
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
非同期移動局及び非同期無線網を含む非同期移動通信システムにおいて、少なくとも１つ
のコア網との連動手段に、前記非同期無線網が接続されたコア網の種類を確認する第１の
処理手段と、前記コア網の種類とコア網関連情報とを含むシステム案内メッセージを前記
非同期移動局に伝送する第２の処理手段と、前記システム案内メッセージに基づいて連動
されたコア網の種類を判別する第３の処理手段と、接続されたコア網が一つであれば、判
別されたコア網の種類に応じて呼制御及び移動性管理エンティティーを動作させる第４の
処理手段と、接続されたコア網が二つ以上であれば、連動するコア網を選択する第５の処
理手段と、選択されたコア網の種類に応じて呼制御及び移動性管理エンティティーを動作
させる第６の処理手段と、前記選択されたコア網関連情報を前記無線網に知らせる第７の
処理手段と、前記選択されたコア網の種類に応じて互いに異なるデータ形式を有するメッ
セージを伝送する第８の処理手段とを含み、
前記第１の処理手段は、コア網の種類を示す情報を受信する受信手段と、前記コア網種類
情報が非同期コア網を示しているか否かを判断する判断手段と、前記コア網種類情報が非
同期コア網を示していなければ、同期コア網を示しているか否かを判断する判断手段と、
前記コア網種類情報が非同期コア網と同期コア網の何れをも示していなければ、非同期コ
ア網及び同期コア網を示しているか否かを判断する判断手段とを含むものであ
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り、
前記第３の処理手段は、前記システム案内メッセージを受信する受信手段と、前記システ
ム案内メッセージから前記コア網種類情報を抽出する抽出手段とを含むものであり、



非同期移動通信システム。
【請求項２】

前記非同期移動通信システムに連結されたコア網が非同期コア網と同期コア網とである場
合、コア網関連情報は、公衆陸上移動網識別子、プロトコルリビジョン情報、最小プロト
コルリビジョン情報、網識別子及びシステム識別子であ 同期移動通信システム。
【請求項３】
前記比較する比較手段は、前記抽出された公衆陸上移動網識別子が前記移動局の公衆陸上
移動網識別子と同一であり、抽出された最小プロトコルリビジョンが前記移動局の移動プ
ロトコルリビジョンより大きければ、非同期コア網を選択する選択手段と、前記抽出され
た公衆陸上移動網識別子が前記移動局の公衆陸上移動網識別子と同一でなく、抽出された
最小プロトコルリビジョンが前記移動局の前記移動プロトコルリビジョンと同一、または
小さければ、同期コア網を選択する選択手段と、前記抽出された公衆陸上移動網識別子が
前記移動局の公衆陸上移動網識別子と同一であり、抽出された最小プロトコルリビジョン
が前記移動局の前記移動プロトコルリビジョンより小さいか、または同一であればコア網
選択手段を利用してコア網を選択する選択手段とを含むものである請求項 に記載の非同
期移動通信システム。
【請求項４】
前記選択されたコア網が非同期コア網でなく同期コア網でもなければ、システム案内メッ
セージを受信する処理手段に戻る戻り手段をさらに含む請求項 に記載の非同期移動通信
システム。

10

20

30

40

50

(2) JP 3630629 B2 2005.3.16

前記第５の処理手段は、前記システム案内メッセージから抽出された前記コア網種類情報
が前記コア網種類情報が２つ以上のコア網と連結されていることを示す場合に、前記シス
テム案内情報からコア網関連情報を抽出する抽出手段と、前記コア網関連情報と前記移動
局に貯蔵された情報とを比較する比較手段と、前記比較結果に応じて通信するコア網を選
択する選択手段とを含むものであり、
前記非同期移動通信システムに連結されたコア網が同期コア網である場合、コア網関連情
報は、プロトコルリビジョン情報、最小プロトコルリビジョン情報、網識別子及びシステ
ム識別子である

非同期移動局及び非同期無線網を含む非同期移動通信システムにおいて、少なくとも１つ
のコア網との連動手段に、前記非同期無線網が接続されたコア網の種類を確認する第１の
処理手段と、前記コア網の種類とコア網関連情報とを含むシステム案内メッセージを前記
非同期移動局に伝送する第２の処理手段と、前記システム案内メッセージに基づいて連動
されたコア網の種類を判別する第３の処理手段と、接続されたコア網が一つであれば、判
別されたコア網の種類に応じて呼制御及び移動性管理エンティティーを動作させる第４の
処理手段と、接続されたコア網が二つ以上であれば、連動するコア網を選択する第５の処
理手段と、選択されたコア網の種類に応じて呼制御及び移動性管理エンティティーを動作
させる第６の処理手段と、前記選択されたコア網関連情報を前記無線網に知らせる第７の
処理手段と、前記選択されたコア網の種類に応じて互いに異なるデータ形式を有するメッ
セージを伝送する第８の処理手段とを含み、
前記第１の処理手段は、コア網の種類を示す情報を受信する受信手段と、前記コア網種類
情報が非同期コア網を示しているか否かを判断する判断手段と、前記コア網種類情報が非
同期コア網を示していなければ、同期コア網を示しているか否かを判断する判断手段と、
前記コア網種類情報が非同期コア網と同期コア網の何れをも示していなければ、非同期コ
ア網及び同期コア網を示しているか否かを判断する判断手段とを含むものであり、
前記第３の処理手段は、前記システム案内メッセージを受信する受信手段と、前記システ
ム案内メッセージから前記コア網種類情報を抽出する抽出手段とを含むものであり、
前記第５の処理手段は、前記システム案内メッセージから抽出された前記コア網種類情報
が前記コア網種類情報が２つ以上のコア網と連結されていることを示す場合に、前記シス
テム案内情報からコア網関連情報を抽出する抽出手段と、前記コア網関連情報と前記移動
局に貯蔵された情報とを比較する比較手段と、前記比較結果に応じて通信するコア網を選
択する選択手段とを含むものであり、

る非

２

３



【請求項５】
前記コア網選択手段は、伝送チャネル数、システム種類、移動局により提供されるサービ
ス種類、移動局の送信電力及び移動局により占有される周波数帯域を利用するものである
請求項 に記載の非同期移動通信システム。
【請求項６】
非同期移動局及び非同期無線網を含む非同期移動通信システムにおいて、少なくとも１つ
のコア網との連動手段に、前記非同期無線網からシステム案内メッセージを受信し、前記
システム案内メッセージに基づいて、連動されたコア網の種類を判別する第１の処理手段
と、接続された前記コア網が１つであれば、判別されたコア網の種類に応じて呼制御と移
動性管理エンティティーとを動作させる第２の処理手段と、接続された前記コア網が２つ
以上であれば、連動するコア網を選択する第３の処理手段と、選択されたコア網の種類に
応じて呼制御と移動性管理エンティティーとを動作させる第４の処理手段と、前記選択さ
れたコア網関連情報を前記非同期無線網に知らせる第５の処理手段と、前記選択されたコ
ア網の種類に応じて互いに異なるデータ形式を有するメッセージを前記無線網と通信する
第６の処理手段とを含み、
前記第１の処理手段は、コア網の種類を示す情報を受信する受信手段と、前記コア網種類
情報が非同期コア網を示しているのかを判断する判断手段と、前記コア網種類情報が非同
期コア網を示さなければ、同期コア網を示しているのかを判断する判断手段と、前記コア
網種類情報が非同期コア網と同期コア網の何れも示さなければ、非同期コア網及び同期コ
ア網を示しているか否かを判断する判断手段とを含むものであ

非同期移動通信システム。
【請求項７】
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３

り、
前記第１の処理手段は、前記システム案内メッセージを受信する受信手段と、前記システ
ム案内メッセージから前記コア網種類情報を抽出する抽出手段とを含むものであり、
前記第３の処理手段は、前記システム案内メッセージから抽出された前記コア網種類情報
が２つ以上のコア網と連結されていることを示せば、前記システム案内情報からコア網関
連情報を抽出する抽出手段と、前記コア網関連情報と移動局に貯蔵された情報を比較する
比較手段と、比較結果に応じて通信するコア網を選択する選択手段とを含むものであり、
前記非同期移動通信システムに連結されたコア網が同期コア網であれば、コア網関連情報
は、プロトコルリビジョン情報、最小プロトコルリビジョン情報、網識別子及びシステム
識別子である

非同期移動局及び非同期無線網を含む非同期移動通信システムにおいて、少なくとも１つ
のコア網との連動手段に、前記非同期無線網からシステム案内メッセージを受信し、前記
システム案内メッセージに基づいて、連動されたコア網の種類を判別する第１の処理手段
と、接続された前記コア網が１つであれば、判別されたコア網の種類に応じて呼制御と移
動性管理エンティティーとを動作させる第２の処理手段と、接続された前記コア網が２つ
以上であれば、連動するコア網を選択する第３の処理手段と、選択されたコア網の種類に
応じて呼制御と移動性管理エンティティーとを動作させる第４の処理手段と、前記選択さ
れたコア網関連情報を前記非同期無線網に知らせる第５の処理手段と、前記選択されたコ
ア網の種類に応じて互いに異なるデータ形式を有するメッセージを前記無線網と通信する
第６の処理手段とを含み、
前記第１の処理手段は、コア網の種類を示す情報を受信する受信手段と、前記コア網種類
情報が非同期コア網を示しているのかを判断する判断手段と、前記コア網種類情報が非同
期コア網を示さなければ、同期コア網を示しているのかを判断する判断手段と、前記コア
網種類情報が非同期コア網と同期コア網の何れも示さなければ、非同期コア網及び同期コ
ア網を示しているか否かを判断する判断手段とを含むものであり、
前記第１の処理手段は、前記システム案内メッセージを受信する受信手段と、前記システ
ム案内メッセージから前記コア網種類情報を抽出する抽出手段とを含むものであり、
前記第３の処理手段は、前記システム案内メッセージから抽出された前記コア網種類情報
が２つ以上のコア網と連結されていることを示せば、前記システム案内情報からコア網関
連情報を抽出する抽出手段と、前記コア網関連情報と移動局に貯蔵された情報を比較する



前記非同期移動通信システムに連結されたコア網が非同期コア網と同期コア網とであれば
、コア網関連情報は、公衆陸上移動網識別子識別子、プロトコルリビジョン情報、最小プ
ロトコルリビジョン情報、網識別子及びシステム識別子であ 同期移動通信システム。
【請求項８】

前記比較する比較手段は、前記抽出された公衆陸上移動網識別子が前記移動局の公衆陸上
移動網識別子と同一であり、抽出された最小プロトコルリビジョンが前記移動局の移動プ
ロトコルリビジョンより大きければ、非同期コア網を選択するの選択手段と、前記抽出さ
れた公衆陸上移動網識別子が前記移動局の公衆陸上移動網識別子と同一でなく、抽出され
た最小プロトコルリビジョンが前記移動局の前記移動プロトコルリビジョンと同一、また
は小さければ、同期コア網を選択する選択手段と、前記抽出された公衆陸上移動網識別子
が前記移動局の公衆陸上移動網識別子と同一であり、抽出された最小プロトコルリビジョ
ンが前記移動局の前記移動プロトコルリビジョンより小さいか、または同一であれば、コ
ア網選択手段を利用してコア網を選択する選択手段とを含むものであ 同期移動通信シ
ステム。
【請求項９】
前記コア網が非同期コア網でなく同期コア網でもなければ、システム案内メッセージを受
信する処理手段に戻る戻り手段をさらに含む請求項 に記載の非同期移動通信システム。
【請求項１０】
前記コア網選択手段は、伝送チャネル数、システム種類、移動局により提供されるサービ
ス種類、移動局の送信電力と移動局とにより占有される周波数帯域を利用するものである
請求項 に記載の非同期移動通信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は、非同期移動通信システムに関し、特に複数個のコア網との連動の際にも非同期
端末と非同期無線網、及びコア網間のメッセージインターフェースが円滑に行われるよう
にした非同期移動通信システムに関する。
【０００２】
さらに詳細には、非同期移動通信システムで非同期無線網に連結される網を識別して網区
分子を生成し、前記網区分子情報をシステム案内メッセージ内のマスター案内ブロックに
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比較手段と、比較結果に応じて通信するコア網を選択する選択手段とを含むものであり、

る非

非同期移動局及び非同期無線網を含む非同期移動通信システムにおいて、少なくとも１つ
のコア網との連動手段に、前記非同期無線網からシステム案内メッセージを受信し、前記
システム案内メッセージに基づいて、連動されたコア網の種類を判別する第１の処理手段
と、接続された前記コア網が１つであれば、判別されたコア網の種類に応じて呼制御と移
動性管理エンティティーとを動作させる第２の処理手段と、接続された前記コア網が２つ
以上であれば、連動するコア網を選択する第３の処理手段と、選択されたコア網の種類に
応じて呼制御と移動性管理エンティティーとを動作させる第４の処理手段と、前記選択さ
れたコア網関連情報を前記非同期無線網に知らせる第５の処理手段と、前記選択されたコ
ア網の種類に応じて互いに異なるデータ形式を有するメッセージを前記無線網と通信する
第６の処理手段とを含み、
前記第１の処理手段は、コア網の種類を示す情報を受信する受信手段と、前記コア網種類
情報が非同期コア網を示しているのかを判断する判断手段と、前記コア網種類情報が非同
期コア網を示さなければ、同期コア網を示しているのかを判断する判断手段と、前記コア
網種類情報が非同期コア網と同期コア網の何れも示さなければ、非同期コア網及び同期コ
ア網を示しているか否かを判断する判断手段とを含むものであり、
前記第１の処理手段は、前記システム案内メッセージを受信する受信手段と、前記システ
ム案内メッセージから前記コア網種類情報を抽出する抽出手段とを含むものであり、
前記コア網種類情報と前記コア網関連情報とは、前記システム案内メッセージのマスター
案内ブロックに挿入されるものであり、

る非

８

８



挿入した後、同報制御チャネル（ＢＣＣＨ　：　Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　
ｃｈａｎｎｅｌ）を介して非同期端末に伝達し、非同期端末では網区分子情報に連結され
た網を認識し、その連結されたコア網が互いに異なる方式の複数個のコア網である場合に
はコア網判断アルゴリズムにより一つのコア網を決定し、これを非同期無線網に伝送して
非同期端末と非同期無線網及びコア網の間のメッセージインターフェースが円滑に行われ
るようにした非同期移動通信システムに関する。
【０００３】
【従来の技術】
従来の非同期移動通信システム（特に、非同期ＩＭＴ－２０００システム）の場合、非同
期端末と非同期通信方式の非同期無線網であるＵＴＲＡＮ（ＵＭＴＳ（Ｕｎｉｖｅｒｓａ
ｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）Ｔｅｒｒｅｓ
ｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）が連結され、コアネットワー
ク（ＣＮ）によりＧＳＭ－ＭＡＰ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ
　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ－Ｍｏｂｉｌｅ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ）網
に接続する。
【０００４】
図１Ａは、上記のような従来の同期移動通信システムのコア網連動構造を示した図面であ
る。
【０００５】
参照符号１１は、同期端末を示し、１２は、基地局と制御局とを含む同期無線網を示し、
１３は、前記同期無線網１２と連結される同期移動通信交換機（ＭＳＣ）１４を含む同期
コア網を示したものである。
【０００６】
かかる同期移動通信システムのコア網連動構造で、同期端末１１は同期無線網１２と接続
され、同期無線網１２は同期コア網１３と連結されてデータをインターフェースする。
【０００７】
図１Ｂは、上記のような従来非同期移動通信システムのコア網連動構造を示した図面であ
る。
【０００８】
参照符号２１は、非同期端末を示し、２２は、基地局と制御局とを含む非同期無線網のＵ
ＴＲＡＮを示し、２３は、前記ＵＴＲＡＮ２２と連結される非同期移動通信交換機（ＭＳ
Ｃ）２４を含む非同期コア網を示したものである。
【０００９】
かかる非同期移動通信システムのコア網連動構造で、非同期端末２１は非同期無線網のＵ
ＴＲＡＮ２２と接続され、そのＵＴＲＡＮ２２は、非同期コア網２３と連結されてデータ
をインターフェースする。
【００１０】
図２Ａは、同期移動通信システムの各部のプロトコル構造を示した図面であり、参照符号
３０は、同期移動局を示し、参照符号４０は、同期無線網を示し、５０は、前記同期無線
網４０と連結される同期コア網を示す。
【００１１】
前記同期移動局３０には、階層３（３１）、階層２（３５）、階層１（３６）に区分され
夫々のレベルに対応するプロトコルが備えられ、特に、階層３（３１）には、呼管理のた
めの同期呼制御部（ＣＣ：Ｃａｌｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）３２と移動性管理のための同期移
動性管理部（ＭＭ
：　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）３３とが備えられる。
【００１２】
また、同期無線網４０には、階層３（４１）、階層２（４５）、階層１（４６）に該当す
るプロトコルが備えられ、これらは前記同期移動局３０の各階層に対応する。
【００１３】
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また、同期コア網５０には、階層３（５１）、階層２（５５）、階層１（５６）に区分さ
れ夫々のレベルに対応するプロトコルが備えられ、特に、階層３（５１）には、呼管理の
ための同期呼制御部（ＣＣ：　Ｃａｌｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）５２と移動性管理のための同
期移動性管理部（ＭＭ：Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）５３とが備えられる
。
【００１４】
図２Ｂは、非同期移動通信システムの各部のプロトコル構造を示した図面であり、参照符
号６０は非同期移動局、７０はＵＴＲＡＮ、８０は非同期コア網を各々示す。
【００１５】
そして、前記非同期移動局６０には、ＮＡＳ部６１と、階層３（６５）、階層２（６６）
、階層１（６６）に区分され夫々のレベルに対応するプロトコルが備えられ、特に、ＮＡ
Ｓ部６１には、呼管理のための非同期呼制御部（ＣＣ：　Ｃａｌｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）６
２と移動性管理のための非同期移動性管理部（ＭＭ：Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍ
ｅｎｔ）６３とが備えられる。
【００１６】
また、ＵＴＲＡＮ７０には、前記非同期移動局６０の各階層と対応され、非同期コア網８
０との各階層とも対応されるように階層３（７１）、階層２（７２）、階層１（７３）に
該当するプロトコルが備えられている。
【００１７】
また、非同期コア網８０は、前記非同期移動局６０と接続するための非同期呼制御部（Ｃ
Ｃ）８２、移動性管理のための非同期移動性　管理部（ＭＭ）８３を備えたＮＡＳ部８１
と、前記ＵＴＲＡＮ７０内の各階層と連結するための階層３（８４）、階層２（８５）、
階層１（８６）に該当するプロトコルを備える。
【００１８】
上記のような連動構造で同期移動局３０は、同期通信方式の同期無線網４０から同期チャ
ネル（Ｓｙｎｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して同期チャネルメッセージを受信し、この同期
チャネルメッセージを介して連結されたコア網情報、または同期無線網情報をはじめとす
る同期移動局が網への接続のために必要な情報を獲得することとなる。
【００１９】
また、非同期移動局６０は、ＵＴＲＡＮ７０から同報制御チャネル（ＢＣＣＨ）を介して
システム案内メッセージ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｍｅｓｓａｇｅ）を
受信し、このシステム案内メッセージを介してコア網情報、またはＵＴＲＡＮ情報をはじ
めとする非同期移動局が網への接続のために必要な情報を獲得することとなる。
【００２０】
一方、ＩＭＴ－２０００システムの同期／非同期方式の場合、１９９９年５月、ＯＨＧ要
求事項決定によって、コア網として非同期式で使用中のＧＳＭ－ＭＡＰ網、または同期式
で使用中のＡＮＳＩ－４１網が使用できる。
【００２１】
すなわち、ＩＭＴ－２０００システムは、網展開状況に応じて下記のような４つの方式の
連動構造を有し得る。
【００２２】
第１に、同期移動局、同期通信方式の無線網、ＡＮＳＩ－４１網連動構造であり、第２に
、同期移動局、同期通信方式の無線網　、ＧＳＭ－ＭＡＰ網連動構造であり、第３に、非
同期移動局、非同期通信方式の無線網、ＡＮＳＩ－４１網連動構造であり、第４に、非同
期移動局、非同期通信方式の無線網、ＧＳＭ－ＭＡＰ網連動構造である。
【００２３】
図３Ａないし図３Ｂは、ＩＭＴ－２０００システムのコア網連動構造を示した図面である
。
【００２４】
まず、図３Ａは、同期移動通信システムにおける同期式ＡＮＳＩ－４１コア網連動構造図
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であって、ここで参照符号１００は同期移動局、１１０は同期無線網、１２０は同期コア
網を各々示す。
【００２５】
図３Ｂは、同期移動通信システムで接続されるコア網が非同期コア網である場合の連動構
造を示したものであって、参照符号１００は同期移動局、１１０は同期無線網、１３０は
非同期コア網を各々示し、前記非同期コア網１３０は交換機（ＭＳＣ）を含む。
【００２６】
次いで、図３Ｃは、非同期移動通信システムにおける非同期式ＧＳＭ－ＭＡＰコア網の連
動構造図であって、参照符号２１０は非同期移動局であり、２２０は非同期無線網のＵＴ
ＲＡＮであり、２３０は前記非同期無線網のＵＴＲＡＮ２２０に接続されるコア網として
交換機（ＭＳＣ）を含む。
【００２７】
図３Ｄは、非同期移動通信システムにおける同期式ＡＮＳＩ－４１コア網連動構造図とし
て、参照符号２１０は前記非同期移動局であり、２２０は非同期無線網のＵＴＲＡＮであ
り、２４０は前記非同期無線網のＵＴＲＡＮ２２０に接続されるコア網として交換機を含
む。
【００２８】
このような４つの構造に関して適応的に動作可能にするために同期移動局及び非同期移動
局は、従来の同期／非同期移動通信システムで用いられる同期移動局と非同期移動局とは
異なり、プロトコルスタック構造の階層３にＧＳＭ－ＭＡＰコア網サービス用ＣＣ（Ｃａ
ｌｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）、ＭＭ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）プロトコル
エンティティーとＡＮＳＩ－４１コア網サービス用ＣＣ及びＭＭプロトコルエンティティ
ーを全て有する。
【００２９】
図４Ａないし４Ｂは、ＩＭＴ－２０００システムの同期／非同期移動局のプロトコル階層
構造図である。
【００３０】
まず、図４Ａは、ＡＮＳＩ－４１コア網と連動する同期移動局のプロトコル階層構造図で
あって、参照符号１００は同期移動局であり、１１０は同期無線網であり、１２０は前記
同期無線網１１０に接続される同期式コア網のＡＮＳＩ－４１コア網である。
【００３１】
このような連動構造で同期移動局１００は、階層３（１０１）、階層２（１０７）、階層
１（１０８）に区分され、階層３（１０１）は同期ＣＣ（１０２）、同期ＭＭ（１０３）
、非同期ＣＣ（１０４）、非同期ＭＭ（１０５）を全て備え、網の種類を識別できるコー
ドである「網区分子」によって選択的にＣＣ／ＭＭのプロトコルを活性化させる。
【００３２】
例えば、接続された網がＡＮＳＩ－４１コア網１２０である場合、同期ＣＣ１０２及び同
期ＭＭ１０３のプロトコルを活性化させてＡＮＳＩ－４１コア網１２０とメッセージをイ
ンターフェースする。
【００３３】
次いで、同期無線網１１０は、階層３（１１１）、階層２（１１５）、階層１（１１６）
からなり、同期移動局１００の各階層とＡＮＳＩ－４１コア網１２０の各階層とに対応す
るプロトコルを活性化させてメッセージをインターフェースする。
【００３４】
また、前記ＡＮＳＩ－４１コア網１２０は、階層３（１２１）、階層２（１２５）、階層
１（１２６）に区分され、階層３（１２１）は、同期ＣＣ１２２、同期ＭＭ１２３を備え
る。
【００３５】
一方、同期移動通信システムに接続されるコア網が図３Ｂのように非同期コア網である場
合、図４Ｂのようなプロトコル構造を有する。
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【００３６】
ここで、参照符号１００は同期移動局であり、参照符号１１０は同期無線網であり、参照
符号１３０は非同期コア網である。
【００３７】
このような連動構造で前記同期移動局１００は、階層３（１０１）、階層２（１０７）、
階層１（１０８）に区分され、階層３（１０１）は、同期ＣＣ１０２、同期ＭＭ１０３、
非同期ＣＣ１０４、非同期ＭＭ１０５を全て備えており、網の種類を識別できるコードで
ある「網区分子」によって選択的にＣＣ／ＭＭのプロトコルを活性化させる。
【００３８】
例えば、接続された網がＧＳＭ－ＭＡＰコア網１３０である場合、非同期ＣＣ１０４と非
同期ＭＭ１０５とのプロトコルを活性化させてＧＳＭ－ＭＡＰコア網１３０とメッセージ
をインターフェースする。
【００３９】
次いで、同期無線網１１０は、階層３（１１１）、階層２（１１５）、階層１（１１６）
からなり、同期移動局１００の各階層とＧＳＭ－ＭＡＰコア網１３０の各階層とに対応す
るプロトコルを活性化させてメッセージをインターフェースする。
【００４０】
また、前記ＧＳＭ－ＭＡＰコア網１３０は、ＮＡＳ部を有する階層３（１３１）、階層２
（１３５）、階層１（１３６）に区分されており、前記階層３（１３１）は非同期ＣＣ（
１３２）と非同期ＭＭ（１３３）とを備える。
【００４１】
そして図４Ｃは、ＡＮＳＩ－４１コア網と連動する非同期移動局のプロトコル階層
構造図であって、ここで参照符号２１０は非同期移動局であり、２２０は非同期無線網の
ＵＴＲＡＮであり、２３０は前記非同期無線網のＵＴＲＡＮ２２０と接続される　ＡＮＳ
Ｉ－４１コア網である。
【００４２】
このようなプロトコル構造で非同期移動局２１０は、同期ＣＣ２１２、同期ＭＭ２１３、
非同期ＣＣ２１４、非同期ＭＭ２１５を全て備えており、選択的に同期ＣＣ／ＭＭ、また
は非同期ＣＣ／ＭＭプロトコルを活性化させる。
【００４３】
例えば、接続された網がＡＮＳＩ－４１コア網２３０である場合、同期ＣＣ２１１と同期
ＭＭ２１２のプロトコルを活性化させてＡＮＳＩ－４１コア網２３０とメッセージをイン
ターフェースする。
【００４４】
次いで、図４Ｄは、ＧＳＭ－ＭＡＰコア網と連動する非同期移動局のプロトコル階層構造
図を示したものである。
【００４５】
ここで、参照符号２１０は非同期移動局であり、２２０は非同期無線網のＵＴＲＡＮであ
り、２４０は前記非同期無線網のＵＴＲＡＮ２２０と接続される非同期ＧＳＭ－ＭＡＰコ
ア網である。
【００４６】
このようなプロトコル構造で非同期移動局２１０は、同期ＣＣ２１２、同期ＭＭ２１３、
非同期ＣＣ２１４、非同期ＭＭ２１５を全て備えており、選択的に同期ＣＣ／ＭＭ、また
は非同期ＣＣ／ＭＭのプロトコルを活性化させる。
【００４７】
例えば、接続された網がＧＳＭ－ＭＡＰコア網２４０である場合、非同期ＣＣ２１４及び
非同期ＭＭ２１５のプロトコルを活性化させてＧＳＭ－ＭＡＰコア網２４０とメッセージ
をインターフェースする。
【００４８】
上述したように、ＩＭＴ－２０００システム同期／非同期方式の場合、四つの連動構造を
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有し得るため、インターフェースに関する規格もそれに対応させて適用されるべきである
。
【００４９】
ここで、非同期無線網は、自分と連結されたコア網とメッセージとを交換するか、または
ハードウェア的な方法（ディップスイッチ、ロム（ＲＯＭ）情報などを利用）により連結
されたコア網の種類を判別する。
【００５０】
一方、非同期移動通信システムに関して示したように非同期無線網は、自分と連結された
コア網の種類を判別し、そのコア網の種類情報をシステム案内メッセージの所定部分に挿
入して非同期端末に伝送する。
【００５１】
非同期端末は、非同期システムから伝送されるシステム案内メッセージのマスター案内ブ
ロック（Ｍａｓｔｅｒ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｂｌｏｃｋ）を受信し、ここに記録さ
れた網区分子を利用して自分と連結されたコア網の種類を把握し、その後、コア網の種類
に適するＣＣ及びＭＭプロトコルエンティティーを動作させる。
【００５２】
ここで、マスター案内ブロックは、システム案内ブロック（ＳＩＢ）のコントロール、ス
ケジューリングなどの管理のための情報が記録されるブロックであり、システム案内メッ
セージに必需的に付加される情報ブロックである。
【００５３】
一方、示したコア網の種類に適するＣＣおよびＭＭプロトコルエンティティーを動作させ
る方法は、連動されるコア網が１つである場合であり、非同期式ＩＭＴ－２０００システ
ムは、標準化過程を通じて図５に図示したように非同期通信方式の無線網である非同期無
線網にＧＳＭ－ＭＡＰコア網とＡＮＳＩ－４１コア網とが共に連動される構造も可能であ
る。
【００５４】
このように種類が異なるコア網が非同期無線網に共に連動される構造では、非同期無線網
から２種類の網区分情報を非同期端末に伝送すべきであり、非同期端末は、その２種類の
網区分情報を受信した後、任意のいずれか１つを選択しなければ、連動されるコア網と円
滑にメッセージをインターフェースできない。
【００５５】
すなわち、非同期無線網または非同期端末は、２つのコア網の中から１つのコア網を選択
すべきであり、この場合、非同期無線網がコア網を選択するよりも非同期端末がコア網を
選択する方がより効率的である。
【００５６】
その理由は、非同期無線網は、非同期端末の能力、即ち、非同期端末が提供するサービス
範囲及び種類など及び非同期無線網と非同期端末との間の無線環境などに関して知らない
ため、非同期無線網が一つのコア網を決定して非同期端末に知らせるよりは非同期端末が
自分の能力、非同期無線網と非同期端末との間の無線環境などを考慮して自分に適合した
コア網を選択する方がさらに効率的だからである。
【００５７】
しかしながら、従来技術に関して示したように、互いに異なる種類のコア網が複数個無線
網に接続された場合に対して、非同期端末が任意にコア網を選択する方法が提示されてい
なかったため、複数個のコア網が連動される場合には非同期端末と非同期無線網及びコア
網間のメッセージインターフェースが不可能な問題点があった。
【００５８】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記のような従来の非同期移動通信システムにおいて発生する問題を解決する
ために提案されたものである。本発明の目的は、非同期無線網で接続されるコア網の種類
を判別した後、非同期端末に網区分情報を伝送し、連動されるコア網が複数である場合、
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非同期端末でコア網を決定することにより複数個のコア網連動時にも非同期端末と非同期
無線網及びコア網のメッセージインターフェースが円滑に行われる非同期移動通信システ
ムを提供することにある。
【００５９】
さらに詳細には、非同期移動通信システムにおける非同期無線網で連結される網を判別し
（これを“網区分子”という）、その網区分子情報をシステム案内メッセージ内のマスタ
ー案内ブロックに挿入した後、同報制御チャネル（ＢＣＣＨ　：Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して非同期端末に伝達し、非同期端末では網区分子
情報により連結された網を認識し、その連結されたコア網が互いに異なる方式である複数
のコア網の場合には、コア網判断アルゴリズムにより１つのコア網を決定し、これを非同
期無線網に伝送して非同期端末と非同期無線網及びコア網の間のメッセージインターフェ
ースが円滑に行われるようにした非同期移動通信システムを提供することにある。
【００６０】
【課題を解決するための手段】
上記のような目的を達成するために本発明は、非同期移動局及び非同期無線網を含む非同
期移動通信システムにおいて、少なくとも１つのコア網との連動手段に、前記非同期無線
網が接続されたコア網の種類を確認する第１の処理手段と、前記コア網の種類とコア網関
連情報とを含むシステム案内メッセージを前記非同期移動局に伝送する第２の処理手段と
、前記システム案内メッセージを基盤として連動されたコア網の種類を判別する第３の処
理手段と、接続されたコア網が１つであれば、判別されたコア網の種類に応じて呼制御及
び移動性管理エンティティーを動作させる第４の処理手段と、接続されたコア網が２つ以
上であれば、連動するコア網を選択する第５の処理手段と、選択されたコア網の種類に応
じて呼制御及び移動性管理エンティティーを動作させる第６の処理手段と、前記選択され
たコア網関連情報を前記無線網に知らせる第７の処理手段と、前記選択されたコア網の種
類に応じて互いに異なるデータ形式を有するメッセージを伝送する第８の処理手段とを含
む非同期移動通信システムを提供する。
【００６１】
また、本発明は、非同期移動局および非同期無線網を含む非同期移動通信システムにおい
て、少なくとも１つのコア網との連動手段に、前記無線網が接続されたコア網の種類を確
認する第１の処理手段と、前記コア網の種類とコア網関連情報と含むシステム案内メッセ
ージを前記移動局に伝送する第２の処理手段と、接続された前記コア網が一つであれば、
確認されたコア網の種類に応じて互いに異なるデータ形式を有するメッセージを前記移動
局と通信する第３の処理手段と、接続された前記コア網が２つ以上であれば、前記移動局
から前記移動局が選択したコア網種類情報を受信し、前記選択されたコア網の種類に応じ
て互いに異なるデータ形式を有するメッセージを前記移動局と通信する第４の処理手段と
を含む非同期移動通信システムを提供する。
【００６２】
また、本発明は、非同期移動局及び非同期無線網を含む非同期移動通信システムにおいて
、少なくとも１つのコア網との連動手段に、前記非同期無線網からシステム案内メッセー
ジを受信し、前記システム案内メッセージに基づいて、連動されたコア網の種類を判別す
る第１の処理手段と、接続された前記コア網が１つであれば、判別されたコア網の種類に
応じて呼制御と移動性管理エンティティーとを動作させる第２の処理手段と、接続された
前記コア網が２つ以上であれば、連動するコア網を選択する第３の処理手段と、選択され
たコア網の種類に応じて呼制御と移動性管理エンティティーとを動作させる第４の処理手
段と、前記選択されたコア網関連情報を前記非同期無線網に知らせる第５の処理手段と、
前記選択されたコア網の種類に応じて互いに異なるデータ形式を有するメッセージを前記
無線網と通信する第６の処理手段とを含む非同期移動通信システムを提供する。
【００６３】
【発明の実施の形態】
以下において、本発明の好ましい実施の形態を添附した図面により詳細に説明する。
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【００６４】
まず、ＩＭＴ－２０００移動通信システムの無線網に接続されるコア網の連動構造は図３
Ａないし図３Ｄに示す通りであり、それによるプロトコルスタック構造は、図４Ａないし
図４Ｄに示す通りであり、非同期無線網に接続されるコア網が同期式コア網と非同期式コ
ア網である場合のコア網連動構造は、図５に示す通りである。
【００６５】
非同期式ＩＭＴ－２０００システムが図５のような連動構造を有する場合、非同期端末は
２つのコア網の中からいずれか１つのコア網を選択すべきであり、このようなコア網選択
を效率的に遂行するために非同期端末は、非同期無線網から同報されるシステム案内メッ
セージのマスター案内ブロックを介してコア網選択に考慮されるべき情報を受信すべきで
ある。
【００６６】
そして、その情報と非同期端末のコア網選択アルゴリズムとを介してコア網を選択する。
【００６７】
非同期端末が非同期無線網から同報されるシステム案内メッセージのマスター案内ブロッ
クを介して受信する情報は、図６に示す通りである。
【００６８】
図示したように、１）コア網区分子情報、２）ＩＭＴ－２０００システムをなす全体網を
区分する識別子（Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）の公衆陸上移動網識別子（ＰＬＭＮ＿ＩＤ　：　Ｐ
ｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　以下ＰＬＭ
Ｎ識別子と記載）、３）ＡＮＳＩ－４１コア網にあるＣＣ、ＭＭプロトコルエンティティ
ーのプロトコルリビジョンを意味するＰ＿ＲＥＶ（Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｒｅｖｉｓｉｏｎ
）、ＡＮＳＩ－４１コア網にあるＣＣ、ＭＭプロトコルエンティティーの受容できる最小
限のプロトコルリビジョンを意味するＭＩＮ＿Ｐ＿ＲＥＶ（Ｍｉｎｉｍｕｍ　Ｐｒｏｔｏ
ｃｏｌ　Ｒｅｖｉｓｉｏｎ）、網を区分する識別子のＮＩＤ（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｄｅｎ
ｔｉｔｙ）、システムを区分する識別子のＳＩＤ（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）な
どのＡＮＳＩ－４１コア網と関連された情報などである。
【００６９】
このような情報は、非同期端末がコア網選択においてまず考慮されるべき情報であり、こ
のようなコア網と関連した情報は、非同期端末では重要な情報であるため周期的に同報さ
れるシステム案内メッセージのマスター案内ブロックに含まれるべきである。
【００７０】
コア網区分子情報は、現在非同期通信方式と連結されたコア網の種類を知らせる情報であ
る。
【００７１】
図３のような連動構造の場合、コア網区分子情報にはＧＳＭ－ＭＡＰ、またはＡＮＳＩ－
４１コア網を意味するインジケータ（Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）が含まれており、図５のよう
な連動構造の場合、コア網区分子情報にはＧＳＭ－ＭＡＰとＡＮＳＩ－４１コア網を全て
意味するインジケータが含まる。
【００７２】
また、ＰＬＭＮ識別子などのようなＧＳＭ－ＭＡＰコア網関連情報は、現在ＧＳＭ－ＭＡ
Ｐコア網により構成された連動網位置に対する情報とＧＳＭ－ＭＡＰコア網とが区分でき
る情報である。
【００７３】
その例として、ＰＬＭＮ識別子は、移動地域コード（ＭＣＣ：　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｕｎ
ｔｒｙ　Ｃｏｄｅ）と移動網コード（ＭＮＣ：　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｄ
ｅ）とから構成されている。
【００７４】
ここでＭＣＣは、端末が属する国家または地域などを区分するコードを示し、ＭＮＣは端
末が属する網を区分するコードを示す。
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【００７５】
非同期端末は、非同期通信方式の無線網から同報されるシステム案内メッセージのマスタ
ー案内ブロックからＰＬＭＮ識別子を受信した後、この情報をパワーオフする前に貯蔵し
たＰＬＭＮ識別子と比較して、現在のＧＳＭ－ＭＡＰコア網の選択可能如何を決定する基
準として用いる。
【００７６】
また、Ｐ＿ＲＥＶ、ＭＩＮ＿Ｐ＿ＲＥＶ、ＮＩＤ、ＳＩＤなどのような同期ＡＮＳＩ－４
１コア網関連情報は、現在同期ＡＮＳＩ－４１コア網から構成された連動網位置に対する
情報及びＡＮＳＩ－４１コア網にあるＣＣ、ＭＭプロトコルエンティティーのプロトコル
リビジョンに関連した情報である。
【００７７】
非同期端末は、システム案内メッセージのマスター案内ブロックからＰ＿ＲＥＶ、ＭＩＮ
＿Ｐ＿ＲＥＶ、ＮＩＤ、ＳＩＤなどの情報を受信した後、前記受信したＭＩＮ＿Ｐ＿ＲＥ
Ｖを自分のメモリ、または加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ　：　Ｕｓｅｒ　Ｓｕｂｓｃ
ｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ）に貯蔵されたＭＯＢ＿Ｐ＿ＲＥＶと比較
して現在のＡＮＳＩ－４１コア網の選択可能如何を決定する基準として用いる。
【００７８】
ここで、ＭＯＢ＿Ｐ＿ＲＥＶは、端末にあるＣＣ、ＭＭプロトコルエンティティーのプロ
トコルリビジョンである。
【００７９】
ここでＭＯＢ＿Ｐ＿ＲＥＶ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ　Ｒｅｖｉｓｉｏｎ）は、
端末にあるＣＣ、ＭＭプロトコルエンティティーのプロトコルリビジョンを意味する。
【００８０】
非同期端末のコア網選択時、用いる端末自体のアルゴリズムには料金賦課情報、非同期端
末の能力情報、端末が選択したシステムの能力情報、非同期通信方式の無線網との無線環
境情報などが含まれる。
【００８１】
例えば、非同期端末の能力情報は、端末が支援可能な能力とサービスなどを意味するもの
であって、端末が支援し得る伝送チャネル数、端末の伝送パワー、端末が支援し得るシス
テム種類、周波数帯域、そしてサービスの種類などを意味する。
【００８２】
非同期端末は、このような情報を利用してコア網の種類を判別し、選択することが可能で
あり、この情報と端末とが選択したシステムの能力情報、非同期通信方式の無線網周囲環
境情報などを利用してコア網選択基準として用いる。
【００８３】
従って、非同期端末は、システム案内メッセージのマスター案内ブロックから受信したコ
ア網区分子情報とＰＬＭＮ識別子などのようなＧＳＭ－ＭＡＰコア網関連情報とＰ＿ＲＥ
Ｖ、ＭＩＮ＿Ｐ＿ＲＥＶ、ＮＩＤ、ＳＩＤなどのＡＮＳＩ－４１コア網関連情報と、非同
期端末自体のアルゴリズムとを利用してコア網を選択することとなる。
【００８４】
すなわち、ＰＬＭＮ識別子などのＧＳＭ－ＭＡＰコア網関連情報とＰ＿ＲＥＶ、ＭＩＮ＿
Ｐ＿ＲＥＶ、ＮＩＤ、ＳＩＤなどのＡＮＳＩ－４１コア網関連情報によってＧＳＭ－ＭＡ
Ｐコア網とＡＮＳＩ－４１コア網の選択如何を判断し、２つのコア網を全て選択できる。
選択できない場合には、非同期端末自体のアルゴリズムを用いてコア網を選択する。
【００８５】
かかるコア網選択は、非同期端末が非同期通信方式の無線網とＲＲＣ連結設定がなされる
前になされるべきであり、選択されたコア網の情報を非同期通信方式の無線網に伝送すべ
きである。
【００８６】
非同期端末が非同期通信方式の無線網と相互メッセージを交換しながら互いに連動するた

10

20

30

40

50

(12) JP 3630629 B2 2005.3.16



めには、ＲＲＣ連結がなされるべきであり、ここでＲＲＣ連結が設定されたということは
、既に選択されたコア網の種類に適するよう相互メッセージを交換するということを意味
する。
【００８７】
以下では、添附した図７Ａ～図９Ｃにより本発明の好ましい実施の形態を説明する。
【００８８】
＜実施の形態１＞
図７Ａ及び７Ｂは、非同期無線網でメッセージインターフェース方法を示したフローチャ
ートである。
【００８９】
非同期無線網２２０は、ステップＳ１１１において、接続されたコア網の種類（非同期コ
ア網であるか、または同期コア網であるか）を検出する。
【００９０】
ここで、非同期無線網２２０で接続されたコア網の種類を検出する方法としては、システ
ム初期化時のディップスイッチの設定、またはロム（ＲＯＭ）の情報を利用して接続され
たコア網の種類を判断する方法があり得る。また、接続されたコア網と運用保持関連メッ
セージを交換することによっても接続されたコアネットワークの種類を判断し得る。
【００９１】
また、上記の２つの方法を併用して接続されたコア網の種類を判断し得る。また、上記に
おいて説明した方法を簡単に変形して接続されたコア網の種類を判断し得る。
【００９２】
次いで、ステップＳ１１２では、上記検出したコア網の種類が非同期コア網のＧＳＭ－Ｍ
ＡＰコア網であるか否かを判断して、ＧＳＭ－ＭＡＰコア網である場合には、ステップＳ
１１３において現在３ＧＰＰスペック（Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ）に定義された方式
のメッセージ構造で非同期移動局２１０にシステム案内メッセージを送信する。
【００９３】
ここで、システム案内メッセージは、接続されたコア網がＧＳＭ－ＭＡＰコア網である場
合、システム案内メッセージ内の網区分子情報には“０”が記録され、前記記録した網区
分子とコア網関連情報とが所定の位置に挿入されたメッセージである。
【００９４】
すなわち、前記非同期移動通信システムの無線網に接続されたコア網がＧＳＭ－ＭＡＰ網
と判別されれば、ＣＮ情報要素（ＣＮ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ）フ
ィールド内の網区分子情報は“０”に設定され、網関連情報として「ＰＬＭＮ識別子（Ｐ
ＬＭＮ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ）」、「ＣＮドメイン識別子（ＣＮ　ｄｏｍａｉｎ　ｉｄｅｎ
ｔｉｔｙ）」、「ＮＡＳシステム情報（ＮＡＳ　ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ
）」情報要素が記録される。
【００９５】
残りのフィールドの情報、すなわち、「情報要素カテゴリー（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
ｅｌｅｍｅｎｔ　ｃａｔｅｇｏｒｙ）」、「ＵＴＲＡＮ移動性情報要素（ＵＴＲＡＮ　ｍ
ｏｂｉｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ）」フィールド情報は、従
来のシステム案内メッセージに記録される情報と同じ情報が記録される。
【００９６】
ステップＳ１１４においては、前記３ＧＰＰスペックに定義された方式のメッセージ構造
により非同期端末とメッセージを送受信する。
【００９７】
一方、ステップＳ１１２における判断の結果、前記検出したコア網種類が非同期コア網の
ＧＳＭ－ＭＡＰコア網でなければ、ステップＳ１１５において接続されたコア網の種類が
同期コア網のＡＮＳＩ－４１コア網であるか否かを判断する。
【００９８】
同期コア網であれば、ステップＳ１１６においてＡＮＳＩ－４１コア網と関連された新し
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い情報要素を挿入して新しいシステム案内メッセージを生成した後、非同期端末に伝送す
る。
【００９９】
新しいシステム案内メッセージは、「ＣＮ情報要素（ＣＮ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅ
ｌｅｍｅｎｔｓ）」フィールド内の網区分子情報が“１”に設定され、網関連情報では「
プロトコルリビジョンレベル（Ｐ＿ＲＥＶ：　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｒｅｖｉｓｉｏｎ　ｌ
ｅｖｅｌ）」、「最小プロトコルリビジョンレベル（ＭＩＮ＿Ｐ＿ＲＥＶ　：　ｍｉｎｉ
ｍｕｍ　ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｒｅｖｉｓｉｏｎ　ｌｅｖｅｌ）」、「システム識別子（ｓ
ｙｓｔｅｍ　ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）」、「網識別子（ｎｅｔｗｏｒｋ　ｉｄｅ
ｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）」が記録されたメッセージである。
【０１００】
残りのフィールドの情報、すなわち、「情報要素カテゴリー（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　
ｅｌｅｍｅｎｔ　ｃａｔｅｇｏｒｙ）」、「ＵＴＲＡＮ移動性情報要素（ＵＴＲＡＮ　ｍ
ｏｂｉｌｉｔｙ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ）」フィールド情報は、従
来のシステム案内メッセージに記録される情報と同じ情報が記録される。
【０１０１】
ステップＳ１１７においては、ＡＮＳＩ－４１コア網と関連された新しい情報要素を挿入
した新しい構造のメッセージフォーマットにより非同期端末にメッセージを伝送する。
【０１０２】
次いで、ステップＳ１１５において連結されたコア網種類を検索した結果、接続されたコ
ア網が同期コア網のＡＮＳＩ－４１網でもない場合には、互いに種類が異なった複数個の
コア網、例えば、同期コア網のＡＮＳＩ－４１網と非同期コア網のＧＳＭ－ＭＡＰ網が共
に連動されるものと判断し、ステップＳ１１８において、３ＧＰＰスペックに定義された
方式のメッセージ構造により非同期端末にシステム案内メッセージを伝送する。
【０１０３】
ここで、システム案内メッセージは、接続されたコア網の種類を検出する網区分子情報に
は“０＆１”が設定され、前記記録した網区分子とコア網関連情報が所定の位置に挿入さ
れたメッセージである。
【０１０４】
上記において示したように、システム案内メッセージを非同期端末に伝送した非同期無線
網は、ステップＳ１１９において前記非同期端末からメッセージが受信されたか否かを確
認する。
【０１０５】
この場合、受信されるメッセージは、非同期端末が選択したコア網情報を含んでいるメッ
セージである。
【０１０６】
ステップＳ１１９においてメッセージが受信されれば、非同期無線網はステップＳ１２０
で非同期端末が選択したコア網が非同期コア網のＧＳＭ－ＭＡＰ網であるか否かを確認し
、ＧＳＭ－ＭＡＰ網であればステップＳ１２１において現在３ＧＰＰスペックに定義され
た方式のメッセージ構造により非同期端末とメッセージを送受信する。以後非同期無線網
はＧＳＭ－ＭＡＰ網と連動する。
【０１０７】
これと異なり、前記非同期移動局が選択したコア網がＧＳＭ－ＭＡＰ網でなければ、ステ
ップＳ１２２において非同期移動局が選択したコア網が同期コア網のＡＮＳＩ－４１コア
網であるか否かを確認する。
【０１０８】
非同期移動局が選択したコア網がＡＮＳＩ－４１コア網であれば、ステップＳ１２３にお
いてＡＮＳＩ－４１コア網と関連した新しい情報要素を挿入した新しい構造のメッセージ
フォーマットにより非同期移動局とメッセージを送受信する。
【０１０９】
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以後、非同期無線網はＡＮＳＩ－４１網と連動する。
【０１１０】
網区分子情報が含まれたシステム案内メッセージを受信した非同期移動局は、網区分子情
報に応じて連動するコア網を決定し、決定された内容を非同期無線網に知らせた後、メッ
セージをインターフェースすることとなるが、このような過程は図８Ａ及び８Ｂに示して
いる。
【０１１１】
図８Ａ及び８Ｂは、非同期移動局におけるメッセージインターフェース方法を示したフロ
ーチャートである。
【０１１２】
まず、ステップＳ２１１において非同期移動局は、ＰＬＭＮ選択及びセル（ｃｅｌｌ）選
択手順（ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）などを利用して自分に適合した非同期システムを選択し、
ステップＳ２１２において選択した非同期システムの非同期無線網からシステム案内メッ
セージを受信する。
【０１１３】
ステップＳ２１３において前記システム案内メッセージの所定の位置に挿入された網区分
子情報を抽出する。
【０１１４】
ステップＳ２１４において抽出された網区分子情報が非同期コア網のＧＳＭ－ＭＡＰ網を
示す情報であるか否かを確認する。
【０１１５】
確認結果、網区分子情報が非同期コア網のＧＳＭ－ＭＡＰ網を示す情報であれば、非同期
呼制御（ＣＣ：ｃａｌｌ　ｃｏｎｔｒｏｌ）及び移動性管理　（ＭＭ：ｍｏｂｉｌｉｔｙ
　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）プロトコルエンティティーを動作させ（ステップＳ２１５）、
３ＧＰＰスペックに定義された方式のメッセージ構造により非同期無線網とメッセージを
送受信する（ステップＳ２１６）。
【０１１６】
前記抽出された網区分子情報が非同期コア網の網を示す情報でなければ、ステップＳ２１
７において網区分子情報が同期コア網のＡＮＳＩ－４１網を示す情報であるか否かを確認
する。
【０１１７】
確認の結果、網区分子情報が同期コア網のＡＮＳＩ－４１網を示す情報であれば、同期呼
制御（ＣＣ：ｃａｌｌ　ｃｏｎｔｒｏｌ）と移動性管理（ＭＭ　：　ｍｏｂｉｌｉｔｙ　
ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）プロトコルエンティティーとを動作させ（ステップＳ２１８）、
ＡＮＳＩ－４１網と関連した新しい情報要素を挿入して、新しい構造のメッセージにより
非同期無線網とメッセージを送受信する（ステップＳ２１９）。
【０１１８】
一方、前記抽出された網区分子情報が非同期コア網のＧＳＭ－ＭＡＰ網と同期コア網のＡ
ＮＳＩ－４１網を全て示せば、ステップＳ２２０において非同期移動局のコア網選択アル
ゴリズムを利用して一つのコア網を選択する。
【０１１９】
非同期移動局は、コア網を選択するため、料金賦課情報、非同期移動局の能力情報、移動
局が選択した非同期システムの能力情報、非同期無線網の周囲環境情報などを利用し得る
。
【０１２０】
例えば、コア網選択のために前記非同期移動局の能力情報を利用する場合には、移動局が
支援し得る伝送チャネルの数、移動局の伝送電力、移動局が支援し得るシステムの種類、
周波数帯域、サービスの種類などが利用される。
【０１２１】
その後、選択されたコア網を確認し（ステップＳ２２１）、確認結果、選択したコア網が
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ＧＳＭ－ＭＡＰ網である場合には、非同期ＣＣ、ＭＭプロトコルエンティティーを動作さ
せる（ステップＳ２２２）。
【０１２２】
ステップＳ２２３において、３ＧＰＰスペックに定義された方式のメッセージにより選択
されたコア網情報を非同期無線網に伝送する。
【０１２３】
ここで、非同期移動局が選択したコア網情報を非同期無線網に伝送する方法には、ランダ
ムアクセス方法、既存の無線資源制御（ＲＲＣ　：　ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌ）メッセージを利用する方法、新しいＲＲＣメッセージを定義して利用する
方法等がある。
【０１２４】
選択されたコア網と関連した情報を非同期無線網に伝送した後、非同期移動局はステップ
Ｓ２２４において３ＧＰＰスペックに定義された方式のメッセージ構造により非同期無線
網とメッセージを送受信する。
【０１２５】
一方、上記において示したように、ステップ２２５において互いに種類が異なる２つのコ
ア網連動の際、選択したコア網がＡＮＳＩ－４１コア網であると判断した場合、ステップ
Ｓ２２６において非同期移動局は、同期式ＣＣ、ＭＭプロトコルエンティティーを動作さ
せる。
【０１２６】
ステップＳ２２７において、ＡＮＳＩ－４１コア網と関連された新しい情報要素を挿入し
て生成された新しい構造を有するメッセージを利用して非同期無線網に選択されたコア網
情報を伝送し、ステップＳ２２８において、ＡＮＳＩ－４１コア網と関連された新しい情
報要素を挿入して生成された新しい構造のメッセージを非同期無線網と送受信する。
【０１２７】
＜実施の形態２＞
添附した図９Ａないし図９Ｃは、本発明の他の実施の形態にかかる非同期移動通信システ
ムにおけるコア網連動方法を示したフローチャートである。
【０１２８】
まず、ステップＳ３１１において非同期移動局は、ＰＬＭＮ選択及びセル選択手順などを
介して自分に適合した非同期システムを選択する。
【０１２９】
ステップＳ３１２においては、前記選択した非同期システムから伝送されるシステム案内
メッセージを受信し、前記システム案内メッセージに挿入されたマスター案内ブロックを
解析する。
【０１３０】
ステップＳ３１３においては、前記マスター案内ブロックから非同期移動局に接続される
コア網の情報を有しているコア網区分子情報を獲得する。
【０１３１】
ステップＳ３１４において前記獲得したコア網区分子情報を確認し、コア網区分子情報が
ＧＳＭ－ＭＡＰコア網を示しているか否かを判断する。
【０１３２】
判断の結果、前記網区分子情報がＧＳＭ－ＭＡＰコア網を示せば、ステップＳ３１５にお
いて非同期式ＣＣとＭＭプロトコルエンティティーとを動作させる。
【０１３３】
そして、ステップＳ３１６において非同期移動局は、非同期無線網と非同期式ＧＳＭ－Ｍ
ＡＰ　コア網連動構造により相互メッセージを交換する。
【０１３４】
一方、前記ステップＳ３１４においてコア網を確認した結果、連結されたコア網が非同期
コア網のＧＳＭ－ＭＡＰ網ではないと判断した場合には、ステップＳ３１７において前記
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連結されたコア網が同期式コア網のＡＮＳＩ－４１網であるかを確認する。
【０１３５】
確認の結果、連結されたコア網がＡＮＳＩ－４１コア網である場合には、ステップＳ３１
８において同期式ＣＣとＭＭプロトコルエンティティーとを動作させ、ステップＳ３１９
において非同期移動局は非同期無線網と同期ＡＮＳＩ－４１コア網関連情報とが挿入され
た新しい構造のメッセージを相互交換する。
【０１３６】
また、前記ステップＳ３１７における確認の結果、連動されるコア網がＡＮＳＩ－４１コ
ア網とＧＳＭ－ＭＡＰコア網のいずれでもない場合には、ステップ３２０に進んで同期コ
ア網のＡＮＳＩ－４１コア網と非同期コア網のＧＳＭ－ＭＡＰコア網が共に連結されてい
るか否かを確認する。
【０１３７】
確認の結果、連結されたコア網が複数個の互いに異なるコア網である場合、すなわち同期
コア網のＡＮＳＩ－４１コア網と非同期コア網のＧＳＭ－ＭＡＰコア網とが共に接続され
た場合には、ステップＳ３２１において受信したシステム案内メッセージのマスター案内
ブロックからＰＬＭＮ識別子情報、Ｐ＿ＲＥＶ、ＭＩＮ＿Ｐ＿ＲＥＶ、ＮＩＤ、ＳＩＤ情
報を獲得する。
【０１３８】
そして、ステップＳ３２２において獲得したＰＬＭＮ識別子と移動局が有しているＰＬＭ
Ｎ識別子が同じであり、且つ移動局が有しているＭＯＢ＿Ｐ＿ＲＥＶが獲得したＭＩＮ＿
Ｐ＿ＲＥＶ以上であるか否かを確認する。
【０１３９】
確認結果、獲得したＰＬＭＮ識別子と移動局が有しているＰＬＭＮ識別子が同じであり、
移動局が有しているＭＯＢ＿Ｐ＿ＲＥＶが獲得したＭＩＮ＿Ｐ＿ＲＥＶ以上である場合に
は、ステップＳ３２３において非同期移動局選択アルゴリズムを利用して非同期移動局に
適合したコア網を選択する。
【０１４０】
ここで、移動局自体でコア網を選択するために、料金賦課情報、非同期移動局の能力情報
、移動局が選択した非同期システムの能力情報、非同期通信方式の無線網周囲環境情報な
どを利用し得る。
【０１４１】
例えば、前記非同期移動局の能力情報をコア網選択のための情報として利用する場合には
、移動局が支援し得る伝送チャネル数、移動局の伝送パワー、移動局が支援し得るシステ
ム種類、周波数帯域、サービスの種類などを利用してコア網を選択する。
【０１４２】
その後、ステップＳ３２４において選択されたコア網がＧＳＭ－ＭＡＰコア網であるか否
かを確認し、その確認の結果、選択したコア網がＧＳＭ－ＭＡＰコア網である場合にはス
テップＳ３２５で非同期ＣＣとＭＭプロトコルエンティティーとを動作させる。
【０１４３】
そして、ステップＳ３２６においてＧＳＭ－ＭＡＰコア網が選択されたことを非同期無線
網に伝送し、ステップＳ３２７において非同期移動局は、非同期無線網と非同期ＧＳＭ－
ＭＡＰコア網連動構造により相互メッセージを交換する。
【０１４４】
また、前記ステップＳ３２４において確認した結果、選択されたコア網がＧＳＭ－ＭＡＰ
コア網ではない場合には、ステップＳ３２８において選択したコア網が同期コア網のＡＮ
ＳＩ－４１コア網と認識し、同期式ＣＣとＭＭプロトコルエンティティーとを動作させる
。
【０１４５】
そして、ステップＳ３２９においてＡＮＳＩ－４１コア網が選択されたことを非同期無線
網に伝送し、ステップＳ３３０において非同期移動局は、非同期無線網と同期コア網のＡ
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ＮＳＩ－４１網関連情報が挿入された新しい構造のメッセージを相互交換する。
【０１４６】
一方、前記ステップＳ３２２において確認の結果、獲得したＰＬＭＮ識別子と移動局が有
しているＰＬＭＮ識別子とが異る、または移動局が有しているＭＯＢ＿Ｐ＿ＲＥＶが獲得
したＭＩＮ＿Ｐ＿ＲＥＶよりも小さい場合には、ステップＳ３４０において獲得したＰＬ
ＭＮ識別子と移動局が有しているＰＬＭＮ識別子が同一であり、移動局が有しているＭＯ
Ｂ＿Ｐ＿ＲＥＶが獲得したＭＩＮ＿Ｐ＿ＲＥＶより小さいか否かを確認して、小さい場合
にはステップＳ３４１においてＧＳＭ－ＭＡＰコア網を選択し、非同期ＣＣ及びＭＭプロ
トコルエンティティーを動作させる。
【０１４７】
次いで、ステップＳ３４２においては、ＧＳＭ－ＭＡＰコア網が選択されたことを前記非
同期無線網に伝送し、ステップＳ３４３において非同期移動局は、非同期無線網と非同期
コア網関連情報とを３ＧＰＰスペックに定義された方式により相互交換する。
【０１４８】
また、前記ステップＳ３４０において確認した結果、獲得したＰＬＭＮ識別子と移動局が
有しているＰＬＭＮ識別子が異る、または移動局が有しているＭＯＢ＿Ｐ＿ＲＥＶが獲得
したＭＩＮ＿Ｐ＿ＲＥＶ以上である場合には、ステップＳ３４４において、獲得したＰＬ
ＭＮ＿ＩＤと移動局が有しているＰＬＭＮ＿ＩＤとが異なり、且つ移動局が有しているＭ
ＯＢ＿Ｐ＿ＲＥＶが獲得したＭＩＮ＿Ｐ＿ＲＥＶより大きいか同じであるのかを確認する
。
【０１４９】
確認結果、獲得したＰＬＭＮ識別子と移動局とが有しているＰＬＭＮ識別子が異なり、移
動局が有しているＭＯＢ＿Ｐ＿ＲＥＶが獲得したＭＩＮ＿Ｐ＿ＲＥＶ以上である場合には
、ステップＳ３４５において同期コア網のＡＮＳＩ－４１コア網を選択し、同期ＣＣとＭ
Ｍプロトコルエンティティーとを動作させる。
【０１５０】
そして、ステップＳ３４６において、ＡＮＳＩ－４１コア網が選択されたことを非同期無
線網に伝送し、ステップＳ３４７において、非同期移動局は、非同期無線網と同期コア網
のＡＮＳＩ－４１網関連情報とが挿入された新しい構造のメッセージを相互交換する。
【０１５１】
また、前記ステップＳ３４４において確認した結果、獲得したＰＬＭＮ識別子と移動局と
が有しているＰＬＭＮ識別子が同じであり、移動局が有しているＭＯＢ＿Ｐ＿ＲＥＶが獲
得したＭＩＮ＿Ｐ＿ＲＥＶより小さい場合には、前述したステップＳ３２３に移動する。
【０１５２】
そして、説明したように、ステップＳ３２３において非同期移動局のコア網選択アルゴリ
ズムを介して非同期移動局に適合したコア網を選択する。
【０１５３】
ここで、移動局自体でコア網を選択するために、料金賦課情報、非同期移動局の能力情報
、移動局が選択した非同期システムの能力情報、非同期通信方式の無線網周囲環境情報な
どを利用し得る。
【０１５４】
例えば、前記非同期移動局の能力情報をコア網選択のための情報として利用する場合には
、移動局が支援し得る伝送チャネル数、移動局の伝送パワー、移動局が支援し得るシステ
ム種類、周波数帯域、サービスの種類などを利用してコア網を選択する。
【０１５５】
その後、ステップＳ３２４において選択されたコア網がＧＳＭ－ＭＡＰコア網であるか確
認し、その確認の結果、選択したコア網がＧＳＭ－ＭＡＰコア網である場合には、ステッ
プＳ３２５において非同期ＣＣとＭＭプロトコルエンティティーとを動作させる。
【０１５６】
そしてステップＳ３２６においてＧＳＭ－ＭＡＰコア網が選択されたことを非同期無線網
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に伝送し、ステップＳ３２７において非同期移動局は、非同期無線網と３ＧＰＰスペック
に定義された方式のメッセージ構造により通信する。
【０１５７】
また、前記ステップＳ３２４において確認した結果、選択されたコア網がＧＳＭ－ＭＡＰ
コア網ではない場合には、ステップＳ３２８において選択したコア網が同期コア網のＡＮ
ＳＩ－４１コア網と認識し、同期ＣＣとＭＭプロトコルエンティティーとを動作させる。
【０１５８】
そして、ステップＳ３２９においてＡＮＳＩ－４１コア網が選択されたことを非同期無線
網に伝送し、ステップＳ３３０において非同期移動局は、非同期無線網と同期コア網ＡＮ
ＳＩ－４１網関連情報が挿入された新しい構造のメッセージを相互交換する。
【０１５９】
一方、図５のような連動構造では、本発明の好ましい実施の形態と同様の方法により非同
期移動局がコア網を選択し得るが、他の実施の形態として非同期移動局を用いるユーザに
よってもコア網を選択し得る。
【０１６０】
例えば、非同期移動局がＧＳＭ－ＭＡＰコア網を選択して動作する途中に、非同期移動局
の位置がＧＳＭ－ＭＡＰコア網領域の境界にあるか、非同期移動局がＡＮＳＩ－４１コア
網を選択して動作する途中に、非同期移動局の位置がＡＮＳＩ－４１コア網の境界にある
場合には、非同期移動局が所望するサービスをすることができない。
【０１６１】
従って、このような場合には、ユーザによりコア網が選択され得る。
【０１６２】
また、他の方法では、ユーザの所望のサービスを現在のコア網で支援できない場合にもユ
ーザによりコア網を選択し得る。
【０１６３】
ここでユーザがコア網を選択する方法は、ユーザが直接移動局を操作して移動局の設定値
を変更することもでき、また移動局にあるスイッチを利用しても所望のコア網を選択し得
る。
【０１６４】
しかし、かかるコア網選択方法の際には、端末製造業体から情報を支援すべきである。
【０１６５】
【発明の効果】
上述した本発明の“非同期移動通信システム”によれば、コア網にＧＳＭ－ＭＡＰコア網
とＡＮＳＩ－４１コア網とが共に接続された場合においても、非同期移動局によっていず
れか１つのコア網を選択し得るので、接続されたコア網との連動が円滑に行われることが
できるという長所がある。
【０１６６】
また、上記のような効果により非同期式システム加入者が同期式コア網のＡＮＳＩ－４１
コア網から提供するサービスを使用できるという長所がある。
【図面の簡単な説明】
【図１Ａ】従来の同期移動通信システムの網連動構造を示した図である。
【図１Ｂ】従来の非同期移動通信システムの網連動構造を示した図である。
【図２Ａ】従来の同期移動通信システムにおける各部プロトコル階層構造を示した図であ
る。
【図２Ｂ】従来の非同期移動通信システムにおける各部プロトコル階層構造を示した図で
ある。
【図３Ａ】ＩＭＴ－２０００システムのコア網連動構造を示した図である。
【図３Ｂ】ＩＭＴ－２０００システムのコア網連動構造を示した図である。
【図３Ｃ】ＩＭＴ－２０００システムのコア網連動構造を示した図である。
【図３Ｄ】ＩＭＴ－２０００システムのコア網連動構造を示した図である。
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【図４Ａ】ＩＭＴ－２０００システムのコア網連動構造のプロトコル階層構造を示した図
である。
【図４Ｂ】ＩＭＴ－２０００システムのコア網連動構造のプロトコル階層構造を示した図
である。
【図４Ｃ】ＩＭＴ－２０００システムのコア網連動構造のプロトコル階層構造を示した図
である。
【図４Ｄ】ＩＭＴ－２０００システムのコア網連動構造のプロトコル階層構造を示した図
である。
【図５】従来非同期移動通信システムにおける非同期移動局と非同期通信方式との無線網
、及び２つの互いに異なる方式のコア網（ＧＳＭ－ＭＡＰコア網、ＡＮＳＩ－４１コア網
）の間の連動構造図を示す図である。
【図６】本発明にかかるシステム案内メッセージに挿入されるマスター案内ブロックの構
造図である。
【図７Ａ】本発明の第１の実施の形態にかかる非同期移動通信システムの無線網における
コア網連動方法を示したフローチャートである。
【図７Ｂ】本発明の第１の実施の形態にかかる非同期移動通信システムの無線網における
コア網連動方法を示したフローチャートである。
【図８Ａ】本発明の第１の実施の形態にかかる非同期移動通信システムの移動局における
コア網連動方法を示したフローチャートである。
【図８Ｂ】本発明の第１の実施の形態にかかる非同期移動通信システムの移動局における
コア網連動方法を示したフローチャートである。
【図９Ａ】本発明の第２の実施の形態にかかる非同期移動通信システムの移動局における
コア網連動方法を示したフローチャートである。
【図９Ｂ】本発明の第２の実施の形態にかかる非同期移動通信システムの移動局における
コア網連動方法を示したフローチャートである。
【図９Ｃ】本発明の第２の実施の形態にかかる非同期移動通信システムの移動局における
コア網連動方法を示したフローチャートである。
【符号の説明】
２１０　　　　　　非同期移動局
２２０　　　　　　非同期無線網（ＵＴＲＡＮ）
２３０　　　　　　非同期式コア網
２４０　　　　　　同期式コア網
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【 図 １ Ａ 】

【 図 １ Ｂ 】

【 図 ２ Ａ 】

【 図 ２ Ｂ 】 【 図 ３ Ａ 】

【 図 ３ Ｂ 】
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【 図 ３ Ｃ 】

【 図 ３ Ｄ 】

【 図 ４ Ａ 】

【 図 ４ Ｂ 】 【 図 ４ Ｃ 】
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【 図 ４ Ｄ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ Ａ 】

(23) JP 3630629 B2 2005.3.16



【 図 ７ Ｂ 】 【 図 ８ Ａ 】

【 図 ８ Ｂ 】 【 図 ９ Ａ 】
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【 図 ９ Ｂ 】 【 図 ９ Ｃ 】
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