
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
加入者の識別に用いられるＰＭ１（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ１）なる加入者
識別番号と、端末の識別に用いられるＴＭ１（Ｔｅｒｍｉｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ１）
なる端末識別子を用いる第１の移動通信網と、ＴＭ２なる端末識別子を用いる第２の移動
通信網 が存在するときに、第１の移動通信網と第２の移動通信網 に接続されている異
種移動通信網間中継装置において、

Ｐ
Ｍ１なる加入者識別番号を格納する データベースレコードに、ＴＭ２
なる端末識別子を格納し、このＴＭ２なる端末識別子を 、ＴＭ
２なる端末識別子の 利用者を第１の移動通信網内で追跡することを特徴とする異種移
動通信網間中継装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は異種移動通信網間中継装置に関し、異なる網間通信手順を用いる移動通信網を相
互に接続して、移動機がホーム網と異なる網間通信手順を用いる移動通信網にアクセスす
る（ローミング）場合に、移動通信網毎に異なる加入者識別番号、端末識別子を、移動通
信網間中継装置のデータベースレコード上で関連づけることにより、ローミング移動機の
所在を追跡するための異種移動通信網間中継装置に関する。
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第２の移動通信網をホームとする利用者が第１の移動通信網にローミングした場合に、
第１の移動通信網用

加入者識別番号とみなして
前記



【０００２】
【従来の技術】
従来の移動通信網では、同一の網間通信手順を用いる移動通信網の利用者を識別するため
に加入者識別番号が定義されており、端末を識別するための端末識別子が定義されている
。
【０００３】
従来の移動通信網では、位置登録、移動機への着信、移動機の発信の際に、端末識別子と
加入者識別番号が用いられる。同一の網間通信手順を用いる移動通信網間のローミングの
場合にも、端末識別子と加入者識別番号が用いられる。
【０００４】
例えば、ＰＤＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｅｌｌｕｌａｒ）なる網内／網
間通信手順を採用している移動通信網（以降、ＰＤＣ網と略す）のローミング位置登録、
ローミング着信の概要は以下の通りである。
【０００５】
ＰＤＣ網では、自網の加入者と端末を管理するためのＨＬＲ（Ｈｏｍｅ　　Ｌｏｃａｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）なるデータベースと、他ＰＤＣ網からローミングしてくる加入
者と端末を管理するためのＧＬＲ（Ｇａｔｅｗａｙ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅ
ｒ）なるデータベースが存在する。
【０００６】
例えば、ＰＤＣ網１とＰＤＣ網２が存在する場合に、ＰＤＣ網１の加入者がＰＤＣ網２へ
ローミング位置登録を行うと、ＰＤＣ網１のＨＬＲ内の在圏網識別子データベースレコー
ドには、ＰＤＣ網２の網識別子が保持される。ＰＤＣ網２のＧＬＲ内のローミング加入者
識別番号データベースレコードには当該加入者の加入者識別番号が保持され、網内在圏位
置識別子データベースレコードには、当該加入者の網内在圏位置識別子が保持される。
【０００７】
ローミング中の加入者へ着信する際には、着側の加入者識別番号（＝電話番号）をダイヤ
ルする。着側の加入者識別番号から、着側加入者がＰＤＣ網１の加入者であることが判明
するので、ＰＤＣ網１のＨＬＲで当該加入者識別番号の在圏網識別子データベースレコー
ドが検索される。その結果、ＰＤＣ網２の網識別子が読み出されて、着側加入者の在圏網
がＰＤＣ網２であることが判明する。次に、ＰＤＣ網２のＧＬＲの網内在圏位置識別子エ
リアデータベースレコードが検索されて、着側加入者の網内在圏位置識別子が読み出され
る。着側加入者の在圏網がＰＤＣ網２であること及び、ＰＤＣ網２内の網内在圏位置識別
子が判明して、当該加入者の所在地が追跡される。追跡結果に従って、発信側から着側ま
で通話回線が設定される。
【０００８】
ＧＳＭ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎｓ）なる網内／網間通信手順を採用している移動通信網（以降、ＧＳＭ網と略す）の
ローミング位置登録、ローミング着信もＰＤＣ網と類似した手順により行われる。ＧＳＭ
網では、ＧＬＲとは異なるＶＬＲ（ＶｉｓｉｔｏｒＬｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ
）なるデータベースが用いられており、加入者識別番号の扱い、端末識別子の扱い及び各
種通信手順等もＰＤＣとは異なる。
【０００９】
ＰＤＣなる網内／網間通信手順は、「網間信号方式（移動通信関連）」（社団法人電信電
話技術委員会　発行）に詳細に記載されている。ＧＳＭなる網内／網間通信手順は、「Ｅ
ｕｒｏｐｅａｎ　ｄｉｇｉｔａｌ　ｃｅｌｌｕｌａｒ　ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉ
ｏｎｓ　ｓｙｓｔｅｍ（Ｐｈａｓｅ２）；Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐａ
ｒｔ（ＭＡＰ）ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ（ＧＳＭ　０９．０２）」（Ｅｕｒｏｐｅａ
ｎ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ
　発行）に詳細に記載されている。
【００１０】
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なお、移動機は、ＩＣカード、ＩＣチップなどのＩＣデバイスで、着脱可能な形態で実現
される場合もある。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
従来の移動通信網では、同一の網間通信手順を用いる移動通信網間、すなわち同種移動通
信網間のローミングが実現されているだけであり、ＧＳＭ網とＰＤＣ網間のローミングの
ように、異なる網間通信手順を用いる異種移動通信網間のローミングは実現されていない
。
【００１２】
本発明は、このような問題を解決するためのもので、異なる網間通信手順を用いた複数の
移動通信網に接続されて、それらの移動通信網の加入者識別番号、端末識別子のデータベ
ースレコードを管理して、ローミング移動機を追跡する移動通信網間中継装置を提供する
ことを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
本発明は上記問題点を解決するために、異なる網間通信手順を用いる複数の移動通信網が
存在して、それら移動通信網に接続されており、少なくとも追跡すべき移動機が何れの網
に在圏するかを識別する情報を保持する異種移動通信網間中継装置に関するものである。
【００１４】
以上のような発明によれば、異なる網間通信手順の移動通信網間のローミングの際に、ロ
ーミング元（＝ホーム）網の加入者識別番号、端末識別子と、ローミング先網の加入者識
別番号、端末識別子が、異種移動通信網間中継装置内のデータベースレコードにおいて対
応づけて格納されることにより、異種移動通信網間のローミングが実現される。
【００１５】
【発明の実施の形態】
（実施例１）
本発明の一つの実施例を実施例１として示す。図１は、異種移動通信網間中継装置の構成
及び、異なる網間通信手順を用いる移動網１、移動網２、．．．移動網ｎと異種移動通信
網間中継装置の接続を説明する図である。
【００１６】
図１では、移動網１網間通信手順を用いる移動網１（１）、移動網２網間通信手順を用い
る移動網２（２）、移動網ｎ網間通信手順を用いる移動網ｎ（３）が異種移動通信網間中
継装置（４）と接続される。異種移動通信網間中継装置（４）は、移動網１（１）と接続
される移動網１インタフェース（５）、移動網２（２）と接続される移動網２インタフェ
ース（６）、移動網ｎ（３）と接続される移動網ｎインタフェース（７）を有する。これ
らのインタフェースは、異種網間通信手順変換装置（８）と接続される。異種移動通信網
間中継装置（４）と接続される移動網１～移動網ｎの各移動毎に、各移動網をホームとす
る移動機用データベースレコードを有する。
【００１７】
移動網１をホームとする移動機用データベースレコード（９）、移動網２をホームとする
移動機用データベースレコード（１０）、移動網ｎをホームとする移動機用データベース
レコード（１１）が存在する。これらの移動機用データベースレコード（９）、（１０）
、（１１）は、異種網間通信手順変換装置（８）と接続される。これらの移動機用データ
ベースレコード（９）、（１０）、（１１）は、加入者識別番号ＰＭを格納するＰＭ用デ
ータベースレコード（１２）、端末識別子ＴＭを格納するＴＭ用データベースレコード（
１３）、在圏網識別子を格納する在圏網識別子用データベースレコード（１４）、網内在
圏位置識別子を格納する網内在圏位置識別子用データベースレコード（１５）を有する。
【００１８】
ＰＭ用データベースレコード（１２）の「ＰＭ」とは、ローミング先移動網の加入者識別
番号ＰＭを意味する。ＰＭ用データベースレコード（１２）に格納された加入者識別番号
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あるいは端末識別子が、ローミング先移動網においてその移動網固有の加入者識別番号Ｐ
Ｍとみなされて用いられる。同様に、ＴＭ用データベースレコード（１３）の「ＴＭ」は
ローミング先移動網の端末識別子ＴＭを意味する。ＴＭ用データベースレコード（１３）
に格納された加入者識別番号あるいは端末識別子が、ローミング先移動網においてその移
動網固有の端末識別子ＴＭとみなされて用いられる。
【００１９】
例えば、加入者識別番号ＰＭ２と端末識別子ＴＭ２を用いる移動網２の移動機２が、加入
者識別番号ＰＭ１と端末識別子ＴＭ１を用いる移動網１へローミングする場合には、移動
網２をホームとする移動機用データベースレコード（１０）のＰＭ用データベースレコー
ド（１２）は、ＰＭ１用データベースレコード（６３）を意味する。そこに端末識別子Ｔ
Ｍ２が格納されている場合には、移動網１において、端末識別子ＴＭ２が加入者識別番号
ＰＭ１とみなされて扱われることを意味する。この詳細な実施例は、実施例２に後述され
る。
【００２０】
例えば、移動網２の移動機２が、加入者識別番号ＰＭ３と端末識別子ＴＭ３を用いる移動
網３へローミングする場合には、移動網２をホームとする移動機用データベースレコード
（１２）のＴＭデータベースレコード（１３）はＴＭ３用データベースレコード（６５）
を意味する。そこに端末識別子ＴＭ２が格納されている場合には、移動網３において、端
末識別子ＴＭ２が端末識別子ＴＭ３と見なされて扱われることを意味する。この詳細な実
施例は実施例３に後述される。
【００２１】
在圏網識別子データベースレコード（１４）には、移動機のローミング先となる移動網の
網識別子が格納される。例えば、移動網１の網識別子が格納されている場合には、その移
動機が移動網１へローミング中であることを意味している。
【００２２】
網内在圏位置識別子データベースレコード（１５）には、移動機のローミング先網内での
所在地を表す網内在圏位置識別子が格納される。
【００２３】
ＰＭ用データベースレコード（１２）、ＴＭ用データベースレコード（１３）、在圏網識
別子用データベースレコード（１４）、網内在圏位置識別子用データベースレコード（１
５）の全データベースレコードが常に利用されるわけではなく、ローミング先移動網の網
間通信手順に応じて、適当なデータベースレコードが選択されて用いられる。例えば、網
内在圏位置識別子が網間で転送されない網間通信手順を採用している移動網へローミング
する場合には、網内在圏位置識別子用データベースレコード（１５）は利用されない。
【００２４】
異種網間通信手順変換装置（８）は、異なる網間通信手順を変換する機能及び、各移動網
の網間通信手順を処理する機能を有している。
【００２５】
（実施例２）
本発明の第二の実施例を図２、図３、図４、図５、図６に示す。
【００２６】
図２は、移動網１の端末識別子ＴＭ１、加入者識別番号ＰＭ１の移動機１への格納を説明
する図であり、図３は移動網２の端末識別子ＴＭ２、加入者識別番号ＰＭ２の移動機２へ
の格納を説明する図である。
【００２７】
図２では、移動機１（１９）はＴＭ用データベースレコード（２２）、移動網１ＩＣデバ
イス（２３）を有する。移動網１ＩＣデバイス（２３）はＰＭ用データベースレコード（
２４）を有する。ＴＭ用データベースレコード（２２）には端末識別子ＴＭ１（２０）が
格納され、ＰＭ用データベースレコード（２４）にはＰＭ１（２１）が格納される。移動
網１ＩＣデバイス（２３）はＩＣカード、ＩＣチップにより実現されるものであり、着脱
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可能な場合もある。図２に示すような、端末識別子ＴＭ１（２０）、加入者識別番号ＰＭ
１（２１）を移動機１（１９）へ格納する移動網１（１）の例としては、従来の技術で紹
介したＰＤＣがあげられる。
【００２８】
図３では、移動機２（２５）は移動網２ＩＣデバイス（２８）を有する。移動網２ＩＣデ
バイス（２８）は、ＴＭ用データベースレコード（２９）とＰＭ用データベースレコード
（３０）を有する。ＴＭ用データベースレコード（２９）には端末識別子ＴＭ２（２６）
が格納され、ＰＭ用データベースレコード（３０）には加入者識別番号ＰＭ２（２７）が
格納される。移動網２ＩＣデバイス（２８）はＩＣカード、ＩＣチップにより実現される
ものであり、着脱可能な場合もある。図３に示すような、端末識別子ＴＭ２（２６）、加
入者識別番号ＰＭ２（２７）を移動機２（２５）へ格納する移動網２（２）の例としては
、従来の技術で紹介したＧＳＭがあげられる。
【００２９】
図４では、移動網２ＩＣデバイスを移動機１に挿入することにより、移動網２から移動網
１へのローミングを行う場合の、異種移動通信網間中継装置の機能を説明する図である。
【００３０】
本実施例では、移動網１ＩＣデバイス（２３）を追跡するために、加入者識別番号ＰＭ１
（２１）を必要とする移動網を移動網１（１）とする。移動網２ＩＣデバイス（２８）を
追跡するために、端末識別子ＴＭ２（２６）を必要とする移動網を移動網２（２）とする
。以下、図４を説明する。
【００３１】
移動機１（１９）に挿入された移動網２ＩＣデバイス（２８）のＴＭ用データベースレコ
ード（２９）を、移動機１（１９）に挿入された移動網１ＩＣデバイス（２３）のＰＭ用
データベースレコード（２４）として扱う。ＴＭ用データベースレコード（２９）から読
み出される端末識別子ＴＭ２（２６）を、加入者識別番号ＰＭ１（２１）として扱う。
【００３２】
移動網１網間通信手順に従って転送される加入者識別番号ＰＭ１用データベースレコード
（３３）には、端末識別子ＴＭ２（２６）が格納される。ＰＭ１用データベースレコード
（３３）をカプセルと呼べば、カプセルの中に格納されている実体は端末識別子ＴＭ２（
２６）である。
【００３３】
加入者識別番号ＰＭ１（２１）と端末識別子ＴＭ２（２６）は、移動機２をホームとする
移動機用データベースレコード（１０）に格納されて対応付けされる。
【００３４】
移動網２ＩＣデバイス（２８）が移動網１（１）へローミング中であることを示すために
、移動機用データベースレコード（１０）の在圏網識別子データベースレコード（１４）
内には、移動網１識別子（３１）が格納される。
【００３５】
ＰＭ１用データベースレコード（６３）に加入者識別番号ＰＭ１として格納されている端
末識別子ＴＭ２（２６）を用いることにより、移動網１（１）内で、端末識別子ＴＭ２（
２６）を用いて、移動網２ＩＣデバイス（２８）を追跡することが可能となる。更に、移
動網２（２）と移動網２ＩＣデバイス（２８）の間で、端末識別子ＴＭ２（２６）の透過
な転送が可能となる。
【００３６】
図４を実現するための、ローミング位置登録手順の実施例を図５Ａ、図５Ｂに示し、ロー
ミング中移動網２ＩＣデバイスへのローミング着信手順の実施例を図６Ａ、図６Ｂに示す
。
【００３７】
図５Ａ、図５Ｂは、移動網２から移動網１へのローミング位置登録を説明する図である。
【００３８】
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移動機１に移動網２ＩＣデバイスを挿入して、ローミング位置登録が開始される（３５）
。
【００３９】
移動網２ＩＣデバイスのＴＭ用データベースレコードに格納されている端末識別子ＴＭ２
が、加入者識別番号ＰＭ１として読み出される。以後、移動網１内では、端末識別子ＴＭ
２は、加入者識別番号ＰＭ１として扱われる（３６）。
【００４０】
従来技術である移動網１のローミング位置登録手順に従って、網間認証情報読出要求が移
動網１から異種移動通信網間中継装置へ送信される。異種移動通信網間中継装置は、加入
者識別番号ＰＭ１として、端末識別子ＴＭ２を入手する。
【００４１】
異種網間通信手順変換装置は、端末識別子ＴＭ２を、移動網２をホームとする移動機用デ
ータベースのＰＭ１用データベースレコードに格納する。移動網１から網間認証情報読出
要求を受信したため、移動網２ＩＣデバイスが移動網１に在圏していることが判明する。
従って、異種網間通信手順変換装置は、移動網１識別子を、在圏網識別子データベースレ
コード （３７）。
【００４２】
異種網間通信手順変換装置は、端末識別子ＴＭ２を用いて、移動網２との間で従来技術で
ある移動網２網間通信手順に従って、ローミング位置登録を開始する。
【００４３】
異種網間通信手順変換装置は、受信済みの移動網１網間通信手順の網間認証情報読出要求
を、移動網２網間通信手順のＳｅｎｄ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒ　ｆｒｏｍ　ＨＬＲに変換し
て移動網２へ送信する。異種網間通信手順変換装置は、移動網１網間通信手順と、それに
相当した移動網２網間通信手順間の変換を行う。Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｐａｒ
ａｍａｔｅｒは、網間認証情報読出応答に変換される（３８）。
【００４４】
異種網間通信手順変換装置は、移動網１から受信したユーザ位置登録要求に含まれる網内
在圏位置識別子及び加入者識別番号ＰＭ１に対応したローミング加入者識別番号ＲＰＭ１
（４１）を、移動網２をホームとする移動機用データベースに格納する（３９）。
【００４５】
異種網間通信手順変換装置は、ユーザ位置登録要求をＵｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎに
変換し、Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋをユーザ位置登録応答に変換する（４
０）。
【００４６】
以上の手順により、ローミング位置登録が終了する。ローミング位置登録の結果、異種移
動通信網間中継装置（４）の移動網２をホームとする移動機用データベースレコードには
、端末識別子ＴＭ２（２６）、移動網１識別子（３１）、網内在圏位置識別子（３２）、
ローミング加入者識別番号ＲＰＭ１（４１）が格納される。
【００４７】
図６Ａ、図６Ｂは、移動網２ＩＣデバイスへのローミング着信手順の実施例を示す。
【００４８】
発信者が移動網１、移動網２以外の網から、移動網２ＩＣデバイスの加入者識別番号ＰＭ
２をダイヤルして発信するケースを例としている。
【００４９】
従来技術である移動網２のローミング着信手順に従って、異種移動通信網間中継装置がＲ
ＰＭ２を割り当てる。ついで、異種移動通信網間中継装置まで通話回線設定用信号ＩＡＭ
が転送される。
【００５０】
ＲＰＭ２に対応するＴＭ２が検索される。異種網間通信手順変換装置は、移動網２をホー
ムとする移動機用データベースレコードで、端末識別子ＴＭ２が格納されている加入者識
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別番号ＰＭ１用データベースレコードを検索して、検索されたデータベースレコードに対
応する在圏網識別子データベースレコード、網内在圏位置識別子データベースレコード、
ＲＰＭ１データベースレコード（５４）を検索する。その結果、移動網２ＩＣデバイスの
所在網と所在地が、移動網１識別子、在圏位置識別子として判明する（４２）。
【００５１】
従来技術である移動網１網間通信手順に従って、ＲＰＭ１、移動網１識別子、網内在圏位
置識別子（３２）を用いて、ローミング着信が行われる。
【００５２】
通話回線設定用信号ＩＡＭが発信者の所在網から移動網１へ転送されて、移動網２ＩＣデ
バイスの追跡が行われて、通話回線が設定されてローミング着信が終了する。
【００５３】
異種移動通信網間中継装置内の移動網２をホームとする移動機用データベースレコードの
加入者識番号ＰＭ１用データベースレコードに、端末識別子ＴＭ２を格納することによっ
て、異なる網間通信手順を用いる移動網２から移動網１へローミング中の移動網２ＩＣデ
バイスの追跡が可能となり、ローミングが可能となる。
【００５４】
（実施例３）
本発明の第三の実施例を図７、図８、図９、図１０に示す。
【００５５】
図７は、移動網３（４９）の端末識別子ＴＭ３（４４）、加入者識別番号ＰＭ３（４５）
の移動機３（４３）への格納を説明する図である。
【００５６】
図７では、移動機３（４３）は移動網３ＩＣデバイス（４６）を有する。移動網３ＩＣデ
バイス（４６）は、ＴＭ用データベースレコード（４７）とＰＭ用データベースレコード
（４８）を有する。ＴＭ用データベース（４７）には端末識別子ＴＭ３（４４）が格納さ
れ、ＰＭ用データベース（４８）には加入者識別番号ＰＭ３（４５）が格納される。移動
網３ＩＣデバイス（４６）はＩＣカード、ＩＣチップにより実現されるものであり、着脱
可能な場合もある。
【００５７】
図８では、移動網２ＩＣデバイスを移動機３に挿入することにより、移動網２から移動網
３へのローミングを行う場合の、異種移動通信網間中継装置の機能を説明する図である。
【００５８】
本実施例では、移動網３ＩＣデバイス（４６）を追跡するために、加入者識別番号ＰＭ３
（４５）と端末識別子ＴＭ３（４４）を必要とする移動網を移動網３（４９）とする。移
動網２ＩＣデバイス（２８）を追跡するために、端末識別子ＴＭ２（２６）を必要とする
移動網を移動網２（２）とする。以下、図８を説明する。
【００５９】
移動機３（４３）に挿入された移動網２ＩＣデバイス（２８）のＴＭ用データベースレコ
ード（２９）を、移動機３（４３）に挿入された移動網３ＩＣデバイス（４６）のＴＭ用
データベースレコード（４７）として扱う。移動機３（４３）に挿入された移動網２ＩＣ
デバイス（２８）のＰＭ用データベースレコード（３０）を、移動機３（４３）に挿入さ
れた移動網３ＩＣデバイス（４６）のＰＭ用データベースレコード（４８）として扱う。
ＴＭ用データベースレコード（２９）から読み出される端末識別子ＴＭ２（２６）を端末
識別子ＴＭ３（４４）として扱い、ＰＭ用データベースレコード（３０）から読み出され
る加入者識別番号ＰＭ２（２７）を加入者識別番号ＰＭ３（４５）として扱う。
【００６０】
移動網３網間通信手順に従って転送される加入者識別番号ＰＭ３用データベースレコード
（５２）には、加入者識別番号ＰＭ２（２７）が格納される。ＰＭ３用データベースレコ
ード（５２）をカプセルと呼べば、カプセルの中に格納されている実体は加入者識別番号
ＰＭ２（２７）である。
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【００６１】
移動網３網間通信手順に従って転送される端末識別子ＴＭ３用データベースレコード（５
１）には、端末識別子ＴＭ２（２６）が格納される。ＴＭ３用データベースレコード（５
１）をカプセルと呼べば、カプセルの中に格納されている実体は端末識別子ＴＭ２（２６
）である。
【００６２】
加入者識別番号ＰＭ３（４５）と加入者識別番号ＰＭ２（２７）及び、端末識別子ＴＭ３
（４４）と端末識別子ＴＭ２（２６）は、移動機２をホームとする移動機用データベース
レコード（１０）に格納されて対応付けされる。
【００６３】
移動網２ＩＣデバイス（２８）が移動網３（４９）へローミング中であることを示すため
に、移動機用データベースレコード（１０）の在圏網識別子データベースレコード（１４
）内には、移動網３識別子（５３）が格納される。
【００６４】
ＴＭ３用データベースレコード（６５）に端末識別子ＴＭ３（４４）として格納されてい
る端末識別子ＴＭ２（２６）及び、ＰＭ３用データベースレコード（６４）に加入者識別
番号ＰＭ３（４５）として格納されている加入者識別番号ＰＭ２（２７）を用いることに
より、移動網３（４９）内で、移動網２ＩＣデバイス（２８）を追跡することが可能とな
る。更に、移動網２（２）と移動網２ＩＣデバイス（２８）の間で、端末識別子ＴＭ２（
２６）の透過的な転送が可能となる。
【００６５】
図８を実現するための、ローミング位置登録手順の実施例を図９Ａ、図９Ｂに示し、ロー
ミング中移動網２ＩＣデバイスへのローミング着信手順の実施例を図１０に示す。
【００６６】
図９Ａ、図９Ｂは、移動網２から移動網３へのローミング位置登録を説明する図である。
【００６７】
移動機３に移動網２ＩＣデバイスを挿入して、ローミング位置登録が開始される。移動網
２ＩＣデバイスのＴＭ用データベースレコードに格納されている端末識別子ＴＭ２が、端
末識別子ＴＭ３として読み出される。以後、移動網１内では、端末識別子ＴＭ２は、端末
識別子ＴＭ３として扱われる。移動網２ＩＣデバイスのＰＭ用データベースレコードに格
納されている加入者識別番号ＰＭ２が、加入者識別番号ＰＭ３として読み出される。以後
、移動網３内では、加入者識別番号ＰＭ２は、加入者識別番号ＰＭ３として扱われる（５
５）。
【００６８】
従来技術である移動網３のローミング位置登録手順に従って、網間認証情報読出要求が移
動網３から異種移動通信網間中継装置へ送信される。異種移動通信網間中継装置は、加入
者識別番号ＰＭ３として加入者識別番号ＰＭ２を、端末識別子ＴＭ３として端末識別子Ｔ
Ｍ２を入手する。
【００６９】
異種網間通信手順変換装置は、移動網２をホームとする移動機用データベースのＴＭ３用
データベースレコードに端末識別子ＴＭ２を格納して、ＰＭ３用データベースレコードに
加入者識別番号ＰＭ２を格納する。移動網３から網間認証情報読出要求を受信したため、
移動網２ＩＣデバイスが移動網３に在圏していることが判明する。従って、異種網間通信
手順変換装置は、移動網３識別子を在圏網識別子用データベースレコードに格納する（５
６）。
【００７０】
異種網間通信手順変換装置は、端末識別子ＴＭ２を用いて、移動網２との間で従来技術で
ある移動網２網間通信手順に従って、ローミング位置登録を開始する。
【００７１】
異種網間通信手順変換装置は、受信済みの移動網１網間通信手順の網間認証情報読出要求
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を、移動網２網間通信手順のＳｅｎｄ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒ　ｆｒｏｍ　ＨＬＲに変換し
て移動網２へ送信する。異種網間通信手順変換装置は、移動網３網間通信手順と、それに
相当した移動網２網間通信手順間の変換を行う。Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｐａｒ
ａｍａｔｅｒは、網間認証情報読出応答に変換される（５７）。
【００７２】
異種網間通信手順変換装置は、移動網３から受信した位置登録要求に含まれる網内在圏位
置識別子を網内在圏位置識別子データベースレコードに格納して、加入者識別番号ＰＭ３
に対応したローミング加入者識別番号ＲＰＭ３をＲＰＭ３用データベースレコードに格納
する（５８）。
【００７３】
異種網間通信手順変換装置は、位置登録要求をＵｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎに変換し
、Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋを位置登録応答に変換する（５９）。
【００７４】
以上の手順により、ローミング位置登録が終了する。ローミング位置登録の結果、異種移
動通信網間中継装置の移動網２をホームとする移動機用データベースレコードには、端末
識別子ＴＭ２、加入者識別番号ＰＭ２、移動網３識別子、網内在圏位置識別子、ローミン
グ加入者識別番号ＲＰＭ３が格納される。
【００７５】
図１０Ａ、図１０Ｂは、移動網２ＩＣデバイスへのローミング着信手順の実施例を示す。
【００７６】
発信者が移動網１、移動網２以外の網から、移動網２ＩＣデバイスの加入者識別番号ＰＭ
２をダイヤルして発信する例をとりあげている。
【００７７】
従来技術である移動網２のローミング着信手順に従って、異種移動通信網間中継装置がＲ
ＰＭ２を割り当てる。ついで、異種移動通信網間中継装置まで通話回線設定用信号ＩＡＭ
が転送される。
【００７８】
ＲＰＭ２に対応するＴＭ２が検索される。異種網間通信手順変換装置は、移動網２をホー
ムとする移動機用データベースレコードで、端末識別子ＴＭ２が格納されている端末識別
子ＴＭ３用データベースレコードを検索する。検索されたＴＭ用データベースレコードに
対応している在圏網識別子データベースレコード、網内在圏位置識別子データベースレコ
ード、ＲＰＭ３用データベースレコード（６１）に格納されている内容を読み出す。その
結果、移動網２ＩＣデバイスの所在網と所在地が、移動網３識別子、在圏位置識別子とし
て判明して、ＲＰＭ３も判明する（６０）。
【００７９】
従来技術である移動網３網間通信手順に従って、ＲＰＭ３（６２）、移動網３識別子（５
３）、網内在圏位置識別子を用いて、ローミング着信が行われる。
【００８０】
通話回線設定用信号ＩＡＭが発信者の所在網から移動網３へ転送されて、移動網２ＩＣデ
バイスの追跡が行われて、通話回線が設定されてローミング着信が終了する。
【００８１】
異種移動通信網間中継装置内の移動網２をホームとする移動機用データベースレコードの
端末識別子用データベースレコードに、端末識別子ＴＭ２を格納して、加入者識別番号用
データベースレコードに、加入者識別番号ＰＭ２を格納することによって、異なる網間通
信手順を用いる移動網２から移動網３へローミング中の移動網２ＩＣデバイスの追跡が可
能となり、ローミングが可能となる。
【００８２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、異なる網間通信手順を用いる移動網間でも、ロー
ミングが可能となる。また、近年、加入者識別番号や端末識別子を格納したＩＣカード、
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ＩＣチップなどのＩＣデバイスを移動機とみなして、ＩＣデバイスによるローミングの実
現を図る趨勢にある。従って、従来では、無線規格が全く異なる為にローミングが実現で
きていなかった移動網間であっても、移動網２のＩＣデバイスを移動網１の移動機に挿入
することにより、ローミングを実現する可能性が現れてきた。しかしながら、移動網１と
移動網２は、異なる網間通信手順を採用しているために、単にＩＣデバイスを移動機に挿
入するだけでは、ローミングは不可能である。本発明によれば、追跡すべき移動機（ＩＣ
デバイス）の加入者識別番号ＰＭ、端末識別子ＴＭ、在圏網識別子、網内在圏位置識別子
のデータベースレコードを持った異種移動通信網間中継装置を用いることにより、異なる
網間通信手順を用いる移動網間のローミングを可能としている。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施例における異種移動通信網間中継装置の構成及び、異なる網間通信手順を
用いる移動網１、移動網２、．．．移動網ｎと異種移動通信網間中継装置の接続を説明す
る図である。
【図２】本実施例における移動網１の端末識別子ＴＭ１、加入者識別番号ＰＭ１の移動機
１への格納を説明する図である。
【図３】本実施例における移動網２の端末識別子ＴＭ２、加入者識別番号ＰＭ２の移動機
２への格納を説明する図である。
【図４】本実施例における、移動網２ＩＣデバイスを移動機１に挿入することにより、移
動網２から移動網１へのローミングを行う場合の、異種移動通信網間中継装置の機能を説
明する図である。
【図５Ａ】本実施例における移動網２から移動網１へのローミング位置登録を説明する図
である。
【図５Ｂ】本実施例における移動網２から移動網１へのローミング位置登録を説明する図
である。
【図６Ａ】本実施例における移動網２ＩＣデバイスへのローミング着信を説明する図であ
る。
【図６Ｂ】本実施例における移動網２ＩＣデバイスへのローミング着信を説明する図であ
る。
【図７】本実施例における移動網３の端末識別子ＴＭ３、加入者識別番号ＰＭ３の移動機
３への格納を説明する図である。
【図８】本実施例における、移動網２ＩＣデバイスを移動機３に挿入することにより、移
動網２から移動網３へのローミングを行う場合の、異種移動通信網間中継装置の機能を説
明する図である。
【図９Ａ】本実施例における移動網２から移動網３へのローミング位置登録を説明する図
である。
【図９Ｂ】本実施例における移動網２から移動網３へのローミング位置登録を説明する図
である。
【図１０Ａ】本実施例における移動網２ＩＣデバイスへのローミング着信を説明する図で
ある。
【図１０Ｂ】本実施例における移動網２ＩＣデバイスへのローミング着信を説明する図で
ある。
【符号の説明】
１　移動網１
２　移動網２
３　移動網ｎ
４　異種移動通信網間中継装置
５　移動網１インタフェース
６　移動網２インタフェース
７　移動網ｎインタフェース
８　異種網間通信手順変換装置
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９　移動網１をホームとする移動機用データベースレコード
１０　移動網２をホームとする移動機用データベースレコード
１１　移動網ｎをホームとする移動機用データベースレコード
１２　加入者識別番号ＰＭ用データベースレコード
１３　端末識別子ＴＭ用データベースレコード
１４　在圏網識別子用データベースレコード
１５　網内在圏位置識別子用データベースレコード
１６　移動網１網間通信手順
１７　移動網２網間通信手順
１８　移動網ｎ網間通信手順
１９　移動機１
２０　端末識別子ＴＭ１
２１　加入者識別番号ＰＭ１
２２　端末識別子ＴＭ用データベースレコード
２３　移動機１ＩＣデバイス
２４　加入者識別番号ＰＭ用データベースレコード
２５　移動機２
２６　端末識別子ＴＭ２
２７　加入者識別番号ＰＭ２
２８　移動網２ＩＣデバイス
２９　端末識別子ＴＭ用データベースレコード
３０　加入者識別番号ＰＭ用データベースレコード
３１　移動網１識別子
３２　網内在圏位置識別子
３３　移動網１網間通信手順に従って転送されるＰＭ１用データベースレコード
３４　移動網２網間通信手順に従って転送されるＴＭ２用データベースレコード
３５　移動網２から移動網１へのローミング位置登録における移動網１の処理１
３６　移動網２から移動網１へのローミング位置登録における移動網１の処理２
３７　移動網２から移動網１へのローミング位置登録における異種移動通信網間中継装置
の処理１
３８　移動網２から移動網１へのローミング位置登録における異種移動通信網間中継装置
の処理２
３９　移動網２から移動網１へのローミング位置登録における異種移動通信網間中継装置
の処理３
４０　移動網２から移動網１へのローミング位置登録における異種移動通信網間中継装置
の処理４
４１　ローミング加入者識別番号ＲＰＭ１
４２　移動網２ＩＣデバイスへのローミング着信における異種移動通信網間中継装置の処
理１
４３　移動機３
４４　端末識別子ＴＭ３
４５　加入者識別番号ＰＭ３
４６　移動機３ＩＣデバイス
４７　端末識別子ＴＭ用データベースレコード
４８　加入者識別番号ＰＭ用データベースレコード
４９　移動網３
５０　移動網３インタフェース
５１　移動網３網間通信手順に従って転送されるＴＭ３用データベースレコード
５２　移動網３網間通信手順に従って転送されるＰＭ３用データベースレコード
５３　移動網３識別子
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５４　ローミング加入者識別番号ＲＰＭ１用データベースレコード
５５　移動網２から移動網３へのローミング位置登録における移動網３の処理１
５６　移動網２から移動網３へのローミング位置登録における異種移動通信網間中継装置
の処理１
５７　移動網２から移動網３へのローミング位置登録における異種移動通信網間中継装置
の処理２
５８　移動網２から移動網３へのローミング位置登録における異種移動通信網間中継装置
の処理３
５９　移動網２から移動網３へのローミング位置登録における異種移動通信網間中継装置
の処理４
６０　移動網２ＩＣデバイスへのローミング着信における異種移動通信網間中継装置の処
理１
６１　ローミング加入者識別番号ＲＰＭ３用データベースレコード
６２　ローミング加入者識別番号ＲＰＭ３
６３　加入者識別番号ＰＭ１用データベースレコード
６４　加入者識別番号ＰＭ３用データベースレコード
６５　端末識別子ＴＭ３用データベースレコード
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【 図 ４ 】 【 図 ５ Ａ 】

【 図 ５ Ｂ 】 【 図 ６ Ａ 】
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【 図 ６ Ｂ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ Ａ 】
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【 図 ９ Ｂ 】 【 図 １ ０ Ａ 】

【 図 １ ０ Ｂ 】
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