
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムの基地局で使用される装置において、
　ページングメッセージを生成する生成器手段と、
　リモート無線端末へスーパータイムスロットを送信する送信器手段と、
　ページングメッセージを複数の無線端末に送信するために周期的に繰り返すスーパータ
イムスロットを含むスーパータイムスロットフォーマットを生成するフォーマッタ手段と
を含み、該複数のスーパータイムスロットの各々は複数のタイムスロットを含み、各タイ
ムスロットは無線端末ページングメッセージを送信するためのものであり、前記装置は、
　前記スーパータイムスロットに関連した無線端末へページングメッセージを送信するた
めにスーパータイムスロット内の第１の利用可能なタイムスロットを選択するセレクタ手
段と、
　スーパータイムスロットの同じタイムスロットに対して競合する複数のページングメッ
セージ間の競合を解決する手段とを含み、
　電力消費は軽減され、そしてページングメッセージの送信遅延は軽減される
ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　請求項１の装置において、１または複数の前記無線端末は特定のスーパータイムスロッ
トに関連している装置。
【請求項３】
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　請求項２の装置において、前記複数のスーパータイムスロットは重複していない装置。
【請求項４】
　請求項２の装置において、次のスーパータイムスロットの生起を検出するスーパータイ
ムスロットタイマー手段をさらに含み、前記発生器手段は、現在の予定される無線端末の
ためのページングメッセージをさらに生成しており、前記送信器手段は、前記現在の予定
される無線端末へ前記選択したタイムスロット内の前記生成したページングメッセージを
さらに送信している装置。
【請求項５】
　請求項２の装置において、前記スーパータイムスロットの隣接しているものは１または
複数のタイムスロットを共通して持っている装置。
【請求項６】
　請求項５の装置において、前記送信器手段は、呼び出される予定の現在の無線端末に関
連したスーパータイムスロットのタイムスロット内で無線端末への呼び出しをさらに送信
しており、前記検出器手段は、スーパータイムスロットが呼び出される予定の現在の無線
端末のスーパータイムスロットよりも時間的に早い無線端末のために予定されるページン
グメッセージがあるかどうかをさらに決定しており、前記送信器手段は、最も早いスーパ
ータイムスロットを有すると決定される無線端末に関連したスーパータイムスロットのタ
イムスロットでページングメッセージをさらに送信している装置。
【請求項７】
　ページングメッセージを受信するために無線通信システム（２００）の無線端末で使用
される装置において、
　スタンバイモードの動作において、前記無線端末を制御可能に維持する制御器手段と、
　複数の無線端末へページングメッセージを送信するために周期的に繰り返す複数のスー
パータイムスロットを含むスーパータイムスロットフォーマットを受信する受信器手段と
を含み、該複数のスーパータイムスロットの各々は複数のタイムスロットを含み、各タイ
ムスロットは無線端末ページングメッセージを送信するためのものであり、
　前記制御器は、前記無線端末ために予定されるページングメッセージのために、前記無
線端末に関連した、受信スーパータイムスロットの間隔だけを監視するモニターモードに
前記無線端末を入れて、その他の場合にはスタンバイモードへ戻しており、
　電力消費が軽減されることを特徴とする装置。
【請求項８】
　請求項７の装置において、前記制御器手段は、前記無線端末に関連した前記スーパータ
イムスロットが前記無線端末のために予定されるページングメッセージを含むかどうかを
決定するようにしている装置。
【請求項９】
　請求項８の装置において、前記無線端末は、出力信号を送信するようになっている送信
器手段をさらに含み、前記制御器手段は、前記無線端末に関連した前記スーパータイムス
ロットが前記無線端末のために予定されるページングメッセージを含むときに、前記無線
端末が前記送信器手段を介してページング応答メッセージを送信するように制御しており
、前記制御器手段は、前記無線端末に関連した前記スーパータイムスロットが前記無線端
末のために予定されるページングメッセージを含まないときには、前記無線端末を前記ス
タンバイモードにさらに入らせるようになっている装置。
【請求項１０】
　請求項７の装置において、前記スーパータイムスロットフォーマットは、スーパータイ
ムスロットがその隣接スーパータイムスロットに共通する少なくとも１つのタイムスロッ
トを持つように生成され、前記スーパータイムスロットが前記共通する少なくとも１つの
タイムスロットを共有して輻輳を生じさせない能力を持つ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、無線通信システムに関し、特に無線端末と基地局との間の無線通信に関する。
【０００２】
【従来の技術】
無線通信システムにおいては、無線端末は基地局と活性状態で通信することなしに基地局
への接続を維持することができる。このような無線端末はページングモードにあると称す
る。このようなシステムにおいて、無線端末（ＷＴ）は関連する基地局（ＢＳ）によりペ
ージングされて通信を開始する。これを実行するためには、基地局はダウンリンク上のペ
ージングチャネルと称するチャネルを通常有する。従来、公知のページング構成において
は、ページングチャネルは複数のページングタイムスロットに分割される。一群の無線端
末に通常関連する基地局からページングメッセージを受領するために所定の周期性を有す
るページングタイムスロットが割り当てられる。
【０００３】
図１に示すように、無線端末２０３－１，２０３－２にタイムスロットＡが割り当てられ
、無線端末２０３－３，２０３－４にタイムスロットＣが割当てられる、以下同様である
。各移動局はこれらのページングタイムスロットの間、関連する基地局からページングメ
ッセージをモニタすることになっている。かくして、図１に示した実施例においては、無
線端末２０３－１，２０３－２のみがタイムスロットＡ，Ｂを監視し、一方、無線端末２
０３－３，２０３－４のみがタイムスロットＣ，Ｄを監視するようになっている。このた
めページングタイムスロットの周期性は十分長く、各務先端末は２つの指定されたページ
ングタイムスロットの間、その周期性の大部分をターンオフしてエネルギをセーブしてい
る。これは無線端末がいわゆるスリープモードに入っていると称する。
【０００４】
無線端末はスリープモードに入った状態でも、ページングタイムスロットの追跡をしなけ
ればならない。無線端末は、指定されたページングタイムスロットが到着する前に「ウェ
ークアップ（起きて）」ダウンリンクチャネルに同調してキャリアとタイマーとフレーム
の同期化を実行する。その後、無線端末はページングタイムスロットを復号化して自分の
識別子が無線端末の指定されたページングタイムスロットに含まれている場合には、その
無線端末はページングメッセージが自分に向けられたものであるということを知ることに
なる。その後、無線端末はページングメッセージ内に指示された適宜のアクションをとる
。ページングメッセージがその無線端末に向けられたものではない場合には、無線端末は
スリープモードに戻り、自分に対し指定された次に受信するページングタイムスロットを
監視する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
図１に示すように、複数の無線端末は同一のページングタイムスロットを共有する。一般
的に特定の無線端末に向けたページングメッセージが頻繁に到着する訳ではなく、別の無
線端末に向けたページングメッセージも相互に独立したタイムスロットで到着する。した
がって、複数の無線端末間でいわゆるページングタイムスロットを共有することは、ペー
ジングチャネルを利用するより効率的な方法である。しかし、複数の無線端末間でページ
ングタイムスロットを共有することの問題点は、複数のページングメッセージが特定のペ
ージングタイムスロットを共有する複数の無線端末に対し同時に到着したときには、ペー
ジングメッセージを受領する遅延が増加する点である。例えば無線端末２０３－１，２０
３－２の両方に対し図１のタイムスロットＡでページングメッセージが到着したとすると
、関連する基地局は、タイムスロットＡ内のページングメッセージのうちの１つのみを送
信することができる。例えば、無線端末２０３－１に向けたメッセージのみを送信するこ
とができる。その後基地局は、無線端末２０３－２に向けたページングメッセージを送信
するためには、タイムスロットＢまで待機しなければならない。ページングメッセージの
到着割合およびページングタイムスロットを共有する無線端末の数によっては、この遅延
は長くなりすぎて好ましくないことがある。
【０００６】
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【課題を解決するための手段】
前記課題は、本発明の一実施例により独自のページングスーパータイムスロットフォーマ
ットを採用することにより解決できる。本発明によるページングスーパータイムスロット
は、複数の所定のタイムスロットを含む。各無線端末は周期的に生成されるスーパータイ
ムスロットに関連づけられる。スーパータイムスロットは１つあるいは複数の無線端末に
関係づけられる。
【０００７】
基地局は、スーパータイムスロット内の第１の利用可能なタイムスロットを選択してペー
ジングメッセージをそのスーパータイムスロットに関連する無線端末に送信する。各無線
端末は関連するスーパータイムスロット内の全てのタイムスロットを監視するが、これは
関連するページングメッセージの受領を検出するまで、あるいは空のタイムスロットを検
出するまで行われる。
【０００８】
本発明の他の実施例においては、部分的にオーバーラップするスーパータイムスロットフ
ォーマットを採用し、この方式においては、スーパータイムスロットは、隣接するスーパ
ータイムスロットに共通する少なくとも１つのタイムスロットを有する。この方式により
隣接するスーパータイムスロットに関連する無線端末は、少なくとも１つのタイムスロッ
トを共有する。そして、その結果トラフィック負荷がバランスし、トラフィックの変動を
平均化して輻輳を減らすことができる。本発明の利点は、ページングメッセージを送信す
る基地局ひいてはページングメッセージを受領する無線端末の処理の遅延性を大幅に減ら
すことができる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
図２は、本発明による無線多重アクセス通信システムのブロック図である。本発明は、移
動無線通信システムを例に説明しているが移動しない、例えば固定無線通信システムにも
同様に適用ができる。このような移動無線通信システムは、直交周波数分割多重化（ Orth
ogonal Frequency Division Multiplexed,ＯＦＤＭ）ベースの拡散スペクトラム多重アク
セスシステムである。
【００１０】
多重アクセス無線通信システム２００はアンテナ２０２を有する基地局２０１とアンテナ
２０４－１～２０４－Ｍを有する遠隔地にある無線端末、即ち無線端末２０３－１～２０
３－Ｍを有する。信号の送信は、基地局２０１と遠隔地にある無線端末２０３との間で送
受信される。全ての無線端末２０３は伝送スペクトラムをダイナミックな方式で共有する
。
【００１１】
この実施例においては、基地局２０１は送信器２０５と受信器２０７と制御器２０６を有
し、アンテナ２０２を介して無線メッセージを送受信する。制御器２０６を用いて、本発
明により送信器２０５と受信器２０７の動作を制御する。同様にこの実施例においては、
各無線端末２０３－１～２０３－Ｍは、送信器２０８と受信器２１０と制御器２０９を有
し、アンテナ２０４を介して無線メッセージを送受信する。制御器２０９を用いて本発明
により送信器２０８と受信器２１０の動作を制御する。
【００１２】
基地局２０１は、ページングメッセージを無線端末２０３送信する。通常、無線端末２０
３は、スタンバイモードで使用されていないときには、「スリープ」モードにあると称す
る。スリープモードにおいては、無線端末２０３内の回路の大部分はターンオフしてエネ
ルギを節約し、それによりバッテリ寿命を延ばしている。各無線端末２０３が自分に向け
られたページングメッセージがあるか否かを検出するために、特定の無線端末２０３はス
リープモードから抜け出して、即ちウェークアップして関連するページングメッセージ用
の来入してくるタイムスロットを監視しなければならない。
【００１３】
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上記したように図１は、基地局２０１と無線端末２０３との間のページングメッセージの
通信用の従来のタイムスロットフォーマットを表す。複数の無線端末２０３がタイムスロ
ットを共有することができるために、複数のページングメッセージが無線端末２０３に送
信するために同時に到着することが可能である。基地局２０１は、１つのタイムスロット
で１つのページングメッセージしか送信できないために、別のページングメッセージは送
信すべき後続のタイムスロットまで待機しなければならない。同時に到着するページング
メッセージの数およびタイムスロットを共有する無線端末２０３の数によっては、特定の
ページングメッセージを送信する遅延量は、非常に大きくなることがある。
【００１４】
図３は、ページングメッセージの送受信における遅延量を大幅に減らした本発明によるス
ーパータイムスロットフォーマットを表す。図３に示すように、複数の所定のタイムスロ
ットがスーパータイムスロットにグループ分けされる、例えばタイムスロットＡ１，Ａ２
がスーパータイムスロット＃１に、タイムスロットＡ３，Ａ４がスーパータイムスロット
＃２にグループ分けされる。適宜のページングメッセージを含んだこれらのスーパータイ
ムスロットがフォーマット化されて基地局２０１から無線端末２０３に送信される。
【００１５】
この実施例においては、無線端末２０３－１～２０３－４が、スーパータイムスロット＃
１を共有する。ページングメッセージは基地局２０１により生成され、ページングされる
べき現在の無線端末２０３に関係するスーパータイムスロットのタイムスロット内に挿入
される。いかなる数のタイムスロットもスーパータイムスロットにグループ分けすること
も可能であり、また所望数のスーパータイムスロットを周期的に繰り返すスーパータイム
スロットフォーマットのサイクルにすることも可能である。
【００１６】
タイムスロットをスーパータイムスロットにグループ分けすることにより、どのスーパー
タイムスロットの全てのタイムスロットにおける衝突の確率を統計的多重化により大幅に
減らすことができる。したがって、ページングメッセージを受領する無線端末２０３にお
ける遅延も大幅に減らすことができる。しかし、無線端末２０３は、より多くの数のタイ
ムスロットを監視する必要があり、これは計算負荷を増加させることになる。
【００１７】
図４は、無線端末２０３の計算負荷を減らすための本発明によるスーパータイムスロット
フォーマットを表す。ページングメッセージ用のスーパータイムスロットを監視する際に
無線端末に要求される計算負荷を減らすために、基地局２０１と無線端末２０３は、図３
に示したスパータイムスロットフォーマットを採用する際の所定のプロトコールに従う。
具体的に説明すると、基地局２０１はページングメッセージを無線端末２０３に送信する
ために第１の利用可能なタイムスロットを採用する。各無線端末２０３は、ページングメ
ッセージ用の関連するスーパータイムスロットを監視して、自分に向けられたページング
メッセージを受領するかあるいは空のタイムスロットを検出するかのいずれかによって、
監視動作を中止する。空のタイムスロットは、そのときにページングメッセージが送信さ
れていないタイムスロットと定義する。
【００１８】
ページングメッセージ用の第１の利用可能なタイムスロットとは、基地局２０１がページ
ングメッセージを送信することのできる、宛先の（意図した）無線端末に関連するスーパ
ータイムスロット内の最も早いタイムスロットである。例を挙げて説明する。無線端末２
０３－１～２０３－４が、スーパータイムスロット＃１を共有し、この実施例においては
、スーパータイムスロット＃１はタイムスロットＡ１，Ａ２を含む。スーパータイムスロ
ット＃１において、基地局２０１は宛先の無線端末２０３－１に送信すべきページングメ
ッセージを有しているとする。タイムスロットＡ１において、基地局２０１は送信すべき
他のページングメッセージを有していない場合には、基地局２０１は上記のプロトコール
に従ってタイムスロットＡ１でページングメッセージを送信する。
【００１９】
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このタイムスロットＡ１がページングメッセージ＃１の第１の利用可能なタイムスロット
である。タイムスロットＡ１において、送信すべき別のページングメッセージがある場合
には、基地局２０１はどのページングメッセージをタイムスロットＡ１で送信すべきかを
決定する。例えば基地局２０１がタイムスロットＡ１で無線端末２０３－１に向けた現ペ
ージングメッセージを送信すると決定した場合には、タイムスロットＡ１がページングメ
ッセージ＃１の第１の利用可能なタイムスロットである。基地局２０１がタイムスロット
Ａ１で別のページングメッセージを送信すると決定した場合には、タイムスロットＡ２が
無線端末２０３－１に向けたページングメッセージを送信するための第１の利用可能なタ
イムスロットである。
【００２０】
さらに基地局２０１がスーパータイムスロット＃１内のタイムスロットＡ１，Ａ２で別の
ページングメッセージを送信すると決定したときには、宛先の無線端末２０３－１に向け
たページングメッセージ用の第１の利用可能なタイムスロットは、フォーマットの次のサ
イクルの２０３－１に関連するスーパータイムスロットのタイムスロットである。無線端
末２０３に関連するスーパータイムスロットに共通のタイムスロットで、無線端末２０３
に送信すべき複数のページングメッセージを有する例においては、ページングメッセージ
は１つの共通のタイムスロットを得るために競合する。このタイムスロットの競合は、ラ
ンダムなベースに基づいて解決することもある。しかし、これはあるときには好ましくな
いものである。
【００２１】
よりよい解決法は、システム性能を向上させるために、例えばページングメッセージの送
信の遅延を減らすために、特定の固定プロセスにより競合を解決することである。本発明
によれば、全ての無線端末の中で最も早いスーパータイムスロットを有する無線端末２０
３に向けられたページングメッセージに共通のタイムスロットを割当てるプロセスを採用
する。最も早いスーパータイムスロットは、図９のステップ９０５に関係して説明する。
【００２２】
基地局２０１がスーパータイムスロット＃１で送信すべきページングメッセージを有して
いないとすると、タイムスロットＡ１でのメッセージの送信はなくタイムスロットは空で
ある。タイムスロットＡ１が空であることを関連する無線端末２０３－１～２０３－４が
検出すると、無線端末はタイムスロットＡ２の監視を停止しこれにより計算負荷を減らす
。本発明によれば、基地局２０１がスーパータイムスロット１に関連する無線端末に対し
送信すべき少なくとも１つのページングメッセージを有している場合には、基地局２０１
はページングメッセージが送信されるタイムスロットの前に空のタイムスロットを有して
はならず、その結果この実施例において、無線端末２０３－１～２０３－４は送信したペ
ージングメッセージを失うことはない。その理由は、ページングメッセージを含むタイム
スロットに先行する空のタイムスロットを検出するからである。
【００２３】
図３，４のスーパータイムスロットフォーマットにおいては、ページングメッセージトラ
フィックが変動するために、衝突（輻輳）がスーパータイムスロットで発生することがあ
る。この輻輳を最小にする技術は、多数のタイムスロットを有するスーパータイムスロッ
トを用いることである。しかしスーパータイムスロット内に沢山のタイムスロットを用い
ることは、無線端末２０３によるページングメッセージ用のスーパータイムスロットを監
視するためにより多くの計算が必要となる。
【００２４】
図５は、隣接するスーパータイムスロットが少なくとも１つのタイムスロットを共有する
部分的にオーバーラップするスーパータイムスロットフォーマットを示す。無線端末２０
３は関連するスーパータイムスロットを監視してページングメッセージを検出する。例と
してスーパータイムスロット＃１は、タイムスロットＡ１，Ａ２を含み、スーパータイム
スロット＃２は、タイムスロットＡ２，Ａ３を含み以下同様である。無線端末２０３－１
と２０３－２は、スーパータイムスロット＃１を共有し、無線端末２０３－２と２０３－
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３は、スーパータイムスロット＃２を共有し以下同様である。
【００２５】
したがってこの実施例においては、タイムスロットＡ２はスーパータイムスロット＃１と
スーパータイムスロット＃２とに共通である。スーパータイムスロットによりタイムスロ
ットが一部オーバーラップしているために、スーパータイムスロット上のページングトラ
フィックメッセージ負荷はバランスし、スーパータイムスロットにおける輻輳の確率を減
らすことができる。
【００２６】
図６は、本発明を実施する際の図３，４のオーバーラップしていないスーパータイムスロ
ットフォーマットを示す。基地局２０１は、無線端末２０３－１，２０３－２，２０３－
３，２０３－５，２０３－７に送信すべきページングメッセージを有している。無線端末
２０３－１，２０３－２，２０３－５，２０３－７に向けたページングメッセージは、そ
れぞれタイムスロットＡ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４で送信される。
【００２７】
しかし、無線端末２０３－３に向けたページングメッセージは次のスーパータイムスロッ
ト＃１で送信しなければならない。その理由は、現在のスーパータイムスロット＃１内は
混雑（輻輳）しているからである。かくして、無線端末２０３－３に向けたページングメ
ッセージは、関連するスーパータイムスロット＃１内の第１の利用可能なタイムスロット
、この実施例においては次のスーパータイムスロット＃１サイクルで送信される。
【００２８】
図７は、隣接するスーパータイムスロットが少なくとも１個のタイムスロットを共有する
部分的に一部がオーバーラップするスーパータイムスロットフォーマットを示す。ここで
、基地局２０１が無線端末２０３－１，２０３－２，２０３－３，２０３－５，２０３－
７に送信すべきページングメッセージを有しているとする。無線端末２０３－１，２０３
－２，２０３－３，２０３－５，２０３－７に向けたページングメッセージは、それぞれ
タイムスロットＡ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４，Ａ５で送信される。そのため、一部がオーバラ
ップするスーパータイムスロットフォーマットは、無線端末２０３－１，２０３－２，２
０３－３，２０３－５，２０３－７内のページングメッセージを受領し検出する際に遅延
が少なくなる。
【００２９】
図８は、無線端末２０３がページングメッセージを受領し検出し応答するプロセスのステ
ップのフローチャートを表す。プロセスは、パワーセービングモード即ちスリープ（スタ
ンバイ）モードで開始する（ステップ８０１）。その後、ステップ８０２は、スーパータ
イムスロットタイマーが時間切れとなったかを決定するためにテストを行う。ステップ８
０２におけるテスト結果がＮＯの場合には、ステップ８０２はＹＥＳの結果（スーパータ
イムスロットがタイムアウトしたことを示す）を生成するまで繰り返す。スーパータイム
スロットタイマーの時間切れは、関連する無線端末２０３に対し無線端末２０３がページ
ングメッセージを受信したかを検出するために関連するスーパータイムスロットを開始す
るためにターンオン、即ちウェークアップしていることを示す。
【００３０】
その後、ステップ８０３により現在のスーパータイムスロットに対するタイムスロットイ
ンデックスをＫ＝１に設定する。ステップ８０４により、関連する無線端末２０３がスー
パータイムスロットのタイムスロットＫ内のページングメッセージを復号化する。ステッ
プ８０５は、復号化されたページングメッセージは特定の無線端末２０３に向けられたも
のか否かを決定するためにテストする。テスト結果が、ＹＥＳの場合には、ページングメ
ッセージはこの特定の無線端末２０３に向けられたものであり、ステップ８０６によりこ
の特定の無線端末２０３が応答する。
【００３１】
ステップ８０５におけるテスト結果がＮＯの場合、ステップ８０７は、タイムスロットＫ
が空であるか否か、即ちＫ≧Ｎであるか否かを決定するためのテストを行う。Ｎは、スー
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パースロット内のタイムスロットの数を表す。ステップ８０７におけるテスト結果がＮＯ
の場合、ステップ８０８により無線端末２０３は、タイムスロットインデックスをＫ＝Ｋ
＋１にして、制御はステップ８０４に戻り、ステップ８０４～８０８からの１つがステッ
プ８０５またはステップ８０７のいずれかがＹＥＳの結果を出すまで繰り返される。
【００３２】
再びステップ８０５がＹＥＳの結果を出した場合、ステップ８０６は上記に従って対応す
る。ステップ８０７がＹＥＳの結果を出した場合、ステップ８０９は、スーパータイムス
ロットタイマーをリセットして制御をステップ８０１に戻す。このステップ８０１により
無線端末２０３はスリープモードに入る。その後、ステップ８０１～８０９のうちのいず
れかのステップが上記したように繰り返される。
【００３３】
図９は、ページングメッセージを無線端末２０３に送る基地局２０１内のプロセスのステ
ップを表すフローチャート図である。プロセスはステップ９０１で特定の無線端末２０３
に当てたページングメッセージを生成する基地局２０１により行われる。その後、ステッ
プ９０２により基地局２０１は、宛先の（意図した）無線端末２０３に関連する次のスー
パータイムスロットを待機する。
【００３４】
これはスーパータイムスロットタイマーが時間切れになるか否かを決定するためにテスト
するステップ９０３により行われる。ステップ９０３におけるテスト結果がＮＯの場合、
ステップ９０３はＹＥＳ結果がでるまで繰り返される。ステップ９０３におけるＹＥＳ結
果は、スーパータイムスロットが到着したことを表し、ステップ９０４により基地局２０
１は、現在のスーパータイムスロットのタイムスロットインデックスをＫ＝１に設定する
。
【００３５】
その後、ステップ９０５は、特定の意図された無線端末２０３用のスーパータイムスロッ
トの時間的に前の関連するスーパータイムスロットを有する別の無線端末２０３に向けら
れたページングメッセージがあるか否かを決定するためのテストを行う。前のスーパータ
イムスロットの最後のタイムスロットが後のスーパータイムスロットの最後のタイムスロ
ットよりも先行する場合には、前のスーパータイムスロットは、後のスパータイムスロッ
トよりも時間的に早いことになる。それらの最後のタイムスロットが完全にオーバーラッ
プした場合には２個のスーパータイムスロットは「同時」である。
【００３６】
ステップ９０５のテスト結果がＮＯの場合には、ステップ９０６により基地局２０１はペ
ージングメッセージを特定の宛先の無線端末２０３に送信する。ステップ９０５における
テスト結果がＹＥＳの場合には、ステップ９０７により基地局２０１はステップ９０５で
示したように他の無線端末２０３にページングメッセージを送信する。（図９には示して
いないが、宛先の無線端末２０３用のスーパータイムスロットと同時の関連するスーパー
タイムスロットを有する別の無線端末２０３向けにページングメッセージがある場合には
、基地局２０１はいずれかのページングメッセージを送信するよう選択できる。）
【００３７】
その後、ステップ９０８はタイムスロットインデックスがＫ≧Ｎかどうかを決定するため
のテストをする。Ｎは、スーパースロット内のタイムスロットの数を表す。ステップ９０
８におけるテスト結果がＮＯの場合、ステップ９０９により基地局２０１は、タイムスロ
ットインデックスをＫ＝Ｋ＋１に設定し、制御をステップ９０５に戻す。その後、ステッ
プ９０５～９０９の適宜のステップがステップ９０５がＮＯの結果を出すかあるいはステ
ップ９０８がＹＥＳの結果を出すかのいずれかまで繰り返される。
【００３８】
ステップ９０５がＮＯの結果を出す場合には、ステップ９０６により基地局２０１は、特
定の宛先の無線端末２０３にページングメッセージを送信する。ステップ９０８がＹＥＳ
結果を出す場合には、ステップ９１０により基地局２０１はスーパータイムスロットタイ
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マーをリセットして制御をステップ９０２に戻す。ステップ９０２～９１０のいずれかの
適宜のステップが上記したように繰り返される。
【００３９】
本発明は実施例に限定されるものではなく、本発明は様々な装置、例えば集積回路のよう
なハードウェアあるいはマイクロプロセッサ上のプログラミングあるいはデジタル信号プ
ロセッサ上のプログラミングで実行することができる。
【００４０】
特許請求の範囲の発明の要件の後に括弧で記載した番号がある場合は、本発明の一実施例
の対応関係を示すものであって、本発明の範囲を限定するものと解釈すべきではない。
【図面の簡単な説明】
【図１】無線通信システムにおいてページングメッセージを送信するのに用いられる従来
のタイムスロットフォーマットを表す図
【図２】本発明が用いられる無線多重アクセス通信システムのブロック図
【図３】本発明によるスーパータイムスロットフォーマットを表す図
【図４】本発明によるスーパータイムスロットフォーマットを表す図
【図５】隣接するスーパータイムスロットが少なくとも１つのタイムスロットを共有する
部分的にオーバラップするスーパータイムスロットフォーマットを表す図
【図６】本発明を実行する際に用いられる図３，４のオーバーラップしないスーパータイ
ムスロットフォーマットを表す図
【図７】隣接するスーパータイムスロットが少なくとも１つのタイムスロットを共有する
部分的にオーバラップするスーパータイムスロットフォーマットと本発明を実行する際に
その使用方法を示す図
【図８】無線端末がページングメッセージを受領し、それに応答するプロセスのステップ
を表すフローチャート図
【図９】基地局がページングメッセージを生成し、それを無線端末に送信するプロセスの
ステップを表すフローチャート図
【符号の説明】
２００　多重アクセス無線通信システム
２０１　基地局
２０２，２０４　アンテナ
２０３　無線端末
２０５，２０８　送信器
２０６，２０９　制御器
２０７，２１０　受信器
８０１　スタンバイモードにある
８０２　スーパータイムスロットタイマーが時間切れか？
８０４　スーパータイムスロット内のタイムスロットＫを復号化する
８０５　ページングメッセージがその無線端末に属するか？
８０６　ページングメッセージに応答する
８０７　タイムスロットＫが空かまたはＫ≧Ｎか？
８０９　スーパータイムスロットタイマーをリセットする
９０１　宛先の無線端末に向けてページングメッセージが生成される
９０２　次のスーパータイムスロットを待つ
９０３　スーパータイムスロットタイマーが時間切れか？
９０５　宛先の無線端末のスーパータイムスロットよりも早いスーパータイムスロットを
有するページングすべき別の無線端末があるか？
９０６　宛先の無線端末をページングする
９０７　その無線端末をページングする
９１０　スーパータイムスロットタイマーをリセットする
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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