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(57)【要約】
　一部の実施形態は、無線通信デバイスの節電メカニズ
ムの管理デバイス、システム、および／または方法を含
む。例えば、無線通信ユニットは、無線通信デバイスと
基地局との間の通信を中継することができ、無全通信ユ
ニットは、無線通信デバイスに１以上の節電期間をスケ
ジュールして、無線通信デバイスに、１以上の節電期間
を示す節電メッセージを送信することで、無線通信デバ
イスの節電メカニズムを管理することができる。他の実
施形態も記載され請求される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信デバイスと基地局との間で中継通信を行う無線通信ユニットを備え、
　前記無線通信ユニットは、前記無線通信デバイスの１以上の節電期間をスケジュールし
て、前記無線通信デバイスに、前記１以上の節電期間を示す節電メッセージを送信するこ
とで、前記無線通信デバイスの節電メカニズムを管理する
　デバイス。
【請求項２】
　前記無線通信ユニットは、前記無線通信デバイスからの節電要求に基づいて前記無線通
信デバイスの節電メカニズムを管理する請求項１に記載のデバイス。
【請求項３】
　前記無線通信ユニットは、前記無線通信デバイスから前記節電要求を直接受信して、前
記無線通信デバイスに節電応答を直接送信する請求項２に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記節電要求はスリープモード要求を含み、前記節電期間は、前記無線通信デバイスが
スリープモードで動作するスリープ期間を含む請求項２に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記節電要求はアイドルモード要求を含み、前記節電期間は、前記無線通信デバイスが
アイドルモードで動作するアイドル期間を含む請求項２に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記無線通信ユニットは、前記基地局が受信する節電更新を送信し、前記節電更新は、
前記１以上の節電期間を示す請求項１に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記無線通信ユニットは、前記無線通信デバイスからアイドルモード開始要求を受信し
て、前記基地局に前記アイドルモード開始要求を中継して、前記基地局から、１以上のア
イドルモードページング期間を定義する１以上のアイドルモードパラメータを含むアイド
ルモード開始応答を受信して、前記アイドルモード開始応答を前記無線通信デバイスに中
継する請求項１に記載のデバイス。
【請求項８】
　前記無線通信ユニットは、前記基地局と同じページンググループに割り当てられ、前記
基地局からページングメッセージのアナウンスを受信して、
　前記無線通信ユニットは前記ページングメッセージを前記ページンググループにブロー
ドキャストする請求項１に記載のデバイス。
【請求項９】
　前記無線通信ユニットは、前記基地局が前記ページングメッセージをブロードキャスト
送信する前に、前記アナウンスを受信する請求項８に記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記無線通信ユニットは、前記無線通信デバイスから、ページンググループ間で前記無
線通信デバイスをスイッチさせる位置更新要求を受信して、
　前記無線通信ユニットは、前記基地局に前記位置更新要求を中継する請求項１に記載の
デバイス。
【請求項１１】
　中継局を介して、無線通信デバイスと基地局との間の通信を中継する段階と、
　前記無線通信デバイスの１以上の節電期間をスケジュールして、前記無線通信デバイス
に、前記１以上の節電期間を示す節電メッセージを送信することで、前記中継局にて、前
記無線通信デバイスの節電メカニズムを管理する段階と
　を備える方法。
【請求項１２】
　前記節電メカニズムを管理する段階は、
　前記無線通信デバイスからの節電要求に基づいて、前記節電メカニズムを管理する段階
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を有する請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記基地局が受信する節電更新を送信する段階を備え、
　前記節電更新は、前記１以上の節電期間を示す請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記基地局と同じページンググループに前記中継局を割り当てる段階と、
　前記基地局がページングメッセージをブロードキャスト送信する前に、前記基地局から
前記ページングメッセージのアナウンスを前記中継局にて受信する段階と、
　前記中継局からの前記ページングメッセージを前記ページンググループにブロードキャ
ストする段階と
　を備える請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記中継局で、ページンググループ間で前記無線通信デバイスをスイッチさせる位置更
新要求を受信して、前記基地局に前記位置更新要求を中継する段階を備える請求項１１に
記載の方法。
【請求項１６】
　無線通信デバイスと基地局との間の通信を中継する無線通信中継局を備え、
　前記無線通信中継局は、前記無線通信デバイスに１以上の節電期間をスケジュールして
、前記無線通信デバイスに、前記１以上の節電期間を示す節電メッセージを送信すること
で、前記無線通信デバイスの節電メカニズムを管理する
　無線通信システム。
【請求項１７】
　前記無線通信中継局は、前記無線通信デバイスからの節電要求に基づいて前記無線通信
デバイスの前記節電メカニズムを管理する請求項１６に記載の無線通信システム。
【請求項１８】
　前記無線通信中継局は、前記基地局が受信する節電更新を送信し、前記節電更新は前記
１以上の節電期間を示す請求項１６に記載の無線通信システム。
【請求項１９】
　前記無線通信中継局は、前記基地局と同じページンググループに割り当てられ、ページ
ングメッセージのアナウンスを前記基地局から受信して、
　前記無線通信中継局は、前記ページンググループに前記ページングメッセージをブロー
ドキャストする請求項１６に記載の無線通信システム。
【請求項２０】
　前記無線通信中継局は、前記無線通信デバイスから、ページンググループ間で前記無線
通信デバイスをスイッチさせる位置更新要求を受信して、
　前記無線通信中継局は、前記基地局に前記位置更新要求を中継する請求項１６に記載の
無線通信システム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　通常、無線通信システムは、ネットワークコーディネータ（例えば基地局（ＢＳ））と
通信する１以上の無線通信デバイスを含む。
【０００２】
　制約（例えば距離等の物理的制約）の関係から、および／または、システム性能を向上
させるために、システムは、１以上の無線通信デバイスとＢＳとの間を仲介するための１
以上の中継局を有する場合が多い。
【０００３】
　記載を簡潔且つ明瞭にするために、図面に示す部材は、必ずしも実際の縮尺で描かれて
はいない。例えば部材の一部の大きさは他の部材より強調表示することで記載を明瞭にし
ている場合がある。さらに参照番号を図面間で繰り返すことで、対応するまたは類似した
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部材であることを示している場合がある。図面を以下に説明する。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】一部の実施形態におけるシステムの概略ブロック図を示す。
【０００５】
【図２】一部の実施形態における無線通信用の節電方法のフローチャートによる概略図を
示す。
【０００６】
【図３】一部の実施形態における製品の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下の詳細な記載においては、実施形態の完全な理解を促している。しかし当業者であ
れば、実施形態をこれら特定の詳細なしに実施できることを理解するだろう。また、公知
の動作、コンポーネント、回路等を詳述しないことで、実施形態を曖昧にしないようにし
ている箇所もある。
【０００８】
　特にそうではないと明記されていない限り、「処理（processing）」「コンピューティ
ング（computing）」「計算（calculating）」「判断／決定（determining）」「構築」
「分析」「チェック」といった用語を利用する説明は、コンピュータ、コンピューティン
グプラットフォーム、コンピューティングシステム、その他の電子コンピューティングデ
バイスの行う、コンピュータのレジスタおよび／またはメモリ内の物理量（例えば電子）
で表されるデータを、コンピュータのレジスタ、メモリ、もしくはその他の同様の情報格
納媒体内の物理量で同様に表される他のデータへと操作および／または変換する動作およ
び／または処理に係るものであってよい。
【０００９】
　ここで利用される「無線デバイス」という用語は、例えば無線通信機能を有するデバイ
ス、無線通信機能を有する通信デバイス、無線通信機能を有する通信局、無線通信機能を
有する携帯型または非携帯型のデバイスを含む。一部の実施形態では、無線デバイスは、
コンピュータと統合された周辺機器、または、コンピュータに取り付けられた周辺機器の
ことであってよい、またはこれらを含んでよい。一部の実施形態では、「無線デバイス」
という用語は、任意で無線サービスを含むこともできる。
【００１０】
　ここで利用される「節電」および「節電モード」といった用語は、例えば、デバイスお
よび／またはコンポーネントへの電流を低減させたり、弱めたり、停止させたり、および
／または、電力供給停止させたり、ＯＦＦにしたり、ＯＦＦに切り替えたり、デバイスお
よび／またはコンポーネントを、スリープモード、低電力モード、スタンバイモード、ア
イドルモードおよび／または、デバイスおよび／またはコンポーネントの全力動作時およ
び／または通常動作時（例えば無線通信信号の全受信、処理、デコード、送信、および／
または処理）よりも低い電力を消費する任意のその他の動作モードにしたりすることを示
していてよい。
【００１１】
　ここで利用される「通常電力」「通常電力モード」という用語は、例えば、デバイスお
よび／またはコンポーネントの全力受信および／または通常動作（例えば、無線通信信号
の全受信、処理、デコード、送信および／または処理）を可能とする任意の動作モードの
ことであってよい。
【００１２】
　ここで利用される「スリープモード」という用語は、無線通信デバイスに関して、無線
通信デバイスが利用不可能であってよい（例えば、１以上の期間（「スリープモード」ま
たは「スリープサイクル」）中の無線送信の受信および／または送信に関して）任意の適
切な節電モードのことであってよく、スリープサイクル中に無線通信デバイスと別の無線
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デバイス（例えば基地局および／または中継局）との間の登録関係を維持し、例えば、無
線通信デバイスが、スリープサイクル中の１以上の所定の間隔（「リスニング間隔」）に
おいて、送信（例えばダウンリンクブロードキャストトラフィック）を受信できることを
意味していてよい。一実施形態では、スリープモードは、ＩＥＥＥ８０２．１６－２００
９：固定および移動ブロードバンドワイヤレスアクセスシステムおよび／または将来のバ
ージョンおよび／または派生物（「ＩＥＥＥ８０２．１６規格」）等が定義するスリープ
モードを含むこともできる。
【００１３】
　ここで利用される「アイドルモード」という用語は、無線通信デバイスに関して、無線
通信デバイスが利用不可能であってよい（例えば、１以上の期間（「アイドル期間」また
は「ページングサイクル」）中の受信および／または送信に関して）任意の適切な節電モ
ード（無線通信デバイス）のことであってよく、アイドルモード中には、別の無線通信デ
バイス（例えばＢＳおよび／または中継デバイス）とは登録されず、ページングサイクル
中のページングサイクル中（例えば１以上の所定の間隔中（「ページング期間」「ページ
ング間隔中」または「ページング利用可能間隔中」））には、ダウンリンクブロードキャ
ストトラフィックの受信が可能であってよい。アイドルモードでは、スリープサイクルよ
り大きな節電効果が得られ、および／または、ページングサイクルは、例えばスリープサ
イクルより長くてよい。一実施形態では、アイドルモードは、ＩＥＥＥ８０２．１６規格
等で定義されたアイドルモードを含んでよい。
【００１４】
　一部の実施形態は、様々なデバイスおよびシステム（例えばパーソナルコンピュータ、
デスクトップコンピュータ、モバイルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ノート
ブックコンピュータ、タブレットコンピュータ、サーバコンピュータ、ハンドヘルドコン
ピュータ、ハンドヘルドデバイス、携帯情報端末（ＰＤＡ）デバイス、ハンドヘルドＰＤ
Ａデバイス、オンボードデバイス、オフボードデバイス、ハイブリッドデバイス、車両デ
バイス、非車両デバイス、モバイルまたはポータブルデバイス、消費者用デバイス、非モ
バイルまたは非ポータブルデバイス、無線通信局、無線通信デバイス、無線アクセスポイ
ント（ＡＰ）、有線または無線ルータ、有線または無線モデム、ビデオデバイス、オーデ
ィオデバイス、オーディオ－ビジュアル（Ａ／Ｖ）デバイス、セットトップボックス（Ｓ
ＴＢ）、Ｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（ＢＤ）プレーヤ、ＢＤレコーダ、ＤＶＤ
プレーヤ、高精細（ＨＤ）ＤＶＤプレーヤ、ＤＶＤレコーダ、ＨＤ　ＤＶＤレコーダ、パ
ーソナルビデオレコーダ（ＰＶＲ）、ブロードキャストＨＤレシーバ、ビデオソース、オ
ーディオソース、ビデオシンク、オーディオシンク、ステレオチューナ、ブロードキャス
ト無線レシーバ、フラットパネルディスプレイ、パーソナルメディアプレーヤ（ＰＭＰ）
、デジタルビデオカメラ（ＤＶＣ）、デジタルオーディオプレーヤ、スピーカ、オーディ
オレシーバ、オーディオ増幅器、ゲームデバイス、データソース、データシンク、デジタ
ル静止カメラ（ＤＳＣ）、有線または無線ネットワーク、ワイヤレスエリアネットワーク
、ワイヤレスビデオエリアネットワーク（ＷＶＡＮ）、ローカルエリアネットワーク（Ｌ
ＡＮ）、ワイヤレスＬＡＮ（ＷＬＡＮ）、パーソナルエリアネットワーク（ＰＡＮ）、ワ
イヤレスＰＡＮ（ＷＰＡＮ）、ＩＥＥＥ８０２．１１（ＩＥＥＥ８０２．１１―１９９９
：ワイヤレスＬＡＮ媒体アクセス制御（ＭＡＣ）および物理層（ＰＨＹ）仕様）に従って
動作するデバイスおよび／またはネットワーク）、８０２．１１ａ、８０２．１１ｂ、８
０２．１１ｇ、８０２．１１ｈ、８０２．１１ｊ、８０２．１１ｎ（「ＩＥＥＥ８０２．
１１規格」）、ＩＥＥＥ８０２．１６規格、および／または、将来のバージョンおよび／
またはこれらの派生物、既存のワイヤレスギガビットアライアンス（ＷＧＡ）および／ま
たはＷｉｒｅｌｅｓｓ　ＨＤ（登録商標）仕様および／または将来のバージョンおよび／
またはこれらの派生物、上述したネットワークの一部であるユニットおよび／またはデバ
イス、一方向および／または双方向無線通信システム、セルラー式無線電話通信システム
、セルラー式電話機、無線電話機、パーソナル通信システム（ＰＣＳ）デバイス、無線通
信デバイスを含むＰＤＡデバイス、モバイルまたはポータブルグローバルポジショニング
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システム（ＧＰＳ）デバイス、ＧＰＳレシーバまたはトランシーバまたはチップを含むデ
バイス、ＲＦＩＤ素子またはチップを含むデバイス、多入力多出力（ＭＩＭＯ）トランシ
ーバまたはデバイス、単一入力多出力（ＳＩＭＯ）トランシーバまたはデバイス、多入力
単一出力（ＭＩＳＯ）トランシーバまたはデバイス、１以上の内部アンテナおよび／また
は外部アンテナを有するデバイス、デジタルビデオブロードキャスト（ＤＶＢ）デバイス
またはシステム、多重標準の無線デバイスまたはシステム、有線または無線ハンドヘルド
デバイス（例えばＢｌａｃｋＢｅｒｒｙ，Ｐａｌｍ　Ｔｒｅｏ等）、ワイヤレスアプリケ
ーションプロトコル（ＷＡＰ）デバイス等との関連で利用されてよい。
【００１５】
　一部の実施形態は、１以上の種類の無線通信信号および／またはシステム（例えば無線
周波数（ＲＦ）、赤外線（ＩＲ）、周波数分割多重（ＦＤＭ）、直交ＦＤＭ（ＯＦＤＭ）
、時分割多重（ＴＤＭ）、時分割多重接続（ＴＤＭＡ）、拡張ＴＤＭＡ（Ｅ－ＴＤＭＡ）
、汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）、拡張ＧＰＲＳ、符号分割多重接続（ＣＤＭＡ
）、ワイドバンドＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）、ＣＤＭＡ２０００、シングルキャリアＣＤＭ
Ａ、マルチキャリアＣＤＭＡ、マルチキャリア変調（ＭＤＭ）、離散マルチトーン（ＤＭ
Ｔ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、グローバルポジショニングシステム（ＧＰＳ）
、Ｗｉ－Ｆｉ、Ｗｉ－Ｍａｘ、ＺｉｇＢｅｅ（登録商標）、Ｕｌｔｒａ－Ｗｉｄｅｂａｎ
ｄ（ＵＷＢ）、モバイル通信用のグローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））、２Ｇ、２
．５Ｇ，３Ｇ、３．５Ｇ、ＥＤＧＥ（Enhanced Data rates for GSM（登録商標） Evolut
ion：ＧＳＭ（登録商標）進化に関する向上データレート等）とともに利用することがで
きる。他の実施形態は、様々な他のデバイス、システム、および／または、ネットワーク
で利用することができる。
【００１６】
　一部の実施形態は、適切な限られた範囲または短距離の無線通信ネットワーク（例えば
ワイヤレスエリアネットワーク、「ピコネット」、ＷＰＡＮ、ＷＶＡＮ等）とともに利用
することもできる。
【００１７】
　図１を参照すると、一部の実施形態におけるシステム１００のブロック図が概略されて
いる。
【００１８】
　図１を参照すると、一部の実施形態では、システム１００は、コンテンツ、データ、情
報、および／または、信号を１以上の適切な無線通信リンク（例えば無線チャネル、ＩＲ
チャネル、ＲＦチャネル、ワイヤレスフィデリティ（ＷｉＦｉ）チャネル等）で通信する
ことのできる１以上の無線通信デバイスを含むワイヤレスエリアネットワークおよび／ま
たはベーシックサービスセット（ＢＳＳ）を含んでよい。システム１００の１以上のエレ
メントが、オプションとして、任意の適切な有線通信リンクで通信することができてよい
。
【００１９】
　一部の実施形態では、システム１００は、中継デバイス１０２および／または１０４等
の少なくとも１つの中継デバイス（「中継局」と称されることもある）を含んで、少なく
とも１つの基地局（ＢＳ）（例えばＢＳ１４０）および１以上の無線通信デバイス（例え
ばデバイス１５０および１５２）の間で無線通信を中継してよい。
【００２０】
　一部の実施形態では、無線通信デバイス１５０および／または１５２、中継デバイス１
０２および／または１０４、および／または基地局１４０は、例えばパーソナルコンピュ
ータ、デスクトップコンピュータ、モバイルコンピュータ、ラップトップコンピュータ、
ノートブックコンピュータ、タブレットコンピュータ、サーバコンピュータ、ハンドヘル
ドコンピュータ、ハンドヘルドデバイス、ＰＤＡデバイス、ハンドヘルドＰＤＡデバイス
、オンボードデバイス、オフボードデバイス、ハイブリッドデバイス（セルラー式電話機
機能とＰＤＡデバイス機能とを組み合わせたもの等）、消費者デバイス、車両デバイス、
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非車両デバイス、モバイルまたはポータブルデバイス、非モバイルまたは非ポータブルデ
バイス、セルラー式電話機、ＰＣＳデバイス、無線通信デバイスを含むＰＤＡデバイス、
モバイルまたはポータブルＧＰＳデバイス、ＤＶＢデバイス、比較的小さなコンピューテ
ィングデバイス、非デスクトップコンピュータ、「Ｃａｒｒｙ　Ｓｍａｌｌ　Ｌｉｖｅ　
Ｌａｒｇｅ」（ＣＳＬＬ）デバイス、ウルトラモバイルデバイス（ＵＭＤ）、ウルトラモ
バイルパーソナルコンピュータ（ＵＭＰＣ）、モバイルインターネットデバイス（ＭＩＤ
）、「Ｏｒｉｇａｍｉ」デバイスまたはコンピューティングデバイス、ＤＣＣ（Dynamica
lly Composable Computing）、コンテキストアウェアデバイス、ビデオデバイス、オーデ
ィオデバイス、Ａ／Ｖデバイス、ＳＴＢ、ＢＤプレーヤ、ＢＤレコーダ、ＤＶＤプレーヤ
、ＨＤ　ＤＶＤプレーヤ、ＤＶＤレコーダ、ＨＤ　ＤＶＤレコーダ、ＰＶＲ，ブロードキ
ャストＨＤレシーバ、ビデオソース、オーディオソース、ビデオシンク、オーディオシン
ク、ステレオチューナ、ブロードキャスト無線レシーバ、フラットパネルディスプレイ、
ＰＭＰ、ＤＶＣ，デジタルオーディオプレーヤ、スピーカ、オーディオレシーバ、ゲーム
デバイス、オーディオ増幅器、データソース、データシンク、ＤＳＣ，メディアプレーヤ
、スマートフォン、テレビ、音楽プレーヤ等を含んでよい。
【００２１】
　一部の実施形態では、中継デバイス１０２および／または１０４は、後述するように他
の無線通信デバイスまたはシステム１００のステーションと通信する無線通信ユニット１
０８を含んでよい。中継デバイス１０２および／または１０４は、さらに、例えばプロセ
ッサ１２０、入力ユニット１１２、出力ユニット１１４、メモリユニット１１８、および
格納ユニット１１６のうち１以上を含んでよい。中継デバイス１０２は、オプションとし
て、他の適切なハードウェアコンポーネントおよび／またはソフトウェアコンポーネント
を含んでもよい。
【００２２】
　一部の実施形態では、中継デバイス１０２および／または１０４の一部または全ては、
共通の筐体またはパッケージに収容されてよく、１以上の有線または無線リンクを利用し
て相互接続されていても、または、動作可能に関連付けられていてもよい。他の実施形態
では、無線通信デバイス１５０および／または１５２の、中継デバイス１０２および／ま
たは１０４の、および基地局１４０のコンポーネントは、複数または別個のデバイス間で
分配されていてよい。
【００２３】
　プロセッサ１２０は例えば、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、デジタル信号プロセッサ（
ＤＳＰ）、１以上のプロセッサコア、シングルコアプロセッサ、デュアルコアプロセッサ
、マルチプルコアプロセッサ、マイクロプロセッサ、ホストプロセッサ、コントローラ、
複数のプロセッサまたはコントローラ、チップ、マイクロチップ、１以上の回路、回路、
論理ユニット、集積回路（ＩＣ）、アプリケーション特定ＩＣ（ＡＳＩＣ）、または任意
の他の適切な多目的または特定のプロセッサまたはコントローラを含む。プロセッサ１２
０は、例えば中継デバイス１０２のオペレーティングシステム（ＯＳ）の、および／また
は、１以上の適切なアプリケーションの命令を実行することができる。
【００２４】
　入力ユニット１１２は、例えば、キーボード、キーパッド、マウス、タッチパッド、ト
ラックボール、スタイラス、マイクロフォン、または他の適切なポインティングデバイス
または入力デバイスを含む。
【００２５】
　出力ユニット１１４は、例えば、モニタ、スクリーン、フラットパネルディスプレイ、
陰極線管（ＣＲＴ）表示ユニット、液晶表示（ＬＣＤ）ディスプレイユニット、プラズマ
表示ユニット、１以上のオーディオスピーカまたはイヤフォン、またはその他の適切な出
力デバイスを含む。
【００２６】
　メモリユニット１１８は、例えばランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読み出し専用メ
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モリ（ＲＯＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、同期ＤＲＡＭ（ＳＤ－ＲＡＭ）、フ
ラッシュメモリ、揮発性メモリ、不揮発性メモリ、キャッシュメモリ、バッファ、短期メ
モリユニット、長期メモリユニット、または他の適切なメモリユニットを含む。格納ユニ
ット１１６は、例えば、ハードディスクドライブ、フロッピー（登録商標）ディスクドラ
イブ、コンパクトディスク（ＣＤ）ドライブ、ＲＯＭドライブ、ＤＶＤドライブ、または
その他の適切な取り外し可能または取り外し不可能格納ユニットを含む。メモリユニット
１１８および／または格納ユニット１１６は、例えば中継デバイス１０２が処理するデー
タを格納することができる。
【００２７】
　一部の実施形態では、無線通信ユニット１０８は、例えば、無線通信信号、ＲＦ信号、
フレーム、ブロック、送信ストリーム、パケット、メッセージ、データアイテム、および
／または、データを送信および／または受信することができる１以上の無線トランスミッ
タ、レシーバ、および／または、トランシーバを含む。例えば、無線通信ユニット１０８
は、無線ネットワークインタフェースカード（ＮＩＣ）等を含んでも、この一部として実
装されてもよい。
【００２８】
　無線通信ユニット１０８は、１以上のアンテナまたは１以上のアンテナセット１１０を
含んでも、これらに関連付けられていてもよい。アンテナ１１０は、例えば、内部および
／または外部ＲＦアンテナ、ダイポールアンテナ、モノポールアンテナ、無指向性アンテ
ナ、エンドフェッドアンテナ、円偏光アンテナ、マイクロストリップアンテナ、ダイバー
シティアンテナ、または、無線通信信号、ブロック、フレーム、送信ストリーム、パケッ
ト、メッセージおよび／またはデータを送信および／または受信するのに適したその他の
種類のアンテナを含んでよい。
【００２９】
　一部の実施形態では、システム１００は、ＢＳ１４０と無線通信デバイス１５０および
／または１５２との間の通信を直接中継する単一の中継デバイス（例えば中継デバイス１
０２）を含んでよい。例えば中継デバイス１０２は、無線通信デバイス１５０から直接ア
ップリンク送信を受信して、基地局１４０に直接この送信を送信してよく、および／また
は、中継デバイス１０２が、基地局１４０からダウンリンク送信を直接受信して、この送
信を直接、無線通信デバイス１５０に送信してもよい。
【００３０】
　一部の実施形態では、システム１００は、ＢＳ１４０と無線通信デバイス１５０および
／または１５２との間の通信を連続中継する複数の中継デバイス（例えば中継デバイス１
０２および１０４のシーケンスを含んでよい。例えば図１に示すように、中継デバイス１
０２は、無線通信デバイス１５０および／または１５２と直接通信してよく、中継デバイ
ス１０２は、ＢＳ１４０と中継デバイス１０４を介して通信してよい。例えば、中継デバ
イス１０２は、無線通信デバイス１５０から直接アップリンク送信を受信して、この送信
を中継デバイス１０４に転送して、ここから、この送信が基地局１４０に転送されてもよ
く、および／または、中継デバイス１０４がダウンリンク送信をＢＳ１４０から直接受信
して、この送信を中継デバイス１０２へ転送して、ここからこの送信が無線通信デバイス
１５０へ転送されてもよい。
【００３１】
　一部の実施形態では、システム１００は、後述するように、無線通信デバイス１５０お
よび／または１５２で１以上の節電モード間をスイッチする節電メカニズムを実装するこ
とができる。
【００３２】
　一部の実施形態では、節電メカニズムは、少なくとも１つの節電モード（例えばスリー
プモードおよび／またはアイドルモード）を含んでよい。例えば無線通信デバイス１５０
および／または１５２は、通常電力モード、アイドルモード、および／または、スリープ
モード等の間を、８０２．１１および／または８０２．１６規格等に基づいて、スイッチ
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することができてよい。
【００３３】
　一部の実施形態では、１以上の無線通信デバイス（例えば無線通信デバイス１５０およ
び／または１５２）の中継デバイス（例えば中継デバイス１０２）における節電メカニズ
ムの管理は、節電期間のスケジュール、および／または、ＢＳ、中継デバイス、および１
以上の無線通信デバイス間の１以上のメッセージの交換に伴う待ち時間を低減させること
ができる。例えば、節電メカニズムをＢＳ１４０で管理することで、例えば、無線通信デ
バイス１５０とＢＳ１４０との間で交換される節電メッセージが、先ず中継デバイス１０
２および／または１０４を通る必要があることから、待ち時間を生じる場合がある。ＢＳ
１４０と無線通信デバイス１５０との間に含まれる中継デバイスの数が増えると、待ち時
間が実質的に増加することが想定される。待ち時間の低減は、リアルタイムトラフィック
（例えばビデオおよび／またはボイスオーバインターネットプロトコル（ＶｏＩＰ）トラ
フィック）にとっては特に重要となりうる。
【００３４】
　一部の実施形態では、無線通信デバイス１５０および／または１５２の中継デバイス１
０２における節電メカニズムの管理により、節電期間のスケジュール、ならびに／または
、ＢＳ１４０、１以上の中継デバイス１０２および／もしくは１０４、および／もしくは
無線通信デバイス１５０および／もしくは１５２の間の１以上のメッセージの交換に伴う
待ち時間を低減させることができる。
【００３５】
　一部の実施形態では、２以上の中継デバイスがシステム１００に実装されている場合、
無線通信デバイスと直接通信する中継デバイス（例えば、無線通信デバイスの最も近くに
、あるいは直近に存在する中継デバイス）が、無線通信デバイスの節電メカニズムを管理
してよい。例えば、無線通信デバイス１５０と直接通信している中継デバイス１０２が、
無線通信デバイス１５０の節電メカニズムを管理することができる。
【００３６】
　一部の実施形態では、無線通信ユニット１０８は、無線通信デバイスの１以上の節電期
間をスケジュールすることにより、デバイス１５０および／または１５２等の１以上の無
線通信デバイスの節電メカニズムを管理することができる。例えば中継デバイス１０２は
、後述するように、無線通信デバイス１５０および／または１５２の１以上のスリープモ
ード期間および／またはアイドルモード期間をスケジュールすることにより、無線通信デ
バイス１５０および／または１５２の節電メカニズムを管理することができる。
【００３７】
　一部の実施形態では、無線通信ユニット１０８は、システム１００の１以上の無線通信
デバイス（「要求を発行するデバイス」）（例えばデバイス１５０および／または１５２
）から節電要求を受信してよい。節電要求は、例えば、適切なパケット、フレーム、送信
、節電マルチポール（ＰＳＭＰ）または、所望の、および／または、要求されている節電
モードをスケジュールする意向を中継デバイス１０２に通知することができる任意の種類
のメッセージフォーマットを含んでよい。
【００３８】
　一部の実施形態では、無線通信ユニット１０８は、要求を発行するデバイスについての
１以上の節電期間（「スケジュールされた節電期間」）をスケジュールすることができる
。例えば無線通信ユニット１０８は、無線通信デバイス１５０から受信した節電要求に基
づいて、無線通信デバイス１５０についての節電期間をスケジュールしてよい。例えば、
無線通信ユニット１０８は、節電要求を処理して、節電要求に応じて節電期間をスケジュ
ールするか（「節電要求を受け入れる」）、拒否するか、および／または、節電要求に含
まれている節電設定とは異なる設定を利用しつつ節電要求を「部分的に」受け入れるか、
を判断することができる。例えば無線通信ユニット１０８は、節電期間をスケジュールし
なかったり、および／または、無線通信デバイスから受信する節電要求メッセージで要求
されるスリープサイクル期間とは異なるスリープサイクル期間を利用することで、無線通



(10) JP 2013-502884 A 2013.1.24

10

20

30

40

50

信デバイスのスリープ処理をスケジュールすることにより、節電要求の節電期間の設定と
は異なる設定を有する１以上の節電期間をスケジュールしたりしてよい。一実施形態では
、無線通信ユニット１０８は、節電要求を拒絶して、無線通信デバイス１５０に対して、
節電要求の節電期間とは異なる１以上の別の節電期間をスケジュールすることができる。
【００３９】
　一部の実施形態では、無線通信ユニット１０８は、要求を発行する無線通信デバイスが
節電モードで動作するようスケジュールされた節電期間を示す節電応答を、要求を発行し
たデバイスに対して送信することができる。例えば、無線通信ユニット１０８は、無線通
信デバイス１５０から節電要求を受信して、無線通信デバイス１５０についての節電期間
をスケジュールして、節電応答を無線通信デバイス１５０に送信することができる。
【００４０】
　一部の実施形態では、上述したように、無線通信ユニット１０８は、無線通信デバイス
（例えば無線通信デバイス１５０）に対する節電期間を、無線通信デバイスからの節電要
求に基づいてスケジュールすることができる。しかし他の実施形態では、無線通信ユニッ
ト１０８は、無線通信デバイス（例えば無線通信デバイス１５０）に対する節電期間を、
任意の他の適切な基準（例えば節電要求を利用または必要としないようなもの）に基づい
てスケジュールすることもできる。
【００４１】
　一部の実施形態では、無線通信ユニット１０８は、無線通信デバイス１５０に応答を送
信する前、送信している間、または送信したあとに、節電更新を基地局１４０に送信する
ことができる。節電更新は、無線通信ユニット１０８が無線通信デバイスに割り当てた１
以上の節電期間を示すことができる。一部の実施形態では、ネットワークポリシーに応じ
て、節電更新を無線通信ユニット１０８から受信すると、基地局１４０は、中継デバイス
１０２および／または無線通信デバイス１５０に対応するデータトラフィックをペンディ
ングにするためのフロー制御を適宜利用して、例えば中継デバイス１０２のバッファのオ
ーバフローを回避することができる。
【００４２】
　一部の実施形態では、無線通信デバイス１５０は、無線通信ユニット１０８から応答を
受信してよく、スケジュールされている節電期間の１以上の間に節電モードにスイッチす
ることができる。
【００４３】
　一例では、無線通信デバイス１５０は、一定の時間（例えば基準時刻から５ミリ秒（ｍ
ｓ）以内）に開始され一定の期間継続するよう（例えば２００ｍｓの期間）な電力モード
にスイッチするような節電要求を送信することができる。無線通信ユニット１０８は、節
電要求を拒絶して、および／または、無線通信デバイス１５０の異なる節電期間をスケジ
ュールすることもできる。例えば５ｍｓ以内に始まり２００ｍｓ継続するスリープモード
のスケジュール要求に呼応して、無線通信ユニット１０８は、基準時刻から８ｍｓ以内に
始まり、および／または、１００ｍｓの期間継続する節電モードをスケジュールしてもよ
い。無線通信ユニット１０８は、無線通信デバイス１５０に対して、無線通信デバイス１
５０を、スケジュールされた期間（例えば８ｍｓ以内に、１００ｍｓの間）節電モードに
スイッチさせる旨の節電モード応答を送信してよい。無線通信ユニット１０８は、基地局
１４０に対してスリープモード更新を送信して、基地局１４０に、無線通信デバイス１５
０に対してスケジュールしたスリープモード期間を示すことができる。
【００４４】
　一部の実施形態では、無線通信ユニット１０８は、無線通信デバイス１５０に対して１
以上のスリープモード期間をスケジュールすることにより、無線通信デバイス１５０の節
電メカニズムを管理することができる。例えば、無線通信ユニット１０８は、無線通信デ
バイス１５０からのスリープモード要求を受信して、例えばスリープモード要求に基づい
て、無線通信デバイス１５０に１以上のスリープモード期間をスケジュールすることがで
きる。例えば無線通信ユニット１０８は、一定の時間（例えば基準時刻から１０ｍｓ以内
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）に始まり、一定の期間（例えば２００ｍｓの期間）継続する、スケジュールされたスリ
ープモード期間のスリープモードに、無線通信デバイス１５０をスイッチすることを決定
してよい。無線通信ユニット１０８は、無線通信デバイス１５０に対してスリープモード
応答を送信して、無線通信デバイス１５０を、スケジュールされた期間の間スリープモー
ドにスイッチすることができる。無線通信ユニット１０８は、基地局１４０にスリープモ
ード更新を送信して、基地局１４０に対して、無線通信デバイス１５０に対してスケジュ
ールしたスリープモード期間を示すことができる。
【００４５】
　一部の実施形態では、無線通信ユニット１０８は、無線通信デバイス１５０に対して１
以上のアイドルモード期間をスケジュールすることにより、無線通信デバイス１５０のた
めの節電メカニズムを管理することができる。例えば、無線通信ユニット１０８は、無線
通信デバイス１５０からのアイドルモード要求を受信して、例えばアイドルモード要求に
基づいて、無線通信デバイス１５０に１以上のアイドルモード期間をスケジュールするこ
とができる。例えば無線通信ユニット１０８は、一定の時間（例えば基準時刻から２００
ｍｓ以内）に始まり、一定の期間（例えば１０秒間）継続する、スケジュールされたアイ
ドルモード期間のアイドルモードに、無線通信デバイス１５０をスイッチすることを決定
してよい。無線通信ユニット１０８は、無線通信デバイス１５０に対してアイドルモード
応答を送信して、無線通信デバイス１５０を、スケジュールされた期間の間アイドルモー
ドにスイッチすることができる。無線通信ユニット１０８は、基地局１４０にアイドルモ
ード更新を送信して、基地局１４０に対して、無線通信デバイス１５０に対してスケジュ
ールされたアイドルモード期間を示すことができる。
【００４６】
　上述した一部の実施形態では、無線通信ユニット１０８が、無線通信デバイス１５０に
対して１以上のアイドルモード期間をスケジュールすることにより、無線通信デバイス１
５０のための節電メカニズムを管理していた。しかし、他の実施形態では、アイドルモー
ド期間のスケジュールは、システム１００内の別のデバイス（例えば中継デバイス１０４
および／またはＢＳ１４０）により行って、無線通信ユニット１０８が、他のデバイスか
ら無線通信デバイス１５０へ、スケジュールされたアイドルモード期間を示す１以上のス
ケジュールメッセージを中継する、という構成も可能である。例えば、無線通信ユニット
１０８は、アイドルモード要求を例えばアップリンク送信により無線通信デバイス１５０
から受信して、無線通信ユニット１０８が、アイドルモード要求をＢＳ１４０および／ま
たは中継デバイス１０４に転送して、無線通信ユニット１０８は、ＢＳ１４０および／ま
たは中継デバイス１０４からアイドルモード応答を受信して、および／または、無線通信
ユニット１０８が、アイドルモード応答を無線通信デバイス１５０に転送する、といった
構成が可能である。
【００４７】
　一部の実施形態では、アイドルモードで動作する無線通信デバイス（例えば無線通信デ
バイス１５０）は、少なくとも１つのページンググループに割り当てられてよい。ページ
ンググループは、無線通信デバイス１５０が位置しているゾーン（「ページングゾーン」
または「ページング領域」）をカバーする１以上の基地局を含んでよい。
【００４８】
　一部の実施形態では、それぞれ異なる無線通信デバイスを１以上のページンググループ
に割り当ててよい（例えば、１以上の基地局がカバーする領域に従って定義される）。一
例では、無線通信デバイス１５０および１５２は、第１、第２の異なるページング領域内
の各第１および第２の位置に位置していてよい。第１および第２のページング領域は、そ
れぞれＢＳ１４０を含んでよい。従ってＢＳ１４０は、第１のページンググループ（例え
ば基地局１４０と１以上の他の基地局を含み、第１のページング領域をカバーしている）
に無線通信デバイス１５０を割り当ててよく、無線通信デバイス１５２を、第２のページ
ンググループ（例えば基地局１４０と１以上の他の基地局を含み、第２のページング領域
をカバーしている）に割り当ててもよい。第１のページンググループは、例えば第１のペ
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ージンググループに属していない１以上の基地局を含んでもよい。
【００４９】
　一部の実施形態では、ＢＳ１４０は、例えばデバイス１５０がアイドルモードにスイッ
チする前に、ページンググループに無線通信デバイス１５０を割り当ててよい。無線通信
デバイス１５０は、通常電力モードにスイッチすると、各ページングサイクルのページン
グ利用可能な間隔中に周期的に「ウェイクアップ」を行うことができる。
【００５０】
　一部の実施形態では、ページングコントローラ（ＰＣ）１３０は、ＢＳ１４０に対して
通信を行い、ページンググループのページングパラメータ（例えばページングサイクルお
よび／またはページングオフセット）を無線通信デバイス１５０に転送させてよい。一部
の実施形態では、ＢＳ１４０が、ページングパラメータを中継デバイス１０２に転送して
、ここからページングパラメータが無線通信デバイス１５０に中継されてもよい。
【００５１】
　一部の実施形態では、ＢＳ１４０は、中継デバイス１０２を、ＢＳ１４０が属する１以
上のページンググループに割り当ててもよい。中継デバイス１０２を、ＢＳ１４０と同じ
ページンググループに割り当てることで、無線通信デバイス１５０がＢＳ１４０のカバー
領域外にある場合であっても、無線通信デバイス１５０は、ページングメッセージを無線
通信デバイス１５０に提供することが可能となる（例えば中継デバイス１０２経由で）。
これは、中継デバイス１０２に１以上のページメッセージを送信することで可能となり、
これにより、ページが無線通信デバイス１５０へと中継される。
【００５２】
　一部の実施形態では、アイドルモードでの動作中に、無線通信デバイス１５０は、ペー
ジングメッセージのリスニング期間（「ページング利用可能間隔」（ＰＡＩ））と、送信
の受信目的に無線通信デバイス１５０を利用できない期間（「ページング利用不可能間隔
」（ＰＵＩ））とを交番することができる。
【００５３】
　一部の実施形態では、ＰＣ１３０は、例えば無線通信デバイス１５０に対してアイドル
モード中にコンタクトが必要となったとき（例えば、ＰＣ１３０が、無線通信デバイス１
５０用の、および／または、任意の適切な管理目的でバッファリングされたデータを受信
したとき）、無線通信デバイス１５０をページングするページングプロセスを開始するこ
とができる。
【００５４】
　一部の実施形態では、ＰＣ１３０は、ＢＳ１４０にページングアナウンスを送信するこ
とでページングプロセスを開始することができる。これを受けてＢＳ１４０は、ページン
グアナウンスメッセージ（例えば適切なモバイルページング広告（ＭＯＢ－ＰＡＧ－ＡＤ
Ｖ）メッセージ）を中継デバイス１０２に対して、中継デバイス１０２を宛先とする適切
なユニキャストメッセージの形態で送信することができる。
【００５５】
　一部の実施形態では、次にＢＳ１４０は、ページングメッセージを無線通信デバイス１
５０に対して、ＰＡＩ中にブロードキャスト送信の形態で送信してよい。
【００５６】
　一部の実施形態では、中継デバイス１０２も、ページングメッセージを無線通信デバイ
ス１５０に対して、ブロードキャスト送信の形式で送信してよい。例えば中継デバイス１
０２およびＢＳ１４０は、ページングメッセージを無線通信デバイス１５０に対して実質
的に同時に送信することができる。
【００５７】
　一部の実施形態では、中継デバイス１０２の無線通信ユニット１０８は、ＢＳ１４０か
らページングメッセージがブロードキャスト送信の一部として送信される前に、ＰＣ１３
０からＢＳ１４０経由でページングアナウンスメッセージを受信してよい。
【００５８】
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　上述したように、一部の実施形態では、システム１００は、複数の中継デバイスのシー
ケンス（例えば中継デバイス１０２および１０４）を含んでよい。これらの実施形態では
、ＰＣは、例えばページングアナウンスメッセージをＢＳを介して送信することで、ＢＳ
に接続されている第１の中継デバイスにページングアナウンスメッセージを送信すること
ができ、中継デバイスは、中継デバイスに接続されている次の中継デバイスにページング
アナウンスメッセージを送信することができ、といった具合に、ページングアナウンスメ
ッセージが無線通信デバイスと直接通信している中継デバイスに到達するまで処理を続け
ることができ、ＢＳおよび／または中継デバイスのそれぞれは、ページングメッセージを
ブロードキャストすることができる。例えばＰＣ１３０がページングアナウンスメッセー
ジをＢＳ１４０に送信して、ＢＳ１４０がページングアナウンスを中継デバイス１０４に
送信して、ここからページングアナウンスが中継デバイス１０２に送信されてよい。ＢＳ
１４０、中継デバイス１０２、および中継デバイス１０４は、その後、無線通信デバイス
１５０が受信するべきページングメッセージをそれぞれブロードキャストすることができ
る。
【００５９】
　一部の実施形態では、中継デバイス１０２は、好適な接続点として機能することができ
る。例えば無線通信デバイス１５０は、中継デバイス１０２を好適な接続点（ＩＥＥＥ８
０２．１６規格が定義するように）として選択してよい。
【００６０】
　一部の実施形態では、ページングメッセージをＰＡＩ中に送信することにより、無線通
信デバイス１５０が、ページングメッセージを受信することができ、ページングメッセー
ジに呼応して、ネットワークに再エントリしたり、位置更新処理を行ったりすることがで
きるようになる。
【００６１】
　一部の実施形態では、無線通信デバイス１５０は、適切なネットワーク退出および／ま
たは再エントリ処理を直接中継デバイス１０２との間で行うことにより（例えばネットワ
ーク退出および／または再エントリ処理をＢＳ１４０との間で行うのではなく）、中継デ
バイス１０２で無線ネットワークを退出して、および／または、ネットワークに再エント
リすることができるようになる。
【００６２】
　一部の実施形態では、ＰＣ１３０は、無線通信デバイス１５０が最初に位置していた（
例えば、無線通信デバイス１５０がアイドルモードに入る前、入っている間、または出た
後で）ページンググループの情報を維持することができる。
【００６３】
　一部の実施形態では、アイドルモードで動作するシステム１００の異なる無線通信デバ
イスが、異なるＰＣに対応していてもよい。各ＰＣは、アイドルモードで動作している１
以上の無線通信デバイスに対応する情報を格納していてよい。無線通信デバイス１５０が
あるページングゾーンから別のページングゾーンに移動すると、無線通信デバイス１５０
は、他のページングゾーンに関して、ＰＣ１３０を中継デバイス１０２経由で更新するこ
とができる。例えば無線通信デバイス１５０が現在のページンググループから退出して、
新たなページンググループに入るときには、無線通信デバイス１５０は、レンジング応答
（ＲＮＧ－ＲＳＰ）メッセージを、位置更新メッセージ（「位置更新ＴＬＶ」または「位
置更新要求」）とともに、中継デバイス１０２に対して送信することができる。中継デバ
イス１０２は、ＲＮＧ－ＲＳＰメッセージを、位置更新ＴＬＶとともにＢＳ１４０に転送
してよい。ＢＳ１４０は、ＰＣ１３０と通信して、位置更新を完了させてよい。ＢＳ１４
０は、レンジングコマンド（ＲＮＧ－ＣＭＤ）メッセージを中継デバイス１０２に、位置
更新プロセスのステータスとともに送信してよい。中継デバイス１０２は、ＲＮＧ－ＣＭ
Ｄメッセージを受信して、ＲＮＧ－ＣＭＤメッセージを無線通信デバイス１５０に中継し
てよい。
【００６４】
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　図２を参照すると、一部の実施形態における無線通信デバイスの節電メカニズムの管理
方法の概略が示されている。
【００６５】
　一部の実施形態では、図２の方法の処理のうち１以上が中継デバイス１０２（図１）等
の中継デバイス、無線通信ユニット１０８（図１）等の無線通信ユニット、基地局１４０
（図１）等の基地局、および／または、任意の他の適切な無線通信デバイスにより実行さ
れてよい。
【００６６】
　ブロック２０２に示すように、方法は、中継デバイスを介して、無線通信デバイスと基
地局との間の通信を中継することを含んでよい。例えば無線通信ユニット１０８（図１）
は、無線通信デバイス１５０および／または１５２と、基地局１４０との間の通信を中継
することができる。
【００６７】
　ブロック２０４に示すように、方法は、無線通信デバイスの１以上の節電期間をスケジ
ュールすることにより、中継デバイスにおいて、無線通信デバイスの節電メカニズムを管
理することを含んでよい。
【００６８】
　ブロック２０４の処理は、ブロック２０２の処理の前後に実行されてよい。例えば一実
施形態においては、無線通信ユニット１０８（図１）は、先ず、無線通信デバイス１５０
（図１）と基地局１４０（図１）との間の送信を中継して、次いで、無線通信デバイス１
５０（図１）の節電メカニズムを管理してよい。別の実施形態では、無線通信ユニット１
０８（図１）は、無線通信デバイス１５０（図１）と基地局１４０（図１）との間の送信
を中継する前に、先ず、無線通信デバイス１５０（図１）の節電メカニズムを管理しても
よい。
【００６９】
　ブロック２１０が示すように、節電メカニズムの管理には、無線通信デバイスから節電
要求を受信することが含まれてよい。
【００７０】
　ブロック２２０が示すように、節電要求を受信することには、上述したようなスリープ
モード要求を受信することが含まれていてよい。
【００７１】
　ブロック２２２が示すように、節電要求を受信することには、上述したようなアイドル
モード要求を受信することが含まれていてよい。
【００７２】
　ブロック２１２が示すように、節電メカニズムの管理には、１以上の節電期間をスケジ
ュールすることが含まれていてよい。例えば上述したように、無線通信ユニット１０８（
図１）は、要求を受け付けても拒絶してもよいし、無線通信デバイス１５０（図１）に対
して１以上の別の節電期間（例えばスリープまたはアイドル期間）をスケジュールするこ
ともできる。
【００７３】
　ブロック２１６に示すように、節電メカニズムの管理には、１以上の無線通信デバイス
に節電メッセージを送信することが含まれていてよい。
【００７４】
　ブロック２２４が示すように、節電メッセージの送信には、上述したようなスリープモ
ード応答を送信することが含まれていてよい。
【００７５】
　ブロック２２６が示すように、節電メッセージの送信には、上述したようなアイドルモ
ード応答を送信することが含まれていてよい。
【００７６】
　ブロック２１４が示すように、節電メカニズムの管理には、基地局に節電更新を送信す
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ることが含まれていてよい。例えば無線通信ユニット１０８（図１）は、基地局１４０（
図１）に節電更新を送信することで、例えば、上述したように無線通信デバイス１５０（
図１）に割り当てられた１以上の節電期間を示してよい。
【００７７】
　図３を参照すると、一部の実施形態における製品３００が概略されている。製品３００
は、無線通信ユニット１０８（図１）および／または中継デバイス１０２（図１）の機能
の少なくとも一部を実行するために、および／または、図２の方法の１以上の処理を実行
するために利用することができる論理３０４を格納する機械可読格納媒体３０２を含んで
よい。
【００７８】
　一部の実施形態では、製品３００および／または機械可読格納媒体３０２は、データを
格納できる１以上の種類のコンピュータ可読格納媒体を含んでよく、揮発性メモリ、不揮
発性メモリ、取り外し可能または取り外し不可能メモリ、消去可能または消去不可能メモ
リ、書き込み可能または書き換え可能メモリ等を含んでよい。例えば、機械可読格納媒体
３０２は、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、ダイナミックＲＡＭ（ＤＲＡＭ）、ダブ
ルデータレートＤＲＡＭ（ＤＤＲ－ＤＲＡＭ）、同期ＤＲＡＭ（ＳＤＲＡＭ）、スタティ
ックＲＡＭ（ＳＲＡＭ）、読み出し専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラム可能ＲＯＭ（ＰＲ
ＯＭ）、ＥＰＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、コンパクトディスクＲＯＭ（ＣＤ－ＲＯＭ）、書き
込み可能ＣＤ（ＣＤ－Ｒ）、書き換え可能ＣＤ（ＣＤ－ＲＷ）、フラッシュメモリ（ＮＯ
ＲまたはＮＡＮＤフラッシュメモリ等）、コンテンツアドレス可能メモリ（ＣＡＭ）、ポ
リマーメモリ、相変化メモリ、強誘電性メモリ、シリコン酸化物窒化物酸化物シリコン（
ＳＯＮＯＳ）メモリ、ディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードドライブ、光
ディスク、磁気ディスク、カード、磁気カード、光カード、テープ、カセット等を含んで
よい。さらに、コンピュータ可読格納媒体には、遠隔コンピュータから要求を発行するコ
ンピュータへ、搬送波その他の伝播媒体により通信リンクを介して（例えばモデム、無線
またはネットワーク接続等）、コンピュータプログラムをダウンロードまたは転送するこ
とに関与する任意の媒体が含まれてよい。
【００７９】
　一部の実施形態では、論理３０４は、機械により実行されると、機械に、ここに記載さ
れる方法、プロセス、および／または、動作を実行させる命令、データ、および／または
コードを含んでよい。これらの機械には、例えば、任意の適切な処理プラットフォーム、
コンピューティングプラットフォーム、コンピューティングデバイス、処理デバイス、コ
ンピューティングシステム、処理システム、コンピュータ、プロセッサ等が含まれてよく
、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア等の任意の適切な組み合わせを利用して
実装することができる。
【００８０】
　一部の実施形態では、論理３０４は、ソフトウェア、ソフトウェアモジュール、アプリ
ケーション、プログラム、サブルーチン、命令、命令セット、コンピューティングコード
、ワード、値、シンボル、またはこれらの組み合わせを含んでも、これらにより実装され
てもよい。命令は、ソースコード、コンパイルコード、解釈されたコード、実行可能なコ
ード、スタティックコード、ダイナミックコード等の任意の適切な種類のコードを含んで
よい。命令は、プロセッサに対して一定の機能を実現するよう命令するために、予め定義
されたコンピュータ言語、方法、またはシンタックスに従って実装されてよい。命令は、
任意の適切な高レベル、低レベル、オブジェクト指向、ビジュアル系、コンパイルされた
、および／または解釈されたプログラミング言語（例えばＣ、Ｃ＋＋、Ｊａｖａ（登録商
標）、ＢＡＳＩＣ、Ｍａｔｌａｂ、Ｐａｓｃａｌ、Ｖｉｓｕａｌ　ＢＡＳＩＣ、アセンブ
リ言語、機械コード等）を利用して実装されてよい。
【００８１】
　１以上の実施形態に関してここに記載してきた機能、処理、コンポーネントおよび／ま
たは特徴は、ここで１以上の他の実施形態との関連で記載されてきた１以上の他の機能、
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処理、コンポーネントおよび／または特徴と組み合わせられても、組み合わせで利用され
てもよい。
【００８２】
　実施形態の一部の特徴を記載してきたが、数多くの変形例、代替例、変更例、および均
等物が、当業者には明らかとなろう。従って、添付請求項は、これら全ての変形例および
変更例を実施形態の真の精神として含むことを意図している。

【図１】 【図２】
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【図３】
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