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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バッテリ電源を用いて動作可能なモバイル通信デバイスによるワイヤレス通信ネットワ
ークのクイックページングチャネルの使用を終了するための方法であって、
　該バッテリ電源とは異なる外部電源が該モバイルデバイスに連結されているか否かを識
別するステップと、
　該外部電源が該モバイルデバイスに連結されていると識別されると、該クイックページ
ングチャネルの使用を終了するための指示を該ワイヤレスネットワークへと送信させるス
テップと、
　該指示を送信した後に、クイックページングチャネルの指示なしで送信されたペースメ
ッセージについて該ワイヤレスネットワークのページングチャネルを監視するステップと
　を含む、方法。
【請求項２】
　前記外部電源が前記モバイルデバイスに連結されていないと識別されると、前記クイッ
クページングチャネルの使用を再確立するための指示を前記ワイヤレスネットワークへと
送信させるステップと、
　該クイックページングチャネルの使用を再確立するための指示を該ワイヤレスネットワ
ークに送信した後に、クイックページングチャネルの指示について該クイックページング
チャネルを監視するステップと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記モバイルデバイスの割り当てられたクイックページングチャネルスロットにおいて
前記ワイヤレスネットワークから前記クイックページングチャネルの指示を受信すること
をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　登録に使用されるメッセージが前記ワイヤレスネットワークに送信されるまで遅延させ
るステップと、
　遅延の後に、該登録に使用されるメッセージ内において該ワイヤレスネットワークに前
記指示が送信されるステップと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　現在の時間における登録に使用される現在のメッセージと、該現在の時間から遅延期間
後の登録に使用される遅延されたメッセージとのうちどちらで前記指示を送信するかを、
各メッセージの見積電力消費に基づいて決定するステップと、
　各メッセージの見積電力消費に基づいて、該現在の登録メッセージおよび該遅延された
登録メッセージのうちの該指示を送信する１つのメッセージを選択するステップと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　現在の時間における登録に使用される現在のメッセージと、該現在の時間から遅延期間
後の登録に使用される遅延されたメッセージとのうちどちらで前記指示を送信するかを、
前記モバイルデバイスの位置と基地局の位置との間の距離に基づいて決定するステップと
、
　該モバイルデバイスの位置と該基地局の位置との間の距離に基づいて該現在の登録メッ
セージおよび該遅延された登録メッセージのうちの該指示を送信する１つのメッセージを
選択するステップと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　現在の時間における登録に使用される現在のメッセージと、該現在の時間から遅延期間
後の登録に使用される遅延されたメッセージとのうちどちらで前記指示を送信するかを、
前記クイックページングチャネルの品質に基づいて決定するステップと、
　該クイックページングチャネルの品質に基づいて該現在の登録メッセージおよび該遅延
された登録メッセージのうちの該指示を送信する１つのメッセージを選択するステップと
　をさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記外部電源は、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）経由のコンピュータ電源を含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記外部電源は、交流電源または充電装置を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記指示は、登録に使用されるメッセージ内で前記ワイヤレスネットワークに送信され
る、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記指示は、パラメータ変更登録に使用されるメッセージ内で前記ワイヤレスネットワ
ークに送信される、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記指示は、タイマーベースの登録に使用されるメッセージ内で前記ワイヤレスネット
ワークに送信される、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記指示は、暗黙の登録内で前記ワイヤレスネットワークに送信される、請求項１に記
載の方法。
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【請求項１４】
　コンピュータ命令の記録されたコンピュータ読み取り可能な媒体であって、該コンピュ
ータ命令がワイヤレス通信ネットワークで動作するモバイル通信デバイスの１つ以上のプ
ロセッサによって実行されるときに、該コンピュータ命令は該１つ以上のプロセッサに、
　該モバイルデバイスのバッテリ電源とは異なる外部電源が該モバイルデバイスに連結さ
れているか否かを識別するステップと、
　該外部電源が該モバイルデバイスに連結されていると識別されると、クイックページン
グチャネルの使用を終了するための指示を該ワイヤレスネットワークへと送信させるステ
ップと、
　該指示を送信した後に、クイックページングチャネルの指示なしで送信されたペースメ
ッセージについて該ワイヤレスネットワークのページングチャネルを監視するステップと
　を実行させる、コンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１５】
　前記コンピュータ命令はさらに実行されて、前記１つ以上のプロセッサに、
　前記外部電源が前記モバイルデバイスに連結されていないと識別されると、前記クイッ
クページングチャネルの使用を再確立するための指示を前記ワイヤレスネットワークへと
送信させるステップと、
　該クイックページングチャネルの使用を再確立するための指示を該ワイヤレスネットワ
ークに送信した後に、クイックページングチャネルの指示について該クイックページング
チャネルを監視するステップと
　を実行させる、請求項１４に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１６】
　前記クイックページングチャネルの指示は、前記モバイルデバイスのクイックページン
グチャネルにおいて前記ワイヤレスネットワークによって送信される、請求項１４に記載
のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１７】
　前記コンピュータ命令はさらに実行されて、前記１つ以上のプロセッサに、
　登録に使用されるメッセージが前記ワイヤレスネットワークに送信されるまで遅延する
ステップと、
　遅延の後に、該登録に使用されるメッセージ内において該ワイヤレスネットワークに前
記指示が送信されるステップと
　を実行させる、請求項１４に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１８】
　前記コンピュータ命令はさらに実行されて、前記１つ以上のプロセッサに、
　現在の時間における登録に使用される現在のメッセージと、該現在の時間から遅延期間
後の登録に使用される遅延されたメッセージとのうちどちらで前記指示を送信するかを、
各メッセージの見積電力消費に基づいて決定するステップと、
　各メッセージの見積電力消費に基づいて、登録に使用される該現在のメッセージおよび
該遅延されたメッセージのうちの該指示を送信する１つのメッセージを選択するステップ
と
　を実行させる、請求項１４に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１９】
　前記コンピュータ命令はさらに実行されて、前記１つ以上のプロセッサに、
　現在の時間における登録に使用される現在のメッセージと、該現在の時間から遅延期間
後の登録に使用される遅延されたメッセージとのうちどちらで前記指示を送信するかを、
前記モバイルデバイスの位置と基地局の位置との間の距離に基づいて決定するステップと
、
　該モバイルデバイスの位置と該基地局の位置との間の距離に基づいて、登録に使用され
る該現在のメッセージおよび該遅延されたメッセージのうちの該指示を送信する１つのメ
ッセージを選択するステップと
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　を実行させる、請求項１４に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２０】
　前記コンピュータ命令はさらに実行されて、前記１つ以上のプロセッサに、
　現在の時間における登録に使用される現在のメッセージと、該現在の時間から遅延期間
後の登録に使用される遅延されたメッセージとのうちどちらで前記指示を送信するかを、
前記クイックページングチャネルの品質に基づいて決定するステップと、
　該クイックページングチャネルの品質に基づいて、登録に使用される該現在のメッセー
ジおよび該遅延されたメッセージのうちの該指示を送信する１つのメッセージを選択する
ステップと
　を実行させる、請求項１４に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２１】
　前記外部電源は、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）経由のコンピュータ電源を含む
、請求項１４に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２２】
　前記外部電源は、交流電源または充電装置を含む、請求項１４に記載のコンピュータ読
み取り可能な媒体。
【請求項２３】
　前記指示は、登録に使用されるメッセージ内で前記ワイヤレスネットワークに送信され
る、請求項１４に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２４】
　前記指示は、タイマーベースの登録に使用されるメッセージ内で前記ワイヤレスネット
ワークに送信される、請求項１４に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２５】
　前記指示は、パラメータ変更登録に使用されるメッセージ内で前記ワイヤレスネットワ
ークに送信される、請求項１４に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２６】
　前記指示は、暗黙の登録に使用されるメッセージ内で前記ワイヤレスネットワークに送
信される、請求項１４に記載のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項２７】
　ワイヤレストランシーバと、
　該ワイヤレストランシーバに連結されたアンテナと、
　該ワイヤレストランシーバに連結された１つ以上のプロセッサと、
　電源と接続するように適合された電源インターフェースと
　を備える、モバイル通信デバイスであって、
　該１つ以上のプロセッサは、
　バッテリ電源とは異なる外部電源が該電源インターフェースにおいて連結されているか
否かを識別することと、
　該外部電源が該電源インターフェースにおいて連結されていると識別されたことに応答
して、クイックページングチャネルの使用を終了するための指示を、該ワイヤレストラン
シーバを用いて該ワイヤレスネットワークへと送信させることと、
　該指示を送信した後に、クイックページングチャネルの指示なしで送信されたページメ
ッセージについて該ワイヤレストランシーバを用いて該ワイヤレスネットワークのページ
ングチャネルを監視することと
　を実行するように動作する、モバイルデバイス。
【請求項２８】
　前記１つ以上のプロセッサがさらに、
　前記外部電源が前記モバイルデバイスに連結されていないと識別されると、前記クイッ
クページングチャネルの使用を再確立するための指示を前記ワイヤレスネットワークへと
送信させることと、
　該クイックページングチャネルの使用を再確立するための指示を該ワイヤレスネットワ
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ークに送信した後、クイックページングチャネルの指示について該クイックページングチ
ャネルを監視することと
　を実行するように動作する、請求項２７に記載のモバイルデバイス。
【請求項２９】
　前記クイックページングチャネルの指示が、前記モバイルデバイスのクイックページン
グチャネルにおいて前記ワイヤレスネットワークによって送信される、請求項２７に記載
のモバイルデバイス。
【請求項３０】
　前記１つ以上のプロセッサがさらに、
　登録に使用されるメッセージが前記ワイヤレスネットワークに送信されるまで遅延する
ことと、
　遅延の後に、該登録に使用されるメッセージ内において該ワイヤレスネットワークに前
記指示が送信されることと
　を実行するように動作する、請求項２７に記載のモバイルデバイス。
【請求項３１】
　前記１つ以上のプロセッサがさらに、
　現在の時間における登録に使用される現在のメッセージと、該現在の時間から遅延期間
後の登録に使用される遅延されたメッセージとのうちどちらで前記指示を送信するかを、
各メッセージの見積電力消費に基づいて決定することと、
　各メッセージの見積電力消費に基づいて、登録に使用される該現在のメッセージおよび
該遅延されたメッセージのうちの該指示を送信する１つのメッセージを選択することと
　を実行するように動作する、請求項２７に記載のモバイルデバイス。
【請求項３２】
　前記１つ以上のプロセッサがさらに、
　現在の時間における登録に使用される現在のメッセージと、該現在の時間から遅延期間
後の登録に使用される遅延されたメッセージとのうちどちらで前記指示を送信するかを、
前記モバイルデバイスの位置と基地局の位置との間の距離に基づいて決定することと、
　該モバイルデバイスの位置と該基地局の位置との間の距離に基づいて、登録に使用され
る該現在のメッセージおよび該遅延されたメッセージのうちの該指示を送信する１つのメ
ッセージを選択することと
　を実行するように動作する、請求項２７に記載のモバイルデバイス。
【請求項３３】
　前記１つ以上のプロセッサがさらに、
　現在の時間における登録に使用される現在のメッセージと、該現在の時間から遅延期間
後の登録に使用される遅延されたメッセージとのうちどちらで前記指示を送信するかを、
前記クイックページングチャネルの品質に基づいて決定することと、
　該クイックページングチャネルの品質に基づいて、登録に使用される該現在のメッセー
ジおよび該遅延されたメッセージのうちの該指示を送信する１つのメッセージを選択する
ことと
　を実行するように動作する、請求項２７に記載のモバイルデバイス。
【請求項３４】
　前記外部電源は、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）経由のコンピュータ電源を含む
、請求項２７に記載のモバイルデバイス。
【請求項３５】
　前記外部電源は、交流電源または充電装置を含む、請求項２７に記載のモバイルデバイ
ス。
【請求項３６】
　前記指示は、登録に使用されるメッセージ内で前記ワイヤレスネットワークに送信され
る、請求項２７に記載のモバイルデバイス。
【請求項３７】



(6) JP 4314274 B2 2009.8.12

10

20

30

40

50

　前記指示は、タイマーベースの登録に使用されるメッセージ内で前記ワイヤレスネット
ワークに送信される、請求項２７に記載のモバイルデバイス。
【請求項３８】
　前記指示は、パラメータ変更登録に使用されるメッセージ内で前記ワイヤレスネットワ
ークに送信される、請求項２７に記載のモバイルデバイス。
【請求項３９】
　前記指示は、暗黙の登録に使用されるメッセージ内で前記ワイヤレスネットワークに送
信される、請求項２７に記載のモバイルデバイス。
【請求項４０】
　前記クイックページングチャネルは、前記モバイルデバイスのためのページメッセージ
が該モバイルデバイスに割り当てられた次のページングスロット内に含まれていることを
示すものである、請求項２７に記載のモバイルデバイス。
【請求項４１】
　ワイヤレス通信ネットワークと、該ワイヤレス通信ネットワークにおいて通信するよう
に動作する１つ以上のモバイル通信デバイスとを備える、通信システムであって、
　各モバイル通信デバイスは、
　バッテリ電源とは異なる外部電源が該モバイル通信デバイスの電源インターフェースに
おいて連結されているか否かを識別することと、
　該外部電源が該電源インターフェースにおいて連結されていると識別されたことに応答
して、該ワイヤレスネットワークのクイックページングチャネルの使用を終了するための
指示を、該ワイヤレスネットワークへと送信させることと、
　該指示を送信した後に、クイックページングチャネルの指示なしで設定されたページメ
ッセージについて該ワイヤレスネットワークのページングチャネルを監視することと
　を実行するように適合されている、通信システム。
【請求項４２】
　各モバイル通信デバイスがさらに、
　前記外部電源が前記モバイルデバイスに連結されていないと識別されると、前記クイッ
クページングチャネルの使用を再確立するための指示を前記ワイヤレスネットワークへと
送信させることと、
　該クイックページングチャネルの使用を再確立するための指示を該ワイヤレスネットワ
ークに送信した後、クイックページングチャネルの指示について該クイックページングチ
ャネルを監視することと
　を実行するように適合されている、請求項４１に記載の通信システム。
【請求項４３】
　前記クイックページングチャネルの指示が、前記モバイルデバイスのクイックページン
グチャネルにおいて前記ワイヤレスネットワークによって送信される、請求項４１に記載
の通信システム。
【請求項４４】
　各モバイル通信デバイスがさらに、
　登録に使用されるメッセージが前記ワイヤレスネットワークに送信されるまで遅延する
ことと、
　遅延の後に、該登録に使用されるメッセージ内において該ワイヤレスネットワークに前
記指示が送信されることと
　を実行するように適合されている、請求項４１に記載の通信システム。
【請求項４５】
　各モバイル通信デバイスがさらに、
　現在の時間における登録に使用される現在のメッセージと、該現在の時間から遅延期間
後の登録に使用される遅延されたメッセージとのうちどちらで前記指示を送信するかを、
各メッセージの見積電力消費に基づいて決定することと、
　各メッセージの見積電力消費に基づいて、登録に使用される該現在のメッセージおよび
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該遅延されたメッセージのうちの該指示を送信する１つのメッセージを選択することと
　を実行するように適合されている、請求項４１に記載の通信システム。
【請求項４６】
　各モバイル通信デバイスがさらに、
　現在の時間における登録に使用される現在のメッセージと、該現在の時間から遅延期間
後の登録に使用される遅延されたメッセージとのうちどちらで前記指示を送信するかを、
前記モバイルデバイスの位置と基地局の位置との間の距離に基づいて決定することと、
　該モバイルデバイスの位置と該基地局の位置との間の距離に基づいて、登録に使用され
る該現在のメッセージおよび該遅延されたメッセージのうちの該指示を送信する１つのメ
ッセージを選択することと
　を実行するように動作する、請求項４１に記載の通信システム。
【請求項４７】
　各モバイル通信デバイスがさらに、
　現在の時間における登録に使用される現在のメッセージと、該現在の時間から遅延期間
後の登録に使用される遅延されたメッセージとのうちどちらで前記指示を送信するかを、
前記クイックページングチャネルの品質に基づいて決定することと、
　該クイックページングチャネルの品質に基づいて、登録に使用される該現在のメッセー
ジおよび該遅延されたメッセージのうちの該指示を送信する１つのメッセージを選択する
ことと
　を実行するように動作する、請求項４１に記載の通信システム。
【請求項４８】
　前記モバイル通信デバイスのための前記外部電源は、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳ
Ｂ）経由のコンピュータ電源を含む、請求項４１に記載の通信システム。
【請求項４９】
　前記外部電源は、交流電源または充電装置を含む、請求項４１に記載の通信システム。
【請求項５０】
　前記指示は、登録に使用されるメッセージ内で前記ワイヤレスネットワークに送信され
る、請求項４１に記載の通信システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、概してワイヤレスネットワークにおいて動作する移動局に関し、より具体的
には、高容量電源の使用に基づくクイックページングチャネル（ＱＰＣＨ）の使用を終了
するための方法および装置に関する。
【０００２】
　（関連出願の相互参照）
　本出願は、「Ｍｅｔｈｏｄ　Ｏｆ　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ　Ｓｌｏｔ　Ｃｙｃｌｅ　Ｉｎｄ
ｉｃａｔｉｏｎ　Ｆｏｒ　Ｓｌｏｔｔｅｄ　Ｍｅｓｓａｇｉｎｇ」という題目の米国仮特
許出願６０／５２７，８６５（２００３年１２月８日出願）に対して優先権主張を行って
おり、これは本明細書中で援用されている。
【背景技術】
【０００３】
　ワイヤレス通信デバイス、例えばセルラー通信ネットワークにて動作する移動局等は、
音声電話技術とデータ通信の両方を備えることができる。例えば、移動局は、第三世代（
３Ｇ）通信標準規格（例えばＩＳ－２０００リリース０等）に準拠し、世界標準移動体通
信規格（ＧＳＭ）、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、または符号分割多重接続（ＣＤＭＡ）
ワイヤレスネットワーク技術を利用することができる。
【０００４】
　ＩＳ－２０００によって定義されるＣＤＭＡ通信において、クイックページングチャネ
ル（ＱＰＣＨ）は、モバイルデバイスに対して割り当てられる次のページングスロットの
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中にページメッセージが存在するか否かの指示を、前記モバイルデバイスに早期に与える
ために利用される。前記クイックページングチャネルは次の前記ページングスロットと比
べ比較的短く、そのため指示がページメッセージが存在しないことを示した場合、前記モ
バイルデバイスは次の前記ページングスロットを監視する必要はない。明らかなように、
クイックページングチャネル指示はモバイルデバイスの省電力を意図したものであり、も
はやページ毎に割り当てられた各ページングスロットを常に反復して監視する必要はない
。しかしながら、モバイルデバイスがクイックページングチャネルは正確ではない可能性
があると判断した場合、前記モバイルデバイスは関連した次のページングスロットを監視
し続ける。
【０００５】
　前記クイックページングチャネルはオンオフキーイング技術を利用する。比較的多数の
モバイルデバイスがネットワーク上で動作している場合、指示の「衝突」が生じてクイッ
クページングチャネル指示の前記モバイルデバイスにおける使用の正確さが損なわれてし
まう可能性が高い。これによって、ネットワーク上の全てのモバイルデバイスはより頻繁
にページングスロットを監視することが必要となる。つまり、ネットワーク上でクイック
ページングチャネルを利用するモバイルデバイスが増えるに従い、所定のクイックページ
ングチャネル指示を不正確とならしめる衝突が生じやすくなり、従ってネットワーク上の
モバイルデバイスはページングスロットをより監視することが必要となり、結果全ての移
動局の電力消費量を増加させる。
【０００６】
　クイックページングチャネルはモバイルデバイスに対する次のページングスロットをお
よそ１００ミリ秒待機するよう定められていることにも留意すべきである。従ってネット
ワークは、指示を与えた後に前記モバイルデバイスへ実際にページメッセージを送信する
前に、１００ミリ秒遅延する必要がある。従って、ネットワークが一定のメッセージをモ
バイルデバイスに送信する時間が増加し、前記モバイルデバイスのための呼確立時間が増
加する。
【０００７】
　その他のシステムが類似の問題を示すこともある。従って、ワイヤレス通信ネットワー
ク上でのページングための技術を改良する必要がある。
【０００８】
　モバイルデバイスが規定の電力供給源と異なる高容量電源を使用する場合、そのモバイ
ルデバイスのためのクイックページングチャネルの使用を終了するよう、ネットワークに
指示を送る。高容量電源とは、例えば交流電源コンセントまたは充電装置、充電器、ユニ
バーサルシリアルバス（ＵＳＢ）経由のコンピュータ電源等である。このような電源を利
用する場合、モバイルデバイスは電力を節約する強い必要性はない。２つの利点は、（１
）一般的にネットワーク上にある全ての移動局の電力消費量を減少させる、クイックペー
ジング指示の衝突の可能性の減少、（２）モバイルデバイスのための呼確立時間軽減であ
る。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　１つの具体例において、モバイル通信デバイスは、ワイヤレストランシーバと、前記ワ
イヤレストランシーバに連結するアンテナと、前記ワイヤレストランシーバに連結する１
つ以上のプロセッサと、前記モバイルデバイスに電力を供給するための電源と接続するよ
うに適合された電源インターフェースを有する。前記１つ以上のプロセッサは、前記ワイ
ヤレストランシーバを使用しワイヤレス通信ネットワークのクイックページングチャネル
を監視し、所定の電源が前記電源インターフェースに接続されているか否かを確認し、所
定の電源が電源インターフェースに接続されていることの確認に基づき、前記ワイヤレス
トランシーバを用いてワイヤレスネットワークに送信されるようにクイックページングチ
ャネルの使用を終了するための指示を行い、またワイヤレスネットワークに指示を送信後
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はワイヤレストランシーバを使用したクイックページングチャネルの監視を行わないよう
機能する。前記指示は前記ワイヤレスネットワークを使用して登録のために使用されるメ
ッセージ内に送信されることができ、このタスクの具体的実行方法について詳細を説明す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　１つの具体例において、モバイル通信デバイスは、ワイヤレストランシーバと、前記ワ
イヤレストランシーバに連結するアンテナと、前記ワイヤレストランシーバに連結する１
つ以上のプロセッサと、前記モバイルデバイスに電力を供給するための電源と接続するよ
うに適合された電源インターフェースを有する。前記１つ以上のプロセッサは、前記ワイ
ヤレストランシーバを使用しワイヤレス通信ネットワークのクイックページングチャネル
を監視し、所定の電源が前記電源インターフェースに接続されているか否かを確認し、所
定の電源が電源インターフェースに接続されていることの確認に基づき、前記ワイヤレス
トランシーバを用いてワイヤレスネットワークに送信されるようにクイックページングチ
ャネルの使用を終了するための指示を行い、またワイヤレスネットワークに指示を送信後
はワイヤレストランシーバを使用したクイックページングチャネルの監視を行わないよう
機能する。
【００１１】
　図１は、ワイヤレス通信ネットワーク１０４を介して通信を行うモバイル通信デバイス
１０２を含む通信システム１００を示すブロック図である。モバイルデバイス１０２は、
画像ディスプレイ１１２と、キーボード１１４と、可能ならば１つ以上の補助ユーザイン
ターフェース（ＵＩ）１１６を含み、それぞれがコントローラ１０６に連結していること
が好ましい。コントローラ１０６は無線周波数（ＰＦ）トランシーバ回路１０８およびア
ンテナ１１０にも連結している。
【００１２】
　一般的に、コントローラ１０６はメモリ構成要素（図示せず）内のオペレーティングシ
ステムソフトウェアを動作させる中央演算処理装置（ＣＰＵ）として具現化される。コン
トローラ１０６が通常モバイルデバイス１０２の全動作を制御する一方で、通信機能に関
わる信号処理動作は一般的にＲＦトランシーバ回路１０８にて行われる。コントローラ１
０６は受信した情報を表示し、情報、ユーザ入力などを保存するためにデバイスディスプ
レイ１１２と接続する。キーボード１１４は、電話式テンキーまたは完全な英数字キーボ
ードであることがあり、通常モバイルデバイス１０２に保存するデータ、ネットワーク１
０４へ伝達する情報、電話をかけるための電話番号、モバイルデバイス１０２上で実行さ
れるコマンドおよび場合により他のユーザ入力を入力するために備えられている。
【００１３】
　モバイルデバイス１０２は、アンテナ１１０を経由しワイヤレスリンクでネットワーク
１０４と通信信号の送受信を行う。ＲＦトランシーバ回路１０８は、例えば変調／復調、
場合によりエンコード／デコードおよび暗号化／復号化を含む、無線ネットワーク（ＲＮ
）１２８と類似した機能を実行する。ＲＮ１２８によって実行される機能に加え、ＲＦト
ランシーバ回路１０８が一定の機能を実行することができるとも考えられる。当業者には
、ＲＦトランシーバ回路１０８がモバイルデバイス１０２の動作を意図する特定の単数ま
たは複数のワイヤレスネットワークに適合されることは明白であろう。モバイルデバイス
１０２が完全に動作している場合、ＲＦトランシーバ回路１０８のＲＦ送信機は一般的に
ネットワークへの送信中のみ動作され、そうでない場合には、資源節約のため停止される
。同様に、ＲＦトランシーバ回路１０８のＲＦ送信機は一般的に、信号または情報を受信
する必要が生じるまで（仮にあったとしても）指定された期間、電力節約のため停止され
る。
【００１４】
　モバイルデバイス１０２は１つ以上の充電可能なバッテリ１２４を受け入れるための電
源インターフェース１２２を備える。バッテリ１２４はモバイルデバイス１０２の電気回
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路に電力を供給し、電源インターフェース１２２はバッテリ１２４に機械的および電気的
接続を提供する。電源インターフェース１２２は、デバイスへの電力を調整するレギュレ
ータ１２６に連結される。電源インターフェース１２２はまた補助電源１２５と結合する
ようにも適合されている。補助電源１２５は、バッテリ１２４よりも大容量または高容量
の電源である。補助電源１２５は、モバイルデバイス１０２に無制限の電源供給を提供す
る。補助電源１２５は、例えば交流電源コンセント、「シガレットライター」またはその
他適合する接続による車載用電源、またはユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）経由のコ
ンピュータ電源等であってもよい。
【００１５】
　モバイルデバイス１０２は、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）または着脱式利用者識別
モジュール（Ｒ－ＵＩＭ）等、インターフェース１１８においてモバイルデバイス１０２
に接続または挿入される記憶モジュール１２０を使用して動作する。ＳＩＭまたはＲ－Ｕ
ＩＭの代替として、モバイルデバイス１０２はサービスプロバイダによりモバイルデバイ
ス１０２の不揮発性メモリ内にプログラムされた構成データに基づいて動作することがで
きる。モバイルデバイス１０２は、例えばデータ通信デバイス、携帯電話、データおよび
音声通信機能を備えた多機能通信デバイス、ワイヤレスコミュニケーションが可能な携帯
情報端末（ＰＤＡ）、またはモデム内蔵のコンピュータのような単一ユニットからなるこ
とがある。あるいは、モバイルデバイス１０２は複数の個別の構成要素を備えるマルチモ
ジュールからなることがあり、これはコンピュータまたはワイヤレスモデムに接続したそ
の他のデバイスを含むが決してこれに限定されるものではない。特に、例えば図１のモバ
イルデバイスブロック図においては、ＲＦトランシーバ回路１０８とアンテナ１１０はラ
ップトップ型コンピュータのポートに挿入できる無線モデムユニットとして実施すること
ができる。この場合、ラップトップ型コンピュータはディスプレイ１１２、キーボード１
１４および１つ以上の補助ＵＩ１１６を備えるであろう。コントローラ１０６はコンピュ
ータのＣＰＵとしてもモデムユニット内の個別のＣＰＵとしても実施される。コンピュー
タまたは通常ワイヤレスコミュニケーションを行えないその他の装置は、上記のような単
一ユニットデバイスのＲＦトランシーバ回路１０８およびアンテナ１１０に接続され、そ
の制御を引き継ぐよう適合されることがある。そのようなモバイルデバイス１０２は図２
の移動局２０２に関連して後に説明するものより、特定の実装を有する。
【００１６】
　モバイルデバイス１０２はワイヤレス通信ネットワーク１０４上で、および経由して通
信を行う。図１の実施例においては、ワイヤレスネットワーク１０４は、符号分割多重接
続（ＣＤＭＡ）技術に基づく第二世代（２Ｇ）または第三世代（３Ｇ）対応ネットワーク
である。特に、ワイヤレスネットワーク１０４は、図１に示すように、連結した固定ネッ
トワーク要素を含むＣＤＭＡ２０００（登録商標）である。ＣＤＭＡ２０００方式のワイ
ヤレスネットワーク１０４は、無線ネットワーク（ＲＮ）１２８と、移動通信交換局（Ｍ
ＳＣ）１３０と、信号方式７（ＳＳ７）ネットワーク１４０と、ホームロケーションレジ
スタ／認証センター（ＨＬＲ／ＡＣ）１３８と、パケットデータ提供ノード（ＰＤＳＮ）
１３２と、ＩＰネットワーク１３４およびリモート認証ダイヤルインユーザサービス（Ｒ
ＡＤＩＵＳ）サーバ１３６を含む。ＳＳ７ネットワーク１４０は、コールパーティ１５０
（例えば固定電話やその他移動局）のようなその他のコールパーティまたは緊急コールセ
ンター１５２を用いてモバイルデバイス１０２に接続しているネットワーク１４２（例え
ば公衆交換電話網つまりＰＳＴＮ）に通信を行えるよう連結している。これに対し、ＩＰ
ネットワーク１３４はインターネットのような他のネットワーク１４４に通信を行えるよ
う連結している。ＣＤＭＡ２０００（登録商標）は米国電気通信工業会（ＴＩＡ－ＵＳＡ
）の登録商標であることにも留意すべきである。
【００１７】
　動作中、モバイルデバイス１０２は呼確立、呼処理および移動性管理などの機能を実行
するＲＮ１２８と通信を行う。ＲＮ１２８は、一般に「セル」と呼ばれる特定のサービス
エリアのためのワイヤレスネットワークサービスエリアを提供する複数の基地局トランシ
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ーバシステムを含む。ＲＮ１２８の特定の基地局トランシーバシステム、例えば図１に示
されているものは、そのセル内においてモバイルデバイスと通信信号の送受信を行う。基
地局トランシーバシステムは通常、特定の、通例所定の通信プロトコルおよびパラメータ
に従って、コントローラによる制御のもと、モバイルデバイスに送信される信号の変調お
よび場合によりエンコードおよび／または暗号化のような機能を実行する。基地局トラン
シーバシステムは同様に、必要ならばセル内におけるモバイルデバイス１０２から受信し
た通信信号を復調、デコード、復号化する。通信プロトコルおよびパラメータは、別のネ
ットワーク間では異なる場合がある。例えば、あるネットワークは他のネットワークとは
異なる変調スキームを使用し、異なる周波数で動作する。基本的なサービスもその特定の
プロトコル改定に基づいて異なる場合がある。
【００１８】
　図１の通信システム１００に示されるワイヤレスリンクは、１つ以上の異なるチャネル
、一般的には異なる無線周波数（ＲＦ）チャネルおよびワイヤレスネットワーク１０４と
モバイルデバイス１０２の間で使用されている関連プロトコルを表す。当業者には、現実
実務におけるワイヤレスネットワークがサービスエリアの全範囲で必要に応じて何百もの
セルを含むことができることが理解されるであろう。全ての関連する構成要素は多様のス
イッチおよびルータ（図示せず）によって接続され、多様のネットワークコントローラに
よって制御されることができる。
【００１９】
　ネットワークオペレータに登録された全てのモバイルデバイス１０２に対し、一時デー
タ（例えばモバイルデバイス１０２の現在地）のみならず永久データ（例えばモバイルデ
バイス１０２のユーザプロフィール）もＨＬＲ／ＡＣ１３８内に保存される。モバイルデ
バイス１０２への音声通話の場合には、ＨＬＲ／ＡＣ１３８はモバイルデバイス１０２の
現在地を決定するよう問い合わせを受ける。ＭＳＣ１３０の訪問者情報メモリ（ＶＬＲ）
は位置範囲のひとつのグループに責任があり、その責任の範囲内に現在位置しているモバ
イルデバイスのデータを保存する。これはＨＬＲ／ＡＣ１３８からＶＬＲへより速いアク
セスのために送信された永久モバイルデバイスデータの一部を含む。しかしながら、ＭＳ
Ｃ１３０のＶＬＲは、一時的認証のようなローカルデータを割り当て、保存することもで
きる。モバイルデバイス１０２はまた、ＨＬＲ／ＡＣ１３８によるシステムアクセスで認
証される。ＣＤＭＡ２０００準拠のネットワーク上のモバイルデバイス１０２にパケット
データサービスを提供するために、ＲＮ１２８はＰＤＳＮ１３２と通信を行う。ＰＤＳＮ
１３２は、ＩＰネットワーク１３４を介しインターネット１４４（またはイントラネット
、ワイヤレスアプリケーションプロトコル（ＷＡＰ）サーバなど）へのアクセスを提供す
る。ＰＤＳＮ１３２は、仮想プライベートネットワークのためのパケット輸送と同様に、
ＩＰモバイルネットワーク内に外部エージェント（ＦＡ）機能も提供する。ＰＤＳＮ１３
２はＩＰアドレスの範囲を有するとともにＩＰアドレス管理、セッションメンテナンスお
よび任意でキャッシュメモリへのデータ保存を行う。ＲＡＤＩＵＳサーバ１３６はパケッ
トデータサービスの認証、許可およびアカウンティング（ＡＡＡ）に関わる機能の実行に
責任があり、ＡＡＡサーバと呼ばれることがある。
【００２０】
　ワイヤレス通信ネットワーク１０４は、モバイルデバイスの位置を検出するための位置
検出構成要素を含む。モバイルデバイスの位置情報は従来のＧＰＳシステム１５４のＧＰ
Ｓ衛星を利用した全地球測位システム（ＧＰＳ）技術に基づいて得られる。一般的な構成
では、ＧＰＳシステム１５４は１２時間で地球を一周する２４基のＧＰＳ衛星を含む。本
出願では、モバイルデバイス１０２はＧＰＳシステム１５４から受信した信号に基づいて
ＧＰＳ情報を入手し、ワイヤレスネットワーク１０４上の位置管理サーバ１９０を利用し
てその位置を測定し入手する。位置管理サーバ１９０はＭＳＣ１３０および／またはＩＰ
ネットワーク１３４に接続され、ポジションディターミネーションエンティティ（Ｐｏｓ
ｉｔｉｏｎ　Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ　Ｅｎｔｉｔｙ、ＰＤＥ）と呼ばれるものを含
むことがある。ＰＤＥは、信号を受信しＧＰＳシステム１５４によって送信された情報を
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エンコードするために使用されるＧＰＳレシーバ１９２に連結している。モバイルデバイ
ス１０２は、一般的に音声およびデータ通信に使用される同じＲＦトランシーバ１０８を
使用して（または少なくともその一部を共有することによって）ＧＰＳシステム１５４お
よび位置管理サーバ１９０からＧＰＳ情報を受信することができる。
【００２１】
　当業者には、ワイヤレスネットワーク１０４が、図１には明示されていないが、場合に
より他のネットワークも含む、他のシステムと接続されることが理解されるであろう。実
際にはパケットデータの交換が行われていないとしても、ネットワークは普通、少なくと
もある種のページングおよびシステム情報を継続して送信しているであろう。ネットワー
クは多くの部分からなっているが、これらの部分がすべてともに作用することで、ワイヤ
レスリンクでの一定動作という結果になる。
【００２２】
　図２は、好ましいモバイルデバイス、すなわち移動局２０２を示す、詳細なブロック図
である。移動局２０２は、少なくとも音声および他のコンピュータシステムと通信を行う
機能を含む高度なデータ通信機能を有する双方向通信デバイスである。移動局２０２によ
り提供される機能性によって、データメッセージデバイス、双方向ポケットベル、データ
通信機能付携帯電話、ワイヤレスインターネットアプライアンス、またはデータ通信デバ
イス（電話機能の有無に関わらず）などと呼ばれることがある。移動局２０２は複数の基
地局トランシーバシステム２００を使用してその地理的なサービスエリア内で通信を行う
ことができる。移動局２０２は通信を行う基地局トランシーバシステム２００を選択また
は選択を促進する。
【００２３】
　移動局２０２は一般的に、受信機２１２と、送信機２１４および１つ以上の（埋め込み
型または内蔵型が好ましい）アンテナ要素２１６および２１８のような関連構成要素と、
局部発振機（ＬＯ）２１３と、デジタルシグナルプロセッサ（ＤＳＰ）２２０のような処
理モジュールとを含む通信サブシステム２１１を組み込む。通信サブシステム２１１は、
図１に示されるＲＦトランシーバ回路１０８およびアンテナ１１０に類似している。通信
分野の技術者にとって明らかなように、通信システム２１１の特定の設計は移動局２０２
が動作する予定の通信ネットワークに依存する。
【００２４】
　移動局２０２は、要求されたネットワーク登録または認証処理が完了した後、ネットワ
ークを介して通信信号の送受信を行うことができる。ネットワークを通じアンテナ２１６
により受信された信号は受信機２１２へ入力され、信号増幅、周波数下方変換、フィルタ
リング、チャネル選択および図２の例に示されるようなアナログからデジタルへの（Ａ／
Ｄ）変換等のような一般の受信機機能を実行することができる。受信した信号のＡ／Ｄ変
換により、ＤＳＰ２２０で実行される復調および復号化のような、より複雑な通信機能が
可能になる。同様の方法で、送信される信号の、例えばＤＳＰ２２０による変調およびエ
ンコードを含む処理が行われる。これらのＤＳＰ処理された信号はデジタルからアナログ
への（Ａ／Ｄ）変換、周波数上方変換、フィルタリング、アンテナ２１８を経由した通信
ネットワーク上での増幅および送信のために送信機２１４へ入力される。ＤＳＰ２２０は
通信信号を処理するのみでなく、受信機および送信機の制御も提供する。例えば、受信機
２１２および送信機２１４内で通信信号に適用されるゲインは、ＤＳＰ２２０内で実施さ
れる自動ゲイン制御アルゴリズムによって順応して制御されることができる。
【００２５】
　ネットワークアクセスは移動局２０２の加入者またはユーザに関連しており、従って移
動局２０２は、ネットワーク上で動作するように移動局２０２のインターフェース２６４
に挿入または接続された加入者識別モジュールすなわち「ＳＩＭ」カード、または着脱式
利用者識別モジュール（Ｒ－ＵＩＭ）のような記憶モジュール２６２を必要とする。ある
いは、不揮発性メモリまたはフラッシュメモリ２２４の一部は、移動局２０２がネットワ
ーク上で動作するように、構成データとともにサービスプロバイダによってプログラムさ
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れている。
【００２６】
　移動局２０２は移動可能なバッテリ式デバイスであるため、バッテリまたは補助電源の
ような別の電源（図１に関して説明）を受け入れるために電源インターフェース２５４も
含む。そのような電力供給源は、仮に移動局２０２に電気回路がない場合に最も電力を供
給し、インターフェース２５４はそのための機械的および電気的接続を提供する。電源イ
ンターフェース２５４は、全ての回路に電力を供給するレギュレータ（図２には図示なし
）に連結している。
【００２７】
　移動局２０２は、移動局２０２の動作を全て制御するマイクロプロセッサ２３８（図１
のコントローラ１０６のひとつの実装）を含む。この制御には本出願のクイックページン
グ技術も含まれる。少なくともデータおよび音声の通信を含む通信機能は、通信サブシス
テム２１１により実行される。マイクロプロセッサ２３８は、ディスプレイ２２２、フラ
ッシュメモリ２２４、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）２２６、補助の入力／出力（Ｉ
／Ｏ）２２８、シリアルポート２３０、キーボード２３２、スピーカー２３４、マイクロ
フォン２３６、専用狭域通信サブシステム２４０、その他通常２４２に指定された任意の
デバイスサブシステムなどの追加デバイスサブシステムとも情報交換を行う。図２に示さ
れたサブシステムの中には通信に関連した機能を実行するものもあり、これに対し他のサ
ブシステムは「常駐の」または端末上の機能を提供することができる。特に、例えばキー
ボード２３２およびディスプレイ２２２などのいくつかのサブシステムは、通信ネットワ
ークへ送信するためのテキスト入力および計算機またはタスクリストとしてのデバイス内
蔵機能等、両方の通信に関連した機能に使用されることがある。マイクロプロセッサ２３
８によって使用されるオペレーティングシステムソフトウェアは、フラッシュメモリ２２
４のような永続性の記憶装置に保存されるのが好ましく、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）
または同様の記憶要素（図示せず）も代替となりうる。当業者には、オペレーティングシ
ステム、特定のデバイスアプリケーションまたはその一部がＲＡＭ２２６等の揮発性記憶
装置へ一時的にロードされうることが理解されるであろう。
【００２８】
　マイクロプロセッサ２３８は、そのオペレーティングシステム機能に加え、移動局２０
２上のソフトウェアアプリケーションを実行できることが好ましい。少なくともデータお
よび音声の通信アプリケーションを含む基本的なデバイス操作を制御する所定のアプリケ
ーション一式は、通常その製造中に移動局２０２にインストールされる。移動局２０２に
ロードされうる好ましいアプリケーションは、ユーザに関連する、例えば電子メール、イ
ベントカレンダー、ボイスメール、スケジュールおよびタスク項目などであるがこれに限
定されないデータ項目を整理し管理する機能を有するスケジュール管理（ＰＩＭ）アプリ
ケーションでありうる。当然ながら、ＰＩＭデータ項目およびその他の情報の記憶を容易
にするため、１つ以上の記憶装置が移動局２０２およびＳＩＭ２５６で利用できる。
【００２９】
　ＰＩＭアプリケーションはデータ項目をワイヤレスインターネット経由で送受信する機
能を有するのが好ましい。好ましい実施の形態においては、ＰＩＭデータ項目はホストコ
ンピュータシステムに保存され、さらに／または関連する移動局ユーザの関連するデータ
項目を用いてワイヤレスネットワークを経由してシームレスに統合、同期化およびアップ
デートされ、その結果、そのような項目について反映されたホストコンピュータを移動局
２０２上に作成する。このことは特にホストコンピュータシステムが移動局ユーザのオフ
ィスコンピュータシステムである場合に好都合である。ネットワーク、補助Ｉ／Ｏサブシ
ステム２２８、シリアルポート２３０、専用狭域通信サブシステム２４０、またはその他
適合する任意のサブシステム２４２によって追加のアプリケーションを移動局２０２にロ
ードし、マイクロプロセッサ２３８により実行されるように、ユーザがＲＡＭ２２６また
は好ましくは不揮発性記憶装置（図示せず）にインストールすることもできる。アプリケ
ーションのインストールにおけるそのような柔軟性は、移動局２０２の機能性を拡大し、
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端末上の機能や通信関連機能、またはその両方の強化を可能にする。例えば、信頼できる
通信アプリケーションにより、電子商取引機能や移動局２０２を使用して実行されるその
他の金融取引が可能になる。
【００３０】
　データ通信モードにおいて、テキストメッセージ、電子メールメッセージ、あるいはウ
ェブページのダウンロードなどの受信された信号は、通信サブシステム２１１によって処
理され、マイクロプロセッサ２３８へ入力される。マイクロプロセッサ２３８は信号をデ
ィスプレイ２２２あるいは補助Ｉ／Ｏデバイス２２８へ出力するため、さらに処理を行う
のが好ましい。移動局２０２のユーザは、例えばディスプレイ２２２および可能ならば補
助Ｉ／Ｏデバイス２２８とともにキーボード２３２を使用して、電子メールメッセージな
どのデータ項目の作成も行うことができる。キーボード２３２は完全な英数字のキーボー
ドおよび／または電話式テンキーであるのが好ましい。これらの構成項目は通信サブシス
テム２１１により通信ネットワークに送信されることができる。
【００３１】
　音声通信の場合も、移動局２０２の全ての動作は、受信された信号がスピーカー２３４
に出力され、送信する信号がマイクロフォン２３６により生み出されること以外は概ね同
様である。ボイスメッセージ録音サブシステムのように、音声またはオーディオのＩ／Ｏ
サブシステムも移動局２０２において実装される。声または音の信号出力は主にスピーカ
ー２３４によって実現されるのが好ましいが、ディスプレイ２２２もまた発呼者の確認の
指示、音声電話の継続時間または例示したような情報に関わるその他の音声通話などを提
供するのに使用されることがある。
【００３２】
　図２のシリアルポート２３０は通常、携帯情報端末（ＰＤＡ）型の通信デバイスにおい
て実装され、ユーザのデスクトップコンピュータと同期がとれるために任意選択ではある
が望ましい構成要素である。シリアルポート２３０はユーザが外付デバイスやソフトウェ
アアプリケーションによって好みのものを設置することを可能にし、ワイヤレスネットワ
ークを経由する以外にも、移動局２０２への情報やソフトウェアダウンロードを提供する
ことによって移動局２０２の機能を拡張する。この代替のダウンロードパスは、例えば暗
号鍵を最短の、従って信頼できる接続により移動局２０２にロードするために使用するこ
とができ、それによって安全なデバイスコミュニケーションを提供することができる。
【００３３】
　図２の専用狭域通信サブシステム２４０は、移動局２０２と別のシステムまたはデバイ
スの間の通信を提供する追加の任意選択構成要素であり、類似のデバイスである必要性は
ない。例えば、サブシステム２４０は赤外線デバイスおよび結合した回路と構成要素、あ
るいは同様に利用可能なシステムおよびデバイスとの通信を提供するブルートゥース（商
標）通信モジュールを含む。ブルートゥース（商標）はブルートゥースＳＩＧの登録商標
である。
【００３４】
　図３は、モバイルデバイスが使用できる携帯電話上でのプッシュツートーク（ＰＴＴ）
（ＰｏＣ）通信に付属する関連システム構成要素３００を示すブロック図である。構成要
素３００は、モバイルデバイスを代表するユーザ端末（ＵＥ）３０２と、携帯電話上での
プッシュツートーク（ＰｏＣ）サーバ３０４と、アクセス３０６と、グループおよびリス
ト管理サーバ（ＧＬＭＳ）３０８と、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）コア３
１２と、プレゼンスサーバ３１０とを含む。これらの構成要素の中には、任意選択または
基本動作には必須でないものもある。ＰｏＣアーキテクチャーおよび信号処理は、携帯電
話上でのプッシュツートーク（ＰｏＣ）、信号フロー、ＰｏＣリリース１．０―アーキテ
クチャＶ１．１．０（２００３－０８）技術仕様書、および携帯電話上でのプッシュツー
トーク（ＰｏＣ）、信号フロー、ＰｏＣリリース１．０―信号フローＶ１．１．３（２０
０３－０８）技術仕様書などの現在の標準仕様に説明されるように、従来と同様である。
【００３５】
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　ＰｏＣ通信セッションは、半二重方式で一人ずつ通信を行うセッション「参加者」と呼
ばれるＵＥ３０２のエンドユーザ間のセッション接続である。ＰｏＣ通信は、音声情報を
運ぶデータパケットの通信を伴うボイスオーバーＩＰ（ＶｏＩＰ）技術である。ＵＥ３０
２はＰｏＣアプリケーションクライアントソフトウェアを含む端末装置（例えばモバイル
デバイス）であり、これは本出願の機能を含むが、それ以外は従来技術を利用する。ＩＭ
Ｓコア３１２は、複数のセッション制御プロトコル（ＳＩＰ）プロキシおよびＳＩＰレジ
ストラを含む。ＵＥ３０２に接触する最初の点は、外部プロキシとしてＵＥ３０２に設定
されているＩＭＳコア３１２内のプロキシのひとつである。ＩＭＳアーキテクチャにおい
て、外部プロキシはプロキシ呼状態制御機能（Ｐ－ＣＳＣＦ）として知られている。ＩＭ
Ｓコア３１２は、以下のような機能を実行する。（１）ＵＥ３０２とＰｏＣサーバ３０４
の間のＳＩＰシグナリングのルーティング、（２）ＵＥ３０２からのＳＩＰ圧縮の終了、
（３）認証および許可、（４）登録状態およびＳＩＰセッション状態のメンテナンス、（
５）賦課制度へのレポートである。ＵＥ３０２は、外部プロキシのＳＩＰ定型資源識別子
（ＵＲＩ）を決定した後、全てのＳＩＰメッセージを外部プロキシのＩＰアドレスへ送信
する。
【００３６】
　エンドユーザはグループ、連絡先リスト、アクセスリストを管理するためにＧＬＭＳ３
０８を使用する。連絡先リストは、エンドユーザが他のＰｏＣユーザまたはＰｏＣグルー
プとインスタントトークセッションを確立するために使用するアドレス帳の一種である。
エンドユーザは、他のＰｏＣユーザまたはＰｏＣグループのＩＤを含むひとつまたはいく
つかの連絡先リストを有することができる。連絡先リスト管理はＵＥ３０２がＧＬＭＳ３
０８に位置する連絡先リストを保存し読み出すことを可能にする操作を含む。エンドユー
ザはＰｏＣグループを指定することができる。エンドユーザは、リストからひとつのグル
ープを選択し、グループの種類に応じて、インスタントグループトークセッションまたは
チャットグループトークセッションを開始することができる。アクセスリストは、誰がエ
ンドユーザに対しインスタントトークセッションの開始を許すかを、エンドユーザがコン
トロールする手段として使用される。アクセスリストは、他のエンドユーザまたはグルー
プのＩＤを定義したエンドユーザを含む。前記エンドユーザは、ひとつのブロックされた
ＩＤリストとひとつの許可されたＩＤリストを有することができる。
【００３７】
　ＰｏＣサーバ３０４はＰｏＣサービスを実行する機能を備える。ＰｏＣサーバ３０４は
一般に次のような機能を実行する。（１）ＳＩＰシグナリングのエンドポイント、（２）
リアルタイム転送プロトコル（ＲＴＰ）およびＲＴＰ制御プロトコル（ＲＴＣＰ）シグナ
リングのエンドポイント、（３）ＳＩＰセッション処理、（４）グループにアクセスする
ためのポリシー制御、（５）グループセッション処理、（６）グループセッション処理、
（７）着信拒否機能、（８）操作権制御機能（操作権制御とはＵＥからの発言権要求を調
停する制御機構のこと）、（９）話者識別、（１０）参加者情報、（１１）品質フィード
バック、（１２）課金レポート、（１３）メディア配信である。プレゼンスサーバ３１０
は、プレゼンスユーザ／ネットワーク／外部エージェントによってアップロードされたプ
レゼンス情報を管理し、プレゼンスに関連する情報多数のソースから単数のプレゼンスド
キュメントに受信する情報からの一定のプレゼンティティを組み合わせることに関与する
。
【００３８】
　ＩｓインターフェースはＵＥ３０２とＩＭＳコア３１２の間の通信をサポートする。こ
の通信は、ＰｏＣ機能をサポートするＳＩＰ処理を含む。Ｉｓインターフェースのための
プロトコルがセッション制御プロトコル（ＳＩＰ）である。Ｉｓシグナリングは、ユーザ
データグラムプロトコル（ＵＤＰ）に移動される。Ｉｆインターフェース上のプロトコル
は、セッション制御のためＩＭＳコア３１２とＰｏＣサーバ３０４の間の通信をサポート
する。Ｉｔインターフェース上のプロトコルは、ＵＥ３０２とＰｏＣサーバ３０４の間の
トークバースト、操作権制御およびリンク品質メッセージの移動をサポートする。Ｉｍイ
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ンターフェース上のプロトコルは、グループ、連絡先リストおよびアクセスリストの管理
と着信拒否指示のため、ＵＥ３０２とＧＬＭＳ３０８の間の通信をサポートする。ＨＴＴ
Ｐ／ＸＭＬプロトコルはこれらの目的のために使用される。Ｉｋインターフェース上のプ
ロトコルは、ＰｏＣサーバ３０４とＧＬＭＳ３０８の間の通信をサポートし、ＰｏＣサー
バ３０４のＧＬＭＳ３０８からのグループおよびアクセスリストを読み出しを可能にする
。Ｉｐｓインターフェース上のプロトコルは、ＩＭＳコア３１２からプレゼンスサーバ３
１０への登録状態のアップロードおよびプレゼンスサーバ３１０とＵＥ３０２の間でのプ
レゼンス情報配布を可能にする。Ｉｐｌインターフェース上のプロトコルは、着信拒否状
態および許可された／ブロックされたアクセスリストをＧＬＭＳ３０８からプレゼンスサ
ーバ３１０へのアップロードを可能にする。グループＩＤは、ＧＬＭＳ３０８により生じ
るグループトークのためにＵＥとＩＭＳコアの間のＩｓインターフェース上で使用される
。
【００３９】
　ＰｏＣシステムにおける各エンティティは、公共または民間のアドレス体系に属するひ
とつ以上のＩＰアドレスを割り当てられる。一方、エンドユーザは電話番号を使用して別
のユーザのアドレス指定を行うことができる。ＵＥ３０２は電話番号を定型資源位置（Ｕ
ＲＬ）内のＩＭＳコア３１２へ送る。電話番号は国際Ｅ．１６４形式（先頭に「＋」マー
クを付ける）または地域内のダイヤル方法と局番を用いるローカルフォーマットを使用す
ることができる。ＩＭＳコア３１２は「＋」で始まる電話番号をＥ．１６４番号であると
解釈する。ＰｏＣセッションのためのＴＥＬ　ＵＲＬによるアドレス指定には、ＰｏＣサ
ーバ３０４が例えばＤＮＳ／ＥＮＵＭまたはその他のローカルデータベースを使用してＳ
ＩＰ　ＵＲＬのＴＥＬ　ＵＲＬを決定できることが必要である。ローカルフォーマットの
電話番号は、ＤＮＳ／ＥＮＵＭが使用される前にＥ．１６４形式に変更される。
【００４０】
　エンドユーザはＰｏＣトークセッションを開始することができる。Ｉｓインターフェー
ス上のＩＮＶＩＴＥ要求は、ＰｏＣサービスを指示するメディアフィーチャータグ付のＡ
ｃｃｅｐｔ－Ｃｏｎｔａｃｔヘッダーを含む。ＩＭＳコア３１２はＡｃｃｅｐｔ－Ｃｏｎ
ｔａｃｔヘッダーを調べることにより、要求をＰｏＣ通信として認識することができる。
ＩＮＶＩＴＥ要求ＵＲＩは、事前に設定された特別なＩＤ（例えばインスタントパーソナ
ルトークまたは特別なインスタントグループ）もグループＩＤ（例えばグループトークま
たはチャットグループトーク）も含む。初期のセッション確立はＲＥＦＥＲを使用した迅
速な接続確立が可能なセッションを行うために用いられる。セッション確立初期のＩＮＶ
ＩＴＥは前述のような電話の相手を有しておらず、これと敵対するするほかの要求とは区
別される。一時グループＩＤはＰｏＣサーバ３０４によって生み出され、Ｃｏｎｔａｃｔ
ヘッダー中のＵＥ３０２へ配布される。ＵＥ３０２の開始から、ユーザ招待の一般ユーザ
ＩＤはＦｒｏｍヘッダーに含まれる。招待されたユーザへのシグナリングでは、Ｆｒｏｍ
ヘッダーは一般ユーザＩＤ（インスタントパーソナルトーク、特別なインスタントグルー
プ）もグループＩＤ（インスタントグループトークまたはチャットグループトークに追加
されたもの）も含む。
【００４１】
　図４は、ワイヤレスネットワーク上の適合する任意のチャネルにあるモバイルデバイス
、例えばページングチャネル（ＰＣＨ）のための複数のメッセージスロット４００の説明
を図示したものである。複数のメッセージスロット４００は、モバイルデバイスのために
、複数の割り当てられたクイックページングチャネル（ＱＰＣＨ）スロット４０１および
複数の割り当てられたＱＰＣＨスロット４０２を備える。図４の制限された図はＱＰＣＨ
スロット４０４およびＱＰＣＨスロット４０８を含む、割り当てられたＱＰＣＨスロット
４０１と、ページングスロット４０６および４１０を含むモバイルデバイスに割り当てら
れたページングスロット４０２を示している。これらのページングスロットは、定期的ま
たは周期的であり、定まった時間ごとに分けられている。図４に示される割り当てられた
ページングスロット４０２の間にある他のページングスロットは全てモバイルデバイスに
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は割り当てられず、モバイルデバイスがスリープモードで動作または他の受信機動作を実
行する期間を提供する。
【００４２】
　ＩＳ－２０００によって定義されるＣＤＭＡ通信において、クイックページングチャネ
ルは、モバイルデバイスページメッセージが前記モバイルデバイスに割り当て割れた、次
のページングスロットの中に存在するかどうか、早く指示を出すために使用される。クイ
ックページングチャネルのページングインジケータは、次のページングスロットと比べる
と比較的短く、そのため指示がページメッセージが存在しないことを示した場合、前記モ
バイルデバイスは次の前記ページングスロットを監視する必要はない。明らかなように、
クイックページングチャネル指示はモバイルデバイスの省電力を意図したものであり、も
はやページ毎に割り当てられた各ページングスロットを常に反復して監視する必要はない
。しかしながら、モバイルデバイスがクイックページングチャネルは正確ではない可能性
があると判断した場合、前記モバイルデバイスは関連した次のページングスロットを監視
し続ける。
【００４３】
　前記クイックページングチャネルはオンオフキーイング技術を利用する。比較的多数の
モバイルデバイスがネットワーク上で動作している場合、指示の「衝突」が生じてクイッ
クページングチャネル指示の前記モバイルデバイスにおける使用の正確さが損なわれてし
まう可能性が高い。これによって、ネットワーク上の全てのモバイルデバイスはより頻繁
にページングスロットを監視することが必要となる。つまり、ネットワーク上でクイック
ページングチャネルを利用するモバイルデバイスが増えるに従い、所定のクイックページ
ングチャネル指示を不正確とならしめる衝突が生じやすくなり、従ってネットワーク上の
モバイルデバイスはページングスロットをより監視することが必要となり、結果全ての移
動局の電力消費量を増加させる。クイックページングチャネルはモバイルデバイスに対す
る次のページングスロットをおよそ１００ミリ秒待機するよう定められていることにも留
意すべきである。従ってネットワークは、指示を与えた後に前記モバイルデバイスへ実際
にページメッセージを送信する前に、１００ミリ秒遅延する必要がある。従って、前記ネ
ットワークが一定のメッセージをモバイルデバイスに送信する時間が増加し、前記モバイ
ルデバイスのための呼確立時間が増加する。従って、ワイヤレスネットワーク内のページ
メッセージ要求４１２は、図４に示されている時点で受信され、ワイヤレスネットワーク
は次に割り当てられるページングスロット４０６内に常にページメッセージを提供するこ
とはできない。それどころか、ワイヤレスネットワークは、ページメッセージ４１４が割
り当てられたページングスロット４１０内に提供されるように、クイックページングチャ
ネルスロット４０８内にクイックページング指示４１４を提供できるまで待機する必要が
ある。
【００４４】
　図５は、モバイルデバイスに関連するクイックページングチャネル（ＱＰＣＨ）終了指
示５０４を使用した、モバイルデバイスへのページメッセージ伝達のための図４の複数の
メッセージスロット４００の説明を図示したものである。モバイルデバイスに関連したＱ
ＰＣＨ終了指示５０４は、モバイルデバイスのクイックページングチャネル利用を終了さ
せるために、ワイヤレスネットワーク内で使用される。具体的には、ＱＰＣＨ終了指示５
０４はモバイルデバイスからワイヤレスネットワークに送られ、モバイルデバイスに割り
当てられたＱＰＣＨスロット４０１内にてワイヤレスネットワークにＱＰＣＨ指示をやめ
るように指示する。ＱＰＣＨ終了指示５０４は二進法表示またはビットフラグと同様に単
純であり、「１」＝ＱＰＣＨ利用、「０」＝ＱＰＣＨ利用終了、あるいはより複雑なデー
タである。
【００４５】
　モバイルデバイスが規定の電力供給源と異なる高容量電源を使用する場合、ワイヤレス
ネットワークにＱＰＣＨ終了指示５０４を送る。ＱＰＣＨ終了指示５０４はワイヤレスネ
ットワークにモバイルデバイスのためのクイックページングチャネル使用を止めるよう指
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示を出す。高容量電源とは、例えば交流電源コンセントまたは充電装置、充電器、ユニバ
ーサルシリアルバス（ＵＳＢ）経由のコンピュータ電源等が考えられる。このような電源
を利用する場合、モバイルデバイスは電力を節約する強い必要性はない。
【００４６】
　ワイヤレスネットワークは一旦ページメッセージ要求４１２を受け取れば、次に利用可
能なＱＰＣＨスロット（例えばＱＰＣＨスロット４０８）を待つ必要はないため、ワイヤ
レスネットワークは割り当てられたページングスロット４１４（および図４に戻って、割
り当てられていないページングスロット４１０）内にページメッセージ４１４を提供する
ことができる。従って、モバイルデバイスは呼確立時間を減少させることができる。この
ことはモバイルデバイスがＰＴＴモードで動作していても、ノーマル（ＰＴＴでない）コ
ールモードで動作していても、好都合でありうる。また、ＱＰＣＨページング指示の衝突
の可能性がワイヤレスネットワーク内において軽減され、このためネットワーク内の全て
のモバイルデバイスについて電力消費量を減少させることができる。
【００４７】
　図６は、モバイルデバイスが高容量電源使用に基づくモバイルデバイスのためのクイッ
クページングチャネルの使用終了する方法を説明したフローチャートである。図６の方法
はワイヤレスネットワーク内で動作するモバイルデバイスによって実行される（例として
図１および２参照）。図１および２に関連して説明したとおり、モバイルデバイスはワイ
ヤレストランシーバと、前記ワイヤレストランシーバに連結するアンテナと、電源インタ
ーフェースと、これらの構成要素に連結する１つ以上のプロセッサと、前記方法の作用を
実行する動作を備える。また、本出願のコンピュータプログラム製品は記憶媒体（メモリ
、フロッピー（登録商標）ディスク、またはＣＤ－ＲＯＭ）に説明した論理に従って書き
込まれ、保存されているコンピュータ命令も含むことがある。
【００４８】
　図６のスタートブロック６０２から始まり、モバイルデバイスは電源インターフェース
の電源において変更が発生したか否かを確認する（図６のステップ６０４）。これは、電
源インターフェースを経由して適合する任意の手段を用い、適合する任意の電気信号を検
出することによって行われる。モバイルデバイスは電源変更が発生していないかを監視し
つづける。ステップ６０４において電源交換が検出された場合には、モバイルデバイスは
現在利用中の電源が高容量電源であるかどうか確認を行う（図６のステップ６０６）。高
容量電源とは、例えば交流電源コンセントまたは充電装置、充電器、ユニバーサルシリア
ルバス（ＵＳＢ）経由のコンピュータ電源等が考えられる。ステップ６０６における確認
時に電源が高容量電源であった場合には、モバイルデバイスはワイヤレスネットワークに
送信するためのクイックページングチャネル終了指示を与える（図６のステップ６０８）
。これがワイヤレスネットワークにクイックページングチャネルにおいてモバイルデバイ
スへのＱＰＣＨページ指示を出さないよう指示する。ステップ６０６における確認時に電
源が高容量電源でなかった場合は、モバイルデバイスは現在利用中の電源がバッテリであ
るのかバッテリパック電源であるのかを確認する（図６のステップ６１０）。ステップ６
１０における確認時に、電源がバッテリまたはバッテリパック電源であれば（高容量電源
はモバイルデバイスから切断されていることを意味する）、モバイルデバイスはワイヤレ
スネットワークに送信するためのクイックページングチャネル（再）確立指示を与える（
図６のステップ６１２）。これがワイヤレスネットワークにクイックページングチャネル
においてモバイルデバイスへのＱＰＣＨページ指示を与えるよう指示する。この方法はス
テップ６０４から繰り返し行われる。
【００４９】
　好ましくは、各ＱＰＣＨ指示（終了または確立）は登録に利用されるメッセージ内でモ
バイルデバイスからワイヤレスネットワークに送信されるのがよい。登録に利用されるメ
ッセージとは、例えばパラメータ変更登録、タイマーベースの登録、または暗黙の登録（
例えば開始メッセージ、ページ応答メッセージ等）である。これらの登録に使用される様
々な種類の登録およびメッセージは、当分野の普通の技術者には知られており、ＩＳ－２
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０００およびその改訂版を含む標準規格において十分に立証されている。モバイルデバイ
スはステップ６０８および６１２において即座に送信される指示を与えることができる。
あるいは、ステップ６０８および６１２における指示は、延期または遅延を原則として送
信される。
【００５０】
　一実施形態では、モバイルデバイスはワイヤレスネットワークにＱＰＣＨ指示とは異な
る登録メッセージを送信する追加の必要性また要求が生じるまで待機する。例えば、モバ
イルデバイスはワイヤレスネットワークへの送信を必要とする異なるパラメータをアップ
デートするためのパラメータ変更登録まで遅延する。別の例としては、モバイルデバイス
はワイヤレスネットワークへの送信を必要とするタイマーベースの登録まで既知の期間遅
延する。さらにもうひとつの例としては、モバイルデバイスはワイヤレスネットワークへ
の送信を必要とする暗黙の登録（例えば開始メッセージまたはページ応答メッセージ等）
まで遅延する。このことは、モバイルデバイスがワイヤレスネットワークへの登録に使用
されるメッセージを必要以上に送信せず電力を節約している場合に好都合である。
【００５１】
　さらに好ましいのは、モバイルデバイスが、登録に使用される別の現在のメッセージ、
または登録に使用されると期待もしくは予期されるメッセージ内でＱＰＣＨメッセージを
送信することがより効果的かどうかを決定することである。モバイルデバイスは最終的に
、より電力を節約できる利点をモバイルデバイスに提供する選択された登録メッセージ内
で指示を送信する。例えば、登録に使用されると予測されるメッセージはタイマーベース
の登録のために使用することができ、ここで前記タイマーベースの登録を送信するまでの
期間がわかる。モバイルデバイスは、登録に使用される別の（現在の）メッセージを送信
するか、タイマーベースの登録に関連する期間が過ぎるまで待つか、どちらの動作がもっ
とも効果的であるかを確認または決定できる。登録に使用される別のメッセージの見積電
力消費量は、登録に使用される別のメッセージを送信するための見積電力消費量である。
タイマーベースの登録の見積電力消費量は、スロットごと基準にスロットの数を乗じたＱ
ＰＣＨを利用しない期間中の見積電力消費量である。これらの消費見積電力が比較され、
最も節約となるひとつが選択される。クイックページングチャネルの有効性は、基地局に
関連するモバイルデバイスの位置次第であることにも留意すべきである。モバイルデバイ
スが比較的基地局の近くに位置する場合、クイックページングチャネルは有効であり、モ
バイルデバイスが比較的基地局から遠くに位置する場合、クイックページングチャネルの
有効性は下がる。さらに、モバイルデバイスが比較的基地局の近くに位置する場合、モバ
イルデバイスが比較的基地局から遠くに位置する場合に比べて登録に使用される別のメッ
セージを送信するための電力が抑えられる。モバイルデバイスはこの情報を考慮に入れて
、登録に使用される別の現在のメッセージ、または登録に使用されると期待もしくは予期
されるメッセージ内でＱＰＣＨメッセージを送信することがより効果的か否かを決定する
ことができる。例えば、クイックページングチャネルのクオリティが悪いと認められた場
合、モバイルデバイスは別の現在のメッセージ内に指示を送信するのを止め、予測される
登録メッセージを待つことができる。モバイルデバイスは、例えばクイックページングチ
ャネルを送信している基地局のパイロットチャネルの強さに基づいて、クイックページン
グチャネルのクオリティを判断する。
【００５２】
　図７は、モバイルデバイスをＱＰＣＨモニタリングモードに基づいて動作する方法を説
明したフローチャートである。重ねて述べると、図７の方法はワイヤレスネットワーク内
で動作するモバイルデバイスによって実行される（例として図１～２参照）。図１～２に
関連して説明したとおり、モバイルデバイスはワイヤレストランシーバと、前記ワイヤレ
ストランシーバに連結するアンテナと、これらの構成要素に連結する１つ以上のプロセッ
サと、前記方法の作用を実行する動作を備える。また、本出願のコンピュータプログラム
製品は記憶媒体（メモリ、フロッピー（登録商標）ディスク、またはＣＤ－ＲＯＭ）に説
明した論理に従って書き込まれ、保存されているコンピュータ命令も含むことがある。図
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７の質疑応答の目的のために、ページングチャネルにおいて監視も情報の受信も行ってい
ない場合、モバイルデバイス自体が「スリープモード」動作（省電力状態）になることに
も留意すべきである。
【００５３】
　スタートブロック７０２（図７）から始まり、モバイルデバイスはクイックページング
チャネル（ＱＰＣＨ）モニタリングモードで動作しているか否かを確認する（図７のステ
ップ７０４）。ワイヤレスネットワークにＱＰＣＨ終了指示を前に提出していれば、モバ
イルデバイスはＱＰＣＨモニタリングモードで動作している。逆に、ワイヤレスネットワ
ークにＱＰＣＨ確立指示を前に提出していれば、モバイルデバイスはＱＰＣＨモニタリン
グモードで動作していない。モードは図６に関連して前に説明した方法に基づいて変更可
能である。ステップ７０４における確認時にモバイルデバイスがＱＰＣＨモニタリングモ
ードで動作していない場合、クイックページングチャネルの監視を止め、ステップ７１０
へ進む。ステップ７０４における確認時にモバイルデバイスがＱＰＣＨモードで動作して
いる場合、モバイルデバイスは次の割り当てられたクイックページングチャネルスロット
内の指定された位置を監視する（図７のステップ７０６）。ステップ７０６の後、モバイ
ルデバイスはＱＰＣＨページ指示がクイックページングチャネルにおいて確認されたか否
かを確認する（図７のステップ７０８）。ステップ７０８のクイックページングチャネル
においてＱＰＣＨページ指示が確認された場合、モバイルデバイスはモバイルデバイスに
割り当てられた次のページングスロットを監視する（図７のステップ７１０）。ステップ
７０８からステップ７１０までの手順は受信の確実性またはクイックページングチャネル
の正確さが極めて低い場合に行われる可能性がある（例えば、所定の信頼水準以下の場合
）。ステップ７０８においてＱＰＣＨページ指示が確認されない場合、受信の確実性また
はクイックページングチャネルの正確さは低くなく、モバイルデバイスは次の割り当てら
れたページングスロットの監視を止め、ステップ７０４からフローチャートのステップを
繰り返す。
【００５４】
　ステップ７１０において割り当てられたページングスロット内の情報を監視し受信した
後、モバイルデバイスはページングスロット内のページメッセージがモバイルデバイスに
向けられているか否か確認する（図７のステップ７１２）。ステップ７１２においてモバ
イルデバイスに向けられたページメッセージが存在する場合には、モバイルデバイスはペ
ージメッセージを処理し、着信コール（音声またはデータコール）またはメッセージ（図
７のステップ７１４）の処理を円滑にし、ステップ７０４から当該方法を繰り返す。ステ
ップ７１２においてページメッセージが確認されない場合、モバイルデバイスは着信コー
ルを処理することなくステップ７０４から当該方法を繰り返す。
【００５５】
　ここまで、高容量電源使用に基づくクイックページングチャネルの使用を終了する方法
および装置について説明してきた。説明に役立つ一実例においては、モバイル通信デバイ
スは、ワイヤレストランシーバと、前記ワイヤレストランシーバに連結するアンテナと、
前記ワイヤレストランシーバに連結する１つ以上のプロセッサと、前記モバイルデバイス
に電力を供給するための電源と接続するように適合された電源インターフェースを有する
。前記１つ以上のプロセッサは、前記ワイヤレストランシーバを使用しワイヤレス通信ネ
ットワークのクイックページングチャネルを監視し、所定の電源が電源インターフェース
に接続されているか否かを確認し、ワイヤレストランシーバを用いて所定の電源（例えば
高容量電源）が電源インターフェースに接続されていることの確認に基づきワイヤレスネ
ットワークに送信されるようにクイックページングチャネルの使用を終了するための指示
を行い、またワイヤレスネットワークに指示を送信後はワイヤレストランシーバを使用し
たクイックページングチャネルの監視を行わないよう機能する。
【００５６】
　モバイル通信デバイスにおける電源節約の関連手法は、前記モバイルデバイスにおいて
、ワイヤレス通信ネットワーク内のパラメータ変更の状態を確認するステップと、登録に
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定期間遅延するステップと、前記登録に使用されると予測されるメッセージ内にパラメー
タを提供するステップと、前記ワイヤレスネットワークに前記登録に使用されると予測さ
れるメッセージをもたらすステップとを含む。前記登録に使用されると予測されるメッセ
ージは、タイマーベースの登録に使用されるメッセージ、または追加のパラメータを含む
ワイヤレスネットワークにおいてパラメータ変更に使用されるメッセージであることがあ
る。好ましくは、モバイルデバイスが、登録に使用される現在のメッセージおよび登録に
使用されると予測されるメッセージのうちいずれかにおいて、どちらのメッセージが省電
力により好都合であるかに基づきパラメータを送信するか否かを決定し、前記登録に使用
される現在のメッセージおよび登録に使用されると予測されるメッセージのうち、いずれ
の中で前記決定の挙動に基づいてパラメータを送信するかを選択するのがよい。前記パラ
メータは、モバイルデバイスのためのクイックページングチャネル使用を終了するための
クイックページングチャネル終了指示であることがあり、またはこれを含むことができる
。パラメータ変更の状況は、モバイルデバイスに所定の電源が連結されているか否かの確
認に基づく。このような関連手法は、モバイルデバイスのひとつ以上のプロセッサによっ
て実行されるか、または前述したようにコンピュータプログラム製品において実施され得
る。
【００５７】
　上記した本出願の実施の形態は、単なる例であることを意図したものである。例えば、
ページングチャネル（ＰＣＨ）の使用がここで説明されているが、フォワード共通制御チ
ャネル（ＦＣＣＣＨ）のような類似のチャネルも追加であるいは代替として使用できる。
さらに、ここで説明したようなページメッセージの使用は、一般ページメッセージあるい
は共通ページメッセージ、またその他同様のメッセージ制御機能等、いくつかの代替方法
を含むことができる。当業者は、本出願の範囲を逸脱することなく、特定の実施の形態を
変更、修正および変形させることができる。ここで特許請求の範囲を列挙して説明する発
明は、技術における全ての適合する変化を対象とし、また包含するものである。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】図１は、モバイル通信デバイスおよびワイヤレス通信ネットワークの関連構成要
素を示すブロック図である。
【図２】図２は、図１の好ましいモバイルデバイス、すなわち移動局を示す、より詳細な
ブロック図である。
【図３】図３は、モバイルデバイスのための「携帯電話上でのプッシュツートーク（ＰＴ
Ｔ）」（ＰｏＣ）通信セッションに関連する構成要素を示すブロック図である。
【図４】図４は、モバイルデバイスへのページメッセージ伝達のためのメッセージスロッ
トの説明を図示したものである。
【図５】図５は、クイックページングチャネル終了指示を使用した、モバイルデバイスへ
のページメッセージ伝達のためのメッセージスロットの説明を図示したものである。
【図６】図６は、モバイルデバイスが高容量電源使用に基づくモバイルデバイスのための
クイックページングチャネルの使用終了する方法を説明したフローチャートである。
【図７】図７は、モバイルデバイスが終了されるクイックページングチャネルモードを使
用して動作する方法を説明したフローチャートである。
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