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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線端末が下り方向信号を監視すべきオン期間及び前記オン期間以外のオフ期間を有す
るＤＲＸ周期を構成可能な移動通信システムでの無線基地局における通信制御方法であっ
て、
　前記無線基地局は、前記無線端末がページング信号を監視するためのタイミングに関す
る第１のＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを前記無線端末へ送信し、
　前記無線基地局は、ロングＤＲＸ周期よりも長い周期を構成する拡張ＤＲＸ周期に関す
る第２のＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎを前記無線端末へ送信し、
　前記無線基地局は、前記拡張ＤＲＸ周期のオフ期間において、前記ページング信号を前
記第１のＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに対応した所定のタイミングで前記無線端末に送信
する、通信制御方法。
【請求項２】
　無線端末が下り方向信号を監視すべきオン期間及び前記オン期間以外のオフ期間を有す
るＤＲＸ周期を構成可能な移動通信システムにおける無線基地局であって、
　制御部を備え、前記制御部は、前記無線端末がページング信号を監視するためのタイミ
ングに関する第１のＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎと、ロングＤＲＸ周期よりも長い周期を
構成する拡張ＤＲＸ周期に関する第２のＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎとを前記無線端末へ
送信するＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ送信処理と、
　前記Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ送信処理の後、前記拡張ＤＲＸ周期のオフ期間におい
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て、前記ページング信号を前記第１のＣｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎに対応した所定のタイ
ミングで前記無線端末に送信するページング信号送信処理と、を実行するように構成され
た無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サービングセルから送信される下り方向信号を監視すべきオン期間及びオン
期間以外のオフ期間を有するＤＲＸ周期（間欠受信周期）を構成する移動通信システムに
おける通信制御方法及び無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ Ｔｅｒｍ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）などの次世代通信システムでは、無
線端末の消費電力を低減するために、ＤＲＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ Ｒｅｃｅｐ
ｔｉｏｎ）と称される技術が採用されている（例えば、非特許文献１）。
【０００３】
　ＤＲＸでは、ＤＲＸ周期（ＤＲＸ Ｃｙｃｌｅ）内において、サービングセルから送信
される下り方向信号（例えば、ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｄｏｗｎｌｉｎｋ Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）を監視すべきオン期間（Ｏｎ ｄｕｒａｔｉｏｎ）及びオン期
間以外のオフ期間（Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ ｆｏｒ ＤＲＸ）が設けられる。無線基地局
は、無線端末がオン期間である期間においてのみ、無線端末宛の専用信号を送信する。こ
のように、無線端末は、オン期間においてのみ、無線基地局から送信される下り方向信号
を監視すればよいように構成されており、オフ期間において受信機の電源を落としている
と考えられる。なお、ＤＲＸ周期としては、２つの周期（ショートＤＲＸ周期及びロング
ＤＲＸ周期）を構成可能である。また、ＤＲＸモードは、無線端末と無線基地局との間で
ＲＲＣコネクションが設定された状態（ＲＲＣコネクティッド状態）において構成可能で
ある。すなわち、ＤＲＸ周期のオフ期間は、ＲＲＣアイドル状態とは異なることに留意す
べきである。なお、３ＧＰＰ規格においては、ロングＤＲＸ周期がマンダトリーであり、
ショートＤＲＸ周期がオプショナルである。
【０００４】
　ところで、近年では、様々なアプリケーションを搭載する無線端末が増加している。ア
プリケーションは、サーバなどの通信相手に対して、キープアライブメッセージや状態更
新メッセージなどの所定メッセージを定期的に送受信するように構成される。このような
ケースでは、所定メッセージの送受信の度に、ＲＲＣ状態の遷移に起因する制御信号の送
受信が発生するため、ネットワークリソースの逼迫が生じる。
【０００５】
　これに対して、このようなネットワークリソースの逼迫を防ぐために、既存のＤＲＸ周
期（例えば、ショートＤＲＸ周期及びロングＤＲＸ周期）よりも長い周期（例えば、拡張
ＤＲＸ周期）のＤＲＸ周期を設けることが検討されている（例えば、非特許文献２）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】ＴＳ３６．３２１ Ｖ１０．０．０
【非特許文献１】ＲＰ－１１０４５４
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、拡張ＤＲＸ周期としては数秒間以上の周期が想定されており、拡張ＤＲＸ周
期は、ショートＤＲＸ周期及びロングＤＲＸ周期などと比べて非常に長い。従って、拡張
ＤＲＸ周期のオフ期間も非常に長いことが想定される。
【０００８】
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　従って、拡張ＤＲＸ周期が構成される場合において、様々な対策が必要であると考えら
れる。例えば、オフ期間において着信処理ができないため、着信処理の遅延が大きくなる
。
【０００９】
　そこで、本発明は、上述した課題を解決するためになされたものであり、拡張ＤＲＸ周
期などのＤＲＸ周期が構成される場合において、オフ期間の長期化に伴う問題を抑制する
ことを可能とする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】
【００１０】
　第１の特徴に係る移動通信方法は、無線端末と無線基地局との間でＲＲＣコネクション
が設定されたＲＲＣコネクティッド状態において、サービング基地局から送信される下り
方向信号を監視すべきオン期間及び前記オン期間以外のオフ期間を有するＤＲＸ周期を構
成する。移動通信方法は、前記無線基地局が、前記無線端末に対して前記ＤＲＸ周期が構
成されている場合に、前記オフ期間であっても、前記無線端末の着信を通知するページン
グ信号を所定タイミングで前記無線端末に送信する工程Ａと、前記無線端末が、前記ＤＲ
Ｘ周期が構成されている場合に、前記オフ期間において、前記所定タイミングで前記ペー
ジング信号を監視する工程Ｂとを含む。
【００１１】
　第１の特徴において、移動通信方法は、前記無線端末が、前記ページング信号の受信に
応じて、前記ＤＲＸ周期を解除する工程Ｃを含む。
【００１２】
　第１の特徴において、前記工程Ｃは、前記無線端末が、前記ＤＲＸ周期を解除して、前
記下り方向信号を連続的に監視する工程を含む。
【００１３】
　第１の特徴において、前記工程Ｃは、前記無線端末が、前記ＤＲＸ周期を解除して、前
記ＤＲＸ周期よりも短いＤＲＸ周期を構成する工程を含む。
【００１４】
　第１の特徴において、前記工程Ｃは、前記無線端末が、前記ページング信号の受信に応
じて、前記無線基地局に対する再接続手順を開始する工程を含む。
【００１５】
　第２の特徴に係る無線端末は、移動通信システムにおいて、下り方向信号を受信する。
移動通信システムは、無線端末と無線基地局との間でＲＲＣコネクションが設定されたＲ
ＲＣコネクティッド状態において、サービング基地局から送信される下り方向信号を監視
すべきオン期間及び前記オン期間以外のオフ期間を有するＤＲＸ周期を構成する。無線端
末は、前記ＤＲＸ周期が構成されている場合に、前記オフ期間において、所定タイミング
でページング信号を監視する制御部を備える。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、第１実施形態に係る移動通信システム１００を示す図である。
【図２】図２は、第１実施形態に係る無線フレームを示す図である。
【図３】図３は、第１実施形態に係る無線リソースを示す図である。
【図４】図４は、第１実施形態に係るショートＤＲＸ周期を示す図である。
【図５】図５は、第１実施形態に係るロングＤＲＸ周期を示す図である。
【図６】図６は、第１実施形態に係る拡張ＤＲＸ周期を示す図である。
【図７】図７は、第１実施形態に係るＵＥ１０を示すブロック図である。
【図８】図８は、第１実施形態に係る移動通信方法を示すシーケンス図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下において、本発明の実施形態に係る移動通信システムについて、図面を参照しなが
ら説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似
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の符号を付している。
【００１８】
　ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることに
留意すべきである。従って、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきである
。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていること
は勿論である。
【００１９】
　［実施形態の概要］　
　実施形態に係る移動通信方法は、無線端末と無線基地局との間でＲＲＣコネクションが
設定されたＲＲＣコネクティッド状態において、サービング基地局から送信される下り方
向信号を監視すべきオン期間及び前記オン期間以外のオフ期間を有するＤＲＸ周期を構成
する。移動通信方法は、前記無線基地局が、前記無線端末に対して前記ＤＲＸ周期が構成
されている場合に、前記オフ期間であっても、前記無線端末の着信を通知するページング
信号を所定タイミングで前記無線端末に送信する工程Ａと、前記無線端末が、前記ＤＲＸ
周期が構成されている場合に、前記オフ期間において、前記所定タイミングで前記ページ
ング信号を監視する工程Ｂとを含む。
【００２０】
　実施形態では、無線基地局は、ＲＲＣコネクティッド状態でＤＲＸ周期が構成されてい
る場合において、前記オフ期間であっても、ページング信号を所定のタイミングで送信し
、無線端末は、ＲＲＣコネクティッド状態で構成されたＤＲＸ周期のオフ期間において、
ページング信号を所定のタイミングで監視する。
【００２１】
　これによって、非常に長いＤＲＸ周期が構成されたとしても、オフ期間においてページ
ング信号を受信することによって、着信処理を行うことができる。
【００２２】
　［第１実施形態］　
　（移動通信システム）　
　以下において、第１実施形態に係る移動通信システムについて説明する。図１は、第１
実施形態に係る移動通信システム１００を示す図である。
【００２３】
　図１に示すように、移動通信システム１００は、携帯端末１０（以下、ＵＥ１０）と、
コアネットワーク５０とを含む。また、移動通信システム１００は、第１通信システムと
第２通信システムとを含む。
【００２４】
　第１通信システムは、例えば、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ Ｔｅｒｍ Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）に対
応する通信システムである。第１通信システムは、例えば、無線基地局１１０（以下、ｅ
ＮＢ１１０）と、ＭＭＥ１２０とを有する。なお、第１通信システムでは、第１ＲＡＴ（
ＥＵＴＲＡＮ；Ｅｖｏｌｖｅｄ Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ Ａｃｃｅ
ｓｓ Ｎｅｔｗｏｒｋ）が用いられる。
【００２５】
　第２通信システムは、例えば、ＷＣＤＭＡ（登録商標）（Ｗｉｄｅｂａｎｄ Ｃｏｄｅ 
Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ）に対応する通信システムである。第
２通信システムは、無線基地局２１０と、ＲＮＣ２２０と、ＳＧＳＮ２３０とを有する。
なお、第２通信システムでは、第２ＲＡＴ（ＵＴＲＡＮ；Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｔｅｒｒ
ｅｓｔｒｉａｌ ＡｃｃｅｓｓＮｅｔｗｏｒｋ）が用いられる。
【００２６】
　ＵＥ１０は、第１通信システム及び第２通信システムと通信を行うように構成された装
置（Ｕｓｅｒ Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）である。例えば、ＵＥ１０は、ｅＮＢ１１０と無線
通信を行う機能を有するとともに、無線基地局２１０と無線通信を行う機能を有する。
【００２７】
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　ｅＮＢ１１０は、セル１１１を有しており、セル１１１に存在するＵＥ１０と無線通信
を行う装置（ｅｖｏｌｖｅｄ ＮｏｄｅＢ）である。
【００２８】
　ＭＭＥ１２０は、ｅＮＢ１１０と無線接続を設定しているＵＥ１０の移動性を管理する
装置（Ｍｏｂｉｌｉｔｙ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｅｎｔｉｔｙ）である。ＭＭＥ１２０は
、コアネットワーク５０に設けられる。
【００２９】
　無線基地局２１０は、セル２１１を有しており、セル２１１に存在するＵＥ１０と無線
通信を行う装置（ＮｏｄｅＢ）である。
【００３０】
　ＲＮＣ２２０は、無線基地局２１０に接続されており、セル２１１に存在するＵＥ１０
と無線接続（ＲＲＣ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）を設定する装置（Ｒａｄｉｏ Ｎｅｔｗｏｒ
ｋ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）である。
【００３１】
　ＳＧＳＮ２３０は、パケット交換ドメインにおいてパケット交換を行う装置（Ｓｅｒｖ
ｉｎｇ ＧＰＲＳ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｎｏｄｅ）である。ＳＧＳＮ２３０は、コアネットワ
ーク５０に設けられる。図１では省略しているが、回線交換ドメインにおいて回線交換を
行う装置（ＭＳＣ；Ｍｏｂｉｌｅ Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ Ｃｅｎｔｅｒ）がコアネットワー
ク５０に設けられていてもよい。
【００３２】
　なお、以下においては、第１通信システムについて主として説明する。但し、以下の記
載が第２通信システムに適用されてもよい。また、セルは、ＵＥ１０と無線通信を行う機
能として理解すべきである。但し、セルは、セルと通信可能な範囲を示すサービスエリア
と考えてもよい。
【００３３】
　ここで、第１通信システムでは、下り方向の多重方式として、ＯＦＤＭＡ（Ｏｒｔｈｏ
ｇｏｎａｌ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ）方
式が用いられており、上り方向の多重方式として、ＳＣ－ＦＤＭＡ（Ｓｉｎｇｌｅ－Ｃａ
ｒｒｉｅｒ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ Ｍｕｌｔｉｐｌｅ Ａｃｃｅｓｓ）方
式が用いられる。
【００３４】
　また、第１通信システムでは、上り方向のチャネルとして、上り方向制御チャネル（Ｐ
ＵＣＣＨ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｕｐｌｉｎｋ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）及び上り
方向共有チャネル（ＰＵＳＣＨ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｕｐｌｉｎｋ Ｓｈａｒｅｄ Ｃｈａ
ｎｎｅｌ）などが存在する。また、下り方向のチャネルとして、下り方向制御チャネル（
ＰＤＣＣＨ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｄｏｗｎｌｉｎｋ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）及
び下り方向共有チャネル（ＰＤＳＣＨ；Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｄｏｗｎｌｉｎｋ Ｓｈａｒｅ
ｄ Ｃｈａｎｎｅｌ）などが存在する。
【００３５】
　上り方向制御チャネルは、制御信号を搬送するチャネルである。制御信号は、例えば、
ＣＱＩ（Ｃｈａｎｎｅｌ Ｑｕａｌｉｔｙ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＰＭＩ（Ｐｒｅｃｏｄ
ｉｎｇ Ｍａｔｒｉｘ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、ＲＩ（Ｒａｎｋ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）、
ＳＲ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ Ｒｅｑｕｅｓｔ）、ＡＣＫ／ＮＡＣＫなどである。
【００３６】
　ＣＱＩは、下り方向の伝送に使用すべき推奨変調方式と符号化速度を通知する信号であ
る。ＰＭＩは、下り方向の伝送の為に使用することが望ましいプリコーダマトリックスを
示す信号である。ＲＩは、下り方向の伝送に使用すべきレイヤ数（ストリーム数）を示す
信号である。ＳＲは、上り方向無線リソース（後述するリソースブロック）の割当てを要
求する信号である。ＡＣＫ／ＮＡＣＫは、下り方向のチャネル（例えば、ＰＤＳＣＨ）を
介して送信される信号を受信できたか否かを示す信号である。
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【００３７】
　上り方向共有チャネルは、制御信号（上述した制御信号を含む）又は／及びデータ信号
を搬送するチャネルである。例えば、上り方向無線リソースは、データ信号にのみ割当て
られてもよく、データ信号及び制御信号が多重されるように割当てられてもよい。
【００３８】
　下り方向制御チャネルは、制御信号を搬送するチャネルである。制御信号は、例えば、
Ｕｐｌｉｎｋ ＳＩ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、Ｄｏｗｎｌｉｎ
ｋ ＳＩ（Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）、ＴＰＣビットである。
【００３９】
　Ｕｐｌｉｎｋ ＳＩは、上り方向無線リソースの割当てを示す信号である。Ｄｏｗｎｌ
ｉｎｋ ＳＩは、下り方向無線リソースの割当てを示す信号である。ＴＰＣビットは、上
り方向のチャネルを介して送信される信号の電力の増減を指示する信号である。
【００４０】
　下り方向共有チャネルは、制御信号又は／及びデータ信号を搬送するチャネルである。
例えば、下り方向無線リソースは、データ信号にのみ割当てられてもよく、データ信号及
び制御信号が多重されるように割当てられてもよい。
【００４１】
　なお、下り方向共有チャネルを介して送信される制御信号としては、ＴＡ（Ｔｉｍｉｎ
ｇ Ａｄｖａｎｃｅ）が挙げられる。ＴＡは、ＵＥ１０とｅＮＢ１１０との間の送信タイ
ミング補正情報であり、ＵＥ１０から送信される上り方向信号に基づいてｅＮＢ１１０に
よって測定される。
【００４２】
　また、下り方向制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）下り方向共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）以外
のチャネルを介して送信される制御信号としては、ＡＣＫ／ＮＡＣＫが挙げられる。ＡＣ
Ｋ／ＮＡＣＫは、上り方向のチャネル（例えば、ＰＵＳＣＨ）を介して送信される信号を
受信できたか否かを示す信号である。
【００４３】
　（無線フレーム）　
　以下において、第１通信システムにおける無線フレームについて説明する。図２は、第
１通信システムにおける無線フレームを示す図である。
【００４４】
　図２に示すように、１つの無線フレームは、１０のサブフレームによって構成されてお
り、１つのサブフレームは、２つのスロットによって構成される。１つのスロットの時間
長は、０．５ｍｓｅｃであり、１つのサブフレームの時間長は、１ｍｓｅｃであり、１つ
の無線フレームの時間長は、１０ｍｓｅｃである。
【００４５】
　なお、１つのスロットは、下り方向において、複数のＯＦＤＭシンボル（例えば、６つ
のＯＦＤＭシンボル或いは７つのＯＦＤＭシンボル）によって構成される。同様に、１つ
のスロットは、上り方向において、複数のＳＣＦＤＭＡシンボル（例えば、６つのＳＣ－
ＦＤＭＡシンボル或いは７つのＳＣ－ＦＤＭＡシンボル）によって構成される。
【００４６】
　（無線リソース）　
　以下において、第１通信システムにおける無線リソースについて説明する。図３は、第
１通信システムにおける無線リソースを示す図である。
【００４７】
　図３に示すように、無線リソースは、周波数軸及び時間軸によって定義される。周波数
は、複数のサブキャリアによって構成されており、所定数のサブキャリア（１２のサブキ
ャリア）を纏めてリソースブロック（ＲＢ：Ｒｅｓｏｕｒｃｅ Ｂｌｏｃｋ）と称する。
時間は、上述したように、ＯＦＤＭシンボル（又は、ＳＣ－ＦＤＭＡシンボル）、スロッ
ト、サブフレーム、無線フレームなどの単位を有する。
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【００４８】
　ここで、無線リソースは、１リソースブロック毎に割当て可能である。また、周波数軸
及び時間軸上において、複数のユーザ（例えば、ユーザ＃１～ユーザ＃５）に対して分割
して無線リソースを割当てることが可能である。
【００４９】
　また、無線リソースは、ｅＮＢ１１０によって割当てられる。ｅＮＢ１１０は、ＣＱＩ
、ＰＭＩ、ＲＩなどに基づいて、各ＵＥ１０に割当てられる。
【００５０】
　（間欠受信）　
　以下において、間欠受信（ＤＲＸ；Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ
）について説明する。図４～図６は、間欠受信について説明するための図である。ＵＥ１
０は、消費電力を抑制するために、間欠受信を構成することが可能である。なお、ここで
は、ＵＥ１０とｅＮＢ１１０との間でＲＲＣコネクションが設定された状態（ＲＲＣコネ
クティッド状態）において間欠受信が構成されるケースについて説明する。
【００５１】
　図４～図６に示すように、間欠受信（ＤＲＸ）では、ＤＲＸ周期（ＤＲＸ Ｃｙｃｌｅ
）内において、サービングセルから送信される下り方向信号を監視すべきオン期間（Ｏｎ
 ｄｕｒａｔｉｏｎ）及びオン期間以外のオフ期間（Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ ｆｏｒ Ｄ
ＲＸ）が設けられる。ｅＮＢ１１０は、ＵＥ１０がオン期間である期間においてのみ、Ｕ
Ｅ１０宛の専用信号を送信する。このように、ＵＥ１０は、オン期間においてのみ、ｅＮ
Ｂ１１０から送信される下り方向信号（例えば、ＰＤＣＣＨ：Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｄｏｗ
ｎｌｉｎｋ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｃｈａｎｎｅｌ）を監視すればよいように構成されており、
オフ期間において受信機の電源を落としていると考えられる。
【００５２】
　なお、ＤＲＸ周期としては、複数種類の周期を構成することが可能である。ここでは、
３つのＤＲＸ周期（ショートＤＲＸ周期、ロングＤＲＸ周期、拡張ＤＲＸ周期）について
説明する。
【００５３】
　図４に示すように、ショートＤＲＸ周期は、短い周期である。ショートＤＲＸ周期の長
さは、特に限定されるものではないが、数ミリ秒オーダー（例えば、８０ｍｓｅｃ）であ
る。
【００５４】
　例えば、ショートＤＲＸ周期は、ｅＮＢ１１０から受信する指示（ＤＲＸ Ｃｏｍｍａ
ｎｄ）に応じて構成される。或いは、ショートＤＲＸ周期は、下り方向信号（例えば、Ｐ
ＤＣＣＨ）を最後に受信してから所定期間が経過した場合に構成される。なお、ショート
ＤＲＸ周期はオプションであり、ショートＤＲＸ周期が設定されないこともある。
【００５５】
　図５に示すように、ロングＤＲＸ周期は、ショートＤＲＸ周期よりも長い周期である。
ロングＤＲＸ周期の長さは、特に限定されるものではないが、数ミリ秒オーダー（例えば
、１６０ｍｓｅｃ）である。
【００５６】
　例えば、ロングＤＲＸ周期を構成する際には、ｅＮＢ１１０から構成パラメータ（ＤＲ
Ｘ Ｃｏｎｆｉｇ．）が通知される。ロングＤＲＸ周期は、下り方向信号（例えば、ＰＤ
ＣＣＨ）を最後に受信してから所定期間が経過した場合に構成される。或いは、ロングＤ
ＲＸ周期は、ショートＤＲＸ周期が構成されてから所定期間が経過した場合に構成される
。
【００５７】
　図６に示すように、拡張ＤＲＸ周期は、ロングＤＲＸ周期よりも長い周期である。拡張
ＤＲＸ周期の長さは、特に限定されるものではないが、ショートＤＲＸ周期及びロングＤ
ＲＸ周期よりも非常に長い周期であり、例えば、数秒オーダーである。例えば、拡張ＤＲ
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Ｘ周期は、ＵＥ１０とｅＮＢ１１０との間でＲＲＣコネクションが設定されていない状態
（ＲＲＣアイドル状態）において、ＵＥ１０の着信を通知するページング信号を監視する
周期（Ｐａｇｉｎｇ Ｃｈａｎｎｅｌ Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ Ｃｙｃｌｅ）と同等である
。或いは、拡張ＤＲＸ周期は、ＲＲＣアイドル状態において、ＵＥ１０の着信を通知する
ページング信号を監視する周期よりも長い。
【００５８】
　例えば、拡張ＤＲＸ周期を構成する際には、ｅＮＢ１１０から構成パラメータ（ＤＲＸ
 Ｃｏｎｆｉｇ．）が通知される。拡張ＤＲＸ周期は、ＵＥ１０からの要求に対するｅＮ
Ｂ１１０の許可に応じて構成される。或いは、拡張ＤＲＸ周期は、下り方向信号（例えば
、ＰＤＣＣＨ）を最後に受信してから所定期間が経過した場合に構成される。或いは、拡
張ＤＲＸ周期は、ショートＤＲＸ周期又はロングＤＲＸ周期が構成されてから所定期間が
経過した場合に構成される。また、他の例では、ＵＥ１０が予め静的な構成パラメータを
知っており、拡張ＤＲＸ周期は、ＵＥ１０からの要求に対するｅＮＢ１１０の許可に応じ
て構成されてもよい。
【００５９】
　なお、様々なアプリケーションを搭載するＵＥ１０の増加に伴って、所定メッセージの
送受信の増加に起因するＲＲＣ状態の遷移が増加する。これによって、ＲＡＣＨ（Ｒａｎ
ｄｏｍ Ａｃｃｅｓｓ Ｃｈａｎｎｅｌ）等の無線リソースの逼迫が予想されるため、ＵＥ
１０の頻繁なＲＲＣ状態の遷移を抑制して、ネットワークリソースの逼迫を抑制するため
に拡張ＤＲＸ周期が構成される。なお、所定メッセージは、ＵＥ１０に搭載される様々な
アプリケーションが通信相手に送信するメッセージ（キープアライブメッセージや状態更
新メッセージ）などである。
【００６０】
　（無線端末）　
　以下において、第１実施形態に係る無線端末について説明する。図７は、第１実施形態
に係るＵＥ１０を示すブロック図である。図７に示すように、ＵＥ１０は、通信部１１と
、制御部１２とを有する。
【００６１】
　通信部１１は、ｅＮＢ１１０（或いは、無線基地局２１０）から信号を受信する。或い
は、通信部１１は、ｅＮＢ１１０（或いは、無線基地局２１０）に信号を送信する。なお
、通信部１１は、例えば、アンテナ（ＭＩＭＯが用いられる場合には、複数のアンテナ）
、復調部、変調部などを有する。
【００６２】
　制御部１２は、ＵＥ１０を制御する。例えば、制御部１２は、間欠受信（ＤＲＸ）が構
成された場合において、通信部１１のオン／オフを制御する。すなわち、制御部１２は、
サービングセルから送信される下り方向信号を監視すべきオン期間において、通信部１１
をオンにして、ｅＮＢ１１０から送信される下り方向信号（例えば、ＰＤＣＣＨ）を監視
する。制御部１２は、サービングセルから送信される下り方向信号を監視すべきオン期間
以外のオフ期間において、通信部１１をオフにして、ｅＮＢ１１０から送信される下り方
向信号（例えば、ＰＤＣＣＨ）を監視しない。
【００６３】
　詳細には、制御部１２は、ＲＲＣコネクティッド状態でＤＲＸ周期が構成された場合に
、サービングセルから送信される下り方向信号を監視すべきオン期間以外の期間（すなわ
ち、オフ期間）において、所定タイミングでページング信号を監視する。なお、所定タイ
ミングは、ＰＯ（Ｐａｇｉｎｇ Ｏｃｃａｓｉｏｎ）と称されることもあり、１以上のサ
ブフレームによって構成される。なお、制御部１２は、ＲＲＣコネクティッド状態で構成
されたＤＲＸ周期のオン期間において、ＰＤＣＣＨを監視しているので、ページング信号
を受信することが可能であることは勿論である。
【００６４】
　なお、従来技術では、ＲＲＣコネクティッド状態のＵＥ１０に対しては、ページング信
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号が送信されないことに留意すべきである。第１実施形態では、ｅＮＢ１１０は、ＲＲＣ
コネクティッド状態で構成されたＤＲＸ周期のオフ期間において、ページング信号を所定
のタイミングでＵＥ１０に送信することに留意すべきである。
【００６５】
　ここで、制御部１２は、拡張ＤＲＸ周期が構成された場合にのみ、オフ期間において、
ページング信号を監視してもよい。すなわち、制御部１２は、ショートＤＲＸ周期及びロ
ングＤＲＸ周期が構成された場合には、オフ期間において、ページング信号を監視しなく
てもよい。
【００６６】
　また、制御部１２は、ページング信号の受信に応じてＤＲＸ周期を解除する。例えば、
制御部１２は、ＤＲＸ周期を解除して、下り方向信号を連続的に監視するモードに移行し
てもよい。或いは、制御部１２は、ＤＲＸ周期（例えば、拡張ＤＲＸ周期）を解除して、
ＤＲＸ周期よりも短いＤＲＸ周期（例えば、ショートＤＲＸ周期及びロングＤＲＸ周期）
を構成してもよい。或いは、制御部１２は、ＤＲＸ周期を解除して、ｅＮＢ１１０に対す
る再接続手順（Ｒｅｅｓｔａｂｌｉsｈ Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を開始してもよい。
【００６７】
　（移動通信方法）　
　以下において、第１実施形態に係る移動通信方法について説明する。図８は、第１実施
形態に係る移動通信方法を示すシーケンス図である。
【００６８】
　図８に示すように、ステップ１０において、ＵＥ１０は、接続要求（ＲＲＣ Ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ Ｒｅｑｕｅｓｔ）をｅＮＢ１１０に送信する。
【００６９】
　ステップ２０において、ｅＮＢ１１０は、接続設定（ＲＲＣ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ Ｓ
ｅｔｕｐ）をＵＥ１０に送信する。
【００７０】
　ステップ３０において、ＵＥ１０は、接続完了（ＲＲＣ Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ Ｃｏｍ
ｐｌｅｔｅ）をｅＮＢ１１０に送信する。
【００７１】
　ステップ４０において、ＵＥ１０は、ＤＲＸを構成する。例えば、ＵＥ１０は、拡張Ｄ
ＲＸ周期を構成する。
【００７２】
　ステップ５０Ａ～ステップ５０Ｃにおいて、ＵＥ１０は、サービングセルから送信され
る下り方向信号を監視すべきオン期間以外の期間（すなわち、オフ期間）において、所定
タイミングでページング信号を監視する。
【００７３】
　ステップ６０において、ＵＥ１０は、サービングセルから送信される下り方向信号を監
視すべきオン期間において、下り方向信号（例えば、ＰＤＣＣＨ）を監視する。
【００７４】
　ステップ７０において、ｅＮＢ１１０は、サービングセルから送信される下り方向信号
を監視すべきオン期間以外の期間（すなわち、オフ期間）において、所定タイミングでペ
ージング信号を送信する。
【００７５】
　ステップ８０において、ＵＥ１０は、サービングセルから送信される下り方向信号を監
視すべきオン期間において、所定タイミングでページング信号を監視する。また、ＵＥ１
０は、ページング信号を受信する。
【００７６】
　ステップ９０において、ＵＥ１０は、ページング信号の受信に応じてＤＲＸ周期を解除
する。例えば、ＵＥ１０は、ＤＲＸ周期を解除して、下り方向信号を連続的に監視するモ
ードに移行してもよい。或いは、ＵＥ１０は、ＤＲＸ周期（例えば、拡張ＤＲＸ周期）を
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解除して、ＤＲＸ周期よりも短いＤＲＸ周期（例えば、ショートＤＲＸ周期、ロングＤＲ
Ｘ周期及び連続受信）を構成してもよい。或いは、ＵＥ１０は、ＤＲＸ周期を解除して、
ｅＮＢ１１０に対する再接続手順（Ｒｅｅｓｔａｂｌｉsｈ Ｐｒｏｃｅｄｕｒｅ）を開始
してもよい。
【００７７】
　（作用及び効果）　
　実施形態では、ｅＮＢ１１０は、サービングセルから送信される下り方向信号を監視す
べきオン期間以外の期間（すなわち、オフ期間）において、ページング信号を所定のタイ
ミングで送信し、ＵＥ１０は、サービングセルから送信される下り方向信号を監視すべき
オン期間以外の期間（すなわち、オフ期間）において、ページング信号を所定のタイミン
グで監視する。
【００７８】
　これによって、非常に長いＤＲＸ周期が構成されたとしても、サービングセルから送信
される下り方向信号を監視すべきオン期間以外の期間（すなわち、オフ期間）においてペ
ージング信号を受信することによって、着信処理を行うことができる。
【００７９】
　特に、非常に長いＤＲＸ周期を有する拡張ＤＲＸ周期が構成された場合に、サービング
セルから送信される下り方向信号を監視すべきオン期間以外の期間（すなわち、オフ期間
）において、ページング信号を所定のタイミングで監視することが効果的である。
【００８０】
　上述したように、拡張ＤＲＸ周期は、所定メッセージの送受信の頻度がＲＲＣアイドル
状態においてページング信号を監視する周期（Ｐａｇｉｎｇ Ｃｈａｎｎｅｌ Ｍｏｎｉｔ
ｏｒｉｎｇ Ｃｙｃｌｅ）よりも長い場合に、ＵＥ１０の頻繁なＲＲＣ状態の遷移を抑制
して、ネットワークリソースの逼迫を抑制するために構成される。
【００８１】
　［その他の実施形態］　
　本発明は上述した実施形態によって説明したが、この開示の一部をなす論述及び図面は
、この発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な
代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなろう。
【００８２】
　例えば、拡張ＤＲＸ周期は、所定メッセージの送受信の頻度がＲＲＣアイドル状態にお
いてページング信号を監視する周期（Ｐａｇｉｎｇ Ｃｈａｎｎｅｌ Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎ
ｇ Ｃｙｃｌｅ）よりも長い場合に、ＵＥ１０の消費電力を削減するために構成される。
或いは、拡張ＤＲＸ周期は、サービングセルから送信される下り方向信号を監視すべきオ
ン期間で必要な消費電力がページング信号の監視に必要な消費電力よりも大きい場合に、
ＵＥ１０の消費電力を削減するために構成される。
【００８３】
　実施形態では特に触れていないが、サービングセルから送信される下り方向信号を監視
すべきオン期間以外の期間（すなわち、オフ期間）において、ページング信号を監視する
ために必要な構成（Ｃｏｎｆｉｇｕｒｅａｔｉｏｎ）は、ｅＮＢ１１０からＵＥ１０に対
して、ＤＲＸ周期が構成される前に送信される。ページング信号を監視するために必要な
構成は、例えば、ページング信号を監視する処理を開始する条件、サービングセルから送
信される下り方向信号を監視すべきオン期間以外の期間（すなわち、オフ期間）における
ページング信号の監視周期などである。ページング信号を監視するために必要な構成は、
例えば、ＲＲＣシグナリングでＵＥ１０に通知されてもよく、報知チャネルでＵＥ１０に
通知されてもよい。報知チャネルは、ｅＮＢ１１０から報知されるチャネルであり、ＭＩ
Ｂ（Ｍａｓｔｅｒ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｂｌｏｃｋ）やＳＩＢ（Ｓｙｓｔｅｍ Ｉｎ
ｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｂｌｏｃｋ）を搬送する。
【００８４】
　一例としては、ＤＲＸ周期（特に、拡張ＤＲＸ周期）が構成される場合において、ＵＥ
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１０からｅＮＢ１１０に対して、ＤＲＸ周期の設定要求が送信されて、ｅＮＢ１１０から
ＵＥ１０に対して、ＤＲＸ周期の設定許可が送信されるケースが考えられる。このような
ケースにおいて、ページング信号を監視するために必要な構成は、ｅＮＢ１１０からＵＥ
１０に送信される設定許可に含まれると考えられる。
【００８５】
　実施形態では特にふれていないが、拡張ＤＲＸ周期は、ページング信号を監視する周期
（Ｐａｇｉｎｇ Ｃｈａｎｎｅｌ Ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ Ｃｙｃｌｅ）を含んでいる場合
に、ページング信号を監視するタイミングがオン期間と重複する場合に、ＰＤＣＣＨを監
視して、ページング信号を監視するタイミングがオフ期間と重複する場合に、ページング
信号のみを監視してもよい。
【００８６】
　なお、ページング信号を受信するためには、専用のＰＤＣＣＨを受信する必要があるが
、実施形態では、このような専用のＰＤＣＣＨの受信については省略されている。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　本発明によれば、拡張ＤＲＸ周期などのＤＲＸ周期が構成される場合において、オフ期
間の長期化に伴う問題を抑制することを可能とする移動通信方法及び無線端末を提供する
ことができる。
 

【図１】 【図２】
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