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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　加入者端末の位置登録更新指示を、ＨＬＲへ送信する機能を備えた加入者パケット交換
機であって、
　前記ＨＬＲは所定周期ごとに該ＨＬＲに記憶された加入者に関する情報のバックアップ
媒体へのバックアップを行うバックアップ部と、自装置がリセットされると、位置登録更
新が必要な加入者を識別できるかの判断を行い、位置登録更新が必要な加入者を識別でき
ると判断した場合、自装置がリセットされたことを示すリセット通知に位置登録を行わせ
る加入者端末を示す位置登録更新条件を追加し、位置登録更新が必要な加入者を識別でき
ないと判断した場合、前記リセット通知に前記位置登録更新条件を追加せずに、リセット
通知を送信するリセット通知送信部と、を備え、自装置に障害が発生し動作が再開すると
、収容している加入者情報のプロファイル情報が障害を受けたか否かを判断し、収容して
いる加入者情報のプロファイル情報が障害を受けたと判断した場合、前記バックアップ媒
体から前記加入者に関する情報を再ロードしており、
　加入者端末を識別する情報と、該加入者端末に関するプロファイル情報が収容されてい
るＨＬＲを示すＨＬＲ情報と、該加入者端末の最終位置登録時刻に関する情報とを項目と
して有するテーブルを記憶する記憶部と、
　互いに異なる加入者端末に関するプロファイル情報を収容する複数のＨＬＲのうち、障
害が発生した又は障害が発生した後に動作が再開された一のＨＬＲから、該一のＨＬＲが
リセットされた旨のリセット通知を受信するリセット通知受信部と、
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　前記リセット通知受信部が前記リセット通知を受信した場合、前記一のＨＬＲにおける
記憶内容のバックアップ後に位置登録情報に変更がある加入者端末の位置登録更新指示を
、前記一のＨＬＲへ送信する位置登録更新指示送信部と、
　を含み、
　前記位置登録更新指示送信部は、前記リセット通知に前記位置登録更新条件が追加され
ている場合、該位置登録更新条件に合致する加入者端末の位置登録更新指示を、前記一の
ＨＬＲへ送信し、前記リセット通知に前記位置登録更新条件が追加されていない場合、障
害が発生したＨＬＲにプロファイル情報が収容されている加入者について、一律に位置登
録更新処理を行わせる位置登録更新指示を、前記一のＨＬＲへ送信する
ことを特徴とする加入者パケット交換機。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記記憶部に記憶されているテーブルは、さらに、位置登録を行う必要がある加入者端
末を示すＬｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ　ｉｎ　ＨＬ
Ｒ（以下、ＬＩＣＨと略す）情報を項目として含み、
　前記位置登録更新指示送信部は、前記ＬＩＣＨ情報の内容に従って、加入者端末の位置
登録更新指示を、前記一のＨＬＲへ送信することを特徴とする加入者パケット交換機。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２において、
　前記位置登録更新指示送信部は、前記記憶部に記憶されているテーブルが示す加入者端
末の最終位置登録時刻から前記一のＨＬＲがリセットされた時刻までの経過時間が、該Ｈ
ＬＲのバックアップ周期よりも短い場合に、該加入者端末の位置登録更新指示を、前記一
のＨＬＲへ送信することを特徴とする加入者パケット交換機。
【請求項４】
　請求項１から請求項３までのいずれか１項において、
　前記記憶部に記憶されているテーブルは、さらに、位置登録更新の要否を示す更新要否
情報を項目として含み、
　前記位置登録更新指示送信部は、前記更新要否情報が更新必要であることを示している
加入者端末の位置登録更新指示を、前記一のＨＬＲへ送信することを特徴とする加入者パ
ケット交換機。
【請求項５】
　互いに異なる加入者端末に関するプロファイル情報を収容する複数のＨＬＲと、加入者
端末の位置登録更新指示を、複数の前記ＨＬＲのうちの１つへ送信する機能を備えた加入
者パケット交換機と、を含み、
　前記ＨＬＲは、
　加入者に関する情報を記憶する記憶部と、
　所定周期ごとに前記記憶部に記憶された加入者に関する情報のバックアップ媒体へのバ
ックアップを行うバックアップ部と、
　自装置がリセットされたことを示すリセット通知を送信するリセット通知送信部と、
　を備え、
　自装置に障害が発生し動作が再開すると、収容している加入者情報のプロファイル情報
が障害を受けたか否かを判断し、収容している加入者情報のプロファイル情報が障害を受
けたと判断した場合、前記バックアップ媒体から前記加入者に関する情報を再ロードし、
　前記リセット通知送信部は、位置登録更新が必要な加入者を識別できるかの判断を行い
、位置登録更新が必要な加入者を識別できると判断した場合、前記リセット通知に位置登
録を行わせる加入者端末を示す位置登録更新条件を追加し、位置登録更新が必要な加入者
を識別できないと判断した場合、前記リセット通知に前記位置登録更新条件を追加せず、
　前記加入者パケット交換機は、
　加入者端末を識別する情報と、該加入者端末のプロファイル情報が収容されているＨＬ
Ｒを示すＨＬＲ情報と、該加入者端末の最終位置登録時刻に関する情報とを項目として有
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するテーブルを記憶する記憶部と、
　互いに異なる加入者端末に関するプロファイル情報を収容する複数のＨＬＲのうち、障
害が発生した又は障害が発生した後に動作が再開された一のＨＬＲから前記リセット通知
を受信するリセット通知受信部と、
　前記リセット通知受信部が前記リセット通知を受信した場合、前記一のＨＬＲにおける
記憶内容のバックアップ後に位置登録情報に変更がある加入者端末の位置登録更新指示を
、前記一のＨＬＲへ送信する位置登録更新指示送信部と、
　を備え、
　前記位置登録更新指示送信部は、前記リセット通知に前記位置登録更新条件が追加され
ている場合、該位置登録更新条件に合致する加入者端末の位置登録更新指示を、前記一の
ＨＬＲへ送信し、前記リセット通知に前記位置登録更新条件が追加されていない場合、障
害が発生したＨＬＲにプロファイル情報が収容されている加入者について、一律に位置登
録更新処理を行わせる位置登録更新指示を、前記一のＨＬＲへ送信する
ことを特徴とする移動通信システム。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記加入者パケット交換機が備えている前記記憶部に記憶されているテーブルは、さら
に、位置登録を行う必要がある加入者端末を示すＬｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ　ｉｎ　ＨＬＲ（以下、ＬＩＣＨと略す）情報を項目として含
み、
　前記加入者パケット交換機が備えている前記位置登録更新指示送信部は、前記ＬＩＣＨ
情報の内容に従って、加入者端末の位置登録更新指示を、前記一のＨＬＲへ送信すること
を特徴とする移動通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は加入者パケット交換機、移動通信システムに関し、特にＳＧＳＮ（ｓｅｒｖｉ
ｎｇ　ＧＰＲＳ　ｓｕｐｐｏｒｔ　ｎｏｄｅ）、それを備えた移動通信システムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　移動体通信に関する標準規格である３ＧＰＰのＴＳ２３．００７によると、ＨＬＲ（Ｈ
ｏｍｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）またはＨＳＳ（Ｈｏｍｅ　Ｓｕｂｓｃｒ
ｉｂｅｒ　Ｓｅｒｖｅｒ）において障害や動作の再開等が発生した場合、当該ＨＬＲ／Ｈ
ＳＳは自装置がプロファイル情報を収容している加入者の端末が在圏している各ＶＬＲ（
Ｖｉｓｉｔｏｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ）、ＳＧＳＮまたはＭＭＥ（Ｍｏ
ｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｅｎｔｉｔｙ）に、リセットメッセージ（以下、
リセットメッセージと称する）を送信する。このリセットメッセージを受信した各ＶＬＲ
／ＳＧＳＮ／ＭＭＥは、該当ＨＬＲ／ＨＳＳに収容されている加入者のプロファイル情報
の“Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ　ｉｎ　ＨＬＲ”
（以降、ＬＩＣＨと略称する）を“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定する。
【０００３】
　ＳＧＳＮは、ＬＩＣＨが“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定された加入者の端末の
発着信、位置登録（周期位置登録）を契機に、必ずＨＬＲ／ＨＳＳに対してＵｐｄａｔｅ
　Ｌｏｃａｔｉｏｎ（位置登録）を実施することにより、ＨＬＲの状態を最新化する。こ
うすることにより、ＳＧＳＮに保持されている情報と、ＨＬＲに保持されている情報との
整合を図ることができる。
【０００４】
　なお、通常は、発着信や周期位置登録が行われた場合には、ＨＬＲに対して位置登録を
行わないが、上記のようにＬＩＣＨが“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定された加入
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者の端末については、必ずＨＬＲに対して位置登録処理を実施する。
　さらに図面を参照して、以上の動作について説明する。なお、本明細書では、説明の便
宜上、加入者端末（例えば、加入者端末Ａ）と、加入者（例えば、加入者Ａ）とを同一の
ものとして扱う。
【０００５】
　図１３は、３ＧＰＰの標準技術による加入者交換機の動作を説明するための図である。
図１３に示す移動通信システムは、ＨＬＲ（１）２０Ａ、ＨＬＲ（２）２０Ｂ、および、
ＨＬＲ（３）２０Ｃと、ＳＧＳＮ（１）１０Ａ、および、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂと、加入
者端末１Ａ、１Ｆと、を有している。
　ＨＬＲ（１）２０Ａには、加入者Ａ、Ｂ、Ｃ、および、Ｄのプロファイル情報が収容さ
れている。ＨＬＲ（２）２０Ｂには、加入者Ｅ、Ｆ、Ｇ、および、Ｈのプロファイル情報
が収容されている。ＨＬＲ（３）２０Ｃには、加入者Ｉ、Ｊ、Ｋ、および、Ｌのプロファ
イル情報が収容されている。
【０００６】
　各ＨＬＲについては、その記憶内容について、不揮発性記憶装置により定期的にバック
アップをとることがある。例えば、ＨＬＲ（１）２０Ａについては、磁気ディスク装置Ｄ
Ｋによって、ＨＬＲ（１）２０Ａの記憶内容のバックアップが行われることがある。また
、現用系装置と予備系装置とからなる２重化装置構成を採用し、障害発生時に現用系装置
と予備系装置とを入れ替える構成を採用することもある。
【０００７】
　ＳＧＳＮ（１）１０Ａ、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂには、プロファイル情報が記憶されてい
る。このプロファイル情報は、加入者を識別する情報と、プロファイル情報が収容されて
いるＨＬＲを示す情報と、ＬＩＣＨ情報とを項目として有するテーブルである。
　ＳＧＳＮ（１）１０Ａに記憶されているプロファイル情報のテーブルＴＡには、加入者
Ａ、Ｃ、Ｅ、Ｇ、Ｉ、および、Ｋと、それら加入者のプロファイル情報が収容されている
ＨＬＲを示す情報と、ＬＩＣＨ情報とが項目として含まれている。
【０００８】
　また、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂに記憶されているプロファイル情報のテーブルＴＢには、
加入者Ｂ、Ｄ、Ｆ、Ｈ、Ｊ、および、Ｌと、それら加入者のプロファイル情報が収容され
ているＨＬＲを示す情報と、ＬＩＣＨ情報とが項目として含まれている。
　このような構成を有する移動通信システムにおいて、ＨＬＲに障害が発生し、その動作
が再開した場合を考える。例えば、ＨＬＲ（１）２０Ａに障害が発生し、その動作が再開
すると（Ｓ１）、収容されている加入者のプロファイル情報が障害を受けたと判断した場
合、不揮発性バックアップ媒体である磁気ディスク装置ＤＫからＨＬＲ（１）２０Ａに、
加入者情報等が再ロードされる（Ｓ２）。
【０００９】
　すると、動作が再開したＨＬＲ（１）２０Ａは、ＳＧＳＮ（１）１０Ａ、ＳＧＳＮ（２
）１０Ｂへ、リセットメッセージを送信する（Ｓ３）。このリセットメッセージを受信し
たＳＧＳＮ（１）１０Ａ、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂでは、該当ＨＬＲに収容されている加入
者のプロファイル情報のテーブルＴＡ、ＴＢのＬＩＣＨ情報（以下、ＬＩＣＨ情報）を“
Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定する（Ｓ４）。
【００１０】
　ＳＧＳＮ（１）１０Ａ、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂは、ＬＩＣＨ情報が“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆ
ｉｒｍｅｄ”に設定されている加入者については、その加入者の発着信や周期位置登録を
契機に、その加入者のプロファイル情報が収容されているＨＬＲに対して位置登録更新処
理を実施する（Ｓ５）。本例では、加入者Ａ、Ｃ、Ｂ、Ｄについて発着信や周期位置登録
を契機とする位置登録更新処理が行われる。
　なお、ＳＧＳＮ（１）１０Ａ、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂは、ＬＩＣＨ情報が“Ｎｏｔ　Ｃ
ｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定されていない加入者については、その加入者の発着信や周期位
置登録を契機とした位置登録更新処理は行わない（Ｓ６）。例えば、加入者Ｆについては
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、発着信や周期位置登録を契機とする位置登録更新処理は行われない。
【００１１】
　以上のように、３ＧＰＰの標準技術によると、障害が起きたＨＬＲにプロファイル情報
が収容されている全加入者が、ＬＩＣＨ情報を“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定す
る対象となる。このため、３ＧＰＰの標準技術に従うと、ＨＬＲがプロファイル情報を収
容している全ての加入者について、位置登録更新処理を行うよう促すことになる。つまり
、ＨＬＲのバックアップ媒体に保存されている加入者データの状態に関わらず、収容され
ている全加入者が必ず位置登録更新処理を実施するため、不要かもしれない位置登録更新
処理を実施している場合がありうる。例えば、ＨＬＲが持っている情報が最新である場合
など、本来なら不要である場合にも必ず位置登録更新処理が行われることになる。
【００１２】
　なお、移動通信システムにおいて、ＨＳＳが採用されている場合、上記の説明のうちＨ
ＬＲに関する部分については、ＨＳＳに関しても同様の説明があてはまる。
　また、同様に、ＶＬＲやＭＭＥが採用されている場合、上記の説明のうちＳＧＳＮに関
する部分については、ＶＬＲやＭＭＥに関しても同様の説明があてはまる。
　ところで、ＨＬＲに関する信号数を削減する技術として、特許文献１がある。特許文献
１には、ＨＬＲの故障後に着信があった場合に、ＨＬＲが移動機の在圏問い合せを旧ＶＬ
Ｒのみに送信することで、ＭＡＰ＿Ｒｅｓｅｔ信号数を削減する技術が記載されている。
すなわち、特許文献１に記載の技術では、全てのＶＬＲにＭＡＰ＿Ｒｅｓｅｔを送らない
ことにより、信号数を削減する。そのため、旧ＶＬＲ（移動する前に在圏）は、新ＶＬＲ
（現在在圏中）を保持しておき、旧ＶＬＲにＲＥＳＥＴが送られてきた場合は、新ＶＬＲ
に転送することにより、全ＶＬＲにＲＥＳＥＴを送らないようにしている。
【００１３】
　また、特許文献２に記載の技術によれば、ＨＬＲの故障後の再開時に、バックアップ情
報を用いて位置情報を復元すると、実際の位置に応じた正しい位置情報が復元されないこ
とに鑑み、（１）移動機からの位置登録発信を待つか、（２）位置登録エリアの変更によ
る移動機からの位置登録信号を待つか、（３）位置登録要求用の特別なメッセージを用意
して、移動機に位置登録を実施させる。そして、移動機特有の番号（移動機番号）に基づ
いて位置登録実施のタイミングを決定し、移動機は異なったタイミングで位置登録する。
これにより、異常トラフィックの発生を防止し、システムリソースの有効利用を図る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００３－１１１１２５号公報
【特許文献２】特開平１１－２３４７２９号公報
【非特許文献】
【００１５】
【非特許文献１】「３ＧＰＰ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｄｅｔａｉｌ」、３ＧＰＰ
、[平成２４年１月３０日検索]、インターネット＜ＵＲＬ：http://www.quintillion.co.
jp/3GPP/JPR99/23007-330j.pdf＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　上述したように、３ＧＰＰの標準技術によると、例えば、ＨＬＲが持っている情報が最
新である場合など、本来なら不要である場合にも必ず位置登録処理を行うため、位置登録
処理の信号数が増大する。
　信号輻輳時に、上記の事象が発生した場合には、位置登録処理がさらに輻輳を生んでし
まう。しかしながら位置登録処理は、移動体通信では必須であるため、成功するまで位置
登録処理を何度でも試みようとするため、加速度的に位置登録信号が増えてしまう。それ
により、コアネットワーク、特にＨＬＲ向けの信号数が増大し、またＨＬＲの負荷増にも
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繋がる。
　ここで、特許文献１に記載の技術では、ＨＬＲにプロファイル情報が収容されている加
入者ごとにＶＬＲ～ＨＬＲ間の位置情報復旧処理を行う必要があり、信号数を削減するこ
とはできない。
【００１７】
　また、特許文献２に記載の技術によれば、位置登録処理の時間分散を行うことができる
。しかしながら、時間分散を行っても位置登録の処理数に変わりはなく、位置登録信号の
数を削減することはできない。
　本発明は、本当に必要な場合についてだけ位置登録処理を行い、ＨＬＲの障害時におけ
る位置登録処理数を低減することのできる加入者パケット交換機、移動通信システムを提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　以上の課題を解決するため、本発明の一態様による加入者パケット交換機は、加入者端
末の位置登録更新指示を、ＨＬＲへ送信する機能を備えた加入者パケット交換機であって
、前記ＨＬＲは所定周期ごとに該ＨＬＲに記憶された加入者に関する情報のバックアップ
媒体へのバックアップを行うバックアップ部と、自装置がリセットされると、位置登録更
新が必要な加入者を識別できるかの判断を行い、位置登録更新が必要な加入者を識別でき
ると判断した場合、自装置がリセットされたことを示すリセット通知に位置登録を行わせ
る加入者端末を示す位置登録更新条件を追加し、位置登録更新が必要な加入者を識別でき
ないと判断した場合、前記リセット通知に前記位置登録更新条件を追加せずに、リセット
通知を送信するリセット通知送信部と、を備え、自装置に障害が発生し動作が再開すると
、収容している加入者情報のプロファイル情報が障害を受けたか否かを判断し、収容して
いる加入者情報のプロファイル情報が障害を受けたと判断した場合、前記バックアップ媒
体から前記加入者に関する情報を再ロードしており、加入者端末を識別する情報と、該加
入者端末に関するプロファイル情報が収容されているＨＬＲを示すＨＬＲ情報と、該加入
者端末の最終位置登録時刻に関する情報とを項目として有するテーブルを記憶する記憶部
と、互いに異なる加入者端末に関するプロファイル情報を収容する複数のＨＬＲのうち、
障害が発生した又は障害が発生した後に動作が再開された一のＨＬＲから、該一のＨＬＲ
がリセットされた旨のリセット通知を受信するリセット通知受信部と、前記リセット通知
受信部が前記リセット通知を受信した場合、前記一のＨＬＲにおける記憶内容のバックア
ップ後に位置登録情報に変更がある加入者端末の位置登録更新指示を、前記一のＨＬＲへ
送信する位置登録更新指示送信部と、を含み、前記位置登録更新指示送信部は、前記リセ
ット通知に前記位置登録更新条件が追加されている場合、該位置登録更新条件に合致する
加入者端末の位置登録更新指示を、前記一のＨＬＲへ送信し、前記リセット通知に前記位
置登録更新条件が追加されていない場合、障害が発生したＨＬＲにプロファイル情報が収
容されている加入者について、一律に位置登録更新処理を行わせる位置登録更新指示を、
前記一のＨＬＲへ送信することを特徴とする。保持している位置登録情報が最新である場
合など、本来なら不要である場合には位置登録更新処理を行わず、本当に必要な場合につ
いてだけ位置登録更新処理を行うことにより、ＨＬＲが障害時などにおける位置登録処理
数を低減できる。これにより、信号輻輳時に、位置登録更新処理がさらに輻輳を生んでし
まうということを防止できる。移動通信システムにおいて、ＨＳＳが採用されている場合
、本発明の一態様は上記のＨＬＲに代えてＨＳＳを適用した加入者パケット交換機となる
。以下、同様である。
【００２１】
　前記記憶部に記憶されているテーブルは、さらに、位置登録を行う必要がある加入者端
末を示すＬｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ　ｉｎ　ＨＬ
Ｒ（以下、ＬＩＣＨと略す）情報を項目として含み、前記位置登録更新指示送信部は、前
記ＬＩＣＨ情報の内容に従って、加入者端末の位置登録更新指示を、前記一のＨＬＲへ送
信することが望ましい。ＬＩＣＨ情報を利用し、本当に必要な場合についてだけ位置登録
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更新処理を行うことにより、ＨＬＲが障害時などにおける位置登録処理数を低減できる。
【００２２】
　前記位置登録更新指示送信部は、前記記憶部に記憶されているテーブルが示す加入者端
末の最終位置登録時刻から前記一のＨＬＲがリセットされた時刻までの経過時間が、該Ｈ
ＬＲのバックアップ周期よりも短い場合に、該加入者端末の位置登録更新指示を、前記一
のＨＬＲへ送信することが望ましい。保持している位置登録情報が最新である場合など、
本来なら不要である場合には位置登録更新処理を行わず、本当に必要な場合についてだけ
位置登録更新処理を行うことにより、ＨＬＲが障害時などにおける位置登録処理数を低減
できる。
【００２３】
　なお、前記記憶部に記憶されているテーブルは、さらに、位置登録更新の要否を示す更
新要否情報を項目として含み、前記位置登録更新指示送信部は、前記更新要否情報が更新
必要であることを示している加入者端末の位置登録更新指示を、前記一のＨＬＲへ送信す
るようにしてもよい。更新要否情報を利用することにより、本来なら不要である場合には
位置登録更新処理を行わず、本当に必要な場合についてだけ位置登録更新処理を行うこと
により、ＨＬＲが障害時などにおける位置登録処理数を低減できる。
　また、前記ＨＬＲは、該ＨＬＲに記憶された加入者に関する情報のバックアップ媒体へ
のバックアップを行うバックアップ部を備え、自装置に障害が発生し動作が再開すると前
記バックアップ媒体から前記加入者に関する情報を再ロードするようにしてもよい。
【００２４】
　本発明の一態様による移動通信システムは、互いに異なる加入者端末に関するプロファ
イル情報を収容する複数のＨＬＲと、加入者端末の位置登録更新指示を、複数の前記ＨＬ
Ｒのうちの１つへ送信する機能を備えた加入者パケット交換機と、を含み、前記ＨＬＲは
、加入者に関する情報を記憶する記憶部と、所定周期ごとに前記記憶部に記憶された加入
者に関する情報のバックアップ媒体へのバックアップを行うバックアップ部と、自装置が
リセットされたことを示すリセット通知を送信するリセット通知送信部と、を備え、自装
置に障害が発生し動作が再開すると、収容している加入者情報のプロファイル情報が障害
を受けたか否かを判断し、収容している加入者情報のプロファイル情報が障害を受けたと
判断した場合、前記バックアップ媒体から前記加入者に関する情報を再ロードし、前記リ
セット通知送信部は、位置登録更新が必要な加入者を識別できるかの判断を行い、位置登
録更新が必要な加入者を識別できると判断した場合、前記リセット通知に位置登録を行わ
せる加入者端末を示す位置登録更新条件を追加し、位置登録更新が必要な加入者を識別で
きないと判断した場合、前記リセット通知に前記位置登録更新条件を追加せず、前記加入
者パケット交換機は、加入者端末を識別する情報と、該加入者端末のプロファイル情報が
収容されているＨＬＲを示すＨＬＲ情報と、該加入者端末の最終位置登録時刻に関する情
報とを項目として有するテーブルを記憶する記憶部と、互いに異なる加入者端末に関する
プロファイル情報を収容する複数のＨＬＲのうち、障害が発生した又は障害が発生した後
に動作が再開された一のＨＬＲから前記リセット通知を受信するリセット通知受信部と、
前記リセット通知受信部が前記リセット通知を受信した場合、前記一のＨＬＲにおける記
憶内容のバックアップ後に位置登録情報に変更がある加入者端末の位置登録更新指示を、
前記一のＨＬＲへ送信する位置登録更新指示送信部と、を備え、前記位置登録更新指示送
信部は、前記リセット通知に前記位置登録更新条件が追加されている場合、該位置登録更
新条件に合致する加入者端末の位置登録更新指示を、前記一のＨＬＲへ送信し、前記リセ
ット通知に前記位置登録更新条件が追加されていない場合、障害が発生したＨＬＲにプロ
ファイル情報が収容されている加入者について、一律に位置登録更新処理を行わせる位置
登録更新指示を、前記一のＨＬＲへ送信することを特徴とする。保持している位置登録情
報が最新である場合など、本来なら不要である場合には位置登録更新処理を行わず、本当
に必要な場合についてだけ位置登録更新処理を行うことにより、ＨＬＲが障害時などにお
ける位置登録処理数を低減できる。これにより、信号輻輳時に、位置登録更新処理がさら
に輻輳を生んでしまうということを防止できる。
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【００２７】
　前記加入者パケット交換機が備えている前記記憶部に記憶されているテーブルは、さら
に、位置登録を行う必要がある加入者端末を示すＬｏｃａｔｉｏｎ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉ
ｏｎ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ　ｉｎ　ＨＬＲ（以下、ＬＩＣＨと略す）情報を項目として含
み、前記加入者パケット交換機が備えている前記位置登録更新指示送信部は、前記ＬＩＣ
Ｈ情報の内容に従って、加入者端末の位置登録更新指示を、前記一のＨＬＲへ送信するこ
とが望ましい。ＬＩＣＨ情報を利用し、本当に必要な場合についてだけ位置登録更新処理
を行うことにより、ＨＬＲが障害時などにおける位置登録処理数を低減できる。
【発明の効果】
【００２８】
　本発明によれば、ＨＬＲ障害時の位置登録更新の処理数を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の第１の実施形態による加入者パケット交換機の構成を示すブロック図で
ある。
【図２】本発明の第１の実施形態による移動通信システムに用いられるＨＬＲの構成例を
示すブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態による加入者パケット交換機の動作を説明するための図
である。
【図４】本発明の第１の実施形態による加入者パケット交換機を含む移動通信システムの
動作を示すフローチャートである。
【図５】本発明の第１の実施形態による加入者パケット交換機を含む移動通信システムに
おける信号授受を示すシーケンス図である。
【図６】本発明の第２の実施形態による加入者パケット交換機の構成を示すブロック図で
ある。
【図７】本発明の第２の実施形態による移動通信システムに用いられるＨＬＲの構成例を
示すブロック図である。
【図８】本発明の第２の実施形態による加入者パケット交換機の動作を説明するための図
である。
【図９】本発明の第２の実施形態による加入者パケット交換機を含む移動通信システムの
動作を示すフローチャートである。
【図１０】本発明の第２の実施形態による加入者パケット交換機を含む移動通信システム
における信号授受を示すシーケンス図である。
【図１１】プロファイル情報のテーブルの変形例を示す図である。
【図１２】バックアップ媒体からＨＬＲへの再ロードが完了した時刻を考慮した応答条件
を採用した場合の動作を説明するための図である。
【図１３】３ＧＰＰの標準技術による加入者交換機の動作を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。なお、以下の説明において参
照する各図では、他の図と同等部分は同一符号によって示されている。
　なお、移動通信システムにおいて、ＨＳＳが採用されている場合、以下の説明のうちＨ
ＬＲに関する部分については、ＨＳＳに関しても同様の説明があてはまる。
　また、同様に、ＶＬＲやＭＭＥが採用されている場合、以下の説明のうちＳＧＳＮに関
する部分については、ＶＬＲやＭＭＥに関しても同様の説明があてはまる。
【００３１】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明の第１の実施形態について説明する。
　（加入者パケット交換機の構成）
　図１は、本発明の第１の実施形態による加入者パケット交換機の構成を示すブロック図
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である。図１において、加入者パケット交換機は、各種の情報を記憶する記憶部１０１と
、リセット通知受信部１０２と、位置登録更新指示送信部１０３と、これら各部を制御す
る制御部１００と、を備えている。
　記憶部１０１には、テーブルＴが記憶されている。このテーブルＴは、後述する加入者
のプロファイル情報のテーブルである。
【００３２】
　リセット通知受信部１０２は、ＨＬＲの障害時や動作再開時に、ＨＬＲから送信される
リセット通知を受信する。
　位置登録更新指示送信部１０３は、加入者端末の位置登録更新指示を、ＨＬＲへ送信す
る。ここでは、位置登録が本当に必要なもののみについて位置登録更新指示を送信する。
例えば、ＨＬＲにおける記憶内容のバックアップ後に位置登録情報に変更があった加入者
端末の位置登録更新指示を、ＨＬＲへ送信する。
　なお、上記の各部は、図示せぬＣＰＵがプログラムを実行することなどによって実現さ
れる機能である。
【００３３】
　（ＨＬＲの構成）
　図２は、本実施形態による加入者パケット交換機とともに移動通信システムを構成する
ＨＬＲの構成例を示すブロック図である。図２において、本例のＨＬＲは、加入者に関す
る情報を記憶する記憶部２０１と、所定周期ごとに記憶部２０１の記憶内容のバックアッ
プを行うバックアップ部２０２と、自装置の障害の検出等を行う障害処理部２０３と、自
装置の障害が発生した場合等に自装置がリセットされたことを示すリセット通知を送信す
るリセット通知送信部２０４と、これら各部を制御する制御部２００と、を備えている。
【００３４】
　記憶部２０１は、加入者端末の在圏情報などを記憶するデータベースとしての機能を有
している。
　バックアップ部２０２は、記憶部２０１の記憶内容について、不揮発性バックアップ媒
体へのバックアップを行う機能を有している。
　障害処理部２０３は、自装置の障害を検出し、動作の再開処理を行う機能を有している
。
　リセット通知送信部２０４は、ＳＧＳＮへ送信するリセットメッセージに、位置登録更
新条件を示す情報を含めて送信する機能を有している。
　なお、上記の各部は、図示せぬＣＰＵがプログラムを実行することなどによって実現さ
れる機能である。
【００３５】
　（移動通信システムの構成）
　図３は、本実施形態による加入者パケット交換機の動作を説明するための図である。図
３に示す移動通信システムは、ＨＬＲ（１）２０Ａ、ＨＬＲ（２）２０Ｂ、および、ＨＬ
Ｒ（３）２０Ｃと、ＳＧＳＮ（１）１０Ａ、および、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂと、加入者端
末１Ａ、１Ｂと、を有している。
　ＨＬＲ（１）２０Ａには、加入者Ａ、Ｂ、Ｃ、および、Ｄのプロファイル情報が収容さ
れている。ＨＬＲ（２）２０Ｂには、加入者Ｅ、Ｆ、Ｇ、および、Ｈのプロファイル情報
が収容されている。ＨＬＲ（３）２０Ｃには、加入者Ｉ、Ｊ、Ｋ、および、Ｌのプロファ
イル情報が収容されている。
【００３６】
　各ＨＬＲについては、その記憶内容について、不揮発性記憶装置により定期的にバック
アップをとっている。例えば、ＨＬＲ（１）２０Ａについては、磁気ディスク装置ＤＫに
よって、ＨＬＲ（１）２０Ａの記憶内容のバックアップが行われている。また、現用系装
置と予備系装置とからなる２重化装置構成を採用し、障害発生時に現用系装置と予備系装
置とを入れ替えるようにしてもよい。
　ＳＧＳＮ（１）１０Ａ、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂには、プロファイル情報が記憶されてい
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る。このプロファイル情報は、加入者を識別する情報と、プロファイル情報が収容されて
いるＨＬＲを示す情報と、ＬＩＣＨ情報とを項目として有するテーブルである。
【００３７】
　ＳＧＳＮ（１）１０Ａに記憶されているプロファイル情報のテーブルＴＡには、加入者
Ａ、Ｃ、Ｅ、Ｇ、Ｉ、および、Ｋを識別する情報と、それら加入者のプロファイル情報が
収容されているＨＬＲを示す情報と、最終位置登録日時を示す情報と、ＬＩＣＨ情報とが
項目として含まれている。
　また、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂに記憶されているプロファイル情報のテーブルＴＢには、
加入者Ｂ、Ｄ、Ｆ、Ｈ、Ｊ、および、Ｌを識別する情報と、それら加入者のプロファイル
情報が収容されているＨＬＲを示す情報と、最終位置登録日時を示す情報と、ＬＩＣＨ情
報とが項目として含まれている。
【００３８】
　（移動通信システムの動作）
　上記のような構成を有する移動通信システムにおいて、ＨＬＲに障害が発生し、その動
作が再開した場合、以下の動作となる。例えば、ＨＬＲ（１）２０Ａに障害が発生し、そ
の動作が再開すると（Ｓ１）、収容している加入者情報のプロファイル情報が障害を受け
たと判断した場合、不揮発性バックアップ媒体である磁気ディスク装置ＤＫからＨＬＲ（
１）２０Ａに、加入者情報等が再ロードされる（Ｓ２）。
【００３９】
　本例では、現在の時刻が２０１２年３月４日１５：００であり、磁気ディスク装置ＤＫ
への最終バックアップ時刻が２０１２年３月４日１４：３０とする。また、磁気ディスク
装置ＤＫへのバックアップは、本例では、３０分ごとに行われているものとする。したが
って、本例では、現在時刻から過去３０分以内に位置登録処理を行った加入者については
、ＨＬＲの保持情報とＳＧＳＮの保持情報とが整合していない可能性がある。
【００４０】
　そこで、本例では、現在時刻から過去３０分以内に位置登録処理を行った加入者のみを
、位置登録更新処理の対象とする。このため、動作が再開したＨＬＲ（１）２０Ａは、Ｓ
ＧＳＮ（１）１０Ａ、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂへ送信するリセットメッセージに、位置登録
更新条件を示す情報を含め、そのメッセージを送信する（Ｓ３）。本例では、「現在時刻
から過去３０分以内に位置登録処理を行ったこと」を、位置登録更新条件を示す情報とし
て含めたメッセージを送信する。
【００４１】
　ＳＧＳＮ（１）１０Ａ、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂの加入者のプロファイル情報のテーブル
ＴＡ、ＴＢには、上述したように、最終位置登録日時を示す情報が含まれている。このた
め、上記のリセットメッセージを受信したＳＧＳＮ（１）１０Ａ、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂ
では、加入者のプロファイル情報のテーブルＴＡ、ＴＢにおいて、該当ＨＬＲにプロファ
イル情報が収容されており、かつ、過去３０分以内に位置登録処理を行った加入者につい
てのみ、そのＬＩＣＨ情報を“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定する（Ｓ４ａ）。本
例では、加入者Ａは、プロファイル情報の収容ＨＬＲが「ＨＬＲ（１）」であり、かつ、
「最終位置登録日時」が３月４日１４：５０であるため、加入者ＡのＬＩＣＨ情報を“Ｎ
ｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定する。
【００４２】
　一方、該当ＨＬＲにプロファイル情報が収容されていても、過去３０分以内に位置登録
処理を行っていない加入者については、そのＬＩＣＨ情報を“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅ
ｄ”に設定しない（Ｓ４ｂ）。本例では、加入者Ｂ、Ｃ、および、Ｄは、プロファイル情
報が収容されているＨＬＲが「ＨＬＲ（１）」であるが、「最終位置登録日時」が３月４
日１４：３０以前の日時であるため、加入者Ｂ、Ｃ、および、ＤのＬＩＣＨ情報を“Ｎｏ
ｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定しない。
【００４３】
　つまり、加入者端末からの発着信や周期位置登録を契機とする位置登録更新処理を行う
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条件すなわちＨＬＲへの応答条件は、該当ＨＬＲにプロファイル情報が収容されており、
かつ、過去３０分以内に位置登録処理を行ったこと、である。この応答条件を満たす加入
者についてのみ、そのＬＩＣＨ情報を“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定する点が、
本実施形態の特徴点である。
【００４４】
　このＬＩＣＨ情報の設定後は、既存技術と同様の動作となる。すなわち、ＳＧＳＮ（１
）１０Ａ、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂは、ＬＩＣＨ情報が“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に
設定されている加入者については、その加入者の発着信や周期位置登録を契機に、その加
入者のプロファイル情報が収容されているＨＬＲに対して位置登録更新処理を実施する（
Ｓ５）。本例では、加入者Ａについて発着信や周期位置登録を契機とする位置登録更新処
理が行われる。
【００４５】
　なお、ＳＧＳＮ（１）１０Ａ、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂは、ＬＩＣＨ情報が“Ｎｏｔ　Ｃ
ｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定されていない加入者については、その加入者の発着信や周期位
置登録を契機とした位置登録更新処理は行わない（Ｓ６）。このため、加入者Ｂ、Ｃ、お
よび、Ｄについては、発着信や周期位置登録を契機とする位置登録更新処理は行われない
。
【００４６】
　（動作フロー）
　次に、以上の動作について、さらにフローチャートを参照して説明する。
　図４は、本実施形態による加入者パケット交換機を含む移動通信システムの動作を示す
フローチャートである。
　ＨＬＲで障害が発生し、その動作が再開する（ステップＳ１０１）。すると、ＨＬＲで
は、位置登録更新が必要な加入者を識別できるか判断する（ステップＳ１０２）。本例で
は、上述したように、ＨＬＲにプロファイル情報が収容されており、かつ、過去３０分以
内に位置登録処理を行った加入者について、位置登録更新が必要であると識別できる。
【００４７】
　位置登録更新が必要な加入者を識別できないと判断した場合、既存処理に移行する（ス
テップＳ１０２→Ｓ１０３）。既存処理では、ＨＬＲは、ＳＧＳＮ（１）１０Ａへ送信す
るリセットメッセージに「位置登録更新条件」を追加することはない。また、このリセッ
トメッセージを受信したＳＧＳＮ（１）１０Ａは、障害が発生したＨＬＲにプロファイル
情報が収容されている加入者については、一律、プロファイル情報のＬＩＣＨ情報を“Ｎ
ｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定する。
　ステップＳ１０２において、位置登録更新が必要な加入者を識別できると判断した場合
、ＨＬＲは、ＳＧＳＮ（１）１０Ａへ送信するリセットメッセージに「位置登録更新条件
」を追加する（ステップＳ１０４）。
【００４８】
　この「位置登録更新条件」が追加されたリセットメッセージを受信したＳＧＳＮ（１）
１０Ａは、「位置登録更新条件」に基づき、位置登録更新が必要であるかを加入者毎に判
断する（ステップＳ１０５）。この判断の結果、ＳＧＳＮは、位置登録更新が必要である
加入者については、プロファイル情報のＬＩＣＨ情報を“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”
に設定する（ステップＳ１０５→Ｓ１０６）。一方、ステップＳ１０５の判断の結果、Ｓ
ＧＳＮ（１）１０Ａは、位置登録更新が必要でない加入者については、プロファイル情報
のＬＩＣＨ情報を“Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定する（ステップＳ１０５→Ｓ１０７）。
【００４９】
　以上で、本実施形態の主要部分に対応する動作は終了であり、以降はプロファイル情報
のＬＩＣＨ情報の内容により、既存処理が行われる（ステップＳ１０８）。
　（動作シーケンス）
　さらに、以上の動作について、各装置間の信号授受を示すシーケンス図を参照して説明
する。図５は、ＨＬＲ、ＳＧＳＮ、加入者端末の間における信号授受を示すシーケンス図
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である。
【００５０】
　ＨＬＲで障害が発生し、その動作が再開する（ステップＳ２０１）。すると、ＨＬＲで
は、位置登録更新が必要な加入者を識別する情報を判断する（ステップＳ２０２）。そし
て、ＨＬＲは、ＳＧＳＮへ送信するリセットメッセージに「位置登録更新条件」を追加す
る（ステップＳ２０３）。
　この「位置登録更新条件」が追加されたリセットメッセージを受信したＳＧＳＮは、「
位置登録更新条件」に基づき、位置登録更新が必要であるかを加入者毎に判断する（ステ
ップＳ２０４）。例えば、加入者端末Ｂについてはプロファイル情報のＬＩＣＨ情報を“
Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定し、加入者端末Ａについてはプロファイル情報のＬＩＣＨ情
報を“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定する。
【００５１】
　その後、加入者端末Ｂから発信または周期位置登録のための信号が送信されると（ステ
ップＳ２０５）、この信号を受信したＳＧＳＮでは加入者端末Ｂのプロファイル情報を確
認する。加入者端末Ｂのプロファイル情報のＬＩＣＨ情報は“Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設
定されているため、ＳＧＳＮは位置登録更新を行わない（ステップＳ２０６）。
　また、加入者端末Ａから発信または周期位置登録のための信号が送信されると（ステッ
プＳ２０７）、この信号を受信したＳＧＳＮでは加入者端末Ａのプロファイル情報を確認
する。加入者端末Ａのプロファイル情報のＬＩＣＨ情報は“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ
”に設定されているため、ＳＧＳＮは位置登録更新を行う（ステップＳ２０８）。ＳＧＳ
Ｎは、加入者端末Ａに関する位置登録更新信号をＨＬＲへ送信する（ステップＳ２０９）
。
【００５２】
　（第２の実施形態）
　以下、本発明の第２の実施形態について説明する。上述した第１の実施形態では、ＨＬ
Ｒから送信されるリセット通知に、位置登録を行わせる加入者端末を示す位置登録更新条
件が含まれている場合について説明した。これに対し、第２の実施形態では、リセット通
知には位置登録更新条件が含まれておらず、加入者パケット交換機からＨＬＲへ、位置登
録更新条件の問い合せを行い、それに対するＨＬＲからの応答として位置登録更新条件を
取得する。
【００５３】
　（加入者パケット交換機の構成）
　図６は、本発明の第２の実施形態による加入者パケット交換機の構成を示すブロック図
である。図６において、加入者パケット交換機は、各種の情報を記憶する記憶部１０１と
、リセット通知受信部１０２と、位置登録更新指示送信部１０３と、位置登録更新条件問
い合せ部１０４と、ＨＬＲ応答受信部１０５と、これら各部を制御する制御部１００と、
を備えている。
　位置登録更新条件問い合せ部１０４は、リセット通知受信部１０２がリセット通知を受
信した場合、位置登録更新条件をＨＬＲへ問い合せる。
　ＨＬＲ応答受信部１０５は、位置登録更新条件問い合せ部１０４による問い合せに対す
るＨＬＲからの応答である位置登録更新条件を受信する。
【００５４】
　図６中のその他の各部は、上述した第１の実施形態における各部と同様の機能を有して
いる。つまり、本実施形態による加入者パケット交換機は、上述した第１の実施形態にお
ける加入者パケット交換機の構成に、さらに、位置登録更新条件問い合せ部１０４と、Ｈ
ＬＲ応答受信部１０５と、を備えた構成である。
　第１の実施形態では位置登録更新条件を示す情報をリセットメッセージに含めて送信す
る構成であるのに対し、本実施形態ではリセットメッセージを受信したＳＧＳＮがＨＬＲ
へ位置登録更新条件を問い合わせ、ＨＬＲからの応答によってＳＧＳＮが位置登録更新条
件を取得する構成を採用している。
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　なお、上記の各部は、図示せぬＣＰＵがプログラムを実行することなどによって実現さ
れる機能である。
【００５５】
　（ＨＬＲの構成）
　図７は、本実施形態による加入者パケット交換機とともに移動通信システムを構成する
ＨＬＲの構成例を示すブロック図である。図７において、本例のＨＬＲは、加入者に関す
る情報を記憶する記憶部２０１と、所定周期ごとに記憶部２０１の記憶内容のバックアッ
プを行うバックアップ部２０２と、自装置の障害の検出等を行う障害処理部２０３と、自
装置の障害が発生した場合等に自装置がリセットされたことを示すリセット通知を送信す
るリセット通知送信部２０４と、ＳＧＳＮの位置登録更新条件問い合せ部１０４からの問
い合せを受信する問い合せ受信部２０５と、位置登録更新条件をＳＧＳＮへ送信する位置
登録更新条件送信部２０６と、これら各部を制御する制御部２００と、を備えている。
【００５６】
　記憶部２０１は、加入者端末の在圏情報などを記憶するデータベースとしての機能を有
している。
　バックアップ部２０２は、記憶部２０１の記憶内容について、不揮発性バックアップ媒
体へのバックアップを行う機能を有している。
　障害処理部２０３は、自装置の障害を検出し、動作の再開処理を行う機能を有している
。
　リセット通知送信部２０４は、ＳＧＳＮへ送信するリセットメッセージに、位置登録更
新条件を示す情報を含めて送信する機能を有している。
　問い合せ受信部２０５は、ＳＧＳＮの位置登録更新条件問い合せ部１０４が送信する問
い合せを受信する。
　位置登録更新条件送信部２０６は、位置登録更新処理を行うための条件である位置登録
更新条件を送信する。
　なお、上記の各部は、図示せぬＣＰＵがプログラムを実行することなどによって実現さ
れる機能である。
【００５７】
　（移動通信システムの構成）
　図８は、本実施形態による加入者パケット交換機の動作を説明するための図である。図
８に示す移動通信システムは、図３の場合と同様に、ＨＬＲ（１）２０Ａ、ＨＬＲ（２）
２０Ｂ、および、ＨＬＲ（３）２０Ｃと、ＳＧＳＮ（１）１０Ａ、および、ＳＧＳＮ（２
）１０Ｂと、加入者端末１Ａ、１Ｂと、を有している。
　また、図３の場合と同様に、ＨＬＲ（１）２０Ａには、加入者Ａ、Ｂ、Ｃ、および、Ｄ
のプロファイル情報が、ＨＬＲ（２）２０Ｂには、加入者Ｅ、Ｆ、Ｇ、および、Ｈのプロ
ファイル情報が、ＨＬＲ（３）２０Ｃには、加入者Ｉ、Ｊ、Ｋ、および、Ｌのプロファイ
ル情報が、それぞれ収容されている。
【００５８】
　図３の場合と同様に、各ＨＬＲについては、その記憶内容について、不揮発性記憶装置
により定期的にバックアップをとっている。例えば、ＨＬＲ（１）２０Ａについては、磁
気ディスク装置ＤＫによって、ＨＬＲ（１）２０Ａの記憶内容のバックアップが行われて
いる。また、現用系装置と予備系装置とからなる２重化装置構成を採用し、障害発生時に
現用系装置と予備系装置とを入れ替えるようにしてもよい。
【００５９】
　ＳＧＳＮ（１）１０Ａ、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂには、プロファイル情報が記憶されてい
る。このプロファイル情報は、加入者を識別する情報と、プロファイル情報が収容されて
いるＨＬＲを示す情報と、ＬＩＣＨ情報とを項目として有するテーブルである。
　ＳＧＳＮ（１）１０Ａに記憶されているプロファイル情報のテーブルＴＡには、加入者
Ａ、Ｃ、Ｅ、Ｇ、Ｉ、および、Ｋを識別する情報と、それら加入者のプロファイル情報が
収容されているＨＬＲを示す情報と、最終位置登録日時を示す情報と、ＬＩＣＨ情報とが
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項目として含まれている。
【００６０】
　また、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂに記憶されているプロファイル情報のテーブルＴＢには、
加入者Ｂ、Ｄ、Ｆ、Ｈ、Ｊ、および、Ｌを識別する情報と、それら加入者のプロファイル
情報が収容されているＨＬＲを示す情報と、最終位置登録日時を示す情報と、ＬＩＣＨ情
報とが項目として含まれている。
　第１の実施形態では位置登録更新条件を示す情報をリセットメッセージに含めて送信す
る構成であるのに対し、本実施形態ではリセットメッセージを受信したＳＧＳＮがＨＬＲ
へ位置登録更新条件を問い合わせ、ＨＬＲからの応答によってＳＧＳＮが位置登録更新条
件を取得する構成である。
【００６１】
　（移動通信システムの動作）
　上記のような構成を有する移動通信システムにおいて、ＨＬＲに障害が発生し、その動
作が再開した場合、以下の動作となる。例えば、ＨＬＲ（１）２０Ａに障害が発生し、そ
の動作が再開すると（Ｓ１）、収容している加入者のプロファイル情報が障害を受けたと
判断した場合、不揮発性バックアップ媒体である磁気ディスク装置ＤＫからＨＬＲ（１）
２０Ａに、加入者情報等が再ロードされる（Ｓ２）。
【００６２】
　本例では、現在の時刻が２０１２年３月４日１５：００であり、磁気ディスク装置ＤＫ
への最終バックアップ時刻が２０１２年３月４日１４：３０とする。また、磁気ディスク
装置ＤＫへのバックアップは、本例では、３０分ごとに行われているものとする。したが
って、本例では、現在時刻から過去３０分以内に位置登録処理を行った加入者については
、ＨＬＲの保持情報とＳＧＳＮの保持情報とが整合していない可能性がある。
【００６３】
　そこで、本例では、現在時刻から過去３０分以内に位置登録処理を行った加入者のみを
、位置登録更新処理の対象とする。このため、動作が再開したＨＬＲ（１）２０Ａは、Ｓ
ＧＳＮ（１）１０Ａ、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂへリセットメッセージを送信する（Ｓ３ａ）
。このリセットメッセージを受信したＳＧＳＮ（１）１０Ａは、ＨＬＲへ位置登録更新条
件を問い合わせ、それに対する応答により、ＳＧＳＮ（１）１０Ａは位置登録更新条件を
取得する（Ｓ３ｂ）。取得された位置登録更新条件は、本例においても、「現在時刻から
過去３０分以内に位置登録処理を行ったこと」とする。
【００６４】
　以後の動作は、図３を参照して説明した第１の実施形態の場合と同様である。ＳＧＳＮ
（１）１０Ａ、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂの加入者のプロファイル情報のテーブルＴＡ、ＴＢ
には、上述したように、最終位置登録日時を示す情報が含まれている。このため、上記の
リセットメッセージを受信したＳＧＳＮ（１）１０Ａ、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂでは、加入
者のプロファイル情報のテーブルＴＡ、ＴＢにおいて、該当ＨＬＲにプロファイル情報が
収容されており、かつ、過去３０分以内に位置登録処理を行った加入者についてのみ、そ
のＬＩＣＨ情報を“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定する（Ｓ４ａ）。本例では、加
入者Ａは、プロファイル情報が収容されているＨＬＲが「ＨＬＲ（１）」であり、かつ、
「最終位置登録日時」が３月４日１４：５０であるため、加入者ＡのＬＩＣＨ情報を“Ｎ
ｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定する。
【００６５】
　一方、該当ＨＬＲにプロファイル情報が収容されていても、過去３０分以内に位置登録
処理を行っていない加入者については、そのＬＩＣＨ情報を“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅ
ｄ”に設定しない（Ｓ４ｂ）。本例では、加入者Ｂ、Ｃ、および、Ｄは、プロファイル情
報が収容されているＨＬＲが「ＨＬＲ（１）」であるが、「最終位置登録日時」が３月４
日１４：３０以前の日時であるため、加入者Ｂ、Ｃ、および、ＤのＬＩＣＨ情報を“Ｎｏ
ｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定しない。
【００６６】
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　つまり、加入者端末からの発着信や周期位置登録を契機とする位置登録更新処理を行う
条件すなわちＨＬＲへの応答条件は、該当ＨＬＲにプロファイル情報が収容されており、
かつ、過去３０分以内に位置登録処理を行ったこと、である。この応答条件を満たす加入
者についてのみ、そのＬＩＣＨ情報を“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定する。
【００６７】
　このＬＩＣＨ情報の設定後は、既存技術と同様の動作となる。すなわち、ＳＧＳＮ（１
）１０Ａ、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂは、ＬＩＣＨ情報が“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に
設定されている加入者については、その加入者の発着信や周期位置登録を契機に、その加
入者のプロファイル情報が収容されているＨＬＲに対して位置登録更新処理を実施する（
Ｓ５）。本例では、加入者Ａについて発着信や周期位置登録を契機とする位置登録更新処
理が行われる。
【００６８】
　なお、ＳＧＳＮ（１）１０Ａ、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂは、ＬＩＣＨ情報が“Ｎｏｔ　Ｃ
ｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定されていない加入者については、その加入者の発着信や周期位
置登録を契機とした位置登録更新処理は行わない（Ｓ６）。このため、加入者Ｂ、Ｃ、お
よび、Ｄについては、発着信や周期位置登録を契機とする位置登録更新処理は行われない
。
【００６９】
　（動作フロー）
　次に、以上の動作について、さらにフローチャートを参照して説明する。
　図９は、本実施形態による加入者パケット交換機を含む移動通信システムの動作を示す
フローチャートである。
　ＨＬＲで障害が発生し、その動作が再開する（ステップＳ３０１）。すると、ＨＬＲは
、ＳＧＳＮへリセットメッセージを送信する（ステップＳ３０２）。
　リセットメッセージを受信したＳＧＳＮが本実施形態による方式に対応する機能を有し
ていない場合、既存処理に移行する（ステップＳ３０３→Ｓ３０４）。既存処理では、Ｓ
ＧＳＮは、障害が発生したＨＬＲにプロファイル情報が収容されている加入者については
、一律、プロファイル情報のＬＩＣＨ情報を“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定する
。
【００７０】
　ステップＳ３０３において、リセットメッセージを受信したＳＧＳＮが本実施形態によ
る方式に対応する機能を有している場合、ＳＧＳＮ（１）１０Ａは、ＨＬＲへ位置登録更
新条件を問い合わせる（ステップＳ３０３→Ｓ３０５）。この問い合わせを受信したＨＬ
Ｒは、それに対する応答として位置登録更新条件を送信する（ステップＳ３０６）。これ
により、ＳＧＳＮ（１）１０Ａは位置登録更新条件を取得する。取得された位置登録更新
条件は、本例においても、「現在時刻から過去３０分以内に位置登録処理を行ったこと」
とする。
【００７１】
　位置登録更新条件を取得したＳＧＳＮ（１）１０Ａは、「位置登録更新条件」に基づき
、位置登録更新が必要であるか（ＬＩＣＨ設定の有無）を加入者毎に判断する（ステップ
Ｓ３０７）。この判断の結果、ＳＧＳＮ（１）１０Ａは、位置登録更新が必要である加入
者については、プロファイル情報のＬＩＣＨ情報を“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設
定する（ステップＳ３０７→Ｓ３０８）。一方、ステップＳ３０７の判断の結果、ＳＧＳ
Ｎ（１）１０Ａは、位置登録更新が必要でない加入者については、プロファイル情報のＬ
ＩＣＨ情報を“Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定する（ステップＳ３０７→Ｓ３０９）。
　以上で、本実施形態の主要部分に対応する動作は終了であり、以降はプロファイル情報
のＬＩＣＨ情報の内容により、既存処理が行われる（ステップＳ３１０）。
【００７２】
　（動作シーケンス）
　さらに、以上の動作について、各装置間の信号授受を示すシーケンス図を参照して説明
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する。図１０は、ＨＬＲ、ＳＧＳＮ、加入者端末の間における信号授受を示すシーケンス
図である。
　ＨＬＲで障害が発生し、その動作が再開する（ステップＳ４０１）。すると、ＨＬＲは
、ＳＧＳＮへリセットメッセージを送信する（ステップＳ４０２）。リセットメッセージ
を受信したＳＧＳＮ（１）１０Ａは、ＨＬＲへ位置登録更新条件を問い合わせる（ステッ
プＳ４０３）。この問い合わせを受信したＨＬＲは、位置登録更新が必要な加入者を識別
する情報を判断する（ステップＳ４０４）。そして、ＨＬＲは、問い合わせに対する応答
として位置登録更新条件を送信する（ステップＳ４０５）。これにより、ＳＧＳＮ（１）
１０Ａは位置登録更新条件を取得する。取得された位置登録更新条件は、本例においても
、「現在時刻から過去３０分以内に位置登録処理を行ったこと」とする。
【００７３】
　ＳＧＳＮ（１）１０Ａは、プロファイル情報の「加入者識別情報」に基づき、位置登録
更新が必要であるか（ＬＩＣＨ設定の有無）を加入者毎に判断する（ステップＳ４０６）
。例えば、加入者端末Ｂについてはプロファイル情報のＬＩＣＨ情報を“Ｃｏｎｆｉｒｍ
ｅｄ”に設定し、加入者端末Ａについてはプロファイル情報のＬＩＣＨ情報を“Ｎｏｔ　
Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定する。
【００７４】
　その後、加入者端末Ｂから発信または周期位置登録のための信号が送信されると（ステ
ップＳ４０７）、この信号を受信したＳＧＳＮでは加入者端末Ｂのプロファイル情報を確
認する。加入者端末Ｂのプロファイル情報のＬＩＣＨ情報は“Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設
定されているため、ＳＧＳＮは位置登録更新を行わない（ステップＳ４０８）。
　また、加入者端末Ａから発信または周期位置登録のための信号が送信されると（ステッ
プＳ４０９）、この信号を受信したＳＧＳＮでは加入者端末Ａのプロファイル情報を確認
する。加入者端末Ａのプロファイル情報のＬＩＣＨ情報は“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ
”に設定されているため、ＳＧＳＮは位置登録更新を行う（ステップＳ４１０）。ＳＧＳ
Ｎは、加入者端末Ａに関する位置登録更新信号をＨＬＲへ送信する（ステップＳ４１１）
。
【００７５】
　（変形例）
　（１）上述した第１および第２の実施形態において、ＳＧＳＮ（１）１０Ａ、ＳＧＳＮ
（２）１０Ｂに記憶されているプロファイル情報のテーブルには、加入者を識別する情報
と、それら加入者のプロファイル情報が収容されているＨＬＲを示す情報と、最終位置登
録日時を示す情報と、ＬＩＣＨ情報とが項目として含まれている。これらの項目のうち、
位置登録更新処理が本当に必要な加入者についてのみ、プロファイル情報のＬＩＣＨ情報
を“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定している。そして、ＬＩＣＨ情報が“Ｎｏｔ　
Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定されている加入者端末について位置登録更新を行う。
【００７６】
　これらの実施形態に用いられるプロファイル情報のテーブルは、その構成を変更しても
よい。例えば、位置登録更新の要否を示す更新要否情報を項目として追加してもよい。そ
の場合、障害が発生したＨＬＲにプロファイル情報が収容されている加入者については、
一律、プロファイル情報のＬＩＣＨ情報を“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定してお
き、このＬＩＣＨ情報が“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定されており、かつ、更新
要否情報が“要”に設定されている場合すなわち更新要否情報が更新必要であることを示
している加入者端末について、位置登録更新処理を行うようにしてもよい。
【００７７】
　その場合、プロファイル情報のテーブルは、図１１のようになる。図１１を参照すると
、プロファイル情報のテーブルＴＡ’は、加入者を識別する情報と、それら加入者のプロ
ファイル情報が収容されているＨＬＲを示す情報と、最終位置登録日時を示す情報と、Ｌ
ＩＣＨ情報と、位置登録更新の要否を示す更新要否情報と、を項目としている。
　ＳＧＳＮ（１）１０Ａの位置登録更新指示送信部は、ＬＩＣＨ情報が“Ｎｏｔ　Ｃｏｎ
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ｆｉｒｍｅｄ”に設定されており、かつ、更新要否情報が“要”に設定されている加入者
端末について、位置登録更新指示をＨＬＲへ送信する。つまり、更新要否情報は、ＬＩＣ
Ｈ情報の有効性を示す情報として用いられる。
【００７８】
　（２）また、上述した第１および第２の実施形態において、磁気ディスク装置ＤＫへの
バックアップの周期が３０分である場合について説明したが、このバックアップの周期は
、３０分に限定されず、適宜変更してもよい。
【００７９】
　（３）不揮発性バックアップ媒体からＨＬＲへ加入者情報等が再ロードされ、読込完了
した時刻を考慮した応答条件を採用してもよい。
　その場合の動作について、図１２を参照して説明する。例えば、ＨＬＲ（１）２０Ａに
障害が発生し、その動作が再開した場合を考える。ＨＬＲ（１）２０Ａについての再開処
理は、２０１２年３月４日１４：５０に開始し、１４：５５に完了したとする（Ｓ１’）
。つまり、不揮発性バックアップ媒体である磁気ディスク装置ＤＫからＨＬＲ（１）２０
Ａに、加入者情報等が再ロードされ、読込完了した時刻が２０１２年３月４日１４：５５
である。磁気ディスク装置ＤＫへの最終バックアップ時刻は２０１２年３月４日１４：３
０とする（Ｓ２’）。
【００８０】
　このため、本例では、２０１２年３月４日１４：３０から１４：５５までの間に位置登
録を行ったこと、が応答条件であり、その応答条件を満たす加入者を、位置登録更新処理
の対象とする。動作が再開したＨＬＲ（１）２０Ａは、ＳＧＳＮ（１）１０Ａ、ＳＧＳＮ
（２）１０Ｂへ送信するリセットメッセージに、位置登録更新条件を示す情報を含め、そ
のメッセージを送信する（Ｓ３’）。なお、１４：３０から１４：５５までの時間帯より
も前の時間帯については、不揮発性バックアップ媒体である磁気ディスク装置ＤＫから再
ロードされているので正しい内容が登録された状態である。また、１４：５５以降につい
ては、最新の位置登録処理によって正しい内容が登録される。
【００８１】
　リセットメッセージによって、位置登録更新条件を示す情報を受信したＳＧＳＮ（１）
１０Ａ、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂでは、加入者のプロファイル情報のテーブルＴＡ、ＴＢに
おいて、該当ＨＬＲにプロファイル情報が収容されており、かつ、１４：３０から１４：
５５までの時間帯に位置登録処理を行った加入者についてのみ、そのＬＩＣＨ情報を“Ｎ
ｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定する（Ｓ４ａ）。
【００８２】
　本例では、加入者Ａは、プロファイル情報の収容ＨＬＲが「ＨＬＲ（１）」であり、か
つ、「最終位置登録日時」が３月４日１４：５０であり、１４：３０から１４：５５まで
の時間帯に該当するため、加入者ＡのＬＩＣＨ情報を“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に
設定する。一方、加入者Ｃについては、「最終位置登録日時」が３月４日１４：５７であ
り、１４：３０から１４：５５までの時間帯に該当せず、最新の位置登録処理によって正
しい内容が登録されているので、そのＬＩＣＨ情報を“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に
設定しない。
【００８３】
　また、該当ＨＬＲにプロファイル情報が収容されていても、「最終位置登録日時」が１
４：３０から１４：５５までの時間帯に該当しない加入者については、そのＬＩＣＨ情報
を“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定しない（Ｓ４ｂ）。
　このＬＩＣＨ情報の設定後は、既存技術と同様の動作となる。すなわち、ＳＧＳＮ（１
）１０Ａ、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂは、ＬＩＣＨ情報が“Ｎｏｔ　Ｃｏｎｆｉｒｍｅｄ”に
設定されている加入者については、その加入者の発着信や周期位置登録を契機に、その加
入者のプロファイル情報が収容されているＨＬＲに対して位置登録更新処理を実施する（
Ｓ５）。本例では、加入者Ａについて発着信や周期位置登録を契機とする位置登録更新処
理が行われる。
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【００８４】
　なお、ＳＧＳＮ（１）１０Ａ、ＳＧＳＮ（２）１０Ｂは、ＬＩＣＨ情報が“Ｎｏｔ　Ｃ
ｏｎｆｉｒｍｅｄ”に設定されていない加入者については、その加入者の発着信や周期位
置登録を契機とした位置登録更新処理は行わない（Ｓ６）。このため、加入者Ｂ、Ｃ、お
よび、Ｄについては、発着信や周期位置登録を契機とする位置登録更新処理は行われない
。
　以上のように、ＨＬＲにおける記憶内容のバックアップ後に位置登録情報に変更があり
、かつ、位置登録情報が最新でない場合に、その加入者端末の位置登録更新指示をＨＬＲ
へ送信することにより、本当に必要な場合についてだけ位置登録処理を行うことができる
。
【００８５】
　（まとめ）
　上述した加入者パケット交換機を用いることにより、ＨＬＲがリセットされた旨のリセ
ット通知を受信した場合、ＨＬＲにおける記憶内容のバックアップ後に、位置登録情報に
変更があり、かつ、位置登録情報が最新でない場合に、加入者端末の位置登録更新指示を
、ＨＬＲへ送信することにより、本来なら不要である場合には位置登録処理を行わず、本
当に必要な場合についてだけ位置登録処理を行うことができ、ＨＬＲ／ＨＳＳが障害時な
どにおける位置登録処理数を低減できる。これにより、信号輻輳時に、位置登録処理がさ
らに輻輳を生んでしまうということを防止できる。
【００８６】
　なお、本発明の範囲は、図示され記載された例示的な実施形態に限定されるものではな
く、本発明が目的とするものと均等な効果をもたらすすべての実施形態をも含む。さらに
、本発明の範囲は、請求項により画される発明の特徴の組み合わせに限定されるものでは
なく、すべての開示されたそれぞれの特徴のうち特定の特徴のあらゆる所望する組み合わ
せによって画されうる。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　本発明は、加入者パケット交換機を含む移動通信システムに利用できる。
【符号の説明】
【００８８】
１Ａ、１Ｂ、１Ｆ　加入者端末
１００、２００　制御部
１０１、２０１　記憶部
１０２　リセット通知受信部
１０３　位置登録更新指示送信部
１０４　位置登録更新条件問い合せ部
１０５　ＨＬＲ応答受信部
２０２　バックアップ部
２０３　障害処理部
２０４　リセット通知送信部
２０５　問い合せ受信部受信部
２０６　位置登録更新条件送信部
１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ　ＳＧＳＮ
２０Ａ、
２０Ｂ、２０Ｃ　ＨＬＲ
Ｔ、ＴＡ、ＴＢ　テーブル
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