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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルブロードキャストメッセージを受信するための方法であって、
　繰り返し数と周期性とスロット番号とを取得するために、連続走査時間の間、セルブロ
ードキャストチャネルを監視することと、
　前記セルブロードキャストチャネル中で所望のメッセージが予想されるスロットを計算
することと、
　前記計算されたスロットのみにおいて前記セルブロードキャストチャネルを読み取るこ
とと
を備える方法。
【請求項２】
　前記方法がワイヤレス通信デバイスによって実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記繰り返しと前記周期性と最後のスロット番号とは、所望のメッセージが予想される
スロットを計算するために使用される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　いずれかの所望のメッセージについて予測スケジューリングが機能しなかった場合、セ
ルブロードキャスト連続走査プロシージャを実行することをさらに備える、請求項１に記
載の方法。
【請求項５】
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　前記計算されたスロットのみにおいて前記セルブロードキャストチャネルを読み取るこ
とが、セルブロードキャスト予測走査プロシージャの一部である、請求項１に記載の方法
。
【請求項６】
　前記セルブロードキャスト予測走査プロシージャ中にリフレッシュタイマーが満了した
場合、セルブロードキャスト連続走査プロシージャを実行することをさらに備える、請求
項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記方法が、セルブロードキャストスケジューリング機構をサポートしないネットワー
ク中で実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　セルブロードキャストチャネルを監視することは、
　連続走査タイマーを開始することと、
　すべてのセルブロードキャストメッセージスロットを読み取ることと、
　前のセルブロードキャストチャネルスロット以降、メッセージＩＤと更新数とが変化し
たかどうかを判断することと
を備える、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記前のセルブロードキャストメッセージスロット以降、前記メッセージＩＤと前記更
新数とのうちの少なくとも１つが変化しており、前記メッセージＩＤに対する前記繰り返
し数を増分することをさらに備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記連続走査タイマーが満了したとき、前記メッセージＩＤと、セルＩＤと、前記繰り
返し数と、最後のメッセージスロット番号と、計算された周期性とを記憶することをさら
に備える、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記メッセージＩＤと、前記セルＩＤと、前記繰り返し数と、最後のメッセージスロッ
ト番号と、前記計算された周期性とは、所望のメッセージが予想されるスロットを計算す
るために使用される、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　セルブロードキャストメッセージを受信するための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令であって、前記命令は、
　　繰り返し数と周期性とスロット番号とを取得するために、連続走査時間の間、セルブ
ロードキャストチャネルを監視することと、
　　前記セルブロードキャストチャネル中で所望のメッセージが予想されるメッセージス
ロットを計算することと、
　　前記計算されたメッセージスロットのみにおいて前記セルブロードキャストチャネル
を読み取ることと
を行うように前記プロセッサによって実行可能である、命令と
を備える、装置。
【請求項１３】
　前記装置がワイヤレス通信デバイスである、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記繰り返しと前記周期性と最後のスロット番号とは、所望のメッセージが予想される
スロットを計算するために使用される、請求項１２に記載の装置。
【請求項１５】
　前記命令は、いずれかの所望のメッセージについて予測スケジューリングが機能しなか
った場合、セルブロードキャスト連続走査プロシージャを実行するようにさらに実行可能
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である、請求項１２に記載の装置。
【請求項１６】
　前記計算されたスロットのみにおいて前記セルブロードキャストチャネルを読み取るこ
とが、セルブロードキャスト予測走査プロシージャの一部である、請求項１２に記載の装
置。
【請求項１７】
　前記命令は、前記セルブロードキャスト予測走査プロシージャ中にリフレッシュタイマ
ーが満了した場合、セルブロードキャスト連続走査プロシージャを実行するようにさらに
実行可能である、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記装置が、セルブロードキャストスケジューリング機構をサポートしないネットワー
ク中にある、請求項１２に記載の装置。
【請求項１９】
　セルブロードキャストチャネルを監視するように実行可能な前記命令は、
　連続走査タイマーを開始することと、
　すべてのセルブロードキャストメッセージスロットを読み取ることと、
　前のセルブロードキャストチャネルスロット以降、メッセージＩＤと更新数とが変化し
たかどうかを判断することと
を行うように実行可能な命令を備える、請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記前のセルブロードキャストメッセージスロット以降、前記メッセージＩＤと前記更
新数とのうちの少なくとも１つが変化しており、前記メッセージＩＤに対する前記繰り返
し数を増分することをさらに備える、請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記命令は、前記連続走査タイマーが満了したとき、前記メッセージＩＤと、セルＩＤ
と、前記繰り返し数と、最後のメッセージスロット番号と、計算された周期性とを記憶す
るようにさらに実行可能である、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記メッセージＩＤと、前記セルＩＤと、前記繰り返し数と、最後のメッセージスロッ
ト番号と、前記計算された周期性とは、所望のメッセージが予想されるスロットを計算す
るために使用される、請求項２０に記載の装置。
【請求項２３】
　セルブロードキャストメッセージを受信するように構成された装置であって、
　繰り返し数と周期性とスロット番号とを取得するために、連続走査時間の間、セルブロ
ードキャストチャネルを監視するための手段と、
　前記セルブロードキャストチャネル中で所望のメッセージが予想されるスロットを計算
するための手段と、
　前記計算されたスロットのみにおいて前記セルブロードキャストチャネルを読み取るた
めの手段と
を備える装置。
【請求項２４】
　セルブロードキャストメッセージを受信するための、命令をその上に有するコンピュー
タ可読記憶媒体であって、前記命令は、
　繰り返し数と周期性とスロット番号とを取得するために、連続走査時間の間、セルブロ
ードキャストチャネルを監視することをワイヤレスデバイスに行わせるためのコードと、
　前記セルブロードキャストチャネル中で所望のメッセージが予想されるメッセージスロ
ットを計算することを前記ワイヤレスデバイスに行わせるためのコードと、
　前記計算されたメッセージスロットのみにおいて前記セルブロードキャストチャネルを
読み取ることを前記ワイヤレスデバイスに行わせるためのコードと
を備える、コンピュータ可読記憶媒体。
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【請求項２５】
　セルブロードキャストメッセージを受信するように構成されたワイヤレスデバイスであ
って、
　繰り返し数と周期性と最後のスロット番号とを取得するために、連続走査時間の間、セ
ルブロードキャストチャネルを監視するための手段と、
　前記セルブロードキャストチャネル中で所望のメッセージが予想されるメッセージスロ
ットを計算するための手段と、
　前記計算されたメッセージスロットのみにおいて前記セルブロードキャストチャネルを
読み取るための手段と
を備えるワイヤレスデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願および優先権主張
　[0001]　本出願は、２０１１年７月１５日に出願された「CELL BROADCAST FOR DUAL SI
M DEVICES」の米国仮特許出願第６１／５０８，５２８号、および２０１２年２月１５日
に出願された「PREDICTIVE DRX MODE FOR EFFICIENT RECEPTION OF THE CELL-BROADCAST 
SERVICE (CBS)」の米国仮特許出願第６１／５９９，２０５号に関連し、それらの優先権
を主張する。
【０００２】
　[0002]　本出願で説明する本発明の実施形態は、一般にワイヤレス通信システムに関す
る。より詳細には、本出願で説明する本発明の実施形態は、セルブロードキャスト（ＣＢ
：cell broadcast）メッセージを受信するためのシステムおよび方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]　ワイヤレス通信システムは、ボイス、ビデオ、データなど、様々なタイプの通
信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらのシステムは、１つまたは複
数の基地局との複数のモバイルデバイスの同時通信をサポートすることが可能な多元接続
システムであり得る。
【０００４】
　[0004]　モバイルデバイスは、一般にバッテリー式である。モバイルデバイスのバッテ
リー寿命を最大にすることが望ましい。バッテリー寿命を最大にする１つの方法は、モバ
イルデバイス内の構成要素が必要とされない／使用されない期間中にそれらの構成要素を
停止することである。これらの構成要素を停止することによって、モバイルデバイスの全
体的なユーザエクスペリエンス（user experience）を低減することなしにバッテリー電
力が節約される。停止され得る構成要素の一例は受信機である。
【０００５】
　[0005]　モバイルデバイスがセルブロードキャストサービス（ＣＢＳ：cell-broadcast
 service）を使用してショートメッセージサービス（ＳＭＳ）メッセージを受信している
とき、モバイルデバイスは、所望のセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージが紛失しな
いことを保証するために、一般にＣＢＳの持続時間全体にわたってオンである。いくつか
の構成では、ネットワークは、基地局がセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージのスケ
ジューリングをモバイルデバイスに通知する（ＣＢ不連続受信（ＣＢ－ＤＲＸ：CB disco
ntinuous reception）と呼ばれる）モードをサポートし得る。3GPP TS 23.041、「Techni
cal realization of Cell Broadcast Service」、および3GPP TS 44.012、「Short Messa
ge Service Cell Broadcast (SMSCB) support on the mobile radio interface」を参照
されたい。ただし、多くのネットワークはＣＢ－ＤＲＸをサポートしない。ＣＢ－ＤＲＸ
をサポートしないネットワーク中でＣＢメッセージを受信しながらモバイルデバイスの電
力消費量を低減することによって、利益が実現され得る。
【０００６】
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　[0006]　ワイヤレス通信システムがより広く展開されるようになるにつれて、利用可能
な無線アクセス技術（ＲＡＴ：radio access technology）の数も増加している。モバイ
ルデバイスの実現可能性とモビリティとを高めるために、モバイルデバイスは、２つ以上
の無線アクセス技術（ＲＡＴ）と通信すること（communicating with more than one rad
io access technology (RAT)）が可能であり得る。２つ以上の無線アクセス技術（ＲＡＴ
）と通信しながらセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージを受信するための方法の改善
によって利益が実現され得る。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]　セルブロードキャストメッセージ（cell broadcast messages）を受信するた
めの方法について説明する。本方法は、第１のセルと通信することを含む。本方法はまた
、第２のセルと通信することに切り替えることを含む。セルを切り替えた後に、セルブロ
ードキャストチャネル（a cell broadcast channel）を読み取る。本方法はさらに、専用
モード（a dedicated mode）からパケットアイドルモードに切り替えることを含む。専用
モードからパケットアイドルモードに切り替えた後にセルブロードキャストチャネルを１
回再び読み取る。
【０００８】
　[0008]　本方法はワイヤレス通信デバイスによって実行され得る。ワイヤレス通信デバ
イスは、１つまたは複数の加入者識別モジュールカードを使用し得る。第２のセルによっ
てセルブロードキャストスケジューリングメッセージがサポートされないことがある。セ
ルブロードキャストチャネルを読み取ることは、セルブロードキャストメッセージについ
てセルブロードキャストチャネルを探索することを含み得る。
【０００９】
　[0009]　また、セルブロードキャストメッセージを受信するための装置について説明す
る。本装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶さ
れた命令とを含む。命令は、第１のセルと通信するようにプロセッサによって実行可能で
ある。命令はまた、第２のセルと通信することに切り替えるようにプロセッサによって実
行可能である。命令はさらに、セルを切り替えた後にセルブロードキャストチャネルを読
み取るようにプロセッサによって実行可能である。命令はまた、専用モードからパケット
アイドルモードに切り替えるようにプロセッサによって実行可能である。命令はさらに、
専用モードからパケットアイドルモードに切り替えた後にセルブロードキャストチャネル
を１回再び読み取るようにプロセッサによって実行可能である。
【００１０】
　[0010]　セルブロードキャストメッセージを受信するための方法について説明する。セ
ルブロードキャストチャネルを読み取るためのトリガを受信する。ネットワークがセルブ
ロードキャストスケジューリングメッセージをサポートしないと判断する。セルブロード
キャストチャネルが読み取られるレート（rate）を低減する。低減されたレートでセルブ
ロードキャストチャネルを読み取る。
【００１１】
　[0011]　本方法はワイヤレス通信デバイスによって実行され得る。セルブロードキャス
トチャネルが読み取られるレートを低減することは、擬似スケジューリング情報（pseudo
 scheduling information）を使用することを含み得る。擬似スケジューリング情報は、
ページングチャネルよりも高い優先順位をセルブロードキャストチャネルに与え得る。擬
似スケジューリング情報は、スケジュールマップが満了するまでワイヤレス通信デバイス
がすべてのセルブロードキャストメッセージスロットを読み取るようなものであり得る（
may be such that）。
【００１２】
　[0012]　すべての所望のメッセージが読み取られたと判断し得る。本方法は、低減され
たレートでセルブロードキャストチャネルを再び読み取ることを中止することを含み得る
。
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【００１３】
　[0013]　また、セルブロードキャストメッセージを受信するための装置について説明す
る。本装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶さ
れた命令とを含む。命令は、セルブロードキャストチャネルを読み取るためのトリガを受
信するように実行可能である。命令はまた、ネットワークがセルブロードキャストスケジ
ューリングメッセージをサポートしないと判断するように実行可能である。命令はさらに
、セルブロードキャストチャネルが読み取られるレートを低減するように実行可能である
。命令はまた、低減されたレートでセルブロードキャストチャネルを再び読み取るように
実行可能である。
【００１４】
　[0014]　セルブロードキャストメッセージを受信するための方法について説明する。セ
ルブロードキャストチャネルを監視する。セルブロードキャストチャネル中で所望のメッ
セージが予想されるスロット（Slots where a desired message is expected in the cel
l broadcast channel）を計算する。計算されたスロットのみにおいてセルブロードキャ
ストチャネルを読み取る。
【００１５】
　[0015]　本方法はワイヤレス通信デバイスによって実行され得る。セルブロードキャス
トチャネルは、繰り返し数と周期性と最後のスロット番号とを取得するために連続走査時
間（a continuous scan time）の間監視され得る。繰り返しと周期性と最後のスロット番
号とは、所望のメッセージが予想されるスロットを計算するために使用され得る。いずれ
かの所望のメッセージについて予測スケジューリングが機能しなかった（predictive sch
eduling has failed）場合、セルブロードキャスト連続走査プロシージャ（a cell broad
cast continuous scan procedure）を実行し得る。
【００１６】
　[0016]　計算されたスロットのみにおいてセルブロードキャストチャネルを読み取るこ
とは、セルブロードキャスト予測走査プロシージャ（a cell broadcast predictive scan
 procedure）の一部であり得る。セルブロードキャスト予測走査プロシージャ中にリフレ
ッシュタイマー（a refresh timer）が満了した場合、セルブロードキャスト連続走査プ
ロシージャを実行し得る。本方法は、セルブロードキャストスケジューリング機構をサポ
ートしないネットワーク中で実行され得る。
【００１７】
　[0017]　セルブロードキャストチャネルを監視することは、連続走査タイマー（a cont
inuous scan timer）を開始することを含み得る。セルブロードキャストチャネルを監視
することはまた、すべてのセルブロードキャストメッセージスロットを読み取ることを含
み得る。セルブロードキャストチャネルを監視することはさらに、前のセルブロードキャ
ストチャネルスロット以降（since a previous cell broadcast channel slot）、メッセ
ージＩＤと更新数（an update number）とが変化したかどうかを判断することを含み得る
。
【００１８】
　[0018]　前のセルブロードキャストメッセージスロット以降、メッセージＩＤと更新数
とのうちの少なくとも１つが変化した場合、メッセージＩＤに対する繰り返し数を増分し
得る。連続走査タイマーが満了したとき、メッセージＩＤと、セルＩＤと、繰り返し数と
、最後のメッセージスロット番号と、計算された周期性とを記憶し得る。メッセージＩＤ
と、セルＩＤと、繰り返し数と、最後のメッセージスロット番号と、計算された周期性と
は、所望のメッセージが予想されるスロットを計算するために使用され得る。
【００１９】
　[0019]　セルブロードキャストメッセージを受信するための装置について説明する。本
装置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリと、メモリに記憶された命
令とを含む。命令は、セルブロードキャストチャネルを監視するようにプロセッサによっ
て実行可能である。命令はまた、セルブロードキャストチャネル中で所望のメッセージが
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予想されるメッセージスロットを計算するようにプロセッサによって実行可能である。命
令はさらに、計算されたメッセージスロットのみにおいてセルブロードキャストチャネル
を読み取るようにプロセッサによって実行可能である。
【００２０】
　[0020]　セルブロードキャストメッセージを受信するように構成された装置について説
明する。本装置は、第１のセルと通信するための手段を含む。本装置はまた、第２のセル
と通信することに切り替えるための手段を含む。本装置はさらに、セルを切り替えた後に
セルブロードキャストチャネルを読み取るための手段を含む。本装置はまた、専用モード
からパケットアイドルモードに切り替えるための手段を含む。本装置はさらに、専用モー
ドからパケットアイドルモードに切り替えた後にセルブロードキャストチャネルを１回再
び読み取るための手段を含む。
【００２１】
　[0021]　また、セルブロードキャストメッセージを受信するためのコンピュータプログ
ラム製品について説明する。コンピュータプログラム製品は、命令をその上に有する非一
時的コンピュータ可読媒体を含む。命令は、第１のセルと通信することをワイヤレスデバ
イスに行わせるためのコードを含む。命令はまた、第２のセルと通信することに切り替え
ることをワイヤレスデバイスに行わせるためのコードを含む。命令はさらに、セルを切り
替えた後にセルブロードキャストチャネルを読み取ることをワイヤレスデバイスに行わせ
るためのコードを含む。命令はまた、専用モードからパケットアイドルモードに切り替え
ることをワイヤレスデバイスに行わせるためのコードを含む。命令はさらに、専用モード
からパケットアイドルモードに切り替えた後にセルブロードキャストチャネルを１回再び
読み取ることをワイヤレスデバイスに行わせるためのコードを含む。
【００２２】
　[0022]　セルブロードキャストメッセージを受信するように構成された装置について説
明する。本装置は、セルブロードキャストチャネルを監視するための手段を含む。本装置
はまた、セルブロードキャストチャネル中で所望のメッセージが予想されるスロットを計
算するための手段を含む。本装置はさらに、計算されたスロットのみにおいてセルブロー
ドキャストチャネルを読み取るための手段を含む。
【００２３】
　[0023]　また、セルブロードキャストメッセージを受信するためのコンピュータプログ
ラム製品について説明する。コンピュータプログラム製品は、命令をその上に有する非一
時的コンピュータ可読媒体を含む。命令は、セルブロードキャストチャネルを監視するこ
とをワイヤレスデバイスに行わせるためのコードを含む。命令はまた、セルブロードキャ
ストチャネル中で所望のメッセージが予想されるメッセージスロットを計算することをワ
イヤレスデバイスに行わせるためのコードを含む。命令はさらに、計算されたメッセージ
スロットのみにおいてセルブロードキャストチャネルを読み取ることをワイヤレスデバイ
スに行わせるためのコードを含む。
【００２４】
　[0024]　セルブロードキャストメッセージを受信するように構成されたワイヤレスデバ
イスについて説明する。ワイヤレスデバイスは、セルブロードキャストチャネルを監視す
るための手段を含む。ワイヤレスデバイスはまた、セルブロードキャストチャネル中で所
望のメッセージが予想されるメッセージスロットを計算するための手段を含む。ワイヤレ
スデバイスはさらに、計算されたメッセージスロットのみにおいてセルブロードキャスト
チャネルを読み取るための手段を含む。
【００２５】
　[0025]　また、セルブロードキャストメッセージを受信するためのコンピュータプログ
ラム製品について説明する。コンピュータプログラム製品は、命令をその上に有する非一
時的コンピュータ可読媒体を含む。命令は、セルブロードキャストチャネルを監視するこ
とをワイヤレスデバイスに行わせるためのコードを含む。命令はまた、セルブロードキャ
ストチャネル中で所望のメッセージが予想されるメッセージスロットを計算することをワ
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イヤレスデバイスに行わせるためのコードを含む。命令はさらに、計算されたメッセージ
スロットのみにおいてセルブロードキャストチャネルを読み取ることをワイヤレスデバイ
スに行わせるためのコードを含む。
【００２６】
　[0026]　本発明の特定の例示的な実施形態の以下の説明を添付の図と併せて検討すれば
、当業者には、本発明の他の態様、特徴、および実施形態が明らかになろう。本発明の特
徴が、以下のいくつかの実施形態および図に関連して説明され得るが、本発明のすべての
実施形態は、本明細書で説明する有利な特徴のうちの１つまたは複数を含むことができる
。言い換えれば、１つまたは複数の実施形態が、いくつかの有利な特徴を有するものとし
て説明され得るが、そのような特徴のうちの１つまたは複数は、本明細書で説明する本発
明の様々な実施形態に従っても使用され得る。同様に、例示的な実施形態が、以下ではデ
バイス、システム、または方法の実施形態として説明され得るが、そのような例示的な実
施形態は、様々なデバイス、システム、および方法で実装され得ることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】[0027]　本発明のいくつかの実施形態による、複数のワイヤレスデバイスをもつ
ワイヤレス通信システムを示す図。
【図２】[0028]　本発明のいくつかの実施形態による、ＳＤＣＣＨ／４へのセルブロード
キャストチャネル（ＣＢＣＨ）マッピングを示すブロック図。
【図３】[0029]　本発明のいくつかの実施形態による、ＳＤＣＣＨ／８へのセルブロード
キャストチャネル（ＣＢＣＨ）マッピングを示すブロック図。
【図４】[0030]　本発明のいくつかの実施形態による、セルブロードキャスト（ＣＢ）メ
ッセージの構造を示すブロック図。
【図５】[0031]　本発明のいくつかの実施形態による、セルブロードキャスト（ＣＢ）メ
ッセージの受信を最適化するための方法の流れ図。
【図６】[0032]　本発明のいくつかの実施形態による、セルブロードキャスト（ＣＢ）メ
ッセージの受信を最適化するための別の方法の流れ図。
【図７】[0033]　本発明のいくつかの実施形態による、ネットワークがセルブロードキャ
ストスケジューリングメッセージを送っていないと判断した後に擬似スケジューリングが
実装される、ワイヤレス通信デバイスとネットワークとの間のデータフローを示す図。
【図８】[0034]　本発明のいくつかの実施形態による、擬似スケジューリングが周期的に
更新される（renewed）、ワイヤレス通信デバイスとネットワークとの間のデータフロー
を示す図。
【図９】[0035]　本発明のいくつかの実施形態による、擬似スケジューリングを実装する
ワイヤレス通信デバイス上のデータフローを示す図。
【図１０】[0036]　本発明のいくつかの実施形態による、擬似スケジューリングを実装す
るワイヤレス通信デバイス上のデータフローを同じく示す図。
【図１１】[0037]　本発明のいくつかの実施形態による、セルブロードキャスト（ＣＢ）
メッセージを受信するための方法の流れ図。
【図１２】[0038]　本発明のいくつかの実施形態による、セルブロードキャスト（ＣＢ）
連続走査プロシージャを使用してセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージを受信するた
めの方法の流れ図。
【図１３】[0039]　本発明のいくつかの実施形態による、予測セルブロードキャスト不連
続受信（ＣＢ－ＤＲＸ）走査プロシージャを実行するための方法の流れ図。
【図１４】[0040]　いくつかの実施形態による、本発明のワイヤレス通信デバイス内に含
まれ得るいくつかの構成要素を示す図。
【詳細な説明】
【００２８】
　[0041]　図１に、複数のワイヤレスデバイスをもつワイヤレス通信システム１００を示
す。ワイヤレス通信システム１００は、ボイス、データなど、様々なタイプの通信コンテ
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ンツを提供するために広く展開されている。ワイヤレスデバイスは、基地局１０２または
ワイヤレス通信デバイス１０４であり得る。
【００２９】
　[0042]　基地局１０２は、１つまたは複数のワイヤレス通信デバイス１０４と通信する
ことができる。基地局１０２は、アクセスポイント、ブロードキャスト送信機、ノードＢ
、発展型ノードＢなどと呼ばれることもあり、それらの機能の一部または全部を含み得る
。本明細書では「基地局」という用語を使用する。各基地局１０２は、特定の地理的エリ
アに通信カバレージを与える。基地局１０２は、１つまたは複数のワイヤレス通信デバイ
ス１０４に通信カバレージを与え得る。「セル」という用語は、この用語が使用されるコ
ンテキストに応じて基地局１０２および／またはそれのカバレージエリアを指すことがで
きる。
【００３０】
　[0043]　ワイヤレス通信システム１００（たとえば、多元接続システム）における通信
は、ワイヤレスリンクを介した送信によって達成され得る。そのような通信リンクは、単
入力単出力（ＳＩＳＯ）、多入力単出力（ＭＩＳＯ）、または多入力多出力（ＭＩＭＯ）
システムを介して確立され得る。ＭＩＭＯシステムは、それぞれ、データ伝送のための複
数（ＮT）個の送信アンテナと複数（ＮR）個の受信アンテナとを装備した、（１つまたは
複数の）送信機と（１つまたは複数の）受信機とを含む。ＳＩＳＯシステムおよびＭＩＳ
Ｏシステムは、ＭＩＭＯシステムの特定の例である。複数の送信アンテナおよび受信アン
テナによって生成された追加の次元数（dimensionalities）が利用された場合、ＭＩＭＯ
システムは、改善されたパフォーマンス（たとえば、より高いスループット、より大きい
容量、または改善された信頼性）を与えることができる。
【００３１】
　[0044]　ワイヤレス通信システム１００はＭＩＭＯを利用し得る。ＭＩＭＯシステムは
、時分割複信（ＴＤＤ）システムと周波数分割複信（ＦＤＤ）システムの両方をサポート
し得る。ＴＤＤシステムでは、アップリンク送信とダウンリンク送信とが同じ周波数領域
上で行われるので、相反定理（reciprocity principle）によりアップリンクチャネルか
らのダウンリンクチャネルの推定が可能である。これにより、送信ワイヤレスデバイスは
、その送信ワイヤレスデバイスが受信した通信から送信ビームフォーミング利得を抽出す
ることが可能になる。
【００３２】
　[0045]　ワイヤレス通信システム１００は、利用可能なシステムリソース（たとえば、
帯域幅および送信電力）を共有することによって複数のワイヤレス通信デバイス１０４と
の通信をサポートすることが可能な多元接続システムであり得る。そのような多元接続シ
ステムの例には、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、広帯域符号分割多元接続（Ｗ
－ＣＤＭＡ）（登録商標）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割
多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シン
グルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、第３世代パートナーシッ
プ・プロジェクト（3rd Generation Partnership Project）（３ＧＰＰ）ロング・ターム
・エボリューション（Long Term Evolution）（ＬＴＥ）システム、および空間分割多元
接続（ＳＤＭＡ）システムがある。
【００３３】
　[0046]　「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば互換的に使用さ
れる。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス（Universal Terrestria
l Radio Access）（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲ
Ａは、Ｗ－ＣＤＭＡと低チップレート（ＬＣＲ）とを含み、ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－
２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＴＤＭＡネットワークは、
移動通信のためのグローバルシステム（Global System for Mobile Communications）（
ＧＳＭ）（登録商標）などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡネットワークは、発展型
ＵＴＲＡ（Evolved UTRA）（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．
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１６、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭＡなどの無線技術を実装し得る。Ｕ
ＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、およびＧＳＭは、ユニバーサル・モバイル通信システム（Univer
sal Mobile Telecommunication System）（ＵＭＴＳ）の一部である。ロング・ターム・
エボリューション（Long Term Evolution）（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭ
ＴＳのリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳＭ、ＵＭＴＳおよびロング・ター
ム・エボリューション（Long Term Evolution）（ＬＴＥ）は、「第３世代パートナーシ
ップ・プロジェクト（3rd Generation Partnership Project）」（３ＧＰＰ）と称する団
体からの文書に記載されている。ｃｄｍａ２０００は、「第３世代パートナーシップ・プ
ロジェクト２（3rd Generation Partnership Project 2）」（３ＧＰＰ２）と称する団体
からの文書に記載されている。
【００３４】
　[0047]　ワイヤレス通信デバイス１０４は、端末、アクセス端末、ユーザ機器（ＵＥ）
、加入者ユニット、局などと呼ばれることもあり、それらの機能の一部または全部を含み
得る。ワイヤレス通信デバイス１０４は、セルラーフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワ
イヤレスデバイス、ワイヤレスモデム、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュー
タなどであり得る。
【００３５】
　[0048]　ワイヤレス通信デバイス１０４は、所与の瞬間において、ダウンリンク１０６
ａ～ｂおよび／またはアップリンク１０８ａ～ｂ上で０、１つ、または複数の基地局１０
２と通信し得る。ダウンリンク１０６（または順方向リンク）は、基地局１０２からワイ
ヤレス通信デバイス１０４への通信リンクを指し、アップリンク１０８（または逆方向リ
ンク）は、ワイヤレス通信デバイス１０４から基地局１０２への通信リンクを指す。
【００３６】
　[0049]　本発明の実施形態では、ワイヤレス通信デバイス１０４は、第１の無線アクセ
ス技術（ＲＡＴ）１１２ａの一部としての第１の基地局１０２ａ、および第２の無線アク
セス技術（ＲＡＴ）１１２ｂの一部としての第２の基地局１０２ｂと通信することが可能
であり得る。無線アクセス技術（ＲＡＴ）１１２の例には、移動通信のためのグローバル
システム（Global System for Mobile Communications）（ＧＳＭ）、（ｃｄｍａ２００
０　１ｘとしても知られる）１ｘ、高データレート（ＨＤＲ）、Ｗ－ＣＤＭＡ、およびロ
ング・ターム・エボリューション（Long Term Evolution）（ＬＴＥ）がある。ワイヤレ
ス通信デバイス１０４は、２つの無線アクセス技術（ＲＡＴ）１１２と通信するためにデ
ュアルＳＩＭデュアルスタンバイ（ＤＳＤＳ：dual SIM dual standby）を使用し得る。
デュアルＳＩＭデュアルスタンバイ（ＤＳＤＳ）では、ワイヤレス通信デバイス１０４は
２つの加入者識別モジュール（ＳＩＭ）カードを有する。しかしながら、ワイヤレス通信
デバイス１０４は、ＳＩＭカードを使用するように要求されない。したがって、デュアル
ＳＩＭデュアルスタンバイ（ＤＳＤＳ）を使用するワイヤレス通信デバイス１０４は、２
つ以上の無線アクセス技術（ＲＡＴ）１１２を使用して通信することが可能である任意の
ワイヤレス通信デバイス１０４であり得る。デュアルＳＩＭデュアルスタンバイ（ＤＳＤ
Ｓ）は、中国、インド、東南アジア、ラテンアメリカ、および他のマーケットにおいて普
及している機能である。
【００３７】
　[0050]　ワイヤレス通信デバイス１０４は、無線アクセス技術（ＲＡＴ）１１２の異な
る組合せと通信し得る。たとえば、ワイヤレス通信デバイス１０４は、移動通信のための
グローバルシステム（Global System for Mobile Communications）（ＧＳＭ）無線アク
セス技術（ＲＡＴ）１１２と１ｘ無線アクセス技術（ＲＡＴ）１１２の両方、移動通信の
ためのグローバルシステム（Global System for Mobile Communications）（ＧＳＭ）無
線アクセス技術（ＲＡＴ）１１２と高データレート（ＨＤＲ）無線アクセス技術（ＲＡＴ
）１１２の両方、または１ｘ無線アクセス技術（ＲＡＴ）１１２と高データレート（ＨＤ
Ｒ）無線アクセス技術（ＲＡＴ）１１２の両方と通信することが可能であり得る。
【００３８】
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　[0051]　デュアルＳＩＭデュアルスタンバイ（ＤＳＤＳ）を利用するマーケットにおい
て競争できるために、ワイヤレス通信デバイス１０４は、最適な電力消費量と、より低い
ハードウェアコストとを有する必要があり得る。たとえば、より高い電力消費量とデュア
ル受信機とを有するワイヤレス通信デバイス１０４は、デュアルＳＩＭデュアルスタンバ
イ（ＤＳＤＳ）マーケットでは競争することが不可能であり得る。したがって、デュアル
ＳＩＭデュアルスタンバイ（ＤＳＤＳ）ワイヤレス通信デバイス１０４のハードウェアコ
ストと電力消費量とを低減することが望ましい。
【００３９】
　[0052]　ワイヤレス通信デバイス１０４が、デュアルＳＩＭモードにある間にセルブロ
ードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）とページングチャネル（ＰＣＨ）とを読み取っている
とき、より短いページングスケジュールに起因して、より高いレートの衝突が生じ得る。
このより高いレートの衝突は、一実装形態では、ワイヤレス通信デバイス１０４が紛失す
るセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージの数の増加をもたらし得る。セルブロードキ
ャスト（ＣＢ）メッセージはセルブロードキャストショートメッセージサービス（ＣＢ－
ＳＭＳ）メッセージと呼ばれることもある。別の実装形態では、より高いレートの衝突は
、ワイヤレス通信デバイス１０４が紛失するページングチャネル（ＰＣＨ）メッセージの
数の増加をもたらし得る。したがって、紛失または欠落するセルブロードキャスト（ＣＢ
）メッセージの数を最小限に抑えるようにワイヤレス通信デバイス１０４の能力を高める
ことが大いに望ましい。
【００４０】
　[0053]　セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージの受信を最適化するために、ワイヤ
レス通信デバイス１０４は、セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）読取り頻度（re
ading frequency）１３３を低減し得る。これは、ワイヤレス通信デバイス１０４中のセ
ルブロードキャスト（ＣＢ）タスクによって行われ得る。ワイヤレス通信デバイス１０４
中のセルブロードキャスト（ＣＢ）タスクは、セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ
中にいくつのページが含まれるかを知り得る。ネットワークがセルブロードキャストスケ
ジューリングを使用しない場合、セルブロードキャスト（ＣＢ）タスクは擬似スケジュー
リング手法を使用することができる。
【００４１】
　[0054]　ワイヤレス通信デバイス１０４はまた、セルブロードキャストチャネル（ＣＢ
ＣＨ）がページングチャネル（ＰＣＨ）と衝突する場合、セルブロードキャストチャネル
（ＣＢＣＨ）読取りの優先順位１３５を上げ得る。ワイヤレス通信デバイス１０４中のＧ
ＥＲＡＮ論理レイヤ（Ｌ１）が、これを行うための最良の場所であり得る。デュアルＳＩ
Ｍワイヤレス通信デバイス１０４では、無線の使用を必要とするアクティビティ（たとえ
ば、ブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）の読取り、ページングチャネル（ＰＣＨ
）の読取り、ボイス呼、データ呼）は、優先順位１３５を与えられる。２つの無線アクセ
ス技術（ＲＡＴ）コントローラ１１０ａ～ｂが同時に無線の使用を必要とするとき、どち
らの無線アクセス技術（ＲＡＴ）コントローラ１１０ａ～ｂが無線を使用するようになる
かを判断するために、優先順位１３５が使用され得る。通常、ページングチャネル（ＰＣ
Ｈ）の読取りがより高い優先順位を得るが、擬似スケジューリングの場合、セルブロード
キャストチャネル（ＣＢＣＨ）読取りははるかに低いレート（すなわち、３０秒ごとに１
回）で行われるが、ページングチャネル（ＰＣＨ）読取りははるかに頻繁に生じるので、
セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）はより高い優先順位が与えられる。セルブロ
ードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）読取りの上げられた優先順位１３５の使用と、セルブ
ロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）読取り頻度１３３を低減することとを組み合わせる
ことにより、紛失したページングチャネル（ＰＣＨ）ブロックの数が最小限に抑えられな
がら、セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）の読取りに起因する追加の電力消費も
最小限に抑えられ得る。
【００４２】
　[0055]　一構成では、ワイヤレス通信デバイス１０４は、セル上での第１のキャンピン
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グ時のみに（only upon first camping on a cell）セルブロードキャストチャネル（Ｃ
ＢＣＨ）読取りを実行し得る。これにより、紛失したページングチャネル（ＰＣＨ）ブロ
ックの数が低減されながら、セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）の読取りに起因
する電力消費も最小限に抑えられ得る。これは、すべてのマーケットまたは他のネットワ
ーク環境にとって好適であるとは限らないので、１つの構成可能なオプションであり得る
。
【００４３】
　[0056]　ワイヤレス通信ネットワーク１００がセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣ
Ｈ）の使用をサポートする場合、基地局１０２は、セルブロードキャストチャネル（ＣＢ
ＣＨ）上で１．８８秒（８＊５１マルチフレーム（8*51 multiframes））ごとにセルブロ
ードキャスト（ＣＢ）ページをブロードキャストし得る。ワイヤレス通信デバイス１０４
が２つ以上のサブスクリプションの同時スタンバイをサポートする場合、１つのサブスク
リプションによるセルブロードキャスト（ＣＢ）受信と、別のサブスクリプションのペー
ジ読取りとの間に衝突が生じる確率が高くなり得る。したがって、ページングチャネル（
ＰＣＨ）読取りとセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）読取りとの間にトレードオ
フがある。ページングチャネル（ＰＣＨ）読取りが紛失したサブスクリプションについて
、そのサブスクリプションは、衝突によりアウトオブサービスになり（go out of servic
e）得る。また、２つのサブスクリプションが同じネットワークにキャンプオンした場合
、セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）の読取りが生じないことがある可能性があ
る。
【００４４】
　[0057]　本発明の実施形態では、ワイヤレス通信ネットワーク１００は、セルブロード
キャスト（ＣＢ）メッセージの不連続受信（discontinuous reception）（ＤＲＸ）をサ
ポートし得る。セルブロードキャスト（ＣＢ）不連続受信（ＣＢ－ＤＲＸ）において、基
地局１０２は、セルブロードキャスト（ＣＢ）スケジュールメッセージをブロードキャス
トすることによって、どのセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージがいつブロードキャ
ストされるかをワイヤレス通信デバイス１０４にシグナリングし得る。したがって、ＣＢ
－ＤＲＸにより、ワイヤレス通信デバイス１０４は、ワイヤレス通信デバイス１０４によ
って所望されたセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージを基地局１０２がブロードキャ
ストしていない期間中に、ワイヤレス通信デバイス１０４上の受信機を電源切断する（po
wer down）ことが可能になる。しかしながら、多くのネットワークはＣＢ－ＤＲＸモード
をサポートしない。ネットワークがＣＢ－ＤＲＸモードをサポートしない場合、ワイヤレ
ス通信デバイス１０４は、所望のメッセージを取得するために８＊５１マルチフレームの
レートであらゆるセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）スロットを復号しなければ
ならなくなり、その結果、ワイヤレス通信デバイス１０４による電力消費量が増加し得る
。
【００４５】
　[0058]　ＣＢ－ＤＲＸモードをサポートしないネットワークにおいてワイヤレス通信デ
バイス１０４による電力消費量を低減するために、ワイヤレス通信デバイス１０４は、セ
ルブロードキャスト（ＣＢ）予測走査モジュール１１４を含み得る。セルブロードキャス
ト（ＣＢ）予測走査モジュール１１４により、ワイヤレス通信デバイス１０４は、基地局
１０２がいつ所望のメッセージをブロードキャストする可能性があるかを予測することが
可能になり、それにより、所望のメッセージがブロードキャストされない期間中にワイヤ
レス通信デバイス１０４が電源切断し、それによってバッテリー電力を節約することが可
能になり得る。また、セルブロードキャスト（ＣＢ）予測走査モジュール１１４の使用に
より、マルチサブスクリプション（multi-subscription）ワイヤレス通信デバイス１０４
におけるページ受信とセルブロードキャスト（ＣＢ）受信との間の衝突が最小限に抑えら
れる。
【００４６】
　[0059]　セルブロードキャスト（ＣＢ）予測走査モジュール１１４はリフレッシュタイ
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マー１１６を含み得る。セルブロードキャスト（ＣＢ）予測走査モジュールが予測ＣＢ－
ＤＲＸモードに入るとき、ワイヤレス通信デバイス１０４はリフレッシュタイマー１１６
を開始し得る。リフレッシュタイマー１１６が満了したとき、ワイヤレス通信デバイス１
０４は、予測ＣＢ－ＤＲＸモードを抜けてセルブロードキャスト（ＣＢ）予測走査モジュ
ール１１４の設定をリフレッシュし得る。セルブロードキャスト（ＣＢ）予測走査モジュ
ール１１４の設定を周期的にリフレッシュすることにより、基地局１０２が所望のメッセ
ージをブロードキャストするパターンを変更したときに所望のメッセージが紛失する可能
性が低減され得る。
【００４７】
　[0060]　セルブロードキャスト（ＣＢ）予測走査モジュール１１４はまた、連続走査タ
イマー１１８を含み得る。予測ＣＢ－ＤＲＸモードに入るより前に、ワイヤレス通信デバ
イス１０４は、セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージの連続走査を実行して、ネット
ワークによってどのセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージがブロードキャストされる
か、およびこれらのセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージがどのように繰り返される
かを判断し得る。連続走査中に、ワイヤレス通信デバイス１０４は、所望のメッセージの
繰り返し数１２０と、メッセージＩＤ１２２と、セルＩＤ１２４と、周期性１２８とを判
断し得る。連続走査は、連続走査タイマー１１８が満了するまで実行され得る。連続走査
タイマー１１８が満了すると、セルブロードキャスト（ＣＢ）予測走査モジュール１１４
はまた、所望の１つまたは複数のメッセージがそれにおいて受信された最後のスロット番
号１２６を判断し得る。連続走査中に、セルブロードキャスト（ＣＢ）予測走査モジュー
ル１１４が新しいメッセージＩＤ１２２を検出したときはいつでも、それぞれのカウント
パラメータは増分され得る。メッセージＩＤ１２２が何回繰り返されたかを計数するため
に、および、それのセルブロードキャスト（ＣＢ）スロット中で、メッセージＩＤ１２２
に対応するメッセージがそれにおいて何回送られたかを計数するために、メッセージＩＤ
１２２ごとに１つのカウンタがあり得る。連続走査は、持続時間Ｍ×Ｎスロットのウィン
ドウにわたって行われ得、ただし、Ｍは、異なるメッセージＩＤ１２２を有することにな
るメッセージの数であり、Ｎは４９個のスロットの倍数である。ネットワークがＣＢ－Ｄ
ＲＸモードをサポートする場合、４９の値が、ネットワークによって与えられるスケジュ
ール情報の最大持続時間であるので、この４９の値がＮのために選択されている。一例と
して、異なるメッセージＩＤ１２２を有することになるメッセージの数が３であり（すな
わち、セルブロードキャスト（ＣＢ）予測走査モジュール１１４によって３つの異なる所
望のメッセージが観察され）、３＊４９スロットの倍数が使用される場合、連続走査タイ
マー１１８のスロットの数は３＊３＊４９＝４４１になり得る。言い換えれば、４４１個
の連続スロットが連続走査モード中に検査され得る。
【００４８】
　[0061]　セルブロードキャスト（ＣＢ）予測走査モジュール１１４は、同じメッセージ
ＩＤ１２２の連続繰り返しの数１２０を判断し得る。本発明の実施形態では、繰り返し数
１２０と、メッセージＩＤ１２２と、セルＩＤ１２４と、周期性１２８と、最後のスロッ
ト番号１２６とが、予測ＣＢ－ＤＲＸモード走査プロシージャの設定であり得る。したが
って、セルブロードキャスト（ＣＢ）予測走査モジュール１１４は、繰り返し数１２０と
、メッセージＩＤ１２２と、セルＩＤ１２４と、周期性１２８と、最後のスロット番号１
２６とを使用して、基地局１０２がいつ所望のメッセージをブロードキャストする可能性
があるかを予測し得る。言い換えれば、予測ＣＢ－ＤＲＸモードにあるとき、ワイヤレス
通信デバイス１０４は、所望のメッセージがブロードキャストされると予測されたスロッ
トのみを読み取り得る。
【００４９】
　[0062]　セルブロードキャスト（ＣＢ）予測走査モジュール１１４は、有効なデータメ
ッセージスロットを予測し、それらの有効なデータメッセージスロット中にセルブロード
キャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取るようにワイヤレス通信デバイス１０４を適応さ
せ得る。適応手法は、８＊５１マルチフレームの整数倍に向けられ（fall onto）得る。
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ワイヤレス通信デバイス１０４が、ネットワークによってブロードキャストされたセルブ
ロードキャスト（ＣＢ）メッセージを追跡するとき、セルブロードキャスト（ＣＢ）予測
走査モジュール１１４は、ワイヤレス通信デバイス１０４の電力消費量を著しく低減し得
る。最近の研究は、セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージが頻繁に変化しない（たと
えば、メッセージＩＤ１２２と更新数１２９とがほぼ一定である（fairly constant））
ことを示している。
【００５０】
　[0063]　あらゆるセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージはメッセージシーケンス番
号を与えられる。メッセージＩＤ１２２とメッセージシーケンス番号との組合せにより、
各メッセージは一意になる。メッセージシーケンス番号が変化した場合、それは、メッセ
ージコンテンツが変化しており、ワイヤレス通信デバイス１０４がこのメッセージを再び
読み取らなければならないことを意味する。更新数１２９は通し番号（serial number）
の一部である。古いメッセージが更新される必要がある場合、ネットワークによって更新
数１２９が増分され得る。ワイヤレス通信デバイス１０４は、そのような場合、古いメッ
セージを新しいメッセージに置き換え得る。
【００５１】
　[0064]　セルブロードキャスト（ＣＢ）予測走査モジュール１１４の使用により、１つ
のサブスクリプションがセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取り、別のサ
ブスクリプションがページングチャネル（ＰＣＨ）を読み取るときの、マルチＳＩＭデバ
イスにおける衝突の確率（probability of collisions）が低減し得る。ただし、ネット
ワークがセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージを頻繁に更新する場合、ごくわずかな
電力節約しか達成され得ない。さらに、周期性１２８が一定でない場合、ごくわずかな電
力節約しか達成され得ない。この場合、セルブロードキャスト（ＣＢ）予測走査モジュー
ル１１４は頻繁に連続走査モードに戻り得る。とはいえ、予測ＣＢ－ＤＲＸモード走査プ
ロシージャの使用により、非ＤＲＸモードと比較して電力消費量の低減がもたらされ得る
。
【００５２】
　[0065]　図２は、ＳＤＣＣＨ／４へのセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）マッ
ピング２３２を示すブロック図である。基本セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）
（cell broadcast channel (CBCH) basic）および拡張セルブロードキャストチャネル（
ＣＢＣＨ）（cell broadcast channel (CBCH) extended）という、本仕様において定義さ
れている２つのセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）がある。基本セルブロードキ
ャストチャネル（ＣＢＣＨ）と拡張セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）の両方は
、５１マルチフレーム２３０内の同じフレームを占有する。ただし、基本セルブロードキ
ャストチャネル（ＣＢＣＨ）は、ＴＣ＝０、１、２および３である５１マルチフレーム２
３０（51-multiframes 230 with TC = 0, 1, 2 and 3）を使用するが、拡張セルブロード
キャストチャネル（ＣＢＣＨ）は、ＴＣ＝４、５、６および７である５１マルチフレーム
２３０を使用する。
【００５３】
　[0066]　ＴＣは、５１マルチフレーム２３０の数を計数するモジュロ８カウンタ（a mo
dulo 8 counter）である。ＴＣ＝ｍｏｄ（ｉｎｔ（ＦＮ／５１），８）であり、ただし、
ＦＮはフレーム番号である。たとえば、フレーム番号０～５０ではＴＣ＝０であり、フレ
ーム番号５１～１０１ではＴＣ＝１であり、フレーム番号１０２～１５２ではＴＣ＝２で
あり、フレーム番号１５３～２０３ではＴＣ＝３であり、フレーム番号２０４～２５４で
はＴＣ＝４であり、フレーム番号２５５～３０５ではＴＣ＝５であり、フレーム番号３０
６～３５６ではＴＣ＝６であり、フレーム番号３５７～４０７ではＴＣ＝７である。次い
で、これが繰り返され、したがって、フレーム番号４０８～４５８ではＴＣ＝０である。
したがって、１つのＴＣサイクルは４０８個のフレームを有する。各セルブロードキャス
ト（ＣＢ）メッセージは１つまたは複数のＴＣサイクル上で送られ得る。
【００５４】
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　[0067]　すべてのワイヤレス通信デバイス１０４は、基本セルブロードキャストチャネ
ル（ＣＢＣＨ）を読み取ることが予想される（これがＧＳＭ対応デバイス（GSM capable 
devices）では必須である）。しかしながら、拡張セルブロードキャストチャネル（ＣＢ
ＣＨ）の読取りは随意である。ネットワークにとって、基本セルブロードキャストチャネ
ル（ＣＢＣＨ）と拡張セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）の両方が随意である。
ネットワークがセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）をサポートする場合、ワイヤ
レス通信デバイス１０４はこのチャネルのみをサポートするように規定されて（mandated
）いるので、ネットワークは、概して、基本セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）
をサポートし得る。ネットワークは、拡張セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）も
随意にサポートし得るが、ネットワークは、拡張セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣ
Ｈ）を読み取るためにワイヤレス通信デバイス１０４に依存することができない。
【００５５】
　[0068]　これらの２つのセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）は並列チャネルと
見なされる。ネットワークは、１つのセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）上で完
全なセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージをブロードキャストしなければならない。
ネットワークは、１つのセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）上でセルブロードキ
ャスト（ＣＢ）メッセージの一部を送り、別のセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ
）上でそのセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージの一部を送ることができない。ネッ
トワークは、両方のセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）上で同じメッセージを繰
り返すか、または各セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）上で異なるメッセージを
送り得る。
【００５６】
　[0069]　セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）は、ＳＤＣＣＨ／８およびＳＤＣ
ＣＨ／４という２つの可能なフォーマットを使用して物理チャネルにマッピングされ得、
ＳＤＣＣＨはスタンドアロン専用制御チャネル（stand-alone dedicated control channe
l）を指す。ＳＤＣＣＨ／８については、図３に関して以下でさらに詳細に説明する。Ｓ
ＤＣＣＨ／４マッピングフォーマットは、ネットワークが複合共通制御チャネル（a comb
ined common control channel）（ＣＣＣＨ）＋ＳＤＣＣＨを展開するときに使用され得
る。ＳＤＣＣＨ／８マッピングフォーマットは、非複合共通制御チャネル（a non-combin
ed common control channel）（ＣＣＣＨ）とともに使用される。
【００５７】
　[0070]　セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）がＳＤＣＣＨ／４にマッピングさ
れたとき、ネットワークは、セル中で複合ＣＣＣＨ＋ＳＤＣＣＨを使用している。したが
って、セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）は、ブロードキャスト制御チャネル（
ＢＣＣＨ）と同じ周波数およびタイムスロットを使用する。この場合、セルブロードキャ
ストチャネル（ＣＢＣＨ）は、ブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）またはページ
ングチャネル（ＰＣＨ）ブロックと衝突しない。１つの５１マルチフレーム２３０内に最
高３つのページング機会しかないので、ＳＤＣＣＨ／４マッピングの使用は、地方のまた
は人口密度が低いエリアにおいて利用される可能性が最も高い。この理由は、５１マルチ
フレーム２３０の半分が、音声用にではなく、専用接続シグナリングのみのために使用さ
れるからである。シグナリング接続は、登録、定期的更新、ショートメッセージサービス
（ＳＭＳ）などのために必要とされる。セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）は、
したがって、５１マルチフレーム２３０内のマルチフレーム３２、３３、３４および３５
にマッピングされる。これは仕様によって固定されている。
【００５８】
　[0071]　図３は、ＳＤＣＣＨ／８へのセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）マッ
ピングを示すブロック図である。この場合、セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）
は、ブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）または共通制御チャネル（ＣＣＣＨ）と
は異なる物理チャネルにマッピングされる。仕様により、セルブロードキャストチャネル
（ＣＢＣＨ）は任意の周波数にマッピングされることが可能になるが、ブロードキャスト
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制御チャネル（ＢＣＣＨ）キャリア上で、しかし異なるタイムスロットを使用してセルブ
ロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を物理チャネルにマッピングするほうが、はるかに
より最適である。
【００５９】
　[0072]　図３に示されている２つの異なる５１マルチフレーム３３０ａ～ｂがある。一
方のマルチフレーム３３０ａは、すべての共通制御チャネル（セルブロードキャストチャ
ネル（ＣＢＣＨ）を除く、ブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）、ページングチャ
ネル（ＰＣＨ）、アクセスグラントチャネル（access grant channel）（ＡＧＣＨ）、ラ
ンダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）など）のために専用である。ブロードキャスト制御
チャネル（ＢＣＣＨ）は常にタイムスロット０上にあるが、ページングチャネル（ＰＣＨ
）、アクセスグラントチャネル（ＡＧＣＨ）およびランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ
）は、タイムスロット０、または０と２の両方、または０、２および４、または０、２、
４および６上にあり得る。他方の５１マルチフレーム３３０ｂは、セルブロードキャスト
チャネル（ＣＢＣＨ）のみのために確保された１つのタイムスロット上に４つの無線フレ
ームを有する。
【００６０】
　[0073]　図４は、セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６の構造を示すブロッ
ク図である。上記で説明したように、セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６は
、セルブロードキャストショートメッセージサービス（ＣＢ－ＳＭＳ）メッセージと呼ば
れることもある。各セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６は最高１２３０オク
テット長（1230 octets long）であり得る。セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４
３６は最高１５個のページに分割され（split）得、各ページは、ユーザデータの８２オ
クテットの最大サイズを有する。セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６の各ペ
ージは、次いで、セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）上の４つの連続する無線ブ
ロック中で送られ得る。
【００６１】
　[0074]　セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６の各ページはページヘッダを
含む。ページヘッダは、通し番号と、メッセージ識別子と、データコーディング方式と、
ページの総数と、ページ番号と後続のセルブロードキャスト（ＣＢ）ショートメッセージ
サービス（ＳＭＳ）セグメントを含む。各ページは最高４つの無線ブロックに分割され得
、各無線ブロックは、（ブロック番号と、それがページの最後のブロックであるかどうか
とを示す）ブロックヘッダを含む。第１の無線ブロックは常にページヘッダを含むので、
ワイヤレス通信デバイス１０４は、このブロックを読み取って、残りの３つの無線ブロッ
クが読み取られるべきか否かを判断することが必要である。
【００６２】
　[0075]　一方のサブスクリプションのためにセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ
）を読み取りながら、他のサブスクリプションにおいて十分なページング受信性能を維持
するための能力は、ネットワーク構成に依存し得る。セルブロードキャスト（ＣＢ）受信
は、Ｇ＋ＧおよびＧ＋Ｗ構成について取得され得る。２つのＧＥＲＡＮセル（すなわち、
第１のサブスクリプションのセルおよび第２のサブスクリプションのセル）の相対的アラ
インメント（relative alignment）は、時間とともに著しく変化しないと仮定され得る。
一方のサブスクリプションのためのページングチャネル（ＰＣＨ）と、他方のサブスクリ
プションのためのセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）との衝突の可能性は、２つ
の５１マルチフレーム３３０とページングマルチフレームとのアラインメント（alignmen
t）に依存し得る。より短いページング不連続受信（ＤＲＸ）サイクルは、高い衝突確率
に等しい。セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）とのページングチャネル（ＰＣＨ
）衝突の確率は、デバイスアーキテクチャに依存するが、２０％程度であり得る。
【００６３】
　[0076]　セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）読取りとのページングチャネル（
ＰＣＨ）読取りの衝突は、セル中で使用されるページングサイクルに応じて、永続的発生
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クルについて衝突が生じるかどうかを記載する。（セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセ
ージスロットとも呼ばれる）すべての４つの連続するセルブロードキャスト（ＣＢ）メッ
セージ４３６ブロックが読み取られ得ないとき、衝突が生じたと見なされる。したがって
、２つの連続する監視ページングマルチフレーム（two consecutive monitored paging m
ultiframes）間の５１マルチフレーム３３０の数が５よりも少ないとき、衝突は起こるこ
とになる。　
【表１】

【００６４】
　[0077]　セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）読取りがページングチャネル（Ｐ
ＣＨ）読取りと衝突する（したがって、セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）が読
み取られ得ない）場合、何らかの回避機構が必要であり得る。１つの回避機構は、ページ
ングチャネル（ＰＣＨ）読取りをスキップし、セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ
）読取りが行われることを可能にすることである。この手法の欠点は、モバイル着信呼（
mobile-terminated calls）の紛失をもたらし得ることである。いくつかの状況では、こ
れが唯一のオプションであり得る。ページング受信性能は、セルブロードキャストチャネ
ル（ＣＢＣＨ）リフレッシュが実行されるレートを低下させることによって改善され得る
。これについては、図７および図８に関して以下でさらに詳細に論じる。
【００６５】
　[0078]　別の回避機構は、可能な場合、異なるＴＣサイクル中にセルブロードキャスト
ページの異なるブロックを読み取ることである。この手法の欠点は、ネットワークがセル
ブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６を変更した場合、ワイヤレス通信デバイス１
０４は、結果的に、（さらに悪いことに）メッセージの異なるインスタンスからのまたは
異なるメッセージからのユーザテキストを組み合わせることになり得ることである。した
がって、この回避方法は、セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６が変化する可
能性があるマーケットには好適でない（したがって、本システムおよび方法には好適でな
い）。
【００６６】
　[0079]　以下の表２に、異なるページングサイクルについて紛失され得る連続ページン
グブロック（consecutive paging blocks）の数を示す。　
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【表２】

【００６７】
　[0080]　ネットワークが何をいつブロードキャストしているかの知識をワイヤレス通信
デバイス１０４が有しない場合、ワイヤレス通信デバイス１０４は、ＴＣ＝０において少
なくともあらゆるセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）ブロックを読み取らなけれ
ばならなくなり得る。これは、セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を１．８８秒
ごとに少なくとも１回読み取ることに等しい（８＊５１＊４．６１５ミリ秒（ｍｓ）＝１
．８８秒）。したがって、ワイヤレス通信デバイス１０４は、セルブロードキャストチャ
ネル（ＣＢＣＨ）ブロックを読み取る電力を浪費して、単にワイヤレス通信デバイス１０
４がこのブロックを必要としないことを発見し得る。
【００６８】
　[0081]　この問題を克服するために、３ＧＰＰ仕様は、ネットワークがセルブロードキ
ャストチャネル（ＣＢＣＨ）上でセルブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリングメッセ
ージを送る機構を有する。１つのセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージスロットは、
ＴＣ＝０、１、２および３（または拡張セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）のた
めにＴＣ＝４、５、６および７）を含み得る。セルブロードキャスト（ＣＢ）スケジュー
リングメッセージは１つのメッセージスロットを占め得る。セルブロードキャスト（ＣＢ
）スケジューリングメッセージは、次のメッセージスロット中（最高４８個の次のメッセ
ージスロット）で何が送信されることになっているかを記述し得る。セルブロードキャス
ト（ＣＢ）スケジューリングメッセージはまた、次のセルブロードキャスト（ＣＢ）メッ
セージスロット中で何が送信されるか（たとえば、新しいメッセージおよびそれのメッセ
ージＩＤ１２２、古いメッセージおよびそれのメッセージＩＤ１２２、またはメッセージ
なし）をワイヤレス通信デバイス１０４に対して記述し得る。
【００６９】
　[0082]　この情報に基づいて、ワイヤレス通信デバイス１０４は、どのメッセージスロ
ットが読み取られる必要があるかを判断し得る。「古いメッセージ」および「新しいメッ
セージ」という用語は、送信されているものが、前のセルブロードキャスト（ＣＢ）スケ
ジューリングメッセージと異なる（新しい）か同じである（古い）かを指す。各セルブロ
ードキャスト（ＣＢ）スケジューリングメッセージは、最高４８個のメッセージスロット
についての情報のみを与え得る。この期間後に、ワイヤレス通信デバイス１０４は、新し
いセルブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリングメッセージを受信し得、あるいは、ワ
イヤレス通信デバイス１０４が新しいセルブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリングメ
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ッセージを受信しない場合、ワイヤレス通信デバイス１０４は、ＴＣ＝０が生じるたびに
セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取ることを開始し得る。
【００７０】
　[0083]　しかしながら、現実のネットワークは、通常、セルブロードキャスト（ＣＢ）
スケジューリングメッセージを送らない。したがって、ワイヤレス通信デバイス１０４は
この特徴を利用することができない。ワイヤレス通信デバイス１０４が少なくとも１．８
８秒ごとにセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取ることに関連する欠陥を
克服するために、図５および図６の方法が導入される。
【００７１】
　[0084]　図５は、セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６の受信を最適化する
ための方法５００の流れ図である。方法５００はワイヤレス通信デバイス１０４によって
実行され得る。方法５００は、シングルＳＩＭワイヤレス通信デバイス１０４およびデュ
アルＳＩＭワイヤレス通信デバイス１０４によって実行され得る。したがって、ワイヤレ
ス通信デバイス１０４は、第１のサブスクリプションおよび第２のサブスクリプションを
有し得る。ワイヤレス通信デバイス１０４は、５０２において、第１のサブスクリプショ
ンを使用して第１のセルと通信する。ワイヤレス通信デバイス１０４は、次いで５０４に
おいて、第２のセルと通信することに切り替わる。
【００７２】
　[0085]　図示の方法５００において、ワイヤレス通信デバイス１０４は、５０６におい
て、セル変更時にセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取る。５０６におい
てセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取ることは、セルブロードキャスト
チャネル（ＣＢＣＨ）上でセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６を探索するこ
とを指し得る。ワイヤレス通信デバイス１０４は、５０８において、専用モードからパケ
ット（アイドル）モードに切り替わる。本発明の実施形態では、ワイヤレス通信デバイス
１０４は、次いで５１０において、セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を１回再
び読み取る。このようにして、ワイヤレス通信デバイス１０４は、１．８８秒ごとにセル
ブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を再び読み取り続ける必要がない。ワイヤレス通
信デバイス１０４は、あるアクション（たとえば、ロケーション更新、ボイス呼など）を
実行した後にワイヤレス通信デバイス１０４が専用モードを出るたびに、セルブロードキ
ャスト（ＣＢ）メッセージ４３６をリフレッシュし得る。ワイヤレス通信デバイス１０４
は、パケット転送モードから（パケット）アイドルモードに入ったとき、これらの２つの
状態間の遷移は頻繁に起こり得るので、セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を再
び読み取る必要がない。
【００７３】
　[0086]　方法５００は、セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６が頻繁に変化
しないときに好適であり得る。顧客は、この方法５００を有効化または無効化（enable o
r disable）し得る。ただし、セル中でセルブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリング
メッセージがサポートされると判断された場合、図５に示す方法５００は自動的に無効化
されなければならない。したがって、セル選択または再選択時に、ワイヤレス通信デバイ
ス１０４は、セル中でセルブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリングメッセージがサポ
ートされるかどうかを判断する必要がある。これは、少なくとも４９個の連続するメッセ
ージスロットを読み取ることによって達成され得る（それは約９２秒（４９＊８＊５１＊
４．６１５＝９２）を要する）。
【００７４】
　[0087]　さらに、図５の方法５００は、ネットワークが（１つまたは複数の）セルブロ
ードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６を変更した場合、ワイヤレス通信デバイス１０４
がセル再選択を実行するまで、あるいは専用モードに入り、次いでパケット（アイドル）
モードに戻るまで、ワイヤレス通信デバイス１０４がこの変更を検出しないという点で欠
点を有する。
【００７５】
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　[0088]　図６は、セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６の受信を最適化する
ための別の方法６００の流れ図である。方法６００はワイヤレス通信デバイス１０４によ
って実行され得る。方法６００は、シングルＳＩＭワイヤレス通信デバイス１０４および
デュアルＳＩＭワイヤレス通信デバイス１０４によって実行され得る。ワイヤレス通信デ
バイス１０４は、６０２において、セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取
るためのトリガを受信する。セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取るため
の１つのトリガは、ワイヤレス通信デバイス１０４があるセルから別のセルに切り替わる
ことである。セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取るための別のトリガは
、ワイヤレス通信デバイス１０４が専用モードから（パケット）アイドルモードに入るこ
とである。
【００７６】
　[0089]　ワイヤレス通信デバイス１０４は、６０４において、ネットワークがセルブロ
ードキャスト（ＣＢ）スケジューリングメッセージをサポートするかどうかを判断する。
図５に関して上記で説明したように、ワイヤレス通信デバイス１０４は、６０６において
、セル中でパケットアイドルモードに入った後に４９個の連続するセルブロードキャスト
（ＣＢ）メッセージスロットについてセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を監視
することによって（約９２秒）、ネットワークがセルブロードキャスト（ＣＢ）スケジュ
ーリングメッセージをサポートするかどうかを判断する。この期間中にセルブロードキャ
スト（ＣＢ）スケジューリングメッセージが受信されない場合、ワイヤレス通信デバイス
１０４は、ネットワークがセルブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリングメッセージを
サポートしないと仮定する。
【００７７】
　[0090]　ネットワークがセルブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリングメッセージを
サポートする場合、ワイヤレス通信デバイス１０４は、６０８において、受信されたセル
ブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリング情報を考慮に入れながら、セルブロードキャ
ストチャネル（ＣＢＣＨ）を再び読み取る。ワイヤレス通信デバイス１０４は、次いで６
１４において、スケジューリング情報に従ってセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ
）を読み取り続ける。
【００７８】
　[0091]　ネットワークがセルブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリングメッセージを
サポートしない場合、ワイヤレス通信デバイス１０４は、６１０において、擬似スケジュ
ーリングを使用することによってセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）が読み取ら
れるレートを低減する。言い換えれば、ネットワークがセルブロードキャスト（ＣＢ）ス
ケジューリングメッセージをサポートしない場合、ワイヤレス通信デバイス１０４は、１
．８８秒ごとよりも低いレートでセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取り
得る。たとえば、ワイヤレス通信デバイス１０４は、最後のメッセージスロットの読取り
の後に４つのメッセージスロットをスキップし得る（したがって、約１０秒間、セルブロ
ードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取らなくてよい）。ワイヤレス通信デバイス１
０４は、次いで６１２において、低減されたレートでセルブロードキャストチャネル（Ｃ
ＢＣＨ）を再び読み取る。６１２において低減されたレートでセルブロードキャストチャ
ネル（ＣＢＣＨ）を再び読み取ることは、擬似スケジューリングと呼ばれることがある。
擬似スケジューリングについては、図７および図８に関して以下でさらに詳細に論じる。
ワイヤレス通信デバイス１０４は、次いで６１４において、スケジューリング情報に従っ
てセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取り続ける。
【００７９】
　[0092]　擬似スケジューリングが使用されることが可能である１つの理由は、セルブロ
ードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６が頻繁に変化しないことである。概して、各セル
ブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６は１．８８秒ごとに変化しない。また、セル
ブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６受信に関する厳しい性能要件はない。擬似ス
ケジューリングを使用することにより、シングルＳＩＭとデュアルＳＩＭの両方のワイヤ
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ブスクリプションのためのセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）読取りが他方のサ
ブスクリプションのページングチャネル（ＰＣＨ）読取りと衝突する事例が低減され得る
。ただし、擬似スケジューリングは非インテリジェントセルブロードキャストチャネル（
ＣＢＣＨ）読取りレートを使用するので、擬似スケジューリングはセルブロードキャスト
（ＣＢ）メッセージ４３６を読み取ることができないことがある。
【００８０】
　[0093]　本発明の実施形態では、擬似スケジューリングは、現実のセルブロードキャス
ト（ＣＢ）スケジューリングのために設計されたワイヤレス通信デバイス１０４における
同じ機能を再利用する。擬似スケジューリング機構は、セルブロードキャストチャネル（
ＣＢＣＨ）を読み取るために様々なパターンが許されるようにフレキシブルである。デュ
アルＳＩＭの場合、擬似スケジューリングは、一方のサブスクリプション上のページチャ
ネル（ＰＣＨ）読取りと、他方のサブスクリプション上のセルブロードキャストチャネル
（ＣＢＣＨ）読取りとの衝突の機会を低減し得る。
【００８１】
　[0094]　図６の方法６００は、図５の方法５００よりも低いスタンバイ時間を有し得る
。図６の方法６００はまた、図５の方法５００と比較してワイヤレス通信デバイス１０４
の電力消費量を増加させ得る。しかしながら、図６の方法６００は、ワイヤレス通信デバ
イス１０４が、図５の方法５００よりも高速にセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ
４３６をリフレッシュすることが可能であるという利点を有する。図６の方法６００は、
顧客によって有効化または無効化され得る。図６の方法６００は、擬似スケジュール情報
を生成することによって実装され得る。
【００８２】
　[0095]　図７に、ネットワーク７３８がセルブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリン
グメッセージを送っていないと判断した後に擬似スケジューリングが実装される、ワイヤ
レス通信デバイス７０２とネットワーク７３８との間のデータフローを示す。ネットワー
ク７３８からセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）記述７４０を受信すると、ワイ
ヤレス通信デバイス７０２は、７４２において、非ＤＲＸモードでセルブロードキャスト
チャネル（ＣＢＣＨ）を監視することを開始する（すなわち、ワイヤレス通信デバイス７
０２は、ＴＣ＝０であるときはいつでも、セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）上
のあらゆる無線ブロックを読み取ることを開始する）。（Ｔ＿ｓｅａｒｃｈ＿ｓｃｈｅｄ
ｕｌｅ７４４と呼ばれ、タイマーによって制御される）この期間中に、ワイヤレス通信デ
バイス７０２は、セルブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリングメッセージ、ならびに
、セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）上でブロードキャストされたセルブロード
キャスト（ＣＢ）データ（ＣＢ＿ＢＬＯＣＫ）７４６ａ～ｂからの所望の（１つまたは複
数の）セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６を探索している。
【００８３】
　[0096]　セルブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリングメッセージの探索が完了する
と（すなわち、４９個の連続するセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージスロットの後
に）、セルブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリングメッセージが受信されなかった場
合、ワイヤレス通信デバイス７０２は、７５０において、それ自体のスケジューリング情
報（すなわち、擬似スケジューリング情報）を生成し、７５２において、このスケジュー
リング情報に従ってセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取ることを開始す
る。セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）は、ページングチャネル（ＰＣＨ）より
も高い優先順位を与えられる。
【００８４】
　[0097]　一構成では、擬似スケジュール情報は、以下の表３の擬似スケジュール情報で
あり得る。　
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【表３】

【００８５】
　[0098]　表３の擬似スケジュール情報では、ワイヤレス通信デバイス７０２は、擬似ス
ケジュール期間中に５つのメッセージごとに（every 5th message）（約９．４秒周期）
読み取り、したがって、セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）読取りのレートを低
減し得る。したがって、ワイヤレス通信デバイス７０２は、ＮＭ２メッセージ、ＮＭ７メ
ッセージなどを読み取り得る。連続スケジュールは擬似スケジュール期間をシフトし得る
。これは、複数のセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６が周期的にブロードキ
ャストされる場合、他のセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージスロットを読み取るた
めの機会をワイヤレス通信デバイス７０２に与え得る。
【００８６】
　[0099]　図８に、擬似スケジューリングが周期的に更新される（renewed）、ワイヤレ
ス通信デバイス８０２とネットワーク８３８との間のデータフローを示す。ワイヤレス通
信デバイス８０２は、ネットワーク８３８からセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ
）記述８４０を受信すると、８５４において、あらゆるセルブロードキャスト（ＣＢ）メ
ッセージスロットを読み取る擬似スケジュール情報を生成する。ワイヤレス通信デバイス
８０２は、次いで、この擬似スケジューリング情報に従ってセルブロードキャストチャネ
ル（ＣＢＣＨ）を監視することを開始し得る。
【００８７】
　[00100]　スケジュール期間中に、ワイヤレス通信デバイス８０２は、ネットワーク８
３８からセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）上でブロードキャストされたセルブ
ロードキャスト（ＣＢ）データ（ＣＢ＿ＢＬＯＣＫ）８４６ａ～ｂからのセルブロードキ
ャスト（ＣＢ）スケジューリングメッセージを探索し得る。ネットワーク８３８からセル
ブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリングメッセージが受信された場合、ワイヤレス通
信デバイス８０２は、セルブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリングメッセージに従っ
てスケジューリングを実装し得る。
【００８８】
　[00101]　スケジュール期間が終了し、セルブロードキャスト（ＣＢ）スケジュールメ
ッセージが受信されなかった場合、ワイヤレス通信デバイス８０２は、８５６において、
すべてのセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージスロットを監視することを要求しない
新しい擬似スケジュール情報を生成する。ワイヤレス通信デバイス８０２は、次いで８５
８において、この新しい擬似スケジューリング情報に従ってセルブロードキャストチャネ
ル（ＣＢＣＨ）を監視することを開始する。
【００８９】
　[00102]　ワイヤレス通信デバイスは、不連続受信（ＤＲＸ）モードでセルブロードキ
ャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取ることを開始し得る。セルブロードキャストチャネ
ル（ＣＢＣＨ）は、ページングチャネル（ＰＣＨ）よりも高い優先順位を与えられ得る。
【００９０】
　[00103]　図９に、擬似スケジューリングを実装するワイヤレス通信デバイス１０４上
のデータフローを示す。図９では、ワイヤレス通信デバイス１０４上で明示的タイマーＴ
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＿ｓｅａｒｃｈ＿ｓｃｈｅｄｕｌｅ９４４が使用される。ワイヤレス通信デバイス１０４
は、ワイヤレスメッセージングサービス（ＷＭＳ）９５１と、セルブロードキャスト（Ｃ
Ｂ）タスク９５３と、ＧＥＲＡＮ無線リソース（ＲＲ）レイヤ９５５と、ＧＥＲＡＮ論理
レイヤ（Ｌ１）９５７とを含み得る。ワイヤレスメッセージングサービス（ＷＭＳ）９５
１は、セルブロードキャスト（ＣＢ）タスク９５３にＷＭＳ探索要求（a WMS search req
uest）（メッセージＩＤリスト９６０）を送り得る。次いで９６１において、セルブロー
ドキャスト（ＣＢ）タスク９５３が開始される。ＧＥＲＡＮ論理レイヤ（Ｌ１）９５７は
、ＧＥＲＡＮ無線リソース（ＲＲ）レイヤ９５５にＰＨ　ＤＡＴＡ　ＩＮＤ（ＳＩ４）９
５９を送り得る。ＧＥＲＡＮ無線リソース（ＲＲ）レイヤ９５５は応答して、ＧＥＲＡＮ
論理レイヤ（Ｌ１）９５７にＭＰＨ＿ＳＴＡＲＴ＿ＩＤＬＥ＿ＭＯＤＥ＿ＲＥＱ（ＣＢＣ
Ｈ記述９６５）を送り得る。ＧＥＲＡＮ無線リソース（ＲＲ）レイヤ９５５はまた、セル
ブロードキャスト（ＣＢ）タスク９５３にＲＲ　ＣＥＬＬ　ＣＨＡＮＧＥ　ＩＮＤ（ＣＢ
ＣＨ存在９６７）を送り得る。
【００９１】
　[00104]　ワイヤレス通信デバイス１０４は、次いで、（Ｔ＿ｓｅａｒｃｈ＿ｓｃｈｅ
ｄｕｌｅ９４４と呼ばれる）セルによってセルブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリン
グがサポートされるかどうかを判断するための探索を開始し得る。セルブロードキャスト
（ＣＢ）タスク９５３は、ＧＥＲＡＮ論理レイヤ（Ｌ１）９５７にセルブロードキャスト
（ＣＢ）スケジューリング要求９６９（ＣＢ＿ＮＯＮ＿ＤＲＸ＿ＭＯＤＥ）を送り得る。
ＧＥＲＡＮ論理レイヤ（Ｌ１）９５７は、９７１において、非ＤＲＸモードでセルブロー
ドキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取ることを開始する。セルブロードキャストチャ
ネル（ＣＢＣＨ）は、ページングチャネル（ＰＣＨ）よりも高い優先順位を与えられ得る
。ＧＥＲＡＮ論理レイヤ（Ｌ１）９５７は、次いで、セルブロードキャスト（ＣＢ）タス
ク９５３に複数のＤＬ＿ＣＢ＿ＢＬＯＣＫ＿ＩＮＤ（セルブロードキャスト（ＣＢ）デー
タ９７３ａ～ｂ）を送り得る。ＤＬ＿ＢＣ＿ＢＬＯＣＫ＿ＩＮＤは、セルブロードキャス
トチャネル（ＣＢＣＨ）上での１つのブロックの受信を示し得る。このブロックは、実際
のセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６、空きブロック（すなわち、ネットワ
ークがフィラーフレーム（a filler frame）を送った）またはセルブロードキャスト（Ｃ
Ｂ）スケジューリングメッセージを含み得る。
【００９２】
　[00105]　セルブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリングメッセージの探索が完了す
ると（すなわち、４９個の連続するセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージスロットの
後に）、セルブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリングメッセージが受信されなかった
場合、セルブロードキャスト（ＣＢ）タスク９５３は、ＧＥＲＡＮ論理レイヤ（Ｌ１）９
５７にセルブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリング要求９７９（ＣＢ＿ＤＲＸ＿ＭＯ
ＤＥ）を送り得る。ＧＥＲＡＮ論理レイヤ（Ｌ１）９５７は、９８１において、不連続受
信（ＤＲＸ）モードでセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取ることを開始
する。セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）は、ページングチャネル（ＰＣＨ）よ
りも高い優先順位を与えられる。セルブロードキャスト（ＣＢ）タスク９５３は、次いで
９７７において、擬似スケジュール情報を生成し、生成された擬似スケジューリング情報
に従ってセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取る。
【００９３】
　[00106]　Ｔ＿ｓｅａｒｃｈ＿ｓｃｈｅｄｕｌｅ９４４中にセルブロードキャスト（Ｃ
Ｂ）スケジュールメッセージが受信された場合、セルブロードキャスト（ＣＢ）タスク９
５３は、受信されたセルブロードキャスト（ＣＢ）スケジュールメッセージを用いてＧＥ
ＲＡＮ論理レイヤ（Ｌ１）９５７を構成し得る。
【００９４】
　[00107]　図１０に、擬似スケジューリングを実装するワイヤレス通信デバイス１０４
上のデータフローを同じく示す。図１０では、ワイヤレス通信デバイス１０４上で明示的
タイマー（explicit timer）が使用されない。ワイヤレス通信デバイス１０４は、ワイヤ
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レスメッセージングサービス（ＷＭＳ）１０５１と、セルブロードキャスト（ＣＢ）タス
ク１０５３と、ＧＥＲＡＮ無線リソース（ＲＲ）レイヤ１０５５と、ＧＥＲＡＮ論理レイ
ヤ（Ｌ１）１０５７とを含み得る。ワイヤレスメッセージングサービス（ＷＭＳ）１０５
１は、セルブロードキャスト（ＣＢ）タスク１０５３にＷＭＳ探索要求（メッセージＩＤ
リスト１０５９）を送り得る。１０６１において、セルブロードキャスト（ＣＢ）タスク
１０５３が開始される。ＧＥＲＡＮ論理レイヤ（Ｌ１）１０５７は、ＧＥＲＡＮ無線リソ
ース（ＲＲ）レイヤ１０５５にＰＨ　ＤＡＴＡ　ＩＮＤ（ＳＩ４　１０６３）を送り得る
。ＧＥＲＡＮ無線リソース（ＲＲ）レイヤ１０５５は応答して、ＧＥＲＡＮ論理レイヤ（
Ｌ１）１０５７にＭＰＨ＿ＳＴＡＲＴ＿ＩＤＬＥ＿ＭＯＤＥ＿ＲＥＱ（ＣＢＣＨ記述１０
６５）を送り得る。ＧＥＲＡＮ無線リソース（ＲＲ）レイヤ１０５５はまた、セルブロー
ドキャスト（ＣＢ）タスク１０５３にＲＲ　ＣＥＬＬ　ＣＨＡＮＧＥ　ＩＮＤ（ＣＢＣＨ
存在（CBCH present）１０６７）を送り得る。
【００９５】
　[00108]　セルブロードキャスト（ＣＢ）タスク１０５３は、１０６８において、すべ
てのセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージスロットが読み取られるべきであるように
擬似スケジュール情報を生成する。セルブロードキャスト（ＣＢ）タスク１０５３は、Ｇ
ＥＲＡＮ論理レイヤ（Ｌ１）１０５７にセルブロードキャストスケジューリング要求（Ｃ
Ｂ＿ＤＲＸ＿ＭＯＤＥ１０６９）を送り得る。ＧＥＲＡＮ論理レイヤ（Ｌ１）１０５７は
、１０７０において、擬似スケジュール情報に従ってセルブロードキャストチャネル（Ｃ
ＢＣＨ）を読み取ることを開始する。ＧＥＲＡＮ論理レイヤ（Ｌ１）１０５７は、スケジ
ュール期間中に、セルブロードキャスト（ＣＢ）スケジュールメッセージまたはセルブロ
ードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６が受信されたかどうかを示す複数のＤＬ＿ＣＢ＿
ＢＬＯＣＫ＿ＩＮＤ（ＣＢデータ１０７５ａ～ｂ）をセルブロードキャスト（ＣＢ）タス
ク１０５３に送り得る。
【００９６】
　[00109]　セルブロードキャスト（ＣＢ）スケジュールメッセージが受信されず、セル
ブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６が受信されず、１０７８において前のスケジ
ュール期間が満了した（すなわち、ＧＥＲＡＮ論理レイヤ（Ｌ１）１０５７がセルブロー
ドキャスト（ＣＢ）タスク１０５３にＣＢ＿ＳＣＨＥＤ＿ＥＸＰＩＲＹ＿ＩＮＤ１０７６
を送った）場合、セルブロードキャスト（ＣＢ）タスク１０５３は、１０８０において、
セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）読取りのための低減された頻度で新しい擬似
スケジュール情報を生成し得る。セルブロードキャスト（ＣＢ）タスク１０５３は、ＧＥ
ＲＡＮ論理レイヤ（Ｌ１）１０５７にセルブロードキャスト（ＣＢ）スケジューリング要
求（ＣＢ＿ＤＲＸ＿ＭＯＤＥ１０７９）を送り得る。ＧＥＲＡＮ論理レイヤ（Ｌ１）１０
５７は、次いで１０８１において、不連続受信（ＤＲＸ）モードでセルブロードキャスト
チャネル（ＣＢＣＨ）を読み取ることを開始する。セルブロードキャストチャネル（ＣＢ
ＣＨ）は、ページングチャネル（ＰＣＨ）よりも高い優先順位を与えられる。
【００９７】
　[00110]　図１１は、セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６を受信するため
の方法１１００の流れ図である。方法１１００はワイヤレス通信デバイス１０４によって
実行され得る。ワイヤレス通信デバイス１０４は、１１０２において、セルにキャンプオ
ンする。ワイヤレス通信デバイス１０４は、１１０４において、セルブロードキャストチ
ャネル（ＣＢＣＨ）を検出する。セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）は、セル内
のすべての加入者にセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージをブロードキャストするた
めに使用されるダウンリンクチャネルであり得る。ワイヤレス通信デバイス１０４は、１
１０６において、本発明の実施形態におけるセルブロードキャスト（ＣＢ）連続走査プロ
シージャを実行する。一構成では、ワイヤレス通信デバイス１０４は、セルブロードキャ
スト（ＣＢ）連続走査プロシージャを使用してセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ
）を監視し得る。
【００９８】
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　[00111]　ワイヤレス通信デバイス１０４は、次いで１１０８において、セルによって
セルブロードキャスト（ＣＢ）不連続受信（ＣＢ－ＤＲＸ）がサポートされるかどうかを
判断し得る。セルによってＣＢ－ＤＲＸがサポートされる場合、ワイヤレス通信デバイス
１０４は、１１１０において、セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６を受信す
るためにネットワークＣＢ－ＤＲＸプロシージャを実行する。セルによってＣＢ－ＤＲＸ
がサポートされない場合、ワイヤレス通信デバイス１０４は、１１１２において、セルブ
ロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６を受信するために予測ＣＢ－ＤＲＸ走査プロシ
ージャを実行する。予測ＣＢ－ＤＲＸ走査プロシージャの考えられる結果は、予測ＣＢ－
ＤＲＸ走査プロシージャのあらゆる新しいメッセージ検出／障害に対して連続走査が実行
されることと、スケジュールメッセージが見つかった場合、次の予測ＣＢ－ＤＲＸ走査プ
ロシージャがＣＢ－ＤＲＸモードまたは各一意のメッセージの周期性で起動することとを
含む。
【００９９】
　[00112]　図１２は、セルブロードキャスト（ＣＢ）連続走査プロシージャを使用して
セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６を受信するための方法１２００の流れ図
である。方法１２００はワイヤレス通信デバイス１０４によって実行され得る。ワイヤレ
ス通信デバイス１０４は、１２０２において、セルブロードキャスト（ＣＢ）連続走査プ
ロシージャを実行することを開始する。ワイヤレス通信デバイス１０４は、１２０４にお
いて、連続走査タイマー１１８を開始する。ワイヤレス通信デバイス１０４は、１２０６
において、１．８８秒ごとに（セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）スロットごと
に）セルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取る。
【０１００】
　[00113]　ワイヤレス通信デバイス１０４は、１２０８において、前のセルブロードキ
ャストチャネル（ＣＢＣＨ）スロット以降、メッセージＩＤ１２２と更新数１２９とが変
化したかどうかを判断し得る。前のセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）スロット
以降、メッセージＩＤ１２２または更新数１２９が変化している場合、ワイヤレス通信デ
バイス１０４は、１２０４において、連続走査タイマー１１８を再開する。前のセルブロ
ードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）スロット以降、メッセージＩＤ１２２と更新数１２９
とが変化していない場合、ワイヤレス通信デバイス１０４は、１２１０において、メッセ
ージＩＤ１２２に対する繰り返し数１２０を増分する。ワイヤレス通信デバイス１０４は
、１２１２において、連続走査タイマー１１８が満了したかどうかを判断し得る。連続走
査タイマー１１８が満了していない場合、ワイヤレス通信デバイス１０４は、１２０６に
おいて、１．８８秒ごとにセルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取ることに
戻る。
【０１０１】
　[00114]　連続走査タイマー１１８が満了した場合、ワイヤレス通信デバイス１０４は
、１２１４において、メッセージＩＤ１２２と、セルＩＤ１２４と、繰り返し数１２０と
、最後のスロット番号１２６と、計算された周期性１２８とをメモリに記憶する。ワイヤ
レス通信デバイス１０４は、１２１６において、リフレッシュタイマー１１６を開始する
。ワイヤレス通信デバイス１０４は、１２１８において、予測ＣＢ－ＤＲＸ走査プロシー
ジャを実行する。ワイヤレス通信デバイス１０４は、１２２０において、リフレッシュタ
イマー１１６が満了したかどうかを判断する。リフレッシュタイマー１１６が満了してい
ない場合、ワイヤレス通信デバイス１０４は、１２１８において、予測ＣＢ－ＤＲＸ走査
プロシージャを実行し続ける。リフレッシュタイマー１１６が満了した場合、ワイヤレス
通信デバイス１０４は、１２０２において、セルブロードキャスト（ＣＢ）連続走査プロ
シージャを実行することを開始する。
【０１０２】
　[00115]　図１３は、予測セルブロードキャスト不連続受信（ＣＢ－ＤＲＸ）走査プロ
シージャを実行するための方法１３００の流れ図である。方法１３００はワイヤレス通信
デバイス１０４によって実行され得る。ワイヤレス通信デバイス１０４は、１３０２にお
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いて、予測ＣＢ－ＤＲＸ走査プロシージャを実行することを開始する。本発明の実施形態
では、ワイヤレス通信デバイス１０４は、１３０４において、最後のセルブロードキャス
ト（ＣＢ）メッセージ４３６の最後のスロット番号１２６と、周期性１２８と、繰り返し
数１２０とを使用して、所望のセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６が予想さ
れるセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージスロットを計算する。上記で説明したよう
に、ネットワークによってセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６がその中でブ
ロードキャストされるセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージスロットは、通常、頻繁
に変化しない。したがって、ネットワークによっていつ所望のセルブロードキャスト（Ｃ
Ｂ）メッセージ４３６がブロードキャストされるかを観測することによって、ワイヤレス
通信デバイス１０４は、所望のセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６がブロー
ドキャストされる可能性が最も高いセルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージスロットを
判断し得る。
【０１０３】
　[00116]　ワイヤレス通信デバイス１０４は、１３０６において、リフレッシュタイマ
ー１１６を開始する。ワイヤレス通信デバイス１０４はまた、１３０８において、連続走
査タイマー１１８を開始する。リフレッシュタイマー１１６は、周期的にセルブロードキ
ャスト（ＣＢ）連続走査プロシージャに戻るために使用され得る。連続走査タイマー１１
８は、（予測ＤＲＸモードの単一サイクルである）４９個のセルブロードキャストチャネ
ル（ＣＢＣＨ）スロットを測定するために使用され得る。ワイヤレス通信デバイス１０４
は、１３１０において、計算されたスロットのみにおいてセルブロードキャストチャネル
（ＣＢＣＨ）を読み取る。
【０１０４】
　[00117]　ワイヤレス通信デバイス１０４は、１３１２において、セルブロードキャス
ト（ＣＢ）メッセージ４３６のメッセージＩＤ１２２または更新数１２９が変化したかど
うかを判断し得る。セルブロードキャスト（ＣＢ）メッセージ４３６のメッセージＩＤ１
２２または更新数１２９が変化した場合、ワイヤレス通信デバイス１０４は、１３１４に
おいて、セルブロードキャスト（ＣＢ）連続走査プロシージャを実行する。セルブロード
キャスト（ＣＢ）メッセージ４３６のメッセージＩＤ１２２と更新数１２９とが変化して
いない場合、ワイヤレス通信デバイス１０４は、１３１６において、連続走査タイマー１
１８が満了したかどうかを判断する。連続走査タイマー１１８が満了していない場合、ワ
イヤレス通信デバイス１０４は、１３１０において、計算されたスロットのみにおいてセ
ルブロードキャストチャネル（ＣＢＣＨ）を読み取り続ける。連続走査タイマー１１８が
満了した場合、ワイヤレス通信デバイス１０４は、１３１８において、いずれかの所望の
メッセージについて予測スケジューリングが機能しなかったかどうかを判断し得る。
【０１０５】
　[00118]　いずれかの所望のメッセージについて予測スケジューリングが機能しなかっ
た場合、１３１４において、ワイヤレス通信デバイス１０４は、セルブロードキャスト（
ＣＢ）連続走査プロシージャを実行する。いずれかの所望のメッセージについて予測スケ
ジューリングが機能した場合、ワイヤレス通信デバイス１０４は、１３２０において、リ
フレッシュタイマー１１６が満了したかどうかを判断する。リフレッシュタイマー１１６
が満了した場合、ワイヤレス通信デバイス１０４は、１３１４において、セルブロードキ
ャスト（ＣＢ）連続走査プロシージャを実行する。リフレッシュタイマー１１６が満了し
ていない場合、ワイヤレス通信デバイス１０４は、１３２２において、予測ＣＢ－ＤＲＸ
走査プロシージャの次のサイクルを開始する。
【０１０６】
　[00119]　図１４に、ワイヤレス通信デバイス１４０２内に含まれ得るいくつかの構成
要素を示す。ワイヤレス通信デバイス１４０２は、アクセス端末、移動局、ワイヤレス通
信デバイスなどであり得る。さらに、ワイヤレス通信デバイスは、たとえば、図１に示す
ワイヤレス通信デバイス１０４であり得る。
【０１０７】
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　[00120]　概して、ワイヤレス通信デバイス１４０２はいくつかの構成要素を備えるこ
とができる。ワイヤレス通信デバイス１４０２はプロセッサ１４０３を含む。プロセッサ
１４０３は、汎用シングルまたはマルチチップマイクロプロセッサ（たとえば、ＡＲＭ）
、専用マイクロプロセッサ（たとえば、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ））、マイクロ
コントローラ、プログラマブルゲートアレイなどであり得る。プロセッサ１４０３は中央
処理ユニット（ＣＰＵ）と呼ばれることがある。図１４のワイヤレス通信デバイス１４０
２中に単一のプロセッサ１４０３のみを示しているが、代替構成では、プロセッサの組合
せ（たとえば、ＡＲＭとデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ））が使用され得る。
【０１０８】
　[00121]　ワイヤレス通信デバイス１４０２はメモリ１４０５をも含む。メモリ１４０
５は、電子情報を記憶することが可能な任意の電子的構成要素であり得る。メモリ１４０
５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、磁気ディスク
記憶媒体、光記憶媒体、ＲＡＭ中のフラッシュメモリデバイス、プロセッサに含まれるオ
ンボードメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタなど、およびそれら
の組合せとして実施され得る。
【０１０９】
　[00122]　データ１４０７ａおよび命令１４０９ａがメモリ１４０５に記憶され得る。
命令１４０９ａは、本明細書で開示する方法を実装するようにプロセッサ１４０３によっ
て実行可能であり得る。命令１４０９ａを実行することは、メモリ１４０５に記憶された
データ１４０７ａの使用を伴い得る。プロセッサ１４０３が命令１４０９ａを実行すると
、命令１４０９ｂの様々な部分がプロセッサ１４０３上にロードされ得、データ１４０７
ｂの様々な一部分がプロセッサ１４０３上にロードされ得る。
【０１１０】
　[00123]　ワイヤレス通信デバイス１４０２はまた、ワイヤレス通信デバイス１４０２
との間での信号の送信および受信を可能にするために、送信機１４１１と受信機１４１３
とを含み得る。送信機１４１１と受信機１４１３とはトランシーバ１４１５と総称される
ことがある。アンテナ１４１７はトランシーバ１４１５に電気的に結合され得る。ワイヤ
レス通信デバイス１４０２はまた、複数の送信機、複数の受信機、複数のトランシーバお
よび／または複数のアンテナを含み得る（図示せず）。
【０１１１】
　[00124]　ワイヤレス通信デバイス１４０２はデジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）１４
２１を含み得る。ワイヤレス通信デバイス１４０２は通信インターフェース１４２３をも
含み得る。通信インターフェース１４２３は、ユーザがワイヤレス通信デバイス１４０２
と対話することを可能にし得る。
【０１１２】
　[00125]　ワイヤレス通信デバイス１４０２の様々な構成要素は、電力バス、制御信号
バス、ステータス信号バス、データバスなどを含み得る、１つまたは複数のバスによって
互いに結合され得る。明確のために、図１４では様々なバスはバスシステム１４１９とし
て示してある。
【０１１３】
　[00126]　本明細書で説明した技法は、直交多重化方式に基づく通信システムを含む様
々な通信システムに使用され得る。そのような通信システムの例には、直交周波数分割多
元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ
）システムなどがある。ＯＦＤＭＡシステムは、全システム帯域幅を複数の直交サブキャ
リアに区分する変調技法である、直交周波数分割多重化（ＯＦＤＭ）を利用する。これら
のサブキャリアは、トーン、ビンなどと呼ばれることもある。ＯＦＤＭでは、各サブキャ
リアはデータで独立して変調され得る。ＳＣ－ＦＤＭＡシステムは、システム帯域幅にわ
たって分散されたサブキャリア上で送信するためのインターリーブＦＤＭＡ（ＩＦＤＭＡ
）、隣接するサブキャリアの１つのブロック上で送信するための局所ＦＤＭＡ（localize
d FDMA）（ＬＦＤＭＡ）、または隣接するサブキャリアの複数のブロック上で送信するた
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めの拡張ＦＤＭＡ（enhanced FDMA）（ＥＦＤＭＡ）を利用し得る。概して、変調シンボ
ルは、ＯＦＤＭでは周波数領域で、ＳＣ－ＦＤＭＡでは時間領域で送られる。
【０１１４】
　[00127]　「判断」という用語は、多種多様なアクションを包含し、したがって、「判
断」は、計算、算出、処理、導出、調査、ルックアップ（たとえば、テーブル、データベ
ースまたは別のデータ構造でのルックアップ）、確認などを含むことができる。また、「
判断」は、受信（たとえば、情報を受信すること）、アクセス（たとえば、メモリ中のデ
ータにアクセスすること）などを含むことができる。また、「判断」は、解決、選択、選
定、確立などを含むことができる。
【０１１５】
　[00128]　「に基づいて」という句は、別段に明示されていない限り、「のみに基づい
て」を意味しない。言い換えれば、「に基づいて」という句は、「のみに基づいて」と「
に少なくとも基づいて」の両方を表す。
【０１１６】
　[00129]　「プロセッサ」という用語は、汎用プロセッサ、中央処理ユニット（ＣＰＵ
）、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、コントローラ、マイクロ
コントローラ、状態機械などを包含するものと広く解釈されたい。いくつかの状況下では
、「プロセッサ」は、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、プログラマブル論理デバイス
（ＰＬＤ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）などを指すことがある
。「プロセッサ」という用語は、処理デバイスの組合せ、たとえば、デジタル信号プロセ
ッサ（ＤＳＰ）とマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、デジタル
信号プロセッサ（ＤＳＰ）コアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるい
は他のそのような構成を指すことがある。
【０１１７】
　[00130]　「メモリ」という用語は、電子情報を記憶することが可能な任意の電子的構
成要素を包含するものと広く解釈されたい。メモリという用語は、ランダムアクセスメモ
リ（ＲＡＭ）、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、不揮発性ランダムアクセスメモリ（ＮＶＲ
ＡＭ）、プログラマブル読取り専用メモリ（ＰＲＯＭ）、消去可能プログラマブル読取り
専用メモリ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲＯＭ）、フラッシュメモ
リ、磁気または光学データストレージ、レジスタなど、様々なタイプのプロセッサ可読媒
体を指すことがある。プロセッサがメモリから情報を読み取り、および／または情報をメ
モリに書き込むことができる場合、メモリはプロセッサと電子通信していると言われる。
プロセッサに一体化されたメモリは、プロセッサと電子通信している。
【０１１８】
　[00131]　「命令」および「コード」という用語は、任意のタイプの（１つまたは複数
の）コンピュータ可読ステートメントを含むものと広く解釈されたい。たとえば、「命令
」および「コード」という用語は、１つまたは複数のプログラム、ルーチン、サブルーチ
ン、関数、プロシージャなどを指すことがある。「命令」および「コード」は、単一のコ
ンピュータ可読ステートメントまたは多くのコンピュータ可読ステートメントを備え得る
。
【０１１９】
　[00132]　本明細書で説明した機能は、ハードウェアによって実行されるソフトウェア
またはファームウェアで実装され得る。この機能は、１つまたは複数の命令としてコンピ
ュータ可読媒体上に記憶され得る。「コンピュータ可読媒体」または「コンピュータプロ
グラム製品」という用語は、コンピュータまたはプロセッサによってアクセスされ得る任
意の有形記憶媒体を指す。限定ではなく例として、コンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、Ｒ
ＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクスト
レージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望
のプログラムコードを搬送または記憶するために使用され得、コンピュータによってアク
セスされ得る、任意の他の媒体を含み得る。本明細書で使用するディスク（disk）および
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ディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザディスク（disc）、
光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商
標）ディスク（disk）およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、ディ
スク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、データをレーザ
で光学的に再生する。コンピュータ可読媒体は有形で非一時的であり得ることに留意され
たい。「コンピュータプログラム製品」という用語は、コンピューティングデバイスまた
はプロセッサによって実行、処理または計算され得るコードまたは命令（たとえば、「プ
ログラム」）と組み合わせたコンピューティングデバイスまたはプロセッサを指す。本明
細書で使用する「コード」という用語は、コンピューティングデバイスまたはプロセッサ
によって実行可能であるソフトウェア、命令、コードまたはデータを指すことがある。
【０１２０】
　[00133]　本明細書で開示する方法は、説明した方法を達成するための１つまたは複数
のステップまたはアクションを備える。本方法のステップおよび／またはアクションは、
特許請求の範囲から逸脱することなく互いに交換され得る。言い換えれば、本明細書で説
明する方法の適切な動作のためにステップまたはアクションの特定の順序が必要とされな
い限り、特定のステップおよび／またはアクションの順序および／または使用は、特許請
求の範囲を逸脱することなく修正され得る。
【０１２１】
　[00134]　さらに、図５、図６、図１１、図１２および図１３によって示されたものな
ど、本明細書で説明した方法および技法を実行するためのモジュールおよび／または他の
適切な手段は、デバイスによってダウンロードされ、および／または他の方法で取得され
得ることを諒解されたい。たとえば、デバイスは、本明細書で説明した方法を実行するた
めの手段の転送を可能にするために、サーバに結合され得る。代替的に、本明細書で説明
した様々な方法は、記憶手段をデバイスに結合するかまたは与えるときにデバイスが様々
な方法を獲得し得るように、記憶手段（たとえば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、
読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）またはフロッピーデ
ィスク（disk）などの物理的記憶媒体など）によって提供され得る。
【０１２２】
　[00135]　特許請求の範囲は、上記に示した厳密な構成および構成要素に限定されない
ことを理解されたい。特許請求の範囲から逸脱することなく、本明細書で説明したシステ
ム、方法、および装置の構成、動作および詳細において、様々な修正、変更および変形が
行われ得る。
　なお、本願の出願当初の請求項と同一の記載を以下に付記する。
　　［Ｃ１］　セルブロードキャストメッセージを受信するための方法であって、
　第１のセルと通信することと、
　第２のセルと通信することに切り替えることと、
　セルを切り替えた後にセルブロードキャストチャネルを読み取ることと、
　専用モードからパケットアイドルモードに切り替えることと、
　専用モードからパケットアイドルモードに切り替えた後に前記セルブロードキャストチ
ャネルを１回再び読み取ることと
を備える方法。
　　［Ｃ２］　前記方法がワイヤレス通信デバイスによって実行される、Ｃ１に記載の方
法。
　　［Ｃ３］　前記ワイヤレス通信デバイスが１つまたは複数の加入者識別モジュールカ
ードを使用する、Ｃ２に記載の方法。
　　［Ｃ４］　前記第２のセルによってセルブロードキャストスケジューリングメッセー
ジがサポートされない、Ｃ１に記載の方法。
　　［Ｃ５］　セルブロードキャストチャネルを読み取ることが、セルブロードキャスト
メッセージについて前記セルブロードキャストチャネルを探索することを備える、Ｃ１に
記載の方法。
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　　［Ｃ６］　セルブロードキャストメッセージを受信するための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令であって、前記命令が、
　　第１のセルと通信することと、
　　第２のセルと通信することに切り替えることと、
　　セルを切り替えた後にセルブロードキャストチャネルを読み取ることと、
　　専用モードからパケットアイドルモードに切り替えることと、
　　専用モードからパケットアイドルモードに切り替えた後に前記セルブロードキャスト
チャネルを１回再び読み取ることと
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、命令と
を備える装置。
　　［Ｃ７］　前記装置がワイヤレス通信デバイスである、Ｃ６に記載の装置。
　　［Ｃ８］　前記ワイヤレス通信デバイスが１つまたは複数の加入者識別モジュールカ
ードを使用する、Ｃ７に記載の装置。
　　［Ｃ９］　前記第２のセルによってセルブロードキャストスケジューリングメッセー
ジがサポートされない、Ｃ６に記載の装置。
　　［Ｃ１０］　セルブロードキャストチャネルを読み取ることが、セルブロードキャス
トメッセージについて前記セルブロードキャストチャネルを探索することを備える、Ｃ６
に記載の装置。
　　［Ｃ１１］　セルブロードキャストメッセージを受信するための方法であって、
　セルブロードキャストチャネルを読み取るためのトリガを受信することと、
　ネットワークがセルブロードキャストスケジューリングメッセージをサポートしないと
判断することと、
　前記セルブロードキャストチャネルが読み取られるレートを低減することと、
　前記低減されたレートで前記セルブロードキャストチャネルを再び読み取ることと
を備える方法。
　　［Ｃ１２］　前記方法がワイヤレス通信デバイスによって実行される、Ｃ１１に記載
の方法。
　　［Ｃ１３］　前記セルブロードキャストチャネルが読み取られる前記レートを低減す
ることが、擬似スケジューリング情報を使用することを備える、Ｃ１２に記載の方法。
　　［Ｃ１４］　前記擬似スケジューリング情報が、ページングチャネルよりも高い優先
順位をセルブロードキャストチャネルに与える、Ｃ１３に記載の方法。
　　［Ｃ１５］　前記擬似スケジューリング情報は、スケジュールマップが満了するまで
前記ワイヤレス通信デバイスがすべてのセルブロードキャストメッセージスロットを読み
取るようなものである、Ｃ１３に記載の方法。
　　［Ｃ１６］　すべての所望のメッセージが読み取られたと判断することと、
　前記低減されたレートで前記セルブロードキャストチャネルを再び読み取ることを中止
することと
をさらに備える、Ｃ１１に記載の方法。
　　［Ｃ１７］　セルブロードキャストメッセージを受信するための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令であって、前記命令は、
　　セルブロードキャストチャネルを読み取るためのトリガを受信することと、
　　ネットワークがセルブロードキャストスケジューリングメッセージをサポートしない
と判断することと、
　　前記セルブロードキャストチャネルが読み取られるレートを低減することと、
　　前記低減されたレートで前記セルブロードキャストチャネルを再び読み取ることと
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、命令と
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を備える装置。
　　［Ｃ１８］　前記装置がワイヤレス通信デバイスである、Ｃ１７に記載の装置。
　　［Ｃ１９］　前記セルブロードキャストチャネルが読み取られる前記レートを低減す
るように実行可能な前記命令が、擬似スケジューリング情報を使用するように実行可能な
命令を備える、Ｃ１８に記載の装置。
　　［Ｃ２０］　前記擬似スケジューリング情報が、ページングチャネルよりも高い優先
順位をセルブロードキャストチャネルに与える、Ｃ１９に記載の装置。
　　［Ｃ２１］　前記擬似スケジューリング情報は、スケジュールマップが満了するまで
前記ワイヤレス通信デバイスがすべてのセルブロードキャストメッセージスロットを読み
取るようなものである、Ｃ１９に記載の装置。
　　［Ｃ２２］　前記命令は、
　すべての所望のメッセージが読み取られたと判断することと、
前記低減されたレートで前記セルブロードキャストチャネルを再び読み取ることを中止す
ることと
を行うようにさらに実行可能である、Ｃ１７に記載の装置。
　　［Ｃ２３］　セルブロードキャストメッセージを受信するための方法であって、
　セルブロードキャストチャネルを監視することと、
　前記セルブロードキャストチャネル中で所望のメッセージが予想されるスロットを計算
することと、
　前記計算されたスロットのみにおいて前記セルブロードキャストチャネルを読み取るこ
とと
を備える方法。
　　［Ｃ２４］　前記方法がワイヤレス通信デバイスによって実行される、Ｃ２３に記載
の方法。
　　［Ｃ２５］　前記セルブロードキャストチャネルが、繰り返し数と周期性と最後のス
ロット番号とを取得するために連続走査時間の間監視される、Ｃ２３に記載の方法。
　　［Ｃ２６］　前記繰り返しと前記周期性と前記最後のスロット番号とは、所望のメッ
セージが予想されるスロットを計算するために使用される、Ｃ２５に記載の方法。
　　［Ｃ２７］　いずれかの所望のメッセージについて予測スケジューリングが機能しな
かった場合、セルブロードキャスト連続走査プロシージャを実行することをさらに備える
、Ｃ２３に記載の方法。
　　［Ｃ２８］　前記計算されたスロットのみにおいて前記セルブロードキャストチャネ
ルを読み取ることが、セルブロードキャスト予測走査プロシージャの一部である、Ｃ２３
に記載の方法。
　　［Ｃ２９］　前記セルブロードキャスト予測走査プロシージャ中にリフレッシュタイ
マーが満了した場合、セルブロードキャスト連続走査プロシージャを実行することをさら
に備える、Ｃ２８に記載の方法。
　　［Ｃ３０］　前記方法が、セルブロードキャストスケジューリング機構をサポートし
ないネットワーク中で実行される、Ｃ２３に記載の方法。
　　［Ｃ３１］　セルブロードキャストチャネルを監視することは、
　連続走査タイマーを開始することと、
　すべてのセルブロードキャストメッセージスロットを読み取ることと、
　前のセルブロードキャストチャネルスロット以降、メッセージＩＤと更新数とが変化し
たかどうかを判断することと
を備える、Ｃ３０に記載の方法。
　　［Ｃ３２］　前記前のセルブロードキャストメッセージスロット以降、前記メッセー
ジＩＤと前記更新数とのうちの少なくとも１つが変化しており、前記メッセージＩＤに対
する前記繰り返し数を増分することをさらに備える、Ｃ３１に記載の方法。
　　［Ｃ３３］　前記連続走査タイマーが満了したとき、前記メッセージＩＤと、セルＩ
Ｄと、前記繰り返し数と、最後のメッセージスロット番号と、計算された周期性とを記憶
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することをさらに備える、Ｃ３２に記載の方法。
　　［Ｃ３４］　前記メッセージＩＤと、前記セルＩＤと、前記繰り返し数と、前記最後
のメッセージスロット番号と、前記計算された周期性とは、所望のメッセージが予想され
るスロットを計算するために使用される、Ｃ３２に記載の方法。
　　［Ｃ３５］　セルブロードキャストメッセージを受信するための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリと、
　前記メモリに記憶された命令であって、前記命令は、
　　セルブロードキャストチャネルを監視することと、
　　前記セルブロードキャストチャネル中で所望のメッセージが予想されるメッセージス
ロットを計算することと、
　　前記計算されたメッセージスロットのみにおいて前記セルブロードキャストチャネル
を読み取ることと
　を行うように前記プロセッサによって実行可能である、命令と
を備える装置。
　　［Ｃ３６］　前記装置がワイヤレス通信デバイスである、Ｃ３５に記載の装置。
　　［Ｃ３７］　前記セルブロードキャストチャネルが、繰り返し数と周期性と最後のス
ロット番号とを取得するために連続走査時間の間監視される、Ｃ３５に記載の装置。
　　［Ｃ３８］　前記繰り返しと前記周期性と前記最後のスロット番号とは、所望のメッ
セージが予想されるスロットを計算するために使用される、Ｃ３７に記載の装置。
　　［Ｃ３９］　前記命令は、いずれかの所望のメッセージについて予測スケジューリン
グが機能しなかった場合、セルブロードキャスト連続走査プロシージャを実行するように
さらに実行可能である、Ｃ３５に記載の装置。
　　［Ｃ４０］　前記計算されたスロットのみにおいて前記セルブロードキャストチャネ
ルを読み取ることが、セルブロードキャスト予測走査プロシージャの一部である、Ｃ３５
に記載の装置。
　　［Ｃ４１］　前記命令は、前記セルブロードキャスト予測走査プロシージャ中にリフ
レッシュタイマーが満了した場合、セルブロードキャスト連続走査プロシージャを実行す
るようにさらに実行可能である、Ｃ４０に記載の装置。
　　［Ｃ４２］　前記装置が、セルブロードキャストスケジューリング機構をサポートし
ないネットワーク中にある、Ｃ３５に記載の装置。
　　［Ｃ４３］　セルブロードキャストチャネルを監視するように実行可能な前記命令は
、
　連続走査タイマーを開始することと、
　すべてのセルブロードキャストメッセージスロットを読み取ることと、
　前のセルブロードキャストチャネルスロット以降、メッセージＩＤと更新数とが変化し
たかどうかを判断することと
を行うように実行可能な命令を備える、Ｃ４２に記載の装置。
　　［Ｃ４４］　前記前のセルブロードキャストメッセージスロット以降、前記メッセー
ジＩＤと前記更新数とのうちの少なくとも１つが変化しており、前記メッセージＩＤに対
する前記繰り返し数を増分することをさらに備える、Ｃ４３に記載の装置。
　　［Ｃ４５］　前記命令は、前記連続走査タイマーが満了したとき、前記メッセージＩ
Ｄと、セルＩＤと、前記繰り返し数と、最後のメッセージスロット番号と、計算された周
期性とを記憶するようにさらに実行可能である、Ｃ４４に記載の装置。
　　［Ｃ４６］　前記メッセージＩＤと、前記セルＩＤと、前記繰り返し数と、前記最後
のメッセージスロット番号と、前記計算された周期性とは、所望のメッセージが予想され
るスロットを計算するために使用される、Ｃ４４に記載の装置。
　　［Ｃ４７］　セルブロードキャストメッセージを受信するように構成された装置であ
って、
　第１のセルと通信するための手段と、
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　第２のセルと通信することに切り替えるための手段と、
　セルを切り替えた後にセルブロードキャストチャネルを読み取るための手段と、
　専用モードからパケットアイドルモードに切り替えるための手段と、
　専用モードからパケットアイドルモードに切り替えた後に前記セルブロードキャストチ
ャネルを１回再び読み取るための手段と
を備える装置。
　　［Ｃ４８］　セルブロードキャストメッセージを受信するためのコンピュータプログ
ラム製品であって、前記コンピュータプログラム製品が、命令をその上に有する非一時的
コンピュータ可読媒体を備え、前記命令が、
　第１のセルと通信することをワイヤレスデバイスに行わせるためのコードと、
　第２のセルと通信することに切り替えることを前記ワイヤレスデバイスに行わせるため
のコードと、
　セルを切り替えた後にセルブロードキャストチャネルを読み取ることを前記ワイヤレス
デバイスに行わせるためのコードと、
　専用モードからパケットアイドルモードに切り替えることを前記ワイヤレスデバイスに
行わせるためのコードと、
　専用モードからパケットアイドルモードに切り替えた後に前記セルブロードキャストチ
ャネルを１回再び読み取ることを前記ワイヤレスデバイスに行わせるためのコードと
を備える、コンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ４９］　セルブロードキャストメッセージを受信するように構成された装置であ
って、
　セルブロードキャストチャネルを監視するための手段と、
　前記セルブロードキャストチャネル中で所望のメッセージが予想されるスロットを計算
するための手段と、
　前記計算されたスロットのみにおいて前記セルブロードキャストチャネルを読み取るた
めの手段と
を備える装置。
　　［Ｃ５０］　セルブロードキャストメッセージを受信するためのコンピュータプログ
ラム製品であって、前記コンピュータプログラム製品が、命令をその上に有する非一時的
コンピュータ可読媒体を備え、前記命令は、
　セルブロードキャストチャネルを監視することをワイヤレスデバイスに行わせるための
コードと、
　前記セルブロードキャストチャネル中で所望のメッセージが予想されるメッセージスロ
ットを計算することを前記ワイヤレスデバイスに行わせるためのコードと、
　前記計算されたメッセージスロットのみにおいて前記セルブロードキャストチャネルを
読み取ることを前記ワイヤレスデバイスに行わせるためのコードと
を備える、コンピュータプログラム製品。
　　［Ｃ５１］　セルブロードキャストメッセージを受信するように構成されたワイヤレ
スデバイスであって、
　セルブロードキャストチャネルを監視するための手段と、
　前記セルブロードキャストチャネル中で所望のメッセージが予想されるメッセージスロ
ットを計算するための手段と、
　前記計算されたメッセージスロットのみにおいて前記セルブロードキャストチャネルを
読み取るための手段と
を備えるワイヤレスデバイス。
　　［Ｃ５２］　セルブロードキャストメッセージを受信するためのコンピュータプログ
ラム製品であって、前記コンピュータプログラム製品が、命令をその上に有する非一時的
コンピュータ可読媒体を備え、前記命令は、
　セルブロードキャストチャネルを監視することをワイヤレスデバイスに行わせるための
コードと、
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　前記セルブロードキャストチャネル中で所望のメッセージが予想されるメッセージスロ
ットを計算することを前記ワイヤレスデバイスに行わせるためのコードと、
　前記計算されたメッセージスロットのみにおいて前記セルブロードキャストチャネルを
読み取ることを前記ワイヤレスデバイスに行わせるためのコードと
を備える、コンピュータプログラム製品。
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