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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
無線通信システムにおける複数の移動局動作モードの制御方法であって、
（ａ）パケットデータモードおよび音声モードを含む多重モードにおける移動局の動作を
支援するパケットデータプロトコル及び音声プロトコルを組合わせるステップと、
（ｂ）前記音声モードに関連したディジタル制御チャネル（ＤＣＣＨ）を、前記移動局が
スリープモードで動作している際にモニタするステップと、
（ｃ）前記移動局が前記パケットデータモードにおいて動作するようにスイッチするステ
ップと、
（ｄ）前記移動局を、前記パケットデータモードにおけるパケットデータ通信の完了に応
じて、前記ＤＣＣＨをモニタするために前記スリープモードに復帰させるステップと、
を含む、前記方法。
【請求項２】
前記ステップ（ｃ）における前記スイッチが、前記移動局のユーザによりディスプレイ装
置から行われる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記ステップ（ｃ）における前記スイッチが、遠隔操作装置により行われる、請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
前記パケットデータモードがＤ－ＡＭＰＳパケットデータモードまたはＣＤＰＤモードで
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あり、前記音声モードがＩＳ－１３６音声モードである、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
無線通信システムにおける複数の移動局動作モードの制御システムであって、
パケットデータモードおよび音声モードを含む多重モードにおける移動局により操作可能
であるパケットデータプロトコル及び音声プロトコルであって、前記移動局が前記音声モ
ードに関連したディジタル制御チャネル（ＤＣＣＨ）を前記移動局がスリープモードで動
作している際にモニタする、前記パケットデータプロトコル及び音声プロトコルと、
前記移動局が該パケットデータモードにおいて動作するようにスイッチする手段と、
を含み、
通信の完了に応じて、前記ＤＣＣＨをモニタするために前記移動局が前記スリープモード
へ復帰する、
前記システム。
【請求項６】
前記移動局により行われるべき前記多重動作モードを選択するためのデータを与える遠隔
操作装置をさらに含む、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
ユーザにより選択され前記移動局により行われる前記多重動作モードをディスプレイする
手段をさらに含む、請求項５に記載のシステム。
【請求項８】
前記パケットデータモードがＤ－ＡＭＰＳパケットデータモードまたはＣＤＰＤモードで
あり、前記音声モードがＩＳ－１３６音声モードである、請求項５に記載のシステム。

【発明の詳細な説明】
背景
本発明は電気通信に関し、特に、さまざまな動作モード（アナログ、ディジタル、デュア
ルモード、など）、および周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ
）、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、およびハイブリッドＦＤＭＡ／ＴＤＭＡ／ＣＤＭＡ
のようなアクセス技術における、セルラ無線システムおよび衛星無線システムのような無
線通信システムに関する。本発明の特徴は、情報の受信および送信のプロシージャを改善
する技術に関する。
以下の説明は、本発明が適用されうる環境に関する。この一般的説明は、本発明をより良
く理解しうるように、公知のシステムおよび関連用語の概要を与える意図のものである。
北米においては、ディジタル通信およびＴＤＭＡのような多元接続技術は、ディジタル高
級移動体電話サービス（ｄｉｇｉｔａｌ ａｄｖａｎｃｅｄ ｍｏｂｉｌｅ ｐｈｏｎｅ ｓ
ｅｒｖｉｃｅ）（Ｄ－ＡＭＰＳ）と呼ばれるディジタルセルラ無線電話システムにより現
在与えられていて、その特性のあるものは電気通信産業協会（Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃ
ａｔｉｏｎｓ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）および電子産業協会（Ｅｌｅ
ｃｔｒｏｎｉｃ Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）（ＴＩＡ／ＥＩＡ）に
より公表された暫定規格ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－５４－Ｂの、「デュアルモード移動局－
基地局適合性規格（Ｄｕａｌ－Ｍｏｄｅ Ｍｏｂｉｌｅ Ｓｔａｔｉｏｎ－ＢａｓｅＳｔａ
ｔｉｏｎ Ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ Ｓｔａｎｄａｒｄ）」に指定されている。アナロ
グ領域における周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）のみにより動作する消費者装置の既存の
大きな基盤にかんがみ、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－５４－Ｂ規格はデュアルモード（アナロ
グおよびディジタル）規格となっており、アナログ適合性と共にディジタル通信能力を与
える。例えば、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－５４－Ｂ規格は、ＦＤＭＡアナログ音声チャネル
（ＡＶＣ）と、ＴＤＭＡディジタルトラヒックチャネル（ＤＴＣ）と、の双方を与える。
ＡＶＣおよびＤＴＣは、８００メガヘルツ（ＭＨｚ）付近の周波数を有する無線搬送波を
、それぞれの無線チャネルが３０キロヘルツ（ＫＨｚ）のスペクトル幅を有するように周
波数変調することにより実現される。
ＴＤＭＡセルラ無線電話システムにおいては、それぞれの無線チャネルは、一連のタイム
スロットに分割され、それぞれのタイムスロットは、データ源からの情報のバースト、例
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えば、音声変換信号のディジタル式にコード化された部分を含む。それらのタイムスロッ
トは、所定の持続時間を有する相次ぐＴＤＭＡフレームにグループ化される。それぞれの
ＴＤＭＡフレーム内のタイムスロットの数は、その無線チャネルを同時に共用しうる異な
るユーザの数に関連する。もしＴＤＭＡフレーム内のそれぞれのスロットが、異なるユー
ザに割当てられれば、ＴＤＭＡフレームの持続時間は、同じユーザへ割当てられる相次ぐ
タイムスロット間の最小量の時間となる。
通常は無線搬送波上の連続するタイムスロットではない、同じユーザへ割当てられる相次
ぐタイムスロットは、そのユーザのディジタルトラヒックチャネルを構成し、それはその
ユーザへ割当てられる論理チャネルと考えられうる。以下に詳述するように、ディジタル
制御チャネル（ＤＣＣ）もまた、制御信号を通信するために用いられ、そのようなＤＣＣ
は、通常無線搬送波上の不連続タイムスロットの系列により形成される。
上述のようなＴＤＭＡシステムの多くの可能な実施例の１つのみにおいて、ＴＩＡ／ＥＩ
Ａ／ＩＳ－５４－Ｂ規格は、それぞれのＴＤＭＡフレームが６つの連続するタイムスロッ
トから成り、かつ４０ミリ秒（ｍｓｅｃ）の持続時間を有するようにした。従って、それ
ぞれの無線チャネルは、通話をディジタル式にコード化するために用いられる音声コーダ
／デコーダ（コーデック）のソースレートに依存して、３つから６つまでのＤＴＣ（例え
ば、３つから６つまでの電話通話）を搬送しうる。そのような音声コーデックは、フルレ
ートまたはハーフレートで動作しうる。フルレートＤＴＣは、一定の期間内にハーフレー
トＤＴＣの２倍の数のタイムスロットを必要とし、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－５４－Ｂにお
いては、それぞれのフルレートＤＴＣは、それぞれのＴＤＭＡフレームの２つのスロット
、すなわち、ＴＤＭＡフレームの６つのスロットの、第１および第４、第２および第５、
または第３および第６のものを用いる。それぞれのハーフレートＤＴＣは、それぞれのＴ
ＤＭＡフレームの、１つのタイムスロットを用いる。それぞれのＤＴＣタイムスロット中
においては３２４ビットが送信され、その大部分である２６０ビットは、コーデックの音
声出力によるもので、音声出力のエラー訂正コーディングによる諸ビット含んでおり、残
余のビットは、同期などの目的のための、時刻およびオーバヘッド信号方式の保護のため
に用いられる。
ＴＤＭＡセルラシステムは、バッファおよびバースト（ｂｕｆｆｅｒ－ａｎｄ－ｂｕｒｓ
ｔ）モードすなわち不連続送信モードにより動作し：それぞれの移動局は、その割当てら
れたタイムスロット中においてのみ送信（および受信）を行う。例えば、フルレートにお
いては移動局は、スロット１中に送信し、スロット２中に受信し、スロット３中にアイド
リングし、スロット４中に送信し、スロット５中に受信し、スロット６中にアイドリング
し、その後、後続のＴＤＭＡフレーム中においてこのサイクルを繰返す。従って、電池電
源式のものでありうる移動局は、それが送信も受信もしていないタイムスロット中におい
ては、電力節約のために、スイッチオフまたはスリープ状態にされうる。
セルラ無線通信システムはまた、音声チャネルすなわちトラヒックチャネルの外に、基地
局と移動局との間で呼設定メッセージを搬送するための、ページング／アクセスチャネル
、すなわち制御チャネルをも有する。例えば、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－５４－Ｂによれば
、２１の専用アナログ制御チャネル（ＡＣＣ）が存在し、これらは、８００ＭＨｚ付近に
位置する送受信のための所定の固定周波数を有する。これらのＡＣＣは、常に同じ周波数
に見出され、それらは移動局により容易に捜し出され、またモニタされうる。
例えば、アイドル状態にある（すなわち、スイッチオンされているが、呼を行ったり受け
たりしていない）時に、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－５４－Ｂシステム内の移動局は、最強の
制御チャネル（一般に、その瞬間に移動局が位置しているセルの制御チャネル）に同調し
、その後それを定期的にモニタして、対応する基地局を経て呼を受信し、または開始する
。移動局がアイドル状態にある間にセル間を移動する時は、移動局は最後には「旧」セル
の制御チャネル上の無線接続を「失い」、「新」セルの制御チャネルに同調する。制御チ
ャネルへの最初の同調と、その後の再同調とは、全ての利用可能な制御チャネルをそれら
の既知周波数で走査し、「最良の」制御チャネルを見出すことにより自動的に行われる。
良好な受信品質を有する制御チャネルが見出された時は、移動局はこのチャネルに、その
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品質が再び劣化するまで同調し続ける。このようにして、移動局はシステムとの「接触状
態（ｉｎ ｔｏｕｃｈ）」に留まる。
移動局は、アイドル状態にある間に、該移動局をアドレス指定したページングメッセージ
を求めて、制御チャネルをモニタしなければならない。例えば、通常電話（陸線）の加入
者が移動局を呼出す時、その呼は、公衆加入電話網（ＰＳＴＮ）から移動交換局（ＭＳＣ
）へ送られ、ＭＳＣはダイヤルされた番号を解析する。もしダイヤルされた番号の妥当性
が確認されば、ＭＳＣは、いくつかの無線基地局のいくつか、または全てに対し、それら
のそれぞれの制御チャネルを経て、呼出された移動局の移動局識別番号（ＭＩＮ）を含む
ページングメッセージを送信することにより、呼出される移動局をページングすることを
要求する。ページングメッセージを受信したそれぞれのアイドル移動局は、受信したＭＩ
Ｎを、自身の記憶しているＭＩＮと比較する。一致した記憶ＭＩＮを有する移動局は、特
定の制御チャネルを経てページ応答を基地局へ送信し、基地局はそのページ応答をＭＳＣ
へ送る。
ＭＳＣはページ応答を受信すると、ページ応答を受信した基地局への利用可能なＡＶＣま
たはＤＴＣを選択し、その基地局内の対応する無線トランシーバをスイッチオンして、そ
の基地局をして、制御チャネルを経て呼出された移動局へ、該呼出された移動局が選択さ
れた音声チャネル、すなわちトラヒックチャネルに同調するように命令するメッセージを
送らしめる。呼に対するスルー接続は、前記移動局が選択されたＡＶＣまたはＤＴＣに同
調し終わった時に確立される。
ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－５４－Ｂにより指定されたＡＣＣを有するシステムの性能は、Ｔ
ＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－１３６により指定されたディジタル制御チャネル（ＤＣＣＨ）を有
するシステムにおいて改善されている。そのようなＤＣＣＨを用いて、それぞれのＴＩＡ
／ＥＩＡ／ＩＳ－５４－Ｂ無線チャネルは、ＤＴＣのみ、ＤＣＣＨのみ、またはＤＴＣと
ＤＣＣＨとの両者の混合を搬送しうる。ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－１３６－Ｂの枠組内では
、それぞれの無線搬送周波数は、３つのフルレートＤＴＣ／ＤＣＣＨ、または６つのハー
フレートＤＴＣ／ＤＣＣＨ、または、その間の任意の組合せまで、例えば、１つのフルレ
ートおよび４つのハーフレートのＤＴＣ／ＤＣＣＨを有しうる。
しかし、一般に、ＤＣＣＨの送信レートは、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－５４－Ｂにより指定
されたハーフレートおよびフルレートと一致する必要はなく、また、ＤＣＣスロットの長
さは、一様でなくてもよく、またＤＴＣスロットの長さと一致しなくてもよい。ＤＣＣＨ
は、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－５４－Ｂ無線チャネル上に定められことができ、例えば、連
続するＴＤＭＡスロットのストリーム内のｎ番目毎のスロットから成りうる。この場合、
それぞれのＤＣＣＨスロットの長さは、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－５４－ＢによるＤＴＣス
ロットの長さである６．６７ｍｓｅｃに等しくてもよく、等しくなくてもよい。あるいは
（他の可能な代替方式を制約することなく）、これらのＤＣＣＨスロットは、当業者に公
知の他の方法により定められうる。
セルラ電話システムにおいて、移動局が基地局およびＭＳＣと通信しうるためには、エア
リンク（ａｉｒ ｌｉｎｋ）プロトコルが必要である。通信リンクプロトコルは、セルラ
電話の呼を開始するため、および受信するために用いられる。通信リンクプロトコルは、
通信産業内においてはレイヤ２プロトコルと通常呼ばれ、その機能性はレイヤ３メッセー
ジの境界指定（ｄｅｌｉｍｉｔｉｎｇ）すなわちフレーミングを含む。これらのレイヤ３
メッセージは、諸移動局および諸セルラ交換機内に存在するレイヤ３同位エンティティ間
で送られうる。物理レイヤ（レイヤ１）は、物理通信チャネルのパラメータ、例えば、無
線周波数の間隔、変調特性など、を定めている。レイヤ２は、物理チャネルの制約内にお
ける情報の正確な送信に必要な技術、例えば、エラーの訂正および検出など、を定めてい
る。レイヤ３は、物理チャネルを経て送信された情報の、受信および処理のためのプロシ
ージャを定めている。
移動局と、セルラ交換機（基地局およびＭＳＣ）と、の間の通信は、図１、図２（ａ）、
および図２（ｂ）を参照することにより、一般的に説明しうる。図１は、複数のレイヤ３
メッセージ１１、レイヤ２フレーム１３、およびレイヤ１チャネルバースト、すなわちタ



(5) JP 4150073 B2 2008.9.17

10

20

30

40

50

イムスロット、１５を概略的に示す。図１において、それぞれのレイヤ３メッセージに対
応する、チャネルバーストのそれぞれのグループは、論理チャネルを構成し、上述のよう
に、与えられたレイヤ３メッセージのためのチャネルバーストは、通常、ＴＩＡ／ＥＩＡ
／１３６搬送波上の連続スロットではない。一方、チャネルバーストは連続でありえ、１
つのタイムスロットが終わると直ちに次のタイムスロットが始まりうる。
それぞれのレイヤ１チャネルバースト１５は、完全なレイヤ２フレームと、例えばレイヤ
１動作のために用いられるエラー訂正情報および他のオーバヘッド情報のような他の情報
と、を含む。それぞれのレイヤ２フレームは、レイヤ３メッセージの少なくとも一部と、
レイヤ２動作のために用いられるオーバヘッド情報と、を含む。図１には示されていない
が、それぞれのレイヤ３メッセージは、該メッセージのペイロードと考えられうるさまざ
まな情報要素と、それぞれのメッセージのタイプを識別するためのヘッダ部分と、多分パ
ディング（ｐａｄｄｉｎｇ）と、を含む。
それぞれのレイヤ１バーストおよびそれぞれのレイヤ２フレームは、複数の異なるフィー
ルドに分割される。特に、それぞれのレイヤ２フレーム内の限定長データフィールドは、
レイヤ３メッセージ１１を含む。レイヤ３メッセージは、レイヤ３メッセージ内に含まれ
る情報量に依存して可変長を有するので、単一のレイヤ３メッセージの送信には、複数の
レイヤ２フレームが必要とされうる。その結果、レイヤ３メッセージの全体を送信するた
めには、チャネルバーストとレイヤ２フレームとの間に１対１の対応が存在するので、複
数のレイヤ１チャネルバーストもまた必要とされうる。
上述のように、レイヤ３メッセージを送るために１つより多いチャネルバーストが必要と
される時は、そのいくつかのバーストは、通常無線チャネル上の連続バーストではない。
さらに、そのいくつかのバーストは、通常、そのレイヤ３メッセージを搬送するために用
いられる特定の論理チャネルに当てられた順次バーストでさえない。それぞれの受信バー
ストを受信し、処理し、かつそれに反応するためには、時間が必要なので、レイヤ３メッ
セージの送信に必要なバーストは、通常、図２（ａ）に概略的に示され、かつＴＩＡ／Ｅ
ＩＡ／ＩＳ－１３６規格に関連して上述された、スタガフォーマットをなして送られる。
図２（ａ）は、搬送周波数により送られる連続タイムスロット１、２、．．．内に含まれ
るタイムスロットの系列１、２、．．．、Ｎ、．．．として構成された、順方向（すなわ
ちダウンリンク）ＤＣＣＨの一般的な例を示す。これらのＤＣＣＨスロットは、ＴＩＡ／
ＥＩＡ／ＩＳ－１３６により指定された無線チャネルのような無線チャネル上に定められ
ることができ、例えば図２（ａ）に見られるように、一連の連続スロット内のｎ番目毎の
スロットから成りうる。それぞれのＤＣＣＨスロットは、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－１３６
によるＤＴＣスロットの長さである６．６７ｍｓｅｃに等しくてもよく、等しくなくても
よい持続時間を有する。
図２（ａ）に示されているように、ＤＣＣＨスロットはスーパフレーム（ＳＦ）に編成す
ることができ、それぞれのスーパフレームは、異なる種類の情報を搬送するいくつかの論
理チャネルを含む。スーパフレーム内のそれぞれの論理チャネルに対しては、１つまたは
それ以上のＤＣＣＨスロットが割り当てられうる。図２（ａ）の代表的なダウンリンクス
ーパフレームは、３つの論理チャネル、すなわち、オーバヘッドメッセージのための６つ
の相次ぐスロットを含む一斉送信制御チャネル（ＢＣＣＨ）と、ページングメッセージの
ための１つのスロットを含むページングチャネル（ＰＣＨ）と、チャネル割当てその他の
メッセージのための１つのスロットを含むアクセス応答チャネル（ＡＲＣＨ）と、を含む
。図２（ａ）の代表的なスーパフレーム内の残余のタイムスロットは、追加のページング
チャネルＰＣＨのような他の論理チャネル、またはその他のチャネル用に当てられる。移
動局の数は、通常スーパフレーム内のスロット数よりも遥かに多いので、それぞれのペー
ジングスロットは、ある独特の特性、例えば、ＭＩＮの最後のディジット、を共通とする
いくつかの移動局をページングするために用いられる。
図２（ｂ）は、順方向ＤＣＣＨのスロットのための好ましい情報フォーマットを示す。そ
れぞれのスロット内の送信情報は複数のフィールドを含み、図２（ｂ）は、それぞれのフ
ィールド内のビット数を、そのフィールド上に示す。同期フィールドにより送られるビッ
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トは、従来のように、コード化スーパフレーム相（ＣＳＦＰ）フィールドおよびデータフ
ィールドの正確な受信を保証するために用いられる。同期フィールドは、スロットの開始
を見出すために基地局により用いられる所定のビットパターンを含む。共用チャネル帰還
（ＳＣＦ）フィールドは、システムに対するアクセスを要求するために移動局により用い
られるランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）を制御するために用いられる。ＣＳＦＰフ
ィールドは、移動局がそれぞれのスーパフレームの開始を見出すことを可能ならしめる、
コード化スーパフレーム相値を伝える。これは、順方向ＤＣＣＨのスロット内の情報フォ
ーマットの単なる一例に過ぎない。
効率的なスリープモード動作および高速セル選択の目的のために、ＢＣＣＨは、いくつか
のサブチャネルに分割されうる。ＢＣＣＨの構造は公知であり、それは、移動局がスイッ
チオンされた時（移動局がＤＣＣＨにロックされた時）システムにアクセスし（呼を行い
、または受け）うる前に、移動局が最小量の情報を読取ることを可能にする。スイッチオ
ンされた後、アイドル移動局は、その割当てられたＰＣＨスロット（それぞれのスーパフ
レーム内に通常１つある）のみを定期的にモニタする必要があり、他のスロット中におい
ては移動局はスリープ状態にありうる。ページングメッセージの読取りに費やされる移動
局の時間と、スリープ状態に費やされる移動局の時間と、の比は制御可能であり、呼設定
遅延と電力消費との間のトレードオフを表す。
ＴＤＭＡタイムスロットは、ある固定された情報搬送容量を有するので、それぞれのバー
ストは、上述のレイヤ３メッセージの一部のみを典型的に搬送する。アップリンク方向に
おいては、多数の移動局がコンテンションに基づいてシステムとの通信を試み、一方、ダ
ウンリンク方向においては、多数の移動局がシステムから送られるレイヤ３メッセージを
聞く。公知のシステムにおいては、いずれの与えられたレイヤ３メッセージも、レイヤ３
メッセージの全体を送るのに必要な数のＴＤＭＡチャネルバーストを用いて搬送されなけ
ればならない。
ディジタル制御チャネルおよびトラヒックチャネルは、移動ユニットにおけるスリープ期
間をより長く保持して電池の寿命を長くするなどの理由のために望ましい。
ディジタル制御チャネルおよびトラヒックチャネルは、システム容量を最適化し、階層形
セル構造、すなわち、マクロセル、マイクロセル、ピコセル、などの構造を支援するため
の、拡張された機能性を有する。「マクロセル」という用語は、一般に従来のセルラ電話
システムにおけるセルの大きさ（例えば、少なくとも約１キロメートルの半径）に匹敵す
る大きさを有するセルに関してのものであり、「マイクロセル」および「ピコセル」とい
う用語は、累進的により小さいセルに関してのものである。例えば、マイクロセルは、公
共の屋内または屋外区域、例えば集会センターまたは繁華な街路をカバーし、ピコセルは
、オフィスの廊下または高い建物のフロアをカバーする。無線カバレージの大小からいう
と、マクロセル、マイクロセル、およびピコセルは、異なるトラヒックパターンまたは無
線環境を処理するために、互いに異なっていてもよく、あるいは互いにオーバラップして
いてもよい。
図３は、代表的な階層形、すなわち多重レイヤ形、セルラシステムを示す。６角形により
表されたかさ形マクロセル１０は、上位のセルラ構造を作っている。それぞれのかさ形セ
ルは、下位のマイクロセル構造を含みうる。かさ形マクロセル１０は、街路に沿った区域
に対応する、点線内に囲まれた区域により表されたマイクロセル２０と、破線内に囲まれ
た区域により表されたマイクロセル３０と、建物の個々のフロアをカバーするピコセル４
０、５０、および６０と、を含む。マイクロセル２０および３０によりカバーされた２つ
の街路の交差部分は、密度の高いトラヒック集中区域でありえ、従って過熱点（ｈｏｔ 
ｓｐｏｔ）を表している。
図４は、典型的な基地局１１０および移動局１２０を含む、代表的なセルラ移動無線電話
システムのブロック図である。この基地局は、制御および処理ユニット１３０を含み、こ
のユニットはＭＳＣ１４０に接続され、ＭＳＣ１４０はさらにＰＳＴＮ（図示せず）に接
続されている。このようなセルラ無線電話システムの一般的特徴は、ウエジケ（Ｗｅｊｋ
ｅ）等に対する「セルラ通信システムにおける隣接者補助形ハンドオフ（Ｎｅｉｇｈｂｏ
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ｒ－Ａｓｓｉｓｔｅｄ Ｈａｎｄｏｆｆ ｉｎ ａ Ｃｅｌｌｕｌａｒ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ）」と題する米国特許第５，１７５，８６７号に説明されている
ように、本技術分野において公知である。
基地局１１０は、音声チャネルトランシーバ１５０により複数の音声チャネルを操作し、
音声チャネルトランシーバ１５０は、制御および処理ユニット１３０により制御される。
また、それぞれの基地局は制御チャネルトランシーバ１６０をも含み、制御チャネルトラ
ンシーバ１６０は、１つより多くの制御チャネルを操作しうる。制御チャネルトランシー
バ１６０は、制御および処理ユニット１３０により制御される。制御チャネルトランシー
バ１６０は制御情報を、基地局またはセルの制御チャネルを経て、その制御チャネルにロ
ックされた移動局へ一斉送信する。トランシーバ１５０および１６０は、音声および制御
トランシーバ１７０と同様に、単一装置として実現され、同じ無線搬送周波数を共用する
ＤＣＣＨおよびＤＴＣに用いられる。
移動局１２０は、その音声および制御チャネルトランシーバ１７０において、制御チャネ
ル上の一斉送信された情報を受信する。次に、処理ユニット１８０は、移動局がロックす
べき候補セルの特性を含む受信された制御チャネル情報を評価し、移動局がいずれのセル
にロックすべきかを決定する。有利なことに、レイス（Ｒａｉｔｈ）等に対する「無線電
話システムにおける通信制御の方法および装置（Ｍｅｔｈｏｄ ａｎｄ Ａｐｐａｒａｔｕ
ｓ ｆｏｒ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ Ｃｏｎｔｒｏｌ ｉｎ ａ Ｒａｄｉｏｔｅｌｅｐ
ｈｏｎｅ Ｓｙｓｔｅｍ）」と題する米国特許第５，３５３，３３２号に説明されている
ように、受信された制御チャネル情報は、それが関連するセルに関する絶対情報を含むの
みでなく、その制御チャネルが関連するセルに隣接する他のセルに関する相対情報をも含
む。上記特許の内容は、参照することにより本願に取り込まれる。
ユーザの「通話時間」、すなわち、移動局の電池の寿命、を増加させるためには、現在の
アナログ順方向制御チャネル（ＦＯＣＣ）のために指定されているタイプのメッセージを
、アイドル移動局が、ＦＯＣＣにロックした時、および、その後情報が変化した時のみに
、オーバヘッドメッセージを読取ることを可能にするフォーマットで搬送しうる、ディジ
タル順方向制御チャネル（基地局から移動局へ）を用いうる。移動局は全ての他の時間に
はスリープ状態にある。そのようなシステムにおいては、あるタイプのメッセージが、他
のタイプのものよりも頻繁に基地局により一斉送信され、または移動局は一斉送信された
ことごとくのメッセージを読取る必要はない。
ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－５４－Ｂ規格およびＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－１３６規格により指
定されいるシステムは回線交換技術であり、これは、物理呼接続を確立し、通信エンドシ
ステムが交換すべきデータを有する間はその接続を維持する、「コネクションオリエンテ
ッド」通信のタイプのものである。回線交換機の直接接続はオープンパイプラインとして
働き、エンドシステムが、適切と見たもののために回線を使用しうるようにする。回線交
換データ通信は、定帯域幅アプリケーションに適するが、それは低帯域幅かつ「バースト
性」アプリケーションのためには比較的に非効率的である。
コネクションオリエンテッド（例えばＸ．２５）または「コネクションレス」（例えばイ
ンターネットプロトコル「ＩＰ」）のものでありうるパケット交換技術は、物理接続の設
定または切断を必要とせず、これは回線交換技術と著しい対照をなす。これは、データの
待ち時間を短縮し、また、比較的短い、バースト性の、または対話形の、トランザクショ
ンの処理においてチャネルの効率を増大させる。コネクションレスパケット交換ネットワ
ークは、複数経路指定サイトへ経路指定機能を分配し、それにより中央交換ハブを用いる
時に起こりうるトラヒックボトルネックを回避する。データは、適切なエンドシステムの
アドレス指定により「パケット化」された後、データ経路に沿って独立ユニットへ送信さ
れる。通信エンドシステム間に配置された、時には「ルータ」と呼ばれる中間システムが
、パケット毎にとられるべき最適経路について決定を行う。経路指定の決定は、最低コス
ト経路またはコスト距離、リンクの容量、送信を待っているパケット数、リンクのための
セキュリティ要求、および中間システム（ノード）の動作状態、を含むいくつかの特性に
基づいて行われる。
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単一回線のセットアップと対照される、経路マトリックスを考慮した経路に沿ってのパケ
ット送信は、アプリケーションおよび通信の柔軟性を提供する。それはまた、最も標準的
なローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）およびワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）が
結合した環境において発展させた方法でもある。パケット交換は、データ通信に適してい
る。そのわけは、多くのアプリケーションおよび使用されるキーボード端末のような装置
が対話形のもので、データをバーストとして送信するからである。ユーザが、端末へもっ
とデータを入力している間、または問題を考えるために休んでいる間、チャネルはアイド
ル状態にあるのではなく、パケット交換は、いくつかの端末からの複数の送信をそのチャ
ネルへインタリーブする。
パケットデータは、経路独立性と、ネットワークノードの故障の際に代替経路を選択する
ルータの能力と、のために、より高度のネットワークの堅牢性を与える。従って、パケッ
ト交換は、ネットワーク線のより効率的な使用を可能にする。パケット技術は、接続時間
の代わりに、送信されるデータの量に基づいて、エンドユーザに料金を請求することの選
択権を提供する。もしエンドユーザのアプリケーションが、エアリンクの効率的な使用を
行うように設計されていたとすれば、送信されるパケットの数は最小となる。もしそれぞ
れの個々のユーザのトラヒックが最小に保持されれば、サービス提供業者のネットワーク
容量は効果的に増大せしめられる。
パケットネットワークは、通常、オープンシステムインタフェース（ＯＳＩ）モデルまた
はＴＣＰ／ＩＰプロトコルスタックのような、産業上広範なデータ規格に基づいて設計さ
れる。これらの規格は、形式上または事実上、多年にわたって発展せしめられ、これらの
プロトコルを用いるアプリケーションは、容易に利用されうる。規格に基づくネットワー
クの主要目的は、他のネットワークとの相互接続性を実現することである。インターネッ
トは、そのような規格に基づくネットワークによるこの目標の追求の、今日における最も
明らかな例である。
パケットネットワークは、インターネットまたは会社内のＬＡＮと同様に、今日のビジネ
スおよび通信環境の一体的部分である。移動体計算がこれらの環境において普及するのに
伴い、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－１３６を用いる無線サービス提供業者のような業者は、こ
れらのネットワークへのアクセスを提供するための最良の位置に配置される。それにもか
かわらず、セルラシステムにより提供される、またはセルラシステムのために提案される
、データサービスは、一般に、それぞれの活動中の移動局ユーザのために専用無線チャネ
ルを用いる回線交換モードの動作に基づいている。
回線交換モードの動作に基づくセルラシステムのためのデータサービスにおける多少の例
外は、パケットデータの概念を含む以下の文献に記載されている。米国特許第４，８８７
，２６５号および「ディジタルセルラシステムにおけるパケット交換（Ｐａｃｋｅｔ Ｓ
ｗｉｔｃｈｉｎｇ ｉｎ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｃｅｌｌｕｌａｒ Ｓｙｓｔｅｍ）」第３８回Ｉ
ＥＥＥ車両技術協議会会報（Ｐｒｏｃ．３８ｔｈ ＩＥＥＥ Ｖｅｈｉｃｕｌａｒ Ｔｅｃ
ｈｎｏｌｏｇｙ Ｃｏｎｆ．）第４１４ないし４１８頁（１９８８年６月）には、共用さ
れるパケットデータ無線チャネルを与えるセルラシステムが記載されており、それぞれの
該チャネルは複数のデータ呼を収容しうる。パケットデータサービスを要求する移動局は
、本質的に正規のセルラ信号方式を用いる特定のパケットデータチャネルに割当てられる
。このシステムは、パケットデータネットワークとインタフェースするためのパケットア
クセスポイント（ＰＡＰＳ）を含みうる。それぞれのパケットデータ無線チャネルは、１
つの特定のＰＡＰに接続され、従って、そのＰＡＰに関連するデータ呼を多重化しうる。
ハンドオーバ（ｈａｎｄｏｖｅｒｓ）は、同じシステムにおいて音声呼のために用いられ
るハンドオーバと極めて類似した様式で、システムにより起動される。パケットチャネル
の容量が不十分な状況においては、新しいタイプのハンドオーバが追加される。
これらの文献はデータ呼指向のものであり、正規の音声呼におけると同様に、システム起
動ハンドオーバの使用に基づいている。これらの原理を、ＴＤＭＡセルラシステムにおい
て汎用パケットデータサービスを行うために適用すると、スペクトル効率および性能に欠
点を生じる。
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米国特許第４，９１６，６９１号には、新しいパケットモードセルラ無線システムのアー
キテクチャと、（音声および／またはデータ）パケットを移動局へ経路指定するための新
しいプロシージャと、が記載されている。基地局、幹線インタフェースユニットを経由し
た公衆交換機、およびセルラ制御ユニットは、ＷＡＮを経て互いにリンクしている。経路
指定プロシージャは、移動局起動ハンドオーバに基づき、また、（呼出し中において）移
動局から送信されるパケットのヘッダに対する、そのパケットが通過する基地局の識別子
の追加に基づいている。移動局からの後続のユーザ情報パケットの間の期間が延長してい
る場合は、移動局は、セル位置情報を伝える目的の特別制御パケットを送信しうる。
セルラ制御ユニットは、それが呼に呼制御番号を割当てる時に、呼の確立にまず関係する
。それは次に、移動局に呼制御番号を知らせ、幹線インタフェースユニット（ｔｒｕｎｋ
 ｉｎｔｅｒｆａｃｅ ｕｎｉｔ）に呼制御番号および最初の基地局の識別子を知らせる。
次に、呼出し中にパケットが、幹線インタフェースユニットと、現在サービスしている基
地局と、の間で直接経路指定される。
米国特許第４，９１６，６９１号に説明されているシステムは、ＴＤＭＡセルラシステム
においてパケットデータサービスを行う特定の問題に直接関連してはいない。
「ＧＳＭにおけるパケット無線（Ｐａｃｋｅｔ Ｒａｄｉｏ ｉｎ ＧＳＭ）」欧州電気通
信標準化機構（ＥＴＳＩ）Ｔ Ｄｏｃ ＳＭＧ ４ ５８／９３（１９９３年２月１２日）お
よびフィンランドのヘルシンキ（１９９３年１０月１３日）における「将来の競争環境に
おけるＧＳＭ（ＧＳＭ ｉｎ ａ Ｆｕｔｕｒｅ Ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ Ｅｎｖｉｒｏｎ
ｍｅｎｔ）」と題するセミナーにおいて提出された「ＧＳＭのために提案される一般的パ
ケット無線サービス（Ａ Ｇｅｎｅｒａｌ Ｐａｃｋｅｔ Ｒａｄｉｏ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｐ
ｒｏｐｏｓｅｄ ｆｏｒ ＧＳＭ）」は、ＧＳＭにおける音声およびデータのための可能な
パケットアクセスプロトコルを略述している。これらの文献は、ＴＤＭＡセルラシステム
、すなわち、ＧＳＭに直接関連しており、それらは最適化された共用パケットデータチャ
ネルの可能な編成を略述しているが、それらは、全システム的解決において統合パケット
データチャネルの特徴を扱ってはいない。
「ＧＳＭネットワークにおけるパケットデータ（Ｐａｃｋｅｔ Ｄａｔａ ｏｖｅｒ ＧＳ
Ｍ）」、Ｔ Ｄｏｃ ＳＭＧ １ ２３８／９３、ＥＴＳＩ（１９９３年９月２８日）には、
パケット移動局と、パケットデータサービスへのアクセスを処理する「代理人」と、の間
に仮想チャネルを確立するために、最初における正規のＧＳＭ信号方式および認証の使用
に基づき、ＧＳＭにおけるパケットデータサービスを提供する概念が説明されている。正
規の信号方式が高速なチャネルのセットアップおよび解放のために変更されると、正規の
トラヒックチャネルはパケット転送のために用いられる。この文献はＴＤＭＡセルラシス
テムに直接関連しているが、その構想は、現存のＧＳＭトラヒックチャネルの「高速交換
」バージョンの使用に基づいているので、最適化された共用パケットデータチャネルに基
づく構想と比較すると、スペクトル効率およびパケット転送遅延（殊に短いメッセージに
対しての）に関して欠点を有する。
セルラディジタルパケットデータ（ＣＤＰＤ）システムの仕様、レリース１．０（１９９
３年７月）は、現在の進歩した移動体電話サービス（ＡＭＰＳ）システム、すなわち、北
米アナログセルラシステム、において利用可能な無線チャネルを利用するパケットデータ
サービスを提供する構想を説明している。ＣＤＰＤは、米国セルラオペレータのグループ
により是認された、包括的な公開仕様である。言及されている項目には、外部インタフェ
ース、エアリンクインタフェース、サービス、ネットワークアーキテクチャ、ネットワー
ク管理、および管督庁が含まれている。
指定されたＣＤＰＤシステムは、大部分は、現存のＡＭＰＳのインフラストラクチャとは
無関係なインフラストラクチャに基づいている。ＡＭＰＳシステムとの共通点は、同じタ
イプの無線周波チャネルおよび同じ基地局サイトの利用（ＣＤＰＤにより用いられる基地
局は、新しいＣＤＰＤ特有のものでありうる）と、２つのシステム間のチャネル割当てを
調整する信号インタフェースの使用と、に限られる。
移動局へのパケットの経路指定は、まず、そのパケットを、移動局アドレスに基づき、ホ
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ーム位置レジスタ（ＨＬＲ）を備えたホームネットワークノード（ホーム移動体データ中
間システム（ｈｏｍｅ Ｍｏｂｉｌｅ Ｄａｔａ Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅ Ｓｙｓｔｅｍ
）、ＭＤ－ＩＳ）へ経路指定し；次に、必要な時は、そのパケットをＨＬＲ情報に基づき
、滞在先のサービス提供ＭＤ－ＩＳへ経路指定し；最後にそのパケットを、そのサービス
提供ＭＤ－ＩＳから、移動局のセル位置をそのサービス提供ＭＤ－ＩＳへ報告しつつある
該移動局に基づき、現在の基地局を経て転送すること、に基づく。
ＣＤＰＤシステムの仕様は、本願が扱っている、ＴＤＭＡセルラシステムにおけるパケッ
トデータサービスの提供の特定問題に直接関連してはいないが、ＣＤＰＤシステムの仕様
に記載されているネットワークの特徴および構想は、本発明によるエアリンクプロトコル
のために必要とされるネットワークの特徴に対する基礎として用いられうる。
ＣＤＰＤネットワークは、既存のデータ通信ネットワークおよびＡＭＰＳセルラネットワ
ークの拡張をなすように設計される。既存のコネクションレスネットワークのプロトコル
は、ＣＤＰＤネットワークにアクセスするために用いられうる。そのネットワークは常に
発展しつつあると考えられるので、それは、適切である時に新しいネットワークレイヤの
プロトコルの追加を許容する、オープンネットワークの設計を用いる。ＣＤＰＤネットワ
ークのサービスおよびプロトコルは、ＯＳＩモデルのネットワークレイヤおよびそれ以下
に制限される。そのようにすることは、下位のＣＤＰＤネットワークを変更せずに、上位
レイヤのプロトコルおよびアプリケーションを展開することを可能にする。組み合わされ
たＭＰＳ及びＣＤＰＤの移動局の例は、ルビン（Ｌｕｂｉｎ）等に対するＷＯ－Ａ－９５
　０７５９５に見出されうる。
移動体加入者の観点からは、ＣＤＰＤネットワークは、伝統的ネットワークの、データお
よび音声双方に関する無線移動体への拡張になっている。ＣＤＰＤサービス提供業者のネ
ットワークサービスを用いることにより、加入者は、多くが伝統的データネットワーク上
に存在するデータアプリケーションに、支障なくアクセスしうる。ＣＤＰＤシステムは、
２つの相互に関連したサービスセット、すなわちＣＤＰＤネットワーク支援サービスおよ
びＣＤＰＤネットワークサービス、と見ることができる。
ＣＤＰＤネットワーク支援サービスは、ＣＤＰＤネットワークを維持し管督するために必
要な任務を行う。これらのサービスは、課金サーバ、ネットワーク管理システム、メッセ
ージ転送サーバ、および認証サーバが行う。これらのサービスは、サービス提供業者間の
相互操作性を許容するように定められる。ＣＤＰＤネットワークが、その原ＡＭＰＳイン
フラストラクチャを越えて技術的に発展する時、ネットワーク支援サービスは不変のまま
であることが期待される。ネットワーク支援サービスの機能は、どのような移動体ネット
ワークにも必要であり、無線周波（ＲＦ）技術とは無関係である。
ＣＤＰＤネットワークサービスは、加入者がデータアプリケーションと通信することを可
能にするデータ転送サービスである。さらに、データ通信の一方、または双方の端は、移
動体でありうる。
要約すると、パケットデータのために最適化された共用パケットデータチャネルの提供に
基づき、Ｄ－ＡＭＰＳセルラシステムにおいて汎用パケットデータサービスを行うシステ
ムが必要とされている。本願は、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－１３６規格により指定されたコ
ネクションオリエンテッドネットワークのようなコネクションオリエンテッドネットワー
クと、コネクションレスパケットデータネットワークと、の組合わされた利点を有するシ
ステムおよび方法に関する。さらに、本発明は、例えば、複雑度が低く高スループットを
有する現存のコネクションレスネットワークプロトコルによる、ＣＤＰＤネットワークへ
のアクセスにも関する。
要約
本発明の１つの特徴は、ユーザまたは他の外部制御により選択可能な、無線通信システム
における複数の移動局動作モードを支援する方法を提供していることである。現在、単一
の動作モードでのみ動作するエンドユーザ装置を支援する通信プロトコルは存在する。し
かし、さまざまな技術からのプロトコルを組合わせて、多重動作モードで動作するエンド
ユーザ装置を形成することが望ましい。それにより、本発明の方法は、移動局が多重モー
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ド環境において動作することを可能にし、その環境においては、ユーザまたは外部装置は
１つまたはそれ以上の動作モードを呼出しうる。
【図面の簡単な説明】
本発明の特徴および利点は、本説明を図面と併せて読むことにより理解されよう。図面に
おいて、
図１は、複数のレイヤ３メッセージ、レイヤ２フレーム、およびレイヤ１チャネルバース
ト、すなわちタイムスロットを概略的に示し、
図２（ａ）は、搬送周波数により送られた連続タイムスロット内に含まれるタイムスロッ
トの系列として構成された順方向ＤＣＣＨを示し、
図２（ｂ）は、ＩＳ－１３６　ＤＣＣＨのフィールドスロットフォーマットの例を示し、
図３は、代表的な階層形、すなわち多重レイヤ形、セルラシステムを示し、
図４は、典型的な基地局および移動局を含む、代表的なセルラ移動無線電話システムのブ
ロック図であり、
図５（ａ）から図５（ｅ）までは、パケットデータの機能性を備えたエンドユーザ装置を
を示し、
図６は、無線通信システムにおけるさまざまなレイヤ間での、可能なマッピングシーケン
スの１つの例を示し、
図７（ａ）から図７（ｅ）までは、移動局の機能モードの例を示す。
詳細な説明
上述のように、パケットデータを含む無線データ通信を支援する技術は、多数存在する。
特に関心がもたれるのは、Ｄ－ＡＭＰＳ（ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－１３６）およびＣＤＰ
Ｄである。これら２つの現存の技術からのプロトコルを、本願において説明される機能性
と組合わせることにより、新しい形式のエンドユーザ装置が実現されうる。図５（ａ）か
ら図５（ｅ）までは、本願の機能性（「Ｄ－ＡＭＰＳパケットデータ」）がどのように他
の技術と組合わされて、新しいエンドユーザ装置を与えるかを示す。
本発明は、移動局と基地局との間のコネクションレス通信のためのプロトコルおよびプロ
シージャの実現に関する。特に、本発明は、ＩＳ－１３６に基づくパケットデータのため
に必要な、エアインタフェースプロトコルおよび関連する移動局プロシージャに関する。
本発明の１つの特徴であるプロトコルおよびプロシージャは、ＩＳ－１３６のディジタル
制御チャネル（ＤＣＣＨ）の動作に似ている。そのわけは、ＩＳ－１３６は、ＤＣＣＨ上
の２地点間ショートメッセージサービスのコネクションレス送信を行うために設計された
ものだからである。ＩＳ－１３６プロトコルおよびプロシージャは、本発明の実施例にお
けるパケットオリエンテッドサービスを支援するように拡張された。さらに一般的には、
本発明は、任意の標準化された、または所有権を主張できる、パケットネットワークを用
いた、または、コネクションオリエンテッドプロトコルを用いた、基地局とネットワーク
エンティティとの間の通信に関する。そのわけは、ネットワークに関してなんら仮定が行
われていないからである。ＣＤＰＤ仕様のネットワークの特徴は、本発明の実施において
用いられうる１つの例である。
本発明の特定の実施例における特定のアプリケーションのために、性能特性の柔軟性を最
大化するため、また端末インプリメントを特製しうるために、いくつかの帯域幅割当てが
行われる。１つのそのような帯域幅割当ては、ホストＰＤＣＨ（ｈｏｓｔｅｄ ＰＤＣＨ
）であり、それは、ＩＳ－１３６ディジタル制御チャネル上の追加論理サブチャネルであ
る。ホストＰＤＣＨは、インプリメントの労力を最小化しうるが、限定されたスループッ
トレートを与える。専用ＰＤＣＨ上に与えられる他の３つの帯域幅割当ては、フルレート
ＰＤＣＨ、ダブルレートＰＤＣＨ、およびトリプルレートＰＤＣＨである。ＰＤＣＨは、
同じ搬送波上においてＩＳ－１３６ＤＣＣＨおよびＤＴＣと、３つのフルレートチャネル
に対応するレートリミットまで混合されうる。
図５（ａ）から図５（ｂ）に示されているように、現存の端末は、ＣＤＰＤモード（図５
（ａ））のみ、またはＤ－ＡＭＰＳモード（図５（ｂ））のみ、において動作しうる。し
かし、本発明のプロトコルおよびプロシージャを実行することにより、端末は、図５（ｃ
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）、図５（ｄ）、および図５（ｅ）に示されているように、多重モードの１つまたはそれ
以上において選択的に動作しうる。例えば、端末は、図５（ｃ）に示されているようなＤ
－ＡＭＰＳパケットデータのみと、図５（ｄ）に示されているようなＤ－ＡＭＰＳ（すな
わち、ＩＳ－１３６の音声およびデータ）およびＤ－ＡＭＰＳパケットデータおよびＣＤ
ＰＤと、図５（ｅ）に示されているようなＤ－ＡＭＰＳおよびＤ－ＡＭＰＳパケットデー
タと、を支援しうる。さらに、仕様のセットはまた、図５（ａ）から図５（ｅ）までに示
されていない同期データ、グループ３ファクシミリ（ＩＳ－１３０およびＩＳ－１３５）
およびショートメッセージサービスをも含む。その結果、他の技術と組合わされた本発明
は、新しいエンドユーザ装置を与える。
本発明に従う装置の有用性は、さまざまな観点から見ることができる。Ｄ－ＡＭＰｓセル
ラ／ＰＣＳオペレータの観点から見ると、その装置は、Ｄ－ＡＭＰｓの８００ＭＨｚおよ
びＰＣＳの１９００ＭＨｚの双方において効率的に展開される。この動作モードは、保護
周波数帯を必要としないチャネル毎の改善と、共通パケットデータ／Ｄ－ＡＭＰＳ無線資
源管理と、要求に応じてのＰＤＣＨ帯域幅割当てと、周波数間およびタイムスロット間に
おけるＰＤＣＨ割当ての十分な柔軟性と、を有する。この動作モードにおいては、保護地
帯の必要はなく、現存の周波数計画が維持されうる。それにより、セルラネットワークお
よびパケットデータネットワークは、より大きい可用性を有し、またシステム間ページン
グにより、一層継ぎ目のない状態になる。また、ＣＤＰＤエアインタフェースにおけるよ
りも高い帯域幅効率（スループット／帯域幅）が得られ、現存のＣＤＰＤインフラストラ
クチャが保持されうる。
ＡＭＰＳセルラオペレータの観点から見ると、もしＤＣＣＨの機能性が具備されれば、本
発明の実施により、Ｄ－ＡＭＰＳオペレータに対してと同じ利益が実現されうる。
Ｄ－ＡＭＰＳ移動局の製造業者の観点から見ると、本発明はＲＦ回線への影響はもたず、
ホストＰＤＣＨの動作は新しい物理レイヤ、またはレイヤ２の展開を必要としない。さら
に、専用のＰＤＣＨは、ＣＤＰＤエアインタフェースより高いスループットを与え、ハー
ドウェアに関して必要な開発努力は最小である。また、ＣＤＰＤよりも電池の消耗が少な
い改善されたスリープモードが得られ、改善された効率の一斉送信および同時放送送信が
行われ、かつ継ぎ目のない状態のセルラ／パケットデータサービスが実現される。
Ｄ－ＡＭＰＳ基地局の製造業者の観点から見ると、本発明の実施による、ＲＦ回線、回線
の組合せ、およびアンテナ構成への影響はない。また、ホストＰＤＣＨの動作は新しい物
理レイヤ、またはレイヤ２の展開を必要とせず、さらに、専用のＰＤＣＨが、ＩＳ－１３
６の基礎として用いるとき必要とする開発努力は最小である。
パケットデータネットワーク設備の製造業者の観点から見ると、ＣＤＰＤ高位レイヤプロ
トコルおよびＣＤＰＤアプリケーションは、本発明の実施により影響されない。
ＣＤＰＤ移動局の製造業者の観点から見ると、本発明を実施する時、全ての高位レイヤプ
ロトコルは再使用可能である。
本発明による、移動局と基地局との間のコネクションレス通信のためのプロトコルおよび
プロシージャは、性能特性の最高化を目的とする。本発明による他の望ましい機能性の拡
張には、例えばＩＳ－１３６によるもののような、ＰＤＣＨページング区域および登録の
導入、コネクションオリエンテッドＤＴＣ上のコネクションレス通信のために定められた
レイヤ３メッセージを送るためのオプションの提供、ＰＤＣＨ上にありながらのＩＳ－１
３６ページングインディケータの提供、およびＤＴＣ上にありながらのパケットデータ通
信の提供、が含まれる。移動局と基地局との間のさまざまなコネクションレス通信の特徴
を改善するための、特定のプロトコルおよびプロシージャの１つの可能なセットは、以下
において議論される。
理解を助けるために、１つの代表的なマッピングシーケンスが図６に示されている。最初
に、ＣＤＰＤ移動体データリンクプロトコル（ＭＤＬＰ）フレームが、プロトコルディス
クリミネータ（ＰＤ）およびメッセージタイプ（ＭＴ）インディケータを含めることによ
り、レイヤ３メッセージ内へマップされる。次に、レイヤ３メッセージが、いくつかのレ
イヤ２フレーム内へマップされる。最後に、スーパフレーム上へのＦＤＰＣＨタイムスロ
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ットのマッピングが図示されている。順方向ＰＤＣＨ（ＦＰＤＣＨ）タイムスロットおよ
び逆方向ＰＤＣＨ（ＲＰＤＣＨ）バーストの長さは固定されているが、異なる固定長を有
する３つの形式のＲＰＤＣＨバーストが存在しうる。ＦＰＤＣＨスロットは、図６の物理
レイヤ上にあるものと仮定されている。この説明は、ＴＤＭＡフレーム構造が、ＩＳ－１
３６のＤＣＣＨおよびＤＴＣのそれであることを仮定している。マルチレートチャネル（
ダブルレートＰＤＣＨおよびトリプルレートＰＤＣＨ）が用いられる時、最大スループッ
トのために追加のＦＰＤＣＨスロットフォーマットが指定される。
Ｄ－ＡＭＰＳおよびＣＤＰＤのような現存の技術は、図５（ｃ）、図５（ｄ）、および図
５（ｅ）に示されているように、多重モード端末の機能性を与えるために組合わされうる
。端末およびエンドユーザの観点からの、Ｄ－ＡＭＰＳおよびＣＤＰＤの技術を組合わせ
るための機能性を、図７（ａ）、図７（ｂ）、図７（ｃ）、図７（ｄ）、および図７（ｅ
）を参照しつつ説明する。これらの図のそれぞれにおいて、動作モードの選択は、ユーザ
により端末内に記憶せしめられたデフォルトモードにより、あるいはコンピュータまたは
遠隔モニタされる装置などの外部装置により、電源投入時毎にユーザにより制御されうる
。図７（ａ）は、複数の動作モードの１つのみの選択を示す。例えば、ユーザは、Ｄ－Ａ
ＭＰＳモードのみの起動を望むことができ、その場合、移動局は自身をＲＤＣＨシステム
に登録しない。基地局、ＭＳＣ、および網間接続機能（ＢＭＩ）は、その時移動局のパケ
ットデータ能力について知らされない。あるいは、パケット単独モードが、ユーザにより
起動される。その時は、同様にして、移動局はＩＳ－１３６システムに登録する必要はな
い。図７（ａ）は、記憶されているデフォルトモードにより、または無線端末にリンクし
ている別の外部装置により、ユーザによって行われうる機能グループの選択を示している
。
図７（ｂ）は、Ｄ－ＡＭＰＳおよびＰＤＣＨ双方の動作モードの起動の選択を示す。図７
（ｂ）のステップ１により示されているように、移動局はＤＣＣＨを見出し、ＢＣＣＨを
読取って、対応するビーコンＰＤＣＨに対するポインタを見出す。ビーコンＰＤＣＨ（１
つのＰＤＣＨの搬送周波数）は、もしそのＤＣＣＨが１つまたはそれ以上の専用ＰＤＣＨ
の支援を表示していれば与えられる。次に、パケットデータサービスに関与する移動局は
、そのビーコンＰＤＣＨに対して同調し、追加のＢＣＣＨ情報を読取って、複数のＰＤＣ
Ｈが存在するかどうかを決定する。もし１つより多くのＰＤＣＨが現サービスエリア内に
存在すれば、移動局はハッシング法により、その割当てられたＰＤＣＨとして１つを選択
する。もしビーコンＰＤＣＨが、現サービスエリア内の唯一のＰＤＣＨであれば、それが
移動局の割当てられたＰＤＣＨとなる。その割当てられたＰＤＣＨの決定後、移動局は、
その割当てられたＰＤＣＨ上の高速パケットＢＣＣＨ（Ｆ－ＢＣＣＨ）および拡張パケッ
トＢＣＣＨ（Ｅ－ＢＣＣＨ）情報を読取る。次に、移動局はもし必要ならば、ＰＤＣＨ移
動性管理規則に従い、その割当てられたＰＤＣＨ上に登録する。ＰＤＣＨ登録の結果その
移動局は、別の割当てＰＤＣＨへ向けられるか、その現割当てＰＤＣＨを維持する。
ＰＤＣＨ登録が成功裏に完了した時、または回復不能エラー条件が検出された時は、ステ
ップ３に示されているように、移動局は最初のＤＣＣＨ上におけるキャンピングに復帰す
る。従って、図７（ｂ）は、この例においてはＤ－ＡＭＰＳおよびＰＤＣＨ双方の動作モ
ードを起動することにより、移動局を音声およびパケット端末として動作させる可能性を
示している。
図７（ｃ）は、パケット専用端末として起動される移動局を示す。図７（ｃ）は、図７（
ｃ）のステップ１により示されているように、移動局が最初にＤＣＣＨを見出し、ＢＣＣ
Ｈを読取って、ビーコンＰＤＣＨに対するポインタを見出すことにより、ＰＤＣＨ動作モ
ードのみを起動する１つの例を示す。この移動局はこの時点では、それが前の例において
行ったように、それ自身のＤＣＣＨ上への登録を行わない。移動局がビーコンＰＤＣＨに
ロックされると、ステップ２により示されているように移動局はＣＤＰＤ能動モードに入
り、自身を登録する。移動局は、その登録に対するそのＢＭＩ応答の結果として、異なる
ＰＤＣＨへ向け直されうる。移動局は、ステップ３により示されているように能動タイマ
が期限切れになるまで、指示されたＰＤＣＨ上における能動モードに留まる。次に移動局
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登録においてパケット専用端末として起動される。
図７（ｄ）においては、移動局は、図７（ａ）に関連して上述したように、Ｄ－ＡＭＰＳ
およびＰＤＣＨ双方の動作モードで起動され（すなわち登録されており）、この場合デフ
ォルト動作モードはＤ－ＡＭＰＳである。図７（ｄ）は、ＰＤＣＨおよびＤ－ＡＭＰＳ双
方のページを含むイベントのシーケンスに向けてのものである。移動局がＩＳ－１３６ス
リープモードにあり、終了しつつあるＰＤＣＨトランザクションを示す（すなわち、パケ
ットデータが移動局へ送られようとしている）ページメッセージが受信された時、移動局
は、その前に割当てられていたＰＤＣＨへ移動し、図７（ｄ）のステップ１により示され
ているように能動モードに入る。終了しつつあるＰＤＣＨトランザクションが完了し、能
動タイマが切れた後、移動局は、ステップ２に示されているようにＣＤＰＤ受動モードに
入る。受動モードにある間に第２タイマが切れた後、移動局は、ステップ３により示され
ているように最初のＤＣＣＨへ復帰する。移動局がＩＳ－１３６スリープモードにあり、
音声またはＤ－ＡＭＰＳページが受信された時は、移動局は、ステップ４により示されて
いるように、音声呼のためのトラヒックチャネルを割当てられる。その音声呼の完了後、
移動局は、ステップ５により示されているようにＩＳ－１３６スリープモードに復帰する
。従って、これらの機能は、移動局が、音声またはパケットデータの端末としてページン
グされることを可能にする。
図７（ｅ）には、パケット専用端末としてページングされる移動局の例が示されている。
図７（ｅ）のステップ１に示されているように、終了しつつあるＰＤＣＨトランザクショ
ンを示すページメッセージが受信される。この終了しつつあるＰＤＣＨトランザクション
が完了し、能動タイマが追加のパケットデータ情報を受信することなく切れた後、移動局
は、ステップ２により示されているように受動モードに入る。ＩＳ－１３６能動モードは
、パケットデータ専用端末により必要とされず、図７（ｅ）に示されているようにこのモ
ードは使用されない。ＩＳ－１３６上のＢＣＣＨを読取る能力は、なおパケットデータ専
用端末のために必要とされ、図７（ｅ）にはそのようなものとして、そのＩＳ－１３６状
態を横切る破線の「Ｘ」により表示されている。従って、この移動局はパケットデータ専
用端末として機能する。
本発明において、移動局による多重動作モードのユーザ制御を容易ならしめるために、ユ
ーザインタラクション技術を用いて多重動作モードを制御することができる。ユーザイン
タラクション技術の１つの例においては、ユーザは移動局の公知のディスプレイにより、
サービスの可用性および移動局の属性を得ることができる。サービスおよび属性、殊に送
信レートは、アイコン、記号、またはテキストなどの通常のディスプレイ形式により、ユ
ーザに対してディスプレイ上に表示されうる。その後、ユーザは、任意の量の時間の間動
作モードを変更することができ、またデフォルト動作モードを永久的に変更することもで
きる。従って、移動局を多重モードにおいて操作するための大量の制御がユーザに対して
与えられうる。
本発明における、移動局の多重動作モードに対する制御は、代替的に遠隔操作（ｔｅｌｅ
ｍｅｔｒｙ）により制御されても良い。遠隔操作技術の１つの例においては、データが移
動局によりコンピュータから遠隔的に収集されうる。この場合、移動局は、そのサービス
および属性に基づき、そのコンピュータへ情報を送りうる。次に、コンピュータは、収集
されて移動局へ送られるべきデータに基づいて、所望の動作モードを選択しうる。
本発明を以上に説明したが、それがさまざまに変化せしめられうることは明らかである。
そのような変化は、本発明の範囲からの逸脱とみなされるべきではなく、全てのそのよう
な改変は、当業者にとって明らかなように、以下の請求の範囲内に含まれるように意図さ
れている。
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