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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回線網とパケット網間の連動サービスを支援する移動通信システムにおいて、回線網と
パケット網を同時に支援する移動端末に音声またはデータのうち一つを提供するための方
法であって、
　前記移動端末により特定ネットワークをモニタリングする間、ヘテロジーニアスサービ
ス移動交換機（Heterogeneous Service & Mobility Gateway：ＨＳＭＧ）で音声またはパ
ケットデータのうち一つに関するサービス要請事項に基づいて最適のアクセス網を選択す
る過程と、
　前記最適のアクセス網と前記移動端末が接続中であるアクセス網が相違する場合、選択
された最適のアクセス網に転換するように前記移動端末に要請する過程と、
　前記要請を受けた前記移動端末により前記選択されたアクセス網に転換する過程と、を
含み、
　前記ＨＳＭＧは、呼処理手順を前記移動端末の接続状態によって異なるように進行し、
　前記選択されたアクセス網に転換する過程は、
　前記移動端末の接続状態が”on　packet”であり、前記移動端末に音声呼が着信される
場合、前記移動端末が前記ヘテロジーニアスサービス移動交換機からページングメッセー
ジを受信する過程と、
　前記移動端末の現在接続中であるパケット網とは異なる回線網を最適の網として選択す
る過程と、を含む
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　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記サービス要請事項は、サービスの種類、移動端末のサービスプロファイル、サービ
ス品質要請事項及び無線環境を含む
　ことを特徴とする請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記要請を受けた前記移動端末が、無線環境と自分の位置、またはユーザの要請によっ
てアクセス網を最終的に選択して接続する過程をさらに含む
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　回線網とパケット網間の連動サービスを支援する移動通信システムにおいて、回線網と
パケット網を同時に支援する移動端末に音声またはデータのうち一つを提供するための装
置であって、
　特定ネットワークをモニタリングする移動端末と、
　音声またはパケットデータのうち一つに関するサービス要請事項に基づいて最適のアク
セス網を選択し、前記最適のアクセス網と前記移動端末が接続中であるアクセス網が相違
する場合、選択された最適のアクセス網に転換するように前記移動端末に要請するヘテロ
ジーニアスサービス移動交換機（Heterogeneous Service & Mobility Gateway：ＨＳＭＧ
）と、を含み、
　前記ＨＳＭＧは、呼処理手順を前記移動端末の接続状態によって異なるように進行し、
　前記移動端末は、前記要請を受信すると、前記選択されたアクセス網に転換するように
構成され、
　前記移動端末の接続状態が”on　packet”であり、前記移動端末に音声呼が着信される
場合、前記ヘテロジーニアスサービス移動交換機からページングメッセージを受信し、現
在接続中であるパケット網とは異なる回線網を最適の網として選択する
　ことを特徴とする装置。
【請求項５】
　前記サービス要請事項は、サービスの種類、移動端末のサービスプロファイル、サービ
ス品質要請事項及び無線環境を含む
　ことを特徴とする請求項４記載の装置。
【請求項６】
　前記要請を受けた前記移動端末は、無線環境と自分の位置、またはユーザの要請によっ
てアクセス網を最終的に選択して接続する
ことを特徴とする請求項４に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムで音声及びデータサービスを提供する方法及び装置に関し
、特に、多様なアクセス網が重なっているネットワーク環境で統合された音声及びデータ
サービスを提供する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムは、回線網を通じた音声サービス中心の第１及び第２世代から第３世
代のディジタル移動通信システムであるＩＭＴ(International Mobile Telecommunicatio
ns)-２０００システムへ発展してきた。このようなＩＭＴ-２０００システムは、以前の
第１世代及び第２世代移動通信システムとは異なり、加入者が広範囲の移動通信環境で無
線インターネットに接続可能なパケットデータサービスを提供し、ＩＭＴ-２０００シス
テムであるＣＤＭＡ２０００ １Ｘの場合、無線アクセス網を経てＩＰ網に接続するユー
ザは、最大１５３.６Kbpsまでのデータサービスを受信することができ、１ｘＥＶ-ＤＯの
場合、約２.４Mbpsまでのデータサービスを受信することができる。しかしながら、移動
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通信網で高速のパケットデータサービスを支援するには限界がある。
【０００３】
　最近では、上記のような移動通信環境の進化と並行して、ＩＥＥＥ ８０２.１１ｘ基盤
の無線ＬＡＮ(Wireless LAN)やＨｉｐｅｒＬＡＮ/２(High Performance Local Area Netw
ork Version 2)、ブルートゥース(Bluetooth（登録商標）)などのような多様な無線アク
セス技術が登場している。このような技術がセルラー移動通信システムと等しいレベルの
移動性を保障しなくても、公共場所や学校などを含むホットスポット(hot spot)地域やホ
ームネットワーク環境でケーブルモデム、またはｘＤＳＬ(X Digital Subscriber Line)
のような固定網に代えながら、高速のデータサービスを提供するための代案として提示さ
れた。例えば、ＩＥＥＥ ８０２.１１ｂ標準に従う無線ＬＡＮでは、２.４ＧＨｚ ＩＳＭ
帯域で約１１Ｍｂｐｓの伝送速度を提供し、ＩＥＥＥ ８０２.１１ａ標準に従う無線ＬＡ
Ｎの場合は、５ＧＨｚ帯域で最大５４Ｍｂｐｓの速度を提供するだけでなく、低廉な構築
コストで高速の無線データサービスを提供することができる。
【０００４】
　このような無線アクセス技術は、伝送速度は速いが、無線ＬＡＮに高速のデータサービ
スを提供する場合、非常に制限された移動性と狭いサービス領域だけでなく、電波干渉な
どにより公衆網サービスを提供するのに限界がある。このような限界を克服するための努
力として、セルラー移動通信システムと無線ＬＡＮの長短所を補完した形態の無線ＭＡＮ
(Wireless Metropolitan Area Network)技術に発展している。このような無線ＭＡＮ技術
の一例として、２.３ＧＨｚ帯域の携帯インターネット(ＨＰｉ)システムは、多様な形態
の移動端末機を用いて室内外の静止(stationary)環境、歩行速度、中/低速(６０Km/h内外
)の移動環境で、セル当たり５０Ｍｂｐｓの歩留まりを提供することができる。また、こ
の携帯インターネット(ＨＰｉ)システムは、無線チャンネル状態に応じて広範囲の伝送速
度を支援する。
【０００５】
　しかしながら、無線環境で多様な伝送速度及び移動性を提供するアクセス技術が活性化
(active)されると、相異なる技術等の長短所を相互補完し、かつユーザの多様な欲求を満
すことができるサービスを提供する必要がある。その上、このようなサービスを提供する
ために、最適のアクセス網を通じてサービス網に接続するユーザに音声及びデータサービ
スをシームレスに(seamlessly)提供する必要がある。
【０００６】
　最近、急速な通信技術の発展とユーザの要請によって、回線網とパケット網が分離され
た形態で提供されていた音声サービスとデータサービスをインターネットを通じたマルチ
メディアサービスに総合するための努力が進行している。これに対する一例としては、イ
ンターネットを通じて音声を伝達するためのＶｏＩＰ(Voice Over Internet Protocol)技
術を挙げることができ、最近にはＩＴＵ-Ｔ及びＩＥＴＦなどを中心に標準化が進行され
、多様な技術が紹介された。また、このような傾向にあわせて、３ＧＰＰ(3rd Generatio
n Partnership Project )と３ＧＰＰ２を含む次世代移動通信標準化団体は、ＩＰ網で統
合されたネットワーク構造を定義し、移動通信加入者にインターネットマルチメディアサ
ービスを提供できる技術に対する標準化を進行している。しかしながら、今のところは、
ＩＰ網で提供されている音声サービスに対するＱｏＳ(quality-of-service)を保障するこ
とができないだけでなく、既存公衆電話網(Public Switched Telephone Network:ＰＳＴ
Ｎ)で提供してきたレベル以上の品質を期待するのが難しい。特に、無線環境でＶｏＩＰ
サービスを提供するとき、ユーザに広域の移動性を提供しながら、安定した通話品質を確
保するためには、相当な努力とコストが必要となる。したがって、ＶｏＩＰ(Voice Inter
net Protocol)技術が高度化され、インターネットを通じた音声サービスがアクティブさ
れても、既存のＰＳＴＮを通じた音声サービスからの漸進的な進化が予想され、ＡＬＬ 
ＩＰ網に対する標準が完了した以後にも、ＰＳＴＮを通じた音声サービスが持続するので
、回線網とパケット網間の連動機能が必要になった。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００２－１８６０１１号公報
【特許文献２】国際公開第０２／０３７２０号パンフレット
【特許文献３】国際公開第０２／０９３９４５号パンフレット
【特許文献４】特開平１１－３１３３６８号公報
【特許文献５】特開２００３－１１５８４９号公報
【特許文献６】国際公開第０２／０８００１１号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上述したような従来技術の問題点を解決するためになされたもので、その目
的は、多様なアクセス網を通じて通信する移動端末に音声及びデータサービスをシームレ
スに提供するための方法及び装置を提供することにある。
【０００９】
　本発明の他の目的は、移動端末に対する位置管理及びサービス伝達を遂行するために、
多様なアクセス網に接続する移動端末に音声及びデータサービスをシームレスに提供する
ための装置及び方法を提供することにある。
【００１０】
　本発明のさらに他の目的は、回線網とパケット網を連動させて、多様なアクセス網に接
続する移動端末に音声及びデータサービスをシームレスに提供するための装置及び方法を
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するために、本発明は、回線網とパケット網間の連動サービスのため
のヘテロジーニアスサービス移動交換機を具備し、多様なアクセス網が重なった移動通信
システムで、移動端末を通じてユーザに音声及びデータサービスをシームレスに提供する
ための方法であって、前記移動端末が任意の網に接続された状態でサービス要請を受信及
び／または前記接続された網から移動する場合、前記音声及びデータサービスを受信する
ための最適のアクセス網を選択し、選択されたアクセス網に転換する過程と、前記転換さ
れたアクセス網に登録を要請する過程と、前記転換されたアクセス網に登録が完了すれば
、前記パケットデータを着信する過程と、を含むことを特徴とする。
【００１２】
　また、上記の目的を達成するために、本発明は、回線網とパケット網間の連動サービス
のためのヘテロジーニアスサービス移動交換機を具備し、複数のアクセス網が重なった移
動通信システムで、移動端末を通じてユーザに音声及びデータサービスをシームレスに提
供するための方法であって、前記移動端末がパケット網に接続された状態で音声呼を着信
した場合、前記パケットサービス移動交換機に音声呼を着信したことを通報する過程と、
前記音声呼着信の通報を受信した前記ヘテロジーニアスサービス移動交換機が回線網への
転換を要請する過程と、前記転換要請を受信した移動端末が回線網に遷移し、新しい位置
を登録する過程と、新しい位置登録が完了すれば、前記ヘテロジーニアスサービス移動交
換機が前記移動端末と音声着信号を設定する過程と、を含むことを特徴とする。
【００１３】
　さらに、上記の目的を達成するために、本発明は、回線網とパケット網間の連動サービ
スのためのヘテロジーニアスサービス移動交換機を具備し、複数のアクセス網が重なった
移動通信システムで、移動端末を通じてユーザに音声及びデータサービスをシームレスに
提供するための方法であって、前記回線網のページングチャンネルのみを監視し、パケッ
ト呼を着信した場合、前記移動端末が前記ヘテロジーニアスサービス移動交換機にパケッ
ト呼の着信を通報する過程と、前記パケット呼着信の通報を受信した前記ヘテロジーニア
スサービス移動交換機がパケット網に転換を要請する過程と、前記転換要請を受信した移
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動端末がパケット網に遷移し、新しい位置を登録する過程と、前記新しい位置登録が完了
すれば、前記ヘテロジーニアスサービス移動交換機が前記移動端末とパケット着信号を設
定する過程と、を含むことを特徴とする。
【００１４】
　さらに、上記の目的を達成するために、本発明は、回線網とパケット網間の連動サービ
スのためのヘテロジーニアスサービス移動交換機を具備し、複数のアクセス網が重なった
移動通信システムで、移動端末を通じてユーザに音声及びデータサービスをシームレスに
提供する方法であって、前記パケット網のドーマントセッションを維持する移動端末が前
記回線網のページングチャンネルのみを監視する場合、前記ヘテロジーニアスサービス移
動交換機がインターネットプロトコルパケットデータサービス要請を受信して前記パケッ
ト網に再転換を要請する過程と、前記パケット網への再転換要請を受信することによって
前記移動端末が前記パケット網への再転換を決定する過程と、前記移動端末が前記パケッ
ト網の状態を活性状態に遷移し、登録メッセージを前記ヘテロジーニアスサービス移動交
換機に伝達する過程と、を含むことを特徴とする。
【００１５】
　さらに、上記の目的を達成するために、本発明は、複数のアクセス網が重なった移動通
信システムで、回線網とパケット網を連動し、移動端末を通じてユーザに音声及びデータ
サービスをシームレスに提供するための装置であって、前記移動端末から要請された位置
登録を通じて前記移動端末の接続状態を管理し、前記回線網とパケット網間の連動サービ
スのためにプロトコルを変換するヘテロジーニアスサービス移動交換機と、前記ヘテロジ
ーニアスサービス移動交換機と接続し、回線網に接続した移動端末の音声呼及びデータ呼
着信に関連したサービスプロファイルを保存し、前記移動端末が前記複数のアクセス網を
連動できる移動端末であるかを判断する加入者位置登録器と、を含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明はヘテロジーニアスネットワーク環境でＨＳＭＧを追加することによって、回線
網とパケット網間の連動が可能であり、ハイブリッドオペレーションによって動作する移
動端末が一定時間の間一つの網だけを監視してもユーザにシームレスに音声及びパケット
サービスを提供できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態によるヘテロジーニアスネットワークの構造を示した図である
。
【図２】本発明の実施形態によるハイブリッドオペレーションの状態遷移動作を示した図
である。
【図３】本発明の実施形態によるヘテロジーニアスネットワークでＣＤＭＡ２０００ １
Ｘ領域に位置した移動端末の回線網登録動作を示した図である。
【図４】本発明の実施形態による移動端末がＣＤＭＡ２０００ １Ｘ網で１ｘＥＶ-ＤＯ、
または無線ＬＡＮ/ＭＡＮ網に転換したとき、発生するパケット網登録動作を示した図で
ある。
【図５】本発明の実施形態によって１Ｘアイドル状態で１Ｘページングチャンネルのみを
監視する移動端末にサーキット音声呼が伝達される動作を示した図である。
【図６】本発明の実施形態によって１ｘＥＶ-ＤＯページングチャンネル、または無線Ｌ
ＡＮ/ＭＡＮのみを監視する移動端末にサーキット音声呼が伝達される動作を示した図で
ある。
【図７】本発明の実施形態によって１ｘＥＶ-ＤＯドーマントセッションを維持する移動
端末がＣＤＭＡ １Ｘページングチャンネルのみを監視する時、ＩＰパケットが移動端末
に伝達される動作を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
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　以下、本発明の好適な一実施形態について添付図面を参照しつつ詳細に説明する。下記
の説明において、本発明の要旨のみを明確にする目的で、関連した公知機能又は構成に関
する具体的な説明は省略する。
【００１９】
　本発明は、ＣＤＭＡ２０００ １Ｘ(Code Division Multiple Access 2000 1X)及び１ｘ
ＥＶ-ＤＯ(First Evolution-Data Only)、ＵＭＴＳ/ＧＰＲＳ(Universal Mobile Telecom
munications System/General Packet Radio Service)のようなセルラー移動通信システム
と、無線ＬＡＮ/ＭＡＮ (Wireless Local Area Network/Metropolitan Area Network)、
ＨｉｐｅｒＬＡＮ/２(High Performance Local Area Network version 2)などの多様な無
線アクセス網が重なっている地域で、移動端末が任意のアクセス網に接続することができ
る通信環境であるヘテロジーニアス(Heterogeneous)ネットワークを例に挙げて説明する
。本発明のネットワーク構造は、既存の移動通信システムと無線ＬＡＮ/ＭＡＮで定義さ
れた網の構成要素(ＭＳＣ、ＶＬＲ、ＨＬＲ、ＰＤＳＮ、ＡＰなど)に、新たにヘテロジー
ニアス(またはパケット)サービス移動交換機(Heterogeneous(or Packet)Service & Mobil
ity Gateway：以下、“ＨＳＭＧ”と称じる。)を追加して回線網とパケット網を連動させ
る。
【００２０】
　図１は、本発明の実施形態によるヘテロジーニアスネットワークの構造を示す図である
。ここで、パケットデータサービスノード(Packet Data Service Node:以下、“ＰＤＳＮ
”と称じる。)は、ＣＤＭＡ２０００ １Ｘ（１ＸＲＡＮ）及び１ｘＥＶ-ＤＯ網の基地局
に連動され、アクセスルータ(Access Router:以下、“ＡＲ”と 称じる。)は、無線ＬＡ
Ｎ/ＭＡＮ網の基地局に連動されるが、同一の機能を遂行するので、図４では“ＰＤＳＮ/
ＡＲ”と併記した。以下、説明の便宜上、同一の参照符号を使用してもそれぞれ連動する
網に応じてパケットデータサービスノードとアクセスルータを区分して説明する。
【００２１】
　ヘテロジーニアスネットワークは、既存の多様なアクセス網、例えばＣＤＭＡ２０００
 １Ｘ（１ＸＲＡＮ）１４０、１ｘＥＶ-ＤＯ１５０及び無線ＬＡＮ/ＭＡＮ網１６０と、
前記多様なアクセス網を通じてサービス網に接続するユーザに回線網とパケット網との間
の連動サービスを提供するためのＨＳＭＧ１１０とから構成されている。
【００２２】
　ＨＳＭＧ１１０は、ユーザのＩＰネットワーク１３０とＳＳ７(Signaling System Numb
er 7)ネットワーク１４０との間に接続されている。すなわち、ＨＳＭＧ１１０は、ＩＳ
－４１基盤のプロトコルを使用して加入者位置登録器(Home Location Register：以下、
“ＨＬＲ”と称じる。)１３１に接続され、ＳＩＰプロトコル(Session Initiation Proto
col)：以下、“ＳＩＰ”と称じる。)を使用してパケットデータサービスノード/アクセス
ルータ１２０及びＳＩＰサーバ(図示せず)に接続されている。図１を参照すると、ＳＳ７
網はＩＳ-４１プロトコル基盤の網に対応し、ＨＬＲ１３１とゲートウェイＭＳＣ(ＧＭＳ
Ｃ)１３２と、からなり、ＩＰ網はＩＰ基盤の網に対応し、ＰＤＳＮ/ＡＲ１２０、認証サ
ーバ（ＡＡＡ）１８０及びホームエージェント１７０からなる。
【００２３】
　そして、ＨＳＭＧ１１０は、ＩＳ－４１とＳＩＰとの間のプロトコル変換を遂行し、移
動端末(図示せず)からの位置登録過程及びＰＤＳＮ/ＡＲ１２０からのＳＩＰ登録過程を
通じてユーザと移動端末の接続状態を管理する。このとき、ＨＳＭＧ１１０が管理する移
動端末の接続状態を“on packet”状態と“on circuit”状態に区分する。また、ＨＳＭ
Ｇ１１０は、多様なアクセス網を通じてＩＰ(Internet Protocol：以下、“ＩＰ”と称じ
る。)ネットワークに接続する加入者に対する位置管理を遂行するために、ＳＩＰレジス
ター機能を遂行し、移動端末の位置登録過程を通じて受信された加入者情報に基づいて、
ＭＩＮ(ＭＳ Identification Number)、ＩＰアドレス、ＮＡＩ(Network Access Identifi
er)情報などの相互接続関係を管理する。ここで、移動端末は回線網もパケット網も通信
が可能であるが、前記ＣＤＭＡ２０００ １Ｘ(１ＸＲＡＮ)１４０、１ｘＥＶ-ＤＯ１５０
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及び無線ＬＡＮ/ＭＡＮ網１６０のうち、いずれか一つの網のみを監視している状態であ
る。
【００２４】
　ＨＳＭＧ１１０と接続した加入者位置登録器１３１は、サービス網に接続するユーザに
対するサービスプロファイルを保存し、サービスプロファイルに基づいて、移動端末及び
加入者に対する位置管理、状態管理及び認証機能を遂行することにより、移動性を有する
ユーザに自動ローミングサービスを提供する。このような一般機能以外に、加入者位置登
録器１３１は、回線網及びパケット網間の連動サービスのために、移動端末のハイブリッ
ド(hybrid operation)、回線網に接続したユーザの音声、及びデータ呼の着信に関連した
サービスプロファイルを保存する。そして、移動端末、または公衆電話網(Public Switch
ed Telephone Network:ＰＳＴＮ)(図示せず)が伝達する着信呼を処理するとき、移動端末
の種類がヘテロジーニアスネットワークに適用される移動端末(Hybrid Access Terminal:
ＨＡＴ)であることを認識する。ここで、移動端末の種類は加入者情報に含まれて保存さ
れる。
【００２５】
　ＨＳＭＧ１１０とＳＩＰに接続したパケットデータサービスノード/アクセスルータ１
２０は、ポイントツーポイントプロトコル(Point to Point Protocol、以下、“ＰＰＰ”
と称じる。)接続を通じて移動端末との２階層接続を形成する。そして、ＩＰアドレス割
り当て及びＩＰパケットルーティング、モバイルＩＰサービスのための周波数(ＦＡ)機能
、課金及び認証のための認証サーバ(ＡＡＡ)１８０との連動、サービス品質(ＱｏＳ)支援
などに関連した機能を遂行する。このような一般機能以外に、パケットデータサービスノ
ード/アクセスルータ１２０は、回線網とパケット網との間の連動サービスを支援するた
めに、下記のような機能を遂行する。
【００２６】
　パケットデータサービスノード/アクセスルータ１２０は、シンプル(Simple)ＩＰサー
ビスに加入したユーザの移動端末がＳＩＰ登録過程を遂行すれば、ＨＳＭＧ１１０にＳＩ
Ｐ登録メッセージを伝達し、モバイルＩＰサービスに加入したユーザの移動端末がモバイ
ルＩＰ登録過程を遂行すれば、ＨＳＭＧ１１０にＳＩＰ登録メッセージを伝達する。そし
て、移動端末がパケットデータサービスノード/アクセスルータ１２０とのＰＰＰ接続を
維持しつつ、多様なアクセス網間を移動するごとに、パケットデータサービスノード/ア
クセスルータ１２０は、ＨＳＭＧ１１０へＳＩＰ登録メッセージを伝達する。
【００２７】
　また、パケットデータサービスノード/アクセスルータ１２０は、“on circuit”状態
の移動端末(ＨＡＴ)へ伝達されるＩＰパケットを受信すると、移動端末(ＨＡＴ)がパケッ
トアクセスネットワーク(ＡＮ)を通じて接続するまで、ＩＰパケットに対するバッファー
リングを遂行し、移動端末からＳＩＰ、またはモバイルＩＰ登録、加入者位置登録器１３
１からの通知過程を通じてユーザ及び移動端末の接続状態を管理する。ここで、パケット
データサービスノード/アクセスルータ１２０が管理する移動端末の接続状態がパケット
網と通信する状態であれば、“on packet”とし、回線網と通信する状態であれば、“on 
circuit”とする。
【００２８】
　認証サーバ１８０は、ラジウス(radius)、またはダイアミタ(diameter)のようなプロト
コルを使用してパケットデータサービスノード/アクセスルータ１２０と接続し、移動端
末及びユーザに対する認証及び課金情報と加入者情報を送/受信する。そして、認証サー
バ１８０は、移動端末のハイブリッドオペレーションに関連したユーザプロファイルを保
存する。このようなネットワーク構成要素以外に、ＣＤＭＡ２０００ １Ｘ網、１ｘＥＶ
ＤＯ網１５０、無線ＬＡＮ/ＭＡＮ網１６０の内部装置は、一般的な事項であるので、具
体的な説明を省略する。また、ＣＤＭＡ２０００ １Ｘ網１４０に接続された交換機(ＭＳ
Ｃ/ＶＬＲ１３３及びＧＭＳＣ１３２)及び無線ＬＡＮ/ＭＡＮ網１６０に接続されたホー
ムエージェント(Home Agent:ＨＡ)１７０に対する説明も、一般的な事項であるので、そ
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の具体的な説明を省略する。
【００２９】
　一方、上述したようなヘテロジーニアスネットワークのインターフェース/プロトコル
に対してさらに図１を参照して説明すれば、次のようである。
【００３０】
　インターフェースＡ１では交換機(Mobile Switching Center:ＭＳＣ/ＶＬＲ)１３３と
ＣＤＭＡ２０００ １Ｘ網１４０の基地局内の回線基地局制御機(Base Station Controlle
r：ＢＳＣＣ)１４１との間でシグナル情報を含むメッセージが伝達され、インターフェー
スＡ２では、交換機１３３の交換機能要素と基地局制御機(ＢＳＣＣ)１４１及びパケット
制御機能/パケット基地局制御機(Packet Control Function/Packet Base Station contro
ller、ＰＣＦ/ＢＳＣｐ)１４２のＳＤＵ機能要素との間のパルス符号変調(pulse code mo
dulation:ＰＣＭ)、または６４Kbps音声情報が伝達される。 
【００３１】
　インターフェースＡ１０ではパケットデータサービスノード１２０と１ｘＥＶ-ＤＯ網
１５０のパケット制御部(Packet Control Function:ＰＣＦ)１５１との間のユーザトラフ
ィックが伝達され、インターフェースＡ１１ではパケット制御部１５１とパケットデータ
サービスノード１２０との間のシグナル情報が伝達される。
【００３２】
　ＨＳＭＧ１１０と加入者位置登録器１３１との間のＩＳ－４１は、ＣＤＭＡ２０００ 
１Ｘ網１４０のセルラーシステムのシステム間連動を支援するシグナルリングプロトコル
として、予め定義された手順によってＭＳＣ/ＶＬＲ１３３とＨＬＲ１３１との間、また
はＭＳＣ間に適用されたインターフェースを動作させる。そして、前記ＩＳ－４１プロト
コルは、主要機能として、ユーザ及び移動端末の位置と状態管理機能、自動ローミング支
援機能、システム間ハンドオフ支援機能、Ｏ&Ｍ(Operation and Management)機能などを
含む。
【００３３】
　ＳＩＰは、ＩＰネットワークでの呼設定及び制御機能を提供するシグナルリングプロト
コルとして、主要機能として、終端間(end to end)マルチメディアセッション設定機能、
ユーザ存在(presence)とパーソナル移動性(mobility)機能を含む。
【００３４】
　パケットデータサービスノード/アクセスルータ１２０とホームエージェント１７０と
の間のモバイルＩＰ(Mobile IP)は、移動端末がＩＰアドレスを維持したまま、ＩＰネッ
トワークの境界を越えても、上位階層にセッションの連続性を保障できるプロトコルとし
て、２段階アドレスシステムを適用したトンネルリング機能と位置管理機能を提供する。
【００３５】
　パケットデータサービスノード/アクセスルータ１２０、ホームエージェント１７０と
認証サーバ１８０を接続するＲＡＤＩＵＳは、ＮＡＳ(Network Access Server)と認証サ
ーバとの間、または認証サーバ間で適用されるプロトコルとして、ユーザ及び移動端末に
対する認証/権限付与/課金機能を提供する。
【００３６】
　このような構造を有するヘテロジーニアスネットワークで多様なアクセス網を通じて接
続するユーザに音声及びデータサービスをシームレスに伝達するための方法を説明する。
このためには、移動端末のハイブリッドオペレーション、サービス網の移動性管理とサー
ビス伝達に関連した動作が必要である。ここで、前記動作はＣＤＭＡ２０００ １Ｘ/１ｘ
ＥＶ-ＤＯ以外のセルラー移動通信システムだけでなく、携帯インターネット(ＨＰｉ)を
含む無線ＭＡＮシステムのような次世代高速無線接続技術まで拡張して適用することがで
きる。先ず、ハイブリッドオペレーション動作に対して図を参照して説明する。
【００３７】
　図２は、本発明の実施形態によるネットワークでハイブリッドオペレーションの状態遷
移を示した図である。図２に示したように、ハイブリッドオペレーション状態遷移動作で
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発生されるイベントに対する説明は、下記＜表１＞のようである。
【００３８】
【表１】

【００３９】
　１Ｘアイドル(idle)状態５１０は、移動端末(ＨＡＴ)がＣＤＭＡ １Ｘアクセス網から
無線資源を割り当てられない状態として、ＣＤＭＡ １Ｘページングチャンネルのみを監
視するので、ＣＤＭＡ １Ｘ音声呼またはパケットデータ呼に対するページメッセージを
ＣＤＭＡ １Ｘページングチャンネルを通じて受信する。この時、ステップ５１１で、移
動端末はＣＤＭＡ １Ｘアクセス網に接続して回線音声呼を発信し、ユーザのサービス要
請によりＣＤＭＡ １Ｘパケットデータ呼を生成する。
【００４０】
　このような状態で、移動端末がＣＤＭＡ １Ｘアクセス網領域から移動したり(ＯＵＴ_
１Ｘ)、パケット網への再転換(redirection)要請をＣＤＭＡ １Ｘページングチャンネル
を通じて受信したりすれば、移動端末(ＨＡＴ)は、ステップ５１２で１ｘＥＶ-ＤＯアク
セス網とＷＬＡＮ網から最適の網を選択した後、１ｘＥＶ-ＤＯ活性(ACTIVE)５３０、ま
たはＷＬＡＮ状態５５０に遷移し(ＤＩＲ_ＤＯ、ＤＩＲ_ＷＬＡＮ)、高速パケットデータ
呼を設定する(ＯＲＧ_ＤＯ、ＯＲＥ_ＷＬＡＮ)。
【００４１】
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　ステップ５１２で、１ｘＥＶ-ＤＯ活性状態５３０に遷移された場合、移動端末(ＨＡＴ
)は、１ｘＥＶ-ＤＯアクセス網から無線資源が割り当てられた状態として、１ｘＥＶ-Ｄ
Ｏチャンネルを通じて高速データトラフィックとシグナルメッセージを送受信すると、１
ｘＥＶ-ＤＯチャンネルのみを監視する。このような状態で、１ｘＥＶ-ＤＯアクセス網領
域から移動したり(OUT_DO)、再転換(redirection)要請を受信したりすれば、移動端末(Ｈ
ＡＴ)は、ステップ５３１でＣＤＭＡ １Ｘ網と無線ＬＡＮ/ＭＡＮ網から最適の網を選択
した後、１Ｘアイドル状態５１０、または無線ＬＡＮ(ＷＬＡＮ)状態５５０に遷移する(
ＤＩＲ_１Ｘ、ＤＩＲ_ＷＬＡＮ)。
【００４２】
　ステップ５１２で、ＷＬＡＮ状態５５０に遷移した場合、移動端末は無線ＬＡＮ/ＭＡ
Ｎ網に接続された状態として、この状態でユーザ設定によって一定の時間以後、１Ｘアイ
ドル状態５１０に遷移する。この時、移動端末は無線ＬＡＮ網以外の他の網を感知しない
。このような状態で、無線ＬＡＮ領域から移動したり(ＯＵＴ_ＷＬＡＮ)、再転換要請を
受信したりすれば、移動端末は、ステップ５５１で、ＣＤＭＡ １Ｘまたは１ｘＥＶ-ＤＯ
網から最適の網を選択した後、１Ｘアイドル状態５１０、または１ｘＥＶ-ＤＯ活性状態
５３０に遷移する(ＤＩＲ_１Ｘ、ＤＩＲ_ＤＯ)。
【００４３】
　一方、移動端末が１Ｘ活性(ACTIVE)状態５２０にある場合、移動端末(ＨＡＴ)はＣＤＭ
Ａ １Ｘシステムから無線資源が割り当てられた状態として、１Ｘトラフィックチャンネ
ルを通じて音声、またはデータトラフィックだけでなく、シグナルメッセージを送受信す
る。このような状態で、１Ｘアクセス網領域から移動すると(ＯＵＴ_１Ｘ)、移動端末(Ｈ
ＡＴ)はステップ５２１で１ｘＥＶ-ＤＯ活性状態５３０、またはＷＬＡＮ状態５５０に遷
移する。ステップ５２２で、移動端末は音声呼またはパケット呼の終了によって、ＣＤＭ
Ａ １Ｘ網から割り当てられたトラフィックチャンネルを含む無線資源を解除する(ＲＥＬ
)。
【００４４】
　また、移動端末が１ｘＥＶ-ＤＯアイドル(Idle)状態５４０にある場合、移動端末(ＨＡ
Ｔ)は１ｘＥＶ-ＤＯアクセス網から無線資源が割り当てられない状態として、１ｘＥＶ-
ＤＯページングチャンネルのみを監視するので、高速パケットデータに対するページメッ
セージを１ｘＥＶ-ＤＯページングチャンネルを通じて受信する。このような状態で、ユ
ーザからサービス要請があれば、移動端末は５４１ステップで１ｘＥＶ-ＤＯパケットデ
ータ呼を生成する(ＯＲＧ_ＤＯ)。
【００４５】
　このような状態で、移動端末がステップ５５１で１ｘＥＶ-ＤＯアクセス網領域から移
動すると、移動端末はステップ５４２でユーザ設定によって一定時間後(ＴＭＲ)、１Ｘア
イドル５１０状態に遷移する。すなわち、１Ｘアクセス網と無線ＬＡＮから最適の網を選
択した後、１Ｘアイドル状態５１０、またはＷＬＡＮ状態５５０に遷移する。ステップ５
４３で、移動端末は音声呼またはパケット呼の終了により、１ｘＥＶ-ＤＯ網から割り当
てられたトラフィックチャンネルを含む無線資源を解除する(ＲＥＬ)。また、移動端末が
１ｘＥＶ-ＤＯアイドル状態にあるとき、ステップ５４４で移動端末はユーザの要請によ
り１Ｘ活性状態５２０にＣＤＭＡ２０００ １Ｘ音声呼を発信する。
【００４６】
　このような状態遷移動作で、回線網サービスを伝達するための再転換(redirection)過
程が進行されるとき、移動端末は１Ｘアイドル状態に遷移しながら、非スロットモード(n
on-slotted mode)で動作し、１ｘＥＶ-ＤＯアクセス網、または無線ＬＡＮ/ＭＡＮ網に接
続した移動端末が再びＣＤＭＡ １Ｘ網に接続してサービスを受信するのにかかる時間、
すなわち、１Ｘページメッセージに対する処理時間を低減することができる。この時、移
動端末が一定時間の間、１Ｘアクセス網からのページメッセージ受信に失敗すると、スロ
ットモード(slotted mode)で動作する。
【００４７】



(11) JP 5377441 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

　次に、移動性を管理するための動作を説明すれば、次のようである。
【００４８】
　現在サービス中であるセルラー移動通信システムで、ＨＬＲとＶＬＲは、回線網サービ
スに加入したユーザに対するサービスプロファイル及び位置情報を管理する。パケットサ
ービスに加入したユーザの場合、認証サーバがユーザに対するサービスプロファイルを管
理し、ＩＰ移動性が支援可能であるか否かによってシンプルＩＰサービスとモバイルＩＰ
サービスに区分される。
【００４９】
　ユーザがシンプルＩＰサービスに加入した場合、アクセス網単位でリンク階層での移動
性のみが提供されるので、移動端末がパケットデータサービスノード(ＰＤＳＮ)間を移動
するごとに、新しいＩＰアドレスが割り当てられなければならない。一方、ユーザがモバ
イルＩＰサービスに加入した場合、ホームエージェント(ＨＡ)とパケットデータサービス
ノード(ＰＤＳＮ)がＩＰ階層での移動性を提供するので、移動端末がパケットデータサー
ビスノード(ＰＤＳＮ)間を移動しても既存のＩＰアドレスを維持することができる。
【００５０】
　本発明が提示するネットワーク構造でも既存の網構成要素が提供するユーザ及び移動端
末に対する移動性管理機能をそのまま維持するが、パケットサービス移動交換機(ＨＳＭ
Ｇ)を中心に加入者位置登録器(ＨＬＲ)とＰＤＳＮ/ＡＲが回線網とパケット網連動サービ
スを提供するために追加的に要請される機能を遂行し、このような追加的な移動性管理機
能は、下記＜表２＞のようである。
【００５１】

【表２】

【００５２】
　前記＜表２＞で、追加的な移動性管理機能は、接続状態管理、位置情報管理、回線網登
録、パケット網登録機能などである。ここで、前記接続状態管理機能は、ＨＳＭＧとＰＤ
ＳＮはＨＡＴの接続状態を回線網に接続すれば、“on circuit”に管理し、パケット網に
接続すれば、“on packet”に管理する。前記位置情報管理機能は、ＨＡＴが回線網に接
続すれば、ＨＬＲがユーザ及び移動端末の位置情報を保存し、ＨＡＴがパケット網に接続
すれば、ＨＳＭＧがユーザ及び移動端末の位置情報を保存する。前記回線網登録機能は回
線網に接続したＨＡＴがＭＳＣ/ＶＬＲを通じて位置登録過程を遂行するとき、ＨＲＬが
該当情報をＨＳＭＧに通知する。前記パケット網登録機能は、ＨＡＴがパケット網に接続
すれば、ＰＤＳＮ/ＡＲがＨＳＭＧにＳＩＰレジスターメッセージを伝達することにより
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、ＨＡＴがパケット網に位置することを通知する。
【００５３】
　このような移動性管理機能のうち、回線網登録動作を添付図を参照して説明すれば、次
のようである。
【００５４】
　図３は本発明の実施形態によるヘテロジーニアスネットワークでＣＤＭＡ２０００ １
Ｘ領域に位置した移動端末の回線網登録動作を示した図である。
【００５５】
　図３を参照すると、移動端末(ＨＡＴ)１は、ステップ６１０で接続許可を受信するため
に登録メッセージをサーキット基地局制御機(ＢＳＣＣ)１４１に伝送し、ステップ６２０
でサーキット基地局制御機１４１を通じて自分の位置情報をＭＳＣ／ＶＬＲ１３３とＨＬ
Ｒ１３１に伝達する。この時、移動端末１は位置登録タイプを“power-on”位置登録と設
定する。ここで、移動端末１からＨＬＲ１３１まで適用される呼処理過程は、一般的な呼
処理過程と同一である。
【００５６】
　以後、ステップ６３０で、ＨＬＲ１３１が回線網とパケット網間の連動サービスに加入
した移動端末１の位置登録情報をＭＳＣ/ＶＬＲ１３３から受信すれば、ＨＬＲ１３１は
ステップ６４０でパケットサービス移動交換機(ＰＳＭＧ)１１０に通知(Notify)メッセー
ジを伝達し、移動端末１が回線網に接続したことを知らせる。これによって、パケットサ
ービス移動交換機１１０は、移動端末１の状態情報を“on circuit”状態と設定する。こ
こで、ユーザがパケットサービスを主に使用する場合、回線網サービスを終了した移動端
末１は、ユーザ設定によって１ｘＥＶ-ＤＯアイドル状態、またはＷＬＡＮ状態に遷移し
、パケット網登録過程を遂行することができる。反対に、ユーザが回線網サービスを主に
使用する場合、移動端末１が回線網サービスを終了した以後、パケット呼着/発信、また
はパケット網への転換要請があるときまで、１Ｘアイドル状態を維持する。
【００５７】
　図４は本発明の実施形態による移動端末がＣＤＭＡ １Ｘ網から１ｘＥＶ-ＤＯ、または
無線ＬＡＮ/ＭＡＮ網に転換したとき、発生するパケット網登録動作を示した図である。
【００５８】
　図４を参照すれば、１ｘＥＶ-ＤＯ、または無線ＬＡＮ網領域に位置した移動端末１が
パケット呼を発信するか、ＣＤＭＡ １Ｘ網から１ｘＥＶ-ＤＯまたは無線ＬＡＮ網に転換
すれば、ステップ７１０及びステップ７２０で移動端末１はＰＤＳＮ/ＡＲ１２０とＳＩ
ＰまたはMobile ＩＰ登録過程を遂行する。ステップ７３０で、ＰＤＳＮ/ＡＲ１２０は、
ＨＳＭＧ１１０にＳＩＰ登録メッセージを伝達する。これによって、ＳＩＰ登録メッセー
ジを受信したＨＳＭＧ１１０は、移動端末１の状態情報を“on packet”状態と設定し、
ユーザ及び移動端末１の位置情報を位置情報データベース(Location DB)に保存する。こ
こで、ユーザが回線網サービスに優先権を付与すれば、パケットサービスを終了した移動
端末１は、ユーザ設定によって一定時間の経過後、１ｘＥＶ-ＤＯアイドル状態、または
ＷＬＡＮ状態から１Ｘアイドル状態に遷移し、回線網登録過程を遂行することができる。
反対に、ユーザがパケットサービスに優先権を付与すれば、パケットサービスを終了した
移動端末１は、パケット呼着/発信または回線網への転換要請があるまで、１ｘＥＶ-ＤＯ
ＩＤＬＥまたはＷＬＡＮ状態に維持する。
【００５９】
　このような移動性管理動作を適用してそれぞれのサービスに最も適合したアクセス網に
移動端末を転換させた後、サーキット音声呼及びパケット呼を着信するサービス伝達動作
を説明すれば、次のようである。
【００６０】
　任意のアクセス網を通じて接続するユーザに音声及びデータサービスを提供するとき、
それぞれのサービスに最も適合したアクセス網に移動端末を転換させた後、サービスを伝
達する。すなわち、移動電話サービス、またはＳＭＳ(short message service)のような
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回線網サービスを伝達する場合には、移動端末を１Ｘアクセス網に転換させ、ＩＰプッシ
ュ(Push)サービス、または動映像サービスのようなパケットサービスを伝達する場合には
、サービスプロファイルとサービス品質(ＱｏＳ)などのサービス要請事項によって移動端
末を１ｘＥＶ-ＤＯ網、または無線ＬＡＮ/ＭＡＮ網に転換させる。ただ、サービス要請事
項によってＣＤＭＡ １Ｘ網を通じてパケットデータサービスを提供することもできる。
特に、ＶｏＩＰの場合には、ＣＤＭＡ １Ｘ網を通じてサービスを提供する。
【００６１】
　このように、多様なアクセス網に接続するユーザに最適の方法にサービスを伝達するた
めには、下記＜表３＞で示した機能が必要である。
【００６２】
【表３】

【００６３】
　前記＜表３＞で示した機能は、接続状態管理、アクセス網選択及び再転換(Redirection
)機能等である。ここで、前記接続状態管理機能は、移動性管理に含まれる機能として、
移動端末にサービスを伝達するとき、呼処理手順が移動端末の接続状態によって異なって
進行される。前記アクセス網選択機能は、ユーザに伝達するサービスの種類、加入者のサ
ービスプロフィール、サービス品質(ＱｏＳ)要請事項及び無線環境等によってアクセス網
を選択できなければならない。前記再転換機能は、サービス網が選択した最適のアクセス
網と移動端末が接続中であるアクセス網が相異なる場合、選択されたアクセス網に転換す
るように移動端末に要請する機能である。
【００６４】
　アクセス網選択機能に関連してサービスネットワークが選択したアクセス網への転換要
請を移動端末が受信すれば、移動端末は無線環境と自分の位置、ユーザまたはサービスの
要請によってアクセス網を最終的に選択して接続する。
【００６５】
　前記＜表３＞で説明する機能等の具体的な動作をサーキット音声呼着信過程とＩＰパケ
ット着信過程に区分して図を参照して説明すれば、次のようである。
【００６６】
　サーキット音声呼着信過程
【００６７】
　まず、サーキット音声呼着信動作を説明すると、公衆電話網(ＰＳＴＮ)からの着信呼が
ＧＭＳＣ(Gateway Mobile services Switching Center)を経て移動交換機(ＭＳＣ)とサー
キット基地局制御機(ＢＳＣＣ)まで伝達される過程は、ＩＳ－４１とＩＳＵＰなどに定義
された過程に従い、移動交換機(ＭＳＣ)から移動端末までの着信過程は、Ａ１インターフ
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ェース及びＩＳ-２０００規格に従う。また、移動端末の接続状態を検出(detecting)する
ための要請メッセージと応答メッセージが加入者位置登録器(ＨＬＲ)とＨＳＭＧ間に設定
されなければならない。前記メッセージはＩＳ－４１に定義された既存のメッセージを活
用したり、新しく定義したりすることができ、本発明では具体的なメッセージ形態に対す
る説明を省略する。
【００６８】
　図５は本発明の実施形態によって１Ｘアイドル状態で１Ｘページングチャンネルのみを
監視する移動端末にサーキット音声呼着信が伝達される動作を示した図である。
【００６９】
　図５を参照すれば、ステップ８０１でＰＳＴＮ１９０から呼が到着されると、ＧＭＳＣ
１３２はステップ８０２で位置要請(Location Request)メッセージをＨＬＲ１３１に伝送
する。すると、ＨＬＲ１３１はステップ８０３でサービスプロファイルを検索して着信中
である移動端末がヘテロジーニアスネットワークに適用される移動端末(ＨＡＴ)１である
ことを判断し、サーキット(circuit)音声呼着信を知らせるために、ＭＩＮと発信者番号(
ＤＮ)情報を含む通知(Notify)メッセージをパケットサービス移動交換機１１０に伝達す
る。
【００７０】
　ＨＳＭＧ１１０は、ステップ８０４でＨＡＴ１の接続状態が“on circuit”であるから
、再転換(redirection)手順が不要と判断し、ＨＬＲ１３１に接続(Connect)メッセージを
伝達して着信呼処理手順を進行することを要請する。以後、ＨＬＲ１３１、ＧＭＳＣ１３
２、ＭＳＣ１３３、そして移動端末１で進行されるステップ８０５乃至ステップ８１０は
、一般的な着信呼処理手順と同一であるので、説明を省略する。
【００７１】
　図６は本発明の実施形態によって１ｘＥＶ-ＤＯページングチャンネル、または無線Ｌ
ＡＮ/ＭＡＮのみを監視する移動端末にサーキット音声呼着信が伝達される動作を示した
図である。
【００７２】
　図６を参照すれば、ステップ９０１でＰＳＴＮ１９０から呼が到着されると、ＧＭＳＣ
１３２はステップ９０２でＩＳ－４１位置要請(Location Request)メッセージをＨＬＲ１
３１に伝送する。すると、ＨＬＲ１３１はステップ９０３でサービスプロファイルを検索
して着信中である移動端末がヘテロジーニアスネットワークに適用される移動端末(ＨＡ
Ｔ)１であることを判断し、サーキット音声呼着信を知らせるためにＭＩＮと発信者番号(
ＤＮ)情報を含む通知(Notify)メッセージをＨＳＭＧ１１０に伝達する。ＨＳＭＧ１１０
はステップ９０４乃至ステップ９０５で移動端末１の接続状態が“on packet”であるか
ら、再転換(redirection)手順が必要と判断して位置データベース(Location DB)で、前記
移動端末１の位置情報を判断する。そして、ＨＳＭＧ１１０はＭＩＮ番号と発信者番号(
ＤＮ)情報を含む要請(INVITE)メッセージをＰＤＳＮ/ＡＲ１２０を通じて移動端末１に伝
達する。
【００７３】
　１Ｘアイドル状態の移動端末１がＨＳＭＧ１１０からＳＩＰ要請(INVITE)メッセージを
受信すれば、移動端末１はユーザ設定情報と無線環境などを考慮してＣＤＭＡ １Ｘ網に
転換するか否かを決定する。移動端末１がステップ９０６乃至ステップ９０７でＣＤＭＡ
 １Ｘ網への転換を決定して２００ ＯＫ応答メッセージをＰＤＳＮ/ＡＲ１２０を通じて
パケットサービス移動交換機１１０まで伝達すれば、ＨＳＭＧ１１０は、ステップ９０８
で再転換(Redirecting)メッセージをＨＬＲ１３１に伝達して移動端末１がＣＤＭＡ １Ｘ
網へ転換中であることを知らせ、ＨＬＲ１３１は移動端末１が１Ｘ回線モードに転換して
新しい位置を登録するまで待機する。
【００７４】
　ステップ９０８-１で、移動端末１がＣＤＭＡ １Ｘ網に接続して新しい位置を登録すれ
ば、ＨＬＲ１３１はステップ９０８-２でＭＳＣ１３３からＩＳ－４１登録通知(Registra
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tion Notification)メッセージを受信し、ＭＳＣ１３３にＩＳ－４１ルーティング要請(R
outing Request)メッセージを伝達することにより着信呼処理手順を進行する。以後、進
行過程は、ＭＳＣ１３３と移動端末１との間で進行される一般的な着信呼処理手順等と同
一である。
【００７５】
　活性状態でデータサービス中である移動端末１にサーキット音声呼着信が伝達された場
合であれば、ユーザ設定によって移動端末１はＣＤＭＡ １Ｘ網に転換しないことに決定
し、“６００ BUSY”応答メッセージをＨＳＭＧ１１０に伝達する。これによって、ＨＳ
ＭＧ１１０はＨＬＲ１３１に“Busy”メッセージを伝達する。そして、ＨＬＲ１３１がＩ
Ｓ－４１位置応答(Location Response)メッセージの“Access Denied Reason”パラメー
タ値を“busy”に設定してＧＭＳＣ１３２に伝達することによって、通話中と処理する。
【００７６】
　ＩＰパケット伝達動作
【００７７】
　一方、ＩＰパケット伝達動作に対して説明すれば、次のようである。ここでは、ユーザ
がシンプルＩＰサービスに加入した場合に対してのみ考慮するが、ユーザがモバイルＩＰ
に加入した場合にも移動端末がＳＩＰ登録メッセージの代わりに、モバイルＩＰ要請(Ｒ
ＲＱ)メッセージを使用することを含んで、ＩＰ移動性と関連した幾つかの差異点を除外
すれば、シンプルＩＰの場合とほとんど同一である。
【００７８】
　移動端末が１ｘＥＶ-ＤＯ網、または無線ＬＡＮ/ＭＡＮ網を通じてＩＰ網に接続した場
合、一般的によく知られた既存の定義された手順によってＩＰパケットを移動端末まで伝
達する。本発明は１ｘＥＶ-ＤＯ、または無線ＬＡＮ/ＭＡＮ網を通じてＩＰ網に接続して
データサービスを受信していた移動端末が一定時間の以後、１Ｘアイドル状態に転換した
とき、ＩＰパケット着信がなされる場合に対してのみ説明する。また、１Ｘアクセス網に
接続した移動端末を１ｘＥＶ-ＤＯまたは無線ＬＡＮに転換させるための再転換要請メッ
セージと応答メッセージがＨＳＭＧとＨＬＲとの間に定義されなければならない。このよ
うなメッセージは、ＩＳ－４１に定義された既存のメッセージを活用したり、新しく定義
したりすることができ、本発明では具体的なメッセージ形態に対する説明を省略する。
【００７９】
　図７は本発明の実施形態によって１ｘＥＶ-ＤＯドーマントセッションを維持する移動
端末が、ＣＤＭＡ １Ｘページングチャンネルのみを監視するとき、ＩＰパケットが移動
端末に伝達される動作を示した図である。
【００８０】
　図７を参照すれば、ＰＤＳＮ１２０がステップ１００１でＩＰパケットを受信したとき
、移動端末(ＨＡＴ)１の状態が“on circuit”であるから、ＰＤＳＮ１２０はステップ１
００２でＩＰパケットをバッファーに保存し、要請(INVITE)メッセージをＨＳＭＧ１１０
に伝達する。ＨＳＭＧ１１０はステップ１００３で移動端末１の状態が“on circuit”で
あるから、移動端末１をパケット網に転換させるために再転換(redirection)要請メッセ
ージをＨＬＲ１３１に伝達する。
【００８１】
　ＨＬＲ１３１は、ステップ１００４でＭＳＣ１３１にＩＳ－４１“Information Direct
ive”メッセージを伝達する。ＭＳＣ１３１はステップ１００５乃至ステップ１００６で
ページ要請(Page Request)メッセージのサービスオプション(Service Option)値を５９に
設定して、サーキット基地局制御機(ＢＳＣＣ)１４１に伝達することによって、パケット
網への再転換(redirection)要請が移動端末１まで伝達される。これによって、移動端末
１は１ｘＥＶ-ＤＯアクセス網に転換することを決定すれば、移動端末１はステップ１０
０８乃至ステップ１０１２で１ｘＥＶ-ＤＯ活性状態に遷移してＳＩＰ登録(REGISTER)メ
ッセージをＰＤＳＮ１２０を通じてＨＳＭＧ１１０まで伝達する。すると、ＰＤＳＮ１２
０のバッファーに保存されたＩＰパケットは、移動端末１に伝達される。また、ＰＤＳＮ
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１２０がＨＳＭＧ１１０にＳＩＰ登録メッセージを伝達することによって、ＨＳＭＧ１１
０が移動端末１の状態を“on packet”に管理する。
【００８２】
　一方、本発明の詳細な説明では具体的な実施例に関して説明したが、本発明の範囲から
外れない限り各種変形が可能なことはもちろんだ。具体的に詳述した実施形態ではＰＴＴ
(Push-to-Talk)サービスより迅速な呼設定を遂行する動作を説明したが、本発明を迅速な
呼セットアップを必要とする全ての種類のサービスに適用可能なことに理解されるべきで
ある。
【００８３】
　以上、本発明を具体的な実施形態を参照して詳細に説明したが、本発明の範囲は前述の
実施形態によって限定されるべきではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なもの
の範囲内で様々な変形が可能なことは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明
らかである。
【符号の説明】
【００８４】
　１１０　ＨＳＭＧ
　１２０　パケットデータサービスノード/アクセスルータ
　１３０　ＩＰネットワーク
　１４０　ＣＤＭＡ２０００ １Ｘ（１ＸＲＡＮ）
　１５０　１ｘＥＶ-ＤＯ
　１６０　無線ＬＡＮ/ＭＡＮ網
　１７０　ホームエージェント
　１８０　認証サーバ（ＡＡＡ）

【図１】 【図２】
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