
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　メッセージが格納され周期的に無線基地局から送信されるページングチャネルスロット
を繰り返し監視し、そのメッセージに応じた処理を実行する移動局であって、
　音声パケットの送受信可能状態であるＰＴＴ（ Push To Talk）モードに入る旨のＰＴＴ
設定操作をユーザから受付けるＰＴＴ設定受付手段と

記ＰＴＴ設定操作が受付けられ 、ページングチャネルスロットの監視周期を、
その受付け時における周期より短い所定周期に切替える周期切替手段と、
　

　前記監視により自移動局へのメッセージが、音声パケット伝送のための呼び出しである
ＰＴＴＣＡＬＬを示すことを検知した場合に、音声パケットを受信し、その音声パケット
に基づいて音声を再生する音声再生手段と
　を備えることを特徴とする移動局。
【請求項２】
　前記移動局は更に、
　ＰＴＴモードにおけるページングチャネルスロットの監視周期の選択をユーザから受け
付ける周期選択受付手段を備え、
　前記 手段が送信するスロットサイクルインデックス情報は、ユーザに選択された周
期を示し、
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、
　前 たとき

前記ＰＴＴ設定操作が受付けられたとき、前記無線基地局に、ページングチャネルスロ
ットの送信周期を指定するスロットサイクルインデックス情報を送信する送信手段と、

送信



　前記周期切替手段は、ＰＴＴ設定操作が受付けられ 、ページングチャネルスロッ
トの監視周期を、ユーザに選択された周期に切替える
　ことを特徴とする請求項 記載の移動局。
【請求項３】
　前記移動局は更に、
　送信先を指定した音声パケットの送信指示をユーザから受け付ける送信指示受付手段と
、
　前記監視により自移動局へのメッセージが、音声パケットを送信可能である旨を示すこ
とを検知した場合に、ユーザにより音声入力に応じて音声パケットを送信する音声送信手
段と
　を備えることを特徴とする請求項１記載の移動局。
【請求項４】
　

　ことを特徴とする請求項１ 記載の移動局。
【請求項５】
　前記移動局は更に、
　ＰＴＴモードから外れる旨のＰＴＴ解除操作をユーザから受付けるＰＴＴ解除受付手段
と、
　前記ＰＴＴ解除操作が受付けられ 、基地局に、ＩＰアドレスの解放要求を送信す
るサインアウト手段とを備え、
　前記周期切替手段は、ＰＴＴ解除操作が受付けられ 、ページングチャネルスロッ
トの監視周期を、その受付け時における周期より長い所定周期に切替える
　ことを特徴とする請求項 記載の移動局。
【請求項６】
　メッセージをページングチャネルスロットに格納して周期的に送信する無線基地局と、
ページングチャネルスロットを繰り返し監視し前記メッセージに応じた処理を実行する移
動局とを含む移動体通信システムであって、
　前記移動局は、
　音声パケットの送受信可能状態であるＰＴＴ（ Push To Talk）モードに入る旨のＰＴＴ
設定操作をユーザから受付けるＰＴＴ設定受付手段と

記ＰＴＴ設定操作が受付けられ 、ページングチャネルスロットの監視周期を、
その受付け時における周期より短い所定周期に切替える周期切替手段と、
　

　前記監視により自移動局へのメッセージが、音声パケット伝送のための呼び出しである
ＰＴＴＣＡＬＬを示すことを検知した場合に、音声パケットを受信し、その音声パケット
に基づいて音声を再生する音声再生手段とを備え、
　前記基地局は、
　移動局から

切替えるスロット周期切替手段と、
　前記移動局への音声パケット伝送のための呼び出しが必要な場合にページングチャネル
スロットにＰＴＴＣＡＬＬを示すメッセージを格納して送信するＰＴＴＣＡＬＬ送信手段
とを備える
　ことを特徴とする移動体通信システム。
【請求項７】
　メッセージが格納され周期的に無線基地局から送信されるページングチャネルスロット
を繰り返し監視し、そのメッセージに応じた処理を実行する移動局に、ＰＴＴ（ Push To 
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たとき

１

前記移動局は更に、
　前記ＰＴＴ設定操作が受付けられたとき、前記無線基地局に、音声パケット伝送に必要
なＩＰアドレスの割当要求を送信するサインイン手段を備える

～３のいずれか１項に

たとき

たとき

４

、
　前 たとき

前記ＰＴＴ設定操作が受付けられたとき、前記基地局に、ページングチャネルスロット
の送信周期を指定するスロットサイクルインデックス情報を送信する送信手段と、

スロットサイクルインデックス情報を受信したとき、当該スロットサイクル
インデックス情報により指定された送信周期となるように、ページングチャネルスロット
の周期を



Talk）による通信処理を実行させるためのプログラムであって、
　前記通信処理は、
　音声パケットの送受信可能状態であるＰＴＴ（ Push To Talk）モードに入る旨のＰＴＴ
設定操作をユーザから受付けるＰＴＴ設定受付ステップと

記ＰＴＴ設定操作が受付けられ 、ページングチャネルスロットの監視周期を、
その受付け時における周期より短い所定周期に切替える周期切替ステップと、
　

　前記監視により自移動局へのメッセージが、音声パケット伝送のための呼び出しである
ＰＴＴＣＡＬＬを示すことを検知した場合に、音声パケットを受信し、その音声パケット
に基づいて音声を再生する音声再生ステップと
　を含むことを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ＰＴＴ（ Push To Talk）機能を有する移動体通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年の CDMAシステムの移動局には、ＰＴＴ機能といって、ＰＴＴ（ Push To Talk）ボタ
ンを押すだけで他の移動局に発話音を送ることのできる機能を備えるものがある。この機
能を備える移動局は、ＰＴＴモードに設定されている間、 IPネットワークより IPアドレス
が割り当てられ、ユーザによりＰＴＴボタンが押されると、ユーザの発話音を取り込んで
音声パケット化し、 IPアドレスを持つ他の移動局宛てに IPネットワークを通じて転送する
（例えば特許文献１）。
【特許文献１】特開２０００－２０９１４７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところがこのＰＴＴ機能は、一方の移動局から発信された音声パケットが他方の移動局
に到達するまでに時間がかかる。
【０００４】
　この原因は主に、音声パケット転送の手順に、音声パケット転送用のトラヒックチャネ
ルの割り当てや音声パケット着信の通知等、基地局から移動局へとページングチャネル上
でメッセージを送信する手順が含まれおり、このメッセージ送信が、所定期間毎のサイク
ルに合わせて行われているからである。
【０００５】
　より詳しくは、 CDMAシステムにおいては、移動局の電力節減のために、スロットモード
といって、制御情報やページの通知用のページングチャネルを８０ｍｓ間隔のスロット（
これをページングチャネルスロットと呼ぶ。）に分割し、基地局はそれらページングチャ
ネルスロットのうちの特定のページングチャネルスロットのみを周期的な時間間隔（これ
をスロットサイクルと呼ぶ）で監視するモードがある。移動局がこのモードで動作してい
るとき、基地局もそれに合わせて、周期的にやってくるページングチャネルスロットを用
いて制御情報や着呼等のメッセージ送信を行う。一般的には、通常の待ち受け時のスロッ
トサイクルは５．１２秒であるので、１回のメッセージ送信につき、スロットサイクルの
半分、すなわち２．５６秒の時間が平均してかかることになる。この時間は、通常の着呼
のためのメッセージ送信ではさほど問題とはならないが、ＰＴＴ通信においては、ユーザ
がＰＴＴボタンを押して発言する毎に、送信側及び受信側それぞれのページングチャネル
スロットにつき平均２．５６秒かかることになり、ユーザ同士の会話の妨げとなる。
【０００６】
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、
　前 たとき

前記ＰＴＴ設定操作が受付けられたとき、前記無線基地局に、ページングチャネルスロ
ットの送信周期を指定するスロットサイクルインデックス情報を送信する送信ステップと
、



　よって本発明は、ＰＴＴ機能を使った音声パケット転送の遅延を抑えた移動局等を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この目的を達成するために、本発明では、ＰＴＴ機能により通信を行うモードに入って
いるときには、通常の待受け時のスロットサイクルよりも間隔を短く設定するという着想
に基づきなされた。
【０００８】
　すなわち本発明の移動局は、メッセージが格納され周期的に無線基地局から送信される
ページングチャネルスロットを繰り返し監視し、そのメッセージに応じた処理を実行する
移動局であって、音声パケットの送受信可能状態であるＰＴＴ（ Push To Talk）モードに
入る旨のＰＴＴ設定操作をユーザから受付けるＰＴＴ設定受付手段と、前記ＰＴＴ設定操
作が受付けられると、基地局に、音声パケット伝送に必要なＩＰアドレスの割当要求を送
信するサインイン手段と、前記ＰＴＴ設定操作が受付けられると、ページングチャネルス
ロットの監視周期を、その受付け時における周期より短い所定周期に切替える周期切替手
段と、前記監視により自移動局へのメッセージが、音声パケット伝送のための呼び出しで
あるＰＴＴＣＡＬＬを示すことを検知した場合に、音声パケットを受信し、その音声パケ
ットに基づいて音声を再生する音声再生手段とを備える。
【０００９】
　また、本発明の移動体通信システムは、メッセージをページングチャネルスロットに格
納して周期的に送信する無線基地局と、ページングチャネルスロットを繰り返し監視し前
記メッセージに応じた処理を実行する移動局とを含む移動体通信システムであって、前記
移動局は、音声パケットの送受信可能状態であるＰＴＴ（ Push To Talk）モードに入る旨
のＰＴＴ設定操作をユーザから受付けるＰＴＴ設定受付手段と、前記ＰＴＴ設定操作が受
付けられると、基地局に、音声パケット伝送に必要なＩＰアドレスの割当要求を送信する
サインイン手段と、前記ＰＴＴ設定操作が受付けられると、ページングチャネルスロット
の監視周期を、その受付け時における周期より短い所定周期に切替える周期切替手段と、
前記監視により自移動局へのメッセージが、音声パケット伝送のための呼び出しであるＰ
ＴＴＣＡＬＬを示すことを検知した場合に、音声パケットを受信し、その音声パケットに
基づいて音声を再生する音声再生手段とを備え、前記基地局は、移動局からＩＰアドレス
の割当要求を受信すると、当該移動局にＩＰアドレスを割り当て、ページングチャネルス
ロットの周期を、その受信時より短い所定周期に切替えるスロット周期切替手段と、前記
移動局への音声パケット伝送のための呼び出しが必要な場合にページングチャネルスロッ
トにＰＴＴＣＡＬＬを示すメッセージを格納して送信するＰＴＴＣＡＬＬ送信手段とを備
える。
【００１０】
　また本発明のプログラムは、メッセージが格納され周期的に無線基地局から送信される
ページングチャネルスロットを繰り返し監視し、そのメッセージに応じた処理を実行する
移動局に、ＰＴＴ（ Push To Talk）による通信処理を実行させるためのプログラムであっ
て、前記通信処理は、音声パケットの送受信可能状態であるＰＴＴ（ Push To Talk）モー
ドに入る旨のＰＴＴ設定操作をユーザから受付けるＰＴＴ設定受付ステップと、前記ＰＴ
Ｔ設定操作が受付けられると、基地局に、音声パケット伝送に必要なＩＰアドレスの割当
要求を送信するサインインステップと、前記ＰＴＴ設定操作が受付けられると、ページン
グチャネルスロットの監視周期を、その受付け時における周期より短い所定周期に切替え
る周期切替ステップと、前記監視により自移動局へのメッセージが、音声パケット伝送の
ための呼び出しであるＰＴＴＣＡＬＬを示すことを検知した場合に、音声パケットを受信
し、その音声パケットに基づいて音声を再生する音声再生ステップとを含む。
【発明の効果】
【００１１】
　この構成により、ＰＴＴモードの間、ページングチャネルスロットのスロットサイクル
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長が通常の待ち受け状態のとき、つまりＰＴＴモード以外のときより短くなるので、ペー
ジングチャネル上で送信されるＰＴＴ着信の通知やチャネル割り当て等のメッセージの送
信についての遅延が短くなり、その結果、音声パケットの伝送の遅延が抑えられる。
【００１２】
　また、前記サインイン手段は更に、前記設定操作が受付けられると、基地局に、ページ
ングチャネルスロットの送信周期を指定するスロットサイクルインデックス情報を送信す
るので、ＣＤＭＡ方式のシステムに備えられたパラメータ変更登録を利用してスロットサ
イクルを切り替えることができる。
【００１３】
　前記移動局は更に、ＰＴＴモードにおけるページングチャネルスロットの監視周期の選
択をユーザから受け付ける周期選択受付手段を備え、前記サインイン手段が送信するスロ
ットサイクルインデックス情報は、ユーザに選択された周期を示し、前記周期切替手段は
、ＰＴＴ設定操作が受付けられると、ページングチャネルスロットの監視周期を、ユーザ
に選択された周期に切替える。
【００１４】
　この構成によれば、移動局は、ＰＴＴモードが設定されている間において、スロットサ
イクル長の候補をユーザに提示し、ユーザから１つのスロットサイクル長の選択指示を受
け付けて、そのスロットサイクルに変更するよう基地局に対してパラメータ変更登録を行
い、スロットサイクルを切り替える。これによって、ユーザはＰＴＴモードの間、候補の
中からスロットサイクルを選択することができるので、ユーザは、例えば、電力節減のた
めにスロットサイクル長がより長い候補を選択したり、ＰＴＴによる通話のレスポンスを
早くする目的でスロットサイクル長がより短い候補を選択したり、状況に合わせてスロッ
トサイクルを選択することができる。
【００１５】
　前記移動局は更に、送信先を指定した音声パケットの送信指示をユーザから受け付ける
送信指示受付手段と、前記監視により自移動局へのメッセージが、音声パケットを送信可
能である旨を示すことを検知した場合に、ユーザにより音声入力に応じて音声パケットを
送信する音声送信手段とを備える。
【００１６】
　この構成によれば移動局は、ユーザから音声パケットの送信指示を受け付けると、基地
局にＰＴＴによる発信がある旨を通知し、その通知を受けた基地局からトラヒックチャネ
ルが割り当てられることにより音声パケットを送信可能な状態となると、それを検知して
音声パケットの送信を行う。ここにおいてトラヒックチャネルの割り当てが送られてくる
ページングチャネルのスロットサイクルは、待受け時よりも短くなっているので、ユーザ
から指示を受け付けてから音声パケットの送信を行うまでの期間は、平均的に短縮される
。
【００１７】
　前記移動局は更に、ＰＴＴモードから外れる旨のＰＴＴ解除操作をユーザから受付ける
ＰＴＴ解除受付手段と、前記ＰＴＴ解除操作が受付けられると、基地局に、ＩＰアドレス
の解放要求を送信するサインアウト手段とを備え、前記周期切替手段は、ＰＴＴ解除操作
が受付けられると、ページングチャネルスロットの監視周期を、その受付け時における周
期より長い所定周期に切替える。
【００１８】
　この構成によれば移動局は、ＰＴＴモードが解除されると、ＰＴＴモードのときより長
い周期のスロットサイクルに戻り、待ち受けにかかる電力を節減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００２０】
　図１は、ＣＤＭＡ方式の移動局１００の構成を示すブロック図である。

10

20

30

40

50

(5) JP 3913721 B2 2007.5.9



【００２１】
　同図において移動局１００は、アンテナ１０、高周波回路を備える無線部２０、変復調
回路及び信号処理回路を含む変復調部３０、音声信号のデジタル－アナログ変換を行う音
声処理部４０、音声信号を出力するスピーカ４１、外部音声を入力するマイク４２、制御
部５０、ＰＴＴボタン６０、ディスプレイ７０及びキー８０から構成される。
【００２２】
　ＰＴＴボタンは、移動局１００の筐体表面に突設されたボタンとボタンの押下及び解放
を検出してそれを制御部５０に伝える機構とを有する。
【００２３】
　制御部５０は、図示しないＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等を備え、通信制御等、携帯電話
機に必要な一般的な制御処理を行う他、ＰＴＴ機能に関連した本発明に特有の処理を行う
。
【００２４】
　そのための構成として、制御部５０は、ＰＴＴ通信制御部５１、スロットサイクル切替
部５２、ユーザインタフェース５３及び移動局識別子を記憶する移動局ＩＤメモリ５４を
備える。
【００２５】
　ここでＰＴＴ通信制御部５１及びスロットサイクル切替部５２及びユーザインタフェー
ス５３による各処理は、ＣＰＵが各種プログラムを実行することにより実現されるもので
ある。また移動局ＩＤメモリ５４は、ＲＯＭに備えられる一領域である。これらの機能に
ついは図２以降を用いて説明する。
【００２６】
　図２は、ＰＴＴ通信制御部５１による通信制御処理を示すフローチャートである。この
処理は、回線交換を利用した通信を行うための通常の待ち受けモードから、ＰＴＴ機能を
利用した通信を行うためのＰＴＴモードに入ったときに開始され、ＰＴＴモードが解除さ
れたとき終了する。
【００２７】
　最初に、ＰＴＴ通信制御部５１は、ＰＴＴモードが設定されたことを検出する（ステッ
プＳ２１）。この検出は、詳しくは、ユーザインタフェース上でユーザが通常の待ち受け
モードからＰＴＴ通信モードに切り替える設定を行うことを検出するというものである。
より具体的には、ユーザによるキー８０の所定操作を受付けると、ユーザインタフェース
５３は、ディスプレイ７０に、現在通常の待ち受けモードに設定されている旨の表示と、
ＰＴＴモードに切り替えるか否かをユーザに問い合わせる旨の表示を行い、ユーザにより
ＰＴＴモードに切り替える指示操作をキー８０より受け付けると、それをＰＴＴモードが
設定されたこととして検出する。
【００２８】
　次に、ＰＴＴ通信制御部５１は、ＰＴＴ通信用の IPネットワークにサインインする（ス
テップＳ２２）。このサインインは、移動局１００が、ネットワークにＩＰアドレスの割
当てを要求し、ネットワークからＩＰアドレスを取得する処理を含む。移動局１００にＩ
Ｐアドレスを割り当てたネットワークは、ＩＰアドレスと移動局１００の移動局識別子と
を対応付けて管理する。
【００２９】
　次に、ＰＴＴ通信制御部５１は、スロットサイクル切替部５２を起動して、基地局に対
してスロットサイクルインデックスを２から０に切り替えるためのパラメータ変更登録を
行う（ステップＳ２３）。この登録の処理の詳細を図３（ａ）に示す。
【００３０】
　すなわち、ＰＴＴ通信制御部５１は、サインインすると（ステップＳ３０）、スロット
サイクルインデックスの値を０に設定したパラメータ変更登録メッセージを基地局２００
へ送信する（ステップＳ３１）。それを受信した基地局２００は、移動局１００の移動局
識別子とスロットサイクルインデックスの値０とを対応付けて記憶し（ステップＳ３２）
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、それ以降移動局１００に対して、スロットサイクル長１６（１．２８秒）のサイクル毎
の１スロットで、ページングチャネル上の各種メッセージを送信する（ステップＳ３４）
。これに対し移動局１００も、同じスロットサイクルでページングチャネルを監視する。
この処理によってスロットサイクルは、図４（ａ）から図４（ｂ）の状態へと変化する。
【００３１】
　なお、ここでスロットサイクルインデックスとは、スロットサイクルの長さを決定づけ
る指標である。またスロットサイクルとは、スロットモードで動作している移動局が、ペ
ージングチャネルを監視する場合の周期的な時間間隔のことである。さらにスロットモー
ドとは、移動局が、基地局から信号が送られてくるページングチャネル上の選択されたス
ロットのみを監視する動作態様のことである。
【００３２】
　図４（ａ）は、スロットサイクルインデックスが２のときのスロットサイクルを示し、
このとき１スロットサイクルのスロットは数６４となり、その期間は５．１２秒である。
つまり、スロットサイクルインデックスが２に設定されているとき、基地局は５．１２秒
毎に１回のページングチャネルスロットで、移動局１００宛にメッセージを送信し、移動
局１００はそのスロットのみ監視し、それ以外のスロットは監視しないことで電力節減を
行う。
【００３３】
　図４（ｂ）は、スロットサイクルインデックスが０のときのスロットサイクルを示し、
このとき１スロットサイクルのスロット数は１６となり、その期間は１．２８秒である。
つまり、スロットサイクルインデックスが０に設定されているとき、基地局は１．２８秒
毎に１回のページングチャネルスロットで、移動局１００宛にメッセージを送信し、移動
局１００は、そのスロットを監視する。
【００３４】
　続いて、ＰＴＴ通信制御部５１は、音声パケットの送受信のためのＰＴＴ通信処理を行
う（ステップＳ２４）。この処理については図５で詳細に説明する。
【００３５】
　音声パケットの送受信が所定期間行われなかったとき、又はユーザによりＰＴＴモード
の解除の指示がなされたとき、ＰＴＴ通信制御部５１は、ＰＴＴ通信処理を終了してステ
ップＳ２６に進む（ステップＳ２５）。
【００３６】
　ＰＴＴ通信制御部５１は、サインアウトを行ってＩＰアドレスを解放し（ステップＳ２
６）、スロットサイクル切替部５２を起動してスロットサイクルインデックスを０から２
に戻すパラメータ変更登録を行う（ステップＳ２７）。この処理の詳細を図３（ｂ）に示
す。この処理によってスロットサイクルは、図４（ｂ）から図４（ａ）の状態へと戻る。
【００３７】
　図５は、ＰＴＴ通信処理の詳細を示すシーケンス図であり、移動局１０１のユーザが発
話し、それを移動局１００のユーザが受話する場合の一例を示す。
【００３８】
　なお、同図において移動局１０１は、移動局１００と同じＰＴＴ通信機能を備えた端末
である。また基地局２０１は、移動局１０１の在圏基地局、基地局２００は、移動局１０
０の在圏基地局であり、基地局２００と基地局２０１は音声パケット通信のためのネット
ワークで接続されている。
【００３９】
　移動局１０１のユーザがユーザインタフェースを通じて送信相手を選択し、ＰＴＴボタ
ンを押下すると、ユーザインタフェース５０は、その押下を検出し（ステップＳ５０）、
それを契機にＰＴＴ通信制御部５１は、基地局２０１に対してＰＴＴＣＡＬＬ信号を発し
てトラヒックチャネルの割当てを要求する（ステップＳ５１）。
【００４０】
　なお、ここにおいて送信相手の選択は次のように行われる。移動局１０１のＰＴＴ通信
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制御部５１は、ＰＴＴモードの間、他のメンバがサインインしているか否かを示す情報を
ネットワークから取得している。ここで他のメンバとは、移動局１００を含め、移動局１
０１のユーザにより予め電話番号等の識別子により指定された移動局のことである。ユー
ザインタフェース５３は、ユーザの所定操作があると、ＰＴＴ通信制御部５１により取得
される情報を利用して、ディスプレイ７０にどのメンバがサインインしているかを示すリ
ストを表示する。そしてユーザによるキー８０の操作によりリストからメンバが選択され
ると、ユーザインタフェース５３はそれを送信相手の選択として受付けて、その後ＰＴＴ
ボタンが押下された時点でＰＴＴ通信制御部５１に通知する。
【００４１】
　要求を受けた基地局２０１は、移動局１０１との間のトラヒックチャネルを設定し（ス
テップＳ５２）、移動局１０１にトラヒックチャネルを割当てる（ステップＳ５３）。ま
た基地局２０１は、基地局２００に移動局１０１によりＰＴＴＣＡＬＬが発信されたこと
を通知する。
【００４２】
　ＰＴＴ通信制御部５１は、割当てられたトラヒックチャネルを設定し（ステップＳ５４
）、スピーカ４１より入力されて音声処理部４０でデジタル化された音声を、変復調部３
０にて送信相手のＩＰアドレスを付加した音声パケットにして、トラヒックチャネルで送
信する（ステップＳ５５）。
【００４３】
　基地局２０１は、受信した音声パケットをＩＰネットワークを通じて基地局１０１へ転
送する（ステップＳ５６）
　その後、移動局１０１は、ＰＴＴボタンの解放を検出すると（ステップＳ５７）、基地
局２０１との間のトラヒックチャネルの解放を行う（ステップＳ５８、Ｓ５９）。
【００４４】
　一方、基地局２００は、移動局１０１からのＰＴＴＣＡＬＬ信号を受けると、移動局１
００にそれを通知し（ステップＳ６０）、その通知に移動局１００が応答すると（ステッ
プＳ６１）、トラヒックチャネルを設定して、そのトラヒックチャネルを移動局１００に
割当る（ステップＳ６３）。移動局１００は、割当てられたトラヒックチャネルを設定す
る（ステップＳ６４）。
【００４５】
　続いて基地局２００は、基地局１００より転送されてきた音声パケットを移動局１００
に転送し（ステップＳ６５）、それを受信した移動局１００は音声パケットを再生する（
ステップＳ６５）。
【００４６】
　さらに基地局２００は、基地局２０１よりトラヒックチャネルが解放されたことの通知
を受けて、移動局１００との間のトラヒックチャネルの解放を行う（ステップＳ６７、Ｓ
６８）。
【００４７】
　このような処理において、ステップＳ５３、Ｓ６０、Ｓ６３の処理は、基地局から移動
局へと、ページングチャネルスロットを使用してメッセージの送信が行われているが、Ｐ
ＴＴモードの間は図４（ｂ）に示すように短いスロットサイクルのページングチャネルス
ロットを使って送信されるものなので、ステップＳ５３、Ｓ６０、Ｓ６３を行う際のサイ
クルの待ち時間が、通常の待ち受け時よりも短くなっている。具体的には、ＰＴＴモード
時のメッセージ送信の待ち時間は、メッセージ送信１回に付き平均０．６４秒となる。そ
の結果、移動局１０１から移動局１００へと音声パケットを転送するのに要する期間が短
縮される。
【００４８】
　以上、本発明の実施の形態は、上記に限らず以下のように実施してもよい。
（１）本実施形態においては、スロットサイクルインデックスの値は上記に限られない。
要するに、ＰＴＴモードの間のスロットサイクル長がＰＴＴモード外の間のスロットサイ
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クルより短ければよい。
（２）本実施形態では、通常の待ち受けモードのときはＰＴＴモードで通信を行うための
処理を受け付けず、ＰＴＴモードのときは通常の待ち受けモードで通信を行うための処理
を受け付けないよう構成されているが、ＰＴＴモードと通常の待ち受けモードとを同時間
帯に両方とも利用できるよう構成してもよい。
（３）ＰＴＴモードの間、ユーザがスロットサイクルを選択指定できるように構成しても
よい。この場合例えば、ユーザインタフェース５３は、通常の待ち受け時、ＰＴＴモード
設定時又はユーザによる所定操作時に、スロットサイクルの候補のリストを短いものから
長いものまでディスプレイ７０に提示する。そしてユーザにより候補の１つが選択される
操作を受付けると、ＰＴＴ通信制御部５１はその候補に対応するスロットサイクルインデ
ックスを指定したパラメータ変更登録を基地局２００に対して行い、基地局２００及び移
動局１００がともにスロットサイクルを切り替える。これによりユーザは、電力節減やＰ
ＴＴ通話のレスポンスの速さ等、目的に応じて、スロットサイクルを選択することができ
る。
（４）ＰＴＴのスロットサイクルを、電池の残量に応じて変化することも可能である。つ
まり、充電中のように電池の残量を気にすることがないときには、スロットサイクルイン
デックスを０にする。または、スロットサイクルを変える閾値を設定し、閾値以上の残量
ならスロットサイクルインデックスを０とし、閾値以下になったら２にするようにするこ
とが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　ＰＴＴ機能を有する携帯電話機の技術として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】ＣＤＭＡ方式の移動局１００の構成を示すブロック図である。
【図２】ＰＴＴ通信制御部５１による通信制御処理を示すフローチャートである。
【図３】（ａ）はステップＳ２２におけるパラメータ変更登録の処理の詳細を示す。
【００５１】
　（ｂ）はステップＳ２７におけるパラメータ変更登録の処理の詳細を示す。
【図４】（ａ）は、スロットサイクルインデックスが２のときのスロットサイクルを示す
。
【００５２】
　（ｂ）は、スロットサイクルインデックスが０のときのスロットサイクルを示す。
【図５】ＰＴＴ通信処理の詳細を示すシーケンス図である。
【符号の説明】
【００５３】
　　１００　　移動局
　　１０　　　アンテナ
　　２０　　　無線部
　　３０　　　変復調部
　　４０　　　音声処理部
　　４１　　　スピーカ
　　４２　　　マイク
　　５０　　　制御部
　　６０　　　ＰＴＴボタン
　　７０　　　ディスプレイ
　　８０　　　キー
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【 図 １ 】
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【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】
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