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(57)【要約】
【課題】２つの異なる無線アクセス技術の間でワイヤレ
ス（無線）接続をシームレスに、そして簡単に実現しや
すくするシステムおよび方法が必要とされている。
【解決手段】第３世代携帯電話技術とＩＥＥＥ８０２．
１１ワイドバンドローカルエリアネットワーク（ＷＬＡ
Ｎ）技術によりインターネットアクセスをサポートする
デバイスに対して、どの無線アクセス技術が利用可能で
あるかにかかわらず、ユビキタスなカバレジと、シーム
レスな接続性とを提供する方法およびシステム。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シームレスなネットワーク接続を容易にするためのワイヤレスシステム（２００）にお
いて、
　（ａ）統合端末（２２０）であって、
　　（ｉ）第１のアクセスポイント（ＡＰ）（２３０）と、
　　（ｉｉ）第１のインタフェース（２３８）経由で前記第１のＡＰに連結したワイヤレ
ス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）（２３５）と、
　を含む統合端末（２２０）と、
　（ｂ）第２のインタフェース（２５０）経由で前記統合端末（２２０）に連結したユニ
バーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）（２２５）と、
　（ｃ）外部のネットワーク（２１５）と、
　（ｄ）第３のインタフェース（２４５）と前記統合端末（２２０）と前記第２のインタ
フェース（２５０）との経由で前記ＵＴＲＡＮを介してＷＬＡＮアクセスデバイスにアク
セスすることを提供するために、第３のインタフェース（２４５）経由で前記統合端末（
２２０）に連結した少なくとも１つのワイヤレスローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ
）アクセスデバイス（２０５）と、
　（ｅ）第４のインタフェース（２４０）経由で前記ＷＬＡＮアクセスデバイス（２０５
）に連結した第２のＡＰ（２１０）であって、前記ＷＬＡＮアクセスデバイス（２０５）
に対して前記第４のインタフェース（２４０）経由で前記第２のＡＰ（２１０）を介して
前記外部のネットワーク（２１５）にアクセスすることを提供する、第２のＡＰと、
　を備えたことを特徴とするワイヤレスシステム（２００）。
【請求項２】
　前記外部ネットワーク（２１５）は、前記第２のＡＰ（２１０）及び前記ＵＴＲＡＮ（
２２５）の両方に連結することを特徴とする請求項１に記載のシステム（２００）。
【請求項３】
　前記第２（２５０）、第３（２４５）および第４のインタフェース（２４０）のそれぞ
れがワイヤレスインタフェースであることを特徴とする請求項１に記載のシステム（２０
０）。
【請求項４】
　前記外部ネットワーク（２１５）がインターネットであることを特徴とする請求項１に
記載のシステム（２００）。
【請求項５】
　前記ＷＴＲＵ（２３５）および前記ＵＴＲＡＮ（２２５）が、前記外部ネットワーク（
２１５）への第３世代（３Ｇ）コネクションを手動または自動で確立することを特徴とす
る請求項１に記載のシステム（２００）。
【請求項６】
　前記ＷＬＡＮアクセスデバイス（２０５）が、標準ＩＥＥＥ８０２．１１のアクティブ
またはパッシブスキャン方法によって前記統合端末（２２０）を認識することを特徴とす
る請求項５に記載のシステム（２００）。
【請求項７】
　前記３Ｇコネクションが、事前設定の無活動タイマのタイムアウト後に解放されること
を特徴とする請求項５に記載のシステム（２００）。
【請求項８】
　前記３Ｇコネクションが、異なる無線アクセス技術を使用するサービスプロバイダ間で
、一貫してサービスを提供するため、または高速なハンドオーバを容易にするために、永
続的に確立されることを特徴とする請求項５に記載のシステム（２００）。
【請求項９】
　前記第２（２５０）および第３のインタフェース（２４５）のそれぞれが、異なる無線
アクセス技術に関連づけられ、互いに論理的に独立であることを特徴とする請求項１に記



(3) JP 2009-124740 A 2009.6.4

10

20

30

40

50

載のシステム。
【請求項１０】
　前記統合端末（２２０）がＩＥＥＥ８０２．１１仕様に従って動作することを特徴とす
る請求項１に記載のシステム（２００）。
【請求項１１】
　前記ＷＬＡＮアクセスデバイス（２０５）がＩＥＥＥ８０２．１１仕様に従って動作す
ることを特徴とする請求項１に記載のシステム（２００）。
【請求項１２】
　前記第２のＡＰ（２１０）がＩＥＥＥ８０２．１１仕様に従って動作することを特徴と
する請求項１に記載のシステム（２００）。
【請求項１３】
　前記ＵＴＲＡＮ（２２５）が第３世代（３Ｇ）仕様に従って動作することを特徴とする
請求項１に記載のシステム（２００）。
【請求項１４】
　前記ＷＴＲＵ（２３５）が第３世代（３Ｇ）仕様に従って動作することを特徴とする請
求項１に記載のシステム（２００）。
【請求項１５】
　前記ＷＬＡＮアクセスデバイス（２０５）がラップトップコンピュータであることを特
徴とする請求項１に記載のシステム（２００）。
【請求項１６】
　前記ＷＬＡＮアクセスデバイス（２０５）が携帯情報端末（ＰＤＡ）であることを特徴
とする請求項１に記載のシステム（２００）。
【請求項１７】
　前記統合端末（２２０、３０５）が、複数の独立のアクセスデバイスおよび／または前
記統合端末（２２０、３０５）内のインターネットプロトコル（ＩＰ）アプリケーション
が同時にサポートされることを可能にするための、前記第１のＡＰ（２３０）に連結した
ＩＰアプリケーションプロセッサ（３３０）をさらに備えたことを特徴とする請求項１に
記載のシステム（２００）。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はワイヤレス（無線）通信の分野に関し、より詳細には、本発明は、ワイヤレス
ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）と携帯電話ネットワークの統合に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、デュアルモード（dual mode）デバイスは、多種多様な無線アクセス技術を通じ
てインターネットアクセスをサポートすると考えられている。その目標は、どの無線アク
セス技術が利用可能であるかにかかわらず、ユビキタスなカバレジ（至るところに広がっ
た受信可能サービスエリア）と、シームレスな接続性（継ぎ目を感じさせないスムーズな
サービスの接続性）とを提供することである。
【０００３】
　図１は、デュアルモード移動端末１０５を含む従来のデュアルモード移動端末システム
１００を示している。「デュアルモード」の指す２つのモードとは、ＩＥＥＥ８０２．１
１に準拠したネットワークと、１つまたは複数の第３世代（３Ｇ）標準に準拠したネット
ワークである。デュアルモード移動端末１０５は、（１）ＩＥＥＥ８０２．１１エアイン
タフェースを通じてＩＥＥＥ８０２．１１アクセスポイント／ルータ機器１１５経由で、
または（２）３Ｇエアインタフェースを通じて３Ｇユニバーサル地上無線アクセスネット
ワーク（ＵＴＲＡＮ）基地局１２０経由で、インターネット１１０と通信する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　このような従来のシステム１００に関連する１つの問題点として、アーキテクチャの違
いから、ＩＥＥＥ８０２．１１と３Ｇの無線ネットワーク間で物理的ハンドオーバプロセ
ス（移動しながら携帯電話を使用する際に、通信の基地局を切り替えて通信を継続させる
処理）を管理する共通の制御エンティティ（実体）が存在しないことがある。このため、
各ネットワークのハンドオーバ制御機能間の複雑な連係が生じる。例えば、ＩＥＥＥ８０
２．１１ネットワークから３Ｇネットワークへ無線コネクションを転送するために必要な
連携およびロジックは、３ＧネットワークからＩＥＥＥ８０２．１１ネットワークへ無線
コネクションを転送するために必要なものとは大きく異なる。なお、この意味でのハンド
オーバは、セルの再選択または再アソシエーション（re-association:リアソシエーショ
ンともいう）とみなすこともできることに留意されたい。２つの異なる無線アクセス技術
の間でワイヤレス（無線）接続をシームレスに、そして簡単に実現しやすくするシステム
および方法が必要とされている。
【０００５】
　もう１つの問題点として、８０２．１１アクセスデバイスは、インターネットへの専用
地上トランクを有する８０２．１１アクセスポイントからのサービスを必要とすることが
挙げられる。８０２．１１アクセスポイントが利用不能である時、インターネットサービ
スは８０２．１１アクセスデバイスに提供されない。８０２．１１アクセスポイントは一
般に、ユビキタスなカバレジを提供するようには設置されないので、移動体ユーザがイン
ターネットサービスにアクセスできることが多くなる。また、いくつかの特定の配備状況
において８０２．１１アクセスポイントにインターネット接続を提供する専用地上リンク
は、設置および保守が高価である。このような場合、地上リンクに代わるものが必要とさ
れる。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　８０２．１１アクセス技術（例えば、アソシエーション／再アソシエーションのプロセ
ス）を組み込んだ携帯電話端末が、８０２．１１アクセスデバイスに対する３Ｇ接続性を
提供する。本発明によれば、ワイヤレスデバイスが、さまざまなタイプのワイヤレス無線
アクセス技術を通じてワイヤレスサービス／接続性を有することができ、それにより、イ
ンターネットサービスに対するモビリティ（あちこち移動すること）およびユビキタスな
カバレジが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】インターネット接続を提供する従来のデュアルモード移動体システムの高水準ブ
ロック図である。
【図２】本発明によるインターネット接続を提供するシステムの高水準ブロック図である
。
【図３】本発明によるインターネット接続を提供する統合デュアルモードシステムの高水
準ブロック図である。
【図４】独立のＩＰデータサービスのルーティングを例示するブロック図である。
【図５】図２のシステムによって実施される「常時接続」チャネル確立に対する信号フロ
ー図である。
【図６】図３のシステムによって実施される一連のイベントに対する信号フロー図である
。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　ＩＥＥＥ８０２．１１および３Ｇの無線アクセス技術を用いた好ましいシステムに関し
て好ましい実施形態を説明するが、本発明は、その広義の形態では、限定なしに、他の伝
送システムにも適用可能と考えられる。
【０００９】
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　図２は、ＩＥＥＥ８０２．１１統合端末１３０（以下、端末１３０）を含むシステム１
５０を示している。端末１３０は、ＩＥＥＥ８０２．１１アクセスポイント（ＡＰ）／ル
ータ１３２（以下、ＡＰ１３２）および３Ｇワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）１３
４（以下、ＷＴＲＵ１３４）を含み、これらがインタフェース１３６経由で互いに連結し
ている。端末１３０は、３Ｇエアインタフェース１４０経由で３Ｇ　ＵＴＲＡＮ１３８（
以下、ＵＴＲＡＮ１３８）に連結し、ＩＥＥＥ８０２．１１エア（air）インタフェース
１４４経由でＩＥＥＥ８０２．１１ＷＬＡＮアクセスデバイス１４２（以下、アクセスデ
バイス１４２）に連結している。
【００１０】
　以下、ワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）は、ユーザ機器、移動局、固定または移
動加入者ユニット、ポケットベル（pager）、またはワイヤレス環境で動作可能な他のい
かなるタイプのデバイスも含むが、これらに限定されない。以下で言及する場合、基地局
は、基地局、ノードＢ、サイトコントローラ（site controller）、アクセスポイントま
たはワイヤレス環境における他のインタフェースデバイスを含むが、これらに限定されな
い。
【００１１】
　基本的に、システム１５０は、２つのエアインタフェース、例えばＷＬＡＮ　ＡＰおよ
び３Ｇユーザ機器（ＵＥ）を、並列ではなく直列に適用する。これにより統合が簡単にな
る。というのは、それぞれのエアインタフェースは論理的に独立（すなわち、共通の制御
エンティティが不要）であるため、互いに影響を受けない（すなわち、各エアインタフェ
ースは、他方のエアインタフェースが存在しないかのように動作する）からである。例え
ば、無線アクセス技術どうしの間で（例えば、ＩＥＥＥ８０２．１１から３Ｇへ、または
その逆へ）ハンドオーバの整合（coordinate）は不要である。３Ｇエアインタフェース１
４０上のハンドオーバは、ＩＥＥＥ８０２．１１エアインタフェース１４４にとって透過
的に扱うことができる。統合されたＡＰ１３２／ＷＴＲＵ１３４の場合、ＷＬＡＮコネク
ションが確立されると、それによって動的に３Ｇコネクションが確立されたり、物理資源
を割り当てたりすることがある。
【００１２】
　システム１５０は、３Ｇエアインタフェース１４０経由でアクセスデバイス１４２から
３Ｇ携帯電話コネクションへの移行（transition）を行うために、標準のＩＥＥＥ８０２
．１１アソシエーション（association）または再アソシエーションプロセスを実施する
。再アソシエーションは、ＡＰが、アクティブ（能動的）スキャンまたはパッシブ（受動
的）スキャンのプロセス中に認識されるサービスセット識別子（ＳＳＩＤ）によって知ら
れる同一の拡張サービスセット（ＥＳＳ）の一部である場合に用いられる。そうでない場
合、異なるＳＳＩＤが認識され、新たなアソシエーションが開始される。アクセスデバイ
スは、基本サービスセットＩＤ（ＢＳＳＩＤ）（すなわち、ＭＡＣ　ＩＤ）と、ＥＳＳの
一部であるアクセスポイントのグループに通常対応するＳＳＩＤとを含むアソシエーショ
ン要求（ＡＲ）を生成する。各ＡＰが、そのＡＰに固有のアソシエーションＩＤ（すなわ
ち、論理コネクションＩＤ）を含むアソシエーション応答によって応答する。
【００１３】
　アクセスデバイス１４２は、標準のＩＥＥＥ８０２．１１のアクティブスキャン方法ま
たはパッシブスキャン方法によって端末１３０を認識する。パッシブスキャンを用いる場
合、アクセスデバイス１４２は、１つまたは複数のＡＰから１つまたは複数のビーコン（
beacon）信号を受信する。ビーコンチャネルは、アクセスポイントのＢＳＳＩＤおよびＳ
ＳＩＤのような、特定のタイプのシステム情報を識別する。アクティブスキャンを用いる
場合、あるレベルのセキュリティが提供されることにより、ＡＰのＳＳＩＤはビーコンチ
ャネル上で通知されない。アクセスデバイス１４２は、ＡＰの事前設定されたＳＳＩＤを
示すプローブ要求を生成する。プローブ要求を受信したＡＰは、その事前設定ＳＳＩＤを
有する場合に、プローブ応答によって受信確認の応答を行う。
【００１４】
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　本発明による端末１３０を動作させるためにはいくつかの代替実施形態がある。一代替
実施形態では、動的割当てを実施することにより、標準のＩＥＥＥ８０２．１１ロジック
（例えば、アソシエーション、再アソシエーション、ディスアソシエーション（disassoc
iation））を用いて、３Ｇコネクションの確立または解放を行う。別の代替実施形態では
、動的に、または永続的に割り当てられた物理リソースを用いて、３Ｇコネクションを前
もって（すなわち、連続的に）確立しておく。
【００１５】
　以下で詳細に説明するように、移動体ユーザが、インターネットへの専用地上接続のよ
うな特定のサービスを提供するＩＥＥＥ８０２．１１ＷＬＡＮカバレジエリアの外部に移
動すると、端末１３０がインターネットへのアクセスを与える。アクセスデバイス１４２
は、カスタマイズされたソフトウェアやハードウェアを必要とせずに、自動的に端末１３
０と再アソシエートする。別法として、アクセスデバイス１４２は、常に端末１３０を使
用してもよい。そうすると、１つまたは複数のＩＥＥＥ８０２．１１ＡＰに専用地上イン
ターネット接続を与えることが不要となる。
【００１６】
　図３は、本発明の好ましい一実施形態により動作するシステム２００を示している。シ
ステム２００は、異なる無線アクセス技術間でシームレスなインターネット接続を実現し
やすくするＩＥＥＥ８０２．１１統合端末２２０（以下、端末２２０）を含む。システム
２００は、さらに、ＩＥＥＥ８０２．１１ＷＬＡＮアクセスデバイス２０５（以下、アク
セスデバイス２０５）、ＩＥＥＥ８０２．１１ＡＰ／ルータ２１０（以下、ＡＰ２１０）
、インターネット２１５および３Ｇ　ＵＴＲＡＮ２２５（以下、ＵＴＲＡＮ２２５）を含
む。端末２２０は、ＩＥＥＥ８０２．１１ＡＰ／ルータ２３０（以下、ＡＰ２３０）およ
び３Ｇ　ＷＴＲＵ２３５（以下、ＷＴＲＵ２３５）を含み、これらがインタフェース２３
８経由で互いに連結している。端末２２０は、３Ｇエアインタフェース２５０経由で３Ｇ
　ＵＴＲＡＮ２２５（以下、ＵＴＲＡＮ２２５）に連結し、ＩＥＥＥ８０２．１１エアイ
ンタフェース２４５経由でアクセスデバイス２０５に連結している。アクセスデバイス２
０５は、最初に、パス２４０経由でＡＰ２１０とアソシエートされる。端末２２０は、（
例えばユーザの要求／入力により）アクセスデバイス２０５を手動でオンにしてインター
ネットアクセス機能を有効にすることによって、またはＩＥＥＥ８０２．１１アクセスデ
バイスアソシエーション手続きを自動検出することによって、インターネット２１５のよ
うな外部ネットワークへの３Ｇエアインタフェースコネクションを確立するために起動さ
れる。無権限のアクセスを制御するために、標準のＩＥＥＥ８０２．１１の認証およびデ
ータ暗号化セキュリティ機能が組み込まれてもよい。アクセスデバイス２０５は、ラップ
トップコンピュータ、携帯情報端末（ＰＤＡ）等であってよい。
【００１７】
　３Ｇ携帯電話コネクション（cellular connection)は、ＷＴＲＵ２３５によって開始さ
れる。サービスタイプ、パケットドメイン、およびその他のコネクション設定は、事前設
定されるか、またはユーザによって手動で要求される。ＷＴＲＵ２３５およびＵＴＲＡＮ
２２５は、手動起動または自動起動で、インターネット２１５への通常の３Ｇコネクショ
ンを確立する。いったん確立されると、３Ｇ携帯電話コネクションはアクセスデバイス２
０５にとって透過的である。アクセスデバイス２０５は、標準のＩＥＥＥ８０２．１１の
アクティブスキャン方法またはパッシブスキャン方法によって、端末２２０を認識する。
【００１８】
　アクセスデバイス２０５のディスアソシエーション後、または事前設定された無活動タ
イマ(inactivity timer)のタイムアウト後、３Ｇ携帯電話コネクションは、ＩＥＥＥ８０
２．１１アクセスデバイスディスアソシエーション手続きの自動検出、または無活動タイ
マの自動タイムアウトに応答して、端末２２０によって解放されてもよい。別法として、
３Ｇ携帯電話コネクションは、ユーザの介入により、デバイスをオフにしたこと、または
インターネットアクセス機能を無効にしたことに応答して、手動で解放されてもよい。い
ずれの場合でも、インターネット２１５への３Ｇエアインタフェースコネクションが解放
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される。
【００１９】
　アクセスデバイス２０５は、パス２４５経由で統合端末２２０へのアソシエーションま
たは再アソシエーションのいずれかを開始する。端末２２０は、アクセスデバイス２０５
を認識し、３Ｇエアインタフェース２５０経由で３Ｇ携帯電話無線コネクションを確立す
る。
【００２０】
　同様のプロセスが、端末２２０から標準のＡＰ２１０へのアソシエーションまたは再ア
ソシエーションのために呼び出される。ＩＥＥＥ８０２．１１エアインタフェース２４５
経由での端末２２０とのディスアソシエーション後、または無活動タイマのタイムアウト
もしくは同一ＥＳＳ内での再アソシエーション後、３Ｇエアインタフェース２５０経由の
ＵＴＲＡＮ２２５へのコネクションが解放される。
【００２１】
　一実施形態では、端末２２０は、「常時接続」サービス（例えば、ワイヤレスローカル
ループ（ＷＬＬ））を可能にするため、またはＩＥＥＥ８０２．１１サービスプロバイダ
と３Ｇ携帯電話サービスプロバイダの間の高速なハンドオーバを容易にするために、ＵＴ
ＲＡＮ２２５への永続的コネクションを確立してもよい。この場合、３Ｇ無線アクセスネ
ットワーク（ＲＡＮ）コネクションが事前に確立される。端末２２０は、連続的なＩＥＥ
Ｅ８０２．１１アクセスリンクを与える。アクセスデバイス２０５は、通常のＩＥＥＥ８
０２．１１のアクティブ／パッシブスキャン、およびアソシエーション／再アソシエーシ
ョンプロセスを呼び出す。
【００２２】
　この実施形態は、端末２２０とのＩＥＥＥ８０２．１１アソシエーションの前に、また
はアクセスデバイス２０５の検出後に、３Ｇ　ＲＡＮユーザデータ無線ベアラが事前確立
されるように実施されてもよい。３Ｇ無線リソースは、送信データの存在によって認識さ
れる必要に応じて３Ｇ無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）によって動的に割り当て
られるか、または、アクセスデバイスがＡＰにアソシエートされる期間中に静的に割り当
てられる。ＩＥＥＥ８０２．１１および３Ｇのカバレジエリアは、隣接するカバレジに対
して部分的に重なり合うことがある。別法として、ＩＥＥＥ８０２．１１および３Ｇのカ
バレジは、物理的に重なりがなくてもよい。カバレジエリア間の距離に制限はない。ＩＥ
ＥＥ８０２．１１および３Ｇのカバレジエリアは、冗長性を提供するために同じ場所に配
置されてもよい。一般的に、ＩＥＥＥ８０２．１１サービスエリアは「ホットスポット」
（すなわち「アイランド:島」）である。これらのＩＥＥＥ８０２．１１サービスエリア
間で、１つまたは複数の３Ｇ携帯電話システムによってサービスが提供される。それぞれ
の３Ｇサービスエリアは、少なくとも１つのＩＥＥＥ８０２．１１サービスエリアと重な
り合う可能性が高い。
【００２３】
　図４は、本発明の一実施形態によるいくつかのＩＰデータサービスをルーティングする
ためのシステム３００を示している。システム３００は、ＩＥＥＥ８０２．１１統合端末
３０５を含む。端末３０５は、ＡＰ２３０とともにインターネットプロトコル（ＩＰ）ア
プリケーションプロセッサ３３０（以下、プロセッサ３３０）を内蔵し、複数のＩＥＥＥ
８０２．１１ＷＬＡＮアクセスデバイス３１０、３１５および３Ｇ　ＵＴＲＡＮ３２０（
以下、ＵＴＲＡＮ３２０）をサポートすることを除いては、端末２２０と同様である。共
通の物理チャネルのセットが、端末３０５をＵＴＲＡＮ３２０に接続する３Ｇエアインタ
フェース３２５上の伝送を行う。ＩＰデータは、端末３０５内でレイヤ３ＩＰスイッチン
グを実施するプロセッサ３３０に提供され、それにより、端末３０５内で複数の独立のア
クセスデバイスおよび／またはＩＰアプリケーションが同時にサポートされることが可能
となる。
【００２４】
　システム１５０および２００（図２および図３）には、ＩＰルータ機能は実装されてい
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ない。システム３００では、ＡＰ２３０が、外部の８０２．１１アクセスデバイス３１０
、３１５へ、または統合端末３０５内部のＩＰアプリケーションへＩＰデータパケットを
スイッチングする。機能は、ＡＰ２３０にではなく端末３０５に追加される。例えば、端
末３０５は、インターネットサービス（「ＩＰアプリケーション」）を提供する能力を有
する３Ｇ移動携帯電話端末であってもよい。これは、１つまたは複数の８０２．１１アク
セスデバイスに対してインターネット接続をサポートする場合であっても実現可能である
。ＩＰアドレスに基づいて、データは、ＡＰ２３０によって、複数のＩＥＥＥ８０２．１
１ＷＬＡＮアクセスデバイス３１０、３１５および端末３０５内部のＩＰアプリケーショ
ン３３０との間でルーティングされる。
【００２５】
　端末３０５は、一度に複数のアクセスデバイス３１０、３１５（ラップトップコンピュ
ータ、ＰＤＡ等）とアソシエートされてもよい。各アクセスデバイス３１０、３１５のア
ソシエーションおよびディスアソシエーションは独立のプロセスである。各アクセスデバ
イス３１０、３１５は、共通または独立の３Ｇ　ＲＡＮコネクション、および／または共
通の無線リソースによってサポートされる無線ベアラ（無線通信回線）のいずれを有して
もよい。端末３０５内のインターネットプロトコル（ＩＰ）ルータ機能により、複数の独
立のＩＰデータストリームが、３Ｇ無線コネクションに割り当てられた共通の物理チャネ
ルのセットによってサポートされることが可能となる。
【００２６】
　図５は、「常時接続」チャネル確立手続きを実施するための例示的実施形態の信号フロ
ー図である。これにより、（図２に示した）システム１５０の端末１３０が、ＵＴＲＡＮ
１３８およびアクセスデバイス１４２に連結する。端末１３０が有効になると（ステップ
５０）、端末１３０とＵＴＲＡＮ１３８の間に３Ｇコネクションが確立される（ステップ
５３）。アクセスポイント／３Ｇ統合端末１３０は、アクセスデバイス１４２へのビーコ
ンチャネルを確立する（ステップ５２）。アクセスデバイス１４２は、標準のＩＥＥＥ８
０２．１１のアクティブスキャン方法またはパッシブスキャン方法によって、統合端末１
３０を認識する（ステップ５１）。オプションとしてユーザの認証（ステップ５４）を実
施してもよい。３Ｇコネクション確立手続き（ステップ５３）とともに、またはアソシエ
ーション／再アソシエーション（ステップ５５）とともに、３Ｇ無線ベアラを確立しても
よい。物理無線リソースは、無線ベアラ確立後に静的に割り当てられるか、または、トラ
フィックデータ（ＩＰパケット）の到着後に動的に割り当てられる（ステップ５８）。ト
ラフィックデータが、統合端末１３０経由で、アクセスデバイス１４２とＵＴＲＡＮ１３
８の間で送受信される（ステップ５７）。
【００２７】
　図６は、一連のイベント（事象）を実施するための例示的実施形態の信号フロー図であ
る。これにより、（図３に示した）システム２００の端末２２０が、ＵＴＲＡＮ２２５お
よびアクセスデバイス２０５に連結する。端末２２０が有効になると（ステップ６０）、
８０２．１１ビーコンチャネルが確立される。アクセスデバイス２０５は、標準のＩＥＥ
Ｅ８０２．１１のアクティブスキャン方法またはパッシブスキャン方法によって、８０２
．１１アクセスポイント／３Ｇ統合端末２２０を認識する（ステップ６１）。パッシブス
キャンを用いる場合、アクセスデバイス２０５は端末２２０からビーコン信号を受信する
（ステップ６２）。オプションとしてユーザの認証（ステップ６３）を実施してもよい。
統合端末２２０において８０２．１１アソシエーションまたは再アソシエーション手続き
を検出すると（ステップ６４）、統合端末２２０は、端末２２０とＵＴＲＡＮ２２５の間
に３Ｇコネクションおよび無線ベアラを確立する（ステップ６５）。トラフィックデータ
が、端末２２０経由で、アクセスデバイス２０５とＵＴＲＡＮ２２５の間で送受信される
（ステップ６６）。３Ｇ物理無線リソースは、トラフィックデータ（ＩＰパケット）の到
着後に動的に割り当てられるか（ステップ６７）、または無線ベアラ確立後に静的に割り
当てられる。
【００２８】
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　本明細書にいうＡＰ／３Ｇ統合端末は、ＩＥＥＥ８０２．１１ネットワークのＡＰイン
フラストラクチャトポロジーとみなしてもよいが、ＡＰが関与しない（アクセスポイント
を経由しない）ＩＥＥＥ８０２．１１「アドホック（ad Hoc）」ネットワークを確立する
ことも可能である。この場合、アクセスデバイスあるいは「局（ステーション）」が、同
様に３Ｇユーザ端末に統合されてもよい。
【００２９】
　以上、本発明による初期化方式の好ましい実施例を説明した。本発明について、好まし
い実施形態に関して具体的に図示し説明したが、当業者には理解されるように、上記の本
発明の範囲から逸脱することなく、形態および細部において本発明に種々の変更をなし得
る。
【符号の説明】
【００３０】
　１００　デュアルモード移動端末システム
　１０５　デュアルモード移動端末
　１１０　インターネット
　１１５　ＩＥＥＥ８０２．１１アクセスポイント／ルータ機器
　１２０　３Ｇユニバーサル地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）基地局
　１３０　ＩＥＥＥ８０２．１１統合端末
　１３２　ＩＥＥＥ８０２．１１アクセスポイント（ＡＰ）／ルータ
　１３４　３Ｇワイヤレス送受信ユニット（ＷＴＲＵ）
　１３６　インタフェース
　１３８　３Ｇ　ＵＴＲＡＮ
　１４０　３Ｇエアインタフェース
　１４２　ＩＥＥＥ８０２．１１ＷＬＡＮアクセスデバイス
　１４４　ＩＥＥＥ８０２．１１エアインタフェース
　１５０　システム
　２００　システム
　２０５　ＩＥＥＥ８０２．１１ＷＬＡＮアクセスデバイス
　２１０　ＩＥＥＥ８０２．１１ＡＰ／ルータ
　２１５　インターネット
　２２０　ＩＥＥＥ８０２．１１統合端末
　２２５　３Ｇ　ＵＴＲＡＮ
　２３０　ＩＥＥＥ８０２．１１ＡＰ／ルータ
　２３５　３Ｇ　ＷＴＲＵ
　２３８　インタフェース
　２４５　ＩＥＥＥ８０２．１１エアインタフェース
　２５０　３Ｇエアインタフェース
　３００　システム
　３０５　ＩＥＥＥ８０２．１１統合端末
　３１０，３１５　ＩＥＥＥ８０２．１１ＷＬＡＮアクセスデバイス
　３２０　３Ｇ　ＵＴＲＡＮ
　３３０　インターネットプロトコル（ＩＰ）アプリケーションプロセッサ
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