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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークノードが、複数の移動局に対してページング信号を送信するページング信
号送信方法であって、
　前記複数の移動局の各々が、前記ページング信号によって指定されたチャネルを介して
、前記ネットワークノードから、セキュリティデータを受信する工程と、
　前記複数の移動局の各々が、公開されている第１セキュリティ情報及び自身で管理して
いる第２セキュリティ情報を用いて、第３セキュリティ情報を算出する工程と、
　前記複数の移動局の各々が、算出した前記第３セキュリティ情報と受信した前記セキュ
リティデータに含まれる第４セキュリティ情報とを比較することによって、前記ページン
グ信号の正当性を検証する工程と、
　前記複数の移動局の各々が、前記ページング信号の正当性の検証に成功した場合、該ペ
ージング信号に対応する出力を行う工程とを有することを特徴とするページング信号送信
方法。
【請求項２】
　前記複数の移動局の各々が、前記第２セキュリティ情報を管理していない場合、前記第
１セキュリティ情報及び受信した前記ページング信号に含まれる第５セキュリティ情報を
用いて、前記第６セキュリティ情報を算出し、
　前記複数の移動局の各々が、算出した前記第６セキュリティ情報と前記第４セキュリテ
ィ情報とを比較することによって、前記ページング信号の正当性を検証することを特徴と
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する請求項１に記載のページング信号送信方法。
【請求項３】
　前記セキュリティデータは、所定タイミングで、前記ネットワークノードによって更新
されることを特徴とする請求項１に記載のページング信号送信方法。
【請求項４】
　前記第２セキュリティ情報は、所定タイミングで、或いは、前記ネットワークノードか
らの通知によって、更新されることを特徴とする請求項１に記載のページング信号送信方
法。
【請求項５】
　ネットワークノードが複数の移動局に対してページング信号を送信するように構成され
ている移動通信システムで用いられる移動局であって、
　前記ページング信号によって指定されたチャネルを介して、前記ネットワークノードか
ら、セキュリティデータを受信するように構成されているセキュリティデータ受信部と、
　公開されている第１セキュリティ情報及び自身で管理している第２セキュリティ情報を
用いて、第３セキュリティ情報を算出し、算出した前記第３セキュリティ情報と受信した
前記セキュリティデータに含まれる第４セキュリティ情報とを比較することによって、前
記ページング信号の正当性を検証するように構成されている検証部と、
　前記ページング信号の正当性の検証に成功した場合、該ページング信号に対応する出力
を行うように構成されている出力部とを具備することを特徴とする移動局。
【請求項６】
　前記検証部は、前記第２セキュリティ情報が管理されていない場合、前記第１セキュリ
ティ情報及び受信した前記ページング信号に含まれる第５セキュリティ情報を用いて、前
記第６セキュリティ情報を算出し、算出した前記第６セキュリティ情報と前記第４セキュ
リティ情報とを比較することによって、前記ページング信号の正当性を検証するように構
成されていることを特徴とする請求項５に記載の移動局。
【請求項７】
　前記第２セキュリティ情報は、所定タイミングで、或いは、前記ネットワークノードか
らの通知によって、更新されるように構成されていることを特徴とする請求項５に記載の
移動局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ネットワークノードが複数の移動局に対してページング信号を送信するペー
ジング信号送信方法及び移動局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰでは、地震情報や津波情報等の緊急情報を配信するための「ＥＴＷＳ（Ｅａｒ
ｔｈｑｕａｋｅ　ａｎｄ　Ｔｓｕｎａｍｉ　Ｗａｒｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）」を、「Ｐ
ＷＳ（Ｐｕｂｌｉｃ　Ｗａｒｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）」のサブセットとして検討を進め
ている。
【０００３】
　図７に示すように、かかるＥＴＷＳは、ネットワークノード１（例えば、無線基地局ｅ
ＮＢ等を含む）と、緊急情報配信サーバ３と、移動局ＵＥとを具備している。
【０００４】
　図８に示すように、かかるＥＴＷＳでは、ステップＳ１００１において、緊急情報配信
サーバ３が、災害が発生した旨を通知する「Ｄｉｓａｓｔｅｒ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏ
ｎ（緊急情報）」を、ネットワークノード１に送信する。
【０００５】
　ステップＳ１００２において、ネットワークノード１は、「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉ
ｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」によって、複数の移動局ＵＥに対して、かかる災害が
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発生した旨を通知する。
【０００６】
　複数の移動局ＵＥの各々は、かかる「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」を受信
した場合、かかる「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」に対応する出力（ブザー出
力やアラーム出力やディスプレイ表示等）を行う。
【０００７】
　ステップＳ１００３において、ネットワークノード１は、「Ｓｅｃｏｎｄ　Ｎｏｔｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ」によって、複数の移動局ＵＥに対して、上述の災害に関する詳細情報を
通知する。
【０００８】
　ここで、複数の移動局ＵＥの各々は、上述の「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ
」によって指定されている情報に基づいて、かかる「Ｓｅｃｏｎｄ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ」を受信し、かかる「Ｓｅｃｏｎｄ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」によって通知さ
れている詳細情報を、ディスプレイに表示する。
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳＧ　ＳＡ　ＷＧ２、寄書Ｓ２-０８０２３８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述のＥＴＷＳでは、不正な無線基地局による「Ｆａｋｅ　Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉ
ｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」の送信等の脅威が考えられるため、上述のＦｉｒｓｔ
　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎを、セキュアな通信によって移動局に送信する必要がある。
【００１０】
　図７に示すＥＷＴＳの構成において、ネットワークノード１と緊急情報配信サーバとの
間のインターフェイスでは、専用回線やＩＰｓｅｃを用いたセキュアな通信によって「Ｄ
ｉｓａｓｔｅｒ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」を送信しているものと想定できるが、ネッ
トワークノード１と移動局ＵＥとの間の無線インターフェイスでは、セキュリティ通信に
よって「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」を送信することが
できないという問題点があった。
【００１１】
　すなわち、「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」が送信され
る時点では、ネットワークノード１と移動局ＵＥとの間で、セキュリティ通信用無線リン
クが確立されていないため、無線基地局ｅＮＢと移動局ＵＥとの間の無線インターフェイ
スでは、セキュリティ通信によって「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページン
グ信号）」を送信することができない。
【００１２】
　また、無線基地局ｅＮＢ、交換局ＭＭＥ又はゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷ等のネットワー
クノード１と移動局ＵＥとの間で、セキュリティ通信用リンクが確立されている場合であ
っても、複数の移動局ＵＥが、受信した同一ページング信号が自身宛てのページング信号
であるか否かについて判定する必要があるため、ネットワークが、各移動局ＵＥに対して
個別に確立したセキュリティ情報を用いてセキュリティをかけることができない。
【００１３】
　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、複数の移動局に対して、
セキュアな通信によってページング信号を送信することができるページング信号送信方法
及び移動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】
【００１４】
　本発明の第１の特徴は、ネットワークノードが、複数の移動局に対してページング信号
を送信するページング信号送信方法であって、前記複数の移動局の各々が、前記ページン
グ信号によって指定されたチャネルを介して、前記ネットワークノードから、セキュリテ
ィデータを受信する工程と、前記複数の移動局の各々が、公開されている第１セキュリテ
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ィ情報及び自身で管理している第２セキュリティ情報を用いて、第３セキュリティ情報を
算出する工程と、前記複数の移動局の各々が、算出した前記第３セキュリティ情報と受信
した前記セキュリティデータに含まれる第４セキュリティ情報とを比較することによって
、前記ページング信号の正当性を検証する工程と、前記複数の移動局の各々が、前記ペー
ジング信号の正当性の検証に成功した場合、該ページング信号に対応する出力を行う工程
とを有することを要旨とする。
【００１５】
　本発明の第１の特徴において、前記複数の移動局の各々が、前記第２セキュリティ情報
を管理していない場合、前記第１セキュリティ情報及び受信した前記ページング信号に含
まれる第５セキュリティ情報を用いて、前記第６セキュリティ情報を算出し、前記複数の
移動局の各々が、算出した前記第６セキュリティ情報と前記第４セキュリティ情報とを比
較することによって、前記ページング信号の正当性を検証してもよい。
【００１６】
　本発明の第１の特徴において、前記セキュリティデータは、所定タイミングで、前記ネ
ットワークノードによって更新されてもよい。
【００１７】
　本発明の第１の特徴において、前記第２セキュリティ情報は、所定タイミングで、或い
は、前記ネットワークノードからの通知によって、更新されてもよい。
【００１８】
　本発明の第２の特徴は、ネットワークノードが複数の移動局に対してページング信号を
送信す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移動局であって、前記ペー
ジング信号によって指定されたチャネルを介して、前記ネットワークノードから、セキュ
リティデータを受信するように構成されているセキュリティデータ受信部と、公開されて
いる第１セキュリティ情報及び自身で管理している第２セキュリティ情報を用いて、第３
セキュリティ情報を算出し、算出した前記第３セキュリティ情報と受信した前記セキュリ
ティデータに含まれる第４セキュリティ情報とを比較することによって、前記ページング
信号の正当性を検証するように構成されている検証部と、前記ページング信号の正当性の
検証に成功した場合、該ページング信号に対応する出力を行うように構成されている出力
部とを具備することを要旨とする。
【００１９】
　本発明の第２の特徴において、前記検証部は、前記第２セキュリティ情報が管理されて
いない場合、前記第１セキュリティ情報及び受信した前記ページング信号に含まれる第５
セキュリティ情報を用いて、前記第６セキュリティ情報を算出し、算出した前記第６セキ
ュリティ情報と前記第４セキュリティ情報とを比較することによって、前記ページング信
号の正当性を検証するように構成されていてもよい。
【００２０】
　本発明の第２の特徴において、前記第２セキュリティ情報は、所定タイミングで、或い
は、前記ネットワークノードからの通知によって、更新されるように構成されていてもよ
い。
【発明の効果】
【００２１】
　以上説明したように、本発明によれば、複数の移動局に対して、セキュアな通信によっ
てページング信号を送信することができるページング信号送信方法及び移動局を提供する
ことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
（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）
　図１乃至図３参照して、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。
【００２３】
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　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムは、図５に示すＥＴＷＳと同様の構成
を具備しており、ネットワークノード１が、複数の移動局ＵＥに対してページング信号を
送信するように構成されている。
【００２４】
　なお、本発明は、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式の移動通信
システムや、Ｗ-ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ-Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉ
ｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）方式の移動通信システムや、３ＧＰＰ２方式の移動通信システム
や、ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ）方式の移動通信システムや、ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ
　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ）方式の移動通信システム等、
任意の方式の移動通信システムに適用可能である。
【００２５】
　例えば、本発明が、ＬＴＥ方式の移動通信システムに用いられている場合、ネットワー
クノード１は、無線基地局ｅＮＢであり、本発明が、Ｗ-ＣＤＭＡ方式の移動通信システ
ムに用いられている場合、ネットワークノード１は、無線制御局ＲＮＣである。
【００２６】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動局ＵＥは、ページング信号受信部１１と、セ
キュリティデータ受信部１２と、セキュリティ情報管理部１３と、検証部１４と、出力部
１５と、詳細情報受信部１６とを具備している。
【００２７】
　ページング信号受信部１１は、図２に示すように、ページングチャネル（ＰＣＨ：Ｐａ
ｇｉｎｇ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して、ネットワークノード１によって送信された「Ｆｉ
ｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」を受信するように構成されてい
る。
【００２８】
　かかる「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」は、「ＭＣＣ（
Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｃｏｄｅ）」と「ＭＮＣ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ　Ｃｏｄｅ）」と「ＭＳＩＮ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｆ
ｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｕｍｂｅｒ）」とによって構成されている「ＩＭＳＩ（Ｉｎｔｅｒｎ
ａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）」を具備し
ている。
【００２９】
　基本的に、「ＩＭＳＩ」は、グローバルに移動局ＵＥを識別するための識別子であるが
、複数の移動局ＵＥの各々に対して送信すべき特定通信（例えば、地震情報や津波情報等
の緊急情報）の存在を示す通信識別子としての役割も果たす。
【００３０】
　例えば、緊急通信を通知するための「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページ
ング信号）」に設定されており、緊急情報の存在を示す通信識別子としての役割を果たす
「ＩＭＳＩ」では、「ＭＣＣ」が「９０１」と設定されており、「ＭＮＣ」が「０８」と
設定されている。
【００３１】
　セキュリティデータ受信部１２は、図２に示すように、「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ（ページング信号）」によって指定されたチャネル（例えば、ＭＢＭＳ（Ｍｕ
ｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｍｕｌｔｉｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）用チャ
ネルやＣＢＳ（Ｃｅｌｌ　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）用チャネル）を介して
、ネットワークノード１から、セキュリティデータを受信するように構成されている。
【００３２】
　図３に示すように、かかるセキュリティデータは、例えば、「Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｖｅ
ｒｓｉｏｎ（１バイト）」や、「Ｄｉｓａｓｔｅｒ　ｔｙｐｅ（１バイト）」や、「Ｔｉ
ｍｅｓｔａｍｐ（４バイト）」や、「ｓｉｇｎｉｎｇ　ａｕｔｈｏｒｉｔｙ（３バイト）
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」や、「ｓｉｇｎａｔｕｒｅ（４１バイト）」や、「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　ＩＤ」等を含む
。
【００３３】
　「Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｖｅｒｓｉｏｎ」は、アプリケーションレイヤで用いられるプロ
トコルのバージョン情報を示すものである。
【００３４】
　「Ｄｉｓａｓｔｅｒ　ｔｙｐｅ」は、地震や津波やテロ等の災害の種別を示すものであ
る。
【００３５】
　「Ｔｉｍｅｓｔａｍｐ」は、「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信
号）」或いは当該セキュリティデータが送信された時刻、或いは、当該セキュリティデー
タに含まれる「ｓｉｇｎａｔｕｒｅ（４１バイト）」が発行された時刻を示すものである
。
【００３６】
　「ｓｉｇｎｉｎｇ　ａｕｔｈｏｒｉｔｙ」は、「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏ
ｎ（ページング信号）」或いは当該セキュリティデータを発行したプロバイダやオペレー
タを示すものである。
【００３７】
　「ｓｉｇｎａｔｕｒｅ」は、「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信
号）」或いは当該セキュリティデータを発行したプロバイダやオペレータの電子署名（第
４セキュリティ情報）である。
【００３８】
　「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　ＩＤ」は、災害が発生したエリアを識別するものである。
【００３９】
　なお、かかるセキュリティデータは、所定タイミングで、ネットワークノード１によっ
て更新されるように構成されている。
【００４０】
　セキュリティ情報管理部１３は、第１セキュリティ情報及び第２セキュリティ情報を管
理するように構成されている。
【００４１】
　ここで、第１セキュリティ情報は、「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページ
ング信号）」或いは当該セキュリティデータを発行したプロバイダやオペレータの公開鍵
である。
【００４２】
　ここで、セキュリティ情報管理部１３は、上述の「ｓｉｇｎｉｎｇ　ａｕｔｈｏｒｉｔ
ｙ」に基づいて、使用すべき第１セキュリティ情報（公開鍵）を決定するように構成され
ている。
【００４３】
　また、第２セキュリティ情報は、ネットワークノード１から、所定タイミングで配布さ
れるものである。
【００４４】
　具体的には、セキュリティ情報管理部１３は、当該移動局ＵＥによる位置登録処理（Ａ
ｔｔａｃｈ処理）時や位置登録更新処理（ＴＡＵ：Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄ
ａｔｅ処理）時等に、ネットワークノード１から、第２セキュリティ情報を取得するよう
に構成されている。
【００４５】
　なお、セキュリティ情報管理部１３は、所定タイミングで（例えば、定期的に）、或い
は、ネットワークノード１からの通知によって、かかる第２セキュリティ情報を更新する
ように構成されている。
【００４６】
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　検証部１４は、セキュリティ情報管理部１３によって管理されている第１セキュリティ
情報及び第２セキュリティ情報を用いて第３セキュリティ情報を算出し、算出した第３セ
キュリティ情報とセキュリティデータ受信部１２によって受信されたセキュリティデータ
に含まれる「ｓｉｇｎａｔｕｒｅ（第４セキュリティ情報）」とを比較することによって
、かかる「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」の正当性を検証
するように構成されている。
【００４７】
　具体的には、図４に示すように、検証部１４は、セキュリティ情報管理部１３によって
管理されている第１セキュリティ情報及び第２セキュリティ情報を、セキュリティ関数（
例えば、ハッシュ関数）に入力することによって得られた第３セキュリティ情報と、セキ
ュリティデータに含まれる「ｓｉｇｎａｔｕｒｅ（第４セキュリティ情報）」とが一致す
る場合に、当該検証に成功したと判定するように構成されていてもよい。
【００４８】
　また、検証部１４は、セキュリティ情報管理部１３によって第２セキュリティ情報が管
理されていない場合、上述の第１セキュリティ情報及び受信した「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」に含まれる「セキュリティビット（第５セキュリ
ティ情報）」を用いて第６セキュリティ情報を算出し、算出した第６セキュリティ情報と
上述の第４セキュリティ情報とを比較することによって、「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ（ページング信号）」の正当性を検証するように構成されていてもよい。
【００４９】
　具体的には、図５に示すように、検証部１４は、セキュリティ情報管理部１３によって
管理されている第１セキュリティ情報及び受信した「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎ（ページング信号）」に含まれる「セキュリティビット（第５セキュリティ情報）」
を、セキュリティ関数（例えば、ハッシュ関数）に入力することによって得られた第６セ
キュリティ情報と、セキュリティデータに含まれる「ｓｉｇｎａｔｕｒｅ（第４セキュリ
ティ情報）」とが一致する場合に、当該検証に成功したと判定するように構成されていて
もよい。
【００５０】
　検証部１４は、上述の比較結果が一致する場合で、かつ、上述の「Ｔｉｍｅｓｔａｍｐ
」に設定されている時刻と当該移動局ＵＥのクロックにて規定される時刻とが所定時間幅
で一致している場合にのみ、当該検証に成功したと判定するように構成されていてもよい
。
【００５１】
　また、当該移動局ＵＥは、上述の比較結果が一致する場合で、かつ、ＧＰＳ等の位置測
位方法を用いて、自身が「Ｌｏｃａｔｉｏｎ　ＩＤ」に設定されているエリア（災害が発
生したエリア）と同じエリアにいると判断した場合にのみ、当該検証に成功したと判定す
るように構成されていてもよい。
【００５２】
　出力部１５は、検証部１４による「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページン
グ信号）」の正当性の検証に成功した場合、「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（
ページング信号）」に対応する出力（ブザー出力やアラーム出力やディスプレイ表示等）
を行うように構成されている。
【００５３】
　ネットワークノードによって、１つのページングチャネルを介して、複数の「Ｆｉｒｓ
ｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」が送信されている場合、出力部１５
は、複数の「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」の中から、上
述の検証に成功した「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」に対
応する出力を行うように構成されていてもよい。
【００５４】
　また、出力部１５は、詳細情報受信部１５によって受信された緊急情報の詳細情報（「
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Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」に対応する情報）を、ディ
スプレイに表示するように構成されている。
【００５５】
　例えば、詳細情報としては、地震の震度や避難地や食料の配布時間・場所等を示す情報
が想定される。詳細情報は、小容量のテキストデータであってもよいし、大容量のデータ
であってもよい。
【００５６】
　詳細情報受信部１６は、上述の検証に成功した場合に、上述の「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉ
ｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」によって指定されている情報に基づいて、上述の
詳細情報を受信するように構成されている。
【００５７】
　例えば、詳細情報受信部１６は、上述の検証に成功した場合に、上述の「Ｆｉｒｓｔ　
Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」に含まれている「Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｔｙ
ｐｅ」や「Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ」等によって特定されるチャネルを介して、上述の詳細情
報を受信するように構成されていてもよい。
【００５８】
（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）
　図４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における移動局ＵＥ
の動作について説明する。
【００５９】
　図４に示すように、ステップＳ１０１において、移動局ＵＥは、ネットワークノード１
から、「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」を受信する。
【００６０】
　ステップＳ１０２において、移動局ＵＥは、受信した「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａ
ｔｉｏｎ（ページング信号）」によって指定されたチャネルを介して、セキュリティデー
タを受信する。
【００６１】
　ステップＳ１０３において、移動局ＵＥは、受信したセキュリティデータに含まれてい
る上述の第４セキュリティ情報と、自身が管理している上述の第１セキュリティ情報及び
第２セキュリティ情報を用いて、当該移動局ＵＥによる当該「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉ
ｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」の正当性の検証を行う。
【００６２】
　なお、移動局ＵＥは、上述の第２セキュリティ情報を管理していない場合、受信したセ
キュリティデータに含まれている上述の第４セキュリティ情報と、自身が管理している上
述の第１セキュリティ情報及び上述の第５セキュリティ情報を用いて、当該移動局ＵＥに
よる当該「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」の正当性の検証
を行う。
【００６３】
　かかる検証に成功した場合、本動作は、ステップＳ１０４に進み、かかる検証に失敗し
た場合、本動作は、ステップＳ１０７に進む。
【００６４】
　ステップＳ１０４において、移動局ＵＥは、かかる「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎ（ページング信号）」に対応する出力（例えば、緊急情報の速報等のディスプレイ
表示）を行う。
【００６５】
　移動局ＵＥは、ステップＳ１０５において、「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ
（ページング信号）」に対応する「Ｓｅｃｏｎｄ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」を受信し
、ステップＳ１０６において、当該「Ｓｅｃｏｎｄ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ」によっ
て通知された詳細情報を、ディスプレイに表示する。
【００６６】
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　ステップＳ１０７では、移動局ＵＥでは、ステップＳ１０３における検証が失敗した旨
を示す出力を行う。
【００６７】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
　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、移動局ＵＥが、受信したセ
キュリティデータに含まれている第４セキュリティ情報及び自身で管理している第１セキ
ュリティ情報及び第２セキュリティ情報に基づいて、当該「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃ
ａｔｉｏｎ（ページング信号）」の正当性の検証を行うように構成されているため、セキ
ュアな通信によるページング信号の送信を実現することができる。
【００６８】
　また、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、セキュリティデータ
は、「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」ではなく、「Ｆｉｒ
ｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」で指定されるチャネルを介して送
信されるため、「Ｆｉｒｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」で送信可
能なデータ量が制限されている場合であっても、セキュアな通信によるページング信号の
送信を実現することができる。
【００６９】
　なお、上述の移動局ＵＥやネットワークノード１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。
【００７０】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　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
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００７１】
　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、移動局ＵＥやネットワークノード１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移動局ＵＥやネッ
トワークノード１内に設けられていてもよい。
【００７２】
　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、
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】
【００７３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係るネットワークノードによって送信される「Ｆｉｒ
ｓｔ　Ｎｏｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ページング信号）」及び「セキュリティデータ」につ
いて説明するための図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係るネットワークノードによって送信される「セキュ
リティデータ」について説明するための図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移動局によって行われる検証について説明するた
めの図である。
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【図５】本発明の第１の実施形態に係る移動局によって行われる検証について説明するた
めの図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る移動局の動作を説明するためのフローチャートで
ある。
【図７】ＥＷＴＳの全体構成図である。
【図８】ＥＷＴＳにおける緊急情報を送信する動作について説明するためのシーケンス図
である。
【符号の説明】
【００７４】
１…ネットワークノード
３…緊急情報配信サーバ
ＵＥ…移動局
１１…ページング信号受信部
１２…セキュリティデータ受信部
１３…セキュリティ情報管理部
１４…検証部
１５…出力部
１６…詳細情報受信部

【図１】

【図２】

【図３】
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