
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１デジタル無線ユニットを有する第１ステーションと、

第１ステーション 無線通信 第２デジタル無線ユニットを有する第２ステーシ
ョンと、

音声 および非音声通信用 デジタル において、
システムは、 前記ステーションのいずれか一方からのセットアップ要求により

少なくとも１つの無線チャネルをセットアップし、
音声

および／または非音声モードで第１ および第２ステーションを接続し、

少なくとも１つの 無線チャネルを解放するこ
となく前記音声 および／または非音声モードを こと を特徴とするデジ
タル システム。
【請求項２】
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前記 と を行う

を備えた 通信 の 通信システム
前記 二つの

接続要求により前記少なくとも１つのセットアップされた無線チャネルにおいて モー
ド ステーション
前記少なくとも１つのセットアップされた無線チャネルの少なくとも１つにおいて送られ
る更なる接続要求により、前記少なくとも１つのセットアップされた無線チャネルの少な
くとも１つにおいて、該 セットアップされた

モード 切り替える 、
通信

第１デジタル無線ユニットを有する第１ステーションと、当該第１ステーションと無線通
信を行う第２デジタル無線ユニットを有する第２ステーションと、
を備えた音声通信及び非音声通信用のデジタル通信システムであって、
前記システムは、２つの前記ステーションのいずれか一方からのセットアップ要求により



【請求項３】

前記信頼し得るデータプロトコルは、非音声 への誤り コードの 、交換され
たデータの 、および破損データの再 の少なくとも１つを含む デジタル
システム。
【請求項４】
前記第１ステーションは電話送受器および対話式グラフィックタブレットを 請求項
１ に記載のデジタル システム。
【請求項５】
前記第２ステーションはパーソナルコンピュータに結合される請求項１

に記載のデジタル システム。
【請求項６】
前記パーソナルコンピュータは所定のユーザプログラムに従って
前記第２ステーションは 対話式グラフィックタブレットで パーソナルコンピュー
タの入出力機能をエミュレートする
請求項 に記載のデジタル システム。
【請求項７】
前記システムは システム 請求項１ に記載のデ
ジタル システム。
【請求項８】
前記第１ステーション 移動 ステーション コードレスまたは 電話システム

請求項１ に記載のデジタル システム。
【請求項９】
前記システムはＤＥＣＴ型システム 請求項１～ の 項に記載のデジタル

システム。
【請求項１０】
他の ステーションのデジタル無線ユニットとの 通信 デジタル無線ユニッ
トを 音声 および非音声通信用 デジタル システムに用いる ステーショ
ン 、

ステーションは、 少なくとも１
つの無線チャネル セットアップ 他の ステーションに送 、

ステーションは
音声 および／または非

音声モードで ステーションに接続する 他の ステーションに送 、
ステーションは

少なくとも１つの
無線チャネルを解放することなく

前記音声 および／
または非音声モード ること を特徴とす
る ステーション。
【請求項１１】
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少なくとも２つのチャネルをセットアップし、
接続要求により前記少なくとも２つのチャネルにおいて音声モード及び /又は非音声モー
ドで前記第１ステーション及び第２ステーションを接続し、
更なる接続要求により、前記少なくとも２つのチャネルの少なくとも１つにおいて、該少
なくとも２つのチャンネルを解放することなく音声モード及び／又は非音声モードを切り
替え、
これにより、非音声モードにおいて信頼性のあるデータ通信を行うデジタル通信システム
。

信頼し得るデータプロトコルを適用することによってシステムが非音声モードにおいて信
頼し得るデータを交換する請求項１又は２記載のデジタル通信システムであって、

データ 訂正 付加
受信報告 送信 、 通信

有する
から３のいずれか一項 通信

から４のいずれか
一項 通信

動作し、
前記 前記

、
５ 通信

スタンドアロン である から６のいずれか一項
通信

が 式 である、 携帯
である から６のいずれか一項 通信

である ８ いずれか一
通信

通信 無線 のための
有する 通信 の 通信 通信

であって
前記通信 セットアップ要求を、該セットアップ要求により

を する前記 通信 り
前記通信 、更に、接続要求を、該接続要求により、前記少なくとも１つの
セットアップされた無線チャネルの少なくとも１つにおいて モード

前記通信 前記 通信 り
前記通信 、更に、前記少なくとも１つのセットアップされた無線チャネル
の少なくとも１つにおいて送られる更なる接続要求を、前記 セットアッ
プされた 、該更なる接続要求において前記少なくとも１
つのセットアップされた無線チャネルの少なくとも１つにおける モード

が切り替えられる前記他の通信ステーションに送 、
通信



【請求項１２】
他の ステーションのデジタル無線ユニットとの 通信を行 デジタル無線ユニ
ットを 音声 および非音声通信用 デジタル 通信システムに用いる方法

、
ステーションは他の ステーションにセットアップ要求を送り、

他の ステーションは セットアップ要求により少なくとも１つの無線チャネル
をセットアップし、
前記 ステーションは 前記他の ステーションに接続要求を送 、
前記他の ステーション ステーション 接続要求 少なくと
も１つのセットアップ 無線チャネル 音声 および／または
非音声モード 接続し、
前記 ステーションはさらに 他の ステーションに

接続要求を送
、

前記他の ステーションは 少なくとも１つの 無線チャネルを
解放することなく

前記音声 および／または非音声モードを
ること を特徴とする方法。

【請求項１３】

【請求項１４】
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他の通信ステーションのデジタル無線ユニットとの無線通信のためのデジタル無線ユニッ
トを有する、音声通信及び非音声通信用のデジタル通信システムに用いる通信ステーショ
ンであって、
前記通信ステーションは、セットアップ要求を、該セットアップ要求において少なくとも
２つのチャネルをセットアップする前記他の通信ステーションへ送り、
前記通信ステーションは、更に、接続要求を、前記少なくとも２つのチャネルの少なくと
も１つにおける該接続要求において音声及び／又は非音声モードで、前記通信ステーショ
ンと接続する前記他の通信ステーションに送り、
前記通信ステーションは、更なる接続要求を、該更なる接続要求において前記少なくとも
２つのチャネルのうち前記少なくとも１つにおいて該少なくとも２つのチャネルを解放す
ることなしに音声モード及び／又は非音声モードを切り替える前記他の通信ステーション
に送る通信ステーション。

通信 無線 ための
有する 通信 の 通信 であ

って
前記通信 通信
前記 通信 前記

通信 更に 通信 り
通信 は、前記通信 と、前記 における

された の少なくとも１つで モード
において

通信 前記 通信 対し、前記少なくとも１つの
セットアップされた無線チャネルの少なくとも１つにおいて送られる更なる
り

通信 、前記 セットアップされた
、前記更なる接続要求において、前記少なくとも１つのセットアップさ

れた無線チャネルの少なくとも１つで モード 切り
替え 、

他の通信ステーションのデジタル無線ユニットとの無線通信のためのデジタル無線ユニッ
トを有する、音声通信及び非音声通信用のデジタル通信システムに使用される通信ステー
ションにおいて用いる方法であって、
前記通信ステーションは、セットアップ要求を、前記他の通信ステーションへ送り、
前記他の通信ステーションは、該セットアップ要求において少なくとも２つのチャネルを
セットアップし、
前記通信ステーションは、更に、接続要求を、前記他の通信ステーションに送り、
前記他の通信ステーションは、該接続要求において、前記少なくとも２つのチャネルの少
なくとも１つにおける音声及び／又は非音声モードで前記通信ステーションと接続し、
前記通信ステーションは、更に、更なる接続要求を、前記他の通信ステーションに送り、
前記他の通信ステーションは、該更なる接続要求において、該少なくとも２つのチャネル
を解放することなしに、前記少なくとも２つのチャネルの前記少なくとも１つにおいて音
声モード及び／又は非音声モードを切り替える方法。

第１及び第２のステーションを有する無線通信システムであって、
前記第１及び第２ステーションの一方から該第１及び第２ステーションの他方への第１の
通信のための第１の要求に応じて、音声信号及びデータ信号の一方を搬送するために、前
記第１及び第２ステーション間でチャネルがセットアップされ、
前記チャネルは、該チャネルを解放することなしに、前記第１の通信が一時的に停止させ



【請求項１５】

【発明の詳細な説明】
発明の技術分野
本発明は第１デジタル無線ユニットを有する第１ステーションと、この第１ステーション

ワイヤレス通信 された第２デジタル無線ユニットを有する第２ステーシ
ョンとを具え 、音声および非音声通信用 デジタル電気通信システムに関するものであ
る。かかるシステムは、いわゆるＤＥＣＴ（デジタルヨーロッパコードレス電話）システ
ム 、セルラー移動無線システム、スタンドアロンローカル
ワイヤレスシステムまたは ワイヤレスＬＡＮ、かかるシステムの組
合せ、マルチメディアシステム、又はその他任意の好適なシステム 。
さらに、本発明はかかるシステムに用いる無線ステーションおよびかかるステーションに
用いる方法に関するものである。
発明の背景
この種の はヨーロッパ特許出願公開 EP 0 613 393号から既知である
。このヨーロッパ特許出願公開 EP 0 613 393号 は、非音声データパケットをいわゆるデ
ータフォーンによってセルラー音声回線網で伝送するが、音声通信は音声フォーンを経て
行っている。既知のシステムでは、空き音声チャネルのプールをデータフォーンに対して
リザーブし、デジタルデータ伝送を必要とする際データフォーンによってプールから空き
チャネルを するようにしている。空きチャネルが できなかった場合には、データ
フォーンによって数秒以内に再び空きチャネルの を試みる。かかるシステムは、音声
および／または非音声データ通信間の動作モードを迅速に変化させる必要がある
ステーションを 音声および非音声 データ通信 、極めて好適
ではない。特に、マルチメディア通信ではステーションは、極めて迅速な通信が必要な場
合に動作モードを極めて迅速に変化させ得るようにする必要がある。
また、ＥＴＳＩ（ヨーロッパ電気通信標準協会）によって標準規格化されたＤＥＣＴコー
ドレス電話システムも既知である。かかるＤＥＣＴシステム、ＴＤＭＡ（時分割多重アク
セス）ＴＤＤ（時分割二重）システムでは、音声および非音声通信を個別の標準 で

している。音声通信または任意の他のリアルタイム通信に対しては、
必要があるが、非音声データ通信に対しては無線リンクが極めて信頼性の

あることを保証する必要がある。この目的のため、ＤＥＣＴデータ標準規格により種々の
データフォーマットおよびプロトコルを記述してデータ通信リンクを信頼性のあるものと
している。しかし、特にマルチメディア通信の用途において

通信の 好適 つ
いては何ら記載されていない。
本発明の目的は通信の が および非音声データ 通
信に好適 、上述した種類のデジタル システムを提供せんとするにある。
発明の概要
この目的のため、本発明は、第１デジタル無線ユニットを有する第１ステーションと、

第１ステーション 無線通信 第２デジタル無線ユニットを有する第２ステーショ
ンと、 音声 および非音声通信用 デジタル において、 シス
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られる間、前記セットアップされたチャネルにおいて送信される第２の要求に応じて、第
２の通信のために使用される、無線通信システム。

第１及び第２のステーションを有する無線通信システムであって、
前記第１及び第２ステーションの一方から該第１及び第２ステーションの他方への第１の
通信のための第１の要求に応じて、音声信号及びデータ信号の一方を搬送するために、前
記第１及び第２ステーション間で少なくとも２つのチャネルがセットアップされ、
前記少なくとも２つのチャネルのうちの１つは、該少なくとも２つのチャネルを解放する
ことなしに、前記第１の通信が前記少なくとも２つのチャネルの他のチャネルで継続して
いる最中であっても、第２の要求に応じて、第２の通信のために使用される、無線通信シ
ステム。

との のために準備
る の

であるコードレス電話システム
同様の技術を適用する

であるといえる

デジタル通信システム
で

獲得 獲得
獲得

、単一の
介した が混在された のためには

規格 標
準化 一連のデータの
流れを保証する

、どのようにして、システム
を、素早く ニーズを切り替えるために なものにするのかというということに

ニーズ 素早く切り替わる音声 の混合された
な 通信

前
記 と を行う

を備えた 通信 の 通信システム 前記



テムは、 前記ステーションのいずれか一方からのセットアップ要求により少なくと
も１つの無線チャネルをセットアップし、

音声 および／または非音声モードで第１
および第２ステーションを接続し、

少なくとも１つの
無線チャネルを解放することなく前記音声 および／または非音声モードを
、信頼し得るデータプロトコル 適用 によ 非音声モード
信頼し得るデータを交換すること を特徴とする。本発明は、接続が最初に

されな 、音声通信モードから非音声通信モードへの切換えおよびその逆の切換えを
行う際、 時間が節約されると云う見識 。従って、モードを切換える

からの要求は極めて迅速に 。例えば、非音声データ通信用の２
つのチャネルが１つのステーションに対して初期セットアップされている場合には音声伝
送が要求されると直ちに１つのチャネルが音声伝送にダイナミックに割当てられるように
なるが、非音声伝送は遮断されず、低い伝送レートでのみ作動するようになる。３つの初
期セットアップチャネルに対しても状況は良好となる。その理由は非音声通信のデータレ
ートが一層ゆるやかに適応されるからである。ＤＥＣＴ技術を適用する場合、本発明
現在のステーションの近くに位置する他のＤＥＣＴ装置が決してモード切換えされない

、従って本発明 ＤＥＣＴ型の承認に
ＤＥＣＴ　ＣＴＲ 06共存標準規格に完全に 。 は音声信号

、音楽信号その他同様のリアルタイム信号を含むものとする。
本発明 の一例では、 データプロトコルは、非音
声データ、確認切換えデータ 再伝送破損データに

。斯様にして非音声データの 伝送を保証し得るようにする
。
本発明の 有利な使用の１つはステーションにおける無線電話機および対話式グラ
フィカルタブレットの組合せ、および他のステーションにおける無線ユニットおよびパー
ソナルコンピュータの組合せである。斯様にして対話式グラフィカルタブレットを遠隔装
置として用いてパーソナルコンピュータへの入力またはパーソナルコンピュータからの出
力をエミュレートすることができる。また、斯様にしてパーソナルコンピュータを遠隔制
御して例えばＷＩＮＤＯＷＳ T 下で を実行することができる。

パーソナルコンピュータが設置されている部屋を出る前にパーソナルコ
ンピュータのローカルキーボードを封鎖することができる。
本発明 通信システムの他の例では、

遠隔ＷＩＮＤＯＷＳ T M 同様のローカルスタン
ドアロン環境、または あるいは携帯 において、ステーション
互いに通信することができる。本発明は 他のシステム とともに使
用すべき 実現することができる。かかるモードの１つはパー
ソナルコンピュータのスロットに挿入されるＰＣＭＣＩＡ（パーソナルコンピュータメモ
リカード国際会議）モジュールとすることができ、他のモジュールは例えばＤＥＣＴ無線
および対話式グラフィカルタブレット間に結合するモジュールとすることができる。
【図面の簡単な説明】
図１は本発明 。
図２は本発明による第１および第２ステーション 。
図３は本発明 接続セットアップおよび変形 。
図４は本発明 音声および非音声データのメッセージフォーマット
を 。
図５は本発明 ２つのステーション間 非音声デー
タ転送の スライド式ウインドウプロトコルを 。
発明を実施するための最良の形態
図１は第１ ２および第２ ３を具える本発明 デジタル
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二つの
接続要求により前記少なくとも１つのセットア

ップされた無線チャネルにおいて モード ステーシ
ョン 更なる接続要求により前記少なくとも１つのセッ
トアップされた無線チャネルの少なくとも１つにおいて、該 セットアッ
プされた モード
切り替え を すること ってシステムが
において 、 解放

ければ
かなりの に基づく アプ

リケーション かなえられる

は、
と

いう大きな利点を有し によるシステムは、 おいて、従
わなければ成らない 従う 音声通信

によるデジタル通信システム 信頼性のある
又は エラー補正符号を加えることの少な

くとも１つを含む 信頼性のある

典型的な

M アプリケーション セキュリ
ティの観点から、

によるデジタル 所望に応じイーサネット回線網のよう
な回線網に結合した、 アプリケーション等と

無線電話環境、 電話環境等 は
、また、 コンポーネント

分離したモジュールにおいて

によるデジタル通信システムを概略的に示す
を示す

によるシステムにおける を示す
によるシステムにおける

示す
によるシステムにおける での信頼性のある

ための 示す

ステーション ステーション による 通信



１を 的に示す。第１ ２は第１デジタル無線ユニット４を有し、
第２ ３は第２デジタル無線ユニット５を有し、これらデジタル無線ユニット
４および５は音声通信モードおよび非音声通信モードの双方において互いに無線通信でき
るように 例えばマルチメディア通信を行い得るようにする。無線ユニット４および５
はいわゆるＤＥＣＴ標準規格を実行する無線ユニット、即ち、ＥＴＳＩによる標準規格化
された であるが、ＧＳＭ（汎ヨーロッパデジタル化移動体通信システ
ム）のような他の好適な無線標準規格の を実現することができる。所
定の例では、デジタル無線ユニット４および５はＤＥＣＴ標準規格に従って作動する。Ｄ
ＥＣＴの詳細な記載、特に音声通信は、特に、ハンドブック ヨーロッパのコードレス電
話” H.W.Tuttlebbe,Springer Verlag,1990,Appendix 3,pp.273-284 参照されたい。この
ハンドブックの第２７８頁には、ＤＥＣＴ物理層 記載 、且つ、ダウン
リンクおよびアップリンク方向に二重の 12タイムスロットのマルチキャリアＴＤＭＡ，Ｔ
ＤＤ，ＤＥＣＴフレーム構体および音声用のＤＥＣＴメッセージフォーマット 、
かかる は である。このハンドブックの第 279および 280頁には無通話時モード
におけるベースステーションに対する送受器のロッキングおよび呼セットアップが主とし
て記載されている。非音声 信頼性のあるデータ通信に対しては、例えば、 24kbit/s正味
の最大単方向スループットでのいわゆる TypeＡデータ転送を記載するＤＲＡＦＴ　ＤＥＣ
Ｔ標準規格 prＥＴＳ 300 435， 1994年， 9月， pp． 1-13、およびいわゆるＤＥＣ　ＴＭＡＣ
層（媒体アクセス制御）の多重化並びに未保護および保護データフォーマットを示すＥＴ
ＳＩ　ＤＥＣＴ標準規格ＥＳＴ 300 175-3， 1992年， p.1および pp.43-52を参照されたい。
第１ステーション２はデジタル無線ユニット４に結合された対話式グラフィカルタブレッ
ト６を具える。このタブレット６はプロセッサ、ＲＯＭおよびＲＡＭメモリ並びにＩ／Ｏ
－ポートを具え、表示機能およびタブレット のデジタル転送機能を制御するマイクロコ
ントローラ６Ａに結合する。かかるマイクロコントローラは である。また、前記対話
式グラフィカルタブレットは米国特許Ｎｏ .5,231,381から である。第２ステーション
３はデジタル無線ユニット５に結合されたパーソナルコンピュータ７を具える。一例では
、ステーション２および３の組合せは遠隔制御パーソナルコンピュータとして用いてこと
ができると同時に遠隔ステーションおよび他のステーション間の音声通信をも行うことが
できる。本 例では、送受器８ ステーション２に結合 ステーション３ ローカ
ルエリアネットワーク

。パーソナルコンピュータでは、対話式グラフィカル表示装置６によって遠隔
制御されるプログラムを実行する。例えば、パーソナルコンピュータ７、ＰＣディスプレ
イをエミュレートする対話式グラフィカルタブレット６、およびキーボードにはＷＩＮＤ
ＯＵＷＳ T Mを適用することができる。システム１はスタンドアロンシステム、コードレス
電話システムあるいはセルラー電話システムとすることができる。図１にはさらに他の端
末構成をも示す。デジタル無線ユニット１０、対話式グラフィカルタブレット１１および
送受器１２を具えるステーション９は公衆交換通信ネットワーク１４に結合されたＤＥＣ
Ｔ基地ステーション１３と 。ステーション９は および非音声データ
通信を行い 。送受器１２は通常の電話受話器、受話器のない電話機等とすることがで
きる。かかる送受器は既知である。ステーション１５はデジタル無線ユニット１６ パ
ーソナルコンピュータ１７を具え、公衆交換通信ネットワーク１４に結合されたＤＥＣＴ
基地ステーション１８と通信し 。 ９はパーソナルコンピュータ１７の遠
隔入出力装置として使用することができると同時に音声通信を行い得るようにする。パー
ソナルコンピュータ１９はイサーネット２０を経て公衆交換通信ネットワーク 結合する

。またステーション９ １９とのデータ通信
。さらに本発明によればステーション２２を設け、これをいわゆる基幹回線を有する自

動式構内交換設備ＰＡＢＸ２６に結合された基地局２３，２４および２５と通信し得るよ
うに配設し 基地局２３，２４および２５により形成されたマイクロ－セルラー回線網に

２２を する。かかるＰＡＢＸは米国特許 5,418,83
8に記載されている。本発明の他の例では、本発明 対話式無線局を用いて、電話で
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株を注文しながら同時に株式市場からの最新情報を得ることができ、また、音声通信を行
いながら同時にパスポートの写真や データ 中央データベース チェック

得る 環境のもとで用いるか、または中断 トラフ
ィックによ および非音声 通信を必要とする 用
いることができる。従って、本発明によればすべてのリソースを最初に することなく
、リアルタイム音声トラフィックおよび信頼 非音声データトラフィック間 割当
てられた無線リソースを切換えることができる。
図２は本発明 第１および第２ステーション２および３をさらに詳細に示す。第１ス
テーション２はアンテナ３１および制御ユニット３２に結合された フロントエンドユ
ニット３０を具える。制御ユニット３２は フロントエンドユニット３０ のデータ流
を制御するＤＥＣＴ－コントローラ３３を具える。チャネルがセットアップされる際に、
かかるチャネルは所定の周波数 タイムスロット 組合せを占有する。ＤＥＣＴ－コン
トローラ３３を音声コーデック（符号化／復号化器）３４に結合し、これによって送受器
８からＤＥＣＴ－コントローラ３３へのデジタル音声データを符号化するとともにＤＥＣ
Ｔ－コントローラ３３から送受器８へのデジタル音声データを復号化する。ＤＥＣＴの場
合にはコーデック３４を３２ kbit/sの全スロットビットレートのいわゆるＡＤＰＣＭ（適
応差分パルス符号変調）コーデックとする。さらに、ＤＥＣＴ－コントローラ３３はバッ
ファ３５に結合して、対話式グラフィカルタブレット６のような外部装置へのユーザデー
タ兼制御データ路を提供する。さらに、制御ユニット３２はＲＯＭ／ＲＡＭメモリ３８に
結合されたプロセッサ３７を具える。このプロセッサ３７によって、コーデック３４、Ｄ
ＥＣＴ－コントローラ３３、バッファ３５、およびユーザデータ兼制御データ路３６を制
御する。このユーザデータ兼制御データ路３６はパラレル８ビットＩ／Ｏ路、シリアルＩ
／Ｏ路または命令およびデータ用の任意の他の好適なＩ／Ｏ路とすることができる。プロ
セッサ３７によってユーザデータ兼制御データ路３６を経て受信した制御データを評価し
得るとともにＤＥＣＴ－コントローラ３３のスイッチ機能を制御してセットアップチャネ
ルまたは無線リソースのうちの１つへのコーデック路をダイナミックにスイッチオン／オ
フするとともにコーデック路３６を経てセットアップチャネルに受信されるユーザデータ
を少なくとも一部 スイッチオン／オフし得るようにする 同様に第２ステ
ーション３は フロントエンドユニット４０、アンテナ４１および制御ユニット４２を
具える。制御ユニット４２はＤＥＣＴ－コントローラ４３、コーデック４４、バッファ４
５、およびユーザデータ兼制御データ路４６およびＲＯＭ／ＲＡＭメモリ４８を具える。
ユーザデータ兼制御データ路４６はパーソナルコンピュータ７のような外部装置に結合す
ることができる。制御ユニット４２を公衆交換通信ネットワーク１４に結合するために、
制御ユニット４２はラインインターフェース回路４９を具える。
図３は本発明による １の接続セットアップおよび接続変型を示す。

イベントは、 パーソナ
ルコンピュータ７、 および ４７に対し 。垂直ライ
ンは の を示し、特にＥ６は対話式グラフィカルタブレット６を
示し、Ｅ３７はプロセッサ３７を示し、Ｅ４７はプロセッサ４７を示し、Ｅ７はパーソナ
ルコンピュータ７を示す。シグナリングダイアグラムを不必要に複雑にしないようにする
ために、ＤＥＣＴ－コントローラ３３および４３のレベルの詳細なシグナリングを省略し
た。かかるシグナリングは既知である。本発明を理解する上で必要な は、一層詳細
なシグナリングの原理を示す。ステーション２および３間には無線リンクはセットアップ
されておらず、且つ、ステーション２はＤＥＣＴベースステーション（基地局）として機
能するステーション３へのロックオンを最初に試みる モードにおいてＤＥＣＴ－
送受器として機能するものとする。ＤＥＣＴにおいて 、各 各基地局は少な
くともベアラ でアクティブ状態になり、送受器はこれらがそうすることを認証する際基
地局に常時ロックオンされ得るようになる。イベントＢ－ＳＹＮでは、プロセッサ３７は

２に フロントエンドユニット３０を経て同期メッセージを送信開始する
。ロックオンに成功したとすると、 モードにおいてステーション２はステーショ
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ン３にロックオンされる。 レベルは、プロセッサ３７はコーデック路３６を経
てセットアップ命令ＳＵ＿ｎを得てｎ チャネルのセットアップを開始する。ここにｎ
は正の整数である。この例でｎ＝２とし、ＤＥＣＴにおいてチャネルは周波数－タイムス
ロットの組合せとする。プロセッサ３７は命令ＳＵ＿ｎを解釈してエアインタフェースを
経て レベル セットアップ要求 イベントＬＳＵ＿１のステーション３
への送出を開始して第１チャネルを得る。チャネルが得られると、プロセッサ４７は

インディケーションＩ＿ＣＨ１をパーソナ
ルコンピュータ７ 送出 、エアインターフェースを経て

開始する。同様にイベントＬＵＳ＿２およびイン
ディケーションＩ＿ＣＨ２並びに確認Ａ＿ＣＨ２ 個別のプロセッサ３７および４７によ
って 。すべての要求された割当てが成功すると、プロセッサ３７は確認イベン
トＡ＿ＯＫをコーデック路３６を経て関連する外部装置に送出開始する。本例では２つの
無線チャネルがセットアップされた。その後プロセッサ３７はコーデック路３６を経て２
つのデータチャネルｄに対する接続要求Ｃ１＿ＲＱ（２ｄ）を得る。現在音声チャネルは
必要としない。 レベルでは、この接続要求Ｃ１＿ＲＱ（２ｄ） 関連するコ
ードをスイッチオフ 、関連するデータバッファを初期化

する 。シグナリングダイアグラムにおいて、これ
を、要求イベントＬＣ１＿ＲＱ、パーソナルコンピュータ７へのインディケーションＩ＿
Ｄ２および確認イベントＡ＿Ｃ１＿ＲＱによって線図的に示す。全てが正しい場合には

レベルでプロセッサはコーデック路３６を経て確認命令Ａ＿ＲＱ＿ＯＫ１の送出
を開始する。その後、論理レベルで各々が３２ kbit/sの２つの同時データチャネル 信頼

データ通信に対し 。この目的のために、信頼 データ伝
送プロトコル ２つのデータチャネルの各ＲＯＭメモリ３８および４８からプロセッサ３
７および４７によってロード データ通信 開始し得る。

レベルのアプリケーションは非音声
データ通信に割当てられたチャネルの１つで音声通信を開始することを要求するものとす
る。次いで、 レベル またはアプリケーションが音声およびデータチャネルに
対する他の接続要求Ｃ２＿ＲＱ（ｖ＆ｄ）をプロセッサ３７に送出開始する。
３７および４７による レベル要求および確認メッセージＬＣ２＿ＲＱおよびＡ＿Ｃ２
＿ＲＱの処理後、 ３７はコーデック路３６を経る確認メッセージＡ＿ＲＱ＿Ｏ
Ｋ２の送出を開始する。要求ＬＣ２＿ＲＱの開始後プロセッサ４７はインディケーション
Ｉ＿ＶＤをパーソナルコンピュータ７に送出する。この際データ転送の中断 なく、

データ転送が 低い３２ kbit/sレートで発生する場合でも音声通信を極めて迅速に開
始することができる。同様に音声通信を最早必要としない場合には再びデータ転送レート
を高いビットレートに変更することができる。本発明の基本形態では、１つのチャネルの
み 最初にセットアップ が、これは １つ のチャネル セットアップ

。２つ以上のチャネルが最初にセットアップされる際には、非音声データ通信ビットレ
ートの変更が一層ゆるやかになる利点がある。
図４は本発明によるシステム１の音声および非音声データのメッセージフォーマットを示
す。図４にはリアルタイム音声データのような保護 データに対するＤＥＣＴ
-ＭＡＣ -層データフォーマットＵＤＦと、信頼 非音声データのような保護
データに対するＤＥＣＴ－ＭＡＣ層データフォーマットＰＤＦとを示す。論理制御チャネ
ルＬＣＨは４８ビットを占有し、１６ビットのＣＲＣ（巡回冗長コード）には３２０ビッ
トの保護 データＵＰＤ および４つの６４ビット 保護 データＰＤ１
，ＰＤ２，ＰＤ３およびＰＤ４がそれぞれ追従し、これら保護 データＰＤ１，ＰＤ
２，ＰＤ３およびＰＤ４には１６ 保護ビットＰ１，Ｐ２，Ｐ３およびＰ４がそれぞ
れ追従する。保護ビットＰ１，Ｐ２，Ｐ３およびＰ４は信頼 データ転送を行う

。さらに、信頼 非音声データ接続を得るために、
破損メッセージの場合に、メッセージ確認および再要求 適用 。

10

20

30

40

50

(8) JP 3801209 B2 2006.7.26

上位レイヤ
本の

下位レイヤ の すなわち
、第

１チャネルが割当てられたことを示すために、
へ し ステーション２へ送出されるべ

き第１チャネル割当て確認Ａ＿ＣＨ１を
が

開始される

下位レイヤ は、
したり したり、あるいは同様のこ

とをしたり ための複数のサブ要求になる

上
位レイヤ

が
性のある て利用可能となる 性のある

が
され、 が 送受器８がオフフックされ

るか、または着信接続要求が受信されることで、上位

上位 のレイヤ
プロセッサ

下位
プロセッサ

は 更な
る より

が される 、 よりも多く の に
対しては、音声通信を必要とする際にデータ転送が一時的に中断されるという不便を有す
る

されていない
性のある された

されていない 、 の された
された

ビット
性のある た

めにユーザデータに付加される 性のある
が される 保護されていない



および保護 メッセージは双方とも他の目的のための４ビット
ビットＸを有する。音声モードから非音声モードへの切換え時にＤＥＣＴ－コントローラ
３３および４３は各 ３７および４７により命令されて適宜のメッセージプロト
コルを供給する。
図５は本発明 １の２つのステーション２および３間の信頼 非音声
データ転送のスライディングウインドウプロトコルＳＷＩＮを示す。左側には転送パケッ
トＴＰのパイルを示し、右側には受信パケットのパイルを示す。左側には、 にパケ
ットに沿つてスライドするスライディングウインドウＷＩＮ

。また、左側には“Ｄｏｎｅ” 既に転送されたパケット および“Ｔ
ｏＤｏ” いまだ送信すべきパケットをも示す。同様に、受信側では受信パ
ケットは既に受信されたパケットに“Ｒｅｃ”を付して示し、空のバッファ位置にさらに
受信すべきパケットに対しては“Ｅｍｐｔｙ”を付して示す。矢印“ＡＣＱ”および“Ｄ
ＡＴＡ”はパケット確認および伝送データ流を示す。時間が経過するに連れて、ウインド
ウＷＩＮは伝送パケットに沿ってスライドする。かかる プロトコルは、余分のバッ
ファを必要とせず、従って余分の伝送遅延が存在せず、再接続に対して透過である。その
理由はプロトコル情報が接続中保持されるからである。このプロトコルをステーション２
および３に適用する。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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