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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　間欠受信(DRX)ギャップ長さを判断するための手段と、
　複数の電力低減技法から、前記判断されたDRXギャップ長さに関連する電力低減技法を
選択するための手段と、
　前記選択された電力低減技法に従って前記DRXギャップ中に受信機回路の1つまたは複数
の構成要素を電源切断するための手段と
　を含み、
　前記DRXギャップ長さを判断するための手段が、
　DRXサイクルの次のインスタンスに基づいて前記DRXギャップ長さを推定する
　ように適合される、ユーザ機器。
【請求項２】
　前記複数の電力低減技法が、前記受信機回路の1つまたは複数のハードウェア構成要素
を低電力モードで動作するように構成することを含む、請求項1に記載のユーザ機器。
【請求項３】
　前記受信機回路の前記1つまたは複数のハードウェア構成要素が、
　前記受信機回路のアナログ部分、
　前記受信機回路のデジタル部分の一部分、又は、
　前記受信機回路のデジタル部分のすべての部分
　のうちの1つまたは複数を含む、請求項2に記載のユーザ機器。
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【請求項４】
　前記受信機回路の前記1つまたは複数のハードウェア構成要素が、
　シグナリングを受信するように適合された構成要素と、
　シグナリングを復号するように適合された構成要素と
　を含む受信機回路構成要素のグループから選択される1つまたは複数の構成要素を含む
、請求項2に記載のユーザ機器。
【請求項５】
　技法のグループが、
　前記受信機回路のすべてのハードウェア構成要素を電源オンしたままにすること
　をさらに含む、請求項2に記載のユーザ機器。
【請求項６】
　前記複数の電力低減技法が、
　前記受信機回路の1つまたは複数のハードウェア構成要素の使用を中断することと、
　前記受信機回路の1つまたは複数のハードウェア構成要素においてクロック速度を低減
することと、
　前記受信機回路の1つまたは複数のハードウェア構成要素を電源切断することと
　を行うことを含む技法のグループから選択される1つまたは複数の技法を含む、請求項1
に記載のユーザ機器。
【請求項７】
　第1のしきい値を下回るDRXギャップ長さに関連する前記電力低減技法が、前記受信機回
路を電源オンしたままにすることを含む、請求項1に記載のユーザ機器。
【請求項８】
　ユーザ機器上で動作可能な方法であって、
　間欠受信(DRX)ギャップ長さを判断するステップと、
　複数の電力低減技法から、前記判断されたDRXギャップ長さに関連する電力低減技法を
選択するステップと、
　前記選択された電力低減技法に従って前記DRXギャップ中に受信機回路の1つまたは複数
の構成要素を電源切断するステップと
　を含み、
　前記DRXギャップ長さを判断するステップが、
　DRXサイクルの次のインスタンスに基づいて前記DRXギャップ長さを推定するステップ
　を含む、方法。
【請求項９】
　複数の電力低減技法から、前記判断されたDRXギャップ長さに関連する電力低減技法を
選択するステップが、
　前記判断されたDRXギャップ長さが位置するギャップ長さ値の範囲を判断するステップ
と、
　前記判断された範囲に関連する電力低減技法を選択するステップと
　を含む、請求項8に記載の方法。
【請求項１０】
　前記選択された電力低減技法に従って前記DRXギャップ中に前記受信機回路の1つまたは
複数の構成要素を電源切断するステップが、
　前記受信機回路の1つまたは複数の構成要素を電源オフするステップ、
　前記受信機回路の1つまたは複数の構成要素の使用を無効化または中断するステップ、
又は、
　前記受信機回路の1つまたは複数の構成要素においてクロック速度を低減するステップ
　のうちの1つまたは複数を含む、請求項8に記載の方法。
【請求項１１】
　前記受信機回路の1つまたは複数の構成要素を電源切断するステップが、
　アナログ構成要素とデジタル構成要素とを含む構成要素のグループから選択される前記
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受信機回路の1つまたは複数の構成要素を電源切断するステップ
　を含む、請求項8に記載の方法。
【請求項１２】
　前記受信機回路の1つまたは複数の構成要素を電源切断するステップが、
　前記受信機回路のデジタル構成要素の少なくとも一部分を電源切断するステップ
　を含む、請求項11に記載の方法。
【請求項１３】
　処理回路に、請求項8乃至12に記載の方法のうちのいずれか1つを実行させるプログラミ
ングを含む、プロセッサ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
米国特許法第119条に基づく優先権の主張
　本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明確に組み込まれる
、2012年12月17日に出願された「Apparatus and Method for Dynamic Power Reduction U
tilizing Discontinuous Reception」と題する仮出願第61/738,379号の優先権を主張する
。
【０００２】
　以下で説明する技術は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、ワイヤレス通信
システム中で動作するユーザ機器中での間欠受信(DRX:discontinuous reception)中の動
的電力低減を容易にするための方法およびデバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　電話、映像、データ、メッセージング、ブロードキャストなどのような、様々なタイプ
の通信コンテンツを提供するために、ワイヤレス通信システムが広く展開されている。こ
れらのシステムは、ワイヤレス通信を容易にするように適合された様々なタイプのデバイ
スによってアクセスされ得、複数のデバイスは、利用可能なシステムリソース(たとえば
、時間、周波数、および電力)を共有する。そのようなワイヤレス通信システムの一例は
、UMTS地上波無線アクセスネットワーク(UTRAN)である。UTRANは、第3世代パートナーシ
ッププロジェクト(3GPP)によってサポートされる第3世代(3G)モバイルフォン技術である
、ユニバーサルモバイル通信システム(UMTS)の一部として定義される無線アクセスネット
ワーク(RAN)である。UMTSは、モバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標))技術の
後継であり、広帯域符号分割多元接続(W-CDMA(登録商標))、時分割符号分割多元接続(TD-
CDMA)、および時分割同期符号分割多元接続(TD-SCDMA)などの様々なエアインターフェー
ス規格を現在サポートしている。UMTSは、関連するUMTSネットワークへのデータ転送の速
度および容量を向上させる、High Speed Packet Access(HSPA)のような拡張型3Gデータ通
信プロトコルもサポートする。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　複数のタイプのデバイスがそのようなワイヤレス通信システムを利用するように適合さ
れる。そのようなデバイスは、一般にユーザ機器またはUEと呼ばれることがある。UEは、
ますます普及しており、消費者は、しばしば、そのようなUE上で動作する消費電力の大き
いアプリケーションを使用する。UEは、典型的には、バッテリー電源式であり、充電の間
にバッテリーが与えることができる電力量は、概して、限定される。したがって、UEにお
いて充電の間のバッテリー寿命を改善する特徴が望ましいことがある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以下に、説明する技術の基本的理解を与えるために、本開示のいくつかの態様を要約す
る。この概要は、本開示のすべての考えられる特徴の包括的な概観ではなく、本開示のす
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べての態様の主要または重要な要素を特定するものでも、本開示のいずれかまたはすべて
の態様の範囲を定めるものでもない。その唯一の目的は、後で提示するより詳細な説明の
導入として、本開示の1つまたは複数の態様のいくつかの概念を要約の形で提示すること
である。
【０００６】
　本開示の様々な例および実装形態は、DRXギャップ長さに従った間欠受信(DRX)中の電力
低減技法の動的選択による電力節約を容易にする。
【０００７】
　本開示の少なくとも1つの態様によれば、UEは、受信機回路を含む通信インターフェー
スと複数の電力低減技法を含む記憶媒体とを含み得る。通信インターフェースと記憶媒体
とは、それぞれ処理回路に結合され得る。処理回路は、間欠受信(DRX)ギャップ長さを計
算することと、複数の電力低減技法の中から、計算されたDRXギャップ長さに関連する電
力低減技法を識別することとを行うように適合され得る。処理回路は、DRXギャップ中に
受信機回路に識別された電力低減技法を適用することを行うようにさらに適合され得る。
【０００８】
　さらなる態様は、UE上で動作可能な方法および/またはそのような方法を実行する手段
を含むUEを与える。そのような方法の1つまたは複数の例としては、DRXギャップ長さを判
断するステップがあり得る。判断されたDRXギャップ長さに関連する電力低減技法は、複
数の電力低減技法から選択され得る。さらに、受信機回路の1つまたは複数の構成要素は
、選択された電力低減技法に従ってDRXギャップ中に電源切断され得る。
【０００９】
　またさらなる態様は、処理回路によって実行可能なプログラミングを含むプロセッサ可
読記憶媒体を含む。1つまたは複数の例によれば、そのようなプログラミングは、処理回
路に、DRXギャップ長さを判断することを行わせるように適合され得る。プログラミング
は、処理回路に、複数の電力低減技法の中から、判断されたDRXギャップ長さに関連する
電力低減技法を識別することを行わせるように適合され得る。さらに、プログラミングは
、処理回路に、DRXギャップ中に受信機回路に識別された電力低減技法を適用することを
行わせるように適合され得る。
【００１０】
　本開示に関連する他の態様、特徴、および実施形態は、添付の図面とともに以下の説明
を検討すれば、当業者には明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示の1つまたは複数の態様が適用例を見つけ得るネットワーク環境のブロッ
ク図である。
【図２】少なくとも1つの例による、図1のワイヤレス通信システムの選択構成要素を示す
ブロック図である。
【図３】間欠受信(DRX)モードで動作する受信機(RX)の回路/構成要素の相対電力レベルを
示すブロック図である。
【図４】少なくとも1つの例による、ユーザ機器(UE)の選択構成要素を示すブロック図で
ある。
【図５】ユーザ機器(UE)上で動作可能な方法の少なくとも1つの例を示すフロー図である
。
【図６】DRXギャップ長さを判断するためのアルゴリズムの少なくとも1つの例を示すフロ
ー図である。
【図７】DRXギャップ長さに基づいて電力低減技法を選択するためのアルゴリズムの少な
くとも1つの例を示すフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　添付の図面に関連して下記に記載される説明は、様々な構成の説明として意図されてお
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り、本明細書に記載される概念および特徴が実践され得る唯一の構成を表すように意図さ
れていない。以下の説明は、様々な概念の完全な理解をもたらす目的で、具体的な詳細を
含んでいる。しかしながら、これらの概念がこれらの具体的な詳細なしに実践され得るこ
とが、当業者には明らかであろう。場合によっては、説明する概念および特徴を曖昧にす
るのを回避する目的で、周知の回路、構造、技法および構成要素をブロック図の形式で示
す。
【００１３】
　本開示全体にわたって提示される様々な概念は、広範な電気通信システム、ネットワー
クアーキテクチャ、および通信規格にわたって実装され得る。本開示のいくつかの態様を
、UMTSプロトコルおよびシステムに関して以下で説明し、以下の説明の大部分において関
係する用語が見つけられ得る。ただし、本開示の1つまたは複数の態様が、1つまたは複数
の他のワイヤレス通信プロトコルおよびシステム中で採用され、その中に含まれ得ること
を当業者なら認識されよう。
【００１４】
　次に図1を参照すると、本開示の1つまたは複数の態様が適用例を見つけ得るネットワー
ク環境のブロック図が示されている。ワイヤレス通信システム100は、1つまたは複数のノ
ードB102とユーザ機器(UE)104との間のワイヤレス通信を容易にするように適合され得る
。ノードB102とUE104とは、ワイヤレス信号を通して互いに対話するように適合され得る
。いくつかの事例では、そのようなワイヤレス対話は、複数のキャリア(異なる周波数の
波形信号)上で行われ得る。各変調された信号は、制御情報(たとえば、パイロット信号)
、オーバーヘッド情報、データなどを搬送し得る。
【００１５】
　ノードB102は、ノードBアンテナを介してUE104とワイヤレス通信することができる。ノ
ードB102は、それぞれ、概して、ワイヤレス通信システム100への(1つまたは複数のUE104
のための)ワイヤレス接続性を容易にするように適合されたデバイスとして実装され得る
。そのようなノードB102はまた、当業者によって、基地局、送受信基地局(BTS)、無線基
地局、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット(BSS)、拡張サービス
セット(ESS)、フェムトセル、ピコセル、または何らかの他の好適な用語で呼ばれること
がある。
【００１６】
　ノードB102は、無線ネットワークコントローラの制御の下でUE104と通信するように構
成される(図2参照)。ノードB102サイトの各々は、それぞれの地理的エリアに通信カバレ
ージを与えることができる。各ノードB102のためのカバレージエリア106は、ここで、セ
ル106-a、106-b、または106-cとして識別される。ノードB102のためのカバレージエリア1
06は、(図示しないが、カバレージエリアの一部分のみを構成する)セクタに分割され得る
。様々な例では、システム100は、異なるタイプのノードB102を含み得る。
【００１７】
　1つまたは複数のUE104は、カバレージエリア106全体にわたって分散し得る。各UE104は
、1つまたは複数のノードB102と通信し得る。UE104は、概して、ワイヤレス信号を通して
1つまたは複数の他のデバイスと通信する1つまたは複数のデバイスを含み得る。そのよう
なUE104はまた、当業者によって、アクセス端末、移動局(MS)、加入者局、モバイルユニ
ット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、遠隔ユニット、モバイルデバイス、ワイヤ
レスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、遠隔デバイス、モバイル加入者局、モバイル端
末、ワイヤレス端末、遠隔端末、ハンドセット、端末、ユーザエージェント、モバイルク
ライアント、クライアント、または何らかの他の適切な用語で呼ばれることがある。UE10
4は、モバイル端末および/または少なくとも実質的に固定された端末を含み得る。UE104
の例としては、モバイルフォン、ページャ、ワイヤレスモデム、携帯情報端末、個人情報
マネージャ(PIM)、パーソナルメディアプレーヤ、パームトップコンピュータ、ラップト
ップコンピュータ、タブレットコンピュータ、テレビジョン、機器、電子リーダー、デジ
タルビデオレコーダ(DVR)、マシンツーマシン(M2M)デバイス、メーター、エンターテイン
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メントデバイス、ルータ、および/あるいはワイヤレスまたはセルラーネットワークを少
なくとも部分的に通して通信する他の通信/コンピューティングデバイスがある。
【００１８】
　図2を参照すると、少なくとも1つの例による、ワイヤレス通信システム100の選択構成
要素を示すブロック図が示されている。図示のように、ノードB102は、無線アクセスネッ
トワーク(RAN)202の少なくとも一部として含まれる。無線アクセスネットワーク(RAN)202
は、概して、1つまたは複数のUE104と、コアネットワーク204中に含まれるネットワーク
エンティティなど、1つまたは複数の他のネットワークエンティティとの間のトラフィッ
クおよびシグナリングを管理するように適合される。無線アクセスネットワーク202は、
様々な実装形態によれば、当業者によって、UMTS地上波無線アクセスネットワーク(UTRAN
)、基地局サブシステム(BSS)、アクセスネットワーク、GSM(登録商標)エッジ無線アクセ
スネットワーク(GERAN)などと呼ばれることがある。
【００１９】
　1つまたは複数のノードB102に加えて、無線アクセスネットワーク202は、当業者によっ
て基地局コントローラ(BSC)と呼ばれることもある無線ネットワークコントローラ(RNC)20
6を含むことができる。無線ネットワークコントローラ206は、概して、無線ネットワーク
コントローラ206に接続された1つまたは複数のノードB102に関連する1つまたは複数のカ
バレージエリア内のワイヤレス接続の確立、解放、および維持を担当する。無線ネットワ
ークコントローラ206は、コアネットワーク204の1つまたは複数のノードまたはエンティ
ティに通信可能に結合され得る。
【００２０】
　コアネットワーク204は、無線アクセスネットワーク202を介して接続されたUE104に様
々なサービスを提供するワイヤレス通信システム100の一部分である。コアネットワーク2
04は、回線交換(CS)領域およびパケット交換(PS)領域を含み得る。回線交換エンティティ
のいくつかの例としては、MSC/VLR208として識別されるモバイル交換センター(MSC)およ
びビジターロケーションレジスタ(VLR)ならびにゲートウェイMSC(GMSC)210がある。パケ
ット交換要素のいくつかの例としては、サービングGPRSサポートノード(SGSN)212および
ゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)214がある。EIR、HLR、VLRおよび/またはAuCなど
、他のネットワークエンティティが含まれ得、それらの一部または全部が、回線交換領域
とパケット交換領域の両方によって共有され得る。UE104は、回線交換領域を介して公衆
交換電話網(PSTN)216へのアクセスを取得し、パケット交換領域を介してIPネットワーク2
18へのアクセスを取得することができる。
【００２１】
　UE104がワイヤレス通信システム100内で動作するので、UEは、スロットモードと時々呼
ばれることもある間欠受信(DRX)を採用し得る。間欠受信(DRX)は、UMTS、LTE、cdma2000
などのいくつかの技術中で採用される特徴であり、UE104は、電力を節約するためにそれ
の受信機に関連する1つまたは複数の回路または構成要素を電源切断することができる。
たとえば、図3は、間欠受信(DRX)モードで動作する受信機(RX)の回路/構成要素の相対電
力レベルを示すブロック図である。図示のように、UE104は、ある期間中、受信機を電源
切断または電源オフし、次いで、送信されたメッセージを監視するために一定の間隔で受
信機を電源再投入または電源オンすることができる。本明細書では、受信機が電源切断ま
たは電源オフされる期間（図3のギャップ302など）を「ギャップ」と呼ぶ。したがって、
ギャップの時間間隔を「ギャップ長さ」と呼ぶことがある。電源投入または電源オンが周
期的である事例では、そのような各サイクルは、DRXサイクルと呼ばれることがある。
【００２２】
　頻繁に、間欠受信がいわゆる「アイドル」モードで利用され、「アイドル」モードでは
、アクティブ呼またはデータセッションは進行中でないが、UE104は、ページまたは他の
ブロードキャストメッセージをリッスンするために、周期的にまたは間欠的に起動する。
ただし、多くの現代のワイヤレス技術では、接続モード中に間欠受信機能が使用可能にな
り得、接続モードにおいて、UE104は、進行中のボイスまたはデータ呼に関与する。たと
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えば、HSPA(UMTSのための高速プロトコル)のより最近の例は、リリース7規格から、連続
パケット接続性(CPC:continuous packet connectivity)機能を含む。CPCを用いると、間
欠受信が、それの接続モード内の状態のいくつかにおいて、たとえば、(たとえば、進行
中のボイス呼のために、専用チャネルDCHがUE104に割り当てられる)Cell_DCH状態におい
て、または、(たとえば、データサービスのために)拡張FACH特徴を用いるCell_FACH状態
において、使用可能になり得る。同様に、LTE技術(UMTS規格の4G発展形)は、接続モード
間欠受信機能を含む。
【００２３】
　これらおよび他の例では、ギャップ長さは、比較的短い持続時間(たとえば、8ms未満)
から比較的長い持続時間(たとえば、数百または数千ms)まで変化することができる。たと
えば、UMTS規格に従って動作するUE104がそれのアイドルモードにある場合、UE104は、4.
096秒ごとに一度の頻度でページング情報を監視するように構成され得る。一方、UE104が
CPC-DRXで構成される場合、ネットワーク構成は、8ms～40msごとに一度HSダウンリンクチ
ャネルを監視するようにUE104を指定し得る。UE104が、拡張CELL_FACH状態においてDRXで
構成される場合、UE104は、40msから320msにわたる期間で周期的にHSダウンリンクチャネ
ルを監視する必要があり得る。受信の間隔は、HSダウンリンクチャネルによって単独で判
断されないことに留意されたい。実際、他のダウンリンクチャネルの受信も必要とされ得
る。
【００２４】
　さらに、様々なアクティビティが、ネットワークアクティビティに基づいて間欠受信に
動的タイミング構成要素を導入し得る。たとえば、ネットワークアクティビティが検出さ
れた(たとえば、ページング情報が受信された、またはHS-SCCH制御情報が受信された)場
合、UE104は、間欠受信プロシージャを一時的にアボートし得る。ユーザ主導型アクティ
ビティも間欠受信を中断することができる。このようにして、UE104は、時間とともに変
化し、本質的に任意の値を有し得る異なるDRXサイクルを採用し得る。さらに、各DRXサイ
クルは、オン期間と、次のオン期間まで持続するギャップとを含む。オン期間および/ま
たはギャップのいずれか一方または両方は、時間とともに変化し得る。
【００２５】
　上記のように、間欠受信により、UE104は、受信機に関連する1つまたは複数の構成要素
および/あるいは回路への電力を減少させるかまたはオフにすることによってギャップ期
間中に電力消費量を低減することが可能になる。しかしながら、典型的には、UE104は、
任意の持続時間のギャップ期間中に使用されるべき電力最適化のモードまたは技法をただ
1つしか採用しないことがある。たとえば、UE104は、各ギャップ期間中に電力増幅器をオ
フにするように適合され得る。ただし、様々な事例では、1つのDRXギャップ長さに好適で
ある電力最適化技法が、別のDRXギャップ長さに好適または理想的でないことがある。た
とえば、より長いDRXギャップ長さがよりアグレッシブな電力低減技法を容易にし得るが
、同じ技法が、より短いDRXギャップ長さに好適でないことがある。したがって、電力低
減の異なる方法が、DRXサイクルのギャップ長さに従って他のものよりも適切または有効
になり得る。
【００２６】
　本開示の少なくとも1つの態様によれば、UEは、DRXサイクル中のオン期間の間のギャッ
プの持続時間に従って複数の利用可能な電力低減方法、アルゴリズムおよび/または技法
の中から電力低減方法、アルゴリズムまたは技法を選択することによって電力節約を容易
にするように適合される。すなわち、所与のギャップ中に採用される電力低減方法、アル
ゴリズムまたは技法は、ギャップ長さに応答して選択され得る。
【００２７】
　図4を参照すると、本開示の少なくとも1つの例による、ユーザ機器(UE)400の選択構成
要素を示すブロック図が示されている。UE400は、通信インターフェース404および記憶媒
体406に結合されるか、または通信インターフェース404および記憶媒体406と電気的に通
信するように配置された処理回路402を含む。
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【００２８】
　処理回路402は、データを取得、処理、および/または送信し、データのアクセスおよび
記憶を制御し、コマンドを発行し、他の所望の動作を制御するように構成される。処理回
路402は、少なくとも1つの例において、適切な媒体によって与えられる所望のプログラミ
ングを実施するように適合された回路を含み得る。たとえば、処理回路402は、1つもしく
は複数のプロセッサ、1つもしくは複数のコントローラ、および/または実行可能なプログ
ラミングを実行するように構成されたその他の構造として実装され得る。処理回路402の
例は、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マブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理構成要素、
個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説
明する機能を実施するように設計されたそれらの任意の組合せを含み得る。汎用プロセッ
サは、マイクロプロセッサ、および任意の通常のプロセッサ、コントローラ、マイクロコ
ントローラ、または状態機械を含み得る。処理回路402はまた、DSPとマイクロプロセッサ
との組合せ、いくつかのマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイク
ロプロセッサ、ASICとマイクロプロセッサ、または任意のその他の数の様々な構成などの
コンピューティング構成要素の組合せとして実装され得る。処理回路402のこれらの例は
説明のためのものであり、本開示の範囲内の他の好適な構成も企図される。
【００２９】
　処理回路402は、記憶媒体406に記憶され得るプログラミングの実行を含めて処理するよ
うに適合される。本明細書で使用するように、「プログラミング」という用語は、ソフト
ウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ば
れるか、他の名称で呼ばれるかを問わず、命令、命令セット、コード、コードセグメント
、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケ
ーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブル
ーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを、限定する
ことなく含むように、広く解釈されるべきである。
【００３０】
　いくつかの事例では、処理回路402は、間欠受信(DRX)回路および/またはモジュール408
を含み得る。DRX回路/モジュール408は、間欠受信サイクルのためのギャップ長さを判断
することと、判断されたギャップ長さに従って受信機回路を用いて電力節約技法を選択お
よび実装することとを行うように適合された回路および/またはプログラミング(たとえば
、記憶媒体406に記憶されたプログラミング)を含み得る。
【００３１】
　通信インターフェース404は、UE400のワイヤレス通信を容易にするように構成される。
たとえば、通信インターフェース404は、1つまたは複数のワイヤレスネットワークデバイ
ス(たとえば、ネットワークノード)に関して双方向に情報の通信を容易にするように適合
された回路および/またはプログラミングを含み得る。通信インターフェース404は、1つ
または複数のアンテナ(図示せず)に結合され得、少なくとも1つの送信機回路410(たとえ
ば、1つまたは複数の送信機チェーン)と少なくとも1つの受信機回路412(たとえば、1つま
たは複数の受信機チェーン)とを含むワイヤレストランシーバ回路を含む。受信機回路412
は、送信された通信を受信し、処理するための回路を含み得る。たとえば、受信機回路41
2は、ダウンリンク送信を受信すること、送信を処理してキャリア上に変調された情報を
復元すること、フレームをパースすること、シンボルをデスクランブルおよび逆拡散する
こと、コンスタレーションポイントを判断することを行うように適合された回路および/
または構成要素ならびに追加のまたは異なる機能を含み得る。受信機回路412は、アナロ
グ構成要素およびデジタルベースバンド構成要素(たとえば、受信機、受信フレームプロ
セッサ、受信プロセッサ、および/またはチャネルプロセッサ)を含み得る。
【００３２】
　記憶媒体406は、プロセッサが実行可能なコードもしくは命令(たとえば、ソフトウェア
、ファームウェア)などのプログラミング、電子的なデータ、データベース、またはその
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他のデジタル情報を記憶するための1つまたは複数のコンピュータ可読、機械可読、およ
び/またはプロセッサ可読デバイスを表し得る。記憶媒体406はまた、プログラミングを実
行するときに処理回路402によって操作されるデータを記憶するために使用され得る。記
憶媒体406は、可搬型または固定式記憶デバイスと、光記憶デバイスと、プログラミング
を記憶する、含む、および/または運ぶことができる様々なその他の媒体とを含む、汎用
または専用プロセッサによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定
ではなく例として、記憶媒体406は、磁気記憶デバイス(たとえば、ハードディスク、フロ
ッピー(登録商標)ディスク、磁気ストライプ)、光記憶媒体(たとえば、コンパクトディス
ク(CD)、デジタルバーサタイルディスク(DVD))、スマートカード、フラッシュメモリデバ
イス(たとえば、カード、スティック、キードライブ)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、
読出し専用メモリ(ROM)、プログラマブルROM(PROM)、消去可能PROM(EPROM)、電気的消去
可能PROM(EEPROM)、レジスタ、取外し可能なディスク、および/またはプログラミングを
記憶するためのその他の媒体、ならびにそれらの任意の組合せなどのコンピュータ可読、
機械可読、および/またはプロセッサ可読記憶媒体を含み得る。
【００３３】
　記憶媒体406は、処理回路402がその記憶媒体406から情報を読み取り、その記憶媒体に
情報を書き込むことができるように処理回路402に結合され得る。つまり、記憶媒体406は
、記憶媒体406が処理回路402と一体である例、ならびに/または記憶媒体406が処理回路40
2と分かれている(たとえば、UE400内に存在する、UE400の外部にある、複数のエンティテ
ィに分散される)例を含め、記憶媒体406が少なくとも処理回路402によってアクセス可能
であるように処理回路402に結合され得る。
【００３４】
　記憶媒体406によって記憶されるプログラミングは、処理回路402によって実行されると
、処理回路402に、本明細書に記載の様々な機能および/またはプロセスステップのうちの
1つまたは複数を実行させる。たとえば、記憶媒体406は、間欠受信(DRX)動作414を含み得
る。DRX動作414は、複数の電力低減技法または構成を含み、各技法または構成は、様々な
ギャップ長さのうちのあるギャップ長さに関連付けられ得る。DRX動作414は、さらに、本
明細書で説明するように、処理回路402に、間欠受信サイクル中のギャップ長さを判断す
ることと、判断されたギャップ長さに基づいて電力低減または節約技法のうちの1つを選
択し、実施することとを行わせるように適合され得る。したがって、本開示の1つまたは
複数の態様によれば、処理回路402は、本明細書に記載のUE(たとえば、UE104、UE400)の
いずれかまたはすべてのためのプロセス、関数、ステップおよび/またはルーチンのうち
のいずれかまたはすべてを(記憶媒体406と連携して)実行するように適合される。処理回
路402に関係して本明細書で使用する「適合される」という用語は、処理回路402が、(記
憶媒体406と連携して)本明細書に記載する様々な特徴による特定のプロセス、関数、ステ
ップおよび/またはルーチンを実行するように構成されること、使用されること、実装さ
れること、および/またはプログラムされることのうちの1つまたは複数を行うことを指し
得る。
【００３５】
　図5は、UE400などのUE上で動作可能な方法の少なくとも1つの例を示すフロー図である
。図4および図5を参照すると、UE400は、502において、間欠受信(DRX)ギャップ長さを判
断することができる。たとえば、DRX動作414を実行する処理回路402(たとえば、DRX回路/
モジュール408)は、次回のDRXサイクルのためのDRXギャップ長さを判断し得る。
【００３６】
　図6は、DRXギャップ長さを判断するためにDRX動作414を実行する処理回路402(たとえば
、DRX回路/モジュール408)によって実施され得るアルゴリズムの少なくとも1つの例を示
すフロー図である。図示のように、動作602において、DRX状態機械が実行され得る。DRX
状態機械は、いくつかの例では、処理回路402によって実行されるソフトウェア(たとえば
、DRX動作414)で実装され得、他の例では、専用回路(たとえば、処理回路の構成要素、DR
X回路/モジュール408の構成要素)として実装され得る。DRX状態機械が動作中であるとき
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、DRX状態機械は、UE400がDRXギャップをいつ開始することができるか、および所与のDRX
サイクルの受信をいつ再開すべきかを判断することができる。DRX状態機械によるこの判
断は、仕様および/または実装形態固有の詳細(たとえば、UE400内のタイマーがどのよう
に更新されるか)に基づき得る。
【００３７】
　判断ダイヤモンド604において、処理回路402は、DRXサイクルが開始しているかどうか
を判断することができる。開始していない場合、DRX状態機械は、動作602において実行し
続けることができる。DRXサイクルが開始している場合、処理回路402は、動作606におい
て、アウェイク時間と、DRXサイクルが開始したときのDRXギャップ長さとを計算すること
ができる。
【００３８】
　いくつかの例では、間欠受信は、ユーザ主導型入力または他の中断に応答して中断され
得るので、処理回路402は、DRXサイクルの次のインスタンスについての所与の情報に基づ
いて最良推定値としてDRXギャップ長さを計算することができる。いくつかの例では、処
理回路402が拡張Cell_FACH中のDRXを実装しているなどのとき、ギャップ長さは、概して
、ネットワークによって示されるDRXパラメータの関数であるだけでなく、ネットワーク
アクティビティおよび探索要件の関数でもある。
【００３９】
　いくつかの例では、処理回路402は、ポーリングタイプ方式でなど、経験的にDRXギャッ
プ長さを計算することができる。たとえば、処理回路402は、DRXアウェイク期間およびギ
ャップ持続時間の推定値を判断するためにアクティビティの短いルックアヘッドウィンド
ウを実行し得る。
【００４０】
　図5に戻ると、502から判断されたDRXギャップ長さを用いて、UE400は、504において、
判断されたDRXギャップ長さに基づいて電力低減技法を選択することができる。すなわち
、UE400は、計算または判断されたギャップ長さに基づいて電力節約をどのくらい積極的
に実行すべきかを判断することができる。たとえば、DRX動作414を実行する処理回路402(
たとえば、DRX回路/モジュール408)は、複数の電力低減技法の中から、判断された間欠受
信(DRX)ギャップ長さに関連する電力低減技法を識別することができる。少なくとも1つの
例では、UE400は、判断されたDRXギャップ長さが入るDRXギャップ長さの範囲を識別する
ことができ、識別された範囲に関連する電力低減技法を選択することができる。
【００４１】
　図7は、DRXギャップ長さに基づいて電力低減技法を選択するためにDRX動作414を実行す
る処理回路402(たとえば、DRX回路/モジュール408)によって実施され得るアルゴリズムの
少なくとも1つの例を示すフロー図である。概して、UE400は、判断されたDRXギャップ長
さが入るDRXギャップ長さ値の範囲を識別することができ、識別された範囲に関連する電
力低減技法を選択することができる。たとえば、判断ダイヤモンド702において、処理回
路402は、DRXギャップ長さが第1のしきい値T0を下回るかどうかを判断することができる
。この例では、第1のしきい値T0よりも短いギャップ長さは比較的短いギャップ長さを意
味する。限定ではなく例として、第1のしきい値T0はおよそ2msであり得る。ギャップ長さ
がしきい値T0よりも短い場合、処理回路402は、動作704において、電力低減技法を受信機
回路412に適用すべきでないことを識別し得る。すなわち、この例では、ギャップ長さが
十分に短いとき、受信機回路412の一部を電源切断することが電力節約および/またはパフ
ォーマンスにとって有益でないことがある。したがって、図7の例は、受信機回路412をそ
れの前の電力レベルに電源オンしたままにすることができる。
【００４２】
　一方、ギャップ長さが第1のしきい値T0以上の長さである場合、処理回路402は判断ダイ
ヤモンド706に進み得、処理回路402は、DRXギャップ長さが第2のしきい値T1よりも短いか
どうかを判断することができる。この例では、第1のしきい値T0よりも長く、第2のしきい
値T1よりも短いギャップ長さは、中程度のギャップ長さを意味し得る。限定ではなく例と
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して、第2のしきい値T1はおよそ40msであり得る。DRXギャップ長さが第2のしきい値T1よ
りも短い場合、処理回路402は、動作708において、第1の電力低減技法を受信機回路412に
適用すべきであることを識別し得る。
【００４３】
　DRXギャップ長さが第2のしきい値T1以上の長さである場合、処理回路402は、判断ダイ
ヤモンド710に進み得る。図7のフロー図に示すように、任意の数Nの異なるしきい値が利
用され得る。この例では、判断ダイヤモンド710において、処理回路402は、DRXギャップ
長さがN番目のしきい値TNよりも短いかどうかを判断することができる。限定ではなく例
として、N番目のしきい値TNは、数百または数千ミリ秒であり得る。DRXギャップ長さがN
番目のしきい値TNよりも短い(かつ前のしきい値のどれよりも長い)場合、処理回路402は
、動作712において、N番目の電力低減技法を受信機回路412に適用すべきであることを識
別し得る。
【００４４】
　しかしながら、DRXギャップ長さがN番目のしきい値よりも長い場合、DRXギャップ長さ
は、予想ギャップ長さの上端にあると見なされ得る。この例では、処理回路402は、動作7
14に進み得、処理回路402は、N+1番目の電力低減技法を受信機回路412に適用すべきであ
ることを識別することができる。
【００４５】
　異なる電力節約およびパフォーマンス目的を達成するために、DRXギャップ長さの値、
ギャップ長さしきい値の数、および各しきい値に適用される特定の電力低減技法が変化し
得ることが当業者には明らかになるであろう。
【００４６】
　再び図5を参照すると、電力低減技法が選択された後、UE400は、ステップ506において
、選択された電力低減技法に従ってDRXギャップ中に受信機回路412の1つまたは複数の構
成要素を電源切断することができる。たとえば、DRX動作414を実行する処理回路402(たと
えば、DRX回路/モジュール408)は、DRXギャップ中に受信機回路412に、識別された電力低
減技法を適用することができる。いくつかの例では、DRX動作414を実行する処理回路402(
たとえば、DRX回路/モジュール408)は、1つもしくは複数のスイッチを作動させるか、ま
たは別の構成要素にそれを作動させること、ならびに/あるいは受信機回路412の1つもし
くは複数の回路または構成要素への1つもしくは複数の電力レベルを調整するか、または
別の構成要素にそれを調整させることを行い得る。
【００４７】
　概して、様々な電力低減技法は、低電力モードで動作するように受信機回路412の1つま
たは複数のハードウェア構成要素を構成することを含み得る。たとえば、電力低減技法は
、受信機回路412の1つまたは複数のハードウェア構成要素を電源切断または電源オフする
こと、受信機回路412の様々なハードウェア構成要素の使用を無効化または中断すること
、および/あるいは受信機回路412の1つまたは複数のハードウェア構成要素においてクロ
ック速度を低減することを含み得る。受信機回路412のハードウェア構成要素は、たとえ
ば、アナログ構成要素およびデジタル構成要素(たとえば、受信機、受信フレームプロセ
ッサ、受信プロセッサ、および/またはチャネルプロセッサ)を含み得る。たとえば、様々
な電力低減技法は、シグナリングを受信するために使用される受信機回路412の様々なハ
ードウェア構成要素(たとえば、受信機、受信フレームプロセッサ、および/または受信プ
ロセッサ)の使用を無効化/中断すること、様々なチャネルのシグナリングを復号するため
に使用される受信機回路412の様々なハードウェア構成要素(たとえば、受信フレームプロ
セッサ、受信プロセッサ、および/またはチャネルプロセッサ)の使用を無効化/中断する
こと、受信機回路412の1つまたは複数のハードウェア構成要素において(たとえば、受信
フレームプロセッサ、受信プロセッサ、チャネルプロセッサ、および/またはコントロー
ラ/プロセッサにおいて)クロック速度を低減すること、あるいは上記の組合せを含み得る
。
【００４８】
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　一実装形態によれば、図7の例を参照すると、第1のしきい値T0よりも短い比較的短いDR
Xギャップ長さについて、UE400は、いかなる電力最適化も実行しないと判断し得る。第2
のしきい値T1よりも短いが、第1のしきい値T0以上の長さである中程度のギャップ長さに
ついて、第1の電力低減技法は、UE400に、受信機回路414のアナログ構成要素、および、
いくつかの例では、受信機回路414のデジタルベースバンド構成要素のうちの1つまたは複
数を電源切断または電源オフするように命令し得る。最後に、第2のしきい値T1以上の最
も長いギャップ長さについて、電力低減方法Nは、UE400に、受信機回路414のアナログ構
成要素とデジタルベースバンド構成要素の両方の1つまたは複数の構成要素を完全に電源
オフするように命令し得る。
【００４９】
　本開示で提供するしきい値および電力低減方法は例として用いられ、他の例および実装
形態は、ギャップ長さの異なる範囲の対応する数に従って任意の好適な数の異なる電力低
減技法を採用し得ることに留意されたい。いくつかの実装形態では、UE400によって適用
される特定のしきい値および電力低減技法は、UE400において使用可能である特定のDRX特
徴に応じて変化することができる。たとえば、CELL_DCH状態におけるCPC-DRXのしきい値
および技法は、拡張CELL_FACH状態におけるDRXのしきい値および技法とは異なり得る。
【００５０】
　本開示によれば、本明細書で説明する1つまたは複数の特徴を利用するUEは、DRXサイク
ル中のDRXギャップの持続時間に従って、複数の利用可能な電力低減方法、アルゴリズム
、または技法の中から選択することができる。このようにして、そのようなUEは、電力節
約をどのくらい積極的に実行すべきかを判断することができ、間欠受信に関連する電力節
約およびパフォーマンスを最適化することができる。
【００５１】
　上記で説明した態様、構成、および実施形態について具体的な詳細で詳細に説明したが
、図1、図2、図3、図4、図5、図6、および/または図7に示す構成要素、ステップ、特徴お
よび/または機能のうちの1つまたは複数は、単一の構成要素、ステップ、特徴または機能
に再構成され、および/または組み合わせられ、あるいは、いくつかの構成要素、ステッ
プ、または機能で具現化され得る。また、本開示から逸脱することなく追加の要素、構成
要素、ステップ、および/または機能が追加されるか、または利用されないことがある。
図1、図2、および/または図4に示す装置、デバイス、および/または構成要素は、図3、図
5、図6、および/または図7を参照しながら説明した方法、特徴、パラメータ、および/ま
たはステップのうちの1つまたは複数を実行または採用するように構成され得る。また、
本明細書に記載した新規のアルゴリズムは、ソフトウェアに効率的に実装され得、および
/またはハードウェアに組み込まれ得る。
【００５２】
　本開示の特徴について、いくつかの実施形態および図面に関して説明したが、本開示の
すべての実施形態は、本明細書で説明する有利な特徴のうちの1つまたは複数を含み得る
。言い換えれば、1つまたは複数の実施形態について特定の有利な特徴を有するものとし
て説明したが、そのような特徴のうちの1つまたは複数も、本明細書で説明した様々な実
施形態のいずれかに従って使用され得る。同様に、例示的な実施形態について、デバイス
実施形態、システム実施形態、または方法実施形態として本明細書で説明したが、そのよ
うな例示的な実施形態を様々なデバイス、システム、および方法において実施され得るこ
とを理解されたい。
【００５３】
　また、少なくともいくつかの実装形態を、フローチャート、フロー図、構造図、または
ブロック図として示されるプロセスとして説明したことに留意されたい。フローチャート
は動作を逐次プロセスとして説明し得るが、動作の多くは並行してまたは同時に実行され
得る。さらに、動作の順序は並び替えられ得る。プロセスは、その動作が完了したときに
終了する。プロセスは、方法、関数、手順、サブルーチン、サブプログラムなどに対応し
得る。プロセスが関数に対応する場合、プロセスの終了は、呼出し関数またはmain関数へ
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タ可読媒体、および/またはプロセッサ可読記憶媒体に記憶され、1つまたは複数のプロセ
ッサ、機械、および/またはデバイスによって実行され得るプログラミング(たとえば命令
および/またはデータ)によって、部分的にまたは完全に実装され得る。
【００５４】
　さらに、本明細書で開示する実施形態に関して説明する様々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、ハードウェア、ソフトウェア、ファ
ームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、またはそれらの任意の組合せとして実装さ
れ得ることを当業者は諒解されよう。この互換性を明確に示すために、上記では、様々な
例示的構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップについて全般的に、それ
らの機能に関して説明した。そのような機能がハードウェアとして実装されるか、または
ソフトウェアとして実装されるかは、具体的な適用例および全体的なシステムに課される
設計制約に依存する。
【００５５】
　本明細書で説明し、添付の図面に示す例に関連する様々な特徴は、本開示の範囲から逸
脱することなく、異なる例および実装形態で実装され得る。したがって、いくつかの特定
の構成および配置について説明し、添付の図面に示したが、説明する実施形態への様々な
他の追加および変更ならびにそれからの削除が当業者にとって明らかであるので、そのよ
うな実施形態は、例に過ぎず、本開示の範囲を制限するものではない。したがって、本開
示の範囲は、以下の特許請求の範囲の文言、および法的均等物によってのみ決定される。
【符号の説明】
【００５６】
　　100　ワイヤレス通信システム、システム
　　102　ノードB
　　104　ユーザ機器(UE)
　　106　カバレージエリア
　　106-a　セル
　　106-b　セル
　　106-c　セル
　　202　無線アクセスネットワーク(RAN)
　　204　コアネットワーク
　　206　無線ネットワークコントローラ(RNC)
　　208　MSC/VLR
　　210　ゲートウェイMSC(GMSC)
　　212　サービングGPRSサポートノード(SGSN)
　　214　ゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)
　　216　公衆交換電話網(PSTN)
　　218　IPネットワーク
　　302　ギャップ
　　400　ユーザ機器(UE)
　　402　処理回路
　　404　通信インターフェース
　　406　記憶媒体
　　408　間欠受信(DRX)回路および/またはモジュール
　　410　送信機回路
　　412　受信機回路
　　414　間欠受信(DRX)動作
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