
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
固有の識別子を有するとともに表示部及び時計部を有する携帯端末と、前記携帯端末を収
容する交換網とからなり、前記交換網は、固有の識別子を有しかつ前記携帯端末と無線通
信が可能な基地局と、複数の基地局を収容する交換機と、前記交換機に接続されかつ前記
携帯端末の位置が前記基地局の位置と関連づけて登録される第１のデータベースと、前記
交換機に接続されかつ前記携帯端末の時差が前記基地局の時差と関連づけて登録される第
２のデータベースとから構成される無線通信システムであって、
前記携帯端末である第１の携帯端末は、
相手先携帯端末への発信の際に前記基地局に対し前記相手先携帯端末である第２の携帯端
末の時差取得を要求する時差取得要求手段と、
前記時差取得要求手段の時差取得要求に対し基地局側から返送される時差情報を受信する
と、この受信時差情報と前記時計部からの時刻情報とに基づき第２の携帯端末の現在時刻
を演算し演算結果を前記表示部に表示する手段とを備え、
前記基地局である第１の基地局は、第１の携帯端末から前記第２の携帯端末の識別子を含
む前記時差取得要求を受信すると、この時差取得要求に自身の識別子を付加して前記交換
機に時差取得要求として送信する送信手段を備え、
前記交換機は、
前記送信手段により送信された前記時差取得要求を受信するとこの時差取得要求に含まれ
る第１の基地局の識別子を取り出し、取り出した前記第１の基地局の識別子を含む時差取
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得要求を第２のデータベースに送信して第２のデータベースから前記第１の基地局の時差
を取得する第１の時差取得手段と、
前記送信手段により送信された時差取得要求を受信するとこの時差取得要求に含まれる第
２の携帯端末の識別子を取り出し、取り出した第２の携帯端末の識別子を含む位置取得要
求を第１のデータベースに送信し第１のデータベースから前記第２の携帯端末の位置に応
じた第２の基地局の位置情報を取得する位置情報取得手段と、
前記位置情報取得手段により取得された第２の基地局の位置情報に含まれる第２の基地局
の識別子を取り出し、取り出した第２の基地局の識別子を含む時差取得要求を第２のデー
タベースに送信し第２のデータベースから前記第２の基地局の時差を取得する第２の時差
取得手段と、
第１及び第２の時差取得手段により取得された時差に基づき時差計算を行い、計算結果の
時差情報を前記第１の基地局を介し前記第１の携帯端末へ送信する時差演算手段と
を備えたことを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
請求項１において、
前記交換網を示す第１の交換網は、他の交換網を示す第２の交換網との間で携帯端末の時
差を送受信する関門交換機を有し、
前記第２の交換網の交換機は、自交換網の識別子とは異なる固有の交換網識別子を有する
第２の携帯端末の位置登録要求に応じて、この位置登録要求に含まれる端末識別子と、第
２の携帯端末の位置登録要求を受信した受信基地局の時差と、前記交換網識別子とを含む
位置登録通知を前記交換網識別子で示される交換網へ送信し、
前記第１の交換網の交換機は、
前記関門交換機を介し前記第２の交換網からの位置登録通知を受信すると、受信した位置
登録通知に含まれる端末識別子と関連づけて前記交換網識別子及び前記受信基地局の時差
をそれぞれ前記端末識別子で示される第２の携帯端末の位置及び時差として前記第１のデ
ータベースに登録する登録手段を備え、
前記第２の時差取得手段は、第１の携帯端末の時差取得要求に応じてこの時差取得要求に
含まれる第２の携帯端末の識別子を含む位置取得要求を第１のデータベースに送信し第１
のデータベースから前記第２の携帯端末の時差を取得する第３の時差取得手段を有し、
前記時差演算手段は、前記第１及び第３の時差取得手段により取得された時差に基づき時
差計算を行うことを特徴とする無線通信システム。
【請求項３】
請求項１または２において、
前記交換機は、
第２の携帯端末の位置登録解除要求に応じて第１のデータベースの前記第２の携帯端末の
位置を圏外として設定する設定手段を備え、
前記時差演算手段は、第１の携帯端末からの第２の携帯端末の時差取得要求時に前記第２
または第３の時差取得手段により前記第１のデータベースから圏外が取得された場合は、
前記時差情報として圏外情報を第１の携帯端末へ送信し、前記表示部に時差取得失敗の旨
を表示させることを特徴とする無線通信システム。
【請求項４】
相手先携帯端末への発信時に発信側の携帯端末である第１の携帯端末から第１の基地局に
対し前記相手先携帯端末である第２の携帯端末の時差取得を要求する第１のステップと、
前記第１のステップの処理に基づく時差取得要求を受信すると、この時差取得要求を受信
した第１の基地局の識別子を前記時差取得要求に付加して交換機に送信する第２のステッ
プと、
前記第２のステップの処理に基づく前記時差取得要求を受信するとこの時差取得要求に含
まれる第１の基地局の識別子を取り出し、取り出した第２の基地局の識別子を含む時差取
得要求を第２のデータベースに送信して第２のデータベースから前記第１の基地局の時差
を取得する第３のステップと、
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前記第２のステップの処理に基づく時差取得要求を受信するとこの時差取得要求に含まれ
る第２の携帯端末の識別子を取り出し、取り出した第２の携帯端末の識別子を含む位置取
得要求を第１のデータベースに送信し第１のデータベースから前記第２の携帯端末の位置
に応じた第２の基地局の位置情報を取得する第４のステップと、
前記第４のステップの処理に基づき取得された第２の基地局の位置情報に含まれる第２の
基地局の識別子を取り出し、取り出した第２の基地局の識別子を含む時差取得要求を第２
のデータベースに送信し第２のデータベースから前記第２の基地局の時差を取得する第５
のステップと、
前記第３及び第５のステップの処理により取得された時差に基づき時差計算を行い、計算
結果の時差情報を前記第１の基地局を介し前記第１の携帯端末へ送信する第６のステップ
と、
前記第６のステップの処理に基づく時差情報を受信すると、この受信時差情報と第１の携
帯端末の時計部からの時刻情報とに基づき第２の携帯端末の現在時刻を演算し演算結果を
第１の携帯端末の表示部に表示する第７のステップと
を有することを特徴とする発信側携帯端末における相手先携帯端末の時刻識別方法。
【請求項５】
請求項４において、
自交換網と異なる交換網識別子を有する第２の携帯端末の位置登録要求に応じて、この位
置登録要求に含まれる端末識別子と、前記第２の携帯端末の位置登録要求を受信した受信
基地局の時差と、前記交換網識別子とを含む位置登録通知を前記交換網識別子で示される
交換網へ送信する第８のステップと、
前記第８のステップの処理に基づく位置登録通知を受信すると、受信した位置登録通知に
含まれる端末識別子と関連づけて前記交換網識別子及び前記受信基地局の時差をそれぞれ
前記端末識別子で示される第２の携帯端末の位置及び時差として前記第１のデータベース
に登録する第９のステップとを有し、
前記第５のステップにおける処理は、第１の携帯端末の時差取得要求に応じてこの時差取
得要求に含まれる第２の携帯端末の識別子を含む位置取得要求を第１のデータベースに送
信し第１のデータベースから前記第２の携帯端末の時差を取得する第１０のステップを含
み、
前記第６のステップにおける処理は、前記第３及び第１０のステップの処理に基づき取得
された時差に基づいて時差計算を行う第１１のステップを含むことを特徴とする発信側携
帯端末における相手先携帯端末の時刻識別方法。
【請求項６】
請求項４または５において、
第２の携帯端末の位置登録解除要求に応じて第１のデータベースの前記第２の携帯端末の
位置を圏外として設定する第１２のステップを有し、
前記第６のステップにおける処理は、第１の携帯端末からの前記第２の携帯端末の時差取
得要求時に前記第５のステップの処理または前記第１０のステップの処理に基づき前記第
１のデータベースから圏外が取得された場合は、前記時差情報として圏外情報を第１の携
帯端末へ送信する第１３のステップを含み、
前記第７のステップにおける処理は、前記第１３のステップの処理に基づく時差情報を受
信すると表示部に時差取得失敗の旨を表示する第１４のステップを含むことを特徴とする
発信側携帯端末における相手先携帯端末の時刻識別方法。
無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、相手携帯電話端末宛に発信する際に発信側で事前に相手携帯電話端末側の時刻
が識別可能な無線通信システム及び方法に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
有線接続式の電話端末及び電話網においては、電話端末の設置された国や地域と関連付け
られて電話番号が割り当てられている。このため、相手電話端末に発信する際には、相手
電話番号から相手の電話端末の存在する地域やタイムゾーン（時差）を識別することが可
能となっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、電話端末と基地局間を無線で接続して通信するいわゆる携帯電話システム
においては、携帯電話端末が地理的に移動可能であるため、各携帯電話端末に付与された
電話番号から、その携帯電話端末が存在する地域を識別することができない。したがって
、例えばいわゆる国際ローミング等、複数の国にまたがって使用可能な携帯電話端末宛に
発信する場合、発信者側では、事前に通話相手先である相手携帯電話端末との時差を考慮
して発信時刻を決定することができないという問題があった。また、米国などのように、
１つの国が複数のタイムゾーンにまたがるような場合も同様の問題を生じている。
【０００４】
したがって、本発明は、複数のタイムゾーンにまたがって使用可能な相手携帯電話端末宛
に発信する際に、発信側において相手携帯電話端末の現在の時刻を識別可能にすることを
目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
このような課題を解決するために本発明は、固有の識別子を有するとともに表示部及び時
計部を有する携帯端末（携帯電話端末）と、携帯端末を収容する交換網とからなり、交換
網は、固有の識別子を有しかつ携帯端末と無線通信が可能な基地局と、複数の基地局を収
容する交換機と、交換機に接続されかつ携帯端末の位置が基地局の位置と関連づけて登録
される第１のデータベース（位置情報ＤＢ）と、交換機に接続されかつ携帯端末の時差が
基地局の時差と関連づけて登録される第２のデータベース（基地局情報ＤＢ）とから構成
される無線通信システムであって、
【０００６】
携帯端末である第１の携帯端末は、相手先携帯端末への発信の際に基地局に対し相手先携
帯端末である第２の携帯端末の時差取得を要求する時差取得要求手段と、この時差取得要
求に対し基地局側から返送される時差情報を受信すると、この受信時差情報と時計部から
の時刻情報とに基づき第２の携帯端末の現在時刻を演算し演算結果を表示部に表示する手
段とを備え、前記基地局である第１の基地局は、第１の携帯端末から第２の携帯端末の識
別子を含む時差取得要求を受信すると、この時差取得要求に自身の識別子を付加して交換
機に時差取得要求として送信する送信手段を備え、
【０００７】
交換機は、送信手段により送信された時差取得要求を受信するとこの時差取得要求に含ま
れる第１の基地局の識別子を取り出し、取り出した第１の基地局の識別子を含む時差取得
要求を第２のデータベースに送信して第２のデータベースから第１の基地局の時差を取得
する第１の時差取得手段と、送信手段により送信された時差取得要求を受信するとこの時
差取得要求に含まれる第２の携帯端末の識別子を取り出し、取り出した第２の携帯端末の
識別子を含む位置取得要求を第１のデータベースに送信し第１のデータベースから第２の
携帯端末の位置に応じた第２の基地局の位置情報を取得する位置情報取得手段と、位置情
報取得手段により取得された第２の基地局の位置情報に含まれる第２の基地局の識別子を
取り出し、取り出した第２の基地局の識別子を含む時差取得要求を第２のデータベースに
送信し第２のデータベースから第２の基地局の時差を取得する第２の時差取得手段と、第
１及び第２の時差取得手段により取得された時差に基づき時差計算を行い、計算結果の時
差情報を第１の基地局を介し第１の携帯端末へ送信する時差演算手段とを備えたものであ
る。
【０００８】
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この場合、前記交換網を示す第１の交換網は、他の交換網を示す第２の交換網との間で携
帯端末の時差を送受信する関門交換機を有し、第２の交換網の交換機は、自交換網の識別
子とは異なる固有の交換網識別子を有する第２の携帯端末の位置登録要求に応じて、この
位置登録要求に含まれる端末識別子と、第２の携帯端末の位置登録要求を受信した受信基
地局の時差と、交換網識別子とを含む位置登録通知を前記交換網識別子で示される交換網
へ送信し、第１の交換網の交換機は、関門交換機を介し第２の交換網からの位置登録通知
を受信すると、第１のデータベースに、受信した位置登録通知に含まれる端末識別子と関
連づけて交換網識別子及び受信基地局の時差をそれぞれ端末識別子で示される第２の携帯
端末の位置及び時差として登録する登録手段を備え、第２の時差取得手段は、第１の携帯
端末の時差取得要求に応じてこの時差取得要求に含まれる第２の携帯端末の識別子を含む
位置取得要求を第１のデータベースに送信し第１のデータベースから第２の携帯端末の時
差を取得する第３の時差取得手段を有し、時差演算手段は、第１及び第３の時差取得手段
により取得された時差に基づき時差計算を行うものである。
【０００９】
また、交換機は、第２の携帯端末の位置登録解除要求に応じて第１のデータベースの第２
の携帯端末の位置を圏外として設定する設定手段を備え、時差演算手段は、第１の携帯端
末からの第２の携帯端末の時差取得要求時に第２または第３の時差取得手段により第１の
データベースから圏外が取得された場合は、前記時差情報として圏外を第１の携帯端末へ
送信し、表示部に時差取得失敗の旨を表示させるものである。
【００１０】
また、本発明は、相手先携帯端末への発信時に発信側の携帯端末である第１の携帯端末か
ら第１の基地局に対し相手先携帯端末である第２の携帯端末の時差取得を要求する第１の
ステップと、第１のステップの処理に基づく時差取得要求を受信すると、この時差取得要
求を受信した第１の基地局の識別子を時差取得要求に付加して交換機に送信する第２のス
テップと、第２のステップの処理に基づく時差取得要求を受信するとこの時差取得要求に
含まれる第１の基地局の識別子を取り出し、取り出した第２の基地局の識別子を含む時差
取得要求を第２のデータベースに送信して第２のデータベースから第１の基地局の時差を
取得する第３のステップとを有するとともに、
【００１１】
第２のステップの処理に基づく時差取得要求を受信するとこの時差取得要求に含まれる第
２の携帯端末の識別子を取り出し、取り出した第２の携帯端末の識別子を含む位置取得要
求を第１のデータベースに送信し第１のデータベースから第２の携帯端末の位置に応じた
第２の基地局の位置情報を取得する第４のステップと、第４のステップの処理に基づき取
得された第２の基地局の位置情報に含まれる第２の基地局の識別子を取り出し、取り出し
た第２の基地局の識別子を含む時差取得要求を第２のデータベースに送信し第２のデータ
ベースから第２の基地局の時差を取得する第５のステップと、第３及び第５のステップの
処理により取得された時差に基づき時差計算を行い、計算結果の時差情報を第１の基地局
を介し第１の携帯端末へ送信する第６のステップと、第６のステップの処理に基づく時差
情報を受信すると、この受信時差情報と第１の携帯端末の時計部からの時刻情報とに基づ
き第２の携帯端末の現在時刻を演算し演算結果を第１の携帯端末の表示部に表示する第７
のステップとを有する方法である。
【００１２】
この場合、自交換網と異なる交換網識別子を有する第２の携帯端末の位置登録要求に応じ
て、この位置登録要求に含まれる端末識別子と、第２の携帯端末の位置登録要求を受信し
た受信基地局の時差と、交換網識別子とを含む位置登録通知を交換網識別子で示される交
換網へ送信する第８のステップと、第８のステップの処理に基づく位置登録通知を受信す
ると、第１のデータベースに、受信した位置登録通知に含まれる端末識別子と関連づけて
交換網識別子及び受信基地局の時差をそれぞれ端末識別子で示される第２の携帯端末の位
置及び時差として登録する第９のステップとを有し、第５のステップにおける処理は、第
１の携帯端末の時差取得要求に応じてこの時差取得要求に含まれる第２の携帯端末の識別
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子を含む位置取得要求を第１のデータベースに送信し第１のデータベースから前記第２の
携帯端末の時差を取得する第１０のステップを含み、第６のステップにおける処理は、第
３及び第１０のステップの処理に基づき取得された時差に基づいて時差計算を行う第１１
のステップを含むものである。
【００１３】
また、第２の携帯端末の位置登録解除要求に応じて第１のデータベースの第２の携帯端末
の位置を圏外として設定する第１２のステップを有し、第６のステップにおける処理は、
第１の携帯端末からの第２の携帯端末の時差取得要求時に第５のステップの処理または前
記第１０のステップの処理に基づき第１のデータベースから圏外が取得された場合は、前
記時差情報として圏外を第１の携帯端末へ送信する第１３のステップを含み、第７のステ
ップにおける処理は、第１３のステップの処理に基づく時差情報を受信すると表示部に時
差取得失敗の旨を表示する第１４のステップを含むものである。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、本発明について図面を参照して説明する。
図１は本発明を適用した携帯電話システムの構成を示すブロック図である。本システムは
、図１に示すように、複数の携帯電話端末１Ａ～１Ｃと、複数の交換網２Ａ，２Ｂとから
構成される。
【００１５】
交換網２Ａは、携帯電話端末１Ａ，１Ｂと無線によりそれぞれ通信を行う複数の基地局３
Ａ，３Ｂと、基地局３Ａ，３Ｂ間を接続し、携帯電話端末１Ａ，１Ｂ間の通信の切り替え
を行う交換機４Ａと、各々の携帯電話端末１Ａ，１Ｂがどの基地局３と接続中であるかの
情報を格納する位置情報データベース（以下、位置情報ＤＢと呼称）６Ａと、各々の基地
局３Ａ，３Ｂが設置された場所のタイムゾーン情報を格納する基地局情報データベース（
以下、基地局情報ＤＢと呼称）７Ａと、関門交換機５Ａとからなる。
【００１６】
一方、交換網２Ｂも、交換網２Ａとほぼ同様構成であり、携帯電話端末１Ｃと無線により
通信を行う基地局３Ｃと、交換機４Ｂと、携帯電話端末１Ｃの位置情報を格納する位置情
報ＤＢ６Ｂと、基地局３Ｃが設置された場所のタイムゾーン情報を格納する基地局情報Ｄ
Ｂ７Ｂと、関門交換機５Ｂとからなる。ここで、関門交換機５Ａと５Ｂ間を接続すること
により交換網２Ａ，２Ｂ間を接続した構成とすることが可能なことから、同様構成の各交
換網２の各関門交換機５間を接続することにより、複数の交換網を接続した構成とするこ
とができる。
【００１７】
図２は、携帯電話端末１の構成を示すブロック図である。携帯電話端末１は、図２に示す
ように、携帯電話端末１の動作全体を制御する制御部１１と、各種の情報を表示する表示
部１２と、時刻の保持と計測を行う時計部１３と、利用者からの操作を受け付ける操作部
１４と、音声信号の入出力を行う音声入出力部１５と、基地局３と無線通信を行う無線部
１６と、携帯電話端末１の識別子（電話番号）及び交換網２の識別子を格納するための不
揮発性メモリ１７とから構成される。
【００１８】
図３（ａ）は、交換機４に収容される位置情報ＤＢ６内の各種情報の格納状況を示す図で
あり、位置情報ＤＢ６内には、１台の携帯電話端末１毎に付与された端末識別子と、その
携帯電話端末１の位置情報とが対に格納される。ここで、位置情報ＤＢに格納される携帯
電話端末１の位置情報としては、携帯電話端末１が基地局３と接続中の場合には、基地局
３の識別子が、また基地局３と非接続中には圏外情報が、さらに他の交換網に接続中の場
合はその交換網の識別子が格納される。
【００１９】
位置情報ＤＢ６内には、他の交換網に接続中の携帯電話端末１の情報が格納可能な場合に
は、さらにその携帯電話端末１が現在位置する地域のタイムゾーン情報を国際標準時から
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の時差に基づいて格納する。位置情報ＤＢ６は、端末識別子をキーとして情報の検索が可
能な構成をとる。
【００２０】
図３（ｂ）は、交換機４に収容される基地局情報ＤＢ７内の各種情報の格納状況を示す図
であり、基地局情報ＤＢ７内には各基地局３の固有の識別子と、タイムゾーン情報とが対
に格納される。ここで、基地局情報ＤＢ７に格納される前記タイムゾーン情報として、基
地局３が設置された地域のタイムゾーン情報を国際標準時からの時差に基づいて格納する
。基地局情報ＤＢ７は、基地局識別子をキーとして情報の検索が可能な構成をとる。
【００２１】
（第１の実施の形態）
（相手先時差問い合わせ動作）
次に図２のブロック及び図４のフローチャートを用いて、携帯電話端末１の相手先時差問
い合わせ動作について説明する。なお、これらの動作は携帯電話端末１の制御部１１によ
り制御される。
携帯電話端末１の利用者が操作部１４を操作することにより相手先の電話番号を入力する
と、制御部１１はこれを検出して現在接続している基地局３に対しステップＳ１で時差取
得要求を送信する。この時差取得要求は利用者が入力した相手先の電話番号に含まれてい
る。
【００２２】
その後、携帯電話端末１はこの時差取得要求に対する基地局３からの時差情報をステップ
Ｓ２で受信する。ここで、前記時差取得要求を受信した基地局３側では、相手先の携帯電
話端末の位置が見つかった場合は、相手先との時差情報を前記時差取得要求を行った携帯
電話端末１に送信する。また、相手先の携帯電話端末の位置が見つからない場合は、時差
情報取得に失敗したことを前記時差取得要求を行った携帯電話端末１に送信する。
【００２３】
基地局３側から時差情報を受信した携帯電話端末１の制御部１１は、基地局３からの送信
内容を検査し、圏内か圏外かの判定をステップＳ３で行う。ここで、圏内ならばステップ
Ｓ４で時計部１３から現在の時刻を読み出し、読み出した現在時刻に、基地局３から取得
した相手先との時差をステップＳ５で加算し、相手先の現在時刻を得る。そして、この相
手先の現在時刻をステップＳ６で表示部１２に表示する。また、基地局３からの送信内容
が時差情報取得に失敗したことを示す圏外ならばステップＳ７で時差取得不可表示を表示
部１２に表示する。この時差取得不可表示は、時差取得に失敗したことを例えばエラーメ
ッセージなどで表示するものである。
【００２４】
（第２の実施の形態）
（位置登録動作）
次に、図５のシーケンス図を用いて、携帯電話端末１が所属する交換網２の基地局３に接
続する際の位置登録動作について説明する。
携帯電話端末（ここでは、携帯電話端末１Ａとする）は、ある基地局（ここでは基地局３
Ａとする）の無線通信可能な状態を検出すると、基地局３Ａに対してステップＳ１１で位
置登録要求を送信する。この位置登録要求は、携帯電話端末１Ａに付与された端末識別子
を含んでいる。ここで、端末識別子は、図３（ｃ）に示すように、１台の携帯電話端末毎
に個別に付与された端末固有識別子ＩＤ１と、交換網毎に付与された交換網識別子ＩＤ２
の２つの識別子から構成されている。端末固有識別子ＩＤ１は、電話番号そのもの、もし
くは交換機によって電話番号と一意に変換可能な値である。
【００２５】
基地局３Ａは、携帯電話端末１Ａから送信される位置登録要求を受信すると、この位置登
録情報に基地局３Ａの識別子を付加した位置登録要求をステップＳ１２で交換機４Ａに送
信する。ここで、基地局３の識別子は基地局毎に付与された固有の識別子である。交換機
４Ａは基地局３Ａからの位置登録要求を受信すると、受信した位置登録要求の内容をその
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まま位置登録要求としてステップＳ１３で位置情報ＤＢ６Ａに送信する。位置情報ＤＢ６
Ａは、交換機４Ａからの位置登録要求を受信すると、受信した端末識別子と基地局識別子
とを対にして登録する。
【００２６】
（第３の実施の形態）
（位置登録解除動作）
次に、図６のシーケンス図を用いて、携帯電話端末１が接続中の基地局３から切断する際
の位置登録解除動作について説明する。
携帯電話端末（ここでは、携帯電話端末１Ａとする）は、接続中の基地局（ここでは、基
地局３Ａとする）との間の無線状況の劣化を検出したり、電源を切るなどの動作を行う場
合、基地局３Ａに対してステップＳ１５で位置登録解除要求を送信する。この位置登録解
除要求は携帯電話端末１Ａの端末識別子を含んでいる。
【００２７】
基地局３Ａは、携帯電話端末１Ａから位置登録解除要求を受信すると、受信した位置登録
解除要求の内容をそのまま位置登録解除要求としてステップＳ１６で交換機４Ａに送信す
る。交換機４Ａは、基地局３Ａからの位置登録解除要求を受信すると、受信した位置登録
解除要求の内容をそのまま位置登録解除要求としてステップＳ１７で位置情報ＤＢ６Ａに
送信する。位置情報ＤＢ６Ａは交換機４Ａからの位置登録要求を受信すると、受信した位
置登録要求に含まれる携帯電話端末１Ａの識別子１Ｄ１をキーとしてデータベース内部を
検索し、対応のレコード情報である位置情報を“圏外”に更新する。
【００２８】
（第４の実施の形態）
（時差問い合わせ動作（成功時））
次に、図７のシーケンス図を用いて、携帯電話端末（携帯電話端末１Ｂとする）から同じ
交換網に所属する他の携帯電話端末（携帯電話端末１Ａとする）との時差情報の問い合わ
せを行う際の動作について説明する。本動作は、携帯電話端末１Ａが交換網内のいずれか
の基地局に接続していた場合の動作である。
ステップＳ２１で携帯電話端末１Ｂの利用者による時差問い合わせ操作が行われると、携
帯電話端末１Ｂは、接続する基地局（基地局３Ｂとする）にステップＳ２２で時差取得要
求を送信する。ここで、時差取得要求には、時差を知りたい相手先の携帯電話端末１Ａの
端末識別子（電話番号）が付加されている。
【００２９】
この場合、基地局３Ｂは携帯電話端末１Ｂから受信した時差取得要求の内容に、基地局３
Ｂの識別子を付加した時差取得要求をステップＳ２３で交換機４Ａに送信する。交換機４
Ａはこの時差取得要求を受信すると、まずこの時差取得要求から取り出した端末１Ａ識別
子を格納した位置取得要求をステップＳ２４で位置情報ＤＢ６Ａに送信する。位置情報Ｄ
Ｂ６Ａは、この位置取得要求に含まれる端末識別子をキーとしてデータベース内部を検索
し、携帯電話端末１Ａが接続している基地局３Ａの基地局識別子を、検索した位置情報に
付加してステップＳ２５で交換機４Ａに送信する。
【００３０】
交換機４Ａは、受信した位置情報から基地局３Ａ識別子を取り出し、ＴＺ取得要求に付加
してステップＳ２６で基地局情報ＤＢ７Ａに送信する。基地局情報ＤＢ７Ａは交換機４Ａ
から受信したＴＺ取得要求に含まれる基地局識別子をキーとしてデータベース内部を検索
し、基地局３Ａのタイムゾーン情報をＴＺ情報に付加してステップＳ２７で交換機４Ａに
送信する。基地局３Ａのタイムゾーン情報を受信した交換機４Ａは、次に基地局３Ｂの識
別子を付加したＴＺ取得要求をステップＳ２８で基地局情報ＤＢ７Ａに送信する。これに
対して基地局情報ＤＢ７Ａは、基地局３Ｂのタイムゾーン情報を付加したＴＺ情報をステ
ップＳ２９で交換機４Ａに送信する。
【００３１】
基地局３Ａ ,基地局３Ｂの２つのタイムゾーン情報を取得した交換機４Ａは、基地局３Ａ
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と基地局３Ｂの時差をステップＳ３０で計算式、（基地局３Ａのタイムゾーン－基地局３
Ｂのタイムゾーン）  により演算し、演算結果を時差情報に付加してステップＳ３１で基
地局３Ｂに送信する。基地局３Ｂは交換機４Ａから受信した時差情報の内容をそのまま時
差情報としてステップＳ３２で携帯電話端末１Ｂに送信する。携帯電話端末１Ｂは、この
時差情報を受信すると、受信した時差情報に含まれる時差と、時計部１３から取得した現
在時刻から、携帯電話端末１Ａの時刻を計算しステップＳ３３で相手局時間として表示部
１２に表示する。これにより、携帯電話端末１Ｂの利用者は相手端末である携帯電話端末
１Ａの現在の時刻を認識することができる。
【００３２】
（第５の実施の形態）
（時差問い合わせ動作（失敗時））
次に、図８のシーケンス図を用いて、時差情報の問い合わせを行う相手先の携帯電話端末
が圏外、電源を切っている等の状態で位置情報がわからない場合の動作について説明する
。図７の時差問い合わせ成功時の説明と同じく、問い合わせを行う側の携帯電話端末を携
帯電話端末１Ｂ、相手先の携帯電話端末を携帯電話端末１Ａとする。
携帯電話端末１Ｂは利用者による時差問い合わせ操作がステップＳ４１で行われると、ス
テップＳ４２で時差取得要求を、接続する基地局（基地局３Ｂとする）に送信する。時差
取得要求には、時差を知りたい相手先の携帯電話端末１Ａの端末識別子（電話番号）が付
加されている。
【００３３】
基地局３Ｂは、携帯電話端末１Ｂからの時差取得要求を受信すると、この時差取得要求の
内容に、基地局３Ｂの識別子を付加した時差取得要求をステップＳ４３で交換機４Ａに送
信する。交換機４Ａは、この時差取得要求を受信すると、まず時差取得要求から取り出し
た端末１Ａ識別子を含む位置取得要求をステップＳ４４で位置情報ＤＢ６Ａに送信する。
位置情報ＤＢ６Ａは、受信した位置取得要求に含まれる端末１Ａ識別子をキーとしてデー
タベース内部を検索する。ここで、携帯電話端末１Ａがどの基地局とも接続していなけれ
ば、位置ＤＢ６Ａには位置情報として“圏外”が内部に記録されているため、位置ＤＢ６
Ａ側では位置情報に“圏外”を付加してステップＳ４５で交換機４Ａに送信する。
【００３４】
交換機４Ａはこの位置情報を受信すると、受信した位置情報が“圏外”であることから時
差情報に“圏外”を付加してステップＳ４６で基地局３Ｂに送信する。基地局３Ｂは、こ
の時差情報を受信するとこの時差情報の内容をそのまま時差情報としてステップＳ４７で
携帯電話端末１Ｂに送信する。携帯電話端末１Ｂは、その時差情報を受信すると、受信し
た時差情報が“圏外”であることから、ステップＳ４８で表示部１２に相手先の時差取得
に失敗したことを示す取得失敗を表示し、利用者に報知する。
【００３５】
（第６の実施の形態）
（位置登録動作（ローミング先交換網））
次に、図９のシーケンス図を用いて、或る交換網に（ここでは交換網２Ａとする）に所属
する携帯電話端末（携帯電話端末１Ｃとする）が、他の交換網（ここでは交換網２Ｂとす
る）の基地局（基地局３Ｃとする）に接続する際の動作について説明する。これは一般に
ローミングと呼ばれる動作の一部で、携帯電話端末を、契約先の通信事業者が提供する交
換網と異なる他の交換網で使用できるようにする場合の制御である。
【００３６】
携帯電話端末１Ｃは、基地局３Ｃの無線通信可能な状態を検出すると、基地局３Ｃに対し
てステップＳ５１で位置登録要求を送信する。この位置登録要求は携帯電話端末１Ｃに付
与された端末識別子を含んでいる。携帯電話端末１Ｃは交換網２Ａに所属するので、端末
１Ｃ識別子に含まれる交換網識別子は交換網２Ａを示している。基地局３Ｃは、携帯電話
端末１Ｃから受信した位置登録要求に、基地局３Ｃの識別子を付加した位置登録要求をス
テップＳ５２で交換機４Ｂに送信する。ここで基地局３Ｃの識別子は基地局毎に付与され
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た固有の識別子である。
【００３７】
交換機４Ｂは、基地局３Ｃからの位置登録要求を受信すると、受信した位置登録要求の内
容をそのまま位置登録要求としてステップＳ５３で位置情報ＤＢ６Ｂに送信する。位置情
報ＤＢ７Ｂは、携帯電話端末１Ｃ用のデータベースレコードを作成し、受信した端末１Ｃ
識別子と基地局３Ｃ識別子の組をデータベース内部に登録する（ローミング先の交換網で
は、通常、他の交換網に所属する携帯電話端末の位置情報データベースレコードは存在し
ないため、新たに作成する必要がある）。
【００３８】
交換機４Ｂは、さらに端末１Ｃ識別子内の交換網識別子を読み出し、これが交換網２Ｂの
識別子と異なる場合は、まずＴＺ取得要求をステップＳ５４で基地局情報ＤＢ７Ｂに送信
し、基地局情報ＤＢ７ＢからステップＳ５５でＴＺ情報を受け取る。このＴＺ情報には基
地局３Ｃのタイムゾーン情報が含まれている。
【００３９】
交換機４Ｂは、基地局３Ｃのタイムゾーン情報を、端末１Ｃ識別子と共に位置登録通知に
付加し、ステップＳ５６で関門交換機５Ｂに送信する。関門交換機５Ｂはこの位置登録通
知を受信すると、受信した位置登録通知に、交換網２Ｂの識別子を付加した位置登録通知
を、ステップＳ５７で交換網２Ａの関門交換機５Ａに送信する。
【００４０】
交換網２Ａの関門交換機５Ａは、交換網２Ｂの関門交換機５Ｂからの位置登録通知を受信
すると、受信した位置登録通知の内容をそのまま位置登録通知としてステップＳ５８で交
換網２Ａの交換機４Ａに送信する。交換網２Ａの交換機４Ａは、その位置登録通知を受信
すると、その位置登録通知に含まれる端末１Ｃ識別子、交換網２Ｂ識別子及び基地局３Ｃ
タイムゾーンを取り出し、取り出したこれらの情報を付加した位置登録要求をステップＳ
５９で位置情報ＤＢ６Ａに送信する。位置情報ＤＢ６Ａは、この場合、携帯電話端末１Ｃ
に対応するデータベースレコードに、位置情報として交換網２Ｂを、タイムゾーンとして
基地局３Ｃタイムゾーンをそれぞれ記録する。
【００４１】
（第７の実施の形態）
（位置登録解除動作（ローミング先交換網））
次に、図１０のシーケンス図を参照して、ローミング先交換網から携帯電話端末を切断す
る際の動作について説明する。
携帯電話端末１Ｃは、接続中の基地局３Ｃとの間の無線状況の劣化を検出したり、電源を
切るなどの動作を行う場合、ステップＳ６１で基地局３Ｃに対し位置登録解除要求を送信
する。この位置登録解除要求は携帯電話端末１Ｃの端末識別子を含んでいる。基地局３Ｃ
は、この位置登録解除要求を受信すると、この位置登録解除要求の内容をそのまま位置登
録解除要求としてステップＳ６２で交換機４Ｂに送信する。交換機４Ｂは、受信した位置
登録解除要求の内容をそのまま位置登録解除要求としてステップＳ６３で位置情報ＤＢ６
Ｂに送信する。
【００４２】
位置情報ＤＢ６Ｂは、位置登録削除要求を受信すると、受信した位置登録削除要求に含ま
れる携帯電話端末１ＣのＩＤ（端末１Ｃ識別子）をキーとしてデータベース内部を検索し
、対象レコードを削除する。
また、交換機４Ｂは、位置情報ＤＢ６Ｂへの位置登録解除要求の送信に続いて、位置登録
解除要求をステップＳ６４で関門交換機５Ｂに送信する。関門交換機５Ｂは位置登録削除
要求を受信すると、受信した位置登録解除要求に含まれる端末１Ｃ識別子から交換網識別
子を取り出し、ステップＳ６５で交換網識別子が示す交換網（交換網２Ａ）の関門交換機
５Ａに、位置登録削除通知を送信する。
【００４３】
交換網２Ａの関門交換機５Ａは、この位置登録削除通知を受信すると、受信した位置登録
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削除通知の内容をそのまま位置登録削除通知として、ステップＳ６６で交換網２Ａの交換
機４Ａに送信する。交換網２Ａの交換機４Ａは、関門交換機５Ａからの位置登録削除通知
を受信すると、この位置登録削除通知に基づく位置登録削除要求をステップＳ６７で位置
情報ＤＢ６Ａに送信する。位置情報ＤＢ６Ａは、指定された端末１Ｃ識別子でデータベー
ス内部を検索し、データベースレコード内の位置情報を“圏外”に書き換える。
【００４４】
（第８の実施の形態）
（時差問い合わせ動作（相手先ローミング時））
次に、図１１のシーケンス図を用いて、通話相手先の携帯電話端末（携帯電話端末１Ｃと
する）が、他の交換網に接続中（ローミング中）の場合の時差問い合わせ動作について説
明する。ここで、問い合わせ元は、第４の実施の形態と同様の携帯電話端末１Ｂとする。
携帯電話端末１Ｂは利用者による時差問い合わせ操作がステップＳ７１で行われると、ス
テップＳ７２で時差取得要求を、接続する基地局（基地局３Ｂとする）に送信する。時差
取得要求には、時差を知りたい相手先の携帯電話端末１Ｃの端末識別子（電話番号）が格
納されている。
【００４５】
基地局３Ｂは、携帯電話端末１Ｂから時差取得要求を受信すると、この時差取得要求の内
容に、基地局３Ｂの識別子を付加した時差取得要求をステップＳ７３で交換機４Ａに送信
する。交換機４Ａは基地局３Ｂからの時差取得要求を受信すると、まずこの時差取得要求
から取り出した端末１Ｃ識別子を含む位置取得要求をステップＳ７４で位置情報ＤＢ６Ａ
に送信する。
【００４６】
この場合、位置情報ＤＢ６Ａは、位置取得要求に含まれる端末１Ｃ識別子をキーとしてデ
ータベース内部を検索する。ここでは、携帯電話端末１Ｃの位置情報が“交換網２Ｂ”と
なっているため、位置情報ＤＢ６Ａは、内部に格納された携帯電話端末１Ｃのタイムゾー
ン情報を位置情報に付加してステップＳ７５で交換機４Ａに送信する。
携帯電話端末１Ｃのタイムゾーン情報を受信した交換機４Ａは、次に基地局３Ｂ識別子を
付加したＴＺ取得要求をステップＳ７６で基地局情報ＤＢ７Ａに送信し、基地局情報ＤＢ
７Ａは、これに対して、基地局３Ｂのタイムゾーン情報を格納したＴＺ情報をステップＳ
７７で交換機４Ａに送信する。
【００４７】
携帯電話端末１Ｃ及び基地局３Ｂの２つのタイムゾーン情報を取得した交換機４Ａは、携
帯電話端末１Ｃと基地局３Ｂの時差をステップＳ７８で、（携帯電話端末１Ｃのタイムゾ
ーン－基地局３Ｂのタイムゾーン）の計算式にて演算し、演算結果を時差情報に付加して
ステップＳ７９で基地局３Ｂに送信する。基地局３Ｂは、交換機４Ａから受信した時差情
報の内容をそのまま時差情報として、ステップＳ８０で携帯電話端末１Ｂに送信する。携
帯電話端末１Ｂは、この時差情報を受信すると、受信時差情報から取得した時差と時計部
１３から取得した現在時刻とに基づき携帯電話端末１Ｃの現時刻を計算し、計算結果を表
示部１２に表示することにより、利用者に相手局の時間として報知する。
【００４８】
なお、携帯電話端末１Ｃにより前述したように位置登録解除要求が行われ、位置情報ＤＢ
６Ａの携帯電話端末１Ｃに対応する位置情報が“圏外”に書き換えられている場合は、位
置情報ＤＢ６Ａから位置情報として“圏外”が送信される。この場合、交換機４Ａは、こ
の位置情報を受信すると、受信した位置情報が“圏外”であることから時差情報に“圏外
”を付加して基地局３Ｂに送信する。基地局３Ｂは、この時差情報を受信するとこの時差
情報の内容をそのまま時差情報として携帯電話端末１Ｂに送信する。携帯電話端末１Ｂは
、その時差情報を受信すると、受信した時差情報が“圏外”であることから、表示部１２
に相手先の時差取得に失敗したことを示す取得失敗を表示し、利用者に報知する。
【００４９】
このように、本発明は、通話相手先の携帯電話端末がどの基地局と接続可能な地域に移動
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しても、相手先の現在時刻を発信前に携帯電話端末の利用者に知らせることができる。
また、通話しようとする相手先の携帯電話端末が電源を切っている圏外などの通話不可状
態にあることを、電話をかけずに知ることができる。
さらに、相手先の携帯電話端末が契約している通信事業者以外が提供する交換網に接続し
た状態であっても、相手先の現在時刻を発信前に携帯電話端末の利用者に知らせることが
できる。
なお、本実施の形態では通話を行う携帯電話端末の例を説明したが、データ通信を行う携
帯端末についても同様に適用できる。
【００５０】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、相手先の携帯端末がどのような地域に移動したとし
ても、その相手先携帯端末がその移動地域の基地局と無線接続されていれば、発信側の携
帯端末では、相手先携帯端末への発信前にその相手先携帯端末の時差を取得して、取得し
た時差と時計部の現在時刻とから相手先携帯端末の現在時刻を計算し表示部に表示するこ
とができ、この結果、発信側に事前に通信相手先の携帯端末の現在時刻を報知することが
できる。
【００５１】
また、相手先の携帯端末が、その携帯端末が契約している通信事業者以外から提供される
交換網に接続された状態であっても、発信側に事前にその相手先の携帯端末の現在時刻を
知らせることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明を適用した携帯電話システムの構成を示すブロック図である。
【図２】　前記携帯電話システムを構成する携帯電話端末のブロック図である。
【図３】　携帯電話システムを構成する位置情報ＤＢにおける各種情報の登録状況を示す
図（図３（ａ））、携帯電話システムを構成する基地局情報ＤＢにおける各種情報の登録
状況を示す図（図３（ｂ））、及び携帯電話端末の情報に含まれる識別子情報を示す図（
図３（ｃ））である。
【図４】　携帯電話システムの第１の実施の形態の動作を示すフローチャートである。
【図５】　携帯電話システムの第２の実施の形態の動作を示すシーケンス図である。
【図６】　携帯電話システムの第３の実施の形態の動作を示すシーケンス図である。
【図７】　携帯電話システムの第４の実施の形態の動作を示すシーケンス図である。
【図８】　携帯電話システムの第５の実施の形態の動作を示すシーケンス図である。
【図９】　携帯電話システムの第６の実施の形態の動作を示すシーケンス図である。
【図１０】　携帯電話システムの第７の実施の形態の動作を示すシーケンス図である。
【図１１】　携帯電話システムの第８の実施の形態の動作を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
１，１Ａ，１Ｂ，１Ｃ…携帯電話端末、２，２Ａ，２Ｂ…交換網、３，３Ａ，３Ｂ，３Ｃ
…基地局、４，４Ａ，４Ｂ…交換機、５，５Ａ，５Ｂ…関門交換機、６，６Ａ，６Ｂ…位
置情報ＤＢ、７，７Ａ，７Ｂ…基地局情報ＤＢ、１１…制御部、１２…表示部、１３…時
計部、１４…操作部、１５…音声入出力部、１６…無線部。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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