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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固有のＩＤ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、無線基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、
　前記無線基地局は、
　呼び出し対象となる無線端末ＩＤの一部の情報を含む第１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割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１の報知信号と、当該第１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、
　前記無線基地局から送信される前記第１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１の報知信号に自無線端末のＩＤの一部の
情報が含まれているかどうかを検出し、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割当情報がない場合に
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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割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割当位置の情報を基に、前記無線基地
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、
　を行う無線端末呼出方法。
【請求項２】
　前記無線基地局は、
　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１の報知信号、または、第１の報知
信号および第２の報知信号を受信する手順を行う請求項１に記載の無線端末呼出方法。
【請求項３】
　前記第１の報知信号は、種別情報と無線端末ＩＤ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ＩＤ情報に含まれる部分ＩＤパターンの数、または、部分Ｉ
Ｄパターンの長さ、または、部分ＩＤ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ＩＤ情報は、複数の前記部分ＩＤパターンを表し、
　前記部分ＩＤパターンは、呼び出し対象となる無線端末の無線端末ＩＤの一部または全
ての情報を表す請求項１または請求項２に記載の無線端末呼出方法。
【請求項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。
【請求項５】
　前記無線端末ＩＤ情報は、無線端末ＩＤ情報に含まれる前記部分ＩＤパターンの数に応
じて、１つの前記部分ＩＤ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。
【請求項６】
　前記無線端末ＩＤ情報において指定される無線端末のＩＤ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ＩＤ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ＩＤ情報において指定される１つの前記部分ＩＤ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。
【請求項７】
　前記無線基地局は、前記呼び出し対象となる無線端末のうち、複数の無線端末のＩＤの
複数ビットのビットパターンが、前記無線端末ＩＤ情報において指定される１つの前記部
分ＩＤ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１つの無線端末として、前記無線端末ＩＤ情報を生成する請求項６に記
載の無線端末呼出方法。
【請求項８】
　固有のＩＤ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、無線基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、
　前記無線基地局は、
　呼び出し対象となる無線端末ＩＤの一部の情報を含む第１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割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、
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　前記第１の報知信号と、当該第１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１の送受信部と、
　を備え、
　前記無線端末は、
　前記第１の送受信部から送信される前記第１の報知信号をを受信すると共に、前記無線
基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１の報知信号に自無線端末のＩＤの一部の情報が
含まれているかどうかを検出し、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１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割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割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割当位置の情報を基に、前記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部と、
　を備える無線アクセスシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線アクセスネットワークにお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お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、および無線ア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
基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】
　無線アクセスネットワークにおいて、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１の報知信号を周期的に受信する。無線基地局が無線端末を呼び出す場合は、
第１の報知信号中に呼出ビット（１ビット）をセットする。呼出ビットがセットされた第
１の報知信号を受信した場合、無線端末は、第１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割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、その中のバースト割当情報を確認し、自無線端
末宛ての割当があった場合、呼出待ち状態から通信状態へ遷移し、無線基地局と通信を行
う。割当がなかった場合、無線端末は、呼出待ち状態を継続する（非特許文献１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よっ
て、無線端末内の電池の寿命が短くなるという問題がある。更に、この問題は一つの無線
基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、無線基地局当り
数万台を収容する超多次元接続無線ア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（HiSWANa）標準規格、ARIB STD-T702.0版
、平成１４年１１月２７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】
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　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、およ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】
（１）　本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、本発明の一態様による無
線端末呼出方法は、固有のＩＤ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、無線基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、前記無線基地局は、呼び出し対象となる無
線端末ＩＤの一部の情報を含む第１の報知信号と、呼び出し対象の無線端末に対する前記
無線スロットの割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１の報知信号と、当該第１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、前記無線基地
局から送信される前記第１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１の報知信号に自無線端末のＩＤの一部の情報が含まれている
かどうかを検出し、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割
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割
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割当位置の情報を
基に、前記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
を行う。
【０００７】
（２）　また、本発明の一態様による無線端末呼出方法では、前記無線基地局は、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１の報知信号、または、第１の報知信号およ
び第２の報知信号を受信する手順を行う。
　これにより、無線端末では間欠受信が行なえるようになり、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１の報知信号は、種
別情報と無線端末ＩＤ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
ＩＤ情報に含まれる部分ＩＤパターンの数、または、部分ＩＤパターンの長さ、または、
部分ＩＤ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ＩＤ情報は
、複数の前記部分ＩＤパターンを表し、前記部分ＩＤパターンは、呼び出し対象となる無
線端末の無線端末ＩＤの一部または全ての情報を表す。
　これにより、第１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ＩＤ情報は、
無線端末ＩＤ情報に含まれる前記部分ＩＤパターンの数に応じて、１つの前記部分ＩＤパ
ターンのビット長が変更される。
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　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１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ＩＤ情報にお
いて指定される無線端末のＩＤ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ＩＤ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ＩＤ情報において指
定される１つの前記部分ＩＤ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ＩＤ情報で指定するビットパターン数（部分ＩＤ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、前記無線基地局は、前記呼
び出し対象となる無線端末のうち、複数の無線端末のＩＤの複数ビットのビットパターン
が、前記無線端末ＩＤ情報において指定される１つの前記部分ＩＤ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１つの無線
端末として、前記無線端末ＩＤ情報を生成する。
　これにより、無線端末ＩＤ情報で指定するビットパターン数（部分ＩＤ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ＩＤ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、無線基地局が前
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、前記無線基地局は、呼び出し対象となる無線端末ＩＤの一部の情報を含む第１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割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１の報知信号と、当該第１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１の送受信部とを備え、前記無線端末は、前記第
１の送受信部から送信される前記第１の報知信号をを受信すると共に、前記無線基地局に
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１の報知信
号に自無線端末のＩＤの一部の情報が含まれているかどうかを検出し、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１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
割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
割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割当位置の情報
を基に、前記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部と
を備える。
　このように、第１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、無線基地局から送信する第１の報知信号の中に
呼出無線端末を識別する無線端末ＩＤの一部の情報を含める。無線端末は、第１の報知信
号を受信し、その第１の報知信号に、自無線端末の無線端末ＩＤ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うにする。
　このように、第１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
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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１】本発明の第１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１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基地局およ
び無線端末の構成例を示す図である。
【図３】ＭＡＣフレームの構成を示す図である。
【図４】本発明の第１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】ＢＣＣＨ間欠受信を行なう場合のフレーム構成を示す図である。
【図６】ＢＣＣＨ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ォ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０１０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ォーマットの例を
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】
１０・・・有線ネットワーク、１１・・・無線基地局、１２・・・無線基地局の制御部、
１３・・・報知信号生成部、１４・・・ＭＡＣフレーム生成成部、１５・・・送受信部、
１６・・・データベース、２１・・・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ワー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基
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１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１の報知信号の中に呼出無線端末を示すＩＤ情報の一部を
含め、全無線端末が第１の報知信号を無線基地局から受信する。また、該当する無線端末
は、次の第２の報知信号を無線基地局から受信することで、実際にデータ受信するタイミ
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
１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域を、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１の報知信号で送信する呼出情
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報信号として、呼び出す無線端末のＩＤの情報の一部を、無線基地局１１から無線端末２
１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ＩＤ情報」から構
成される。この種別情報は、無線端末ＩＤ情報に含まれる部分ＩＤパターンの数、または
、部分ＩＤパターンの長さ、または、部分ＩＤ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ＩＤ情報は、呼び出す複数の無線端末ＩＤの一部または全ての情報
を持つ部分ＩＤパターンにより構成される。どのよう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ＩＤ情
報として送信される部分ＩＤパターンの長さは、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。
【００２１】
　［第１の実施の形態］
　図１は、本発明の第１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１０に接続され
た一つの無線基地局１１と、その無線基地局１１を経由して有線ネットワーク１０に接続
する複数（図１では、３台）の無線端末２１から構成される。無線基地局１１と無線端末
２１の間の無線回線３０を介した通信には、ＴＤＭＡ／ＴＤＤ(Time Division Multiple 
Access/Time Division Duplex)を用いたアクセス方式が用いられる。
【００２２】
　図２は、本発明の第１の実施の形態の無線アクセスシステムにおける無線基地局１１お
よび無線端末２１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。
【００２３】
　図２において、無線基地局１１の制御部１２は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）
、ＲＯＭ(Read Only Memory)、ＲＡＭ（Random Access Memory）等を備えている。制御部
１２は、無線基地局１１内の各部を統括して制御する。
　報知信号生成部１３は、前述の第１の報知信号、および第２の報知信号を生成する。こ
の第１の報知信号には、呼出情報として、「種別情報」と「無線端末ＩＤ情報（無線端末
ＩＤ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２１に対する
呼出データの無線スロットの割当情報が含まれる。
　ＭＡＣフレーム生成部１４（無線フレーム生成部とも称する）は、第１の報知信号、第
１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ＭＡＣフレームを生
成する。
　送受信部１５（第１の送受信部とも称する）は、無線端末２１との間で無線通信を行う
。
　データベース１６には、無線端末２１のＩＤ情報等が記憶されている。なお、第１の報
知信号、第２の報知信号、ＭＡＣフレーム等の詳細な構成については後述する。
【００２４】
　また、無線端末２１の制御部２２は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ等を備えている。制御部
２２は、無線端末２１内の各部を統括して制御する。報知信号判定部２４は、無線基地局
１１から受信した第１の報知信号を基に、第２の報知信号を更に受信するかどうかを判定
する。
　報知信号受信部２５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の報知信号により自無線端末２１宛の無線スロッ
トの割当情報を検出した場合、データ受信部２６は、その割当情報に基づいて、無線基地
局１１から送信される自無線端末２１宛のデータを受信する。また、送受信部２３（第２
の送受信部とも称する）は、無線基地局１１との間で無線通信を行う。
【００２５】
　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ＭＡＣフレームの構成を示
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す図である。
　ＭＡＣフレームの長さは、固定長である。ＭＡＣフレームの前半は、無線基地局１１か
ら無線端末２１へ向かう下りリンクである。ＭＡＣフレームの後半は、無線端末２１から
無線基地局１１へ向かう上りリンクである。
【００２６】
　下りリンクは、報知信号を送信するブロードキャスト領域と、ユニキャスト・データを
送信するデマンドアサイン領域とから構成される。ブロードキャスト領域では、ＢＣＣＨ
（Broadcast Control Channel、ＦＣＣＨ（Frame Control Channel）、ＲＦＣＨ（Random
 accessFeedback Channel）が送信される。
　デマンドアサイン領域では、ＵＤＣＨ（User Data Channel）、ＬＣＣＨ（Link Contro
l Channel）が送信される。なお、前述の報知用スロットは、ＢＣＣＨ、ＦＣＣＨが相当
する。
【００２７】
　ＢＣＣＨは、無線基地局ＩＤ、ＭＡＣ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１の報知信号に相当する。ＦＣＣＨは、そのＭＡＣ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。
【００２８】
　ＲＦＣＨでは、前ＭＡＣフレームにおけるランダムアクセスの成否や、無線端末２１で
用いられるランダムアクセスパラメータや、ＲＡスロット情報が無線基地局１１から無線
端末２１に報知される。
【００２９】
　ＵＤＣＨは、ユーザデータを送信するためのチャネルである。ＬＣＣＨは、制御用情報
を送受信するためのチャネルである。ＲＡＣＨ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１の実施の形態による無線端末２１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２１は、データを受信する場合、初めにＢＣＣＨを無線基地局
１１から受信する（ステップＳ１１）。ＢＣＣＨには、ＦＣＣＨの長さ情報が含まれてい
る。
　無線端末２１は、このＦＣＣＨの長さ情報を基に、引き続き送信されるＦＣＣＨを無線
基地局１１から受信する（ステップＳ１２）。ＦＣＣＨには、ユーザデータを送信するた
めのＵＤＣＨの送信開始位置と長さの情報が含まれている。
　無線端末２１は、ＦＣＣＨを受信することで、自無線端末２１宛のＵＤＣＨの位置の情
報を取得し（ステップＳ１３）、受信を開始する（ステップＳ１４）。無線端末２１は、
ステップＳ１３で取得した情報で特定される位置において、ＵＤＣＨを無線基地局１１か
ら受信する（ステップＳ１５）。
【００３１】
　この無線アクセスシステムでは、無線基地局１１から無線端末２１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２１におけるデータの到
着間隔が非常に長い場合）、無線端末２１は、待機時の消責電力を低減するために、ＢＣ
ＣＨの間欠受信を行う。無線端末２１がＢＣＣＨ間欠受信状態にある場合、無線端末２１
は、毎ＭＡＣフレーム、ＢＣＣＨを受信するのではなく、予め定められたフレーム周期で
ＢＣＣＨを受信する。また、無線端末２１は、その他のフレームでは、ＢＣＣＨを無線基
地局２１から受信しない。これにより、無線端末２１は、消費電力を節約することができ
る。
【００３２】
　図５は、本発明の第１の実施の形態による無線端末２１が、ＢＣＣＨ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。
【００３３】
　ＢＣＣＨ間欠受信を行う場合のフレーム構成では、０番～Ｎ－１番までの合計Ｎ個のＭ
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ＡＣ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Ｎ個のＭＡＣフレームには、先頭から順番にフレ
ーム番号（０番～Ｎ－１番）が割り当てられる。
　例えば、スーパーフレーム＃１は、ＭＡＣフレーム＃０～＃Ｎ－１から構成されている
（図５の中段の図）。また、例えば、ＭＡＣフレーム＃２は、ＢＣＣＨ、ＦＣＣＨ、ＲＦ
ＣＨ、ＵＤＣＨ、ＵＤＣＨ、ＵＤＣＨ、ＬＣＣＨ、ＬＣＣＨを含む下りリンクと、ＵＤＣ
Ｈ、ＵＤＣＨ、ＬＣＣＨ、ＬＣＣＨ、ＲＡＣＨ、ＲＡＣＨ、ＲＡＣＨ、ＲＡＣＨを含む上
りリンクとから構成されている（図５の下段の図）。
　ＢＣＣＨ間欠受信を行う無線端末２１は、受信待ち状態においてｍ番目のＭＡＣフレー
ムにおいてのみＢＣＣＨを受信する。なお、ｍは、０以上、Ｎ－１以下の整数であり、無
線基地局１１と無線端末２１との間で予め決められる。
【００３４】
　図６は、本発明の第１の実施の形態による無線端末２１が、ＢＣＣＨ間欠受信を行う場
合の受信例を示す図である。ここでは、無線基地局１１が、無線端末２１（無線端末２１
－１、２１－２、２１－３、２１－４、２１－５、２１－６、２１－７、２１－８、２１
－９）と通信する場合について説明する。
【００３５】
　図６では、無線端末２１－１、２１－２、２１－３は、グループＧ１に属している。ま
た、無線端末２１－４、２１－５は、グループＧ２に属している。また、無線端末２１－
６、２１－７、２１－８、２１－９は、グループＧ３に属している。
　グループＧ１に属する無線端末２１－１、２１－２、２１－３は、各スーパーフレーム
＃１～＃４に含まれる０番目のＭＡＣフレーム＃０においてのみ、ＢＣＣＨを受信し、そ
の他のＭＡＣフレーム＃２～＃Ｎ－１ではＢＣＣＨを受信しない。
　グループＧ２に属する無線端末２１－４、２１－５は、各スーパーフレーム＃１～＃４
に含まれる１番目のＭＡＣフレーム＃１においてのみ、ＢＣＣＨを受信し、その他のＭＡ
Ｃフレーム＃０、＃２～＃Ｎ－１ではＢＣＣＨを受信しない。
　グループＧ３に属する無線端末２１－６、２１－７、２１－８、２１－９は、２番目の
ＭＡＣフレーム＃２においてのみ、ＢＣＣＨを受信し、その他のＭＡＣフレーム＃０、＃
１、＃３～＃Ｎ－１ではＢＣＣＨを受信しない。
【００３６】
　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２１に、無線基地局１１
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ＢＣＣＨを受信している無線端末２１－１に対しデータ
を送信する場合、無線基地局１１は、スーパーフレーム＃１～＃４中の０番目のＭＡＣフ
レーム＃０においてデータを送信する。このＭＡＣフレーム＃０のＢＣＣＨ中には、無線
端末２１の呼出情報として、「種別情報」と「無線端末ＩＤ情報」とが含まれている。「
種別情報」と「無線端末ＩＤ情報」の詳細については後述する。
【００３７】
　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２１の受信動作を示す図
である。送信データがない場合、無線基地局１１からＢＣＣＨで無線端末２１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２１－１を含めた
グループＧ１に属する各無線端末２１は、各スーパーフレーム＃１～＃４に含まれる０番
目のＭＡＣフレーム＃０を、無線基地局１１から受信する。このＭＡＣフレーム＃０には
、ＢＣＣＨ、ＦＣＣＨ、ＲＦＣＨ、ＵＤＣＨ、ＵＤＣＨ、ＬＣＣＨ、ＬＣＣＨや、ＵＤＣ
Ｈ、ＵＤＣＨ、ＬＣＣＨ、ＬＣＣＨ、ＲＡＣＨ、ＲＡＣＨが含まれる。しかし、無線端末
２１－１を含めたグループＧ１に属する各無線端末２１は、ＢＣＣＨを受信するのみであ
り、ＦＣＣＨなどの他のチャネルは受信しない。
【００３８】
　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２１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＃１～＃
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４に含まれる同一ＭＡＣフレーム＃０を受信するグループＧ１に属する無線端末２１－１
、２１－２、２１－３に対し、無線基地局１１は、ＢＣＣＨ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Ｇ１に属する無線端末２１－１に
対してデータを送信する場合を示している。また、無線基地局１１は、スーパーフレーム
＃２中の０番目のＭＡＣフレーム＃０においてデータを、グループＧ１に属する無線端末
２１－１、２１－２、２１－３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、無線基地局１１からＢＣＣＨを受信する。そして、各無線端末２１は、
このＢＣＣＨ内の呼出情報フィールド中に、自無線端末の無線端末ＩＤ（無線端末ＩＤ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ＩＤ（無線端末ＩＤ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２１－１）は、次に送
信されるＦＣＣＨを、無線基地局１１から受信する。ＦＣＣＨにおいて、自無線端末宛の
割当を確認した無線端末２１－１は、無線基地局１１からＵＤＣＨを受信し、データを受
け取る。
【００４０】
　一方、ＢＣＣＨ内の呼出情報フィールドに、自無線端末の無線端末ＩＤ（無線端末ＩＤ
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Ｇ１に属する
無線端末のうち、無線端末２１－１以外の無線端末）は、ＢＣＣＨのみを受信し、ＦＣＣ
ＨおよびＵＤＣＨを、無線基地局１１から受信しない。
【００４１】
　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２１の受信動作を示す図である。この場合、無線基地局１１は、同一ＭＡＣフレ
ーム（図９では、０番目のＭＡＣフレーム）を受信するグループＧ１に属する無線端末２
１－１、２１－２、２１－３に対し、ＢＣＣＨ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、無線基地局１１は、スーパーフレーム＃２中の０番目のＭＡＣフ
レームにおいて、グループＧ１に属する無線端末２１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Ｇ１に属する無線端末２１－１、２１－２、２１－３は、ＢＣＣ
Ｈに続くＦＣＣＨを無線基地局１１から受信し、自無線端末２１宛のＵＤＣＨが割り当て
られていないかを確認する。ＦＣＣＨにおいて、自無線端末２１宛のＵＤＣＨが割り当て
られていると判定した無線端末２１（無線基地局１１から呼出しを受けた無線端末２１）
は、ＦＣＣＨにおいて自無線端末２１宛の割当を確認し、ＵＤＣＨを受信し、無線基地局
１１からデータを受信する。
　図９に示すように、グループＧ１に属する無線端末２１－１、２１－２、２１－３は、
各スーパーフレーム＃１～＃４に含まれる０番目のＭＡＣフレームを受信する。
　グループＧ１に属する無線端末２１－１は、０番目のＭＡＣフレームに含まれるＢＣＣ
Ｈ、ＦＣＣＨを受信する。
　グループＧ１に属する無線端末のうち、無線基地局１１から呼び出しを受けた無線端末
２１は、ＢＣＣＨ、ＦＣＣＨを受信するとともに、ＵＤＣＨも受信する。
【００４３】
　図１０は、ＢＣＣＨにおいて送信する呼出情報フィールドのフォ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ＩＤ情報の２つからなる。無線端末ＩＤ情報は、無線
端末ＩＤの情報を含んでいる。無線端末ＩＤの情報は、複数の部分ＩＤパターンである。
部分ＩＤパターンは、呼び出し対象となる無線端末２１の無線端末ＩＤの一部または全部
を表すビットパターンである。



(11) JP 5079083 B2 2012.11.21

10

20

30

40

50

　種別情報は、無線端末ＩＤ情報に含まれる部分ＩＤパターンの数、または、部分ＩＤパ
ターンの長さ、または、部分ＩＤ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１０に示す呼出情報フィールドのフォーマットでは、種別情報の長さは３ビットの固
定長であり、無線端末ＩＤ情報の長さは３２ビットの固定長である。
【００４４】
　図１１は、図１０に示した呼出情報フォ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１１の（ａ）は、部分ＩＤ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１１の（ａ）では、種別情報は１１１で
ある。
　図１１の（ｂ）は、部分ＩＤ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１１の（ｂ）では、種別情報は１１０であり、部分ＩＤパターンとして、各４ビ
ットのＩＤ０、ＩＤ１、ＩＤ２、ＩＤ３、ＩＤ４、ＩＤ５、ＩＤ６、ＩＤ７が含まれてい
る。
【００４５】
　図１１の（ｃ）は、部分ＩＤ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１１の（ｃ）では、種別情報は１０１であり、部分ＩＤパターンとして、各５ビ
ットのＩＤ０、ＩＤ１、ＩＤ２、ＩＤ３、ＩＤ４、ＩＤ５が含まれている。
　図１１の（ｄ）は、部分ＩＤ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１１の（ｄ）では、種別情報は１００であり、部分ＩＤパターンとして、各６ビ
ットのＩＤ０、ＩＤ１、ＩＤ２、ＩＤ３、ＩＤ４、ＩＤ５が含まれている。
【００４６】
　図１１の（ｅ）は、部分ＩＤ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１１の（ｅ）では、種別情報は０１１であり、部分ＩＤパターンとして、各８ビ
ットのＩＤ０、ＩＤ１、ＩＤ２、ＩＤ３が含まれている。
　図１１の（ｆ）は、部分ＩＤ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１１の（ｆ）では、種別情報は０１０であり、部分ＩＤパターンとして、各１０
ビットのＩＤ０、ＩＤ１、ＩＤ２が含まれている。
【００４７】
　図１１の（ｇ）は、部分ＩＤ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１１の（ｇ）では、種別情報は００１であり、部分ＩＤパターンとして、各１６
ビットのＩＤ０、ＩＤ１が含まれている。
　図１１の（ｈ）は、呼出端末がない場合の情報パターンを示している。図１１の（ｈ）
では、種別情報は０００である。
【００４８】
　図１１の（ａ）～（ｈ）に示すように、呼出情報の種別情報は、無線端末ＩＤ情報を構
成する部分ＩＤパターンの数により異なる。
　図１１では、１つの無線端末ＩＤ情報を構成する部分ＩＤ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１１では、無線端末ＩＤ情報の長さが３２ビットの固定長である。そのため、部分Ｉ
Ｄパターンの数が２の場合（図１１の（ｇ））、無線端末ＩＤ情報を構成する部分ＩＤパ
ターンのビット長は１６ビットである。
【００４９】
　また、部分ＩＤパターンの数が３の場合（図１１の（ｆ））、無線端末ＩＤ情報を構成
する部分ＩＤパターンのビット長は１０ビットである。
　また、部分ＩＤパターンの数が４の場合（図１１の（ｅ））、無線端末ＩＤ情報を構成
する部分ＩＤパターンのビット長は８ビットである。
　また、部分ＩＤパターンの数が５の場合（図１１の（ｄ））、無線端末ＩＤ情報を構成
する部分ＩＤパターンのビット長は６ビットである。
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【００５０】
　また、部分ＩＤパターンの数が６の場合（図１１の（ｃ））、無線端末ＩＤ情報を構成
する部分ＩＤパターンのビット長は５ビットである。
　また、部分ＩＤパターンの数が８の場合（図１１の（ｂ））、無線端末ＩＤ情報を構成
する部分ＩＤパターンのビット長は４ビットである。
　無線端末ＩＤ情報の部分ＩＤパターンの数および長さをどのようにするかは、無線基地
局１１において決定する。
【００５１】
　以下に無線端末ＩＤ情報の部分ＩＤ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、一つの無線基地局１１あたり、最大６５５３５台の無線端末２１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２１に、重複
しない無線端末ＩＤを割り当てるため、無線端末ＩＤ（ＭＡＣ－ＩＤ）を、１６ビットと
する場合について説明する。
【００５２】
　図１１に示す形式を用いる場合の呼出情報の生成では、無線基地局１１は、呼び出し対
象となる無線端末２１の無線端末ＩＤから、１６ビットを取り出す。これにより、無線基
地局１１は、呼出無線端末数と同じ数の１６ビットのビットパターンを生成する。
　部分ＩＤパターンが１６ビットの場合、用いるシステムのＭＡＣ－ＩＤ長が、１６ビッ
トであるため、部分ＩＤパターンにはＭＡＣ－ＩＤ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ＩＤ情報を構成する部分ＩＤパターンの数を２とし、部分ＩＤ
パターンの長さを１６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
下の処理を行う。
　１６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、無線基地局１１は、呼び出し対象となる無線端末２１の無線端末ＩＤから、１
０ビットを取り出す。これにより、無線基地局１１は、呼出無線端末数と同じ数の１０ビ
ットのビットパターンを生成する。無線端末ＩＤのどのビットを取り出すか否かは、無線
基地局１１と無線端末２１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、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１２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２１は、無線端末２１－１、２１－２、２１－３、２１－４の合計４台の場合
について説明する。各無線端末２１－１、２１－２、２１－３、２１－４のＭＡＣ－ＩＤ
は、それぞれ、１１３５７、２２４５７、２５６９３、５１１６２である。これらのＭＡ
Ｃ－ＩＤを２進数表示すると、それぞれ、００１０１１０００１０１１１０１、０１０１
０１１１１０１１１００１、０１１００１０００１０１１１０１、１１０００１１１１１
０１１０１０となる（図１２（ａ））。
【００５５】
　ここで、無線基地局１１が、無線端末ＩＤから抜き出すビットを下位１０ビットとする
と、それぞれ、０００１０１１１０１、１１１０１１１００１、０００１０１１１０１、
１１１１０１１０１０という１０ビットのビットパターンが４つ生成される（図１２の（
ｂ））。
　生成されたビットパターンを見ると、「ＭＡＣ－ＩＤ＝１１３５７」の無線端末２１－
１と、「ＭＡＣ－ＩＤ＝２５６９３」の無線端末２１－３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ＩＤ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、０００１０１
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１１０１、１１１０１１１００１、１１１１０１１０１０の３つとなる（図１２（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ＩＤ情報を構成する部分ＩＤパターンの数を３とし、その長さを１０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１０ビットの部分ＩＤパターン（図１１の（ｆ））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。
　１０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２１の無線端末ＩＤ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
ＩＤのどのビットを取り出すか否かは、無線基地局１１と無線端末２１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ＩＤ情報を構成する部分ＩＤ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、以下の処理を行う。
　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２１の無線端末ＩＤ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ＩＤ
のどのビットを取り出すか否かは、無線基地局１１と無線端末２１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ＩＤ情報を構成する部分ＩＤ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、以下の処理を行う。
　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２１の無線端末ＩＤから５ビットを取り出す。これ
により、無線基地局１１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ＩＤのどのビットを取り出すか否かは、無線基地局１１と無線端末２１との
間で予め定められた規則に従う。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ＩＤ情報を構成する部分ＩＤ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、以下の処理を行う。
　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２１の無線端末ＩＤから４ビットを取り出す。こ
れにより、無線基地局１１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ＩＤのどのビットを取り出すか否かは、無線基地局１１と無線端末２１
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
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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ＩＤ情報を構成する部分ＩＤ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、以下の処理を行う。
　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１１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２１に
対し、このＭＡＣ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１１の（ｈ）
）。
【００６２】
　無線端末ＩＤの情報を構成する部分ＩＤパターンの数が２で、部分ＩＤパターン長が１
６ビットである無線端末ＩＤ情報を用いる場合、種別情報は００１となる。無線端末ＩＤ
情報を構成する部分ＩＤパターンのそれぞれには、呼び出し対象である無線端末２１の無
線端末ＩＤのうちの１６ビットが設定される。
　一つの無線基地局１１あたり、最大６５５３５台の無線端末２１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ＩＤを各無線端末２１に割り当てる。その
ために、無線端末ＩＤ（ＭＡＣ－ＩＤ）は、１６ビットの長さとする必要がある。ここで
、無線端末ＩＤ（ＭＡＣ－ＩＤ）を１６ビットとすると、部分ＩＤパターンのサイズとし
て１６ビットを選択する場合、部分ＩＤパターンにはＭＡＣ－ＩＤが設定される。
【００６３】
　ＢＣＣＨを受信した無線端末２１は、自無線端末２１のＭＡＣ－ＩＤと、無線端末ＩＤ
の情報に含まれるＭＡＣ－ＩＤとを比較する。これらのＭＡＣ－ＩＤが、一致する場合は
、無線端末２１は、無線基地局１１からＦＣＣＨを受信する。その後、無線端末２１は、
無線基地局１１からＵＤＣＨ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２１の数が１台の場合は、図１１の（ｇ）の部分ＩＤパタ
ーンＩＤ０、ＩＤ１の両方に、同一無線端末ＩＤ（ＭＡＣ－ＩＤ）が設定される。
【００６４】
　無線端末ＩＤ情報を構成する部分ＩＤパターン数が３で、部分ＩＤパターン長が１０ビ
ットである無線端末ＩＤ情報を用いる場合、種別情報は０１０となる。無線端末ＩＤ情報
を構成する部分ＩＤパターンのそれぞれには、呼び出し対象である無線端末２１の無線端
末ＩＤのちの１０ビットが設定される。無線端末ＩＤのどのビットを設定するかは、無線
基地局１１と無線端末２１との間で予め定められた規則に従う。
【００６５】
　部分ＩＤパターンに無線端末ＩＤ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２１の無線端末ＩＤ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う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ＩＤ情報の複数の部分ＩＤパターンに設定する。例えば、４台の無線端末２１が呼び
出し対象であり、それぞれの無線端末ＩＤ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、Ａ、Ｂの２つになった場合、図１１の（ｆ）の部分ＩＤパターンＩ
Ｄ０にはＡが設定され、ＩＤ１にはＢが設定され、残りのＩＤ２にはＡまたはＢが設定さ
れる。
【００６６】
　無線端末ＩＤ情報を構成する部分ＩＤパターンの数が４で、部分ＩＤパターン長が８ビ
ットである無線端末ＩＤ情報を用いる場合、種別情報は０１１となる。無線端末ＩＤ情報
を構成する部分ＩＤパターンのそれぞれには、呼び出し対象である無線端末２１の無線端
末ＩＤのうちの８ビットが設定される。無線端末ＩＤのどのビットを設定するかは、無線
基地局１１と無線端末２１との間で予め定められた規則に従う。
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　部分ＩＤパターンに無線端末ＩＤ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２１の無線端末ＩＤ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う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ＩＤ情報の複数の部分ＩＤパターンに設定する。
【００６７】
　無線端末ＩＤ情報を構成する部分ＩＤパターンの数が５で、部分ＩＤパターン長が６ビ
ットである無線端末ＩＤ情報を用いる場合、種別情報は１００となる。無線端末ＩＤ情報
を構成する部分ＩＤパターンのそれぞれには、呼び出し対象である無線端末２１の無線端
末ＩＤのうちの６ビットが設定される。無線端末ＩＤのどのビットを設定するかは、無線
基地局１１と無線端末２１との間で予め定められた規則に従う。
　部分ＩＤパターンに無線端末ＩＤ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２１の無線端末ＩＤ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う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ＩＤ情報の複数の部分ＩＤパターンに設定する。
【００６８】
　無線端末ＩＤ情報を構成する部分ＩＤパターンの数が６で、部分ＩＤパターン長が５ビ
ットである無線端末ＩＤ情報を用いる場合、種別情報は１００となる。この場合、無線端
末ＩＤ情報を構成する部分ＩＤ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ＩＤのうちの５ビットが設定される。無線端末ＩＤのどのビットを設定するかは
、無線基地局１１と無線端末２１との間で予め定められた規則に従う。
　部分ＩＤパターンに無線端末ＩＤ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２１の無線端末ＩＤ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う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ＩＤ情報の複数の部分ＩＤパターンに設定する。
【００６９】
　無線端末ＩＤ情報を構成する部分ＩＤパターンの数が８で、部分ＩＤパターン長が４ビ
ットである無線端末ＩＤ情報を用いる場合、種別情報は１１０となる。この場合、無線端
末ＩＤ情報を構成する部分ＩＤ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
１の無線端末ＩＤのうちの４ビットが設定される。無線端末ＩＤのどのビットを設定する
かは、無線基地局１１と無線端末２１との間で予め定められた規則に従う。
　部分ＩＤパターンに無線端末ＩＤ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２１の無線端末ＩＤ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う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ＩＤ情報の複数の部分ＩＤパターンに設定する。
【００７０】
　部分ＩＤ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１１１となる。この場合、ＢＣＣＨを受信した全ての無線端末２１は、ＢＣＣＨに続く
ＦＣＣＨを無線基地局１１から受信する。そして、無線端末２１は、自無線端末２１宛の
ＵＤＣＨが割り当てられていないか確認する。
【００７１】
　［第２の実施の形態］
　第１の実施の形態においては、ＢＣＣＨ中の呼出情報フィールドおいて、種別情報およ
び無線端末ＩＤ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ＩＤ情報とを合わせた呼出情報フィールドが、固定長
である方式について説明する。なお、第１の実施の形態と、第２の実施の形態との差異は
、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。
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【００７２】
　以下に種別情報と無線端末ＩＤ情報とを合わせた呼出情報フィールドが、固定長である
方式について説明する。
【００７３】
　図１３は、本発明の第２の実施の形態においてＢＣＣＨにより送信する呼出情報フィー
ルドのフォーマットを示す図である。図１３に示す呼出情報フィールドのフォーマットも
、図１０に示す第１の実施の形態における呼出情報フィールドのフォーマットと同様に、
種別情報と無線端末ＩＤ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ＩＤ情報とが、ともに可変長である点が、第１の実施の形態と異なる。
【００７４】
　図１４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１４の（ａ）は、部分ＩＤ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１４の（ａ）では、種別情報は００００
１である。
　図１４の（ｂ）は、部分ＩＤ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１４の（ｂ）では、種別情報は００１１であり、部分ＩＤパターンとして、各４
ビットのＩＤ０、ＩＤ１、ＩＤ２、ＩＤ３、ＩＤ４、ＩＤ５、ＩＤ６が含まれている。
【００７５】
　図１４の（ｃ）は、部分ＩＤ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１４の（ｃ）では、種別情報は１１であり、部分ＩＤパターンとして、各５ビッ
トのＩＤ０、ＩＤ１、ＩＤ２、ＩＤ３、ＩＤ４、ＩＤ５が含まれている。
　図１４の（ｄ）は、部分ＩＤ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１４の（ｄ）では、種別情報は１０であり、部分ＩＤパターンとして、各６ビッ
トのＩＤ０、ＩＤ１、ＩＤ２、ＩＤ３、ＩＤ４が含まれている。
　図１４の（ｅ）は、部分ＩＤ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１４の（ｅ）では、種別情報は００１０であり、部分ＩＤパターンとして、各７
ビットのＩＤ０、ＩＤ１、ＩＤ２、ＩＤ３が含まれている。
【００７６】
　図１４の（ｆ）は、部分ＩＤ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１４の（ｆ）では、種別情報は０００１１であり、部分ＩＤパターンとして、各
９ビットのＩＤ０、ＩＤ１、ＩＤ２が含まれている。
　図１４の（ｇ）は、部分ＩＤ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１４の（ｇ）では、種別情報は０１であり、部分ＩＤパターンとして、各１５ビ
ットのＩＤ０、ＩＤ１が含まれている。
　図１４の（ｈ）は、部分ＩＤパターン数が１の場合の呼出情報の情報パターンを示して
いる。図１４の（ｈ）では、種別情報は０００１０であり、部分ＩＤパターンとして、１
６ビットのＩＤ０が含まれている。
　図１４の（ｉ）は、呼出端末がない場合の情報パターンを示している。図１４の（ｉ）
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ＩＤ情報を構成する部分ＩＤパターンの数により異な
る。部分ＩＤ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
ＩＤパターンの長さは異なるが、図１０に示す第１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２１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０１、１０、１１の場合、それぞれ、部分ＩＤパターンの数が２、５、
６で、その長さが１５、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



(17) JP 5079083 B2 2012.11.21

10

20

30

40

４ビット目の２ビットが、１０、１１の場合、それぞれ、部分ＩＤ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０１の場合、さらに１ビット読み取る。
そして、０の場合、部分ＩＤパターンの数が１で、その長さが１６ビットである。一方、
１の場合、部分ＩＤ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１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、ＢＣＣＨを受信した全ての無線端末２１は、ＢＣＣＨに続くＦＣＣＨを無線基
地局１１から受信しない。一方、５ビット目が１の場合、部分ＩＤ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、ＢＣＣＨを受信した
全ての無線端末２１は、ＢＣＣＨに続くＦＣＣＨを受信し、自無線端末２１宛のＵＤＣＨ
が割り当てられていないか確認する。
【００８０】
　各無線端末２１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ＩＤ情報
とを区分する。また、各無線端末２１は、無線端末ＩＤ情報に含まれる部分ＩＤパターン
の数、およびその長さを知り、無線端末ＩＤ情報中の部分ＩＤパターンと自無線端末２１
の無線端末ＩＤの一部が一致するかどうかを判定する。そして、これらの無線端末ＩＤが
一致する場合に、無線端末２１は、ＢＣＣＨに続くＦＣＣＨを無線基地局１１から受信す
る。
【００８１】
　以上、説明したように、上述した本発明の実施の形態においては、第１の報知信号にお
ける呼出情報として無線端末ＩＤの一部の情報を、無線基地局１１から無線端末２１に送
信する。この呼出情報は、種別情報と無線端末ＩＤ情報から構成される。
【００８２】
　種別情報は、無線端末ＩＤ情報に含まれる部分ＩＤパターンの数、または、部分ＩＤパ
ターンの長さ、または、部分ＩＤ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ＩＤ情報は、呼び出される無線端末２１のＩＤの一部の情報を表す。無線端末Ｉ
Ｄ情報に含まれる部分ＩＤパターンの数、または、部分ＩＤパターンの長さ、または、部
分ＩＤパターンの数および長さに応じて、呼出情報のフォーマットを選択する。呼出情報
の長さは、固定長である。
　そして、無線端末２１を呼出グループに分ける場合、無線端末ＩＤの重複が最も少なく
なるグループに分ける。
【００８３】
　このように、第１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２１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２１の電池の長寿命化が図れる。
【００８４】
　また、無線端末２１の呼出数に関わらず、第１の報知信号が固定長であるため、無線端
末２１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。
【産業上の利用可能性】
【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。
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