
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動ステーションと、テレコミュニケーションサービスを提供する少なくとも１つのコ
アネットワークと、これら移動ステーションとコアネットワークとの間に接続を与える無
線アクセスネットワークとを備え、移動ステーションの位置に関する移動テレコミュニケ
ーションシステム情報が無線アクセスネットワークに記憶される移動テレコミュニケーシ
ョンシステムにおける位置管理方法において、
　ある位置エリアの精度で上記無線アクセスネットワークにおける移動ステーションの位
置を追跡し、
　少なくとも１つの位置エリアを含む報告エリアを決定し、
　移動ステーションの位置の変化をある報告エリアの精度でコアネットワークに報告する
、
という段階を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　複数の位置精度レベルが定義され、各位置精度レベルは、異なるサイズの位置エリアを
有し、そして無線アクセスネットワークは、移動ステーションの追跡に使用されるべきこ
れら精度レベルの１つを選択

請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　上記報告エリアは、１位置の精度レベルの位置エリアである請求項２に記載の方法。
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し、上記報告エリアは、選択された位置精度レベルで少なく
とも１つの位置エリアを含む、



【請求項４】
　上記無線アクセスネットワークは、移動ステーションを使用している加入者によって現
在利用されているサービスに基づいて位置精度レベルを選択する請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　上記無線アクセスネットワークは、コアネットワークにより与えられるサービスパラメ
ータに基づいて位置精度レベルを選択する請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　上記無線アクセスネットワークは、移動ステーションを使用している加入者の過去の振
舞いに基づいて位置精度レベルを選択する請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　加入者の振舞いは、移動ステーションを探索するために無線アクセスネットワークが実
行したページングの数と、移動ステーションが実行した位置更新の数とに基づいて決定さ
れる請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　上記無線アクセスネットワークは、移動ステーションを追跡するときに使用すべき位置
精度レベルを移動ステーションに通知する請求項２に記載の方法。
【請求項９】
　上記コアネットワークは、移動ステーションが新たな報告エリアへと移動するときに移
動ステーションがそれ自身を再認証することを要求する請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　上記移動ステーションは、異なる報告エリアにおいて異なるサービスを受ける権利が与
えられる請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　上記移動ステーションは、異なる報告エリアにおいて異なるクオリティのサービスを受
ける権利が与えられる請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　上記コアネットワーク及び無線アクセスネットワークは、使用すべき報告エリアのサイ
ズについて交渉する請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　上記交渉は、サービスがアクチベートするときに行なわれる請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　上記交渉は、サービスがアクチベートされた状態にあるときに行なわれる請求項１２に
記載の方法。
【請求項１５】
　移動ステーションを使用している加入者が契約したサービスに対する異なるサービスエ
リアのサービスパラメータを指定して、コアネットワークに記憶し、　上記移動ステーシ
ョンは、新たな報告エリアに入るときに位置更新手順を開始し、
　位置更新の受信に応答して、無線アクセスネットワークは、移動ステーションの新たな
位置情報をコアネットワークに送り、
　上記コアネットワークは、上記新たな位置情報を受け取って、加入者の新たなサービス
エリアを決定し、その新たなサービスエリアにおいて加入者が受ける権利のあるサービス
のサービスパラメータをチェックし、そしてその新たなサービスパラメータに関する無線
アクセスネットワーク情報を送信し、そして
　無線アクセスネットワークは、新たなサービスパラメータに関する情報を受け取り、そ
して移動ステーションに応答を送信することにより位置更新手順を完了する請求項１に記
載の方法。
【請求項１６】
　報告エリアの構成は、サービスエリアの構成と同じであり、
　上記サービスエリアの構成に関する情報は、移動ステーションに記憶され、そして新た
なサービスエリアに入るときに、移動ステーションは、位置更新手順を開始して、新たな
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位置情報をコアネットワークに送るように無線アクセスネットワークに命令し、そして
　無線アクセスネットワークは、その位置情報をコアネットワークに送る請求項１に記載
の方法。
【請求項１７】
　サービスエリア構成に関する情報は、セルのリストとして与えられる請求項１６に記載
の方法。
【請求項１８】
　サービスエリア構成に関する情報は、サービスエリアの座標として与えられ、そして移
動ステーションは、その座標を観察し、新たなサービスエリアに入るときに位置更新を開
始する請求項１６に記載の方法。
【請求項１９】
　移動ステーションと、テレコミュニケーションサービスを提供する少なくとも１つのコ
アネットワークと、これら移動ステーションとコアネットワークとの間に接続を与える無
線アクセスネットワークとを備え、移動ステーションの位置に関する移動テレコミュニケ
ーションシステム情報が無線アクセスネットワークに記憶される移動テレコミュニケーシ
ョンシステムにおける無線アクセスネットワーク用のネットワーク要素において、このネ
ットワーク要素は、
　ある位置エリアの精度で移動ステーションを追跡し、そして
　移動ステーションの位置の変化を少なくとも１つの位置エリアを含むある報告エリアの
精度でコアネットワークに報告する、
ように構成されたことを特徴とするネットワーク要素。
【請求項２０】
　上記ネットワーク要素は、更に、報告エリアのサイズをコアネットワークと交渉するよ
うに構成される請求項１９に記載のネットワーク要素。
【請求項２１】
　移動ステーションと、テレコミュニケーションサービスを提供する少なくとも１つのコ
アネットワークと、移動ステーションとコアネットワークとの間に接続を与える無線アク
セスネットワークとを備え、移動ステーションの位置に関する移動テレコミュニケーショ
ンシステム情報が無線アクセスネットワークに記憶される移動テレコミュニケーションシ
ステム用の無線アクセスネットワークにおいて、この無線アクセスネットワークは、
　ある位置エリアの精度で移動ステーションを追跡し、そして
　移動ステーションの位置の変化を少なくとも１つの位置エリアを含むある報告エリアの
精度でコアネットワークに報告する、
ように構成されたことを特徴とする無線アクセスネットワーク。
【請求項２２】
　上記無線アクセスネットワークは、更に、報告エリアのサイズをコアネットワークと交
渉するように構成される請求項２１に記載の無線アクセスネットワーク。
【請求項２３】
　移動ステーションと、テレコミュニケーションサービスを提供する少なくとも１つのコ
アネットワークと、移動ステーションとコアネットワークとの間に接続を与える無線アク
セスネットワークとを備え、移動ステーションの位置に関する移動テレコミュニケーショ
ンシステム情報が、ある位置エリアの精度で無線アクセスネットワークに記憶される移動
テレコミュニケーションシステム用のコアネットワークにおいて、上記コアネットワーク
は、
　移動ステーションの位置の変化を報告するメッセージを少なくとも１つの位置エリアを
含むある報告エリアの精度で受け取り、そして
　その報告された位置に基づいて移動ステーションの現在サービスエリアを決定する、
ように構成されたことを特徴とするコアネットワーク。
【請求項２４】
　上記コアネットワークは、更に、報告エリアのサイズを無線アクセスネットワークと交
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渉するように構成される請求項２３に記載のコアネットワーク。
【請求項２５】
　移動ステーションと、テレコミュニケーションサービスを提供する少なくとも１つのコ
アネットワークと、移動ステーションとコアネットワークとの間に接続を与える無線アク
セスネットワークとを備え、移動ステーションの位置に関する移動テレコミュニケーショ
ンシステム情報が、ある位置エリアの精度で無線アクセスネットワークに記憶される移動
テレコミュニケーションシステム用の移動ステーションにおいて、この移動ステーション
は、
　加入者のサービスエリアに関する情報を記憶し、サービスエリアの構成は、報告エリア
の構成と同じであり、そして
　新たな報告エリアに入るときに、位置更新手順を開始すると共に、新たな位置情報をコ
アネットワークへ送るように無線アクセスネットワークに命令する、
ように構成されたことを特徴とする移動ステーション。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【技術分野】
本発明は、移動テレコミュニケーションシステムにおける位置の管理に係る。
【０００２】
【背景技術】
図１は、１つの無線アクセスネットワークＲＡＮが複数のコアネットワークＣＮに接続さ
れたシステムを示す。このようなＲＡＮは、例えば、ＥＴＳＩ（ヨーロピアン・テレコミ
ュニケーション・スタンダード・インスティテュート）によって現在規格化されているユ
ニバーサル移動電話システムＵＭＴＳにおいて実施されるように計画される。ＲＡＮは、
複数のコアネットワークの加入者に対して無線接続を与え、従って、汎用ＲＡＮ、即ちＧ
ＲＡＮとも称される。これらのサービスは、Ｉｕインターフェイスを用いてＲＡＮに接続
されたコアネットワークによって提供される。この図には、ＧＳＭ、ＵＭＴＳ、ＧＰＲＳ
（汎用パケット無線サービス）及びＩＳＤＮ（サービス総合デジタル網）コアネットワー
クが示されている。移動ステーションＭＳは、ＲＡＮへの無線接続を使用してコアネット
ワークに接続することができる。ＭＳは、無線アクセスネットワークのベースステーショ
ンへの無線接続を行う。ＲＡＮは、加入者がサービスを現在利用しているコアネットワー
クへ接続をルート指定する。
【０００３】
移動ステーションの位置に関する情報は、無線アクセスネットワークにおいて入呼びや、
コアネットワークにより提供される他のサービスをルート指定するために必要とされる。
位置の管理については、無線アクセスネットワークによってサービスされる地理的エリア
が１つ又は複数の位置エリアＬＡに分割される。移動ステーションの位置は、１位置エリ
アの精度で追跡される。位置エリア内では、移動ステーションが、その移動についてＲＡ
Ｎに通知せずに、移動することができる。位置エリアは、１つ又は複数のセルより成り、
セルとは、ベースステーションのカバレージエリアである。ベースステーションは、それ
ら自身に関する情報を連続的に送信する。この情報は、ベースステーションの認識及び位
置エリアを含む。この情報に基づいて、移動ステーションは、それが訪問する位置エリア
を常時知る。更に、移動ステーションは、その最新の位置更新の位置エリア、即ち現在指
定されている位置エリアの認識も知る。最良の信号を有するベースステーションにより送
信された位置エリア認識が、移動ステーションの位置エリアと異なるときには、移動ステ
ーションが位置更新手順を開始する。この手順において、移動ステーションは、ＲＡＮに
連絡して、それに新たな位置エリアを通知する。
【０００４】
位置エリアのサイズは、常に、妥協するように選択される。非常に小さな位置エリアを使
用するときには、移動中の移動ステーションは、それらの新たな位置エリアについてネッ
トワークに通知するためにネットワークに頻繁に連絡しなければならない。頻繁な位置更
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新は、多量の無線送信容量を指定し、ユーザ情報の送信に送信容量を使用できなくなる。
一方、非常に大きな位置エリアを使用するときには、コールを受信する移動ステーション
は、多数のベースステーションを含む大きなエリアからページングされねばならず、従っ
て、不必要な量の送信容量を指定する。それ故、位置エリアの最適なサイズは、加入者の
移動と、加入者に到来するコールの量の両方に基づく妥協となる。
【０００５】
位置は、異なる精度レベルを用いて定義することができる。ＧＰＲＳのようなパケット交
換サービスをスタンバイ状態で使用するときには、小さな位置エリア即ちルート指定エリ
アの精度で位置が追跡される。このルート指定エリアのサイズは、位置エリアのサイズよ
り小さく、通常、１つ又は数個のセルである。転送されるべきパケットがあるときには、
サービスがアクティブな状態へと進む。このため、サービスを利用する移動ステーション
は、ルート指定エリアからページングされる。アクティブな状態では、移動ステーション
の位置が１セルの精度で追跡される。送信されるべきパケットがないときには、サービス
は、短い遅延の後にスタンバイ状態に復帰する。パケット流が続くときは、移動ステーシ
ョンが再びルート指定エリアからページングされる。移動ステーションは、１つの接続中
に何回もページングされねばならない。それ故、パケット交換接続中に行なわれるページ
ングの回数は、一般的に、移動ステーションが回路交換接続のアイドル常態にあるときに
ＲＡＮにより送られるページングメッセージの数より非常に大きなものとなる。このため
に、パケット交換サービスでは、小さな位置エリア即ちルート指定エリアが使用される。
【０００６】
ＲＡＮでは、コアネットワークにより提供されるサービスに対して無線接続を与えるため
に位置情報が必要とされる。従って、図１に示すシステムでは、位置情報をＲＡＮに記憶
するのが好ましい。又、コアネットワークにより提供されるサービスは、加入者の位置に
依存し、即ち加入者には、異なるサービスエリアにおいて異なるサービスが提供される。
それ故、移動加入者の位置更新は、コアネットワークにも通知しなければならない。これ
は、シグナリングを必要とし、不必要な負荷をＩｕインターフェイスに掛けることになる
。
公知技術に伴う問題は、ＲＡＮとコアネットワークとの間の位置情報の取り扱いである。
本発明の目的は、この問題を解決することである。この目的は、独立請求項に記載した方
法を用いて達成される。
【０００７】
【発明の開示】
本発明の基本的な考え方は、ＲＡＮに使用される位置エリアの定義が、移動ステーション
の位置をコアネットワークに報告するときに使用される報告エリアの仕様と必ずしも同じ
でないことである。
位置エリアのサイズは、無線リソースを最適に使用するために加入者によって使用される
サービスに基づいてＲＡＮにより選択されるのが好ましい。異なるサイズの位置エリアを
各々有する複数の位置精度レベルがあるのが好ましい。
【０００８】
報告エリアは、１つ又は複数の位置エリアを含む。報告エリアのサイズは、コアネットワ
ークに必要とされる位置情報の精度の度合いに基づいて選択される。ＲＡＮは、加入者が
自分の現在の報告エリアから移動するときにコアネットワークに通知を行う。
サービスエリアは、コアネットワークにおいてサービス管理の目的で必要とされる位置精
度レベルである。これは、コアネットワークにおいて定義されるが、ＲＡＮは必ずしもこ
れを知らない。例えば、コアネットワークは、新たなサービスエリアに入るときに加入者
に自分自身を再認証するように要求する。又、サービスの勘定は、サービスエリアごとに
異なってもよい。サービスエリアは、１つ又は複数の報告エリアを含む。
【０００９】
ＲＡＮが、複数の位置精度レベルを含む位置エリア構成を使用する場合には、報告エリア
を指定精度レベルの位置エリアとして定義することができる。或いは又、報告エリアを、
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サービスエリア又はある特定の指定エリアに等しくすることもできる。１つの実施形態で
は、サービスエリアの構成を移動ステーションが知っており、そして報告エリアの構成は
、サービスエリアの構成に等しい。
１つの実施形態によれば、コアネットワークと無線アクセスネットワークは、サービスを
アクチベーションする前に報告エリアのサイズについて交渉する。更に、報告エリアは、
サービスがアクティブな状態にあるときに再交渉することもできる。
【００１０】
【発明を実施するための最良の形態】
以下、添付図面を参照して、本発明を詳細に説明する。
本発明によれば、位置エリアの概念、即ち無線アクセスネットワークに必要とされる位置
情報、及び報告エリアの概念、即ちコアネットワークに必要とされる位置情報は、別々に
定義される。
ＲＡＮの最適な位置エリア構成は、基本的に、無線リソースの使用を最適化する。コアネ
ットワークは、無線接続を確立しそして最適化するのにＲＡＮに依存する。しかしながら
、コアネットワークは、それら自身でも位置情報を必要とする。このような必要性の一例
は、移動ステーションを正確に、例えば、１セルの精度レベルで追跡するのに使用される
追跡サービスである。別の例は、ＥＴＳＩ（ヨーロピアン・テレコミュニケーションズ・
スタンダード・インスティテュート）によって現在指定されつつあるＳｏｌｓａ（局地化
サービスエリアのサポート (Support of Localized service Area)）である。それ故、Ｒ
ＡＮは、コアネットワークにより指定された報告エリアの精度で移動ステーションの位置
情報をコアネットワークに与える。これを行えるようにするために、無線アクセスネット
ワークは、無線リソースの使用を最適化しない場合でも少なくとも１報告エリアの精度レ
ベルで移動ステーションを追跡しなければならない。
【００１１】
位置エリアの最適なサイズ、即ち位置追跡の精度は、加入者の移動性と、単位時間当たり
に行なわれるページングの量とに依存する。ページングの量は、利用するサービスに大き
く依存する。これは、異なるサービスに対して無線リソースが異なる使い方をされるから
である。例えば、ＧＳＭコアネットワークによって提供される回路交換電話サービスの場
合には、ＲＡＮは、移動ステーションをその位置エリアから比較的稀にページングするだ
けでよく、即ちアイドル状態にある移動ステーションが入呼びを受け取るときだけページ
ングすればよい。一方、パケット交換サービスの場合には、ページングは比較的頻繁に行
なわれる。
【００１２】
上述した理由で、ＲＡＮは、複数の位置エリアレベルを有するのが好ましい。複数の位置
精度レベルを使用する構成体の一例が図２に示されている。この図には３つのレベルが示
されている。最下位レベルＬ１は、大きな位置エリアに対応し、従って、移動ステーショ
ンの追跡精度が低い。このレベルの移動ステーションは、大きなエリアからページングし
なければならず、即ち多数のベースステーションを経てページングしなければならない。
一方、加入者は、位置更新を行う必要なく比較的大きなエリアを移動することができる。
それ故、ＲＡＮは、高速で移動するか又は比較的稀にページングされるだけである移動ス
テーションをこのレベルに配置する。
【００１３】
中間レベルＬ２は、中間サイズの位置エリアを有する。ここでは、移動ステーションは、
位置エリアレベルＬ１に比して、より小さなエリアからページングされねばならず、しか
も、より多くの位置更新を実行しなければならない。このレベルは、レベルＬ１に配置さ
れた移動ステーションより頻繁にページングされるか又はそれより動きの遅い移動ステー
ションに適している。
位置追跡における最高の精度レベルは、非常に小さい位置エリアに対応する。これらの位
置エリアは、例えば、１つのセルで構成される。このレベルは、非常に多数のページング
が必要とされるか又は移動ステーションを他の理由で非常に正確に追跡しなければならな
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いパケット交換サービスのようなサービスに使用される。このようなサービスの一例は、
移動ステーションの位置に関する正確な情報を与えることを基本的な目的とする追跡サー
ビスである。
報告エリアは、コアネットワークによって指定され、従って、無線アクセスネットワーク
に通知される。報告エリアは、無線アクセスネットワークとコアネットワークとによって
交渉することもできる。サービスがアクティブな状態にあるときに報告エリアの構成を変
更できるのが好ましい。
【００１４】
１つの実施形態によれば、移動ステーションＭＳにはサービスエリアの構成が知らされ、
この移動ステーションには、加入者のサービスエリアに関する情報を記憶し、新たなサー
ビスエリアに入るときに位置更新手順を開始し、そして新たな位置情報をコアネットワー
クに送るように無線アクセスネットワークに命令するタスクが指定されている。この状態
は、例えば、Ｓｏｌｓａ加入者の局地化サービスエリア構成が加入者のＳＩＭ（加入者認
識モジュール）カードに記憶されるときに生じる。このサービスエリア構成は、例えば、
加入者の特殊なサービスエリアに属するセルのセル認識をリストすることによってコード
化することができる。この情報と、ベースステーションにより送られる認識情報とに基づ
いて、ＭＳは、新たなエリアに入るときにサービスエリアの変更に気付き、そして位置更
新を開始する。別の実施形態として、サービスエリアの構成は、地理的座標情報としてコ
ード化されてもよい。この場合には、移動ステーションがその座標についての知識を有す
る。この知識は、例えば、ＧＰＳ（グルーバル・ポジショニング・システム）受信器を移
動ステーションにおいて実施するか又は移動テレコミュニケーションシステムの位置決め
方法を使用することにより収集することができる。この実施形態では、移動ステーション
は、新たなサービスエリアに移動したことを座標情報が示すときに位置更新を開始する。
【００１５】
この実施形態では、サービスエリアの境界は、位置エリアの境界と必ずしも同じでなく、
従って、サービスエリアは、無線アクセスネットワークで定義された位置エリアレベルの
位置エリア内で変更できることに注意されたい。しかしながら、移動ステーションは、新
たなサービスエリアへ移動するときにもネットワークに通知する。従って、ＲＡＮは、Ｒ
ＡＮにより選択された位置精度レベルと、契約で定められたサービスエリアレベルとの両
方において移動ステーションを追跡する。従って、加入者は、個人的な位置エリア構成を
有し、その位置エリアの境界は、位置精度レベルの位置エリアの境界と、自分の個人的サ
ービスエリアの境界とによって定義される。位置更新手順については、ＭＳは、移動ステ
ーションの位置に関する新たな情報をコアネットワークに報告するようにＲＡＮに命令す
る。この場合に、報告エリアは、移動ステーションは知っているがＲＡＮは知らないサー
ビスエリア構成に等しい。
【００１６】
以下、コアネットワークがサービスエリア構成を知る実施形態について説明する。報告エ
リアは、図２に示す指定の位置精度レベルの位置エリアとして指定することができる。こ
の実施形態では、コアネットワークは、使用すべき位置精度レベルをＲＡＮに信号し、そ
してＲＡＮは、移動ステーションがその精度レベルの１つの位置エリアから同じ精度レベ
ルの他の位置エリアへ移動するときにコアネットワークに報告する。コアネットワークは
、サービスエリアが例えば複数の報告エリアで構成されるように報告エリアを定義するこ
とができる。これは、報告エリアが位置精度レベルの位置エリアとして指定されるときに
特に好ましい。この実施形態では、サービスエリアの内部における報告エリアを、２つの
サービスエリアの境界領域における報告エリアより大きくすることができる。これは、使
用すべき異なる位置精度レベルの位置エリアをサービスエリアの異なる部分における報告
エリアとして指定することにより容易に実施される。
【００１７】
或いは又、ＣＮは、それ自身のサービスエリア構成をＲＡＮに通知することができ、そし
てＲＡＮは、サービスエリアの変更のみを報告し、即ち報告エリアはサービスエリアに等
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しくなる。この実施形態は、報告エリアの構成を指定するとき、又は全てのコアネットワ
ークのサービスエリア構成をＲＡＮに記憶するときに、多量のシグナリングを要求する。
又、報告エリアは、任意に選択されたエリアを用いて定義することもできる。位置エリア
と報告エリアとの間のマッピングは、外部データベースに記憶されてもよい。コアネット
ワークが加入者の位置に関する情報を必要としない場合には、報告エリアは、ＲＡＮの全
カバレージエリアを含むものとして指定することもできるし、又は報告エリアの指定を必
要としなくてもよい。この場合には、位置がコアネットワークに報告されない。
【００１８】
位置エリア構成は、無線リソース使用の最適化と、指定された報告エリアのサイズとに基
づいて、無線アクセスネットワークにより独立して指定される。加入者に対する無線リソ
ースの使用を最適化する位置エリア構成は、加入者の過去の振る舞い、即ち行なわれた位
置更新の割合と、加入者を探索するために無線アクセスネットワークにより行なわれたペ
ージングの割合とに基づいて指定される。報告エリアのサイズが無線特徴に基づく位置エ
リアの最適サイズより小さい場合には、位置エリアが報告エリアに等しい。
本発明によれば、無線アクセスネットワークは、１位置エリアの精度で移動加入者を追跡
する。位置エリアの変更は、報告エリアが同時に変更されない限り、コアネットワークへ
報告されない。これは、図３を参照して説明する。
【００１９】
この図において、移動加入者は、ポイントＡからポイントＢを経てポイントＣへ移動する
。この特定の移動加入者に使用される位置精度レベルにおいて、図示されたエリアは、３
つの位置エリアＬＡ１、ＬＡ２及びＬＡ３に分割される。各位置エリアは複数のセルを含
む。各セルごとに、セルのベースステーションは、セルが属する位置エリアの位置エリア
コードを送信する。複数の位置精度レベルが存在する場合には、セルは、それらが異なる
精度レベルにおいて属する全ての位置エリアの位置エリアコードを送信する。位置エリア
構成に加えて、エリアは、２つの報告エリア「報告エリア１」及び「報告エリア２」に分
割される。異なる報告エリアに対するセルのマッピングはＲＡＮだけが知っており、そし
て報告エリアは、例えば、１位置精度レベルの位置エリアである。しかしながら、報告エ
リアは、この例の一般的な適応性を失うことなく他のやり方でも指定できることに注意さ
れたい。
【００２０】
ポイントＡでは、加入者が、逆方向斜影を用いて図示されたセル２１、２２、２３、２６
及び２７より成る位置エリアＬＡ２に登録される。加入者の移動ステーションは、ＲＡＮ
のベースステーションにより送信された信号を聴取し、そして移動ステーションが現在訪
れているセルであるセル２２のベースステーションによって送信された位置エリアコード
ＬＡＣ　ＬＡＣ２に基づいて位置エリアを知る。
加入者が移動し続けるにつれて、順方向斜影を用いて図示された別の位置エリアＬＡ１に
属するポイントＢを通過する。加入者の移動ステーションは、移動ステーションの場所に
おいてそのとき最強の信号を有する新たなセル１５の位置エリアコードＬＡＣ１に基づい
てこれを決定する。位置エリアコードの観察される変化に基づき、移動ステーションは、
位置更新手順を開始する。この手順において、移動ステーションは、無線アクセスネット
ワークとの接続を開始し、その新たな位置エリアを無線アクセスネットワークに通知する
。次いで、無線アクセスネットワークは、同じ報告エリアに属するＬＡ１及びＬＡ２の両
方、ひいては、移動電話の報告エリアが変化しないことを決定する。それ故、コアネット
ワークは、加入者の新たな位置に関する報告を受け取らない。
【００２１】
加入者がポイントＣへと移動し続けるにつれて、セル３３のベースステーションにより送
信された信号は、セル１５のベースステーションによって送信された信号より強くなる。
それ故、加入者の移動ステーションは、セル３３の信号を聴取してデコードし始める。セ
ル３３は、縦の斜影を用いて図示された位置エリアＬＡ３に属する。信号に含まれた位置
エリアコードＬＡＣ３は、加入者が再び新たな位置エリアに入ったことを指示する。それ
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故、移動ステーションは、無線アクセスネットワークと連絡をとって、移動加入者の新た
な位置を通知する。無線アクセスネットワークは、この情報を受け取り、そしてコアネッ
トワークにより定義された報告エリア構成に基づいて、古い位置エリアＬＡ１が報告エリ
ア１に属し且つ新たな位置エリアＬＡ３が別の報告エリアである報告エリア２に属するこ
とを決定する。それ故、無線アクセスネットワークは、加入者の新たな位置の通知をコア
ネットワークに送信する。
【００２２】
加入者の新たな位置に関する情報を受信するのに応答して、コアネットワークは、この情
報をメモリに対して更新する。加入者が、古い報告エリア及び新しい報告エリアの両方に
おいて同じサービスを受ける権利を有する場合には、コアネットワークは、提供されるサ
ービスに変化が生じないことを指示するメッセージを無線アクセスネットワークに返送す
る。権利が異なる場合には、無線アクセスネットワークには、加入者が使用するビットレ
ートのような限界についての新たな権利が通知される。
位置エリア及び報告エリアの更新においてどんな種類の情報が転送されるかを次に説明す
る。図４は、本発明によるシグナリングを示す例示的シグナリングのチャートである。こ
のシグナリングは、図３の例をたどる。
【００２３】
この手順は、図３のポイントＡにある移動ステーションＭＳが、無線アクセスネットワー
クＲＡＮにメッセージＫ０１を送信することにより、コアネットワークにより提供される
サービスを要求したときに開始される。ＲＡＮは、その要求をメッセージＫ０２において
コアネットワークＣＮへ転送する。コアネットワークは、段階Ｋ０３において加入者デー
タベースに問合わせをして、加入者がその要求されたサービスを受ける権利があるかどう
かチェックする。加入者がそのサービスを受ける権利がある場合に、サービスがアクチベ
ートされる。更に、コアネットワークは、サービスに対するサービスパラメータ、例えば
、使用されるべき報告エリア、加入者の権利、例えば、加入者が現在の報告エリアにおい
て受ける権利のあるサービスクオリティＱｏＳ、及び報告形式、そしてサービス特徴を決
定する。サービス特徴は、ＲＡＮが無線効率の観点から最適な位置エリア構成を決定する
ために利用するサービスに関する情報である。
【００２４】
報告は、例えば、指示又は決定のいずれかである。指示の報告は、加入者が各報告エリア
において同じ権利を有するが、コアネットワークが加入者の位置に関してある情報をもつ
ことを依然として希望するときに使用される。この報告は、例えば、サービスを追跡する
のに使用できる。指示報告の場合に、無線アクセスネットワークは、加入者の新たな報告
エリアについてのみコアネットワークに通知する。他方、決定の報告は、加入者が受ける
権利のあるサービスが加入者の報告エリアに依存するときに使用される。この場合に、無
線アクセスネットワークは、新たな報告エリアに対する加入者の位置更新を受け入れる前
に、コアネットワークにより供給されるサービスパラメータの新たなセットを待機しなけ
ればならない。
【００２５】
コアネットワークは、無線アクセスネットワークへの接続に対して決定された報告エリア
及び他のパラメータをメッセージＫ０４において報告する。無線アクセスネットワークは
、この情報を段階Ｋ０５においてそのメモリに記憶する。アクティベートされたサービス
（１つ又は複数）の特性、コアネットワーク（１つ又は複数）により定義された報告エリ
ア、及びおそらくは加入者の過去の振舞いに基づき、無線アクセスネットワークは、加入
者に対して使用される位置精度のレベルを定義する。ＲＡＮは、加入者の現在位置エリア
の識別ＬＡ２を定義し、そしてその関連情報をメッセージＫ０６において移動ステーショ
ンへ報告する。この段階において、移動ステーションは、コアネットワークにより提供さ
れるサービスを用いてスタートすることができる。
【００２６】
ある時間の後に、移動ステーションは、図３のポイントＢへ移動し、即ち第１位置エリア
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ＬＡ２から第２位置エリアＬＡ１へ移動する。移動ステーションは、それに与えられた位
置エリア識別が移動ステーションの場所において最良の信号にもはや見つからないことを
確認する。それ故、移動ステーションは、位置更新メッセージＫ０８を無線アクセスネッ
トワークに送信することによって位置更新手順を開始する。このメッセージの受信に応答
して、ＲＡＮは、段階Ｋ０９において、そのメモリに記憶された加入者情報をチェックす
る。このチェックに基づき、ＲＡＮは、移動ステーションの新たな位置エリアＬＡ２が古
い位置エリアＬＡ１と同じ報告エリアに属することを決定する。それ故、位置更新は、コ
アネットワークへ送られず、ＲＡＮは、無線基準のようなそれ自身の基準に基づいて、位
置更新を受け入れる（ＡＣＣ）べきか拒絶（ＲＥＪ）すべきか決定する。この情報は、次
いで、メッセージＫ１０において移動ステーションへ返送され、位置更新手順を完了する
。
【００２７】
移動ステーションは移動を続け、図３のポイントＣに到達する。この場合も、段階Ｋ１１
において新たな位置エリアに入りそして無線アクセスネットワークに位置更新メッセージ
Ｋ１２を送信することを確認する。メッセージの受信に応答して、ＲＡＮは、段階Ｋ１３
において、そのメモリに記憶された加入者情報をチェックする。この情報に基づき、ＲＡ
Ｎは、位置エリアに加えて、加入者の報告エリアも変化したことを決定する。従って、Ｒ
ＡＮは、報告エリア更新メッセージＫ１４をコアネットワークに送信する。報告が指示報
告と定義される場合に、無線アクセスネットワークは、移動ステーションにメッセージＫ
１８を直ちに送って、位置更新手順を終了する。報告が決定報告として定義される場合、
無線アクセスネットワークは、コアネットワークからの応答を待機する。
【００２８】
メッセージＫ１４の受信に応答して、コアネットワークは、新たな位置情報を記憶し、そ
して段階Ｋ１５において加入者の加入者情報をチェックする。新たな報告エリアにおいて
、加入者は、古い報告エリアにおいて有していたものとは異なるサービスパラメータを有
する。例えば、加入者は、古い報告エリアではスピーチ及びマルチメディアの両方のサー
ビスを受ける権利を有するが、新たな報告エリアではスピーチだけである。又、加入者は
、新たな報告エリアでは何のサービスも受けられないことも考えられる。更に、加入者が
受ける権利のあるサービスのクオリティＱｏＳが報告エリアごとに異なることもある。又
、コアネットワークは、サービスエリアの更新に関連して移動ステーションにそれ自身を
再認証するように要求することもある。
【００２９】
サービスパラメータ、再認証手順の考えられる要求、等が定義されると、コアネットワー
クは、この情報をメッセージＫ１６において無線アクセスネットワークに送信する。
無線アクセスネットワークはメッセージＫ１６を受け取り、そして段階Ｋ１７においてそ
の加入者の加入者情報をそのメモリにおいて変更する。次いで、無線アクセスネットワー
クは、加入者の新たな位置エリアの認識を定義し、そしてその情報をメッセージＫ１８に
おいて新たな報告及び位置エリアに関する他の関連情報と一緒に移動ステーションへ送信
する。
【００３０】
本発明を実施するために、無線アクセスネットワークは、次の動作を行なわねばならない
。
－　複数の位置エリアと、少なくとも１つの位置エリアを含む報告エリアとに関する情報
を記憶する。
－　１位置エリアの精度で移動ステーションを追跡する。
－　１報告エリアの精度で位置の変化をコアネットワークに報告する。
更に、ＲＡＮは、報告エリアのサイズをコアネットワークと交渉するのが好ましい。これ
らの構成は、１つのネットワーク要素において全てが集中的に実施されてもよいし、或い
はＲＡＮの複数のネットワーク要素にわたって分散されてもよい。
【００３１】
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一方、コアネットワークは、移動ステーションの位置の変化を１報告エリアの精度で報告
するメッセージを受け取り、そしてその報告された位置に基づき移動ステーションの現在
のサービスエリアを定義しなければならない。更に、コアネットワークは、報告エリアの
サイズを無線アクセスネットワークと交渉するのが好ましい。ＲＡＮについては、これら
の構成は、１つのネットワーク要素において全てが集中的に実施されてもよいし、或いは
コアネットワークの複数のネットワーク要素にわたって分散されてもよい。
本発明の効果として、コアネットワークに保持される位置情報の精度は、無線アクセスネ
ットワークの必要性とは独立したコアネットワークの必要性に対して最適化される。これ
は、Ｉｕインターフェイスを経てのシグナリングを減少すると共に、コアネットワークで
実行される不必要な制御動作を減少する。
【図面の簡単な説明】
【図１】　複数のコアネットワークに接続された無線アクセスネットワークを示す図であ
る。
【図２】　３つの異なる位置精度レベルにおいて位置エリアを示す図である。
【図３】　３つの異なる位置エリア及び２つの異なる報告エリアに属する移動テレコミュ
ニケーションネットワークのセルを示す図である。
【図４】　移動ステーションと、無線アクセスネットワークと、コアネットワークとの間
のシグナリングを示す図である。
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【 図 ２ 】
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【 図 ４ 】
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