
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第一の複数の基地局と第一通信プロトコルによって無線通信するため、および第二の少な
くともひとつの基地局と第二通信プロトコルによって無線通信するための移動テレコミュ
ニケーション装置であって、前記第一の前記複数の基地局のそれぞれおよび前記第二の前
記基地局は、前記第一のひとつの基地局の地域は前記第二の前記基地局の地域と重複する
が、それぞれの地域との間において無線信号を送信および受信し、また、前記第一の前記
複数の基地局は独特の識別信号を送信し、前記装置は、
前記移動テレコミュニケーション装置が前記第一の前記複数の基地局のそれぞれの地域を
通過して移動するとき、前記独特の各識別信号を、前記第一プロトコルによって、前記第
一の前記複数の基地局のそれぞれから受け取るための手段と、
前記第一の前記ひとつの基地局によって送信される第一の独特の識別信号を記憶するため
、および先の独特の識別信号を記憶するための手段とを備え、前記先の独特の識別信号は
前記現在の独特の識別信号が受信される直前に前記装置によって受信される独特の識別信
号であり、受信される前記現在の独特の識別信号は前記装置によって現在受信されている
独特の識別信号であり、
該装置はさらに、
前記装置によって受信される前記独特の識別信号を、記憶される前記第一の独特の識別信
号と比較し、一致する場合は、前記第二通信プロトコルによって通信を開始することを試
みるための手段を備えることを特徴とする移動テレコミュニケーション装置。
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【請求項２】
請求の範囲１に記載の装置において、さらに、
所定の時限を測定するためのタイミング手段を備え、
前記記憶手段は、前記装置が前記現在の独特の識別信号を少なくとも前記所定の時限に等
しい時限内に受信しないときは、前記先の独特の識別信号を消去することを特徴とする装
置。
【請求項３】
請求の範囲２に記載の装置において、前記記憶手段は、さらに第二の独特の識別信号を記
憶し、前記第二の独特の識別信号は前記第一の基地局によって送信され、前記第一の基地
局の関連する地域は前記第一の前記ひとつの基地局の前記地域と重複し、また、前記比較
手段は、さらに、
前記現在の独特の識別信号を前記第一の独特の識別信号と比較し、また前記先の独特の識
別信号を前記第二の独特の識別信号と比較し、いずれかの比較において一致する場合は、
前記第二通信プロトコルによって通信を開始することを試みる手段を備えることを特徴と
する装置。
【請求項４】
請求の範囲１に記載の装置において、前記第一通信プロトコルは第一周波数であることを
特徴とする装置。
【請求項５】
請求の範囲１に記載の装置において、前記第二通信プロトコルは第二周波数であり、前記
第一周波数と異なることを特徴とする装置。
【請求項６】
請求の範囲１に記載の装置において、前記第一の前記複数の基地局は一般加入搬送波通信
網を含むことを特徴とする装置。
【請求項７】
請求の範囲６に記載の装置において、前記第二の前記基地局は非一般加入通信網を含むこ
とを特徴とする装置。
【請求項８】
請求の範囲１に記載の装置において、前記第二の前記基地局の前記地域は、前記第一の複
数の基地局の複数の地域と重複することを特徴とする装置。
【請求項９】
請求の範囲８に記載の装置において、前記記憶手段はさらに第二の独特の識別信号を記憶
し、前記第二の独特の識別信号は前記第一の別の基地局によって送信され、前記第一の別
の基地局の関連する地域は前記第二の前記基地局の前記地域と重複することを特徴とする
装置。
【請求項１０】
請求の範囲９に記載の装置において、前記比較手段はさらに前記装置によって受信される
前記独特の識別信号を記憶される前記第二の独特の識別信号と比較し、一致する場合は、
前記第二の前記基地局との通信を開始することを試みることを特徴とする装置。
【請求項１１】
移動装置と第一の複数の基地局の内の第一基地局との間の第一通信プロトコルによる無線
通信、および前記移動装置と第二の基地局との間の第二通信プロトコルによる無線通信を
変更するための方法であって、前記第一の前記複数の各基地局は、前記第一の前記第一基
地局の前記地域は前記第二の前記基地局の前記地域と重複するが、それぞれの地域との間
において送信および受信を行い、また、前記第一の前記複数の各基地局は独特の識別信号
を送信し、前記方法は、
前記第一の前記第一基地局によって送信される第一の独特の識別信号を、利用者が起動す
ることによって、前記移動装置を用いて記憶するステップと、
前記移動装置が前記第一の前記複数の基地局のそれぞれの地域を通過して移動するとき、
前記第一通信プロトコルによる前記独特の各識別信号を、前記第一の前記複数の各基地局
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から、前記移動装置によって受信するステップと、
先の独特の識別信号を、前記移動装置によって記憶するステップとを含み、前記先の独特
の識別信号は前記現在の独特の識別信号が受信される直前に前記移動装置によって受信さ
れる独特の識別信号であり、前記現在の独特の識別信号は前記移動装置によって現在受信
されている独特の識別信号であり、
該方法は、さらに、
前記移動装置によって受信される前記独特の識別信号を、記憶される前記第一の独特の識
別信号と比較し、一致する場合は、前記第二通信プロトコルによって通信を開始すること
を試みるステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
請求の範囲１１に記載の方法において、さらに、
所定の時限を測定するステップと、
少なくとも前記所定の時限に等しい時限内に、前記移動装置が前記現在の独特の識別信号
を受信しない場合は、前記先の識別信号を消去するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１３】
請求の範囲１２に記載の方法において、さらに、
第二の独特の識別信号を記憶するステップを含み、前記第二の独特の識別信号は前記第一
の基地局によって送信され、前記第一基地局の関連する地域は前記第一の前記第一基地局
の前記地域と重複し、
該方法は、さらに、
前記現在の独特の識別信号を前記第一の独特の識別信号と比較するステップと、さらに、
一致する場合は、
前記先の独特の識別信号を前記第二の独特の識別信号と比較するステップと、
前記比較ステップのいずれかにおいて一致する場合は、前記第二通信プロトコルによって
通信を開始することを試みるステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項１４】
請求の範囲１１に記載の方法において、前記第一通信プロトコルは第一周波数であること
を特徴とする方法。
【請求項１５】
請求の範囲１１に記載の方法において、前記第二通信プロトコルは第二周波数であり、前
記第一周波数と異なることを特徴とする方法。
【請求項１６】
請求の範囲１１に記載の方法において、前記第一の前記複数の基地局は一般加入搬送波通
信網を含むことを特徴とする方法。
【請求項１７】
請求の範囲１１に記載の方法において、前記第二の前記基地橋は非一般加入通信網を含む
ことを特徴とする方法。
【請求項１８】
請求の範囲１１に記載の方法において、前記第二の前記基地局の前記地域は、前記第一の
複数の基地局の複数の地域と重複することを特徴とする方法。
【請求項１９】
請求の範囲１８に記載の方法において、前記記憶ステップは、さらに、第二の独特の識別
信号を記憶し、前記第二の独特の識別信号は前記第一の第二基地局によって送信され、前
記第一の第二基地局の関連する地域は前記第二の前記基地局の前記地域と重複することを
特徴とする方法。
【請求項２０】
請求の範囲１９に記載の方法において、前記比較ステップは、さらに、前記移動装置によ
って受信される前記独特の識別信号を、記憶される前記第二の独特の識別信号と比較し、
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一致する場合は、前記第二の前記基地局との通信を開始することを試みることを特徴とす
る方法。
【請求項２１】
請求の範囲２０に記載の方法において、さらに、
前記記憶される第一および第二の独特の識別信号を、発生する頻度に基づいてランクする
ステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項２２】
請求の範囲２０に記載の方法において、さらに、
前記記憶される第一および第二の独特の識別信号を、発生の新しさに基づいてランクする
ステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項２３】
請求の範囲２２に記載の方法において、さらに、
所定の時限を決定するステップと、
前記所定の時限内に一致がない場合は、前記移動装置に記憶される独特の識別信号を消去
するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２４】
携帯可能通信装置と二つの無線通信網との間の通信を切り換えるために、前記携帯可能通
信装置を操作する方法であって、前記各通信網は特有の信号を送信し、前記方法は、
前記二つの通信網のひとつによって送信される特有信号をモニタリングするステップと、
利用者が前記二つの無線通信網の内の前記ひとつの通信網からもうひとつの通信網への通
信の切換を起動するとき、前記ひとつの通信網の特有信号を記憶するステップと、
前記ひとつの通信網と無線通信し、同時にその特有信号をモニタリングするステップと、
先の独特の識別信号を記憶し、前記先の独特の識別信号は、前記現在の独特の識別信号が
モニタリングされる直前に前記携帯可能装置によってモニタリングされる独特の識別信号
であるステップと、
前記ひとつの通信網と通信中にモニタリングされる前記特有信号を、記憶される前記特有
信号と比較するステップと、
前記比較ステップにおいて一致が得られる場合は、前記もうひとつの通信網との通信を自
動的に開始することを試みるステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２５】
請求の範囲２４に記載の方法において、さらに、
所定の時限を測定するステップと、
少なくとも前記所定の時限に等しい時限内に、前記携帯可能通信装置が前記現在の独特の
識別信号を受信しない場合は、前記先の独特の識別信号を消去するステップと、
を含むことを特徴とする方法。
【請求項２６】
請求の範囲２４に記載の方法において、前記第一無線通信網との通信は第一周波数である
ことを特徴とする方法。
【請求項２７】
請求の範囲２６に記載の方法において、前記第二無線通信網との通信は第二周波数であり
、前記第一周波数と異なることを特徴とする方法。
【請求項２８】
請求の範囲２４に記載の方法において、前記第一無線通信網は一般加入搬送波通信網であ
り、複数の基地局を含み、各基地局はセル内において通信することを特徴とする方法。
【請求項２９】
請求の範囲２４に記載の方法において、前記第二無線通信網は非一般加入通信網であり、
地域内において通信する基地局を含むことを特徴とする方法。
【請求項３０】
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請求の範囲２８に記載の方法において、前記第一無線通信網の複数のセルは前記第二無線
通信網の前記地域と重複することを特徴とする方法。
【請求項３１】
請求の範囲３０に記載の方法において、前記第一無線通信網の前記複数の各基地局は独特
の識別信号を送信し、前記特有信号は前記独特の信号であることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は、第一通信プロトコルによって第一の複数の基地局と無線通信し、同時に第二通
信プロトコルによって少なくともひとつの第二基地局と無線通信することができる移動テ
レコミュニケーション装置に関し、本移動テレコミュニケーション装置は第一通信プロト
コルから第二通信プロトコルに自動的に切り換えることができる。
発明の背景
セルラー通信網のような一般加入無線通信網は、技術上公知である。セルラー通信網によ
って、複数の移動テレコミュニケーション装置間の一般加入通信が提供される。アナログ
セルラー通信網は、通常、８２４－８４９メガヘルツの周波数範囲において操作される。
最近、米国においては、連邦通信委員会が、１．９ギガヘルツの周波数範囲の追加帯域を
割り当てたので、セルラー通信網よりもさらに限定された範囲における通信が可能となっ
た。この通信プロトコルは、個人通信サービス（ＰＣＳ）と呼ばれる。ＰＣＳ通信網によ
る通信は、周波数を含めて、セルラー通信網とは異なる通信プロトコルで行われる。
結局、北米ディジタルセルラー通信（Ｎｏｕｔｈ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）に関するＩＳ－１３６標準によって、一般加入、専用およ
び住宅用基地局が提供される。以下に述べるように、専用および住宅用基地局は、纏めて
簡単に「非一般加入」基地局と呼ぶこととする。したがって、標準案は、一般加入通信網
と通信する機能を有し、同じ移動テレコミュニケーション装置を使用して非一般加入基地
局を有する非一般加入通信網によって通信することができる移動局を構想する。
本発明は、第一プロトコルにおいて作動する第一無線通信網間において通信し、自動的に
切り換えて第二プロトコルにおいて第二通信網と無線通信するための移動テレコミュニケ
ーション装置および方法に関する。開示されるように、本発明による移動テレコミュニケ
ーション装置はＩＳ－１３６を満し、すなわち、従来のセルラー通信網とＰＣＳ通信網と
の間または二つの無線通信網の任意の他の組合せ間において作動することができる。
ひとつの通信網から別の通信網に切り換えることができる移動テレコミュニケーション装
置の設計上の難点は、移動テレコミュニケーション装置が切換時期を自動的に感知するこ
とを可能とすることである。明らかに、望ましくはないがひとつの解決策は、利用者が移
動テレコミュニケーション装置を起動してひとつの無線通信網から別の無線通信網に切り
換えることである。しかし、この手作業の介入は、明らかに望ましくない。別の方法は、
移動テレコミュニケーション装置が絶えず両方の無線通信網と通信に着手することである
。移動テレコミュニケーション装置が第二無線通信網と通信を確立できると、切換が行わ
れる。これは、電力を浪費するので、明らかに望ましくない。移動テレコミュニケーショ
ン装置は、その移動性のために、携帯可能電源能力が限定される。さらに別の問題は、非
一般加入基地局およびその関連取扱地域は一般加入通信網の種々の異なるセルの真ん中に
位置することがあるので、非一般加入基地局に移動する経路は常に一般加入通信網の同じ
セルを経由する経路とは限らないことである。
それ故、前述の問題に対する解決策が必要とされる。
発明の要旨
本発明においては、移動テレコミュニケーション装置は、複数の第一基地局と第一通信プ
ロトコルにおいて無線通信することが可能であり、少なくともひとつの第二基地局と第二
通信プロトコルにおいて通信することが可能である。ひとつの第一基地局の地域は第二基
地局の地域と重複するが、複数の第一基地局のそれぞれおよび第二基地局は、それぞれの
地域との間において、無線信号を送信および受信する。複数の第一基地局のそれぞれは、
独特な識別信号を送信し、この識別信号は他の特定の第一基地局の識別信号と異なる可能
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性が高いが、異なることが保証される訳ではない。移動テレコミュニケーション装置は、
第一基地局のひとつによって生成される第一の識別信号を記憶する手段を備える。さらに
、本装置は、移動テレコミュニケーション装置が複数の第一基地局のそれぞれの地域を通
過して移動するとき、複数の各第一基地局からの第一プロトコルの各識別信号を受信する
手段を備える。最後に、本装置は、受信した識別信号を、記憶される第一識別信号と比較
し、一致するときは第二通信プロトコルによって通信を開始する手段を備える。
【図面の簡単な説明】
図１は、本発明による遠隔無線通信装置を示すブロック平面図である。
図２は、図１に示す無線通信装置がアナログモードにおいて作動している場合の信号流れ
経路を示すブロック平面図である。
図３は、図１に示す無線通信装置がディジタルモードにおいて作動してる場合の信号流れ
経路を示すブロック平面図である。
図４は、図１に示す通信装置のひとつのＲＦ（無線周波）装置部分を示す詳細ブロック平
面図である。
図５は、図１に示す通信装置アナログ前置部分を示す詳細ブロック平面図である。
図６は、モデムＤＳＰ／ＰＳＰ（一般加入業務プロファイル）デコーダが受信モードにお
いて作動中であり、作動の二モード、すなわち同期獲得モードおよび安定状態モードを有
する場合、図１に示す通信装置のモデムＤＳＰ／ＰＳＰデコーダに使用されるソフトウェ
アのオペレーションを示す流れ図である。
図７は、ソフトウェアを有し、同期獲得モードにおいて作動するモデムＤＳＰ／ＰＳＰデ
コーダの機能ブロック図である。
図８は、ソフトウェアを有し、安定状態モードにおいて作動するモデムＤＳＰ／ＰＳＰデ
コーダの機能ブロック図である。
図９は、図８に示す安定状態モードにおけるタイミング回復機能を示す詳細機能ブロック
図である。
図１０は、図８に示す安定状態モードにおけるＤＱＰＳＫレシーバ機能を示す詳細機能ブ
ロック図である。
図１１は、ディジタルモードにおいて作動する場合の図１の類似装置間の通信プロトコル
のタイミング図である。
図１２は、本発明による遠隔無線通信装置が「一般加入」モードにおいて通信し、「非一
般加入」基地局（ＰＢＳ）装置に接近するときそのＰＢＳ装置との通信に切り換える場合
の概略地域図である。
図１３は、本発明の方法によって作動する図１に示す無線通信装置のコントローラ部分の
詳細ソフトウェア機能図である。
発明の最良の実施の形態
図１は、本発明による移動通信装置１０の概略ブロック平面図である。好適な実施形態に
おいては、装置１０は、ＩＳ－１３６に従って、「一般加入」搬送波、「専用」搬送波、
および「住宅用」搬送波を使用して通信することができる。以下の説明のために、「専用
」モードおよび「住宅用」モードは纏めて「非一般加入」モードと呼ぶ。しかし、本発明
による装置および方法は、単に、ＩＳ－１３６標準の実行に限定されるものではないこと
を認識されたい。
通信装置１０は、ＲＦ（無線周波）無線通信を受信するアンテナ１２を備える。次に、Ｒ
Ｆ信号は、第一ＲＦ処理装置１４ａまたは第二ＲＦ処理装置１４ｂによって処理される。
第一または第二処理装置１４（ａまたはｂ）のいずれかから、信号は、次に、スイッチ１
３を経由してベースバンドプロセッサ２０に送られる。スイッチ１３は、ＭＵＸまたは一
対のＮおよびＰ型ＭＯＳトランジスタまたは他の公知の電子スイッチとすることができる
。ベースバンドプロセッサ２０は、ＡＦＥ（アナログ前置）２２に含まれ、ＲＦ信号を受
信する。次に、信号は、ＡＦＥ装置２２からモデムＤＳＰ／ＰＳＰデコーダ２４に送られ
る。モデムＤＳＰ／ＰＳＰデコーダ２４から、信号はＶＳＥＬＰ　ＤＳＰ２６に送られる
。ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）２８は、モデムＤＳＰ／ＰＳＰデ
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コーダ２４およびＶＳＥＬＰ　ＤＳＰ２６と通じている。また、ＦＰＧＡ２８は、音声コ
ーデック３０と通じている。さらに、ＦＰＧＡ２８は、コントローラ３２に接続される。
最後に、音声コーデック３０は、従来型スピーカおよびマイクロホンに接続される。
前述したように、通信装置１０は、好適な実施形態においては、ＩＳ－１３６標準を満た
す。従って、通信装置１０は、無線信号を符号化することによって、アナログ無線信号お
よびディジタル無線信号の両者を処理できる。通常、前述した構成要素は、以下の方法に
よって作動する。
ＲＦ処理処置１４（ａまたはｂ）は、アナログまたはディジタル符号化ＲＦ信号を受け取
り、これらをベースバンド信号に変換し、さらにベースバンドプロセッサ２０によって処
理する。ディジタルモードにおいて作動する場合は、ＲＦ処理装置１４は受け取ったＩＦ
信号を復調し、アナログＩ、Ｑ信号を生成する。
ＡＦＥ装置２２は、関連するフィルタリング機能によって、Ｉ／Ｑ信号のために、アナロ
グからディジタルへの変換およびディジタルからアナログへの変換を実行する。さらに、
ＡＦＥ装置２２は、ＲＦ制御のための４チャネル（ひとつは使用されない）Ｄ／Ａ変換器
を備える。また、ＡＦＥ装置２２は、ＲＳＳＩ（受信信号強度標識）測定のためのＡ／Ｄ
変換器を備える。
好適な実施形態においては、モデムＤＳＰ／ＰＳＰデコーダ２４は、符号化されたＲＯＭ
（ＴＭＳ　３２０ｃ５１）であるディジタル信号プロセッサであり、アナログモード処理
、ディジタルモードにおけるモデム機能、およびＦＡＣＣＨ（高速アクセス制御チャネル
）／ＳＡＣＣＨ（低速アクセス制御チャネル）エラー制御機能を実行する。ＦＡＣＣＨ／
ＳＡＣＣＨは、ＩＳ－１３６によって規定され、技術上公知である。モデムプロセッサＤ
ＳＰ／ＰＳＰデコーダ２４は、そのシリアルポートを介してＦＰＧＡ　Ｉ／Ｏデコーダ２
８とインタフェースする。ＦＰＧＡ２８を通じて、次に、デコーダ２４はコントローラ３
２と連絡する。また、モデムＤＳＰ／ＰＳＰデコーダ２４は、時分割多重方式（ＴＤＭ）
バスを保持し、アナログモードにおいて作動するとき、ＶＳＥＬＰ　ＤＳＰプロセッサ２
６および音声コーデック３０と連絡する。モデムＤＳＰ／ＰＳＰデコーダ２４は、ＡＦＥ
２２を通じてまたスイッチ１３を通じて、ＲＦプロセッサ１４（ａまたはｂ）と連絡する
。
ＶＳＥＬＰ　ＤＳＰ２６も、符号化されたＲＯＭ　ＤＳＰ（ＴＭＳ　３２０ｃ５１）であ
り、音声圧縮アルゴリズムであるＶＳＥＬＰコーデック機能を実行する。さらに、ＶＳＥ
ＬＰ２６は、音声フレームおよびエコーキャンセレーションに関連するエラー制御機能を
実行する。最後に、ＶＳＥＬＰ２６は、ＴＤＭポートを介してモデムＤＳＰ／ＰＳＰデコ
ーダ２４と連絡され、アナログモード作動中はエネルギー消費量を下げる。
音声コーデック３０は、音声のＡ／ＤおよびＤ／Ａ変換ならびに関連するフィルタリング
を実行する。音声コーデック３０は、スピーカおよびマイクロホン（図示してない）と直
接インタフェースする。音声サンプルは、ＴＤＭポートおよびＴＤＭを通じてモデムＤＳ
Ｐ２４／ＰＳＰデコーダと交換され、アナログモード作動中は、ＦＰＧＡ　Ｉ／Ｏデコー
ダ２８のパルス符号変調（ＰＣＭ）変換回路に達する。さらに、ディジタルモード作動中
は、音声コーデック３０は、ＰＣＭバスを介してＶＳＥＬＰ　ＤＳＰ２６とインタフェー
スする。
ＦＰＧＡ　Ｉ／Ｏデコーダ２８は、第一のＦＰＧＡ１　２８ａ、第二のＦＰＧＡ２　２８
ｂ、およびＰＡＬ（プログラマブルアレイロジック－図示してない）よりなり、Ｉ／Ｏア
ドレスを復号する。第一ＦＰＧＡ１　２８ａは、タイミング発生回路構成、広帯域データ
復調器、同期制御インタフェース、およびベースバンドテストインタフェースを備える。
第二ＦＰＧＡ２　２８ｂは、コントローラ３２とインタフェースするためのインタフェー
ス（ＵＰＩＦ）を備える。さらに、第二ＦＰＧＡ２　２８ｂは、ＰＣＭポートを介して音
声コーデック３０およびＶＳＥＬＰ　ＤＳＰ２６と連絡し、ＴＤＭ／ＰＣＭ変換回路構成
を有する。最後に、第二ＦＰＧＡ２　２８ｂは、サンプリングクロック（割込制御）を有
する。
コントローラ３２は、マイクロプロセッサであり、関連するメモリ３１を有する。代替方
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法としては、コントローラ３０およびメモリ３１は、統合して基板上のメモリを有するマ
イクロコントローラとすることができる。コントローラ３２は、スイッチ１３およびそれ
ぞれ第一および第二ＲＦ装置（１４ａおよび１４ｂ）に電力を供給するトランジスタ１５
ａおよび１５ｂを制御する。
図２は、アナログモードにおける作動時の通信装置１０に関する信号流れを示す図である
。図に見られるように、アナログモードの作動においては、ＶＳＥＬＰ　ＤＳＰ２６は、
完全に切り離されている。アナログ無線信号は、ＲＦ装置１４によって受信され、ＡＦＥ
装置２２に送られる。信号は、ＡＦＥ２２からモデムＤＳＰ／ＰＳＰデコーダ２４に送ら
れる。モデムＤＳＰ２４／ＰＳＰデコーダは、そのＴＤＭポートを介して第二ＦＰＧＡ２
　２８ｂと連絡している。第二ＦＰＧＡ２　２８ｂのＰＣＭポートから、第二ＦＰＧＡ２
　２８ｂはコーデック３０と連絡される。
図３は、通信装置１０がディジタルモードで作動する場合の信号流れを示すブロック平面
図である。このモードにおいては、ＶＳＥＬＰ　ＤＳＰ２６は、受信されるディジタルに
符号化された信号の処理に積極的に関係する。
図１１は、通信装置１０がディジタルモードにおいて作動し、特にＩＳ－１３６標準を満
足する場合、ディジタルに符号化される信号のタイミングダイアグラムを示す図である。
基地装置と移動装置間の通信は、複数のフレームに分割され、各フレームはＦ１、Ｆ２、
などと呼ばれ、２０ミリ秒継続する。ディジタルモードの作動においては、各２０ミリ秒
のフレームは、さらにＴ１、Ｔ２およびＴ３として示される複数のタイムスロットに分割
される。ＶＳＥＬＰプロセッサ２６によって実行されるような音声圧縮の機能を使用し、
フルレート、８キロビット／秒において、同じフレームについて同じ周波数の場合、ディ
ジタルモードにおいて、基地装置は三つの異なる移動装置と通信する機能を果たすことが
できる。さらに、ＶＳＥＬＰ　ＤＳＰ２６がハーフレート圧縮、すなわち４キロビット／
秒において作動する場合、基地装置と複数の移動装置間の通信は、４０ミリ秒フレームを
使用して行われ、各フレームは６個の異なるタイムスロットに分割され、すなわち６個の
ユーザと通信する機能を果たす。
各タイムスロットＴｎは、１６２ＱＰＳＫ信号すなわち３２４ビットの送信を提供する。
基地装置と移動装置１０とは、別の周波数チャネルによって通信するので、全二重送信が
実現される。基地装置から移動装置への送信のプロトコルはｆとして示され、ｆ（順方向
）と呼ばれる。移動装置から基地装置への送信のプロトコルはｒとして示され、ｒ（逆方
向）と呼ばれる。順方向プロトコルにおいては、ＩＳ－１３６標準は、ディジタルに符号
化される信号は１４記号の同期信号で始まり、１４８記号のデータ信号が続き、６記号の
ＤＶＣＣ（メーカー信号）がデータフィールドの中央の記号８５－９１に位置することを
要求する。したがって、各順方向タイムスロット内においては、１６２記号の送信は同期
信号およびデータを含む。
図４は、ＲＦ処理装置１４の詳細ブロック平面図である。ＲＦ処置装置１４は、信号を送
受切換器を経由してアンテナ１２から受け取る。受け取られた信号は、ＲＦ＋ＩＦステー
ジ７２に送られる。ＲＦ＋ＩＦステージ７２は、技術上公知であるように、ＲＦフィルタ
、受け取った信号をフィルタし増幅する低ノイズ増幅器、および受け取ったＲＦ信号を中
間周波数信号に変換するためのＲＦからＩＦへの変換器を有する。変換は、ＲＸ（受信機
）周波数シンセサイザ７４によって発生される差周波数信号に基づいて行われる。ＲＸ周
波数シンセサイザ７４によって選択される周波数は、温度補償水晶発振器７０から適切な
乗算器７８を経由して供給される信号に基づく。
ＲＦ＋ＩＦステージ７２の出力は、次に、アンペアおよびＩ／Ｑ復調器７６に送られ、復
調器７６のゲインは自動ゲイン制御信号ＡＧＣによって選択される。アンペア＋Ｉ／Ｑ復
調器７６の出力は、アナログＩ信号およびアナログＱ信号である。
送信モードにおいては、ＲＦ処理装置１４は、前述したものと類似の構成要素を圧縮する
。アナログＩ信号およびアナログＱ信号はＩ／Ｑ変調器８６に送られ、Ｉ／Ｑ変調器８６
はアナログＩ、Ｑ信号をＩＦ搬送波信号上において変調する。次に、Ｉ／Ｑ変調器８６の
出力は、ＲＦ＋ＩＦステージ８２に送られる。ＲＦ＋ＩＦステージ８２は、Ｉ／Ｑ変調器
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８６の出力をＲＦ信号に完全に変換して、アンテナ１２によって送信する。中間周波数か
らＲＦ周波数への周波数変換は、ＴＸ（送信機）周波数シンセサイザ８４によって制御さ
れる。また、ＴＸ周波数シンセサイザ８４は、適切な乗算器８８によって乗算された温度
補償水晶発振器７０の出力を受け取る。
図５は、ＡＦＥ装置２２の詳細ブロック平面図である。ＡＦＥ装置２２は、第一ＬＰＦ（
ローパスフィルタ）９１を備える。第一ＬＰＦ９１は、受信されたアナログＩ／Ｑ信号を
ＲＦ装置１４から受け取る。次に、ＬＰＦ９１の出力はＡ／Ｄ変換器９０に送られ、Ａ／
Ｄ変換器９０からディジタルＲｘＩ信号およびディジタルＲｘＱ信号が生成される。Ａ／
Ｄ変換器９０は、クロック９２からクロック信号も受け取る。クロック９２は、サンプリ
ングフェイズ調整信号（以下に述べる）によって調整される。ＡＦＥ装置２２は、Ｄ／Ａ
変換器１１８も備える。Ｄ／Ａ変換器１１８は、送信ディジタルＩおよびＱ信号を受け取
り、これらをアナログＴｘＩ／Ｑ信号に変換する。また、Ｄ／Ａ変換器１１８は、クロッ
ク９２からクロック信号を受け取る。次に、アナログＴｘＩ／Ｑ信号は、第二ＬＰＦ１１
７に送られる。次いで、第二ＬＰＦ１１７の出力は、ＴｘアナログＩ／Ｑ信号として提供
され、ＲＦ装置１４に送られる。
ＡＦＥ装置２２は、ＷＢＤＤ（広帯域データ復調器）１１９も備える。ＷＢＤＤ１１９か
ら、信号広帯域データが生成される。広帯域データ復調器信号は、アナログ制御チャネル
である。ＡＦＥ装置２２が本明細書において開示される理由は、ＩＳ－１３６標準が、通
信装置１０がアナログおよびディジタル通信の両者を処理できることを要求するからであ
るに過ぎない。ＡＦＥ装置２２は、ディジタル通信中は使用されない。ＡＦＥ装置２２は
、Ｔｘ　Ｐｏｗｅｒ、ＡＦＣ（自動周波数制御）およびＡＧＣ（自動ゲイン制御）の制御
信号を受け取るＤ／Ａ変換器９３も備える。これらのディジタル信号は、アナログ信号に
変換され、ＲＦ装置１４に送られてＲＦ装置１４を制御する。最後に、ＡＦＥ装置２２は
、ＲＳＳＩ（受信信号強度標識）信号を受け取り、これをＡ／Ｄ変換器９５によってディ
ジタル化する。
図６は、モデムＤＳＰ２４が受信モードで作動する場合に、モデムＤＳＰ２４に使用され
るソフトウェアのオペレーションを示す流れ図である。受信モードにおける作動の場合は
、モデムＤＳＰ２４は、二つの作動モード、すなわち、同期獲得モード、および安定状態
モードを有する。同期獲得モードにおいては、作動は各通信セッションの開始時に行われ
る。通信が確立されると、ソフトウェアは安定状態モードに進む。安定状態モードにおい
ては、作動はあらゆるフレームごと、すなわち２０ミリ秒ごとに実行される。その上、安
定状態中は、モデムＤＳＰ２４は、図９に示されるタイミング回復操作４２を最初に実行
する。この操作については、後で詳細に述べる。タイミング回復操作４２の終了後、モデ
ムＤＳＰ／ＰＳＰデコーダ２４は、図１０にブロック図形式として示される信号によって
作動する。これについて、以下に詳しく述べる。
図７は、モデムＤＳＰ２４／ＰＳＰデコーダに関する同期獲得モードの作動の詳細を示す
ブロック図である。ＡＦＥ装置２２に由来するディジタルＩ／Ｑ受信信号は、正規化回路
９６に送られる。正規化回路９６は、Ａ／Ｄ変換器９０からのディジタル化Ｉ／Ｑ信号の
絶対値すなわち振幅を正規化する機能を果たす。
次に、正規化回路９６から、デジタルに符号化された信号が記憶装置９８に記憶される。
記憶装置９８は単なるバッファである。以下に述べるように、記憶装置９８は少なくとも
１５記号（または３０サンプル）を記憶し、これはディジタル化信号の同期信号部分の長
さである。次いで、記憶された信号は、整合フィルタ１００の第一バンクに送られる。第
一バンク内の各フィルタ１００を使用して、記憶装置９８からのディジタル信号を受け取
り、相互間の周波数範囲差によってこのディジタル信号をフィルタリングする。したがっ
て、整合フィルタ１００の第一バンクの出力は、複数のフィルタリングされたディジタル
信号である。複数のフィルタリングされたディジタル信号は、複数の第一絶対値回路１０
２に送られる。複数の各第一絶対値回路１０２は、整合フィルタ１００の第一バンクから
のフィルタリングされたディジタル信号の絶対値を決定する。第一絶対値回路１０２の出
力は、また別の複数のディジタル信号であり、この信号は第一最大およびしきい値回路検
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出器１０６に送られる。
第一最大およびしきい値回路検出器１０６の出力は、最大絶対値を有するフィルタリング
されたディジタル信号を検出する機能を果たす。その上、第一最大およびしきい値回路１
０６は、整合フィルタ１００の第一バンクから整合フィルタを選択し、このフィルタが最
大出力を有する信号を生成する。
第一最大およびしきい値回路１０６の出力は、整合フィルタ１０８の第二バンクに送られ
る。整合フィルタ１０８の第二バンクの各フィルタは、互いに微細な周波数オフセットを
有し、互いに異なるフィルタ係数を有する。整合フィルタ１０８の第二バンクの出力は、
複数の微細なフィルタリングされたディジタル信号であり、この信号は第二絶対値回路１
１０に送られる。
第二絶対値回路１１０は、第一絶対値回路１０２と同様に、複数の回路を備え、各回路は
微細なフィルタリングされたディジタル信号を受け取り、その振幅すなわち絶対値を決定
する。第二絶対値回路１１０の出力は、複数の信号であり、第二最大およびしきい値回路
検出器１１２に送られる。第二最大およびしきい値回路検出器１１２は、最大振幅を有す
るディジタル信号をその出力として選択する。さらに、第二最大およびしきい値回路１１
２は、整合フィルタ１０２の第二バンクからフィルタを選択し、その出力を生成する。最
後に、第二最大およびしきい値回路１１２の出力は、搬送波周波数を補正してＡＦＣ（自
動周波数制御）とするための初期搬送波周波数オフセット信号であり、またタイムスロッ
ト位置信号である。タイムスロット位置信号を使用して、各後続フレームの開始および停
止が内部的に制御される。
図８は、内部にソフトウェアを有するモデムＤＳＰ／ＰＳＰデコーダ２４が、安定状態モ
ードにおいて作動する場合のオペレーションを示すブロック機能図である。安定状態にお
いて、モデムＤＳＰ２４／ＰＳＰデコーダは、ＳＱＲＣフィルタリング機能４２および５
０（受信および送信のため）ならびにタイミング回復４２（受信のために）、ＤＱＰＳＫ
変調４４および５２（これもそれぞれ受信および送信のために）ならびにフレームインタ
リービング／デインタリービング４６および５４（それぞれ、受信および送信のため）、
ならびにＦＡＣＣＨ復号化および符号化４８および５６（それぞれ、受信および送信のた
め）を実行する。さらに、ＶＳＥＬＰ　ＤＳＰ２６は、チャネル復号化および符号化６２
および６６（それぞれ、受信および送信のため）ならびに音声復号化および符号化６４お
よび６８（それぞれ、受信および送信のため）を実行する。
図９は、安定状態モードの作動において、モデムＤＳＰ２４／ＰＳＰデコーダによって実
行されるタイミング回復機能４２を示す詳細ブロック機能図である。
第二最大およびしきい値回路検出器１１２からのＲｘ　Ｉ／Ｑ信号は、１：４補間器１１
４に送られる。次に、補間器１１４の出力は、第三整合フィルタ１１６に送られる。整合
フィルタ１１６は、記憶された同期信号も記憶位置１０４から受け取る。整合フィルタ１
１６は、単独のフィルタであり、各入力サンプル記号を記憶位置１０４からの記憶される
同期信号と突き合わせる。各突き合わせの後で、入力信号はＴ／８によって、またはひと
つの入力サンプルによってシフトされ、次いで、再度、記憶位置１０４からの同期信号と
突き合わされる。したがって、整合フィルタ１１６の出力は、Ｔ／８レートにおいて作動
する信号である。次に、整合フィルタ１１６の出力は、ピーク検出器１１８に送られる。
ピーク検出器１１８は、Ｔ／８レートで送られてくる整合フィルタ１１６の複数の出力を
受け取り、最高ピーク値を有する出力を決定する。ピーク検出器１１８の出力の値は、ｉ
ｍａｘであり、この使用法について以下に述べる。ピーク検出器１１８の出力は、次に、
二次フェイズロックドループ（ＰＬＬ）１５２に送られる。二次フェイズロックドループ
１５２は、内部変数ＡＶＧ－ＰＯＳを有し、この使用法については以下にさらに詳細に述
べる。二次フェイズロックドループ１５２の出力は、サンプリングフェイズ調整信号であ
り、図５に示されるＡＦＥ２２のクロック９２に送られる。Ｔ／２レートにおいて受け取
られるディジタルＲｘ　Ｉ／Ｑ信号は、ＳＱＲＣフィルタ１５０のバンクにも送られる。
二次ＰＬＬ１５２の出力を使用して、ＳＱＲＣフィルタ１５０から適切なＳＱＲＣフィル
タが選択される。次に、ＳＱＲＣフィルタ１５０のバンクの出力は、ＤＱＰＳＫレシーバ
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４４に送られる。
二次ＰＬＬ１５２の出力は、信号Ａｖｇ－ｐｏｓ（ｎ＋１）である。この信号は、ＡＦＥ
装置２２に送られ、遊休期間中は各フレームごとに調整される。ＳＱＲＣフィルタ１５０
の各バンクの係数フィルタは、異なるサンプリングフェイズ調整に合わせられる。したが
って、二次ＰＬＬ１５２の出力は、ＳＱＲＣフィルタ１５０のバンクからひとつの係数フ
ィルタを選択する。
図１０は、ＤＱＰＳＫレシーバ４４の一部を示す詳細ブロック平面図である。ＤＱＰＳＫ
レシーバ４４は、各記号を、タイミング回復機能４２の出力として受け取る。ディジタル
Ｒｘ　Ｉ／Ｑ記号は、前処理装置１２１に送られ、前処理装置１２１は制御信号、すなわ
ち、速度評価、エネルギー計算、およびＣＴＲＬを生成する。ＣＴＲＬ信号は、ＤＱＰＳ
Ｋレシーバ４４を、その作動の二つのモードにおいて制御する。ひとつのモードにおいて
は、タイミング回復４２の出力に由来する各記号は、微細全通過フィルタ１２０に送られ
る。微細全通過フィルタ１２０から、各記号信号は、差分検波器１２２に送られる。差分
検波器１２２から、次いで、記号信号は、フェイズスライサ１２６とアークタンジェント
プロセッサ１２８とに送られる。
別のモードの作動においては、タイミング回復機能４２からの各記号は、等化器１２４に
送られる。等化器１２４は割り当てられるタイムスロット中に受け取られる全記号につい
て作動する。等化器１２４がその作動（後述する）を実行後、各記号は、等化器１２４か
ら一度にひとつずつ出力される。等化器１２４からの各記号信号は、フェイズスライサ１
２６および同時にアークタンジェントプロセッサ１２８にも送られる。
等化器１２４または差分検波器１２２からの各記号信号は、フェイズスライサ１２６およ
びアークタンジェントプロセッサ１２８によって同時に受け取られる。フェイズスライサ
１２６は、入力位相を、複数の予定配列点（すなわち、４５°、１３５°、２２５°、３
１５°）のひとつに量子化することによって、記号信号に応じて作動し、位相信号
　
を生成する。アークタンジェントプロセッサ１２８は、同じ記号信号を受け取り、受け取
った記号信号に応じて作動し、その位相のアークタンジェントを決定する。アークタンジ
ェントプロセッサ１２８の出力は、位相信号θである。位相信号
　
および位相信号θは、第一減算器（または負入力を有する加算器）１３０に送られ、ここ
でフェイズエラー信号
　
　
が生成される。次に、フェイズエラー信号
　
　
は、第一乗算器１３２に送られ、定数ｇ 1が乗算される。その後、第一乗算器１３２の出
力は、第二加算器１３４に送られ、記憶装置１３６に記憶された先の記号に関する先の操
作から周波数信号が第二加算器１３４に対して出力される。第二加算器１３４から、次の
記号または周波数エラー信号に対する周波数に関する調整が生成される。したがって、生
成される周波数エラー信号は、下式に従う。
　
　
第一加算器１３０の出力は、第二乗算器１３８にも送られ、第二加算器１３８には定数ｇ

2が送られる。次に、第二乗算器１３８の出力は、第三加算器１４０に送られ、第三加算
器１４０には先の記号に由来する周波数エラー信号Δｆ（ｎ）も送られる。第三加算器１
４０の出力は、第四加算器１４２に送られ、第四加算器に対しては先のビットに由来する
搬送波位相φ信号が既に供給され記憶装置１４４に記憶されている。第四加算器１４２の
出力は、搬送波フェイズエラー信号であり、下式によって求められる。
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図１２は、本発明による移動装置１０が移動し無線通信することができる地域の形態を示
す概略図である。前述したように、好適な実施形態においては、無線遠隔装置１０は、複
数のセルよりなりＩＳ－１３６標準を満足する一般加入通信網と通信する。一般加入通信
網においては、セルラー技術において公知であるように、遠隔通信装置１０は、ひとつの
セルから別のセルに移動するとき、複数のセルと通信する。図１２に示すように、各セル
、たとえば、１６０、１６２、１６４、および１６６は、関連する一般加入基地局（ＰＢ
Ｓ）を有し、一般加入基地局がそのそれぞれの営業地域からのＲＦ信号を送信および受信
する。遠隔装置１０がその地域に位置する場合は、遠隔装置１０はその一般加入通信網と
通信することができる。遠隔装置１０がひとつのセル地域から別のセル地域に移動すると
き、ひとつのセルから別のセルへ通信を受け渡す場所が必ず必要であるので、セル、１６
０、１６２、１６４、および１６６は、一定の程度で互いに重複する。さらに、図１２に
示すように、ＩＳ－１３６標準に従って、非一般加入基地局（ＮＰＢＳ）１７０が、セル
（１６０、１６２、１６４、および１６６）の内のひとつ以上の中の位置に配置される。
ＮＰＢＳ１７０は、地域１６８を有し、地域１６８内においては、ＮＰＢＳはその地域１
６８内に位置するいかなる遠隔装置とも通信することができる。
ＮＰＢＳ１７０が担当する地域１６８は、一般加入通信網のセル１６０、１６２、１６４
、および１６６のひとつ以上と重複する。通常、ＮＰＢＳ１７０は、一般加入通信網の多
数のセルの範囲に含まれ、さらに、建造物壁の一方の側における一般加入通信網からの無
線信号の強度が、壁の反対側における無線信号の強度と異なる建造物または住居内に配置
される。
前述したように、遠隔装置１０は、一般加入通信網に含まれるセルを横断して非一般加入
通信網の担当する地域に入るとき、一般加入通信網から非一般加入通信網に自動的に切り
換える機能を有する。しかし、図１２を参照することによって明らかとなる問題は、遠隔
装置１０が一般加入セルを横断して非一般加入基地局１７０に達する経路は、場合によっ
て変更できることである。図１２に示されるように、遠隔装置１０が、”Ａ”として示さ
れる経路を移動するとき、一般加入通信網のセル１６４および１６０を通過後、ＮＰＢＳ
１７０の担当する地域１６８に入る。遠隔装置１０が、”Ｂ”と標識付される経路を移動
するとき、一般加入通信網のセル１６２を通過後、ＮＰＢＳ１７０の担当する地域１６８
に入る。最後に、経路”Ｃ”の場合は、遠隔装置１０は、一般加入通信網のセル１６６お
よび１６２を通過後、ＮＰＢＳ１７０の担当する地域１６８に入る。それ故に、遠隔装置
１０は、一般加入通信網のひとつのセルから非一般加入基地局の地域に移動するとき、可
能性のある種々の異なる経路のすべてを考慮する必要がある。
ＩＳ－１３６標準によれば、一般加入通信網の各セルは、一般加入業務プロファイル（Ｐ
ＳＰ）識別信号を特徴とする。アナログセルラー通信網の場合は、ＰＳＰは、アナログ制
御チャネル番号およびディジタル検証カラーコード番号よりなる可能性がある。ディジタ
ルセルラー通信網の場合は、好適には、ＰＳＰはディジタル制御チャネル番号およびディ
ジタルカラーコード番号よりなる。さらに、一般加入通信網のＰＳＰがＮＰＢＳ１７０に
由来する識別信号によって混乱される可能性を減少させるために、ＰＳＰは前述したもの
に加えてシステムＩＤ番号を含むことが可能であり、システムＩＤ番号はセルラー通信網
の特徴的な信号であり技術上公知である。したがって、ＰＳＰ信号を使用して、遠隔装置
１０は、遠隔装置１０が他の一般加入セルから一般加入通信網の特定のセルに入るとき、
その特定のセルを識別し、また、一般加入セルと非一般加入基地局の地域とを区別するこ
とができる。
本発明による方法および装置においては、モデムＤＳＰ２４は、ＰＳＰデコーダとしての
機能も果たす。したがって、遠隔装置１０がセルの地域１６０に最初に入るとき、および
地域１６０内に留まるとき、モデムＤＳＰ／ＰＳＰデコーダ２４は、たとえば、セル１６
０に由来する信号を、ＰＳＰ＝”１”を有するものとして、認識し復号化する。次に、Ｐ
ＳＰ識別信号は、ＦＰＧＡ　Ｉ／Ｏデコーダ２８に送られ、次いで、コントローラ３２に

10

20

30

40

50

(12) JP 3816525 B2 2006.8.30



送られる。コントローラ３２は、モデムＤＳＰ／ＰＳＰデコーダ２４によって復号化され
る種々のＰＳＰ信号を、その関連するメモリ３１に記憶する。
モデムＤＳＰ／ＰＳＰデコーダ２４に含まれ、一般加入通信網から非一般加入通信網への
通信の自動切換を制御するために使用されるソフトウェアの特定の機構を、図１３に示す
。最初に、たとえば、利用者が経路”Ａ”に沿って移動するとき、遠隔装置１０は非一般
加入基地局１７０を区別することを少しも学習していないので、一般加入通信網から非一
般加入通信網への切換が発生する最初の時点においては、この切換は利用者が開始する必
要がある。利用者が”Ａ”として識別される経路を移動すると仮定すると、切換は、利用
者がＰＳＰ＝”１”を有するセル１６０に入るとき、およびＮＰＢＳ１７０が適用される
地域１６８に入るときに発生する。切換が上手にできると、コントローラ３２は、ＰＳＰ
＝”１”を、それによれば切換を上手に行うことができるセルの識別番号として、メモリ
３１に記憶する。
さらに、コントローラ３２は、切換が行われた時点と、遠隔装置１０が最初にセル１６０
に入った時点との時間差を測定する。クロック９２からのクロック信号が、コントローラ
３２によって測定される。好適な実施形態においては、遠隔装置１０が最初にセル１６０
に入った時点と切換が行われた時点との時間差は、２分未満であり、次に、先のセル、す
なわちセル１６４のＰＳＰ＝”３”もメモリ３１に記憶される。したがって、遠隔装置１
０が最初にセル１６０に入ってから経路”Ａ”に沿って切換が行われるまでの所要時間は
２分未満であると仮定すると、メモリ３１はＰＳＰ＝”１”およびＰＳＰ＝”３”を記憶
する。
次の場合は、遠隔装置１０が経路”Ｂ”に沿って移動すると、遠隔装置１０は、最初にＰ
ＳＰ＝”２”を有するセル１６２に入ることになる。セル１６２の一部はＮＰＢＳ１７０
のブロードキャスト地域に含まれるが、ＰＳＰ＝”２”はメモリ３１に記憶される切換の
ために認識されたＰＳＰではないので、切換は行われない。しかし、ＰＳＰ＝”１”を有
するセル１６０に入ると、コントローラ３２はこれはメモリ３１に記憶されるＰＳＰ＝”
１”と一致することを認識する。遠隔装置１０は、切換開始を試みる。遠隔装置１０は既
にＮＰＢＳ１７０が担当する地域１６８内に存在するので、切換はほとんど即時に行われ
る。遠隔装置１０が経路”Ｂ”に沿って移動し最初にセル１６０に入ったときから切換が
行われるときまで２分未満であるので、ＰＳＰ＝”２”（先のセル１６２のＰＳＰ）もメ
モリ３１に記憶される。
最後に、第三の例においては、遠隔装置１０が経路”Ｃ”に沿って移動すると、遠隔装置
１０は最初にＰＳＰ＝”４”を有するセル１６６に入る。ＰＳＰ＝”４”はメモリ３１に
記憶されているＰＳＰの何れとも一致しないので、コントローラ３２は切換開始を試みな
い。遠隔装置１０がＰＳＰ＝”２”を有するセル１６２にはいると、コントローラ３２は
メモリ３１に記憶されるＰＳＰのひとつと一致することを見出す。そこで、コントローラ
３２は切換の試みを開始する。しかし、遠隔装置１０がセル１６２に入った位置はＮＰＢ
Ｓ１７０の地域１６８に含まれていないので、切換は即時には行われない。その代わり、
装置１０は、装置１０がセル１６２と重複する地域１６８に入るまで引き続き切換開始を
試みる。装置１０が地域１６８に入った時点および位置において、切換は成功裡に実行さ
れる。遠隔装置１０が最初にセル１６２に入ったときから切換が行われたときまでの所要
時間が２分未満であると仮定すると、先のセル１６６のＰＳＰ（＝４）もメモリ３１に記
憶される。
前述したことから、本発明による装置および方法によれば、遠隔装置１０は、ＮＰＢＳ地
域またはその付近において一般加入セルの識別を「学習する」機能を有する。
切換を開始するとき、コントローラ３２は切換信号をスイッチ１３に送り、それによって
、信号の接続が、たとえば、基地装置２０に連絡するＲＦ１４ａから、ベースバンドプロ
セッサ２０に連絡するＲＦ１４ｂに切り換えられる。さらに、切換信号は二つのトランジ
スタ１５ａおよび１５ｂに送られＲＦ１４ａに対する電源を切り、ＲＦ１４ｂに対して電
力を供給する。ＲＦ装置１４ａおよび１４ｂのそれぞれは、無線波信号を異なる周波数ま
たは異なるプロトコルによって送信および受信することができる。ＲＦ装置１４ｂがＮＰ
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ＢＳ１７０からの信号を受け取らない場合は、コントローラ３２は切換信号を送り、通信
を一般加入通信網に戻す。その後、定期的に、およそ数秒ごとに、コントローラ３２は再
び切換信号を生成することによって再び切換開始を試みる。少なくとも２分の切換試行後
に切換が行われないときは、先のＰＳＰはメモリ３１から消去される。
したがって、たとえば、ＰＳＰ＝１がメモリ３１に記憶され、遠隔装置１０が経路”Ｄ”
を移動し、切換なしに、装置１０がセル１６６内にある合計時間が２分を超えるときは、
ＰＳＰ＝１はメモリ３１から削除される。
さらに、現在のセルのＰＳＰの検査を促進するために、メモリ３１に記憶されるＰＳＰに
ついて、メモリ３１に記憶されるＰＳＰは周波数の発生の順序によってランクすることが
できる。したがって、ＰＳＰ＝”１”が最も頻繁に発生するときは、これが最初に第一に
ランクされる。セルからＰＳＰを受け取ると、コントローラ３２はメモリ３１を検査し、
第一にランクされるＰＳＰと一致するかを判定する。頻度の順序によって、過去に発生し
た切換が最も頻繁であるセルが最初に検査されることが保証される。さらに、当然、ＰＳ
Ｐは、最新または最近に行われた切換のランクに基づいてメモリ３１に記憶することもで
きる。
図１に示す実施形態は、二つの別々のＲＦ装置（１４ａおよび１４ｂ）を有し、各ＲＦ装
置はさらに詳細に図４に示した。しかし、ＲＦ装置１４ａおよび１４ｂの多数の構成要素
は共通であること、およびこれらの共通構成要素はＲＦ装置１４ａおよび１４ｂにおいて
二重にする必要はないことは、当業者には明らかである。最後に、もちろん、２分という
時間の長さは、前述したように、任意に選択したものであり、本発明はこのような時間長
さに限定されるものではない。
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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