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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局による周期的な呼び出しのタイミングで活性状態となり、前記基地局から周期的
に送信される通信パラメータを活性状態のときに受信し、受信した通信パラメータを用い
て前記基地局との間でデータ通信を行う通信部と、
　前記基地局から送信される通信パラメータが更新されたことを検出する検出部と、
　前記基地局による前記通信パラメータの各送信タイミングを取得する取得部と、
　前記検出部によって前記通信パラメータが更新されたことが検出された場合に、前記取
得部によって取得された前記通信パラメータの各送信タイミングに基づいて、前記基地局
からの次回の呼び出しのタイミングで前記通信部が活性状態となる期間に前記通信部によ
り前記通信パラメータを受信できるか否かを判定する判定部と、
　前記判定部によって前記通信パラメータを受信できると判定された場合に、前記次回の
呼び出しのタイミングまで前記通信部を休止状態にさせる制御部と、
　を備え、
　前記判定部は、前記次回の呼び出しのタイミングで前記通信部が活性状態となる期間に
前記通信パラメータを受信できない場合に、前記次回の呼び出しの後の前記基地局からの
所定回数目の呼び出しのタイミングで前記通信部が活性状態となる期間に前記通信部によ
り前記通信パラメータを受信できるか否かを判定し、
　前記制御部は、前記判定部によって前記基地局からの所定回数目の呼び出しのタイミン
グで前記通信部が活性状態となる期間に前記通信パラメータを受信できると判定された場
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合に、前記呼び出しのタイミングを除いて、前記所定回数目の呼び出しのタイミングまで
前記通信部を休止状態にさせる、
　ことを特徴とする移動通信端末。
【請求項２】
　前記通信部は、前記基地局の呼び出しのタイミングで活性状態になるときに、前記基地
局によって送信される前記通信パラメータの版数を示す版数情報を受信し、
　前記検出部は、前記通信部によって受信された版数情報に基づいて前記基地局から送信
される通信パラメータが更新されたことを検出することを特徴とする請求項１に記載の移
動通信端末。
【請求項３】
　前記通信部は、前記基地局の呼び出しのタイミングで活性状態になるときに、前記基地
局によって送信される前記通信パラメータの次回の送信タイミングを示すタイミング情報
を受信し、
　前記取得部は、前記通信部によって受信されたタイミング情報と、前記基地局による前
記通信パラメータの送信周期と、に基づく演算により前記各送信タイミングを取得するこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の移動通信端末。
【請求項４】
　前記判定部は、前記通信部によって過去に前記データ通信が連続して行われていない期
間の長さに基づいて前記所定回数の上限を変化させることを特徴とする請求項１～３のい
ずれか一つに記載の移動通信端末。
【請求項５】
　基地局による周期的な呼び出しのタイミングで活性状態となり、前記基地局から周期的
に送信される通信パラメータを活性状態のときに受信し、受信した通信パラメータを用い
て前記基地局との間でデータ通信を行う通信部を備える移動通信端末の制御方法において
、
　前記基地局から送信される通信パラメータが更新されたことを検出し、
　前記基地局による前記通信パラメータの各送信タイミングを取得し、
　前記通信パラメータが更新されたことを検出した場合に、取得した前記通信パラメータ
の各送信タイミングに基づいて、前記基地局からの次回の呼び出しのタイミングで前記通
信部が活性状態となる期間に前記通信部により前記通信パラメータを受信できるか否かを
判定し、
　前記通信パラメータを受信できると判定した場合に、前記次回の呼び出しのタイミング
まで前記通信部を休止状態にさせ、
　前記次回の呼び出しのタイミングで前記通信部が活性状態となる期間に前記通信パラメ
ータを受信できない場合に、前記次回の呼び出しの後の前記基地局からの所定回数目の呼
び出しのタイミングで前記通信部が活性状態となる期間に前記通信部により前記通信パラ
メータを受信できるか否かを判定し、
　前記基地局からの所定回数目の呼び出しのタイミングで前記通信部が活性状態となる期
間に前記通信パラメータを受信できると判定した場合に、前記呼び出しのタイミングを除
いて、前記所定回数目の呼び出しのタイミングまで前記通信部を休止状態にさせる、
　ことを特徴とする制御方法。
【請求項６】
　移動通信端末に対する周期的な呼び出しを行い、前記移動通信端末との間でデータ通信
を行うための通信パラメータを周期的に送信する基地局と、
　前記呼び出しのタイミングで活性状態となり、前記基地局によって送信される通信パラ
メータを活性状態のときに受信し、受信した通信パラメータを用いて前記基地局との間で
データ通信を行う通信部を備え、前記基地局から送信される通信パラメータが更新された
ことを検出し、前記基地局による前記通信パラメータの各送信タイミングを取得し、前記
通信パラメータが更新されたことを検出した場合に、取得した前記通信パラメータの各送
信タイミングに基づいて、前記基地局からの次回の呼び出しのタイミングで前記通信部が
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活性状態となる期間に前記通信部により前記通信パラメータを受信できるか否かを判定し
、前記通信パラメータを受信できると判定した場合に、前記次回の呼び出しのタイミング
まで前記通信部を休止状態にさせる移動通信端末と、
　を含み、
　前記移動通信端末は、前記次回の呼び出しのタイミングで前記通信部が活性状態となる
期間に前記通信パラメータを受信できない場合に、前記次回の呼び出しの後の前記基地局
からの所定回数目の呼び出しのタイミングで前記通信部が活性状態となる期間に前記通信
部により前記通信パラメータを受信できるか否かを判定し、前記基地局からの所定回数目
の呼び出しのタイミングで前記通信部が活性状態となる期間に前記通信パラメータを受信
できると判定した場合に、前記呼び出しのタイミングを除いて、前記所定回数目の呼び出
しのタイミングまで前記通信部を休止状態にさせる、
　ことを特徴とする通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信端末、制御方法および通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、無線通信エリアを提供する基地局（ＢＳ：Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）と移動通
信端末（ＭＳ：Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ）とを含む無線通信システムが用いられて
いる。たとえば、広帯域の無線通信システムの１つとしてＩＥＥＥ　８０２．１６ｅのモ
バイルＷｉＭＡＸ（Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　
Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ）がある。
【０００３】
　無線通信システムの移動通信端末はバッテリ等で動作するため、消費電力が性能（たと
えば連続稼働時間）の大きな要因となっている。そこで、移動通信端末においては、待ち
受け時の消費電力を削減するために間欠動作が行われる。間欠動作は、たとえば、基地局
からの周期的な呼び出し（ページング）のタイミングに合わせて回路の各部の電源をオン
（アウェイク状態）にして呼び出しを受信し、呼び出しタイミング以外では回路の電源を
オフ（スリープ状態）にする動作である。
【０００４】
　ところで、移動通信端末と基地局がデータ通信を行うために、変調方式や符号化方式と
いった通信に用いるパラメータについて、移動通信端末と基地局で共通の設定が適用され
る（たとえば、下記特許文献１参照。）。たとえば、モバイルＷｉＭＡＸにおいて、基地
局は、ＤＣＤ（Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ）／ＵＣＤ（
Ｕｐｌｉｎｋ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒ）メッセージと呼ばれる制御メッ
セージに通信パラメータを含めて移動通信端末へ定期的にブロードキャストする。
【０００５】
　また、ＤＣＤ／ＵＣＤメッセージは、通信パラメータが変更されていなくてもブロード
キャストされる。移動通信端末は、ＤＣＤ／ＵＣＤメッセージを受信し、受信したＤＣＤ
／ＵＣＤメッセージに含まれる通信パラメータを適用する。なお、移動通信端末は、通信
パラメータの内容が変更されるタイミングが分からないため、たとえばＤＣＤ／ＵＣＤメ
ッセージを漏れなく受信する。
【０００６】
　移動通信端末が間欠動作によりスリープ状態であるときに基地局からＤＣＤ／ＵＣＤメ
ッセージが送信された場合は、移動通信端末はＤＣＤ／ＵＣＤメッセージを受信すること
ができない。そして、移動通信端末が受信できなかったＤＣＤ／ＵＣＤメッセージに含ま
れる通信パラメータが変更された新しい値であった場合には、移動通信端末は通信パラメ
ータの変更をリアルタイムに認識することができない。
【０００７】
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　このため、移動通信端末が基地局とデータ通信を行う場合に、通信パラメータが変わっ
ているため、自分宛のデータがデコードできなかったり、データの送信ができなかったり
する場合がある。これに対して、モバイルＷｉＭＡＸにおいては、通信パラメータが更新
された場合には、移動通信端末はスリープ状態であってもアウェイク状態に遷移して通信
パラメータを受信することが規定されている（たとえば、下記非特許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特表２００８－５１５３３３号公報
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】ＩＥＥＥ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｓｏｃｉｅｔｙ，ＩＥＥＥ　Ｍｉｃｒｏ
ｗａｖｅ　Ｔｈｅｏｒｙ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ　Ｓｏｃｉｅｔｙ、“Ａｉｒ　
Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ　ｆｏｒ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｓｙｓｔｅｍｓ”、２００９年５月２９日、ＩＥＥＥ　Ｓｔｄ　８０２．１６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、上述した従来技術では、移動通信端末がアウェイク状態となる期間が長
くなり、消費電力が増加するという問題がある。
【００１１】
　本発明は、上述した従来技術による問題点を解消するため、消費電力を抑えることがで
きる移動通信端末、制御方法および通信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】
【００１２】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明の一側面によれば、基地局による
周期的な呼び出しのタイミングで活性状態となり、前記基地局から周期的に送信される通
信パラメータを活性状態のときに受信し、受信した通信パラメータを用いて前記基地局と
の間でデータ通信を行う通信部を備える移動通信端末において、前記基地局から送信され
る通信パラメータが更新されたことを検出し、前記基地局による前記通信パラメータの各
送信タイミングを取得し、前記通信パラメータが更新されたことを検出した場合に、取得
した前記通信パラメータの各送信タイミングに基づいて、前記基地局からの次回の呼び出
しのタイミングで前記通信部が活性状態となる期間に前記通信部により前記通信パラメー
タを受信できるか否かを判定し、前記通信パラメータを受信できると判定した場合に、前
記次回の呼び出しのタイミングまで前記通信部を休止状態にさせ、前記次回の呼び出しの
タイミングで前記通信部が活性状態となる期間に前記通信パラメータを受信できない場合
に、前記次回の呼び出しの後の前記基地局からの所定回数目の呼び出しのタイミングで前
記通信部が活性状態となる期間に前記通信部により前記通信パラメータを受信できるか否
かを判定し、前記基地局からの所定回数目の呼び出しのタイミングで前記通信部が活性状
態となる期間に前記通信パラメータを受信できると判定した場合に、前記呼び出しのタイ
ミングを除いて、前記所定回数目の呼び出しのタイミングまで前記通信部を休止状態にさ
せる移動通信端末、制御方法および通信システムが提案される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の一側面によれば、消費電力を抑えることができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、実施の形態１にかかる通信システムおよび移動通信端末の一例を示す図
である。
【図２】図２は、移動通信端末のハードウェア構成の一例を示す図である。
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【図３】図３は、移動通信端末による間欠動作の一例を示す図である。
【図４】図４は、移動通信端末によるＤＣＤメッセージの受信動作の一例を示す図である
。
【図５】図５は、ＤＬ－ＭＡＰのフォーマットの一例を示す図である。
【図６】図６は、ＢＣＣＰ＿ＩＥのフォーマットの一例を示す図である。
【図７】図７は、ＤＣＤメッセージのフォーマットの一例を示す図である。
【図８－１】図８－１は、ＤＲＥＧ－ＣＭＤメッセージのフォーマットの一例を示す図で
ある。
【図８－２】図８－２は、ＴＬＶ　Ｅｎｃｏｄｅｄ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎのフォーマ
ットの一例を示す図である。
【図９－１】図９－１は、実施の形態１にかかる移動通信端末による動作の一例を示すフ
ローチャート（その１）である。
【図９－２】図９－２は、実施の形態１にかかる移動通信端末による動作の一例を示すフ
ローチャート（その２）である。
【図１０】図１０は、アウェイク状態へ遷移する際のオーバーヘッドの一例を示す図であ
る。
【図１１】図１１は、実施の形態２にかかるＤＣＤメッセージの受信動作の一例を示す図
である。
【図１２－１】図１２－１は、実施の形態２にかかる移動通信端末による動作の一例を示
すフローチャート（その１）である。
【図１２－２】図１２－２は、実施の形態２にかかる移動通信端末による動作の一例を示
すフローチャート（その２）である。
【図１３】図１３は、実施の形態３にかかるＤＣＤメッセージの受信動作の一例を示す図
である。
【図１４－１】図１４－１は、実施の形態３にかかる移動通信端末による動作の一例を示
すフローチャート（その１）である。
【図１４－２】図１４－２は、実施の形態３にかかる移動通信端末による動作の一例を示
すフローチャート（その２）である。
【図１５】図１５は、実施の形態４にかかるＤＣＤメッセージの受信動作の一例を示す図
である。
【図１６－１】図１６－１は、実施の形態４にかかる移動通信端末による動作の一例を示
すフローチャート（その１）である。
【図１６－２】図１６－２は、実施の形態４にかかる移動通信端末による動作の一例を示
すフローチャート（その２）である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下に添付図面を参照して、本発明にかかる移動通信端末、制御方法および通信システ
ムの実施の形態を詳細に説明する。
【００１６】
（実施の形態１）
（通信システムおよび移動通信端末）
　図１は、実施の形態１にかかる通信システムおよび移動通信端末の一例を示す図である
。図１に示すように、実施の形態１にかかる通信システム１００は、移動通信端末１１０
と、基地局１２０と、を含んでいる。通信システム１００の通信方式にはたとえばモバイ
ルＷｉＭＡＸを適用することができる。ただし、通信システム１００にはモバイルＷｉＭ
ＡＸに限らず他の通信方式を適用することもできる。移動通信端末１１０は、基地局１２
０の周囲に位置し、基地局１２０との間で無線通信を行う無線通信装置である。
【００１７】
　基地局１２０は、移動通信端末１１０などの周囲の移動通信端末に対する呼び出し（ペ
ージング）を周期的に行う。また、基地局１２０は、移動通信端末１１０などの周囲の移
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動通信端末との間で行うデータ通信の通信パラメータを周期的（たとえば１秒周期）に送
信する。通信パラメータは、たとえば、変調方法や符号化方法などの通信方法を示す情報
である。たとえば、基地局１２０は、呼び出しおよび通信パラメータの送信をそれぞれ異
なる周期で行う。
【００１８】
　移動通信端末１１０の具体的な構成について説明する。移動通信端末１１０は、たとえ
ば、通信部１１１と、検出部１１２と、取得部１１３と、判定部１１４と、制御部１１５
と、を備えている。
【００１９】
＜通信部＞
　通信部１１１は、たとえば制御部１１５による制御により、活性状態（アウェイク状態
）または休止状態（スリープ状態）となる。活性状態は、たとえば通信部１１１への電源
の供給がオンになった状態である。休止状態は、たとえば通信部１１１への電源の供給が
オフになった状態である。したがって、通信部１１１が活性状態になると移動通信端末１
１０の消費電力が増加する。また、通信部１１１が休止状態になると移動通信端末１１０
の消費電力が低下する。
【００２０】
　通信部１１１は、基地局１２０による周期的な呼び出しのタイミングで所定時間だけ活
性状態となり、移動通信端末１１０を対象とする着信等がある場合は応答を行う。また、
通信部１１１は、基地局１２０から送信される通信パラメータを活性状態のときに受信し
、受信した通信パラメータを用いて基地局１２０との間でデータ通信を行う。データ通信
には、たとえば音声通信などが含まれていてもよい。
【００２１】
　また、通信部１１１は、活性状態となっているときに、基地局１２０が現在送信してい
る通信パラメータの版数を示す版数情報を基地局１２０から受信してもよい。通信部１１
１は、受信した版数情報を検出部１１２へ出力する。
【００２２】
　また、通信部１１１は、活性状態となっているときに、基地局１２０による通信パラメ
ータの次回の送信タイミングを示すタイミング情報を基地局１２０から受信してもよい。
通信部１１１は、受信したタイミング情報を取得部１１３へ出力する。
【００２３】
＜検出部＞
　検出部１１２は、基地局１２０から送信される通信パラメータが更新されたことを検出
する。たとえば、検出部１１２は、通信部１１１から出力された版数情報に基づいて基地
局１２０から送信される通信パラメータが更新されたことを検出する。具体的には、検出
部１１２は、通信部１１１から出力された版数情報を記憶しておく。
【００２４】
　そして、検出部１１２は、通信部１１１から次に出力された版数情報が、記憶しておい
た前回の版数情報から変化したか否かを判定することによって通信パラメータが更新され
たことを検出する。検出部１１２は、通信パラメータが更新されたことを検出すると、通
信パラメータが更新されたことを示す更新信号を判定部１１４へ出力する。
【００２５】
＜取得部＞
　取得部１１３は、基地局１２０による通信パラメータの各送信タイミングを取得する。
たとえば、移動通信端末１１０のメモリには、基地局１２０による通信パラメータの送信
周期が記憶されている。そして、取得部１１３は、通信部１１１から出力されたタイミン
グ情報と、メモリに記憶された送信周期と、に基づく演算により通信パラメータの各送信
タイミングを取得する。
【００２６】
　移動通信端末１１０のメモリに記憶される通信パラメータの送信周期の取得方法につい
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て説明する。たとえば、検出部１１２によって通信パラメータが更新されたことが検出さ
れる前（たとえば基地局１２０への接続時）に、基地局１２０によって連続して送信され
る複数の通信パラメータを受信するまで通信部１１１が活性状態となる。
【００２７】
　そして、取得部１１３が、通信部１１１によって通信パラメータが複数回受信された各
タイミングに基づく演算により通信パラメータの送信周期を取得し、取得した送信周期を
移動通信端末１１０のメモリに記憶しておく。たとえば、通信部１１１が連続する２つの
通信パラメータを受信した場合に、取得部１１３は、通信部１１１による通信パラメータ
の受信間隔を算出することによって通信パラメータの周期を取得する。
【００２８】
　また、取得部１１３は、検出部１１２から更新信号が出力された場合に通信パラメータ
の周期を取得してもよい。また、取得部１１３は、基地局１２０による通信パラメータの
各送信タイミングを示す情報を、通信部１１１を介して基地局１２０などから取得しても
よい。取得部１１３は、取得した各送信タイミングを判定部１１４へ出力する。
【００２９】
＜判定部＞
　判定部１１４は、検出部１１２から更新信号が出力された場合に、基地局１２０からの
次回の呼び出しのタイミングで通信部１１１が活性状態となる期間に通信部１１１により
通信パラメータを受信できるか否かを判定する。具体的には、判定部１１４は、取得部１
１３から出力された各送信タイミングに基づいて、次回の呼び出しのタイミングが、通信
パラメータの各送信タイミングのいずれかとほぼ一致するか否かを判定する。
【００３０】
　判定部１１４は、判定結果を制御部１１５へ出力する。なお、基地局１２０による呼び
出しのタイミングは、たとえば、移動通信端末１１０の基地局１２０への接続時に基地局
１２０から通知され、移動通信端末１１０のメモリに記憶されている。
【００３１】
＜制御部＞
　制御部１１５は、次回の呼び出しのタイミングで通信部１１１が活性状態となる期間に
通信パラメータを受信できる旨の判定結果が判定部１１４から出力された場合に、次回の
呼び出しのタイミングまで通信部１１１を休止状態に遷移させる。この場合は、制御部１
１５は、次回の呼び出しのタイミングまでに通信パラメータの送信タイミングがあっても
通信部１１１を活性状態に遷移させず、次回の呼び出しのタイミングで通信部１１１を活
性状態に遷移させる。これにより、次回の呼び出しのタイミングで最新の通信パラメータ
を受信することができる。
【００３２】
　また、制御部１１５は、次回の呼び出しのタイミングで通信部１１１が活性状態となる
期間に通信パラメータを受信できない旨の判定結果が判定部１１４から出力された場合に
、通信パラメータの次回の送信タイミングで通信部１１１を活性状態に遷移させる。これ
により、基地局１２０による通信パラメータの次回の送信タイミングで最新の通信パラメ
ータを受信することができる。
【００３３】
　なお、判定部１１４は、検出部１１２によって通信パラメータが更新されたことが検出
されたタイミングとは異なるタイミングで判定を開始することも可能である。この場合は
、移動通信端末１１０において検出部１１２を省いた構成にしてもよい。
【００３４】
（移動通信端末のハードウェア構成）
　図２は、移動通信端末のハードウェア構成の一例を示す図である。図１に示した移動通
信端末１１０は、たとえば図２に示す情報処理装置２００によって実現することができる
。情報処理装置２００は、ＣＰＵ２１０と、メモリ２２０と、通信インタフェース２３０
と、電源部２４０と、を備えている。
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【００３５】
　ＣＰＵ２１０、メモリ２２０および通信インタフェース２３０は、たとえばバスによっ
て接続されている。また、ＣＰＵ２１０、メモリ２２０および通信インタフェース２３０
は、電源部２４０から供給される電源によって動作する。
【００３６】
　ＣＰＵ２１０（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）は、情報処理装置
２００の全体の制御を司る。また、情報処理装置２００はＣＰＵ２１０を複数備えていて
もよい。メモリ２２０は、たとえばＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ
）によって実現されるメインメモリを含む。メインメモリは、ＣＰＵ２１０のワークエリ
アとして使用される。また、メモリ２２０は、ハードディスクやフラッシュメモリなどの
不揮発メモリによって実現される補助メモリを含んでいてもよい。補助メモリには、情報
処理装置２００を動作させる各種のプログラムが記憶されている。補助メモリに記憶され
たプログラムは、メインメモリにロードされてＣＰＵ２１０によって実行される。
【００３７】
　通信インタフェース２３０は、たとえば、無線によって情報処理装置２００の外部（た
とえば基地局１２０）との間で通信を行う通信インタフェースである。通信インタフェー
ス２３０は、ＣＰＵ２１０によって制御される。電源部２４０は、ＣＰＵ２１０、メモリ
２２０および通信インタフェース２３０へ電源を供給する。また、電源部２４０は、ＣＰ
Ｕ２１０によって制御される。
【００３８】
　たとえば、ＣＰＵ２１０は、電源部２４０を制御して通信インタフェース２３０へ供給
される電源をオンにすることで通信インタフェース２３０をアウェイク状態に遷移させる
。また、ＣＰＵ２１０は、電源部２４０を制御して通信インタフェース２３０へ供給され
る電源をオフにすることで通信インタフェース２３０をスリープ状態に遷移させる。
【００３９】
　また、情報処理装置２００は、たとえば、ユーザからの操作入力を受け付ける入力デバ
イスや、ユーザへ情報を出力する出力デバイスなどを含むユーザインタフェースを備えて
いてもよい。入力デバイスは、たとえばキー（たとえばキーボード）などによって実現す
ることができる。出力デバイスは、たとえばディスプレイやスピーカなどによって実現す
ることができる。また、タッチパネルなどによって入力デバイスおよび出力デバイスを実
現してもよい。ユーザインタフェースは、ＣＰＵ２１０によって制御される。
【００４０】
　図１に示した通信部１１１は、たとえば通信インタフェース２３０によって実現するこ
とができる。図１に示した取得部１１３、検出部１１２、判定部１１４および制御部１１
５は、たとえばＣＰＵ２１０およびメモリ２２０によって実現することができる。
【００４１】
（移動通信端末による間欠動作）
　図３は、移動通信端末による間欠動作の一例を示す図である。図３において、横軸はフ
レーム番号（Ｆｒａｍｅ＃）によって時間を示している。ページングタイミング３１０は
、基地局１２０（ＢＳ）によるページングのタイミングを示している。端末状態３２０は
、移動通信端末１１０（ＭＳ）の通信部１１１のアウェイク状態（ａｗａｋｅ）またはス
リープ状態（ｓｌｅｅｐ）の変化を示している。
【００４２】
　ページングタイミング３１０に示すように、基地局１２０は、移動通信端末１１０など
の周囲の移動通信端末に対するページングを周期的（ここでは１０００フレーム周期）な
タイミングで行う。図３に示す例では、基地局１２０は、タイミング「１００」，「１１
００」，「２１００」，…の各フレームにおいてページングを行っている。
【００４３】
　端末状態３２０に示すように、移動通信端末１１０は、基地局１２０のページングのタ
イミングに合わせて通信部１１１をアウェイク状態へ遷移させ、所定時間（ここでは５フ
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レーム）後に通信部１１１をスリープ状態へ戻す。また、移動通信端末１１０は、アウェ
イク状態となっている間に、基地局１２０から送信されるＤＬ－ＭＡＰ（Ｄｏｗｎ　Ｌｉ
ｎｋ－Ｍａｐｐｉｎｇ　ｍｅｓｓａｇｅ）を受信する。
【００４４】
　以下、移動通信端末１１０から基地局１２０へのダウンリンクのデータ通信の通信パラ
メータを含むＤＣＤメッセージの受信について説明する。ただし、基地局１２０から移動
通信端末１１０へのアップリンクのデータ通信の通信パラメータを含むＵＣＤメッセージ
の受信についても同様である。
【００４５】
（移動通信端末によるＤＣＤメッセージの受信動作）
　図４は、移動通信端末によるＤＣＤメッセージの受信動作の一例を示す図である。図４
において、図３に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する
。ＤＣＤ送信タイミング４１０は、基地局１２０によるＤＣＤメッセージの送信タイミン
グを示している。ＤＣＤメッセージは、移動通信端末１１０から基地局１２０へのダウン
リンクのデータ通信の通信パラメータを含む。
【００４６】
　ＤＣＤ送信タイミング４１０に示すように、基地局１２０は、移動通信端末１１０など
の周囲の移動通信端末に対してＤＣＤメッセージを周期的（ここでは３００フレーム周期
）な送信タイミングで送信する。図４に示す例では、基地局１２０は、送信タイミング「
１５２００」，「１５５００」，「１５８００」，「１６１００」，…の各タイミングに
おいてＤＣＤメッセージを送信している。
【００４７】
　ここで、移動通信端末１１０は、基地局１２０から少なくとも１回はＤＣＤメッセージ
を受信しているとする。移動通信端末１１０は、受信した最新のＤＣＤメッセージに含ま
れるＣＣＣ（Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｇｅ　Ｃｏｕｎｔ）を記憶する。Ｃ
ＣＣは、ＤＣＤメッセージの版数を示す情報である。移動通信端末１１０は、送信タイミ
ング「１５２００」より前のタイミングｔ１においてＣＣＣ＝１を記憶しているとする。
【００４８】
　そして、タイミングｔ１において基地局１２０がページングを行い、移動通信端末１１
０が通信部１１１をアウェイク状態にしたとする。移動通信端末１１０の通信部１１１は
、アウェイク状態になった際に基地局１２０が常時（短い周期で）送信しているＤＬ－Ｍ
ＡＰを受信する。
【００４９】
　タイミング「１５２００」において移動通信端末１１０が受信したＤＬ－ＭＡＰには、
ＤＣＤカウント値＝２およびＢＣＣＰ＿ＩＥ＝１５２００が含まれていたとする。ＤＣＤ
カウント値は、基地局１２０が現在送信しているＤＣＤメッセージの版数を示す版数情報
である。ＢＣＣＰ＿ＩＥ（Ｂｒｏａｄｃａｓｔ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｏｉｎｔｅｒ＿ＩＥ
）は、ＤＣＤメッセージの次の送信タイミングを示すタイミング情報である。
【００５０】
　移動通信端末１１０は、自身が記憶しているＣＣＣ＝１とＤＬ－ＭＡＰのＤＣＤカウン
ト値＝２が一致しないため、ＤＣＤメッセージが更新されたと判断する。また、移動通信
端末１１０は、基地局１２０によるＤＣＤメッセージの送信周期（ここでは３００フレー
ム周期）を記憶している。ＤＣＤメッセージの送信周期は、たとえば移動通信端末１１０
が基地局１２０からのＤＣＤメッセージを複数回受信し、ＤＣＤメッセージの受信間隔に
基づいて導出することができる。
【００５１】
　移動通信端末１１０は、ＢＣＣＰ＿ＩＥ＝１５２００と、ＤＣＤメッセージの送信周期
の３００フレームと、に基づいて以後のＤＣＤメッセージの送信タイミング「１５２００
」，「１５５００」，「１５８００」，「１６１００」，…を算出する。具体的には、移
動通信端末１１０は、１５２００＋３００×ｋ（ｋ＝０，１，２，…）によってＤＣＤメ
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ッセージの各送信タイミングを算出することができる。
【００５２】
　移動通信端末１１０は、算出したＤＣＤメッセージの送信タイミング「１６１００」が
、次回のページングのタイミング「１６１００」と一致しているため、ＤＣＤメッセージ
のタイミング「１６１００」までは通信部１１１をスリープ状態に維持する。すなわち、
移動通信端末１１０は、タイミング「１６１００」の前のＤＣＤメッセージの送信タイミ
ング「１５２００」，「１５５００」，「１５８００」においては通信部１１１をアウェ
イク状態に遷移させない。
【００５３】
　そして、移動通信端末１１０は、タイミング「１６１００」において通信部１１１をア
ウェイク状態に遷移させることで、ページングと合わせてＤＣＤメッセージの受信を行う
ことができる。これにより、たとえば送信タイミング「１５２００」において通信部１１
１をアウェイク状態へ遷移させてＤＣＤメッセージを受信する場合に比べてアウェイク状
態の期間を短くし、消費電力を低減することができる。
【００５４】
（各情報のフォーマット）
　図５は、ＤＬ－ＭＡＰのフォーマットの一例を示す図である。図５に示すＤＬ－ＭＡＰ
５００は、基地局１２０により常時送信されるＤＬ－ＭＡＰのフォーマットである。符号
５０１に示す「ＤＣＤ　Ｃｏｕｎｔ」は、基地局１２０が現在送信しているＤＣＤメッセ
ージの版数を示すＤＣＤカウント値である。符号５０２に示す「ＤＬ－ＭＡＰ＿ＩＥ」は
、次回のＤＣＤメッセージの送信タイミングを示すＢＣＣＰ＿ＩＥを含んでいる。
【００５５】
　図６は、ＢＣＣＰ＿ＩＥのフォーマットの一例を示す図である。図６に示すＢＣＣＰ＿
ＩＥ６００は、図５に示したＢＣＣＰ＿ＩＥのフォーマットの一例を示す図である。符号
６０１に示す「ＤＣＤ＿ＵＣＤ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｆｒａｍｅ」は、次回のＤ
ＣＤメッセージの送信タイミングを示すフレーム番号である。
【００５６】
　図７は、ＤＣＤメッセージのフォーマットの一例を示す図である。図７に示すＤＣＤメ
ッセージ７００は、基地局１２０から周期的に送信されるＤＣＤメッセージのフォーマッ
トである。符号７０１に示す「Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｇｅ　Ｃｏｕｎｔ
」は、基地局１２０と移動通信端末１１０との間の通信に現在適用しているＤＣＤメッセ
ージの版数（ＣＣＣ）である。「Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｈａｎｇｅ　Ｃｏｕｎ
ｔ」は、通信パラメータの内容に応じて変更される。
【００５７】
　図８－１は、ＤＲＥＧ－ＣＭＤメッセージのフォーマットの一例を示す図である。図８
－２は、ＴＬＶ　Ｅｎｃｏｄｅｄ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎのフォーマットの一例を示す
図である。基地局１２０は、たとえば移動通信端末１１０が基地局１２０へ接続した際に
、ページングの設定のためのパラメータを含むＤＲＥＧ－ＣＭＤメッセージを移動通信端
末１１０へ送信する。移動通信端末１１０は、受信したＤＲＥＧ－ＣＭＤメッセージをメ
モリ２２０に記憶しておく。
【００５８】
　図８－１に示すＤＲＥＧ－ＣＭＤメッセージ８００は、基地局１２０が送信するＤＲＥ
Ｇ－ＣＭＤメッセージのフォーマットである。符号８０１に示す「ＴＬＶ　Ｅｎｃｏｄｅ
ｄ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」は、ページングの設定のためのパラメータを含む。図８－
２に示すように、「ＴＬＶ　Ｅｎｃｏｄｅｄ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」は、ページング
の設定のためのパラメータを示す「Ｐａｇｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」を含む。
【００５９】
　「Ｐａｇｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ」は、「ＰＡＧＩＮＧ＿ＣＹＣＬＥ」と、「
ＰＡＧＩＮＧ＿ＯＦＦＳＥＴ」と、「Ｐａｇｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ　Ｌｅｎｇｔｈ」
と、を含んでいる。「ＰＡＧＩＮＧ＿ＣＹＣＬＥ」は、基地局１２０がページングを行う
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周期を０～１５ビットで示す。
【００６０】
　「ＰＡＧＩＮＧ＿ＯＦＦＳＥＴ」は、フレーム番号「０」からページングを開始するま
でのオフセットを１６～２３ビットで示す。「Ｐａｇｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ　Ｌｅｎ
ｇｔｈ」は、移動通信端末１１０がページングのためにアウェイク状態を維持する期間（
フレーム数）を示す。
【００６１】
　また、移動通信端末１１０は、基地局１２０が次にページングを行うタイミング（フレ
ームの番号）を算出することができる。たとえば、基地局１２０がページングを行うタイ
ミングは、あらかじめ移動通信端末１１０と基地局１２０とが調整した間欠動作のパラメ
ータから算出できる。
【００６２】
　たとえば、「ＰＡＧＩＮＧ＿ＣＹＣＬＥ」＝１０００、「ＰＡＧＩＮＧ＿ＯＦＦＳＥＴ
」＝１００、「Ｐａｇｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ　Ｌｅｎｇｔｈ」＝５であるとする。こ
の場合は、基地局１２０がページングを行う送信タイミングは、「１１００」，「２１０
０」，「３１００」，…となる。移動通信端末１１０は、「１１００」，「２１００」，
「３１００」，…の各送信タイミングにおいてアウェイク状態に遷移し、アウェイク状態
に遷移してからそれぞれ５フレーム後にスリープ状態に戻る。
【００６３】
（移動通信端末による動作）
　図９－１は、実施の形態１にかかる移動通信端末による動作の一例を示すフローチャー
ト（その１）である。図９－２は、実施の形態１にかかる移動通信端末による動作の一例
を示すフローチャート（その２）である。
【００６４】
　実施の形態１にかかる移動通信端末１１０は、たとえば以下の各ステップを実行する。
まず、図９－１に示すように、制御部１１５が、通信部１１１をスリープ状態へ遷移させ
る（ステップＳ９０１）。なお、ステップＳ９０１において、すでに通信部１１１がスリ
ープ状態である場合は、制御部１１５は、通信部１１１のスリープ状態を維持させる。
【００６５】
　つぎに、制御部１１５が、基地局１２０によるページングのタイミングになったか否か
を判断する（ステップＳ９０２）。ページングのタイミングになった場合（ステップＳ９
０２：Ｙｅｓ）は、制御部１１５が、通信部１１１をアウェイク状態へ遷移させる（ステ
ップＳ９０３）。つぎに、通信部１１１が、基地局１２０から送信されるＤＬ－ＭＡＰを
受信する（ステップＳ９０４）。
【００６６】
　つぎに、通信部１１１が、基地局１２０からＤＣＤメッセージが送信されたか否かを判
断する（ステップＳ９０５）。ＤＣＤメッセージが送信されていない場合（ステップＳ９
０５：Ｎｏ）は、移動通信端末１１０は、ステップＳ９０７へ移行する。ＤＣＤメッセー
ジが送信された場合（ステップＳ９０５：Ｙｅｓ）は、通信部１１１が、送信されたＤＣ
Ｄメッセージを受信する（ステップＳ９０６）。
【００６７】
　つぎに、検出部１１２が、ステップＳ９０４によって受信されたＤＬ－ＭＡＰからＤＣ
Ｄカウント値を取得する（ステップＳ９０７）。つぎに、移動通信端末１１０は、図９－
２に示すステップＳ９０８へ移行する（符号Ａ）。すなわち、検出部１１２が、移動通信
端末１１０が有するＣＣＣと、ステップＳ９０７によって取得されたＤＣＤカウント値と
、が一致するか否かを判断する（ステップＳ９０８）。これにより、ＤＣＤメッセージが
更新されたか否かを判断することができる。
【００６８】
　ステップＳ９０８において、ＣＣＣとＤＣＤカウント値とが一致する場合（ステップＳ
９０８：Ｙｅｓ）は、制御部１１５が、更新フラグをｆａｌｓｅに設定し（ステップＳ９
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０９）、ステップＳ９１６へ移行する。更新フラグは、移動通信端末１１０のメモリ２２
０に記憶される情報であり、ＤＣＤメッセージが更新されたことを示すフラグである。
【００６９】
　ステップＳ９０８において、ＣＣＣとＤＣＤカウント値とが一致しない場合（ステップ
Ｓ９０８：Ｎｏ）は、制御部１１５が、更新フラグをｔｒｕｅに設定する（ステップＳ９
１０）。つぎに、取得部１１３が、ＤＬ－ＭＡＰのＢＣＣＰ＿ＩＥからＤＣＤメッセージ
の次回の送信タイミングを取得する（ステップＳ９１１）。
【００７０】
　つぎに、取得部１１３が、ステップＳ９１１によって取得した送信タイミングと、ＤＣ
Ｄメッセージの送信周期と、から以後のＤＣＤメッセージの各送信タイミングを算出する
（ステップＳ９１２）。つぎに、判定部１１４が、ステップＳ９１２によって算出された
各送信タイミングのいずれかが次回のページングのタイミングと重なるか否かを判断する
（ステップＳ９１３）。たとえば、判定部１１４は、各送信タイミングのいずれかが、次
回のページングのタイミングから所定期間内に含まれているか否かを判断する。
【００７１】
　ステップＳ９１３において、各送信タイミングのいずれかが次回のページングのタイミ
ングと重なる場合（ステップＳ９１３：Ｙｅｓ）は、制御部１１５が、スリープ維持フラ
グをｔｒｕｅに設定し（ステップＳ９１４）、ステップＳ９１６へ移行する。スリープ維
持フラグは、移動通信端末１１０のメモリ２２０に記憶される情報であり、ＤＣＤメッセ
ージの送信タイミングであってもスリープ状態を維持すべきことを示すフラグである。
【００７２】
　ステップＳ９１３において、各送信タイミングのいずれも次回のページングのタイミン
グと重ならない場合（ステップＳ９１３：Ｎｏ）は、制御部１１５が、スリープ維持フラ
グをｆａｌｓｅに設定する（ステップＳ９１５）。つぎに、制御部１１５が、通信部１１
１をスリープ状態へ遷移させ（ステップＳ９１６）、図９－１に示したステップＳ９０２
へ戻る（符号Ｂ）。
【００７３】
　図９－１に示すように、ステップＳ９０２において、ページングのタイミングでない場
合（ステップＳ９０２：Ｎｏ）は、制御部１１５が、更新フラグがｔｒｕｅであるか否か
を判断する（ステップＳ９１７）。更新フラグがｔｒｕｅでない場合（ステップＳ９１７
：Ｎｏ）は、移動通信端末１１０は、ステップＳ９０２へ戻る。これにより、ＤＣＤメッ
セージが更新されていない場合はスリープ状態を維持することができる。
【００７４】
　ステップＳ９１７において、更新フラグがｔｒｕｅである場合（ステップＳ９１７：Ｙ
ｅｓ）は、制御部１１５が、スリープ維持フラグがｔｒｕｅであるか否かを判断する（ス
テップＳ９１８）。スリープ維持フラグがｔｒｕｅである場合（ステップＳ９１８：Ｙｅ
ｓ）は、移動通信端末１１０は、ステップＳ９０２へ戻る。これにより、次回のページン
グの際にＤＣＤメッセージを受信できる場合はスリープ状態を維持することができる。
【００７５】
　ステップＳ９１８において、スリープ維持フラグがｔｒｕｅでない場合（ステップＳ９
１８：Ｎｏ）は、制御部１１５が、ＤＣＤメッセージの送信タイミングか否かを判断する
（ステップＳ９１９）。ＤＣＤメッセージの送信タイミングは、ステップＳ９１２によっ
て算出された送信タイミングである。ＤＣＤメッセージの送信タイミングでない場合（ス
テップＳ９１９：Ｎｏ）は、移動通信端末１１０は、ステップＳ９０２へ戻る。
【００７６】
　ステップＳ９１９において、ＤＣＤメッセージの送信タイミングである場合（ステップ
Ｓ９１９：Ｙｅｓ）は、制御部１１５が、通信部１１１をアウェイク状態へ遷移させる（
ステップＳ９２０）。つぎに、通信部１１１が、基地局１２０からＤＣＤメッセージを受
信する（ステップＳ９２１）。つぎに、制御部１１５が、更新フラグをｆａｌｓｅに設定
する（ステップＳ９２２）。つぎに、制御部１１５が、通信部１１１をスリープ状態へ遷
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移させ（ステップＳ９２３）、ステップＳ９０２へ戻る。
【００７７】
　以上の各ステップにより、ステップＳ９０８においてＤＣＤメッセージの更新を検出し
ても、次回のページングの際にＤＣＤメッセージを受信できる場合は次回のページングま
でスリープ状態を維持することができる。
【００７８】
　このように、実施の形態１にかかる移動通信端末１１０によれば、通信パラメータの更
新を検出しても、次回のページングの際に通信パラメータを受信できる場合は次回のペー
ジングまでスリープ状態を維持することができる。これにより、アウェイク状態となる時
間を短くし、消費電力を抑えることができる。
【００７９】
（実施の形態２）
　スリープ状態になっていられる期間にアウェイク状態に遷移するよう制御した場合に増
加する消費電力量は、単にスリープ状態とアウェイク状態の消費電力の差分となるわけで
はなく、状態変更に伴うオーバーヘッド分が加算される。オーバーヘッドは、たとえば物
理層の同期にかかる時間などによって発生する。
【００８０】
　たとえばスリープ状態になれる期間に６フレームだけアウェイク状態になる状況があっ
たとしても、１フレームのアウェイク状態を６回繰り返す方が６フレームのアウェイク状
態を１回だけ行うよりも多く電力を消費する。
【００８１】
　実施の形態２にかかる移動通信端末１１０は、ＤＣＤメッセージの送信タイミングが呼
び出しのタイミングよりわずかに早着する場合に、呼び出しのタイミングにおいて合わせ
てＤＣＤメッセージを受信することでアウェイク状態となる回数を減らす。なお、実施の
形態２においては、実施の形態１と異なる部分について説明する。
【００８２】
（アウェイク状態へ遷移する際のオーバーヘッド）
　図１０は、アウェイク状態へ遷移する際のオーバーヘッドの一例を示す図である。図１
０において、図３に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略す
る。図１０においては、タイミングｔ１１，ｔ１２，…において基地局１２０がページン
グを行い、送信タイミングｔ２１，ｔ２２，…において基地局１２０がＤＣＤメッセージ
を送信するものとする。また、タイミングｔ１１のページングにより、ＤＣＤメッセージ
が更新されたことが検出されたとする。
【００８３】
　端末状態１０１０は、実施の形態１にかかる移動通信端末１１０における状態を参考と
して示している。オーバーヘッド１０１１は、スリープ状態からアウェイク状態へ遷移す
る際のオーバーヘッドである。オーバーヘッド１０１２は、アウェイク状態からスリープ
状態へ遷移する際のオーバーヘッドである。
【００８４】
　ＤＣＤメッセージの送信タイミングｔ２１，ｔ２２，…のいずれも次回のページングの
タイミングｔ１２と重ならないため、実施の形態１にかかる移動通信端末１１０は、送信
タイミングｔ２１においてアウェイク状態になりＤＣＤメッセージを受信する。また、移
動通信端末１１０は、ページングのタイミングｔ１２においてもアウェイク状態となる。
【００８５】
　端末状態１０２０は、実施の形態２にかかる移動通信端末１１０における状態を示して
いる。実施の形態２にかかる移動通信端末１１０は、次回のページングのタイミングｔ１
２の直前の送信タイミングｔ２２とタイミングｔ１２との差分（ずれ幅）が小さいため、
送信タイミングｔ２２までスリープ状態を維持する。
【００８６】
　そして、移動通信端末１１０は、送信タイミングｔ２２からタイミングｔ１２の所定時
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間後までの期間はアウェイク状態となる。これにより、ＤＣＤメッセージの受信とページ
ングとを一回のアウェイク状態によって行うことができる。このため、アウェイク状態へ
２回遷移する場合に比べて、アウェイク状態へ遷移する際のオーバーヘッドによる消費電
力を低減することができる。
【００８７】
（ＤＣＤメッセージの受信動作）
　図１１は、実施の形態２にかかるＤＣＤメッセージの受信動作の一例を示す図である。
図１１において、図４に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省
略する。ＤＣＤ送信タイミング４１０に示すように、基地局１２０は、タイミング「１５
４９５」，「１６０９５」，…のように６００フレーム周期でＤＣＤメッセージを送信す
る。また、ページングタイミング３１０に示すように、基地局１２０は、タイミング「１
５１００」，「１６１００」，…のように１０００フレーム周期でページングを行う。
【００８８】
　タイミング「１５１００」のページングの際に移動通信端末１１０が受信したＤＬ－Ｍ
ＡＰには、ＢＣＣＰ＿ＩＥ＝１５４９５が含まれていたとする。また、移動通信端末１１
０は、基地局１２０によるＤＣＤメッセージの送信周期（ここでは６００フレーム周期）
を記憶している。移動通信端末１１０は、ＢＣＣＰ＿ＩＥ＝１５４９５と、ＤＣＤメッセ
ージの送信周期の６００フレームと、に基づいて以後のＤＣＤメッセージの送信タイミン
グ「１５４９５」，「１６０９５」，…を算出する。
【００８９】
　この場合は、次回のページングのタイミング「１６１００」の直前のＤＣＤメッセージ
の送信タイミング「１６０９５」とタイミング「１６１００」の差分は５フレームと小さ
くなる。ここで、たとえば、スリープ状態になれる期間にアウェイク状態になったときに
増加する消費電力のオーバーヘッド分が５００［ｍＷ］であり、スリープ状態とアウェイ
ク状態の消費電力の差分を１フレームあたり８０［ｍＷ］とする。
【００９０】
　この場合は、呼び出しのタイミング「１６１００」よりも５フレーム早くアウェイク状
態とすることによる消費電力の増加は８０×５＝４００［ｍＷ］となる。このため、送信
タイミング「１５４９５」においてアウェイク状態になってＤＣＤメッセージを受信する
よりも、呼び出しのタイミング「１６１００」よりも５フレーム早くアウェイク状態とな
ってＤＣＤメッセージを受信した方が消費電力を低減することができる。
【００９１】
　移動通信端末１１０は、送信タイミング「１６０９５」まではスリープ状態を維持する
。また、移動通信端末１１０は、送信タイミング「１６０９５」からタイミング「１６１
００」の所定時間（たとえば５フレーム）後までの期間はアウェイク状態になる。
【００９２】
（移動通信端末による動作）
　図１２－１は、実施の形態２にかかる移動通信端末による動作の一例を示すフローチャ
ート（その１）である。図１２－２は、実施の形態２にかかる移動通信端末による動作の
一例を示すフローチャート（その２）である。実施の形態２にかかる移動通信端末１１０
は、たとえば以下の各ステップを実行する。
【００９３】
　図１２－１および図１２－２に示すステップＳ１２０１～Ｓ１２１４は、図９－１およ
び図９－２に示したステップＳ９０１～Ｓ９１４と同様である。ただし、ステップＳ１２
０９の後は、移動通信端末１１０は、ステップＳ１２２０へ移行する。
【００９４】
　ステップＳ１２１４のつぎに、制御部１１５が、直前受信フラグをｆａｌｓｅに設定す
し（ステップＳ１２１５）、ステップＳ１２２０へ移行する。直前受信フラグは、移動通
信端末１１０のメモリ２２０に記憶される情報であり、次回のページングの直前のＤＣＤ
メッセージの送信タイミングからアウェイク状態に遷移するか否かを示すフラグである。
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【００９５】
　ステップＳ１２１３において、各送信タイミングのいずれも次回のページングのタイミ
ングと重ならない場合（ステップＳ１２１３：Ｎｏ）は、移動通信端末１１０は、ステッ
プＳ１２１６へ移行する。すなわち、判定部１１４が、次回のページングの直前のＤＣＤ
メッセージの送信タイミングが次回のページングのタイミングより７フレーム以上早いか
否かを判定する（ステップＳ１２１６）。これにより、次回のページングのタイミングの
直前の送信タイミングと次回のページングのタイミングとの差分が所定値（７フレーム）
より小さいか否かを判定することができる。
【００９６】
　ステップＳ１２１６において、７フレーム以上早い場合（ステップＳ１２１６：Ｙｅｓ
）は、制御部１１５が、スリープ維持フラグをｆａｌｓｅに設定し（ステップＳ１２１７
）、ステップＳ１２２０へ移行する。７フレーム以上早くない場合（ステップＳ１２１６
：Ｎｏ）は、制御部１１５が、スリープ維持フラグをｔｒｕｅに設定する（ステップＳ１
２１８）。つぎに、制御部１１５が、直前受信フラグをｔｒｕｅに設定し（ステップＳ１
２１９）、ステップＳ１２２０へ移行する。つぎに、制御部１１５が、通信部１１１をス
リープ状態へ遷移させ（ステップＳ１２２０）、ステップＳ１２０２へ戻る（符号Ｂ）。
【００９７】
　図１２－１に示すステップＳ１２２１～Ｓ１２２７は、図９－１に示したステップＳ９
１７～Ｓ９２３と同様である。ステップＳ１２２２において、スリープ維持フラグがｔｒ
ｕｅである場合（ステップＳ１２２２：Ｙｅｓ）は、制御部１１５が、直前受信フラグが
ｔｒｕｅであるか否かを判断する（ステップＳ１２２８）。
【００９８】
　ステップＳ１２２８において、直前受信フラグがｔｒｕｅでない場合（ステップＳ１２
２８：Ｎｏ）は、移動通信端末１１０は、ステップＳ１２０２へ戻る。直前受信フラグが
ｔｒｕｅである場合（ステップＳ１２２８：Ｙｅｓ）は、制御部１１５が、次回のページ
ングの直前のＤＣＤメッセージの送信タイミングか否かを判断する（ステップＳ１２２９
）。次回のページングの直前のＤＣＤメッセージの送信タイミングでない場合（ステップ
Ｓ１２２９：Ｎｏ）は、移動通信端末１１０は、ステップＳ１２０２へ戻る。
【００９９】
　ステップＳ１２２９において、次回のページングの直前のＤＣＤメッセージの送信タイ
ミングである場合（ステップＳ１２２９：Ｙｅｓ）は、制御部１１５が、通信部１１１を
アウェイク状態へ遷移させる（ステップＳ１２３０）。つぎに、通信部１１１が、基地局
１２０から送信されるＤＣＤメッセージを受信する（ステップＳ１２３１）。つぎに、移
動通信端末１１０は、次回のページングのタイミングまで待機し（ステップＳ１２３２）
、ステップＳ１２０４へ移行する（符号Ｃ）。
【０１００】
　以上の各ステップにより、次回のページングのタイミングの直前の送信タイミングと次
回のページングのタイミングとの差分が所定値より小さい場合は、次回のページングの直
前のＤＣＤメッセージの送信タイミングまでスリープ状態を維持することができる。そし
て、次回のページングの直前のＤＣＤメッセージの送信タイミングにおいてアウェイク状
態へ遷移することができる。
【０１０１】
　このように、実施の形態２にかかる移動通信端末１１０によれば、実施の形態１にかか
る移動通信端末１１０と同様の効果を得ることができる。また、次回のページングのタイ
ミングで通信パラメータを受信できなくても、次回のページングのタイミングの直前の送
信タイミングと次回のページングのタイミングとの差分が小さい場合は直前の送信タイミ
ングまでスリープ状態を維持することができる。これにより、アウェイク状態となる回数
を減らし、消費電力をさらに低減することができる。
【０１０２】
（実施の形態３）
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　実施の形態３にかかる移動通信端末１１０は、ＤＣＤメッセージの送信タイミングが呼
び出しのタイミングからわずかに延着する場合に、呼び出しのタイミングにおいて合わせ
てＤＣＤメッセージを受信することでアウェイク状態となる回数を減らす。なお、実施の
形態３においては、実施の形態１と異なる部分について説明する。
【０１０３】
（ＤＣＤメッセージの受信動作）
　図１３は、実施の形態３にかかるＤＣＤメッセージの受信動作の一例を示す図である。
図１３において、図１１に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を
省略する。
【０１０４】
　ＤＣＤ送信タイミング４１０に示すように、基地局１２０は、タイミング「１５５１０
」，「１６１１０」，…のように６００フレーム周期でＤＣＤメッセージを送信する。ま
た、ページングタイミング３１０に示すように、基地局１２０は、タイミング「１５１０
０」，「１６１００」，…のように１０００フレーム周期でページングを行う。
【０１０５】
　タイミング「１５１００」において移動通信端末１１０が受信したＤＬ－ＭＡＰには、
ＢＣＣＰ＿ＩＥ＝１５５１０が含まれていたとする。また、移動通信端末１１０は、基地
局１２０によるＤＣＤメッセージの送信周期（ここでは６００フレーム周期）をメモリ２
２０に記憶している。移動通信端末１１０は、ＢＣＣＰ＿ＩＥ＝１５５１０と、ＤＣＤメ
ッセージの送信周期の６００フレームと、に基づいて以後のＤＣＤメッセージの送信タイ
ミング「１５５１０」，「１６１１０」，…を算出する。
【０１０６】
　Ｐａｇｉｎｇ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ　Ｌｅｎｇｔｈ＝５とすると、アウェイク状態の終了
はタイミング「１６１０５」となる。このため、次回のページングのタイミング「１６１
００」の直後のＤＣＤメッセージの送信タイミング「１６１１０」とタイミング「１６１
００」の差分は５フレームと小さくなる。このため、移動通信端末１１０は、タイミング
「１６１００」まではスリープ状態を維持する。また、移動通信端末１１０は、タイミン
グ「１６１００」から送信タイミング「１６１１０」の所定時間（たとえば５フレーム）
後までの期間はアウェイク状態になる。
【０１０７】
（移動通信端末による動作）
　図１４－１は、実施の形態３にかかる移動通信端末による動作の一例を示すフローチャ
ート（その１）である。図１４－２は、実施の形態３にかかる移動通信端末による動作の
一例を示すフローチャート（その２）である。実施の形態３にかかる移動通信端末１１０
は、たとえば以下の各ステップを実行する。
【０１０８】
　図１４－１に示すステップＳ１４０１～Ｓ１４０４は、図９－１に示したステップＳ９
０１～Ｓ９０４と同様である。ステップＳ１４０４のつぎに、制御部１１５が、更新フラ
グがｔｒｕｅであり、かつ直後受信フラグがｔｒｕｅであるか否かを判断する（ステップ
Ｓ１４０５）。直後受信フラグについては後述する。更新フラグおよび直後受信フラグの
少なくともいずれかがｔｒｕｅでない場合（ステップＳ１４０５：Ｎｏ）は、移動通信端
末１１０は、ステップＳ１４０６へ移行する。
【０１０９】
　ステップＳ１４０６～Ｓ１４１５は、図９－１および図９－２に示したステップＳ９０
５～Ｓ９１４と同様である。ステップＳ１４１５のつぎに、制御部１１５が、直後受信フ
ラグをｆａｌｓｅに設定する（ステップＳ１４１６）。直後受信フラグは、移動通信端末
１１０のメモリ２２０に記憶される情報であり、次回のページングの直後のＤＣＤメッセ
ージの送信タイミングまでアウェイク状態を維持するか否かを示すフラグである。
【０１１０】
　ステップＳ１４１４において、各送信タイミングのいずれも次回のページングのタイミ
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ングと重ならない場合（ステップＳ１４１４：Ｎｏ）は、移動通信端末１１０は、ステッ
プＳ１４１７へ移行する。すなわち、制御部１１５が、次回のページングの直後の送信タ
イミングが次回のページングのタイミングより７フレーム以上遅いか否かを判断する（ス
テップＳ１４１７）。これにより、次回のページングのタイミングの直後の送信タイミン
グと次回のページングのタイミングとの差分が所定値（７フレーム）より小さいか否かを
判定することができる。
【０１１１】
　ステップＳ１４１７において、７フレーム以上遅い場合（ステップＳ１４１７：Ｙｅｓ
）は、制御部１１５が、スリープ維持フラグをｆａｌｓｅに設定し（ステップＳ１４１８
）、ステップＳ１４２１へ移行する。７フレーム以上遅くない場合（ステップＳ１４１７
：Ｎｏ）は、制御部１１５が、スリープ維持フラグをｔｒｕｅに設定する（ステップＳ１
４１９）。つぎに、制御部１１５が、直後受信フラグをｔｒｕｅに設定し（ステップＳ１
４２０）、ステップＳ１４２１へ移行する。つぎに、制御部１１５が、通信部１１１をス
リープ状態へ遷移させ（ステップＳ１４２１）、ステップＳ１４０２へ戻る（符号Ｂ）。
【０１１２】
　図１４－１に示すステップＳ１４２２～Ｓ１４２８は、図９に示したステップＳ９１７
～Ｓ９２３と同様である。ステップＳ１４０５において、更新フラグおよび直後受信フラ
グがｔｒｕｅである場合（ステップＳ１４０５：Ｙｅｓ）は、通信部１１１が、ＤＣＤメ
ッセージの送信タイミングまで待機する（ステップＳ１４２９）。
【０１１３】
　つぎに、通信部１１１が、基地局１２０からＤＣＤメッセージを受信する（ステップＳ
１４３０）。つぎに、制御部１１５が、通信部１１１をスリープ状態へ遷移させ（ステッ
プＳ１４３１）、ステップＳ１４０２へ戻る。
【０１１４】
　以上の各ステップにより、次回のページングのタイミングの直後の送信タイミングと次
回のページングのタイミングとの差分が所定値より小さい場合は、次回のページングまで
スリープ状態を維持することができる。そして、次回のページングのタイミングにおいて
アウェイク状態へ遷移することができる。
【０１１５】
　このように、実施の形態３にかかる移動通信端末１１０によれば、実施の形態１にかか
る移動通信端末１１０と同様の効果を得ることができる。また、次回のページングのタイ
ミングで通信パラメータを受信できなくても、次回のページングのタイミングの直後の送
信タイミングと次回のページングのタイミングとの差分が小さい場合は次回のページング
のタイミングまでスリープ状態を維持することができる。これにより、アウェイク状態と
なる回数を減らし、消費電力をさらに低減することができる。
【０１１６】
　また、実施の形態２，３を組み合わせてもよい。たとえば、移動通信端末１１０は、Ｄ
ＣＤメッセージが次回のページングよりわずかに早着する場合と、ＤＣＤメッセージが次
回のページングからわずかに延着する場合と、において次回のページングの際に合わせて
ＤＣＤメッセージを受信してもよい。
【０１１７】
（実施の形態４）
　実施の形態１～３においては、次回のページングの際に通信パラメータを受信できるか
否かを判定する構成について説明した。これに対して、実施の形態４においては、Ｍ回目
のページングの際に通信パラメータを受信できるか否かを判定する構成について説明する
。実施の形態４においては、実施の形態１と異なる部分について説明する。
【０１１８】
（実施の形態４にかかるＤＣＤメッセージの受信動作）
　図１５は、実施の形態４にかかるＤＣＤメッセージの受信動作の一例を示す図である。
図１５において、図４に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省
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略する。ＤＣＤ送信タイミング４１０に示すように、基地局１２０は、送信タイミング「
１５７００」，「１６４００」，「１７１００」，…のように７００フレーム周期でＤＣ
Ｄメッセージを送信する。また、ページングタイミング３１０に示すように、基地局１２
０は、タイミング「１５１００」，「１６１００」，「１７１００」，…のように１００
０フレーム周期でページングを行う。
【０１１９】
　タイミング「１５１００」において移動通信端末１１０が受信したＤＬ－ＭＡＰには、
ＢＣＣＰ＿ＩＥ＝１５７００が含まれていたとする。また、移動通信端末１１０は、基地
局１２０によるＤＣＤメッセージの送信周期（ここでは７００フレーム周期）をメモリ２
２０に記憶している。移動通信端末１１０は、ＢＣＣＰ＿ＩＥ＝１５７００と、ＤＣＤメ
ッセージの送信周期の７００フレームと、に基づいて以後のＤＣＤメッセージの送信タイ
ミング「１５７００」，「１６４００」，「１７１００」，…を算出する。
【０１２０】
　この場合は、次回のページングのタイミング「１６１００」はＤＣＤメッセージの送信
タイミングと重ならない。これに対して、次回のページングの後の１回目のページングの
タイミング「１７１００」はＤＣＤメッセージの送信タイミング「１７１００」と重なっ
ている。このため、移動通信端末１１０は、次回のページングのタイミング「１６１００
」を除いて、ページングのタイミング「１７１００」まで通信部１１１をスリープ状態に
維持する。これにより、送信タイミング「１５７００」，「１６４００」においてアウェ
イク状態に遷移せずに、ページングのタイミング「１７１００」においてＤＣＤにメッセ
ージを受信することができる。
【０１２１】
（移動通信端末による動作）
　図１６－１は、実施の形態４にかかる移動通信端末による動作の一例を示すフローチャ
ート（その１）である。図１６－２は、実施の形態４にかかる移動通信端末による動作の
一例を示すフローチャート（その２）である。実施の形態４にかかる移動通信端末１１０
は、たとえば以下の各ステップを実行する。
【０１２２】
　図１６－１に示すステップＳ１６０１，Ｓ１６０２は、図９－１に示したステップＳ９
０１，Ｓ９０２と同様である。ステップＳ１６０２において、ページングのタイミングで
ある場合（ステップＳ１６０２：Ｙｅｓ）は、制御部１１５が、Ｍから１を減算する（ス
テップＳ１６０３）。Ｍについては後述する。ステップＳ１６０４～Ｓ１６１０は、図９
－１および図９－２に示したステップＳ９０３～Ｓ９０９と同様である。
【０１２３】
　ステップＳ１６０９において、ＣＣＣとＤＣＤカウント値とが一致しない場合（ステッ
プＳ１６０９：Ｎｏ）は、判定部１１４が、タイミングの一致判定を行う範囲の上限Ｎを
決定する（ステップＳ１６１１）。上限Ｎの決定方法については後述する。なお、上限Ｎ
は、通信システム１００に要求される特性等を考慮してあらかじめ決定しておき、移動通
信端末１１０のメモリ２２０に記憶しておいてもよい。
【０１２４】
　ステップＳ１６１２～Ｓ１６１４は、図９に示したステップＳ９１０～Ｓ９１２と同様
である。ステップＳ１６１４のつぎに、判定部１１４が、ｍに１を設定する（ステップＳ
１６１５）。ｍは、判定対象のページングのタイミングを示す値である。つぎに、判定部
１１４が、ステップＳ１６１４によって算出された各送信タイミングのいずれかがｍ回の
ページングのタイミングと重なるか否かを判断する（ステップＳ１６１６）。
【０１２５】
　ステップＳ１６１６において、各送信タイミングのいずれかがｍ回のページングのタイ
ミングと重なる場合（ステップＳ１６１６：Ｙｅｓ）は、制御部１１５が、Ｍにｍを設定
し（ステップＳ１６１７）、ステップＳ１６２１へ移行する。Ｍは、移動通信端末１１０
のメモリ２２０に記憶される情報であり、現時点からＭ回のページングまで、ページング
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のタイミングを除いてスリープ状態を維持すべきことを示す値である。Ｍ＝０は、ＤＣＤ
メッセージが更新されている場合は次のＤＣＤメッセージの送信タイミングにアウェイク
状態へ遷移すべきこと（上記のスリープ維持フラグ＝＝ｆａｌｓｅと同じ）を示す。
【０１２６】
　ステップＳ１６１６において、各送信タイミングのいずれもｍ回のページングのタイミ
ングと重ならない場合（ステップＳ１６１６：Ｎｏ）は、制御部１１５が、ｍがＮに達し
たか否かを判断する（ステップＳ１６１８）。ｍがＮに達していない場合（ステップＳ１
６１８：Ｎｏ）は、制御部１１５が、ｍに１を加算し（ステップＳ１６１９）、ステップ
Ｓ１６２１へ移行する。ｍがＮに達した場合（ステップＳ１６１８：Ｙｅｓ）は、制御部
１１５が、Ｍに０を設定し（ステップＳ１６２０）、ステップＳ１６２１へ移行する。つ
ぎに、制御部１１５が、通信部１１１をスリープ状態へ遷移させ（ステップＳ１６２１）
、図１６－１に示すステップＳ１６０２へ戻る（符号Ｂ）。
【０１２７】
　図１６－１に示すステップＳ１６０２において、ページングのタイミングでない場合（
ステップＳ１６０２：Ｎｏ）は、制御部１１５が、更新フラグがｔｒｕｅであるか否かを
判断する（ステップＳ１６２２）。更新フラグがｔｒｕｅでない場合（ステップＳ１６２
２：Ｎｏ）は、移動通信端末１１０は、ステップＳ１６０２へ戻る。
【０１２８】
　ステップＳ１６２２において、更新フラグがｔｒｕｅである場合（ステップＳ１６２２
：Ｙｅｓ）は、制御部１１５が、Ｍが０であるか否かを判断する（ステップＳ１６２３）
。Ｍが０でない場合（ステップＳ１６２３：Ｎｏ）は、移動通信端末１１０は、ステップ
Ｓ１６０２へ戻る。これにより、ステップＳ１６１７によって設定されたＭ回目のページ
ングまでは、ページングのタイミングを除いて通信部１１１をスリープ状態に維持するこ
とができる。
【０１２９】
　ステップＳ１６２３において、Ｍが０である場合（ステップＳ１６２３：Ｙｅｓ）は、
移動通信端末１１０は、ステップＳ１６２４へ移行する。ステップＳ１６２４～Ｓ１６２
８は、図９－１に示したステップＳ９１９～Ｓ９２３と同様である。
【０１３０】
　以上の各ステップにより、次回のページングの際にＤＣＤメッセージを受信できない場
合でも、さらに後のＭ回数目のページングの際にＤＣＤメッセージを受信できる場合は、
ページングのタイミングを除いてスリープ状態を維持することができる。
【０１３１】
　ステップＳ１６１１における上限Ｎの決定方法について説明する。たとえば、判定部１
１４は、通信部１１１によってデータ通信が行われていない期間の長さに応じて上限Ｎを
決定する。具体的には、移動通信端末１１０のメモリには、通信部１１１によってデータ
通信が行われていない期間の長さと、上限Ｎと、の対応情報（たとえばテーブルや関数）
が記憶されている。対応情報においては、たとえば、通信部１１１によってデータ通信が
行われていない期間が長いほど、大きな上限Ｎが対応付けられている。
【０１３２】
　これにより、通信部１１１によってデータ通信が行われていない期間が短いほど範囲の
上限Ｎを小さくすることができる。通信部１１１によってデータ通信が行われていない期
間が短い場合は、以後すぐに通信が行われる可能性が高い。このため、Ｍ回目のページン
グまでのアウェイク状態への遷移を抑えて消費電力を抑えるとともに、Ｍ回目のページン
グまでＤＣＤメッセージを受信しないことによる影響を抑えることができる。
【０１３３】
　このように、実施の形態４にかかる移動通信端末１１０によれば、実施の形態１にかか
る移動通信端末１１０と同様の効果を得ることができる。また、次回のページングの際に
通信パラメータを受信できない場合でも、さらに後の所定回数目のページングの際に通信
パラメータを受信できる場合は、ページングのタイミングを除いてスリープ状態を維持す



(20) JP 5831090 B2 2015.12.9

10

20

30

40

50

ることができる。これにより、アウェイク状態となる時間をさらに短くし、消費電力を抑
えることができる。
【０１３４】
　また、通信部１１１によって過去にデータ通信が連続して行われていない期間の長さに
基づいて所定回数の上限を変化させることで、所定回数目のページングまでＤＣＤメッセ
ージを受信しないことによる影響を抑えることができる。
【０１３５】
　以上説明したように、移動通信端末、制御方法および通信システムによれば、消費電力
を抑えることができる。上述した各実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【０１３６】
（付記１）基地局による周期的な呼び出しのタイミングで活性状態となり、前記基地局か
ら周期的に送信される通信パラメータを活性状態のときに受信し、受信した通信パラメー
タを用いて前記基地局との間でデータ通信を行う通信部と、
　前記基地局から送信される通信パラメータが更新されたことを検出する検出部と、
　前記基地局による前記通信パラメータの各送信タイミングを取得する取得部と、
　前記検出部によって前記通信パラメータが更新されたことが検出された場合に、前記取
得部によって取得された前記通信パラメータの各送信タイミングに基づいて、前記基地局
からの次回の呼び出しのタイミングで前記通信部が活性状態となる期間に前記通信部によ
り前記通信パラメータを受信できるか否かを判定する判定部と、
　前記判定部によって前記通信パラメータを受信できると判定された場合に、前記次回の
呼び出しのタイミングまで前記通信部を休止状態にさせる制御部と、
　を備えることを特徴とする移動通信端末。
【０１３７】
（付記２）前記通信部は、前記基地局の呼び出しのタイミングで活性状態になるときに、
前記基地局によって送信される前記通信パラメータの版数を示す版数情報を受信し、
　前記検出部は、前記通信部によって受信された版数情報に基づいて前記基地局から送信
される通信パラメータが更新されたことを検出することを特徴とする付記１に記載の移動
通信端末。
【０１３８】
（付記３）前記通信部は、前記基地局の呼び出しのタイミングで活性状態になるときに、
前記基地局によって送信される前記通信パラメータの次回の送信タイミングを示すタイミ
ング情報を受信し、
　前記取得部は、前記通信部によって受信されたタイミング情報と、前記基地局による前
記通信パラメータの送信周期と、に基づく演算により前記各送信タイミングを取得するこ
とを特徴とする付記１または２に記載の移動通信端末。
【０１３９】
（付記４）前記通信部は、前記検出部によって前記通信パラメータが更新されたことが検
出される前に、前記基地局によって連続して送信される複数の通信パラメータを受信する
まで活性状態となり、
　前記取得部は、前記通信部によって前記通信パラメータが複数回受信された各タイミン
グに基づく演算により前記通信パラメータの送信周期を取得することを特徴とする付記３
に記載の移動通信端末。
【０１４０】
（付記５）前記制御部は、前記判定部によって前記通信パラメータを受信できないと判定
された場合に、前記基地局による前記通信パラメータの次回の送信タイミングで前記通信
部を活性状態にすることを特徴とする付記１～４のいずれか一つに記載の移動通信端末。
【０１４１】
（付記６）前記判定部は、前記次回の呼び出しのタイミングで前記通信部が活性状態とな
る期間に前記通信パラメータを受信できない場合に、前記各送信タイミングのうちの前記
次回の呼び出しのタイミングの直前の送信タイミングと前記次回の呼び出しのタイミング
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との差分が所定値より小さいか否かを判定し、
　前記制御部は、前記判定部によって前記差分が前記所定値より小さいと判定された場合
に、前記直前の送信タイミングまで前記通信部を休止状態にさせることを特徴とする付記
１～５のいずれか一つに記載の移動通信端末。
【０１４２】
（付記７）前記制御部は、前記判定部によって前記差分が前記所定値より小さいと判定さ
れた場合に、前記直前の送信タイミングから前記次回の呼び出しのタイミングの所定時間
後までの期間は前記通信部を活性状態にさせることを特徴とする付記６に記載の移動通信
端末。
【０１４３】
（付記８）前記判定部は、前記次回の呼び出しのタイミングで前記通信部が活性状態とな
る期間に前記通信パラメータを受信できない場合に、前記各送信タイミングのうちの前記
次回の呼び出しのタイミングの直後の送信タイミングと前記次回の呼び出しのタイミング
との差分が所定値より小さいか否かを判定し、
　前記制御部は、前記判定部によって前記差分が前記所定値より小さいと判定された場合
に、前記次回の呼び出しのタイミングまで前記通信部を休止状態にさせることを特徴とす
る付記１～５のいずれか一つに記載の移動通信端末。
【０１４４】
（付記９）前記制御部は、前記判定部によって前記差分が前記所定値より小さいと判定さ
れた場合に、前記次回の呼び出しのタイミングから前記直後の送信タイミングの所定時間
後までの期間は前記通信部を活性状態にさせることを特徴とする付記８に記載の移動通信
端末。
【０１４５】
（付記１０）前記判定部は、前記次回の呼び出しのタイミングで前記通信部が活性状態と
なる期間に前記通信パラメータを受信できない場合に、前記次回の呼び出しの後の前記基
地局からの所定回数目の呼び出しのタイミングで前記通信部が活性状態となる期間に前記
通信部により前記通信パラメータを受信できるか否かを判定し、
　前記制御部は、前記判定部によって前記基地局からの所定回数目の呼び出しのタイミン
グで前記通信部が活性状態となる期間に前記通信パラメータを受信できると判定された場
合に、前記呼び出しのタイミングを除いて、前記所定回数目の呼び出しのタイミングまで
前記通信部を休止状態にさせることを特徴とする付記１～５のいずれか一つに記載の移動
通信端末。
【０１４６】
（付記１１）前記判定部は、前記通信部によって過去に前記データ通信が連続して行われ
ていない期間の長さに基づいて前記所定回数の上限を変化させることを特徴とする付記１
０に記載の移動通信端末。
【０１４７】
（付記１２）基地局による周期的な呼び出しのタイミングで活性状態となり、前記基地局
から周期的に送信される通信パラメータを活性状態のときに受信し、受信した通信パラメ
ータを用いて前記基地局との間でデータ通信を行う通信部を備える移動通信端末の制御方
法において、
　前記基地局から送信される通信パラメータが更新されたことを検出し、
　前記基地局による前記通信パラメータの各送信タイミングを取得し、
　前記通信パラメータが更新されたことを検出した場合に、取得した前記通信パラメータ
の各送信タイミングに基づいて、前記基地局からの次回の呼び出しのタイミングで前記通
信部が活性状態となる期間に前記通信部により前記通信パラメータを受信できるか否かを
判定し、
　前記通信パラメータを受信できると判定した場合に、前記次回の呼び出しのタイミング
まで前記通信部を休止状態にさせることを特徴とする制御方法。
【０１４８】
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（付記１３）移動通信端末に対する周期的な呼び出しを行い、前記移動通信端末との間で
データ通信を行うための通信パラメータを周期的に送信する基地局と、
　前記呼び出しのタイミングで活性状態となり、前記基地局によって送信される通信パラ
メータを活性状態のときに受信し、受信した通信パラメータを用いて前記基地局との間で
データ通信を行う通信部を備え、前記基地局から送信される通信パラメータが更新された
ことを検出し、前記基地局による前記通信パラメータの各送信タイミングを取得し、前記
通信パラメータが更新されたことを検出した場合に、取得した前記通信パラメータの各送
信タイミングに基づいて、前記基地局からの次回の呼び出しのタイミングで前記通信部が
活性状態となる期間に前記通信部により前記通信パラメータを受信できるか否かを判定し
、前記通信パラメータを受信できると判定した場合に、前記次回の呼び出しのタイミング
まで前記通信部を休止状態にさせる移動通信端末と、
　を含むことを特徴とする通信システム。
【符号の説明】
【０１４９】
　１００　通信システム
　２００　情報処理装置
　３１０　ページングタイミング
　３２０，１０１０，１０２０　端末状態
　４１０　ＤＣＤ送信タイミング
　５００　ＤＬ－ＭＡＰ
　６００　ＢＣＣＰ＿ＩＥ
　７００　ＤＣＤメッセージ
　８００　ＤＲＥＧ－ＣＭＤメッセージ
　１０１１，１０１２　オーバーヘッド

【図１】 【図２】
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