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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の移動端末の呼び出し位置を管理する第１の位置情報サーバが移動端末から第１の
信号を受信するステップと、
　前記第１の位置情報サーバが、前記第１の信号が送信された呼び出しエリアを特定する
ステップと、
　前記第１の位置情報サーバが、前記特定された呼び出しエリアが、前記第１の信号を受
信した時点において前記第１の位置情報サーバにおいて前記移動端末と関連づけられて記
憶されている呼び出しエリアと同一であるか否かを判断するステップと、
　前記判断において前記２つの呼び出しエリアが同一であると判断された場合に、前記第
１の位置情報サーバが、前記移動端末から、当該第１の位置情報サーバにおける当該移動
端末の位置情報の更新の要求と、当該移動端末が在圏するドメインエリアを示す第２の信
号を受信するステップと、
　前記第１の位置情報サーバが、前記第２の信号により示される前記ドメインエリアが、
前記第２の信号を受信した時点において前記第１の位置情報サーバにおいて前記移動端末
と関連づけられて記憶されているドメインエリアと同一であるか否かを判断するステップ
と、
　前記判断において前記２つのドメインエリアが同一でないと判断された場合に、前記第
１の位置情報サーバが、前記第２の信号により示される前記ドメインエリアに関連づけら
れる第２の位置情報サーバに、前記移動端末の現在の位置情報を送信するステップと、
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　前記第２の位置情報サーバが、前記移動端末の現在の位置情報を、当該移動端末の位置
情報として記憶するステップと
　を有し、
　前記各ドメインエリアは、それぞれ１のドメイン名により識別されるエリアであること
を特徴とする位置情報更新方法。
【請求項２】
　前記各呼び出しエリアは、それぞれ基地局によって管理される複数のセルからなること
を特徴とする請求項１に記載の位置情報更新方法。
【請求項３】
　複数の移動端末の呼び出し位置を管理する位置情報サーバであって、
　移動端末から第１の信号を受信する第１の受信手段と、
　前記第１の信号が送信された呼び出しエリアを特定する呼び出しエリア特定手段と、
　前記特定された呼び出しエリアが、前記第１の信号を受信した時点において当該位置情
報サーバにおいて前記移動端末と関連づけられ記憶されている呼び出しエリアと同一であ
るか否かを判断する第１の判断手段と、
　前記判断において前記２つの呼び出しエリアが同一であると判断された場合に、前記移
動端末から、当該位置情報サーバにおける当該移動端末の位置情報の更新の要求と、当該
移動端末が在圏するドメインエリアを示す第２の信号を受信する第２の受信手段と、
　前記第２の信号により示される前記ドメインエリアが、前記第２の信号を受信した時点
において当該位置情報サーバにおいて前記移動端末と関連づけられて記憶されているドメ
インエリアと同一であるか否かを判断する第２の判断手段と、
　前記判断において前記２つのドメインエリアが同一でないと判断された場合に、前記第
２の信号により示される前記ドメインエリアに関連づけられる他の位置情報サーバに、前
記移動端末の現在の位置情報を送信する送信手段と
　を有し、
　前記各ドメインエリアは、それぞれ１のドメイン名により識別されるエリアであること
を特徴とする位置情報サーバ。
【請求項４】
　前記各呼び出しエリアは、それぞれ基地局によって管理される複数のセルからなること
を特徴とする請求項３に記載の位置情報サーバ。
【請求項５】
　複数の移動端末の呼び出し位置を管理するコンピュータに、
　移動端末から第１の信号を受信するステップと、
　前記第１の信号が送信された呼び出しエリアを特定するステップと、
　前記特定された呼び出しエリアが、前記第１の信号を受信した時点において当該コンピ
ュータにおいて前記移動端末と関連づけられて記憶されている呼び出しエリアと同一であ
るか否かを判断するステップと、
　前記判断において前記２つの呼び出しエリアが同一であると判断された場合に、前記移
動端末から、当該コンピュータにおける当該移動端末の位置情報の更新の要求と、当該移
動端末が在圏するドメインエリアを示す第２の信号を受信するステップと、
　前記第２の信号により示される前記ドメインエリアが、前記第２の信号を受信した時点
において当該コンピュータにおいて前記移動端末と関連づけられて記憶されているドメイ
ンエリアと同一であるか否かを判断するステップと、
　前記判断において前記２つのドメインエリアが同一でないと判断された場合に、前記第
２の信号により示される前記ドメインエリアに関連づけられる他のコンピュータに、前記
移動端末の現在の位置情報を送信するステップと
　を実行させることを特徴とするプログラムであって、
　前記各ドメインエリアは、それぞれ１のドメイン名により識別されるエリアであること
を特徴とするプログラム。
【請求項６】
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　前記各呼び出しエリアは、それぞれ基地局によって管理される複数のセルからなること
を特徴とする請求項５に記載のプログラム。
【請求項７】
　請求項５又は６に記載のプログラムを記録することを特徴とするコンピュータ読み取り
可能な記録媒体。
【請求項８】
　移動端末と、
　複数の移動端末の呼び出し位置を管理し、各移動端末の位置情報の更新の要求を第１の
プロトコルを使用して受信する第１の位置情報サーバと、
　ドメインエリアに関連づけられ、各移動端末の位置情報の更新の要求を第２のプロトコ
ルを使用して受信する第２の位置情報サーバと
　を有する位置情報更新システムであって、
　前記第１の位置情報サーバは、
　前記移動端末から第１の信号を受信する第１の受信手段と、
　前記第１の信号が送信された呼び出しエリアを特定する呼び出しエリア特定手段と、
　前記特定された呼び出しエリアが、前記第１の信号を受信した時点において当該第１の
位置情報サーバにおいて前記移動端末と関連づけられ記憶されている呼び出しエリアと同
一であるか否かを判断する第１の判断手段と、
　前記判断において前記２つの呼び出しエリアが同一であると判断された場合に、前記移
動端末から、当該第１の位置情報サーバにおける当該移動端末の位置情報の更新の要求と
、当該移動端末が在圏するドメインエリアを示す第２の信号を受信する第２の受信手段と
、
　前記第２の信号により示される前記ドメインエリアが、前記第２の信号を受信した時点
において当該第１の位置情報サーバにおいて前記移動端末と関連づけられて記憶されてい
るドメインエリアと同一であるか否かを判断する第２の判断手段と、
　前記判断において前記２つのドメインエリアが同一でないと判断された場合であって、
前記第２の信号により示される前記ドメインエリアが前記第２の位置情報サーバと関連づ
けられる前記ドメインエリアと同一であった場合に、当該第２の位置情報サーバに、前記
移動端末の現在の位置情報を送信する送信手段と
　を有し、
　前記第２の位置情報サーバは、前記移動端末の現在の位置情報を、当該移動端末の位置
情報として記憶する記憶手段を有し、
　前記各ドメインエリアは、それぞれ１のドメイン名により識別されるエリアであること
を特徴とする位置情報更新システム。
【請求項９】
　前記各呼び出しエリアは、それぞれ基地局によって管理される複数のセルからなること
を特徴とする請求項８に記載の位置情報更新システム。
【請求項１０】
　前記第１のプロトコルはデータリンク層プロトコルであり、前記第２のプロトコルはア
プリケーション層プロトコルであることを特徴とする請求項８又は９に記載の位置情報更
新システム。
【請求項１１】
　前記アプリケーション層プロトコルはＳＩＰ（Session Initiation Protocol）である
ことを特徴とする請求項１０に記載の位置情報更新システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線ネットワークの分野に関する。
【背景技術】
【０００２】



(4) JP 4509546 B2 2010.7.21

10

20

30

40

50

　周知のように移動通信システムにおいて移動端末は、ネットワークに対してその位置を
更新する必要がある。具体的にはネットワークと移動端末間のシグナリングを維持し、且
つ移動端末の電源の消耗を減少させるために、移動端末は呼び出しエリアの境界を横断す
る時にのみネットワークに対してその位置を更新する。呼び出しエリアの境界を横断する
頻度は、基地局や無線アクセスポイントによって管理される通信エリアの境界を横断する
場合に比べて少ない。
【０００３】
　近年、ＩＰベースの無線ネットワークにおける呼び出しの問題を解決するための方法が
いくつか提案、研究されている。そのうちの１つがＩＥＴＦのＩＰ呼び出しに関するドキ
ュメントにおいて提案されている（非特許文献１参照）。この提案は、同一の無線技術を
用いる無線リンクからなるネットワークと様々な無線技術を用いる無線リンクからなるネ
ットワークの２つの場合においてMobile IPが待機モード中の移動端末の位置をサポート
可能か否かに関する。この提案では、特に呼び出しエリアが複数のサブネットを含む場合
に、Mobile IPのシグナリングでは待機モード中の移動端末の位置を把握する上で不十分
である旨が述べられている。移動端末は、Mobile IPの対応付け更新（binding update）
メッセージが送信されるサブネット（例えばサブネットＸ）に留まらずに、待機モード中
に、ＩＰアドレスが変更される新しいサブネット（例えばサブネットＹ）に移動する可能
性がある。従って、何らかのサポートがないとサブネットＸのアクセスルータや外部エー
ジェントは移動端末宛てパケットを送信できない。アクセスルータや外部エージェントが
移動端末にパケットを届けるためには、移動端末が新しいサブネットＹでアクティブモー
ドに変更した際にアクセスルータや外部エージェントに対してMobile IPの対応付け更新
メッセージを送信する必要がある。
【非特許文献１】Ｊ．ケンプ（J. Kempf）、“待機モードにおけるホストによる呼び出し
（ＩＰ呼び出し）の問題の報告（Dormant Mode Host Alerting ("IP Paging") Problem S
tatement）”[online]、２００１年６月、インターネットエンジニアリングタスクフォー
ス（The Internet Engineering Task Force）、インターネット＜URL:http://www.ietf.o
rg /rfc/rfc3132.txt＞
【０００４】
　なおサブネットは、移動端末の存在を確認するMobile IPのシグナリングを行う構成単
位である。移動端末があるサブネットから別のサブネットへ移動する際には、移動端末の
気付アドレスを変更するためにMobile IPのシグナリングが必要となる。このシグナリン
グによって新しいサブネットにおける移動端末の存在が確認されることになる。一方呼び
出しエリアは、待機モード中の移動端末の存在を確認するシグナリングを行う構成単位で
ある。呼び出しエリア登録やヒューリスティックスを利用することによって、特定の呼び
出しエリアに収容される待機モード中の移動端末の存在が確認される。
【０００５】
　現在の移動通信システムでは、移動端末の確認が以下のように行われている。ネットワ
ークは、呼び出しエリアと同一である地理的な位置エリア（Location Area: LA）の精度
で自身に接続する全ての移動端末の位置を把握する。例えば、３ＧＰＰパケット交換ネッ
トワークではホームロケーションレジスタが、移動端末が現在接続しているＳＧＳＮ（Se
rving GPRS Support Node）に基づいて当該移動端末の位置を把握する。データベース上
の位置の更新は、接続する移動端末が位置エリアの境界を横断するたびに行われる。ネッ
トワークは着呼を受け付けると着呼側移動端末の位置をセルの精度で把握する、すなわち
移動端末とネットワーク間の無線シグナリングリンクが確立される基地局を特定する必要
がある。呼び出し中、所定のメッセージが全ての基地局を介して位置エリア全域に同時に
送信され、着呼側移動端末を発見する。移動端末は呼び出し要求を受信するとより強い受
信信号強度で基地局に対して応答する。この場合、呼び出しエリアと位置エリアは同一の
エリアである。
【０００６】
　一般的に呼び出しエリアとサブネットの配置関係は無原則であるが、説明上まずは呼び
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出しエリアがサブネットのサブネットとなるか或いはその逆といった配置関係となるもの
とみなすことにする。上述したように、問題は待機モード中の移動端末が呼び出しエリア
内のサブネット間を横断する際にアクティブモードに変更せずMobile IPの対応付け更新
メッセージを送信しない場合である。上述のドキュメントに記載の方法ではＩＰ呼び出し
の問題が解決されていないので、当該ドキュメントではその方法についてさらなる研究が
行われていない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　サブネットのサイズはルータの最大能力による限定を受けるため１つの呼び出しエリア
が複数のサブネットを含むことになる。待機モード中の移動端末は呼び出しエリアの境界
を横断する際にMobile IPの対応付け更新メッセージを送信しないため、ルータはこの移
動端末の位置を正確に知ることができない。従って待機モード中の移動端末の位置検出は
Ｌ２呼び出し方式に完全に依存することになる。
【０００８】
　呼び出し方式は呼を受信する上で重要である。移動通信システムの電源節約モードによ
り移動端末はたいてい休止または待機モードになっている。一旦呼を受け付けると移動端
末は呼び出しチャネルを通じて呼び出される。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の態様は移動端末に呼び出しを行う方法に関する。この方法は呼び出しエ
リアと、アプリケーション層と関係付けられるロケーションエリアに移動端末を配置する
ステップと、前記呼び出しエリアと前記ロケーションエリアの外に前記移動端末を移動さ
せるステップと、この移動を受けて、前記移動端末の位置と前記アプリケーション層と関
係付けられるドメインエリアを更新する呼び出し位置更新サーバに単一のメッセージを送
信するステップとを含む。
【００１０】
　本発明の第２の態様は移動端末の位置を更新する方法に関する。この方法は移動端末か
ら呼び出し位置更新サーバに信号を送信するステップと、前記移動端末の信号が送信され
た呼び出しエリアを特定するステップと、前記呼び出しエリアが、前記移動端末が現在関
連付けられているか或いは接続されている呼び出しエリアと同一であるかどうかを判断す
るステップと、前記移動端末の現在位置の更新と現在のＳＩＰドメインアドレスを前記呼
び出し位置更新サーバに送信するステップと、新しい呼び出しエリアに在圏する前記移動
端末のＳＩＰドメインアドレスが前記移動端末の現在のＳＩＰドメインアドレスと同一で
あるかどうかを判断するステップと、新しい呼び出しエリアに在圏する前記移動端末のＳ
ＩＰドメインアドレスと前記移動端末の現在のＳＩＰドメインアドレスが異なる場合に、
前記移動端末が在圏するＳＩＰドメインの現在のＳＩＰロケーションサーバに前記移動端
末の新しいＳＩＰ位置を送信するステップとを含む。
【００１１】
　本発明の第３の態様は移動端末の位置を更新する位置更新システムに関する。このシス
テムは移動端末が在圏する呼び出しエリアと、前記移動端末が在圏するドメインエリアと
、前記移動端末と通信を行い前記移動端末の位置と前記ドメインエリアを更新する呼び出
し位置更新サーバとを含む。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の各態様によれば位置情報の重複を解消することができる。
【００１３】
　本発明の各態様によれば待機モード中の移動端末の位置を特定することができる。
【００１４】
　本発明とその目的および利点は、発明を実施するための最良の形態と図面を参照するこ
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とで最も理解されるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明は、上述した呼び出し方式が位置する第２層より上位のプロトコルを利用し、特
に上位層のプロトコルであるSession Initiation Protocol（ＳＩＰ）の各種属性を利用
する。ＳＩＰはＩＰベースのサブネットとは関係がなく、ＩＰによるマルチメディア会議
のためにインターネット技術特別調査委員会（ＩＥＴＦ）によって標準化されたプロトコ
ルである。図１はＳＩＰを利用する一般的なアーキテクチャの一例を示している。図１に
示すようにＳＩＰユーザエージェント１０は電話１２等を使用してプロキシおよびリダイ
レクトサーバ１４を介して移動端末に信号を送信する。この呼は、プロキシおよびリダイ
レクトサーバ１４と通信を行うＳＩＰゲートウェイ１６によって制御される。ＳＩＰゲー
トウェイ１６とＳＩＰユーザエージェント１０間では音声等のリアルタイムの情報パケッ
トを送受信するためにリアルタイム転送プロトコル（ＲＴＰ）が使用される。さらに公衆
電話交換網（ＰＳＴＮ）および／または構内交換機（ＰＢＸ）がＳＩＰゲートウェイ１６
と通信を行う。
【００１６】
　出願人の発明を十分に理解できるようにＳＩＰの属性について以下に概説する。
【００１７】
　ＳＩＰはＳＩＰドメインに基づいており、ＩＰアドレスとは関係がない。従ってＳＩＰ
ドメインエリアはサブネットよりも広く、データに関する通信トラフィックを管理する能
力よりもシグナリングや設定トラフィック等の制御トラフィックを処理する能力に左右さ
れるため、通常はＬ２呼び出しエリアよりも広い。
【００１８】
　ＩＥＴＦのＲＦＣ２５４３（http://www.ietf.org/rfc/rfc2543.txt?number=2543参照
）に定義されているように、ＳＩＰは２以上のエンドポイント間における呼の確立、維持
および終了に用いられるアスキーベースのアプリケーション層制御プロトコルである。Vo
ice over IP（ＶｏＩＰ）をサポートする他のシグナリングプロトコルと同様にＳＩＰは
パケット・電話ネットワークのシグナリングやセッション管理の機能に対応するように設
計されている。シグナリングはネットワークの境界を越えて呼の情報を送信する機能であ
り、セッション管理によりエンドツーエンドの呼の属性を制御する機能である。
【００１９】
　ＩＥＴＦのＲＦＣ２５４３と、シスコシステムズ株式会社が公開しているＳＩＰの概要
に関するドキュメント（http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/voice/sips
ols/biggulp/bgsipov.htm参照）によればＳＩＰは以下の機能を備えている。
１）対象エンドポイント（対象移動端末）の位置を特定する機能：ＳＩＰはアドレス解決
、ネームマッピングおよび呼の転送をサポートする。
２）対象エンドポイントのメディア能力を特定する機能：ＳＩＰはセッション記述プロト
コル（ＳＤＰ）を利用してエンドポイント間に共通する最小レベルのサービスを特定する
。従って会議は全てのエンドポイントによってサポートされるメディア能力で確立される
。
３）対象エンドポイントの応答可能性を判断する機能：対象エンドポイントが応答できな
いために呼を確立できない場合、ＳＩＰは着呼側ユーザがすでに電話中であるのか或いは
割り当てられた呼び出し音の回数以内に応答しなかったかを判断する。そしてＳＩＰは対
象エンドポイントが応答できない理由を示すメッセージを返信する。
４）発呼側エンドポイントと対象エンドポイント間のセッションを確立する機能：呼が確
立した場合、ＳＩＰはエンドポイント間のセッションを確立する。またＳＩＰは別のエン
ドポイントを会議に加えたりメディア特性やコーデックを変更するなど呼の途中での変更
もサポートする。
５）呼の転送と終了を処理する機能：ＳＩＰはあるエンドポイントから別のエンドポイン
トへの呼の転送をサポートする。呼の転送時にはＳＩＰは単に転送される側と、転送する
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側が指定する新しいエンドポイント間のセッションを確立し、転送される側と転送する側
の間のセッションを終了させる。ＳＩＰは呼の終了時にその呼に関係していた全ての通話
者間のセッションを終了する。
【００２０】
　ＳＩＰではセッション内のピアをユーザエージェント（ＵＡ）と呼び、ＵＡは次のいず
れかの役割を果たす。
１）ユーザエージェントクライアント（ＵＡＣ）：ＳＩＰリクエストを開始するクライア
ントアプリケーション。
２）ユーザエージェントサーバ（ＵＡＳ）：ＳＩＰリクエストを受信時にユーザに通知を
行い、ユーザの代わりに応答を返信するサーバアプリケーション。
　ＳＩＰクライアントには以下のものが含まれる。
１）電話：ＵＡＳまたはＵＡＣのいずれかの役割を果たす。ＳＩＰ・ＩＰ電話はＳＩＰリ
クエストの開始やＳＩＰリクエストに対する応答が可能である。
２）ゲートウェイ：呼の制御を行う。ゲートウェイは数多くのサービスを提供するが、最
も一般的なものはＳＩＰを利用して会議を行うエンドポイントと他の端末間の変換機能で
ある。この機能には伝送フォーマット間の変換や通信手順間の変換が含まれる。さらにゲ
ートウェイは音声コーデック間およびビデオコーデック間の変換や、ＬＡＮ側および交換
回線網（switched-circuit network）側の両方での呼の確立と終了を行う。
　ＳＩＰサーバには以下のものが含まれる。
１）プロキシサーバ：クライアントからＳＩＰリクエストを受信してクライアントの代わ
りにこのリクエストを転送する仲介装置である。基本的にプロキシサーバはＳＩＰメッセ
ージを受信してネットワーク上の次のＳＩＰサーバに転送する。プロキシサーバは認証、
許可、ネットワークアクセス制御、ルーティング、高信頼性のリクエスト再送信およびセ
キュリティ等の機能を備えている。
２）リダイレクトサーバ：メッセージが進むべき次のホップに関する情報をクライアント
に提供し、クライアントは次のホップサーバやＵＡＳと直接情報を交換する。
３）登録サーバ：現在位置の登録を求めるＵＡＣからの要求を処理する。登録サーバは、
たいていの場合リダイレクトサーバやプロキシサーバと同じ場所に設置される。
【００２１】
　上述したようにＳＩＰには移動端末の位置情報を記憶するロケーションサーバもある。
これは、移動端末が別の場所に移動するたびにロケーションサーバに自身の位置を登録す
る必要があることを意味している。ＳＩＰの位置登録は上述したＬ２呼び出し方式の位置
更新とは異なる。Ｌ２プロトコルとＳＩＰは異なる目的（Ｌ２呼び出しロケーション登録
とＳＩＰロケーション登録）で位置情報を特定するため、位置更新が各プロトコルで重複
して行われる。この重複を解消するために本発明は２つの異なる位置更新を１つ削減する
。この方法は移動端末が待機モード中でも有効に機能する。
【００２２】
　さらに呼び出し方式は各アクセスネットワークに依存しているため、異種混合アクセス
ネットワーク環境における呼び出し方式は単一とはならない。呼び出し方式は各アクセス
ネットワークで独立して働くため本発明の別の態様は異種混合アクセスネットワークにお
けるアプリケーションレベルの呼び出しまたはＳＩＰベースの呼び出しに関する。
【００２３】
　上述したＳＩＰのコンセプトについて図２～４を参照して説明する。特に図２はＳＩＰ
を利用する異種混合アクセスネットワークの概観図である。同図に示すようにＳＩＰサー
バ１８、２０、２２および２４がそれぞれドメインaaa.com、bbb.com、ccc.comおよびddd
.comに設置されている。待機モード中の移動端末２６はあるドメインから別のドメインへ
移動する。
【００２４】
　図２の矢印が示すようにbob@ccc.comというアドレスもつ移動端末２６は、最初にＳＩ
Ｐドメインccc.comにおいてＳＩＰサーバ２２と関係付けられたＳＩＰロケーションサー
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バ３２に登録される。この例においてＳＩＰドメインccc.comには複数の基地局３０によ
って管理される２つの呼び出しエリア２８が含まれている。
【００２５】
　laura@aaa.comというアドレスもつ、端末や固定端末等の端末１２がＳＩＰを利用して
移動端末２６に電話をかける場合、発呼側端末１２は自身が関係付けられているＳＩＰサ
ーバ１８（ＳＩＰドメインはaaa.com）に対してINVITEリクエストを送信する。このINVIT
Eリクエストは移動端末２６が関係付けられているＳＩＰサーバ２２（ＳＩＰドメインはc
cc.com）に転送される。ＳＩＰサーバ２２は自身と同じ場所に設置されたＳＩＰロケーシ
ョンサーバ３２から着呼側である移動端末２６の位置を取得する。
【００２６】
　ここで移動端末２６がドメインddd.com等の別の場所に移動すると仮定する。この場合
移動端末２６は、ＳＩＰドメインアドレスが変更する際常に、bob@ddd.com等の新しいＳ
ＩＰドメインアドレスと関係付けられたＳＩＰサーバ２４と併置されるＳＩＰロケーショ
ンサーバ３２に対して自身の位置の更新を行う。
【００２７】
　図２に示すように待機モード中の移動端末２６は新しいＳＩＰアドレスを取得せずにド
メインccc.comからドメインddd.comへ移動する。これは移動端末が待機モード中であるた
めにＳＩＰではドメインccc.comからドメインddd.comへ移動したことを知ることができな
い為である。従って待機モード中の移動端末２６（アドレスはbob@ccc.com）に送信され
たINVITEリクエストはドメインccc.comのＳＩＰサーバ２２によって受信される。ＳＩＰ
サーバ２２は移動端末２６を発見しようと試みるが、移動端末２６はＳＩＰサーバ２２の
ドメインの外に存在する。本発明によれば、Ｌ２位置更新をＳＩＰ位置更新と組み合わせ
て後述するように呼び出しを効果的に行うことでこの問題を解決する。
【００２８】
　図３に示す呼び出し方式の一例では、着呼側移動端末２６に対して当該端末と現在関係
付けられているアクセスネットワークが呼び出しを行う。呼び出しは第２層プロトコルで
ありＳＩＰはアプリケーション層プロトコルなので呼び出しメッセージとＳＩＰメッセー
ジはそれぞれ別々の問題である。この例においてINVITEリクエストは移動端末２６と現在
関係付けられているアクセスネットワークに送信され、当該アクセスネットワークが移動
端末２６に呼び出しを行う。呼び出しが成功した場合、当該アクセスネットワークはINVI
TEリクエストを移動端末２６に転送する。呼び出しが失敗した場合には、呼び出しが失敗
したことを伝えるメッセージがＳＩＰサーバ２２に返信される。
【００２９】
　移動端末２６は様々なアクセスネットワークにアクセス可能なので、効率的な呼び出し
方式によれば、接続確立時間を削減できると同時に呼び出しトラフィックを節約すること
ができる。呼び出しは第２層プロトコルでありＳＩＰはアプリケーション層プロトコルで
あるため、本発明はＬ２とＳＩＰの両方の位置更新メカニズムを調和させる異種混合呼び
出し方式を提供する。
【００３０】
　図３および４に示すように呼び出しエリアがカバーする範囲（図３の点線で囲まれた３
つのエリア）とＳＩＰドメインエリアがカバーする範囲（図４の太線で囲まれた２つのエ
リア）は一致していない。複数のセル４４を含む図３の呼び出しエリア４２の設定は移動
通信システムおよびＬ２の問題である。他方ＳＩＰドメインエリア４６の設定はccc.com
等のＳＩＰアドレスの問題である。従って、呼び出しエリア４２はＳＩＰドメインエリア
４６とぴったりと一致しない。このため移動端末２６が呼び出しエリア４２の境界とＳＩ
Ｐドメインエリア４６の境界を同時に横断するたびに各エリアに対して位置更新メッセー
ジを送信する必要がある。Mobile IPを利用する場合にはＳＩＰの位置更新メッセージを
送信する必要はないが、上述したように待機モード中の移動端末はアクティブモードにな
るまで新しいＩＰアドレスを取得することができない。従って待機モード中の移動端末２
６がＳＩＰドメインエリアの境界を横断した場合、ＳＩＰでは着呼側である移動端末２６
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と情報を交換することができない。
【００３１】
　この問題を解決するために本発明は、システムの運用者に対して呼び出しエリア４２と
ＳＩＰドメインエリア４６が一致するように定めてもらうことを検討している。さらに本
発明は、Ｌ２呼び出し位置登録とＳＩＰ位置登録の両方の目的を果たす単一位置更新メカ
ニズム（特に呼び出し位置更新）について検討している。
【００３２】
　本発明では呼び出し位置更新メッセージによって移動端末の位置と同時にＳＩＰドメイ
ンエリアを更新することで、単一位置更新メカニズムを実現する。図５に示すように移動
端末２６が呼び出しエリア４２の境界を横断すると、呼び出し位置更新を呼び出し位置更
新サーバ４８に送信する。呼び出し位置更新サーバ４８は移動端末２６の位置すなわちＳ
ＩＰドメインアドレスを管理するＳＩＰロケーションサーバ５２の更新を行う。従って移
動端末２６は２つの異なる位置更新メッセージを送信する必要がない。
【００３３】
　呼び出し位置更新サーバ４８は移動端末２６の位置更新メッセージを適切なＳＩＰロケ
ーションサーバ６２に送信する。例えばＳＩＰアドレスbob@bbb.comをもつ移動端末２６
がＳＩＰドメインccc.comへ移動する場合、呼び出し位置更新サーバ４８は移動端末２６
の新しい位置情報をＳＩＰロケーションサーバ５２に送信するか或いは当該サーバ５２の
移動端末２６の位置情報を削除する。同時に呼び出し位置更新サーバ４８は移動端末２６
の位置更新情報をＳＩＰロケーションサーバ５４に送信する。これは呼び出し位置更新サ
ーバ４８が移動端末２６の現在のＳＩＰアドレスを知っているためである。
【００３４】
　図６は位置更新手順の概略を示すフローチャートである。呼び出し位置更新サーバ４８
は移動端末２６の信号が送信されたＬ２呼び出しエリアの位置を特定して、このＬ２呼び
出しエリアと、移動端末２６が現在関係付けられている或いは現在接続している呼び出し
エリアとが同一であるか否かを判断する（ステップ１００）。両エリアが同一でない場合
は再び移動端末２６の信号の送信を待つ。両エリアが同一である場合はＬ２位置更新と現
在のＳＩＰアドレスが呼び出し位置更新サーバ４８に送信される（ステップ１０２）。呼
び出し位置更新サーバ４８はアドレスを受信すると、移動端末２６の現在のＳＩＰドメイ
ンエリアがＬ２呼び出しエリア更新時のＳＩＰドメインエリアと同一であるか否かを判断
する（ステップ１０４）。両エリアが同一である場合はＳＩＰドメインアドレスが更新さ
れないため呼び出し位置更新サーバ４８は何も行わない（ステップ１０６）。両エリアが
同一でない場合、呼び出し位置更新サーバ４８は移動端末２６の現在のＳＩＰ位置情報を
当該端末が現在関係付けられているＳＩＰロケーションサーバ６２に送信する（ステップ
１０８）。移動端末２６の現在のＳＩＰアドレス（例えばbob@ccc.com）は新しいＳＩＰ
アドレス（例えばbob@aaa.com）に更新される。呼び出し位置更新サーバ４８は新しいＳ
ＩＰサーバから取得した新しいＳＩＰアドレスを前のＳＩＰサーバに転送する。
【００３５】
　発呼側端末１２が移動端末２６に電話をかけると移動端末２６と現在関係付けられてい
るＳＩＰサーバがINVITEリクエストを処理する。このＳＩＰサーバはINVITEリクエストを
受信するとＬ２呼び出し方式を使用して待機モード中の移動端末２６をアクティブモード
にする。
【００３６】
　図７はＳＩＰドメインエリアが複数の呼び出しエリアによって構成される一例を示す図
である。同図に示すようにＳＩＰドメインエリアＡは呼び出しエリアＡおよびＢと重なっ
ている。移動端末２６が呼び出しエリアＡから呼び出しエリアＢへ移動する場合、呼び出
し位置更新サーバ４８に位置更新メッセージが送信されるが、このメッセージによってＳ
ＩＰロケーションサーバ６２に対するＳＩＰドメインの更新がトリガされることはない。
一方移動端末２６が呼び出しエリアＢから呼び出しエリアＣへ移動する場合は呼び出し位
置更新サーバ４８に対する位置更新メッセージによってＳＩＰロケーションサーバ６２に



(10) JP 4509546 B2 2010.7.21

10

20

30

対するＳＩＰドメインの更新がトリガされる。またＳＩＰロケーションサーバ６２内の、
移動端末２６の前の位置情報を削除する旨のメッセージを送信することも可能である。図
５はＳＩＰドメインエリアと呼び出しエリアとが一致しない例を示しているが、ＳＩＰド
メインエリアは呼び出しエリアの中央に配置すべきでないことに留意しなければならない
。
【００３７】
　本発明に係る方法はソフトウェアプログラムコードや、当該プログラムコードを記録し
たコンピュータ読み取り可能な記録媒体として実現されてもよい。また、本発明に係る方
法は上記ソフトウェアプログラムコードをエンコードした電気信号として実現され、この
電気信号は有線または無線通信網を介して送受信されてもよい。
【００３８】
　以上本発明について説明してきたが、この説明を本発明に対する限定と解釈すべきでは
ない。本発明に対しては特許請求の範囲から逸脱することなく様々な追加、代替およびそ
の他の変更を加えることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３９】
【図１】ＳＩＰを利用する一般的なアーキテクチャを示す図である。
【図２】ＳＩＰを利用する異種混合（heterogeneous）アクセスネットワークを示す図で
ある。
【図３】周知の呼び出し方式に基づく移動端末の呼び出しエリアを示す図である。
【図４】図３の呼び出しエリアに在圏する移動端末のＳＩＰドメインエリアを示す図であ
る。
【図５】本発明に係る単一位置更新メカニズムの一実施形態を示す図である。
【図６】本発明に係る位置更新プロセスの一実施形態を示すフローチャートである。
【図７】本発明に係る単一位置更新メカニズムの別の実施形態を示す図である。
【符号の説明】
【００４０】
１０…ＳＩＰユーザエージェント、１２…端末、１４…プロキシおよびリダイレクトサー
バ、１６…ＳＩＰゲートウェイ、１８、２０、２２、２４…ＳＩＰサーバ、２６…移動端
末、２８、４２…呼び出しエリア、３０…基地局、３２、５２、５４、５６、６２、６４
…ＳＩＰロケーションサーバ、４４…セル、４６…ＳＩＰドメインエリア、４８…呼び出
し位置更新サーバ



(11) JP 4509546 B2 2010.7.21

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 4509546 B2 2010.7.21

【図５】 【図６】

【図７】



(13) JP 4509546 B2 2010.7.21

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００１－１８９９５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１５２８０５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　　７／２４　－　　７／２６
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００　－　９９／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

