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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムの中断されたパケット通信を復元する方法であって、
　着信呼の通知を受信する工程と、
　保留の時点で、前記パケット通信の少なくとも一部を保留する工程と、
　移動端末と無線ネットワーク間の前記パケット通信に付随する情報として、コンピュー
タ通信プロトコルに従ってネゴシエーションされる少なくとも１つのパラメータを備える
情報を前記移動端末によって記憶する工程と、
　前記移動端末で前記着信呼を受信する工程と、
　前記移動端末と前記無線ネットワーク間の前記パケット通信に付随する情報の少なくと
も一部に基づいて、該移動端末と該無線ネットワーク間の前記保留の時点からの該パケッ
ト通信を復元する工程とを備え、
　前記復元する工程は、前記コンピュータ通信プロトコルの前記少なくとも１つのパラメ
ータの再ネゴシエーションなしで実行される
　ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記保留の時点で、パケット通信の少なくとも一部を保留する工程は、該パケット通信
を介する送受信を中止する工程を更に備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記パケット通信は、前記移動端末と前記無線ネットワークのパケット移動サービス交
換局間のリンクを更に備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのパラメータは、データ通信番号を備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記移動端末と前記無線ネットワーク間の前記パケット通信を確立する工程を更に備え
る
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記移動端末と前記無線ネットワーク間の前記パケット通信を確立する工程は、前記移
動端末と前記無線ネットワーク間で前記コンピュータ通信プロトコルとネゴシエーション
をする工程を更に備える
　　ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記コンピュータ通信プロトコルは、ポイント・ツー・ポイントプロトコルである
　ことを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記移動端末に対し、前記無線ネットワークによって、動的に割り当てられたインター
ネットプロトコルアドレスを予約する工程と
　を更に備えることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記移動端末と前記無線ネットワーク間の前記パケット通信を確立する工程の前に、パ
ケット通信維持機能を起動する工程と
　を更に備えることを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項１０】
　前記パケット通信維持機能を起動する工程は、前記移動端末で前記パケット通信維持機
能を常時起動する工程を更に備える
　ことを特徴とする請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記着信呼は、着信回線呼を備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記記憶する工程の前に、前記移動端末で少なくとも１つのパケットアプリケーション
を初期化する工程と、
　前記少なくとも１つのパケットアプリケーションを再初期化あるいは前記コンピュータ
通信プロトコルの再ネゴシエーションなしで、前記移動端末と前記無線ネットワーク間の
前記保留の時点からの前記パケット通信を復元する工程の後に、前記少なくとも１つのパ
ケットアプリケーションを継続する工程と
　を更に備えることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　無線通信システムにおいて、中断されたパケット通信を復元する移動端末であって、
　メモリと、
　前記移動端末と無線ネットワーク間のパケット通信を確立可能なパケット通信確立回路
と、
　前記無線ネットワークから着信呼ページング信号を処理するように適合されたページン
グ回路と、
　前記メモリに、前記移動端末と前記無線ネットワーク間の前記パケット通信に付随する
情報として、コンピュータ通信プロトコルに従ってネゴシエーションされる少なくとも１
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つのパラメータを備える情報を記憶するように適合されたパラメータ記憶回路と、
　前記ページング回路に応答して、保留の時点で、前記パラメータ記憶回路と連動するパ
ケット通信保留回路と、
　前記移動端末と前記無線ネットワーク間の前記パケット通信に付随する情報の少なくと
も一部に基づいて、前記移動端末と前記無線ネットワーク間の前記保留の時点からの該パ
ケット通信を復元可能なパケット通信復元回路とを備え、
　前記保留は、前記コンピュータ通信プロトコルの前記少なくとも１つのパラメータの再
ネゴシエーションなしで実行される
　ことを特徴とする移動端末。
【請求項１４】
　前記パケット通信保留回路は、前記ページング回路に応答して前記パケット通信を介す
る送受信を中止する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の移動端末。
【請求項１５】
　前記パケット通信確立回路は、前記コンピュータ通信プロトコルに従うリンクとネゴシ
エーションするリンクネゴシエーション回路を更に備える
　ことを特徴とする請求項１３に記載の移動端末。
【請求項１６】
　前記コンピュータ通信プロトコルは、ポイント・ツー・ポイントプロトコルを備える
　ことを特徴とする請求項１５に記載の移動端末。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのパラメータは、インターネットプロトコルアドレスを備える
　ことを特徴とする請求項１３に記載の移動端末。
【請求項１８】
　前記無線ネットワークへ少なくとも１つの信号を送信することによってパケット通信維
持機能を起動するように構成された起動回路と
　を更に備えることを特徴とする請求項１３に記載の移動端末。
【請求項１９】
　前記パケット通信保留回路は、前記ページング回路が着信回線呼に対する着信呼ページ
ング信号を処理する場合の前記ページング回路に応答して、前記パラメータ記憶回路と連
動する
　ことを特徴とする請求項１３に記載の移動端末。
【請求項２０】
　無線通信システムにおいて、中断されたパケット通信を復元する無線ネットワークであ
って、
　メモリと、
　移動端末と前記無線ネットワーク間のパケット通信を確立可能なパケット通信確立回路
と、
　前記メモリに、前記移動端末と前記無線ネットワーク間の前記パケット通信に付随する
情報として、コンピュータ通信プロトコルに従ってネゴシエーションされる少なくとも１
つのパラメータを備える情報を記憶するように適合されたパラメータ記憶回路と、
　前記移動端末からのページング受信信号に応答して、保留の時点で、前記パラメータ記
憶回路と連動するパケット通信保留回路と、
　前記移動端末と前記無線ネットワーク間の前記パケット通信に付随する情報の少なくと
も一部に基づいて、前記移動端末と前記無線ネットワーク間の前記保留の時点からの該パ
ケット通信を復元可能なパケット通信復元回路とを備え、
　前記保留は、前記コンピュータ通信プロトコルの前記少なくとも１つのパラメータの再
ネゴシエーションなしで実行される
　ことを特徴とする無線ネットワーク。
【請求項２１】
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　前記パケット通信保留回路は、前記移動端末からの前記ページング受信信号に応答して
前記パケット通信上の送受信を中止する
　ことを特徴とする請求項２０に記載の無線ネットワーク。
【請求項２２】
　前記パケット通信確立回路は、前記コンピュータ通信プロトコルに従うリンクとネゴシ
エーションするリンクネゴシエーション回路を更に備える
　ことを特徴とする請求項２０に記載の無線ネットワーク。
【請求項２３】
　前記コンピュータ通信プロトコルは、ポイント・ツー・ポイントプロトコルである
　ことを特徴とする請求項２２に記載の無線ネットワーク。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つのパラメータは、データ通信番号を備える
　ことを特徴とする請求項２０に記載の無線ネットワーク。
【請求項２５】
　前記移動端末からの少なくとも１つの起動信号を受信した後に、パケット通信維持機能
を起動するように構成される起動回路と
　を更に備えることを特徴とする請求項２０に記載の無線ネットワーク。
【請求項２６】
　前記パケット通信保留回路は、前記移動端末に対するインターネットプロトコルアドレ
スを予約する
　ことを特徴とする請求項２０に記載の無線ネットワーク。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明の技術分野
本発明は、一般的な通信分野に関するものであり、特に、無線通信システムの中断データ
通信を維持し、高速に回復する方法及びシステムに関するものである。
　　　関連技術の説明
移動体無線通信は、安全性、利便性及び効率性の点でますます重要になってきている。主
要な移動体通信の１つには、セルラー式通信がある。セルラーフォンは、例えば、車内、
かばんの中、さいふの中、ポケットの中にさえも携帯され得る。これらのセルラーフォン
は、回線交換音声通信とパケット交換データ通信の両方を提供することができる。
【０００２】
回線交換音声通信は、典型的には、ある無線加入者から付随する無線ネットワークシステ
ム（例えば、地上移動通信網（ＰＬＭＮ））を介する別の無線加入者、あるいはある無線
加入者から公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）を介する地上線加入者あるいはサービス統合デジ
タル網（ＩＳＤＮ）加入者へ音声を配信するために使用される。パケット交換データ通信
は、現在通信中にあるセルラーフォンの無線ネットワークシステムへ直接情報パケットを
送信するために使用される。パケット交換データ接続は、無線ネットワークシステムから
、例えば、インターネットのような公衆ネットワークあるいは法人ローカルエリアネット
ワーク（ＬＡＮ）のような専用ネットワークへ情報データパケットを転送する回線として
使用されても良い。
【０００３】
セルラー式通信及びデータパケット送信の両方がそれぞれ独立して普及する一方で、２つ
の技術は集束している。例えば、無線ネットワークの多くの加入者は、現在、インターネ
ットへアクセスあるいはそればかりか自身のセルラーフォンあるいは他の無線端末を介し
てデータパケット交換を使用している。つまり、無線加入者は、例えば、別のＰＬＭＮあ
るいはＰＳＴＮ加入者へ／からデータパケットを送信／受信することができ、加えて、Ｐ
ＬＭＮあるいはＰＳＴＮを介する音声通信を使用することができる。
【０００４】
無線ネットワークシステムの加入者は、付加的に自身のセルラーフォンを使用して、セル
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ラー式通信システムに通じた自身のセルラープロバイダで利用可能な様々なサービスを起
動できる。このようなサービスの例としては、音声メール、着信転送、着信待機がある。
一般的には、着信待機サービスは、第１の呼で接続している加入者へ、セルラーネットワ
ークによって第２の着信音声呼を受信していることを示す通知を提供する。次に、加入者
は、その通知を無視するあるいは第２の着信音声呼を受信するのどちらかの選択を行うこ
とができる。
【０００５】
近年発達してきた無線ネットワークシステムでは、パケット交換データ接続中に、音声ペ
ージングが可能であり、そうすることで、加入者は、着信音声呼が検出される場合の通知
を受けることができる。換言すれば、着信待機型の特徴は、選択的に、着信回線交換音声
呼の場合にパケット交換データ接続を中断するように構成することができる。しかしなが
ら、これらに関連するいくつかの近年のセルラー式システムでさえも、着信回線交換音声
呼によるパケット交換データ接続の中断は、任意のネゴシエートされたコンピュータ通信
プロトコルを含むパケット交換データ接続を完全に切断してしまう。パケット交換データ
接続及び回線交換音声呼の両方を同時に維持することは、２つのチャネル（及び、たいて
いは、２種類の周波数）上を同時に動作（例えば、送信／受信）できる複雑でコストのか
かるセルラーフォンを必要とする。その結果、従来の無線ネットワークで標準セルラーフ
ォンを使用する場合、加入者は、パケット交換データチャネルを再取得し、かつ音声呼の
中断の完了後に中断されたデータ接続を再確立するためにコンピュータ通信プロトコルの
再ネゴシエーションを行わなければならない。それゆえ、複雑でコストのかかるセルラー
フォンを使用することなく、パケット交換データ接続中の着信音声呼を受信できることが
要求されている。
【０００６】
データ通信を管理するコンピュータ通信プロトコルのネゴシエーションは、時間がかかる
ことがある。また、現在使用されている任意のパケットアプリケーションは、中断中は停
止され、それゆえ、パケット交換データ接続の再確立後に、再度初期化されなければなら
ない。更に、加入者は、コンピュータ通信プロトコルの再ネゴシエーションが難しくなり
、そして、パケット交換データ通信を再確立することは、途方もなく時間がかかることに
なる、あるいはほとんど不可能になる。
【０００７】
このように、無線通信システムにおける従来の処理は、着信回線交換音声接続における着
信待機型の通知に対する応答に対し、例えば、その着信回線交換音声接続の受信による中
断後に、パケットデータ通信を高速にあるいは容易に再確立することができない。
　　　本発明の要約
本発明は、中断中に維持され、その後、高速に復元されるパケットデータ通信における呼
待機型サービスを実現する方法及びシステムを提供する。パケットデータ通信維持呼待機
機能は、常時あるいは呼単位のどちらかで加入者によって起動される。維持起動要求は、
パケットデータ通信が最初に確立する場合に、要求している移動局（ＭＳ）によって送信
されることが好ましい。
【０００８】
要求しているＭＳは、まず、そのＭＳに現在付随する無線ネットワークへのパケットデー
タアップリンクの初期化を試行する。一旦取得されると、ＭＳに付随するデータ端末装置
（ＤＴＥ）とそれに関連する無線ネットワークは、ポイント・ツーポイントプロトコル（
ＰＰＰ）のようなコンピュータ通信プロトコルとネゴシエーションをする。互いに認識さ
れたコンピュータ通信プロトコルは、加入者のＤＴＥから無線ネットワーク内の与えられ
たポイントへのリンクに送信されるべき情報の下で、フレームと他のパラメータを判定す
る。例えば、パケットデータ通信が確立する場合に、動的データ通信番号（ＤＣＮ）がＤ
ＴＥ／ＭＳに割当られる。ＰＰＰネゴシエーションは、単独で、確立、認証及びネットワ
ークフェーズを含む５つのフェーズを含んでいる。例えば、様々なカプセル化フォーマッ
トオプションがＰＰＰに対し判定され、最終的には、情報スループットがネットワークフ
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ェーズで得られる。ＰＰＰリンクが一旦ネゴシエーションされると、ＤＴＥ／ＭＳはネッ
トワークへ／からのユーザパケットデータ転送を初期化する。
【０００９】
着信音声呼通知メッセージがＭＳで受信される場合、加入者は、着信音声呼を受信するこ
とを決定する。受信される場合、パケットデータセッションが、ＰＰＰ（あるいは他のプ
ロトコル）リンクのネゴシエーションされたパラメータを記憶することによって保留され
る。ネゴシエーションされたパラメータは、ＤＴＥのメモリと無線ネットワークに記憶さ
れる。着信音声呼を受信した後、ＭＳは、音声呼を終了する。
【００１０】
音声呼完了通知メッセージは、維持された情報を使用して保留パケットデータセッション
の再確立を起動する。記憶されたネゴシエーションされたパラメータは再起動され、ＰＰ
Ｐリンクの再ネゴシエーションを必要とすることなくリンクが復元される。加えて、タイ
ムアウトしていない任意のパケットデータアプリケーションは、それらを再初期化するこ
となく継続される。
【００１１】
本発明の重要な技術的効果は、加入者に、呼待機型サービスのオプションが提供されるこ
とである。
【００１２】
本発明の別の重要な技術的効果は、中断中のパケット交換データ接続の一部を維持するオ
プションを用いて、加入者がパケット交換データ接続を確立することである。
【００１３】
本発明の更なる重要な技術的効果は、加入者のＭＳ／ＤＴＥが、パケット交換データ接続
を介して回線交換音声呼に対するページング通知メッセージを受信する場合に、パケット
データ通信のコンピュータ通信プロトコルパラメータを記憶できることである。
【００１４】
本発明の更なる重要な技術的効果は、回線交換音声呼の切断後に、パケットデータ通信の
記憶されたパラメータを高速にかつ容易に復元できることである。
【００１５】
本発明の情報の特徴及び他の特徴は、図面に示される例示を参照して、以降に詳細に説明
される。図示の目的及び理解のために説明する実施形態が提供され、いくつか等価実施形
態が本明細書で考慮されることを当業者は理解するであろう。
　　　図面の詳細な説明
本発明の実施形態及びその効果は、図１～図４を参照することによって最も良く理解され
、図面中の同一部分は同一の参照番号を使用する。
【００１６】
日本のパーソナルデジタルセルラー式システム（ＰＤＣ）（ＲＣＲ　ＳＴＤ－２７Ｆ）（
以前は、日本デジタルセルラー式システム（ＪＤＣ）と呼ばれていた）に対するエアーイ
ンタフェースの構成を、本発明の実施形態を説明するために使用する。しかしながら、本
発明の原理が他の無線通信規格（あるいはシステム）、特に、予め存在するパケット交換
データ接続中の着信呼の存在が通知される移動局を有するものに適用可能であることが理
解されるべきである。
【００１７】
図１を参照すると、本発明で効果的に実行される無線通信システム及び移動局／データ端
末装置が示されている。無線通信における無線通信ネットワークシステム１８０とＭＳ／
ＤＴＥ１３０は、一般的には、エリア１００で示される。ＭＳ／ＤＴＥ１３０はセル１９
０内に配置され、このセル１９０は基地局（ＢＳ）１７０を含んでいる。無線システム１
８０とそれに接続されたＢＳ１７０の一部として、パケット移動サービス交換局（ＰＭＳ
Ｃ）１１０が、ＰＭＳＣメモリ１２０とＰＭＳＣ処理ユニット１２５を含むように示され
ている。無線ネットワーク１８０の他の構成は、本発明を不明瞭にするので省略している
。また、ＭＳ／ＤＴＥ１３０は、ＭＳメモリ１４０、ＭＳ処理ユニット１４５、ＤＴＥメ
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モリ１３５、ＤＴＥ処理ユニット１３７を含むように示されている。
【００１８】
ＭＳ及びＤＴＥは、情報リンクによって接続されて示され、参照番号１３０によって接続
された状態で示されている。ＭＳ／ＤＴＥ１３０のＭＳ部は携帯移動電話として示されて
いるが、ＭＳ／ＤＴＥ１３０のＭＳ部が車載セルラーフォンのような任意の無線端末であ
っても良いことに注意すべきである。加えて、ＭＳ／ＤＴＥ１３０のＭＳ部及びＤＴＥ部
は別ユニットとして示されているが、統合されていても良く、ＭＳメモリ１４０及びＤＴ
Ｅメモリ１３５は単一のメモリであっても良く、更に、ＭＳ処理ユニット１４５及びＤＴ
Ｅ処理ユニット１３７は単一の処理ユニットであっても良い。実際には、ＭＳ／ＤＴＥ１
３０は、移動端末として接続されて示され、これには、無線機能を有する任意の電子計算
構成要素を含んでいる。無線ネットワーク１８０が、実際には、ＭＳ／ＤＴＥ１３０を含
まないように、破線外に拡張される（例えば、セル１９０を含むように）ことも理解され
るべきである。
【００１９】
ＭＳ／ＤＴＥ１３０は、ＢＳ１７０を介する無線ネットワーク１８０のＰＭＳＣ１１０を
有する無線通信内に存在する。ＰＭＳＣメモリ１２０、ＭＳメモリ１４０及びＤＴＥメモ
リ１３５は、ＰＭＳＣ１１０及びＭＳ／ＤＴＥ１３０に対して必要な情報を記憶できるよ
うに構成され、エリア１００内でそれぞれの機能を実行する。同様に、ＰＭＳＣ処理ユニ
ット１２５、ＭＳ処理ユニット１４５及びＤＴＥ処理ユニット１３７は、エリア１００内
のＰＭＳＣ１１０及びＭＳ／ＤＴＥ１３０に対するそれぞれの機能を実行できるように構
成される。ＰＭＳＣメモリ１２０及びＰＭＳＣ処理ユニット１２５は互いに、（例えば、
ソフトウェア、ハードウェアあるいはファームウェアからの）実行可能コードと併せて、
ＰＭＳＣ及び本発明の標準タスクの両方を達成するための回路を構成する。これに対応し
て、ＭＳメモリ１４０、ＤＴＥメモリ１３５、ＭＳ処理ユニット１４５及びＤＴＥ処理ユ
ニット１３７は、互いに実行可能コード（例えば、ソフトウェア、ハードウェアあるいは
ファームウェアからの）と併せて、ＰＭＳＣ及び本発明の標準タスクの両方を達成するた
めの回路を構成する。
【００２０】
また、パケット交換データ接続１５０及び回線交換接続１６０は、ＢＳ１７０とＭＳ／Ｄ
ＴＥ１３０間の無線送信の実行が可能になるように示されている。回線交換接続１６０は
、例えば、音声あるいはファックスデータのどちらかを送信／受信できる。パケット交換
データ接続１５０は、典型的には、パケット接続の離散特性によってデータ情報を送信／
受信できる。しかしながら、パケット交換データ接続１５０は、例えば、音声（例えば、
伝送制御プロトコル／インターネットプロトコル（ＴＣＰ／ＩＰ）を介する音声）を送信
／受信するために使用されても良い。
【００２１】
ＭＳ／ＤＴＥ１３０がコンピュータ通信プロトコルに従って情報交換を行う場合（例えば
、加入者によって選択されたアプリケーションがＰＰＰを使用するから）、ＭＳ／ＤＴＥ
１３０は、まず、無線ネットワークでの接続を確立する。ＭＳ／ＤＴＥ１３０は、まず、
デジタル移動体チャネル（ＬＡＰＤｍ）に対するリンクアクセス処理に従うチャネルを「
取得」する。ＭＳ／ＤＴＥ１３０は、特定チャネルに対するアイドル指示が検出されるま
で待機する。次に、ＭＳ／ＤＴＥ１３０は、（おそらく）マルチフレームの情報セットの
第１フレームを送信する。続いて、ＭＳ／ＤＴＥ１３０は、受信、処理、ダウンリンク方
向の部分エコー（ＰＥ）と計算されたＰＥとの比較によって特定チャネルを受信したこと
の確認を試行する。ＰＥが一致する場合、ＭＳ／ＤＴＥ１３０は、マルチフレームの情報
セットの残りのフレームを送信できる。
【００２２】
例をあげると、ＰＤＣ内では、ユーザパケットデータを送信するために使用することがで
きる双方向のポイント・ツー・ポイントチャネルであるＵＰＣＨが存在する。アップリン
ク方向のＵＰＣＨは、ランダムアクセスタイプであり、例えば、パケット交換データ接続
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１５０となる。一方、回線交換接続１６０は、少なくともトラフィックチャネル（ＴＣＨ
）によって例示される。ＴＣＨは、符号化音声及びユーザデータを送信するために使用さ
れるポイント・ツー・ポイントの双方向チャネルである。
【００２３】
ＭＳ／ＤＴＥ１３０が無線ネットワーク１８０で接続を確立した後、ＭＳ／ＤＴＥ１３０
は、同位（peer）でコンピュータ通信プロトコル（例えば、ＰＰＰ）とネゴシエーション
する。同位は、例えば、（無線ネットワーク１８０の直接ＰＰＰ送信／受信である場合の
）ＰＭＳＣ１１０であり、あるいはネットワークアクセスサーバ（ＮＡＳ）であり、この
ＮＡＳは、（無線ネットワーク１８０がデータ通信用回線である場合の）インターネット
アクセスを達成するＭＳ／ＤＴＥ１３０の加入者を通して、インターネットサービスプロ
バイダ（ＩＳＰ）に付随する。
【００２４】
図２を参照すると、ＰＰＰに従って実行される通信の様々なフェーズの状態図が示される
。状態図は、一般的に２００で示される。ＰＰＰの代わりに数々の他のコンピュータ通信
プロトコルが本発明に併せて使用されても良いことに注意すべきである。ＰＰＰには、通
信用パラメータを判定するいくつかのサブプロトコルが含まれている。ＭＳ／ＤＴＥ１３
０と無線ネットワーク１８０間のシリアルリンクパラメータの管理は、リンク制御プロト
コル（ＬＣＰ）によって行われる。ＬＣＰは、リンク関連パラメータ（例えば、カプセル
化フォーマットオプション）を自動的に構成し、かつ終了フェース中のリンクを切断する
ために使用される。ＰＰＰリンクの各終了では、まず、ＬＣＰパケットを送信して、デー
タリンクを構成しテストする。
【００２５】
状態図２００では、リンクはデッドフェーズ２１０で開始し、終了する。ＬＣＰデータパ
ケットは、確立フェーズ２２０中のリンクの各両側から送信される。また、他の構成オプ
ションは、確立フェーズ２２０にセットできる。リンクが確立されている場合、次に、「
オープン化」遷移は、認証フェーズ２３０に遷移する。認証は、加入者の待機中に多少の
時間を使用することができる。しかしながら、認証フェーズ２３０はオプションであるこ
とに注意すべきである。
【００２６】
認証が正常に実行される場合（あるいは全く実行されない場合）、ＰＰＰ処理は、ネット
ワークフェーズ２４０に遷移する。ネットワークフェーズ２４０では、様々なネットワー
ク制御プロトコル群（ＮＣＰ群）が、様々なプロトコルの下、通信用に開放されても良い
。あるＮＣＰはインターネットプロトコル制御プロトコル（ＩＰＣＰ）であり、これは、
ＩＰレイヤで必要な特定の付加パラメータを設定しかつ構成するために使用される。ＩＰ
ＣＰ下の設定が失敗あるいはネットワークフェーズ２４０のＩＰＣＰセッションが終了す
る場合、「クロージング」遷移が発生する。終了フェーズ２５０は、「クロージング」遷
移かつ／あるいは「失敗」遷移の後に行う。また、終了フェーズ２５０は、ＬＣＰを介し
て動作する。続いて、状態図２００は、終了フェーズ２５０の後にデッドフェーズ２１０
に復帰する。
【００２７】
図３を参照すると、本発明に従うパケット交換データ通信を維持しかつ復元するシーケン
ス図が示される。このシーケンス図は、通常、参照番号３００で示される。シーケンス図
３００には、ＤＴＥ／ＭＳ１３０、パケット交換ＰＤＣネットワーク部３５０、回線交換
ＰＤＣネットワーク部３６０が示されている。パケット交換ＰＤＣネットワーク部３５０
は、パケット交換データ接続１５０（例えば、ＰＤＣのＵＰＣＨを介する通信）に対応す
る。回線交換ＰＤＣネットワーク部３６０は、回線交換接続１６０（例えば、ＰＤＣのＴ
ＣＨを介する通信）に対応する。
【００２８】
本発明の実施形態の構成に従えば、データ通信維持着信待機型機能は、ＤＴＥ／ＭＳ１３
０の加入者によって起動される。データ通信維持着信待機型機能は、中断後の予めネゴシ
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エーションされたコンピュータ通信プロトコルの継続を容易にする。
【００２９】
このデータ通信維持着信待機型機能は、２つの方法例：常時あるいは呼単位で加入者によ
って起動されても良い。常時起動技術を用いて、データ通信維持着信待機型機能が一旦起
動されると、加入者がこの機能を停止するまで、一連のパケット交換データ接続に対する
加入者のＤＴＥ／ＭＳ１３０の動作を維持する。呼単位起動技術を用いて、データ通信維
持着信待機型機能は、その機能が要求される単一のパケット交換データ接続それぞれに対
する加入者によって起動される。
【００３０】
しかしながら、呼単位起動技術あるいは常時起動技術のどちらにおいても、ＤＴＥ／ＭＳ
１３０は、パケット交換データ接続の初期確立（例えば、各パケットセッション確立）中
に、コンピュータ通信プロトコルのパラメータを維持することを要求することが好ましい
。そのため、本発明は、ＰＤＣのエアインタフェースを改良しないで実行されても良い。
例えば、データ通信維持着信待機型機能は、オペレータ特定情報とするパケット通信登録
メッセージで無線ネットワーク１８０を通過しても良い。実際の登録に先だって、加入者
によって実行される専用アプリケーションを必要としない。
【００３１】
シーケンス図３００では、呼単位起動技術で説明されている。まず、加入者は、一連のパ
ケット交換データ接続に対しデータ通信維持着信待機型機能（例えば、「「ＰＰＰ維持」
をマークする」）の起動を行う。この機能の起動（かつ次の要求）は、ＤＴＥ／ＭＳ１３
０のＭＳ部あるいはＤＴＥ部のどちらかで生成することができる。次に、加入者は、アプ
リケーションを開始（例えば、初期化）する（３０２）。パケット通信登録要求（「PktC
ommRegReq」）が、ＤＴＥ／ＭＳ１３０によって、コマンド「ＰＰＰ維持」でパケット交
換ＰＤＣネットワーク部３５０へ送信される（３０４）。上述したように、パケットセッ
ション情報を維持するための指示は、例えば、ＰＤＣ規格への関与を避けるためにオペレ
ータ特定技術のパケット通信登録要求メッセージで決定することができる。パケット交換
ＰＤＣネットワーク部３５０で、パケットセッションは、「ＰＰＰ維持」の通知で確立さ
れる（３０６）。パケット通信登録応答（「PktCommRegResp」）メッセージは、パケット
交換ＰＤＣネットワーク部３５０によって、ＤＴＥ／ＭＳ１３０へ送信される（３０８）
。
【００３２】
ＰＰＰ接続は、２つの同位層間、つまり、ＤＴＥ／ＭＳ１３０（例えば、好ましくは、Ｄ
ＴＥ部）とパケット交換ＰＤＣネットワーク部３５０（例えば、好ましくは、ＰＭＳＣ１
１０）間でネゴシエーションされる（３１０）。ＰＰＰ接続のネゴシエーションは、数秒
かかっても良い。この時点で、ＤＴＥ／ＭＳ１３０は、ネゴシエーション中のコンピュー
タ通信プロトコル（例えば、ＰＰＰ）の少なくとも一部によってパケット交換データ接続
を確立する。ＰＰＰ接続はパケットセッションでネゴシエーションされるので、パケット
データアプリケーションは、この時点で、ユーザデータ（例えば、ＩＰパケット）を送信
できる。パケットデータアプリケーションの初期化の前にＰＰＰ接続がネゴシエーション
されない場合に、そのパケットデータアプリケーションの初期化の応答として自動的にネ
ゴシエーションすることができる。ＰＰＰ接続のネゴシエーションが時には手動で実行さ
れなければならないことに注意すべきであり、これは、付加的な要素であり得る。本発明
は、この拡張（手動）処理を効果的に省略することができる。また、着信音声呼中にタイ
ムアウトしないパケットデータアプリケーションの再初期化の必要性を排除することは、
大幅に時間を節約する。
【００３３】
図３を続けて参照すると、ＤＴＥ／ＭＳ１３０の加入者に対する無線ネットワーク１８０
（具体的には、回線交換ＰＤＣネットワーク部３０６）で、（例えば、ＰＳＴＮあるいは
ＰＬＭＮに存在する）呼群から着信音声呼が受信される（あるいは無線ネットワーク１８
０の任意の場所から生成される）（３１２）。音声ページ要求（「VoicePageReq」）メッ
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セージが、回線交換ＰＤＣネットワーク部３６０からパケット交換ＰＤＣネットワーク部
３５０へ送信される（３１４）。パケット交換ＰＤＣネットワーク部３５０を介して、Ｄ
ＴＥ／ＭＳ１３０は、ＵＰＣＨを介する音声ページ要求（「VoicePageReq」）メッセージ
を受信する。この音声ページ要求は、本発明のＰＤＣ内の呼待機型機能の実施例の構成で
ある。本例では、加入者は、着信音声呼の受信を行い、ＤＴＥ／ＭＳ１３０は、ＵＰＣＨ
上で音声ページ応答（「VoicePageResp」）メッセージを着信音声呼を受信するパケット
交換ＰＤＣネットワーク部３５０へ送信する（３１８）。
【００３４】
ＤＴＥ／ＭＳ１３０は、パケットセッションを起動し、パケットデータ通信のネゴシエー
ションされたパラメータ（例えば、「ＰＰＰ情報」）を維持する（３２０）。このパラメ
ータは、ＤＴＥ／ＭＳ１３０によって記憶され、好ましくは、ＤＴＥメモリ１３５に記憶
される。このパラメータがＭＳメモリ１４０に記憶されていも良いことを理解されるべき
である。また、ＤＴＥ／ＭＳ１３０のＭＳ部及びＤＴＥ部の関数、機能及びパッケージを
マージして、上記の２つのメモリもマージすることができる。
【００３５】
記憶されたパラメータは、ネゴシエーションされたＰＰＰ情報の少なくとも一部を含むこ
とが好ましい。ＰＰＰリンクに対してネゴシエーションされ、記憶されることが有効な情
報の一例としては、ＤＣＮがある（例えば、ＩＰアドレス）。実際には、現在の標準ＰＰ
Ｐ技術及び典型的な動的ＤＣＮアドレス割当の下、ＤＣＮは、新規のＰＰＰネゴシエーシ
ョンなしに実行中のアプリケーションを継続するために記憶されなければならない。記憶
されることが有効なネゴシエーションＰＰＰ情報の他の例としては、ＶＪヘッダ圧縮が有
効であるかのＰＰＰ状態とヘッダ圧縮キャッシュオプションがある。
【００３６】
また、無線ネットワーク１８０（例えば、ＰＭＳＣ１１０）のＰＰＰ終了時には、パケッ
ト交換データ接続のパラメータを（例えば、ＰＭＳＣメモリ１２０で）記憶する。換言す
れば、パケット交換ＰＤＣネットワーク部３５０は、パケットセッションを起動し、パケ
ットデータ通信のパラメータ（例えば、「ＰＰＰ情報」）を維持する（３２２）。パケッ
ト交換ＰＤＣネットワーク部３５０によって記憶されるパラメータは、上述のＤＴＥ／Ｍ
Ｓ１３０によって同様にして記憶される。
【００３７】
続いて、ＤＴＥ／ＭＳ１３０は、音声ページ応答（「VoicePageResp」）メッセージを着
信呼を受信する回線交換ＰＤＣネットワーク部３６０へ送信する（３２４）。音声呼の確
立に先立って、パケットセッションが起動される（例えば、ＤＴＥ／ＭＳ１３０とパケッ
ト交換ＰＤＣネットワーク部３５０間のエアインタフェースのレイヤ１からレイヤ３が起
動される）。次に、音声呼が、周知の処理に従って、回線交換ＰＤＣネットワーク部３６
０とＤＴＥ／ＭＳ１３０間で確立される。次に、周知の処理に従って、音声呼が処理され
、音声呼の終了がＤＴＥ／ＭＳ１３０１３０によって初期化される（３２８）。そして、
回線交換ＰＤＣネットワーク部３６０は、ＤＴＥ／ＭＳ１３０へ、復旧完了（「RelComp
」）メッセージを送信し、音声呼が終了したことを通知する。
【００３８】
ＤＴＥ／ＭＳ１３０によるRelCompメッセージの受信は、新規のパケットデータ登録を起
動し、これは、コンピュータ通信プロトコルデータ接続パラメータがＤＴＥメモリ１３５
に記憶されるからである（また、フラグが選択的にＭＳメモリ１４０に設定される）（３
３２）。ＤＴＥ／ＭＳ１３０は、コマンド「ＰＰＰ維持」を用いて、パケット通信登録要
求（「PktCommRegReq」）メッセージをパケット交換ＰＤＣネットワーク部３５０へ送信
する（３３４）。次に、パケット交換ＰＤＣネットワーク部３５０は、ＰＭＳＣメモリ１
２０内に記憶されるコンピュータ通信プロトコルデータ通信のパラメータを検索すること
によって、前のパケットデータセッションを再確立する。ここで、パケットデータセッシ
ョン通信は、ＰＰＰの再ネゴシエーションなしで継続することができる。また、パケット
交換ＰＤＣネットワーク部３５０は、パケットデータ通信が「ＰＰＰ維持」処理の下で継
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続されていることを通知する。
【００３９】
有利な点としては、本発明の原理を適用する場合には、音声呼の中断後に（図２を参照し
て説明されるような）コンピュータ通信プロトコルを改めてネゴシエーションする必要は
ない。また、ＤＴＥ／ＭＳ１３０は、中断している音声呼の受信に先立って実行している
パケットデータアプリケーションを再起動する必要はない。中断前に実行され、かつその
後（タイムアウトがないかぎり）継続されるパケットデータアプリケーションの一例には
、（ａ）ネットワーク側で情報を生成する配車型アプリケーション（例えば、配送サービ
ス、タクシー車両等）、（ｂ）ｅメール通知、（ｃ）プッシュ型情報（例えば、試合結果
、トラフィック情報、最新株価情報）、（ｄ）ＰＬＭＮを介すページングデータの転送と
がある。
【００４０】
それゆえ、加入者パケットデータアプリケーションは、そのアプリケーション自身の再初
期化あるいはＰＰＰ接続の再ネゴシエーションなしで処理される。ＰＰＰ接続が手動でネ
ゴシエーションすることを必要とする状況におけるＰＰＰ再ネゴシエーションの排除は、
特に、有益なことである。いくつかの付加価値サービスが加入者へ提供されるので、オペ
レータがこの機能を持つことができることに注意すべきである。最も注意すべき点は、呼
の中断後にパケットアプリケーションが継続する場合の膨大な時間が節約されることであ
る。また、多くの加入者は、自身のＤＴＥ／ＭＳ１３０に対し動的な割当ＩＰアドレスを
受信する。ＩＰアドレス容量は可変なネットワークリソースであるので、呼が中断中にＩ
Ｐアドレスを予約するためにその容量が確保されても良い。
【００４１】
図４を参照すると、本発明に従うパケット交換データ通信を維持し回復する方法がフロー
チャート形式で示されている。このフローチャートは、通常、参照番号４００で示される
。フローチャート４００では、常時起動技術で示される。まず、加入者は、ＤＴＥ／ＭＳ
を介して基本的には常時、パケットデータ通信維持呼待機型機能を起動する（ステップ４
０５）。ＤＴＥ／ＭＳは、起動コマンドを記録し、その後（加入者によって停止されるま
で）、パケットデータセッションを確立するメッセージ内にパケット通信維持要求を含ま
せる。
【００４２】
ある連続した時間中に、（おそらく、加入者のコマンドで）ＤＴＥ／ＭＳは、１つ以上の
パケットデータアプリケーションを初期化する（ステップ４１０）。本例では、少なくと
も１つのパケットデータアプリケーションが、パケットデータセッションの確立を自動的
に要求する（ステップ４１５）。常時起動技術が使用されるので、この要求には、コンピ
ュータ通信プロトコルパラメータを維持するためのコマンドを含んでいる。次に、ＤＴＥ
／ＭＳは、コンピュータ通信プロトコル（例えば、図２を参照して上述されたＰＭＳＣと
ＤＴＥ／ＭＳ間のＰＰＰ）とネゴシエーションする（ステップ４２０）。次に、ＤＴＥ／
ＭＳは確立したパケットデータ通信を介してパケットデータの送受信を行う（ステップ４
２５）。
【００４３】
そして、現在のパケットデータ通信中に、無線ネットワークシステムは、着信呼（音声、
ファックデータ等）を受信する（ステップ４３０）。次に、無線ネットワークシステムは
、ＤＴＥ／ＭＳの着信呼を通知し、ここで、本例の音声呼が処理される（ステップ４３５
）。ＤＴＥ／ＭＳは、着信音声呼の受信を行う（ステップ４４０）。パケットデータ通信
の維持及び高速再確立を可能にするために、ＤＴＥ／ＭＳは、コンピュータ通信プロトコ
ルパラメータを保存する（例えば、メモリに記憶する）（ステップ４４５）。また、無線
ネットワークシステム（例えば、ＰＭＳＣ）もコンピュータ通信プロトコルパラメータを
記憶する（ステップ４５０）。
【００４４】
次に、ＤＴＥ／ＭＳ及び無線ネットワークシステムによって着信音声呼が処理される（ス
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テップ４５５）。着信音声呼が終了された後、無線ネットワークシステムは、ＤＴＥ／Ｍ
Ｓへ音声呼が完了したことを示す信号を出力する（ステップ４６０）。この呼完了信号は
、保留されているパケットデータセッションを再確立するためにＤＴＥ／ＭＳによる要求
を発行する（ステップ４６５）。次に、ＤＴＥ／ＭＳ及び無線ネットワークシステムは、
記憶されたコンピュータ通信プロトコルパラメータを復元する（ステップ４７０）。ＤＴ
Ｅ／ＭＳ上で既に初期化されたパケットデータアプリケーションは、それらがタイムアウ
トされていない場合に実行を再開／継続する（ステップ４７５）。
【００４５】
有利な点としては、フローチャート４００は、コンピュータ通信プロトコルの再ネゴシエ
ーションあるいはパケットデータアプリケーションの再初期化する処理を必要としない。
つまり、加入者は、着信呼の中断の終了後のパケットデータ送受信を高速に再開／継続す
ることができる。予め存在するパケットデータ通信を高速に復元するばかりでなく、新規
のパケットデータ通信の確立を試行する処理以上のより多くの処理を実行する。
【００４６】
情報パケットがＮＡＳを経由してインターネットへ転送される場合の実施形態では、ＤＴ
Ｅ／ＭＳが着信呼を受信しながらＰＭＳＣとＮＡＳ間に依存するＰＰＰを維持するように
無線ネットワークシステムが構成されることが説明されるべきである。つまり、ＤＴＥ／
ＭＳとインターネット間のＰＰＰ経路は、着信音声呼の完了後に高速に復元できる。
【００４７】
本発明の方法及びシステムは、上述の詳細説明及び図面とで説明したが、本発明が開示さ
れた実施形態に限定されず、添付の請求項によって説明され、かつ定義される本発明の精
神から逸脱しない様々な再構成、変形及び代替が可能であることが理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明が効果的に実行される無線通信システムと移動局／データ端末装置を示
す図である。
【図２】　ＰＰＰに従って作用する通信の様々なフェーズの状態図である。
【図３】　本発明に従うパケット交換データ通信維持及び復元シーケンスを示す図である
。
【図４】　本発明に従うパケット交換データ通信を維持し、かつ復元する方法のフローチ
ャートである。
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