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(57)【要約】
【課題】ユーザ装置の間欠受信モードにおけるアクティ
ブ期間の開始点を設定する方法を提供する。
【解決手段】本発明に係る方法は、基地局が対応するア
クティブ期間にデータをユーザ装置に送信するため、所
定パラメータに基づきユーザ装置のアクティブ期間の開
始点位置を計算して保存するステップと、ユーザ装置が
基地局からの無線資源制御の配置情報を受信し、自分に
間欠受信モードが配置されているかどうかを検出するス
テップと、ユーザ装置が受信した無線資源制御の配置情
報における間欠受信の所定パラメータに従い、自分のア
クティブ期間の開始点を算出するステップと、ユーザ装
置が算出したアクティブ期間の開始点に基づき、間欠受
信を起動するステップとを含む。本発明は、ユーザ装置
の間欠受信モードにおけるアクティブ期間の開始点を設
定する装置をさらに開示している。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ装置の間欠受信モードにおけるアクティブ期間の開始点を設定する方法であって
、
　基地局は、対応するアクティブ期間にデータをユーザ装置に送信するために、所定パラ
メータに基づきユーザ装置のアクティブ期間の開始点位置を計算し保存するステップと、
　ユーザ装置は、基地局からの無線資源配置の制御情報を受信し、自分に間欠受信モード
が配置されているかどうかを検出するステップと、
　ユーザ装置は、受信された無線資源配置の制御情報における間欠受信の所定パラメータ
に従い、自分のアクティブ期間の開始点を算出するステップと、
　ユーザ装置は、算出したアクティブ期間の開始点に基づき間欠受信を起動するステップ
と、を含むことを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　ユーザ装置は、自分に間欠受信モードが配置されていないと検出した場合、間欠受信を
起動せず、チャネルのセンシングを継続するステップをさらに含むことを特徴とする方法
。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の方法において、
　ユーザ装置は、無線資源制御の配置情報を再び受信したとき、自分の状態を新たに受信
した無線資源制御の配置情報により更新することを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、
　基地局は、無線資源制御の接続再配置メッセージにより、無線資源制御の配置情報を伝
送することを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法において、
　基地局とユーザ装置は、次の式に従いユーザ装置のアクティブ期間の開始点を算出し、

【数１】

　但し、ＵＥ　ｉｄｅｎｔｉｔｙはユーザ装置の唯一の識別番号であり、ｍｏｄは残差を
求める演算であり、ｄｉｖは除算を表し、整除できない場合に小数部分を切り捨て、ＤＲ
Ｘ　ｃｙｃｌｅ　ｌｅｎｇｔｈは間欠受信の周期の長さを、Ｏｎ＿ｄｕｒａｔｉｏｎはア
クティブ継続期間を、ｎは負でない整数をそれぞれ表し、そして、ＡＰＳＰの値がシステ
ムフレーム番号の最大値以下であることを満たしていることを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法において、
　前記識別番号は、ユーザ装置の加入者識別子ＩＭＳＩ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　
Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ）、又はユーザ装置が現在接続
している基地局から一意に割り当てる識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ　Ｃｅｌｌ　Ｒａｄｉｏ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ）であることを特徴とする方
法。
【請求項７】
　ユーザ装置の間欠受信モードにおけるアクティブ期間の開始点を設定する装置において
、
　基地局側に配置されたものであって、
　ユーザ装置の間欠受信の配置情報を決定し、間欠受信の配置情報に含まれた所定パラメ
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出ユニットと、
　該当ユーザ装置に対応する情報を保存するための間欠受信状態レジスタと、
　情報をユーザ装置側に送信したりユーザ装置側から受信したりする第一送受信ユニット
と、
　ユーザ装置側に配置されたものであって、
　基地局側から受信した間欠受信の配置情報に含まれた所定パラメータによって、ユーザ
装置のアクティブ期間の開始点を算出するための第二間欠受信のパラメータ算出ユニット
と、
　算出したユーザ装置のアクティブ期間の開始点によってユーザ装置のアクティブ期間の
開始点を調整し、調整されたアクティブ期間の開始点と基地局側で算出された新しいアク
ティブ期間の開始点と一致するようにする間欠受信状態調整ユニットと、
　情報を基地局側に送信したり基地局側から受信したりする第二送受信ユニットと、を含
むことを特徴とする装置。
【請求項８】
　ユーザ装置の間欠受信モードにおけるアクティブ期間の開始点を設定する方法であって
、
　基地局は、ユーザ装置に無線資源制御情報を配置する必要があるとき、ユーザ装置に間
欠受信モードを配置する必要があるかどうかを判断し、ユーザ装置に間欠受信モードを配
置する必要がある場合、ユーザ装置の間欠受信用の所定パラメータを決定するステップと
、
　基地局は、所定パラメータによってユーザ装置のアクティブ期間の開始点を算出し（ｎ
＝０）、算出したアクティブ期間の開始点と間欠受信の所定パラメータとを間欠受信の配
置情報に追加して、ユーザ装置に送信するステップと、
　ユーザ装置は、基地局からの間欠受信の配置情報を受信し、前記間欠受信の配置情報に
含まれたアクティブ期間の開始点と間欠受信の所定パラメータに応じて間欠受信モードに
入るステップと、を含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法において、
　前記ユーザ装置は、前記間欠受信の配置情報に含まれたアクティブ期間の開始点を元に
、間欠受信周期に基づいて拡張し、以降の各アクティブ期間の開始点を算出するステップ
をさらに含む方法である。
【請求項１０】
　請求項８に記載の方法において、
　前記基地局は、ユーザ装置に関する間欠受信の配置情報を間欠受信状態レジスタに保存
するステップをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項８に記載の方法において、
　ユーザ装置に間欠受信モードを配置する必要がない場合、基地局は、ほかの無線資源制
御情報をユーザ装置に送信し、何れの時点でもユーザ装置をスケジューリングしてデータ
を送信することができるようにするステップをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項８に記載の方法において、
　基地局は、ユーザ装置の間欠受信の配置情報を無線資源配置の制御情報又はＭＡＣペイ
ロードデータユニットに入れてユーザ装置に送信することを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項８に記載の方法において、
　前記基地局は、次の式に従ってユーザ装置のアクティブ期間の開始点を算出し、
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【数２】

　但し、ＵＥ　ｉｄｅｎｔｉｔｙはユーザ装置の唯一の識別番号であり、ｍｏｄは残差を
求める演算であり、ｄｉｖは除算を表し、整除できない場合に小数部分を切り捨て、ＤＲ
Ｘ　ｃｙｃｌｅ　ｌｅｎｇｔｈは間欠受信の周期の長さを、Ｏｎ＿ｄｕｒａｔｉｏｎは継
続期間を、ｎは負でない整数をそれぞれ表し、そして、ＡＰＳＰの値がセルのシステムフ
レーム番号の最大値以下であることを満たしていることを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項８に記載の方法において、
　前記基地局は、次の式に従ってユーザ装置のアクティブ期間の開始点を算出し、
【数３】

　但し、ｒａｎｄ（０，ａ）は、整数０から整数ａまでの間（０とａも含む）に整数をラ
ンダムに取得することを表し、ＤＲＸ　ｃｙｃｌｅ　ｌｅｎｇｔｈは間欠受信の周期の長
さを、ｎは負でない整数をそれぞれ表し、ＡＰＳＰの値がセルのシステムフレーム番号の
最大値以下であることを満たしていることを特徴とする方法。
【請求項１５】
　請求項８に記載の方法において、
　前記基地局は、次の式に従ってユーザ装置のアクティブ期間の開始点を算出し、
【数４】

　但し、ｒａｎｄ（０，ａ）は、整数０から整数ａのまで間（０とａも含む）に整数をラ
ンダムに取得することを表し、ｄｉｖは除算を表し、整除できない場合に小数部分を切り
捨て、ＤＲＸ　ｃｙｃｌｅ　ｌｅｎｇｔｈは間欠受信の周期の長さを、Ｏｎ＿ｄｕｒａｔ
ｉｏｎは継続期間を、ｎは負でない整数をそれぞれ表し、ＡＰＳＰの値がセルのシステム
フレーム番号の最大値以下であることを満たしていることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項８に記載の方法において、
　前記基地局は、次の式に従ってユーザ装置のアクティブ期間の開始点を算出し、
【数５】

　但し、ＡＰＳＰ（０）＝０であり、
　但し、ｄｉｖは除算を表し、整除できない場合に小数部分を切り捨て、ＤＲＸ　ｃｙｃ
ｌｅ　ｌｅｎｇｔｈは間欠受信の周期の長さを表し、Ｍは現在接続中のユーザ装置の数で
あり、ＤＲＸ周期の長さ以下であり、ｋはｋ番目のユーザ装置を、ＡＰＳＰ（ｋ）はｋ番
目のユーザ装置のアクティブ期間の開始点を、ｎは負でない整数をそれぞれ表し、さらに
、ＡＰＳＰの値がセルのシステムフレーム番号の最大値以下であることを満たしているこ
とを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項８に記載の方法において、
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　前記基地局は、次の式に従ってユーザ装置のアクティブ期間の開始点を算出し、
【数６】

　但し、ＡＰＳＰ（０）＝０であり、
　但し、Ｍｉは現在接続中で且つそのサービスの種類が第ｉ種のＵＥの数を表し、ｉは第
ｉ種のサービスを表し、ｋｉは第ｉ種のサービスを行う、接続された第ｋｉ番目のＵＥを
表し、ｄｉｖは除算を表し、整除できない場合に小数部分を切り捨て、ＤＲＸ　ｃｙｃｌ
ｅ　ｌｅｎｇｔｈは、間欠受信の周期の長さを表し、ｎは負でない整数を表し、そして、
ＡＰＳＰの値がセルのシステムフレーム番号の最大値以下であることを満たしていること
を特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項８記載の方法において、
　前記基地局は、現在システム資源の利用状況によってユーザ装置のアクティブ期間の開
始点を確定することを特徴とする方法。
【請求項１９】
　ユーザ装置の間欠受信モードにおけるアクティブ期間の開始点を設定する装置において
、
　基地局側に配置されたものであって、
　所定パラメータによってユーザ装置の間欠受信のアクティブ期間の開始点を算出するた
めの間欠受信のパラメータ算出ユニットと、
　算出した間欠受信のアクティブ期間開始点を、所定の間欠受信パラメータと共に、無線
資源制御情報又はＭＡＣペイロードデータユニットにパッケージングする間欠受信配置の
パッケージングユニットと、
　該当するユーザ装置に対応する情報を保存するための間欠受信状態レジスタと、
　情報をユーザ装置側に送信したりユーザ装置側から受信したりする第一送受信ユニット
と、
　ユーザ装置側に配置されたものであって、
　基地局側からの間欠受信配置情報によって自分の間欠受信状態を調整し、間欠受信配置
情報によって自分のアクティブ期間の開始点を新しい位置に更新する間欠受信状態調整ユ
ニットと、
　情報を基地局側に送信したり基地局側から受信したりする第二送受信ユニットと、
　を含むことを特徴とする装置。
【請求項２０】
　ユーザ装置の間欠受信モードにおけるアクティブ期間の開始点を設定する方法であって
、
　ユーザ装置は、基地局からの無線資源制御の配置情報を受信し、自分に間欠受信モード
が配置されているかどうかを検出するステップと、
　ユーザ装置が間欠受信モードに配置された場合に、ユーザ装置は、間欠受信の配置情報
に含まれた所定パラメータによって、ユーザ装置のアクティブ期間の開始点を算出し、算
出した新しいアクティブ期間の開始点及びその位置を基地局に通知するステップと、
　ユーザ装置は、算出したアクティブ期間の開始点と前記間欠受信の配置情報に含まれた
間欠受信の所定パラメータに基づいて、間欠受信を行うステップと、
　を含むことを特徴とする方法。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の方法において、
　前記基地局は、前記ユーザ装置からのアクティブ期間の開始点を元に、間欠受信周期に
基づいて拡張し、以降の各アクティブ期間の開始点を算出するステップをさらに含む方法
である。
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【請求項２２】
　請求項２０に記載の方法において、
　前記基地局はユーザ装置に関する間欠受信の配置情報を間欠受信状態レジスタに保存す
るステップをさらに含むことを特徴とする方法。
【請求項２３】
　請求項２０に記載の方法において、
　前記ユーザ装置は、次の式に従ってユーザ装置のアクティブ期間の開始点を算出し、
【数７】

　但し、ｒａｎｄ（０，ａ）は、整数０から整数ａまでの間（０とａも含む）に、整数を
ランダムに取得することを表し、ＤＲＸ　ｃｙｃｌｅ　ｌｅｎｇｔｈ　は間欠受信の周期
の長さを表し、ｎは負でない整数であり、ＡＰＳＰの値がセルのシステムフレーム番号の
最大値以下であることを満たしていることを特徴とする方法。
【請求項２４】
　請求項２０に記載の方法において、
　前記ユーザ装置は、次の式に従ってユーザ装置のアクティブ期間の開始点を算出し、
【数８】

　但し、ｒａｎｄ（０，ａ）は、整数０から整数ａまでの間（０とａも含む）に、整数を
ランダムに取得することを表し、ｄｉｖは除算を表し、整除できない場合に小数部分を切
り捨て、ＤＲＸ　ｃｙｃｌｅ　ｌｅｎｇｔｈは間欠受信の周期の長さを、Ｏｎ＿ｄｕｒａ
ｔｉｏｎは継続期間を、ｎは負でない整数をそれぞれ表し、ＡＰＳＰの値がセルのシステ
ムフレーム番号の最大値以下であることを満たしていることを特徴とする方法。
【請求項２５】
　請求項２０に記載の方法において、
　前記ユーザ装置は、次の式に従ってユーザ装置のアクティブ期間の開始点を算出し、
【数９】

　但し、ＡＰＳＰ（０）＝０であり、
　但し、ｄｉｖは除算を表し、整除できない場合に小数部分を切り捨て、ＤＲＸ　ｃｙｃ
ｌｅ　ｌｅｎｇｔｈは間欠受信の周期の長さを表す。Ｍは現在接続中のユーザ装置の数で
、ＤＲＸ周期の長さ以下であり、ｋはｋ番目のユーザ装置を、ＡＰＳＰ（ｋ）はｋ番目の
ユーザ装置のアクティブ期間の開始点を、ｎは負でない整数をそれぞれ表し、ＡＰＳＰの
値がセルのシステムフレーム番号の最大値以下であることを満たしていることを特徴とす
る方法。
【請求項２６】
　請求項２０に記載の方法において、
　前記ユーザ装置は、次の式に従ってユーザ装置のアクティブ期間の開始点を算出するこ
とを特徴とする方法。

【数１０】
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　但し、ＡＰＳＰ（０）＝０であり、
　但し、Ｍｉは現在接続中で且つそのサービスの種類が第ｉ種のＵＥの数を表し、ｉは第
ｉ種のサービスを表し、ｋｉは第ｉ種のサービスを行う、接続された第ｋｉ番目のＵＥを
表し、ｄｉｖは除算を表し、整除できない場合に小数部分を切り捨て、ＤＲＸ　ｃｙｃｌ
ｅ　ｌｅｎｇｔｈは、間欠受信の周期の長さを表し、ｎは負でない整数を表し、そして、
ＡＰＳＰの値がセルのシステムフレーム番号の最大値以下であることを満たしていること
を特徴とする方法。
【請求項２７】
　請求項２０に記載の方法において、
　前記ユーザ装置は、次の式に従ってユーザ装置のアクティブ期間の開始点を算出し、
【数１１】

　但し、ＵＥ　ｉｄｅｎｔｉｔｙはユーザ装置の唯一の識別番号であり、ｍｏｄは残差を
求める演算であり、ｄｉｖは除算を表し、整除できない場合に小数部分を切り捨て、ＤＲ
Ｘ　ｃｙｃｌｅ　ｌｅｎｇｔｈは間欠受信の周期の長さを、Ｏｎ＿ｄｕｒａｔｉｏｎは継
続期間を、ｎは負でない整数をそれぞれ表し、そして、ＡＰＳＰの値がセルのシステムフ
レーム番号の最大値以下であることを満たしていることを特徴とする方法。
【請求項２８】
　ユーザ装置の間欠受信モードにおけるアクティブ期間の開始点を設定する装置において
、
　基地局側に配置されたものであって、
　該当するユーザ装置に対応する情報を保存するための間欠受信状態レジスタと、
　情報をユーザ装置側に送信したりユーザ装置側から受信したりする第一送受信ユニット
と、
　ユーザ装置側に配置されたものであって、
　基地局側から受信した間欠受信の配置情報に含まれた所定パラメータによってユーザ装
置のアクティブ期間の開始点を算出するための間欠受信のパラメータ算出ユニットと、
　算出したユーザ装置のアクティブ期間の開始点によってユーザ装置のアクティブ期間の
開始点を調整するための間欠受信状態調整ユニットと、
　算出したユーザ装置のアクティブ期間の開始点の情報をＭＰＤＵに搭載し、第二送受信
ユニットを介して基地局に送信する間欠受信配置のパッケージングユニットと、
　情報を基地局側に送信したり基地局側から受信したりする第二送受信ユニットと、
　を含むことを特徴とする装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、移動通信システムにおいてユーザ装置の間欠受信モードにおけるアクティブ
期間の開始点を設定する方法及び装置に関し、特に、間欠受信状態にあるユーザ装置にア
クティブ期間の開始点を設定する方法及び装置に関する。これより、複数のユーザ装置の
アクティブ期間が重なる確率を低減し、システム容量を高めて資源の有効利用を実現する
。
【背景技術】
【０００２】
　第三世代パートナーシップ・プロジェクト（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔ
ｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ、３ＧＰＰ）は、移動通信分野の重要な団体として、第
三世代移動通信技術（Ｔｈｅ　Ｔｈｉｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ、３Ｇ）の標準化の進
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展を強く促進しており、広帯域符号分割多元接続（Ｗｉｄｅ　Ｃｏｄｅ　Ｄｉｖｉｓｉｏ
ｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ、ＷＣＤＭＡ）、高速下りリンクパケットアクセス
（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ、ＨＳＤＰＡ
）、高速上りリンクパケットアクセス（Ｈｉｇｈ　Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐａｃｋ
ｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ、ＨＳＵＰＡ）などを含む一連の通信システムの規格を制定した。広
帯域の接続技術からの挑戦に対応し、日々成長していく新業務の要求を満足させるために
、３ＧＰＰは２００４年末に３Ｇの長期的進化（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏ
ｎ、ＬＴＥ）の技術の標準化作業を始めた。高速に移動するユーザに高い速度の接続サー
ビスなどを提供するため、スペクトル効率を更に向上させて、セルの縁のユーザの性能を
改善し、システムの遅延を低減することが望ましい。
【０００３】
　通信技術の移動性と広帯域化への発展に伴い、移動端末の省電力の問題が広く注目され
ている。多くの通信標準化団体は、関連標準を制定するときに省電力の問題を考慮してい
る。特に、将来の移動通信システムのネットワーク接続は、全てＩＰ技術に基づきデータ
伝送を行うことになる。しかし、ＩＰパケットの突発性と伝送チャネルのユーザ間の共有
性とによって、ユーザ装置に到着するデータが連続するものではないので、如何にユーザ
装置（ｕｓｅｒ　ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ＵＥ）の消費電力を節約するかは、もっと重要に
なっている。
【０００４】
　移動通信システムでは、ユーザ装置と基地局との間の情報交換が両方の電力の供給に依
存している。一方、移動電話、ノートパソコン、個人データアシスタント（ＰＤＡ）など
のようなバッテリ給電の移動端末は、蓄電量が限られている。そのため、如何に消費電力
を減少してユーザ装置の待機時間やサービス時間を延長するのかは、移動通信システムの
設計に考慮しなければならない肝心な問題の一つである。
【０００５】
　ユーザ装置の消費電力を減少するために、３ＧＰＰ標準には、間欠受信（Ｄｉｓｃｏｎ
ｔｉｎｕｏｕｓ　Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ、ＤＲＸ）モードが採用されている。具体的に、間
欠受信モードは、ユーザ装置が基地局と約束した特定の時間帯でチャネルをセンシングし
て、下り方向のサービスを受け付けることによって、必要がないチャネルのセンシング時
間を減少して、ユーザ装置の消費電力を低減する。このようなＤＲＸモードは同様にＬＴ
Ｅに採用されている。間欠受信モードは、３ＧＰＰ以前の標準に比べて、適用の状態、チ
ャネル及び起動条件などに若干の違いがあるが、ユーザ装置のＤＲＸモードにおける動作
手順が同じであり、いずれも特定の幾つかのパラメータで表すことが可能である。
【０００６】
　図１はユーザ装置の間欠受信モードにおける動作手順を示している。図１に示すように
、ＤＲＸモードにおいて、ユーザ装置（ＵＥ）は「アクティブ期間」（Ａｃｔｉｖｅ　Ｐ
ｅｒｉｏｄ）と、「スリープ期間」（Ｓｌｅｅｐ　Ｐｅｒｉｏｄ）とに交互にある。二回
連続のアクティブ期間の開始点（Ａｃｔｉｖｅ　ｐｅｒｉｏｄ　ｓｔａｒｔｉｎｇ　ｐｏ
ｉｎｔ）の間の間隔は、一つの間欠受信周期（ＤＲＸ　ｃｙｃｌｅ）と呼ばれる。アクテ
ィブ期間内において、ＵＥはその受信機（Ｒｅｃｅｉｖｅｒ、Ｒｘ）を起動して、制御チ
ャネルをセンシングして下り方向のデータを受信する。一方、スリープ期間内において、
ＵＥは省電力のために制御チャネルをセンシングする必要がない。ＬＴＥ全体に関し記述
される基準３ＧＰＰ　ＴＳ　３６．３００では、ユーザ装置が無線資源制御接続（ＲＲＣ
＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ）にある状態におけるＤＲＸについて説明されている。そして、次
のように定義されている。
【０００７】
　－　オン継続期間（ｏｎ－ｄｕｒａｔｉｏｎ）：ＵＥがＤＲＸからウェイクアップした
後、物理下り制御チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃ
ｈａｎｎｅｌ、ＰＤＣＣＨ）の受信を待つ時間であり、単位は伝送時間間隔（Ｔｒａｎｓ
ｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ、ＴＴＩ）である。ＵＥはＤＲＸスリープ
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状態からウェイクアップした後、オン継続期間に入り、その期間内にＰＤＣＣＨを正確に
復号すれば、アウェイク（Ａｗａｋｅ）の状態のまま、その中の非アクティビティタイマ
ー（Ｉｎａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｔｉｍｅｒ）を起動する。そうでなければ、ＵＥはＤＲＸ配
置が許可される場合に、ＤＲＸのスリープ状態に入る。
【０００８】
　－　非アクティビティタイマー（Ｉｎａｃｔｉｖｉｔｙ　ｔｉｍｅｒ）：ＵＥは前回の
ＰＤＣＣＨ復号完了の後から次回のＰＤＣＣＨ復号完了までの待ち時間であり、単位はＴ
ＴＩである。ＵＥは、ＰＤＣＣＨを正確に復号すれば、アウェイク（Ａｗａｋｅ）の状態
のまま、ある媒体アクセス制御（Ｍｅｄｉａ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ、ＭＡＣ）
ヘッド又は制御メッセージが再び間欠受信状態に入ると通知するまで、非アクティビティ
タイマーをリセットし、ＤＲＸ周期をＭＡＣのペイロードに明示に指示する。或いは、当
該ＵＥは、非アクティビティタイマーが停止するときに、予め設定したＤＲＸ周期に従い
自動的に間欠受信状態に再進入する。
【０００９】
　－　アクティブ期間（ａｃｔｉｖｅ　ｔｉｍｅ）：ＵＥはアウェイク状態にある時間で
あり、ＤＲＸ周期内のオン継続期間と非アクティビティタイマー停止前にユーザが連続受
信を行う時間とを含む。当該アクティブ期間は最小値がオン継続期間に等しく、最大値が
制限されない。
【００１０】
　前記の間欠受信により、ユーザは持続的にチャネルをセンシングすることなく、間欠的
にある特定時点でウェイクアップすればよい。そうすると、必要のないチャネルに対する
センシングや自分のものでないデータの復号による消費電力が減少し、ユーザの待機時間
とサービス時間が延長するようになる。しかし、これとともに、間欠受信は、ＵＥによる
下り方向のデータ受信を時間的に制限している。例えば、図１において、ＵＥがスリープ
期間にあるとき、当該ＵＥへのデータがｅＮＢ（基地局）に到着した場合、ｅＮＢは当該
ＵＥの次のアクティブ期間まで、データを当該ＵＥに送信できないので、これらのデータ
はこの原因で遅延されている。すなわち、下り方向のデータの送信は、ＵＥの間欠受信状
態のアクティブ期間に制限されている。各ＵＥのそれぞれの間欠受信状態は、ｅＮＢによ
り独立に配置されるので、複数のＵＥのアクティブ期間が重なった場合、ｅＮＢは、これ
らのアクティブ期間内に、複数のＵＥデータのスケジューリングと伝送をしなければなら
ず、ほかの時間帯にデータを送信することができない。これらのデータ送信不可の時間帯
において、チャネルがアイドルにあるので、リソース使用率の不均衡を招来してしまう。
さらに、重なったアクティブ期間内において、大量データのスケジューリングができない
ことにより、サービス品質（Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｓｅｒｖｉｃｅ、Ｑｏｓ）の低下を
招来する恐れもある。
【００１１】
　図２は複数のＵＥが間欠受信を行う時のデータ伝送に与える影響を示す図である。ここ
で、無線資源を二次元の無線資源ブロックの集合として表し、横軸はＴＴＩを単位とする
時間領域を、縦軸はサブキャリアを単位とする周波数領域をそれぞれ表す。このように、
一つのＴＴＩ内において、一定数のサブキャリア（例えば、ＬＴＥでは、通常、１２個の
連続サブキャリアを採用）からなる二次元のエリアは、資源ブロック（Ｒｅｓｏｕｒｃｅ
　Ｂｌｏｃｋ、ＲＢ）と呼ばれる。一つのＴＴＩに対応する資源ブロックの数は、ＮＲＢ

で表される。図２は、ＮＲＢ＝３を例として間欠受信を示す図である。ｅＮＢは、このよ
うな無線資源ブロックの集合に基づいて資源の割り当てを行う。そして、該当する資源ブ
ロックでデータを対応するＵＥに伝送する。今のシステムには、ＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３
、ＵＥ４との四つのユーザ装置があり、いずれも間欠受信状態にあり、同様なＤＲＸ周期
とアクティブ期間を有することとする。この場合、四つのユーザ装置（ＵＥ１からＵＥ４
）は、同じ時間帯にウェイクアップしてチャネルをセンシングして、自分に係わるデータ
を受信する。ｔ＝０の時点において、ｅＮＢは、これらのＵＥがアクティブ期間にあり、
かつそれらへのデータがメモリに存在していると検出する。そして、ｅＮＢは資源を割り



(10) JP 2009-165133 A 2009.7.23

10

20

30

40

50

当て、第１、２、３番目のＲＢをそれぞれ番号が１、２、３のデータの伝送に使用し、Ｕ
Ｅ４への番号が４のデータは、資源不足のため伝送できない。ＵＥ４は、今回のアクティ
ブ期間において自分に係わるデータを検出していないので、スリープ期間に入る。ｅＮＢ
は、ＵＥ４が次回のアクティブ期間になるまで番号が４のパケットをスケジューリングす
る機会がないので、番号が４のパケットは一ＤＲＸ周期分遅延される。同様に、番号が７
、８のパケットについても、一ＤＲＸ周期分遅延される。遅延に弱いサービス、例えばボ
イスに対しては、このような遅延によりＱｏｓの低下を招来してしまう恐れがある。これ
とともに、アクティブ期間内の資源不足に対して、ＵＥのスリープ期間内は、大量の資源
ブロックが利用されず、資源の浪費を招来し、システム容量が減少するようになる。した
がって、ユーザの間欠受信による資源利用の不均衡状態を改善する必要がある。省電力化
を図るとともに、無線資源をより有効に利用する。
【００１２】
　以上に述べたように、ＵＥの間欠受信は、オン継続期間、非アクティビティタイマー、
アクティブ期間、ＤＲＸ周期、アクティブ期間の開始点との幾つかのパラメータの設定に
依存している。但し、アクティブ期間の開始点はユーザがチャネルをセンシングするタイ
ミングを決定し、アクティブ期間の開始点を設定することによって、無線資源の利用が不
均衡の問題を有効に解決することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　従来の技術において、通常、アクティブ期間の開始点はＵＥの唯一の識別番号とＤＲＸ
周期の長さによって決定される。例えば、アクティブ期間の開始点を、ＤＲＸ周期の長さ
をユーザの唯一の識別番号で除算した残差とする。しかし、Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐ
ｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｌｙ　ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ　ｐａ
ｃｋｅｔ　ｉｎ　ａ　ｍｏｂｉｌｅ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ　Ａｐ
ｐｌ（Ｄａｔｅ：２００７０４１１，ＳＡＭＳＵＮＧ　ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ　ＣＯ．
，ＬＴＤ，参考文献１）に指摘されるよう、このようなアクティブ期間の開始点の設定方
式は、データがｅＮＢに到着したタイミングを考慮していない。データは任意のタイミン
グにｅＮＢのメモリに到着する可能性があり、それらの送信がＵＥの次のアクティブ期間
まで待たなければならないので、データの保存時間は延長されることとなる。特に、遅延
に弱く且つ一定の時間間隔でデータを産生するサービス、例えばＩＰ電話（Ｖｏｉｃｅ　
ｏｖｅｒ　ＩＰ、ＶｏＩＰ）に対しては、従来のＤＲＸアクティブ期間の開始点の設定方
式により、パケット伝送の遅延が増加し、ＱｏＳの低下を招来してしまう。したがって、
参考文献１では、アクティブ期間の開始点を、ユーザが基地局から１番目のパケットを受
信し始めるタイミングに設定する、又は、基地局が下り制御チャネルにおける制御メッセ
ージでパケットを送信する時、ユーザが基地局から１番目の下り制御チャネルを受信した
タイミングに設定すると提案されている。このような方式でアクティブ期間の開始点を調
整することによって、データがメモリに到着した後、メモリでの停留時間を減らすことが
でき、伝送遅延を減少する。しかし、このような方法によれば、ＵＥがチャネルを連続セ
ンシングし、データがメモリに到着する途端に送信可能である場合に限り、ユーザ装置が
１番目のグループを受信したタイミングが、データ産生のタイミングであり、伝送遅延の
減少と言う目的を実現することができる。ユーザ装置が間欠受信にある場合は、依然とし
てアクティブ期間しか１番目のパケットの受信ができなく、保存時間を減らすことはでき
ない。また、この方法は、無線資源利用の不均衡の問題を解決していない。なお、サービ
ス品質を満足できる条件において、パケット遅延をさらに低減することは、ＵＥの満足度
に与える影響はそれほど大きくない。例えば、パケットの遅延を１０ミリ秒から５ミリ秒
まで下げても、ユーザは感知できない。一方、無線資源利用の不均衡の問題は、システム
の容量とユーザに対するサービス品質の低下を招来してしまう。両方を比較すると、サー
ビス品質を満足するまま、無線資源をより均衡かつ有効に利用してシステムの容量を拡大
する方が、もっと重要である。
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【００１４】
　従って、ユーザのアクティブ期間の不均一な分布による無線資源の利用が不均衡の問題
を解決して、ユーザが省電力化を図るとともに無線資源をより有効に利用し、ユーザに対
するサービス品質を確保するまま、システムの容量を拡大することができる方法を希望し
ている。
【００１５】
　本発明の目的は、ユーザ装置が間欠受信モードにおけるアクティブ期間の開始点を設定
する方法及び装置を提供することにある。具体的には、ユーザのアクティブ期間の開始点
をランダムで設定することによって、複数のＵＥのアクティブ期間が重なる確率を低減し
、さらにＵＥのサービス種類を考慮した上で、更に優先順位の高いサービスのサービス品
質を確保し、システム容量を増大して資源の有効利用を実現する。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明の一面によれば、ユーザ装置の間欠受信モードにおけるアクティブ期間の開始点
を設定する方法であって、基地局は、対応するアクティブ期間にデータをユーザ装置に送
信するために、所定パラメータに基づきユーザ装置のアクティブ期間の開始点位置を計算
し保存するステップと、ユーザ装置は、基地局からの無線資源制御の配置情報を受信し、
自分に間欠受信モードが配置されているかどうかを検出するステップと、ユーザ装置は、
受信された無線資源制御の配置情報における間欠受信の所定パラメータに従い、自分のア
クティブ期間の開始点を算出するステップと、ユーザ装置は、算出したアクティブ期間の
開始点に基づき間欠受信を起動するステップと、を含むことを特徴とする方法を提供する
。
【００１７】
　本発明の他の面によれば、ユーザ装置の間欠受信モードにおけるアクティブ期間の開始
点を設定する装置において、基地局側に配置されたものであって、ユーザ装置の間欠受信
の配置情報を決定し、間欠受信の配置情報に含まれた所定パラメータによりアクティブ期
間の開始点の位置を算出するための第一間欠受信のパラメータ算出ユニットと、該当ユー
ザ装置に対応する情報を保存するための間欠受信状態レジスタと、情報をユーザ装置側に
送信したりユーザ装置側から受信したりする第一送受信ユニットと、ユーザ装置側に配置
されたものであって、基地局側から受信した間欠受信の配置情報に含まれた所定パラメー
タによって、ユーザ装置のアクティブ期間の開始点を算出するための第二間欠受信のパラ
メータ算出ユニットと、算出したユーザ装置のアクティブ期間の開始点によってユーザ装
置のアクティブ期間の開始点を調整し、調整されたアクティブ期間の開始点と基地局側で
算出された新しいアクティブ期間の開始点と一致するようにする間欠受信状態調整ユニッ
トと、情報を基地局側に送信したり基地局側から受信したりする第二送受信ユニットと、
を含むことを特徴とする装置を提供する。
【００１８】
　本発明の更なる一面によれば、ユーザ装置の間欠受信モードにおけるアクティブ期間の
開始点を設定する方法であって、基地局は、ユーザ装置に無線資源制御情報を配置する必
要があるとき、ユーザ装置に間欠受信モードを配置する必要があるかどうかを判断し、ユ
ーザ装置に間欠受信モードを配置する必要がある場合、ユーザ装置の間欠受信用の所定パ
ラメータを決定するステップと、基地局は、所定パラメータによってユーザ装置のアクテ
ィブ期間の開始点を算出し、算出したアクティブ期間の開始点と間欠受信の所定パラメー
タとを間欠受信の配置情報に追加して、ユーザ装置に送信するステップと、ユーザ装置は
、基地局からの間欠受信の配置情報を受信し、前記間欠受信の配置情報に含まれたアクテ
ィブ期間の開始点と間欠受信の所定パラメータに応じて間欠受信モードに入るステップと
、を含むことを特徴とする方法を提供する。
【００１９】
　本発明の更なる一面によれば、ユーザ装置の間欠受信モードにおけるアクティブ期間の
開始点を設定する装置において、基地局側に配置されたものであって、所定パラメータに
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よってユーザ装置の間欠受信のアクティブ期間の開始点を算出するための間欠受信のパラ
メータ算出ユニットと、算出した間欠受信のアクティブ期間開始点を、所定の間欠受信パ
ラメータと共に、無線資源制御情報又はＭＡＣペイロードデータユニットにパッケージン
グする間欠受信配置のパッケージングユニットと、該当するユーザ装置に対応する情報を
保存するための間欠受信状態レジスタと、情報をユーザ装置側に送信したりユーザ装置側
から受信したりする第一送受信ユニットと、ユーザ装置側に配置されたものであって、基
地局側からの間欠受信配置情報によって自分の間欠受信状態を調整し、間欠受信配置情報
によって自分のアクティブ期間の開始点を新しい位置に更新する間欠受信状態調整ユニッ
トと、情報を基地局側に送信したり基地局側から受信したりする第二送受信ユニットと、
を含むことを特徴とする装置を提供する。
【００２０】
　本発明の更なる一面によれば、ユーザ装置の間欠受信モードにおけるアクティブ期間の
開始点を設定する方法であって、ユーザ装置は、基地局からの無線資源制御の配置情報を
受信し、自分に間欠受信モードが配置されているかどうかを検出するステップと、ユーザ
装置が間欠受信モードに配置された場合に、ユーザ装置は、間欠受信の配置情報に含まれ
た所定パラメータによって、ユーザ装置のアクティブ期間の開始点を算出し、算出した新
しいアクティブ期間の開始点及びその位置を基地局に通知するステップと、ユーザ装置は
、算出したアクティブ期間の開始点と前記間欠受信の配置情報に含まれた間欠受信の所定
パラメータに基づいて、間欠受信を行うステップと、を含むことを特徴とする方法を提供
する。
【００２１】
　本発明の更なる一面によれば、ユーザ装置の間欠受信モードにおけるアクティブ期間の
開始点を設定する装置において、基地局側に配置されたものであって、該当するユーザ装
置に対応する情報を保存するための間欠受信状態レジスタと、情報をユーザ装置側に送信
したりユーザ装置側から受信したりする第一送受信ユニットと、ユーザ装置側に配置され
たものであって、基地局側から受信した間欠受信の配置情報に含まれた所定パラメータに
よってユーザ装置のアクティブ期間の開始点を算出するための間欠受信のパラメータ算出
ユニットと、算出したユーザ装置のアクティブ期間の開始点によってユーザ装置のアクテ
ィブ期間の開始点を調整するための間欠受信状態調整ユニットと、算出したユーザ装置の
アクティブ期間の開始点の情報をＭＰＤＵに搭載し、第二送受信ユニットを介して基地局
に送信する間欠受信配置のパッケージングユニットと、情報を基地局側に送信したり基地
局側から受信したりする第二送受信ユニットと、を含むことを特徴とする装置を提供する
。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、ＵＥの間欠受信状態のアクティブ期間の開始点を設定して、ＵＥのア
クティブ期間を時間的になるべく均一分布させることによって、ＵＥのアクティブ期間の
重なりによる資源利用の不均衡を避けることができ、ＵＥの間欠受信モードが資源利用に
与える悪い影響をなくすことができる。
【００２３】
　また、本発明は、システムの容量とユーザのサービス品質の向上に役立っている。特に
、サービスの種類を考える場合に、優先順位を設定することにより、優先順位の高いサー
ビスのユーザに対しより良いサービスを提供することができる。
【００２４】
　本発明の前記並びにその他の目的と新規な特徴は、以下に示す実施形態の説明を、以下
のような添付図面と照らし合わせて読むと、より完全に明らかとなるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】ユーザ装置（ＵＥ）の間欠受信モードにおける動作手順を示す図である。
【図２】複数のＵＥが間欠受信を行う時、データ伝送に与える影響を示す図である。
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【図３】本発明の第一実施例によるユーザが自主的にアクティブ期間の開始点を設定する
装置のブロック図である。
【図４】本発明の第一実施例によるユーザが自主的に間欠受信状態のアクティブ期間の開
始点を設定する動作を示すフローチャートである。
【図５】複数のＵＥが式（１）に従い算出したアクティブ期間の開始点により間欠受信を
行うことを示す図である。
【図６】本発明の第二実施例によるｅＵＢがＵＥにアクティブ期間の開始点を設定する装
置のブロック図である。
【図７】本発明の第二実施例によるＲＲＣメッセージによりＵＥの間欠受信状態のアクテ
ィブ期間の開始点を設定する動作を示すフローチャートである。
【図８】本発明の第二実施例によるＭＡＣペイロードデータユニット（ＭＡＣ　Ｐａｙｌ
ｏａｄ　Ｄａｔａ　Ｕｎｉｔ、ＭＰＤＵ）によりＵＥのアクティブ期間の開始点を動的に
変更する動作を示すフローチャートである。
【図９】本発明の第二実施例による式（３）によりＵＥのアクティブ期間の開始点を設定
した後、ＵＥが間欠受信を行うことを示す図である。
【図１０】本発明の第二実施例による式（４）によりＵＥのアクティブ期間の開始点を設
定した後、ＵＥが間欠受信を行うことを示す図である。
【図１１】本発明の第三実施例によるＵＥが自主的にアクティブ期間の開始点を設定して
ｅＮＢに通知する装置のブロック図である。
【図１２】本発明の第三実施例によるＵＥが自主的に間欠受信状態のアクティブ期間の開
始点を設定してｅＮＢに通知する動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、図面を参照して、本発明の実施例について詳細に説明する。本発明に対する曖昧
な理解を防ぐために、記述の中に本発明にとって必要でない細部と機能を省略する。
【００２７】
　以下、図面を参照しながら、本発明によるＵＥの間欠受信モードのアクティブ期間の開
始点を設定する方法および装置の最適な実施例を説明する。
【００２８】
　（第一実施例）
　図３は本発明の第一実施例によるユーザが自主的にアクティブ期間の開始点を設定する
装置のブロック図である。図３に示すように、この最適な実施例によるユーザが自主的に
アクティブ期間の開始点を設定する装置では、ネットワーク側（ｅＮＢ：ソースノード又
は基地局）に間欠受信（ＤＲＸ）パラメータ算出ユニット３１と、ＤＲＸ状態レジスタ３
２と、送受信ユニット３３とが配置されており、ＵＥ側に送受信ユニット３４と、ＤＲＸ
パラメータ算出ユニット３５と、ＤＲＸ状態調整ユニット３６とが配置されている。
【００２９】
　ｅＮＢ側では、送受信ユニット３３（第一送受信ユニットとしてもよい）は、無線イン
ターフェースからの情報を送受信する。ＤＲＸパラメータ算出ユニット３１（第一ＤＲＸ
パラメータ算出ユニットとしてもよい）は、ＵＥのＤＲＸ配置情報を決定する。配置情報
には、ＤＲＸ周期と、オン継続期間と、非アクティビティタイマーなどの基本のＤＲＸパ
ラメータとが含まれている。ＤＲＸパラメータ算出ユニット３１は、これらの基本パラメ
ータとＵＥ数などのような他の情報に基づいて、アクティブ期間の開始点の位置を算出し
、以上のＤＲＸの所定パラメータをＤＲＸ状態レジスタ３２に保存する、或いはこれらの
パラメータを使ってＤＲＸ状態レジスタ３２を更新する。
【００３０】
　ＵＥ側では、ＤＲＸパラメータ算出ユニット３５（第二ＤＲＸパラメータ算出ユニット
としてもよい）は、送受信ユニット３４（第二送受信ユニットとしてもよい）がｅＮＢ側
から受信したＤＲＸ配置情報に含まれた基本パラメータに基づいて、ＵＥのアクティブ期
間の開始点を算出し、計算結果をＤＲＸ状態調整ユニット３６に送信する。ＤＲＸ状態調
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整ユニット３６は、ＤＲＸパラメータ算出ユニット３５から提供された計算結果によって
、ＵＥのアクティブ期間の開始点を調整して、当該調整したアクティブ期間の開始点がｅ
ＮＢ側に算出した新たなアクティブ期間の開始点と一致するようにする。
【００３１】
　図４は本発明の第一実施例によるユーザが自主的にアクティブ期間の開始点を設定する
動作のフローチャートである。図４に示すように、まず、ステップＳ４０１において、Ｕ
ＥがｅＮＢからのＲＲＣ配置情報を受信し、１つのＲＲＣ接続を確立、更新またはリリー
スする。ＬＴＥを一例とすると、ＲＲＣ接続再配置メッセージ（ＲＲＣ　ＣＯＮＮＥＣＴ
ＩＯＮ　ＲＥＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ）によりＲＲＣ配置情報が伝送される。ＵＥは
、ＲＲＣ配置メッセージを受信した後、自分がＤＲＸモードに配置されているかどうかを
検出する（ステップＳ４０２）。ステップＳ４０２での判断結果は否定、つまりＵＥにＤ
ＲＸモードが配置されていない場合、フローはステップＳ４０５にジャンプし、間欠受信
を起動させず、チャネルを継続にセンシングする。ＵＥは、再びＲＲＣ配置情報を受信し
た場合（ステップＳ４０１）、上記の動作を繰り返し、新たに受信したＲＲＣ配置情報に
より自分の状態を更新する。
【００３２】
　一方、ステップＳ４０２での判断結果は肯定、つまりＵＥにＤＲＸモードが設定されて
いる場合、フローはステップＳ４０３に進行し、ＤＲＸパラメータ算出ユニット３５によ
りＤＲＸ配置における関連パラメータに基づき、アクティブ期間の開始点を算出する。こ
こで、次の式（１）に従って、ＵＥのアクティブ期間の開始点を算出してもよい。
【数１】

【００３３】
　但し、ＵＥ　ｉｄｅｎｔｉｔｙは、ユーザの唯一の識別番号を表す。当該識別番号は、
例えば国際移動電話加入者識別番号（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕ
ｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ　Ｎｕｍｂｅｒ、ＩＭＳＩ）、又はＬ
ＴＥにおいてＵＥがＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にＵＥの接続中のセルを唯一に識別
するための無線ネットワークテンポラリ識別子（Ｃｅｌｌ　Ｒａｄｉｏ　Ｎｅｔｗｏｒｋ
　Ｔｅｍｐｏｒａｒｙ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ、Ｃ－ＲＮＴＩ）などとしてもよい。ｍｏｄは
、除法の残差を求める演算である。つまり、ａ　ｍｏｄ　ｂは整数ａを整数ｂで除算した
残差を表す。ｄｉｖは、除算を表す。つまり、ａ　ｄｉｖ　ｂはａをｂで除算した値を表
す。整除できない場合は、小数部分を切り捨てる。ｎは例えば０、１、２・・・のような
負でない整数である。そして、ＡＰＳＰの値はシステムフレーム番号（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆ
ｒａｍｅ　Ｎｕｍｂｅｒ、ＳＦＮ）の最大値以下であることを満たしている。
【００３４】
　次に、ステップＳ４０４において、ＵＥは、受信した配置情報に含まれたＤＲＸパラメ
ータと自ら算出したアクティブ期間の開始点に従い、間欠受信を始める。そして、ＲＲＣ
配置情報を再び受信するとき（ステップＳ４０１）、ＵＥは上記の動作を繰り返す。
【００３５】
　図５は、複数のＵＥが式（１）に従い算出したアクティブ期間の開始点により間欠受信
を行うことを示す図である。ＤＲＸの周期は２０個のＴＴＩの長さに等しく、オン継続期
間は２つのＴＴＩの長さと等しく、四つのユーザＵＥ１、ＵＥ２、ＵＥ３、ＵＥ４の唯一
の識別番号は、それぞれ１、２、３、４であるものとする。式（１）に従い計算すると、
ＵＥ１は第２、２２、４２・・・番目のＴＴＩの開始時点でウェイクアップしアクティブ
期間に入り、ＵＥ２は第４、２４、４４・・・番目のＴＴＩの開始時点でウェイクアップ
しアクティブ期間に入るはずであり、他も類推する。これら４つのアクティブ開始点は、
それぞれ１つのオン継続期間を挟んでいる。図２に示す資源では、前の２つのＴＴＩに全
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ぞれ異なった時間間隔内にスケジューリングされ、資源が時間軸において更に均衡に利用
されるとともに、全部のＵＥデータは今回のＤＲＸ周期内にすべて送信されることができ
、いずれかのＵＥパケット、例えば図２におけるＵＥ４の番号が４のパケットは、次のア
クティブ期間に遅延されることを回避した。
【００３６】
　（第二実施例）
　図６は本発明の第二実施例によるｅＮＢがＵＥにアクティブ開始点を設定する装置のブ
ロック図である。図６に示すように、この最適な実施例によるユーザが自主的にアクティ
ブ期間の開始点を設定する装置では、ネットワーク側（ｅＮＢ：ソースノード又は基地局
）に間欠受信（ＤＲＸ）パラメータ算出ユニット６１と、ＤＲＸ配置パッケージングユニ
ット６２と、ＤＲＸ状態レジスタ６３と、送受信ユニット６４とが配置されており、ＵＥ
側に送受信ユニット６５と、ＤＲＸ状態調整ユニット６６とが配置されている。
【００３７】
　ｅＮＢ側では、ＤＲＸパラメータ算出ユニット６１は、上記の式（１）によりＵＥの間
欠受信状態のアクティブ期間の開始点を算出し、計算結果をＤＲＸ状態レジスタ６３に保
存する、或いはＤＲＸ状態レジスタ３２をその計算結果により更新する。ＤＲＸ配置パッ
ケージングユニット６２は、算出した間欠受信状態のアクティブ期間の開始点を、他のＤ
ＲＸパラメータと共にＲＲＣメッセージ又はＭＡＣペイロードデータユニット（ＭＰＤＵ
）にパッケージングし、送受信ユニット６４を介してＵＥへ送信する。ＤＲＸ状態レジス
タ６３は、当該ｅＮＢに接続されている全てのＵＥの現在のＤＲＸ状態情報を保存し、ア
クティブ期間開始点の位置情報が含まれる。送受信ユニット６４は、無線インターフェー
スからの情報を送受信する。
【００３８】
　ＵＥ側では、ＤＲＸ状態調整ユニット６６は、自身の送受信ユニット６５から受信した
ｅＮＢ側からのＤＲＸ配置情報によって、自分のＤＲＸ状態を調整する。また、ＤＲＸ状
態調整ユニット６６は、受信したＤＲＸ配置情報に基づいて、自分のアクティブ期間の開
始点の位置情報を新しい位置に更新する。
【００３９】
　注意すべきなのは、ＤＲＸパラメータ算出ユニット６１は、上記の式（１）によってＵ
Ｅの間欠受信状態のアクティブ期間の開始点を算出したが、これに限定されていない。ほ
かの方法によりＵＥの間欠受信状態のアクティブ期間の開始点を算出してもよい。例えば
、ＤＲＸパラメータ計算ユニット６１は、次の式（２）から（４）に従い、それぞれＵＥ
の間欠受信状態のアクティブ期間の開始点を算出することも可能である。
【数２】

【数３】
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【数４】

【００４０】
　但し、式（２）と式（３）において、ｒａｎｄ（０，ａ）は、整数０から整数ａの間で
（０とａも含む）、整数をランダムに取ることを表す。このような二つの計算方式は、Ｕ
Ｅの識別番号と別なものであり、ランダム性が更に得られる。ｄｉｖは、上記の式（１）
と同じように、除算を表す。式（４）において、Ｍは、現在接続状態にあるＵＥの総数を
表す。ここで、ＭはＤＲＸ周期以下である。ｋはｋ番目のＵＥを、ＡＰＳＰ（ｋ）はｋ番
目のＵＥのアクティブ期間の開始点をそれぞれ表す。ここで、なるべく複数のＵＥのアク
ティブ期間の開始点が一つのＤＲＸ周期に均一に分布されるように、ＵＥの数を更に考え
た。
【００４１】
　図７は本発明の第二実施例によるＲＲＣメッセージでＵＥに間欠受信状態のアクティブ
期間の開始点を設定する動作のフローチャートである。図７に示すように、ステップＳ７
０１において、ｅＮＢは、現在のネットワーク状況やＵＥの要求などに基づいて、ＲＲＣ
情報を配置してＵＥのためにＲＲＣの接続を確立、更新またはリリースする必要があるか
どうかを判断する。ＬＴＥを例とすると、ＵＥがサービスを発起するとき、ＲＲＣ接続要
求（ＲＲＣ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ　ＲＥＱＵＥＳＴ）メッセージをｅＮＢに送信し、接
続の確立をｅＮＢに要求する。ｅＮＢは、当該接続の要求を受信した後、ＲＲＣ情報を配
置する必要がある。ステップＳ７０１において、ＲＲＣ情報を配置する必要がないと判断
した場合、フローは終了する。Ｓ７０１において、ＲＲＣ情報を配置する必要があると判
断した場合、フローは次のステップＳ７０２に進行し、ｅＮＢは更にＤＲＸモードをＵＥ
に配置する必要があるかどうかを判断する。ステップＳ７０２において、ＤＲＸモードを
ＵＥに配置する必要があると判断した場合、フローは次のステップＳ７０３に進行する。
ステップＳ７０３において、ｅＮＢはＤＲＸの基本パラメータを決定する。これらのパラ
メータには、例えばオン継続期間や非アクティビティタイマーなどが含まれる。続いて、
ステップＳ７０４において、ｅＮＢは、式（１）～（４）及び次の式（５）のいずれかに
従い、ＵＥのアクティブ期間の開始点を算出し、当該アクティブ期間の開始点をＤＲＸの
基本パラメータと共にＤＲＸ配置情報に入れる。ステップＳ７０５において、ｅＮＢは、
ＵＥに関するＤＲＸ配置情報をＤＲＸ状態レジスタに保存する。その後、ｅＮＢはＵＥの
配置情報をＲＲＣ配置情報に入れて、ほかの配置情報と共に、ＵＥに送信する（ステップ
Ｓ７０６）。ここで、ＬＴＥでは、通常、ＲＲＣ配置メッセージがＲＲＣ接続再配置メッ
セージである。ＵＥは、ｅＮＢから送信されたＲＲＣ接続再配置メッセージを受信完了し
た後、応答としてＲＲＣ接続再配置完了（ＲＲＣ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ　ＲＥＣＯＮＦ
ＩＧＵＲＡＴＩＯＮ　ＣＯＭＰＬＥＴＥ）メッセージをｅＮＢに送信する。そして、上記
の配置情報に応じて間欠受信モードに入る。ステップＳ７０７において、ｅＮＢはユーザ
のアクティブ期間に当該ユーザをスケジューリングしてデータを送信することができる。
その後、当該フローは終了する。
【００４２】
　ステップＳ７０２においてＤＲＸモードを配置する必要はないと判断した場合、フロー
はステップＳ７０８に移転する。ステップＳ７０８において、ｅＮＢは、当該ＵＥがＤＲ
Ｘを起動せず連続受信状態にある情報を記録する。この場合、ステップＳ７０９において
、ｅＮＢはほかのＲＲＣ配置情報をＵＥに送信する。さらに、何れの時点でも、ＵＥをス
ケジューリングしてデータを送信することができる（ステップＳ７１０）。
【００４３】
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　図７に示すＲＲＣメッセージによりＤＲＸパラメータを配置するのに対して、ＭＰＤＵ
により変更すべきＤＲＸパラメータを搭載することによって、ＤＲＸの動的配置を実現し
てもよい。従来のＬＴＥについての検討では、ＤＲＸ周期がＭＰＤＵにより伝送すること
ができると考えられる。
【００４４】
　図８は、ＭＰＤＵにより新しいアクティブ期間の開始点を搭載してＤＲＸ配置を更新す
る動作を示すフローチャートである。図８に示すように、ステップＳ８０１において、ｅ
ＮＢは、ＵＥのアクティブ期間の開始点を更新する必要があるかどうかを検出する。ＵＥ
のアクティブ期間の開始点を計算する必要があれば、続いてステップＳ８０２に進行し、
式（１）～（４）及び次の式（５）のいずれかに従い、新しいアクティブ期間の開始点を
算出する。そして、ステップＳ８０３において、ｅＮＢは保存された当該ＵＥのＤＲＸ配
置情報におけるアクティブ期間の開始点を、新たに算出した値に更新する。続いて、ステ
ップＳ８０４において、ｅＮＢはこの新しいアクティブ期間の開始点をＭＰＤＵに搭載し
てユーザに送信する。そして、ＵＥは新しいアクティブ期間の開始点によって自分のＤＲ
Ｘ状態を更新する。ステップＳ８０５において、ｅＮＢは、新しいアクティブ期間内に該
当ＵＥをスケジューリングしてデータを送信する。一方、ステップＳ８０１においてＵＥ
のアクティブ期間の開始点を更新する必要がないと検出した場合、フローは終了する。
【００４５】
　上記のステップＳ７０４とステップＳ８０４において、それぞれ式（１）～（４）でＵ
Ｅのアクティブ期間の開始点を算出する以外に、次の式（５）でＵＥのアクティブ期間の
開始点を計算することもできる。

【数５】

【００４６】
　但し、Ｍｉは接続中且つそのサービスの種類が第ｉ種のＵＥの数を表す。ｉは第ｉのサ
ービス種類、ｋｉは第ｉ種のサービスを行う、接続された第ｋｉ個のＵＥを表す。第ｉの
サービス種類について、例えば、システムはサービスをリアルタイムと非リアルタイムに
分ければ、ｉ＝１をリアルタイム・サービスとされ、ｉ＝２を非リアルタイム・サービス
とされてもよい。この場合は、Ｍ１はリアルタイム・サービスのＵＥ数を、Ｍ２は非リア
ルタイム・サービスのＵＥ数をそれぞれ表す。式（４）に比べて、式（５）は接続中のＵ
Ｅを分類し、サービス種類の異なるユーザに対してアクティブ期間の開始点をそれぞれ設
定して、なるべくアクティブ期間が重なった時間区域に、サービスの種類が多くなるよう
にする。このようにすると、優先スケジューリングによって優先順位の高いサービスのサ
ービス品質を高めることができ、優先順位の高いサービスのアクティブ期間の重なりによ
りサービス品質の低下を避けることができる。特に、ボイスサービスについては、ボイス
サービスとデータサービスとを同じアクティブ期間の開始点に配置してもよい。複数のボ
イスサービスを同じのアクティブ期間の開始点に配置する場合に比べ、ボイスサービスは
より高い優先順位でユーザに送信されることを保証できるとともに、データサービスは次
のアクティブ期間に遅延されてもサービス品質に影響を与えることはない。
【００４７】
　また、ＬＴＥシステムにおいて、マルチメディア放送のマルチキャストサービス（ＭＢ
ＭＳ）を送信するためのチャネルや放送チャネルなどと、データを送信するためのチャネ
ルとがシステム資源を共有しているため、式（１）から（５）により算出したアクティブ
期間の開始点が上記の非データチャネルに重なるおそれがある。そのため、基地局はその
アクティブ期間の開始点をほかの位置に調整する必要がある。システムの無線資源の利用
現状によって調整してもよい。
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【００４８】
　図９は、図７と図８の方式に従い、式（３）によりアクティブ期間の開始点を設定した
後、ＵＥが間欠受信を行うことを示す図である。図４の方式に比べて、図９において、各
ＵＥのアクティブ期間の開始点は、０からＤＲＸ　ｃｙｃｌｅ　ｌｅｎｇｔｈ　ｄｉｖ　
Ｏｎ＿ｄｕｒａｔｉｏｎまでの間にランダムで取得されるので、それらのアクティブ期間
の開始点はＵＥの識別番号と関係なく、ランダム性が更に得られる。図１０は、図７と図
８の方式に従い、式（４）によりアクティブ期間の開始点を設定した後、ＵＥが間欠受信
を行うことを示す図である。図４の方式に比べて、図１０において、各ＵＥのアクティブ
期間の開始点の間隔は広げられ、ＵＥのアクティブ期間が時間軸における分布がより分散
され、ＵＥの数がＤＲＸ周期以下の場合のアクティブ期間の開始点の設定に適用される。
【００４９】
　さらに、本実施例において、ユーザ装置は、基地局からの間欠受信の配置情報に含まれ
たアクティブ期間の開始点を元に、間欠受信の周期に基づいて拡張し、以降の各アクティ
ブ期間の開始点を算出しても良い。このようにして、基地局は算出した１番目のアクティ
ブ期間の開始点をユーザ装置に通知するだけで済み、アクティブ期間の開始点の通知にか
かるシグナリングオーバヘッドを節約することができる。
【００５０】
　（第三実施例）
　図１１は本発明の第三実施例によるＵＥが自主的にアクティブ期間の開始点を設定して
ｅＮＢに通知する装置のブロック図である。図１１に示すように、この最適な実施例によ
るユーザが自主的にアクティブ期間の開始点を設定する装置では、ネットワーク側（ｅＮ
Ｂ：基地局）に、ＤＲＸ状態レジスタ１１１と、送受信ユニット１１２とが設定されてお
り、ＵＥ側に送受信ユニット１１３と、ＤＲＸパラメータ算出ユニット１１４と、ＤＲＸ
状態調整ユニット１１５と、ＤＲＸ配置パッケージングユニット１１６とが設定されてい
る。
【００５１】
　上記の第一と第二の実施例に比べ、ｅＮＢ側では更にＤＲＸ状態レジスタ１１１と送受
信ユニット１１２とが設定されている。ｅＮＢは、送受信ユニット１１２を介して受信さ
れた、ＵＥにより算出されたアクティブ期間の開始点を含むＤＲＸ配置情報をＤＲＸ状態
レジスタ１１１に保存する。或いは、ＤＲＸ状態レジスタ１１１に保存されたＵＥに関す
る情報を、受信されたＤＲＸ配置情報により更新する。
【００５２】
　ＵＥ側では、第一実施例に含まれたユニットに加え、ＤＲＸ配置パッケージングユニッ
ト１１６を追加する。ＤＲＸ配置パッケージングユニット１１６は、ＤＲＸパラメータ算
出ユニット１１４が算出した結果をＭＰＤＵに搭載して、送受信ユニット１１３を介して
ｅＮＢに送信する。ここで、ＤＲＸパラメータ算出ユニット１１４は、上記の式（１）か
ら（５）によってアクティブ期間の開始点を計算してもよい。第三実施例に係わるＵＥに
おける他のユニットの配置と動作は、第一実施例と同じなので、ここで同様な部分につい
ての記述を省略する。
【００５３】
　図１２は本発明の第三実施例によるＵＥが自主的に間欠受信状態のアクティブ期間の開
始点を設定し、ｅＮＢに通知する動作のフローチャートである。図４との唯一の区別点は
、ＵＥが新しいアクティブ期間の開始点を計算した後、算出した新しいアクティブ期間の
開始点をｅＮＢに送信することにある。ｅＮＢは、受信した新しいアクティブ期間の開始
点に基づき、ＤＲＸ状態レジスタにおけるＵＥのＤＲＸ状態に関する情報を更新する。こ
こで、アクティブ期間の開始点の送信は、ＵＥのＭＰＤＵに搭載することで実現してもよ
い。このような動作手順は、上記の式（１）から（５）によるアクティブ期間の開始点の
計算方法を利用してもよい。
【００５４】
　具体的に、まず、ステップＳ１２１において、ＵＥはｅＮＢからのＲＲＣ配置情報を受
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　ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ　ＲＥＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮ）メッセージにより、ＲＲＣ
配置情報をＵＥに伝送してもよい。ＵＥは、ＲＲＣ配置メッセージを受信した後、自分に
ＤＲＸモードが配置されているかどうかを検出する（ステップＳ１２２）。ステップＳ１
２２での判断結果が否定、つまりＵＥにＤＲＸモードが設定されていない場合、フローは
ステップＳ１２６にジャンプし、ＵＥが間欠受信を起動させず、チャネルのセンシングを
継続する。
【００５５】
　一方、ステップＳ１２２での判断結果が肯定、つまりＵＥにＤＲＸモードが設定されて
いる場合、フローはステップＳ１２３に進行し、ＵＥのＤＲＸパラメータ算出ユニット１
１４がＤＲＸ配置における関連パラメータに基づき、アクティブ期間の開始点を算出する
。ここで、上記の式（１）から（５）に従い、ＵＥのアクティブ期間の開始点を算出して
もよい。続いて、ステップＳ１２４において、ＵＥは算出した新しいアクティブ期間の開
始点及び位置をｅＮＢに通知する。ＵＥは、アクティブ期間の開始点をＵＥのＭＰＤＵに
搭載してｅＮＢに送信してもよい。その後、ステップＳ１２５において、ＵＥは間欠受信
を行う。さらに、ステップＳ１２６とＳ１２５において、ＵＥはＲＲＣ配置情報を再び受
信した場合（ステップＳ１２１）、上記の動作を繰り返す。
【００５６】
　さらに、本実施例において、基地局は、ユーザ装置からのアクティブ期間の開始点を元
に、間欠受信周期に基づいて拡張し、以降の各アクティブ期間の開始点を算出しても良い
。このようにして、ユーザ装置は算出した１番目のアクティブ期間の開始点を基地局に通
知するだけで済み、アクティブ期間の開始点の通知にかかるシグナリングオーバヘッドを
節約することができる。
【００５７】
　本発明によれば、ＵＥの間欠受信状態のアクティブ期間の開始点を設定して、ユーザの
アクティブ期間がなるべく時間的に均一分布されるようにすることによって、複数のＵＥ
のアクティブ期間の重なりによる資源利用の不均衡を避けることができ、ＵＥの間欠受信
モードが資源利用に与える悪い影響を解消することができる。なお、本発明は、システム
の容量とユーザのサービス品質の向上に役立っており、特に、サービスの種類を考える場
合、優先順位の設定により、優先順位の高いサービスのユーザに対しより良いサービスを
提供することができる。
【００５８】
　ここまで、本発明について好ましい実施例を合わせて説明した。当業者であれば本発明
の精神及び範囲から逸脱しない限り、様々な変更、交換及び追加を行ってもよいことが理
解されるはずである。そこで、本発明の範囲は前記特定の実施例に限られるものと理解し
てはならず、添付した請求項の範囲によって限定されるものである。
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