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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一次ネットワークに接続されている間に二次ネットワークを介してメッセージを受信す
る移動装置のための方法において、
　一つ以上の二次ネットワークアクセスをスケジュールする段階と、
　前記一次ネットワークと通信する１つ以上のアプリケーションをプライオリティ決めす
る段階と、
　スケジュールされた二次ネットワークアクセスごとに、１つ以上のアプリケーションの
プライオリティ付けおよびメッセージのチェックのプライオリティに少なくとも部分的に
基づいて、二次ネットワークをメッセージについてチェックすべきかどうか決定する段階
と、
　メッセージをチェックされるスケジュールされた二次ネットワークアクセスについて、
　１つ以上のアプリケーションのうちの第１のアプリケーションに関連した一次ネットワ
ークから一次インターフェイスを経て受信された１つ以上のアプリケーションデータエレ
メントを無視し、そして、
　　一次インターフェイスを経て一次ネットワークを介して前記１つ以上のアプリケーシ
ョンのうちの第２のアプリケーションに関連するアプリケーションデータを伝送する間に
、二次ネットワークから二次インターフェイスを介して少なくとも一つのメッセージを検
出する段階と、
を備えた方法。
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【請求項２】
　前記一次ネットワークはパケット交換ネットワークであり、前記二次ネットワークは回
路交換ネットワークである、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記一次ネットワークは汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）ネットワークであり、
前記二次ネットワークは移動通信用グローバルシステム（ＧＳＭ）ネットワークである、
請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　二次ネットワークから二次インターフェイスを経てメッセージを受信する段階を更に含
む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記二次インターフェイスを経てメッセージを受信する段階は、一次ネットワークのＧ
ＰＲＳ一時的ブロックフロー期間の間に行われる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記二次インターフェイスを経てメッセージを受信する段階は、一次ネットワークのＧ
ＰＲＳアイドルフレーム期間の間に行われる、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記二次インターフェイスを経てメッセージを受信する段階は、一次ネットワークの成
功したＧＰＲＳベースステーションアイデンティティコード（ＢＳＩＣ）デコード期間の
後に行われる、請求項４に記載の方法。
【請求項８】
　一以上のスケジュールされた二次ネットワークアクセスは、ＧＳＭアイドルスロットが
対応するＧＰＲＳパケットデータトラフィックチャンネル（ＰＤＴＣＨ）タイムスロット
に重複するときに行われる、請求項３に記載の方法。
【請求項９】
　一次ネットワークに接続されている間に二次ネットワークを経てメッセージを受信する
方法において、一次及び二次ネットワークは、通常排他的であり、
　１つ以上の二次ネットワークアクセスをスケジュールする段階と、
　前記一次ネットワークと通信する１つ以上のアプリケーションをプライオリティ決めす
る段階と、
　スケジュールされた二次ネットワークアクセスごとに、前記二次ネットワークをメッセ
ージについてチェックするかどうか決定する段階と、
　メッセージをチェックされるスケジュールされた二次ネットワークについて、
　　１つ以上のアプリケーションのうちの第１のアプリケーションに関連した一次ネット
ワークから受信された１つ以上のアプリケーションデータエレメントを無視し、そして
　　前記一次ネットワーク上の１つ以上のアプリケーションのうちの第２のアプリケーシ
ョンに関連するアプリケーションデータを伝送している間に、二次ネットワークからの少
なくとも一つのメッセージを検出する、
という段階と、
を備えた方法。
【請求項１０】
　前記一次ネットワークは汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）ネットワークであり、
前記二次ネットワークは移動通信用グローバルシステム（ＧＳＭ）ネットワークである、
請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記二次ネットワークからメッセージを受信する段階を更に含む、請求項９に記載の方
法。
【請求項１２】
　前記二次インターフェイスを経てメッセージを受信する段階は、一次ネットワークのＧ
ＰＲＳ一時的ブロックフロー期間の間に行われる、請求項１１に記載の方法。
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【請求項１３】
　前記二次インターフェイスを経てメッセージを受信する段階は、一次ネットワークのＧ
ＰＲＳアイドルフレーム期間の間に行われる、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　移動装置であって、
　一以上のプロセッサと、
　前記一以上のプロセッサに結合された一次無線インターフェイスと、
　前記一以上のプロセッサに結合された二次無線インターフェイスと、
　前記一以上のプロセッサに結合された記憶デバイスと、を含み、
　前記記憶デバイスは、コンピュータ実行可能な命令を記憶し、当該命令が前記一以上の
プロセッサによって実行されると、前記移動装置に、
　　前記一次無線インターフェイスを介して通信する１つ以上のアプリケーションのリス
トを生成する手順と、
　　前記生成されたリストの各アプリケーションに対応するプライオリティを、前記二次
無線インターフェイスのためにアクセスプライオリティを割り当てる手順と、
　　一以上の周辺アクセスをスケジュールする手順と、
　　前記一以上の周辺アクセスの一つの周辺アクセスの間に、前記１つ以上のアプリケー
ションに割り当てられたプライオリティに少なくとも部分的に、および、前記二次無線イ
ンターフェイスのためのアクセスプライオリティに基づいて、少なくとも一つのアプリケ
ーションを１つ以上のアプリケーションのリストから選択して実行する手順と、を実行さ
せ、
　前記二次無線インターフェイスを経た通信の間に、前記選択された少なくとも一つのア
プリケーションは一次無線インターフェイスを経てアプリケーションデータを伝送する、
移動装置。
【請求項１５】
　前記一次無線インターフェイスは汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）準拠であり、
前記二次無線インターフェイスは移動通信用グローバルシステム（ＧＳＭ）準拠である、
請求項１４に記載の移動装置。
【請求項１６】
　前記二次無線インターフェイスのためのアクセスプライオリティがページングメッセー
ジアクセスプライオリティに関連づけられる請求項１４に記載の移動装置。
【請求項１７】
　前記一次無線インターフェイスと通信する１つ以上のアプリケーションのうちの少なく
とも一つのアプリケーションは、エラーを許容するものであり、対応するサービスクオリ
ティ（ＱｏＳ）パラメータを有しており、
　前記少なくとも一つのエラー許容アプリケーションには、その対応するＱｏＳパラメー
タに少なくとも部分的に基づいて１つ以上のアプリケーションの生成されたリストの中で
プライオリティが割り当てられる、請求項１４に記載の移動装置。
【請求項１８】
　前記１つ以上のアプリケーションの第１のアプリケーションには、前記１つ以上のアプ
リケーションのうちの第２のアプリケーションに割り当てられたプライオリティよりも低
いプライオリティが割り当てられる、請求項１に記載の方法。
【請求項１９】
　前記１つ以上のアプリケーションのうちの第１のアプリケーションに関連した１つ以上
のアプリケーションデータエレメントを無視する段階が、メッセージをチェックするプラ
イオリティより低いプライオリティが前記第１のアプリケーションに割り当てられること
の決定に少なくとも部分的に基づいて行われる、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　メッセージをチェックするプライオリティより高いプライオリティが前記第２のアプリ
ケーションに割り当てられることの決定に少なくとも部分的に基づいて、前記１つ以上の
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アプリケーションのうちの第２のアプリケーションに関連するアプリケーションデータを
伝送する段階が行われる、請求項１８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に、ワイヤレス通信及びデータネットワークの分野に係る。より特定
すれば、１つの例示的態様において、本発明は、パケット交換（packet switched）及び
回路交換（circuit switched）ネットワークにおけるページングチャンネル受信のための
方法及び装置に関する。
【０００２】
（優先権）
　本願は、２００９年１２月２１日に出願された同じ名称の米国特許出願第１２／６４３
，９２１号の優先権を主張するもので、これは、２００９年１０月２３日に出願された同
じ名称の米国プロビジョナル特許出願第６１／２５４，５９１号の優先権を主張し、各出
願は、参考としてここにそのまま援用される。
【０００３】
（著作権）
　本特許文書の開示の一部分は、著作権保護を受ける資料を含む。著作権所有者は、特許
商標庁の特許ファイル又は記録に現れるように特許文書又は特許開示を誰かが複写再現す
ることに異議を唱えるものではなく、著作権の全ての権利は何であれ保存されるものとす
る。
【背景技術】
【０００４】
　ワイヤレス通信は、回路交換（ＣＳ）アーキテクチャー又はパケット交換（ＰＣ）アー
キテクチャーのいずれかで実現することができる。回路交換ネットワークは、ユーザデー
タ交換のために連続的接続を使用する。例えば、回路交換セルラーネットワークは、「固
定」接続を使用してセルラーネットワークを通して１つの移動装置を別の移動装置へ接続
する。ＣＳルートの接続は、接続期間中不変のままである。対照的に、パケット交換ネッ
トワークは、ＣＳ接続のように「固定」接続をもたない。むしろ、ＰＳ接続は、要素のネ
ットワーク上を柔軟にルーティングされ、その基礎的なトランスポートルートは、事前に
規定されず、ネットワーク要素間で動的にホップする。
【０００５】
　ＰＳネットワークは、データを、転送のための小さな「パケット」へとセグメント化す
る。各パケットは、ソース及び行先の両ターミナルのルート可能なネットワークアドレス
（例えば、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレス）を含む。低いレベルでは、ＰＳ
ベースのコールが流動するが、高いレベルのソフトウェアは、冗長性又はエラー修正等を
使用し且つＱｏＳ要件（例えば、待ち時間）も課して接続の完全性（即ち、全てのパケッ
トが受信されること）を保証するために種々のパラメータをネゴシエーションする。ＰＳ
接続は、データ待ち時間、スループット、帯域巾、頑健さ、等の変化するアプリケーショ
ン要件をサポートするように構成される。
【０００６】
　回路交換とパケット交換の配信モデル間の動作の相違は、時々、矛盾する。しかしなが
ら、種々の理由で、回路交換ネットワークとパケット交換ネットワークとの間の相互動作
が望まれる。例えば、セルラーネットワーク内では、初期のインカネーションが主として
回路交換される。しかしながら、新規なデータ技術に伴い、セルラーネットワークは、パ
ケット交換ネットワークトポロジーへと移動している。更に、回路交換セルラーネットワ
ークは、例えば、ゲートウェイ及び他の同様のコンポーネントを経てパケット交換ネット
ワークへと橋絡する。
【０００７】
（ＧＳＭ（登録商標）、ＧＰＲＳ、ＥＤＧＥネットワークの相互動作）
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　ＧＳＭ（移動通信用のグローバルシステム）は、「第二世代」又は「２Ｇ」のセルラー
電話技術の１つの例示的な具現化である。ＧＳＭ技術は、回路交換式である。ＧＰＲＳ（
汎用パケット無線サービス）は、パケット化データサービスをサポートするためにＧＳＭ
のユーザに利用できるパケット指向の移動データサービスである。ＧＰＲSは、２．５Ｇ
のセルラー技術と考えられ、ＧＳＭと同じ無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）を使用す
る。ＥＤＧＥ（ＧＳＭ進化のためのエンハンストデータレート）、又はエンハンストＧＰ
ＲＳ（ＥＧＰＲＳ）は、既存のＧＳＭネットワークに対して更なる改善を与える。ＥＤＧ
Ｅは、「第三世代」又は「３Ｇ」セルラー技術と考えられ、完全なパケット交換ネットワ
ークである。
【０００８】
　ＧＳＭ、ＧＰＲＳ及びＥＤＧＥの混合ネットワークは、回路交換ネットワークとパケッ
ト交換ネットワークとの間のギャップを橋絡する。完全なＣＳベースのネットワーク又は
完全なＰＳベースのネットワークとは異なり、この混合ネットワーク（即ち、ＣＳ及びＰ
Ｓベースのルーティングをサポートする）は、特殊な事柄や制約を受ける。例えば、二重
転送モード（ＤＴＭ）プロトコルは、同じＧＳＭ無線チャンネルにおけるＣＳボイス及び
ＰＳデータの共存を可能にする。ＤＴＭケーパブルの移動電話は、ＧＳＭ／ＥＤＧＥネッ
トワークにおける同時のボイス接続（ＣＳによる）及びパケットデータ接続（ＰＳによる
）をサポートすることができる。ＤＴＭ能力の具現化は、簡単ではなく、ＧＳＭ／ＧＰＲ
Ｓ／ＥＤＧＥ装置は、更に、種々の程度のレガシーサポートを与える種々のクラスに細分
化される。移動装置は、クラスＡ、クラスＢ及びクラスＣ装置に分割される。ネットワー
ク装置は、３つのネットワーク動作モード（ＮＭＯ）：ＮＭＯ－１、ＮＭＯ－２及びＮＭ
Ｏ－３で動作する。
【０００９】
　クラスＡの移動装置は、ＧＳＭ及びＧＰＲＳ／ＥＤＧＥの両ネットワークに同時に接続
することができ、即ちクラスＡの装置は、ＣＳ及びＰＳ接続の同時動作をサポートする。
対照的に、クラスＢの移動装置は、ＧＳＭ又はＧＰＲＳ／ＥＤＧＥネットワークのいずれ
かからコールを自動的に接続するが、同時ではない。クラスＢの装置がＰＳ接続をオープ
ンすると、到来するＣＳドメインコールが無視される（その逆のことも言える）。最後に
、クラスＣの移動装置は、ＧＳＭネットワーク又はＧＰＲＳ／ＥＤＧＥネットワークのみ
で動作するように手動で構成されねばならない。クラスＣの移動装置は、１つのネットワ
ークに接続されるだけである。
【００１０】
　ネットワーク装置は、ページング能力及びサポートによりＮＭＯへと分類される。以下
に詳細に述べるように、ページングは、混合ネットワークにとって特殊な重要性をもって
いる。簡単に述べると、ＮＭＯ－１ネットワーク構造は、ＧＳＭ（ＣＳ）及びＧＰＲＳ／
ＥＤＧＥ（ＰＳ）ドメインの両方において装置を一緒にページングする。換言すれば、ネ
ットワークエンティティ（例えば、移動交換センター（ＭＳＣ）、ＧＰＲＳサポートノー
ド（ＧＳＮ）、等）は、ＧＳＭ及びＧＰＲＳの両ページングチャンネルにおける装置の一
貫したページングを保証するために内部ダイヤログを維持する。
【００１１】
　それとは対照的に、ＮＭＯ－２は、ＧＳＭドメインにおいてのみページングメッセージ
を送信し、ＧＰＲＳサービスは、既存のＧＳＭページングチャンネルを経てページングさ
れる。ＧＳＭネットワークエンティティは、ＧＰＲＳネットワークエンティティからＧＰ
ＲＳページを受信し、ページは、受信されると、ＧＳＭコントロールチャンネルを経て転
送される。
【００１２】
　最後に、ＮＭＯ－３の構成は、ＧＳＭネットワークとＧＰＲＳネットワークとの間のペ
ージングオペレーションを完全にデカップルする。不都合なことに、ＮＭＯ－３ネットワ
ークでは、移動装置は、ＧＳＭ及びＧＰＲＳの両ページングチャンネルを同時に監視しな
ければならない。というのは、そのいずれでもページを受信できるからである。
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【００１３】
　ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥの状況において、加入者は、非ＤＴＭ　ＮＭＯ－２ネット
ワークで動作しているクラスＢの移動装置がＣＳボイスコールを逸することがあると報告
している。更に、持続性を有するパケットデータ交換サービス（例えば、「プッシュ」デ
ータ通知、等のスタティックなＩＰアプリケーション）では、問題が著しく悪化される。
不都合にも、ＮＭＯ－２ネットワークエンティティは、既存のＧＳＭチャンネルを使用し
てページングメッセージを与えるだけであるが、クラスＢの移動装置がＧＰＲＳ／ＥＤＧ
Ｅサービスで占有されると、ＧＳＭメッセージが無視される。明らかに、ＣＳ及びＰＳド
メインオペレーションを結合するための従来のＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥ解決策は、動
作の「盲点」で悩まされている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　従って、例えば、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥネットワーク内でのページング動作のた
めの改良された解決策が要求されている。そのような改良された解決策は、ユーザの経験
に悪影響を及ぼすことなく、ＧＳＭから、ＧＰＲＳ及びＥＤＧＥネットワークを通しての
全ネットワーク移行を完全にサポートしなければならない。しかしながら、より一般的に
は、共存するネットワーク内でページングするための改良された方法及び装置が要望され
る。そのような改良された解決策は、理想的には、通常の排他的条件のもとで第１ネット
ワークから第２ネットワークへ移行することができねばならない。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、ワイヤレスネットワークにおいてページングするための改良された装置及び
方法を提供することにより前記要望を満足する。
【００１６】
　本発明の１つの態様において、ワイヤレスネットワーク内で改良されたページングを行
うための方法が開示される。一実施形態では、移動装置（mobile device）におけるサー
ビスがプライオリティ決めされ、そして移動装置又は移動装置と通信する第２ネットワー
ク内のアクティビティ又はプロセスを潜在的に妨げることなく、１つのネットワークを経
て発生されたページングメッセージを受信できるようにプライオリティ構造が適用される
。
【００１７】
　本発明の第２の態様において、ページング機能を実施するための装置が開示される。一
実施形態では、この装置は、ＧＳＭネットワークにインターフェイスされる移動セルラー
通信装置を備えている。
【００１８】
　別の実施形態では、この装置は、デジタルプロセッサと、このプロセッサとデータ通信
する一次ワイヤレスインターフェイスと、このプロセッサとデータ通信する二次ワイヤレ
スインターフェイスと、このプロセッサとデータ通信する記憶装置とを備え、この記憶装
置は、コンピュータ実行可能なインストラクションを含む。このインストラクションは、
デジタルプロセッサにより実行されたときに、一次ワイヤレスインターフェイスに結合さ
れた１つ以上のアプリケーションに少なくとも一部分基づいてアプリケーションのリスト
を生成し、アプリケーションのリストに対する二次ワイヤレスインターフェイスへのアク
セスを追加する。アプリケーションのリストの各アプリケーションに対して、インストラ
クションは、それに対応するプライオリティを指定し、１つ以上の評価事象をスケジュー
ルし、そして評価事象の間に、その指定されたプライオリティに基づいてアプリケーショ
ンのリストから１つのアプリケーションを選択して実行する。
【００１９】
　本発明の第３の態様において、コンピュータ読み取り可能な装置が開示される。一実施
形態では、この装置は、ホスト装置のプロセッサで実行されたときに、通常排他的な条件
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（例えば、回路交換及びパケット交換の同時動作）のもとで第１ネットワーク又は第２ネ
ットワークのいずれかにおいて移動装置のページングを遂行するコンピュータプログラム
が配置された記憶媒体を備えている。
【００２０】
　第２の実施形態では、そのプログラムは、ホスト装置のプロセッサにより実行されたと
きに、通信媒体へホスト装置の一次インターフェイスを結合させ、一次インターフェイス
は、少なくとも１つのエラー許容アプリケーションをサポートするものであり、一次イン
ターフェイスを保留することなくページングメッセージについて二次インターフェイスを
チェックし、そしてそれにより生じるエラーを少なくとも１つのエラー許容アプリケーシ
ョンにおいて無視することにより、１つ以上のアプリケーションにわたって優先的ページ
ング受信を遂行するように構成された複数のインストラクションを含む。
【００２１】
　１つの変形例では、ホスト装置は、ワイヤレス移動装置であり、第１インターフェイス
は、ワイヤレスインターフェイスであり、第１インターフェイス及び第２インターフェイ
スの一方は、回路交換ネットワークと通信し、そして第１インターフェイス及び第２イン
ターフェイスの他方は、パケット交換ネットワークと通信する。
【００２２】
　本発明の第４の態様において、改良されたワイヤレス通信システムが開示される。
【００２３】
　本発明の第５の態様において、上述した改良されたページング方法及び装置をベースと
してビジネスを行う方法が開示される。
【００２４】
　本発明の第６の態様において、メッセージを受信する方法が開示される。一実施形態で
は、メッセージは、一次ネットワークに接続される間に二次ネットワークを経て受信され
、一次及び二次ネットワークは、通常排他的であり、そしてこの方法は、１つ以上の評価
事象をスケジュールし、一次ネットワークと通信する１つ以上のアプリケーションをプラ
イオリティ決めし、評価事象ごとに、二次ネットワークがメッセージについてチェックさ
れねばならないかどうか決定することを含む。メッセージについてチェックされるべき評
価事象について、この方法は、更に、１つ以上のアプリケーションに関連した一次インタ
ーフェイスを経て受信された１つ以上のアプリケーションデータエレメントを無視し、そ
して二次インターフェイス上でメッセージを検出することも含む。
【００２５】
　１つの変形例において、一次ネットワークは、パケット交換型であり、そして二次ネッ
トワークは、回路交換型である。例えば、一次ネットワークは、汎用パケット無線サービ
ス（ＧＰＲＳ）ネットワークであり、そして二次ネットワークは、移動通信用のグローバ
ルシステム（ＧＳＭ）ネットワークである。二次インターフェイスへの結合は、例えば、
ＧＰＲＳ一時的ブロックフロー（ＴＢＦ）期間中、又はＧＰＲＳアイドルフレーム期間中
（例えば、成功裡なＧＰＲＳベースステーションアイデンティティコード（ＢＳＩＣ）デ
コード期間の後の）に行われる。
【００２６】
　本発明の第７の態様において、移動装置における１つ以上のアプリケーションにわたり
ページング受信を優先的にサポートするための方法が開示される。一実施形態では、移動
装置は、一次インターフェイスに結合され、一次インターフェイスは、少なくとも１つの
エラー許容アプリケーションをサポートし、そしてこの方法は、一次インターフェイスを
保留することなくページングメッセージについて二次インターフェイスをチェックし、そ
してそれにより生じたエラーを少なくとも１つのエラー許容アプリケーションにおいて無
視することを含む。
【００２７】
　１つの変形例では、少なくとも１つのページングメッセージが見つかった場合に、一次
インターフェイスが保留にされる。別の変形例では、ページングメッセージが見つからな
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かった場合に、一次インターフェイスが継続される。
【００２８】
　別の変形例では、少なくとも１つのエラー許容アプリケーションは、プライオリティ及
びサービスクオリティ（ＱｏＳ）パラメータを含み、プライオリティは、ＱｏＳパラメー
タに少なくとも一部分基づく。
【００２９】
　更に別の変形例では、一次及び二次インターフェイスは、実質的に時間整列され、そし
てこの方法は、更に、二次インターフェイスをチェックする行動に対するスケジュールを
決定することを含み、そのスケジュールは、共有時間事象に少なくとも一部分基づいてい
る。共有時間事象は、例えば、フレーム又はスロット境界を含む。
【００３０】
　本発明の第８の態様において、パケット交換及び回路交換の両ネットワークとのバーチ
ャル同時接続を与えるようにクラスＢ移動ワイヤレス装置を動作する方法が開示される。
一実施形態では、この方法は、パケット交換ネットワークの動作中における少なくとも１
つの機会を識別し、そしてその少なくとも１つの機会の間にのみ回路交換ネットワークに
関連したページングチャンネルをデコードすることを含む。
【００３１】
　１つの変形例において、この方法は、更に、ページングチャンネルを経て送られる１つ
以上のページングメッセージを得るためにパケット交換ネットワークに関連したアプリケ
ーションの動作を保留又は中断しないことを含む。
【００３２】
　本発明の他の特徴及び効果は、添付図面及び例示的実施形態の以下の詳細な説明を参照
することにより当業者に直ちに認識されよう。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の一実施形態に有用な移動交換センター（ＭＳＣ）、サービングＧＰＲＳ
サポートノード（ＳＧＳＮ）、並びに多数のベースステーション及び移動装置を備えたＧ
ＳＭ／ＧＰＲＳネットワークのグラフィック表示である。
【図２】本発明の一実施形態に有用なＧＰＲＳパケットデータトラフィックチャンネル（
ＰＤＴＣＨ）と時間整列したページングチャンネル（ＰＣＨ）を含むＧＳＭチャンネル構
造の短縮部分のグラフィック表示である。
【図３】本発明の一実施形態により、ＧＰＲＳデータチャンネルに接続される間にクラス
Ｂ移動装置によるＧＳＭページングチャンネル通知受信を可能にするための改良された方
法の１つの特定の具現化を示す論理フローチャートである。
【図４】本発明の一実施形態により、アプリケーションの相対的な重要性をランク付けす
る１つの例示的なプライオリティテーブルである。
【図５】本発明により、ページング通知について多数のネットワークを監視するための一
般化されたプロセスの一実施形態の論理フローチャートである。
【図６】本発明により構成されたクライアント装置（例えば、移動セルラー装置）の一実
施形態のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　全体にわたり同様の部分が同じ番号で示された添付図面を参照する。
【００３５】
（概略）
　１つの態様において、本発明は、通常排他的な条件のもとで第１ネットワーク又は第２
ネットワークのいずれかで第１の装置をページングするための方法及び装置を提供する。
１つの例示的な実施形態では、本発明は、クラスＢの移動装置（mobile device）が、Ｇ
ＰＲＳネットワーク（パケット交換）に接続されたままである間に、ＧＳＭネットワーク
（回路交換）からページを受け取ることができるようにする。回路交換及びパケット交換
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ネットワークの性質は、単一のインターフェイスに対して通常排他的であり、即ち、装置
は、同じインターフェイスにおいて回路交換及びパケット交換プロトコルを同時に使用す
ることはできない。しかしながら、本発明の態様では、クラスＢの移動装置は、好都合に
も、同じ無線インターフェイスを使用してＧＳＭ回路交換ネットワークのページングチャ
ンネルを監視しながら、ＧＰＲＳパケット交換ネットワークで動作することができる。
【００３６】
　本発明の１つの具現化において、装置は、現在実行中のアプリケーションに対してプラ
イオリティのリストを発生する。従って、装置が多数の比較的プライオリティの低いタス
クを有するときに、装置は、二次ネットワークのページングアクセスに注意を転じること
ができる。従って、以下に詳細に述べるように、クラスＢの移動装置は、ＧＰＲＳアイド
ル周期中にＧＰＳページングチャンネルアクセスを受け取ることができる。
【００３７】
　本発明の別の態様において、装置は、二次ネットワークにおいてページを受け取るため
に、１つ以上の現在アプリケーションにより使用されるリソースを「徴用(commandeer)」
することができる。ほとんどのデータアプリケーションは、ある程度のデータロスを既に
許容するか、或いは又、データアプリケーションは、装置にとって特に有用でないことが
ある。そのようなデータアプリケーションを意図的に無視することにより、装置は、その
注意を別のネットワークの監視に転じることができる。従って、別の例では、クラスＢの
移動装置は、他のエラー許容アプリケーション（ウェブブラウジング又はバックグランド
タスクのような）に代わって、ＧＳＭページングチャンネルアクセスを受けることができ
る。
【００３８】
（例示的な実施形態の詳細な説明）
　本発明の例示的実施形態を詳細に説明する。この実施形態は、主として、ＧＳＭ、ＧＰ
ＲＳ／ＥＤＧＥ混合セルラーネットワークのページングメカニズムに関して説明するが、
当業者であれば、本発明はこれに限定されないことが明らかであろう。実際に、本発明の
種々の態様は、これに限定されないが、アドホックネットワーク及びピアツーピアワイヤ
レスネットワークを含むここに述べる多数のページングメカニズムの同時動作から利益が
得られるワイヤレスネットワーク（セルラーであるかその他であるかに関わらず）に有用
である。
【００３９】
　図１は、本発明の種々の実施形態に有用な１つの例示的なセルラーネットワーク１００
を示す。セルラー無線システムは、ベースステーション（ＢＴＳ）１０２のネットワーク
を備え、その各々は、移動装置１０４のための「セル」内に無線カバレージを与える。セ
ルのネットワークは、１つ以上のネットワークエンティティにより管理される。２つのネ
ットワークエンティティ、即ち第１のＧＳＭ移動交換センター（ＭＳＣ）１０６及びサー
ビングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）１０８が示されている。図示されたように、
ＭＳＣ及びＳＧＳＮは、同じＢＴＳ又は専用のＢＴＳを使用して移動装置と通信する。
【００４０】
　ＧＰＲＳ及びＧＳＭは、周波数分割デュープレックス（ＦＤＤ）及びＴＤＭＡ（時分割
多重アクセス）の組み合わせに基づき同じ無線アクセス方法を使用する。ＦＤＤ動作は、
一対のアップリンク（ＵＬ）及びダウンリンク（ＤＬ）周波数帯域を各ユーザに与える。
ＧＳＭ／ＧＰＲＳ内では、ＵＬ／ＤＬ周波数帯域は、アップリンクシグナリングについて
１つそしてダウンリンクシグナリングについて１つの、一対の物理的無線キャリアを指定
するＡＲＦＣＮ（絶対高周波チャンネル番号）によって特定される。更に、ＵＬ／ＤＬ周
波数帯域の各々は、ＴＤＭＡ動作のために時間的に分離される。ＴＤＭＡシステムは、無
線チャンネルをタイムスロットに分割する。各ユーザにはタイムスロットが指定される。
これは、複数のユーザが同じ高周波チャンネルを共用できるようにする。
【００４１】
（ページングメカニズム）
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　多数のワイヤレス無線通信システムにはページングメカニズムが使用される。ページン
グメカニズムは、ワイヤレス装置が、とりわけ、無線リソースを解放して、電力消費を最
小にするか又はリソースを他のタスクに向けることができるようにする。ページングは、
一般的に、２つのタイプのモード、即ち「接続」モード及び「非接続」又は「アイドル」
モードにより特徴付けされる。アイドルモードでは、ワイヤレス装置は、ページングチャ
ンネルを周期的に監視するが、その他は、インアクティブのままである。ワイヤレス装置
は、ページングチャンネルメッセージを受信すると、「ウェイクアップ」して応答する。
接続又はアクティブモードでは、ワイヤレス装置は、接続が終了されるか又は保留される
まで別の装置とアクティブに通信する。種々の技術で、接続及びアイドルモードを種々の
他のサブ状態へ更に細分化することができる。
【００４２】
　ＧＳＭ移動ネットワークでは、移動ターミナルがＣＣＣＨ（共通コントロールチャンネ
ル）を経てページングされる。ＣＣＣＨは、物理的なブロードキャストコントロールチャ
ンネル（ＢＣＣＨ）を経て論理的チャンネルとして搬送される。ＢＣＣＨは、ＧＳＭセル
ラーネットワークに使用されるポイント対マルチポイントの単一方向性（ダウンリンク）
無線チャンネルである。ＢＣＣＨを含むＧＳＭ　ＡＲＦＣＮは、「ビーコン」チャンネル
として指定され、フルパワーで連続的に送信することが要求される。ＣＣＣＨチャンネル
は、ベースステーションと移動ターミナルとの間の通信リンクを設定するのに使用される
。ＣＣＣＨは、移動装置のためのページング要求及びチャンネル指定メッセージを搬送す
る。ＣＣＣＨは、更に、ページングチャンネル（ＰＣＨ）及びアクセス許可チャンネル（
ＡＧＣＨ）に分割される。アイドル移動装置は、ネットワークからのＰＣＨサービス通知
についてＣＣＣＨを監視する。
【００４３】
　あるＧＰＲＳネットワークは、ＢＣＣＨ（ＣＣＣＨ）に加えて、ページングのための付
加的な物理チャンネルをサポートする。パケット共通コントロールチャンネル（ＰＣＣＣ
Ｈ）は、ＧＰＲＳネットワーク特有の物理的チャンネルである。ＧＰＲＳセルは、ＰＣＣ
ＣＨを与える必要がない。セルがＰＣＣＣＨチャンネルを有していない場合には、そのセ
ルのベースステーションが、（ＢＣＣＨにおいて送信された）既存のＣＣＣＨチャンネル
を経てＧＰＲＳチャンネルをページングする。
【００４４】
　ネットワークオペレーションモード（ＮＭＯ）の前記説明を参照すると、ＣＣＣＨ及び
ＰＣＣＣＨの一貫したページングメッセージをサポートするネットワークは、ＮＭＯ－１
として分離される。ＧＳＭ及びＧＰＲＳの両方に対するページングメカニズムが共存する
ことで、移動装置は、動作状態に関わりなく、ＧＳＭ又はＧＰＲＳのためのページングメ
ッセージを受信することができる。例えば、ＧＰＲＳパケットデータコール中に、移動装
置は、ＣＣＣＨ又はＰＣＣＣＨのいずれかを経てＧＳＭボイスコールを受信することがで
きる。ＧＳＭとＧＰＲＳとの間の一貫したページングは、偶発的に欠落するページがない
ことを保証する。
【００４５】
　他方、ＮＭＯ－３ネットワークは、ＣＣＣＨを通してＧＳＭパージングを、又はＰＣＣ
ＣＨを通してＧＰＲＳページングを、一度に１つだけ、受信することができる。ＣＣＣＨ
及びＰＣＣＣＨは、一貫したものではない（即ち、ページングメッセージが共用されない
）ので、あいまいさは存在しない。移動装置は、ＰＣＣＣＨからＧＰＲＳページを受信す
るか、又はＣＣＣＨからＧＳＭページを受信するだけである。
【００４６】
　ＮＭＯ－１及びＮＭＯ－３とは対照的に、ＮＭＯ－２ネットワークは、クラスＢ装置の
ページを潜在的にドロップさせることがある。ＮＭＯ－２ネットワークは、ＧＳＭインフ
ラストラクチャー（例えば、ＣＣＣＨ）を経てＧＰＲＳページを与える。装置は、ＧＳＭ
ＣＣＣＨを経てＧＰＲＳページに応答した後に、専用のＧＰＲＳパケットデータトラフィ
ックチャンネル（ＰＤＴＣＨ）へ移動して、データサービスを消費する。しかしながら、



(11) JP 5624626 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

不都合なことに、クラスＢ装置は、所与の時間にＧＰＲＳ又はＧＳＭのいずれかのコール
しかサポートできない。従って、クラスＢ装置がＧＰＲＳコールの際にＮＭＯ－２ネット
ワークに接続されると、ＧＳＭページングチャンネルは、もはや監視されない。従って、
将来のページング通知（ＣＣＣＨにおける）は、従来の装置では完全に無視される。
【００４７】
　従来、データ使用は、散発的で、比較的短時間に多量の帯域巾を使用するものである。
しかしながら、近年では、帯域巾使用効率が良いために、パケットベースのデータ使用モ
デルが次第に普及してきている。低帯域巾、一定又はほぼ一定データレートのアプリケー
ション（例えば、プッシュｅ－メール、持続的ＩＰ接続、等）に対するパケットデータの
使用が着実に増加している。従って、ＰＳデータの接続長さが増加し続けるにつれて、Ｇ
ＰＲＳデータ接続の時間巾も増加している。ＧＰＲＳデータ接続の時間巾が長いほど、１
つ以上のＧＳＭページが欠落する確率も高くなる。
【００４８】
（動作例）
　図２を参照すれば、１つの例示的なＧＰＲＳ　ＰＤＴＣＨ２０２及び１つの例示的なＧ
ＳＭ　ＢＣＣＨ２０４が時間ドメインにおいて示されている。図示されたように、ＧＳＭ
コントロールマルチフレーム２０２は、５１のフレームを含み、そして合計で２３５．４
ｍｓの時間巾を有する。コントロールマルチフレームは、更に、時間的にスケジュールさ
れる論理的チャンネルへと細分化される。そのような１つの論理的チャンネルは、多数の
ページングチャンネルを含む多数の更に別のサブチャンネルより成る共通のコントロール
チャンネルである。各ページングチャンネル（ＰＣＨ）は、長さがタイムスロット４個分
である。ＧＳＭチャンネル構造に関する他の詳細は、参考としてここにそのまま援用する
広く出版されているＧＳＭ規格３ＧＰＰ　ＴＳ　０５．０３：“Channel coding”に説明
されている。更に、全体にわたって使用される（フレーム長さ、時間巾、数、等の）実施
特有量に関する詳細は、明瞭化及び例示のために与えられたもので、本発明を実施するの
に必要なものではないことが明らかである。
【００４９】
　又、１つのＧＰＲＳ　ＰＤＴＣＨフレーム構造も図２に示されている。上述したように
、ＧＰＲＳフレーム構造は、既存のＧＳＭフレーム構造の上に構築され、無線チャンネル
の特徴が２つの技術間に共有される（例えば、ＧＳＭ及びＧＰＲＳは、同じスロット及び
フレームタイミング、並びに電力制約を共有する）。従って、ＰＤＴＣＨ動作の間に、Ｇ
ＰＲＳデータの４つのタイムスロットは、ＧＳＭ　ＰＣＨと同じ時間巾を有する。２つの
チャンネル間の整列は、完全でないことがある。というのは、送信距離の変化、等のため
に、ある程度の時間シフトが存在するからである。時間シフトの修正は、ＧＳＭ／ＧＰＲ
Ｓ／ＥＤＧＥセルラーネットワークのアーティファクトであり、その解決策は、適用分野
で良く知られている。
【００５０】
　本発明の一実施形態において、移動装置は、ＧＰＲＳ　ＰＤＴＣＨとＧＳＭ　ＰＣＨ（
これは、ＢＣＣＨのＣＣＣＨ内で送信される）との間の整列を決定し、次いで、１つ以上
のアプリケーション事柄に基づいて、移動装置は、回路交換（ＣＳ）ページングデコード
周期を識別する。ＣＳページングデコード周期の間に、移動装置は、その現在アプリケー
ションプライオリティを識別する。アプリケーションプライオリティが、プライオリティ
の高いものでない場合には、移動装置は、ＧＳＭ　ＢＣＣＨに同調し、ＰＣＨバーストを
デコードする。ＧＳＭ　ＰＣＨデコード中に、あるデータが失われることがある。従って
、プライオリティ決めステップは、移動装置がロッシーＧＰＲＳデータ受信とＧＳＭボイ
スコール受信との間でトレードオフできるようにする。
【００５１】
　本発明の１つの態様において、移動装置及び現在ＧＰＲＳネットワークは、ＧＳＭペー
ジングチャンネルをデコードするための進行中のＧＰＲＳデータ転送を保留することはし
ない。本発明の第２の態様では、移動装置は、ＧＳＭページング受信を含めて異なるサー
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ビスをプライオリティ決めする。従って、例えば、ユーザは、異なるクオリティサービス
（ＱｏＳ）要件を各々伴う異なるパケット交換サービスを有する。あるサービスは、遅延
に不感である（又はウェブブラウジングのようなバックグランドクラス）。他のアプリケ
ーションは、遅延感知である（例えば、ストリーミングビデオ又はオーディオ）。従って
、本発明の１つのそのような実施例では、ウェブブラウジングは、回路交換ＧＳＭページ
ングメッセージの収集より低いプライオリティが与えられ、一方、ストリーミングビデオ
又はオーディオは、ＧＳＭページの収集より高いプライオリティが与えられる。
【００５２】
　図３は、（ここでは、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥネットワークで動作する）本発明の
移動装置の実施特有のページングチャンネルメカニズムを更に示すプロセス図である。ス
テップ３０２において、移動装置は、ＧＳＭネットワークに対するページングブロックを
計算する（各加入者のページングブロックが「国際移動加入者識別（ＩＭＳＩ）」から計
算される）。図示されたように、ＢＳ＿ＰＡ＿ＭＦＲＭＳパラメータは、ＰＣＨサブチャ
ンネルページングデコーディングの周期性を定義する。その値は、ＢＣＣＨを経てブロー
ドキャストされ、そして２から９の範囲である。例えば、その値が９に等しい場合には、
ＭＳは、ページングサイクルごとにそのページングサブチャンネルをデコードする。
【００５３】
　ステップ３０４において、移動装置は、そのＧＰＲＳセッション管理（ＳＭ）状態マシ
ンをチェックする。移動装置が進行中のセッションを有する場合には、移動装置は、本発
明によりそのページング動作を調整するように進む。或いは又、装置がアクティブなＧＰ
ＲＳセッションを有していない場合には、移動装置は、レガシーＮＭＯ－２ページングを
実行する。他の実施形態では、後続ステップへの移行が、ＧＰＲＳコールの開始によりト
リガーされる（即ち、ステップ３０４は、セッションのエントリー／退出によりトリガー
される）。
【００５４】
　後続ステップの各々は、ＧＰＲＳ実施特有の詳細に基づく。これらの説明は、以下に述
べる一般的な方法及び装置を明瞭化する上で役立つと考えられる（本書のどこかに現れる
「方法」及び「例示的装置」の説明を参照）。以下に詳細に述べるように、一実施形態に
おける本発明の移動装置は、ＧＳＭ　ＰＣＨをデコードするための過少利用又はアイドル
周期を「徴用(commandeer)」する。従って、過少利用又はアイドル周期は、他のプロトコ
ル又はシステムについて異なることが明らかである。
【００５５】
　ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥネットワーク内には、２つの潜在的に過少利用の周期、即
ち（ｉ）一時的ブロックフロー（ＴＢＦ）及び（ii）アイドル、がある。
【００５６】
　一時的ブロックフロー（ＴＢＦ）は、典型的に、（例えば、インターネットプロトコル
（ＩＰ）データグラム、等に対する）一方向性データを送信するのに使用される。不都合
なことに、ＴＢＦ接続の開閉は、著しい時間を要する（数百ミリ秒程度）。従って、本発
明の一実施形態では、移動装置は、欠落ＴＢＦの影響を最小にするためにその現在実行中
のアプリケーションを知性的に管理する。典型的なＮＭＯ－２動作とは異なり、移動装置
は、ＰＣＨデコーディングの前にＧＰＲＳネットワーク動作（例えば、ＴＢＦ保留、等）
を保留せず、従って、ＴＢＦ周期中に送信されるＧＰＲＳデータが欠落する。ＧＰＲSデ
ータパケットの潜在的なロスのため、移動装置は、ＣＳページングデコーディングを既知
のアプリケーションに基づいてプライオリティ決めし、或いは移動装置は、回復可能なデ
ータロス、等に依存するか又はそれを計画する。
【００５７】
　アイドル周期は、一般的に、近傍のベースステーションのＢＳＩＣ（ベースステーショ
ンアイデンティティコード）をデコードしてハンドオーバーを容易にするために移動ステ
ーションにより使用される。これは、比較的重要度の低いタスクであり、移動装置が近傍
のベースステーションのレコードをいったんもつと、アイドル周期は、著しく過少利用と
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なる。これらの周期は、ＰＣＨデコーディングに使用することができる。
【００５８】
　図３に戻ると、ステップ３０６において、移動装置は、一時的ブロックフロー（ＴＢＦ
）が、（ステップ３０２で計算された）その予想ＧＳＭ　ＰＣＨスケジュールに重畳する
かどうか決定する。ＴＢＦが重畳する場合には、ＧＰＲＳネットワークの次のマルチフレ
ームのタイムスロットが移動装置に割り当てられる。従って、その到来する短いＴＢＦイ
ンターバル中に、移動装置は、潜在的なデータロスを受け容れようとする場合には、ＧＳ
Ｍ　ＰＣＨを自由にチェックする（ステップ３０８を参照）。しかしながら、一時的ブロ
ックフロー（ＴＢＦ）が、ＧＳＭ　ＰＣＨスケジュールに重畳しない場合には、移動装置
は、アイドルタイムスロット中にＰＣＨをデコードしなければならない（各々ステップ３
２０及びステップ３３０を参照）。
【００５９】
　ステップ３０８において、移動装置は、プライオリティテーブル又は他のそのようなデ
ータ構造を参照して、徴用された到来するＴＢＦインターバルの適当な使用を決定する。
図４は、そのようなプライオリティテーブルの１つの実施例を示す。ＣＳページングデコ
ードが、現在のＳＡＰＩ（サービスアクセスポイント識別子）より高いプライオリティを
有する場合には、次のページングサイクル中に、ＰＣＨがデコードされる（３１０）。図
４の例示的なテーブルにおいて、「プッシュ」タイプのｅ－メールサービスは、ＧＳＭ　
ＰＣＨデコードより高くプライオリティ決めされ、一方、それよりプライオリティの低い
他のタスク、例えば、ＨＴＴＰ及びＳＭＴＰは、それに従属される。しかしながら、順序
又はプライオリティは、図示されたものから変化してもよく、実際には、ユーザ入力や、
親ネットワークからのコマンドを経て（例えば、ベースステーション、等を経て）動的に
変化してもよいことが明らかである。ここに示す実施形態では、移動装置は、ステップ３
２０及び３３０において完全なＧＰＲＳ　ＴＢＦ保留を要求せずにＧＳＭ　ＰＣＨをデコ
ードできるかどうか決定する。一時的ブロックフロー（ＴＢＦ）がＧＳＭ　ＰＣＨスケジ
ュールに重畳しない場合には、ステップ３２０において、移動装置は、ＧＳＭ　ＰＣＨバ
ーストがＧＰＲＳフレームのアイドルフレームに整列されるかどうか決定する。ＧＰＲＳ
フレーム構造の第２６番目のフレームは、（例えば、ハンドオーバー、等に対する）上述
した隣接セル測定のために、常にアイドルである。移動装置が近傍セルの最新の情報を有
するか、又はそのような情報を必要としない（例えば、ハンドオーバーに関心がない、等
の）場合、及びアイドルフレーム及びＰＣＨバーストがこれらのタイムスロットにおいて
重畳する場合には、移動装置は、ＧＳＭページングデコードを迅速に遂行する。
【００６０】
　最後に、移動装置は、ＧＰＲＳフレーム内のアイドルフレーム中にＧＳＭ　ＰＣＨフレ
ームがスケジュールされるかどうか決定する（ステップ３３０）。例えば、ＧＰＲＳアッ
プリンク及びダウンリンクアクセスに対してタイムスロット１及び７に指定された移動装
置について考えると、他の全てのタイムスロットにおいて、装置はアイドルである。従っ
て、タイムスロット２ないし６は、これらタイムスロットにおいてＰＣＨバーストが重畳
する場合にＧＳＭページングデコードのために使用される。
【００６１】
　ステップ３４０において、ＧＳＭ　ＰＣＨチャンネルが移動装置のためのページを有す
る場合には、ステップ３５０においてＧＰＲＳデータリンクが保留され（ＴＢＦ保留）、
そして回路交換ＧＳＭコールが確立される。
【００６２】
　上述したように、以上の説明は、主として、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥネットワーク
技術及び特徴をベースとするものである。従って、本発明の１つ以上の態様を具現化する
ための一般的な方法及び装置について以下に述べる。
【００６３】
（方法）
　図５を参照して、一次ネットワークインターフェイスの現在アプリケーションロードに
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少なくとも一部分基づいて二次ネットワークインターフェイスのためのページングチャン
ネル受信を行う一般的な方法５００の例示的実施形態を説明する。本発明の１つの態様に
おいて、二次ネットワークのページングチャンネルは、一次ネットワークにおける凪又は
比較的重要度の低い期間中にのみデコードされ、従って、非常にプライオリティの高いア
プリケーションは、二次ページングチャンネルデコードディングの先を越すものである。
対照的に、プライオリティの低い一次ネットワークデータアクティビティは、二次ネット
ワークページングメッセージを収集するために簡単に外される。以下の方法は、第１又は
一次ネットワークに接続される第１装置を参照する。その後、第１装置は、第２又は二次
ネットワークのページングメッセージをデコードする。
【００６４】
　更に、以下の説明は、主として、回路交換型の二次ネットワーク及びパケット交換型の
一次ネットワークを参照して述べるが、本発明は、一次ドメインと二次ドメインとの間に
整合が存在しない通信システムにも適用できる。例えば、ＬＴＥ－ＣＤＭＡのような将来
の技術は、互換性のない多数のモードを一緒に混合することができる。更に、本発明を実
施するのにワイヤレス動作は要求されず、本発明は、同じ物理的媒体を経て排他的ワイヤ
ライン技術を結合するときにも特に使用できることが明らかであろう。
【００６５】
　方法５００のステップ５０２において、第１装置は、一次ネットワークに接続される。
一実施形態において、第１装置は、一次ネットワークとの１つ以上のアクティブなセッシ
ョンをオープンする。又、第１装置は、近傍のネットワークの識別も行う。ある変形例で
は、一次ネットワークは、近傍のネットワークとある程度互換性がある。他の変形例では
、一次及び近傍のネットワークは、全く関係がない。
【００６６】
　一実施形態において、第１装置は、近傍のネットワークから１つ以上の二次ネットワー
クを識別し、第１装置は、例えば、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥイネーブル型クライアン
トであり、一次ネットワークは、ＧＰＲＳネットワークであり、そして二次ネットワーク
は、ＧＳＭネットワークである。更に、そのような１つの変形例では、イネーブル型クラ
イアントは、クラスＢのＧＳＭ／ＧＰＲＳ／ＥＤＧＥクライアントであり、そして一次ネ
ットワークは、ＮＭＯ－２準拠の動作を経て、ＧＳＭ無線アクセスネットワークを使用し
てＧＰＲＳ　ＳＧＳＮにより管理される。
【００６７】
　ステップ５０４において、第１装置は、一次ネットワークで実行されている現在アプリ
ケーションプライオリティのリストを識別し維持する。一実施形態では、第１装置は、第
２ネットワークにメッセージを得るために、第１ネットワークからのメッセージを選択的
に欠落しようとする。例えば、パケット交換ＧＰＲＳに接続された移動装置では、回路交
換ＧＳＭページを受信するために、プライオリティの低いメッセージを欠落するよう接続
が選択的に行われる。又、本発明は、あるＧＰＲＳデータサービスが他のものより一時的
なデータロスに対して弾力性があり、そしてこの知識を使用して、システムの動作を適宜
に最適化できることも予期している。
【００６８】
　一実施形態では、各セッション又はその分離可能なサブ区分は、相対的な重要性があり
、そして関連サービスクオリティのパケット交換データサービスは、例えば、第１次元で
は無線リンク又は実行中のアプリケーションに対するそれらの重要性に基づいて分類され
ると共に、第２次元では欠落データに対するそれらの弾力性に基づいて分類される。その
ような弾力性は、例えば、エラー修正、許容できる待ち時間、受け容れられるロス、等の
程度で測定される。
【００６９】
　本発明の１つの態様において、一次ネットワークで実行される各アプリケーションには
プライオリティが指定される。そのような１つの具現化において、周辺の二次ページング
チャンネルアクセスのためのタスクには、一次ネットワークアプリケーションに対するプ
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ライオリティが指定される。第１装置によるプライオリティの指定は、第１装置が、二次
ページングアクセスの受信を調整できるようにし、それにより、一次ネットワークに対す
るそのような周辺受信の影響を最小にする。同様に、プライオリティ決めは、二次ページ
ングアクセスが第１ネットワークの比較的低い利用性に勝つことができるようにする。１
つの変形例では、プライオリティの指定は、アプリケーションタイプ（例えば、ＨＴＴＰ
、ＳＭＴＰ、ストリーミング、等）のスタティックなメトリックに基づいて行われる。他
の変形例では、プライオリティの指定は、動的な調整に基づいて行われる。
【００７０】
　ステップ５０６において、第１装置は、周辺の二次ネットワークページングアクセスを
スケジューリングする。一実施形態では、第１装置は、第１ネットワークと第２ネットワ
ークとの間の既存の関係に基づいてスケジュールを導出する。例えば、ＧＳＭ／ＧＰＲＳ
ネットワークでは、ＧＳＭネットワークは、ＧＰＲＳネットワークに対して同一のタイミ
ングを有し、移動装置は、タイミングシフトを補償して、適切なページングチャンネルを
導出するだけでよい。しかしながら、他のネットワークでは、既存の関係はない。そのよ
うな非整合ネットワークを分析することで、周辺アクセスにおいて欠落となるパケット、
フレーム、データ、等の数の推定値を生じることができる。この推定値に基づいて、第１
装置は、周辺ネットワークアクセスを適当にスケジュールすることができる。
【００７１】
　更に、他の実施形態では、スケジュールは、他の事柄によって影響を受ける。例えば、
第１装置は、二次ネットワークのページングアクセスデコーディングの試みを食い違わせ
ようとする。そのような食い違いは、他の装置の事柄、例えば、電力消費、処理負担、ア
プリケーション要件、ユーザの「経験」（例えば、認知できる待ち時間を含む）、等に基
づく。
【００７２】
　ステップ５０８において、スケジュールされた周辺二次ネットワークアクセスがトリガ
ーされると、第１装置は、適当にプライオリティ決めされたアクションを決定する。二次
ネットワークアクセスが他の現在アクションより高いプライオリティを有する場合には、
第１装置は、ステップ５１０へ進む。さもなければ、他の一次ネットワークアクティビテ
ィがより重要である場合には、第１装置は、適当なアクション５０８Ａを実行し、そして
次にスケジュールされた周辺事象を待機する。
【００７３】
　一実施形態では、第１装置は、ステップ５０４で発生されたプライオリティ決めスケジ
ュールを調べて、適当なアクションを決定する。プライオリティは、異なる解決策に基づ
いて、例えば、各スケジュールされた繰り返しの後に更新されてもよい。例えば、あるケ
ースでは、低プライオリティタスクのプライオリティを高くして、少なくとも何回か行う
ようにする必要がある。他の変形例では、プライオリティは、スタティックであり、変化
しない。
【００７４】
　更に別の変形例では、例えば、（低ビットレートストリーミングデータのような）アイ
ソクロナスアプリケーションに幾つかの他の事柄が存在し、所与の時間フレームにおいて
データを送信しなければならない。しかしながら、時間フレームにおいていつデータを送
信するかについての要求がない（即ち、インターバル内に入る限り、インターバル内で早
く送られても遅く送られても等しく良好である）。
【００７５】
　ステップ５１０において、第１装置が二次ネットワークにおいてページングメッセージ
を検出する場合に、第１装置は、一次ネットワークの動作を保留し、そして二次ネットワ
ークのページにサービスする。他の具現化では、第１装置は、ページに選択的に応答する
。更に別の解決策では、第１装置は、一次ネットワークの動作を保留せずにページに応答
することができる（即ち、より多くのデータが途中で脱落するのを許す）。例示的な実施
形態では、ＧＳＭページが保留中であることを決定するクラスＢ装置は、ＴＢＦ保留メッ
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セージをＧＰＲＳ　ＳＧＳＮへ送信し、それにより、更に別のＧＰＲＳサービスを停止さ
せる。
【００７６】
（例示的な移動装置）
　図６を参照し、本発明の方法を具現化するのに有用な例示的な装置６００について説明
する。
【００７７】
　この装置６００は、１つ以上の基板６０４にマウントされたデジタル信号プロセッサ、
マイクロプロセッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ、又は複数の処理コンポー
ネントのようなプロセッササブシステム６０２を備えている。又、この処理サブシステム
は、内部キャッシュメモリも備えている。処理サブシステム６０２は、例えば、ＳＲＡＭ
、フラッシュ及びＳＤＲＡＭコンポーネントを含むメモリより成るメモリサブシステム６
０６に接続される。このメモリサブシステムは、良く知られたように、データアクセスを
容易にするために１つ以上のＤＭＡタイプハードウェアで実施される。
【００７８】
　無線／モデムサブシステム６０８は、一般的に、デジタル基本帯域、アナログ基本帯域
、ＴＸフロントエンド及びＲＸフロントエンドを備えている。装置６００は、更に、アン
テナアッセンブリ６１０も備え、選択コンポーネントは、特定の周波数レンジ又は指定の
タイムスロットに対する種々のアンテナ動作モードを可能にするための複数のスイッチを
含む。本開示が与えられると、当業者に明らかなように、ある実施形態では、あるコンポ
ーネントを除去してもよいし、さもなければ、互いに合体してもよい（３ＧデジタルＲＦ
に使用されるタイプの、結合されたＲＦ　ＲＸ、ＲＦ　ＴＸ及びＡＢＢのような）。
【００７９】
　ここに例示する電源管理サブシステム（ＰＭＳ）６１２は、装置に電力を供給し、そし
て集積回路及び／又は複数の個別の電気的コンポーネントを含む。装置の１つの例示的な
ポータブル移動装置では、電源管理サブシステム６１２は、バッテリとインターフェイス
する。
【００８０】
　この装置のある実施形態では、ユーザインターフェイスシステム６１４が設けられる。
ユーザインターフェイスは、キーパッド、タッチスクリーン又は「マルチタッチ」スクリ
ーン、ＬＣＤディスプレイ、バックライト、スピーカ、及びマイクロホンを含む多数の良
く知られたＩ／Ｏを含むが、これに限定されない。しかしながら、ある用途では、これら
コンポーネントの１つ以上が省かれてもよいことが認識される。例えば、ＰＣＭＣＩＡカ
ードタイプの移動装置実施形態は、ユーザインターフェイスがなくてもよい（それらが、
物理的及び／又は電気的に結合された装置のユーザインターフェイスに便乗できるからで
ある）。
【００８１】
　図６の装置は、更に、任意の付加的な周辺装置も備え、これは、１つ以上のＧＰＳトラ
ンシーバ、又はネットワークインターフェイス、例えば、ＩｒＤＡポート、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ（登録商標）トランシーバ、Ｗｉ－Ｆｉ（ＩＥＥＥ規格８０２．１１）トランシー
バ、ＷｉＭＡＸ（ＩＥＥＥ規格８０２．１６ｅ）トランシーバ、ＵＳＢ（例えば、ＵＳＢ
２．０、ＵＳＢ３．０、ワイヤレスＵＳＢ、等）、Ｆｉｒｅｗｉｒｅ、等を含むが、これ
に限定されない。しかしながら、これらのコンポーネントは、本発明の原理による装置６
００の動作には必ずしも要求されないことが認識される。
【００８２】
（ビジネス方法及びルール）
　以上の装置及び方法は、実現可能で、且つ種々のビジネスモデルに容易に適応されるこ
とが認識される。
【００８３】
　１つのそのようなビジネスパラダイムにおいて、適当にイネーブルされたユーザ装置は
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クの既存のページングチャンネルを効率的に監視し、それにより、知覚される全体的な経
験のクオリティを高める。レガシー装置は、一度に１つのネットワークからページを効率
的に受信できるだけであるが、本発明による装置は、複数のネットワークの動作に素早く
またがることができる。前記解決策は、非常に効率的であり、又、移動装置による電力消
費を著しく改善し、それにより、バッテリ寿命を延長し、ひいては、ユーザ経験を伸ばす
ことができる。そのため、そのような装置は、ネットワークオペレータ又は製造者により
「アップグレード」又は「プレミアム」装置として提供され、そしてより高い価格及び／
又は契約料金で売ることができる。或いは又、それらを、ネットワークオペレータにより
既存の加入者に、それらの契約に関連した期間及び／又はサービスの延長と引き換えに、
報奨として与えてもよい。
【００８４】
　本開示が与えられれば、ページングチャンネル回復を具現化する他の多数のスキーム、
及びそれを利用するビジネス方法が当業者によって認識されよう。
【００８５】
　本発明の幾つかの態様を方法ステップの特定シーケンスに関して説明したが、これらの
説明は、本発明の広い方法を単に例示するものに過ぎず、特定の用途で要求されるように
変更できることが認識される。あるステップは、ある環境のもとでは不要とされ又は任意
とされる。更に、ここに開示された実施形態に幾つかのステップ又は機能を追加すること
もできるし、或いは２つ以上のステップの実行順序を入れ替えることもできる。このよう
な変更は、全て、特許請求の範囲内に包含されると考えられる。
【００８６】
　本発明の新規な特徴を種々の実施形態に適用して、以上に詳細に説明したが、当業者で
あれば、本発明から逸脱せずに、ここに示す装置又はプロセスの形態及び細部に種々の省
略、置き換え及び変更がなされ得ることが理解されよう。又、以上の説明は、本発明を実
施するのに現在意図された最良の態様である。この説明は、これに限定されるものではな
く、本発明の一般的な原理を例示するに過ぎない。本発明の範囲は、特許請求の範囲に基
づいて決定されるべきである。
【符号の説明】
【００８７】
　１００：セルラーネットワーク
　１０２：ベースステーション（ＢＴＳ）
　１０４：移動装置（mobile device）
　１０６：移動交換センター（ＭＳＣ）
　１０８：サービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）
　６００：装置
　６０２：プロセッササブシステム
　６０４：基板
　６０６：メモリサブシステム
　６０８：無線／モデムサブシステム
　６１０：アンテナアッセンブリ
　６１２：電源管理サブシステム



(18) JP 5624626 B2 2014.11.12

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(19) JP 5624626 B2 2014.11.12

【図５】 【図６】



(20) JP 5624626 B2 2014.11.12

10

20

30

フロントページの続き

(74)代理人  100121979
            弁理士　岩崎　吉信
(72)発明者  ラマサミー　ヴェンカタスブラマニアン
            アメリカ合衆国　９５０１４　カリフォルニア州　クパチーノ　インフィニット　ループ　１　メ
            ール　ストップ　３５－２エムピー
(72)発明者  デイヴァシガマニ　ギリ　プラサド
            アメリカ合衆国　９５０１４　カリフォルニア州　クパチーノ　インフィニット　ループ　１
(72)発明者  ヴァスデヴァン　スリニヴァサン
            アメリカ合衆国　９５０１４　カリフォルニア州　クパチーノ　インフィニット　ループ　１
(72)発明者  ナラン　モヒト
            アメリカ合衆国　９５０１４　カリフォルニア州　クパチーノ　インフィニット　ループ　１

    審査官  田部井　和彦

(56)参考文献  特開２００６－０８７０９２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００７－５３７６２１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１９１６４０（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２００５／１０４６００（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第００／０４２８０７（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第０２／０９３９４５（ＷＯ，Ａ２）　　
              特開２００７－２６６６９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００３－５３００１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００９－５１８９７１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００２－５３８７３９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１１－５１２１０３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　　７／２４－　７／２６　　　
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００－９９／００　　　　
              Ｈ０４Ｍ　　　３／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

