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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　時分割多重アクセスプロトコルに従って複数のユーザ局と通信する能力を有する少なく
とも１つの基地局を備えた通信システムにおける通信方法であって、上記時分割多重アク
セスプロトコルにおいて、一連の複数の時間フレームはそれぞれ複数の時間スロットに分
割され、上記複数の時間スロットはそれぞれユーザ局送信時間区間及び基地局送信時間区
間を備え、上記通信方法は、
　第１の時間スロットの基地局送信時間区間において、基地局からユーザ局への第１のメ
ッセージを上記基地局から送信するステップを含み、上記基地局からユーザ局への第１の
メッセージは、単一の時間フレームの時間長内における後続の通信のための第１の相対的
時間位置を示す第１の情報要素を備え、
　上記基地局からユーザ局への第１のメッセージを１つのユーザ局において受信するステ
ップと、
　上記第１の相対的時間位置に従って、ユーザ局から基地局への第１のメッセージを上記
ユーザ局から上記基地局に送信するステップと、
　上記ユーザ局から基地局への第１のメッセージを上記基地局において受信するステップ
と、
　その後、上記単一の時間フレームの時間長内における第２の時間スロットの基地局送信
時間区間において、基地局からユーザ局への第２のメッセージを上記基地局から送信する
ステップとを含み、上記基地局からユーザ局への第２のメッセージは、後続の通信のため
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の第２の相対的時間位置を示す第２の情報要素を備え、
　上記基地局からユーザ局への第２のメッセージを上記ユーザ局において受信するステッ
プと、
　上記第２の相対的時間位置に従って、ユーザ局から基地局への第２のメッセージを上記
ユーザ局から上記基地局に送信するステップと、
　上記ユーザ局から基地局への第２のメッセージを上記基地局において受信するステップ
とを含むことを特徴とする通信方法。
【請求項２】
　基地局が複数のユーザ局と通信する時分割多重アクセス通信システムにおける通信方法
であって、上記基地局は一連の複数の時間フレームを生成し、上記複数の時間フレームは
それぞれ複数の時間スロットに分割され、上記複数の時間スロットはその全体として複数
のユーザ局送信時間区間及び複数の基地局送信時間区間を構成し、上記複数の時間スロッ
トの各々は１つのユーザ局送信時間区間及び１つの基地局送信時間区間を少なくとも備え
、上記通信方法は、
　指定された周波数帯を介し、かつ第１の基地局送信時間区間において、基地局からユー
ザ局への第１の制御トラフィックメッセージを上記基地局から送信するステップを含み、
上記基地局からユーザ局への第１の制御トラフィックメッセージは第１の利用可能な時間
スロットを識別し、
　上記基地局からユーザ局への第１の制御トラフィックメッセージを１つのユーザ局にお
いて受信するステップと、
　上記基地局からユーザ局への第１の制御トラフィックメッセージに応答して、上記指定
された周波数帯を介し、かつ上記第１の利用可能な時間スロット内のユーザ局送信時間区
間において、ユーザ局から基地局への第１の制御トラフィックメッセージを上記ユーザ局
から上記基地局に送信するステップと、
　上記ユーザ局から基地局への第１の制御トラフィックメッセージを上記基地局において
受信するステップと、
　上記ユーザ局から基地局への第１の制御トラフィックメッセージに応答して、上記指定
された周波数帯を介し、かつ第２の基地局送信時間区間において、基地局からユーザ局へ
の第２の制御トラフィックメッセージを上記基地局から上記ユーザ局に送信するステップ
とを含み、上記基地局からユーザ局への第２の制御トラフィックメッセージは第２の利用
可能な時間スロットを識別し、
　上記基地局からユーザ局への第２の制御トラフィックメッセージを上記ユーザ局におい
て受信するステップを含み、
　上記基地局からユーザ局への第１の制御トラフィックメッセージと、上記ユーザ局から
基地局への第１の制御トラフィックメッセージと、上記基地局からユーザ局への第２の制
御トラフィックメッセージとはすべて、単一の時間フレームの時間長内において送信され
ることを特徴とする通信方法。
【請求項３】
　複数のユーザ局と、
　時分割多重アクセスプロトコルに従って上記複数のユーザ局と通信する能力を有する基
地局とを備えた通信システムであって、
　上記時分割多重アクセスプロトコルにおいて、一連の複数の時間フレームはそれぞれ複
数の時間スロットに分割され、上記複数の時間スロットはそれぞれユーザ局送信時間区間
及び基地局送信時間区間を備え、
　上記基地局と１つのユーザ局とは、単一の時間フレームの時間長内において一連の複数
のメッセージを交換し、上記複数のメッセージは、
　基地局からユーザ局への第１のメッセージを含み、上記基地局からユーザ局への第１の
メッセージは第１の時間スロットの基地局送信時間区間において上記基地局から送信され
、上記基地局からユーザ局への第１のメッセージは、上記単一の時間フレームの時間長内
における後続の通信のための第１の相対的時間位置を示す第１の情報要素を備え、
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　上記第１の相対的時間位置に従って上記ユーザ局から上記基地局に送信される、ユーザ
局から基地局への第１のメッセージと、
　基地局からユーザ局への第２のメッセージとを含み、上記基地局からユーザ局への第２
のメッセージは、上記ユーザ局から基地局への第１のメッセージを上記基地局が受信した
後であって、かつ上記単一の時間フレームの時間長内における第２の時間スロットの基地
局送信時間区間において上記基地局から送信され、上記基地局からユーザ局への第２のメ
ッセージは、後続の通信のための第２の相対的時間位置を示す第２の情報要素を備え、
　上記第２の相対的時間位置に従って上記ユーザ局から上記基地局に送信される、ユーザ
局から基地局への第２のメッセージを含むことを特徴とする通信システム。
【請求項４】
　複数のユーザ局と１つの基地局とを備えた時分割多重アクセス通信システムであって、
上記基地局は一連の複数の時間フレームを生成し、上記複数の時間フレームはそれぞれ複
数の時間スロットに分割され、上記複数の時間スロットはその全体として複数のユーザ局
送信時間区間及び複数の基地局送信時間区間を構成し、上記複数の時間スロットの各々は
１つのユーザ局送信時間区間及び１つの基地局送信時間区間を少なくとも備え、
　上記基地局は、指定された周波数帯を介し、かつ第１の基地局送信時間区間において、
基地局からユーザ局への第１の制御トラフィックメッセージを送信し、上記基地局からユ
ーザ局への第１の制御トラフィックメッセージは第１の利用可能な時間スロットを識別し
、
　１つのユーザ局は、上記基地局からユーザ局への第１の制御トラフィックメッセージを
受信し、それに応答して、上記指定された周波数帯を介し、かつ上記第１の利用可能な時
間スロット内のユーザ局送信時間区間において、ユーザ局から基地局への第１の制御トラ
フィックメッセージを上記基地局に送信し、
　上記基地局は、上記ユーザ局から基地局への第１の制御トラフィックメッセージを受信
し、それに応答して、上記指定された周波数帯を介し、かつ第２の基地局送信時間区間に
おいて、基地局からユーザ局への第２の制御トラフィックメッセージを上記ユーザ局に送
信し、上記基地局からユーザ局への第２の制御トラフィックメッセージは第２の利用可能
な時間スロットを識別し、
　上記基地局からユーザ局への第１の制御トラフィックメッセージと、上記ユーザ局から
基地局への第１の制御トラフィックメッセージと、上記基地局からユーザ局への第２の制
御トラフィックメッセージとはすべて、単一の時間フレームの時間長内において送信され
ることを特徴とする時分割多重アクセス通信システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（技術分野）
　本発明は無線通信の分野に関し、詳述すれば、無線通信システムにおける制御トラフィ
ックのための通信プロトコルに関する。
【０００２】
（関連技術）
　移動通信システムは、一般には移動可能でありかつ通信経路のエンドポイントとなる一
群の「ユーザ局」と、一般には静止したものであって、ユーザ局への通信経路が確立たり
或いは維持されたりするときに利用可能な中継局となる一群の「基地局」とで構成されて
いるのが通常である。複数の基地局は、基地局コントローラないしクラスタコントローラ
に接続されてもよく、これらのコントローラは次いで、例えば移動局交換センターを介し
てローカルな公衆電話通信網と接続するようになっていてもよい。
【０００３】
　移動通信システムにおいては、ユーザの要求に応えるために展開する基地局の数をでき
るだけ少なくて済むように、基地局でのユーザトラフィック容量が最大になっているのが
望まれている。一つの基地局が複数のユーザ局と通信できるようにする一方法では、時分
割多元接続法(ＴＤＭＡ)を利用している。例えば特定のＴＤＭＡシステムでは、時間フレ
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ームを複数のより小さい時間単位、即ち、時間スロットに分割して、基地局からの送信と
ユーザ局からの送信とが衝突しないように時間的にずらしている。このように時分割送信
を行うばかりではなくて、異なった割当て周波数を利用して送信をずらすこともあり、こ
の方法は周波数分割多元接続(ＦＤＭＡ)として知られている。更に、スペクトル拡散法を
利用して送信を符号化することもあり、この場合では移動通信システムにおける異なった
セル局に異なったスペクトル拡散符号を割り当てることにより符号分割多元接続法(ＣＤ
ＭＡ)を介して送信をずらしている。
【０００４】
　一般に、基地局とユーザ局との間で通信が行えるためには、通信リンクを先ず確立する
必要がある。ところが、スペクトル拡散通信方式では、送信機と受信機との同期を取るの
に時間がかかるのが通常であるから、斯かる通信リンクを確立するのは困難である。スペ
クトル拡散を利用するＴＤＭＡ方式では、特にユーザ局の時間スロット内で送信機と受信
機との同期を取るのに必要な時間が比較的短い場合ではその同期を取るのに必要な時間が
足りないことから、通信リンクの確立とハンドオフ(局切換え)との何れか一方、または両
方は一層困難である。
【０００５】
　移動通信システムにおいては、基地局とユーザ局との間で先ず通信リンクを確立する方
法はプロトコルにより定められているのが普通である。また、ユーザ局がある基地局のサ
ービスエリア、即ち、「セル」を離れて別の基地局のサービスエリアに入るに伴って、ハ
ンドオフがいつどのように実行されるかということについても、プロトコルにより定めら
れている。基地局とユーザ局との間で接続を確立もしくは維持するため、或いは、通信を
ハンドオフするために交換されるメッセージは、一般に制御トラフィックないしシグナリ
ング（信号方式）トラフィックと称されている。呼のエンドポイント間で伝送されるデー
タを搬送するメッセージは、一般にベアラトラフィックメッセージと称されている。
【０００６】
　ユーザ局と基地局との間の最初の通信は、ユーザ局が基地局との通信要求をなす(例え
ば、電話へ発呼する)ときか、または、基地局がユーザ局への呼を完成させようとすると
き(例えば、ユーザ局がページングされる場合)に確立する。大抵の従来の移動通信システ
ムでは、移動局が通信を確立するのを捗らせるために専用制御チャンネルを利用している
。この方法によれば、通信を確立するに当たり移動局が制御チャンネルを介して先ず通信
する。すると基地局が、移動局に対してベアラトラフィックメッセージを交換するために
「永続的な」通信チャンネルを割り当てる。
【０００７】
　ところが、少なくとも一つのある移動通信システムでは、ユーザ局は、ベアラトラフィ
ックを送信するのに利用される同じチャンネルを利用して最初の通信を確立することがで
きるようになっている。例えば、特定の通信チャンネル(例えば時間フレームの時間スロ
ット)において制御トラフィックメッセージを交換することによりユーザ局が通信を確立
し、その後、ベアラトラフィックのために同一チャンネル(時間スロット)を利用するシス
テムが、本願発明の譲受人に譲渡されている、１９９４年８月１日出願の米国特許出願第
０８/２８４,０５３号に開示されており、これを本願明細書の一部をなすものとしてここ
に挙げておく。
【０００８】
　制御トラフィックメッセージの交換は、一方の基地局から別の基地局へのユーザ局のハ
ンドオフ時、通常はユーザ局がサービスエリアの間を移動するに伴って行われることもあ
る。一般に、従来の移動通信システムの大多数では、ハンドオフは、基地局と、基地局に
接続した移動局制御センターとの何れか、または、両方の指示の下で行われる。通信リン
クが切れそうになると、基地局は進行中の呼を、ハンドオフの目標（ターゲット）である
近くの基地局に転送するように要求する。この目標基地局は、基地局とユーザ局の何れか
、または、両方で定めた基準に従って選ばれることがある。制御チャンネル(もしあれば
、通信を確立するのに利用したのと同一の専用制御チャンネルであってもよい)は、移動
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局に対してハンドオフが捗るようにするために利用されることもある。
【０００９】
　一部の移動通信システムでは、ユーザ局がハンドオフに当たって大きな役割を果たして
いる。斯かるシステムの一例については、前掲の米国特許出願第０８/２８４,０５３号に
開示されている。この出願の開示されている少なくとも一つの実施例では、ユーザ局は、
いつハンドオフすべきかを決めるばかりではなくて、目下接続中の基地局から別の基地局
へのハンドオフを開始するステップを実行する。
【００１０】
　移動通信システムにあっては、一般に、エラーを伴わず、また、呼が誤って切れてしま
ったり通信リンクが失われてしまったりするようなこともなく、移動局と基地局との間で
の通信リンクが迅速に確立できると共に、基地局間でのハンドオフも迅速に行われること
が望まれている。このような能力を持たせると言うことは、リンクの確立とハンドオフに
対処するためには著しく大量のリソース(即ち、通信チャンネルと処理速度および能力)が
必要であることを意味している。ところが通信環境は不安定になる可能性があり、また複
数のユーザが同時にサービスを受ける必要が生じる可能性があるので、移動通信システム
としては、リンクの確立ないしハンドオフに当たり、多数のサービス要求に応えられると
共に、それが迅速に、しかもエラーや呼の切断を伴わないでできるのが望ましい。
【００１１】
　それと同時に、制御トラフィック用リソースが一般にはベアラトラフィック用リソース
と必ず競合するということを部分的な理由として、制御トラフィックメッセージを扱うた
めに利用可能なリソースは制限されており、時としてははなはだしく制限されるのが通常
である。従って、制御トラフィックに専ら割り当てたリソースが、データないしベアラト
ラフィックを扱うため総リソースを減少させており、また、その逆も然りである。制御ト
ラフィック要求に応えるためのリソース(１つ又は複数の専用制御チャンネル)を予約して
しまうと、基地局側のユーザ容量が悪影響を受けることになる。その結果、所定数の潜在
ユーザに対してサービス提供を行うためには、より大量の基地局が必要となることがある
。
【００１２】
　以上のことから、基地局とユーザ局との間での通信リンクを迅速かつ信頼性よく確立す
る手段を備えた通信システムが提供できるのは有利なことである。また、ハンドオフを迅
速に行うと共に、制御トラフィック機能をも迅速に行え、時分割多元接続環境において特
に適した通信プロトコルが提供できるのも有利なことである。更に、スペクトル拡散通信
での要求に適った高速ハンドオフ、高速制御トラフィック能力を有する通信プロトコルが
提供できることも有利なことである。
【００１３】
（発明の要旨）
　ある一面での本発明は、移動通信システムにおける基地局間での通信をハンドオフする
方法とシステムとを提供している。本発明の好ましい実施の形態では、移動局は時分割多
元接続法(ＴＤＭＡ)と時分割二元接続法(ＴＤＤ)の何れか、または両方を利用して基地局
と通信するようになっている。そのような実施の形態では、複数の時間スロットをそれぞ
れ備えた複数の時間フレームにてなる連続的なシーケンスを生成している。基地局は複数
のユーザ局(その一部または全てが移動局であってもよい)と通信できるが、各時間スロッ
トごとに一つのユーザ局と通信する。ハンドオフを求めている移動局は、第２基地局と複
数の制御トラフィックメッセージを交換して、別の時間スロットにおいて第２基地局と通
信を確立する。その後、移動局は第１基地局との通信チャンネルを開放する一方、第２基
地局を介して呼を第２基地局へ転送するように要求する。
【００１４】
　本発明の好ましい実施の形態においては、移動局は、目標基地局へ通信をハンドオフし
ているとき、または、その他の制御トラフィックのシグナリング（信号方式の処理）を実
行しているときに、一つ以上の時間フレームの複数の時間スロットにおいて、第２（目標
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）基地局との間で複数の制御トラフィックメッセージに係る送信及び／又は受信を実行す
る。第２基地局は移動局に対して、制御トラフィックに使える次の時間スロットについて
の指示を与えると共に、所望によっては、ハンドオフ時、または、その他の制御トラフィ
ックのシグナリング時に、追加の時間スロットを一時的に割り当てる。
【００１５】
　別の面での本発明は、ＴＤＭＡ及び／又はＴＤＤ通信において通信の確立およびハンド
オフを行う方法とシステムとを提供している。一実施の形態では、基地局は各時間スロッ
トにおいて一般ポーリングメッセージを送信して、その時間スロットが利用できることを
示す。利用できる時間スロットで通信を確立するためには、ユーザ局は一般ポーリングメ
ッセージに対して一般ポーリング応答で応答する。すると、基地局は特定ポーリングメッ
セージを送ってくる。ユーザ局は特定ポーリング応答によって応答する。その後、確立し
た通信リンクを介して通常のトラフィック通信が行われることになる。この通常のトラフ
ィック通信時において、一実施の形態では、各ユーザ局は、割り当てられた時間スロット
の前半部において基地局へ情報を送信すると共に、各ユーザ局は、その同じ割り当てられ
た時間スロットの後半部において基地局から情報を受信する。
【００１６】
　基地局間でのハンドオーバーは、新たな基地局との新たな通信リンクを確立する一方、
もとの基地局とのもとの通信リンクは新たな通信リンクが完全に確立するまで維持するこ
とにより行われる。この新たな通信リンクは、もとのリンクと同様にして確立することが
できる、即ち、一般ポーリング、一般応答、特定ポーリング、特定応答のメッセージなど
を伴う同様のハンドシェーク技術を利用することにより確立することができる。
【００１７】
　また別の面での本発明では、一般ポーリングメッセージ内でのスロットポインタ情報要
素によって、通信に利用できる次の時間スロットの位置が判るようになっている。スロッ
トポインタは、現在の時間スロットに対する相対的な数値であってもよい。現に通信を確
立しようとしているユーザ局が将来の通信に利用する時間スロットチャンネルの割り当て
は、特定ポーリングメッセージの一部としてのスロットポインタ情報要素によって行われ
る。スロットポインタは、時間フレーム内の複数の時間スロットを制御トラフィックのた
めに使用させることにより迅速にハンドオーバーを行うために利用されてもよい。
【００１８】
　別の実施の形態では、タイミング構造の一部として仮想時間スロットを形成している。
本願明細書で用いる仮想時間スロットとは、一般に、時間的には隣接していない二つの送
信時間区間を有しかつ同一ユーザ局に割り当てられた時間スロットである。仮想時間スロ
ットとは、例えば、特定のユーザ局に対する順方向リンク伝送と逆方向リンク伝送とが一
つ以上の他のユーザ局に対する送受信により隔てられている時間スロットである。各物理
的時間スロットにユーザ局送信時間区間と基地局送信時間区間とがある好ましいシステム
にあっては、ユーザ局が第１の物理的時間スロットのユーザ局送信時間区間の間に基地局
にユーザメッセージを送信し、次の第２の物理的時間スロットの基地局送信時間区間の間
に基地局から基地メッセージを受信するようになっている。他方、特定の実施の形態では
、一般ポーリングメッセージのヘッダにおける仮想スロットフィールドで、仮想時間スロ
ットが設けられているかどうかが判るようになっており、これにより、仮想時間スロット
を利用するモードと、仮想時間スロットを利用しないモードとの何れかで動作可能にする
ようになっている。
【００１９】
　スペクトル拡散方式による通信を確立し、維持する方法とシステムもここに開示してい
るが、Ｍ－ａｒｙ直接拡散方式を利用してデータシンボルを符号化している好ましい実施
の形態に関連して説明している。また、前述の諸実施の形態における改変や詳細なところ
についてもここで説明すると共に、図示している。
【００２０】
（好ましい実施例の詳細な説明）
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　図１は多元接続無線通信システム１０１用のセルパターンを示す図である。図１の無線
通信システム１０１は複数のセル１０３を有し、各セルが基地局１０４を有し、典型的に
はセル１０３の中央に配置されている。複数のユーザ局１０２は、それらのいくらかまた
はすべてが移動可能であってもよく、基地局１０４と通信して発呼及び着呼の処理を実行
する。各局（基地局１０４とユーザ局１０２の両方）は通常は受信機と送信機を備えてい
る。
【００２１】
　システム１０１のリソースを管理するために、（受信機と送信機を有する）制御局１０
５を配置することも可能である。制御局１０５（後述するような「基地局コントローラ」
を有してもよい）は、各セル１０３の基地局１０４とユーザ局１０２に、当該セル１０３
での無線信号通信を変調するために１つ又は１組のスペクトル拡散符号を割り当てること
が可能である（あるいは、１つ又は１組のスペクトル拡散符号を各セル１０３に予め割り
当ててもよい。）。結果的に得られるスペクトル拡散信号は、通常は、データ伝送に必要
な帯域幅を超過した帯域幅にわたって拡散されているので、「スペクトル拡散」という用
語で呼ばれる。従って、セル１０３で使用される無線信号は、隣接セル１０３の基地局１
０４とユーザ局１０２の両方が第１のセル１０３で開始した通信と隣接セル１０６で開始
した通信とを区別することができるように、十分に広い帯域幅にまたがることが好ましい
。
【００２２】
　図２は本発明の好ましい実施例において使用された通信システムアーキテクチャを示す
ブロック図である。図２の通信システムは複数のユーザ局１０２と通信するための複数の
基地局１０４を有する。基地局１０４とユーザ局１０２はパーソナル通信システム（ＰＣ
Ｓ）において動作可能であり、例えば、連邦通信委員会（ＦＣＣ）によって規定された規
則のもとで認可されていてもよい。
【００２３】
　各基地局１０４は種々の通信経路１０９の任意のものによって基地局コントローラ１０
５に接続可能である。各通信経路１０９は１つ以上の通信リンク１１８を有してもよい。
各通信リンク１１８は同軸ケーブル、ファイバー光ケーブル、デジタル無線リンク、また
は電話回線を含むことができる。
【００２４】
　各基地局コントローラ１０５もまた、１つ以上の通信ネットワーク１２６、例えば公衆
交換電話網（ＰＳＴＮ）またはパーソナル通信システム交換センター（ＰＣＳＣ）などと
接続可能である。各基地局コントローラ１０５は１つ以上の通信経路１０８によって通信
ネットワーク１２６に接続され、各通信経路は同軸ケーブル、ファイバー光ケーブル、デ
ジタル無線リンク、または電話回線を含むことができる。
【００２５】
　図２の通信システムはまた１つ以上の「インテリジェントな」基地局１０７を含むこと
ができ、該基地局１０７は基地局コントローラ１０５を介した中間介在なしに直接通信ネ
ットワーク１２６に接続されている。従って、基地局１０７は、ユーザ局１０２のローカ
ルなハンドオフおよび交換のために基地局コントローラ１０５をバイパスして、その代わ
りこれらの機能をネットワーク１２６を介して直接的に実行してもよい。
【００２６】
　動作のときに、各基地局１０４はデジタル情報に対してフォーマット(信号形式変換)処
理を行って、処理後のデジタル情報をそれのそれぞれの基地局コントローラ１０５に（ま
たは、インテリジェント基地局１０７の場合は直接ネットワーク１２６に）送信する。基
地局コントローラ１０５は多数の基地局１０４から入力を受信し、基地局１０４間のハン
ドオフを支援し、ネットワーク１２６に配信するためのチャンネル情報とシグナリング情
報を変換およびフォーマット処理する。基地局コントローラ１０５はまたローカルキャッ
シュビジターロケーションレジスタ（ＶＬＲ）データベースを管理してもよく、課金やモ
ニタリングや検査等の、基本動作、監督及び管理の機能をサポートしてもよい。各基地局
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コントローラ１０５は、ネットワーク１２６の制御に基づいて、それに関連付けられた基
地局１０４に係るローカルな登録及び検証を管理することができ、基地局１０４の状態に
関する更新情報をネットワーク１２６に提供してもよい。
【００２７】
　ネットワーク１２６は呼の配信と発信呼のために基地局コントローラ１０５と接続して
いる。インテリジェント基地局１０７は、公衆電話交換機を介した登録、呼の配信および
ハンドオフのために、ＩＳＤＮメッセージ伝送を使用してもよい。インテリジェント基地
局１０７は基地局１０４の一般的なすべての能力を有していてもよいが、さらに基本レー
トＩＳＤＮ（ＢＲＩ）カード、追加のインテリジェント装置及びローカルボコーダ（音声
分析合成装置）を備えることもできる。
【００２８】
　通信システムはまたＧＳＭネットワーク相互接続に基づくこともできる。図２Ａはこの
ような相互接続を示す通信システムアーキテクチャの図である。図２Ａの通信システムで
は、基地局１０４はＧＳＭ "A" インターフェースを介してＧＳＭ移動局交換センター１
１２に接続可能である。"A" インターフェースは基地局コントローラ１０５とインテリジ
ェント基地局１０７に設置してもよい。ＧＳＭの特徴および機能性は、エンドユーザ(即
ち、ユーザ基地局１０２）にとって透過的であるような方法で "A" インターフェースを
超えて基地局１０４との間で受け渡し可能である。ＧＳＭ移動局交換センター１１２は、
図２Ａに示すようにＰＳＴＮまたは他のネットワークに接続可能である。
【００２９】
　システムはまたケーブルテレビジョン配信ネットワークと相互接続してもよい。このよ
うなシステムでは、基地局１０４は小型化されて標準ケーブルテレビ増幅器の装置内に収
納できる。インターフェースはアナログ遠隔アンテナシステムとデジタル搬送機構を用い
て行ってもよい。例えば、ケーブルテレビネットワークからのＴ１およびフラクショナル
Ｔ１（"ＦＴ１"）デジタルマルチプレクサ出力はインターフェース用に使用可能であり、
基本レート（ＢＲＩ）ＩＳＤＮリンクはデジタルチャンネルの搬送用に使用可能である。
【００３０】
　図１Ａは本発明が動作可能な好ましいセルラ環境の図である。図１Ａによれば、地理的
領域２０１は複数のセル１０３に分割される。各セル１０３に関して割り当てられた周波
数と割り当てられたスペクトル拡散符号がある。好ましくは、２つの隣接セルは同じ割り
当て周波数（または周波数グループ）Ｆ１、Ｆ２またはＦ３を有さないように３つの異な
る周波数（または周波数グループ）Ｆ１、Ｆ２、Ｆ３が割り当てられ、隣接セル間のＲＦ
干渉を最小限に抑えている。周波数は、永続的に割り当てられてもよく、さもなければネ
ットワークを介して動的に割り当てられてもよい。
【００３１】
　セル間のＲＦ干渉の発生可能性をさらに低減するために、周波数再使用パターンを重複
させる繰り返しパターンに示すように、異なった近似直交スペクトル拡散符号Ｃ１乃至Ｃ
７が割り当てられる。７つのスペクトル拡散符号Ｃ１乃至Ｃ７の繰り返しパターンが好ま
しいが、特定のアプリケーションに依存して、他の個数のスペクトル拡散符号を含むパタ
ーンが適している場合もある。セル１０３で使用した周波数のように、スペクトル拡散符
号は、永続的に割り当てられてもよく、さもなければネットワークを介して動的に割り当
てられてもよい。本発明の動作用に適当なセルラ環境に関する更なる情報については、本
発明の譲受人に譲渡された米国特許5,402,413号明細書に記載され、上記明細書の内容は
、本願明細書に完全に示されるように参照されることで、ここに組み込まれる。
【００３２】
　搬送波変調のためにスペクトル拡散を利用することは周波数再利用ファクタＮ＝３を可
能にし、これにより隣接するセル１０３に対して異なった搬送波周波数Ｆ１、Ｆ２又はＦ
３を割り当てる。同じ搬送波周波数Ｆ１、Ｆ２又はＦ３を用いるセル１０３間に発生する
干渉は、セル１０３間を互いに分離する距離（即ち、図１Ａに示すように、同じ搬送波周
波数Ｆ１、Ｆ２又はＦ３を用いる任意の２つのセル１０３は、間に挟まれた少なくとも一
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つのセル１０３により分離されている。）に起因した伝搬損失により減少し、大略直交す
る拡散符号の利用により獲得されるスペクトル拡散処理利得によっても減少する。
【００３３】
　例示的なセルラーパターンに関するさらなる詳細事項が、例えば、先に引用した米国特
許第５４０２４１３号に開示されている。
【００３４】
　本発明の好ましい実施の形態では、複数の時間スロットに分割された時間フレームを利
用することにより、即ち、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）を利用することにより、多元接続
通信が達成される。図３は、特定のＴＤＭＡシステムのタイミング構造を示す概略図であ
る。図３に示すタイミング構造によれば、所定時間にわたって継続する通信は、連続した
一連の複数の時間フレーム３０１に分割される。一つの完全な時間フレーム３０１が時間
軸３１０に沿って図３に示されている。同様の時間フレームが時間フレーム３０１の前後
に時間軸３１０に沿って連続的パターンで配置されている。
【００３５】
　時間フレーム３０１は、ＴＳ１、ＴＳ２、ＴＳ３というように連続的に番号付けられた
複数の時間スロット３０２に分割され、各時間スロットは、ユーザ局１０２との全二重通
信をサポートしてもよい。時間フレーム３０１は、図３に示した「ポーリングループ（ｐ
ｏｌｌｉｎｇ　ｌｏｏｐ）」またはタイムループ（ｔｉｍｅ　ｌｏｏｐ）としてみなされ
てもよく、これにより、複数のユーザ局１０２との通信は所定の時間フレーム３０１にわ
たってポーリングと同様の方法で逐次的に実行され、各ユーザ局１０２はその指定された
時間スロット３０２においてメッセージを送受信する。図３に示す好ましい実施の形態に
おいて、各時間スロット３０２は、ユーザ局１０２がユーザ局から基地局へのメッセージ
を基地局１０４に送信するユーザ局送信時間区間３０５と、基地局１０４が基地局からユ
ーザ局へのメッセージをユーザ局１０２へ送信する基地局送信時間区間３０６からなる。
複数の時間スロット３０２による通信は、ユーザ局１０２がある物理的時間スロット３０
２において送信し、それとは異なる物理的時間スロット３０２において受信するようにイ
ンターリーブされる。
【００３６】
　例示的なＴＤＭＡ通信システムにおいて、時間フレーム３０１の継続時間は、それぞれ
およそ２０ミリ秒であり、各時間フレーム３０１は１６個の時間スロット３０２を含むか
、或いは増加したガード時間によって拡張された領域をサポートするため８個の時間スロ
ット３０２を含む。
【００３７】
　いくらかの好ましい実施の形態において、ユーザ局１０２は、増加したデータレートを
サポートするように、各時間フレーム３０１の１つよりも多くの時間スロット３０２にお
いて通信してもよい。同様に、いくらかの好ましい実施の形態において、ユーザ局１０２
は、フルスピード通信リンクを必要としない場合の減少したデータレートをサポートする
ように、定期的に時間フレーム３０１をスキップし、時間フレーム３０１全体のうちの何
らかのサブセットにおいて通信してもよい（例えば、１つおきの時間フレーム３０１にお
いて通信したり、または４個の時間フレーム３０１ごとに１つの時間フレーム３０１にお
いて通信したりする）。前述したように参照により本明細書に組み込まれた、１９９４年
８月１日に出願された同時係属中である上述した米国特許出願番号０８／２８４，０５３
号明細書を参照すると、上述した可変なデータレートをサポートする例示的なＴＤＭＡシ
ステムに関するさらなる情報を発見することができる。
【００３８】
　図６は、仮想時間スロットを利用したタイミング構造を示す概略図である。各仮想時間
スロットは、一般に、二重通信のペア（即ち、一つの順方向リンクと一つの逆方向リンク
）を構成する。
【００３９】
　図６に示すように、図３と同様に、所定時間にわたって継続する通信は、連続した一連
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の複数の時間フレーム６０１に分割される。一つの完全な時間フレーム６０１が時間軸６
１０に沿って図６に示されている。同様の時間フレームが時間フレーム６０１の前後に時
間軸６１０に沿って連続的パターンで配置されている。
【００４０】
　時間フレーム６０１は、ＴＳ１、ＴＳ２、ＴＳ３というように連続的に番号付けられた
複数の物理的時間スロット６０２に分割される。各物理的時間スロット６０２は、ユーザ
局１０２がユーザ局から基地局へのメッセージを基地局１０４に送信するユーザ局送信時
間区間６０５と、基地局１０４が基地局からユーザ局へのメッセージをユーザ局１０２へ
送信する基地局送信時間区間６０６からなり、後者のメッセージが送信される宛先となる
ユーザ局１０２は、同じ物理的時間スロット６０２において基地局１０４への送信を行っ
たものとは異なるユーザ局１０２であってよい。仮想時間スロットを用いることにより、
複数の物理的時間スロット６０２による通信は、ユーザ局１０２がある物理的時間スロッ
ト６０２において送信し、それとは異なる時間スロット６０２において受信するようにイ
ンターリーブされる。所定のユーザ局１０２用の順方向リンクと逆方向リンクを定義する
ユーザ局送信時間区間６０５と基地局送信時間区間６０６（図６に示すように、一般には
互いに異なる物理的時間スロット６０２に配置される。）は、ひとまとめで”仮想時間ス
ロット”と呼称される。
【００４１】
　例示的な仮想時間スロット６１８が図６に示され、特定のユーザ局１０２（例えば、ユ
ーザ局ＭＳ２）と関連付けられている。仮想時間スロット６１８は、２つのメッセージ送
信時間区間を備え、そのそれぞれは、２つの物理的時間スロット６０２ａと６０２ｂのい
ずれかにある。仮想時間スロット６１８は、第１の物理的時間スロット６０２ａの中のユ
ーザ局送信時間区間６０５ａと、第２の物理的時間スロット６０２ｂの中の基地局送信時
間区間６０６ｂを有する。仮想時間スロット６１８のユーザ局送信時間区間６０５ａと基
地局送信時間区間６０６ｂの間では、第１の物理的時間スロット６０２ａの中のユーザ局
送信時間区間６０６ａにおいて、基地局１０４が（例えば、ユーザ局ＭＳ１のような第２
のユーザ局１０２に）送信を行い、ユーザ局送信時間区間６０５ｂにおいて、他のもう一
つのユーザ局１０２（例えば、ユーザ局ＭＳ３のような第３のユーザ局１０２）が基地局
１０４へ送信を行う。このようにして、基地局１０４との間の伝送は、インターリーブさ
れる。
【００４２】
　時間フレーム６０１は、図３の実施の形態における時間フレーム３０１と同様に、「ポ
ーリングループ（ｐｏｌｌｉｎｇ　ｌｏｏｐ）」又はタイムループ（ｔｉｍｅ　ｌｏｏｐ
）としてみなされてもよく、これにより、複数のユーザ局１０２との通信は所定の時間フ
レーム６０１にわたってポーリングと同様の方法で逐次的に実行され、各ユーザ局１０２
はその指定された仮想時間スロット６１８においてメッセージを送受信する。しかしなが
ら、図６に示す時間スロット６１８は、必ずしも物理的時間スロット６０２と同一でなく
てもよい。図６に示すタイミング構造の利点は、ユーザ局１０２から受信したチャンネル
特性を示すデータを基地局１０４が処理するときの時間が長くなってもよいということに
ある。
【００４３】
　例示的なＴＤＭＡ通信システムにおいて、時間フレーム６０１の継続時間は、それぞれ
およそ２０ミリ秒であり、各時間フレーム６０１は１６個の時間スロット６０２を含むか
、或いは増加したガード時間によって拡張された領域をサポートするため８個の時間スロ
ット６０２を含む。
【００４４】
　時間フレーム構造（仮想時間スロットを含む）に関するさらなる詳細事項については、
１９９６年６月２１日に出願された同時係属中の米国特許出願番号０８／６６８，４８３
号の明細書において見つけることができ、上記明細書の内容は、本願明細書に完全に示さ
れるように参照されることで、ここに組み込まれる。
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【００４５】
　いくらかの好ましい実施の形態において、ユーザ局１０２は、増加したデータレートを
サポートするように、各時間フレーム６０１の一つ以上の仮想時間スロット６１８におい
て通信してもよい。同様に、いくらかの好ましい実施の形態において、ユーザ局１０２は
、フルスピード通信リンクを必要としない場合の減少したデータレートをサポートするよ
うに、定期的に時間フレーム６０１をスキップし、時間フレーム６０１全体のうちの何ら
かのサブセットにおいて通信してもよい（例えば、１つおきの時間フレーム６０１におい
て通信したり、または４個の時間フレーム６０１ごとに１つの時間フレーム６０１におい
て通信したりする）。
【００４６】
　ユーザ局１０２と基地局１０４との間の通信は、利用可能な時間スロット３０２の継続
時間中に、基地局１０４から送信された一般ポーリングメッセージに対するユーザ局１０
２からの応答により確立される。この処理は、図４により詳細な説明が記述されており、
図４には、例えば、図３に示すような通信システムにおけるスペクトル拡散通信リンクを
確立するプロトコルが示されている。通信リンクは、図６に示す実施の形態に類似した方
法により確立されてもよい。
【００４７】
　図４に示すプロトコルでは、一般ポーリングメッセージ４０１は、通信のために利用可
能な時間スロット３０２のうちの一部又は全体において基地局１０４により送信される。
ユーザ局１０２は、基地局１０４からの送信をモニタリングし、利用可能な時間スロット
３０２において一般ポーリングメッセージを受信することによりこれらの利用可能な時間
スロット３０２を突きとめる。
【００４８】
　ハンドシェイキングステップ（ｈａｎｄｓｈａｋｉｎｇ　ｓｔｅｐ）のシーケンスによ
り、ユーザ局１０２は、基地局１０４を「捕捉」する。一般ポーリングステップ４０７に
おいて、時間スロット３０２が占有されていない間、基地局１０４は、それの一般ポーリ
ングメッセージ４０１を送信する。ユーザ局１０２は、一般ポーリングメッセージ４０１
を受信し、それがエラーなしで受信されたならば、次に続く時間フレーム３０１の同じ時
間スロット３０２において（或いは、後述するように異なる時間スロットにおいて）基地
局１０４へ一般ポーリング応答４０４を送信する。一般ポーリングメッセージ４０１は、
好ましくは基地局ＩＤ４０８ｂのためのフィールドを含み、それは３２ビット長であって
よく（一例である）、ユーザ局１０２により保存されるか、或いは記録される。同様に、
一般ポーリング応答４０４は、好ましくはユーザ局ＩＤ４０９のためのフィールドを含み
、それは３２ビット長であってよく（一例である）、基地局１０４により保存されるか、
或いは記録される。
【００４９】
　一般ポーリング応答４０４を受信すると、特定ポーリングステップ４１０では、基地局
１０４は、基地局１０４により一般ポーリング応答４０４の一部として予め受信されたユ
ーザ局ＩＤ４０９を（他の情報とともに）含む特定ポーリングメッセージ４０２を送信す
る。ユーザ局１０２は、特定ポーリングメッセージ４０２を受信し、それがエラーなしで
ありかつ同じユーザ局ＩＤ４０９を備えて受信されたならば、次に続く時間フレーム３０
１の同じ時間スロット３０２において（或いは、ここに記述するように異なる時間スロッ
トにおいて）基地局１０４に特定ポーリング応答４０５を送信する。特定ポーリング応答
４０５は、一般ポーリング応答４０４のものと同じユーザ局ＩＤ４０９を含んでいる。
【００５０】
　特定の実施の形態において、特定ポーリング応答４０５は、冗長なものとして削除され
てもよい。そのような場合、ユーザ局１０２は、特定ポーリングメッセージ４０２の後に
続けてユーザトラフィックメッセージ４０６を送信してもよい。
【００５１】
　一般ポーリング応答４０４のものと一致するユーザ局ＩＤ４０９を含む特定ポーリング
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応答４０５を受信すると、リンク確立ステップ４１１において、基地局１０４は、トラフ
ィックメッセージ４０３を送信してもよい。この時点で、基地局１０４とユーザ局１０２
には、通信リンク４１２が確立される。基地局１０４は、通信チャンネルを介して呼を接
続し、ユーザ局１０２は、電話網に対する一般的な動作処理を開始する（例えば、ユーザ
局１０２は、ダイアルトーンを受信し、番号をダイアルし、電話回線を確立したり、他の
電話動作処理を実行したりする）。通信リンク４１２が自発的に開放されるまで、或いは
、通信障害の発生によりユーザ局１０２が基地局１０４を再捕捉するように促されるまで
、又は、ユーザ局１０２が他の基地局１０４にハンドオフするまで、基地局１０４とユー
ザ局１０２は、トラフィックメッセージ４０３と４０６を交換する。
【００５２】
　図４Ａは、メッセージフロー図のフォーマットにおけるメッセージの同様な交換を示す
。ここで、ユーザー局１０２は、基地局１０４との通信を確立する。
　２以上のユーザー局１０２が同じ一般ポーリングメッセージに応答することが生じるな
らば、基地局１０４は、意図的に特定ポーリングメッセージ４０２との応答に失敗する。
基地局１０４との応答の欠如した場合には、計算された時間区間の間、一般ポーリングメ
ッセージ４０１と一般ポーリング応答４０４とのプロトコルを用いて同じ基地局１０４を
捕捉する試みをバックオフする（待機する）ように、関連したユーザー局１０２は信号に
より通知を受ける。このバックオフ時間は、ユーザ局ＩＤに基づいていてもよい。このよ
うに、各ユーザー局１０２は、ＩＥＥＥ標準８０２.３により特定されているのと同様に
、将来の衝突を防止するために異なる時間にわたってバックオフする。
【００５３】
　着信呼ステップ４１３において、着信した電話呼が基地局１０４で受信されると、基地
局１０４は、一般ポーリングメッセージ４０１と一般的ポーリング応答４０４を行わず、
ただちに特定ポーリングステップ４１０に進む。基地局１０４は、特定ポーリングメッセ
ージ４０２と、指示された受信側ユーザー局１０２のユーザ局ＩＤとを、使用できる時間
スロット３０２において送信する。ここでさらに説明するように、各ユーザー局１０２は
、特定ポーリングメッセージ４０２が送信された後の予め決められた時間内に当該特定ポ
ーリングメッセージ４０２を受信するように、定期的に特定ポーリングメッセージの検出
を行う。特定ポーリングメッセージ４０２を受信すると、ユーザー局１０２は、メッセー
ジの中のユーザ局ＩＤを自局ＩＤと比較して、もし一致すれば、リンク確立ステップ４１
１に進んで処理を続ける。これにより、基地局１０４は、通信範囲内にある任意のユーザ
ー局１０２との通信リンクを確立する。
【００５４】
　ＴＤＭＡシステムにおける通信（特にスペクトル拡散通信）を確立する手段についての
詳細は、米国特許第５,４５５,８２２号および１９９４年８月１日に出願された米国特許
出願第０８／２８４,０５３号に記載されており、それらの内容は、この引用により本明
細書に組み込まれる。
【００５５】
　好ましい実施形態では、一般ポーリングメッセージ４０１は、次の時間スロット３０２
（または仮想時間スロット６１８）を示す次スロットポインタ（図８Ａに示され、図８Ａ
に関して説明されたように、次スロットポインタフィールド８１０に含まれる）を含む。
この次の時間スロット３０２の継続時間中に、一般ポーリングメッセージ４０１が基地局
１０４により送信される。そのような実施形態において、通信を確立することを求めてい
るユーザー局１０２は、時間スロット３０２（または６１８）のユーザ局送信時間区間３
０５（または６０５）における一般ポーリングメッセージに応答する。この時間スロット
は、次スロットポインタにより示されるが、必ずしも次時間フレーム３０１（または６０
１）の同じ時間スロットにはない。次スロットポインタにより示される時間スロットの中
でユーザー局１０２からの一般応答メッセージ４０４を受信すると、基地局１０２は、特
定ポーリングメッセージ４０２で応答する。ある一般ポーリングメッセージ４０２に対し
て２以上のユーザ局１０２が応答したとき、次スロットポインタにより示される時間スロ
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ットにおいて（特定ポーリングメッセージ４０２ではなく）一般ポーリングメッセージが
現れると、関連する各ユーザ局１０２は、ユーザ局ＩＤに依存した可変な時間期間にわた
ってバックオフさせられる。
【００５６】
　特定ポーリングメッセージ４０２は、ユーザー局１０２に固有の一時的な簡略識別子（
ニックネーム）を含む。ここでは、これを「相関ＩＤ」という。相関ＩＤは、確立された
リンクが切断されるまで、（双方向に）後続するシグナリングメッセージの中に現れる。
特定ポーリングメッセージ４０２に応答して、ユーザー局１０２は、特定ポーリングメッ
セージのヘッダーにおける次スロットポインタにより割り当てられる時間スロット３０２
（または６１８）においてトラフィックメッセージで応答する。
【００５７】
　以下に、はじめに時間スロット内での可変の時間区間、基本的メッセージ構造およびフ
ォーマットを短く説明した後で、好ましい実施形態において次スロットポインタ（ときに
は単にスロットポインタともいう）がどのように使用されるかについて詳細に説明する。
これらの時間区間、基本的メッセージ構造およびフォーマットは、例示的なものであり、
この発明の動作を説明するための種々の好ましい実施形態を表わすものであり、この発明
を特定の種類の基本的メッセージ構造やフォーマットに、または、特定の種類の時間スロ
ット構造に限定するものではない。
【００５８】
　図５Ａは、好ましいスロット構造を示し、図５Ｂと図５Ｃは、それぞれ、基地局の送信
データフレーム構造と、ユーザー局の送信データフレーム構造を示す。図５Ａにおいて、
時間スロット５１０は、可変無線遅延ギャップ５０５、ユーザー局送信フレーム５１５、
基地局プロセッサギャップ５２５、ガード時間５３５、基地局送信フレーム５４５および
レーダーギャップ５５５からなる。各ユーザー局送信フレーム５１５は、ユーザ局プリア
ンブル５１６、ユーザ局プリアンブル測定（sounding）ギャップ５１９およびユーザー局
送信データフレーム５２１からなる。同様に、各基地局送信フレーム５４５は、基地局プ
リアンブル５４７、基地局プリアンブル測定ギャップ５４９および基地局送信データフレ
ーム５５１からなる。
【００５９】
　図５Ｂは、基地局送信データフレーム５５１のための好ましいメッセージ構造を示す。
図５Ｂのメッセージ構造は、基地局ヘッダーフィールド５５３、基地局Ｄチャンネルフィ
ールド５５７、基地局データフィールド５５９および基地局巡回冗長検査（ＣＲＣ）フィ
ールド５６１からなる。好ましい実施形態において、基地局ヘッダーフィールド５５３は
２３ビットであり、基地局Ｄチャンネルフィールド５５７は８ビットであり、基地局デー
タフィールド５５９は１９２ビットであり、基地局ＣＲＣフィールド５６１は１６ビット
である。
【００６０】
　図５Ｃは、ユーザー局送信データフレーム５５１のための好ましいメッセージ構造を示
す。図５Ｃのメッセージ構造は、ユーザ局ヘッダーフィールド５２３、ユーザ局Ｄチャン
ネルフィールド５２７、ユーザ局データフィールド５２９およびユーザ局ＣＲＣフィール
ド５３１からなる。好ましい実施形態において、ユーザ局ヘッダーフィールド５２３は１
７ビットであり、ユーザ局Ｄチャンネルフィールド５２７は８ビットであり、ユーザ局デ
ータフィールド５２９は１９２ビットであり、ユーザ局ＣＲＣフィールド５３１は１６ビ
ットである。
【００６１】
　図７Ａ～図７Ｃは、好ましいポーリングメッセージのフォーマットの図である。図７Ａ
は、たとえば図４の一般ポーリングメッセージ４０１とともに使用可能な一般ポーリング
メッセージの図である。図７Ａに示されるように、一般ポーリングメッセージ７０１は、
好ましくは、ヘッダーフィールド７０２、スペアフィールド７０３、ゾーンフィールド７
０４、基地局コントローラ（ＢＳＣ）ＩＤフィールド７０５、基地局ＩＤフィールド７０
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６、ファシリティ（機能）フィールド７０７、システムタイプフィールド７０８、サービ
スプロバイダーフィールド７０９、スロット品質フィールド７１０、フォワードエラー訂
正（ＦＥＣ）フィールド７１１およびフレーム制御ワード（ＦＣＷ）フィールド７１２を
、上記の順番で備えて構成される。好ましい実施形態では、ヘッダーフィールド７０２は
２４ビットの長さであり、スペアフィールド７０３は１６ビットの長さであり、ゾーンフ
ィールド７０４は４０ビットの長さであり、ＢＳＣＩＤフィールド７０５は１６ビットの
長さであり、基地局ＩＤフィールド７０６は３２ビットの長さであり、ファシリティフィ
ールド７０７は３２ビットの長さであり、システムタイプフィールド７０８は８ビットの
長さであり、サービスプロバイダーフィールド７０９は１６ビットの長さであり、スロッ
ト品質フィールド７１０は８ビットの長さであり、ＦＥＣフィールド７１１は３２ビット
の長さであり、フレーム制御ワードフィールド７１２は１６ビットの長さであり、全体で
２４０ビットである。
【００６２】
　ヘッダーフィールド７０２は、メッセージタイプを同定するものであり、図８Ａに関し
てさらに充分に説明される。ゾーンフィールド７０４は、特定の基地局１０４のページン
グゾーンを同定する。ユーザー局１０２は、直ちに再登録を要求することなく、同じゾー
ン内で１つの基地局１０４から他の基地局へ移動できる。ＢＳＤＩＤフィールド７０５は
、基地局コントローラ１０５を一意に同定するシーケンスである。基地ＩＤフィールド７
０６は、基地局１０４を一意に同定するシーケンスである。ファシリティフィールド７０
７は、基地局１０４により提供されるサービス（たとえば、インターネットアクセス、総
データ性能、音声増強など）を記述する。ファシリティフィールド７０７は、そのチャン
ネルへのアクセスが可能なユーザー局を示す下位フィールド（たとえば９１１の発呼のみ
、特定のアクセスコードを用いたユーザー局１０２など）を含んでいてもよい。システム
タイプフィールド７０８は、基地局１０４に関連付けられたシステムのタイプを同定する
。サービスプロバイダーフィールド７０９は、基地局１０４を動作させるＰＣＳサービス
プロバイダー（または、複数のサービスプロバイダーが基地局１０４により利用可能であ
るならば、特定の時間スロットを現在動作させているサービスプロバイダー）を同定する
。スロット品質フィールド７１０は、干渉に関する時間スロットの相対的な品質を示す。
フォワードエラー訂正（ＦＥＣ）フィールド７１１は、フォワードエラー訂正のために用
いられる。ＦＣＷフィールド７１２は、エラー検出のために使用される。１つの実施形態
では、ＦＣＷフィールド７１２は、以下のアルゴリズムにより決定されるビットおよび／
または位相シフトのシーケンスからなる。そのアルゴリズムにおいて、
　　１．母多項式（生成多項式）ＧＲＰにより除算されたシード多項式ＳＤＰのモジュー
ロ２の剰余Ｒ１を計算し、
　　２．ｘ１６とＦＣＷフィールド７１０に先行するメッセージ７０１の内容との積Ｐを
計算し、
　　３．ステップ２で得られた積Ｐにより除算された母多項式ＧＲＰのモジューロ２の剰
余Ｒ２を計算し、
　　４．剰余Ｒ１と剰余Ｒ２のモジューロ２の和Ｓを計算し、
　　５．和Ｓの１の補数を計算する。その結果はＦＣＷフィールド７１０において伝送さ
れる。
【００６３】
　好ましい実施形態では、シード多項式ＳＤＰは、
【数１】

であり、母多項式ＧＲＰは、
【数２】
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である。
【００６４】
　図７Ｂは、（たとえば図４の特定ポーリングメッセージ４０２とともに使用可能な）特
定ポーリングメッセージの図である。図７Ｂに示されるように、特定ポーリングメッセー
ジ７２０は、好ましくは、ヘッダーフィールド７２１、相関ＩＤフィールド７２２、原因
フィールド７２３、個人識別子（ＰＩＤ)フィールド７２４、無線（over-the-air）（Ｏ
ＴＡ）マップタイプフィールド７２５、ＯＴＡマップフィールド７２６、スペアフィール
ド７２７、スロット品質フィールド７２８、フォワードエラー訂正（ＦＥＣ）フィールド
７２９およびＦＣＷフィールド７３０を、上記の順番で備えて構成される。好ましい実施
形態では、ヘッダーフィールド７２１は２４ビットの長さであり、相関ＩＤフィールド７
２２は８ビットの長さであり、原因フィールド７２３は８ビットの長さであり、ＰＩＤフ
ィールド７２４は７２ビットの長さであり、ＯＴＡマップタイプフィールド７２５は８ビ
ットの長さであり、ＯＴＡマップフィールド７２６は３２ビットの長さであり、スペアフ
ィールド７２７は３２ビットの長さであり、スロット品質フィールド７２８は８ビットの
長さであり、ＦＥＣフィールド７２９は３２ビットの長さであり、ＦＣＷフィールド７３
０は１６ビットの長さであり、全体で２４０ビットである。
【００６５】
　ヘッダフィールド７２１、スロット品質フィールド７２８、ＦＥＣフィールド７２９、
それにＦＣＷフィールド７３０は、図７Ａに示される類似フィールドと同様である。相関
ＩＤフィールド７２２は、特定ユーザ局１０２に割り当てられた１つ又は複数のチャンネ
ル（即ち、時間スロット）を一時的に同定するために用いられる。相関ＩＤ番号は、呼の
接続の継続時間中に割り当てられ、接続終了時には別のユーザ局１０２による再利用のた
めに開放される。なお、相関ＩＤ番号は、一回の接続中に変更されてもよい。ブロードキ
ャストのために、特定の相関ＩＤ番号が基地局１０４により予約されていてもよい。原因
フィールド７２３によって、特定ユーザ局１０２についての先のシグナリングトラフィッ
ク動作の実行時にエラーが生じた原因を示している。それゆえ、原因フィールド７２３の
メッセージを解釈することは、関連したシグナリングトラフィックのタイプに依存する可
能性がある。可能性のある原因メッセージには、例えば、ユーザ局１０２が記録されてい
ないか、又は記録として受理されないであろうことを示すものが含まれ、あるいはまた、
呼が接続されていなかったか、又は完了できなかったことを示すものが含まれる。ＰＩＤ
フィールド７２４は、加入者（例えば、ユーザ局１０２）を一意に識別する個人識別番号
からなる。ＯＴＡマップタイプフィールド７２５によって、ＯＴＡマップフィールド７２
６において続くマップのタイプ（例えば、後述するスーパフレームやサブフレーム等）を
規定している。ＯＴＡマップフィールドでは、特定ユーザ局１０２に関する時間スロット
のマッピングを表わしている。ＯＴＡマップフィールド７２６のフォーマットは、マップ
のタイプに依存する。
【００６６】
　図７Ｃは、ポーリング応答メッセージのフォーマット（例えば、図４の一般ポーリング
応答４０４又は特定ポーリング応答４０５を利用してもよい）の図である。図７Ｃに示さ
れるように、ポーリング応答メッセージ７４０は、好ましくは、ヘッダフィールド７４１
、第１スペアフィールド７４２、ＰＩＤフィールド７４３、サービスプロバイダフィール
ド７４４、クラスフィールド７４５、ユーザ局能力フィールド７４６、第２スペアフィー
ルド７４７、ＦＥＣフィールド７４８、それにＦＣＷフィールド７４９を、上記の順番で
備えて構成される。好ましい実施形態では、ヘッダフィールド７４１は１７ビット長、第
１スペアフィールド７４２は１６ビット長、ＰＩＤフィールド７４３は７２ビット長、サ
ービスプロバイダフィールド７４４は１６ビット長、クラスフィールド７４５は１６ビッ
ト長、ユーザ局能力フィールド７４６は１６ビット長、第２スペアフィールド７４７は３
２ビット長、ＦＥＣフィールド７４８は３２ビット長、それにＦＣＷフィールド７４９は
１６ビット長であり、全体で２３３ビットある。
【００６７】
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　ヘッダフィールド７４１によってメッセージタイプを識別するが、このヘッダフィール
ド７４１は図８Ｂにより詳細に記載されている。ＰＩＤフィールド７４８とＦＣＷフィー
ルド７４６とは、図７Ｂについてそれぞれ記載されているＰＩＤフィールド７２４、ＦＥ
Ｃフィールド７２９及びＦＣＷフィールド７３０と同様である。サービスプロバイダフィ
ールド７４４によって、ユーザ局１０２が使用を希望しているＰＣＳサービスプロバイダ
を識別している。クラスフィールド７４５により、特定ユーザ局１０２で用いられている
動作パラメータのいくつかを特定する。クラスフィールド７４５は、クラスタイプサブフ
ィールド及びクラス情報サブフィールドとからなっていてもよい。クラスタイプサブフィ
ールドによってユーザ局クラスタイプ（例えば、ＤＣＳ１９００クラスタイプ、又はＩＳ
－４１クラスタイプ等）を示し、また、ユーザ局１０２のパワーレベル性能の指示情報を
提供してもよい。クラス情報サブフィールドにより、例えば、改訂レベル、利用可能な暗
号化アルゴリズム、ショートメッセージ能力、省略表記法(ellipsis notation)及びフェ
ーズ２のエラー処理能力、パワークラス、連続／不連続の伝送、帯域幅（例えば、２０Ｍ
Ｈｚ又は２５ＭＨｚ）、それに名目上のパワーレベルを含む動作情報が提供される。クラ
スタイプサブフィールドは、ＧＳＭ指向のシステムでは、ユーザ局１０２のパワーレベル
性能を示してもよい。ユーザ局能力フィールド７４６によって、ユーザ局１０２に存在す
る特徴（例えば、ユーザ局１０２がＦＡＸあるいはデータ送信のいずれを受信できるか、
ユーザ局１０２が暗号を使用可能であるか否か、等々）を示す。
【００６８】
　図８Ａ及び図８Ｂは、好ましいポーリングメッセージヘッダのフォーマットの図である
。図８Ａは、基地局ポーリングメッセージ（例えば、図４の一般ポーリングメッセージ４
０１又は特定ポーリングメッセージ４０２）についてのポーリングメッセージヘッダのフ
ォーマットの図である。ポーリングメッセージヘッダ８０１は、基地局／移動局指示子（
Ｂ／Ｍ）フラグ８０２、拡張プロトコル（Ｅ）フラグ８０３、パケットタイプフィールド
８０４、パワー調整（ＰＷＲ）フィールド８０５、対称性フィールド８０６、Ｄチャンネ
ル抑圧（ＤＣＳ）フラグ８０７、仮想スロット（ＶＳ）フラグ８０８、スロット又はチャ
ンネル利用（ＣＵ）フィールド８０９、スロットポインタフィールド８１０、エラーチェ
ック及び訂正（ＡＲＱ）フィールド８１１、それにヘッダフレーム制御ワード（ＨＣＦ）
フィールド８１２からなる。好ましい実施形態では、Ｂ／Ｍ指示子フラグ８０２、Ｅフラ
グ８０３、ＰＷＲフィールド８０５、ＤＣＳフラグ８０７、それにＶＳフラグ８０８は、
それぞれ１ビット長であり、パケットタイプフィールド８０４と対称性フィールドはそれ
ぞれ２ビット長であり、ＣＵフィールド８０９とＡＲＱフィールドはそれぞれ３ビット長
であり、それにスロットポインタフィールド８１０とヘッダＨＣＦフィールド８１２はそ
れぞれ４ビット長であり、全体で２３ビットである。また、２４ビットのヘッダ８０１は
、ＲＦリンクの確立を支援する目的で利用される。
【００６９】
　Ｂ／Ｍ指示子フラグ８０２によってメッセージの発信者がユーザ局１０２か、基地局１
０４かいずれであるかを示す。Ｅフラグ８０３は、拡張プロトコルが利用されているか否
かを示すために利用される。パケットタイプフィールド８０４によって、以下の表８－１
Ａに示すように、４つのパケットタイプのいずれが用いられているかを特定する。
【００７０】
［表８－１Ａ］
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
パケットフィールド　　　パケットタイプ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
００　　　　　　　　　　通常のトラフィック
０１　　　　　　　　　　特定ポーリング
１０　　　　　　　　　　制御（シグナリング）トラフィック
１１　　　　　　　　　　一般ポーリング、又は一般応答
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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【００７１】
　また、パケットタイプフィールド８０４によって、以下の表８－１Ｂに示すように、Ｄ
フィールド５５７の用途についての指示情報を提供する。
【００７２】
［表８－１Ｂ］
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
パケットフィールド　　　Ｄフィールドの用途
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
００　　　　　　　　　　Ｄチャンネル
０１　　　　　　　　　　相関ＩＤ
１０　　　　　　　　　　相関ＩＤ
１１　　　　　　　　　　予約済み
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【００７３】
　ＰＷＲフィールド８０５は、ユーザ局１０２の送信機のパワーレベルを制御するための
、基地局１０４からユーザ局１０２への連続したビットストリームである。ユーザ局１０
２では基地局からユーザ局への各メッセージが受信され、最後のメッセージからのＰＷＲ
ビットが現在のＰＷＲビットとともに解析されて、ユーザ局１０２の送信機のパワーレベ
ルを上げるべきか、下げるべきか、あるいはそのまま変えないべきかを決定する。従って
、パワー制御動作を行うには、どの動作を行う場合であってもその前に、基地局からユー
ザ局への少なくとも２つの連続したメッセージがユーザ局１０２によって受信されること
が必要となる。行われる動作は、以下の表８－２に掲載しているように指示される。
【００７４】
［表８－２］
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
最後のビット　　現在のビット　　動作
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
０　　　　　　　０　　　　　　　送信機パワーを減らす。
１　　　　　　　１　　　　　　　送信機パワーを増やす。
０　　　　　　　１　　　　　　　パワーを変更せずそのまま。
１　　　　　　　０　　　　　　　パワーを変更せずそのまま。
損失　　　　　　任意　　　　　　パワーを変更せずそのまま。
任意　　　　　　損失　　　　　　パワーを変更せずそのまま。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【００７５】
　ＰＷＲフィールド８０５で受信するコマンドに応答してパワーが増加されたり又は減少
されたりする量は、各時間フレーム３０１につき（あるいは、ユーザ局１０２が時間フレ
ーム３０１ごとに複数の時間スロット３０２において通信している場合においては、さら
に頻繁に）、固定量又はプリセットされた量、例えば１ｄＢであってもよい。ＰＷＲフィ
ールド８０５のために単一ビットのみを用いることは、基地局からユーザ局へのメッセー
ジのヘッダ５５３におけるスペースを節約する。品質メトリクス(quality metrics)は、
一般に、小さなパワー調整ステップを経時的に可能にするのに十分なフィードバックを提
供するが、大幅なパワー調整を行うステップでは十分なフィードバックを提供できない。
しかし、ユーザ局の通信は特定基地局１０４の通常の地理的な領域内で時間ごとに分離さ
れているので、時分割技術を利用していないＣＤＭＡシステムの場合に典型的であるセル
内又はセル間の干渉を避けるために、ユーザ局１０２の正確なパワー制御は必要とされて
いない
【００７６】
　対称性フィールド８０６は、ユーザ局１０２に帯域幅を許可するために基地局１０４に
より利用されている。帯域幅の許可はチャンネルの次の時間スロット３０２（又は６１８
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）に適用される。対称性フィールド８０６の内容は、以下の表８－３により説明されてい
る。
【００７７】
［表８－３］
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
対称性ビット　　　意味
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
００　　　　　　　対称な帯域幅の許可。各方向には帯域幅の半分が
　　　　　　　　　許されている。
０１　　　　　　　最大の帯域幅がユーザ局１０２に許可されており、
　　　　　　　　　最小の帯域幅が基地局１０４に許可されている。
１０　　　　　　　最大の帯域幅が基地局に許可されており、最小の
　　　　　　　　　帯域幅がユーザ局１０２に許可されている。
１１　　　　　　　ブロードキャストモード。全帯域幅が基地局１０４に許可され
　　　　　　　　　ている。ユーザ局１０２のパケットはなにもない。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【００７８】
　ＤＣＳフラグ８０７により、現在のメッセージに関するＤチャンネルの利用を示してい
る。ＤＣＳフラグ８０７はある値に設定されると、ベアラチャンネル（Ｂチャンネル）を
用いるアプリケーションによる利用のためにＤチャンネルを予約しておくため、Ｄチャン
ネルが使用不可能（ディスエーブル）にされていることを示しており、また、ＤＣＳフラ
グ８０７は別の値に設定されると、Ｄチャンネルが別の用途のために使用可能（イネーブ
ル）にされることを示している。ＶＳフラグ８０８により、基地局１０４が仮想スロット
モードを利用しているかどうかを示す。仮想スロットモードが有効な場合（例えば、図６
の時間スロット構造が用いられている場合）には、全ユーザ局１０２の送信は、ＶＳモー
ドが無効な場合よりも１つの時間スロットの分だけ早くなる。
【００７９】
　ＣＵフィールド８０９によって、基地局１０４についての関連スロット利用を示してい
る。好ましい実施形態では、ＣＵフィールドの内容は、以下の表８－４により規定される
。
【００８０】
［表８－４］
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ＣＵフィールドの内容　　　利用
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
０００　　　　　　　　　　利用可能なチャンネルなし：別の基地局を探すこと。
００１　　　　　　　　　　１つのチャンネルが利用可能：９１１の呼のみ。
０１０　　　　　　　　　　２つのチャンネルが利用可能：
　　　　　　　　　　　　　９１１の呼と、ハンドオーバーのみ。
０１１　　　　　　　　　　いくつかのチャンネルが利用可能：
　　　　　　　　　　　　　登録及び発呼のためにクラス制御が有効である。
１００　　　　　　　　　　ほとんどフル：アクセスは無制限である。
１０１　　　　　　　　　　中程度にフル：アクセスは無制限である。
１１０　　　　　　　　　　部分的にフル：アクセスは無制限である。
１１１　　　　　　　　　　全スロットが利用可能：アクセスは無制限である。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【００８１】
　登録および発呼のためにクラス制御が有効であるとき、アクセスレベルクラスおよびロ
ードレベルクラスは、一般ポーリングメッセージのファシリティフィールド７０７で識別
できる（図７Ａを参照）。
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【００８２】
　スロットポインタフィールド８１０は、現在の基地局／ユーザ局のパケット交換で用い
られる次の時間スロットを識別するインデックスを含む。ユーザ局１０２がスロットポイ
ンタによって示される時間スロットにおいて送信し、パケット交換を継続する。特定の実
施例では、スロットポインタフィールド８１０の内容は、ユーザ局１０２が送信を行う現
在の時間スロットに対する相対的な時間スロット数をそれぞれ示す、異なる１６個の値（
たとえばバイナリで表された０～１５）のうちの任意のものになる。例えば、値０は、ユ
ーザ局１０２が（通常の帯域幅の伝送速度であれば次のフレームにおいて、またはサブフ
レーム伝送速度を用いるのであればその数フレーム後において）同一のスロットで送信を
行うことを意味する。値１は、ユーザ局１０２が現在の時間フレームにおける次の時間ス
ロットにおいて送信を行うことを意味する。値２は、ユーザ局１０２が現在の時間フレー
ムにおける２つ後の位置の時間スロットにおいて送信を行うことを意味し、以後、同様に
続く。スロットポインタを用いた動作の例は、以下で説明される。
【００８３】
　ＡＲＱフィールド８１１によれば、受信側エンティティ（基地局１０４またはユーザ局
１０２）はメッセージエラーを訂正することができる。ＡＲＱフィールド８１１は各１ビ
ットの３つのサブフィールドを含む。
【００８４】
　（１）「ＡＲＱ要求済み」サブフィールドは、送信されたメッセージのためにＡＲＱが
要求されているか否かを示し、（２）「ＡＣＫ」サブフィールドは、送信した最後のメッ
セージをメッセージの送信者が正しく受信したか否かを示し、（３）「メッセージ番号」
サブフィールドは、現在のメッセージのメッセージ番号（０または１）を示す。ＡＣＫサ
ブフィールドおよびメッセージ番号サブフィールドは、ＡＲＱ要求済みビットが設定され
ているか否かに拘らず、常に利用される。
【００８５】
　（ＡＲＱ要求済みビットの値により判断されて）ＡＲＱが要求されると、受信側エンテ
ィティは以下のステップを行う。
【００８６】
　（１）受信したメッセージのメッセージ番号サブフィールドを、前に受信したメッセー
ジのメッセージ番号サブフィールドと比較する。同一であれば、新しいメッセージは無視
される。
【００８７】
　（２）受信されたメッセージのＡＣＫサブフィールドを検査する。その値が、（メッセ
ージの送信者が最後のメッセージを正しく受信しなかったことを示す）ＮＡＫであれば、
受信側エンティティは古いデータメッセージを再送信する。それ以外の場合には、受信側
エンティティは新しいデータメッセージを送信する。
【００８８】
　（３）新しいデータメッセージが送信される度に、メッセージ番号サブフィールドのビ
ットの補数を計算する。
【００８９】
　（４）メッセージが、（図７Ａに説明されている）ＦＣＷエラーとともに受信された場
合、または全くメッセージを受信しなかった場合には、受信側エンティティは、ＮＡＫに
設定したＡＣＫサブフィールドとともにそのデータメッセージを送信する。
【００９０】
　ヘッダＨＣＦフィールド８１２は、メッセージヘッダの先行するビットにわたり計算さ
れる巡回冗長検査に用いられる。
【００９１】
　図８Ｂは、図４の一般ポーリング応答４０４または特定ポーリング応答４０５のような
ポーリング応答メッセージに対する、ポーリングメッセージヘッダのフォーマットの図で
ある。ポーリング応答ヘッダ８２０は、基地局／移動局指示子（Ｂ／Ｍ）フラグ８２１と
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、拡張プロトコル（Ｅ）フラグ８２２と、パケットタイプフィールド８２３と、ＰＷＲフ
ィールド８２４と、対称性フィールド８２５と、ＤＣＳフラグ８２６と、スペアフィール
ド８２７と、ＡＲＱフィールド８２８と、ヘッダフレーム制御ワード（ＨＣＦ）フィール
ド８２９を有する。好ましい実施の形態において、Ｂ／Ｍ指示子フラグ８２１、Ｅフラグ
８２２、およびＤＣＳフラグ８２６は各１ビット長である。パケットタイプフィールド８
２３、対称性フィールド８２５、および、スペアフィールド８２７は各２ビット長である
。ＡＲＱフィールド８２８は３ビット長、そしてＨＣＦフィールド８２９は４ビット長で
あり、計１７ビットである。
【００９２】
　Ｂ／Ｍ指示子フラグ８２１、Ｅフラグ８２２、パケットタイプフィールド８２３、ＰＷ
Ｒフィールド８２４、ＤＣＳフラグ８２６、ＡＲＱフィールド８２８およびＨＣＦフィー
ルド８２９は、図８Ａに示す基地局ヘッダの対応フィールドと同じ目的で使用される。ユ
ーザ局１０２内の対称性フィールド８２５の内容は、下記の表８－５にしたがって解釈さ
れる。
【００９３】
［表８－５］
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
対称性フィールド　　　意味
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
００　　　　　　　　　次の時間スロットについて対称的な帯域幅が要求される。
０１　　　　　　　　　次の時間スロットについて最大帯域幅が要求される。
１０，１１　　　　　　（現在不使用）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【００９４】
　図８Ａおよび図８Ｂのヘッダフォーマットによる、ある実施の形態では、表８－６に示
すメッセージヘッダは、示されるメッセージタイプに対応する。ここでは、「１」および
「０」がビット値、「Ｘ」は、アプリケーションおよび／またはシステムの状態に無関係
であるかまたは依存する、１ビットの値である。
【００９５】
［表８－６］
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
メッセージタイプ　　　　　　　　ヘッダの内容
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
ＢＳ一般ポーリング　　　　　　　1x11 xxxx xxxx xxxx xxxx xxx
ＢＳ特定ポーリング　　　　　　　1x01 xxxx xxxx xxxx xxxx xxx
ＢＳ制御トラフィック　　　　　　1x10 xxxx xxxx xxxx xxxx xxx
ＢＳトラフィックメッセージ　　　1x00 xxxx xxxx xxxx xxxx xxx
ＭＳ一般応答　　　　　　　　　　0x11 xxxx xxxx xxxx x
ＭＳ特定応答　　　　　　　　　　0x01 xxxx xxxx xxxx x
ＭＳ制御トラフィック　　　　　　0x10 xxxx xxxx xxxx x
ＭＳトラフィックメッセージ　　　0x00 xxxx xxxx xxxx x
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【００９６】
　図１３Ａは、図５Ｂおよび８Ａに一般的に図示される８つのフォーマットフィールドに
示された、基地局情報パケットの図である。図１３Ｂは、図５Ｃおよび８Ｂに一般的に図
示される８つのフォーマットフィールドに示された、ユーザ局情報パケットの図である。
【００９７】
　データは、Ｍ－ａｒｙスペクトル拡散技術を用いて、基地局１０４とユーザ局１０２と
の間を伝送される。適当なＭ－ａｒｙスペクトル拡散送信および受信技術は、例えば、米
国特許第5,022,047号、および、第5,692,007号に記載されている。両者は本発明の譲受人
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に譲渡されており、その内容は参照のため本明細書に取り込まれ、すべて説明されたとす
る。好ましい実施の形態では、基地局１０４およびユーザ局１０２は、それぞれ３２チッ
プのスペクトル拡散符号（いわゆる「シンボルコード」）を用いて、Ｍ－ａｒｙ直接拡散
スペクトル拡散信号を送信する。好ましくは、１シンボルコード毎にＮ個のデータビット
が送信されるとともに、最大でＭ個までの異なるデータシンボルを表すためにＭ個の異な
るシンボルコードが用いられる。ここでＭ＝ｌｏｇ２Ｎである。好ましい実施の形態では
、３２個の異なるシンボルコードを用いて、３２個の異なるデータシンボルを表す。各シ
ンボルは５ビットのデータを含む。そして、差動位相符号化を用いることにより、各シン
ボルコードに対してデータの第６ビットを送信できる。１シンボルコード毎に情報ビット
を追加して伝送するための位相符号化技術は、上述の米国特許第5,692,007号に記載され
ている。
【００９８】
　基地局ヘッダフィールド５５３は、はじめ基地局送信データフレーム５５１にあるので
、送信された第１のデータシンボルから第１のビットを「失う」（送信された第１のデー
タシンボルは、差動符号化技術を用いて伝送される）。これは、位相基準ビットとして用
いられるからである。したがって、４つのデータシンボルを含む基地ヘッダフィールド５
５３は、２３ビット長である。第１のデータシンボルは、５つのデータビットを含む。残
り３つのデータシンボルはそれぞれ６つのデータビットを含む。同様に、ユーザヘッダフ
ィールド５２３は、はじめユーザ局送信データフレーム５２１内にあるので、ユーザヘッ
ダフィールド５２１は、送信された第１のデータシンボルから第１のビットを「失う」。
これは位相基準ビットとして用いられるからである。よって、３シンボルを含むユーザヘ
ッダフィールド５２３は、１７ビット長になる。第１のデータシンボルは、５つのデータ
ビットを含み、残りの２つのデータシンボルはそれぞれ６つのデータビットを含む。
【００９９】
　シグナリングメッセージ（すなわち、制御トラフィックに用いられるメッセージ）は、
ネットワークからチャンネルを捕捉して保守することを支援するために用いられる。無線
シグナリングメッセージは、メッセージタイプフィールドに位置する「メッセージタイプ
」のデータ要素から開始される。メッセージタイプデータ要素は、メッセージの残りのフ
ォーマットを規定し、宛先装置（ユーザ局１０２または基地局１０４）への動作コードと
して機能する。無線シグナリング（すなわち制御トラフィック）メッセージのための例示
的なメッセージタイプが、下記の表９－１に示される。
【０１００】
［表９－１］
――――――――――――――――――――
ＡＣＫ　　　肯定応答
ＡＮＳ　　　着信呼への応答
ＡＵＴ　　　認証要求
ＡＵＲ　　　認証応答
ＢＡＩ　　　基地局支援情報
ＣＩＰ　　　暗号モードの設定
ＣＮＣ　　　呼接続
ＣＳＣ　　　回線交換完了
ＤＲＧ　　　登録抹消要求
ＤＲＰ　　　着信した接続の切断
ＨＬＤ　　　保持
ＯＲＨ　　　起点側ハンドオーバ要求
ＯＲＧ　　　発呼
ＲＣＰ　　　登録完了
ＲＲＱ　　　登録要求
ＳＥＴ　　　サービスの設定
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ＳＰＲ　　　特定応答
ＳＹＮ　　　同期
ＴＨＲ　　　目標ハンドオーバ要求
ＴＲＡ　　　メッセージの伝送（トランスポート）
――――――――――――――――――――
【０１０１】
　メッセージのタイプを識別するのに用いられるメッセージタイプデータ要素のビット数
は、主に、システムによってサポートされる制御トラフィックメッセージの数に依存する
。好ましい実施の形態では、メッセージタイプは８ビット長である。メッセージを処理し
、またはメッセージに作用するために必要な追加の情報は、シグナリングメッセージ内の
他のフィールド含まれる。
【０１０２】
　基地局１０４と、基地局コントローラ１０５または他のネットワークエンティティとの
間で交換されるメッセージは、「ノート」と称されるローカルまたは内部のフォーマット
にマッピングされる。これらノートの中には、基地局１０４とユーザ局１０２との間で交
換される無線シグナリングメッセージと類似したものであって、制御トラフィックメッセ
ージの処理を促進させるものもある。基地局コントローラ１０５は、プロトコルインター
フェースとして機能し、それによりシグナリングメッセージは移動局交換センター１１２
および／またはネットワークと互換性のある形式に変換される。
【０１０３】
　ハンドオーバおよび関連する機能を果たす際に役立つ、ある無線シグナリングメッセー
ジの一般的な内容は、以下に示す表で説明される。メッセージの内容は、「レイヤ３」プ
ロトコルアーキテクチャのある側面として示される。
【０１０４】
［表１０－１］
保持（ＣＴ－ＨＬＤ）
――――――――――――――――――――
情報の要素　　　　　　ビット長
――――――――――――――――――――
メッセージタイプ　　　８
予約済み　　　　　　　１５２
――――――――――――――――――――
【０１０５】
　保持（ＣＴ－ＨＬＤ）制御トラフィックメッセージは、基地局１０４またはユーザ局１
０２のいずれかによって送信される。これらは概して、より大きなシグナリングトラフィ
ック交換の一部である。ユーザ局１０２は、データを処理して結果を基地局１０４に返す
ためにユーザ局１０２がより多くの時間を必要としている際に、または基地局１０４から
のＣＴ－ＨＬＤ制御トラフィックメッセージに応答する際に、ＣＴ－ＨＬＤ制御トラフィ
ックメッセージを基地局１０４に送信する。
【０１０６】
［表１０－２］
肯定応答（ＣＴ－ＡＣＫ）
――――――――――――――――――――
情報の要素　　　　　　　　ビット長
――――――――――――――――――――
メッセージタイプ　　　　　８
ＡＣＫ応答　　　　　　　　８
肯定応答済みコマンド　　　８
Ａｃｋ状態　　　　　　　　８
予約済み　　　　　　　　　１２２
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――――――――――――――――――――
【０１０７】
　肯定応答（ＣＴ－ＡＣＫ）制御トラフィックメッセージは、基地局１０４またはユーザ
局１０２のいずれかにより送信される。あらゆる制御トラフィックメッセージの交換が、
必ずしもＣＴ－ＡＣＫメッセージで終了する必要はない。
【０１０８】
　ＣＴ－ＡＣＫメッセージのＡｃｋ応答情報要素は、肯定応答指示子を含む。２つのバイ
ナリ値の一方（すなわち「０」のビット）は成功を表し、他方（すなわち「１」のビット
）は失敗を表す。肯定応答済み（Ａｃｋ’ｄ）コマンド情報要素は、肯定応答されている
特定のコマンドのメッセージタイプを含む。Ａｃｋ状態情報要素は、肯定応答を送信中の
システム要素（すなわち基地局１０４またはユーザ局１０２）の現在の状態を含む。
【０１０９】
［表１０－３］
暗号モードの設定（ＣＴ－ＣＩＰ）
――――――――――――――――――――
情報の要素　　　　　　ビット長
――――――――――――――――――――
メッセージタイプ　　　８
暗号タイプ　　　　　　８
暗号モード　　　　　　８
初期化ベクトル　　　　６４
原因タイプ　　　　　　８
原因　　　　　　　　　８
予約済み　　　　　　　５６
――――――――――――――――――――
【０１１０】
　暗号モード設定（ＣＴ－ＣＩＰ）制御トラフィックメッセージは、基地局１０４からユ
ーザ局１０２に送信され、関連した暗号化処理情報をユーザ局１０２に伝達し、そして暗
号化処理モードに入るかまたは暗号化処理モードから抜けるようにユーザ局１０２に指示
する。ユーザ局１０２がＣＴ－ＣＩＰメッセージを受信すると、ユーザ局１０２は暗号モ
ードパラメータを用いてその暗号化装置の設定を行い、暗号化処理モードに入るか、暗号
モードから抜けるかを切り換える。暗号モードへ切り換えた後のすべてのトラフィックは
、暗号化される。
【０１１１】
　ＣＴ－ＣＩＰメッセージの暗号タイプ情報は、システム（例えば、DSC-1900、ベルコア
（Bellcore） ”Ｃ”）により使用される暗号化のタイプを示す。暗号モード情報要素は
、システムにより要求されている暗号化モードを示す。初期化ベクトル情報要素は、暗号
化装置を初期化するための他のキー情報（keying information）に関連して使用される値
を含む。原因情報（Cause information）要素は、その動作の原因となるものを示す符号
化された８ビットのパラメータからなり、特定の制御トラフィックメッセージに対して固
有なものである。ＣＴ－ＣＩＰメッセージについて、原因情報フィールドは、暗号の設定
／変更又は暗号の同期のようなものを示すコードを含むように設定され得る。原因タイプ
情報要素は基地局１０４またはユーザ局１０２のいずれかが接続を切断したときに返信さ
れるように設定される原因コードを定義する。原因タイプは、サポートしているインフラ
ストラクチャのコードセットを特定する符号化された値として格納される。例えば、原因
タイプ情報フィールドは、ＤＳＣ１９００原因コードの利用を示す値や、ベルコア・ジェ
ネリック ”Ｃ”（Bellcore Generic "C"）原因コードの利用を示す値を含むように設定
され得る。
［表１０－４］
発呼（ＣＴ－ＯＲＧ）
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――――――――――――――――――――
情報要素　　　　　　　　　ビット長
――――――――――――――――――――
メッセージタイプ　　　　　８
サービス要求　　　　　　　３２
キーシーケンス番号　　　　８
クラス　　　　　　　　　　１６
ＣＲＥＦ　　　　　　　　　８
予約済み　　　　　　　　　８８
――――――――――――――――――――
【０１１２】
　ユーザ局１０２は発呼（ＣＴ－ＯＲＧ）制御トラフィックメッセージを基地局１０４に
送信し、発信呼を発生させるように要求する。
【０１１３】
　ＣＴ－ＯＲＧメッセージのサービス要求情報要素は、音声サービスに対するデータ、Ｃ
ＲＣ及びＡＲＱの利用、チャンネルの対称性又は非対称性、サービスリソースが要求され
ているか否か、及びフレームレートを示す。キーシーケンス番号情報要素が、通信キーを
無線で明示的に伝送することを必要とせずに、基地局１０４とユーザ局１０２の双方にお
いて通信キーを生成するために使用される。クラス情報要素は、特定のタイプのユーザ局
１０２の動作パラメータのいくつかを特定する。クラス情報要素は、クラスタイプ及びク
ラス情報のサブフィールドに分割され得る。クラスタイプサブフィールドは、ユーザ局１
０２の一般クラス（例えば、ＤＳＣ１９００又はＩＳ－４１）を示してもよく、一方、ク
ラス情報サブフィールドは。プロトコル、改訂レベル、暗号化アルゴリズム、ＲＦパワー
定格、パワークラス、連続又は不連続伝送、及びライセンス／非ライセンス帯域幅のよう
なものを示しても良い。呼参照（"ＣＲＥＦ"）情報要素はトランスポートメッセージにお
けるデータが属する回線を指定する。ＣＲＥＦフィールドはＩＳＤＮ呼参照情報要素に対
応する。ＣＲＥＦ情報要素は、回線が例えばＩＳＤＮ、ＤＳＣ１９００およびＤＥＣＴの
うちのいずれであるかを示す値を含んでも良い。
［表１０-５］
呼接続（ＣＴ－ＣＮＣ）
――――――――――――――――――――
情報要素　　　　　　　ビット長
――――――――――――――――――――
メッセージタイプ　　　８
接続番号　　　　　　　４０
マップタイプ　　　　　８
マップ　　　　　　　　３２
原因タイプ　　　　　　８
原因　　　　　　　　　８
ＣＲＥＦ　　　　　　　８
予約済み　　　　　　　４８
――――――――――――――――――――
【０１１４】
　呼接続（ＣＴ－ＣＮＣ）制御トラフィックメッセージは、着信呼又は発信呼が完了した
とき、又は、ユーザ局１０２からの発信呼が拒絶されたときに、基地局１０４からユーザ
局１０２に送信されてもよい。
【０１１５】
　呼接続メッセージの接続番号情報要素は、基地局１０４からネットワークへ特定のユー
ザ局１０２のベアラチャンネルを搬送するために割り当てられた特定のネットワーク接続
を指定する。この情報要素の未使用のニブル及びオクテットは「Ｆ」（１６進数）で充填
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される。マップ情報要素は、特定のユーザ局１０２に対する時間スロットのマッピングを
記述する。マップ要素のフォーマットは同じフレーム内のマップタイプ情報要素に依存す
る。マップタイプ情報要素は、フレームが「スーパーフレーム」（集められた複数の時間
スロット）なのか、「サブフレーム」（Ｎ個の時間フレーム毎に現れる単一の時間スロッ
ト）なのかを示す。もし、スーパーフレームマップタイプであれば、マップ情報要素は、
サブマルチプレックスレート（すなわち、送信間でスキップされるフレームの数）、フレ
ーム位相（すなわち、最初の送信の前にスキップされるフレームの数）、及びチャンネル
位相（すなわち、最初の送信の前にスキップされるスロット又はチャンネルの数）のよう
なものを示す。原因及び原因タイプ情報要素はＣＴ－ＣＩＰメッセージの場合と同様に記
述される。しかしながら、ＣＴ－ＣＮＣメッセージについては、原因情報要素は、要求さ
れた接続が接続されたか否かを示す。ＣＲＥＦ情報要素はＣＴ－ＯＲＧメッセージについ
てと同様に記述される。
［表１０-６］
目標ハンドオーバー要求（ＣＴ－ＴＨＲ）
――――――――――――――――――――――――――
情報要素　　　　　　　　　　　　　　　　ビット長
――――――――――――――――――――――――――
メッセージタイプ　　　　　　　　　　　　８
旧接続番号　　　　　　　　　　　　　　　４０
サービス要求　　　　　　　　　　　　　　３２
キーシーケンス番号　　　　　　　　　　　８
クラス　　　　　　　　　　　　　　　　　１６
旧基地局　ＩＤ　　　　　　　　　　　　　３２
旧移動局国コード(ＭＣＣ)　　　　　　　　１６
旧移動局ネットワークコード(ＭＮＣ)　　　８
――――――――――――――――――――――――――
【０１１６】
　目標ハンドオーバー要求（ＣＴ－ＴＨＲ）制御トラフィックメッセージはユーザ局１０
２から目標の基地局１０４へ送信され、終点側ハンドオーバー手順を開始させる。
【０１１７】
　ＣＴ－ＴＨＲメッセージの旧接続番号情報要素は、ユーザ局１０２のベアラチャンネル
を旧基地局１０４からネットワークへ搬送するために割り当てられた特定のネットワーク
接続を指定する。この情報要素の未使用のニブル及びオクテットは「Ｆ」（１６進数）で
充填される。サービス要求、キーシーケンス番号及びクラス情報要素はＣＴ－ＯＲＧメッ
セージの場合と同様に記述される。旧基地局ＩＤ情報要素はハンドオーバーにおける起点
側基地局１０４を特定する。旧ＭＣＣ情報要素はハンドオーバーにおける起点側基地局の
移動局国コードを示し、旧ＭＮＣ情報要素はハンドオーバーにおける起点側基地局の移動
局ネットワークコードを示す。
［表１０-７］
起点側ハンドオーバー要求（ＣＴ－ＯＨＲ）
――――――――――――――――――――――――――
情報要素　　　　　　　　　　　　　　　ビット長
――――――――――――――――――――――――――
メッセージタイプ　　　　　　　　　　　８
基地局ＩＤ　　　　　　　　　　　　　　３２
移動局国コード(ＭＣＣ)　　　　　　　　１６
移動局ネットワークコード(ＭＮＣ)　　　８
予約済み　　　　　　　　　　　　　　　５６
――――――――――――――――――――――――――
【０１１８】
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　起点側ハンドオーバー要求（ＣＴ－ＯＨＲ）制御トラフィックメッセージはユーザ局１
０２から現在の基地局１０４に送信され、起点側ハンドオーバー手順を開始させる。
【０１１９】
　基地局ＩＤ情報要素は目標の基地局１０４を一意に特定する。ＭＣＣ及びＭＮＣ情報要
素は目標の基地局１０４の移動局国コードと移動局ネットワークコードをそれぞれ示す。
［表１０-８］
回線交換完了（ＣＴ－ＣＳＣ）
――――――――――――――――――――
情報要素　　　　　　　　　　　ビット長
――――――――――――――――――――
メッセージタイプ　　　　　　　８
ハンドオーバー参照情報　　　４８
マップタイプ　　　　　　　　　８
マップ　　　　　　　　　　　　３２
予約済み　　　　　　　　　　　５６
――――――――――――――――――――
【０１２０】
　回線交換完了（ＣＴ－ＣＳＣ）制御トラフィックメッセージは旧基地局１０４からユー
ザ局１０２に送信され、目標の基地局１０４でネットワーク接続が利用できる旨を通知す
る。旧基地局１０４から送信されたとき、マップ情報要素は全てゼロになり、旧基地局１
０４上にユーザ局１０２が利用する時間スロットがもはやないことを示す。
【０１２１】
　ハンドオーバー参照情報要素は、起点側ハンドオーバー要求シーケンスによって既に開
始されている特定のハンドオーバープロセスを特定するために使用される。ＤＳＣ１９０
０インフラストラクチャシステムにおいて、ハンドオーバー参照番号は、終点側基地局コ
ントローラ１０５により割り当てられる。マップタイプ及びマップ情報要素はＣＴ－ＣＮ
Ｃメッセージの場合と同様に記述される。
［表１０-９］
終端側ハンドオーバー完了（ＣＴ－ＴＨＣ）
――――――――――――――――――――
情報要素　　　　　　　　　　ビット長
――――――――――――――――――――
メッセージタイプ　　　　　　８
サービス要求　　　　　　　　３２
キーシーケンス番号　　　　　８
クラス　　　　　　　　　　　１６
ハンドオーバー参照番号　　　４８
予約済み　　　　　　　　　　４８
――――――――――――――――――――
【０１２２】
　終点側ハンドオーバー完了（ＣＴ－ＣＨＣ）制御トラフィックメッセージはユーザ局１
０２により目標の基地局１０４に送信され、終点側ハンドオーバー手順を開始させる。
【０１２３】
　サービス要求、キーシーケンス番号及びクラス情報要素はＣＴ－ＯＲＧメッセージの場
合と同様に記述される。ハンドオーバー参照番号情報要素はＣＴ－ＣＳＣメッセージの場
合と同様に記述される。
［表１０-１０］
特定応答（ＣＴ－ＳＰＲ）
――――――――――――――――――――
情報要素　　　　　　　　　　　　ビット長
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――――――――――――――――――――
メッセージタイプ　　　　　　　　８
暗号タイプ　　　　　　　　　　　８
暗号モード　　　　　　　　　　　８
キー・インフォ（Key Info）　　　６４
クラス　　　　　　　　　　　　　１６
予約済み　　　　　　　　　　　　５６
――――――――――――――――――――
【０１２４】
　特定応答（ＣＴ－ＳＰＲ）制御トラフィックメッセージは、ユーザ局１０２がページン
グを検出しているときであって、ユーザ局のＰＩＤを含むメッセージでありかつ「ページ
ング」特定ポーリングメッセージとして記録される特定ポーリング制御トラフィックメッ
セージを受信したときに、ユーザ局１０２から基地局１０４まで送信される。
【０１２５】
　暗号タイプ及び暗号モード情報要素はＣＴ－ＣＩＰメッセージの場合と同様に記述され
る。キー・インフォ情報要素は他のキー情報と関連して、暗号化装置を初期化するために
使用される値を含み、このフィールドの内容は、サポートしている特定のタイプのインフ
ラストラクチャ（例えばＤＳＣ１９００）に依存する。クラス情報要素はＣＴ－ＯＲＧメ
ッセージの場合と同様に記述される。
［表１０-１１］
サービス設定（ＣＴ－ＳＥＴ）（ユーザ局から基地局へ）
――――――――――――――――――――
情報要素　　　　　　　ビット長
――――――――――――――――――――
メッセージタイプ　　　８
予約済み　　　　　　　８０
マップタイプ　　　　　８
マップ　　　　　　　　３２
サービス要求　　　　　３２
――――――――――――――――――――
【０１２６】
　ユーザ局１０２は、ユーザ局１０２が無線方法サービスの特性を変更したいときに、サ
ービス設定（ＣＴ－ＳＥＴ）制御トラフィックメッセージを基地局１０４に送信する。
【０１２７】
　マップタイプ及びマップ情報要素はＣＴ－ＣＮＣメッセージの場合と同様に記述される
。サービス要求情報要素はＣＴ－ＯＲＧの場合と同様に記述される。
【０１２８】
［表１０-１２］
サービス設定（ＣＴ－ＳＥＴ）（基地局からユーザ局へ）
――――――――――――――――――――
情報要素　　　　　　　ビット長
――――――――――――――――――――
メッセージタイプ　　　８
原因タイプ　　　　　　８
原因　　　　　　　　　８
接続番号　　　　　　　４０
予約済み　　　　　　　２４
マップタイプ　　　　　８
マップ　　　　　　　　３２
サービス要求　　　　　３２
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――――――――――――――――――――
【０１２９】
　基地局１０４は、基地局１０４が無線サービスの特性を変更したいときに、サービス設
定（ＣＴ－ＳＥＴ）制御トラフィックメッセージをユーザ局１０２に送る。
【０１３０】
　ＣＴ－ＳＥＴの接続番号、マップタイプ及びマップ情報要素はＣＴ－ＣＮＣの場合と同
様に記述される。原因タイプ及び原因情報要素はＣＴ－ＣＩＰメッセージの場合と同様に
記述される。しかしながら、ＣＴ－ＳＥＴメッセージに対する原因情報要素は、リンクが
うまく確立されたか、または、失敗したかを示す。
［表１０-１３］
開放（ＣＴ－ＲＥＬ）
――――――――――――――――――――
情報要素　　　　　　ビット長
――――――――――――――――――――
メッセージタイプ　　８
原因タイプ　　　　　８
原因　　　　　　　　８
予約済み　　　　　　１３６
――――――――――――――――――――
【０１３１】
　ネットワークが接続をその進行中に又はリンクのセットアップ中に開放すると、基地局
１０４により開放（CT-REL）制御トラフィックメッセージがユーザ局１０２に送信される
。原因タイプ及び原因情報要素は、CT-CIPメッセージに対して記述した通りである。しか
しながら、CT-RELメッセージに対する情報要素は、ネットワークにより開放が開始された
かどうか、若しくは認証の拒絶が生じたかどうかを示す。
【０１３２】
［表１０－１４］
基地局支援（CT-BAM）
――――――――――――――――――――
情報要素　　　　　　　　ビット長
――――――――――――――――――――
メッセージ・タイプ　　　８
基地局支援情報　　　　　１５２
――――――――――――――――――――
【０１３３】
　基地局１０４が、十分な情報に基づいた決定を行う上でユーザ局１０２の助けとなりそ
うな情報をユーザ局１０２に送ることを望むときは何時でも、基地局１０４により基地局
支援（CT-BAM）制御トラフィックメッセージがユーザ局１０２に送信される。基地局支援
情報要素の内容は、環境によって変化する。
【０１３４】
［表１０－１５］
トランスポート（CT-TRA）
――――――――――――――――――――
情報要素　　　　　　　　　ビット長
――――――――――――――――――――
メッセージ・タイプ　　　　８
トランスポートデータ　　　５６
――――――――――――――――――――
【０１３５】
　トランスポート（CT-TRA）制御トラフィックメッセージは、呼参照番号（CREF）によっ
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て指定される回線上での基地局１０４とユーザ局１０２との間のデータ伝送に用いられる
。トランスポートデータ情報要素の内容は、アプリケーションによって変化し、一般に、
アプリケーション・レベル・データを構成する。
　トランスポート制御トラフィックメッセージは、メッセージ・タイプ情報要素が追加的
な情報を含む点で、他の制御トラフィックメッセージと異なっている。トランスポートメ
ッセージ用のメッセージ・タイプ・フィールドのフォーマットは、次の通りである。
【０１３６】
［表１０－１５Ａ］
トランスポート用のメッセージタイプヘッダー
――――――――――――――――――――
ヘッダー要素　　　　　　　ビット位置
――――――――――――――――――――
トランスポートビット　　　８
ACK／NAK　　　　　　　　　７
メッセージ番号　　　　　　６
CREF　　　　　　　　　　　１－５
――――――――――――――――――――
【０１３７】
　トランスポートビットは、メッセージがトランスポートメッセージであるか否かを示す
。ACK／NAKビットは、送り手が最後のメッセージをエラー無く受信したか否かを示す。メ
ッセージ番号ビットは、現メッセージのメッセージ番号（０又は１）を示し、同一のエン
ティティによって送られた各メッセージに対して交番しなければならない。呼参照情報は
呼を識別する。
【０１３８】
　メッセージ・タイプ情報要素の部分として渡された値は、受信側エンティティ（基地局
１０４又はユーザ局１０２）がメッセージ・エラーを訂正できるようにする。一つの実施
態様では、メッセージを訂正しようとするために以下のステップが実行される：
【０１３９】
　（１）受信側エンティティは、受信したメッセージのメッセージ番号を以前に受信した
メッセージのメッセージ番号と比較する。もし、それらが同一であれば、受信側エンティ
ティは新しいメッセージを無視する。
　（２）受信側エンティティは、受信したメッセージのACK／NAKフィールドをチェックす
る。値がNAKであれば古いパケットを再送し、値がACKであれば新しいパケットを送信する
。
　（３）各送信側装置は、新しいパケットが送信される毎に、メッセージ番号に対して補
数演算を実行する。
　（４）もし、受信側エンティティがFCWエラーを伴なったメッセージを受信した場合、
或いは、メッセージを全く受信しなかった場合には、受信側エンティティは、NAKビット
・セットと共に古いパケットを再送する。
　基地局とネットワークの間では、呼制御エンティティ・レベルでの情報を伝達するため
に、上述のメッセージに加えて、種々のシグナリングメッセージが用いられ得る。例示的
な呼制御メッセージは、下記の表９－２に見られるようなものを包含している。
【０１４０】
［表９－２］
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
呼確立メッセージ　　　　　　　　　　　　方向
　（Call Establishment Messages）
ＣＣ－セットアップ　　　　　　　　　　　双方向
　（CC-SETUP）
ＣＣ－情報　　　　　　　　　　　　　　　双方向
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　（CC-INFOrmation）
ＣＣ－呼進行　　　　　　　　　　　　　　ネットワーク→ユーザ
　（CC-CALL-PROCeeding）
ＣＣ－アラーティング　　　　　　　　　　双方向
　（CC-ALERTING）
ＣＣ－プログレス　　　　　　　　　　　　ネットワーク→ユーザ
　（CC-PROGress）
ＣＣ－接続　　　　　　　　　　　　　　　双方向
　（CC-CONNECT）
ＣＣ－接続－肯定応答　　　　　　　　　　双方向
　（CC-CONNECT-ACKnowledge）
ＣＣ－緊急セットアップ　　　　　　　　　ユーザ→ネットワーク
　（CC-EMERGENCY-SETUP）
ＣＣ－呼確認済み　　　　　　　　　　　　ユーザ→ネットワーク
　（CC-CALL-CONFIRMED）
呼開放メッセージ　　　　　　　　　　　　方向
　（Call Release Messages）
ＣＣ－切断　　　　　　　　　　　　　　　双方向
　（CC-DISConnect）
ＣＣ－開放　　　　　　　　　　　　　　　双方向
　（CC-RELEASE）
ＣＣ－開放完了　　　　　　　　　　　　　双方向
　（CC-RELEASE-COMplete）
呼に関連した補足サービス　　　　　　　　方向
保持　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユーザ→ネットワーク
　（HOLD）
保持－肯定応答　　　　　　　　　　　　　ネットワーク→ユーザ
　（HOLD-ACKnowledge）
保持―拒絶　　　　　　　　　　　　　　　ネットワーク→ユーザ
　（HOLD-REJECT）
検索　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユーザ→ネットワーク
　（RETRIEVE）
検索－肯定応答　　　　　　　　　　　　　ネットワーク→ユーザ
　（RETRIEVE-ACKnowledge）
検索－拒絶　　　　　　　　　　　　　　　ネットワーク→ユーザ
　（RETRIEVE-REJECT）
ＤＴＭＦ相互動作　　　　　　　　　　　　　方向
開始－ＤＴＭＦ　　　　　　　　　　　　　　ユーザ→ネットワーク
　（Start-DTMF）
停止－ＤＴＭＦ　　　　　　　　　　　　　　ユーザ→ネットワーク
　（Stop-DTMF）
開始－ＤＴＭＦ－ＡＣＫ　　　　　　　　　　ネットワーク→ユーザ
　（Start-DTMF-ACK）
停止－ＤＴＭＦ－Ａｃｋ　　　　　　　　　　ネットワーク→ユーザ
　（Stop-DTMF-Ack）
開始－ＤＴＭＦ－拒絶　　　　　　　　　　　ネットワーク→ユーザ
　（Start-DTMF-REJECT）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【０１４１】
　シグナリングメッセージ及び他の情報の転送における様々のエンティティ間の相互動作
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は、好ましいプロトコル構造を示す図２１を参照することによって、より良く理解し得る
。図２１に示されるように、ある好ましいユーザ局１０２（図２１において "MS" で指称
される）は、数ある中で、通信管理（Communication Management "CM"）エンティティ，
移動体管理（Mobility Management "MM"）エンティティ，及び無線リソース（Radio Reso
urces "RR"）エンティティを包含している。ユーザ局１０２のCMとMMは、基地局１０４（
図２１において "BS" で指称される）及び基地局コントローラ１０５（図２１において "
BSC" で指称される）を横切って接続されたリンクを介して、移動局交換センター１１２
（図２１において "MSC" で指称される）で、それらの対応物と通信する。図２１には、
好ましい実施態様の種々のタイプのシグナリングインタフェイスが、好ましいエンティテ
ィを結ぶ矢印で示されている。
【０１４２】
　移動局交換センター１１２と基地局コントローラ１０５の間における「レイヤ３」プロ
トコルの交換は、BSSMAPプロトコルによって特徴付けられる。移動局交換センター１１２
とユーザ局１０２の間における「レイヤ３」プロトコルの交換は、直接転送アプリケーシ
ョン部（Direct Transfer Application Part : DTAP）によって特徴付けられる。DTAPは
、更に、上述したCM及びMMエンティティで規定される二つの論理サブレイヤに分割される
。上記CMは、呼制御を包含し、また、ショートメッセージサービスを含む補足的なサービ
スの管理を包含している。
【０１４３】
　殆どのDTAPメッセージは、基地局コントローラ１０５若しくは基地局１０４によって翻
訳処理されることはない。そうではなく、それらは、移動局交換センター１１２により、
（GSM A－インタフェイスのような）ネットワーク・インタフェイスを越えて、ネットワ
ークに転送される。殆どの無線リソース（RR）メッセージは、基地局コントローラ１１２
においてBSSMAPメッセージにマッピングされる。しかしながら、これらメッセージの幾つ
かは、基地局１０４によって翻訳処理される（例えば、ページングメッセージ）。プロト
コルの制御管理（CM）部は、CMメッセージ・セットに基づいたISDNによって処理され、IG
CC（ＩＳＤＮ一般呼制御：ISDN Generic Call Control）と呼ばれる。ユーザ局１０２か
らの制御管理メッセージは、移動局交換センター１１２においてインタフェイスを越えて
ネットワークに直接に転送される。ユーザ局１０２及び基地局コントローラ１０５のイン
タフェイス・アダプタは、制御管理（すなわち、IGCC）メッセージを複数のパケットに分
け、それらは、CT-TRA 制御トラフィックメッセージを介してユーザ局１０２と基地局１
０４の間で、また、トランスポートノートを介して基地局１０４と基地局コントローラ１
０５の間で、個々に伝送される。ノートは、CCITT ISDN データ・リンク（Q.920/Q.921）
を越えて伝達される。ユーザ局１０２及び基地局コントローラ１０５のインタフェイス・
アダプタは、パケットが適切に整理され、また、IGCCメッセージ全体がエラーの無いこと
を保証する責任を負う。
　無線リソース（RR）メッセージ及び移動体管理（MM）メッセージは、基地局コントロー
ラ１０５と基地局１０４の間での内部ノートの形を取り、ユーザ局１０２に送信されると
きには、基地局で無線メッセージにマッピングされる。
【０１４４】
　様々な呼び出し機能に対する例示的なメッセージ・フロー図が、図９，１０，１１Ａ－
１１Ｃ及び１２Ａ－１２Ｂに示されている。図３の実施態様で参照された特徴について全
体的に記載されているが、それらは図６の実施態様にも等しく適用可能である。
【０１４５】
　ユーザ局１０２からの発呼に対するメッセージ・フロー図が、図９に示されている。図
９においては、メッセージは、ユーザ局１０２（"MS" と略称される）と基地局１０４（"
BS" と略称される）の間では矢印（１）で、基地局１０４と基地局コントローラ１０５（
"BSC" と略称される）の間では矢印（２）で、また、基地局コントローラ１０５と移動局
交換センター１１２（"MSC" と略称される）の間では矢印（３）で、指称される。MSC１
１２は、一般に、ネットワーク１０６（例えば、図２に示される）へのアクセスを制御す
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るスイッチとして働く。図９においては、ユーザ局１０２と基地局１０４の間の制御トラ
フィックメッセージは、典型的には、頭文字 "CT" が先頭に付けられる。図９に表示され
た矢印と組み合わされる１から１７の番号付けされたステップは、以下に説明される：
　１．　ユーザ局のアプリケーションが、ユーザ局１０２の無線コントローラに、発呼要
求を送信する。
【０１４６】
　２．　ユーザ局１０２は、図４及び／又は４Ａに示されたプロトコルに従って、利用可
能な時間スロット（例えば、図３における時間スロット３０２或いは図６における仮想時
間スロット６１８のような時間スロット）を捕捉する。もしも、時間スロットが全く補足
されない場合には、ユーザ局１０２はタイムアウトし、もう一つの基地局１０４において
時間スロットを登録し、その後捕捉しようと試みる。
【０１４７】
　３．　時間スロットの捕捉に成功すれば、ユーザ局１０２は、特定ポーリングメッセー
ジ４０２に対して発呼制御トラフィック（CT-ORG）メッセージによって応答する。このCT
-ORG メッセージは、回線参照（CREF）情報を包含している。
【０１４８】
　４．　基地局１０４は、ユーザ局１０２に制御トラフィック肯定応答（CT-ACK）メッセ
ージを送信し返すことにより、CT-ORG メッセージに応答する（上記基地局１０４から何
らの）CT-ACKメッセージも受信しなかった場合には、リンクは切断され、ユーザ局１０２
は、他の基地局１０４への発呼を試みる。）。基地局１０４は、（もし可能であれば）サ
ービス要求をサポートするために、時間スロットと地上ベアラチャンネルを割り当て、そ
して、その後、地上ベアラ情報を含んだセットアップ・リンク・ノートを基地局コントロ
ーラ１１２に送信する。しかしながら、基地局１０４が時間スロット或いはベアラチャン
ネルを割当できない場合には、そのことが、失敗状態を表示する制御トラフィック（CT-S
ET）メッセージをユーザ局１０２に返信させ、基地局１０４へはセットアップ・リンク・
ノートは送信されない。その後、ユーザ局１０２は、他の基地局１０４を用いて発呼を試
みる。
【０１４９】
　５．　基地局コントローラ１０５はセットアップ・リンク・ノートを受信すると、ユー
ザ局１０２のPIDに基づいてユーザ局１０２のためのシグナリング接続制御部（signaling
 connection control part :SCCP）を構築する。基地局コントローラ１０５も、後のステ
ップでの使用のためにセットアップ・リンク・ノート・パラメータを保持する。SCCP チ
ャンネルを構築することに失敗した場合には、失敗状態を示すリンク接続ノートが基地局
１０４に送信される。その後、基地局１０４は、リンクの失敗を示すサービス設定制御ト
ラフィック（CT-SET）メッセージをユーザ局１０２（下記ステップ７を参照）に送信する
ことにより応答する。リンク失敗は、接続メッセージ（下記ステップ１０を参照）を介し
て、ユーザ局アプリケーションに連絡される。
【０１５０】
　６．　CT-ACK メッセージがユーザ局１０２で受信された後、該ユーザ局１０２及び基
地局１０４は、該基地局１０４と基地局コントローラ１０５の間のリンクが確立されるの
を待つ期間、保持（HOLD）シーケンスに入る。このシーケンスの期間中、ユーザ局１０２
と基地局１０４とは、制御トラフィック保持（CT-HLD）メッセージを周期的にやり取りす
る。基地局１０４及び／又はユーザ局１０２が、CT-HLD メッセージを受信することを突
然止めた場合、或いは、CT-ORG メッセージが送信された後に、ユーザ局１０２が、それ
に続いて基地局１０４からCT-SET メッセージを受信しなかった場合には、基地局１０４
は、呼終話手順を用いて基地局コントローラ１０５からのリンクを切断し、そして、ユー
ザ局１０２と基地局１０４とは、失ったリンクの回復を試みる。この失われたリンクの回
復手順が成功した場合には、ユーザ局１０２からの発呼が再び始められる。
【０１５１】
　７．ＳＣＣＰチャンネルが構成された場合、基地局コントローラ１０５は、リンク接続
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ノート（Connect Link NOTE）を基地局１０４へ送る。リンク接続ノートは、基地局コン
トローラ１０５からの状態情報を有している。
【０１５２】
　８．基地局１０４は、その後、サービス設定制御トラフィック（ＣＴ－ＳＥＴ）メッセ
ージをユーザ局１０２へ送る。このメッセージは、ユーザ局１０２により利用されるスロ
ット構造（すなわちマッピング）を定義する。ＣＴ－ＳＥＴメッセージは、基地局コント
ローラ１０５から受信されたリンク接続メッセージに含まれる状態情報を有している。
【０１５３】
　９．ユーザ局１０２は、制御トラフィック肯定応答（ＣＴ－ＡＣＫ）メッセージで応答
することにより、ＣＴ－ＳＥＴのメッセージの受信に対して肯定応答する。もし基地局１
０４がＣＴ－ＡＴＫメッセージを受信しなければ、基地局１０４は、ステップ６について
前述した場合と同様に、基地局コントローラ１０５からのリンクを切断し、無くなったリ
ンクの回復を試みる。
【０１５４】
　１０．ユーザ局１０２は、接続メッセージをユーザ局アプリケーションへ送ることによ
り、ＣＴ－ＳＥＴメッセージに応答する。接続メッセージは、ユーザ局アプリケーション
に対して、制御リンクが確立されているか否かを知らせる。
【０１５５】
　１１．ユーザ局１０２及び基地局１０４は、その後、制御トラフィック保持（ＣＴ‐Ｈ
ＬＤ）メッセージを交換することにより、保持シーケンス（ＨＯＬＤ sequence）に入る
。その状態は、ユーザ局アプリケーションから送られるか若しくはユーザ局アプリケーシ
ョンに向けて送られるＩＧＣＣ・セットアップメッセージトラフィック（ステップ１２参
照）があらわれない限り、継続させられる。もし接続メッセージがユーザ局アプリケーシ
ョンへ送られた後に、通信リンクが基地局１０４とユーザ局１０２との間で失われていれ
ば、基地局は、呼終話手順（call clearing procedure）を用いて、基地局コントローラ
１０５からのリンクを切断する。ユーザ局１０２は、リンク損失メッセージをユーザ局ア
プリケーションへ送る。新しい動作を開始しないユーザ局アプリケーションからの任意の
メッセージは、ユーザ局１０２に、また別のリンク損失メッセージで応答させることにな
る。
【０１５６】
　１２．ユーザ局アプリケーションは、制御トラフィックトランスポート（ＣＴ‐ＴＲＡ
）メッセージ及びトランスポートノートを用いて、ＩＳＤＮ一般呼制御（「ＩＧＣＣ」）
セットアップメッセージをユーザ局１０２及び基地局１０４を介して基地局コントローラ
１０５へ送る。ユーザ局１０２及び基地局１０４は、伝送に利用できるＩＧＣＣメッセー
ジがないときには必ず、保持シーケンスにリターンする。
【０１５７】
　１３．基地局コントローラ１０５は、Ｌ３完了情報ＤＴＡＰメッセージを介して、移動
局交換センター１１２へサービス要求メッセージを送る。
【０１５８】
　１４．移動局交換センター１１２は、基地局コントローラ１０５に対して、呼管理（Ｃ
Ｍ）サービス受理ＤＴＡＰメッセージで応答する。
【０１５９】
　１５．ユーザ局アプリケーションは、エンド・ツー・エンドのＩＧＣＣに基づく呼手順
を用いて、呼のセットアップを完了する。
【０１６０】
　１６．一旦、ＩＧＣＣ呼制御が呼を確立させれば、ユーザ局アプリケーションは、トラ
フィック開始要求をユーザ局１０２へ送る。
【０１６１】
　１７．上記システムが通常のトラフィックモードに入り、会話（音声の場合）又は他の
データ経路は安定したものになる。
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　ネットワークを発信側としかつユーザ局１０２を着信側とする呼を処理するためのメッ
セージフローダイアグラムの一例が、図１０に示される。図１０では、ユーザ局１０２（
略語「ＭＳ」で示す）と基地局１０４（略語「ＢＳ」で示す）との間の、また、基地局１
０４と基地局コントローラ１０５（略語「ＢＳＣ」で示す）との間の、更に、基地局コン
トローラ１０５と移動局交換センター１１２（略語「ＭＳＣ」で示す）との間のメッセー
ジとが、図９と同様に、矢印を用いて概略的に示される。図１０では、ユーザ局１０２と
基地局１０４との間の制御トラフィックメッセージが、典型的には、頭文字「ＣＴ」で始
まる。以下、図１０に表れる矢印に関連した、番号１～３３が付されたステップについて
説明する。
【０１６２】
　１．移動局交換センター１１２は、ＢＳＳＭＡＰページングメッセージ（BSSMAP PAGIN
G message）を基地局コントローラ１０５へ送ることにより発呼する。ＢＳＳＭＡＰペー
ジングメッセージは、「コネクションレス」メッセージとして、基地局コントローラ１０
５へ送られ、そして、ページングされるユーザ局１０２の個人識別子（ＰＩＤ）を有して
いる。
【０１６３】
　２．基地局コントローラ１０５は、ＢＳＳＭＡＰページングメッセージにおいて送信さ
れたＰＩＤに一致する国際移動局識別子（ＩＭＳＩ）のエントリを、ロケーションレジス
タ（ＬＲ）において捜す。もし一致するユーザ局ＰＩＤが見付からなければ、基地局コン
トローラ１０５は、移動局交換センター１１２へ応答せず、呼は切断される。
【０１６４】
　３．もし基地局コントローラ１０５が適切なエントリを識別すれば、基地局コントロー
ラ１０５は、エントリに関連した基地局１０４にページングノートを送る。ページングノ
ート中のサービス要求タイプは、（ＮＵＬＬサービスが要求されていることをあらわす）
０に設定される。ページングノートは、基地局が、特定の呼をセットアップする必要なし
に、ユーザ局１０２に対するページングを行うことを可能とする。
【０１６５】
　４．基地局１０４がヌルサービス要求（NULL service request）を備えたページングノ
ート（Page NOTE）を受信した場合、該基地局１０４は、（ヌル要求をあらわす）０と設
定されたサービスタイプを備えた特定ポーリングメッセージ（例えば図４中の特定ポーリ
ングメッセージ４０２）を送る。基地局１０４は、ページングノートを待ち行列に入れ、
循環形式で、該ページングノートに対応する特定ポーリングメッセージを送る。もし利用
可能な未使用時間スロット（時間スロット）より多くのページングノートがあれば、基地
局１０４は、利用可能な時間スロットにおいて特定ポーリングメッセージを順次送る。そ
の結果、特定ポーリングメッセージは、多数の時間フレーム（ポーリング・ループ（poll
ing loop））にわたって拡散されてもよい。基地局１０４は、ユーザ局１０２が応答する
か、若しくは、ページングノートに関連付けられた所定時間期間Ｔpageが終了する（内蔵
タイマで測定される）まで、特定ポーリングメッセージを発しつづける。
【０１６６】
　５．ユーザ局１０２は、所定のデューティサイクルで、不活性の又はスリープの状態と
、活性状態との間で交替する。ユーザ局１０２が起動すると、それは、それが登録されて
いる基地局１０４からの全ての特定ポーリングメッセージをスキャンする。１つの実施の
形態では、ユーザ局１０２が、同じユーザ局ＰＩＤが２度確認されるまでスキャンを行う
。もし、ユーザ局１０２が、そのユーザ局ＰＩＤを含む特定ポーリングを確認しなければ
（若しくは、上述の実施形態に該当する場合、ユーザ局ＰＩＤを２度確認しなければ）、
所定のモニタ時間後、ユーザ局１０２は、デューティサイクルにより命令される所定時間
期間だけスリープに戻る。
【０１６７】
　６．ユーザ局１０２が、ユーザ局ＰＩＤを含む特定ポーリング制御トラフィックメッセ
ージを受信すると、ユーザ局１０２は、特定ポーリング応答制御トラフィック（ＣＴ－Ｓ
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ＰＲ）メッセージ（例えば図４中の特定ポーリング応答４０５）を用いて応答する。もし
、ユーザ局１０２により、そのユーザ局ＰＩＤを備えた特定ポーリングが確認されなけれ
ば、ユーザ局１０２は、所定の時間期間だけ、スリープに戻る。
【０１６８】
　７．基地局１０４が、一致するユーザ局ＰＩＤを有するユーザ局からの特定ポーリング
応答制御トラフィックメッセージを受信した場合、基地局１０４は肯定応答制御トラフィ
ック（ＣＴ－ＡＣＫ）メッセージをユーザ局１０２に戻し、基地局コントローラ１０５に
ページング応答ノートを送る。もし、基地局１０４が、ユーザ局からの特定ポーリング応
答制御トラフィックメッセージを受信しなければ、それはページング応答ノートを送らな
い。そして、呼は切断される。
【０１６９】
　８．基地局１０４及びユーザ局１０２はその後、スロット保守モードに入り、ここでは
、基地局１０４及びユーザ局１０２は、保持制御トラフィック（ＣＴ－ＨＬＤ）メッセー
ジを相互に送る。もし、基地局１０４又はユーザ局１０２においてＣＴ－ＨＬＤ制御トラ
フィックメッセージの受信が予期せずに停止すれば、基地局１０４及びユーザ局１０２は
、無くなったリンクの回復を試みる。もし無くなったリンクを回復し損なえば、呼は切断
される。
【０１７０】
　９．基地局１０４からのページング応答ノートの受信中に、基地局コントローラ１０５
が、ＳＣＣＰ回線を移動局交換センター１１２に対して構築し、該ＳＣＣＰ回線をユーザ
局ＰＩＤと関連させる。もし基地局１０４がページング応答ノートを受信しなければ、呼
は切断される。更に、もしＳＣＣＰ回線の構築が失敗すれば、セットアップリンクノート
がこのことをあらわす。基地局１０４は、失敗をあらわすユーザ局１０２へのサービス設
定制御トラフィク（ＣＴ－ＳＥＴ）メッセージを送ることにより応答する。
【０１７１】
　１０．基地局コントローラ１０５が移動局交換センター１１２に対してＳＣＣＰを構築
すると、該基地局コントローラ１０５は、ＳＣＣＰ回線を経て、ＢＳＳＭＡＰページング
応答メッセージを移動局交換センター１１２へ送る。
【０１７２】
　１１．移動局交換センター１１２は、ユーザ局のＰＩＤに関連したＳＣＣＰ回線を用い
て、ＤＴＡＰセットアップメッセージを基地局コントローラ１０５へ送る。
【０１７３】
　１２．基地局コントローラ１０５が移動局交換センター１１２からＤＴＡＰセットアッ
プメッセージを受信した場合、該基地局コントローラ１０５は、特定のユーザ局１０２と
通信中の基地局１０４へ、セットアップリンクノートを送る。
【０１７４】
　１３．基地局１０４が、基地局コントローラ１０５からセットアップリンクノートを受
信した場合、基地局１０４は、サービス要求のデータ要素を満足させるために、無線リソ
ース（例えば時間スロット）を割り当てる。基地局１０４は、基地局コントローラ１０５
へ、この呼に割り当てられたべアラチャンネル（bearer channel）を詳述するサービス情
報ノートを送る。もし基地局１０４がセットアップリンクノートを受信しなければ、呼終
話手順が開始される。もし基地局１０４が基地局コントローラ１０５により要求されたリ
ソースを供給できなければ、この事実が、サービス情報ノートの「結果」のフィールドに
て示される。
【０１７５】
　１４．基地局１０４は、サービス設定（ＣＴ－ＳＥＴ）制御トラフィックメッセージを
用いて、要求されるサービス及び該サービスをサポートするのに必要な無線リソースにつ
いて、ユーザ局１０２へ伝える。
【０１７６】
　１５．ユーザ局１０２は、肯定応答制御トラフィック（ＣＴ－ＡＣＫ）メッセージを基
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地局へ送り返し、セットアップリンクメッセージをユーザ局アプリケーションへ送ること
により、ＣＴ－ＳＥＴメッセージに応答する。もし基地局により受信されるＣＴ－ＡＣＫ
メッセージがなければ、呼終話手順が開始される。
【０１７７】
　１６．ユーザ局アプリケーションは、リンク接続メッセージによって、セットアップリ
ンクメッセージに応答する。
【０１７８】
　１７．基地局１０４及びユーザ局１０２はスロット保守モードに入り、ここでは、基地
局１０４及びユーザ局１０２は、保持制御トラフィック（ＣＴ－ＨＬＤ）メッセージを相
互に送る。もし基地局１０４又はユーザ局１０２がＣＴ－ＨＬＤ制御トラフィックメッセ
ージの受信を予期せず停止すれば、基地局１０４及びユーザ局１０２は、無くなったリン
クの回復を試みる。もし無くなったリンクを回復し損なえば、呼終話手順が開始される。
【０１７９】
　１８．要求されたサービスを提供するようにユーザー局１０２がそれ自体の構成を実行
し、またユーザ局１０２がユーザー局アプリケーションからリンク接続メッセージを受信
した後、ユーザー局１０２は、成功した接続を示す“応答”フィールドセットを有するリ
ンク接続(ＣＴ－ＣＮＬ)制御トラフィックメッセージで応答する。もし、ユーザー局１０
２がサービス要求に満足できないならば、ユーザー局１０２は、失敗を示す“応答”フィ
ールドセットで答える。もしユーザー局１０２がＣＴ－ＡＣＫメッセージを受信しないな
らば、そのユーザー局１０２は、呼終話手順に基づきリンクを切断し、呼は切断される。
【０１８０】
　１９．基地局１０４がＣＴ－ＣＮＬ制御トラフィックメッセージを受信したとき、その
ユーザー局１０２へ制御トラフィック肯定応答(ＣＴ－ＡＣＫ)メッセージを返信する。基
地局１０２がすべての必要なチャンネルリソースを割り当てると、基地局コントローラ１
０５へリンク接続ノートを送出する。
【０１８１】
　２０．ユーザー局１０２および基地局１０４は、保持シーケンスに入り、無線チャンネ
ルの保持のために、ＣＴ－ＨＬＤメッセージを交換する。もし、基地局１０４またはユー
ザー局１０２が予期せずにＣＴ－ＨＬＤ制御トラフィックメッセージの受信を停止したな
ら、基地局１０４およびユーザー局１０２は、失われたリンクの回復を試みる。もし、失
ったリンクの回復に失敗したなら、呼終話手順が開始される。
【０１８２】
　２１．基地局コントローラ１０５は、リンク接続ノートを基地局１０４へ戻すことによ
り、リンク接続ノートに応答する。基地局コントローラ１０５からのリンク接続ノートは
、呼に対する接続番号を含む。
【０１８３】
　２２．基地局コントローラ１０５からリンク接続ノートを受信すると、その基地局１０
４は接続完了(ＣＴ－ＣＮＣ)制御トラフィックメッセージをユーザー局１０２へ送信する
。そのＣＴ－ＣＮＣメッセージは、呼に対する接続番号をユーザー局１０２へ伝える。も
し、ユーザー局１０２がＣＴ－ＣＮＣメッセージを受信しないか、または基地局１０４が
応答においてＣＴ－ＡＣＫメッセージを受信しないなら、失ったリンクの回復が試みられ
る。もし、失ったリンクの回復が失敗なら、呼終話手順が開始される。
【０１８４】
　２３．ステップ２２で示唆したように、そのユーザー局１０２は、制御トラフィック肯
定応答(ＣＴ－ＡＣＫ)メッセージにより、ＣＴ－ＣＮＣ制御トラフィックメッセージに対
して肯定応答する。
【０１８５】
　２４．ＣＴ－ＡＣＫ制御トラフィックメッセージを受信すると、基地局１０４は、リン
クの完了を示す“リンク接続”に設定されたコマンド引数を備えた肯定応答ノートを、基
地局コントローラ１０５へ送信する。
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【０１８６】
　２５．基地局１０４およびユーザー局１０２はそれからスロット保守モードに入り、こ
こでは、基地局１０４およびユーザー局１０２は保持(ＣＴ－ＨＬＤ)トラフィックメッセ
ージを相互に送る。このシーケンスは、ユーザー局のアプリケーションへ、あるいはそこ
から、他のメッセージのトラフィックが送信されない限り、持続される。もし基地局１０
４またはユーザー局１０２が予期せずにＣＴ－ＨＬＤ制御トラフィックメッセージの受信
を停止したなら、基地局１０４およびユーザ局１０２は失ったリンクの回復を試みる。も
し、失ったリンクの回復に失敗すると、呼終話手順が開始される。
【０１８７】
　２６．基地局コントローラ１０５が肯定応答ノートを基地局１０４から受信したとき、
基地局コントローラ１０５は、ユーザー局１０２とのリンクをセットアップするＩＳＤＮ
一般呼制御(ＩＧＣＣ)メッセージトラフィックを開始する。その基地局コントローラ１０
５は、ＩＧＣＣのセットアッププロセスの間にＤＴＡＰセットアップメッセージ(ステッ
プ１１参照)からの情報を用いる。
【０１８８】
　２７．ＩＧＣＣのセットアップが完了すると、ＩＧＣＣ呼確認済みメッセージがユーザ
ー局のアプリケーションから基地局コントローラ１０５へ送信される。
【０１８９】
　２８．ユーザー局のアプリケーションと基地局コントローラ１０５との間で呼が確認さ
れると、基地局コントローラ１０５は、ＤＴＡＰ呼確認済みメッセージを、ユーザー局の
ＰＩＤと関係するＳＣＣＰ回線上で移動局交換センター１１２へ送信する。
【０１９０】
　２９．ＤＴＡＰ呼確認済みメッセージに応答して、移動局交換センター１１２は基地局
コントローラ１０５へＢＳＳＭＡＰ割り当てコマンドメッセージを送信する。
【０１９１】
　３０．基地局コントローラ１０５がＢＳＳＭＡＰ割り当てコマンドメッセージを移動局
交換センター１１２から受信したとき、基地局コントローラ１０５は、回線ＩＤコードに
より記述された回線を、サービス情報ノートのマップにより記述された基地局間コントロ
ーラの回線に接続する。その割り当てコマンドメッセージが移動局交換センター１１２か
ら受信され、そしてリンク接続ノートが基地局１０４から受信されると、基地局コントロ
ーラ１０５は移動局交換センター１１２へ、ユーザー局のＰＩＤに関係したＳＣＣＰ回線
上でＢＳＳＭＡＰ割り当て完了メッセージを送信する。
【０１９２】
　３１．移動局交換センター１１２がＢＳＳＭＡＰ割り当て完了メッセージを基地局コン
トローラ１０５から受信したとき、移動局交換センター１１２はＩＧＣＣのエンド・ツー
・エンドの呼制御トラフィックを開始する。
【０１９３】
　３２．接続が完了し、そしてユーザー局のアプリケーションがデータを受信／送信する
準備ができたとき、ユーザー局のアプリケーションは開始トラフィックメッセージをユー
ザー局１０２へ送信する。
【０１９４】
　３３．システムはその後、通常のトラフィックモードに入り、そして会話は安定する。
【０１９５】
　図１１Ａから１１Ｃおよび１２Ａから１２Ｂは、それぞれクラスタ内のハンドオーバー
およびクラスタ間のハンドオーバーのためのメッセージフロー図である。これらのメッセ
ージフロー図は、クラスタ内の複数の基地局に係る特定の配置を示した図１９に関連して
説明してもよい。図１９において、移動局交換センター１１２、１２０は複数の基地局コ
ントローラ１０５(またクラスターコントローラとも呼ぶ。)に接続される。各基地局コン
トローラ１０５は、次に複数の基地局１０４に接続される。それらの基地局１０４は、論
理的なグループのクラスタ１２１に組織化され、複数の基地局１０４にてなる各クラスタ
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１２１が単一の基地局コントローラ１０５に接続されるようになる。基地局１０４のクラ
スタ１２１は、地理的に接近している必要はなく、むしろ、クラスタ１２１は、基地局１
０４間の地理的な近さにかかわらない、複数の基地局１０４の論理グループを含む。
【０１９６】
　ここで用いたように、クラスタ内のハンドオーバーは、ユーザー局１０２が通信を現在
の基地局１０４から同じクラスタ１２１(つまり、同じ基地局コントローラ１０５により
サービスされるクラスタ１２１)内の新しい基地局１０４に移すものである。クラスタ間
のハンドオーバーは、ユーザー局１０２が通信を現在の基地局１０４から、異なるクラス
タ１２１(つまり、異なる基地局コントローラ１０５によりサービスされるクラスタ１２
１)内の新しい基地局１０４に移すものである。
【０１９７】
　クラスタ内のハンドオーバーに対する典型的なメッセージフロー図を図１１Ａから１１
Ｃに示す。以下より詳しく述べるように、図１１Ｂは、旧基地局とのリンクが維持される
ケースに関し、図１１Ｃは、旧基地局とのリンクが喪失した場合に関する。図９および１
０に似た図１１Ａから１１Ｃでは、送信されたメッセージは、ユーザー局１０２、現在の
基地局１０４(“旧ＢＳ”または“ＢＳ１”で記す)、目標基地局１０４(“新ＢＳ”また
は“ＢＳ２”で記す)、および移動局交換センター１１２間の矢印により示される。ユー
ザー局１０２といずれかの基地局１０４間の制御トラフィックメッセージは、頭文字“Ｃ
Ｔ”を先頭に有するものとして説明する。図１１Ａから１１Ｃにある矢印に関係するステ
ップ番号１から２２を以下に述べる。
【０１９８】
　１．ユーザー局１０２は、現在の基地局１０４(ＢＳ１)との通常の安定したトラフィッ
クにて開始する。
【０１９９】
　２．ユーザー局１０２は受信信号強度指示(ＲＳＳＩ)をモニターする。現在のリンクに
対するそのＲＳＳＩは、いずれは第１のしきい値Ｌｌｏｏｋ（すなわち、これよりも下回
るときにユーザー局が新基地局１０４を探し始めるようなしきい値）を下回る。
【０２００】
　３．ユーザー局１０２がその割り当てられた時間スロットにおいて現在の基地局ＢＳ１
との通信を維持することを必要としない時間フレーム３０１の一部の継続時間にわたって
、ユーザー局１０２は、周囲の基地局のテーブルにより指定された、周囲の基地局１０４
のうちの１つに係る周波数（例えばＦ1、Ｆ2またはＦ3）及び／又は符号（例えばＣ1、Ｃ
2、Ｃ3、Ｃ4、Ｃ5またはＣ6）に切り換え、そして、その基地局１０４からのすべてのト
ラフィックを観測することにより当該基地局１０４のＲＳＳＩを測定する。またユーザー
局１０２は、基地局１０４のトラフィックメッセージのヘッダーからの現在の利用フィー
ルド（例えば図８ＡのCUフィールド８０９）を記録する。もし観測されたメッセージが一
般ポーリングメッセージなら、ユーザー局１０２はまた、スロット品質、基地局ＩＤ、基
地局コントローラＩＤ、サービスプロバイダー、候補の基地局１０４のゾーンおよびファ
シリティを記録する。ユーザー局１０２は、候補の基地局１０４に対する優先値を計算す
るためにこの情報を用い、そしてそのエントリを好ましい基地局内のテーブルにおいてソ
ーティングする。
【０２０１】
　４．現在の基地局ＢＳへのリンクのＲＳＳＩが第２のしきい値レベルＬｈｏ（すなわち
、これよりも下回るときに、ハンドオーバーを行うことが適当となるしきい値）よりも下
回ったとき、ユーザー局１０２は、優先値の最も高い基地局１０４を目標基地局１０４(
ＢＳ２)として選択する。もし目標基地局ＢＳ２で観測された時間スロット３０２が一般
ポーリングメッセージを含んでいたら、そのユーザー局１０２は、目標局ＢＳ２のＢＳＣ
 ＩＤを調べる。もし、ＢＳＣ ＩＤが現在の基地局ＢＳ１のものと同じでないなら(つま
り、現在の基地局と目標基地局とは、異なる基地局コントローラ１０５に接続されている
とき)、ユーザー局１０２はクラスタ間のハンドオーバーを実行する(図１２Ａから１２Ｂ
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参照)。同様に、ユーザー局１０２は、目標基地局ＢＳ２のゾーンを調べ、そして、もし
、そのゾーンが旧基地局ＢＳ１のゾーンと同じでないなら、ユーザー局１０２は、クラス
タ間のハンドオーバーの実行を開始する(図１２Ａから１２Ｂ参照)。そうでなく、もし、
現在の基地局と目標基地局とに関してＢＣＤ ＩＤが同一であり、また、双方のゾーンも
同じなら、ユーザー局１０２はクラスタ内のハンドオーバーを継続する。もし、観測され
た時間スロットが一般ポーリングメッセージを含まないとき、ユーザー局１０２は、一般
ポーリングメッセージを持つ時間スロットを位置決めしようと試みる。ユーザー局１０２
は、潜在的には、現在通信していない時間スロットのすべてを観測することができるが、
所望なら、目標基地局ＢＳ２での同じ位置の時間スロットを一般ポーリングメッセージに
関してチェックするために、現在の時間スロットでの通信をスキップできる。
【０２０２】
　５．ユーザー局１０２は、目標基地局１０２の観測された時間スロットを捕捉する。そ
のユーザー局１０２は、この捕捉を、目標基地局ＢＳ２からの一般ポーリングメッセージ
を探すことと、一般ポーリングメッセージに対して一般応答メッセージによって応答する
こととにより実行する。もし、ユーザー局１０２が、目標基地局ＢＳ２のＢＳＣ ＩＤを
まだ検査していないなら、この時点でそれを実行する。もし、ＢＳＣ ＩＤおよびゾーン
が旧基地局ＢＳ１のこれらに一致するなら、ユーザー局は、目標基地局ＢＳ２を用いてク
ラスタ内のハンドオーバーを実行する。そうではなく、目標基地局ＢＳ２のゾーンとＢＳ
Ｃ ＩＤとのいずれかが旧基地局ＢＳ１のそれらに一致しないなら、ユーザー局１０２は
、特定ポーリングメッセージに応答しないが、替わりに、クラスタ間のハンドオーバーを
実行する(図１２Ａから１２Ｂ参照)。
【０２０３】
　６．　クラスタ内のハンドオーバーが行われるべきであるとすると、ユーザ局１０２と
旧基地局ＢＳ１は、もし可能ならば、古いリンクを介してトラフィック通信を維持する。
もし可能でなければ、古いリンクは切断される。
【０２０４】
　７．　目標基地局ＢＳ２からの特定ポーリング制御トラフィックメッセージに応答して
、ユーザー局１０２は、終点側ハンドオフ要求（ＣＴ－ＴＨＲ）制御トラフィックメッセ
ージを返す。
【０２０５】
　８．　もし目標基地局ＢＳ２がハンドオーバーを受入れるならば、目標基地局ＢＳ２は
、基地局支援（ＣＴ－ＢＡＭ）制御トラフィックメッセージで応答する。ＣＴ－ＢＡＭメ
ッセージは、ユーザ局１０２が将来のハンドオーバーのためにモニターできる周囲の基地
局１０４のリストを含む。ユーザ局１０２は、保持（ＣＴ－ＨＬＤ）制御トラフィックメ
ッセージで応答して、ユーザ局内ハンドオーバー・タイマーを設定する。この試みが完了
するまでユーザ局１０２は新しいハンドオーバーを試みることができないという意味にお
いて、ハンドオーバーは、この段階で取り消し不可能な状態にあると考えられる。もしユ
ーザ局１０２が目標基地局ＢＳ２からＣＴ－ＢＡＭメッセージを受信しなければ、ユーザ
局１０２は、上記ステップ３で見付けた次に最も好ましい基地局１０４にハンドオフを試
みる。もし他に適当な基地局１０４が無ければ、ユーザ局１０２は呼の終話に進む。
【０２０６】
　９．　もし目標基地局ＢＳ２がハンドオーバーを受入れたならば、それは、基地局ハン
ドオーバータイマーを設定して、終点側ハンドオフ・ノートを基地局コントローラ１０５
に送る。
【０２０７】
　１０．　基地局コントローラ１０５は、ユーザ局１０２を旧基地局ＢＳ１から新基地局
ＢＳ２に切換える。特に、基地局コントローラ１０５は、基地局コントローラ１０５のロ
ーカル・レジストレーション（ＬＲ）において識別されているユーザ局１０２に関連する
回線ＩＤコードによって表される回線を、接続番号によって記された古い回線から、終点
側ハンドオフ要求ノート内のベアラ・マップによって記された目標基地局ＢＳ２における
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新しい回線に切換える。その後、基地局コントローラ１０５はユーザ局１０２をその新し
いロケーションに関連付ける。基地局コントローラ１０５は、ユーザ局１０２の新しいロ
ケーションを反映するように、ロケーション・レジスタ（ＬＲ）の内容を更新する。
【０２０８】
　１１．　基地局１０４からのＣＴ－ＢＡＭメッセージに応答して、ユーザ局は、制御ト
ラフィック肯定応答（ＣＴ－ＡＣＫ）メッセージを基地局１０４に送って、周囲の基地局
のリストを受信したことについて肯定応答する。
　もしユーザ局１０２と旧基地局ＢＳ１の間のリンクを維持することができるならば、図
１１Ｂの呼フロー図に従って以下のステップが実行される。
【０２０９】
　１２．　ＣＴ－ＡＣＫメッセージをユーザ局１０２から受信した後、目標基地局ＢＳ２
は、ユーザ局ＰＩＤを使用して、ユーザ局１０２向けの特定ポーリングメッセージを発し
始めるので、ユーザ局１０２は、目標基地局ＢＳ２へのリンクを再捕捉できる。
【０２１０】
　１３．　基地局コントローラ１０５がその回線交換を完了すると、基地局コントローラ
１０５は、回線交換完了ノートを目標基地局ＢＳ２に送る。一実施形態において、回線交
換完了ノートは、暗号化情報を全く含まない。
【０２１１】
　１４．　基地局コントローラ１０５は、又、回線交換完了ノートを旧基地局ＢＳ１に送
る。旧基地局ＢＳ１が回線交換完了ノートを受信すると、旧基地局ＢＳ１は回線交換完了
（ＣＴ－ＣＳＣ）制御トラフィックメッセージをユーザ局１０２に送る。次に、旧基地局
ＢＳ１は、その呼に関連する全てのテーブルと回線をクリアする。
【０２１２】
　１５．　次に、基地局コントローラ１０５は、ＢＳＳＭＡＰハンドオーバー実行完了メ
ッセージを移動局交換センター１１２に送る。
【０２１３】
　１６．　基地局１０２がＣＴ－ＣＳＣ制御トラフィックメッセージを受信すると、ユー
ザ局１０２は、新基地局ＢＳ２の周波数と符号に切換わることによって応答する。次に、
ユーザ局１０２は、ユーザ局１０２のＰＩＤと合致するＰＩＤフィールドを有する特定ポ
ーリングメッセージを探す。ユーザ局１０２が適当な特定ポーリングメッセージを見付け
ると、それは、保持（ＣＴ－ＨＬＤ）制御トラフィックメッセージで応答する。もしユー
ザ局１０２が、ＣＴ－ＣＳＣメッセージを受信する前に旧基地局ＢＳ１へのリンクを失う
と、ユーザ局１０２は、目標基地局ＢＳ２への切り換えを行い、特定ポーリングメッセー
ジに応答する。もしユーザ局１０２が、目標基地局ＢＳ２上で適当なＰＩＤを有する特定
ポーリングメッセージを見付けることができないと、その呼は失われて、ユーザ局は呼の
終話に進む。
【０２１４】
　１７．　目標基地局ＢＳ２が、ユーザ局１０２からのＣＴ－ＨＬＤメッセージを見付け
て、回線交換完了ノートを基地局コントローラ１０５から受信すると、目標基地局ＢＳ２
は、回線交換完了（ＣＴ－ＣＳＣ）制御トラフィックメッセージをユーザ局１０２に送る
。
【０２１５】
　１８．　ユーザ局１０２がＣＴ－ＣＳＣメッセージを目標基地局ＢＳ２から受信すると
、ユーザ局１０２は、ユーザ局内ハンドオーバー・タイマーを取消して、ベアラ・トラフ
ィックメッセージで応答する。もしベアラ・トラフィックが受信される前にユーザ局のハ
ンドオーバー・タイマーが終了すると、その接続が失われて、ユーザ局１０２は呼の終話
に進む。
【０２１６】
　１９．　目標基地局ＢＳ２がベアラ・トラフィックメッセージをユーザ局１０２から受
信すると、目標基地局ＢＳ２は、基地局ハンドオーバー・タイマーを取消して、トラフィ
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ックモードに切換わる。もしベアラ・トラフィックが受信される前に基地局ハンドオーバ
ー・タイマーが終了すると、その接続が失われたとみなされ、基地局ＢＳ２は呼の終話に
進む。
【０２１７】
　２０．　新基地局ＢＳ２との安定したベアラチャンネルが確立される。ハンドオーバー
が完了する。
　上記のステップ１２－１９は、ユーザ局１０２と旧基地局ＢＳ１の間のリンクがハンド
オーバーの間維持されていると仮定する。しかしながら、もしユーザ局１０２と旧基地局
ＢＳ１の間のリンクが失われると、クラスタ内のハンドオーバーを完了するために、図１
１Ｃの呼フロー図に従って以下のステップが実行される。
【０２１８】
　２１．　もしユーザ局１０２が、ＣＴ－ＣＳＣ制御トラフィックメッセージを受信する
前に旧基地局ＢＳ１とのリンクを失うと、ユーザ局１０２は、目標基地局ＢＳ２の周波数
に切換わって、ユーザ局１０２のＰＩＤと合致するＰＩＤフィールドを有する特定ポーリ
ングメッセージを探す。ユーザ局１０２が適当な特定ポーリングメッセージを見付けると
、ユーザ局１０２は、保持（ＣＴ－ＨＬＤ）制御トラフィックメッセージで応答する。も
しユーザ局１０２が、目標基地局ＢＳ２上で特定ポーリングを見付けることができないと
、その呼は失われたとみなされ、ユーザ局１０２は呼の終話に進む。
【０２１９】
　２２．　もし目標基地局ＢＳ２が回線交換完了ノートを基地局コントローラ１０５から
受信する前に、目標基地局ＢＳ２が特定ポーリングメッセージに対する応答をユーザ局１
０２から受信すると、目標基地局ＢＳ２は、ユーザ局１０２からのＣＴ－ＨＬＤメッセー
ジに対して交互にＣＴ－ＨＬＤメッセージで応答する。
【０２２０】
　２３．　基地局コントローラ１０５がその切換えを完了すると、それは、回線交換完了
ノートを目標基地局ＢＳ２に送る。
【０２２１】
　２４．　目標基地局ＢＳ２が回線交換完了ノートを基地局コントローラ１０５から受信
すると、目標基地局ＢＳ２は回線交換完了（ＣＴ－ＣＳＣ）制御トラフィックメッセージ
をユーザ局１０２に送る。
【０２２２】
　２５．　次に、基地局コントローラは回線交換完了ノートを旧基地局ＢＳ１に送る。一
実施形態において、回線交換完了ノートは、暗号化情報を全く含まない。
【０２２３】
　２６．　次に、基地局コントローラ１０５は、ＢＳＳＭＡＰハンドオーバー実行完了メ
ッセージを移動局交換センター１１２に送る。
【０２２４】
　２７．　旧基地局ＢＳ１が回線交換完了ノートを受信すると、旧基地局ＢＳ１はＣＴ－
ＣＳＣ制御トラフィックメッセージをユーザ局１０２に送る（ユーザ局１０２は、旧基地
局ＢＳ１へのリンクを失っているため、このメッセージを検出しないだろう。）。次に、
旧基地局ＢＳ１は、その呼に関連する全てのテーブルと回線をクリアする。
【０２２５】
　２８．　ユーザ局１０２がＣＴ－ＣＳＣメッセージを目標基地局ＢＳ２から受信すると
、ユーザ局１０２は、ベアラ・トラフィックメッセージで応答して、ユーザ局内ハンドオ
ーバー・タイマーを取消す。
【０２２６】
　２９．　目標基地局ＢＳ２がベアラ・トラフィック応答をユーザ局１０２を受信すると
、目標基地局ＢＳ２は、基地局ハンドオーバー・タイマーを取消して、トラフィックモー
ドに切換わる。安定したベアラチャンネルがこの時点には確立されている。
【０２２７】
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　上記説明はクラスタ内のハンドオーバーに関する。好ましい実施形態にかかるシステム
は、又、クラスタ間のハンドオーバーも行い得る。クラスタ間のハンドオーバーのための
例示的なメッセージ・フロー図が図１２Ａ乃至図１２Ｂに示されている。図９乃至図１１
に類似する図１２Ａ乃至図１２Ｂにおいて、メッセージは、ユーザ局１０２、現在の基地
局１０４（「旧ＢＳ」又は「ＢＳ１」と表示）、目標基地局１０４（「新ＢＳ」又は「Ｂ
Ｓ２」と表示）、現在の基地局コントローラ１０５（「旧ＢＳＣ」又は「ＢＳＣ１」と表
示）、目標基地局コントローラ１０５（「新ＢＳＣ」又は「ＢＳＣ２」と表示）と移動局
交換センター１１２の間の矢印によって表される。ユーザ局１０４といずれかの基地局１
０４の間の制御トラフィックメッセージには、典型的に頭文字「ＣＴ」を先行させている
。図１２Ａ乃至図１２Ｂに現れる矢印に関連するステップ１乃至ステップ３３を以下に説
明する（ステップ１乃至ステップ４は、クラスタ内のハンドオーバーのものと同等である
）。
【０２２８】
　１．　ユーザ局１０２は、現在の基地局１０４（ＢＳ１）との正常な安定トラフィック
を開始する。
【０２２９】
　２．　ユーザ局１０２は、受信信号強度指示（ＲＳＳＩ）をモニターする。現在のリン
ク用のＲＳＳＩは、いずれは第１しきい値Ｌｌｏｏｋ（即ち、それより下ではユーザ局１
０２が新基地局１０４を探し始めるしきい値）よりも下に低下する。
【０２３０】
　３．　ユーザー局１０２がその割り当てられた時間スロットにおいて現在の基地局ＢＳ
１との通信を維持することを必要としない時間フレーム３０１の一部の継続時間にわたっ
て、ユーザ局１０２は、周囲の基地局のテーブルで指定される周囲の基地局１０４の内の
一つのものの周波数（例えば、図１Ａの例に示すように、Ｆ１、Ｆ２又はＦ３）及び／又
は符号（例えば、図１Ａの例に示すように、Ｃ１、Ｃ２、Ｃ３、Ｃ４、Ｃ５、Ｃ６又はＣ
７）への切り換えを行うと共に、その基地局１０４からのどんなトラフィックも観測する
ことによって、その基地局１０４のＲＳＳＩを測定する。ユーザ局１０２は、又、基地局
１０４トラフィックメッセージのヘッダーから現在の利用フィールド（例えば、図８Ａの
ＣＵフィールド８０９）を記録する。もし観測されたメッセージが一般ポーリングメッセ
ージであると、ユーザ局１０２は、又、スロット品質、基地局ＩＤ、基地局コントローラ
ＩＤ（ＢＳＣ　ＩＤ）、サービスプロバイダ、候補基地局１０４のゾーンとファシリティ
を記録する。基地局１０２は、この情報を使用して、候補基地局１０４の優先値を計算す
ると共に、そのエントリを好ましい基地局内のテーブルにおいてソーティングする。
【０２３１】
　４．現在の基地局ＢＳ１へのリンクのＲＳＳＩが第２のしきい値レベルＬｈｏ（すなわ
ち、これよりも下回るときに、ハンドオーバーを行うことが適当となるしきい値）よりも
下回ったとき、ユーザ局１０２は優先値が最も高い基地局１０４を目標の基地局１０４（
ＢＳ２）として選択する。もし目標の基地局ＢＳ２において観測された時間スロット３０
２が一般ポーリングメッセージ（GENERAL POLL MESSAGE)を含んでいたとき、ユーザ局１
０２は目標の基地局ＢＳ２のＢＳＣ　ＩＤをチェックする。もしＢＳＣ　ＩＤが現在の基
地局ＢＳ１のそれと同一でないとき（すなわち、現在の基地局と目標の基地局が異なる基
地局コントローラ１０５に接続されているとき）、ユーザ局１０２は以下のステップにお
いてさらに詳述するように、クラスタ間のハンドオーバーを実行する。同様に、ユーザ局
１０２は、目標の基地局ＢＳ２のゾーンをチェックし、もしそのゾーンが旧基地局ＢＳ１
のゾーンと同一ではないとき、ユーザ局１０２は、さらに詳細後述するようなクラスタ間
のハンドオーバーの実行を開始するであろう。そうでなければ、もし現在の基地局と目標
の基地局とに関してＢＳＣ　ＩＤが同一であり、その両方に関するゾーンがまた同一であ
るとき、ユーザ局１０２はクラスタ内のハンドオーバーを実行する（図１１Ａ乃至図１１
Ｃ参照。）。もし観測された時間スロットが一般ポーリングメッセージ（GENERAL POLL M
ESSAGE)を含んでいないとき、ユーザ局１０２は一般ポーリングメッセージ（GENERAL POL
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L MESSAGE）を有する時間スロットを位置決めすることを試みる。ユーザ局１０２は、潜
在的には、現在通信していないすべての時間スロットを見ることができ、もし所望ならば
、目標の基地局ＢＳ２上で同一のロケーションの時間スロットを一般ポーリングメッセー
ジ（GENERAL POLL MESSAGE）に関してチェックするためにその現在の時間スロット上での
送信をスキップすることさえ可能である。
【０２３２】
　５．ユーザ局１０２が目標の基地局ＢＳ２のＢＳＣ　ＩＤをまだ知らないとき、ユーザ
局１０２は一般応答メッセージ（GENERAL RESPONSE MESSAGE)を用いて上記一般ポーリン
グメッセージ（GENERAL POLL MESSAGE）に対して応答し、上記一般ポーリングメッセージ
（GENERAL POLL MESSAGE）のＢＳＣ　ＩＤをチェックする。ユーザ局１０２によって送信
される一般応答メッセージ（GENERAL RESPONSE MESSAGE）はユーザ局のＰＩＤを含む。
【０２３３】
　６．（旧基地局ＢＳ１のＢＳＣ　ＩＤ及び／又はゾーンと、目標の基地局ＢＳ２のそれ
とに基づいて）クラスタ間のハンドオーバーを実行すべきであるかを決定した後、ユーザ
局１０２は旧基地局ＢＳ１に対して起点側ハンドオーバー要求（ORIGINATING HANDOVER R
EQUEST(ＣＴ－ＯＨＲ))制御トラフィックメッセージを送信する。ＣＴ－ＯＨＲメッセー
ジは、周囲の基地局のテーブルによって決定されるような、好ましい新基地局ＢＳ２の基
地局ＩＤを含むとともに、その移動局国コード（ＭＣＣ）と移動局ネットワークコード（
ＭＮＣ）とを含む。
【０２３４】
　７．旧基地局ＢＳ１がＣＴ－ＯＨＲメッセージを受信したとき、ＣＴ－ＯＨＲメッセー
ジの適正な受信について肯定応答する（受信通知する）ために、旧基地局ＢＳ１は肯定応
答（ＣＴ－ＡＣＫ）制御トラフィックメッセージをユーザ局１０２に送信する。旧基地局
ＢＳ１は起点側ハンドオーバー要求ノート（ORIGINATING HANDOVER REQUEST NOTE)を旧基
地局コントローラ（ＢＳＣ１）に送信する。上記起点側ハンドオーバー要求ノート（ORIG
INATING HANDOVER REQUEST NOTE)は、ユーザ局のＰＩＤと、旧基地局ＩＤと、目標の基地
局ＢＳ２のＭＣＣ及びＭＮＣを含む。旧基地局ＢＳ１は、ユーザ局１０２のＰＩＤが最初
のスロット捕捉時において供給されているのでそれを知っている。
【０２３５】
　８．ユーザ局１０２がＣＴ－ＡＣＫメッセージを受信したとき、ユーザ局１０２及び基
地局１０４は、回線交換が未完了の状態で、通常のトラフィックを再開させる。もしユー
ザ局１０２はＣＴ－ＡＣＫメッセージを受信しないときは、ユーザ局１０２はそのハンド
オーバーは成功していないとみなし、それはハンドオーバーの試行を再び開始する（ステ
ップ４に戻る）。もしそれがＣＴ－ＡＣＫメッセージを受信したならば、ユーザ局１０２
はユーザ局内ハンドオーバータイマーに所定のタイムアウト値をセットする。ユーザ局１
０２はこの試行が完了するまでは新しいハンドオーバーを試行することができないという
意味において、ハンドオーバーはこのとき、取り消し不可能な状態にある。
【０２３６】
　９．旧基地局コントローラＢＳＣ１は、ユーザ局１０２のためのＳＣＣＰ回線上で（す
なわち、ユーザ局のＰＩＤによって記述されたＳＣＣＰ回線）ＢＳＳＭＡＰハンドオーバ
ー被要求メッセージを移動局交換センター１１２に送信する。好ましい実施形態において
は、ＢＳＳＭＡＰハンドオーバー被要求メッセージは、ある好ましいセルリストにおいて
１つのセル（このセルは目標の基地局ＢＳ２によってサービス提供される）のみを識別す
る。
【０２３７】
　１０．移動局交換センター１１２は、ハンドオーバー被要求メッセージを翻訳処理し、
ＢＳＳハンドオーバー要求メッセージを、ハンドオーバーの完了時にユーザ局１０２によ
って続いて使用されるであろう終点側基地局コントローラ（ＢＳＣ２）におけるＳＣＣＰ
回線に送信する。ＢＳＳＭＡＰハンドオーバー要求メッセージは、例えば、チャンネルタ
イプ、暗号化情報、優先度を含む進行中の呼を維持するために必要なすべての情報を含む
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。さらに、ＢＳＳＭＡＰハンドオーバー要求メッセージは、目標の基地局ＢＳ２の基地局
ＩＤを含む。
【０２３８】
　１１．終点側基地局コントローラＢＳＣ２は“ハンドオーバー参照番号”を発生し、そ
の後の時点で使用するための小さい関連付けられたテーブルに受信された情報を格納する
。当該テーブルに格納された情報は、ハンドオーバー参照番号と目標の基地局の基地局Ｉ
Ｄとの連結されたものに関連している。このとき、新基地局コントローラＢＳＣ２はＢＳ
ＳＭＡＰハンドオーバー要求ＡＣＫメッセージを移動局交換センター１１２に戻すように
送信する。ＢＳＳＭＡＰハンドオーバー要求ＡＣＫメッセージは、その“レベル３”情報
において上記発生されたハンドオーバー参照番号を含む。
【０２３９】
　１２．ＢＳＳＭＡＰハンドオーバー要求ＡＣＫメッセージの受信時に、移動局交換セン
ター１１２は、旧基地局コントローラＢＳＣ１に対して元のＳＣＣＰ回線上でＢＳＳＭＡ
Ｐハンドオーバーコマンドメッセージを送信する。ＢＳＳＭＡＰハンドオーバーコマンド
メッセージは、終点側基地局コントローラＢＳＣ２によって供給され、ハンドオーバー参
照番号を含むレベル３情報を含む。このハンドオーバー参照番号と、（ＳＣＣＰ回線から
の）ユーザ局ＰＩＤの暗黙の知識はすべて、ハンドオーバーを完了するために、旧基地局
コントローラＢＳＣ１によって必要とされる識別情報である。
【０２４０】
　１３．回線交換完了ノートを受信した後、旧基地局コントローラＢＳＣ１は、回線交換
完了ノートを旧基地局ＢＳ１に送信する。接続番号フィールドの代わりに、この回線交換
完了ノートは、終点側基地局コントローラＢＳＣ２からのハンドオーバー参照番号を含む
。回線交換完了ノートはまた、ＳＣＣＰ回線に関連したユーザ局ＰＩＤを含む。
【０２４１】
　１４．回線交換完了ノートの受信時に、旧基地局ＢＳ１は、ユーザ局１０２に対して、
ハンドオーバー参照番号を含む回線交換完了（ＣＴ－ＣＳＣ）制御トラフィックメッセー
ジを送信する。ユーザ局１０２は目標の基地局ＢＳ２の基地局ＩＤ及び周波数を保持して
いるので、ユーザ局１０２はいま、ハンドオーバーを完了するために要求されるすべての
情報を有する。もし旧基地局ＢＳ１が回線交換完了ノートを受信しないときは、エラーが
発生し、その呼は消滅する。
【０２４２】
　１５．ＣＴ－ＣＳＣメッセージの受信時に、ユーザ局１０２は、ＣＴ－ＣＳＣ制御トラ
フィックメッセージの適正な受信について肯定応答する（受取通知する）ために、肯定応
答（ＣＴ－ＡＣＫ）制御トラフィックメッセージを旧基地局ＢＳ１に戻すように送信する
。もしユーザ局１０２が（当該ハンドオーバーを完了させるために必要なハンドオーバー
参照番号を含む）ＣＴ－ＣＳＣメッセージを受信しないならば、その呼は目標の基地局Ｂ
Ｓ２において継続することができなくなり、当該呼は消滅する。
【０２４３】
　１６．ＣＴ－ＡＣＫメッセージの受信時においては、旧基地局ＢＳ１はユーザ局１０２
に関連するすべてのリソースをクリアし、新しい通信のために利用可能なチャンネルを生
成する。もし旧基地局ＢＳ１がＣＴ－ＡＣＫメッセージを受信しないならば、それは、ユ
ーザ局１０２に関連するすべてのリソースをクリアする一方、新しい通信のために利用可
能なチャンネルを生成する。
【０２４４】
　１７．ＣＴ－ＡＣＫメッセージを送信した後、ユーザ局１０２は目標の基地局ＢＳ２の
周波数に切り換え、図４を参照して説明したスロット捕捉手順を用いて、あるチャンネル
（すなわち、時間スロット３０２）を捕捉する。ユーザ局１０２が一旦時間スロット３０
２を捕捉したならば、ユーザ局１０２は目標の基地局ＢＳ２に対して、ハンドオーバー参
照番号と、ユーザ局１０２のサービス要求とを含む、終点側ハンドオーバー完了（ＣＴ－
ＴＨＣ）制御トラフィックメッセージを送信する。もしユーザ局１０２が目標の基地局Ｂ
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Ｓ２上のチャンネルを捕捉することに失敗したならば、その呼は失われる。そのような場
合において、ユーザ局１０２は、リンク消失メッセージをユーザ局のアプリケーションに
対して送信するであろう。
【０２４５】
　１８．目標の基地局ＢＳ２がＣＴ－ＴＨＣメッセージを受信したとき、それはＣＴ－Ｔ
ＨＣメッセージのＢＳＣ　ＩＤを、それが接続されている基地局コントローラ１０５のＢ
ＳＣ　ＩＤと比較する。この比較により、クラスタ間のハンドオーバーが要求されたこと
を目標の基地局ＢＳ２が独立に決定することを可能にする。目標の基地局ＢＳ２は、ＣＴ
－ＴＨＣメッセージの適正な受信について肯定応答する（受取通知する）ために、基地局
支援（ＢＡＭ）制御トラフィックメッセージを用いてユーザ局１０２に応答する。そのと
き、目標の基地局ＢＳ２は、それ自体と終点側基地局コントローラＢＳＣ２との間のベア
ラチャンネルを割り当てるためにＣＴ－ＴＨＣメッセージのサービス要求情報要素を使用
し、終点側基地局コントローラＢＳＣ２に対して終点側ハンドオーバー完了ノートを送信
する。終点側ハンドオーバー完了ノートは、ハンドオーバー参照番号と、ユーザ局１０２
をサポートするために割り当てされたベアラチャンネルの記述とに加えて、ユーザ局１０
２のＰＩＤを含む。
【０２４６】
　１９．ＣＴ－ＢＡＭメッセージの受信時において、ユーザ局１０２は、ＣＴ－ＢＡＭメ
ッセージの適正な受信について信号を用いて通知するために、肯定応答（ＣＴ－ＡＣＫ）
制御トラフィックメッセージを目標の基地局ＢＳ２に対して送信する。
【０２４７】
　２０．終点側基地局ＢＳ２及びユーザ局１０２は保持パターンに入り、この保持パター
ンでは、回線が交換されたことを示す指示信号を待機しながら、保持（ＣＴ－ＨＬＤ）制
御トラフィックメッセージを交換する。
【０２４８】
　２１．終点側基地局コントローラＢＳＣ２は、ハンドオーバー参照番号と、目標の基地
局ＢＳ２の基地局ＩＤを使用して、移動局交換センター１１２に位置した関連付けテーブ
ルにおいて、関連付けられた接続情報を見つける。もし終点側基地局コントローラＢＳＣ
２がハンドオーバー参照番号と目標の基地局ＢＳＤ２の基地局ＩＤに対して関連付けを見
つけ出すことができないならば、エラーが発生し当該呼は消滅する。適当な関連付けが見
つけ出せれば、終点側基地局コントローラＢＳＣ２は、回線交換完了ノートを目標の基地
局ＢＳ２に対して送信する。
【０２４９】
　２２．目標の基地局ＢＳ２はＡＣＫ回線交換完了ノートを終点側基地局コントローラＢ
ＳＣ２に送信することによって、回線交換完了ノートに応答する。
【０２５０】
　２３．目標の基地局ＢＳ２が回線交換完了ノートを受信したとき、それはまた、回線交
換完了（ＣＴ－ＣＳＣ）制御トラフィックメッセージをユーザ局１０２に対して送信する
。
【０２５１】
　２４．ユーザ局１０２がＣＴ－ＣＳＣメッセージを受信したとき、それは肯定応答（Ｃ
Ｔ－ＡＣＫ）制御トラフィックメッセージを目標の基地局ＢＳ２に対して送信する。
【０２５２】
　２５．　終点側基地局コントローラＢＳＣ２は、目標基地局ＢＳ２により指定されたベ
アラチャンネルを移動局交換センター１１２が設定したリンクに接続する。利用可能であ
る場合、この終点側基地局コントローラＢＳＣ２は、暗号化情報を有する目標基地局ＢＳ
２に「暗号モード設定ノート(Set Cipher Mode NOTE)」を送信する。
【０２５３】
　２６．　目標基地局ＢＳ２は暗号化情報を利用してその暗号化装置を設定して、終点側
基地局コントローラＢＳＣ２に「暗号モード肯定応答ノート(Acknowledge Cipher Mode N
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OTE)」を返す。目標基地局ＢＳ２が「暗号モード設定ノート」を受信していない場合では
、エラーが発生したのであるから呼は断たれることになる。(「暗号モード設定ノート」
が受信されていないと、目標基地局ＢＳ２には、次のステップについて説明するように、
ユーザ局１０２に対してＣＴ-ＳＥＴメッセージを生成するのに必要な情報がないことに
なる。)
【０２５４】
　２７．　終点側基地局コントローラＢＳＣ２は、移動局交換センター１１２に「ハンド
オーバー検出」メッセージを送信する。
【０２５５】
　２８．　移動局交換センター１１２は、終点側基地局コントローラＢＳＣ２に対して「
ハンドオーバー完了」メッセージを送信する。
【０２５６】
　２９．　「暗号モード設定ノート」を受信した後、目標基地局ＢＳ２はユーザ局１０２
に対し「暗号モード設定(ＣＴ-ＣＩＰ) (SET CIPHER MODE (CT-CIP)」制御トラフィック
メッセージを送る。
【０２５７】
　３０．　ユーザ局１０２がＣＴ-ＣＩＰ制御トラフィックメッセージを受信したら、ユ
ーザ局１０２から目標基地局ＢＳ２に「肯定応答（CT-ACK）」を送信する。
【０２５８】
　３１．　移動局交換センター１１２は、旧基地局コントローラＢＳＣ１におけるユーザ
局１０２のＳＣＣＰ回線に終話コマンドを送信する。
【０２５９】
　３２．　旧基地局コントローラＢＳＣ１は、ユーザ局１０２に割り当てていたそのリソ
ースをクリアーして、「終話完了」メッセージを移動局交換センター１１２に送信する。
旧基地局ＢＳ１は、ステップ１４において旧基地局コントローラＢＳＣ１がＣＴ-ＣＳＣ
制御トラフィックメッセージをユーザ局１０２に送信していたときにユーザ局１０２に割
り当てていたそのリソース全てをクリアするのであるから、旧基地局ＢＳ１に情報を送る
必要はない。
【０２６０】
　３３．　目標基地局ＢＳ２はその基地局でのハンドオーバー試行タイマーをクリアーす
る一方、ユーザ局１０２もそのユーザ局のハンドオーバー試行タイマーをクリアーする。
かくてトラフィックモードになり、ハンドオーバーが完了する。
【０２６１】
　このように、本発明は、通信システムのタイミング構造における制御トラフィックを高
速化することを目的とする。ハンドオーバー、通信の確立、もしくは時間スロットの置き
換えは、１つの時間フレームだけ隔てている複数の時間スロットを利用することで高速に
行うことができる。このようにして、制御トラフィックは、トランザクションを望んでい
る基地局１０４とユーザ局１０２との間でメッセージを交換する機会が生じる毎に時間フ
レーム全体にわたって待機しなければならなくなることを避けるために、未使用時間スロ
ットを利用している。こうして、制御トラフィックトランザクションを高速化するために
、余っている（スペアの）リソースが使われるのである。
【０２６２】
　ユーザ局１０２が基地局１０４に先立って時間スロット３０２(または仮想時間スロッ
ト６１８)において送信を行う好ましい実施の形態では、スロットポインタによって、ユ
ーザ局１０２は利用しうる次の時間スロット３０２を知ることができるようになっている
。そうでなければ、ユーザ局１０２は、特定の時間スロットが通信に利用できるかどうか
一般ポーリングメッセージ４０１が受信されるまでは必ずしも判らないままとなり、典型
的には、一般ポーリングメッセージ４０１に応答する前にポーリングループ全体にわたっ
て待機せざるを得なくなるであろう。
【０２６３】
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　利用しうる時間スロット３０２についての知識は、ＯＴＡマップフィールド７２６を利
用することにより特定ポーリングメッセージ４０２に含ませてユーザ局１０２に伝えられ
る。前述したように、ＯＴＡマップフィールド７２６は、特定のユーザ局１０２に対する
時間スロットのマッピングを記述したものである。従って、１６個の時間スロット３０２
を備えた時間フレーム３０１の場合、一実施の形態におけるＯＴＡマップフィールド７２
６は１６ビットで構成されている。各ビットは、そのビットに関連する時間スロット３０
２が利用できないことを示す第１の値（例えば「１」）に設定されてもよく、また、その
ビットに関連する時間スロット３０２が通信に利用できることを示す第２の値（例えば「
０」）に設定されてもよい。好ましくは、この時間スロットの利用法は、ユーザ局３０２
の現在の時間スロット３０２に対する立場から表され、即ち、第１のビットはその直後に
続く時間スロットに関連付けられ、第２のビットはその後の次の時間スロットに関連付け
られ、そして、第３のビットは更にその後の次の時間スロットに関連付けられ、以下同様
に続く。別の方法としては、時間フレーム３０１の開始点の如くの固定された基準点の立
場から時間スロットの利用法が表されるようにしてもよく、その場合ではユーザ局１０２
としては時間フレーム３０１の相対的な開始点を情報として得ている必要がある。
【０２６４】
　図１８Ａは、単一の時間フレーム内における複数の時間スロットを利用する高速制御ト
ラフィックを示すタイミングチャートである。図１８Ａにおいて、このタイミングチャー
トには複数の時間フレーム１４０１が示されている。第１時間フレーム１４０１ａは第２
時間フレーム１４０１ｂに先行している。各時間フレーム１４０１には、連続して番号付
けした複数の時間スロット１４０２がある。各時間フレーム１４０１には１６個の時間ス
ロット１４０２がある。各時間スロットには、ユーザ局送信時間区間１４０３と基地局送
信時間区間１４０４とが含まれている。
【０２６５】
　第１時間フレーム１４０１ａにあっては、少なくとも三つの時間スロット１４０２(時
間スロット「２」、「８」、「１５」)が利用できるものと想定している。第２時間フレ
ーム１４０１ｂにあっては、少なくとも二つの時間スロット１４０２(時間スロット「５
」、「１１」)が利用できるものと想定している。第１時間フレーム１４０１ａの時間ス
ロット「２」では、ユーザ局送信時間区間１４０３の最中にユーザ局１０２の送信は送ら
れず、一般ポーリングメッセージ(例えば、図４における一般ポーリングメッセージ４０
１の如くのメッセージ)だけが基地局送信時間区間１４０４の最中に基地局１０４により
送られる。一般ポーリングメッセージ４０１には、「６」に設定した次のスロットポイン
タが含まれており、このポインタは、次に利用しうるスロットが現在のスロットに対して
６スロット位置だけ進んでいる、換言すれば、時間スロット「８」であることを示す。
【０２６６】
　従って、第１時間フレーム１４０１ａの時間スロット「８」において、基地局１０４と
の通信(初期通信か、またはハンドオーバーかの何れか)を確立したがっているユーザ局１
０２が、時間スロット「８」のユーザ局送信時間区間１４０３の最中に「一般応答(GENER
AL RESPONSE)」メッセージを送信する。基地局１０４がこの「一般応答」メッセージを受
信して、「特定ポーリング(SPECIFIC POLL)]メッセージ(例えば、図４における特定ポー
リングメッセージ４０２の如くのメッセージ)を以て時間スロット「８」の基地局送信時
間区間１４０４中に応答する。この「特定ポーリング」メッセージの一部として、ユーザ
局に相関ＩＤ(本実施の形態では、この相関ＩＤは「３」)が割り当てられる。本実施の形
態における次のスロットポインタは「７」であって、次に利用しうるスロットは現在のス
ロットに対して７スロット位置だけ進んでいる、換言すれば、時間スロット「１５」であ
ることを意味している。
【０２６７】
　従って、第１時間フレーム１４０１ａの時間スロット「１５」において、本実施の形態
におけるユーザ局１０２は、「目標ハンドオーバー要求」を意味する制御トラフィックメ
ッセージ「ＴＨＲ」(前掲の表９-１で定義済み)を送信する。この場合、ユーザ局１０２
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は一方の基地局１０４から他方の基地局１０４へハンドオーバーを求めていることになる
。基地局１０４は時間スロット「１５」の基地局送信時間区間１４０４中に制御トラフィ
ック「ＡＣＫ」、即ち、肯定応答メッセージを以て応答する。ユーザ局１０２の相関ＩＤ
は、次のスロットポインタとともに、この肯定応答メッセージの一部として送信される。
ここで、次のスロットポインタは、次に利用しうるスロットが現在のスロットに対して６
スロット位置だけ進んでいる、換言すれば次の時間フレーム１４０１ｂの時間スロット「
５」であることを示す。
【０２６８】
　従って、第２時間フレーム１４０１ｂの時間スロット「５」では、本実施の形態でのユ
ーザ局１０２が、図１１のメッセージフローを示すフローチャートに示したように、制御
トラフィック肯定応答(ＣＴ-ＡＣＫ)メッセージ、または別の方法として制御トラフィッ
ク保持(ＣＴ-ＨＬＤ)メッセージを送信する。その場合基地局１０４としては、応答に幾
つかのオプションを用意している。即ち、一実施の形態では、基地局１０４は、基地局コ
ントローラ１０５から呼が接続されたのであれば、時間スロット「５」の基地局送信時間
区間１４０４中にトラフィックメッセージで応答することがある。別の方法としては、ユ
ーザ局１０２が、その相関ＩＤが検出されるまで各時間スロット１４０２をモニターして
、その後ユーザ局にさし向けられたメッセージに従って応答することもある。また別の方
法としては、基地局１０４が基地局送信時間区間１４０４中に、ユーザ局１０２に対して
新たな時間スロット１４０２を割り当てる制御トラフィックメッセージで応答することも
ある。
【０２６９】
　好ましい実施の形態としては、ユーザ局１０２は、呼が接続されて完了するまで、或い
は切断されるまで、各時間フレームの割り当てられた時間スロット１４０２(即ち、時間
スロット「５」)において通信し続ける。通信が完全に確立するまでは、基地局１０４は
、通信の確立を所望する他のユーザ局１０２のための次の利用可能な時間スロット１４０
２を示す「一般ポーリング」メッセージを、時間スロット「５」の基地局送信時間区間１
４０４中に送信してもよい。
【０２７０】
　ある一面では、図１８Ａは、ユーザ局１０２と特定基地局１０４とが、１つの時間フレ
ーム１４０１よりも短い持続時間だけ隔てた複数の制御トラフィックメッセージを交換す
ることにより通信を確立する方法を示している。図１８Ａに示した例では、第１時間フレ
ーム１４０１ａの三つの時間スロット１４０２と第２時間フレーム１４０１ｂの二つの時
間スロット１４０２においてユーザ局１０２と基地局１０４とがメッセージを交換してい
る。この方法によれば、ユーザ局１０２と特定基地局１０４との間の通信を確立するのに
要する時間、或いは、新たな基地局へ通信をハンドオフするのに要する時間を相当減少で
きる利点がある。
【０２７１】
　この同じ方法は、通信(初期通信かハンドオーバー)を確立するのに有用であるばかりで
はなくて、必要に応じてユーザ局１０２と基地局１０４との間で制御メッセージを高速に
交換することにも利用可能である。制御トラフィックを処理する際の迅速さは、例えば緊
急時の「９１１」番電話やその他の時間的に緊迫している状況をサポートする際に特に有
用である。
【０２７２】
　ある特定の実施の形態では、緊急時の「９１１」番電話のために一つかそれ以上の時間
スロット１４０２を予約して、非緊急ベアラトラフィックには使えないようにしている。
例えば、四つの時間スロット１４０２を予約してもよい。これらの予約された時間スロッ
ト１４０２は、図１８Ａの例について説明した高速制御トラフィック動作で用いるように
してもよい。好ましくは、そのうちの少なくとも一つの時間スロット１４０２を、緊急時
に生じうる「９１１」番電話を受信すること以外の目的に使えないようにするのが望まし
い。緊急時の「９１１」番電話を受信した場合、これは他の制御トラフィックに優先して
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、予約された時間スロット１４０２はこの「９１１」番電話の通信を直ちに確立するため
に利用されてもよい。
【０２７３】
　特定ポーリング（ＳＰＥＣＩＦＩＣ　ＰＯＬＬ）メッセージの一部としてユーザ局１０
２に割り当てられた相関ＩＤは、干渉エラー又は相関エラーのために、後に続く複数のメ
ッセージがエラーを含んで受信される状況から回復するために用いられてもよい。図１８
Ｂは、図１８Ａの高速制御トラフィック技術を説明する図であるが、そこにおいてユーザ
局へのメッセージのうちの１つはエラーを含んで受信される。図１８Ｂにおいて、図１８
Ａと同様に、複数の時間フレーム１４１１を含むタイミング図が図示される。第１の時間
フレーム１４１１ａは、第２の時間フレーム１４１１ｂに先行する。各時間フレーム１４
１１は、連続番号が付けられた、複数個（例えば１６個）の時間スロット１４１２を有す
る。図１８Ａと同様に、各時間スロットは、ユーザ局送信時間区間１４１３と基地局送信
時間区間１４１４を有する。
【０２７４】
　図１８Ｂにおいて、図１８Ａに図示された第１の時間フレーム１４１１ａの時間スロッ
ト「２」及び「８」において、同一の制御トラフィックトランザクションが実行される。
しかしながら、第１の時間フレーム１４１１ａの時間スロット「１５」においては、基地
局送信時間区間１４１４において送られた基地局メッセージは、エラーを含んで受信され
る。結果として、次のスロットポインタが失われたとき、基地局１０４からの次の通信が
いつ期待されるかを、ユーザ局１０２が知らないことがある。従って、ユーザ局１０２は
、それがその相関ＩＤ（特定ポーリングメッセージの一部としてそれに割り当てられた）
を認識するまで、各時間スロット１４１２の基地局送信時間区間１４１４をモニタする。
本実施例において、ユーザ局１０２は、第２の時間フレーム１４１１ｂの時間スロット「
５」においてその相関ＩＤを認識し、従って、当該ユーザ局１０２宛てのものとしてメッ
セージを識別する。また、ユーザ局１０２は、次のスロットポインタ（この場合「６」の
値を有する）を読み出し、従って、後に、適当なユーザメッセージを用いて６つの時間ス
ロットに応答する。この方法によりエラーのある受信から回復した後に、ユーザ局１０２
と基地局１０４との間の交換が、図１８Ｂに図示された残りのステップに関して示された
ように続行されてもよい。
【０２７５】
　従って、スロットポインタの損失は、必ずしも通信の確立（又は他の高速制御トラフィ
ック動作の実行）を妨げない。基地局１０４からのメッセージを受信するときのエラーに
よって、いったん通信が一時的に不通になると、エラーからの回復は相関ＩＤを検索する
ことによって可能である。
【０２７６】
　高速トラフィック制御の原理が、図３のタイミング構造を参照して、図１８Ａ及び図１
８Ｂの特定の態様において記述される一方で、同様の原理は、複数の仮想時間スロットを
利用する図６のタイミング構造に対して適用可能である。上記原理は、ＴＤＭＡ／ＴＤＤ
に加えて（ＦＤＤ又はＦＤＭＡのような）周波数二重化技術を用いるハイブリッドシステ
ムにも適用可能である。
【０２７７】
　図２０は、本発明の１つ又はそれよりも多くの実施形態に係る通信システムにおいて、
複数の信号を拡散及び逆拡散するために用いられてもよいような、スペクトル拡散通信シ
ステムにおける例示的な送信機及び受信機のブロック図である。図２０において、スペク
トル拡散送信機２０１０は、シリアル入力レジスタ２０２１と、シンボルテーブル２０２
２と、変調器２０２５と、位相選択器２０２６と、スペクトル拡散信号を送信するための
送信アンテナ２０２７とを備える。スペクトル拡散受信機２０５０は、受信機アンテナ２
０５１と、ダウンコンバータ２０５２と、複数のスペクトル拡散復調器２０５６のバンク
と、ベストオブＭ検出器２０５７と、出力データ信号２０５９とを備える。
【０２７８】
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　動作において、シリアルデータストリーム２０１２は、送信機２０１０によって受信さ
れ、シリアル入力レジスタ２０２１へのデータクロック２０１３によってクロック同期さ
れる。シリアル入力レジスタ２０２１の中にＮビットがクロックされたとき、シンボルテ
ーブル２０２２からＭ個のスペクトル拡散符号（又は「シンボルコード」）の中の１つが
選択される。例えば、シリアル入力レジスタ２０２１においてクロック同期されたシリア
ルデータストリーム２０１２の５ビットは、シンボルテーブル２０２２に記憶された３２
個の可能なシンボルコードの中の１つを選択するために用いてもよい。上記選択されたシ
ンボルコードは、シンボルテーブル２０２２から出力され、スペクトル拡散信号を発生す
るために変調器２０２５によって用いられる。データストリーム２０１２のもう１つのデ
ータビット（又は、所望されるならば、可能なだけ複数のデータビット）は、シンボルコ
ードを選択するために用いられたものを除いて、シンボルテーブル２０２２から選択され
たシンボルコードの位相を決定する位相選択器２０２６に入力される。例えば、位相選択
器は、シンボルコードの位相を選択するために、データストリーム２０１２の単一のビッ
ト（「位相制御ビット」と呼ばれる）を用いてもよく、この位相制御ビットが第１の値（
例えば「０」）を有するとき、シンボルコードは位相反転をせずに送信され、一方、位相
制御ビットが第２の値（例えば「１」）を有するとき、シンボルコードは１８０度の位相
反転をされて送信される。２つの位相制御ビットが用いられるとき、４つの可能な位相を
選択することができ、さらに付加的な位相制御ビットに対しても同様である。
【０２７９】
　変調器２０２５は、位相選択器２０２６によって示された位相を用いて、選択されたシ
ンボルコードを送信する。変調器２０２５は、スペクトルのスプラッターを最小化するよ
うに、連続的な位相変調、又は同様の技術を用いて送信してもよい。送信処理において、
変調器２０２５は、好ましくは、予め決定された搬送波周波数における搬送波信号を用い
て、選択されたシンボルコードを変調する。例示的なスペクトル拡散変調器は、例えば、
米国特許第５，５４８，２５３号及び第５，６５９，５７４号に記述され、それらの双方
は本発明の譲受人に譲渡され、かつそれらの双方は、本願明細書に完全に示されるように
参照されることで、ここに組み込まれる。
【０２８０】
　スペクトル拡散受信機２０５０において、送信されたスペクトル拡散信号は、受信機ア
ンテナ２０５１において受信され、ダウンコンバータ２０５２によってベースバンドにダ
ウンコンバートされる。次いで、上記ベースバンド信号はスペクトル拡散復調器２０５６
のバンクに供給され、上記各スペクトル拡散復調器２０５６は、Ｍ個の可能なシンボルコ
ードの中の１つを認識するように構成され、かつ上記各スペクトル拡散復調器２０５６は
、その各シンボルコードとの一致の程度を示す相関信号を出力する。ベストオブＭ検出器
２０５７は、各スペクトル拡散復調器２０５６から相関信号を受信し、複数の相関信号の
相対的な強度に基づいて、Ｍ個のシンボルコードの中のいずれが受信されたのかを決定す
る。ベストオブＭ検出器２０５７は、受信された複数のシンボルコードに基づいて、出力
データ信号２０５９を発生する。また、受信されたシンボルコードの位相も検出すること
ができ、差動位相符号化によって別の情報が受信される。
【０２８１】
　本発明に係る特定の実施形態での使用に対して適当な例示的な相関器が、特に、米国特
許第５，０２２，０４７号及び第５，０１６，２５５号に記述され、それらの双方は本発
明の譲受人に譲渡され、かつそれらの双方は、本願明細書に完全に示されるように参照さ
れることで、ここに組み込まれる。相関の好ましい方法は、本発明の譲受人に譲渡され、
かつ本願明細書に完全に示されるように参照されることでここに組み込まれた、１９９７
年８月５日に発行された米国特許第５，６５９，５７４号に記述されている。特に、米国
特許第５，６５９，５７４号に記述された複数ビット（multi-bit）相関技術は、スペク
トル拡散信号を相関させる、ここに示された好ましい方法を説明している。また、米国特
許第５，６５９，５７４号は、本発明に関連して使用可能な差動位相符号化及び復号化の
、ここに示された好ましい技術を示している。
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【０２８２】
　スペクトル拡散通信技術は、例えば、本願明細書に完全に示されるように参照されるこ
とでここに組み込まれた、ロバート・シー・ディクソン（Robert C. Dixon）のSpread Sp
ectrum Systems with Commercial Applications (John Wiley & Sons, 3d ed. 1994)に記
述されている。当該工業分野において、非常に多様なスペクトル拡散システムが提案され
、上に示されたスペクトル拡散システムの特定の詳細説明は、決して本発明の細部を制限
することを意味しない。さらに、スペクトル拡散通信技術が本発明の好ましい実施形態に
おいて利用される一方で、本発明の多くの実施形態はスペクトル拡散を使うことなく動作
可能である。
【０２８３】
　本発明に係るさらにいくつかの変形例、修正例、及び拡張が以下に記述される。１つの
実施形態における複数のユーザ局１０２は、複数帯域（multi-band）及び／又は複数モー
ド（multi-mode）の動作が可能な、移動体装置（mobile handsets）を備えてもよい。上
記ユーザ局１０２は、スペクトル拡散（すなわち広帯域）通信とさらに狭帯域通信との双
方の能力を有してもよいような、複数モードであってもよい。免許のあるＰＣＳ帯か、又
は無免許のＰＣＳ帯かのいずれかにおける周波数のような、複数の異なる周波数上で上記
ユーザ局１０２が動作するように設定されてもよいという意味で、上記ユーザ局１０２は
複数帯域である。上記ユーザ局１０２は、第１の周波数帯上で１つのモード（例えば広帯
域）で動作し、かつ第２の周波数帯上でもう１つのモード（例えば狭帯域）で動作しても
よい。
【０２８４】
　１つの例として、あるユーザ局１０２が、１８５０と１９９０ＭＨｚの間の複数の周波
数であって、６２５ｋＨｚのステップで互いに分離された周波数上で動作するように設定
されてもよい。各ユーザ局１０２は、複数の周波数のうちの任意の１つの受信及び／又は
送信を可能にするようにプログラムされてもよい、周波数シンセサイザを備えてもよい。
上記ユーザ局１０２が、免許のあるＰＣＳ帯（例えば、１８５０ＭＨｚからＭＨｚ）での
み動作するときは、プログラム可能な周波数ステップは５ＭＨｚずつインクリメントして
もよく、その場合、第１のチャンネルは１８５２．５ＭＨｚを中心とし、次は１８５７．
５ＭＨｚを中心とし、以下同様に設定されてもよい。１９２０と１９３０ＭＨｚの間の等
時性帯域で動作するとき、第１のチャンネルは１９２０．６２５ＭＨｚを中心とし、チャ
ンネルの間隔は等時性帯域の残りに対して１．２５ＭＨｚであってもよい。上記ユーザ局
１０２は、現在、非同期の無免許の装置のために米国において割り当てられている、１９
１０から１９２０ＭＨｚの帯域で動作するように構成されてもよく、または構成されなく
てもよい。
【０２８５】
　二重モード（dual-mode）及び／又は二重帯域（dual-band）通信に関連したさらに別の
情報が、１９９５年６月７日に出願された米国特許出願シリアル番号第０８／４８３，５
１４号に示され、本願明細書に完全に示されるように参照されることで、ここに組み込ま
れる。
【０２８６】
　１つの実施形態において、ある通信プロトコルは、ユーザ局１０２との通信のためのア
ンテナを選択するために、基地局へのチャンネル情報を提供する。さらに、上記プロトコ
ルは、ユーザ局１０２及び基地局１０４において、出力パワー調整を提供する。基地局１
０４からユーザ局１０２への好ましいパワー調整コマンドは、本願明細書において先に記
載された、表８－２に基づいて符号化されてもよい。好ましい値は表８－２に提供された
が、パワー調整コマンドのステップ数と、ステップ間のパワー調整における差とを、特定
のアプリケーション及びシステムの仕様に依存して変化してもよい。アンテナダイバーシ
ティとパワー調整の技術に関するさらに別の情報は、１９９７年４月７日に出願された同
時に係続中の米国特許出願シリアル番号第０８／８２６，７７３号に示され、本願明細書
に完全に示されるように参照されることで、ここに組み込まれる。
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【０２８７】
　本発明は、その好ましい実施形態の形式で示された。それにもかかわらず、高速制御ト
ラフィックを実行し、スペクトル拡散通信を確立しかつ保持するための開示された技術の
修正例及び変形例が、本発明の範囲及び精神から離れることなく当業者には明らかである
ことが理解される。さらに、そのような変形例は、添付された請求項の本文内に含まれる
と考えられる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　セルラ通信システムの概略図である。
【図１Ａ】　例示的な符号及び周波数の再利用パターンを示す無線通信システムのセル構
成を示す図である。
【図２】　通信システムの一実施例を示す図である。
【図２Ａ】　ＧＳＭに基づくネットワーク相互接続を利用した通信システムの他の実施例
を示すブロック図である。
【図３】　複数の時間スロットに分割された時間フレームを示す図である。
【図４】　基地局とユーザ局間に通信リンクを確立するためのプロトコルを示す図である
。
【図４Ａ】　図４に対応するメッセージのフロー図である。
【図５Ａ】　好ましい時間スロットの構成を示す図である。
【図５Ｂ】　基地局送信データの時間フレーム構造を示す図である。
【図５Ｃ】　ユーザ局送信データの時間フレーム構造を示す図である。
【図６】　複数の仮想時間スロットに分割された時間フレームを示す本発明の他の実施例
による時間フレーム構造を示す図である。
【図７Ａ】　ポーリングメッセージのフォーマットを示す図である。
【図７Ｂ】　ポーリングメッセージのフォーマットを示す図である。
【図７Ｃ】　ポーリングメッセージのフォーマットを示す図である。
【図８Ａ】　メッセージヘッダのフォーマットを示す図である。
【図８Ｂ】　メッセージヘッダのフォーマットを示す図である。
【図９】　ユーザ局からの発呼を示すメッセージフロー図である。
【図１０】　ユーザ局への着呼を示すメッセージフロー図である。
【図１１Ａ】　１つのクラスタ内の２つの基地局間での、移動局に係る呼のハンドオーバ
ーを示すメッセージフロー図である。
【図１１Ｂ】　１つのクラスタ内の２つの基地局間での、移動局に係る呼のハンドオーバ
ーを示すメッセージフロー図である。
【図１１Ｃ】　１つのクラスタ内の２つの基地局間での、移動局に係る呼のハンドオーバ
ーを示すメッセージフロー図である。
【図１２Ａ】　異なるクラスタ内の２つの基地局間での、移動局に係る呼のハンドオーバ
ーを示すメッセージフロー図である。
【図１２Ｂ】　異なるクラスタ内の２つの基地局間での、移動局に係る呼のハンドオーバ
ーを示すメッセージフロー図である。
【図１３Ａ】　基地局データパケットを示す図である。
【図１３Ｂ】　ユーザ局データパケットを示す図である。
【図１４Ａ】　直線状表示における時間フレーム及び時間スロットの構造を示すタイミン
グ図である。
【図１４Ｂ】　ループ表示における時間フレーム及び時間スロットの構造を示すタイミン
グ図である。
【図１５】　一連の複数の時間フレームにわたる特定の時間スロットの利用を示す、一連
の連続的な複数の時間フレームの図である。
【図１６Ａ】　図１４Ｂに示す形式の特定のポーリングループ内の移動局送信のタイミン
グ図であり、ここでは対称の時間スロットが使用される。
【図１６Ｂ】　図１４Ｂに示す形式の特定のポーリングループ内の基地局送信のタイミン



(53) JP 4354646 B2 2009.10.28

10
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【図１７Ａ】　図１４Ｂに示す形式の特定のポーリングループ内の移動局送信のタイミン
グ図であり、ここでは非対称の時間スロットが使用される。
【図１７Ｂ】　図１４Ｂに示す形式の特定のポーリングループ内の基地局送信のタイミン
グ図であり、ここでは非対称の時間スロットが使用される。
【図１８Ａ】　制御トラフィック動作を行うために使用される複数の時間スロットを示す
タイミング図である。
【図１８Ｂ】　制御トラフィック動作を行うために使用される複数の時間スロットを示す
タイミング図である。
【図１９】　クラスタ間およびクラスタ内のハンドオフを示す通信システムのブロック図
である。
【図２０】　スペクトル拡散通信システムにおける送信機と受信機のブロック図である。
【図２１】　好ましいシステムプロトコルアーキテクチャを示す図である。
【図２２】　ユーザ局によって開始された呼の開放に係る呼フロー図である。
【図２３】　ネットワークによって開始された呼の開放に係る呼フロー図である。

【図１】 【図１Ａ】
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【図２】 【図２Ａ】

【図３】 【図４】
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【図４Ａ】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】 【図５Ｃ】
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【図６】 【図７Ａ】

【図７Ｂ】 【図７Ｃ】
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【図８Ａ】 【図８Ｂ】

【図９】 【図１０】
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【図１１Ａ】 【図１１Ｂ】

【図１１Ｃ】 【図１２Ａ】
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【図１２Ｂ】 【図１３Ａ】

【図１３Ｂ】

【図１４Ａ】 【図１４Ｂ】
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【図１５】 【図１６Ａ】

【図１６Ｂ】 【図１７Ａ】
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