
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局および複数の端末局から構成されるＴＤＭＡ無線通信システムにおいて、
　前記基地局が複数の前記端末局に対して省電力モード移行指示を送信し、
　この省電力モード移行指示を受信した前記端末局が自局状態および移行指示確認を前記
基地局に送信した後間欠受信動作に移り、
　前記端末局の自局状態および移行指示確認を受信した前記基地局が報知情報の連続送信
を前記端末局の間欠受信動作のタイミングと一致する間欠送信動作に切り換えると共に間
欠受信動作に移ることを特徴とする無線通信システムの省電力モード移行方法。
【請求項２】
　省電力モードにあることを端末局が認識できるパラメータを基地局から間欠送信される
報知情報に含めて送信し、前記端末局が前記報知情報を受信したときからでも省電力モー
ドの間欠受信動作に移れるようにしたことを特徴とする請求項１記載の無線通信システム
の省電力モード移行方法。
【請求項３】
　基地局および複数の端末局から構成されるＴＤＭＡ無線通信システムにおいて、
　前記基地局が複数の前記端末局に対して省電力モード移行指示を送信し、
　この省電力モード移行指示を受信した前記端末局が自局状態および移行指示確認を前記
基地局に送信した後間欠受信動作に移り、
　前記端末局の自局状態および移行指示確認を受信した前記基地局が報知情報の連続送信
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を前記端末局の間欠受信動作のタイミングと一致する間欠送信動作に切り換えると共に間
欠送受信動作に移って省電力モードを形成し、
　前記基地局が複数の前記端末局に対して所定の期間にシステム再起動指示を前記端末局
の間欠受信動作のタイミングに合わせて送信して連続送受信動作に戻り、
　前記端末局が間欠受信動作時に前記システム再起動指示を受信して連続受信動作に戻る
ことを特徴とする無線通信システムの再起動方法。
【請求項４】
　基地局および複数の端末局から構成されるＴＤＭＡ無線通信システムにおいて、
　前記基地局が複数の前記端末局に対して省電力モード移行指示を送信し、
　この省電力モード移行指示を受信した前記端末局が自局状態および移行指示確認を前記
基地局に送信した後間欠受信動作に移り、
　前記端末局の自局状態および移行指示確認を受信した前記基地局が報知情報の連続送信
を前記端末局の間欠受信動作のタイミングと一致する間欠送信動作に切り換えると共に間
欠送受信動作に移って省電力モードを形成し、
　複数の前記端末局のいずれか１局が、前記基地局の間欠受信動作のタイミングに合わせ
て発呼のためのシステム再起動要求を前記基地局に対して送信し、
　このシステム再起動要求を受信した前記基地局が間欠受信動作中のすべての前記端末局
に対してシステム再起動指示を所定の期間内にかつ前記端末局の間欠受信動作のタイミン
グに合わせて送信して連続送受信動作に戻り、
　前記システム再起動指示を受信した前記端末局が連続受信動作に戻ることを特徴とする
無線通信システムの再起動方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明はＴＤＭＡ（時分割多元接続方式）無線通信システムにおける省電力化に係り、
特に無線通信システムの省電力モード移行方法および再起動方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来のＴＤＭＡ無線通信システムでは、基地局は常時連続送受信を行っている。また、移
動局の消費電力低減を図る方法としては、例えば特開平７－２２９９８号公報に記載され
ているように、移動局が基地局からの報知情報を連続受信せずに、スーパーフレーム間隔
で間欠受信する等の方法が提案されている。
【０００３】
図９は従来のＴＤＭＡ無線通信システムの構成を示す構成図である。
図において、１は基地局、２は移動局である。基地局１は、下り制御チャネルを使って常
時移動局２に対して制御情報を連続送信している。また、移動局２からの発呼要求を受け
付けるため、基地局１は常に連続受信状態におかれている。移動局２は、少なくとも基地
局１からの呼出信号、すなわち、ページングが送信されるタイミングにだけ受信動作を行
い、その他の時間は非受信状態におかれるようになっている。したがって、このような間
欠受信を行うことにより、移動局２は受信機部分の消費電力低減を図っている。
【０００４】
図１０は、上述の移動局２の間欠受信を説明するための下り制御チャネルのフレーム構成
例を示す。基地局１は、制御チャネルを使用してフレーム毎に制御情報を送信する。制御
情報には、報知情報ＢＣＣＨ、ページングＰＣＨ、その他様々なものが含まれている。こ
の下り制御チャネルの構成は、フレーム毎に送信される制御スロットを順に並べたもので
、スーパーフレームで一つの制御情報を構成している。移動局２は、少なくともページン
グＰＣＨを受信できればよく、省電力状態にあるときにスーパーフレームの先頭で受信機
部の電源をオンにして受信動作を開始し、ページングＰＣＨの終了時に電源をオフにして
再び省電力状態に戻る電源制御方法を行っている。
【０００５】
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【発明が解決しようとする課題】
従来のＴＤＭＡ無線通信システムの省電力モード移行方法は、以上のように構成されてい
るが、基地局１は連続送受信状態におかれるようになっていた。これは、携帯電話のよう
な民需用システムにおいては当然の条件として有効である。しかし公共の業務用や防災行
政用システム等では、時間帯等によっては回線使用率が下がるため、常にシステムを定常
状態で稼動しておく必要はない。また、基地局や中継局は、大電力で送信するため、常時
連続送信を行うことは効率が悪い。特に、災害時等におけるバッテリー使用においては、
バッテリーの急激な消耗を招くなどの課題があった。
【０００６】
この発明は上記のような課題を解決するためになされたもので、システム全体の省エネル
ギー化を図ることができる無線通信システムの省電力モード移行方法および再起動方法を
得ることを目的とする。
【０００７】
【課題を解決しようとする手段】
この発明に係る無線通信システムの省電力モード移行方法は、基地局および複数の端末局
から構成されるＴＤＭＡ無線通信システムにおいて、基地局が複数の端末局に対して省電
力モード移行指示を送信し、この省電力モード移行指示を受信した端末局が自局状態およ
び移行指示確認を基地局に送信した後間欠受信動作に移り、端末局の自局状態および移行
指示確認を受信した基地局が報知情報の連続送信を端末局の間欠受信動作のタイミングと
一致する間欠送信動作に切り換えると共に間欠受信動作に移るようにしたものである。
【０００８】
この発明に係る無線通信システムの省電力モード移行方法は、省電力モードにあることを
端末局が認識できるパラメータを基地局から間欠送信される報知情報に含めて送信し、端
末局が報知情報を受信したときからでも省電力モードの間欠受信動作に移れるようにした
ものである。
【０００９】
この発明に係る無線通信システムの再起動方法は、基地局および複数の端末局から構成さ
れるＴＤＭＡ無線通信システムにおいて、基地局が複数の端末局に対して省電力モード移
行指示を送信し、この省電力モード移行指示を受信した端末局が自局状態および移行指示
確認を基地局に送信した後間欠受信動作に移り、端末局の自局状態および移行指示確認を
受信した基地局が報知情報の連続送信を端末局の間欠受信動作のタイミングと一致する間
欠送信動作に切り換えると共に間欠送受信動作に移って省電力モードを形成し、基地局が
複数の端末局に対して所定の期間にシステム再起動指示を端末局の間欠受信動作のタイミ
ングに合わせて送信して連続送受信動作に戻り、端末局が間欠受信動作時にシステム再起
動指示を受信して連続受信動作に戻るようにしたものである。
【００１０】
この発明に係る無線通信システムの再起動方法は、基地局および複数の端末局から構成さ
れるＴＤＭＡ無線通信システムにおいて、基地局が複数の端末局に対して省電力モード移
行指示を送信し、この省電力モード移行指示を受信した端末局が自局状態および移行指示
確認を基地局に送信した後間欠受信動作に移り、端末局の自局状態および移行指示確認を
受信した基地局が報知情報の連続送信を端末局の間欠受信動作のタイミングと一致する間
欠送信動作に切り換えると共に間欠送受信動作に移って省電力モードを形成し、複数の端
末局のいずれか１局が、基地局の間欠受信動作のタイミングに合わせて発呼のためのシス
テム再起動要求を基地局に対して送信し、このシステム再起動要求を受信した基地局が間
欠受信動作中のすべての端末局に対してシステム再起動指示を所定の期間内にかつ端末局
の間欠受信動作のタイミングに合わせて送信して連続送受信動作に戻り、システム再起動
指示を受信した端末局が連続受信動作に戻るようにしたものである。
【００１４】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施の一形態を説明する。
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実施の形態１．
図１はこの発明の実施の形態１に係る無線通信システムの構成を示すもので、基地局およ
び複数の移動局で構成される移動系ＴＤＭＡ無線通信システムにおける省電力モード移行
方法とシステム再起動方法を説明する。
【００１５】
図において、１は基地局、２は移動局（端末局）である。１１は基地局１から各移動局２
への下り制御チャネルを示し、２１は移動局２から基地局１への上り制御チャネルを示す
。定常運用時の基地局１は、下り制御チャネル１１を利用して移動局２に報知情報ＣＣＨ
をフレーム毎に送信する連続送信を行う。移動局２は上り制御チャネル２１を利用して基
地局１に対して発呼要求信号すなわち発信無線状態報告を送信する。
【００１６】
先ず、図２は省電力モード移行時の接続シーケンスを示すもので、これにより省電力モー
ド移行の動作について説明する。
図において、連続送受信を行う定常状態におかれていた基地局１から移動局２に対して省
電力モード移行指示を下り制御チャネル１１を利用して送信する。移動局２は、この省電
力モード移行指示を受信すると、直ちに自局状態および移行指示確認を基地局１に送信し
、省電力モードに移行して間欠受信動作に切り換わり、基地局１から間欠送信される報知
情報ＣＣＨを受信するためのＣＣＨサーチを開始する。ここで、各移動局２からの移行指
示確認を受信できるように、基地局１は省電力モード移行指示を送信し続けるが、移動局
２からの移行指示確認をすべて受信できなくても、自局のタイマーによるタイムアウトで
所定の期間が過ぎると省電力モードに移行する。
【００１７】
基地局１は、省電力モードの状態において、報知情報ＣＣＨを下り制御チャネル１１で間
欠送信する。これにより、基地局１は大電力で連続送信し続ける必要がなくなるため、消
費電力を大幅に低減し、緊急時のバッテリー駆動効率を上げることができる。
【００１８】
また、省電力モードにある基地局１は、移動局２からのシステム再起動要求ＵＷ１を受け
付けるＵＷ１サーチのために間欠受信を行う。このシステム再起動要求ＵＷ１は、移動局
２が通信を再開したい場合に、基地局１に対してシステム全体を定常状態に戻すよう要求
するために送信されるもので、特定パターンで構成された連続信号である。
従来の基地局では、常時発呼を受け付けるものとして連続受信を行っていたが、実施の形
態１では、システム全体を意図的に省電力状態にするため、連続受信を行う必要はない。
前述の間欠送信に加え、このように間欠受信を行うことで、基地局１の消費電力のさらな
る低減を図ることができる。
【００１９】
一方、移動局２は、基地局１の報知情報ＣＣＨの間欠送信タイミングに合わせて、間欠受
信すなわちＣＣＨサーチを行うだけで、その他の時間は受信動作を停止しており、消費電
力を節減する。
ここで、基地局１から間欠送信される報知情報ＣＣＨには、システムが省電力モードにあ
ることを移動局２が認識できるためのパラメータが含まれる。したがって、システムが省
電力モードに入った際に受信状態の不都合や電源を切っていたために、移動局２の中に省
電力モード移行指示を受信できなかったものがあった場合、後でこの報知情報ＣＣＨを受
信することにより省電力モードへと移行するよう動作するようにしている。
【００２０】
図３に、移動局２の要求によりシステム全体が省電力モードから定常状態に戻る動作の接
続シーケンスを示す。
図において、移動局２のいずれか１局が通信を行うために、先ず基地局１に対してシステ
ム再起動要求ＵＷ１を、基地局１の間欠受信動作のタイミングに合わせて送信する。基地
局１は、このシステム再起動要求ＵＷ１を受信すると、下り制御チャネル１１を利用して
すべての移動局２に対してＣＣＨサーチのタイミングでシステム再起動指示を送信する。
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各移動局２はシステム再起動指示を受信すると直ちに連続受信の定常状態に戻る。また、
回線障害などでシステム再起動指示を受信できない移動局２がある場合には、自局のタイ
マーによるタイムアウトによって定常状態に戻る。なお、定常状態に戻った基地局の報知
情報に、定常状態であることを知らせるパラメータが含まれている。次に基地局１は、自
局のタイマーのタイムアウトでシステム再起動指示の送信を停止し、連続送受信の定常状
態に戻る。その後、基地局１は報知情報ＣＣＨの連続送信を開始し、最初にシステム再起
動要求ＵＷ１を送った移動局２は発呼要求信号すなわち発信無線状態報告を送信し、通信
を再開する。
【００２１】
図４に、基地局１の指示によりシステム全体が省電力モードから定常状態に戻る動作の接
続シーケンスを示す。
図において、基地局１はすべての移動局２に対して間欠送信時にシステム再起動指示の送
信を行い、各移動局２はこのシステム再起動指示をＣＣＨサーチで受信し、前述と同様の
復帰動作を行う。すなわち、各移動局２はシステム再起動指示を受信すると直ちに連続受
信の定常状態に戻る。次に基地局１は、自局のタイマーのタイムアウトでシステム再起動
指示の送信を停止し連続送受信の定常状態に戻る。その後、基地局１は報知情報ＣＣＨの
連続送信を開始し、通信を再開する状態となる。
【００２２】
以上のように、この実施の形態１によれば、基地局１は、省電力モード時に報知情報ＣＣ
Ｈを間欠送信する以外には送信を停止させているので、大電力の連続送信が不要となり消
費電力を大幅に低減し、緊急時のバッテリー駆動効率を上げることができる効果が得られ
る。また、基地局１は、省電力モード時の受信動作においても、システム再起動要求ＵＷ
１を受け付けるための間欠受信動作以外には受信動作を停止させているので、省電力化を
さらに図れる効果が得られる。一方、移動局２においても、報知情報ＣＣＨの間欠送信に
対してタイミングを合わせた間欠受信動作以外には送受信動作を行わないようにして省電
力化を図れる効果がある。したがって、基地局１と移動局２を併せた無線通信システム全
体において、多大な電力削減を可能にする効果が得られる。
また、実施の形態１によれば、システムが省電力モードから復帰するために基地局１から
の指示による場合と任意の移動局２からの要求による場合のいずれでも不都合なく再起動
が行えるので、無線通信システム全体の省電力化に伴う再起動方法として最適なものを提
供する効果が得られる。
さらに、システムが省電力モードに入ったときに、基地局１から間欠送信される報知情報
ＣＣＨに、システムが省電力モードにあることを認識できるパラメータを含めているので
、省電力モード移行指示を受信できなかった移動局２があったとしても、その報知情報Ｃ
ＣＨを受信したときから省電力モードに切り換わることができ、省電力化の動作をより確
実なものにする効果がある。
【００２３】
実施の形態２．
図５において、この発明の実施の形態２に係る無線通信システムのを示すもので、親局、
中継局および複数の子局または戸別受信機で構成される固定系ＴＤＭＡ無線通信システム
における省電力モード移行方法とシステムの再起動方法について説明する。
【００２４】
図において、３は親局、４は中継局、５は子局である。３１は親局３から中継局４への下
り制御チャネル、４１は中継局４から子局５への下り制御チャネル、４２は中継局４から
親局３への上り制御チャネル、５１は子局５から中継局４への上り制御チャネルを示す。
定常運用時の親局３は、中継局４を介して下り制御チャネル３１，４１を利用して、すべ
ての子局５に報知情報ＣＣＨを送信する。また子局５は中継局４を介して上り制御チャネ
ル５１，４２を利用し、親局３に発呼要求信号すなわち発信無線状態報告を送信するよう
になっている。
【００２５】
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図６は省電力モード移行時の接続シーケンスを示すもので、これにより省電力モード移行
動作について説明する。
図において、定常状態で動作していた親局３は、下り制御チャネル３１，４１を利用して
中継局４および子局５に対して省電力モード移行指示を送信する。子局５は、この省電力
モード移行指示を受信すると直ちに自局状態および移行指示確認を中継局４を介して親局
３に送信し、省電力モードに移行する。中継局４は、各子局５からの移行指示確認を親局
３に送信した後、省電力モードに移行する。また、中継局４は、すべての子局５からの移
行指示を受信できなくても、親局３に対して自局状態並びに移行指示確認を送信した後、
自局のタイマーのタイムアウトにより省電力モードに移行する。親局３は、中継局４から
の移行指示確認を受信するまで、省電力モード移行指示を送信し続け、中継局４からの移
行指示確認を受信した後、省電力モードに移行する。
【００２６】
親局３は、省電力モードの状態において、報知情報ＣＣＨの送信を停止する。また、中継
局４からのシステム再起動指示ＵＷ２を受け付けるＵＷ２サーチを行うために間欠受信動
作に移る。ここで、システム再起動指示ＵＷ２は、システム全体を定常状態に戻すために
親局３および子局（戸別受信機）５に対して送信するもので、特定パターンで構成された
連続信号である。
【００２７】
中継局４は、省電力モードの状態において送信を停止する。また、子局５または親局３か
らのシステム再起動要求ＵＷ１を受け付けるＵＷ１サーチを行うために間欠受信動作に移
る。このシステム再起動要求ＵＷ１は、子局５または親局３が通信を再開するために、シ
ステム全体を定常状態に戻すよう中継局４に対して要求するものであり、特定パターンで
構成された連続信号である。
【００２８】
子局５は、省電力モードの状態において、中継局４からのシステム再起動指示ＵＷ２を受
け付けるＵＷ２サーチを行うために間欠受信動作に移る。また、親局３からの報知情報Ｃ
ＣＨがある一定時間受信されなければ、子局５は自局のタイマーのタイムアウトにより省
電力モードに移行するように動作する。
【００２９】
図７に、子局の要求によりシステム全体が省電力モードから定常状態に戻る動作の接続シ
ーケンスを示す。
図において、いずれかの子局５が通信を行うために、まず中継局４に対して、中継局４の
間欠受信動作のタイミングに合わせてシステム再起動要求ＵＷ１を送信する。中継局４は
このシステム再起動要求ＵＷ１を受信すると、親局３およびすべての子局５に対して、こ
れらの間欠受信動作すなわちＵＷ２サーチのタイミングに合わせてシステム再起動指示Ｕ
Ｗ２を送信する。親局３はシステム再起動指示ＵＷ２を受信すると、直ちに定常状態に戻
り、報知情報ＣＣＨの連続送信を開始する。また、子局５はシステム再起動指示ＵＷ２を
受信すると直ちに定常状態に戻り、報知情報ＣＣＨの連続受信を行う。中継局４は、自局
のタイマーによるタイムアウトでシステム再起動指示ＵＷ２の送信を停止して定常状態に
戻り、親局３からの報知情報ＣＣＨを中継して子局５に送信する。その後、最初にシステ
ム再起動要求ＵＷ１を送信した子局５は、発呼要求信号すなわち発信無線状態報告を送信
し、通信を再開する。
【００３０】
図８に、親局の指示によりシステム全体が省電力モードから定常状態に戻る動作の接続シ
ーケンスを示す。
図において、親局３は中継局４に対して、システム再起動要求ＵＷ１を中継局４のＵＷ１
サーチのタイミングに合わせて送信を行う。中継局４はこのシステム再起動要求ＵＷ１を
受信後、前述と同様の動作を行う。すなわち、親局３およびすべての子局５に対して、シ
ステム再起動指示ＵＷ２を間欠受信のタイミングに合わせて送信する。親局３はシステム
再起動指示ＵＷ２を受信すると、直ちに定常状態に戻り、報知情報ＣＣＨの連続送信を開
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始する。子局５はシステム再起動指示ＵＷ２を受信すると直ちに定常状態に戻り、報知情
報ＣＣＨの連続受信を行う。中継局４は、自局のタイマーによるタイムアウトでシステム
再起動指示ＵＷ２の送信を停止して定常状態に戻り、親局３からの報知情報ＣＣＨを中継
して子局５に連続送信する。
【００３１】
実施の形態２によれば、親局３は、省電力モード時に送信を停止しているので、大電力の
連続送信が不要となり消費電力を大幅に低減し、緊急時のバッテリー駆動効率を上げるこ
とができる効果が得られる。また、親局３は、省電力モード時の受信においても、中継局
４からのシステム再起動指示ＵＷ２を受け付けるための間欠受信動作以外には受信動作を
停止させているので、省電力化をさらに図れる効果が得られる。一方、中継局４は、親局
３および子局５から発せられるシステム再起動要求ＵＷ１を受け付けるための間欠受信動
作以外には送受信動作を行わないようにして省電力化を図る効果が得られる。また、子局
５は、中継局４からのシステム再起動指示ＵＷ２を受け付けるための間欠受信動作以外に
は送受信動作を停止させて省電力化を図ることができる効果が得られる。したがって、親
局３、中継局４および子局５を併せた無線通信システム全体において多大な電力削減を可
能とする効果が得られる。
また、実施の形態２によれば、システムが省電力モードから復帰するために親局３からの
要求による場合と任意の子局５からの要求による場合のいずれにおいても、中継局５を含
めて不都合なく再起動が行えるので、無線通信システム全体の省電力化の再起動方法とし
て最適なものを提供する効果が得られる。
【００３２】
【発明の効果】
以上のように、この発明によれば、基地局および複数の端末局から構成されるＴＤＭＡ無
線通信システムにおいて、基地局が複数の端末局に対して省電力モード移行指示を送信し
、この省電力モード移行指示を受信した端末局が自局状態および移行指示確認を基地局に
送信した後間欠受信動作に移り、端末局の自局状態および移行指示確認を受信した基地局
が報知情報の連続送信を端末局の間欠受信動作のタイミングと一致する間欠送信動作に切
り換えると共に間欠受信動作に移るように構成したので、基地局は、省電力モード時に報
知情報を間欠送信する以外には送信を停止させて大電力の連続送信を不要とし、システム
再起動要求を受け付けるための間欠受信動作以外には受信動作を停止させて
省電力化を図り、緊急時のバッテリー駆動効率を上げることができる効果がある。
また、端末局においても、基地局からの報知情報の間欠送信に対してタイミングを合わせ
た間欠受信動作以外には受信動作を行わないようにして省電力化を図る効果がある。した
がって、基地局と端末局を併せた無線通信システム全体において、多大な電力削減を可能
にする効果がある。
【００３３】
この発明によれば、省電力モードにあることを端末局が認識できるパラメータを基地局か
ら間欠送信される報知情報に含めて送信し、端末局が報知情報を受信したときからでも省
電力モードの間欠受信動作に移れるように構成したので、省電力モード移行指示を受信で
きなかった端末局があったとしても、その後に報知情報を受信したときから省電力モード
に切り換わることができ、省電力化移行の動作をより確実なものにする効果がある。
【００３４】
この発明によれば、基地局および複数の端末局から構成されるＴＤＭＡ無線通信システム
において、基地局が複数の端末局に対して省電力モード移行指示を送信し、この省電力モ
ード移行指示を受信した端末局が自局状態および移行指示確認を基地局に送信した後間欠
受信動作に移り、端末局の自局状態および移行指示確認を受信した基地局が報知情報の連
続送信を端末局の間欠受信動作のタイミングと一致する間欠送信動作に切り換えると共に
間欠送受信動作に移って省電力モードを形成し、基地局が複数の端末局に対して所定の期
間にシステム再起動指示を端末局の間欠受信動作のタイミングに合わせて送信して連続送
受信動作に戻り、端末局が間欠受信動作時にシステム再起動指示を受信して連続受信動作
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に戻るように構成したので、基地局からの指示により不都合なくシステムが省電力モード
から復帰するための再起動が行え、無線通信システム全体の省電力化に伴う再起動方法と
して最適なものを提供できる効果がある。
【００３５】
この発明によれば、基地局および複数の端末局から構成されるＴＤＭＡ無線通信システム
において、基地局が複数の端末局に対して省電力モード移行指示を送信し、この省電力モ
ード移行指示を受信した端末局が自局状態および移行指示確認を基地局に送信した後間欠
受信動作に移り、端末局の自局状態および移行指示確認を受信した基地局が報知情報の連
続送信を端末局の間欠受信動作のタイミングと一致する間欠送信動作に切り換えると共に
間欠送受信動作に移って省電力モードを形成し、複数の端末局のいずれか１局が、基地局
の間欠受信動作のタイミングに合わせて発呼のためのシステム再起動要求を基地局に対し
て送信し、このシステム再起動要求を受信した基地局が間欠受信動作中のすべての端末局
に対してシステム再起動指示を所定の期間内にかつ端末局の間欠受信動作のタイミングに
合わせて送信して連続受信動作に戻り、システム再起動指示を受信した端末局が連続送受
信動作に戻るように構成したので、端末局からの要求により不都合なくシステムが省電力
モードから復帰するための再起動が行え、無線通信システム全体の省電力化に伴う再起動
方法として最適なものを提供できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】　この発明の実施の形態１に係る無線通信システムを示す構成図である。
【図２】　実施の形態１における省電力モード移行時の接続シーケンスを示す説明図であ
る。
【図３】　実施の形態１におけるシステム再起動時の接続シーケンスを示す説明図である
。
【図４】　実施の形態１におけるシステム再起動時の接続シーケンスを示す説明図である
。
【図５】　この発明の実施の形態２における無線通信システムを示す構成図である。
【図６】　実施の形態２における省電力モード移行時の接続シーケンスを示す説明図であ
る。
【図７】　実施の形態２におけるシステム再起動時の接続シーケンスを示す説明図である
。
【図８】　実施の形態２におけるシステム再起動時の接続シーケンスを示す説明図である
。
【図９】　従来のＴＤＭＡ無線通信システムを示す構成図である。
【図１０】　従来のＴＤＭＡ無線通信システムの制御チャネルを示す説明
図である。
【符号の説明】
１　基地局、２　移動局（端末局）、３　親局、４　中継局、５　子局、１１，３１，４
１　下り制御チャネル、２１，４２，５１　上り制御チャネル。

10

20

30

(8) JP 3715197 B2 2005.11.9



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

(11) JP 3715197 B2 2005.11.9



フロントページの続き

(58)調査した分野(Int.Cl.7，ＤＢ名)
              H04Q 7/00-7/38
              H04B 7/24-7/26

(12) JP 3715197 B2 2005.11.9


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

