
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の通信システムを統合して一つの通信サービスを提供する通信システムにおいて、
　 前記複数の通信システムからそれぞれページング信
号を端末へ送信する第１のステップと、
　前記端末において 前記複数の通信システムから
直接複数の前記ページング信号を受信し、受信した複数の前記ページング信号中に含まれ
る 情報に基づいて、当
該端末自身が利用したい通信システムを前記複数の通信システムの中から選択する第２の
ステップと
　を有することを特徴とするページング制御方法。
【請求項２】
　前記端末において前記第２のステップで選択した通信システムに対して接続要求信号を
送信する第３のステップをさらに有することを特徴とする請求項１に記載のページング制
御方法。
【請求項３】
　複数の通信システムを統合して一つの通信サービスを提供し、ページング信号を管理す
るページングエージェントを有する通信システムにおいて、
　端末から前記ページングエージェントに対して当該端末自身が選択または設定した通信
システムの 要求条件
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および該端末の位置情報を予め送信し、該ページングエージェントにおいて受信した前記
要求条件および前記位置情報を登録する第１のステップと、
　前記ページングエージェントにおいて、前記登録された前記端末の位置情報と前記要求
条件に基づいて、前記複数の通信システムの中から最適な通信システムを選択する第２の
ステップと、
　前記選択された前記最適な通信システムから前記端末にページング信号を送信する第３
のステップと
　を有することを特徴とするページング制御方法。
【請求項４】
　前記端末において前記最適な通信システムに対して接続要求信号を送信する第４のステ
ップをさらに有することを特徴とする請求項３に記載のページング制御方法。
【請求項５】
　複数の通信システムを統合して一つの通信サービスを提供し、ページング信号を管理す
るページングエージェントを有する通信システムにおいて、
　端末から前記ページングエージェントに対して当該端末自身が選択または設定した通信
システムの 要求条件
および該端末の位置情報を予め送信し、該ページングエージェントにおいて受信した前記
要求条件および前記位置情報を登録する第１のステップと、
　前記ページングエージェントにおいて前記登録された前記端末の位置情報と前記要求条
件に基づいて前記複数の通信システムの中から最適な通信システムを選択する第２のステ
ップと、
　前記複数の通信システムの内で前記端末に対して送信することが予め定められている所
定の通信システムから前記端末に対して前記第２のステップで選択された通信システム名
が含まれるページング信号を送信する第３のステップと
　を有することを特徴とするページング制御方法。
【請求項６】
　前記端末において前記所定の通信システムに対して接続要求信号を送信し、前記ページ
ング信号に含まれている前記選択された通信システムからの情報信号を待機する第４ステ
ップをさらに有することを特徴とする請求項５に記載のページング制御方法。
【請求項７】
　複数の通信システムを統合して一つの通信サービスを提供する通信システムにおいて、
　外部ネットワークと接続して前記複数の通信システムからそれぞれページング信号を送
信させる通信制御手段と、
　前記複数の通信システムから 直接複数の前記ページ
ング信号を受信して、受信した複数の前記ページング信号中に含まれる

情報に基づいて、当該端末自身が利用し
たい通信システムを前記複数の通信システムの中から選択する端末と
　を有することを特徴とするページング制御システム。
【請求項８】
　前記端末は前記選択した通信システムに対して接続要求信号を送信することを特徴とす
る請求項 に記載のページング制御システム。
【請求項９】
　複数の通信システムを統合して一つの通信サービスを提供し、ページング信号を管理す
るページングエージェントを有する通信システムにおいて、
　前記ページングエージェントに対して当該端末自身が選択または設定した通信システム
の 要求条件および該
端末の位置情報を予め送信する端末と、
　受信した前記要求条件および前記位置情報を登録する前記ページングエージェント内の
登録手段と、
　前記登録手段に登録された前記端末の位置情報と前記要求条件に基づいて、前記複数の
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通信システムの中から最適な通信システムを選択する前記ページングエージェント内の選
択手段と、
　前記選択手段で選択された前記最適な通信システムから前記端末にページング信号を送
信させる通信制御手段と
　を有することを特徴とするページング制御システム。
【請求項１０】
　前記端末は受信した前記最適な通信システムに対して接続要求信号を送信することを特
徴とする請求項 に記載のページング制御システム。
【請求項１１】
　複数の通信システムを統合して一つの通信サービスを提供し、ページング信号を管理す
るページングエージェントを有する通信システムにおいて、
　前記ページングエージェントに対して当該端末自身が選択または設定した通信システム
の 要求条件および該
端末の位置情報を予め送信する端末と、
　受信した前記要求条件および前記位置情報を登録する前記ページングエージェント内の
記憶手段と、
　前記記憶手段に登録された前記端末の位置情報と前記要求条件に基づいて前記複数の通
信システムの中から最適な通信システムを選択する前記ページングエージェント内の選択
手段と、
　前記複数の通信システムの内で前記端末に対して送信することが予め定められている所
定の通信システムから前記端末に対して前記選択手段で選択された通信システム名が含ま
れるページング信号を送信する通信制御手段と
　を有することを特徴とするページング制御システム。
【請求項１２】
　前記端末は、前記所定の通信システムに対して接続要求信号を送信し、前記ページング
信号に含まれている前記選択された通信システムからの情報信号を待機することを特徴と
する請求項 に記載のページング制御システム。
【請求項１３】
　前記選択手段は、前記通信制御手段からの最適通信システムの問い合わせに応じて、前
記最適な通信システムの選択を遂行することを特徴とする請求項 ないし のいずれか
に記載のページング制御システム。
【請求項１４】
　複数の通信システムを統合して一つの通信サービスを提供し、ページング信号を管理す
るページングエージェントを有する通信システムにおいて、前記ページングエージェント
をコンピュータにより制御するためのページング制御プログラムを記録した記録媒体であ
って、該プログラムはコンピュータに対し、
　端末から送信される当該端末自身が選択または設定した通信システムの

要求条件および該端末の位置情報を
受信させ、
　受信した前記端末の位置情報と前記要求条件を登録させ、
　登録された前記端末の位置情報と前記要求条件に基づいて、前記複数の通信システムの
中から最適な通信システムを選択させ、
　選択された前記最適な通信システムから前記端末にページング信号を送信させることを
特徴とするページング制御プログラムを記録した記録媒体。
【請求項１５】
　複数の通信システムを統合して一つの通信サービスを提供し、ページング信号を管理す
るページングエージェントを有する通信システムにおいて、前記ページングエージェント
をコンピュータにより制御するためのページング制御プログラムを記録した記録媒体であ
って、該プログラムはコンピュータに対し、
　端末から送信される当該端末自身が選択または設定した通信システムの
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要求条件および該端末の位置情報を
受信させ、
　受信した前記端末の位置情報と前記要求条件を登録させ、
　登録された前記端末の位置情報と前記要求条件に基づいて、前記複数の通信システムの
中から最適な通信システムを選択させ、
　前記複数の通信システムの内で前記端末に対して送信することが予め定められている所
定の通信システムから前記端末に対して前記選択された最適な通信システム名が含まれる
ページング信号を送信させることを特徴とするページング制御プログラムを記録した記録
媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、無線通信チャネルまたは有線通信チャネルを介して端末に通信サービスを提供
する通信システムにおけるページング制御方法およびページング制御システム、並びにペ
ージング制御プログラムを記録した記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
移動体通信システムにおける移動局のように端末のバッテリーが制限されている場合、端
末は通常バッテリセービングのためにアイドルモードと呼ばれる情報の送受信を行わず電
力を消費しないモードとなっている。基地局がアイドルモードの端末に対して下り情報信
号を送信する際には、実際の情報信号を送信する前にページング信号と呼ばれる、端末を
アイドルモードから受信可能モード（スタンバイモード）に移行させる信号を送信する。
このような制御をページング制御と呼ぶ。
【０００３】
従来の通信システムでは、一つの通信システムで閉じたサービスを提供しており、このた
めページング制御も通信システムごとに行っている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
これに対し、特徴の異なる複数の通信システムを統合して、その複数の通信システムから
選択されたある通信サービスを端末に対して提供するという仮想的な通信システムは、端
末の要求条件に対して柔軟な対応が可能となるため、非常に効率的なシステムとなり得る
と考えられる。
【０００５】
しかし、これまでに、このような複数の通信システムを統合した通信システムを対象とし
た効率的なページング制御は考えられていない。
【０００６】
そこで、本発明では、複数の通信システムを統合して一つの通信サービスを提供する通信
システムを対象とした効率的なページング制御の実現を目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するため、請求項１の通信システムにおけるページング制御方法の発明
は、複数の通信システムを統合して一つの通信サービスを提供する通信システムにおいて
、
　 前記複数の通信システムからそれぞれページング信
号を端末へ送信する第１のステップと、前記端末において

前記複数の通信システムから直接複数の前記ページング信号を受信し、受信した
複数の前記ページング信号中に含まれる

情報に基づいて、当該端末自身が利用したい通信システムを前記複数の
通信システムの中から選択する第２のステップとを有することを特徴とする。
【０００８】
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ここで、前記端末において前記第２のステップで選択した通信システムに対して接続要求
信号を送信する第３のステップをさらに有することを特徴とすることができる。
【０００９】
　上記目的を達成するため、請求項３の通信システムにおけるページング制御方法の発明
は、複数の通信システムを統合して一つの通信サービスを提供し、ページング信号を管理
するページングエージェントを有する通信システムにおいて、端末から前記ページングエ
ージェントに対して当該端末自身が選択または設定した通信システムの

要求条件および該端末の位置情報を予
め送信し、該ページングエージェントにおいて受信した前記要求条件および前記位置情報
を登録する第１のステップと、前記ページングエージェントにおいて、前記登録された前
記端末の位置情報と前記要求条件に基づいて、前記複数の通信システムの中から最適な通
信システムを選択する第２のステップと、前記選択された前記最適な通信システムから前
記端末にページング信号を送信する第３のステップとを有することを特徴とする。
【００１０】
ここで、前記端末において前記最適な通信システムに対して接続要求信号を送信する第４
のステップをさらに有することを特徴とすることができる。
【００１１】
　上記目的を達成するため、請求項５の通信システムにおけるページング制御方法の発明
は、複数の通信システムを統合して一つの通信サービスを提供し、ページング信号を管理
するページングエージェントを有する通信システムにおいて、端末から前記ページングエ
ージェントに対して当該端末自身が選択または設定した通信システムの

要求条件および該端末の位置情報を予
め送信し、該ページングエージェントにおいて受信した前記要求条件および前記位置情報
を登録する第１のステップと、前記ページングエージェントにおいて前記登録された前記
端末の位置情報と前記要求条件に基づいて前記複数の通信システムの中から最適な通信シ
ステムを選択する第２のステップと、前記複数の通信システムの内で前記端末に対して送
信することが予め定められている所定の通信システムから前記端末に対して前記第２のス
テップで選択された通信システム名が含まれるページング信号を送信する第３のステップ
とを有することを特徴とする。
【００１２】
ここで、前記端末において前記所定の通信システムに対して接続要求信号を送信し、前記
ページング信号に含まれている前記選択された通信システムからの情報信号を待機する第
４ステップをさらに有することを特徴とすることができる。
【００１４】
　上記目的を達成するため、請求項７のページング制御システムの発明は、複数の通信シ
ステムを統合して一つの通信サービスを提供する通信システムにおいて、外部ネットワー
クと接続して前記複数の通信システムからそれぞれページング信号を送信させる通信制御
手段と、前記複数の通信システムから 直接複数の前記
ページング信号を受信して、受信した複数の前記ページング信号中に含まれる

情報に基づいて、当該端末自身が
利用したい通信システムを前記複数の通信システムの中から選択する端末とを有すること
を特徴とする。
【００１５】
ここで、前記端末は前記選択した通信システムに対して接続要求信号を送信することを特
徴とすることができる。
【００１６】
　上記目的を達成するため、請求項９のページング制御システムの発明は、複数の通信シ
ステムを統合して一つの通信サービスを提供し、ページング信号を管理するページングエ
ージェントを有する通信システムにおいて、前記ページングエージェントに対して当該端
末自身が選択または設定した通信システムの
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要求条件および該端末の位置情報を予め送信する端末と、受信し
た前記要求条件および前記位置情報を登録する前記ページングエージェント内の登録手段
と、前記登録手段に登録された前記端末の位置情報と前記要求条件に基づいて、前記複数
の通信システムの中から最適な通信システムを選択する前記ページングエージェント内の
選択手段と、前記選択手段で選択された前記最適な通信システムから前記端末にページン
グ信号を送信させる通信制御手段とを有することを特徴とする。
【００１７】
ここで、前記端末は受信した前記最適な通信システムに対して接続要求信号を送信するこ
とを特徴とすることができる。
【００１８】
　上記目的を達成するため、請求項１１のページング制御システムの発明は、複数の通信
システムを統合して一つの通信サービスを提供し、ページング信号を管理するページング
エージェントを有する通信システムにおいて、前記ページングエージェントに対して当該
端末自身が選択または設定した通信システムの

要求条件および該端末の位置情報を予め送信する端末と、受信
した前記要求条件および前記位置情報を登録する前記ページングエージェント内の記憶手
段と、前記記憶手段に登録された前記端末の位置情報と前記要求条件に基づいて前記複数
の通信システムの中から最適な通信システムを選択する前記ページングエージェント内の
選択手段と、前記複数の通信システムの内で前記端末に対して送信することが予め定めら
れている所定の通信システムから前記端末に対して前記選択手段で選択された通信システ
ム名が含まれるページング信号を送信する通信制御手段とを有することを特徴とする。
【００１９】
ここで、前記端末は、前記所定の通信システムに対して接続要求信号を送信し、前記ペー
ジング信号に含まれている前記選択された通信システムからの情報信号を待機することを
特徴とすることができる。
【００２１】
また、前記選択手段は、前記通信制御手段からの最適通信システムの問い合わせに応じて
、前記最適な通信システムの選択を遂行することを特徴とすることができる。
【００２２】
　上記目的を達成するため、請求項１４の記録媒体の発明は、複数の通信システムを統合
して一つの通信サービスを提供し、ページング信号を管理するページングエージェントを
有する通信システムにおいて、前記ページングエージェントをコンピュータにより制御す
るためのページング制御プログラムを記録した記録媒体であって、該プログラムはコンピ
ュータに対し、端末から送信される当該端末自身が選択または設定した通信システムの

要求条件および該端末
の位置情報を受信させ、受信した前記端末の位置情報と前記要求条件を登録させ、登録さ
れた前記端末の位置情報と前記要求条件に基づいて、前記複数の通信システムの中から最
適な通信システムを選択させ、選択された前記最適な通信システムから前記端末にページ
ング信号を送信させることを特徴とする。
【００２３】
　上記目的を達成するため、請求項１５の記録媒体の発明は、複数の通信システムを統合
して一つの通信サービスを提供し、ページング信号を管理するページングエージェントを
有する通信システムにおいて、前記ページングエージェントをコンピュータにより制御す
るためのページング制御プログラムを記録した記録媒体であって、該プログラムはコンピ
ュータに対し、端末から送信される当該端末自身が選択または設定した通信システムの

要求条件および該端末
の位置情報を受信させ、受信した前記端末の位置情報と前記要求条件を登録させ、登録さ
れた前記端末の位置情報と前記要求条件に基づいて、前記複数の通信システムの中から最
適な通信システムを選択させ、前記複数の通信システムの内で前記端末に対して送信する
ことが予め定められている所定の通信システムから前記端末に対して前記選択された最適
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な通信システム名が含まれるページング信号を送信させることを特徴とする。
【００２４】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００２５】
（第１の実施形態）
図１は本発明の第１の実施形態の通信システムの概略構成を示すブロック図である。同図
において、１は外部ネットワーク、２はゲートウェイ（ＧＷ）、３、４および５は通信シ
ステムＡ、通信システムＢ、通信システムＣであり、６は端末である。本実施形態では、
外部ネットワーク１からの信号は、ゲートウェイ２を経由して、各通信システム３～５に
送信されるものとする。通信システム３～５はそれぞれ異なる通信システムであるが、有
線システムでも無線システムでもよく、ゲートウェイ２を介して統合されている。
【００２６】
図２は図１の各通信システム３～５から送信されるページング信号の一例を示す信号フォ
ーマット図である。Ｓ１は通信システムＡのページング信号、Ｓ２は通信システムＢのペ
ージング信号、およびＳ３は通信システムＣのページング信号であり、それぞれ呼び出し
端末アドレス、各自のシステム名フィールド、各システムの通信コスト情報フィールドが
含まれている。図２の具体例では、通信システムの通信コストは、Ｓ１＜Ｓ２＜Ｓ３の関
係にあり、通信システムＡの通信コストが一番安いことが分かる。
【００２７】
本発明の第１の実施形態では、複数の端末の中のある端末（例えば、６）宛ての下り信号
を送信する場合、ゲートウェイ２は各通信システム３～５に対して、該当端末宛てのペー
ジング信号Ｓ１～Ｓ３の送信を要求する。端末６は各通信システム３～５から送信された
ページング信号を受信し、それらページング信号Ｓ１～Ｓ３内に含まれる通信コスト情報
をもとに、通信コストがもっとも安い通信システム（本具体例では３の通信システムＡ）
を選択する。
【００２８】
そして、端末６は選択した通信システムに対して接続要求を行う。ここでは、端末は通信
システムＡを選択している。その結果、下り信号は通信システム Aを介して、端末６に送
信される。
【００２９】
なお、本実施形態では通信コストを従量課金としているが、接続時間課金とすることも可
能である。また、本実施形態では、通信システムの選択の指標として、通信コストを用い
ているが、それ以外にも選択の指標とすることができ、例えば伝送速度や伝送品質、さら
には通信コストとそれら伝送速度等を組み合わせたものを選択の指標として、通信システ
ムを選択することも可能である。この場合、通信システム選択の指標となるこれら情報を
、各通信システムから送信される各ページング信号に含んでおく必要がある。
【００３０】
（第２の実施形態）
図３は本発明の第２の実施形態の通信システムの概略構成を示すブロック図である。同図
において、７はゲートウェイ２と端末６間に接続されるページングエージェントである。
ページングエージェント７は移動局（図示しない）の位置情報から、各端末６がどの通信
システムを利用可能か知ることができ、さらにその場所における各通信システムの通信コ
ストや伝送速度といった情報を知ることができるものとする。その他の構成要素は上述の
図１の本発明の第１の実施形態と同様なのでその詳細な説明は省略する。
【００３１】
図４の（Ａ）は、複数の端末の中のある端末６がページングエージェント７に送信する要
求信号Ｓ１１の信号フォーマットの一例を示している。要求信号Ｓ１１は、送信先アドレ
スフィールド（ページングエージェントアドレス）、送信元アドレスフィールド（端末ア
ドレス）、端末位置フィールド（端末位置情報）、および要求条件フィールド（例えば、

10

20

30

40

50

(7) JP 4033627 B2 2008.1.16



通信コストが最も安い）を含む。
【００３２】
端末６は接続する通信システムに対する要求条件（例えば、通信コストが最も安い）を図
４の（Ａ）の信号フォーマットを用いてページングエージェント７にあらかじめ通知して
おく。
【００３３】
ページングエージェント７は端末６の位置情報およびその要求条件から最適な通信システ
ム（例えば、３の通信システムＡ）を選択し、それを内部メモリ（図示しない）に記憶し
ておく。
【００３４】
その後、下り信号を端末６に送信する場合、ゲートウェイ２はページングエージェント７
に、該当端末６がどの通信システムと接続を希望しているかを図４の（Ｂ）の信号フォー
マットの問合せ信号Ｓ１２を用いて問い合わせる。問合せ信号Ｓ１２は、送信アドレスフ
ィールド（ページングエージェントアドレス）、送信元アドレス（ゲートウェイアドレス
）、および端末アドレスを含む。
【００３５】
ページングエージェント７は図４の（Ｃ）の信号フォーマットの回答信号Ｓ１３を用いて
ゲートウェイ２に回答する。回答信号Ｓ１３は送信先アドレスフィールド（ゲートウェイ
アドレス）、送信元アドレスフィールド（ページングエージェントアドレス）、端末アド
レス、および最適通信システム名を含む。
【００３６】
ゲートウェイ２は回答された通信システム（最適通信システム）に対し、ページング信号
送信要求信号Ｓ１４を用いて、該当端末へのページング信号の送信を要求する。ここでは
、３の通信システムＡが最適通信システムとして選択されているものとする。
【００３７】
端末６は、通信システムＡから送信されたページング信号を受信し、通信システムＡに対
して接続要求を返信する。その結果、下り信号は通信システムＡを介して、端末６に送信
される。
【００３８】
本実施形態では、前述の第１の実施形態と同様に、通信システムの選択の指標として、通
信コストを用いているが、それ以外にも選択の指標とすることができ、例えば伝送速度や
伝送品質、さらには通信コストとそれら伝送速度等を組み合わせたものを選択の指標とし
て、通信システムを選択することも可能である。この場合、端末６はページングエージェ
ント７に送信する図４の（Ａ）の要求信号Ｓ１１中に自分の要求する条件（例えば、伝送
速度）を要求条件フィールドに明記する必要がある。
【００３９】
（第３の実施形態）
図５は本発明の第３の実施形態の通信システムの概略構成を示すブロック図である。本実
施形態は前述の第２の実施形態の変形例に相当し、図５の構成要素は図４の構成要素とほ
ぼ同様なので、その詳細説明は省略する。
【００４０】
第３の実施形態が、第２の実施形態と異なる点は、後述のように、端末６に対してページ
ング信号Ｓ２５を送信する通信システム（ページングシステムと称する）が予め設定され
ており（例えば、４の通信システムＢ）、ページングエージェント７で選択された最適通
信システム名、つまり実際の情報信号の送信に用いる通信システム名がそのページング信
号Ｓ２５に含まれて端末６に通知される点である。その他の動作は第２の実施形態とほぼ
同様である。
【００４１】
また、図６の（Ａ）は端末６からページングエージェント７へ送信される要求信号Ｓ１１
のフォーマットを示し、図６の（Ｂ）はゲートウェイ２がページングエージェント７へ送
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信する信号Ｓ１２のフォーマットを示し、図６の（Ｃ）はページエージェント７がゲート
ウェイ２に返信する信号Ｓ１３のフォーマットを示すが、これらフォーマットは図４の（
Ａ）～（Ｃ）に示した第２の実施形態の場合と同様である。
【００４２】
以下、本実施形態の動作を説明する。
【００４３】
端末６は接続する通信システムに対する要求条件（例えば、通信コストが最も安い）を図
６の（Ａ）の信号フォーマットを用いてページングエージェント７にあらかじめ通知して
おく。
【００４４】
ページングエージェント７は端末６の位置情報およびその要求条件から最適な通信システ
ム（例えば、３の通信システムＡ）を選択し、それを内部メモリ（図示しない）に記憶し
ておく。
【００４５】
その後、下り信号を端末６に送信する場合、ゲートウェイ２はページングエージェント７
に、該当端末６がどの通信システムと接続を希望しているかを図６の（Ｂ）の信号フォー
マットの問合せ信号Ｓ１２を用いて問い合わせる。
【００４６】
ページングエージェント７は図６の（Ｃ）の信号フォーマットの回答信号Ｓ１３を用いて
ゲートウェイ２に回答する。
【００４７】
ゲートウェイ２は、その回答信号Ｓ１３の受信に応じて、予め決められているページング
システム（本実施形態では４の通信システムＢとする）に、該当端末６へのページング信
号Ｓ２５の送信を要求する。ここで、ページング信号Ｓ２５には、実際の情報信号の送信
に用いる通信システム（つまり、ページングエージェント７で選択された最適通信システ
ム）名が記されている。
【００４８】
図６の（Ｄ）にそのページング信号Ｓ２５のフォーマットを示す。ページング信号Ｓ２５
には呼び出し端末アドレス、およびシステム名フィールド（例えば、通信システムＡ）を
含む。上記ページングシステムを決める基準としては、各システムの中でもっとも間欠受
信比率が小さいものや、最も通信コストが安いものが考えられる。
【００４９】
端末６は、ページングシステム４から送信されたページング信号Ｓ２５を受信し、ページ
ングシステム４に対して接続要求信号Ｓ２６を用いて接続要求を行うとともに、ページン
グ信号Ｓ２５中に記された通信システム（例えば、通信システムＡ）からの情報信号の待
ち受けを行う。
下り信号は通信システムＡを介して、端末６に送信される。
【００５０】
本実施形態では、前述の第２の実施形態と同様に、通信システムの選択の指標として、通
信コストを用いているが、それ以外にも選択の指標とすることができ、例えば伝送速度や
伝送品質、さらには通信コストとそれら伝送速度等を組み合わせたものを選択の指標とし
て、通信システムを選択することも可能である。この場合、端末６はページングエージェ
ント７に送信する図６の（Ａ）の要求信号Ｓ１１中に自分の要求する条件（例えば、伝送
速度）を要求条件フィールドに明記する必要がある。
【００５１】
（他の実施の形態）
なお、本発明の目的は、前述した実施の形態の機能を実現するソフトウエアのプログラム
コードを記録した記録媒体（記憶媒体）を、システムあるいは装置に供給し、そのシステ
ムあるいは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ）が記録媒体に格納されたプログ
ラムコードを読み出し、実行することによっても、達成されることは言うまでもない。こ
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の場合、記録媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施の形態の機能を
実現することになり、そのプログラムコードを記録した記録媒体は本発明を構成すること
になる。そのプログラムコードを記録し、またテーブル等の変数データを記録する記録媒
体としては、例えばフロッピディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、
不揮発性のメモリカードなどを用いことができる。
【００５２】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、複数の通信システムを統合して一つの通信サービ
スを提供する通信システムにおいて、効率的なページング制御の実現が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態の通信システムの概略構成を示すブロック図である。
【図２】図１の各通信システム３～５から送信されるページング信号の一例を示す信号フ
ォーマット図である。
【図３】本発明の第２の実施形態の通信システムの概略構成を示すブロック図である。
【図４】（Ａ）は図３の要求信号Ｓ１１の信号フォーマットの一例を示し、（Ｂ）は図３
の最適システムの問い合わせ信号Ｓ１２の信号フォーマットの一例を示し、（Ｃ）は図３
の回答信号Ｓ１３の信号フォーマットの一例を示す信号フォーマット図である。
【図５】本発明の第３の実施形態の通信システムの概略構成を示すブロック図である。
【図６】（Ａ）は図５の要求信号Ｓ１１の信号フォーマットの一例を示し、（Ｂ）は図５
の最適システムの問い合わせ信号Ｓ１２の信号フォーマットの一例を示し、（Ｃ）は図５
の回答信号Ｓ１３の信号フォーマットの一例を示し、（Ｄ）は図５のページング信号の信
号フォーマットの一例を示す信号フォーマット図である。
【符号の説明】
１　外部ネットワーク
２　ゲートウェイ（ＧＷ）
３　通信システムＡ（最適通信システム）
４　通信システムＢ（ページングシステム）
５　通信システムＣ
６　端末
７　ページングエージェント
Ｓ１、Ｓ２，Ｓ３　ページング信号
Ｓ１１　要求信号
Ｓ１２　問い合わせ信号
Ｓ１３　回答信号
Ｓ１４　ページング信号送信要求信号
Ｓ１５　ページング信号
Ｓ１６　要求信号
Ｓ２４　ページング信号送信要求信号
Ｓ２５　ページング信号
Ｓ２６　接続要求信号
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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