する場合であっても、Ｓ１ハンドオーバを実現することがで
きる移動通信方法、無線基地局、交換局、移動局を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【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の実施形態に係る無線基地局ＨｅＮＢの機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る交換局ＭＭＥの機能ブロック図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係るゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷの機能ブロック
図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る移動局ＵＥの機能ブロック図である。
【図６】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７】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８】ＬＴＥ方式の移動通信システムにおいて送信される「ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」
メッセージに含まれる情報要素「Ｔａｒｇｅｔ　ＩＤ」及び情報要素「Ｔａｒｇｅｔ　Ｉ
Ｄ」に含まれる情報要素「Ｇｌｏｂａｌ　ｅＮＢ　ＩＤ」について説明するための図であ
る。
【図９】ＬＴＥ-Ｒｅｌ.８方式の移動通信システムで行われるＳ１ハンドオーバにおける
問題点を説明するための図である。
【図１０】ＬＴＥ-Ｒｅｌ.９方式の移動通信システムにおいて送信される「Ｍｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」メッセージに含まれる情報要素「Ｅ-ＣＧＩ」について説明
するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　（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構成につ
いて説明する。
【００２８】
　本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ方式の移動通信システムであって、図１
に示すように、交換局ＭＭＥと、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷと、無線基地局ｅＮＢ
＃０、ｅＮＢ＃１、ＨｅＮＢ＃２、ＨｅＮＢ＃３とを具備している。無線基地局ＨｅＮＢ
＃２は、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷ配下に収容されている。
【００２９】
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　ここで、無線基地局ｅＮＢ＃１には、２０ビット長のｅＮＢ　ＩＤ＃１０、Ｏｐｅｎモ
ード用のＰＣＩ＃１、２８ビット長のＥ-ＣＧＩ＃１及びＴＡＩ＃Ａが設定されており、
ＣＳＧ　ＩＤ（Ｃｌｏｓｅｄ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｇｒｏｕｐ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）
及びＣＳＧ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒは設定されていない。
【００３０】
　また、無線基地局ＨｅＮＢ＃３には、Ｃｌｏｓｅｄモード又はＨｙｂｒｉｄモードが設
定されており、２８ビット長のｅＮＢ　ＩＤ＃３０、Ｃｌｏｓｅｄモード又はＨｙｂｒｉ
ｄモード用のＰＣＩ＃３、２８ビット長のＥ-ＣＧＩ＃３及びＴＡＩ＃Ｂが設定されてお
り、ＣＳＧ　ＩＤが設定されている。ここで、無線基地局ＨｅＮＢ＃３に、Ｃｌｏｓｅｄ
モードが設定されている場合には、ＣＳＧ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒは設定されており、Ｈｙ
ｂｒｉｄモードが設定されている場合には、ＣＳＧ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒは設定されてい
ない。
【００３１】
　さらに、無線基地局ＨｅＮＢ＃２には、Ｏｐｅｎモードが設定されており、２０ビット
長のｅＮＢ　ＩＤ＃２０、Ｏｐｅｎモード用のＰＣＩ＃２、２８ビット長のＥ-ＣＧＩ＃
２及びＴＡＩ＃Ｂが設定されており、ＣＳＧ　ＩＤ及びＣＳＧ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒは設
定されていない。
【００３２】
　図２に示すように、無線基地局ＨｅＮＢ＃２、ＨｅＮＢ＃３（以下、代表して無線基地
局ＨｅＮＢと表記する）は、管理部１１と、アクセスモード設定部１２と、報知情報送信
部１３と、通知部１４と、ハンドオーバ処理部１５とを具備している。
【００３３】
　管理部１１は、無線基地局ＨｅＮＢが動作中のアクセスモード（Ｃｌｏｓｅｄ/Ｈｙｂ
ｒｉｄ/Ｏｐｅｎモード）や、無線基地局ＨｅＮＢの識別情報ｅＮＢ　ＩＤや、トラッキ
ングエリアの識別情報ＴＡＩや、無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルに係るＰＣＩや、無線基
地局ＨｅＮＢ配下のセルに係るＥ-ＣＧＩ等を管理するように構成されている。
【００３４】
　ここで、Ｈｙｂｒｉｄモードは、無線基地局ＨｅＮＢにおける登録移動局（Ｍｅｍｂｅ
ｒ）及び非登録移動局（Ｎｏｎ　Ｍｅｍｂｅｒ）のそれぞれに対して差別化して移動通信
サービスを提供することができるアクセスモードであり、Ｏｐｅｎモードは、全ての移動
局に対して移動通信サービスを提供することができるアクセスモード（第１アクセスモー
ド）であり、Ｃｌｏｓｅｄモードは、登録移動局（Ｍｅｍｂｅｒ）に対してのみ移動通信
サービスを提供することができるアクセスモードである。
【００３５】
　アクセスモード設定部１２は、無線基地局ＨｅＮＢが動作すべきアクセスモードを設定
するように構成されている。アクセスモード設定部１２は、無線基地局ＨｅＮＢに対する
入力操作に応じて、無線基地局ＨｅＮＢが動作すべきアクセスモードを設定するように構
成されていてもよいし、ネットワークを介した指示に応じて、無線基地局ＨｅＮＢが動作
すべきアクセスモードを設定するように構成されていてもよい。
【００３６】
　報知情報送信部１３は、無線基地局ＨｅＮＢ配下のセルにおいて、上述のＰＣＩやＥ-
ＣＧＩやＴＡＩやＣＳＧ　ＩＤやＣＳＧ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ等を含む報知情報を送信す
るように構成されている。
【００３７】
　ここで、上述のＥ-ＣＧＩやＴＡＩやＣＳＧ　ＩＤやＣＳＧ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒは、
報知情報であるＳＩＢ１（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ　１）に
よって通知されるように構成されている。
【００３８】
　通知部１４は、交換局ＭＭＥとの間のＳ１コネクションを設定する際に、或いは、無線
基地局ＨｅＮＢの構成を変更する際に、交換局ＭＭＥに対して、無線基地局ＨｅＮＢの識
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別情報ｅＮＢ　ＩＤ及びトラッキングエリアの識別情報ＴＡＩを通知するように構成され
ている。
【００３９】
　具体的には、通知部１４は、無線基地局ＨｅＮＢの識別情報ｅＮＢ　ＩＤ及びトラッキ
ングエリアの識別情報ＴＡＩを、Ｓ１　Ｓｅｔｕｐメッセージや、ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅメッセージに含めて、交換局ＭＭＥに通知するように構成
されている。
【００４０】
　ここで、通知部１４は、無線基地局ＨｅＮＢが、Ｏｐｅｎモードで動作している場合に
は、交換局ＭＭＥに対して、２０ビット長（第１所定長）の無線基地局ＨｅＮＢの識別情
報ｅＮＢ　ＩＤを通知するように構成されている。
【００４１】
　一方、通知部１４は、無線基地局ＨｅＮＢが、Ｃｌｏｓｅｄ/Ｈｙｂｒｉｄモードで動
作している場合には、交換局ＭＭＥに対して、２８ビット長（第２所定長）の無線基地局
ＨｅＮＢの識別情報ｅＮＢ　ＩＤを通知するように構成されている。
【００４２】
　また、無線基地局ＨｅＮＢが、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに接続されている場合
には、通知部１４は、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷとの間のＳ１コネクションを設定
する際に、或いは、無線基地局ＨｅＮＢの構成を変更する際に、ゲートウェイ装置ＨｅＮ
Ｂ-ＧＷに対して、無線基地局ＨｅＮＢの識別情報ｅＮＢ　ＩＤ及びトラッキングエリア
の識別情報ＴＡＩを通知するように構成されている。
【００４３】
　具体的には、通知部１４は、無線基地局ＨｅＮＢの識別情報ｅＮＢ　ＩＤ及びトラッキ
ングエリアの識別情報ＴＡＩを、Ｓ１　Ｓｅｔｕｐメッセージや、ｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇ
ｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅメッセージに含めて、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに
通知するように構成されている。
【００４４】
　ハンドオーバ処理部１５は、移動局ＵＥについてのハンドオーバ処理を行う、例えば、
交換局ＭＭＥとの間で、ハンドオーバ処理に係る信号の送受信を行うように構成されてい
る。
【００４５】
　ハンドオーバ処理部１５は、移動局ＵＥから、Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ
　Ｃｈｅｃｋ　ｂｉｔを含まないＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを受信した場合
、交換局ＭＭＥに対して、２０ビット長のハンドオーバ先候補無線基地局Ｔ-ＨｅＮＢの
識別情報ｅＮＢ　ＩＤを含むＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージを送信するように構成さ
れている。
【００４６】
　ここで、Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　ｂｉｔは、移動局ＵＥ
のハンドオーバ先候補無線基地局ＨｅＮＢに対するアクセスが許容されているか否かにつ
いての判定結果を示すビットである。
【００４７】
　なお、無線基地局ｅＮＢが、同様に、かかるハンドオーバ処理部１５の機能について具
備していてもよい。
【００４８】
　図３に示すように、交換局ＭＭＥは、管理部２１と、受信部２２と、送信部２３とを具
備している。
【００４９】
　管理部２１は、移動局ＵＥが属するＣＳＧ　ＩＤ、すなわち、移動局ＵＥがアクセス可
能なＣＳＧセルを識別するＣＳＧ　ＩＤを示すＵＥ　ＣＳＧ　Ｓｕｂｓｃｒｉｐｔｉｏｎ
　ｉｎｆｏを管理するように構成されている。
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【００５０】
　また、管理部２１は、交換局ＭＭＥ配下の無線基地局ｅＮＢ/ＨｅＮＢの識別情報ｅＮ
Ｂ　ＩＤ（Ｇｌｏｂａｌ　ｅＮＢ　ＩＤ）やトラッキングエリアの識別情報ＴＡＩ（ＴＡ
Ｃ）や登録グループの識別情報ＣＳＧ　ＩＤ等を含むエントリ（ＩＤ　ｍａｐｐｉｎｇ　
ｅｎｔｒｙ）を管理するように構成されている（図６参照）。
【００５１】
　交換局ＭＭＥ配下の無線基地局ｅＮＢ/ＨｅＮＢが、交換局ＭＭＥとの間のＳ１コネク
ションを設定する際に、或いは、かかる無線基地局ｅＮＢ/ＨｅＮＢの構成を変更する際
に、受信部２２は、かかる無線基地局ｅＮＢ/ＨｅＮＢから、かかる無線基地局ｅＮＢ/Ｈ
ｅＮＢの識別情報ｅＮＢ　ＩＤ及びトラッキングエリアの識別情報ＴＡＩを取得するよう
に構成されている。
【００５２】
　例えば、受信部２２は、無線基地局ｅＮＢ/ＨｅＮＢの識別情報ｅＮＢ　ＩＤ及びトラ
ッキングエリアの識別情報ＴＡＩを含むＳ１　ＳｅｔｕｐメッセージやｅＮＢ　Ｃｏｎｆ
ｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅメッセージを受信するように構成されている。
【００５３】
　また、受信部２２は、ハンドオーバ元無線基地局Ｓ-ｅＮＢ/Ｓ-ＨｅＮＢから、移動局
ＵＥに係るＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージを受信するように構成されている。
【００５４】
　送信部２３は、ハンドオーバ先候補無線基地局Ｔ-ｅＮＢ/Ｔ-ＨｅＮＢに対して、ＨＯ
　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを送信し、ハンドオーバ元無線基地局Ｓ-ｅＮＢ/Ｓ-ＨｅＮ
Ｂに対して、ＨＯ　Ｆａｉｌｕｒｅメッセージを送信するように構成されている。
【００５５】
　ここで、管理部２１が、受信部２２によってハンドオーバ元無線基地局Ｓ-ｅＮＢ/Ｓ-
ＨｅＮＢから受信した移動局ＵＥに係るＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージに含まれる２
０ビット長のハンドオーバ先候補無線基地局Ｔ-ｅＮＢ/Ｔ-ＨｅＮＢの識別情報ｅＮＢ　
ＩＤを含むエントリを管理していない場合、送信部２３は、ハンドオーバ元無線基地局Ｓ
-ｅＮＢ/Ｓ-ＨｅＮＢに対してＨＯ　Ｆａｉｌｕｒｅメッセージを送信することなく、ハ
ンドオーバ先候補無線基地局Ｔ-ｅＮＢ/Ｔ-ＨｅＮＢ又はハンドオーバ先候補無線基地局
Ｔ-ｅＮＢ/Ｔ-ＨｅＮＢを管理するゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに対して、受信したＨ
Ｏ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージに含まれているハンドオーバ先候補トラッキングエリア
の識別情報ＴＡＩを含むＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを送信するように構成されてい
る。
【００５６】
　図４に示すように、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、管理部３１と、受信部３２と
、送信部３３とを具備している。
【００５７】
　管理部３１は、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷ配下の無線基地局ＨｅＮＢの識別情報
ｅＮＢ　ＩＤやトラッキングエリアの識別情報ＴＡＩ等を含むエントリ（ＩＤ　ｍａｐｐ
ｉｎｇ　ｅｎｔｒｙ）を管理するように構成されている（図６参照）。
【００５８】
　受信部３２は、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷ配下の無線基地局ＨｅＮＢから、Ｓ１
　ＳｅｔｕｐメッセージやｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅメッセー
ジを受信し、交換局ＭＭＥから、ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔを受信するように構成されている
。
【００５９】
　送信部３３は、交換局ＭＭＥに対して、受信部３２によって受信されたＳ１　Ｓｅｔｕ
ｐメッセージやｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅメッセージを送信し
、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷ配下の無線基地局ＨｅＮＢに対して、受信部３２によ
って受信されたＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔを送信するように構成されている。
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【００６０】
　例えば、送信部３３は、受信部３２によって受信されたＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ内に情報
要素「Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｏｄｅ」が含まれていない場合に、ハンドオーバ先候補無線基地
局ＨｅＮＢがＯｐｅｎモードで動作していると判断し、管理部３１によって管理されてい
るＩＤ　ｍａｐｐｉｎｇ　ｅｎｔｒｙ内のｅＮＢ　ＩＤの上位２０ビットによって特定さ
れる無線基地局ＨｅＮＢに対して、かかるＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔを送信するように構成さ
れている。
【００６１】
　一方、送信部３３は、受信部３２によって受信されたＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔ内に情報要
素「Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｏｄｅ」が含まれている場合に、ハンドオーバ先候補無線基地局Ｈ
ｅＮＢがＣｌｏｓｅｄ/Ｈｙｂｒｉｄモードで動作していると判断し、管理部３１によっ
て管理されているＩＤ　ｍａｐｐｉｎｇ　ｅｎｔｒｙ内のｅＮＢ　ＩＤの上位２８ビット
によって特定される無線基地局ＨｅＮＢに対して、かかるＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔを送信す
るように構成されている。
【００６２】
　図５に示すように、移動局ＵＥは、測定部４１と、報知情報受信部４２と、判定部４３
と、測定報告送信部４４とを具備している。
【００６３】
　測定部４１は、無線基地局ｅＮＢによって通知されているＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｃ
ｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに従って、周辺セルにおけるＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ（測定処
理）を行うように構成されている。
【００６４】
　報知情報受信部４２は、周辺セルにおける報知情報を受信するように構成されている。
【００６５】
　判定部４３は、ハンドオーバ先候補無線基地局Ｔ-ＨｅＮＢから受信した報知情報に基
づいて、ハンドオーバ先候補無線基地局Ｔ-ＨｅＮＢが動作中のアクセスモードを判定す
るように構成されている。
【００６６】
　また、判定部４３は、Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋを行う、す
なわち、移動局ＵＥのハンドオーバ先候補無線基地局Ｔ-ＨｅＮＢに対するアクセスが許
容されているか否かについて判定するように構成されている。
【００６７】
　測定報告送信部４４は、ハンドオーバ元無線基地局Ｓ-ｅＮＢに対して、ハンドオーバ
先候補無線基地局Ｔ-ｅＮＢＴ/Ｔ-ＨｅＮＢの識別情報ｅＮＢ　ＩＤを含むＭｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ（測定報告）を送信するように構成されている。
【００６８】
　ここで、測定報告送信部４４は、判定部４３によって、ハンドオーバ先候補無線基地局
Ｔ-ＨｅＮＢが、Ｃｌｏｓｅｄ/Ｈｙｂｒｉｄモードで動作していると判定された場合、Ｐ
ｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　ｂｉｔを含むＭｅａｓｕｒｅｍｅｎ
ｔ　Ｒｅｐｏｒｔを送信するように構成されている。
【００６９】
　一方、測定報告送信部４４は、判定部４３によって、ハンドオーバ先候補無線基地局Ｔ
-ＨｅＮＢが、Ｏｐｅｎモードで動作していると判定された場合、Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒ
ｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　ｂｉｔを含まないＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒ
ｔを送信するように構成されている。
【００７０】
　（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６及び図７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。
【００７１】
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　第１に、図６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おいて、
無線基地局ｅＮＢ＃１/ＨｅＮＢ＃２/ＨｅＮＢ＃３が、交換局ＭＭＥとの間のＳ１コネク
ションを設定する際、或いは、無線基地局ｅＮＢ＃１/ＨｅＮＢ＃２/ＨｅＮＢ＃３の構成
を変更する際の動作について説明する。
【００７２】
　図６に示すように、ステップＳ１において、通常のマクロセルを管理する無線基地局ｅ
ＮＢ＃１は、交換局ＭＭＥとの間のＳ１コネクションを設定する際に、交換局ＭＭＥに対
して、２０ビット長の無線基地局ｅＮＢ＃１の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃１０及びトラッキ
ングエリアの識別情報ＴＡＩ＃Ａを含むＳ１　Ｓｅｔｕｐメッセージを送信し、無線基地
局ｅＮＢ＃１の構成を変更する際に、交換局ＭＭＥに対して、２０ビット長の無線基地局
ｅＮＢ＃１の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃１０及びトラッキングエリアの識別情報ＴＡＩ＃Ａ
を含むｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅメッセージを送信する。
【００７３】
　ステップＳ２Ａにおいて、Ｏｐｅｎモードで動作している無線基地局ＨｅＮＢ＃２は、
ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷとの間のＳ１コネクションを設定する際に、ゲートウェ
イ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに対して、２０ビット長の無線基地局ＨｅＮＢ＃２の識別情報ｅＮ
Ｂ　ＩＤ＃２０及びトラッキングエリアの識別情報ＴＡＩ＃Ｂを含むＳ１　Ｓｅｔｕｐメ
ッセージを送信し、無線基地局ｅＮＢ＃１の構成を変更する際に、ゲートウェイ装置Ｈｅ
ＮＢ-ＧＷに対して、２０ビット長の無線基地局ＨｅＮＢ＃２の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃
２０及びトラッキングエリアの識別情報ＴＡＩ＃Ｂを含むｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔ
ｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅメッセージを送信する。
【００７４】
　ステップＳ２Ｂにおいて、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、交換局ＭＭＥに対して
、２０ビット長のゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷの識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃１００及び
トラッキングエリアの識別情報ＴＡＩ＃Ｂを含むＳ１　Ｓｅｔｕｐメッセージを送信し、
交換局ＭＭＥに対して、２０ビット長のゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷの識別情報ｅＮ
Ｂ　ＩＤ＃１００及びトラッキングエリアの識別情報ＴＡＩ＃Ｂを含むｅＮＢ　Ｃｏｎｆ
ｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅメッセージを送信する。
【００７５】
　ステップＳ３において、Ｃｌｏｓｅｄ/Ｈｙｂｒｉｄモードで動作している無線基地局
ＨｅＮＢ＃３は、交換局ＭＭＥとの間のＳ１コネクションを設定する際に、交換局ＭＭＥ
に対して、２８ビット長の無線基地局ＨｅＮＢ＃３の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃３０及びト
ラッキングエリアの識別情報ＴＡＩ＃Ｂを含むＳ１　Ｓｅｔｕｐメッセージを送信し、無
線基地局ＨｅＮＢ＃３の構成を変更する際に、交換局ＭＭＥに対して、２８ビット長の無
線基地局ＨｅＮＢ＃３の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃３０及びトラッキングエリアの識別情報
ＴＡＩ＃Ｂを含むｅＮＢ　Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅメッセージを送信
する。
【００７６】
　この結果、図６に示すように、交換局ＭＭＥは、２０ビット長の無線基地局ｅＮＢ＃１
の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃１０とトラッキングエリアの識別情報ＴＡＩ＃Ａとを関連付け
るエントリ、２０ビット長のゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷの識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃
１００とトラッキングエリアの識別情報ＴＡＩ＃Ｂとを関連付けるエントリ、及び、２８
ビット長の無線基地局ＨｅＮＢ＃３の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃３０とトラッキングエリア
の識別情報ＴＡＩ＃Ｂとを関連付けるエントリを作成して管理する。
【００７７】
　第２に、図７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おいて、
移動局ＵＥの無線基地局ｅＮＢ＃０から無線基地局ＨｅＮＢ＃２へのＳ１ハンドオーバ処
理について説明する。
【００７８】
　図７に示すように、ステップＳ１０１において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢ＃０
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に対して、無線基地局ＨｅＮＢ＃２配下のセルに係るＰＣＩ＃２を含むＭｅａｓｕｒｅｍ
ｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを送信する。
【００７９】
　ステップＳ１０２において、無線基地局ｅＮＢ＃０は、移動局ＵＥに対して、無線基地
局ＨｅＮＢ＃２配下のセルに係るＥ-ＣＧＩを送信するように要求する。
【００８０】
　ステップＳ１０３において、移動局ＵＥは、無線基地局ＨｅＮＢ＃２によって送信され
ているＳＩＢ１を受信し、無線基地局ＨｅＮＢ＃２配下のセルに係るＥ-ＣＧＩ＃２及び
トラッキングエリアの識別情報ＴＡＩ＃Ｂを取得する。
【００８１】
　ステップＳ１０４において、移動局ＵＥは、無線基地局ｅＮＢ＃０に対して、かかる無
線基地局ＨｅＮＢ＃２配下のセルに係るＥ-ＣＧＩ＃２及びトラッキングエリアの識別情
報ＴＡＩ＃Ｂを含むＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを送信する。
【００８２】
　ここで、移動局ＵＥは、無線基地局ＨｅＮＢ＃２がＯｐｅｎモードで動作していると判
定したため、Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋを行わない。
【００８３】
　ステップＳ１０５において、無線基地局ｅＮＢ＃０は、受信したＭｅａｓｕｒｅｍｅｎ
ｔ　Ｒｅｐｏｒｔ内に、Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　ｂｉｔが
含まれていないため、受信したＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ内に含まれている
Ｅ-ＣＧＩの上位２０ビット（無線基地局ＨｅＮＢ＃２の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃２０）
を、ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージ内の情報要素「Ｔａｒｇｅｔ　ｅＮＢ-ＩＤ」内
の情報要素「Ｇｌｏｂａｌ　ｅＮＢ　ＩＤ」内の情報要素「ｅＮＢ　ＩＤ」に設定する。
【００８４】
　ステップＳ１０６において、無線基地局ｅＮＢ＃０は、交換局ＭＭＥに対して、上述の
無線基地局ＨｅＮＢ＃２の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃２０、トラッキングエリアの識別情報
ＴＡＩ＃Ｂ、及び、無線基地局ＨｅＮＢ＃２が動作中のアクセスモードを示すＡｃｃｅｓ
ｓ　Ｍｏｄｅ（Ｏｐｅｎ）を含むＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージを送信する。
【００８５】
　ステップＳ１０７において、交換局ＭＭＥは、無線基地局ｅＮＢ＃０から受信したＨＯ
　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージに含まれる２０ビット長の無線基地局ＨｅＮＢ＃２の識別
情報ｅＮＢ　ＩＤ＃２０を含むエントリを管理していない場合、無線基地局ｅＮＢ＃０に
対してＨＯ　Ｆａｉｌｕｒｅメッセージを送信することなく、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ
-ＧＷに対して、かかるＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージに含まれているトラッキング
エリアの識別情報ＴＡＩ＃Ｂを含むＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを送信する、すなわ
ち、ＴＡＩ　ｂａｓｅｄ　ｒｏｕｔｉｎｇを行う。
【００８６】
　ここで、交換局ＭＭＥは、無線基地局ｅＮＢ＃０から受信したＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ
メッセージに含まれているＡｃｃｅｓｓ　Ｍｏｄｅによって、無線基地局ＨｅＮＢ＃２が
Ｏｐｅｎモードで動作していると判断したため、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに対し
て送信するＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ内に情報要素「Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｏｄｅ」を
含めない。
【００８７】
　ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、ステップＳ１０８において、受信したＨＯ　Ｒｅ
ｑｕｅｓｔメッセージ内に情報要素「Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｏｄｅ」が含まれていないと判定
し、ステップＳ１０９において、かかるＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージに含まれるトラ
ッキングエリアの識別情報ＴＡＩ＃Ｂに関連付けられているｅＮＢ　ＩＤ＃２０の２０ビ
ットによって特定される無線基地局ＨｅＮＢ＃２に対して、２０ビット長の無線基地局Ｈ
ｅＮＢ＃２の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃２０及びトラッキングエリアの識別情報ＴＡＩ＃Ｂ
を含むＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを送信する。
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【００８８】
　ステップ１０９において、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷは、かかるＨＯ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔメッセージに含まれる「Ｓ‐ｅＮＢ　ｔｏ　Ｔ-ｅＮＢ　Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ
　Ｃｏｎｔａｉｎｅｒ」の中の情報要素「Ｅ-ＣＧＩ」からＣｅｌｌ　ＩＤを特定し、２
０ビットのｅＮＢ　ＩＤ＃２０によって特定される無線基地局ＨｅＮＢ＃２に対して、２
０ビット長の無線基地局ＨｅＮＢ＃２の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃２０及びトラッキングエ
リアの識別情報ＴＡＩ＃Ｂを含むＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを送信してもよい。
【００８９】
　（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）
　既存のＬＴＥ方式の移動通信システムでは、交換局ＭＭＥは、エントリとして登録され
ていない２０ビット長のハンドオーバ先候補無線基地局Ｔ-ＨｅＮＢの識別情報ｅＮＢ　
ＩＤを含むＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージを受信した場合、ハンドオーバ元無線基地
局Ｓ-ＨｅＮＢに対して、ＨＯ　Ｆａｉｌｕｒｅメッセージを送信してしまい、Ｓ１ハン
ドオーバを実行することができなかった。
【００９０】
　これに対して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、Ｓ１ハンド
オーバが実行される際に、交換局ＭＭＥは、エントリとして登録されていない２０ビット
長のハンドオーバ先候補無線基地局Ｔ-ＨｅＮＢの識別情報ｅＮＢ　ＩＤを含むＨＯ　Ｒ
ｅｑｕｉｒｅｄメッセージを受信した場合であっても、ハンドオーバ元無線基地局Ｓ-Ｈ
ｅＮＢに対して、ＨＯ　Ｆａｉｌｕｒｅメッセージを送信することなく、ＴＡＩ　ｂａｓ
ｅｄ　ｒｏｕｔｉｎｇを行うことによって、Ｓ１ハンドオーバを実行することができる。
【００９１】
　また、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、移動局ＵＥは、Ｏｐ
ｅｎモードで動作している無線基地局ＨｅＮＢをハンドオーバ先候補無線基地局とする場
合には、Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　ｂｉｔを含まないＭｅａ
ｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを送信し、Ｃｌｏｓｅｄ/Ｈｙｂｒｉｄモードで動作し
ている無線基地局ＨｅＮＢをハンドオーバ先候補無線基地局とする場合には、Ｐｒｅｌｉ
ｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　ｂｉｔを含むＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅ
ｐｏｒｔを送信するため、ハンドオーバ元無線基地局は、Ｃｌｏｄｅ/Ｈｙｂｒｉｄモー
ドで動作している無線基地局ＨｅＮＢと、マクロセルを管理している無線基地局ｅＮＢ及
びＯｐｅｎモードで動作している無線基地局ＨｅＮＢとを判別することができる。
【００９２】
　そして、Ｏｐｅｎモードで動作している無線基地局ＨｅＮＢは、マクロセルを管理して
いる無線基地局ｅＮＢの識別情報ｅＮＢ　ＩＤと同一の２０ビット長の無線基地局ＨｅＮ
Ｂの識別情報ｅＮＢ　ＩＤを、交換局ＭＭＥに対して登録するため、ハンドオーバ元無線
基地局が、マクロセルを管理している無線基地局ｅＮＢとＯｐｅｎモードで動作している
無線基地局ＨｅＮＢとを判別することができなくても、Ｓ１ハンドオーバを実行すること
ができる。
【００９３】
　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。
【００９４】
　本実施形態の第１の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局ＨｅＮＢ＃３が、交換
局ＭＭＥとの間のＳ１コネクションを設定する際に、或いは、無線基地局ＨｅＮＢ＃３の
構成を変更する際に、交換局ＭＭＥに対して、無線基地局ＨｅＮＢ＃３の識別情報ｅＮＢ
　ＩＤ＃３０及びトラッキングエリアの識別情報ＴＡＩ＃Ｂを通知する工程Ａと、交換局
ＭＭＥが、受信した無線基地局ＨｅＮＢ＃３の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃３０とトラッキン
グエリアの識別情報ＴＡＩ＃Ｂとを関連付けて管理する工程Ｂとを有し、工程Ａにおいて
、無線基地局ＨｅＮＢ＃３は、Ｏｐｅｎモード（全ての移動局ＵＥに対してアクセスを許
容する第１アクセスモード）で動作している場合には、交換局ＭＭＥに対して、２０ビッ
ト長（第１所定長）の無線基地局ＨｅＮＢ＃３の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃３０を通知し、
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工程Ａにおいて、無線基地局ＨｅＮＢ＃３は、Ｃｌｏｓｅｄ/Ｈｙｂｒｉｄモード（第１
アクセスモード以外のアクセスモード）で動作している場合には、交換局ＭＭＥに対して
、２８ビット長（第２所定長）の無線基地局ＨｅＮＢ＃３の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃３０
を通知することを要旨とする。
【００９５】
　本実施形態の第１の特徴において、交換局ＭＭＥが、ハンドオーバ元無線基地局ｅＮＢ
＃０から受信した移動局ＵＥに係るＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージ（第１ハンドオー
バ要求信号）に含まれる２０ビット長のハンドオーバ先候補無線基地局ＨｅＮＢ＃３の識
別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃３０を管理していない場合、ハンドオーバ元無線基地局ｅＮＢ＃０
に対してＨＯ　Ｆａｉｌｕｒｅメッセージ（ハンドオーバ失敗信号）を送信することなく
、ハンドオーバ先候補無線基地局ＨｅＮＢ＃３に対して、ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセ
ージに含まれているハンドオーバ先候補トラッキングエリアの識別情報ＴＡＩ＃Ｂを含む
ＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ（第２ハンドオーバ要求信号）を送信する工程を有して
もよい。
【００９６】
　本実施形態の第２の特徴は、移動通信方法であって、無線基地局ＨｅＮＢ＃２が、ゲー
トウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷとの間のＳ１コネクションを設定する際に、或いは、無線基
地局ＨｅＮＢ＃２の構成を変更する際に、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに対して、無
線基地局ＨｅＮＢ＃２の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃２０及びトラッキングエリアの識別情報
ＴＡＩ＃Ｂを通知する工程Ａと、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷが、受信した無線基地
局ＨｅＮＢ＃２の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃２０とトラッキングエリアの識別情報ＴＡＩ＃
Ｂとを関連付けて管理する工程Ｂと、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷが、交換局ＭＭＥ
に対して、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷの識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃１００及びトラッ
キングエリアの識別情報ＴＡＩ＃Ｂを通知する工程Ｃと、交換局ＭＭＥが、受信したゲー
トウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷの識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃１００とトラッキングエリアの識
別情報ＴＡＩ＃Ｂとを関連付けて管理する工程Ｄとを有し、工程Ａにおいて、無線基地局
ＨｅＮＢ＃２は、Ｏｐｅｎモードで動作している場合には、交換局ＭＭＥに対して、２０
ビット長の無線基地局ＨｅＮＢ＃２の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃２０を通知し、工程Ａにお
いて、無線基地局局ＨｅＮＢ＃２は、Ｃｌｏｓｅｄ/Ｈｙｂｒｉｄモードで動作している
場合には、交換局ＭＭＥに対して、２８ビット長の無線基地局ＨｅＮＢ＃２の識別情報ｅ
ＮＢ　ＩＤ＃２０を通知することを要旨とする。
【００９７】
　本実施形態の第２の特徴において、交換局ＭＭＥが、ハンドオーバ元無線基地局ｅＮＢ
＃０から受信したＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージに含まれる２０ビット長のハンドオ
ーバ先候補無線基地局ＨｅＮＢ＃２の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃２０を管理していない場合
、ハンドオーバ元無線基地局ｅＮＢ＃０に対してＨＯ　Ｆａｉｌｕｒｅメッセージを送信
することなく、ハンドオーバ先候補無線基地局ＨｅＮＢ＃２を管理しているハンドオーバ
先候補ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに対して、ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージに
含まれているハンドオーバ先候補トラッキングエリアの識別情報ＴＡＩ＃Ｂを含むＨＯ　
Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを送信する工程と、ハンドオーバ先候補ゲートウェイ装置Ｈｅ
ＮＢ-ＧＷが、受信したＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージに含まれているハンドオーバ先
候補トラッキングエリアの識別情報ＴＡＩ＃Ｂに関連付けられているハンドオーバ先候補
無線基地局ＨｅＮＢ＃２の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃２０によって特定されるハンドオーバ
先候補無線基地局ＨｅＮＢ＃２に対して、ハンドオーバ先候補無線基地局ＨｅＮＢ＃２の
識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃２０及びハンドオーバ先候補トラッキングエリアの識別情報ＴＡ
Ｉ＃Ｂを含むＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ（第３ハンドオーバ要求信号）を送信する
工程とを有してもよい。
【００９８】
　本実施形態の第１及び第２の特徴において、移動局ＵＥが、ハンドオーバ先候補無線基
地局ＨｅＮＢ＃２/ＨｅＮＢ＃３から受信した報知情報ＳＩＢ１に基づいて、ハンドオー
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バ先候補無線基地局ＨｅＮＢ＃２/ＨｅＮＢ＃３が動作中のアクセスモードを判定する工
程と、移動局ＵＥが、ハンドオーバ先候補無線基地局ＨｅＮＢ＃２/ＨｅＮＢ＃３が、Ｃ
ｌｏｓｅｄ/Ｈｙｂｒｉｄモードで動作していると判定した場合、移動局ＵＥのハンドオ
ーバ先候補無線基地局ＨｅＮＢ＃２/ＨｅＮＢ＃３に対するアクセスが許容されているか
否かについての判定結果（Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　ｂｉｔ
）を含むＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ（測定報告）を送信する工程と、移動局
ＵＥが、ハンドオーバ先候補無線基地局ＨｅＮＢ＃２/ＨｅＮＢ＃３が、Ｏｐｅｎモード
で動作していると判定した場合、Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　
ｂｉｔを含まないＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを送信する工程とを有してもよ
い。
【００９９】
　本実施形態の第１及び第２の特徴において、ハンドオーバ元無線基地局ｅＮＢ＃０が、
Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　ｂｉｔを含まないＭｅａｓｕｒｅ
ｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを受信した場合、交換局ＭＭＥに対して、２０ビット長のハンド
オーバ先候補無線基地局ＨｅＮＢ＃２/ＨｅＮＢ＃３の識別情報ｅＮＢ　ＩＤ＃２０/＃３
０を含むＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージを送信する工程を有してもよい。
【０１００】
　本実施形態の第３の特徴は、無線基地局ＨｅＮＢであって、交換局ＭＭＥとの間のＳ１
コネクションを設定する際に、或いは、無線基地局ＨｅＮＢの構成を変更する際に、交換
局ＭＭＥに対して、無線基地局ＨｅＮＢの識別情報ｅＮＢ　ＩＤ及びトラッキングエリア
の識別情報ＴＡＩを通知するように構成されている通知部１４を具備し、通知部１４は、
無線基地局ＨｅＮＢが、Ｏｐｅｎモードで動作している場合には、交換局ＭＭＥに対して
、２０ビット長の無線基地局ＨｅＮＢの識別情報ｅＮＢ　ＩＤを通知するように構成され
ており、通知部１４は、無線基地局ＨｅＮＢが、Ｃｌｏｓｅｄ/Ｈｙｂｒｉｄモードで動
作している場合には、交換局ＭＭＥに対して、２８ビット長の無線基地局ＨｅＮＢの識別
情報ｅＮＢ　ＩＤを通知するように構成されていることを要旨とする。
【０１０１】
　本実施形態の第４の特徴は、無線基地局ＨｅＮＢであって、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ
-ＧＷとの間のＳ１コネクションを設定する際に、或いは、無線基地局ＨｅＮＢの構成を
変更する際に、ゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに対して、無線基地局ＨｅＮＢの識別情
報ｅＮＢ　ＩＤ及びトラッキングエリアの識別情報ＴＡＩを通知するように構成されてい
る通知部１４を具備し、通知部１４は、無線基地局ＨｅＮＢが、Ｏｐｅｎモードで動作し
ている場合には、交換局ＭＭＥに対して、２０ビット長の無線基地局ＨｅＮＢの識別情報
ｅＮＢ　ＩＤを通知するように構成されており、通知部１４は、無線基地局ＨｅＮＢが、
Ｃｌｏｓｅｄ/Ｈｙｂｒｉｄモードで動作している場合には、交換局ＭＭＥに対して、２
８ビット長の無線基地局ＨｅＮＢの識別情報ｅＮＢ　ＩＤを通知するように構成されてい
ることを要旨とする。
【０１０２】
　本実施形態の第５の特徴は、交換局ＭＭＥであって、無線基地局ｅＮＢ/ＨｅＮＢの識
別情報ｅＮＢ　ＩＤ及びトラッキングエリアの識別情報ＴＡＩとを関連付けて管理するよ
うに構成されている管理部２１と、ハンドオーバ元無線基地局Ｓ-ｅＮＢから受信した移
動局ＵＥに係るＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージに含まれる２０ビット長のハンドオー
バ先候補無線基地局Ｔ-ｅＮＢ/Ｔ-ＨｅＮＢの識別情報ｅＮＢ　ＩＤを管理していない場
合、ハンドオーバ元無線基地局Ｓ-ｅＮＢに対してＨＯ　Ｆａｉｌｕｒｅメッセージを送
信することなく、ハンドオーバ先候補無線基地局Ｔ-ｅＮＢ/Ｔ-ＨｅＮＢ又はハンドオー
バ先候補無線基地局Ｔ-ｅＮＢ/Ｔ-ＨｅＮＢを管理するゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷに
対して、ＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄメッセージに含まれているハンドオーバ先候補トラッキ
ングエリアの識別情報ＴＡＩを含むＨＯ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージを送信するように構
成されている送信部２３とを具備することを要旨とする。
【０１０３】
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　本実施形態の第６の特徴は、移動局ＵＥであって、ハンドオーバ先候補無線基地局Ｔ-
ＨｅＮＢから受信した報知情報に基づいて、ハンドオーバ先候補無線基地局Ｔ-ＨｅＮＢ
が動作中のアクセスモードを判定するように構成されている判定部４３と、ハンドオーバ
元無線基地局Ｓ-ｅＮＢに対して、ハンドオーバ先候補無線基地局Ｔ-ＨｅＮＢの識別情報
ｅＮＢ　ＩＤを含むＭｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを送信するように構成されて
いる測定報告送信部４４とを具備し、測定報告送信部４４は、ハンドオーバ先候補無線基
地局Ｔ-ＨｅＮＢが、Ｃｌｏｓｅｄ/Ｈｙｂｒｉｄモードで動作していると判定した場合、
Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　ｂｉｔを含むＭｅａｓｕｒｅｍｅ
ｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを送信するように構成されており、測定報告送信部４４は、ハンドオ
ーバ先候補無線基地局Ｔ-ＨｅＮＢが、Ｏｐｅｎモードで動作していると判定した場合、
Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　ｂｉｔを含まないＭｅａｓｕｒｅ
ｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを送信するように構成されていることを要旨とする。
【０１０４】
　本実施形態の第７の特徴は、無線基地局ｅＮＢ/ＨｅＮＢであって、移動局ＵＥから、
Ｐｒｅｌｉｍｉｎａｒｙ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｈｅｃｋ　ｂｉｔを含まないＭｅａｓｕｒｅ
ｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔを受信した場合、交換局ＭＭＥに対して、２０ビット長のハンド
オーバ先候補無線基地局Ｔ-ＨｅＮＢの識別情報ｅＮＢ　ＩＤを含むＨＯ　Ｒｅｑｕｉｒ
ｅｄメッセージを送信するように構成されているハンドオーバ処理部１５を具備すること
を要旨とする。
【０１０５】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ＨｅＮＢやゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷや交
換局ＭＭＥ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。
【０１０６】
　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。
【０１０７】
　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ＨｅＮＢやゲートウェイ装置ＨｅＮＢ-ＧＷや交
換局ＭＭＥ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ＨｅＮＢやゲートウェイ装置Ｈｅ
ＮＢ-ＧＷや交換局ＭＭＥ内に設けられていてもよい。
【０１０８】
　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】
【０１０９】
ＨｅＮＢ…無線基地局
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１１…管理部
１２…アクセスモード設定部
１３…報知情報送信部
１４…通知部
１５…ハンドオーバ処理部
ＭＭＥ…交換局
２１…管理部
２２…受信部
２３…送信部
ＨｅＮＢ-ＧＷ…ゲートウェイ装置
３１…管理部
３２…受信部
３３…送信部
ＵＥ…移動局
４１…測定部
４２…報知情報受信部
４３…判定部
４４…測定報告送信部

【図１】

【図２】

【図３】
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