
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動局の所在位置を、位置登録エリアを単位として登録する位置管理センタと、該位置
管理センタに登録された移動局の所在位置に基づいて、無線基地局と連携して移動局に対
する呼処理を行う交換局と、移動局に対して無線チャネル設定制御を行う無線基地局と、
無線基地局との間で無線信号の送受を行う移動局とから成る移動通信システムにおいて、
　前記位置登録エリアを細分化した無線呼出しエリア

移動局を登録する移動局記憶部を、該無線呼出しエリアを管理する前記
無線基地局又は前記交換局に該無線呼出しエリア対応に設け、
　前記無線基地局は、移動局からの位置登録要求信号を受信したとき、前記無線呼出しエ
リア対応の移動局記憶部に該移動局を記憶させる手段と、該位置登録要求信号を基に、前
記位置登録エリアの変更があったか否かを判定し、変更があったときにのみ、前記位置管
理センタに位置登録要求を通知する手段とを備え、
　前記交換局は、前記移動局への着信があった際に、前記位置管理センタから通知された
位置登録エリアに属する無線呼出しエリアを管理する前記無線基地局又は前記交換局に設
けた前記移動局記憶部への問い合わせに対する応答により、当該着信対象の移動局が所在
する無線呼出しエリアを識別する手段と、該識別された無線呼出しエリアに属する無線基
地局に対して、無線呼出しの実行を要求する手段とを備えたことを特徴とする移動通信シ
ステム。
【請求項２】
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　前記無線基地局は、前記移動局に対して無線チャネル設定制御を行う無線チャネル制御
部と、前記交換局と連携して有線チャネルの設定制御を行う有線チャネル制御部と、前記
移動局から位置登録要求信号を受信した際に、当該移動局を識別する移動局番号を記憶す
る移動局記憶部とを備えた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】
　前記無線基地局は、該無線基地局が属する位置登録エリアと無線呼出しエリアとをそれ
ぞれ識別する位置登録エリア番号と無線呼出しエリア番号と、該無線基地局を識別する無
線基地局番号とを移動局に対して通知する無線信号を送信する手段を備えたことを特徴と
する請求項１又は２記載の移動通信システム。
【請求項４】
　前記移動局は、前記無線基地局と連携して無線チャネル設定制御を行う無線制御部と、
無線基地局から送信された前記位置登録エリア番号、前記無線呼出しエリア番号及び前記
無線基地局番号を記憶する位置記憶部とを備えたことを特徴とする請求項３記載の移動通
信システム。
【請求項５】
　前記移動局は、該移動局の位置記憶部に既に記憶されている前記位置登録エリア番号及
び前記無線呼出しエリア番号と、無線基地局から送信された前記位置登録エリア番号及び
前記無線呼出しエリア番号とを照合し、該位置登録エリア番号又は無線呼出しエリア番号
の少なくとも一方が異なることを検出したとき、無線基地局に対して、該移動局を識別す
る移動局番号を含む位置登録要求信号を送信する手段を備えたことを特徴とする請求項１
乃至４の何れか１項記載の移動通信システム。
【請求項６】
　前記移動局の位置登録要求信号を送信する手段により送信される前記位置登録要求信号
は、更に、該移動局の位置記憶部に記憶されていた旧位置登録エリア番号及び旧無線呼出
しエリア番号を含み、
　前記無線基地局は、移動局から該位置登録要求信号を受信した際に、該位置登録要求信
号により通知された旧位置登録エリア番号と、該無線基地局が属する位置登録エリアの番
号とが異なる場合にのみ、位置登録要求を位置管理センタに通知する手段を備えたことを
特徴とする請求項５記載の移動通信システム。
【請求項７】
　前記移動局の位置登録要求信号を送信する手段により送信される前記位置登録要求信号
は、該移動局の位置記憶部に記憶されていた旧無線基地局番号を含み、
　前記無線基地局は、移動局から該位置登録要求信号を受信した際に、該位置登録要求信
号に含まれる旧無線基地局番号の無線基地局に対して、当該移動局の番号の消去を要求す
る手段を備えたことを特徴とする請求項４乃至６の何れか１項記載の移動通信システム。
【請求項８】
　前記交換局は、着信接続の際、前記移動局記憶部への問い合わせに対する応答により複
数の無線呼出しエリアが識別された場合、該複数の無線呼出しエリアに属する無線基地局
に対して無線呼出しの実行を要求し、該無線呼出し実行要求に対する応答がなかった無線
呼出しエリアを管理する前記移動局記憶部に対して、該移動局の番号消去を要求する手段
を備えたことを特徴とする請求項１乃至６の何れか１項記載の移動通信システム。
【請求項９】
　前記無線基地局又は前記交換局に設けた移動局記憶部は、該移動局記憶部に記憶された
移動局の発信呼、着信呼又は位置登録要求が一定期間発生しなかった場合に、該移動局の
番号を該移動局記憶部から消去する手段を備えたことを特徴とする請求項１乃至６の何れ
か１項記載の移動無線システム。
【請求項１０】
　前記位置管理センタは、移動局からの位置登録要求を受信すると、以前登録されていた
位置登録エリアに属する無線呼出しエリアを管理する移動局記憶部に対して、該移動局の
移動局番号の消去を要求する手段を備えたことを特徴とする請求項１乃至６の何れか１項
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記載の移動無線システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、移動通信システムに関し、特に、自動車電話システム、携帯電話システム又は
ＰＨＳ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｈａｎｄｙ　ｐｈｏｎｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）等の移動通信シス
テムにおいて、移動局の所在位置の登録とその消去及び登録された移動局の所在位置の狭
い範囲で無線呼出しを行う移動通信システムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
図１５は従来の移動通信システムの説明図である。同図において、１５－１は位置管理セ
ンタ、１５－２は交換局、１５－３は位置登録エリア、１５－４は無線基地局、１５－５
は移動局である。又、ＬＡＩ１，ＬＡＩ２は位置登録エリアを識別する番号である。
【０００３】
移動通信システムにおいて、広範囲に亘るサービスエリアを移動する移動局１５－５の所
在位置を識別するため、サービスエリアは、位置登録エリアと呼ばれる所在位置を登録す
るいくつかのエリア１５－３に分割され、それぞれの位置登録エリアに属する無線基地局
１５－４は、周期的に位置登録エリア１５－３の識別番号を表す無線信号を送信する。
【０００４】
移動局１５－５は、該位置登録エリア１５－３の識別番号を受信・記憶し、位置登録エリ
ア１５－３を越えて移動すると、以前に受信・記憶した識別番号ＬＡＩ１と今回受信した
識別番号ＬＡＩ２とが異なることを検出し、無線基地局１５－４に対して該移動局の番号
を含む位置登録要求信号を送信する。
【０００５】
位置登録要求信号を受信した無線基地局１５－４は、交換局１５－２を経由して位置管理
センタ１５－１に位置登録要求を通知し、位置管理センタ１５－１は、各移動局１５－５
毎に該移動局１５－５が所在する位置登録エリア１５－３の番号を登録・管理する。
【０００６】
そして、移動局１５－５への着信呼が発生すると、交換局１５－２は、位置管理センタ１
５－１に対し、当該移動局１５－５の所在する位置登録エリア１５－３を問い合わせて認
識し、当該移動局１５－５が所在する位置登録エリア１５－３内に属する全ての無線基地
局１５－４に対して無線呼出しの要求を行い、その全ての無線基地局１５－４は、それぞ
れ、配下の無線ゾーンにおいて移動局１５－５に対する無線呼出しを一斉に行っていた。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
このように、位置登録エリア１５－３では、移動局１５－５の位置登録エリア間の移動に
伴い、移動局１５－５から位置登録要求信号が送信され、又、移動局への着信呼発生時に
、無線基地局１５－４から一斉無線呼出しが行われる。そのため、位置登録エリア１５－
３をあまり広くすると、移動局１５－５への着信時に、広範な位置登録エリア１５－３に
存在する全ての無線基地局１５－４によって無線呼出しが行われることとなるため、呼出
し対象の移動局１５－５が配下の無線ゾーンに存在しない多数の無線基地局１５－４にお
いて、無効な無線呼出しが行われ、無線資源の利用効率が低下する。
【０００８】
一方、位置登録エリア１５－３をあまり狭くすると、移動局１５－５の移動に伴う位置登
録エリア１５－３の変更による位置登録要求信号が頻繁に発生し、位置管理センタ１５－
１に対する位置登録要求のトラフィックが増加し、位置管理センタ１５－１に大きな負荷
を掛けてしまうという問題がある。
【０００９】
本発明は、一斉に無線呼出しを行うエリアを狭くして無効な無線呼出しを減少させ、無線
資源の利用効率の向上を図ると共に、位置管理センタに対する位置登録要求の発生頻度は
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、従前と同程度で増大することがない移動通信システムを提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　本発明の移動通信システムは、（１）移動局の所在位置を、位置登録エリアを単位とし
て登録する位置管理センタと、該位置管理センタに登録された移動局の所在位置に基づい
て、無線基地局と連携して移動局に対する呼処理を行う交換局と、移動局に対して無線チ
ャネル設定制御を行う無線基地局と、無線基地局との間で無線信号の送受を行う移動局と
から成る移動通信システムにおいて、前記位置登録エリアを細分化した無線呼出しエリア
に所在する移動局を登録する移動局記憶部を、該無線呼出しエリアを管理する前記無線基
地局又は前記交換局に該無線呼出しエリア対応に設け、前記無線基地局は、移動局からの
位置登録要求信号を受信したとき、前記無線呼出しエリア対応の移動局記憶部に該移動局
を記憶させる手段と、該位置登録要求信号を基に、前記位置登録エリアの変更が か
否かを判定し、変更が ときにのみ、前記位置管理センタに位置登録要求を通知する
手段を備え、前記交換局は、前記移動局への着信があった際に、前記位置管理センタから
通知された位置登録エリアに属する無線呼出しエリアを管理する前記無線基地局又は前記
交換局に設けた前記移動局記憶部への問い合わせに対する応答により、当該着信対象の移
動局が所在する無線呼出しエリアを識別する手段と、該識別された無線呼出しエリアに属
する無線基地局に対して、無線呼出しの実行を要求する手段とを備えたものである。
【００１１】
又、（２）前記無線基地局は、前記移動局に対して無線チャネル設定制御を行う無線チャ
ネル制御部と、前記交換局と連携して有線チャネルの設定制御を行う有線チャネル制御部
と、前記移動局から位置登録要求信号を受信した際に、当該移動局を識別する移動局番号
を記憶する移動局記憶部とを備えたものである。
【００１２】
又、（３）前記無線基地局は、該無線基地局が属する位置登録エリアと無線呼出しエリア
とをそれぞれ識別する位置登録エリア番号と無線呼出しエリア番号と、該無線基地局を識
別する無線基地局番号とを移動局に対して通知する無線信号を送信する手段を備えたもの
である。
【００１３】
又、（４）前記移動局は、前記無線基地局と連携して無線チャネル設定制御を行う無線制
御部と、無線基地局から送信された前記位置登録エリア番号、前記無線呼出しエリア番号
及び前記無線基地局番号を記憶する位置記憶部とを備えたものである。
【００１４】
（５）前記移動局は、該移動局の位置記憶部に既に記憶されている前記位置登録エリア番
号及び前記無線呼出しエリア番号と、無線基地局から送信された前記位置登録エリア番号
及び前記無線呼出しエリア番号とを照合し、該位置登録エリア番号又は無線呼出しエリア
番号の少なくとも一方が異なることを検出したとき、無線基地局に対して、該移動局を識
別する移動局番号を含む位置登録要求信号を送信する手段を備えたものである。
【００１５】
又、（６）前記移動局の位置登録要求信号を送信する手段により送信される前記位置登録
要求信号は、更に、該移動局の位置記憶部に記憶されていた旧位置登録エリア番号及び旧
無線呼出しエリア番号を含み、前記無線基地局は、移動局から該位置登録要求信号を受信
した際に、該位置登録要求信号により通知された旧位置登録エリア番号と、該無線基地局
が属する位置登録エリアの番号とが異なる場合にのみ、位置登録要求を位置管理センタに
通知する手段を備えたものである。
【００１６】
又、（７）前記移動局の位置登録要求信号を送信する手段により送信される前記位置登録
要求信号は、該移動局の位置記憶部に記憶されていた旧無線基地局番号を含み、前記無線
基地局は、移動局から該位置登録要求信号を受信した際に、該位置登録要求信号に含まれ
る旧無線基地局番号の無線基地局に対して、当該移動局の番号の消去を要求する手段を備
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えたものである。
【００１７】
又、（８）前記交換局は、着信接続の際、前記移動局記憶部への問い合わせに対する応答
により複数の無線呼出しエリアが識別された場合、該複数の無線呼出しエリアに属する無
線基地局に対して無線呼出しの実行を要求し、該無線呼出し実行要求に対する応答がなか
った無線呼出しエリアを管理する前記移動局記憶部に対して、該移動局の番号消去を要求
する手段を備えたものである。
【００１８】
又、（９）前記無線基地局又は前記交換局に設けた移動局記憶部は、該移動局記憶部に記
憶された移動局の発信呼、着信呼又は位置登録要求が一定期間発生しなかった場合に、該
移動局の番号を該移動局記憶部から消去する手段を備えたものである。
【００１９】
又、（１０）前記位置管理センタは、移動局からの位置登録要求を受信すると、以前登録
されていた位置登録エリアに属する無線呼出しエリアを管理する移動局記憶部に対して、
該移動局の移動局番号の消去を要求する手段を備えたものである。
【００２０】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の実施の形態の移動通信システムの説明図である。同図において、１－１は
位置管理センタ、１－２は交換局、１－３は位置登録エリア、１－４は位置登録エリア内
の無線呼出しエリア、１－５は無線基地局、１－６移動局である。
【００２１】
本発明の実施の形態の移動通信システムは、位置登録エリア１－３内に該位置登録エリア
１－３を細分化した無線呼出しエリア１－４を設け、この無線呼出しエリア１－４を単位
として無線呼出しを行うものである。従来、位置登録エリア１－３を単位として無線呼出
しを行っていたのに対し、本発明は、細分化した無線呼出しエリア１－４を単位として無
線呼出しを行うことにより、無線呼出しを行う範囲を狭くし、無効な無線呼出しを減少さ
せて無線資源の利用効率を向上させる。
【００２２】
移動局１－６は無線呼出しエリア１－４が変わる毎に、所在する無線呼出しエリア１－４
を更新するトラフィックが発生する。しかし交換局１－２は、無線呼出しエリア１－４が
更新されても、位置管理センタ１－１には通知せず、位置登録エリア１－３に変更が生じ
た場合のみ、位置管理センタ１－１に位置登録要求を送信するため、位置管理センタ１－
１で行われる位置登録処理の負担は従前の場合と同程度であり、位置管理センタ１－１で
の負荷が増大することはない。
【００２３】
図２は本発明の実施の形態の無線基地局の構成を示す図である。同図において、２－１は
移動局記憶部、２－２は有線チャネル制御部、２－３は無線チャネル制御部、２－４は有
線チャネルインタフェース部、２－５は無線送受信部である。
【００２４】
無線基地局の移動局記憶部２－１は、該無線基地局が管理する無線呼出しエリア内に所在
する移動局の番号を記憶し、有線チャネル制御部２－２は、該移動局記憶部２－１の記憶
内容に関する交換局からの問い合わせに対して応答すると共に、交換局からの無線呼出し
要求を受け取り、又、交換局側に対して発呼要求や位置登録エリアの変更による位置登録
要求等、交換局側に対する従前の処理と同様の処理を行う。
【００２５】
無線チャネル制御部２－３は、配下の無線ゾーンにおいて、移動局に対し、位置登録エリ
ア、無線呼出しエリア及び当該無線基地局の番号を一斉送信すると共に、移動局から位置
登録エリア又は無線呼出しエリアの変更による登録要求を受信し、更に従前と同様の無線
チャネル設定のための制御を行う。無線送受信部２－５は、無線チャネル制御部２－３の
制御に従って、移動局との間で、情報チャネル及び制御チャネルの信号を無線により送受
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する。
【００２６】
図３は本発明の実施の形態の移動局の構成を示す図である。同図において、３－１は位置
記憶部、３－２は無線チャネル制御部、３－３は無線送受信部である。位置記憶部３－１
は、無線基地局から送信され、当該移動局で受信された位置登録エリアの番号、無線呼出
しエリアの番号及び当該無線基地局の番号を記憶する。
【００２７】
無線チャネル制御部３－２は、移動局の移動に伴い、位置記憶部３－１に以前に記憶され
た位置登録エリアの番号又は無線呼出しエリアの番号と異なるものが無線基地局から受信
されたとき、移動局が異なるエリアに移動したと判定し、エリア変更の登録要求を送信す
る。無線送受信部３－３は、無線チャネル制御部３－２の制御に従って、無線基地局との
間で、情報チャネル及び制御チャネルの信号を無線により送受する。
【００２８】
次に、図４乃至図１０を参照して、本発明の実施の形態の位置登録と無線呼出し実行要求
と位置登録の消去の動作について説明する。
図４は本発明の実施の形態の移動局における位置登録要求手順のフローチャートである。
先ず、手順４－１において、無線基地局１－５から通知される位置登録エリアの番号ＬＡ
Ｉ、無線呼出しエリアの番号ＰＡＩ及び無線基地局の番号ＢＳＩを周期的に取得する。
【００２９】
手順４－２において、無線基地局１－５から通知された位置登録エリアの番号ＬＡＩと移
動局の位置記憶部３－１に記録されている位置登録エリアの番号ＬＡＩが等しいか否かを
判定する。
【００３０】
手順４－２の判定結果が、位置登録エリア番号不一致のために偽となるとき、移動局１－
６が位置登録エリア１－３を越えて移動したと判断し、手順４－３において、新規に受信
される位置登録エリアの番号ＬＡＩ、無線呼出しエリアの番号ＰＡＩ、及び無線基地局の
番号ＢＳＩを、移動局の位置記憶部３－１に記録し、手順４－４において、位置登録要求
の信号を無線基地局１－５に対して送信する。この手順以降の無線基地局１－５における
位置登録の処理手順は、図５及び図６を参照して後に説明する。
【００３１】
前記手順４－２の判定結果が、位置登録エリア番号一致により真となるとき、手順４－５
において、無線基地局１－５から通知された無線呼出しエリア番号ＰＡＩと移動局の位置
記憶部３－１に記録されている無線呼出しエリア番号ＰＡＩが等しいか否かを調べる。
【００３２】
手順４－５の判定結果が、無線呼出しエリア番号不一致のために偽となるとき、手順４－
６において新規の無線呼出しエリア番号ＰＡＩ及び無線基地局番号ＢＳＩを、移動局の位
置記憶部３－１に記憶させた後、手順４－７において位置登録要求の信号を無線基地局１
－５に送信する。前述の手順４－５の判定結果が、無線呼出しエリア番号一致により真と
なるとき、手順４－１に戻る。
【００３３】
このように、移動局１－６は、位置登録エリアの番号ＬＡＩと無線呼出しエリア番号ＰＡ
Ｉと無線基地局番号ＢＳＩとを記憶し、無線基地局１－５から周期的に送信される位置登
録エリアの番号ＬＡＩと無線呼出しエリア番号ＰＡＩと無線基地局番号ＢＳＩとを受信し
、受信したそれらの番号と以前に記憶された位置登録エリアの番号ＬＡＩ又は無線呼出し
エリア番号ＰＡＩとが不一致となったとき、位置登録要求の信号を送信する。
【００３４】
図５は本発明の第１の実施の形態の無線基地局における位置登録要求信号受信時の処理手
順のフローチャートである。先ず、手順５－１において、移動局１－６から、移動局の番
号及び該移動局に記憶されていた位置登録エリア番号ＬＡＩを含む位置登録要求信号を受
信する。
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【００３５】
手順５－２において、位置登録要求信号を送信した移動局の番号を、無線基地局の移動局
記憶部２－１に登録し、手順５－３において、該移動局１－６から通知された位置登録エ
リア番号ＬＡＩが、当該無線基地局１－５が属する位置登録エリアの番号ＬＡＩと相違す
るか否かにより、該移動局１－６が新しい位置登録エリアに移動してきた移動局であるか
否かを判定する。
【００３６】
手順５－３の判定結果が真のとき、即ち、新しい位置登録エリアに移動してきた移動局で
あると判定したとき、手順５－４において、位置登録エリアを更新するため、位置登録要
求信号を位置管理センタ１－１に送信し、処理を終了する。前述の手順５－３の判定が偽
のとき、即ち、位置登録エリアの変更がないと判定したとき、位置登録要求信号を位置管
理センタ１－１に送信せず、処理を終了する。
【００３７】
この実施の形態において、移動局１－６が、無線呼出しエリア１－４又は位置登録エリア
１－３を越えて移動したとき、無線基地局１－５は、位置登録要求信号を受信して新しく
移動してきた移動局の番号を移動局記憶部２－１に登録し、更に位置登録エリア１－３を
越えた移動であるときは、位置管理センタ１－１に位置登録要求信号を送信する処理を行
う。
【００３８】
従って、以前に移動局が所在していた無線呼出しエリアの無線基地局（旧無線基地局）１
－５に登録されていた該移動局の番号は、この位置登録要求信号の送受の際に消去されず
、旧無線基地局１－５にも登録されたままとなるが、その消去は、後に説明するとおり、
タイマー処理又は着信接続の際の処理等により消去することができる。
【００３９】
図６は本発明の第２の実施の形態の無線基地局における位置登録要求信号受信時の処理手
順のフローチャートである。先ず、手順６－１において、移動局１－６から、移動局の番
号及び該移動局に記憶されていた位置登録エリア番号ＬＡＩを含む位置登録要求信号を受
信する。
【００４０】
手順６－２において、位置登録要求信号を送信した移動局１－６の番号を、無線基地局の
移動局記憶部２－１に登録し、手順６－３において、該移動局１－６から通知された位置
登録エリア番号ＬＡＩが、当該無線基地局１－５が属する位置登録エリアの番号ＬＡＩと
相違するか否かにより、該移動局１－６が新しい位置登録エリアに移動してきた移動局で
あるか否かを判定する。
【００４１】
手順６－３の判定結果が真のとき、即ち、新しい位置登録エリアに移動してきた移動局で
あると判定したとき、手順６－４において、位置登録エリアを更新するため、位置管理セ
ンタ１－１に位置登録要求信号を送信し、手順６－５に移行する。前述の手順６－３の判
定が偽のとき、即ち、位置登録エリアの変更がないと判定したとき、位置管理センタ１－
１に位置登録要求信号を送信せず、手順６－５に移行する。ここまでの処理は、前述の第
１の実施の形態と同様である。
【００４２】
手順６－５において、移動局１－６が以前に位置登録を行っていた無線基地局１－５を、
位置登録要求信号に含まれている無線基地局番号ＢＳＩにより認識し、該無線基地局１－
５対して、移動局番号消去要求信号を送信し、処理を終了する。
【００４３】
この実施の形態において、移動局１－６が、無線呼出しエリア１－４又は位置登録エリア
１－３を越えて移動したとき、無線基地局１－５は、位置登録要求信号を受信して新しく
移動してきた移動局の番号を基地局の移動局記憶部２－１に登録し、更に位置登録エリア
１－３を越えた移動であるときは、位置管理センタ１－１に位置登録要求信号を送信する
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処理を行うと共に、以前に移動局１－６が所在していた無線呼出しエリアの無線基地局（
旧無線基地局）１－５に対して、登録されていた該移動局の番号の消去を要求する信号を
送信し、旧無線基地局１－５は、該信号により、登録していた該移動局の番号を消去する
。
【００４４】
図７は本発明の実施の形態の無線基地局における移動局問い合わせ要求信号受信時の処理
手順のフローチャートである。手順７－１において、移動局問い合わせ要求信号を交換局
１－２から受信すると、手順７－２において、問い合わせ対象の移動局が無線基地局の移
動局記憶部２－１に登録されているか否かを検索し、手順７－３において、問い合わせ対
象の移動局が該無線基地局１－５に登録済であるか否かを判定する。
【００４５】
手順７－３の判定結果が、問い合わせ対象の移動局が登録済で真となるとき、手順７－４
において、その旨の移動局問い合わせ応答信号を交換局１－２に送信し、処理を終了する
。手順７－３の判定結果が、問い合わせ対象の移動局が未登録で偽となるとき、問い合わ
せ応答信号を交換局１－２に送信せず、処理を終了する。
【００４６】
図８は本発明の実施の形態の無線基地局におけるタイマによる移動局登録消去の処理手順
のフローチャートである。手順８－１において、移動局１－６が無線基地局の移動局記憶
部２－１に新規に登録されると、手順８－２において、登録された移動局対応のタイマを
起動し、手順８－３において該タイマに設定した所定期間が満了したか否かを判定する。
【００４７】
手順８－３の判定結果が、タイマ設定の所定期間満了により真となるとき、手順８－４に
おいて当該移動局の記録を消去し、処理を終了する。手順８－３の判定結果が、タイマ設
定の所定期間未了により偽となるとき、手順８－６において、当該移動局１－６の発信呼
、着信呼又は位置登録要求が発生したか否かを判定する。
【００４８】
手順８－６の判定結果が、該移動局１－６の発信呼、着信呼又は位置登録要求の発生によ
り真となるとき、手順８－７において前記タイマを再起動し、手順８－３に戻り同様の処
理を繰り返す。手順８－６の判定結果が、該移動局１－６の発信呼、着信呼又は位置登録
要求の不生起により偽となるとき、前記タイマの再起動を行うことなく手順８－３に戻り
同様の処理を繰り返す。
【００４９】
このように、無線基地局１－５に登録された移動局の番号は、該移動局の発信呼、着信呼
又は位置登録要求が、タイマに設定した所定期間内に発生しないとき、無線基地局１－５
は該移動局の番号を消去する。タイマに設定した所定期間内に、発信呼、着信呼又は位置
登録要求が発生した移動局の番号は消去しない。
【００５０】
従って、移動局の番号を登録した無線基地局が管轄する無線呼出しエリアから離脱した移
動局の番号は、該移動局の発信呼、着信呼又は位置登録要求が発生しないので、所定期間
経過後に消去される。一方、該無線基地局が管轄する無線呼出しエリアに移動局が所在す
る場合には、通常、ある程度の期間内に発信呼、着信呼又は位置登録要求が発生するので
、それを検出し、消去は行わない。
【００５１】
なお、移動局からの位置登録要求は、位置登録エリア又は無線呼出しエリアを移動した場
合のほか、移動局の電源を入れたときにも発生するので、移動局の番号は、無線基地局に
おいて一度消去されても、移動局の電源投入により、再び無線基地局において登録され、
又、前述のタイマに設定した所定期間内に移動局の電源投入が行われれば、タイマが再起
動され、消去されない。
【００５２】
図９は本発明の実施の形態の交換局における移動局への着信接続処理手順のフローチャー
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トである。先ず、手順９－１において、位置管理センタ１－１に登録された移動局の位置
登録エリアを管轄する交換局１－２が、該移動局への着信要求信号を受信すると、手順９
－２において、交換局１－２は、該着信要求信号により通知された位置登録エリアに属す
る無線基地局１－５に対して、それら無線基地局における着信対象の移動局についての登
録状態を問い合わせる。
【００５３】
手順９－３において、交換局１－２は問い合わせに対する無線基地局１－５からの応答信
号を受信し、手順９－４において、交換局１－２は、受信した応答信号は１つであったか
否か、即ち、着信対象の移動局が登録されていた無線基地局は唯一であったか、又は複数
であったかを判定する。（無線基地局１－５は、問い合わせ対象の移動局が登録済みであ
れば、交換局１－２に応答信号を返送し、未登録であれば応答信号を返送しないので、交
換局１－２は返送された応答信号の数により、問い合わせ対象の移動局が登録されていた
無線基地局の数を判定することができる。）
【００５４】
手順９－４の判定結果が、受信された応答信号が１つで真となるとき、手順９－５におい
て、問い合わせに対する応答信号を返送した無線基地局１－５を含む１つの無線呼出しエ
リア１－４内にのみ属する全ての無線基地局１－５に対して、無線呼出しの実行を要求し
、手順９－６において、該無線呼出しの実行要求に対する応答信号を受信し、手順９－７
において、その後の着信処理を続行する。
【００５５】
前記手順９－４の判定結果が、受信された応答信号が複数で偽となるとき、手順９－８に
おいて、該応答信号を返送した複数の無線基地局１－５を含む複数の無線呼出しエリア１
－４内にのみ属する全ての無線基地局１－５に対して、無線呼出しの実行を要求し、手順
９－９において、該無線呼出しの実行要求に対する応答信号を受信し、該応答信号を返送
した無線基地局１－５の無線呼出しエリア１－４を認識する。
【００５６】
手順９－１０において、無線呼出しの実行を要求した複数の無線呼出しエリア１－４内の
無線基地局１－５のうち、無線呼出し実行要求に対する応答信号が返送されなかった無線
呼出しエリア１－４に属する無線基地局１－５に対して、登録されていた該着信対象の移
動局の番号の消去を要求する。そして、手順９－７に移行し、その後の着信処理を続行す
る。
【００５７】
このように、前述した図５に示す本発明の第１の実施の形態の無線基地局における位置登
録要求信号受信時の処理により、消去されずに登録された状態のままとなっている、以前
に移動局が所在していた無線呼出しエリアの無線基地局（旧無線基地局）に登録されてい
た該移動局の番号は、図８に示した無線基地局１－５におけるタイマによる移動局登録消
去の処理、又は図９に示した交換局１－２における移動局への着信接続処理の際の、無線
呼出しの実行要求に対する不応答の無線基地局１－５に対しての着信対象移動局番号の消
去要求により、該無線基地局１－５での移動局登録消去が行われる。
【００５８】
図１０は本発明の実施の形態の登録位置管理センタにおける位置登録要求受信時の処理手
順のフローチャートである。先ず、手順１０－１において交換局１－２から位置登録要求
信号を受信すると、手順１０－２において、位置登録要求信号に設定されていた位置登録
エリア番号ＬＡＩを、移動局１－６の所在位置情報として更新する。
【００５９】
そして、手順１０－３において、移動局１－６が以前に所在していた旧位置登録エリア内
に属し、移動局を登録・管理する無線基地局１－５に対して、当該移動局の番号の消去要
求信号を送信し、処理を終了する。移動局の番号の消去要求信号を受信した無線基地局１
－５は、その移動局記憶部２－１に記憶された当該移動局の番号を消去する。
【００６０】

10

20

30

40

50

(9) JP 3903231 B2 2007.4.11



次に、図１１乃至図１４を参照して本発明の実施の形態の移動局移動時の位置登録とその
消去の処理のシーケンスについて説明する。
図１１は本発明の実施の形態の移動局移動時の移動通信システムの説明図である。同図に
おいて、１１－１は位置管理センタ、１１－２♯１は第１の交換局、１１－２♯２は第２
の交換局、ＬＡＩ１は第１の位置登録エリアの番号、ＬＡＩ２は第２の位置登録エリアの
番号、ＰＡＩ１－１及びＰＡＩ１－２は、それぞれ第１の位置登録エリアの第１及び第２
の無線呼出しエリアの番号、ＰＡＩ２－１は第２の位置登録エリアの第１の無線呼出しエ
リアの番号、ＢＳ１－１－１及びＢＳ１－１－２は、それぞれ第１の位置登録エリアの第
１の無線呼出しエリアの第１及び第２の無線基地局の番号、ＢＳ１－２－１及びＢＳ１－
２－２は、それぞれ第１の位置登録エリアの第２の無線呼出しエリアの第１及び第２の無
線基地局の番号、ＢＳ２－１－１及びＢＳ２－１－２は、それぞれ第２の位置登録エリア
の第１の無線呼出しエリアの第１及び第２の無線基地局の番号、ＭＳ１は或る移動局の番
号である。
【００６１】
又、（１）乃至（３）は番号ＭＳ１の移動局が移動したときの所在位置を示す。（１）は
第１の位置登録エリアの第１の無線呼出しエリア内の位置であり、（２）は第１の位置登
録エリアの第２の無線呼出しエリア内の位置であり、（３）は第２の位置登録エリアの第
１の無線呼出しエリア内の位置であるとする。
【００６２】
第１の交換局１１－２♯１は、番号ＬＡ１の位置登録エリア（以下、位置登録エリアＬＡ
１と記す）を形成し、番号ＢＳ１－１－１，ＢＳ１－１－２，ＢＳ１－２－１，ＢＳ１－
２－２の無線基地局（以下、無線基地局ＢＳ１－１－１，・・・，ＢＳ１－２－２と記す
）が接続されている。位置登録エリアＬＡ１は、番号ＰＡ１－１及びＰＡ１－２の２つの
無線呼出しエリア（以下、無線呼出しエリアＰＡ１－１，ＰＡ１－２と記す）に分割され
、それぞれの無線呼出しエリアには、無線基地局ＢＳ１－１－１，ＢＳ１－１－２、及び
無線基地局ＢＳ１－２－１，ＢＳ１－２－２が配置されている。
【００６３】
又、第２の交換局１１－２♯２は、位置登録エリアＬＡ２を形成し、無線基地局ＢＳ２－
１－１，ＢＳ２－１－２が接続されている。位置登録エリアＬＡ２も同様にいくつかの無
線呼出しエリアに分割されるが、図１１には、その一部として無線呼出しエリアＰＡ２－
１のみを示している。無線呼出しエリアＰＡ２－１には、無線基地局ＢＳ２－１－１，Ｂ
Ｓ２－１－２が配置されている。
【００６４】
番号ＭＳ１の移動局（以下、移動局ＭＳ１と記す）が、図１１に示すように、（１）、（
２）、（３）の位置にそれぞれ移動したときにやり取りされる信号送受のシーケンスにつ
いて以下に説明する。図１２乃至図１４は本発明の実施の形態の移動局移動時の位置登録
とその消去及び無線呼出しの実行の信号送受のシーケンスチャートである。
【００６５】
図１２の〔１〕は、移動局ＭＳ１が位置登録エリアＬＡＩ１、無線呼出しエリアＰＡＩ１
－１の位置（１）に所在している初期状態を示し、このとき、移動局ＭＳ１の位置記憶部
３－１には、移動局ＭＳ１の所在する位置登録エリアとしてＬＡＩ１、無線呼出しエリア
としてＰＡＩ１－１が記憶され、又、無線基地局ＢＳ１－１－１の移動局位置記憶部２－
１には、移動局ＭＳ１が登録され、位置管理センタ１－１には、移動局ＭＳ１の位置登録
エリアとして番号ＬＡＩ１が登録されている。
【００６６】
図１２の〔２〕は、移動局ＭＳ１が、前述の位置（１）から無線呼出しエリアＰＡＩ１－
２内の位置（２）に移動したときの信号送受のシーケンスである。移動局ＭＳ１が無線呼
出しエリアＰＡＩ１－２に移動すると、移動局ＭＳ１は、当該無線呼出しエリアに属する
無線基地局ＢＳ１－２－１から周期的に送信される「位置登録エリア番号ＬＡＩ１、無線
呼出しエリア番号ＰＡＩ１－２」の無線信号を受信する。
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【００６７】
このとき、移動局ＭＳ１は、位置記憶部３－１内に記憶されている位置情報と比較して、
位置登録エリアは変わっていないが、無線呼出しエリアが変わったことを検出し、無線基
地局ＢＳ１－２－１に対して、移動局番号ＭＳ１と、記憶されていた位置登録エリア番号
ＬＡＩ１とを含む位置登録要求信号を送信する（１２－１）。
【００６８】
位置登録要求を受信した無線基地局ＢＳ１－２－１は、移動局記憶部２－１に、移動局の
番号ＭＳ１を記録する。無線基地局ＢＳ１－２－１は、当該位置登録要求信号に含まれて
いる以前の位置登録エリア番号ＬＡＩ１を参照することにより、位置登録要求信号を位置
管理センタ１１－１に送信する必要性のないことを認識し、位置登録応答信号を移動局Ｍ
Ｓ１に返して処理を終了する（１２－２）。
【００６９】
ここで、移動局ＭＳ１に対する着信要求を第１の交換局１１－２♯１が受け取ると（１２
－３）、位置管理センタ１１－１に登録されている移動局ＭＳ１の位置登録エリアＬＡＩ
１に属する全ての無線基地局１－５に対して、移動局ＭＳ１の問い合わせを要求する（１
２－４）。この要求に対して、無線基地局ＢＳ１－１－１及びＢＳ１－２－１は、移動局
ＭＳ１が登録されているので応答信号を返送する（１２－５）。
【００７０】
なお、このとき、移動局ＭＳ１による発信・着信が一定期間行われず、前述した無線基地
局ＢＳ１－１－１におけるタイマ処理により、無線基地局ＢＳ１－１－１における移動局
ＭＳ１の登録が消去されている場合には、無線基地局ＢＳ１－２－１のみが応答信号を返
送する。
【００７１】
第１の交換局１－２♯１は、無線呼出しエリアＰＡＩ１－１及びＰＡＩ１－２に属する無
線基地局ＢＳ１－１－１及びＢＳ１－２－１から、移動局ＭＳ１の問い合わせ応答の信号
が返送されたことにより、移動局ＭＳ１が無線呼出しエリアＰＡＩ１－１又はＰＡＩ１－
２のいずれかに所在すると認識し、この無線呼出しエリアＰＡＩ１－１及びＰＡＩ１－２
に属する全ての無線基地局ＢＳ１－１－１，ＢＳ１－１－２，ＢＳ１－２－１，ＢＳ１－
２－２に対して、無線呼出し要求信号を送信する（１２－６）。
【００７２】
当該無線呼出し要求を受信した各無線基地局は、それぞれが管理する無線ゾーンに対して
無線呼出しを行い、その無線呼出しに移動局ＭＳ１が応答すると、このとき、移動局ＭＳ
１は、無線基地局ＢＳ１－２－１が管理する無線ゾーンに所在しているため、無線基地局
ＢＳ１－２－１が移動局ＭＳ１からの無線呼出し応答信号を受信する（１２－７）。
【００７３】
そして、この無線呼出し応答信号は、第１の交換局１１－２♯１に送信され（１２－８）
、第１の交換局１１－２♯１は、無線基地局ＢＳ１－２－１に対して通常の着信要求を行
い（１２－９）、無線基地局ＢＳ１－２－１は該着信要求により、移動局ＭＳ１に対して
着信要求を行う（１２－１０）。
【００７４】
その後、第１の交換局１１－２♯１は、移動局ＭＳ１の問い合わせに対して登録済みの応
答はあったが、無線呼出しに対する応答がなかった無線呼出しエリアＰＡＩ１－１の無線
基地局ＢＳ１－１－１に対して、移動局ＭＳ１に関する登録を消去する旨を要求する（１
２－１１）。
【００７５】
無線基地局ＢＳ１－１－１は、この登録消去の要求により、移動局ＭＳ１の登録を消去し
、その旨の応答信号を第１の交換局１２－♯１に返送する（１２－１２）。なお、この移
動局番号の登録消去の要求は、着信の度に行う必要はなく、網のトラフィック負荷が低い
とき等に、複数の移動局番号に関して一括して登録消去の要求を行うこともできる。
【００７６】
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図１３は、更に、移動局ＭＳ１が図１１の位置（２）から位置（３）まで移動したときの
、位置登録とその消去の信号送受のシーケンスを示している。図１３の〔２〕は、移動局
ＭＳ１が位置登録エリアＬＡＩ１、無線呼出しエリアＰＡＩ１－２の位置（２）に所在し
ている状態を示し、このとき、移動局ＭＳ１の位置記憶部３－１には、移動局ＭＳ１の所
在する位置登録エリアとしてＬＡＩ１、無線呼出しエリアとしてＰＡＩ１－２が記憶され
、又、無線基地局ＢＳ１－２－１の移動局位置記憶部２－１には、移動局ＭＳ１が登録さ
れ、位置管理センタ１１－１には、移動局ＭＳ１の位置登録エリアとして番号ＬＡＩ１が
登録されている。
【００７７】
図１３の〔３〕は、移動局ＭＳ１が図１１の位置（３）に移動したときの信号送受のシー
ケンスを示し、先ず、移動局ＭＳ１が位置（３）に移動すると、無線基地局ＢＳ２－１－
１から周期的に送信される「位置登録エリア番号ＬＡＩ２、無線呼出しエリア番号ＰＡＩ
２－１」なる無線信号を受信する。
【００７８】
このとき、移動局ＭＳ１は、位置記憶部３－１内に記憶されている位置情報と比較して、
位置登録エリアが変わっていることを検出し、無線基地局ＢＳ－２－１－１に対して位置
登録要求信号を送信する（１３－１）。この位置登録要求信号を受信した無線基地局ＢＳ
２－１－１は、その移動局記憶部２－１に移動局の番号ＭＳ１を登録する。
【００７９】
更に、無線基地局ＢＳ２－１－１は、この位置登録要求信号に設定されていた以前の位置
登録エリア番号ＬＡＩ１を参照し、当該無線基地局ＢＳ２－１－１が属する位置登録エリ
アの番号ＬＡＩ２と相違するので、位置管理センタに位置登録要求する必要があることを
認識し、位置登録要求信号を第２の交換局１１－２♯２に送信し（１３－２）、第２の交
換局１１－２♯２は、該位置登録要求信号を位置管理センタ１１－１に送信する（１３－
３）。
【００８０】
位置管理センタ１１－１では、該位置登録要求信号を受信すると、移動局ＭＳ１に関する
位置登録エリアの番号をＬＡＩ２に更新し、第２の交換局１１－２♯２に位置登録応答信
号を送信し（１３－４）、第２の交換局１１－２♯２は無線基地局ＢＳ２－１－１に位置
登録応答信号を送信し（１３－５）、無線基地局ＢＳ２－１－１は移動局ＭＳ１に位置登
録応答信号を送信し（１３－６）、移動局ＭＳ１はその位置記憶部３－１に位置登録エリ
アとしてＬＡＩ２、無線呼出しエリアとしてＰＡＩ２－１を記憶する。
【００８１】
位置管理センタ１１－１は、これまで移動局ＭＳ１所在した位置登録エリアＬＡＩ１に属
する無線基地局に対して、移動局番号の消去を要求するため、該位置登録エリアＬＡＩ１
を管轄する第１の交換局１１－２♯１に対して、移動局番号消去要求信号を送信する（１
３－７）。
【００８２】
該移動局番号消去要求信号を受信した第１の交換局１１－２♯１は、位置登録エリアＬＡ
Ｉ１に属する無線基地局に対して移動局番号消去要求信号を送信する（１３－８）。移動
局番号消去要求信号を受け取った基地局ＢＳ１－２－１は、その移動局記憶部２－１に記
憶している移動局番号ＭＳ１を消去し、第１の交換局１１－２♯１に移動局番号消去応答
信号を返送し（１３－９）、第１の交換局１１－２♯１は位置管理センタ１１－１に移動
局番号消去応答信号を返送する（１３－１０）。なお、この移動局番号の消去の要求は、
このように位置登録の度に行う必要はなく、網のトラフィック負荷が低いとき等に、複数
の移動局番号に関して一括して登録消去の要求を行うこともできる。
【００８３】
図１４は、前述した図６に示すように、移動局ＭＳ１が位置登録の要求を行った際に、こ
れを受け取った無線基地局が、以前に位置登録を行った無線基地局に対して移動局番号消
去の要求を行う場合の信号送受のシーケンスチャートである。
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【００８４】
図１４の〔１〕は、前述の図１２の〔１〕の場合と同様、移動局ＭＳ１が位置登録エリア
ＬＡＩ１、無線呼出しエリアＰＡＩ１－１内の位置（１）に所在している初期状態を示し
、このとき、移動局ＭＳ１の位置記憶部３－１には、同様に移動局ＭＳ１の所在する位置
登録エリアとしてＬＡＩ１、無線呼出しエリアとしてＰＡＩ１－１が記憶されるほか、該
移動局ＭＳ１が登録されている無線基地局ＢＳ１－１－１をも記憶している。
【００８５】
又、前述の図１２の〔１〕の場合と同様、無線基地局ＢＳ１－１－１の移動局位置記憶部
２－１には、移動局ＭＳ１が登録され、位置管理センタ１１－１には、移動局ＭＳ１の位
置登録エリアとして番号ＬＡＩ１が登録されている。
【００８６】
図１４の〔２〕は、移動局ＭＳ１が、前述の位置（１）から無線呼出しエリアＰＡＩ１－
２内の位置（２）に移動したときの信号送受のシーケンスである。図１２の場合と同様、
移動局ＭＳ１は、無線呼出しエリアにＰＡＩ１－２属する無線基地局ＢＳ１－２－１から
周期的に送信される「位置登録エリア番号ＬＡＩ１、無線呼出しエリア番号ＰＡＩ１－２
」の無線信号を受信する。
【００８７】
移動局ＭＳ１は、位置記憶部３－１内に記憶されている位置情報と比較して、無線呼出し
エリアが変わったことを検出し、無線基地局ＢＳ１－２－１に対して、移動局番号ＭＳ１
と、記憶されていた位置登録エリア番号ＬＡＩ１及び無線基地局番号（旧無線基地局番号
）ＢＳ１－１－１とを含む位置登録要求信号を送信する位置登録要求信号を送信する（１
４－１）。
【００８８】
該位置登録要求信号を受信した無線基地局ＢＳ１－２－１は、図１２の場合と同様に該移
動局番号ＭＳ１を記憶し、又、位置登録要求信号に含まれている以前の位置登録エリア番
号ＬＡＩ１を参照して位置管理センタ１１－１に位置登録要求を行う必要がないことを認
識し、この後、旧無線基地局ＢＳ１－１－１に対して、当該移動局に関する移動局番号Ｍ
Ｓ１の消去を要求する（１４－２）。
【００８９】
旧無線基地局ＢＳ１－１－１は、移動局番号ＭＳ１の消去要求信号を受け取ると、移動局
記憶部２－１に記憶されている移動局番号ＭＳ１を消去し、無線基地局ＢＳ１－２－１に
移動局番号消去応答信号を返送し（１４－３）、無線基地局ＢＳ１－２－１は、移動局Ｍ
Ｓ１に位置登録応答信号を送信し（１４－４）、移動局ＭＳ１は位置記憶部３－１に位置
登録エリア番号ＬＡＩ１、無線呼出しエリア番号ＰＡＩ１－２及び無線基地局番号ＢＳ１
－２－１を記憶する。
【００９０】
この後の着信手順については、図１２、図１３と同様であり、着信要求を第１の交換局１
１－２♯１が受け取ると（１４－５）、位置管理センタ１１－１に登録されている移動局
ＭＳ１の位置登録エリアＬＡＩ１に属する全ての無線基地局１－５に対して、移動局ＭＳ
１の問い合わせを要求する（１４－６）。
【００９１】
この要求に対して、移動局ＭＳ１が登録されている無線基地局ＢＳ１－２－１は、応答信
号を返送する（１４－７）。第１の交換局１１－２♯１は、無線呼出しエリアＰＡＩ１－
２に属する無線基地局ＢＳ１－２－１から、移動局ＭＳ１の問い合わせ応答の信号が返送
されたことにより、移動局ＭＳ１が無線呼出しエリアＰＡＩ１－２に所在すると認識し、
無線呼出しエリアＰＡＩ１－２に属する全ての無線基地局ＢＳ１－２－１，ＢＳ１－２－
２に対して、無線呼出し要求信号を送信する（１４－８）。
【００９２】
無線呼出し要求を受信した無線基地局ＢＳ１－２－１，ＢＳ１－２－２は、それぞれが管
理する無線ゾーンに対して無線呼出しを行い、その無線呼出しに移動局ＭＳ１が応答する
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と、移動局ＭＳ１は、無線基地局ＢＳ１－２－１が管理する無線ゾーンに所在していると
すると、無線基地局ＢＳ１－２－１が移動局ＭＳ１からの無線呼出し応答信号を受信する
（１４－９）。
【００９３】
無線呼出し応答信号は、第１の交換局１１－２♯１に送信され（１４－１０）、第１の交
換局１１－２♯１は、無線基地局ＢＳ１－２－１に対して通常の着信要求を行い（１４－
１１）、無線基地局ＢＳ１－２－１は該着信要求により、移動局ＭＳ１に対して着信要求
を行う（１４－１２）。
【００９４】
この実施の形態では、位置登録の際に、位置登録済の旧無線基地局に対して移動局番号の
消去要求を行うため、各移動局番号が登録されている無線基地局を常に１つに保つことが
できる。従って、無線呼出しの対象となる無線呼出しエリアを常に１つに特定することが
でき、より無線呼出し実行時の無線リソースの利用効率を高めることができる。
【００９５】
なお、この実施の形態では、位置登録の要求発生の都度、旧無線基地局に対して移動局番
号消去を行うようにしているが、ある一定数の移動局番号消去の要求を貯めておき、複数
の移動局番号に関して一括して登録消去の要求を行うこともできる。
【００９６】
これまで説明してきた本発明の実施の形態は、１つの交換局が１つの位置登録エリアを管
轄する移動通信システムの構成例であったが、本発明は、１つの交換局が複数の位置登録
エリアを管轄したり、又は、複数の交換局が１つの位置登録エリアを管轄する移動通信シ
ステムに適用しうるものである。又、無線呼出しエリアには複数の無線基地局が含まれる
構成例示したが、本発明は、無線呼出しエリアを個々の無線基地局単位に対応させた移動
通信システムにも適用しうるものである。
【００９７】
更に、本発明の実施の形態において、移動局が送信する位置要求信号のメッセージは、位
置登録エリア番号と無線呼出しエリア番号と基地局番号とを含むものであったが、各無線
基地局は、自らの属している位置登録エリア番号を認識することができ、位置管理センタ
に位置登録要求のメッセージを送信するとき、移動局から通知された情報に、位置登録エ
リア番号を付加して送信する構成にすれば、移動局は、位置登録要求信号の送信時に、位
置登録エリアに変更が生じたか否かの情報を送信し、位置登録エリア番号と無線呼出しエ
リア番号とを送信しない構成とすることができる。
【００９８】
なお、基地局番号は、前述した図６及び図１４に示した実施の形態のように、無線基地局
が移動局から位置登録要求信号を受信したとき、直ちに旧無線基地局の移動局記憶部に記
憶された移動局番号の消去を要求する構成の場合に、送信する必要があるが、前述したタ
イマ処理又は着信接続の際の処理により消去する構成の場合は、送信する必要はない。
【００９９】
更に、本発明の実施の形態において、無線基地局が、無線呼出しエリアを管理する構成を
示したが、交換局が移動局の在圏する無線呼出しエリアを管理する構成とすることができ
、その場合、無線基地局に設けた移動局記憶部を交換局に設け、交換局は着信要求があっ
たとき、交換局に設けた移動局記憶部を検索して、移動局が所在する無線呼出しエリアの
番号を求め、該無線呼出しエリアに属する全無線基地局に対して無線呼出しの実行を要求
する構成とすることができる。
【０１００】
この構成の場合、移動局記憶部における移動局番号の消去は、移動局が、異なる交換局の
管理しているエリア（位置登録エリア或いは無線呼出しエリア）に移動したときに行うこ
ととなる。
【０１０１】
この、交換局が無線呼出しエリアを管理する構成では、移動局への着信接続の際に、着信
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対象の移動局が所在する位置登録エリアに属する全無線基地局に対して、移動局の登録の
有無の問い合わせを行わなくて済み、迅速な無線呼出しの実行要求を行うことができるが
、無線呼出しエリアを変更する位置登録要求が交換局に集中するため、交換局の処理負荷
は増加し、又、着信接続の際の移動局記憶部の検索処理を行う分、交換局の処理負荷は増
加する。
【０１０２】
以上のとおり、無線呼出しエリアを管理する装置は、無線基地局或いは交換局に設けるこ
とができ、そのいずれの構成でも、移動局の位置管理を位置登録エリアと無線呼出しエリ
アとの２つの階層で管理し、位置管理センタは位置登録エリアにおける移動局の位置のみ
を管理する構成であり、無線呼出しエリアにおける移動局の位置の管理は無線基地局又は
交換局により行われる。
【０１０３】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、位置登録エリアを細分化した無線呼出しエリアを
単位として、移動局に対する無線呼出しを行うことにより、狭い範囲で無線呼出しを行う
ので無線資源の利用効率を高めることができる。又、位置管理センタへの位置登録は、位
置登録エリア越えて移動したときにのみ要求し、無線呼出しエリアを越える移動では、無
線基地局又は交換局の移動局記憶部を更新するだけで、位置管理センタへの位置登録要求
を行わないので、位置管理センタへの位置登録発生回数は従前と同程度であり、位置管理
センタの負荷の増大をもたらすことはない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の移動通信システムの説明図である。
【図２】本発明の実施の形態の無線基地局の構成を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態の移動局の構成を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態の移動局における位置登録要求手順のフローチャートである
。
【図５】本発明の第１の実施の形態の無線基地局における位置登録要求信号受信時の処理
手順のフローチャートである。
【図６】本発明の第２の実施の形態の無線基地局における位置登録要求信号受信時の処理
手順のフローチャートである。
【図７】本発明の実施の形態の無線基地局における移動局問い合わせ要求信号受信時の処
理手順のフローチャートである。
【図８】本発明の実施の形態の無線基地局におけるタイマによる移動局登録消去の処理手
順のフローチャートである。
【図９】本発明の実施の形態の交換局における移動局への着信接続処理手順のフローチャ
ートである。
【図１０】本発明の実施の形態の登録位置管理センタにおける位置登録要求受信時の処理
手順のフローチャートである。
【図１１】本発明の実施の形態の移動局移動時の移動通信システムの説明図である。
【図１２】本発明の実施の形態の移動局移動時の位置登録とその消去及び無線呼出しの実
行の信号送受のシーケンスチャートである。
【図１３】本発明の実施の形態の移動局移動時の位置登録とその消去及び無線呼出しの実
行の信号送受のシーケンスチャートである。
【図１４】本発明の実施の形態の移動局移動時の位置登録とその消去及び無線呼出しの実
行の信号送受のシーケンスチャートである。
【図１５】従来の移動通信システムの説明図である。
【符号の説明】
１－１　位置管理センタ
１－２　交換局
１－３　位置登録エリア
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１－４　位置登録エリアの無線呼出しエリア
１－５　無線基地局
１－６　移動局

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 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 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】
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