
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信装置（ＭＳ）とパケットネットワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２）の間のデー
タ伝送における方法であって、ここに、前記無線通信装置（ＭＳ）と前記パケットネット
ワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２）の間のデータ伝送が少なくとも１つのパケット交換コ
ントローラ（ＳＧＳＮ）によって制御され、前記方法において複数の接続状態の一つのグ
ループが決定され、一時に１つの状態が前記複数の接続状態の中から選定され、前記選定
された接続状態が前記無線通信装置（ＭＳ）及び前記パケット交換コントローラ（ＳＧＳ
Ｎ）に設定され 複数の接続状態が
　　　　作動化されたデータ伝送接続においてパケットが伝送可能であるレディ状態（３
０３）と、
　　　　送信または受信されるべきパケットが待ち受けられるスタンバイ状態（３０２）
と、
　　　　前記データ伝送接続が非作動化されるアイドル状態（３０１） であると規定
される
　さらに拡張レディ状態（３０４）が接続状態として決定され、前記レディ状態（３０３
）から前記拡張レディ状態への遷移が実施され、この場合、送信または受信されるべきデ
ータ伝送接続パケットが待ち受けられること、
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、前記

と、
前記方法において

及び前記パケットネットワーク（ＰＬＭＮ
１、ＰＬＭＮ２）がセルに分割され、前記セルによってルーティングエリアが確立され、
前記パケットネットワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２）の前記エリア内において前記無線



　　　　

　　　　

ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　 スタンバイ状態（３０２）において、前記パケット交換コントローラ（ＳＧＳＮ）
がルーティングエリア間における前記無線通信装置（ＭＳ）の移動について通知され、
　　　　前記アイドル状態（３０１）において、前記パケット交換コントローラ（ＳＧＳ
Ｎ）が前記無線通信装置（ＭＳ）の移動について通知されることなくそのままの状態に

を特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記レディ状態（３０３）の継続時間がレディカウンタによって測定され、前記パケッ
ト伝送に関連した計算値が前記カウンタに設定され、ここに、前記レディカウンタにプリ
セットされた前記計算値に達した後で前記拡張レディ状態（３０４）への遷移が実施され
ることを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　前記パケットネットワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２）がセルに分割され、前記セルに
よってルーティングエリアが確立され、ここに、前記無線通信装置（ＭＳ）の前記位置が
前記方法において特定されることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項５】
　前記レディ状態（３０３）においてセル１個分の精度で前記位置が特定され、前記レデ
ィ状態（３０３）で特定された前記位置が前記拡張レディ状態（３０４）において前記位
置を特定するために用いられ、前記スタンバイ状態（３０２）において前記位置が前記ル
ーティングエリアの精度で特定され、前記アイドル状態（３０１）において前記位置が未
特定のままにとどまることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記拡張レディ状態（３０４）の継続時間が拡張レディカウンタによって測定され、前
記拡張レディ状態（３０４）への遷移に関連した計算値が前記カウンタに設定され、ここ
に、前記拡張レディカウンタにプリセットされた前記計算値に達し

前記拡張レディ状態（３０４）が中断されることを特徴とす
る請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　セルの間における前記無線通信装置（ＭＳ）の位置の変化

前記拡張レディカウンタによって計算されることを特徴とする請求項６に記載の
方法。
【請求項８】
　ＣＤＭＡシステムに従うパケットネットワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２）が前記方法
において用いられ、ここで、定められた時点において前記無線通信装置（ＭＳ）とデータ
伝送接続している前記パケットネットワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２）の複数の基地局
がアクティブセットを構成し、ここに、前記拡張レディ（３０４）カウンタを用いて、前
記無線通信装置（ＭＳ）の前記位置の変化が前記アクティブセットの に基づ
いて計算されることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記拡張レディ（３０４）カウンタが時間を測定するために用いられることを特徴とす
る請求項６に記載の方法。
【請求項１０】

10

20

30

40

50

(2) JP 3875489 B2 2007.1.31

通信装置の移動が制御され、ここに、
前記レディ状態（３０３）において、前記パケット交換コントローラ（ＳＧＳＮ

）がセル間における前記無線通信装置（ＭＳ）の移動について通知され、
前記拡張レディ状態（３０４）において、前記パケット交換コントローラ（ＳＧ

ＳＮ）が前記無線通信装置（ＭＳ）の移動について通知されることなくそのままの状態に
とどまり、ここに、前記レディ状態（３０３）において報告された位置データが位置を特
定するために用いられる

前記

と
どまること

て前記スタンバイ状態
（３０２）に復元された後に

が、該セルの切り替え回数に
基づいて

切り替え回数



　転送されるべきパケットが在るときに前記拡張レディ状態（３０４）の中断に関連して
前記接続状態が前記レディ状態（３０３）、または他の場合には、前記スタンバイ状態（
３０２）に切り替えられることを特徴とする請求項１から９のいずれか一項に記載の方法
。
【請求項１１】
　パケットネットワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２）と、
　　　　前記パケットネットワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２）とデータ伝送接続されて
いる少なくとも１つの無線通信装置（ＭＳ）と、
　　　　前記無線通信装置（ＭＳ）と前記パケットネットワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ
２）の間のパケットフォーマットデータ伝送接続を作動化および非作動化するための手段
（Ｕｍ、ＢＳＳ、ＳＧＳＮ）と、
　　　　前記無線通信装置（ＭＳ）と前記パケットネットワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ
２）の間のデータ伝送を制御するパケット交換コントローラ（ＳＧＳＮ）と、
　　　　前記無線通信装置（ＭＳ）および前記パケット交換コントローラ（ＳＧＳＮ）に
おける接続状態を、作動化されているデータ伝送接続でパケットを転送するためにレディ
状態（３０３）に設定するか、又は、送信または受信されるべきデータ伝送接続パケット
を待ち受けるためにスタンバイ状態（３０２）に設定するか、又は、前記データ伝送接続
が非作動化されるときにアイドル状態（３０１）に設定する手段（記憶手段、ＳＧＳＮ）

システム
　　　　前記接続状態を設定する手段（記憶手段、ＳＧＳＮ）が、前記接続状態を拡張レ
ディ状態（３０４）に設定する手段（制御ユニット、レディカウンタ）をさらに

　　　　

　　　　

ことを特徴とするシステム。
【請求項１２】
　前記拡張レディ状態（３０４）への遷移が前記レディ状態（３０３）から実施されるよ
うに構成され、この拡張レディ状態（３０４）において前記無線通信装置（ＭＳ）および
前記パケット交換コントローラ（ＳＧＳＮ）が送信および受信されるべきデータ伝送接続
パケットを待ち受けるように構成されることを特徴とする請求項１１に記載のシステム。
【請求項１３】
　前記接続状態を前記拡張レディ状態（３０４）に設定する前記手段がレディカウンタ、
パケット伝送に関連して前記カウンタ内に計算値を設定する手段（制御ユニット）を含み
、ここに前記レディカウンタ内にプリセットされた計算値に達した後で前記拡張レディ状
態（３０４）への前記遷移が実施されるように構成されることを特徴とする請求項１１ま
たは１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記パケットネットワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２）がセルに分割され、これらのセ
ルによってルーティングエリアが構成され、ここに前記システムが前記無線通信装置（Ｍ
Ｓ）の位置を特定する手段を ことを特徴とする請求項１１から１３のいずれか一項
に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記レディ状態（３０３）においては、前記位置がセル１個分の精度で特定されるよう
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と、を備える において、

備えるこ
と、及び前記パケットネットワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２）がセルに分割され、該セ
ルからルーティングエリアが確立され、且つ前記システムは該パケットネットワーク（Ｐ
ＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２）のエリア内の前記無線通信装置の移動を制御するように構成され
、ここに、

前記レディ状態（３０３）において、前記パケット交換コントローラ（ＳＧＳＮ
）がセル間における前記無線通信装置（ＭＳ）の移動について通知されるように構成され
、

前記拡張レディ状態（３０４）において、前記パケット交換コントローラ（ＳＧ
ＳＮ）が前記無線通信装置（ＭＳ）の移動について通知されることなくそのままの状態に
とどまるように構成され、ここに、前記レディ状態（３０３）において報告された位置デ
ータが位置を特定するために用いられる

備える



に配置構成され、前記拡張レディ状態（３０４）においては、前記レディ状態（３０３）
において特定された前記位置が前記位置を特定するのに使用されるように配置構成され、
前記レディ状態（３０２）においては、前記位置が前記ルーティングエリアの精度で特定
されるように配置構成され、前記アイドル状態（３０１）においては、前記位置の特定が
止められることを特徴とする請求項１４に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記接続状態を設定する前記手段（記憶手段、ＳＧＳＮ）が前記拡張レディ状態（３０
４）を中断する手段（制御ユニット、拡張レディカウンタ）

を ことを特徴とする
請求項１１から１５のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項１７】
　前記拡張レディ状態（３０４）を中断する手段（制御ユニット、拡張レディカウンタ）
がカウンタ（拡張レディカウンタ）を含み、ここに前記カウンタ プリセットされた
値に達し たときに前記拡張レディ状態（３０
４）が中断されることを特徴とする請求項１６に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記カウンタがセルの間における前記無線通信装置（ＭＳ）の位置の を

カウントするように構成されることを特徴とする請求項１７に記載
のシステム。
【請求項１９】
　前記パケットネットワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２）がＣＤＭＡシステムに従うパケ
ットネットワークであり、ここで定められた時点において前記無線通信装置（ＭＳ）とデ
ータ伝送接続される前記パケットネットワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２）のセルがアク
ティブセットを構成し、ここに前記カウンタがアクティブセットの に基づい
て前記無線通信装置（ＭＳ）の位置の をカウントするように構成されることを特徴と
する請求項１７に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記パケットネットワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２）がＣＤＭＡに準拠するシステム
に従うパケットネットワークであり、ここで定められた時点において前記無線通信装置（
ＭＳ）とデータ伝送接続される前記パケットネットワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２）の
前記セルがアクティブセットを構成し、ここに前記カウンタがアクティブセットの

をカウントするように構成されることを特徴とする請求項１７に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記カウンタが時間を測定するように構成されることを特徴とする請求項１７に記載の
システム。
【請求項２２】
　前記拡張レディ状態（３０４）の中断に関連して、前記接続状態が、伝送するべきパケ
ットが存在するときには、前記レディ状態（３０３）に切り替えられ、或いは、他の場合
には、前記スタンバイ状態（３０２）に切り替えられるように配置構成されることを特徴
とする請求項１１から２１のいずれか一項に記載のシステム。
【請求項２３】
　パケットネットワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２）との間のパケットフォーマットによ
るデータ伝送手段（Ｕｍ）を有する無線通信装置（ＭＳ）であって、前記パケットネット
ワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２）が、
　　　　パケットフォーマットデータ伝送接続を作動化及び非作動化する手段と、
　　　　前記無線通信装置（ＭＳ）と前記パケットネットワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ
２）の間のデータ伝送を制御する前記パケット交換コントローラ（ＳＧＳＮ）と、
　　　　前記無線通信装置（ＭＳ）および前記パケット交換コントローラ（ＳＧＳＮ）に
おいて、作動化されたデータ伝送接続においてパケットを転送するために、接続状態をレ
ディ状態（３０３）に設定するか、或いは、送信または受信されるべきデータ伝送接続パ
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及び前記スタンバイ状態（３
０２）を復元する手段（制御ユニット、拡張レディカウンタ） 備える

の値が
て前記スタンバイ状態（３０２）に復元され

変化 該セルの切
り替え回数に基づいて

切り替え回数
変化

切り替
え回数



ケットを待ち受けるために、接続状態をスタンバイ状態（３０２）に設定するか、或いは
、前記データ伝送接続が非作動化されるときには、接続状態を前記アイドル状態（３０１
）に設定する手段（記憶手段、ＳＧＳＮ）と、
を 前記無線通信装置（ＭＳ）において、
　前記無線通信装置（ＭＳ）が前記無線通信装置（ＭＳ）の前記接続状態を拡張レディ状
態（３０４）に設定するための手段（制御ユニット、レディカウンタ）も備えること、

前
記
　　　　

　　　　

を特徴とする無線通信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、パケットネットワークにおける接続状態を設定するための添付請求項１のプリ
アンブルに従う方法、添付請求項１１のプリアンブルに従うシステム、及び、添付請求項
２３のプリアンブルに従う無線通信装置に関する。
【０００２】
定められた時点においてデータが伝送されるべき通信装置間がデータ伝送において必要と
される期間だけ接続されるような方法で、異なる装置の間のデータ伝送が確立され得る。
従って、このいわゆる回線交換接続は、ユーザがデータ伝送を終了するまで有効である。
このような場合、通信時間の大部分は、ユーザによって与えられたコマンドを供給するこ
とによって経過し、時間の極く僅かな部分だけが実際のデータ伝送に用いられる。これは
、例えば、同一アプリケーションを同時使用するユーザの最大数を制限する。別の代替例
は、いわゆるパケット交換データ伝送を利用することである。従って、データは、パケッ
トフォーマットで、通信装置の間を伝送され、この場合、パケットの間の時間は、他の通
信装置によって自由に使用可能である。従って、同時ユーザの数を増大させることが可能
であり、特に、セルラーネットワークのような無線データ伝送ネットワークにおいては、
同一セルエリア内における無線通信装置が同一伝送チャネルを使用可能である。セルラー
システムの一つは、パケットフォーマットデータ伝送サービスＧＰＲＳ（汎用パケット無
線サービス）の開発対象とされるＧＳＭシステム（広域移動通信システム）である。図１
はＧＰＲＳシステムの動作に不可欠なブロックをブロック図として示す。パケット交換コ
ントローラＳＧＳＮ（サービングＧＰＲＳサポートノード）はセルラーネットワーク側で
のパケット交換サービスの動作を制御する。パケット交換コントローラＳＧＳＮは、無線
通信装置ＭＳに対するログインとログアウト、無線通信装置ＭＳの位置の更新、及び、デ
ータパケットを正しいアドレスへ導くことを処理する。無線通信装置ＭＳは無線インタフ
ェースＵｍ（図１）を介して基地局サブシステムＢＳＳへ接続される。基地局サブシステ
ムはＢＳＳ－ＳＧＳＮインタフェースＧｂを介してパケット交換コントローラＳＧＳＮへ
接続される。基地局サブシステムＢＳＳにおいて、基地局ＢＴＳおよび基地局コントロー
ラＢＳＣは、ＢＴＳ－ＢＳＣインタフェースＡｂｉｓによって相互に接続される。パケッ
ト交換コントローラＳＧＳＮはゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）により
他のパケット交換コントローラＳＧＳＮと通信可能である。ＧＰＲＳシステムは、例えば
、提案書草案（ｄｒａｆｔ　ｐｒｏｐｏｓａｌ）ＧＳＭ　０１．０６、ＧＳＭ、０２．６
０、ＧＳＭ　０３．６０、及び、ＧＳＭ　０４．６０に記載されている。
【０００３】
無線通信装置ＭＳ及びパケット交換コントローラＳＧＳＮ両者の動作は、それぞれ図２に
示すように異なる機能をもつ幾つかの層に分割可能である。国際標準化機構ＩＳＯはデー
タ伝送を異なる機能層にグループ化するためにＯＳＩモデル（開放型システム間相互接続
）を開発した。このモデルは全ての電気通信システムに必ずしも必要とはかぎらない７つ
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備える

及
び前記パケットネットワーク（ＰＬＭＮ１、ＰＬＭＮ２）がセルに分割され、ここに、

無線通信装置が、
前記レディ状態（３０３）において、前記パケット交換コントローラ（ＳＧＳＮ

）にセル間における前記無線通信装置（ＭＳ）の移動について通知し、
前記拡張レディ状態（３０４）において、前記パケット交換コントローラ（ＳＧ

ＳＮ）に前記無線通信装置（ＭＳ）の移動について通知しないように構成されていること
、



の層を含む。これらの層は最上部から最下部に向かって次のようにリストアップされる、
即ち、アプリケーション層、プレゼンテーション層、セッション層、トランスポート層、
ネットワーク層、データリンク層、および、物理層である。
【０００４】
制御シグナリングおよびユーザによって伝送されるデータのような無線通信装置ＭＳとパ
ケット交換コントローラＳＧＳＮの間で転送されるべき情報の伝送はデータフレームの形
で実施されることが有利である。各層のデータフレームはヘッダフィールド及びデータフ
ィールドで構成される。図２はまた、異なる層におけるＧＰＲＳシステムで使われるデー
タフレームの構造を示す。
【０００５】
データフィールドに含まれる情報は、例えば、無線通信装置のユーザによって入力される
情報またはシグナリング（ｓｉｇｎａｌｌｉｎｇ）データであり得る。次に、ＧＰＲＳシ
ステムの層の機能を示す。
【０００６】
データリンク層において、最低層はＭＡＣ（媒体アクセス制御）層であり、この層は、例
えば、パケットの送受信におけるチャネルの予約のような、無線通信装置ＭＳと基地局サ
ブシステムＢＳＳの間の通信における無線チャネルの使用に係わる。
【０００７】
最低層における基地局サブシステムＢＳＳとパケット交換コントローラＳＧＳＮの間のデ
ータ伝送は、例えば規格Ｑ．９２１に従うＬＡＰＤプロトコル、フレームリレープロトコ
ル、等のようなデータリンク層プロトコルを用いてＬ２層（データリンク層）において行
われる。また、Ｌ２層は、ＧＰＲＳ定義に従う品質およびルーティング（ｒｏｕｔｉｎｇ
）データも含むことができる。Ｌ２層は、ＯＳＩモデルの物理層およびデータリンク層の
特徴を含む。
【０００８】
ＭＡＣ層の上には、ＬＬＣ層によって確立されたデータフレームを無線チャネル上で伝送
可能な固定サイズのパケット（ＰＤＵ、プロトコルデータユニット）に分割し、かつ必要
に応じてこれらを伝送および再伝送するためのＲＬＣ（無線リンク制御）層が在る。ＧＰ
ＲＳシステムにおけるパケットの長さは１ＧＳＭタイムスロット（周期０．５７７ｍｓ）
の長さである。
【０００９】
ＬＬＣ（論理リンク制御）層は、無線通信装置ＭＳとパケット交換コントローラＳＧＳＮ
の間に信頼度の高いデータ伝送リンクを提供する。ＬＬＣ層は、例えば、伝送されるべき
メッセージにデバッギングデータを加える。これにより、間違って受信されたメッセージ
を訂正しようとすることが可能であり、しかも、必要に応じて、メッセージは再伝送され
得る。更に、データ暗号化および解読がＬＬＣ層において行われる。
【００１０】
プロトコルの修正、圧縮、および、伝送されるべきデータのセグメント化、および、上位
層から伝送されたメッセージのセグメント化はＳＮＤＣＰ（サブネトワーク依存収束プロ
トコル）層において実施される。また、ＳＮＤＣＰ層の構造を図２に示す。ＳＮＤＣＰフ
レームはＳＮＤＣＰヘッダフィールド及びＳＮＤＣＰデータフィールドを含む。ＳＮＤＣ
Ｐヘッダフィールドは、プロトコルデータ（ネットワークサービスアクセス点識別、ＮＳ
ＡＰＩ）、および、例えば圧縮、セグメント化、およびコード化定義のようなＳＮＤＣＰ
制御データから成る。ＳＮＤＣＰ層は、上位層において使用されるプロトコルとＬＬＣ層
（データリンク層）のプロトコルの間のプロトコルアダプタとして機能する。
【００１１】
伝送されるべき情報は、例えばＸ．２５プロトコルに従ったメッセージのようなプロトコ
ル（ＰＤＰ、パケットデータプロトコル）に従ったデータパケット、または、インターネ
ットプロトコル（ＩＰ）のパケットの形で、アプリケーションからＳＮＤＣＰ層に入るこ
とが有利である。アプリケーションは、例えば、無線通信装置のデータアプリケーション
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、テレコピア（ｔｅｌｅ－ｃｏｐｉｅｒ）アプリケーション、無線通信装置と通信するコ
ンピュータプログラム、などであり得る。
【００１２】
ＭＡＣ層、ＲＬＣ層、ＬＬＣ層、及び、Ｌ２層は、ＯＳＩモデルにおける層２に記載され
ている特徴を含む。しかし、前述の層およびＯＳＩモデルに記載された層は明確に首尾一
貫してはいない。
【００１３】
ＳＮＤＣＰフレームはＬＬＣ層へ転送され、この層においてＬＬＣヘッダフィールドがフ
レームに加えられる。ＬＬＣヘッダフィールドは、例えば、フレーム数およびコマンド種
別（情報、肯定応答、再送要求など）を規定するＬＬＣ制御エレメントから成る。ＧＰＲ
Ｓパケットネットワークへのログイン（ｌｏｇｉｎ）に関連して、無線通信装置はインロ
グ（ｉｎｌｏｇ）要求メッセージをパケット交換コントローラＳＧＳＮに送る。パケット
交換コントローラＳＧＳＮは、無線通信装置識別ＩＭＳＩ（国際移動局識別）に基づいて
問題の無線通信装置に対応するホーム位置レジスタＨＬＲから情報を検索し、ここにおい
て、パケット交換コントローラＳＧＳＮは、このデータに基づいて、データ伝送接続に関
する一時的な論理リンク識別ＴＬＬＩを選定できる。無線通信装置が以前に取得した使用
中のＴＬＬＩ識別を持つならば、無線通信装置は、要求メッセージの形でこれを伝送し、
この場合、パケット交換コントローラＳＧＳＮは、この識別を再び無線通信装置の処理に
一任するか、または、新規ＴＬＬＩ識別を割当てることができる。パケット交換コントロ
ーラＳＧＳＮは、無線通信装置とパケット交換コントローラＳＧＳＮとの間のデータ伝送
に用いられる無線通信装置に選定されたＴＬＬＩ識別を送信する。このＴＬＬＩ識別は、
データ伝送において、問題のメッセージがどのデータ伝送接続に属するかを規定するため
に用いられる。その同じＴＬＬＩ識別は、一度に唯１つのデータ伝送接続にのみ使用する
ことが許される。接続が終了した後で、接続に用いられたＴＬＬＩ識別は、設定中の新規
接続に割当てられることが可能である。これについては、ＧＳＭ規格０３．６０に更に詳
細に記述されている。
【００１４】
パケットネットワークに含まれるセルは、パケットネットワークの運用者によって、ルー
ティングエリアに分割される。この場合、これらのエリアは無線通信装置ＭＳの位置を規
定するために使用できる。各ルーティングエリアは１つ又は複数のセルを含む。従って、
無線通信装置の移動性管理機能に関して、目的は、パケットネットワークの運営範囲内に
おける無線通信装置の位置及び接続状態に関する情報を維持することにある。この情報は
、無線通信装置及びパケットネットワーク両方、有利にはＧＰＲＳサポートノードＳＧＳ
Ｎにおいて維持される。ＧＳＭシステムにおいて、無線通信装置ＭＳに接続されている基
地局は、セルが切り替えられるときに切り替えられる。ＣＤＭＡ（符号分割多元接続）に
準拠するセルラーネットワークでは、無線通信装置ＭＳは、幾つかの基地局を介して同時
に通信可能である。基地局は、いわゆるパイロットチャネルで、スペクトラム拡散信号を
送信する。この場合、無線通信装置は、これらのパイロット信号に基づき、通信にとって
、どの基地局が最も有利な信号を有しているかを決定する。定められた時点において無線
通信装置ＭＳと通信中のこれらの基地局はいわゆるアクティブセット（ａｃｔｉｖｅ　ｓ
ｅｔ）を構成する。無線通信装置の移動は、ＣＤＭＡシステムのパケットネットワークに
よって、これらのアクティブセットの交替から決定可能である。
【００１５】
従来使用されているＧＰＲＳシステムでは、無線通信装置は、パケットネットワークに関
して３つの異なる接続状態をもつ。即ち、アイドル（ｉｄｌｅ）状態、スタンバイ（ｓｔ
ａｎｄｂｙ）状態、レディ（ｒｅａｄｙ）状態である。アイドル状態では、無線通信装置
はネットワークの移動性管理へ接続されず、通信は可能でない。レディ状態では、無線通
信装置はパケットネットワークの移動性管理へ接続され、無線通信装置の位置は、セル１
個分の精度でパケットネットワークにより既知であり、無線通信装置はデータパケットの
送信受信両方が可能である。スタンバイ状態では、無線通信装置はパケットネットワーク

10

20

30

40

50

(7) JP 3875489 B2 2007.1.31



の移動性管理へ接続され、この場合、無線通信装置はデータパケットの送信も受信も不可
能であり、無線通信装置の位置はルーティングエリアに限られた精度でパケットネットワ
ークによって既知である。レディ状態からスタンバイ状態への遷移は、例えば、無線通信
装置とパケットネットワークの間で前回データパケットが伝送されてから十分に長い時間
が経過した場合に実施され得る。この時間はレディカウンタによって有利に測定される。
【００１６】
無線通信装置が移動されると、その位置及び状態は、パケットネットワークで伝送された
シグナリングメッセージによって更新される。ただし、無線通信装置は常に移動している
とは限らず、例えば、仕事日の期間中はオフィス内に在る。従って、無線通信装置の位置
に関する更新のためのシグナリングはパケットネットワークに不必要な負荷を課し、無線
通信装置の電力消費を増加させる。更に、スタンバイ状態からレディ状態への遷移は、無
線通信装置とパケットネットワークの間でのパケット伝送が可能になる以前にページング
シグナリングを必要とし、データ伝送を遅延させる。
【００１７】
本発明の目的の一つは、パケットネットワークにおいて接続状態を設定する方法と、当該
方法を適用するシステム、及び、そこで使用できる無線通信装置を提供することにある。
本発明は添付請求項１に記載の特徴付け部分に示される事柄を特徴とする。本発明に従う
システムは添付請求項１１に記載の特徴付け部分に示される事柄を特徴とする。本発明に
従う無線通信装置は、更に、添付請求項２３に記載の特徴付け部分に示される事柄を特徴
とする。本発明は、特に無線通信装置の位置が実質的に変更されない状態にとどまるとき
、及び、無線通信装置が送信または受信するべきデータパケットを一切もたないときに、
無線通信装置をパケットネットワークへ接続された状態に設定することが可能な接続状態
すなわち、拡張レディ状態によってパケットネットワークが補足されるという着想に基づ
く。
【００１８】
本発明によれば、従来技術による方法、パケットネットワーク、及び、無線通信装置と比
較してかなりの利点が達成される。本発明に従う拡張レディ状態を用いると、無線通信装
置が移動しない場合、シグナリングの必要性が減少するのでパケットネットワークの負荷
を減少させることができる。また、シグナリングの必要性が減少すると、無線通信装置の
電力消費も減少し、これによって、１回の充電による無線通信装置のスタンバイ時間が延
長される。更に、データパケットの伝送が一旦休止し、その後で新規伝送が開始される状
況において、データ伝送が加速される。
以下において、添付図面を参照しながら、本発明について更に詳細に記述することとする
。
【００１９】
下記において、本発明はＧＳＭシステムで実現されるパケット交換サービスＧＰＲＳによ
って説明されるが、本発明はこのシステムにのみ限定されるものでない。本発明は、例え
ば、単に最低層の無線プロトコルを変えるだけで開発中のＵＭＴＳシステム及び他の第３
世代移動通信システムに適用可能である。
【００２０】
無線通信装置ＭＳとパケット交換コントローラＳＧＳＮの間の接続は，ポイントツーポイ
ント接続（ＰＴＰ）、ポイントツーマルチポイントマルチキャスト接続（ＰＴＭ－Ｍ）、
ポイントツーマルチポイントグループ（ＰＴＭ－Ｇ）、などのような、異なる動作モード
をもつことがあり得る。無線通信装置ＭＳとパケットス交換コントローラＳＧＳＮの間の
各接続種別には個別識別が割当てられる。従来の規格によれば、次に示す異なる種別がＧ
ＰＲＳシステムにおいて利用可能である。
ポイントツーポイント接続（ＰＴＰ）は無線通信装置ＭＳとパケット交換コントローラＳ
ＧＳＮの間の通信において個別ＴＬＬＩ識別を使用する。
ポイントツーマルチポイントマルチキャスト統合サービス（ＰＴＭ－Ｍ）は、無線通信装
置ＭＳと統合サービスセンタ間の通信用として予約されたＩＭＧＩ識別（国際移動グルー
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プ識別）を使用する。
ポイントツーマルチポイントグループ（ＰＴＭ－Ｇ）は、複数の無線通信装置の一つのグ
ループ内において、無線通信装置ＭＳ間通信用に予約されたＩＭＧＩ識別を使用する。
【００２１】
ポイントツーポイント接続は、典型的にはデータリンク層において肯定応答モードを使用
する、即ち、伝送の受信機は肯定応答情報として受信が成功したことを伝送する。ポイン
トツーマルチポイントマルチキャスト接続において、データフレームは、通常、肯定応答
が伝送されない動作モードにおいて伝送される。ＧＳＭ規格０２．６０は、様々なこれら
の接続モードについて更に詳細に記述している。
【００２２】
これに関連して、パケットネットワークの移動性管理（ＭＭ）は、パケットネットワーク
ユーザ及び一時的論理リンク識別ＴＬＬＩの無線通信装置識別ＩＭＳＩ（国際移動局識別
）に基づいて行われる移動性管理機能および接続状態に関する。ただし、パケット交換接
続の数およびそれらの状態は移動性管理には影響しない。
【００２３】
添付の図３の状態遷移図を参照し、下記において、様々な接続状態についてさらに詳細に
説明することとする。状態遷移図は、無線通信装置ＭＳとパケット交換コントローラＳＧ
ＳＮ両方の接続状態、および、接続状態間の遷移を示す。アポストロフィ（’）を有する
参照番号はパケット交換コントローラＳＧＳＮの状態遷移図を意味する。
【００２４】
アイドル状態において、無線通信装置ＭＳは、パケットネットワークには接続されず、こ
の場合ページングシグナリングは行われない。アイドル状態のままで無線通信装置が他の
セルのエリア内に移動してしまった場合には、無線通信装置ＭＳの移動性管理データおよ
び無線通信装置ＭＳの部分に関するパケット交換コントローラＳＧＳＮの移動性管理デー
タは必ずしも最新であるとはかぎらない。無線通信装置ＭＳは、公衆陸上移動ネットワー
ク（ＰＬＭＮ）およびパケットネットワークにおけるセルを選定および、必要に応じて、
再選定する。アイドル状態において、無線通信装置ＭＳは、ポイントツーマルチポイント
マルチキャスト（ＰＴＭ－Ｍ）統合サービス伝送を受信できる。ただし、ポイントツーポ
イント接続（ＰＴＰ）およびポイントツーマルチポイントグループ（ＰＴＭ－Ｇ）におけ
るデータ伝送は可能でない。アイドル状態における無線通信装置ＭＳは、パケットネット
ワークに関しては、そのネットワークに接続されない。無線通信装置ＭＳおよびパケット
交換コントローラＳＧＳＮの移動性管理データを更新するには、無線通信装置ＭＳからパ
ケットネットワークへの 手順を実施しなければならない。アイドル状態を意味するブ
ロックは図３において参照番号３０１によって示される。
【００２５】
スタンバイ状態（ブロック３０２）において、無線通信装置ＭＳはパケットネットワーク
の移動性管理へ接続される。移動性管理データは、無線通信装置の識別ＩＭＳＩに基づい
て更新される。無線通信装置ＭＳはポイントツーマルチポイントマルチキャスト統合サー
ビスパケット及びポイントツーマルチポイントマルチキャストグループパケットの両方を
受信できる。ポイントツーポイント接続およびポイントツーマルチポイントグループ接続
のデータ伝送に関するページング要求の受信が可能である。更に、セル選択サービス（Ｃ
Ｓ）に関してパケット交換コントローラからのページング要求を受信することが可能であ
る。それでもなお、ポイントツーポイント接続パケットの送受信及びポイントツーマルチ
ポイントグループパケットの送信はスタンバイ状態において可能でない。無線通信装置Ｍ
Ｓはルーティングエリアおよびセルの選択を局所的に実施し、かつ、移動性管理機能を用
いて、無線通信装置ＭＳがルーティングエリアを変更したかどうかをパケット交換コント
ローラＳＧＳＮに通知する。無線通信装置ＭＳはパケット交換コントローラＳＧＳＮへセ
ルが変更されたかどうかを報告しない。この場合、パケット交換コントローラＳＧＳＮは
、無線通信装置ＭＳの位置に関する更新された情報を必ずしも含むとはかぎらない。
【００２６】
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スタンバイ状態にある無線通信装置ＭＳはパケット接続（ＰＤＰ）の作動化または非作動
化を開始できる。パケット接続の状態はデータパケットの送受信以前に更新されていなけ
ればならない。パケット接続が作動化される場合には、パケット交換コントローラＳＧＳ
Ｎはポイントツーポイント接続およびポイントツーマルチポイントグループのパケットを
受け取ることができる。従って、パケット交換コントローラＳＧＳＮはページング要求を
無線通信装置ＭＳが置かれているルーティングエリアに送信する。無線通信装置ＭＳがこ
の要求に対する応答メッセージを送信すると、無線通信装置ＭＳの接続状態はレディ状態
（状態３０３）に切り替えられる。パケット交換コントローラＳＧＳＮの接続状態は、そ
のコントローラがページング要求に対する無線通信装置ＭＳからの応答メッセージの受信
を完了した後で、レディ状態に切り替えられる。無線通信装置ＭＳにおいて、スタンバイ
状態からレディ状態への遷移も同様に無線通信装置がデータパケット又はシグナリングデ
ータをパケット交換コントローラＳＧＳＮへ伝送する状況の下で実施される。これと対応
して、パケット交換コントローラＳＧＳＮにおいて、スタンバイ状態からレディ状態への
遷移も同様に無線通信装置ＭＳによって伝送されたデータパケット又はシグナリングデー
タをパケット交換コントローラＳＧＳＮが受け取る状況下において実施される。
【００２７】
無線通信装置ＭＳは、パケットネットワークからの切断を開始し、かつアイドル状態への
遷移（矢印３１１）を開始できる。これは、例えば、スタンバイカウンタがゼロにリセッ
トされる、例えば、プリセットされた計算値に達する状況において開始され得る。無線通
信装置ＭＳ及びパケット交換コントローラＳＧＳＮにおける移動性管理データは、問題の
無線通信装置ＭＳの部分に関して除去され得る。
【００２８】
本発明に従った拡張レディ状態３０４（「拡張レディ」）において、無線局ＭＳはパケッ
トネットワークの移動性管理に結合され、無線通信装置ＭＳ及びパケット交換コントロー
ラＳＧＳＮは両方とも更新された移動性管理データを含む。無線通信装置ＭＳおよびパケ
ット交換コントローラＳＧＳＮがこの拡張レディ状態にあるとき、パケットネットワーク
はページングシグナリングを実施しない。無線通信装置ＭＳはポイントツーマルチポイン
トマルチキャスト統合サービスパケット及びポイントツーマルチポイントグループパケッ
トを受信可能である。
【００２９】
拡張レディ状態において、パケット交換コントローラＳＧＳＮの移動性管理データは、無
線通信装置ＭＳの位置セルに関する情報によって補足されたスタンバイ状態の移動性管理
データに対応する。ただし、無線通信装置ＭＳは、選定されたセルに関するデータを伝送
せず、無線通信装置がレディ状態３０３にあった無線通信装置が拡張レディ状態３０４に
遷移する前のレディ状態３０３にあった前回に定義されたデータが伝送される。パケット
ネットワークセルの選択は無線通信装置ＭＳによって局所的に実施される。
【００３０】
その時点において問題の無線通信装置ＭＳ用に予約された無線資源（無線チャネル）があ
るかどうかには無関係に、無線通信装置ＭＳが送信または受信するためのデータパケット
を持たない場合であっても、接続状態は拡張レディ状態３０４のままにとどまる。拡張レ
ディ状態の継続期間はカウンタによって制御される。接続状態は拡張レディ状態から、拡
張レディ状態カウンタが作動中であって、無線通信装置ＭＳが移動を開始するスタンバイ
状態へ切り替えられる。従って、無線通信装置ＭＳは、スタンバイ強制機能が実施されつ
つあることをパケット交換コントローラＳＧＳＮに報告する。拡張レディ状態からレディ
状態への接続状態の遷移は、無線通信装置がデータパケット又はシグナリングデータをパ
ケット交換コントローラＳＧＳＮに伝送する状況において無線通信装置ＭＳで行われる。
これと対応して、拡張レディ状態からレディ状態への接続状態の遷移は、パケット交換コ
ントローラＳＧＳＮが無線通信装置ＭＳによって送信されたデータパケット又はシグナリ
ングデータを受け取る状況において、パケット交換コントローラＳＧＳＮで実施される。
【００３１】
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拡張レディ状態３０４においては、ページングシグナリングは実施されず、それによって
、無線通信装置の電力消費を減らすことが可能である。一方、無線通信装置のパケットネ
ットワーク内における位置はセル１個の精度で既知であり、ここでは、パケットの送受信
はページングシグナリングを必要とせず、接続状態はレディ状態へ切り替え可能であって
、パケットの伝送が開始可能である。
【００３２】
レディ状態３０３において、パケット交換コントローラＳＧＳＮの移動性管理データは、
無線通信装置ＭＳの位置セルに関するデータによって補足されたスタンバイ状態の移動性
管理データに対応する。無線通信装置ＭＳは、定められた時点において選定されたセルに
ついてパケットネットワークに通知するために移動性管理機能を実施する。パケットネッ
トワークセルの選択および再選択は、無線通信装置ＭＳによって実施されるか、または、
パケットネットワークがセルの選択を制御し得る。無線通信装置ＭＳによって送信された
基地局サブシステムＧＰＲＳプロトコル（ＢＳＳＧＰ）パケットヘッダは当該セルの識別
を含む。本パケットネットワークに従うシステムにおいて、この基地局サブシステムＧＰ
ＲＳプロトコルの機能は、基地局サブシステムＢＳＳとパケット交換コントローラＳＧＳ
Ｎの間のルーティングおよびサービス品質（ＱｏＳ）に関係のある情報を伝送することで
ある。
【００３３】
レディ状態において、無線通信装置ＭＳはポイントツーポイント接続のパケットを送信受
信できる。無線通信装置ＭＳが移動するとき、パケットネットワークは、無線通信装置Ｍ
Ｓパケットネットワークのページングシグナリングを実施し得る。また、他のサービスの
シグナリングも、パケット交換コントローラＳＧＳＮを介して可能である。パケット交換
コントローラＳＧＳＮは、無線通信装置ＭＳに伝送されるべきパケットを、その時点にお
いて無線通信装置ＭＳがそのエリア内に置かれている基地局サブシステムＢＳＳに送信す
る。
【００３４】
レディ状態において、無線通信装置ＭＳは、ポイントツーマルチポイントマルチキャスト
統合サービスパケット及びポイントツーマルチポイントグループパケットを受け取ること
ができる。更に、無線通信装置ＭＳはパケット接続を作動化および非作動化し得る。
【００３５】
その時点において問題の無線通信装置ＭＳ用に予約されている無線資源の有無にかかわら
ず、無線通信装置ＭＳが送信または受信するべきデータパケットを持たない場合であって
も、接続状態はレディ状態にとどまる。レディ状態の継続期間はカウンタによって監視さ
れる。レディカウンタがプリセットされた計算値に達するとき、接続状態はレディ状態か
ら拡張レディ状態へ切り替わる。無線通信装置ＭＳは、スタンバイへの強制機能によりレ
ディ状態からスタンバイ状態へ遷移され得る。レディ状態からアイドル状態への遷移は、
無線通信装置ＭＳによって作動化されるパケットネットワーク切断機能によって実施され
る。
【００３６】
下記において、図３に示す状態遷移図を参照して、異なる接続状態間の遷移について説明
される。遷移が行われる接続状態は、例えば、
遷移の瞬間における無線通信装置ＭＳ及びパケット交換コントローラＳＧＳＮの接続状態
、および、例えばパケットネットワークへの接続又はパケットネットワークの切断のよう
な遷移の原因となる事象に依存する。アイドル状態３０１からレディ状態３０３への遷移
は、パケットネットワーク（ＧＰＲＳ付加）への無線通信装置ＭＳの付加段階において実
施される。それに関連して、無線通信装置ＭＳはパケットネットワークへの付加を要求し
、論理リンク接続がパケット交換コントローラＳＧＳＮにおいて初期化される。更に、無
線通信装置ＭＳ及びパケット交換コントローラＳＧＳＮにおいて、空間が移動性管理デー
タを維持するための記憶手段において初期化される。アイドル状態３０１からレディ状態
３０３へのこの遷移は図３に示す状態遷移図で、無線通信装置ＭＳの部分に関しては矢印
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３０７により、パケット交換コントローラＳＧＳＮの部分に関しては矢印３０７’によっ
て示される。
【００３７】
スタンバイ状態３０２からアイドル状態３０１への遷移（矢印３０５）はレディカウンタ
がプリセットされた計算値に達する段階において実施される。この段階において、無線通
信装置ＭＳ及びパケット交換コントローラＳＧＳＮの移動性管理はアイドル状態に設定さ
れ、パケット接続は非作動化される。更に、パケット交換コントローラにおいてこれらの
ために予約されている記憶空間は解放可能であり、かつ、必要に応じて、他の目的のため
に使用可能である。また、パケット接続は、ＧＰＲＳサポートノードのゲートウェイＧＧ
ＳＮからも切り離される。レディ状態３０２からアイドル状態３０１への遷移は、ＭＡＰ
キャンセル位置メッセージがパケットネットワークの移動交換センタ（ＭＳＣ）に有利に
記憶されている無線通信装置ホーム位置レジスタＨＬＲから伝送されるという理由のため
にも同様に実施され得る。ここに、パケット交換コントローラＳＧＳＮは、この無線通信
装置ＭＳの部分に関する移動性管理データを削除する。
【００３８】
また、伝送されるべきパケット接続パケットが存在するとき、接続状態はスタンバイ状態
３０２からレディ状態３０３へ切り替えることも可能である（矢印３０６）。無線通信装
置ＭＳは、例えば、ＬＬＣ層パケットをパケット交換コントローラＳＧＳＮへ送信する。
このパケットは、例えば、位置照会メッセージに対する応答であり得る。パケット交換コ
ントローラＳＧＳＮが無線通信装置からＬＬＣ層パケットを受け取るとき、パケット交換
コントローラＳＧＳＮはスタンバイ状態３０２’からレディ状態３０３’へ切り替わる（
矢印３０６’）。
【００３９】
レディカウンタがプリセットされた計算値に達するとき、本発明の好ましい実施形態に従
ったレディ状態３０３から拡張レディ状態３０４への遷移が実施される（矢印３０８、３
０８’）。
【００４０】
例えば、この目的のために設計されたスタンバイへの強制シグナリングを用いて、レディ
状態３０３からスタンバイ状態３０２への接続状態の切り替え（矢印３０９、３０９’）
を生成することが可能である。従って、無線通信装置ＭＳ又はパケット交換コントローラ
ＳＧＳＮのどちらかがスタンバイ状態への即時復帰について報告する。無線通信装置ＭＳ
又はパケット交換コントローラＳＧＳＮは、レディカウンタがプリセットされた計算値に
達する以前に、スタンバイ状態３０２への復帰をシグナリングすることができる。レディ
状態３０３からスタンバイ状態３０２への接続状態におけるこの切り替えに関する他の代
替例は、無線リンク制御ＲＬＣにおいて検出される例外的状況である。従って、無線イン
タフェースにおいてデータ伝送問題が検出されるか、又は、無線伝送が中断されて、その
結果として、復元不可能であるが、その伝送は中止されなければならない状況においてパ
ケット交換コントローラＳＧＳＮは移動性管理の接続状態をスタンバイ状態３０２に設定
する。
【００４１】
種々の理由により、接続状態は拡張レディ状態３０４からスタンバイ状態３０２へ切り替
え可能である（矢印３１０，３１０’）。例えば、拡張レディカウンタがプリセットされ
た計算値に達する状況において、接続状態は変更可能である。従って、無線通信装置ＭＳ
およびパケット交換コントローラＳＧＳＮの移動性管理状態はスタンバイ状態３０２に復
元される。他の可能性は無線通信装置ＭＳが移動を開始することであり、この場合、これ
に関する情報がパケット交換コントローラＳＧＳＮに伝送され、パケット交換コントロー
ラはその接続状態をスタンバイ状態３０２に強制する。また、接続状態の切り替えは特殊
なシグナリングによっても同様に実施されることが可能であり、この場合、無線通信装置
ＭＳまたはパケット交換コントローラＳＧＳＮは、スタンバイ状態３０２への即時復帰に
ついて報告する。無線通信装置ＭＳまたはパケット交換コントローラＳＧＳＮは、レディ
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カウンタがプリセットされた計算値に達する以前に、スタンバイ状態３０２への復帰を報
告することが可能である。拡張レディ状態３０４からスタンバイ状態３０２への接続状態
の切り替えに関する更に別の代替例は、無線リンク制御ＲＬＣにおいて検出される例外的
な状況である。データ伝送問題が無線インタフェースにおいて検出されるか、又は、無線
伝送が中断され、その結果として、伝送が復元不可能であるが、伝送が中止されなければ
ならない場合には、パケット交換コントローラＳＧＳＮの接続状態は、スタンバイ状態３
０２へ復元される。
【００４２】
また、伝送されるべきパケット接続パケットが存在するとき、接続状態は拡張レディ状態
３０４からレディ状態３０３へも同様にシフト可能である（矢印３１２）。無線通信装置
ＭＳは、例えばＬＬＣ層パケットをパケット交換コントローラＳＧＳＮに送信する。この
パケットは、例えば、位置照会メッセージに対する応答であり得る。パケット交換コント
ローラＳＧＳＮが無線通信装置ＭＳからＬＬＣ層パケット受け取るときに、パケット交換
コントローラＳＧＳＮは拡張レディ状態３０４’からその段階におけるレディ状態３０３
’へ遷移する（矢印３１２’）。
【００４３】
更に他の可能性ある接続状態の切り替えは、レディ状態３０２からアイドル状態３０１へ
の切り替えである（矢印３１１、３１１’）。これは、無線通信装置ＭＳが切断要求をパ
ケットネットワークへ送信するときに、生成される。従って、パケット交換コントローラ
ＳＧＳＮの接続状態はアイドル状態３０１に設定され、パケット接続は非作動化される。
それと同時に、ＧＰＲＳサポートノードのゲートウェイＧＧＳＮのパケット接続も同様に
切り離される。レディ状態３０３からアイドル状態３０１への接続状態の切り替えは、無
線通信装置ＭＳのホーム位置レジスタＨＬＲがパケット交換コントローラＳＧＳＮへキャ
ンセル位置要求を送信する場合にも実施可能であり、この場合、パケット交換コントロー
ラＳＧＳＮは、問題の無線通信装置ＭＳの移動性管理データ用に予約されている空間を解
放する。
【００４４】
また、無線通信装置ＭＳは、パケットネットワークに関連して匿名的に配置されることも
可能であり、この場合、移動性管理においては、アイドル状態３０１およびレディ状態３
０３のみで構成される限定状態モデルが用いられる。従って、レディ状態３０３からアイ
ドル状態への遷移は、レディカウンタがプリセットされた計算値に達するときに、無線通
信装置ＭＳ及びパケット交換コントローラＳＧＳＮにおいて実施される。パケット交換コ
ントローラＳＧＳＮにおいて、接続状態は、本明細書の初めに示されたように、無線リン
ク制御ＲＬＣにおいて問題が検出されるときにもレディ状態３０３からアイドル状態３０
１への切り替えが可能である。
【００４５】
この匿名接続代替例において、アイドル状態３０１からレディ状態への遷移は、無線通信
装置ＭＳがパケットネットワークへの匿名添付を要求し、パケット交換コントローラＳＧ
ＳＮへの論理リンクが確立されるときに実施される。従って、移動性管理データを維持す
るための空間は、無線通信装置ＭＳ内およびパケット交換コントローラＳＧＳＮ内に予約
される。同時に、無線通信装置ＭＳ、パケット交換コントローラＳＧＳＮ、および、ＧＰ
ＲＳサポートノードのゲートウェイＧＧＳＮ内にパケット接続データを維持するためにも
空間が予約される。
【００４６】
下記において、カウンタの機能および具体化例について更に詳細に説明することとする。
スタンバイカウンタは無線通信装置ＭＳおよびパケット交換コントローラＳＧＳＮ両方に
おいて実現される。スタンバイカウンタは、無線通信装置ＭＳがスタンバイ状態３０２に
ある期間を制御する。このカウンタはパケットネットワーク接続の切り離しを監視するた
めに用いられる。スタンバイカウンタがプリセットされた計算値に達すると、無線通信装
置ＭＳ及びパケット交換コントローラＳＧＳＮの移動性管理データがアイドル状態３０１
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に設定され、パケット接続は非作動化される。パケット交換コントローラＳＧＳＮにおけ
る移動性管理データ及びパケット接続データは除去可能である。
【００４７】
スタンバイカウンタの計算値は、無線通信装置ＭＳ及びパケット交換コントローラＳＧＳ
Ｎの両方において同じでなくてはならない。この計算値はデフォルト値にプリセットされ
ることが有利であるが、パケット交換コントローラＳＧＳＮは、必要に応じて、例えばパ
ケット接続の受入れを示すメッセージ或いは肯定応答メッセージを更新するルーティング
エリアにおいて無線通信装置ＭＳへ新規値を送信することにより、このスタンバイカウン
タの計算値を変更することができる。
【００４８】
スタンバイカウンタの計算値がゼロにプリセットされた場合には、無線通信装置は、直ち
に、アイドル状態３０１へ強制される。スタンバイカウンタの計算値が、例えばＧＰＲＳ
パケットネットワークにおいて、最大値にプリセットされた場合には、カウンタの全ての
ビットは論理１状態に設定され、スタンバイカウンタは非作動化され、即ち、スタンバイ
カウンタは使用されず、無線通信装置は、アイドル状態３０１へシフトすることなしに、
スタンバイ状態３０２にとどまる。接続状態がスタンバイ状態に切り替えられるときには
、スタンバイカウンタはその初期値に設定され、常時、開始される。
【００４９】
レディカウンタは、無線通信装置ＭＳ内およびパケット交換コントローラＳＧＳＮ内に維
持される。レディカウンタは、無線通信装置がレディ状態３０３にある期間を制御する。
レディカウンタは、その初期値に設定され、無線通信装置ＭＳにおいてはＬＬＣ層データ
パケットが伝送される時に開始される。これと対応して、パケット交換コントローラＳＧ
ＳＮにおいては、レディカウンタはその初期値に設定され、伝送されたＬＬＣ層データパ
ケット全体が正しく受信されたときに開始される。レディカウンタがプリセットされた計
算値に達すると、無線通信装置ＭＳおよびパケット交換コントローラＳＧＳＮの両方が移
動性管理接続状態をレディ状態３０４に設定する。パケット接続が匿名接続であるならば
、移動性管理データは除去される。
【００５０】
レディカウンタの計算値は、無線通信装置ＭＳ及びパケット交換コントローラＳＧＳＮの
両方において同じ値にプリセットされなければならない。このレディカウンタの初期値は
デフォルト値に有利に設定可能である。レディカウンタのこの計算値は、既に述べた接続
設定要求の受入れ、又は、ルーティングエリア更新要求の受入れのどちらかに関連する新
規計算値を伝送することにより、パケット交換コントローラＳＧＳＮから変更可能である
。
【００５１】
レディカウンタの計算値がゼロにプリセットされると、無線通信装置ＭＳは、直ちに、拡
張レディ状態３０４に設定される。これと対応して、レディカウンタの計算値が最大計算
値にプリセットされると、好ましい本実施形態ではレディカウンタは非作動化される。こ
の場合、カウンタは使用されず、無線通信装置ＭＳはレディ状態３０３にとどまる。
【００５２】
同様に、拡張レディカウンタは、無線通信装置ＭＳ内およびパケット交換コントローラＳ
ＧＳＮ内の両方に維持される。この拡張レディカウンタの機能は、無線通信装置ＭＳが拡
張レディ状態にとどまる期間を制御することである。拡張レディカウンタは、その初期値
に設定され、レディカウンタがプリセットされた計算値に達すると、開始される。拡張レ
ディカウンタがプリセットされた計算値に達すると、無線通信装置ＭＳ内およびパケット
交換コントローラＳＧＳＮ内の移動性管理データはスタンバイ状態３０２に復元される。
匿名接続においては、移動性管理データが除去される。
【００５３】
また、この拡張レディカウンタの計算値は、同様に、無線通信装置ＭＳ内およびパケット
交換コントローラＳＧＳＮ内において、同じ値にプリセットされなければならない。また
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、ある定められたデフォルト値を使用することも可能であり、このデフォルト値は、既に
述べた肯定応答メッセージにおいて新規計算値を伝送することにより、パケット交換コン
トローラＳＧＳＮによって変更可能である。拡張レディカウンタの計算値がゼロにプリセ
ットされると、無線通信装置は即座にスタンバイ状態３０２に設定される。これに対応し
て、拡張レディカウンタの計算値が最大計算値にプリセットされると、無線通信装置ＭＳ
は拡張レディ状態３０３にとどまる。
【００５４】
拡張レディカウンタの計算は、セルの切り替えをカウントすること、又は、ＣＤＭＡに準
拠するシステムにおいては、アクティブセットの切り替えをカウントすることに基づくこ
とが有利である。従って、特定の切り替え回数の後で、拡張レディカウンタがプリセット
された値に達すると、パケット接続状態が切り替えられる。この場合における、プリセッ
トされた値は切り替え回数である。この解決方法は、例えば、無線通信装置ＭＳが一方の
セルからもう一方のセルへ迅速に移動する際に、拡張レディ状態３０４からスタンバイ状
態３０２又はレディ状態３０３のどちらかへの状態変化を加速することが可能であるとい
う利点を有する。ただし、無線通信装置が実質的に移動しない場合には、セルの切り替え
は一切発生することなく、接続状態は拡張レディ状態３０４にとどまる。また、拡張レデ
ィカウンタの計算は時間測定に基づくことも可能である。この場合、拡張レディ状態３０
４は、例えば、伝送されるべきパケット接続のパケットが存在する状況において状態をレ
ディ状態３０３に変更すること（矢印３１２）が必要でない限り、或る設定時間の後で、
スタンバイ状態３０２に切り替えられる。
【００５５】
実際の用途において、カウンタは、様々な方法で実現される。一例を挙げると、特定のメ
モリアドレスは、無線通信装置ＭＳおよびパケット交換コントローラＳＧＳＮの記憶空間
から選定され、その内容は、例えば一定の間隔をおいて、又は、特定の事象に関連して変
更される。カウンタのこの値は、例えば１だけ差し引かれ、この値がゼロに達すると、計
算値はなくなってしまう。この実施形態は、無線通信装置の記憶手段のブロック、「レデ
ィカウンタ」、「拡張レディカウンタ」、及び、「スタンバイカウンタ」を用いて、図４
のブロック図に示される。また、この実施形態は、パケット交換コントローラＳＧＳＮに
おいて使用されるように適用可能である。無線通信装置ＭＳおよびパケット交換コントロ
ーラＳＧＳＮの接続状態の切り替えを制御するカウンタを実現する別の代替例は、クロッ
ク信号または別の状態変化のどちらかを用いて制御可能であり、かつ、カウンタの値を１
だけ有利に変化させるカウンタ回路等を使用することである。特定の計算値がレジスタ又
はカウンタのメモリアドレスに設定され、その値が一定の間隔をおいて、又は、例えばセ
ルの切り替えのような特定事象が検出されたときに１だけ差し引かれるような方法によっ
て、カウンタはその初期値に設定され得る。従って、カウンタの値がゼロに達したときに
は、プリセットされた計算時間は既に経過済みである。また、これらのカウンタに関する
制御プログラムは、無線通信装置ＭＳおよびパケット交換コントローラＳＧＳＮのアプリ
ケーションソフトウェアに含まれるか、又は、カウンタがプリセットされた計算値に達し
たときに、これらのカウンタに関してキャンセル要求が設定される。一方において、カウ
ンタの実用的な具体化例は当該技術分野における当業者によって周知の従来技術であるの
で、これに関連して詳細に検討することは必要ではない。
【００５６】
前述の機能的特徴は、主として、従来技術の装置およびシステムのソフトウェアにおいて
実行可能であるので、図４における無線通信装置を示すブロック図は主として制御ユニッ
トを示し、このユニットは、マイクロ制御ユニット（ＭＣＵ）、又は同種のもの、特定用
途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、記憶手段、ディスプレイユニット、キーパッド、及び、無
線部を含む。これまでの記述で述べた移動性管理接続状態データ及びパケット接続データ
は記憶手段に記憶可能であり、必要に応じて、制御ユニットの内部レジスタ、又は同種の
ものを使用することが可能である。
【００５７】
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本発明は前述の実施形態にのみ限定されることなく、添付特許請求の範囲内において修正
可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は簡略ブロック図でＧＰＲＳシステムの論理構造を示す。
【図２】　図２はＧＰＲＳシステムの層構造および層のデータフレーム構造を示す。
【図３】　図３は本発明の有利な実施形態に従った移動性管理接続状態の状態遷移図を示
す。
【図４】　図４は本発明の有利な実施形態に従った無線通信装置を示す。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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