
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動交換センタ（ＭＳＣ），基地局コントローラ（ＢＳＣ）及び基地局（ＢＳ）から構
成される一般セルラー無線ネットワークと、
　それぞれが無線送受信装置を備えた複数のデータ端末を有し、前記各データ端末がそれ
ぞれノードを構成し、１つのノードが直接又は複数の中間ノードを介して他の各ノードに
バーストの形でデータ転送を行って無線接続を行う第１マルチユーザー無線ローカルエリ
アネットワークとからなり、
　前記データ端末間でデータを電気的な形で伝送するための遠隔通信システムにおいて、
　

　前記第１マルチユーザー無線ローカルエリアネットワークと前記一般セルラー無線ネッ
トワークの前記移動交換センタ（ＭＳＣ）との間にデータ転送接続を確立するとともに、
前記両ネットワークで使われているそれぞれの転送プロトコル間の所要のプロトコル変換
を実行するための第１ゲートウェイを前記第１マルチユーザー無線ローカルエリアネット
ワークに設け、前記第１ゲートウェイを前記マルチユーザー無線ローカルエリアネットワ
ークの１つのノードとして使用することを特徴とする遠隔通信システム。
【請求項２】
　前記第１マルチユーザー無線ローカルエリアネットワークとコンピュータ間データ転送
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このインターフェース（２）は、前記一般セルラー無線ネットワークにおいて定義され
ている前記移動交換センター（ＭＳＣ）と前記基地局コントローラ（ＢＳＣ）との間のイ
ンターフェース（Ａ）と同一であり、



用の一般ネットワーク（６）との間にデータ転送接続を確立するとともに、前記両ネット
ワークで使われているそれぞれの転送プロトコル間の所要のプロトコル変換を実行するた
めの第２ゲートウェイをさらに前記第１マルチユーザー無線ローカルエリアネットワーク
に設け、前記第２ゲートウェイを前記第１マルチユーザー無線ローカルエリアネットワー
クの１つのノードとして使用することを特徴とする請求項１に記載の遠隔通信システム。
【請求項３】
　前記第１ゲートウェイと前記第２ゲートウェイとを共通のゲートウェイとして構成する
ことを特徴とする請求 に記載の遠隔通信システム。
【請求項４】
　前記第１ゲートウェイは第１のインターフェースを介して、前記基地局コントローラ（
ＢＳＣ）は第２のインターフェースを介してそれぞれ前記一般セルラー無線ネットワーク
の前記移動交換センタ（ＭＳＣ）に接続され、前記第１のインターフェースと前記第２の
インターフェースとは共通仕様に基づき構成されていることを特徴とする請求項１乃至３
のいずれかに記載の遠隔通信システム。
【請求項５】
　前記第１マルチユーザー無線ローカルエリアネットワーク内に位置するノードに関する
情報とノード間の接続に関する情報とを保存する手段（１ａ）と、前記第１マルチユーザ
ー無線ローカルエリアネットワークの１つのノードが他のノードとの関係で移動し、該ネ
ットワークの外へ移動し、又は該ネットワーク内に入ったときに、前記保存する手段（１
ａ）内に保存されている情報を変更するための手段と、前記一般セルラー無線ネットワー
クを動作させることなく前記第１マルチユーザー無線ローカルネットワークの１つのデー
タ端末から他のデータ端末へのデータ転送の経路指定をするための手段（１ｄ）とを備え
たサービス装置を設けたことを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の遠隔通信シ
ステム。
【請求項６】
　前記第１マルチユーザー無線ローカルエリアネットワークのノードのうちの少なくとも
１つ（３ｃ）は、コンピュータ間データ転送用の前記一般ネットワーク（６）の移動ノー
ドとして定義されるものであって、コンピュータ間データ転送用の前記一般ネットワーク
（６）における移動ノードアドレスを持っており、前記サービス装置は、移動ノードとし
て定義される前記ノード（３ｃ）が前記第１マルチユーザー無線ローカルエリアネットワ
ーク内にあるか否かについての情報と、移動ノードとして定義される前記ノード（３ｃ）
へのデータ転送接続の現在の経路指定についての情報とを前記保存する手段（１ａ）に保
存することを特徴とする請求項５に記載の遠隔通信システム。
【請求項７】
　前記サービス装置を前記第１ゲートウェ 同一構成にすることを特徴とする請求項５
又は６に記載の遠隔通信システム。
【請求項８】
　前記第１マルチユーザー無線ローカルエリアネットワークと家庭及びオフィスのデータ
端末間のデータ転送のための一般有線ネットワーク（８）との間でのデータ転送接続を設
定するとともに、前記第１マルチユーザー無線ローカルエリアネットワークで使われてい
るデータ転送プロトコルと家庭及びオフィスのデータ端末間のデータ転送のための前記一
般有線ネットワーク（８）で使われているデータ転送プロトコルとの間での所要のプロト
コル変換を実行するための第３ゲートウェイと、
　前記第１マルチユーザー無線ローカルエリアネットワーク以外の場所に位置する１つ以
上の部屋から成る区域（ＨＥ）に限定された第２マルチユーザー無線ローカルエリアネッ
トワークを形成し、前記第２マルチユーザー無線ローカルエリアネットワークで使われて
いるデータ転送プロトコルと家庭及びオフィスのデータ端末間のデータ転送のための前記
一般有線ネットワーク（８）で使われているデータ転送プロトコルとの間での所要のプロ
トコル変換を実行するための第４ゲートウェイとを設け、
　前記第１及び第２マルチユーザー無線ローカルエリアネットワークの間のデータ転送接
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続を前記第３ゲートウェイと前記第４ゲートウェイとを介して行ない、それらの間でのデ
ータ転送接続は家庭及びオフィスのデータ端末間のデータ転送のための前記一般有線ネッ
トワーク（８）を介して行なうことを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の遠隔
通信システム。
【請求項９】
　前記第３ゲートウェイを前記第１ゲートウェ 同一構成にすることを特徴とする請求
項８に記載の遠隔通信システム。
【請求項１０】
　それぞれが無線送受信装置を備えた複数のデータ端末を有し、前記各データ端末がそれ
ぞれノードを構成し、１つのノードが直接又は複数の中間ノードを介して他のノードにバ
ーストの形でデータ転送を行って無線接続を行い、前記データ端末間で情報を電気的な形
で伝送するための無線ローカルエリアネットワークにおいて、
　

　 一般セルラー無線ネットワークの移動交換センタ（ＭＳＣ）との間にデータ転送接
続を確立するとともに、
　前記無線ローカルエリアネットワークで使われているデータ転送プロトコルと前記一般
セルラー無線ネットワークで使われているデータ転送プロトコルとの間での所要のプロト
コル変換を実行するための第１ゲートウェイを前記無線ローカルエリアネットワークに設
け、前記第１ゲートウェイを前記無線ローカルエリアネットワークの１つのノードとして
使用することを特徴とする無線ローカルエリアネットワーク。
【請求項１１】
　コンピュータ間データ転送用の一般ネットワーク（６）との間にデータ転送接続を確立
するとともに、前記無線ローカルエリアネットワークで使われているデータ転送プロトコ
ルとコンピュータ間データ転送用の前記一般ネットワーク（６）で使われているデータ転
送プロトコルとの間での所要のプロトコル変換を実行するための第２ゲートウェイをさら
に前記無線ローカルエリアネットワークに設け、前記第２ゲートウェイを前記無線ローカ
ルエリアネットワークの１つのノードとして使用することを特徴とする請求項１０に記載
の無線ローカルエリアネットワーク。
【請求項１２】
　前記第１ゲートウェイと前記第２ゲートウェイとを共通のゲートウェイとして構成する
ことを特徴とする請求 に記載の無線ローカルエリアネットワーク。
【請求項１３】
　前記無線ローカルエリアネットワーク内に位置するノードに関する情報とノード間の接
続に関する情報とを保存する手段（１ａ）と、前記無線ローカルエリアネットワークの１
つのノードが他のノードとの関係で移動し、該ネットワークの外へ移動し、又は該ネット
ワーク内に入ったときに、前記保存する手段（１ａ）内に保存されている情報を変更する
ための手段と、前記無線ローカルエリアネットワークの一部分ではない外部システムの如
何なる動作にもよらずに前記無線ローカルエリアネットワークの１つのデータ端末から他
のデータ端末へのデータ転送の経路指定をするための手段（１ｄ）とを備えたサービス装
置を設けたことを特徴とする請求項１０乃至１２のいずれかに記載の無線ローカルエリア
ネットワーク。
【請求項１４】
　前記無線ローカルエリアネットワークのノードのうちの少なくとも１つ（３ｃ）は、コ
ンピュータ間データ転送用の前記一般ネットワーク（６）の移動ノードとして定義される
ものであって、コンピュータ間データ転送用の前記一般ネットワーク（６）における移動
ノードアドレスを持っており、前記サービス装置は、移動ノードとして定義される前記ノ
ード（３ｃ）が前記無線ローカルエリアネットワーク内にあるか否かについての情報と、
移動ノードとして定義される前記ノード（３ｃ）へのデータ転送接続の現在の経路指定に
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このインターフェース（２）は、一般セルラー無線ネットワークにおいて定義されてい
る移動交換センター（ＭＳＣ）と基地局コントローラ（ＢＳＣ）との間のインターフェー
ス（Ａ）と同一であり、

前記

項１１



ついての情報とを前記保存する手段（１ａ）に保存することを特徴とする請求項１３に記
載の無線ローカルエリアネットワーク。
【請求項１５】
　前記サービス装置を前記第１ゲートウェ 同一構成にすることを特徴とする請求項１
３又は１４に記載の無線ローカルエリアネットワーク。
【請求項１６】
　前記無線ローカルエリアネットワークと家庭及びオフィスのデータ端末間のデータ転送
のための一般有線ネットワーク（８）との間にデータ転送接続を設定するとともに、前記
無線ローカルエリアネットワークで使われているデータ転送プロトコルと家庭及びオフィ
スのデータ端末間のデータ転送のための前記一般有線ネットワーク（８）で使われている
データ転送プロトコルとの間での所要のプロトコル変換を実行するための第３ゲートウェ
イを備えていることを特徴とする請求項１０乃至１５のいずれかに記載の無線ローカルエ
リアネットワーク。
【請求項１７】
　前記第３ゲートウェイを前記第１ゲートウェ 同一構成にすることを特徴とする請求
項１６に記載の無線ローカルエリアネットワーク。
【請求項１８】
　移動交換センタ（ＭＳＣ），基地局コントローラ（ＢＳＣ）及び基地局（ＢＳ）から構
成される一般セルラー無線ネットワークと、複数のデータ端末を有し、前記各データ端末
がそれぞれノードを構成し、１つのノードが直接又は複数の中間ノードを介して他の各ノ
ードにバーストの形でデータ転送を行って無線接続を行う無線ローカルエリアネットワー
クとの間にデータ転送接続を確立するためのゲートウェイであって、
　前記無線ローカルエリアネットワーク内に位置する前記データ端末のための無線インタ
ーフェースを提供する無線送受信装置（１ｃ）と、前記一般セルラー無線ネットワークの
前記移動交換センター（ＭＳＣ）のためのインターフェースを提供する回線送受信装置（
１ｈ）とを備え、前記移動交換センター（ＭＳＣ）のためのインターフェースは、前記一
般セルラー無線ネットワークにおいて定義されている前記移動交換センター（ＭＳＣ）と
前記基地局コントローラ（ＢＳＣ）との間のインターフェースと同一であり、さらに
　前記無線ローカルエリアネットワークで使われているデータ転送プロトコルと前記一般
セルラー無線ネットワークで使われているデータ転送プロトコルとの間での所要のプロト
コル変換を実行するための手段（１ｅ）を備えていることを特徴とするゲートウェイ。
【請求項１９】
　コンピュータ間データ転送用の一般ネットワーク（６）のためのインターフェースを提
供する回線送受信装置（１ｉ）と、前記無線ローカルエリアネットワークで使われている
データ転送プロトコルとコンピュータ間データ転送用の前記一般ネットワーク（６）で使
われているデータ転送プロトコルとの間での所要のプロトコル変換を実行するための手段
（１ｆ）とを更に備えていることを特徴とする請求項１８に記載のゲートウェイ。
【請求項２０】
　家庭及びオフィスのデータ端末間のデータ転送のための一般有線ネットワーク（８）の
ためのインターフェースを提供する回線送受信装置（１ｉ）と、前記無線ローカルエリア
ネットワークで使われているデータ転送プロトコルと家庭及びオフィスのデータ端末間の
データ転送のための前記一般有線ネットワーク（８）で使われているデータ転送プロトコ
ルとの間での所要のプロトコル変換を実行するための手段（１ｇ）とを更に備えているこ
とを特徴とする請求項１８又は１９に記載のゲートウェイ。
【請求項２１】
　前記無線ローカルエリアネットワーク内に位置するノードに関する情報とノード間の接
続に関する情報とを保存する手段（１ａ）と、前記無線ローカルエリアネットワークの１
つのノードが他のノードとの関係で移動し、該ネットワークの外へ移動し、又は該ネット
ワーク内に入ったときに、前記保存する手段（１ａ）内に保存されている情報を変更する
ための手段（１ｂ）と、前記無線ローカルエリアネットワークの一部分ではない外部シス
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テムの如何なる動作にもよらずに前記無線ローカルエリアネットワークの１つのデータ端
末から他のデータ端末へのデータ転送の経路指定をするための手段（１ｄ）とを備えてい
ることを特徴とする請求項１８乃至２０のいずれかに記載のゲートウェイ。
【請求項２２】
　コンピュータ間データ転送用の前記一般ネットワーク（６）の移動ノードとして定義さ
れる、前記一般ネットワーク（６）における移動ノードアドレスを有するノード（３ｃ）
を前記無線ローカルエリアネットワークが含んでいるか否かに関する情報と、
　移動ノードとして定義されている前記ノード（３ｃ）が与えられた時点において前記無
線ローカルエリアネットワーク内にあるか否かに関する情報と、
　移動ノードとして定義されている前記ノード（３ｃ）へのデータ転送接続の現在の経路
指定がどのようになっているかに関する情報とを保存するための手段（１ａ）を更に備え
ていることを特徴とする請求項１９乃至２１のいずれかに記載のゲートウェイ。
【請求項２３】
　それぞれが無線送受信装置を備えている２つのデータ端末間で電気的データ転送接続を
実施する方法において、前記各データ端末がそれぞれノードを構成し、１つのノードが直
接又は複数の中間ノードを介して他の各ノードにバーストの形でデータ転送を行って無線
接続を行う無線ローカルエリアネットワークにおいて前記データ端末は動作することがで
き、
　通信を開始する第１データ端末（３ａ）は、第１無線ローカルエリアネットワークの動
作を制御し、前記第１無線ローカルエリアネットワークの１つのノードとしても使用され
る第１ゲートウェイとの接続を確立し、
　第２データ端末とのデータ転送接続を確立することを望んでいることを知らせるととも
に電話接続を望むのか、それとも低速又は高速のデータ接続を望むのかを知らせ、
　前記第１ゲートウェイは、その記憶媒体（１ａ）に保存されている情報に基づいて、前
記第２データ端末が前記第１データ端末と同じ無線ローカルエリアネットワークにあるか
否か判定し、
　もし前記第１及び第２のデータ端末が同じ無線ローカルエリアネットワークにあるなら
ば、前記第１ゲートウェイはそれらの間の接続を前記第１無線ローカルエリアネットワー
クに位置するノードを使って経路指定し、
　もし前記第１及び第２のデータ端末が同じ無線ローカルエリアネットワークになくて、
前記第１データ端末が電話接続又は低速データ接続を望むことを知らせているならば、前
記第１ゲートウェイは該接続要求を一般セルラー無線システムを構成する移動交換センタ
ー（ＭＳＣ）へ向け、
　もし前記第１及び第２のデータ端末が同じ無線ローカルエリアネットワークになくて、
前記第１データ端末が高速データ接続を望むことを知らせているならば、前記第１ゲート
ウェイは該接続要求を他のゲートウェイを介してコンピュータ間データ転送用の一般ネッ
トワーク（６）へ向け、
　もし前記第１及び第２のデータ端末が同じ無線ローカルエリアネットワークにないけれ
ども前記第２データ端末が他の無線ローカルエリアネットワークにあって、そこから第３
ゲートウェイと家庭及びオフィスのデータ端末間のデータ転送のための一般有線ネットワ
ーク（８）とを介して前記第１無線ローカルエリアネットワークへの接続があるならば、
前記第１ゲートウェイは、前記第３ゲートウェイと家庭及びオフィスの端末間のデータ転
送のための前記一般有線ネットワーク（８）とを介して該接続要求を第２無線ローカルエ
リアネットワークに向けることを特徴とする通信方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、無線データ伝送通信網に関し、特に、無線ローカルエリアネットワークの、よ
り大きな、世界的規模での通信の可能性を与えるデータ伝送通信網への統合に関する。
【０００２】
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【従来の技術】
急速に発展し膨張しつつある遠隔通信技術は、技術的に進歩してはいるが互換性のない種
々の目的のための種々の技術が存在するという状態に立ち至っている。概して、遠隔通信
システムは２つのグループに大別することができる。一方のグループは音声及びファクシ
ミリ転送（電話サービス）から成り、他方のグループはコンピュータ間の高速デジタルデ
ータ転送から成る。第１のグループのデータ端末装置は、電話、音声メールシステム、電
話応答機、テレコピアー及びファクシミリサービスを含む。データ転送は主として回線交
換サービスとして行われる。その場合、デジタル化されたデータは最高で６４ｋｂｉｔ／
ｓの一様な速度で転送され、転送速度に突然のピークはない。第２グループでは、データ
端末装置はサーバー、プリンタ、ユーザーステーション及びパーソナルコンピュータを含
み、データ転送はローカルエリアネットワーク及びこれに相当するネットワークにおいて
１００Ｍｂｉｔ／ｓにも及ぶことのある高速でパケット交換として行われるが、データは
バーストの形で移動し、そのバースト同士の間には無音期間がある。
【０００３】
遠隔通信の分野は、移動無線局に基づくデータ転送システムが広く使用されるようになっ
て、より複雑となってきている。データ転送は電話サービスのグループに属するけれども
、特にデジタルセルラー無線通信網では、ＰＳＴＮ通信網（公衆交換電話通信網（ Public
 Switched Telephone Network)) で実現するのは困難又は不可能な多くのサービスを提供
することも可能である。
【０００４】
ユーザーが新しいデータ転送システムを評価する際の基準は、使いやすさ、サービスのレ
ベル及び使用コストであるので、データ転送作業の一部分のみを各々実施する重なり合う
多くのシステムが理想的な解決策を意味しないことは明かである。データ転送の開発過程
では、サービスのレベルを向上させ、重なり合いを少なくし、容量を増大させるために装
置及びシステムを調和させることが目的でなければならない。利用可能なオプションは、
大量のデータ用のバーストの形での高速データ転送と、人と人との間の通話のための高品
質の電話接続との両方を含むべきである。
【０００５】
本発明の背景を明らかにするために、始めにデータ転送の統合とサービスの改善とに関す
る或る従来技術の解決策を検討する。電話通信では、最も進歩した現代の技術はデジタル
セルラー無線システムで代表され、このシステムでは、小型で軽量の移動局（移動電話）
を持ち運んでシステムの通達範囲内で電話接続を確立するために使うことができる。移動
局には移動性があり、システムはそれに関連して移動局の位置を特定し制御を行い、更に
例えば進歩したメッセージサービス及び優れた暗号化及び識別を行うなどの可能性を持っ
ているので、セルラー無線システムは、将来は主要な電話通信システムになり得る強力な
候補であり、いずれは全世界に広まりそうである。この出願では、特に欧州で普及してい
るＧＳＭシステム（ Groupe Speciale Mobile) をセルラー無線システムの例として用いる
けれども、どのシステムに関するものかは本質的なことではない。
【０００６】
多数のユーザーがいて通信密度が高い割合に小さな区域では、セルラー無線システムには
容量の問題がしばしば起こる。その実例は、町の中心部や、オフィスビルや空港である。
また、互いに近くに位置するデータ端末装置同士の間でデータ転送を行うことが頻繁に必
要となるオフィス環境では、外部システムを経由して内部の通信を行うのは実用的でない
。一般的には、大容量データ転送用の有線ローカルエリアネットワークを構築することに
より解決を図っている。例えば、登録商標「イーサネット（ Ethernet）」や「トーケンリ
ング（ Token Ring) 」による通信網に特別のネットワークアダプタによりデータ端末装置
を接続し、各ネットワークに特有のパケット交換データ転送プロトコルを使ってデータの
パケットを作成し転送する。ＰＳＴＮ（公衆交換電話通信網（ Public Switched Telephon
e Network)) やＩＳＤＮ（サービス総合デジタル通信網（ Integrated Services Digital 
Network)) などの一般電話通信網を経由して、或いは例えばＡＴＭ（非同期転送モード（
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Asynchronous Transfer Mode))通信網などの、この目的のために特別に開発されたより高
速の通信網を経由して、ローカルエリアネットワーク同士の間に回線を設定することによ
り複数のローカルエリアネットワークを組み合わせてより大きなネットワークにすること
がしばしば行われる。
【０００７】
拡張及び適応化ということを考慮すると、有線型のローカルエリアネットワークはなお柔
軟性を欠いている。１つの解決策はＲＬＡＮ（無線ローカルエリアネットワーク（ Radio 
Local Area Network))であったが、これは多くの具体例から公知である。例えば、特許出
願ＷＯ９３／０７６８４（シックステルＳ．Ｐ．Ａ．（ Sixtel S.P.A.)) は、無線ローカ
ルエリアネットワーク（ＲＬＡＮ）を開示しており、そのネットワークでは、ネットワー
ク通信に参加する各ユーザーステーションに無線アダプタ及び無線送受信装置が付随して
おり、これは数個の固定基地局（無線基地）への無線回線を有する。この出願は、無線イ
ンターフェースとしてＤＥＣＴ規格（デジタルヨーロピアンコードレステレホン（ Digita
l European Cordless Telephone)) によるインターフェースを提案している。前記出願の
構成では、基地局はワイヤで集信装置に接続され、そこから更に普通の有線ローカルエリ
アネットワークへの回線がある場合がある。
【０００８】
無線ローカルエリアネットワーク向けの他の技術が下記の特許出願から知られている：
ＥＰ４８３５４５（ＩＢＭ）
数個の基地局が有線ローカルエリアネットワークに接続されるシステムにおける周波数の
利用を改善するための方法。部分的に重なり合う通信を防止するために、基地局はディジ
ーチェーンをなすように組織され、循環トークンが通信の順序を制御する。
ＥＰ５３９７３７（ＩＢＭ）
前記の方法の改良された形。
ＥＰ６０５９５７（ＮＣＲインターナショナル）
移動局が他の基地局に切り替わることができるようになっている無線ローカルエリアネッ
トワーク。基地局は、相互に接続されるとともに、有線ローカルエリアネットワークによ
りシステムの動作を制御するサーバーに接続されており、移動局の移動を記述するモビリ
ティメッセージは、接続を経路指定するために基地局及びサーバーにより維持されている
リストの再編成を行わせる。
ＥＰ６０５９８９（ＮＣＲインターナショナル）
前記の方法の改良された形であり、他の基地局への移動局の切り替えに関する決定は、基
地局が送り出すビーコンメッセージと、データ端末装置におけるそのレベルの測定とに基
づいて行われる。
【０００９】
上記の特許出願が提示したシステムでは、データ端末装置は基地局とだけ通信し、データ
端末装置同士の間の無線回線は使用されないという共通の特徴がある。この種のネットワ
ークは、基地局の配線はデータ端末装置まで延びている配線と殆ど同じほどに柔軟性を欠
いているので、通常の有線ローカルエリアネットワークと比べて大した改良ではない。Ｈ
ＩＰＥＲＬＡＮ（ HIgh PErformance Radio Local Area Network （高性能無線ローカルエ
リアネットワーク））と呼ばれる別の解決策が、１９９３年２月のＥＴＳＩ（ European T
elecommunications Standards Institute ( 欧州遠隔通信規格協会））刊行物ＥＴＲ０６
９、ＥＴＳＩＴＣ－ＲＥＳ、ＨＩＰＥＲＬＡＮサービス及び機能文献：「無線装置及びシ
ステム（ＲＥＳ）ＨＩＰＥＲＬＡＮサービス及び機能／システム定義文献（ "Radio Equip
ment and Systems (RES) HIPERLAN Services and facilities / System Definition Docu
ment")」から知られている。この解決策では、ネットワークはノードから成り、その各々
は、他の対応する装置と通信することのできる無線送受信装置により構成される。実際に
は、ノードから要求される特性には、無線動作、信号処理能力及びメモリーが含まれるの
で、その自然な実施例は、例えばＰＣＭＣＩＡ（ Personal Computer Memory Card Intern
ational Association ( パーソナルコンピュータメモリーカード国際協会））カードの形
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の無線素子が組み込まれるコンピュータである。
【００１０】
ＨＩＰＥＲＬＡＮはオフィス環境で内線データ転送を設定することを意図したものであり
、その目的は普通のＬＡＮの大容量と無線システムの柔軟性とを結合させることである。
各ノードにある無線装置の理論的到達範囲は、限られたデータ転送速度では最大で８００
メートルであり、限度一杯の２０Ｍｂｉｔ／ｓの転送速度では約５０メートルである。固
定された構造はないけれども、ユーザーは必要なときにアプリケーション用のその場限り
のネットワーク（ an ad hoc network)を形成することができる。ノードは移動することが
でき、またノードをオンオフすることができる。上記刊行物は特別のプロトコル変換ノー
ドも定義しており、これによりＨＩＰＥＲＬＡＮネットワークはＩＳＯ８８０２規格の外
部ネットワークに接続することができ、その外部ネットワークは特に普通の有線ローカル
エリアネットワークといわゆるシティーネットワーク（ MAN, Metropolitan Area Network
s ( 首都圏ネットワーク））とを含む。プロトコル変換はＭＡＣ（ Media Access Control
 (媒体アクセス制御））インターフェース又はＤＬＣ（ Data Link Control ( データリン
ク制御））インターフェースで行われるが、これらは当業者に広く知られている遠隔通信
概念である。
【００１１】
ＨＩＰＥＲＬＡＮは限られた地域でのみ動作する地域ネットワーク技術であるので、これ
は、この明細書において前述したデータ転送サービスの広範な統合という課題に対する解
決策ではない。しかし、これは本発明の必須の構成要素であり、その技術的実施について
本発明の説明と関連させて詳しく説明する。
【００１２】
世界的規模の高速データ転送サービスを提供している１つのネットワークはインターネッ
トであり、これは、このネットワークに接続されたコンピュータ同士の間でのパケット交
換転送に基づく自由に形成されるネットワークである。けれども、インターネットに接続
されたノード又はデータ端末装置のアドレスは階層樹構造において定義され、その中では
ノードは常に他のノードの下に置かれ、或るノードに到来するデータは、その階層の中で
そのノードの上にあるノードを介して経路指定されるので、インターネットは、現在の形
のままで将来の統合データ転送システムの構成要素として使えるものではない。データ端
末装置が移動可能であるということが将来の統合データ転送システムの必須要件であるの
で、ノードの場所は経路指定樹の１つの枝から他の枝へと移ることができるべきである。
現在使用されているような固定されたインターネットアドレスは、ノードの場所の変更を
支援しないが、新しいインターネットプロトコルが設計されつつあり、そのプロトコルで
定義される機能によれば、ノードは、そのインターネットプロトコルアドレス（ＩＰアド
レス）は変化しないけれども、経路指定樹の１つの枝から他の枝へと移動することが可能
である。その新しいプロトコルはモービルＩＰ（ Mobile IP)と呼ばれており、インターネ
ットエンジニアリング特別調査委員会ネットワーク作業グループの１９９４年５月の刊行
物インターネットドラフト「ＩＰモビリティ支援」 (the publication Internet DRAFT, "
IP Mobility Support", Internet Engineering Task Force (IETF) Network Working Gro
up, May 1994) から知られている。
【００１３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、前記システムの利点を結合させ、その欠点を回避したデータ転送システ
ムを提供することである。また、移動局からの全ての遠隔通信を、その場所や速度（少な
くとも２５０ｋｍ／ｈまで）や時刻に無関係に支援する遠隔通信システムを提供すること
も本発明の目的である。ユーザーに提供されるサービスのレベルを維持又は向上させなが
ら、部分的に重なり合うデータ転送ネットワークの必要性を低下させることも本発明の目
的である。更に、非同期サービス及び時間的に連続するサービスの双方を提供する上記の
種類のデータ転送システムを提供することも本発明の目的である。そのデータ転送システ
ムは、低コストで柔軟に実施することができるものでなければならない。
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【００１４】
【課題を解決するための手段】
広範な動作を有する統合システムにより本発明の目的を実現することができる。その電話
サービスの提供はセルラー無線システム（ＧＳＭシステムが好ましい）に基づき、そのデ
ータ転送サービスの提供は、データ端末装置の移動性を支援する経路指定プロトコルを備
えていて、通信密度の濃い地域にはセルラー無線ネットワークとコンピュータネットワー
クとに接続されてＨＩＰＥＲＬＡＮ原理で好ましく動作する動的に変化する無線ＬＡＮの
ある世界的規模のコンピュータネットワーク（インターネットが好ましい）に基づく。
【００１５】
本発明の遠隔通信システムは、一般セルラー無線ネットワークとマルチユーザー無線ロー
カルエリアネットワークとから成っていて、前記無線ローカルエリアネットワークは、前
記無線ローカルエリアネットワークと前記の一般セルラー無線ネットワークの交換センタ
ーとの間にデータ転送接続を確立するとともに、前記無線ローカルエリアネットワークに
おいて使用されるデータ転送プロトコルと前記の一般セルラー無線ネットワークにおいて
使用されるデータ転送プロトコルとの間の所要のプロトコル変換を実行するためのゲート
ウェイを有することを特徴とする。
【００１６】
本発明は、本発明において解説される方法で一般セルラー無線ネットワークに統合される
べき無線ローカルエリアネットワークにも関する。本発明の無線ローカルエリアネットワ
ークは、前記無線ローカルエリアネットワークと前記の一般セルラー無線ネットワークの
交換センターとの間にデータ転送接続を確立するとともに、前記無線ローカルエリアネッ
トワークにおいて使用されるデータ転送プロトコルと前記の一般セルラー無線ネットワー
クにおいて使用されるデータ転送プロトコルとの間の所要のプロトコル変換を実行するた
めのゲートウェイを有することを特徴とする。
【００１７】
また、本発明は、無線ローカルエリアネットワークと一般セルラー無線ネットワークの交
換センターとの間にデータ転送接続を確立するために使われるゲートウェイ・コンピュー
タにも関連する。本発明のゲートウェイ・コンピュータは、前記無線ローカルエリアネッ
トワークに位置するデータ端末装置のための無線インターフェースを提供する無線送受信
装置を備え、
前記の一般的セルラー無線ネットワークの交換センターへのインターフェースを提供する
回線送受信装置を備え、このインターフェースは、該交換センターと前記の一般セルラー
無線ネットワークにおいて定義される基地局コントローラとの間のインターフェースに本
質的に類似するものであり、
前記無線ローカルエリアネットワークにおいて使用されるデータ転送プロトコルと前記の
一般セルラー無線ネットワークにおいて使用されるデータ転送プロトコルとの間の所要の
プロトコル変換を実行するための手段を備えていることを特徴とする。
【００１８】
更に、本発明は、上記システム内の２つのデータ端末装置の間にデータ転送接続を確立す
る方法にも関連する。本発明の方法は、
通信を開始する第１データ端末装置は、第１無線ローカルエリアネットワークの動作を制
御する第１ゲートウェイ・コンピュータとの接続を確立し、或る第２データ端末装置との
データ転送接続を確立することを望んでいることを知らせるとともに電話接続を望むのか
、それとも低速又は高速のデータ接続を望むのかを知らせ、
前記第１ゲートウェイ・コンピュータは、その記憶媒体に保存されている情報に基づいて
、前記第２データ端末装置が前記第１データ端末装置と同じ無線ローカルエリアネットワ
ークにあるか否か判定し、
もし前記の第１及び第２のデータ端末装置が同じ無線ローカルエリアネットワークにある
ならば、前記第１ゲートウェイ・コンピュータはそれらの間の接続を該第１無線ローカル
エリアネットワークにあるノードを使って経路指定し、
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もし前記の第１及び第２のデータ端末装置が同じ無線ローカルエリアネットワークになく
て、前記第１データ端末装置が電話接続又は低速データ接続を望むことを知らせているな
らば、前記第１ゲートウェイ・コンピュータは該接続要求を一般セルラー無線システムの
或る交換センターへ向け、
もし前記の第１及び第２のデータ端末装置が同じ無線ローカルエリアネットワークになく
て、前記第１データ端末装置が高速データ接続を望むことを知らせているならば、前記第
１ゲートウェイ・コンピュータは該接続要求を他の或るゲートウェイ・コンピュータを介
してコンピュータ間データ転送用の或る一般ネットワークへ向け、
もし前記の第１及び第２のデータ端末装置が同じ無線ローカルエリアネットワークにない
けれども前記第２データ端末装置が他の或る無線ローカルエリアネットワークにあって、
そこから或る第３ゲートウェイ・コンピュータと家庭及びオフィスのデータ端末装置間の
データ転送のための或る一般有線ネットワークとにより前記第１無線ローカルエリアネッ
トワークへの接続があるならば、前記第１ゲートウェイ・コンピュータは、前記第３ゲー
トウェイ・コンピュータと家庭及びオフィスのデータ端末装置間のデータ転送のための前
記の一般有線ネットワークとにより該接続要求を前記第２無線ローカルエリアネットワー
クに向けることを特徴とする方法である。
【００１９】
セルラー無線システムは広範囲にわたる移動性と進歩した電話サービスとを提供する電話
システムを構築するのに最も良い特徴を持っていることが分かっていると既に述べた。本
発明は、この様なシステムにおいて、その中では無線ＬＡＮを特徴づけるデータ転送プロ
トコルが使用され、データ端末装置の移動性の制御が広範にわたるセルラー無線システム
の場合と同じレベルにある様なＨＩＰＥＲＬＡＮ型の「島」を構築することが可能である
、という認識に基づくものである。データ端末装置は無線ＬＡＮの中を動き回ることがで
き、無線ＬＡＮはその動きを追跡して、必要ならば世界的規模でも接続を経路指定し直す
。その場合、一般的セルラー無線ネットワークはＨＩＰＥＲＬＡＮ型の島と島との間の移
動性及び経路指定サービスを行う。１つの無線ＬＡＮから他の無線ＬＡＮへのデータ転送
は一般的セルラー無線ネットワークを通して行われ、無線ＬＡＮとセルラー無線ネットワ
ークとの接続はゲートウェイ・コンピュータにより実施され、このコンピュータは所要の
プロトコル変換も行う。本発明についての以下の説明においては、セルラー無線システム
の例としてＧＳＭシステムを取り上げる。しかし、本発明は、ＧＳＭのみに限定されるも
のではなくて、例えばＤＣＳ１８００やＵＳ－ＴＤＭＡなどの他の対応するデジタルシス
テムを広域セルラー無線システムとして使用することもできる。
【００２０】
インターネットなどの世界的規模のコンピュータネットワークが、もしそれに接続するコ
ンピュータ又はノードのアドレスとそれらの間の経路指定プロトコルとが、その識別子の
唯一性と該ネットワークの他の部分への経路指定の可能性とを失うことなくノードが動き
回れるようになっているならば、そのコンピュータネットワークを本発明のデータ転送シ
ステムにおけるデータ転送接続の基礎として使用することができる。インターネットと、
データ転送との関係でＬＡＮとしても機能するＨＩＰＥＲＬＡＮ型の動的に変化する無線
ネットワークとの接続はゲートウェイ・コンピュータによって実施され、このゲートウェ
イ・コンピュータは、無線ローカルエリアネットワークとセルラー無線ネットワークとの
接続を処理するゲートウェイ・コンピュータと同一のものであってもよいし、別のもので
あってもよい。
【００２１】
本発明の好ましい実施例では、局地的データ転送は、環境に応じて種々に設定される。オ
フィス、商業ビル、病院、空港などの環境では通信密度が高く、家庭、小規模オフィス、
住宅地などの環境では通信システムが使用される頻度は低い。この区分に従って、本発明
の好ましい実施例はそれぞれ第１及び第２のカテゴリーのアプリケーションを含む。カテ
ゴリーの定義とその技術的実施について後述する。
【００２２】
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次に、実例としての好ましい実施例と添付図面とを参照して本発明を詳しく説明する。
図において対応する部分には同じ参照符が使用されている。
【００２３】
【発明の実施の形態】
図１は特にオフィス環境向けのデータ転送システムを示しており、その場合、それは第１
カテゴリーのアプリケーションである。オフィス環境の部分である構成要素は図において
一点鎖線より下に描かれている。このシステムの動作を説明するために、オフィス環境の
一部分ではなくて標準化されたセルラー無線システムの構成要素として知られている構成
要素について始めに解説する。
【００２４】
セルラー無線システムの動作の中心は移動交換センター（ Mobile Switching Center 、Ｍ
ＳＣと略記）により構成されており、これにデータ端末装置の場所及び状況に関する情報
を保存し使用するためのデータベースＳＤＢ（ Subscriber Database ( 加入者データベー
ス））及びＶＤＢ（ Visitor DataBase (訪問者データベース））が付随している。１つの
移動交換センターの下には多くの基地局コントローラ（ＢＳＣと略記）があり、その各々
は１つ以上の基地局（ＢＳと略記）を制御する。ＧＳＭシステムでは、ＭＳＣとＢＳＣと
の間の標準化されたインターフェースをＡ－インターフェースと呼ぶ。
【００２５】
セルラー無線システムのデータ端末装置即ち移動局（ＭＳと略記）は基地局（ＢＳ）への
無線接続をし、基地局はそのデータ端末装置がその区域の加入者であるのかそれともその
区域に訪問者として存在しているのかに応じてそのデータ端末装置の場所及び状況のデー
タをデータベース媒体ＳＤＢ又はＶＤＢに送る。移動交換センターは、或るデータ端末装
置に到達しようとする試みがなされたときにページングメッセージを案内するためにデー
タベースに保存されている情報を使用する。基地局は、１データ端末装置の位置を定義す
る精度を表すロケーションエリア（ Location Areas、ＬＡと略記、図示せず）を構成する
。移動局が１つのロケーションエリアから他のロケーションエリアに移動するとき、その
位置データが更新され、ＭＳから交換センターＭＳＣへの接続はハンドオーバー動作によ
り新しいロケーションエリアの基地局に渡される。
【００２６】
次に、オフィス環境に位置していて本発明の実体を構成している部分を説明する。オフィ
スの中では、データ転送は全て無線ローカルエリアネットワークにおいて行われる。その
ノードはステーション３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄ、３ｅ、３ｆである。図示されているゲー
トウェイ・コンピュータ１も無線ローカルエリアネットワークのノードの１つであって、
この無線ローカルエリアネットワークと移動交換センターとの間の接続リンクとして動作
する。ゲートウェイ・コンピュータ１とＭＳＣとの間のインターフェース２は、基地局コ
ントローラＢＳＣと移動交換センターＭＳＣとの間の通信を定義する同じＡ－インターフ
ェース規格に準拠するものであるので、ゲートウェイ・コンピュータ１は交換センターか
らはＢＳＣの様に見える。或いは、ＤＳＳ．１＋インターフェースという新しいインター
フェースが完成したならば、ゲートウェイ・コンピュータ１と移動交換センターＭＳＣと
の間のインターフェース２をこの新しいインターフェースで構成してもよい。この新イン
ターフェースの仕様では、或るプロトコル変換タスクが移動電話交換センターＭＳＣから
ゲートウェイ・コンピュータ１へ移される。ゲートウェイ・コンピュータ１のもとで行わ
れる全ての遠隔通信動作は、交換センターからは、当該オフィスに対応する或るロケーシ
ョンエリアにおいて行われているように見える。交換センターの観点からは、ゲートウェ
イ・コンピュータのもとで動作するシステムは基地局サブシステムを構成していると言う
こともできる。
【００２７】
無線ローカルエリアネットワークの各ノード３ａ－３ｆは或る通達範囲４ｂ、４ｃを持っ
ており、その程度は、利用可能な電力及びアンテナと、その回りの減衰構造とに依存する
。図を明確にするために、図１は２つのノード３ｂ、３ｃの通達範囲４ｂ、４ｃだけを示
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しているけれども、各ノードが大体において類似している通達範囲に囲まれていることは
当業者には明かである。或るノードからの直接接続は、その通達範囲内に位置する他のノ
ードに対してのみ可能である。例えば、ノード３ｂからはノード３ａ及び３ｃにのみ直接
接続が可能である。同じ無線ローカルエリアネットワークにおいて２つのノードが動作し
得るためには、それらの間に、他のノードの通達範囲内に各々位置していて互いに通信す
ることのできるノードの連続する連鎖が存在しなければならない。普通のローカルエリア
ネットワークの場合とは異なって、無線ローカルエリアネットワークのノード３ａ－３ｆ
、又は移動局、は一定した論理位置も一定したアドレスも持っていない。従って、ネット
ワークを形成するために欠くことのできない１つの要素は、ＨＩＰＥＲＬＡＮネットワー
クを論じている前記の刊行物に記載されているように何時でもネットワークの状態に基づ
いて経路指定、即ちネットワークの一部である装置同士の間の接続を設定すること、を実
行し得るという事実である。
【００２８】
アドレス対（チュープル（ tuple)) が無線ローカルエリアネットワークの各ノード３ａ－
３ｆについて定義されている。チュープルは、２つの識別子即ちＨＩＤ（ Hiperlan IDent
ification)とＮＩＤ（ Node IDentification)とから成る。明瞭を期して図には１つのノー
ド３ｄのチュープル５ｄだけが示されている。チュープルは、ユーザーが所有し制御する
ネットワークを定義するために使われるものであり、そのネットワークはＰＶＲ（ Privat
e Virtual Radio ( 私設仮想無線））サブネットワークと呼ばれる。その定義では、ＨＩ
Ｄ識別子は、その無線ローカルエリアネットワークの全てのノード３ａ－３ｆについて同
一であって、通信能力のある全てのデータ端末装置のどの論理部分集合が問題のＰＶＲサ
ブネットワークの一部であるかを決定する。ＮＩＤ識別子は、各ノードに独特のものであ
って、関係する論理部分集合のメンバー同士を区別するものである。
【００２９】
無線ローカルエリアネットワークにおいて伝送されるメッセージがその宛先であるノード
へ経路指定されるとき、そのメッセージのアドレス部に属するメッセージプロトコルデー
タユニット（ Message Protocol Data Unit (ＭＰＤＵと略記））（図示せず）は下記の情
報を含んでいる：
－　　次に続くノードのＨＩＰＥＲＬＡＮアドレス即ちチュープルであるホップ宛先アド
レス（ Hop Destination Address)、
－　　１つ前のノードのＨＩＰＥＲＬＡＮアドレス即ちチュープルであるホップソースア
ドレス（ Hop Source Address) 、
－　　そのメッセージの宛先であるノードのＨＩＰＥＲＬＡＮアドレス即ちチュープルで
ある最終宛先アドレス（ Final Destination Address)、
－　　そのメッセージの出所であるノードのＨＩＰＥＲＬＡＮアドレス即ちチュープルで
あるオリジナルソースアドレス（ Original Source Address)、
－　　そのメッセージの宛先であるノードのＩＳＯ８８０２規格によるアドレスであるＭ
ＡＣフォーマットの最終宛先アドレス、
－　　そのメッセージの出所であるノードのＩＳＯ８８０２規格によるＭＡＣフォーマッ
トのオリジナルソースアドレス。
【００３０】
最も近い隣のノードのＩＳＯ８８０２規格によるアドレスをチュープル即ちＨＩＰＥＲＬ
ＡＮアドレスとして理解し得ることがノード３ａ－３ｆから要求される。ノード３ａ－３
ｆにより形成されるＨＩＰＥＲＬＡＮネットワークは、時間連続同期データ転送及びバー
ストの形での非同期データ転送を支援する。データ端末装置として機能する移動局同士の
間で音声接続を転送するのに好ましく使用される同期データ転送では、データ転送速度は
６４～２０４８ｋｂｉｔ／ｓである。コンピュータ間のデータ転送に使用される非同期デ
ータ転送では、最大転送速度は、良好な状況では約２０Ｍｂｉｔ／ｓである。下記の表に
、最も重要なＨＩＰＥＲＬＡＮパラメータが含まれている。
【００３１】
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【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３２】
本発明のシステムの一部分であるデータ端末装置又はノード３ａ－３ｆが、インターネッ
ト通信網６により認識され得る移動ノードであり得るためには、データ転送システムから
或る種のホームエージェント（ Home Agent) 及びフォーリンエージェント（ Foreign Agen
t)機能が要求される。ホームエージェント機能は、インターネット通信網６への無線ロー
カルエリアネットワークのデータ転送接続を管理する無線ローカルエリアネットワークの
一部分である或るコンピュータ（同じゲートウェイ・コンピュータ１であるのが好ましい
）が、無線ローカルエリアネットワークのどのノードが移動可能のノードとして定義され
、移動ノードがそのホームネットワーク以外のどこかにいるときにどれが移動ノードへの
現在の経路なのか識別し得るということを意味する。その情報に基づいて、ホームエージ
ェント・コンピュータは、移動ノードがそのホームネットワークの外にあるときにその移
動ノードに送られるメッセージの経路を指定する。一方、フォーリンエージェント・コン
ピュータ（これは本発明の構成ではホームエージェント・コンピュータ又はゲートウェイ
・コンピュータ１と同じであるのが好ましい）は、無線ローカルエリアネットワークの一
部分でないどのノードが外からそのネットワークを「訪れて」来ているのかを識別し得る
とともに、それにメッセージをどのように経路指定するかを知っている。外部から来たノ
ードをオフィスの内部無線ローカルエリアネットワークにおいてどのように使えるかとい
うことに関して制約が設けられることとなるようにフォーリンエージェント・コンピュー
タの動作を選択することができる。
【００３３】
本発明のシステムのデータ端末装置３ａ－３ｆ又はノードを有するユーザーは、オフィス
の領域内のどこへでもその端末装置を持って移動することができる。即ち第１カテゴリー
のアプリケーションである。データ端末装置が移動するとき、そのデータ端末装置（適当
な無線装置を伴う携帯コンピュータ３ｃであるのが好ましい）が、データ端末装置間のデ
ータ転送を必要とするネットワーク動作の範囲内に常に存在するように無線ローカルエリ
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アネットワークはその構成（ configuration)を更新する。
【００３４】
次に、図２を参照して第２カテゴリーのアプリケーションについて説明をする。第２カテ
ゴリーのアプリケーションの特徴としては、第１カテゴリーのアプリケーションと比べて
通信負荷が割合に小さいけれどもデータ端末装置の移動性要件は同じであるという事実が
ある。代表的なアプリケーション環境は家庭であり、そこでは電話接続が使用され、そこ
から時折自分の仕事場のコンピュータシステムへのデータ転送接続を確立することもでき
る。
【００３５】
別の小型ＨＩＰＥＲＬＡＮネットワークが第２カテゴリーアプリケーション環境に形成さ
れる。このネットワークにおいては、ノード１０、３ｇ及び３ｈ間の無線インターフェー
スは第１カテゴリーのアプリケーションのそれに似ている。類似する無線インターフェー
スは、同じデータ端末装置３ｇ、３ｈを第１及び第２のカテゴリーの双方のアプリケーシ
ョンに使用し得ること、並びに、家庭の環境においても大転送速度を必要とするタスクを
時折実行し得ることを保証する。家庭の環境にはそれ自体のゲートウェイ・コンピュータ
１０があり、このコンピュータはその環境の唯一の固定されたノードであり、そこから公
知のデータ転送ネットワーク８を介して外部世界への接続がなされる。家庭の環境（ home
 environment、ＨＥと略記）の小規模ＨＩＰＥＲＬＡＮネットワークの他のノードは移動
データ端末装置３ｇ、３ｈであり、これらは自由にこのネットワークに出入りすることが
できる。既存のネットワークと部分的に重なり合う新しい設備を不要とするために、家庭
のゲートウェイ１０を既存のデータ転送接続に接続することができるのが特に有利である
。適当な接続としては、公衆交換電話通信網（ Public Switched Telephone Network 、Ｐ
ＳＴＮ ) 、サービス総合デジタル通信網（ＩＳＤＮ）、ケーブルテレビジョン（ＣＡＴＶ
）、ＡＴＭ通信網などがある。２以上のネットワークへのアクセスを提供する接続を使用
することもでき、その場合にはユーザーは好ましい実施例ではそのときに最も安いネット
ワーク又は或る目的に最も適したネットワークを選択することができる。
【００３６】
家庭の環境から家庭のゲートウェイ１０と図２に示されている一般データ転送ネットワー
ク８（特定されてはいない）とを介してオフィス環境即ち第１カテゴリーのアプリケーシ
ョンへ接続を確立するためには、後者が所要のプロトコル変換を管理するゲートウェイ・
コンピュータ７を備えている必要がある。それは、オフィス環境のゲートウェイ・コンピ
ュータ１と同じであってもよいし、別のコンピュータであってもよい。また、家庭環境か
ら一般データ転送ネットワークを介して一般セルラーネットワークの交換センターに接続
することも、もしそれらの間にゲートウェイ・コンピュータ９があるならば、可能である
。家庭環境ＨＥにもＰＳＴＮ電話ネットワークの普通のデータ端末装置ＴＰが置かれてい
ることがあり、そのデータ端末装置から普通のＰＳＴＮネットワークに（図示せず）又は
図２の場合のようにゲートウェイ１１に有線での接続があり、そこからセルラー無線シス
テムの最も近い基地局ＢＳへ、そしてそのＢＳを介して当該セルラー無線システムへ無線
接続がある。家庭環境に到来する全ての接続において、既存の有線接続を使用することが
好ましい。
【００３７】
次に、データ転送システムの一部分である構成要素の要件及び技術的実施について詳しく
説明する。本発明の見地からは、最も重要なシステム要素はゲートウェイ・コンピュータ
１である。ここでは第１カテゴリーのアプリケーションのゲートウェイ・コンピュータの
みについて説明するけれども、その大半は第２カテゴリーのアプリケーションの固定ノー
ド即ち家庭ゲートウェイ１０にも当てはまる。明確を期して、電話通信とデータ通信とを
別々に論じる。本発明の実施例では、それらの動作を全て同じコンピュータに集中させる
ことができ、或いは、例えば一方が電話通信を処理し他方がデータ通信を処理するように
それらを２つの総合コンピュータに分け持たせることもできる。
【００３８】
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ゲートウェイ・コンピュータ１は、２つの非常に異なるネットワーク即ちＨＩＰＥＲＬＡ
Ｎネットワーク及びセルラー無線ネットワーク（実施例ではＧＳＭネットワーク）の間の
門口即ちゲートウェイとして動作しなければならない。セルラー無線ネットワークの移動
交換センターＭＳＣは基地局コントローラＢＳＣと同様に動作するので、ゲートウェイ・
コンピュータ１と移動交換センターＭＳＣとの間のインターフェース２は、ＧＳＭ規格に
おいて定義されているＡ－インターフェースに類似する。ＨＩＰＥＲＬＡＮネットワーク
を通して行われるデータ転送のために、ＧＳＭ規格に従う情報は、無線ローカルエリアネ
ットワークのデータ転送フォーマットに一致するようにカプセル封じされなければならな
い。データ端末装置は、ＧＳＭ規格に従って基地局ＢＳに接続されて、一般セルラーシス
テムの普通のデータ端末装置としてオフィス環境の外で動作し得るように設計されている
ので、無線ローカルエリアネットワークが必要とするフォーマットへのカプセル封じはＧ
ＳＭシステムに関して透明に行われなければならない。このことは、ＧＳＭ規格に従うデ
ータ転送フレームを無線ローカルエリアネットワークが必要とする転送フォーマットから
元のままに復号し得ることを意味しており、データ端末装置のＧＳＭ構成要素（図示せず
）とＧＳＭ移動交換センターＭＳＣとは、転送されるべきデータが異なる転送フォーマッ
トになっていることを知る必要はない。
【００３９】
図３は、ゲートウェイ・コンピュータで実行されなければならないプロトコル変換を示す
。ゲートウェイ・コンピュータ１と移動交換センターＭＳＣとの間で使用される、ＧＳＭ
規格により定義されるＡ－インターフェース（ＧＳＭ　Ａ）は、ＭＴＰレベルと呼ばれる
３つのプロトコルレベルＭＴＰ１、ＭＴＰ２及びＭＴＰ３（ Messagge Transfer Protocol
 (メッセージ転送プロトコル））とシステムレベルＳＣＣＰ（ Signal Connection Contro
l Part (信号接続制御部））とを有し、これらは図３の通りに３つのＯＳＩレベル（ Open
 System Interconnection architecture (開放形システム相互接続アーキテクチャ））を
形成している。プロトコルレベルＭＴＰ１、ＭＴＰ２及びＭＴＰ３は、例えばデータを整
理してフレームとする動作やエラー訂正動作などの、転送されるべきデータの処理に関す
る種々の仕様を含んでいる。いろいろなレベルの内容についての詳しい解説が例えば１９
９２年にフランスで著者により刊行された「移動通信のためのＧＳＭシステム」という題
名の次の本に提示されている：「 the book by Michel Mouly and Marie-Bernadette Paut
et: "The GSM System for Mobile Communications", published by the authors, Palais
eau/France 1992, ISBN 2-9507190-0-7 」。無線ローカルエリアネットワークのＨＩＰＥ
ＲＬＡＮ無線インターフェースにおける対応するレベルは、物理的レベルＰｈｙｓ、ＭＡ
Ｃレベル（ Media Access Control (媒体アクセス制御））、及びデータリンク（ DataLink
) レベルである。これらについて、１９９３年２月の刊行物「ＥＴＲ０６９、ＥＴＳＩ　
ＴＣ－ＲＥＳ、ＨＩＰＥＲＬＡＮサービス及び機能文献：「無線装置及びシステム（ＲＥ
Ｓ）ＨＩＰＥＲＬＡＮサービス及び機能／システム定義文献（ the publications ETR069,
 ETSI TC-RES, HIPERLAN Services and Facilities dokumant: "Radio Equipment and Sy
stems (RES) HIPERLAN Services and facilities / System Definition Document") 」に
詳しい解説がある。ＨＩＰＥＲＬＡＮ側では、システムレベルはネットワークにより構成
される。プロトコル間の変換はゲートウェイ・コンピュータにおいてプログラマブルなプ
ロセスとして好ましく行われ、その実施に使用される技術は当業者に知られている。
【００４０】
高速データ転送を実施するためには、無線ローカルエリアネットワークから適当な一般デ
ータ転送ネットワーク（インターネット通信網６が好ましい）への接続がなければならな
い。この接続は、一般セルラー無線ネットワークへの接続と同じゲートウェイ・コンピュ
ータにより処理されることができ、またそのために別のゲートウェイ・コンピュータがあ
ってもよい。この接続にはそれ自体のプロトコル変換動作が必要であり、その詳しい実施
態様はそのときに使用される一般データ転送ネットワークの規格によるけれども、コンピ
ュータ上で走るプログラマブルなプロセスとして実行されるのが普通は最も有利である。
【００４１】
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上記のプロトコル変換の他に、無線ローカルエリアネットワークにおいて一定の位置を有
するゲートウェイ・コンピュータ１又はこれに相当するノードは、移動ノード３ａ－３ｆ
の移動性管理と、それに関連する通話の経路指定とを処理しなければならない。移動交換
センターの方向においては、ゲートウェイ・コンピュータ１は、それ自体は公知のＢＳＳ
管理メッセージをエミュレートする。従って、一般セルラーシステムの観点からは、無線
ローカルエリアネットワーク内の移動電話及びその他のデータ端末装置はゲートウェイ・
コンピュータにより制御される基地局サブシステム内に位置していて、データ端末装置へ
の通話は移動交換センターＭＳＣからゲートウェイ・コンピュータ１に向けられ、ゲート
ウェイ・コンピュータ１はそれらを無線ローカルエリアネットワーク内で先へ送る。デー
タ端末装置３ａ－３ｆが相互に位置を変えることに起因して無線ローカルエリアネットワ
ーク内で生じるネットワーク構成の変化を、その変化に関する如何なるメッセージも移動
交換センターＭＳＣに送ることなくゲートウェイ・コンピュータ１が管理するので、複雑
な無線ローカルエリアネットワークに関する不必要な通信をＭＳＣに負担させなくてもよ
い。移動性管理を実施するために、ゲートウェイ・コンピュータ１は記憶媒体１ａを持っ
ていなければならない。その記憶媒体の構成と使用方法とは移動交換センターの加入者デ
ータベースＳＤＢ及び訪問者データベースＶＤＢに相当する。
【００４２】
インターネット通信網を考慮すると、ゲートウェイ・コンピュータ１、又は無線ローカル
エリアネットワーク内に一定の位置を有するこれに相当するノードは、前記のホームエー
ジェント操作及びフォーリンエージェント操作を処理しなければならない。その目的は、
登録された加入者として又は訪問者として無線ローカルエリアネットワーク内に存在する
移動可能のインターネットノードを制御することである。これらの操作は、プログラマブ
ルなプロセスであって、ゲートウェイ・コンピュータ１の記憶媒体１ａに保存されている
ノードのインターネットアドレスを処理する。
【００４３】
要約すると、下記の操作がゲートウェイ・コンピュータ１又は同じ無線ローカルエリアネ
ットワークの数個の総合制御コンピュータから要求される：
－　　ＨＩＰＥＲＬＡＮ－ＧＳＭプロトコル変換とインターフェースの実施
－　　一般有線データ転送ネットワークプロトコル変換とインターフェースの実施
－　　基地局サブシステムのエミュレーションと無線ローカルエリアネットワーク内のノ
ードの移動性の制御
－　　ホームエージェント操作及びフォーリンエージェント操作。
【００４４】
更に、好ましい実施例ではゲートウェイ・コンピュータ１は、ＰＳＴＮ電話システムの現
在のデジタル交換センターとセルラー無線システムの交換センターとが提供していてそれ
自体公知のものと類似の電話情報サービスをＨＩＰＥＲＬＡＮネットワーク内で提供する
。その様なサービスの例としては、呼転送、短縮ダイヤルサービス及びメッセージの配達
がある。
【００４５】
図５は、ゲートウェイ・コンピュータ１の構造を示す略ブロック図である。その動作は制
御ユニット１ｂにより制御され、そのプログラムと例えばノードアドレス及び経路指定な
どの他のオンライン情報とは記憶媒体１に保存されている。無線送受信装置１ｃは、ＨＩ
ＰＥＲＬＡＮネットワークの無線インターフェースを構成する。ＨＩＰＥＲＬＡＮネット
ワークから一般セルラーネットワークの移動交換センターＭＳＣ、インターネット通信網
６又は有線データ転送ネットワーク８への接続がスイッチング部１ｄにおいて選択される
。無線ローカルエリアネットワーク内の２つのデータ端末装置間で接続が行われるのであ
れば、スイッチング部１ｄはそれを外部ネットワークに接続しない。いろいろなネットワ
ークに対応するプロトコル変換操作はブロック１ｅ、１ｆ、及び１ｇで行われ、他のネッ
トワークとの物理的接続を構成する回線送受信装置は参照符１ｈ、１ｉ及び１ｊで指示さ
れている。
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【００４６】
次に、移動データ端末装置を使用する全ての遠隔通信システムの必須の部分である位置及
び移動性の制御について詳しく説明する。図４は、ＰＬＭＮ（ Public Land Mobile Netwo
rk (公衆陸地移動通信網））区域、ＭＳＣ（移動交換センター）区域、ＬＡ（ロケーショ
ンエリア）及びＨＬＡ（ホームロケーションエリア）という概念が従来公知の態様で互い
にどのように関連しているかを示している。ユーザーはネットワークオペレータのＰＬＭ
Ｎ区域の登録された加入者であり、関係するユーザーインターフェースはこのネットワー
クオペレータから買い取られ又は賃貸されている。この区域の制御は多数の移動交換セン
ターＭＳＣにより分担されており、各ＭＳＣは更にロケーションエリアに分割されている
。それらのロケーションエリアの中の１つは普通はユーザーのホームロケーションエリア
ＨＬＣとして定義され、ユーザーは、ＨＬＣ内にいるときには、例えば割安の電話料金率
が適用されるなど、有利な扱いを受ける。
【００４７】
本発明の構成では、無線ローカルエリアネットワークは少なくとも１つのロケーションエ
リアＬＡを構成し、これは、その中に位置するデータ端末装置のホームロケーションエリ
アＨＬＡとして定義され得る。一般に、ロケーションエリアのサイズは、システムの容量
及び電力の要件に基づいて決定される。各データ端末装置の位置はシステム内ではロケー
ションエリアの精度で定義されるので、ロケーションエリアのサイズは、特に移動局の位
置を更新したり或るデータ端末装置のページングメッセージを送信したりするために必要
な通信量に影響を及ぼす。オフィスが１つのロケーションエリアを構成するならば、その
オフィスの領域内のいずれかのデータ端末装置へのページングメッセージを無線ローカル
エリアネットワーク全体に送らなければならず、その場合には全ての移動局が全てのペー
ジングメッセージを解釈しなければならない。正反対の選択肢として、各ノードがそれ自
身のロケーションエリアを構成してもよく、その場合には或るデータ端末装置への呼は無
線ローカルエリアネットワークにおいて１ノードのみへ送られることになる。その場合に
は、ユーザー達はそのデータ端末装置を携帯してオフィス内を歩き回るので、ゲートウェ
イユニットが維持しているロケーションデータベースに頻繁に変更が加えられなければな
らない。けれども、データ端末装置の消費電力を減少させるという観点から、１ノードの
みにページングメッセージを送るというのはより良い選択肢である。それは、１データ端
末装置が解釈する必要のあるページングメッセージの数が少なくなるからである。
【００４８】
上記の極端な２つの選択肢の中間のものとしてロケーションエリアを定義することもでき
、その場合には各ロケーションエリアは数個のノードから成る。会社が幾つかのオフィス
を別々の場所に持っているならば、ネットワークのオペレータと結ぶ契約により、そのオ
フィスの全部又は一部により構成されるロケーションエリアで効力を有する或る特典を会
社の従業員に与えることができる。
【００４９】
本発明のシステムにおいては、ゲートウェイ・コンピュータ１が無線ローカルエリアネッ
トワーク内での移動を追跡し、或るゲートウェイ・コンピュータにより制御されるエリア
内にデータ端末装置があるという情報を移動交換センターＭＳＣのデータベースのみが持
つように、ユーザーとそのデータ端末装置の移動性の制御が行われる。ページングメッセ
ージがデータ端末装置に到来するとき、移動交換センターＭＳＣはそれをゲートウェイ・
コンピュータ１に向け、このゲートウェイ・コンピュータ１は更に、ゲートウェイ・コン
ピュータ１の位置データベースに従って問題の端末装置がその中に位置しているロケーシ
ョンエリアを構成するノードにそのページングメッセージを送る。無線ローカルエリアネ
ットワークが１ロケーションエリアのみを構成しているならば、ゲートウェイ・コンピュ
ータ１は、その記憶媒体１ａに保存されている位置及び接続情報に基づいて正しいノード
にその呼を経路指定する。
【００５０】
データの機密保護（このことは、ユーザーの権利をチェックし暗号化によりプライバシー
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を保護することを意味する）は本発明のシステムでは一般セルラー無線システム（この模
範的実施例ではＧＳＭシステム）で使われている従来から知られているのと同じ方法で行
われる。電話の呼の課金に関しては、本発明のシステムを使用する会社がオフィス内の内
部通話を無料とし、出呼のみについて料金を支払うようにできる方法が多数ある。実際の
通話の他に、音声や転送可能なデータ情報を含んではいないけれども、例えば位置情報の
更新などの、一般セルラーネットワークを通して処理され、従ってオペレータにとってコ
ストとなるような信号の割合に基づいて課金を行うこともできる。また、最も安価なレベ
ルのサービスはホームゲートウェイにより作られる第２カテゴリーのアプリケーションの
家庭環境での使用のみを含み、最も高価なレベルは国全体にわたる全ての適当な無線ロー
カルエリアネットワークとそれらの間の一般セルラー無線ネットワークとにおける運営領
域を含むように、課金をユーザーが望むサービスのレベルに比例させることができる。
【００５１】
次に、ハンドオーバー操作、即ち使用中にユーザーがデータ端末装置を持って大幅に移動
したために元の経路が接続品質に関して最早最善ではなくなったときに電話接続の経路を
変更すること、について説明をする。本発明のシステムでは、目的は、現在定義されてい
る操作によってこれらの機能を最大限に実行し得ることである。ハンドオーバー操作には
３種類即ち同じ基地局コントローラの元でのハンドオーバー（ＢＳＣ内ハンドオーバー）
、基地局サブシステム間（ＢＳＳ間）ハンドオーバー、及び交換センター間（ＭＳＣ間）
ハンドオーバー、がある。
【００５２】
本発明のシステムにおけるゲートウェイ・コンピュータ１は通常のセルラー無線システム
の基地局コントローラＢＳＣに相当するので、オフィス内で、即ちそれ自身の基地局サブ
システム（それ自身の無線ローカルエリアネットワーク）内で行われる全てのハンドオー
バー操作を処理する。オフィス内での経路指定の変更に関する決定は測定に基づいて行わ
れるのであるが、この測定は、移動局の動作を規制する従来公知の規格に従って移動局が
行う測定であって、それから情報が普通のセルラー無線システムの基地局コントローラに
送られるのと同様にゲートウェイ・コンピュータ１に送られる。
【００５３】
本発明に関しては、基地局サブシステム間のハンドオーバー操作と交換センター間のハン
ドオーバー操作とは、この両方の場合にデータ端末装置が本発明のオフィス通信システム
と一般セルラー無線システムとの間の管理上の境界を横切って移動するので、類似してい
る。この場合、移動交換センターＭＳＣは従来公知の方法でハンドオーバー操作を実行す
る。本発明のシステムが一般セルラー無線システムの通達範囲内にあるならば、データ端
末装置は移動しないけれども干渉状態の故に接続の質が一般セルラー無線ネットワークを
通して伝送を行う方が良好であるという事態が起こり得る。しかし、オフィスにより構成
されるロケーションエリアがデータ端末装置のホームロケーションエリアとして使用され
る本発明の好ましい実施例では、接続の質が満足できる程度である限りは本発明のシステ
ムを通して接続を伝送するのが好ましい。また、もし接続が一般セルラー無線ネットワー
クに渡されているならば、接続の質が満足できる程度の質になり次第本発明のシステムに
復帰するのが好ましい。
【００５４】
ＨＩＰＥＲＬＡＮ無線インターフェースとＧＳＭインターフェースとは、例えばこれらの
インターフェースが支援する移動速度（ＧＳＭでは２５０ｋｍ／ｈ未満、ＨＩＰＥＲＬＡ
Ｎでは３６ｋｍ／ｈ未満）などに関して非常に異なっているので、無線ローカルエリアネ
ットワークから一般セルラーネットワークへの切換、及びその逆の切換が遅れを生じさせ
る可能性があり、それはデータ端末装置及び／又はゲートウェイ・コンピュータ１のイン
ターフェースの実施のために使われているプログラマブルなプロセスを走らせることに起
因する。この目的のために、「呼再確立」の概念を定義することが提案される。データ端
末装置が他のデータ端末装置、ゲートウェイ・コンピュータ１又は基地局ＢＳへの接続を
失うとき、該端末装置は一般セルラーシステムの他のノード又は基地局を介して代わりの

10

20

30

40

50

(18) JP 3927625 B2 2007.6.13



接続を直ぐに確立することができるべきである。この操作は、ＤＥＣＴシステムにおいて
定義されている「移動局開始ハンドオーバー（ mobile-initiated handover)」に相当する
。
【００５５】
次に、本発明のデータ転送システムに使用される移動局について説明をする。本発明のシ
ステムでは無線ローカルエリアネットワークは特に通信密度の高い区域に形成されるので
、その無線ローカルエリアネットワークが一般セルラー無線ネットワーク（例えばＧＳＭ
ネットワーク）の通達範囲と一部重なり合うことがあり得る。普通のＧＳＭ移動局を持っ
ているユーザーは無線ローカルエリアネットワークを気にせずにその移動局を使用するこ
とができ、その内部動作はＧＳＭ接続とは異なる周波数で行われるので、本発明は、古く
からのユーザーにその装置の品質の格上げを強制するものではない。
【００５６】
本発明と関連して使用するのに最も適する装置は、ＧＳＭシステム及び無線ローカルエリ
アネットワーク（いわゆるＨＩＰＥＲＬＡＮの島）の双方において動作する無線装置を有
する新しい種類の総合移動局である。現在のＧＳＭ電話に使用されているのと類似する無
線装置はＧＳＭシステムで動作するのに適している。ＨＩＰＥＲＬＡＮ動作に必要な装置
は、例えば、１９９３年２月の刊行物「ＥＴＲ０６９、ＥＴＳＩ　ＴＣ－ＲＥＳ、ＨＩＰ
ＥＲＬＡＮサービス及び機能文献：「無線装置及びシステム（ＲＥＳ）ＨＩＰＥＲＬＡＮ
サービス及び機能／システム定義文献（ "Radio Equipment and Systems (RES) HIPERLAN 
Services and facilities / System Definition Document")」に記載されている。２つの
無線装置を備えているデータ端末装置は例えば将来の個人用通信装置になることができ、
これによりユーザーはテキスト、バイナリデータ、音声及びイメージを相互に送り合うこ
とができる。無線ローカルエリアネットワークでは、ＨＩＰＥＲＬＡＮ動作のみをするこ
とができて、ＧＳＭ接続が必要となる無線ローカルエリアネットワークの外ではなくてそ
の区域内で動作することのできる、より経済的なデータ端末装置を使用することもできる
。
【００５７】
本発明は、将来個人的通信に必要とされる全てのサービスを伝送することを可能にするデ
ータ転送の総合的な形を提供するものである。それは、セルラー無線ネットワークの移動
性及び通達範囲の広さをコンピュータ間のインターネット通信網の容量の大きさとを結合
させる。高速移動（ <250 km/h)が可能な地域では、ＧＳＭネットワークを介してユーザー
にサービスが提供され、通信密度が高くて大容量データ転送が必要なオフィスなどの地域
では無線ローカルエリアネットワークを介してユーザーにサービスが提供される。
【００５８】
【発明の効果】
本発明は、無線ネットワークでもある１ネットワークを介して局地的に全てのデータ転送
を行わせるのでユーザーは自分のデータ端末装置を持って１カ所にとどまっている必要は
ないから、オフィスビル内に部分的に重なり合う有線データ転送ネットワークを構築する
必要をなくするものである。新しい設備はほとんどなく、既存の設備の変更は殆ど必要な
いので、データ端末装置の移動性は本発明のシステムを長期間にわたって柔軟で有利なも
のとする。
【図面の簡単な説明】
【図１】特に第１カテゴリーのアプリケーションである本発明のデータ転送システムを示
す図。
【図２】特に第２カテゴリーのアプリケーションである本発明のデータ転送システムを示
す図。
【図３】本発明のシステムの一部分であるゲートウェイ・コンピュータにおけるプロトコ
ル変換を示す図。
【図４】本発明の遠隔通信システムにおける或る地域指定間の関係を示す図。
【図５】本発明のシステムに使用することのできるゲートウェイ・コンピュータの流れ図
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。
【符号の説明】
１　第１ゲートウェイ・コンピュータ
３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄ、３ｅ、３ｆ、３ｇ、３ｈ　データ端末装置
ＢＳ　基地局
ＢＳＣ　基地局コントローラ
ＭＳＣ　移動交換センター

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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