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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信システムと移動ノードとの間でパケットデータ通信を送信するための方法であって
、
　前記通信システムが、
　前記通信システムの第１のパケットゾーンにおいて前記移動ノードへの第１の通信経路
を確立することと、
　前記第１の通信経路を経由してパケットデータを送信することを試みることと、
　前記移動ノードが前記第１の通信経路を経由して利用可能ではないこと、そして、前記
移動ノードについてモバイル支援した休止ハンドオフは少なくとも部分的に不能にされる
ことを期待されること、を判定することと、
　前記判定に応じて、フラッドページ処理を介して、前記移動ノードの現在位置を識別す
ることと、
　前記移動ノードの前記現在位置に基づいて前記通信システムの第2のパケットゾーンに
おいて前記移動ノードへの第２の通信経路を確立することとを備える方法。
【請求項２】
　　前記第１の通信経路を除去することを更に備える請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第１の通信経路を確立することは、パケットデータサービスノードから前記移動ノ
ードへの第１のポイントトゥポイント接続を確立することを備え、
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　前記第２の通信経路を確立することは、前記パケットデータサービスノードから前記移
動ノードへの第２のポイントトゥポイント接続を確立することを備える請求項１に記載の
方法。
【請求項４】
　前記第１の通信経路を確立することは、パケットデータサービスノードから前記移動ノ
ードへの第１のポイントトゥポイント接続を確立することを備え、
　前記第２の通信経路を確立することは、第２のパケットデータサービスノードから前記
移動ノードへの第２のポイントトゥポイント接続を確立することを備える請求項１に記載
の方法。
【請求項５】
　前記第２の通信経路を確立することは更に、
　前記現在位置における前記移動ノードのためのモバイルインターネットプロトコル登録
を可能にすることを備える請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　通信システムにおいて、アクセスネットワークから移動ノードへパケットデータを送信
するための方法であって、
　前記通信システムの複数のパケットゾーンにおいてメッセージを送信することと、前記
送信されたメッセージは、前記送信されたメッセージを受信する移動ノードについてモバ
イル支援した休止ハンドオフを少なくとも部分的に不能にするように構成される；
　前記複数のパケットゾーンのうちの１つにおいて前記移動ノードに対してパケットデー
タを送信することを試みることと；
　前記移動ノードは、前記パケットデータ送信の試みと関連づけられた前記パケットゾー
ンにおいてもはや利用可能ではないということを判定することと；
　前記判定に基づいて前記移動ノードの現在のパケットゾーンを識別するために前記複数
のパケットゾーンを通じて前記移動ノードをページするフラッドページ処理を開始するこ
とと；
　を備える方法。
【請求項７】
　前記送信されたメッセージは、システムパラメータメッセージに対応する、請求項６に
記載の方法。
【請求項８】
　前記システムパラメータメッセージの与えられたフィールドは、前記システムパラメー
タメッセージを受信する移動ノードについてモバイル支援した休止ハンドオフを不能にす
るように構成される、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　通信システムにおいて移動ノードに対してパケットを送信するように構成されたアクセ
スネットワークであって、
　前記通信システムの複数のパケットゾーンにおいてメッセージを送信するように構成さ
れた論理ブロックと、前記送信されたメッセージは、前記送信されたメッセージを受信す
る移動ノードについてモバイル支援した休止ハンドオフを少なくとも部分的に不能にする
ように構成される；
　前記複数のパケットゾーンのうちの１つにおいて前記移動ノードに対してパケットデー
タを送信することを試みるように構成された論理ブロックと；
　前記移動ノードは、前記パケットデータ送信の試みと関連づけられた前記パケットゾー
ンにおいてもはや利用可能ではないということを判定するように構成された論理ブロック
と；
　前記判定に基づいて前記移動ノードの現在のパケットゾーンを識別するために前記複数
のパケットゾーンを通じて前記移動ノードをページするフラッドページ処理を開始するよ
うに構成された論理ブロックと；
　を備えるアクセスネットワーク。
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【請求項１０】
　通信システムにおいて移動ノードに対してデータを送信するように構成されたネットワ
ーク通信エンティティであって、
　前記通信システムの複数のパケットゾーンにおいてメッセージを送信するための手段と
、前記送信されたメッセージは、前記送信されたメッセージを受信する移動ノードについ
てモバイル支援した休止ハンドオフを少なくとも部分的に不能にするように構成される；
　前記複数のパケットゾーンのうちの１つにおいて前記移動ノードに対してパケットデー
タを送信することを試みるための手段と；
　前記移動ノードは、前記パケットデータ送信の試みと関連づけられた前記パケットゾー
ンにおいてもはや利用可能ではないということを判定するための手段と；
　前記判定に基づいて前記移動ノードの現在のパケットゾーンを識別するために前記複数
のパケットゾーンを通じて前記移動ノードをページするフラッドページ処理を開始するた
めの手段と；
　を備えるネットワーク通信エンティティ。
【請求項１１】
　保存された命令を含んでいるコンピュータ読み取り可能媒体であって、通信システムに
おいて移動ノードと通信するように構成されたネットワーク通信エンティティによって実
行されるとき、前記ネットワーク通信エンティティに動作を実行させ、前記命令は、
　前記通信システムの複数のパケットゾーンにおいてメッセージを送信するプログラムコ
ードと、前記送信されたメッセージは、前記送信されたメッセージを受信する移動ノード
についてモバイル支援した休止ハンドオフを少なくとも部分的に不能にするように構成さ
れる；
　前記複数のパケットゾーンのうちの１つにおいて前記移動ノードに対してパケットデー
タを送信することを試みるプログラムコードと；
　前記移動ノードは、前記パケットデータ送信の試みと関連づけられた前記パケットゾー
ンにおいてもはや利用可能ではないということを判定するプログラムコードと；
　前記判定に基づいて前記移動ノードの現在のパケットゾーンを識別するために前記複数
のパケットゾーンを通じて前記移動ノードをページするフラッドページ処理を開始するプ
ログラムコードと；
　を備える、
　コンピュータ読み取り可能媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、パケットデータ送信をサポートしている無線通信ネットワークにお
ける休止ハンドオフに関し、更に詳しくは、モバイル支援していない休止ハンドオフに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　例えばパケットデータ送信のようなデータ送信では、モバイルＩＰルーティングと称さ
れるインターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスを用いたネットワークを経由してデータ
が送信される。ＩＰアドレスは、ルーティングテーブルに従い、到来するネットワークイ
ンタフェースから下りインタフェースへとルータにパケットを転送させることによって、
ソース終点から目的地へパケットをルートするために使用される。ルーティングテーブル
は、一般に、各目的地ＩＰアドレスのためのｎｅｘｔ－ｈｏｐ（下りインタフェース）情
報を、そのＩＰアドレスが接続されているネットワークの数に従って保持する。従って、
ＩＰアドレスは、一般に、それと共に、ＩＰノードの接続点を特定する情報を運ぶ。通信
ネットワークのために、これは、ソースから目的地への経路を形成するために一連の接続
を形成することを含む。特に、経路を確立するために、ポイントトゥポイントプロトコル
（ＰＰＰ）が使用される。
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【０００３】
　ネットワークは一般に複数のパケットゾーンに分割されている。各パケットゾーンは、
特定の地理的なエリアをサービスする。移動局（ＭＳ）又は別の移動ノードがネットワー
ク中を移動すると、ＭＳは、１つのパケットゾーンから、別のパケットゾーンに移動する
かもしれない。そのような移動は、現在のパケットゾーンを経由して新たな経路を確立し
、前の経路を破棄するようにＭＳに要求するかもしれない。この処理はハンドオフと称さ
れる。
【０００４】
　所定のＭＳの場合、パケットデータが所定の経路を経由してアクティブに通信している
時、このパケットデータアクティビティのためのネットワークとＭＳとの間で送信された
シグナリングメッセージを使用することによってハンドオフが達成される。経路がパケッ
トデータアクティビティのために使用されていない休止期間の間、ＭＳは一般に、このＭ
Ｓの現在位置を特定するシグナリング情報を提供することによってハンドオフを支援する
。休止期間の間におけるハンドオフは、「休止ハンドオフ」と称され、休止ハンドオフ中
のＭＳによる情報の提供は、「モバイル支援した」休止ハンドオフと称される。シグナリ
ング情報に応答して、ネットワークは新たな経路を確立し、前の経路を破棄する。
【０００５】
　休止ハンドオフは、ＭＳへの通信、又はＭＳからの通信のためにあらゆるパケットデー
タが準備される前に何度も起こりうる。この状況では、経路の確立及び破棄が何度でも行
われ、ネットワークリソースを浪費する。更に、新たな経路のそれぞれの確立に関連した
ＭＳからのシグナリングメッセージの送信は、無線リソースを使用する。
【０００６】
　従って、ネットワークＩＰリソースの使用を低減する効率的な休止ハンドオフを提供す
る必要がある。更に、ネットワーク無線リソースに対する要求を低減し、モバイル支援の
無い効率的な休止ハンドオフを提供する必要がある。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１は、データ通信システムのブロック図である。
【図２】図２は、複数のパケットゾーンを示しているデータ通信システムのブロック図で
ある。
【図３】図３は、データ通信システムの詳細な部分である。
【図４】図４は、通信システム内の移動ノードの動作を示す状態図である。
【図５】図５は、通信システムにおける呼出フローを説明する図である。
【図６】図６は、通信システムにおける呼出フローを説明する図である。
【図７】図７は、移動ノードにおけるメッセージ処理のフロー図である。
【図８】図８は、システムパラメータメッセージが休止ハンドオフのためのモバイル支援
基準を特定する移動ノードにおける処理のフロー図である。
【図９】図９は、移動ノードである。
【図１０】図１０は、システムパラメータメッセージにおけるフィールドのブロック図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　例えばデータサービスやその他のインターネットプロトコル（ＩＰ）サービスのような
増加したサービスに対する需要は増加しているので、モバイル、即ち無線ユーザのための
サービスを確立し、維持することの複雑さが増大する。モバイルユーザは地理的なエリア
にわたって移動している間にこれらサービスに連続してアクセスしているのではない一方
、これらのサービスを必要とされたベースで容易にできるように接続が何度も維持される
。例えば、所定のモバイルユーザのために、このユーザがデータサービスを受信していな
いときであっても、ポイントトゥポイントプロトコル（ＰＰＰ）接続が確立され維持され
る。データが通信されていない間、このモバイルユーザは、休止モードにある。１つのシ
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ステムでは、休止モードにあるモバイルは、異なるパケットゾーンにロームする毎に、ｃ
ｄｍａ２０００のために定義されたような発信元メッセージを送る。この発信元メッセー
ジは、主にパケット制御機能（ＰＣＦ：Ｐａｃｋｅｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｆｕｎｃｔｉｏ
ｎ）ノードと、パケットデータサービスノード（ＰＤＳＮ：Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｓ
ｅｒｖｉｃｅ　Ｎｏｄｅ）との間の種々の接続を更新するために用いられる。休止モード
にある任意の数のモバイルは、パケットゾーン境界を横切っているかもしれないので、こ
の発信元メッセージは、アクセスチャネル上に干渉をもたらすかもしれない。以下の実施
例は、モバイルが「モバイル支援していない休止ハンドオフ」と称される処理を用いる休
止モードにある間は、リソースの複雑さと、浪費とを低減する。
【０００９】
　一例として、コード分割多元アクセス（ＣＤＭＡ）技術を使うシステムは、ＴＩＡによ
って発行されたｃｄｍａ２０００　ＩＴＵ－Ｒ　Ｒａｄｉｏ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ
　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　（ＲＴＴ）　Ｃａｎｄｉｄａｔｅ　Ｓｕｂｍｉｓｓｉｏｎ（こ
こではｃｄｍａ２０００と称する）である。ｃｄｍａ２０００のための規格は、ＩＳ－２
０００のドラフト版の中で与えられ、ＴＩＡ及び３ＧＰＰ２によって承認されている。も
う１つのＣＤＭＡ規格は、Ｗ－ＣＤＭＡ規格である。これは、第３世代パートナシッププ
ロジェクト「３ＧＰＰ」、文書番号３Ｇ　ＴＳ　２５．２１１、３Ｇ　ＴＳ　２５．２１
２、３Ｇ　ＴＳ　２５．２１３、及び３Ｇ　ＴＳ　２５．２１４で具体化されている。
【００１０】
　図１は、１つの実施例に従ったパケットデータネットワーク１００を示している。別の
実施例では、同様な機能ユニットに対して異なる用語を用い、異なる要素及び機能ユニッ
トの構成を含みうることに留意されたい。本議論のために、図１のネットワーク１００、
及びその他の詳細図面は、経路を定義するために用いられるであろう。しかしながら、別
の実施例では、使用された具体的な構成及び機能に従って経路を定義するかもしれない。
このパケットデータシステム１００は、それぞれ複数のネットワーク識別（ＮＩＤ）ゾー
ン１１２，１１４，１１６，１２２，１２４，１２６を有する２つのシステム識別（ＳＩ
Ｄ）ゾーン１１０，１２０を含んでいる。ＳＩＤ／ＮＩＤは、音声システムで使用され、
一般にサービングエリアを特定する。例えば、ＭＳＣサービングエリアは、（ＳＩＤ，Ｎ
ＩＤ）値のペアに関連付けられる。
【００１１】
　図１のシステム１００のように、パケットデータ通信をサポートしているシステム内で
のパケットデータ通信のために、モバイルＩＰ通信及び接続が、１９９６年１０月に日付
けられたＣ．Ｐｅｒｋｉｎｓによる“ＩＰ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｓｕｐｐｏｒｔ”に記載
されている。これはＲＦＣ２００２と称される。
【００１２】
　図２は、モバイルＩＰに従って、与えられた移動ノード（ＭＮ）２１０又は移動局（Ｍ
Ｓ）のためのデータグラム内の情報の流れを示す。図示するように、各移動ノード２１０
は、１つのネットワーク又はサブネットワークから別のネットワークへの接続点を変える
ホスト又はルータである。移動ノードは、その接続点へのリンクレイヤ接続性が有効であ
るとき、ＩＰアドレスを変えることなく位置を変え、そのＩＰアドレスを用いて、任意の
位置において他のインターネットノードとの通信を続ける。各移動ノード２１０は、関連
するホームエージェント２０２を持つ。ホームエージェント２０２は、移動ノード２１０
がホームから離れている時に配信のためにデータグラムを移動ノード２１０にトンネリン
グする移動ノードのホームネットワーク上のルータであり、移動ノード２１０のための現
在位置情報を保持する。
【００１３】
　外部エージェント２０４は、移動ノードが訪問したネットワーク上のルータである。こ
のネットワークは、登録中の移動ノード２１０へのルーティングサービスを提供する。こ
の外部エージェント２０４は、トンネリングを解除し、移動ノードのホームエージェント
２０２によってトンネリングされたデータグラムを移動ノード２１０に配信する。移動ノ
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ード２１０によって送られたデータグラムのために、外部エージェント２０４は、登録さ
れた移動ノードのためのデフォルトルータとして役立つかもしれない。
【００１４】
　移動ノード２１０は、ホームネットワーク上に与えられた長期間ＩＰアドレスである。
このホームアドレスは、固定ホストに提供された「永久的な」ＩＰアドレスと同様に管理
される。ホームネットワークから離れた時、「宛先アドレス」が移動ノード２１０に関連
付けられ、移動ノードの現在の接続点を反映する。移動ノード２１０は、このホームアド
レスを、それが送った全てのＩＰデータグラムのソースアドレスとして使用する。ホーム
から離れている間、移動ノード２１０は、この宛先アドレスを、ホームエージェント２１
０に登録する。接続の方法に依存して、移動ノード２１０は、そのホームエージェント２
０２に直接的であるか、又は登録をホームエージェント２０２に転送する外部エージェン
ト２０４を通じてかの何れかによって登録する。
【００１５】
　図１のシステム１００について、図３には、各ＰＺＩＤ内の典型的な構成３００が示さ
れている。パケットデータサービスノード（ＰＤＳＮ）３０２が、パケット制御機能（Ｐ
ＣＦ）ノード３０４，３１０に接続されている。これらは基地局コントローラＢＳＣ１　
３０６，ＢＳＣ２　３１２にそれぞれ接続されている。第１の通信経路は、ＢＳＣ１　３
０６へのＰＣＦ１　３０４へのＰＤＳＮ３０２として定義されている。ここで、ＢＳＣ１
　３０６は、空気インタフェースを経由してＰＺＩＤ３２０内でＭＮ３０８と通信する。
移動ノード（ＭＮ）３０８が、例えばＰＺＩＤ３３０のような別のＰＺＩＤに移動すると
き、ＢＳＣ２　３１２へのＰＣＦ２　３１０へのＰＤＳＮ３０２として定義されたパケッ
トデータ通信のために新たな経路が確立される。ここでは、ＢＳＣ２　３１２が、空気イ
ンタフェースを経由してＰＺＩＤ３２０内でＭＮ３０８と通信する。ＰＤＳＮ３０２から
ＰＣＦ１　３０４、及びＰＣＦ２　３１０への経路接続は、Ａ１０接続を定義している。
ＰＣＦ１　３０４からＢＳＣ１　３０６への経路接続、及びＰＣＦ２　３１０からＢＳＣ
２　３１２への経路接続は、Ａ８接続を定義する。ＰＰＰ接続は、ＭＮ３０８とＰＤＳＮ
３０２との間で確立される。もしもＭＮがＰＤＳＮを変えるのであれば、新たなＰＰＰ接
続が、ＭＮと新たなＰＤＳＮとの間で確立される。
【００１６】
　パケットデータサービスをサポートしている呼出のために、パケットデータサービング
ノード（ＰＤＳＮ）が存在する。これは、固定ネットワーク内のデータ送信と、空気イン
タフェースを介したデータ送信との間をインタフェースする。ＰＤＳＮは、ＢＳとともに
位置しているか、又は位置していないパケット制御機能（ＰＣＦ）を通じてＢＳへのイン
タフェースを行う。図３に示すパケットデータシステムのために、ＭＮ３０８は、少なく
とも３つの状態又はモードで動作しうる。
【００１７】
　図４に示すように、３つのパケットデータサービス状態、すなわち、動作中／接続状態
４０２、休止状態４０４、及び非動作状態４０６が存在する。動作中／接続状態４０２で
は、移動局と基地局との間に物理トラフィックチャネルが存在し、何れかの側がデータを
送る。休止状態４０４では、移動局と基地局との間に物理トラフィックチャネルは存在し
ないが、移動局とＰＤＳＮとの間のＰＰＰリンクは維持される。非動作状態４０６では、
移動局と基地局との間にトラフィックチャネルは存在せず、移動局とＰＤＳＮとの間のＰ
ＰＰリンクも存在しない。図４は、状態間の遷移を表す。Ａ８接続は、動作中／接続状態
の間維持され、休止状態、又はヌル／非動作状態への遷移の間に解放される。Ａ１０接続
は、動作中／接続状態、及び休止状態の間維持される。Ａ１０接続は、移動局が、非動作
状態４０６にある時に終了する。
【００１８】
　休止状態４０４に対するサポートの一部として、空気インタフェースは、発信元で使用
される送信準備されたデータ（ＤＲＳ：Ｄａｔａ　Ｒｅａｄｙ　ｔｏ　Ｓｅｎｄ）表示を
サポートする。移動ノードがこの発信元要求を、特定されたパケットデータサービスオプ
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ションを用いて送るとき、それはＤＲＳビットを含む。この表示は、初期呼出設定時、及
び端末が休止状態４０４から動作状態４０２への遷移を望む時に１に設定される。これは
、トラフィックチャネルの確立に対する要求と、送信されるデータとが存在していること
を示す。ＤＲＳビットは、端末が休止中にパケットゾーン境界に遷移し、現在位置に関し
てネットワークを更新するために発信元要求を送っていることを示すために０に設定され
る。
【００１９】
　１に設定されたＤＲＳビットを持った発信元メッセージの受信によって、ＢＳＣは、呼
出設定処理を開始する。この呼出設定処理は、移動ノードの現在位置へのパケットデータ
通信のための経路を確立する。経路確立は一般に、トラフィックチャネルを確立し、対応
するＡ８接続及びＡ１０接続を確立することになる。ＤＲＳビットが０に設定された発信
元メッセージをＢＳＣが受信したとき、ＢＳＣ及び／又はＰＣＦは、ＰＣＦとＰＤＳＮと
の間のＡ１０接続を更新する。
【００２０】
　ＭＮ３０８が休止モードにある場合、ＰＤＳＮ３０２を用いて処理されるパケットデー
タ通信はない。しかしながら、ＭＮ３０８は、ＭＮ３０８が異なるパケットゾーンに移動
する毎に「発信元」メッセージを送り続ける。この発信元メッセージは、主にＰＣＦ３０
４，３１０とＰＤＳＮ３０２との間のＡ１０接続を更新するために使用される。
【００２１】
　ＭＮ３０８は、ＢＳＣ３０６，３１２によって定期的に送信された「システムパラメー
タ」メッセージに含まれるパケット「ゾーン」ＩＤ（ＰＺＩＤ）の識別によってパケット
ゾーン変化を識別する。ＭＮ３０８がＰＺＩＤ内の変化を識別した時、ＭＮ３０８は、現
在位置及び現在のパケットゾーンを識別する発信元メッセージを送る。発信元メッセージ
は、休止モードにあり、パケットゾーンを横切っている任意の数の移動ノードが存在する
と、無線接続を確立するために使用されるアクセスチャネル上に多くの干渉を引き起こす
。
【００２２】
　１つの実施例に従うと、休止モードにある移動ノードは、「モバイル支援していない休
止ハンドオフ」と称される処理によって新たなパケットゾーンに移動する毎に発信元メッ
セージを送ることを回避する。ＭＮ３０８が休止モードにあり、ＰＤＳＮ３０２からの通
信に対して未決定であるデータがない場合には、ＭＮ３０８は、移動中の発信元メッセー
ジを、新たなパケットゾーンに送る必要はなく、最後に使用された通信経路（すなわちＡ
１０接続）が維持される。ＭＮに向けられたデータが存在しない時、ＰＤＳＮ３０２は、
最後に使用されたＡ１０接続を用いてデータ通信を送る。
【００２３】
　本実施形態に従うと、休止状態又はモードにある間は、移動ノードは、パケットゾーン
変化により発信元メッセージを送る必要はない。むしろ、移動ノードの位置は、移動ノー
ドに到来するデータが存在する時、又は移動ノードが、送るべきデータを持っている時に
更新される。言い換えれば、移動ノードに向けられた（例えばインターネットから）デー
タをシステムが受信したときには、システムは、この移動ノードを位置決めするよう試み
る。
【００２４】
　移動ノードからシステムへのデータ通信のために、移動ノードが動作中状態に遷移し、
送るデータを持っている時、この移動ノードは、ＤＲＳビットが１に設定された発信元メ
ッセージを送る。この場合、移動ノードは、例えばｃｄｍａ２０００規格で定義されてい
るような典型的な呼出フローに従う。
【００２５】
　システムから移動ノードへのデータ通信のために、移動ノードが休止状態にあり、この
移動ノードに対して到来するデータが存在するときには、データは、サービングＰＤＳＮ
から、現在動作中のＡ１０接続（すなわち、最後に使用されたＡ１０接続）上のサービン
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グＰＣＦへ転送される。休止モードにある場合、移動ノードは、新たなパケットゾーンが
入られるたびに発信元メッセージを経由して位置更新を送ることはない。従って、移動ノ
ードの位置は、到来するデータが通信のために準備されているときには知られていない。
移動ノードは、まだ同じパケットゾーン内にあるか、あるいは、異なるパケットゾーン内
にある。
【００２６】
　図３に示す構成を考えられたい。ここでは、ＰＤＳＮ３０２が、複数のＰＣＦ、具体的
にＰＣＦ１　３０４とＰＣＦ２　３１０とをサポートする。移動ノード（ＭＮ）３０８は
、左側の経路を経由してＰＤＳＮ３０２とのパケットデータ通信経路を確立している。こ
の経路は、ＰＣＦ１　３０４である「サービング」ＰＣＦとＰＤＳＮ３０２との間のＡ１
０接続と、ＰＣＦ１　３０４とＢＳＣ１　３０６との間のＡ８接続と、ＢＳＣ１　２０６
とＭＮ３０８との間の無線接続とによってパケットゾーン３０２内で定義される。用語「
サービング」は、最後に動作したパケットデータ通信のために確立された経路と、インフ
ラストラクチャ要素とを称している。ＭＮ３０８が、例えばパケットゾーン３３０のよう
な異なるパケットゾーンに移動すると、パケットデータ通信を処理するための新たな経路
が確立されるべきである。この新たな経路は、ＰＣＦ２　３１０である「ターゲット」Ｐ
ＣＦとＰＤＳＮ３０２との間のＡ１０接続と、ＰＣＦ２　３１０とＢＳＣ２　３１２との
間のＡ８接続と、ＢＳＣ２　３１２とＭＮ３０８との間の無線接続とによって定義される
。用語「ターゲット」とは、新たなパケットデータ通信を容易にすることを望む経路及び
インフラストラクチャ要素を称する。
【００２７】
　ＭＮ３０８への通信のために準備されたパケットデータが存在するとき、ＰＣＦ１　３
０４であるサービングＰＣＦは、最後に動作したパケットデータ通信のためのＭＮ３０８
の位置のみを知る。このパケットデータは、サービング経路、すなわちＰＣＦ１　３０４
を経由してＰＤＳＮ３０２から処理される。このサービング経路のインフラストラクチャ
要素は、ＭＮ３０８へのページを開始する。もしもＭＮ３０８が、例えばパケットゾーン
３３０のような新たなパケットゾーンに移動したのであれば、ＭＮ３０８はページメッセ
ージに対して応答しないであろう。その後、サービングＢＳＣ１　３０６は、そのモバイ
ルをページするようにＭＳＣ３１４に対して要求する。ＭＳＣ３１４は、具体的なＢＳＣ
に対してＭＮ３０８をページするように命令し、与えられたサービングエリア内のフラッ
ドページを開始するか、又は別のＭＳＣ（図示せず）に対してＭＮ３０８をページするよ
うに要求する。フラッドページは、もしもＭＳＣがＭＮがどこにあるか知らないがそれを
ページする必要がある場合に使用される。この場合、ＭＳＣは、全てのＢＳＣ（サービン
グエリア内のＭＳＣ）に対してＭＮをページするように命令する。ほとんどの時間、ＭＳ
Ｃは、例えばｃｄｍａ２０００規格で定義されたような無線による登録処理を経由して、
ＭＮがどこにあるのか知っているので、フラッドページは一般的ではない。この場合、Ｍ
ＳＣは単に具体的なＢＳＣに対してＭＮをページするように命令する必要がある。このペ
ージを受信すると、ＭＮ３０８は、ターゲットＰＣＦとＢＳＣ、即ちＰＣＦ２　３１０と
ＢＳＣ２　３１２とをそれぞれ経由して新たなパケットゾーンからこのページに対して応
答する。ＭＳＣ３１４は、ＭＮ３０８に対するトラフィックチャネルの確立を許可する。
ＭＳＣ３１４許可に応答して、ターゲットＢＳＣ（ＢＳＣ２　３１２）は、ターゲットＰ
ＣＦ（ＰＣＦ２　３１０）に対する新たなＡ８接続を作成する。次に、ＰＤＳＮ３０２を
用いて新たなＡ１０接続を作成する。
【００２８】
　もしも両方のＰＣＦ、すなわちサービングＰＣＦ（ＰＣＦ１　３０４）とターゲットＰ
ＣＦ（ＰＣＦ２　３１０）とが同じＰＤＳＮ３０２に接続されていれば、このサービング
経路は除去される。
【００２９】
　この場合、ターゲットＰＣＦとの新たなＡ１０接続が確立される時、ＰＤＳＮ３０２と
サービングＰＣＦとの間の古いＡ１０接続が削除される。ＭＮ３０８のために意図されて
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いる全ての新たなパケットデータは、右手側のターゲット経路を経由して処理される。
【００３０】
　もしもターゲット及びサービングの両方のＰＣＦが異なるＰＤＳＮに接続されているの
であれば、ＭＮ３０８とターゲットＰＤＳＮ（ターゲットＰＣＦに接続されたＰＤＳＮ）
との間でリンクレイヤ（ＰＰＰ）再確立及びモバイルＩＰ再登録が実施される。また、タ
ーゲットＰＣＦとターゲットＰＤＳＮとの間に新たなＡ１０接続が確立される。サービン
グＰＣＦとサービングＰＤＳＮとの間の古いＡ１０接続は、登録寿命時間（Ｔｒｐ）が時
間切れになったときに除去又は破棄される。
【００３１】
　図５は、前のパケットゾーン３２０のように、同じＰＤＳＮ３０２によってサーブされ
る新たなパケットゾーン３３０にＭＮ３０８が移動するときのための呼出フローを示す。
上述したように、このサービング経路は、パケットゾーン３２０である。一方、ターゲッ
ト経路はパケットゾーン３３０である。パケットデータセッションが休止モードに遷移す
る前にＭＮ３０８が登録を実行し、更にサービングＰＣＦとＰＤＳＮとの間のＡ１０接続
が時間切れになっていないものと仮定する。この呼出フローは、以下のように定義される
。　
１）ＰＤＳＮ３０２が、ＭＮ３０８をターゲットとしたパケットデータを受信する。　２
）ＰＤＳＮ３０２が、既存のＡ１０接続を通じて、すなわちサービング経路を経由してサ
ービングＰＣＦ（ＰＣＦ１　３０４）にパケットデータを転送する。　
３）このサービング経路上のサービングＢＳＣ（ＢＳＣ１　３０６）がＭＮ３０８をペー
ジする。　
４）ＭＮ３０８が別のパケットゾーン３３０に移動したので、パケットゾーン３２０内の
ＭＮからのページ応答がない。　
５）サービングＢＳＣ（ＢＳＣ１　３０６）は、ＭＳＣ３１４に対して、ＭＮ３０８をペ
ージし、トラフィックチャネルを設定するように要求する。　
６及び７）ＭＳＣ３１４が、ＭＮ３０８に対するページを開始し、トラフィックチャネル
を設定する。　
８）ターゲットＢＳＣ（ＢＳＣ２　３１２）が、無線接続を経由して、すなわちＯＴＡ（
Ｏｖｅｒ　Ｔｈｅ　Ａｉｒ）によってＭＮ３０８をページする。　
９）ＭＮ３０８が、新たなパケットゾーン３３０からのページに対して応答する。　
１０）このページ応答が、ターゲットＢＳＣ（ＢＳＣ２　３１２）によってＭＳＣ３１４
に転送される。　
１１）ＭＳＣ３１４が、ターゲットＢＳＣ（ＢＳＣ２　３１２）を許可し、ＭＮ３０８に
対してトラフィックチャネルを割り当てる。　
１２）ＰＤＳＮ３０２に対するＡ１０接続が、ターゲットＰＣＦ（ＰＣＦ２　３１０）に
よって更新される。　
１３）パケットゾーン３３０内にある間、ＭＮ３０８に対する今後の全てのデータが、タ
ーゲットＰＣＦ（ＰＣＦ２　３１０）を通り抜ける。
【００３２】
　ＭＮ３０８は、新たなパケットゾーンに移動するかもしれない。ここでは、新たなパケ
ットゾーンがＰＤＳＮ３０２ではなく、むしろターゲットＰＤＳＮ（図示せず）によって
サーブされる。この場合、新たなＰＤＳＮを含むためにターゲット経路が確立される。図
６は、異なるＰＤＳＮ（図示せず）によってサーブされる新たなパケットゾーンにＭＮ３
０８が移動する場合のための呼出フローを示す。　
１）ＰＤＳＮ３０２が、ＭＮ３０８のためにパケットデータを受信する。　
２）ＰＤＳＮ３０２が、パケットデータをサービング経路上の既存のＡ１０接続を通じて
サービングＰＣＦ（ＰＣＦ１　３０４）へ転送する。　
３）ＢＳＣ１　３０６がＭＮ３０８をページする。　
４）パケットゾーン３２０内のＭＮ３０８からのページ応答なし。　
５）サービングＢＳＣ（ＢＳＣ１　３０６）が、ＭＳＣ３１４に対してＭＮ３０８をペー
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ジし、トラフィックチャネルを設定するように要求する。　
６及び７）ＭＳＣ３１４が、ＭＮ３０８に対するページを開始し、トラフィックチャネル
を設定する。　
８）新たなパケットゾーン（図示せず）内のターゲットＢＳＣ（図示せず）が、ＯＴＡよ
ってＭＮ３０８をページする。　
９）ＭＮ３０８が、新たなパケットゾーン内のページに対して応答する。　
１０）このページ応答が、ターゲットＢＳＣによってＭＳＣ３１４に転送される。　
１１）ＭＳＣ３１４が、ターゲットＢＳＣを許可し、ＭＮ３０８に対してトラフィックチ
ャネルを割り当てる。　
１２）ＰＤＳＮに対するＡ１０接続が、ターゲット経路上、すなわちターゲットＢＳＣに
関連したターゲットＰＣＦによって確立される。　
１３）ＭＮ３０８が、ターゲットＰＤＳＮとのＰＰＰ状態を再確立し、モバイルＩＰ登録
を実行する。　
１４）今後の全てのパケットデータが、ＭＮ３０８が新たなパケットゾーン内にある間に
、ターゲットＰＤＳＮ及びターゲットＰＣＦを通りぬける。サービングＰＤＳＮ３０２と
サービングＰＣＦ（ＰＣＦ１　３０４）との間のサービング経路上の古いＡ１０接続は、
登録寿命タイマ（Ｔｒｐ）が満了する時に満了する。
【００３３】
　図７は、ＭＮ３０８における処理５００を示している。ここでは、ステップ５０２にお
いて、ＭＮ３０８がシステムパラメータメッセージを取得する。休止モード（ステップ５
０４）の場合、処理はステップ５０６に進み、ＭＮ３０８においてページが取得されたか
を判定する。あるいは、もしもＭＮ３０８が休止モードでないのであれば、処理はステッ
プ５０８に進み、例えば発信元メッセージのようなＭＮ３０８の位置を識別するシステム
にメッセージを送る。別の実施例が、ＭＮ３０８が新たな位置を識別するための別のメッ
セージ及び／又は方法を提供しうることに留意されたい。ステップ５０６から、もしもペ
ージが全く取得されないのであれば、ＭＮ３０８は、休止モードにとどまる。そうでなけ
れば、ＭＮ３０８は、ステップ５０８において、ページに対して応答する。
【００３４】
　図８は、システムパラメータメッセージが休止ハンドオフに対するモバイル支援基準を
識別する時におけるＭＮ３０８における処理６００を示す。モバイル支援基準は、例えば
システムに対する発信元メッセージのように、ＭＮ３０８の位置を識別するための基準を
特定する。ＭＮ３０８は、ステップ６０２において、システムパラメータメッセージを取
得する。休止モード（ステップ６０４）の場合、処理はステップ６０６に進み、モバイル
支援基準を満足しているかを判定する。もしもモバイル支援基準を満足している時には、
ＭＮ３０８は、ステップ６０８において、例えばシステムにメッセージを送ることによっ
て、現在位置を識別する。
【００３５】
　１つの実施例に従ったシステムパラメータメッセージは、モバイル支援基準フィールド
を含んでいる。
【００３６】
　複数の基準のうちの１つを選択するためにコードが用いられる。第１の実施例では、こ
のフィールドは、モバイル支援した休止ハンドオフを可能にするか、又は不能にする１ビ
ットフィールドである。第２の実施例では、このフィールドは複数ビットフィールドであ
る。これは、異なる基準が、移動ノードをトリガし、現在位置を識別することを可能にす
る。第３の実施例は、第１及び第２の実施例の組み合わせであって、フィールドは複数ビ
ットフィールドであり、１つのビットが、モバイル支援したハンドオフを可能にするか、
又は不能にする。モバイル支援したハンドオフが可能にされたものであるとビットが示す
時には、その他のビットは、モバイル支援基準を示すために使用される。例えば、図１０
に示すように、フィールド８００は、第１のフィールド（即ちビット）８０２を含み、モ
バイル支援したハンドオフを可能又は不能にする。可能とされた時には、移動ノードは、
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パケットゾーンが変化すると、発信元メッセージ、又はその他の位置識別子を送る。不能
とされた時には、移動ノードは、パケットゾーンの変化時にメッセージを送らない。
【００３７】
　１つの実施例に従うと、このシステムは、ターゲット経路を確立するか、又はサービン
グ経路を維持するかを判定することによって、移動ノードからの位置識別に対して応答す
ることに留意されたい。このシステムは、ＭＮ３０８に対する未決定のパケットデータ通
信、システムローディング、ＭＮ３０８の履歴パケットデータ利用、又は任意の様々なシ
ステム性能及び動作基準が存在するかに基づいてこの判定を行う。
【００３８】
　引き続き図１０に示すように、フィールド８００は、モバイル支援がフィールド８０２
で可能とされたときにモバイル支援基準を特定するフィールド８０４を含んでいる。この
モバイル支援基準フィールド８０４は、モバイルノードをトリガするための変更基準を特
定し、位置識別子をシステムに送る。
【００３９】
　上述された１つ又は複数の実施例における動作が可能な移動ノード７００が、図９に示
されている。移動ノード７００は、複数の機能モジュールに接続された通信バス７２０を
含んでいる。移動ノード７００は、無線リンクを経由して、すなわちＯＴＡによってシス
テムとインタフェースするための送信回路７０４及び受信回路７０２を含んでいる。プロ
セッサ７１２は、移動ノード７００の動作を制御し、情報をメモリ記憶装置７１０に格納
し、そこから情報を検索するように動作する。そのような情報は、データ、コンピュータ
読み取り可能な命令、等を含む。モード選択ユニット７０４は、移動ノード７００を、幾
つかの動作状態のうちの１つに配置するためのトリガを識別する。モード選択ユニット７
０４は、パケットデータ通信に関して、移動ノード７００を休止状態及び動作状態に配置
することを制御する。休止ハンドオフ制御ユニット７０６は、休止状態にある間、適切な
動作を判定する。１つの実施例では、休止ハンドオフ制御ユニット７０６は、そのような
動作を、受信したシステムパラメータメッセージから判定する。言い換えると、休止動作
が、システム及び現在の条件に適応される。別の実施例では、休止ハンドオフ制御ユニッ
ト７０６は、予め決定され、システムパラメータメッセージに応答したシステムに適応さ
れない。
【００４０】
　上記で議論した例は、モバイル支援を回避する休止ハンドオフのための方法を表してい
る。モバイル支援していない休止ハンドオフは、いくつかのチャレンジを表し、動作のた
めの幾つかのオプションを提供する。第１に、もしも移動ノードが新たなパケットゾーン
に移動し、Ａ８接続が未だにサービングＰＣＦを指しているのであれば、パケットデータ
はまずサービングＰＣＦに送られる。その後、ターゲット経路が確立され、このターゲッ
ト経路を経由してパケットデータが移動ノードに送られる。パケットデータが移動ノード
に到着したとき、サービングＰＣＦに転送されたような幾つかのパケットは喪失されるか
もしれない。喪失したパケットの量は、ネットワーク接続を更新する際における遅延に比
例する。最悪の場合、そのような遅延は、ページング待ち時間、Ａ８接続をターゲットＰ
ＣＦに設定するための時間、Ａ１０接続をターゲットＰＤＳＮに設定するための時間、Ｐ
ＰＰを再確立するための時間、及びモバイルＩＰ再登録のための時間を含む。従って、パ
ケットゾーンの変化における不正確でかつ不完全なパケットデータ通信の可能性がある。
【００４１】
　第２に、移動ノードがサービングＢＳＣによって送られたページメッセージに応答しな
い場合、サービングＢＳＣは、ＭＳＣに対して移動ノードをページするように要求する。
それに応答して、ＭＳＣはフラッドページを開始する。ＭＳＣによりカバーされたエリア
に依存して、フラッドページエリアは膨大になり、過度なネットワークリソースを浪費す
るかもしれない。従って、モバイル支援した休止ハンドオフを不能にすることと、システ
ムの効率的かつ正確な動作との間のトレードオフが存在する。
【００４２】
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　更にまた、移動ノードとの通信に準備されたパケットデータが存在しない時であっても
、モバイル支援した休止ハンドオフを可能にすることは、アクセスチャネル上に干渉をも
たらす。ところが、特に、フラッドページがモバイルの位置を検出するために使用される
のであれば、モバイル支援した休止ハンドオフを不能にすることは、ターゲットＰＣＦと
の新たなＡ８接続を設定するために使用された時間に比例してパケット喪失をもたらし、
ネットワークリソースを浪費しうる。従って、サービスプロバイダは、与えられたシステ
ムの要求を満足するために、支援した休止ハンドオフと、支援していない休止ハンドオフ
との間を選択するための決定を行う。
【００４３】
　１つの実施例では、サービスプロバイダが、シグナリングメッセージを経由して、モバ
イル支援していない休止ハンドオフを可能にする。このようにして、例えばシステムパラ
メータメッセージのようなシグナリングメッセージは、移動ノードのための基準を特定し
、発信元メッセージを送るか、又は、別の方法でシステムに対する位置を特定する。この
基準は、ＳＩＤ、ＮＩＤ、及び／又はＰＺＩＤ、あるいはこれらのいくつかの組み合わせ
の変形でありうる。一般に、モバイル支援した休止ハンドオフでは、ＰＺＩＤが変化する
毎に、移動ノードが発信元メッセージを送る。ＰＺＩＤは、ＯＴＡによって送信されたシ
ステムパラメータメッセージ内で、各パケットゾーン内のＢＳＣによって取得される。こ
のシステムパラメータメッセージは、基準の変化を含むように強化されうる。その後、移
動ノードは、ＳＩＤのみが変化した場合、又はＮＩＤとＳＩＤとが変化した場合等に、こ
のシステムパラメータメッセージを経由して、発信元メッセージを送るように指示される
。
【００４４】
　別の実施例によれば、ＳＩＤエリアは、１つのＰＤＳＮによって提供されたエリアとし
て定義される。このように、ターゲット経路の設定における時間遅れは、新たなＰＤＳＮ
を通じてターゲット経路を確立することの時間遅れよりも小さいので、パケット喪失が最
小化される。
【００４５】
　当技術分野における熟練者であれば、これら情報および信号が、種々異なった技術や技
法を用いて表されることを理解するであろう。例えば、上述した記載で引用されているデ
ータ、指示、命令、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁
波、磁場または磁性粒子、光学場または光学微粒子、あるいはこれら何れかの組み合わせ
によって表現されうる。
【００４６】
　これらの知識によって、ここで開示された実施例に関連する様々に例示された論理ブロ
ック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップが、電子工学ハードウェア、コン
ピュータソフトウェア、あるいはこれらの組み合わせとして適用されることが更に理解さ
れよう。ハードウェアとソフトウェアとの相互互換性を明確に説明するために、様々に例
示された部品、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機能に関して
一般的に記述された。それら機能がハードウェアとしてあるいはソフトウェアとして適用
されているかは、特有の応用例および全体システムに課せられている設計条件による。熟
練した技術者であれば、各特定のアプリケーションに応じて変更することによって上述し
た機能を実施しうる。しかしながら、この適用判断は、本発明の範囲から逸脱したものと
解釈すべきではない。
【００４７】
　様々に示された論理ブロック、モジュール、および上述された実施例に関連して記載さ
れた回路もまた実装され、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、アプリ
ケーションに固有の集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（Ｆ
ＰＧＡ）またはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートあるいはト
ランジスタ論理、ディスクリートハードウェア部品、あるいは上述された機能を実現する
ために設計された何れかの組み合わせとともに実行されうる。汎用プロセッサとしてマイ
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クロプロセッサを用いることが可能であるが、代わりに、従来技術によるプロセッサ、コ
ントローラ、マイクロコントローラ、あるいは状態機器を用いることも可能である。プロ
セッサは、たとえばＤＳＰとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセ
ッサ、ＤＳＰコアに接続された１つ以上のマイクロプロセッサ、またはその他の配置のよ
うな計算デバイスの組み合わせとして実装することも可能である。
【００４８】
　ここで開示された実施例に関連して記述された方法やアルゴリズムのステップは、ハー
ドウェアや、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールや、これらの組み合
わせによって直接的に具現化される。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ、フラッシュメ
モリ、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルデ
ィスク、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは当該技術分野で知られているその他の型式の記憶媒体に
収納されうる。好適な記憶媒体は、プロセッサがそこから情報を読み取り、またそこに情
報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。または、記憶媒体はプロセッ
サに統合されうる。このプロセッサと記憶媒体は、ＡＳＩＣに収納することができる。Ａ
ＳＩＣは、ユーザ端末内に収納することもできる。または、このプロセッサと記憶媒体が
、ユーザ端末におけるディスクリートな部品として収納されることもある。
【００４９】
　開示された実施例における上述の記載は、当該技術分野におけるいかなる人であっても
、本発明の活用または利用を可能とするようになされている。これらの実施例への様々な
変形例もまた、当該技術分野における熟練者に対しては明らかであって、ここで定義され
た一般的な原理は、本発明の主旨または範囲を逸脱しない他の実施例にも適用されうる。
このように、本発明は、上記で示された実施例に制限されるものではなく、ここで記載さ
れた原理と新規の特徴に一致した広い範囲に相当するものを意図している。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】



(16) JP 4950258 B2 2012.6.13

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(74)代理人  100075672
            弁理士　峰　隆司
(74)代理人  100095441
            弁理士　白根　俊郎
(74)代理人  100084618
            弁理士　村松　貞男
(74)代理人  100103034
            弁理士　野河　信久
(74)代理人  100119976
            弁理士　幸長　保次郎
(74)代理人  100153051
            弁理士　河野　直樹
(74)代理人  100140176
            弁理士　砂川　克
(74)代理人  100100952
            弁理士　風間　鉄也
(74)代理人  100101812
            弁理士　勝村　紘
(74)代理人  100070437
            弁理士　河井　将次
(74)代理人  100124394
            弁理士　佐藤　立志
(74)代理人  100112807
            弁理士　岡田　貴志
(74)代理人  100111073
            弁理士　堀内　美保子
(74)代理人  100134290
            弁理士　竹内　将訓
(74)代理人  100127144
            弁理士　市原　卓三
(74)代理人  100141933
            弁理士　山下　元
(72)発明者  レイモンド・ティー．・シュ
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２７、サン・ディエゴ、ペンナクック・コート　１７
            ７７５
(72)発明者  アルングンドラム・シー．・マヘンドラン
            アメリカ合衆国、カリフォルニア州　９２１２２、サン・ディエゴ、ナンバー９２１、チャーマン
            ト・ドライブ　７５１４

    審査官  松野　吉宏

(56)参考文献  特開２００２－０７７９６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２３０８１６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１９９４２９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　　７／２４　－　　７／２６
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００　－　９９／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

