
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のセクタおよび潜在的な失敗接続を有する移動局（ＭＳ）を備え、前記移動局（ＭＳ
）がＭＳアクティブセットを有する通信ネットワークにおいて、潜在的な失敗接続を救済
するための方法であって、
潜在的な失敗接続を検出し、
１ないしは複数のパイロットであって、各々が前記複数のセクタの１つに対応するパイロ
ットを前記ＭＳアクティブセットに追加し、
救済に使用するための１ないしは複数の仮コードチャンネル（ＡＣＣ）を決定し、
前記複数のセクタの少なくとも１つから前記仮コードチャンネル（ＡＣＣ）の１つを送信
し、
前記移動局（ＭＳ）において、前記ＭＳアクティブセット内の前記パイロットに対応する
セクタからの１ないしは複数の仮コードチャンネル（ＡＣＣ）をサーチし、
前記移動局（ＭＳ）において、前記複数のセクタの少なくとも１つから１ないしは複数の
仮コードチャンネル（ＡＣＣ）が受信可能であることを発見し、および、
前記１ないしは複数の受信可能な仮コードチャンネル（ＡＣＣ）を発見した時に、前記移
動局（ＭＳ）において接続を継続することを含む潜在的な失敗接続を救済する方法。
【請求項２】
前記移動局（ＭＳ）における１ないしは複数の受信可能な仮コードチャンネル（ＡＣＣ）
の発見が、前記複数のセクタの少なくとも１つから、前記仮コードチャンネル（ＡＣＣ）
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の、あらかじめ定められた数の連続する良好なフレームを受信することを含み、
前記１ないしは複数の受信可能な仮コードチャンネル（ＡＣＣ）を発見した時に前記移動
局（ＭＳ）において接続を継続することが、前記移動局（ＭＳ）によってあらかじめ定め
られた数の連続する良好なフレームが受信された時に、前記移動局（ＭＳ）において前記
接続を継続することを含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
前記移動局（ＭＳ）が、前記潜在的な失敗接続を検出する以前に１ないしは複数のパイロ
ット強度測定メッセージ（ＰＳＭＭ）を送信するものであり、さらに、前記１ないしは複
数のパイロット強度測定メッセージ（ＰＳＭＭ）内に含まれている情報に基づいて１ない
しは複数のパイロットを前記ＭＳアクティブセットに追加することを含む請求項１記載の
方法。
【請求項４】
前記移動局（ＭＳ）が、前記潜在的な失敗接続を検出する以前に前記仮コードチャンネル
（ＡＣＣ）に関する情報を含む１ないしは複数のオーバーヘッドメッセージを受信するも
のであり、さらに、前記１ないしは複数のオーバーヘッドメッセージ内に含まれている情
報に基づいて前記救済に使用するための１ないしは複数の仮コードチャンネル（ＡＣＣ）
を決定することを含む請求項１記載の方法。
【請求項５】
さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した後に前記移動局（ＭＳ）からの送信を停止し、
および、
前記移動局（ＭＳ）において、前記１ないしは複数のセクタから、前記仮コードチャンネ
ル（ＡＣＣ）のあらかじめ定められた数の連続する良好なフレームを受信したとき、前記
移動局（ＭＳ）からの送信を再開することを含む請求項１記載の方法。
【請求項６】
さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した後に救済タイマをスタートし、および、
前記移動局（ＭＳ）においてネットワークからのダウンリンクが受信される前に前記救済
タイマがタイムアウトすると、前記潜在的な失敗接続を終了することを含む請求項１記載
の方法。
【請求項７】
さらに、前記救済の間に前記移動局（ＭＳ）によって測定されたパイロット信号強度情報
に基づいて前記ＭＳアクティブセットを動的に変更することを含む請求項３記載の方法。
【請求項８】
さらに、前記ＭＳアクティブセットが自律的に変更されるごとに前記移動局（ＭＳ）から
パイロット強度測定メッセージ（ＰＳＭＭ）を送信することを含む請求項７記載の方法。
【請求項９】
さらに、前記移動局（ＭＳ）において「レイヤ２確認応答障害」によって生じた前記潜在
的な失敗接続を検出することを含む請求項１記載の方法。
【請求項１０】
さらに、前記移動局（ＭＳ）によって送信されたメッセージに対する確認応答を前記移動
局（ＭＳ）が受信していないとの決定を、前記移動局（ＭＳ）による前記メッセージの、
あらかじめ定められた数の再送信の後に行うことによって、前記移動局（ＭＳ）において
「レイヤ２確認応答障害」によって生じた前記潜在的な失敗接続を検出することを含む請
求項９記載の方法。
【請求項１１】
さらに、前記移動局（ＭＳ）において「順方向リンクフェード障害」によって生じた前記
潜在的な失敗接続を検出することを含む請求項１記載の方法。
【請求項１２】
さらに、前記移動局（ＭＳ）においてあらかじめ定められた数の連続する不良フレームを
受信することによって、前記移動局（ＭＳ）において「順方向リンクフェード障害」によ
って生じた前記潜在的な失敗接続を検出することを含む請求項１１記載の方法。
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【請求項１３】
前記ネットワークがネットワークアクティブセットを備え、さらに、
前記ネットワークアクティブセットに１ないしは複数のセクタを追加し、および、
前記ネットワークアクティブセットから、前記仮コードチャンネル（ＡＣＣ）の１つを送
信する１ないしは複数のセクタを選択することを含む請求項１記載の方法。
【請求項１４】
前記接続を継続することが、さらに、
前記ネットワークが、前記移動局（ＭＳ）からあらかじめ定められた数の連続する良好な
フレームを受信し、および、
前記ネットワークによって、前記あらかじめ定められた数の連続する良好なフレームが受
信されると、前記ネットワークにおいて接続を継続することを含む請求項１３記載の方法
。
【請求項１５】
さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した後に救済タイマをスタートし、および、
前記ネットワークにおいて前記移動局（ＭＳ）からのアップリンクが受信される前に前記
救済タイマがタイムアウトすると、前記潜在的な失敗接続を終了することを含む請求項１
３記載の方法。
【請求項１６】
さらに、前記ネットワークにおいて「レイヤ２確認応答障害」によって生じた前記潜在的
な失敗接続を検出することを含む請求項１３記載の方法。
【請求項１７】
さらに、あらかじめ定められた数の再送信されたメッセージを前記移動局（ＭＳ）から前
記ネットワークが受信した旨の決定を、あらかじめ定められた数の前記メッセージに対す
る確認応答が前記ネットワークによって送信された後に行うことによって、前記ネットワ
ークにおいて「レイヤ２確認応答障害」によって生じた前記潜在的な失敗接続を検出する
ことを含む請求項１６記載の方法。
【請求項１８】
さらに、前記ネットワークにおいて「順方向リンクフェード障害」によって生じた前記潜
在的な失敗接続を検出することを含む請求項１３記載の方法。
【請求項１９】
さらに、あらかじめ定められた数の有効なフレームを前記移動局（ＭＳ）から前記ネット
ワークが受信していないことを検出することによって、前記ネットワークにおいて「順方
向リンクフェード障害」によって生じた前記潜在的な失敗接続を検出することを含む請求
項１８記載の方法。
【請求項２０】
さらに、前記複数のセクタの少なくとも１つから前記仮コードチャンネル（ＡＣＣ）の１
つを送信する前に、前記救済を試みるべきか否かを決定することを含む請求項１３記載の
方法。
【請求項２１】
さらに、前記ネットワークアクティブセットに１ないしは複数のセクタを、それらの位置
、方位、システムまたは帯域に基づいて追加することを含む請求項１３記載の方法。
【請求項２２】
さらに、前記ネットワークにおいて、前記移動局（ＭＳ）から１ないしは複数のパイロッ
ト強度測定メッセージ（ＰＳＭＭ）を受信し、および、
前記１ないしは複数のパイロット強度測定メッセージ（ＰＳＭＭ）内に含まれている情報
に基づいて前記ネットワークアクティブセットに１ないしは複数のセクタを追加すること
を含む請求項１３記載の方法。
【請求項２３】
さらに、前記救済において使用するための１ないしは複数の仮コードチャンネル（ＡＣＣ
）を動的に変更することを含む請求項１３記載の方法。
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【請求項２４】
複数のセクタ、および「Ｌ２確認応答障害」によって生じた前記セクタの１つとの潜在的
な失敗接続を有する１ないしは複数の移動局（ＭＳ）を備えた通信ネットワークにおいて
、その潜在的な失敗接続を救済するための方法であって：
前記「Ｌ２確認応答障害」によって生じた潜在的な失敗接続を検出し、
少なくとも１つの救済チャンネルを送信し、
前記複数のセクタの少なくとも１つによって前記救済チャンネルの送信が行われた場合に
は、前記救済チャンネルに関して前記複数のセクタの１ないしは複数をモニタし、
前記１ないしは複数の移動局（ＭＳ）によって前記救済チャンネルの送信が行われた場合
には、前記救済チャンネルに関して前記移動局（ＭＳ）の１ないしは複数をモニタし、
１ないしは複数の救済チャンネルが受信可能であることを発見し、および、
１ないしは複数の受信可能な救済チャンネルが発見された時に前記接続を継続することを
含む潜在的な失敗接続を救済するための方法。
【請求項２５】
さらに、あらかじめ定められた数の再送信されたメッセージを前記移動局（ＭＳ）から前
記ネットワークが受信したことの決定を、あらかじめ定められた数の前記メッセージに対
する確認応答が前記ネットワークによって送信された後に行うことによって、前記ネット
ワークにおいて「レイヤ２確認応答障害」によって生じた前記潜在的な失敗接続を検出す
ることを含む請求項２４記載の方法。
【請求項２６】
さらに、前記移動局（ＭＳ）によって送信されたメッセージに対する確認応答を前記移動
局（ＭＳ）が受信していない旨の決定を、前記移動局（ＭＳ）による前記メッセージの、
あらかじめ定められた数の再送信の後に行うことによって、前記移動局（ＭＳ）において
「レイヤ２確認応答障害」によって生じた前記潜在的な失敗接続を検出することを含む請
求項２４記載の方法。
【請求項２７】
複数のセクタ、および潜在的な失敗接続を有する１ないしは複数の移動局（ＭＳ）を備え
る通信ネットワークにおいて、その潜在的な失敗接続を救済するための方法であって、
潜在的な失敗接続を検出し、
前記複数のセクタの少なくとも１つから、少なくとも１つの救済チャンネルの送信を行い
、
前記救済チャンネルに関して前記複数のセクタの１ないしは複数をモニタするとともに、
モニタされるセクタが動的に選択され、
１ないしは複数の救済チャンネルが受信可能であることを発見し、および、
前記１ないしは複数の受信可能な救済チャンネルが発見された時に前記接続を継続するこ
とを含む潜在的な失敗接続を救済するための方法。
【請求項２８】
複数のセクタ、および潜在的な失敗接続を有する１ないしは複数の移動局（ＭＳ）を備え
る通信ネットワークにおいて、その潜在的な失敗接続を救済するための方法であって、
潜在的な失敗接続を検出し、
動的に選択される１ないしは複数のターゲットセクタに向けて前記１ないしは複数の移動
局（ＭＳ）から少なくとも１つの救済チャンネルを送信し、
前記少なくとも１つの救済チャンネルに関して前記１ないしは複数の移動局（ＭＳ）をモ
ニタし、
少なくとも１つの救済チャンネルが受信可能であることを発見し、および、
前記少なくとも１つの受信可能な救済チャンネルが発見された時に前記接続を継続するこ
とを含む潜在的な失敗接続を救済するための方法。
【請求項２９】
複数のセクタ、および潜在的な失敗接続を有する１ないしは複数の移動局（ＭＳ）を備え
る通信ネットワークにおいて、その潜在的な失敗接続を救済するための方法であって、
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潜在的な失敗接続を検出し、
前記複数のセクタの少なくとも１つから、少なくとも１つの救済チャンネルの送信を行う
とともに、送信を行うセクタが動的に選択され、
前記救済チャンネルに関して前記複数のセクタの１ないしは複数をモニタし、
１ないしは複数の救済チャンネルが受信可能であることを発見し、および、
前記１ないしは複数の受信可能な救済チャンネルが発見された時に前記接続を継続するこ
とを含む潜在的な失敗接続を救済するための方法。
【請求項３０】
複数のセクタ、および潜在的な失敗接続を有する１ないしは複数の移動局（ＭＳ）を備え
る通信ネットワークにおいて、その潜在的な失敗接続を救済するための方法であって、
潜在的な失敗接続を検出し、
前記１ないしは複数の移動局（ＭＳ）から少なくとも１つの救済チャンネルを送信し、
前記複数のセクタの１ないしは複数から、前記少なくとも１つの救済チャンネルに関して
前記１ないしは複数の移動局（ＭＳ）をモニタするとともに、前記複数のセクタの１ない
しは複数が動的に選択され、
少なくとも１つの救済チャンネルが受信可能であることを発見し、および、
前記少なくとも１つの受信可能な救済チャンネルが発見された時に前記接続を継続するこ
とを含む潜在的な失敗接続を救済するための方法。
【請求項３１】
複数のセクタを備え、移動局（ＭＳ）との通信を可能にするための通信ネットワークであ
り、前記移動局（ＭＳ）は、潜在的な失敗接続を有し、かつ仮コードチャンネル（ＡＣＣ
）の受信および前記潜在的な失敗接続の救済が可能であるネットワークにおいて、その潜
在的な失敗接続の救済を補助する前記ネットワークの運用方法であって、
潜在的な失敗接続を検出し、
前記救済における使用のために１ないしは複数の仮コードチャンネル（ＡＣＣ）を決定し
、および、
前記複数のセクタの少なくとも１つから前記仮コードチャンネル（ＡＣＣ）の１つを送信
することを含む潜在的な失敗接続の救済を補助する前記ネットワークの運用方法。
【請求項３２】
さらに、前記ネットワークにおいて「レイヤ２確認応答障害」によって生じた潜在的な失
敗接続を検出することを含む請求項３１記載の方法。
【請求項３３】
さらに、あらかじめ定められた数の再送信されたメッセージを前記移動局（ＭＳ）から前
記ネットワークが受信した旨の決定を、あらかじめ定められた数の前記メッセージの確認
応答が前記ネットワークによって送信された後に行うことによって、前記ネットワークに
おいて前記「レイヤ２確認応答障害」によって生じた前記潜在的な失敗接続を検出するこ
とを含む請求項３２記載の方法。
【請求項３４】
さらに、前記ネットワークにおいて「順方向リンクフェード障害」によって生じた前記潜
在的な失敗接続を検出することを含む請求項３１記載の方法。
【請求項３５】
さらに、あらかじめ定められた数の有効なフレームを前記移動局（ＭＳ）から前記ネット
ワークが受信していないことを検出することによって、前記ネットワークにおいて「順方
向リンクフェード障害」によって生じた前記潜在的な失敗接続を検出することを含む請求
項３４記載の方法。
【請求項３６】
前記ネットワークがネットワークアクティブセットを有し、さらに、
前記ネットワークアクティブセットに１ないしは複数のセクタを追加し、および、
前記ネットワークアクティブセットから、前記仮コードチャンネル（ＡＣＣ）の１つを送
信する１ないしは複数のセクタを選択することを含む請求項３１記載の方法。

10

20

30

40

50

(5) JP 3948403 B2 2007.7.25



【請求項３７】
さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した後に救済タイマをスタートし、および、
前記ネットワークにおいて前記移動局（ＭＳ）からのアップリンクが受信される前に前記
救済タイマがタイムアウトすると、前記潜在的な失敗接続を終了することを含む請求項３
６記載の方法。
【請求項３８】
さらに、前記複数のセクタの少なくとも１つから前記仮コードチャンネル（ＡＣＣ）の１
つを送信する前に、前記救済を試みるべきか否かを決定することを含む請求項３１記載の
方法。
【請求項３９】
さらに、前記ネットワークアクティブセットに１ないしは複数のセクタを、それらの位置
に基づいて追加することを含む請求項３６記載の方法。
【請求項４０】
さらに、前記ネットワークにおいて、前記移動局（ＭＳ）から１ないしは複数のパイロッ
ト強度測定メッセージ（ＰＳＭＭ）を受信し、および、
前記１ないしは複数のパイロット強度測定メッセージ（ＰＳＭＭ）内に含まれている情報
に基づいて前記ネットワークアクティブセットに１ないしは複数のセクタを追加すること
を含む請求項３６記載の方法。
【請求項４１】
さらに、前記救済において使用するための１ないしは複数の仮コードチャンネル（ＡＣＣ
）を動的に変更することを含む請求項３６記載の方法。
【請求項４２】
複数のセクタを備え、移動局（ＭＳ）との通信を可能にするための通信ネットワークであ
り、前記移動局（ＭＳ）は、「Ｌ２確認応答障害」によって生じた前記セクタの１つとの
潜在的な失敗接続を有し、かつ救済チャンネルを送信して前記潜在的な失敗接続の救済が
可能である通信ネットワークにおいて、前記潜在的な失敗接続の救済を補助する前記ネッ
トワークの運用方法であって：
前記「Ｌ２確認応答障害」によって生じた潜在的な失敗接続を検出し、
前記救済チャンネルに関して前記移動局（ＭＳ）をモニタし、
前記救済チャンネルが受信可能であることを発見し、および、
受信可能な救済チャンネルが発見された時に前記接続を継続することを含む潜在的な失敗
接続の救済を補助する前記ネットワークの運用方法。
【請求項４３】
さらに、あらかじめ定められた数の再送信されたメッセージを前記移動局（ＭＳ）から前
記ネットワークが受信した旨の決定を、あらかじめ定められた数の前記メッセージの確認
応答が前記ネットワークによって送信された後に行うことによって、前記「レイヤ２確認
応答障害」によって生じた前記潜在的な失敗接続を検出することを含む請求項４２記載の
方法。
【請求項４４】
複数のセクタを備え、移動局（ＭＳ）との通信を可能にするための通信ネットワークであ
り、前記移動局（ＭＳ）は、前記セクタの１つとの潜在的な失敗接続を有し、かつ１ない
しは複数のターゲットセクタに向けて救済チャンネルを送信し、前記潜在的な失敗接続を
救済することが可能である通信ネットワークにおいて、前記潜在的な失敗接続の救済を補
助する前記ネットワークの運用方法であって、
潜在的な失敗接続を検出し、
前記救済チャンネルに関して前記ターゲットセクタをモニタするとともに、前記ターゲッ
トセクタが動的に選択され、
前記救済チャンネルが受信可能であることを発見し、および、
受信可能な救済チャンネルが発見された時に前記接続を継続することを含む潜在的な失敗
接続の救済を補助する前記ネットワークの運用方法。

10

20

30

40

50

(6) JP 3948403 B2 2007.7.25



【請求項４５】
移動局（ＭＳ）と、複数のセクタを有する通信ネットワークの間の潜在的な失敗接続の救
済を補助する移動局（ＭＳ）の運用方法であり、前記移動局（ＭＳ）はＭＳアクティブセ
ットを有し、前記ネットワークは前記複数のセクタの少なくとも１つから１ないしは複数
の仮コードチャンネル（ＡＣＣ）を送信することが可能であるものにおいて、
潜在的な失敗接続を検出し、
１ないしは複数のパイロットであって、各々が前記複数のセクタの１つに対応するパイロ
ットを前記ＭＳアクティブセットに追加し、
前記ＭＳアクティブセット内の前記パイロットに対応するセクタからの１ないしは複数の
仮コードチャンネル（ＡＣＣ）をサーチし、
前記複数のセクタの少なくとも１つから１ないしは複数の仮コードチャンネル（ＡＣＣ）
が受信可能であることを発見し、および、
前記１ないしは複数の受信可能な仮コードチャンネル（ＡＣＣ）が発見された時に接続を
継続することを含む潜在的な失敗接続の救済を補助する移動局の運用方法。
【請求項４６】
前記１ないしは複数の受信可能な仮コードチャンネル（ＡＣＣ）の発見が、前記複数のセ
クタの少なくとも１つから、前記仮コードチャンネル（ＡＣＣ）のあらかじめ定められた
数の連続する良好なフレームを受信することを含み、かつ、
前記１ないしは複数の受信可能な仮コードチャンネル（ＡＣＣ）が発見された時に接続を
継続することが、あらかじめ定められた数の連続する良好なフレームが受信された時に、
前記接続を継続することを含む請求項４５記載の方法。
【請求項４７】
前記移動局（ＭＳ）が、前記潜在的な失敗接続を検出する以前に１ないしは複数のパイロ
ット強度測定メッセージ（ＰＳＭＭ）を送信し、さらに、前記１ないしは複数のパイロッ
ト強度測定メッセージ（ＰＳＭＭ）内に含まれている情報に基づいて１ないしは複数のパ
イロットを前記ＭＳアクティブセットに追加することを含む請求項４５記載の方法。
【請求項４８】
前記移動局（ＭＳ）が、前記潜在的な失敗接続を検出する以前に前記仮コードチャンネル
（ＡＣＣ）に関する情報を含む１ないしは複数のオーバーヘッドメッセージを受信し、さ
らに、前記１ないしは複数のオーバーヘッドメッセージ内に含まれている情報に基づいて
前記救済に使用するための１ないしは複数の仮コードチャンネル（ＡＣＣ）を決定するこ
とを含む請求項４５記載の方法。
【請求項４９】
さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した後に前記移動局（ＭＳ）からの送信を停止し、
および、
前記１ないしは複数のセクタから、前記仮コードチャンネルのあらかじめ定められた数の
連続する良好なフレームを受信すると、前記移動局（ＭＳ）からの送信を再開することを
含む請求項４５記載の方法。
【請求項５０】
さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した後に救済タイマをスタートし、および、
前記ネットワークからのダウンリンクが受信される前に前記救済タイマがタイムアウトす
ると、前記潜在的な失敗接続を終了することを含む請求項４５記載の方法。
【請求項５１】
さらに、前記救済の間に前記移動局（ＭＳ）によって受信されたパイロット信号強度情報
に基づいて前記ＭＳアクティブセットを動的に変更することを含む請求項４７記載の方法
。
【請求項５２】
さらに、前記ＭＳアクティブセットが動的に変更されるごとに前記移動局（ＭＳ）からパ
イロット強度測定メッセージ（ＰＳＭＭ）が送信されることを含む請求項５１記載の方法
。
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【請求項５３】
さらに、「レイヤ２確認応答障害」によって生じた前記潜在的な失敗接続を検出すること
を含む請求項４５記載の方法。
【請求項５４】
さらに、前記移動局（ＭＳ）によって送信されたメッセージに対する確認応答を前記移動
局（ＭＳ）が受信していない旨の決定を、前記移動局（ＭＳ）による前記メッセージの、
あらかじめ定められた数の再送信の後に行うことによって、「レイヤ２確認応答障害」に
よって生じた前記潜在的な失敗接続を検出することを含む請求項５３記載の方法。
【請求項５５】
さらに、「順方向リンクフェード障害」によって生じた前記潜在的な失敗接続を検出する
ことを含む請求項４５記載の方法。
【請求項５６】
さらに、あらかじめ定められた数の連続する不良フレームを受信することによって、「順
方向リンクフェード障害」によって生じた前記潜在的な失敗接続を検出することを含む請
求項５５記載の方法。
【請求項５７】
移動局（ＭＳ）と、複数のセクタを備えた通信ネットワークの間の潜在的な失敗接続の救
済を補助する移動局（ＭＳ）の運用方法であり、前記潜在的な失敗接続は「Ｌ２確認応答
障害」によって生じるものであり、前記ネットワークは救済チャンネルに関して前記移動
局（ＭＳ）をモニタし、かつ前記救済チャンネルを受信して前記潜在的な失敗接続を救済
するものにおいて、
前記「Ｌ２確認応答障害」によって生じた潜在的な失敗接続を検出し、および、
前記複数のセクタの１ないしは複数に対して救済チャンネルを送信することを含む潜在的
な失敗接続の救済を補助する移動局の運用方法。
【請求項５８】
さらに、前記移動局（ＭＳ）によって送信されたメッセージに対する確認応答を前記移動
局（ＭＳ）が受信していない旨の決定を、前記移動局（ＭＳ）による前記メッセージの、
あらかじめ定められた数の再送信の後に行うことによって、前記「レイヤ２確認応答障害
」によって生じた前記潜在的な失敗接続を検出することを含む請求項５７記載の方法。
【請求項５９】
モバイルユーザとの通信を可能にするため、およびモバイルユーザとの潜在的な失敗接続
を救済するための通信システムであって、
ネットワークプロセッサおよび信号の送信および受信のための複数のセクタを有し、前記
ネットワークプロセッサは潜在的な失敗接続を検出するようにプログラムされているネッ
トワーク、および、
ＭＳプロセッサおよび前記複数のセクタの１ないしは複数から信号を受信し、かつそこへ
信号を送信するためのＭＳアクティブセットを有し、前記ＭＳプロセッサは前記複数のセ
クタの１ないしは複数との潜在的な失敗接続を検出するようにプログラムされている移動
局（ＭＳ）を備え、
前記ネットワークプロセッサが、さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した場合には、前
記救済における使用のために１ないしは複数の仮コードチャンネル（ＡＣＣ）を決定し、
かつ前記複数のセクタの少なくとも１つから前記仮コードチャンネル（ＡＣＣ）を送信す
るようにプログラムされており、
前記ＭＳプロセッサが、さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した場合には、前記ＭＳア
クティブセットに、各々が前記複数のセクタの１つに対応する１ないしは複数のパイロッ
トを追加し、前記ＭＳアクティブセット内の前記パイロットに対応するセクタからの１な
いしは複数の仮コードチャンネル（ＡＣＣ）をサーチし、前記複数のセクタの少なくとも
１つから１ないしは複数の仮コードチャンネル（ＡＣＣ）が受信可能であることを発見し
、および前記１ないしは複数の受信可能な仮コードチャンネル（ＡＣＣ）を発見した時に
接続を継続するようにプログラムされている通信システム。
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【請求項６０】
前記ＭＳプロセッサが、さらに、
前記潜在的な失敗接続を検出する以前に１ないしは複数のパイロット強度測定メッセージ
（ＰＳＭＭ）を前記ネットワークに向けて送信し、および、
前記ＭＳプロセッサが潜在的な失敗接続を検出した場合には、前記１ないしは複数のパイ
ロット強度測定メッセージ（ＰＳＭＭ）内に含まれている情報に基づいて１ないしは複数
のパイロットを前記ＭＳアクティブセットに追加するようにプログラムされている請求項
５９記載のシステム。
【請求項６１】
前記ＭＳプロセッサが、さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した場合には、前記救済の
間に前記移動局（ＭＳ）によって測定されたパイロット信号強度情報に基づいて前記ＭＳ
アクティブセットを自律的に変更するようにプログラムされている請求項５９記載のシス
テム。
【請求項６２】
前記ＭＳプロセッサが、さらに、「レイヤ２確認応答障害」によって生じた前記潜在的な
失敗接続を検出するようにプログラムされている請求項５９記載のシステム。
【請求項６３】
前記ＭＳプロセッサが、さらに、「順方向リンクフェード障害」によって生じた前記潜在
的な失敗接続を検出するようにプログラムされている請求項５９記載のシステム。
【請求項６４】
前記ネットワークがネットワークアクティブセットを備え、前記ネットワークプロセッサ
が、さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した場合には、前記ネットワークアクティブセ
ットに１ないしは複数のセクタを追加し、および前記ネットワークアクティブセットから
、前記仮コードチャンネル（ＡＣＣ）の１つを送信する１ないしは複数のセクタを選択す
るようにプログラムされている請求項５９記載のシステム。
【請求項６５】
前記ネットワークプロセッサが、さらに、「レイヤ２確認応答障害」によって生じた前記
潜在的な失敗接続を検出するようにプログラムされている請求項５９記載のシステム。
【請求項６６】
前記ネットワークプロセッサが、さらに、「順方向リンクフェード障害」によって生じた
前記潜在的な失敗接続を検出するようにプログラムされている請求項５９記載のシステム
。
【請求項６７】
前記ネットワークプロセッサが、さらに、前記救済における使用のための前記１ないしは
複数の仮コードチャンネル（ＡＣＣ）を動的に変更するようにプログラムされている請求
項５９記載のシステム。
【請求項６８】
モバイルユーザとの通信を可能にするため、およびモバイルユーザとの、「Ｌ２確認応答
障害」によって生じた潜在的な失敗接続を救済するための通信システムであって、
ネットワークプロセッサおよび信号の送信および受信のための複数のセクタを有し、前記
ネットワークプロセッサは、「Ｌ２確認応答障害」によって生じた潜在的な失敗接続を検
出するようにプログラムされているネットワーク、および、
ＭＳプロセッサおよび前記複数のセクタの１ないしは複数から信号を受信し、かつそこへ
信号を送信するためのＭＳアクティブセットを有し、前記ＭＳプロセッサは、前記ネット
ワーク内の１ないしは複数の前記セクタとの、「Ｌ２確認応答障害」によって生じた潜在
的な失敗接続を検出するようにプログラムされている移動局（ＭＳ）を備え、
前記ネットワークプロセッサが、さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した場合には、前
記複数のセクタの少なくとも１つから少なくとも１つの救済チャンネルを送信するように
プログラムされており、
前記ＭＳプロセッサが、さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した場合には、前記救済チ
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ャンネルに関して前記複数のセクタの１ないしは複数をモニタし、１ないしは複数の救済
チャンネルが受信可能であることを発見し、および前記１ないしは複数の受信可能な救済
チャンネルを発見した時に前記接続を継続するようにプログラムされている通信システム
。
【請求項６９】
モバイルユーザとの通信を可能にするため、およびモバイルユーザとの、「Ｌ２確認応答
障害」によって生じた潜在的な失敗接続を救済するための通信システムであって、
ネットワークプロセッサおよび信号の送信および受信のための複数のセクタを有し、前記
ネットワークプロセッサは、「Ｌ２確認応答障害」によって生じた潜在的な失敗接続を検
出するようにプログラムされているネットワーク、および、
ＭＳプロセッサおよび前記複数のセクタの１ないしは複数から信号を受信し、かつそこへ
信号を送信するためのＭＳアクティブセットを有し、前記ＭＳプロセッサは、前記ネット
ワーク内の１ないしは複数の前記セクタとの、「Ｌ２確認応答障害」によって生じた潜在
的な失敗接続を検出するようにプログラムされている移動局（ＭＳ）を備え、
前記ＭＳプロセッサが、さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した場合には、救済チャン
ネルを送信するようにプログラムされており、
前記ネットワークプロセッサが、さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した場合には、前
記救済チャンネルに関して前記移動局（ＭＳ）をモニタし、１ないしは複数の救済チャン
ネルが受信可能であることを発見し、および前記１ないしは複数の受信可能な救済チャン
ネルを発見した時に前記接続を継続するようにプログラムされている通信システム。
【請求項７０】
モバイルユーザとの通信を可能にするため、およびモバイルユーザとの潜在的な失敗接続
を救済するための通信システムであって、
ネットワークプロセッサおよび信号の送信および受信のための複数のセクタを有し、前記
ネットワークプロセッサは潜在的な失敗接続を検出するようにプログラムされているネッ
トワーク、および、
ＭＳプロセッサおよび前記複数のセクタの１ないしは複数から信号を受信し、かつそこへ
信号を送信するためのＭＳアクティブセットを有し、前記ＭＳプロセッサは１ないしは複
数のセクタとの潜在的な失敗接続を検出するようにプログラムされている移動局（ＭＳ）
を備え、
前記ネットワークプロセッサが、さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した場合には、前
記複数のセクタの少なくとも１つから少なくとも１つの救済チャンネルを送信するように
プログラムされており、
前記ＭＳプロセッサが、さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した場合には、前記少なく
とも１つの救済チャンネルに関して、動的に選択される前記複数のセクタの１ないしは複
数をモニタし、１ないしは複数の救済チャンネルが受信可能であることを発見し、および
前記１ないしは複数の受信可能な救済チャンネルを発見した時に前記接続を継続するよう
にプログラムされている通信システム。
【請求項７１】
モバイルユーザとの通信を可能にするため、およびモバイルユーザとの潜在的な失敗接続
を救済するための通信システムであって、
ネットワークプロセッサおよび信号の送信および受信のための複数のセクタを有し、前記
ネットワークプロセッサは潜在的な失敗接続を検出するようにプログラムされているネッ
トワーク、および、
ＭＳプロセッサおよび前記複数のセクタの１ないしは複数から信号を受信し、かつそこへ
信号を送信するためのＭＳアクティブセットを有し、前記ＭＳプロセッサは１ないしは複
数のセクタとの潜在的な失敗接続を検出するようにプログラムされている移動局（ＭＳ）
を備え、
前記ＭＳプロセッサが、さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した場合には、少なくとも
１つの救済チャンネルを、１ないしは複数のターゲットセクタであって動的に選択される
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ターゲットセクタに向けて送信するようにプログラムされており、
前記ネットワークプロセッサが、さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した場合には、前
記少なくとも１つの救済チャンネルに関して前記移動局（ＭＳ）をモニタし、少なくとも
１つの救済チャンネルが受信可能であることを発見し、および前記少なくとも１つの受信
可能な救済チャンネルを発見した時に前記接続を継続するようにプログラムされている通
信システム。
【請求項７２】
モバイルユーザとの通信を可能にするため、およびモバイルユーザとの潜在的な失敗接続
を救済するための通信システムであって、：
ネットワークプロセッサおよび信号の送信および受信のための複数のセクタを有し、前記
ネットワークプロセッサは潜在的な失敗接続を検出するようにプログラムされているネッ
トワーク、および、
ＭＳプロセッサおよび前記複数のセクタの１ないしは複数から信号を受信し、かつそこへ
信号を送信するためのＭＳアクティブセットを有し、前記ＭＳプロセッサは前記１ないし
は複数のセクタとの潜在的な失敗接続を検出するようにプログラムされている移動局（Ｍ
Ｓ）を備え、
前記ネットワークプロセッサが、さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した場合には、前
記複数のセクタの少なくとも１つであって、動的に選択されるセクタから少なくとも１つ
の救済チャンネルを送信するようにプログラムされており、
前記ＭＳプロセッサが、さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した場合には、前記少なく
とも１つの救済チャンネルに関して前記複数のセクタの１ないしは複数をモニタし、１な
いしは複数の救済チャンネルが受信可能であることを発見し、および前記１ないしは複数
の受信可能な救済チャンネルを発見した時に前記接続を継続するようにプログラムされて
いる通信システム。
【請求項７３】
モバイルユーザとの通信を可能にするため、およびモバイルユーザとの潜在的な失敗接続
を救済するための通信システムであって、
ネットワークプロセッサおよび信号の送信および受信のための複数のセクタを有し、前記
ネットワークプロセッサは潜在的な失敗接続を検出するようにプログラムされているネッ
トワーク、および、
ＭＳプロセッサおよび前記複数のセクタの１ないしは複数から信号を受信し、かつそこへ
信号を送信するためのＭＳアクティブセットを有し、前記ＭＳプロセッサは前記１ないし
は複数のセクタとの潜在的な失敗接続を検出するようにプログラムされている移動局（Ｍ
Ｓ）を備え、
前記ＭＳプロセッサが、さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した場合には、救済チャン
ネルを送信するようにプログラムされており、
前記ネットワークプロセッサが、さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した場合には、動
的に選択される前記複数のセクタの１ないしは複数から、前記救済チャンネルに関して前
記移動局（ＭＳ）をモニタし、少なくとも１つの救済チャンネルが受信可能であることを
発見し、および少なくとも１つの受信可能な救済チャンネルを発見した時に前記接続を継
続するようにプログラムされている通信システム。
【請求項７４】
移動局（ＭＳ）との潜在的な失敗接続の救済を補助する通信システムであって、前記移動
局（ＭＳ）は仮コード・チャンネル（ＡＣＣ）の受信および前記潜在的な失敗接続の救済
が可能であるものにおいて、
ネットワークプロセッサおよび信号の送信および受信のための複数のセクタを有し、前記
ネットワークプロセッサは前記潜在的な失敗接続を検出し、前記救済における使用のため
に１ないしは複数の仮コードチャンネル（ＡＣＣ）を決定し、および前記複数のセクタの
少なくとも１つから前記仮コードチャンネル（ＡＣＣ）の１つを送信するようにプログラ
ムされているネットワークを備える通信システム。
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【請求項７５】
前記ネットワークプロセッサが、さらに「レイヤ２確認応答障害」によって生じた前記潜
在的な失敗接続を検出するようにプログラムされている請求項７４記載のシステム。
【請求項７６】
前記ネットワークプロセッサが、さらに「順方向リンクフェード障害」によって生じた前
記潜在的な失敗接続を検出するようにプログラムされている請求項７４記載のシステム。
【請求項７７】
前記ネットワークがネットワークアクティブセットを有し、前記ネットワークプロセッサ
が、さらに、前記ネットワークアクティブセットに１ないしは複数のセクタを追加し、か
つ、前記ネットワークアクティブセットから、前記仮コードチャンネル（ＡＣＣ）の１つ
を送信する１ないしは複数のセクタを選択するようにプログラムされている請求項７４記
載のシステム。
【請求項７８】
前記ネットワークプロセッサが、さらに、前記救済における使用のために１ないしは複数
の仮コードチャンネル（ＡＣＣ）を動的に変更するようにプログラムされている請求項７
７記載のシステム。
【請求項７９】
移動局（ＭＳ）との、「Ｌ２確認応答障害」によって生じた潜在的な失敗接続の救済を補
助する通信システムであって、前記移動局（ＭＳ）は、前記移動局（ＭＳ）が前記潜在的
な失敗接続を検出した場合に、前記システムに救済チャンネルを送信することが可能であ
るものにおいて、
ネットワークプロセッサおよび信号の送信および受信のための複数のセクタを有するネッ
トワークを備え、
前記ネットワークプロセッサは前記「Ｌ２確認応答障害」によって生じた潜在的な失敗接
続を検出し、前記救済チャンネルに関して前記移動局（ＭＳ）をモニタし、前記救済チャ
ンネルが受信可能であることを発見し、および前記受信可能な救済チャンネルを発見した
時に前記接続を継続するようにプログラムされている通信システム。
【請求項８０】
移動局（ＭＳ）との潜在的な失敗接続の救済を補助する通信システムであって、前記移動
局（ＭＳ）は、前記移動局（ＭＳ）が前記潜在的な失敗接続を検出した場合に、前記シス
テムに救済チャンネルを送信することが可能であるものにおいて、
ネットワークプロセッサおよび信号の送信および受信のための複数のセクタを有するネッ
トワークを備え、
前記ネットワークプロセッサは前記潜在的な失敗接続を検出し、前記救済チャンネルに関
して、１ないしは複数のターゲットセクタであり動的に選択されるターゲットセクタから
前記移動局（ＭＳ）をモニタし、前記救済チャンネルが受信可能であることを発見し、お
よび前記受信可能な救済チャンネルを発見した時に前記接続を継続するようにプログラム
されている通信システム。
【請求項８１】
ネットワークとの潜在的な失敗接続の救済を補助する移動局（ＭＳ）であって、前記ネッ
トワークは前記潜在的な失敗接続の救済に使用されるための１ないしは複数の仮コードチ
ャンネル（ＡＣＣ）を送信することができる複数のセクタを有するものにおいて、
ＭＳアクティブセット、および、
前記潜在的な失敗接続を検出し、前記ＭＳアクティブセットに、各々が前記複数のセクタ
の１つに対応する１ないしは複数のパイロットを追加し、前記ＭＳアクティブセット内の
前記パイロットに対応するセクタからの１ないしは複数の仮コードチャンネル（ＡＣＣ）
をサーチし、前記複数のセクタの少なくとも１つから受信可能な１ないしは複数の仮コー
ドチャンネル（ＡＣＣ）を発見し、および前記１ないしは複数の受信可能な仮コードチャ
ンネル（ＡＣＣ）を発見した時に接続を継続するようにプログラムされているＭＳプロセ
ッサとを備える移動局。
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【請求項８２】
前記ＭＳプロセッサが、さらに、前記潜在的な失敗接続を検出する以前に１ないしは複数
のパイロット強度測定メッセージ（ＰＳＭＭ）を送信し、および前記ＭＳプロセッサが潜
在的な失敗接続を検出した場合には、前記１ないしは複数のパイロット強度測定メッセー
ジ（ＰＳＭＭ）内に含まれている情報に基づいて１ないしは複数のパイロットを前記ＭＳ
アクティブセットに追加するようにプログラムされている請求項８１記載の移動局。
【請求項８３】
前記ＭＳプロセッサが、さらに、前記潜在的な失敗接続を検出した場合には、前記救済の
間に前記移動局（ＭＳ）によって受信されたパイロット信号強度情報に基づいて前記ＭＳ
アクティブセットを動的に変更するようにプログラムされている請求項８１記載の移動局
。
【請求項８４】
前記ＭＳプロセッサが、さらに、「レイヤ２確認応答障害」によって生じた前記潜在的な
失敗接続を検出するようにプログラムされている請求項８１記載の移動局。
【請求項８５】
前記ＭＳプロセッサが、さらに、「順方向リンクフェード障害」によって生じた前記潜在
的な失敗接続を検出するようにプログラムされている請求項８１記載の移動局。
【請求項８６】
通信ネットワークとの「レイヤ２確認応答障害」によって生じた潜在的な失敗接続の救済
を補助する移動局（ＭＳ）であって、前記通信ネットワークは救済チャンネルの受信およ
び前記潜在的な失敗接続の救済が可能な複数のセクタを有するものにおいて、
前記「Ｌ２確認応答障害」によって生じた潜在的な失敗接続を検出し、および前記複数の
セクタの１ないしは複数に前記救済チャンネルを送信するようにプログラムされているＭ
Ｓプロセッサを備える移動局。
【請求項８７】
モバイルユーザとの通信を可能にするため、およびモバイルユーザとの潜在的な失敗接続
を救済するための通信システムであって、
信号の送信および受信のための複数のセクタを有し、潜在的な失敗接続を検出するための
第１の手段、および、
前記複数のセクタの１ないしは複数から信号を受信し、かつそこへ信号を送信するための
ＭＳアクティブセットを有し、前記複数のセクタの１ないしは複数との潜在的な失敗接続
を検出するための第２の手段を備え、
前記第１の手段が、前記潜在的な失敗接続を検出した場合に、前記救済に使用するために
１ないしは複数の仮コードチャンネル（ＡＣＣ）を決定し、および前記複数のセクタの少
なくとも１つから仮コードチャンネル（ＡＣＣ）を送信するためのものであり、
前記第２の手段が、前記潜在的な失敗接続を検出した場合に、前記ＭＳアクティブセット
に、各々が前記複数のセクタの１つに対応する１ないしは複数のパイロットを追加し、前
記ＭＳアクティブセット内の前記パイロットに対応するセクタからの１ないしは複数の仮
コードチャンネル（ＡＣＣ）をサーチし、前記複数のセクタの少なくとも１つから１ない
しは複数の仮コードチャンネル（ＡＣＣ）が受信可能であることを発見し、および前記１
ないしは複数の受信可能な仮コードチャンネル（ＡＣＣ）を発見した時に接続を継続する
ためのものである通信システム。
【請求項８８】
前記第１の手段がネットワークアクティブセットを備え、前記第１の手段が、前記潜在的
な失敗接続を検出した場合に、前記ネットワークアクティブセットに１ないしは複数のセ
クタを追加し、および前記ネットワークアクティブセットから、前記ＡＣＣの１つを送信
する１ないしは複数のセクタを選択するためのものである請求項８７記載のシステム。
【請求項８９】
移動局（ＭＳ）との潜在的な失敗接続の救済を補助する通信システムであって、前記移動
局（ＭＳ）は仮コードチャンネル（ＡＣＣ）の受信および前記潜在的な失敗接続の救済が
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可能であるものにおいて、
信号の送信および受信のための複数のセクタを有し、前記潜在的な失敗接続を検出し、前
記救済に使用するために１ないしは複数の仮コードチャンネル（ＡＣＣ）を決定し、およ
び前記複数のセクタの少なくとも１つから前記仮コードチャンネル（ＡＣＣ）の１つを送
信するための手段を備える通信システム。
【請求項９０】
前記手段がネットワークアクティブセットを備え、前記手段が、前記ネットワークアクテ
ィブセットに１ないしは複数のセクタを追加し、および、
前記ネットワークアクティブセットから、前記仮コードチャンネル（ＡＣＣ）の１つを送
信する１ないしは複数のセクタを選択するためのものである請求項８９記載のシステム。
【請求項９１】
ネットワークとの潜在的な失敗接続の救済を補助するための移動局（ＭＳ）であって、前
記ネットワークは前記潜在的な失敗接続の救済に使用するために１ないしは複数の仮コー
ドチャンネル（ＡＣＣ）を送信することができる複数のセクタを有するものにおいて、
ＭＳアクティブセット、および、
前記潜在的な失敗接続を検出し、前記ＭＳアクティブセットに、各々が前記複数のセクタ
の１つに対応する１ないしは複数のパイロットを追加し、前記ＭＳアクティブセット内の
前記パイロットに対応するセクタからの１ないしは複数の仮コードチャンネル（ＡＣＣ）
をサーチし、前記複数のセクタの少なくとも１つから受信可能である１ないしは複数の仮
コードチャンネル（ＡＣＣ）を発見し、および前記１ないしは複数の受信可能な仮コード
チャンネル（ＡＣＣ）を発見した時に接続を継続するための手段を備える移動局。
【発明の詳細な説明】
（関連出願に対するクロスリファレンス）
本発明の実施態様は、２０００年１０月１７日に出願された米国仮特許出願第６０／２４
１，２６８号の「 Forward Rescue Procedure (順方向救済手続き )」および２０００年１
１月１４日に出願された米国仮特許出願第６０／２４８，９００号の「 Improvement to R
escue Channels Using Dynamic Active Set During Rescue （救済の間における動的アク
ティブセットを使用する救済チャンネルに対する改良）」からの優先権を主張するもので
あり、その内容が、あらゆる目的に関して、参照によりここに援用される。
【０００１】
（発明の分野）
本発明は、通信ネットワーク管理に関し、特に、一実施態様においては、セルラまたはＰ
ＣＳ電話等の移動局と、無線通信基盤（ネットワーク）の間の、信号落ちならびに接続の
打ち切りを防止するための方法および装置に関する。
【０００２】
（関連技術の説明）
（序論）
緊急通信のための手段を単に提供するというより、セルラ電話は、急速に、今日的社会に
おける通信の主要な形態になりつつある。セルラ電話の使用が普及するに従って、セルラ
電話ネットワークがますます優勢になり、消費者の要求を満たすべく、より大きなエリア
にわたる利用範囲を提供するようになっている。図１は、無線セクタＡ１４およびＢ１６
を伴う第１の基地局（ＢＳ）１２、およびセクタＣ２０を伴う第２のＢＳ１８を含む無線
通信基盤またはネットワークによってサービスされる地理的エリア内を動き回るモバイル
ユーザによって操作される移動局（ＭＳ）１０の例を図示している。そのような動き回り
の中で、ＭＳ１０は、位置Ａから位置Ｂへ、さらに位置Ｃへと移動し、当然のことながら
、コンタクトしているＢＳ（１ないしは複数）に関連付けされている順方向リンクの信号
強度ならびに信号品質における変動を経験することになる。信号の強度ならびに品質は、
たとえばＭＳ１０がセクタＡ１４の破線によって画定されるエリアからセクタＢ１６の破
線によって画定されるエリアへ、あるいはセクタＢ１６からセクタＣ２０へ移動するとき
のように、セクタの境界近傍では特に信頼性の低いものとなることがある。接続の打ち切
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りは、この種の遷移エリアをはじめ、そのほかの信号強度の弱い、もしくは品質の低いエ
リアにおいて生じやすい。なお、ここで述べられている接続には、限定する意図ではない
が、音声、マルチメディアビデオまたはオーディオのストリーミング、パケット交換デー
タおよび回路交換データ接続、ショートメッセージシーケンスまたはデータバースト、お
よびページングが含まれる。
【０００３】
接続の打ち切りは、セルラ電話ユーザが単に困る程度のものから大きな打撃を与えるもの
まで広い範囲にわたる可能性がある。たとえば、緊急の９１１接続が打ち切られた場合、
それは、決定的、さらには致命的となることさえある。接続の打ち切りは、サービスプロ
バイダを変更させる充分ないらだちを消費者にもたらすこともある。したがって、接続の
打ち切りを防止することは、セルラネットワークプロバイダにとっての主要な重要課題で
ある。
【０００４】
（セルラ電話ネットワーク）
図２は、ＭＳ２４とＢＳ２６の間における一例の通信リンク２２を表している。ＢＳ２６
からＭＳ２４への通信は順方向リンクと呼ばれ、ＭＳ２４からＢＳ２６への通信は逆方向
リンクと呼ばれる。ＢＳ２６は、通常、複数のセクタを包含し、一般にはそれが３個であ
る。各セクタは、個別の送信機および、それぞれが異なる方向を指向するアンテナ（トラ
ンシーバ）を含む。ＢＳという用語が、しばしば、広くトランシーバと同義に使用される
ことから、ここでは用語ＢＳおよびセクタがある意味で相互交換可能に使用されることを
理解する必要がある。順方向および逆方向のリンクは、多数の順方向および逆方向のチャ
ンネルを使用する。たとえば、ＢＳ２６は、複数の順方向チャンネル上において一斉送信
を行う。これらの順方向チャンネルには、限定する意図ではないが、１ないしは複数のパ
イロットチャンネル、同期チャンネル、１ないしは複数のページングチャンネル、複数の
順方向トラフィックチャンネルを含めることができる。パイロット、同期、およびページ
ングチャンネルは、ＢＳ２６がすべてのＭＳに対する通信にそれらのチャンネルを使用す
ることから共通チャンネルと呼ばれている。概して、これらの共通チャンネルは、データ
の搬送には使用されず、一斉送信ならびに共通情報の配信に使用される。これに対して、
複数存在する順方向トラフィックチャンネルは、各順方向トラフィックチャンネルが特定
のＭＳ２４に向けられていることから専用チャンネルと呼ばれており、データを搬送する
ことができる。
【０００５】
ＢＳ２６内の各セクタは、そのセクタを識別し、かつＭＳ２４が容易にデコードできるパ
イロットチャンネルを一斉送信する。セクタおよびパイロットチャンネルは、いずれも擬
似ノイズ（ＰＮ）オフセットによって区別される。用語「パイロット」は、パイロットチ
ャンネルがセクタを識別することから、用語「セクタ」とほとんど相互交換可能に使用さ
れる。
【０００６】
パイロットチャンネルは、ＭＳに対して黙示的にタイミング情報を提供し、コヒーレント
な復調にそれが使用されるが、そのほかは通常、いかなるデータも含んでいない。ＭＳは
、最初に立ち上げられたとき、パイロットチャンネルのサーチを開始する。ＭＳがパイロ
ットチャンネルを獲得すると（それが復調できると）、パイロットチャンネル内の黙示的
なタイミング情報によってＭＳは、迅速かつ容易に、ネットワークによって送信されてい
る同期チャンネルを復調することができる。
【０００７】
同期チャンネルには、より詳細なタイミング情報が含まれていることから、ＭＳが同期チ
ャンネルを獲得した後は、ＭＳは、パイロットチャンネルを送信している同一のＢＳによ
って送信されているページングチャンネルを獲得することができる。その種のＢＳは、ア
クティブＢＳと呼ばれる。
【０００８】
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セルラネットワークが特定のＢＳを介してＭＳとの通信の開始を試みているとき、そのＢ
Ｓのページングチャンネル上において、そのＭＳに対して「ページ」が送信される。従っ
て、ＭＳが、一旦、特定のＢＳのページングチャンネルを復調できるようになった後は、
そのＭＳがアイドル状態にあり、到来接続または到来メッセージを待機している間、その
ページングチャンネルをモニタすることができる。
【０００９】
概して、各ＢＳは、すべてのＭＳが共通に受信する、１つのパイロットチャンネル、１つ
の同期チャンネル、および１つのページングチャンネルを使用する。しかしながら、１つ
のページングチャンネルを使用して同時にページング可能なＭＳの数に実用上の制限があ
ることから、中には複数のページングチャンネルを使用するＢＳもある。
【００１０】
逆方向チャンネルは、アクセスチャンネル、１ないしは複数の逆方向トラフィックチャン
ネルを含むことができる。ＭＳが到来「ページ」をＢＳから受信した後は、ＭＳは、一部
においてアクセスチャンネルを使用して接続のセットアップを開始することになる。
【００１１】
前述したチャンネルは、各種のコード化の手法を使用することができる。時分割多元アク
セス（ＴＤＭＡ）では、複数のチャンネルが一定の時間ウインドウ内において特定の周波
数で通信されることが可能であり、そのウインドウ内の異なるタイミングを用いてそれら
が送信される。つまり、たとえばチャンネルＸは、時間スロットの１セットを使用し、チ
ャンネルＹは、時間スロットの別のセットを使用する。周波数分割多元アクセス（ＦＤＭ
Ａ）では、一定の周波数ウインドウ内において特定の時間に複数のチャンネルが通信され
ることが可能であり、そのウインドウ内の異なる周波数を用いてそれらが送信される。符
号分割多元アクセス（ＣＤＭＡ）では、周波数および時間の空間が与えられ、特定のウォ
ルシュコードまたは擬似直交関数（ＱＯＦ）に従って各チャンネルに各種の周波数および
各種の時間が割り当てられる。このコードは、特定のチャンネルが周波数および時間に関
してどのように変化するかを定義することになる。ダイレクトシーケンスＣＤＭＡにおい
ては、各チャンネルからのデータがウォルシュコードまたはＱＯＦを使用してコード化さ
れ、その後、１つの合成信号に組み合わせられる。この合成信号が、特定の時間において
広い周波数範囲にわたって拡散される。この合成信号を、オリジナルデータのコード化に
用いられたのと同一のコードを使用してデコードすれば、オリジナルデータを抽出するこ
とができる。ウォルシュコードおよびＱＯＦは、組み合わされた時に互いに干渉しないコ
ード化データを生成し、その結果、後の時点において各種のチャンネル上でその情報を回
復するようにデータを拡散することができるので、このようなオリジナルデータの回復が
可能になる。言い換えると、データの２つのコード化済みシーケンスが互いに加算されて
第３のシーケンスを生成するとき、その第３のシーケンスをオリジナルのコードと相関さ
せることによって、オリジナルのシーケンスを回復することができる。特定のコードを用
いて復調するときは、ほかのコードの知識が必要とはならない。しかしながらノイズおよ
び混信によって、何が実際に送信されたかについての決定を行うためにエラー修正が必要
となることがある。
【００１２】
例示のみを目的としてさらにＣＤＭＡについて述べると、ウォルシュコードまたはＱＯＦ
は、特定のチャンネルのコード化に使用される。したがって、前述したように、パイロッ
トチャンネルをデコードするための単純な形は、すべてが１にコード化されたＷ０ウォル
シュコードとすることができる。同様に、同期チャンネルは、交番極性のＷ３２ウォルシ
ュコードを使用することが可能であり、これらのコードは一定かつ既知である。
【００１３】
各ＭＳは、チャンネルを各種のセットにグループ化し、それには、限定を意図するわけで
はないが、アクティブセット、近隣セット、候補セット、および残余セットを含むことが
できる。
【００１４】
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ＭＳアクティブセットは、任意の時点においてＭＳが使用しているパイロットまたはＰＮ
オフセット識別子を含んでいる。すなわち、ＭＳがアイドル状態にあるが、ページングお
よびオーバーヘッドの更新のために単一のＢＳをモニタしているとき、そのＭＳに関する
アクティブセットは、その唯一のメンバとしてそのＢＳのパイロットまたはＰＮオフセッ
ト識別子を含むことになる。
【００１５】
しかしながら、ＭＳが１つのＢＳまたはセクタからほかへハンドオフされている時、この
ハンドオフの間は、同時に複数のＢＳまたはセクタと実際に通信していることがある。こ
のような状況が生じると、アクティブセット内に、同時に複数のアクティブパイロットが
存在することになる。たとえば、「ソフトハンドオフ」においては、ＢＳ「Ａ」と通信し
ているＭＳが、最初にＢＳ「Ａ」を削除することなくＢＳ「Ｂ」との通信を開始し、その
結果としてＢＳ「Ａ」およびＢＳ「Ｂ」がともにアクティブセット内に存在することにな
る。「ソフターハンドオフ」においては、ＢＳ「Ａ」内のセクタ「Ａ」と通信しているＭ
Ｓが、最初にセクタ「Ａ」を削除することなくＢＳ「Ａ」内のセクタ「Ｂ」との通信を開
始し、その結果としてセクタ「Ａ」およびセクタ「Ｂ」がともにアクティブセット内に存
在することになる。しかしながら、「ハードハンドオフ」においては、ＢＳ「Ａ」と通信
しているＭＳが、最初にＢＳ「Ａ」を削除した後に限ってＢＳ「Ｂ」との通信を開始し、
その結果として任意の時点においてアクティブセット内には、ＢＳ「Ａ」または「Ｂ」の
いずれかが存在し、両方ともに存在することはない。
【００１６】
ＭＳが複数のＢＳと通信を行っている間は、そのＭＳがレーキ受信機のフィンガを１ない
しは複数のセクタからの複数のチャンネルに同時に割り当てる。ＭＳが同時に複数のＢＳ
と通信を行っているときは、ＭＳは、それらのＢＳのそれぞれから同一のデータを受信し
ている必要がある。しかしながら、データが同一であっても、チャンネルが異なるために
、異なるＢＳからそれが異なって伝達される可能性もある。そのためレーキ受信機は、異
なるチャンネル上において異なるセクタからのエンコード済みデータを受信し、それらの
セクタを独立に復調し、その後それらのデータを結合する。データが結合されるときには
、弱いチャンネルからのデータ、すなわちより多くのエラーを有する可能性のあるデータ
より、強いチャンネルからのデータに、より重い重み付けがなされる。このように、最終
結果の生成においては、正しいとする公算がより高いデータに対して、より高い重み付け
が与えられる。
【００１７】
ＭＳがアイドル状態の間は、共通チャンネル上において、アクティブＢＳの近隣となるＢ
Ｓを含む近隣セットがそのＭＳによって受信される。しかしながら、ＭＳがアクティブで
あり、トラフィックチャンネルを介してＢＳと通信を行っているときには、トラフィック
チャンネル上において近隣セットが更新される。
【００１８】
そのほかの、ネットワーク内のアクティブセット、近隣セット、または候補セット（後述
）内に含まれていないＢＳは、残余セットを構成する。図３に示されているように、ＭＳ
がアイドルかアクティブかによらず、ネットワークは、ＭＳに対してオーバーヘッドメッ
セージ３０、３２、および３４を繰り返し送信する。これらのオーバーヘッドメッセージ
は、ネットワークの構成に関する情報を含んでいる。たとえば、拡張された近隣のリスト
のオーバーヘッドメッセージ３４は、ＭＳに対して、存在する近隣およびそれらを探す場
所について知らせる。これらの近隣識別子は、少なくとも一時的にＭＳのメモリ内に記憶
される。
【００１９】
候補セットは、ＭＳがそのアクティブセットの一部として要求したが、まだアクティブセ
ットに昇格されていないＢＳのセットである。これらの候補ＢＳは、ネットワークが、ま
だＭＳからのメッセージに応答してハンドオフ指示メッセージ（ＨＤＭ）を、すなわちそ
のＭＳにそれらのＢＳを含めるべくアクティブセットを変更する指示を送信していないた
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めに昇格されていない。通常、その種のメッセージの交換は、後述するように、ハンドオ
フプロセスの一部として生じる。
【００２０】
図４は、無線通信基盤５６の一般的な構造を図示している。クライアントＭＳ３６は、継
続的に、ＢＳ３８等の近隣ＢＳから受信しているパイロットチャンネルの強度をモニタし
、「パイロット追加スレッショルド値」より充分に強いパイロットをサーチする。近隣パ
イロットチャンネル情報、つまりこの分野において「近隣セット」として知られている情
報は、セルクラスタ４２をコントロールすることが可能なＢＳコントローラ（ＢＳＣ）４
０あるいは移動交換センタ（ＭＳＣ）４４を含むネットワーク基盤統一体を介してＭＳに
伝達することができる。ここで理解しておく必要があるが、ＭＳおよび１つもしくは複数
のネットワーク基盤統一体は、ＭＳおよびネットワークの機能をコントロールするための
１ないしは複数のプロセッサを備えている。これらのプロセッサは、当業者であれば熟知
しているメモリおよびそのほかの周辺装置を備える。１つのＢＳ３８によってサービスさ
れている領域から別の領域へＭＳ３６が移動するとき、ＭＳ３６は、特定のパイロットを
「近隣セット」から「候補セット」に昇格させ、ＢＳ３８または複数のＢＳに対して、「
パイロット強度測定メッセージ」（ＰＳＭＭ）を介して、当該特定のパイロットの「近隣
セット」から「候補セット」への昇格を通知する。またこのＰＳＭＭは、受信したパイロ
ット信号の強度に関する情報も含んでいる。ＢＳ３８は、この「パイロット強度測定メッ
セージ」に従ってＢＳまたはネットワークの「アクティブセット」を決定し、ＨＤＭを介
して新しい「アクティブセット」をＭＳ３６に通知することができる。しかしながら、こ
こで注意が必要であるが、処理しなければならないＢＳリソース問題をネットワークが有
していることもあるため、新しいアクティブセットは、必ずしも常にＭＳの要求に正確に
応じたものになるとは限らない。
【００２１】
ＭＳ３６は、古いＢＳ３８および新しいＢＳの両者との通信を、各ＢＳのパイロットの強
度が「パイロット削除スレッショルド値」を超えている限り、維持することができる。１
つのパイロットがこのパイロット削除スレッショルド値より弱くなると、ＭＳ３６は、そ
の変化をＢＳに通知する。それによりＢＳは、新しい「アクティブセット」を決定し、Ｍ
Ｓ３６に対してその新しい「アクティブセット」を通知する。ＢＳによる通知があると、
ＭＳ３６は弱くなったパイロットを「近隣セット」に降格する。これは、ハンドオフのシ
ナリオの一例である。接続が失敗したときに、ＭＳ３６がハンドオフを開始し、あるいは
ハンドオフのプロセスに入ることは一般的である。セルの境界近傍、パイロットの汚染の
あるエリア、あるいはセルのブリージングによって著しく影響を受けているエリアには、
一般にカバレッジが不充分かまたは信号の弱い環境が存在することからこの種のことが予
測され、それらについてはすべて、この分野においてよく知られている。
【００２２】
接続の打ち切りは、いくつかの形で明らかになる。図５は、この分野においてＣＤＭＡ無
線ネットワークに関する「レイヤ２確認応答障害」として知られる状況を示している。図
５に示した例においては、ＭＳがＰＳＭＭ４８を送信してＢＳによる確認応答を要求して
いる。ＢＳは、それを正確に受信できているが、図５に示したケースにおいては、そのＢ
Ｓの確認応答（ＡＣＫ）４６をＭＳが受信していない。ＭＳは、再送信カウンタに従って
メッセージをＮ１ｍ（＝９）回再送した後、接続を終了する（打ち切る）。「レイヤ２確
認応答障害」が生じたメッセージがＰＳＭＭ４８である場合、つまりＭＳが接続を維持す
るために必要とするパイロットに関する要求を含むメッセージである場合に、このタイプ
の障害が生じることは一般的である。
【００２３】
図６は、ＣＤＭＡ無線ネットワークにおいて本発明を使用して回復が可能な第２の状況を
示している。この状況は、この分野においては「順方向リンクフェード障害」として知ら
れている。フェードは、受信信号パワーの減衰の期間である。この状況では、ＭＳがＮ２
ｍ（＝１２）個の連続する不良フレーム５０を受信し、それに対する応答として、その送
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信機５２を停止させる。その後、Ｎ３ｍ（＝２）個の連続する良好フレームを、Ｔ５ｍ（
＝５）秒後にフェードタイマがタイムアウトする前までに受信できなければ、ＭＳは、接
続５４を打ち切る。ＭＳがパイロットを候補セットに昇格し、ＰＳＭＭの送信を必要とし
ている期間、あるいはＭＳがＰＳＭＭを送信したが、まだハンドオフ指示メッセージを受
信していない期間に、このタイプの障害が生じることは一般的である。
【００２４】
「レイヤ２確認応答障害」および「順方向リンクフェード障害」は、過剰に高いフレーム
エラーレートまたは爆発的なエラーレートに起因して生じることがある。図７に図示され
ているように、チャンネル５８は、通常は持続時間が８０ミリ秒のスロット６０、つまり
スーパーフレームに分割することができる。各スロットは、３つのフェーズ６２に分ける
ことができる。これらのフェーズには、０、１、および２の番号が付されている。それら
のフェーズの上にオーバーラップする形で４つのフレーム６４がある。これら４つのフレ
ームは、スーパーフレームの境界で３つのフェーズとそろえられる。したがって各フレー
ム６４は、通常、２０ミリ秒の長さになる。各フレーム６４内には、ヘッダエリア６６、
何らかの信号情報６８、およびおそらくは何らかのデータ７０が含まれている。ここで、
フレーム６４が、異なる内容を持つことを理解する必要がある。あるフレームが信号およ
びデータを含み、別のフレームが信号のみを含み、さらに別のフレームがデータのみを含
むということもある。各フレーム６４が異なるデータレートを有することも許容され、デ
ータレートは、フレームごとを基準に変更することができる。例示のいくつかの通信標準
においては、４つのレートが存在する：すなわち、１／１、１／２、１／４、および１／
８である。したがって、たとえば音声アクティビティがない場合には、１／８フレームレ
ートを用いて情報を送信することができ、これは、より遅いレートを用いて情報を伝達す
れば必要な電力または帯域幅がより低く抑えられることから有利である。
【００２５】
実用的な通信ネットワークにおいては、ゼロパーセントのエラーレート（つまり、すべて
のフレームが適正に受信されること）を目標とすることが現実的でも、また望ましいこと
でもない。むしろ、たとえば１パーセントのエラーレートが目標とされる。パワーコント
ロールループは、実際にこのフレームエラーレートをコントロールしている。この例の場
合、フレームエラーレートが上昇して１パーセントを超えると、パワーコントロールルー
プが、ＭＳによって送信される信号のパワーを増加し、その結果、フレームエラーレート
が約１パーセントまで減少する。これに対して、フレームエラーレートが１パーセントよ
り小さい場合には、パワーコントロールループが、送信パワーを下げて電力を節約し、フ
レームエラーレートが１パーセントまで上昇することを許容する。したがってＢＳは、Ｍ
Ｓが特定のエリア内を移動する間、あるいは他のタイプの混信が発生または終了するとき
、コンフィグレーションメッセージ内のパワーコントロールビットを介して継続的に、エ
ラーレートを約１パーセントに維持するため種々のパワーレベルにおいて送信するように
ＭＳに対して指示を与える。ＭＳは、通常、ＢＳによって推奨されているパワーレベルを
尊守する。それに加えて、ＢＳが、特定のチャンネルに関するその送信パワーを変更する
こともできる。つまり、ＢＳおよびＭＳはともに、継続的に、他方のパワーレベルを変更
するために互いにフィードバックを与えることができる。しかしながら、ＢＳが、ＭＳか
らのフィードバックに基づいて、その送信機のパワーレベルの変更を必ずしも行う必要は
ない。
【００２６】
上記のパワーコントロールループにもかかわらず、セルラネットワーク内をＭＳが動き回
り、物理的な障害、隣接チャンネルからの混信、およびセクタのエッジ近傍の場所に起因
する信号強度ならびに信号品質における変動を経験しているときには、エラーレートを約
１％にコントロールできなくなることがあり、エラーレートが許容不能なレベルに上昇す
れば、接続の打ち切りが問題化する。そのため、打ち切りの危機にある接続を救済するメ
カニズムが必要とされている。
【００２７】
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逆方向リンクを基礎とする救済手続または接続の再スタートは、以前からすでに提案され
ている。通常の逆方向リンクを基礎とする救済手続においては、ＭＳが救済チャンネルを
送信し、その一方でネットワークが、１ないしは複数のセクタを使用して救済チャンネル
の復調を試みる。しかしながら、提案されている接続の再スタートを基礎とする救済手続
は、アクセスチャンネルを使用し、ＭＳがプロービングを行うことから多くの電力を必要
とするだけでなく、大量の混信を導く。それに加えて、提案されている逆方向リンクを基
礎とする救済手続は、順方向フェード状態の間に限って起動され、ＢＳに先行してＭＳが
送信することから不完全であり、後に説明する理由から効率も低い。
【００２８】
（発明の要約）
ここでは、包括的に「順方向救済手続」（ＦＲＰ）と呼んでいる本発明の一実施態様は、
セルラまたはＰＣＳ電話等のＭＳと、通信基盤またはネットワークとの間における信号落
ちならびに接続の打ち切りを防止するための方法および装置に関するものである。ＦＲＰ
を使用して克服可能な障害シナリオの例には、順方向リンクのレイヤ２（Ｌ２）確認応答
障害および、スレッショルド値を超える時間間隔にわたる信号落ちをもたらすフェードに
起因する順方向リンク信号落ちが挙げられる。本発明の例として示す一実施態様は、ＭＳ
が、通信基盤から電波放射されている１ないしは複数のＢＳパイロットチャンネルを、打
ち切りの危機にある接続を保存するために、ＭＳのアクティブセットに追加する機能を含
む。このＢＳパイロットチャンネルは、「順方向リンク救済チャンネル」として知られて
おり、ここでは「仮コードチャンネル」（ＡＣＣ）と呼ぶものとする。同時に、ネットワ
ーク基盤が、ＦＲＰの間にＭＳによってモニタされる可能性の高い代替順方向リンクチャ
ンネル上において送信を開始する。同じチャンネルがＭＳによってモニタされ、ネットワ
ーク基盤によって送信に用いられるのであれば、打ち切りの危機にある接続を救済するこ
とが可能になる。このＡＣＣという用語は、特定のウォルシュコードまたは擬似直交関数
によってチャンネルが定義される符号分割多元アクセス通信プロトコルへの適用にもっと
も適しているが、用語ＡＣＣが、ここでの定義として、ＴＤＭＡにおける時間スロットも
しくはＦＤＭＡにおける周波数スロット等の、チャンネルを定義するための任意のスキー
ムを包含することに注意する必要がある。より詳細に述べるのであれば、符号分割多元ア
クセス（ＣＤＭＡ）無線通信システムにおける、本発明の実行や使用は好ましい実施態様
である。ＣＤＭＡ無線通信システムは下記の標準によって十分に詳しく説明されており、
その全ては  TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY ASSOCIATION, Standards & Technology Depar
tment, 2500 Wilson Blvd., Arlington, VA 22201 によって公表されており、それらの全
てが参照によりここに援用される：  TIA/EIA-95B (１９９９年２月１日公表 )； TIA/EIA/I
S-2000 ， Volumes1-5, Release A, (２０００年３月１日公表 )。本発明のこのほかの実施
態様は、「好ましい実施態様の詳細な説明」という項目名を付した項目に説明されている
。そのほかのメッセージプロトコルならびにデータ構造および通信システムを用いて本発
明の別の実施態様を実施することは、当業者にとって簡単であろう。
【００２９】
（好ましい実施態様の詳細な説明）
以下、本出願の一部をなすとともに、本発明が実用化されえる特定の実施形態を図示した
添付図面を参照しつつ、好ましい実施態様についての説明を行う。ここで理解される必要
があるが、本発明の好ましい実施態様の範囲から逸脱することなく、そのほかの実施態様
が使用され、あるいは構造的な変更がなされることは可能である。さらに理解されたいこ
とは、ここで述べられる説明は、説明のみを目的として基本的にＣＤＭＡ通信プロトコル
に言及しているが、本発明の実施態様は、そのほかの通信プロトコルならびにディジタル
無線技術に広く適用可能であるということであり、限定する意図ではないが、それにはＣ
ＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ等も含まれる。
【００３０】
（順方向救済手続の要約）
本発明は、通信ネットワークにおけるＭＳと通信基盤との間の信号落ちならびに接続の打
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ち切りを防止するための方法および装置を包含する。ここで言う接続は、限定する意図で
はないが、音声、マルチメディアビデオおよびオーディオストリーミング、パケット交換
データおよび回路交換データコール、ショートメッセージシーケンスまたはデータバース
ト、およびページングを含む。ここでは包括的に「順方向救済手続」（ＦＲＰ）と呼んで
いる本発明は、ＭＳまたはＢＳにおいて、回復しなければ接続の打ち切りを招くことにな
る障害からのシステムの回復を可能にする。ＦＲＰを使用して克服可能な障害のシナリオ
の例には、順方向リンクのレイヤ２（Ｌ２）確認応答障害およびスレッショルド値を超え
る時間間隔にわたって信号落ちをもたらすフェードに起因する順方向リンク信号落ちが挙
げられる。潜在的な接続の打ち切りの状況に応答して、ＭＳは、打ち切りの危険にある接
続を救済するために、自主的に、そのレーキ受信機のアクティブセットにＢＳパイロット
チャンネルを追加する。同時に、ネットワーク通信基盤は、ＦＲＰの間にＭＳによってモ
ニタされる可能性の高い代替順方向リンクチャンネル上において送信を開始する。同じチ
ャンネルがＭＳによってモニタされ、通信基盤によって送信に用いられるのであれば、打
ち切りの危機にある接続を救済することが可能になる。
【００３１】
本発明の実施態様に従った一般的なＦＲＰには、ＭＳＦＲＰが含まれ、またインフラスト
ラクチャ（通信基盤）ＦＲＰを含めることもできる。
【００３２】
図８は、典型的な接続救済におけるＭＳＦＲＰおよび通信基盤ＦＲＰの時間列の一例を示
している。前述したようにＭＳＦＲＰがすべての救済の中心となり、インフラストラクチ
ャＦＲＰは、推奨されるが厳密に必要とはされない。
【００３３】
ＭＳＦＲＰのトリガは、発生する障害の種類に依存する。レイヤ２障害の場合であれば、
ＦＲＰが、確認応答を求めるメッセージの、多数回にわたる再送信の失敗に応答して起動
される。順方向リンクフェード障害の場合には、スレッショルド値を超える時間間隔にわ
たって信号落ちが存在するときＦＲＰが起動される（参照番号７２を参照）。
【００３４】
救済の試行が開始される時点においては、ＭＳがＦＲＰタイマをスタートする（参照番号
７４を参照）。救済が完了する前にＦＲＰタイマがタイムアウトすると、接続が打ち切ら
れる。それに加えてＭＳは、救済の試行が開始された時点において、その送信機をオフに
し、新しいアクティブセットを選択する（参照番号７４を参照）。この実施態様において
は、事実上ＭＳが、それが送信したＰＳＭＭ（１ないしは複数）に基づいてハンドオフ指
示を仮定する（そのＰＳＭＭが実際に送信されたか否か、送信に成功したか否か、あるい
は確認応答があったか否かによらない）。言い換えると、ＭＳは、ハンドオフ指示なしに
自発的にパイロットを「アクティブセット」に昇格させる（つまり、新しいアクティブセ
ットは、古いアクティブセットと自発的に昇格させたアクティブパイロットの和集合にな
る：Ｓ”＝Ｓ　Ｕ　Ｓ’）（参照番号７６を参照）。その後ＭＳは、救済チャンネルをサ
ーチするために、この新しい「アクティブセット」内の循環を開始する。前述したように
、救済チャンネルという用語は、各種の通信プロトコルによって使用されるチャンネルを
定義するための各種スキームを包含しているが、開示の簡素化を目的として、ここでは救
済チャンネルを、「仮コードチャンネル」（ＡＣＣ）（参照番号７８を参照）と同一視す
る。
【００３５】
すでに述べたが、インフラストラクチャＦＲＰは、推奨されてはいるが、ネットワーク内
の各ＢＳに厳密に必要とされてはいない。インフラストラクチャＦＲＰが実行される場合
には（参照番号８０を参照）、通信基盤（ネットワーク）は、ＡＣＣを送信することにな
るセクタを選択する。
【００３６】
本発明の一実施態様においては、救済の間にわたりＡＣＣを介してゼロ（ブランク）デー
タが送信される。そのほかの実施態様においては、ＡＣＣを介してデータが伝達されるこ
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ともあるが、ＭＳは、実際にそのＡＣＣを見つけて復調に成功する場合にもそのデータの
ヒアリングのみを行う。
【００３７】
ある時点においてＭＳが、Ｎ３Ｍ個のＡＣＣの良好なフレームを見つけてその復調を行う
と（参照番号８２を参照）、その送信機をオンにし、ＢＳに対する送信を開始する。ＭＳ
およびＢＳがともにあらかじめ決定された数の良好なフレームを受信すると、救済が完了
し（参照番号８４を参照）、ＢＳは、そのＭＳをより永続的なチャンネルに割り当てし直
す。それに加えて、ネットワークが、たとえばオーバーヘッドを介してＡＣＣの再割り当
てを行うこともできる。さらにＢＳは、「救済完了ハンドオフ」メッセージ８６を送信す
ることによって、ＭＳのアクティブセットの再割り当てを行い、救済後のクリーンアップ
を行うことができるが、そのメッセージには、「汎用」または「ユニバーサルハンドオフ
指示」メッセージ等のすでに存在するハンドオフメッセージを再使用することが可能であ
る。
【００３８】
次に、ＦＲＰの詳細について説明する。
【００３９】
（救済に先行するネットワーク機能）
前述したように、ＭＳは、切迫する接続の打ち切りの検出に先行して、ネットワークのコ
ンフィグレーションパラメータを記憶している。一実施態様においては、これらのパラメ
ータが、ＭＳによって単純に記憶される一定値である。それらのパラメータが前もってＭ
Ｓに既知であり、またそれらが変更されないことから、オーバーヘッドメッセージがこれ
らのパラメータを含んでいる必要はない。別の実施態様においては、これらのコンフィグ
レーションパラメータの変更が許容されており、そのためネットワークは、オーバーヘッ
ド内においてそのコンフィグレーションをＭＳに送信しなければならない。
【００４０】
図３のオーバーヘッドメッセージ３０、３２、および３４に示されているコンフィグレー
ションパラメータの対応部は、ＭＳがアイドルのときに送信することができる。アイドル
状態のＭＳについては、すべてのアイドル状態のＭＳが同一の情報を受信する必要がある
ことから、コンフィグレーションパラメータの伝達に共通チャンネルを使用することがで
きる。
【００４１】
（ＭＳの順方向救済手続き）
図９は、接続の打ち切りが切迫していることを検出し、かつその接続を救済するための、
本発明の一実施態様に従ったＭＳの手続きを示したフローチャートである。
【００４２】
接続が切れかかり始めると、ディジタルセルラ電話のユーザに聞こえる会話が、とぎれと
ぎれの部分的なものとなるか、あるいはデータ接続の場合であればデータの遅れまたは喪
失を経験するようになる。図５に示した「レイヤ２障害」が生じている「順方向／逆方向
不平衡」の場合において（図９の参照番号８８を参照）、本発明の一実施態様におけるＭ
Ｓは、ＭＳの送信したメッセージに対する適正な確認応答をＭＳが受信せず、その後、Ｎ
１ｍ（＝９）回にわたって適正な確認応答を受信することなくメッセージの再送信に失敗
すると、接続の打ち切りが切迫しているものと判断する。一実施態様の場合には、これが
、「パイロット強度測定メッセージ」（ＰＳＭＭ）もしくはその派生上において失敗した
確認応答に関してのみ生じる。ここで注意が必要であるが、変数Ｎ１ｍおよびここで参照
しているそのほかの類似の識別済みの変数は、前述した通信標準に定義されている変数で
ある。しかしながら本発明の実施態様は、当該標準に定義されているとおりの変数の値に
限定されることはない。
【００４３】
Ｎ１ｍ（＝９）回にわたる再送の後にＭＳが適正な確認応答を受信していない場合には、
本発明を除いて、ＭＳは、最終的にあきらめてＢＳに対してリリースメッセージを送信す
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る。このリリースメッセージは、事実上の接続の打ち切りである。ここで注意が必要であ
るが、図５に示されているＢＳからＭＳに対する最後のリリースメッセージは、ＭＳから
ＢＳに対するリリースメッセージがそれまでにＢＳによって受信されたか否かに依存して
、送信されることもあれば、送信されないこともある。ＢＳがリリースメッセージを受信
し、リリースメッセージをＭＳに返すことがあっても、ＭＳがそれを受信することはない
。しかしながら、図９に示した本発明の一実施態様に従えば、ＭＳが、Ｎ１ｍ（＝９）回
にわたる再送の後に適正な確認応答を受信していないならば、リリースメッセージの送信
に代えて、ＭＳＦＲＰが起動され（参照番号９２を参照）、ＦＲＰタイムアウト期間をカ
ウントするためにＦＲＰタイマがスタートされ（参照番号９６を参照）、さらにＭＳは、
その後のＬ２障害を一時的に無視する。換言すると、ＭＳは、特定の時間間隔の後に接続
の打ち切りを行わないことによって接続の維持を一時中断する。救済が完了する前にＦＲ
Ｐタイマがタイムアウトすると、そのとき接続が打ち切られる。それに加えて、ＭＳは、
救済の試行を開始した時点において、確認応答に失敗したメッセージおよびそのほかの保
留されているメッセージの再送信を一時中断し（参照番号９０を参照）、送信機をオフに
する（参照番号９２を参照）。ＭＳの送信機がオフにされると、ほかのユーザには、その
ＭＳから何も聞こえてこなくなる。しかしながらＭＳは、トラフィックチャンネルの状態
は維持している。ＭＳは、アクティブ状態に関連付けされた、そのほかのすべての活動を
継続する（参照番号９４を参照）。ここで注意が必要であるが、前述したようにＭＳの「
レイヤ２障害」の検出は、逆方向ベースの救済手続きにも同様に適用することができる。
【００４４】
「順方向リンクフェード障害」の場合においては、スレッショルド値を超える時間間隔に
わたって信号の喪失（Ｎ２ｍ個の不良フレーム）が存在するとき、接続の打ち切りが切迫
していると考えられる。この状態が検出されたとき（参照番号９８を参照）、ＭＳは送信
機をオフにし、順方向ＭＳフェードタイマ（Ｔ５ｍ）がスタートされる。しかしながらＭ
Ｓは、トラフィック（アクティブ）状態を維持する。本発明を除けば、Ｎ３Ｍ個の良好な
フレームの受信前にフェードタイマがタイムアウトすると、接続が打ち切られる。一方、
フェードタイマがタイムアウトする前に、連続するＮ３ｍ個の良好なフレームをＭＳが受
信すると、ＭＳは送信機をオンに戻し、フェードタイマをリセットする。本発明の一実施
態様においては、フェードタイマがタイムアウトする前の特定の時期、またはフェードタ
イマがタイムアウトしたときに、ＭＳＦＲＰが起動されて、ＦＲＰタイマがスタートされ
る（参照番号９６を参照）。ここで理解される必要があるが、ＦＲＰタイマはＭＳＦＲＰ
が起動されるのと同時にスタートしてもよく、また所定の遅延の後にスタートしてもよい
。ＦＲＰタイマは、順方向ＭＳフェードタイマと等しく、あるいは類似してセットするこ
とができる。その後のフェードタイマは、無視され（参照番号１００を参照）、ＭＳは、
続くフェード障害を一時的に無視する。言い換えるとＭＳは、特定の時間間隔の後に接続
の打ち切りを行わないことによって接続の維持を一時中断する。ＭＳＦＲＰの起動をフェ
ードタイマのタイムアウトの直前まで遅延させることは可能であるが、フェードタイマの
タイムアウトより早期に救済を開始する１つの理由として、ユーザが通信の失敗を経験す
る時間が長すぎると、ユーザがＭＳをオフにして手動で新しい接続を開始する可能性があ
り、それによって救済が排除されることが挙げられる。
【００４５】
ここで理解されたいことは、上記のＭＳＦＲＰを開始するための条件は単なる例示にすぎ
ないということであり、本発明のほかの実施態様においては、ＭＳＦＲＰを開始するため
の条件が異なることもある。
【００４６】
ＭＳＦＲＰが開始された後、本発明の実施態様においては、ＭＳが最新のＰＳＭＭ（およ
び可能性としては、それ以前のＰＳＭＭ）を検査し（参照番号１０２を参照）、アクティ
ブセットへの昇格が指定されていたか、あるいはアクティブセットに維持することが指定
されていたＰＳＭＭ（１ないしは複数）内のすべてのパイロットを追加（昇格）する。こ
こで注意が必要であるが、ＭＳはいかなる追加のＰＳＭＭもＢＳに送信しておらず、また
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いかなるハンドオフ指示を待機してもいないのであるから、ＭＳは、この時点において自
発的に動作している。このパイロットのセットは、「仮ハンドオフ指示」（ＡＨＤ）を構
成する（参照番号１０４を参照）。ここで、このＡＨＤが、送信もしくは受信が行われな
いことから、実際のメッセージではないことに注意する必要がある。むしろＡＨＤは、救
済手続きの間にＭＳが行うアクティブセットに対する変更を記述するための用語にすぎな
いと言える。ここで注意しなければならないが、正常動作の間は、アクティブセットが特
定の最大サイズに制限されるが、本発明の一実施態様においては、最大アクティブセット
サイズが、救済の間に追加されるパイロットを収容するために一時的に拡張される。
【００４７】
ＡＨＤ内のパイロットのセットが決定された後、ＭＳＦＲＰは、そのＡＨＤ内の各パイロ
ットの中でＭＳがサーチする１ないしは複数の「仮コードチャンネル」（ＡＣＣ）を決定
しなければならない。救済コードが、このＡＣＣを定義する。ここでは、ＭＳがＡＣＣの
ためのパイロットをサーチするとき、そのパイロットがウォルシュコードまたはＱＯＦに
よって定義されたＡＣＣを送信しているものとＭＳが仮定することから「仮」という用語
が使用されている。
【００４８】
ＭＳＦＲＰは、何らかのメカニズムによって事前にＡＣＣが既知となっている限り、イン
フラストラクチャＦＲＰに頼ることなく実行することができる。必ずしも相互に排他的で
ないＡＣＣを決定する方法は多数ある。ＡＣＣのデフォルトを、標準の中で指定された固
定の値とすることができる。すべてのハンドオフを、初期的にデフォルトのＡＣＣに対す
るものとし、その後の確認応答に続いて、第２のハンドオフがＭＳに非ＡＣＣチャンネル
を指示することができる。
【００４９】
ＡＣＣを、ＢＳ、セクタ、ネットワーク、またはシステムごとにオーバーヘッド内におい
て指定することもできる。基本的にこのパラメータは、近隣ごとの近隣リストにおいて、
あるいはグローバルに送信することができる。またグローバル、あるいはセクタ固有のＦ
ＲＰＡＣＣとして、パラメータメッセージ（アクティブまたはアイドル）の１つにおいて
送信することも可能である。ＡＣＣは、専用メッセージまたは命令において指定し、ある
いはＭＳの「電子シリアル番号」（ＥＳＮ）もしくはそのほかのパラメータとＢＳパラメ
ータ（１ないしは複数）の寄せ集め（ハッシュ）となるようにあらかじめアレンジして、
ＭＳを異なるチャンネルに擬似ランダム分布させることもできる。
【００５０】
本発明の別の実施態様においては、ＭＳＦＲＰがリソースのソフト指定もサポートしてい
る。すでに説明したように、オーバーヘッドメッセージが、特定のパラメータをＭＳに送
信するために使用される。オーバーヘッドメッセージ内において送信されるパラメータの
１つに、ＢＳごとに指定済みのＡＣＣを識別するウォルシュコードまたは擬似直交関数が
ある。このＡＣＣは、正常トラフィックチャンネルとは異なる。ソフト指定は、ＡＣＣの
動的な変更が可能であることを意味する。これは、任意の時点においていずれのチャンネ
ルを救済に使用可能とするか、あるいはＡＣＣの定義にいずれのウォルシュコードを使用
するかについて、ネットワークがより効率的に決定することを可能にする。
【００５１】
複数のＡＣＣを救済用に指定することもできる。ＭＳが、たとえば異なるチャンネルに対
してハッシュするようにしても良い。しかしながら、その種のチャンネルは、一時的な使
用のみに関して、より少なく指定することが推奨される（好ましくは１つだけ）。救済完
了のハンドオフは、厳密に求められているわけではいない。代替ＡＣＣを使用するか、あ
るいは他の救済を遅延することもできる。
【００５２】
「指定」チャンネルは、たとえば正常な順方向リソースとして別に必要とはならないとき
、救済のためだけに使用されるので、指定リソースは、この特徴の厳密な必要条件ではな
い。救済機能が一時的に延期されることを除けば、不利益な影響が生じることもない。
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【００５３】
ＡＣＣが決定された後、ＭＳは、関連するコードチャンネルを、新しいアクティブセット
内の各アクティブパイロット用の「仮コードチャンネル」（ＡＣＣ）にセットする（参照
番号１０６を参照）。本発明の一実施態様においては、続いてＭＳが、良好なＡＣＣの復
調を試行するために、パイロット信号のサーチを行い、レーキ受信機のフィンガを割り当
てることによって、新しいアクティブセットの復調ならびに監視を試行する（参照番号１
０８を参照）。ここで、この時点において、ＭＳはまったく送信を行わないに注意すべき
である。ＭＳは、「ＦＲＰタイマ」がタイムアウトするまで（参照番号１１０を参照）も
しくはあらかじめ決定された数の連続する良好なフレームが受信されるまで（参照番号１
１２を参照）、新しいアクティブセットの復調を継続的に試行する。
【００５４】
本発明の一実施態様においては、良好なＡＣＣのサーチを実行する間に、ＭＳが、レーキ
受信機の能力に依存して、一度に１つのセクタだけを試すことや、あるいは一度に複数の
セクタを試すことができる。ＭＳは、各セクタにおいて、設定済みの時間間隔にわたって
良好なＡＣＣの復調を試行した後、次のセクタに移動することができる。図１０に示され
ている例においては、セクタＣ、Ｄ、およびＥだけが新しいアクティブセットの一部を構
成するセクタであり、したがってＭＳは、これらのセクタを循環して良好なＡＣＣを捜す
（参照番号１１４、１１６、および１１８を参照）。
【００５５】
本発明の一実施態様においては、ＭＳが新しいアクティブセットから良好なＡＣＣの復調
を試行する間に、ＭＳがレーキ受信機のフィンガを複数のパイロットに割り当てることに
なる。しかしながら、救済の間は、ＭＳが、いずれのフィンガが良好なフレームを受信し
たかを決定することが困難なことがある。いずれのチャンネルが良好なＡＣＣを提供して
いるかを決定する際の困難性が、次の例に従って説明される。ここで、当初ＭＳが、Ａ、
Ｂ、およびＣの３つのＢＳからなるネットワーク内において、ＣのＢＳと通信していたが
、接続の打ち切りが切迫していることを検出し、ＭＳが、ＭＳＦＲＰを開始したと仮定す
る。さらに、当該ネットワークもまた、切迫している接続の打ち切りを検出し、したがっ
てＢのＢＳにおいてＡＣＣを送信したものと仮定する。ＭＳは、いずれのＢＳがＡＣＣを
送信しているかについて知らないことから、ＡおよびＢの両方のＢＳからのＡＣＣを復調
するための試行において、ＭＳのレーキ受信機のフィンガを割り当てる。その後、ＭＳは
、この復調した情報を結合してフレームを生成する。
【００５６】
結果として得られたフレームが不良である場合には、それがＢのＢＳからのチャンネルが
良好に受信されなかったか、あるいはＡのＢＳによって復調後のデータが改ざんされたか
、あるいはそのほかの理由に起因する可能性がある。結果として得られたフレームが良好
な場合であっても、ＭＳは、いずれのＢＳが良好なＡＣＣを送信したかについて知ること
ができない。その場合においては、ＭＳが、いずれのＢＳが良好なＡＣＣを提供したかに
ついて決定することができる追加の情報を得るために、一度に１つのＢＳを試さなければ
ならない。この困難性のため、ＭＳＦＲＰの代替実施態様においては、ＭＳがレーキ受信
機のフィンガを一度に単一のチャンネルおよびセクタだけに割り当て、それによって、良
好なＡＣＣが見つかった場合には、ＭＳはどのＢＳが良好なＡＣＣを提供したかを決定す
ることができる。
【００５７】
再度図９を参照するが、ＦＲＰタイマがタイムアウトする前に、ＭＳが、あらかじめ決定
された数の連続する良好なフレーム（たとえば、Ｎ３ｍ（＝２フレーム））を受信できた
場合には、送信機をオンし（参照番号１２０を参照）、新しいアクティブセット上におけ
る接続を継続し（参照番号１２２を参照）、それによって、成功した救済を完了する（参
照番号１２４を参照）。受信が成功しなかったセクタに関する、新しく仮定したアクティ
ブパイロットは、混信を招くだけであることから、ＭＳは、救済の完了後直ちにそれらを
降格する必要がある。ＭＳは、信号強度の観察、記号コンバイナの重み付け、異なるチャ
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ンネルの復調における試行、あるいは基地局からの応答（つまり、ＨＤＭ）に基づいて降
格するパイロットを選択することができる。
【００５８】
またＭＳは、現在のパイロット状態に基づいてＰＳＭＭの再構成および送信を行い、再送
信カウンタおよび／またはフェードタイマをリセットすることもできる（参照番号１２６
を参照）。ＢＳが、回復の完了およびアクティブセットの確認のためのハンドオフ指示の
確認を送信することもあれば送信しないこともある（参照番号１２８を参照）。ＢＳがハ
ンドオフ指示を送信する場合に、ＭＳは、それに応じてそのアクティブセットを更新する
必要がある。ＦＲＰタイマがタイムアウトする前に、ＭＳが、あらかじめ決定された数の
連続する良好なフレーム（たとえば、Ｎ３ｍ（＝２フレーム））を受信しなかった場合に
は（参照番号１１０を参照）、接続が終了する（打ち切られる）（参照番号１３０を参照
）。
【００５９】
本発明の一実施態様においては、ＭＳが良好なＡＣＣの復調を試行する間に、ＭＳは、自
律的かつ動的にそのアクティブセットを変更する。図１１は、動的アクティブセットを使
用するＭＳＦＲＰのフローチャートを示している。この手続きは、図９に類似であるが、
復調を試行するセクタのセットをＭＳが変更できる点が異なる。これは、救済の間におけ
る信号状態の変化に適応するため、および異なるセクタ上において救済を試行し、救済を
成功させる機会を増加するために行われる。ＭＳが新しいアクティブセットの復調を試行
している間であるが（参照番号１３２を参照）、ＦＲＰタイマがタイムアウトする前に（
参照番号１３４を参照）、救済のための新しいセクタを捜しだすための試行において別の
パイロットの強度をモニタする（参照番号１３６を参照）。充分な受信強度を伴ったパイ
ロットが捜し出され、それが現在のアクティブセット内に含まれていなければ（参照番号
１３８を参照）、ＭＳは、その新しいパイロットをＡＨＤに追加（昇格）する（参照番号
１４０を参照）。またＭＳは、パイロットの強度が低下したとき、あるいは新しいパイロ
ットのための空きを作るためにＡＨＤからパイロットを削除（降格）することもできる。
たとえば、図１２に示されているように、ＭＳＦＲＰの一部として、パイロット信号Ａ、
Ｂ、Ｃ、およびＤが、その信号強度に関してモニタされているとする。あるパイロットが
、スレッショルドＴ＿ＡＤＤを超える信号強度を達成すると、ＭＳは、自律的にそのパイ
ロットを候補セットおよびアクティブセットの両方に昇格する（例えば参照番号１４２を
参照）。ＭＳは、充分な強度を持ったパイロットを自律的にアクティブセットに昇格する
ことによって、新しいアクティブセットを作成することになる。
【００６０】
図１１に戻るが、その後ＭＳは、新しいＡＨＤに関連付けされたコードチャンネルを、各
個別のセクタ用のＡＣＣにセットし（参照番号１４４を参照）、さらに新しいアクティブ
セットの復調を試行する（参照番号１３２を参照）。新しいパイロットが捜し出せなかっ
た場合（つまり、パイロットの変更がない場合）には、ＭＳは、引き続き変更していない
アクティブセットの復調を試行する（参照番号１３２を参照）。２つのパイロットが同一
信号強度を有している場合には、ＭＳは、順番に両方とも試す決定を行うことができる。
本発明の実施態様においては、任意数の、当業者間によく知られている方法論またはイン
テリジェントサーチアルゴリズムをＭＳＦＲＰに使用して、ＭＳにＡＣＣのサーチを行わ
せることができる。
【００６１】
最初は、ＭＳのオリジナルのアクティブセット内のパイロットが、切迫した接続の打ち切
りを生じたが、最終的にこれらオリジナルのパイロットの１つが、救済のための最良のチ
ャンネルを提供する可能性もあることから、良好なＡＣＣを捜すとき、ＭＳは、これらオ
リジナルのパイロットにおいてＡＣＣを捜し出す試行を行うこともできる。本発明の変形
実施態様においては、古いメンバも含めて新しいアクティブセット内のすべてのメンバを
同一の方法で扱うことも可能であり、あるいは古いアクティブセットのメンバを新しいア
クティブセットの新しいメンバと異なる扱いにすることもできる。
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【００６２】
動的アクティブセットを特徴とする変形実施態様においては、救済の間に、ＭＳがそのア
クティブセットを変更するごとに、ＭＳが新しいＰＳＭＭメッセージを送信することがで
きる。順方向ベースの救済においては、これにより、このＰＳＭＭを送信するのに合わせ
て、ＭＳが短時間の間その送信機をオンにする必要が生じることになるが、逆方向ベース
の救済においては、単にＰＳＭＭが送信されることになる。ＭＳには、ＢＳが新しいアク
ティブセットを伴うこのＰＳＭＭを受信した否かが確実にわからないが、ＢＳがそのメッ
セージを受信した場合には、ＡＣＣの調整にそれが役立つことになる。
【００６３】
ここで理解する必要があるが、この動的アクティブセットは、順方向ベースおよび逆方向
ベースの救済手続きの両方に適用することができる。
【００６４】
（インフラストラクチャの順方向救済手続き）
ＭＳＦＲＰだけを実行することによっても接続の救済を行うことは可能であるが、本発明
の別の実施態様においては、インフラストラクチャＦＲＰを実行することもできる。これ
らの実施態様においては、救済の試行の間に、ＭＳおよびインフラストラクチャが継続的
にパイロットの状態をモニタし、必要に応じて新しいＢＳ／セクタとそれぞれのアクティ
ブセットの再シードを行うことができる。前述したように、ＭＳは、現存の、あるいは新
しい候補を継続的にモニタし、別のＡＨＤを使用してアクティブセットにそれらを昇格す
ることができる。同様にインフラストラクチャもまた、後述するように、状態またはＭＳ
の位置を継続的にモニタし、ＭＳに対して新しく適用可能なセクタに関するＡＣＣを指示
することができる。本発明の一実施態様においては、ＭＳＦＲＰおよびインフラストラク
チャＦＲＰが、２０ミリ秒内またはそれぞれの１フレーム内に起動される。
【００６５】
図１３は、本発明の一実施態様に従ったインフラストラクチャ（ネットワーク）ＦＲＰの
フローチャートを示している。インフラストラクチャＦＲＰは、レイヤ２障害および順方
向フェード障害の両方に対して類似している。インフラストラクチャＦＲＰは、複数のイ
ンフラストラクチャコンポーネントによる実行が可能であり、そのコンポーネントには、
限定を意図するわけではないがＢＳ、ＢＳコントローラ、および移動交換センタが含まれ
る。しかしながら、明確化のために、ここでは単一のＢＳによって実行されるものとして
インフラストラクチャＦＲＰを説明する。
【００６６】
インフラストラクチャＦＲＰは、ＭＳが切迫した接続の打ち切りに遭遇していることをＢ
Ｓが間接的に検出する必要があることから、ＭＳＦＲＰとは異なる。「レイヤ２確認応答
障害」の場合には、異常がまったくＢＳにわからないことからフェード状態の検出よりも
困難になる。たとえばＢＳが、それに向けてＭＳが送信したすべてのＰＳＭＭメッセージ
を受信しており、それらのメッセージに対して確認応答メッセージをもって応答している
ことが考えられる。しかしながら、ＢＳは、ＭＳのメッセージに対して確認応答を続けて
いるにもかかわらず、ＭＳが同一メッセージの再送信を継続していることに気付く。この
ことから、ＢＳは、順方向／逆方向不平衡状態、すなわちＭＳの送信または受信に問題が
生じている状態を推測することができる。したがってＢＳは、それぞれに確認応答を行っ
た後に、「ＦＲＰ反復受信スレッショルド」回数にわたりＭＳから同一のＰＳＭＭメッセ
ージ（またはその均等メッセージ）を受信したことに基づいて、インフラストラクチャＦ
ＲＰをトリガすることができる（参照番号１４６を参照）。ここで注意が必要であるが、
ＢＳによるこの「レイヤ２障害」の検出は、前述したように、逆方向ベースの救済手続き
に対しても適用することができる。
【００６７】
ＢＳが、切迫した接続の打ち切りを検出することができる別の方法は、ＭＳから受信して
いるメッセージがどのような種類のものであるかを決定することによってなしえる。たと
えば、ＢＳがＭＳから繰り返しＰＳＭＭを受信する場合には、ＢＳは、それらを調べて、
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ＭＳが、それが有している以外のＢＳもしくはセクタを必要としていると判断することが
できる。このＰＳＭＭメッセージが、そのＭＳによって繰り返し送信される場合には、そ
れが、ＢＳに対対して救済が有用であるというしるしになる。
【００６８】
ＭＳがフェード状態のために救済を必要としていることは、ＢＳが、フェードタイマの期
間にわたって、あらかじめ決定された数の有効なフレームをそのＭＳからＢＳが受信した
か否かをモニタすることによって検出できる（参照番号１４８を参照）。言い換えると、
順方向フェードにおいては、ＭＳが送信を停止することから、ＢＳは、所定期間の後にそ
れを検出することが可能になる。インフラストラクチャＦＲＰの起動は、ＢＳが（１）Ｐ
ＳＭＭを受信し、ハンドオフ指示を送信したか、あるいは（２）フェードの間に確認応答
を送信したいずれかの場合に好適となり得る。いずれの場合においても（参照番号１４６
または１４８を参照）、図１３に示されているように、ＢＳがトラフィック（アクティブ
）状態を維持し（参照番号１５０を参照）、ＢＳにおけるＦＲＰタイマをスタートする（
参照番号１５２を参照）。
【００６９】
ＭＳＦＲＰの「フェードタイマ」の先行した起動と同様に、「レイヤ２確認応答」障害の
場合に、起動のためのスレッショルドとして、Ｌ２ＡＣＫカウント（＝９）から減数され
るカウントを供給することによって、オプションとして、インフラストラクチャＦＲＰを
先行して起動するようにすることができる。それに加えて、インフラストラクチャＦＲＰ
の試行期間は、フェードのタイムアウトによって制限されると考えることもできる。たと
えば、インフラストラクチャＦＲＰを、フェードの後半部分の間においてのみ開始できる
。
【００７０】
すでに述べたように、動的アクティブセットを特徴とする変形実施態様においては、救済
の間にＭＳは、ＭＳがそのアクティブセットを変更するごとに新しいＰＳＭＭメッセージ
を送信することができる。ＢＳによってＰＳＭＭが受信された場合には（参照番号１５４
を参照）、ＢＳは、受信したＰＳＭＭの検討を行う（参照番号１５６を参照）。そのＰＳ
ＭＭ内の、アクティブセットへの昇格が指定されているか、維持が指定されているすべて
のパイロットは、それに続いて新しいアクティブセット内に含められる。
【００７１】
ＰＳＭＭがまったく受信されない場合には、近隣ＢＳのサブセットが新しいアクティブセ
ットに追加すべきものとして選択される（参照番号１５８を参照）。ＢＳコントローラま
たはインフラストラクチャ要素は、救済の開始前に何がそのＭＳ用のアクティブセットで
あったかを知っており、この時点においては、接続を救済するためにアクティブセットに
追加するための追加的なＢＳまたはセクタを決定しなければならない。追加されるＢＳま
たはセクタは、多数の要因に依存し、それには、限定する意図ではないが、最後にわかっ
ているＭＳのアクティブセット、ＭＳの位置、ＭＳにもっとも近いセクタ、そのＭＳに関
する以前のアクティブセット、そのＭＳのそのほかの履歴ならびに統計、およびＭＳが要
求していた新しいパイロット等が含まれる。ここで注意が必要であるが、ＰＳＭＭを伴う
Ｌ２確認応答障害の場合においては、ネットワークがそのＰＳＭＭを受信できたのであれ
ば、すでにそのＰＳＭＭメッセージからＭＳが要求しているセクタを知ることができるた
め、ネットワークは、ＭＳがどのセクタを必要としているかを評価する必要がない。しか
しながら、この情報が利用できない場合には、ネットワークは、上記の要因のすべてを使
用して、ＭＳが救済のために必要としている可能性のあるセクタを評価する。ネットワー
クは、いずれのセクタ内にＭＳが存在するかを知っていることだけからそのＭＳの位置を
決定できるのではなく、ＭＳがＧＰＳ機能を有している可能性、もしくはインフラストラ
クチャがネットワークベースのポジションの特定機能を有している可能性、あるいはシス
テムがネットワークによって補助されるポジションの特定機能を有している可能性からも
それが可能であることに注意する必要がある。
【００７２】
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本発明のさらに別の実施態様においては、接続の救済のためにアクティブセットに追加さ
れるための追加的なＢＳまたはセクタを決定するプロセスの間に、ネットワークが、救済
が可能であり、かつ望ましいかを決定することになる。救済が望ましくないとされる理由
はいくつか考えられる。たとえば、救済に必要とされているセクタが最大能力に達してお
り、帯域幅が不足することがある。言い換えると、インフラストラクチャＦＲＰが、接続
を救済するためにはほかのチャンネルを持ち出す必要があるが、それを行うことによって
そのセクタを使用する別の接続に順方向フェード障害を招くことになるポイントまでその
セクタにおける電力および混信が増加されるとすれば、そのＦＲＰはまったく利益をもた
らさないことになる。むしろ、１つの接続と別の接続を単に交換したにすぎない。別の理
由としては、ＡＣＣに割り当てるコードがそのセクタに不足していることが挙げられる。
すでに述べたように、新しいチャンネルを開くときにはウォルシュコードまたは擬似直交
関数が使用される。１つのセクタ内においてこれらのコードがすべて使用されていれば、
新しいチャンネルを開くことができない。
【００７３】
上記の例は、逆方向ベースの救済手続きに代えてＦＲＰを使用することの１つの利点を示
している。ＦＲＰにおいては、ＢＳが接続の救済を試行するか否かを決定し、それゆえ、
救済がほかの接続に影響を与えないと判断した場合に、新しいチャンネルを開き、救済を
試みる。これに対して逆方向ベースの救済手続きにおいては、ＭＳが、その救済の試行が
現存するほかの接続に影響を与えるか否かについて知らずに、送信を開始し、追加的な電
力消費および混信をもたらすことになる。
【００７４】
新しいアクティブセット内のパイロットのセットが決定された後、インフラストラクチャ
ＦＲＰは、新しいアクティブセット内のＢＳが、新しいアクティブセット内の各パイロッ
トから送信することになる１ないしは複数のＡＣＣを決定しなければならない。前述した
ようにウォルシュコードまたはＱＯＦがＡＣＣを定義する。
【００７５】
本発明の一実施態様においては、必ずしも相互に排他的である必要のないＡＣＣを決定す
るためのオプションが多数存在する。ＡＣＣのデフォルトを、標準の中に指定された固定
の値とすることができる（つまり、ＡＣＣによって使用されるものとして確保された順方
向ウォルシュコードを選択する）。ＡＣＣを、ＢＳ、セクタ、ネットワーク、またはシス
テムごとにオーバーヘッド内において指定することもできる。基本的にこのパラメータは
、近隣ごとの近隣リスト内において、あるいはグローバルに送信することができる。また
グローバルとして、あるいははセクタ固有のＦＲＰＡＣＣとしてパラメータメッセージ（
アクティブまたはアイドル）の１つにおいて送信することも可能である。ＡＣＣを専用メ
ッセージまたは命令において指定することもできる。
【００７６】
本発明の別の実施態様においては、インフラストラクチャＦＲＰがリソースのソフト指定
もサポートしている。すでに説明したように、オーバーヘッドメッセージが、特定のパラ
メータをＭＳに送信するために使用される。オーバーヘッドメッセージ内において送信が
可能なパラメータの１つに、指定済みＡＣＣを識別するウォルシュコードまたは擬似直交
関数がある。このＡＣＣは、正常トラフィックチャンネルとは異なることになる。ソフト
指定は、ＡＣＣの動的な変更が可能であることを意味する。これは、任意の時点において
いずれのチャンネルを救済に使用可能とするか、あるいはＡＣＣの定義にいずれのウォル
シュコードを使用するかについて、ネットワークがより効率的に決定することを可能にす
る。
【００７７】
複数のＡＣＣを救済用に指定することもできる。しかしながら、その種のチャンネルは、
一時的な使用のみに関して、より少なく指定することが推奨される（好ましくは１つだけ
）。救済完了のハンドオフは、厳密に求められているわけではない。代替ＡＣＣを使用す
るか、あるいはほかの救済を遅延することもできる。
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【００７８】
「指定」チャンネルは、たとえば正常な順方向リソースとして別に必要とはならないとき
、救済のためだけに使用されるので、指定リソースは、この特徴の厳密な必要条件ではな
い。救済機能が一時的に延期されることを除けば、不利益な影響が生じることもない。
【００７９】
新しいアクティブセットおよびＡＣＣが決定されると、その新しいアクティブセット内の
ＢＳは、関連する（符合した）ＡＣＣ（１ないしは複数）を使用してＭＳに順方向リンク
を送信する（参照番号１６０を参照）。言い換えると、ＭＳがソフトハンドオフを行うた
めに追加的なＡＣＣが使用可能になる。これらのＡＣＣは、接続が最初に失敗しつつあっ
たときにそのＭＳが有していなかった１ないしは複数のセクタ上において送信される。
【００８０】
本発明の一実施態様においては、任意の時点において１つのセクタだけがＡＣＣの送信を
行う。１つのセクタだけから送信を行うことには、順方向救済においては、ネットワーク
がそのトラフィックならびに能力を知っており、その中でＡＣＣを送信する場所および時
期について調整可能であることから、救済による能力的な影響を最小化できるという利点
がある。図１４の例に示されているように、ネットワークによるセクタのセット内の循環
に従って、あるセクタが、設定された時間間隔１６２だけＡＣＣの送信を行って停止し、
続いて別のセクタが送信を行うという形がとられる。
【００８１】
しかしながら、別の実施態様においては複数のセクタまたは複数のＢＳが同時にＡＣＣの
送信を行うことができる。図１５は、ＡＣＣの送信が行われるセクタの動的選択を含むイ
ンフラストラクチャＦＲＰを示したフローチャートである。インフラストラクチャは、信
号状態の変化、ＭＳの反応、または救済のためのセクタの異なる組み合わせの試行に依存
して異なるＢＳセクタを選択することができる（参照番号１６４を参照）。セクタの再選
択は、ＢＳがあらかじめ決定された数の連続する良好なフレームを受信しなかった場合（
参照番号１６６を参照）であって、ＦＲＰタイマがタイムアウトしていない場合（参照番
号１６８を参照）に実行される。ネットワークは、セクタ間を交換してリソースの使用を
最小化しつつ、ＭＳを救済する機会を最大化することができる。
【００８２】
オプションとしてＢＳは、スロット化またはバースト／断続モードでＡＣＣを運用するこ
とが可能であり、それにおいては、任意の「ＦＲＰタイマ」（値の）期間内に、少なくと
もあらかじめ決定された数（Ｎ３ｍ）個の順方向フレームが送信され、その結果、ＭＳが
救済される機会を持つことになる。同時にこれは、混信を最小化し、能力を最大化する。
ＡＣＣは、危険な状態にある（つまり、弱い信号または近隣のＢＳ／セクタ上の高い電力
に近づいている）接続が顕在化していないとき、オフにすることもできる。
【００８３】
ＢＳが新しい救済トラフィックチャンネルを起動した後、ＢＳは、ＭＳからのアップリン
クの受信を試行する（参照番号１７０を参照）。セクタからの送信が最初になることから
、ＭＳは、ＢＳが救済を試行していることを認識した後に限って送信を行うことになり、
それが電力ならびに混信を最小化する。
【００８４】
前述したように、ＭＳＦＲＰにおいては、ＭＳが最新のＰＳＭＭ（および可能性としては
、それ以前のＰＳＭＭ）を検査し、昇格が指定されていたか、あるいは維持が指定されて
いたＰＳＭＭ（１ないしは複数）内のすべてのパイロットをアクティブセットに追加（昇
格）する。同様にインフラストラクチャＦＲＰは、受信済みのＰＳＭＭを使用して、その
アクティブセットに追加すべきパイロットを決定することが可能であり、また信号強度を
基礎としてその決定を行うこともできる。それに加えて、インフラストラクチャＦＲＰが
起動される場合には、近隣ＢＳを、インフラストラクチャによって維持されているアクテ
ィブセットに追加することができる。ここで注意が必要なことは、ＭＳおよびインフラス
トラクチャのＦＲＰのいずれもが、この時点において自発的に動作しており、したがって

10

20

30

40

50

(30) JP 3948403 B2 2007.7.25



いずれも他方の新しいアクティブセットについて知らないことである。この状況の下に、
図１６に例示されている本発明の実施態様においては、ＭＳＦＲＰが、その新しいアクテ
ィブセット内のパイロット間を循環して（参照番号１８０を参照）それらのパイロット内
のＡＣＣのサーチを行うことになる。同時にインフラストラクチャＦＲＰは、その新しい
アクティブセット内のパイロット間を循環して（参照番号１８２を参照）、それらのパイ
ロット上においてＡＣＣを送信することになる。図１７は、救済手続き期間における自発
的なパイロットの復調ならびに送信に関するいくつかの手法の例を示している。ＭＳおよ
びインフラストラクチャのＦＲＰによるパイロットの循環は、その手法の特定のセットに
従って好ましく調整されており、少なくともＮ３ｍ個のフレームにわたっていくつかの送
信がオーバーラップすること、したがって救済が可能になることが保証されている。この
、送信がオーバーラップする期間においては、ＭＳが特定のセクタからのＡＣＣの復調を
試行しているとき、同時にネットワークがそのセクタ上においてＡＣＣの送信を行ってい
ることになる。
【００８５】
再度図１５を参照するが、ＢＳは、アップリンク上において、ＦＲＰタイマがタイムアウ
トする前に（参照番号１６８を参照）あらかじめ決定された数の連続する良好なフレーム
を受信できた場合には、ＭＳに対して「救済完了ハンドオフ」（ＲＣＨ）メッセージを送
信し（参照番号１７２および１７４を参照）、救済を確認し、完了することができる（参
照番号１７６を参照）。このＲＣＨは、そのＭＳを、そのＢＳに対して異なるコードチャ
ンネルに割り当てるものであり、その結果、別のＭＳの救済にそのＡＣＣを再使用するこ
とが可能になる。ＢＳは、ＭＳに対してこのメッセージを、可能な限り迅速に送信する。
その後ネットワークは、ＭＳによって送信されたアクティブセットに従ってそのアクティ
ブセットを更新し、接続を継続することができる。
【００８６】
ＢＳが、アップリンク上において、ＦＲＰタイマがタイムアウトする前にあらかじめ決定
された数の連続する良好なフレームを受信しなかった場合には、接続が終了する（打ち切
られる）（参照番号１７８を参照）。
【００８７】
（順方向救済手続きの適用）
これまでは、一例としてＣＤＭＡセルラネットワークを使用する一般的なＦＲＰについて
説明してきたが、この一般的なＦＲＰにおいて説明した打ち切りの危機にある接続の救済
、順方向および複数の逆方向リンク、オーバーヘッドメッセージ、専用および共通チャン
ネル、およびＡＣＣといった基本的なコンセプトは、別のワイヤレスプロトコルならびに
技術、たとえばページングシステム、衛星通信システム、コードレス電話システム、フリ
ート通信システム等に適用可能であり、もしくは拡張可能である。たとえば、ＣＤＭＡお
よびＴＤＭＡは、ともにチャンネルの概念を利用する。ここで説明したＢＳの概念は、中
継機または各種のアンテナのダイバーシティスキーム、コードレスの基地、衛星またはそ
のほかの電話等を包含している。ここで説明したＭＳの概念は、ページャ、衛星電話、コ
ードレス電話、フリート無線等を包含している。
【００８８】
ＦＲＰのキーとなる構成ブロックには、（１）失敗接続を有する危機にあるか、それを有
している１ないしは複数の端末、（２）端末（１ないしは複数）が救済に関するリスニン
グを行う間、送信によって救済を開始する、１ないしは複数の端末に対して何らかのコン
トロールを行う実体物、および（３）その実体物からの送信の受信が成功したときにそれ
らの端末が行う、実体物に向けて返す送信の開始、が含まれる。
【００８９】
端末は、商用、軍事、またはその他の用途に使用される無線機とすることが可能であり、
それには水中での使用、宇宙での使用、または GlobalstarT Mまたは IridiumT Mタイプのシ
ステムのような衛星と地上局または端末の間における使用が含まれる。また端末は、 Ethe
rnet（登録商標）等の共有有線を介して実体物に接続することも可能である。この場合、
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失敗しつつある接続を有している端末が、送信を停止し、実体物からそれに向けられた救
済送信を受信するまで待機する。
【００９０】
より広い用途においては、制御を行なう実体物が、端末を救済すべき時期および救済すべ
き端末を決定できることから、救済に関するコントロールを有する。この意味においては
、手続きが集約化され、したがって非集約化手続きに関連付けされる効率、遅延、および
電力コントロールといったタイプの問題が克服される。
【００９１】
以上、本発明について、添付図面を参照し、その実施態様との関連において十分に説明し
てきたが、当業者にとっては各種の変更ならびに修正が明らかであることに注意が必要で
ある。その種の変更ならびに修正は、付随する特許請求の範囲によって定義される本発明
の範囲内に含まれると理解するべきである。
【図面の簡単な説明】
【図１】　無線通信システム内のセクタ間にわたり、異なる位置の間を動き回る移動局を
図示している。
【図２】　無線通信システム内における移動局と基地局の間の通信リンクの一例を図示し
ている。
【図３】　無線通信システム内において基地局から移動局へ通信されるオーバーヘッドメ
ッセージを図示している。
【図４】　動き回っている移動局と通信する無線通信インフラストラクチャを図示してい
る。
【図５】　「レイヤ２確認応答障害」に起因して通信の打ち切りを招くことになる移動局
と基地局の間におけるメッセージシーケンスを図示している。
【図６】　無線通信ネットワーク内において順方向リンクのフェードからもたらされる接
続の打ち切りを表したタイムラインである。
【図７】　無線通信ネットワーク内における使用のための、３つのフェーズおよび４つの
フレームに分割されるスロットまたはスーパーフレームのタイムラインである。
【図８】　「順方向救済手続き」が起動されて接続の打ち切りが回避された、本発明の一
実施態様のタイムラインである。
【図９】　本発明の一実施態様に従った移動局の手続きに関するフローチャートである。
【図１０】　本発明の一実施態様に従った良好な順方向仮コードチャンネルの復調の試行
において３つのセクタを循環する移動局を示したタイムラインである。
【図１１】　本発明の一実施態様に従った動的アクティブセットを含む移動局の手続きに
関するフローチャートである。
【図１２】　本発明の一実施態様に従って、スレッショルドを超えて信号強度が上昇した
ときにパイロットを自発的にアクティブセットに昇格する移動局を示した説明図である。
【図１３】　本発明の一実施態様に従ったインフラストラクチャの手続きに関するフロー
チャートである。
【図１４】　本発明の一実施態様に従って、３つのセクタ間を循環しつつ、各セクタから
順方向仮コードチャンネル上において送信を行う基地局を示したタイムラインである。
【図１５】　本発明の一実施態様に従った動的セクタ選択を含むインフラストラクチャの
手続きに関するフローチャートである。
【図１６】　本発明の一実施態様に従って、移動局アクティブセット内のパイロット間を
循環しつつそれらのパイロット内のＡＣＣをサーチする移動局、およびその一方において
基地局アクティブセット内のパイロット間を循環しつつそれらのパイロット上でＡＣＣを
送信する基地局を示したタイムラインである。
【図１７】　本発明の一実施態様に従った救済手続き期間における自発的なパイロットの
復調に関するいくつかの手法を図示するものである。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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