
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システム同期が相互に取れた第１無線方式のセルと第２無線方式のセルとデュアル無線
端末装置を有するデュアル無線システムにあって、
前記第１無線方式のセルは、
第１ページング信号を所定の周期で前記デュアル無線端末へ送信する第１送信手段を有し
、
前記第２無線方式のセルは、
第２ページング信号を所定の周期で前記デュアル無線端末へ送信すると共に、前記デュア
ル無線端末への着信があった時に、当該デュアル無線端末への着信呼出し信号を前記第２
ページング信号により整数ｎ回連続して送信する第２送信手段を有し、
前記デュアル無線端末装置は、
第１無線方式のセルから送信される第１無線信号を受信して第１無線方式の第１ページン
グ信号などの受信データを復調する第１受信手段と、
第２無線方式のセルから送信される第２無線信号を受信して第２無線方式の第２ページン
グ信号などの受信データを復調する第２受信手段と、
前記第１無線方式の第１のシステム同期確立を行ってシステムタイミングを記憶すると共
に、前記第１受信手段と前記第２受信手段の受信タイミングを制御する共通のシステムタ
イミング制御手段と、

10

20

JP 3795496 B2 2006.7.12

前記システムタイミングを基にして前記第１ページング信号の到来タイミングでウェイク



を具備することを特徴とするデュアル無線システム。
【請求項２】
　第１無線方式のセルと第２無線方式のセルとデュアル無線端末装置を有するデュアル無
線システムにあって、
前記第１無線方式のセルは、
第１ページング信号を所定の周期で前記デュアル無線端末へ送信する第１送信手段を有し
、
前記第２無線方式のセルは、
第２ページング信号を所定の周期で前記デュアル無線端末へ送信すると共に、前記デュア
ル無線端末への着信があった時に、当該デュアル無線端末への着信呼出し信号を前記第２
ページング信号により整数ｎ回連続して送信する第２送信手段を有し、
前記デュアル無線端末装置は、
第１無線方式のセルから送信される第１無線信号を受信して第１無線方式の第１ページン
グ信号などの受信データを復調する第１受信手段と、
第２無線方式のセルから送信される第２無線信号を受信して第２無線方式の第２ページン
グ信号などの受信データを復調する第２受信手段と、

を具備することを特徴とするデュアル無線システム。
【請求項３】
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アップして第１のページング処理を行う第１ページング処理手段と、
前記システムタイミングを基にして前記第２ページング信号の到来周期の前記整数ｎ倍の
タイミングでウェイクアップして第２のページング処理を行う第２ページング処理手段と
、
前記端末装置の移動速度を認識する手段と、
前記認識した移動速度が所定値以上の場合に前記第２ページング処理手段のウェイクアッ
プ周期を短く設定し、前記認識した移動速度が所定値以上の場合に前記第２ページング処
理手段のウェイクアップ周期を長く設定する設定手段と

前記第１ページング信号の到来タイミングでウェイクアップして第１のページング処理を
行う第１ページング処理手段と、
前記第２ページング信号の到来周期の前記整数ｎ倍のタイミングでウェイクアップして第
２のページング処理を行う第２ページング処理手段と、
前記端末装置の移動速度を認識する手段と、
前記認識した移動速度が所定値以上の場合に前記第２ページング処理手段のウェイクアッ
プ周期を短く設定し、前記認識した移動速度が所定値以上の場合に前記第２ページング処
理手段のウェイクアップ周期を長く設定する設定手段と

第１無線方式のセルから送信される第１無線信号を受信して第１無線方式の第１ページ
ング信号などの受信データを復調する第１受信手段と、
前記第１無線方式のセルとシステム同期が取れた第２無線方式のセルから送信される第２
無線信号を受信して第２無線方式の第２ページング信号などの受信データを復調する第２
受信手段と、
前記第１無線方式の第１のシステム同期確立を行ってシステムタイミングを記憶すると共
に、前記第１受信手段と前記第２受信手段の受信タイミングを制御する共通のシステムタ
イミング制御手段と、
前記システムタイミングを基にして前記第１ページング信号の到来タイミングでウェイク
アップして第１のページング処理を行う第１ページング処理手段と、
前記システムタイミングを基にして前記第２ページング信号の到来周期の前記整数ｎ倍の
タイミングでウェイクアップして第２のページング処理を行う第２ページング処理手段と
、
前記端末装置の移動速度を認識する手段と、
前記認識した移動速度が所定値以上の場合に前記第２ページング処理手段のウェイクアッ
プ周期を短く設定し、前記認識した移動速度が所定値以上の場合に前記第２ページング処



を具備することを特徴とするデュアル無線端末装置。
【請求項４】
　

を具備することを特徴とするデュアル無線端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２つの無線接続方式を持つデュアル無線端末とその無線システムに関するも
ので、特に、ＣＤＭＡ（Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ
）２０００において、１ｘ通信方式と１ｘＥＶ－ＤＯ（Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ　Ｄａｔａ　
Ｏｎｌｙ）通信方式の２つの無線接続方式を持つデュアル無線端末とデュアル無線システ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　（従来例１）
　ＣＤＭＡ２０００において、１ｘ通信方式（以下、１ｘと称する）では、音声サービス
、及びＳＭＳ（Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）や下り１００ｋｂｐｓ程
度のパケットサービスが行われる。１ｘＥＶ－ＤＯ通信方式（以下、１ｘＥＶ－ＤＯと称
する）では、下り１００ｋｂｐｓ以上のパケットサービス専用で使用される。１ｘＥＶ－
ＤＯのパケットサービスの無線利用効率を向上させるために、１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯは異
なる周波数でそれぞれのサービスが提供される。   
　この１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯの両方の機能を備えるデュアル無線端末は、１ｘと１ｘＥＶ
－ＤＯそれぞれの回線確立の高速化や、１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯの同時待ち受けでの電池持
ちの向上などが要求される。
【０００３】
　図２０～図２１は、従来例１のデュアル無線端末の説明図である。図２０は、従来例１
のデュアル無線端末の送信受信部の全体ブロック図、図２１は、従来例１のデュアル無線
端末の動作を示すゼネラルフローチャートである。
【０００４】
　図２０の全体ブロック図により、１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯのそれぞれのサービスにおける
構成について以下に説明する。   
　１ｘサービス受信の構成は、アンテナ７１、ＲＦ受信部７２、１ｘＲＡＫＥ受信部７３
、復号部７５、１ｘセル情報データベース８１、１ｘ制御部８２、１ｘシステムタイミン
グ管理部８３、１ｘシステムタイミング維持部８４、１ｘページングカウンタ８５、１ｘ
受信タイミング設定部８６などにより構成される。
【０００５】
　１ｘＥＶ－ＤＯサービス受信の構成は、アンテナ７１、ＲＦ受信部７２、１ｘＥＶ－Ｄ
Ｏ　ＲＡＫＥ受信部７４、復号部７５、１ｘＥＶ－ＤＯセル情報データベース８８、１ｘ
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理手段のウェイクアップ周期を長く設定する設定手段と

第１無線方式のセルから送信される第１無線信号を受信して第１無線方式の第１ページ
ング信号などの受信データを復調する第１受信手段と、
第２無線方式のセルから送信される第２無線信号を受信して第２無線方式の第２ページン
グ信号などの受信データを復調する第２受信手段と、
前記第１ページング信号の到来タイミングでウェイクアップして第１のページング処理を
行う第１ページング処理手段と、
前記第２ページング信号の到来周期の前記整数ｎ倍のタイミングでウェイクアップして第
２のページング処理を行う第２ページング処理手段と、
前記端末装置の移動速度を認識する手段と、
前記認識した移動速度が所定値以上の場合に前記第２ページング処理手段のウェイクアッ
プ周期を短く設定し、前記認識した移動速度が所定値以上の場合に前記第２ページング処
理手段のウェイクアップ周期を長く設定する設定手段と



ＥＶ－ＤＯ制御部８９、１ｘＥＶ－ＤＯシステムタイミング管理部９０、１ｘＥＶ－ＤＯ
システムタイミング維持部９１、１ｘＥＶ－ＤＯページングカウンタ９２、１ｘＥＶ－Ｄ
Ｏ受信タイミング設定部９３などにより構成される。
【０００６】
　１ｘサービス送信の構成は、アンテナ７１、ＲＦ送信部７９、１ｘ拡散部７７、符号化
器７６、１ｘシステムタイミング管理部８３、１ｘシステムタイミング維持部８４、１ｘ
送信タイミング設定部８７などにより構成される。
【０００７】
　１ｘＥＶ－ＤＯサービス送信の構成は、アンテナ７１、ＲＦ送信部７９、１ｘＥＶ－Ｄ
Ｏ拡散部７８、符号化器７６、１ｘＥＶ－ＤＯシステムタイミング管理部９０、１ｘＥＶ
－ＤＯシステムタイミング維持部９１、１ｘＥＶ－ＤＯ送信タイミング設定部９４などに
より構成される。
【０００８】
　上記の構成において、ページング受信の間欠動作に関する部分では、１ｘ用の１ｘペー
ジングカウンタ８５と、１ｘＥＶ－ＤＯ用の１ｘＥＶ－ＤＯページングカウンタ９２とを
それぞれ備え、それぞれの周期は同一の例えば、５．１２秒周期である。
【０００９】
　図２１は、従来のデュアル無線端末の制御部８０の動作を示すゼネラルフローチャート
であり、デュアル無線端末の電源オン後の初期動作から１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯサービスの
同時待ち受けとなるまでの概略動作を示す。
【００１０】
　（１ｘ初期捕捉）
　デュアル無線端末が電源オンになると、制御部８０は、１ｘサービスセルとの接続のた
めに、１ｘ無線信号のＲＳＳＩ（Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　
Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）測定、１ｘセルサーチ、および１ｘシステムタイミング確立などの
１ｘ初期捕捉動作を行う（ステップＳ２ａ）。
【００１１】
　（１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ）
　ステップＳ２ａで１ｘ初期捕捉ができた（ステップＳ２ａのＹＥＳ）場合は、その１ｘ
初期捕捉できた１ｘサービングセルとの間で、１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（１ｘ待ち受
け）（ステップＳ３ａ）に入る。１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ３ａ）では、
１ｘサービングセルから送信される当該デュアル無線端末への着信呼出しの待ち受けを行
う。また、セルリセレクションに備えての１ｘセルサーチを行う。これらの処理は、電池
の使用時間をセーブするために、例えば、５．１２秒周期でウェイクアップ状態となる間
欠動作により行う。この１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅは、ステップＳ３ａ以降も継続して
動作する。
【００１２】
　（１ｘＥＶ－ＤＯ初期捕捉）
　次に、この１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ３ａ）と併行して、１ｘＥＶ－Ｄ
Ｏサービスセルとの接続のために、１ｘＥＶ－ＤＯ無線信号のＲＳＳＩ測定、１ｘＥＶ－
ＤＯセルサーチ、および１ｘＥＶ－ＤＯシステムタイミング確立などの１ｘＥＶ－ＤＯ初
期捕捉動作を行う（ステップＳ４ａ）。
【００１３】
　（１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ）
　上述のステップＳ４ａで１ｘＥＶ－ＤＯ初期捕捉ができた（ステップＳ４ａのＹＥＳ）
場合は、その１ｘＥＶ－ＤＯ初期捕捉できた１ｘＥＶ－ＤＯサービングセルとの間で、１
ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（１ｘＥＶ－ＤＯ待ち受け）（ステップＳ５ａ）に
入る。１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ５ａ）では、１ｘＥＶ－ＤＯ
サービングセルから送信される当該デュアル無線端末への１ｘＥＶ－ＤＯ着信呼出しの待
ち受けを行う。また、セルリセレクションに備えての１ｘＥＶ－ＤＯセルサーチを行う。
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この処理は、電池の使用時間をセーブするために、例えば、５．１２秒周期でウェイクア
ップ状態となる間欠動作により行う。この１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅは、上
述の１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ３ａ）と併行して行われ、１ｘ／１ｘＥＶ
－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（同時待ち受け）（ステップＳ６ａ）となる。
【００１４】
　（１ｘ圏外処理）
　上述の１ｘ初期捕捉ができなかった（ステップＳ２ａのＮＯ）場合は、１ｘ圏外処理に
入る（ステップＳ７ａ）。１ｘ圏外処理（ステップＳ７ａ）では、デュアル無線端末の使
用者が１ｘ圏内に移動する場合を考慮して、再度、１ｘ初期捕捉動作を行う。この１ｘ圏
外処理での１ｘ初期捕捉動作は、電池の使用時間をセーブするために数秒周期でウェイク
アップ状態となる間欠動作により行う。
【００１５】
　（１ｘＥＶ－ＤＯ圏外処理）
　上述の１ｘＥＶ－ＤＯ初期捕捉ができなかった（ステップＳ４ａのＮＯ）場合は、１ｘ
ＥＶ－ＤＯ圏外処理に入る（ステップＳ８ａ）。１ｘＥＶ－ＤＯ圏外処理（ステップＳ８
ａ）では、デュアル無線端末の使用者が１ｘＥＶ－ＤＯ圏内に移動する場合を考慮して、
再度、１ｘＥＶ－ＤＯ初期捕捉動作を行う。この１ｘＥＶ－ＤＯ圏外処理での１ｘＥＶ－
ＤＯ初期捕捉動作は、電池の使用時間をセーブするために数秒周期でウェイクアップ状態
となる間欠動作により行う。
【００１６】
　（従来例２）
　従来例２として、１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯの両方のシステムに対応する通信装置（携帯電
話機）及び通信方法がある（例えば、特許文献１参照。）。   
　この特許文献１の通信装置及び通信方法にあっては、１ｘ基地局と１ｘＥＶ－ＤＯ基地
局が異なるエリアに隣接し、この両基地局と通信可能な位置に通信装置がある。通信装置
は、１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯの両方の機能を備えたデュアル通信装置である。この通信装置
は、１ｘＥＶ－ＤＯ基地局との間で１ｘＥＶ－ＤＯによるデータ通信を行っている際に、
受信データレートが予め設定されている閾値以下となった場合、データ通信を一旦中断す
る。
【００１７】
　そして、通信装置は、通信相手を１ｘＥＶ－ＤＯ基地局から１ｘ基地局に切り換えるた
めに、１ｘ基地局の情報を１ｘＥＶ－ＤＯ基地局から入手する。そして、通信装置は、新
たに通信を開始する１ｘ基地局との間で、回線を確立する種々の処理を行う。そして、通
信装置は、１ｘＥＶ－ＤＯ基地局との間で一旦中断していたデータ通信を、１ｘ基地局と
の間で再開する。このことにより、一定品質以上の安定した受信データレートのデータ通
信を行っている。
【００１８】
　（従来例３）
　従来例３として、アナログ方式とＣＤＭＡ方式の両方を備えた移動通信システムがある
（例えば、特許文献２参照。）。   
　この特許文献２の移動通信システムにあっては、アナログ基地局とＣＤＭＡ基地局が隣
接している。移動局は、アナログ方式とＣＤＭＡ方式の両方を備えたデュアル移動局であ
る。この移動局は、アナログシステムのエリア内にいる時、アナログ基地局から送信され
る隣接のＣＤＭＡ基地局用の同期確立用情報を受信する。この同期確立用情報として、同
期チャネルメッセージに含まれるパイロットチャネル拡散符号オフセットなどの情報を用
いている。
【００１９】
　そして、移動局は、隣接するＣＤＭＡシステムのエリアに移動した時、先に受信した同
期確立用情報であるパイロットチャネル拡散符号オフセットおよびシステムタイミングを
用いて、ＣＤＭＡ基地局から送信されるパイロットチャネル拡散符号の位相に一致する位
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相設定信号を発生する。そして、移動局は、この位相設定信号により拡散符号発生器をリ
セットして、タイミングを一致させている。これにより、移動局は、アナログシステムの
エリアから、隣接するＣＤＭＡシステムのエリアに移動した時に、迅速にＣＤＭＡ基地局
からのパイロットチャネルを捕捉している。
【００２０】
　（従来例４）
　従来例４として、待ち受け時の間欠受信間隔を極端に長くした間欠受信方式がある（例
えば、特許文献３参照。）。   
　この特許文献３の間欠受信方式にあっては、移動局が基地局に対して自局が低消費電力
モードに入ることを宣言して基地局との間欠受信間隔を極端に増大させる。そして、この
モードに入った移動局に着信があった場合、基地局は、発信元の電話番号を記憶しておき
、移動局との次の交信時に、移動局に対して着信のあった相手局へ発信するよう要求する
。これにより、移動局の待ち受け可能時間を増大させている。
【００２１】
　（従来例５）
　従来例５として、無線ＬＡＮにおける間欠通信モードの期間を長くした間欠通信方法及
び間欠通信装置がある（例えば、特許文献４参照。）。   
　この特許文献４の間欠通信方法及び間欠通信装置にあっては、通信端末装置は、間欠通
信モードの期間が最大同期保持可能時間よりも長い期間となる場合には、定期的に通信端
末収容装置から同期ずれを補正するための制御チャネル信号を受信する。そして、通信端
末装置は、その同期ずれを補正する制御チャネル信号に基づいて同期ずれを補正している
。これにより、間欠通信モードの期間を長くして、通信端末装置の省電力化を行っている
。
【００２２】
　（従来例６）
　従来例６として、圏内待ち受け時におけるセルサーチ間欠周期を可変制御する無線移動
機がある（例えば、特許文献５参照。）。   
　この特許文献５の無線移動機にあっては、セルサーチ間欠周期毎にセルサーチを行い、
このセルサーチで得られた報知情報が更新される回数をカウントして、閾値と比較する。
そして、閾値を超えている場合は、無線移動機が移動していると判断して、セルサーチ間
欠周期を短くする。閾値を超えていない場合は、無線移動機が移動していないと判断して
、セルサーチ間欠周期を長くする。これにより無線移動機が移動していない場合の消費電
流を削減し、待ちうけ時間を向上させている。
【特許文献１】特開２００３－９２７８２号公報（第４－６頁、図１－図５）
【特許文献２】特開平１０－１３６４２９号公報（第３－６頁、図１－図５）
【特許文献３】特開平８－１７２６７２号公報（第２頁、図１）
【特許文献４】特開２００３－１１０５８２号公報（第８頁、図６）
【特許文献５】特開２００２－１８６００９号公報（第８－９頁、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　ところで、上述した従来例１のデュアル無線端末においては、システムタイミングに関
する部分では、１ｘ用の構成部分と１ｘＥＶ－ＤＯ用の構成部分を寄せ集めただけであり
、基板スペースが増大し、コストが増加するという問題がある。また、１ｘ用のシステム
タイミング抽出処理と１ｘＥＶ－ＤＯ用のシステムタイミング抽出処理との間に相関関係
がなく、それぞれ独立してシステムタイミング抽出を行うために、処理時間が増大し、電
池持ちが悪くなるという問題がある。
【００２４】
　また、ページング受信の間欠動作に関する部分では、１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯが共に５．
１２秒周期で間欠動作する。従って、１ｘまたは１ｘＥＶ－ＤＯのシングル動作に比べて
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、待ち受け時の電池持ちが半分の時間になってしまうという問題がある。
【００２５】
　従来例２（特許文献１）の通信装置においては、１ｘＥＶ－ＤＯ基地局から１ｘ基地局
に切り換える時に回線を確立する種々の処理を行うが、回線確立の高速化に関する記載が
ない。   
　従来例３（特許文献２）の移動局においては、位相設定信号の発生及びこの位相設定信
号による拡散符号発生器のリセットなどの回路が、アナログ通信用とは別途に必要であり
、ハード構成が増加するという問題がある。   
　従来例４（特許文献３）の間欠受信方式においては、間欠受信間隔を極端に長くするこ
とにより、同期ずれが発生する問題がある。また、着信があった時にリアルタイムで通話
ができないため、ユーザの使い勝手が悪くなるという問題がある。   
　従来例５（特許文献４）の間欠通信方法及び間欠通信装置においては、同期保持状態確
認部などの回路が必要であり、ハード構成が増加するという問題がある。   
　従来例６（特許文献５）の無線移動機においては、セルサーチ間欠周期を可変するたび
に、一定時間内のセルサーチ回数が変化するため、セルサーチ間欠周期に合わせて、判断
用の閾値を変更しなければいけないという問題がある。
【００２６】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、ハード構成の簡便化、回線
確立の高速化、１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯの同時待ち受けでの電池使用可能時間の増大などを
行うことができるデュアル無線端末およびデュアル無線システムを提供することを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００２７】
　上記目的を達成するために、本発明のデュアル無線システムは、システム同期が相互に
取れた第１無線方式のセルと第２無線方式のセルとデュアル無線端末装置を有するデュア
ル無線システムにあって、前記第１無線方式のセルは、第１ページング信号を所定の周期
で前記デュアル無線端末へ送信する第１送信手段を有し、前記第２無線方式のセルは、第
２ページング信号を所定の周期で前記デュアル無線端末へ送信すると共に、前記デュアル
無線端末への着信があった時に、当該デュアル無線端末への着信呼出し信号を前記第２ペ
ージング信号により整数ｎ回連続して送信する第２送信手段を有し、前記デュアル無線端
末装置は、第１無線方式のセルから送信される第１無線信号を受信して第１無線方式の第
１ページング信号などの受信データを復調する第１受信手段と、第２無線方式のセルから
送信される第２無線信号を受信して第２無線方式の第２ページング信号などの受信データ
を復調する第２受信手段と、前記第１無線方式の第１のシステム同期確立を行ってシステ
ムタイミングを記憶すると共に、前記第１受信手段と前記第２受信手段の受信タイミング
を制御する共通のシステムタイミング制御手段と、

を具備することを特徴とする。
【００２８】
　また、本発明の
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前記システムタイミングを基にして前
記第１ページング信号の到来タイミングでウェイクアップして第１のページング処理を行
う第１ページング処理手段と、前記システムタイミングを基にして前記第２ページング信
号の到来周期の前記整数ｎ倍のタイミングでウェイクアップして第２のページング処理を
行う第２ページング処理手段と、前記端末装置の移動速度を認識する手段と、前記認識し
た移動速度が所定値以上の場合に前記第２ページング処理手段のウェイクアップ周期を短
く設定し、前記認識した移動速度が所定値以上の場合に前記第２ページング処理手段のウ
ェイクアップ周期を長く設定する設定手段と

デュアル無線端末装置は、第１無線方式のセルから送信される第１無線
信号を受信して第１無線方式の第１ページング信号などの受信データを復調する第１受信
手段と、前記第１無線方式のセルとシステム同期が取れた第２無線方式のセルから送信さ
れる第２無線信号を受信して第２無線方式の第２ページング信号などの受信データを復調
する第２受信手段と、前記第１無線方式の第１のシステム同期確立を行ってシステムタイ
ミングを記憶すると共に、前記第１受信手段と前記第２受信手段の受信タイミングを制御



を具備することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、ハード構成の簡便化、回線確立の高速化、１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯの同
時待ち受けでの電池持ちの向上などを行うことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明の実施例を、図面を参照して説明する。   
図１は、ＣＤＭＡ２０００のネットワーク構成図を示す。１ｘサービス（第１無線方式）
のネットワークは、１ｘ基地局１０１、１ｘＢＳＣ（Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌｌｅｒ）１０２、ＭＳＣ（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ）
１０３、及びＰＳＴＮ（公衆網）１０４などから構成される。１ｘサービスでは、音声サ
ービス、ＳＭＳ（Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ）、及び下り１００ｋｂ
ｐｓ程度のパケットサービスを行う。
【００３１】
　１ｘＥＶ－ＤＯサービス（第２無線方式）のネットワークは、１ｘＥＶ－ＤＯ基地局１
０５、１ｘＥＶ－ＤＯ　ＢＳＣ１０６、ＰＤＳＮ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｓｅｒｖｉ
ｎｇ　Ｎｏｄｅ）１０７、及びＩＮＴＥＲＮＥＴ（インターネット網）１０８などから構
成される。１ｘＥＶ－ＤＯサービスでは、下り１００ｋｂｐｓ以上のパケットサービスを
行う。
【００３２】
　デュアル無線端末２０１は、１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯ両用の無線端末である。デュアル無
線端末２０１は、１ｘサービスで動作する場合は、１ｘ基地局１０１と周波数ｆ１で無線
接続され、１ｘＥＶ－ＤＯサービスで動作する場合は、１ｘＥＶ－ＤＯ基地局１０５と周
波数ｆ２で無線接続される。   
　１ｘ基地局１０１と１ｘＥＶ－ＤＯ基地局１０５は、ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉ
ｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）と同期を取る同期システムである。
【００３３】
　なお、ＣＤＭＡ２０００に限らず、第１無線方式として音声サービスなど行い、第２無
線方式としてパケットサービスを行うネットワークであっても構わない。
【００３４】
　次に、同期システムについて説明する。   
図２は、ＧＰＳ同期システムの説明図を示す。図１と同じ構成には同一の番号を付して説
明する。ＧＰＳ３０１、ＧＰＳ３０２、ＧＰＳ３０３は、ＧＰＳ衛星である。１ｘ基地局
１０１と１ｘＥＶ－ＤＯ基地局１０５は、同じＧＰＳ３０３からの信号を受信してタイミ
ング同期を取る。   
　デュアル無線端末２０１、デュアル無線端末２０２は、１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯ両用の無
線端末である。１ｘ無線端末２０３は、１ｘ専用の無線端末である。１ｘＥＶ－ＤＯ無線
端末２０４は、１ｘＥＶ－ＤＯ専用の無線端末である。
【００３５】
　デュアル無線端末２０１と１ｘ無線端末２０３は、１ｘサービスを行うために、１ｘ基
地局１０１と周波数ｆ１で無線接続されて、１ｘ基地局１０１から送信されるＳＹＮＣ（
同期）チャネルのタイミング情報により、１ｘ基地局１０１と同期を取る。デュアル無線
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する共通のシステムタイミング制御手段と、前記システムタイミングを基にして前記第１
ページング信号の到来タイミングでウェイクアップして第１のページング処理を行う第１
ページング処理手段と、前記システムタイミングを基にして前記第２ページング信号の到
来周期の前記整数ｎ倍のタイミングでウェイクアップして第２のページング処理を行う第
２ページング処理手段と、前記端末装置の移動速度を認識する手段と、前記認識した移動
速度が所定値以上の場合に前記第２ページング処理手段のウェイクアップ周期を短く設定
し、前記認識した移動速度が所定値以上の場合に前記第２ページング処理手段のウェイク
アップ周期を長く設定する設定手段と



端末２０２と１ｘＥＶ－ＤＯ無線端末２０４は、１ｘＥＶ－ＤＯサービスを行うために、
１ｘＥＶ－ＤＯ基地局１０５と周波数ｆ２で無線接続されて、１ｘＥＶ－ＤＯ基地局１０
５から送信されるＳＹＮＣ（同期）チャネルのタイミング情報により、１ｘＥＶ－ＤＯ基
地局１０５と同期を取る。   
　その結果、１ｘ基地局１０１、１ｘＥＶ－ＤＯ基地局１０５、デュアル無線端末２０１
、デュアル無線端末２０２、１ｘ無線端末２０３、１ｘＥＶ－ＤＯ無線端末２０４のシス
テム全体で、ＧＰＳ３０３と同期が取れたものとなる。
【００３６】
　なお、１ｘ基地局１０１と１ｘＥＶ－ＤＯ基地局１０５がＧＰＳ３０３からの信号を受
信してシステムタイミング同期を取るシステムに限らず、１ｘ基地局１０１と１ｘＥＶ－
ＤＯ基地局１０５同士が、直接通信を行ってシステムタイミング同期を取るシステムであ
ってもよい。
【００３７】
　図３は、１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯのセル配置図を示す。ハッチングの記載のない１ｘセル
４０１は、１ｘ専用のセルである。ハッチングの記載のある共用セル４０２は、１ｘセル
と１ｘＥＶ－ＤＯセルの共用である。   
　このように、１ｘセルがほぼ１００％カバーされている状態にあって、１ｘＥＶ－ＤＯ
セルが共用で配置されて、共用セルとなる。これは、最初に１ｘサービスが開始されて、
１ｘセルのインフラが構築され、遅れて開始された１ｘＥＶ－ＤＯサービスは、既存の１
ｘセルのインフラ上に構築されていくため、このような配置になる。また、１ｘＥＶ－Ｄ
Ｏサービス（パケットサービス）専用のセルは需要効率の関係から設けられない。
【００３８】
　共用セル４０２については、同じ共用セル４０２内の１ｘセルと１ｘＥＶ－ＤＯセルに
対して、同じＰＮオフセット番号を割り当てるようにする。
【００３９】
　図４は、１ｘセル群と１ｘＥＶ－ＤＯセル群のセル集合関係図である。１ｘセル群５０
１のエリアでは、１ｘＥＶ－ＤＯサービスを行わない１ｘサービス専用のエリアが存在す
る。１ｘＥＶ－ＤＯセル群５０２のエリアは、１ｘセル群５０１のエリア内に位置して、
必ず１ｘサービスも行われている。
【００４０】
　図５は、ＣＤＭＡシステムでのＰＮ符号位相リングの説明図を示す。ＰＮ符号長「２の
１５乗チップ」（０～３２７６７チップ）を６４チップずつ離して設定したオフセット「
０」～オフセット「５１１」の５１２通りのＰＮオフセットのいずれかを、各基地局に割
り当てることが可能である。   
　無線端末側では、各基地局から送信されるパイロット信号を受信して、ＰＮ符号サーチ
を行う。これは、まず、ＰＮオフセットを切り換えながら、各基地局から送信されるパイ
ロット信号強度をモニタして最も強いセルパワーの基地局をサーチし、その時のＰＮオフ
セットを確認する。その後、その基地局から送信されるＳＹＮＣ情報と、先に確認したＰ
Ｎオフセット情報からシステム同期をとりシステムタイミングを確立する。
【００４１】
　図６は、共用セル４０２における基地局と無線端末のシステム図を示す。デュアル基地
局１０９は、１ｘサービスと１ｘＥＶ－ＤＯサービスの両方を行う基地局であり、当該基
地局に割り当てられるＰＮオフセットは、両方のサービスに対して、同じＰＮオフセット
番号である。   
　デュアル基地局１０９の１ｘサービスと１ｘＥＶ－ＤＯサービスは、ＧＰＳに同期が取
れている。   
　基地局と無線端末間の無線周波数は、１ｘサービスは無線周波数ｆ１、１ｘＥＶ－ＤＯ
サービスは無線周波数ｆ２で行われる。更に、１ｘＥＶ－ＤＯサービスの無線周波数ｆ２
は、ｆＥＶ１とｆＥＶ２の２種類がある。
【００４２】
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　また、１ｘサービスの無線周波数ｆ１、１ｘＥＶ－ＤＯサービスの無線周波数ｆ２（ｆ
ＥＶ１又はｆＥＶ２）は、上りと下りで若干異なる。１ｘサービスでは、上りは無線周波
数ｆ１ｕｐ、下りは無線周波数ｆ１ｄｗで行う。１ｘＥＶ－ＤＯサービスでは、上りは無
線周波数ｆ２ｕｐ（ｆＥＶ１ｕｐ又はｆＥＶ２ｕｐ）、下りは無線周波数ｆ２ｄｗ（ｆＥ
Ｖ１ｄｗ又はｆＥＶ２ｄｗ）で行う。８００ＭＨｚ帯だと、この上りと下りの差は通常４
５ＭＨｚの差が設定される。
【００４３】
　従って、１ｘ無線端末２０３とデュアル無線端末２０１は、デュアル基地局１０９と周
波数ｆ１で無線接続されて、１ｘサービスの音声、ＳＭＳ通信などを行う。１ｘＥＶ－Ｄ
Ｏ無線端末２０４とデュアル無線端末２０２は、デュアル基地局１０９と周波数ｆ２（ｆ
ＥＶ１又はｆＥＶ２）で無線接続されて、１ｘＥＶ－ＤＯサービスのパケットデータ通信
を行う。
【００４４】
　図７は、デュアル基地局１０９の１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯ用の下り拡散変調部のブロック
図を示す。その主用部は、送信データ制御部１１、複素拡散部１２、フィルタ１３、フィ
ルタ１４、Ｉ／Ｑ変調部１５、ＲＦ送信部１６、アンテナ１７などから構成される。
【００４５】
　以下に、動作を説明する。送信データ制御部１１は、送信信号ΣＩ信号１１ｃとΣＱ信
号１１ｄ、及び基地局ＰＮオフセットである１．２２８８ＭＨｚのＰＮコードＩｃｈ信号
１１ｂとＰＮコードＱｃｈ信号１１ａを複素拡散部１２へ送出する。複素拡散部１２は、
送信信号ΣＩ信号１１ｃおよびΣＱ信号１１ｄに対して、ＰＮコードＩｃｈ信号１１ｂと
ＰＮコードＱｃｈ信号１１ａにより複素拡散処理を行い、出力信号をフィルタ１３および
フィルタ１４へ送出する。フィルタ１３およびフィルタ１４は、ベースバンドでデジタル
フィルタを掛ける処理を行い、出力信号をＩ／Ｑ変調部１５へ送出する。Ｉ／Ｑ変調部１
５は、Ｉ／Ｑ変調を行ってＲＦ送信部１６へ送出する。ＲＦ送信部１６は、アンテナ１７
から無線端末へ無線信号を送信する。
【００４６】
　送信データ制御部１１が制御する送信データとしては、ページング信号などの通信制御
信号やユーザ信号などがある。ページング信号については、送信データ制御部１１が、そ
の送信タイミング、送信周期、および着信呼出しデータを制御する。
【００４７】
　図８は、デュアル基地局１０９の１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯの周波数スペクトラムを示す。
デュアル基地局１０９の下り拡散変調部が１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯで同じであるため、送信
する無線信号は、１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯで同じスペクトラムとなる。このことにより、デ
ュアル基地局１０９のセルサイト（図示せず）、タワー（図示せず）、アンテナ（図示せ
ず）は、１ｘサービスと１ｘＥＶ－ＤＯサービスで共用することができる。
【００４８】
　図９は、基地局が送信するパイロット信号のタイムチャートである。１ｘのパイロット
信号は、連続して常に送信される。１ｘＥＶ－ＤＯのパイロット信号は、１０２４チップ
中９６チップのパイロット信号がバースト的に挿入されて、送信される。両システム共、
ＧＰＳに同期して動作させているため、１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯの両方のサービスを行って
いるセルでは、下りの信号のシステムタイミングは同じとなる。
【実施例１】
【００４９】
　図１０～図１２は、デュアル無線端末（デュアル無線端末２０１やデュアル無線端末２
０２）の主要部のブロック図である。図１０は、送信受信部の全体ブロック図、図１１は
、送信受信部のＲＡＫＥ受信部にあるサーチャのブロック図、図１２は、送信受信部の共
通システムタイミング維持部にあるシステムタイミングカウンタの構成図である。
【００５０】
　図１０に示したデュアル無線端末の送信受信部の主要部は、アンテナ２１、ＲＦ受信部
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２２、１ｘＲＡＫＥ受信部２３、１ｘＥＶ－ＤＯ　ＲＡＫＥ受信部２４、復号部２５、符
号化器２６、１ｘ拡散部２７、１ｘＥＶ－ＤＯ拡散部２８、ＲＦ送信部２９、制御部３０
などにより構成されている。
【００５１】
　１ｘＲＡＫＥ受信部２３及び１ｘＥＶ－ＤＯ　ＲＡＫＥ受信部２４の内部は、周知のサ
ーチャ、複数のフィンガ及び合成器などにより構成されている。   
　制御部３０は、１ｘセル情報データベース３１、１ｘセルサーチ結果データベース３１
１、１ｘ制御部３２、共通システムタイミング管理部３３、共通システムタイミング維持
部３４、１ｘ受信タイミング設定部３５、１ｘ送信タイミング設定部３６、共通セル情報
データベース３７、１ｘＥＶ－ＤＯセル情報データベース３８、１ｘＥＶ－ＤＯ制御部３
９、１ｘページングカウンタ４０、１ｘＥＶ－ＤＯページングカウンタ４１、１ｘＥＶ－
ＤＯ受信タイミング設定部４２、１ｘＥＶ－ＤＯ送信タイミング設定部４３などにより構
成されている。共通システムタイミング維持部３４の内部には、システムタイミングカウ
ンタを備える。
【００５２】
　（各サービスの構成）
　１ｘサービス受信部の構成は、アンテナ２１、ＲＦ受信部２２、１ｘＲＡＫＥ受信部２
３、復号部２５、１ｘセル情報データベース３１、共通セル情報データベース３７、１ｘ
制御部３２、共通システムタイミング管理部３３、共通システムタイミング維持部３４、
１ｘ受信タイミング設定部３５、及び１ｘページングカウンタ４０などにより構成される
。   
　１ｘＥＶ－ＤＯサービス受信部の構成は、アンテナ２１、ＲＦ受信部２２、１ｘＥＶ－
ＤＯ　ＲＡＫＥ受信部２４、復号部２５、共通セル情報データベース３７、１ｘＥＶ－Ｄ
Ｏセル情報データベース３８、１ｘＥＶ－ＤＯ制御部３９、共通システムタイミング管理
部３３、共通システムタイミング維持部３４、１ｘＥＶ－ＤＯ受信タイミング設定部４２
、及び１ｘＥＶ－ＤＯページングカウンタ４１などにより構成される。
【００５３】
　１ｘサービス送信部の構成は、アンテナ２１、ＲＦ送信部２９、１ｘ拡散部２７、符号
化器２６、共通システムタイミング管理部３３、共通システムタイミング維持部３４、１
ｘ送信タイミング設定部３６などにより構成される。   
　１ｘＥＶ－ＤＯサービス送信部の構成は、アンテナ２１、ＲＦ送信部２９、１ｘＥＶ－
ＤＯ拡散部２８、符号化器２６、共通システムタイミング管理部３３、共通システムタイ
ミング維持部３４、１ｘＥＶ－ＤＯ送信タイミング設定部４３などにより構成される。
【００５４】
　この内、共通システムタイミング管理部３３、共通システムタイミング維持部３４など
が、共通のシステムタイミング制御手段として動作する。
【００５５】
　図１１は、１ｘＲＡＫＥ受信部２３内のサーチャのインテグレート部のブロック図であ
る。サーチャのインテグレート部は、乗算器２３１、積分器２３２、２乗回路２３３など
から構成される。
【００５６】
　基地局において所定の拡散符号で拡散処理された無線信号は、アンテナ２１、ＲＦ受信
部２２を経由して、受信信号２２ｂとして乗算器２３１の一方に入力される。また、１ｘ
制御部３２からのＰＮ符号３２ａは、乗算器２３１の他方に入力される。乗算器２３１は
、これらの入力を乗算処理し、積分器２３２へ送出する。積分器２３２は、その信号を所
定の期間であるスタート点ＳＴからストップ点ＳＰまで積分し、２乗回路２３３へ送出す
る。２乗回路２３３は、２乗処理して、１ｘセルパワー２３ａを出力する。   
　これにより、基地局における所定の拡散符号と１ｘ制御部３２からのＰＮ符号３２ａが
一致した時に、１ｘセルパワー２３ａが生じる。
【００５７】
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　１ｘＥＶ－ＤＯ　ＲＡＫＥ受信部２４内のサーチャは、１ｘＲＡＫＥ受信部２３内のサ
ーチャと同等であり、図面を省略する。
【００５８】
　なお、基地局が送信するパイロット信号（図９）のタイミングは、１ｘと１ｘＥＶ－Ｄ
Ｏで異なるが、それぞれのサーチャは、予想しているパイロットの存在位置にスタート点
ＳＴとストップ点ＳＰを合わせればよい。１ｘの場合は、１ｘＲＡＫＥ受信部２３内のサ
ーチャは、例えば１２８チップ毎に積分器２３２で積分すればよい。１ｘＥＶ－ＤＯの場
合は、１ｘＥＶ－ＤＯ　ＲＡＫＥ受信部２４内のサーチャは、パイロットの９６チップ部
分に合わせて積分器で積分すればよい。
【００５９】
　図１２は、送信受信部の共通システムタイミング維持部３４にあるシステムタイミング
カウンタの構成図である。チップクロックなどを入力として動作し、スーパーフレーム番
号「０～１０２３」、フレーム番号「０～２０４７」、スロット番号「０～１５」、チッ
プ番号「０～２０４７」などのシステムタイミングを記憶する。
【００６０】
　次に、図１０～図１２により、送信受信部の全体の機能について説明する。   
（周波数設定）
　システム図（図６）で説明した無線周波数に関連して、デュアル無線端末における周波
数設定は、次のように行われる。   
　１ｘサービス受信の場合、制御部３０は、ＲＦ受信制御信号３０ａにより、ＲＦ受信部
２２のシンセサイザに対して、ｆ１ｄｗの周波数設定を行う。   
　１ｘサービス送信の場合、制御部３０は、ＲＦ送信制御信号３０ｂにより、ＲＦ送信部
２９のシンセサイザに対して、ｆ１ｕｐの周波数設定を行う。   
　１ｘＥＶ－ＤＯサービス受信の場合、制御部３０は、ＲＦ受信部２２に対して、ｆ２ｄ
ｗ（ｆＥＶ１ｄｗ又はｆＥＶ２ｄｗ）の周波数設定を行う。   
　１ｘＥＶ－ＤＯサービス送信の場合、制御部３０は、ＲＦ送信部２９に対して、ｆ２ｕ
ｐ（ｆＥＶ１ｕｐ又はｆＥＶ２ｕｐ）の周波数設定を行う。
【００６１】
　以降の説明では、それぞれのサービスに応じて上述の周波数設定を行うが、その説明は
省略する。
【００６２】
　（１ｘサービス受信での圏内確認）
　まず、当該デュアル無線端末が１ｘサービスエリアの圏内にいるかどうかの確認につい
て、以下に説明する。複数の１ｘサービスの基地局から送信された無線周波数ｆ１ｄｗの
無線信号はアンテナ２１により合成受信され、ＲＦ受信部２２に送出される。ＲＦ受信部
２２は、周波数ｆ１ｄｗに周波数設定されたシンセサイザ条件において、複数の１ｘ基地
局から受信した無線信号の合成の受信信号強度を表わすＲＳＳＩ（Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｓ
ｉｇｎａｌ　Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）２２ａを制御部３０へ送出する。
【００６３】
　制御部３０は、このＲＳＳＩ信号２２ａが所定の閾値以上であれば、当該デュアル無線
端末が１ｘサービスエリアの圏内にいる、すなわち、当該デュアル無線端末の近傍に１ｘ
サービスの基地局が存在すると概略認識する。
【００６４】
　（１ｘサービス受信での１ｘセルサーチ）
　次に、複数の１ｘサービスの基地局（セル）を特定するための１ｘセルサーチについて
、以下に説明する。複数の１ｘサービスの基地局は、それぞれ異なるＰＮ符号が割り当て
られており、そのＰＮ符号で拡散処理したパイロット信号を送信している。   
　デュアル無線端末の１ｘ制御部３２は、例えば全セルサーチを行う場合は、図５に示し
たＰＮオフセット「０」～「５１１」を１ｘＲＡＫＥ受信部２３のサーチャに順次、指示
する。サーチャは各ＰＮオフセット「０」～「５１１」で順次、逆拡散処理を行い、その
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結果である１ｘセルパワー信号２３ａを１ｘ制御部３２へ順次、送出する。
【００６５】
　この１ｘセルパワー信号２３ａは、ＲＳＣＰ（Ｒｅｃｅｉｖｅｄ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｃｏ
ｄｅ　Ｐｏｗｅｒ）又は、ＲＳＣＰを干渉パワーで割り算したＳＩＲ（受信信号電力対干
渉信号電力比）であっても良い。   
　１ｘ制御部３２は、セルサーチにより、１ｘセルパワー信号２３ａが最大となった時の
ＰＮオフセットを確定する。このＰＮオフセットを割り当てられた１ｘセルが、セルパワ
ー最大の１ｘセルである。
【００６６】
　また、１ｘ制御部３２は、このサーチ結果に基いて、無線伝搬路のマルチパスを追従さ
せるために、１ｘＲＡＫＥ受信部２３内の複数のフィンガを割り当てる。そして、この割
り当てられた複数のフィンガの出力は、１ｘＲＡＫＥ受信部２３内の合成器でＲＡＫＥ合
成される。合成器は、ＲＡＫＥ合成データを復号部２５へ送出する。復号部２５は、ＲＡ
ＫＥ合成データに対して復調処理などを行って、受信データ２５ａを制御部３０などへ送
出する。
【００６７】
　（１ｘサービス受信での１ｘシステムタイミング同期）
　次に、システムタイミング同期について説明する。上記したセルパワー最大の１ｘセル
から送信されるＳＹＮＣ情報は、アンテナ２１、ＲＦ受信部２２、１ｘＲＡＫＥ受信部２
３、復号部２５により復号され、受信データ２５ａとして制御部３０へ送出される。
【００６８】
　制御部３０は、受信データ２５ａのＳＹＮＣ情報中のタイミング情報と、上記したセル
サーチにより確定したセルパワー最大の１ｘセルのＰＮオフセットとから、システムタイ
ミングを抽出し、システムタイミングの確立を行い、システムタイミングを共通システム
タイミング維持部３４内のシステムタイミングカウンタに記憶させる。
【００６９】
　そして、共通システムタイミング管理部３３は、共通システムタイミング維持部３４に
記憶したシステムタイミングを基に、１ｘ受信タイミング設定部３５にタイミング設定を
行う。１ｘ受信タイミング設定部３５は、それを基に、１ｘＲＡＫＥ受信部２３にタイミ
ング指定を行う。   
　前述のセルパワー最大の１ｘセルは、システムタイミング確立後、当該デュアル無線端
末と通信を行う１ｘサービングセル（１ｘアクティブセル）となる。
【００７０】
　（１ｘサービス受信での１ｘ待ち受け処理）
　次に、システムタイミング確立後の１ｘ待ち受け処理について説明する。１ｘサービン
グセルは、システムタイミングに同期したタイミングで、例えば、５．１２秒周期で１ｘ
ページング信号をデュアル無線端末へ送信する。   
　デュアル無線端末では、電池の使用時間を延ばすために、この１ｘページング信号に合
わせて、例えば、５．１２秒周期でウェイクアップ状態となる間欠動作を行う。１ｘ待ち
受け処理時に常時動作する部分は、共通システムタイミング維持部３４および１ｘページ
ングカウンタ４０である。そして、この１ｘページングカウンタ４０は、間欠動作タイミ
ングを記憶しており、１ｘページング信号到来に合わせて、デュアル無線端末の他の主要
部分をウェイクアップさせる。ウェイクアップ中の処理が終了すると、スリープ状態とな
り、次の間欠動作タイミングのウェイクアップを待つ。
【００７１】
　このウェイクアップ中の処理として、１ｘサービングセルから送信される当該デュアル
無線端末への着信呼出しの待ち受けを以下のように行う。着信呼出し信号は、アンテナ２
１、ＲＦ受信部２２、１ｘＲＡＫＥ受信部２３、復号部２５により復号されて、受信デー
タ２５ａが制御部３０に送出される。制御部３０はこれをチェックして、当該デュアル無
線端末への着信呼出しの有無を確認する。
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【００７２】
　また、ウェイクアップ中の処理として、セルリセレクションに備えての１ｘセルサーチ
を以下のように行う。１ｘサービングセルから送信される近隣の１ｘネイバセル情報は、
アンテナ２１、ＲＦ受信部２２、１ｘＲＡＫＥ受信部２３、復号部２５により復号されて
、受信データ２５ａが制御部３０に送出される。制御部３０は、この１ｘネイバセル情報
を１ｘセル情報データベース３１に記憶する。そして、１ｘ制御部３２は、この１ｘネイ
バセル情報に基いて、セルサーチを行い、セルパワー順に、１ｘセルサーチ結果データベ
ース３１１に記憶する。
【００７３】
　（１ｘＥＶ－ＤＯサービス受信での圏内確認）
　まず、当該デュアル無線端末が１ｘＥＶ－ＤＯサービスエリアの圏内に位置しているか
どうかの確認について、以下に説明する。複数の１ｘＥＶ－ＤＯサービスの基地局から送
信された無線周波数ｆ２ｄｗの無線信号はアンテナ２１により合成受信され、ＲＦ受信部
２２に送出される。ＲＦ受信部２２は、周波数ｆ２ｄｗ（ｆＥＶ１ｄｗ又はｆＥＶ２ｄｗ
）に周波数設定されたシンセサイザ条件において、複数の１ｘＥＶ－ＤＯ基地局から受信
した無線信号の合成の受信信号強度を表わすＲＳＳＩ２２ａを制御部３０へ送出する。   
　制御部３０は、このＲＳＳＩ信号２２ａが所定の閾値以上であれば、当該デュアル無線
端末が１ｘＥＶ－ＤＯサービスエリアの圏内にいる、すなわち、当該デュアル無線端末の
近傍に１ｘＥＶ－ＤＯサービスの基地局が存在すると概略認識する。
【００７４】
　（１ｘＥＶ－ＤＯサービス受信での１ｘＥＶ－ＤＯシステムタイミング同期）
　次に、システムタイミング同期について説明する。１ｘＥＶ－ＤＯサービス受信に先立
って１ｘサービス受信が行われる場合、１ｘシステムタイミングは、すでに共通システム
タイミング維持部３４内のシステムタイミングカウンタに記憶されている。１ｘサービス
と１ｘＥＶ－ＤＯサービスのシステムタイミングはＧＰＳに同期しており、下りのパイロ
ット信号のシステムタイミングは同じである。従って、すでに共通システムタイミング維
持部３４内のシステムタイミングカウンタに記憶されている１ｘシステムタイミングをそ
のまま適用することにより、新たに１ｘＥＶ－ＤＯのシステムタイミング確立動作を行う
必要はない。   
　そして、共通システムタイミング管理部３３は、共通システムタイミング維持部３４に
記憶したシステムタイミングを基に、１ｘＥＶ－ＤＯ受信タイミング設定部４２にタイミ
ング設定を行う。１ｘＥＶ－ＤＯ受信タイミング設定部４２は、それを基に、１ｘＥＶ－
ＤＯ　ＲＡＫＥ受信部２４にタイミング指定を行う。
【００７５】
　（１ｘＥＶ－ＤＯサービス受信でのセルサーチ）
　次に、複数の１ｘＥＶ－ＤＯサービスの基地局（セル）を特定するための１ｘＥＶ－Ｄ
Ｏセルサーチについて、以下に説明する。複数の１ｘＥＶ－ＤＯサービスの基地局は、そ
れぞれ異なるＰＮ符号が割り当てられており、そのＰＮ符号で拡散処理したパイロット信
号を送信している。   
　１ｘＥＶ－ＤＯサービス受信と併行して行われている１ｘサービス受信でのページング
処理において、１ｘセルサーチの結果が、１ｘセルパワー順に、１ｘセルサーチ結果デー
タベース３１１に記憶されている。１ｘＥＶ－ＤＯ制御部３９は、この１ｘセルパワー順
のＰＮオフセットを１ｘＥＶ－ＤＯ　ＲＡＫＥ受信部２４に設定して、１ｘＥＶ－ＤＯセ
ルサーチを行う。そして、１ｘＥＶ－ＤＯ制御部３９は、最大の１ｘＥＶ－ＤＯセルパワ
ー２４ａを確認して、１ｘＥＶ－ＤＯセルパワーが最大の１ｘＥＶ－ＤＯセルを選択する
。この最大の１ｘＥＶ－ＤＯセルは、当該デュアル無線端末と通信を行う１ｘＥＶ－ＤＯ
サービングセルとなる。
【００７６】
　（１ｘＥＶ－ＤＯサービス受信での１ｘＥＶ－ＤＯ待ち受け処理）
　次に、システムタイミング確立後の１ｘＥＶ－ＤＯ待ち受け処理について説明する。１
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ｘＥＶ－ＤＯサービングセルは、システムタイミングに同期したタイミングで、例えば、
５．１２秒周期で１ｘＥＶ－ＤＯページング信号をデュアル無線端末へ送信する。   
　デュアル無線端末では、電池の使用時間を延ばすために、この１ｘＥＶ－ＤＯページン
グ信号の整数倍、例えば４倍の２０．４８秒周期でウェイクアップ状態となる間欠動作を
行う。１ｘＥＶ－ＤＯ待ち受け処理時に常時動作する部分は、共通システムタイミング維
持部３４および１ｘＥＶ－ＤＯページングカウンタ４１である。そして、この１ｘＥＶ－
ＤＯページングカウンタ４１は、間欠動作タイミングを記憶しており、１ｘＥＶ－ＤＯペ
ージング信号到来の整数倍、例えば４倍の２０．４８秒周期のタイミングに合わせて、デ
ュアル無線端末の他の主要部分をウェイクアップさせる。ウェイクアップ中の処理が終了
すると、スリープ状態となり、次のタイミングのウェイクアップを待つ。
【００７７】
　このウェイクアップ中の処理として、１ｘＥＶ－ＤＯサービングセルから送信される当
該デュアル無線端末への着信呼出しの待ち受けを以下のように行う。着信呼出し信号は、
アンテナ２１、ＲＦ受信部２２、１ｘＥＶ－ＤＯＲＡＫＥ受信部２４、復号部２５により
復号されて、受信データ２５ａが制御部３０に送出される。制御部３０はこれをチェック
して、当該デュアル無線端末への着信呼出しの有無を確認する。
【００７８】
　また、ウェイクアップ中の処理として、セルリセレクションに備えての１ｘＥＶ－ＤＯ
セルサーチを以下のように行う。１ｘＥＶ－ＤＯサービングセルから送信される近隣の１
ｘＥＶ－ＤＯネイバセル情報は、アンテナ２１、ＲＦ受信部２２、１ｘＥＶ－ＤＯＲＡＫ
Ｅ受信部２４、復号部２５により復号されて、受信データ２５ａが制御部３０に送出され
る。制御部３０は、この１ｘＥＶ－ＤＯネイバセル情報を１ｘＥＶ－ＤＯセル情報データ
ベース３８に記憶する。そして、１ｘＥＶ－ＤＯ制御部３９は、この１ｘＥＶ－ＤＯネイ
バセル情報に基いて、１ｘＥＶ－ＤＯセルサーチを行い、１ｘＥＶ－ＤＯセルパワーを測
定する。
【００７９】
　（１ｘサービスの送信処理）
　送信データ２６ａは、符号化器２６により符号化処理などが行われる。符号化器２６は
符号化したデータを１ｘ拡散部２７へ送出する。また、共通システムタイミング管理部３
３は、共通システムタイミング維持部３４が記憶しているシステムタイミングに合わせて
、送信タイミングを１ｘ送信タイミング設定部３６に指示する。１ｘ送信タイミング設定
部３６は、指示されたタイミング情報を１ｘ拡散部２７へ出力する。   
　１ｘ拡散部２７は、符号化器２６からのデータに対して、指示されたタイミングで拡散
処理などを行って、ＲＦ送信部２９へ送出する。ＲＦ送信部２９は、Ｄ／Ａ変換やアップ
コンバートなどの無線処理を行い、その無線信号をアンテナ２１から基地局へ送信する。
【００８０】
　（１ｘＥＶ－ＤＯサービスの送信処理）
　送信データ２６ａは、符号化器２６により符号化処理などが行われる。符号化器２６は
符号化したデータを１ｘＥＶ－ＤＯ拡散部２８へ送出する。また、共通システムタイミン
グ管理部３３は、共通システムタイミング維持部３４が記憶しているシステムタイミング
に合わせて、送信タイミングを１ｘＥＶ－ＤＯ送信タイミング設定部４３に指示する。１
ｘＥＶ－ＤＯ送信タイミング設定部４３は、指示されたタイミング情報を１ｘＥＶ－ＤＯ
拡散部２８へ出力する。   
　１ｘＥＶ－ＤＯ拡散部２８は、符号化器２６からのデータに対して、指示されたタイミ
ングで拡散処理などを行って、ＲＦ送信部２９へ送出する。ＲＦ送信部２９は、Ｄ／Ａ変
換やアップコンバートなどの無線処理を行い、その無線信号をアンテナ２１から基地局へ
送信する。
【００８１】
　次に、制御部３０の動作について、ゼネラルフローチャートで説明する。   
図１３は、デュアル無線端末の制御部３０の動作を示すゼネラルフローチャートであり、

10

20

30

40

50

(15) JP 3795496 B2 2006.7.12



デュアル無線端末の電源オン後の初期動作から１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯサービスの同時待ち
受けとなるまでの概略動作を示す。
【００８２】
　（１ｘ初期捕捉）
　デュアル無線端末が電源オンになると、制御部３０は、１ｘサービスセルとの接続のた
めに、１ｘ無線信号のＲＳＳＩ測定、１ｘセルサーチ、および１ｘシステムタイミング確
立などの１ｘ初期捕捉動作を行う（ステップＳ２）。
【００８３】
　（１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ）
　ステップＳ２で１ｘ初期捕捉ができた（ステップＳ２のＹＥＳ）場合は、その１ｘ初期
捕捉できた１ｘサービングセルとの間で、１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（１ｘ待ち受け）
（ステップＳ３）に入る。１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ３）では、１ｘサー
ビングセルから送信される当該デュアル無線端末への着信呼出しの待ち受けを行う。また
、セルリセレクションに備えての１ｘセルサーチを行う。これらの処理は、電池の使用時
間をセーブするために、例えば、５．１２秒周期でウェイクアップ状態となる間欠動作に
より行う。この１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ３）は、ステップＳ３以降も継
続して動作する。
【００８４】
　（１ｘＥＶ－ＤＯ初期捕捉）
　次に、この１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ３）と併行して、１ｘＥＶ－ＤＯ
サービスセルとの接続のために、１ｘＥＶ－ＤＯ無線信号のＲＳＳＩ測定、１ｘＥＶ－Ｄ
Ｏセルサーチ、および１ｘＥＶ－ＤＯシステムタイミング確立などの１ｘＥＶ－ＤＯ初期
捕捉動作を行う（ステップＳ４）。
【００８５】
　（１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ）
　上述のステップＳ４で１ｘＥＶ－ＤＯ初期捕捉ができた（ステップＳ４のＹＥＳ）場合
は、その１ｘＥＶ－ＤＯ初期捕捉できた１ｘＥＶ－ＤＯサービングセルとの間で、１ｘＥ
Ｖ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（１ｘＥＶ－ＤＯ待ち受け）（ステップＳ５）に入る。
１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ５）では、１ｘＥＶ－ＤＯサービン
グセルから送信される当該デュアル無線端末への１ｘＥＶ－ＤＯ着信呼出しの待ち受けを
行う。また、セルリセレクションに備えての１ｘＥＶ－ＤＯセルサーチを行う。この処理
は、電池の使用時間をセーブするために、例えば、５．１２秒の整数倍である２０．４８
秒の周期でウェイクアップ状態となる間欠動作により行う。この１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌ
ｅ　Ｓｔａｔｅは、上述の１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ３）と併行して行わ
れ、１ｘ／１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（同時待ち受け）（ステップＳ６＝Ｓ
３＋Ｓ５）となる。
【００８６】
　（１ｘ圏外処理）
　上述の１ｘ初期捕捉ができなかった（ステップＳ２のＮＯ）場合は、１ｘ圏外処理に入
る（ステップＳ７）。１ｘ圏外処理（ステップＳ７）では、デュアル無線端末の使用者が
１ｘ圏内に移動する場合を考慮して、再度、１ｘ初期捕捉動作を行う。この１ｘ圏外処理
での１ｘ初期捕捉動作は、電池の使用時間をセーブするために数秒周期でウェイクアップ
状態となる間欠動作により行う。
【００８７】
　（１ｘＥＶ－ＤＯ圏外処理）
　上述の１ｘＥＶ－ＤＯ初期捕捉ができなかった（ステップＳ４のＮＯ）場合は、１ｘＥ
Ｖ－ＤＯ圏外処理に入る（ステップＳ８）。　１ｘＥＶ－ＤＯ圏外処理（ステップＳ８）
では、デュアル無線端末の使用者が１ｘＥＶ－ＤＯ圏内に移動する場合を考慮して、再度
、１ｘＥＶ－ＤＯ初期捕捉動作を行う。この１ｘＥＶ－ＤＯ圏外処理での１ｘＥＶ－ＤＯ
初期捕捉動作は、電池の使用時間をセーブするために数秒周期でウェイクアップ状態とな
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る間欠動作により行う。
【００８８】
　上述の１ｘ圏外処理（ステップＳ７）において、１ｘ初期捕捉ができないで１ｘ圏外処
理が継続中の場合、これは、セル配置図（図３）に示すように、１ｘセル４０１および共
用セル４０２のいずれのエリアにも、当該デュアル無線端末が位置していないことを意味
する。従って、１ｘ初期捕捉ができないで１ｘ圏外処理が継続中の場合は、１ｘＥＶ－Ｄ
Ｏ圏外処理（ステップＳ８）を行わない。このことにより、１ｘＥＶ－ＤＯ圏外処理に伴
う電池の使用時間の消耗をなくすことができる。
【００８９】
　次に、制御部３０の詳細動作について、詳細フローチャートなどで説明する。   
（１ｘ初期捕捉の詳細）
　図１４は、１ｘ初期捕捉（図１３のステップＳ２）の詳細フローチャートである。デュ
アル無線端末が電源オンになると、制御部３０は、まず、複数の１ｘ基地局から受信した
周波数ｆ１ｄｗの無線信号の合成の受信信号強度を表わすＲＳＳＩの測定を行う。ＲＳＳ
Ｉが閾値ｔｈ１以下の場合（ステップＳ２１のＮＯ）は、１ｘ圏外処理に入る（ステップ
Ｓ７）。
【００９０】
　ＲＳＳＩが閾値ｔｈ１以上の場合（ステップＳ２１のＹＥＳ）は、次に、ＰＮ符号全サ
ーチに入る（ステップＳ２２）。ＰＮ符号全サーチ（ステップＳ２２）では、複数の１ｘ
基地局（セル）それぞれのセルパワーを測定してＰＮオフセットを特定するための１ｘセ
ルサーチを行う。１ｘセルサーチは、ＰＮオフセット「０」～「５１１」すべてについて
全サーチして１ｘセルパワーを確認する必要があり、サーチに時間がかかる。１ｘセルサ
ーチで閾値以上のセルパワーのセルが１つもない場合（ステップＳ２３のＮＯ）は、１ｘ
圏外処理に入る（ステップＳ７）。
【００９１】
　上述のセルサーチで閾値以上のセルパワーのセルが１つ以上あった場合（ステップＳ２
３のＹＥＳ）は、セルパワー最大のセルから送信される１ｘのＳｙｎｃメッセージを受信
する（ステップＳ２４）。そして、１ｘのタイミング確立を行い、この確立したシステム
タイミングを、共通システムタイミング維持部３４（図１０）の内部のシステムタイミン
グカウンタに記憶する（ステップＳ２５）。こうして、この１ｘセルパワー最大のセルが
１ｘサービングセル（１ｘアクティブセル）となる。
【００９２】
　また、この１ｘサービングセル（１ｘアクティブセル）から送信されるシステム情報メ
ッセージを受信する。このシステム情報メッセージには、１ｘサービングセル（１ｘアク
ティブセル）の近隣のセル情報である１ｘネイバセルリストが含まれている。この１ｘネ
イバセルリストには、１ｘネイバセルのＰＮオフセット情報が含まれており、これを１ｘ
セル情報データベース３１に記録する（ステップＳ２６）。
【００９３】
　図１５は、各種のデータベースの説明図であり、１ｘネイバセルリストは、１ｘセル情
報データベース３１に記録される。この１ｘネイバセルリストには、現在通信している１
ｘサービングセル（１ｘアクティブセル）も含まれる。他のデータベースについては、そ
れぞれの関連説明箇所で後述する。以上で１ｘ初期捕捉を終了し、１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔ
ａｔｅ（ステップＳ３）へ移行する。
【００９４】
　（１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅの詳細）
　図１６は、１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（図１３のステップＳ３）の詳細フローチャー
トである。１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ３）は、例えば、５．１２秒周期で
ウェイクアップ状態となる間欠動作により行う。
【００９５】
　１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ３）では、１ｘサービングセル（１ｘアクテ
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ィブセル）からの１ｘの着信呼出しのチェックを行う（ステップＳ３１）。呼出しのチェ
ックでは、１ｘ着信呼出しの有無をチェックし（ステップＳ３２）、着信呼出しが有れば
（ステップＳ３２の有り）、１ｘ　Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ処理に入り、連続ウェイクアップ
して、音声等の通信状態になる（ステップＳ３３）。
【００９６】
　又、１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ３）では、当該デュアル無線端末は常に
移動しているので、セルリセレクションに対応するための１ｘネイバセルサーチを行う（
ステップＳ３４）。１ｘセル情報データベース３１（図１５）には、１ｘ初期捕捉時に１
ｘネイバセル情報が登録されているが、１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ時にもセルリセレク
ションを考慮して１ｘサービングセル（１ｘアクティブセル）から送信されるシステム情
報メッセージを受信して、更新する。
【００９７】
　１ｘネイバセルサーチでは、この１ｘセル情報データベース３１に登録されている１ｘ
ネイバセル情報のセルに対して、ネイバサーチを行い、当該デュアル無線端末から見たセ
ルパワーを測定する（ステップＳ３５）。この結果、１ｘセルサーチ結果データベース３
１１（図１５）に、セルパワー順にセルのＰＮオフセットを記憶する（ステップＳ３６）
。
【００９８】
　以上で、ウェイクアップ１回分の１ｘ待ち受け処理を終了して、スリープ状態になる。
１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ３）は、以降、間欠的に継続して行われる。
【００９９】
　（１ｘＥＶ－ＤＯ初期捕捉の詳細）
　図１７は、１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ３）と併行して行われる１ｘＥＶ
－ＤＯ初期捕捉（ステップＳ４）の詳細フローチャートである。デュアル無線端末が電源
オンになると、制御部３０は、１ｘＥＶ－ＤＯサービスについては、まず、複数の１ｘＥ
Ｖ－ＤＯ基地局から受信した周波数ｆ２ｄｗ（ｆＥＶ１ｄｗ又はｆＥＶ２ｄｗ）の無線信
号の合成の受信信号強度を表わすＲＳＳＩの測定を行う。この周波数ｆ２ｄｗは、２つの
候補周波数ｆＥＶ１ｄｗおよびｆＥＶ２ｄｗがあり、両方について測定する。ｆＥＶ１ｄ
ｗおよびｆＥＶ２ｄｗいずれのＲＳＳＩも閾値ｔｈ１以下の場合（ステップＳ４１のＮＯ
、且つステップＳ４２のＮＯ）は、１ｘＥＶ－ＤＯ圏外処理に入る（ステップＳ８）。
【０１００】
　ｆＥＶ１ｄｗおよびｆＥＶ２ｄｗいずれかのＲＳＳＩが閾値ｔｈ１以上の場合（ステッ
プＳ４１のＹＥＳ、又はステップＳ４２のＹＥＳ）は、次に、Ｓｙｓｔｅｍタイミング確
立に入る（ステップＳ４３）。
【０１０１】
　Ｓｙｓｔｅｍタイミング確立（ステップＳ４３）では、１ｘＥＶ－ＤＯのシステムタイ
ミング確立動作を行う。１ｘサービスと１ｘＥＶ－ＤＯサービスのシステムタイミングは
ＧＰＳに同期しており、下りのパイロット信号のシステムタイミングは同じである。従っ
て、１ｘ初期捕捉で確立して（ステップＳ２５）、すでに共通システムタイミング維持部
３４内のシステムタイミングカウンタに記憶している１ｘシステムタイミングをそのまま
適用すれば、新たに１ｘＥＶ－ＤＯのシステムタイミング確立動作を行う必要はない。こ
のことにより、高速化、信頼性向上を図ることができる。
【０１０２】
　次に、１ｘＥＶ－ＤＯサービスをしている基地局のセルサーチを行う（ステップＳ４４
）。ここで、１ｘＥＶ－ＤＯサービスをしている基地局は、図３に示した共用セル４０２
で説明したように、必ず１ｘサービスも行っている。従って、１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔ
ｅで併行して行われている１ｘネイバセルサーチ結果を利用する。この１ｘネイバセルサ
ーチ結果は、１ｘセルサーチ結果データベース３１１（図１５）に、セルパワー順にセル
のＰＮオフセットが記憶されている。
【０１０３】
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　この１ｘセルのセルパワー順の上位ｎ個のＰＮオフセットについて、１ｘＥＶ－ＤＯサ
ービスのセルサーチを行う（ステップＳ４４）。このＰＮオフセットは、図３に示した共
用セル４０２で説明したように、１ｘサービスと１ｘＥＶ－ＤＯサービスは、同じＰＮオ
フセットである。１ｘセル４０１（図３）のように、１ｘサービスを行うセルがすべて１
ｘＥＶ－ＤＯサービスを行うわけではないが、１ｘネイバセルサーチ結果でわかっている
デュアル無線端末周辺のセルパワーの大きい１ｘセルに対して、１ｘＥＶ－ＤＯサービス
のセルサーチを行うことで、全セルサーチを行う必要がなくて済む。
【０１０４】
　１ｘセルサーチ結果データベース３１１の１つが例えばＰＮオフセット「３」だとする
と、このセルサーチは、ＰＮ符号位相リング（図５）において、ＰＮオフセット「３」の
タイミングを中心にサーチ窓長だけサーチすればよい。サーチ窓長が例えば、１２８チッ
プであれば、１２８チップ分のサーチのみを行えばよい。このことにより、サーチ時間を
大幅に短縮することができる。
【０１０５】
　この結果、１ｘＥＶ－ＤＯサービスを行うセルパワーが閾値ｔｈ２より大きいセルが見
つかる（ステップＳ４５でＹＥＳ）。この中の最もセルパワー大の１ｘＥＶ－ＤＯセルが
１ｘＥＶ－ＤＯサービングセル（１ｘＥＶ－ＤＯアクティブセル）となる。
【０１０６】
　次に、１ｘＥＶ－ＤＯサービングセル（１ｘＥＶ－ＤＯアクティブセル）から送信され
る１ｘＥＶ－ＤＯサービングセル（１ｘＥＶ－ＤＯアクティブセル）のセクタパラメータ
などのシステム情報を受信する。このシステム情報には、１ｘＥＶ－ＤＯサービングセル
の近隣のセル情報である１ｘＥＶ－ＤＯネイバセルリストが含まれている。この１ｘＥＶ
－ＤＯネイバセルリストには、１ｘＥＶ－ＤＯネイバセルのＰＮオフセット情報が含まれ
ており、これを１ｘＥＶ－ＤＯセル情報データベース３８（図１５）に記録する（ステッ
プＳ４６）。この１ｘＥＶ－ＤＯネイバセルリストには、現在通信している１ｘＥＶ－Ｄ
Ｏサービングセル（１ｘＥＶ－ＤＯアクティブセル）も含まれる。そして、１ｘ／１ｘＥ
Ｖ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ５）へ移行する。
【０１０７】
　しかし、前述のステップＳ４５で、１ｘＥＶ－ＤＯサービスを行うセルパワーが閾値ｔ
ｈ２より大きいセルが見つからない場合（ステップＳ４５でＮＯ）、１ｘ初期捕捉（図１
４）のステップＳ２２と同様に、１ｘＥＶ－ＤＯサービスを行う全セルのＰＮ符号全サー
チを行う。全サーチなので、このセルサーチは時間を要する（ステップＳ４７）。
【０１０８】
　全サーチの結果、閾値以上のセルパワーのセルが１つもない場合（ステップＳ４８のＮ
Ｏ）は、１ｘＥＶ－ＤＯ圏外処理へ移行する（ステップＳ８）。   
　閾値以上のセルパワーのセルが有る場合、その中のセルパワー最大のセルを選択し（ス
テップＳ４８のＹＥＳ）、セルパワー最大のセルを１ｘＥＶ－ＤＯサービングセル（１ｘ
ＥＶ－ＤＯアクティブセル）として、そのセルからシステム情報メッセージを受信する。
このシステム情報には、１ｘＥＶ－ＤＯサービングセルの近隣のセル情報である１ｘＥＶ
－ＤＯネイバセルリストが含まれている。この１ｘＥＶ－ＤＯネイバセルリストには、１
ｘＥＶ－ＤＯネイバセルのＰＮオフセット情報が含まれており、これを１ｘＥＶ－ＤＯセ
ル情報データベース３８（図１５）に記録する（ステップＳ４９）。この１ｘＥＶ－ＤＯ
ネイバセルリストには、現在通信している１ｘＥＶ－ＤＯサービングセル（１ｘＥＶ－Ｄ
Ｏアクティブセル）も含まれる。以上で１ｘＥＶ－ＤＯ初期捕捉を終了し、１ｘ／１ｘＥ
Ｖ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ５）へ移行する。
【０１０９】
　（１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅの詳細）
　図１８は、１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（図１３のステップＳ５）の詳細フ
ローチャートである。１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ５）の時点で
は、すでに１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ３）が継続動作中であり、１ｘ／１
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ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（同時待ち受け）（ステップＳ６＝Ｓ３＋Ｓ５）状
態となる。この１ｘ／１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（同時待ち受け）（ステッ
プＳ６＝Ｓ３＋Ｓ５）における１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ５）
について、以下に説明する。
【０１１０】
　１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ５）は、例えば、５．１２秒の整
数倍の２０．４８秒などの周期でウェイクアップ状態となる間欠動作により行う。   
　１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ５）では、１ｘＥＶ－ＤＯサービ
ングセル（１ｘＥＶ－ＤＯアクティブセル）からの１ｘＥＶ－ＤＯの着信呼出しのチェッ
クを行う（ステップＳ５１）。着信呼出しのチェックでは、１ｘＥＶ－ＤＯ着信呼出しの
有無をチェックし（ステップＳ５２）、着信呼出しが有れば（ステップＳ５２の有り）、
１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ処理に入り、連続ウェイクアップして、パケットデ
ータ受信状態になる（ステップＳ５３）。
【０１１１】
　又、１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ５）では、当該デュアル無線
端末は常に移動しているので、セルリセレクションに対応するための１ｘＥＶ－ＤＯネイ
バセルサーチを行う（ステップＳ５４）。１ｘＥＶ－ＤＯセル情報データベース３８（図
１５）には、１ｘＥＶ－ＤＯ初期捕捉時に１ｘＥＶ－ＤＯネイバセル情報が登録されてい
るが、１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ時にもセルリセレクションを考慮して１ｘ
ＥＶ－ＤＯサービングセル（１ｘＥＶ－ＤＯアクティブセル）から送信されるシステム情
報メッセージを受信して、更新する。
【０１１２】
　１ｘＥＶ－ＤＯネイバセルサーチでは、この１ｘＥＶ－ＤＯセル情報データベース３８
と、併行して行われている１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ３）での１ｘネイバ
セルサーチ結果である１ｘセルサーチ結果データベース３１１（図１５）を利用する。１
ｘＥＶ－ＤＯセル情報データベース３８は、１ｘＥＶ－ＤＯサービングセルの近隣の１ｘ
ＥＶ－ＤＯセル情報である。１ｘセルサーチ結果データベース３１１は、当該デュアル無
線端末から見た複数の１ｘセルの現在のセルパワー情報である。
【０１１３】
　制御部３０は、１ｘセルサーチ結果データベース３１１と１ｘＥＶ－ＤＯセル情報デー
タベース３８の同一のＰＮオフセットのセルを抽出する。例えば、図１５に下線で示した
セルＰＮ３、ＰＮ６、ＰＮ９、ＰＮ１１が同一である（ステップＳ５５）。次に、これを
１ｘセルサーチ結果データベース３１１のセルパワー順に、１ｘ／１ｘＥＶ－ＤＯ共通セ
ル情報データベース３７（図１５）に記録する。ＰＮ６、ＰＮ９、ＰＮ３、ＰＮ１１の順
になる（ステップＳ５６）。
【０１１４】
　そして、この１ｘ／１ｘＥＶ－ＤＯ共通セル情報データベース３７の１ｘセルパワー順
に、１ｘＥＶ－ＤＯセルサーチを行い、当該デュアル無線端末から見た１ｘＥＶ－ＤＯセ
ルパワーを測定する（ステップＳ５７）。
【０１１５】
　このように、早い段階で、より良い１ｘＥＶ－ＤＯセルを見つけることができる。この
１ｘＥＶ－ＤＯセルサーチは、１ｘ／１ｘＥＶ－ＤＯ共通セル情報データベース３７に登
録されている１ｘセルパワー順のＰＮオフセットやマルチパス情報を活用することにより
、短いサーチ窓でサーチが可能となり、１ｘＥＶ－ＤＯネイバセルサーチ時間の短縮が可
能となる。これにより、１ｘＥＶ－ＤＯページング受信でウェイクアップ中の１ｘＥＶ－
ＤＯネイバセルサーチの時間を短縮し、ウェイクアップ時間を短縮し、電池持ちを向上す
ることができる。
【０１１６】
　また、１ｘＥＶ－ＤＯページング受信での１ｘＥＶ－ＤＯネイバセルサーチは、間欠動
作が２０．４８秒という長い周期の場合、その間、デュアル無線端末が長距離を移動して
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しまう恐れがあるが、１ｘページング受信での１ｘネイバセルサーチの５．１２秒周期の
セルパワー最新情報により、効率的に行うことができる。
【０１１７】
　以上で、ウェイクアップ１回分の１ｘＥＶ－ＤＯ待ち受け処理を終了して、スリープ状
態になる。１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ５）は、以降、間欠的に
継続して行われる。
【０１１８】
　（他の実施例：共用セルで、かつ、共用セルの１ｘサービングセルのセルパワーが、十
分大きい場合）
現在サービスしている１ｘサービングセルが１ｘＥＶ－ＤＯサービスも行う共用セル、つ
まり同一のＰＮオフセットのセルであって、かつ、この１ｘサービングセルのセルパワー
が、十分大きい閾値ｔｈ３以上の場合は、共用セルの１ｘＥＶ－ＤＯセルのセルパワーも
十分大きい。
【０１１９】
　従って、制御部３０は、１ｘ／１ｘＥＶ－ＤＯ共通セル情報データベース３７の１ｘセ
ルパワー順で１ｘＥＶ－ＤＯネイバセルサーチを行うことをせずに、現在の１ｘサービン
グセルと同じＰＮオフセットの１ｘＥＶ－ＤＯセルのみをセルサーチしてもよい。これに
より、更に、１ｘＥＶ－ＤＯネイバセルサーチ時間の短縮が可能となる。
【実施例２】
【０１２０】
　１ｘ／１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（図６のステップＳ６）において、同時
ページング待ち受けでのページング受信間隔を延長して、電池持ちの向上を目的とする実
施例２について説明する。   
図１９は、１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅと１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅのタイ
ムチャートである。１ｘページング信号は、５．１２秒周期のタイミングで１ｘセルから
送信されており、Ｔ１～Ｔ５について図示する。デュアル無線端末は、１ｘページングカ
ウンタ４０（図１０）に、このタイミングＴ１～Ｔ５を記憶しており、１ｘ待ち受け間欠
動作に示すように、１ｘページング信号の到来タイミングに合わせて、スリープ状態から
ウェイクアップ状態になる。
【０１２１】
　そして、ウェイクアップ状態において、１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅ（ステップＳ３）
の待ち受け処理を行う。例えば、タイミングＴ１において、ウェイクアップ状態になると
、制御部３０は、当該デュアル無線端末への１ｘ方式での着信呼出しの有無及びセルリセ
レクションに対応するための１ｘネイバセルサーチを行う。また、共通システムタイミン
グ維持部３４および１ｘページングカウンタ４０は、受信した１ｘページング信号により
同期を取り直して、タイミングを更新する。   
　所定の処理が終了すると、スリープ状態になり、次のタイミングＴ２までスリープ状態
を継続する。以降、タイミングＴ２、Ｔ３、Ｔ４、Ｔ５・・毎にウェイクアップして、同
様の処理を行う。
【０１２２】
　他方の１ｘＥＶ－ＤＯページング信号は、５．１２秒周期のタイミングで１ｘＥＶ－Ｄ
Ｏセルから送信されており、Ｔ１１～Ｔ１５について図示する。   
　デュアル無線端末は、システムタイミング維持部に記憶している１ｘＥＶ－ＤＯページ
ング信号の到来タイミングの内、ｎ回に１回だけスリープ状態からウェイクアップ状態に
なる。この例では、１ｘＥＶ－ＤＯ待ち受け間欠動作に示すように、ｎ＝４回分である２
０．４８秒に１回のタイミングＴ１１とＴ１５でウェイクアップ状態になる。
【０１２３】
　２０．４８秒という長い時間であるが、共通システムタイミング維持部３４のシステム
タイミングカウンタは、前述の１ｘページング信号の５．１２秒周期の到来毎に同期を取
り直して、更新されているため、１ｘＥＶ－ＤＯページング信号に対して、２０．４８秒
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に１回という長い時間であるが、ウェイクアップのタイミングが外れてしまうことはない
。
【０１２４】
　なお、１ｘＥＶ－ＤＯページング信号の受信間隔をそれほど延ばさない場合は、１ｘ（
第１無線方式）と１ｘＥＶ－ＤＯ（第２無線方式）のシステム同期が取れていないシステ
ムであっても、ウェイクアップのタイミングが外れてしまうことはないため、有効である
。
【０１２５】
　これにより、デュアル無線端末は、ウェイクアップする回数を減らして、同時待ち受け
時の消費電流を減らし、電池の待ち受け時間を延ばすことができる。比較するために、１
ｘのみのシングル無線端末で、１ｘのタイミングＴ１～Ｔ４の４回すべてウェイクアップ
する場合の待ち受け時間を、例えば２００時間として、他の場合について以下に計算する
。
【０１２６】
　デュアル無線端末の従来の同時待ち受けでは、１ｘ待ち受けはタイミングＴ１～Ｔ４の
４回すべてウェイクアップし、１ｘＥＶ－ＤＯ待ち受けもタイミングＴ１１～Ｔ１４の４
回すべてウェイクアップし、計８回ウェイクアップするので、半分の１００時間に減って
しまう。
【０１２７】
　本実施例のデュアル無線端末の同時待ち受けは、タイミングＴ１～Ｔ４と、タイミング
Ｔ１１の計５回のウェイクアップとなり、ウェイクアップの回数を減らすことにより、同
時待ち受けにも関わらず、１６０時間の待ち受け時間を確保することができる。
【０１２８】
　（基地局におけるページング信号の送信制御）
　１ｘＥＶ－ＤＯセルは、１ｘＥＶ－ＤＯサービスについては、デュアル無線端末への１
ｘＥＶ－ＤＯ方式の着信があった場合、ｎ回連続して当該デュアル無線端末へ着信ページ
ングメッセージを送出する。この例では４回連続して、例えば、タイミングＴ１３、Ｔ１
４、Ｔ１５及び図示しない次のタイミングＴ１６で、当該デュアル無線端末へページング
メッセージを送出する。   
　これにより、デュアル無線端末は、タイミングＴ１３、Ｔ１４、Ｔ１６では受信するこ
とができないが、タイミングＴ１５においてウェイクアップして、ページングメッセージ
を見落とすことなく受信することができる。
【０１２９】
　なお、整数ｎの値は、システムにおいて予め設計上で決めておいても良いし、または、
１ｘＥＶ－ＤＯセルとデュアル無線端末との間で通知して、整合を取る。
【０１３０】
　（１ｘＥＶ－ＤＯページングの待ち受け周期の可変制御）
　上記のデュアル無線端末における１ｘＥＶ－ＤＯページングの待ち受け周期は、例えば
２０．４８秒であったが、この周期設定を以下のように行っても良い。   
ネットワーク側は、デュアル無線端末の１ｘＥＶ－ＤＯページングのウェイクアップタイ
ミングＴ１１、Ｔ１５、・・において、２０．４８秒周期でデュアル無線端末のＩＰアド
レス情報やロケーション情報を確認するが、デュアル無線端末が急いで移動していると、
これを見失う確率が高くなる。
【０１３１】
　これを防ぐために、デュアル無線端末は、１ｘページング受信回数ａ回中、任意のｂ回
以上１ｘサービングセルが変更された場合は、当該デュアル無線端末５が急いで移動して
いると認識して、１ｘＥＶ－ＤＯページングの待ち受け周期を短く設定する。
【０１３２】
　ｂ回以下の場合は、デュアル無線端末がゆっくり移動していると認識して、ＩＰアドレ
ス情報やロケーション情報をネットワーク側が見失う確率が低いため、１ｘＥＶ－ＤＯペ
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ージングの待ち受け周期を長く設定する。
【０１３３】
　周期が固定の１ｘページングの待ち受け周期を基準にして、デュアル無線端末の移動速
度を認識する。そして、これを基に、他方の１ｘＥＶ－ＤＯページングの待ち受け周期を
可変制御することにより、１ｘＥＶ－ＤＯサービスのＩＰアドレス情報やロケーション情
報を見失うことを防止できる。
【０１３４】
　また、従来例６のように、待ち受け周期の可変のたびに、回数等の閾値を設定し直す必
要がなく、本発明では、周期が固定の１ｘページングの待ち受け周期を基準にしているた
め、１ｘページング受信回数の数値ａや、１ｘサービングセルの変更回数の数値ｂを固定
のままでよい。   
　なお、整数ｎの値は、１ｘＥＶ－ＤＯセルとデュアル無線端末との間で通知して、整合
を取る。
【図面の簡単な説明】
【０１３５】
【図１】ＣＤＭＡ２０００のネットワーク構成図。
【図２】ＧＰＳ同期システムの説明図。
【図３】１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯのセル配置図。
【図４】１ｘセル群と１ｘＥＶ－ＤＯセル群のセル集合関係図。
【図５】ＰＮ符号位相リングの説明図。
【図６】共用セルにおける基地局と無線端末のシステム図。
【図７】本発明のデュアル基地局の１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯ用の下り拡散変調部のブロック
図。
【図８】本発明のデュアル基地局の１ｘと１ｘＥＶ－ＤＯの周波数スペクトラム。
【図９】基地局が送信するパイロット信号のタイムチャート。
【図１０】本発明の実施例１におけるデュアル無線端末のブロック図。
【図１１】デュアル無線端末のサーチャのブロック図。
【図１２】デュアル無線端末のシステムタイミングカウンタの構成図。
【図１３】本発明のデュアル無線端末のゼネラルフローチャート。
【図１４】デュアル無線端末の１ｘ初期捕捉の詳細フローチャート。
【図１５】本発明のデュアル無線端末のデータベースの説明図。
【図１６】デュアル無線端末の１ｘ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅの詳細フローチャート。
【図１７】本発明のデュアル無線端末の１ｘＥＶ－ＤＯ初期捕捉の詳細フローチャート。
【図１８】本発明のデュアル無線端末の１ｘＥＶ－ＤＯ　Ｉｄｌｅ　Ｓｔａｔｅの詳細フ
ローチャート。
【図１９】本発明のデュアル無線端末の同時待ち受けのタイムチャート。
【図２０】従来例１のデュアル無線端末のブロック図。
【図２１】従来例１のデュアル無線端末のゼネラルフローチャート。
【符号の説明】
【０１３６】
１１　送信データ制御部
１２　複素拡散部
１３、１４　フィルタ
１５　Ｉ／Ｑ変調部
１６　ＲＦ送信部
１７　アンテナ
２１　アンテナ
２２　ＲＦ受信部
２３　１ｘＲＡＫＥ受信部
２３１　乗算器
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２３２　積分器
２３３　２乗回路
２３５　共通ＲＡＫＥ受信部
２４　１ｘＥＶ－ＤＯ　ＲＡＫＥ受信部
２５　復号部
２６　符号化器
２７　１ｘ拡散部
２７５　共通拡散部
２８　１ｘＥＶ－ＤＯ拡散部
２９　ＲＦ送信部
３０　制御部
３１　１ｘセル情報データベース
３１１　１ｘセルサーチ結果データベース
３２　１ｘ制御部
３３　共通システムタイミング管理部
３４　共通システムタイミング維持部
３５　１ｘ受信タイミング設定部
３６　１ｘ送信タイミング設定部
３７　共通セル情報データベース
３８　１ｘＥＶ－ＤＯセル情報データベース
３９　１ｘＥＶ－ＤＯ制御部
４０　１ｘページングカウンタ
４１　１ｘＥＶ－ＤＯページングカウンタ
４２　１ｘＥＶ－ＤＯ受信タイミング設定部
４３　１ｘＥＶ－ＤＯ送信タイミング設定部
１０１　１ｘ基地局
１０２　１ｘＢＳＣ
１０３　ＭＳＣ
１０４　ＰＳＴＮ
１０５　１ｘＥＶ－ＤＯ基地局
１０６　１ｘＥＶ－ＤＯ　ＢＳＣ
１０７　ＰＤＳＮ
１０８　ＩＮＴＥＲＮＥＴ
１０９　デュアル基地局
２０１、２０２　デュアル無線端末
２０３　１ｘ無線端末
２０４　１ｘＥＶ－ＤＯ無線端末
３０１、３０２、３０３　ＧＰＳ
４０１　１ｘセル
４０２　共用セル
５０１　１ｘセル群
５０２　１ｘＥＶ－ＤＯセル群
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】

(28) JP 3795496 B2 2006.7.12



【 図 １ ９ 】 【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】
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