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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムでアイドルモードを処理する端末（ＭＳ）の動作方法であって、
　第１ページング周期による前記アイドルモードの処理中に、一定時間の間にトラフィッ
クの発生有無によって、ページング周期の変更が必要であるか否かを決定する過程と、
　前記第１ページング周期による前記アイドルモードの処理中にページング周期を変更す
る要請メッセージを基地局（ＢＳ）に送信する過程と、
　変更されるページング情報を含む応答メッセージを前記基地局から受信する過程と、
　前記アイドルモードの処理中に受信されたページング情報に含まれる第２ページング周
期により新しいアイドルモードを処理する過程と、を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記端末は、前記基地局からページング周期を変更する要請メッセージを受信せずに、
前記ページング周期を変更する必要を決定することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記要請メッセージは、前記要請メッセージに含まれるページング周期情報のうち前記
ページング周期情報のレンジング目的指示子を用いることによって前記ページング周期を
変更するように前記基地局に要請することを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　変更される前記ページング周期は、前記端末に決定および要請されたページング周期、
または前記基地局に決定されたページング周期を含むことを特徴とする請求項３に記載の
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方法。
【請求項５】
　前記ページング情報は、前記ページング周期、ページングオフセット、ページンググル
ープ識別子のうち、少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記基地局から位置更新を要請する広告メッセージを受信する過程と、
　前記広告メッセージに対する応答として前記要請メッセージを送信する過程と、をさら
に含むことを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　無線通信システムにおける端末（ＭＳ）のアイドルモードを処理する基地局（ＢＳ）の
動作方法であって、
　第１ページング周期によるアイドルモードの処理中である前記端末からページング周期
を変更する要請メッセージを受信する過程と、
　変更される第２ページング周期を表すページング情報を含む応答メッセージを前記端末
に送信する過程と、
　前記第２ページング周期により前記端末のアイドルモードを処理する過程と、
　を含み、
　前記端末は、第１ページング周期による前記アイドルモードの処理中に、一定時間の間
にトラフィックの発生有無によって、ページング周期の変更が必要であるか否かを決定す
ることを特徴とする方法。
【請求項８】
　前記要請メッセージは、前記要請メッセージに含まれるページング周期情報のうち前記
ページング周期情報のレンジング目的指示子を用いることによって前記ページング周期を
変更するように前記基地局に要請することを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記ページング情報は、前記ページング周期、ページングオフセット、ページンググル
ープ識別子のうち、少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アイドルモードの処理中である前記端末の前記ページング周期を変更するために、
前記端末が前記要請メッセージを送信できるようにする広告メッセージを送信する過程と
、
　前記端末から前記要請メッセージを受信する過程と、をさらに含むことを特徴とする請
求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　無線通信システムにおけるアイドルモードを処理する端末（ＭＳ）の装置であって、
　第１ページング周期によるアイドルモードの処理中にページング周期の変更条件を確認
し、前記条件によって要請メッセージが基地局（ＢＳ）に送信されるように制御し、前記
基地局から受信される応答メッセージに含まれたページング情報を確認し、前記ページン
グ情報に含まれる第２ページング周期により前記アイドルモードを処理する制御部と、
　前記制御部の制御によって前記要請メッセージを前記基地局に送信し、前記基地局から
前記応答メッセージを受信し、前記制御部に前記応答メッセージを提供する通信モジュー
ルと、を含み、
　前記制御部は、第１ページング周期による前記アイドルモードの処理中に、一定時間の
間にトラフィックの発生有無によって、ページング周期の変更が必要であるか否かを決定
することを特徴とする装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、前記基地局からページング周期を変更する要請メッセージを受信せずに
、前記ページング周期を変更する必要を決定することを特徴とする請求項１１に記載の装
置。
【請求項１３】
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　前記要請メッセージは、前記要請メッセージに含まれるページング周期情報のうち前記
ページング周期情報のレンジング目的指示子を用いることによって前記ページング周期を
変更するように前記基地局に要請することを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１４】
　変更される前記ページング周期は、前記端末に決定および要請されたページング周期、
または前記基地局に決定されたページング周期を含むことを特徴とする請求項１３に記載
の装置。
【請求項１５】
　前記ページング情報は、前記ページング周期、ページングオフセット、ページンググル
ープ識別子のうち、少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　前記通信モジュールは、前記基地局から位置更新を要請する広告メッセージを受信し、
　前記広告メッセージに対する応答として前記要請メッセージを送信することを特徴とす
る請求項１１に記載の装置。
【請求項１７】
　無線通信システムにおける端末（ＭＳ）のアイドルモードを処理する基地局（ＢＳ）の
装置であって、
　前記端末による第１ページング周期による前記アイドルモードの処理中に、前記端末か
ら受信される要請メッセージをネットワーク装置に提供し、制御情報を前記ネットワーク
装置から受信し、変更される第２ページング周期を表すページング情報を含む応答メッセ
ージ、または前記端末に配信される広告メッセージを用意するメッセージ処理部と、
　前記端末を送受信する通信モジュールと、を含み、
　前記端末は、前記第１ページング周期による前記アイドルモードの処理中に、一定時間
の間にトラフィックの発生有無によって、ページング周期の変更が必要であるか否かを決
定することを特徴とする装置。
【請求項１８】
　前記要請メッセージは、前記要請メッセージに含まれるページング周期情報のうち前記
ページング周期情報のレンジング目的指示子を用いることによって前記ページング周期を
変更するように前記基地局に要請することを特徴とする請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記ページング情報は、前記ページング周期、ページングオフセット、ページンググル
ープ識別子のうち、少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項１８に記載の装置。
【請求項２０】
　前記メッセージ処理部は、前記アイドルモードの処理中である前記端末の前記ページン
グ周期を変更するために、前記端末が前記要請メッセージを送信できるようにする広告メ
ッセージを送信し、前記端末から前記要請メッセージを受信することを特徴とする請求項
１７に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システムにおけるアイドルモードの処理方法及び装置に関し、特に
効率的な資源管理及び電力消費の減少のために、端末のアイドルモードの処理中にページ
ング周期を変更する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　広帯域無線アクセスシステムでは、移動端末の電力消費を減少させ、基地局の資源を效
率的に管理するためにアイドルモード（Ｉｄｌｅ　ｍｏｄｅ）を提供している。
【０００３】
　前記アイドルモードは、端末が特定の基地局に登録されない状態で周期的に放送チャネ
ル（ｂｒｏａｄｃａｓｔ　ｃｈａｎｎｅｌ）に対するモニタリングのみを行うモードであ
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って、端末の送受信トラフィックが特定時間以上発生しない場合に行われる。すなわち、
前記アイドルモードは、一般モード（ｎｏｒｍａｌ　ｍｏｄｅ）の処理に必要な周期的な
レンジング、チャネルモニタリング、レポート及びハンドオーバのための動作を行わずに
、決まった特定区間においてのみ前記モニタリングを行うアクティブ（ａｃｔｉｖｅ）状
態を維持することによって、電力消費を減少させ、基地局において資源を効率的に使用で
きるようにする。ここで、前記アイドルモードに進んだ端末は、同じページング領域（ｐ
ａｇｉｎｇ　ｚｏｎｅ）内に存在する端末別にグループ化されて管理される。
【０００４】
　図１は、従来の技術による無線通信システムにおけるアイドルモードの処理方法を示し
ている。
【０００５】
　前記図１に示すように、まず端末１００がステップ１１０にて基地局１０２へ登録解除
要請（ＤＲＥＧ－ＲＥＱ）メッセージを送信し、前記基地局１０２がステップ１１２にて
前記端末１００に登録解除命令（ＤＲＥＧ－ＣＭＤ）メッセージを送信することによって
、前記端末１００がステップ１１４にてアイドルモードに進む。前記アイドルモードに進
んだ端末１００は、前記登録解除要請及び登録解除命令メッセージの送受信を介して決定
されたページング周期１１６を利用して前記アイドルモードを処理し、前記ページング周
期１１６は、ページング区間（ｐａｇｉｎｇ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）１１８と非ページング
区間（ｐａｇｉｎｇ　ｕｎａｖａｉｌａｂｌｅ　ｉｎｔｅｒｖａｌ）１２０とから構成さ
れる。ここで、前記ページング区間１１８は、前記端末１００が前記基地局１０２とダウ
ンリンク同期を合せ、放送ページングメッセージをデコードする時間を意味し、前記非ペ
ージング区間１２０は、前記端末１００が電力減少（ｐｏｗｅｒ　ｄｏｗｎ）を行って、
ダウンリンクサービスを保障しない時間を意味する。
【０００６】
　前記アイドルモードにおいて前記端末１００がトラフィックに対する迅速な応答を行う
ためには、前記非ページング区間１２０を短く設定しなければならない。しかしながら、
前記電力消費の効率を上げるためには、前記非ページング区間を長く設定しなければなら
ない。そのため、従来の無線通信システムにおいて提供される固定されたページング周期
でアイドルモードを処理する場合、前記電力消費の低減効果とトラフィックに対する迅速
な応答効果の両方を得難いという問題点がある。
【０００７】
　従来の無線通信システムにおいて前記端末の電力消費の低減又はトラフィックに対する
迅速な応答を行うために、ページング周期を変更する技術が提供されているが、この技術
は、アイドルモードである端末を一般モードに遷移させた後、登録解除要請及び登録解除
命令メッセージの再送受信を介して、前記端末を前記アイドルモードに再度進めなければ
ならないという面倒な問題点がある。また、上記のようにアイドルモード端末を前記一般
モードに遷移させた後にページング周期を変更する方法は、支援可能な一般モード端末の
数に限界のある基地局の資源活用側面で非効率的であるという問題点がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記の問題点を解決するために案出されたものであって、本発明の目的は、
無線通信システムにおけるアイドルモードの処理方法及び装置を提供することにある。
【０００９】
　本発明の他の目的は、無線通信システムにおいて効率的な資源管理とトラフィックに対
する迅速な応答及び電力消費の減少のために、アイドルモードの処理中にページング周期
を変更する方法及び装置を提供することにある。
【００１０】
　本発明のさらに他の目的は、無線通信システムにおける端末のアイドルモードの処理中
にレンジングメッセージを利用してページング周期を変更する方法及び装置を提供するこ
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とにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成すべく、本発明による第１構成によれば、端末のアイドルモードを処
理する無線通信システムは、端末がアイドルモードの処理中にページング周期の変更のた
めのレンジング要請（ＲＮＧ－ＲＥＱ）メッセージを該当基地局に送信する過程と、前記
基地局が変更されるページング情報を含むレンジング応答（ＲＮＧ－ＲＳＰ）メッセージ
を前記端末に送信する過程と、前記端末と基地局とが前記アイドルモードの処理中に送受
信した前記ページング情報を基に新しいアイドルモードを処理する過程とを具備すること
を特徴とする。
【００１２】
　上記の目的を達成すべく、本発明の第２構成によれば、無線通信システムにおけるアイ
ドルモードが処理する端末の動作方法は、アイドルモードの処理中にページング周期の変
更のためのレンジング要請（ＲＮＧ－ＲＥＱ）メッセージを該当基地局に送信する過程と
、前記基地局から変更されるページング情報を含むレンジング応答（ＲＮＧ－ＲＳＰ）メ
ッセージを受信する過程と、
　前記アイドルモードの処理中に受信されたページング情報を基に、新しいアイドルモー
ドを処理する過程とを具備することを特徴とする。
【００１３】
　上記の目的を達成すべく、本発明の第３構成によれば、無線通信システムにおける端末
のアイドルモードを処理する基地局の動作方法は、アイドルモードを処理中である端末か
らページング周期の変更のためのレンジング要請（ＲＮＧ－ＲＥＱ）メッセージを受信す
る過程と、変更されるページング周期を表すページング情報を含むレンジング応答（ＲＮ
Ｇ－ＲＳＰ）メッセージを前記端末に送信する過程と、前記ページング情報を基に前記端
末のアイドルモードを処理する過程とを具備することを特徴とする。
【００１４】
　上記の目的を達成すべく、本発明の第４構成によれば、無線通信システムにおけるアイ
ドルモードを処理する端末の装置は、アイドルモードの処理中にページング周期の変更条
件を確認し、これによってレンジング要請（ＲＮＧ－ＲＥＱ）メッセージを該当基地局に
送信するように制御し、基地局から受信されるレンジング応答（ＲＮＧ－ＲＳＰ）メッセ
ージに含まれたページング情報を確認してアイドルモードを処理する制御部と、前記制御
部の制御によって前記レンジング要請メッセージを該当基地局に送信し、前記基地局から
レンジング応答メッセージを受信して前記制御部に提供する通信モジュールとを備えるこ
とを特徴とする。
【００１５】
　上記の目的を達成すべく、本発明の第５構成によれば、無線通信システムにおける端末
のアイドルモードを処理するネットワーク装置（以下、ページングコントローラとする）
は、ページング周期の変更条件を確認し、これによって又は端末の要請によってアイドル
モードを処理中である端末のページング情報変更を決定し、前記端末のアイドルモードを
処理する制御部と、ページング放送（ＭＯＢ＿ＰＡＧ＿ＡＤＶ）メッセージを送信するた
めの情報をページンググループ内の基地局に伝達するネットワーク通信モジュールとを備
えることを特徴とする。
【００１６】
　上記の目的を達成すべく、本発明の第６構成によれば、無線通信システムにおける端末
のアイドルモードを処理する基地局の装置は、前記ページングコントローラに前記端末か
ら受信されたレンジング要請（ＲＮＧ－ＲＥＱ）情報を提供し、制御情報を受信して端末
に伝達するレンジング応答（ＲＮＧ－ＲＳＰ）メッセージ又はページング広告（ＭＯＢ＿
ＰＡＧ＿ＡＤＶ）メッセージを用意するメッセージ処理部と、前記端末からメッセージを
受信し送信する通信モジュールとを備えることを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
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【００１７】
【図１】従来の技術による無線通信システムにおけるアイドルモードの処理方法を示す図
である。
【図２】本発明による無線通信システムにおける移動通信端末機のブロック構成を示す図
である。
【図３】本発明による無線通信システムにおけるページングコントローラと基地局のブロ
ック構成を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態による無線通信システムの移動通信端末機におけるアイドル
モードの処理中にページング周期を変更する手順を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態による無線通信システムの基地局においてアイドルモードに
進んだ端末のページング周期を変更する手順を示す図である。
【図６】本発明の実施の形態による無線通信システムにおいてアイドルモードの処理中に
ページング周期を変更する信号の流れを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を、添付された図面を参照して詳細に説明する。そ
して、本発明を説明するに当たって、関連した公知の機能又は構成についての具体的な説
明が本発明の要旨を不明確にする虞があると判断される場合には、その詳細な説明を省略
する。
【００１９】
　以下、本発明では、無線通信システムにおいて端末のアイドルモード（Ｉｄｌｅ　ｍｏ
ｄｅ）処理中にレンジングメッセージを送受信して、ページング周期（ｐａｇｉｎｇ　ｃ
ｙｃｌｅ）を変更する方法及び装置について説明する。
【００２０】
　図２は、本発明による無線通信システムにおける移動通信端末機のブロック構成を示し
ている。ここで、前記端末機は、制御部２００、通信モジュール２０２、メッセージ処理
部２０４、ページング情報管理部２０６、タイマー２０８を備えて構成される。
【００２１】
　前記図２に示すように、まず前記制御部２００は、前記端末機の音声通話及びデータ通
信のための全般的な動作を行う。また、前記制御部２００は、前記端末に対するトラフィ
ックが一定時間以上発生しない場合、アイドルモード進入状況であると判断して、一般モ
ード（ｎｏｒｍａｌ　ｍｏｄｅ）から前記アイドルモードに進むための動作を処理及び制
御する。詳細に説明すると、前記制御部２００は、前記アイドルモードに進むために、前
記メッセージ処理部２０４に登録解除要請（ＤＲＥＧ＿ＲＥＱ）メッセージ生成信号を出
力し、前記メッセージ処理部２０４から提供される登録解除命令（ＤＲＥＧ＿ＣＭＤ）メ
ッセージからページング情報（ｐａｇｉｎｇ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）を確認して、前
記ページング情報管理部２０６に格納し、前記確認されたページング情報に基づいて前記
アイドルモードを処理するための動作を処理及び制御する。ここで、前記ページング情報
は、ページング周期（ｐａｇｉｎｇ　ｃｙｃｌｅ）、ページングオフセット（ｐａｇｉｎ
ｇ　ｏｆｆｓｅｔ）、ページンググループ識別子（ＩＤ）（ｐａｇｉｎｇ　ｇｒｏｕｐ　
ＩＤ）等を意味する。
【００２２】
　前記制御部２００は、前記アイドルモード進入時に前記タイマー２０８を動作させて、
前記ページング周期を基にページング区間と非ページング区間とを区分して、前記通信モ
ジュール２０２の動作を制御する。また、前記制御部２００は、本発明によってページン
グ周期の変更が必要であるか否かを判断して、前記ページング周期を変更するための動作
を処理及び制御する。ここで、前記制御部２００は、前記ページング周期が一定回数以上
繰り返される間、前記端末に対するトラフィックが発生しない場合あるいは前記端末の電
力消費を減少しなければならない必要がある場合に、前記ページング周期の変更が必要で
あると判断できる。前記制御部２００は、前記ページング周期の変更のために、前記メッ
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セージ処理部２０４にページング周期の変更を要請するレンジング要請メッセージを生成
することを要請する信号を出力し、前記メッセージ処理部２０４からレンジング応答メッ
セージを提供されて変更されたページング周期を確認し、前記変更されたページング周期
で前記アイドルモードを処理するための動作を処理及び制御する。
【００２３】
　前記通信モジュール２０２は、基地局から信号を受信して前記メッセージ処理部２０４
に提供し、前記メッセージ処理部２０４から入力される信号を前記基地局に送信する。特
に、本発明によって前記通信モジュール２０２は、前記制御部２００の制御によりアイド
ルモードで動作するための機能を行う。すなわち、前記通信モジュール２０２は、前記制
御部２００の制御によって前記ページング周期のうち、ページング区間の間には、放送チ
ャネルをモニタリングしてページングメッセージが存在しているか否かを検査し、前記ペ
ージング周期のうち、非ページング区間の間には、電力消費を減少させるために動作を中
止する。
【００２４】
　前記ページング情報管理部２０６は、前記端末機のアイドルモードの処理に必要な情報
を格納及び管理し、前記タイマー２０８は、前記制御部２００の制御によって前記端末機
のアイドルモードの処理時にページング周期を測定する役割を行う。すなわち、前記タイ
マー２０８は、前記ページング周期においてページング区間と非ページング区間とを測定
する。
【００２５】
　前記メッセージ処理部２０４は、前記通信モジュール２０２から入力される信号を処理
して前記制御部２００に提供し、前記制御部２００からメッセージ生成信号を要請されて
該当メッセージを生成して前記通信モジュール２０２に提供する。すなわち、前記メッセ
ージ処理部２０４は、前記制御部２００から登録解除要請メッセージ生成信号が入力され
る際、下記の表１のようなメッセージ形式を利用して前記登録解除要請メッセージを生成
し、前記通信モジュール２０２から下記の表２のような形式の登録解除命令メッセージが
受信される際、受信された登録解除命令メッセージをデコードして前記制御部２００に提
供する。ここで、前記メッセージ処理部２０４は、下記の表３に示したようなＴＬＶを利
用して、アイドルモードを処理するためのページング情報を送受信することができる。
【００２６】
　下記の表１は、アイドルモードの転換のために端末から基地局へ送信する登録解除要請
（ＤＲＥＧ＿ＲＥＱ）メッセージの形式を示す。
【００２７】
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【表１】

【００２８】
　前記表１に示したとおり、端末は、前記登録解除要請メッセージの登録解除要請コード
（Ｄｅ－ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｃｏｄｅ）を０ｘ０１と設定して
基地局に送信することによって、自身のアイドルモード転換を許容することを要請しうる
。
【００２９】
　下記の表２は、アイドルモードの転換のために基地局から端末に送信される登録解除命
令（ＤＲＥＧ＿ＣＭＤ）メッセージの形式を示す。
【００３０】
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【表２】

【００３１】
　前記表２に示したとおり、基地局は、登録解除命令メッセージに含まれた動作コード（
Ａｃｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）を利用して、該当端末のアイドルモード転換を許容するか否か
を示す。
【００３２】
　下記の表３は、前記登録解除要請メッセージ及び登録解除命令メッセージに含まれるＴ
ＬＶ（Ｔｙｐｅ　Ｌｅｎｇｔｈ　Ｖａｌｕｅ）項目を示す。
【００３３】
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【表３】

【００３４】
　前記登録解除要請及び命令メッセージは、前記表３に示したようなＴＬＶを利用して、
前記端末がアイドルモードの間に維持しなければならないページンググループＩＤ（Ｐａ
ｇｉｎｇ　ｇｒｏｕｐ　ＩＤ）、ページング周期（Ｐａｇｉｎｇ　ｃｙｃｌｅ）、及びペ
ージングオフセット（Ｐａｇｉｎｇ　Ｏｆｆｓｅｔ）値を示すことができる。
【００３５】
　また、前記メッセージ処理部２０４は、前記制御部２００の制御によって下記の表４に
示したようなＴＬＶを利用してレンジング要請メッセージを生成した後、該生成されたレ
ンジング要請メッセージに下記の表５のページング周期要請（ｐａｇｉｎｇ　ｃｙｃｌｅ
　ｒｅｑｕｅｓｔ）ＴＬＶを含めるか、又は下記の表６のレンジング目的指示子ＴＬＶを
利用して、ページング周期の変更を要請するレンジング要請メッセージを生成する。
【００３６】
　下記の表４は、レンジング要請（ＲＮＧ－ＲＥＱ）メッセージ及びレンジング応答（Ｒ
ＮＧ－ＲＳＰ）メッセージに含まれるＴＬＶを示している。
【００３７】
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【表４】

【００３８】
　ここで、前記レンジング目的指示子（Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｐｕｒｐｏｓｅ　Ｉｎｄｉｃａ
ｔｉｏｎ）ＴＬＶは、位置更新要請に使用され、前記位置更新応答（Ｌｏｃａｔｉｏｎ　
【００３９】
　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）は、位置更新の成功可否を示す。また、前記ページ
ング情報（Ｐａｇｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）は、前記端末のページンググループ
ＩＤ、ページング周期、及びページングオフセット値を表す場合に使用される。
【００４０】
　下記の表５は、本発明によってレンジング要請（ＲＮＧ－ＲＥＱ）メッセージに追加さ
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れるＴＬＶを示す。
【００４１】
【表５】

【００４２】
　ここで、ページング周期要請（Ｐａｇｉｎｇ　ｃｙｃｌｅ　ｒｅｑｕｅｓｔ）ＴＬＶは
、本発明によって端末がアイドルモードの処理中に基地局にページング周期の変更を要請
するために設定されたものであって、変更しようとするページング周期値として設定され
た前記ページング周期要請ＴＬＶを前記レンジング要請メッセージに含めることによって
、前記基地局にページング周期の変更を要請することができる。
【００４３】
　下記の表６は、本発明によってレンジング要請（ＲＮＧ－ＲＥＱ）メッセージのレンジ
ング目的指示子ＴＬＶの使用用途を示す。
【００４４】
【表６】

【００４５】
　前記表６に示したように、本発明では、レンジング要請メッセージのＴＬＶのうち、レ
ンジング目的指示子の第三番目のビット（Ｂｉｔ＃２）をページング周期の変更を要請す
る用途として定義する。すなわち、本発明によって端末は、前記レンジング目的指示子の
第三番目のビットを利用して、前記基地局にページング周期の変更を要請することを表す
ことができる。
【００４６】
　前記メッセージ処理部２０４は、前記基地局からページング広告メッセージが受信され
る際、前記ページング広告メッセージに含まれた動作コード（Ａｃｔｉｏｎ　Ｃｏｄｅ）
を確認して、前記メッセージが位置更新を誘導するメッセージであるか否かを確認する。
前記メッセージ処理部２０４は、下記の表７に示したように、前記ページング広告メッセ
ージが位置更新を誘導する動作コードを含んでいる場合、これに対する応答として位置を
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更新するレンジング要請メッセージを生成して、前記通信モジュール２０２に出力する。
【００４７】
　下記の表７は、ページング広告（ＭＯＢ＿ＰＡＧ＿ＡＤＶ）メッセージの形式を示す。
【００４８】
【表７】

【００４９】
　前記表７に示したように、前記ページングコントローラと基地局とは、前記ページング
広告（ＭＯＢ＿ＰＡＧ＿ＡＤＶ）メッセージにおいて前記動作コード（Ａｃｔｉｏｎ　Ｃ
ｏｄｅ）を０ｂ０１と設定して、前記端末のレンジング要請（ＲＮＧ－ＲＥＱ）メッセー
ジの送信を誘導することができる。
【００５０】
　図３は、本発明による無線通信システムにおいてページングコントローラと基地局のブ
ロック構成を示している。ここで、前記ページングコントローラは、ページング制御部３
００、タイマー３０４及びネットワーク通信モジュール３０２を備えて構成され、前記基
地局は、通信モジュール３０８及びメッセージ処理部３０６を備えて構成される。
【００５１】
　前記図３に示すように、前記ページングコントローラのページング制御部３００は、同
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じページング領域に位置したアイドルモードの処理端末を一つ以上のページング情報グル
ープに分類して管理及び処理する。ここで、ページング制御部３００は、複数のページン
グパターン、すなわち、ページング周期とページングオフセットとを支援することによっ
て、前記一つのページンググループ内に属した端末の各々に互いに異なるページング周期
（Ｐａｇｉｎｇ　ｃｙｃｌｅ）及び互いに異なるページングオフセット（Ｐａｇｉｎｇ　
ｏｆｆｓｅｔ）を割り当てることができ、前記ページングパターンは、ネットワーク政策
により決定されることができ、いかなる制約もない。
【００５２】
　前記ページングコントローラの前記ページング制御部３００は、パターン別政策によっ
て各々のアイドルモード端末に対するページングパターンを変更及び管理するか、又は前
記タイマー３０４を参照して各端末のトラフィック特性によって前記ページングパターン
を制御及び処理する。前記ページング制御部３００は、前記アイドルモードを処理中であ
る端末のページング周期を変更する必要性があるか否かを判断して、該当端末のページン
グ周期を変更するための機能を制御及び処理する。ここで、前記ページング周期変更可否
は、前記アイドルモードを処理中である各端末のトラフィック特性あるいは資源管理側面
を考慮して判断でき、前記ページング周期の変更が必要であるか否かを判断する条件は、
設計事項によって変わりうる。前記ページング制御部３００は、特定端末のページング周
期の変更が判断されると、前記特定端末のページング区間の間にページング広告メッセー
ジを送信するための機能を制御及び処理する。
【００５３】
　また、前記基地局の通信モジュール３０８を介して受信されたレンジング要請（ＲＮＧ
－ＲＥＱ）メッセージは、メッセージ処理部３０６を介して前記ページングコントローラ
のネットワーク通信モジュール３０２に伝達される。前記ページング制御部３００は、前
記ネットワーク通信モジュール３０２を介して特定端末のページング周期の変更を要請す
るレンジング要請メッセージが受信される際、それに対する応答として変更されるページ
ング周期を含むレンジング応答（ＲＮＧ－ＲＳＰ）メッセージを生成して送信するための
機能を制御及び処理する。ここで、ページング制御部３００は、前記レンジング要請（Ｒ
ＮＧ－ＲＥＱ）メッセージがページング周期の変更を要請しなくても、前記レンジング応
答（ＲＮＧ－ＲＳＰ）メッセージに変更しようとするページング周期を含めることができ
る。
【００５４】
　前記基地局の通信モジュール３０８は、端末から信号を受信して前記メッセージ処理部
３０６に提供し、前記メッセージ処理部３０６から入力される信号を前記端末に送信する
。前記基地局のメッセージ処理部３０６は、端末から受信された情報を前記ページングコ
ントローラのネットワーク通信モジュール３０２に提供し、前記ページングコントローラ
から収集されたメッセージ情報を介して端末に送信するメッセージを通信モジュール３０
８に伝達する。
【００５５】
　前記ページングコントローラのネットワーク通信モジュール３０２は、前記基地局から
端末のレイジング要請情報を受信して前記ページング制御部３００に提供し、前記ページ
ング制御部３００から入力されるレンジング応答及びページング広告情報を前記基地局に
伝達する。前記タイマー３０４は、前記ページング制御部３００の制御によって各端末の
ページング周期を測定する役割を行う。
【００５６】
　すなわち、前記基地局のメッセージ処理部３０６は、通信モジュール３０８から登録解
除要請メッセージが入力される際、前記メッセージを処理して前記ページングコントロー
ラに提供し、前記ページングコントローラの制御によってページング情報を含む登録解除
命令メッセージを生成して、前記通信モジュール３０８に提供する。また、前記メッセー
ジ処理部３０６は、前記ページングコントローラの制御によって端末の位置更新を誘導す
る動作コードを含むページング広告メッセージを生成して、前記通信モジュール３０８に
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提供する。前記メッセージ処理部３０６は、前記ページングコントローラの制御によって
前記表４に示したように、ページング情報ＴＬＶを含むレンジング応答メッセージを生成
して前記通信モジュール３０８に提供する。
【００５７】
　図４は、本発明の実施の形態による無線通信システムの移動通信端末機においてアイド
ルモードの処理中にページング周期を変更する手順を示している。ここでは、基地局を、
ページングコントローラを含む意味として使用する。
【００５８】
　前記図４に示すように、まず端末は、ステップ４０１にて一定時間以上トラフィックが
発生しないとき、アイドルモード進入を判断して該当基地局に登録解除要請メッセージを
送信する。以後、前記端末は、ステップ４０３にて前記該当基地局からページング周期、
ページングオフセット及びページンググループＩＤのようなページング情報を含む登録解
除命令メッセージを受信した後、ステップ４０５にて前記アイドルモードに進入して前記
登録解除命令メッセージに含まれたページング情報によって前記アイドルモードを処理す
る。
【００５９】
　以後、前記端末は、ステップ４０７に進んで前記アイドルモードの処理中にページング
周期の変更条件が満たされて前記ページング周期の変更が必要であるか否かを検査する。
例えば、前記端末のページング周期が一定回数以上繰り返される間にトラフィックが発生
しないか、又は電力消費を低減させる必要性があるかによって、前記ページング周期の変
更が必要であるか否かを判断でき、前記ページング周期の変更条件は、端末によって他の
条件で具現されることができる。
【００６０】
　万一、前記ページング周期の変更が必要であるとき、前記端末は、ステップ４０９に進
んで、現在の時点がページング周期のうちページング区間に該当するか又は非ページング
区間に該当するかを検査する。
【００６１】
　前記現在時点がページング区間に該当する際、前記端末は、ステップ４１１に進んでペ
ージング周期の変更を要請するレンジング要請メッセージを生成して前記基地局に送信す
る。ここで、前記レンジング要請メッセージは、一般的なレンジング要請メッセージに前
記表５に示したように、本発明によって追加されたページング周期要請ＴＬＶを含むか、
又は前記表６に示したように、レンジング目的指示子ＴＬＶのビットのうち、前記ページ
ング周期要請用途として定義されたビットを含んで、前記ページング周期の変更要請を表
すことができる。
【００６２】
　以後、前記端末は、ステップ４１３にて前記ページング区間の間に前記基地局から変更
されたページング周期を含むレンジング応答メッセージを受信し、ステップ４１５に進ん
で前記変更されたページング周期で前記アイドルモードを処理した後、前記端末は、下記
のステップ４１７に進む。ここで、前記変更されたページング周期は、端末で決定されて
前記基地局に要請することもでき、前記基地局で決定されて前記端末に通報されたことで
ありうる。このとき、前記端末のページング周期の変更は、同じページンググループ内で
行われる。
【００６３】
　これに対し、前記ページング周期の変更が必要でないとき、前記端末は、ステップ４１
９に進んで前記ページング区間の間に前記基地局から位置更新を誘導するページング広告
メッセージが受信されるか否かを検査する。前記ページング広告メッセージが受信されな
いとき、前記端末は、前記ステップ４０７に戻って以下のステップを再度行い、前記ペー
ジング広告メッセージが受信される際には、前記端末は、ステップ４２１に進んで前記ペ
ージング区間の間に位置を更新するレンジング要請メッセージを前記基地局に送信する。
以後、前記端末は、ステップ４２３にて前記ページング区間の間に前記基地局から変更さ
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れたページング周期を含むレンジング応答メッセージを受信し、前記ステップ４１５に進
んで前記変更されたページング周期でアイドルモードを処理する。
【００６４】
　以後、前記端末は、ステップ４１７にて前記端末のアイドルモードが終了するか否かを
検査して、前記アイドルモードが終了しない場合、前記ステップ４０７に戻って、以下の
ステップを再度行い、前記アイドルモードが終了する際、本発明によるアルゴリズムを終
了する。
【００６５】
　端末のアイドルモードを支援する既存の無線通信システムにおいて、ページング広告メ
ッセージは、端末のトラフィック有無を確認するか、又はページング領域を確認するため
のものであって、アイドルモード動作処理の手順に従って前記端末と基地局とがページン
グ区間の間にページング広告（ＭＯＢ＿ＰＡＧ＿ＡＤＶ）メッセージを送受信する過程は
行われうる。したがって、前記図４には含まれていないが、前記端末は、前記ページング
周期の変更が必要な場合にも、前記ページング区間の間に基地局からページング広告メッ
セージを受信して、トラフィック有無を確認するか、又はページング領域確認などのよう
な基本的なアイドルモード関連動作を行う。
【００６６】
　図５は、本発明の実施の形態による無線通信システムの基地局においてアイドルモード
に進んだ端末のページング周期を変更する手順を示している。ここでは、基地局を、ペー
ジングコントローラを含む意味として使用する。
【００６７】
　前記図５に示すように、前記基地局は、ステップ５０１にて特定端末から登録解除要請
メッセージが受信されると、ステップ５０３に進んでページング情報を含む登録解除命令
メッセージを前記端末に送信し、前記端末の登録解除過程を行って前記端末をアイドルモ
ードの処理端末として管理及び処理する。
【００６８】
　以後、前記基地局は、ステップ５０５にて前記アイドルモードの処理端末がページング
周期の変更条件を満たして、前記ページング周期の変更が必要であるか否かを検査する。
例えば、前記端末のページング周期が一定回数以上繰り返される間にトラフィックが発生
しないか、又は資源の効率的管理が必要であるか否かによって、前記ページング周期の変
更が必要であるか否かを判断することができ、前記ページング周期の変更条件は、端末に
よって異なる条件で具現されることができる。
【００６９】
　万一、前記ページング周期の変更が必要なとき、前記基地局は、ステップ５０７に進ん
で前記端末のページング周期のうち、ページング区間の間に前記端末に位置更新を要求す
るページング広告メッセージを送信して、ステップ５０９にて前記端末から位置を更新す
るレンジング要請メッセージを受信する。
【００７０】
　以後、前記基地局は、ステップ５１１にて変更するページング周期を決定して、該決定
されたページング周期を含むレンジング応答メッセージを前記端末に送信し、前記決定さ
れたページング周期を利用して前記端末を管理する。ここで、前記決定されたページング
周期は、端末で決定されて前記基地局に要請されたページング周期でもありうる。
【００７１】
　これに対し、前記ページング周期の変更が必要でない場合、前記基地局は、ステップ５
１５にてページング周期の変更を要請するレンジング要請メッセージが受信されるか否か
を検査する。ここで、前記レンジング要請メッセージは、一般的なレンジング要請メッセ
ージに前記表５に示したように、本発明によって追加されたページング周期要請ＴＬＶを
含むか、又は前記表５に表したように、レンジング目的指示子ＴＬＶのビットのうち、前
記ページング周期要請用途として定義されたビットを含んで、前記ページング周期の変更
要請を表すことができる。
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【００７２】
　前記レンジング要請メッセージが受信されない場合、前記基地局は、前記ステップ５０
５に戻って以下のステップを再度行い、前記レンジング要請メッセージが受信される場合
、ステップ５１７にて変更するページング周期を決定して、該決定されたページング周期
を含むレンジング応答メッセージを前記端末に送信し、前記決定されたページング周期を
利用して前記端末を管理した後、下記のステップ５１３に進む。ここで、前記決定された
ページング周期は、端末で決定されて前記基地局に要請されたページング周期でもありう
る。また、前記基地局は、前記受信されたレンジング要請メッセージにページング周期の
変更を要請するＴＬＶが含まれていなくても、変更しようとするページング周期を含むレ
ンジング応答メッセージを前記端末に送信して、前記端末のページング周期を変更させる
こともできる。
【００７３】
　以後、前記基地局は、ステップ５１３にて前記端末のアイドルモードが終了しているか
否かを検査して、前記アイドルモードが終了する場合、本発明によるアルゴリズムを終了
し、前記アイドルモードが終了しない場合、前記ステップ５０５に戻って、以下のステッ
プを再度行う。
【００７４】
　端末のアイドルモードを支援する既存の無線通信システムにおいて、前記端末は、ペー
ジング領域の変更時に位置情報を更新するために、レンジング要請（ＲＮＧ－ＲＥＱ）メ
ッセージを送信し、前記基地局は、レンジング要請メッセージを介して端末が以前に登録
されていたページング領域を確認及び新しいページング領域でのページング情報を新しく
適用するために、レンジング応答（ＲＮＧ－ＲＳＰ）メッセージを送信する。したがって
、前記図５には、含まれていないが、前記ページング周期の変更のためのページング広告
メッセージ送信が行われない場合にも、前記端末から位置情報の更新のためのレンジング
要請メッセージを受信して、それによる動作を行うことができる。
【００７５】
　図６は、本発明の実施の形態による無線通信システムにおいてアイドルモードの処理中
にページング周期を変更する信号の流れを示している。ここでは、基地局を、ページング
コントローラを含む意味として使用する。
【００７６】
　前記図６に示すように、一定時間以上端末６００に対したトラフィックが存在しない場
合、前記端末６００は、ステップ６１０にて該当基地局６０２に登録解除要請（ＤＲＥＧ
＿ＲＥＱ）メッセージを送信し、前記基地局６０２は、ステップ６１２にてページング情
報を含む登録解除命令（ＤＲＥＧ＿ＣＭＤ）メッセージを前記端末６００に送信する。こ
こで、前記ページング情報は、前記端末のアイドルモードの処理に必要なページング周期
、ページングオフセット、ページンググループＩＤなどを意味する。以後、前記端末６０
０は、ステップ６１４にて前記登録解除命令メッセージに含まれたページング情報を確認
し、該確認されたページング周期で前記アイドルモードを処理する。このとき、前記基地
局６０２も、前記ステップ６１４にて前記ページング情報を基に前記端末のアイドルモー
ドを処理及び管理する。
【００７７】
　以後、前記端末６００と前記基地局６０２とは、前記端末のアイドルモードを処理する
ページング周期の変更が必要であるか否かを周期的に判断する。
【００７８】
　まず、前記端末６００がページング周期の変更が必要であると判断して前記基地局６０
２にページング周期の変更を要請する場合６２０について説明する。
【００７９】
　前記端末６００は、ステップ６２２にてページング周期の変更が必要であると判断され
ると、ステップ６２４に進んでページング周期の変更を要請するレンジング要請（ＲＮＧ
－ＲＥＱ）メッセージを前記基地局６０２に送信する。ここで、前記レンジング要請メッ
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セージは、従来に提供されるレンジング要請メッセージに前記表５に示したようなページ
ング周期要請ＴＬＶを含むか、又は前記表６に示したように、レンジング目的指示子ＴＬ
Ｖのビットのうち、前記ページング周期要請用途として定義されたビットを含んで、前記
ページング周期の変更要請を表すことができる。
【００８０】
　例えば、ページング周期Ａを割り当てられた特定端末が、一定時間以上トラフィックが
発生しないか、又は前記ページング周期Ａが電力消費を減少する効率性が低くいからさら
に大きなページング周期に変更する必要があると判断した場合について説明する。このと
き、前記端末は、前記レンジング要請メッセージにページング周期要請ＴＬＶを現在ペー
ジング周期Ａより大きな値で設定して、前記基地局に送信するか、又は前記レンジング要
請メッセージにレンジング目的指示子ＴＬＶのビットのうち、ページング周期要請ビット
として設定されたビットを１と設定して送信することによって、前記基地局により大きな
ページング周期を要請することができる。
【００８１】
　以後、前記レンジング要請メッセージを受信した前記基地局６０２は、ステップ６２６
にて変更するページング周期を決定した後、ステップ６２８に進んで前記決定されたペー
ジング周期を含むレンジング応答（ＲＮＧ－ＲＳＰ）メッセージを前記端末６００に送信
する。
【００８２】
　以後、前記基地局６０２と前記レンジング応答メッセージとを受信した端末６００は、
ステップ６３０にて前記レンジング応答メッセージに含まれた変更されたページング周期
を利用して、前記アイドルモードを処理する。
【００８３】
　次に、前記基地局６０２がページング周期の変更が必要であると判断して、前記端末６
００のページング周期を変更しようとする場合６４０について説明する。
【００８４】
　前記基地局６０２は、ステップ６４２にてページング周期の変更が必要であると判断さ
れると、ステップ６４４にて位置の更新を要求する動作コードＴＬＶを含むページング広
告（ＭＯＤ＿ＰＡＧ＿ＡＤＶ）メッセージを前記端末６００に送信して、前記端末６００
のネットワーク接続を誘導する。
【００８５】
　以後、前記端末６００がステップ６４６にて位置を更新するレンジング要請（ＲＮＧ－
ＲＥＱ）メッセージを前記基地局６０２に送信すると、前記基地局６０２は、ステップ６
４８にて前記レンジング要請メッセージに対する応答メッセージであるレンジング応答（
ＲＮＧ－ＲＳＰ）メッセージに変更しようとするページング周期を含めて、前記端末６０
０に送信する。
【００８６】
　以後、前記基地局６０２と前記レンジング応答メッセージとを受信した端末６００は、
ステップ６５０にて前記レンジング応答メッセージに含まれた変更されたページング周期
を利用して、前記アイドルモードを処理する。
【００８７】
　上述したように本発明は、無線通信システムにおいて端末のアイドルモード（Ｉｄｌｅ
　ｍｏｄｅ）の処理中にレンジングメッセージを送受信して、ページング周期（ｐａｇｉ
ｎｇ　ｃｙｃｌｅ）を流動的に変更することによって、従来のアイドルモードを中断し一
般モードに遷移した後にページング周期を変更する技術に比べて資源管理の効率性を高め
ることができ、電力消費の減少側面とトラフィックに対する迅速な応答側面とを考慮して
、状況によりページング周期を效率的に変更して処理できる。
【００８８】
　一方、本発明の詳細な説明では具体的な実施の形態について説明したが、本発明の範囲
から逸脱しない範囲内で多様な変形が可能であることは勿論である。したがって、本発明
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の範囲は、上述の実施の形態に限って決まらず、特許請求の範囲だけでなく、特許請求の
範囲と均等なものによって決まらねばならない。
【符号の説明】
【００８９】
　２００・・・制御部
　２０２・・・通信モジュール
　２０４・・・メッセージ処理部
　２０６・・・ページング情報管理部
　２０８・・・タイマー
　３００・・・ページング制御部
　３０２・・・ネットワーク通信モジュール
　３０４・・・タイマー
　３０６・・・メッセージ処理部
　３０８・・・通信モジュール

【図１】 【図２】



(20) JP 5582666 B2 2014.9.3

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(21) JP 5582666 B2 2014.9.3

10

フロントページの続き

(72)発明者  ヨン－ハク・キム
            大韓民国・４４３－７３７・キョンギ－ド・スウォン－シ・ヨントン－グ・ヨントン・１－ドン・
            （番地なし）・チョンミョン・マウル・３・ダンジ・アパート・＃３３４－１１０３

    審査官  伊東　和重

(56)参考文献  特表２００８－５０３９７８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２４７８０１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１３４９０４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　　７／２４－７／２６　　　　
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００－９９／００　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

