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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１の符号及び第２の符号のうちの少なくとも１つの情報を無線端末に経路設定するよう
に作動可能なスイッチを含む移動無線網に接続されたパケット交換固定網を備えた通信シ
ステムにおける、前記パケット交換固定網から無線端末への情報の送信を最適化する方法
において、
前記スイッチが前記パケット交換固定網から前記無線端末に向けられた少なくとも１つの
パケットの情報を受信するステップであって、前記パケットが第３の符号によって符号化
されているステップと、
無線リンクを経由して前記無線端末へ前記パケットを送信する際に前記第１の符号と前記
第２の符号のうちのいずれを使用するのが好適であるかについて、前記第３の符号により
符号化された前記少なくとも１つのパケットの情報から判断される前記情報の形式に従っ
て判断するステップと、
前記第３の符号により符号化された前記情報を前記判断するステップにより前記好適とさ
れた第１又は第２の符号に従って符号変換するステップと、
前記無線リンクを経由して前記無線端末へ前記符号変換された情報を転送するステップと
を備えた方法。
【請求項２】
前記パケット交換固定網は、インターネットを備えている請求項１記載の方法。
【請求項３】
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前記移動無線網は、ＧＳＭ網を備えている請求項１記載の方法。
【請求項４】
前記第１の符号は、音声を備えている請求項１記載の方法。
【請求項５】
前記第２の符号は、低速度データを備えている請求項１記載の方法。
【請求項６】
前記スイッチは、移動体サービス交換局を備えている請求項１記載の方法。
【請求項７】
スイッチ及び少なくとも１つの無線端末を含む移動無線網に接続されたバケット交換固定
網を備えた通信システムであって、前記スイッチが放送網に接続されて、第１の無線イン
ターフェース及び第２の無線インターフェースのうちの少なくとも１つを経由して前記無
線端末へ情報を経路設定するように作動可能であり、前記第１及び第２の無線インターフ
ェースのそれぞれが所定形式の情報の無線送信用に最適化されている通信システムにおけ
る、前記パケット交換固定網から前記移動無線網への前記情報の送信を最適化する方法に
おいて、
前記スイッチが前記パケット交換固定網から前記無線端末に向けられた少なくとも１パケ
ットの情報を受信するステップであって、前記パケットが第１の符号によって符号化され
ているステップと、
前記パケットを前記無線端末に送信する際に前記第１の無線インターフェースと前記第２
の無線インターフェースのうちのいずれを使用するのが好適であるかについて、前記第１
の符号により符号化された前記少なくとも１パケットの情報から判断される前記情報の形
式に従って判断するステップと、
前記第１の符号により符号化された前記情報を、前記判断するステップにより前記好適と
された無線インターフェースに関連した第２の符号に符号変換するステップと、
前記好適とされた無線インターフェースを経由して前記無線端末に前記符号変換された情
報を転送するステップと
を備えた方法。
【請求項８】
前記パケット交換固定網は、インターネットを備えている請求項７記載の方法。
【請求項９】
前記移動無線網は、ＧＳＭ網を備えている請求項７記載の方法。
【請求項１０】
前記放送網は、ディジタル・オーディオ放送網を備えている請求項７記載の方法。
【請求項１１】
前記スイッチは、移動体サービス交換局を備えている請求項７記載の方法。
【請求項１２】
前記第１の無線インターフェースは、ＧＳＭエア・インターフェースを備えている請求項
７記載の方法。
【請求項１３】
前記第２の無線エア・インターフェースは、ディジタル・オーディオ放送エア・インター
フェースを備えている請求項７記載の方法。
【請求項１４】
前記所定形式の情報は、音声、低速度データ、及び高速のワールド・ワイド・ウェブ・デ
ータのうちの少なくとも１つを備えている請求項７記載の方法。
【請求項１５】
前記第２の符号は、標準的なインターネット符号を備えている請求項７記載の方法。
【発明の詳細な説明】
発明の背景
発明の技術分野
本発明は、一般に電気通信分野に関し、特にインターネットを介して通信する移動無線電
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話利用者用の方法及び装置に関する。
関連技術の説明
今日のセルラ網は、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）及び総合ディジタル通信網（ＩＳＤＮ）
の両者と相互接続し、かつ相互利用するように設計されている。これらの網に共通する特
徴は、比較的に狭帯域幅のトラヒックを取り扱う回線交換網であるということにある。
これに対して、急速に成長する「ＩＰ網」即ち「インターネット」は、回線交換網よりは
るかに広い帯域のトラヒック通信端末を取り扱うパケット交換網である。従って、最も一
般的なワイヤ接続通信端末は、はるかに広いインターネットの帯域幅を完全に使用するこ
とができる。しかしながら、インターネットと通信するように複数のワイヤレス（例えば
、セルラ）無線端末を使用することによる問題は、これらのワイヤレス端末がそれぞれの
無線エア・インターフェースにより帯域幅が制限されることである。これらのシステムが
ワイヤレス無線端末によりアクセスされるのであれば、同じような問題が非同期転送モー
ド（ＡＴＭ）又は広帯域ＩＳＤＮ通信システムに関しても存在する。従って、将来のワイ
ヤレス無線端末をパケット交換網（又は他の広帯域網）に使用してワイヤレス接続端末に
より取り扱われているものに匹敵した広帯域トラヒックを取り扱うことができるように、
通常のワイヤレス無線端末の帯域幅制限を克服する必要がある。
本来、セルラ無線網用に発表されたエア・インターフェース標準は、特殊な符号化技術を
使用することに基づいて開発された。これらの符号化技術は、無線エア・インターフェー
スを経由してビット効果的な双方向音声トラヒックの送信を可能にするように最適化され
ていた。従って、セルラ網用のエア・インターフェース標準は、無線エア・インターフェ
ースを経由して比較的低速度のデータを送信できるように変更された。現在、更にこれら
の標準は、これらの形式の送信用に最適化された符号化により、パケット・データのアッ
プリンク送信及びダウンリンク送信の両方を可能にしている。このようなパケット・デー
タ標準例としては、移動通信用グローバル・システム（Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆ
ｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ：ＧＳＭ）に対する汎用パケット無
線サービス（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ：ＧＰＲＳ）
無線インターフェースがあり、これは、欧州電気通信標準協会（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｔｅ
ｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｔａｎｄａｒｄｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ：ＥＴＳＩ
）により発行されたＧＳＭ仕様０４．６０に説明されている。
多くの電気通信網アプリケーションに関する帯域幅の必要条件は、明らかに、非対称的で
ある。換言すれば、（例えば無線環境におけるダウンリンクを介して）端末に転送されて
いる情報は、典型的には、端末から（例えば無線アップリンクを介して）転送される情報
よりも多くの帯域幅を必要とする。このような非対称アプリケーション例としては、いわ
ゆる「ビデオ・オン・デマンド（ＶＣＤ）」アプリケーションがあり、ビデオの要求を発
生する（ダウンリンクを経由して送出される）ために使用されるデータ量が返事として（
ダウンリンクを経由して）送出される多量のビデオ・データに比較して相対的に少ない。
従って、これら非対称アプリケーションを最適化するために、ディジタル・ビデオ放送（
ＤＶＢ）及びディジタル・オーディオ放送（ＤＡＢ）のようなサービス用のエア・インタ
ーフェース・プロトコルが標準化されているので、これらのサービスを提供することがで
きる。
現在の最先端技術を要約すると、現存するか、又は考案された多数の無線インターフェー
ス標準（例えば、ＧＳＭ、ＤＡＢ／ＤＶＢ等）がある。更に、符号情報を特定のエア・イ
ンターフェース（例えば、ＧＳＭにおける音声符号化、又はＧＰＲＳにおけるパケット・
データ・処理）を経由して送信するために使用される多数の方法がある。従って、将来、
これら異なる標準及び符号化技術に対する帯域幅必要条件の全てを考慮し、かつ効果的に
最適化する必要がある。
これに対して、厳密なインターネット環境では、このようなエア・インターフェース帯域
幅の問題がないので、どのようにしで情報がパケット交換網を経由して送信されるべきか
を定めるために、必要とする唯一のプロトコル（例えば、ＩＰ網標準）があるだけである
。しかしながら、無線リンクを経由して広帯域トラヒックを送信する際に遭遇する困難、
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及び関連する異なる音声符号化技術のために、ワイヤレス無線端末によりパケット交換、
地上ベース網（例えば、インターネット）をアクセスしようとする際に、他の重要な問題
が発生する。
例えば、前述のように、（例えば、インターネットからの）広帯域トラヒックをダウンリ
ンク無線エア・インターフェースを経由してワイヤレス無線端末へ送信するときに、この
ような１つの問題に遭遇する。ある種の無線エア・インターフェースは、ＧＳＭ及びＤＡ
Ｂシステムに使用されたもののように、パケット交換地上ベース網に使用される典型的な
アプリケーションのために必要な所要ダウンリンク帯域幅を提供することができる。しか
しながら、残っている問題は、関連する異なる複数のインターフェースを組み合わせるた
めに利用できる方法がないということである。
セルラ移動無線網において、加入者は無線端末として「ラップトップ（ｌａｐｔｏｐ）」
パーソナル・コンピュータ（ＰＣ）を使用することにより、インターネットを介して「ワ
ールド・ワイド・ウエブ（Ｗｏｒｌｄ－Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂ：ＷＷＷ）を「サーフィンする
（ｓｕｒｆ）」ことができる。加入者の検索命令は、セルラ網の無線エア・インターフェ
ースを介してアップリンクを経由して移動体通信交換局（ＭＳＣ）へ容易に転送すること
ができる。次いで、検索命令は、適当なＩＰ標準プロトコルに従ってインターネットを経
由してインターネット接続のサーバを介して転送される。しかしながら、これに対して、
ダウンリンクを経由してもっと多量の情報を転送するプロセス、従って、通常のセルラ網
における無線リンクを経由してそのような多量の情報を送信するプロセスは、はるかに高
い典型的な無線接続端末のスループットに比較して、余りに遅く、従って加入者にとって
受け入れられない。
第２の問題は、音声情報をワイヤレス無線端末からインターネットに転送する時に発生す
る。音声情報を無線エア・インターフェースを経由して送信することは、セルラ交換接続
を使用することにより最もうまく達成される。このような接続の１例は、ＧＳＭにおける
トラヒック・チャネル（Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＴＣＨ）である。他方、低速
度データを無線エア・インターフェースを経由して送信することは、セルラ・パケット交
換接続を使用することにより最もうまく達成される。このような接続の１例は、ＧＰＲＳ
におけるパケット・データ・トラヒック・チャネル（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｔｒａｆ
ｆｉｃ　Ｃｈａｎｎｅｌ：ＰＤＴＣＨ）である。このように通常は、特定の符号化により
エア・ウェーブを経由して異なる無線チャネルを介して音声及びデータを送信するのが好
ましいと同時に、対応する音声及びデータ情報は、単一のパケット・データ接続を使用し
てインターネットを経由して転送される。従って、音声及び低速度データを転送するイン
ターネットについてのアプリケーションに関して特に問題はないように見える。それでも
、パケット交換網とセルラ無線網との間で音声及び低速度データを符号変換して転送する
ために使用される適当なチャネル及び手順を選択する処理に関係する問題が依然として存
在する。
発明の概要
従って、本発明の目的は、これらの問題を解決するために、インターネットのようなパケ
ット交換固定網に対してアクセスする移動無線端末を提供することにある。
本発明の他の目的は、パケット交換固定網から無線エア・インターフェースを経由してワ
イヤレス無線端末へ広帯域トラヒックを経路設定できるようにさせることにある。
本発明の更に他の目的は、ダウンリンク送信無線エア・インターフェースを経由して移動
無線端末へ音声、低速度データ又は高速度データを経路設定する機能を提供することにあ
る。
本発明の更に他の目的は、移動無線端末が地上ベースパケット交換網、移動パケット交換
網又は移動回線交換網のうちのいずれか１つと無線リンクを経由して通信できるようにす
ることにある。
本発明によれば、インターネットのようなパケット交換固定網から複数のパケットを受信
して解析し、かつ受信した情報の形式（例えば、音声、低速度データ又は高速度ＷＷＷデ
ータ）に従って、その情報を適当な無線エア・インターフェースを経由して移動無線端末
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に経路設定する、移動無線網に使用する方法及びシステムにより、以上の目的及びその他
の目的が達成される。例えば、音声情報は、通常の回線交換移動無線リンク（例えば、Ｇ
ＳＭトラヒック・チャネル）を経由して移動無線端末へ経路設定されてもよく、低速度デ
ータは、パケット交換移動無線リンク（例えば、ＧＰＲＳトラヒック・チャネル）を経由
して経路設定されてもよく、また高速度データは、広帯域放送無線リンク（例えば、ディ
ジタル・オーディオ放送網無線リンク）を経由して経路設定されてもよい。本発明の結果
として、現在、移動無線端末はインターネットに対する完全なアクセスを享受すること、
従ってインターネットを経由して他の端末と効果的に通信することができる。
【図面の簡単な説明】
本発明の方法及び装置のより完全な理解は、以下の詳細な説明を添付図面に関連させて参
照することにより、得られる。
図１は本発明の好ましい一実施例を実施するために使用可能とされる例示的なステムを示
すブロック図である。
図２は、本発明の好ましい実施例により、どのようにしてシステム（例えば、図１に示す
もの）がパケット交換網とワイヤレス無線端末との間で情報を転送できるのかを示す例示
的な１方法のフロー・チャートである。
図面の詳細な説明
本発明の好ましい実施例は、図面のうちの図１～図２を参照することにより最も良く理解
され、種々の図面において同一及び対応する部分に対して同一番号が使用されている。
図１は本発明の好ましい実施例を実施するために使用可能とされる例示的な１システムを
示すブロック図である。この実施例のために、システム１０はパケット交換網１０１（例
えば、インターネット）を含む。ＷＷＷサーバ１０２及びワイヤ接続端末１０３（例えば
、パーソナル・コンピュータ）は、双方向通信のためにそれぞれライン１１１及び１１２
によりパケット交換網１０１に接続されている。また、システム１０は、移動通信網（例
えば、ＧＳＭのようなセルラ無線網）を含み、この移動無線網は、更に、ＭＳＣ１０４、
基地局サブシステム（ＢＳＳ）１０５、及びワイヤレス無線端末１０６を含む。
無線端末１０６は、双方向通信のために第１の無線リンク（例えば、セルラ・エア・イン
ターフェース）を介してＢＳＳ１０５に接続されている。好ましくは、この無線端末は、
セルラ制御及びトランシーバ補助部（サブセクション）１０９（例えば、ＧＳＭ）及びデ
ィジタル・オーディオ放送（ＤＡＢ）受信機補助部１０７を含む。これによって、無線端
末は、セルラ・トランシーバによる低速度データ（例えば、ＧＳＭ用の１０～１００ｋｂ
ｐｓ）、及びＤＡＢ受信機による高速度データ（例えば、ＤＡＢ用の最大約１．５Ｍｂｐ
ｓ）の両方を受信することができる。
ＭＳＣ１０４は、ＤＡＢ網１００に接続されている。ＭＳＣ１０４からの情報は接続１２
５を介してＤＡＢ網１００に供給され、それはこの情報を第２の無線インターフェース１
１５を介して無線端末１０６に放送する。無線端末１０６の（ＤＡＢ）受信部１０７は、
ＤＡＢ網１００から放送された情報を検出して処理する。無線端末１０６は、更に、例え
ばデータを入力又は表示するキーボード／ディスプレイのような入出力（Ｉ／Ｏ）インタ
ーフェース１０８、及び音声情報を入力又は出力する音声Ｉ／Ｏ部を含む。更に、無線端
末１０６は、制御及びトランシーバ部１０９を含み、これは、この無線端末のセルラ・エ
ア・インターフェース（例えば、ＧＳＭ）機能を連続的に制御するが、しかし更に、コマ
ンドにより、切り換えてこの無線端末のＤＡＢ網エア・インターフェース機能を制御する
こともできる。
ＭＳＣ１０４は、本質的に、ＩＰ網に対するアクセスを無線端末１０６に提供する。好ま
しくは、無線端末用に設計された全てのインターネット・トラヒックは、移動網のＭＳＣ
を通って流れる。従って、ＩＰ網から広帯域トラヒックは、広帯域ＤＡＢ網を経由して無
線端末に経路設定することが可能とされ、また狭帯域トラヒックは、パケット交換（例え
ば、ＧＰＲＳ）、又は回線交換（例えば、ＧＳＭ音声）エア・インターフェースを介して
無線端末に経路設定可能にされる。
特に、ＭＳＣ１０４は、ＭＳＣとパケット交換網１０１、ＤＡＢ網１００及びＢＳＳ１０
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５との間で、それぞれ適当なインターフェースを行うインターネット・アクセス・インタ
ーフェース部１２１、ＤＡＢアクセス・インターフェース部１２２及びセルラ・インター
フェース部１２３を含む。これらの各インターフェース部は、それぞれの外部インターフ
ェースに面する入出力部と、当該技術分野において通常に習熟する者に知られた手順に従
って、必要な符号変換及びメッセージ・ヘッダから制御情報の抽出を実行する通常のプロ
セッサを備えた制御部とを備えている。この制御情報は、例えば、受信人、（例えば、充
電用の）送信器、インターネット・オペレータ、セルラ・オペレータ、メッセージのフォ
ーマット形式等を備えていてもよい。受信インターフェース部１２１、１２２、１２３の
制御部は、ＭＳＣ機能に関連したスイッチ及び制御（ＣＴＲＬ）部１２４に対するメッセ
ージと共に、受信して抽出した制御情報を送出し、前記経路設定判断は抽出した制御情報
に基づいて行われ、かつメッセージ及び制御情報は選択された出力インターフェース部１
２１、１２２、１２３（図２に関して以下で説明する）に出力するように経路設定される
。
セルラ・エア・インターフェースは、２つの双方向矢印１１３及び１１４により表されて
いる。矢印１１３は、例えば、一対（アップリンク及びダウンリンク）の搬送波周波数上
のタイム・スロットを使用する回線交換音声接続を示す。矢印１１４はパケット交換デー
タ接続を示し、これは、例えば、音声接続により使用される同一対の搬送波周波数上の他
のタイム・スロットを使用する。ＤＡＢエア・インターフェースは、単方向矢印１１５に
より表されており、これは、ＤＡＢ網１００から無線端末１０６へのダウンリンクを表す
。パケット交換接続１１６は、ＭＳＣ１０４とパケット交換網１０１との間に示されてい
る。接続１１６は、パケット交換網１０１と無線端末１０６との間で情報を転送するため
、及びＭＳＣ１０４によりサービスされる他の無線端末（明示されていない）とパケット
交換網との間で通信するために、使用可能にされている。無線エア・インターフェース（
それぞれリンク１１３及び１１４）を経由して転送される音声とデータとの間の切り換え
に使用するために、移動局（複数の移動局）及び基地局により使用可能とされるシグナリ
ング・プロトコルの１例は、ＧＳＭ技術仕様０４．０８に説明されている。
図２は、本発明の好ましい実施例に従って、どのようにしてシステム（例えば、図１に示
すシステム１０）がパケット交換網（例えば、インターネット１０１）とワイヤレス無線
端末（例えば、無線端末１０６）との間で情報を転送することができるのかを示す例示的
な方法のフロー・チャートである。ステップ２０１において、通信されるべき情報のパケ
ットは、それぞれの通信リンク１１１又は１１２を介してサーバ１０２又は端末１０３か
ら転送される。ステップ２０３において、情報のパケットは、パケット交換網１０１から
通信ライン１１６を介してＭＳＣ１０４内のアクセス部１２１に送信される。ＭＳＣ１０
４は、更に、他の端末（明示されていない）からの情報のパケットを（ライン１１６を介
して）受信することもでき、更に、パケット交換網にも接続されて、ＭＳＣ１０４の制御
により動作している少なくとも１つワイヤレス無線端末（例えば、端末１０６）と通信す
る。ステップ２０５において、ＭＳＣ１０４内の切換及び制御部１２４は、アクセス部１
２１から無線端末１０６へ情報パケットを転送するためにどのような送信パスを使用すべ
きかを判断するために、アクセス部１２１において受信した各パケットを解析する。
ステップ２０７において、（以下で説明するように）実行したある種の切換基準及び判断
に従って、切換及び制御部１２４は、回線交換音声接続（例えば、リンク１１３を経由す
るＧＳＭ　ＴＣＨを介して）か、パケット交換接続（例えば、リンク１１４を経由するＧ
ＳＭ　ＧＰＲＳチャネルを介して）か、又は広帯域無線リンク（例えば、ＤＡＢ網１００
及びリンク１１５）のいずれを介して無線エア・インターフェースを経由して移動無線端
末へ情報パケットを転送するかについて判断する。
例えば、切換及び制御部１２４により実行可能とされる１つの切換判断（ステップ２０７
）は、ＭＳＣ１０４に、回線交換無線エア・インターフェース（例えば、リンク１１３）
がパケット交換網１０１から進行中の送信における着信トラヒック量を取り扱うのには余
りに「遅い」媒体であることを示す受信バッファ・オーバーフロー・メッセージが受信さ
れた時である。この場合に、切換及び制御部１２４は、パケット交換又は広帯域無線リン
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ク（例えば、それぞれ１１４、又は１１５）を経由して連続的に着信するパケット情報を
経路設定することができる。
切換及び制御部１２４により実行可能とされる第２の例示的な切換判断は、例えば、サー
バ１０２、又は送信を開始した任意の端末からの制御メッセージにおいて、ＭＳＣに一方
の接続から他方の接続へ切り換えるように指令する命令を受信した時である。この場合に
、この切換及び制御部は、例えば、回線交換無線エア・インターフェース（例えば、リン
ク１１３）からパケット交換リンク１１４若しくは広帯域無線リンク１１５へ（又はその
逆）、又は広帯域無線リンクからパケット交換無線リンク１１４（又はその逆）へ送信経
路を再設定することができる。
切換及び制御部１２４により実行可能とされる第３例の切換判断は、ＭＳＣ１０４が、パ
ケット交換網１０１から受信している１以上のパケットの符号シーケンスであって、受信
したパケット情報を生起したサーバの形式（例えば、ＷＷＷサーバ）を示す符号シーケン
スを受信する時である。この例では、切換及び制御部１２４が、例えば、パケット発生源
としてＷＷＷサーバを示す符号シーケンスを受信することにより、パケット交換接続（例
えば、ＧＰＲＳリンク１１４）を経由する送信を経路設定できる。
切換及び制御部１２４により実行可能とされる第４の例示的な切換判断は、（例えば、１
以上の接続に基づくトラヒック輻輳のために、又は一方の接続が他方の接続を使用するよ
り安価となり得るために）、ＭＳＣ１０４が、このＭＳＣに関連した移動無線網内の他の
ノードから、このＭＳＣを特定の接続に切換えるように指令する制御情報を受信する時で
ある。
ステップ２０７に戻ると、前述の例及び他の適当な切換標準に基づき、切換及び制御部１
２４が広帯域（例えば、ＤＡＢ）網経路設定を選択して受信した情報パケット（又は複数
の情報パケット）を送信するときは、ステップ２１１において、ＭＳＣは（例えば、リン
ク１１３を介してＧＳＭ　ＴＣＨを経由する、又はリンク１１４を介してＧＰＲＳ　ＰＤ
ＴＣＨを経由する）制御メッセージであって、受信機部１０７をスイッチ・オンするよう
に無線端末に指令する制御メッセージを無線端末１０６の制御部１０９に転送することが
できる。このＭＳＣは、広帯域網経路設定が選択されている限り、周期的な間隔でこの指
令を再送することができる。ステップ２１３において、切換及び制御部１２４は、パケッ
ト交換網アクセス部１２１から受信した情報パケット（例えば、サーバ１０２により発生
したＷＷＷパケット）を、広帯域（ＤＡＢ）アクセス部１２２、及び（リンク１１５を介
する）広帯域（ＤＡＢ）網１００放送送信機を通して経路設定する。送信された情報パケ
ットは、無線端末１０６内の受信機部１０７により受信されて処理される。ステップ２１
５では、（例えば、サーバ１０２において）情報パケット送信が終結されると、切換及び
制御部１２４は、（例えば、ＧＳＭ　ＴＣＨ又はＧＰＲＳ　ＰＤＴＣＨを介して）着信機
部１０７をスイッチ・オフするように、無線端末制御部１０９に指令する制御メッセージ
を送信することができる。代わって、無線端末制御部１０９は、ある種の条件により所定
時間後に受信機部をスイッチ・オフするタイム・アウト回路（明示せず）を採用すること
ができる。
ステップ２０７に戻ると、パケット交換接続が選択されれば、ステップ２３１において、
情報パケットが標準パケット交換プロトコルに従って再フォーマットされる（例えば、Ｇ
ＰＲＳ標準はＩＰ網標準と相違する）。ステップ２３３において、再フォーマットされた
パケットは、パケット交換網接続（例えば、ＧＰＲＳ）を介し、パケット交換無線リンク
１１４に関連するタイム・スロットにより無線端末１０６に送信される。
再びステップ２０７を戻ると、回線交換接続（例えば、ＧＳＭ）が選択されれば、ステッ
プ２２１において、送信されるべきパケットは音声情報を含むと推定できるので、セルラ
・トランスコーダ部１２３により回線交換網において使用されている音声符号に符号変換
される。ステップ２２３において、符号変換されたパケットは、無線リンク１１３に関連
されたタイム・スロットを使用して、回線交換無線エア・インターフェースを経由して（
例えば、ＧＳＭ内のＴＣＨを介して）無線端末１０６に送信される。ステップ２４０にお
いて切換処理が終結される。
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移動無線端末（例えば、端末１０６）からパケット交換網（例えば、インターネット１０
１）へ音声又はデータ情報を転送するために、移動端末における制御装置は制御メッセー
ジを発生することができ、この制御メッセージがＭＳＣ１０４により受信され、該メッセ
ージは音声又はデータをアップリンク方向に送信すべきことをＭＳＣに知らせる。この制
御メッセージは、標準的な信号プロトコル（例えば、ＧＳＭ技術仕様０４．０８）に従っ
て、回線交換リンク１１３を経由してＭＳＣに送出可能とされる。このメッセージは、移
動局により送信され、かつ回線交換リンク１１３（音声）又はパケット交換リンク（デー
タ）を経由して転送されてもよい。ＭＳＣ１０４内のアクセス部１２１は、音声又はデー
タ情報を（標準的なインターネット・プロトコルに従って）適当なパケット交換網符号に
変換することができる。
本発明の方法及び装置の好ましい実施例を添付図面に示すと共に、以上の詳細な説明にお
いて説明したが、本発明は開示した実施例に限定されるものではなく、下記の請求項に述
べると共に定義した本発明の精神から逸脱することなく、多数の再再編成、変更及び置換
が可能なことを理解すべきである。

【図１】 【図２】
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