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(57)【要約】
【課題】移動局ＵＥの能力に応じて待ち受けＲＡＴを決
定する。
【解決手段】本発明に係る移動通信方法は、加入者管理
サーバ装置ＨＳＳが、受信した移動局ＵＥの「Ｕｐｄａ
ｔｅ　ＧＰＲＳ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ/Ｕｐｄａｔｅ　Ｌ
ｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれるＣＳＦＢ
能力有無情報に基づいて、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセ
スネットワーク又はＬＴＥ方式の無線アクセスネットワ
ークのどちらかを、移動局ＵＥの待ち受け無線アクセス
ネットワークに決定する工程と、移動局ＵＥが、加入者
管理サーバ装置ＨＳＳによって決定された移動局ＵＥの
待ち受け無線アクセスネットワークにおいて待ち受けを
行う工程とを有する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及び、回線交換通信を提供
できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケット交換通信を提供可能な
第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システムにおいて、移動局が待ち受け
を行う移動通信方法であって、
　加入者管理サーバ装置が、受信した前記移動局の位置情報更新信号に含まれる能力情報
に基づいて、前記第１無線アクセスネットワーク又は前記第２無線アクセスネットワーク
のどちらかを、該移動局の待ち受け無線アクセスネットワークに決定する工程と、
　前記移動局が、前記加入者管理サーバ装置によって決定された該移動局の待ち受け無線
アクセスネットワークにおいて待ち受けを行う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】
　前記第２無線アクセスネットワークの交換局が、受信した前記移動局の位置登録要求信
号に含まれる位置登録種別に基づいて、該移動局の能力情報を決定する工程と、
　前記第２無線アクセスネットワークの交換局が、決定した前記移動局の能力情報を含む
前記位置情報更新信号を、前記加入者管理サーバ装置に対して送信する工程とを有するこ
とを特徴とする請求項１に記載の移動通信方法。
【請求項３】
　回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及び、回線交換通信を提供
できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケット交換通信を提供可能な
第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システムにおいて、移動局が待ち受け
を行う移動通信方法であって、
　前記移動局が、前記第１無線アクセスネットワークの交換局に対して、該移動局の能力
情報を含む位置登録要求信号を送信する工程と、
　前記第１無線アクセスネットワークの交換局が、受信した前記位置登録要求信号に応じ
て、加入者管理サーバ装置に対して、前記移動局の位置情報更新信号を送信する工程と、
　前記加入者管理サーバ装置が、受信した前記位置情報更新信号に応じて、前記第１無線
アクセスネットワークの交換局に対して、前記移動局の加入者情報送信信号及び位置情報
更新応答信号を送信する工程と、
　前記第１無線アクセスネットワークの交換局が、受信した前記加入者情報送信信号に応
じて、受信した前記位置登録要求信号に含まれる前記移動局の能力情報に基づいて、前記
第１無線アクセスネットワーク又は前記第２無線アクセスネットワークのどちらかを、該
移動局の待ち受け無線アクセスネットワークに決定する工程と、
　前記移動局が、前記第１無線アクセスネットワークの交換局によって決定された該移動
局の待ち受け無線アクセスネットワークにおいて待ち受けを行う工程とを有することを特
徴とする移動通信方法。
【請求項４】
　回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及び、回線交換通信を提供
できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケット交換通信を提供可能な
第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システムにおいて、移動局が待ち受け
を行う移動通信方法であって、
　前記移動局が、前記第２無線アクセスネットワークの交換局に対して、位置登録種別を
含む該移動局の位置登録要求信号を送信する工程と、
　前記第２無線アクセスネットワークの交換局が、受信した前記位置登録要求信号に応じ
て、加入者管理サーバ装置に対して、前記移動局の位置情報更新信号を送信する工程と、
　前記加入者管理サーバ装置が、受信した前記位置情報更新信号に応じて、前記第２無線
アクセスネットワークの交換局に対して、前記移動局の位置情報更新応答信号を送信する
工程と、
　前記第２無線アクセスネットワークの交換局が、受信した前記位置登録応答信号に応じ
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て、受信した前記位置登録要求信号に含まれる前記位置登録種別に基づいて決定された前
記移動局の能力情報に基づいて、前記第１無線アクセスネットワーク又は前記第２無線ア
クセスネットワークのどちらかを、該移動局の待ち受け無線アクセスネットワークに決定
する工程と、
　前記移動局が、前記第２無線アクセスネットワークの交換局によって決定された該移動
局の待ち受け無線アクセスネットワークにおいて待ち受けを行う工程とを有することを特
徴とする移動通信方法。
【請求項５】
　回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及び、回線交換通信を提供
できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケット交換通信を提供可能な
第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システムであって、
　加入者管理サーバ装置は、受信した移動局の位置情報更新信号に含まれる該移動局の能
力情報に基づいて、前記第１無線アクセスネットワーク又は前記第２無線アクセスネット
ワークのどちらかを、該移動局の待ち受け無線アクセスネットワークに決定するように構
成されている決定部を具備し、
　前記移動局は、前記加入者管理サーバ装置によって決定された該移動局の待ち受け無線
アクセスネットワークにおいて待ち受けを行うように構成されている待ち受け処理部を具
備することを特徴とする移動通信システム。
【請求項６】
　前記第２無線アクセスネットワークの交換局は、
　受信した前記移動局の位置登録要求信号に含まれる位置登録種別に基づいて、該移動局
の能力情報を決定するように構成されている決定部と、
　決定した前記移動局の能力情報を含む前記位置情報更新信号を、前記加入者管理サーバ
装置に対して送信するように構成されている送信部とを具備することを特徴とする請求項
５に記載の移動通信システム。
【請求項７】
　回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及び、回線交換通信を提供
できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケット交換通信を提供可能な
第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システムであって、
　前記第１無線アクセスネットワークの交換局は、加入者管理サーバ装置から受信した位
置情報更新応答信号に応じて、移動局から受信した位置登録要求信号に含まれる該移動局
の能力情報に基づいて、該第１無線アクセスネットワーク又は前記第２無線アクセスネッ
トワークのどちらかを、該移動局の待ち受け無線アクセスネットワークに決定するように
構成されている決定部を具備し、
　前記移動局は、前記第１無線アクセスネットワークの交換局によって決定された該移動
局の待ち受け無線アクセスネットワークにおいて待ち受けを行うように構成されている待
ち受け処理部を具備することを特徴とする移動通信システム。
【請求項８】
　回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及び、回線交換通信を提供
できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケット交換通信を提供可能な
第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システムであって、
　前記第２無線アクセスネットワークの交換局は、加入者管理サーバ装置から受信した位
置情報更新応答信号に応じて、移動局から受信した位置登録要求信号に含まれる位置登録
種別に基づいて決定された該移動局の能力情報に基づいて、該第１無線アクセスネットワ
ーク又は前記第２無線アクセスネットワークのどちらかを、該移動局の待ち受け無線アク
セスネットワークに決定するように構成されている決定部を具備し、
　前記移動局は、前記第２無線アクセスネットワークの交換局によって決定された該移動
局の待ち受け無線アクセスネットワークにおいて待ち受けを行うように構成されている待
ち受け処理部を具備することを特徴とする移動通信システム。
【請求項９】
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　回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及び、回線交換通信を提供
できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケット交換通信を提供可能な
第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システム内に設けられている加入者管
理サーバ装置であって、
　受信した移動局の位置情報更新信号に含まれる該移動局の能力情報に基づいて、前記第
１無線アクセスネットワーク又は前記第２無線アクセスネットワークのどちらかを、該移
動局の待ち受け無線アクセスネットワークに決定するように構成されている決定部と、
　前記第１無線アクセスネットワークの交換局又は前記第２無線アクセスネットワークの
交換局に対して、決定された前記移動局の待ち受け無線アクセスネットワークの特定情報
を含む加入者情報送信信号又は位置情報更新応答信号を送信するように構成されている送
信部とを具備することを特徴とする加入者管理サーバ装置。
【請求項１０】
　回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及び、回線交換通信を提供
できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケット交換通信を提供可能な
第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システム内に設けられている該第１無
線アクセスネットワークの交換局であって、
　加入者管理サーバ装置から受信した加入者情報送信信号に応じて、移動局から受信した
位置登録要求信号に含まれる該移動局の能力情報に基づいて、該第１無線アクセスネット
ワーク又は前記第２無線アクセスネットワークのどちらかを、該移動局の待ち受け無線ア
クセスネットワークに決定するように構成されている決定部と、
　前記第１無線アクセスネットワークの無線アクセスネットワーク装置又は前記第２無線
アクセスネットワークの無線アクセスネットワーク装置に対して、決定された前記移動局
の待ち受け無線アクセスネットワークの特定情報を含む信号を送信するように構成されて
いる送信部とを具備することを特徴とする交換局。
【請求項１１】
　回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及び、回線交換通信を提供
できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケット交換通信を提供可能な
第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システム内に設けられている該第２無
線アクセスネットワークの交換局であって、
　加入者管理サーバ装置から受信した位置情報更新応答信号に応じて、移動局から受信し
た位置登録要求信号に含まれる位置登録種別に基づいて決定された該移動局の能力情報に
基づいて、該第１無線アクセスネットワーク又は前記第２無線アクセスネットワークのど
ちらかを、該移動局の待ち受け無線アクセスネットワークに決定するように構成されてい
る決定部と、
　前記第１無線アクセスネットワークの無線アクセスネットワーク装置又は前記第２無線
アクセスネットワークの無線アクセスネットワーク装置に対して、決定された前記移動局
の待ち受け無線アクセスネットワークの特定情報を含む信号を送信するように構成されて
いる送信部とを具備す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、移動通信システム、加入者管理サーバ装置及び交換局に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　図１０乃至図１２を参照して、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワーク及びＬＴＥ
（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）方式の無線アクセスネットワークを収容す
るＥＰＣ（Ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｒｅ）ネットワークを具備する移動通信
システムにおける移動局ＵＥの待ち受け動作について説明する。図１０に、かかる移動通
信システムの構成及び動作の概略を示す。
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【０００３】
　第１に、図１１を参照して、移動局ＵＥがＬＴＥ方式の無線アクセスネットワークに対
して位置登録処理を試みる場合の動作例について説明する。
【０００４】
　図１１に示すように、移動局ＵＥは、ステップＳ３００１において、無線基地局ｅＮＢ
との間で、ＲＲＣ（Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）コネクションを確
立し、ステップＳ３００２において、交換局ＭＭＥに対して、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ」を送信する。
【０００５】
　ステップＳ３００３において、移動局ＵＥと交換局ＭＭＥとの間で、移動局ＵＥに対す
る認証及び秘匿処理が行われた後、ステップＳ３００４において、交換局ＭＭＥは、加入
者管理サーバ装置ＨＳＳに対して、「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
」を送信する。
【０００６】
　ステップＳ３００５において、加入者管理サーバ装置ＨＳＳは、かかる移動局ＵＥの契
約情報に基づいて、かかる移動局ＵＥが優先的に待ち受けを行うべき「ＲＡＴ（Ｒａｄｉ
ｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、無線アクセスネットワーク）」を示す「ＲＦ
ＳＰ（ＲＡＴ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ　Ｐｒｉｏｒｉｔｙ）」を決定
する。
【０００７】
　ステップＳ３００６において、加入者管理サーバ装置ＨＳＳは、交換局ＭＭＥに対して
、かかるＲＦＳＰを含む「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｎｓｗｅｒ」を送信する
。
【０００８】
　交換局ＭＭＥは、ステップＳ３００７において、受信した「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ　Ａｎｓｗｅｒ」に含まれるＲＦＳＰに対応する「ＳＰＩＤ（Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ
ｒ　Ｐｒｏｆｉｌｅ　ＩＤ　ｆｏｒ　ＲＡＴ/Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　ｐｒｉｏｒｉｔｙ）
」を抽出し、ステップＳ３００８において、無線基地局ｅＮＢに対して、抽出したＳＰＩ
Ｄを含む「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する
。
【０００９】
　ステップＳ３００９において、無線基地局ｅＮＢは、受信した「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏ
ｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれるＳＰＩＤに基づいて、移動局ＵＥ
に対する待ち受けＲＡＴ指示を行う。
【００１０】
　第２に、図１２を参照して、移動局ＵＥがＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワーク
に対して位置登録処理を試みる場合の動作例について説明する。
【００１１】
　図１２に示すように、移動局ＵＥは、ステップＳ３１０１において、無線回線制御局Ｒ
ＮＣとの間で、ＲＲＣコネクションを確立し、ステップＳ３１０２において、交換局ＳＧ
ＳＮに対して、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００１２】
　ステップＳ３１０３において、移動局ＵＥと交換局ＳＧＳＮとの間で、移動局ＵＥに対
する認証及び秘匿処理が行われた後、ステップＳ３１０４において、交換局ＳＧＳＮは、
加入者管理サーバ装置ＨＳＳに対して、「Ｕｐｄａｔｅ　ＧＰＲＳ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」
を送信する。
【００１３】
　ステップＳ３１０５において、加入者管理サーバ装置ＨＳＳは、かかる移動局ＵＥの契
約情報に基づいて、かかる移動局ＵＥが優先的に待ち受けを行うべきＲＡＴを示す「ＲＦ
ＳＰ」を決定する。
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【００１４】
　ステップＳ３１０６において、加入者管理サーバ装置ＨＳＳは、交換局ＳＧＳＮに対し
て、かかるＲＦＳＰを含む「Ｉｎｓｅｒｔ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｄａｔａ」を送信し
、その応答を受けた後に、「Ｕｐｄａｔｅ　ＧＰＲＳ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ」を送
信する。
【００１５】
　交換局ＳＧＳＮは、ステップＳ３１０７において、受信した「Ｉｎｓｅｒｔ　Ｓｕｂｓ
ｃｒｉｂｅｒ　Ｄａｔａ」に含まれるＲＦＳＰに対応するＳＰＩＤを抽出し、ステップＳ
３１０８において、無線回線制御局ＲＮＣに対して、抽出したＳＰＩＤを含む「Ｄｉｒｅ
ｃｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ」を送信する。
【００１６】
　ステップＳ３１０９において、無線回線制御局ＲＮＣは、受信した「Ｄｉｒｅｃｔ　Ｔ
ｒａｎｓｆｅｒ」に含まれるＳＰＩＤに基づいて、移動局ＵＥに対する待ち受けＲＡＴ指
示を行う。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１７】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ２３.４０１、４.３.６章
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　しかしながら、上述の移動通信システムでは、各移動局ＵＥの待ち受けＲＡＴは、各移
動局ＵＥの契約情報に基づいて決定されるため、ＣＳ（Ｃｉｒｃｕｉｔ　Ｓｗｉｔｃｈ、
回線交換）通信をサポートしていない移動局ＵＥの待ち受けＲＡＴをＬＴＥ方式の無線ア
クセスネットワークとして高速な接続時間を実現したり、ＣＳＦＢ（ＣＳ　Ｆａｌｌｂａ
ｃｋ）機能を具備している移動局ＵＥの待ち受けＲＡＴをＷＣＤＭＡ方式の無線アクセス
ネットワークとしてＣＳ通信の発着信時間を短縮したりすることができないという問題点
があった。
【００１９】
　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ＵＥの能力に応じ
て待ち受けＲＡＴを決定することができる移動通信方法、移動通信システム、加入者管理
サーバ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】
【００２０】
　本発明の第１の特徴は、回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及
び、回線交換通信を提供できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケッ
ト交換通信を提供可能な第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システムにお
いて、移動局が待ち受けを行う移動通信方法であって、加入者管理サーバ装置が、受信し
た前記移動局の位置情報更新信号に含まれる能力情報に基づいて、前記第１無線アクセス
ネットワーク又は前記第２無線アクセスネットワークのどちらかを、該移動局の待ち受け
無線アクセスネットワークに決定する工程と、前記移動局が、前記加入者管理サーバ装置
によって決定された該移動局の待ち受け無線アクセスネットワークにおいて待ち受けを行
う工程とを有することを要旨とする。
【００２１】
　本発明の第２の特徴は、回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及
び、回線交換通信を提供できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケッ
ト交換通信を提供可能な第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システムにお
いて、移動局が待ち受けを行う移動通信方法であって、前記移動局が、前記第１無線アク
セスネットワークの交換局に対して、該移動局の能力情報を含む位置登録要求信号を送信
する工程と、前記第１無線アクセスネットワークの交換局が、受信した前記位置登録要求
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信号に応じて、加入者管理サーバ装置に対して、前記移動局の位置情報更新信号を送信す
る工程と、前記加入者管理サーバ装置が、受信した前記位置情報更新信号に応じて、前記
第１無線アクセスネットワークの交換局に対して、前記移動局の位置情報更新応答信号を
送信する工程と、前記第１無線アクセスネットワークの交換局が、受信した前記位置情報
更新応答信号に応じて、受信した前記位置登録要求信号に含まれる前記移動局の能力情報
に基づいて、前記第１無線アクセスネットワーク又は前記第２無線アクセスネットワーク
のどちらかを、該移動局の待ち受け無線アクセスネットワークに決定する工程と、前記移
動局が、前記第１無線アクセスネットワークの交換局によって決定された該移動局の待ち
受け無線アクセスネットワークにおいて待ち受けを行う工程とを有することを要旨とする
。
【００２２】
　本発明の第３の特徴は、回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及
び、回線交換通信を提供できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケッ
ト交換通信を提供可能な第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システムにお
いて、移動局が待ち受けを行う移動通信方法であって、前記移動局が、前記第２無線アク
セスネットワークの交換局に対して、位置登録種別を含む該移動局の位置登録要求信号を
送信する工程と、前記第２無線アクセスネットワークの交換局が、受信した前記位置登録
要求信号に応じて、加入者管理サーバ装置に対して、前記移動局の位置情報更新信号を送
信する工程と、前記加入者管理サーバ装置が、受信した前記位置情報更新信号に応じて、
前記第２無線アクセスネットワークの交換局に対して、前記移動局の位置情報更新応答信
号を送信する工程と、前記第２無線アクセスネットワークの交換局が、受信した前記位置
登録応答信号に応じて、受信した前記位置登録要求信号に含まれる前記位置登録種別に基
づいて決定された前記移動局の能力情報に基づいて、前記第１無線アクセスネットワーク
又は前記第２無線アクセスネットワークのどちらかを、該移動局の待ち受け無線アクセス
ネットワークに決定する工程と、前記移動局が、前記第２無線アクセスネットワークの交
換局によって決定された該移動局の待ち受け無線アクセスネットワークにおいて待ち受け
を行う工程とを有することを要旨とする。
【００２３】
　本発明の第４の特徴は、回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及
び、回線交換通信を提供できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケッ
ト交換通信を提供可能な第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システムであ
って、加入者管理サーバ装置は、受信した移動局の位置情報更新信号に含まれる該移動局
の能力情報に基づいて、前記第１無線アクセスネットワーク又は前記第２無線アクセスネ
ットワークのどちらかを、該移動局の待ち受け無線アクセスネットワークに決定するよう
に構成されている決定部を具備し、前記移動局は、前記加入者管理サーバ装置によって決
定された該移動局の待ち受け無線アクセスネットワークにおいて待ち受けを行うように構
成されている待ち受け処理部を具備することを要旨とする。
【００２４】
　本発明の第５の特徴は、回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及
び、回線交換通信を提供できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケッ
ト交換通信を提供可能な第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システムであ
って、前記第１無線アクセスネットワークの交換局は、加入者管理サーバ装置から受信し
た位置情報更新応答信号に応じて、移動局から受信した位置登録要求信号に含まれる該移
動局の能力情報に基づいて、該第１無線アクセスネットワーク又は前記第２無線アクセス
ネットワークのどちらかを、該移動局の待ち受け無線アクセスネットワークに決定するよ
うに構成されている決定部を具備し、前記移動局は、前記第１無線アクセスネットワーク
の交換局によって決定された該移動局の待ち受け無線アクセスネットワークにおいて待ち
受けを行うように構成されている待ち受け処理部を具備することを要旨とする。
【００２５】
　本発明の第６の特徴は、回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及
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び、回線交換通信を提供できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケッ
ト交換通信を提供可能な第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システムであ
って、前記第２無線アクセスネットワークの交換局は、加入者管理サーバ装置から受信し
た位置情報更新応答信号に応じて、移動局から受信した位置登録要求信号に含まれる位置
登録種別に基づいて決定された該移動局の能力情報に基づいて、該第１無線アクセスネッ
トワーク又は前記第２無線アクセスネットワークのどちらかを、該移動局の待ち受け無線
アクセスネットワークに決定するように構成されている決定部を具備し、前記移動局は、
前記第２無線アクセスネットワークの交換局によって決定された該移動局の待ち受け無線
アクセスネットワークにおいて待ち受けを行うように構成されている待ち受け処理部を具
備することを要旨とする。
【００２６】
　本発明の第７の特徴は、回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及
び、回線交換通信を提供できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケッ
ト交換通信を提供可能な第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システム内に
設けられている加入者管理サーバ装置であって、受信した移動局の位置情報更新信号に含
まれる該移動局の能力情報に基づいて、前記第１無線アクセスネットワーク又は前記第２
無線アクセスネットワークのどちらかを、該移動局の待ち受け無線アクセスネットワーク
に決定するように構成されている決定部と、前記第１無線アクセスネットワークの交換局
又は前記第２無線アクセスネットワークの交換局に対して、決定された前記移動局の待ち
受け無線アクセスネットワークの特定情報を含む位置情報更新応答信号を送信するように
構成されている送信部とを具備することを要旨とする。
【００２７】
　本発明の第８の特徴は、回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及
び、回線交換通信を提供できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケッ
ト交換通信を提供可能な第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システム内に
設けられている該第１無線アクセスネットワークの交換局であって、加入者管理サーバ装
置から受信した位置情報更新応答信号に応じて、移動局から受信した位置登録要求信号に
含まれる該移動局の能力情報に基づいて、該第１無線アクセスネットワーク又は前記第２
無線アクセスネットワークのどちらかを、該移動局の待ち受け無線アクセスネットワーク
に決定するように構成されている決定部と、前記第１無線アクセスネットワークの無線ア
クセスネットワーク装置又は前記第２無線アクセスネットワークの無線アクセスネットワ
ーク装置に対して、決定された前記移動局の待ち受け無線アクセスネットワークの特定情
報を含む信号を送信するように構成されている送信部とを具備することを要旨とする。
【００２８】
　本発明の第９の特徴は、回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及
び、回線交換通信を提供できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケッ
ト交換通信を提供可能な第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システム内に
設けられている該第２無線アクセスネットワークの交換局であって、加入者管理サーバ装
置から受信した位置情報更新応答信号に応じて、移動局から受信した位置登録要求信号に
含まれる位置登録種別に基づいて決定された該移動局の能力情報に基づいて、該第１無線
アクセスネットワーク又は前記第２無線アクセスネットワークのどちらかを、該移動局の
待ち受け無線アクセスネットワークに決定するように構成されている決定部と、前記第１
無線アクセスネットワークの無線アクセスネットワーク装置又は前記第２無線アクセスネ
ットワークの無線アクセスネットワーク装置に対して、決定された前記移動局の待ち受け
無線アクセスネットワークの特定情報を含む信号を送信するように構成されている送信部
とを具備することを要旨とする。
【発明の効果】
【００２９】
　以上説明したように、本発明によれば、移動局ＵＥの能力に応じて待ち受けＲＡＴを決
定することができる移動通信方法、移動通信システム、加入者管理サーバ装置及び交換局
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を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【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の実施形態に係る加入者管理サーバ装置の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る交換局の機能ブロック図である。
【図４】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示すシーケンス図であ
る。
【図５】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示すシーケンス図であ
る。
【図６】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７】本発明の変更例１に係る交換局の機能ブロック図である。
【図８】本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図９】本発明の変更例１に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１０】従来の移動通信システムの全体構成図である。
【図１１】従来の移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【図１２】従来の移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
（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５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。
【００３２】
　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、ＷＣＤＭＡ方式の無線アク
セスネットワーク（第１無線アクセスネットワーク）及びＬＴＥ方式の無線アクセスネッ
トワーク（第２無線アクセスネットワーク）を収容するＥＰＣネットワークを具備する。
【００３３】
　ここで、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワークでは、ＣＳ通信が提供されるよう
に構成されている。一方、ＬＴＥ方式の無線アクセスネットワークでは、ＣＳ通信が提供
されないが、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワークよりも高速なＰＳ（Ｐａｃｋｅ
ｔ　Ｓｗｉｔｃｈ、パケット交換）通信が提供されるように構成されている。
【００３４】
　図２に示すように、加入者管理サーバ装置ＨＳＳは、受信部１１と、契約情報管理部１
２と、決定部１３と、送信部１４とを具備している。
【００３５】
　受信部１１は、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワークの交換局ＳＧＳＮによって
送信された「Ｕｐｄａｔｅ　ＧＰＲＳ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ（位置情報更新信号）」や、Ｌ
ＴＥ方式の無線アクセスネットワークの交換局ＭＭＥによって送信された「Ｕｐｄａｔｅ
　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（位置情報更新信号）」を受信するように構成され
ている。
【００３６】
　契約情報管理部１２は、各移動局ＵＥの契約情報を管理するように構成されている。例
えば、契約情報管理部１２は、各移動局ＵＥの契約情報として、各移動局ＵＥのＲＦＳＰ
を管理するように構成されている。
【００３７】
　決定部１３は、受信部１１によって受信された「Ｕｐｄａｔｅ　ＧＰＲＳ　Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ」又は「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれているＣＳ
ＦＢ能力有無情報に基づいて、移動局ＵＥの待ち受けＲＡＴに対応するＲＦＳＰを決定す
るように構成されている。
【００３８】
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　ここで、ＣＳＦＢ能力有無情報は、移動局ＵＥが、ＣＳＦＢ機能を具備している否かに
ついて示す能力情報の一種である。
【００３９】
　例えば、決定部１３は、図２に示すような「ＣＳＦＢ能力」と「待ち受けＲＡＴ」とを
対応付けるテーブルを管理しており、上述のＣＳＦＢ能力有無情報が「ＣＳＦＢ能力」＝
「有」を示す場合、かかる移動局ＵＥの待ち受けＲＡＴをＷＣＤＭＡ方式の無線アクセス
ネットワークとし、上述のＣＳＦＢ能力有無情報が「ＣＳＦＢ能力」＝「無」を示す場合
、かかる移動局ＵＥの待ち受けＲＡＴをＬＴＥ方式の無線アクセスネットワークとしても
よい。
【００４０】
　なお、決定部１３は、受信部１１によって受信された「Ｕｐｄａｔｅ　ＧＰＲＳ　Ｌｏ
ｃａｔｉｏｎ」又は「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」にＣＳＦＢ能
力有無情報が含まれていない場合等の所定条件が満たされる場合に、かかるＣＳＦＢ能力
有無情報ではなく、契約情報管理部１２によって管理されている移動局ＵＥのＲＦＳＰに
基づいて、移動局ＵＥの待ち受けＲＡＴに対応するＲＦＳＰを決定するように構成されて
いてもよい。
【００４１】
　送信部１４は、決定部１３によって決定されたＲＦＳＰを含む「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃ
ａｔｉｏｎ　Ａｎｓｗｅｒ（位置情報更新応答信号）」を交換局ＭＭＥに送信したり、決
定部１３によって決定されたＲＦＳＰを含む「Ｉｎｓｅｒｔ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｄ
ａｔａ（加入者情報送信信号）」を送信し、その応答を受信した後に、「Ｕｐｄａｔｅ　
ＧＰＲＳ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ（位置情報更新応答信号）」を交換局ＳＧＳＮに送
信したりするように構成されている。
【００４２】
　図３に示すように、交換局ＭＭＥは、受信部２１と、決定部２２と、送信部２３とを具
備している。
【００４３】
　受信部２１は、移動局ＵＥによって送信された「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/Ｔｒ
ａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ（位置登録要求信号）」や、加入者管理サーバ装
置ＨＳＳによって送信された「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｎｓｗｅｒ」を受信
するように構成されている。
【００４４】
　決定部２２は、受信部２１によって受信された移動局ＵＥの「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕ
ｅｓｔ/Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ（位置登録要求信号）」に含まれる
位置登録種別に基づいて、移動局ＵＥのＣＳＦＢ能力有無情報を決定するように構成され
ている。
【００４５】
　例えば、決定部２２は、図３に示すような「位置登録種別」と「ＣＳＦＢ能力」とを対
応付けるテーブルを管理しており、受信部２１によって受信された移動局ＵＥの「Ａｔｔ
ａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ」に含まれる位置
登録種別が「ＰＳ単独位置登録」である場合、移動局ＵＥのＣＳＦＢ能力有無情報を「Ｃ
ＳＦＢ能力」＝「無」を示すＣＳＦＢ能力有無情報と決定し、受信部２１によって受信さ
れた移動局ＵＥの「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐ
ｄａｔｅ」に含まれる位置登録種別が「ＣＳ連携位置登録」である場合、移動局ＵＥのＣ
ＳＦＢ能力有無情報を「ＣＳＦＢ能力」＝「有」を示すＣＳＦＢ能力有無情報と決定して
もよい。
【００４６】
　送信部２３は、決定部２２によって決定された移動局ＵＥのＣＳＦＢ能力有無情報を含
む「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を、加入者管理サーバ装置ＨＳ
Ｓに送信するように構成されている。



(11) JP 2011-15307 A 2011.1.20

10

20

30

40

50

【００４７】
　また、送信部２３は、受信部２１によって受信された「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏ
ｎ　Ａｎｓｗｅｒ」に含まれているＲＦＳＰに対応するＳＰＩＤを含む「Ｉｎｉｔｉａｌ
　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ」を、無線基地局ｅＮＢに対して送信するように構成され
ている。
【００４８】
　以下、図４及び図５を参照して、本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。
【００４９】
　第１に、図４を参照して、移動局ＵＥがＬＴＥ方式の無線アクセスネットワークに対し
て位置登録処理を試みる場合の動作例について説明する。
【００５０】
　図４に示すように、移動局ＵＥは、ステップＳ１００１において、無線基地局ｅＮＢと
の間で、ＲＲＣコネクションを確立し、ステップＳ１００２において、交換局ＭＭＥに対
して、位置登録種別を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００５１】
　ステップＳ１００３において、移動局ＵＥと交換局ＭＭＥとの間で、移動局ＵＥに対す
る認証及び秘匿処理が行われた後、ステップＳ１００４において、交換局ＭＭＥは、「Ａ
ｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれる位置登録種別に対応するＣＳＦＢ能力有無情報
を決定し、加入者管理サーバ装置ＨＳＳに対して、決定したＣＳＦＢ能力有無情報を含む
「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００５２】
　ステップＳ１００５において、加入者管理サーバ装置ＨＳＳは、移動局ＵＥの契約情報
として管理されているＲＦＳＰを、「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
」に含まれる移動局ＵＥのＣＳＦＢ能力有無情報に対応するＲＦＳＰに書き換える。
【００５３】
　ステップＳ１００６において、加入者管理サーバ装置ＨＳＳは、交換局ＭＭＥに対して
、書き換えられたＲＦＳＰを含む「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｎｓｗｅｒ」を
送信する。
【００５４】
　交換局ＭＭＥは、ステップＳ１００７において、受信した「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ　Ａｎｓｗｅｒ」に含まれるＲＦＳＰに対応するＳＰＩＤを抽出し、ステップＳ１
００８において、無線基地局ｅＮＢに対して、抽出したＳＰＩＤを含む「Ｉｎｉｔｉａｌ
　Ｃｏｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００５５】
　ステップＳ１００９において、無線基地局ｅＮＢは、受信した「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏ
ｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれるＳＰＩＤに基づいて、移動局ＵＥ
に対する待ち受けＲＡＴ指示を行う。
【００５６】
　第２に、図５を参照して、移動局ＵＥがＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワークに
対して位置登録処理を試みる場合の動作例について説明する。
【００５７】
　図５に示すように、移動局ＵＥは、ステップＳ１１０１において、無線回線制御局ＲＮ
Ｃとの間で、ＲＲＣコネクションを確立し、ステップＳ１１０２において、交換局ＳＧＳ
Ｎに対して、移動局ＵＥのＣＳＦＢ能力有無情報を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
」を送信する。
【００５８】
　ステップＳ１１０３において、移動局ＵＥと交換局ＳＧＳＮとの間で、移動局ＵＥに対
する認証及び秘匿処理が行われた後、ステップＳ１１０４において、交換局ＳＧＳＮは、
加入者管理サーバ装置ＨＳＳに対して、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれてい
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る移動局ＵＥのＣＳＦＢ能力有無情報を含む「Ｕｐｄａｔｅ　ＧＰＲＳ　Ｌｏｃａｔｉｏ
ｎ」を送信する。
【００５９】
　ステップＳ１１０５において、加入者管理サーバ装置ＨＳＳは、移動局ＵＥの契約情報
として管理されているＲＦＳＰを、「Ｕｐｄａｔｅ　ＧＰＲＳ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」に含
まれる移動局ＵＥのＣＳＦＢ能力有無情報に対応するＲＦＳＰに書き換える。
【００６０】
　ステップＳ１１０６において、加入者管理サーバ装置ＨＳＳは、交換局ＳＧＳＮに対し
て、書き換えられたＲＦＳＰを含む「Ｉｎｓｅｒｔ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｄａｔａ」
を送信し、その応答を受信した後に、「Ｕｐｄａｔｅ　ＧＰＲＳ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａ
ｃｋ」を送信する。
【００６１】
　交換局ＳＧＳＮは、ステップＳ１１０７において、受信した「Ｉｎｓｅｒｔ　Ｓｕｂｓ
ｃｒｉｂｅｒ　Ｄａｔａ」に含まれるＲＦＳＰに対応するＳＰＩＤを抽出し、ステップＳ
１１０８において、無線回線制御局ＲＮＣに対して、抽出したＳＰＩＤを含む「Ｄｉｒｅ
ｃｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ」を送信する。
【００６２】
　ステップＳ１１０９において、無線回線制御局ＲＮＣは、受信した「Ｄｉｒｅｃｔ　Ｔ
ｒａｎｓｆｅｒ」に含まれるＳＰＩＤに基づいて、移動局ＵＥに対する待ち受けＲＡＴ指
示を行う。
【００６３】
　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、移動管理サーバ装置ＨＳＳ
が、移動局ＵＥにＣＳＦＢ機能が備えられているか否かについて示すＣＳＦＢ能力有無情
報に基づいて、移動局ＵＥの待ち受けＲＡＴを決定することができるため、ＣＳ通信をサ
ポートしていない移動局ＵＥの待ち受けＲＡＴをＬＴＥ方式の無線アクセスネットワーク
として高速な接続時間を実現したり、ＣＳＦＢ機能を具備している移動局ＵＥの待ち受け
ＲＡＴをＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワークとしてＣＳ通信の発着信時間を短縮
したりすることができる。
【００６４】
　また、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、交換局ＭＭＥが、移
動局ＵＥによって送信された「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒ
ｅａ　Ｕｐｄａｔｅ」に含まれる位置登録種別をＣＳＦＢ能力有無情報に変換することが
できるため、ＣＳＦＢ能力有無情報を送信することができないＬＴＥ方式の無線アクセス
ネットワークにおいても、移動局ＵＥの能力（ＣＳＦＢ機能の装備状況）に応じて、移動
局ＵＥの待ち受けＲＡＴを決定することができる。
【００６５】
（変更例１）
　図６乃至図９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、本発明の変更例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。
【００６６】
　図７に示すように、交換局ＭＭＥ及び交換局ＳＧＳＮは、受信部２１と、決定部２２と
、送信部２３とを具備している。
【００６７】
　交換局ＳＧＳＮにおける受信部２１は、移動局ＵＥによって送信された「Ａｔｔａｃｈ
　Ｒｅｑｕｅｓｔ/Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ（位置登録要求信号）」や
、加入者管理サーバ装置ＨＳＳによって送信された「Ｉｎｓｅｒｔ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ
ｒ　Ｄａｔａ（加入者情報送信信号）」や「Ｕｐｄａｔｅ　ＧＰＲＳ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ
　Ａｃｋ（位置情報更新応答信号）」を受信するように構成されている。
【００６８】
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　交換局ＳＧＳＮにおける決定部２２は、加入者管理サーバ装置ＨＳＳから受信した「Ｉ
ｎｓｅｒｔ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｄａｔａ」に応じて、移動局ＵＥから受信した「Ａ
ｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ」に含まれる移
動局ＵＥのＣＳＦＢ能力有無情報に基づいて、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワー
ク又はＬＴＥ方式の無線アクセスネットワークのどちらかを、移動局ＵＥの待ち受け無線
アクセスネットワークに決定するように構成されている。
【００６９】
　一方、交換局ＭＭＥにおける決定部２２は、加入者管理サーバ装置ＨＳＳから受信した
「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｎｓｗｅｒ」に応じて、移動局ＵＥから受信した
「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ」に含ま
れる位置登録種別に基づいて決定された移動局ＵＥのＣＳＦＢ能力有無情報に基づいて、
ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワーク又はＬＴＥ方式の無線アクセスネットワーク
のどちらかを、移動局ＵＥの待ち受け無線アクセスネットワークに決定するように構成さ
れている。
【００７０】
　例えば、決定部２２は、図７に示すような「ＣＳＦＢ能力」と「待ち受けＲＡＴ」とを
対応付けるテーブルを管理しており、上述のＣＳＦＢ能力有無情報が「ＣＳＦＢ能力」＝
「有」を示す場合、かかる移動局ＵＥの待ち受けＲＡＴをＷＣＤＭＡ方式の無線アクセス
ネットワークとし、上述のＣＳＦＢ能力有無情報が「ＣＳＦＢ能力」＝「無」を示す場合
、かかる移動局ＵＥの待ち受けＲＡＴをＬＴＥ方式の無線アクセスネットワークとしても
よい。
【００７１】
　交換局ＳＧＳＮにおける送信部２３は、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワークの
無線回線制御局ＲＮＣ（無線アクセスネットワーク装置）に対して、決定された移動局Ｕ
Ｅの待ち受け無線アクセスネットワークの特定情報（ＳＰＩＤ）を含む「Ｄｉｒｅｃｔ　
Ｔｒａｎｓｆｅｒ（信号）」を送信するように構成されている。
【００７２】
　以下、図８及び図９を参照して、本変更例１に係る移動通信システムの動作について説
明する。
【００７３】
　第１に、図８を参照して、移動局ＵＥがＬＴＥ方式の無線アクセスネットワークに対し
て位置登録処理を試みる場合の動作例について説明する。
【００７４】
　図８に示すように、移動局ＵＥは、ステップＳ２００１において、無線基地局ｅＮＢと
の間で、ＲＲＣコネクションを確立し、ステップＳ２００２において、交換局ＭＭＥに対
して、位置登録種別を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００７５】
　ステップＳ２００３において、移動局ＵＥと交換局ＭＭＥとの間で、移動局ＵＥに対す
る認証及び秘匿処理が行われた後、ステップＳ２００４において、交換局ＭＭＥは、加入
者管理サーバ装置ＨＳＳに対して、「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
」を送信する。
【００７６】
　加入者管理サーバ装置ＨＳＳは、ステップＳ２００５において、移動局ＵＥの契約情報
として管理されているＲＦＳＰを読み出し、ステップＳ２００６において、交換局ＭＭＥ
に対して、読み出したＲＦＳＰを含む「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｎｓｗｅｒ
」を送信する。
【００７７】
　交換局ＭＭＥは、ステップＳ２００７において、受信した「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔ
ｉｏｎ　Ａｎｓｗｅｒ」に含まれるＲＦＳＰを無視して、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ」に含まれる位置登録種別に対応するＣＳＦＢ能力有無情報に基づいて移動局ＵＥのＲ
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ＦＳＰを決定し、かかるＲＦＳＰに対応するＳＰＩＤを抽出し、ステップＳ２００８にお
いて、無線基地局ｅＮＢに対して、抽出したＳＰＩＤを含む「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔ
ｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送信する。
【００７８】
　ステップＳ２００９において、無線基地局ｅＮＢは、受信した「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏ
ｎｔｅｘｔ　Ｓｅｔｕｐ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれるＳＰＩＤに基づいて、移動局ＵＥ
に対する待ち受けＲＡＴ指示を行う。
【００７９】
　第２に、図９を参照して、移動局ＵＥがＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワークに
対して位置登録処理を試みる場合の動作例について説明する。
【００８０】
　図９に示すように、移動局ＵＥは、ステップＳ２１０１において、無線回線制御局ＲＮ
Ｃとの間で、ＲＲＣコネクションを確立し、ステップＳ２１０２において、交換局ＳＧＳ
Ｎに対して、移動局ＵＥのＣＳＦＢ能力有無情報を含む「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ
」を送信する。
【００８１】
　ステップＳ２１０３において、移動局ＵＥと交換局ＳＧＳＮとの間で、移動局ＵＥに対
する認証及び秘匿処理が行われた後、ステップＳ２１０４において、交換局ＳＧＳＮは、
加入者管理サーバ装置ＨＳＳに対して、「Ｕｐｄａｔｅ　ＧＰＲＳ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」
を送信する。
【００８２】
　ステップＳ２１０５において、加入者管理サーバ装置ＨＳＳは、移動局ＵＥの契約情報
として管理されているＲＦＳＰを読み出し、ステップＳ２１０６において、交換局ＳＧＳ
Ｎに対して、読み出したＲＦＳＰを含む「Ｉｎｓｅｒｔ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｄａｔ
ａ」を送信し、その応答を受信した後に、「Ｕｐｄａｔｅ　ＧＰＲＳ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ
　Ａｃｋ」を送信する。
【００８３】
　交換局ＳＧＳＮは、ステップＳ２１０７において、受信した「Ｉｎｓｅｒｔ　Ｓｕｂｓ
ｃｒｉｂｅｒ　Ｄａｔａ」に含まれるＲＦＳＰを無視して、「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ」に含まれるＣＳＦＢ能力有無情報に基づいて移動局ＵＥのＲＦＳＰを決定し、かか
るＲＦＳＰに対応するＳＰＩＤを抽出し、ステップＳ２１０８において、無線基地局ｅＮ
Ｂに対して、抽出したＳＰＩＤを含む「Ｄｉｒｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ」を送信する。
【００８４】
　ステップＳ２１０９において、無線回線制御局ＲＮＣは、受信した「Ｄｉｒｅｃｔ　Ｔ
ｒａｎｓｆｅｒ」に含まれるＳＰＩＤに基づいて、移動局ＵＥに対する待ち受けＲＡＴ指
示を行う。
【００８５】
　本変更例１に係る移動通信システムによれば、交換局ＳＧＳＮ又は交換局ＭＭＥが、移
動局ＵＥにＣＳＦＢ機能が備えられているか否かについて示すＣＳＦＢ能力有無情報に基
づいて、移動局ＵＥの待ち受けＲＡＴを決定することができるため、ＣＳ通信をサポート
していない移動局ＵＥの待ち受けＲＡＴをＬＴＥ方式の無線アクセスネットワークとして
高速な接続時間を実現したり、ＣＳＦＢ機能を具備している移動局ＵＥの待ち受けＲＡＴ
をＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワークとしてＣＳ通信の発着信時間を短縮したり
することができる。
【００８６】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００８７】
　本実施形態の第１の特徴は、ＣＳ（回線交換）通信を提供可能なＷＣＤＭＡ方式の無線
アクセスネットワーク（第１無線アクセスネットワーク）、及び、ＣＳ通信を提供できな
いがＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワークよりも高速なＰＳ（パケット交換）通信
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を提供可能なＬＴＥ方式の無線アクセスネットワーク（第２無線アクセスネットワーク）
を具備する移動通信システムにおいて、移動局ＵＥが待ち受けを行う移動通信方法であっ
て、加入者管理サーバ装置ＨＳＳが、受信した移動局ＵＥの「Ｕｐｄａｔｅ　ＧＰＲＳ　
Ｌｏｃａｔｉｏｎ/Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ（位置情報更新信
号）」に含まれるＣＳＦＢ能力有無情報（能力情報）に基づいて、ＷＣＤＭＡ方式の無線
アクセスネットワーク又はＬＴＥ方式の無線アクセスネットワークのどちらかを、移動局
ＵＥの待ち受け無線アクセスネットワークに決定する工程と、移動局ＵＥが、加入者管理
サーバ装置ＨＳＳによって決定された移動局ＵＥの待ち受け無線アクセスネットワークに
おいて待ち受けを行う工程とを有することを要旨とする。
【００８８】
　本実施形態の第１の特徴において、ＬＴＥ方式の無線アクセスネットワークの交換局Ｍ
ＭＥが、受信した移動局ＵＥの「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａ
ｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ（位置登録要求信号）」に含まれる位置登録種別に基づいて、移動
局ＵＥのＣＳＦＢ能力有無情報を決定する工程と、交換局ＭＭＥが、決定した移動局ＵＥ
のＣＳＦＢ能力有無情報を含む「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を
、加入者管理サーバ装置ＨＳＳに対して送信する工程とを有してもよい。
【００８９】
　本実施形態の第２の特徴は、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワーク及びＬＴＥ方
式の無線アクセスネットワークを具備する移動通信システムにおいて、移動局ＵＥが待ち
受けを行う移動通信方法であって、移動局ＵＥが、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネット
ワークの交換局ＳＧＳＮに対して、移動局ＵＥのＣＳＦＢ能力有無情報を含む「Ａｔｔａ
ｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ」を送信する工程と、
交換局ＳＧＳＮが、受信した「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａｒｅ
ａ　Ｕｐｄａｔｅ」に応じて、加入者管理サーバ装置ＨＳＳに対して、移動局ＵＥの「Ｕ
ｐｄａｔｅ　ＧＰＲＳ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」を送信する工程と、加入者管理サーバ装置Ｈ
ＳＳが、受信した「Ｕｐｄａｔｅ　ＧＰＲＳ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ」に応じて、交換局ＳＧ
ＳＮに対して、移動局ＵＥの「Ｉｎｓｅｒｔ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｄａｔａ（加入者
情報送信信号）」や「Ｕｐｄａｔｅ　ＧＰＲＳ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｃｋ（位置情報更
新応答信号）」を送信する工程と、交換局ＳＧＳＮが、受信した「Ｉｎｓｅｒｔ　Ｓｕｂ
ｓｃｒｉｂｅｒ　Ｄａｔａ」に応じて、受信した「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/Ｒｏ
ｕｔｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ」に含まれる移動局ＵＥのＣＳＦＢ能力有無情報に
基づいて、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワーク又はＬＴＥ方式の無線アクセスネ
ットワークのどちらかを、移動局ＵＥの待ち受け無線アクセスネットワークに決定する工
程と、移動局ＵＥが、交換局ＳＧＳＮによって決定された移動局ＵＥの待ち受け無線アク
セスネットワークにおいて待ち受けを行う工程とを有することを要旨とする。
【００９０】
　本実施形態の第３の特徴は、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワーク及びＬＴＥ方
式の無線アクセスネットワークを具備する移動通信システムにおいて、移動局ＵＥが待ち
受けを行う移動通信方法であって、移動局ＵＥが、交換局ＭＭＥに対して、位置登録種別
を含む移動局ＵＥの「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕ
ｐｄａｔｅ」を送信する工程と、交換局ＭＭＥが、受信した「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ/Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ」に応じて、加入者管理サーバ装置Ｈ
ＳＳに対して、移動局ＵＥの「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を送
信する工程と、加入者管理サーバ装置ＨＳＳが、受信した「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉ
ｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に応じて、交換局ＭＭＥに対して、移動局ＵＥの「Ｕｐｄａｔｅ
　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｎｓｗｅｒ」を送信する工程と、交換局ＭＭＥが、受信した「Ｕ
ｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｎｓｗｅｒ」に応じて、受信した「Ａｔｔａｃｈ　Ｒ
ｅｑｕｅｓｔ/Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ」に含まれる位置登録種別に
基づいて決定された移動局ＵＥのＣＳＦＢ能力有無情報に基づいて、ＷＣＤＭＡ方式の無
線アクセスネットワーク又はＬＴＥ方式の無線アクセスネットワークのどちらかを、移動
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局ＵＥの待ち受け無線アクセスネットワークに決定する工程と、移動局ＵＥが、交換局Ｍ
ＭＥによって決定された移動局ＵＥの待ち受け無線アクセスネットワークにおいて待ち受
けを行う工程とを有することを要旨とする。
【００９１】
　本実施形態の第４の特徴は、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワーク及びＬＴＥ方
式の無線アクセスネットワークを具備する移動通信システムであって、　加入者管理サー
バ装置ＨＳＳは、受信した移動局ＵＥの「Ｕｐｄａｔｅ　ＧＰＲＳ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ/
Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれる移動局ＵＥのＣＳＦＢ能
力有無情報に基づいて、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワーク又はＬＴＥ方式の無
線アクセスネットワークのどちらかを、移動局ＵＥの待ち受け無線アクセスネットワーク
に決定するように構成されている決定部１３を具備し、移動局ＵＥは、加入者管理サーバ
装置ＨＳＳによって決定された移動局ＵＥの待ち受け無線アクセスネットワークにおいて
待ち受けを行うように構成されている待ち受け処理部を具備することを要旨とする。
【００９２】
　本実施形態の第４の特徴において、交換局ＭＭＥは、受信した移動局ＵＥの「Ａｔｔａ
ｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ」に含まれる位置登
録種別に基づいて、移動局ＵＥのＣＳＦＢ能力有無情報を決定するように構成されている
決定部２２と、決定した移動局ＵＥのＣＳＦＢ能力有無情報を含む「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏ
ｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」を、加入者管理サーバ装置ＨＳＳに対して送信するよう
に構成されている送信部２３とを具備してもよい。
【００９３】
　本実施形態の第５の特徴は、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワーク及びＬＴＥ方
式の無線アクセスネットワークを具備する移動通信システムであって、交換局ＳＧＳＮは
、加入者管理サーバ装置ＨＳＳから受信した「Ｕｐｄａｔｅ　ＧＰＲＳ　Ｌｏｃａｔｉｏ
ｎ　Ａｃｋ」に応じて、移動局ＵＥから受信した「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/Ｒｏ
ｕｔｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ」に含まれる移動局ＵＥのＣＳＦＢ能力有無情報に
基づいて、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワーク又はＬＴＥ方式の無線アクセスネ
ットワークのどちらかを、移動局ＵＥの待ち受け無線アクセスネットワークに決定するよ
うに構成されている決定部２２を具備し、移動局ＵＥは、交換局ＳＧＳＮによって決定さ
れた移動局ＵＥの待ち受け無線アクセスネットワークにおいて待ち受けを行うように構成
されている待ち受け処理部を具備することを要旨とする。
【００９４】
　本実施形態の第５の特徴は、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワーク及びＬＴＥ方
式の無線アクセスネットワークを具備する移動通信システムであって、交換局ＭＭＥは、
加入者管理サーバ装置ＨＳＳから受信した「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｎｓｗ
ｅｒ」に応じて、移動局ＵＥから受信した「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓｔ/Ｔｒａｃｋ
ｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ」に含まれる位置登録種別に基づいて決定された移動局
ＵＥのＣＳＦＢ能力有無情報に基づいて、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワーク又
はＬＴＥ方式の無線アクセスネットワークのどちらかを、移動局ＵＥの待ち受け無線アク
セスネットワークに決定するように構成されている決定部２２を具備し、移動局ＵＥは、
交換局ＭＭＥによって決定された該移動局の待ち受け無線アクセスネットワークにおいて
待ち受けを行うように構成されている待ち受け処理部を具備することを要旨とする。
【００９５】
　本実施形態の第６の特徴は、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワーク及びＬＴＥ方
式の無線アクセスネットワークを具備する移動通信システム内に設けられている加入者管
理サーバ装置ＨＳＳであって、受信した移動局ＵＥの「Ｕｐｄａｔｅ　ＧＰＲＳ　Ｌｏｃ
ａｔｉｏｎ/Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ」に含まれる移動局ＵＥ
のＣＳＦＢ能力有無情報に基づいて、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワーク又はＬ
ＴＥ方式の無線アクセスネットワークのどちらかを、移動局ＵＥの待ち受け無線アクセス
ネットワークに決定するように構成されている決定部１３と、交換局ＳＧＳＮ又は交換局
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ＭＭＥに対して、決定された移動局ＵＥの待ち受け無線アクセスネットワークの特定情報
（ＲＦＳＰ）を含む「Ｉｎｓｅｒｔ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｄａｔａ/Ｕｐｄａｔｅ　
Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ａｎｓｗｅｒ」を送信するように構成されている送信部１４とを具備
することを要旨とする。
【００９６】
　本実施形態の第７の特徴は、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワーク及びＬＴＥ方
式の無線アクセスネットワークを具備する移動通信システム内に設けられている交換局Ｓ
ＧＳＮであって、加入者管理サーバ装置ＨＳＳから受信した「Ｉｎｓｅｒｔ　Ｓｕｂｓｃ
ｒｉｂｅｒ　Ｄａｔａ」に応じて、移動局ＵＥから受信した「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ/Ｒｏｕｔｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ」に含まれる移動局ＵＥのＣＳＦＢ能力
有無情報に基づいて、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワーク又はＬＴＥ方式の無線
アクセスネットワークのどちらかを、移動局ＵＥの待ち受け無線アクセスネットワークに
決定するように構成されている決定部２２と、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワー
クの無線回線制御局ＲＮＣ（無線アクセスネットワーク装置）又はＬＴＥ方式の無線アク
セスネットワークの無線基地局ｅＮＢ（無線アクセスネットワーク装置）に対して、決定
された移動局ＵＥの待ち受け無線アクセスネットワークの特定情報（ＳＰＩＤ）を含む「
Ｄｉｒｅｃｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ（信号）」を送信するように構成されている送信部２３
とを具備することを要旨とする。
【００９７】
　本実施形態の第８の特徴は、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセスネットワーク及びＬＴＥ方
式の無線アクセスネットワークを具備する移動通信システム内に設けられている交換局Ｍ
ＭＥであって、加入者管理サーバ装置ＨＳＳから受信した「Ｕｐｄａｔｅ　Ｌｏｃａｔｉ
ｏｎ　Ａｎｓｗｅｒ」に応じて、移動局ＵＥから受信した「Ａｔｔａｃｈ　Ｒｅｑｕｅｓ
ｔ/Ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ａｒｅａ　Ｕｐｄａｔｅ」に含まれる位置登録種別に基づいて決
定された移動局ＵＥのＣＳＦＢ能力有無情報に基づいて、ＷＣＤＭＡ方式の無線アクセス
ネットワーク又はＬＴＥ方式の無線アクセスネットワークのどちらかを、移動局ＵＥの待
ち受け無線アクセスネットワークに決定するように構成されている決定部２２と、無線回
線制御局ＲＮＣ又は無線基地局ｅＮＢに対して、決定された移動局ＵＥの待ち受け無線ア
クセスネットワークの特定情報（ＳＰＩＤ）を含む「Ｉｎｉｔｉａｌ　Ｃｏｎｔｅｘｔ　
Ｓｅｔｕｐ（信号）」を送信するように構成されている送信部２３とを具備することを要
旨とする。
【００９８】
　なお、上述の加入者管理サーバ装置ＨＳＳや交換局ＭＭＥ/ＳＧＳＮや無線基地局ｅＮ
Ｂや無線回線制御局ＲＮＣ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。
【００９９】
　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。
【０１００】
　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、加入者管理サーバ装置ＨＳＳや交換局ＭＭＥ/ＳＧＳＮや無線基地局ｅＮ
Ｂや無線回線制御局ＲＮＣ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加入者管理サーバ装置ＨＳＳ
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や交換局ＭＭＥ/ＳＧＳＮや無線基地局ｅＮＢや無線回線制御局ＲＮＣや移動局ＵＥ内に
設けられていてもよい。
【０１０１】
　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。
【符号の説明】
【０１０２】
ＨＳＳ…加入者管理サーバ装置
１１…受信部
１２…契約情報管理部
１３…決定部
１４…送信部
ＭＭＥ/ＳＧＳＮ…交換局
２１…受信部
２２…決定部
２３…送信部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【手続補正書】
【提出日】平成22年7月1日(2010.7.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及び、回線交換通信を提供
できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケット交換通信を提供可能な
第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システムにおいて、移動局が待ち受け
を行う移動通信方法であって、
　前記移動局が、前記第１無線アクセスネットワークの交換局に対して、該移動局の能力
情報を含む位置登録要求信号を送信する工程と、
　前記第１無線アクセスネットワークの交換局が、受信した前記位置登録要求信号に応じ
て、加入者管理サーバ装置から、前記移動局の加入者情報送信信号を取得する工程と、
　前記第１無線アクセスネットワークの交換局が、受信した前記加入者情報送信信号に応
じて、受信した前記位置登録要求信号に含まれる前記移動局の能力情報に基づいて、前記
第１無線アクセスネットワーク又は前記第２無線アクセスネットワークのどちらかを、該
移動局の待ち受け無線アクセスネットワークに決定する工程と、
　前記移動局が、前記第１無線アクセスネットワークの交換局によって決定された該移動
局の待ち受け無線アクセスネットワークにおいて待ち受けを行う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】
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　回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及び、回線交換通信を提供
できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケット交換通信を提供可能な
第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システムにおいて、移動局が待ち受け
を行う移動通信方法であって、
　前記移動局が、前記第２無線アクセスネットワークの交換局に対して、位置登録種別を
含む該移動局の位置登録要求信号を送信する工程と、
　前記第２無線アクセスネットワークの交換局が、受信した前記位置登録要求信号に応じ
て、加入者管理サーバ装置から、前記移動局の位置情報更新応答信号を取得する工程と、
　前記第２無線アクセスネットワークの交換局が、受信した前記位置登録応答信号に応じ
て、受信した前記位置登録要求信号に含まれる前記位置登録種別に基づいて決定された前
記移動局の能力情報に基づいて、前記第１無線アクセスネットワーク又は前記第２無線ア
クセスネットワークのどちらかを、該移動局の待ち受け無線アクセスネットワークに決定
する工程と、
　前記移動局が、前記第２無線アクセスネットワークの交換局によって決定された該移動
局の待ち受け無線アクセスネットワークにおいて待ち受けを行う工程とを有することを特
徴とする移動通信方法。
【請求項３】
　回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及び、回線交換通信を提供
できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケット交換通信を提供可能な
第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システム内に設けられている該第１無
線アクセスネットワークの交換局であって、
　加入者管理サーバ装置から受信した加入者情報送信信号に応じて、移動局から受信した
位置登録要求信号に含まれる該移動局の能力情報に基づいて、該第１無線アクセスネット
ワーク又は前記第２無線アクセスネットワークのどちらかを、該移動局の待ち受け無線ア
クセスネットワークに決定するように構成されている決定部と、
　前記第１無線アクセスネットワークの無線アクセスネットワーク装置に対して、決定さ
れた前記移動局の待ち受け無線アクセスネットワークの特定情報を含む信号を送信するよ
うに構成されている送信部とを具備することを特徴とする交換局。
【請求項４】
　回線交換通信を提供可能な第１無線アクセスネットワーク、及び、回線交換通信を提供
できないが該第１無線アクセスネットワークよりも高速なパケット交換通信を提供可能な
第２無線アクセスネットワークを具備する移動通信システム内に設けられている該第２無
線アクセスネットワークの交換局であって、
　加入者管理サーバ装置から受信した位置情報更新応答信号に応じて、移動局から受信し
た位置登録要求信号に含まれる位置登録種別に基づいて決定された該移動局の能力情報に
基づいて、該第１無線アクセスネットワーク又は前記第２無線アクセスネットワークのど
ちらかを、該移動局の待ち受け無線アクセスネットワークに決定するように構成されてい
る決定部と、
　前記第２無線アクセスネットワークの無線アクセスネットワーク装置に対して、決定さ
れた前記移動局の待ち受け無線アクセスネットワークの特定情報を含む信号を送信するよ
うに構成されている送信部とを具備することを特徴とする交換局。
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