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(57)【要約】
【課題】ＣＳＦＢ処理によって開始される移動局の回線
交換通信についても規制する。
【解決手段】本実施形態に係る交換局ＭＭＥのＣＳＦＢ
処理部１４は、ＬＴＥ方式の移動通信システムのコアネ
ットワークにおけるベアラを確立している状態の移動局
ＵＥによって所定エリアにおいて送信されたサービス要
求信号に、第１識別情報が含まれていることが検知され
た場合であっても、所定エリアではＷＣＤＭＡ方式の移
動通信システムにおける移動局ＵＥのＣＳ通信が規制さ
れていることが通知されている場合には、ＷＣＤＭＡ方
式の移動通信システムで移動局ＵＥがＣＳ通信を開始す
るためのＣＳＦＢ処理を行わないように構成されている
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定エリアにおいて、移動局が、回線交換通信を提供していない第１移動通信システム
のコアネットワークにおけるベアラを確立している状態で、サービス要求信号を送信する
工程と、
前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に第１識別情報が
含まれていることが検知された場合、第２移動通信システムで前記移動局が回線交換通信
を開始するための第１処理が行われる工程と、
前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に第２識別情報が
含まれていることが検知された場合、該第１移動通信システムの無線アクセスネットワー
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クにおける前記移動局のベアラを確立するための第２処理が行われる工程とを有し、
前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に前記第１識別情
報が含まれていることが検知された場合であっても、前記所定エリアでは前記第２移動通
信システムにおける前記移動局の回線交換通信が規制されていることが通知されている場
合には、前記第１処理は行われないことを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
所定エリアにおいて、移動局が、回線交換通信を提供していない第１移動通信システム
のコアネットワークにおけるベアラを確立している状態で、サービス要求信号を送信する
工程と、
前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に第１識別情報が
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含まれていることが検知された場合、第２移動通信システムで前記移動局が回線交換通信
を開始するための第１処理が行われる工程と、
前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に第２識別情報が
含まれていることが検知された場合、該第１移動通信システムの無線アクセスネットワー
クにおける前記移動局のベアラを確立するための第２処理が行われる工程とを有し、
前記第１移動通信システムの無線基地局が、前記所定エリアでは前記第２移動通信シス
テムにおける前記移動局の回線交換通信が規制されていることが通知されている場合には
、該第１移動通信システムの交換局から、前記第１処理用信号を受信した場合に、該第１
処理を中止することを特徴とする移動通信方法。
【請求項３】
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所定エリアにおいて、移動局が、回線交換通信を提供していない第１移動通信システム
のコアネットワークにおけるベアラを確立している状態で、該移動局と該第１移動通信シ
ステムの交換局との間で終端する第１プロトコル用信号としてのサービス要求信号を送信
する工程と、
前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に第１識別情報が
含まれていることが検知された場合、第２移動通信システムで前記移動局が回線交換通信
を開始するための第１処理が行われる工程と、
前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に第２識別情報が
含まれていることが検知された場合、該第１移動通信システムの無線アクセスネットワー
クにおける前記移動局のベアラを確立するための第２処理が行われる工程とを有し、
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前記第１移動通信システムの無線基地局が、前記第１プロトコル用信号、該第１プロト
コル用信号を伝達するために用いられる前記移動局と該無線基地局との間で終端する第２
プロトコル用信号或いは該無線基地局と前記第１移動通信システムの交換局との間との間
で終端する第３プロトコル用信号を受信して解析した結果、該第１プロトコル用信号、該
第２プロトコル用信号或いは該第３プロトコル用信号が、前記第１識別情報を含む前記サ
ービス要求信号に対応する場合で、かつ、前記所定エリアでは前記第２移動通信システム
における前記移動局の回線交換通信が規制されていることが通知されている場合には、前
記第１移動通信システムの交換局に対して該サービス要求信号を転送しないことを特徴と
する移動通信方法。
【請求項４】
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所定エリアにおいて、移動局が、回線交換通信を提供していない第１移動通信システム
のコアネットワークにおけるベアラを確立している状態で、サービス要求信号を送信する
工程と、
前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に第１識別情報が
含まれていることが検知された場合、第２移動通信システムで前記移動局が回線交換通信
を開始するための第１処理が行われる工程と、
前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に第２識別情報が
含まれていることが検知された場合、該第１移動通信システムの無線アクセスネットワー
クにおける前記移動局のベアラを確立するための第２処理が行われる工程とを有し、
前記所定エリアでは前記第２移動通信システムにおける前記移動局の回線交換通信が規
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制されている場合には、該第２移動通信システムの無線アクセスネットワーク装置は、該
移動局の該第２移動通信システムへの切り替え要求信号を受信した場合に、前記第１処理
を中止することを特徴とする移動通信方法。
【請求項５】
所定エリアにおいて、移動局が、回線交換通信を提供していない第１移動通信システム
のコアネットワークにおけるベアラを確立している状態で、サービス要求信号を送信する
工程と、
前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に第１識別情報が
含まれていることが検知された場合、第２移動通信システムで前記移動局が回線交換通信
を開始するための第１処理が行われる工程と、
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前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に第２識別情報が
含まれていることが検知された場合、該第１移動通信システムの無線アクセスネットワー
クにおける前記移動局のベアラを確立するための第２処理が行われる工程とを有し、
前記移動局は、前記第２移動通信システムの無線アクセスネットワーク装置から、前記
所定エリアでは前記第２移動通信システムにおける前記移動局の回線交換通信が規制され
ていることを示す規制情報を含む該移動局の該第２移動通信システムへの切り替え要求信
号を受信した場合に、前記第１処理を中止することを特徴とする移動通信方法。
【請求項６】
回線交換通信を提供していない第１移動通信システムの交換局であって、
前記第１移動通信システムのコアネットワークにおけるベアラを確立している状態の移
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動局によって所定エリアにおいて送信されたサービス要求信号に、第１識別情報が含まれ
ていることが検知された場合、第２移動通信システムで前記移動局が回線交換通信を開始
するための第１処理を行うように構成されている第１処理部と、
前記サービス要求信号に、第２識別情報が含まれていることが検知された場合、前記第
１移動通信システムの無線アクセスネットワークにおける前記移動局のベアラを確立する
ための第２処理を行うように構成されている第２処理部とを具備し、
前記第１処理部は、前記サービス要求信号に、前記第１識別情報が含まれていることが
検知された場合であっても、前記所定エリアでは前記第２移動通信システムにおける前記
移動局の回線交換通信が規制されていることが通知されている場合には、前記第１処理を
行わないように構成されていることを特徴とする交換局。
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【請求項７】
移動局が、回線交換通信を提供していない第１移動通信システムのコアネットワークに
おけるベアラを確立している状態で、第１識別情報を含むサービス要求信号を送信し、第
１移動通信システムの交換局が、該サービス要求を受信した場合に、第２移動通信システ
ムで該移動局が回線交換通信を開始するための第１処理が行われるように構成されている
移動通信システムで用いられる第１移動通信システムの無線基地局であって、
前記移動局と前記第１移動通信システムの交換局との間で終端する第１プロトコル用信
号、該第１プロトコル用信号を伝達するために用いられる該移動局と前記無線基地局との
間で終端する第２プロトコル用信号用信号或いは該無線基地局と前記第１移動通信システ
ムの交換局との間との間で終端する第３プロトコル用信号を受信して解析するように構成
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されている解析部を具備し、
前記解析部は、所定エリアにおいて前記移動局によって送信された前記第１プロトコル
用信号、前記第２プロトコル用信号或いは前記第３プロトコル用信号を受信して解析した
結果、該第１プロトコル用信号、該第２プロトコル用信号或いは該第３プロトコル用信号
が、前記第１識別情報を含む前記サービス要求信号に対応する場合で、かつ、該所定エリ
アでは前記第２移動通信システムにおける該移動局の回線交換通信が規制されていること
が通知されている場合には、前記第１移動通信システムの交換局に対して該サービス要求
信号を転送しないように構成されていることを特徴とする無線基地局。
【発明の詳細な説明】
10

【技術分野】
【０００１】
本発明は、移動通信方法、交換局及び無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
３ＧＰＰで規定されているＬＴＥ（Ｌｏｎｇ

Ｔｅｒｍ

移動通信システムは、回線交換（ＣＳ：Ｃｉｒｃｕｉｔ

Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式の
Ｓｗｉｔｃｈｅｄ）通信を提供

していない。したがって、ＬＴＥ方式の移動通信システムに在圏している移動局ＵＥは、
ＣＳＦＢ（Ｃｉｒｃｕｉｔ

Ｓｗｉｔｃｈｅｄ

Ｆａｌｌｂａｃｋ）処理を行うことによ

って、回線交換通信を提供しているＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムに遷移して回線交
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換通信を開始するように構成されている。
【非特許文献１】３ＧＰＰ
Ｆａｌｌｂａｃｋ

ｉｎ

ＴＳ２３.３７２、「Ｃｉｒｃｕｉｔ
Ｅｖｏｌｖｅｄ

Ｐａｃｋｅｔ

Ｓｗｉｔｃｈｅｄ

Ｓｙｓｔｅｍ」

【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
一般的な移動通信システムは、トラフィック集中等によるシステム障害を回避するため
に、所定エリアにおける所定通信を規制することができる。
【０００４】
例えば、かかる移動通信システムは、所定エリアにおいて移動局から送信された回線交
換通信用の発信信号を検出することによって当該移動局の回線交換通信を規制するように
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構成されている。
【０００５】
しかしながら、かかる移動通信システムは、ＣＳＦＢ処理では、上述のような回線交換
通信用の発信信号を検出することができないため、ＣＳＦＢ処理によって開始される移動
局の回線交換通信を規制することができないという問題点があった。
【０００６】
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、ＣＳＦＢ処理によって開
始される移動局の回線交換通信についても規制することができる移動通信方法、交換局及
び無線基地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】
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【０００７】
本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、所定エリアにおいて、移動局が、回線
交換通信を提供していない第１移動通信システムのコアネットワークにおけるベアラを確
立している状態で、サービス要求信号を送信する工程と、前記第１移動通信システムの交
換局において、前記サービス要求信号に第１識別情報が含まれていることが検知された場
合、第２移動通信システムで前記移動局が回線交換通信を開始するための第１処理が行わ
れる工程と、前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に第２
識別情報が含まれていることが検知された場合、該第１移動通信システムの無線アクセス
ネットワークにおける前記移動局のベアラを確立するための第２処理が行われる工程とを
有し、前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に前記第１識
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別情報が含まれていることが検知された場合であっても、前記所定エリアでは前記第２移
動通信システムにおける前記移動局の回線交換通信が規制されていることが通知されてい
る場合には、前記第１処理は行われないことを要旨とする。
【０００８】
本発明の第２の特徴は、移動通信方法であって、所定エリアにおいて、移動局が、回線
交換通信を提供していない第１移動通信システムのコアネットワークにおけるベアラを確
立している状態で、サービス要求信号を送信する工程と、前記第１移動通信システムの交
換局において、前記サービス要求信号に第１識別情報が含まれていることが検知された場
合、第２移動通信システムで前記移動局が回線交換通信を開始するための第１処理が行わ
れる工程と、前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に第２
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識別情報が含まれていることが検知された場合、該第１移動通信システムの無線アクセス
ネットワークにおける前記移動局のベアラを確立するための第２処理が行われる工程とを
有し、前記第１移動通信システムの無線基地局が、前記所定エリアでは前記第２移動通信
システムにおける前記移動局の回線交換通信が規制されていることが通知されている場合
には、該第１移動通信システムの交換局から、前記第１処理用信号を受信した場合に、該
第１処理を中止することを要旨とする。
【０００９】
本発明の第３の特徴は、移動通信方法であって、所定エリアにおいて、移動局が、回線
交換通信を提供していない第１移動通信システムのコアネットワークにおけるベアラを確
立している状態で、該移動局と該第１移動通信システムの交換局との間で終端する第１プ
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ロトコル用信号としてのサービス要求信号を送信する工程と、前記第１移動通信システム
の交換局において、前記サービス要求信号に第１識別情報が含まれていることが検知され
た場合、第２移動通信システムで前記移動局が回線交換通信を開始するための第１処理が
行われる工程と、前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に
第２識別情報が含まれていることが検知された場合、該第１移動通信システムの無線アク
セスネットワークにおける前記移動局のベアラを確立するための第２処理が行われる工程
とを有し、前記第１移動通信システムの無線基地局が、前記第１プロトコル用信号、該第
１プロトコル用信号を伝達するために用いられる前記移動局と該無線基地局との間で終端
する第２プロトコル用信号、或いは、該無線基地局と該第１移動通信システムの交換局と
の間で終端する第３プロトコル用信号を受信して解析した結果、該第１プロトコル用信
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号、該第２プロトコル用信号或いは該第３プロトコル用信号が、前記第１識別情報を含む
前記サービス要求信号に対応する場合で、かつ、前記所定エリアでは前記第２移動通信シ
ステムにおける前記移動局の回線交換通信が規制されていることが通知されている場合に
は、前記第１移動通信システムの交換局に対して該サービス要求信号を転送しないことを
要旨とする。
【００１０】
本発明の第４の特徴は、移動通信方法であって、所定エリアにおいて、移動局が、回線
交換通信を提供していない第１移動通信システムのコアネットワークにおけるベアラを確
立している状態で、サービス要求信号を送信する工程と、前記第１移動通信システムの交
換局において、前記サービス要求信号に第１識別情報が含まれていることが検知された場
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合、第２移動通信システムで前記移動局が回線交換通信を開始するための第１処理が行わ
れる工程と、前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に第２
識別情報が含まれていることが検知された場合、該第１移動通信システムの無線アクセス
ネットワークにおける前記移動局のベアラを確立するための第２処理が行われる工程とを
有し、前記所定エリアでは前記第２移動通信システムにおける前記移動局の回線交換通信
が規制されている場合には、該第２移動通信システムの無線アクセスネットワーク装置は
、該移動局の該第２移動通信システムへの切り替え要求信号を受信した場合に、前記第１
処理を中止することを要旨とする。
【００１１】
本発明の第５の特徴は、移動通信方法であって、所定エリアにおいて、移動局が、回線
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交換通信を提供していない第１移動通信システムのコアネットワークにおけるベアラを確
立している状態で、サービス要求信号を送信する工程と、前記第１移動通信システムの交
換局において、前記サービス要求信号に第１識別情報が含まれていることが検知された場
合、第２移動通信システムで前記移動局が回線交換通信を開始するための第１処理が行わ
れる工程と、前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に第２
識別情報が含まれていることが検知された場合、該第１移動通信システムの無線アクセス
ネットワークにおける前記移動局のベアラを確立するための第２処理が行われる工程とを
有し、前記移動局は、前記第２移動通信システムの無線アクセスネットワーク装置から、
前記所定エリアでは前記第２移動通信システムにおける前記移動局の回線交換通信が規制
されていることを示す規制情報を含む該移動局の該第２移動通信システムへの切り替え要

10

求信号を受信した場合に、前記第１処理を中止することを要旨とする。
【００１２】
本発明の第６の特徴は、回線交換通信を提供していない第１移動通信システムの交換局
であって、前記第１移動通信システムのコアネットワークにおけるベアラを確立している
状態の移動局によって所定エリアにおいて送信されたサービス要求信号に、第１識別情報
が含まれていることが検知された場合、第２移動通信システムで前記移動局が回線交換通
信を開始するための第１処理を行うように構成されている第１処理部と、前記サービス要
求信号に、第２識別情報が含まれていることが検知された場合、前記第１移動通信システ
ムの無線アクセスネットワークにおける前記移動局のベアラを確立するための第２処理を
行うように構成されている第２処理部とを具備し、前記第１処理部は、前記サービス要求

20

信号に、前記第１識別情報が含まれていることが検知された場合であっても、前記所定エ
リアでは前記第２移動通信システムにおける前記移動局の回線交換通信が規制されている
ことが通知されている場合には、前記第１処理を行わないように構成されていることを要
旨とする。
【００１３】
本発明の第７の特徴は、移動局が、回線交換通信を提供していない第１移動通信システ
ムのコアネットワークにおけるベアラを確立している状態で、第１識別情報を含むサービ
ス要求信号を送信し、第１移動通信システムの交換局が、該サービス要求を受信した場合
に、第２移動通信システムで該移動局が回線交換通信を開始するための第１処理が行われ
るように構成されている移動通信システムで用いられる第１移動通信システムの無線基地

30

局であって、前記移動局と前記第１移動通信システムの交換局との間で終端する第１プロ
トコル用信号、該第１プロトコル用信号を伝達するために用いられる該移動局と前記無線
基地局との間で終端する第２プロトコル用信号、或いは、該無線基地局と該第１移動通信
システムの交換局との間で終端する第３プロトコル用信号を受信して解析するように構成
されている解析部を具備し、前記解析部は、所定エリアにおいて前記移動局によって送信
された前記第１プロトコル用信号、前記第２プロトコル用信号或いは前記第３プロトコル
用信号を受信して解析した結果、該第１プロトコル用信号、前記第２プロトコル用信号或
いは前記第３プロトコル用信号が、前記第１識別情報を含む前記サービス要求信号に対応
する場合で、かつ、該所定エリアでは前記第２移動通信システムにおける該移動局の回線
交換通信が規制されていることが通知されている場合には、前記第１移動通信システムの

40

交換局に対して該サービス要求信号を転送しないように構成されていることを要旨とする
。
【発明の効果】
【００１４】
以上説明したように、本発明によれば、ＣＳＦＢ処理によって開始される移動局の回線
交換通信についても規制することができる移動通信方法、交換局及び無線基地局を提供す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
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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。
【００１６】
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、ゲートウェイ装置ＰＤＮ‑
ＧＷと、ＬＴＥ方式の移動通信システム（第１移動通信システム）のサービングゲートウ
ェイ装置Ｓ‑ＧＷ＃１と、ＬＴＥ方式の移動通信システムの交換局ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉ
ｔｙ

Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

Ｅｎｔｉｔｙ）と、ＬＴＥ方式の移動通信システムの無線

基地局ｅＮＢと、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システム（第２移動通信システム）のサービ
ングゲートウェイ装置Ｓ‑ＧＷ＃２と、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムの交換局（パ
ケット交換通信用交換機ＳＧＳＮ及び回線交換通信用交換機ＭＳＣ）と、ＷＣＤＭＡ方式

10

の移動通信システムの無線アクセスネットワーク装置（無線制御装置ＲＮＣ及び無線基地
局ＮＢ）とを具備している。
【００１７】
また、図１に示すように、ＬＴＥ方式の移動通信システム配下のトラッキングエリアＴ
Ａ＃１と、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システム配下のロケーションエリアＬＡ＃１とが地
理的に一部で重なっている。
【００１８】
さらに、ＬＴＥ方式の移動通信システムでは、ＣＳ通信が提供されておらず、ＷＣＤＭ
Ａ方式の移動通信システムでは、ＣＳ通信が提供されている。
20

【００１９】
また、ＬＴＥ方式の移動通信システムに在圏している移動局ＵＥは、常時、ＬＴＥ方式
の移動通信システムのコアネットワークにおけるベアラを確立している状態である。
【００２０】
なお、本実施形態では、トラッキングエリアＴＡ＃１内の移動局ＵＥが、ＣＳＦＢ処理
を行うことによって、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システム配下のロケーションエリアＬＡ
＃１内でＣＳ通信を開始する場合の例について説明する。
【００２１】
図２に示すように、交換局ＭＭＥは、規制情報管理部１１と、Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑ

ｕｅｓｔ受信部１２と、判定部１３と、ＣＳＦＢ処理部１４と、Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏ
30

ｎ復帰処理部１５とを具備している。
【００２２】
規制情報管理部１１は、ＬＴＥ方式の移動通信システムにおける規制情報及びＷＣＤＭ
Ａ方式の移動通信システムにおける規制情報を管理するように構成されている。
【００２３】
例えば、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムにおける規制情報は、所定エリアではＷＣ
ＤＭＡ方式の移動通信システムにおける移動局ＵＥのＣＳ通信（発信のみ、或いは、発信
及び着信）が規制されていることを示すものである。
【００２４】
規制情報管理部１１は、定期的に、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムの所定装置から
、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムにおける規制情報が通知されるように構成されてい

40

る。
【００２５】
Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ受信部１２は、ＬＴＥ方式の移動通信システムに在圏

している移動局ＵＥによって送信された「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ（サービス要

求信号）」を受信するように構成されている。
【００２６】
ここで、「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」は、ＮＡＳプロトコル用信号（移動局Ｕ

Ｅと交換局ＭＭＥとの間で終端する第１プロトコル用信号）である。第１識別情報を含む
「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」は、ＣＳＦＢ処理用の「Ｓｅｒｖｉｃｅ

ｅｓｔ」であり、第２識別情報を含む「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」は、Ｐｒｅｓ
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Ｒｅｑｕｅｓｔ」であるものとする。

【００２７】
判定部１３は、Ｓｅｒｖｉｃｅ
ｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ受信部１２によって受信された「Ｓｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれている識別情報（第１識別情報又は第２識別情報

）に基づいて、かかる「Ｓｅｒｖｉｃｅ
ｖｉｃｅ
ｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」がＣＳＦＢ処理用の「Ｓｅｒ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」或いはＰｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ復帰処理用の「Ｓｅｒｖｉ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」のいずれであるかについて判定するように構成されている。

【００２８】
ＣＳＦＢ処理部１４は、上述の「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」に、第１識別情報

が含まれていることが検知された場合、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムで移動局ＵＥ

10

がＣＳ通信を開始するためのＣＳＦＢ処理（第１処理）を行うように構成されている。
【００２９】
例えば、ＣＳＦＢ処理部１４は、ＣＳＦＢ処理用信号として、無線基地局ｅＮＢに対し
て、「Ｓ１

Ｉｎｉｔｉａｌ

ＵＥ

Ｃｏｎｔｅｘｔ

Ｓｅｔｕｐ」を送信するように構

成されている。
【００３０】
なお、ＣＳＦＢ処理部１４は、上述の「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」に、第１識

別情報が含まれていることが検知された場合であっても、ロケーションエリアＬＡ＃１（
所定エリア）ではＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムにおける移動局ＵＥのＣＳ通信が規
制されていることを示す規制情報が規制情報管理部１１によって管理されている場合には

20

、ＣＳＦＢ処理を行わないように構成されている。
【００３１】
Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ復帰処理部１５は、上述の「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓ

ｔ」に、第２識別情報が含まれていることが検知された場合、ＬＴＥ方式の移動通信シス
テムの無線アクセスネットワークにおける移動局ＵＥのベアラを確立するためのＰｒｅｓ
ｅｒｖａｔｉｏｎ復帰処理（第２処理）を行うように構成されている。
【００３２】
ここで、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動作につ
いて説明する。
30

【００３３】
図３に示すように、ステップＳ１００１において、トラッキングエリアＴＡ＃１（所定
エリア）内の移動局ＵＥが、ＬＴＥ方式の移動通信システムのコアネットワークにおける
ベアラを確立している状態で、第１識別情報を含む「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」

を送信する。
【００３４】
ステップＳ１００２において、交換局ＭＭＥにおいて、ロケーションエリアＬＡ＃１内
のトラッキングエリアＴＡ＃１に対応するエリア（所定エリア）ではＷＣＤＭＡ方式の移
動通信システムにおける移動局ＵＥのＣＳ通信が規制されていることが通知されているた
め、「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」に第１識別情報が含まれていることが検知され

た場合であっても、ＣＳＦＢ処理は開始されない。

40

【００３５】
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、ＬＴＥ方式の交換局ＭＭＥ
が、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムにおける規制情報を考慮して、ＣＳＦＢ処理を行
うか否かについて判定することができるため、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムにおい
て、ＣＳＦＢ処理によって開始される移動局ＵＥのＣＳ通信について規制することができ
る。
【００３６】
（変更例１）
図４及び図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説明する
。以下、本変更例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
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通信システムとの相違点に着目して説明する。
【００３７】
図４に示すように、無線基地局ｅＮＢは、規制情報管理部２１と、ＣＳＦＢ処理部２２
とを具備している。
【００３８】
規制情報管理部２１は、図２に示す交換局ＭＭＥの規制情報管理部１１と同様の機能を
具備するものである。
【００３９】
ＣＳＦＢ処理部２２は、交換局ＭＭＥから、ＣＳＦＢ処理用信号として、「Ｓ１
ｉｔｉａｌ

ＵＥ

Ｃｏｎｔｅｘｔ

Ｉｎ

Ｓｅｔｕｐ」を受信した場合に、ＣＳＦＢ処理を行

10

うように構成されている。
【００４０】
なお、ＣＳＦＢ処理部２２は、「Ｓ１

Ｉｎｉｔｉａｌ

ＵＥ

Ｃｏｎｔｅｘｔ

Ｓｅ

ｔｕｐ」を受信した場合であっても、ロケーションエリアＬＡ＃１（所定エリア）ではＷ
ＣＤＭＡ方式の移動通信システムにおける移動局ＵＥのＣＳ通信が規制されていることを
示す規制情報が規制情報管理部２１によって管理されている場合には、ＣＳＦＢ処理を行
わないように構成されている。
【００４１】
ここで、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
20

。
【００４２】
図５に示すように、ステップＳ２００１において、トラッキングエリアＴＡ＃１（所定
エリア）内の移動局ＵＥが、ＬＴＥ方式の移動通信システムのコアネットワークにおける
ベアラを確立している状態で、第１識別情報を含む「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」

を送信する。
【００４３】
ステップＳ２００２において、交換局ＭＭＥは、上述の「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅ

ｓｔ」に、第１識別情報が含まれていることを検知し、ＣＳＦＢ処理用信号として、無線
基地局ｅＮＢに対して、「Ｓ１

Ｉｎｉｔｉａｌ

ＵＥ

Ｃｏｎｔｅｘｔ

Ｓｅｔｕｐ」

を送信する。

30

【００４４】
ステップＳ２００３において、無線基地局ｅＮＢは、ロケーションエリアＬＡ＃１内の
トラッキングエリアＴＡ＃１に対応するエリア（所定エリア）ではＷＣＤＭＡ方式の移動
通信システムにおける移動局ＵＥのＣＳ通信が規制されていることが通知されているため
、ＣＳＦＢ処理を中止する。
【００４５】
本変更例１に係る移動通信システムによれば、ＬＴＥ方式無線基地局ｅＮＢが、ＷＣＤ
ＭＡ方式の移動通信システムにおける規制情報を考慮して、ＣＳＦＢ処理を継続するか否
かについて判定することができるため、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムにおいて、Ｃ
ＳＦＢ処理によって開始される移動局ＵＥのＣＳ通信について規制することができる。

40

【００４６】
（変更例２）
図６及び図７を参照して、本発明の変更例２に係る移動通信システムについて説明する
。以下、本変更例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。
【００４７】
図６に示すように、無線基地局ｅＮＢは、規制情報管理部３１と、ＡＳ処理・解析部３
２と、ＮＡＳ解析部３３とを具備している。
【００４８】
規制情報管理部３１は、図２に示す交換局ＭＭＥの規制情報管理部１１と同様の機能を
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具備するものである。
【００４９】
ＡＳ処理・解析部３２は、移動局ＵＥとの間で終端するＡＳ（Ａｃｃｅｓｓ

Ｓｔｒａ

ｔｕｍ）プロトコル（第２プロトコル）に係る処理を行うように構成されている。
【００５０】
ＮＡＳ解析部３３は、移動局ＵＥと交換局ＭＭＥとの間で終端するＮＡＳ（Ｎｏｎ
ｃｃｅｓｓ

Ａ

Ｓｔｒａｔｕｍ）プロトコル（第１プロトコル）用信号を受信して解析する

ように構成されている。
【００５１】
例えば、ＮＡＳ解析部３３は、トラッキングエリアＴＡ＃１（所定エリア）において移

10

動局ＵＥによって送信されたＮＡＳプロトコル用信号を受信して解析した結果、かかるＮ
ＡＳプロトコル用信号が、第１識別情報を含む「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」に対

応する場合で、かつ、トラッキングエリアＴＡ＃１に対応するエリア（所定エリア）では
ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムにおける移動局ＵＥのＣＳ通信が規制されていること
を示す規制情報が規制情報管理部３１によって管理されている場合には、交換局ＭＭＥに
対して当該「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」を転送しないように構成されている。

【００５２】
なお、ＡＳ処理・解析部３２が、トラッキングエリアＴＡ＃１（所定エリア）において
移動局ＵＥによって送信されたＡＳプロトコル用信号を受信して解析した結果、かかるＡ
Ｓプロトコル用信号が、第１識別情報を含む「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」に対応

20

する場合で、かつ、トラッキングエリアＴＡ＃１に対応するエリア（所定エリア）ではＷ
ＣＤＭＡ方式の移動通信システムにおける移動局ＵＥのＣＳ通信が規制されていることを
示す規制情報が規制情報管理部３１によって管理されている場合には、ＮＡＳ解析部３３
は、交換局ＭＭＥに対して当該「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」を転送しないように

構成されていてもよい。
【００５３】
また、移動局ＵＥは、交換局ＭＭＥと無線基地局ｅＮＢとの間で終端する第３プロトコ
ル用信号が、トラッキングエリアＴＡ＃１（所定エリア）において移動局ＵＥによって送
信された第１識別情報を含む「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」に対応する場合で、か

つ、トラッキングエリアＴＡ＃１に対応するエリア（所定エリア）ではＷＣＤＭＡ方式の

30

移動通信システムにおける移動局ＵＥのＣＳ通信が規制されていることを示す規制情報が
規制情報管理部３１によって管理されている場合には、交換局ＭＭＥに対して当該「Ｓｅ
ｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」を転送しないように構成されていてもよい。

【００５４】
ここで、図７を参照して、本変更例２に係る移動通信システムの動作について説明する
。
【００５５】
図７に示すように、ステップＳ３００１において、トラッキングエリアＴＡ＃１（所定
エリア）内の移動局ＵＥが、ＬＴＥ方式の移動通信システムのコアネットワークにおける
ベアラを確立している状態で、第１識別情報を含む「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」

40

を送信する。或いは、ステップS３００１において、トラッキングエリアＴＡ＃１（所定
エリア）内の移動局ＵＥは、「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信するためのＡＳ

プロトコル用信号において第１識別情報を設定して送信してもよい。
【００５６】
ステップＳ３００２において、無線基地局ｅＮＢが、移動局ＵＥによって送信されたＮ
ＡＳプロトコル用信号を受信して解析して、かかる第１識別情報を含む「Ｓｅｒｖｉｃｅ
Ｒｅｑｕｅｓｔ」を検出する。或いは、無線基地局ｅＮＢは、移動局ＵＥによって送信
されたＡＳプロトコル用信号を受信し、かかるＡＳプロトコル用信号に設定されている第
１識別情報を取得する。
【００５７】
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ここで、無線基地局ｅＮＢは、トラッキングエリアＴＡ＃１に対応するエリア（所定エ
リア）ではＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムにおける移動局ＵＥのＣＳ通信が規制され
ていることが通知されているため、交換局ＭＭＥに対して、当該「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅ

ｑｕｅｓｔ」を転送しない。
【００５８】
本変更例２に係る移動通信システムによれば、無線基地局ｅＮＢが、ＬＴＥ方式無線基
地局ｅＮＢが、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムにおける規制情報を考慮して、第１識
別情報を含む「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」を交換局ＭＭＥに転送するか否かにつ

いて判断するように構成されているため、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムにおける規
制対象の移動局ＵＥからのＣＳＦＢ用の「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」が交換局Ｍ

10

ＭＥに到達することができず、ＣＳＦＢ処理が行われないように構成されている。その結
果、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムにおいて、ＣＳＦＢ処理によって開始される移動
局ＵＥのＣＳ通信について規制することができる。
【００５９】
（変更例３）
図８を参照して、本発明の変更例３に係る移動通信システムについて説明する。以下、
本変更例３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。
【００６０】
図８を参照して、本変更例２に係る移動通信システムの動作について説明する。

20

【００６１】
図８に示すように、移動局ＵＥは、トラッキングエリアＴＡ＃１（所定エリア）におい
て、ＬＴＥ方式の移動通信システムのコアネットワーク及び無線アクセスネットワークに
おけるベアラを確立している状態で、すなわち、ＬＴＥ方式の移動通信システムにおける
ＰＳ通信を行っている状態で、ステップＳ４０００Ａにおいて、第１識別情報を含む「Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。

【００６２】
ステップＳ４０００Ｂにおいて、交換局ＭＭＥは、上述の「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕ

ｅｓｔ」に、第１識別情報が含まれていることを検知し、ＣＳＦＢ処理用信号として、無
線基地局ｅＮＢに対して、「Ｓ１

Ｉｎｉｔｉａｌ

ＵＥ

Ｃｏｎｔｅｘｔ

Ｓｅｔｕｐ

30

」を送信する。
【００６３】
ステップＳ４００１において、無線基地局ｅＮＢは、受信した「Ｓ１
ＵＥ

Ｃｏｎｔｅｘｔ

Ｉｎｉｔｉａｌ

Ｓｅｔｕｐ」に応じて、移動局ＵＥについてのＬＴＥ方式の移

動通信システム配下のセルからＷＣＤＭＡ方式の移動通信システム配下のセルに対するハ
ンドオーバ処理を行うことを決定する。
【００６４】
ステップＳ４００２において、無線基地局ｅＮＢは、交換局ＭＭＥに対して、「Ｈａｎ
ｄｏｖｅｒ

Ｒｅｑｕｉｒｅｄ（ハンドオーバ要求信号）」を送信する。ここで、かかる

「Ｈａｎｄｏｖｅｒ

Ｒｅｑｕｉｒｅｄ」は、ＣＳＦＢ処理におけるハンドオーバ処理用

40

信号であることを示す特定情報を含む。
【００６５】
ステップＳ４００３において、交換局ＭＭＥは、交換局ＳＧＳＮに対して、「Ｆｏｒｗ
ａｒｄ

Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ

ｗａｒｄ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。ここで、かかる「Ｆｏｒ

Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」は、ＣＳＦＢ処理におけるハンドオ

ーバ処理用信号であることを示す特定情報を含む。
【００６６】
ステップＳ４００４において、交換局ＳＧＳＮは、サービングゲートウェイ装置Ｓ‑Ｇ
Ｗ＃２に対して、「Ｃｒｅａｔｅ

ＰＤＰ

Ｃｏｎｔｅｘｔ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信し

、ステップＳ４００５において、サービングゲートウェイ装置Ｓ‑ＧＷ＃２は、交換局Ｓ
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Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信

する。
【００６７】
ステップＳ４００６において、交換局ＳＧＳＮが、無線制御装置ＲＮＣに対して、「Ｒ
ｅｌｏｃａｔｉｏｎ

Ｒｅｑｕｅｓｔ（移動局ＵＥのＷＣＤＭＡ方式の移動通信システム

への切り替え要求信号）」を送信する。ここで、かかる「Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ

Ｒｅｑ

ｕｅｓｔ」は、ＣＳＦＢ処理におけるハンドオーバ処理用信号であることを示す特定情報
を含む。
【００６８】
トラッキングエリアＴＡ＃１に対応するエリア（所定エリア）ではＷＣＤＭＡ方式の移

10

動通信システムにおける移動局ＵＥのＣＳ通信が規制されているため、ステップＳ４００
７において、無線制御装置ＲＮＣが、特定情報を含む「Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ

Ｒｅｑｕ

ｅｓｔ」を受信した場合に、上述のＣＳＦＢ処理を中止する。
【００６９】
本変更例３に係る移動通信システムによれば、無線制御装置ＲＮＣが、特定情報を含む
「Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」を受信した場合には、上述のＣＳＦＢ処理を

中止するように構成されているため、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムにおいて、ＣＳ
ＦＢ処理によって開始される移動局ＵＥのＣＳ通信について規制することができる。
【００７０】
20

（変更例４）
図９及び図１０を参照して、本発明の変更例４に係る移動通信システムについて説明す
る。以下、本変更例４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。
【００７１】
図９に示すように、移動局ＵＥは、ＣＳＦＢ処理部４１と、判定部４２とを具備してい
る。
【００７２】
判定部４２は、ＣＳＦＢ処理用信号として、ＣＳＦＢ処理部４１によって受信された「
ＨＯ

ｆｒｏｍ

Ｅ‑ＵＴＲＡＮ

Ｃｏｍｍａｎｄ（移動局ＵＥのＷＣＤＭＡ方式の移動

通信システムへの切り替え要求信号）」に、移動局ＵＥが在圏しているトラッキングエリ

30

アＴＡ＃１に対応するエリア（所定エリア）ではＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムにお
ける移動局ＵＥのＣＳ通信が規制されていることを示す規制情報が含まれているか否かに
ついて判定するように構成されている。
【００７３】
ＣＳＦＢ処理部４１は、上述のＣＳＦＢ処理を行うように構成されている。なお、ＣＳ
ＦＢ処理部４１は、判定部４２によって、ＣＳＦＢ処理部４１によって受信された「ＨＯ
ｆｒｏｍ

Ｅ‑ＵＴＲＡＮ

Ｃｏｍｍａｎｄ」に、上述の規制情報が含まれていると判

定された場合、ＣＳＦＢ処理を中止するように構成されている。
【００７４】
図１０を参照して、本変更例２に係る移動通信システムの動作について説明する。

40

【００７５】
図１０に示すように、ステップＳ５０００Ａ乃至Ｓ５００６の動作は、図８に示すステ
ップＳ４０００Ａ乃至Ｓ４００６の動作と同一である。
【００７６】
ステップＳ５００７において、無線制御装置ＲＮＣが、上述の規制情報を含む「Ｒｅｌ
ｏｃａｔｉｏｎ

Ｒｅｑｕｅｓｔ

Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ」を、交換局ＳＧＳＮに送信

する。
【００７７】
ステップＳ５００８において、交換局ＳＧＳＮは、サービングゲートウェイ装置Ｓ‑Ｇ
Ｗ＃２に対して、「Ｃｒｅａｔｅ

ＰＤＰ

Ｃｏｎｔｅｘｔ

Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信し
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、ステップＳ５００９において、サービングゲートウェイ装置Ｓ‑ＧＷ＃２は、交換局Ｓ
ＧＳＮに対して、「Ｃｒｅａｔｅ

ＰＤＰ

Ｃｏｎｔｅｘｔ

Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を送信

する。
【００７８】
ステップＳ５０１０において、交換局ＳＧＳＮが、上述の規制情報を含む「Ｆｏｒｗａ
ｒｄ

Ｒｅｌｏｃａｔｉｏｎ

Ｒｅｓｐｏｎｓｅ」を、交換局ＭＭＥに送信する。

【００７９】
ステップＳ５０１１において、交換局ＭＭＥは、サービングゲートウェイ装置Ｓ‑ＧＷ
＃１に対して、「Ｃｒｅａｔｅ

ＢｅａｒｅｒＲｅｑｕｅｓｔ」を送信し、ステップＳ５

０１２において、サービングゲートウェイ装置Ｓ‑ＧＷ＃１が、交換局ＭＭＥに対して、
「Ｃｒｅａｔｅ

10

ＢｅａｒｅｒＲｅｓｐｏｎｓｅ」を送信する。

【００８０】
ステップＳ５０１３において、交換局ＭＭＥが、上述の規制情報を含む「Ｈａｎｄｏｖ
ｅｒ

Ｃｏｍｍａｎｄ（ハンドオーバ指示信号）」を、無線基地局ｅＮＢに送信する。

【００８１】
ステップＳ５０１４において、無線基地局ｅＮＢが、上述の規制情報を含む「ＨＯ
ｒｏｍ

Ｅ‑ＵＴＲＡＮ

ｆ

Ｃｏｍｍａｎｄ」を、移動局ＵＥに送信する。

【００８２】
ステップＳ５０１５において、移動局ＵＥは、受信した「ＨＯ
ＡＮ

ｆｒｏｍ

Ｅ‑ＵＴＲ

Ｃｏｍｍａｎｄ」に、上述の規制情報が含まれていると判定し、ＣＳＦＢ処理を中

20

止する。
【００８３】
本変更例３に係る移動通信システムによれば、無線制御装置ＲＮＣによって「Ｒｅｌｏ
ｃａｔｉｏｎ

Ｒｅｑｕｅｓｔ

Ａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅ」に付与された規制情報（移動

局ＵＥが在圏しているトラッキングエリアＴＡ＃１に対応するエリア（所定エリア）では
ＷＣＤＭＡ方式の移動通信システムにおける移動局ＵＥのＣＳ通信が規制されていること
を示す規制情報）が、移動局ＵＥにまで通知され、移動局ＵＥが、かかる規制情報に基づ
いて、上述のＣＳＦＢ処理を中止するように構成されているため、ＷＣＤＭＡ方式の移動
通信システムにおいて、ＣＳＦＢ処理によって開始される移動局ＵＥのＣＳ通信について
30

規制することができる。
【００８４】
なお、上述の無線基地局ｅＮＢや移動局ＵＥ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。
【００８５】
ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ
Ｅｒａｓａｂｌｅ

Ｏｎｌｙ

Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ

ｒｏｎｉｃａｌｌｙ

Ｅｒａｓａｂｌｅ

Ａｃｃｅｓｓ

Ｍｅｍｏｒｙ）や

Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（

ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ

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

40

意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００８６】
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、無線基地局ｅＮＢや移動局ＵＥ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無線基
地局ｅＮＢや移動局ＵＥや交換局ＭＭＥ内に設けられていてもよい。
【００８７】
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、
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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】
【００８８】
【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の実施形態に係る交換局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示すシーケンス図であ
10

る。
【図４】本発明の変更例１に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【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示すシーケンス図である。
【図６】本発明の変更例２に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図７】本発明の変更例２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８】本発明の変更例３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９】本発明の変更例４に係る移動局の機能ブロック図である。
【図１０】本発明の変更例４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。
【符号の説明】
【００８９】
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ＭＭＥ…交換局
１１、２１、３１…規制情報管理部
１２…Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｕｅｓｔ受信部

１３、４２…判定部
１４、２２、４１…ＣＳＦＢ処理部
１５…Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ復帰処理部
ｅＮＢ…無線基地局
３２…ＡＳ処理・解析部
３３…ＮＡＳ解析部
ＵＥ…移動局

(15)
【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】
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【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成21年8月13日(2009.8.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
所定エリアにおいて、移動局が、回線交換通信を提供していない第１移動通信システム
のコアネットワークにおけるベアラを確立している状態で、サービス要求信号を送信する
工程と、
前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に第１識別情報が
含まれていることが検知された場合、第２移動通信システムで前記移動局が回線交換通信
を開始するための第１処理が行われる工程と、
前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に第２識別情報が
含まれていることが検知された場合、該第１移動通信システムの無線アクセスネットワー
クにおける前記移動局のベアラを確立するための第２処理が行われる工程とを有し、
前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に前記第１識別情
報が含まれていることが検知された場合であっても、前記所定エリアでは前記第２移動通
信システムにおける前記移動局の回線交換通信が規制されている場合には、前記第１処理
は行われないことを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
前記第1識別情報が含まれているサービス要求信号は、ＣＳＦＢ（Ｃｉｒｃｕｉｔ
ｗｉｔｃｈｅｄ

Ｆａｌｌｂａｃｋ）処理用の「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｓ

Ｒｅｑｅｓｔ」であり
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、
前記第２識別情報が含まれているサービス要求信号は、Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ復帰
処理用の「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｅｓｔ」であり、

前記第１処理は、ＣＳＦＢ処理であり、
前記第２処理は、Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ復帰処理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】
前記第１移動通信システムの交換局において、前記サービス要求信号に前記第１識別情
報が含まれていることが検知された場合であっても、前記所定エリアでは前記第２移動通
信システムにおける前記移動局の回線交換通信が規制されている場合には、前記第１移動
通信システムの交換局が、前記第１処理の開始を拒絶することを特徴とする請求項１又は
２に記載の移動通信方法。
【請求項４】
回線交換通信を提供していない第１移動通信システムの交換局であって、
前記第１移動通信システムのコアネットワークにおけるベアラを確立している状態の移
動局によって所定エリアにおいて送信されたサービス要求信号に、第１識別情報が含まれ
ていることが検知された場合、第２移動通信システムで前記移動局が回線交換通信を開始
するための第１処理を行うように構成されている第１処理部と、
前記サービス要求信号に、第２識別情報が含まれていることが検知された場合、前記第
１移動通信システムの無線アクセスネットワークにおける前記移動局のベアラを確立する
ための第２処理を行うように構成されている第２処理部とを具備し、
前記第１処理部は、前記サービス要求信号に前記第１識別情報が含まれていることが検
知された場合であっても、前記所定エリアでは前記第２移動通信システムにおける前記移
動局の回線交換通信が規制されている場合には、前記第１処理を行わないように構成され
ていることを特徴とする交換局。
【請求項５】
前記第1識別情報が含まれているサービス要求信号は、ＣＳＦＢ（Ｃｉｒｃｕｉｔ
ｗｉｔｃｈｅｄ

Ｆａｌｌｂａｃｋ）処理用の「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｓ

Ｒｅｑｅｓｔ」であり

、
前記第２識別情報が含まれているサービス要求信号は、Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ復帰
処理用の「Ｓｅｒｖｉｃｅ

Ｒｅｑｅｓｔ」であり、

前記第１処理は、ＣＳＦＢ処理であり、
前記第２処理は、Ｐｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎ復帰処理であることを特徴とする請求項４
に記載の交換局。
【請求項６】
前記第１処理部は、前記サービス要求信号に前記第１識別情報が含まれていることが検
知された場合であっても、前記所定エリアでは前記第２移動通信システムにおける前記移
動局の回線交換通信が規制されている場合には、前記第１処理の開始を拒絶するように構
成されていることを特徴とする請求項４又は５に記載の交換局。
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