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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局制御装置および複数の基地局を備えた無線通信システムにおいて、
　ページング繰返し数を指定するページング命令を複数の基地局において基地局制御装置
から受取り、
　命令を受取った複数の基地局からそのページング繰返し数だけクイックページングメッ
セージをそのページング命令のターゲットの受信装置に送信し、
　前記複数の基地局のローディング状態を決定し、
　前記ローディング状態により、前記複数の基地局のいずれか１つからページング繰返し
数の回数の範囲内でターゲットの受信装置にページングメッセージを送信するステップを
含んでいる方法。
【請求項２】
　ターゲットの受信装置はソフトハンドオフ中である請求項１記載の方法。
【請求項３】
　基地局制御装置および複数の基地局を備えた無線通信システムにおいて、
　ページング繰返し数を指定するページング命令を複数の基地局において基地局制御装置
から受取る手段と、
　命令を受取った複数の基地局からそのページング繰返し数だけクイックページングメッ
セージをそのページング命令のターゲットの受信装置に送信する手段と、
　前記複数の基地局のローディング状態を決定する手段と、
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　前記ローディング状態により、前記複数の基地局のいずれか１つからページング繰返し
数の回数の範囲内でターゲットの受信装置にページングメッセージを送信する手段とを具
備している基地局。
【請求項４】
　移動局に対するページングメッセージを複数の基地局の少なくとも２つに送信するよう
に動作する基地局制御装置と、複数の基地局とを備えている無線通信システムにおいて、
　基地局制御装置からページング繰返し数を複数の基地局の少なくとも２つに送信し、
　その複数の基地局の少なくとも２つが前記ページング繰返し数だけ時間間隔をおいてク
イックページングメッセージを移動局に送信し、
　その複数の基地局の少なくとも２つがローディング状態を決定し、
　前記ローディング状態により、その複数の基地局の少なくとも２つの第１のものが、1
回目のクイックページングメッセージより後の第１の時間期間中にページングメッセージ
を移動局に送信し、
　前記ローディング状態により、その複数の基地局の少なくとも２つの第２のものが、２
回目のクイックページングメッセージより後の第２の時間期間中にページングメッセージ
を移動局に送信するステップを含んでいる方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システムに関する。とくに、本発明は、無線通信システムにおいてクイ
ックページングを行う方法に関する。
【背景の技術】
【０００２】
　無線通信システムにおいて、基地局は移動局にページし、呼が保留中であることを示す
。ページング信号は、ページングチャンネルと呼ばれる別のチャンネル上を送信される。
符号分割多元アクセス、すなわちＣＤＭＡタイプのシステムのようなスペクトラム拡散シ
ステムでは、ページングチャンネルは別の搬送波周波数で構成されることができるが、特
有のコードがページングメッセージに与えられ、それによってページングチャンネルを提
供する。
【０００３】
　基地局は、基地局制御装置（ＢＳＣ）から受取られた命令に応答してページを生成する
。１実施形態において、ＢＳＣはまたクイックページＱＰ信号を送るように基地局に命令
する。このＱＰ信号は、別のクイックページチャンネルＱＰＣＨ上を送信される。クイッ
クページメッセージは１ビットであってもよいし、あるいは多ビットから成るメッセージ
であってもよい。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　移動局がソフトハンドオフを行っているときに、ＱＰメッセージを生成することには問
題がある。ソフトハンドオフ中、ＢＳＣは、移動局の周囲の隣接している基地局にＱＰメ
ッセージを送信するように命令する。ＱＰメッセージを送信した後、各基地局は移動局に
ページするように命令される。各基地局に対して、移動局はページングスロットを割当て
られている。近隣の基地局のローディングにより、割当てられたページングスロットの期
間中に基地局の１つまたは全てが対応したページを送信することが妨げられる。したがっ
て、移動局がソフトハンドオフしている最中にクイックページを提供する方法が必要とさ
れている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　１つの特徴によると、基地局制御装置および複数の基地局を備えた無線通信システムに
おいて、方法は、ページング繰返し数を指定するページング命令を複数の基地局のある基
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地局において基地局制御装置から受取り、そのページング繰返し数だけクイックページン
グメッセージをそのページング命令のターゲットの受信装置に送信するステップを含んで
いる。
【０００６】
　別の特徴によると、基地局制御装置および複数の基地局を備えた無線通信システムにお
いて、基地局は、ページング繰返し数を指定するページング命令を複数の基地局のある基
地局において基地局制御装置から受取る手段と、そのページング繰返し数だけクイックペ
ージングメッセージをそのページング命令のターゲットの受信装置に送信する手段とを具
備している。さらに別の特徴においては、基地局制御装置および複数の基地局を備えた無
線通信システムにおいて、移動局は、複数のクイックページングメッセージを複数の基地
局から受取る手段と、第１のページングメッセージを複数の基地局の第１のものから受取
る手段と、第２のページングメッセージを複数の基地局の第２のものから受取る手段と、
第１および第２のページングメッセージの少なくとも１つに応答する手段とを具備してい
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　“例示的な”という用語はこの明細書においてもっぱら“一例または例証として役に立
つ”ことを意味するものとして使用される。この明細書に “例示的な”実施形態として
記載されているものは、別の実施形態より常に好ましいまたは有効なものと解釈されるわ
けではない。　
　符号分割多元アクセス、すなわちＣＤＭＡ通信システムのようなスペクトラム拡散シス
テムにおいて、信号は擬似ランダム雑音、すなわちＰＮ、拡散シーケンスのようなコード
を使用することにより広い帯域幅にわたって拡散される。この明細書において以降“ＩＳ
－９５規格”と呼ばれる“二重モード広帯域スペクトラム拡散セルラーシステムに対する
ＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－９５移動局―基地局適合規格”および以降“ｃｄｍａ２０００規
格”と呼ばれる“ｃｄｍａ２０００スペクトラム拡散システムに対するＴＩＡ／ＥＩＡ／
ＩＳ－２０００規格”には、スペクトラム拡散ＣＤＭＡシステムが詳細に示されている。
さらに、ＣＤＭＡシステムの動作は、本出願にその権利が譲渡され、ここにおいてとくに
参考文献とされている米国特許第 4,901,307号明細書(“SPREAD SPECTRUM MULTIPLE ACCE
SS COMMUNICATION SYSTEM USING SATELLITE OR TERRESTRIAL REPEATERS”)に記載されて
いる。
【０００８】
　ｃｄｍａ２０００規格に一致する通信システムのような１実施形態において、クイック
ページングチャンネルＱＰＣＨは、順方向共通制御チャンネルＦ－ＣＣＣＨまたはページ
ングチャンネルＰＣＨ上を送信されたページング情報を受取るように移動局に警告するた
めに使用される。
【０００９】
　図１は、多くのユーザをサポートし、本発明の少なくともいくつかの特徴および実施形
態を実施することのできる通信システム100の概略図である。システム100は多くのセル10
2A乃至102G内での通信を可能にし、これらの各セルは、対応した各基地局104A乃至104Gに
よってそれぞれサービスされている。例示的な実施形態において、基地局104のあるもの
は多くの受信アンテナを備えており、他のものは１個の受信アンテナしか備えていない。
同様に、基地局104のあるものは多くの送信アンテナを備えており、他のものは単一の送
信アンテナを備えている。送信アンテナと受信アンテナの組合せに制限はない。したがっ
て、基地局104は、多くの送信アンテナおよび単一の受信アンテナ、または多数の受信ア
ンテナおよび単一の送信アンテナ、もしくは共に単一のまたは共に多数の送信アンテナお
よび受信アンテナを備えることができる。
【００１０】
　カバレージエリア内の端末106は、固定されて（すなわち、静止して）いてもよいし、
あるいは可動であってもよい。図１に示されているように、種々の端末106がシステム中
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にわたって分散されている。各端末106は、たとえば、ソフトハンドオフが使用されてい
るか否かに応じて、あるいはその端末が多数の基地局から多数の送信を（同時にあるいは
逐次）受信するように設計され、動作されているかどうか等に応じて、任意の所定の瞬間
にダウンリンクおよびアップリンクにより少なくとも１つおよびおそらく２以上の基地局
104と通信する。ＣＤＭＡ通信システムにおけるソフトハンドオフは技術的によく知られ
ており、本出願にその権利が譲渡され、この明細書おいて参考文献とされている米国特許
第 5,101,501号明細書(“METHOD AND SYSTEM FOR PROVIDING A SOFT HANDOFF IN A CDMA 
CELLULAR TELEPHONE SYSTEM”)に詳細に記載されている。
【００１１】
　ダウンリンクとは基地局から端末への送信のことであり、アップリンクとは端末から基
地局への送信のことである。例示的な実施形態において、端末106のあるものは多くの受
信アンテナを備えており、別のものは１個の受信アンテナだけを備えている。同様に、端
末106のあるものは多くの送信アンテナを備えており、別のものは１個の送信アンテナだ
けを備えている。送信アンテナと受信アンテナの組合せに制限はない。したがって、端末
106は、多くの送信アンテナおよび単一の受信アンテナ、または多数の受信アンテナおよ
び単一の送信アンテナ、もしくは共に単一のまたは共に多数の送信アンテナおよび受信ア
ンテナを備えることができる。図１において、基地局104Aはダウンリンクで端末106Aおよ
び106Jにデータを送信し、基地局104Bは端末106Bおよび106Jにデータを送信し、基地局10
4Cは端末106Cデータを送信し、他も同様に行われる。
【００１２】
　図２は、移動局106Aの付近の、セル102A，102B，102C，102Dおよび102Eを含む近隣130
を示している。移動局106AはここではＭＳ１と呼ばれる。近隣は、移動局106Aと通信する
範囲内に位置する基地局を含んでいると考えることができる。近隣の決定は、基地局制御
装置ＢＳＣ120によって行われる。ＢＳＣ120は、システム100内の基地局の動作を制御す
ると共に、公衆交換電話網ＰＳＴＮ、別の無線システム、インターネットのようなデータ
リンクと、または種々の他のアクセスネットワークの任意のものとインターフェースする
。
【００１３】
　図３は、無線システム100におけるクイックページングＱＰメッセージの生成を示して
いる。ＭＳ１に対する保留通信リクエストにより、ＢＳＣ120は、ＭＳ１にページすると
共にとくにＭＳ１にＱＰメッセージを提供せよという命令を発生する。これらの命令は、
近隣130内の多くの基地局に提供される。例としてＢＴＳ102AおよびＢＴＳ102Dが示され
ているが、しかしながら、ＢＳＣ120は多くの基地局の任意のものに命令を送信してもよ
い。ＢＳＣ120は、時間インターバルｔ１乃至ｔ２の期間中に命令を送信する。この命令
に応答して、ＢＴＳ102Aおよび102Dは時間インターバルｔ３乃至ｔ４の期間中にＱＰメッ
セージを生成する。１実施形態において、ＱＰメッセージは１ビットメッセージである。
ＱＰメッセージはＱＰチャンネルＱＰＣＨで送信される。近隣130内の各基地局は、この
インターバル期間中にＱＰメッセージを送信する。ＱＰメッセージに続いて、各基地局は
ＭＳ１にページを送信するように命令される。上述したように、これは、近隣130内の基
地局の任意の１つがロードされ、ＭＳ１にページするには不十分なリソースしかない可能
性があるという問題を発生させる。この場合、このような基地局はページに優先順位をつ
けるか、あるいはＢＳＣ120からの命令を無視することが必要になる可能性がある。
【００１４】
　ＭＳ１はＱＰメッセージを近隣130内の基地局から受取る。ＭＳ１はＱＰメッセージを
結合し、それによって情報の信頼性を高める。ＱＰメッセージをＭＳ１に送信することの
できない、あるいはＱＰメッセージをＭＳ１に送信しないことを選択した各基地局は、情
報の信頼性を低下させる。
【００１５】
　１実施形態において、この問題は、ＢＳＣ120から命令を受取った近隣130内の各基地局
が、基地局のローディングに関係なくページメッセージにより後続されるＱＰメッセージ
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を送信するように要求される委任（ｍａｎｄａｄｏｒｙ）方式を実施することによって解
決される。
【００１６】
　別の実施形態においては、ＱＰメッセージの反復が行われ、それによって基地局がペー
ジを送信する多くの機会を与えられる。図４Ａを参照とすると、再びＢＳＣ120は命令を
ＢＴＳ102Aおよび102Dに送信している。それに応答して、両基地局は、時間ｔ５乃至ｔ６
のインターバル中にＱＰメッセージを送信する。この命令には、Ｎとして識別されるいく
つかの再試行が含まれており、Ｎ＝１ならば、委任方式が実施される。各基地局のページ
ングインターバルは時間ｔ７に始まり、時間ｔ１０まで続く。ページングインターバル内
には、時間スロットがＭＳ１に対して割当てられており、別の時間スロットは別の移動局
に対して割当てられている。ＭＳ１に割当てられた時間スロットは、時間ｔ８から時間ｔ
９までである。図４Ａに示されているように、ＢＴＳ102DはＭＳ１のページングスロット
中に斜線を付けられた部分を有しており、それはこのスロット中のページングメッセージ
の送信を示している。ＢＴＳ102Dのローディングは送信を可能にした。反対に、ＢＴＳ10
2Aは、ＭＳ１に割当てられた時間スロット期間中、すなわち、時間ｔ８から時間ｔ９まで
ページングメッセージの送信を阻止するようにロードされた。ＭＳ１に割当てられた後続
する時間ｔ１４乃至ｔ１５中もまた、ＢＴＳ102Dはページングメッセージを送信しないが
、しかしながらＢＴＳ102Aはこの時点でページングメッセージの送信を可能にする。この
ようにして、ＢＴＳ102Dは第１の時間にページングメッセージを送信し、一方ＢＴＳ102A
は第２の時間にページングメッセージを送信した。１実施形態によると、メッセージをペ
ージするための２つのスロット（第２のスロットは示されていない）が時間ｔ７乃至ｔ１
０の期間中に指定される。同様に、メッセージをページするための２つのスロット（第２
のスロットは示されていない）が時間ｔ１３乃至ｔ１６の期間中に指定される。
【００１７】
　別の実施形態においては、ＢＳＣから受取られたページメッセージに応答して、各ＢＴ
Ｓは送信に対して利用可能な帯域幅を計算する。ＢＴＳが次のページングスロットでペー
ジングメッセージを送信するための帯域幅を有している場合、ＢＴＳはＢＳＣにページン
グ確認メッセージを送信する。ページング確認メッセージは送信機を、ページングメッセ
ージを次のスロット中にＭＳに送信するために利用可能なＢＴＳとして識別する。図４Ｂ
に示されているように、ＢＴＳ102Dは、ＢＳＣ120からページングメッセージを受取り、
ページングメッセージをターゲットのＭＳに送信するために十分な帯域幅が利用可能であ
ることを決定する。ＢＳＣ120はまた、クイックページングメッセージをＮ回送信するよ
うにＢＴＳに命令することに注意すべきである。ＢＴＳ102Dはページング確認メッセージ
をＢＳＣ120に時間ｔtarget1に送信する。その後、ＢＴＳ102Dは時間インターバルｔ５乃
至ｔ６の期間中にクイックページングメッセージを送信し、時間インターバルｔ８乃至ｔ
９の期間中にページングメッセージを送信する。ＢＴＳ102AもまたＢＳＣ120からページ
ングメッセージを受取るが、ページングメッセージをターゲットのＭＳに送信するために
利用可能な十分な帯域幅がないことを決定する。ＢＴＳ102Aは時間インターバルｔ５乃至
ｔ６の期間中にクイックページングメッセージを送信する。ＢＴＳ102Aの送信帯域幅は、
ＢＴＳ102Aが次のスロットでページングメッセージを送信するのに十分な帯域幅を有する
ように時間ｔ５に後続して変化する。ＢＴＳ102Aは、ＢＳＣ120にページング確認メッセ
ージを時間ｔpage2に送信する。クイックページングメッセージは、時間インターバルｔ
１１乃至ｔ１２の期間中にＢＴＳ102Aから送られる。その後、ＢＴＳ102Aは、次のスロッ
ト、すなわち時間インターバルｔ１４乃至ｔ１５の期間中にページングメッセージを送信
する。この実施形態は、各ＢＴＳが多数の時間インターバルの１つの期間中にページング
メッセージを送信することを可能にする。ＢＴＳは、ページングメッセージがターゲット
のＭＳに送信される各時間インターバルを識別する。このようにして、各ＢＴＳに対して
、ＢＳＣ120はページングメッセージの送信を追跡してもよい。
【００１８】
　ＢＳＣは、ＢＳＣ、ＢＴＳおよびＭＳにおいて維持されているクイックページングソフ
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トハンドオフリストを修正するためにこの情報を使用してもよい。１実施形態によると、
ＢＳＣは、ページングメッセージを送信するのに不十分な帯域幅しかないＢＴＳを無視し
、ＭＳはあまり頻繁にリストを更新する必要がないので、それによってＭＳにおける電力
消費を節約する。
【００１９】
　図５には、上述したクイックページングを行う１実施形態が示されている。この方法40
0は基地局または別の制御ターミナルにおいて行われ、ステップ402において基地局は所定
の移動局ＭＳ１に対するクイックページング命令を受取る。この命令はまた、Ｎとして識
別されるページング繰返し数を指示している。ステップ404において、基地局はスロット
インデックスｉを値Ｎに初期化する。決定ダイヤモンド406において、基地局は、ページ
ング繰返し数が１に等しいか否かを決定する。Ｎ＝１の場合について、基地局はクイック
ページング信号を送信し、その後にＭＳ１に割当てられた第１のスロットでページメッセ
ージを送信する。図５に示されているように、ステップ408において基地局はクイックペ
ージングメッセージをＭＳ１に対して送信し、その後ページングメッセージをスロットｉ
で送信する。Ｎ＝１の場合について、このページングは全ての基地局間で同期され、この
とき各基地局は、ターゲットの移動局に割当てられた同じスロット期間中にページングメ
ッセージを送信する。
【００２０】
　反対に、ページング繰返し数が１に等しくない場合、処理手順はステップ404に進み、
クイックページングメッセージをＭＳ１に送信する。Ｎ＞１の場合は、擬似同期されたペ
ージングシナリオと呼ばれる。ステップ410において、基地局は、保留トランザクション
に対するローディング状態を決定する。基地局から利用可能なページングスロットが混雑
している場合、ステップ414において基地局はスロットインデックスをインクリメントす
る。基地局ローディングによりＭＳ１に対するページの送信が可能になった場合、ステッ
プ412においてそのページはスロットｉで送信される。その後、処理手順はステップ414に
進み、スロットインデックスをインクリメントする。決定ダイヤモンド416において、イ
ンデックスｉはページング繰返し数Ｎと比較され、ページング繰返し数が満足されている
場合、処理手順は終了する。そうでない場合、処理手順はステップ404に戻り、クイック
ページメッセージをＭＳ１に送信する。１実施形態においては、基地局がターゲットの移
動局に対する終了のプロセスであるページングメッセージを送信すると、クイックページ
メッセージはそれ以上送信されないことに注意されたい。
【００２１】
　図６は、図５におけるような擬似同期されたページング方法を行うように構成された無
線通信システム内において動作する基地局を示している。基地局500は、基地局制御装置
（示されていない）から受取られた信号を処理する受信回路502を含んでいる。受信回路5
02はページング繰返し数Ｎをページング繰返しカウンタ504に提供する。カウンタ504はペ
ージング装置506およびクイックページング装置508に結合されている。カウンタ504は、
ターゲットの移動局と関連付けられたページング命令に対して残っている繰返しの状態を
示す。クイックページング装置508はこの情報を使用して、クイックページメッセージを
送信する回数を決定する。ページング装置506は、ローディングおよびスケジューリング
情報をローディング決定装置512から受取る。ローディング決定装置512はまた送信回路51
0に結合されており、ローディングによりターゲットの受信回路に対するページが可能に
なるか否かを決定する。クイックページング装置508およびページング装置506は、ページ
ング情報を送信回路510に提供する。クイックページング装置508は、基地局制御装置（示
されていない）によって命令されたとおりに、ページング繰返し数だけクイックページメ
ッセージを送信することを開始する。
【００２２】
　１実施形態において、無線通信システム内で動作している移動局は、ソフトハンドオフ
期間中に少なくとも２つの基地局からクイックページングメッセージを受取って、これを
処理する。その後、移動局は第１の基地局から第１のページングメッセージを受取って、
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これを処理し、この場合、第１のページングメッセージは第１の基地局の送信サイクル中
に受取られる。後続するサイクル中に、移動局は第２の基地局から第２のページングメッ
セージを受取る。その後、移動局はページング情報を処理し、第１および第２の基地局に
関する応答を決定する。受信および処理は、移動局に位置しているメモリ中に記憶された
コンピュータ読出し可能な命令によって行われてもよい。また、受信および処理は、専用
のハードウェア、ファームウェアまたはその組合せによって行われてもよい。
【００２３】
　上述したように、無線システムにおいてページングメッセージを処理する方法は、移動
局と通信している基地局の個々のローディング状態を考慮に入れる。ページング繰返し数
を指定することにより、基地局はローディングによりページングメッセージの送信を阻止
されるのではなく、むしろローディングが許されたときにページを送信することができる
。
【００２４】
　以上、無線システムにおいてページングを行う種々の方法を説明してきた。各方法は所
定のシステムの設計およびリソース要求にしたがった適用を見出している。ＣＤＭＡ型の
スペクトラム拡散通信システムを参照として種々の実施形態が記載されているが、この概
念は、別のスペクトラム拡散タイプのシステムおよび別のタイプの通信システムにも適応
可能である。上述された方法およびアルゴリズムはハードウェア、ソフトウェア、ファー
ムウェアまたはその組合せで実施されてもよい。たとえば、時間ゲートされないパイロッ
トへのＭＭＳＥアプローチを使用することにより、コンバイナー加重を解くための式は、
その計算を行うためにソフトウェアにおいて、あるいはデジタル信号プロセッサＤＳＰを
使用して行われてもよい。同様にして、適応アルゴリズムはコンピュータ読出し可能な媒
体上に記憶されたコンピュータ読出し可能な命令の形態でソフトウェアにおいて実施され
てもよい。ＤＳＰコアのような中央処理装置は、命令を実行し、それに応答して信号評価
を提供するように動作する。別の実施形態は、実行可能な場合には、特定用途向け集積回
路ＡＳＩＣのようなハードウェアを構成してもよい。
【００２５】
　当業者は、情報および信号が種々の異なったテクノロジーおよび技術の任意のものを使
用して表されることができることを認識するであろう。たとえば、上記の説明の中で参照
とされることのできるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボルおよびチ
ップは、電圧、電流、電磁波、磁界または粒子、光学フィールドまたは粒子、あるいはそ
の任意の組合せによって表されてもよい。
【００２６】
　当業者は、この明細書に開示されている実施形態と関連して示されている種々の例示的
な論理ブロック、モジュール、回路およびアルゴリズムステップが電子ハードウェア、コ
ンピュータソフトウェアまたはその両者の組合せとして構成されてもよいことをさらに認
識するであろう。このハードウェアとソフトウェアの交換可能性を明瞭に説明するために
、上記においては種々の例示的なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路およびス
テップがそれらの機能に関して一般的に記載されている。このような機能がハードウェア
として構成されるか、あるいはソフトウェアとして構成されるかは、特定のアプリケーシ
ョンおよびシステム全体に課せられる設計制約に依存する。当業者は、記載されている機
能を特定の適用のそれぞれに対して種々の方法で実施することができるが、このような実
施決定は本発明の技術的範囲を逸脱するものとして解釈されてはならない。
【００２７】
　ここに開示されている実施形態との関連で説明された種々の例示的な論理ブロック、モ
ジュールおよび回路は、ここに記載されている機能を行うように設計された汎用プロセッ
サ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィール
ドプログラム可能なゲートアレイ（ＦＰＧＡ）または別のプログラム可能な論理装置、デ
ィスクリートなゲートまたはトランジスタ論理装置、ディスクリートなハードウェアコン
ポーネント、またはその組合せにより実施され、あるいは行われることができる。汎用プ
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は任意の通常のプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置または状態マシンであってもよ
い。プロセッサはまた、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサ、複数のマイクロプロセ
ッサ、ＤＳＰコアと共同する１以上のマイクロプロセッサの組合せ等の計算装置の組合せ
、または任意の他のこのような構成として構成されてもよい。
【００２８】
　ここに開示されている実施形態との関連で説明されている方法またはアルゴリズムのス
テップはハードウェア中に直接組入れられてもよいし、プロセッサにより実行されるソフ
トウェアモジュール中に組入れられてもよいし、あるいは両者の組合せの中に組入れられ
てもよい。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ
、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、取出し可能なデ
ィスク、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは技術的に知られている任意の別の形態の記憶媒体中に配
置されることができる。例示的な記憶媒体は、プロセッサがその記憶媒体から情報を読出
し、また、これに情報を書込むことができるようにそのプロセッサに結合されている。別
の実施形態において、記憶媒体はプロセッサと一体であってもよい。プロセッサおよび記
憶媒体は、ＡＳＩＣ内に位置していてもよい。ＡＳＩＣはユーザ端末内に配置されること
ができる。別の実施形態では、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内のディスクリ
ートなコンポーネントとして配置されることができる。
【００２９】
　開示された実施形態の上記の説明は、当業者が本発明を構成し、あるいは使用できるよ
うにするために示されたものである。これらの実施形態に対して種々の変更を行うことが
可能であることは当業者に容易に明らかとなり、また、この明細書に規定されている一般
原理は、本発明の技術的範囲を逸脱することなく別の実施形態に適応されることができる
。したがって、本発明はここに示されている実施形態に制限されるものではなく、ここに
開示されている原理および新しい特徴に一致する広い技術的範囲を与えられている。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】無線通信システムの一部を示す概略図。
【図２】無線通信システムの一部を示す概略図。
【図３】クイックページングプロトコルのタイミング図。
【図４Ａ】ソフトハンドオフ中のクイックページングプロトコルのタイミング図。
【図４Ｂ】ソフトハンドオフ中のクイックページングプロトコルのタイミング図。
【図５】ソフトハンドオフ中のクイックページング制御のフロー図。
【図６】クイックページングプロトコルをサポ－トする基地局のブロック図。
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