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(57) Abstract: A radio terminal executes: a report signal reception process which receives a first report signal transmitted from a
radio base station; a report signal judgment process which detects whether the first report signal received by the report signal re
ception process contains a part of information on a local radio terminal ID and, if yes, judges to receive a second report signal; and
a data reception process which receives the second report signal if the report signal judgment process has judged to receive the
second report signal. If the received second report signal contains no allocation information destined to the local radio terminal,
the data reception process terminates reception. If the received second report signal contains allocation information destined to the
local radio terminal, the data reception process receives the data transmitted from the radio base station to the local radio terminal,
according to information on a radio slot allocation position contained in the second report signal.

(57) :



添付公開書類
国際調査報告 条約第 2 1条 (3))

無線端末は、無線基地局から送信 される第 の報知信号を受信する報知信号受信手順と、報知信号受
信手順によ り受信 した第 の報知信号に自無線端末の I D の一部の情報が含まれて るかど かを検出
し、含まれて る場合に第 2 の報知信号を続 げて受信すると判定する報知信号判定手順 と、報知信号判
定手順によ り第 2 の報知信号を受信すると判定 した場合に、第 の報知信号を受信 し、受信 した第 の
報知信号に自無線端末宛の割当情報がな 場合には、受信を中止 し、受信 した第 の報知信号に自無線
端末宛の割当情報がある場合には、第 の報知信号に含まれる無線ス ロットの割当位置の情報を基に、
無線基地局から自無線端末宛に送信 されるデータを受信するデータ受信手順とを行 。



明 細 苫

無線端末呼出方法、および無線アクセスシステム

技術分野

０００1 本発明は、無線ァクセスネットワークにぉいて無線端末を呼び出す方式に関するも

のであり、特に、呼出遅延時間を増加させることなく呼出待ち状態にぉける無線端末

の待機消費電力を大幅に低減できる、無線端末呼出方法、ぉょび無線ァクセスシス

テムに関する。

本願は、2００8年3月24 日に、日本に出願された特願2００8 ０76498号に某づき

優先権を主張し、その内容をここに援用する。

背景技術

０００2 無線ァクセスネットワークにぉいて、呼出待ち状態にある無線端末は、システム情報

を同報する第 の報知信号を周期的に受信する。無線墓地局が無線端末を呼び出

す場合は、第 の報知信号中に呼出ビット( ビット)をセットする。呼出ビットがセットさ

れた第 の報知信号を受信した場合、無線端末は、第 の報知信号に続く第2の報

知信号を受信する。第2の報知信号では、各無線端末宛てのバースト剖当情報が通

知される。

０００3 第2の報知信号を受信した無線端末は、その中のバースト剖当情報を確認し、自無

線端末宛ての剖当があった場合、呼出待ち状態から通信状態へ遷移し、無線墓地

局と通信を行ぅ。剖当がなかった場合、無線端末は、呼出待ち状態を継続する (非特

許文献 を参照 )。

０００4 上述した従来方法では、どの無線端末を呼び出す場合でも、呼出待ち状態にある

全ての無線端末が第2の報知信号を受信することなる。これは、呼び出されていない

無線端末も第2の報知信号を受信することとなり、第2の報知信号を受信する際の電

力の消費にょって、無線端末内の電池の寿命が短くなるといぅ問題がある。更に、こ

の問題は一つの無線墓地局当りの収容無線端末台数が増加するに従い顕著になる

。そのため、無線墓地局当り数万台を収容する超多次元接続無線ァクセスシステム

では大きな問題となる。



非特許文献 1 :広帯域移動アクセスシステム ( WANa)標準規格、AR B TD T7０2

０版、平成 4年 月 2 7 日2 ・０改定、社団法人 電波産業会

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００5 本発明は、斯かる実情に鑑みなされたものであり、本発明の目的は、呼出遅延時間

を増加させることなく呼出待ち状態における無線端末の待機消費電力を大幅に低減

でき、無線端末内の電池の長寿命化が図れる、無線端末呼出方法、おょび無線アク

セスシステムを提供することにある。

課題を解決するための手段

０００6 ( ) 本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様にょる

無線端末呼出方法は、固有の を有する複数の無線端末が複数の無線スロットから

構成される無線フレームを共有し、無線墓地局が前記無線フレームの報知用スロット

を用いて無線端末を呼び出す無線端末呼出方法において、前記無線墓地局は、呼

び出し対象となる無線端末 の一部の情報を含む第 の報知信号と、呼び出し対象

の無線端末に対する前記無線スロットの剖当位置の情報を含む第2の報知信号とを

生成する報知信号生成手順と、前記第 の報知信号と、当該第 の報知信号に後続

する前記第2の報知信号とを前記報知用スロットに含む無線フレームを生成する無

線フレーム生成手順と、前記無線フレームを前記無線端末に送信する無線フレーム

送信手順と 、新刊 、前記無線端末は、前記無線墓地局から送信される前記第 の報

知信号を受信する報知信号受信手順と、前記報知信号受信手順にょり受信した前

記第 の報知信号に自無線端末の の一部の情報が含まれているかどぅかを検出し

、含まれている場合に前記第2の報知信号を続けて受信すると判定する報知信号判

定手順と、前記報知信号判定手順にょり第2 の報知信号を受信すると判定した場合

に、前記第2の報知信号を受信し、前記受信した第2の報知信号に自無線端末宛の

剖当情報がない場合には、受信を中止し、前記受信した第2の報知信号に自無線端

末宛の剖当情報がある場合には、前記第2の報知信号に含まれる無線スロットの剖

当位置の情報を某に、前記無線墓地局から日無線端末宛に送信されるデータを受

信するデータ受信手順とを行ぅ。



０００7 (2) また、本発明の一態様による無線端末呼出方法では、前記無線墓地局は、前

記無線端末を複数のグループに分割すると共に、複数の無線フレームから構成され

るスーパーフレームを設定する手順と、前記グループごとに前記スーパーフレーム内

の複数の無線フレームから対応する無線フレームを予め設定する手順とを了 、刊 、前

記無線端末は、前記予め設定された無線フレームにおいて、前記第 の報知信号、

または、第 の報知信号および第2の報知信号を受信する手順を行ぅ。

これにより、無線端末では間欠受信が行なえるよぅになり、呼出待ち状態における

無線端末の待機消費電力を大幅に低減できる。このため、無線端末内の電池の長

寿命化が図れる。

０００8 (3) また、本発明の一態様による無線端末呼出方法では、前記第 の報知信号は、

種別情報と無線端末 情報とを含む固定長の呼出情報を含み、前記種別情報は、

無線端末 情報に含まれる部分 パターンの数、または、部分 パターンの長さ、

または、部分 パターンの数および長さと関連付けられる情報を表し、前記無線端

末 情報は、複数の前記部分 パターンを表し、前記部分 パターンは、呼び出

し対象となる無線端末の無線端末 の一部または全ての情報を表す。

これにより、第 の報知信号を固定長とすることができ、無線端末における受信処理

が簡単になり、かつオーバヘッドが少なくなる。

０００9 (4) また、本発明の一態様による無線端末呼出方法では、種別情報として、呼び出

し対象である無線端末の数を用いる。

００1０ (5) また、本発明の一態様による無線端末呼出方法では、前記無線端末 情報は

、無線端末 情報に含まれる前記部分 パターンの数に応じて、 つの前記部分1

パターンのビット長が変更される。

これにより、呼び出しの対象となる無線端末の数に関わらず第 の報知信号を固定

長とすることができる。

００11 (6) また、本発明の一態様による無線端末呼出方法では、前記無線端末 情報に

おいて指定される無線端末の 情報は、呼び出し対象となる無線端末ごとにビット

パターンで表され、前記ビットパターンは、呼び出し対象となる無線端末の の全部

または一部である複数ビットのビットパターンであって、かつ、前記無線端末 情報



において指定される つの前記部分 パターンのビット長に相当するビットパターン

である。

これにより、無線端末 情報で指定するビットパターン数 (部分 パターン数 ) 以上

の数の無線端末の呼び出しが行なえる。

００12 (7) また、本発明の一態様による無線端末呼出方法では、前記無線墓地局は、前

記呼び出し対象となる無線端末のぅち、複数の無線端末の の複数ビットのビットパ

ターンが、前記無線端末 情報において指定される つの前記部分 パターンのビ

ット長の範囲で共通である場合に、当該ビットパターンが共通である複数の無線端末

を つの無線端末として、前記無線端末 情報を生成する。

これにより、無線端末 情報で指定するビットパターン数 (部分 パターン数 ) 以上

の数の無線端末の呼び出しが行なえる。

００13 (8) また、本発明の一態様による無線アクセスシステムは、固有の を有する複数

の無線端末が複数の無線スロットから構成される無線フレームを共有し、無線墓地局

が前記無線フレームの報知用スロットを用いて無線端末を呼び出す無線アクセスシ

ステムであって、前記無線墓地局は、呼び出し対象となる無線端末 の一部の情報

を含む第 の報知信号と、呼び出し対象の無線端末に対する前記無線スロットの剖

当位置の情報を含む第2の報知信号とを生成する報知信号生成部と、前記第 の報

知信号と、当該第 の報知信号に後続する前記第2の報知信号とを前記報知用スロ

ットに含む無線フレームを生成する無線フレーム生成部と、前記無線フレームを前記

無線端末に送信すると共に、前記無線端末から送信される無線信号を受信する第

の送受信部とを備え、前記無線端末は、前記第 の送受信部から送信される前記第

の報知信号をを受信すると共に、前記無線墓地局に無線信号を送信する第2の送

受信部と、前記第2の送受信部が受信した前記第 の報知信号に自無線端末の

の一部の情報が含まれているかどぅかを検出し、含まれている場合に前記第2の報知

信号を続けて受信すると判定する報知信号判定部と、前記報知信号判定部により第

2の報知信号を受信すると判定した場合に、前記第2の報知信号を第 の報知信号

に続けて受信する報知信号受信部と、前記受信した第2の報知信号に自無線端末

宛の剖当情報がない場合には、受信を中止し、前記受信した第2の報知信号に自無



線端末宛の剖当情報がある場合には、前記第2の報知信号に含まれる無線スロット

の剖当位置の情報を某に、前記無線墓地局から日無線端末宛に送信されるデータ

を受信するデータ受信部とを備える。

このよぅに、第 の報知信号により、第2の報知信号を受信する無線端末を限定する

ことができ、呼出遅延時間を増加させることなく呼出待ち状態における無線端末の待

機消費電力を大幅に低減できる。このため、無線端末内の電池の長寿命化が図れる

発明の効果

００14 本発明の無線端末呼出方法においては、無線墓地局から送信する第 の報知信

号の中に呼出無線端末を識別する無線端末 の一部の情報を含める。無線端末は

、第 の報知信号を受信し、その第 の報知信号に、自無線端末の無線端末 の一

部の情報が含まれている場合に、第2の報知信号を受信する。

これにより、実際にデータ受信するタイミングを検出し、該当無線端末以外は第2の

報知信号の受信動作を行わないよぅにする。

このよぅに、第 の報知信号により、第2の報知信号を受信する無線端末を限定する

ことができ、呼出遅延時間を増加させることなく呼出待ち状態における無線端末の待

機消費電力を大幅に低減できる。このため、無線端末内の電池の長寿命化が図れる

図面の簡単な説明

００15 図 本発明の第 の実施の形態による無線アクセスシステムの構成について説明す

る図である。

図2 本発明の第 の実施の形態による無線アクセスシステムにおける無線墓地局お

よび無線端末の構成例を示す図である。

図3 Cフレームの構成を示す図である。

図4 本発明の第 の実施の形態による無線アクセスシステムにおけるデータ受信シ

ーケンスを示す図である。

図5 CC 間欠受信を行なぅ場合のフレーム構成を示す図である。

図6 CC 間欠受信の例を示す図である。



図7 データ送信の例 (呼出なしの場合 )を示す図である。

図8 データ送信の例 (呼出ありで呼出無線端末が一定数以下の場合 )を示す図であ

る。

図9 データ送信の例 (呼出ありで呼出無線端末が一定数以上の場合 )を示す図であ

る。

図1０呼出情報フィールドのフオーマットの例を示す図である。

図11 呼出情報の情報パターンの例を示す図である。

図12 情報種別００であり呼出無線端末数が4の場合の例を示す図である。

図13 本発明の第2の実施の形態における呼出情報フィールドのフオーマットの例を

示す図である。

図14 本発明の第2の実施の形態における呼出情報の情報パターンを示す図である

符号の説明

００16 ０‥・有線ネットヮ一ク、 ‥・無線墓地局、 2‥・無線墓地局の制御部、 3‥・報
知信号生成部、 4‥・ Cフレーム生成成部、 5‥・送受信部、 6‥・データベ

ース、2 ‥・無線端末、22‥・無線端末の制御部、23‥・送受信部、24‥・報知信

号判定部、25‥・報知信号受信部、26‥・データ受信部

発明を実施するための最良の形態

００17 概要」

本発明の各実施の形態は、無線アクセスネットヮ一クにおいて無線端末を呼び出

す方法に関する。従来の無線端末を呼び出す方法においては、複数の無線端末を

収容する無線墓地局から特定の無線端末を呼び出す際、呼出があることを示す第

の報知信号と、具体的な呼出無線端末情報を通知する第2の報知信号の両方を、全

ての無線端末が受信していた。そのため、呼び出し対象となる無線端末以外の無線

端末では、第2の報知信号を受信することによって無駄な電力消費を生じていた。

００18 本発明の実施の形態では、第 の報知信号の中に呼出無線端末を示す 情報の

一部を含め、全無線端末が第 の報知信号を無線墓地局から受信する。また、該当

する無線端末は、次の第2の報知信号を無線墓地局から受信することで、実際にデ



一タ受信するタイミングを検出する。一方、該当する無線端末以外は、第2の報知信

号を受信しない。これにより、無線端末における消費電力の低減を可能とする。また

本発明の実施の形態では、第 の報知信号の構成として、呼出無線端末情報を格納

する領城を、固定にする場合と可変にする場合とについて説明する。

００19 より具体的に説明すると、本発明の実施の形態では、第 の報知信号で送信する

呼出情報信号として、呼び出す無線端末の の情報の一部を、無線墓地局 から

無線端末2 に送信する。また、送信する呼出情報は、「種別情報」と「無線端末 情

報」から構成される。この種別情報は、無線端末 情報に含まれる部分 パターン

の数、または、部分 パターンの長さ、または、部分 パターンの数および長さと関

連付けられる情報を表す。無線端末 情報は、呼び出す複数の無線端末 の一部

または全ての情報を持つ部分 パターンにより構成される。どのよぅな情報が表され

ているかは、種別情報により特定される。また、呼出情報の長さは固定長である。そ

のため、無線端末 情報として送信される部分 パターンの長刮ま、呼び出される

無線端末数が多くなるほど、短くなる。

００2０ 以下、本発明の各実施の形態を添付図面を参照して説明する。

００2 1 第 の実施の形態」

図 は、本発明の第 の実施の形態による無線アクセスシステムの構成について説

明する図である。本実施の形態の無線アクセスシステムは、有線ネットワーク ０に接

続された一つの無線墓地局 と、その無線墓地局 を経由して有線ネットワーク ０

に接続する複数 (図 では、3 台) の無線端末2 から構成される。無線墓地局 と無

線端末2 の間の無線回線 3０を介した通信には、 (T me D v s on M

p e Access T me D v s on Duplex) を用いたアクセス方式が用いられる。

００2 2 図2 は、本発明の第 の実施の形態の無線アクセスシステムにおける無線墓地局

および無線端末2 の構成例を示す図である。図2では、本実施の形態に直接関係

する構成部分のみを示している。

００2 3 図2 において、無線墓地局 の制御部 2 は、C P (Cen a ocess ng Un ) 、

O (Read O n Memo ) M(Random Access Memo )等を備えている。制御部

2 は、無線墓地局 内の各部を統括して制御する。



報知信号生成部 3は、前述の第 の報知信号、および第2の報知信号を生成する

。この第 の報知信号には、呼出情報として、「種別情報」と「無線端末 情報 (無線

端末 の一部の情報 ) 」とが含まれる。また、第2の報知信号には、無線端末2 に対

する呼出データの無線スロットの剖当情報が含まれる。

Cフレーム生成部 4 (無線フレーム生成部とも称する) は、第 の報知信号、第

の報知信号に後続する第2の報知信号、および送信データ等を含む Cフレー

ムを生成する。

送受信部 5 (第 の送受信部とも称する) は、無線端末2 との間で無線通信を行ぅ

データベース 6 には、無線端末2 の 情報等が記憶されている。なお、第 の報

知信号、第2の報知信号、 Cフレーム等の詳細な構成にっいては後述する。

００2 4 また、無線端末2 の制御部2 2は、CP O R 等を備えている。制御部2

2は、無線端末2 内の各部を統括して制御する。報知信号判定部24 は、無線墓地

局 から受信した第 の報知信号を某に、第2の報知信号を更に受信するかどぅか

を判定する。

報知信号受信部2 5は、報知信号判定部24 が第2の報知信号を受信すると判定し

た場合に、第2の報知信号を受信する。第2の報知信号により日無線端末2 宛の無

線スロットの剖当情報を検出した場合、データ受信部2 6は、その剖当情報に某づい

て、無線墓地局 から送信される自無線端末2 宛のデータを受信する。また、送受

信部2 3 (第2の送受信部とも称する) は、無線墓地局 との間で無線通信を行ぅ。

００2 5 図3は、本実施の形態による無線アクセスシステムで用いる Cフレームの構成を

示す図である。

Cフレームの長刮ま、固定長である。 Cフレームの前半は、無線墓地局

から無線端末2 へ向かぅ下りリンクである。 Cフレームの後半は、無線端末2 か

ら無線墓地局 へ向かぅ上りリンクである。

００2 6 下りリンクは、報知信号を送信するブロードキャスト領城と、ュニキャストデータを送

信するデマンドアザイン領域とから構成される。ブロードキャスト領域では、 CC (B

oadcas C on o Channe CC ( ame Con o Channel) C (Random acce



s s Feedback Channel) が送信される。

デマンドアザイン領城では C (Use Da a C hannel) CC ( nk C on o C

hannel) が送信される。なお、前述の報知用スロットは、 CC C C が相当する。

００2 7 CC は、無線墓地局 Cフレーム番号等のシステム共通情報の報知に用

いられるチャネルであり、第 の報知信号に相当する。 CC は、その Cフレーム

の構成を示す情報を報知するためのチャネルであり、第2の報知信号に相当する。

００2 8 C では、前 Cフレームにおけるランダムアクセスの成否や、無線端末2 で

用いられるランダムアクセスパラメータや、R スロット情報が無線墓地局 から無線

端末2 に報知される。

００2 9 C は、ュ一ザデータを送信するためのチャネルである。 C C は、制御用情

報を送受信するためのチャネルである。R C は、ランダムアクセスに用いられるチ

ャネルである。

００3０ 図4 は、本発明の第 の実施の形態による無線端末2 におけるデータ受信シーケ

ンスを示す図である。無線端末2 は、データを受信する場合、初めに CC を無線

墓地局 から受信する (ステップS ) C C には、 CC の長さ情報が含まれて

いる。

無線端末2 は、この CC の長さ情報を某に、引き続き送信される CC を無線

墓地局 から受信する (ステップS 2 ) C C には、ュ一ザデータを送信するため

の C の送信開始位置と長さの情報が含まれている。

無線端末2 は、 CC を受信することで、自無線端末2 宛の C の位置の情

報を取得し(ステップS 3 ) 、受信を開始する (ステップS 4 )。無線端末2 は、ステッ

プS 3で取得した情報で特定される位置において、 C を無線墓地局 から受

００3 1 この無線アクセスシステムでは、無線墓地局 から無線端末2 へ間欠的にデータ

を送信する場合であって、かつ、トラヒツクが低い場合 (無線端末2 におけるデータ

の到着間隔が非常に長い場合 ) 、無線端末2 は、待機時の消貢電力を低減するた

めに、 C C の間欠受信を行ぅ。無線端末2 が CC 間欠受信状態にある場合、

無線端末2 は、毎 Cフレーム、 CC を受信するのではなく、予め定められたフ



レーム周期で C C を受信する。また、無線端末2 は、その他のフレームでは、 C

C を無線墓地局2 から受信しない。これにより、無線端末2 は、消費電力を節約

することができる。

００3 2 図5 は、本発明の第 の実施の形態による無線端末2 が、 C C 間欠受信を実施

するために使用するフレーム構成を示す図である。

００3 3 C C 間欠受信を行う場合のフレーム構成では、０番～ 番までの合計 個の

Cフレームをまとめて各スーパーフレーム ０～ 4 を構成している (図5 の上段

の図) 。一つのスーパーフレームに含まれる 個の Cフレームには、先頭から ほ

番にフレーム番号 (０番～ 番 ) が割り当てられる。

例えば、スーパーフレーム は、 Cフレーム ０～ から構成されてい
る (図5 の中段の図) 。また、例えば、 Cフレーム 2 は、 C C CC C

C C C CC CC を含れ下りリンクと C C

CC CC C C C C を含れ上りリンクとから構成さ

れている (図5 の下段の図) 。

C C 間欠受信を行う無線端末2 は、受信待ち状態において 番 目の Cフレ

ームにおいてのみ C C を受信する。なお、 は、０以上、 以下の整数であり、

無線墓地局 と無線端末2 との間で予め決められる。

００3 4 図6 は、本発明の第 の実施の形態による無線端末2 が、 C C 間欠受信を行う

場合の受信例を示す図である。ここでは、無線墓地局 が、無線端末2 (無線端末

2 2 2 2 2 2 2 2 2 と通信

する場合について説明する。

００3 5 図6 では、無線端末2 2 2 は、グループG に属している。また、

無線端末2 2 は、グループ 2 に属している。また、無線端末2 2

2 2 は、グループ 3 に属している。

グループG に属する無線端末2 2 2 は、各スーパーフレーム 耳

～ 4 に含まれる０番 目の Cフレーム ０においてのみ、 C C を受信し、その

他の Cフレーム 2～ では C C を受信しない。

グループG 2 に属する無線端末2 2 は、各スーパーフレーム ～ 4



に含まれる 番 目の Cフレーム においてのみ、 C C を受信し、その他の

Cフレーム ０ 2～ では C C を受信しない。

グループ 3 に属する無線端末2 2 2 2 は、2番 目の C

フレーム 2 においてのみ、 C C を受信し、その他の Cフレーム ０ 、耳

3～ では C C を受信しない。

００3 6 次に、図7 、図8 および図9を参照して、ある特定の無線端末2 に、無線墓地局

からデータを送信する場合について説明する。

受信待ち状態において０番 目の C C を受信している無線端末2 に対しデー

タを送信する場合、無線墓地局 は、スーパーフレーム ～ 4 中の０番 目の

Cフレーム ０においてデータを送信する。この Cフレーム ０の C C 中には、

無線端末2 の呼出情報として、「種別情報」と「無線端末 情報」とが含まれている。

「種別情報」と「無線端末 情報」の詳細については後述する。

００3 7 図7 は、送信データがない場合 (呼出がない場合 ) の無線端末2 の受信動作を示

す図である。送信データがない場合、無線墓地局 から C C で無線端末2 に送

信される「種別情報」は、送信データがないことを示す情報となる。無線端末2 を

含めたグループG に属する各無線端末2 は、各スーパーフレーム ～ 4 に含

まれる０番 目の Cフレーム ０を、無線墓地局 から受信する。この Cフレー

ム ０には C C CC C C C CC CC や

C C CC CC 、山女C 、山女C が含まれる。しかし、無線端末2

を含めたグループG に属する各無線端末2 は、 C C を受信するのみであり

CC などの他のチャネルは受信しない。

００3 8 図8 は、送信データがあり(呼出があり) 、かつ呼出無線端末数が所定の一定数以

下の場合の無線端末2 の受信動作を示す図である。この場合、各スーパーフレーム

～ 4 に含まれる同一 Cフレーム ０を受信するグループG に属する無線

端末2 2 2 に対し、無線墓地局 は、 C C により該当フレーム

においてデータを送信することを通知する。図8 では、グループG に属する無線端

末2 に対してデータを送信する場合を示している。また、無線墓地局 は、スー

パーフレーム 2 中の０番 目の Cフレーム ０においてデータを、グループG に



属する無線端末2 2 2 に送信する場合を示している。

「種別情報」は、送信データがあることを示し、かつ、呼出無線端末数が一定数以

下であることを示す情報となる。

００39 各無線端末は、無線墓地局 から CC を受信する。そして、各無線端末2 は、

この CC 内の呼出情報フィールド中に、自無線端末の無線端末1 (無線端末

の一部の情報 ) が含まれているか否かについて確認する。自無線端末1 (無線端末

の一部の情報 ) が含まれると判定した無線端末 (図8中では無線端末2 )

次に送信される CC を、無線墓地局 から受信する。 CC において、自無線

端末宛の剖当を確認した無線端末2 は、無線墓地局 から C を受信し、

データを受け取る。

００4０ 一方、 CC 内の呼出情報フィールドに、自無線端末の無線端末1 (無線端末1

の一部の情報 ) が含まれていないと判定した無線端末 (図8では、グループG に属

する無線端末のぅち、無線端末2 以外の無線端末 ) は、 CC のみを受信し、

CC および C を、無線墓地局 から受信しない。

００4 1 図9は、送信データがあり(呼出があり) 、かつ呼出無線端末数が一定数以上の場

合の無線端末2 の受信動作を示す図である。この場合、無線墓地局 は、同一

Cフレーム (図9では、０番 目の Cフレーム)を受信するグループG に属する無

線端末2 2 2 に対し、 CC により該当フレームにおいて送信する

ことを通知する。図9では、無線墓地局 は、スーパーフレーム 2中の０番 目の

Cフレームにおいて、グループG に属する無線端末2 に、データを送信する。「

種別情報」は、送信データがあることを示し、かつ、呼出無線端末数が一定数以上で

あることを示す情報となる。

００42 この場合は、グループ に属する無線端末2 2 2 は、 CC に

続く CC を無線墓地局 から受信し、自無線端末2 宛の C が割り当てられ

ていないかを確認する。 CC において、自無線端末2 宛の C が割り当てら

れていると判定した無線端末2 (無線墓地局 から呼出しを受けた無線端末2 ) は

CC において自無線端末2 宛の剖当を確認し、 C を受信し、無線墓地局

からデータを受信する。



図9に示すように、グループG に属する無線端末2 2 2 は、各ス

ーパーフレーム ～ 4に含まれる０番 目の Cフレームを受信する。

グループG に属する無線端末2 は、０番 目の Cフレームに含まれる CC

、 CC を受信する。

グループG に属する無線端末のうち、無線墓地局 から呼び出しを受けた無線

端末2 は、 CC CC を受信するとともに、 C も受信する。

００43 図 ０ほ、 CC において送信する呼出情報フイールドのフオーマットの例を示す

図である。

呼出情報は、種別情報と無線端末 情報の2つからなる。無線端末 情報は、無

線端末 の情報を含んでいる。無線端末 の情報は、複数の部分 パターンであ

る。部分 パターンは、呼び出し対象となる無線端末2 の無線端末 の一部また

は全部を表すビットパターンである。

種別情報は、無線端末 情報に含まれる部分 パターンの数、または、部分 パ

ターンの長さ、または、部分 パターンの数および長さと関連付けられる情報を含ん

でいる。

図 ０に示す呼出情報フイールドのフオーマットでは、種別情報の長さは3ビットの固

定長であり、無線端末 情報の長さは32ビットの固定長である。

００44 図 は、図 ０に示した呼出情報フオーマットを用いる場合の呼出情報の情報パタ

ーンを示す図である。

図 の (a) は、部分 パターンを4ビットとした際のパターン数が9以上となる場合

の呼出情報の情報パターンを示している。図 の (a) では、種別情報は である。

図 の (b)は、部分 パターン数が 8の場合の呼出情報の情報パターンを示して

いる。図 の (b)では、種別情報は ０であり、部分 パターンとして、各4ビットの1

2 3 4 5 6 7が含まれている。

００45 図 の (c) は、部分 パターン数が 6の場合の呼出情報の情報パターンを示して

いる。図 の (c) では、種別情報は ０ であり、部分 パターンとして、各 5ビットの1

O 2 3 4 5が含まれている。

図 の (d) は、部分 パターン数が 5の場合の呼出情報の情報パターンを示して



いる。図 の (d)では、極別情報は ００であり、部分 パターンとして、各6ビットの1

2 3 4 5が含まれている。

００46 図 の (e) は、部分 パターン数が4の場合の呼出情報の情報パターンを示して

いる。図 の (e) では、種別情報は であり、部分 パターンとして、各8ビットの1

2 1 3が含まれている。

図 の (f) は、部分 パターン数が3の場合の呼出情報の情報パターンを示して

いる。図 の (f) では、種別情報は００であり、部分 パターンとして、各 ０ビットの

０ 2が含まれている。

００47 図 の ( ) は、部分 パターン数が2の場合の呼出情報の情報パターンを示して

いる。図 の ( )では、種別情報は００ であり、部分 パターンとして、各 6ビットの

が含まれている。

図 の ( ) は、呼出端末がない場合の情報パターンを示している。図 の ( )で

は、種別情報は０００である。

００48 図 の (a) ～( ) に示すように、呼出情報の種別情報は、無線端末 情報を構成

する部分 パターンの数により典なる。

図 では、 つの無線端末 情報を構成する部分 パターンの数は、0、2、3、4

、5、6、8の7通りのうちの一つとなる。

図 では、無線端末 情報の長さが3 2ビットの固定長である。そのため、部分

パターンの数が2の場合 (図 の ( ) ) 、無線端末 情報を構成する部分 パター

ンのビット長は 6ビットである。

００49 また、部分 パターンの数が3の場合 (図 の (f) ) 、無線端末 情報を構成する

部分 パターンのビット長は ０ビットである。

また、部分 パターンの数が4の場合 (図 の (e) ) 、無線端末 情報を構成する

部分 パターンのビット長は8ビットである。

また、部分 パターンの数が 5の場合 (図 の (d) ) 、無線端末 情報を構成する

部分 パターンのビット長は6ビットである。

００5０ また、部分 パターンの数が6の場合 (図 の (c) ) 、無線端末 情報を構成する

部分 パターンのビット長は5ビットである。



また、部分 パターンの数が8の場合 (図 の (b) )、無線端末 情報を構成する

部分 パターンのビット長は4ビットである。

無線端末 情報の部分 パターンの数および長さをどのよぅにするかは、無線墓

地局 において決定する。

００51 以下に無線端末 情報の部分 パターン数およびパターン長の決定方法につい

て説明する。

ただし、ここでは、一つの無線墓地局 あたり、最大65535台の無線端末2 の収

容が可能な無線システムを用いる場合について説明する。また、無線端末2 に、重

複しない無線端末 を割り当てるため、無線端末 ( を、 6ビットとする

場合について説明する。

００52 図 に示す形式を用いる場合の呼出情報の生成では、無線墓地局 は、呼び出

し対象となる無線端末2 の無線端末 から、 6ビットを取り出す。これにより、無線

墓地局 は、呼出無線端末数と同じ数の 6ビットのビットパターンを生成する。

部分 パターンが 6ビットの場合、用いるシステムの 長が、 6ビットで

あるため、部分 パターンには が設定される。

生成されたビットパターンの数が、2以下の場合、すなわち、呼び出し無線端末数

が2以下の場合のみ、無線端末 情報を構成する部分 パターンの数を2とし、部

分 パターンの長さを 6ビットとする。

００53 ビットパターンの数が3以上、すなわち、呼び出し無線端末数が、3以上の場合は、

以下の処理を行ぅ。

6ビットを取り出すことにより生成されたビットパターンのパターン数が3以上であっ
た場合、無線墓地局 は、呼び出し対象となる無線端末2 の無線端末 から、 ０

ビットを取り出す。これにより、無線墓地局 は、呼出無線端末数と同じ数の ０ビット

のビットパターンを生成する。無線端末 のどのビットを取り出すか否かは、無線墓

地局 と無線端末2 の間で予め定められた規則に従ぅ。生成されたビットパターン

において、同じビットパターンが複数存在する場合、その中の一つのビットパターンを

残し、残りを削除する (ビットパターン削除処理)。

００54 図 2は、上記のビットパターン削除処理の例を示す図である。ここでは、呼び出す



べき無線端末2 は、無線端末2 2 2 2 の合計4台の場合に

ついて説明する。各無線端末2 2 2 2 の は、そ

れぞれ、 357 2457 5693 62である。これらの を2進数表示

すると、それぞれ ００ ００００ ０ ０００ ０ ００ ０ ０００００

０ ０ ０００ ０ ００となる ( 2 (a) )

００55 ここで、無線基地局 が、無線端末 から抜き出すビットを下位 ０ビットとすると、

それぞれ ０００ ０ ０ ００ ０００ ０ ０ ０ ０という ０

ビットのビットパターンが4つ生成される (図 2の (b) )

生成されたビットパターンを見ると、「 二 357」の無線端末2 と、「

二25693」の無線端末2 では、同一パターンとなる。このことから、呼

び出しに用いる 情報は、3パターンで十分であり、どちらかのパターンを削除する。

そのため、最終的に送信する必要のあるビットパターンは、００００ ０ ０

００ ０ ００(7 3つとなる ( 2 (c) )

００56 ビットパターン削除処理を実施した後のビットパターンの数が、3以下の場合のみ、

無線端末 情報を構成する部分 パターンの数を3とし、その長さを ０ビットとする

。ここでは、呼出無線端末数は4台であるが、送信されるべきビットパターンは3つとな

る。そのため、長さ ０ビットの部分 パターン (図 の ( ) を使用する。

００57 ビットパターンの数が4以上となる場合は、以下の処理を行う。

０ビットを取り出すことにより生成されたビットパターンのパターン数が4以上であっ
た場合、呼び出し対象となる無線端末2 の無線端末 から、8ビットを取り出す。こ

れにより、呼出無線端末数と同じ数の8ビットのビットパターンを生成する。無線端末1

のどのビットを取り出すか否かは、無線基地局 と無線端末2 との間で予め定め

られた規則に従う。生成されたビットパターンにおいて、あるビットパターンが複数存

在する場合、その中の一つのビットパターンを残し、残りを削除する (ビットパターン削

除処理)。

上記のビットパターン削除処理を実施した後のビットパターン数が、4以下の場合の

み、無線端末 情報を構成する部分 パターンの数を4とし、その長さを8ビットとす

る。



００58 ビットパターンの数が 5以上の場合、以下の処理を行ぅ。

8ビットを取り出すことにより生成されたビットパターンのパターン数が 5以上であった

場合、呼び出し対象となる無線端末2 の無線端末 から6ビットを取り出す。これに

より、呼出無線端末数と同じ数の6ビットのビットパターンを生成する。無線端末 の

どのビットを取り出すか否かは、無線墓地局 と無線端末2 との間で予め定められ

た規則に従ぅ。生成されたビットパターンにおいて、あるビットパターンが複数存在す

る場合、その中の一つのビットパターンを残し、残りを削除する (ビットパターン削除処

上記ビットパターン削除処理を実施した後のビットパターンの数が、5以下の場合の

み、無線端末 情報を構成する部分 パターンの数を5とし、その長さを6ビットとす

る。

００59 ビットパターンの数が6以上の場合、以下の処理を行ぅ。

6ビットを取り出すことにより生成されたビットパターンのパターン数が 6以上であった

場合、呼び出し対象となる無線端末2 の無線端末 から5ビットを取り出す。これに

より、無線墓地局 は、呼出無線端末と同じ数の5ビットのビットパターンを生成する

。無線端末 のどのビットを取り出すか否かは、無線墓地局 と無線端末2 との間

で予め定められた規則に従ぅ。生成されたパターンにおいて、あるビットパターンが複

数存在する場合、その中の一つのビットパターンを残し、残りを削除する (ビットパタ

ーン削除処理)。

上記のビットパターン削除処理を実施した後のビットパターンの数が6以下の場合

のみ、無線端末 情報を構成する部分 パターンの数を6とし、長さを5ビットとする

００6０ ビットパターンの数が 7以上の場合、以下の処理を行ぅ。

5ビットを取り出すことにより生成されたビットパターンのパターン数が、7以上であっ
た場合、呼び出し対象となる無線端末2 の無線端末 から4ビットを取り出す。これ

により、無線墓地局 は、呼出無線端末数と同じ数の4ビットのビットパターンを生成

する。無線端末 のどのビットを取り出すか否かは、無線墓地局 と無線端末2 と

の間で予め定められた規則に従ぅ。生成されたビットパターンにおいて、あるビットパ



ターンが複数存在する場合、その中の一つのビットパターンを残し、残りを削除する (

ビットパターン削除処理)。

上記のビットパターン削除処理を実施した後のビットパターンの数が、8以下の場合

のみ、無線端末 情報を構成する部分 パターンの数を8とし、その長さを4ビットと

する。

００61 ビットパターンの数が9以上の場合、以下の処理を行ぅ。

4ビットを取り出すことにより生成されたビットパターンのパターン数が9以上であった

場合、 全端末呼出 を示す呼出情報を用いる (図 の (a

呼出無線端末がない場合、種別情報は、０００(2進数表示)となり、無線端末2 に

対し、この Cフレームにおいてデータを送信しないことを通知する (図 の ( )

００62 無線端末 の情報を構成する部分 パターンの数が2で、部分 パターン長が

6ビットである無線端末 情報を用いる場合、種別情報は００ となる。無線端末 情

報を構成する部分 パターンのそれぞれには、呼び出し対象である無線端末2 の

無線端末 のぅちの 6ビットが設定される。

一つの無線墓地局 あたり、最大65535台の無線端末2 の収容が可能となる無

線システムを用いる場合、重複しない無線端末 を各無線端末2 に割り当てる。そ

のために、無線端末 ( は、 6ビットの長さとする必要がある。ここで、

無線端末 ( を 6ビットとすると、部分 パターンのザイズとして 6ビッ
トを選択する場合、部分 パターンには が設定される。

００63 CC を受信した無線端末2 は、自無線端末2 の と、無線端末 の

情報に含まれる とを比較する。これらの が、一致する場合は、

無線端末2 は、無線墓地局 から CC を受信する。その後、無線端末2 は、無

線墓地局 から C を受信し、データを受け取る。

呼び出し対象となる無線端末2 の数が 台の場合は、図 の ( )の部分 パター

ン の両方に、同一無線端末 ( が設定される。

００64 無線端末 情報を構成する部分 パターン数が3で、部分 パターン長が ０ビ

ットである無線端末 情報を用いる場合、種別情報は０ ０となる。無線端末 情報

を構成する部分 パターンのそれぞれには、呼び出し対象である無線端末2 の無



線端末 のちの ０ビットが設定される。無線端末 のどのビットを設定するかは、無

線墓地局 と無線端末2 との間で予め定められた規則に従ぅ。

００65 部分 パターンに無線端末 の一部のビットを設定する過程において、呼び出し

対象である無線端末2 の無線端末 から取り出された複数のビットパターンに対し

、ビットパターン削除処理を実施する。その結果、ビットパターンの数が3未満になっ
た場合は、取り出されたビットパターンのぅち最終的に残ったビットパターンのいずれ

かを無線端末 情報の複数の部分 パターンに設定する。例えば、4台の無線端

末2 が呼び出し対象であり、それぞれの無線端末 から取り出されたビットパターン

がビットパターン削除処理の後に、 、 の2つになった場合、図 の㈲ の部分

パターン には が設定され、1 には が設定され、残りの 2には または が

設定される。

００66 無線端末 情報を構成する部分 パターンの数が4で、部分 パターン長が 8ビ

ットである無線端末 情報を用いる場合、種別情報は となる。無線端末 情報

を構成する部分 パターンのそれぞれには、呼び出し対象である無線端末2 の無

線端末 のぅちの8ビットが設定される。無線端末 のどのビットを設定するかは、無

線墓地局 と無線端末2 との間で予め定められた規則に従ぅ。

部分 パターンに無線端末 の一部のビットを設定する過程において、呼び出し

対象である無線端末2 の無線端末 から取り出された複数のビットパターンに対し

、ビットパターン削除処理を実施する。その結果、ビットパターンの数が4未満になっ
た場合は、取り出されたビットパターンのぅち最終的に残ったビットパターンのいずれ

かを無線端末 情報の複数の部分 パターンに設定する。

００67 無線端末 情報を構成する部分 パターンの数が 5で、部分 パターン長が 6ビ

ットである無線端末 情報を用いる場合、種別情報は ００となる。無線端末 情報

を構成する部分 パターンのそれぞれには、呼び出し対象である無線端末2 の無

線端末 のぅちの6ビットが設定される。無線端末 のどのビットを設定するかは、無

線墓地局 と無線端末2 との間で予め定められた規則に従ぅ。

部分 パターンに無線端末 の一部のビットを設定する過程において、呼び出し

対象である無線端末2 の無線端末 から取り出された複数のビットパターンに対し



、ビットパターン削除処理を実施する。その結果、ビットパターンの数が 5未満になっ
た場合は、取り出されたビットパターンのぅち最終的に残ったビットパターンのいずれ

かを無線端末 情報の複数の部分 パターンに設定する。

００68 無線端末 情報を構成する部分 パターンの数が6で、部分 パターン長が 5ビ

ットである無線端末 情報を用いる場合、種別情報は ００となる。この場合、無線端

末 情報を構成する部分 パターンのそれぞれには、呼び出し対象である無線端

末の無線端末 のぅちの5ビットが設定される。無線端末 のどのビットを設定する

かは、無線墓地局 と無線端末2 との間で予め定められた規則に従ぅ。

部分 パターンに無線端末 の一部のビットを設定する過程において、呼び出し

対象である無線端末2 の無線端末 から取り出された複数のビットパターンに対し

、ビットパターン削除処理を実施する。その結果、ビットパターンの数が 6未満になっ
た場合は、取り出されたビットパターンのぅち最終的に残ったビットパターンのいずれ

かを無線端末 情報の複数の部分 パターンに設定する。

００69 無線端末 情報を構成する部分 パターンの数が8で、部分 パターン長が4ビ

ットである無線端末 情報を用いる場合、種別情報は ０となる。この場合、無線端

末 情報を構成する部分 パターンのそれぞれには、呼び出し対象である無線端

末2 の無線端末 のぅちの4ビットが設定される。無線端末 のどのビットを設定す

るかは、無線墓地局 と無線端末2 との間で予め定められた規則に従ぅ。

部分 パターンに無線端末 の一部のビットを設定する過程において、呼び出し

対象である無線端末2 の無線端末 から取り出された複数のビットパターンに対し

、ビットパターン削除処理を実施する。その結果、ビットパターンの数が 8未満になっ
た場合は、取り出されたビットパターンのぅち最終的に残ったビットパターンのいずれ

かを無線端末 情報の複数の部分 パターンに設定する。

００7０ 部分1 パターン長を4ビットとした際のパターン数が9以上となった場合、種別情報

は となる。この場合、 CC を受信した全ての無線端末2 は、 CC に続く C

C を無線墓地局 から受信する。そして、無線端末2 は、自無線端末2 宛の

C が剖り当てられていないか確認する。

００7 1 第2の実施の形態」



第 の実施の形態においては、 CC 中の呼出情報フイールドおいて、種別 吉報

および無線端末 情報が、それぞれ固定長である方式について説明した。本発明

の第2の実施の形態では、種別情報と無線端末 情報とを合わせた呼出情報フイー

ルドが、固定長である方式について説明する。なお、第 の実施の形態と、第2の実

施の形態との差典は、呼出情報の構成のみであり、その他については同じである。

００72 以下に種別情報と無線端末 情報とを合わせた呼出情報フイールドが、固定長で

ある方式について説明する。

００73 図 3は、本発明の第2の実施の形態において CC により送信する呼出情報フイ

ールドのフオーマットを示す図である。図 3に示す呼出情報フイールドのフオーマット

も、図 ０に示す第 の実施の形態における呼出情報フイールドのフオーマットと同様

に、種別情報と無線端末 情報の2つから構成される。しかし、第2の実施の形態で

は、種別情報と無線端末 情報とが、ともに可変長である点が、第 の実施の形態と

典なる。

００74 図 4は、本発明の第2の実施の形態による呼出情報の情報パターンを示す図であ

る。

図 4の (a) は、部分 パターンを4ビットとした際のパターン数が 8以上となる場合

の呼出情報の情報パターンを示している。図 4の (a) では、種別情報は００００ であ

る。

図 4の (b)は、部分 パターン数が 7の場合の呼出情報の情報パターンを示して

いる。図 4の (b)では、種別情報は００ であり、部分 パターンとして、各4ビットの

2 3 4 5 6が含まれている。

００75 図 4の (c) は、部分 パターン数が 6の場合の呼出情報の情報パターンを示して

いる。図 4の (c) では、種別情報は であり、部分 パターンとして、各 5ビットの

0、 2 1 3 1 4 1 5が含まれている。

図 4の (d) は、部分 パターン数が 5の場合の呼出情報の情報パターンを示して

いる。図 4の (d)では、種別情報は ０であり、部分 パターンとして、各6ビットの

0、 2 1 3 1 4が含まれている。

図 4の ( ) は、部分 パターン数が4の場合の呼出情報の情報パター



いる。図 4の (e) では、種別情報は０００であり、部分 パターンとして、各 7ビットの

2 1 3が含まれている。

００76 図 4の (f) は、部分 パターン数が3の場合の呼出情報の情報パターンを示して

いる。図 4の (f) では、種別情報は０００ であり、部分 パターンとして、各9ビット

の 2が含まれている。

図 4の ( ) は、部分 パターン数が2の場合の呼出情報の情報パターンを示して

いる。図 4の ( )でほ、種別情報 であり、部分 パターンとして、各 5ビットの

が含まれている。

図 4の ( ) は、部分 パターン数が の場合の呼出情報の情報パターンを示して

いる。図 4の ( )では、種別情報は００００であり、部分 パターンとして、 6ビット

の が含まれている。

図 4の㈲ は、呼出端末がない場合の情報パターンを示している。図 4の㈲ では

、種別情報は０００００である。

００77 呼出情報の種別情報は、無線端末 情報を構成する部分 パターンの数により

典なる。部分 パターンの数および長さの決定するアルゴリズムについては、使用す

る部分 パターンの長さは典なるが、図 ０に示す第 の実施の形態における決定方

法と同様である。

００78 本実施の形態を用いる場合、呼出情報を受信した無線端末2 においては、種別

情報長が予め分かっている訳ではないため、始めに先頭の2ビットを読み取る。

先頭2ビットが０ ０ の場合、それぞれ、部分 パターンの数が2、5、6で、

その長さが 5、8、5ビットであることが分かる。

先頭2ビットが００であった場合、さらに2ビットを読み取る。先頭から3ビット目と4ビッ
ト目の2ビットが、 ０ の場合、それぞれ、部分 パターンの数が4、7で、その長

さが 7、4ビットであることが分かる。

先頭から3ビット目と4ビット目の2ビットが０ の場合、さらに ビット読み取る。そして

、0の場合、部分 パターンの数が で、その長さが 6ビットである。一方、 の場合

、部分 パターンの数が3で、その長さが9ビットである。

００79 先頭2ビットが００であり、かつ、先頭から3ビット目と4ビット目の2ビットが００の場合



も、さらに ビット読み取る。5ビット目が0の場合、呼出無線端末なしである。この場合

CC を受信した全ての無線端末2 は、 CC に続く CC を無線墓地局 か

ら受信しない。一方、5ビット目が の場合、部分 パターンを4ビットとした際に、パタ

ーン数が8以上になることを示している。この場合、 CC を受信した全ての無線端

末2 は、 CC に続く CC を受信し、自無線端末2 宛の C が割り当てられ

ていないか確認する。

００8０ 各無線端末2 は、上述した手順を実行することにより、種別情報と無線端末 情

報とを区分する。また、各無線端末2 は、無線端末 情報に含まれる部分 パター

ンの数、およびその長さを知り、無線端末 情報中の部分 パターンと自無線端末

2 の無線端末 の一部が一致するかどぅかを判定する。そして、これらの無線端末1

が一致する場合に、無線端末2 は、 CC に続く CC を無線墓地局 から受

信する。

００8 1 以上、説明したよぅに、上述した本発明の実施の形態においては、第 の報知信号

における呼出情報として無線端末 の一部の情報を、無線墓地局 から無線端末

2 に送信する。この呼出情報は、種別情報と無線端末 情報から構成される。

００82 種別情報は、無線端末 情報に含まれる部分 パターンの数、または、部分 パ

ターンの長さ、または、部分 パターンの数および長さと関連付けられる情報を表す

。無線端末 情報は、呼び出される無線端末2 の の一部の情報を表す。無線端

末 情報に含まれる部分 パターンの数、または、部分 パターンの長さ、または

、部分 パターンの数および長さに応じて、呼出情報のフオーマットを選択する。呼

出情報の長刮ま、固定長である。

そして、無線端末2 を呼出グループに分ける場合、無線端末 の重複が最も少な

くなるグループに分ける。

００83 このよぅに、第 の報知信号において、第2の報知信号を受信する無線端末2 を限

定することにより、呼出遅延時間を増加させることなく呼出待ち状態における無線端

末の待機消費電力を大幅に低減できる。このため、無線端末2 の電池の長寿命化

が図れる。

００84 また、無線端末2 の呼出数に関わらず、第 の報知信号が固定長であるため、無



線端末2 の受信動作が簡単であり、かつ、オーバヘッドが少ない。

００85 以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の無線アクセスシステム

は、上述の図示例にのみ限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲

内において種々変更を加え得ることは勿論である。

産業上の禾 用可能，生

００86 本発明は、呼出遅延時間を増加させることなく呼出待ち状態における無線端末の

待機消費電力を大幅に低減でき、無線端末の電池の長寿命化が図れる、無線端末

呼出方法、および無線アクセスシステムなどに適用できる。



請求の範囲

固有の を有する複数の無線端末が複数の無線スロットから構成される無線フレ

ームを共有し、無線墓地局が前記無線フレームの報知用スロットを用いて無線端末

を呼び出す無線端末呼出方法において、

前記無線墓地局は、

呼び出し対象となる無線端末 の一部の情報を含む第 の報知信号と、呼び出し

対象の無線端末に対する前記無線スロットの剖当位置の情報を含む第2の報知信号

とを生成する報知信号生成手順と、

前記第 の報知信号と、当該第 の報知信号に後続する前記第2の報知信号とを

前記報知用スロットに含む無線フレームを生成する無線フレーム生成手順と、

前記無線フレームを前記無線端末に送信する無線フレーム送信手順と、

を行い、

前記無線端末は、

前記無線墓地局から送信される前記第 の報知信号を受信する報知信号受信手

順と、

前記報知信号受信手順により受信した前記第 の報知信号に自無線端末の の

一部の情報が含まれているかどぅかを検出し、含まれている場合に前記第2の報知

信号を続けて受信すると判定する報知信号判定手順と、

前記報知信号判定手順により第2の報知信号を受信すると判定した場合に、前記

第2の報知信号を受信し、前記受信した第2の報知信号に自無線端末宛の剖当情

報がない場合には、受信を中止し、前記受信した第2の報知信号に自無線端末宛の

剖当情報がある場合には、前記第2の報知信号に含まれる無線スロットの剖当位置

の情報を某に、前記無線墓地局から日無線端末宛に送信されるデータを受信する

データ受信手順と、

を行ぅ無線端末呼出方法。

2 前記無線墓地局は、

前記無線端末を複数のグループに分割すると共に、複数の無線フレームから構成

されるスーパーフレームを設定する手順と、



前記グループごとに前記スーパーフレーム内の複数の無線フレームから対応する

無線フレームを予め設定する手順と、

を行い、

前記無線端末は、

前記予め設定された無線フレームにおいて、前記第 の報知信号、または、第 の

報知信号および第2の報知信号を受信する手順を行ぅ請求項 に記載の無線端末

呼出方法。

3 前記第 の報知信号は、種別情報と無線端末 情報とを含む固定長の呼出情報

を含み、

前記種別情報は、無線端末 情報に含まれる部分 パターンの数、または、部分

パターンの長さ、または、部分 パターンの数および長さと関連付けられる情報を

表し、

前記無線端末 情報は、複数の前記部分 パターンを表し、

前記部分 パターンは、呼び出し対象となる無線端末の無線端末 の一部また

は全ての情報を表す請求項 または請求項2に記載の無線端末呼出方法。

4 種別情報として、呼び出し対象である無線端末の数を用いる請求項3に記載の無

線端末呼出方法。

5 前記無線端末 情報は、無線端末 情報に含まれる前記部分 パターンの数に

応じて、 つの前記部分 パターンのビット長が変更される請求項4に記載の無線端

末呼出方法。

6 前記無線端末 情報において指定される無線端末の 情報は、呼び出し対象と

なる無線端末ごとにビットパターンで表され、前記ビットパターンは、呼び出し対象と

なる無線端末の の全部または一部である複数ビットのビットパターンであって、か

つ、前記無線端末 情報において指定される つの前記部分 パターンのビット長

に相当するビットパターンである請求項5に記載の無線端末呼出方法。

7 前記無線墓地局は、前記呼び出し対象となる無線端末のぅち、複数の無線端末の1

の複数ビットのビットパターンが、前記無線端末 情報において指定される つの

前記部分 パターンのビット長の範囲で共通である場合に、当該ビットパターンが共



通である複数の無線端末を つの無線端末として、前記無線端末 情報を生成する

請求項6に記載の無線端末呼出方法。

8 固有の を有する複数の無線端末が複数の無線スロットから構成される無線フレ

ームを共有し、無線墓地局が前記無線フレームの報知用スロットを用いて無線端末

を呼び出す無線アクセスシステムであって、

前記無線墓地局は、

呼び出し対象となる無線端末 の一部の情報を含む第 の報知信号と、呼び出し

対象の無線端末に対する前記無線スロットの剖当位置の情報を含む第2の報知信号

とを生成する報知信号生成部と、

前記第 の報知信号と、当該第 の報知信号に後続する前記第2の報知信号とを

前記報知用スロットに含む無線フレームを生成する無線フレーム生成部と、

前記無線フレームを前記無線端末に送信すると共に、前記無線端末から送信され

る無線信号を受信する第 の送受信部と、

を備え、

前記無線端末は、

前記第 の送受信部から送信される前記第 の報知信号をを受信すると共に、前記

無線墓地局に無線信号を送信する第2の送受信部と、

前記第2の送受信部が受信した前記第 の報知信号に自無線端末の の一部の

情報が含まれているかどぅかを検出し、含まれている場合に前記第2の報知信号を続

けて受信すると判定する報知信号判定部と、

前記報知信号判定部により第2の報知信号を受信すると判定した場合に、前記第2

の報知信号を第 の報知信号に続けて受信する報知信号受信部と、

前記受信した第2の報知信号に自無線端末宛の剖当情報がない場合には、受信

を中止し、前記受信した第2の報知信号に自無線端末宛の剖当情報がある場合に

は、前記第2の報知信号に含まれる無線スロットの剖当位置の情報を某に、前記無

線墓地局から日無線端末宛に送信されるデータを受信するデータ受信部と、

を備える無線アクセスシステム。
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