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(57)【要約】
　移動通信システムの選択されたセルにおいて、ユーザ
機器によって、ページング機会ウィンドウの中で、ダウ
ンリンク送信を検出すること、ただし前記ページング機
会ウィンドウは二つ以上の送信時間インターバル（Tran
smission Time Interval, TTI）を含み、前記ダウンリ
ンク送信はクリアチャネル評価（Clear Channel Assess
ment）手続の対象となる、前記検出することと；前記ペ
ージング機会ウィンドウの中で、前記検出したダウンリ
ンク送信の始まりに関連して、一つ又は複数の送信時間
インターバルを有するページング検出ウィンドウを決定
することと；ユーザ機器へのページングメッセージを受
信すべく、前記ページング検出ウィンドウが終了するか
、前記ページングメッセージを受信するまで、前記ダウ
ンリンク送信を監視することと；
を含む。
【選択図】図3
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信システムの選択されたセルにおいて、ユーザ機器によって、ページング機会ウ
ィンドウの中で、ダウンリンク送信を検出すること、ただし前記ページング機会ウィンド
ウは二つ以上の送信時間インターバル（Transmission Time Interval, TTI）を含み、前
記ダウンリンク送信はクリアチャネル評価（Clear Channel Assessment）手続の対象とな
る、前記検出することと；
　前記ページング機会ウィンドウの中で、前記検出したダウンリンク送信の始まりに関連
して、一つ又は複数の送信時間インターバルを有するページング検出ウィンドウを決定す
ることと；
　ユーザ機器へのページングメッセージを受信すべく、前記ページング検出ウィンドウが
終了するか、前記ページングメッセージを受信するまで、前記ダウンリンク送信を監視す
ることと；
を含む、方法。
【請求項２】
　前記移動通信システムで提供されるブロードキャスト情報の中で、前記ページングへ検
出ウィンドウの第１の構成情報を受信することと、前記第１の構成情報を格納することと
、を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　　前記第１の構成情報は、セル特有の構成情報である、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の構成情報は、
・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報；
の少なくともいずれかを含む、請求項２または３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ページング検出ウィンドウの第２の構成情報を受信し格納することを更に含む、請
求項１から４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の構成情報は、ユーザ特有の構成情報である、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の構成情報は、
・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報；
の少なくともいずれかを含む、請求項５または６に記載の方法。
【請求項８】
　利用可能な場合、前記第２の構成情報を使うことを含む、請求項５から７のいずれかに
記載の方法。
【請求項９】
　前記ユーザ装置はアイドルモードにある、請求項１から８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　移動通信システムのセルにおいて、ページング機会ウィンドウの中で、ダウンリンク送
信を生じさせること、ただし前記ページング機会ウィンドウは二つ以上の送信時間インタ
ーバル（Transmission Time Interval, TTI）を含み、前記ダウンリンク送信はクリアチ
ャネル評価（Clear Channel Assessment）手続の対象となる、前記検出することと；
　前記ページング機会ウィンドウの中で、前記ダウンリンク送信の始まりに関連して、一
つ又は複数の送信時間インターバルを有するページング検出ウィンドウを決定することと
；
　前記ページング検出ウィンドウの中で、ユーザ機器へのページングメッセージの送信を
生じさせることと；
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を含む、方法。
【請求項１１】
　前記移動通信システムで提供されるブロードキャスト情報の中で、前記ページング検出
ウィンドウの第１の構成情報の前記ユーザ機器への送信を生じさせることを更に含む、請
求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の構成情報は、セル特有の構成情報である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の構成情報は、
・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報；
の少なくともいずれかを含む、請求項１１又は１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ページング検出ウィンドウの第２の構成情報の前記ユーザ機器への送信を生じさせ
ることを更に含む、請求項１０から１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　前記第２の構成情報は、ユーザ特有の構成情報である、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第２の構成情報は、
・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報；
の少なくともいずれかを含む、請求項１４又は１５に記載の方法。
【請求項１７】
　利用可能な場合、前記第２の構成情報を使うことを含む、請求項１４から１６のいずれ
かに記載の方法。
【請求項１８】
　前記ユーザ装置はアイドルモードにある、請求項１０から１７のいずれかに記載の方法
。
【請求項１９】
　少なくとも一つのプロセッサと、コンピュータプログラムコードを含む少なくとも一つ
のメモリとを備える装置であって、前記コンピュータプログラムコードは、前記少なくと
も一つのプロセッサに実行されると、前記装置に少なくとも：
　移動通信システムの選択されたセルにおいて、ユーザ機器によって、ページング機会ウ
ィンドウの中で、ダウンリンク送信を検出すること、ただし前記ページング機会ウィンド
ウは二つ以上の送信時間インターバル（Transmission Time Interval, TTI）を含み、前
記ダウンリンク送信はクリアチャネル評価（Clear Channel Assessment）手続の対象とな
る、前記検出することと；
　前記ページング機会ウィンドウの中で、前記検出したダウンリンク送信の始まりに関連
して、一つ又は複数の送信時間インターバルを有するページング検出ウィンドウを決定す
ることと；
　ユーザ機器へのページングメッセージを受信すべく、前記ページング検出ウィンドウが
終了するか、前記ページングメッセージを受信するまで、前記ダウンリンク送信を監視す
ることと；
を遂行させるように構成される、装置。
【請求項２０】
　請求項１９に記載の装置であって、前記コンピュータプログラムコードは、前記少なく
とも一つのプロセッサに実行されると、前記装置に少なくとも：
　前記移動通信システムで提供されるブロードキャスト情報の中で、前記ページングへ検
出ウィンドウの第１の構成情報を受信することと；
　前記第１の構成情報を格納ことと；
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を遂行させるように構成される、装置。
【請求項２１】
　前記第１の構成情報は、セル特有の構成情報である、請求項２０に記載の装置。
【請求項２２】
　前記第１の構成情報は、
・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報；
の少なくともいずれかを含む、請求項２０又は２１に記載の装置。
【請求項２３】
　請求項１９から２２のいずれかに記載の装置であって、前記コンピュータプログラムコ
ードは、前記少なくとも一つのプロセッサに実行されると、前記装置に少なくとも：前記
ページング検出ウィンドウの第２の構成情報を受信し格納させるように構成される、装置
。
【請求項２４】
　前記第２の構成情報は、ユーザ特有の構成情報である、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記第２の構成情報は、
・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報；
の少なくともいずれかを含む、請求項２３又は２４に記載の装置。
【請求項２６】
　請求項２３から２５のいずれかに記載の装置であって、前記コンピュータプログラムコ
ードは、前記少なくとも一つのプロセッサに実行されると、前記装置に少なくとも：利用
可能な場合、前記第２の構成情報からの情報を使用させるように構成される、装置。
【請求項２７】
　前記ユーザ装置はアイドルモードにある、請求項１９から２６のいずれかに記載の装置
。
【請求項２８】
　少なくとも一つのプロセッサと、コンピュータプログラムコードを含む少なくとも一つ
のメモリとを備える装置であって、前記コンピュータプログラムコードは、前記少なくと
も一つのプロセッサに実行されると、前記装置に少なくとも：
　移動通信システムのセルにおいて、ページング機会ウィンドウの中で、ダウンリンク送
信を生じさせること、ただし前記ページング機会ウィンドウは二つ以上の送信時間インタ
ーバル（Transmission Time Interval, TTI）を含み、前記ダウンリンク送信はクリアチ
ャネル評価（Clear Channel Assessment）手続の対象となる、前記検出することと；
　前記ページング機会ウィンドウの中で、前記ダウンリンク送信の始まりに関連して、一
つ又は複数の送信時間インターバルを有するページング検出ウィンドウを決定することと
；
　前記ページング検出ウィンドウの中で、ユーザ機器へのページングメッセージの送信を
生じさせることと；
を遂行させるように構成される、装置。
【請求項２９】
　請求項２８に記載の装置であって、前記コンピュータプログラムコードは、前記少なく
とも一つのプロセッサに実行されると、前記装置に少なくとも：前記移動通信システムで
提供されるブロードキャスト情報の中で、前記ページング検出ウィンドウの第１の構成情
報の前記ユーザ機器への送信を生じさせるように構成される、装置。
【請求項３０】
　前記第１の構成情報は、セル特有の構成情報である、請求項２９に記載の装置。
【請求項３１】
　前記第１の構成情報は、
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・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報；
の少なくともいずれかを含む、請求項２９又は３０に記載の装置。
【請求項３２】
　請求項２８から３１のいずれかに記載の装置であって、前記コンピュータプログラムコ
ードは、前記少なくとも一つのプロセッサに実行されると、前記装置に少なくとも：
 前記ページング検出ウィンドウの第２の構成情報の前記ユーザ機器への送信を生じさせ
るように構成される、装置。
【請求項３３】
　前記第２の構成情報は、ユーザ特有の構成情報である、請求項３２に記載の装置。
【請求項３４】
　前記第２の構成情報は、
・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報；
の少なくともいずれかを含む、請求項３２又は３３に記載の装置。
【請求項３５】
　請求項３２から３４のいずれかに記載の装置であって、前記コンピュータプログラムコ
ードは、前記少なくとも一つのプロセッサに実行されると、前記装置に少なくとも：利用
可能な場合、前記第２の構成情報からの情報を使用させるように構成される、装置。
【請求項３６】
　前記ユーザ装置はアイドルモードにある、請求項２８から３５のいずれかに記載の装置
。
【請求項３７】
　請求項１から９のいずれかに記載の方法を実行する手段を備える、装置。
【請求項３８】
　請求項１０から１８のいずれかに記載の方法を実行する手段を備える、装置。
【請求項３９】
　コンピュータに実行されると、請求項１から９又は１０から１８のいずれかに記載のス
テップを実行するためのソフトウェアコード部分を含む、コンピュータプログラム・プロ
ダクト。
【請求項４０】
　請求項１９又は３７に記載の装置を少なくとも一つと、請求項２８又は３８の記載を少
なくとも一つ有する、移動通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信の分野に関する。より詳細には、本発明は、ページングメッセージの
検出のための方法や装置、システム、コンピュータプログラムに関する。
【背景】
【０００２】
　通信システムは、通信経路に関与する２つ又はそれ以上の要素（例えばユーザ端末、基
地局、その他のノード）の間にキャリアを提供することにより、これらの間に通信セッシ
ョンを実現する手段であると考えられる。通信システムは、例えば、通信ネットワークと
、相互に互換性のある一つ又は複数の通信デバイスによって、提供されることができる。
通信セッションは例えば、音声や電子メール（email），テキストメッセージ，マルチメ
ディア及び／又はコンテンツデータ等の通信を行うデータ通信を含んでもよい。こうした
サービスの非限定的な実施例として、双方向または多方向通話やデータ通信，マルチメデ
ィアサービス、インターネット等のデータネットワークシステムへ接続がある。
【０００３】
　無線通信システムでは、少なくとも二つの局間での通信セッションの少なくとも一部は
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、無線リンクを介して行われる。無線システムの例として、地上波公共移動通信ネットワ
ーク（PLMN）や衛星ベースの通信システム，無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）等
の別の無線ローカルネットワークがある。無線システムはセルに分割されるため、セルラ
システムと呼ばれることも多い。
【０００４】
　ユーザは、適切な通信デバイス又は端末を用いて通信システムに接続できる。ユーザの
通信デバイスは通常、ユーザ装置（UE）と呼ばれる。通信デバイスは、（通信ネットワー
クへアクセスしたり、他のユーザと直接通信したりするような）通信を可能にするために
、適切な信号を受信し送信する装置を備える。通信デバイスは、基地局やセル等の局が提
供するキャリアに接続し、そのキャリアを介して通信を送受信できる。
【０００５】
　通信システムと関連デバイスは通常、そのシステムに関連する種々のエンティティに対
して許容される動作や行うべき動作を明示する所定の標準や規格に従って動作する。通信
に使われるべき通信プロトコルやパラメータも規定されることが多い。ＵＭＴＳ無線アク
セス技術のロングターム・エボリューション（ＬＴＥ）として知られるアーキテクチャは
、増大するキャパシティーへの要求に関連する課題を解決するための試みの例である。Ｌ
ＴＥは、第3世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）で標準化された。3GPPのLTE
標準の様々な開発ステージはリリースと呼ばれる。3GPP LTEのリリース（例えば LTE Rel
-11, LTE Rel-12, LTE Rel-13, LTE Rel-14）は、LTE-Advanced（LTE-A）を対象としてい
る。LTE-Aは、3GPPのLTE無線アクセス技術を拡張及び最適化することを目的としている。
【０００６】
　通信システムは、より広い通信帯域をサポートするために、無線キャリアを束ねる機構
を使うように構成されうる。LTEでは、この機構をキャリアアグリゲーション（ＣＡ）と
呼ぶ。ＣＡで受信及び送信する能力を有する通信デバイスは、接続の確立を開始するため
に必要なシステム情報を取得したり監視したりするために、複数のサービングセルに対応
する複数のコンポーネント・キャリア（Component Carrier）を同時に受信したり送信し
たりすることができる。ＣＡが構成されると、通信デバイスは、ネットワークとの間で、
単一の無線リソース制御（RRC）接続しか有さない。ＲＲＣ接続確立/再確立、又はハンド
オーバーの際、あるサービングセルは、追跡範囲識別情報のような、ＮＡＳ（Non Access
 Stratum；非アクセス層）モビリティ情報を提供する。またＲＲＣ接続確立/再確立、又
はハンドオーバーの際、あるサービングセルは、セキュリティインプット（security inp
ut）を提供する。このセルは、プライマリーサービングセル（PCell; Primary Serving C
ell）と呼ばれる。その他のセルはセカンダリーサービングセル（SCell; Secondary Serv
ing Cell）と呼ばれる。通信デバイスの能力に応じて、SCellは、PCellと共に、ＣＡの元
でサービングセルのセットを形成するように構成されることができる。ダウンリンクにお
いて、PCell2対応するキャリアはダウンリンク・プライマリー・コンポーネントキャリア
（DL PCC）であり、アップリンクにおいてはアップリンク・プライマリー・コンポーネン
トキャリア（UL PCC）である。SCellは、使われる前に、RRCシグナリングを使ってネット
ワークによって構成される必要がある。これは、ダウンリンク無線キャリア周波数や物理
セル識別（PCI）情報のような必要な情報を通信デバイスに提供するためである。このよ
うな必要な情報が通信デバイスに提供されるSCellは、当該通信デバイスのために構成さ
れたセルと言える。セル構成の後に通信デバイスで利用可能になる情報は、特に、測定を
測行うために十分である。構成されたSCellは、エネルギーの節約のためのセル構成の後
に、非アクティブ状態になる。SCellが非アクティブであるとき、通信デバイスはそのセ
ルで、特に、物理専用制御チャネル（PDCCH）や拡張物理専用制御チャネル（EPDCCH）、
物理ダウンリンク共有チャネル（PDSCH）のいずれかを監視したり受信したりしない。言
い換えれば、通信デバイスは、セル構成の後にSCellで通信しない。またSCellは、データ
を送信する前や、通信デバイスがSCellで使用される前に、アクティブ化されなければな
らない。LTEは通信デバイスに、MAC（媒体アクセス制御））制御要素を介してSCellをア
クティブ化したり非アクティブ化したりするためのメカニズムを提供している。
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【０００７】
　通信システムは、２つ又はそれ以上のアクセスノードとの同時通信をサポートするよう
に構成されることができる。LTEでは、この機構をデュアル・コネクティビティ（DC; Dua
l Connectivity）と呼ぶ。通信デバイスは、LTEにおいて、マスターeNB（MeNB）とセカン
ダリーeNB（SeNB）と通信するように構成されることができる。MeNBは通常、マクロセル
へのアクセスを提供する。一方SeNBは、別の無線キャリアで、ピコセルのような比較的小
さなセルへのアクセスを提供する。DCモードにおいて、MeNBだけが、通信デバイスのため
にモビリティ管理エンティティ（MME）との（S1-MMEインタフェースを介した）通信を維
持する。つまり、DCモードにおいて、MeNBだけが、通信デバイスに関するモビリティ管理
手続に関与する。LTEは、DCモードにおいて、通信デバイスのために、２つの異なるユー
ザプレーン・アーキテクチャをサポートする。第１のアーキテクチャ（スプリットベアラ
; Split Bearer）において、MeNBだけが、S1-Uインタフェースを通じてサービング・ゲー
トウェイ（S-GW）に接続され、ユーザプレーンデータはX2インタフェースを介してMeNBか
らSeNBへ転送される。第２のアーキテクチャにおいては、SeNBが直接S-GWに接続され、Me
NBは、SeNBへのユーザプレーンデータの転送に関与しない。LTEのDCは、LTEでCAに導入さ
れた無線インタフェースのコンセプトを再利用する。MCG（Master Cell Group）と呼ばれ
る第１のセルグループは、MeNBによって通信デバイスに提供されることができ、一つのPC
ellと一つ又は複数のSCellを有することができる。SCG（Secondary Cell Group）と呼ば
れる第２のセルグループは、SeNBによって提供される。SCGは、通信デバイスからのアッ
プリンク制御シグナリングなどに関して、プライマリーSCell（PSCell）という、MCGにお
けるPCellと機能的に同様のSCellを有する。この第２のセルグループは、一つ又は複数の
SCellも有することができる。
【０００８】
　５Ｇのような将来のネットワークは、一つ又は複数のアクセスノードと通信デバイスと
の間の通信において、複数の異なる無線技術によるデータ送信を統合するように進んでい
く可能性がある。このため、通信デバイスは、複数の無線アクセス技術で同時に動作する
ことが必要となるかもしれない。また、キャリアアグリゲーションやデュアル・コネクテ
ィビティは、単一の無線アクセス技術の無線キャリアの使用に限定されないかもしれない
。むしろ、複数の無線アクセス技術の無線キャリアの統合や、そのように統合されたキャ
リアによる同時的な通信がサポートされるだろう。
【０００９】
　将来の無線アクセスネットワークにおいては、増え続ける通信デバイスやデータアプリ
ケーションのためのシステムキャパシティの需要の増大に対応すべく、ピコセルのような
小さなセルが使われるようになっていくことが予想されている。複数の無線アクセス技術
の統合や、多くのスモールセルの使用の結果、将来のネットワークにおいて、通信デバイ
スは、接続確立のための適切な候補となりうるセルを、ますます多く検出することになる
だろう。将来の無線アクセスネットワークにおいて、このようなセルを最もよく使用する
ために、キャリアアグリゲーション及びデュアル・コネクティビティ機構の改良が必要と
なるだろう。そのような改良は、通信デバイスにおいて、より多くの無線キャリア（例え
ば32個ものキャリア）を統合（アグリゲート）することを可能にするだろう。また、無免
許のスペクトルで運用されている無線キャリアをアグリゲートすることも可能になるだろ
う。
【００１０】
　通信デバイスに対する無線キャリアのアグリゲーションや、複数のアクセスノードとの
同時的な通信は、特に、無免許の（免許を要さない)スペクトルで運用されているセルに
使われるかもしれない。無線通信システムは、特定のスペクトル帯域で運用するようにラ
イセンス（免許)が交付されることがある。例えばLTEのような技術は、ライセンスを受け
た帯域に加えて、ライセンスを受けていない帯域でも動作しうる。ライセンスなしの帯域
におけるLTEの動作は、LETキャリアアグリゲーション（CA）・フレームワークに基づくこ
とができる。このフレームワークでは、一つ又は複数の低電力のセカンダリーセル（SCel



(8) JP 2019-517755 A 2019.6.24

10

20

30

40

50

l）がライセンスなしの帯域で動作し、ダウンリンク送信のみ、又はアップリンクとダウ
ンリンクの両方の送信をサポートする。一方、プライマリーセル（PCell）は、ライセン
スを受けた帯域で動作しうる。セルは、LTE周波数分割複信（FDD: Frequency Division D
uplex ）モードで動作しうる。または、LTE時分割複信（TDD: Time Division Duplex ）
【００１１】
　ライセンス無しのスペクトルで運用を行うことについての2つのプロポーザルがある。L
TE Licensed-Assisted Access (LAA)と、LTE in Unlicensed Spectrum (LTE-U)である。L
TE-LAAは、3GPPのリリース13の一部として規定された。LTE-UはLTE-Uフォーラムで定義さ
れた。これらは、ライセンス無しの帯域を使用している間も、ライセンス有りの帯域との
接続を維持することが想定されている。更に、ライセンス有りの帯域とライセンス無しの
帯域とが、例えばキャリアアグリゲーションやデュアル・コネクティビティを使って一緒
に用いられうる。例えば、ライセンス有りの帯域を用いるプライマリーセル（PCell）と
、ライセンス無しの帯域を用いる一つまたは複数のセカンダリーセル（SCell）とのキャ
リアアグリゲーションが行われることがある。また、SCellにおけるアップリンク制御情
報が、ライセンス有りの帯域で、PCellに伝達される。
【００１２】
　別のプロポーザルでは、ライセンス無しのキャリアのみを使ったスタンドアロンの運用
が用いられる。スタンドアロンの運用では、ライセンス無しのスペクトルでセルにアクセ
スする機能と、これらのセルにおけるデータ送信を行う機能の少なくとも一部が、ライセ
ンスに基づくスペクトルの支援やシグナリングサポートなしに、又は最小限の支援で、行
われる。ライセンス無しの帯域におけるデュアル・コネクティビティの動作は、ライセン
ス有りの帯域からの支援やシグナリングが最小限であるシナリオの例で、見ることができ
る。
【００１３】
　ライセンス無しの帯域のための技術は、何らかの規則に従う必要があるかもしれない。
そのような規則としては、例えば、Listen-Before-Talk (LBT)のような、LETと、Wi-Fiの
ような他の技術や、又は複数のLTE事業者が、適正に共存することを可能にする、クリア
チャネル評価（CCA: Clear Channel Assessment）手続が考えられる。国によっては、そ
のような規則は法令で定められる。
【００１４】
　LTE-LAAでは、規則又は法令の要求に応じて、ユーザ又はアクセスノード（例えばeNode
B）は、送信が許可される前に、Listen-Before-Talk (LBT)のような、クリアチャネル評
価（CCA: Clear Channel Assessment）手続を実行することが求められることがある。ユ
ーザ又はアクセスノートは、例えば、ある無線周波数（すなわちキャリア）をある短い時
間の間監視し、そのスペクトルが別の何らかの送信で塞がっていないことを確かめる。LB
TのようなCCA手続の要件は、地域によって異なっている。例えば米国ではそのような要件
は存在しない。一方、日本やヨーロッパのような地域は、ライセンス無しの帯域で動作す
るネットワーク要素は、LBTの必須要件に合致する必要がある。LBTのようなCCA手続は、
ライセンス無し帯域の他の利用形態と共存できるようにすることを保証し、特に同じスペ
クトル及び／又はキャリアで動作するWi-Fiと共存することを可能にするために、必要で
ありうる。CCA手続が成功すると、ユーザ又はアクセスノードは、送信機会（Transmissio
n Opportunity ）の間に送信を開始することが許される。送信機会の最大長は予め定めら
れているか、システムから伝えられていてもよい。また、例えば4msから13msなど、ある
範囲で延長されてもよい。アクセスノードは、アクセスノードからのダウンリンク（DL）
送信や、アクセスノードへのアップリンク（UL）送信を、特定のタイムウィンドウの間に
スケジュールする事が許されてもよい。DL送信とそれに続くUL送信との間の時間間隔が所
定の値以下である場合、UL送信は、LBTのようなCCA手続で定められていなくともよい。ET
SIによりヨーロッパのために定められた、Short Control Signaling（SCS）のようなシグ
ナリング規則は、制御情報又は管理情報の送信を、LBT処理なしに行うことを許すことが
ある。ただし、関連するシグナリングのデューティサイクルが、所定の期間（例えば50ms
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）の間に所定の閾値（例えば5％）を超えない場合である。前述のSCS規則は、例えば、互
換性のある通信デバイスで使われることができる。この互換性のある通信デバイスは、チ
ャネル中の他の信号の存在を検知せずに、管理フレームや制御フレームそれぞれのSCS送
信するために、'adaptive modeで動作する'と言い表される。'adaptive mode'との用語は
ETSIによって定義されており、装置が、帯域中の他の送信の存在を特定することにより、
該装置が存在する環境に適応し、ライセンス無しの帯域における通信システムの効率的な
動作のための一般的な要請に対処するためのメカニズムを言う。アクセスノードがDL送信
に先立ってLBTのようなクリアチャネル評価手続を行い、アクセスノードからのDL送信と
それに続くUL送信の間隔が所定の値以下であれば、通常、計画された（scheduled）UL送
信は、LBT無しに許可されうる。DL送信とそれに続くUL送信のトータルの送信時間は、最
大バースト時間又は最大チャネル占有時間によって制限されてもよい。最大バースト時間
又は最大占有時間は、例えば規制当局によって定められてもよい。
【００１５】
　通信システムにおいて、ライセンス無しの帯域上のデータ送信及び／又はクリアチャネ
ル評価手続のためのデータ送信は、予め定められたスケジュールに従って発生することは
できない。むしろ、通信デバイス及びアクセスノードは、アップリンク通信路及び／又は
ダウンリンク通信のための適切なタイムウィンドウを決定しなければならない。個々のタ
イムウィンドウは、一つ又は複数の送信時間インターバル（TTI: Transmission Time Int
erval）を有することができる。これは例えば、LTEのサブフレームに相当する。以下、こ
のタイムウィンドウは、アップリンク送信機会やダウンリンク送信機会と称されることが
ある。TTIは、通信システムにおいて、何らかの専用データユニットのデータ送信を実行
するためのスケジューリング・アルゴリズムにおいて、予約される期間である。アップリ
ンク送信機会及び／又はダウンリンク送信機会の決定は、通信システムに関連するパラメ
ータに基づいてなされてもよい。例えば、システムにおけるアップリンク送信及びダウン
リンク送信のシーケンスを定める、設定されたパターンに基づいて、決定されてもよい。
この決定は更に、アップリンク送信及び／又はダウンリンク送信の許容長の最小値及び／
又は最大値を定める規則や法令に基づいてなされてもよい。アップリンク送信機会及び／
又はダウンリンク送信機会の決定は、特に、クリアチャネル評価手続の結果に基づいても
よい。通信デバイスやアクセスノードは、周波数帯域がクリアであることを調査した後に
のみ（つまり、当該周波数帯域が、他の通信デバイスやアクセスノードによって塞がって
いないことを確認した後にのみ）、データ送信を開始する。更なる規則や法令が、アクセ
スノードと一つ又は複数の通信デバイスとの間の通信におけるデータ送信に影響を与える
場合がある。これらの規則は、例えば、通信の最初の方向（例えばセルラシステムにおけ
るセルのアクセスノードからのダウンリンク）の少なくとも一つの送信と、少なくとも一
つの後続の反対方向の送信（例えばセルにおける一つ又は複数の通信デバイスからのアッ
プリンク）とをカバーする、タイムウィンドウの最大長を特定してもよい。このような、
一つ又は複数のダウンリンク及びアップリンク送信を含むタイムウィンドウは、通信機会
（Communication Opportunity）と称されることがある。ダウンリンク送信は、ダウンリ
ンク制御チャネルで送信されうるスケジュール情報を含むことがある。このスケジュール
情報は、現在の送信機会や、一つ又は複数の将来の通信機会における、一つ又は複数のア
ップリンクデータ送信や、一つ又は複数のダウンリンクデータ送信を、計画するために使
用されうる。
【００１６】
　データ送信のスケジュール情報は、データ送信についての、コンテンツ属性や、形式（
フォーマット）属性、マッピング属性の割り当てを示しうる。マッピング属性は、物理レ
イヤ上の送信に割り当てられた一つ又は複数のチャネル要素に関する。チャネル要素の詳
細は無線アクセス技術に依存し、また、使用されているチャネルタイプに依存しうる。チ
ャネル要素はリソース要素のグループに関連しうる。個々のリソース要素は周波数属性や
時間属性に関連する。ここで周波数属性は、例えば、OFDM（直交周波数分割多重）を使用
するシステムのサブキャリアインデックス（及び関連する周波数範囲）でありうる。また
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時間属性は、OFDMにおける送信時間や、シングルキャリアFDMAシンボルでありうる。チャ
ネル要素は更に、コード属性に関連しうる。コード属性には例えば、カバー・コードや拡
散符号のような、同じリソース要素セットで複数のデータ送信を並行的に行うことを可能
にしうるものがある。LTEにおけるチャネル要素の例には、物理ダウンリンク制御チャネ
ル（PDCCH）や拡張物理ダウンリンク制御チャネル（EPDCCH）上の制御チャネル要素（CCE
）や、物理アップリンク制御チャネル（PUCCH）上のPUCCHリソース、物理ダウンリンク共
有チャネル（PDSCH）や物理アップリンク共有チャネル（PUSCH）上の物理リソースブロッ
ク（PRB）がある。データ送信は、各々、割り当てられたチャネル要素のコード属性と、
そのチャネル要素中のリソース要素の周波数及び時間属性に関連付けられる。形式属性は
、送信に含まれる情報ビットのセットの処理であって、割り当てられたチャネル要素への
マッピングの前の処理に関する。形式属性は特に、送信に使用される変調及び符号化スキ
ームを含み、また、送信中のトランスポート・ブロックの長さを含む。コンテンツ属性は
、送信を通じて伝達されるユーザー／ペイロード情報に関する。言い換えれば、コンテン
ツ属性は、受信側で検出されるデータシーケンスの、アプリケーションにおける配置に最
終的な影響を与えうる、如何なる情報でもありうる。コンテンツ属性は、通信の送信者及
び／又は受信者を含んでもよい。コンテンツ属性は更に、送信で処理される情報ビットに
関連してもよい。例えば、通信における何らかのシーケンス番号に関連してもよい。コン
テンツ属性は特に、送信が、再送信であるか、新しい情報ビットに関するものであるかを
示してもよい。ハイブリッド・自動再送要求（HARQ）スキームにおいて、コンテンツ属性
は特に、HARQプロセス番号（すなわちHARQに特有のシーケンス番号）の情報を含む。また
、送信に使用される冗長性番号（Redundancy Version, RV）と、新しいデータの表示子（
New Data Indicator, NDI）
【００１７】
　データ送信のスケジュール情報は、データ送信に必要な全ての属性のセットを含んでい
なくともよい。これらの属性の少なくとも一部は、（例えば半持続性のスケジュールを通
じて）予め構成されていてもよい。また、一つ以上のデータ送信に対して使用されてもよ
い。これらの属性のいくつかは、非明示的に伝達されてもよい。または、例えばタイミン
グ情報などから導出可能であってもよい。しかし、セルラ移動ネットワークのようなより
複雑なシステムにおける動的なスケジューリングは、ダウンリンク制御チャネルでスケジ
ュール情報を送信することを必要とする。キャリアアグリケーションを使用するシステム
においては、あるデータ送信に関するダウンリンクスケジュール情報は、データ送信以外
のコンポーネント・キャリア上で送信されることができる。データの送信とスケジュール
情報の送信とを別のコンポーネント・キャリアで送信することは、クロスキャリア・スケ
ジューリング（Cross-Carrier Scheduling）と称される。
【００１８】
　ライセンス無しの帯域で運用されるセルにおいて、通信デバイスは、スケジュール情報
を運ぶダウンリンク制御チャネルに関するチャネル要素の監視を、当該セル中でダウンリ
ンクデータのバーストやサブフレームを検出した後に、開始してもよい。ダウンリンクデ
ータのバーストやサブフレームの検出は、セルにおける特定の信号の検出に基づいてもよ
い。そのような信号は、例えば、通信デバイスが盲目的に（blindly）検出するセル基準
信号のような、何らかの基準信号であってもよい。また、ダウンリンクデータのバースト
やサブフレームの検出は、ダウンリンクデータバーストの存在を示す信号（例えば共通DC
I）のような明示的な信号に基づいてもよい。ダウンリンク制御チャネルに関するチャネ
ル要素の監視は、通信デバイスに向けられたスケジューリング情報の盲目的な検出（blin
d detection）を含んでもよい。制御チャネルは、LTEで定義される物理ダウンリンク制御
チャネル（PDCCH）や拡張物理ダウンリンク制御チャネル（EPDCCH）であってもよい。ま
た、同様のチャネルであってもよい。通信デバイスはさらに、検出したスケジューリング
情報に基づいて、物理ダウンリンク共有チャネル（PDSCH）又は同様のチャネルのような
データチャネル上で、ダウンリンクデータ送信を検出してもよい。
【００１９】
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　通信デバイスは、ページングメッセージを検出するために、ダウンリンク送信を監視す
る必要がありうる。ページングメッセージは、移動通信システムにおいて特に、端末がア
イドルモードにあるとき（例えばLTEにおけるRRC_IDLEモードにあるとき）に、ネットワ
ークにより開始される接続設定（network-initiated connection setup）のために、使用
される。ページングを受ける通信デバイスの位置は、セルレベルにおいては、ネットワー
クに既知ではない。従ってページングメッセージは、広いネットワーク範囲に送信されう
る。LTEにおいて、あの広いネットワーク範囲は、トラッキングエリア(Tracking Area）
と呼ばれる。LTEのトラッキングエリアはセルのグループを含む。RRC_IDLEモードの通信
デバイスは、そのトラッキングエリアを登録する必要がある。すなわち、トラッキングエ
リアは、ネットワーク中で通信デバイスが現在キャンプオンしているセルを含む。ページ
ングメッセージは専用チャネルで送信されうる。また、共有チャネルでも送信されうる。
LTEで定義される物理ダウンリンク制御チャネル（PDCCH）や拡張物理ダウンリンク制御チ
ャネル（EPDCCH）のようなダウンリンク制御チャネルは、セルの中で、送信されたページ
ングメッセージのことを一つ又は複数の通信デバイスに知らせるために使用されうる。通
信デバイスは、ダウンリンク制御チャネル上で個々のスケジューリング情報を検索するた
めに、特別の識別子（例えばLTEにおけるP-RNTI）を使用しうる。セルにおけるページン
グメッセージの送信は、節電のために、不連続受信（Discontinuous Reception, DRX）を
サポートしうる。DRXは、通信デバイスがほとんどの時間はスリープモードにあり、特定
の時間だけスリープモードを抜けてページングメッセージの検索や検出を行うことを可能
に済ます特に、一つ又は複数の通信デバイスに向けられたページングメッセージは、ペー
ジング機会（Paging Occasion）又はページング機会ウィンドウにおいて、アクセスノー
ドから送信されることになっている場合がある。
【００２０】
　ページング機会やページング機会ウィンドウは、予め構成された設定や、予め定められ
た設定に従って設けられるだろう。例えばLTEにおいて、通信デバイスは、DRXサイクルの
ある無線フレームにおいて、スリープモードから復帰する。無線フレームのシステムフレ
ーム番号は、通信デバイスのIMSI（国際移動電話加入者識別番号）に依存する。この無線
フレームにおいて、通信デバイスはあるサブフレームを調査する。このサブフレームもIM
SIに依存する。このサブフレームは、LTEにおいて、ページング機会と称される。通信デ
バイスは、このサブフレーム中で、PDCCH又はEPDCCH上のP-RNTIに宛てられたスケジュー
ル情報を発見すると、このサブフレームで送信されたページングメッセージを処理する。
LTEにおいては、ページングメッセージ中の識別情報（S-TMSI又はIMSI）を通じて、同じ
ページング機会を共有する複数の通信デバイスが、スケジュール情報の宛先となりうる。
【００２１】
　ライセンス無しのスペクトルで運用されるシステムにおいて、ページングメッセージと
なりうる信号を含む送信が、アクセスノードにおけるCCA手続の結果から生じている場合
は、ページングメッセージがアクセスノードから送信される実際の時間は、LTEとは異な
り、確定されることができない。むしろ、アクセスノードは、空いているダウンリンクチ
ャネルをCCA手続が見つけるまで、ページングメッセージとなりうる信号を含む送信バー
ストを延期するだろう。従って、ページング機会ウィンドウは、生じうる送信遅延を許容
しうる十分な長さまで延長できるシステムで、使われることになるだろう。一方、ページ
ング機会ウィンドウにおけるアクセスノードからのダウンリンク送信は、ページングメッ
セージを含む必要はない。または、ページングメッセージは、送信バーストの一部で伝達
されればよい。従って、ページング機会ウィンドウの全長に亘って送信バーストを監視す
ることは、通信デバイスにおいて無駄な電力消費を生じることになりうる。アイドルモー
ドの通信デバイスは、ページングメッセージがページング機会ウィンドウで送信された場
合のみ、アクセスノードからのダウンリンク送信を監視することが好ましい。
【００２２】
　従って、ＣＣＡ手続を採用するシステムにおいて、ページング機会ウィンドウ中に、ア
イドルモードの通信デバイスがアクティブになる期間を減少させる必要性が存在する。
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【摘要】
【００２３】
　第１の側面によれば、次のような方法が提供される。この方法は、
　移動通信システムの選択されたセルにおいて、ユーザ機器によって、ページング機会ウ
ィンドウの中で、ダウンリンク送信を検出すること、ただし前記ページング機会ウィンド
ウは二つ以上の送信時間インターバル（Transmission Time Interval, TTI）を含み、前
記ダウンリンク送信はクリアチャネル評価（Clear Channel Assessment）手続の対象とな
る、前記検出することと；
　前記ページング機会ウィンドウの中で、前記検出したダウンリンク送信の始まりに関連
して、一つ又は複数の送信時間インターバルを有するページング検出ウィンドウを決定す
ることと；
　ユーザ機器へのページングメッセージを受信すべく、前記ページング検出ウィンドウが
終了するか、前記ページングメッセージを受信するまで、前記ダウンリンク送信を監視す
ることと；
を含む。
【００２４】
　前記方法は更に、前記移動通信システムで提供されるブロードキャスト情報の中で、前
記ページングへ検出ウィンドウの第１の構成情報を受信することと、前記第１の構成情報
を格納することと、を含んでもよい。
【００２５】
　前記第１の構成情報は、セル特有の構成情報であってもよい。
【００２６】
　前記第１の構成情報は、少なくとも次のいずれかを含んでもよい。
・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報。
【００２７】
　前記方法は更に、前記ページング検出ウィンドウの第２の構成情報を受信し格納するこ
とを含んでもよい。
【００２８】
　前記第２の構成情報は、ユーザ特有の構成情報であってもよい。
【００２９】
　前記第２の構成情報は、少なくとも次のいずれかを含んでもよい。
・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報。
【００３０】
　前記方法は更に、利用可能な場合、前記第２の構成情報からの情報を使うことを含んで
もよい。
【００３１】
　前記第１の側面に従う方法の一例では、前記ユーザ機器はアイドルモードにあってもよ
い。
【００３２】
　第２の側面によれば、次の方法が提供される。この方法は、
　移動通信システムのセルにおいて、ページング機会ウィンドウの中で、ダウンリンク送
信を生じさせること、ただし前記ページング機会ウィンドウは二つ以上の送信時間インタ
ーバル（Transmission Time Interval, TTI）を含み、前記ダウンリンク送信はクリアチ
ャネル評価（Clear Channel Assessment）手続の対象となる、前記検出することと；
　前記ページング機会ウィンドウの中で、前記ダウンリンク送信の始まりに関連して、一
つ又は複数の送信時間インターバルを有するページング検出ウィンドウを決定することと
；
　前記ページング検出ウィンドウの中で、ユーザ機器へのページングメッセージの送信を
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生じさせることと；
を含む。
【００３３】
　前記方法は更に、前記移動通信システムで提供されるブロードキャスト情報の中で、前
記ページング検出ウィンドウの第１の構成情報の前記ユーザ機器への送信を生じさせるこ
とを含んでもよい。
【００３４】
　前記第１の構成情報は、セル特有の構成情報であってもよい。
【００３５】
　前記第１の構成情報は、少なくとも次のいずれかを含んでもよい。
・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報。
【００３６】
　前記方法は更に、前記ページング検出ウィンドウの第２の構成情報の前記ユーザ機器へ
の送信を生じさせることを含んでもよい。
【００３７】
　前記第２の構成情報は、ユーザ特有の構成情報であってもよい。
【００３８】
　前記第２の構成情報は、少なくとも次のいずれかを含んでもよい。
・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報。
【００３９】
　前記方法は更に、利用可能な場合、前記第２の構成情報からの情報を使うことを含んで
もよい。
【００４０】
　前記第２の側面に従う方法の一例では、前記ユーザ機器はアイドルモードにあってもよ
い。
【００４１】
　第３の側面によれば、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータプログラム装置の
装置コードを含む少なくとも1つのメモリとを備える装置が提供される。前記コンピュー
タプログラムコードは、前記少なくとも1つのプロセッサに実行されると、前記装置に：
　移動通信システムの選択されたセルにおいて、ユーザ機器によって、ページング機会ウ
ィンドウの中で、ダウンリンク送信を検出すること、ただし前記ページング機会ウィンド
ウは二つ以上の送信時間インターバル（Transmission Time Interval, TTI）を含み、前
記ダウンリンク送信はクリアチャネル評価（Clear Channel Assessment）手続の対象とな
る、前記検出することと；
　前記ページング機会ウィンドウの中で、前記検出したダウンリンク送信の始まりに関連
して、一つ又は複数の送信時間インターバルを有するページング検出ウィンドウを決定す
ることと；
　ユーザ機器へのページングメッセージを受信すべく、前記ページング検出ウィンドウが
終了するか、前記ページングメッセージを受信するまで、前記ダウンリンク送信を監視す
ることと；
を遂行させるように構成される。
【００４２】
　前記コンピュータプログラムコードは、前記少なくとも一つのプロセッサに実行される
と、前記装置に更に：前記移動通信システムで提供されるブロードキャスト情報の中で、
前記ページングへ検出ウィンドウの第１の構成情報を受信することと、前記第１の構成情
報を格納ことと、を遂行させるように構成されてもよい。
【００４３】
　前記第１の構成情報は、セル特有の構成情報であってもよい。
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【００４４】
　前記第１の構成情報は、少なくとも次のいずれかを含んでもよい。
・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報。
【００４５】
　前記コンピュータプログラムコードは、前記少なくとも一つのプロセッサに実行される
と、前記装置に更に：前記ページング検出ウィンドウの第２の構成情報を受信し格納させ
るように構成されてもよい。
【００４６】
　前記第２の構成情報は、ユーザ特有の構成情報であってもよい。
【００４７】
　前記第２の構成情報は、少なくとも次のいずれかを含んでもよい。
・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報。
【００４８】
　前記コンピュータプログラムコードは、前記少なくとも一つのプロセッサに実行される
と、前記装置に更に：利用可能な場合、前記第２の構成情報からの情報を使用させるよう
に構成されてもよい。
【００４９】
　前記第３の側面に従う装置の一例では、前記ユーザ機器はアイドルモードにあってもよ
い。
【００５０】
　第４の側面によれば、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータプログラム装置の
装置コードを含む少なくとも1つのメモリとを備える装置が提供される。前記コンピュー
タプログラムコードは、前記少なくとも1つのプロセッサに実行されると、前記装置に：
　前記ページング機会ウィンドウの中で、前記ダウンリンク送信の始まりに関連して、一
つ又は複数の送信時間インターバルを有するページング検出ウィンドウを決定することと
；
　前記ページング検出ウィンドウの中で、ユーザ機器へのページングメッセージの送信を
生じさせることと；
を遂行させるように構成される。
【００５１】
　前記コンピュータプログラムコードは、前記少なくとも一つのプロセッサに実行される
と、前記装置に更に：前記移動通信システムで提供されるブロードキャスト情報の中で、
前記ページング検出ウィンドウの第１の構成情報の前記ユーザ機器への送信を生じさせる
ように構成されてもよい。
【００５２】
　前記第１の構成情報は、セル特有の構成情報であってもよい。
【００５３】
　前記第１の構成情報は、少なくとも次のいずれかを含んでもよい。
・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報。
【００５４】
　前記コンピュータプログラムコードは、前記少なくとも一つのプロセッサに実行される
と、前記装置に更に：前記ページング検出ウィンドウの第２の構成情報の前記ユーザ機器
への送信を生じさせるように構成されてもよい。
【００５５】
　前記第２の構成情報は、ユーザ特有の構成情報であってよい。
【００５６】
　前記第２の構成情報は、少なくとも次のいずれかを含んでもよい。
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・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報。
【００５７】
　前記コンピュータプログラムコードは、前記少なくとも一つのプロセッサに実行される
と、前記装置に更に：利用可能な場合、前記第２の構成情報からの情報を使用させるよう
に構成されてもよい。
【００５８】
　前記第４の側面に従う装置の一例では、前記ユーザ機器はアイドルモードにあってもよ
い。
【００５９】
　第５の側面によれば、前記第１の側面に従う実施形態を遂行する手段を備える装置が提
供される。
【００６０】
　第６の側面によれば、前記第２の側面に従う実施形態を遂行する手段を備える装置が提
供される。
【００６１】
　第７の側面によれば、不揮発性のコンピュータ可読記憶媒体に格納されるコンピュータ
プログラムが提供される。このコンピュータプログラムは処理の実行を制御するコンピュ
ータプログラムコードを備え、前記処理は、
　移動通信システムの選択されたセルにおいて、ユーザ機器によって、ページング機会ウ
ィンドウの中で、ダウンリンク送信を検出すること、ただし前記ページング機会ウィンド
ウは二つ以上の送信時間インターバル（Transmission Time Interval, TTI）を含み、前
記ダウンリンク送信はクリアチャネル評価（Clear Channel Assessment）手続の対象とな
る、前記検出することと；
　前記ページング機会ウィンドウの中で、前記検出したダウンリンク送信の始まりに関連
して、一つ又は複数の送信時間インターバルを有するページング検出ウィンドウを決定す
ることと；
　ユーザ機器へのページングメッセージを受信すべく、前記ページング検出ウィンドウが
終了するか、前記ページングメッセージを受信するまで、前記ダウンリンク送信を監視す
ることと；
を含む。
【００６２】
　第８の側面によれば、不揮発性のコンピュータ可読記憶媒体に格納されるコンピュータ
プログラムが提供される。このコンピュータプログラムは処理の実行を制御するコンピュ
ータプログラムコードを備え、前記処理は、
　移動通信システムのセルにおいて、ページング機会ウィンドウの中で、ダウンリンク送
信を生じさせること、ただし前記ページング機会ウィンドウは二つ以上の送信時間インタ
ーバル（Transmission Time Interval, TTI）を含み、前記ダウンリンク送信はクリアチ
ャネル評価（Clear Channel Assessment）手続の対象となる、前記検出することと；
　前記ページング機会ウィンドウの中で、前記ダウンリンク送信の始まりに関連して、一
つ又は複数の送信時間インターバルを有するページング検出ウィンドウを決定することと
；
　前記ページング検出ウィンドウの中で、ユーザ機器へのページングメッセージの送信を
生じさせることと；
を含む。
【００６３】
　第９の側面によれば、コンピュータのためのコンピュータプログラム・プロダクトが提
供される。このコンピュータプログラム・プロダクトは、前記第１の側面の実施形態に従
う方法の各ステップを実行するためのソフトウェアコード部分を含む。
【００６４】
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　第１０の側面によれば、コンピュータのためのコンピュータプログラム・プロダクトが
提供される。このコンピュータプログラム・プロダクトは、前記第２の側面の実施形態に
従う方法の各ステップを実行するためのソフトウェアコード部分を含む。
【００６５】
　第１１の側面によれば、前記第３の側面に従う少なくとも一つの装置と、前記第４の側
面に従う少なくとも一つの装置とを備える移動通信システムが提供される。
【００６６】
　第１２の側面によれば、前記第５の側面に従う少なくとも一つの装置と、前記第６の側
面に従う少なくとも一つの装置とを備える移動通信システムが提供される。
【００６７】
　それぞれ異なる様々な具現化形態が提示された。しかし、これらの具現化形態を複数組
み合わせた更なる具現化形態が存在しうることを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
　以下の添付図面を例として参照しつつ、実施例の説明を行う。
【図１】基地局及び複数の通信デバイスを含む例示的な通信デバイスの様子を示す。
【図２】例示的な移動通信デバイスの様子を示す。
【図３】ページングメッセージを受信するための、移動通信デバイスの方法の例を示す。
【図４】ページングメッセージを送信するための、アクセスノードの方法の例を示す。
【図５】本発明の第一の実施例に従うページングメッセージの送信の様子を説明するため
の図である。
【図６】本発明の第二の実施例に従うページングメッセージの送信の様子を説明するため
の図である。
【図７】本発明の第三の実施例に従うページングメッセージの送信の様子を説明するため
の図である。
【図８】例示的制御装置の様子を示す。
【詳細説明】
【００６９】
　実施例を詳細に説明する前に、無線通信システム及び移動通信デバイスの一般的な原理
の一部を簡単に説明する。その理解に資するために、図１，２を参照する。
【００７０】
　図１に描かれるような無線通信システム１００において、移動通信デバイスまたはユー
ザ装置（UE）102，104，105は、少なくとも一つの基地局又は同様の装置（無線送信及び
／又は受信ノード又はポイント）を介して、無線アクセスを提供されている。基地局は、
動作するために、また基地局と通信する移動通信デバイスの管理を可能にするために、通
常、少なくとも一つ適切な制御装置で制御される。そのような制御装置は、例えば無線通
信システム１００のような無線アクセスネットワークに位置してもよく、図示されないコ
アネットワーク（CN）に位置していてもよい。また、単一の装置として実装されてもよく
、その機能が複数の装置に分散して実装されてもよい。制御装置は基地局の一部として実
装される場合もあれば、無線ネットワークコントローラ（Radio Network Controller, RN
C）のような別の要素として提供される場合もある。図１において、制御装置108，109は
、それぞれ、マクロレベルの基地局106，107を制御する。基地局の制御装置は他の制御エ
ンティティと相互接続されてもよい。制御装置は通常、メモリ機能および少なくとも一つ
のデータプロセッサを備える。制御装置とその機能は、複数の制御ユニットに分散配置さ
れてもよい。システムによっては、追加的に又は代替的に、前記制御装置は、無線ネット
ワークコントローラ（RNC）に設けられてもよい。
【００７１】
　しかしLTEシステムは、"フラットな"アーキテクチャを有すると理解されうる。このア
ーキテクチャではRNCは提供されず、(e)NBは、SAE-GW(System Architecture Evolution G
ateway)及びMME（Mobility Management Entity）と通信する。SAE-GWやMMEは"プールされ
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る(pooled)"ことができる。その意味は、このようなノードが、複数で、複数の(e)NBにサ
ービスを提供しうる、ということである。各UEは、一度に一つのMME及び／又はS-GWのみ
からサービスの提供を受ける。(e)NBは、これらの間の関係を追跡する。LTEにおいて、SA
E-GWは高レベルのユーザプレーン・コアネットワーク要素であり、S-GW（サービング・ゲ
ートウェイ）とP-GW（パケットデータネットワーク・ゲートウェイ）から構成されうる。
S-GWとP-GWの機能は分離しており、同じ装置に一緒に実装される必要はない。
【００７２】
　図1では、基地局106と107は、ゲートウェイ112を介して広域通信ネットワーク113に接
続しているように描かれている。更なるゲートウェイ機能が、他のネットワークに接続す
るために、提供されてもよい。
【００７３】
　また、例えば別のゲートウェイ機能を介して、及び／又はマクロレベルの局コントロー
ラ経由で、小型の基地局116，118，120がネットワーク113に接続されてもよい。小型の基
地局116，118，120は、ピコレベル又はフェムトレベルの基地局又は同様のものであって
もよい。例えば、基地局116はゲートウェイ111経由で接続され、基地局120は制御装置108
経由で接続されてもよい。実施形態によっては、小型の基地局は提供されなくてもよい。
小型の基地局116，118，120は、第２のネットワーク、例えばWLANの一部であってもよく
、また、WLANのアクセスポイントであってもよい。
【００７４】
　移動通信デバイスとなりうる例を、図2を参照してより詳しく説明する。図2は、通信デ
バイス200の部分断面の概略を示す。通信デバイスは通常、ユーザ装置（UE）やユーザ端
末と呼ばれる。適切な移動通信デバイスは、無線信号を送受信可能なあらゆるデバイスに
よって提供されてもよい。通信デバイスの非限定的な実施例は、移動局（MS）や移動電話
を含む。こうしたものとして、携帯電話や「スマートフォン」と呼ばれる多機能携帯電話
，無線インタフェースカードや他の無線インタフェース機能を備えるコンピュータ，無線
通信機能を備える個人情報端末（PDA）やタブレットがある。また、これらの組合せであ
ってもよい。移動通信デバイスは例えば、音声や電子メール（email），テキストメッセ
ージ，マルチメディア等の通信を行うデータ通信を提供してもよい。こうしてユーザは、
自身の通信デバイスを介して多数のサービス提供を受けられる。そのようなサービスの非
限定的な例として、双方向または多方向通話やデータ通信，マルチメディアサービス等が
ある。そのようなサービスを通じて、インターネット等のデータ通信ネットワークシステ
ムへ容易に接続することができる。またユーザにブロードキャストデータまたはマルチキ
ャストデータが提供されてもよい。そのようなコンテンツの非限定的な例として、ダウン
ロードやテレビ・ラジオ番組，ビデオ，広告，種々の警報やその他の情報がある。
【００７５】
　移動デバイス200は、適切な無線信号受信機を介して無線インタフェース207から信号を
受信し、適切な無線信号送信機を介して信号を送信してもよい。図2では、送受信機がブ
ロック206で概略的に示されている。送受信機206は、例えば、無線手段と関連するアンテ
ナ構成を備えていてもよい。アンテナ構成は、移動デバイスの内部または外部の何れに配
置されてもよい。
【００７６】
　移動デバイスは通常、少なくとも一つのデータ処理エンティティ201と少なくとも一つ
のメモリ202，他の部品要素203を備える。これらはソフトウェアとハードウェアに支援さ
れたタスクの実行時に使用され、接続システムと他の通信デバイスとの接続や通信の制御
を含む動作を実行するように設計されている。データプロセッサと記憶装置，他の関連す
る制御装置は、適切な回路基板および／またはチップセットに実装されてもよい。こうし
た機能は参照番号204で示されている。ユーザは、キーパッド205や音声命令，タッチセン
サー式スクリーンまたはパッド，またはこれらの組合せといった適切なユーザインタフェ
ース手段で移動デバイスの動作を制御してもよい。ディスプレイ208やスピーカ，マイク
ロフォンが備わっていてもよい。また、移動通信デバイスは、他のデバイスに（有線また
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は無線で）接続したり、ハンズフリー（hands-free）装置等の外部周辺装置を接続したり
する適切なコネクタを備えてもよい。
【００７７】
　通信デバイス102，104，105は、符号分割多元接続（CDMA）や広帯域CDMA（WCDMA（登録
商標)）等の様々な接続技術に基づく通信システムに接続できてもよい。他の非限定例と
して、時分割多元接続（TDMA）や周波数分割多元接続（FDMA）、更にインターリーブ周波
数分割多元接続（IFDMA），単キャリア周波数分割多元接続（SC-FDMA），直交周波数分割
多元接続（OFDMA），空間分割多元接続（SDMA）等の様々な方式がある。複数の送受信機
が存在することに起因して生じる、デバイス間共存（In-Device Coexistence, IDC）問題
に対処することを可能とする、シグナリング機構又は手続が、LTEネットワークからの支
援によって提供されてもよい。複数の送受信機が、複数の異なる無線テクノロジへの無線
アクセスを提供するように構成されてもよい。
【００７８】
　無線通信システムの例は、第三世代パートナーシッププロジェクト（3GPP）で標準化さ
れた各種アーキテクチャである。3GPPの最新の成果は、しばしば、ユニバーサル移動電気
通信システム（UMTS）無線接続技術のロングターム・エボリューション（LTE）と呼ばれ
る。3GPPの標準の様々な開発ステージはリリースと呼ばれる。LTEの最新の発展版は、LTE
-Advanced（LTE-A）と呼ばれている。LTEは、進化型ユニバーサル地上無線接続ネットワ
ーク（E-UTRAN）と呼ばれる移動通信アーキテクチャを採用する。こうしたシステムの基
地局は進化型又は拡張型ノードB（eNB）と呼ばれる。eNBは、ユーザプレーン（plane）の
パケットデータ・コンバージェンス／無線接続制御／メディア接続制御／物理層（PDCP/R
LC/MAC/PHY）のプロトコルと、通信装置に対する制御プレーンの無線リソース制御（RRC
）プロトコル端末といったE-UTRANの機能を提供する。無線接続システムの他の実施例に
は、無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）および／またはWiMAX（登録商標）等の技
術に基づくシステムの基地局が提供するものが含まれる。基地局のサービスエリアはセル
全体又は同様の無線サービス範囲をカバーしうる。
【００７９】
　前述の通り、ＣＣＡ手続を採用するシステムにおいて、ページング機会ウィンドウ中に
、アイドルモードの通信デバイスがアクティブになる期間を減少させる必要性が存在する
。
【００８０】
　そのための機構は、ページング機会ウィンドウの間にページング検出ウィンドウを決定
することを含んでもよい。ページング検出ウィンドウは、ページング機会ウィンドウの中
のダウンリンクデータバーストの始まりに関連する構成情報に基づいて決定されてもよい
。
【００８１】
　このような機構の利点は、ページング機会ウィンドウの中で、アイドルモードの通信デ
バイスがその送受信機をアクティブにする必要があるのが、
・　決定されたページング検出ウィンドウの間であって、ダウンリンクデータバーストの
始まりを検出してから；
・　決定されたページング検出ウィンドウの間であって、ページングメッセージを検出し
てから；
のいずれかでよいという点にある。
【００８２】
　図３は、ページングメッセージを受信するための、通信デバイスの方法の例を示す。
【００８３】
　ステップ310において、通信デバイスは、移動通信システムの選択されたセルにおいて
、ページング機会ウィンドウの中で、ダウンリンク通信を検出する。このダウンリンク通
信は、アクセスノードにおける成功したクリアチャネル評価手続を受けたものであっても
よい。ページング機会ウィンドウは、２つ以上の通信時間インターバル（Transmission T
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ime Interval）を有していてもよい。例えば、LTEベースのシステムでは10個のサブフレ
ームを有していてもよい。方法はステップ320に進む。
【００８４】
　ステップ320において、通信デバイスは、前記ページング機会ウィンドウの中で、検出
されたダウンリンク送信の始まりに関連して、ページング検出ウィンドウを決定する。ペ
ージング検出ウィンドウは、受信した又は既定の又は既構成の構成情報に基づいて決定さ
れてもよい。方法はステップ330に進む。
【００８５】
　ステップ330において、通信デバイスは、ページング機会ウィンドウの中でページング
メッセージを受信すべく、前記ダウンリンク通信を監視する。通信デバイスは、ページン
グ検出ウィンドウが終了するか、ページングメッセージを受信するまで、前記ダウンリン
ク送信を監視する。
【００８６】
　図4は、ページングメッセージを送信するための、アクセスノードの方法の例を示す。
【００８７】
　ステップ410において、アクセスノードは、移動通信システムのセルにおいて、ページ
ング機会ウィンドウの中で、ダウンリンク通信を送信する。このダウンリンク通信は、ア
クセスノードにおける成功したクリアチャネル評価手続を受けたものであってもよい。ペ
ージング機会ウィンドウは、２つ以上の通信時間インターバル（Transmission Time Inte
rval）を有していてもよい。例えば、LTEベースのシステムでは10個のサブフレームを有
していてもよい。方法はステップ420に進む。
【００８８】
　ステップ420において、アクセスノードは、前記ページング機会ウィンドウの中で、ダ
ウンリンク送信の始まりに関連して、ページング検出ウィンドウを決定する。ページング
検出ウィンドウは、既定又は既構成の構成情報に基づいて決定されてもよい。又は、通信
デバイスに送信された構成情報に基づいて決定されてもよい。方法はステップ430に進む
。
【００８９】
　ステップ430において、アクセスノードは、ステップ420で決定されたページング検出ウ
ィンドウ内で、ページングメッセージを通信デバイスに送信する。
【００９０】
　ステップ320や420におけるページング検出ウィンドウの決定は、第１の構成情報に基づ
いてもよい。前記第１の構成情報は、通信システム内でブロードキャストされてもよい。
例えば、LTEにおけるシステム情報ブロック（SIB）のようなシステム情報内で、通信シス
テムの複数のセルにブロードキャストされてもよい。
【００９１】
　前記第１の構成情報は、セル特有の構成情報であってもよい。また、セルにキャンプオ
ンしている全ての通信デバイスに適用されてもよい。すなわち、セル選択後に当該セルで
システム情報を監視しているアイドルモードの全ての通信デバイスに適用されてもよい。
【００９２】
　前記第一の構成情報は、ページング検出ウィンドウの長さを示す情報を含んでもよい。
ページング情報は、ページング機会ウィンドウの中で高い優先度で送信されてもよい。ま
たアクセスノードは、チャネルへのアクセス権を取得した後直ちに、ページングメッセー
ジをページング機会ウィンドウの中で送信してもよい。従って、構成情報中で長さフィー
ルドのみを指定すれば十分であり、ページング検出ウィンドウの開始はページング機会ウ
ィンドウにおけるダウンリンク送信の開始に一致したり連続したりしてもよい。追加的ま
たは代替的に、前記第一の構成情報は、ページング機会ウィンドウにおけるダウンリンク
送信の始まりに対する、ページング検出ウィンドウの始まりを示す情報を含んでいてもよ
い。そのようなオフセット情報は、更なる柔軟性を提供する。オフセット情報は、例えば
、ページングメッセージの送信に先立って、ページング機会ウィンドウ内で更新されたシ
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ステム情報を送信するために使用されてもよい。
【００９３】
　追加的または代替的に、ステップ320や420におけるページング検出ウィンドウの決定は
、第２の構成情報に基づいてもよい。通信デバイスは、専用チャネルで第２の通信情報を
予め受信していてもよい。例えば、通信デバイスがアイドルモードにセットされる前に受
信していてもよい。
【００９４】
　従って、第２の構成情報はユーザ特有の構成情報であってもよく、また、一台の通信デ
バイスに適用される例もあれば、セルにキャンプオンしている複数の通信デバイスのグル
ープに適用される例もある。
【００９５】
　前記第２の構成情報は、ページング検出ウィンドウの長さを示す情報を含んでもよい。
追加的または代替的に、前記第２の構成情報は、ページング機会ウィンドウにおけるダウ
ンリンク送信の始まりに対する、ページング検出ウィンドウの始まりを示す情報を含んで
いてもよい。このオフセット情報は、例えば、通信デバイスの識別情報（LTEのIMSI等）
に関わらず、ページング機会ウィンドウに亘ってページングメッセージを配信するために
使われてもよい。
【００９６】
　利用可能な場合、第２の構成情報は、通信デバイスにページングメッセージを送信する
ために使用されてもよい。第１の構成情報はデフォルトの構成情報を提供するためのみに
使用されてもよい。
【００９７】
　図５は、本発明の第一の実施例に従うページングメッセージの送信の様子を説明するた
めの図である。ページング機会ウィンドウ510は、LTEベースのシステムにおいて、無線フ
レームの、TTI 0からTTI 9まで（例えばサブフレーム0から9まで）に亘っているとする。
ページング検出ウィンドウ512は、TTI3つ分に設定されている。ページング検出ウィンド
ウはTTI 0から開始する。すなわち、アクセスノードにおけるCCA手続がTTI 0で成功し、
アクセスノードはTTI 0でダウンリンク送信を開始する。ページング検出ウィンドウ512の
TTI 1で、ページングメッセージが通信デバイスで受信される。TTI 1でページングメッセ
ージの検出が成功すると、通信デバイスはその送受信機を非アクティブにする。すなわち
、通信デバイスは、ページングの検出のためにTTI 0でスリープモードを抜け、ページン
グの検出のためにTTI 1までアクティブ状態を保つ。その後通信デバイスは、その送受信
機を非アクティブにし、スリープモードに戻る。検出したページングメッセーに応じて、
通信デバイスはランダムアクセス手続に入ってもよい。図5の例では例えば、TTI 6に、ラ
ンダムアクセス手続に入ってもよい。
【００９８】
　図６は、本発明の第二の実施例に従うページングメッセージの送信の様子を説明するた
めの図である。ページング機会ウィンドウ610は、LTEベースのシステムにおいて、無線フ
レームの、TTI 0からTTI 9まで（例えばサブフレーム0から9まで）に亘っているとする。
ページング検出ウィンドウ612は、TTI3つ分に設定されている。ページング検出ウィンド
ウは、TTI 2で開始する。すなわち、アクセスノードにおいて、CCA手続はTTI 0及びTTI 1
では不首尾となり、TTI 2では合格となった。アクセスノードはTTI 2でダウンリンク送信
を開始する。通信デバイスはTTI 0及びTTI 1でダウンリンク送信を検索し、TTI 2, 3, 4
でページングメッセージを検索する。この例では、TTI 2, 3ではページングメッセージは
検出されず、通信デバイスは、ページング検出ウィンドウの全長に亘ってアクティブ状態
を保つ。TTI 4でページングメッセージが検出されたか否かに関わらず、通信デバイスは
、TTI 5でスリープモードに戻る。すなわち、通信デバイスは、ページングの検出のため
にTTI 0でスリープモードを抜け、ページングの検出のためにTTI 4までアクティブ状態を
保つ。その後通信デバイスは、その送受信機を非アクティブにし、スリープモードに戻る
。TTI 4でページングメッセージが検出されると、通信デバイスはランダムアクセス手続



(21) JP 2019-517755 A 2019.6.24

10

20

30

40

50

に入ってもよい。図6の例では例えば、TTI 9に、ランダムアクセス手続に入ってもよい。
【００９９】
　図７は、本発明の第三の実施例に従うページングメッセージの送信の様子を説明するた
めの図である。ページング機会ウィンドウ710は、LTEベースのシステムにおいて、無線フ
レームの、TTI 0からTTI 9まで（例えばサブフレーム0から9まで）に亘っているとする。
アクセスノードにおけるCCA手続はTTI 0では失敗し、ダウンリンク送信はTTI 1になって
から開始する。ページング検出ウィンドウ712は、DL送信の開始から5TTIだけオフセット
しており、TTI 6から開始する。そして、3TTIの間継続する。そこで、通信デバイスは、T
TI 0と1ではダウンリンク送信を検索し、ページング機会ウィンドウの間にダウンリンク
送信の開始を検出した後、TTI 2から5の間、スリープモードに戻る。通信デバイスは、TT
I 6にスリープモードから復帰し、TTI 6でページングメッセージを検出し、TTI 6の後で
スリープモードに戻る。すなわち通信デバイスは、TTI 0と6にページングの検出のために
スリープモードから抜け、TTI 1ではページング検出のためにアクティブ状態を保ってい
る。検出したページングメッセーに応じて、通信デバイスはランダムアクセス手続に入っ
てもよい。
【０１００】
　図１フローチャートの各ブロック及びこれらの組み合わせが、ハードウェア、ソフトウ
ェア、ファームウェア、１つ又は複数のプロセッサ、回路の何れか又は全てといった種々
の手段又はそれらの組合せによって実装可能であることを理解しなくてはならない。
【０１０１】
　上記の方法は、図2を参照して例示した移動デバイス、又は、図8で例示する制御デバイ
スのいずれかによって実行されてもよい。図8は、通信システムの制御装置の例を示す。
この装置は、例えば、アクセスシステムの要素に組み合わせられたり、又はこれを制御す
るために用いられてもよい。そのような要素とは、例えば、基地局や(e)ノードB、５Ｇの
アクセスノードのようなRANノードであってもよく、クラウド・アーキテクチャの中央ユ
ニットや、MMEやS-GWのようなコアネットワークのノード、スケジューリング・エンティ
ティ、サーバやホスト等であってもよい。上記の方法は、単一の制御装置に実装されても
よいし、複数の制御装置に分散して実装されてもよい。制御装置は、コアネットワークや
RANのノードやモジュールに内蔵されていてもよいし、又はこれらの外部装置として実装
されてもよい。実施形態によっては、基地局は、外部の制御装置ユニット又はモジュール
を有する。実施形態によるでは、制御装置は、無線ネットワークコントローラやスペクト
ルコントローラのような、別のネットワーク要素であってもよい。実施形態によっては、
各基地局が上記のような制御装置を有し、また無線ネットワークコントローラにも制御装
置が備えられてもよい。制御装置300は、システムの在圏エリアの通信を制御するように
構成されてもよい。制御装置300は、少なくとも一つのメモリ301と少なくとも一つのデー
タ処理ユニット302，303、入出力インタフェース304を備える。このインタフェースを介
して、制御装置は基地局の送信機および受信機に接続できる。受信機及び／又は送信機は
、無線フロント・エンド又はリモート無線ヘッドとして実装されてもよい。例えば、制御
装置300は、制御機能を提供する適切なソフトウェア命令を実行するように構成されても
よい。制御機能は、ページング検出ウィンドウのために構成情報を提供し使用することを
含んでもよい。
【０１０２】
　これらの装置は、送受信に使用される他のユニットやモジュール等（無線部分や無線ヘ
ッド等）を含んでいたり、又はこれらに組み合わせられたりしてもよい。上記の例ではこ
れらの装置は単一のエンティティとして紹介されているが、実施形態によっては複数の物
理エンティティから構成されてもよく、また一つ又は複数の論理エンティティとして構成
されてもよく、別のモジュールやメモリが搭載されていてもよい。
【０１０３】
　上記の例はLTEネットワークに関連して説明されてきたが、同様の技術思想が、５Ｇネ
ットワーク等の他のネットワークや通信システムに適用されてもよい。無線ネットワーク
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とその技術，標準に関する特定の例示的アーキテクチャを参照して、特定の実施形態が例
として説明されてきたが、本願で記載および図示しない他のあらゆる適切な通信システム
の形式に対しても、本願で開示する技術思想を適用することが可能である。
【０１０４】
　上記の実施形態は例に過ぎず、本発明の範囲を逸脱せずに、開示した解決手段を変形し
たり変更したりすることが可能であることに注意されたい。
【０１０５】
　一般に、様々な実施形態がハードウェアまたは特定用途向け回路、ソフトウェア、ロジ
ック、またはそれらの組み合わせで実装されてもよい。本発明のある形態はハードウェア
で実装されてもよく、他の形態は、コントローラやマイクロプロセッサ等のコンピュータ
デバイスによって実行されるファームウェアやソフトウェアで実装されてもよい。ただし
、本発明はこれらに限定されるものではない。本発明の種々の形態はブロック図，フロー
チャート，または他の図的記述を使用して記述ないし図示される。これらのブロック，装
置，システム，技術，またはここで記述される方法は、非限定的な例として、ハードウェ
ア，ソフトウェア，ファームウェア，特定用途向け回路やロジック，汎用ハードウェア，
コントローラや他のコンピュータデバイス，またはそれらの組み合わせで実装されてもよ
いと理解されるべきである。
【０１０６】
　そして本発明の実施形態は、移動デバイスのデータプロセッサによって実行可能なコン
ピュータソフトウェア，ハードウェア，またはソフトウェアとハードウェアの組合せによ
って実装されてもよい。コンピュータソフトウェア又はプログラムは、プログラム・プロ
ダクトとも呼ばれることがある。これらはソフトウェアルーチンやアプレット、マクロも
服舞う。これらは装置可読記憶媒体に格納されてもよい。これらは特定のタスクを遂行さ
せるためのプログラム命令を有する。コンピュータプログラム・プロダクトは、プログラ
ムが実行されると、実施例を遂行させるように構成される一つ又は複数のコンピュータ実
行可能な要素を含んでもよい。この一つ又は複数のコンピュータ実行可能な要素は、少な
くとも一つのソフトウェアコードであってもよいし、またその一部であってもよい。
【０１０７】
　またこの点に関して、添付する図面に示される論理フローの任意のブロックが、プログ
ラムのステップや相互接続された論理回路・ブロック・機能、またはプログラムのステッ
プ、論理回路・ブロック・機能の組合せを表現してもよいことに留意されたい。ソフトウ
ェアは、メモリチップ等の物理メディアやプロセッサ内に実装されるメモリブロック，ハ
ードディスクやフレキシブルディスク等の磁気メディア，DVDやそのデータ異形態であるC
D等の光学式メディアに格納されてもよい。物理メディアは非揮発性メディアである。
【０１０８】
　メモリは、ローカルな技術環境に適したあらゆる種類のものであってよい。例えば、半
導体ベースのメモリデバイス，磁気メモリデバイス・システム，光学式メモリデバイス・
システム，固定式・移動式メモリ等の様々な適合するデータ格納技術を用いて実装されて
もよい。データプロセッサは、ローカルな技術環境に適したあらゆるタイプのものであっ
てよく、非限定的な例として、一つ以上の汎用コンピュータ，特定用途向けコンピュータ
，マイクロプロセッサ，デジタル信号プロセッサ（DSP），特定用途向け集積回路（ASIC
），FPGA，ゲートレベル回路，マルチコアプロセッサ・アーキテクチャに基づくプロセッ
サを含んでもよい。
【０１０９】
　本発明の実施形態は、集積回路モジュールのような、様々な要素で実施されることもで
きる集積回路の設計は多くは自動化されたプロセスである。論理レベルの設計を、半導体
基板上にエッチング・形成するための半導体回路設計に変換する複雑で強力なソフトウェ
アツールが利用可能である。
【０１１０】
　前述の説明は、非限定的な実施例を用いて、本発明の例示的実施形態を完全かつ詳細に
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記述している。しかし、こうした前述の説明を、添付する図面および特許請求の範囲と併
せて考慮すれば、種々の変更および適応が可能であることは、本願に関連する技術分野の
当業者には明らかであろう。さらに、本発明が教示するこうした事項の全ておよび類似す
る変形は、添付の特許請求の範囲で定義されるように、その全てが本発明の範囲内にある
。実際に、前述した他のあらゆる実施形態の一つ以上の組合せを含む、追加の実施形態も
存在する。

【図１】 【図２】
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【手続補正書】
【提出日】平成31年3月4日(2019.3.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信システムの選択されたセルにおいて、ユーザ機器によって、ページング機会ウ
ィンドウの中で、ダウンリンク送信を検出すること、ただし前記ページング機会ウィンド
ウは二つ以上の送信時間インターバル（Transmission Time Interval, TTI）を含み、前
記ダウンリンク送信はクリアチャネル評価（Clear Channel Assessment）手続の対象とな
る、前記検出することと；
　前記ページング機会ウィンドウの中で、前記検出したダウンリンク送信の始まりに関連
して、一つ又は複数の送信時間インターバルを有するページング検出ウィンドウを決定す
ることと；
　ユーザ機器へのページングメッセージを受信すべく、前記ページング検出ウィンドウが
終了するか、前記ページングメッセージを受信するまで、前記ダウンリンク送信を監視す
ることと；
を含む、方法。
【請求項２】
　前記移動通信システムで提供されるブロードキャスト情報の中で、前記ページングへ検
出ウィンドウの第１の構成情報を受信することと、前記第１の構成情報を格納することと
、を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　　前記第１の構成情報は、セル特有の構成情報である、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の構成情報は、
・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報；
の少なくともいずれかを含む、請求項２または３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ページング検出ウィンドウの第２の構成情報を受信し格納することを更に含む、請
求項１から４のいずれかに記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の構成情報は、ユーザ特有の構成情報である、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の構成情報は、
・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報；
の少なくともいずれかを含む、請求項５または６に記載の方法。
【請求項８】
　利用可能な場合、前記第２の構成情報を使うことを含む、請求項５から７のいずれかに
記載の方法。
【請求項９】
　前記ユーザ装置はアイドルモードにある、請求項１から８のいずれかに記載の方法。
【請求項１０】
　移動通信システムのセルにおいて、ページング機会ウィンドウの中で、ダウンリンク送
信を生じさせること、ただし前記ページング機会ウィンドウは二つ以上の送信時間インタ
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ーバル（Transmission Time Interval, TTI）を含み、前記ダウンリンク送信はクリアチ
ャネル評価（Clear Channel Assessment）手続の対象となる、前記検出することと；
　前記ページング機会ウィンドウの中で、前記ダウンリンク送信の始まりに関連して、一
つ又は複数の送信時間インターバルを有するページング検出ウィンドウを決定することと
；
　前記ページング検出ウィンドウの中で、ユーザ機器へのページングメッセージの送信を
生じさせることと；
を含む、方法。
【請求項１１】
　前記移動通信システムで提供されるブロードキャスト情報の中で、前記ページング検出
ウィンドウの第１の構成情報の前記ユーザ機器への送信を生じさせることを更に含む、請
求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の構成情報は、セル特有の構成情報である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の構成情報は、
・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報；
の少なくともいずれかを含む、請求項１１又は１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ページング検出ウィンドウの第２の構成情報の前記ユーザ機器への送信を生じさせ
ることを更に含む、請求項１０から１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　前記第２の構成情報は、ユーザ特有の構成情報である、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第２の構成情報は、
・　前記ページング検出ウィンドウの長さを示す情報；
・　前記ページング検出ウィンドウの前記始まりを示す情報；
の少なくともいずれかを含む、請求項１４又は１５に記載の方法。
【請求項１７】
　利用可能な場合、前記第２の構成情報を使うことを含む、請求項１４から１６のいずれ
かに記載の方法。
【請求項１８】
　前記ユーザ装置はアイドルモードにある、請求項１０から１７のいずれかに記載の方法
。
【請求項１９】
　処理手段及び記憶手段を備える装置であって、前記装置はプログラム命令を格納し、前
記プログラム命令は、前記処理手段に実行されると、前記装置に、請求項１から１８のい
ずれかに記載の方法を遂行させるように構成される、装置。
【請求項２０】
　装置の処理手段に実行されると、前記装置に、請求項１から１８のいずれかに記載の方
法を遂行させるように構成されるプログラム命令を備える、コンピュータプログラム。
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