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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線基地局と通信するときの送信処理及び受信処理の少なくとも一方を周期的なタイミ
ングで間欠的に行う間欠通信モードで動作可能な無線端末装置であって、
　前記無線基地局を介したデータのダウンロードが完了してからユーザ操作に応じて次の
データのダウンロードを要求するまでの時間を測定する測定部と、
　前記測定部が測定した時間についての時間情報を前記無線基地局に送信する送信部と、
　前記時間情報に基づいて決定された送信周期及び受信周期の少なくとも一方を示すパラ
メータを前記無線基地局から取得して、前記パラメータに基づいて前記間欠通信モードを
制御する無線制御部と
　を有する無線端末装置。
【請求項２】
　データを表示する表示部をさらに有し、
　前記測定部は、データを読み込んで前記表示部に表示させる表示制御プロセスからの読
み込み完了通知に基づいて、ダウンロードが完了したタイミングを判定する
　請求項１に記載の無線端末装置。
【請求項３】
　前記送信部は、無線リソースの割り当て要求を示すスケジューリング情報に前記時間情
報を付加して前記無線基地局に送信する
　請求項１又は２に記載の無線端末装置。
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【請求項４】
　前記測定部が測定した時間をデータの種類と対応付けて記録する記憶部をさらに有し、
　前記時間情報は、前記記憶部に記録されている過去に測定された時間のうち、現在のダ
ウンロード状況に応じたデータの種類と対応付けられている時間を参照して生成される
　請求項１乃至３の何れか一項に記載の無線端末装置。
【請求項５】
　前記測定部によって測定される時間の増大に応じて、前記時間情報に基づいて決定され
る前記送信周期及び受信周期の少なくとも一方が長くなる
　請求項１乃至４の何れか一項に記載の無線端末装置。
【請求項６】
　無線基地局と、前記無線基地局と通信するときの送信処理及び受信処理の少なくとも一
方を周期的なタイミングで間欠的に行う間欠通信モードで動作可能な無線端末装置と、を
含む無線通信システムに用いられる通信制御装置であって、
　前記無線端末装置が前記無線基地局を介したデータのダウンロードを完了してからユー
ザ操作に応じて次のデータのダウンロードを要求するまでの時間についての時間情報を、
前記無線端末装置から受信する受信部と、
　前記時間情報に基づいて、前記無線端末装置が前記間欠通信モードで動作するときの前
記送信周期及び受信周期の少なくとも一方を決定して前記無線端末装置に通知する制御部
と
　を有する通信制御装置。
【請求項７】
　無線基地局と、前記無線基地局と通信するときの送信処理及び受信処理の少なくとも一
方を周期的なタイミングで間欠的に行う間欠通信モードで動作可能な無線端末装置と、を
含む無線通信システムが実行する無線通信方法であって、
　前記無線端末装置が前記無線基地局を介したデータのダウンロードを完了してからユー
ザ操作に応じて次のデータのダウンロードを要求するまでの時間を測定し、
　測定された時間についての時間情報を前記無線端末装置から前記無線基地局に送信し、
　前記時間情報に基づいて、前記無線端末装置が前記間欠通信モードで動作するときの前
記送信周期及び受信周期の少なくとも一方を決定し、
　前記送信周期及び受信周期の少なくとも一方を示すパラメータを、前記無線基地局から
前記無線端末装置に送信する
　無線通信方法。
                                                                              
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線端末装置、通信制御装置、及び無線通信方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、無線端末装置が無線基地局に接続し、無線基地局を介してデータ通信を行う形態
の無線通信システムが広く利用されている。無線端末装置がデータ通信を行うタイミング
はユーザ操作に依存することから、無線端末装置と無線基地局との間でデータ通信が集中
的に行われる期間とデータ通信が行われない期間とが発生し得る。例えば、ユーザがＷｅ
ｂサイトにアクセスするときはＷｅｂページのデータが集中的に受信され、その後、ユー
ザがＷｅｂページを閲覧している間はデータ受信が行われない。
【０００３】
　データ通信が行われない期間においても、無線端末装置と無線基地局との間でいつでも
即時にデータ通信を行える状態を維持することは、無線通信システムにとってコストが高
く非効率的である。そこで、無線通信システムの中には、データ通信が一定時間行われな
いと、無線端末装置が送信処理や受信処理を周期的なタイミングで間欠的に行えばよいよ
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うにしたものが存在する。
【０００４】
　例えば、Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband - Code Division Multiple Access）を改良したＨＳ
ＰＡ（High Speed Packet Access）という通信規格には、ＣＰＣ（Continuous Packet Co
nnectivity）と呼ばれる間欠通信の制御が規定されている。
【０００５】
　ＨＳＰＡに規定されたＣＰＣでは、無線アクセス網に属するＲＮＣ（Radio Network Co
ntroller）が、ＤＲＸ（Discontinuous Reception）周期とＤＴＸ（Discontinuous Trans
mission）周期を無線端末装置に通知する。
【０００６】
　無線端末装置は、通知されたＤＲＸ周期で間欠的に、無線基地局から下り制御チャネル
の制御情報を受信する。下りリンクで伝送するデータが発生したときは、次のＤＲＸタイ
ミングを待って無線端末装置にその旨を通知することになる。また、無線端末装置は、通
知されたＤＴＸ周期で間欠的に、無線基地局に上り制御チャネルの制御情報を送信する。
上りリンクで伝送するデータが発生したときは、次のＤＴＸタイミングを待って無線基地
局にその旨を通知することになる。
【０００７】
　なお、間欠通信の制御に関して、無線基地局と複数の移動局とを含み、各移動局はアク
ティブモードとアイドルモードとバッテリセービングモードの３つの状態をとることがで
きる移動通信システムが提案されている。この無線基地局は、移動局がアイドルモードで
動作しているときは呼出チャネルの送信周期を４０ｍｓに設定し、移動局がバッテリセー
ビングモードで動作しているときは呼出チャネルの送信周期を８０ｍｓに設定する。移動
局は、無線基地局によって設定された周期で呼出チャネルを受信することになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００５－２６９９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記の特許文献１に記載の技術では、アイドルモードで動作する全ての移動局について
共通の受信周期として４０ｍｓを設定し、バッテリセービングモードで動作する全ての移
動局について共通の受信周期として８０ｍｓを設定している。
【００１０】
　しかし、全ての無線端末装置にとって妥当な固定の通信周期を決定することは難しいと
いう問題がある。通信周期が長くなると、無線端末装置の送信回路や受信回路を一時的に
停止できる時間が長くなり、無線端末装置の消費電力を抑制できるという点で有利となる
。
【００１１】
　その一方で、通信周期が長くなると、ユーザ操作に応じてデータ通信が要求されてから
データ通信を実際に開始できるまでの遅延が大きくなることがあり、ユーザ操作に対する
レスポンスが悪化するという点で不利となる。よって、無線端末装置にとって適切と言え
る通信周期は、ユーザ操作の傾向によって異なることになる。
【００１２】
　そこで、１つの側面では、本発明は、適切な間欠通信の周期を設定できるようにした無
線端末装置、通信制御装置、及び無線通信方法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】
【００１３】
　１つの側面によれば、無線基地局と通信するときの送信処理及び受信処理の少なくとも
一方を周期的なタイミングで間欠的に行う間欠通信モードで動作可能な無線端末装置が提
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供される。当該無線端末装置は、無線基地局を介したデータのダウンロードが完了してか
らユーザ操作に応じて次のデータのダウンロードを要求するまでの時間を測定する測定部
と、測定部が測定した時間についての時間情報を無線基地局に送信する送信部と、時間情
報に基づいて決定された送信周期及び受信周期の少なくとも一方を示すパラメータを無線
基地局から取得して、間欠通信モードを制御する無線制御部とを有する。
【００１４】
　他の１つの側面によれば、無線基地局と、無線基地局と通信するときの送信処理及び受
信処理の少なくとも一方を周期的なタイミングで間欠的に行う間欠通信モードで動作可能
な無線端末装置と、を含む無線通信システムに用いられる通信制御装置が提供される。当
該通信制御装置は、無線端末装置が無線基地局を介したデータのダウンロードを完了して
からユーザ操作に応じて次のデータのダウンロードを要求するまでの時間についての時間
情報を、無線端末装置から受信する受信部と、時間情報に基づいて、無線端末装置が間欠
通信モードで動作するときの送信周期及び受信周期の少なくとも一方を決定して無線端末
装置に通知する制御部とを有する。
【００１５】
　さらに他の１つの側面によれば、無線基地局と、無線基地局と通信するときの送信処理
及び受信処理の少なくとも一方を周期的なタイミングで間欠的に行う間欠通信モードで動
作可能な無線端末装置と、を含む無線通信システムが実行する無線通信方法が提供される
。当該無線通信方法は、無線端末装置が無線基地局を介したデータのダウンロードを完了
してからユーザ操作に応じて次のデータのダウンロードを要求するまでの時間を測定し、
測定された時間についての時間情報を無線端末装置から無線基地局に送信し、時間情報に
基づいて、無線端末装置が間欠通信モードで動作するときの送信周期及び受信周期の少な
くとも一方を決定し、送信周期及び受信周期の少なくとも一方を示すパラメータを、無線
基地局から無線端末装置に送信することを含む。
【発明の効果】
【００１６】
　１つの側面では、適切な間欠通信の周期を設定できるようになる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】第１の実施の形態に係る無線端末装置の例を示した図である。
【図２】第２の実施の形態に係る無線通信システムの例を示した図である。
【図３】第２の実施の形態に係る無線端末装置のハードウェアの例を示した図である。
【図４】第２の実施の形態に係る無線基地局のハードウェアの例を示した図である。
【図５】第２の実施の形態に係る無線ネットワーク制御装置のハードウェアの例を示した
図である。
【図６】第２の実施の形態に係る無線端末装置が有する機能の例を示したブロック図であ
る。
【図７】第２の実施の形態に係る無線ネットワーク制御装置が有する機能の例を示したブ
ロック図である。
【図８】上りリンクの個別物理制御チャネルでの間欠送信について説明する図である。
【図９】下りリンクの高速共有制御チャネルでの間欠受信について説明する図である。
【図１０】上りリンクの個別物理制御チャネルでの間欠送信、及び下りリンクの高速共有
制御チャネルでの間欠受信に用いるパラメータの例を示した図である。
【図１１】拡張個別チャネルで送信されるデータユニットの例を示した第１の図である。
【図１２】拡張個別チャネルで送信されるデータユニットの例を示した第２の図である。
【図１３】第２の実施の形態に係る時間情報の生成方法を示した図である。
【図１４】第２の実施の形態に係る時間情報の利用方法を示した図である。
【図１５】ＣＰＣ制御の開始時における無線ネットワーク制御装置及び無線端末装置の動
作を示す図である。
【図１６】第２の実施の形態に係る間欠送受信制御を実施する際の無線端末装置による動
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作の例を示した第１の図である。
【図１７】第２の実施の形態に係る間欠送受信制御を実施する際の無線端末装置による動
作の例を示した第２の図である。
【図１８】第２の実施の形態に係る平均値計算を実施する際の無線端末装置による動作の
例を示した図である。
【図１９】第２の実施の形態に係る間欠送受信制御を実施する際の無線ネットワーク制御
装置による動作の例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照しながら実施の形態について説明する。
　［第１の実施の形態］
　第１の実施の形態について説明する。
【００１９】
　図１は、第１の実施の形態に係る無線端末装置の例を示した図である。
　無線端末装置１０は、無線基地局２０と通信するときの送信処理及び受信処理の少なく
とも一方を周期的なタイミングで間欠的に行う間欠通信モードで動作可能な装置である。
図１に示すように、無線端末装置１０は、測定部１１、送信部１２、及び無線制御部１３
を有する。
【００２０】
　測定部１１は、無線基地局２０を介したデータのダウンロードが完了１４してからユー
ザ操作に応じて次のデータのダウンロードを要求１５するまでの時間Ｔ１を測定する。例
えば、画像データをダウンロードした場合、無線端末装置１０は、画像データにデコード
や高画質化処理などを施してディスプレイに表示可能な表示データを生成する。この表示
データは、フレームバッファに格納される。測定部１１は、表示データを表示する準備が
完了し、さらにフレームバッファが空であることを確認してタイマを起動させる。そして
、測定部１１は、ユーザ操作を受けた場合にタイマを停止させる。
【００２１】
　送信部１２は、測定部１１が測定した時間Ｔ１についての時間情報を無線基地局２０に
送信する。無線制御部１３は、時間情報に基づいて決定された送信周期及び受信周期の少
なくとも一方を示すパラメータＴ２を無線基地局２０から取得して、間欠通信モードを制
御する。例えば、パラメータＴ２は間欠通信モードを開始するタイミングで無線基地局２
０から無線端末装置１０に送信される。
【００２２】
　間欠通信モードの開始は、例えば、無線端末装置１０が送信するパケット量が所定の閾
値より少ない状態又は０の状態が一定時間継続した場合に開始される。間欠通信モードの
間、無線端末装置１０及び無線基地局２０は、例えば、パラメータＴ２が示す間欠通信周
期に従って制御チャネルにおける送信又は受信１６の処理を間欠的に行う。
【００２３】
　通信制御装置３０は、無線基地局２０を制御する。通信制御装置３０は、受信部３１、
及び制御部３２を有する。受信部３１は、無線基地局２０を介して時間情報を受信する。
制御部３２は、時間情報に基づいて送信周期及び受信周期の少なくとも一方を示すパラメ
ータＴ２を決定し、無線基地局２０を介して無線端末装置１０に送信する。
【００２４】
　上記の仕組みによれば、無線端末装置１０の省電力化及びユーザ操作に対するレスポン
スの劣化防止の観点から良好な間欠通信の周期を設定できるようになる。
　以上、第１の実施の形態について説明した。
【００２５】
　［第２の実施の形態］
　第２の実施の形態について説明する。
　（無線通信システムについて）
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　図２は、第２の実施の形態に係る無線通信システムの例を示した図である。
【００２６】
　図２に示すように、第２の実施の形態に係る無線通信システムは、無線端末装置１００
－１、１００－２、無線基地局２００、無線ネットワーク制御装置３００、及びコンテン
ツサーバ５００を含む。無線ネットワーク制御装置３００とコンテンツサーバ５００とは
、コアネットワーク４００を介して接続される。
【００２７】
　図２には一例として、２台の無線端末装置１００－１、１００－２を記載したが、３台
以上の無線端末装置が含まれていてもよい。図２の例では、無線基地局２００が１台しか
記載されていないが、２台以上の無線基地局が含まれていてもよい。図２の例では、無線
基地局２００及び無線ネットワーク制御装置３００を別体として記載したが、一体として
もよい。以下では、無線端末装置１００－１、１００－２を区別せず、単に無線端末装置
１００と称する。
【００２８】
　無線端末装置１００は、所定の無線通信プロトコルに従ってデータの送受信が可能なユ
ーザ端末の一例である。Ｗ－ＣＤＭＡ、ＨＳＰＡ、ＬＴＥ（Long Term Evolution）など
のシステムにおけるＵＥ（User Equipment）は無線端末装置１００の一例である。無線端
末装置１００は、例えば、携帯電話、スマートフォン、パーソナルコンピュータ、タブレ
ット型コンピュータなど、様々な形態をとり得る。
【００２９】
　無線基地局２００は、ベースバンド信号をＲＦ（Radio Frequency）信号へと周波数変
換する処理、誤り訂正符号化・復号、及び変調・復調など、物理レイヤの処理を実行する
。Ｗ－ＣＤＭＡシステムにおいては、スペクトラム拡散などの処理も無線基地局２００が
実行する。Ｗ－ＣＤＭＡでは上記のような物理レイヤの処理を実行するＮｏｄｅＢと呼ば
れる論理ノードが定義されているが、Ｗ－ＣＤＭＡシステムにおいてＮｏｄｅＢを具体的
に実装したＢＴＳ（Base Transceiver Station）は無線基地局２００の一例である。
【００３０】
　なお、無線端末装置１００と無線基地局２００との間には、例えば、ＤＰＣＣＨ（Dedi
cated Physical Control CHannel）、Ｅ－ＤＣＨ（Enhanced Dedicated CHannel）、ＨＳ
－ＤＰＣＣＨ（High-Speed DPCCH）、ＨＳ－ＳＣＣＨ（High Speed Shared Control CHan
nel）、Ｅ－ＡＧＣＨ（E-DCH Absolute Grant CHannel）、Ｅ－ＲＧＣＨ（E-DCH Relativ
e Grant CHannel）、Ｅ－ＤＰＣＣＨ（E-DCH Dedicated Physical Control CHannel）、
Ｅ－ＤＰＤＣＨ（E-DCH Dedicated Physical Data CHannel）、Ｆ－ＤＰＣＨ（Fractiona
l Dedicated Physical CHannel）、ＨＳ－ＰＤＳＣＨ（High-Speed Physical Downlink S
hared CHannel）、Ｐ－ＣＣＰＣＨ（Primary Common Control Physical CHannel）などの
無線チャネルがある。
【００３１】
　無線ネットワーク制御装置３００は、無線基地局２００を制御する。無線ネットワーク
制御装置３００は、呼設定、サービス品質に関する処理、無線リソースの管理、及びＡＲ
Ｑ（Automatic repeat-request）プロトコルに関する処理などを実行する。Ｗ－ＣＤＭＡ
システムにおけるＲＮＳ（Radio Network System）或いはＲＮＣ（Radio Network Contro
ller）は無線ネットワーク制御装置３００の一例である。
【００３２】
　ＲＮＳは、ＲＮＣ及びＭＰＥ（Multimedia Processing Equipment）を含む。ＲＮＣは
、ＭＡＣ（Media Access Control）、ＲＬＣ（Radio Link Control）、ＲＲＣ（Radio Re
source Control）の機能を有する。例えば、ＲＮＣは、ＢＴＳを制御し、発着信接続制御
、終話制御、ダイバーシチハンドオーバ制御、同一ＵＥから複数のＢＴＳを経由して送ら
れてくる信号の選択合成処理や複数のＢＴＳへの複製分配処理などを実行する。一方、Ｍ
ＰＥは、コアネットワーク側と無線ネットワーク側との間でユーザ信号のプロトコル変換
制御などを実行する。
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【００３３】
　無線ネットワーク制御装置３００は、例えば、ＨＳＰＡなどの通信規格で規定されたＣ
ＰＣと呼ばれる間欠通信の制御を行う。ＨＳＰＡに規定されたＣＰＣでは、無線アクセス
網に属するＲＮＣが、ＤＲＸ周期とＤＴＸ周期を無線端末装置１００に通知する。無線端
末装置１００は、通知されたＤＲＸ周期で間欠的に、無線基地局２００から下り制御チャ
ネルの制御情報を受信する。
【００３４】
　下りリンクで伝送するデータが発生したときは、次のＤＲＸタイミングを待って無線端
末装置１００にその旨を通知することになる。また、無線端末装置１００は、通知された
ＤＴＸ周期で間欠的に、無線基地局２００に上り制御チャネルの制御情報を送信する。上
りリンクで伝送するデータが発生したときは、次のＤＴＸタイミングを待って無線基地局
２００にその旨を通知することになる。
【００３５】
　コンテンツサーバ５００は、静止画像データ、動画像データ、音声データ、テキストデ
ータなどのコンテンツデータを提供するサーバ装置である。コンテンツサーバ５００は、
コアネットワーク４００や、コアネットワーク４００の先に接続されたインターネットな
どのネットワークを介して無線ネットワーク制御装置３００に接続される。Ｗｅｂサーバ
やアプリケーションサーバなどはコンテンツサーバ５００の一例である。コンテンツサー
バ５００は、ユーザの要求に応じてコンテンツデータを提供する。
【００３６】
　以上、第２の実施の形態に係る無線通信システムの例について説明した。以下、無線端
末装置１００、無線基地局２００、及び無線ネットワーク制御装置３００のハードウェア
や機能について、さらに説明する。
【００３７】
　（無線端末装置のハードウェア）
　図３を参照しながら、無線端末装置１００のハードウェアについて説明する。図３は、
第２の実施の形態に係る無線端末装置のハードウェアの例を示した図である。
【００３８】
　図３に示すように、無線端末装置１００は、アプリケーション部７０１、ベースバンド
部７０２、ＲＦ（Radio Frequency）部７０３、及びアンテナ７０４を有する。さらに、
無線端末装置１００は、ディスプレイ７０５、タッチパネル７０６、キーパッド７０７、
マイクロホン７０８、スピーカ７０９、及び媒体リーダ７１０を有する。
【００３９】
　アプリケーション部７０１は、ユーザコア７３１、インタフェース７３２、及びブリッ
ジ７３３を有する。ユーザコア７３１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）７３１ａ
、ＲＡＭ（Random Access Memory）７３１ｂ、及びメモリ７３１ｃを有する。
【００４０】
　ＣＰＵ７３１ａは、プログラムに記述された命令を実行する演算器を含むプロセッサで
ある。ＣＰＵ７３１ａは、メモリ７３１ｃに記憶されているプログラムやデータの少なく
とも一部をＲＡＭ７３１ｂにロードし、プログラムに記述された命令を実行する。
【００４１】
　なお、ＣＰＵ７３１ａは、複数のプロセッサコアを含んでいてもよい。ユーザコア７３
１は、複数のＣＰＵ７３１ａを搭載していてもよい。この場合、ユーザコア７３１は、処
理を並列実行することができる。
【００４２】
　ＲＡＭ７３１ｂは、ＣＰＵ７３１ａが実行するプログラムや、処理に用いられるデータ
を一時的に記憶するための揮発性メモリである。メモリ７３１ｃは、ＯＳ（Operating Sy
stem）、ファームウェア、或いは、アプリケーションソフトウェアなどのプログラムや、
処理に用いられるデータなどを記憶する不揮発性記憶装置の一例である。
【００４３】
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　なお、ユーザコア７３１は、フラッシュメモリやＳＳＤ（Solid State Drive）などの
記憶装置を別途有していてもよい。また、ユーザコア７３１は、複数の記憶装置を有して
いてもよい。
【００４４】
　インタフェース７３２は、アプリケーション部７０１と、ディスプレイ７０５、タッチ
パネル７０６、キーパッド７０７、マイクロホン７０８、スピーカ７０９、及び媒体リー
ダ７１０とを接続するためのインタフェースである。ブリッジ７３３は、アプリケーショ
ン部７０１とベースバンド部７０２との間でデータを送受信するための橋渡しをする。ユ
ーザコア７３１、インタフェース７３２、ブリッジ７３３は相互に接続されている。
【００４５】
　ベースバンド部７０２は、ブリッジ７５１、無線制御コア７５２、及びＣＤＭＡ信号処
理部７５３を有する。ブリッジ７５１は、アプリケーション部７０１とベースバンド部７
０２との間でデータを送受信するための橋渡しをする。無線制御コア７５２は、ＣＰＵ７
５２ａ、ＲＡＭ７５２ｂ、及びメモリ７５２ｃを有する。
【００４６】
　ＣＰＵ７５２ａは、プログラムに記述された命令を実行する演算器を含むプロセッサで
ある。ＣＰＵ７５２ａは、メモリ７５２ｃに記憶されているプログラムやデータの少なく
とも一部をＲＡＭ７５２ｂにロードし、プログラムに記述された命令を実行する。
【００４７】
　なお、ＣＰＵ７５２ａは、複数のプロセッサコアを含んでいてもよい。無線制御コア７
５２は、複数のＣＰＵ７５２ａを搭載していてもよい。この場合、無線制御コア７５２は
、処理を並列実行することができる。
【００４８】
　ＣＤＭＡ信号処理部７５３は、デジタル変調後のデータ信号に拡散符号を掛け合わせて
スペクトル拡散させ、スペクトル拡散後の信号を多重化してベースバンド信号を生成する
。ＲＦ部７０３は、ベースバンド信号をＲＦ信号に周波数変換し、アンテナ７０４を介し
てＲＦ信号を送信する。また、ＲＦ部７０３は、アンテナ７０４を介して受信したＲＦ信
号をベースバンド信号に周波数変換する。ＣＤＭＡ信号処理部７５３は、ベースバンド信
号に復号処理を施してデータ信号を生成する。
【００４９】
　アンテナ７０４は、無線周波数信号の送受信に用いるアンテナである。図３の例では１
本のアンテナしか記載していないが、複数本のアンテナを有していてもよい。
　ディスプレイ７０５は、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、ＰＤＰ（Plasma
 Display Panel）、ＯＥＬＤ（Organic Electro-Luminescence Display）などの表示デバ
イスである。
【００５０】
　タッチパネル７０６及びキーパッド７０７は、入力デバイスの一例である。マイクロホ
ン７０８は、入力された音を電気信号に変換する音声入力デバイスの一例である。スピー
カ７０９は、音を出力する音声出力デバイスの一例である。媒体リーダ７１０は、記録媒
体７１１に記録された情報を読み取るデバイスである。記録媒体７１１は、磁気ディスク
、光ディスク、又は半導体メモリなどである。
【００５１】
　以上、無線端末装置１００のハードウェアについて説明した。
　（無線基地局のハードウェア）
　次に、図４を参照しながら、無線基地局２００のハードウェアについて説明する。図４
は、第２の実施の形態に係る無線基地局のハードウェアの例を示した図である。
【００５２】
　図４に示すように、無線基地局２００は、ＣＰＵ８０１、ＲＯＭ８０２、ＲＡＭ８０３
、メモリ８０４、アンテナ８０５、無線通信部８０６、及び通信インタフェース８０７を
有する。
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【００５３】
　ＣＰＵ８０１は、プログラムに記述された命令を実行する演算器を含むプロセッサであ
る。ＣＰＵ８０１は、ＲＯＭ８０２又はメモリ８０４に記憶されているプログラムやデー
タの少なくとも一部をＲＡＭ８０３にロードし、プログラムに記述された命令を実行する
。ＲＡＭ８０３は、ＣＰＵ８０１が実行するプログラムや、処理に用いられるデータを一
時的に記憶するための揮発性メモリである。メモリ８０４は、ＯＳ、ファームウェア、或
いは、アプリケーションソフトウェアなどのプログラムや、処理に用いられるデータなど
を記憶する不揮発性記憶装置の一例である。メモリ８０４は、例えば、フラッシュメモリ
やＳＳＤなどである。
【００５４】
　アンテナ８０５は、無線周波数信号の送受信に用いるアンテナである。図４の例では１
本のアンテナしか記載していないが、複数本のアンテナを有していてもよい。無線通信部
８０６は、ＣＰＵ８０１の指示を受けて作動し、無線端末装置１００と通信を行うための
回線の接続及び切断を制御する。
【００５５】
　無線通信部８０６は、アンテナ８０５を介して無線端末装置１００との間で無線による
データの送受信を実行する。無線通信部８０６は、ベースバンド信号とＲＦ信号との間で
周波数変換する処理、誤り訂正符号化・復号、及び変調・復調などの処理を実行する。通
信インタフェース８０７は、無線ネットワーク制御装置３００と通信するためのインタフ
ェースである。
【００５６】
　以上、無線基地局２００のハードウェアについて説明した。
　（無線ネットワーク制御装置のハードウェア）
　次に、図５を参照しながら、無線ネットワーク制御装置３００のハードウェアについて
説明する。図５は、第２の実施の形態に係る無線ネットワーク制御装置のハードウェアの
例を示した図である。
【００５７】
　図５に示すように、無線ネットワーク制御装置３００は、ＢＴＳインタフェース９０１
、コアネットワークインタフェース９０２、ＡＴＭ（Asynchronous Transfer Mode）スイ
ッチ９０３、ダイバーシチハンドオーバ部９０４、及び主制御部９０５を有する。
【００５８】
　ＢＴＳインタフェース９０１は、無線基地局２００とデータの送受信を行うための通信
インタフェースである。コアネットワークインタフェース９０２は、コアネットワーク４
００を介して、例えば、コンテンツサーバ５００とデータの送受信を行うための通信イン
タフェースである。ＡＴＭスイッチ９０３は、非同期転送モードでダイバーシチハンドオ
ーバ部９０４又は主制御部９０５に対し、ＢＴＳインタフェース９０１又はコアネットワ
ークインタフェース９０２から入力されたデータを転送するスイッチである。
【００５９】
　ダイバーシチハンドオーバ部９０４は、複数の無線基地局２００を制御し、通信中に無
線端末装置１００がセル間を移動する場合に元のセルの無線基地局２００との無線チャネ
ルを開放する前に次のセルの無線基地局２００との無線チャネルを設定する。つまり、ダ
イバーシチハンドオーバ部９０４は、ダイバーシチハンドオーバ制御を行う。
【００６０】
　主制御部９０５は、ＣＰＵ９０５ａ、ＲＡＭ９０５ｂ、及びメモリ９０５ｃを有する。
　ＣＰＵ９０５ａは、プログラムに記述された命令を実行する演算器を含むプロセッサで
ある。ＣＰＵ９０５ａは、メモリ９０５ｃに記憶されているプログラムやデータの少なく
とも一部をＲＡＭ９０５ｂにロードし、プログラムに記述された命令を実行する。なお、
ＣＰＵ９０５ａは、複数のプロセッサコアを含んでいてもよい。主制御部９０５は、複数
のＣＰＵ９０５ａを搭載していてもよい。この場合、主制御部９０５は、処理を並列実行
することができる。
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【００６１】
　ＲＡＭ９０５ｂは、ＣＰＵ９０５ａが実行するプログラムや、処理に用いられるデータ
を一時的に記憶するための揮発性メモリである。メモリ９０５ｃは、ＯＳ、ファームウェ
ア、或いは、アプリケーションソフトウェアなどのプログラムや、処理に用いられるデー
タなどを記憶する不揮発性記憶装置の一例である。なお、主制御部９０５は、フラッシュ
メモリやＳＳＤなどの記憶装置を別途有していてもよい。また、主制御部９０５は、複数
の記憶装置を有していてもよい。
【００６２】
　以上、無線ネットワーク制御装置３００のハードウェアについて説明した。
　（無線端末装置の機能）
　次に、図６を参照しながら、無線端末装置１００の機能について説明する。図６は、第
２の実施の形態に係る無線端末装置が有する機能の例を示したブロック図である。
【００６３】
　図６に示すように、無線端末装置１００は、表示処理部１０１、表示データ記憶部１０
２、ストリーム制御部１０３、時間情報記憶部１０４、及びデータバッファ１０５を有す
る。さらに、無線端末装置１００は、時間情報送信部１０６、及び間欠通信制御部１０７
を有する。
【００６４】
　表示処理部１０１、表示データ記憶部１０２、ストリーム制御部１０３、時間情報記憶
部１０４、及びデータバッファ１０５の機能は、ユーザコア７３１により実現可能である
。時間情報送信部１０６、及び間欠通信制御部１０７の機能は、無線制御コア７５２によ
り実現可能である。
【００６５】
　例えば、表示処理部１０１、及びストリーム制御部１０３の機能は、ＣＰＵ７３１ａが
実行するプログラムのモジュールとして実現できる。表示処理部１０１、及びストリーム
制御部１０３の機能は、ＣＰＵ７３１ａが有する機能の一部又は全部をソフトウェアでは
なく電子回路として実現することも可能である。
【００６６】
　表示データ記憶部１０２、時間情報記憶部１０４、及びデータバッファ１０５は、ＲＡ
Ｍ７３１ｂやメモリ７３１ｃに確保された記憶領域である。時間情報送信部１０６、及び
間欠通信制御部１０７の機能は、ＣＰＵ７５２ａが実行するプログラムのモジュールとし
て実現できる。時間情報送信部１０６、及び間欠通信制御部１０７の機能は、ＣＰＵ７５
２ａが有する機能の一部又は全部をソフトウェアではなく電子回路として実現することも
可能である。
【００６７】
　（表示処理部１０１）
　表示処理部１０１は、画像やテキストなどの表示データをディスプレイ７０５に表示す
る。表示処理部１０１は、レンダリングエンジン１１１、及びデータＩＯ（Input/Output
）部１１２を有する。
【００６８】
　レンダリングエンジン１１１は、ＨＴＭＬ（HyperText Markup Language）やＸＭＬ（e
Xtensible Markup Language）などの記述言語やデータ構造の情報、テキストデータ、画
像データなどを含む表示用のデータに基づいてディスプレイ７０５に表示可能な形式の表
示データを生成する。つまり、レンダリングエンジン１１１は、レンダリング処理を実行
する。データＩＯ部１１２は、表示データ記憶部１０２への表示データの記録や表示デー
タ記憶部１０２からの表示データの読み出しを行う入出力部である。また、データＩＯ部
１１２は、ストリーム制御部１０３との間でデータの受け渡しを行う。
【００６９】
　（表示データ記憶部１０２）
　表示データ記憶部１０２には、レンダリングエンジン１１１により生成された表示デー
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タが記録される。例えば、表示データ記憶部１０２には、レンダリングエンジン１１１に
より生成された後、ディスプレイ７０５に表示されるまでの間、一時的に表示データが記
録される。この場合、ディスプレイ７０５に表示されるために読み出された表示データは
、表示データ記憶部１０２から消去される。
【００７０】
　（ストリーム制御部１０３）
　ストリーム制御部１０３は、ユーザへデータを出力するための処理を実行する。ストリ
ーム制御部１０３は、時間監視部１３１、データＩＯ部１３２、及びデコード部１３３を
有する。
【００７１】
　時間監視部１３１は、ユーザがデータの出力内容（例えば、画像、テキスト、音声など
）を視聴している期間の長さを示す時間情報を生成する。例えば、時間監視部１３１は、
表示データを表示可能な状態になった時点から、ユーザが次の表示データを要求する時点
（タッチパネル７０６やキーパッド７０７によるデータ要求の操作）までの時間を計測す
る。
【００７２】
　なお、時間監視部１３１は、表示処理部１０１から画像データの受信を完了した旨の通
知を受け、さらにデータバッファ１０５に一時的に記録された画像データが空になったこ
とを確認して表示データが表示可能な状態になった時点を判断する。
【００７３】
　時間監視部１３１は、計測した時間（計測時間）を時間情報記憶部１０４に記録する。
また、時間監視部１３１は、最新の計測時間及び過去の計測時間の平均値を計算する。
【００７４】
　例えば、時間監視部１３１は、新しい順に過去の計測時間を所定数抽出し、抽出した過
去の計測時間及び最新の計測時間について平均値を計算する。但し、過去の計測時間が所
定数に満たない場合、時間監視部１３１は、存在する計測時間について平均値を計算する
。時間監視部１３１は、計算した平均値を間欠通信制御に利用する時間情報として時間情
報記憶部１０４に記録する。なお、平均値の単位は、秒などの所定の時間単位であっても
よいし、サブフレーム数単位であってもよい。
【００７５】
　データＩＯ部１３２は、表示処理部１０１との間でデータの受け渡しを行う入出力部で
ある。例えば、データＩＯ部１３２は、データバッファ１０５に一時的に記録された画像
データを表示処理部１０１に送信する。デコード部１３３は、圧縮及び符号化されたデー
タの伸張及び復号に関する処理や画像データの高画質化処理などを実行する。デコード部
１３３は、処理後のデータをデータバッファ１０５に記録する。
【００７６】
　（時間情報記憶部１０４、データバッファ１０５）
　時間情報記憶部１０４には、時間監視部１３１が計測した計測時間及び計算された平均
値が記録される。データバッファ１０５には、デコード部１３３により処理された画像デ
ータが一時的に記録される。データバッファ１０５に記録された画像データは、データＩ
Ｏ部１３２を介して表示処理部１０１により読み出された時点で消去される。
【００７７】
　（時間情報送信部１０６、間欠通信制御部１０７）
　時間情報送信部１０６は、ストリーム制御部１０３が有する時間情報を無線ネットワー
ク制御装置３００へ送信する。間欠通信制御部１０７は、上りリンクの制御チャネルでの
間欠送信及び下りリンクの制御チャネルでの間欠受信を実施する。
【００７８】
　Ｗ－ＣＤＭＡシステムに適用する場合、間欠通信制御部１０７は、ＤＴＸ及びＤＲＸを
実施する。ＤＴＸを実施する場合、間欠通信制御部１０７は、上りリンクにおいてＥ－Ｄ
ＣＨでのデータ送信がない場合（或いは、所定量より少ない場合）にＤＰＣＣＨバースト
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の送信を間欠的に行うように制御する。ＤＰＣＣＨバーストの送信周期は、無線ネットワ
ーク制御装置３００により設定されるパラメータによって決定される。なお、ＤＴＸによ
るＤＰＣＣＨバーストの間欠送信をＵＥ　ＤＴＸサイクルと呼ぶ。
【００７９】
　ＤＲＸを実施する場合、間欠通信制御部１０７は、下りリンクにおいてＨＳ－ＳＣＣＨ
の監視を間欠的に行うように制御する。ＨＳ－ＳＣＣＨの監視周期は、無線ネットワーク
制御装置３００により設定されるパラメータによって決定される。
【００８０】
　なお、ＤＲＸによるＨＳ－ＳＣＣＨの間欠的な監視動作をＵＥ　ＤＲＸサイクルと呼ぶ
。ＤＲＸは、ＤＴＸと組み合わせて実施され、ＵＥ　ＤＴＸサイクルの開始と共にＵＥ　
ＤＲＸサイクルが開始される。間欠通信制御部１０７は、ＨＳ－ＳＣＣＨで無線ネットワ
ーク制御装置３００から送信される制御信号に応じてＵＥ　ＤＴＸ及びＵＥ　ＤＲＸの開
始及び停止を制御する。
【００８１】
　以上、無線端末装置１００の機能について説明した。
　（無線ネットワーク制御装置の機能）
　次に、図７を参照しながら、無線ネットワーク制御装置３００の機能について説明する
。図７は、第２の実施の形態に係る無線ネットワーク制御装置が有する機能の例を示した
ブロック図である。
【００８２】
　図７に示すように、無線ネットワーク制御装置３００は、通信部３０１と、データ取得
部３０２と、無線制御部３０３とを有する。なお、通信部３０１、データ取得部３０２、
及び無線制御部３０３は、ＣＰＵ９０５ａが実行するプログラムのモジュールとして実現
できる。また、通信部３０１、データ取得部３０２、及び無線制御部３０３が有する機能
の一部又は全部をソフトウェアではなく電子回路として実現することも可能である。
【００８３】
　（通信部３０１）
　通信部３０１は、無線基地局２００と通信するためのインタフェースである。例えば、
通信部３０１は、無線基地局２００を介して、無線端末装置１００から送信されたデータ
の要求を受信する。通信部３０１は、無線基地局２００を介して、データ取得部３０２が
コンテンツサーバ５００から取得したデータを無線端末装置１００に送信する。通信部３
０１は、無線制御部３０３から出力された制御情報を無線基地局２００に送信する。
【００８４】
　（データ取得部３０２）
　データ取得部３０２は、コンテンツサーバ５００からデータを取得する。例えば、デー
タ取得部３０２は、テキストデータ、画像データ、及び音声データなどのデータをコンテ
ンツサーバ５００から取得する。データ取得部３０２は、コンテンツサーバ５００から取
得したデータを通信部３０１に入力し、無線基地局２００を介して無線端末装置１００に
送信する。
【００８５】
　（無線制御部３０３）
　無線制御部３０３は、間欠通信制御部３３１、時間情報受信部３３２、及び時間情報設
定部３３３を有する。間欠通信制御部３３１は、無線基地局２００を制御して、上りリン
クの制御チャネルでの間欠送信及び下りリンクの制御チャネルでの間欠受信を実施する。
時間情報受信部３３２は、無線基地局２００を介して、無線端末装置１００から送信され
た時間情報を受信する。時間情報設定部３３３は、時間情報受信部３３２が受信した時間
情報に基づいて間欠送信及び間欠受信の周期を設定する。
【００８６】
　Ｗ－ＣＤＭＡシステムに適用する場合、時間情報設定部３３３は、時間情報に基づいて
ＵＥ　ＤＴＸサイクルの周期を決めるパラメータ及びＵＥ　ＤＲＸサイクルの周期を決め
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るパラメータを設定する。
【００８７】
　ＵＥ　ＤＴＸサイクルには、ＤＰＣＣＨバーストを短い周期で送信するＵＥ　ＤＴＸサ
イクル１及び長い周期で送信するＵＥ　ＤＴＸサイクル２がある。時間情報設定部３３３
は、ＵＥ　ＤＴＸサイクル２の周期を決めるパラメータＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ２を時
間情報に基づく値に設定する。さらに、時間情報設定部３３３は、ＵＥ　ＤＴＸサイクル
１の周期を決めるパラメータＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ１を時間情報に基づく値に設定し
てもよい。
【００８８】
　以上、無線ネットワーク制御装置３００の機能について説明した。
　（上りリンクＤＰＣＣＨでの間欠送信）
　次に、図８を参照しながら、上りリンクの個別物理制御チャネル（ＤＰＣＣＨ）での間
欠送信について説明する。図８は、上りリンクの個別物理制御チャネルでの間欠送信につ
いて説明する図である。なお、ＣＦＮは接続フレーム番号を表す。ＤＰＣＣＨ送信はＤＰ
ＣＣＨバーストの送信区間（図８では省略しているが、実際にはＤＰＣＣＨバーストの前
にプリアンブル、後にポストアンブルを送信する区間がある。）を表す。
【００８９】
　ＵＥ　ＤＴＸサイクル（及びＵＥ　ＤＲＸサイクル）は、ＲＲＣ（Radio Resource Con
trol）信号により設定及び起動されるが、呼接続設定後すぐに起動されるのではなくＥｎ
ａｂｌｉｎｇ　Ｄｅｌａｙと呼ばれる区間の後に起動される。Ｅｎａｂｌｉｎｇ　Ｄｅｌ
ａｙ区間の長さはパラメータＥｎａｂｌｉｎｇ＿Ｄｅｌａｙ（図８の例では、１フレーム
）で規定される。Ｅｎａｂｌｉｎｇ　Ｄｅｌａｙ区間では上りリンクＤＰＣＣＨでの連続
送信及びＦ－ＤＰＣＨでの連続受信が行われる。一方、Ｅｎａｂｌｉｎｇ　Ｄｅｌａｙ区
間ではＥ－ＤＣＨでの送信が規制される。
【００９０】
　Ｅｎａｂｌｉｎｇ　Ｄｅｌａｙ区間後、ＵＥ　ＤＴＸサイクルが開始される。ＵＥ　Ｄ
ＴＸサイクルには、ＤＰＣＣＨバーストを短い周期で送信するＵＥ　ＤＴＸサイクル１及
び長い周期で送信するＵＥ　ＤＴＸサイクル２がある。
【００９１】
　ＵＥ　ＤＴＸサイクル１の区間（ＵＥ　ＤＴＸ　Ｃｙｃｌｅ　１）におけるＤＰＣＣＨ
バーストの送信周期は、パラメータＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿１（図８の例では４サブ
フレーム）で規定される。ＵＥ　ＤＴＸサイクル２の区間（ＵＥ　ＤＴＸ　Ｃｙｃｌｅ　
２）におけるＤＰＣＣＨバーストの送信周期は、パラメータＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿
２（図８の例では８サブフレーム）で規定される。
【００９２】
　ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿２は、ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿１の整数倍に設定され
ることが多い。ＵＥ　ＤＴＸサイクル１におけるＤＰＣＣＨバーストの送信区間の長さは
パラメータＵＥ＿ＤＰＣＣＨ＿Ｂｕｒｓｔ＿１で規定される。ＵＥ　ＤＴＸサイクル２に
おけるＤＰＣＣＨバーストの送信区間の長さはパラメータＵＥ＿ＤＰＣＣＨ＿Ｂｕｒｓｔ
＿２で規定される。
【００９３】
　Ｅｎａｂｌｉｎｇ　Ｄｅｌａｙ区間後、ＵＥ　ＤＴＸサイクル１が開始され、ＵＥ　Ｄ
ＴＸサイクル１の間にＥ－ＤＣＨでの送信が所定期間ない場合、無線端末装置１００は、
ＵＥ　ＤＴＸサイクル２に切り替える。この所定期間の長さは、パラメータＭＡＣ＿Ｉｎ
ａｃｔｉｖｉｔｙ＿Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ（図８の例では８サブフレーム）で規定される。
【００９４】
　ＵＥ　ＤＴＸサイクル２の区間でＥ－ＤＣＨでの送信が発生した場合（図８の例ではＣ
ＦＮ６５、サブフレーム１）、無線端末装置１００は、Ｅ－ＤＣＨでの送信が発生したＴ
ＴＩ（Transmission Time Interval）でＤＰＣＣＨを送信する。さらに、無線端末装置１
００は、Ｅ－ＤＣＨでの送信後のＴＴＩでＵＥ　ＤＴＸサイクル２からＵＥ　ＤＴＸサイ
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クル１へと切り替える。
【００９５】
　ＵＥ　ＤＴＸサイクル１の区間でＥ－ＤＣＨでの送信が発生した場合、無線端末装置１
００は、即座にＤＰＣＣＨを送信する。ＭＡＣ＿Ｉｎａｃｔｉｖｉｔｙ＿Ｔｈｒｅｓｈｏ
ｌｄの期間Ｅ－ＤＣＨでの送信がない場合、無線端末装置１００は、再びＵＥ　ＤＴＸサ
イクル２へと切り替える。
【００９６】
　上記のように、ＤＰＣＣＨバーストの間欠送信周期は、パラメータＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙ
ｃｌｅ＿１及びＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿２により規定される。そのため、パラメータ
ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿１及びＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿２を制御することで、Ｄ
ＰＣＣＨバーストの送信間隔を調整することができる。
【００９７】
　以上、上りリンクＤＰＣＣＨでの間欠送信について説明した。
　（下りリンクＨＳ－ＳＣＣＨでの間欠受信）
　次に、図９を参照しながら、下りリンク高速共有制御チャネル（ＨＳ－ＳＣＣＨ）での
間欠受信について説明する。図９は、下りリンクの高速共有制御チャネルでの間欠受信に
ついて説明する図である。なお、Ｐ－ＣＣＰＣＨは報知チャネルの一例である。ＳＦＮは
サブフレーム番号を表す。Ｓ＿ＤＲＸはサブフレーム番号を表す。
【００９８】
　ＵＥ　ＤＲＸサイクルにおいて、無線端末装置１００は、ＨＳ－ＳＣＣＨ、ＨＳ－ＰＤ
ＳＣＨ、ＨＳ－ＤＰＣＣＨの一部（図９の例ではハッチングを施したサブフレーム（受信
サブフレーム））を受信する。ＨＳ－ＳＣＣＨにおける受信サブフレームの受信間隔は、
パラメータＵＥ＿ＤＲＸ＿Ｃｙｃｌｅにより決定される。ＨＳ－ＰＤＳＣＨ及びＨＳ－Ｄ
ＰＣＣＨにおける受信サブフレームの受信タイミングは、ＨＳ－ＳＣＣＨにおける受信サ
ブフレームの受信タイミングに応じて決定される。
【００９９】
　無線端末装置１００は、あるＣＦＮ（図９の例ではＣＦＮ＝ｎ）を有するＦ－ＤＰＣＨ
開始前後、所定期間内に開始されるＨＳ－ＳＣＣＨの受信サブフレームからＵＥ　ＤＲＸ
サイクルによる受信を開始する。この所定期間は、図９に示した時間Ｔ０及びＴ１により
決定される。ＨＳ－ＳＣＣＨについてＵＥ　ＤＲＸサイクルによる間欠受信を開始した無
線端末装置１００は、その開始から所定期間後にＨＳ－ＰＤＳＣＨ及びＨＳ－ＤＰＣＣＨ
の間欠受信を開始する。ＨＳ－ＤＰＣＣＨのサブフレーム番号Ｓ＿ＤＲＸは、その先頭（
Ｓ＿ＤＲＸ＝０）がＨＳ－ＰＤＳＣＨの先頭サブフレームに対応する位置となるように設
定される。
【０１００】
　以上、下りリンクＨＳ－ＳＣＣＨでの間欠受信について説明した。
　（パラメータの例）
　次に、図１０を参照しながら、上りリンクＤＰＣＣＨでの間欠送信及び下りリンクＨＳ
－ＳＣＣＨでの間欠受信に用いるパラメータの例について説明する。図１０は、上りリン
クの個別物理制御チャネルでの間欠送信、及び下りリンクの高速共有制御チャネルでの間
欠受信に用いるパラメータの例を示した図である。
【０１０１】
　上りリンクＤＰＣＣＨでの間欠送信には、ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿１、ＵＥ＿ＤＴ
Ｘ＿Ｃｙｃｌｅ＿２、及びＭＡＣ＿Ｉｎａｃｔｉｖｉｔｙ＿Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄなどのパ
ラメータが用いられる。ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿１は、ＵＥ　ＤＴＸサイクル１にお
ける間欠送信周期を規定するパラメータである。
【０１０２】
　ＵＥ　ＤＴＸサイクル１では、ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿１が示す時間間隔でＤＰＣ
ＣＨバーストが送信される。ＵＥ　ＤＴＸサイクル１におけるＤＰＣＣＨバーストの長さ
は、パラメータＵＥ＿ＤＰＣＣＨ＿Ｂｕｒｓｔ＿１により規定される。ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃ
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ｙｃｌｅ＿１の値は、図１０に示すように、Ｅ－ＤＣＨのＴＴＩに応じてサブフレーム単
位で規定される。
【０１０３】
　ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿２は、ＵＥ　ＤＴＸサイクル２における間欠送信周期を規
定するパラメータである。ＵＥ　ＤＴＸサイクル２では、ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿２
が示す時間間隔でＤＰＣＣＨバーストが送信される。ＵＥ　ＤＴＸサイクル２におけるＤ
ＰＣＣＨバーストの長さは、パラメータＵＥ＿ＤＰＣＣＨ＿Ｂｕｒｓｔ＿２により規定さ
れる。ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿１と同様に、ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿２の値は、
Ｅ－ＤＣＨのＴＴＩに応じてサブフレーム単位で規定される。
【０１０４】
　ＭＡＣ＿Ｉｎａｃｔｉｖｉｔｙ＿Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄは、ＵＥ　ＤＴＸサイクル１から
ＵＥ　ＤＴＸサイクル２へと切り替える際に参照されるパラメータである。
　ＵＥ　ＤＴＸサイクル１においてＭＡＣ＿Ｉｎａｃｔｉｖｉｔｙ＿Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ
で規定する期間、Ｅ－ＤＣＨでの送信がない場合、無線端末装置１００は、ＵＥ　ＤＴＸ
サイクル２へと切り替える。ＭＡＣ＿Ｉｎａｃｔｉｖｉｔｙ＿Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄの値は
、Ｅ－ＤＣＨのＴＴＩを単位として規定される。なお、ＭＡＣ＿Ｉｎａｃｔｉｖｉｔｙ＿
Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄの値を無限大に設定することで、ＵＥ　ＤＴＸサイクル１のみの運用
が可能になる。
【０１０５】
　下りリンクＨＳ－ＳＣＣＨでの間欠受信には、ＵＥ＿ＤＲＸ＿Ｃｙｃｌｅなどのパラメ
ータが用いられる。なお、ここでは説明を省略するが、例えば、ＨＳ－ＳＣＣＨ、ＨＳ－
ＰＤＳＣＨ、ＨＳ－ＤＰＣＣＨの間欠受信を開始するタイミングを決める所定期間を示す
パラメータなども下りリンクＨＳ－ＳＣＣＨでの間欠受信に用いられる。ＵＥ＿ＤＲＸ＿
Ｃｙｃｌｅは、ＨＳ－ＳＣＣＨにおける受信サブフレームの受信間隔を規定する。ＵＥ＿
ＤＲＸ＿Ｃｙｃｌｅの値は、サブフレーム単位で規定される。
【０１０６】
　図１０の例で示したパラメータの設定値は、Ｗ－ＣＤＭＡシステムで通常用いられる規
定値である。第２の実施の形態においては、ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿１、ＵＥ＿ＤＴ
Ｘ＿Ｃｙｃｌｅ＿２、ＵＥ＿ＤＲＸ＿Ｃｙｃｌｅの少なくとも１つが無線ネットワーク制
御装置３００により無線端末装置１００毎に調整される。具体的には、無線端末装置１０
０から送信される時間情報に応じた値にＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿１、ＵＥ＿ＤＴＸ＿
Ｃｙｃｌｅ＿２、ＵＥ＿ＤＲＸ＿Ｃｙｃｌｅの少なくとも１つが調整される。
【０１０７】
　以上、上りリンクＤＰＣＣＨでの間欠送信及び下りリンクＨＳ－ＳＣＣＨでの間欠受信
に用いるパラメータの例について説明した。
　（データユニットの例）
　次に、図１１及び図１２を参照しながら、Ｅ－ＤＣＨでの送信に用いるＰＤＵ（Protoc
ol Data Unit）について説明する。図１１は、拡張個別チャネルで送信されるデータユニ
ットの例を示した第１の図である。図１２は、拡張個別チャネルで送信されるデータユニ
ットの例を示した第２の図である。なお、図１１及び図１２には一例としてＭＡＣ－ｉ／
ｉｓのＭＡＣ　ＰＤＵフォーマットを示したが、ＭＡＣ－ｅ／ｅｓのＭＡＣ　ＰＤＵフォ
ーマットも第２の実施の形態に係る技術に対して適用可能である。
【０１０８】
　図１１に示すように、ＭＡＣ－ｉ　ＰＤＵは、ＭＡＣ－ｉヘッダ及びＭＡＣ－ｉｓ　Ｐ
ＤＵを含む。ＭＡＣ－ｉヘッダは、ＭＡＣ－ｉ　ＰＤＵに含まれるＭＡＣ－ｉｓ　ＰＤＵ
の数だけ用意され、ＭＡＣ－ｉ　ＰＤＵに付加される。ＭＡＣ－ｉ　ＰＤＵには、さらに
ＳＩ（Scheduling Information）メッセージが含まれる。
【０１０９】
　ＳＩメッセージは、ＵＰＨ（UE Power Headroom）フィールド、ＴＥＢＳ（Total E-DCH
 Buffer Status）フィールドを含む。さらに、ＳＩメッセージは、ＨＬＢＳ（Highest pr
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iority Logical Buffer Status）フィールド、ＨＬＩＤ（Highest priority Logical Cha
nnel ID）フィールドを含む。なお、ＵＰＨフィールドの先頭ビットがＭＳＢ（Most Sign
ificant Bit）である。
【０１１０】
　ＵＰＨフィールドは、無線端末装置１００の最大伝送能力、及びそれに対応するＤＰＣ
ＣＨコード能力の割合を示す５ビットの指示子を含む。ＴＥＢＳフィールドは、全ての論
理チャネルのデータ量を示す５ビットの識別子を含む。ＴＥＢＳフィールドに含まれる識
別子はＲＬＣ（Radio Link Control）により送信可能又は再送可能なデータ量をバイト単
位で示したものである。
【０１１１】
　ＨＬＢＳフィールドは、最優先論理チャネルで伝送可能なデータ量の割合を示す指示子
を含む。ＨＬＩＤフィールドは、最優先論理チャネル（バッファ資源を最も多く占めてい
る論理チャネル）を識別するための４ビットの識別子を含む。
【０１１２】
　第２の実施の形態に係るＳＩメッセージは、ＮＡＳＩ（Non Access Span Information
）フィールドをさらに含む。このＮＡＳＩフィールドは、無線端末装置１００から無線ネ
ットワーク制御装置３００へと送信される時間情報を示す４ビットの識別子を含む。なお
、変形例として、図１２に示すようにＭＡＣ－ｉ　ＰＤＵをＳＩメッセージで形成し、そ
のＳＩメッセージにＮＡＳＩフィールドを含めることも可能である。
【０１１３】
　以上、Ｅ－ＤＣＨでの送信に用いるＰＤＵについて説明した。
　（時間情報の生成方法）
　次に、図１３を参照しながら、ＵＥ　ＤＴＸサイクル及びＵＥ　ＤＲＸサイクルの周期
を調整するために無線端末装置１００から無線ネットワーク制御装置３００へとＰＤＵに
含めて送信される時間情報の生成方法について説明する。図１３は、第２の実施の形態に
係る時間情報の生成方法を示した図である。
【０１１４】
　ここで生成する時間情報は、無線端末装置１００にて、あるデータの出力が開始できる
ようになり、ユーザが出力結果を視聴などしている期間の長さを示すものである。例えば
、この時間情報は、無線端末装置１００にてユーザがＷｅｂブラウジングで動画、静止画
、音声、音楽の視聴をしている状態やテキストを読んでいる状態にある期間の長さを示す
。このような状態にある場合、例えば、画像データ自体に関する処理（デコード処理や高
画質化処理など）や、画像データの受信処理などがほとんど発生しない。そこで、第２の
実施の形態においては、このような期間の長さを示す時間情報を利用してＵＥ　ＤＴＸサ
イクル及びＵＥ　ＤＲＸサイクルの周期を調整する方法を提案する。
【０１１５】
　時間情報の生成は、無線端末装置１００が有するストリーム制御部１０３の機能により
実行される。一例として、画像データを受信した場合における時間情報の生成方法につい
て説明する。画像データを受信した場合、デコード部１３３は、デコード処理や高画質化
処理などを実行してデータバッファ１０５に処理後の画像データを格納する。この画像デ
ータはデータＩＯ部１３２を介して表示処理部１０１により読み込まれ、表示処理部１０
１によりディスプレイ７０５に画像が表示される。
【０１１６】
　表示処理部１０１は、ストリーム制御部１０３から画像データを受信完了したタイミン
グで受信完了をストリーム制御部１０３に通知する。表示処理部１０１は、レンダリング
エンジン１１１により画像データをレンダリング処理して表示データを生成し、表示デー
タ記憶部１０２に一時的に記録する。そして、表示処理部１０１は、表示データ記憶部１
０２から表示データを読み出してディスプレイ７０５に表示する。表示データを読み出し
た表示処理部１０１は、その表示データを表示データ記憶部１０２から消去する。
【０１１７】
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　時間監視部１３１は、ストリーム制御部１０３が表示処理部１０１から受信完了の通知
を受け、データバッファ１０５にデータがないことを確認してタイマを起動させる。タイ
マは、起動から停止までの時間を計測する計測装置である。ユーザから次の画像データが
要求された場合（タッチパネル７０６やキーパッド７０７による画像データの要求操作を
受けた場合）、時間監視部１３１はタイマを停止させる。そして、時間監視部１３１は、
タイマの起動から停止までの時間（計測時間）を示す情報を時間情報記憶部１０４に格納
する。さらに、時間監視部１３１は、過去に計測した計測時間及び今回計測した計測時間
の平均値を計算する。このとき、時間監視部１３１は、図１３に示すような方法で平均値
の計算を実行する。
【０１１８】
　例えば、今回がＮ回目の計測である場合、時間監視部１３１は、時間情報記憶部１０４
から過去の計測時間を示す情報を所定数読み出す。図１３の例では、４回分の計測時間を
示す情報が新しい順に読み出されている。時間監視部１３１は、時間情報記憶部１０４か
ら読み出した情報を用いて計測時間の平均値を計算する。
【０１１９】
　例えば、Ｎ回目の計測時間が１２．２３５秒、Ｎ－１回目の計測時間が８０．０９５秒
、Ｎ－２回目の計測時間が１．３６７秒、Ｎ－３回目の計測時間が９．３４５秒、Ｎ－４
回目の計測時間が１５．１２３秒の場合、平均値は２３．６３３秒となる。時間監視部１
３１は、この平均値に基づいて時間情報（図１３の例では５０サブフレームに相当）を生
成する。なお、時間情報は、サブフレーム数の単位に変換されてもよい。
【０１２０】
　以上、時間情報の生成方法について説明した。
　（時間情報の利用方法）
　次に、図１４を参照しながら、ＵＥ　ＤＴＸサイクル及びＵＥ　ＤＲＸサイクルの周期
を調整する際の無線ネットワーク制御装置３００による時間情報の利用方法について説明
する。図１４は、第２の実施の形態に係る時間情報の利用方法を示した図である。
【０１２１】
　時間情報設定部３３３は、秒などの単位で表現された時間情報の値をサブフレーム数な
どの単位（ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿１、ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿２、ＵＥ＿ＤＲ
Ｘ＿Ｃｙｃｌｅと同じ単位）に変換する。なお、Ｅ－ＤＣＨ　ＴＴＩの長さに基づいて時
間情報の値をサブフレーム数などの単位にそのまま変換してもよいが、ここでは図１４に
示すように判定条件を用いて時間情報を変換する方法を提案する。
【０１２２】
　図１４に例示した方法は、ｑ＋１個の閾値Ｔｈ（０）、…、Ｔｈ（ｑ）（Ｔ（０）＞Ｔ
（１）＞…＞Ｔ（ｑ－１）＞Ｔ（ｑ））を用意し、２つの隣り合う閾値で規定される区間
のいずれに時間情報の値が含まれるかに応じて、その区間毎に予め設定しておいた値を選
択する方法である。
【０１２３】
　判定条件と変換後の値とを対応付けるテーブルの情報は、時間情報設定部３３３が予め
保持しておけばよい。時間情報設定部３３３は、このテーブルを参照し、時間情報が示す
値に該当する区間の値を選択する。なお、図１４に示したテーブルの中で「規定値」とあ
るのは、例えば、Ｗ－ＣＤＭＡシステムで通常用いられる規定値（図１０に示したパラメ
ータの例）にすることを意味する。
【０１２４】
　以上、時間情報の利用方法について説明した。
　上記のようにして選択された時間情報の値は、ＵＥ　ＤＴＸサイクルやＵＥ　ＤＲＸサ
イクルの間欠通信周期に設定される。間欠通信周期に設定された値は、ＣＰＣパラメータ
としてＣＰＣ開始時に無線ネットワーク制御装置３００から無線端末装置１００へと送信
される。
【０１２５】
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　（ＣＰＣ制御の開始処理について）
　ここで、図１５を参照しながら、ＣＰＣ制御の開始時における無線ネットワーク制御装
置３００及び無線端末装置１００の動作について説明する。図１５は、ＣＰＣ制御の開始
時における無線ネットワーク制御装置及び無線端末装置の動作を示す図である。なお、Ｓ
１１～Ｓ１３は、無線ネットワーク制御装置３００による処理を示す。Ｓ１４及びＳ１５
は、無線端末装置１００による処理を示す。
【０１２６】
　（Ｓ１１）無線ネットワーク制御装置３００は、無線端末装置１００から送信されるデ
ータのパケット量を監視する。
　（Ｓ１２）無線ネットワーク制御装置３００は、監視しているパケット量が閾値より少
ない状態が一定時間継続しているか否かを判定する。パケット量が閾値より少ない状態が
一定時間継続している場合、処理はＳ１３へ進む。パケット量が閾値より多い状態の場合
、処理はＳ１１に戻る。なお、パケット量が０となった状態が一定時間継続している場合
に処理がＳ１３へ進むように判定条件を変形してもよい。
【０１２７】
　（Ｓ１３）無線ネットワーク制御装置３００は、時間情報に基づいて設定したＣＰＣパ
ラメータを無線端末装置１００に送信する。
　（Ｓ１４）無線端末装置１００は、無線ネットワーク制御装置３００により送信された
ＣＰＣパラメータを受信する。
【０１２８】
　（Ｓ１５）無線端末装置１００は、ベースバンド部７０２において、受信したＣＰＣパ
ラメータに従って送信系及び受信系回路の一部又は全部を一時停止させる。
　以上、ＣＰＣ制御の開始処理について説明した。
【０１２９】
　（無線端末装置の動作）
　次に、図１６～図１８を参照しながら、無線端末装置１００の動作について説明する。
なお、無線端末装置１００の動作のうち、表示処理部１０１、ストリーム制御部１０３、
無線制御コア７５２の動作を中心に説明を進める。
【０１３０】
　まず、図１６を参照する。図１６は、第２の実施の形態に係る間欠送受信制御を実施す
る際の無線端末装置による動作の例を示した第１の図である。
　（Ｓ１０１）表示処理部１０１は、ユーザからデータの要求があるか判定する。ユーザ
からデータの要求を受けた場合、表示処理部１０１は、処理をＳ１０２へ進める。一方、
ユーザからデータの要求がない場合、表示処理部１０１は、ユーザからデータの要求を受
けるまで待機する。
【０１３１】
　（Ｓ１０２）データの要求を受けた表示処理部１０１は、ユーザから要求されたデータ
（データ＃１）を無線ネットワーク制御装置３００へ要求するように通知するデータ要求
通知をストリーム制御部１０３に入力する。
【０１３２】
　（Ｓ１０３）データ＃１のデータ要求通知を受け取ったストリーム制御部１０３は、無
線制御コア７５２に対してデータ＃１のデータ要求通知を転送する。
　（Ｓ１０４）データ＃１のデータ要求通知を受け取った無線制御コア７５２は、無線ネ
ットワーク制御装置３００に対してデータ＃１を要求する。無線制御コア７５２は、無線
により無線基地局２００を介してデータ＃１の要求を示す要求信号を無線ネットワーク制
御装置３００に送信する。
【０１３３】
　（Ｓ１０５）無線制御コア７５２は、無線ネットワーク制御装置３００からデータ＃１
を受信したか判定する。無線により無線基地局２００を介して無線ネットワーク制御装置
３００から送信されたデータ＃１が受信された場合、無線制御コア７５２は、Ｓ１０６へ
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処理を進める。一方、データ＃１が受信されていない場合、無線制御コア７５２は、デー
タ＃１が受信されるまで待機する。
【０１３４】
　（Ｓ１０６）無線制御コア７５２は、受信されたデータ＃１をストリーム制御部１０３
に入力する。
　（Ｓ１０７）データ＃１を受け取ったストリーム制御部１０３は、データ＃１に対する
所定の処理を実行する。例えば、データ＃１が画像データである場合、ストリーム制御部
１０３は、データ＃１に対するデコード処理や高画質化処理などを実行する。所定の処理
を完了したストリーム制御部１０３は、所定の処理を施したデータ＃１をデータバッファ
１０５に格納し、処理をＳ１０８に進める。
【０１３５】
　（Ｓ１０８）ストリーム制御部１０３は、データ＃１の出力を開始させるための出力開
始通知を表示処理部１０１に入力する。
　（Ｓ１０９、Ｓ１１０）データ＃１に関する出力開始通知を受け取った表示処理部１０
１は、データバッファ１０５からデータ＃１を読み込む。表示処理部１０１は、データ＃
１の読み込みが完了したか否かを判定する。データ＃１の読み込みが完了した場合、表示
処理部１０１は、処理をＳ１１１に進める。
【０１３６】
　（Ｓ１１１）データ＃１の読み込みが完了した表示処理部１０１は、データ＃１の読み
込みが完了した旨を通知するための読み込み完了通知をストリーム制御部１０３に入力す
る。
【０１３７】
　（Ｓ１１２）読み込み完了通知を受け取ったストリーム制御部１０３は、データバッフ
ァ１０５が空になったことを確認してからタイマを起動させる。タイマは、起動から停止
までの時間を計測する計時デバイスである。
【０１３８】
　（Ｓ１１３）Ｓ１１１で読み込み完了通知をストリーム制御部１０３に入力した表示処
理部１０１は、データ＃１を出力する。データ＃１が画像データやテキストデータの表示
データの場合、表示処理部１０１は、データ＃１をディスプレイ７０５に表示する。デー
タ＃１が音声データの場合、表示処理部１０１は、データ＃１をスピーカ７０９などの音
声出力デバイスで出力する。
【０１３９】
　（Ｓ１１４）表示処理部１０１は、再びユーザによりデータが要求されたかを判定する
。なお、図１６の例ではＳ１１３のデータ出力後にデータの要求を判定する処理が記載さ
れているが、データの出力中にデータの要求を判定する処理が実行されてもよい。ユーザ
からデータの要求を受けた場合、表示処理部１０１は、処理をＳ１１５に進める。一方、
ユーザからデータの要求を受けていない場合、表示処理部１０１は、ユーザからデータの
要求を受けるまで待機する。
【０１４０】
　（Ｓ１１５）データの要求を受けた表示処理部１０１は、ユーザから要求されたデータ
（データ＃２）を無線ネットワーク制御装置３００へ要求するように通知するデータ要求
通知をストリーム制御部１０３に入力する。
【０１４１】
　（Ｓ１１６）データ＃２のデータ要求通知を受け取ったストリーム制御部１０３は、無
線制御コア７５２に対してデータ＃２のデータ要求通知を転送する。
　（Ｓ１１７）データ＃２のデータ要求通知を受け取ったストリーム制御部１０３は、タ
イマを停止する。ストリーム制御部１０３は、タイマの起動から停止までの時間（計測時
間）を示す情報を時間情報記憶部１０４に格納する。
【０１４２】
　（Ｓ１１８）データ＃１の受信後に計測した計測時間（以下、計測時間＃１）を示す情
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報を時間情報記憶部１０４に格納した後、ストリーム制御部１０３は、過去に計測された
計測時間の情報が時間情報記憶部１０４に格納されているか否かを確認する。
【０１４３】
　過去に計測された計測時間の情報がある場合、ストリーム制御部１０３は、計測時間＃
１及び過去に計測された計測時間の平均値を計算する。ストリーム制御部１０３は、計算
した計測時間の平均値から時間情報を生成して時間情報記憶部１０４に格納する。但し、
ここでは過去に計測された計測時間の情報が時間情報記憶部１０４に格納されていないも
のとする。この場合、ストリーム制御部１０３は、計測時間＃１を時間情報とする。
【０１４４】
　（Ｓ１１９）Ｓ１１６でストリーム制御部１０３から入力されたデータ＃２のデータ要
求通知を受け取った無線制御コア７５２は、無線ネットワーク制御装置３００に対してデ
ータ＃２を要求する。無線制御コア７５２は、無線により無線基地局２００を介してデー
タ＃２の要求を示す要求信号を無線ネットワーク制御装置３００に送信する。
【０１４５】
　次に、図１７を参照する。図１７は、第２の実施の形態に係る間欠送受信制御を実施す
る際の無線端末装置による動作の例を示した第２の図である。
　（Ｓ１２０）無線制御コア７５２は、無線ネットワーク制御装置３００からデータ＃２
を受信したか判定する。無線により無線基地局２００を介して無線ネットワーク制御装置
３００から送信されたデータ＃２が受信された場合、無線制御コア７５２は、Ｓ１２１へ
処理を進める。一方、データ＃２が受信されていない場合、無線制御コア７５２は、デー
タ＃２が受信されるまで待機する。
【０１４６】
　（Ｓ１２１）無線制御コア７５２は、受信されたデータ＃２をストリーム制御部１０３
に入力する。
　（Ｓ１２２）データ＃２を受け取ったストリーム制御部１０３は、データ＃２に対する
所定の処理を実行する。例えば、データ＃２が画像データである場合、ストリーム制御部
１０３は、データ＃２に対するデコード処理や高画質化処理などを実行する。所定の処理
を完了したストリーム制御部１０３は、所定の処理を施したデータ＃２をデータバッファ
１０５に格納し、処理をＳ１２３に進める。
【０１４７】
　（Ｓ１２３）ストリーム制御部１０３は、データ＃２の出力を開始させるための出力開
始通知を表示処理部１０１に入力する。
　（Ｓ１２４、Ｓ１２５）データ＃２に関する出力開始通知を受け取った表示処理部１０
１は、データバッファ１０５からデータ＃２を読み込む。表示処理部１０１は、データ＃
２の読み込みが完了したか否かを判定する。データ＃２の読み込みが完了した場合、表示
処理部１０１は、処理をＳ１２６に進める。
【０１４８】
　（Ｓ１２６）データ＃２の読み込みが完了した表示処理部１０１は、データ＃２の読み
込みが完了した旨を通知するための読み込み完了通知をストリーム制御部１０３に入力す
る。
【０１４９】
　（Ｓ１２７）読み込み完了通知を受け取ったストリーム制御部１０３は、データバッフ
ァ１０５が空になったことを確認してからタイマを起動させる。
　（Ｓ１２８）タイマを起動させたストリーム制御部１０３は、時間情報記憶部１０４に
格納されている時間情報（測定時間＃１）を読み出し、読み出した時間情報を無線制御コ
ア７５２に入力する。
【０１５０】
　（Ｓ１２９）時間情報を受け取った無線制御コア７５２は、無線ネットワーク制御装置
３００に対して時間情報を送信する。
　例えば、無線制御コア７５２は、ＭＡＣ－ｉ　ＰＤＵのＳＩフィールドに時間情報を含
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め、Ｅ－ＤＰＤＣＨにて無線ネットワーク制御装置３００に時間情報を送信する。このよ
うに、時間情報を無線ネットワーク制御装置３００に送信することで、無線ネットワーク
制御装置３００が時間情報に基づいてＵＥ　ＤＴＸサイクル及びＵＥ　ＤＲＸサイクルの
周期を決めるパラメータを設定できるようになる。
【０１５１】
　（Ｓ１３０）Ｓ１２６で読み込み完了通知をストリーム制御部１０３に入力した表示処
理部１０１は、データ＃２を出力する。データ＃２が画像データやテキストデータの表示
データの場合、表示処理部１０１は、データ＃２をディスプレイ７０５に表示する。デー
タ＃２が音声データの場合、表示処理部１０１は、データ＃２をスピーカ７０９などの音
声出力デバイスで出力する。
【０１５２】
　（Ｓ１３１）表示処理部１０１は、再びユーザによりデータが要求されたかを判定する
。なお、図１７の例ではＳ１３０のデータ出力後にデータの要求を判定する処理が記載さ
れているが、データの出力中にデータの要求を判定する処理が実行されてもよい。ユーザ
からデータの要求を受けた場合、表示処理部１０１は、処理をＳ１３２に進める。一方、
ユーザからデータの要求を受けていない場合、表示処理部１０１は、ユーザからデータの
要求を受けるまで待機する。
【０１５３】
　（Ｓ１３２）データの要求を受けた表示処理部１０１は、ユーザから要求されたデータ
（データ＃３）を無線ネットワーク制御装置３００へ要求するように通知するデータ要求
通知をストリーム制御部１０３に入力する。
【０１５４】
　（Ｓ１３３）データ＃３のデータ要求通知を受け取ったストリーム制御部１０３は、無
線制御コア７５２に対してデータ＃３のデータ要求通知を転送する。
　（Ｓ１３４）データ＃３のデータ要求通知を受け取ったストリーム制御部１０３は、タ
イマを停止する。ストリーム制御部１０３は、タイマの起動から停止までの時間（計測時
間）を示す情報を時間情報記憶部１０４に格納する。
【０１５５】
　（Ｓ１３５）データ＃２の受信後に計測した計測時間（以下、計測時間＃２）を示す情
報を時間情報記憶部１０４に格納した後、ストリーム制御部１０３は、過去に計測された
計測時間の情報が時間情報記憶部１０４に格納されているか否かを確認する。
【０１５６】
　過去に計測された計測時間の情報がある場合、ストリーム制御部１０３は、計測時間＃
２及び過去に計測された計測時間の平均値を計算する。ここでは既に計測時間＃１の情報
が時間情報記憶部１０４に格納されているため、ストリーム制御部１０３は、計測時間＃
１及び計測時間＃２の平均値を計算する。ストリーム制御部１０３は、計算した計測時間
の平均値を時間情報として時間情報記憶部１０４に格納する。
【０１５７】
　（Ｓ１３６）Ｓ１３３でストリーム制御部１０３から入力されたデータ＃３のデータ要
求通知を受け取った無線制御コア７５２は、無線ネットワーク制御装置３００に対してデ
ータ＃３を要求する。無線制御コア７５２は、無線により無線基地局２００を介してデー
タ＃３の要求を示す要求信号を無線ネットワーク制御装置３００に送信する。
【０１５８】
　表示処理部１０１、ストリーム制御部１０３、及び無線制御コア７５２による処理は、
その後、図１７に示した処理の繰り返しとなる。表示処理部１０１は、Ｓ１３２の処理を
終えると図１７のＡへと処理を進める。ストリーム制御部１０３は、Ｓ１３５の処理を終
えると図１７のＢへと処理を進める。無線制御コア７５２は、Ｓ１３６の処理を終えると
図１７のＣへと処理を進める。但し、表示処理部１０１、ストリーム制御部１０３、及び
無線制御コア７５２が処理するデータは繰り返しの都度異なるものとなる。
【０１５９】
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　ここで、図１８を参照しながら、Ｓ１１８及びＳ１３５における計測時間の平均値計算
及び時間情報の生成について、さらに説明する。図１８は、第２の実施の形態に係る平均
値計算を実施する際の無線端末装置による動作の例を示した図である。
【０１６０】
　（Ｓ１５１）計測時間の平均値計算を開始したストリーム制御部１０３は、今回計測し
た計測時間（最新の計測時間）の情報を時間情報記憶部１０４に格納する。例えば、Ｓ１
１８の場合、最新の計測時間は、計測時間＃１となる。Ｓ１３５の場合、最新の計測時間
は、計測時間＃２となる。
【０１６１】
　（Ｓ１５２）最新の計測時間の情報を時間情報記憶部１０４に格納したストリーム制御
部１０３は、時間情報記憶部１０４に過去の計測時間の情報があるか確認する。過去の計
測時間の情報がある場合、ストリーム制御部１０３は、処理をＳ１５３に進める。一方、
過去の計測時間の情報がない場合、ストリーム制御部１０３は、処理をＳ１５６に進める
。Ｓ１１８の場合、過去の計測時間の情報がないため、処理はＳ１５６へと進む。Ｓ１３
５の場合、過去の計測時間の情報として計測時間＃１の情報があるため、処理はＳ１５３
へと進む。
【０１６２】
　（Ｓ１５３）ストリーム制御部１０３は、時間情報記憶部１０４から過去の計測時間の
情報を読み出す。Ｓ１３５の例では、過去の計測時間の情報として計測時間＃１の情報し
か時間情報記憶部１０４に格納されていなかったが、過去の計測時間の情報が多数格納さ
れていることがある。この場合、ストリーム制御部１０３は、最大で所定数（Ｌ個）の計
測時間の情報を時間情報記憶部１０４から読み出す。なお、変形例として、時間情報記憶
部１０４に格納されている過去の計測時間の情報を全て読み出すようにしてもよい。
【０１６３】
　（Ｓ１５４）過去の計測時間の情報を時間情報記憶部１０４から読み出したストリーム
制御部１０３は、読み出した過去の計測時間及び最新の計測時間について平均値を計算す
る。
【０１６４】
　（Ｓ１５５）平均値を計算したストリーム制御部１０３は、計算した平均値を時間情報
に設定する。Ｓ１５５の処理を終えると、ストリーム制御部１０３は、Ｓ１５７へと処理
を進める。
【０１６５】
　（Ｓ１５６）時間情報記憶部１０４に過去の計測時間の情報がない場合、ストリーム制
御部１０３は、最新の計測時間を時間情報に設定する。Ｓ１５６の処理を終えると、スト
リーム制御部１０３は、Ｓ１５７へと処理を進める。
【０１６６】
　（Ｓ１５７）時間情報を設定したストリーム制御部１０３は、設定した時間情報を時間
情報記憶部１０４に格納する。Ｓ１５７の処理を終えると、ストリーム制御部１０３は、
計測時間の平均値計算に係る一連の処理を終了する。
【０１６７】
　以上、無線端末装置１００の動作について説明した。
　（無線ネットワーク制御装置の動作）
　次に、図１９を参照しながら、時間情報を受信した無線ネットワーク制御装置３００の
動作について説明する。図１９は、第２の実施の形態に係る間欠送受信制御を実施する際
の無線ネットワーク制御装置による動作の例を示した図である。
【０１６８】
　（Ｓ２０１）無線ネットワーク制御装置３００は、ＳＩフィールドに時間情報を含むＭ
ＡＣ－ｉ　ＰＤＵをＥ－ＤＰＤＣＨにて受信する。
　（Ｓ２０２）無線ネットワーク制御装置３００は、ＭＡＣ－ｉ　ＰＤＵのＳＩフィール
ドを読み込む。そして、無線ネットワーク制御装置３００は、ＳＩフィールドに含まれる
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時間情報を抽出する。
【０１６９】
　（Ｓ２０３）無線ネットワーク制御装置３００は、抽出した時間情報に基づき、その時
間情報を送信した無線端末装置１００に対する間欠送受信周期を設定する。このとき、無
線ネットワーク制御装置３００は、秒などの単位で表現された時間情報が示す値をサブフ
レーム数などの単位（ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿１、ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿２、
ＵＥ＿ＤＲＸ＿Ｃｙｃｌｅと同じ単位）に変換する。
【０１７０】
　なお、Ｅ－ＤＣＨ　ＴＴＩの長さに基づいて時間情報が示す値の単位をサブフレーム数
などの単位にそのまま変換してもよいが、図１４に示すような判定条件を用いて時間情報
を変換してもよい。
【０１７１】
　無線ネットワーク制御装置３００は、例えば、ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿１、ＵＥ＿
ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿２、ＵＥ＿ＤＲＸ＿Ｃｙｃｌｅの少なくとも１つを時間情報に基づ
く値に設定する。時間情報に基づく値としては、（Ａ）時間情報が示す値そのもの、（Ｂ
）時間情報が示す値を基準にパラメータ毎に調整された値などが用いられる。
【０１７２】
　上記（Ａ）の値を利用する方法として、ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿２を無限大に設定
し、ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿１の値だけを時間情報が示す値そのままに設定する方法
が考えられる。
【０１７３】
　上記（Ｂ）の値を利用する方法としては、ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿１を時間情報が
示す値そのままに設定し、その整数倍の値をＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿２に設定する方
法が考えられる。さらに、ＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿２を時間情報が示す値そのままに
設定し、その整数分の１の値をＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿１に設定する方法が考えられ
る。なお、いずれかの方法に組み合わせて、ＵＥ＿ＤＲＸ＿Ｃｙｃｌｅを併せて時間情報
が示す値そのままに設定する方法も考えられる。
【０１７４】
　（Ｓ２０４）無線ネットワーク制御装置３００は、ＣＰＣを起動する際の下りデータ送
信時に無線端末装置１００に対して制御情報を送信する。無線ネットワーク制御装置３０
０は、ＣＰＣを起動させる際に制御情報をＲＲＣメッセージ（Reconfigメッセージ）にて
無線端末装置１００に通知し、制御情報に含まれるシステム制御パラメータ（ＣＰＣパラ
メータ）に基づいて無線端末装置１００がＣＰＣ制御の準備をできるようにする。このと
き、システム制御パラメータとして、時間情報に基づいて無線ネットワーク制御装置３０
０により設定されたＵＥ＿ＤＴＸ＿Ｃｙｃｌｅ＿１などのパラメータが無線端末装置１０
０に通知される。
【０１７５】
　以上、時間情報を受信した無線ネットワーク制御装置３００の動作について説明した。
　以上、第２の実施の形態について説明した。上記のように、第２の実施の形態によれば
、無線端末装置１００毎にデータの出力が開始されてから次のデータが要求されるまでの
時間を示す時間情報に基づいてＣＰＣにおける間欠送受信間隔が調整されるため、ユーザ
がデータを要求しない時間に応じた無線端末装置１００の間欠動作が可能になる。その結
果、無線端末装置１００の消費電力を低減することが可能になる。
【０１７６】
　（変形例）
　上記説明においては、画像データの表示から次の画像データを取得要求するまでの時間
情報に応じて間欠通信周期を調整する方法を想定して説明したが、例えば、データの種類
に応じて種類毎に時間情報を調整する方法も考えられる。
【０１７７】
　例えば、画像を閲覧している際に得られる第１の時間情報と、音楽を聞いている際に得
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られる第２の時間情報とを別々に計測し、画像ソフトウェアの利用時には第１の時間情報
で調整し、音楽ソフトウェアの利用時には第２の時間情報で調整する方法が考えられる。
例えば、無線端末装置１００のストリーム制御部１０３がデータの種類毎の時間情報を計
測し、利用するアプリケーションの種類に応じて無線ネットワーク制御装置３００に通知
する時間情報を選択するように変形すればよい。
【符号の説明】
【０１７８】
　１０　無線端末装置
　１１　測定部
　１２　送信部
　１３　無線制御部
　１４　完了
　１５　要求
　１６　制御チャネルにおける送信又は受信
　Ｔ１　時間
　Ｔ２　パラメータ
　２０　無線基地局
　３０　通信制御装置
　３１　受信部
　３２　制御部

【図１】 【図２】
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