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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレス通信システムにおけるワイヤレス通信デバイスによる間欠受信（ＤＲＸ）動
作のための方法であって、
　フレームインデックスをブロードキャストすることと、前記フレームインデックスが、
少なくとも１つのレガシーユーザ機器（ＵＥ）によって第１のＤＲＸモードのために利用
される反復フレームサイクルのシステムフレーム番号（ＳＦＮ）を決定するために使用さ
れ、前記少なくとも１つのレガシーＵＥが、拡張ＳＦＮ範囲を使用するように構成されな
い、
　反復ハイパーフレームサイクルのハイパーフレームインデックスをブロードキャストす
ることと、各ハイパーフレームサイクルが複数のフレームサイクルを備え、少なくとも１
つの非レガシーＵＥによって第２のＤＲＸモードのために利用され、前記少なくとも１つ
の非レガシーＵＥが、前記拡張ＳＦＮ範囲を使用するように構成される、
　前記第１のＤＲＸモードのために利用可能な最大ＤＲＸサイクルよりも大きい拡張ＤＲ
Ｘサイクルに従って、前記第２のＤＲＸモードのために前記少なくとも１つの非レガシー
ＵＥを構成することと、
　前記拡張ＤＲＸサイクルにおける少なくとも１つのページングオケージョンにおいて前
記少なくとも１つの非レガシーＵＥのためのページング情報を送信することと、ここにお
いて、前記少なくとも１つのページングオケージョンが、拡張ＵＥ識別子に基づいて決定
され、前記拡張ＵＥ識別子が、前記反復フレームサイクルのインデックスの数よりも大き
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い可能な値の範囲を有する、
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記第２のＤＲＸモードのための前記拡張ＤＲＸサイクルをブロードキャストすること
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ページング情報が、ページング情報を受信するために前記少なくとも１つのレガシ
ーＵＥによって使用される第１の無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）とは異なる第
２のＲＮＴＩによって識別される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ハイパーフレームインデックスをブロードキャストすることが、前記フレームイン
デックスをブロードキャストするために使用される第１の情報ブロックとは異なる第２の
情報ブロックを使用して、前記ハイパーフレームインデックスを送信することを備える、
請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　システム情報の修正を前記拡張ＤＲＸサイクルに同期させることをさらに備える、請求
項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記フレームインデックスをブロードキャストすることが、物理ブロードキャストチャ
ネルを介して前記フレームインデックスを送信することを備える、請求項１に記載の方法
。
【請求項７】
　前記第２のＤＲＸモードがアイドルＤＲＸ（Ｉ－ＤＲＸ）モードを備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項８】
　ワイヤレス通信システムにおけるワイヤレス通信デバイスによる間欠受信（ＤＲＸ）動
作のための方法であって、
　フレームインデックスを計算することと、前記フレームインデックスが、第１のＤＲＸ
モードのためにレガシーユーザ機器（ＵＥ）によって利用される反復フレームサイクルの
システムフレーム番号（ＳＦＮ）を示し、前記レガシーＵＥが、拡張ＳＦＮ範囲を使用す
るように構成されない、
　反復ハイパーフレームサイクルのハイパーフレームインデックスを受信することと、
　前記フレームインデックスと前記ハイパーフレームインデックスとに基づいて、反復拡
張フレームサイクルの拡張フレームインデックスを決定することと、
　第２のＤＲＸモードの拡張ＤＲＸサイクルのための構成を識別することと、ここにおい
て、前記拡張ＤＲＸサイクルが、前記第１のＤＲＸモードのために利用可能な最大ＤＲＸ
サイクルよりも大きい、
　拡張ＵＥ識別子に基づいて、少なくとも１つのページングオケージョンを決定すること
と、前記拡張ＵＥ識別子が、前記反復フレームサイクルのインデックスの数よりも大きい
可能な値の範囲を有する、
　前記拡張ＤＲＸサイクルに従って前記拡張フレームサイクルの前記少なくとも１つのペ
ージングオケージョンを監視することと、
　前記少なくとも１つのページングオケージョンにおいてページング情報を受信すること
と
　を備える、方法。
【請求項９】
　前記ページング情報が、ページング情報を受信するために前記レガシーＵＥによって使
用される第１の無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）とは異なる第２のＲＮＴＩによ
って識別される、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
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　前記フレームインデックスを計算することが、物理ブロードキャストチャネルを介して
前記フレームインデックスを受信することを備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２のＤＲＸモードがアイドルＤＲＸ（Ｉ－ＤＲＸ）モードを備える、請求項８に
記載の方法。
【請求項１２】
　ワイヤレス通信システムにおける間欠受信（ＤＲＸ）動作のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリ、および前記メモリに記憶された命令とを備
え、前記命令は、
　フレームインデックスをブロードキャストすることと、前記フレームインデックスが、
少なくとも１つのレガシーユーザ機器（ＵＥ）によって第１のＤＲＸモードのために利用
される反復フレームサイクルのシステムフレーム番号（ＳＦＮ）を決定するために使用さ
れ、前記少なくとも１つのレガシーＵＥが、拡張ＳＦＮ範囲を使用するように構成されな
い、
　反復ハイパーフレームサイクルのハイパーフレームインデックスをブロードキャストす
ることと、各ハイパーフレームサイクルが複数のフレームサイクルを備え、少なくとも１
つの非レガシーＵＥによって第２のＤＲＸモードのために利用され、前記少なくとも１つ
の非レガシーＵＥが、前記拡張ＳＦＮ範囲を使用するように構成される、
　前記第１のＤＲＸモードのために利用可能な最大ＤＲＸサイクルよりも大きい拡張ＤＲ
Ｘサイクルに従って、前記第２のＤＲＸモードのために前記少なくとも１つの非レガシー
ＵＥを構成することと、
　前記拡張ＤＲＸサイクルの少なくとも１つのページングオケージョンにおいて前記少な
くとも１つの非レガシーＵＥのためのページング情報を送信することと、ここにおいて、
前記少なくとも１つのページングオケージョンが、拡張ＵＥ識別子に基づいて決定され、
前記拡張ＵＥ識別子が、前記反復フレームサイクルのインデックスの数よりも大きい可能
な値の範囲を有する、
　を行うために前記プロセッサによって実行可能である、装置。
【請求項１３】
　ワイヤレス通信システムにおける間欠受信（ＤＲＸ）動作のための装置であって、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリ、および前記メモリに記憶された命令とを備
え、前記命令は、
　フレームインデックスを計算することと、前記フレームインデックスが、第１のＤＲＸ
モードのためにレガシーユーザ機器（ＵＥ）によって利用される反復フレームサイクルの
システムフレーム番号（ＳＦＮ）を示し、前記レガシーＵＥが、拡張ＳＦＮ範囲を使用す
るように構成されない、
　反復ハイパーフレームサイクルのハイパーフレームインデックスを受信することと、
　前記フレームインデックスと前記ハイパーフレームインデックスとに基づいて、反復拡
張フレームサイクルの拡張フレームインデックスを決定することと、
　第２のＤＲＸモードの拡張ＤＲＸサイクルのための構成を識別することと、ここにおい
て、前記拡張ＤＲＸサイクルが、前記第１のＤＲＸモードのために利用可能な最大ＤＲＸ
サイクルよりも大きい、
　拡張ＵＥ識別子に基づいて、少なくとも１つのページングオケージョンを決定すること
と、前記拡張ＵＥ識別子が、前記反復フレームサイクルのインデックスの数よりも大きい
可能な値の範囲を有する、
　前記拡張ＤＲＸサイクルに従って前記拡張フレームサイクルの前記少なくとも１つのペ
ージングオケージョンを監視することと、
　前記少なくとも１つのページングオケージョンにおいてページング情報を受信すること
と
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　を行うために前記プロセッサによって実行可能である、装置。
【請求項１４】
　コンピュータプログラムがコンピュータシステムによって実行されるとき、前記コンピ
ュータシステムに、請求項１～請求項７のうちのいずれか一項の方法のステップを実行さ
せるための命令を備える、コンピュータプログラム。
【請求項１５】
　コンピュータプログラムがコンピュータシステムによって実行されるとき、前記コンピ
ュータシステムに、請求項８～請求項１１のうちのいずれか一項の方法のステップを実行
させるための命令を備える、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
相互参照
　[0001]本特許出願は、各々が本出願の譲受人に譲渡された、２０１５年８月４日に出願
された、「RAN Procedures for Extended Discontinuous Reception (DRX)」と題する、
Ｖａｊａｐｅｙａｍらによる米国特許出願第１４／８１８，１４１号、および２０１４年
８月６日に出願された、「RAN Procedures for Extended Discontinuous Reception (DRX
)」と題する、Ｖａｊａｐｅｙａｍらによる米国仮特許出願第６２／０３４，０８７号の
優先権を主張する。
【０００２】
　[0002]本開示は、たとえば、ワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、改善され
た性能および電力節約のために間欠受信（ＤＲＸ：discontinuous reception）を向上さ
せることに関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、
ブロードキャストなどの様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されて
いる。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、時間、周波数、お
よび電力）を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多
元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例としては、符号分割多元接
続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（
ＦＤＭＡ）システム、および直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システムがある。
【０００４】
　[0004]例として、ワイヤレス多元接続通信システムは、各々が、場合によってはユーザ
機器（ＵＥ）として知られる、複数の通信デバイスのための通信を同時にサポートする、
いくつかの基地局を含み得る。基地局は、（たとえば、基地局からＵＥへの送信のために
）ダウンリンクチャネル、および（たとえば、ＵＥから基地局への送信のために）アップ
リンクチャネル上で、ＵＥと通信し得る。
【０００５】
　[0005]ＵＥは、データを連続的に受信または送信しないことがある。いくつかの場合に
は、ＵＥは間欠受信（ＤＲＸ）サイクルを利用し得、間欠受信（ＤＲＸ）サイクルの間に
、ＵＥは、電力を節約するためにいくつかの無線構成要素を周期的にオフにし、次いで、
データが受信のために利用可能であり得るという指示を送信または監視するためのデータ
をＵＥが有する場合、それらの構成要素を再アクティブ化する。ＤＲＸ動作モードは、Ｕ
Ｅによって消費される電力量を大幅に低減することができる。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]説明する特徴は、一般に、ハイパーフレーム拡張シグナリング（hyper frame ex
tension signaling）を使用して間欠受信（ＤＲＸ：discontinuous reception）動作を拡
張するための１つまたは複数の改善されたシステム、方法、および／または装置に関する
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。説明する特徴は、レガシーシステムフレーム番号（ＳＦＮ：system frame number）と
ハイパーＳＦＮとに基づく拡張フレームサイクルを使用して拡張ＤＲＸサイクル（extend
ed DRX cycles）を非レガシーユーザ機器（ＵＥ）に対して与えながら、ＤＲＸモードの
ための反復フレームサイクル（repeating frame cycle）を用いてレガシーＵＥをサポー
トすることを含む。セルが、拡張フレームサイクルに従って拡張ＤＲＸ動作のためのデフ
ォルト拡張ＤＲＸサイクルをブロードキャストし得る。追加または代替として、非レガシ
ーＵＥはＵＥ固有拡張ＤＲＸサイクルを要求し得る。拡張ＤＲＸを使用して動作するＵＥ
のためのページングは、同じページングリソース上で既存のＤＲＸモードを使用するＵＥ
のためのページングと共存し得る。追加または代替として、ページングは、別個のページ
ングオケージョン（separate paging occasions）または新しいページング無線ネットワ
ーク一時識別子（ＲＮＴＩ： radio network temporary identifier）を使用する拡張Ｄ
ＲＸモードＵＥのために区別され得る。
【０００７】
　[0007]ワイヤレス通信システムにおけるＤＲＸ動作のための方法について説明し、本方
法は、フレームインデックスをブロードキャストすることと、フレームインデックスが、
少なくとも１つのレガシーＵＥによって第１のＤＲＸモードのために利用される反復フレ
ームサイクルのフレーム番号を決定するために使用される、および、反復ハイパーフレー
ムサイクル（hyper frame cycle）のハイパーフレームインデックス（hyper frame index
）をブロードキャストすることと、各ハイパーフレームサイクルが複数のフレームサイク
ルを備え、少なくとも１つの非レガシーＵＥによって第２のＤＲＸモードのために利用さ
れる、を含む。
【０００８】
　[0008]ワイヤレス通信システムにおけるＤＲＸ動作のための装置について説明し、本装
置は、フレームインデックスをブロードキャストするための手段と、フレームインデック
スが、少なくとも１つのレガシーＵＥによって第１のＤＲＸモードのために利用される反
復フレームサイクルのフレーム番号を決定するために使用される、および、反復ハイパー
フレームサイクルのハイパーフレームインデックスをブロードキャストするための手段と
、各ハイパーフレームサイクルが複数のフレームサイクルを備え、少なくとも１つの非レ
ガシーＵＥによって第２のＤＲＸモードのために利用される、を含む。
【０００９】
　[0009]ワイヤレス通信システムにおけるＤＲＸ動作のための装置について説明し、本装
置は、プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリ、およびメモリに記憶された
命令とを含む。態様では、命令は、フレームインデックスをブロードキャストすることと
、フレームインデックスが、少なくとも１つのレガシーＵＥによって第１のＤＲＸモード
のために利用される反復フレームサイクルのフレーム番号を決定するために使用される、
および、反復ハイパーフレームサイクルのハイパーフレームインデックスをブロードキャ
ストすることと、各ハイパーフレームサイクルが複数のフレームサイクルを備え、少なく
とも１つの非レガシーＵＥによって第２のＤＲＸモードのために利用される、を行うため
にプロセッサによって実行可能である。
【００１０】
　[0010]ワイヤレス通信システムにおけるＤＲＸ動作のためのコードを記憶する非一時的
コンピュータ可読媒体について説明する。態様では、コードは、フレームインデックスを
ブロードキャストすることと、フレームインデックスが、少なくとも１つのレガシーＵＥ
によって第１のＤＲＸモードのために利用される反復フレームサイクルのフレーム番号を
決定するために使用される、および、反復ハイパーフレームサイクルのハイパーフレーム
インデックスをブロードキャストすることと、各ハイパーフレームサイクルが複数のフレ
ームサイクルを備え、少なくとも１つの非レガシーＵＥによって第２のＤＲＸモードのた
めに利用される、を行うためのプロセッサによって実行可能な命令を含む。
【００１１】
　[0011]上記で説明した方法のいくつかの例は、第１のＤＲＸモードのために利用可能な
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最大ＤＲＸサイクルよりも大きい拡張ＤＲＸサイクルに従って、第２のＤＲＸモードのた
めに少なくとも１つの非レガシーＵＥを構成することを含み得る。上記で説明した方法の
いくつかの例は、第２のＤＲＸモードのための拡張ＤＲＸサイクルをブロードキャストす
ることを含み得る。上記で説明した方法のいくつかの例は、拡張ＤＲＸサイクルのページ
ングオケージョンにおいて少なくとも１つの非レガシーＵＥのためのページング情報を送
信することを含み得る。ページング情報は、ページング情報を受信するために少なくとも
１つのレガシーＵＥによって使用される第１のＲＮＴＩとは異なる第２のＲＮＴＩによっ
て識別され得る。上記で説明した方法のいくつかの例は、システム情報の修正を拡張ＤＲ
Ｘサイクルに同期させることを含み得る。上記で説明した装置および／または非一時的コ
ンピュータ可読媒体のいくつかの例は、これらの特徴を実行するための手段、これらの特
徴を実行するためのプロセッサによって実行可能である命令、および／またはこれらの特
徴を実行するためのコードを含み得る。
【００１２】
　[0012]上記で説明した方法のいくつかの例では、ハイパーフレームインデックスをブロ
ードキャストすることは、フレームインデックスをブロードキャストするために使用され
る第１の情報ブロックとは異なる第２の情報ブロックを使用して、ハイパーフレームイン
デックスを送信することを含む。上記で説明した方法のいくつかの例では、フレームイン
デックスをブロードキャストすることは、物理ブロードキャストチャネルを介してフレー
ムインデックスを送信することを備える。上記で説明した方法のいくつかの例では、ハイ
パーフレームインデックスをブロードキャストすることは、物理ダウンリンクデータチャ
ネルを介してシステム情報ブロック（ＳＩＢ：system information block）中でハイパー
フレームインデックスを送信することを備える。上記で説明した装置および／または非一
時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例では、これらの特徴を実行するための手段、こ
れらの特徴を実行するためのプロセッサによって実行可能である命令、および／またはこ
れらの特徴を実行するためのコードを含み得る。
【００１３】
　[0013]上記で説明した方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒体のい
くつかの例では、第２のＤＲＸモードはアイドルＤＲＸ（Ｉ－ＤＲＸ：idle DRX）モード
である。
【００１４】
　[0014]ワイヤレス通信システムにおけるＤＲＸ動作のための方法について説明し、本方
法は、フレームインデックスを計算することと、フレームインデックスが、第１のＤＲＸ
モードのためにレガシーＵＥによって利用される反復フレームサイクルのフレーム番号を
示す、反復ハイパーフレームサイクルのハイパーフレームインデックスを受信することと
、フレームインデックスとハイパーフレームインデックスとに基づいて、反復拡張フレー
ムサイクルの拡張フレームインデックスを決定することと、第２のＤＲＸモードの拡張Ｄ
ＲＸサイクルのための構成を識別することと、ここにおいて、拡張ＤＲＸサイクルが、第
１のＤＲＸモードのために利用可能な最大ＤＲＸサイクルよりも大きい、および、拡張Ｄ
ＲＸサイクルに従って拡張フレームサイクルの少なくとも１つのページングオケージョン
を監視することとを含む。
【００１５】
　[0015]ワイヤレス通信システムにおけるＤＲＸ動作のための装置について説明し、本装
置は、フレームインデックスを計算するための手段と、フレームインデックスが、第１の
ＤＲＸモードのためにレガシーＵＥによって利用される反復フレームサイクルのフレーム
番号を示す、反復ハイパーフレームサイクルのハイパーフレームインデックスを受信する
ための手段と、フレームインデックスとハイパーフレームインデックスとに基づいて、反
復拡張フレームサイクルの拡張フレームインデックスを決定するための手段と、第２のＤ
ＲＸモードの拡張ＤＲＸサイクルのための構成を識別するための手段と、ここにおいて、
拡張ＤＲＸサイクルが、第１のＤＲＸモードのために利用可能な最大ＤＲＸサイクルより
も大きい、および、拡張ＤＲＸサイクルに従って拡張フレームサイクルの少なくとも１つ
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のページングオケージョンを監視するための手段とを含む。
【００１６】
　[0016]プロセッサと、プロセッサと電子通信しているメモリ、およびメモリに記憶され
た命令とを含む、ワイヤレス通信システムにおけるＤＲＸ動作のための装置について説明
し、命令は、フレームインデックスを計算することと、フレームインデックスが、第１の
ＤＲＸモードのためにレガシーＵＥによって利用される反復フレームサイクルのフレーム
番号を示す、反復ハイパーフレームサイクルのハイパーフレームインデックスを受信する
ことと、フレームインデックスとハイパーフレームインデックスとに基づいて、反復拡張
フレームサイクルの拡張フレームインデックスを決定することと、第２のＤＲＸモードの
拡張ＤＲＸサイクルのための構成を識別することと、ここにおいて、拡張ＤＲＸサイクル
が、第１のＤＲＸモードのために利用可能な最大ＤＲＸサイクルよりも大きい、および、
拡張ＤＲＸサイクルに従って拡張フレームサイクルの少なくとも１つのページングオケー
ジョンを監視することとを行うためにプロセッサによって実行可能である。
【００１７】
　[0017]ワイヤレス通信システムにおけるＤＲＸ動作のためのコードを記憶する非一時的
コンピュータ可読媒体について説明する。いくつかの例では、コードは、フレームインデ
ックスを計算することと、フレームインデックスが、第１のＤＲＸモードのためにレガシ
ーＵＥによって利用される反復フレームサイクルのフレーム番号を示す、反復ハイパーフ
レームサイクルのハイパーフレームインデックスを受信することと、フレームインデック
スとハイパーフレームインデックスとに基づいて、反復拡張フレームサイクルの拡張フレ
ームインデックスを決定することと、第２のＤＲＸモードの拡張ＤＲＸサイクルのための
構成を識別することと、ここにおいて、拡張ＤＲＸサイクルが、第１のＤＲＸモードのた
めに利用可能な最大ＤＲＸサイクルよりも大きい、および、拡張ＤＲＸサイクルに従って
拡張フレームサイクルの少なくとも１つのページングオケージョンを監視することとを行
うためのプロセッサによって実行可能な命令を含む。
【００１８】
　[0018]上記で説明した方法のいくつかの例は、反復フレームサイクルのインデックスの
数よりも大きい可能な値の範囲を有する拡張ＵＥ識別子に基づいて、少なくとも１つのペ
ージングオケージョンを決定することを含み得る。上記で説明した方法のいくつかの例は
、少なくとも１つのページングオケージョンにおいてページング情報を受信することを含
み得る。ページング情報は、ページング情報を受信するためにレガシーＵＥによって使用
される第１のＲＮＴＩとは異なる第２のＲＮＴＩによって識別され得る。上記で説明した
装置および／または非一時的コンピュータ可読媒体のいくつかの例は、これらの特徴を実
行するための手段、これらの特徴を実行するためのプロセッサによって実行可能である命
令、および／またはこれらの特徴を実行するためのコードを含み得る。
【００１９】
　[0019]上記で説明した方法のいくつかの例では、フレームインデックスを計算すること
は、物理ブロードキャストチャネルを介してフレームインデックスを受信することを備え
る。上記で説明した方法のいくつかの例では、ハイパーフレームインデックスを受信する
ことは、物理ダウンリンクデータチャネルを介してＳＩＢにおいてハイパーフレームイン
デックスを受信することを備える。上記で説明した装置および／または非一時的コンピュ
ータ可読媒体のいくつかの例は、これらの特徴を実行するための手段、これらの特徴を実
行するためのプロセッサによって実行可能である命令、および／またはこれらの特徴を実
行するためのコードを含み得る。
【００２０】
　[0020]上記で説明した方法、装置、および／または非一時的コンピュータ可読媒体のい
くつかの例では、第２のＤＲＸモードはＩ－ＤＲＸモードである。
【００２１】
　[0021]上記では、以下の詳細な説明がより良く理解され得るように、本開示による例の
特徴および技術的利点についてやや広く概説した。以下で、追加の特徴および利点につい
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て説明する。開示する概念および具体例は、本開示の同じ目的を実行するための他の構造
を変更または設計するための基礎として容易に利用され得る。そのような等価な構成は、
添付の特許請求の範囲から逸脱しない。本明細書で開示する概念の特性、それらの編成と
動作方法の両方は、関連する利点とともに、添付の図に関連して以下の説明を検討すると
より良く理解されよう。図の各々は、例示および説明のみの目的で提供され、特許請求の
範囲を定めるものではない。
【００２２】
　[0022]本発明の性質および利点のさらなる理解は、以下の図面を参照して実現され得る
。添付の図において、同様の構成要素または特徴は同じ参照ラベルを有し得る。さらに、
同じタイプの様々な構成要素は、参照ラベルの後に、ダッシュと、それらの同様の構成要
素同士を区別する第２のラベルとを続けることによって区別され得る。第１の参照ラベル
のみが本明細書において使用される場合、その説明は、第２の参照ラベルにかかわらず、
同じ第１の参照ラベルを有する同様の構成要素のうちのいずれか１つに適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】[0023]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システムのブロック図。
【図２】[0024]本開示の様々な態様による、ハイパーフレーム拡張シグナリングの一例を
示す流れ図。
【図３】[0025]本開示の様々な態様による、例示的なハイパーフレームタイミングのタイ
ミング図。
【図４】[0026]本開示の様々な態様による、例示的なレガシーＤＲＸ動作および拡張ＤＲ
Ｘ動作のタイミング図。
【図５】[0027]本開示の様々な態様による、拡張システム情報修正期間の一例を示すタイ
ミング図。
【図６】[0028]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するためのデバ
イスのブロック図。
【図７】[0029]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するために構成
されたデバイスのブロック図。
【図８】[0030]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための装置
のブロック図。
【図９】[0031]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するためのデバ
イスのブロック図。
【図１０】[0032]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するためのデ
バイスのブロック図。
【図１１】[0033]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための基
地局のブロック図。
【図１２】[0034]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法の一例を示す
フローチャート。
【図１３】[0035]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法の一例を示す
フローチャート。
【図１４】[0036]本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法の一例を示す
フローチャート。
【詳細な説明】
【００２４】
　[0037]ハイパーフレーム拡張シグナリングを使用する拡張ＤＲＸ（ｅ－ＤＲＸ：extend
ed DRX）動作のための１つまたは複数の改善されたシステム、方法、および／または装置
に一般的に関する技法について説明する。ハイパーフレーム拡張シグナリングは、拡張シ
ステムフレーム番号（ＳＦＮ）範囲を使用するように構成されないレガシーデバイスのた
めの後方互換性を維持しながら、ＳＦＮ範囲を拡張し得る。ハイパーＳＦＮ拡張シグナリ
ングは、システム情報の一部として送信されるハイパーＳＦＮへのインデックスを含み得
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る。ハイパーＳＦＮを使用するように構成されたＵＥ（たとえば、非レガシーＵＥ）は、
レガシーＳＦＮ範囲（legacy SFN range）とハイパーＳＦＮ範囲とを含むより長いＳＦＮ
インデックスを、効果的に使用し得る。ハイパーＳＦＮ拡張は、同じページングリソース
上の既存のＩ－ＤＲＸモードと共存し得る拡張アイドルＤＲＸ（ｅＩ－ＤＲＸ：extended
 idle DRX）モードで使用され得る。ページング監視リソースは、ページングリソースを
示すか、または場合によってはページングリソースを決定するのを助け得るリソースであ
り得る。追加または代替として、ページングは、別個のページングオケージョン、または
新しいページング無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）、を使用するｅＩ－ＤＲＸモ
ードＵＥのために区別され得る。
【００２５】
　[0038]以下の説明は、例を与えるものであり、特許請求の範囲に記載される範囲、適用
性、または例を限定するものではない。本開示の範囲から逸脱することなく、説明する要
素の機能および構成において変更が行われ得る。様々な例は、適宜に様々なプロシージャ
または構成要素を省略、置換、または追加し得る。たとえば、説明する方法は、説明する
順序とは異なる順序で実行され得、様々なステップが追加、省略、または組み合わせられ
得る。また、いくつかの例に関して説明する特徴は、他の例において組み合わせられ得る
。
【００２６】
　[0039]図１に、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信システム１００の一例を示
す。ワイヤレス通信システム１００は、基地局１０５と、ＵＥ１１５と、コアネットワー
ク１３０とを含む。コアネットワーク１３０は、ユーザ認証と、アクセス許可と、トラッ
キングと、インターネットプロトコル（ＩＰ）接続性と、他のアクセス、ルーティング、
またはモビリティ機能とを与え得る。基地局１０５は、バックホールリンク１３２（たと
えば、Ｓ１など）を通してコアネットワーク１３０とインターフェースし、ＵＥ１１５と
の通信のための無線構成およびスケジューリングを実行し得るか、または基地局コントロ
ーラ（図示せず）の制御下で動作し得る。様々な例では、基地局１０５は、ワイヤードま
たはワイヤレス通信リンクであり得るバックホールリンク１３４（たとえば、Ｘ１など）
を介して互いと直接または間接的に（たとえば、コアネットワーク１３０を通して）通信
し得る。
【００２７】
　[0040]基地局１０５は、１つまたは複数の基地局アンテナを介してＵＥ１１５とワイヤ
レス通信し得る。基地局１０５のサイトの各々は、それぞれの地理的カバレージエリア１
１０に対して通信カバレージを与え得る。いくつかの例では、基地局１０５は、基地トラ
ンシーバ局、無線基地局、アクセスポイント、無線トランシーバ、ノードＢ、ｅノードＢ
（ｅＮＢ）、ホームノードＢ、ホームｅノードＢ、または何らかの他の好適な用語で呼ば
れることがある。基地局１０５のための地理的カバレージエリア１１０は、カバレージエ
リアの一部分のみを構成するセクタに分割され得る（図示せず）。ワイヤレス通信システ
ム１００は、異なるタイプの基地局１０５（たとえば、マクロセル基地局および／または
スモールセル基地局）を含み得る。異なる技術のための重複する地理的カバレージエリア
１１０があり得る。
【００２８】
　[0041]いくつかの例では、ワイヤレス通信システム１００はＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネット
ワークである。ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネットワークでは、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）という
用語は、概して、基地局１０５を表すために使用され得、ＵＥという用語は、概して、Ｕ
Ｅ１１５を表すために使用され得る。ワイヤレス通信システム１００は、異なるタイプの
ｅＮＢが様々な地理的領域に対してカバレージを与える、異機種ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａネッ
トワークであり得る。たとえば、各ｅＮＢまたは基地局１０５は、マクロセル、スモール
セル、および／または他のタイプのセルに対して通信カバレージを与え得る。「セル」と
いう用語は、コンテキストに応じて、基地局、基地局に関連するキャリア、あるいはキャ
リアまたは基地局のカバレージエリア（たとえば、セクタなど）を表すために使用され得
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る３ＧＰＰ用語である。
【００２９】
　[0042]マクロセルは、概して、比較的大きい地理的エリア（たとえば、半径数キロメー
トル）をカバーし、ネットワークプロバイダのサービスに加入しているＵＥによる無制限
アクセスを可能にし得る。スモールセルは、マクロセルと比較して、マクロセルと同じま
たは異なる（たとえば、認可、無認可などの）周波数帯域内で動作し得る、低電力基地局
である。スモールセルは、様々な例によれば、ピコセルとフェムトセルとマイクロセルと
を含み得る。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーし得、ネットワークプロバ
イダのサービスに加入しているＵＥによる無制限アクセスを可能にし得る。フェムトセル
は、比較的小さい地理的エリア（たとえば、自宅）をもカバーし得、フェムトセルとの関
連を有するＵＥ（たとえば、限定加入者グループ（ＣＳＧ：closed subscriber group）
中のＵＥ、自宅内のユーザのためのＵＥなど）による制限付きアクセスを与え得る。マク
ロセルのためのｅＮＢはマクロｅＮＢと呼ばれることがある。スモールセルのためのｅＮ
Ｂは、スモールセルｅＮＢ、ピコｅＮＢ、フェムトｅＮＢまたはホームｅＮＢと呼ばれる
ことがある。ｅＮＢは、１つまたは複数の（たとえば、２つ、３つ、４つなどの）セル（
たとえば、コンポーネントキャリア）をサポートし得る。
【００３０】
　[0043]ワイヤレス通信システム１００は同期動作または非同期動作をサポートし得る。
同期動作の場合、基地局は同様のフレームタイミングを有し得、異なる基地局からの送信
は近似的に時間的に整列され得る。非同期動作の場合、基地局は異なるフレームタイミン
グを有し得、異なる基地局からの送信は時間的に整列されないことがある。本明細書で説
明する技法は、同期動作または非同期動作のいずれかのために使用され得る。
【００３１】
　[0044]様々な開示する例のうちのいくつかに適応し得る通信ネットワークは、階層化プ
ロトコルスタックに従って動作するパケットベースネットワークであり得る。ユーザプレ
ーンでは、ベアラまたはパケットデータ・コンバージェンス・プロトコル（ＰＤＣＰ：Pa
cket Data Convergence Protocol）レイヤにおける通信はＩＰベースであり得る。無線リ
ンク制御（ＲＬＣ：Radio Link Control）レイヤが、論理チャネルを介して通信するため
にパケットセグメンテーションおよびリアセンブリを実行し得る。媒体アクセス制御（Ｍ
ＡＣ：Medium Access Control）レイヤが、優先度ハンドリングと、トランスポートチャ
ネルへの論理チャネルの多重化とを実行し得る。ＭＡＣレイヤはまた、リンク効率を改善
するためにＭＡＣレイヤにおいて再送信を行うためにハイブリッドＡＲＱ（ＨＡＲＱ）を
使用し得る。制御プレーンでは、無線リソース制御（ＲＲＣ：Radio Resource Control）
プロトコルレイヤが、ユーザプレーンデータのための無線ベアラをサポートする、ＵＥ１
１５と基地局１０５またはコアネットワーク１３０との間のＲＲＣ接続の確立と構成と保
守とを行い得る。物理（ＰＨＹ）レイヤにおいて、トランスポートチャネルは物理チャネ
ルにマッピングされ得る。
【００３２】
　[0045]ＵＥ１１５はワイヤレス通信システム１００全体にわたって分散され、各ＵＥ１
１５は固定または移動であり得る。ＵＥ１１５は、移動局、加入者局、モバイルユニット
、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバイス、ワイヤ
レスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入者局、アクセ
ス端末、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセット、ユーザエージェ
ント、モバイルクライアント、クライアント、または何らかの他の好適な用語をも含むか
、あるいは当業者によってそのような用語で呼ばれることもある。ＵＥ１１５は、セルラ
ーフォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハン
ドヘルドデバイス、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータ、コードレスフ
ォン、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局などであり得る。ＵＥは、マクロｅＮＢ、
スモールセルｅＮＢ、リレー基地局などを含む様々なタイプの基地局およびネットワーク
機器と通信することが可能であり得る。
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【００３３】
　[0046]ワイヤレス通信システム１００に示されている通信リンク１２５は、ＵＥ１１５
から基地局１０５へのアップリンク（ＵＬ）送信、および／または基地局１０５からＵＥ
１１５へのダウンリンク（ＤＬ）送信を含み得る。ダウンリンク送信は順方向リンク送信
と呼ばれることもあり、アップリンク送信は逆方向リンク送信と呼ばれることもある。各
通信リンク１２５は１つまたは複数のキャリアを含み得、ここで、各キャリアは、（たと
えば、基準信号、制御情報、オーバーヘッド情報、ユーザデータなどの）情報を用いて変
調された複数のサブキャリア（たとえば、異なる周波数の信号）からなる波形信号であり
得る。通信リンク１２５は、（たとえば、対スペクトルリソースを使用する）ＦＤＤまた
は（たとえば、不対スペクトルリソースを使用する）ＴＤＤ動作を使用して、双方向通信
を送信し得る。
【００３４】
　[0047]ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａは、ダウンリンク上では直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭ
Ａ）を利用し、アップリンク上ではシングルキャリア周波数分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭ
Ａ）を利用する。ＯＦＤＭＡおよび／またはＳＣ－ＦＤＭＡキャリアは、一般にトーン、
ビンなどとも呼ばれる複数（Ｋ個）の直交サブキャリアに区分され得る。各サブキャリア
は情報で変調され得る。隣接するサブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリアの
総数（Ｋ）はキャリア帯域幅に依存し得る。たとえば、Ｋは、それぞれ、１．４、３、５
、１０、１５、または２０メガヘルツ（ＭＨｚ）の（ガードバンドをもつ）対応するキャ
リア帯域幅に対して、１５キロヘルツ（ＫＨｚ）のサブキャリア間隔の場合、７２、１８
０、３００、６００、９００、または１２００に等しくなり得る。キャリア帯域幅はまた
、サブバンドに区分され得る。たとえば、サブバンドは１．０８ＭＨｚをカバーし得、キ
ャリアは１つ、２つ、４つ、８つまたは１６個のサブバンドを有し得る。
【００３５】
　[0048]システム１００のいくつかの実施形態では、基地局１０５および／またはＵＥ１
１５は、基地局１０５とＵＥ１１５との間の通信品質と信頼性とを改善するために、アン
テナダイバーシティ方式を採用するために複数のアンテナを含み得る。追加または代替と
して、基地局１０５および／またはＵＥ１１５は、同じまたは異なるコード化データを搬
送する複数の空間レイヤを送信するために、マルチパス環境を上手く利用し得る多入力多
出力（ＭＩＭＯ）技法を採用し得る。
【００３６】
　[0049]ワイヤレス通信システム１００は、複数のセルまたはキャリア上での動作、すな
わち、キャリアアグリゲーション（ＣＡ）またはマルチキャリア動作と呼ばれることがあ
る特徴をサポートし得る。「コンポーネントキャリア」（ＣＣ）という用語は、ＣＡ動作
においてＵＥによって利用される複数のキャリアの各々を指すことがあり、システム帯域
幅の他の部分（たとえば、他のキャリアなど）とは異なり得る。ＣＡ動作では、ＵＥ１１
５は、より大きい動作帯域幅、および、たとえば、より高いデータレートを与えるために
、複数のダウンリンクおよび／またはアップリンクＣＣを同時に利用するように構成され
得る。ＣＡ動作において使用されるＣＣは、任意の好適な帯域幅（たとえば、１．４、３
、５、１０、１５、または２０メガヘルツ（ＭＨｚ）など）であり得、各個々のＣＣは、
たとえば、ＬＴＥ規格のリリース８またはリリース９に基づいてシングルキャリアと同じ
能力を与え得る。したがって、個々のＣＣは、ＬＴＥリリース８またはリリース９を実装
するＵＥ１１５との後方互換性があるが、ＣＡのために構成された、リリース８／９後の
ＬＴＥバージョンを実装するまたはシングルキャリアモードにあるＵＥ１１５によっても
利用され得る。代替的に、ＣＣは、他のＣＣと組み合わせて使用されるように構成され得
、シングルキャリアモードをサポートするために使用されるいくつかのチャネル（たとえ
ば、フォーマットまたは制御チャネルなど）を搬送しないことがある。ＣＡは、ＦＤＤコ
ンポーネントキャリアとＴＤＤコンポーネントキャリアの両方とともに使用され得る。
【００３７】
　[0050]ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａでは、各セルのための無線フレームは、サブフレーム番号（
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ＳＦＮ）によってインデックス付けされる。ＳＦＮが１０ビットを有し、各無線フレーム
が１０ｍｓ長であるので、１０２４個の無線フレームの各フレームサイクルは、１０．２
４ｓにわたる。ＳＦＮの８つの最上位ビットは、各無線フレーム中で送信されるマスタ情
報ブロック（ＭＩＢ：master information block）においてブロードキャストされる。２
つの最下位ビットは、１つの完全なブロードキャストチャネル（ＢＣＨ）送信時間間隔（
ＴＴＩ）を送信するために使用される４つの無線フレームサイクルから推論され得る。以
下でさらに詳細に説明するように、いくつかの事例では、所与の長さのＳＦＮを有するサ
ブフレームのセットのためにフレームサイクルを拡張するための追加のビットが、ＳＦＮ
中に含まれ得る。追加のビットは、たとえば、１０ビットのレガシーＳＦＮ長に付加され
得る。いくつかの態様では、１０ビットレガシーＳＦＮは、フレームサイクルが約６５５
．３６秒にわたることを可能にするために６ビットだけ拡張され得る。より長いフレーム
サイクルは、より長いアイドルモードＤＲＸサイクル、またはｅＩ－ＤＲＸの実装を容易
にし得る。
【００３８】
　[0051]ＵＥ１１５は、リムーバブルであるか、またはＵＥ１１５に永続的にインストー
ルされ得るモジュール（たとえば、加入者識別モジュール（ＳＩＭ）など）に記憶され得
る、国際モバイル加入者アイデンティティ（ＩＭＳＩ）などの永続的加入者アイデンティ
ティによって識別され得る。概して、ＵＥ１１５は、アイドルモード（ＲＲＣ＿Ｉｄｌｅ
）または接続モード（ＲＲＣ＿Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）のいずれかにあり得る。アイドルモ
ードでは、ＵＥ１１５は、セル選択および再選択を実行し、それ自体をネットワーク内に
登録するが、ユーザデータをアクティブに通信しない。ＵＥ１１５はまた、着信データ（
incoming data）（たとえば、呼など）、システム情報の変化、および通知（たとえば、
緊急通知など）を識別、受信、または処理するためにアイドルモードでページングメッセ
ージをリッスンする。ページングメッセージを監視することは、ページング無線ネットワ
ーク一時識別子（Ｐ－ＲＮＴＩ：paging radio network temporary identifier）でスク
ランブルされたページング制御メッセージについて所定の間隔においてＰＤＣＣＨを監視
することを含む。見つけられた場合、ページング制御メッセージは、ＵＥ１１５のための
ページング情報について、ページングメッセージへのポインタを与える。アイドル状態中
にページング制御メッセージについてＰＤＣＣＨを不連続的に監視するプロセスは、アイ
ドル間欠受信（Ｉ－ＤＲＸ）として知られる。
【００３９】
　[0052]ページングメッセージが受信されたとき、ＵＥ１１５は、ｅＮＢ１０５とＵＥ１
１５との間のデータの転送のための接続モードに遷移するために、ランダムアクセスプロ
シージャを実行する。接続モードでは、ＵＥ１１５は、接続プロシージャにおいてｅＮＢ
１０５によって割り当てられたセル無線ネットワーク一時識別子（Ｃ－ＲＮＴＩ：cell r
adio network temporary identifier）に従って、ＰＤＣＣＨを連続的に監視する。いく
つかの事例では、ＵＥ１１５はまた、接続ＤＲＸ（Ｃ－ＤＲＸ：connected DRX）として
知られる、接続モードでのＤＲＸ動作のために構成され得る。
【００４０】
　[0053]Ｉ－ＤＲＸでは、ＵＥ１１５は、ＤＲＸサイクルによって決定されたページング
サイクルに従って、ページングについてＰＤＣＣＨを監視する。各セルは、３２、６４、
１２４、または２５６の値を有するセル固有ＤＲＸサイクルをブロードキャストする。Ｕ
Ｅ１１５は、アタッチ要求（attach request）内で異なるＵＥ固有ＤＲＸサイクルを要求
することができる。ＵＥが要求することができる値の範囲は、セル固有ＤＲＸサイクルの
ために利用可能な値と同じである。したがって、ＬＴＥにおける最大ＤＲＸサイクルは２
．５６ｓである。
【００４１】
　[0054]ページング制御メッセージがＰ－ＲＮＴＩを用いてＵＥ１１５にアドレス指定さ
れ得るサブフレームは、ページングオケージョン（paging occasion）として知られる。
ページングフレーム（ＰＦ：paging frame）は、１つまたは複数のＰＯを含んでいる無線
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フレームである。ＰＦは、以下の式を満たすサブフレームとして、ＤＲＸパラメータによ
って決定される。　
【００４２】
【数１】

【００４３】
　上式で、
　　Ｔ：ＵＥのＤＲＸサイクル。Ｔは、割り当てられた場合はＵＥ固有ＤＲＸ値の、およ
びセルによってブロードキャストされたデフォルトＤＲＸ値の、最も短いものである。　
　　ｎＢ：セル固有ＤＲＸサイクル（４Ｔ、２Ｔ、Ｔ、Ｔ／２、Ｔ／４、Ｔ／８、Ｔ／１
６、Ｔ／３２）におけるページングオケージョンの数。　
　　Ｎ：ｍｉｎ（Ｔ，ｎＢ）　
　　ＵＥ＿ＩＤ：ＩＭＳＩ　ｍｏｄ　１０２４。
【００４４】
　[0055]以下の表１および表２に示されている、サブフレームパターン内のＰＯを指すイ
ンデックスｉ＿ｓが、以下の式から導出される。　
【００４５】

【数２】

【００４６】
　上式で、　
　　Ｎｓ：ｍａｘ（１，ｎＢ／Ｔ）。　
【００４７】

【表１】

【００４８】
　[0056]現在のＩ－ＤＲＸ機構は、高度の接続性が望まれるスマートフォンなどのデバイ
スのために十分であり得るが、いくつかのデバイスは、現在の最大ＤＲＸサイクルを非効
率的にする異なる電力および接続性要件を有し得る。たとえば、マシンタイプ通信デバイ
スなどのデバイスは、まれにアクティブであり得、より限られた電力バジェット（more l
imited power budget）を有し得る。マシンタイプ通信（ＭＴＣ：machine type communic
ation）は、通信の少なくとも１つの端部上の少なくとも１つのリモートデバイスに関与
する通信を指すことがあり、必ずしも人間の対話を必要とするとは限らない１つまたは複
数のエンティティを伴うデータ通信の形態を含み得る。いくつかのＵＥは、基地局、別の
リモートデバイス、または何らかの他のエンティティと通信し得る、センサー、メーター
、ロケーションタグなどのリモートデバイスを含み得る、マシンタイプ通信（ＭＴＣ）Ｕ
Ｅと見なされ得る。ＭＴＣ　ＵＥは、たとえば、パブリックランドモバイルネットワーク
（ＰＬＭＮ）を介した、ＭＴＣサーバおよび／または他のＭＴＣデバイスとのＭＴＣ通信
が可能であるＵＥを含み得る。
【００４９】
　[0057]１つの提案するソリューションは、接続モードからアイドルモードに遷移した後
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にアクティブタイマーが満了したとき、ＵＥが電力節約モード（ＰＳＭ：Power Saving M
ode）に入ることを可能にする。ＰＳＭでは、ＵＥは、ページングに到達不可能であり、
アクセス層アクティビティを停止する。ＰＳＭは、モバイル発信（ＭＯ：mobile origina
ted）データが生成された場合、または周期トラッキングエリア更新（ＴＡＵ：tracking 
area update）タイマーに基づいて、終了される。アクティブタイマーおよび周期ＴＡＵ
タイマーは、ＵＥおよびｅＮＢによってネゴシエートされ得る。しかしながら、ＰＳＭを
出ると、ＵＥはＴＡＵプロシージャを実行し、ＴＡＵプロシージャは、ＵＥに割り当てら
れたトラッキングエリアを更新するためにＲＲＣシグナリングおよび非アクセス層（ＮＡ
Ｓ：non-access stratum）シグナリングを交換するためのランダムアクセスプロシージャ
を含む。したがって、このプロシージャは、各ＰＳＭ期間の終了時にＴＡＵプロシージャ
においてかなりの電力消費を招く。
【００５０】
　[0058]ＵＥ１１５およびｅＮＢ１０５など、システム１００の構成要素は、ハイパーＳ
ＦＮ拡張シグナリングを使用する拡張ＤＲＸ（ｅ－ＤＲＸ）動作のために構成され得る。
ハイパーＳＦＮ拡張シグナリングは、拡張ＳＦＮ範囲を使用するように構成されていない
レガシーＵＥのための（たとえば、同じセル上の）後方互換性を維持しながら、ＳＦＮ範
囲を拡張し得る。ハイパーＳＦＮ拡張シグナリングは、システム情報の一部として送信さ
れるハイパーＳＦＮへのインデックスを含み得る。ハイパーＳＦＮを使用するように構成
されたＵＥ（たとえば、非レガシーＵＥ）は、レガシーＳＦＮ範囲とハイパーＳＦＮ範囲
とを含む拡張ＳＦＮ範囲へのより長いまたは拡張されたＳＦＮインデックスを、効果的に
使用し得る。ハイパーＳＦＮ拡張は、同じページングリソース上の既存のＩ－ＤＲＸモー
ドと共存し得る拡張アイドルＤＲＸ（ｅＩ－ＤＲＸ）モードで使用され得る。ページング
監視リソースは、ページングリソースを示すか、または場合によってはページングリソー
スを決定するのを助け得る、リソースであり得る。追加または代替として、ページングは
、別個のページングオケージョンまたは新しいページングＲＮＴＩを使用するｅＩ－ＤＲ
ＸモードＵＥのために区別され得る。明快のために、本開示は、Ｉ－ＤＲＸ動作に適用さ
れる拡張ＤＲＸ動作のための技法について説明する。しかしながら、ハイパーＳＦＮ拡張
シグナリングを使用してＤＲＸ動作を拡張するための説明する技法は、いくつかの事例で
は、Ｃ－ＤＲＸ動作に適用され得る。
【００５１】
　[0059]図２に、本開示の様々な態様による、ハイパーＳＦＮ拡張シグナリングの一例を
示す流れ図２００を示す。流れ図２００は、たとえば、ｅＩ－ＤＲＸ動作のためにハイパ
ーＳＦＮシグナリングを使用するように構成されたＵＥ１１５－ａ（たとえば、非レガシ
ーＵＥ）のためのメッセージフローを示し得る。非レガシーＵＥ１１５－ａは、図１に示
されているＵＥ１１５のうちの１つの一例であり得る。
【００５２】
　[0060]図１のｅＮＢ１０５のうちの１つの一例であり得るｅＮＢ１０５－ａが、流れ図
２００に示されている。流れ図２００はまた、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）２
８０、サービングゲートウェイ（ＳＧＷ）２８５、およびパケットゲートウェイ（Ｐ－Ｇ
Ｗ）２９０を示しており、これらは、図１に示されているコアネットワーク１３０の一部
であり得る。
【００５３】
　[0061]ｅＮＢ１０５－ａは、レガシーＳＦＮ範囲へのインデックスであり得るフレーム
インデックス２０５をブロードキャストし得る。たとえば、ｅＮＢ１０５－ａは、ＭＩＢ
においてＳＦＮの８つの最上位ビットを送信し得る。ＭＩＢは、物理ブロードキャストチ
ャネル（ＰＢＣＨ：physical broadcast channel）を介して送信され得る。
【００５４】
　[0062]ｅＮＢ１０５－ａはまた、ハイパーフレームインデックス２１０をブロードキャ
ストし得る。ハイパーフレームインデックス２１０は、ＭＩＢとは異なるシステム情報ブ
ロック（ＳＩＢ）の一部としてハイパーＳＦＮへのインデックスを送信することによって
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ブロードキャストされ得る。たとえば、ハイパーＳＦＮへのインデックスは、ＳＩＢ１ま
たはＳＩＢ２において送信され得る。ＳＩＢ１およびＳＩＢ２は、データチャネル（たと
えば、ＰＤＳＣＨ）を介して送信され得る。ハイパーＳＦＮ中のビット数は、ｅＩ－ＤＲ
Ｘ動作において所望の範囲を与える拡張ＳＦＮを与えるために選択され得る。たとえば、
ハイパーＳＦＮは、ＳＦＮを６ビットだけ拡張し得、これは、６５５．３６ｓ（約１１分
）のハイパーＳＦＮスパンを可能にする。図３に、本開示の様々な態様による、例示的な
拡張ＳＦＮフレームタイミングのタイミング図３００を示す。タイミング図３００は、６
４個のＳＦＮサイクル３１０を含む６ビットハイパーＳＦＮサイクル３２０を示し、ここ
で、各ＳＦＮサイクル３１０が１０２４個のフレームを含む。したがって、ハイパーＳＦ
ＮおよびレガシーＳＦＮによってインデックス付けされた、拡張ＳＦＮサイクルは、６５
，５３６個のフレームにわたる。ハイパーＳＦＮのための他のビット長（たとえば、４、
５、７、８、１０など）が、適宜にまたは必要に応じて選択され得る。
【００５５】
　[0063]図２に戻ると、ｅＮＢ１０５－ａはまた、拡張ＤＲＸサイクル２１５をブロード
キャストし得る。ブロードキャストされた拡張ＤＲＸサイクル２１５は、ｅＩ－ＤＲＸペ
ージングサイクルのためのデフォルト拡張ＤＲＸサイクルを示し得る。拡張ＤＲＸサイク
ル２１５は、ＳＩＢ（たとえば、ＳＩＢ１、ＳＩＢ２など）において送信され得、ハイパ
ーＳＦＮと同じビット数を有し得る。
【００５６】
　[0064]流れ図２００に示されているように、ＵＥ１１５－ａは、２２０において、ｅＮ
Ｂ１０５－ａとのＲＲＣ接続を確立し得る。ＵＥ１１５－ａは、２２５において、ネット
ワークアタッチメントおよびトラッキングエリア更新（ＴＡＵ）を実行し得る。ネットワ
ークアタッチメントおよびＴＡＵプロシージャは、ネットワーク上のＵＥ１１５－ａの認
証と、セキュリティセットアップと、ネットワークを介した通信のためのネットワークリ
ソース（たとえば、ＭＭＥ２８０、ベアラなど）の割当てとを含み得る。
【００５７】
　[0065]通信アクティビティが継続中でない場合、ＵＥ１１５－ａは、２３０において、
ＲＲＣ接続を解放し得る。ＵＥ１１５－ａは、次いで、２３５において、ネットワークか
らページングを受信するためのｅＩ－ＤＲＸ動作モードに入り得る。したがって、ＵＥ１
１５－ａは、２３５において、ｅＩ－ＤＲＸ動作のための決定されたＰＦおよびＰＯに従
い得る。ｅＩ－ＤＲＸ動作のためのＰＦおよびＰＯを決定することについて、以下でより
詳細に説明する。
【００５８】
　[0066]ＵＥ１１５－ａのためのダウンリンクデータ２４０は、受信され、Ｐ－ＧＷ２９
０からＳＧＷ２８５に転送され得る。ＳＧＷ２８５は、２４２において、ＭＭＥ２８０に
ダウンリンクデータを通知し得る。ＭＭＥ２８０は、２４５において、ダウンリンクデー
タ通知２４２に肯定応答し得る。ＳＧＷ２８５は、次いで、２５０において、ダウンリン
クデータを記憶し得る。
【００５９】
　[0067]ＭＭＥ２８０は、ＵＥ１１５－ａのためのトラッキングエリア内のｅＮＢ１０５
にページングメッセージ２５５を送り得る。ｅＮＢ１０５－ａは、ｅＩ－ＤＲＸページン
グサイクルに従って決定されたＵＥ１１５－ａのためのＰＯにおいて、ページングメッセ
ージ２６０をブロードキャストし得る。ＵＥは、ページングメッセージ２６０を受信し得
、ダウンリンクデータ２４０は、２６５において、サービス要求のための通信において転
送され得る。
【００６０】
　[0068]図４に、本開示の様々な態様による、例示的なレガシーＤＲＸ動作およびｅＩ－
ＤＲＸ動作のタイミング図４００を示す。レガシーＤＲＸ動作の場合、ＤＲＸサイクルＴ
＝３２個のフレーム（３２０ｍｓ）およびページングオケージョンパラメータｎＢ＝Ｔ／
２である。したがって、ＵＥ＿ＩＤ＝０をもつレガシーＵＥの場合、レガシーＵＥ　ＰＦ
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４１５は、ＳＦＮ　ｍｏｄ　３２＝０である無線フレームである。
【００６１】
　[0069]ｅＩ－ＤＲＸ動作の場合、ＰＦおよびＰＯは以下の式によって決定され、ｅＩ－
ＤＲＸパラメータはシステム情報（たとえば、ＭＩＢ、ＳＩＢ１、ＳＩＢ２など）におい
て与えられ得る。　
　ＰＦ’は、以下を満たすｅＩ－ＤＲＸ動作のためのページングサブフレームであり得る
。　
【００６２】
【数３】

【００６３】
　（たとえば、上記の表１および表２から）ＰＯ’を決定するためのインデックスｉ＿ｓ
’は、以下によって与えられ得る。　
【００６４】

【数４】

【００６５】
　上式で、　
　　Ｔ’：ＵＥのｅＩ－ＤＲＸサイクル。Ｔ’は、割り当てられた場合はＵＥ固有ｅＩ－
ＤＲＸ値の、およびセルによってブロードキャストされたデフォルトｅＩ－ＤＲＸ値の、
最も短いものであり得る。　
　　ｎＢ’：ｅＩ－ＤＲＸサイクル（４Ｔ’、２Ｔ’、Ｔ’、Ｔ’／２、Ｔ’／４、Ｔ’
／８、Ｔ’／１６、Ｔ’／３２）におけるページングオケージョンの数。　
　　Ｎ’：ｍｉｎ（Ｔ’，ｎＢ’）　
　　Ｎｓ’：ｍａｘ（１，ｎＢ’／Ｔ’）　
　　ＵＥ＿ＩＤ’：ＩＭＳＩ　ｍｏｄ　２＾ｎ。
【００６６】
　[0070]タイミング図４００では、ｅＩ－ＤＲＸサイクルＴ’＝２＾１５＝３２７６８＝
３２７．６８ｓであり、ｅＩ－ＤＲＸ動作のためのページングオケージョンパラメータｎ
Ｂ’は、Ｔ’／２＝０．５Ｔ’である。ページングオケージョンパラメータｎＢ’は、図
４中でレガシーＤＲＸ動作のためのページングオケージョンパラメータｎＢと同じ係数（
たとえば、０．５）によって定義されて示されているが、パラメータｎＢ’は異なる係数
を有し得る。ｅＩ－ＤＲＸ動作のためのページングオケージョンパラメータｎＢ’は、た
とえば、レガシーＤＲＸ動作のためのページングオケージョンパラメータｎＢとは別に（
たとえば、ＳＩＢ１またはＳＩＢ２などにおいて）送信され得る。
【００６７】
　[0071]図４に示されているようにｅＩ－ＤＲＸ動作における非レガシーＵＥ１１５の場
合、ＵＥ＿ＩＤ’は３０であり得る。ＵＥ＿ＩＤ’は、ｅＩ－ＤＲＸ動作のために使用さ
れるハイパーＳＦＮ範囲中のページングフレームの増加により、レガシーＵＥのためのＵ
Ｅ＿ＩＤと比較して拡張された範囲を備え得る。たとえば、ＵＥ＿ＩＤ’は、ＵＥ＿ＩＤ
’＝（ＩＭＳＩ　ｍｏｄ　２＾ｎ）として定義され得、ここで、ｎはレガシーＳＦＮ範囲
ＲLEGACYおよび／またはハイパーＳＦＮ範囲ＲHYPERに基づいて決定され得る。たとえば
、ｎは、ｎ＝ｌｏｇ2（ＲLEGACY）＋ｌｏｇ2（ＲHYPER）＋ｃとして決定され得、ここで
、ｃはｅＩ－ＤＲＸサイクルごとの複数（たとえば、２つ、４つなど）のページングオケ
ージョンの可能性を考慮し得る。一実施形態では、ｅＩ－ＤＲＸサイクルにおけるページ
ングオケージョンの数は、（４Ｔ’、２Ｔ’、Ｔ’、Ｔ’／２、Ｔ’／４、Ｔ’／８、Ｔ
’／１６、Ｔ’／３２）の様々な値を有し得、パラメータｃは２であり得る。したがって
、各フレームサイクルが１０２４個の無線フレームを含むレガシーフレームサイクルであ
る、６４フレームサイクル（ＲHYPER＝６４）を有するハイパーＳＦＮサイクルの場合、
ｎは１８に等しくなり得る。
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【００６８】
　[0072]図４に示されているように、例示的な非レガシーＵＥ１１５は、Ｔ’＝３２７．
６８ｓの拡張ページングサイクル４２０と、ＳＦＮ’ｍｏｄ　Ｔ’＝２＊ＵＥ＿ＩＤ’＝
６０を有する無線フレームによって定義されるｅＩ－ＤＲＸのためのＰＦ４２５とを有し
得る。ＰＦ４２５内のＰＯ４３０は、ｉ＿ｓ’＝０に従って表１および表２によって与え
られ得る。
【００６９】
　[0073]上記で説明したように、セルは、デフォルトｅＩ－ＤＲＸサイクル値をブロード
キャストし得る。追加または代替として、非レガシーＵＥ１１５は、（たとえば、ＲＲＣ
シグナリングなどを介して）異なるＵＥ固有ｅＩ－ＤＲＸサイクル値を要求し得る。上記
で説明したように、拡張ページングサイクルおよびページングフレームを決定するために
使用されるＴ’の値は、割り当てられた場合はＵＥ固有ｅＩ－ＤＲＸサイクル値の、およ
びセルによってブロードキャストされたデフォルトｅＩ－ＤＲＸサイクル値の、最も短い
ものであり得る。
【００７０】
　[0074]場合によっては、レガシーＩ－ＤＲＸモードを使用するレガシーＵＥとｅＩ－Ｄ
ＲＸモードを使用する非レガシーＵＥとについて、ページングを区別することが望ましい
ことがある。いくつかの実施形態では、ｅＩ－ＤＲＸモードのための別個のページングフ
レームまたはページングオケージョンが定義され得る。たとえば、インデックスｉ＿ｓ’
からｅＩ－ＤＲＸモードのためのＰＯを定義するために異なる表が使用され得る。追加ま
たは代替として、拡張ページングＲＮＴＩ（ｅＰ－ＲＮＴＩ：extended paging RNTI）が
ｅＩ－ＤＲＸ　ＵＥのために使用され得る。ｅＰ－ＲＮＴＩは、静的に定義され得るか、
またはシステム情報（たとえば、ＳＩＢ１、ＳＩＢ２など）においてセルによってブロー
ドキャストされ得る。
【００７１】
　[0075]概して、ブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）上でブロードキャストされ
たシステム情報への変更は、修正期間境界（modification period boundaries）に従って
行われ得る。修正期間は、デフォルトＤＲＸサイクルと修正期間係数（たとえば、２、４
、８、１６）との積によって定義される。システム情報更新が行われる期限になったとき
（When system information updates are due to occur）、ｅＮＢ１０５は、概して、前
の修正期間中に、次の修正期間に適用される変更のためのページングメッセージを各ＵＥ
にブロードキャストする。
【００７２】
　[0076]場合によっては、ｅＩ－ＤＲＸモードを使用するＵＥは、システム情報のための
各修正期間中にページングオケージョンを有しないことがある。したがって、非レガシー
ＵＥは、ｅＩ－ＤＲＸサイクルが修正期間よりも長い場合、システム情報の変化の通知を
逃し得る。実施形態では、ｅＩ－ＤＲＸをサポートするｅＮＢは、ｅＩ－ＤＲＸサイクル
に基づいて、拡張システム情報修正期間（extended system information modification p
eriod）を利用する。たとえば、拡張システム情報修正期間は、セルのためにブロードキ
ャストされたデフォルトｅＩ－ＤＲＸサイクルに等しくなり得る。
【００７３】
　[0077]図５に、本開示の様々な態様による、拡張システム情報修正期間の一例を示すタ
イミング図５００を示す。タイミング図５００に示されているように、拡張システム情報
修正期間５２０は、いくつかのレガシー修正期間５１０にわたり得る。図５に示されてい
るように、レガシーＵＥのための修正指示は、修正期間（ｎ－１）と修正期間（ｎ）との
境界上で行われる修正のために、修正期間（ｎ－１）中にページングメッセージにおいて
送られ得る。修正期間（ｎ－１）は、拡張システム情報修正期間５２０内の最後の修正期
間５１０であり得る。
【００７４】
　[0078]上記で説明したように、ｅＩ－ＤＲＸモードにある非レガシーＵＥは、拡張シス
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テム情報修正期間５２０中に１つのページングフレームのみを有し得る。しかしながら、
修正は、拡張システム情報修正期間５２０の終了まで行われないことがある。非レガシー
ＵＥは、更新されたシステム情報を様々な方法で監視し得る。一例では、ｅＩ－ＤＲＸモ
ードにある非レガシーＵＥのための修正指示は、システム情報修正が行われる期限になる
までのオフセット（たとえば、修正期間５１０の数、フレームの数など）を示し得る。こ
のようにして、ｅＩ－ＤＲＸモードにある非レガシーＵＥは、システム情報修正が行われ
る期限になるまで、低電力状態のままであり得る。代替的に、ｅＩ－ＤＲＸモードにある
非レガシーＵＥは、拡張システム情報修正期間５２０中に修正指示をもつページングメッ
セージを受信すると、システム情報の変化が検出されるまで、追加の時間期間においてシ
ステム情報を監視し得る。たとえば、非レガシーＵＥは、各修正期間中に少なくとも１回
システム情報更新について確認し得る。代替的に、非レガシーＵＥは、それらのｅＩ－Ｄ
ＲＸサイクルの倍数（たとえば、Ｔ’／２、Ｔ’／４など）において（at multiples of
）システム情報更新について確認し得る。ＵＥのための構成されたシステム情報は、次い
で、変更されたシステム情報に基づいて更新され得る。システム情報の変更が検出される
と、非レガシーＵＥは、ページングを監視するためにｅＩ－ＤＲＸサイクルに戻り得る。
【００７５】
　[0079]また他の実施形態では、ｅＩ－ＤＲＸモードにある非レガシーＵＥは、拡張シス
テム情報修正期間５２０中に修正指示をもつページングメッセージを受信すると、第２の
修正指示をもつ第２のページングメッセージが修正期間（ｎ－１）中に検出されるまで、
レガシーＩ－ＤＲＸモードによる動作に切り替わり得る。非レガシーＵＥは、次いで、修
正期間（ｎ）中にシステム情報を更新し、次いで、ｅＩ　ＤＲＸモードに戻り得る。
【００７６】
　[0080]図６に、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するためのデ
バイス６０５のブロック図６００を示す。デバイス６０５は、図１および図２を参照しな
がら説明したＵＥ１１５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。デバイス６０５は、
受信機モジュール６１０、ｅＩ－ＤＲＸモジュール６１５、および／または送信機モジュ
ール６２０を含み得る。デバイス６０５はまた、プロセッサ（図示せず）であるか、また
はそれを含み得る。これらのモジュールの各々は互いと通信していることがある。
【００７７】
　[0081]デバイス６０５の構成要素は、適用可能な機能の一部または全部をハードウェア
で実行するように適応された１つまたは複数の特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）を使用
して、個々にまたはまとめて実装され得る。代替的に、それらの機能は、１つまたは複数
の他の処理ユニット（またはコア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得
る。他の例では、当技術分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る、他のタイ
プの集積回路（たとえば、ストラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、フィールドプ
ログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、および他のセミカスタムＩＣ）が使用され得る
。各モジュールの機能はまた、全体的または部分的に、１つまたは複数の汎用または特定
用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリに具現化され
た命令を用いて実装され得る。
【００７８】
　[0082]受信機モジュール６１０は、パケット、ユーザデータ、および／または様々な情
報チャネル（たとえば、制御チャネル、データチャネルなど）に関連する制御情報などの
情報を受信し得る。受信機モジュール６１０は、ＳＦＮおよび／またはハイパーＳＦＮを
含むシステム情報、および／またはｅＩ－ＤＲＸサイクルを構成するためのパラメータを
受信するように構成され得る。システム情報は、ｅＩ－ＤＲＸモジュール６１５に、およ
びデバイス６０５の他の構成要素に受け渡され得る。
【００７９】
　[0083]ｅＩ－ＤＲＸモジュール６１５は、ハイパーＳＦＮフレームサイクルにインデッ
クス付けされ得るｅＩ－ＤＲＸサイクルのための構成を識別し得る。ｅＩ－ＤＲＸサイク
ルは複数のレガシーＳＦＮフレームサイクルを含み得、したがって、レガシーＵＥのため
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に利用可能な最大ＤＲＸサイクルよりも大きくなり得る。ｅＩ－ＤＲＸサイクルは、セル
のためのデフォルトｅＩ－ＤＲＸサイクルに従って構成され得るか、またはＵＥは、いく
つかの場合には、異なるｅＩ－ＤＲＸサイクルを要求し得る。ｅＩ－ＤＲＸモジュール６
１５は、ｅＩ－ＤＲＸサイクルに従って監視するためのページングオケージョンを決定し
得、決定されたページングオケージョンを（たとえば、受信機６１０を介して）監視し得
る。ｅＩ－ＤＲＸサイクルのためのページングオケージョンを決定することは、図４を参
照しながら上記で説明したように実行され得る。
【００８０】
　[0084]送信機モジュール６２０は、デバイス６０５の他の構成要素から受信された１つ
または複数の信号を送信し得る。たとえば、送信機モジュール６２０は、アタッチ要求（
attach requests）、ページング応答、パケットデータなどを送信し得る。いくつかの例
では、送信機モジュール６２０は、トランシーバモジュールにおいて受信機モジュール６
１０とコロケートされ得る。
【００８１】
　[0085]図７に、様々な例による、ワイヤレス通信において使用するためのデバイス６０
５－ａのブロック図７００を示す。デバイス６０５－ａは、図１および図２を参照しなが
ら説明したＵＥ１１５の１つまたは複数の態様の一例であり得る。それはまた、図６を参
照しながら説明したデバイス６０５の一例であり得る。デバイス６０５－ａは、受信機モ
ジュール６１０－ａ、ｅＩ－ＤＲＸモジュール６１５－ａ、および／または送信機モジュ
ール６２０－ａを含み得、これらは、デバイス６０５の対応するモジュールの例であり得
る。デバイス６０５－ａは、プロセッサ（図示せず）をも含み得る。これらの構成要素の
各々は互いに通信していることがある。ｅＩ－ＤＲＸモジュール６１５－ａは、拡張フレ
ームサイクルモジュール７０５と、ｅＩ－ＤＲＸ構成モジュール７１０と、ｅＩ－ＤＲＸ
監視モジュール７１５とを含み得る。受信機モジュール６１０－ａおよび送信機モジュー
ル６２０－ａは、それぞれ、図６の受信機モジュール６１０および送信機モジュール６２
０の機能を実行し得る。
【００８２】
　[0086]拡張フレームサイクルモジュール７０５は、受信機６１０－ａから、ＳＦＮおよ
び／またはハイパーＳＦＮインデックスを含むシステム情報を受信し得る。拡張フレーム
サイクルモジュール７０５は、ＳＦＮおよびハイパーＳＦＮインデックスに基づいて、拡
張ＳＦＮフレームサイクル（たとえば、ハイパーＳＦＮサイクル３２０）の各無線フレー
ムのための拡張ＳＦＮを決定し得る。ＳＦＮインデックスは、物理ブロードキャストチャ
ネルを介して受信され得るが、ハイパーＳＦＮインデックスは、物理ダウンリンクデータ
チャネルを介してＳＩＢブロック中で受信され得る。
【００８３】
　[0087]ｅＩ－ＤＲＸ構成モジュール７１０は、デバイス６０５－ａのためのｅＩ－ＤＲ
Ｘ動作のための構成を識別し得る。たとえば、ｅＩ－ＤＲＸ構成モジュール７１０は、ｅ
Ｉ－ＤＲＸ動作のためのパラメータＴ’、ｎＢ’、Ｎ’、Ｎｓ’、ＵＥ＿ＩＤ’を決定し
得、ｅＩ－ＤＲＸサイクルのためのページングフレームとページングオケージョンとを決
定し得る。ｅＩ－ＤＲＸ動作のためのページングフレームおよびページングオケージョン
を決定することは、図４を参照しながら上記で説明したように実行され得る。ｅＩ－ＤＲ
Ｘ構成モジュール７１０は、セルのためにブロードキャストされたデフォルトｅＩ－ＤＲ
ＸサイクルからｅＩ－ＤＲＸサイクルを決定し得るか、またはｅＩ－ＤＲＸ構成モジュー
ル７１０は、（たとえば、ＲＲＣシグナリングなどを介して）ＵＥ固有ｅＩ－ＤＲＸサイ
クルを要求し得る。
【００８４】
　[0088]ｅＩ－ＤＲＸ監視モジュール７１５は、拡張フレームサイクルモジュール７０５
によって決定されたハイパーフレームサイクルの少なくとも１つのページングオケージョ
ンを監視することを実行し得る。たとえば、ｅＩ－ＤＲＸ監視モジュール７１５は、受信
機６１０－ａを介して、ｅＩ－ＤＲＸ構成モジュール７１０によって決定されたページン
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グオケージョンにおいてページングメッセージを監視し得る。ｅＩ－ＤＲＸ監視モジュー
ル７１５は、いくつかの実施形態では、Ｐ－ＲＮＴＩ、またはＰ－ＲＮＴＩとは異なるｅ
Ｐ－ＲＮＴＩに従って、ページングメッセージについてページングオケージョンを監視し
得る。
【００８５】
　[0089]図８に、様々な例による、ワイヤレス通信において使用するためのシステムの８
００を示す。システム８００は、図１および図２のＵＥ１１５の一例であり得るＵＥ１１
５－ｂを含み得る。ＵＥ１１５－ｂはまた、図６および図７のデバイス６０５の１つまた
は複数の態様の一例であり得る。
【００８６】
　[0090]ＵＥ１１５－ｂは、概して、通信を送信するための構成要素と通信を受信するた
めの構成要素とを含む、双方向音声およびデータ通信のための構成要素を含み得る。ＵＥ
１１５－ｂは、（１つまたは複数の）アンテナ８４０と、トランシーバモジュール８３５
と、プロセッサモジュール８０５と、（ソフトウェア（ＳＷ）８２０を含む）メモリ８１
５とを含み得、それらはそれぞれ、（たとえば、１つまたは複数のバス８４５を介して）
直接または間接的に互いに通信し得る。トランシーバモジュール８３５は、上記で説明し
たように、（１つまたは複数の）アンテナ８４０および／あるいは１つまたは複数のワイ
ヤードまたはワイヤレスリンクを介して、１つまたは複数のネットワークと双方向に通信
するように構成され得る。たとえば、トランシーバモジュール８３５は、図１、図２、お
よび図１１を参照しながら説明した基地局１０５と双方向に通信するように構成され得る
。トランシーバモジュール８３５は、パケットを変調し、変調されたパケットを送信のた
めに（１つまたは複数の）アンテナ８４０に与え、（１つまたは複数の）アンテナ８４０
から受信されたパケットを復調するように構成されたモデムを含み得る。ＵＥ１１５－ｂ
は単一のアンテナ８４０を含み得るが、ＵＥ１１５－ａは、複数のワイヤレス送信を同時
に送信および／または受信することが可能な複数のアンテナ８４０を有し得る。トランシ
ーバモジュール８３５は、複数のコンポーネントキャリアを介して１つまたは複数の基地
局１０５と同時に通信することが可能であり得る。
【００８７】
　[0091]ＵＥ１１５－ｂは、ハイパーＳＦＮ拡張シグナリングを使用するｅＩ－ＤＲＸ動
作に関係する、図２、図３、図４、図５、図６および／または図７を参照しながら説明し
た特徴および／または機能の一部または全部を実行および／または制御するように構成さ
れ得る、ｅＩ－ＤＲＸモジュール６１５－ｂを含み得る。ｅＩ－ＤＲＸモジュール６１５
－ｂはプロセッサを含み得、ならびに／あるいはｅＩ－ＤＲＸモジュール６１５－ｂの機
能の一部または全部は、プロセッサモジュール８０５によってならびに／またはプロセッ
サモジュール８０５およびメモリ８１５とともに実行され得る。たとえば、ｅＩ－ＤＲＸ
モジュール６１５－ｂは、ソフトウェア／ファームウェアコード８２０の一部であり得、
プロセッサモジュール８０５に本明細書で説明する様々な機能（たとえば、ＳＦＮインデ
ックスを受信すること、ハイパーＳＦＮインデックスを受信すること、ｅＩ－ＤＲＸ構成
を識別すること、ｅＩ－ＤＲＸ構成に従ってページングオケージョンを監視することなど
）を実行させるように構成された命令を含み得る。いくつかの例では、ｅＩ－ＤＲＸモジ
ュール６１５－ｂは、図６および／または図７を参照しながら説明したｅＩ－ＤＲＸモジ
ュール６１５の一例であり得る。
【００８８】
　[0092]メモリ８１５は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）および読取り専用メモリ（
ＲＯＭ）を含み得る。メモリ８１５は、実行されたとき、プロセッサモジュール８０５に
本明細書で説明する様々な機能を実行させるように構成された命令を含んでいるコンピュ
ータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア／ファームウェアコード８２０を記憶し得
る。代替的に、コンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア／ファームウェア
コード８２０は、プロセッサモジュール８０５によって直接的に実行可能でないことがあ
るが、（たとえば、コンパイルされ、実行されたとき）コンピュータに本明細書で説明す
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る機能を実行させるように構成され得る。プロセッサモジュール８０５は、インテリジェ
ントハードウェアデバイス、たとえば、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、マイクロコントロ
ーラ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）などを含み得る。
【００８９】
　[0093]図９に、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための装
置９０５のブロック図９００を示す。いくつかの例では、装置９０５は、図１および図２
を参照しながら説明した基地局１０５のうちの１つまたは複数の態様の一例であり得る。
いくつかの例では、装置９０５は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ　ｅＮＢおよび／またはＬＴＥ／
ＬＴＥ－Ａ基地局の一部であるか、またはそれを含み得る。装置９０５はまた、プロセッ
サであり得る。装置９０５は、受信機モジュール９１０、拡張ＤＲＸマネージャ９１５、
および／または送信機モジュール９２０を含み得る。これらのモジュールの各々は互いと
通信していることがある。
【００９０】
　[0094]装置９０５の構成要素は、ハードウェアで適用可能な機能の一部または全部を実
行するように適応された１つまたは複数のＡＳＩＣを使用して、個々にまたはまとめて実
装され得る。代替的に、それらの機能は、１つまたは複数の他の処理ユニット（またはコ
ア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の例では、当技術分野で
知られている任意の様式でプログラムされ得る他のタイプの集積回路（たとえば、ストラ
クチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩＣ）が使
用され得る。各構成要素の機能はまた、全体的または部分的に、１つまたは複数の汎用ま
たは特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリに具
現化された命令を用いて実装され得る。
【００９１】
　[0095]いくつかの例では、受信機モジュール９１０は、１つまたは複数のＵＥ１１５か
ら送信を受信するように動作可能な無線周波数（ＲＦ）受信機など、少なくとも１つのＲ
Ｆ受信機を含み得る。受信機構成要素９１０は、図１を参照しながら説明したワイヤレス
通信システム１００の１つまたは複数の通信リンクなど、ワイヤレス通信システムの１つ
または複数の通信リンク上で様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち、
送信）を受信するために使用され得る。
【００９２】
　[0096]いくつかの例では、送信機モジュール９２０は、１つまたは複数のＵＥ１１５に
情報を送信するように動作可能な少なくとも１つのＲＦ送信機など、少なくとも１つのＲ
Ｆ送信機を含み得る。送信機モジュール９２０は、図１を参照しながら説明したワイヤレ
ス通信システム１００の１つまたは複数の通信リンクなど、ワイヤレス通信システムの１
つまたは複数の通信リンク上で様々なタイプのデータおよび／または制御信号（すなわち
、送信）を送信するために使用され得る。
【００９３】
　[0097]いくつかの例では、拡張ＤＲＸマネージャ９１５は、レガシーＩ－ＤＲＸモード
に従ってレガシーＵＥのためのＩ－ＤＲＸ動作を管理し、ｅＩ－ＤＲＸモードに従って非
レガシーＵＥのためのｅＩ－ＤＲＸ動作を管理する。Ｉ－ＤＲＸモードとｅＩ－ＤＲＸモ
ードとは、同じページングリソースを利用し得る。ページング監視リソースは、ページン
グリソースを示すか、または場合によってはページングリソースを決定するのを助け得る
任意のリソースであり得る。Ｉ－ＤＲＸモードはレガシーフレームサイクルに従って動作
し得るが、ｅＩ－ＤＲＸモードはハイパーフレームサイクルに従って動作し、ただし、各
ハイパーフレームサイクルは複数のレガシーフレームサイクルを含む。拡張ＤＲＸマネー
ジャ９１５は、フレームサイクルへのインデックスとハイパーフレームサイクルへのイン
デックスとを（たとえば、送信機９２０を介して）ブロードキャストし得る。フレームサ
イクルインデックスは、（たとえば、ＭＩＢなどにおいて）物理ブロードキャストチャネ
ルを使用してブロードキャストされ得る。ハイパーフレームサイクルインデックスは、物
理ダウンリンクデータチャネルを介してＳＩＢにおいてブロードキャストされ得る。
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【００９４】
　[0098]拡張ＤＲＸマネージャ９１５はセルのための拡張ＤＲＸサイクルをブロードキャ
ストし得る。拡張ＤＲＸサイクルは、レガシーＩ－ＤＲＸモードのための最大ＤＲＸサイ
クルよりも大きくなり得る。追加または代替として、拡張ＤＲＸマネージャ９１５は、非
レガシーＵＥからＵＥ固有ＤＲＸサイクルについての要求を受信し得る。拡張ＤＲＸマネ
ージャ９１５は、ｅＩ－ＤＲＸモードに従って動作する非レガシーＵＥのためのページン
グフレームとページングオケージョンとを決定し得る。拡張ＤＲＸマネージャ９１５は、
非レガシーＵＥのためのｅＩ－ＤＲＸサイクルのページングオケージョンにおいて（たと
えば、ダウンリンクデータがネットワーク中に存在するときなどに）ページング情報を送
信し得る。拡張ＤＲＸマネージャ９１５は、いくつかの実施形態では、Ｐ－ＲＮＴＩ、ま
たはＰ－ＲＮＴＩとは異なるｅＰ－ＲＮＴＩに従ってページング情報を送信し得る。
【００９５】
　[0099]図１０に、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するための
装置９０５－ａのブロック図１０００を示す。いくつかの例では、装置９０５－ａは、図
１および図２を参照しながら説明した基地局１０５のうちの１つまたは複数の態様の一例
、ならびに／または図９を参照しながら説明した装置９０５の態様の一例であり得る。い
くつかの例では、装置９０５－ａは、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａ　ｅＮＢおよび／またはＬＴＥ
／ＬＴＥ－Ａ基地局の一部であるか、またはそれを含み得る。装置９０５－ａはまた、プ
ロセッサであり得る。装置９０５－ａは、受信機モジュール９１０－ａ、拡張ＤＲＸマネ
ージャ９１５－ａ、および／または送信機モジュール９２０－ａを含み得る。拡張ＤＲＸ
マネージャ９１５－ａは、図９の拡張ＤＲＸマネージャ９１５の一例であり得る。これら
のモジュールの各々は互いと通信していることがある。
【００９６】
　[00100]装置９０５－ａの構成要素は、ハードウェアで適用可能な機能の一部または全
部を実行するように適応された１つまたは複数のＡＳＩＣを使用して、個々にまたはまと
めて実装され得る。代替的に、それらの機能は、１つまたは複数の他の処理ユニット（ま
たはコア）によって、１つまたは複数の集積回路上で実行され得る。他の例では、当技術
分野で知られている任意の様式でプログラムされ得る他のタイプの集積回路（たとえば、
ストラクチャード／プラットフォームＡＳＩＣ、ＦＰＧＡ、および他のセミカスタムＩＣ
）が使用され得る。各構成要素の機能はまた、全体的または部分的に、１つまたは複数の
汎用または特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモ
リに具現化された命令を用いて実装され得る。
【００９７】
　[00101]いくつかの例では、受信機モジュール９１０－ａは、図１０を参照しながら説
明した受信機モジュール９１０の１つまたは複数の態様の一例であり得る。いくつかの例
では、送信機モジュール９２０－ａは、図１０を参照しながら説明した送信機モジュール
９２０の１つまたは複数の態様の一例であり得る。
【００９８】
　[00102]拡張ＤＲＸマネージャ９１５－ａは、ハイパーＳＦＮ拡張シグナリングを使用
する拡張ＤＲＸ（ｅ－ＤＲＸ）動作のために構成され得る。拡張ＤＲＸマネージャ９１５
－ａは、フレームインデックスモジュール１００５、ハイパーフレームインデックスモジ
ュール１０１０、ｅＩ－ＤＲＸ構成マネージャ１０１５、および／またはページングマネ
ージャ１０２０を含み得る。
【００９９】
　[00103]フレームインデックスモジュール１００５は、レガシーＳＦＮ範囲へのインデ
ックスであり得るフレームインデックスを（たとえば、送信機９２０－ａを介して）ブロ
ードキャストし得る。たとえば、フレームインデックスモジュール１００５は、ＭＩＢに
おいてＳＦＮの８つの最上位ビットを送信し得る。ＭＩＢは、物理ブロードキャストチャ
ネル（ＰＢＣＨ）を介して送信され得る。
【０１００】
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　[00104]ハイパーフレームインデックスモジュール１０１０は、ハイパーフレームイン
デックスを（たとえば、送信機９２０－ａを介して）ブロードキャストし得る。ハイパー
フレームインデックスは、ＭＩＢとは異なる情報ブロック（たとえば、ＳＩＢなど）の一
部としてハイパーＳＦＮへのインデックスを送信することによってブロードキャストされ
得る。たとえば、ハイパーＳＦＮへのインデックスは、共有データチャネルを介してＳＩ
Ｂ１またはＳＩＢ２において送信され得る。
【０１０１】
　[00105]ｅＩ－ＤＲＸ構成マネージャ１０１５は、ｅＩ－ＤＲＸモードでの動作のため
に非レガシーＵＥを構成し得る。たとえば、ｅＩ－ＤＲＸ構成マネージャ１０１５は、デ
フォルトｅＩ－ＤＲＸサイクルを（たとえば、送信機９２０－ａを介して）ブロードキャ
ストし得、非レガシーＵＥ１１５からＵＥ固有ｅＩ－ＤＲＸサイクルについての要求を（
たとえば、受信機９１０－ａを介して）受信し得る。ｅＩ－ＤＲＸ構成マネージャ１０１
５は、非レガシーＵＥ１１５の動作のためのパラメータ（たとえば、Ｔ’、ｎＢ’、Ｎ’
、Ｎｓ’、ＵＥ＿ＩＤ’など）を決定し得、図４を参照しながら上記で説明したようにｅ
Ｉ－ＤＲＸモードで動作するＵＥのためのページングフレームとページングオケージョン
とを決定し得る。
【０１０２】
　[00106]図１１に、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信において使用するため
の基地局１０５－ｂ（たとえば、ｅＮＢの一部または全部を形成する基地局）のブロック
図１１００を示す。いくつかの例では、基地局１０５－ｂは、図１および／または図２を
参照しながら説明した基地局１０５のうちの１つまたは複数の態様、ならびに／あるいは
図９および／または図１０を参照しながら説明したように、基地局として構成されたとき
の装置９０５のうちの１つまたは複数の態様の一例であり得る。基地局１０５－ｂは、図
１、図２、図９、および／または図１０を参照しながら説明した基地局および／または装
置の特徴および機能のうちの少なくともいくつかを実装するかまたは容易にするように構
成され得る。
【０１０３】
　[00107]基地局１０５－ｂは、基地局プロセッサモジュール１１１０、基地局メモリモ
ジュール１１２０、１つまたは複数の基地局トランシーバモジュール１１５０、１つまた
は複数の基地局アンテナ１２５５、および／または拡張ＤＲＸマネージャ９１５－ｂを含
み得る。基地局１０５－ｂはまた、基地局通信モジュール１１３０および／またはネット
ワーク通信モジュール１１４０のうちの１つまたは複数を含み得る。これらのモジュール
の各々は、１つまたは複数のバス１１３５上で、直接または間接的に互いと通信している
ことがある。
【０１０４】
　[00108]基地局メモリモジュール１１２０は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）およ
び／または読取り専用メモリ（ＲＯＭ）を含み得る。基地局メモリモジュール１１２０は
、実行されたとき、基地局プロセッサモジュール１１１０に、ワイヤレス通信に関係する
本明細書で説明する様々な機能（たとえば、フレームインデックスをブロードキャストす
ること、ハイパーフレームインデックスをブロードキャストすること、デフォルトｅＩ－
ＤＲＸサイクルをブロードキャストすること、ｅＩ－ＤＲＸモードでの動作のために非レ
ガシーＵＥを構成すること、ハイパーフレームサイクルに従ってｅＩ－ＤＲＸモードにお
ける非レガシーＵＥをページングすることなど）を実行させるように構成された命令を含
んでいるコンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェア／ファームウェアコード
１１２５を記憶し得る。代替的に、コンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェ
ア／ファームウェアコード１１２５は、基地局プロセッサモジュール１１１０によって直
接的に実行可能でないことがあるが、（たとえば、コンパイルされ、実行されたとき）本
明細書で説明する機能のうちのいくつかを基地局プロセッサモジュール１１１０に実行さ
せるように構成され得る。
【０１０５】
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　[00109]基地局プロセッサモジュール１１１０は、インテリジェントハードウェアデバ
イス、たとえば、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、マイクロコントローラ、ＡＳＩＣなどを
含み得る。基地局プロセッサモジュール１１１０は、（１つまたは複数の）基地局トラン
シーバモジュール１１５０、基地局通信モジュール１１３０、および／またはネットワー
ク通信モジュール１１４０を通して受信された情報を処理し得る。基地局プロセッサモジ
ュール１１１０はまた、（１つまたは複数の）アンテナ１１５５を通した送信のために（
１つまたは複数の）トランシーバモジュール１１５０に送られるべき情報、１つまたは複
数の他の基地局１０５－ｃおよび１０５－ｄへの送信のために基地局通信モジュール１１
３０に送られるべき情報、ならびに／または図１を参照しながら説明したコアネットワー
ク１３０の１つまたは複数の態様の一例であり得る、コアネットワーク１３０－ａへの送
信のためにネットワーク通信モジュール１１４０に送られるべき情報、を処理し得る。基
地局プロセッサモジュール１１１０は、単独で、または拡張ＤＲＸマネージャ９１５－ｂ
とともに、ハイパーＳＦＮ拡張シグナリングを使用するｅＩ－ＤＲＸ動作の様々な態様を
扱い得る。
【０１０６】
　[00110]（１つまたは複数の）基地局トランシーバモジュール１１５０は、パケットを
変調し、変調されたパケットを送信のために（１つまたは複数の）基地局アンテナ１１５
５に与え、（１つまたは複数の）基地局アンテナ１１５５から受信されたパケットを復調
するように構成されたモデムを含み得る。（１つまたは複数の）基地局トランシーバモジ
ュール１１５０は、いくつかの例では、１つまたは複数の基地局送信機モジュールおよび
１つまたは複数の別個の基地局受信機モジュールとして実装され得る。（１つまたは複数
の）基地局トランシーバモジュール１１５０は、第１の無線周波数スペクトル帯域および
／または第２の無線周波数スペクトル帯域における通信をサポートし得る。（１つまたは
複数の）基地局トランシーバモジュール１１５０は、図１、図２、および／または図８を
参照しながら説明したＵＥ１１５のうちの１つまたは複数など、１つまたは複数のＵＥま
たは装置と、（１つまたは複数の）アンテナ１１５５を介して双方向に通信するように構
成され得る。基地局１０５－ｂは、たとえば、複数の基地局アンテナ１１５５（たとえば
、アンテナアレイ）を含み得る。基地局１０５－ｂは、ネットワーク通信モジュール１１
４０を通してコアネットワーク１３０－ａと通信し得る。基地局１０５－ｂはまた、基地
局通信モジュール１１３０を使用して、基地局１０５－ｃおよび１０５－ｄなど、他の基
地局と通信し得る。
【０１０７】
　[00111]拡張ＤＲＸマネージャ９１５－ｂは、ハイパーＳＦＮ拡張シグナリングを使用
するｅＩ－ＤＲＸ動作に関係する、図２、図３、図４、図５、図９および／または図１０
を参照しながら説明した特徴および／または機能の一部または全部を実行および／または
制御するように構成され得る。拡張ＤＲＸマネージャ９１５－ｂはプロセッサを含み得、
ならびに／あるいは拡張ＤＲＸマネージャ９１５－ｂの機能の一部または全部は、基地局
プロセッサモジュール１１１０によっておよび／または基地局プロセッサモジュール１１
１０とともに実行され得る。いくつかの例では、拡張ＤＲＸマネージャ９１５－ｂは、図
９および／または図１０を参照しながら説明した拡張ＤＲＸマネージャ９１５の一例であ
り得る。
【０１０８】
　[00112]図１２は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法１２００
の一例を示すフローチャートである。明快のために、方法１２００について、図１、図２
および／または図８を参照しながら説明した非レガシーＵＥ１１５のうちの１つまたは複
数の態様、ならびに／あるいは図６および図７を参照しながら説明したデバイス６０５の
うちの１つまたは複数の態様に関して以下で説明する。いくつかの例では、ＵＥ１１５は
、以下で説明する機能を実行するようにＵＥ１１５の機能要素を制御するためのコードの
１つまたは複数のセットを実行し得る。追加または代替として、ＵＥ１１５は、専用ハー
ドウェアを使用して以下で説明する機能のうちの１つまたは複数を実行し得る。
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【０１０９】
　[00113]ブロック１２０５において、方法１２００は、反復フレームサイクルのフレー
ム番号を示すフレームインデックスを受信することを含み得る。いくつかの場合には、フ
レームインデックスは計算されるか、または場合によっては決定され得る。フレームサイ
クルは、たとえば、第１のＤＲＸモード（たとえば、Ｉ－ＤＲＸモード）のためにレガシ
ーＵＥによって利用されるフレームサイクルと同じであり得る。フレームインデックスは
物理ブロードキャストチャネルを介して受信され得る。
【０１１０】
　[00114]ブロック１２１０において、方法１２００は、反復ハイパーフレームサイクル
のハイパーフレームインデックスを受信することを含み得る。各ハイパーフレームサイク
ルは、たとえば、複数のフレームサイクルを含み得る。ハイパーフレームインデックスは
物理ダウンリンクデータチャネルを介して受信され得る。
【０１１１】
　[00115]ブロック１２１５において、方法１２００は、拡張ＤＲＸサイクルのための構
成を識別することを含み得る。拡張ＤＲＸサイクルは、第２のＤＲＸモード（たとえば、
ｅＩ－ＤＲＸモード）での動作のために使用され得る。拡張ＤＲＸサイクルは、たとえば
、レガシーＵＥによって使用されるＩ－ＤＲＸモードのために利用可能な最大ＤＲＸサイ
クルよりも大きくなり得る。
【０１１２】
　[00116]ブロック１２２０において、方法１２００は、拡張ＤＲＸサイクルに従ってハ
イパーフレームサイクルの少なくとも１つのページングオケージョンを監視することを含
み得る。少なくとも１つのページングオケージョンは、フレームサイクル中のインデック
スの数よりも大きい可能な値の範囲を有する拡張ＵＥ識別子に基づいて決定され得る。
【０１１３】
　[00117]ブロック１２２０においてページング情報が存在する場合、方法１２００は、
ページング情報を受信することを含み得る。ページング情報は、第１のＤＲＸモードでペ
ージングするために使用されるＰ－ＲＮＴＩ、またはＰ－ＲＮＴＩとは異なるｅＰ－ＲＮ
ＴＩを使用して識別され得る。
【０１１４】
　[00118]図１３は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法１３００
の一例を示すフローチャートである。明快のために、方法１３００について、図１、図２
および／または図１１を参照しながら説明したｅＮＢ１０５のうちの１つまたは複数の態
様、ならびに／あるいは図９および図１０を参照しながら説明したデバイス９０５のうち
の１つまたは複数の態様に関して以下で説明する。いくつかの例では、ｅＮＢ１０５は、
以下で説明する機能を実行するようにｅＮＢ１０５の機能要素を制御するためのコードの
１つまたは複数のセットを実行し得る。追加または代替として、ｅＮＢ１０５は、専用ハ
ードウェアを使用して以下で説明する機能のうちの１つまたは複数を実行し得る。方法１
３００は、たとえば、ハイパーＳＦＮ拡張シグナリングを使用してＤＲＸ動作を拡張する
ために使用され得る。
【０１１５】
　[00119]ブロック１３０５において、方法１３００は、フレームインデックスをブロー
ドキャストすることを含み得、フレームインデックスは、少なくとも１つのレガシーユー
ザ機器（ＵＥ）によって第１のＤＲＸモードのために利用される反復フレームサイクルの
フレーム番号を示す。いくつかの場合には、フレームインデックスは、少なくとも１つの
レガシーＵＥによって第１のＤＲＸモードのために利用される反復フレームサイクルのフ
レーム番号を計算するか、または場合によっては決定するために使用され得る。フレーム
インデックスをブロードキャストすることは、物理ブロードキャストチャネル（たとえば
、ＭＩＢなどで）を介してフレームインデックスを送信することによって実行され得る。
【０１１６】
　[00120]ブロック１３０５において、方法１３００は、反復ハイパーフレームサイクル
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のハイパーフレームインデックスをブロードキャストすることを含み得、各ハイパーフレ
ームサイクルは複数のフレームサイクルを備え、少なくとも１つの非レガシーＵＥによっ
て第２のＤＲＸモードのために利用される。ハイパーフレームインデックスをブロードキ
ャストすることは、物理ダウンリンクデータチャネルを介して（たとえば、ＳＩＢにおい
てなど）ハイパーフレームインデックスを送信することによって実行され得る。
【０１１７】
　[00121]図１４は、本開示の様々な態様による、ワイヤレス通信のための方法１４００
の一例を示すフローチャートである。明快のために、方法１３００について、図１、図２
および／または図１１を参照しながら説明したｅＮＢ１０５のうちの１つまたは複数の態
様、ならびに／あるいは図９および図１０を参照しながら説明したデバイス９０５のうち
の１つまたは複数の態様に関して以下で説明する。いくつかの例では、ｅＮＢ１０５は、
以下で説明する機能を実行するようにｅＮＢ１０５の機能要素を制御するためのコードの
１つまたは複数のセットを実行し得る。追加または代替として、ｅＮＢ１０５は、専用ハ
ードウェアを使用して以下で説明する機能のうちの１つまたは複数を実行し得る。方法１
４００は、たとえば、ハイパーＳＦＮ拡張シグナリングを使用してＤＲＸ動作を拡張する
ために使用され得る。
【０１１８】
　[00122]ブロック１３０５－ａにおいて、方法１４００は、フレームインデックスをブ
ロードキャストすることを含み得、フレームインデックスは、少なくとも１つのレガシー
ユーザ機器（ＵＥ）によって第１のＤＲＸモードのために利用される反復フレームサイク
ルのフレーム番号を示す。
【０１１９】
　[00123]ブロック１３０５－ｂにおいて、方法１４００は、反復ハイパーフレームサイ
クルのハイパーフレームインデックスをブロードキャストすることを含み得、各ハイパー
フレームサイクルは複数のフレームサイクルを備え、少なくとも１つの非レガシーＵＥに
よって第２のＤＲＸモードのために利用される。
【０１２０】
　[00124]ブロック１４１５において、方法１４００は、第２のＤＲＸモードのための拡
張ＤＲＸサイクルをブロードキャストすることを含み得る。
【０１２１】
　[00125]ブロック１４２０において、方法１４００は、システム情報の修正をｅＩ－Ｄ
ＲＸサイクルに同期させることを含み得る。たとえば、拡張システム情報修正期間は、セ
ルのためのデフォルトｅＩ－ＤＲＸサイクルに基づいて決定され得る。したがって、シス
テム情報の修正は、最長ｅＩ－ＤＲＸサイクルの境界において生じることを可能にされ得
る。いくつかの例では、レガシーＵＥのための修正指示は、拡張システム情報修正期間内
の最後の修正期間中にページングメッセージ中で送られ得る。
【０１２２】
　[00126]ブロック１４２５において、方法１４００は、第１のＤＲＸモードのために利
用可能な最大ＤＲＸサイクルよりも大きい拡張ＤＲＸサイクルに従って、第２のＤＲＸモ
ードのために少なくとも１つの非レガシーＵＥを構成することを含み得る。
【０１２３】
　[00127]ブロック１４３０において、方法１４００は、拡張ＤＲＸサイクルのページン
グオケージョンにおいて少なくとも１つの非レガシーＵＥのためのページング情報を送信
することを含み得る。ページング情報は、ページング情報を受信するために少なくとも１
つのレガシーＵＥによって使用される第１のＲＮＴＩとは異なる第２のＲＮＴＩ（たとえ
ば、ｅＰ－ＲＮＴＩ）によって識別され得る。
【０１２４】
　[00128]いくつかの例では、方法１２００、１３００、および／または１４００のうち
の２つまたはそれ以上からの態様が組み合わせられ得る。方法１２００、１３００、およ
び１４００は例示的な実装形態にすぎないこと、および方法１２００、１３００、および
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１４００の動作は、他の実装形態が可能であるように、並べ替えられるかまたは場合によ
っては変更され得ることに留意されたい。
【０１２５】
　[00129]本明細書で説明する技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡ、および他のシステムなどの様々なワイヤレス通信システムのために使用さ
れ得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用され
る。ＣＤＭＡシステムは、ＣＤＭＡ２０００、ユニバーサル地上無線アクセス（ＵＴＲＡ
）などの無線技術を実装し得る。ＣＤＭＡ２０００は、ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５、お
よびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＩＳ－２０００リリース０およびＡは、一般に、Ｃ
ＤＭＡ２０００　１Ｘ、１Ｘなどと呼ばれる。ＩＳ－８５６（ＴＩＡ－８５６）は、一般
に、ＣＤＭＡ２０００　１ｘＥＶ－ＤＯ、高速パケットデータ（ＨＲＰＤ：High Rate Pa
cket Data）などと呼ばれる。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ（登録商標））
およびＣＤＭＡの他の変形態を含む。ＴＤＭＡシステムは、モバイル通信用グローバルシ
ステム（ＧＳＭ（登録商標）：Global System for Mobile Communications）などの無線
技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）
、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ：Evolved UTRA）、ＩＥＥＥ８０２．１１（ＷｉＦｉ（
登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２
０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ
－ＵＴＲＡは、ユニバーサル・モバイル通信システム（ＵＭＴＳ：Universal Mobile Tel
ecommunication System）の一部である。３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴ
Ｅ）およびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新
しいリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧ
ＳＭは、「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ：3rd Generation Partn
ership Project）と称する団体からの文書に記載されている。ＣＤＭＡ２０００およびＵ
ＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２：3rd Generation P
artnership Project 2）と称する団体からの文書に記載されている。本明細書で説明した
技法は、無認可および／または共有帯域幅を介したセルラー（たとえば、ＬＴＥ）通信を
含む、上述のシステムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術のために使
用され得る。ただし、上記の説明では、例としてＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａシステムについて説
明し、上記の説明の大部分においてＬＴＥ用語が使用されるが、本技法はＬＴＥ／ＬＴＥ
－Ａ適用例以外に適用可能である。
【０１２６】
　[00130]添付の図面に関して上記に記載された詳細な説明は、例について説明しており
、実装され得るまたは特許請求の範囲内に入る例のみを表すものではない。「例」および
「例示的」という語は、この説明で使用されるとき、「例、事例、または例示の働きをす
ること」を意味し、「好ましい」または「他の例よりも有利な」を意味しない。詳細な説
明は、説明する技法の理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの技法は
、これらの具体的な詳細なしに実施され得る。いくつかの事例では、説明した例の概念を
不明瞭にすることを回避するために、よく知られている構造および装置がブロック図の形
式で示されている。
【０１２７】
　[00131]情報および信号は、多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得
る。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、
信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界または磁性粒子、
光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され得る。
【０１２８】
　[00132]本明細書の開示に関して説明した様々な例示的なブロックおよび構成要素は、
汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、ＡＳＩＣ、ＦＰＧＡまたは他のプ
ログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成
要素、あるいは本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合
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せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが
、代替として、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントロ
ーラ、または状態機械であり得る。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ
、たとえば、ＤＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳ
Ｐコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、または任意の他のそのような構
成としても実装され得る。
【０１２９】
　[00133]本明細書で説明した機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソ
フトウェア、ファームウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。プロセッサによっ
て実行されるソフトウェアで実装される場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコー
ドとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介し
て送信され得る。他の例および実装形態が、本開示および添付の特許請求の範囲の範囲お
よび趣旨内に入る。たとえば、ソフトウェアの性質により、上記で説明した機能は、プロ
セッサ、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのうちのい
ずれかの組合せによって実行されるソフトウェアを使用して実装され得る。機能を実装す
る特徴はまた、機能の部分が、異なる物理ロケーションにおいて実装されるように分散さ
れることを含めて、様々な位置に物理的に配置され得る。特許請求の範囲を含めて、本明
細書で使用される場合、２つ以上の項目の列挙中で使用されるとき、「および／または」
という語は、列挙された項目のうちのいずれか１つが単独で採用され得ること、または列
挙された項目のうちの２つ以上の任意の組合せが採用され得ることを意味する。たとえば
、組成が、構成要素Ａ、Ｂ、および／またはＣを含んでいると記述されている場合、その
組成は、Ａのみ、Ｂのみ、Ｃのみ、ＡとＢの組合せ、ＡとＣの組合せ、ＢとＣの組合せ、
またはＡとＢとＣの組合せを含んでいることがある。また、特許請求の範囲を含めて、本
明細書で使用される場合、項目の列挙（たとえば、「のうちの少なくとも１つ」あるいは
「のうちの１つまたは複数」などの句で終わる項目の列挙）中で使用される「または」は
、たとえば、「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」の列挙が、ＡまたはＢまたは
ＣまたはＡＢまたはＡＣまたはＢＣまたはＡＢＣ（すなわち、ＡおよびＢおよびＣ）を意
味するような選言的列挙を示す。
【０１３０】
　[00134]コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラム
の転送を可能にする任意の媒体を含む通信媒体と、非一時的コンピュータ記憶媒体との両
方を含む。非一時的記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る
任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、非一時的コンピュータ可読媒
体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、フラッシュメモリ、ＣＤ－ＲＯＭま
たは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバ
イス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または
記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータ、または汎用もしくは専用プ
ロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の非一時的媒体を備えることができる。ま
た、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが
、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線（ＤＳＬ）
、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイ
ト、サーバ、または他のリモート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、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイ
ヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク（disk）およびディ
スク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レーザーディスク（登録商標）
（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピ
ー（登録商標）ディスク（disk）およびＢｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を
含み、ここで、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク（disc）
は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲
内に含まれる。
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【０１３１】
　[00135]本開示についての以上の説明は、当業者が本開示を作成または使用することが
できるように与えたものである。本開示への様々な変更は当業者には容易に明らかとなり
、本明細書で定義した一般原理は、本開示の範囲から逸脱することなく他の変形形態に適
用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明した例および設計に限定されるべき
でなく、本明細書で開示した原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられる
べきである。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[Ｃ１]　ワイヤレス通信システムにおける間欠受信（ＤＲＸ）動作のための方法であって
、
　フレームインデックスをブロードキャストすることと、前記フレームインデックスが、
少なくとも１つのレガシーユーザ機器（ＵＥ）によって第１のＤＲＸモードのために利用
される反復フレームサイクルのフレーム番号を決定するために使用される、
　反復ハイパーフレームサイクルのハイパーフレームインデックスをブロードキャストす
ることと、各ハイパーフレームサイクルが複数のフレームサイクルを備え、少なくとも１
つの非レガシーＵＥによって第２のＤＲＸモードのために利用される、を備える、方法。
[Ｃ２]　前記第１のＤＲＸモードのために利用可能な最大ＤＲＸサイクルよりも大きい拡
張ＤＲＸサイクルに従って、前記第２のＤＲＸモードのために前記少なくとも１つの非レ
ガシーＵＥを構成することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ３]　前記第２のＤＲＸモードのための前記拡張ＤＲＸサイクルをブロードキャストす
ることをさらに備える、Ｃ２に記載の方法。
[Ｃ４]　前記拡張ＤＲＸサイクルのページングオケージョンにおいて前記少なくとも１つ
の非レガシーＵＥのためのページング情報を送信することをさらに備える、Ｃ２に記載の
方法。
[Ｃ５]　前記ページング情報が、ページング情報を受信するために前記少なくとも１つの
レガシーＵＥによって使用される第１の無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）とは異
なる第２のＲＮＴＩによって識別される、Ｃ４に記載の方法。
[Ｃ６]　前記ハイパーフレームインデックスをブロードキャストすることが、前記フレー
ムインデックスをブロードキャストするために使用される第１の情報ブロックとは異なる
第２の情報ブロックを使用して、前記ハイパーフレームインデックスを送信することを備
える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ７]　システム情報の修正を拡張ＤＲＸサイクルに同期させることをさらに備える、Ｃ
１に記載の方法。
[Ｃ８]　前記フレームインデックスをブロードキャストすることが、物理ブロードキャス
トチャネルを介して前記フレームインデックスを送信することを備える、Ｃ１に記載の方
法。
[Ｃ９]　前記ハイパーフレームインデックスをブロードキャストすることが、物理ダウン
リンクデータチャネルを介してシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で前記ハイパーフレー
ムインデックスを送信することを備える、Ｃ１に記載の方法。
[Ｃ１０]　前記第２のＤＲＸモードがアイドルＤＲＸ（Ｉ－ＤＲＸ）モードを備える、Ｃ
１に記載の方法。
[Ｃ１１]　ワイヤレス通信システムにおける間欠受信（ＤＲＸ）動作のための方法であっ
て、
　フレームインデックスを計算することと、前記フレームインデックスが、第１のＤＲＸ
モードのためにレガシーユーザ機器（ＵＥ）によって利用される反復フレームサイクルの
フレーム番号を示す、
　反復ハイパーフレームサイクルのハイパーフレームインデックスを受信することと、
　前記フレームインデックスと前記ハイパーフレームインデックスとに基づいて、反復拡
張フレームサイクルの拡張フレームインデックスを決定することと、
　第２のＤＲＸモードの拡張ＤＲＸサイクルのための構成を識別することと、ここにおい
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て、前記拡張ＤＲＸサイクルが、前記第１のＤＲＸモードのために利用可能な最大ＤＲＸ
サイクルよりも大きい、
　前記拡張ＤＲＸサイクルに従って前記拡張フレームサイクルの少なくとも１つのページ
ングオケージョンを監視することとを備える、方法。
[Ｃ１２]　前記反復フレームサイクルのインデックスの数よりも大きい可能な値の範囲を
有する拡張ＵＥ識別子に基づいて、前記少なくとも１つのページングオケージョンを決定
することをさらに備える、Ｃ１１に記載の方法。
[Ｃ１３]　前記少なくとも１つのページングオケージョンにおいてページング情報を受信
することをさらに備える、Ｃ１１に記載の方法。
[Ｃ１４]　前記ページング情報が、ページング情報を受信するために前記レガシーＵＥに
よって使用される第１の無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）とは異なる第２のＲＮ
ＴＩによって識別される、Ｃ１３に記載の方法。
[Ｃ１５]　前記フレームインデックスを計算することが、物理ブロードキャストチャネル
を介して前記フレームインデックスを受信することを備える、Ｃ１１に記載の方法。
[Ｃ１６]　前記ハイパーフレームインデックスを受信することが、物理ダウンリンクデー
タチャネルを介してシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で前記ハイパーフレームインデッ
クスを受信することを備える、Ｃ１１に記載の方法。
[Ｃ１７]　前記第２のＤＲＸモードがアイドルＤＲＸ（Ｉ－ＤＲＸ）モードを備える、Ｃ
１１に記載の方法。
[Ｃ１８]　ワイヤレス通信システムにおける間欠受信（ＤＲＸ）動作のための装置であっ
て、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリ、および前記メモリに記憶された命令とを備
え、前記命令は、
　フレームインデックスをブロードキャストすることと、前記フレームインデックスが、
少なくとも１つのレガシーユーザ機器（ＵＥ）によって第１のＤＲＸモードのために利用
される反復フレームサイクルのフレーム番号を決定するために使用される、
　反復ハイパーフレームサイクルのハイパーフレームインデックスをブロードキャストす
ることと、各ハイパーフレームサイクルが複数のフレームサイクルを備え、少なくとも１
つの非レガシーＵＥによって第２のＤＲＸモードのために利用される、を行うために前記
プロセッサによって実行可能である、装置。
[Ｃ１９]　前記命令が、
　前記第１のＤＲＸモードのために利用可能な最大ＤＲＸサイクルよりも大きい拡張ＤＲ
Ｘサイクルに従って、前記第２のＤＲＸモードのために前記少なくとも１つの非レガシー
ＵＥを構成するために前記プロセッサによってさらに実行可能である、Ｃ１８に記載の装
置。
[Ｃ２０]　前記命令が、
　前記第２のＤＲＸモードのための前記拡張ＤＲＸサイクルをブロードキャストするため
に前記プロセッサによってさらに実行可能である、Ｃ１９に記載の装置。
[Ｃ２１]　前記命令が、
　前記拡張ＤＲＸサイクルのページングオケージョンにおいて前記少なくとも１つの非レ
ガシーＵＥのためのページング情報を送信するために前記プロセッサによってさらに実行
可能である、Ｃ１９に記載の装置。
[Ｃ２２]　前記ページング情報が、ページング情報を受信するために前記少なくとも１つ
のレガシーＵＥによって使用される第１の無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）とは
異なる第２のＲＮＴＩによって識別される、Ｃ２１に記載の装置。
[Ｃ２３]　前記ハイパーフレームインデックスをブロードキャストすることが、前記フレ
ームインデックスをブロードキャストするために使用される第１の情報ブロックとは異な
る第２の情報ブロックを使用して、前記ハイパーフレームインデックスを送信することを
備える、Ｃ１８に記載の装置。
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[Ｃ２４]　前記命令が、
　システム情報の修正を拡張ＤＲＸサイクルに同期させるために前記プロセッサによって
さらに実行可能である、Ｃ１８に記載の装置。
[Ｃ２５]　ワイヤレス通信システムにおける間欠受信（ＤＲＸ）動作のための装置であっ
て、
　プロセッサと、
　前記プロセッサと電子通信しているメモリ、および前記メモリに記憶された命令とを備
え、前記命令は、
　フレームインデックスを計算することと、前記フレームインデックスが、第１のＤＲＸ
モードのためにレガシーユーザ機器（ＵＥ）によって利用される反復フレームサイクルの
フレーム番号を示す、
　反復ハイパーフレームサイクルのハイパーフレームインデックスを受信することと、
　前記フレームインデックスと前記ハイパーフレームインデックスとに基づいて、反復拡
張フレームサイクルの拡張フレームインデックスを決定することと、
　第２のＤＲＸモードの拡張ＤＲＸサイクルのための構成を識別することと、ここにおい
て、前記拡張ＤＲＸサイクルが、前記第１のＤＲＸモードのために利用可能な最大ＤＲＸ
サイクルよりも大きい、
　前記拡張ＤＲＸサイクルに従って前記拡張フレームサイクルの少なくとも１つのページ
ングオケージョンを監視することとを行うために前記プロセッサによって実行可能である
、装置。
[Ｃ２６]　前記命令が、
　前記反復フレームサイクルのインデックスの数よりも大きい可能な値の範囲を有する拡
張ＵＥ識別子に基づいて、前記少なくとも１つのページングオケージョンを決定するため
に前記プロセッサによってさらに実行可能である、Ｃ２５に記載の装置。
[Ｃ２７]　前記命令が、
　前記少なくとも１つのページングオケージョンにおいてページング情報を受信するため
に前記プロセッサによってさらに実行可能である、Ｃ２５に記載の装置。
[Ｃ２８]　前記ページング情報が、ページング情報を受信するために前記レガシーＵＥに
よって使用される第１の無線ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）とは異なる第２のＲＮ
ＴＩによって識別される、Ｃ２７に記載の装置。
[Ｃ２９]　前記フレームインデックスを計算することが、物理ブロードキャストチャネル
を介して前記フレームインデックスを受信することを備える、Ｃ２５に記載の装置。
[Ｃ３０]　前記ハイパーフレームインデックスを受信することが、物理ダウンリンクデー
タチャネルを介してシステム情報ブロック（ＳＩＢ）中で前記ハイパーフレームインデッ
クスを受信することを備える、Ｃ２５に記載の装置。
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