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(57)【要約】
本開示のある実施例は、残余電池性能が低い場合に消費
電力を低減する為に移動局がスリープモードをアクティ
ブにすることを可能にする。本開示のある実施例は、待
機モード動作中に適用された適応性のある省電力に関し
て技術をさらに供給する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　MSが１つ以上のアクティブトランスポート接続を有する間に、前記MSの残余電池性能を
測定することと、
　前記１つ以上のアクティブトランスポート接続の最も制約された最大待ち時間必要条件
を判断することと、
　前記残余電池性能が所定のしきい値未満である場合に、前記MSでスリープモード動作を
アクティブにすることとを含み、そして、前記スリープモードのスリープウィンドウの長
さSは、前記１つ以上のアクティブトランスポート接続の前記最も制約された最大待ち時
間必要条件を満たすことをSが可能にするように選択される
を含む移動局(MS)の動作時間を拡張するための方法。
【請求項２】
　前記残余電池性能は、完全に充電された容量に関連する残容量の割合として測定される
請求項１の方法。
【請求項３】
　前記省電力クラスは、一定長スリープウィンドウを含む省電力クラスタイプ2である請
求項１の方法。
【請求項４】
　前記スリープモードのリスニングウィンドウのSおよび長さLは、SおよびLの前記和に対
するLの比率に基づいて判断した省電力メトリックを達成するためにやはり選択される請
求項１の方法。
【請求項５】
　前記しきい値は、前記MSとサービングBSの間で通信されたデータトラヒック量に基づい
て選択されるかもしれない請求項１の方法。
【請求項６】
　前記しきい値は、動作中のアプリケーションの優先順位に基づいて選択されるかもしれ
ない請求項１の方法。
【請求項７】
　前記残余電池性能が別の所定のしきい値より高い場合に前記スリープモードを終了する
ことをさらに含む請求項１の方法。
【請求項８】
　MSの残余電池性能を測定することと、
　待機モードに入ることとを含み、前記待機モードのページング・サイクル長は前記残余
電池性能に基づいて判断される
移動局(MS)の動作時間を拡張する方法。
【請求項９】
　保守的な省電力に対応する第１のページング・サイクル長で待機モードに入ることと、
　前記待機モードのページングリスニング間隔中に前記MSの残余電池性能を測定すること
と、
　前記残余電池性能が所定のしきい値未満である場合に、より積極的な省電力に対応する
第２のページング・サイクル長で前記待機モードに入ることと
を含む請求項８の方法。
【請求項１０】
　前記待機モードのページングリスニング間隔中に前記MSの残余電池性能を測定すること
と、
　前記残余電池性能が所定のしきい値を超える場合に、前記第１のページング・サイクル
長で前記待機モードに再び入ることとをさらに含む請求項８の方法。
【請求項１１】
　MSが１つ以上のアクティブトランスポート接続を有する間に、前記MSの残余電池性能を
測定するためのロジックと、
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　前記１つ以上のアクティブトランスポート接続の最も制約された最大の待ち時間必要条
件を判断するためのロジックと、
　前記残余電池性能が所定のしきい値未満である場合に、前記MSでスリープモード動作を
アクティブにするためのロジックとを含み、そして、前記スリープモードのスリープウィ
ンドウの長さSは、前記１つ以上のアクティブトランスポート接続の前記最も制約された
最大待ち時間必要条件を満たすことをSが可能にするように選択される
を含む移動局(MS)の動作時間を拡張するための装置。
【請求項１２】
　前記残余電池性能は、完全に充電された容量に関連する残容量の割合として測定される
請求項１１の装置。
【請求項１３】
　前記省電力クラスは、一定長スリープウィンドウを含む省電力クラスタイプ2である請
求項１１の装置。
【請求項１４】
　前記スリープモードのリスニングウィンドウのSおよび長さLは、SおよびLの前記和に対
するLの比率に基づいて判断した省電力メトリックを達成するためにやはり選択される請
求項１１の装置。
【請求項１５】
　前記しきい値は、前記MSとサービングBSの間で通信されたデータトラヒック量に基づい
て選択されるかもしれない請求項１１の装置。
【請求項１６】
　前記しきい値は、動作中のアプリケーションの優先順位に基づいて選択されるかもしれ
ない請求項１１の装置。
【請求項１７】
　前記残余電池性能が別の所定のしきい値より高い場合に前記スリープモードを終了する
ことをさらに含む請求項１１の装置。
【請求項１８】
　MSの残余電池性能を測定するためのロジックと、
　待機モードに入るためのロジックとを含み、前記待機モードのページング・サイクル長
は前記残余電池性能に基づいて判断される
移動局(MS)の動作時間を拡張するための装置。
【請求項１９】
　保守的な省電力に対応する第１のページング・サイクル長で待機モードに入るためのロ
ジックと、
　前記待機モードのページングリスニング間隔中に前記MSの残余電池性能を測定するため
のロジックと、
　前記残余電池性能が所定のしきい値未満である場合に、より積極的な省電力に対応する
第２のページング・サイクル長で前記待機モードに入るためのロジックと
を含む請求項１８の装置。
【請求項２０】
　前記待機モードのページングリスニング間隔中に前記MSの残余電池性能を測定するため
のロジックと、
　前記残余電池性能が所定のしきい値を超える場合に、前記第１のページング・サイクル
長で前記待機モードに再び入るためのロジックとをさらに含む請求項１８の装置。
【請求項２１】
　MSが１つ以上のアクティブトランスポート接続を有する間に、MSの残余電池性能を測定
するための手段と、
　前記１つ以上のアクティブトランスポート接続の最も制約された最大の待ち時間必要条
件を判断するための手段と、
　前記残余電池性能が所定のしきい値未満である場合に、前記MSでスリープモード動作を
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アクティブにするための手段とを含み、そして、前記スリープモードのスリープウィンド
ウの長さSは、前記１つ以上のアクティブトランスポート接続の前記最も制約された最大
待ち時間必要条件を満たすことをSが可能にするように選択される
を含む移動局(MS)の動作時間を拡張するための装置。
【請求項２２】
　前記残余電池性能は、完全に充電された容量に関連する残容量の割合として測定される
請求項２１の装置。
【請求項２３】
　前記省電力クラスは、一定長スリープウィンドウを含む省電力クラスタイプ2である請
求項２１の装置。
【請求項２４】
　前記スリープモードのリスニングウィンドウのSおよび長さLは、SおよびLの前記和に対
するLの比率に基づいて判断した省電力メトリックを達成するためにやはり選択される請
求項２１の装置。
【請求項２５】
　前記しきい値は、前記MSとサービングBSの間で通信されたデータトラヒック量に基づい
て選択されるかもしれない請求項２１の装置。
【請求項２６】
　前記しきい値は、動作中のアプリケーションの優先順位に基づいて選択されるかもしれ
ない請求項２１の装置。
【請求項２７】
　前記残余電池性能が別の所定のしきい値より高い場合に前記スリープモードを終了する
ことをさらに含む請求項２１の装置。
【請求項２８】
　MSの残余電池性能を測定するための手段と、
　待機モードに入るための手段とを含み、前記待機モードのページング・サイクル長は前
記残余電池性能に基づいて判断される
移動局(MS)の動作時間を拡張するための装置。
【請求項２９】
　保守的な省電力に対応する第１のページング・サイクル長で待機モードに入るための手
段と、
　前記待機モードのページングリスニング間隔中に前記MSの残余電池性能を測定するため
の手段と、
　前記残余電池性能が所定のしきい値未満である場合に、より積極的な省電力に対応する
第２のページング・サイクル長で前記待機モードに入るための手段と
を含む請求項２８の装置。
【請求項３０】
　前記待機モードのページングリスニング間隔中に前記MSの残余電池性能を測定するため
の手段と、
　前記残余電池性能が所定のしきい値を超える場合に、前記第１のページング・サイクル
長で前記待機モードに再び入るための手段とをさらに含む請求項２８の装置。
【請求項３１】
　MSが１つ以上のアクティブトランスポート接続を有する間に、前記MSの残余電池性能を
測定するための命令と、
　前記１つ以上のアクティブトランスポート接続の最も制約された最大待ち時間必要条件
を判断するための命令と、
　前記残余電池性能が所定のしきい値未満である場合に、前記MSでスリープモード動作を
アクティブにするための命令とを含み、そして、前記スリープモードのスリープウィンド
ウの長さSは、前記１つ以上のアクティブトランスポート接続の前記最も制約された最大
待ち時間必要条件を満たすことをSが可能にするように選択される、１つ以上のプロセッ
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サによって実行可能な命令を有して格納されるコンピュータ可読媒体を含む、移動局(MS)
の動作時間を拡張するためのコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項３２】
　前記残余電池性能は、完全に充電された容量に関連する残容量の割合として測定される
請求項３１のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項３３】
　前記省電力クラスは、一定長スリープウィンドウを含む省電力クラスタイプ2である請
求項３１のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項３４】
　前記スリープモードのリスニングウィンドウのSおよび長さLは、SおよびLの前記和に対
するLの比率に基づいて判断した省電力メトリックを達成するためにやはり選択される請
求項３１のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項３５】
　前記しきい値は、前記MSとサービングBSの間で通信されたデータトラヒック量に基づい
て選択されるかもしれない請求項３１のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項３６】
　前記しきい値は、動作中のアプリケーションの優先順位に基づいて選択されるかもしれ
ない請求項３１のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項３７】
　前記命令は、前記残余電池性能が別の所定のしきい値より高い場合に、前記スリープモ
ードを終了するための命令をさらに含む請求項３１のコンピュータプログラムプロダクト
。
【請求項３８】
　MSの残余電池性能を測定するための命令と、
　待機モードに入るための命令とを含み、前記待機モードのページング・サイクル長は前
記残余電池性能に基づいて判断される、１つ以上のプロセッサによって実行可能な命令を
有して格納されるコンピュータ可読媒体を含む、移動局(MS)の動作時間を拡張するための
コンピュータプログラムプロダクト。
【請求項３９】
　前記命令は、
　保守的な省電力に対応する第１のページング・サイクル長で待機モードに入るための命
令と、
　前記待機モードのページングリスニング間隔中に前記MSの残余電池性能を測定するため
の命令と、
　前記残余電池性能が所定のしきい値未満である場合に、より積極的な省電力に対応する
第２のページング・サイクル長で前記待機モードに入るための命令と
をさらに含む請求項３８のコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項４０】
　前記命令は、
　前記待機モードのページングリスニング間隔中に前記MSの残余電池性能を測定するため
の命令と、
　前記残余電池性能が所定のしきい値を超える場合に、前記第１のページング・サイクル
長で前記待機モードに再び入るための命令とをさらに含む請求項３８のコンピュータプロ
グラムプロダクト。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般に通信に関し、特に、残余電池性能(residual battery capacity)が低
い場合に移動局(MS)で消費電力を低減するための方法に関する。
【発明の概要】
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【０００２】
　本開示のある実施例は、移動局(MS)の動作時間を拡張するための方法を提供する。その
方法は、MSが１つ以上のアクティブトランスポート接続を有する間に、前記MSの残余電池
性能を測定することと、前記１つ以上のアクティブトランスポート接続の最も制約された
最大待ち時間必要条件を判断することと、前記残余電池性能が所定のしきい値未満である
場合に、前記MSでスリープモード動作をアクティブにすることとを通常含み、そして、前
記スリープモードのスリープウィンドウの長さSは、前記１つ以上のアクティブトランス
ポート接続の前記最も制約された最大待ち時間必要条件を満たすことをSが可能にするよ
うに選択される。
【０００３】
　本開示のある実施例は、移動局(MS)の動作時間を拡張するための方法を提供する。その
方法は、MSの残余電池性能を測定することと、待機(idle)モードに入ることとを通常含み
、前記待機モードのページング・サイクル長は前記残余電池性能に基づいて判断される。
【０００４】
　本開示のある実施例は移動局(MS)の動作時間を拡張するための装置を提供する。その装
置は、MSが１つ以上のアクティブトランスポート接続を有する間に、MSの残余電池性能を
測定するためのロジックと、前記１つ以上のアクティブトランスポート接続の最も制約さ
れた最大の待ち時間必要条件を判断するためのロジックと、前記残余電池性能が所定のし
きい値未満である場合に、前記MSでスリープモード動作をアクティブにするためのロジッ
クとを含み、そして、前記スリープモードのスリープウィンドウの長さSは、前記１つ以
上のアクティブトランスポート接続の前記最も制約された最大待ち時間必要条件を満たす
ことをSが可能にするように選択される。
【０００５】
　本開示のある実施例は移動局(MS)の動作時間を拡張するための装置を提供する。その装
置は、MSの残余電池性能を測定するためのロジックと、待機モードに入るためのロジック
とを通常含み、前記待機モードのページング・サイクル長は前記残余電池性能に基づいて
判断される。
【０００６】
　本開示のある実施例は移動局(MS)の動作時間を拡張するための装置を提供する。その装
置は、MSが１つ以上のアクティブトランスポート接続を有する間に、MSの残余電池性能を
測定するための手段と、前記１つ以上のアクティブトランスポート接続の最も制約された
最大の待ち時間必要条件を判断するための手段と、前記残余電池性能が所定のしきい値未
満である場合に、前記MSでスリープモード動作をアクティブにするための手段とを通常含
み、そして、前記スリープモードのスリープウィンドウの長さSは、前記１つ以上のアク
ティブトランスポート接続の前記最も制約された最大待ち時間必要条件を満たすことをS
が可能にするように選択される。
【０００７】
　本開示のある実施例は移動局(MS)の動作時間を拡張するための装置を提供する。その装
置は、MSの残余電池性能を測定するための手段と、待機モードに入るための手段とを通常
含み、前記待機モードのページング・サイクル長は前記残余電池性能に基づいて判断され
る。
【０００８】
　本開示のある実施例は、１つ以上のプロセッサによって実行可能な命令を有して格納さ
れるコンピュータ可読媒体を含む、移動局(MS)の動作時間を拡張するためのコンピュータ
プログラムプロダクトを提供する。その命令は、MSが１つ以上のアクティブトランスポー
ト接続を有する間に、前記MSの残余電池性能を測定するための命令と、前記１つ以上のア
クティブトランスポート接続の最も制約された最大待ち時間必要条件を判断するための命
令と、前記残余電池性能が所定のしきい値未満である場合に、前記MSでスリープモード動
作をアクティブにするための命令とを通常含み、そして、前記スリープモードのスリープ
ウィンドウの長さSは、前記１つ以上のアクティブトランスポート接続の前記最も制約さ
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れた最大待ち時間必要条件を満たすことをSが可能にするように選択される。
【０００９】
　本開示のある実施例は、１つ以上のプロセッサによって実行可能な命令を有して格納さ
れるコンピュータ可読媒体を含む、移動局(MS)の動作時間を拡張するためのコンピュータ
プログラムプロダクトを提供する。その命令は、MSの残余電池性能を測定するための命令
と、待機モードに入るための命令とを含み、前記待機モードのページング・サイクル長は
前記残余電池性能に基づいて判断される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　本開示の上記の列挙された特徴が詳細に理解されることのできる方法のように、上記に
簡潔に要約されたより多くの特別の記述は、それらのうちのいくらかは添付された図面の
中で例証される、実施例への言及によって有されているかもしれない。しかしながら、添
付された図面は、この開示のある典型的な実施例だけを例証することが言及されることが
留意され、したがって、明細書が他の等しく有効な実施例を許容するかもしれないのに関
して、その範囲の制限することを考慮されることはない。
【図１】図１は、本開示のある実施例に従った無線通信システムの一例を例証する。
【図２】図２は、本開示のある実施例に従ってワイヤレス装置の中で利用されるかもしれ
ない様々なコンポーネントを例証する。
【図３】図３は、本開示のある実施例に従って無線通信システム内に使用されるかもしれ
ない送信機の一例および受信機の一例を例証する。
【図４】図４は、本開示のある実施例に従って低バッテリ電力中に移動局の動作時間を拡
張するプロセスを示す。
【図４Ａ】図４Ａは、図４に例証された動作を行なうことができるコンポーネントの一例
を例証する。
【図５】図５は、本開示のある実施例に従って省電力クラスタイプ2の概念を例証する。
【図６】図６は、本開示のある実施例に従ってページングリスニング間隔および利用不能
な(スリープ)間隔の概念を例証する。
【図７】図７は、本開示のある実施例に従って移動局で待機モード動作のための適応性の
ある(adaptive)省電力のプロセスを示す。
【図７Ａ】図７Ａは、図７に例証された動作を行なうことができるコンポーネントの一例
を例証する。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　「典型的」という用語は「例、実例あるいは例証を提供する」ことを意味するようにこ
こに使用される。本明細書において「典型的」として説明された任意の実施形態は、必ず
しも他の実施形態に対して好適又は有利であるとは解釈されない。
【００１２】
　マイクロ波アクセスのための世界規模の相互互換性(The Worldwide Interoperability 
for Microwave Access)(WiMAX)標準は、通常の時間区間でスリープおよび起動するために
、複数のトランスポート接続で移動局(MS)がサービング(serving)基地局(BS)と交渉する
ことができるスリープモードを指定した。MSは、周期的にそのハードウェアの電力を落と
すためにトランスポート接続をすべて解放(releasing)した後に、スリープモードに入る
かもしれない。
【００１３】
　WiMAX標準は３つの省電力クラス(PSC)タイプ、つまり最大のスリープ時間持続時間に達
するまでMSが、指数関数的に増加したスリープ時間分(sleep time duration)でスリープ
モードに入ることを可能にするPSCタイプ１、MSが一定のスリープ時間分でスリープモー
ドに入ることを可能にするPSCタイプ２、および、MSがスリープモードを終了する後でた
だ１つの単一スリープ時間分でPSCタイプ３を指定する。しかしながら、WiMAX標準は、ス
リープモードを引き起こす方法を指定しない。本開示は、特にこの問題を扱う。
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【００１４】
　MSの電池性能は、動作の制限された時間を許可するだけかもしれない。バッテリが使い
果たされた後、MSはそのハードウェアの電力を落とし、WiMAXネットワークに従って連結
性およびサービスを失う必要があるかもしれない。したがって、MSの電源消費を削減し、
かつその動作を延長する方法のための技術での要求がある。
【００１５】
　典型的な無線通信システム
　ここに記述された技術は、直交多重化方式に基づく通信システムを含む様々な広帯域無
線通信システムに使用されるかもしれない。そのような通信システムの例は、直交周波数
分割多元接続(Orthogonal Frequency Division Multiple Access)(OFDMA)システム、単一
キャリア周波数分割多元接続(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access)(SC
-FDMA)システムなどを含んでいる。OFDMAシステムは、直交周波数分割多重化(OFDM)を利
用し、それは、全体のシステム帯域幅を複数の直交副搬送波へ区分する変調方式である。
これらの副搬送波はトーン、ビンなどとやはり呼ばれるかもしれない。OFDMで、それぞれ
の副搬送波は、データとともに独立して変調されるかもしれない。SC-FDMAシステムは、
システムの帯域幅を介して分配される、副搬送波上で送信するためのインターリーブされ
た(interleaved)FDMA(IFDMA)、隣接した副搬送波のブロック上に送信するための局在化さ
れた(localized)FDMA(LFDMA)、または隣接した副搬送波の多重ブロック上で送信するため
の拡張された(enhanced)FDMA(EFDMA)を利用できる。一般に、変調シンボルは、OFDMを用
いて周波数領域(frequency domain)において送られ、そしてSC-FDMAを用いて時間領域(ti
me domain)において送られる。
【００１６】
　直交多重化方式に基づいた通信システムの１つの特定の例は、WiMAXシステムである。
マイクロ波アクセスのための世界規模の相互互換性(the Worldwide Interoperability fo
r Microwave Access)の略語であるWiMAXは、長距離上で高スループットの広帯域接続を供
給する標準準拠広帯域無線技術である。今日、WiMAXの２つの主要アプリケーション、つ
まり固定式WiMAXおよび移動式WiMAXがある。固定式WiMAXアプリケーションは、例えば、
家庭とビジネスへの広帯域アクセスを可能にするポイント・ツー・マルチポイント(point
-to-multipoint)である。移動式WiMAXは、広帯域速度でセルラー・ネットワーク(cellula
r network)の十分な移動度を提供する。
【００１７】
　IEEE 802.16xは、固定式または移動式の広帯域無線アクセス(BWA)システムのためのエ
アー・インターフェース(air interface)を定義する新興の(emerging)標準機構である。
これらの標準は、少なくとも４つの異なる物理層(PHY)および１つの媒体アクセス制御(MA
C)層を定義する。4つの物理層物理層のOFDMおよびOFDMA物理層は、それぞれ固定式および
移動式のBWAエリアで最もよく知られているものである。
【００１８】
　図１は、本開示の実施例が使用されるかもしれない無線通信システム１００の一例を例
証する。無線通信システム１００は広帯域無線通信システムかもしれない。無線通信シス
テム１００は、それぞれが基地局１０４によってサービスされる、多くのセル１０２のた
めに通信を提供するかもしれない。基地局１０４は利用者端末１０６と通信する固定局か
もしれない。基地局１０４は、アクセスポイント、ノードB、あるいは、ある他のある用
語と代わりに呼ばれるかもしれない。
【００１９】
　図１は、システム１００の全体にわたって分散した様々な利用者端末１０６を描く。利
用者端末１０６は固定式(つまり動かない)あるいは移動式かもしれない。利用者端末１０
６は、遠隔局、アクセス端末、端末装置、加入者ユニット、移動局、局、ユーザ設備など
と代わりに呼ばれるかもしれない。利用者端末１０６は、携帯電話、携帯情報端末(PDA)
、ハンドヘルド装置、無線モデム、ラップトップ・コンピュータ、パーソナルコンピュー
タなどのような無線デバイスかもしれない。
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【００２０】
　様々なアルゴリズムおよび方法は、基地局１０４と利用者端末１０６の間の無線通信シ
ステム１００の中で送信に使用されるかもしれない。例えば、信号はOFDM/OFDMA技術に従
って基地局１０４と利用者端末１０６の間で送受信されるかもしれない。その場合、無線
通信システム１００はOFDM/OFDMAシステムと呼ばれるかもしれない。
【００２１】
　基地局１０４から利用者端末１０６への送信を促進する通信リンクは、ダウンリンク(D
L)１０８と呼ばれるかもしれず、また、利用者端末１０６から基地局１０４への送信を促
進する通信リンクは、アップリンク(UL)１１０と呼ばれるかもしれない。あるいは、ダウ
ンリンク１０８は順方向リンクまたは順方向チャネルと呼ばれるかもしれず、また、アッ
プリンク１１０は逆方向リンクあるいは逆方向チャネルと呼ばれるかもしれない。
【００２２】
　セル１０２は多数のセクタ１１２に分割されるかもしれない。セクタ１１２はセル１０
２内の物理的な照射区域である。無線通信システム１００内の基地局１０４は、セル１０
２の特定のセクタ１１２内の電力の流れ(flow of power)を集中するアンテナを利用する
かもしれない。そのようなアンテナは指向性アンテナと呼ばれるかもしれない。
【００２３】
　図２は、無線通信システム１００内に使用されるかもしれないワイヤレス装置２０２に
利用されるかもしれない様々なコンポーネントを例証する。ワイヤレス装置２０２は、こ
こに記述された様々な方法を実現するように構成されるかもしれないデバイスの一例であ
る。ワイヤレス装置２０２は、基地局１０４あるいは利用者端末１０６かもしれない。
【００２４】
　ワイヤレス装置２０２は、ワイヤレス装置２０２の動作を制御するプロセッサ２０４を
含むかもしれない。プロセッサ２０４は、中央処理装置(CPU)と、やはり呼ばれるかもし
れない。読み出し専用メモリ(ROM)およびランダムアクセスメモリ(RAM)の両方を含むかも
しれないメモリ２０６は、プロセッサ２０４に命令およびデータを提供する。メモリ２０
６の一部は、不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)をさらに含むかもしれない。プロ
セッサ２０４は、メモリ２０６内に格納されたプログラム命令に基づいて論理算術演算(l
ogical and arithmetic operations)を主として行なう。メモリ２０６中の命令は、ここ
に記述された方法を実現するのに実行可能かもしれない。
【００２５】
　ワイヤレス装置２０２は、ワイヤレス装置２０２と遠隔地の間のデータの送信および受
信を許可するために送信機２１０および受信機２１２をさらに含むかもしれないハウジン
グ２０８を含むかもしれない。送信機２１０および受信機２１２はトランシーバ２１４へ
組み合わせられるかもしれない。アンテナ２１６は、ハウジング２０８に取り付けられ、
トランシーバ２１４に電気的に連結されるかもしれない。ワイヤレス装置２０２は、(図
示しない)複数の送信機、複数の受信機、複数のトランシーバおよび／または複数のアン
テナをさらに含むかもしれない。
【００２６】
　ワイヤレス装置２０２は、トランシーバ２１４によって受信された信号のレベルを検知
および定量化する(quantify)目的で(in an effort)使用されるかもしれない信号検出器２
１８をさらに含むかもしれない。信号検出器２１８は、総エネルギー、シンボルあたりの
副搬送波あたりのエネルギー、電力スペクトル密度、および他の信号のような信号を検出
するかもしれない。ワイヤレス装置２０２は、信号処理で使用するためのディジタル信号
プロセッサ(DSP)２２０をさらに含むかもしれない。
【００２７】
　ワイヤレス装置２０２の様々なコンポーネントは、バス・システム２２２によってとも
に連結されるかもしれず、それはデータバスに加えて電力バス、制御信号バスおよびステ
ータス信号(status signal)バスを含むかもしれない。
【００２８】
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　図３は、OFDM/OFDMAを利用する無線通信システム１００内に使用されるかもしれない送
信機３０２の一例を例証する。送信機３０２の一部分は、ワイヤレス装置２０２の送信機
２１０中に組み入れられるかもしれない。送信機３０２は、ダウンリンク１０８上の利用
者端末１０６へデータ３０６を送信するために基地局１０４に組み入れられるかもしれな
い。送信機３０２は、アップリンク１１０上の基地局１０４へデータ３０６を送信するた
めに利用者端末１０６にやはり組み入れられるかもしれない。
【００２９】
　送信されるデータ３０６は、シリアル・ツー・パラレル(serial-to-parallel)(S/P)コ
ンバータ３０８に入力として提供されることが示される。S/Pコンバータ３０８は、送信
データをM並列データストリーム３１０へ分割するかもしれない。
【００３０】
　その後、M並列データストリーム３１０は、マッパー３１２に入力として提供されるか
もしれない。マッパー３１２は、M型(constellation)ポイント上にM並列データストリー
ム３１０を位置づける(map)かもしれない。マッピングは、２相変位変調(BPSK)、直角(qu
adrature)位相偏移変調(QPSK)、８相偏移変調(8PSK)、直角振幅変調など(QAM)のような、
いくつかの変調型(constellation)を使用して行われるかもしれない。したがって、マッ
パー３１２は、逆高速フーリエ変換(IFFT)３２０のM直交副搬送波のうちの１つに対応す
る個々のシンボルストリーム３１６として、M並列シンボルストリーム３１６を出力する
かもしれない。これらのM並列シンボルストリーム３１６は、周波数領域で表わされ、IFF
Tコンポーネント３２０によってM並列時間領域・サンプルストリーム３１８に変換される
かもしれない。
【００３１】
　用語に関する簡潔な注釈は今提供されるだろう。周波数領域のM並列変調は、周波数領
域のM変調シンボルと等しく、それは、周波数領域中のMマッピングおよびM-ポイントIFFT
と等しく、それは、時間領域中の１つの(有用な)OFDMシンボルと等しく、それは時間領域
中のMサンプル群と等しい。時間領域中の１つのOFDMシンボル(NS)は、NCP(OFDMシンボル
あたりの保護サンプル(guard samples)の数)+M(OFDMシンボル１たりの有用なサンプルの
数)と等しい。
【００３２】
　M並列時間領域・サンプルストリーム３１８は、パラレル・ツー・シリアル(parallel-t
o-serial)(P/S)コンバータ３２４によってOFDM/OFDMAシンボルストリーム３２２に変換さ
れるかもしれない。保護組み入れ(guard insertion)コンポーネント３２６は、OFDM/OFDM
Aシンボルストリーム３２２に連続する(successive)OFDM/OFDMAシンボルの間に保護間隔
を挿入するかもしれない。その後、保護組み入れコンポーネント３２６の出力は、無線周
波数(RF)フロントエンド３２８によって所望の送信周波数帯域にアップコンバートされる
かもしれない。その後、アンテナ３３０は発生(resulting)信号３３２を送信するかもし
れない。
【００３３】
　図３は、OFDM/OFDMAを利用するワイヤレス装置２０２内に使用されるかもしれない受信
機３０４の一例をさらに例証する。受信機３０４の一部分は、ワイヤレス装置２０２の受
信機２１２に組み入れられるかもしれない。受信機３０４は、ダウンリンク１０８上の基
地局１０４からデータ３０６を受信するために利用者端末１０６に組み入れられるかもし
れない。受信機３０４は、アップリンク１１０上の利用者端末１０６からデータ３０６を
受信するために基地局１０４にやはり組み入れられるかもしれない。
【００３４】
　送信された信号３３２は無線チャネル３３４を介して巡回して示される。信号３３２’
がアンテナ３３０’によって受信される場合、受信信号３３２’は、RFフロントエンド３
２８’によってベースバンド信号にダウンコンバートされるかもしれない。その後、保護
除去コンポーネント３２６’は、保護組み入れコンポーネント３２６によってOFDM/OFDMA
シンボルの間に組み入れられた保護区間を除去するかもしれない。
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【００３５】
　保護除去コンポーネント３２６’の出力はS/Pコンバータ３２４’に提供されるかもし
れない。S/Pコンバータ３２４’は、OFDM/OFDMAシンボルストリーム３２２’を、それぞ
れがM直交副搬送波のうちの１つに相当するM並列時間領域シンボルストリーム３１８’に
分割するかもしれない。高速フーリエ変換(FFT)コンポーネント３２０’は、M並列時間領
域シンボルストリーム３１８’を周波数領域および出力M並列周波数領域シンボルストリ
ーム３１６’に変換するかもしれない。
【００３６】
　逆マッパー(demapper)３１２’は、M並列データストリーム３１０’を出力することに
よってマッパー３１２によって行なわれたシンボルマッピング動作の逆を行なうかもしれ
ない。P/Sコンバータ３０８’は単一のデータストリーム３０６’へM並列データストリー
ム３１０’を組み合わせるかもしれない。理想的には、このデータストリーム３０６’は
、送信機３０２に入力として提供されたデータ３０６に相当する。要素(elements)３０８
’、３１０’、３１２’、３１６’、３２０’、３１８’および３２４’は、すべてベー
スバンド処理装置３４０’で全て見つけられるかもしれないことに注意するべきである。
【００３７】
　移動局演算時間を延長する典型的な技術
　本開示のある実施例は、残余電池性能が所定のしきい値未満である場合に、その電源消
費を削減するために移動局でスリープモードをアクティブにする方法を提供する。本開示
のある実施例は、バッテリ電力が低い場合、移動局の動作時間を延長する待機モード動作
に適応性のある省電力方法をさらに供給する。
【００３８】
　低バッテリ電力中に移動局演算時間を延長する典型的な技術
　図４は、バッテリ電力が低い周期に移動局(MS)の動作を拡張するための動作の一例を例
証する。４１０で、１つ以上のトランスポート接続を用いてMSは残余電池性能を測定する
かもしれない。残余電池性能の概念は従来から知られている。例えば、代表的な(typical
)ラップトップ・コンピュータは、この特定の測定機能を提供する。残余電池性能Rは、完
全に充電された容量に対する残容量の割合として測定されるかもしれない。
【００３９】
　残余電池性能が所定のしきい値TLOW以下に落ちる、つまりR<TLOW(判断ステップ４１２)
の場合、MSは、スリープモードをアクティブにして電力ドレナージ(power drainage)を縮
小するために、基地局(BS)との間でMOB_SLP-REQメッセージおよびMOB_SLP-RSPメッセージ
をやりとりすることにより、４１４で、スリープモード動作をアクティブにし始めるかも
しれない。
【００４０】
　本開示のある実施例については、PSCタイプ２はサポートされるかもしれない。４１６
で、MSは、バッテリドレナージの速度を落とす間に、BSでサービスおよび接続性を維持す
るために、一定スリープ時間分で省電力クラス(PSC)タイプ２をアクティブにするかもし
れない。MSは単一PSCクラス識別(ID)に全ての接続を位置づけるかもしれない。
【００４１】
　スリープモードは２つの重要なパラメータ、つまり、図５に例証されたスリープウィン
ドウ長さSおよびリスニングウィンドウ(listening window)長さLを有する。４１８で、ス
リープウィンドウ長さは、Sが、すべてのトランスポート接続のために、最も制約された
最大の待ち時間クオリティオブサービス(Quality of Service)(QoS)必要条件を満たすこ
とができるように制約されるかもしれない。例えば、２つのトランスポート接続、最大待
ち時間t1を有するもの、および、t1を超える最大待ち時間t2を有する別のものがある場合
、Sは、バッテリ電力を節約する間にQoS要求を満たすために、min{t1,t2}未満 = t1(less
 than min{t1,t2} = t1)であるだろう。
【００４２】
　４２０で、スリープウィンドウSの長さおよびリスニングウィンドウLの長さは、次の比
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率で表わされるかもしれない省電力のための目標を満たすように制約されるかもしれない
。
【数１】

【００４３】
　バッテリ電力節約のための目標がより積極的である(aggressive)場合、その要因αは小
さな値を有するために選択されるかもしれない。そうでなければ、バッテリ電力のための
目標がより保守的な場合(conservative)、その要因αは、より大きな値で選択されるかも
しれない。４２２で、MSは、ステップ４１８および４２０の中で定義された条件に基づい
てスリープウィンドウ長さSおよびリスニングウィンドウ長さLに対する値を選択するかも
しれない。
【００４４】
　BSによってスリープモードに入ることが許可された後、MSは、４２４で、BSに/から送
受信するためのリスニングウィンドウ中で起動する(wake up)かもしれない。４２６で、
スリープウィンドウ中で、MSはバッテリ電力を節約するために、そのハードウェアを電源
停止するかもしれない。４２８で、MSはその残余電池性能Rを測定し続けてもよい。MSは
、バッテリがある程度まで充電される場合、スリープモードを終了するかもしれない。特
に、残余電池性能が別の所定のしきい値THIGHを超える場合、つまりR>THIGH(判断ステッ
プ４３０)の場合、MSは、４３２で、BSとの間で適切なMOB_SLP-REQおよびMOB_SLP-RSPメ
ッセージをやりとりすることにより、スリープモードを非アクティブにするかもしれない
。
【００４５】
　本開示のある実施例については、しきい値TLOWおよびTHIGHは、MSとサービングBSとの
間で通信されたデータトラヒック量に応じて選択されるかもしれない。通信されたデータ
トラヒックの量が低い場合、スリープモードをトリガーする(trigger)ために必要なしき
い値は、より低いかもしれず、逆（データトラヒックの量が高い場合）もまた同様である
。本開示のある実施例については、しきい値TLOWおよびTHIGHは、MSで動作中のアプリケ
ーションの優先順位に基づいて選択されるかもしれない。アプリケーションの優先順位が
高い場合、その後、スリープモードに入って終了するための必要な残余電池性能用のしき
い値は、低く設定されるかもしれない。逆に、より高いレベルの残余電池性能がある間、
低優先度アプリケーションは、より早く終了されるかもしれない。
【００４６】
　ある実施例については、MSは、一旦、残余電池性能がトランスポート接続を維持する間
に所定のしきい値以下に落ちれば、スリープモードに入ることが許可されるかもしれない
。MSのこの具体的特徴は、接続の即座の切断を回避し、残余電池性能が低い場合にサービ
スを延長するかもしれない。バッテリが、例えば、別の所定のしきい値を超える残余電池
性能をもたらして充電される場合、MSは、通常動作に戻ることが許可されるかもしれない
。
【００４７】
　待機モード動作のための典型的な適応性のある省電力
　MSの待機動作モードはリスニング間隔(listening intervals)および利用不能(スリープ
)間隔からなるかもしれない。図６は、ページングリスニング間隔(paging listening int
ervals)および利用不能(スリープ)間隔の概念を例証する。MSは下記条件を満たすフレー
ムナンバNから開始して、反復(recurrent)ページングリスニング間隔中に移動体ページン
グ広告メッセージ(MOB_PAG-ADVメッセージ)をリスニングすることを開始するかもしれな
い。
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【００４８】
　N mod Paging_Cycle=Paging_Offset　…(2)
　逆に、MSは、反復(recurrent)ページング利用不能間隔中にバッテリ電力消費を節約す
るためにスリープモードに入るかもしれない。
【００４９】
　パラメータPaging_Cycleは、MSによってセットされて、MOB_DREG-REQメッセージ(移動
体非登録(de-registration)要求メッセージ)の一部として基地局(BS)と通信されるかもし
れない。パラメータPaging_Offsetは、BSによってセットされて、MOB_DREG-CMDメッセー
ジ(移動体非登録コマンドメッセージ)の中でMSと通信されるかもしれない。
【００５０】
　MSの電池性能は、動作の制限された時間を単に許可するかもしれない。バッテリがある
ポイントに流出した後、MSは、そのハードウェアをシャット・ダウンし、WiMAXワイヤレ
ス・ネットワークに従ってサービスを失う必要があるかもしれない。適応性のある省電力
方法は、低バッテリ電力中の動作の待機モード中のMSの動作時間をさらに拡張するために
、本開示で提案されている。
【００５１】
　図７は、MSで待機モード動作のために適用されるかもしれない、適応性のある省電力方
法のプロセスを示す。７１０で、MSは、TSMALLが短い時間分かもしれないときからの保守
的なアプローチを表わすTSMALL時間分と等しいパラメータPaging_Cycleで標準待機モード
を開始するかもしれない。
【００５２】
　７１２で、MSはページングリスニング間隔中に起動するかもしれない。それに従って、
MSは、７１４で、残余電池性能をチェックするかもしれない。残余電池性能Rは、完全に
充電された容量に対する残容量の割合として測定されるかもしれない。残余電池性能が所
定のしきい値U以下に落ちる場合、つまりR<U(判断ステップ７１６)の場合、MSは積極的な
(aggressive)節電動作を開始するかもしれない。７１８で、MSは、時間分TLARGE(TLARGE>
TSMALL)と等しいパラメータPaging_CycleでBSにMOB_DREG-REQメッセージを送信し、BSか
らMOB_DREG-CMDメッセージを受信するのを待機するかもしれない。したがって、待機モー
ド・パラメータPaging_Cycleの新しい値は、残りのバッテリ電力が低い場合、MSがより長
くスリープして大量のバッテリ電力を節約することを許可するかもしれない。
【００５３】
　新しい待機モード・パラメータでBSによって与えられた後に、MSは、７２０で、BSでデ
ータを送受信するために、それほど頻繁でないページングリスニング間隔の中で起動する
かもしれない。MSは、ページング利用不能間隔(つまりスリープモード中の)中にバッテリ
電力を節約するために、そのハードウェアを電源停止するかもしれない。
【００５４】
　バッテリが充電されて電池性能が一定レベルに回復される場合、MSは標準待機モード動
作に戻るかもしれない。７２２で、MSは、残余電池性能Rのパーセント値をチェックする
かもしれない。特に、残余電池性能Rが別の所定のしきい値V(判断ステップ724)を超える
場合、つまり、R>V(通常、VはU以上)の場合、MSは、パラメータPaging_Cycle=TsmallでBS
にMOB_DREG-REQメッセージを送信し、パラメータPaging_Cycleの保守的な値で待機モード
に入る前にBSからMOB_DREG-CMDメッセージを受信するのを待機するかもしれない。
【００５５】
　本開示のある実施例のために、パラメータPaging_Cycleの値の更新のためにMOB_DREG-R
EQメッセージを送信することができるように、MSは、基礎的な接続識別子(Basic Connect
ion Identifier)(Basic CID)および主要管理CID(Primary Management CID)を受信するた
めに初期測距(ranging)リクエストあるいはネットワークリエントリ(reentry)を行なうこ
とを必要としてもよい。本開示のある実施例のために、媒体アクセス制御(MAC)管理メッ
セージを送信する前に、MSはアップリンク(UL)データ許可(grant)を要求するために帯域
幅測距メッセージ(a bandwidth ranging message)を送信する必要があってもよい。
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【００５６】
　ここに示された適応性のある方法によれば、残余電池性能が低い場合、MSはバッテリ電
力をより積極的に節約するかもしれない。ここに示されるように、MSは残りの電池性能に
待機モード動作(ページング・サイクルの長さのような)の制御パラメータを適応させるか
もしれない。
【００５７】
　上に記述された方法の各種業務は、様々なハードウェア、ソフトウエアコンポーネント
および／または図の中で例証されたミーンズプラスファンクションブロックに対応するモ
ジュール(s)によって行なわれるかもしれない。例えば、図４に例証されるブロック４１
０－４３２は、図４Ａの中で例証されるミーンズプラスファンクションブロック４１０Ａ
－４３２Ａに相当する。同様に、図７に例証されるブロック７１０－７２４は、図７Ａの
中で例証されるミーンズプラスファンクションブロック７１０Ａ－７２４Ａに相当する。
より一般に、方法が、対応する相当物(counterpart)ミーンズプラスファンクション図が
ある図の中で例証されたところの、動作ブロックは、類似するナンバリングを有するミー
ンズプラスファンクションブロックに相当する。
【００５８】
　本明細書における開示に関連して示された様々な例示的論理ブロック、モジュール、及
び回路は、汎用プロセッサ、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回
路（ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）あるいはそ
の他のプログラマブル論理デバイス（ＰＬＤ）、ディスクリート・ゲートあるいはトラン
ジスタ・ロジック、ディスクリート・ハードウェア部品、又は本明細書に示す機能を実行
するために設計された上記何れかの組み合わせを用いて実現又は実行されうる。汎用プロ
セッサとしてマイクロプロセッサを用いることが可能であるが、代わりに、従来技術によ
るプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、又は状態機器を用いることも可能
である。プロセッサは、例えばＤＳＰとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイ
クロプロセッサ、ＤＳＰコアに接続された１つ又は複数のマイクロプロセッサ、又はこの
ような任意の構成である計算デバイスの組み合わせとして実現することも可能である。
【００５９】
　本明細書における開示に関連して記述された方法やアルゴリズムのステップは、ハード
ウェアによって直接、プロセッサによって実行されるソフトウェア・モジュールによって
、又は、これらの組み合わせによって具現化されうる。ソフトウェア・モジュールは従来
から知られている記憶媒体の任意の形式に存在するかもしれない。使用されるかもしれな
い記憶媒体のいくつかの例は、ランダムアクセスメモリ(RAM)、読み出し専用メモリ(ROM)
、フラッシュ・メモリー、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リ
ムーバブルディスク、CD-ROMなどを含んでいる。ソフトウェア・モジュールは、単一命令
、あるいは多くの命令を含み、多数の記憶媒体を介して、様々なプログラム中に、いくつ
かの異なる命令セグメント上に分配されるかもしれない。記憶媒体は、記憶媒体から情報
を読んで、記憶媒体へ情報を書き込むことができるプロセッサプロセッサに連結されるか
もしれない。別の方法では、記憶媒体はプロセッサに不可欠かもしれない。
【００６０】
　ここに示された方法は、上記方法を達成するための１つ以上のステップあるいはアクシ
ョンを含む。方法ステップおよび／またはアクションは請求項の範囲から外れずに、互い
に交換されるかもしれない。言いかえれば、ステップまたはアクションの特定の順序が指
定されなければ、命令および／または特定のステップおよび／またはアクションの使用は
請求項の範囲から外れずに修正されるかもしれない。
【００６１】
　記述された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアあるいはそれの任意
の組み合わせ中で組み入れられるかもしれない。もしソフトウェア中に組み入れられれば
、機能はコンピュータ可読媒体についての１つ以上の命令として格納されるかもしれない
。記憶媒体は、コンピュータによってアクセス可能である任意の利用可能な媒体であるこ
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、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭあるいはその他の光ディスク記憶媒体、磁気ディ
スク記憶媒体あるいはその他の磁気記憶媒体、又は、コンピュータによってアクセス可能
であり、命令又はデータ構成の形式で望まれるプログラム・コードを搬送又は格納するた
めに用いられることができるその他任意の媒体を備えることができる。本明細書で用いら
れるディスク（disk）及びディスク（disc）は、コンパクト・ディスク（disc）（ＣＤ）
、レーザ・ディスク（disc）、光ディスク（disc）、ディジタル・バーサタイル・ディス
ク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）、及びブルーレイ（登
録商標）・ディスク（disc）を含み、ディスク（disk）は通常データを磁気的に再生する
のに対し、ディスク（disc）はレーザによって光的にデータを再生する。
【００６２】
　ソフトウェアまたは命令は、送信媒体を通してやはり送信されるかもしれない。例えば
、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイスト・ペア、ディジタル加入者線(DSL)あ
るいは赤外線、無線およびマイクロ波のような無線技術を使用して、ソフトウェアがウェ
ブサイト、サーバーあるいは他の遠隔ソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファ
イバーケーブル、ツイスト・ペア、DSLあるいは赤外線、無線およびマイクロ波のような
無線技術は、送信媒体の定義に含まれる。
【００６３】
　さらに、モジュールおよび／またはここに記述された方法と技術を行なうための他の適
切な手段がダウンロードされることができ、および／またはそうでなければ、適用可能な
ものとして利用者端末および／または基地局によって得られることができることは認識さ
れるべきである。例えば、そのようなデバイスはここに記述された方法を行なうための手
段の転送を促進するためにサーバーに接続されることができる。あるいは、ここに記述さ
れた様々な方法は、格納手段(例えばRAM、ROM、コンパクト・ディスク(CD)のような物理
的記憶媒体あるいはフロッピーディスク、etc.)によって提供することができ、それは、
利用者端末および／または基地局がデバイスに格納手段を接続するか提供することに対し
て様々な方法を得ることができるものである。さらに、デバイスに対してここに記述され
た技術および方法の提供のための他の相応しい技術は利用されることができる。
【００６４】
　請求項が上に例証された正確な構成および部品に制限されていないことは理解されるこ
とになっている。様々な変形、変更および変化は、請求項の範囲から外れずに、上に記述
された方法と装置の配置、動作および詳細で行なわれてもよい。
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【図７Ａ】

【手続補正書】
【提出日】平成23年7月20日(2011.7.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４】
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【手続補正２】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図４Ａ
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図４Ａ】
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【手続補正３】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【図７】
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【国際調査報告】
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