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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周波数の或る範囲内でエア・インターフェースにより信号（３，４０８）を受信する受
信機（１７０）を備える移動局（３５０）であって、
　無線通信システム（３１０）の存在に関する、前記周波数の範囲内にない近接指示（５
，４０１）を受信する近接検出器（４０２，４０４）と、
　前記受信信号（３，４０８）と受信された前記近接指示（５，４０１）を処理するプロ
セッサ（４０６）と、
を更に備え、前記近接指示を受信すると前記プロセッサ（４０６）は前記受信機（１７０
）による前記無線通信システム（３１０）に関連する制御チャンネル信号の探索を開始す
る、
ことを特徴とする移動局。
【請求項２】
　前記近接検出器（４０２，４０４）はＲＦ感知装置である、請求項１に記載の移動局。
【請求項３】
　前記近接検出器（４０２，４０４）は磁気センサである、請求項１に記載の移動局。
【請求項４】
　前記近接検出器（４０２，４０４）はブルートゥース受信機である、請求項１に記載の
移動局。
【請求項５】
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　受信された前記近接指示（５，４０１）は１つ以上の追加情報要素を含み、また前記近
接検出器（４０２，４０４）は前記１つ以上の追加情報要素を読み取るよう設計されてい
る、請求項１に記載の移動局。
【請求項６】
　前記追加情報要素はｅメール情報と音声メール情報の中の１つ以上を含む、請求項５に
記載の移動局。
【請求項７】
　前記１つ以上の追加情報要素は前記無線通信システム（３１０）に関連する制御チャン
ネルに関連する情報を含む、請求項５に記載の移動局。
【請求項８】
　前記１つ以上の追加情報要素は前記無線通信システム（３１０）に関連する制御チャン
ネルを見つけることのできる周波数の或る範囲に関連する情報を更に含む、請求項５に記
載の移動局。
【請求項９】
　前記近接検出器（４０２，４０４）は前記近接指示（５，４０１）を生成する近接シス
テム（３２０）に１つ以上の第２の情報要素をアップロードするよう更に設計されている
、請求項５に記載の移動局。
【請求項１０】
　前記近接検出器（４０２，４０４）はスマート・カード内に含まれる、請求項１に記載
の移動局。
【請求項１１】
　ディスプレイ（１９０）を更に含み、また前記プロセッサ（４０６）は前記近接指示を
受信すると予めプログラムされたメッセージを前記ディスプレイに出力する、請求項１に
記載の移動局。
【請求項１２】
　周波数内の或る範囲でエア・インターフェースにより無線信号（３，４，４０８）を送
信および受信するトランシーバを備える無線通信システムの固定部（３１０，３２０）で
あって、
　前記周波数の範囲内にない近接信号（５，４０１）を送信する装置であって、前記近接
信号（５，４０１）は、前記無線通信システムの前記固定部（３１０，３２０）の存在を
示すと共に、制御チャンネル番号、前記トランシーバが送信する制御チャンネルに関連す
る周波数、前記固定部に関連する専用システム識別コード、前記トランシーバが送信する
制御チャンネルの周波数を含む周波数の範囲、およびＰＳＩＤの範囲を示すデータの内の
少なくとも１つを含む、近接信号を送信する装置、
を更に備えることを特徴とする固定部。
【請求項１３】
　無線通信システム（３１０）へのアクセス制御を行う方法であって、
　ａ）　移動局（３５０）内で、前記無線通信システム（３１０）に関連する周波数の或
る範囲内で送信する無線通信システム（３１０）の存在を示す、前記周波数の範囲内にな
い近接信号（５，４０１）を検出し、
　ｂ）　ステップａ）に応じて、前記移動局（３５０）の受信機（１７０）を前記周波数
の範囲内の少なくとも１つの周波数に同調させて前記無線通信システム（３１０）から通
信信号（３，４０８）を受信する、
ステップを含む、無線通信システムへのアクセス制御を行う方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の分野）
本発明は一般に通信システムの分野に関するもので、特に、移動局が公衆および専用無線
通信システムと相互作用するシステムに関する。
【０００２】
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セルラ電話の商業運転は米国でも世界の他の地域でも急速に発展した。主要都市での発展
は予想をはるかに超えるものであった。この傾向が続けば、地域によっては大部分の電気
通信サービスが無線通信方式で行われることになろう。かかる成長と需要の結果、無線サ
ービスはますます利用しやすくなった。最近のように使用時間料率（air time rates）が
低下してくると、ユーザはセルラ電話だけで個人的な通信を行うようになると思われる。
セルラ電話はファクシミリやモデムなど、音声以外の形の送受信に用いることができるの
でその人気はますます高まっている。
【０００３】
発展の過程で、セルラ技術は無線ＰＢＸや家庭基地局（例えばコードレス・システム）な
どの新しいアプリケーションにますます拡大しつつある。公衆セルラ・システムで用いら
れる電話は、専用システムで運転する職場および家庭でも用いられると考えられる。使用
時間で課金される公衆システムとは異なり、かかる専用システムは一般に一定すなわち固
定時間課金で運転する。しかし、セルラ電話を使用時間課金のない専用システムに接続す
るには、公衆セルラ・システムを支援する無線スペクトルの所有者から、その公衆システ
ムを使用して専用システムにアクセスすることを許可してもらわなければならない。かか
る所有者にとっての魅力は、ユーザがセルラ・ユニットを主な通信手段にした場合に、公
衆システムでのセルラ電話の使用が増えるということである。公衆システムでのセルラ電
話の使用が増えれば、無線スペクトルの所有者の収入も増える。
【０００４】
図１は、例示の基地局１１０と移動局１２０を含む例示のセルラ移動体無線電話システム
のブロック図である。専用無線通信システムを探して同期する従来の方法と以下に述べる
本発明に係る新しい方法とを、この図を用いて説明する。基地局は制御および処理ユニッ
ト１３０を含み、ユニット１３０は移動体サービス交換局ＭＳＣ１４０に接続し、ＭＳＣ
１４０は例えばＰＳＴＮ（図示せず）に接続する。
【０００５】
基地局１１０は、制御および処理ユニット１３０により制御される音声チャンネル・トラ
ンシーバ１５０を通して、複数の音声チャンネルを処理する。また各基地局は、複数の制
御チャンネルを処理する機能を有する制御チャンネル・トランシーバ１６０を含む。制御
チャンネル・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
御チャンネル・トランシーバ１６０は基地局またはセルの制御チャンネルで、この制御チ
ャンネルに同期する移動体に制御情報を放送する。理解されるように、トランシーバ１５
０および１６０は移動局１２０内の音声および制御トランシーバ１７０のように単一の装
置として実現してよい。
【０００６】
移動局１２０は制御チャンネルで放送される情報をその音声および制御チャンネル・トラ
ンシーバ１７０で受信する。次に処理ユニット１７５は、受信した制御チャンネル情報（
移動局が同期する相手の候補であるセルの特性を含む）を評価し、移動局がどのセルに同
期すべきかを決定する。移動局はこの情報を受信すると、内部に記憶している情報（例え
ば、セルの優先度など）と制御チャンネルで送信された情報（例えば、セルの種類やネッ
トワークの所有者）とを比較する。
【０００７】
また移動局１２０は、ユーザが移動局と対話するための数値キーパッドなどの入力装置１
８５と、情報をユーザに表示するＬＣＤスクリーンなどの表示装置１９０を含む。移動局
はセルラ電話である他に、例えばＰＣＭＣＩＡ標準に準拠して設計されラップトップなど
のパーソナル・コンピュータに接続するＰＣカードであってもよい。後者の場合は表示装
置はＰＣモニタである。また移動局はメモリ１８０を備え、移動局１２０が使用を許可さ
れている専用無線通信システムに関連する種々の情報を記憶する。
【０００８】
電源が入ると移動局は制御チャンネルを探して、例えばシステムの運転に関するオーバー
ヘッド情報を得たり、ページング・メッセージを受信したり、呼を開始したりする。公衆
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システムで制御チャンネルを探す方法は種々あり、一般にかかる方法は適用される無線通
信標準により指定されている。制御チャンネルを探す方法の例は米国特許番号第５，５７
０，４６７号に述べられている。
セルラ移動体ユニットを専用システムで運転するには専用システムの制御チャンネルを探
さなければならない。ユーザが専用システムの近くにいるときは、ユーザのセルラ移動体
ユニットは公衆システムではなく専用システムに同期して、上に述べた使用時間課金を減
らしまたはゼロにすることが望ましい。
【０００９】
公衆システムに関連する制御チャンネルを探す方法の他に、移動体ユニットが近くの専用
システムの存在を検出することのできる既存の方法（例えばＴＩＡ／ＥＩＡ１３６標準に
指定されている方法）もある。しかしこの方法は、特定の専用システムを中に含む公衆シ
ステムの或る特性を移動体ユニットが検出することに依存する。移動体ユニットはそのメ
モリ内に、例えばシステムおよびセルの識別などの特定の公衆セルの識別特性を記憶して
いる。移動体ユニットは、記憶している特性と一致する特性を持つ公衆セルに同期すると
、関連する専用システムの制御チャンネル探索アルゴリズムに入る。
別の方法では、移動体ユニットは単純に専用システムを定期的に探す。すなわち移動体ユ
ニットは特定の公衆セルを参照せず、特定の専用システム識別を有する制御チャンネルを
定期的に探す。
【００１０】
しかしかかる従来の方法にはいくつかの欠点がある。上に述べた第１の方法では、公衆シ
ステムの運転者が新しいセルを追加してセルのレイアウトを変えた場合は、移動体ユニッ
トは専用システムを中に含む公衆セルの記憶している特性を検出するとができない。した
がって、運転者が行った公衆システムの変更を考慮して専用システムに到達することがで
きるように、例えばユーザが移動体ユニットの記憶内容を更新しなければならない。また
定期的に探索する方法を用いた場合は、移動体ユニットは絶えず探索する必要があるので
電池が消耗する。また、移動体ユニットは公衆システムで到着するページングを検出しな
がら、同時に専用システムの制御チャンネルを探索することはできない。したがって、移
動体ユニットが専用システムの存在を検出して、これに関連する制御チャンネルを探す効
率の高い方法が必要である。
【００１１】
（概要）
本発明の例示の実施の形態では、移動局は、近接システムが近くにあることを移動局に知
らせる近接検出器を含む。近接システムは専用無線通信システムに組み込んでもよいし、
専用無線通信システムに接続する独立システムでもよい。近接システムは、移動局が検出
するための、データ変調された信号または変調されない信号を出す。本発明の別の例示の
実施の形態では、近接システムはより高度の、双方向データ転送が可能な方法を用いる。
【００１２】
近接システムが単に自分の存在を移動局に知らせる場合は、移動局は専用無線通信システ
ムに関連する制御チャンネルを探索する。しかし近接システムが移動局に情報（例えば、
専用無線通信システムの制御チャンネル周波数、または探している制御チャンネルの周波
数を含む周波数の部分集合に関する情報）を転送することもできる場合は、これを利用す
れば移動局は専用無線通信システムに同期することが容易になる。
【００１３】
本発明の更に別の例示の実施の形態では、移動局内に例えば無線周波数（ＲＦ）センサや
、磁気センサや、更に高度の短距離受信機などの種々の方法で近接装置を実現して、移動
局が専用通信システムに接続を開始するトリガにする。近接システムが単なる近接信号以
上の情報を伝える機能を持つ近接検出方式を用いる場合は、かかる情報を受信しまた出力
するように移動局を設計する。例えば、近接システムは近接信号と共にユーザのｅメール
または音声メールを伝えてよい。同様に、近接システムに情報をアップロードするように
移動局を設計してもよい。
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【００１４】
本発明の更に別の例示の実施の形態では、システムと方法は、移動局の識別を認証してこ
の認証過程に基づいて選択的にアクセスさせることにより、例えばドアや建物などへのア
クセス制御を行う。認証は、任意の近接システム、専用無線通信システム、公衆無線通信
システムのどれかと移動局との間に行うことができる。
【００１５】
（詳細な説明）
以下の説明はセルラ無線電話システムについて述べるが、理解されるように、本発明はこ
れに限られるものではない。より特定して述べると、以下の説明はＡＮＳＩ１３６に準拠
したシステムに関連した用語を用いて述べるが、当業者が理解するように、本発明はＩＳ
－９５、ＧＳＭ、ＰＤＣなどの他の標準に準拠して設計されたものや、ＣＤＭＡなどの他
のアクセス方式を用いたものを含む、他の通信アプリケーションで実現することができる
。
【００１６】
上に述べたように、従来のシステムと方法は公衆無線通信システムを用いて移動局と専用
無線通信システムを接続する。図２に、複数の公衆無線通信システムのセルＣ１、Ｃ２、
Ｃ３と、その無線通信サービス・エリヤが３つの全ての公衆セルに重なる単一の専用無線
通信システム２００を示す。一般にユーザが特定の「通常の」経路に従う場合は、そのユ
ーザの移動局は、公衆無線通信セルＣ２とＣ３を認識したとき専用無線通信システム２０
０を探索するようにプログラムされているだけである。例えば移動局は、制御チャンネル
周波数、システム識別コード（ＳＩＤ）、ディジタル確認カラー・コード（ＤＶＣＣ）、
システム運転者コード（ＳＯＣ）などの公衆セルＣ２とＣ３の諸特性（すなわち公衆サー
ビス・プロフィール（ＰＳＰ））を認識するようプログラムされている。セルＣ３を識別
すると、移動局は専用無線通信システム２００に関連する周波数を「探し」始める。これ
らの周波数の１つで電力を見つけた場合は、移動局はそのチャンネルを読み取って、これ
が専用無線通信システム２００に関連する専用システム識別コード（ＰＳＩＤ）を有する
制御チャンネルかどうか判定する。この過程は、移動局が図２に示す経路を通ってセルＣ
２に入るときも継続する。なぜなら、専用無線通信システム２００を探すのに用いるよう
、この公衆セルの特性は移動局にもプログラムされているからである。
【００１７】
しかし図２に示す別の経路を通って移動する場合は、移動局は公衆セルＣ２とＣ３に入ら
ずに専用無線通信システム２００のサービス・エリヤに到着する。この例では移動局には
セルＣ１のＰＳＰがプログラムされていないので、専用無線通信システム２００の制御チ
ャンネルの探索を開始しない。本発明の例示の実施の形態は近接システムと移動局内の近
接検出器を設けることにより従来のシステムおよび方法のこの欠点を直し、専用無線通信
システムの制御チャンネルを探すトリガ機構と、以下に述べる多くの他の有用な特徴を移
動局に与える。
【００１８】
本発明の例示の実施の形態では、図３に示すように少なくとも３つの異なるシステム、す
なわち公衆無線通信（pubrad）システムと専用無線通信（privrad）システムと近接シス
テムが、何らかの形で共存する。pubradシステム３００とprivradシステム３１０と近接
システム３２０は「雲」の形のサービス・エリヤで表されており、privradシステム３１
０と近接システム３２０のサービス・エリヤは重なっている。しかし当業者が理解するよ
うに、これらのシステムのサービス・エリヤは任意の希望する方法で重なってよい。例え
ば、pubradシステム３００のサービス・エリヤがprivradシステム３１０のサービス・エ
リヤを囲み、更にprivradシステム３１０のサービス・エリヤが近接システム３２０のサ
ービス・エリヤを囲んでも、ここに述べる原理は影響されない。更に、例えばＴＩＡ／Ｅ
ＩＡ　ＩＳ－４１またはＧＳＭ　ＭＡＰに記述されている信号方式を用いてこれらのシス
テムを相互接続してよい（図３に点線で示すように）。
【００１９】
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privradシステム３１０と近接システム３２０は或る地政学的エンティティ３３０（例え
ばオフィス・パーク）とも関連してよい。また、privradシステム３１０と近接システム
３２０はコンピュータ・システム３４０（例えば、構内通信網ＬＡＮ））に接続してもよ
い。これによりこれらのシステムは情報を共有し、後に述べるように種々の方法で協同す
ることできる。pubradシステム３００はホーム・ロケーション・レジスタ（ＨＬＲ）３４
５、または加入者と移動体装置に関する種々の情報を含む同様のエンティティを含む。
【００２０】
移動局３５０はこれらのシステムの１つ以上に関連して動作し、また例えば以下に説明す
る全ての実施の形態に述べられている近接検出器を含み、これらの異なるシステムに関し
て異なる種類のシステム・アクセス／切断信号を有する。この信号について、図３に示す
番号方式、すなわちダウンリンク（１）、（３）、（５）とアップリンク（２）、（４）
、（６）を用いて以下に説明する。例えば、pubradシステム３００と移動局３５０の間の
ダウンリンク（１）では、従来の明示的な種類の情報、例えば信号強さの測定を行う隣接
セルのリストや、周波数やＰＳＩＤ情報を含むリストなどを通信する。セルラ無線通信シ
ステムに用いられる隣接セルのリストに関する詳細は、Raith 他の米国特許番号第５，３
５３，３３２号に記述されている。この特許を引例としてここに挿入する。これらの送信
から、移動局３５０は、pubradシステム３００のＰＳＰを暗示的に決定することもできる
。アップリンク（２）では、移動局３５０は、パワーダウン登録メッセージやＣ番号メッ
セージ（例えば、pubradシステム３００から到着する呼を受信して、ＩＳ－４１またはＧ
ＳＭ　ＭＡＰを介してpubradシステム３００に接続されていないprivradシステム３１０
にこの呼を転送するときに用いられる）による登録取り消しなどの信号を送信することが
できる。
【００２１】
移動局３５０とprivradシステム３１０の間では、移動局は登録関係の情報をダウンリン
ク（３）で受信することもできる。例えば移動局３５０は、privradシステム３１０を識
別する情報（すなわちそのＰＳＩＤ）や、privradシステム３１０に関連する挨拶（greet
ing）や、アップリンク（４）で送信される登録要求に対する応答などの中の１つ以上を
受信することができる。またprivradシステム３１０は種々の情報（コンピュータ・シス
テム３４０から送られる情報）をダウンロードすることもできる。この情報は、例えば音
声メール（実際の音声メール、または音声メールが存在するという通知）や、ｅメール（
これも実際のｅメール、またはそれが存在するという通知）や、地政学的エンティティ３
３０に関する一般情報（例えば、ランチ・メニュー、一般的なプラント情報、コンピュー
タ・ネットワーク保全計画など）などである。
【００２２】
同様の信号が移動局３５０からprivradシステム３１０へのアップリンク（４）で送られ
る。したがって、移動局３５０はアップリンク（４）での登録応答や、privradシステム
３１０への（また随意であるがコンピュータ・システム３４０への）アップロード情報を
送信することができる。このアップロード情報は、例えば実行（to-do）リストや、送信
するファクシミリや、ｅメールなどを含む。
移動局３５０は独立に近接システム３２０と通信することもできる。ダウンリンク（５）
とアップリンク（６）で転送される情報の種類は、用いられる近接システム３２０の種類
に依存する。一般的に言えば、また制限的ではなく単なる説明のためであるが、本発明に
係る例示の近接システムは、（ａ）移動局に２進の近接指示を与える信号だけを送信する
ものと、（ｂ）移動局に近接指示と随意の制限された量の情報（例えばＰＳＩＤまたはＰ
ＳＩＤのグループ）を与える信号を送信するものと、（ｃ）双方向データ転送機能を持つ
もの、に分類することができる。
【００２３】
種々の例示の近接システムについて、かかるシステムの信号を受信する移動局３５０に関
して以下に説明する。しかし簡単に述べると、（ａ）型の近接システムでは、近接信号を
受信すると移動局はprivradシステム３１０の探索を開始する。このprivradシステム３１
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０は特定の移動局３５０が接続することを許可されたprivradシステムの場合も許可され
ていないprivradシステムの場合もあるが、どちらの場合も近接システム３２０は移動局
が探索する時期を認識するのに役立つ。（ｂ）型の近接システムでは、やはり移動局は近
接信号を受信するとprivradシステム３１０の探索を開始するが、移動局の探索を助ける
情報、例えば探索に用いる周波数の範囲を与えて探索時間を減らしたり、近くのprivrad
システム３１０の識別を与えて探索が有用かどうかを移動局が決定できるようにする情報
も与える。後者の場合は、privradシステム３１０の信号は特定のprivradシステム３１０
を識別する特有のＰＳＩＤではなくＰＳＩＤの範囲を含む。
【００２４】
また、かかるデータは明示的に（例えば無線周波数搬送波をＰＳＩＤディジットで変調す
ることにより）または暗示的に送信することできる。暗示的なデータ転送の例として、近
接信号を乗せて送信する８つの異なる周波数の中の１つを近接システムが用いる場合を考
える。この周波数は特定のＰＳＩＤまたはＰＳＩＤの範囲と関係づけることができる。例
えば、周波数番号（１－８）はＰＳＩＤの最後の３ディジットであってもよいし、ＰＳＩ
Ｄのグループを識別する数でもよい。これにより、移動局は特定の周波数の近接信号を検
出すると、関連するprivrad３１０が近くに存在することをこの近接信号が示すかどうか
決定することできる。
【００２５】
（ｃ）型の近接システムでは、完全な双方向のデータ転送が可能なので、近接は例えばpr
ivradシステム３１０に関して上に述べたものと同じアップリンクおよびダウンリンク機
能を提供する。（ｃ）型の近接システムの一例は、双方向のデータ転送を可能にする最近
開発された「ブルートゥース」技術で定義される比較的低いコストで狭い範囲の無線送信
システムである。ブルートゥースは２．４５ＧＨｚ周波数帯域の汎用無線インターフェー
スであって、これにより携帯用電子装置は短距離の特定のネットワークを介して無線で接
続して通信することできる。ブルートゥース技術に関する詳細は、Jaap Haartsenの論文
「ブルートゥース--特定の無線接続のための汎用無線インターフェース（BLUETOOTH--The
 universal radio interface for ad hoc, wireless connectivity）」、Ericsson Revie
w, Telecommunications Technology Journal No.3, 1998、に述べられている。本発明に
関して、これらの例示の実施の形態の内容が不明確になるのを避けるために、直接関係の
あるブルートゥースの特徴だけを述べる。
【００２６】
ブルートゥース・システムでは、固定部はマスタ装置として動作し、近くにいる任意の移
動局が受信するためのＩＮＱＵＩＲＥメッセージを絶えず送信する。近くにいるセルラ移
動体ユニット内のモデムはこの送信されたメッセージに応答して、近接システムが存在す
ることを認識する。次に、移動局は上に述べたようにprivradシステムの制御チャンネル
を見つけてこれに同期する。または、移動体ユニット内のモデムがマスタ装置として動作
し、問い合わせを例えば数秒毎に絶えず送信する。この問い合わせに対する近接システム
からの応答を用いてprivradシステムへの接続を開始する。
【００２７】
本発明の例示の実施の形態に係るシステムについて簡単に説明したので、次にかかるシス
テムと共に用いられる例示の移動局３５０について説明する。上に述べたように、移動局
３５０は近接検出器を含む。近接検出器自体は種々の他のアプリケーションに用いられて
いる。例えば、あるオフィス環境では、有効な形式の識別を所持していない社員は施設の
種々の部分へのアクセスが制限される。例えば社員は自分を識別する磁気的に符号化され
たバッジを携行する。スキャナーがバッジ上に符号化された情報を読み取るとドアの錠が
あき、または警報が止まって、アクセスが許可される。同様に、盗難防止システムは固定
すなわち設置された近接検出器を備え、警報を止めるバッジまたはキーの存在を検出し、
または逆に、品物を購入した後で動作を止めないと警報が働くタグの存在を検出する。
【００２８】
本発明の例示の実施の形態では、移動局（例えばセルラ電話）は電話で近接システム３２



(8) JP 4362640 B2 2009.11.11

10

20

30

40

50

０の存在を検出する装置を備える。この装置は、例えば認証バッジと実質的に同様に機能
する。しかし少なくとも２つの点でバッジと異なる。第１に、認証バッジを用いた場合は
バッジ上に符号化された情報を固定すなわち設置された装置で検索する。これに対して本
発明の例示の実施の形態では、近接システムを検出する装置を一般に移動体ユニット内に
設け、固定すなわち設置されたユニット内には設けない（ただし移動体部が例えば上に説
明したブルートゥースを用いて近くにある近接システムをポーリングするなど、実施の形
態によっては例外がある）。第２に認証バッジの場合は、固定スキャナーが有効な符号を
読み取るとドアをあけたり警報を止めたりする。しかし本発明の例示の実施の形態では、
移動体ユニットが近接システム３２０を検出しても必ずしも近くのprivradシステム３１
０にアクセスしない。例えば近接システム３２０は、privradシステム３１０へのアクセ
スを拒否する識別特性を移動局３５０に通知することがある。いずれにしても、サービス
を要求し確立するために、移動体ユニットはprivradシステムの制御チャンネルで登録手
続きを行う。
【００２９】
本発明の例示の実施の形態を実施するには、既存の多くの形式の近接検出器を移動局３５
０に用いてよい。図４に示す１つの例示の実施の形態では、（ａ）型の近接システム３２
０に関連する固定部（例えば基地局、これは図４に示していない）は、特定の周波数でダ
ウンリンク（５）により無線信号４０１を送信する。移動局３５０は小型のアンテナ４０
４に結合するＲＦ感知装置４０２を含む。この装置４０２は、近接システムの固定部から
のこの特定の信号を受けると例えば割り込み信号を生成する。この信号は少なくとも、pr
ivradシステム３１０が近くにあることを移動局３５０に知らせる。マイクロプロセッサ
４０６はＲＦ感知装置４０２から割り込み信号を受けると、ダウンリンク（３）（信号４
０８で示す）の制御チャンネルの探索を開始する。制御チャンネルを見つけると、移動局
はprivradシステム３１０のＰＳＩＤが、記憶している専用システム識別（ＰＳＩＤ）の
中の１つと一致するかどうかを、例えばＡＮＳＩ１３６標準に記述されているＰＳＩＤロ
グイン用の方法を用いて判定する。
【００３０】
近接システム３２０が（ｂ）型または（ｃ）型のシステムの場合、すなわち割り込み信号
を生成するのに必要な情報以上の情報を信号４０１で（随意に）送信することが可能な場
合は、移動局３５０はこの情報を種々の方法で用いる。例えば、信号４０１がＰＳＩＤ（
またはＰＳＩＤの或る範囲）を含む場合はこの情報を随意のデータ・バス４０９でマイク
ロプロセッサ４０６に送り、近くにあるprivradシステム３１０が、移動局３５０が接続
を許可されているシステムであるかどうかを判定する。または、近接システム３２０は近
くにあるprivradシステム３１０の制御チャンネルが用いる周波数（または周波数の範囲
）を送信してよい。この情報を用いれば、移動局はこのprivradシステムの制御チャンネ
ルの探索時間を短縮することができる。
【００３１】
更に別の例として、近接システム３２０が（ｂ）型または（ｃ）型の場合は、近接システ
ム３２０の固定部は、移動局の現在の位置を示す、近接信号を変調したコードをダウンリ
ンク（５）で送信してよい。移動局３５０はこのコードを用いて、近くのprivradシステ
ム３１０の制御チャンネル（３）のスペクトルの関連する部分の部分スペクトルを探索す
る。また、移動局３５０がprivradシステム３１０の制御チャンネルを見つけてアップリ
ンク（４）でこれにログインすると、移動局は位置コード（近接システムが送信した）を
中継することできる。privradシステム３１０の固定部はこれを受けて、ユーザのログイ
ン情報を位置コードと共にコンピュータ・システム３４０内の中央データベースに送る。
privradシステムまたはオフィス・パーク３３０のＬＡＮはこのデータベースを用いてユ
ーザの所在に関する報告を作り、この報告を例えば運転者に送る。
【００３２】
ＲＦ近接検出器に代わるものとして磁気近接検出器を移動局３５０に用いてよい。例えば
、近接システム３２０の固定部が静止磁界を生成し、移動局３５０は磁気センサを備えて
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この静止磁界を検出してよい。この場合も、磁界を検出すると例えば割り込み信号を生成
し、これをマイクロプロセッサ４０６に送って前に述べたようにして専用システムを探索
する。当業者が理解するように、ＲＦおよび磁気以外の他の技術を用いて近接検出器を実
現することできる。用いる近接検出器の種類に関係なく、移動局の脱着可能な部分（例え
ば、ＧＳＭシステムに用いられている加入者識別モジュール（ＳＩＭ）などのスマート・
カード）に近接検出器を組み込むことができる。
【００３３】
本発明の例示の実施の形態に係る、privradシステムを認識して同期する方法の概要を図
５の流れ図に示す。ブロック５００で移動局はprivradシステムが近くにある（例えば通
信範囲内にある）という指示を受信する。ステップ５１０で、例えば以前に記憶した１つ
以上の周波数に同調し、ユーザが用いることを許可されているprivradシステムに対応す
るＰＳＩＤを探すという手順で、移動局は関係する制御チャンネルを探す。ステップ５２
０で見つかった場合は、移動局はブロック５３０でprivradシステムに登録する。見つか
らない場合は、移動局はブロック５４０でpubradシステムとの接続を維持する。
【００３４】
出願者の考えでは移動局がprivradシステムの近くにいることを速く決定することは有益
であるが、移動局がいつprivradシステムから出てpubradシステムの無線通信カバレージ
内の領域に入ったかを知ることも有用である。この情報を用いればpubrad制御チャンネル
の探索を開始することができる。例えば、前に述べた近接検出器と近接システムが位置に
関係する情報を移動局に与える場合は、この情報を、privradシステムからの退出／pubra
dシステム領域への進入と関係づけることができる。pubrad制御チャンネルの探索の開始
は、現在のprivrad制御チャンネルの受信信号強さが減少したことで行ってもよい。
【００３５】
同様に、移動局とシステムの固定部との間の近接検出システムにより双方向データ転送が
可能な場合は、例えば従来のセルラ・システムで行われている認証手続きを用いてユーザ
の活動を許可することできる。認証手続きは、例えば移動局３５０の認証を行うエンティ
ティに従って種々の方法で行うことができる。例えば、図３に示すように３つのシステム
３００と３１０と３２０の全てが相互接続されている場合は、どのシステムが移動局の認
証を行ってもよい。認証を行うエンティティが例えばＨＬＲ３４５を用いるpubradシステ
ム３００の場合は、privradシステム３１０のダウンリンク（３）とアップリンク（４）
で、または近接システム３２０のダウンリンク（５）とアップリンク（６）で通信し、Ｉ
Ｓ－４１またはＧＳＭ－ＭＡＰ接続を介して情報を伝えて認証を行うことができる。この
例ではpubradシステム３００が認証を行うエンティティなので、セルラ・システムで用い
られたキーおよび認証アルゴリズムと同じものを用いて認証過程を行うことができる。も
ちろん、異なるキーおよび／またはアルゴリズムを用いることもできる。
【００３６】
必要であれば、privradシステムまたは近接システムも認証を行うエンティティとして動
作することもできる。かかる場合は、各通信リンク対（３）および（４）、または（５）
および（６）をそれぞれ用いて認証を行う。privradシステムまたは近接システムが認証
するエンティティとして動作する場合は別個のキー（すなわち、pubradシステム３００で
認証に用いられるものと異なるキー）を用いて、この情報をprivradシステム３００から
送る必要がないようにする。
【００３７】
認証と近接システムを上に述べたように結合すれば、種々の新しい興味ある本発明の使用
例が生まれる。例えば移動局３５０（または移動局内のスマート・カード）が、オフィス
・パーク３３０のドアの錠をあける鍵として機能してよい。この施設内の錠をおろしたド
アの近くにいるとき、移動局が入ることを許可するかどうかは上に述べた認証手続の中の
１つを用いて決定することできる。より特定して述べると、例えば移動局内のスマート・
カードは近接検出器を含んでよい。近接信号を受信すると、スマート・カードは移動局の
プロセッサに信号を送ってprivradシステム３１０の制御チャンネルを探してログインす
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る。システムにログインした後で、移動局はprivradシステムを介して認証を行う。認証
された場合は、認証の結果を近接システム３２０と共用し、近くのドアの錠をあけること
ができる。
【００３８】
特定の実施の形態を参照して本発明を説明し図示したが、本発明はかかる例示の実施の形
態に限定されるものではない。当業者が理解するように、本発明から逸れることなく種々
の修正や変更を行うことできる。
【図面の簡単な説明】
本発明の他の特徴と利点は、本発明の原理を例により示す詳細な説明と添付の図面を参照
すれば明らかになる。
【図１】　例示のセルラ移動体無線電話システムのブロック図である。
【図２】　公衆無線通信システムと専用無線通信システムの各部を含む例示のセルラ・シ
ステムのレイアウトである。
【図３】　本発明の例示の実施の形態に係る、公衆無線通信システムと専用無線通信シス
テムと近接システムの間の相互作用を示す例示の組み合わせである。
【図４】　本発明に係るＲＦ検知近接検出器を有する例示の移動局である。
【図５】　本発明に係る例示の方法を示す流れ図である。

【図１】 【図２】
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【図５】
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