
JP 5121624 B2 2013.1.16

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の交換局によってプールされているプールエリアを制御し、前記複数の交換局の一
つである第１交換局及び回線交換局に、移動局が位置登録処理を行う工程と、
　前記第１交換局が、前記位置登録処理中に、前記移動局に対して、該移動局を識別する
一時的な識別情報を割り当てる工程と、
　前記第１交換局が正常に動作している場合で、かつ、前記回線交換局において前記移動
局宛ての着信要求が受信された場合に、該回線交換局が、該第１交換局に対してページン
グ通知を送信し、該第１交換局が、該ページング通知に応じて、前記一時的な識別情報を
含むページング信号を前記プールエリア内に同報する工程と、
　前記第１交換局と前記回線交換局との間のアソシエーションが解放された場合で、かつ
、前記回線交換局において前記移動局宛ての着信要求が受信された場合に、該回線交換局
が、前記プールエリアを制御する前記複数の交換局の一つである第２交換局に対して、前
記移動局を識別する不変の識別情報を含むページング通知を送信し、該第２交換局が、該
ページング通知に応じて、該不変の識別情報を含むページング信号を前記プールエリア内
に同報する工程とを有することを特徴とする移動通信方法。
【請求項２】
　複数の交換局によってプールされているプールエリアを制御し、前記複数の交換局の一
つである第１交換局及び第２交換局に接続されている回線交換局であって、
　移動局に対して該移動局を識別する一時的な識別情報を割り当てた前記第１交換局が正
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常に動作している場合で、かつ、前記交換局において該移動局宛ての着信要求が受信され
た場合に、該第１交換局に対してページング通知を送信するように構成されており、
　前記第１交換局との間のアソシエーションが解放された場合で、かつ、前記交換局にお
いて前記移動局宛ての着信要求が受信された場合に、前記第２交換局に対して、前記移動
局を識別する不変の識別情報を含むページング通知を送信するように構成されていること
を特徴とする交換局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信方法、ネットワーク装置及び交換局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰで規定されている移動通信システムでは、回線交換局ＭＳＣが、位置登録処理
中に、移動局ＵＥに対して、かかる移動局ＵＥを識別する一時的な識別情報ＴＭＳＩ（Ｔ
ｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｍｏｂｌｉｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）を割り当
て、移動局ＵＥ宛ての着信要求に基づくページング通知に応じて、ＴＭＳＩを含むページ
ング信号を送信するように構成されている。
【０００３】
　また、かかる移動通信システムでは、パケット交換局ＳＧＳＮが、位置登録処理中に、
移動局ＵＥに対して、かかる移動局ＵＥを識別する一時的な識別情報Ｐ-ＴＭＳＩ（Ｐａ
ｃｋｅｔ-Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｍｏｂｌｉｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔ
ｙ）を割り当て、移動局ＵＥ宛ての着信要求に基づくページング通知に応じて、Ｐ-ＴＭ
ＳＩを含むページング信号を送信するように構成されている。
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ２３.２７２
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の移動通信システムでは、移動局ＵＥに対してＴＭＳＩ又はＰ-Ｔ
ＭＳＩを割り当てた交換局において障害が発生した場合、当該移動局が、別の交換局に対
して位置登録処理を行わない限り、当該移動局に対して着信させることができないという
問題点があった。
【０００５】
　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、移動局が位置登録処理を
行った交換局において障害が発生した場合であっても、当該移動局に対して着信させるこ
とができる移動通信方法、ネットワーク装置及び交換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】
【０００６】
　本発明の第１の特徴は、移動通信方法であって、移動局が、プールエリアを制御する第
１交換局に位置登録処理を行う工程と、前記第１交換局が、前記位置登録処理中に、前記
移動局に対して、該移動局を識別する一時的な識別情報を割り当てる工程と、前記第１交
換局が正常に動作している場合で、かつ、ネットワーク装置において前記移動局宛ての着
信要求が受信された場合に、前記ネットワーク装置が、該第１交換局に対してページング
通知を送信し、該第１交換局が、該ページング通知に応じて、前記一時的な識別情報を含
むページング信号を前記プールエリア内に同報する工程と、前記第１交換局において障害
が発生した場合で、かつ、前記ネットワーク装置において前記移動局宛ての着信要求が受
信された場合に、前記ネットワーク装置が、前記プールエリアを制御する第２交換局に対
して、前記移動局を識別する不変の識別情報を含むページング通知を送信し、該第２交換
局が、該ページング通知に応じて、該不変の識別情報を含むページング信号を前記プール
エリア内に同報する工程とを有することを要旨とする。
【０００７】
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　本発明の第２の特徴は、移動通信方法であって、移動局が、プールエリアを制御する第
１交換局及び第３交換局に位置登録処理を行う工程と、前記第１交換局が、前記位置登録
処理中に、前記移動局に対して、該移動局を識別する一時的な識別情報を割り当てる工程
と、前記第１交換局が正常に動作している場合で、かつ、前記第３交換局において前記移
動局宛ての着信要求が受信された場合に、前記第３交換局が、該第１交換局に対してペー
ジング通知を送信し、該第１交換局が、該ページング通知に応じて、前記一時的な識別情
報を含むページング信号を前記プールエリア内に同報する工程と、前記第１交換局と前記
第３交換局との間のアソシエーションが解放された場合で、かつ、前記第３交換局におい
て前記移動局宛ての着信要求が受信された場合に、前記第３交換局が、前記プールエリア
を制御する第２交換局に対して、前記移動局を識別する不変の識別情報を含むページング
通知を送信し、該第３交換局が、該ページング通知に応じて、該不変の識別情報を含むペ
ージング信号を前記プールエリア内に同報する工程とを有することを要旨とする。
【０００８】
　本発明の第３の特徴は、プールエリアを制御する第１交換局及び第２交換局に接続され
ているネットワーク装置であって、移動局に対して該移動局を識別する一時的な識別情報
を割り当てた前記第１交換局が正常に動作している場合で、かつ、前記ネットワーク装置
において該移動局宛ての着信要求が受信された場合に、該第１交換局に対してページング
通知を送信するように構成されており、前記第１交換局において障害が発生した場合で、
かつ、前記ネットワーク装置において前記移動局宛ての着信要求が受信された場合に、前
記第２交換局に対して、前記移動局を識別する不変の識別情報を含むページング通知を送
信するように構成されていることを要旨とする。
【０００９】
　本発明の第４の特徴は、プールエリアを制御する第１交換局及び第２交換局に接続され
ている交換局であって、移動局に対して該移動局を識別する一時的な識別情報を割り当て
た前記第１交換局が正常に動作している場合で、かつ、前記交換局において該移動局宛て
の着信要求が受信された場合に、該移動局宛ての着信要求を受信した場合に、該第１交換
局に対してページング通知を送信するように構成されており、前記第１交換局との間のア
ソシエーションが解放された場合で、かつ、前記交換局において前記移動局宛ての着信要
求が受信された場合に、前記第２交換局に対して、前記移動局を識別する不変の識別情報
を含むページング通知を送信するように構成されていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１０】
　以上説明したように、本発明によれば、移動局が位置登録処理を行った交換局において
障害が発生した場合であっても、当該移動局に対して着信させることができる移動通信方
法、ネットワーク装置及び交換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】
【００１１】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システム）
　図１乃至図３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ついて説
明する。
【００１２】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒ
ｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式の移動通信システムであって、第１ゲートウェイ装置Ｐ-
ＧＷ（ＰＤＮ-Ｇａｔｅｗａｙ）と、第２ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ-Ｇ
ａｔｅｗａｙ）と、ＭＭＥプールエリア＃Ｘを制御する複数の交換局ＭＭＥ＃ａ乃至＃ｃ
とを具備している。
【００１３】
　本実施形態に係る移動通信システムでは、ＭＭＥプールエリア＃Ｘ内の移動局ＵＥ＃１
が、交換局ＭＭＥ＃ａ（第１交換局）に対して位置登録処理を行っている間に、交換局Ｍ
ＭＥ＃ａは、移動局ＵＥ＃１に対して、移動局ＵＥ＃１を識別する一時的な識別情報ＴＭ
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ＳＩを割り当てるように構成されている。
【００１４】
　図２に示すように、第２ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷは、制御エリア管理部１１と、障害
検出部１２と、ページング通知部１３とを具備するネットワーク装置である。
【００１５】
　制御エリア管理部１１は、各ＭＭＥプールエリアを制御する交換局について管理するよ
うに構成されている。
【００１６】
　障害検出部１２は、各交換局ＭＭＥ及び各交換局ＭＭＥ間のリンクにおいて障害が発生
したことを検知するように構成されている。ここで、障害には、各交換局ＭＭＥが故障し
て動作しなくなることや、各交換局ＭＭＥにおける処理負荷が所定値を超えることや、各
交換局ＭＭＥ間のリンクが切断されることや、各交換局ＭＭＥ間のリンクにおけるトラフ
ィック量が所定値を超えること等が含まれる。
【００１７】
　ページング通知部１３は、移動局ＵＥ＃１宛ての着信要求を受信した場合に、移動局Ｕ
Ｅ＃１に対して一時的な識別情報ＴＭＳＩを割り当てた交換局ＭＭＥ＃ａに対してページ
ング通知を送信するように構成されている。
【００１８】
　ここで、ページング通知は、移動局ＵＥ宛ての着信要求に応じて第２ゲートウェイ装置
Ｓ-ＧＷによって送信されるものであり、各交換局ＭＭＥに対してＭＭＥプールエリア＃
Ｘ内にページング信号を同報するように指示するものである。
【００１９】
　なお、交換局ＭＭＥ＃ａが正常に動作している場合で、かつ、移動局ＵＥ＃１宛ての着
信要求が受信された場合に、ページング通知部１３は、交換局ＭＭＥ＃ａに対してページ
ング通知を送信するように構成されている。
【００２０】
　一方、交換局ＭＭＥ＃ａにおいて障害が発生した場合で、かつ、移動局ＵＥ＃１宛ての
着信要求が受信された場合に、ページング通知部１３が、ＭＭＥプールエリア＃Ｘを制御
する交換局ＭＭＥ＃ｃ（第２交換局）に対して、移動局ＵＥ＃１を識別する不変の識別情
報ＩＭＳＩ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｌｉｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄ
ｅｎｔｉｔｙ）を含むページング通知を送信するように構成されている。
【００２１】
　以下、図３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の動作につい
て説明する。
【００２２】
　図３に示すように、ステップＳ１００において、移動局ＵＥ＃１に対して一時的な識別
情報ＴＭＳＩを割り当てた交換局ＭＭＥ＃ａにおいて障害が発生する。
【００２３】
　第２ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷは、ステップＳ１０１において、移動局ＵＥ＃１宛ての
着信要求を受信すると、交換局ＭＭＥ＃ａにおいて障害が発生しているため、ステップＳ
１０２において、交換局ＭＭＥ＃ａと同一のＭＭＥプールエリア＃Ｘを制御する交換局Ｍ
ＭＥ＃ｃに対して、移動局ＵＥ＃１の不変の識別情報ＩＭＳＩを含むページング通知を送
信する。
【００２４】
　ステップＳ１０３において、交換局ＭＭＥ＃ｃは、かかるページング通知に応じて、移
動局ＵＥ＃１の不変の識別情報ＩＭＳＩを含むページング信号を、ＭＭＥプールエリア＃
Ｘ内に同報する。
【００２５】
　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、第２ゲートウェイ装置Ｓ-
ＧＷが、移動局ＵＥ＃１宛ての着信要求を受信した場合で、移動局ＵＥ＃１が位置登録処
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理を行った交換局ＭＭＥ＃ａにおいて障害が発生していることを検知した場合には、交換
局ＭＭＥ＃ａと同一のＭＭＥプールエリア＃Ｘを制御する交換局ＭＭＥ＃ｃに対して、移
動局ＵＥ＃１の不変の識別情報ＩＭＳＩを含むページング通知を送信し、交換局ＭＭＥ＃
ｃが、かかるページング通知に応じて、移動局ＵＥ＃１の不変の識別情報ＩＭＳＩを含む
ページング信号を、ＭＭＥプールエリア内に同報するため、移動局ＵＥ＃１に対して着信
させることができる。
【００２６】
（変更例１）
　図４及び図５を参照して、本発明の変更例１に係る移動通信システムについて説明する
。以下、変更例１に係る移動通信システムについて、上述の第１の実施形態に係る移動通
信システムとの相違点に着目して説明する。
【００２７】
　図４に示すように、変更例１に係る移動通信システムは、ＷＣＤＭＡ方式の移動通信シ
ステムであって、第１ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷ（ＰＤＮ-Ｇａｔｅｗａｙ）と、第２ゲー
トウェイ装置Ｓ-ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ-Ｇａｔｅｗａｙ）と、ＳＧＳＮプールエリア＃Ｙ
を制御する複数のパケット交換局ＳＧＳＮ＃ａ乃至＃ｃとを具備している。
【００２８】
　以下、図５を参照して、変更例１に係る移動通信システムの動作について説明する。
【００２９】
　図５に示すように、ステップＳ２００において、移動局ＵＥ＃１に対して一時的な識別
情報Ｐ-ＴＭＳＩを割り当てたパケット交換局ＳＧＳＮ＃ａにおいて障害が発生する。
【００３０】
　第２ゲートウェイ装置Ｓ-ＧＷは、ステップＳ２０１において、移動局ＵＥ＃１宛ての
着信要求を受信すると、パケット交換局ＳＧＳＮ＃ａにおいて障害が発生しているため、
ステップＳ２０２において、パケット交換局ＳＧＳＮ＃ａと同一のＳＧＳＮプールエリア
＃Ｙを制御するパケット交換局ＳＧＳＮ＃ｃに対して、移動局ＵＥ＃１の不変の識別情報
ＩＭＳＩを含むページング通知を送信する。
【００３１】
　ステップＳ２０３において、パケット交換局ＳＧＳＮ＃ｃは、かかるページング通知に
応じて、移動局ＵＥ＃１の不変の識別情報ＩＭＳＩを含むページング信号を、ＳＧＳＮプ
ールエリア＃Ｙ内に同報する。
【００３２】
（変更例２）
　図６を参照して、本発明の変更例２に係る移動通信システムについて説明する。以下、
変更例２に係る移動通信システムについて、上述の第１の実施形態に係る移動通信システ
ムとの相違点に着目して説明する。
【００３３】
　変更例２に係る移動通信システムでは、ＣＳＦＢ（ＣＳ　Ｆａｌｌ　Ｂａｃｋ）技術が
適用されている。
【００３４】
　すなわち、変更例２に係る移動通信システムでは、移動局ＵＥは、ＬＴＥ方式の交換局
ＭＭＥ＃ａに対して位置登録要求を送信することによって、ＬＴＥ方式の交換局ＭＭＥ＃
ａに対してだけでなく、ＷＣＤＭＡ方式の回線交換局ＭＳＣ＃ａに対しても位置登録処理
を行うことができる。
【００３５】
　例えば、図６に示すように、変更例２に係る移動通信システムでは、交換局ＭＭＥ＃ａ
（第１交換局）が正常に動作している場合で、かつ、回線交換局ＭＳＣ＃ａ（第３交換局
）において移動局ＵＥ＃１宛ての着信要求が受信された場合に、回線交換局ＭＳＣ＃ａが
、交換局ＭＭＥ＃ａに対してページング通知を送信し、交換局ＭＭＥ＃ａが、かかるペー
ジング通知に応じて、移動局ＵＥ＃１の一時的な識別情報ＴＭＳＩを含むページング信号
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をＭＭＥプールエリア＃Ｘ内に同報するように構成されている。
【００３６】
　図６に示すように、ステップＳ３００において、移動局ＵＥ＃１に対して一時的な識別
情報ＴＭＳＩを割り当てた回線交換局ＭＳＣ＃ａと交換局ＭＭＥ＃ａとの間のリンクにお
いて障害が発生したため、回線交換局ＭＳＣ＃ａと交換局ＭＭＥ＃ａとの間のアソシエー
ションが解放される。
【００３７】
　回線交換局ＭＳＣ＃ａは、ステップＳ３０１において、移動局ＵＥ＃１宛ての着信要求
を受信すると、交換局ＭＭＥ＃ａと回線交換局ＭＳＣ＃ａとの間のアソシエーションが解
放されているため、ステップＳ３０２において、回線交換局ＭＳＣ＃ａは、回線交換局Ｍ
ＳＣ＃ａに接続されている交換局ＭＭＥ＃ｃに対して、移動局ＵＥ＃１の不変の識別情報
ＩＭＳＩを含むページング通知を送信する。
【００３８】
　ステップＳ３０３において、交換局ＭＭＥ＃ｃは、かかるページング通知に応じて、移
動局ＵＥ＃１の不変の識別情報ＩＭＳＩを含むページング信号を、ＭＭＥプールエリア＃
Ｘ内に同報する。
【００３９】
　なお、上述のゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷ、Ｓ-ＧＷや交換局ＭＭＥ、ＳＧＳＮ、ＭＳＣや
移動局ＵＥ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。
【００４０】
　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。
【００４１】
　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、ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷ、Ｓ-ＧＷや交換局ＭＭＥ、ＳＧＳＮ、ＭＳＣや
移動局ＵＥ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ゲートウェイ装置Ｐ-ＧＷ、Ｓ-ＧＷや交換局ＭＭＥ、ＳＧ
ＳＮ、ＭＳＣや移動局ＵＥ内に設けられていてもよい。
【００４２】
　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】
【００４３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る交換局の機能ブロック図である。
【図３】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を説明するための図であ
る。
【図４】本発明の変更例１に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図５】本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作を説明するための図である。
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【図６】本発明の変更例２に係る移動通信システムの動作を説明するための図である。
【符号の説明】
【００４４】
Ｐ-ＧＷ、Ｓ-ＧＷ…ゲートウェイ装置
ＭＭＥ、ＳＧＳＮ、ＭＳＣ…交換局
１１…制御エリア管理部
１２…障害検出部
１３…ページング通知部
ＵＥ…移動局

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】
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