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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ＣＤＭＡシステムにおいて、グループコールサ
ービス（ＧＣＳ）を提供する。
【解決手段】ＧＳＭ（登録商標）－ＭＡＰまたはＡＮＳ
Ｉ－４１コアネットワーク上でのＣＤＭＡ無線アクセス
網内でのグループコールサービスのための方法及びシス
テムが提示されている。該方法及びシステムは、ＣＤＭ
Ａ無線アクセス網のエアインタフェースにおける呼のセ
ットアップ、呼の通知、及び呼の終端に備える。新規呼
のフローメッセージだけではなく、ＣＤＭＡ無線網用の
トラヒックチャネル及びシグナリングチャネルに対する
必要な修正も提供される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コアネットワーク及びＣＤＭＡ無線アクセス網を備える通信網においてグループコール
サービスを提供する方法であって、
　グループの多くのメンバーに逆方向リンクチャネルのステータスについての表示を送信
し、
　前記グループの複数の多くのメンバーからの逆方向リンクチャネルに対する要求を受信
し、
　前記グループの複数の多くのメンバーの一人に逆方向リンクチャネルを許可するように
した方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　更に、前記グループのメンバーが逆方向リンクチャネルを使用していた場合に、前記グ
ループのメンバーによって逆方向リンクチャネルをリリースするようにした方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、
　前記コアネットワークがＧＳＭ技術に基づいている方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、
　前記コアネットワークがＡＮＳＩ－４１技術に基づいている方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法において、
　前記表示が前記グループの多くのメンバーに一斉送信される方法。
【請求項６】
　請求項１に記載の方法において、
　前記表示が前記グループの多くのメンバーに個別に送信される方法。
【請求項７】
　コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網を備える通信網の中のグループの一人のト
ーカーと多くのリスナーの間にグループコールサービスを提供する方法であって、
　トーカーから基地局にトラヒック情報を送信し、
　前記送信されたトラヒック情報を前記基地局によって受信し、
　前記基地局によって受信されたトラヒック情報をグループの中の多くのリスナーに一斉
送信するようにした方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、
　更に、前記基地局から前記トーカーに出力制御情報を送信するようにした方法。
【請求項９】
　請求項７に記載の方法において、
　前記コアネットワークがＧＳＭ技術に基づいている方法。
【請求項１０】
　請求項７に記載の方法において、
　前記コアネットワークがＡＮＳＩ－４１技術に基づいている方法。
【請求項１１】
　請求項７に記載の方法において、
　前記一斉送信が順方向放送チャネルによってなされる方法。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の方法において、
　前記一斉送信が、トラヒック及びシグナリングの情報を多重化することを含む方法。
【請求項１３】
　請求項８に記載の方法において、
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　前記出力制御情報の送信が、順方向基本チャネルによってなされる方法。
【請求項１４】
　コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網を備える通信網においてグループコールサ
ービスを提供する方法であって、
　話すことを要求するグループの一人のメンバーから前記グループの多くのメンバーへの
表示を受信し、
　前記メンバーのための呼をセットアップし、それにより前記メンバーにトーカーステー
タスを許可し、
　前記メンバーがトーカーステータスを許可されることを前記グループ内の数多くのメン
バーに通知するようにした方法。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の方法において、
　前記受信することが、前記メンバーがプッシュトゥトークボタンを押した旨の表示を受
信することを含む方法。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の方法において、
　前記通知することが、前記グループのメンバーに個別に通知することを含む方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の方法において、
　前記通知することが、前記グループの識別及び前記グループのメンバーの個々の識別を
含む個別通知を送信する方法。
【請求項１８】
　請求項１４に記載の方法において、
　前記通知することが、前記グループのメンバーに集合的に通知することを含む方法。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の方法において、
　前記通知することが、前記グループの識別を含む通知を一斉送信することを含む方法。
【請求項２０】
　請求項１８に記載の方法において、
　前記通知が、前記グループに向けられるチャネル上で通知を一斉送信することを含む方
法。
【請求項２１】
　請求項１４に記載の方法において、
　前記コアネットワークは、ＧＳＭ技術に基づいている方法。
【請求項２２】
　請求項１４に記載の方法において、
　前記コアネットワークは、ＡＮＳＩ－４１技術に基づいている方法。
【請求項２３】
　コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網を備える通信網の中のグループの一人のト
ーカーと多くのリスナーの間にグループコールサービスを提供する方法であって、
　逆方向基本チャネル上で前記トーカーから基地局にトラヒック情報を送信し、
　専用制御チャネル上で前記トーカーと前記基地局との間にシグナリング情報を送信し、
　順方向基本チャネル上で前記基地局から前記トーカーへ出力制御情報を送信するように
した方法。
【請求項２４】
　請求項２３に記載の方法において、
　前記コアネットワークは、ＧＳＭ技術に基づいている方法。
【請求項２５】
　請求項２３に記載の方法において、
　前記コアネットワークは、ＡＮＳＩ－４１技術に基づいている方法。
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【請求項２６】
　コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網を備える通信網の中のグループの一人のト
ーカーと多くのリスナーの間にグループコールサービスを提供する方法であって、
　順方向一斉送信チャネル上で基地局から前記多くのリスナーに一斉送信トラヒック情報
を送信し、
　シグナリングチャネル上で前記基地局と前記多くのリスナーとの間にシグナリング情報
を送信するようにした方法。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の方法において、
　前記制御チャンネルは、専用制御チャンネルを含む方法。
【請求項２８】
　請求項２６に記載の方法において、
　前記制御チャンネルは、共通制御チャンネルを含む方法。
【請求項２９】
　請求項２６に記載の方法において、
　前記制御チャンネルは、一斉送信チャンネルを含む方法。
【請求項３０】
　請求項２６に記載の方法において、
　前記コアネットワークは、ＧＳＭ技術に基づいている方法。
【請求項３１】
　請求項２６に記載の方法において、
　前記コアネットワークは、ＡＮＳＩ－４１技術に基づいている方法。
【請求項３２】
　コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網を備える通信網の中のグループの多くのメ
ンバーに情報を送る方法であって、
　所定の期間、前記グループの多くのメンバーに前記情報を一斉送信し、
　前記所定の期間が期限切れになる前に前記グループのメンバーの少なくとも一人が前記
情報に応答した場合には、一斉送信を繰り返すようにした方法。
【請求項３３】
　請求項３２に記載の方法において、
　前記グループの所定数のメンバーが、前記所定の期間が期限切れになる前に前記情報に
応答した場合には、前記所定の期間を、更に短い所定の期間に置き換えるようにした方法
。
【請求項３４】
　請求項３２に記載の方法において、
　前記コアネットワークは、ＧＳＭ技術に基づいている方法。
【請求項３５】
　請求項３２に記載の方法において、
　前記コアネットワークは、ＡＮＳＩ－４１技術に基づいている方法。
【請求項３６】
　コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網を備える通信網においてグループコールサ
ービスを提供する装置であって、
　グループの多くのメンバーに逆方向リンクチャネルのステータスについての表示を送信
する手段と、
　前記グループの複数の多くのメンバーから前記逆方向リンクチャネルに対する要求を受
信する手段と、
　前記グループの複数の多くのメンバーの一人に前記逆方向リンクチャネルを許可する手
段と
を備えた装置。
【請求項３７】
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　請求項３６に記載の装置において、
　前記コアネットワークは、ＧＳＭ技術に基づいている装置。
【請求項３８】
　請求項３６に記載の装置において、
　前記コアネットワークは、ＡＮＳＩ－４１技術に基づいている装置。
【請求項３９】
　請求項３６に記載の装置において、
　前記表示は、前記グループの多くのメンバーに一斉送信される装置。
【請求項４０】
　請求項３６に記載の装置において、
　前記表示は、前記グループの多くのメンバーに個別に送信される装置。
【請求項４１】
　コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網を備える通信網の中の一人のトーカーと多
くのリスナーの間にグループコールサービスを提供する装置であって、
　前記トーカーからトラヒック情報を受信する手段と、
　前記グループの多くのリスナーに、基地局によって受信されたトラヒック情報を一斉送
信する手段と
を備えた装置。
【請求項４２】
　請求項４１に記載の装置において、
　前記基地局から前記トーカーに出力制御情報を送信する手段を更に備えた装置。
【請求項４３】
　請求項４１に記載の装置において、
　前記コアネットワークは、ＧＳＭ技術に基づく装置。
【請求項４４】
　請求項４１に記載の装置において、
　前記コアネットワークは、ＡＮＳＩ－４１技術に基づく装置。
【請求項４５】
　コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網を備える通信網においてグループコールサ
ービスを提供する装置であって、
　前記グループの多くのメンバーに話をすることを要求するグループの一人のメンバーか
らの表示を受信する手段と、
　前記メンバーのために呼をセットアップし、それにより前記メンバーにトーカーステー
タスを許可する手段と、
　前記メンバーがトーカーステータスを許可された旨を前記グループの多くのメンバーに
通知する手段と
を備えた装置。
【請求項４６】
　請求項４５に記載の装置において、
　前記受信する手段は、前記メンバーがプッシュトゥトークボタンを押した旨の表示を受
信する手段を含む装置。
【請求項４７】
　コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網を備える通信網の中のグループの多くのメ
ンバーに情報を送信する装置であって、
　所定の期間、前記グループの多くのメンバーに前記情報を一斉送信する手段と、
　前記所定の期間が期限切れになる前に、前記グループのメンバーの少なくとも一人が前
記情報に応答した場合に前記一斉送信を繰り返す手段と
を備えた装置。
【請求項４８】
　請求項４７に記載の装置において、
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　前記所定の期間が期限切れになる前に、前記グループの所定数のメンバーが前記情報に
応答した場合には、前記所定の期間を、更に短い所定の期間に置き換える手段を更に備え
た装置。
【請求項４９】
　コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網とを備える通信網においてグループコール
サービスを提供する方法を実現するコンピュータ読み取り可能媒体であって、
　前記方法は、
　グループの多くのメンバーに逆方向リンクチャネルのステータスについての表示を送信
し、
　前記グループの複数の多くのメンバーから前記逆方向リンクチャネルに対する要求を受
信し、
　前記グループの複数の多くのメンバーの一人に前記逆方向リンクチャネルを許可するよ
うにしたコンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項５０】
　コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網とを備える通信網においてグループコール
サービスを提供する方法を実現するコンピュータ読み取り可能媒体であって、
　前記方法は、
　グループの多くのメンバーに話をすることを要求するグループの一人のメンバーから表
示を受信し、
　前記メンバーのための呼をセットアップし、それにより前記メンバーにトーカーステー
タスを許可し、
　前記メンバーがトーカーステータスを許可された旨を、前記グループの多くのメンバー
に通知するようにしたコンピュータ読み取り可能媒体。
【請求項５１】
　コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網とを備える通信網においてグループの多く
のメンバーに情報を送信する方法を実現するコンピュータ読み取り可能媒体であって、
　前記方法は、
　所定の期間、前記グループの多くのメンバーに前記情報を一斉送信し、
　前記所定の期間が期限切れになる前に、前記グループのメンバーの少なくとも一人が前
記情報に応答した場合には、一斉送信を繰り返すようにしたコンピュータ読み取り可能媒
体。
【請求項５２】
　コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網とを備える通信網においてグループコール
サービスを提供する装置であって、
　グループの多くのメンバーに逆方向リンクチャネルのステータスについての表示を送信
するように適応された送信機と、
　前記グループの複数の多くのメンバーから前記逆方向リンクチャネルに対する要求を受
信するように適応された受信機と、
　前記グループの複数の多くのメンバーの一人に前記逆方向リンクチャネルを許可するよ
うに適応されたプロセッサと
を備えた装置。
【請求項５３】
　請求項５２に記載の装置において、
　前記コアネットワークは、ＧＳＭ技術に基づいている装置。
【請求項５４】
　請求項５２に記載の装置において、
　前記コアネットワークは、ＡＮＳＩ－４１技術に基づいている装置。
【請求項５５】
　コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網とを備える通信網においてグループコール
サービスを提供する装置であって、



(7) JP 2009-177819 A 2009.8.6

10

20

30

40

50

　前記グループの多くのメンバーに話をすることを要求するグループの一人のメンバーか
ら表示を受信するように適応された受信機と、
　前記メンバーのために呼をセットアップし、それにより前記メンバーにトーカーステー
タスを許可するように適応されたプロセッサと、
　前記メンバーがトーカーステータスを許可された旨を前記グループの多くのメンバーに
通知するように適応された送信機と
を備えた装置。
【請求項５６】
　請求項５５に記載の装置において、
　前記受信機は、前記メンバーがプッシュトゥトークボタンを押した旨の表示を受信する
ようにさらに適応されている装置。
【請求項５７】
　コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網とを備える通信網の中のグループの多くの
メンバーに情報を送信する装置であって、
　所定の期間、前記グループの多くのメンバーに前記情報を一斉送信するように適応され
た送信機と、
　前記所定の期間が期限切れになる前に、前記グループのメンバーの少なくとも一人が情
報に応答した場合に前記一斉送信を繰り返すように適応されたプロセッサと
を備えた装置。
【請求項５８】
　請求項５７に記載の装置において、
　前記所定の期間が期限切れになる前に、前記グループの所定数のメンバーが前記情報に
応答した場合には、前記所定の期間を、更に短い所定の期間に置き換えるようにした手段
を更に備えた装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は概して電気通信システムに関し、さらに具体的には、コアネットワーク上での
符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）無線アクセス網におけるグループコールサービスに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　迅速で、効率的な１対１または１対多数（グループ）の通信向けの無線サービスのクラ
スは、長年にわたり多様な形式で存在してきた。一般的には、これらのサービスは、ユー
ザが通話を開始するために電話または無線上に設置された「押して話す」（ＰＴＴ）ボタ
ンを押す半２重であった。ＰＴＴボタンを押すと、ユーザの「発言権」に対する要求を示
す無線またはサーバがトリガされる。発言権を許可される、あるいはトーカーステータス
を許可されると、トーカーはしばらくの間話してよく、その後トーカーはＰＴＴボタンを
放してよく、リスナーは発言権を要求してよい。通信は、通常一人のトーカーからリスナ
ーのグループ、または一人のリスナーだけに向けてである。この種のサービスは従来一人
の人物、つまり「ディスパッチャ」がフィールドサービス人員などの人々のグループに通
信する必要がある用途で使用されてきた。
【０００３】
　これらのサービスの重要な特徴とは、通信が迅速且つ自発的であり、通常は、典型的な
ダイヤル及びリンギングのシーケンスを経ずに単にＰＴＴボタンを押すだけで開始される
という点である。この種のサービスの通信は通常短く、個々の話の噴出（ｓｐｏｕｔ）は
通常約１０秒以下であり、会話は数分から例えば無線タクシーサービスのケースなどの営
業日全体まで継続する。
【０００４】
　１つのこのようなサービスが、３ＧＰＰ　ＴＳ　４２．０６８「音声音声グループコー
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ルサービス（ＶＧＣＳ）：段階１（Voice Group Call Service (VGCS); Stage 1）」、３
ＧＰＰ　ＴＳ　４２．０６９「音声グループコールサービス（ＶＧＣＳ）：段階２（）、
及びＧＳＭ　０４．１８「移動無線インタフェース層３仕様；無線リソース制御プロトコ
ル（Mobile radio interface layer 3 specification; Radio Resource Control Protoco
l）」に説明されるようなＧＳＭ音声グループコールサービス（ＶＧＣＳ）である。その
技術が優れているために最適のネットワークとしてＧＳＭシステムを急速に追い越してき
ているＣＤＭＡネットワークにこのようなシステムを組み込むことが望ましいだろう。
【０００５】
　技術にはＣＤＭＡシステムにおいてグループコールサービス（ＧＣＳ）を提供するニー
ズがある。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の１つの態様は、コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網を含む通信網にお
いてグループコールサービスを提供する方法及びシステムに向けられている。該方法及び
システムは、１つのグループの多くのメンバーに対し逆方向リンクチャネルのステータス
についての表示を送信することと、グループの複数のメンバーから逆方向リンクチャネル
に対する要求を受信することと、逆方向リンクチャネルをグループの複数のメンバーの一
人に許可することとに備える。コアネットワークはＧＳＭ技術またはＡＮＳＩ－１４技術
に基づいてよい。
【０００７】
　本発明の別の態様は、コアネットワーク及びＣＤＭＡ無線アクセス網を含む通信網にお
いてグループコールサービスを提供する方法及びシステムに向けられている。該方法及び
システムは、トーカーから基地局にトラヒック情報を送信することと、基地局によって送
信されたトラヒック情報を受信することと、基地局が受信したトラヒック情報をグループ
内の多くのリスナーに一斉送信することとに備える。一斉送信は、同じ放送チャネル上で
トラヒック及びシグナリング情報を多重化することを含んでよい。コアネットワークはＧ
ＳＭまたはＡＮＳＩ－４１技術に基づいてよい。
【０００８】
　本発明の別の態様は、コアネットワーク及びＣＤＭＡ無線アクセス網を含む通信網にお
いてグループコールサービスを提供する方法及びシステムに向けられる。該方法及びシス
テムは、グループの多くのメンバーに話すことを要求するグループのメンバーからの表示
を受信することと、メンバーのために呼をセットアップし、それによりメンバーにトーカ
ーステータスを許可することと、該メンバーがトーカーステータスを許可された旨をグル
ープ内の多くのメンバーに通知することとを備える。コアネットワークはＧＳＭまたはＡ
ＮＳＩ－４１技術に基づいてよい。
【０００９】
　本発明の別の態様は、コアネットワーク及びＣＤＭＡ無線アクセス網を含む通信網にお
いてグループコールサービスを提供する方法及びシステムに向けられる。該方法及びシス
テムは、所定の期間グループの多くのメンバーに情報を一斉送信することと、所定の期間
が期限切れになる前にグループのメンバーの少なくとも一人が、情報に応答した場合に一
斉送信を反復することとに備える。所定の期間は、グループの所定数のメンバーが、所定
期間が期限切れになる前に情報に応答した場合にはさらに短い所定期間で置換されてよい
。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】コアネットワークアーキテクチャ上でのＣＤＭＡ無線アクセス網の説明図。
【図２】図１の無線アクセス網用の基地局と移動局のための例示的な実施形態を示す図。
【図３】例示的な論理チャネル組織の説明図。
【図４】例示的な物理チャネル組織の説明図。
【図５】例示的な呼のセットアップ手順の説明図。
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【図６】例示的な即時呼セットアップ手順の説明図。
【図７】呼通知方式の例示的なセットの説明図。
【図８】例示的な呼通知手順の説明図。
【図９】トーカーになる例示的なプロセスの説明図。
【図１０】例示的な呼終端手順の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　ＣＤＭＡシステムエアインタフェースは、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－２０００に述べられ
ているようなＡＮＳＩ－４１コアネットワーク、及び「ＧＳＭ　ＭＡＰ（ＭＣ－ＭＡＰ）
（低層エアインタフェース）上のスペクトル拡散システム用のマルチキャリヤ仕様（Mult
i-Carrier Specification for Spread Spectrum Systems on GSM MAP (MC-MAP)(Lower La
yers Air Interface)）」と題されるＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－８３３規格に記載されるよ
うなＧＳＭ－ＭＡＰコアネットワークに基づくシステムで配備するのに適している。ＧＳ
Ｍ－ＭＡＰコアネットワークのケースでは、インタフェースコネクション管理（ＣＭ）及
びモビリティ管理（ＭＭ）手順は、「音声グループコールサービス（ＶＧＣＳ）；段階１
」と題される３ＧＰＰ　ＴＳ　４２．０６８、「音声グループコールサービス（ＶＧＣＳ
）；段階２」と題される３ＧＰＰ　ＴＳ　４２．０６９、及び「移動無線インタフェース
層３仕様：無線リソース制御プロトコル」と題されるＧＳＭ　０４．１８などの３ＧＰＰ
規格によって定義されている。ＡＮＳＩ－４１コアネットワークのケースでは、同等なプ
ロトコルは、ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－８３３に定義されるＭＣ－ＭＡＰ規格（ＭＣ－ＭＡ
Ｐ）などの３ＧＰＰ２によって定義されている。ここに参照されるＣＤＭＡシステムは、
ＣＤＭＡ２０００、Ｗ－ＣＤＭＡ、及びＩＳ－９５を含むＣＤＭＡシステムのファミリを
含んでよい。
【００１２】
　図１は、ＧＳＭ－ＭＡＰまたはＡＮＳＩ－４１コアネットワーク１０４を含んでよいコ
アネットワーク１０４と関連してＣＤＭＡ無線アクセス網１０２の例示的なネットワーク
アーキテクチャを示している。ＣＤＭＡ－ＭＣ携帯電話１０６はＧＳＭ－ＭＡＰまたはＡ
ＮＳＩ－４１コアネットワーク１０４へのコネクションをサポートしてよく、「加入者ア
イデンティティモジュール－移動装置（ＳＩＭ－ＭＥ）インタフェースの仕様（Specific
ation of the Subscriber Identify Module-Mobile Equipment (SIM-ME) Interface）」
と題されるＧＳＭ　１１．１１文書、「ＵＳＩＭ及びＩＣカードの要件（USIM and IC ca
rd requirements）」と題される３ＧＰＰ　２１．１１１１文書、及び「スペクトル拡散
システム用削除可能なユーザアイデンティティモジュール（Removable User Identity Mo
dule for Spread Spectrum Systems）」と題されるＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－８２０文書に
定義されるように、加入者アイデンティティモジュール（ＳＩＭ）または削除可能ユーザ
アイデンティティモジュール（Ｒ－ＵＩＭ）もサポートしてよい。
【００１３】
　表１は、ＧＳＭ－ＣＤＭＡシグナリング用の例示的なＭＣ－ＭＡＰプロトコルスタック
を示している。ＧＳＭ－ＭＡＰネットワーク１０４にはプロトコルの２つのグループがあ
ってよい。第１のグループは、コアネットワークで終端してよく、モビリティ管理及びシ
ステムのサービス態様に関係する機能性を含んでよい非アクセス層（ｎｏｎ－ａｃｃｅｓ
ｓ　ｓｔｒａｔｕｍ）（ＮＡＳ）プロトコルである。第２のグループは、無線アクセス網
で終端してよく、システムの無線インタフェース態様を担当してよいアクセス層（ａｃｃ
ｅｓｓ　ｓｔｒａｔｕｍ）プロトコルである。ある実施形態においては、ＣＤＭＡプロト
コルスタックは、アクセス層プロトコルの役割を果たしてよく、「移動無線インタフェー
ス層３仕様：コアネットワークプロトコル；段階３」と題される３ＧＰＰ　２４．００８
文書、及び「移動無線インタフェースシグナリング層３－一般態様（Mobile Radio Inter
face Signaling Layer 3-General Aspects）」と題される３ＧＰＰ　２４．００７文書に
定義されるように、例えばＧＳＭ　ＲＩＬ３　ＭＭ及びＣＭなどのＧＳＭ－ＭＡＰ非アク
セス層プロトコルをサポートするように拡張してよい。
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【表１】

【００１４】
　図２は、本発明の多様な態様を実現できる基地局２０４と遠隔端末２０６の実施形態の
簡略化したブロック図である。ある特定の通信の場合、音声データ、パケットデータ、及
び／またはメッセージはエアインタフェース２０８を介して基地局２０４と遠隔端末２０
６間で交換されてよい。基地局と遠隔端末間で通信セッションを確立するために使用され
るメッセージ、及びデータ伝送（例えば、出力制御、データ転送速度情報、肯定応答等）
を制御するために使用されるメッセージなど多様な種類のメッセージが送信されてよい。
これらのメッセージ種類のいくつかは以下にさらに詳細に説明されている。
【００１５】
　逆方向リンクの場合、遠隔端末２０６で、（例えば、データソース２１０からの）音声
及び／またはパケットデータ及び（例えば、コントローラ２３０からの）メッセージが、
コーディングされたデータを生成するために１つまたは複数のコーディング方式でデータ
とメッセージをフォーマットし、符号化する送信（ＴＸ）データプロセッサ２１２に提供
される。各コーディング方式は、巡回冗長検査（ＣＲＣ）、畳み込み符号化、ターボコー
ディング、ブロックコーディング及び他のコーディングの任意の組み合わせ、あるいはま
ったくコーディングなしを含んでよい。音声データ、パケットデータ及びメッセージは様
々な方式を使用してコーディングされてよく、様々な種類のメッセージは違うふうにコー
ディングされてよい。
【００１６】
　コーディングされたデータは、次に変調器（ＭＯＤ）２１４に提供され、さらに処理さ
れる（例えば、短いＰＮ系列でカバーされ、拡散され、ユーザ端末に割り当てられる長い
ＰＮ系列でスクランブルされる）。それから、変調されたデータは送信機装置（ＴＭＴＲ
）２１６に提供され、逆方向リンク信号を発生させるために調整される（例えば、１つま
たは複数のアナログ信号に変換され、増幅され、濾波され、直角変調される）。該逆方向
リンク信号はデュプレクサ（Ｄ）２１８を通して転送され、アンテナ２２０を介して基地
局２０４に送信される。
【００１７】
　基地局２０４では、逆方向リンク信号はアンテナ２５０によって受信され、デュプレク
サ２５２を通して送られ、受信機装置（ＲＣＶＲ）２５４に提供される。受信機装置２５
４は受信された信号を調整し（例えば、濾波し、増幅し、ダウンコンバートし、デジタル
化する）、サンプルを提供する。復調器（ＤＥＭＯＤ）２５６はサンプルを受信し、処理
し（例えば、逆拡散し、デカバリング（ｄｅｃｏｖｅｒ）し、パイロット復調する）、再
生された記号を提供する。復調器２５６は受信信号の複数のインスタンスを処理し、結合
された記号を生成するレーキレシーバを実現してよい。受信（ＲＸ）データプロセッサ２
５８は、次に記号を複合し、逆方向リンクで送信されたデータとメッセージを回復する。
回復された音声／パケットデータはデータシンク２６０に提供され、回復されたメッセー
ジはコントローラ２７０に提供されてよい。復調器２５６及びＲＸデータプロセッサ２５
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データプロセッサ２５８は、逆方向基本チャネル（Ｒ－ＦＣＨ）及び逆方向補足チャネル
（Ｒ－ＳＣＨ）を介してなど、複数のチャネルを介して受信される複数の送信を処理する
ためにさらに操作されてよい。また、伝送は複数の遠隔端末から同時であってよく、それ
ぞれが逆方向基本チャネル、逆方向補足チャネル、あるいは両方上で送信してよい。
【００１８】
　順方向リンク上では、基地局２０４において、（例えば、データソース２６２からの）
音声及び／またはパケットデータ及び（例えば、コントローラ２７０からの）メッセージ
が、送信（ＴＸ）データプロセッサ２６４によって処理され（例えば、フォーマットされ
、符号化される）、変調器（ＭＯＤ）２６６によってさらに処理され（例えば、カバーさ
れ、拡散される）、順方向リンク信号を発生させるために送信機装置（ＴＭＴＲ）２６８
によって調整される（例えば、アナログ信号に変換され、増幅され、濾波され、直角変調
される）。該順方向リンク信号はデュプレクサ２５２を通して転送され、アンテナ２５０
を介して遠隔端末２０６に送信される。
【００１９】
　遠隔端末２０６では、順方向リンク信号はアンテナ２２０によって受信され、デュプレ
クサ２１８を通して転送され、受信機装置２２２に提供される。受信機装置２２２は、受
信された信号を調整し（例えば、ダウンコンバートし、濾波し、増幅し、直角変調し、デ
ジタル化する））、サンプルを提供する。該サンプルは記号を提供するために復調器２２
４によって処理され（例えば、逆拡散され、デカバリング（ｄｅｃｏｖｅｒ）され、パイ
ロット復調される）、該記号は順方向リンクで送信されたデータとメッセージを回復する
ために、受信データプロセッサ２２６によってさらに処理される（例えば、複合され、チ
ェックされる）。回復されたデータはデータシンク２２８に提供され、回復されたメッセ
ージはコントローラ２３０に提供されてよい。
【００２０】
　グループコールサービス（ＧＣＳ）によって、一人のユーザは半２重または全２重モー
ドでユーザのグループと話すことができる。前記のケースでは、一度に話をすることが許
可されるのはただ一人の人物だけであるため、話をする許可はインフラストラクチャによ
って加減されてよい。このようなシステムにおいては、ユーザは例えば「押して話す」ボ
タン（ＰＴＴ）を押すことによって話をする許可を要求してよい。システムは競合の解消
プロセスを通して複数のユーザから受け取られた要求を仲裁してよく、システムは所定の
アルゴリズムに従って依頼人の一人を選んでよい。次にシステムは、選ばれたユーザに、
該ユーザが話をする許可を有することを通知してよい。システムは、音声及び／またはデ
ータなどのユーザのトラヒック情報を許可されたトーカーから「リスナー」と見なされて
よいグループメンバーの残りにトランスペアレントにディスパッチしてよい。ＧＣＳにお
ける該音声及び／またはデータトラヒックは旧式の１対１の電話呼とは異なってよく、優
先順位はいくつかの会話に置かれてよい。
【００２１】
　（呼の間のトラヒック及びシグナリングチャネルの要件）
　前述されたように、ＧＣＳは半２重であってよい。その結果、ＧＣＳでアクティブであ
るユーザはトラヒックのために同時に順方向リンクと逆方向リンクを有する必要がない可
能性がある。さらに正確には、ユーザは専らリスナーまたはトーカーだけである可能性が
あるため、トラヒックチャネル要件はＧＣＳの間のユーザのステータスに依存している。
表２は、ＧＣＳにおける呼の間の例示的なトラヒックチャネル要件の表現を示している。
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【表２】

【００２２】
　表３は、ユーザのステータス及びシグナリングリンク方向に関して、ＧＳＣにおける呼
の間のシグナリングチャネル機能の例示的なセットの表現を示している。

【表３】

【００２３】
　（論理チャネル設計）
　ＧＣＳのシグナリングは特定的でなければならない。順方向リンクでは、２種類のシグ
ナリング、つまりポイントツーポイントシグナリングとポイントツーマルチポイント（ｐ
ｏｉｎｔ－ｔｏ－ｍａｎｙ　ｐｏｉｎｔｓ）シグナリングが提供されてよい。例えば、グ
ループの全メンバーに、逆方向トラヒックリンクが空いているのか、あるいはビジーなの
かを示す機能「逆方向リンクステータスを示す」は、ポイントツーマルチポイント（ｐｏ
ｉｎｔ－ｔｏ－ｍａｎｙ　ｐｏｉｎｔｓ）シグナリングフォーマットを使用してよい。あ
る実施形態においては、同情報をグループのメンバーに送信する２通りの方法があってよ
い。第１の方法は、メンバーのポイントツーポイントシグナリングリンクで同メッセージ
を独立して各ターゲットメンバーに送信することである。例えば、メッセージはコピーさ
れ、すべてのｆ－ｄｓｃｈチャネルで送信されてよい。第２の方法は、グループ内のアク
ティブな移動局にアドレス指定されてよい１つのメッセージを送信することである。それ
はその古典的な意味では一斉送信メッセージではないため、第２の方法はＣＤＭＡ規格に
おいては新しい概念である。古典的な一斉送信メッセージはシステム内の任意の携帯電話
にアドレス指定されるが、グループ放送はグループに属するシステムユーザの部分集合だ
けをアドレス指定してよい。この新しいメッセージング概念をサポートするために、新し
い論理チャネル、つまり順方向グループ放送信号チャネルｆ－（ｇｂ）ｓｃｈが導入され
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てよい。表４は、ある実施形態によるトラヒックのための論理チャネルの例示的なリスト
を示す。
【表４】

【００２４】
　リソース管理という点では、グループ放送ソリューションはスケラビリティの観点から
より効率的である可能性があるが、それは現在のＣＤＭＡ規格にいくつかの変更を必要と
する場合がある。ある実施形態においては、２つの新規論理チャネル、つまりシグナリン
グ用のｆ－（ｇｂ）ｓｃｈとトラヒック用のＢｒｏａｄ－ｔｃｈを定義し、「グループア
ドレス指定」という新しい概念を導入することが必要になる可能性がある。
【００２５】
　表５は、シグナリング用の論理チャネルの例示的なリストを示している。
【表５】

【００２６】
　表５は、新規チャネルｆ－（ｇｂ）ｓｃｈと旧式のチャネルｆ－ｄｓｃｈの組み合わせ
、あるいは単に旧式のチャネルｆ－ｄｓｃｈだけというシグナリングのための２つの考え
られる方法を示している。後者のケースでは、必要とされる可能性があるＣＤＭＡ規格の
変更はより少ない。
【００２７】
　図３は、ある実施形態によるＧＣＳ中の論理チャネル編成を図解している。図３では、
破線はトラヒックチャネルを表し、実線はシグナリングチャネルを表している。トーカー
３０２はトラヒック用にｒ－ｄｔｃｈとシグナリング用にｒ－ｄｓｃｈ／ｆ－ｄｓｃｈを
割り当てられる可能性がある。基地局３０４はグループ３０６のメンバーにトラヒックを
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一斉送信するために放送トラヒックチャネルＢｒｏａｄ－ｔｃｈ、グループ３０６のメン
バーに制御信号を一斉送信するための順方向グループ放送シグナリングチャネルｆ－（ｇ
ｂ）ｓｃｈを使用してよい。基地局はグループのメンバーとのシグナリングのためにｒ－
ｄｓｃｈ／ｆ－ｄｓｃｈチャネルも使用してよい。
【００２８】
　表６は論理チャネルと物理チャネル間の例示的なマッピングを示し、図４は物理チャネ
ルの例示的な編成を示す。移動局４０４のグループは物理放送チャネルを傾聴してよい。
ある実施形態において、このチャネルは、グループシグナリング及び順方向トラヒックを
多重化できる順方向放送チャネルＦ－ＢｒｏａｄＣＨであってよい。このようにして、シ
グナリングとトラヒックの負荷は放送で制限されてよく、グループの複数のメンバーがＧ
ＣＳの間に同じチャネル上にいるときにさらに効率的な使用を可能にしてよい。
【００２９】
　論理逆方向専用トラヒックチャネルｒ－ｄｔｃｈの場合、物理逆方向基本チャネルＲ－
ＦＣＨが使用されてよい。代わりに、トーカー４０２はトラヒックにただ１つの逆方向リ
ンクを使用してよいが、物理チャネルの場合、逆方向基本チャネルに加えて順方向基本チ
ャネルも必要とされる場合がある。出力制御機能は、トーカー４０２に対してＦ－ＦＣＨ
チャネルを導入することによってＲ－ＦＣＨチャネルを出力制御するためにサポートされ
てよい。
【００３０】
　順方向専用シグナリングと逆方向専用シグナリングの場合、専用制御チャネルＤＣＣＨ
が使用されてよい。ｆ－ｄｓｃｈ／ｒ－ｄｓｃｈチャネルの組み合わせはＧＣＳメッセー
ジを搬送し、ハンドオーバ機能を可能にしてよい。
【表６】

【００３１】
　代替実施形態においては、論理シグナリングチャネルと物理シグナリングチャネルは、
ＧＣＳの間にエアインタフェースリソースの消費を削減できる共通シグナリングチャネル
に基づいてよい。ある実施形態においては、図３の実線で表現される論理シグナリングチ
ャネル、つまり逆方向専用シグナリングチャネルと順方向専用シグナリングチャネル（ｒ
－ｄｓｃｈとｆ－ｄｓｃｈ）は、それぞれ逆方向共通シグナリングチャネルと順方向共通
シグナリングチャネル（ｒ－ｃｓｃｈとｆ－ｃｓｃｈ）で置換されてよい。したがって、
図４の実線で表現される物理シグナリングチャネル、つまり専用制御チャネル（ＤＣＣＨ
）は、逆方向リンクの場合、逆方向機能拡張アクセスチャネル（Ｒ－ＥＡＣＨ）、順方向
リンクの場合、共用シグナリングチャネルで置換されてよい。表７は、代替実施形態によ
る論理チャネルと物理チャネル間の例示的なマッピングを示す。表７に示されているよう
に、共用シグナリングチャネルは共通制御チャネル（Ｆ－ＣＣＣＨ）、順方向放送チャネ
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ル（Ｆ－ＢｒｏａｄＣＨ）、及び順方向放送シグナリングチャネルを含んでよい。
【表７】

【００３２】
　既存のＧＳＭ－ＭＡＰまたはＡＮＳＩ－４１コアネットワーク上のＣＤＭＡ無線網にお
いてＧＣＳをサポートするために、ＭＣ－ＭＡＰ規格とＡＮＳＩ－４１規格は修正する必
要がある可能性があり、エアインタフェースは、現在ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－２０００規
格とＴＩＡ／ＥＩＡ／－ＩＳ－８３３規格で定義されているため機能拡張される必要があ
る可能性がある。表８は、ＧＣＳをサポートするために追加されてよい新しいメッセージ
と対応する機能の例示的なセットの表記を示す。
【表８】

【００３３】
　ＧＣＳ逆方向リンクステータス：このメッセージは逆方向リンクのステータス、つまり
空きまたはビジーを示してよく、リスナーに対しトーカーのトラヒックのために使用され
るＲ－ＦＣＨチャネルを説明してよく、トーカーに対し物理放送チャネルを説明してよい
。このメッセージに割り当てられる論理チャネルは、ｆ－（ｇｂ）ｓｃｈ、ｆ－ｄｓｃｈ
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【００３４】
　ＧＣＳ逆方向リンクアクセス：トーカーになることを希望する移動局は、基地局にこの
メッセージを送信することにより逆方向トラヒックチャネルを要求してよい。このメッセ
ージに割り当てられる論理チャネルはｒ－ｄｓｃｈまたはｒ－ｃｓｃｈであってよい。
【００３５】
　ＧＣＳ逆方向リンク許可：基地局は逆方向トラヒックチャネルにアクセスすることを許
可するために移動局にこのメッセージを送信してよい。このメッセージに割り当てられる
論理チャネルはｆ－ｄｓｃｈまたはｆ－ｃｓｃｈであってよい。
【００３６】
　ＧＣＳ逆方向リンクリリース。このメッセージはトラヒックのための逆方向リンクリソ
ースのリリースを示すためにトーカーによって送信されてよい。このメッセージは、例え
ば、トーカーが長く話しすぎているとき、あるいはさらに高い優先順位の別のユーザが話
すことを要求しているときに、トラヒックのための逆方向リンクリソースをリリースする
ようにトーカーに命令するために基地局によって送信されてもよい。このメッセージに割
り当てられている論理チャネルはｒ－ｄｓｃｈ／ｆ－ｄｓｃｈ組み合わせ、またはｒ－ｃ
ｓｃｈ／ｆ－ｃｓｃｈ組み合わせであってよい。
【００３７】
　表９は、ユーザのステータス及びトラヒックリンク方向によるＧＣＳ機能の例示的なセ
ットを示している。
【表９】

【００３８】
　（呼の流れ）
　本項は、ＧＣＳをサポートするために適応される呼の流れを定義する。本項は、コアネ
ットワークとの全体的なプロトコル交換を示すためにＧＳＭ－ＭＡＰまたはＡＮＳＩ－４
１コアネットワーク１０４（図１）に関して配置されてよいＣＤＭＡ　ＲＡＮ　１０２（
図１）のエアインタフェース部分での呼の流れを定義する。以下では、ＭＳは移動局を表
し、ＢＳは基地局を表す。表１０は、エアインタフェースでの呼の流れの例示的なリスト
を示している。
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【表１０】

【００３９】
　図５は、ある実施形態によるセットアップコマンドを使用する例示的なＧＣＳ呼確立方
式を示す。ステップ０では、要求側ＭＳは呼のセットアップのためにＢＳに要求を送信す
る。ステップ１では、ＢＳは要求側ＭＳに拡張チャネル割り当てメッセージ（ＥＣＡＭ）
メッセージを送信し、シグナリングチャネルとトラヒックチャネルを割り当てる。トラヒ
ックチャネルＲ－ＦＣＨは、出力制御されてよい。ステップ２では、要求側ＭＳはサービ
ス要求メッセージをＢＳに送信する。認証プロセスがステップ３と４で実行された後、ス
テップ５で要求側ＭＳがＢＳにセットアップメッセージを送信する。サービスコネクショ
ンメッセージがステップ６と７で送信された後、ステップ８で、ＢＳは要求側ＭＳに接続
メッセージを送信し、その結果要求側ＭＳはトーカーとして会話を実行してよい。ステッ
プ９では、トーカーはＢＳに「ＧＣＳ逆方向リンクリリース」メッセージを送信してよく
、ＢＳはＭＳに「ＧＣＳ逆方向リンクステータス」メッセージを送信し、逆方向リンクの
ステータス、例えばそれが空けられた旨を示してよい。ステップ１０で送信される「ＧＳ
Ｃ逆方向リンクステータス」も放送チャネル記述を含んでよい。ＧＳＭ－ＭＡＰコアネッ
トワーク規格は前述された呼の流れをサポートできるが、ＡＮＳＩ－４１規格は前述され
た機能性に類似した機能性を組み込むように修正される必要がある場合がある。
【００４０】
　ＥＣＡＭメッセージは関連するＣＤＭＡ規格で記述され、例えばＥＣＡＭ用の新しい割
り当てモードを追加することによってＧＣＳをサポートするために修正されてよい。該新
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しい割り当てモードの要件は以下を含む。
【００４１】
１．ＥＣＡＭは放送チャネルの記述をリスナーに与えることができてよい。
【００４２】
２．ＥＣＡＭは呼の発呼者に出力制御式Ｒ－ＦＣＨを示すことができてよい。
【００４３】
３．ＥＣＡＭは、機能拡張された表示を示す一方でＤＣＣＨを割り当てることができてよ
い。
【００４４】
　新しい割り当てモード、つまり「ＧＣＳチャネル割り当て」モードは、表１１で下線を
付けられるように既存のＥＣＡＭに追加されてよい。
【表１１】

【００４５】
　図６は、即時呼セットアップコマンドを使用するある実施形態による例示的なＧＣＳ呼
確立方式を示している。それは、即時呼セットアップメッセージが、ステップ３と４で実
行されてよい認証プロセスの前にＢＳに送信されてよいという点で図５の方式とは異なる
。
【００４６】
　（呼の通知）
　いったんＧＣＳの呼の発呼者が呼セッションをセットアップすると、前記の例示的な実
施形態で説明されたように、ネットワークはグループに属する他の移動局に継続中の呼セ
ッションについて通知してよい。ある実施形態においては、各メンバーに個別に通知する
、あるいはグループとしてメンバーに通知するというグループのメンバーに通知する２通
りの方法があってよい。各メンバーに個別に通知することは、旧式のページングに類似し
ている。つまり、ネットワークは各メンバーに個別に通知してよい。通知手順は旧式のペ
ージング手順よりさらに最適化される必要がある。グループとしてメンバーに通知するこ
とは、呼の中でグループに属するあらゆるメンバーに対し同じシグナリングを使用してよ
い。
【００４７】
　図７、Ａ部はある実施形態による例示的な個別通知方式を示している。ＢＳは、メンバ
ーが応答するまでターゲットメンバーに通知を送信し続けてよい。ＢＳにより送信された
通知は、ターゲットメンバーが属するターゲットグループのアイデンティティだけではな
く、ターゲットメンバーのアイデンティティも含んでよい。個別通知は、ターゲットメン
バーが応答した直後に停止されてよい。
【００４８】
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　図７、Ｂ部はある実施形態による例示的なグループ通知方式を示している。一人のメン
バーが応答したとしても、グループに属する他のメンバーが呼に加わる可能性があるため
に基地局はグループに通知し続けてよい。ある実施形態においては、ＢＳは、グループの
すべての、あるいは所定数のメンバーが応答するまでグループの全メンバーに通知を送信
し続けてよい。別の実施形態においては、ＢＳは所定の期間グループの全メンバーに通知
を送信し続けてよい。期間は、第１のグループ通知が送信された時点で開始してよい。あ
る実施形態においては、期間は第１のメンバーが応答した時点で開始してよい。別の実施
形態においては、期間はメンバーが応答するたびに再開してよいが、以後の期間は、所定
数のメンバーが現在の所定期間中に回答するたびにますます短くなってよい。ＢＳによっ
て送信される通知は、メンバーが属するグループのアイデンティティだけを含んでよい。
　
　表１２は、個別通知方式とグループ通知方式の比較要約を示している。個別通知方式の
場合、一般的なメッセージを使用してよく、レコードはグループアイデンティティを搬送
するためにメッセージの中に導入されてよい。グループアイデンティティは、ページング
メッセージによって搬送されてよいなんらかの上位層情報と見なすことができる。対照的
に、グループ通知方式の場合、グループに属するユーザの部分集合をシステム内の他のユ
ーザから区別するためにグループアドレスが必要とされる。これにはＬＡＣ層でのグルー
プアドレスの導入が必要になる可能性があり、個別通知方式が必要とするより多くのＣＤ
ＭＡ規格の変更を必要とする可能性がある。
【表１２】

【００４９】
　通知方式をサポートする複数の方法があってよい。通知メッセージは非一次放送制御チ
ャネル（非一次ＢＣＣＨ）及び／または既存のページングチャネル上にあってよい。通知
メッセージは修正済みのページングメッセージであってもよい。しかしながら、既存のペ
ージングチャネルを使用すると、ＣＤＭＡ規格を修正することは必要とされない可能性が
ある。複数のページングモードが使用できる。それらはスロット付きまたは非スロットで
あってよく、それぞれがクイックページングに基づいても、基づかなくてもよい。表１３
は、ページングに使用されてよい例示的な構成の比較を示している。高速セットアップ遅
延及び妥当な電池消費の所望の構成は、表１３、クイックページング付き非スロットモー
ドに従ってよい。
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【表１３】

【００５０】
　表１４は、個別通知方式とグループ通知方式の要件の例示的なセットを示している。あ
る実施形態は、グループシグナリングのためのｆ－（ｇｂ）ｓｃｈチャネルの導入が行わ
れる、あるいは行われない個別通知方式を使用することであってよい。

【表１４】

【００５１】
　ある実施形態に従って、既存の一般ページメッセージはＧＣＳをサポートするために修
正されてよい。ネットワークは個別に各移動局に通知する可能性があるため、前述された
ように個別通知方式は旧式のページングに類似している。しかしながら、この通知にはグ
ループアイデンティティを含む新規レコードの導入が必要になる。グループのメンバーが
呼を開始すると、トーカーが複数のグループに属している可能性があるために、通知され
たメンバーは、どのグループがそれをページングしているのかを知る必要がある場合があ
る。通知されたメンバーは、呼を受け入れるかどうかを決定するためにそれに通知してい
るグループのアイデンティティを突き止める必要がある場合がある。
【００５２】
　グループ通知方式は、グループアドレスとグループアイデンティティの１対１の関係性
によって、通知されたメンバーが各グループのアイデンティティを突き止めることができ
るように、グループアドレスの導入を必要とする可能性がある。例えば、グループＡとＢ
に属しており、グループＡのグループアドレスを含む通知を受信する移動局は、ＧＣＳが
グループＡについてアクティブであることを知るだろう。この場合、規格の適応にはＬＡ
Ｃ層でのなんらかの修正だけが必要になる可能性がある。
【００５３】
　図８は、旧式のページング方式を使用するある実施形態による例示的なＧＣＳ呼通知方
式を示している。ステップ０では、ＢＳは、ターゲットグループの中のＭＳに、ターゲッ
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トグループアイデンティティを含んでよいグループページメッセージを送信し、彼らに継
続中の呼について通知する。ステップ１では、ＭＳはＢＳにコネクション要求を送信し、
物理チャネルにリスナーとしてＧＣＳに接続されるように要求してよい。ステップ２では
、ＢＳは要求側ＭＳにＥＣＡＭメッセージを送信し、シグナリングチャネルとトラヒック
チャネルを割り当ててよい。トラヒックチャネルＲ－ＦＣＨは出力制御されてよい。ステ
ップ３では、ステップ０で受信された一般的なページングメッセージに応えて、要求側Ｍ
ＳはＢＳにページング応答を送信してよい。ステップ４と５では、サービスはＭＳによっ
て接続され、肯定応答される。
【００５４】
　図９は、継続中の呼セッションの間にトーカーになるための実施形態による例示的なプ
ロセスを示す。ステップ０では、ＢＳは、グループ内のＭＳに「ＧＣＳ逆方向リンクステ
ータス」メッセージを送信し、逆方向リンクが空いていることを示してよい。このメッセ
ージは逆方向トラヒックチャネル記述を含んでよい。ステップ１では、要求側ＭＳはＢＳ
に「ＧＣＳ逆方向リンクアクセス」を送信し、トーカーになることを要求してよい。ステ
ップ２では、ＢＳは要求側ＭＳに「ＧＣＳ逆方向リンク許可」メッセージを送信し、ＭＳ
にトーカーになる許可を付与してよく、ＭＳはステップ３で許可を肯定応答してよい。そ
の結果、要求側ＭＳはトーカーとして会話を実行してよい。ステップ４では、トーカーは
ＢＳに「ＧＣＳ逆方向リンクリリース」メッセージを送信してよく、ＢＳはステップ５で
ＭＳに「ＧＣＳ逆方向リンクステータス」メッセージを送信し、逆方向リンクが空けられ
たことを示す。「ＧＣＳ逆方向リンクステータス」は、放送チャネル記述を含んでもよい
。
【００５５】
　図１０は、ある実施形態によるＧＣＳ呼セッションを終了するための例示的なプロセス
を示す。ステップ０では、ＧＳＣ呼を発呼したＭＳは、例えば「終了」要求メッセージを
送信することによってＢＳに呼セッションを終了するように要求してよい。ステップ１で
は、ＢＳは、ステップ２と３で「リリース命令」トランザクションが実行された後にセッ
ションを完了する要求側ＭＳに、終了メッセージを送信してよい。
【００５６】
　当業者は、情報と信号が、多岐に亘る異なった技術と技法のいずれかを使用して表現さ
れてよいことを理解するだろう。例えば、前記説明を通して参照されてよいデータ、指示
、コマンド、情報、信号、ビット、記号及びチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または
磁性粒子、光学場または光学粒子、あるいはその任意の組み合わせによって表現されてよ
い。
【００５７】
　当業者は、ここに開示される実施形態に関連して記載される多様な実例となる論理ブロ
ック、モジュール、回路及びアルゴリズムステップが電子ハードウェア、コンピュータソ
フトウェア、または両方の組み合わせとして実現されてよいことをさらに理解するだろう
。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に説明するために、多様な実例となる
構成要素、ブロック、モジュール、回路及びステップがその機能性という点で一般的に前
述されていた。このような機能性がハードウェアとして実現されるのか、あるいはソフト
ウェアとして実現されるのかは、特定の用途及び全体的なシステムに課される設計の制約
に依存している。当業者はそれぞれの特定の用途のために変化する方法で説明された機能
性を実現してよいが、このような実現の決定は、本発明の範囲からの逸脱を引き起こすと
解釈されてはならない。
【００５８】
　ここに開示されている実施形態に関連して記載される多様な実例となる論理ブロック、
モジュール、及び回路は汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または
他のプログラム可能論理回路、離散ゲートまたはトランジスタ論理、離散ハードウェア構
成要素、あるいはここに述べられる機能を実行するように作られたその任意の組み合わせ
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で実現または実行されてよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってよいが、代
替策ではプロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、
または状態機械であってよい。プロセッサは、例えばＤＳＰとマイクロプロセッサの組み
合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連動する１台または複数台のマイクロ
プロセッサ、あるいは任意の他のこのような構成などの計算装置の組み合わせとして実現
されてもよい。単語「例示的な」はここではまったく「例、インスタンス、または例図と
しての役割を果たす」ことを意味するだけに使用されている。「例示的な」としてここに
説明される任意の実施形態は、他の実施形態より好ましいまたは有利と必ずしも解釈され
るべきではない。
【００５９】
　ここに開示されている実施形態に関連して記載される方法またはアルゴリズムのステッ
プは、ハードウェア内、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュール内、あるい
は該２つの組み合わせの中で直接的に実現されてよい。ソフトウェアモジュールはＲＡＭ
メモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レ
ジスタ、ハードディスク、取り外し可能ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または技術で既知の任
意の他の形式の記憶媒体に常駐してよい。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体か
ら情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合され
る。代替策においては、記憶媒体はプロセッサに一体化してよい。プロセッサと記憶媒体
はＡＳＩＣに常駐してよい。該ＡＳＩＣはユーザ端末に常駐してよい。代替策においては
、プロセッサと記憶媒体は、ユーザ端末の中に離散構成要素として常駐してよい。
【００６０】
　開示されている実施形態の前記記述は、当業者が本発明を作るまたは使用することがで
きるようにするために提供される。これらの実施形態に対する多様な変型は、当業者に容
易に明らかとなり、ここに定義される一般的な原則は、本発明の精神または範囲から逸脱
することなく他の実施形態に適用されてよい。したがって、本発明はここに示されている
実施形態に制限されることを目的としておらず、ここに開示されている原則及び新規特徴
と一貫した最も広い範囲を与えられることを目的とする。
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【手続補正書】
【提出日】平成21年2月24日(2009.2.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網を備える通信網の中のグループの多くのメ
ンバーに情報を送る方法であって、
　所定の期間、前記グループの多くのメンバーに前記情報を一斉送信し、
　前記所定の期間が期限切れになる前に前記グループのメンバーの少なくとも一人が前記
情報に応答した場合には、一斉送信を繰り返すようにした方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　前記グループの所定数のメンバーが、前記所定の期間が期限切れになる前に前記情報に
応答した場合には、前記所定の期間を、更に短い所定の期間に置き換えるようにした方法
。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法において、
　前記コアネットワークは、ＧＳＭ技術に基づいている方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、
　前記コアネットワークは、ＡＮＳＩ－４１技術に基づいている方法。
【請求項５】
　コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網を備える通信網の中のグループの多くのメ
ンバーに情報を送信する装置であって、
　所定の期間、前記グループの多くのメンバーに前記情報を一斉送信する手段と、
　前記所定の期間が期限切れになる前に、前記グループのメンバーの少なくとも一人が前
記情報に応答した場合に前記一斉送信を繰り返す手段と
を備えた装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の装置において、
　前記所定の期間が期限切れになる前に、前記グループの所定数のメンバーが前記情報に
応答した場合には、前記所定の期間を、更に短い所定の期間に置き換える手段を更に備え
た装置。
【請求項７】
　コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網とを備える通信網においてグループの多く
のメンバーに情報を送信する方法を実現するコンピュータ読み取り可能媒体であって、
　前記方法は、
　所定の期間、前記グループの多くのメンバーに前記情報を一斉送信し、
　前記所定の期間が期限切れになる前に、前記グループのメンバーの少なくとも一人が前
記情報に応答した場合には、一斉送信を繰り返すようにしたコンピュータ読み取り可能媒
体。
【請求項８】
　コアネットワークとＣＤＭＡ無線アクセス網とを備える通信網の中のグループの多くの
メンバーに情報を送信する装置であって、
　所定の期間、前記グループの多くのメンバーに前記情報を一斉送信するように適応され
た送信機と、
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　前記所定の期間が期限切れになる前に、前記グループのメンバーの少なくとも一人が情
報に応答した場合に前記一斉送信を繰り返すように適応されたプロセッサと
を備えた装置。
【請求項９】
　請求項８に記載の装置において、
　前記所定の期間が期限切れになる前に、前記グループの所定数のメンバーが前記情報に
応答した場合には、前記所定の期間を、更に短い所定の期間に置き換えるようにした手段
を更に備えた装置。
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