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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の搬送波によるユーザ装置（ＵＥ１５０）との無線通信用に構成された無線通信シ
ステムに接続可能なネットワーク・ノード（１００）であって、前記ネットワーク・ノー
ド（１００）が、前記ユーザ装置（１５０）のＤＲＸ受信を制御するための処理装置（１
１０）と、送信機（１２０）を備え、
　前記処理装置（１１０）は、
　前記複数の搬送波のうちの非アンカ搬送波上で第１のＤＲＸ状態に入るように前記ユー
ザ装置（１５０）を設定し、前記ユーザ装置（１５０）は、前記第１のＤＲＸ状態にある
時は、前記非アンカ搬送波上でシステム信号をモニターする必要がなく、
　前記第１のＤＲＸ状態と第２のＤＲＸ状態との遷移を制御し、前記第２のＤＲＸ状態に
ある搬送波上の前記ユーザ装置は、システム信号を定期的にモニターする必要があり、
　前記送信機（１２０）は、
　アンカ搬送波上で前記ユーザ装置（１５０）に前記設定（１３０）を送信し、
　前記アンカ搬送波上で前記遷移を制御するために制御信号（１４０）を送信し、
　前記制御信号はタイマ情報であり、前記タイマ情報は、前記ユーザ装置が非アンカ搬送
波上でいかなる活動も検出しなかった時間の量に関連するタイマのタイミングに関し、前
記ユーザ装置は前記タイマのタイミングに基づいて、前記非アンカ搬送波上で前記第２の
ＤＲＸ状態から前記第１のＤＲＸ状態に入ることを特徴とする、ネットワーク・ノード（
１００）。
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【請求項２】
　前記送信機が層１、層２、又は層３により前記アンカ搬送波上で制御信号を送信するよ
うに構成される、請求項１記載のネットワーク・ノード。
【請求項３】
　複数の搬送波により無線通信システムのネットワーク・ノードに接続可能なユーザ装置
（ＵＥ１５０）であって、前記ユーザ装置がＤＲＸ受信を行うことができ、前記ユーザ装
置が、
　前記複数の搬送波のうちの非アンカ搬送波上で第１のＤＲＸ状態に入るための処理装置
（１７０）であって、前記ユーザ装置が前記第１のＤＲＸ状態にある時に前記非アンカ搬
送波上でシステム信号をモニターする必要がない処理装置（１７０）と、
　アンカ搬送波上で前記第１のＤＲＸ状態と第２のＤＲＸ状態との遷移を制御する制御情
報（１４０）を受信するための受信機（１６０）であって、前記第２のＤＲＸ状態にある
搬送波上の前記ユーザ装置がシステム信号を定期的にモニターする必要があり、
前記第１のＤＲＸ状態に関連する構成パラメータ（１３０）を受信するための受信機（１
６０）と、によって特徴付けられ、
　前記制御信号はタイマ情報であり、前記タイマ情報は、前記ユーザ装置が非アンカ搬送
波上でいかなる活動も検出しなかった時間の量に関連するタイマ（１８０）のタイミング
に関し、前記処理装置（１７０）が前記タイマ（１８０）のタイミングに基づいて、前記
非アンカ搬送波上で前記第２のＤＲＸ状態から前記第１のＤＲＸ状態に入るよう前記ユー
ザ装置を構成するようになっており、前記第２のＤＲＸ状態にある前記ユーザ装置がシス
テム信号を定期的にモニターする必要がある、ユーザ装置（１５０）。
【請求項４】
　前記受信機が層１、層２、又は層３により前記アンカ搬送波上で前記制御信号を受信す
るように構成される、請求項３記載のユーザ装置。
【請求項５】
　複数の搬送波によるユーザ装置との無線通信用に構成された無線通信装置に接続可能な
ネットワーク・ノードにおける方法であって、前記ネットワーク・ノードが前記ユーザ装
置のＤＲＸ受信を制御し、前記方法が、
　前記複数の搬送波のうちの非アンカ搬送波上で第１のＤＲＸ状態に入るように前記ユー
ザ装置を設定するステップ（３０１）であって、前記非アンカ搬送波上の前記ユーザ装置
が前記第１のＤＲＸ状態にある時にシステム信号をモニターする必要がないステップと、
　前記第１のＤＲＸ状態と第２のＤＲＸ状態との遷移を制御するステップ（３０３）であ
って、アンカ搬送波上で前記ユーザ装置に制御信号を送信することにより、前記第２のＤ
ＲＸ状態にある搬送波上の前記ユーザ装置が、システム信号を定期的にモニターする必要
があるステップと、
　アンカ搬送波上で前記設定を前記ユーザ装置に送信するステップ（３０２）と
によって特徴付けられ、
　前記制御信号はタイマ情報であり、前記タイマ情報は、前記ユーザ装置が非アンカ搬送
波上でいかなる活動も検出しなかった時間の量に関連するタイマのタイミングに関し、前
記ユーザ装置は前記タイマのタイミングに基づいて、前記非アンカ搬送波上で前記第２の
ＤＲＸ状態から前記第１のＤＲＸ状態に入ることを特徴とする方法。
【請求項６】
　複数の搬送波により無線通信システムのネットワーク・ノードに接続可能であり、ＤＲ
Ｘ受信を行うことができるユーザ装置における方法であって、前記方法が、
　前記複数の搬送波のうちの非アンカ搬送波上で第１のＤＲＸ状態に入るステップ（４０
１）であって、前記非アンカ搬送波上の前記ユーザ装置が前記第１のＤＲＸ状態にある時
にシステム信号をモニターする必要がないステップと、
　アンカ搬送波上で前記第１のＤＲＸ状態と第２のＤＲＸ状態との遷移（４０４）を制御
する制御情報を受信するステップ（４０２）であって、前記第２のＤＲＸ状態にある搬送
波上の前記ユーザ装置がシステム信号を定期的にモニターする必要があるステップとによ
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って特徴付けられ、
　前記制御信号はタイマ情報であり、前記タイマ情報は、前記ユーザ装置が非アンカ搬送
波上でいかなる活動も検出しなかった時間の量に関連するタイマのタイミング（４０３）
に関し、前記ユーザ装置は前記タイマのタイミングに基づいて、前記非アンカ搬送波上で
前記第２のＤＲＸ状態から前記第１のＤＲＸ状態に入るように構成され、前記第２のＤＲ
Ｘ状態にある前記ユーザ装置がシステム信号を定期的にモニターする必要がある方法。
【請求項７】
　前記第１のＤＲＸ状態に関連する構成パラメータを受信するステップ（４００）であっ
て、前記複数の搬送波のうちの非アンカ搬送波上で第１のＤＲＸ状態に入る前記ステップ
（４０１）が受信した前記構成パラメータに基づいて実行されるステップをさらに含む、
請求項６記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システムにおける方法及び装置（arrangement）に関し、特に、複数搬
送波システム（multi-carrier system）における不連続受信（discontinuous reception
）のための方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ユニバーサル移動通信システム（ＵＭＴＳ）は第３世代（３Ｇ）の移動通信技術の１つ
である。現在、最も一般的な形のＵＭＴＳでは、無線アクセス技術として広帯域符号分割
多元接続（Ｗ－ＣＤＭＡ）を使用している。ＵＭＴＳは第3世代パートナーシップ・プロ
ジェクト（３ＧＰＰ）によって標準化されている。Ｗ－ＣＤＭＡを使用するＵＭＴＳは、
ＨＳＤＰＡ（高速データ・パケット・アクセス）により２１Ｍビット／秒までのデータ転
送速度をサポートする。
【０００３】
　３ＧＰＰでは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）活動の一部として、ＵＭ
ＴＳ地上無線アクセス・ネットワーク（ＴＲＡＮ）エボリューション（Ｅ－ＵＴＲＡ）の
仕様について作業が進行中である。ＬＴＥのようなセルラー・システム規格の来るべき進
化では、最高データ転送速度が増加するであろう。典型的に、データ転送速度が高いほど
、必要なシステム帯域幅が大きくなる。しかし、電波スペクトルは限られた資源であり、
多くのオペレータとシステムが同じ無線資源を共用する必要があるので、大量の連続した
自由スペクトル、例えば、１００ＭＨｚを見つけることは非常に複雑なことである。
【０００４】
　この問題を克服するための１つの方法は、不連続スペクトルを集約することであり、そ
れにより、帯域幅の観点から、より大きいシステム帯域幅が生成される。このような解決
策の恩恵は、１Ｇｂ／秒まで（並びにそれ以上）のデータ転送速度をサポートするために
十分大きい帯域幅を生成することが可能になることである。
【０００５】
　さらに、このようなシナリオにより、スペクトルの各部分を現在の状況及び地理的位置
に適合させて、このような解決策を非常に柔軟なものにすることも可能である。不連続ス
ペクトルをサポートするためのＬＴＥのような現在のセルラー・システムの直接的な進化
は、複数搬送波を導入することである。これは、各スペクトルごとに、「チャンク（chun
k）」が「レガシー（legacy）」システム、即ち、単一搬送波システムを表し、将来の複
数搬送波移動端末が異なる搬送周波数で送信された異なる帯域幅の複数のレガシー搬送波
を受信できるようになることを意味する。
【０００６】
　不連続受信（ＤＲＸ）メカニズムは、層１／層２（Ｌ１／Ｌ２）制御信号チャネルのモ
ニターをＵＥ（ユーザ装置）が停止できるようにするメカニズムであり、それにより、Ｕ
Ｅは、例えば、その無線回路の一部又は全部をオフにして電力消費量を低減することがで
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きる。ＤＲＸは、ＵＥが確立されたＲＲＣ接続を有する時に（即ち、ＵＥがＲＲＣ＿ＣＯ
ＮＮＥＣＴＥＤ状態にある時に）適用可能である。
【０００７】
　ＬＴＥにおけるＤＲＸは、長いＤＲＸサイクル（長ＤＲＸサイクル）及び短いＤＲＸサ
イクル（短ＤＲＸサイクル）という２通りの事前定義サイクルを指定する。ＤＲＸが構成
されると、ネットワークは常に長サイクルでＵＥを構成し、任意選択で短サイクルでＵＥ
を構成することもでき、その場合、短サイクルは常に長サイクルの長さの一部になる。
【０００８】
　ＤＲＸサイクルの始めに、ＵＥは特定の量の伝送時間間隔（ＴＴＩ）の間、パケット・
データ制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）をモニターするものとし、これは、ＤＲＸオン持続タ
イマ（OnDurationTimer）によって制御されるＤＲＸオン持続期間（on-duration period
）とも呼ばれる。このサイクルの始まりは、ＤＲＸ開始オフセットの整数オフセットとし
て指定されたシステム・フレーム番号（ＳＦＮ）によって決定される。
【０００９】
　図１は、ＤＲＸサイクル・パターンの一例、即ち、ＤＲＸオン持続期間の後に起こりう
る非アクティブ期間が続く周期的な繰り返しを示している。
【００１０】
　短サイクルから長サイクルへの遷移は、ｄｒｘ短サイクル・タイマを使用することによ
りＰＤＣＣＨを使用してＵＥがスケジューリングされていない連続ＴＴＩの期間後に行わ
れる。任意の所与の時間には、せいぜい１つのＤＲＸサイクルがアクティブになる。
【００１１】
　ＰＤＣＣＨは、ダウンリンク・スケジューリング割り当て並びにアップリンク・スケジ
ューリング認可を搬送する。ＵＥは、ＰＤＣＣＨを正常にデコードすると、ＤＲＸ非アク
ティブ・タイマ（ｄｒｘ非アクティブ・タイマ）を開始（又は再開）し、タイマが時間切
れになるまでＰＤＣＣＨをモニターする。また、ＵＥは、可能な再送信を処理するために
関連ＨＡＲＱプロセスについてＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマも開始し、ＨＡＲＱ　ＲＴＴタイ
マが時間切れになった時に、データが正常にデコードされていない場合、ＵＥはＰＤＣＣ
Ｈをモニターする時にＤＲＸ再送信タイマ（ｄｒｘ再送信タイマ）を開始する。従って、
ＤＲＸオン持続期間後にＵＥが起きている（即ち、ＰＤＣＣＨをモニターする）か又は眠
っている（即ち、ＰＤＣＣＨをモニターしない）かは、ＵＥに関するスケジューリング活
動に依存し、即ち、ＵＥがすでにＰＤＣＣＨをモニターしている期間、即ち、ＤＲＸアク
ティブ時間中にＰＤＣＣＨ制御信号を受信し正常にデコードすることに依存する。
【００１２】
　ＤＲＸアクティブ時間は、ＤＲＸオン持続タイマ（オン持続タイマ）又はＤＲＸ非アク
ティブ・タイマ（ｄｒｘ非アクティブ・タイマ）又はＤＲＸ再送信タイマ（ｄｒｘ再送信
タイマ）が動作している時間を含む。また、アクティブ時間は、ランダム・アクセスのた
めの競合解決中のサブフレーム、スケジューリング要求が保留中である間のサブフレーム
、及び保留中のＨＡＲＱ再送信のためのアップリンク認可を行うことができる間のサブフ
レームと、ＴＳ３６．３２１の５．７項に記載されているその他の規定も含むことに留意
されたい。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　効率的に複数搬送波動作を実行することができるＬＴＥ移動端末を設計することは問題
であることが確認されている。従って、本発明の一目的は、移動端末のフロントエンド受
信機の設計における難題を考慮に入れて、効率的な複数搬送波システム設計を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本明細書に提案されている方法及び装置は複数搬送波システムに関連するものである。
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また、それぞれのコンポーネント搬送波（component carrier）上の独立したＤＲＸ（不
連続受信）機能と、１つの搬送波、例えば、アンカ搬送波（anchor carrier）が他のコン
ポーネント搬送波に関するＤＲＸ状態の変化を開始する可能性も想定している。従って、
本発明の基本概念は、ＤＲＸロジックに新しい「休眠（dormant）」状態を導入すること
であり、それにより、非アンカ搬送波（non-anchor carrier）コンポーネントに休眠状態
を使用することができる。休眠ＤＲＸ状態は、この状態を有するＵＥの搬送波がシステム
信号をモニターする必要がないことを意味する。
【００１５】
　本発明の諸実施形態では、この新しい状態は、複数搬送波システム内で動作するＵＥに
関する特定のコンポーネント搬送波（例えば、非アンカ・コンポーネント搬送波）のため
に導入され、休眠ＤＲＸ状態との間の遷移を暗黙的に実行する方法は、例えば、そのコン
ポーネント搬送波に関する構成済みタイマ（複数も可）又は異なる（例えば、アンカ）コ
ンポーネント搬送波における明示的な信号に基づくものである。
【００１６】
　本発明の第１の態様により、ネットワーク・ノードが提供される。このネットワーク・
ノードは、複数の搬送波によりＵＥとの無線通信用に構成された無線通信システムに接続
可能である。このネットワーク・ノードは、ＵＥのＤＲＸ受信を制御するための処理装置
を含む。この処理装置は、複数の搬送波のうちの少なくとも第１の搬送波上で第１のＤＲ
Ｘ状態に入るようにＵＥを構成するようになっており、このＵＥは、第１のＤＲＸ状態に
ある時に少なくとも第１の搬送波上でシステム信号をモニターする必要がない。このネッ
トワーク・ノードは、第２の搬送波上でＵＥにその構成を送信するための送信機をさらに
含む。
【００１７】
　本発明の第２の態様により、ＵＥが提供される。このＵＥは、複数の搬送波により無線
通信システムのネットワーク・ノードに接続可能であり、このＵＥはＤＲＸ受信を行うこ
とができる。このＵＥは、複数の搬送波のうちの少なくとも第１の搬送波上で第１のＤＲ
Ｘ状態に入るための処理装置を含み、このＵＥは、第１のＤＲＸ状態にある時に少なくと
も第１の搬送波上でシステム信号をモニターする必要がない。
【００１８】
　本発明の第３の態様により、ネットワーク・ノードにおける方法が提供される。このネ
ットワーク・ノードは、複数の搬送波によりＵＥとの無線通信用に構成された無線通信シ
ステムに接続可能である。このネットワーク・ノードはＵＥのＤＲＸ受信を制御する。こ
の方法では、ＵＥは、複数の搬送波のうちの少なくとも第１の搬送波上で第１のＤＲＸ状
態に入るように構成され、少なくとも第１の搬送波上のＵＥは、第１のＤＲＸ状態にある
時にシステム信号をモニターする必要がない。この構成は第２の搬送波上でＵＥに送信さ
れる。
【００１９】
　本発明の第４の態様により、ＵＥにおける方法が提供される。このＵＥは、複数の搬送
波により無線通信システムのネットワーク・ノードに接続可能であり、ＤＲＸ受信を行う
ことができる。この方法では、複数の搬送波のうちの少なくとも第１の搬送波上で第１の
ＤＲＸ状態に入り、少なくとも第１の搬送波上のＵＥは、第１のＤＲＸ状態にある時にシ
ステム信号をモニターする必要がない。
【００２０】
　本発明の諸実施形態によれば、第１及び第２の搬送波は同じ搬送波にすることができ、
即ち、第２の搬送波は複数の搬送波のうちの少なくとも第１の搬送波という搬送波である
。代わって、第２の搬送波は第１の搬送波以外の搬送波にすることができ、即ち、第２の
搬送波は複数の搬送波のうちの少なくとも第１の搬送波とは異なる搬送波である。
【００２１】
　本発明の諸実施形態による利点の１つは、この諸実施形態が複数搬送波ＬＴＥシステム
と３Ｇ　ＨＳＰＡ（高速パケット・アクセス）システムの両方で適用可能であることであ
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る。
【００２２】
　他の利点は、複数搬送波システムにおいて特定のコンポーネント搬送波上のＤＲＸに休
眠状態を導入することにより、必要な時にシステムが迅速にデータ転送速度を上げる能力
に影響を及ぼさずに、移動端末の電力消費量とダウンリンク・スループットとのトレード
オフを改善できることである。
【００２３】
　特に、本発明の諸実施形態は、低率トラフィックで送信するＵＥ、又はネットワークの
観点から、例えば、多くのＵＥが複数搬送波送信を行えないためにコンポーネント搬送波
の１つでネットワーク負荷が高い場合に関連するものである。
【００２４】
　本発明のその他の目的、利点、及び新規な特徴は、添付図面に併せて考慮した時に以下
に示す本発明の詳細な説明から明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】従来技術によるＬＴＥ　ＤＲＸサイクル及びオン持続を示す図である。
【図２】本発明の諸実施形態による第１及び第２の状態によるＤＲＸサイクルを示す図で
ある。
【図３ａ】本発明の諸実施形態を実装可能な通信ネットワークを示す図である。
【図３ｂ】本発明の諸実施形態による装置を示す図である。
【図４】本発明の諸実施形態による方法の流れ図である。
【図５】本発明の諸実施形態による方法の流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　添付図面に関連して本発明について以下により詳細に説明するが、これらの図面には本
発明の好ましい諸実施形態が示されている。しかし、本発明は、多種多様な形で実施する
ことができ、本明細書に明記されている諸実施形態に限定されるものと解釈すべきではな
く、むしろ、これらの実施形態は、本明細書が徹底的かつ完全なものになり、本発明の範
囲を当業者に完全に伝達するように提供されている。図面では、類似の参照符号は類似の
要素を指している。
【００２７】
　その上、当業者であれば、本明細書で以下に説明されている手段及び機能は、プログラ
ムされたマイクロプロセッサ又は汎用コンピュータに併せて機能するソフトウェアを使用
するか、及び／又は特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を使用して、実装できることを認
識するであろう。また、本発明は主に方法及び装置の形で記載されているが、本発明は、
コンピュータ・プログラム製品、並びにコンピュータ・プロセッサとそのプロセッサに結
合されたメモリとを含むシステムでも実施することができ、メモリは、本明細書に開示さ
れた機能を実行できる１つ又は複数のプログラムでコード化される。
【００２８】
　複数搬送波ＬＴＥ手法は直接的な手法に思われる可能性があるが、複数搬送波ＬＴＥ対
応移動端末を設計することは重要なタスクである。集約スペクトル手法は、このような移
動端末用の無線受信機アーキテクチャが連続するシステム帯域幅のみを受信可能な端末よ
り複雑なものになることを意味する。その理由は、フロントエンド無線がスペクトル資源
ブロック間のブロッキング信号を抑制できる必要があるからである。この問題を処理する
ために異なる種類の無線アーキテクチャを使用することができるが、そのアーキテクチャ
には、典型的に、標準的な連続システム帯域幅受信機に比較して電力消費量の点で欠点が
ある。
【００２９】
　ＤＲＸ、ＵＥ電力消費量、及び複数搬送波ＬＴＥに関連する一態様は、トランシーバの
種々のコンポーネント間の電力消費量の配分と、それぞれのスタートアップ時間である。
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電力の１／３は、再活動化するのに５～１０ＴＴＩ（ｍｓ）を要するベースバンド（ＢＢ
）コンポーネントで消費される可能性がある。短サイクル又は長サイクルを使用すること
によってＤＲＸが使用可能になっても、ベースバンド・コンポーネントは少なくともベー
スバンド・コンポーネントの結合「オン持続」期間とスタートアップ時間の間のすべての
ＤＲＸサイクルで起きていなければならない。一部の複数搬送波ＵＥアーキテクチャは、
おそらくサポートされるコンポーネント搬送波あたり１つの回路まで、複数のトランシー
バ回路（送信機＋電力増幅器、受信機、ベースバンド、及びベースライン・ベースバンド
を含む）に依存することになると想定することは可能である。ＵＥ活動が低い場合、ＵＥ
がスケジューリングされていない搬送波コンポーネントについてＤＲＸサイクルあたりＵ
Ｅが起きている時間は、結果的に、相当な電力浪費及びバッテリ消耗になる可能性がある
。
【００３０】
　従って、移動端末フロントエンド受信機設計における難題を考慮に入れて、効率的な複
数搬送波ＬＴＥシステム設計が必要である。
【００３１】
　本明細書に記載されている本発明の諸実施形態は、ＬＴＥシステムなどの複数搬送波シ
ステムに関する。また、それぞれのコンポーネント搬送波上の独立したＤＲＸ（不連続受
信）機能と、アンカ搬送波が他のコンポーネント搬送波に関するＤＲＸ状態の変化を開始
する可能性も想定している。アンカ搬送波は制御信号及びシステム情報に関連づけられ、
非アンカ搬送波はデータを伝達するためにのみ使用され、より多くの帯域幅を提供する。
また、「コンポーネント搬送波」と「搬送波」という用語は区別なく使用されることにも
留意されたい。
【００３２】
　本発明の基本概念は、ＤＲＸロジックに「休眠」状態とも呼ばれる新しいＤＲＸ状態を
導入することである。本発明によって導入された新しいＤＲＸ状態中に、ＵＥは、第１の
ＤＲＸ状態とも呼ばれる休眠状態に入っている搬送波上でシステム信号をモニターする必
要がない。これは図２に示されており、同図では、２つの第１のサイクル中にｆ２と示さ
れた搬送波が休眠状態に入っている。次の２つのサイクルでは通常のＤＲＸに入る。休眠
状態は非アンカ搬送波コンポーネントに使用することができる。非アンカ搬送波が休眠状
態に入った場合、アンカ搬送波は、図２の搬送波ｆ１のように、依然としてアクティブで
ある。従来技術によるＤＲＸは、電力消費量を節約するための上位層機能であるが、ＵＥ
は、可能なデータ受信及び時刻、即ち、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）測定に関す
る周期性について移動端末が制御チャネルを読み取る必要があるＴＴＩを示すシステム情
報を定期的に受信する（図２には、「信号を聴取する」と示された領域によって示されて
いる）。既存のＤＲＸ長サイクル及び短サイクルに加えて、新しい休眠状態を導入するこ
とにより、休眠状態の搬送波における高速データ送信をどのように再開できるかについて
妥協せずにさらなる電力節約を達成することは可能である。これは複数搬送波のうちの少
なくとも１つの他の搬送波が依然として非「休眠」状態にあることに依存し、送信を迅速
に再開できるようにこの搬送波が必要なシステム情報を受信できることを意味する。
【００３３】
　換言すれば、ＤＲＸ用語を使用して、搬送波、例えば、非アンカ搬送波をＤＲＸ「休眠
」状態又はサイクルで構成することが可能になる。搬送波、例えば、非アンカ搬送波が休
眠状態にある間、ＵＥは、その搬送波上で、例えば、ＰＤＣＣＨ上のシステム情報をモニ
ターする必要がない。長ＤＲＸサイクル又は短ＤＲＸサイクルへの遷移が異なる搬送波、
例えば、アンカ搬送波上で休眠状態の搬送波について示されると、ＵＥは、示されたサイ
クルを使用し始め、（１）例えば、何らかのオフセット時間又は何らかのＵＥ処理時間を
考慮して、そのトランシーバについて可能な限り早く、又は代わって（２）そのサイクル
について構成されたＤＲＸ開始オフセットによって示された通り、次の「オン持続」の開
始時に、起動する。
【００３４】
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　本発明の一実施形態により、図３に示されているように、複数の搬送波によりＵＥ１５
０との無線通信用に構成された無線通信システムに接続可能なネットワーク・ノード１０
０が提供される。このネットワーク・ノードは、ＬＴＥネットワーク内のｅＮｏｄｅＢな
どの基地局にすることができる。ネットワーク・ノード１００は、ＵＥ１５０のＤＲＸ受
信を制御するための処理装置１１０を含む。処理装置１１０は、複数の搬送波のうちの少
なくとも第１の搬送波上で第１のＤＲＸ状態に入るようにＵＥ１５０を構成するようにな
っている。第１のＤＲＸ状態中に、ＵＥ１５０は、第１のＤＲＸ状態にある時に少なくと
も第１の搬送波上でシステム信号をモニターする必要がない。ネットワーク・ノード１０
０は、第２の搬送波上でＵＥ１５０にその設定１３０を送信するための送信機１２０をさ
らに含む。
【００３５】
　この処理装置は、さらに、前記第１のＤＲＸ状態と第２のＤＲＸ状態との遷移、即ち、
第１の状態から第２の状態へと、第２の状態から第１の状態への両方の遷移を制御するよ
うになっており、第２のＤＲＸ状態にある搬送波上のＵＥはシステム信号を定期的にモニ
ターする必要があり、送信機は第２の搬送波上で前記遷移を制御するために制御信号１４
０を送信するようにさらに構成される。制御信号は、層１（物理層）、層２（ＭＡＣ）、
又は層３（ＲＲＣ）により送信することができる。
【００３６】
　第１の搬送波は非アンカ搬送波にすることができ、第２の搬送波はアンカ搬送波にする
ことができる。しかし、第１及び第２の搬送波はともに非アンカ搬送波にすることもでき
る。
【００３７】
　さらに、ＵＥ１５０は、図３に示されているように、複数の搬送波により無線通信シス
テムのネットワーク・ノードに接続可能であり、ＵＥ１５０はＤＲＸ受信を行うことがで
きる。本発明の一実施形態により、ＵＥ１５０は、複数の搬送波のうちの少なくとも第１
の搬送波上で第１のＤＲＸ状態に入るための処理装置１７０を含み、ＵＥ１５０は、第１
のＤＲＸ状態にある時に少なくとも第１の搬送波上でシステム信号をモニターする必要が
ない。図３に示されているように、このＵＥは、第２の搬送波上で前記第１のＤＲＸ状態
と第２のＤＲＸ状態との遷移を制御する制御情報を受信するための受信機１６０を含む。
加えて、受信機１６０は、第１のＤＲＸ状態に入るようにＵＥを制御するためにアンカ搬
送波上で制御情報１４０を受信するようになっており、処理装置１７０は、受信した制御
情報１４０に応じて非アンカ搬送波上で前記第１のＤＲＸ状態に入るようにＵＥを構成す
るようになっている。このため、受信機１６０は第１のＤＲＸ状態に関連する構成パラメ
ータ１４０を受信するようにさらに構成されることにも留意されたい。
【００３８】
　その上、本発明の他の一実施形態により、ＵＥ１５０は、ＵＥが少なくとも第１の搬送
波上でシステム信号を受信していない構成可能な時間に関連するタイマ１８０を含み、処
理装置は、前記タイマのタイミングに基づいて第１のＤＲＸ状態から第２のＤＲＸ状態へ
転移するようにＵＥを構成するようになっている。
【００３９】
　上記で説明した通り、ＵＥは、関連のコンポーネント搬送波で受信されたＰＤＣＣＨ、
又は異なるコンポーネント搬送波で受信されたＰＤＣＣＨ、又はＭＡＣ制御エレメントな
どの明示的な信号、或いはＵＥが関連のコンポーネント搬送波でいかなる活動も、例えば
、いかなるＰＤＣＣＨ活動も検出しなかった時間の量を表す構成済みタイマの時間切れな
どの暗黙の指示により、遷移して休眠状態に戻ることができる。
【００４０】
　ＵＥは、常に、それぞれのＤＲＸ開始オフセット及び休眠状態にある期間に基づいてＤ
ＲＸパターンを把握しており、従って、依然として何時にオン持続期間が発生するかを導
出することができる。しかし、それが休眠しているので、ＵＥは、異なるＤＲＸ状態、例
えば、長ＤＲＸ又は短ＤＲＸへの遷移を示すＰＤＣＣＨが他の（例えば、アンカ）コンポ
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ーネント搬送波で正常にデコードされない限り、オン持続時にＰＤＣＣＨモニターを活動
化しない。
【００４１】
　端末がネットワークに接続されると、ネットワークはメイン（又はアンカ）コンポーネ
ント搬送波について端末に通知する。次に、異なるコンポーネント搬送波に関する異なる
ＤＲＸサイクルと、適用可能なコンポーネント搬送波に関する休眠状態（例えば、非活動
化タイマ）に関する構成は端末に信号で通知される。
【００４２】
　例えば、アンカ・コンポーネント搬送波上では非常に短いＤＲＸサイクルが構成される
か又はＤＲＸサイクルがまったく構成されない場合、端末がこの搬送波上でかなり頻繁に
制御チャネルをモニターしなければならないことを意味する。他の搬送波上では、例えば
、休眠状態に関する非活動化タイマとともに短いＤＲＸサイクルも構成され、これらのコ
ンポーネント搬送波のそれぞれも、異なる時間位置で始まるＤＲＸ開始オフセットで構成
され、コンポーネント搬送波内でいかなる活動も行われない何らかの時間の後、例えば、
再活動化されるまで非活動化タイマが時間切れになった時に、アンカ・コンポーネント搬
送波においてネットワークからの明示的な信号により、端末が所与のコンポーネント搬送
波上でそのトランシーバ回路を完全にオフにして、全体的な電力消費量を削減できること
を意味する。その後、接続が開始され、ＵＥはＤＲＸサイクル情報に応じてそれぞれのコ
ンポーネント搬送波上で制御信号をモニターする。
【００４３】
　端末に対して大きいダウンリンク接続が必要である場合、基地局は、他のコンポーネン
ト搬送波（複数も可）上で休眠状態から他のＤＲＸサイクルへの遷移を実行するよう端末
に指示する情報をアンカ搬送波上で送信することができ、それにより、最初に必要になる
まで非アクティブ・コンポーネント搬送波のために不必要な電力を浪費せずに非常に高い
ダウンリンク・スループットへの高速スイッチが可能になる。休眠状態が構成されるそれ
ぞれのコンポーネント搬送波は異なる時間位置に開始オフセットを有するので、端末が休
眠状態から１つ又は複数の非アンカ搬送波を取り出さなければならないことを示す時に、
ネットワークは、時間的に最も近いコンポーネント搬送波において端末に関するＰＤＣＣ
Ｈを送信することを選択し、それにより、増加するスループットに関する遅延を削減する
ことができる。
【００４４】
　次に図４及び図５を参照すると、これらはネットワーク・ノード及びＵＥにおける方法
を示している。
【００４５】
　図４には、ネットワーク・ノード、例えば、基地局における方法が流れ図に概略的に示
されている。ステップ３０１では、ＵＥは、複数の搬送波のうちの少なくとも第１の搬送
波上で第１のＤＲＸ状態に入るように構成され、少なくとも第１の搬送波上のＵＥは、第
１のＤＲＸ状態にある時にシステム信号をモニターする必要がない。ステップ３０２では
、この構成が第２の搬送波上でＵＥに送信される。３０３では、前記第１のＤＲＸ状態と
第２のＤＲＸ状態との遷移が制御され、第２のＤＲＸ状態にある搬送波上のＵＥは、第２
の搬送波上でＵＥに制御信号を送信することによりシステム信号を定期的にモニターする
必要がある。
【００４６】
　図５には、本発明の一実施形態によるネットワーク・ノード、例えば、基地局における
方法が流れ図に概略的に示されている。ステップ４００では、第１のＤＲＸ状態に関連す
る構成パラメータが受信される。ステップ４０１では、複数の搬送波のうちの少なくとも
第１の搬送波上で第１のＤＲＸ状態に入る。第２の搬送波上で前記第１のＤＲＸ状態と第
２のＤＲＸ状態との遷移を制御する情報が受信される。受信した情報は受信制御情報４０
２又はタイマ情報４０３である可能性があり、タイマ情報はＵＥが非アンカ搬送波上でシ
ステム情報を受信していない構成可能な時間に関連するタイマのタイミング４０３にする
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ことができる。ステップ４０４では、ＵＥは受信した情報に応じてＤＲＸ状態間で遷移す
る。
【００４７】
　本発明は上記の好ましい諸実施形態に限定されない。様々な代替例、変更例、及び同等
例を使用することができる。従って、上記の諸実施形態は、特許請求の範囲によって定義
される本発明の範囲を制限するものと見なしてはならない。

【図１】

【図２】

【図３ａ】

【図３ｂ】
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【図４】

【図５】
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