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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セル再選択の間に移動局と基地局との通信接続を維持するための方法であって、
　前記移動局が、第一動作モードで通信すること、
　前記移動局が、第一動作モードで動作しながら通信状態を監視すること、
　前記移動局が、通信状態により第一セルから第二セルへの再選択の実行と合致するおお
よその時間を決定すること、
　前記移動局が、決定された再選択のおおよその時間よりも前に、第一動作モードから第
二動作モードに切り替えること、
　前記第二動作モードにおいて、前記基地局が、前記移動局から受信したデータを前記第
二動作モードのデータ形式から前記第一動作モードのデータ形式に変換し、ハンドオーバ
の間に相手先との通信接続を維持しない第一ネットワークに前記第一動作モードのデータ
を送信するとともに、ハンドオーバの間に相手先との通信接続を維持する第二ネットワー
クに前記第二動作モードのデータを送信すること、
　第二動作モードにおいて、前記移動局が第一セルから第二セルへのハンドオーバを実行
すること、
を備える方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、さらに、ハンドオーバ完了後に、前記移動局が前記第
二動作モードから前記第一動作モードに切り替えることを備える方法。
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【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、前記第一動作モードは、セル再選択の間中、通信接続
を維持しない、方法。
【請求項４】
　請求項３に記載の方法において、前記第一セルとの通信品質が低下した後に、前記移動
局が前記第一動作モードは前記第二セルとの通信接続を確立しようとする、方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法において、前記第一動作モードはパケット・データ通信モードを
含む、方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法において、前記パケット・データ通信モードは、汎用パケット無
線サービス（ＧＰＲＳ）規格と、拡張データ・グローバル・エボリューション（ＥＤＧＥ
）規格とのうちの少なくとも一方に準拠する通信プロトコルを用いる、方法。
【請求項７】
　請求項５に記載の方法において、前記パケット・データ通信モードにおいて通信される
パケット・データの少なくとも一部は、パケット化された音声データを含む、方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、前記音声データは、プッシュ・ツー・トーク（ＰＴＴ
）コール・セッションの一部として通信される、方法。
【請求項９】
　請求項７に記載の方法において、前記音声データは、ボイス・オーバ・インターネット
・プロトコル（ＶｏＩＰ）コール・セッションの一部として通信される、方法。
【請求項１０】
　請求項１に記載の方法において、前記第二動作モードは、ハンドオーバの間中、通信接
続を維持する、方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法において、前記第二動作モードは、再選択の間に前記第一セル
との通信接続を終了するよりも前に、前記第二セルとの通信接続を確立する、方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法において、通信に関連したデータ・フローは、再選択の間に前
記第一セルとの通信接続を終了するよりも前に、前記第二セルとの通信接続を介して経路
指定される、方法。
【請求項１３】
　請求項１に記載の方法において、前記第二動作モードは回線交換接続を含む、方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の方法において、前記回線交換接続は、高速回線交換データ（ＨＳＣ
ＳＤ）接続である、方法。
【請求項１５】
　請求項１に記載の方法において、前記通信状態を監視することは、前記移動局が、前記
第一セルを含むサービス・セルから受け取った信号品質を測定すること、前記移動局が、
前記第二セルを含む一つ以上の隣接セルから受け取った信号品質を測定することを含む、
方法。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の方法において、前記状態がハンドオーバの実行と合致する時間を決
定することは、前記移動局が、前記サービス・セルから受け取った信号の信号品質測定の
少なくとも一部と、少なくとも一つの所定の閾値および前記一つ以上の隣接セルから受け
取った信号の一つ以上の信号品質測定とを比較することを含む、方法。
【請求項１７】
　請求項１５に記載の方法において、前記信号品質測定の少なくとも一部は、受信信号強
度表示（ＲＳＳＩ）を含む、方法。
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【請求項１８】
　移動局、及び前記移動局と通信する基地局を備える通信システムであって、
　前記移動局は、
　マルチモード制御部と、
　前記マルチモード制御部に結合されたセル再選択予測部と、
　前記マルチモード制御部に結合されたハンドオーバ制御部と、
を備え、前記マルチモード制御部は、セル再選択の必要が予測される時間よりも前に、セ
ル再選択の間に通信接続を維持しない前記移動局の第一動作モードと、ハンドオーバの間
に通信接続を維持する前記移動局の第二動作モードとの間を切り替えるための制御信号を
生成するように構成されている、通信制御部を含み、
　前記基地局は、
　前記第二動作モードにおいて、前記移動局から受信したデータを前記第二動作モードの
データ形式から前記第一動作モードのデータ形式に変換し、ハンドオーバの間に相手先と
の通信接続を維持しない第一ネットワークに前記第一動作モードのデータを送信するとと
もに、ハンドオーバの間に相手先との通信接続を維持する第二ネットワークに前記第二動
作モードのデータを送信するように構成されているプロトコル変換器を含む、通信システ
ム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の通信システムにおいて、前記マルチモード制御部は、さらに、ハン
ドオーバ完了後に、前記第二動作モードから前記第一動作モードに切り替えるための制御
信号を生成するように構成されている、通信システム。
【請求項２０】
　請求項１８に記載の通信システムにおいて、前記セル再選択予測部は、サービス・セル
と、一つ以上の隣接セルのうちの少なくとも一方から受け取った一つ以上の信号の信号品
質測定および再選択基準のうちの一つ以上を受け取る入力を含む、通信システム。
【請求項２１】
　請求項１８に記載の通信システムにおいて、前記マルチモード制御部は、状態マシンを
実装するための論理回路および事前に格納したプログラム命令のうちの少なくとも一方を
含む状態制御部と、複数の動作モードの各々で通信リンクを管理するように構成されたリ
ンク管理制御部とを含む、通信システム。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の通信システムにおいて、前記マルチモード制御部の前記状態マシン
は、
　非アクティブ通信に対応する待機状態と、
　再選択の発生中および保留中のどちらでもないときであるアクティブ通信状態に対応す
るパケット・モード状態と、
　再選択の発生中および保留中のうちの少なくとも一方であるアクティブ通信状態に対応
する回線交換モード状態と、
を含む、通信システム。
【請求項２３】
　請求項２２に記載の通信システムにおいて、前記状態マシンの現在の状態は、通信接続
の開始時にパケット・モード状態に変更されるように構成されている、通信システム。
【請求項２４】
　請求項２２に記載の通信システムにおいて、前記状態マシンの現在の状態は、通信接続
の終了時に待機状態に変更されるように構成されている、通信システム。
【請求項２５】
　請求項２２に記載の通信システムにおいて、前記状態マシンの現在の状態は、セル再選
択の開始よりも前に回線交換モード状態に変更されるように構成されている、通信システ
ム。
【請求項２６】
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　請求項２２に記載の通信システムにおいて、前記状態マシンの現在の状態は、ハンドオ
ーバ完了時にパケット・モード状態に変更されるように構成されている、通信システム。
【請求項２７】
　請求項１８に記載の通信システムにおいて、前記ハンドオーバ制御部は、前記第二動作
モードで接続を確立した後に、ハンドオーバを管理するための制御信号を生成するように
構成されている、通信システム。
【請求項２８】
　請求項１８に記載の通信システムにおいて、前記第一動作モードはパケット・データ通
信モードである、通信システム。
【請求項２９】
　請求項１８に記載の通信システムにおいて、前記第二動作モードは回線交換通信モード
である、通信システム。
【請求項３０】
　請求項１８に記載の通信システムにおいて、前記通信接続は、プッシュ・ツー・トーク
（ＰＴＴ）コール・セッションの一部として通信された音声データを含む、通信システム
。
【請求項３１】
　請求項１８に記載の通信システムにおいて、前記通信接続は、ボイス・オーバ・インタ
ーネット・プロトコル（ＶｏＩＰ）コール・セッションの一部として通信された音声デー
タを含む、通信システム。
【請求項３２】
　請求項１８に記載の通信システムであって、移動通信装置の一部として組み込まれてい
る通信システム。
【請求項３３】
　請求項３２に記載の通信システムにおいて、前記移動通信装置は携帯電話である、通信
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、移動加入者がセル再選択に合致した通信状態を経験する際に、移動
加入者と一つ以上のセルとの間の通信接続を制御することに関し、より詳細には、再選択
の間に通信接続を維持するハンドオーバを容易にするようにモード間を切り替えることに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動加入者は、無線通信装置を用いて、無線通信装置と一つ以上の基地局との間で無線
信号を送受信することで、セルラ無線通信ネットワーク上で通信を行う。その一つ以上の
基地局は一般に対象区域全体に広がっており、その対象区域はセルと呼ばれる一つ以上の
より小さな区域に分割されていることが多い。
【０００３】
　移動加入者が一つのセルから別のセルに移動すると、異なる基地局を介してネットワー
クと通信することが必要になることが多い。一つの基地局から別の基地局へ移行する必要
がある場合は、さらに移動加入者は第一基地局との通信範囲から離れたり出たりして、第
二基地局との通信範囲に近づいたり、その範囲内に移動する場合と一致することが多い。
【０００４】
　移動加入者がネットワークと通信し、一つの基地局から別の基地局に切り替えることが
必要になった場合、異なる種類のネットワークは異なる方法で移行を処理する。場合によ
っては、移行の処理方法は、特定の動作モードや、用いられる通信プロトコルの種類に依
存する。多くの場合、移行の処理方法は元々意図されたサービスの副産物であり、特定の
ネットワーク、動作モード、プロトコルでサポートされるべきであった。しかしながら、
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ネットワーク、動作モード、プロトコルに対して、それらが元々サポートを意図していな
かった種類の通信をサポートすることが期待されることが増えている。
【０００５】
　このような例の一つに、パケット・ネットワーク上での音声通信が含まれる。パケット
・データ・ネットワークは、歴史的かつ原理的に、テキストまたはデータ・ファイルを通
信することを意図しており、通信遅延を小さくすることよりも信頼性が重要であった。一
方、音声通信では、小さなデータ損失は、一般に小さな通信遅延より許容可能であった。
その結果、多くのパケット・データ・ネットワークが開発され、その後、対応するネット
ワーク基盤が展開される際、通信の遅延が発生することは許容され、データ損失を最小に
することにより焦点が置かれていた。
【０００６】
　少なくともいくつかのデータ・パケット・ネットワークにおいて、遅延に関連したある
程度の通信遮断をもたらす事象の例には、ネットワークとの通信をさらに容易にするため
に、一つの基地局から別の基地局に移行する処理が含まれる。汎用パケット無線サービス
（ＧＰＲＳ：General Packet Radio Service）等の少なくとも一つのパケット・データ・
ネットワークでは、移動加入者は第一基地局との通信を切断して初めて、第二基地局との
通信を確立しようとする。これによって、連続的な通信の遅延が発生することとなり、そ
の遅延は数秒を上回ることが多い。実時間の音声型通信の間では、この大きさの遅延は許
容できないとみなされる。これは、パケット・データ・ネットワークを介して実時間音声
データを通信しようとするデータ・サービスに特別な課題を提供する。そのようなデータ
・サービスには、ウォーキー・トーキー型の片方向通信を提供するプッシュ・ツー・トー
クや、パケット・データ・ネットワーク上で従来型の双方向音声通信を提供しようとする
ボイス・オーバＩＰ（インターネット・プロトコル）等がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　その結果、通信遅延を最小にする技術を開発することが望ましい。そのような通信遅延
には、第一基地局と第二基地局の間の移行に関連した任意の遅延が含まれる。さらに、既
存の基盤への影響を最小にできる実装方法で、通信遅延を最小にする技術を開発すること
が望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、セル再選択の間に通信接続を維持するための方法を提供する。この方法は、
第一動作モードで通信すること、第一動作モードで動作しながら通信状態を監視すること
、を含む。次いで、通信状態が第一セルから第二セルへの再選択の実行と合致するおおよ
その時間が決定される。この方法は、さらに、再選択の決定されたおおよその時間よりも
前に、第一通信モードから第二通信モードに切り替えること、第二動作モードにおいて、
第一セルから第二セルへのハンドオーバを実行することを含む。
【０００９】
　少なくとも一実施形態では、この方法は、さらに、ハンドオーバの完了後に、第二動作
モードから第一動作モードに切り替えることを含む。
【００１０】
　本発明は、さらに、通信制御部を提供する。その通信制御部は、マルチモード制御部と
、マルチモード制御部に結合されたセル再選択予測部と、マルチモード制御部に結合され
たハンドオーバ制御部とを含む。マルチモード制御部は、セル再選択の必要が予測される
時間よりも前に、セル再選択の間に通信接続を維持しない第一動作モードと、ハンドオー
バの間に通信接続を維持する第二動作モードとの間を切り替えるための制御信号を生成す
るように構成されている。
【００１１】
　本発明は、さらに、無線通信システムで用いるための基地局サブシステムを提供する。
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そのサブシステムは、第一通信プロトコルをサポートする第一ネットワークと、第二通信
プロトコルをサポートする第二ネットワークとに結合されている。基地局サブシステムは
、さらに、一つ以上の無線送受信器を含む無線インタフェースと、第一通信プロトコルお
よび第二通信プロトコルのうちの少なくとも一方において、情報の送信および受信のうち
の少なくとも一方を行うプロトコル変換器とを含み、そのプロトコル変換器は、送受信し
た情報の形式を、第一通信プロトコルと第二通信プロトコルの間で選択的に変換するよう
に構成されている。
【００１２】
　本発明のこれらの目的、他の目的、特徴、および利点は、添付図面を参照した、本発明
の一つ以上の好ましい実施形態の以下の説明から明らかとなろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明は様々な形の実施形態が可能であって、図面で示しながら、以下に、現在の好ま
しい実施形態を説明するが、この開示内容は発明の例示的なものと考えられ、図面の所定
の実施形態に本発明を限定することを意図するものではない。
【００１４】
　図１は、無線通信システムの一部の典型的な地形図を示している。地形図１００は、絵
的に六角形として表した複数のセル１０２を有する。六角形は大雑把な近似にすぎず、実
際に各セル１０２の通信領域が均一に画定される訳ではない。各セル１０２は一般に、担
当局と呼ばれる一つ以上の基地局（ＢＳ：Base Station）１０４からサービスを受け、対
応するセル１０２内を移動する移動局（ＭＳ：Mobile Station）１０６と通信する。
【００１５】
　一般に、移動局１０６が担当基地局１０４から離れるほど、信号は弱くなる。逆に、移
動局１０６が基地局１０４に向かって移動すると、一般に信号は強くなる。移動局１０６
が担当基地局１０４から隣接するセル１０２の基地局１０４に向かって移動し続けると、
ある点で、隣接するセル１０２の基地局１０４に連続的に通信制御を転送することが望ま
しくなる。制御の転送の決定は一般に、担当基地局と、隣接する各セル１０２の基地局か
ら受け取った信号の相対的な強度に基づいて行われる。従って、電波動作規格のいくつか
に対応して動作する無線通信装置は、担当セルと一つ以上の隣接するセルの両方からの信
号の相対的な強度を監視している。
【００１６】
　移動局１０６が汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）型データ接続等の、パケット・
データ通信に関わっている場合、担当基地局から隣接するセルのうちの一つの基地局に制
御を転送する際、以前の担当基地局との接続を低下させるか、終了させるかをして初めて
、以前に隣接していた基地局への接続を開始しようとする。これは一般に、再選択と呼ば
れている。あるいは、回線交換型接続は、ネットワークとの能動的通信接続のハンドオー
バを可能にする。再選択が必要なため、データ・フローを容易にする通信接続が再確立で
きるまでに、数秒の遅延が生じる可能性がある。パケット・データ・ネットワークを用い
て実時間音声型通信を行う場合、数秒の遅延は望ましくない。パケット・ネットワーク上
での実時間音声型通信が望ましい例には、ボイス・オーバＩＰやプッシュ・ツー・トーク
の実装が含まれる。さらに、潜在的な遅延源が許容される場合でも、パケット・ネットワ
ーク上の実時間音声型通信が望まれ、さらに潜在的な遅延源が許容され、既存の基盤への
影響を最小にできる場合でも望ましい。
【００１７】
　本発明の少なくとも一つの態様によれば、セル再選択予測部が通信状態を監視し、セル
再選択が起こりそうなときを予測する。次いで、そのセル再選択予測を用いて、パケット
・データ・モードと回線交換モードとの間のモード変更を起動する。次いで、既存のハン
ドオーバ技術を介して、新しい基地局への制御の転送を容易にする。少なくともいくつか
の実施形態では、ハンドオーバの完了後、パケット・データ・モードへ戻す切り替えを実
行する。
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【００１８】
　図２は、本発明の少なくとも一実施形態による一対の典型的なネットワーク、つまりパ
ケット・データ・ネットワークと回路交換ネットワーク、および少なくとも一対の基地局
サブシステムのブロック図１１０を示している。多くのネットワーク要素は、移動通信用
グローバル・システム（ＧＳＭ：Global System for Mobile communications ）規格に対
応し、無線通信ネットワークを介して、公衆交換電話ネットワーク１１２と、インターネ
ット等のパケット・データ・ネットワーク１１４とのデータ通信を容易にする。公衆交換
電話ネットワークは、一つ以上の移動交換センタ１１８を介して、一つ以上の基地局サブ
システム１１６に結合されている。パケット・データ・ネットワークは、一つ以上のゲー
トウェイＧＰＲＳサポート・ノード１２０と一つ以上の担当ＧＰＲＳサポート・ノード１
２２を介して、基地局サブシステムに結合されている。いくつかの例では、複数の基地局
サブシステム１１６が、同じ移動交換センタ１１８、担当ＧＰＲＳサポート・ノード１２
２、ゲートウェイＧＰＲＳサポート・ノード１２０を共有できる。
【００１９】
　基地局制御部１２４は一つ以上の基地送受信局１２６（つまり基地局１０４）を結合し
、基地送受信局１２６は移動交換センタ１１８への無線インタフェースの一部として一つ
以上の送受信器を含み、公衆交換電話ネットワーク１１２への回線交換データの転送を容
易にする。さらに、基地局制御部１２４は、プロトコル制御ユニット１２８を介して、担
当ＧＰＲＳサポート・ノード１２２に一つ以上の対応する基地送受信局１２６を結合し、
移動加入者１０６から受け取ったパケット・データのパケット・データ・ネットワーク１
１４への転送を容易にする。一方、基地局制御部１２４はさらに、対応する仮想移動交換
センタ１３０を介して、担当ＧＰＲＳサポート・ノード１２２に、一つ以上の対応する基
地送受信局１２６を結合する。移動加入者１０６から受け取ったデータをパケット・デー
タ・ネットワーク１１４に転送することに加えて、仮想移動交換センタ１３０はプロトコ
ル変換器１３２を有し、回線交換データ形式とパケット・データ形式との間のデータ形式
を変換するように調整する。
【００２０】
　プロトコル変換器１３２で行われる変換では、必要に応じて任意のヘッダ・データを再
変換し、適切な目標ヘッダ形式に対応させる。同様に、ペイロードや関連データを再変換
し、目標プロトコルのサイズや信号形式に対応させる。ペイロードのサイズを調整する場
合、追加のデータ・パケットを挿入したり、余分なパケットを取り除いたりしながら、新
しく再変換したデータ・パケットの間でデータを再分配することが望ましい。少なくとも
一実施形態では、回線交換ネットワークのデータ接続は、高速回線交換データ（ＨＳＣＳ
Ｄ：High Speed Circuit Switched Data）接続でサポートされる。
【００２１】
　仮想移動交換センタ１３０を用いることでデータを変換し、パケット・データ・ネット
ワーク１１４に転送しながら、非仮想移動交換センタ１１８を介して回線交換ネットワー
ク１１２に結合されるように、基地局サブシステム１１６を振る舞わせることができる。
仮想移動交換センタ１３０は、基地局制御部１２４が実行するソフトウェア・アプリケー
ションであってもよい。また、仮想移動交換センタ１３０はハードウェア、またはハード
ウェアとソフトウェアの任意の対応する組み合わせ内に実装することもできる。しかしな
がら、大部分のソフトウェア実装の特徴の一つは既存の基盤への影響を最小にできること
であり、その修正をソフトウェア更新の一部として、基地局サブシステム１１６内に導入
できる。さらに、基地局制御部１２４内の既存のソフトウェア・ルーチンへの影響も同様
に最小にできる。
【００２２】
　基地局サブシステム１１６は、同様に調整された移動加入者とやり取りすることを意図
している。調整された移動加入者は通信制御部１４０を有し、通信制御部１４０は制御信
号を生成し、セル再選択の必要が予測される時間よりも前に、セル再選択の間に通信接続
を維持しない第一動作モードと、ハンドオーバの間に通信接続を維持する第二動作モード
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とを切り替えるように機能する。通信制御部１４０は、マルチモード制御部１４２、セル
再選択予測部１４４、およびハンドオーバ制御部１４６を有する。
【００２３】
　セル再選択予測部１４４は、信号品質測定および他の任意の再選択基準を受け取ること
で、第一パケット・データ・モードで動作しながら通信状態を監視する。少なくとも一実
施形態では、信号品質測定には信号強度測定が含まれる。あるいは、信号品質測定は、信
号対雑音比、ビット誤り率等の他の信号品質測定を含むこともできる。信号品質の経時変
化を監視し、対応する変化率を所定の閾値と比較することで、再選択が必要となるときの
予想または予測が可能になる。再選択が必要になることが予想される予測時点よりも前に
、マルチモード制御部１４２は、第一動作モードと第二動作モードとを切り替える。第一
動作モードと第二動作モードとの切り替えの一部として、マルチモード制御部１４２は、
第二動作モードにおいて基地局の送受信局１２６との通信接続やリンクを確立する。また
、送信されるデータ形式は、第一および第二モードの各々と互換性がある形式の間で変換
され得る。
【００２４】
　一旦、移動加入者が第二動作モードで動作すると、必要に応じてハンドオーバが生じる
。ハンドオーバが完了すると、マルチモード制御部は新しい基地送受信局と共に、第二動
作モードから第一動作モードに切り替え、必要に応じて、任意のプロトコル変換を中断で
きる。
【００２５】
　少なくとも一実施形態では、マルチモード制御部１４２は、移動加入者の通信制御部の
状態変化を監視する状態制御部１４８と、第一および第二動作モードの各々において、通
信接続を確立し維持するリンク管理制御部１５０を有する。さらに、マルチモード制御部
１４２はプロトコル変換器１５２を有し、仮想移動交換センタ１３０と共に説明したプロ
トコル変換器と同様に、第一動作モードと第二動作モードの各々に対応したデータ形式プ
ロトコルの間、あるいは少なくとも一実施形態では、汎用パケット無線ＧＰＲＳに適応し
たパケット・データ・モードと、ＨＳＣＳＤに適応したデータ・モードとの間で必要に応
じて変換を行うように機能する。
【００２６】
　転送（つまりハンドオーバ）全体で通信接続を維持しながら、新しい基地局への制御の
転送をより円滑にサポートする第二モードに切り替えることで、既に確立された手順を用
いて、再選択に関連した任意の通信の中断を最小にしたり、取り除いたりしながら、新し
い基地局へ制御を転送することができる。
【００２７】
　少なくとも一実施形態では、状態制御部１４８は、三つの定義された状態を備えた状態
マシン１６０を有し、このような例の一つが図６に示されている。図６における特定の例
では、プッシュ・ツー・トーク（ＰＴＴ：Push To Talk）コールについてのモード切り替
えを示しているが、ボイス・オーバＩＰ、または新しい基地局への転送が発生したとき、
通信接続を維持しない動作モードによる遅延の影響を受けないデータの他の任意の通信と
共に、同じ状態図または同様の状態図を用いることもできる。
【００２８】
　図の例では、状態マシン１６０は、待機状態１６２、パケット・モード状態１６４、お
よび回線交換モード状態１６６を有する。一般に、状態マシンは、ＰＴＴコールが開始さ
れるまで待機状態に留まる。ＰＴＴコールが開始されると、状態マシン１６０は待機状態
１６２からパケット・モード状態１６４に移行する。状態マシン１６０は、再選択が予測
されるか、ＰＴＴコールが終了するまで、パケット・モード状態１６４に留まる。ＰＴＴ
コールが終了すると、状態マシン１６０は待機状態１６２に戻る。しかしながら、再選択
が予測されると、状態マシン１６０は状態を回線交換モード状態１６６に変更する。
【００２９】
　回線交換モード状態１６６に進行すると、状態マシン１６０はＰＴＴコールが終了する
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か、予想されたハンドオーバが発生するまで、回線交換モード状態１６６に留まる。ＰＴ
Ｔコールが終了すると、状態マシン１６０は回線交換モード状態１６６から待機状態１６
２に移行する。しかしながら、ハンドオーバが完了すると、状態マシン１６０はパケット
・モード状態１６４に戻る。
【００３０】
　当然のことながら、状態マシンはソフトウェアまたはハードフェア内で実装できる。よ
り詳細には、状態マシンは論理ゲートや論理素子等のハードウェア素子を用いて構成でき
る。あるいは、状態マシンは、事前に格納したプログラム命令を用いて実装することも、
ハードウェア素子およびプログラム命令の両方の組み合わせを用いて実装することもでき
る。
【００３１】
　図６は、本発明を実装するために用いることができる無線通信装置２００の少なくとも
一実施形態の典型的なブロック図を示している。無線通信装置２００は、無線受信器２０
１および送信器２０３を有する。受信器２０１および送信器２０３はどちらも、送受切換
器２０７を介して、無線通信装置のアンテナ２０５に結合されている。送信器２０３およ
び受信器２０１で用いられる特定の無線周波数は、マイクロプロセッサ２０９により決定
され、インタフェース回路２１３を介して、周波数合成器２１１に送られる。受信器２０
１が受け取ったデータ信号は、インタフェース回路２１３により復号され、マイクロプロ
セッサ２０９に結合される。送信器２０３で送信するデータ信号は、マイクロプロセッサ
２０９により生成され、送信器２０３で送信される前に、インタフェース回路２１３で定
形化される。送信器２０３と受信器２０１の動作状態は、インタフェース回路２１３で有
効化または無効化される。
【００３２】
　好ましい実施形態では、マイクロプロセッサ２０９は処理ユニットの一部を構成し、イ
ンタフェース回路２１３と共に、記憶領域２１５に格納したプログラム命令の制御下で必
要な処理機能を実行する。同時に、マイクロプロセッサ２０９とインタフェース回路２１
３は一つ以上のマイクロプロセッサを有することができ、その一つ以上のマイクロプロセ
ッサはデジタル信号処理器（ＤＳＰ：Digital Signal Processor）を有することができる
。記憶領域２１５は、既存のＲＯＭ２２１、ＥＰＲＯＭ２２３、ＲＡＭ２２５、またはＥ
ＥＰＲＯＭ２２７を含む一つ以上の形態の揮発性や不揮発性メモリを有する。無線通信装
置の識別機能は一般に、ＥＥＰＲＯＭ２２７内に格納し（利用可能であれば、内蔵型ＥＥ
ＰＲＯＭのマイクロプロセッサ内に格納することもできる）、既存のセルラ・システムで
の動作に必要な番号割り当て（ＮＡＭ：Number Assignment ）を有することができる。
【００３３】
　状態マシン１６０を含む通信制御部をハードウェア内に実装する場合、論理素子はイン
タフェース２１３内に配置することも、記憶領域２１５内の記憶素子を利用することもで
きる。通信制御部をプログラム命令を用いて実装する場合、マイクロプロセッサ２０９を
含む一つ以上の処理部で実行するために、プログラム命令を記憶領域２１５内に格納する
ことができる。
【００３４】
　使用者の音声、マイクロフォン２２９およびスピーカ２３１の制御は、ユーザ・インタ
フェース回路２３３の一部を構成する音声処理回路２１９で制御する。さらに、ユーザ・
インタフェース回路２３３はユーザ・インタフェース処理回路２３５を有し、任意のキー
パッド２３７や表示装置２３９の動作を管理する。さらに、接触感応型表示装置の一部と
して、任意のキーパッド動作を含むことも想定される。
【００３５】
　図７は、本発明の少なくとも一態様によるセル再選択の間に通信接続を維持するための
方法を示すフロー図３００を示している。この方法は、第一動作モード３０２での通信を
有する。次いで、第一モードで動作しながら通信状態を３０４で監視する。次いで、再選
択を開始するおおよその時間を３０６で決定する。次いで、この方法は、決定された再選
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一セルから第二セルへのハンドオーバを３１０で実行する。
【００３６】
　少なくとも一実施形態では、ハンドオーバが完了すると、３１２で通信の動作モードを
第二モードから第一モードに戻す。このように、さらに再選択が望まれるようになるまで
、通信は第一モードで継続できる。
【００３７】
　本発明の好ましい実施形態を例示し、説明してきたが、当然のことながら、実施形態は
、本発明を限定するものではないことは理解されるであろう。添付の請求項で定義したよ
うに、本発明の技術思想および範囲から逸脱することなく、当業者は多くの修正、変更、
変形、置換および均等物使用を想起できるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】無線通信システムの対象区域の一部を表す地理的領域の典型的な地形図。
【図２】一対の基地局サブシステムのブロック図であって、一対の基地局サブシステムの
各々は、本発明の少なくとも一実施形態に従い、かつ一対の典型的なネットワーク、つま
りパケット・データ・ネットワークおよび回線交換ネットワークに結合されている、ブロ
ック図。
【図３】本発明の少なくとも一実施形態による通信制御部のブロック図。
【図４】通信制御部のより詳細なブロック図。
【図５】複数の状態と、その複数の状態の間で現在の状態が変化する条件を定義する状態
図であって、本発明の少なくとも一実施形態によるセル再選択の間に通信接続を維持する
ことに適合する、状態図。
【図６】本発明を具現化するために用いられる無線通信装置の少なくとも一実施形態のブ
ロック図。
【図７】本発明の少なくとも一実施形態によるセル再選択の間に通信接続を維持するため
の方法のフロー図。
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