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(57)【要約】
　移動局がバッテリセービングを行いつつ基地局間の移行による呼損を防止することがで
きる移動通信システムを得る。
　基地局２００及び２１０は、端末１１０から端末１００への着信がある場合に端末１０
０を呼び出すためにページング信号１０，１１を送信すると共に、端末１００を示す識別
情報を報知情報２０，２１に付加して送信する。端末１００がゾーンＡからゾーンＢへ移
行する際に端末１００への着信がある場合、端末１００はゾーン移行処理中に報知情報２
１に付加された識別情報を受信して着信を認識し、ゾーン移行処理後（端末１００が移行
先ゾーンＢにて待ち受け状態に遷移した後）に直ちに通常の着信処理を行う。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局と、基地局とを含む移動通信システムであって、
　前記基地局は、前記移動局への着信がある場合に前記移動局を示す識別情報を報知情報
に付加して送信するようにしたことを特徴とする移動通信システム。
【請求項２】
　前記移動局は、前記報知情報に含まれる前記識別情報の受信に応答して着信応答信号を
前記基地局に送信し着信動作をなすことを特徴とする請求項１記載の移動通信システム。
【請求項３】
　前記識別情報の受信は、前記移動局のゾーン移行処理中になされることを特徴とする請
求項２記載の移動通信システム。
【請求項４】
　前記基地局は、前記移動局への着信から所定時間内に前記着信応答信号を受信できない
場合、前記報知情報から前記識別情報を削除することを特徴とする請求項２または３記載
の移動通信システム。
【請求項５】
　前記基地局は、前記識別情報に加えて前記移動局への着信から経過した時間情報を前記
報知情報に付加して送信することを特徴とする請求項１～４いずれか記載の移動通信シス
テム。
【請求項６】
　前記基地局は、前記移動局への着信がある場合にページング信号を送信して前記移動局
を呼び出すことを特徴とする請求項１～５いずれか記載の移動通信システム。
【請求項７】
　所定の位置登録エリアに存在する前記移動局の管理を行う位置管理局を含み、前記基地
局は前記位置登録エリア内の基地局であることを特徴とする請求項１～６いずれか記載の
移動通信システム。
【請求項８】
　前記位置管理局は、前記位置登録エリア内の基地局のいずれかが前記移動局からの着信
応答信号を受信した場合、前記報知情報から前記識別情報を削除するよう前記位置登録エ
リア内の基地局に通知することを特徴とする請求項７記載の移動通信システム。
【請求項９】
　移動局と、基地局とを含む移動通信システムの着信制御方法であって、
　前記基地局において、前記移動局への着信がある場合に前記移動局を示す識別情報を報
知情報に付加して送信するステップを含むことを特徴とする着信制御方法。
【請求項１０】
　前記移動局において、前記報知情報に含まれる前記識別情報の受信に応答して着信応答
信号を前記基地局に送信し着信動作をなすステップを含むことを特徴とする請求項９記載
の着信制御方法。
【請求項１１】
　前記識別情報の受信は、前記移動局のゾーン移行処理中になされることを特徴とする請
求項１０記載の着信制御方法。
【請求項１２】
　前記基地局において、前記移動局への着信から所定時間内に前記着信応答信号を受信で
きない場合、前記報知情報から前記識別情報を削除するステップを含むことを特徴とする
請求項１０または１１記載の着信制御方法。
【請求項１３】
　前記識別情報を報知情報に付加して送信するステップは、前記識別情報に加えて前記移
動局への着信から経過した時間情報を前記報知情報に付加して送信することを特徴とする
請求項９～１２いずれか記載の着信制御方法。
【請求項１４】
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　前記基地局において、前記移動局への着信がある場合にページング信号を送信して前記
移動局を呼び出すステップを含むことを特徴とする請求項９～１３いずれか記載の着信制
御方法。
【請求項１５】
　前記移動通信システムは所定の位置登録エリアに存在する前記移動局の管理を行う位置
管理局を含み、前記基地局は前記位置登録エリア内の基地局であることを特徴とする請求
項９～１４いずれか記載の着信制御方法。
【請求項１６】
　前記位置管理局において、前記位置登録エリア内の基地局のいずれかが前記移動局から
の着信応答信号を受信した場合、前記報知情報から前記識別情報を削除するよう前記位置
登録エリア内の基地局に通知するステップを含むことを特徴とする請求項１５記載の着信
制御方法。
【請求項１７】
　移動通信システムの基地局であって、
　移動局への着信がある場合に前記移動局を示す識別情報を報知情報に付加して送信する
ようにしたことを特徴とする基地局。
【請求項１８】
　前記移動局からの着信応答信号を前記移動局への着信から所定時間内に受信できない場
合、前記報知情報から前記識別情報を削除することを特徴とする請求項１７記載の基地局
。
【請求項１９】
　前記識別情報の受信は、前記移動局のゾーン移行処理中になされることを特徴とする請
求項１８記載の基地局。
【請求項２０】
　前記識別情報に加えて前記移動局への着信から経過した時間情報を前記報知情報に付加
して送信することを特徴とする請求項１７～１９いずれか記載の基地局。
【請求項２１】
　前記移動局への着信がある場合にページング信号を送信して前記移動局を呼び出すこと
を特徴とする請求項１７～２０いずれか記載の基地局。
【請求項２２】
　前記移動通信システムは所定の位置登録エリアに存在する前記移動局の管理を行う位置
管理局を含み、前記位置登録エリア内の基地局であることを特徴とする請求項１７～２１
いずれか記載の基地局。
【請求項２３】
　前記位置登録エリア内の基地局のいずれかが前記移動局からの着信応答信号を受信した
場合になされる前記位置管理局から前記位置登録エリア内の基地局への通知に応答して、
前記報知情報から前記識別情報を削除することを特徴とする請求項２２記載の基地局。
【請求項２４】
　移動通信システムの基地局の着信制御方法であって、
　移動局への着信がある場合に前記移動局を示す識別情報を報知情報に付加して送信する
ステップを含むことを特徴とする着信制御方法。
【請求項２５】
　前記移動局からの着信応答信号を前記移動局への着信から所定時間内に受信できない場
合、前記報知情報から前記識別情報を削除するステップを含むことを特徴とする請求項２
４記載の着信制御方法。
【請求項２６】
　前記識別情報の受信は、前記移動局のゾーン移行処理中になされることを特徴とする請
求項２５記載の着信制御方法。
【請求項２７】
　前記識別情報を前記報知情報に付加して送信するステップは、前記識別情報に加えて前
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記移動局への着信から経過した時間情報を前記報知情報に付加して送信することを特徴と
する請求項２４～２６いずれか記載の着信制御方法。
【請求項２８】
　前記移動局への着信がある場合にページング信号を送信して前記移動局を呼び出すステ
ップを含むことを特徴とする請求項２４～２７いずれか記載の着信制御方法。
【請求項２９】
　前記移動通信システムは所定の位置登録エリアに存在する前記移動局の管理を行う位置
管理局を含み、前記基地局は前記位置登録エリア内の基地局であることを特徴とする請求
項２４～２８いずれか記載の着信制御方法。
【請求項３０】
　前記位置登録エリア内の基地局のいずれかが前記移動局からの着信応答信号を受信した
場合になされる前記位置管理局から前記位置登録エリア内の基地局への通知に応答して、
前記報知情報から前記識別情報を削除するステップを含むことを特徴とする請求項２９記
載の着信制御方法。
【請求項３１】
　移動通信システムの基地局の着信制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラ
ムであって、
　移動局への着信がある場合に前記移動局を示す識別情報を報知情報に付加して送信する
処理を含むことを特徴とするプログラム。
【請求項３２】
　移動通信システムの移動局であって、
　前記移動局への着信がある場合に基地局が送信する報知情報に含まれる前記移動局を示
す識別情報の受信に応答して着信応答信号を前記基地局に送信し着信動作をなすことを特
徴とする移動局。
【請求項３３】
　前記識別情報の受信は、ゾーン移行処理中になされることを特徴とする請求項３２記載
の移動局。
【請求項３４】
　移動通信システムの移動局の着信制御方法であって、
　前記移動局への着信がある場合に基地局が送信する報知情報に含まれる前記移動局を示
す識別情報を受信するステップと、この受信に応答して着信応答信号を前記基地局に送信
し着信動作をなすステップとを含むことを特徴とする着信制御方法。
【請求項３５】
　前記識別情報の受信は、ゾーン移行処理中になされることを特徴とする請求項３４記載
の着信制御方法。
【請求項３６】
　移動通信システムの移動局の着信制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラ
ムであって、
　前記移動局への着信がある場合に基地局が送信する報知情報に含まれる前記移動局を示
す識別情報を受信する処理と、この受信に応答して着信応答信号を前記基地局に送信し着
信動作をなす処理とを含むことを特徴とするプログラム。
【請求項３７】
　移動局と、所定の位置登録エリア内の基地局と、前記位置登録エリアに存在する前記移
動局の管理を行う位置管理局とを含む移動通信システムの位置管理局であって、
　前記移動局への着信がある場合に前記基地局が報知情報に付加して送信する前記移動局
を示す識別情報の受信に応答して前記移動局から前記基地局に送信される着信応答信号を
前記基地局が受信した場合、前記報知情報から前記識別情報を削除するよう前記位置登録
エリア内の基地局全てに通知することを特徴とする位置管理局。
【請求項３８】
　移動局と、所定の位置登録エリア内の基地局と、前記位置登録エリアに存在する前記移
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動局の管理を行う位置管理局とを含む移動通信システムの位置管理局の着信制御方法であ
って、
　前記移動局への着信がある場合に前記基地局が報知情報に付加して送信する前記移動局
を示す識別情報の受信に応答して前記移動局から前記基地局に送信される着信応答信号を
前記基地局が受信した場合、前記報知情報から前記識別情報を削除するよう前記位置登録
エリア内の基地局全てに通知するステップを含むことを特徴とする着信制御方法。
【請求項３９】
　移動局と、所定の位置登録エリア内の基地局と、前記位置登録エリアに存在する前記移
動局の管理を行う位置管理局とを含む移動通信システムの位置管理局の着信制御方法をコ
ンピュータに実行させるためのプログラムであって、
　前記移動局への着信がある場合に前記基地局が報知情報に付加して送信する前記移動局
を示す識別情報の受信に応答して前記移動局から前記基地局に送信される着信応答信号を
前記基地局が受信した場合、前記報知情報から前記識別情報を削除するよう前記位置登録
エリア内の基地局全てに通知する処理を含むことを特徴とするプログラム。

【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、基地局、移動局、位置管理局、着信制御方法及びプログラ
ムに関し、特に移動局と基地局とを含む移動通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話等の電源容量に制限のあるシステムにおける着信処理の課題として、端末（移
動局）が待ち受け状態において基地局間（ゾーン間）を移行する場合に、ゾーン移行処理
中に端末への着信が発生すると、呼損が発生する問題がある。端末が現在待ち受けている
基地局からの受信電力が減少、及び周辺基地局からの受信電力が増加することにより、端
末が基地局間を移行する際、移行先の基地局よりＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎ
ｎｅｌ）を介して報知される報知情報（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）
を受信し、再度待ち受け状態に復帰するまでの間は端末呼び出しのための受信チャネル（
ページング信号受信のためのＰＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ））をクローズした
状態であり、端末への着信ができないため、呼損が発生する。
【０００３】
　この問題を解決するための方法として、ゾーン移行処理後、端末が再度待ち受け状態に
復帰したことを基地局に通知する方法がある（例えば、特許文献１～３参照）。
【特許文献１】特開２０００－３４１７５９号公報
【特許文献２】特開２００２－１９８８９３号公報
【特許文献３】特開２００３－９２４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながらこの方法では、端末が頻繁に基地局間を移行する場合、移行毎に基地局へ
通知する必要があり、電源容量に制限のあるシステムでは端末の待ち受け可能時間に多大
に影響を及ぼす。待ち受け可能時間を増やすためには、極力端末と基地局間の送受信を減
らすことが望ましい。
【０００５】
　本発明の目的は、移動局がバッテリセービングを行いつつ基地局間の移行による呼損を
防止することができる移動通信システム、基地局、移動局、位置管理局、着信制御方法及
びプログラムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明による移動通信システムは、移動局と、基地局とを含む移動通信システムであっ
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て、前記基地局は、前記移動局への着信がある場合に前記移動局を示す識別情報を報知情
報に付加して送信するようにしたことを特徴とする。
【０００７】
　前記移動通信システムにおいて、前記移動局は、前記報知情報に含まれる前記識別情報
の受信に応答して着信応答信号を前記基地局に送信し着信動作をなすことを特徴とする。
また、前記識別情報の受信は、前記移動局のゾーン移行処理中になされることを特徴とす
る。
【０００８】
　前記移動通信システムにおいて、前記基地局は、前記移動局への着信から所定時間内に
前記着信応答信号を受信できない場合、前記報知情報から前記識別情報を削除することを
特徴とする。
【０００９】
　本発明による着信制御方法は、移動局と、基地局とを含む移動通信システムの着信制御
方法であって、前記基地局において、前記移動局への着信がある場合に前記移動局を示す
識別情報を報知情報に付加して送信するステップを含むことを特徴とする。
【００１０】
　本発明による基地局は、移動通信システムの基地局であって、移動局への着信がある場
合に前記移動局を示す識別情報を報知情報に付加して送信するようにしたことを特徴とす
る。
【００１１】
　前記基地局において、前記移動局からの着信応答信号を前記移動局への着信から所定時
間内に受信できない場合、前記報知情報から前記識別情報を削除することを特徴とする。
また、前記識別情報の受信は、前記移動局のゾーン移行処理中になされることを特徴とす
る。
【００１２】
　本発明による着信制御方法は、移動通信システムの基地局の着信制御方法であって、移
動局への着信がある場合に前記移動局を示す識別情報を報知情報に付加して送信するステ
ップを含むことを特徴とする。
【００１３】
　本発明によるプログラムは、移動通信システムの基地局の着信制御方法をコンピュータ
に実行させるためのプログラムであって、移動局への着信がある場合に前記移動局を示す
識別情報を報知情報に付加して送信する処理を含むことを特徴とする。
【００１４】
　本発明による移動局は、移動通信システムの移動局であって、前記移動局への着信があ
る場合に基地局が送信する報知情報に含まれる前記移動局を示す識別情報の受信に応答し
て着信応答信号を前記基地局に送信し着信動作をなすことを特徴とする。
【００１５】
　前記移動局において、前記識別情報の受信は、ゾーン移行処理中になされることを特徴
とする。
【００１６】
　本発明による着信制御方法は、移動通信システムの移動局の着信制御方法であって、前
記移動局への着信がある場合に基地局が送信する報知情報に含まれる前記移動局を示す識
別情報を受信するステップと、この受信に応答して着信応答信号を前記基地局に送信し着
信動作をなすステップとを含むことを特徴とする。
【００１７】
　本発明によるプログラムは、移動通信システムの移動局の着信制御方法をコンピュータ
に実行させるためのプログラムであって、前記移動局への着信がある場合に基地局が送信
する報知情報に含まれる前記移動局を示す識別情報を受信する処理と、この受信に応答し
て着信応答信号を前記基地局に送信し着信動作をなす処理とを含むことを特徴とする。
【００１８】
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　本発明による位置管理局は、移動局と、所定の位置登録エリア内の基地局と、前記位置
登録エリアに存在する前記移動局の管理を行う位置管理局とを含む移動通信システムの位
置管理局であって、前記移動局への着信がある場合に前記基地局が報知情報に付加して送
信する前記移動局を示す識別情報の受信に応答して前記移動局から前記基地局に送信され
る着信応答信号を前記基地局が受信した場合、前記報知情報から前記識別情報を削除する
よう前記位置登録エリア内の基地局全てに通知することを特徴とする。
【００１９】
　本発明による着信制御方法は、移動局と、所定の位置登録エリア内の基地局と、前記位
置登録エリアに存在する前記移動局の管理を行う位置管理局とを含む移動通信システムの
位置管理局の着信制御方法であって、前記移動局への着信がある場合に前記基地局が報知
情報に付加して送信する前記移動局を示す識別情報の受信に応答して前記移動局から前記
基地局に送信される着信応答信号を前記基地局が受信した場合、前記報知情報から前記識
別情報を削除するよう前記位置登録エリア内の基地局全てに通知するステップを含むこと
を特徴とする。
【００２０】
　本発明によるプログラムは、移動局と、所定の位置登録エリア内の基地局と、前記位置
登録エリアに存在する前記移動局の管理を行う位置管理局とを含む移動通信システムの位
置管理局の着信制御方法をコンピュータに実行させるためのプログラムであって、前記移
動局への着信がある場合に前記基地局が報知情報に付加して送信する前記移動局を示す識
別情報の受信に応答して前記移動局から前記基地局に送信される着信応答信号を前記基地
局が受信した場合、前記報知情報から前記識別情報を削除するよう前記位置登録エリア内
の基地局全てに通知する処理を含むことを特徴とする。
【００２１】
　報知情報はシステム情報やセル情報などであり、移動局は基地局間（ゾーン間）を移行
する際、ページング信号受信用チャネルであるＰＣＨをクローズし、ゾーン移行処理中に
移行先基地局から報知情報を受信して、移行先ゾーンにて待ち受け状態に遷移してＰＣＨ
をオープンする。本発明では、基地局は、移動局への着信がある場合に移動局を示す識別
情報を報知情報に付加して送信するようにしているので、ゾーン移行処理中に移動局への
着信があっても、報知情報に付加された識別情報を受信することにより、移動局は移行先
ゾーンにて待ち受け状態に遷移した後に基地局に着信の有無を問い合わせることなく着信
を認識して着信処理を行うことができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、移動局と基地局とを含む移動通信システムにおいて、基地局は、移動
局への着信がある場合に移動局を示す識別情報を報知情報に付加して送信するようにして
いるので、移動局がバッテリセービングを行いつつ基地局間の移行による呼損を防止する
ことができるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する。
【００２４】
　図１は本発明の実施例による移動通信システムの構成を示す図である。図１に示すよう
に、本発明の実施例による移動通信システムは、端末（移動局）１００及び１１０と、基
地局２００，２１０及び２７０と、位置管理局３００及び３１０とを有する。基地局２０
０及び２１０は、それぞれゾーンＡ、ゾーンＢをカバーし、端末１００と通信ネットワー
ク間の中継を行う。基地局２７０は、端末１１０と通信ネットワーク間の中継を行う。
【００２５】
　位置管理局３００及び３１０の各々は、自局に割り当てられた所定の位置登録エリア内
の基地局に接続され（位置管理局３００は基地局２００及び２１０に、位置管理局３００
は基地局２７０に接続され）、自局が管轄する基地局に対し位置登録を行った端末の管理
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を行う。位置管理局３００及び３１０の各々は、着信要求を受けた端末が自局に割り当て
られた所定の位置登録エリア内に存在する場合には自局が管轄する基地局全部に対し、端
末を呼び出す着信信号となるページング信号を送信するよう要求する。要求された基地局
の各々は、該当端末へページング信号を送信する。
【００２６】
　また、端末１００及び１１０の各々は、基地局間を移行する場合には、一旦ページング
信号受信用のチャネル（ＰＣＨ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ））をクローズし、移行
先の基地局と同期を取って移行先基地局からＢＣＨ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｈａｎｎｅ
ｌ）を介して報知される報知情報（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を受
信し、移行先ゾーン（移行先基地局がカバーするゾーン）にて待ち受け状態に遷移し、再
度ＰＣＨをオープンする。すなわち、各端末はゾーン移行処理を行う際、このゾーン移行
処理中に報知情報を受信し、ゾーン移行処理終了後に待ち受け状態に遷移する。なお、報
知情報は、基地局２００，２１０及び２７０の各々から繰り返し送信される、すなわち基
地局２００，２１０及び２７０の各々から常に送信されている。
【００２７】
　次に、本発明の実施例の動作について図面を用いて説明する。図２及び３は図１に示し
た移動通信システムの動作を示すシーケンスチャートであり、図１と同等部分は同一符号
にて示している。なお、図２及び３において、基地局２７０が示されていないが、端末１
１０と位置管理局３１０間のやりとりは基地局２７０を介して行なわれることは勿論であ
る。
【００２８】
　図２及び３は、端末１００がゾーンＡからゾーンＢへ移行途中に端末１１０から端末１
００へ着信がある場合の動作を示す。端末１００はゾーンＡからゾーンＢへの移行の途中
であり（ゾーン移行処理中であり）、ＰＣＨをクローズし、ゾーンＢで報知される報知情
報２１を受信する前の状態で、端末１１０から端末１００への呼び出しがなされるものと
する（図２のステップＳ１）。端末１１０の位置管理を行う位置管理局３１０は端末１１
０から端末１００への呼び出しがあることを端末１００の位置管理を行う位置管理局３０
０へ通知し（図２のステップＳ２）、位置管理局３００は自局が管轄する基地局２００及
び２１０全てに端末１００への呼び出しがあることを通知する（図２のステップＳ３）。
【００２９】
　図４は図１の位置管理局３００が有する端末管理情報を示す図である。位置管理局３０
０は、自局が管轄する基地局に対し位置登録を行った端末の情報として図４に示す端末管
理情報を持つ。端末管理情報は、端末を示す識別情報である端末番号と、状態情報と、タ
イマ情報とを含む。端末番号は例えば、ＩＭＳＩ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）またはＴＭＳＩ（Ｔｅｍｐｏｒａｒ
ｙ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）である。状態情報は、端
末が待ち受け状態であるか他の端末からの着信により呼び出し中状態であるかを示す情報
である。タイマ情報は、端末への呼び出し開始によりスタートするタイマの起動状態を示
す情報である。
【００３０】
　図２のステップＳ２の後、位置管理局３００は、端末１００への呼び出しがあることを
基地局２００及び２１０に通知すると共に（図２のステップＳ３）、図４に示すように、
端末１００の状態情報を呼び出し中状態としてタイマをスタートする（図２のステップＳ
４）。
【００３１】
　図５は図１の基地局２００及び２１０各々が有する呼び出し中端末リストを示す図であ
る。図５に示すように、位置管理局３００管轄内の基地局２００及び２１０の各々は位置
管理局３００より呼び出しがあることを通知された端末のリストを持ち、このリスト内に
呼び出しのある端末の端末番号を登録してタイマをスタートする。したがって、図２のス
テップＳ３の後、基地局２００及び２１０の各々は図５に示すように、端末１００の端末
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番号をリストに登録してタイマをスタートする（図２のステップＳ５，Ｓ８）。
【００３２】
　そして、基地局２００及び２１０の各々は、報知情報（２０，２１）に端末１００の端
末番号を付加して送信する（図２のステップＳ６，Ｓ９）。なお、端末番号は、報知情報
のフォーマットの未使用部分に挿入することにより報知情報に付加される。また、基地局
２００及び２１０の各々は、端末１００にページング信号（１０，１１）を送信して端末
１００を呼び出す（図２のステップＳ７，Ｓ１０）。
【００３３】
　ＰＣＨは各ゾーンで通知されるタイミングが異なり、端末は誤受信防止のためにゾーン
移行時に一旦ページング受信用チャネルをクローズし、ゾーン移行処理終了後に移行先の
ゾーンで再びオープンする必要がある。上述したように端末１００はゾーン移行処理の途
中であり、ＰＣＨをオープンしていないため、ページング信号は受信できない状態であり
、ページング信号の受信に応答して着信動作に遷移することができない。しかしながら、
端末１００はゾーン移行処理中に報知情報を受信するため、報知情報に含まれる自端末の
端末番号の受信により自端末への着信を認識することができる。
【００３４】
　すなわち、端末１００はゾーンＡからゾーンＢへのゾーン移行処理中に基地局２１０か
らの報知情報２１を受信する（図２のステップＳ１１）。報知情報２１には端末１００の
端末番号が含まれているので、端末１００は自端末への着信中であることを認識し、ゾー
ン移行処理終了後に直ちに着信応答信号を基地局２１０へ送信して通常の着信動作（ペー
ジング信号の受信に応答してなされる着信動作と同様の動作）へと遷移する（図２のステ
ップＳ１２）。基地局２１０は端末１００から着信応答信号を受信すると、位置管理局３
００へ端末１００から応答があることを通知しタイマを停止すると共に（図２のステップ
Ｓ１３）、図５に示したリストから端末１００の端末番号を削除して報知情報２１から端
末１００の端末番号を削除する（図３のステップＳ１４）。また、基地局２１０は端末１
００との着信処理を継続する（図３のステップＳ１５）。
【００３５】
　位置管理局３００は基地局２１０からの通知を受けると、端末１００から応答があるこ
とを位置管理局３１０へ通知しタイマを停止する（図３のステップＳ１６）。位置管理局
３１０は位置管理局３００からの通知を受けると、端末１００から応答があることを端末
１１０へ通知し（図３のステップＳ１７）、端末１００と端末１１０の接続処理が行われ
る（図３のステップＳ１８）。また、位置管理局３００は、自局が管轄する基地局２００
及び２１０全てに端末１００の端末番号を図５に示したリストから削除するよう通知し（
図３のステップＳ１９）、基地局２００は、図５に示したリストから端末１００の端末番
号を削除して報知情報２０から端末１００の端末番号を削除する（図３のステップＳ２０
）。なお、基地局２１０はステップＳ１４において端末１００の端末番号を削除済みであ
るので、位置管理局３００はステップＳ１９の通知を基地局２１０に対してのみ行なわな
いようにしてもよい。
【００３６】
　このように、本発明の実施例では、端末が基地局間の移行途中によりページング信号を
受信できない場合でも移行先基地局からの報知情報に端末への呼び出しがあることを示す
情報（端末を示す識別情報である端末番号）が存在するため、呼損が発生することなく、
着信処理を行うことが可能となる。また、基地局間の移行後に端末は基地局に対して着信
有無の問い合わせ等を行なう必要がないので、バッテリセービングが可能となる。すなわ
ち、バッテリ駆動等、電源の容量が限られる端末において、バッテリセービングを行いつ
つ呼損を削減することが可能となる。また、移行先基地局に対して端末は着信有無の問い
合わせを行わないため、従来のシステムと比較して着信に対する応答時間が短縮される。
【００３７】
　なお、図２のステップＳ６及びＳ９において基地局２００及び２１０の各々は、報知情
報に端末１００の端末番号を付加して送信するようにしているが、端末１００の端末番号
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に加えて、端末１００への着信があってから（ステップＳ３の位置管理局３００からの通
知を受けてから）経過した時間情報も報知情報に付加して送信するようにしてもよい。こ
の時間情報は、システムが留守番電話サービスや転送サービスなどのサービスを提供して
いる場合に、端末１００が該サービスを受けるためのトリガとして用いることができる（
例えば、時間情報が所定の閾値より大である場合に、端末１００は留守番電話サービスの
録音開始をシステムに要求する）。なお、報知情報は上述したように繰り返し送信される
ため、その度に時間情報は更新されて送信される。
【００３８】
　また、端末１００の位置登録がされていない状態で端末１１０から端末１００への呼び
出しがある場合、端末１００が位置登録を解除した位置登録エリア内の基地局が報知情報
に端末１００の端末番号を付加して送信するようにしてもよい。端末１００が再び上記位
置登録エリアにおいて位置登録をする際に報知情報に含まれる自端末の番号を受信するこ
とで、端末１００は直ちに自端末への着信を認識することができる。
【００３９】
　次に、端末１００の移動に従った各移動タイミングでの着信発生時の動作について図面
を用いて説明する。図６は本発明の実施例による移動通信システムの構成を示す図であり
、図１と同等部分は同一符号にて示している。
【００４０】
　図６においては、基地局２２０，２３０，２４０，２５０及び２６０が追加されており
、位置管理局３００に接続されている。すなわち、基地局２２０，２３０，２４０，２５
０及び２６０は基地局２００及び２１０と同様に位置管理局３００の管轄下の基地局であ
り、位置管理局３００は自局が管轄する基地局に対し位置登録を行った端末１００の管理
を行う。基地局２００，２１０，２２０，２３０，２４０，２５０及び２６０はそれぞれ
ゾーンＡ、ゾーンＢ、ゾーンＣ、ゾーンＤ、ゾーンＥ、ゾーンＦ及びゾーンＧの範囲で無
線信号を送信する。なお、基地局２２０，２３０，２４０，２５０及び２６０の動作は図
２及び３に示した基地局２００及び２１０の動作と同様である。
【００４１】
　まず、端末１００が基地局２４０のゾーンＥ内で静止している状態で端末１１０から端
末１００への着信がある場合の動作について説明する。端末１００がゾーンＥ内で静止し
ている状態で端末１１０から端末１００への着信がある場合、位置管理局３００は端末１
００への着信があることを基地局２００，２１０，２２０，２３０，２４０，２５０及び
２６０全てに通知し（図２のステップＳ３）、この結果、基地局２００，２１０，２２０
，２３０，２４０，２５０及び２６０の各々は図２のステップＳ５及びＳ６（Ｓ８及びＳ
９）を経た後、端末１００を呼び出すためのページング信号を送信する（図２のステップ
Ｓ７（Ｓ１０））。この時、端末１００はゾーン移行処理中ではなくゾーンＥ内でＰＣＨ
をオープン中の状態であるため、基地局２４０からのページング信号を受信する。基地局
２４０からのページング信号の受信に応答して、端末１００は基地局２４０へ着信応答信
号を送信して着信動作に遷移し、これにより端末１１０との通話が可能となる。
【００４２】
　なお、基地局２４０は、端末１００からの着信応答信号を受信すると図２のステップＳ
１３以降の処理と同様の処理を行い、また、位置管理局３００は図３のステップＳ１６及
びＳ１９の処理と同様の処理を行うので、基地局２００，２１０，２２０，２３０，２４
０，２５０及び２６０の各々から送信される報知情報から、端末１００の端末番号は削除
される。
【００４３】
　次に、端末１００が基地局２４０から基地局２１０に（ゾーンＥからゾーンＢに）移行
する途中で端末１１０から端末１００への着信がある場合の動作について説明する。この
場合の動作は、図１～図３を用いて既に説明した動作（端末１００がゾーンＡからゾーン
Ｂへ移行途中に端末１１０から端末１００へ着信がある場合の動作）と同様である。した
がって、ゾーンＥからゾーンＢへのゾーン移行処理中の端末１００はページング信号を受
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信できない状態ではあるが、移行先基地局２１０からの報知情報に含まれる端末１００の
端末番号を受信することにより、自端末への着信があることを認識することができる。そ
して、端末１００は基地局２１０に着信応答信号を送信して着信動作へと遷移し、これに
より端末１１０との通話が可能となる。したがって、ゾーン移行処理中の端末１００への
着信は呼損とはならない。
【００４４】
　次に、端末１００がゾーンＢから圏外への移行途中に端末１１０から端末１００への着
信があり、基地局２００，２１０，２２０，２３０，２４０，２５０及び２６０のいずれ
も端末１００からの着信応答信号を受信できない場合の動作について説明する。
【００４５】
　端末１００がゾーンＢから圏外への移行によってＰＣＨをクローズした状態にある場合
に、端末１１０から端末１００への着信がある場合、位置管理局３００は端末１００への
着信があることを基地局２００，２１０，２２０，２３０，２４０，２５０及び２６０全
てに通知すると共に（図２のステップＳ３）、端末１００の状態情報を呼び出し中状態と
して端末１００に対するタイマをスタートする（図２のステップＳ４、図４）。
【００４６】
　そして、基地局２００，２１０，２２０，２３０，２４０，２５０及び２６０の各々は
端末１００の端末番号をリストに登録して端末１００に対するタイマをスタートする（図
２のステップＳ５（Ｓ８）、図５）。また、基地局２００，２１０，２２０，２３０，２
４０，２５０及び２６０の各々は、報知情報に端末１００の端末番号を付加して送信する
と共に（図２のステップＳ６（Ｓ９））、端末１００にページング信号を送信して端末１
００を呼び出す（図２のステップＳ７（Ｓ１０））。
【００４７】
　しかし、端末１００は、ゾーンＢから圏外への移行によってＰＣＨをクローズした状態
にあり、ページング信号または報知情報を受信して着信応答信号を返すことができない。
図２のステップＳ７及びＳ１０において各基地局がページング信号を送信した後、端末１
００からの応答がない場合のシステムの動作が図７に示されている。なお、図７では、基
地局２２０，２３０，２４０，２５０及び２６０が示されていないが、ここにおいても基
地局２２０，２３０，２４０，２５０及び２６０の動作は図７に示した基地局２００及び
２１０の動作と同様である。
【００４８】
　図２のステップＳ７及びＳ１０において各基地局がページング信号を送信した後、基地
局２００，２１０，２２０，２３０，２４０，２５０及び２６０のいずれも端末１００か
らの着信応答信号を受信できず、各基地局及び位置管理局３００におけるタイマのスター
トから所定時間経過すると、タイマがタイムアウトする（図７のステップＳ３１（Ｓ３２
）及びステップＳ３３）。これにより、基地局２００，２１０，２２０，２３０，２４０
，２５０及び２６０の各々は、リストから端末１００の端末番号を削除して報知情報から
端末１００の端末番号を削除する（図７のステップＳ３４（Ｓ３５）、図５）。これによ
り、端末１００が圏外に移動しているにもかかわらず、報知情報を用いた端末１００への
呼び出しが継続されてしまうことを防止することができる。また、位置管理局３００は、
端末１００の状態情報を待ち受け状態とし（図７のステップＳ３６、図４）、位置管理局
３１０を介して端末１００への呼び出しが呼損となったことを端末１１０へ通知する（図
７のステップＳ３７及びＳ３８）。
【００４９】
　なお、図２、図３及び図７に示したシーケンスチャートに従った各端末、各基地局、各
位置管理局の処理動作は、予めＲＯＭ等の記憶媒体に格納されたプログラムを、ＣＰＵ（
制御部）となるコンピュータに読み取らせて実行せしめることにより、実現できることは
勿論である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
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【図１】本発明の実施例による移動通信システムの構成を示す図である。
【図２】本発明の実施例による移動通信システムの動作を示すシーケンスチャートである
。
【図３】本発明の実施例による移動通信システムの動作を示すシーケンスチャートである
。
【図４】図１の位置管理局が有する端末管理情報を示す図である。
【図５】図１の基地局が有する呼び出し中端末リストを示す図である。
【図６】本発明の実施例による移動通信システムの構成を示す図である。
【図７】本発明の実施例による移動通信システムの動作を示すシーケンスチャートである
。
【符号の説明】
【００５１】
　１０，１１　　ページング信号
　２０，２１　　報知情報
　１００，１１０　　端末
　２００～２７０　　基地局
　３００，３１０　　位置管理局

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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