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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信ネットワークにおいて移動局（１０）を有する常時オンのワイヤレス通
信リンクを維持するように構成されているパケットデータサービングノード（ＰＤＳＮ）
（１６、２５）であって、
　該ＰＤＳＮ（１６、２５）は、
　該ＰＤＳＮ（１６、２５）がパケットデータセッション（４３０）に入ると、開始され
るように構成されている無活動タイマー（４３０）と、
　無活動タイマーの推定モジュール（３３０）をセットするために、該移動局（１０）に
よって用いられるスタート値の推定（３３５）を該移動局（１０）に送信するように構成
されているトランシーバ（４２２）であって、該スタート値の推定（３３５）は、該無活
動タイマー（４３０）のスタート値の関数である、トランシーバ（４２２）と、
　該トランシーバ（４２２）に結合されているプロセッサ（４２０）であって、該移動局
（１０）と該ＰＤＳＮ（１６、２５）との間のデータトラフィックに対して、該移動局（
１０）と該ＰＤＳＮ（１６、２５）との間の該常時オンのワイヤレス通信リンクをモニタ
するように構成されているプロセッサ（４２０）と、
　該プロセッサ（４２０）と該無活動タイマー（４３０）とに結合されている常時オンの
ＰＤＳＮモジュール（４１５）であって、該プロセッサ（４２０）がデータトラフィック
を検出した場合、該無活動タイマーを該無活動タイマーのスタート値に再セットするよう
に構成されている常時オンのＰＤＳＮモジュール（４１５）と
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　を備えた、ＰＤＳＮ（１６、２５）。
【請求項２】
　前記パケットデータセッションは、ポイントツーポイントプロトコル（ＰＰＰ）セッシ
ョンを含む、請求項１に記載のＰＤＳＮ（１６、２５）。
【請求項３】
　前記無活動タイマー（４３０）は、ＰＰＰ無活動タイマーを含む、請求項２に記載のＰ
ＤＳＮ（１６、２５）。
【請求項４】
　前記ＰＤＳＮ（１６、２５）がＰＰＰセッション上でインターネットプロトコル制御プ
ロトコル（ＩＰＣＰ）の開放状態に入ると、前記無活動タイマー（４３０）が開始するよ
うにさらに構成されている、請求項３に記載のＰＤＳＮ（１６、２５）。
【請求項５】
　前記スタート値の推定は、前記無活動タイマーのスタート値である、請求項１に記載の
ＰＤＳＮ（１６、２５）。
【請求項６】
　前記無活動タイマーのスタート値は、最大のＰＰＰタイマー値である、請求項１に記載
のＰＤＳＮ（１６、２５）。
【請求項７】
　前記ワイヤレス通信ネットワークは、ＣＤＭＡ２０００ネットワークである、請求項１
に記載のＰＤＳＮ（１６、２５）。
【請求項８】
　前記トランシーバ（４２２）は、前記スタート値の推定を含むリンク制御プロトコル（
ＬＣＰ）メッセージを前記移動局に送信するようにさらに構成されている、請求項１に記
載のＰＤＳＮ（１６、２５）。
【請求項９】
　前記ＬＣＰメッセージは、エコー要求メッセージを含む、請求項８に記載のＰＤＳＮ（
１６、２５）。
【請求項１０】
　前記無活動タイマー（４３０）が所定の値に到達した場合、前記トランシーバ（４２２
）は、ＬＣＰ要求メッセージを送信するようにさらに構成されている、請求項８に記載の
ＰＤＳＮ（１６、２５）。
【請求項１１】
　前記無活動タイマー（４３０）が前記所定の値に到達した場合、前記常時オンのＰＤＳ
Ｎモジュール（４１５）は、エコー返答タイムアウトタイマーを初期化するようにさらに
構成されている、請求項１０に記載のＰＤＳＮ（１６、２５）。
【請求項１２】
　前記無活動タイマー（４３０）が前記所定の値に到達した場合、前記常時オンのＰＤＳ
Ｎモジュール（４１５）は、エコー要求再トライカウンタを初期化するようにさらに構成
されている、請求項１１に記載のＰＤＳＮ（１６、２５）。
【請求項１３】
　前記常時オンのＰＤＳＮモジュール（４１５）は、エコー返答メッセージに対して前記
ワイヤレス通信リンクをモニタし、該常時オンのＰＤＳＮモジュール（４１５）がエコー
返答メッセージを検出した場合、該常時オンのＰＤＳＮモジュール（４１５）は、前記エ
コー返答タイムアウトタイマー、前記エコー要求再トライカウンタ、および前記無活動タ
イマーのそれぞれを再セットするようにさらに構成されている、請求項１２に記載のＰＤ
ＳＮ（１６、２５）。
【請求項１４】
　前記常時オンのＰＤＳＮモジュール（４１５）は、前記エコー要求再トライカウンタを
増加または減少させるようにさらに構成されており、
　前記エコー返答タイムアウトタイマーが選択された値に到達した場合、前記トランシー
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バ（４２２）は、さらなるＬＣＰエコー要求メッセージを送信するようにさらに構成され
ている、請求項１３に記載のＰＤＳＮ（１６、２５）。
【請求項１５】
　前記エコー要求再トライカウントがセットされた値に増加または減少され、かつ、前記
エコー返答タイムアウトタイマーが前記選択された値に到達した場合、前記常時オンのＰ
ＤＳＮモジュール（４１５）は、前記セッションをクローズするようにさらに構成されて
いる、請求項１４に記載のＰＤＳＮ（１６、２５）。
【請求項１６】
　前記トランシーバ（４２２）は、前記パケットデータセッションに対して少なくとも１
つのデータパケットを受信するようにさらに構成されており、
　該トランシーバ（４２２）が該パケットデータセッションに対して少なくとも１つのデ
ータパケットを受信した場合、前記常時オンのＰＤＳＮモジュール（４１５）は、前記エ
コー返答タイムアウトタイマーをストップし、該エコー返答タイムアウトタイマー、前記
エコー要求再トライカウンタ、および前記無活動タイマーのそれぞれを再セットするよう
にさらに構成されている、請求項１に記載のＰＤＳＮ（１６、２５）。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのデータパケッは、ポイントツーポイントプロトコル（ＰＰＰ）パ
ケットであり、前記パケットデータセッションは、ＰＰＰセッションである、請求項１に
記載のＰＤＳＮ（１６、２５）。
【請求項１８】
　パケットデータサービングノード（ＰＤＳＮ）（１６、２５）と移動局との間の常時オ
ンのワイヤレス通信リンクを維持する該ＰＤＳＮ（１６、２５）における方法であって、
　該方法は、
　パケットデータセッションに入ることと、
　該パケットデータセッションに対して無活動タイマーを開始することと、
　無活動タイマーの推定モジュール（３３０）をセットするために、該移動局（１０）に
よって用いられるスタート値の推定（３３５）を該移動局（１０）に送信することであっ
て、該スタート値の推定（３３５）は、該無活動タイマー（４３０）のスタート値の関数
である、ことと、
　データトラフィックに対して、該常時オンのワイヤレス通信リンクをモニタすることと
、
　データトラフィックが検出された場合、該無活動タイマーを該無活動タイマーのスター
ト値に再セットすることと
　を包含する、方法。
【請求項１９】
　前記パケットデータセッションに入ることは、ポイントツーポイントプロトコル（ＰＰ
Ｐ）セッションに入ることを包含する、請求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記パケットデータセッションに入ることは、ＰＰＰセッション上でインターネットプ
ロトコル制御プロトコル（ＩＰＣＰ）の開放状態に入ることを包含する、請求項１９に記
載の方法。
【請求項２１】
　前記無活動タイマーは、ＰＰＰ無活動タイマーである、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記無活動タイマーのスタート値の関数である前記スタート値の推定を前記移動局に送
信することは、
　該スタート値の推定を含むリンク制御プロトコル（ＬＣＰ）メッセージを送信すること
を包含する、請求項１８に記載の方法。
【請求項２３】
　前記ＬＣＰメッセージは、エコー要求メッセージを含む、請求項２２に記載の方法。
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【請求項２４】
　前記無活動タイマーが所定の値に到達した場合、ＬＣＰエコー要求メッセージを送信す
ることをさらに包含する、請求項２２に記載の方法。
【請求項２５】
　前記無活動タイマーが前記所定の値に到達した場合、エコー返答タイムアウトタイマー
を初期化することをさらに包含する、請求項２４に記載の方法。
【請求項２６】
　前記無活動タイマーが前記所定の値に到達した場合、エコー要求再トライカウンタを初
期化することをさらに包含する、請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　エコー返答メッセージに対して前記常時オンのワイヤレス通信リンクをモニタすること
と、
　エコー返答メッセージが検出された場合、前記エコー返答タイムアウトタイマー、前記
エコー要求再トライカウンタ、および前記ＰＰＰ無活動タイマーのそれぞれを再セットす
ることと、
　該エコー返答タイムアウトタイマーが選択された値に到達した場合、該エコー要求再ト
ライカウンタを増加または減少し、さらなるＬＣＰエコー要求メッセージを送信すること
と、
　該エコー要求再トライカウンタがセットされた値に増加または減少され、かつ、該エコ
ー返答タイムアウトカウンタが該選択された値に到達した場合、前記ＰＰＰセッションを
クローズすることと
　をさらに包含する、請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記パケットデータセッションに対して少なくとも１つのデータパケットを受信するこ
とと、
　前記エコー返答タイムアウトタイマーをストップすることと、
　該エコー返答タイムアウトタイマー、前記エコー要求再トライカウンタ、および前記無
活動タイマーのそれぞれを再セットすることと
　をさらに包含する、請求項１９に記載の方法。
【請求項２９】
　前記パケットデータセッションに対して少なくとも１つのデータパケットを受信するこ
とは、前記ＰＰＰセッションに対して少なくとも１つのＰＰＰパケットを受信することを
包含する、請求項２８に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この特許文書に記載される技術は、概してポイントツーポイント通信技術の分野に関す
る。詳細には、この特許文書は、２方向のページング装置、携帯電話、ラップトップコン
ピュータもしくは他のタイプのワイヤレス有効デバイスといった移動局を有する常時オン
のワイヤレスインターネットプロトコル（ＩＰ）通信のシステムおよび方法を記載する。
【背景技術】
【０００２】
　ワイヤレスＩＰネットワークがこの分野において知られている。このようなワイヤレス
ネットワークが、「ＣＤＭＡ２０００（登録商標）Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＩＰ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ　Ｓｔａｎｄａｒｄ」，ＴＩＡ／ＩＳ―８３５―ＢＴＩＡ／ＩＳ―８３５―Ｂに記載
されている。ＣＤＭＡ２０００（登録商標）Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　ＩＰ　Ｎｅｔｗｏｒｋは
、リンク制御プロトコル（ＬＣＰ）を利用して、ポイントツーポイント（ＰＰＰ）を確立
し、かつ、設定する。ＰＰＰは、Ｒｅｑｕｅｓｔ　ｆｏｒ　Ｃｏｍｍｅｎｔｓ（ＲＦＣ）
１６６１に記載されている。ＴＩＡ／ＩＳ―８３５―ＢおよびＲＦＣ１６６１は、参照と
して、ここに援用されている。



(5) JP 4638904 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　（発明の要旨）
　ここで記載される教示に従って、常時オンのワイヤレスＩＰ通信のシステムおよび方法
が提供されている。常時オンのパケットデータサービングノード（ＰＤＳＮ）を含むアク
セスプロバイダネットワーク（ＡＰＮ）がワイヤレス通信リンク上で、移動局と通信する
ために用いられ得る。ＰＤＳＮは、無活動タイマーを含み、かつ、無活動タイマーを無活
動タイマーのスタート値にセットし、ワイヤレス通信リンク上で、スタート値の推定を移
動局に送信するために用いられ得る。このとき、スタート値の推定は、無活動タイマーの
推定を受信し、無活動タイマーの推定をスタート値の推定にセットするために用いられ得
る。移動局は、またその移動局が、ＡＰＮと通信するとき、無活動タイマーの推定をスタ
ート値の推定に再セットするために用いられ得る。
【０００４】
　移動局とアクセスプロバイダネットワーク（ＡＰＮ）との間の常時オンのワイヤレス通
信リンクを保持する方法は、以下のステップを含み得る。移動局とＡＰＮとの間のワイヤ
レス通信リンクを確立すること。ＡＰＮにおける無活動タイマーを無活動タイマーのスタ
ート値にセットすること。ＡＰＮから、無活動タイマーのスタート値の関数であるスター
ト値の推定を、移動局に送信すること。移動局における無活動タイマーの推定をスタート
値の推定にセットすること。移動局のＡＰＮとの間のデータトラフィックに対して、移動
局とＡＰＮとの間のワイヤレス通信リンクをモニタすること。データトラフィックが検出
されるとき、移動局における無活動タイマーの推定をスタート値の推定に再セットし、Ａ
ＰＮにおける無活動タイマーを無活動タイマーのスタート値に再セットすること。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００５】
　図を参照して、図１は、移動局を有する常時オンの通信をサポートするワイヤレスＩＰ
通信システムの例を示す。通信システムは、常時オンのターゲットビジテッドアクセス局
（ＶＡＰＮ）１２と、常時オンのサービングＶＡＰＮ２０と、バックエンドネットワーク
インフラ（６０、７０、８０）と、エンドホスト４０とを含む。また通信システムに含ま
れるのは、インターネットといったＩＰネットワーク３０およびＳＳ７ネットワークとい
ったブロードバンド遠距離通信５０である。
【０００６】
　動作中、常時オンの移動局（ＭＳ）１０は、ＩＰネットワーク３０上で、バックエンド
インフラ（６０、７０、８０）と協力している少なくとも１つの常時オンのＶＡＰＮ（１
２、２０）を介して、エンドホスト４０と通信する。移動局１０は、休止状態のとき（例
えば、送受信するデータを有していないとき）、その移動局１０は、ポイントツーポイン
トプロトコル（ＰＰＰ）セッションといったパケットデータセッションが、移動局１０と
常時オンのアクセスプロバイダネットワーク（１２、２０、６０）との間で保持され得る
という意味において、常時オンである。加えて、ＰＰＰセッションは、移動局１０が、受
信範囲から出ている間中、保持され得るか、もしくは、移動局１０が、データ通信をサポ
ートしないネットワークによって提供されているときの時間を含み得るＡＰＮ（１２、２
０）と一時的に通信しない。
【０００７】
　常時オンのターゲットＶＡＰＮ１２は、ターゲットラジオネットワーク（ＲＮ）１４と
、常時オンのターゲットパケットデータサービングノード（ＰＤＳＮ）１６とを含む。常
時オンのサービングＶＡＰＮ２０は、ソースラジオネットワーク（ＲＮ）２２と、常時オ
ンのサービングＰＤＳＮ２５と、リモート認証ダイアルインサービス（ＲＡＤＩＵＳ）サ
ーバ２４と、移動スイッチングセンター（ＭＳＣ）２３とを含む。好ましくは、移動局１
０は、常時オンのターゲットＶＡＰＮ１２と通信し、それから、バックエンドインフラ（
６０、７０、８０）と、エンドホスト４０との通信のために、常時オンのサービングＶＡ
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ＰＮ２０にハンドオフされる。しかしながら、もしくは、移動局１０は、常時オンのサー
ビングＶＡＰＮ２０を直接的に介して、バックエンドインフラと通信し得る。
【０００８】
　常時オンのターゲットＰＤＳＮ１６および／または常時オンのサービングＰＤＳＮ２５
は、移動局１０に対して、常時オンのサービスをサポートするように構成されている。常
時オンのサービングＰＤＳＮ２５は、好ましくは、常時オンのターゲットＰＤＳＮ１６を
介して、移動局１０と協力する。しかしながら、もしくは、ターゲットＰＤＳＮ１６また
はサービングＰＤＳＮ２５の１つだけが、常時オンのＰＤＳＮであり得る。常時オンの移
動局１０および常時オンのＰＤＳＮ（１６、２５）の記載を含む常時オンのサービスの詳
細な記載が、図２～９を参照して以下に提供されている。
【０００９】
　ラジオネットワーク（ＲＮ）（１４、２２）は、ＲＦ通信を移動局１２に提供する基地
局を含み、かつ、常時オンのＰＤＳＮ（１６、２５）と通信するパケット制御機能（ＰＣ
Ｆ）を含み得る。ＲＮ（１４、２２）とＰＤＳＮ（１６、２５）との間の通信リンクは、
ユーザパケットデータと、信号メッセージとを、ＰＣＦと、ＰＤＳＮ（１６、２５）との
間で転送するＧＲＥトンネルを用いるＲ―Ｐインターフェースであり得る。ターゲットＰ
ＤＳＮ１６とサービングＰＤＳＮ２５との間の通信リンクは、単一のサービスインスタン
スに対してユーザデータを転送するＰ―Ｐインターフェースであり得て、かつ、迅速なハ
ンドオフ機能をサポートするために用いられ得る。
【００１０】
　サービングＶＡＰＮ２０と、家庭用ＩＰネットワーク７４と、ブローカネットワーク８
４とに位置するＲＡＤＩＵＳサーバ（２４、７４、８４）は、ＡＡＡの機能性を提供する
ＣＤＭＡ２０００（登録商標）ネットワークに通常用いられるといった認証、認可、課金
（ＡＡＡ）サーバである。家庭用ＩＰネットワーク７０および家庭用ＲＡＤＩＵＳサーバ
７４は、移動局１０に対してネットワークアクセス識別子（ＮＡＩ）といったＩＰに基づ
くデータサービスを移動局のユーザに提供する。ブローカネットワーク８０およびブロー
カＲＡＤＩＵＳサーバ８４は、ＲＡＤＩＵＳメッセージ（例えば、ＡＡＡ情報）をＶＡＰ
Ｎ　ＲＡＤＩＵＳサーバ２４と家庭用ＲＡＤＩＵＳサーバ７４との間で安全に転送するた
めに用いられ得る中間のネットワーク／サーバである。１つより多くブローカＲＡＤＩＵ
Ｓサーバ８４が、ＶＡＰＮ　ＲＡＤＩＵＳサーバ２４と家庭用ＲＡＤＩＵＳサーバ７４と
の間で転送するために用いられ得ることが理解されるべきである。
【００１１】
　移動スイッチングセンター（ＭＳＣ）２３は、ソースＲＮ２２と、家庭用アクセスプロ
バイダネットワーク（ＡＰＮ）６０にある家庭用ロケーションレジスタ（ＨＬＲ）（６２
）とを接続する。家庭用アクセスプロバイダネットワーク６０は、移動局１０に対して、
家庭用サービスエリアを提供するワイヤレスネットワークである。図１に示されているシ
ステムは、常時オンの移動局１２の動作を示す例であり、一方で、移動局１２が、家庭用
アクセスプロバイダネットワーク６２の受信範囲外であることが理解されるべきである。
しかしながら、家庭用アクセスプロバイダネットワーク６０は、好ましくは、家庭用ラジ
オネットワーク（ＲＮ）と、家庭用常時オンのＰＤＳＮとを含むアクセスされるアクセス
プロバイダネットワーク（１２、２０）といった同様のコンポーネントを含む。従って、
常時オンのサービスは、また常時オンの移動局１２と家庭用ＡＰＮ６０における家庭用常
時オンのＰＤＳＮとの間で利用可能であり得る。
【００１２】
　例えば、図１に示されるワイヤレスＩＰ通信システムの例は、ここで記載されるように
、常時オンのサービスを提供するように構成されているＣＤＭＡ２０００（登録商標）の
ワイヤレスＩＰネットワークであり得る。典型的なＣＤＭＡ２０００（登録商標）のワイ
ヤレス２０００（登録商標）のＩＰネットワークの動作についてさらなる詳細が、以下の
標準文書（ここでは、「標準」（Ｓｔａｎｄａｒｄ）と呼ばれる）に見つけられ得る：Ｔ
ＩＡ／ＩＳ―８３５―Ｂ（３ＧＰＰ２　Ｐ．Ｓ０００１―Ｂ），ＲＦＣ　１６６１，ＲＦ
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Ｃ　２１５３，ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ―２０００―１（３ＧＰＰ２　Ｃ．Ｓ０００１―０
），ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ―２０００―２（３ＧＰＰ２　Ｃ．Ｓ０００２―０），ＴＩＡ
／ＥＩＡ／ＩＳ―２０００―３（３ＧＰＰ２　Ｃ．Ｓ０００３―０），ＴＩＡ／ＥＩＡ／
ＩＳ―２０００―４（３ＧＰＰ２　Ｃ．Ｓ０００４―０），ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ―２０
００―５（３ＧＰＰ２　Ｃ．Ｓ０００５―０），ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ―７０７（３ＧＰ
Ｐ２　Ｃ．Ｓ００１７―０），３ＧＰＰ２　Ａ．Ｓ０００１，３ＧＰＰ２　Ａ．Ｓ００１
１―０，　３ＧＰＰ２　Ａ．Ｓ００１２―０，３ＧＰＰ２　Ａ．Ｓ００１３―０，３ＧＰ
Ｐ２　Ａ．Ｓ００１４―０，３ＧＰＰ２　Ａ．Ｓ００１５―０，３ＧＰＰ２　Ａ．Ｓ００
１６―０，３ＧＰＰ２　Ａ．Ｓ００１７―０およびそれら改定版。これらは、ここで援用
される。
【００１３】
　図２は、図１のＩＰに基づくシステムのさまざまなコンポーネントでのプロトコルスタ
ック（１１０、１２２、１２５、１４０）の例を示す。４つのプロトコルスタック（１１
０、１２２、１２５、１４０）が示されている。それぞれは、常時オンの移動局（ＭＳ）
１０と、ラジオネットワーク（ＲＮ）（１４、２２）と、常時オンのＰＤＳＮ（１６、２
５）と、エンドホスト４０とにそれぞれ対応する。プロトコルスタック（１１０、１２５
）それぞれは、常時オンのポイントツーポイントプロトコル（ＰＰＰ）層（１１５、１３
０）を含む。常時オンのＰＰＰ層（１１５、１３０）は、互いに協力することにより、Ｐ
ＰＰセッションを保持する。ＰＰＰセッションは、移動局１０での受信範囲外もしくは同
様な状況にも関わらず、移動局１０とエンドホスト４０との間のＩＰ通信を可能にする。
常時オンの移動局１０での常時オンのＰＰＰ層１１５の動作が、図３を参照して、以下に
記載されている。常時オンのＰＤＳＮ（１６、２５）での常時オンのＰＰＰ層１３５の動
作が、図４、５を参照して、以下に記載されている。図２に示される残りのプロトコル層
の動作は、当業者の認識内であり、標準文書により詳細に記載される。常時オンの移動局
とＲＮとの間の物理層のエアリンクは、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ―２０００―２に記載され
る。常時オンの移動局とＲＮとの間のＭＡＣは、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ―２０００―３に
記載される。常時オンの移動局とＲＮとの間のＬＡＣは、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ―２００
０―４に記載される。物理層の制御のために用いられる層３の信号メッセージは、ＴＩＡ
／ＥＩＡ／ＩＳ―２０００―５に記載される。常時オンの移動局とＲＮとの間のラジオリ
ンクプロトコル（ＲＬＰ）は、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ―７０７に記載される。またＡ１０
およびＡ１１と知られるＲ―Ｐプロトコルは、３ＧＰＰ２　Ａ．Ｓ０００１，３ＧＰＰ２
　Ａ．Ｓ００１１―０，３ＧＰＰ２　Ａ．Ｓ００１２―０，３ＧＰＰ２　Ａ．Ｓ００１３
―０，３ＧＰＰ２　Ａ．Ｓ００１４―０，３ＧＰＰ２　Ａ．Ｓ００１５―０，３ＧＰＰ２
　Ａ．００１６―０，３ＧＰＰ２　Ａ．Ｓ００１７―０に記載される。
【００１４】
　図３は、常時オンの移動局３１０の例のブロック図を示す。図４および図５は、ＰＤＳ
Ｎ４２５の常時オンの例のブロック図を示す。また図３～図５に、常時オンの移動局３１
０と、常時オンのＰＰＰセッションを保持するために用いられ得る常時オンのＰＤＳＮ４
２５との間の通信（３５０、３５５、３６０、３７０、３８０、３９０、４７１、４７２
）の例が示されている。
【００１５】
　先ず、図３を参照して、移動局（ＭＳ）３１０の例は、常時オンのＭＳモジュール３１
５と、プロセッサ３２０と、トランシーバ３２２と、無活動タイマーの推定３３０と、他
の移動局モジュール３４０とを含む。プロセッサ３２０は、またマイクロプロセッサ、デ
ジタル通信プロセッサ、もしくは他のいくつかのタイプの処理デバイスであり得る。トラ
ンシーバ３２２は、ＲＦ信号を送受信するように動作可能であり、単一のトランシーバ回
路、もしくは別個の送信機回路と受信機回路とを含み得る。常時オンのＭＳモジュール３
１５は、またソフトウェアモジュール、ハードウェアモジュールもしくはその両方の組み
合わせであり得、無活動タイマーの推定３３０をセットし、追跡するように動作可能であ
る。無活動タイマーの推定３３０は、常時オンのＰＤＳＮ４２５（図４および図５参照）
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における無活動タイマー４３０の値を推定する常時オンのＭＳモジュール３１５によって
セットされる減少カウンタといった時間計測器であり得る。他のモジュール３４０は、デ
ィスプレイ、キーボード、スピーカ、マイクロフォン等といった移動局３１０に通常含ま
れるソフトウェアモジュールおよび／またはハードウェアモジュールであり得る。
【００１６】
　オプション的に、ＰＰＰセッション３９０が、移動局３１０と常時オンのＰＤＳＮ４２
５との間で開始されるとき、ＰＤＳＮ４２５は、そのＰＤＳＮ４２５における無活動タイ
マー４３０に対する初期化値の関数としてＰＤＳＮによって生成されるスタート値の推定
３５５を含むリンク制御プロトコル（ＬＣＰ）メッセージ３５０を移動局３１０に送信す
る。移動局３１０が、ＬＣＰメッセージ３１５を受信するとき、スタート値の推定３５５
は、常時オンのＭＳモジュール３１５によって用いられることにより、無活動タイマーの
推定３３０を初期化し、ＬＣＰ返答メッセージ３６０は、移動局３１０から常時オンのＰ
ＤＳＮ４２５に送信される。
【００１７】
　無活動タイマーの推定の値３３０は、特に、受信範囲外の状況において、常時オンのＭ
Ｓモジュール３１５の動作に影響を与える。つまり、ＰＤＳＮ４２５との常時オンの接続
は、無活動タイマーの推定３３０が、満了しない限りは、保持される。無活動の間中、常
時オンのＭＳモジュール３１５は、無活動タイマーの推定３３０を、スタート値の推定３
５５から減少させる。ＰＰＰフレームが、移動局３１０によって送受信される度に、無活
動タイマーの推定３３０は、スタート値の推定３５５に再セットされる。無活動の間中、
常時オンの接続を保持するために、常時オンのＭＳモジュール３１５は、ＬＣＰメッセー
ジもしくはＰＰＰセッション（３５０、３６０、３７０、３８０、３９０）を常時オンの
ＰＤＳＮ４２５に送信し、かつ、ＬＣＰメッセージもしくはＰＰＰセッション（３５０、
３６０、３７０、３８０、３９０）を常時オンのＰＤＳＮ４２５から受信し得る。無活動
タイマーの推定３３０が満了すると、移動局３１０は、新しいＰＰＰセッション３９０を
開始し得るか、もしくは、無活動状態に入り得る。新しいＰＰＰセッション３９０が、移
動局３１０によって開始されるとき、その移動局３１０は、ＰＤＳＮ４２５から新しいス
タート値の推定３５５を受信し得るか、もしくは、先のＰＰＰセッションからのスタート
値の推定３５５を用いて無活動タイマーの推定３３０を再セットし得る。移動局３１０の
動作は、図６～図８を参照して、さらに記載される。
【００１８】
　図４を参照して、常時オンのＰＤＳＮ４２５の例は、常時オンのＰＤＳＮモジュール４
１５と、プロセッサ４２０と、トランシーバ４２２と、無活動タイマー４３０と、他のＰ
ＤＳＮモジュール４４０とを含む。プロセッサ４２０は、マイクロプロセッサ、信号プロ
セッサ、もしくは他のいくつかのタイプの処理デバイスであり得る。例えば、トランシー
バ４２２は、ラジオネットワーク（ＲＮ）（１４、２２）を介して、ワイヤレスリンク上
で、データを送受信するように構成されているネットワークカードであり得る。常時オン
のＰＤＳＮモジュール４１５は、ソフトウェアモジュール、ハードウェアモジュールもし
くはその両方の組み合わせであり得、無活動タイマー４３０を再セットし、かつ、追跡す
るように動作可能である。無活動タイマー４３０は、ＰＰＰフレームが、常時オンの移動
局３１０に送信されるか、もしくは常時オンの移動局３１０から受信されるので、減少カ
ウンタといった時間計測器であり得、常時オンのＰＤＳＮ４２５によって用いられること
により、時間の量をモニタし得る。
【００１９】
　オプション的に、ＰＰＰセッション上で、ＩＰ制御プロトコル（ＩＰＣＰ）の開放状態
に入ると、ＰＤＳＮ４２５は、無活動タイマー４３０を開始し、無活動タイマー４３０の
スタート値の関数として生成されるスタート値の推定３５５を含むＬＣＰメッセージ３５
０を移動局３１０に送信する。スタート値の推定３５５は、上述のように、無活動タイマ
ー４３０の値を推定するために移動局３１０によって用いられる。それから、常時オンの
ＰＤＳＮ４２５におけるプロセッサ４２０が、常時オンのＭＳ３１０とともに、ＰＰＰの
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活動を検出するとき、常時オンのＰＤＳＮモジュール４１５は、活動を通知され、無活動
タイマー４３０をそのスタート値に再セットする。例えば、常時オンのＰＤＳＮモジュー
ル４１５に、無活動タイマー４３０を再セットされ得るＰＰＰの活動は、ＬＣＰメッセー
ジ（３５０、３７０）を送信、もしくは受信すること、ＬＣＰ返答メッセージ３６０を送
信、もしくは受信すること、初期のＰＰＰセッション３９０を受信すること、もしくは移
動局３１０をとの他のＰＰＰセッション通信を含む。
【００２０】
　図５は、図４に示されるコンポーネントに加えて、エコー返答タイムアウトタイマー４
６０およびエコー要求再トライカウント４７０を示す常時オンのＰＤＳＮ４２５の例のさ
らに詳細なブロック図を示す。エコー変更タイムアウトタイマー４６０は、ＬＣＰ要求メ
ッセージ３５０もしくはエコー要求メッセージ４７１が、移動局３１０からの返答がない
ため、ＰＤＳＮ４２５によって送信されるので、時間の量を追跡するために、ＰＤＳＮ４
２５によって用いられ得る。エコー要求再トライカウンタは、常時オンのＰＤＳＮ４２５
が、ＬＣＰメッセージ３５０もしくはエコー要求メッセージ４７１を、ＬＣＰ返答メッセ
ージ３６０もしくはエコー返答メッセージ４７２を受信することなく移動局３１０に再送
信する回数の数を記録し得る。ＬＣＰメッセージ３６０は、例えば、移動局がＬＣＰメッ
セージ３５０（例えば、ＬＣＰメッセージ３５０が、ＲＦＣ２１５３に明記されるような
、ベンダー特定のＬＣＰメッセージのとき）をサポートしていないとき、拒絶であること
が理解されるべきである。
【００２１】
　無活動タイマー４３０が満了すると、ＰＤＳＮ４２５は、移動局３１０からエコー返答
メッセージを引き出すことによって、ＰＰＰセッションを保持することを試みるために、
エコー要求メッセージを移動局３１０に送信する。エコー要求メッセージは、ＰＤＳＮ４
２５によって送信されるとき、エコー返答タイムアウトタイマー４６０がスタートし、エ
コー要求再トライカウンタ４７０が初期化される。エコー返答メッセージが、移動局３１
０から受信されるとき、常時オンのＰＤＳＮ４２５は、無活動タイマー４３０を再セット
し得、ＰＰＰセッションが保持される。それ以外の場合には、エコー返答タイムアウトタ
イマー４６０が満了し、エコー要求再トライカウンタ４７０が前もって選択されたカット
オフ値（例えば、ゼロ）に到達してないとき、常時オンのＰＤＳＮ４２５は、他のＬＣＰ
エコー要求メッセージを移動局３１０に送信し、エコー要求再トライカウンタ４７０を減
少させ、エコー返答タイムアウトタイマー４６０を再スタートさせ得る。エコー返答メッ
セージもしくは他のＰＰＰ活動が、移動局３１０から受信されるまで、または、エコー要
求再トライカウンタ値が、常時オンのＰＤＳＮ４２５がＰＰＰセッションをクローズし得
るかカットオフ値まで到達するまで、この処理が繰り返され得る。常時オンのＰＤＳＮ４
２５の動作は、図９を参照して、さらに記載される。
【００２２】
　無活動タイマー４３０が満了するとき、エコー返答メッセージを送受信するＰＤＳＮ４
２５を説明するために、移動局３１０に送信されるスタート値の推定３５５は、以下のよ
うに計算される：
　　　　　　　　　　　ＳＶＥ＝ＩＴ＋ＥＲＴ×（ＥＲＲ＋１）　。
【００２３】
　このとき、ＳＶＥは、スタート値の推定３５５であり、ＩＴは、無活動タイマー４３０
のスタート値であり、ＥＲＴは、エコー返答タイムアウトタイマー４３０のスタート値で
あり、ＥＲＲは、エコー要求再トライカウンタのスタート値である。
【００２４】
　しかしながら、他の技術が、正確な推定を提供するスタート値の推定３５５を計算する
ために用いられ得ることが理解されるべきである。
【００２５】
　図６～図８は、常時オンの移動局の動作の例を示すフローチャートである。先ず、図６
を参照して、方法が、例えば、常時オンの移動局の電源オンのとき、起こり得るステップ
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５００から始まる。ステップ５０５において、移動局は、ＰＰＰセッションを開始する。
例えば、移動局は、サービスオプション３３といったパケットデータサービスオプション
を用いて通話を開始し得る。ＰＰＰセッション開始の手順のさらなる詳細は、ＴＩＡ／Ｅ
ＩＡ／ＩＳ―２０００―１、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ―２０００―２、ＴＩＡ／ＥＩＡ／Ｉ
Ｓ―２０００―３、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ―２００００―４、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ―２
００―５、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ―７０７において利用可能である。これらは、ここで参
照として援用される。ＰＤＳＮは、それから、ＰＰＰセッションを移動局に開き、移動局
をＩＰ制御プロトコル（ＩＰＣＰ）の開放状態５１０に入らせ得る。
【００２６】
　ステップ５１５において、移動局は、上述されるように、スタート値の推定を含むＰＤ
ＳＮからＬＣＰメッセージといったデータフィールドのメッセージを受信したかどうかを
決定する。しかしながら、移動局は、ＰＤＳＮからＲＮに送信され、それから、ＩＳ―７
０７の新しいバージョンにおいて定義されるメッセージを介してＭＳに送信されたＡイン
ターフェースの新しいバージョンにおいてＡインターフェースメッセージを介してといっ
た他の方法で、スタート値の推定を受信し得ることが理解されるべきである。いずれの場
合も、予想されるメッセージが、所定の時間間隔内で、移動局によって受信されないとき
、方法は、図８に進む。もしくは、予想されるデータフィールドを有するメッセージが、
所定の時間間隔内で、受信されるとき、方法は、図７に続く。
【００２７】
　図７を参照して、方法は、図６から続く。ステップ６００で、移動局における無活動タ
イマーの推定は、再セットされる。例えば、移動局が、図６において、６０秒のスタート
値の推定を受信するとき、無活動タイマーの推定は、６０にセットされ得、ゼロで満了す
るように、１秒に１ずつ減少させる。ステップ６０５で、移動局は、ＰＰＰ活動をモニタ
する。ＰＰＰ活動が検出されるとき、方法は、ステップ６００に戻る。ＰＰＰ活動が検出
されないとき、方法は、ステップ６１０に続く。例えば、ＰＰＰ活動は、ＰＰＰパケット
をＰＤＳＮに送信するか、もしくはＰＤＳＮからＰＰＰパケットを受信することによって
検出され得、および／または承認を送信もしくは受信する。
【００２８】
　決定ステップ６１０で、移動局は、ＰＤＳＮによってその移動局への到達不可能にさせ
る条件が存在するかどうかを決定する。例えば、（もしくは他の理由のために）到達不可
能な条件は、ページングチャンネルを失うことから生じ得て、エアインターフェースが、
同時のサービスをサポートしていないとき、ＥＶＲＣといったサービスオプションを用い
る音声通話を掛ける。移動局への到達不可能な条件がないとき、方法は、ステップ６０５
に戻る。もしくは、移動局への到達不可能な条件があるとき、方法は、ステップ６１５に
続く。
【００２９】
　決定ステップ６１５で、移動局は、その移動局がＰＤＳＮによって到達可能かどうかを
決定する。例えば、（もしくは他の理由のために）このことは、移動局が、ページングチ
ャンネルの損失の後に、ページングチャンネルを要求し、ＥＶＲＣといったサービスオＰ
ションを用いる音声の通話を終了するとき、起こり得る。移動局が依然到達不可能である
とき、方法は、決定ステップ６１５で留まる。もしくは、移動局が、到達可能になるとき
、方法は、決定ステップ６２０に続く。
【００３０】
　決定ステップ６２０で、移動局は、無活動タイマーの推定が満了したかどうかを決定す
る。移動局に基づく無活動タイマーの推定が、満了していないとき、処理は、ステップ６
０５に続く。無活動タイマーの推定が満了したとき、方法は、ステップ６２５に続く。ス
テップ６２５で、移動局は、ＬＣＰ要求メッセージをＰＤＳＮに送信し、返答を待つ。移
動局は、ステップ６３０において、ＰＤＳＮから、ＬＣＰ返答を受信すると、処理は、ス
テップ６００に続く。
【００３１】



(11) JP 4638904 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

　図８を参照して、方法は、図６から続く。決定ステップ７００で、移動局は、図７にお
いてステップ６１０を参照して上述されるように、ＰＤＳＮによってその移動局への到達
不可能にさせる条件が存在するかどうかを決定する。移動局への到達不可能な条件がない
とき、方法は、ステップ７００に留まり、移動局は、通常動作を継続する。もしくは、移
動局への到達不可能な条件があるとき、方法は、ステップ７０５に続く。決定ステップ７
０５で、移動局は、その移動局がＰＤＳＮによってもう一度到達可能かどうかを決定する
。例えば、（もしくは他の理由のために）移動局は、ページングチャンネルを要求し、Ｅ
ＶＲＣといったサービスオプションを用いる音声の通話を終了するとき、到達可能になり
得る。決定ステップ７０５の結果が、移動局は、依然到達不可能であるとき、処理は、決
定ステップ７０５に留まる。決定ステップ７０５の結果が、移動局は、到達可能であると
き、移動局は、ステップ７１０で、ＰＰＰセッションを開始し、方法が繰り返される。
【００３２】
　図９は、常時オンのＰＤＳＮの動作の例を示すフローチャートである。方法は、ＰＤＳ
Ｎが、移動局とともに、ＰＰＰセッションを開始するとき、ステップ８００から始まる。
ステップ８０５で、ＰＤＳＮは、ＩＰ制御プロトコル（ＩＰＣＰ）の開放状態に入り、処
理は、ステップ８１０に続く。ステップ８１０で、ＰＤＳＮは、上述のようにスタート値
の推定を含む非ゼロ長のデータフィールドを含むエコー要求メッセージといったＬＣＰメ
ッセージを送信する。それから、ステップ８１５で、ＰＤＳＮは、無活動タイマーをスタ
ート（もしくは再セット）する。例えば、６０秒の値が、無活動タイマーのスタート値に
対して用いられるとき、ＰＤＳＮは、無活動タイマーを６０にセットし、ゼロで満了する
ように１秒に１ずつ減少させる。
【００３３】
　無活動タイマーがセットされると、方法は、ステップ８２０で、ＰＰＰ活動をモニタす
る。ＰＰＰ活動が検出されるとき、方法は、ステップ８１５に戻る。もしくは、ＰＰＰ活
動が検出されないとき、方法は、ステップ８２５に続く。例えば、ＰＰＰ活動は、ＰＰＰ
パケットを移動局に送信するか、もしくは移動局からＰＰＰパケットを受信することによ
って検出され得る。決定ステップ８２５で、ＰＤＳＮは、無活動タイマーが満了したかど
うかを決定する。無活動タイマーが満了したとき、方法は、ステップ８２０に戻る。もし
くは、ステップ８３０に続く。
【００３４】
　ステップ８３０で、ＰＤＳＮは、エコー要求メッセージといったＬＣＰメッセージを移
動局に送信する。それから、ステップ８３５で、ＰＤＳＮは、エコー返答タイムアウトタ
イマーをスタートし、１ずつエコー要求再トライカウンタを減少させる。ステップ８４０
で、ＰＤＳＮは、ＬＣＰエコー返答メッセージ、ＬＣＰエコー要求メッセージもしくは移
動局からの他のＰＰＰデータをモニタする。ＰＰＰメッセージが、ステップ８４０で、受
信されるとき、エコー返答タイムアウトタイマーが、ステップ８４５で、ストップし、補
方は、ステップ８１５に戻る。もしくは、ＰＰＰメッセージが、ステップ８４０で、受信
されてないとき、方法は、ステップ８５０に続く。
【００３５】
　決定ステップ８５０で、ＰＤＳＮは、エコー返答タイムアウトタイマーが満了したかど
うかを決定する。エコー返答タイムアウトタイマーが満了していないとき、方法は、ステ
ップ８４０に戻る。しかしながら、エコー返答タイムアウトタイマーが満了しているとき
、方法は、ステップ８５５に続く。決定ステップ８５５で、ＰＤＳＮは、エコー要求再ト
ライカウンタがゼロより大きいかどうかを決定する。カウンタがゼロより大きいとき、方
法は、ステップ８３０に戻る。もしくは、エコー要求再トライカウンタが、ゼロより大き
くないとき、ＰＰＰセッションは、ステップ８６０で解除され、方法は、終了する。
【００３６】
　この記載は、最良の実施形態を含む例を用いて、本発明を開示し、また当業者が、本発
明を利用することを可能にする。特許を受けることができる範囲は、当業者に想到する他
の例を含み得る。例えば、１つの実施形態において、常時オンのＡＰＮは、常時オンのＰ



(12) JP 4638904 B2 2011.2.23

10

20

ＤＳＮおよび常時オンの移動局と協力することにより、音声通信をＰＰＰ活動として処理
する常時オンのラジオネットワーク（ＲＮ）を含み得る。常時オンのＰＤＳＮは、常時オ
ンのＲＮから、常時オンの移動局が現在通話中であり、従って、移動局は、ＰＰＰ通信の
目的のために、到達不可能であると決定し得る。この場合、常時オンのＰＤＳＮは、常時
オンの移動局をまるでＰＰＰの目的のために活動中であるとして処理し得る。
【産業上の利用可能性】
【００３７】
　本発明は、２方向のページング装置、形態電話、ラップトップコンピュータもしくは他
のタイプのワイヤレス有効デバイスといった移動局を有する常時オンのワイヤレスインタ
ーネットプロトコル（ＩＰ）通信のシステムおよび方法を記載する。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】図１は、移動局を有する常時オンの通信をサポートするワイヤレスＩＰ通信シス
テムの例を示す。
【図２】図２は、図１のシステムのさまざまなコンポーネントでのプロトコルスタックの
例を示す。
【図３】図３は、常時オンの移動局の例のブロック図を示す。
【図４】図４は、常時オンのＰＤＳＮの例のブロック図を示す。
【図５】図５は、図４の常時オンのＰＤＳＮの例のさらに詳細なブロック図を示す。
【図６】図６は、常時オンの移動局の動作の例を示すフローチャートである。
【図７】図７は、常時オンの移動局の動作の例を示すフローチャートである。
【図８】図８は、常時オンの移動局の動作の例を示すフローチャートである。
【図９】図９は、常時オンのＰＤＳＮの動作の例を示すフローチャートである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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