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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の無線基地局と該複数の無線基地局の上位ノードとを具備する移動通信システムに
おいて、移動局が、無線基地局から該無線基地局とは異なる無線基地局にハンドオーバす
る移動通信方法であって、
　前記上位ノード及び前記ハンドオーバ元の無線基地局は、該上位ノードと該ハンドオー
バ元の無線基地局との間で設定されているアクセスベアラの設定情報を保存しており、
　前記ハンドオーバ元の無線基地局が、前記アクセスベアラの設定情報を、前記ハンドオ
ーバ先の無線基地局に対して通知する工程Ａと、
　前記ハンドオーバ先の無線基地局が、前記ハンドオーバ元の無線基地局から通知された
前記アクセスベアラの設定情報を保存する工程Ｂと、
　前記上位ノードが、前記ハンドオーバ先の無線基地局からの経路切替要求に対して、新
たなアクセスベアラの設定情報の再割当処理を行うことなく、保存している前記アクセス
ベアラの設定情報を用いて、前記ハンドオーバ先の無線基地局との間のアクセスベアラを
設定する工程Ｃとを有することを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　前記アクセスベアラは、ユーザデータを伝送するためのトンネルであり、
　前記アクセスベアラの設定情報は、前記トンネルにおける前記上位ノード側のＧＴＰ-
ＵのＴＥ-ＩＤであ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３】
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　前記工程Ａにおいて、前記ハンドオーバ元の無線基地局は、前記アクセスベアラの設定
情報に加えて、前記上位ノードのアドレスを、前記ハンドオーバ先の無線基地局に対して
通知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４】
　前記工程Ａにおいて、前記ハンドオーバ元の無線基地局は、前記ハンドオーバ先の無線
基地局に対してハンドオーバするように要求するメッセージに、前記アクセスベアラの設
定情報を含めて送信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】
　前記工程Ｂにおいて、前記ハンドオーバ先の無線基地局は、前記ハンドオーバ元の無線
基地局から通知された前記アクセスベアラの設定情報のうち、該ハンドオーバ先の無線基
地局で引継ぎ可能なアクセスベアラの設定情報を選択して保存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６】
　移動局がハンドオーバ可能な移動通信システムにおいて用いられる無線基地局であって
、
　前記移動局における通信品質について所定条件を満たす場合、ハンドオーバ先の無線基
地局に対してハンドオーバするように要求するメッセージを送信するハンドオーバ制御部
を具備し、
　前記ハンドオーバ制御部は、前記無線基地局の上位ノードとの間で設定されているユー
ザデータを伝送するためのトンネルにおける該上位ノード側のＧＴＰ-ＵのＴＥ-ＩＤを前
記メッセージに含めて送信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７】
　移動局がハンドオーバ可能な移動通信システムにおいて用いられる無線基地局であって
、
　ハンドオーバ元の無線基地局から、前記無線基地局に対してハンドオーバするように要
求するメッセージを受信した場合、前記無線基地局の上位ノードとの間で、ユーザデータ
を伝送するためのトンネルを設定するハンドオーバ制御部を具備し、
　前記ハンドオーバ制御部は、前記メッセージに含まれる前記ハンドオーバ元の無線基地
局と前記上位ノードとの間で設定されているトンネルにおける該上位ノード側のＧＴＰ-
ＵのＴＥ-ＩＤを用いて、該上位ノードとの間で前記トンネルを設定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】
　移動局がハンドオーバ可能な移動通信システムにおいて用いられる複数の無線基地局の
上位ノードであって、
　ハンドオーバ元の無線基地局との間で設定されているアクセスベアラの設定情報を保存
しており、
　ハンドオーバ先の無線基地局からの経路切替要求に対して、新たなアクセスベアラの設
定情報の再割当処理を行うことなく、保存している前記アクセスベアラの設定情報を用い
て、前記ハンドオーバ先の無線基地局との間でアクセスベアラを設定するように構成され
ていることを特徴とする上位ノード。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の無線基地局と該複数の無線基地局の上位ノードとを具備する移動通信
システムにおいて、移動局が、ハンドオーバ元の無線基地局からハンドオーバ先の無線基
地局にハンドオーバする移動通信方法に関する。
【０００２】
　また、本発明は、かかる移動通信方法で用いられる無線基地局及び上位ノードに関する
。
【背景技術】
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【０００３】
　ＩＭＴ-２０００（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎ-２０００）システムでは、図８に示すように、ＲＡＮ（Ｒａｄｉｏ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）ノード（例えば、ＲＮＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）とコアノード（例えば、ＳＧＳＮ：Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ
　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｎｏｄｅ）との間では、Ｉｕインターフェースが定義されており、Ｉ
ｕインターフェースにおいて、ユーザプレーン（Ｕ-ｐｌａｎｅ）データを伝送するため
のＧＴＰ（ＧＰＲＳ　Ｔｕｎｎｅｌｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）トンネルが設定される。
【０００４】
　かかるＩＭＴ-２０００システムにおいて、移動局が、同一のＳＧＳＮ配下のＲＮＣを
跨るハンドオーバを行う場合、即ち、「ＳＧＳＮ　ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ」を行う場合に
は、ＳＧＳＮが、ＲＡＮＡＰ（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ａｐｐｌｉ
ｃａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ）にて、「Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ」
を送信し、ＳＧＳＮ側のＧＴＰトンネルエンドポイントＩＤが再設定される。
【０００５】
　すなわち、ＳＧＳＮが、「Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ」にて、
ＮｏｄｅＢ側のＧＴＰトンネルエンドポイントＩＤを通知することにより、ハンドオーバ
先のＲＮＣ＃２との間で、ＧＴＰトンネル＃２を設定する。
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ２５.４１３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＩＭＴ-２０００システム以降の次世代の移動通信システム（例えば、ＬＴＥ：Ｌｏｎ
ｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）では、Ｉｕインターフェースに対応するＳ１インタ
ーフェースが規定されており、Ｓ１インターフェースにおいても、ＲＡＮノード（例えば
、無線基地局ｅＮＢ）とコアノード（例えば、ＳＡＥ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｒｃｈｉｔｅｃ
ｔｕｒｅ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）　Ｇａｔｅｗａｙ）との間で、ＧＴＰトンネルが設定さ
れる。
【０００７】
　かかる移動通信システムでは、ハンドオーバ時に、ハンドオーバ先の無線基地局ｅＮＢ
とコアノードＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙとの間で、ハンドオーバ元の無線基地局ｅＮＢとコ
アノードＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙとの間で設定していた「ＳＡＥ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａ
ｒｅｒ」に相当する「ＳＡＥ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ」を設定する必要がある。
【０００８】
　通常、コアノードＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙが、かかる「ＳＡＥ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａ
ｒｅｒ」の設定を開始する。
【０００９】
　しかしながら、ＬＴＥシステムにおいて、ハンドオーバを行う場合、図９に示すように
、ハンドオーバ先の無線基地局ｅＮＢ２が、ステップＳ２００７において、「Ｈａｎｄｏ
ｖｅｒ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージ」を送信した後、ステップＳ２００８において、コ
アノードＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙが、ハンドオーバ先の無線基地局ｅＮＢ２との間で設定
するＧＴＰトンネルにおけるコアノード側のＴＥ（Ｔｕｎｎｅｌ　Ｅｎｄｐｏｉｎｔ）-
ＩＤについての再割当処理を行うため、ハンドオーバ時に遅延が発生するという問題があ
った。
【００１０】
　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、ハンドオーバ時に、ハン
ドオーバ元の無線基地局ｅＮＢが保持しているＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔを、ハンドオーバ先
の無線基地局ｅＮＢでも流用することによって、ハンドオーバ時の遅延を低減することが
できる移動通信方法、無線基地局及び上位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】
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【００１１】
　本発明の第１の特徴は、複数の無線基地局と該複数の無線基地局の上位ノードとを具備
する移動通信システムにおいて、移動局が、無線基地局から該無線基地局とは異なる無線
基地局にハンドオーバする移動通信方法であって、前記上位ノード及び前記ハンドオーバ
元の無線基地局は、該上位ノードと該ハンドオーバ元の無線基地局との間で設定されてい
るアクセスベアラの設定情報を保存しており、前記ハンドオーバ元の無線基地局が、前記
アクセスベアラの設定情報を、前記ハンドオーバ先の無線基地局に対して通知する工程Ａ
と、前記ハンドオーバ先の無線基地局が、前記ハンドオーバ元の無線基地局から通知され
た前記アクセスベアラの設定情報を保存する工程Ｂと、前記上位ノードが、前記ハンドオ
ーバ先の無線基地局からの経路切替要求に対して、新たなアクセスベアラの設定情報の再
割当処理を行うことなく、保存している前記アクセスベアラの設定情報を用いて、前記ハ
ンドオーバ先の無線基地局との間のアクセスベアラを設定する工程Ｃとを有することを要
旨とする。
【００１２】
　本発明の第１の特徴において、前記アクセスベアラは、ユーザデータを伝送するための
トンネルであり、前記アクセスベアラの設定情報は、前記トンネルにおける前記上位ノー
ド側のＧＴＰ-ＵのＴＥ-ＩＤであってもよい。
【００１３】
　本発明の第１の特徴において、前記工程Ａにおいて、前記ハンドオーバ元の無線基地局
は、前記アクセスベアラの設定情報に加えて、前記上位ノードのアドレスを、前記ハンド
オーバ先の無線基地局に対して通知してもよい。
【００１４】
　本発明の第１の特徴において、前記工程Ａにおいて、前記ハンドオーバ元の無線基地局
は、前記ハンドオーバ先の無線基地局に対してハンドオーバするように要求するメッセー
ジに、前記アクセスベアラの設定情報を含めて送信してもよい。
【００１５】
　本発明の第１の特徴において、前記工程Ｂにおいて、前記ハンドオーバ先の無線基地局
は、前記ハンドオーバ元の無線基地局から通知された前記アクセスベアラの設定情報のう
ち、該ハンドオーバ先の無線基地局で引継ぎ可能なアクセスベアラの設定情報を選択して
保存してもよい。
【００１６】
　本発明の第２の特徴は、移動局がハンドオーバ可能な移動通信システムにおいて用いら
れる無線基地局であって、前記移動局における通信品質について所定条件を満たす場合、
ハンドオーバ先の無線基地局に対してハンドオーバするように要求するメッセージを送信
するハンドオーバ制御部を具備し、前記ハンドオーバ制御部は、前記無線基地局の上位ノ
ードとの間で設定されているユーザデータを伝送するためのトンネルにおける該上位ノー
ド側のＧＴＰ-ＵのＴＥ-ＩＤを前記メッセージに含めて送信するように構成されているこ
とを要旨とする。
【００１７】
　本発明の第３の特徴は、移動局がハンドオーバ可能な移動通信システムにおいて用いら
れる無線基地局であって、ハンドオーバ元の無線基地局から、前記無線基地局に対してハ
ンドオーバするように要求するメッセージを受信した場合、前記無線基地局の上位ノード
との間で、ユーザデータを伝送するためのトンネルを設定するハンドオーバ制御部を具備
し、前記ハンドオーバ制御部は、前記メッセージに含まれる前記ハンドオーバ元の無線基
地局と前記上位ノードとの間で設定されているトンネルにおける該上位ノード側のＧＴＰ
-ＵのＴＥ-ＩＤを用いて、該上位ノードとの間で前記トンネルを設定するように構成され
ていることを要旨特徴とする。
【００１８】
　本発明の第４の特徴は、移動局がハンドオーバ可能な移動通信システムにおいて用いら
れる複数の無線基地局の上位ノードであって、ハンドオーバ元の無線基地局との間で設定
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されているアクセスベアラの設定情報を保存しており、ハンドオーバ先の無線基地局から
の経路切替要求に対して、新たなアクセスベアラの設定情報の再割当処理を行うことなく
、保存している前記アクセスベアラの設定情報を用いて、前記ハンドオーバ先の無線基地
局との間でアクセスベアラを設定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】
【００１９】
　以上説明したように、本発明によれば、ハンドオーバ時に、ハンドオーバ元の無線基地
局ｅＮＢが保持しているＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔを、ハンドオーバ先の無線基地局ｅＮＢで
も流用することによって、ハンドオーバ時の遅延を低減することができる移動通信方法、
無線基地局及び上位ノードを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
（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３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。
【００２１】
　本実施形態に係る移動通信システムは、ハンドオーバ時の通信技術を実現するものであ
って、特に、無線基地局（以下、ｅＮＢ）の上位ノード（以下、ＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙ
）とｅＮＢと間で設定されるアクセスベアラの通信技術を実現するものである。
【００２２】
　図１に示すように、本実施形態では、３ＧＰＰで標準化が進められているＬＴＥ/ＳＡ
Ｅのアーキテクチャを具備する移動通信システムを例として説明を行うが、本発明は、か
かる移動通信システムに限定されるものではなく、その他のアーキテクチャを具備する移
動通信システムにも適用可能である。
【００２３】
　無線アクセスネットワークは、複数のｅＮＢと、ｅＮＢが接続するコアノードＭＭＥ/
ＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙとによって構成されている。
【００２４】
　ここで、ＭＭＥは、制御データをハンドリングするノードであり、ＳＡＥ　Ｇａｔｅｗ
ａｙは、ユーザデータをハンドリングするノードである。
【００２５】
　なお、ｅＮＢ間は、Ｘ２インターフェース呼ばれるインターフェースを介して接続され
ており、ｅＮＢとＭＭＥ/ＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙとの間は、Ｓ１インターフェースと呼
ばれるインターフェースを介して接続されている。
【００２６】
　Ｓ１インターフェース及びＸ２インターフェース上では、コントロールプレーン（Ｃ-
ｐｌａｎｅ）データ（制御データ）及びユーザプレーン（Ｕ-ｐｌａｎｅ）データ（ユー
ザデータ）を伝送することが可能である。
【００２７】
　特に、ユーザプレーンデータは、ＧＴＰ-Ｕ/ＵＤＰで伝送され、ｅＮＢとＳＡＥ　Ｇａ
ｔｅｗａｙとの間で、ＴＥ-ＩＤが交換されることによって、ユーザプレーンデータを伝
送するためのＧＴＰトンネルが設定される。
【００２８】
　図２に示すように、本実施形態に係るｅＮＢは、制御部１０１と、有線伝送部１０２と
、ハンドオーバ制御部１０３と、コンテキスト管理部１０４とを具備している。
【００２９】
　制御部１０１は、各機能部１０２乃至１０４の動作を制御するように構成されている。
有線伝送部１０２は、有線伝送路を介して、制御データやユーザデータの送受信を行うよ
うに構成されている。
【００３０】
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　コンテキスト管理部１０４は、ｅＮＢとＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙとの間で設定される「
ＳＡＥ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ（アクセスベアラ）」上で、各移動局（以下、ＵＥ
）の各サービスを識別するためのＧＴＰ-ＵのＴＥ-ＩＤ（アクセスベアラの設定情報）を
含むＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔを保持するように構成されている。
【００３１】
　ハンドオーバ制御部１０３は、ハンドオーバ時のシグナリングを行うように構成されて
いる。
【００３２】
　例えば、ハンドオーバ元のｅＮＢ１におけるハンドオーバ制御部１０３は、ハンドオー
バ対象のＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ（ＧＴＰトンネルにおけるＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙ側のＧ
ＴＰ-ＵのＴＥ-ＩＤ等といったアクセスベアラの設定情報を含む）を、ハンドオーバ先の
ｅＮＢ２に対して通知するように構成されている。
【００３３】
　具体的には、かかるハンドオーバ制御部１０３は、ＵＥから送信された「Ｍｅａｓｕｒ
ｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔメッセージ」に基づいて、ＵＥにおける通信品質について所定
条件を満たすと判断した場合、ハンドオーバ先のｅＮＢ２に対してハンドオーバするよう
に要求する「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ」を送信するように構成され
ている。
【００３４】
　そして、ハンドオーバ制御部１０３は、ｅＮＢの上位ノードであるＳＡＥ　Ｇａｔｅｗ
ａｙとの間で設定されているＧＴＰトンネルにおけるＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙ側のＴＥ-
ＩＤを、上述のアクセスベアラの設定情報として「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔメ
ッセージ」に含めて送信するように構成されていてもよい。
【００３５】
　ここで、ハンドオーバ制御部１０３は、上述のアクセスベアラの設定情報に加えて、Ｓ
ＡＥ　ＧａｔｅｗａｙのＩＰアドレス（上位ノードのアドレス）を、ハンドオーバ先のｅ
ＮＢ２に対して通知するように構成されていてもよい。
【００３６】
　一方、ハンドオーバ先のｅＮＢ２におけるハンドオーバ制御部１０３は、ハンドオーバ
元のｅＮＢ１から、当該ハンドオーバ先のｅＮＢ２に対してハンドオーバするように要求
するメッセージを受信した場合、当該ハンドオーバ先のｅＮＢ２とＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａ
ｙとの間でＧＴＰトンネルを設定するように構成されている。
【００３７】
　具体的には、かかるハンドオーバ制御部１０３は、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔメッセージ」に含まれるハンドオーバ元のｅＮＢ１とＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙとの間で
設定されているＧＴＰトンネルにおける当該ＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙ側のＴＥ-ＩＤを用
いて、当該ＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙとの間でＧＴＰトンネルを設定するように構成されて
いる。
【００３８】
　ここで、かかるハンドオーバ制御部１０３は、かかるＧＴＰトンネルにおけるハンドオ
ーバ先のｅＮＢ２側のＴＥ-ＩＤについては再割当処理を行うように構成されている。
【００３９】
　なお、ＴＥ-ＩＤは、ｅＮＢごとに独立して割り当てることが可能であるため、かかる
ハンドオーバ制御部１０３は、ハンドオーバ元のｅＮＢ１から通知されたＴＥ-ＩＤと同
じＴＥ-ＩＤを、かかるＧＴＰトンネルにおけるハンドオーバ先のｅＮＢ２側のＴＥ-ＩＤ
として割り当てるように構成されている。
【００４０】
　また、かかるハンドオーバ制御部１０３は、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅメ
ッセージ」を用いて、割り当てたハンドオーバ先のｅＮＢ２側のＴＥ-ＩＤ（アクセスベ
アラの設定情報）及びハンドオーバ先のｅＮＢ２のＩＰアドレスを、ＳＡＥ　Ｇａｔｅｗ
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ａｙに対して通知するように構成されている。
【００４１】
　また、ハンドオーバ先のｅＮＢ２におけるハンドオーバ制御部１０３は、ハンドオーバ
元のｅＮＢ１から通知されたアクセスベアラの設定情報（ｅＮＢ２側のＴＥ-ＩＤ）のう
ち、当該ハンドオーバ先のｅＮＢ２で引継ぎ可能なアクセスベアラの設定情報（ｅＮＢ２

側のＴＥ-ＩＤ）を選択して保存するように構成されていてもよい。
【００４２】
　表１に、本実施形態で用いられている「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ
」の一例について示す。
【００４３】
【表１】

【００４４】
　かかる「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ」には、ハンドオーバ元のｅＮ
Ｂ１が保持しているＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ、例えば、ハンドオーバ元のｅＮＢ１で設定し
ていたＳＡＥ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒのリストや、当該ＳＡＥ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂ
ｅａｒｅｒにおけるＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙ側のＴＥ-ＩＤや、ＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙ
のＩＰアドレス等が含まれる。
【００４５】
　かかる「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ」には、上述の情報以外に、ハ
ンドオーバ先のｅＮＢ２で必要なＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔを含んでもよい。
【００４６】
　図３に示すように、本実施形態に係るＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙは、制御部２０１と、有
線伝送部２０２と、コンテキスト管理部２０３とを具備している。
【００４７】
　制御部２０１は、各機能部２０２乃至２０３の動作を制御するように構成されている。
有線伝送部２０２は、有線伝送路を介して、制御データやユーザデータの送受信を行うよ
うに構成されている。
【００４８】
　コンテキスト管理部２０３は、各ＵＥのユーザデータを識別するコンテキストを保持し
、パススイッチ（経路切替）後に、ハンドオーバ先のｅＮＢ２においても同一のコンテキ
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ストを再設定するように構成されている。
【００４９】
　すなわち、コンテキスト管理部２０３は、ハンドオーバ先のｅＮＢ２からの「Ｐａｔｈ
　Ｓｗｉｔｃｈメッセージ（経路切替要求）」に対して、新たなアクセスベアラの設定情
報（ＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙ側のＴＥ-ＩＤ）の再割当処理を行うことなく、ハンドオー
バ元のｅＮＢ１とＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙとの間のＧＴＰトンネルにおけるＳＡＥ　Ｇａ
ｔｅｗａｙ側のＴＥ-ＩＤを引き継ぐように構成されている。
【００５０】
　具体的には、コンテキスト管理部２０３は、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅメ
ッセージ」を用いてハンドオーバ先のｅＮＢ２から通知されたアクセスベアラの設定情報
（ｅＮＢ２側のＴＥ-ＩＤ）を保存し、保存したアクセスベアラの設定情報（ｅＮＢ２側
のＴＥ-ＩＤ）を用いて、ハンドオーバ先のｅＮＢ２との間でアクセスベアラ（ＧＴＰト
ンネル）を設定するように構成されている。
【００５１】
（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４乃至図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。
【００５２】
　第１に、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けるハンドオーバ動
作について説明する。
【００５３】
　図４に示すように、ステップＳ１００１において、ＵＥは、ｅＮＢ１からの指示に従っ
て、或いは、自発的に、ＵＥにおける通信品質を監視し、接続中のセル（ｅＮＢ１）の通
信品質が所定品質より低下した場合に、接続中のセル（ｅＮＢ１）に対して、「Ｍｅａｓ
ｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」を送信する。
【００５４】
　ステップＳ１００２において、「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」を受信した
ｅＮＢ１は、ＵＥから報告された通信品質の中から、例えば、最も通信品質の高いｅＮＢ

２に対して、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ」を送信する。
【００５５】
　ここで、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ」には、ハンドオーバ元のｅ
ＮＢ１とＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙとの間で設定していたＳＡＥ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒ
ｅｒのＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙ側のＴＥ-ＩＤ、及び、ＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙのアドレ
ス（例えば、ＩＰアドレス）が含まれている。
【００５６】
　ステップＳ１００３において、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ」を受
信したｅＮＢ２は、当該ＵＥを受け入れ可能な場合には、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ　Ａｃｋメッセージ」を、ハンドオーバ元のｅＮＢ１に対して送信する。
【００５７】
　ステップＳ１００４において、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａｃｋメッセー
ジ」を受信したｅＮＢ１は、当該ＵＥに対して、ハンドオーバを指示するための「Ｈａｎ
ｄｏｖｅｒ　Ｃｏｍｍａｎｄメッセージ」を送信する。
【００５８】
　ステップＳ１００５において、ＵＥは、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｍｍａｎｄメッセー
ジ」を受信し、ハンドオーバ先のｅＮＢ２から上り信号を送信するためのリソースが割り
当てられた場合に、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｎｆｉｒｍメッセージ」を、ハンドオーバ
先のｅＮＢ２へ送信する。
【００５９】
　ステップＳ１００６において、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｎｆｉｒｍメッセージ」を受
信したハンドオーバ先のｅＮＢ２は、ＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙに対して、ハンドオーバ元
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からハンドオーバ先へユーザデータを伝送するパスを切り替えるように要求する「Ｐａｔ
ｈ　Ｓｗｉｔｃｈメッセージ（経路切替要求）」を、ＧＴＰ-Ｕを用いて送信する。
【００６０】
　ステップＳ１００７において、ハンドオーバ先のｅＮＢ２は、併せて、ハンドオーバ先
のｅＮＢ２とＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙとの間で、ＳＡＥ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒを
確立するために、すなわち、ＧＴＰ-Ｕトンネルを設定するために、ハンドオーバ先のｅ
ＮＢ２側のＴＥ-ＩＤ及びハンドオーバ先のｅＮＢ２のＩＰアドレスを、Ｓ１インターフ
ェース上のシグナリングである「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅメッセージ」で通
知する。
【００６１】
　ステップＳ１００８において、ＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙは、ハンドオーバ先のｅＮＢ２

側のＴＥ-ＩＤ及びハンドオーバ先のｅＮＢ２のＩＰアドレスを保存した後、ＳＡＥ　Ａ
ｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒの設定が完了したことを通知する「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｍ
ｐｌｅｔｅ　Ａｃｋメッセージ」をハンドオーバ先のｅＮＢ２に送信する。
【００６２】
　ステップＳ１００９において、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　Ａｃｋメッセ
ージ」を受信したハンドオーバ先のｅＮＢ２は、ハンドオーバ元のｅＮＢ１に対して、Ｕ
Ｅとの通信に用いていた無線リソースを解放するように指示するための「Ｒｅｌｅａｓｅ
　Ｒｅｓｏｕｒｃｅメッセージ」を送信する。
【００６３】
　第２に、図５及び図６を参照して、本実施形態に係るｅＮＢの動作について説明する。
【００６４】
　図５に示すように、ステップＳ１０１において、ＵＥと通信中のｅＮＢ１は、「Ｍｅａ
ｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」を受信したか否かについて確認する。
【００６５】
　「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」を受信していない場合には、本動作は、終
了する。
【００６６】
　一方、「Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｒｅｐｏｒｔ」を受信した場合には、ステップＳ１
０２において、ｅＮＢ１は、当該ＵＥのＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔを確認し、ハンドオーバ先
のｅＮＢ２で引継ぎが必要なＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔ（例えば、ＧＴＰトンネルにおけるＳ
ＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙ側のＴＥ-ＩＤ等のアクセスベアラの設定情報）を、「Ｈａｎｄｏ
ｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ」に含めて、Ｘ２インターフェース上で送信する。
【００６７】
　また、図６に示すように、ステップＳ２０１において、ＵＥと通信を行っていないｅＮ
Ｂ２は、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ」を受信したか否かについて確
認する。
【００６８】
　「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ」を受信していない場合には、本動作
は、終了する。
【００６９】
　一方、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ」を受信した場合には、ｅＮＢ

２は、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔメッセージ」に含まれるハンドオーバ元のｅ
ＮＢ１での該当するＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔを解析する。
【００７０】
　ステップ２０３において、ｅＮＢ２は、当該ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔに含まれるＳＡＥ　
Ａｃｃｅｓｓ　Ｂｅａｒｅｒ毎のＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙ側のＴＥ-ＩＤ及びアドレスを
、ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔとして再設定する。
【００７１】
　ステップＳ２０３と並行して、ｅＮＢ２は、ステップＳ２０４において、ハンドオーバ
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元のｅＮＢ１に対して、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ａｃｋメッセージ」を送
信する。
【００７２】
　ステップ２０５において、ｅＮＢ２は、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｎｆｉｒｍメッセー
ジ」を受信したか否かについて確認する。
【００７３】
　「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｎｆｉｒｍメッセージ」を受信していない場合には、本動作
は、ステップＳ２０５を繰り返す。
【００７４】
　一方、「Ｈａｎｄｏｖｅｒ　Ｃｏｎｆｉｒｍメッセージ」を受信した場合には、ｅＮＢ

２は、ＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙに対して、ＧＴＰ-Ｕで、「Ｐａｔｈ　Ｓｗｉｔｃｈメッ
セージ（経路切替要求）」を送信する。
【００７５】
　第３に、図７を参照して、本実施形態に係るＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙの動作について説
明する。
【００７６】
　図７に示すように、ステップＳ３０１において、ＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙは、ハンドオ
ーバ先のｅＮＢ１から、ＧＴＰ-Ｕを介して、「Ｐａｔｈ　Ｓｗｉｔｃｈメッセージ（経
路切替要求）」を受信したか否かについて確認する。
【００７７】
　「Ｐａｔｈ　Ｓｗｉｔｃｈメッセージ（経路切替要求）」を受信していない場合には、
本動作は、終了する。
【００７８】
　一方、「Ｐａｔｈ　Ｓｗｉｔｃｈメッセージ（経路切替要求）」を受信した場合には、
ＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙは、ハンドオーバ元のｅＮＢ１からハンドオーバ先のｅＮＢ２へ
ＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔの引継ぎを行う。
【００７９】
（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）
　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、ＵＥのハンドオーバ時に、
ハンドオーバ元のｅＮＢ１が保持しているＵＥ　Ｃｏｎｔｅｘｔを、ハンドオーバ先のｅ
ＮＢ２でも流用することによって、ハンドオーバ時の遅延を低減することができる。
【００８０】
　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。
【図面の簡単な説明】
【００８１】
【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ｅＮＢ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ＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙの機能ブロック図である
。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおけるハンドオーバ動作を示
すシーケンス図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係るｅＮＢの動作を示すフローチャートである。
【図６】本発明の第１の実施形態に係るｅＮＢの動作を示すフローチャートである。
【図７】本発明の第１の実施形態に係るＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙの動作を示すフローチャ
ートである。
【図８】ＩＭＴ２０００システムの全体構成図である。
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【図９】従来の次世代移動通信システムにおけるハンドオーバ動作を示すシーケンス図で
ある。
【符号の説明】
【００８２】
ｅＮＢ…無線基地局
１０１、２０１…制御部
１０２、２０２…有線伝送部
１０３…ハンドオーバ制御部
１０４、２０３…コンテキスト管理部
ＳＡＥ　Ｇａｔｅｗａｙ…コアノード

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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