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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　サブフレーム単位で伝送出力を制御する無線通信システムにおける端末の省電力方法で
あって、
　前記端末の省電力モードに対するしきい値情報及び前記しきい値情報に対応する基準パ
ターン情報を含む制御情報を基地局から受信するステップと、
　前記端末が省電力モードで動作するように設定されたかを確認するステップと、
　省電力モード動作設定時、前記基準パターン情報に基づいてダウンリンク制御チャンネ
ルの受信またはデコーディングするか否かを決定するステップと、を含み、
　前記基準パターン情報は、複数のＡＢＳパターンのうちの省電力モードの基準パターン
に使用するパターン情報を指示する情報を含み、互いに異なる基準パターン情報は、互い
に異なるしきい値に対応する
　ことを特徴とする、省電力方法。
【請求項２】
　前記制御情報は、省電力モード動作指示情報をさらに含む
　ことを特徴とする、請求項１に記載の省電力方法。
【請求項３】
　前記決定するステップは、前記基準パターン情報がほとんど空のサブフレーム（Almost
 Black Subframe：ＡＢＳ）に対応する時点では前記ダウンリンク制御チャンネルの受信
またはデコーディングを遂行する
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　ことを特徴とする、請求項２に記載の省電力方法。
【請求項４】
　前記決定するステップは、前記基準パターン情報がＡＢＳに対応しない時点では前記ダ
ウンリンク制御チャンネルの受信またはデコーディングを遂行しない
　ことを特徴とする、請求項２に記載の省電力方法。
【請求項５】
　前記基準パターン情報がＡＢＳに対応しない時点では前記基地局からユニキャストデー
タまたは制御情報を受信しない
　ことを特徴とする、請求項２に記載の省電力方法。
【請求項６】
　前記決定するステップは、
　基地局に報告したチャンネル測定値と前記しきい値とを比較するステップと、
　前記チャンネル測定値が前記しきい値より小さければ、ＡＢＳに対応するサブフレーム
で前記ダウンリンク制御チャンネルの受信またはデコーディングを遂行しない
　ことを特徴とする、請求項１に記載の省電力方法。
【請求項７】
　前記決定するステップは、前記チャンネル測定値が前記しきい値より大きければ、ＡＢ
Ｓに対応するサブフレームで前記ダウンリンク制御チャンネルの受信またはデコーディン
グを遂行する
　ことを特徴とする、請求項６に記載の省電力方法。
【請求項８】
　前記基準パターン情報は、ビットマップ形式に構成される
　ことを特徴とする、請求項１に記載の省電力方法。
【請求項９】
　サブフレーム単位で伝送出力を制御する無線通信システムにおける省電力端末であって
、
　基地局と信号を送受信する送受信部と、
　前記省電力端末の省電力モードに対するしきい値情報及び前記しきい値情報に対応する
基準パターン情報を含む制御情報を前記基地局から受信し、前記省電力端末が省電力モー
ドで動作するように設定されたかを確認し、省電力モード動作の設定時、前記基準パター
ン情報に基づいてダウンリンク制御チャンネルの受信またはデコーディングするか否かを
決定する電力制御部と、を含み、
　前記基準パターン情報は複数のＡＢＳパターンのうちの省電力モードの基準パターンに
使用するパターン情報を指示する情報を含み、互いに異なる基準パターン情報は、互いに
異なるしきい値に対応する
　ことを特徴とする、端末。
【請求項１０】
　前記制御情報は、省電力モード動作指示情報をさらに含む
　ことを特徴とする、請求項９に記載の端末。
【請求項１１】
　前記電力制御部は、前記基準パターン情報がほとんど空のサブフレーム（Almost Black
 Subframe：ＡＢＳ）に対応する時点では前記ダウンリンク制御チャンネルの受信または
デコーディングを遂行するように制御する
　ことを特徴とする、請求項１０に記載の端末。
【請求項１２】
　前記電力制御部は、前記基準パターン情報がＡＢＳに対応しない時点では前記ダウンリ
ンク制御チャンネルの受信またはデコーディングを遂行しない
　ことを特徴とする、請求項１０に記載の端末。
【請求項１３】
　前記電力制御部は、前記基準パターン情報がＡＢＳに対応しない時点では前記基地局か
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らユニキャストデータまたは制御情報を受信しないように制御する
　ことを特徴とする、請求項１０に記載の端末。
【請求項１４】
　前記電力制御部は、基地局に報告したチャンネル測定値と前記しきい値とを比較し、前
記チャンネル測定値が前記しきい値より小さければＡＢＳに対応するサブフレームで前記
ダウンリンク制御チャンネルの受信またはデコーディングを遂行しないように制御する
　ことを特徴とする、請求項９に記載の端末。
【請求項１５】
　前記電力制御部は、前記チャンネル測定値が前記しきい値より大きければ、ＡＢＳに対
応するサブフレームで前記ダウンリンク制御チャンネルの受信またはデコーディングを遂
行するように制御する
　ことを特徴とする、請求項１４に記載の端末。
【請求項１６】
　前記基準パターン情報は、ビットマップ形式に構成される
　ことを特徴とする、請求項９に記載の端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は無線通信システムにおける端末の省電力方法に関し、より詳しくは、 eICIC/T
ime-domainI CIC技術が適用された場合、端末機の省電力方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、移動通信システムはユーザの移動性を確保しながら通信を提供するための目的
として開発された。このような移動通信システムは、技術が飛躍的に発展するにつれて、
音声通信は勿論、高速のデータ通信サービスを提供することができる段階に至った。近来
には、次世代の移動通信システムのうちの１つとして３ＧＰＰ（３rd Generation Partne
rship Project）でＬＴＥ（Long Term Evolution）に対する規格作業が進行中である。Ｌ
ＴＥは２０１０年ほどを商用化目標にして現在提供されているデータ転送率より高い最大
１００Ｍｂｐｓ位の転送速度を有する高速パケット基盤の通信を具現する技術である。一
方、データサービスは音声サービスとは異なり、転送しようとするデータの量とチャンネ
ル状況によって割り当てることができる資源などが決まる。したがって、移動通信システ
ムのような無線通信システムでは、スケジューラーで転送しようとする資源の量とチャン
ネルの状況及びデータの量などを考慮して転送資源を割り当てる等の管理がなされる。こ
れは、次世代の移動通信システムのうちの１つのＬＴＥでも同一になされて、基地局に位
置したスケジューラーが無線転送資源を管理し割り当てる。最近、ＬＴＥ通信システムに
さまざまな新技術を接続して転送速度を向上させる進化したＬＴＥ通信システム（ＬＴＥ
－Ａ：LTE-Advanced）に対する議論が本格化している。
【０００３】
　上記新しく導入される技術のうちには進歩したセル間干渉制御方法があり、これをｅＩ
ＣＩＣ（Enhanced Inter-Cell Interference Coordination）/Time-domain ICICと表現す
ることもできる。eICIC/Time-domain ICICはセル間干渉を減らす技術であって、サブフレ
ーム（subframe）単位で干渉を与えるセルが送信出力を低めるか、初めからデータを転送
しなくて、隣接セルに該当サブフレームに対する干渉を減らす技術である。
【０００４】
　該当隣接セル内の端末は、該当サブフレームに限り、チャンネル測定を遂行して上記セ
ルと無線リンクを維持し、データを転送することができる機会を得ることができる。この
ようなサブフレームをＡＢＳ（Almost Blank Subframe）といい、一定のパターンを有し
て適用される。即ち、ＡＢＳでは干渉を与えるセルが送信出力を低めるか、データを転送
しないので、上記隣接セルの内の端末は上記干渉を与えるセルから干渉を受けず、さまざ
まな動作を遂行することができる。上記ＡＢＳサブフレームを適用することによって端末
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機はサービングセルに対するメジャーメント、隣接セルに対するメジャーメント、ＣＱＩ
（Channel Quality Information）／ＣＳＩ（Channel Status Information）報告のため
のサービングセルに対する測定がサブフレーム単位に制限され、各々の目的に対してどの
サブフレームを制限してメジャーメント／チャンネル測定を遂行することかに対するパタ
ーン情報が端末にＲＲＣ（Radio Resource Control）シグナルリングに伝えられる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　　前述したeICIC/Time-domain ICICでは端末機の省電力方法に対する多様な議論が進行
中である。これによって、上記eICIC/Time-domain ICICが適用された場合、端末機の省電
力方法が必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　　本発明では、eICIC/Time-domain ICIC技術が適用された場合、端末機の省電力方法を
定義する。eICIC/Time-domain ICIC技術が適用された場合、上記技術のパターン情報を再
使用して端末機が特定サブフレームのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーディングする
動作を省略することによって、端末機の省電力効果が得られる。上記ＰＤＣＣＨチャンネ
ルを受信／デコーディングする動作を省略する該当サブフレームを選択するに当たって、
上記eICIC／Time-domain ICIC技術に適用されたパターン情報と共に、基地局からの上記
省電力方法を適用するか否かに対する指示情報や端末機の特定チャンネルに対するチャン
ネル測定値／情報を使用することができる。
【０００７】
　　本発明のサブフレーム単位で転送出力を制御する無線通信システムにおける端末の省
電力方法は、上記端末の省電力モードに対する基準パターン情報を含む制御情報を基地局
から受信するステップ、上記端末が省電力モードで動作するように設定されたかを確認す
るステップ、及び省電力モード動作設定時、上記基準パターン情報に基づいてダウンリン
ク制御チャンネルの受信またはデコーディングするか否かを決定するステップを含むこと
を特徴とする。
【０００８】
　　また、本発明のサブフレーム単位で転送出力を制御する無線通信システムにおける省
電力端末は、基地局と信号を送受信する送受信部、及び上記端末の省電力モードに対する
基準パターン情報を含む制御情報を上記基地局から受信し、上記端末が省電力モードで動
作するように設定されたかを確認し、省電力モード動作設定時、上記基準パターン情報に
基づいてダウンリンク制御チャンネルの受信またはデコーディングするか否かを決定する
電力制御部を含むことを特徴とする。
【０００９】
　　本発明によれば、eICIC／Time-domain ICICが適用されたシステムで、効率的な電力
制御が遂行できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】３ＧＰＰシステム構造の一実施形態を示す図である。
【図２】マクロ（Macro）セル－ＣＳＧ（Closed Subscriber Group）セル間干渉シナリオ
を示す図である。
【図３】マクロセル－ピコ（Pico）セル間干渉シナリオを示す図である。
【図４】マクロセル－ＣＳＧセル間、マクロセル－ピコセル間タイムドメイン（time-dom
ain）干渉解決方案を示す図である。
【図５】本発明で提案するヘットネット環境での端末機の効率的な省電力方法の一実施形
態を示す図である。
【図６】本発明で提案するヘットネット環境での端末機の効率的な省電力方法の他の実施
形態を示す図である。
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【図７】本発明の実施形態に対する基地局と基地局との間のシグナリング方法の一実施形
態を示す図である。
【図８】本発明の第１及び第２実施形態に対する基地局動作フローチャート（基地局と端
末との間）である。
【図９】本発明の第１及び第２実施形態に対する端末機動作フローチャートである。
【図１０】ＤＲＸ状態端末機の動作に対する一実施形態を示す図である。
【図１１】本発明の第１及び第２実施形態に対するＤＲＸ状態の端末機の動作フローチャ
ートである。
【図１２】本発明の第１及び第２実施形態に対する基地局の装置ブロック図である。
【図１３】本発明の第１及び第２実施形態に対する端末機の装置ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　　以下、添付した図面を参照して本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。この際
、添付した図面において同一な構成要素はできる限り同一な符号で表していることに留意
しなければならない。また、本発明の要旨を曖昧にすることができる公知機能及び構成に
対する詳細な説明は省略する。
【００１２】
　　また、本発明の実施形態を具体的に説明するに当たって、ＬＴＥ（Long Term Evolut
ion）またはＬＴＥ－Ａ（Long Term Evolution-Advanced）システムを主な対象とするが
、本発明の主要な要旨は類似の技術的背景及びチャンネル形態を有するその他の通信シス
テムにも本発明の範囲から大きく外れない範囲で若干の変形により適用可能であり、これ
は本発明の技術分野で熟練した技術的知識を有する者の判断により可能である。例えば、
搬送波の結合をサポートするマルチキャリアＨＳＰＡ（multicarrier HSPA）にも本発明
の主要要旨を適用可能である。
【００１３】
　　ＬＴＥシステムでは多様なタイプのセルを有している。例えば、ＣＳＧ（Closed Sub
scriber Group）セルは予め選択された端末機のみ一般サービスを提供する。上記ＣＳＧ
セルは主に個人網や企業網など、主要サービス対象が定まっており、サービス半径が短い
。ピコ（Pico）セルは短いサービス半径を有しており、主にトラフィック要求が頻繁なホ
ットスポット（hot spot）地域に設けられる。
【００１４】
　　ＣＳＧセルが選択された端末機のみ一般サービスを提供する一方、ピコセルはそうで
ない。上記のＣＧＳセルまたはピコセルはサービス半径がマクロ（Macro）セルに比べて
相対的に短いし、１マクロセルのサービス半径の内に多数個のＣＳＧセル、ピコセルが存
在することがあり、これによって、マクロセルとＣＳＧセル、またはピコセル間に強い干
渉を起こすことができる。
【００１５】
　　図１は、本発明の実施形態に従う３ＧＰＰ ＬＴＥシステムの構造を示す図である。
【００１６】
　　図１を参照すると、ＬＴＥシステムは複数個の進化した基地局（ｅＮＢｓ）１０５、
１１０、１１５、及び１２０、移動性管理エンティティー（ＭＭＥ）１２５、サービスゲ
ートウェイ（Ｓ－ｇＷ）１３０を含むことができる。各基地局１０５、１１０、１１５、
及び１２０は各ＭＭＥ１２５とＳ－ＧＷ１３０と通信連結を提供することができる。ＭＭ
Ｅ１２５とＳ－ＧＷ１３０は、各基地局１０５、１１０、１１５、及び１２０に対し、パ
ケットデータフォワーディングと受信、制御と機能送受信の実行などを遂行することがで
きる。図１の例示において、端末１３５は基地局１０５のサービスカバレッジの中に提供
される。したがって、端末１３５により遂行される通信が提供され、基地局１０５により
制御される。例えば、端末１３５による通信資源は基地局１０５により提供される。
【００１７】
　　図２は、マクロセルとＣＳＧセルとの間の干渉シナリオを説明するための図である。
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【００１８】
　　端末機２０５は、マクロセル２００と連結されてサービスを受けている。この際、該
当端末機がＣＳＧセル２１０のサービスの中心領域に移動していることと仮定する。仮に
、上記端末機がＣＳＧセルの一般サービスの提供を受けることができるメンバー（Member
）でなければ、ＣＳＧセルのダウンリンク／アップリンク信号は上記端末機に大きい強さ
の干渉信号として作用するようになって、マクロセルとの通信を妨害する。上記シナリオ
でＣＳＧセルは干渉を与える攻撃（Aggressor）セルとなり、マクロセルは干渉を受ける
犠牲（Victim）セルとなる。
【００１９】
　　図３は、マクロセルとピコセルとの間の干渉シナリオを説明するための図である。
【００２０】
　　端末機３０５は、ピコセル３１０と連結されてサービスを受けている。この際、該当
端末機がマクロセル３００の基地局方向のピコセルバウンダリ（Boundary）領域に移動し
ていることと仮定する。マクロセルのダウンリンク／アップリンク信号は、上記端末機に
大きい強さの干渉信号として作用するようになって、ピコセルとの通信を妨害する。マク
ロセルにハンドオーバーするようになれば、このようなマクロセルからの干渉を抑制する
ことができるが、セル運用上、ピコセルがより多いユーザをサービスすることを願うこと
ができ、このためにピコセルのバウンダリ領域に位置したユーザはピコセルからサービス
を受けることができなければならない。上記シナリオでマクロセルは干渉を与える攻撃セ
ルとなり、ピコセルは干渉を受ける犠牲セルとなる。
【００２１】
　　eICIC／Time-domain ICICは、このようなセル間干渉シナリオで攻撃セルから犠牲セ
ルへの干渉を減らす技術である。攻撃セルはサブフレーム（Subframe）単位で一定パター
ンに従って送信出力を低めるか、初めからデータを転送しなくて、該当サブフレームに対
する犠牲セルが経る干渉を減らす。一方、犠牲セルの内の端末機は攻撃セルが送信出力を
低めるか、データを転送しないサブフレームに限り、チャンネル測定を遂行し、上記犠牲
セルとの無線リンクを維持し、データを転送することができる機会を得ることができる。
このようなサブフレームをＡＢＳ（Almost Blank Subframe）といい、一定のパターンで
適用する。
【００２２】
　　図４は、ｅＩＣＩＣ技術で適用されるパターンを説明するための図である。
【００２３】
　　犠牲セルの連続したサブフレーム構造４００と攻撃セルの連続したサブフレーム構造
４０５がある。攻撃セルにおいて、送信出力を低めるか、初めからデータを転送しないサ
ブフレームをＡＢＳと称し、図面上、４１０に該当する。以外のサブフレームは従来の電
力制御に基づいてデータを転送することができる。
【００２４】
　　ＡＢＳサブフレームでは、同一時間に転送される犠牲セルのサブフレームに小さい干
渉を起こすか、初めから干渉を起こさないが、そうでないサブフレーム４１５では大きい
干渉を起こすようになる。犠牲セルはＡＢＳサブフレームの位置によって徐ビング（Serv
ing）セルに対するメジャーメント、隣接（Neighbouring）セルに対するメジャーメント
、サービング（Serving）セルに対するＣＱＩ（Channel Quality Information）／ＣＳＩ
（Channel Status Information）目的のチャンネル測定をサブフレーム単位に制限する。
制限されるサブフレームサブフレームとそうでないサブフレームは、各々０、１として表
現されるビットマップ（Bitmap）形式のパターン情報であって、基地局から端末に制御シ
グナル、例えば、ＲＲＣ（Radio Resource Control）シグナリングされ、“１”と表現す
るサブフレームは該当メジャーメント／チャンネル測定が制限されない。
【００２５】
　　上記ビットマップ形式のパターン情報は、目的によって別途にシグナリングされる。
即ち、サービングセルに対するメジャーメントを制限するための目的のパターン情報、隣
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的のチャンネル測定を制限するためのパターン情報が各々転送され、各パターンによって
該当メジャーメント／チャンネル測定が制限される。
【００２６】
　　図４がサービングセルに対するメジャーメントを制限するための目的のパターン情報
と仮定すれば、“１”にシグナリングされる該当サブフレーム４２０はサービングセルの
メジャーメントが制限されずに可能であり、一方、“０”にシグナリングされる該当サブ
フレーム４２５はサービングセルのメジャーメントが制限される（サービングセルのメジ
ャーメントを該当サブフレームで遂行しない）。ＦＤＤの場合には４０ビットのビットマ
ップが使われ、ＴＤＤの場合にはＴＤＤ設定によってビットマップサイズが変わる。ＴＤ
Ｄ設定０は７０ビットのビットマップ、ＴＤＤ設定１～５は２０ビットのビットマップ、
ＴＤＤ設定６は６０ビットのビットマップを使用する。ＣＱＩ／ＣＳＩ目的のチャンネル
測定を制限するためのパターン情報は、２つのパターンを有し、端末機はＣＱＩ／ＣＳＩ
報告のための構成（Configuration）情報を上記２つのパターンに対して別途に有するこ
とによって、上記２つのパターンに対する別途のＣＱＩ／ＣＳＩ報告を遂行する。以下は
上位階層シグナリングであるＲＲＣメッセージのうちの１つであるRRC Connection Recon
figurationを通じてシグナリングされるサービングセルに対するメジャーメントを制限す
るためのパターン情報、隣接セルに対するメジャーメントを制限するためのパターン情報
、ＣＱＩ／ＣＳＩ目的のチャンネル測定を制限するためのパターン情報の一例である。
【００２７】
【表１】

【００２８】
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【表２】

【００２９】
【表３】

【００３０】
　　図５は、本発明の第１実施形態で提案するヘットネット（HetNet）環境での端末機の
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効率的な省電力方法の一実施形態を示す図である。
【００３１】
　　ヘットネットシナリオで、５０５サービング（Serving）基地局は上記基地局に連結
された５０１特定端末機にＲＲＣ（Radio Resource Control）レイヤ（Layer）の制御メ
ッセージ（一例：RRC Connection Reconfigurationメッセージ）やＭＡＣ（Medium Acces
s Control）レイヤのＣＥ（Control Element）メッセージを通じて、省電力モード動作指
示情報及び上記端末の省電力モードに対する基準パターン情報を含む制御情報を端末に転
送する。より具体的に、基地局は追加省電力モードで端末機が動作するか否かを指示する
情報（information indicating if additional power saving is enabled or disabled）
と、仮に追加省電力モードで端末機が動作すれば、図４で既説明した複数個のパターン情
報のうち、どのパターン情報を追加省電力モードの基準（reference）パターンに使用す
るかを知らせてくれる情報（information indicating which pattern should be used as
 a reference for additional power saving）を上記端末機に転送する（５１１）。
【００３２】
　　上記追加省電力モードで端末機が動作するか否かを指示する情報は、一例として１ビ
ット識別子としてシグナリングできる（一例：“１”値を有すれば追加省電力モードで端
末機が動作、“０”値を有すれば追加省電力モードで端末機が動作しない。本発明では値
に従う反対解釈も排除しない）。
【００３３】
　　また、上記どのパターン情報を追加省電力モードの基準（reference）パターンに使
用するかを知らせてくれる情報は、一例として２ビット整数値や４ビットのビットマップ
（Bitmap）値としてシグナリングできる（２ビット整数使用の一例：“００”－パターン
１、“０１”－パターン２、“１０”－パターン３のサブパターン１、“１１”－パター
ン３のサブパターン２とマッピング、４ビットのビットマップ使用の一例：ＭＳＢ（Most
 Significant Bit）からパターン１、パターン２、パターン３のサブパターン１、パター
ン３のサブパターン２の順に各々のビットを解釈し、“１”の値を有する位置のビットに
該当するパターン情報が追加省電力モードの基準（reference）パターンに使用すること
を知らせる。例えば、“００１０”値であれば、上記仮定によればＭＳＢからの３番目に
位置したビットが“１”の値を有するので、上記３番目の位置のビットにマッピングされ
るパターン３のサブパターン１が追加省電力モードの基準（reference）パターンに使用
することを知らせる。本発明では、ビット位置に従うパターン間の異なるマッピング解釈
や値に従う反対解釈も排除しない。）
【００３４】
　　一般に、複数個のパターン情報が追加省電力モードの基準（reference）パターンに
使用する場合、ビットマップ情報を使用する。上記どのパターン情報を追加省電力モード
の基準（reference）パターンに使用するかを知らせる情報は５１１で省略されることも
でき、この場合には規格上、どのパターンが使われるかを定義する。
【００３５】
　　５１１メッセージの受信された端末機は、仮に追加省電力モードで端末機が動作する
ことを指示していると、追加省電力モードの基準（reference）パターンを参照して、上
記基準（reference）パターンの“０”とマッピングされるサブフレームに対してはユニ
キャスト（Unicast）データ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨ（Physical Dedicated 
Control Channel）チャンネルの受信／デコーディング（Decoding）動作を省略する（５
２１）。そして、上記基準（reference）パターンの“１”とマッピングされるサブフレ
ームに対してのみユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを
受信／デコーディングする動作を遂行する。
【００３６】
　　一例として、５１１でシグナリングされる情報が追加省電力モードで端末機が動作す
ることを指示しており（E. g. Enabled）、シグナリングされるか、規格的に明示される
基準（reference）パターンがパターン３－サブパターン１であり、上記パターン情報が
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５３１に従うと仮定すれば、上記端末機は５３１パターンのうち、“１”にマッピングさ
れるサブフレームに対してのみユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨ
チャンネルを受信／デコーディングする動作を遂行し（５４１）、一方、５３１パターン
のうち、“０”にマッピングされるサブフレームに対してはユニキャストデータ／制御情
報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネル受信／デコーディングする動作を省略する（５４
５）。
【００３７】
　　端末機は上記ＰＤＣＣＨチャンネル受信／デコーディングする動作を省略することで
、追加的な省電力の効果を創出することができる。５０５基地局は５１１メッセージが成
功的に端末機に転送され、仮に追加省電力モードで端末機が動作することを指示すれば、
上記基準（reference）パターンの“０”にマッピングされるサブフレームに対してはユ
ニキャストデータ／制御情報をスケジューリング（Scheduling）しない（５２５）。
【００３８】
　　図６は、本発明の第２実施形態で提案するヘットネット環境での端末機の効率的な省
電力方法を示す図である。
【００３９】
　　ヘットネットシナリオで、６０５サービング基地局は上記基地局に連結された６０１
特定端末機に少なくとも１つ以上の比較しきい値情報及び上記端末の省電力モードに対す
る基準パターン情報を含む制御情報を転送する。より具体的に、基地局はＲＲＣレイヤの
制御メッセージ（一例：RRC Connection Reconfigurationメッセージ）やＭＡＣレイヤの
ＣＥメッセージを通じて、単一または複数個のしきい値情報（（multiple）threshold in
formation to be compared with the（latest）corresponding reported CQI/CSI）、及
び上記しきい値情報がシグナリングされる場合（即ち、追加省電力モードで端末機が動作
すれば）、図４で既説明した複数個のパターン情報のうち、どのパターン情報を追加省電
力モードの基準（reference）パターンに使用するかを知らせてくれる情報（information
 indicating which pattern should be used as a reference for additional power sav
ing）を上記端末機に転送する（６１１）。
【００４０】
　　上記しきい値情報は端末機の特定チャンネル測定値と比較するためのものであり、上
記比較結果によって端末機は該当基準（reference）パターンの“１”とマッピングする
サブフレームに対してユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネ
ルを受信／デコーディングする動作を遂行するか否かを決定する（一例として、端末機の
特定チャンネル測定値が上記しきい値より悪いと、該当基準（reference）パターンの“
１”とマッピングするサブフレームに対してユニキャストデータ／制御情報送受信のため
のＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーディングする動作を省略する。本発明では、しき
い値との比較結果に従う反対解釈も排除しない）。
【００４１】
　　図６では、上記端末機の特定チャンネル測定値の一例として端末機が報告するＣＱＩ
／ＣＳＩチャンネル測定値に基づいて説明するが、本発明では端末機の他のチャンネル測
定値の使用を排除しない（一例として、ＣＲＳ（Common Reference Signal）チャンネル
に対して測定したＲＳＲＰ（Reference Signal Received Power）値やＲＳＲＱ（Referen
ce Signal Received Quality）、または他のデータ／制御チャンネルに対して測定したＳ
ＩＮＲ（Signal to Interference-plus-Noise Ratio）などが使用できる）。
【００４２】
　　上記のように、本発明の実施形態によれば、基地局は単一または複数個のしきい値情
報を端末にシグナリングすることができる。この場合、上記複数個のしきい値は複数個の
パターンが追加省電力モードの基準（reference）パターンに使われ、上記基準（referen
ce）パターン別に異なるしきい値を適用するための目的として使われる。
【００４３】
　　図６では、端末機が報告するＣＱＩ／ＣＳＩチャンネル測定値に対するしきい値を仮



(11) JP 5990545 B2 2016.9.14

10

20

30

40

50

定して説明する。しきい値情報の一例として、Ｎビットの整数値が使われることができ、
どのパターン情報を追加省電力モードの基準（reference）パターンに使用するかを知ら
せてくれる情報は、一例として２ビット整数値や４ビットのビットマップ（Bitmap）値と
してシグナリングできる（２ビット整数の使用の一例：“００”－パターン１、“０１”
－パターン２、“１０”－パターン３のサブパターン１、“１１”－パターン３のサブパ
ターン２とマッピング、４ビットのビットマップ使用の一例：ＭＳＢ（Most Significant
 Bit）からパターン１、パターン２、パターン３のサブパターン１、パターン３のサブパ
ターン２の順に各々のビットを解釈し、“１”の値を有する位置のビットに該当するパタ
ーン情報が追加省電力モードの基準（reference）パターンに使用することを知らせる。
例えば、“００１０”値であれば、上記の仮定によればＭＳＢからの３番目に位置したビ
ットが“１”の値を有するので、上記３番目の位置ビットにマッピングされるパターン３
のサブパターン１が追加省電力モードの基準（reference）パターンに使用することを知
らせる。本発明では、ビット位置に従うパターン間の他のマッピング解釈や値に従う反対
解釈も排除しない）。一般的に複数個のパターン情報が追加省電力モードの基準（refere
nce）パターンに使用する場合、ビットマップ情報を使用する。上記どのパターン情報を
追加省電力モードの基準（reference）パターンに使用するかを知らせてくれる情報は６
１１で省略されることもでき、この場合には規格上にどのパターンが使われるかを定義す
る。一例として、６１１では１つまたは２つのチャンネル測定比較しきい値情報のみ転送
し、追加省電力モードの基準（reference）パターンはパターン３－サブパターン１、パ
ターン３－サブパターン２の複数個のパターンを使用することに規格として定義すること
ができる。
【００４４】
　　基準（reference）パターンに使われるパターンの個数に関わらず、１つのチャンネ
ル測定比較しきい値のみ転送されれば、全ての基準（reference）パターンに上記チャン
ネル測定比較しきい値が同一に適用され、複数個のチャンネル測定比較しきい値が転送さ
れれば、ルールにより暗黙的に（一例として、最初のしきい値はシグナリングされる最初
の基準（reference）パターンにマッピングされ、２番目のしきい値はシグナリングされ
る２番目の基準（reference）パターンにマッピングされるか、または各しきい値を規格
的にどの基準（reference）パターンとマッピングされるかを定義する）、またはシグナ
リングにより明示的に（特定しきい値がどの基準（reference）パターンとマッピングさ
れるかに対する情報をシグナリングする）各しきい値と該当基準（reference）パターン
をマッピングさせなければならない。
【００４５】
　　６１１メッセージの受信された端末機は基準（reference）パターンにマッピングさ
れるＣＱＩ／ＣＳＩチャンネル測定の報告値と上記基準（reference）パターンに対する
チャンネル測定比較しきい値とを比較してユニキャストデータ／制御情報送受信のための
ＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーディングするか否かを決定する。
【００４６】
　　より具体的に、端末機は基準（reference）パターンにマッピングされるＣＱＩ／Ｃ
ＳＩチャンネル測定の報告値が基準パターンに対するチャンネル測定比較しきい値より悪
いか（等しいか）小さければ、上記基準（reference）パターンの“１”とマッピングさ
れるサブフレームに対してはユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチ
ャンネルを受信／デコーディングする動作を省略する（６２１）。即ち、上記基準（refe
rence）パターンの“１”とマッピングされるサブフレームに対してユニキャストデータ
／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーディングする動作は、上
記基準（reference）パターンにマッピングされるＣＱＩ／ＣＳＩチャンネル測定の報告
値が上記基準（reference）パターンに対するチャンネル測定比較しきい値より良いか（
等しいか）大きい時のみに遂行する。
【００４７】
　　一例として、５１１で１つのチャンネル測定比較しきい値情報の受信を受けて、シグ
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ナリングされるか、規格的に明示される基準（reference）パターンがパターン３－サブ
パターン１、パターン３－サブパターン２であり、パターン３－サブパターン１情報が６
３１に従い、パターン３－サブパターン２情報が６４１に従い、６５１、６５３、６５５
、６５７の一連のＣＱＩ／ＣＳＩ報告がパターン３－サブパターン１に対するＣＳＩ／Ｃ
ＱＩ報告であり、６６１、６６３、６６５、６６７の一連のＣＱＩ／ＣＳＩ報告がパター
ン３－サブパターン２に対するＣＳＩ／ＣＱＩ報告と仮定する。６５１のＣＱＩ／ＣＳＩ
測定報告値が６１１で受信されたチャンネル測定比較しきい値より良いか／大きければ、
上記端末機は６３１パターンの“１”とマッピングされるサブフレームに対してユニキャ
ストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーディングする
動作を遂行する。
【００４８】
　　一方、６５３のＣＱＩ／ＣＳＩ測定報告値は、６１１で受信されたチャンネル測定比
較しきい値より悪いか／小さいので、上記端末機は６５３の以後の（次のＣＱＩ／ＣＳＩ
報告時点６５５まで）６３１パターンの“１”とマッピングされるサブフレームに対して
ユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーディ
ングする動作を省略する。
【００４９】
　　６５５、６５７のＣＱＩ／ＣＳＩ測定報告値は、６１１で受信されたチャンネル測定
比較しきい値より良いか／大きいので、上記端末機は各々６５５、６５７の以後の（次の
ＣＱＩ／ＣＳＩ報告時点まで）６３１パターンの“１”とマッピングされるサブフレーム
に対してユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デ
コーディングする動作を遂行する。
【００５０】
　　次に、６４１パターン３－サブパターン２に対するＣＳＩ／ＣＱＩ報告を説明する。
６６１、６６３のＣＱＩ／ＣＳＩ測定報告値は６１１で受信されたチャンネル測定比較し
きい値より悪いか／小さいので、上記端末機は各々６６１、６６３の以後の（次のＣＱＩ
／ＣＳＩ報告時点まで）６４１パターンの“１”とマッピングされるサブフレームに対し
てユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーデ
ィングする動作を省略する。
【００５１】
　　一方、６６５のＣＱＩ／ＣＳＩ測定報告値は、６１１で受信されたチャンネル測定比
較しきい値より良いか／大きいので、上記端末機は６６５の以後の（次のＣＱＩ／ＣＳＩ
報告時点６６７まで）６４１パターンの“１”とマッピングされるサブフレームに対して
ユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーディ
ングする動作を遂行する。６６７のＣＱＩ／ＣＳＩ測定報告値は、６１１で受信されたチ
ャンネル測定比較しきい値より悪いか／小さいので、上記端末機は６６７の以後の（次の
ＣＱＩ／ＣＳＩ報告時点まで）６４１パターンの“１”とマッピングされるサブフレーム
に対してユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デ
コーディングする動作を省略する。
【００５２】
　　６７１は端末機がユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネ
ルの受信／デコーディングを遂行する各パターンの“１”とマッピングされるサブフレー
ムを表し、６７３は端末機がユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチ
ャンネルを受信／デコーディングを省略する各パターンの“１”とマッピングされるサブ
フレームを表す。
【００５３】
　　６０５基地局は６１１メッセージが成功的に端末機に転送され、仮に追加省電力モー
ドで端末機が動作すれば、以後、上記端末機から報告されるＣＱＩ／ＣＳＩ測定報告値が
６１１のチャンネル測定比較しきい値より悪いか／小さければ、上記ＣＱＩ／ＣＳＩ報告
の以後の（次のＣＱＩ／ＣＳＩ報告時点まで）上記ＣＱＩ／ＣＳＩ測定報告に該当するパ
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ターンの“１”とマッピングされるサブフレームに対してはユニキャストデータ／制御情
報をスケジューリングしない（６２５）。
【００５４】
　　図６では、端末機が報告したＣＱＩ／ＣＳＩ測定報告値を６１１で受信されたチャン
ネル測定比較しきい値と比較して、その結果、ユニキャストデータ／制御情報送受信のた
めのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーディングする動作の遂行／省略を適用する開始
時点をＣＱＩ／ＣＳＩ測定報告サブフレームの次のサブフレームに、一例として仮定して
説明した。しかしながら、本発明ではＣＱＩ／ＣＳＩ測定報告サブフレームの“Ｘ”サブ
フレームの後、サブフレームから適用することも排除しない。この場合、“Ｘ”はサービ
ング基地局から明示的に端末機にシグナリングされるか、規格的に特定値として定義でき
る。
【００５５】
　　図７は、第１実施形態または第２実施形態に対する基地局と基地局との間のシグナリ
ング方法の一実施形態を示す順序図である。
【００５６】
　　図７では、一例として７０１はマクロセルを制御する基地局（以下、マクロ基地局と
称する）を、７０５はＣＳＧ／ピコセルを制御する基地局（以下、ＣＳＧ／ピコ基地局と
称する）を仮定するが、本発明では７０１がＣＳＧ／ピコセルを制御する基地局であり、
７０５がマクロセルを制御する基地局であることを排除しない。
【００５７】
　　まず、７０１マクロ基地局は端末の省電力モードに対する基準パターン情報を含む制
御情報を端末にシグナリングする（７１１）。より具体的に、７０１のマクロ基地局はＣ
ＳＧ／ピコ基地局に既説明したＡＢＳサブフレームがどのように構成されていているかに
対する情報を提供するＡＢＳパターン情報や、パターン１、パターン２、パターン３のパ
ターン情報を直接的にまたは間接的に（パターン１、パターン２、パターン３の直接的パ
ターン情報でなく、上記パターンを生成するための基地局間のインターフェースＸ２／Ｓ
１で定義されるパターン情報）シグナリングする。
【００５８】
　　上記パターン情報と共に、７０１基地局は７０５基地局に７０５基地局の端末機に追
加省電力モードで動作させることができることを指示する情報（additional power savin
g indication、第１実施形態に適用）や、単一または複数個のＣＱＩ／ＣＳＩチャンネル
測定比較しきい値（threshold information for CQI/CSI、第２実施形態に適用）情報を
シグナリングする（７１１）。
【００５９】
　　また、図７では図示していないが、追加省電力モードの基準（reference）パターン
に、パターン１、パターン２、パターン３－サブパターン１、パターン３－サブパターン
２のうち、どのパターンを使用するかに対する情報を追加的にシグナリングすることもで
きる。
【００６０】
　　７１１を受信した７０５基地局は、７１１で受信されたパターン情報と追加省電力モ
ードのための構成情報をそのまま収容することを知らせるシグナリングを転送するか（７
２１）、または７１１で受信されたパターン情報や追加省電力モードのための構成情報に
従うことができないことを知らせるシグナリングを転送することができる（７３１）。
【００６１】
　　７３１の場合、７０５基地局が提案するパターン情報（suggested pattern informat
ion）を含むか、追加省電力モードを使用しないことを指示する情報（no additional pow
er saving indication）を含むか、７０５基地局が提案する追加省電力モードに使用する
単一または複数個のＣＱＩ／ＣＳＩチャンネル測定比較しきい値情報（suggested thresh
old information for CQI or CSI）を含むことができる（７３１）。７３１メッセージを
受信した７０１基地局は、７３１情報に基づいて再調整したパターン情報や追加省電力モ
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ードで動作させるかに対する指示情報や単一または複数個のＣＱＩ／ＣＳＩチャンネル測
定比較しきい値情報をシグナリングすることができる（７４１）。
【００６２】
　　図７では、基地局と基地局との間のシグナリングを仮定したが、本発明ではＣＮ（Co
re Network）の特定ネットワーク個体（Entity）（例えば、ＯＡＭ：Operations And Man
agementサーバー）と基地局の間のシグナリング適用も排除しない。一例として、７０１
はＯＡＭサーバーであることがあり、７０５はＣＳＧ／ピコ基地局であることがある。
【００６３】
　　図８は、第１実施形態または第２実施形態に対する基地局の動作フローチャートの一
実施形態を示す図である。特に、図８は基地局と端末機との通信における動作フローチャ
ートである（基地局と基地局との間のシグナリング流れは図７で既説明した）。
【００６４】
　　サービング基地局が追加省電力モードを適用することに決定すれば（８０１）、該当
ＲＲＣまたはＭＡＣ ＣＥメッセージに追加省電力モードを適用するかを識別する指示子
（additional power saving indication、第１実施形態に適用）や単一または複数個のＣ
ＱＩ／ＣＳＩチャンネル測定比較しきい値情報（comparison threshold information for
 CQI/CSI、第２実施形態に適用）と追加省電力モードの基準（reference）パターンに、
パターン１、パターン２、パターン３－サブパターン１、パターン３－サブパターン２の
うち、どのパターンを使用するかに対する情報（第１実施形態、第２実施形態に共通に適
用）を設定する（８１１）。
【００６５】
　　８０１決定と８０２情報設定は、オペレーターにより固定された値に設定されるか、
図７で既説明した基地局と基地局との間、またはＣＮネットワークノードと基地局との間
の転送／受信される情報により設定できる。
【００６６】
　　サービング基地局は８１１で設定した情報を該当ＲＲＣ／ＭＡＣ ＣＥメッセージを
通じて端末機に転送する（８２１、第１実施形態と第２実施形態に共通に適用）。上記Ｒ
ＲＣ／ＭＡＣ ＣＥメッセージを該当端末機に成功的に転送すれば、基地局は追加省電力
モードを上記端末機に適用すれば（即ち、第１実施形態では８１１で追加省電力モードを
適用するかを識別する指示子が追加省電力モードを使用することを指示する値（一例とし
て、ＴＲＵＥや“１”値）であるか、第２実施形態では８１１で追加省電力モードに使わ
れる単一または複数個のＣＱＩ／ＣＳＩチャンネル測定比較しきい値情報が設定されれば
）（８３１）、第１実施形態の場合、８１１で設定した基準（reference）パターンの“
０”値とマッピングされるサブフレームでは、上記端末機のためのユニキャストデータ／
制御情報送受信をスケジューリングせず（即ち、基準（reference）パターンの“１”値
とマッピングされるサブフレームのみに限り、上記端末機のためのユニキャストデータ／
制御情報送受信をスケジューリングすることができる）、第２実施形態の場合、該当端末
機から受信したＣＱＩ／ＣＳＩチャンネル測定報告値が８１１のＣＱＩ／ＣＳＩチャンネ
ル測定比較しきい値より悪いか／低いと、該当基準（reference）パターンの“１”値と
マッピングされるサブフレームでは上記端末機のためのユニキャストデータ／制御情報送
受信をスケジューリングしない（即ち、該当端末機から受信したＣＱＩ／ＣＳＩチャンネ
ル測定報告値が８１１のＣＱＩ／ＣＳＩチャンネル測定比較しきい値より良いか高い場合
のみに該当基準（reference）パターンの“１”値とマッピングされるサブフレームに限
り、上記端末機のためのユニキャストデータ／制御情報送受信をスケジューリングする）
（８４１）。
【００６７】
　　仮に、該当端末機に追加省電力モードを適用しなければ（８３１）、上記端末機のた
めのユニキャストデータ／制御情報を転送可能などのサブフレームでも送受信をスケジュ
ーリングすることができる（８５１、図５実施形態、図６実施形態に共通に適用）。
【００６８】
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　　図９は、第１実施形態または第２実施形態に対する端末機動作フローチャートの一実
施形態である。端末機はＲＲＣ／ＭＡＣ ＣＥメッセージを通じて追加省電力モードで動
作するかに対する指示情報（additional power saving indication）と追加省電力モード
の基準（reference）パターンに第１実施形態または第２実施形態で既説明したパターン
１、パターン２、パターン３－サブパターン１、パターン３－サブパターン２のうち、ど
のパターンを使用するかに対する指示情報（基準（reference）パターン指示情報）を受
信するか（図５の実施形態に適用）、単一または複数個のＣＱＩ／ＣＳＩチャンネル測定
比較しきい値情報（comparison threshold information for CQI/CSI）と追加省電力モー
ドの基準（reference）パターンに第１実施形態または第２実施形態で既説明したパター
ン１、パターン２、パターン３－サブパターン１、パターン３－サブパターン２のうち、
どのパターンを使用するかに対する指示情報を受信すれば（９０１）、上記情報を分析し
て追加省電力モードで動作するかを判断する（９１１、第１実施形態と第２実施形態に共
通に適用）。受信される追加省電力指示（additional power saving indication）情報の
値が追加省電力モードで動作することを指示するか（第１実施形態に適用、一例として、
上記追加省電力指示（additional power saving indication）値がＴＲＵＥ値や“１”値
として受信される場合）、該当ＲＲＣ／ＭＡＣ ＣＥメッセージに単一または複数個のＣ
ＱＩ／ＣＳＩチャンネル測定比較しきい値情報が含まれていると（第２実施形態に適用）
、上記端末機は追加省電力モードで動作することと判断する（９１１）。
【００６９】
　　仮に、追加省電力モードで動作すれば、９０１で指示を受けた基準（reference）パ
ターンの“０”値とマッピングされるサブフレームでは、ユニキャストデータ／制御情報
送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーディング（decoding）する動作を省
略するか（第１実施形態に適用、即ち上記基準（reference）パターンの“１”とマッピ
ングされるサブフレームに対してのみユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤ
ＣＣＨチャンネルを受信／デコーディングする動作を遂行）ＣＱＩ／ＣＳＩチャンネル測
定報告値が９０１で受信するＣＱＩ／ＣＳＩチャンネル測定比較しきい値より悪いか／低
ければ該当基準（reference）パターンの“１”値とマッピングされるサブフレームでは
、ユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーデ
ィングする動作を省略する（第２実施形態に適用、即ちＣＱＩ／ＣＳＩチャンネル測定報
告値が９０１で受信するＣＱＩ／ＣＳＩチャンネル測定比較しきい値より良いか／大きい
時のみに該当基準（reference）パターンの“１”値とマッピングされるサブフレームで
ユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーディ
ングする動作を遂行）（９２１）。仮に、９０１で受信される情報により端末機が追加省
電力モードで動作しなければ、制限無しでユニキャストデータ／制御情報送受信が可能な
全てのサブフレームに対してユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチ
ャンネルを受信／デコーディングする動作を遂行する（９３１、図５実施形態と図６実施
形態に共通に適用）。
【００７０】
　　第１実施形態または第２実施形態を適用すれば、ＤＲＸ（Discontinuous Reception
）動作を遂行している端末機に対して追加で動作を定義する必要がある。３ＧＰＰシステ
ムでは、端末機の省電力を目的としてＤＲＸ動作が定義されており、ＤＲＸ動作を遂行し
ている端末機は、ユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを
全てのサブフレームに対して受信／デコーディングせず、各種タイマーを運用しながら上
記タイマーが動作中の時のみに毎サブフレームに対してユニキャストデータ／制御情報送
受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーディングする動作を遂行し、仮に上記
タイマーが動作中でない時には（例えば、上記タイマーが始まらなかったり、上記タイマ
ーが動作したが終了される場合）、ユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣ
ＣＨチャンネルを受信／デコーディングする動作を省略する。図１０の一実施形態には、
３種類のタイマーとそれに従う活性化区間（active time）を説明する。活性化区間は、
上記タイマーが動作中であるので、サブフレーム別にユニキャストデータ／制御情報送受
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信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーディングする動作を遂行する区間を称す
る。一方、不活性化区間（inactive time）は上記タイマーが動作中でないので、サブフ
レーム別にユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／
デコーディングする動作を省略する区間を称する。ＤＲＸ動作は、毎ＤＲＸサイクル長さ
（DRX cycle length、サブフレーム個数や時間として表現することができる）毎に反復遂
行され、端末機は各ＤＲＸサイクルの開始時点でオン－デュレーション（on-duration）
タイマー（サブフレーム個数や時間として表現することができる）を始める。オン－デュ
レーションタイマーが動作中の区間の間、（１００１、１００５）端末機はサブフレーム
別にユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコー
ディングする動作を遂行する。仮にオン－デュレーションタイマーが終了する前にＰＤＣ
ＣＨチャンネルを介して新たなユニキャストデータ／制御情報送受信のためのスケジュー
リング情報（即ち、ユニキャストデータ／制御情報の初期送受信のためのスケジューリン
グ情報）が受信されなければ（１００１）不活性化（inactive）タイマーとＨＡＲＱ再転
送（retransmission）タイマーは開始せず、この場合、端末機はオン－デュレーションタ
イマーが終了した時点から次のＤＲＸサイクルの開始時点であるオン－デュレーションタ
イマーが始める前まで不活性化区間として見なされ、上記不活性化区間の間にはサブフレ
ーム別にユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デ
コーディングする動作を省略する。仮に、オン－デュレーションタイマーが終了する前に
ＰＤＣＣＨチャンネルを介して新たなユニキャストデータ／制御情報送受信のためのスケ
ジューリング情報（即ち、ユニキャストデータ／制御情報の初期送受信のためのスケジュ
ーリング情報）が受信されれば（１０３１）、不活性化（inactivity）タイマーを始める
。上記不活性化（inactivity）タイマーが動作中の区間の間（１０１１）端末機はサブフ
レーム別にユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／
デコーディングする動作を遂行する。図１０には図示していないが、仮に不活性化（inac
tivity）タイマーが動作中に新しいユニキャストデータ／制御情報の送受信のための更に
他のスケジューリング情報が受信されれば、上記不活性化（inactivity）タイマーは再開
始する。不活性化（inactivity）タイマーが終了すれば、他のタイマー（オン－デュレー
ションタイマー／ＨＡＲＱ再転送タイマー）が動作中でなければユニキャストデータ／制
御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーディングする動作を省略する
。仮に、１０３１でスケジューリングされたユニキャストデータ／制御情報を成功的に受
信されなければ、上記端末機は基地局から１０３１に対して再転送されるパケットを受信
しなければならず、この場合、１０３１の後、一定タイム（ＨＡＲＱ ＲＴＴタイム）の
後にＨＡＲＱ再転送タイマーを始めて、上記ＨＡＲＱ再転送タイマーが動作中の区間の間
（１０２１）上記１０３１に対して再転送されるパケットのためにＰＤＣＣＨチャンネル
を受信／デコーディングする動作を遂行する。要約的に、図１０で端末機がＤＲＸ動作を
遂行すれば、ユニキャストデータ／制御情報送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信
／デコーディングする活性化区間はオン－デュレーションタイマーや不活性化（inactivi
ty）タイマーやＨＡＲＱ再転送タイマーが動作中の区間に制限される。ＤＲＸ動作を遂行
するか否かと上記ＤＲＸ動作のための各タイマーの長さ情報やＤＲＸサイクルの長さと開
始時点に対する情報などは、ＲＲＣメッセージを通信端末機別に設定することができる。
【００７１】
　　図１１は、第１実施形態または第２実施形態を適用する時、ＤＲＸ動作を遂行してい
る端末機の動作フローチャートの一実施形態である。
【００７２】
　　端末機は基地局からＤＲＸ構成（configuration）情報の受信を受けてＤＲＸ動作を
開始するか、現在ＤＲＸ動作を遂行中であり（１１０１）、第１実施形態または第２実施
形態により追加省電力モードを適用すれば（１１１１）、受信ＤＲＸ構成情報により各Ｄ
ＲＸサイクルの開始時点でオン－デュレーションタイマーを始めて、上記タイマーが動作
中の区間の間でも第１実施形態または第２実施形態によって特定サブフレームに対してユ
ニキャストデータ／制御情報の送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーディ
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ングする動作を省略し、上記サブフレーム区間に対してはオン－デュレーションタイマー
を一時的に中止し、上記サブフレームを除外したサブフレームに対して上記タイマーを引
き続いて動作させる。
【００７３】
　　これはオン－デュレーションタイマーを運用するに当たって、第１実施形態または第
２実施形態により発生するＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーディングする動作を省略
するサブフレームを上記タイマーの区間で排除することによって、図１０で説明した元来
のオン－デュレーションタイマーの区間に該当するサブフレームの個数だけユニキャスト
データ／制御情報の送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーディングするこ
とができるようにするためである。そうでなければ、第１実施形態または第２実施形態を
適用した時、オン－デュレーションタイマー区間の間、ユニキャストデータ／制御情報を
送受信することができるサブフレームの個数が実質的に減るため、基地局が柔軟にスケジ
ューリングを遂行し難くなる。仮に、第１実施形態または第２実施形態による追加省電力
モードを適用しなければ（１１１１）、図１０で説明した通り、ＤＲＸ動作を既存の通り
遂行する（１１３１）。仮に、オン－デュレーションタイマーが動作中に新しいユニキャ
ストデータ／制御情報の送受信のためのスケジューリング情報をＰＤＣＣＨを介して受信
されれば（１１４１）、不活性化（inactivity）タイマーと必要によって（一例として、
ユニキャストデータ／制御情報を成功的に受信できなかったので、上記パケットに対して
基地局が再転送を受信しなければならない場合）受信スケジューリングに該当するＨＡＲ
Ｑ ＲＴＴタイマーを始める。ＨＡＲＱ ＲＴＴタイマーは、図１０で既説明したＨＡＲＱ
 ＲＴＴタイムを決定するタイマーである。ＨＡＲＱ ＲＴＴタイマーが終了すれば、ＨＡ
ＲＱ再転送タイマーが始まる。不活性化（inactivity）タイマーやＨＡＲＱ再転送タイマ
ーが動作中の区間でも第１実施形態または第２実施形態に従って特定サブフレームに対し
てユニキャストデータ／制御情報の送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコー
ディングする動作を省略し、上記サブフレーム区間に対しては不活性化（inactivity）タ
イマーやＨＡＲＱ再転送タイマーを一時的に中止し、上記サブフレームを除外したサブフ
レームに対して上記タイマーを引き続いて動作させる（１１５１）。これは、オン－デュ
レーションタイマーで説明したことと同様に、第１実施形態または第２実施形態により発
生するＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーディングする動作を省略するサブフレームを
上記タイマーの区間で排除することによって、図１０で説明した元来の不活性化（inacti
vity）タイマーやＨＡＲＱ再転送タイマー区間に該当するサブフレームの個数だけユニキ
ャストデータ／制御情報の送受信のためのＰＤＣＣＨチャンネルを受信／デコーディング
できるようにするためである。そうでなければ、第１実施形態または第２実施形態を適用
した時、不活性化（inactivity）タイマーやＨＡＲＱ再転送タイマー区間の間、ユニキャ
ストデータ／制御情報を送受信することができるサブフレームの個数が実質的に減るため
、基地局が柔軟にスケジューリングを遂行し難くなる。
【００７４】
　　図１２は、第１実施形態または第２実施形態に対する基地局の装置ブロック図の一実
施形態である。基地局は、送受信部１２１１を通じて端末機と通信する。第１実施形態ま
たは第２実施形態のための構成情報を含んでＤＲＸ構成情報などは端末機別コンテキスト
管理部１２３１で維持／管理し、上記構成情報に基づいて上位で発生した特定端末機のた
めのユニキャストデータ／制御情報（１２５１）の転送をスケジューラー１２２１がスケ
ジューリング（どのサブフレームでパケットが転送されるかを決定）する。図６の実施形
態の場合、送受信部１２１１を通じて受信された端末機からのＣＱＩ／ＣＳＩ報告情報も
スケジューラーの入力要素として動作する。
【００７５】
　　図１３は、第１実施形態または第２実施形態に対する端末機の装置ブロック図の一実
施形態である。端末機は、送受信部１３１１を通じて基地局と通信する。第１実施形態ま
たは第２実施形態のための構成情報を含んでＤＲＸ構成情報などは送受信部を通じて受信
されてＲＲＣ／ＭＡＣメッセージ解釈部１３２１を通じて解釈され、上記構成情報に基づ
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いて電力制御部１３３１でＰＤＣＣＨ受信／デコーディングをサブフレーム別に制御する
。端末機がＤＲＸ動作中であれば、ＤＲＸ関連タイマー動作／管理部１３６１で関連タイ
マーの開始／一時停止／継続／完了などを制御する。図６の実施形態の場合、チャンネル
測定部１３５１で測定したチャンネル測定値に基づいてＣＱＩ／ＣＳＩ生成及び報告部１
３５１でＣＱＩ／ＣＳＩ値を生成し報告し、上記報告されたＣＱＩ／ＣＳＩチャンネル報
告値も電力制御部の入力要素として動作する。
【００７６】
　　より具体的に、電力制御部１３３１は上記端末の省電力モードに対する基準パターン
情報を含む制御情報を上記基地局から受信し、上記端末が省電力モードで動作するように
設定されたかを確認し、省電力モード動作の設定時、上記基準パターン情報に基づいてダ
ウンリンク制御チャンネルの受信またはデコーディングするか否かを決定する。
【００７７】
　　本発明の第１実施形態によれば、上記制御情報は省電力モード動作指示情報をさらに
含むことができる。この場合、電力制御部は上記基準パターン情報がほとんど空のサブフ
レーム（Almost Black Subframe：ＡＢＳ）に対応する時点では、上記ダウンリンク制御
チャンネルの受信またはデコーディングを遂行する。また、上記電力制御部は上記基準パ
ターン情報がＡＢＳに対応しない時点では、上記ダウンリンク制御チャンネルの受信また
はデコーディングを遂行しない。そして、上記電力制御部は上記基準パターン情報がＡＢ
Ｓに対応しない時点では上記基地局からユニキャストデータまたは制御情報を受信しない
ことを特徴とする。
【００７８】
　　一方、本発明の第２実施形態によれば、上記制御情報は少なくとも１つ以上の比較し
きい値情報をさらに含むことができる。この場合、電力制御部は基地局に報告したチャン
ネル測定値と上記しきい値とを比較する。比較結果、上記チャンネル測定値が上記しきい
値より小さければ、電力制御部はＡＢＳに対応するサブフレームで上記ダウンリンク制御
チャンネルの受信またはデコーディングを遂行しない。また、上記電力制御部は上記チャ
ンネル測定値が上記しきい値より大きければ、ＡＢＳに対応するサブフレームで上記ダウ
ンリンク制御チャンネルの受信またはデコーディングを遂行する。
【００７９】
　　前述した本発明の実施形態によれば、端末機は省電力モード動作の設定時、上記基準
パターン情報に基づいてダウンリンク制御チャンネルの受信またはデコーディングするか
否かを決定するので、追加的な省電力の効果を創出することができる。
【符号の説明】
【００８０】
１０５　基地局
１０５、１１０、１１５　基地局
１３５　端末
２００　マクロセル
２０５　端末機
２１０　セル
３００　マクロセル
３０５　端末機
１２１１　送受信部
１２２１　スケジューラー
１２３１　端末機別コンテキスト管理部
１２５１　制御情報
１３１１　送受信部
１３２１　メッセージ解釈部
１３３１　電力制御部
１３５１　チャンネル測定部
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１３５１　報告部
１３６１　管理部

【図１】 【図２】
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【図１３】



(23) JP 5990545 B2 2016.9.14

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ソン・フン・キム
            大韓民国・キョンギ－ド・ヨンイン－シ・ギフン－グ・ヨンドク－ドン・（番地なし）・シンドン
            ア・ファミリエ・アパート・ナンバー・１２０８－１２０２

    審査官  松野　吉宏

(56)参考文献  特開２００７－２０２０９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              Huawei, HiSilicon，Consideration on DRX in eICIC scenario，R2-111021，フランス，3GPP，
              ２０１１年　２月１４日，paragraph 2
              Research In Motion UK Limited，UE power saving for eICIC，R2-111233，フランス，3GPP，
              ２０１１年　２月１５日，paragraph 2,3
              Renesas Electronics Europe，Power consumption and other practical considerations for e
              ICIC measurement requirements，R4-110340，フランス，3GPP，２０１１年　１月１１日，para
              graph 2.1

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｂ　　　７／２４　－　　７／２６
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００　－　９９／００
              ３ＧＰＰ　　　ＴＳＧ　ＲＡＮ　ＷＧ１－４
              　　　　　　　　　　　ＳＡ　　ＷＧ１－２
              　　　　　　　　　　　ＣＴ　　ＷＧ１


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

