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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　専用セルラ通信サービスを複数の加入者局に提供するワイヤレス通信システム中で使用
するための方法において、
　前記専用セルラ通信サービスのために通常使用されるオーバーヘッドチャネル上でブロ
ードキャストされるメッセージをアイドル状態の各加入者局において受信することと、
　各加入者局において、前記メッセージのヘッダをデコーディングすることと、
　高速ブロードキャストサービス（ＨＳＢＳ）に加入している加入者局のみにおいて前記
メッセージの残りをデコーディングすることとを含み、
　前記メッセージは、前記ＨＳＢＳのセッションのためのブロードキャストパラメータを
含み、
　前記複数の加入者局の少なくとも一部は前記ＨＳＢＳに加入している方法。
【請求項２】
　前記ＨＳＢＳに加入していて専用チャネル上の通話につながっている加入者局により、
ブロードキャストパラメータを含み前記専用チャネル上で送信される別のメッセージを受
信することをさらに含む請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記ＨＳＢＳに加入している加入者局が専用チャネル上の通話につながっている場合、
前記加入者局は、前記アイドル状態中に前もって受信したブロードキャストパラメータの
使用を続ける請求項１記載の方法。
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【請求項４】
　前記ワイヤレス通信システムはＣＤＭＡベースのシステムである請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記ＨＳＢＳと前記専用セルラ通信サービスは共有チャネル上で提供される請求項１記
載の方法。
【請求項６】
　専用セルラ通信サービスを複数の加入者局に提供するワイヤレス通信システム中で高速
ブロードキャストサービス（ＨＳＢＳ）のためのブロードキャストパラメータを送信する
方法において、
　前記複数の加入者局により前記専用セルラ通信サービスのために通常使用されるアイド
ル状態のオーバーヘッドチャネルを通して、前記ＨＳＢＳのセッションのためのブロード
キャストパラメータを含むメッセージをセクタからブロードキャストするステップを含み
、
　前記メッセージはヘッダと残りの部分を含み、
　前記ワイヤレス通信システムのすべての加入者局は前記ヘッダをデコーディングできる
一方で、前記ＨＳＢＳに加入している加入者局のみが前記メッセージの残りの部分をデコ
ーディングできる方法。
【請求項７】
　前記ＨＳＢＳに加入していて専用チャネル上の通話につながっている加入者局に専用の
方法で、前記ＨＳＢＳのための前記ブロードキャストパラメータを含む別のメッセージを
送信することをさらに含み、前記送信は前記専用チャネルを通して実行される請求項６記
載の方法。
【請求項８】
　前記ＨＳＢＳと前記専用セルラ通信サービスは共有チャネル上で提供される請求項６記
載の方法。
【請求項９】
　専用セルラ通信サービスを複数の加入者局に提供するワイヤレス通信システム中で使用
するように構成されている加入者局中で使用するための方法において、
　前記専用セルラ通信サービスのために通常使用されるオーバーヘッドチャネルを通して
ブロードキャストされるメッセージをアイドル状態中に受信することと、
　前記加入者局が高速ブロードキャストサービス（ＨＳＢＳ）に加入しているか否かにか
かわらず、前記メッセージのヘッダをデコーディングすることと、
　前記加入者局が前記ＨＳＢＳに加入している場合にのみ、前記メッセージの残りをデコ
ーディングすることとを含み、
　前記メッセージは、前記ＨＳＢＳのセッションのためのブロードキャストパラメータを
含み、
　前記複数の加入者局の少なくとも一部は前記ＨＳＢＳに加入している方法。
【請求項１０】
　前記加入者局が前記ＨＳＢＳに加入していて専用チャネル上の通話につながっている場
合、前記専用チャネル上で送信されるブロードキャストパラメータを含む別のメッセージ
を受信することをさらに含む請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記加入者局が前記ＨＳＢＳに加入していて専用チャネル上の通話につながっている場
合、前記アイドル状態中に前もって受信した前記ブロードキャストパラメータを使用する
ことをさらに含む請求項９記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＨＳＢＳと前記専用セルラ通信サービスは共有チャネル上で提供される請求項９記
載の方法。
【請求項１３】
　前記ワイヤレス通信システムはＣＤＭＡベースのシステムである請求項９記載の方法。
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【請求項１４】
　専用セルラ通信サービスを複数の加入者局に提供するワイヤレス通信システム中の加入
者局中で使用するためのコンピュータ読取可能記憶媒体において、
　前記加入者局が高速ブロードキャストサービス（ＨＳＢＳ）に加入しているか否かにか
かわらず、前記ＨＳＢＳのセッションのためのブロードキャストパラメータを含むメッセ
ージのヘッダをコンピュータにデコーディングさせるための命令と、
　前記加入者局が前記ＨＳＢＳに加入している場合にのみ、前記メッセージの残りを前記
コンピュータにデコーディングさせるための命令とを含み、
　前記複数の加入者局の少なくとも一部は前記ＨＳＢＳに加入しているコンピュータ読取
可能記憶媒体。
【請求項１５】
　前記ＨＳＢＳと前記専用セルラ通信サービスは共有チャネル上で提供される請求項１４
記載のコンピュータ読取可能記憶媒体。
【請求項１６】
　専用セルラ通信サービスを複数の加入者局に提供するワイヤレス通信システム中で使用
するための加入者局装置において、
　前記加入者局が高速ブロードキャストサービス（ＨＳＢＳ）に加入しているか否かにか
かわらず、前記ＨＳＢＳのセッションのためのブロードキャストパラメータを含むメッセ
ージのヘッダをデコーディングすることと、
　前記加入者局が前記ＨＳＢＳに加入している場合にのみ、前記メッセージの残りをデコ
ーディングすることとに関連する命令を保持するメモリと、
　前記メモリに結合され、前記メモリ中に保持されている前記命令を実行するように構成
されているプロセッサとを具備し、
　前記複数の加入者局の少なくとも一部は前記ＨＳＢＳに加入している加入者局装置。
【請求項１７】
　前記ＨＳＢＳと前記専用セルラ通信サービスは共有チャネル上で提供される請求項１６
記載の加入者局装置。
【請求項１８】
　専用セルラ通信サービスを複数の加入者局に提供するワイヤレス通信システム中で使用
するための加入者局装置において、
　前記専用セルラ通信サービスのために通常使用されるオーバーヘッドチャネルを通して
ブロードキャストされるメッセージをアイドル状態中で受信する手段と、
　前記加入者局が高速ブロードキャストサービス（ＨＳＢＳ）に加入しているか否かにか
かわらず、前記メッセージのヘッダをデコーディングする手段と、
　前記加入者局が前記ＨＳＢＳに加入している場合にのみ、前記メッセージの残りをデコ
ーディングする手段とを具備し、
　前記メッセージは、前記ＨＳＢＳのセッションのためのブロードキャストパラメータを
含み、
　前記複数の加入者局の少なくとも一部は前記ＨＳＢＳに加入している加入者局装置。
【請求項１９】
　前記ＨＳＢＳと前記専用セルラ通信サービスは共有チャネル上で提供される請求項１８
記載の加入者局装置。
【発明の詳細な説明】
【分野】
【０００１】
　本発明はワイヤラインまたはワイヤレス通信システムにおける、ブロードキャスト通信
、さもなければ１点対多点またはグループ通信として知られている通信に関する。特に、
本発明はこのようなブロードキャスト通信システムにおけるシグナリングシステムおよび
方法に関する。
【背景】
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【０００２】
　通信システムは発信局から物理的に異なる宛先局に情報信号の送信を可能にするように
開発されてきた。通信チャネルを通して発信局から情報信号を送信する際に、情報信号は
最初に通信チャネルを通して効率的に送信するのに適した形態に変換される。情報信号の
変換、すなわち変調は、結果として得られる変調搬送波のスペクトルが通信チャネル帯域
幅内に制限されるような方法で、情報信号にしたがって搬送波のパラメータを変化させる
ことを伴う。宛先局において、元の情報信号は通信チャネルを通して受信された変調搬送
波から複製される。このような複製は発信局により使用される変調プロセスの逆を使用す
ることにより一般的になされる。
【０００３】
　変調はまた多元接続、すなわち共通通信チャネルを通していくつかの信号を同時送信お
よび／または受信することを促進する。多元接続通信システムには、共通通信チャネルに
連続してアクセスするのではなく、比較的短い期間の間欠サービスを要求する複数の加入
者ユニットを含むことが多い。時分割多元接続（ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤ
ＭＡ）、および振幅変調多元接続（ＡＭ）のような、いくつかの多元接続技術が技術的に
知られている。他のタイプの多元接続技術はコード分割多元接続（ＣＤＭＡ）スペクトル
拡散システムであり、これは以後ＩＳ－９５標準規格として呼ぶ“デュアルモードワイド
バンドスペクトル拡散セルラシステム用のＴＩＡ／ＥＩＡ／ＩＳ－９５移動局－基地局互
換性標準規格”に準拠する。多元接続通信システムにおいてＣＤＭＡ技術を使用すること
は、“衛星または地上中継器を使用するスペクトル拡散多元接続通信システム”と題する
米国特許第４，９０１，３０７号、および“ＣＤＭＡセルラ電話システムにおいて波形を
発生させるシステムおよび方法”と題する米国特許第５，１０３，４５９号において開示
されており、両米国特許は本発明の譲受人に譲渡されている。
【０００４】
　多元接続通信システムはワイヤレスまたはワイヤラインであり、音声および／またはデ
ータを伝える。音声とデータの両方を伝える通信システムの例はＩＳ－９５標準規格にし
たがったシステムであり、ＩＳ－９５標準規格は通信チャネルを通して音声とデータを送
信することを規定している。固定サイズのコードチャネルフレームでデータを送信する方
法は“送信用データをフォーマットする方法および装置”と題する米国特許第５，５０４
，７７３号で詳細に説明されており、この米国特許は本発明の譲受人に譲渡されている。
ＩＳ－９５標準規格にしたがうと、データまたは音声がコードチャネルフレームに分割さ
れ、コードチャネルフレームは２０ミリ秒幅であり、１４．４Ｋｂｐｓ程度のデータレー
トを持つ。音声とデータの両方を伝える通信システムの追加的な例は“第３世代パートナ
ーシッププロジェクト”（３ＧＰＰ）に準拠する通信システムを含み、３ＧＰＰは文書番
号、３Ｇ　ＴＳ　２５．２１１、３Ｇ　ＴＳ　２５．２１２、３Ｇ　ＴＳ　２５．２１３
、および３Ｇ　ＴＳ　２５．２１４（Ｗ－ＣＤＭＡ標準規格）、または“ｃｄｍａ２００
０スペクトル拡散システム用のＴＲ－４５．５物理層標準規格”（ＩＳ－２０００標準規
格）を含む一組の文書に具体化されている。
【０００５】
　多元接続ワイヤレス通信システムでは、ユーザ間の通信は１つ以上の基地局を通して行
われる。１つのワイヤレス加入者局における第１のユーザは、基地局へのリバースリンク
上でデータを送信することにより第２のワイヤレス加入者局における第２のユーザに通信
する。基地局はデータを受信し、データを別の基地局にルーティングすることができる。
データは同じ基地局、または他の基地局のフォワードリンク上で第２の加入者局に送信さ
れる。フォワードリンクは基地局からワイヤレス加入者局への送信に関係し、リバースリ
ンクはワイヤレス加入者局から基地局への送信に関係する。同様に、通信はワイヤレス加
入者局上の第１のユーザと地上線局上の第２のユーザとの間で行うことができる。基地局
はリバースリンク上でワイヤレス加入者局の第１のユーザからのデータを受信し、公衆電
話交換ネットワーク（ＰＳＴＮ）を通してデータを地上線局の第２のユーザにルーティン
グする。例えば、ＩＳ－９５、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＩＳ－２０００のような多くの通信システ
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ムでは、フォワードリンクとリバースリンクは別々の周波数に割り当てられている。
【０００６】
　上述したワイヤレス通信サービスは１点対１点通信サービスの例である。対照的に、ブ
ロードキャストサービスは中央局から多点への通信サービスを提供する。ブロードキャス
トシステムの基本モデルは１つ以上の中央局により取り扱われるユーザのブロードキャス
トネットから構成されている。１つ以上の中央局はある内容、例えばニュース、映画、ス
ポーツイベントおよびこれらに類するものを伴う情報をユーザに送信する。各ブロードキ
ャストネットユーザの加入者局は共通のブロードキャストフォワードリンク信号を監視す
る。中央局は固定的に内容を決定することから、ユーザは一般的に通信を戻さない。ブロ
ードキャストサービス通信システムの一般的な用法の例はＴＶブロードキャスト、ラジオ
ブロードキャスト、およびこれらに類するものである。このような通信システムは一般的
に高度に特殊化された特定目的用に作られた通信システムである。ワイヤレスセルラ電話
システムにおける最近の進歩により、主に１点対１点セルラ電話システムの既存のインフ
ラストラクチャをブロードキャストサービスに利用する関心事がある。ここで使用するよ
うに、用語“セルラ”システムはセルラおよびＰＣＳ周波数の両方を含む。
【０００７】
　共通のブロードキャストフォワードリンクをセルラ電話システムに導入することは、ブ
ロードキャストサービスと、セルラ電話システムにより提供されるサービスとの統合を必
要とする。加入者局は、加入者局がブロードキャストモードと通信モードの両方で機能で
きるような機能をサポートできる必要がある。したがって、ブロードキャストサービスを
提供するセルラ電話システムにおいてシグナリングする方法およびシステムにより加入者
局が両サービスを完成できるようにする技術的な必要性が存在する。
【概要】
【０００８】
　ここで開示されている実施形態は、ブロードキャスト通信システムで加入者局登録する
方法を提供することにより先に説明した必要性を取り扱い、この方法は、第１の周波数を
変調するＨＳＢＳチャネルを受信し、ＨＳＢＳチャネルに対するタイマステータスを監視
し、タイマステータスが終了した場合に、ＨＳＢＳチャネルを送信しているセクタにブロ
ードキャストサービス登録を実行し、ＨＳＢＳチャネルに対するタイマのステータスをイ
ネーブルにセットし、ＨＳＢＳチャネルに対するタイマを開始することを含む。基地局は
セクタにおける加入者局からブロードキャストサービス登録を受信し、ページング識別子
を加入者局のページングセットに追加し、ページング識別子に対するタイマを開始する。
【０００９】
　他の観点にしたがうと、基地局はページングセットのステータスにしたがってページン
グメッセージを加入者局に送信する。
【００１０】
　他の観点にしたがうと、先に説明した必要性は、加入者局による登録の必要がない、ブ
ロードキャスト通信システムで加入者局にページングする方法を提供することにより取り
扱われる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は高速ブロードキャストサービス通信システムの概念的なブロック図を図示
している。
【図２】図２はＨＳＢＳに対する物理および論理チャネルの概念を図示している。
【図３】図３は１つの実施形態にしたがったページングセットメインテナンスを図示して
いる。
【詳細な説明】
【００１２】
　定義　
　語“例示的”はここでは“例、事例、または実例として機能”することを意味させるた
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めに使用される。“例示的”としてここで説明されている任意の実施形態は、他の実施形
態に対して好ましいまたは有利なものとして解釈される必要性はない。
【００１３】
　用語１点対１点通信はここでは専用通信チャネルを通しての２つの加入者局間の通信を
意味するために使用される。
【００１４】
　用語グループサービス、１点対多点通信、プッシュツゥトーク、またはディスパッチサ
ービスはここでは複数の加入者局が一般的に１つの加入者局からの通信を受信している通
信を意味するために使用される。
【００１５】
　用語パケットはここではデータ（ペイロード）と制御エレメントとを含み、特定フォー
マットに構成される、ビットのグループを意味するために使用される。制御エレメントは
、例えばプリアンブル、品質メトリック、当業者に知られている他のものを含む。品質メ
トリックは、例えば巡回冗長検査（ＣＲＣ）、パリティビット、および当業者に知られて
いる他のものを含む。
【００１６】
　用語アクセスネットワークはここでは基地局（ＢＳ）と１つ以上の基地局制御装置との
集合を意味するために使用される。アクセスネットワークは複数の加入者局間でデータパ
ケットを伝送する。アクセスネットワークは会社イントラネットやインターネットのよう
な、アクセスネットワーク外部の付加的なネットワークにさらに接続されていてもよく、
各アクセスターミナルとこのような外部ネットワークとの間でデータパケットを伝送して
もよい。
【００１７】
　用語基地局はここでは加入者局が通信するハードウェアを意味するために使用される。
セルは用語が使用される状況に応じて、ハードウェアまたは地理的カバレッジ領域に関係
する。セクタはセルの分割区画である。セクタはセルの属性を持つことから、セルに関し
て説明されている教示はセクタに容易に拡張される。
【００１８】
　用語加入者局はここではアクセスネットワークが通信するハードウェアを意味するため
に使用される。加入者局は動的でも、あるいは静的でもよい。加入者局はワイヤレスチャ
ネルを通して、あるいは例えば光ファイバまたは同軸ケーブルを使用するワイヤチャネル
を通して通信する任意のデータデバイスであってもよい。加入者局はさらにこれらに限定
されるものではないがＰＣカード、コンパクトフラッシュ（登録商標）、外部または内部
モデム、あるいはワイヤレスまたはワイヤライン電話機を含む多くのタイプのデバイスの
内、任意のものであってもよい。基地局とのアクティブトラフィックチャネル接続を確立
するプロセス中の加入者局は、接続セットアップ状態にあると言われる。基地局とのアク
ティブトラフィックチャネル接続を確立した加入者局はアクティブ加入者局と呼ばれ、ト
ラフィック状態にあると言われる。
【００１９】
　用語物理チャネルはここでは変調特性およびコーディングに関して説明される、信号が
伝搬する通信ルートを意味するために使用される。
【００２０】
　用語論理チャネルはここでは基地局または加入者局のプロトコル層内の通信ルートを意
味するために使用される。
【００２１】
　用語通信チャネル／リンクはここでは状況にしたがって物理チャネルまたは論理チャネ
ルを意味するために使用される。
【００２２】
　用語リバースチャネル／リンクはここでは加入者局が信号を基地局に送信する通信チャ
ネル／リンクを意味するために使用される。
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【００２３】
　フォワードチャネル／リンクはここでは基地局が信号を加入者局に送信する通信チャネ
ル／リンクを意味するために使用される。
【００２４】
　用語ソフトハンドオフはここでは加入者局と２つ以上のセクタとの間の通信を意味する
ために使用され、ここで各セクタは異なるセルに属する。リバースリンク通信は両セクタ
により受信され、フォワードリンク通信は２つ以上のセクタのフォワードリンク上で同時
に行われる。
【００２５】
　用語ソフターハンドオフはここでは加入者局と２つ以上のセクタとの間の通信を意味す
るために使用され、ここで各セクタは同じセルに属する。リバースリンク通信は両セクタ
により受信され、フォワードリンク通信は２つ以上のセクタのフォワードリンクの内の１
つ上で同時に行われる。
【００２６】
　用語消去はここではメッセージの認識を失敗することを意味するために使用される。
【００２７】
　詳細な説明　
　説明したように、ブロードキャストシステムの基本モデルは１つ以上の中央局により扱
われる、ユーザのブロードキャストネットを備え、１つ以上の中央局はある内容、例えば
ニュース、映画、スポーツイベントおよびこれらに類するものを有する情報をユーザに送
信する。各ブロードキャストネットユーザの加入者局は共通のブロードキャストフォワー
ドリンク信号を監視する。図１は通信システム１００の概念的なブロック図を図示してお
り、通信システム１００は本発明の実施形態にしたがって高速ブロードキャストサービス
（ＨＳＢＳ）を実行することができる。
【００２８】
　ブロードキャスト内容はコンテンツサーバ（ＣＳ）１０２において発信される。コンテ
ンツサーバは（示されていない）キャリアネットワーク内またはインターネット（ＩＰ）
１０４の外部に配置されてもよい。内容はパケットの形態でブロードキャストパケットデ
ータサーブノード（ＢＰＤＳＮ）１０６に届けられる。ＢＰＤＳＮは（示されていない）
標準ＰＤＳＮと物理的に同じ場所に配置されても、あるいは同一であってもよいが、ＢＰ
ＤＳＮは標準ＰＤＳＮと論理的に異なっていてもよいことから、用語ＢＰＤＳＮが使用さ
れる。ＢＰＤＳＮ１０６はパケットの宛先にしたがってパケットをパケット制御機能（Ｐ
ＣＦ）１０８に届ける。基地局制御装置は標準音声およびデータサービスに対するもので
あることから、ＰＣＦはＨＳＢＳのために基地局１１０の機能を制御する制御エンティテ
ィである。物理アクセスネットワークとＨＳＢＳの高レベル概念の接続を示すために、図
１ではＰＣＦが基地局制御装置（ＢＳＣ）と物理的に同じ場所に配置され、あるいは同一
なものであるとして示されているが、論理的には異なっている。これは教育学的な目的の
ためだけであることを当業者は理解するであろう。ＢＳＣ／ＰＣＦ１０８はパケットを基
地局１１０に提供する。
【００２９】
　通信システム１００は非常に多くの加入者局により受信可能な高データレートが可能な
フォワードブロードキャスト共有チャネル（Ｆ－ＢＳＣＨ）１１２を導入することにより
高速ブロードキャストサービス（ＨＳＢＳ）を可能にする。用語フォワードブロードキャ
スト共有チャネルはここではブロードキャストトラフィックを伝える１つのフォワードリ
ンク物理チャネルを意味するために使用される。１つのＦ－ＢＳＣＨは１つのＦ－ＢＳＣ
Ｈ内でＴＤＭ方式により多重化される１つ以上のＨＳＢＳチャネルを伝えることができる
。用語ＨＳＢＳチャネルはここではセッションのブロードキャスト内容により規定される
１つの論理ＨＳＢＳブロードキャストセッションを意味するために使用される。各セッシ
ョンは、例えば午前７時－ニュース、午前８時－天気、午前９時－映画などのように、時
間で変化するブロードキャスト内容により規定される。図２はＨＳＢＳのための物理およ
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び論理チャネルの既述した概念を図示している。
【００３０】
　図２に図示されているように、ＨＳＢＳは２つのＦ－ＢＳＣＨ２０２上に提供され、Ｂ
ＳＣＨ２０２のそれぞれは個々の周波数ｆｘ、ｆｙ上で送信される。したがって、例えば
、先に言及したｃｄｍａ２０００通信システムでは、このような物理チャネルには例えば
フォワード予備チャネル（Ｆ－ＳＣＨ）、フォワードブロードキャスト制御チャネル（Ｆ
－ＢＣＣＨ）、フォワード共通制御チャネル（Ｆ－ＣＣＣＨ）、他の共通および専用チャ
ネルならびにチャネルの組み合わせが含まれることがある。情報ブロードキャストに対し
て共通および専用チャネルを使用することは、２００１年３月２８日に出願された、“ワ
イヤレスネットワークにおいて専用および共通チャネルを使用するグループ通話のための
方法および装置”と題する仮米国特許出願第６０／２７９，９７０号に開示されており、
この出願は本発明の譲受人に譲渡されている。当業者は他の通信システムが同様な機能を
実現するチャネルを利用し、したがって教示は他の通信システムにも適用可能であること
を理解するであろう。Ｆ－ＢＳＣＨ２０２はブロードキャストトラフィックを伝え、これ
は１つ以上のブロードキャストセッションを含んでいてもよい。Ｆ－ＢＳＣＨ２０２ｂは
１つのＨＳＢＳチャネル２０４ｃを伝え、２つのＨＳＢＳチャネル２０４ａ、２０４ｂは
Ｆ－ＢＣＣＨ２０２ａに多重化される。ＨＳＢＳチャネルの内容はペイロード２０６とヘ
ッダ２０８を含むパケットにフォーマットされる。
【００３１】
　当業者は図２に図示されているＨＳＢＳブロードキャストサービス展開は教育学的な目
的のためだけのものであることを認識するであろう。したがって、所定のセクタでは、Ｈ
ＳＢＳブロードキャストサービスは特定の通信システムの構成によりサポートされる特徴
にしたがっていくつかの方法で展開することができる。構成の特徴には例えばサポートさ
れるＨＳＢＳセッション数、周波数割当数、サポートされるブロードキャスト物理チャネ
ル数、および当業者に知られている他の構成の特徴が含まれる。したがって、例えば、２
つより多い周波数、およびＦ－ＢＳＣＨがセクタに展開されることもある。さらに、２つ
より多いＨＳＢＳチャネルが１つのＦ－ＢＳＣＨに多重化されることもある。さらに、１
つのＨＳＢＳチャネルを、異なる周波数で、セクタ内の１つより多いブロードキャストチ
ャネルに多重化して、これらの周波数に存在する加入者局を取り扱うこともできる。
【００３２】
　１つ以上の異なるＨＳＢＳチャネルが同じＦ－ＢＳＣＨ物理チャネル上に多重化される
かもしれないことから、異なるＨＳＢＳチャネルは互いに識別されなければならない。そ
の結果として、基地局は特定のＨＳＢＳチャネルの各パケットをブロードキャストサービ
ス参照識別子（ＢＳＲ＿ＩＤ）に割り当て、これは１つのＨＳＢＳチャネルを他のＨＳＢ
Ｓチャネルから識別する。受信パケット中のＢＳＲ＿ＩＤの値に基づいて、加入者局にお
けるデマルチプレクサは、監視されているＨＳＢＳチャネル用のデコーダにどのパケット
を届けられるべきかを識別する。その結果として、ＢＳＲ＿ＩＤは無線の有意性（すなわ
ち、加入者局とＢＳとの間）を持つ。
【００３３】
　説明したように、ＨＳＢＳチャネルはＨＳＢＳチャネルのブロードキャスト内容により
規定される１つの論理ＨＳＢＳブロードキャストセッションを意味する。したがって、Ｂ
ＳＲ＿ＩＤは加入者局がＨＳＢＳチャネルの物理ブロードキャスト送信を分離することが
できるようにするが、加入者局がＨＳＢＳチャネルの内容をＨＳＢＳチャネルの物理ブロ
ードキャスト送信にマッピングできるように、すなわち加入者局が例えば映画ＨＳＢＳを
ニュースＨＳＢＳから識別できるように、各論理ＨＳＢＳチャネルに対する識別子が必要
とされる。したがって、各ＨＳＢＳチャネルは独特な識別子（ＨＳＢＳ＿ＩＤ）を持ち、
これは加入者局が加入しているＨＳＢＳ内容／サービスと対応する物理ブロードキャスト
送信とをリンクする。その結果として、ＨＳＢＳ＿ＩＤは終端間の有意性（すなわち、加
入者局とコンテンツサーバとの間）を持つ。ＨＳＢＳ＿ＩＤの値は外部手段を通して知ら
れる。すなわち、加入者局ユーザがブロードキャスト内容／サービスに加入するとき、加
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入者局ユーザはそのＨＳＢＳチャネルに対応するＨＳＢＳ＿ＩＤを取得する必要がある。
例えば、特別なスポーツイベントに対して、ゲームの全スケジュールが事前に知られ、例
えばマスメディア、サービスプロバイダキャンペーン、およびこれらに類するもので広告
される。代わりに、ニュースは周期的なスケジュールでブロードキャストされる。代わり
に、外部手段が例えばｅメール、ショートメッセージシステム（ＳＭＳ）ブロードキャス
ト、および当業者に知られている他の手段を含んでいてもよい。１つの実施形態では、ス
ケジュールはＨＳＢＳブロードキャストセッション内で提供される。
【００３４】
　最後に、ＨＳＢＳチャネルはＦ－ＢＳＣＨ物理チャネル上に多重化され、ＨＳＢＳチャ
ネルをＦ－ＢＳＣＨチャネルで伝える方法についてさまざまな可能性があることから、加
入者局はどのＨＳＢＳチャネル（ＨＳＢＳ＿ＩＤ／ＢＳＲ＿ＩＤ）がどのＦ－ＢＳＣＨ（
ＦＢＳＣＨ＿ＩＤ）上で伝えられるかを知る必要がある。このような情報は論理から物理
へのマッピングにより特定される。説明した実施形態では、論理から物理へのマッピング
はセット｛ＨＳＢＳ＿ＩＤ、ＢＳＲ＿ＩＤ、ＦＢＳＣＨ＿ＩＤ｝により完全に特定される
。
【００３５】
　ブロードキャストサービスパラメータシグナリング　
　基地局は論理から物理へのマッピングを実行することから、所定のＨＳＢＳチャネルを
聞くことを望んでいる加入者がどのＦ－ＢＳＣＨチャネルを監視すべきかを決定できるよ
うに、この論理から物理へのマッピング情報は無線を通して加入者局に信号送信されなけ
ればならない。したがって、ブロードキャスト物理チャネルパラメータ、ブロードキャス
ト論理チャネルパラメータ、および論理から物理へのマッピングはエアーインターフェイ
スを通して加入者局に信号送信される必要がある。
【００３６】
　１つの実施形態では、ブロードキャストサービスパラメータはオーバーヘッドメッセー
ジのために通信システムにより提供されるチャネル上で、既存のオーバーヘッドメッセー
ジで信号送信される。しかしながら、すべての加入者局がオーバーヘッドメッセージを監
視しなければならないことから、加入者局が加入していなくても、あるいはＨＳＢＳが可
能でなくても、このメッセージを受信し、メッセージの少なくともヘッダをデコードする
必要がある。１つの実施形態では、ヘッダは情報、例えばシーケンス番号を提供し、これ
は加入者局にメッセージの内容が変更されているか否かを知らせる。オーバーヘッドパラ
メータに関するメッセージの内容が変更されている場合のみ、すべての加入者局はメッセ
ージの残りをデコードしなければならない。
【００３７】
　その結果として、他の実施形態では、ブロードキャストサービスパラメータはブロード
キャストサービスに特定なオーバーヘッドメッセージ（ＢＳＰＭ）で信号送信される。加
入者局がＨＳＢＳサービスに加入／興味がある場合のみ、このメッセージを監視する必要
がある。加入者局は任意の時間でＨＳＢＳチャネルの監視を始めることから、ＢＳＰＭは
、１つ以上のブロードキャストチャネルがセクタ周波数の任意の１つにあるように構成さ
れている各セクタにより連続的に送信される必要がある。１つの実施形態にしたがうと、
ＢＳＰＭはオーバーヘッドメッセージのために通信システムにより提供されるチャネル上
で送信される。ｃｄｍａ２０００標準規格にしたがう通信システムでは、オーバーヘッド
メッセージのために通信システムにより提供されるこのようなチャネルは、例えばフォワ
ードページングチャネル（Ｆ－ＰＣＨ）、フォワードブロードキャスト制御チャネル（Ｆ
－ＢＳＣＨ）、および当業者に知られているオーバーヘッドメッセージのために通信シス
テムにより提供される他のチャネルを含むことができる。当業者は、他の通信システムは
同様な機能を実行するチャネルを利用し、したがって教示は他の通信システムに適用可能
であることを理解するであろう。
【００３８】
　しかしながら、加入者局はアイドル状態にある場合にのみ、オーバーヘッドメッセージ
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のために通信システムによる提供されるチャネルを監視することができる。その結果とし
て、加入者局が他の通話とつながっている間に、すなわち専用モードである間にＦ－ＢＳ
ＣＨを監視しているときに、加入者局はＢＳＰＭに対するアクセスを持たない。したがっ
て、１つの実施形態では、ブロードキャストサービスパラメータは１つ以上の専用チャネ
ル上で既存のメッセージを通して専用モードで加入者局に信号送信される。しかしながら
、この実施形態はオーバーヘッドメッセージのために通信システムにより提供されるチャ
ネル上で一度メッセージを送信する代わりに、専用チャネルの使用を要求することから、
メッセージは個別に各加入者局に送信されなければならない。その結果として、代替実施
形態では、加入者局は、これらのパラメータが古いものであるかもしれないことを認めな
がらも、ＢＳＰＭにおいて受信されるパラメータの使用を続ける。
【００３９】
　当業者は、付加的なブロードキャスト関連情報を信号送信するためにＢＳＰＭが使用さ
れるかもしれないことを認識するであろう。例えば、ＢＳＰＭには、加入者局がハンドオ
フを実行できるように、各物理チャネルに対して、同一情報を送信している隣接のリスト
も含まれる。ハンドオフ方法およびシステムは２００１年８月２０日に出願され、“ブロ
ードキャスト通信システムにおけるハンドオフのための方法およびシステム”と題する、
同時継続中の米国特許出願第６，７３１，９３６号でさらに詳細に説明されている。さら
に、ＢＳＰＭには以下で詳細に説明されている、ブロードキャストサービス登録に関係す
る情報も含まれていてもよい。さらに、ＢＳＰＭには以下で詳細に説明されている、ＨＳ
ＢＳスケジュールシグナリングも含まれていてもよい。
【００４０】
　ＨＳＢＳスケジュールシグナリング　
　加入者局ユーザは、ＨＳＢＳセッションを監視できるように、ＨＳＢＳセッションの開
始時間を知る必要がある。ユーザはＨＳＢＳセッションの期間または終了時間も知る必要
があるかもしれない。一般的に、ＨＳＢＳチャネル内容スケジュールのシグナリングは、
説明するように、ＨＳＢＳサービスに加入しているユーザがＨＳＢＳブロードキャストセ
ッションのスケジュールを知っているかもしれないことから、エアーインターフェイス／
通信システムの範囲を越える。しかしながら、ユーザは外部手段に依存せず、加入者局を
使用してＨＳＢＳスケジュールを取得できる便利さを要求するかもしれない。
【００４１】
　結果として、１つの実施形態では、基地局はページングチャネル上でメッセージをシグ
ナリングすることにより、加入者局にＨＳＢＳセッションの開始を知らせる。これはブロ
ードキャストページングメッセージまたはブロードキャストショートメッセージシステム
（ＳＭＳ）の形態をとることができる。このメッセージはこのＨＳＢＳセッションの開始
時間を示す。ページングチャネルを聞いているすべての加入者局はこのメッセージを受信
し、このメッセージに対して動作するように構成されている加入者局のみが加入者局ユー
ザに知らせる。加入者局ユーザがＨＳＢＳセッションを聞くことを選択した場合、加入者
局は適切な周波数に同調してＦ－ＢＳＣＨを監視する。しかしながら、加入者局はそのよ
うにプログラムされている場合には、ユーザを促すことなくＦ－ＢＳＣＨの監視を開始し
てもよい。
【００４２】
　加入者局ユーザはセッションの開始時間より後の時間にＨＳＢＳセッションを聞くこと
決定するかもしれないことから、その時にページングチャネルを監視していない加入者局
がこのメッセージを受信していないかもしれないので、セッションの開始前に基地局がメ
ッセージを加入者局に一度だけ送信するだけでは十分ではない。加入者局はさまざまな理
由、例えば電源オフ、フェーディング中、音声通話中、当業者に知られている他の理由の
ためにページングチャネルを監視できないかもしれない。したがって、メッセージはＨＳ
ＢＳセッションの期間を通して反復されなければならない。メッセージの反復がさらに頻
繁になると、所定の加入者局が進行中のセッションに入るまでの平均遅延が短くなる。
【００４３】
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　他の実施形態では、基地局は先に説明したブロードキャストサービスパラメータメッセ
ージのようなオーバーヘッドメッセージのために通信システムにより提供されるチャネル
上にメッセージをシグナリングすることにより加入者にＨＳＢＳセッションの開始を知ら
せる。伝えられる情報は、特に開始時間および期間または終了時間に、ページングチャネ
ル上で送信されるものと同一である。しかしながら、オーバーヘッドメッセージが反復さ
れることから、情報は連続的に送信される。加入者が（内容の変化を伴わない）同じメッ
セージを反復して読むことを避けるために、シーケンス番号がオーバーヘッドメッセージ
に付加される。加入者局は同じシーケンス番号を含むメッセージを無視する。このように
シーケンス番号を使用することは当業者によく知られている。実施形態では、ブロードキ
ャストサービスパラメータメッセージを利用することにより、セッションが最初に開始し
たときや終了したときなどのような、その内容の何らかの変化があったときのみ、ＢＳＰ
Ｍのシーケンス番号がインクリメントされる。
【００４４】
　現在Ｆ－ＢＳＣＨを聞いている加入者に対するＨＳＢＳセッションの終了は、Ｆ－ＢＳ
ＣＨ上で送信される特別な終了メッセージにより示される。これは、どのフレームがブロ
ードキャストデータに対応しているか、どのフレームがシグナリングデータ（終了メッセ
ージ）に対応しているかを多重サブレイヤが知っていることを要求する。１つの実施形態
では、ＢＳＲ＿ＩＤの値、例えばＢＳＲ＿ＩＤ＝０００は、パケットがシグナリングデー
タを伝えることを示す。他の実施形態では、特別なメッセージは不要であり、基地局はＦ
－ＢＳＣＨ上でヌルフレームを送信する。さらに他の実施形態では、基地局はＦ－ＢＳＣ
Ｈをターンオフする。加入者局はＦ－ＢＳＣＨ上でエネルギが送信されていないことを検
出し、ＨＳＢＳセッションが終わっていると分析する。
【００４５】
　代わりに、セッションの開始を示している先に説明した実施形態のそれぞれは、セッシ
ョンの終了を示すために使用することができる。１つの実施形態では、セッションの開始
を示すメッセージの内容には、セッションの期間または終了に関する情報が含まれる。他
の実施形態では、明示的なメッセージを送信して、ＨＳＢＳセッションの終了を示すこと
ができる。
【００４６】
　他の通話とつながっている加入者局も同時にＦ－ＢＳＣＨを監視したいと考えるかもし
れないことから、ＨＳＢＳセッションの開始は同様に専用モードで加入者局に信号送信さ
れなければならない。共通モードの動作における先に概略説明した実施形態のそれぞれに
対応する実施形態は等しく適用可能である。
【００４７】
　周波数ハッシングおよびページング　
　基地局が加入者局との通信の要求を受信するとき、基地局は加入者局に対するページン
グメッセージを発生させる。基地局は加入者局がどのページングチャネルを監視するかを
決定し、ページングメッセージをページングチャネル上で送信する。通信システムの基地
局は周波数および／または複数の周波数毎に複数のページングチャネルをサポートするか
もしれないことから、基地局と加入者局との両方において、加入者局がどの周波数および
ページングチャネルを監視するのかを決定する方法が開発されている。ｃｄｍａ２０００
標準規格に基づく方法を説明する。当業者はｃｄｍａ２０００標準規格の選択は教育学的
な目的のためであり、基地局と加入者局との間の取り決めを仮定する任意の方法が容易に
置換できることを理解するであろう。
【００４８】
　電源投入時、加入者局はシステム決定サブ状態に入り、捕捉試行を実行するシステムが
選択される。１つの実施形態では、システム決定のためのシステムを決定した後に、加入
者局はパイロット捕捉サブ状態に遷移し、加入者局はシステム決定サブ状態で取得された
捕捉パラメータに基づいてパイロット信号を復調しようとする。加入者局は捕捉パラメー
タにしたがってＣＤＭＡパイロット信号を捕捉しようと試みる。加入者局が予め定められ
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たしきい値を越えるエネルギを持つパイロット信号を検出したとき、加入者局は同期チャ
ネル捕捉サブ状態に遷移し、同期チャネルの捕捉を試みる。一般的に、基地局によりブロ
ードキャストされる同期チャネルには、システム識別子（ＳＩＤ）やネットワーク識別子
（ＮＩＤ）のような基本システム情報が含まれるが、最も重要なことは、タイミング情報
を加入者局に提供することである。加入者局は同期チャネル情報にしたがって加入者局の
タイミングを調整し、そして加入者局アイドル状態に入る。加入者局は同期チャネルメッ
セージで識別されるオーバーヘッドチャネルを受信することによりアイドル状態処理を開
始し、加入者局が捕捉した基地局が複数の周波数をサポートする場合には、加入者局と基
地局の両方がハッシュ関数を使用して、通信のためにどの周波数を使用するのかを決定す
る。加入者局と基地局はハッシュ関数を使用してページングチャネルを決定し、このペー
ジングチャネルを加入者局が監視する。１つの実施形態では、ハッシュ関数はハッシュす
るための多数のエンティティ、例えば周波数、ページングチャネルおよびこれらに類する
もの、ならびに国際加入者局識別子（ＩＭＳＩ）を受け入れ、１つのエンティティを出力
する。
【００４９】
　先に説明した方法（以後現在のハッシュ方法と呼ぶ）は１点対１点通信システムにおい
てうまく機能する。しかしながら、現在のハッシュ方法は図３を参照して説明するような
、ブロードキャストサービスには直接適用することができない。図３は、周波数ｆｘ上で
送信されるＦ－ＢＳＣＨチャネル３０４ａに多重化される２つのＨＳＢＳチャネル３０２
ａ、３０２ｂと、周波数ｆｙ上で送信されるＦ－ＢＳＣＨチャネル３０４ｂに多重化され
る１つのＨＳＢＳチャネル３０２ｃとを図示している。周波数ｆｚ上にはＨＳＢＳチャネ
ルは存在しない。ページングチャネル３０６ａ、３０６ｂおよび３０６ｃは各周波数ｆｘ
、ｆｙおよびｆｚ上で送信される。周波数当たり１つのページングチャネルのみが図３に
示されているが、これは教育学的な目的のためであることを当業者は認識するであろう。
その理由は、特定のページングチャネル上への加入者局のマッピングはハッシュ関数によ
り決定されるからである。加入者局が３つすべてのＨＳＢＳチャネル３０２に加入してい
る場合には、１つＨＳＢＳチャネル３０２から他のＨＳＢＳチャネル３０２への受信を自
由に変更することができる。用語加入はここでは加入者局が特定のＨＳＢＳチャネルを受
信できることを意味するために使用される。
【００５０】
　一般性を失うことなく、時間ｔ１において、加入者局が電源投入されることを仮定する
。例えば先に説明したハッシュ方法を使用することにより、加入者局は周波数ｆｚに同調
し、基地局に登録し、ページングチャネル３０６ｃの監視を開始する。基地局は同一のハ
ッシュ方法を実行して、加入者局が周波数ｆｚでページングチャネル３０６ｃを監視して
いることを決定する。時間ｔ２において、加入者局はＨＳＢＳチャネル３０２ａを監視す
ることを決定する。先に説明したように、ＨＳＢＳチャネルを受信することを望んでいる
加入者局は、ＨＳＢＳチャネルにより変調されるＦ－ＢＳＣＨチャネルを含む周波数を監
視しなければならない。結果として、加入者局は周波数ｆｘに同調し、ＨＳＢＳチャネル
３０２ａの受信を開始する。加入者局が１つの周波数にのみに同調できるようにする加入
者局における制限のために、加入者局は周波数ｆｘにおけるページングチャネル３０６ａ
を監視する。加入者局はＨＳＢＳチャネルを受信している間にページングメッセージを受
信できることが要求されることから、加入者局に対するページングメッセージは周波数ｆ
ｘ上のページングチャネルで送信されなければならない。しかしながら、現在のハッシュ
方法は、加入者局が周波数を変更するシナリオに対応しない。したがって、周波数ｆｚに
おけるページングチャネル３０６ｃの加入者局をハッシュした基地局は再同調している加
入者局に気付かない。結果として、周波数ｆｚにおけるページングチャネル３０６ｃ上で
基地局により送信されるページメッセージは失敗する。したがって、方法およびシステム
は基地局が加入者局にページングする周波数を判定する必要がある。当業者はいったん周
波数が決定されると、現在のページングチャネル決定方法を利用することができることを
認識するであろう。
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【００５１】
　したがって、本発明の１つの実施形態にしたがうと、加入者局は、加入者局が加入して
おり、監視に興味がある各ＨＳＢＳチャネルの識別子を基地局に登録する。各ＨＳＢＳチ
ャネルは特定の周波数上における対応するＦ－ＢＳＣＨを変調することから、基地局はど
の周波数セットを加入者局が見つけることができるか分かり、したがって加入者局にペー
ジングするのに成功することができる。ＨＳＢＳチャネルの登録はハンドオフ中に利用さ
れる。ハンドオフの目的は、第１の基地局により送信されるＨＳＢＳチャネルから、第２
の基地局により送信されるＨＳＢＳチャネルに、加入者局を移すことである。しかしなが
ら、ＨＳＢＳチャネルは第１および第２の基地局において異なる周波数を変調しているか
もしれないが、ＨＳＢＳは同じ独特な識別子ＨＳＢＳ＿ＩＤを持ち、各基地局は（論理か
ら物理へのマッピングを通して）所定のＨＳＢＳ＿ＩＤが送信される周波数が分かること
から、基地局は加入者にページングするのに成功することができる。したがって、各ＨＳ
ＢＳチャネルの識別子の登録はハンドオフを助ける。他の実施形態にしたがうと、加入者
局は、加入者局が加入し、監視に興味があるＨＳＢＳチャネルにより変調される周波数を
基地局に登録する。登録は特定のＨＳＢＳチャネルに対するタイマのステータスにしたが
って周期的に実行される。
【００５２】
　このような登録を可能にするために、加入者局は、加入者局が加入し、監視に興味があ
る各ＨＳＢＳチャネルに対するタイマのステータス（ＨＳＢＳ＿ＴＩＭＥＲ＿ＳＴＡＴＵ
Ｓ）を維持する。ＨＳＢＳチャネルは独特な識別子（ＨＳＢＳ＿ＩＤ）により識別される
。各タイマのＨＳＢＳ＿ＴＩＭＥＲ＿ＳＴＡＴＵＳは“イネーブル”（すなわちタイマ実
行）または“終了”（すなわちタイマは実行されていない）である。加入者局は、加入者
局が監視に興味がある各ＨＳＢＳチャネルに対するカウンタ（ＴHSBS）、ブロードキャス
トサービス登録タイマをさらに維持する。カウンタは予め定められた時間間隔でインクリ
メントされる。カウンタが予め定められた値（ＨＳＢＳ＿ＲＥＧ＿ＴＩＭＥＲ）に達した
とき、加入者局はタイマ終了を示し、ＨＳＢＳ＿ＴＩＭＥＲ＿ＳＴＡＴＵＳを“終了”に
セットする。
【００５３】
　電源投入時に、加入者局はすべてのチャネルに対してＨＳＢＳ＿ＴＩＭＥＲ＿ＳＴＡＴ
ＵＳを“終了”に初期化する。加入者局は現在のハッシュ方法にしたがって周波数に同調
し、その周波数を送信している基地局に登録する。ＨＳＢＳ＿ＴＩＭＥＲ＿ＳＴＡＴＵＳ
［ｉ］が“終了”にセットされている場合に、加入者局がＨＳＢＳ＿ＩＤ＝ｉにより識別
されるＨＳＢＳチャネルにより変調される周波数に同調するとき、加入者局はＨＳＢＳチ
ャネルに対する基地局にブロードキャストサービス登録を実行し、ＨＳＢＳ＿ＴＩＭＥＲ
＿ＳＴＡＴＵＳ［ｉ］を“イネーブル”にセットし、カウンタＴHSBS[i]を開始する。加
入者局が依然としてＨＳＢＳチャネルｉを監視している間に、カウンタＴHSBS[i]が終了
したとき、加入者局は再度ＨＳＢＳチャネルｉに対する基地局にブロードキャストサービ
ス登録を実行し、ＨＳＢＳ＿ＴＩＭＥＲ＿ＳＴＡＴＵＳ［ｉ］を“イネーブル”にセット
し、カウンタＴHSBS[i]を開始する。（最初の電源投入登録手順の結果として、あるいは
ＨＳＢＳチャネルｉを監視する結果として）加入者局が特定の周波数に同調され、同じ周
波数上のＨＳＢＳチャネルｊを監視することを望むとき、ＨＳＢＳ＿ＴＩＭＥＲ＿ＳＴＡ
ＴＵＳ［ｊ］が“終了”にセットされていると、加入者局はＨＳＢＳチャネルｊに対する
基地局にブロードキャストサービス登録を実行し、ＨＳＢＳ＿ＴＩＭＥＲ＿ＳＴＡＴＵＳ
［ｊ］を“イネーブル”にセットし、カウンタＴHSBS[j]を開始する。
【００５４】
　各基地局は各加入者局に対してページングセット（ＰＡＧＥ＿ＳＥＴ）を維持する。ｉ
番目加入者局から電源投入登録を受信したとき、加入者局に対するＰＡＧＥ＿ＳＥＴjは
、現在のハッシュ方法にしたがって加入者局が同調される周波数を含むように、すなわち
ＰＡＧＥ＿ＳＥＴj＝｛ｆpower-up｝に初期化される。基地局がＨＳＢＳ＿ＩＤ＝ｉによ
り識別されるＨＳＢＳチャネルに対する加入者局からブロードキャストサービス登録を受



(14) JP 5628217 B2 2014.11.19

10

20

30

40

50

信したとき、基地局はＨＳＢＳチャネル識別子（ＨＳＢＳ＿ＩＤ）をページングセットに
追加しＰＡＧＥ＿ＳＥＴj＝｛ｆpower-up、ｉ｝、カウンタＴHSBS[i]を開始する。加入者
局に対するＨＳＢＳチャネルｉに対応するカウンタＴHSBS[i]が終了した場合、基地局は
ページングセットからＨＳＢＳ＿ＩＤ＝ｉを除去する。加入者局に対する到来通話がある
ときには、基地局は論理から物理へのマッピングを使用して、ページングセット中の識別
子を持つすべてのＨＳＢＳチャネルに対応する１つの周波数または複数の周波数を決定す
る。基地局はページングメッセージをこれらすべての周波数で加入者局に送信する。結果
として、加入者局におけるタイマおよび基地局におけるタイマが同期化されなければなら
ないか、あるいは基地局におけるタイマは加入者局におけるタイマが終了する前に終了し
てはならない。基地局におけるタイマが加入者局におけるタイマが終了する前に終了した
場合、加入者局が依然としてＨＳＢＳチャネルにある間に、基地局はページングセットか
らＨＳＢＳ＿ＩＤ＝ｉを除去する。
【００５５】
　説明したように、カウンタＴHSBS[i]が値ＨＳＢＳ＿ＲＥＧ＿ＴＩＭＥＲにより決定さ
れる値に到達したとき、登録が周期的に実行され、値ＨＳＢＳ＿ＲＥＧ＿ＴＩＭＥＲは基
地局により加入者局に送信される構成可能なパラメータである。値ＨＳＢＳ＿ＲＥＧ＿Ｔ
ＩＭＥＲは、加入者局ブロードキャストサービス登録から続くシグナリング負荷と、加入
者局がページングされる必要がある周波数に関する不確実性から続くシグナリング負荷と
の間の最適なものとして決定される。シグナリング負荷を低下させるために、ブロードキ
ャストサービス登録は、例えば時間ベース登録、距離ベース登録、ゾーンベース登録、当
業者に知られている他のタイプの登録のような、別のタイプの登録と組み合わせてもよい
。例えば、時間ベース登録では、基地局は予め定められた時間間隔で登録するように加入
者局を構成する。加入者局がブロードキャストサービス登録を実行した場合に、加入者局
はその期間に対して時間ベース登録を実行する必要がない。その理由は基地局がブロード
キャストサービス登録から加入者局がどの辺りかを決定するからである。
【００５６】
　図３に戻って参照すると、本発明の先に説明した実施形態にしたがった加入者局と基地
局により実行される方法が図示されている。時間ｔ１において、加入者局が電源投入し、
現在の手順を使用して周波数ｆｚに同調し、すべてのＨＳＢＳチャネルに対してＨＳＢＳ
＿ＴＩＭＥＲ＿ＳＴＡＴＵＳを“終了”にセットし、登録する。基地局は加入者局のペー
ジセットを周波数ｆｚに初期化する（ＰＡＧＥ＿ＳＥＴi＝｛ｆｚ｝）。下付文字ｉが加
入者局を識別する。
【００５７】
　時間ｔ２において、加入者局はＨＳＢＳチャネル３０２ａを監視することを望む（ＨＳ
ＢＳ＿ＩＤ＝１）。加入者局は周波数ｆｘに同調し、ＨＳＢＳチャネル３０２ａに対する
ブロードキャストサービス登録を送信し、ＨＳＢＳ＿ＴＩＭＥＲ＿ＳＴＡＴＵＳ［１］を
“イネーブル”にセットし、カウンタＴHSBS[1]を開始する。基地局はＰＡＧＥ＿ＳＥＴi

＝｛１、ｆｚ｝にセットする。
【００５８】
　時間ｔ３において、加入者局はＨＳＢＳチャネル３０２ａの監視にもはや興味がないが
、ＨＳＢＳチャネル３０２ｂを監視することを望む。加入者局はＨＳＢＳチャネル３０２
ｂに対するブロードキャストサービス登録を送信し、ＨＳＢＳ＿ＴＩＭＥＲ＿ＳＴＡＴＵ
Ｓ［２］を“イネーブル”にセットし、カウンタＴHSBS[2]を開始する。基地局はＰＡＧ
Ｅ＿ＳＥＴi＝｛２、１、ｆｚ｝にセットする。
【００５９】
　時間ｔ４において、加入者局はＨＳＢＳチャネル３０２ｂの監視にもはや興味がないが
、ＨＳＢＳチャネル３０２ｃを監視することを望む。加入者局は周波数ｆｙに同調し、Ｈ
ＳＢＳチャネル３０２ｃに対するブロードキャストサービス登録を送信し、ＨＳＢＳ＿Ｔ
ＩＭＥＲ＿ＳＴＡＴＵＳ［３］を“イネーブル”にセットし、カウンタＴHSBS[3]をセッ
トする。基地局はＰＡＧＥ＿ＳＥＴi＝｛３、２、１、ｆｚ｝にセットする。
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【００６０】
　時間ｔ５において、カウンタＴHSBS[1]が終了し、結果として、加入者局はＨＳＢＳ＿
ＴＩＭＥＲ＿ＳＴＡＴＵＳ［１］を“終了”にセットする。加入者局はＨＳＢＳチャネル
３０２ａをもはや監視していないことから、したがって、加入者局はＨＳＢＳチャネル３
０２ａに対するブロードキャストサービス登録を送信する必要がなく、結果として、基地
局はＨＳＢＳ＿ＩＤ＝１をページングセットから除去する。したがって、ＰＡＧＥ＿ＳＥ
Ｔi＝｛３、２、ｆｚ｝である。
【００６１】
　時間ｔ６において、カウンタＴHSBS[2]が終了し、結果として、加入者局はＨＳＢＳ＿
ＴＩＭＥＲ＿ＳＴＡＴＵＳ［２］を“終了”にセットする。加入者局はＨＳＢＳチャネル
３０２ｂをもはや監視していないことから、したがって、加入者局はＨＳＢＳチャネル３
０２ｂに対するブロードキャストサービス登録を送信する必要がなく、結果として、基地
局はＨＳＢＳ＿ＩＤ＝２をページングセットから除去する。したがって、ＰＡＧＥ＿ＳＥ
Ｔi＝｛３、ｆｚ｝である。
【００６２】
　時間ｔ７において、カウンタＴHSBS[3]が終了し、結果として、加入者局はＨＳＢＳ＿
ＴＩＭＥＲ＿ＳＴＡＴＵＳ［３］を“終了”にセットする。加入者局はＨＳＢＳチャネル
３０２ｃを監視していることから、加入者局はＨＳＢＳチャネル３０２ｃに対するブロー
ドキャストサービス登録を送信し、ＨＳＢＳ＿ＴＩＭＥＲ＿ＳＴＡＴＵＳ［３］を“イネ
ーブル”にセットし、カウンタＴHSBS[3]を再開始する。基地局はＰＡＧＥ＿ＳＥＴi＝｛
３、ｆｚ｝を保持する。
【００６３】
　時間ｔ８において、加入者局は何らＨＳＢＳチャネルにもはや興味がない。１つの実施
形態では、加入者局はｆｚに同調し、アイドル状態に入る。ＰＡＧＥ＿ＳＥＴi＝｛３、
ｆｚ｝には変化はない。他の実施形態では、加入者局は周波数ｆｙのままである。
【００６４】
　時間ｔ９において、カウンタＴHSBS[3]が終了する。加入者局はｆｚに同調し、アイド
ル状態に入っている実施形態にしたがうと、加入者局はＨＳＢＳ＿ＴＩＭＥＲ＿ＳＴＡＴ
ＵＳ［３］を“終了”にセットする。加入者局はＨＳＢＳチャネル３０２ｃをもはや監視
していないことから、加入者局はＨＳＢＳチャネル３０２ｃに対するブロードキャストサ
ービス登録を送信する必要がなく、結果として、基地局はＨＳＢＳ＿ＩＤ＝３をページン
グセットから除去する。したがって、ＰＡＧＥ＿ＳＥＴi＝｛ｆｚ｝である。加入者局が
ｆｙにあり、アイドル状態に入っている実施形態にしたがうと、加入者局はＨＳＢＳチャ
ネル３０２ｃに対するブロードキャストサービス登録を送信し、ＨＳＢＳ＿ＴＩＭＥＲ＿
ＳＴＡＴＵＳ［３］を“イネーブル”にセットし、カウンタＴHSBS[3]を再開始する。基
地局はＰＡＧＥ＿ＳＥＴi＝｛３、ｆｚ｝を保持する。
【００６５】
　代替実施形態では、登録の必要がない。１つの実施形態では、ＨＳＢＳチャネルがセク
タのすべての周波数で送信される。結果として、現在のハッシュ方法を利用することがで
きる。ある環境下では、すべての周波数にＦ－ＢＳＣＨを展開するためのリソース割り当
てが余りにも負担になるかもしれないことから、実施形態は実行できないかもしれない。
さらに、ＨＳＢＳチャネルにより変調されるＦ－ＢＳＣＨは高出力チャネルであり、した
がって、干渉物として機能する。
【００６６】
　したがって、他の実施形態では、基地局は、現在のハッシュ方法にしたがって加入者局
が最初に同調された周波数のページングチャネルと、ＨＳＢＳチャネルにより変調される
すべての周波数のページングチャネルとにページングメッセージを送信する。実施形態は
現在のハッシュ方法を使用して簡易なページング判定をトレードし、複数の周波数および
複数のページングチャネルにおける増加したページング負荷に対して、加入者局ＨＳＢＳ
加入詳細を知る必要がない。
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【００６７】
　ページング負荷を減少させるために、他の実施形態にしたがうと、加入者局は２つのク
ラスに分割される。第１のクラスはＨＳＢＳサービスに加入しておらず、あるいはＨＳＢ
Ｓサービスが不可能な加入者局を含み、第２のクラスはＨＳＢＳサービスに加入している
加入者局を含む。基地局にはページングされるべき加入者局の加入情報が提供される。加
入情報は例えばホーム位置登録装置（ＨＬＲ）、ＨＳＢＳコンテンツサーバ、あるいは通
信システムにおける同様なエンティティから提供される。ＨＳＢＳセッションが進行して
いない場合には、すべての加入者局は現在のハッシュ方法にしたがって周波数に同調する
。基地局は適切な周波数およびページングチャネルで加入者局にページングする。ＨＳＢ
Ｓサービスが開始するとき、ＨＳＢＳセッションに興味がある第２のクラスに属する加入
者局は適切なＨＳＢＳチャネルに同調する。基地局は現在のページング方法にしたがって
第１のクラスに属する加入者局にページングする。基地局はＨＳＢＳセッションが進行中
かあるいはそうでないかを知っており、第２のクラスに属する各加入者局の加入者プロフ
ァイルを知っている。したがって、基地局は、加入者局が最初に同調された周波数におけ
るページングチャネル上と、加入者局が加入しているＨＳＢＳチャネルにより変調される
周波数におけるページングチャネル上で、第２のクラスに属する加入者局にページングメ
ッセージを送信する。この実施形態は低いページング負荷をトレードし、加入者局の加入
情報を知る必要性に対して、現在のハッシュ方法を修正する必要がない。
【００６８】
　ＨＳＢＳチャネルにより変調される異なる周波数への加入者局の同調による、周波数へ
の不均一な加入者局分布を防ぐために、先に説明した実施形態は、第１のクラスに属する
加入者局に対するハッシュ関数に、ＨＳＢＳにより変調されない周波数のみを入れること
により修正してもよい。さらに、ＨＳＢＳセッションが進行中である場合、ＨＳＢＳによ
り変調される周波数のみが第２のクラスに属する加入者局に対するハッシュ関数に入れら
れてもよい。当業者はアクセスネットワークの利用パターンにしたがって周波数の他の組
み合わせを使用することができることを認識するであろう。
【００６９】
　結果として、他の実施形態では、加入者局はＨＳＢＳチャネルの監視の開始または終了
時に基地局に知らせる。したがって、加入者局は現在のハッシュ方法にしたがって最初に
周波数に同調する。加入者局がＨＳＢＳチャネルを監視することを望むときには、加入者
局はＨＳＢＳチャネルの監視を望むことを示す通知メッセージを基地局に送信し、ＨＳＢ
Ｓチャネルが変調する周波数に同調する。加入者局がＨＳＢＳチャネル受信にもはや興味
がないときには、加入者局はＨＳＢＳチャネルの監視の中止を望むことを示す通知メッセ
ージを送信し、元の周波数に戻って同調する。この実施形態は加入者局とアクセスネット
ワークとの間の信頼関係を仮定する。このような関係が確立されていない場合には、通知
メッセージを受信したときに、基地局は加入者局が要求されたＨＳＢＳチャネルに加入し
ているか確認し、要求を許可するかあるいは拒否する。アクセス許可を受信したときのみ
、加入者局はＨＳＢＳチャネルが変調する周波数に同調する。基地局は加入者局が同調さ
れている現在の周波数について明確に通知されることから、基地局は加入者局にページン
グするのに成功することができる。この実施形態は簡易ページング判定をトレードし、現
在のハッシュ方法を修正する必要がなく、例えば人気のあるプログラムの開始および終了
において、潜在的に突然増える、大きなリバースリンクシグナリング負荷に対して、加入
者局の加入を知る必要がない。
【００７０】
　リバースリンクシグナリング負荷を減少させるために、他の実施形態では、加入者局は
加入者局が周波数を変更した場合のみ基地局に知らせる。したがって、加入者局は現在の
ハッシュ方法にしたがって最初に周波数に同調する。加入者局が監視している周波数以外
の異なる周波数を変調するＨＳＢＳチャネルの監視を加入者局が望むときに、加入者局は
ＨＳＢＳチャネルの監視を望むことを示す通知メッセージを基地局に送信し、ＨＳＢＳチ
ャネルが変調する周波数に同調する。加入者局がＨＳＢＳチャネル受信にもはや興味がな
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いときに、加入者局はＨＳＢＳ監視を中止する。加入者局は周波数を変更していないこと
から、加入者局の部分における動作は必要ない。加入者局が同調されている現在の周波数
について基地局は明確に知らされていることから、基地局は加入者局にページングにする
のに成功することができる。先に説明した実施形態のように、加入者局とアクセスネット
ワークとの間に信頼関係が確立されていない場合には、要求－応答が要求される。この実
施形態は簡易ページング判定をトレードし、現在のハッシュ方法を修正する必要がなく、
例えば人気のあるプログラムの開始および終了において、潜在的に突然増える、大きなリ
バースリンクシグナリング負荷に対して、加入者局の加入を知る必要がない。
【００７１】
　当業者は、理解のためにフローチャート図は連続順で図示されているが、あるステップ
は実際の構成では並行に実行することができることを理解するであろう。
【００７２】
　当業者は情報と信号はさまざまな異なる科学技術および技術の任意のものを使用して表
すことができることを理解するであろう。例えば、先の説明を通して言及されているかも
しれない、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、磁界または磁粒子、光界または光粒子、あるいはこれらの任意の組
み合わせにより表してもよい。
【００７３】
　当業者は、ここで開示されている実施形態に関係して説明された、さまざまな例示的な
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は、電子ハードウェア、コ
ンピュータソフトウェア、またはこの両者の組み合わせとして実現してもよいことをさら
に理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に例示するために
、一般的に機能性の観点から、さまざまな例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回
路、およびステップを上記で説明した。このような機能性がハードウェアまたはソフトウ
ェアとして実現されるか否かは、特定の応用およびシステム全体に課される設計制約に依
存する。当業者はそれぞれ特定の応用に対してさまざまな方法で説明した機能性を構成し
てもよいが、このような構成の決定は本発明の範囲の逸脱を生じさせるものではないもの
と解釈すべきである。
【００７４】
　ここで開示されている実施形態に関係して説明された、さまざまな例示的な論理ブロッ
ク、モジュール、および回路は、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（ＦＰＧ
Ａ）または他のプログラム可能な論理デバイス、ディスクリートゲートまたはトランジス
タ論理回路、ディスクリートハードウェア構成要素、あるいはここで説明されている機能
を実行するように設計されているこれらの任意の組み合わせで、構成または実行してもよ
い。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってもよいが、代わりに、プロセッサは任
意の従来のプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、あるいは状態マシーンであっても
よい。プロセッサは計算デバイスの組み合わせ、例えばＤＳＰとマイクロプロセッサとの
組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアを備えた１つ以上のマイクロプロセ
ッサ、あるいはこのような構成の他の任意のものとしても構成することができる。
【００７５】
　ここで開示されている実施形態に関係して説明された、方法またはアルゴリズムのステ
ップはハードウェアで直接的に、プロセッサにより実行されるソフトウェアモジュールで
、あるいはこれら２つの組み合わせで具体化してもよい。ソフトウェアモジュールはＲＡ
Ｍ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、除去可能なディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、あるいは技術的に知ら
れている記憶媒体の他の任意の形態に存在していてもよい。例示的な記憶媒体は、プロセ
ッサが記憶媒体から情報を読み出し、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロ
セッサに結合される。代わりに、記憶媒体はプロセッサに集積されてもよい。プロセッサ
と記憶媒体はＡＳＩＣに存在していてもよい。ＡＳＩＣはユーザターミナル（おそらく前
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に広く定義されている）に存在していてもよい。代わりに、プロセッサと記憶媒体はユー
ザターミナル中のディスクリート構成要素として存在していてもよい。
【００７６】
　開示されている実施形態の先の説明は、当業者が本発明を作りまたは使用できるように
提供されている。これらの実施形態に対するさまざまな修正は当業者に容易に明らかにな
るであろう。ここで規定されている一般的な原理は本発明の精神および範囲を逸脱するこ
となく、他の実施形態に適用することができる。したがって、本発明はここで示されてい
る実施形態に限定されることを意図しているものではなく、ここで開示されている原理お
よび新規な特徴と矛盾しない最も広い範囲にしたがうべきである。
【００７７】
　この特許文書の開示の部分は、著作権保護を受ける内容を含んでいる。著作権者は、特
許文書または特許開示が特許商標庁のファイルまたは記録に現れるときに、これらの誰か
による複製には異存はないが、そうでなければ、すべての著作権を留保する。

【図１】 【図２】
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