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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信システムにおける移動局の位置登録方法であって、
　無線制御装置が、セル識別子と第１位置番号と第２位置番号とを関連付けて管理してお
り、
　交換局が、ユーザ識別子と第１位置番号と第２位置番号と無線制御局識別子とを関連付
けて管理しており、
　前記無線制御局が、セル識別子をキー情報として第１位置番号を抽出し、抽出した該第
１位置番号を含む報知情報を該セル識別子によって識別されるセルに対して送信する工程
と、
　前記移動局が、前記報知情報に含まれている第１位置番号と該移動局に記憶されている
位置番号とが異なる場合に、位置登録要求を送信する工程と、
　前記無線制御局が、前記位置登録要求の発信元のセルを識別するセル識別子をキー情報
として第１位置番号及び第２位置番号を抽出し、前記交換局に対して、抽出した該第１位
置番号及び該第２位置番号と前記移動局を識別するユーザ識別子とを通知する工程と、
　前記交換局が、通知された前記ユーザ識別子と前記第１位置番号と前記第２位置番号と
を関連付けて記憶することによって、前記移動局の位置登録処理を行う工程と、
　前記交換局が、着信信号に含まれるユーザ識別子をキー情報として第２位置番号を抽出
し、抽出した該第２位置番号をキー情報として無線制御局識別子を抽出し、抽出した該無
線制御局識別子によって識別される無線制御局に対して該ユーザ識別子及び該第２位置番
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号を通知する工程と、
　前記無線制御局が、通知された前記第２位置番号をキー情報としてセル識別子を抽出し
、抽出した該セル識別子によって識別されるセルに対して、通知された前記ユーザ識別子
を含むページング信号を送信する工程とを有することを特徴とする位置登録方法。
【請求項２】
　前記無線基地局が、周囲のセルにおける報知情報に含まれる位置番号を取得して前記無
線制御局に報告する工程と、
　前記無線制御局が、報告された前記位置番号と異なる位置番号を、前記無線基地局配下
のセルにおける第１位置番号として設定する工程とを有することを特徴とする請求項１に
記載の位置登録方法。
【請求項３】
　セル識別子と第１位置番号と第２位置番号とを関連付けて管理するように構成されてお
り、
　セル識別子をキー情報として第１位置番号を抽出し、抽出した該第１位置番号を含む報
知情報を該セル識別子によって識別されるセルに対して送信するように構成されており、
　移動局から受信した位置登録要求の発信元のセルを識別するセル識別子をキー情報とし
て第１位置番号及び第２位置番号を抽出し、交換局に対して、抽出した該第１位置番号及
び該第２位置番号と前記移動局を識別するユーザ識別子とを通知するように構成されてお
り、
　前記交換局から通知された第２位置番号をキー情報としてセル識別子を抽出し、抽出し
た該セル識別子によって識別されるセルに対して、該交換局から通知されたユーザ識別子
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ことを特徴とする無線制御局。
【請求項４】
　前記無線基地局が、周囲のセルにおける報知情報に含まれる位置番号を取得して前記無
線制御局に報告する場合、報告された該位置番号と異なる位置番号を、該無線基地局配下
のセルにおける第１位置番号として設定するように構成されていることを特徴とする請求
項３に記載の無線制御局。
【請求項５】
　ユーザ識別子と第１位置番号と第２位置番号と無線制御局識別子とを関連付けて管理す
るように構成されており、
　無線制御局から通知されたユーザ識別子と第１位置番号と第２位置番号とを関連付けて
記憶することによって、該ユーザ識別子によって識別される移動局の位置登録処理を行う
ように構成されており、
　着信信号に含まれるユーザ識別子をキー情報として第２位置番号を抽出し、抽出した該
第２位置番号をキー情報として無線制御局識別子を抽出し、抽出した該無線制御局識別子
によって識別される無線制御局に対して該ユーザ識別子及び該第２位置番号を通知するよ
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、移動通信システムにおける移動局の位置登録方法、無線制御局及び交換局に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊ
ｅｃｔｓ）により、符号分割多元接続（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ
　Ａｃｃｅｓｓ：ＣＤＭＡ）技術に基づいたＷ-ＣＤＭＡ（Ｗｉｄｅｂａｎｄ-Ｃｏｄｅ　
Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ）システム、或いは、ＵＭＴＳ（Ｕ
ｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）と呼ばれる移動通信システムが提案され、「非特許文献１」において仕様化されてい
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る。
【０００３】
　図８に、Ｗ-ＣＤＭＡシステムの構成例を示す。Ｗ-ＣＤＭＡシステムには、移動局ＵＥ
（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）や無線基地局ＮｏｄｅＢや無線制御局ＲＮＣ（Ｒａｄ
ｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）や交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮ（Ｍｏｂｉｌ
ｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ/Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　
Ｎｏｄｅ）が含まれ、セルラ方式の移動通信システムが構成される。
【０００４】
　無線基地局ＮｏｄｅＢによって送出される電波により、セル（Ｃｅｌｌ）と呼ばれセル
ラ方式の制御単位となるエリアが形成される。
【０００５】
　ここで、Ｗ-ＣＤＭＡシステムには、複数の無線制御局ＮｏｄｅＢや交換局ＭＳＣ/ＳＧ
ＳＮが存在して互いに接続されているのが普通であるが、簡略化のため、図８の例では、
１つの無線制御局ＮｏｄｅＢや交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮについてのみ示すものとする。
【０００６】
　また、Ｗ-ＣＤＭＡシステムには、交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮとは別に、ホームメモリと呼
ばれる加入者情報を記憶する装置を配備するのが普通であるが、同じく簡略化のため、図
８の例では、ホームメモリの機能は交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮに含まれるものとする。
【０００７】
　さらに、Ｗ-ＣＤＭＡシステムにおいて、電源は入っているが通信を行っていない、す
なわち、ユーザの端末操作による発信動作や呼び出しによる着信に備えて待機している待
ち受け状態の移動局ＵＥは、無線基地局ＮｏｄｅＢによって送出されるパイロットチャネ
ルにおける電界を測定し、最適なパイロットチャネルを自律的に選択する。なお、選択ア
ルゴリズムについては、本発明とは無関係のため説明を省略する。
【０００８】
　そして、最適なパイロットチャネル、すなわち、セルを選択した移動局ＵＥは、当該セ
ルにおける報知情報を読み込み、待ち受けを行う。
【０００９】
　移動局ＵＥは、待ち受けを行うにあたって位置登録処理を実施する。図９に、従来技術
における位置登録処理及び呼び出し処理のシーケンスを示す。
【００１０】
　図９に示すように、ステップ２００１において、無線制御局ＲＮＣが、位置番号テーブ
ル（図１０（ａ）参照）を参照して、セル識別子「＃１」をキー情報として位置情報「０
ｘ０００１」を抽出し、抽出した位置番号「０ｘ０００１」を含む報知情報（ＳＹＳＴＥ
Ｍ　ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ）をセル識別子「＃１」によって識別されるセル＃１に対し
て送信する。
【００１１】
　ステップＳ２００２において、セル＃１に在圏する移動局ＵＥは、位置番号「０ｘ００
０１」を含む報知情報を受信すると、かかる位置番号「０ｘ０００１」と移動局ＵＥに記
憶されている位置番号とが一致するか否かについて判定する。
【００１２】
　一致している場合、ステップＳ２００３において、移動局ＵＥは、セル＃１における待
ち受けを継続する。
【００１３】
　一致していない場合、移動局ＵＥは、ステップＳ２００４において、無線制御局ＲＮＣ
との間で無線回線を設定し、ステップＳ２００５において、無線制御局ＲＮＣに対して位
置登録要求（ＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴ）を送信する。
【００１４】
　ここで、無線制御局ＲＮＣは、位置番号テーブル（図１０（ａ）参照）を参照して、受
信した位置登録要求の発信元のセル＃１を識別するセル識別子「＃１」をキー情報として
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位置番号「０ｘ０００１」を抽出し、交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮに対して、抽出した位置番
号「０ｘ０００１」と移動局ＵＥを識別するユーザ識別子「ＵＥ＃１」とを通知する。
【００１５】
　交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮは、ステップＳ２００６において、移動局ＵＥに対する認証処
理を行い、認証処理に成功した場合、ステップＳ２００７において、位置番号「０ｘ００
０１」を含む位置登録受付信号（ＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＡＣＣＥＰ
Ｔ）を、移動局ＵＥに対して送信する。
【００１６】
　移動局ＵＥは、ステップＳ２００８において、受信した位置登録完了応答に含まれる位
置番号「０ｘ０００１」を記憶し、ステップＳ２００９において、位置登録完了信号（Ｒ
ＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ）を、交換局ＭＳＣ/ＳＧＳ
Ｎに対して送信する。
【００１７】
　ステップＳ２０１０において、交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮは、位置番号「０ｘ０００１」
と移動局ＵＥを識別するユーザ識別子「ＵＥ＃１」とを関連付けて登録する。
【００１８】
　ステップＳ２０１１において、移動局ＵＥと無線制御局ＲＮＣとの間の無線回線が解放
される。
【００１９】
　その後、ステップＳ２０１２において、交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮは、移動局ＵＥ宛ての
着信信号を受信すると、位置登録テーブル（図１１参照）を参照して、当該着信信号に含
まれるユーザ識別子「ＵＥ＃１」をキー情報として位置番号「０ｘ００１」を抽出し、Ｒ
ＮＣ特定テーブルを参照して、抽出した位置番号「０ｘ００１」をキー情報としてＲＮＣ
識別子「ＲＮＣ＃１」を抽出する。
【００２０】
　そして、交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮは、抽出したＲＮＣ識別子「ＲＮＣ＃１」によって識
別される無線制御局ＲＮＣに対して、抽出した位置番号「０ｘ００１」を含むページング
要求（ＰＡＧＩＮＧ　ＲＥＱＵＥＳＴ）を送信する。
【００２１】
　ステップＳ２０１３において、無線制御局ＲＮＣは、逆引き位置番号テーブル（図１０
（ｂ）参照）を参照して、受信したページング要求に含まれる位置番号「０ｘ００１」を
キー情報としてセル識別子「＃１」を抽出する。
【００２２】
　そして、無線制御局ＲＮＣは、セル識別子「＃１」によって識別されるセル＃１に対し
て、ページング信号（ＰＡＧＩＮＧ）を送信する。
【００２３】
　以上のシーケンスにより、無線制御局ＲＮＣは、移動局ＵＥが在圏しないセル識別子＃
２～＃４によって識別されるセル＃２～＃４に対してページング信号を送信することを回
避することができる。
【００２４】
　すなわち、位置登録処理の目的は、呼び出し処理時に、ページング信号を送出するセル
を限定可能にすることにある。
【００２５】
　同じ位置番号が設定されたセル群が形成するエリアを「位置登録エリア」と呼ぶが、位
置登録エリアが広すぎると呼び出し処理が大量に発生し、逆に位置登録エリアが狭すぎる
と位置登録処理が大量に発生するため、呼び出し処理によるトラヒックの増加と位置登録
処理による負荷の増大とのトレードオフ関係のバランスを判断して位置登録エリアを最適
化するのが通常である。
【００２６】
　ところで、無線基地局の種別として、屋外空間をカバーする公衆向けの無線基地局とは
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別に、主に屋内空間をカバーする超小型無線基地局（以後、フェムト無線基地局）の導入
が進んでいる。
【００２７】
　さらに、これらのフェムト無線基地局を一般家庭や小規模オフィス等に配置した上で、
カバーエリアを極小化したり無線制御局ＲＮＣとの接続に安価な家庭向けのＩＰ回線を適
用したりすることで、特定ユーザ固有のプライベートなエリアを形成（単一又は複数のセ
ルにより形成）し、当該特定ユーザに対して当該エリアでの課金体系を区別したり当該エ
リア限定の付加機能を提供したりするユーザ限定サービスの検討が行われている。
【００２８】
　このようなユーザ限定サービスを提供する際、不特定多数のユーザの移動局が当該エリ
アを形成するセル（フェムト無線基地局によって管理されているセル）において待ち受け
や通信を行うことで、当該セルにおける特定ユーザに対するサービス性が輻輳により意図
せず低下する懸念を回避するため、当該セルの位置番号を全て区別することで、セル選択
時に、必ず位置登録処理を発生させ、かかる位置登録処理に付随させて移動局の待ち受け
可否を判定することも考えられる。
【非特許文献１】３ＧＰＰ技術仕様書ＴＳ２１.１０１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２９】
　　しかしながら、かかる場合、図１０に示すように、セル識別子＃１～＃４に対応する
位置番号「０ｘ０００１」～「０ｘ０００４」が全て異なることになり、さらに、フェム
ト無線基地局は小容量で多数存在するのが普通であるため、逆引き位置番号テーブルのキ
ー情報である位置番号の数が膨大になってしまうという問題点があった。
【００３０】
　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、フェムト無線基地局によ
って管理されるセルの位置番号を全て区別しつつ、逆引き位置番号テーブルのキー情報で
ある位置番号の数が膨大になってしまうという事態を防ぐことができる位置登録方法、無
線制御局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】
【００３１】
　本発明の第１の特徴は、移動通信システムにおける移動局の位置登録方法であって、無
線制御装置が、セル識別子と第１位置番号と第２位置番号とを関連付けて管理しており、
交換局が、ユーザ識別子と第１位置番号と第２位置番号と無線制御局識別子とを関連付け
て管理しており、前記無線制御局が、セル識別子をキー情報として第１位置番号を抽出し
、抽出した該第１位置番号を含む報知情報を該セル識別子によって識別されるセルに対し
て送信する工程と、前記移動局が、前記報知情報に含まれている第１位置番号と該移動局
に記憶されている位置番号とが異なる場合に、位置登録要求を送信する工程と、前記無線
制御局が、前記位置登録要求の発信元のセルを識別するセル識別子をキー情報として第１
位置番号及び第２位置番号を抽出し、前記交換局に対して、抽出した該第１位置番号及び
該第２位置番号と前記移動局を識別するユーザ識別子とを通知する工程と、前記交換局が
、通知された前記ユーザ識別子と前記第１位置番号と前記第２位置番号とを関連付けて記
憶することによって、前記移動局の位置登録処理を行う工程と、前記交換局が、着信信号
に含まれるユーザ識別子をキー情報として第２位置番号を抽出し、抽出した該第２位置番
号をキー情報として無線制御局識別子を抽出し、抽出した該無線制御局識別子によって識
別される無線制御局に対して該ユーザ識別子及び該第２位置番号を通知する工程と、前記
無線制御局が、通知された前記第２位置番号をキー情報としてセル識別子を抽出し、抽出
した該セル識別子によって識別されるセルに対して、通知された前記ユーザ識別子を含む
ページング信号を送信する工程とを有することを要旨とする。
【００３２】
　本発明の第１の特徴において、前記無線基地局が、周囲のセルにおける報知情報に含ま
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れる位置番号を取得して前記無線制御局に報告する工程と、前記無線制御局が、報告され
た前記位置番号と異なる位置番号を、前記無線基地局配下のセルにおける第１位置番号と
して設定する工程とを有してもよい。
【００３３】
　本発明の第２の特徴は、無線制御局であって、セル識別子と第１位置番号と第２位置番
号とを関連付けて管理するように構成されており、セル識別子をキー情報として第１位置
番号を抽出し、抽出した該第１位置番号を含む報知情報を該セル識別子によって識別され
るセルに対して送信するように構成されており、移動局から受信した位置登録要求の発信
元のセルを識別するセル識別子をキー情報として第１位置番号及び第２位置番号を抽出し
、交換局に対して、抽出した該第１位置番号及び該第２位置番号と前記移動局を識別する
ユーザ識別子とを通知するように構成されており、前記交換局から通知された第２位置番
号をキー情報としてセル識別子を抽出し、抽出した該セル識別子によって識別されるセル
に対して、該交換局から通知されたユーザ識別子を含むページング信号を送信するように
構成されていることを要旨とする。
【００３４】
　本発明の第２の特徴において、前記無線基地局が、周囲のセルにおける報知情報に含ま
れる位置番号を取得して前記無線制御局に報告する場合、報告された該位置番号と異なる
位置番号を、該無線基地局配下のセルにおける第１位置番号として設定するように構成さ
れていてもよい。
【００３５】
　本発明の第３の特徴は、交換局であって、ユーザ識別子と第１位置番号と第２位置番号
と無線制御局識別子とを関連付けて管理するように構成されており、無線制御局から通知
されたユーザ識別子と第１位置番号と第２位置番号とを関連付けて記憶することによって
、該ユーザ識別子によって識別される移動局の位置登録処理を行うように構成されており
、着信信号に含まれるユーザ識別子をキー情報として第２位置番号を抽出し、抽出した該
第２位置番号をキー情報として無線制御局識別子を抽出し、抽出した該無線制御局識別子
によって識別される無線制御局に対して該ユーザ識別子及び該第２位置番号を通知するよ
うに構成されていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００３６】
　以上説明したように、本発明によれば、フェムト無線基地局によって管理されるセルの
位置番号を全て区別しつつ、逆引き位置番号テーブルのキー情報である位置番号の数が膨
大になってしまうという事態を防ぐことができる位置登録方法、無線制御局及び交換局を
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】
【００３７】
（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６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構成につ
いて説明する。なお、本実施形態に係る移動通信システムの全体構成は、上述した図８に
示す移動通信システムの全体構成と同一である。なお、従来技術と同様に、交換局ＭＳＣ
/ＳＧＳＮ（ＭＭＥ）は、複数存在して互いに接続されているのが普通であり、交換局Ｍ
ＳＣ/ＳＧＳＮとは別にホームメモリと呼ばれる加入者情報を記憶する装置を配備するの
が普通である。なお、ホームメモリの機能は、交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮに含まれていても
よい。
【００３８】
　図１に示すように、無線制御局ＲＮＣは、信号送受信部１１と、無線制御部１２と、メ
モリ１３とを具備している。
【００３９】
　信号送受信部１１は、移動局ＵＥや無線基地局ＮｏｄｅＢや交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮと
の間で信号の送受信を行うように構成されている。
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【００４０】
　無線制御部１２は、移動局ＵＥ及び無線基地局ＮｏｄｅＢに係る無線制御処理を行うよ
うに構成されている。
【００４１】
　メモリ１３は、位置番号テーブル＃１保持部１３Ａと、位置番号テーブル＃２保持部１
３Ｂと、逆引き位置番号テーブル保持部１３Ｃとを具備している。
【００４２】
　位置番号テーブル＃１保持部１３Ａは、図２に示すように、「セル識別子」と「ダミー
位置番号（第１位置番号）」とを関連付ける、すなわち、「セル識別子」をキー情報とし
て「ダミー位置番号（第１位置番号）」を抽出するための位置番号テーブル＃１を保持す
るように構成されている。
【００４３】
　位置番号テーブル＃２保持部１３Ｂは、図３（ａ）に示すように、「セル識別子」と「
リアル位置番号（第２位置番号）」とを関連付ける、すなわち、「セル識別子」をキー情
報として「リアル位置番号（第２位置番号）」を抽出するための位置番号テーブル＃２を
保持するように構成されている。
【００４４】
　逆引き位置番号テーブル保持部１３Ｃは、図３（ｂ）に示すように、「リアル位置番号
（第２位置番号）」と「セル識別子」とを関連付ける、すなわち、「リアル位置番号（第
２位置番号）」をキー情報として「セル識別子」を抽出するための逆引き位置番号テーブ
ルを保持するように構成されている。
【００４５】
　上述のように、メモリ１３は、位置番号テーブル＃１と位置番号テーブル＃２と逆引き
位置番号テーブルとによって、セル識別子と第１位置番号と第２位置番号とを関連付けて
管理するように構成されている。
【００４６】
　ここで、「リアル位置番号（第２位置番号）」は、移動通信システム全体でユニークで
ある必要があるのに対して、「ダミー位置番号（第１位置番号）」は、所定エリア内でユ
ニークであればよく、移動通信システム全体でユニークである必要はない。すなわち、「
ダミー位置番号（第１位置番号）」は、各所定エリアにおいて繰り返し利用可能である。
【００４７】
　具体的には、無線基地局ＮｏｄｅＢが、周囲のセルにおける報知情報に含まれる位置番
号を取得して無線制御局ＲＮＣに報告し、無線制御局ＲＮＣが、報告された位置番号と異
なる位置番号を、当該無線基地局ＮｏｄｅＢ配下のセルにおける「ダミー位置番号（第１
位置番号）」として設定するように構成されていてもよい。
【００４８】
　なお、上述の所定エリア同士は、移動局ＵＥが、電源をオフにすることなく連続して移
動することが困難な距離だけ離れていることが好ましい。
【００４９】
　図４に示すように、交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮは、信号送受信部２１と、通信制御部２２
と、メモリ２３とを具備している。
【００５０】
　信号送受信部２１は、無線制御局ＲＮＣとの間で信号の送受信を行うように構成されて
いる。
【００５１】
　通信制御部２２は、移動局ＵＥに係る通信制御処理を行うように構成されている。
【００５２】
　メモリ２３は、位置登録テーブル保持部２３Ａと、ＲＮＣ特定テーブル保持部２３Ｂと
を具備している。
【００５３】
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　位置登録テーブル保持部２３Ａは、図５に示すように、「ユーザ識別子」と「ダミー位
置番号（第１位置番号）」と「リアル位置番号（第２位置番号）」とを関連付ける、すな
わち、「ユーザ識別子」をキー情報として「リアル位置番号（第２位置番号）」を抽出す
るための位置登録テーブルを保持するように構成されている。
【００５４】
　ＲＮＣ特定テーブル保持部２３Ｂは、図６に示すように、「リアル位置番号（第２位置
番号）」と「ＲＮＣ識別子（無線制御局識別子）」とを関連付ける、すなわち、「リアル
位置番号（第２位置番号）」をキー情報として「ＲＮＣ識別子（無線制御局識別子）」を
抽出するためのＲＮＣ特定テーブルを保持するように構成されている。
【００５５】
（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７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。具体的には、図７を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおける位置登
録処理及び呼び出し処理について説明する。
【００５６】
　図７に示すように、ステップＳ１００１において、ステップ２００１において、無線制
御局ＲＮＣが、位置番号テーブル＃１（図２参照）を参照して、セル識別子「＃１」をキ
ー情報としてダミー位置情報（第１位置番号）「０ｘＦＦＦ１」を抽出し、抽出したダミ
ー位置情報（第１位置番号）「０ｘＦＦＦ１」を含む報知情報（ＳＹＳＴＥＭ　ＩＮＦＯ
ＲＭＡＴＩＯＮ）をセル識別子「＃１」によって識別されるセル＃１に対して送信する。
【００５７】
　ステップＳ１００２において、セル＃１に在圏する移動局ＵＥは、ダミー位置情報（第
１位置番号）「０ｘＦＦＦ１」を含む報知情報を受信すると、かかるダミー位置情報（第
１位置番号）「０ｘＦＦＦ１」と移動局ＵＥに記憶されている位置番号とが一致するか否
かについて判定する。
【００５８】
　一致している場合、ステップＳ１００３において、移動局ＵＥは、セル＃１における待
ち受けを継続する。
【００５９】
　一致していない場合、移動局ＵＥは、ステップＳ１００４において、無線制御局ＲＮＣ
との間で無線回線を設定し、ステップＳ１００５において、無線制御局ＲＮＣに対して位
置登録要求（ＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＲＥＱＵＥＳＴ）を送信する。
【００６０】
　ここで、無線制御局ＲＮＣは、位置番号テーブル＃１（図２参照）を参照して、受信し
た位置登録要求の発信元のセル＃１を識別するセル識別子「＃１」をキー情報としてダミ
ー位置情報（第１位置番号）「０ｘＦＦＦ１」を抽出すると共に、位置番号テーブル＃２
（図３（ａ）参照）を参照して、受信した位置登録要求の発信元のセル＃１を識別するセ
ル識別子「＃１」をキー情報としてリアル位置情報（第２位置番号）「０ｘ０００１」を
抽出する。
【００６１】
　そして、無線制御局ＲＮＣは、交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮに対して、抽出したダミー位置
情報（第１位置番号）「０ｘＦＦＦ１」と抽出したリアル位置情報（第２位置番号）「０
ｘ０００１」と移動局ＵＥを識別するユーザ識別子「ＵＥ＃１」とを通知する。
【００６２】
　交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮは、ステップＳ１００６において、移動局ＵＥに対する認証処
理を行い、認証処理に成功した場合、ステップＳ１００７において、ダミー位置情報（第
１位置番号）「０ｘＦＦＦ１」を含む位置登録受付信号（ＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　Ｕ
ＰＤＡＴＥ　ＡＣＣＥＰＴ）を、移動局ＵＥに対して送信する。
【００６３】
　移動局ＵＥは、ステップＳ１００８において、受信した位置登録完了応答に含まれるダ
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ミー位置情報（第１位置番号）「０ｘＦＦＦ１」を記憶し、ステップＳ１００９において
、位置登録完了信号（ＲＯＵＴＩＮＧ　ＡＲＥＡ　ＵＰＤＡＴＥ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ）を
、交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮに対して送信する。
【００６４】
　ステップＳ１０１０において、交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮは、位置登録テーブルに、ダミ
ー位置情報（第１位置番号）「０ｘＦＦＦ１」とリアル位置番号（第２位置番号）「０ｘ
０００１」と移動局ＵＥを識別するユーザ識別子「ＵＥ＃１」とを関連付けて登録するこ
とによって、ユーザ識別子「ＵＥ＃１」によって識別される移動局ＵＥの位置登録処理を
行う。
【００６５】
　ステップＳ１０１１において、移動局ＵＥと無線制御局ＲＮＣとの間の無線回線が解放
される。
【００６６】
　その後、ステップＳ１０１２において、交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮは、移動局ＵＥ宛ての
着信信号を受信すると、位置登録テーブル（図５参照）を参照して、当該着信信号に含ま
れるユーザ識別子「ＵＥ＃１」をキー情報としてリアル位置番号（第２位置番号）「０ｘ
０００１」を抽出し、ＲＮＣ特定テーブルを参照して、抽出したリアル位置番号（第２位
置番号）「０ｘ０００１」をキー情報としてＲＮＣ識別子「ＲＮＣ＃１」を抽出する。
【００６７】
　そして、交換局ＭＳＣ/ＳＧＳＮは、抽出したＲＮＣ識別子「ＲＮＣ＃１」によって識
別される無線制御局ＲＮＣに対して、抽出したリアル位置番号（第２位置番号）「０ｘ０
００１」を含むページング要求（ＰＡＧＩＮＧ　ＲＥＱＵＥＳＴ）を送信する。
【００６８】
　ステップＳ１０１３において、無線制御局ＲＮＣは、逆引き位置番号テーブル（図３（
ｂ）参照）を参照して、受信したページング要求に含まれるリアル位置番号（第２位置番
号）「０ｘ０００１」をキー情報としてセル識別子「＃１」を抽出する。
【００６９】
　そして、無線制御局ＲＮＣは、セル識別子「＃１」によって識別されるセル＃１に対し
て、ページング信号（ＰＡＧＩＮＧ）を送信する。
【００７０】
（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、フェムト無線基地局によっ
て管理されるセル（フェムトセル）に対して、ダミー位置番号（第１位置番号）が割り当
てられているため、フェムト無線基地局によって管理されるセル（フェムトセル）の位置
番号を全て区別することができる。
【００７１】
　また、移動局ＵＥの着信処理（呼び出し処理）において用いられる逆引き位置番号テー
ブルには、キー情報として、複数のセルに対して共通に割り当てることができるリアル位
置番号（第２位置番号）が用いられるため、移動局ＵＥの着信処理（呼び出し処理）にお
ける逆引き位置番号テーブル参照時の無線制御局ＲＮＣの処理負荷を軽減することができ
る。
【００７２】
（変更例）
　上述の実施形態では、Ｗ-ＣＤＭＡ方式の移動通信システムを例に挙げて説明されてい
るが、本発明は、かかる移動通信システムに限定されるものではなく、例えば、ＬＴＥ（
Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式の移動通信システムにも適用可能である
。
【００７３】
　かかる場合、上述の無線基地局ＮｏｄｅＢの機能及び無線制御局ＲＮＣの機能は、無線
基地局ｅＮＢ又は交換局ＭＭＥに搭載されることになる。ここで、本変更例では、交換局
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ＭＭＥが、上述のネットワーク装置の役割を果たすように構成されている。
【００７４】
　本変更例に係るＬＴＥ方式の移動通信システムでは、上述の無線制御局ＲＮＣ及び無線
基地局ＮｏｄｅＢが、同一の装置（無線基地局ｅＮＢ）によって構成されている。
【００７５】
　なお、上述の移動局ＵＥや無線基地局ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）や交換機ＭＭＥや無線制御
局ＲＮＣ等の動作は、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。
【００７６】
　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。
【００７７】
　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や無線基地局ＮｏｄｅＢ（ｅＮＢ）や交換機ＭＳＣ/ＳＧＳＮ
（ＭＭＥ）や無線制御局ＲＮＣ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や無線基地局ＮｏｄｅＢ（
ｅＮＢ）や交換機ＭＳＣ/ＳＧＳＮ（ＭＭＥ）や無線制御局ＲＮＣ等内に設けられていて
もよい。
【００７８】
　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】
【００７９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る無線制御局の機能ブロック図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る無線制御局によって管理されている位置番号テー
ブル＃１の一例を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る無線制御局によって管理されている位置番号テー
ブル＃２及び逆引き位置番号テーブルの一例を示す図である。
【図４】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５】本発明の第１の実施形態に係る交換局によって管理されている位置登録テーブル
の一例を示す図である。
【図６】本発明の第１の実施形態に係る交換局によって管理されているＲＮＣ特定テーブ
ルの一例を示す図である。
【図７】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位置登録処理及び着信
処理について説明するためのシーケンス図である。
【図８】一般的な移動通信システムの構成を示す図である。
【図９】一般的な移動通信システムにおける位置登録処理及び着信処理について説明する
ためのシーケンス図である。
【図１０】一般的な移動通信システムにおける無線制御局によって管理されている位置番
号テーブルの一例を示す図である。
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【図１１】一般的な移動通信システムにおける交換局によって管理されている位置登録テ
ーブルの一例を示す図である。
【図１２】一般的な移動通信システムにおける交換局によって管理されているＲＮＣ特定
テーブルの一例を示す図である。
【符号の説明】
【００８０】
ＲＮＣ…無線制御局
１１、２１…信号送受信部
１２…無線制御部
１３、２３…メモリ
１３Ａ…位置番号テーブル＃１保持部
１３Ｂ…位置番号テーブル＃２保持部
１３Ｃ…逆引き位置番号テーブル保持部
ＭＳＣ/ＳＧＳＮ…交換局
２２…通信制御部
２３Ａ…位置登録テーブル保持部
２３Ｂ…ＲＮＣ特定テーブル保持部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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