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(57)【要約】
【課題】ページングチャネルの通信のための周期を柔軟
に切り替えることが可能な、新規かつ改良された無線通
信装置、基地局、無線通信方法、プログラムおよび無線
通信システムを提供する。
【解決手段】無線通信装置であって、基地局と無線通信
する無線通信部と、前記無線通信装置の状態変化を検出
する検出部と、前記検出部による検出結果に応じ、前記
基地局から送信されるページングチャネルを受信するた
めの受信周期を、２以上の周期のうちで切り替える受信
制御部と、を備える、無線通信装置。
【選択図】図２１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局と無線通信する無線通信部と、
　２以上の間隔を示す情報を記憶する記憶部と、
　前記基地局との非接続時に、前記基地局から送信されるページングチャネルを受信する
ための受信周期を、前記２以上の間隔のうちで切り替える受信制御部と、
を備える、無線通信装置。
【請求項２】
　前記受信制御部は、前記受信周期を、前記２以上の間隔のうちで所定の順序に従って切
り替える、請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項３】
　前記記憶部は、さらに前記基地局から通知される受信周期の切替えタイミングを記憶し
ており、
　前記受信制御部は、前記記憶部に記憶されている前記切替えタイミングにおいて前記受
信周期を切り替える、請求項１に記載の無線通信装置。
【請求項４】
　無線通信装置と無線通信する無線通信部と、
　２以上の間隔を示す情報を記憶する記憶部と、
　前記無線通信装置との非接続時に、前記２以上の間隔の切り替えにより到来するタイミ
ングにおいて前記無線通信装置に対するページングチャネルを前記無線通信部から送信さ
せるページング制御部と、
を備える、基地局。
【請求項５】
　無線通信装置であって、
　基地局と無線通信する無線通信部と、
　前記無線通信装置の状態変化を検出する検出部と、
　前記検出部による検出結果に応じ、前記基地局から送信されるページングチャネルを受
信するための受信周期を、２以上の周期のうちで切り替える受信制御部と、
を備える、無線通信装置。
【請求項６】
　前記無線通信部は、前記２以上の周期を示す情報を前記基地局から受信し、
　前記無線通信装置は、前記無線通信部により受信された前記２以上の周期を示す情報を
記憶する記憶部をさらに備える、請求項５に記載の無線通信装置。
【請求項７】
　前記受信制御部は、前記基地局との非接続時に前記受信周期を前記２以上の周期のうち
で切り替える、請求項６に記載の無線通信装置。
【請求項８】
　前記検出部は、前記無線通信装置の移動を前記状態変化として検出する、請求項７に記
載の無線通信装置。
【請求項９】
　前記検出部は、前記無線通信装置が特定位置に移動したことを前記状態変化として検出
する、請求項８に記載の無線通信装置。
【請求項１０】
　前記検出部は、前記無線通信装置の電源残量の減少を前記状態変化として検出する、請
求項７に記載の無線通信装置。
【請求項１１】
　前記無線通信装置は、商品の自動販売機能を有し、
　前記検出部は、前記自動販売機能による売り上げの変化または商品在庫の減少を前記状
態変化として検出する、請求項７に記載の無線通信装置。
【請求項１２】
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　無線通信装置の状態変化を検出し、
　前記状態変化の検出結果に応じ、２以上の周期の各々に従ってページングチャネルを送
信する基地局から前記ページングチャネルを受信するための受信周期を、前記２以上の周
期のうちで切り替える、無線通信方法。
【請求項１３】
　コンピュータを、
　無線通信装置であって、
　基地局と無線通信する無線通信部と、
　前記無線通信装置の状態変化を検出する検出部と、
　前記検出部による検出結果に応じ、前記基地局から送信されるページングチャネルを受
信するための受信周期を、２以上の周期のうちで切り替える受信制御部と、
を備える、無線通信装置として機能させるための、プログラム。
【請求項１４】
　無線通信装置と無線通信する無線通信部と、
　２以上の周期の各々に従って前記無線通信装置に対するページングチャネルを前記無線
通信部から送信させるページング制御部と、
を備える、基地局。
【請求項１５】
　無線通信装置と、
　２以上の周期の各々に従ってページングチャネルを送信する基地局と、
を備え、
　前記無線通信装置は、
　　前記無線通信装置の状態変化を検出する検出部、および、
　　前記検出部による検出結果に応じ、前記ページングチャネルを受信するための受信周
期を、前記２以上の周期のうちで切り替える受信制御部、
　を有する、無線通信システム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信装置、基地局、無線通信方法、プログラムおよび無線通信システム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、３ＧＰＰ（Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒ
ｏｊｅｃｔ）において４Ｇの無線通信システムの規格化が進められている。４Ｇによれば
、リレーやキャリアアグリゲーションなどの技術を用いることにより、最大通信速度の向
上やセルエッジでの品質向上を実現することができる。また、ＨｅＮＢ（Ｈｏｍｅ　ｅＮ
ｏｄｅＢ、フェムトセル基地局、携帯電話用小型基地局）やＲＲＨ（リモートラジオヘッ
ド）など、ｅＮｏｄｅＢ（マクロセル基地局）以外の基地局の導入によりカバレッジを向
上させることも検討されている。
【０００３】
　（ページング）
　また、ＬＴＥでは、ＲＲＣ＿Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄモードと、ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードが
定義されている。ＲＲＣ＿Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄモードは、ＵＥとｅＮｏｄｅＢの間でコネ
クションが確立されており、ＵＥがアップリンク信号の送信およびダウンリンク信号の受
信を行える状態である。一方、ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードは、ＵＥの電力がセーブされた状
態であり、ＲＲＣ＿ＩｄｌｅモードのＵＥは、ｅＮｏｄｅＢからのページングチャネルを
監視し、ページングチャネルに呼び出しがあれば、ＲＲＣ＿Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄモードに
遷移する。
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【０００４】
　ここで、ｅＮｏｄｅＢは、例えばＵＥの呼び出しがある場合、ページング周期と呼ばれ
る周期で到来するタイミングでページングチャネルを送信するので、ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモ
ードのＵＥは、ページング周期でページングチャネルを監視する。ページング周期が長い
とＵＥの消費電力を削減できるが、呼び出しからＵＥが応答するまでの遅延が大きくなる
という傾向がある。なお、これに類する間欠受信周期については例えば特許文献１に開示
されている。
【０００５】
　（ＭＴＣについて）
　一方、３ＧＰＰでは、ＭＴＣ（Ｍａｃｈｉｎｅ　Ｔｙｐｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎｓ）に関する議論も進められている。ＭＴＣは、一般的にＭ２Ｍ（Ｍａｃｈｉｎｅ　ｔ
ｏ　Ｍａｃｈｉｎｅ）と同義であり、機械と機械の間の人間が直接利用しない通信を意味
する。このＭＴＣは、主として、サーバと、人間が直接利用しないＭＴＣ端末との間で行
われる。
【０００６】
　例えば、医療系のＭＴＣアプリケーションとして、ＭＴＣ端末が、人間の心電図情報を
収集し、あるトリガ条件が満たされた場合に心電図情報をサーバにアップリンクを利用し
て送信することが考えられる。他のＭＴＣアプリケーションとして、自動販売機をＭＴＣ
端末として機能させ、サーバが、一定周期（例えば３０日）ごとに管理下の自動販売機に
対して売上を報告させることも考えられる。
【０００７】
　このようなＭＴＣ端末は、一例として一般的には以下の特徴を有するが、各ＭＴＣ端末
が以下の全ての特徴を有する必要はなく、いずれの特徴を有するかはアプリケーションに
依存する。
・移動がほとんどない（Ｌｏｗ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ）
・小容量のデータ転送（Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｍａｌｌ　Ｄａｔａ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏ
ｎ）
・超低消費電力（Ｅｘｔｒａ　Ｌｏｗ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ）
・各ＭＴＣをグルーピングしてハンドリング（Ｇｒｏｕｐ　ｂａｓｅｄ　ＭＴＣ　Ｆｅａ
ｔｕｒｅｓ）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平９－８３４２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、ＲＲＣ＿ＩｄｌｅモードのＵＥのように、基地局と非接続の無線通信装置のペ
ージング周期は等間隔であった。このため、無線通信装置に適用するページング周期の自
由度が低いという問題があった。
【００１０】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところ
は、ページングチャネルの通信のための周期を柔軟に切り替えることが可能な、新規かつ
改良された無線通信装置、基地局、無線通信方法、プログラムおよび無線通信システムを
提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、基地局と無線通信する無線通
信部と、２以上の間隔を示す情報を記憶する記憶部と、前記基地局との非接続時に、前記
基地局から送信されるページングチャネルを受信するための受信周期を、前記２以上の間
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隔のうちで切り替える受信制御部と、を備える無線通信装置が提供される。
【００１２】
　前記受信制御部は、前記受信周期を、前記２以上の間隔のうちで所定の順序に従って切
り替えてもよい。
【００１３】
　前記記憶部は、さらに前記基地局から通知される受信周期の切替えタイミングを記憶し
ており、前記受信制御部は、前記記憶部に記憶されている前記切替えタイミングにおいて
前記受信周期を切り替えてもよい。
【００１４】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、無線通信装置と無線通
信する無線通信部と、２以上の間隔を示す情報を記憶する記憶部と、前記無線通信装置と
の非接続時に、前記２以上の間隔の切り替えにより到来するタイミングにおいて前記無線
通信装置に対するページングチャネルを前記無線通信部から送信させるページング制御部
と、を備える、基地局が提供される。
【００１５】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、無線通信装置であって
、基地局と無線通信する無線通信部と、前記無線通信装置の状態変化を検出する検出部と
、前記検出部による検出結果に応じ、前記基地局から送信されるページングチャネルを受
信するための受信周期を、２以上の周期のうちで切り替える受信制御部と、を備える無線
通信装置が提供される。
【００１６】
　前記無線通信部は、前記２以上の周期を示す情報を前記基地局から受信し、前記無線通
信装置は、前記無線通信部により受信された前記２以上の周期を示す情報を記憶する記憶
部をさらに備えてもよい。
【００１７】
　前記受信制御部は、前記基地局との非接続時に前記受信周期を前記２以上の周期のうち
で切り替えてもよい。
【００１８】
　前記検出部は、前記無線通信装置の移動を前記状態変化として検出してもよい。
【００１９】
　前記検出部は、前記無線通信装置が特定位置に移動したことを前記状態変化として検出
してもよい。
【００２０】
　前記検出部は、前記無線通信装置の電源残量の減少を前記状態変化として検出してもよ
い。
【００２１】
　前記無線通信装置は、商品の自動販売機能を有し、前記検出部は、前記自動販売機能に
よる売り上げの変化または商品在庫の減少を前記状態変化として検出してもよい。
【００２２】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、無線通信装置の状態変
化を検出し、前記状態変化の検出結果に応じ、２以上の周期の各々に従ってページングチ
ャネルを送信する基地局から前記ページングチャネルを受信するための受信周期を、前記
２以上の周期のうちで切り替える、無線通信方法が提供される。
【００２３】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、コンピュータを、無線
通信装置であって、基地局と無線通信する無線通信部と、前記無線通信装置の状態変化を
検出する検出部と、前記検出部による検出結果に応じ、前記基地局から送信されるページ
ングチャネルを受信するための受信周期を、２以上の周期のうちで切り替える受信制御部
と、を備える、無線通信装置として機能させるためのプログラムが提供される。
【００２４】
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　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、無線通信装置と無線通
信する無線通信部と、２以上の周期の各々に従って前記無線通信装置に対するページング
チャネルを前記無線通信部から送信させるページング制御部と、を備える基地局が提供さ
れる。
【００２５】
　また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、無線通信装置と、２以
上の周期の各々に従ってページングチャネルを送信する基地局と、を備え、前記無線通信
装置は、前記無線通信装置の状態変化を検出する検出部、および、前記検出部による検出
結果に応じ、前記ページングチャネルを受信するための受信周期を、前記２以上の周期の
うちで切り替える受信制御部、を有する無線通信システムが提供される。
【発明の効果】
【００２６】
　以上説明したように本発明によれば、ページングチャネルの通信のための周期を柔軟に
切り替えることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】無線通信システムの構成例を示した説明図である。
【図２】４Ｇのフレームフォーマットを示した説明図である。
【図３】ＣＣＥの生成を示した説明図である。
【図４】ブラインドデコーディングを示した説明図である。
【図５】本発明の第１の実施形態による基地局の構成を示した機能ブロック図である。
【図６】本発明の第１の実施形態による基地局によるページングの具体例を示した説明図
である。
【図７】本発明の第１の実施形態によるＭＴＣ端末の構成を示した機能ブロック図である
。
【図８】本発明の第１の実施形態による動作を示したシーケンス図である。
【図９】本発明の第２の実施形態による基地局の構成を示した機能ブロック図である。
【図１０】本発明の第２の実施形態による基地局によるページングの具体例を示した説明
図である。
【図１１】本発明の第２の実施形態によるＭＴＣ端末の構成を示した機能ブロック図であ
る。
【図１２】本発明の第２の実施形態による動作を示したシーケンス図である。
【図１３】本発明の第３の実施形態による基地局の構成を示した機能ブロック図である。
【図１４】ページング周期の第１の通知方法を示した説明図である。
【図１５】ページング周期の第２の通知方法を示した説明図である。
【図１６】本発明の第３の実施形態によるＭＴＣ端末の構成を示した機能ブロック図であ
る。
【図１７】本発明の第３の実施形態による動作を示したシーケンス図である。
【図１８】本発明の第３の実施形態による動作を示したシーケンス図である。
【図１９】本発明の第４の実施形態による基地局の構成を示した機能ブロック図である。
【図２０】本発明の第４の実施形態による基地局によるページングの具体例を示した説明
図である。
【図２１】本発明の第４の実施形態によるＭＴＣ端末の構成を示した機能ブロック図であ
る。
【図２２】本発明の第４の実施形態によるＭＴＣ端末による受信周期の切替えを示した説
明図である。
【図２３】本発明の第４の実施形態による動作を示したシーケンス図である。
【図２４】本発明の第５の実施形態による基地局の構成を示した機能ブロック図である。
【図２５】本発明の第５の実施形態による基地局によるページング周期の切替えを示した
説明図である。
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【図２６】本発明の第５の実施形態による基地局によるページング周期の切替えを示した
説明図である。
【図２７】本発明の第５の実施形態による動作を示したシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について詳細に説明する。なお、
本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一
の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００２９】
　また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素を
、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。例えば、実質的
に同一の機能構成を有する複数の構成を、必要に応じてＭＴＣ端末２０Ａ、２０Ｂおよび
２０Ｃのように区別する。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素の各
々を特に区別する必要がない場合、同一符号のみを付する。例えば、ＭＴＣ端末２０Ａ、
２０Ｂおよび２０Ｃを特に区別する必要が無い場合には、単にＭＴＣ端末２０と称する。
【００３０】
　また、以下に示す項目順序に従って当該「発明を実施するための形態」を説明する。
　　１．無線通信システムの概略
　　　１－１．無線通信システムの構成
　　　１－２．フレーム構成
　　　１－３．ページング
　　　１－４．ページングチャネルの詳細な説明
　　　１－５．ブラインドデコーディング
　　　１－６．ＭＴＣに想定されるページング
　　２．各実施形態の説明
　　　２－１．第１の実施形態
　　　　（第１の実施形態による基地局の構成）
　　　　（第１の実施形態によるＭＴＣ端末の構成）
　　　　（第１の実施形態の動作）
　　　２－２．第２の実施形態
　　　　（第２の実施形態による基地局の構成）
　　　　（第２の実施形態によるＭＴＣ端末の構成）
　　　　（第２の実施形態の動作）
　　　２－３．第３の実施形態
　　　　（第３の実施形態による基地局の構成）
　　　　（第３の実施形態によるＭＴＣ端末の構成）
　　　　（第３の実施形態の動作）
　　　２－４．第４の実施形態
　　　　（第４の実施形態による基地局の構成）
　　　　（第４の実施形態によるＭＴＣ端末の構成）
　　　　（第４の実施形態の動作）
　　　２－５．第５の実施形態
　　　　（第５の実施形態による基地局の構成）
　　　　（第５の実施形態の動作）
　　３．むすび
【００３１】
　　＜＜１．無線通信システムの概略＞＞
　現在、３ＧＰＰにおいて４Ｇの無線通信システムの規格化が進められている。本発明の
実施形態は、一例としてこの４Ｇの無線通信システムに適用することができるので、まず
、４Ｇの無線通信システムの概略を説明する。
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【００３２】
　　　＜１－１．無線通信システムの構成＞
　図１は、無線通信システム１の構成例を示した説明図である。図１に示したように、無
線通信システム１は、基地局１０と、ＭＭＥ（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ
　Ｅｎｔｉｔｙ）１２、Ｓ－ＧＷ（Ｓｅｒｖｉｎｇ　Ｇａｔｅｗａｙ）１４、およびＰＤ
Ｎ（Ｐａｃｋｅｔ　Ｄａｔａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）－ＧＷ１６を含むコアネットワークと、
ＭＴＣ端末２０と、ＭＴＣサーバ３０と、を備える。
【００３３】
　本発明の実施形態は、図１に示した基地局１０およびＭＴＣ端末２０などの無線通信装
置に適用することができる。なお、基地局１０は、例えば、ｅＮｏｄｅＢ、リレーノード
、または家庭用小型基地局であるＨｏｍｅ　ｅＮｏｄｅＢであってもよい。また、ＭＴＣ
端末２０はユーザ端末（ＵＥ：Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）の一例であり、本発明の
実施形態は、携帯電話やＰＣ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）などの非ＭＴＣ端
末にも適用可能である。
【００３４】
　基地局１０は、ＭＴＣ端末２０と通信する無線基地局である。図１においては１台の基
地局１０のみを示しているが、実際には多数の基地局１０がコアネットワークに接続され
る。また、図１においては記載を省略しているが、基地局１０は非ＭＴＣ端末などの他の
ユーザ端末とも通信する。
【００３５】
　ＭＭＥ１２は、データ通信用のセッションの設定、開放やハンドオーバーの制御を行う
装置である。このＭＭＥ１２は、基地局１０とＸ２と呼ばれるインタフェースを介して接
続される。
【００３６】
　Ｓ－ＧＷ１４は、ユーザデータのルーティング、転送などを行う装置である。ＰＤＮ－
ＧＷ１６は、ＩＰサービスネットワークとの接続点として機能し、ＩＰサービスネットワ
ークとの間でユーザデータを転送する。
【００３７】
　ＭＴＣ端末２０は、３ＧＰＰで議論されている、機械と機械の間の人間が直接利用しな
い通信であるＭＴＣに特化した無線端末である。このＭＴＣ端末２０は、基地局１０とア
プリケーションに応じた無線通信を行う。また、ＭＴＣ端末２０は、コアネットワークを
介してＭＴＣサーバ３０と双方向通信を行う。
【００３８】
　例えば、医療系のＭＴＣアプリケーションとして、ＭＴＣ端末２０が、人間の心電図情
報を収集し、あるトリガ条件が満たされた場合に心電図情報をサーバにアップリンクを利
用して送信することが考えられる。他のＭＴＣアプリケーションとして、自動販売機をＭ
ＴＣ端末２０として機能させ、ＭＴＣサーバ３０が、一定周期（例えば３０日）ごとに管
理下の自動販売機に対して売上を報告させることも考えられる。
【００３９】
　このようなＭＴＣ端末２０は、一例として一般的には以下の特徴を有するが、各ＭＴＣ
端末２０が以下の全ての特徴を有する必要はなく、いずれの特徴を有するかはアプリケー
ションに依存する。
・移動がほとんどない（Ｌｏｗ　Ｍｏｂｉｌｉｔｙ）
・小容量のデータ転送（Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｍａｌｌ　Ｄａｔａ　Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏ
ｎ）
・超低消費電力（Ｅｘｔｒａ　Ｌｏｗ　Ｐｏｗｅｒ　Ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ）
・各ＭＴＣをグルーピングしてハンドリング（Ｇｒｏｕｐ　ｂａｓｅｄ　ＭＴＣ　Ｆｅａ
ｔｕｒｅｓ）
【００４０】
　　　＜１－２．フレーム構成＞
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　上述の基地局１０およびＭＴＣ端末２０は、詳細については決定されていないが、ｅＮ
ｏｄｅＢおよびＵＥ間の通信に準ずる形で無線通信を行うことが予想される。そこで、以
下では、ｅＮｏｄｅＢおよびＵＥ間で共有される無線フレームについて説明する。以下で
説明する内容は、基地局１０およびＭＴＣ端末２０間の通信に援用可能である。
【００４１】
　図２は、４Ｇのフレームフォーマットを示した説明図である。図２に示したように、１
０ｍｓの無線フレームは、１０個の１ｍｓのサブフレーム＃０～＃９から構成されている
。また、１ｍｓの各サブフレームは、２つの０．５ｍｓスロットで構成されている。さら
に、各０．５ｍｓスロットは、７Ｏｆｄｍシンボルで構成されている。
【００４２】
　なお、Ｏｆｄｍシンボルは、ＯＦＤＭ（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　
Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ）変調方式の通信方式で用いられる単位で
あり、１回のＦＦＴ（Ｆａｓｔ　Ｆｏｕｒｉｅｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）で処理されたデ
ータを出力する単位である。
【００４３】
　図２に示した１ｍｓの各サブフレームの先頭には、ＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙ　ＤｏｗｎＬｉ
ｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）と呼ばれる制御信号が付加される。このＰＤＣ
ＣＨの送信ために、サブフレームの先頭の１Ｏｆｄｍシンボル～３Ｏｆｄｍシンボルが利
用される。すなわち、ＰＤＣＣＨの送信ために１Ｏｆｄｍシンボルが利用される場合もあ
れば、３Ｏｆｄｍシンボルが利用される場合もある。
【００４４】
　なお、ＰＤＣＣＨの送信に利用される無線フレーム中の領域は制御領域と称され、ＰＤ
ＳＣＨ（Ｐｈｙ　ＤｏｗｎＬｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）やＰＵＳＣＨ（Ｐ
ｈｙ　ＵｐＬｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ）などの送信に利用される無線フレ
ーム中の領域はデータ領域と称される。
【００４５】
　　　＜１－３．ページング＞
　ＬＴＥでは、ＲＲＣ＿Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄモードと、ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードが定義さ
れている。ＲＲＣ＿Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄモードは、ＵＥとｅＮｏｄｅＢの間でコネクショ
ンが確立されており、ＵＥがアップリンク信号の送信およびダウンリンク信号の受信を行
える状態である。一方、ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードは、ＵＥの電力がセーブされた状態であ
り、ＲＲＣ＿ＩｄｌｅモードのＵＥは、ｅＮｏｄｅＢからのページングチャネルを監視し
、ページングチャネルに呼び出しがあれば、ＲＲＣ＿Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄモードに遷移す
る。このＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードでは、ｅＮｏｄｅＢにＵＥの情報は存在せず、Ｓ１－Ｍ
ＭＥインタフェースと呼ばれる有線でｅＮｏｄｅＢと接続されたＭＭＥにＵＥがどのトラ
ッキングエリア（ページングエリア）に存在しているかが登録されている。
【００４６】
　トラッキングエリアは、近接する数１０～１００程度のｅＮｏｄｅＢからなるエリアで
あり、ＭＭＥは、ＵＥに対する着信があった場合、ＵＥのトラッキングエリアに存在する
全てのｅＮｏｄｅＢからページングチャネルによるＵＥの呼び出し（ｉｎｃｏｍｉｎｇ　
ｃａｌｌ）を行う。
【００４７】
　このため、ＲＲＣ＿ＩｄｌｅモードのＵＥは、ページングチャネルが送信され得る周期
で受信処理を行うことによりページングチャネルを監視し、ページングチャネルによる呼
び出しがあれば、ＲＲＣ＿Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄモードに遷移する。
【００４８】
　なお、ＲＲＣ＿ＩｄｌｅモードのＵＥは、ページングチャネルを受信するための受信処
理時以外は、電力をセーブするために、一部のハードウェアへのクロックや電源を停止す
る。そして、ＲＲＣ＿ＩｄｌｅモードのＵＥは、ｅＮｏｄｅＢからページングチャネルが
送信され得る時刻前にハードウェアへの電源供給を再開し、ページングチャネルの受信処
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理を行い、受信処理後に再び電力をセーブする状態に入る。
【００４９】
　　　＜１－４．ページングチャネルの詳細な説明＞
　上述したＰＤＣＣＨにおいて、各ＵＥに対する制御情報の最小単位はＣＣＥ（Ｃｏｎｔ
ｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）と呼ばれている。ｅＮｏｄｅＢは、ＰＤＳＣ
ＨにおいてＵＥにページングチャネルを送信する場合、所定周期に従ったＰＤＣＣＨで、
ＵＥがＰＤＳＣＨのどのリソースを受信してページングチャネルを受信すべきかを示すＰ
Ｉ（Ｐａｇｉｎｇ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）を含むＣＣＥを送信する。すなわち、このＣＣ
Ｅにはスケジューリング情報である受信許可（ｇｒａｎｔｓ）が含まれる。
【００５０】
　ＵＥは、自分宛のＣＣＥにＰＩが含まれる場合、ＰＩの示すＰＤＳＣＨ上で送信される
ページングチャネルを受信することにより、自分宛のダウンリンク信号の存在を通知する
情報を取得できる。なお、自分宛のＣＣＥか否かの判断は、後述するブラインドデコーデ
ィングにより行われる。
【００５１】
　ここで、ＰＩは、ＵＥに対するページングチャネルが存在する場合に所定の周期に従っ
てＰＤＣＣＨに挿入される(LTE　The　UMTS　Long　Term　Evolution　Edited　by:Stefa
nia　Sesia,Issam　Toufik,Matthew　Baker　3.4　Paging　P77)。この所定の周期は、Ｄ
ＲＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｅｓ　ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ）周期、またはページング周期と
呼ばれ、ＵＥごとに設定される。このようなページング周期は、ＮＡＳ（Ｎｏｎ－Ａｃｃ
ｅｓｓ　Ｓｔｒａｔｕｍ）プロトコル上のＵＥとＭＭＥとの間のシグナリングなどのハイ
ヤーレイヤーのシグナリングにより設定される。ページング周期が長いとＵＥの消費電力
を削減できるが、呼び出しからＵＥが応答するまでの遅延が大きくなるという傾向がある
。
【００５２】
　　　＜１－５．ブラインドデコーディング＞
　各ＵＥには、各ＵＥの識別子であるＣ－ＲＮＴＩ（Ｃｅｌｌ　Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｙ）や、ページングチャネルを受信するため
のＰ－ＲＮＴＩが割り当てられている。
【００５３】
　ｅＮｏｄｅＢは、ＣＣＥの宛先を特定するために、図３に示したように、ＰＩなどの制
御情報をＰ－ＲＮＴＩでマスキングしながらＣＲＣ（Ｃｙｃｌｉｃ　Ｒｅｄｕｎｄａｎｃ
ｙ　Ｃｈｅｃｋ）により得られるチェックビットをＣＣＥに付加する。ここで、マスキン
グは、制御情報とＰ－ＲＮＴＩの排他的論理和（ＸＯＲ）の演算であってもよし、制御情
報とＰ－ＲＮＴＩとの直列的な結合であってもよい。
【００５４】
　ＵＥは、複数のＣＣＥからなるＰＤＣＣＨを受信すると、自分のＰ－ＲＮＴＩにより識
別されるＣＣＥをブラインドデコーディングにより抽出する。以下、図４を参照して具体
的に説明する。
【００５５】
　図４は、ブラインドデコーディングを示した説明図である。ＵＥは、図４に示したよう
に、ブラインドデコーディングとして、自分のＰ－ＲＮＴＩで各ＣＣＥをデマスキングし
ながらＣＲＣチェックを行う。すなわち、ＵＥは、各ＣＣＥが自分宛てであると仮定して
各ＣＣＥのＣＲＣチェックを行い、結果が正常であったＣＣＥを自分宛てのＣＣＥである
と判断する。
【００５６】
　ＵＥは、このようなブラインドデコーディングにより、ｅＮｏｄｅＢから送信される自
分宛のＣＣＥを判断し、自分宛のＣＣＥからＰＩを取得することができる。
【００５７】
　　　＜１－６．ＭＴＣに想定されるページング）
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　「１－１．無線通信システムの構成」で説明したように、ＭＴＣには超低消費電力が求
められる。ＭＴＣによるアプリケーションは、週一回や月一回のデータ収集や設定などが
多くなると予想される。例えば、自動販売機に実装されたＭＴＣ端末は、データ収集セン
ター（ＭＴＣサーバ）からの月一回のコマンドに従って売り上げを報告することが考えら
れる。
【００５８】
　このように、ＭＴＣ端末のデータを月一回ｅＮｏｄｅＢから読み出す設定を行う場合、
ｅＮｏｄｅＢは、一月の日数の相違により、３０日、３１日、２９日、２８日などの異な
る周期でページング（ＰＩ＋ページングチャネル）を送信することが望まれる。したがっ
て、非周期のページング周期の実現が重要であるが、等間隔のページング周期を基調とす
る現状のＬＴＥでは、非周期のページング周期に対応することが困難である。
【００５９】
　なお、長周期でかつ非周期なページングをアプリケーションレイヤで行うという手段も
あるが、ページングチャネルの送受信は、１ｍｓ幅の特定のサブフレームで行う必要があ
るので、アプリケーションレイヤでのこのような高精度な制御は困難である。
【００６０】
　また、ＭＴＣ端末に３０日、３１日、２９日、２８日などの非周期パターンで月末に報
告するように事前に設定することも可能であるが、このような事前設定には、ＭＴＣサー
バが報告を必要としない場合まで報告が行われてしまうという欠点がある。ＭＴＣ端末の
数は膨大になることが想定されるので、無駄な報告を許容するとネットワーク内部で輻輳
が発生しかねない。
【００６１】
　そこで、上記事情を一着眼点にして本発明の実施形態を創作するに至った。本発明の各
実施形態によれば、ページングチャネルの通信のための周期を柔軟に切り替えることが可
能である。以下、このような本発明の各実施形態について図面を参照して詳細に説明する
。
【００６２】
　　＜＜２．各実施形態の説明＞＞
　　　＜２－１．第１の実施形態＞
　まず、図５～図８を参照し、本発明の第１の実施形態を説明する。本発明の第１の実施
形態によれば、以下に詳細に説明するように、非周期パターンに基づいてページングを運
用することが可能である。
【００６３】
　　　　（第１の実施形態による基地局の構成）
　図５は、本発明の第１の実施形態による基地局１０－１の構成を示した機能ブロック図
である。図５に示したように、本発明の第１の実施形態による基地局１０－１は、アンテ
ナ１０４と、無線通信部１０８と、スケジューラ１１２と、Ｐ－ＲＮＴＩ管理部１１６と
、ページング周期管理部１２１と、記憶部１３１と、ページング制御部１４１と、ＣＲＣ
回路１５０と、を備える。
【００６４】
　アンテナ１０４は、無線通信部１０８から供給されるＰＤＣＣＨ（制御信号）やＰＤＳ
ＣＨ（データ信号）などの送信信号を無線信号として送信する送信部、および、第１の実
施形態によるＭＴＣ端末２０などの無線通信装置から送信された無線信号を電気的な受信
信号に変換して無線通信部１０８に供給する受信部として機能する。なお、図５において
は基地局１０－１が１のアンテナを有する例を示しているが、基地局１０－１は複数のア
ンテナを備えてもよい。この場合、基地局１０は、ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐ
ｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）通信、およびダイバーシティ通信などを実現可
能である。
【００６５】
　無線通信部１０８は、ページング制御部１４１から供給されるＰＤＣＣＨやＳ－ＧＷ１
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４から供給されるユーザデータを含むＰＤＳＣＨなどの送信信号の変調、ＤＡ変換、フィ
ルタリング、増幅およびアップコンバージョンなどの送信用の無線処理を行う。また、無
線通信部１０８は、アンテナ１０４から供給される受信信号のダウンコンバージョン、フ
ィルタリング、ＤＡ変換、復調などの受信用の無線処理を行う。
【００６６】
　スケジューラ１１２は、各ＭＴＣ端末２０にデータ通信のためのリソースを割り当てる
。すなわち、スケジューラ１１２は、各ＭＴＣ端末２０がＰＤＳＣＨのうちで受信すべき
リソースブロック、および各ＭＴＣ端末２０がＰＵＳＣＨのうちで送信すべきリソースブ
ロックを割り当てる。例えば、スケジューラ１１６は、ＭＴＣ端末２０に対するページン
グチャネルが存在する場合、ＭＴＣ端末２０のページング周期に従った無線フレーム（１
０ｍｓ　ｒａｄｉｏ　ｆｒａｍｅ＝１０サブフレーム）のＰＤＳＣＨ上で、ＭＴＣ端末２
０にページングチチャネルを送信するためのリソースを割り当てる。
【００６７】
　Ｐ－ＲＮＴＩ管理部１１６は、各ＭＴＣ端末２０に対するＰ－ＲＮＴＩの割当てを管理
する。なお、Ｐ－ＲＮＴＩは、ＰＩを含むＣＣＥの宛先を識別するために利用される。
【００６８】
　ページング周期管理部１２１は、各ＭＴＣ端末２０の非接続時（ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモー
ド時）のページング周期を設定する。具体的には、本実施形態によるページング周期管理
部１２１は、第１の実施形態によるＭＴＣ端末２０－１にページングチャネルを送信する
ためのページング周期を、２以上の異なる間隔の組合せ、すなわち非周期パターンに設定
する。例えば、ページング周期管理部１２１は、通常はページング周期を１０無線フレー
ム周期に設定するところ、「３、５、２、９、・・・」という非周期パターンに設定する
。
【００６９】
　なお、この非周期パターンはＭＴＣ端末２０－１と共有されるので、ページング周期と
して無限の非周期パターンを設定することは現実できでない。このため、設定された非周
期パターンの繰り返しをページング周期として扱ってもよい。
【００７０】
　また、ページング周期管理部１２１は、ＭＭＥ１２やＭＴＣサーバ３０などのネットワ
ーク側からの指示に従って非周期パターンを設定してもよい。例えば、ページング周期管
理部１２１は、ネットワーク側から３１日、２８日、３１日、３０日、という月末の到来
周期での設定を指示された場合、指示された周期を無線フレーム単位に換算して非周期パ
ターンを設定してもよい。
【００７１】
　記憶部１３１は、ページング周期管理部１２１により設定された各ＭＴＣ端末２０の非
周期パターンを記憶する。
【００７２】
　ページング制御部１４１は、ＭＴＣ端末２０－１へのページング情報（システム情報、
ｉｎｃｏｍｉｎｇ　ｃａｌｌなど）が存在する場合、ＰＩを含むＣＣＥを生成する。具体
的には、ページング制御部１４１は、ＰＩ、および当該ＰＩをＭＴＣ端末２０－１のＰ－
ＲＮＴＩでマスキングしながらＣＲＣ回路１５０により得られるＣＣＥを生成する。
【００７３】
　ここで、マスキングは、ＰＩとＰ－ＲＮＴＩの排他的論理和（ＸＯＲ）の演算であって
もよし、ＰＩとＰ－ＲＮＴＩとの直列的な結合であってもよい。これにより、ＰＩの宛先
として、マスキングに用いたＰ－ＲＮＴＩが割り当てられているＭＴＣ端末２０－１を指
定することができる。このようにして生成されたＣＣＥは、無線通信部１０８に供給され
、ＰＤＣＣＨにマッピングされる。
【００７４】
　また、ページング制御部１４１は、ページング情報を含むページングチャネルを生成す
る。このページングチャネルは、無線通信部１０８に供給され、ＰＩの示すＰＤＳＣＨ上
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のリソースにマッピングされる。なお、ｉｎｃｏｍｉｎｇ　ｃａｌｌなどのページング情
報は、ページングやハンドオーバーなどの制御情報を扱うＭＭＥ１２からＳ１－ＭＭＥイ
ンタフェースを介して供給される。
【００７５】
　また、本実施形態によるページング制御部１４１は、ＲＲＣ＿ＩｄｌｅモードのＭＴＣ
端末２０－１に対するページング（ＰＩおよびページングチャネルの送信）を、当該ＭＴ
Ｃ端末２０－１に関して記憶部１３１に記憶されている非周期パターンに従った無線フレ
ームで制御する。以下、この点について図６を参照してより具体的に説明する。
【００７６】
　図６は、基地局１０－１によるページングの具体例を示した説明図である。ＭＴＣ端末
２０－１に関して記憶部１３１に記憶されている非周期パターンが「３、５、２、９」で
ある場合、ページング周期は、図６に示したように非周期パターンの繰り返しとなる。基
地局１０－１のページング制御部１４１は、ＭＴＣ端末２０－１に対するページング情報
がある場合、図６において「Ｐ」の四角囲いで示したように、この非周期パターンに従っ
て到来する無線フレームでページングを制御する。
【００７７】
　以上説明したように、本発明の第１の実施形態による基地局１０－１は、例えば３１日
（１月）、２８日（２月）、３１日（３月）、３０日（４月）、・・・という月末が到来
する非周期パターンをページング周期として設定することができる。このため、基地局１
０－１は、ＭＴＣ端末２０－１からのデータ報告の必要がある月末にのみページングを行
えるので、毎月末にデータ報告するようにＭＴＣ端末２０－１に事前設定する場合と比べ
、無線リソースやＭＴＣ端末２０－１の消費量を軽減できる。
【００７８】
　　　　（第１の実施形態によるＭＴＣ端末の構成）
　続いて、図７を参照し、第１の実施形態によるＭＴＣ端末２０－１の構成を説明する。
【００７９】
　図７は、第１の実施形態によるＭＴＣ端末２０－１の構成を示した機能ブロック図であ
る。図７に示したように、第１の実施形態によるＭＴＣ端末２０－１は、アンテナ２０４
と、無線通信部２０８と、受信周期制御部２２１と、記憶部２３１と、ブラインドデコー
ディング部２４０と、ＣＲＣ回路２５０と、を備える。
【００８０】
　アンテナ２０４は、無線通信部２０８から供給されるＰＵＳＣＨ（データ信号）などの
送信信号を無線信号として送信する送信部、および、基地局１０－１から送信されたＰＤ
ＣＣＨやＰＤＳＣＨなどの無線信号を電気的な受信信号に変換して無線通信部２０８に供
給する受信部として機能する。なお、図７においてはＭＴＣ端末２０－１が１のアンテナ
を有する例を示しているが、ＭＴＣ端末２０－１は複数のアンテナを備えてもよい。この
場合、ＭＴＣ端末２０－１は、ＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕｌｔｉｐ
ｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ）通信、およびダイバーシティ通信などを実現可能である。
【００８１】
　無線通信部２０８は、上位レイヤから供給されるユーザデータの変調、ＤＡ変換、フィ
ルタリング、増幅およびアップコンバージョンなどの送信用の無線処理を行う。また、無
線通信部２０８は、アンテナ２０４から供給される受信信号のダウンコンバージョン、フ
ィルタリング、ＤＡ変換、復調などの受信用の無線処理を行う。
【００８２】
　記憶部２３１は、基地局１０－１との通信に利用される多様な情報を記憶する。例えば
、記憶部２３１は、基地局１０－１のＰ－ＲＮＴＩ管理部１１６によってＭＴＣ端末２０
－１に割り当てられたＰ－ＲＮＴＩ、および基地局１０－１のページング周期管理部１２
１によって設定された非周期パターンなどを記憶する。
【００８３】
　受信周期制御部２２１は、ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードにおいてページングを監視するため
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の受信周期（ＤＲＸ周期）を制御する受信制御部である。具体的には、受信周期制御部２
２１は、記憶部２３１に記憶されている非周期パターンに従った無線フレームでブライン
ドデコーディング部２４０にブラインドデコーディングを行わせる。
【００８４】
　ブラインドデコーディング部２４０は、無線通信部２０８からＰＤＣＣＨが供給される
と、ＭＴＣ端末２０－１に付与されたＰ－ＲＮＴＩにより識別されるＣＣＥをブラインド
デコーディングにより抽出する。
【００８５】
　より具体的には、ブラインドデコーディング部２４０は、ＣＲＣ回路２５０と協働して
、ＭＴＣ端末２０－１に付与されたＰ－ＲＮＴＩで各ＣＣＥをデマスキングしながらＣＲ
Ｃチェックを行う。そして、ブラインドデコーディング部２４０は、結果が正常であった
ＣＣＥを抽出し、ＣＣＥに記載されているＰＩの示すＰＤＳＣＨ上のリソースをデコード
結果として無線通信部２０８に供給する。無線通信部２０８は、デコード結果の示すＰＤ
ＳＣＨ上のリソースで受信処理を行うことにより、基地局１０－１から送信されたページ
ングチャネルを取得できる。
【００８６】
　以上説明したように、第１の実施形態によるＭＴＣ端末２０－１は、基地局１０－１に
より設定された非周期パターンに従ってページングを監視することができる。なお、上記
では基地局１０－１が非周期パターンを設定してＭＴＣ端末２０－１に通知する例を説明
したが、ＭＴＣ端末２０－１が非周期パターンを設定して非周期パターンを基地局１０－
１に通知してもよい。
【００８７】
　　　　（第１の実施形態の動作）
　以上、本発明の第１の実施形態による基地局１０－１およびＭＴＣ端末２０－１の構成
を説明した。続いて、図８を参照し、本発明の第１の実施形態による動作を説明する。
【００８８】
　図８は、本発明の第１の実施形態による動作を示したシーケンス図である。図８に示し
たように、ＭＴＣ端末２０－１がＲＲＣ＿Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄモードで動作している状態
で（Ｓ３０２）、基地局１０－１が非周期パターンを設定すると（Ｓ３０４）、基地局１
０－１は非周期パターンをＭＴＣ端末２０－１に通知する（Ｓ３０６）。
【００８９】
　ＭＴＣ端末２０－１は、非周期パターンの通知に対してＡＣＫを基地局１０－１に返信
し（Ｓ３０８）、非周期パターンを記憶部２３１に記憶する（Ｓ３１０）。
【００９０】
　その後、ＭＴＣ端末２０－１がＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードに遷移すると、受信周期制御部
２２１は、記憶部２３１に記憶した非周期パターンに従ってブラインドデコーディング部
２４０にページング（ＰＩ）を監視させる（Ｓ３１２）。
【００９１】
　一方、基地局１０－１は、ＭＭＥ１２からＳ１－ＭＭＥインタフェースを介してページ
ング要求が供給されると（Ｓ３１４）、Ｓ３０４で設定した非周期パターンに従って到来
するタイミングを特定し（Ｓ３１６）、特定したタイミングにおいてページングを行う（
Ｓ３１８）。ここで、ＭＴＣ端末２０－１は、非周期パターンに従ってページングを監視
しているので、基地局１０－１からのページングを取得することが可能である。
【００９２】
　　　＜２－２．第２の実施形態＞
　以上、本発明の第１の実施形態を説明した。続いて、本発明の第２の実施形態を説明す
る。本発明の第２の実施形態によれば、以下に詳細に説明するように、あるタイミングに
おいて複数の周期のうちでページング周期を切り替えることが可能である。
【００９３】
　　　　（第２の実施形態による基地局の構成）
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　図９は、本発明の第２の実施形態による基地局１０－２の構成を示した機能ブロック図
である。図９に示したように、本発明の第２の実施形態による基地局１０－２は、アンテ
ナ１０４と、無線通信部１０８と、スケジューラ１１２と、Ｐ－ＲＮＴＩ管理部１１６と
、ページング周期管理部１２２と、記憶部１３２と、ページング制御部１４２と、ＣＲＣ
回路１５０と、を備える。アンテナ１０４、無線通信部１０８、スケジューラ１１２、Ｐ
－ＲＮＴＩ管理部１１６、およびＣＲＣ回路１５０の機能は第１の実施形態で説明した通
りであるので、以下では、主に第１の実施形態と異なる構成を説明する。
【００９４】
　ページング周期管理部１２２は、ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードで動作する各ＭＴＣ端末２０
－２へのページングのための複数の周期、および複数の周期の切替えタイミングを設定す
る。例えば、ページング周期管理部１２２は、長周期、短周期、および長周期と短周期の
切替えタイミング（時刻、またはフレームなど）を設定する。この周期切替えタイミング
は、周期を切り替える時刻またはフレーム番号などであってもよいし、長周期または短周
期の継続時間または継続フレーム数などであってもよい。
【００９５】
　なお、ページング周期管理部１２２が３以上の周期を設定する場合、各周期切替えタイ
ミングにおいていずれの周期に切り替えるかを判断するための情報が必要である。そこで
、ページング周期管理部１２２は、各周期切替えタイミングに、切換後の周期を対応付け
て設定してもよい。または、ページング周期管理部１２２は、各周期の切替え順序を設定
しておいてもよい。かかる構成により、長周期、中周期、短周期などの３以上の周期での
運用が可能となる。
【００９６】
　記憶部１３２は、ページング周期管理部１２２により設定された各ＭＴＣ端末２０の複
数の周期、および複数の周期の切替えタイミングを示す情報を記憶する。
【００９７】
　ページング制御部１４２は、ＲＲＣ＿ＩｄｌｅモードのＭＴＣ端末２０－２に対するペ
ージングを、当該ＭＴＣ端末２０－２に関して記憶部１３２に記憶されている複数の周期
および周期切替えタイミングに従った無線フレームで制御する。以下、この点について図
１０を参照してより具体的に説明する。
【００９８】
　図１０は、基地局１０－２によるページングの具体例を示した説明図である。ＭＴＣ端
末２０－２に関して記憶部１３２に長周期、短周期、および周期切替えタイミングｔ１、
ｔ２が記憶されている場合、基地局１０－２のページング制御部１４２は、図１０に示し
たようにｔ１においてページング周期を短周期から長周期に切り替える。また、ページン
グ制御部１４２は、ｔ２においてページング周期を長周期から短周期に切り替える。
【００９９】
　そして、基地局１０－２のページング制御部１４２は、ＭＴＣ端末２０－２に対するペ
ージング情報がある場合、図１０において「Ｐ」の四角囲いで示したように、この長周期
および短周期の切替えに従って到来する無線フレームでページングを制御する。
【０１００】
　以上説明したように、本発明の第２の実施形態による基地局１０－２は、例えば月末付
近に短周期を配置することにより、各月の日数が相違しても、月末においてページング要
求の発生から少ない遅延でページングを行うことができる。また、本発明の第２の実施形
態では、長周期、短周期および周期切替えタイミングを基地局１０－２とＭＴＣ端末２０
－２との間で共有すればよい。このため、第１の実施形態に比べ、基地局１０－２からＭ
ＴＣ端末２０－２へのシグナリングの情報量を抑制し易くなる。
【０１０１】
　　　　（第２の実施形態によるＭＴＣ端末の構成）
　続いて、図１１を参照し、第２の実施形態によるＭＴＣ端末２０－２の構成を説明する
。
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【０１０２】
　図１１は、第２の実施形態によるＭＴＣ端末２０－２の構成を示した機能ブロック図で
ある。図１１に示したように、第２の実施形態によるＭＴＣ端末２０－２は、アンテナ２
０４と、無線通信部２０８と、受信周期制御部２２２と、記憶部２３２と、ブラインドデ
コーディング部２４０と、ＣＲＣ回路２５０と、を備える。アンテナ２０４、無線通信部
２０８、ブラインドデコーディング部２４０、およびＣＲＣ回路２５０の機能は第１の実
施形態で説明した通りであるので、以下では、主に第１の実施形態と異なる構成を説明す
る。
【０１０３】
　記憶部２３２は、基地局１０－２との通信に利用される多様な情報を記憶する。例えば
、記憶部２３２は、基地局１０－２のＰ－ＲＮＴＩ管理部１１６によってＭＴＣ端末２０
－２に割り当てられたＰ－ＲＮＴＩ、および基地局１０－２のページング周期管理部１２
１によって設定された長周期、短周期、および周期切替えタイミングなどを記憶する。
【０１０４】
　受信周期制御部２２２は、ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードにおいてページングを監視するため
の受信周期（ＤＲＸ周期）を制御する受信制御部である。具体的には、受信周期制御部２
２２は、記憶部２３２に記憶されている長周期、短周期、および周期切替えタイミングに
従った無線フレームでブラインドデコーディング部２４０にブラインドデコーディングを
行わせる。
【０１０５】
　以上説明したように、第２の実施形態によるＭＴＣ端末２０－２は、基地局１０－２に
より設定された周期切替えタイミングにおいて複数の周期の間で受信周期を切り替えるこ
とができる。なお、上記では基地局１０－２が周期切替えタイミングを設定してＭＴＣ端
末２０－２に通知する例を説明したが、ＭＴＣ端末２０－２が周期切替えタイミングを設
定して基地局１０－２に通知してもよい。また、長周期および短周期などの複数の周期が
事前に基地局１０－２と各ＭＴＣ端末２０－２の間で共有されている場合、基地局１０－
２は長周期および短周期を通知しなくてもよい。
【０１０６】
　　　　（第２の実施形態の動作）
　以上、本発明の第２の実施形態による基地局１０－２およびＭＴＣ端末２０－２の構成
を説明した。続いて、図１２を参照し、本発明の第２の実施形態による動作を説明する。
【０１０７】
　図１２は、本発明の第２の実施形態による動作を示したシーケンス図である。図１２に
示したように、ＭＴＣ端末２０－２がＲＲＣ＿Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄモードで動作している
状態で（Ｓ４０２）、基地局１０－２が周期切替えタイミングを設定すると（Ｓ４０４）
、基地局１０－２は周期切替えタイミングをＭＴＣ端末２０－２に通知する（Ｓ４０６）
。
【０１０８】
　ＭＴＣ端末２０－２は、周期切替えタイミングの通知に対してＡＣＫを基地局１０－２
に返信し（Ｓ４０８）、周期切替えタイミングを記憶部２３２に記憶する（Ｓ４１０）。
なお、基地局１０－２は、周期切替えタイミングに加えて長周期、短周期などの複数の周
期を通知してもよい。
【０１０９】
　その後、ＭＴＣ端末２０－２がＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードに遷移すると、受信周期制御部
２２２は、長周期または短周期に従ってページングを監視し、記憶部２３２に記憶した周
期切替えタイミングで長周期と短周期を切り替える（Ｓ４１２）。
【０１１０】
　一方、基地局１０－２は、ＭＭＥ１２からＳ１－ＭＭＥインタフェースを介してページ
ング要求が供給されると（Ｓ４１４）、Ｓ４０４で設定した周期切替えタイミングにおい
て切り替えられる長周期または短周期に従って到来するタイミングを特定し（Ｓ４１６）
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、特定したタイミングにおいてページングを行う（Ｓ４１８）。ここで、ＭＴＣ端末２０
－２は、基地局１０－２と同じ周期切替えタイミングにおいて長周期と短周期を切り替え
てページングを監視しているので、基地局１０－２からのページングを取得することが可
能である。
【０１１１】
　　　＜２－３．第３の実施形態＞
　以上、本発明の第２の実施形態を説明した。続いて、本発明の第３の実施形態を説明す
る。本発明の第３の実施形態によれば、以下に詳細に説明するように、ページング周期を
逐次更新することが可能である。
【０１１２】
　　　　（第３の実施形態による基地局の構成）
　図１３は、本発明の第３の実施形態による基地局１０－３の構成を示した機能ブロック
図である。図１３に示したように、本発明の第３の実施形態による基地局１０－３は、ア
ンテナ１０４と、無線通信部１０８と、スケジューラ１１２と、Ｐ－ＲＮＴＩ管理部１１
６と、ページング周期管理部１２３と、記憶部１３３と、ページング制御部１４３と、Ｃ
ＲＣ回路１５０と、を備える。アンテナ１０４、無線通信部１０８、スケジューラ１１２
、Ｐ－ＲＮＴＩ管理部１１６、およびＣＲＣ回路１５０の機能は第１の実施形態で説明し
た通りであるので、以下では、主に第１の実施形態と異なる構成を説明する。
【０１１３】
　ページング周期管理部１２３は、ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードで動作するＭＴＣ端末２０－
３へのページングのためのページング周期を逐次更新する。例えば、ページング周期管理
部１２３は、ページング周期が周期Ａである場合に、ページング周期を周期Ｂに更新する
。
【０１１４】
　記憶部１３３は、ページング周期管理部１２３により逐次更新されるページング周期（
逐次更新周期）を記憶する。
【０１１５】
　ページング制御部１４３は、ＲＲＣ＿ＩｄｌｅモードのＭＴＣ端末２０－３に対するペ
ージングを、記憶部１３３に記憶されている逐次更新周期に従った無線フレームで制御す
る。ここで、ページング周期管理部１２３により更新されるページング周期はＭＴＣ端末
２０－３にも通知する必要があるが、ページング周期の通知方法として、図１４を参照し
て説明する第１の通知方法、および図１５を参照して説明する第２の通知方法が挙げられ
る。
【０１１６】
　図１４は、ページング周期の第１の通知方法を示した説明図である。基地局１０－３は
、第１の通知方法として、全てのページングチャネルで次のページング周期を通知しても
よい。例えば、基地局１０－３は、図１４に示したように、以降も周期Ａが継続するペー
ジングチャネル＃１１では周期Ａを通知し、以降にページング周期が周期Ｂに更新される
ページングチャネル＃１２では周期Ｂを通知してもよい。
【０１１７】
　図１５は、ページング周期の第２の通知方法を示した説明図である。基地局１０－３は
、第２の通知方法として、以降にページング周期が更新されるページングチャネルで更新
後のページング周期を通知してもよい。例えば、基地局１０－３は、図１５に示したよう
に、以降も周期Ａが継続するページングチャネル＃１１ではページング周期を通知せず、
以降にページング周期が周期Ｂに更新されるページングチャネル＃１２では周期Ｂを通知
してもよい。
【０１１８】
　以上説明したように、本発明の第３の実施形態によれば、基地局１０－３を含むネット
ワーク側でページング周期の更新要求に応じてＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードで動作するＭＴＣ
端末２０－３に関するページング周期を逐次更新することが可能である。また、本発明の
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第３の実施形態によれば、第１の実施形態のように多数の間隔からなる非周期パターンを
共有する必要が無いので、メモリ資源の観点から有用である。また、特に第２の通知方法
は、通知のためのリソースを抑制できる点でも効果的である。
【０１１９】
　　　　（第３の実施形態によるＭＴＣ端末の構成）
　続いて、図１６を参照し、第３の実施形態によるＭＴＣ端末２０－３の構成を説明する
。
【０１２０】
　図１６は、第３の実施形態によるＭＴＣ端末２０－３の構成を示した機能ブロック図で
ある。図１６に示したように、第３の実施形態によるＭＴＣ端末２０－３は、アンテナ２
０４と、無線通信部２０８と、受信周期制御部２２３と、記憶部２３３と、ブラインドデ
コーディング部２４０と、ＣＲＣ回路２５０と、を備える。アンテナ２０４、無線通信部
２０８、ブラインドデコーディング部２４０、およびＣＲＣ回路２５０の機能は第１の実
施形態で説明した通りであるので、以下では、主に第１の実施形態と異なる構成を説明す
る。
【０１２１】
　記憶部２３３は、基地局１０－３との通信に利用される多様な情報を記憶する。例えば
、記憶部２３３は、基地局１０－３のＰ－ＲＮＴＩ管理部１１６によってＭＴＣ端末２０
－３に割り当てられたＰ－ＲＮＴＩ、および基地局１０－３のページング周期管理部１２
１によって逐次更新されるページング周期などを記憶する。
【０１２２】
　受信周期制御部２２３は、ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードにおいてページングを監視するため
の受信周期（ＤＲＸ周期）を制御する受信制御部である。具体的には、受信周期制御部２
２３は、記憶部２３３に記憶された逐次更新されるページング周期に従った無線フレーム
でブラインドデコーディング部２４０にブラインドデコーディングを行わせる。
【０１２３】
　以上説明したように、第３の実施形態によるＭＴＣ端末２０－３は、基地局１０－３に
より逐次更新されるページング周期に従ってページングを監視することができる。
【０１２４】
　　　　（第３の実施形態の動作）
　以上、本発明の第３の実施形態による基地局１０－３およびＭＴＣ端末２０－３の構成
を説明した。続いて、図１７を参照し、本発明の第３の実施形態による動作を説明する。
【０１２５】
　図１７は、本発明の第３の実施形態による動作を示したシーケンス図である。図１７に
示したように、ＭＴＣ端末２０－３がＲＲＣ＿Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄモードで動作している
状態で（Ｓ５０２）、基地局１０－３がページング周期を設定すると（Ｓ５０４）、基地
局１０－３はページング周期をＭＴＣ端末２０－３に通知する（Ｓ５０６）。
【０１２６】
　ＭＴＣ端末２０－３は、ページング周期の通知に対してＡＣＫを基地局１０－３に返信
し（Ｓ５０８）、ページング周期を記憶部２３３に記憶する（Ｓ５１０）。
【０１２７】
　その後、ＭＴＣ端末２０－３がＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードに遷移すると、受信周期制御部
２２３は、記憶部２３３に記憶したページング周期に従ってページングを監視する（Ｓ５
１２）。
【０１２８】
　一方、基地局１０－３は、ＭＭＥ１２からＳ１－ＭＭＥインタフェースを介してページ
ング要求が供給されると（Ｓ５１４）、Ｓ５０４で設定したページング周期に従って到来
するタイミングを特定する（Ｓ５１６）。また、基地局１０－３は、ページング周期を更
新する場合、更新後のページング周期をページングチャネルに記載する（Ｓ５１８）。そ
して、基地局１０－３は、Ｓ５１６において特定したタイミングにおいて、更新後のペー
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ジング周期が記載されたページングチャネルによりページングを行う（Ｓ５２０）。
【０１２９】
　ＭＴＣ端末２０－３は、更新後のページング周期が記載されたページングチャネルを受
信すると、更新後のページング周期を記憶部２３３に記憶し、更新後のページング周期に
従ってページングを監視する（Ｓ５２２）。
【０１３０】
　ここで、上述のように基地局１０－３がページング周期を逐次更新してＭＴＣ端末２０
－３に通知する本実施形態では、更新後のページング周期の通知がＭＴＣ端末２０－３に
より正常に受信されたか否かを基地局１０－３が把握することが重要である。しかし、Ｍ
ＴＣ端末２０－３がアップリンクにより受信確認を送信すると、シグナリングが増加して
しまうという問題がある。
【０１３１】
　このため、本実施形態による基地局１０－３は、以下に図１８を参照して説明する方法
により上記問題を解決する。
【０１３２】
　図１８は、第３の実施形態による動作を示したシーケンス図である。図１８に示したよ
うに、基地局１０－３は、ページング周期を更新する場合、更新後のページング周期をペ
ージングチャネルに記載してページングを行う（Ｓ５３２、Ｓ５３４）。その後、基地局
１０－３は、更新後のページング周期に遷移し、最初のページングチャネルでｉｎｃｏｍ
ｉｎｇ　ｃａｌｌにより端末を呼び出した場合に（Ｓ５３６、Ｓ５３８）、ｉｎｃｏｍｉ
ｎｇ　ｃａｌｌに対するＭＴＣ端末２０－３の応答の有無を判断する（Ｓ５４０）。
【０１３３】
　ここで、ＭＴＣ端末２０－３から応答が無かった場合、その理由として、ＭＴＣ端末２
０－３が、更新後のページング周期の通知を正常に受信できず、更新前のページング周期
に従ってページングを監視し続けていることが考えられる。そこで、基地局１０－３は、
ｉｎｃｏｍｉｎｇ　ｃａｌｌに対するＭＴＣ端末２０－３からの応答が無かった場合、ペ
ージング周期を更新前のページング周期に戻す（Ｓ５４２）。かかる構成により、基地局
１０－３は、ＭＴＣ端末２０－３が監視している周期でページングを行うことが可能とな
る。
【０１３４】
　　　＜２－４．第４の実施形態＞
　以上、本発明の第１～第３の実施形態を説明した。続いて、本発明の第４の実施形態の
説明に先立ち、本発明の第４の実施形態に至った経緯を説明する。
【０１３５】
　ＲＲＣ＿ＩｄｌｅモードのＵＥのページング周期が１０日や１カ月のように長周期であ
る場合、周期間隔においてＵＥの状態が変化し得る。しかし、この状態変化に合わせてペ
ージング周期を変更することは困難であった。ＵＥがＲＲＣ＿Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄモード
に遷移して、ｅＮｏｄｅＢと同期を行い、ページング周期の変更のためのシグナリングを
行う方法も考えられるが、この方法では電力を消費してしまうという問題があった。
【０１３６】
　本発明の第４の実施形態、および以下に説明する第５の実施形態は上記の点に着目して
なされたものである。本発明の第４の実施形態によるＭＴＣ端末２０－４は、ＲＲＣ＿Ｉ
ｄｌｅモードを維持したまま状態変化に応じてページング周期を変更することが可能であ
る。以下、このような本発明の第４の実施形態について詳細に説明する。
【０１３７】
　　　　（第４の実施形態による基地局の構成）
　図１９は、本発明の第４の実施形態による基地局１０－４の構成を示した機能ブロック
図である。図１９に示したように、本発明の第４の実施形態による基地局１０－４は、ア
ンテナ１０４と、無線通信部１０８と、スケジューラ１１２と、Ｐ－ＲＮＴＩ管理部１１
６と、ページング周期管理部１２４と、記憶部１３４と、ページング制御部１４４と、Ｃ
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ＲＣ回路１５０と、を備える。アンテナ１０４、無線通信部１０８、スケジューラ１１２
、Ｐ－ＲＮＴＩ管理部１１６、およびＣＲＣ回路１５０の機能は第１の実施形態で説明し
た通りであるので、以下では、主に第１の実施形態と異なる構成を説明する。
【０１３８】
　ページング周期管理部１２４は、ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードで動作する各ＭＴＣ端末２０
－４へのページングのための複数の周期を設定する。例えば、ページング周期管理部１２
４は、長周期、および短周期を設定する。
【０１３９】
　記憶部１３４は、ページング周期管理部１２４により設定された各ＭＴＣ端末２０－４
の複数の周期（長周期および短周期）を示す情報を記憶する。
【０１４０】
　ページング制御部１４４は、ＲＲＣ＿ＩｄｌｅモードのＭＴＣ端末２０－４に対するペ
ージングを、当該ＭＴＣ端末２０－４に関して記憶部１３４に記憶されている複数の周期
の各々に従った無線フレームで制御する。以下、この点について図２０を参照してより詳
細に説明する。
【０１４１】
　図２０は、基地局１０－４によるページングの具体例を示した説明図である。ＭＴＣ端
末２０－４に関して記憶部１３４に長周期および短周期が記憶されており、図２０に示し
たように基地局１０－４が当該ＭＴＣ端末２０－４に対するページング要求をＭＭＥ１２
からｔ４において受信した場合を考える。この場合、基地局１０－４のページング周期管
理部１２４は、図２０に示したように、短周期に従うタイミングおよび長周期に従うタイ
ミングの双方においてＭＴＣ端末２０－４に対するページングを行う。
【０１４２】
　　　　（第４の実施形態によるＭＴＣ端末の構成）
　続いて、図２１を参照し、第４の実施形態によるＭＴＣ端末２０－４の構成を説明する
。
【０１４３】
　図２１は、第４の実施形態によるＭＴＣ端末２０－４の構成を示した機能ブロック図で
ある。図２１に示したように、第４の実施形態によるＭＴＣ端末２０－４は、アンテナ２
０４と、無線通信部２０８と、受信周期制御部２２４と、記憶部２３４と、ブラインドデ
コーディング部２４０と、ＣＲＣ回路２５０と、状態検出部２６０と、を備える。アンテ
ナ２０４、無線通信部２０８、ブラインドデコーディング部２４０、およびＣＲＣ回路２
５０の機能は第１の実施形態で説明した通りであるので、以下では、主に第１の実施形態
と異なる構成を説明する。
【０１４４】
　記憶部２３４は、基地局１０－４との通信に利用される多様な情報を記憶する。例えば
、記憶部２３４は、基地局１０－４のＰ－ＲＮＴＩ管理部１１６によってＭＴＣ端末２０
－４に割り当てられたＰ－ＲＮＴＩ、および基地局１０－４のページング周期管理部１２
４によって設定された長周期および短周期などを記憶する。
【０１４５】
　状態検出部２６０は、ＭＴＣ端末２０－４の状態変化を検出する。例えば、状態検出部
２６０は、ＭＴＣ端末２０－４の移動、またはＭＴＣ端末２０－４が特定位置に移動した
ことを状態変化として検出する加速度センサやＧＰＳであってもよい。
【０１４６】
　また、状態検出部２６０は、ＭＴＣ端末２０－４の電源残量の減少（例えば、電源残量
が閾値を下回ったこと）を状態変化として検出してもよい。また、ＭＴＣ端末２０－４が
商品の自動販売機能を有する機器に実装される場合、状態検出部２６０は、自動販売機能
による売り上げの変化や商品在庫の減少を状態変化として検出してもよい。
【０１４７】
　受信周期制御部２２４は、ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードにおいてページングを監視するため
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の受信周期（ＤＲＸ周期）を制御する受信制御部である。ここで、基地局１０－４からの
ページングチャネルにデータ報告（読出し）命令が含まれていても、ＭＴＣ端末２０－４
の状態が全く変化していない場合には、ＭＴＣ端末２０－４から有益な情報が得られない
こともあり得る。例えば、ＭＴＣ端末２０－４が缶ジュースの自動販売機に実装されてお
り、缶ジュースの補充の目的で基地局１０－４がＭＴＣ端末２０－４から在庫数の報告を
要求する場合、在庫数が全く変化していない場合、ＭＴＣ端末２０－４に在庫数を報告さ
せる意義は少ない。
【０１４８】
　一方、ＭＴＣ端末２０－４の状態が変化した場合には、ページングによってＭＴＣ端末
２０－４にデータ報告させる価値が上がっていると考えられる。このため、ＭＴＣ端末２
０－４の状態が変化した場合には、受信周期を短くすることが望ましい。しかし、通常、
ＭＴＣ端末２０－４がＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードで動作しているときにはコネクションが確
立していないので、基地局１０－４との通信により受信周期を変更することは困難であっ
た。
【０１４９】
　この点に関し、本実施形態によるＭＴＣ端末２０－４の受信周期制御部２２４は、状態
検出部２６０による状態変化の検出に応じて受信周期を長周期と短周期の間で切り替える
。このようにＭＴＣ端末２０－４が一方的にページングのための受信周期を切り替えても
、本実施形態による基地局１０－４は、図２０を参照して説明したように、短周期に従う
タイミングおよび長周期に従うタイミングの双方においてＭＴＣ端末２０－４に対するペ
ージングを行うので、ＭＴＣ端末２０－４は基地局１０－４からページングを受信するこ
とが可能である。以下、この点について図２２を参照してより具体的に説明する。
【０１５０】
　図２２は、ＭＴＣ端末２０－４による受信周期の切替えを示した説明図である。図２２
に示したように、ＭＴＣ端末２０－４の受信周期制御部２２４は、ｔ３において状態検出
部２６０により状態変化が検出された場合、受信周期を長周期から短周期に切り替える。
一方、基地局１０－４は、ｔ４においてＭＭＥ１２からページング要求を受信した場合、
短周期に従ったタイミング、および長周期に従ったタイミングの双方においてページング
を行う。このため、ＭＴＣ端末２０－４は、受信周期の切換後、基地局１０－４から短周
期に従ったタイミングで行われるページングを受信することができる。
【０１５１】
　ここで、受信周期制御部２２４による受信周期の切替え基準の具体例を説明する。例え
ば、荷物がどの場所にあるかをＭＴＣ端末２０－４により監視するためのトラッキングの
アプリケーションでは、荷物に移動が無い場合にＭＴＣ端末２０－４に場所の報告をさせ
ても新たな情報を入手できない。そこで、ＭＴＣ端末２０－４は、荷物に移動が無い場合
には長周期に従ってページングを監視し、同じ位置情報を報告する。一方、ＭＴＣ端末２
０－４の受信周期制御部２２４は、荷物が移動した場合には受信周期を短周期に切り替え
る。これにより、呼び出しに対する応答が速くなり、移動後または移動中の位置情報など
の有益な情報の報告を短い応答時間で得ることが可能となる。同様の理由により、ＭＴＣ
端末２０－４の受信周期制御部２２４は、荷物が特定の場所に移動した場合に受信周期を
短周期に切り替えてもよい。
【０１５２】
　また、ＭＴＣ端末２０－４の受信周期制御部２２４は、ＭＴＣ端末２０－４の電源残量
が減少した場合、受信周期を短周期から長周期に切り替えてもよい。かかる構成により、
ＭＴＣ端末２０－４の電源残量の減少速度を抑制することができる。
【０１５３】
　また、ＭＴＣ端末２０－４の受信周期制御部２２４は、自動販売機能による売上げが上
がった場合、または商品の在庫数が少なくなった場合、受信周期を長周期から短周期に切
り替えてもよい。かかる構成により、ネットワーク側は有益な情報を低遅延で取得するこ
とが可能となる。
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【０１５４】
　　　　（第４の実施形態の動作）
　以上、本発明の第４の実施形態による基地局１０－４およびＭＴＣ端末２０－４の構成
を説明した。続いて、図２３を参照し、本発明の第４の実施形態による動作を説明する。
【０１５５】
　図２３は、本発明の第４の実施形態による動作を示したシーケンス図である。図２３に
示したように、ＭＴＣ端末２０－４がＲＲＣ＿Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄモードで動作している
状態で（Ｓ６０２）、基地局１０－４は、長周期および短周期を設定し（Ｓ６０４）、長
周期および短周期をＭＴＣ端末２０－４に通知する（Ｓ６０６）。
【０１５６】
　ＭＴＣ端末２０－４は、長周期および短周期の通知に対してＡＣＫを基地局１０－４に
返信し（Ｓ６０８）、長周期および短周期を示す情報を記憶部２３４に記憶する（Ｓ６１
０）。
【０１５７】
　その後、ＭＴＣ端末２０－４がＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードに遷移すると、受信周期制御部
２２４は、記憶部２３４に記憶した長周期に従ってページングを監視する（Ｓ６１２）。
なお、受信周期制御部２２４は、ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードへの遷移直後の受信周期を短周
期に設定してもよい。
【０１５８】
　一方、基地局１０－４は、ＭＭＥ１２からＳ１－ＭＭＥインタフェースを介してページ
ング要求が供給されると（Ｓ６１４）、長周期に従うタイミングおよび短周期に従うタイ
ミングを特定し（Ｓ６１６）、双方のタイミングにおいてページングを行う（Ｓ６１８、
Ｓ６２０）。ここで、ＭＴＣ端末２０－４は、長周期に従ってページングを監視している
ので、長周期に従うタイミングのページングを取得することができる（Ｓ６２０）。
【０１５９】
　その後、ＭＴＣ端末２０－４の受信周期制御部２２４は、状態検出部２６０により状態
変化が検出された場合（Ｓ６２２）、受信周期を長周期から短周期に切り替える（Ｓ６２
４）。
【０１６０】
　そして、基地局１０－４は、ＭＭＥ１２からＳ１－ＭＭＥインタフェースを介してペー
ジング要求が供給されると（Ｓ６２６）、長周期に従うタイミングおよび短周期に従うタ
イミングを特定し（Ｓ６２８）、双方のタイミングにおいてページングを行う（Ｓ６３０
、Ｓ６３２）。ここで、ＭＴＣ端末２０－４は、短周期に従ってページングを監視してい
るので、短周期に従うタイミングのページングを取得することができる（Ｓ６３０）。
【０１６１】
　　　＜２－５．第５の実施形態＞
　以上、本発明の第４の実施形態を説明した。続いて、本発明の第５の実施形態を説明す
る。本発明の第５の実施形態は、本発明の第４の実施形態と同様の課題に鑑みてなされた
ものであり、本発明の第５の実施形態によるＭＴＣ端末２０－５は、ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモ
ードを維持したまま状態変化に応じてページング周期を変更することが可能である。以下
、このような本発明の第５の実施形態について詳細に説明する。なお、第５の実施形態に
よるＭＴＣ端末２０－５の機能ブロックは、第４の実施形態によるＭＴＣ端末２０－４の
機能ブロックと実質的に同一に構成できるので、詳細な説明を省略する。
【０１６２】
　　　　（第５の実施形態による基地局の構成）
　図２４は、本発明の第５の実施形態による基地局１０－５の構成を示した機能ブロック
図である。図２４に示したように、本発明の第５の実施形態による基地局１０－５は、ア
ンテナ１０４と、無線通信部１０８と、スケジューラ１１２と、Ｐ－ＲＮＴＩ管理部１１
６と、ページング周期管理部１２５と、記憶部１３５と、ページング制御部１４５と、Ｃ
ＲＣ回路１５０と、を備える。アンテナ１０４、無線通信部１０８、スケジューラ１１２
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、Ｐ－ＲＮＴＩ管理部１１６、およびＣＲＣ回路１５０の機能は第１の実施形態で説明し
た通りであるので、以下では、主に第１の実施形態と異なる構成を説明する。
【０１６３】
　ページング周期管理部１２５は、ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードで動作する各ＭＴＣ端末２０
－５へのページングのための複数の周期を設定する。例えば、ページング周期管理部１２
５は、長周期、および短周期を設定する。
【０１６４】
　記憶部１３５は、ページング周期管理部１２５により設定された各ＭＴＣ端末２０－５
の複数の周期（長周期および短周期）を示す情報を記憶する。
【０１６５】
　ページング制御部１４５は、ＲＲＣ＿ＩｄｌｅモードのＭＴＣ端末２０－５に対するペ
ージングを、当該ＭＴＣ端末２０－５に関して記憶部１３５に記憶されている複数の周期
のいずれかに従った無線フレームで制御する。
【０１６６】
　ここで、第５の実施形態によるＭＴＣ端末２０－５は、第４の実施形態と同様に、ＭＴ
Ｃ端末２０－５の状態変化によりページングのための受信周期を切り替える。一方、基地
局１０－５は、ＭＴＣ端末２０－５の受信周期の切替え後であっても、ＭＴＣ端末２０－
５の切替え前の周期に従ってページングを行う。このため、ＭＴＣ端末２０－５がページ
ングを受信できないので、基地局１０－５は、ＭＴＣ端末２０－５からページングに対す
る応答を得られない。
【０１６７】
　そこで、基地局１０－５は、ＭＴＣ端末２０－５からページングに対する応答を得られ
ない場合、ＭＴＣ端末２０－５が受信周期を切り替えたと判断し、このＭＴＣ端末２０－
５のためのページング周期を切り替える。以下、この点について図２５および図２６を参
照して具体的に説明する。
【０１６８】
　図２５は、基地局１０－５によるページング周期の切替えを示した説明図である。図２
５に示したように、ＭＴＣ端末２０－５は、長周期でページングを監視している場合、基
地局１０－５が長周期に従ってページング＃２１を送信すると、このページング＃２１を
受信する。
【０１６９】
　その後、ＭＴＣ端末２０－５がｔ５において状態変化により受信周期を短周期に切り替
えると、基地局１０－５が長周期に従って送信するページング＃２２をＭＴＣ端末２０－
５が受信できなくなる。このため、基地局１０－５のページング制御部１４５は、ページ
ング＃２２に対する応答が得られないので、ＭＴＣ端末２０－５が受信周期を切り替えた
と判断し、ページング周期を短周期に切り替えてページング＃２２’を送信する。ＭＴＣ
端末２０－５は、短周期に従ってページングを監視しているので、このページング＃２２
’を受信することが可能である。
【０１７０】
　このように、基地局１０－５がページング周期を長周期から短周期に切り替える場合、
呼び出しから応答までの時間は短縮されないが、必要が生じるまで長周期に従ってページ
ングを送信するので、ページングのためのリソースを節約できるという利点がある。
【０１７１】
　なお、１つのＰ－ＲＮＴＩには、通常複数のＭＴＣ端末２０－５が属する。また、同一
のＰ－ＲＮＴＩに属する複数のＭＴＣ端末２０－５には、長周期で動作するＭＴＣ端末２
０－５および短周期で動作するＭＴＣ端末２０－５が混在し得る。このため、基地局１０
－５は、短周期に従ったタイミングと、長周期に従ったタイミングの双方において、同一
のＰ－ＲＮＴＩを用いつつ、異なるＭＴＣ端末２０－５に対するページングを行ってもよ
い。
【０１７２】
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　また、長周期に従って到来する各タイミングが短周期に従って到来するタイミングと同
一である場合、ＭＴＣ端末２０－５は、タイミング的には、短周期への切換後も長周期に
従って送信されるページングを受信可能である。しかし、この場合、基地局１０－５がＭ
ＴＣ端末２０－５の受信周期の切替えを判断することが困難となる。
【０１７３】
　そこで、基地局１０－５は、各ＭＴＣ端末２０－５に長周期用のＰ－ＲＮＴＩと短周期
用のＰ－ＲＮＴＩを割当て、長周期に従ってページングを行う場合には長周期用のＰ－Ｒ
ＮＴＩを用い、短周期に従ってページングを行う場合には短周期用のＰ－ＲＮＴＩを用い
てもよい。また、ＭＴＣ端末２０－５は、長周期でページングを監視する場合には長周期
用のＰ－ＲＮＴＩを用いてブラインドデコ―ディングを行い、短周期でページングを監視
する場合には短周期用のＰ－ＲＮＴＩを用いてブラインドデコ―ディングを行ってもよい
。かかる構成によれば、基地局１０－５がＭＴＣ端末２０－５の受信周期の切替えを高精
度に判断することが可能となる。
【０１７４】
　以上、ページング周期（受信周期）が長周期から短周期に切り替えられる例を説明した
が、以下に図２６を参照して説明するように、短周期から長周期への切り替えも可能であ
る。
【０１７５】
　図２６は、基地局１０－５によるページング周期の切替えを示した説明図である。図２
６に示したように、ＭＴＣ端末２０－５は、短周期でページングを監視している場合、基
地局１０－５が短周期に従ってページング＃３１を送信すると、このページング＃３１を
受信する。
【０１７６】
　その後、ＭＴＣ端末２０－５がｔ６において状態変化により受信周期を長周期に切り替
えると、基地局１０－５が短周期に従って送信するページング＃３２をＭＴＣ端末２０－
５が受信できなくなる。このため、基地局１０－５のページング制御部１４５は、ページ
ング＃３２に対する応答が得られないので、ＭＴＣ端末２０－５が受信周期を切り替えた
と判断し、ページング周期を長周期に切り替えてページング＃３２’を送信する。ＭＴＣ
端末２０－５は、長周期に従ってページングを監視しているので、このページング＃３２
’を受信することが可能である。
【０１７７】
　このように、ＭＴＣ端末２０－５が受信周期を短周期から長周期に切り替えることによ
り、ＭＴＣ端末２０－５の消費電力を削減することができる。なお、この場合、呼び出し
から応答までの時間が長期化するが、レスポンスが遅くなっても問題無いと考えられる場
合にＭＴＣ端末２０－５がページングの監視周期を長周期に切り替えるので、これによる
悪影響は少ない。
【０１７８】
　　　　（第５の実施形態の動作）
　以上、本発明の第５の実施形態による基地局１０－５およびＭＴＣ端末２０－５の構成
を説明した。続いて、図２７を参照し、本発明の第５の実施形態による動作を説明する。
【０１７９】
　図２７は、本発明の第５の実施形態による動作を示したシーケンス図である。図２７に
示したように、ＭＴＣ端末２０－５がＲＲＣ＿Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄモードで動作している
状態で（Ｓ７０２）、基地局１０－５は、長周期および短周期を設定し（Ｓ７０４）、長
周期および短周期をＭＴＣ端末２０－５に通知する（Ｓ７０６）。
【０１８０】
　ＭＴＣ端末２０－５は、長周期および短周期の通知に対してＡＣＫを基地局１０－５に
返信し（Ｓ７０８）、長周期および短周期を示す情報を記憶部２３４に記憶する（Ｓ７１
０）。
【０１８１】
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　その後、ＭＴＣ端末２０－５がＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードに遷移すると、受信周期制御部
２２４は、記憶部２３４に記憶した長周期に従ってページングを監視する（Ｓ７１２）。
なお、受信周期制御部２２４は、ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅモードへの遷移直後の受信周期を短周
期に設定してもよい。
【０１８２】
　一方、基地局１０－５は、ＭＭＥ１２からＳ１－ＭＭＥインタフェースを介してページ
ング要求が供給されると（Ｓ７１４）、長周期に従うタイミングを特定し（Ｓ７１６）、
特定したタイミングにおいてページングを行う（Ｓ７１８）。ここで、ＭＴＣ端末２０－
５は、長周期に従ってページングを監視しているので、基地局１０－５からのページング
を取得することができる（Ｓ７２０）。
【０１８３】
　その後、ＭＴＣ端末２０－５の受信周期制御部２２４は、状態検出部２６０により状態
変化が検出された場合（Ｓ７２０）、受信周期を長周期から短周期に切り替える（Ｓ７２
２）。
【０１８４】
　そして、基地局１０－５は、ＭＭＥ１２からＳ１－ＭＭＥインタフェースを介してペー
ジング要求が供給されると（Ｓ７２４）、長周期に従うタイミングを特定し（Ｓ７２６）
、特定したタイミングにおいてページングを行う（Ｓ７２８）。しかし、ＭＴＣ端末２０
－５は、短周期に従ってページングを監視しているので、基地局１０－５は、このページ
ングに対する応答を得られない。
【０１８５】
　このため、基地局１０－５のページング制御部１４５は、ＭＴＣ端末２０－５が受信周
期を切り替えたと判断し、ページング周期を短周期に切り替えてページングを行う（Ｓ７
３０、Ｓ７３２）。ここで、ＭＴＣ端末２０－５は、短周期に従ってページングを監視し
ているので、Ｓ７３２で送信されたページングを取得することができる。
【０１８６】
　　＜＜３．むすび＞＞
　以上説明したように、本発明の第１～第３および第５実施形態によれば、基地局１０が
複数の周期を切り替えてページングを行うことが可能となる。例えば、第１の実施形態に
よる基地局１０－１は、３１日（１月）、２８日（２月）、３１日（３月）、３０日（４
月）、・・・という月末が到来する非周期パターンに従ってページングを行うことができ
る。
【０１８７】
　また、本発明の第４実施形態による基地局１０－４は、複数の周期でページングを行う
ので、第４の実施形態によるＭＴＣ端末２０－４は、基地局１０－４と事前に通信するこ
となく、例えばＭＴＣ端末２０－４の状態変化によりページングの受信周期を切り替える
事が可能である。
【０１８８】
　なお、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する
者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例ま
たは修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的
範囲に属するものと了解される。
【０１８９】
　例えば、本明細書の基地局１０およびＭＴＣ端末２０の処理における各ステップは、必
ずしもシーケンス図として記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば
、基地局１０およびＭＴＣ端末２０の処理における各ステップは、シーケンス図として記
載した順序と異なる順序で処理されても、並列的に処理されてもよい。
【０１９０】
　また、基地局１０およびＭＴＣ端末２０に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭおよびＲＡＭなど
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揮させるためのコンピュータプログラムも作成可能である。また、該コンピュータプログ
ラムを記憶させた記憶媒体も提供される。
【符号の説明】
【０１９１】
　１０　　　基地局
　１２　　　ＭＭＥ
　１４　　　Ｓ－ＧＷ
　２０　　　ＭＴＣ端末
　１０４、２０４　　アンテナ
　１０８、２０８　　無線通信部
　１１２　　スケジューラ
　１１６　　Ｐ－ＲＮＴＩ管理部
　１２１～１２５　ページング周期管理部
　１３１～１３５、２３１～２３４　記憶部
　１４１～１４５　ページング制御部
　１５０　　ＣＲＣ回路
　２２１～２２４　受信周期制御部
　２４０　　ブラインドデコーディング部
　２５０　　ＣＲＣ回路
　２６０　　状態検出部
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