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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　間欠受信（ＤＲＸ）再設定を通信するように動作可能なユーザ機器（ＵＥ）であって、
　前記ＵＥは、
　推奨電力消費設定を示す第１のブール値を用いる１ビットメッセージである推奨電力消
費設定メッセージをノードに送信し、
　前記推奨電力消費設定の電力レベルに関連する所望の電力消費レベルをＵＥで決定し、
　低減された電力消費レベルを提供すべく、前記ＵＥのＤＲＸ設定を再設定するために、
ＤＲＸ再設定を示す第２のブール値を用いる前記１ビットメッセージであるＤＲＸ再設定
要求メッセージを前記ノードに通信する
ように構成されるコンピュータ回路を有するＵＥ。
【請求項２】
　前記ノードが前記ＵＥの前記ＤＲＸ設定を再設定したことを示す要求であり、前記ＤＲ
Ｘ設定を再初期化する前記要求を含む無線リソース接続（ＲＲＣ）再設定メッセージを前
記ノードから受信するようにさらに構成される請求項１に記載のコンピュータ回路。
【請求項３】
　デフォルト電力消費設定と低電力消費設定との間で切り替えるために、前記推奨電力消
費設定メッセージを送信するようにさらに構成される請求項１又は２に記載のコンピュー
タ回路。
【請求項４】



(2) JP 5897216 B2 2016.3.30

10

20

30

40

50

　ＵＥ支援情報メッセージで、前記推奨電力消費設定メッセージを前記ノードに送信する
ようにさらに構成される請求項１から３のいずれか一項に記載のコンピュータ回路。
【請求項５】
　前記推奨電力消費設定を示す前記第１のブール値は「１」であり、前記ＤＲＸ再設定を
示す前記第２のブール値は「０」である請求項１から４のいずれか一項に記載のコンピュ
ータ回路。
【請求項６】
　前記ＵＥのデフォルトＤＲＸ設定を再設定するために、前記ＤＲＸ再設定要求メッセー
ジを前記ノードに通信するようにさらに構成される請求項１から５のいずれか一項に記載
のコンピュータ回路。
【請求項７】
　前記ＵＥの低電力ＤＲＸ設定を再設定するために、前記ＤＲＸ再設定要求メッセージを
前記ノードに通信するようにさらに構成される請求項１から６のいずれか一項に記載のコ
ンピュータ回路。
【請求項８】
　前記ＤＲＸ設定は、非アクティブタイマ、オンデュレーション、ショートサイクル、ロ
ングサイクル、及び連続するショートサイクルの数のうちの少なくとも１つを調整するこ
とによって、前記ＵＥで再設定される請求項１から７のいずれか一項に記載のコンピュー
タ回路。
【請求項９】
　間欠受信（ＤＲＸ）再設定を通信する方法であって、
　推奨電力消費設定を示す第１のブール値を用いる１ビットメッセージである推奨電力消
費設定メッセージをユーザ機器（ＵＥ）から進化型ノードＢ（ｅＮＢ）で受信する段階と
、
　前記ＵＥの電力消費レベルを低減すべく、前記ＵＥのＤＲＸ設定を再設定するために、
ＤＲＸ再設定を示す第２のブール値を用いる前記１ビットメッセージであるＤＲＸ再設定
要求メッセージを前記ＵＥから受信する段階と、
　前記ＤＲＸ再設定要求メッセージに基づいて、前記ＵＥの前記ＤＲＸ設定を再設定する
ことを前記ｅＮＢで決定する段階と、
　前記ＤＲＸ設定の１又は複数のパラメータを調整することによって、前記ＤＲＸ再設定
を前記ＵＥで実行する段階と
を備える方法。
【請求項１０】
　前記ＤＲＸ再設定を再初期化する前記ＵＥに対する要求を含む無線リソース接続（ＲＲ
Ｃ）再設定メッセージを前記ＵＥに通信する段階
をさらに備える請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　デフォルト電力消費設定と低電力消費設定との間で切り替えるために、前記推奨電力消
費設定メッセージを受信する段階
をさらに備える請求項９又は１０に記載の方法。
【請求項１２】
　ＵＥ支援情報メッセージで、前記推奨電力消費設定メッセージを前記ＵＥから受信する
段階
をさらに備える請求項９から１１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記推奨電力消費設定を示す前記第１のブール値は「１」であり、前記ＤＲＸ設定を示
す前記第２のブール値は「０」である請求項９から１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ＵＥのデフォルトＤＲＸ設定を再設定するために、前記ＤＲＸ再設定要求メッセー
ジを前記ＵＥから受信する段階
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をさらに備える請求項９から１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ＵＥの低電力ＤＲＸ設定を再設定するために、前記ＤＲＸ再設定要求メッセージを
前記ＵＥから受信する段階
をさらに備える請求項９から１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　非アクティブタイマ、オンデュレーション、ショートサイクル、ロングサイクル、及び
連続するショートサイクルの数のうちの少なくとも１つを調整することによって、前記Ｄ
ＲＸ再設定を前記ＵＥで実行する段階
をさらに備える請求項９から１５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　間欠受信（ＤＲＸ）再設定を通信する無線デバイスであって、
　推奨電力消費設定を示す第１のブール値を用いる１ビットメッセージである推奨電力消
費設定メッセージを進化型ノードＢ（ｅＮＢ）に送信するように構成される推奨電力消費
設定モジュールと、
　前記推奨電力消費設定の電力レベルに関連する所望の電力消費レベルを前記無線デバイ
スで決定するように構成される所望の電力消費決定モジュールと、
　低減された電力消費レベルを提供すべく、前記無線デバイスのＤＲＸ設定を再設定する
ために、ＤＲＸ再設定を示す第２のブール値を用いる１ビットメッセージであるＤＲＸ再
設定要求メッセージを前記ｅＮＢに通信するように構成されるＤＲＸ再設定モジュールと
を備え、
　前記推奨電力消費設定を示す前記第１のブール値は「１」であり、前記ＤＲＸ再設定を
示す前記第２のブール値は「０」である無線デバイス。
【請求項１８】
　前記ｅＮＢが前記無線デバイスの前記ＤＲＸ設定を再設定したことを示す要求であり、
前記ＤＲＸ設定を再初期化する前記要求を含む無線リソース接続（ＲＲＣ）再設定メッセ
ージを前記ｅＮＢから受信するように構成される受信モジュール
をさらに備える請求項１７に記載の無線デバイス。
【請求項１９】
　前記推奨電力消費設定モジュールは、デフォルト電力消費設定と低電力消費設定との間
で切り替えるために、前記推奨電力消費設定メッセージを送信するようにさらに構成され
る請求項１７又は１８に記載の無線デバイス。
【請求項２０】
　前記ＤＲＸ再設定モジュールは、デフォルトＤＲＸ設定又は低電力ＤＲＸ設定のうちの
少なくとも１つを再設定するために、前記ＤＲＸ再設定要求メッセージを前記ｅＮＢに通
信するようにさらに構成される請求項１７から１９のいずれか一項に記載の無線デバイス
。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本願は、２０１２年８月３日に出願された整理番号Ｐ４６６３０Ｚの米国仮出願６１／
６７９６２７に対する優先権を主張し、その明細書の全体は、全ての目的に対してその全
体において参照によってここに組み込まれる。
【０００２】
　無線モバイル通信技術は、ノード（例えば、伝送局）と無線デバイス（例えば、モバイ
ルデバイス）との間でデータを伝送するために、様々な規格及びプロトコルを用いる。い
くつかの無線デバイスは、ダウンリンク（ＤＬ）伝送において直交周波数分割多元接続（
ＯＦＤＭＡ）を、アップリンク（ＵＬ）伝送においてシングルキャリア周波数分割多元接
続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）を用いて通信する。信号伝送のために直交周波数分割多重（ＯＦＤ
Ｍ）を用いる複数の規格及び複数のプロトコルは、第３世代パートナーシッププロジェク
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ト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）、一般的にＷｉＭＡＸ（登録商
標）（Worldwide interoperability for Microwave Access）として複数の業界団体に知
られている電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１６規格（例えば、８０２，１６ｅ
、８０２．１６ｍ）、及び一般的にＷｉＦｉとして複数の業界団体に知られているＩＥＥ
Ｅ８０２．１１規格を含む。
【０００３】
　複数の３ＧＰＰ無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）ＬＴＥシステムにおいて、ノード
は、（複数の進化型ノードＢ、複数の拡張型ノードＢ、複数のｅＮｏｄｅＢ、又は複数の
ｅＮＢとして一般的に示される）複数の進化型ユニバーサル地上波無線アクセスネットワ
ーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）ノードＢ、及び複数の無線ネットワークコントローラ（ＲＮＣ）
の組み合わせであり得、ユーザ機器（ＵＥ）として知られる無線デバイスと通信する。ダ
ウンリンク（ＤＬ）伝送は、ノード（例えば、ｅＮｏｄｅＢ）から無線デバイス（例えば
、ＵＥ）への通信であり得、アップリンク（ＵＬ）伝送は、無線デバイスからノードへの
通信であり得る。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
　本発明の複数の特徴及び複数の長所は、本発明の複数の特徴を例として共に示す添付の
複数の図面と併用される、以下の発明を実施するための形態から明らかになるだろう。
【０００５】
【図１】実施例に係る直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）フレーム構造のブロック図
を示す。
【０００６】
【図２ａ】実施例に係るショート間欠受信（ＤＲＸ）サイクルを含むブロックタイミング
図を示す。
【０００７】
【図２ｂ】実施例に係るロングＤＲＸサイクルを含むブロックタイミング図を示す。
【０００８】
【図３】実施例に係るユーザ機器（ＵＥ）で間欠受信（ＤＲＸ）再設定を実行するための
スキームを示す。
【０００９】
【図４】実施例に係るユーザ機器（ＵＥ）での間欠受信（ＤＲＸ）再設定を含む状態図を
示す。
【００１０】
【図５】実施例に係る様々な間欠受信（ＤＲＸ）パラメータの抽象構文記法（ＡＳＮ）コ
ードの例を示す。
【００１１】
【図６】実施例に係る間欠受信（ＤＲＸ）再設定を通信するように動作可能なユーザ機器
（ＵＥ）のコンピュータ回路の機能性を示す。
【００１２】
【図７】実施例に係る間欠受信（ＤＲＸ）再設定を通信する方法のフローチャートを示す
。
【００１３】
【図８】実施例に係る無線デバイスのブロック図を示す。
【００１４】
【図９】実施例に係るモバイルデバイス（例えば、ユーザ機器）のブロック図を示す。
【００１５】
　参照は、示された例示的な複数の実施形態についてここで説明し、特殊言語が、それを
記載するためにここで用いられるだろう。当然のことながら、それでもなお、本発明の範
囲の限定がそのことによって意図されない。
【発明を実施するための形態】
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【００１６】
　本発明が開示及び記載される前に、本発明がここで開示される特定の複数の構造、複数
の処理ステップ、又は複数の材料に限定されないが、当業者によって認識されるであろう
その複数の等価物に拡張されることが理解されるべきである。また、ここで採用される技
術が特定の複数の実施形態を説明する目的だけのために用いられ、限定することを意図さ
れないことが理解されるべきである。
【００１７】
　（定義）ここで用いられる限りでは、用語「実質的に」は、動作、特性、性質、状態、
構造、項目、又は結果の完全な又はほぼ完全な程度又は度合いを言う。例えば、「実質的
に」包囲されるオブジェクトは、オブジェクトが完全に包囲されるかほぼ完全に包囲され
るかのいずれかを意味する。絶対的な完全性から逸脱する正確な許容可能な程度は、場合
によっては、特定の内容に依存してよい。しかし、一般的に言えば、完成に近いことは、
絶対的な完全な完成が得られる場合と同じ全体の結果を有することになることである。「
実質的に」の使用は、動作、特性、性質、状態、構造、項目、又は結果の完全な又はほぼ
完全な不足に言及するための否定的な意味合いで用いられるときに、同様に適用可能であ
る。
【００１８】
　技術の複数の実施形態の初めの概説が下で提供され、そして、特定の技術の複数の実施
形態が後でさらに詳細に記載される。この初めの要約は、より迅速に技術を理解すること
において複数の読者を支援することが意図されるが、技術の重要な複数の特徴又は本質的
な複数の特徴を識別することは意図されず、又は請求された発明主題の範囲を限定するこ
とは意図されない。以下の複数の定義は、概説及び後述される複数の実施形態を明確にす
るために提供される。
【００１９】
　第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングタームエボリューション（
ＬＴＥ）ネットワークリリース８などの無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）において、間
欠受信（ＤＲＸ）の概念が省電力のために導入された。ＤＲＸは、３ＧＰＰ　ＬＴＥネッ
トワークにおけるユーザ機器（ＵＥ）などの無線デバイスが、拡張ノードＢ（ｅＮｏｄｅ
Ｂ）などの伝送局から通信された物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）などの制
御チャネルを不連続に監視できるようにするために用いられることができる。ＵＥの受信
機がオフにされることができるので、不連続な監視は、ＵＥでの顕著な省電力化を提供で
きる。
【００２０】
　一例において、無線デバイスの中のＷＷＡＮ送受信機は、ネットワークノードと呼ばれ
る伝送局と通信でき、無線デバイスがネットワークノードからの複数の通信を受信する複
数の期間をネゴシエーションする。情報が受信されないときのネゴシエーションされる複
数の時間の間、無線デバイスは、その受信機をオフにして低電力状態に入ることができる
。間欠受信は、これらに限定されるものではないが、３ＧＰＰ　ＬＴＥリリース８、９、
１０、１１、及び１２、並びに電気電子技術者協会（ＩＥＥＥ）８０２．１１規格を含む
多数の異なる無線通信規格において使用される。
【００２１】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格において、機能性のセットは、ＵＥの中のＬＴＥ構成受信機が複
数のスリープイベントを実行できるようにするために提供される。これらのスリープイベ
ントは、１ミリ秒から数百ミリ秒又はより長くまでの範囲で続いてよい。複数のスリープ
イベントの持続時間及びタイミングは、ＵＥとネットワークノードとの間でネゴシエーシ
ョンされることができる。ネゴシエーションは、オープンシステムインターコネクション
（ＯＳＩ）レベル３通信などのハイレベルシグナリング又は他のタイプのハイレベルシグ
ナリングを用いて実行されてよい。３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格におけるＯＳＩレベル３通信の
一例は、無線リソース制御（ＲＲＣ）シグナリングである。ＬＴＥ規格において、ＲＲＣ
シグナリングは、ＵＥの中のＬＴＥ構成送受信機で複数のＤＲＸ動作を制御するために用
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いられる。
【００２２】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格のフレーム構造の簡単な説明は、参照用にここで提供される。図
１は、ダウンリンク無線フレーム構造のタイプ２を示す。本例において、データを伝送す
るために用いられる信号の無線フレーム１００は、１０ミリ秒（ｍｓ）の持続時間Ｔｆを
有するように構成されることができる。各無線フレームは、各々１ｍｓの長さである１０
個のサブフレーム１１０ｉに区分又は分割されることができる。各サブフレームは、各々
０．５ｍｓの持続時間Ｔslotを有する２つのスロット１２０ａ及び１２０ｂにさらに細か
く分割されることができる。伝送局及び受信局によって用いられるコンポーネントキャリ
ア（ＣＣ）に対する各スロットは、ＣＣ周波数帯域幅に基づく複数のリソースブロック（
ＲＢ）１３０ａ、１３０ｂ、１３０ｉ、１３０ｍ、及び１３０ｎを含むことができる。Ｃ
Ｃは、帯域幅及び中心周波数を有するキャリア周波数を有することができる。各ＲＢ（物
理ＲＢ又はＰＲＢ）１３０ｉは、（周波数軸上に）１２－１５ｋＨｚの複数のサブキャリ
ア１３６、及びサブキャリア毎に（時間軸上に）６又は７個の直交周波数分割多重（ＯＦ
ＤＭ）シンボル１３２を含むことができる。短い又は通常のサイクリックプレフィックス
が採用される場合、ＲＢは、７個のＯＦＤＭシンボルを使用できる。拡張サイクリックプ
レフィックスが使用される場合、ＲＢは、６個のＯＦＤＭシンボルを使用できる。リソー
スブロックは、短い又は通常のサイクリックプレフィックスを用いて８４個のリソース要
素（ＲＥ）１４０ｉにマッピングされることができ、又はリソースブロックは、拡張サイ
クリックプレフィックスを用いて（示されていない）７２個のＲＥにマッピングされるこ
とができる。ＲＥは、１つのサブキャリア（すなわち、１５ｋＨｚ）１４６による１つの
ＯＦＤＭシンボル１４２の単位であることができる。各ＲＥは、直交フェーズシフトキー
イング（ＱＰＳＫ）変調の場合、情報の２つのビット１５０ａ及び１５０ｂを伝送できる
。各ＲＥにおいてより多い数のビットを伝送する１６直交振幅変調（ＱＡＭ）又は６４Ｑ
ＡＭ、又は各ＲＥにおいてより少ない数のビット（単一のビット）を伝送するバイフェー
ズシフトキーイング（ＢＰＳＫ）変調などの他の複数のタイプの変調が使用されてよい。
ＲＢは、ｅＮｏｄｅＢからＵＥへのダウンリンク伝送のために構成されることができ、又
は、ＲＢは、ＵＥからｅＮｏｄｅＢへのアップリンク伝送のために構成されることができ
る。
【００２３】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格におけるネットワークノードは、ＵＥが少なくとも１つのコンポ
ーネントキャリアをセットアップしているノードである。ネットワークノードは、マクロ
ノードと呼ばれるフルパワーｅＮｏｄｅＢであってよい。代わりに、ＵＥは、フェムトノ
ード、ピコノード、又はホームｅＮｏｄｅＢ（ＨｅＮＢ）などの低電力ノードと通信して
よい。ＵＥは、リレーノードを介してマクロノード又は低電力ノードと通信してもよい。
【００２４】
　ＵＥは、高いサービス品質（ＱｏＳ）及び接続性速度をも保証しながら、バッテリ寿命
を伸ばすためにＲＲＣ＿ＩＤＬＥ又はＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態のいずれかに設定
されることができる。３ＧＰＰ　ＬＴＥ実装は、ＵＥに制御チャネル情報のためのＰＤＣ
ＣＨなどの制御チャネルを監視することに費やす時間の量を低減させる。全ての伝送タイ
ムインターバル（ＴＴＩ）でＰＤＣＣＨを監視することよりむしろ、ＵＥは、ＲＲＣ通信
を通じて設定された特定の複数のタイムインターバルの間だけＰＤＣＣＨを監視できる。
アクティブタイムは、ＵＥが複数のＰＤＣＣＨサブフレームにおけるＰＤＣＣＨを監視す
る間のＤＲＸ動作に関連する時間である。この解決策は、スケジューリング制御情報の全
てがＰＤＣＣＨ上で伝送されるので、ダウンリンク及びアップリンクの両方において恩恵
を提供できる。非アクティブ状態の間、ＵＥは、ＵＥのＬＴＥ構成無線周波数モデムの電
力消費を実質的に減少できる省電力状態に入るように構成されることができ、そのことに
よって、ＵＥに配列された複数の無線機での干渉を低減する。
【００２５】
　ＲＲＣシグナリングは、様々なパラメータを設定することによって、ＤＲＸの使用を管
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理するために用いられることができる。ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態に設定されるこ
とができる複数のパラメータの複数の例は、以下の表に示される。
【表１】

【００２６】
　ネットワークがＵＥに対するＤＲＸを設定するとき、値は、各データブロックが送信さ
れた後に実行することを開始するＤＲＸ非アクティブタイマとして３ＧＰＰ　ＬＴＥ技術
仕様（ＴＳ）３６．３２１で言及されるＤＲＸ非アクティブタイマに対して規定される。
新しいデータが送信される場合、それから、タイマは、再始動される。タイマが満了する
ときにデータがまだ送信されない場合、それから、デバイスは、ショートＤＲＸサイクル
を有するＤＲＸモードに入ることができる。これは、ＵＥがショートＤＲＸサイクルに基
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づいて比較的短いパターンで効率的にスリープ及びアウェイクすることを意味する。新し
いデータが受信される場合、ＵＥが短い複数の期間スリープするだけなので、それから、
それは、比較的迅速に受信されることができる。ショートＤＲＸサイクルモードは、付属
された設定可能なショートＤＲＸサイクルタイマ（すなわち、drxShortCycleTimer）も有
する。このタイマが満了する（すなわち、データがショートサイクルモードの間に受信さ
れない）と、ＵＥは、ロングＤＲＸサイクルに入ることができる。ロングＤＲＸサイクル
は、電力使用をさらに低減できるが、レイテンシタイムも増加させる。
【００２７】
　複数の非アクティブ期間の間、ＵＥは、複数の制御チャネルを検査するだけでよく、複
数のリソースは、割り当てられてよい。各ＤＲＸサイクル（ショート及びロング）におい
て、ＲＦモデムは、制御チャネルに対して待機するために、オンデュレーションタイマに
よって設定された連続するサブフレームの数の間、オンにされることができる。データ活
動が検出されたとき、ダウンリンク又はアップリンクのいずれかにおいて、ｅＮｏｄｅＢ
は、ＵＥに対してショートＤＲＸサイクルをトリガし、そのことによって、ＵＥの反応性
及び接続性を増加させる。ロングＤＲＸサイクルとショートＤＲＸサイクルとの間の複数
の遷移は、ｅＮｏｄｅＢによって直接トリガされ、又はタイマによって決定されてよい。
ＰＤＣＣＨ上で受信される制御チャネル情報は、その中でデータがＵＥに通信される複数
のリソースブロックを識別でき、そのことによって、ＵＥがダウンリンクにおいて伝送さ
れるデータを受信できるようにする。
【００２８】
　非アクティブタイマは、ＵＥに対するアップリンク又はダウンリンクのデータ転送を示
すＰＤＣＣＨを成功裏にデコードした後に、ＵＥがＰＤＣＣＨを監視する間の複数のＴＴ
Ｉの連続する数を特定できる。オンデュレーションタイマの期限が切れていたとしても、
非アクティブタイマは、データ転送の間の特定の期間に対するＵＥのアウェイクを維持で
きる。ダウンリンクにおいて、非アクティブタイマは、通常、オンデュレーション期間内
にトリガされる。オンデュレーション期間がより長い場合、非アクティブタイマは、開始
し、アウェイク期間内に期限が切れてよい。この例において、非アクティブタイマは、端
末の平均アウェイク時間に寄与しない。非アクティブタイマは、アップリンク及びダウン
リンクの両方における新しい複数の伝送に対してトリガされるだけでよく、複数の再送に
対してトリガされなくてよい。
【００２９】
　図２ａは、複数のＤＲＸパラメータの一例を示す。この例において、ショートＤＲＸサ
イクルは、オンデュレーションの初めに開始し、次のオンデュレーションの初めに終了す
る。非アクティブタイマは、先行する段落において説明されたように、オンデュレーショ
ンに重複することが示される。
【００３０】
　他のＤＲＸの特徴は、複数のＨＡＲＱ再送の間の省電力化に関連する。例えば、ＵＥが
ＨＡＲＱアクティブ処理のトランスポートブロックをデコードすることに失敗するときに
、ＵＥは、次の再送がＤＲＸ再送タイマの後に起ることを想定する。これは、ＵＥをＰＤ
ＣＣＨに対して待機させずに省電力状態に入らせる。
【００３１】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ仕様において、ＨＡＲＱラウンドトリップタイム（ＲＴＴ）タイマは
、ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）伝送を示すＰＤＣＣＨの（復号遅延のための
）１ｍｓ後に開始されることができる。ＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマは、全てのダウンリンク
共有チャネル伝送に対して開始されることができる。
【００３２】
　図２ｂは、ロングＤＲＸサイクルの例を示す。この例において、ロングＤＲＸサイクル
は、オンデュレーションタイマ、重複する非アクティブタイマ、ＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマ
、及び再送タイマに関連して示される。ＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマは、ＰＤＣＣＨの復号遅
延の後に開始される。
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【００３３】
　３ＧＰＰリリース１１において、ｅＤＤＡ（enhancements for diverse data applicat
ions）は、ＬＴＥにおけるＤＤＡ（diverse data applications）をサポートしながら、
デバイスの電力効率性及び無線インタフェース上のシグナリングオーバヘッドを改善する
ことに関連する。一例において、ＵＥは、電力選好指定（ＰＰＩ：power preference ind
ication）を進化型ノードＢ（ｅＮＢ）に通信してよい。ＰＰＩは、バックグラウンドト
ラフィックとの関連でＵＥの電力効率性を改善する１ビットのＵＥ支援情報であってよい
。言い換えると、ＵＥは、それの推奨電力消費設定（すなわち、ＰＰＩ情報）をｅＮＢに
通信してよい。ＵＥの推奨電力消費設定は、デフォルト電力消費設定又は低電力消費設定
であってよい。デフォルト電力設定は、複数の遅延感度応用などのアクティブトラフィッ
クに対して最適化される推奨ＵＥ電力設定を表してよい。アクティブトラフィックセッシ
ョンは、ユーザがアクティブにＵＥに作用しているときの期間を含んでよい。低電力消費
設定は、デバイス省電力化に対して最適化され、バックグラウンドトラフィックに適した
推奨ＵＥ電力設定を表してよい。バックグラウンドトラフィックセッションは、ユーザが
直接ＵＥに作用していないときの持続時間を表してよい。バックグラウンドトラフィック
セッションの間、複数のアプリケーションは、バックグラウンドで実行し、複数の更新、
複数の通知などを生成してよい。
【００３４】
　ＵＥが推奨電力消費設定をｅＮＢに通信することに応答して、ｅＮＢは、ＵＥの電力消
費設定を設定又は確立してよい。一例において、ＵＥは、タイマ（例えば、Ｔ３４０）の
満了まで、前にｅＮＢに通信したものと同じ推奨電力消費設定を通信しなくてよい。言い
換えると、タイマの満了の後、ＵＥは、前にｅＮＢに通信したものと同じ推奨電力消費設
定を通信してよい。
【００３５】
　ＵＥのＤＲＸ設定は、デフォルト電力消費設定又は低電力消費設定のいずれでＵＥが動
作しているかに依存してよい。例えば、ＵＥは、デフォルト電力消費設定で動作している
ときに、ｅＮＢからのデフォルトＤＲＸ設定を要求してよい。同様に、ＵＥは、低電力消
費設定で動作しているときに、ｅＮＢからの低電力ＤＲＸ設定を要求してよい。一例にお
いて、ｅＮＢは、デフォルトＤＲＸ設定又は低電力ＤＲＸ設定に遷移するＵＥの要求を認
可してよい。
【００３６】
　ＤＲＸ設定は、非アクティブタイマ、オンデュレーション、ショートサイクル、ロング
サイクル、ロングサイクルに入る前の連続するショートサイクルの数などの様々なパラメ
ータを含んでよい。複数のＤＲＸ設定パラメータは、ＵＥが達成してよい省電力化の量を
決定してよい。
【００３７】
　一例において、低電力ＤＲＸ設定は、より短い非アクティブタイマ、ロングＤＲＸサイ
クルが開始する前のより小さい数のショートＤＲＸサイクルの繰り返し、及びより長いロ
ングＤＲＸサイクルを含んでよい。結果として、ＵＥは、より迅速にかつより長い期間の
間、ＤＲＸスリープモードに遷移してよく、そのことによって、ＵＥバッテリ寿命を節約
する。複数のデータパケットがｅＮＢに到達するとき、ＵＥがＤＲＸスリープモードにあ
りながら、複数のデータパケットは、ＵＥがアウェイクになるまでバッファされてよい。
加えて、複数のより長いＤＲＸサイクルに起因するＤＲＸバッファリングは、増加した終
端間パケット遅延を引き起こしてよい。
【００３８】
　デフォルトＤＲＸ設定は、ＵＥが低電力ＤＲＸ設定を使用するときに起こってよい遅延
性能の劣化を低減してよい。例えば、デフォルトＤＲＸ設定は、より長い非アクティブタ
イマ（すなわち、頻度は低いもののＵＥをＤＲＸスリープモードに送り込むために）、よ
り大きい数のショートＤＲＸサイクルの繰り返し（すなわち、ＵＥをより頻繁に軽いスリ
ープに維持するために）、及びより短い長さの複数のロングＤＲＸサイクル（すなわち、
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ＵＥがスリープしているときの最大のバッファリング遅延を低減するために）を含んでよ
い。複数のデフォルトＤＲＸ設定は、低電力ＤＲＸ設定と比較してより少ない電力を節約
してよい。
【００３９】
　１つの設定において、ＵＥからネットワークへのシグナリングは、ＵＥにデフォルト電
力消費設定と低電力消費設定との間で切り替えさせてよい。言い換えると、ＵＥは、デフ
ォルト電力消費設定と低電力消費設定との間で切り替える（すなわち、スイッチする）た
めに、１ビットメッセージをｅＮＢに通信してよい。１ビットメッセージは、２つの見込
みのブール値「０」及び「１」を含んでよい。１つの設定において、ＵＥは、デフォルト
電力消費設定と低電力消費設定との間で切り替えるために、「１」のブール値を通信して
よい。例えば、ＵＥがデフォルト電力消費設定で動作しているときに、ＵＥは、低電力消
費設定にスイッチするために、「１」のブール値を通信してよい。他の例として、ＵＥが
低電力消費設定で動作しているときに、ＵＥは、デフォルト電力消費設定にスイッチする
ために、「１」のブール値を通信してよい。
【００４０】
　ＵＥとｅＮＢとの間で通信された１ビットメッセージは、２つの見込みのブール値（す
なわち、「０」及び「１」）を含むが、単一のブール値（すなわち、「１」のブール値）
が複数の推奨電力消費設定（すなわち、デフォルト電力消費設定及び低電力消費設定）の
間で切り替える／スイッチするために用いられてよい。したがって、ＵＥは、ＤＲＸ再設
定における所望の変更をｅＮＢに示すために、１ビットメッセージの未使用のブール値（
すなわち、この例における「０」のブール値）を使用してよい。言い換えると、ＵＥは、
ＤＲＸ設定における所望の変更をｅＮＢに通信するために、トグルビットの未使用のブー
ル値（例えば、「０」のブール値）を得てよい。したがって、単一のビットは、２つの異
なるＤＲＸ設定値の間で両方に切り替えるだけでなく、ｅＮＢによって設定されたＤＲＸ
設定における所望の変更を通信するために用いられることができる。加えて、ＵＥのＤＲ
Ｘ設定を再設定するために１ビットメッセージにおける「０」の未使用のブール値をＵＥ
が用いることよって、ＵＥは、減少したバッテリ電力消費及び／又は増加したサービス品
質（ＱｏＳ）性能を達成してよい。
【００４１】
　例えば、ＵＥは、デフォルトＤＲＸ設定を用いていてよい。ＵＥは、複数の異なるＤＲ
Ｘ設定値でデフォルトＤＲＸ設定を再設定することをｅＮＢに要求すべく、「０」のブー
ル値をｅＮＢに通信できる。例えば、ｅＮＢは、より速いレスポンスタイムを許可してよ
り良いＱｏＳを提供する複数のＤＲＸ設定値でＤＲＸを再設定してよい。代わりに、「０
」のブール値が受信されるときに、ｅＮＢは、より大きいバッテリ寿命をＵＥに提供する
複数のＤＲＸ設定値でＤＲＸを再設定するように構成されることができる。
【００４２】
　他の例として、ＵＥは、低電力ＤＲＸ設定を使用していてよい。ＵＥは、低電力ＤＲＸ
設定を再設定することをｅＮＢに要求するために、「０」のブール値をｅＮＢに通信して
よい。ＵＥは、増加したバッテリ電力消費及び／又は減少したサービス品質（ＱｏＳ）性
能を解決するために、再設定が必要であることを決定してよい。結果として、ＵＥは、そ
れのＤＲＸ設定を再設定する要望をｅＮＢに通信してよい。
【００４３】
　図３は、ユーザ機器（ＵＥ）で間欠受信（ＤＲＸ）再設定を実行するためのスキームを
示す。ＵＥは、推奨電力消費設定メッセージをｅＮＢに通信してよい。一例において、推
奨電力消費設定メッセージは、推奨電力消費設定を示す「１」のブール値を含む１ビット
メッセージであってよい。ＵＥは、デフォルト電力消費設定と低電力消費設定との間で切
り替えるために、「１」のブール値を通信してよい。したがって、ＵＥは、デフォルト電
力消費設定から低電力消費設定へスイッチするために、又は低電力消費設定からデフォル
ト電力消費設定にスイッチするために、「１」のブール値を通信してよい。一例において
、ＵＥは、ＵＥ支援情報メッセージの一部として推奨電力消費設定メッセージを通信して
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よい。
【００４４】
　１つの設定において、ＵＥは、所望の電力消費レベルを決定してよい。例えば、ＵＥは
、増加したレベルのバッテリ電力消費及び／又は減少したサービス品質（ＱｏＳ）性能が
所望されることを決定してよい。所望の電力消費レベルは、ＵＥの低減された電力消費レ
ベルであってよい。したがって、ＵＥは、低減された電力消費レベルを達成すべく、それ
のＤＲＸ設定を再設定することを決定してよい。
【００４５】
　ＵＥは、ＤＲＸ再設定要求メッセージをｅＮＢに通信してよい。一例において、ＤＲＸ
再設定要求メッセージは、ＤＲＸ再設定を示す「０」のブール値を含む１ビットメッセー
ジであってよい。ＵＥは、ＵＥのデフォルトＤＲＸ設定を再設定することをｅＮＢに要求
するために、「０」のブール値を通信してよい。加えて、ＵＥは、ＵＥの低電力ＤＲＸ設
定を再設定することをｅＮＢに要求するために、「０」のブール値を通信してよい。ＵＥ
は、ＵＥ支援情報メッセージを用いて、「０」のブール値をｅＮＢに通信してよい。前述
のように、ＵＥのデフォルトＤＲＸ設定又は低電力ＤＲＸ設定の再設定は、ＵＥの電力消
費レベルを低減してよい。
【００４６】
　ｅＮＢは、ＤＲＸ再設定要求メッセージをＵＥから受信してよい。ｅＮＢは、非アクテ
ィブタイマ、オンデュレーション、ショートサイクル、ロングサイクル、及び連続するシ
ョートサイクルの数のうちの少なくとも１つを調整することによって、ＵＥのＤＲＸ設定
を再設定することを決定してよい。
【００４７】
　代わりに、ｅＮＢは、ＵＥのＤＲＸ設定を再設定しないことを決定してよい。一例にお
いて、ｅＮＢは、アクティブタイマを減少すること、ロングサイクルが開始する前のショ
ートサイクルの繰り返しの数を減少すること、及び／又はロングサイクルの長さを増加す
ること（例えば、ｓｆ８０からｓｆ３２０までロングサイクルを増加すること）によって
、ＵＥの低電力ＤＲＸ設定を再設定してよい。他の例において、ｅＮＢは、非アクティブ
タイマを増加すること、ショートサイクルの繰り返しの数を増加すること、及び／又はロ
ングサイクルの長さを減少することによって、ＵＥのデフォルトＤＲＸ設定を再設定して
よい。したがって、デフォルトＤＲＸ設定を再設定するときに、ｅＮＢは、ショートＤＲ
Ｘサイクルの値をｓｆ２などの値からｓｆ１０などの値に変更してよい。例とした複数の
値は、限定することが意図されない。
【００４８】
　ｅＮＢは、ＤＲＸ設定を再設定し、そして、無線リソース接続（ＲＲＣ）再設定メッセ
ージをＵＥに通信してよい。ＲＲＣ再設定メッセージは、ＵＥのＤＲＸ設定を再初期化又
は再始動する要求を含んでよい。言い換えると、ＤＲＸ設定を再初期化又は再始動する要
求は、ｅＮＢがＵＥのＤＲＸ設定を再設定したことをＵＥに示してよい。ＤＲＸ設定を再
初期化する要求に応答して、ＵＥは、ＤＲＸ設定を再初期化してよい。結果として、ＵＥ
は、低減された電力消費レベルを提供するために、再設定された複数のＤＲＸパラメータ
（例えば、減少したアクティブタイマ、増加したロングサイクルの長さ）を使用してよい
。
【００４９】
　１つの設定において、ＵＥは、ＵＥのＤＲＸ設定を再設定するために、連続する「０」
をｅＮＢに通信してよい。例えば、ＵＥは、それの低電力ＤＲＸ設定を再設定するために
第１の「０」を通信し、そして、その後に、低電力ＤＲＸ設定をさらに再設定するために
第２の「０」を通信してよい。これは、ｅＮＢが十分な複数のＤＲＸ設定値を通信するま
で、より低いバッテリ電力消費又はより良いＱｏＳ性能を提供するために、低電力（又は
高電力）ＤＲＸ設定値を継続的に要求するブール値をＵＥに使用させることができる。し
かし、一実施形態において、ＵＥは、タイマ（例えば、タイマＴ３４０）の満了まで、第
２の「０」をｅＮＢに通信しなくてよい。タイマの期限が切れたときに、ＵＥは、第２の
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「０」をｅＮＢに通信してよい。一例において、ｅＮＢは、ＵＥからｅＮＢへ通信される
ＤＲＸ再設定要求メッセージの数を限定してよい。例えば、ＵＥが規定の数のＤＲＸ再設
定要求メッセージをｅＮＢに通信した後に、ｅＮＢは、複数のＤＲＸ再設定要求メッセー
ジを通信するＵＥの能力を無効にしてよい。
【００５０】
　図４は、ユーザ機器（ＵＥ）４０２での間欠受信（ＤＲＸ）再設定を含む状態図を示す
。ＵＥは、デフォルトＤＲＸ設定４０４又は低電力ＤＲＸ設定４０６で動作していてよい
。ＵＥ４０２は、「０」のブール値を含む１ビットメッセージをｅＮＢ４０８に通信する
。「０」のブール値は、ＤＲＸ再設定に対するＵＥの要求を示してよい。一例において、
ＵＥ４０２は、デフォルトＤＲＸ設定４０４を再設定すべく、デフォルトＤＲＸ設定４０
４で動作しながら、「０」のブール値を通信してよい。言い換えると、ＵＥ４０２は、ト
グルビット＝０をｅＮＢ４０８に通信してよい。代わりに、ＵＥ４０２は、低電力ＤＲＸ
設定４０４を再設定すべく、低電力ＤＲＸ設定４０４で動作しながら、「０」のブール値
を通信してよい。それのＤＲＸ設定を再設定するＵＥの要求は、推奨電力消費設定メッセ
ージでｅＮＢ４０８に通信されてよい。一例において、ＵＥの推奨電力消費設定は、ＵＥ
支援情報メッセージの一部として含まれてよい。
【００５１】
　ｅＮＢ４０８は、ＤＲＸ再設定要求メッセージ（すなわち、「０」のブール値）をＵＥ
４０２から受信してよい。ｅＮＢ４０８は、ＤＲＸ再設定に対するＵＥの要求を認可する
か否かを決定してよい。一例において、ｅＮＢ４０８は、ＵＥのＤＲＸ設定を再設定しな
いことを決定してよい。代わりに、ｅＮＢ４０８は、（ＵＥ４０２が「０」のブール値を
ｅＮＢ４０８に通信したときのＵＥ４０２のＤＲＸ設定に応じて）デフォルトＤＲＸ設定
４０４又は低電力ＤＲＸ設定４０６を再設定することを決定してよい。
【００５２】
　ｅＮＢ４０８は、非アクティブタイマ、オンデュレーション、ショートサイクル、ロン
グサイクル、及び連続するショートサイクルの数のうちの少なくとも１つを調整すること
によって、ＵＥのＤＲＸ設定を再設定してよい。例えば、ＵＥのデフォルトＤＲＸ設定４
０４の再設定は、より長い非アクティブタイマ、より大きい数のショートサイクルの繰り
返し、及びより短い長さの複数のロングサイクルをもたらしてよい。加えて、ＵＥの低電
力ＤＲＸ設定４０６の再設定は、より短い非アクティブタイマ、ロングＤＲＸサイクルが
開始する前のより小さい数のショートＤＲＸサイクルの繰り返し、及び複数のより長いロ
ングＤＲＸサイクルをもたらしてよい。ｅＮＢ４０８は、受信されるブール値がＵＥの電
力消費を増加又は減少すべきものか、又はＱｏＳを増加すべきものかを識別するように構
成されることができる。
【００５３】
　ｅＮＢ４０８は、無線リソース接続（ＲＲＣ）再設定メッセージを用いて、ＤＲＸ設定
（デフォルトＤＲＸ設定４０４又は低電力デフォルトＤＲＸ設定のいずれか）を再始動又
は再初期化することをＵＥ４０２に要求してよい。言い換えると、ＵＥ４０２は、ＤＲＸ
設定を再初期化する要求をｅＮＢ４０８から受信し次第、ｅＮＢ４０８がＵＥのＤＲＸ設
定を再設定したことを決定してよい。
【００５４】
　一例において、ＵＥ４０２が「０」のブール値をｅＮＢ４０８に通信した後、ＵＥ４０
２は、ＤＲＸ設定を再初期化する要求がｅＮＢ４０８から受信されるまで、それの現在の
ＤＲＸ設定のままであってよい。その後、ＵＥ４０２は、そのＤＲＸ再設定で動作すべく
、それの以前のＤＲＸ設定を再始動又は再初期化してよい。
【００５５】
　図５は、様々な間欠受信（ＤＲＸ）パラメータの抽象構文記法（ＡＳＮ）コードの例を
示す。複数のＤＲＸパラメータは、ＤＲＸ設定情報要素（ＩＥ）に含まれてよい。図５に
示される複数のＤＲＸパラメータは、３ＧＰＰ技術仕様（ＴＳ）３６．３３１にさらに記
載されてよい。onDurationTimerは、この例において、単一のサブフレームから最大２０
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０個のサブフレームまでの値を有するように選択されることができる。同様に、DRX-Inac
tivityTimerは、他の複数の選択を許可するための９個の予備のロケーションとともに、
１個のサブフレームから２５６０個のサブフレームまでの複数の選択を許可する。DRX-Re
transmission timerは、１個のサブフレームから３３個のサブフレームまで選択されるこ
とができる。longDRX-CycleStartOffsetは、オフセットが第１（すなわち、０）のサブフ
レームから最大サブフレーム２５５９までのどこのロングＤＲＸサイクルでも選択される
ことを許可する。shortDRX-Cycleは、２個のサブフレームから最大６４０個のサブフレー
ムまでの長さを有するように選択されることができる。DRXShortCycleTimerは、shortDRX
-Cycleの整数であるように選択されることができる。
【００５６】
　他の例は、図６のフローチャートに示されるように、間欠受信（ＤＲＸ）再設定を通信
するように動作可能なユーザ機器（ＵＥ）のコンピュータ回路の機能性６００を提供する
。機能性は、方法として実装されてよく、又は機能性は、機械上の複数の命令として実行
されてよく、複数の命令は、少なくとも１つのコンピュータ可読媒体又は１つの非一時的
機械可読記憶媒体上に含まれる。ブロック６１０に示すように、コンピュータ回路は、推
奨電力消費設定メッセージをノードに送信するように構成されることができ、推奨電力消
費設定メッセージは、推奨電力消費設定を示す第１のブール値を用いる１ビットメッセー
ジである。ブロック６２０に示すように、コンピュータ回路は、推奨電力消費設定の電力
レベルに関連する所望の電力消費レベルをＵＥで決定するようにさらに構成されることが
できる。ブロック６３０に示すように、コンピュータ回路は、低減された電力消費レベル
を提供するために、ＵＥのＤＲＸ設定を再設定するＤＲＸ再設定要求メッセージをノード
に通信するように構成されてもよく、ＤＲＸ再設定要求メッセージは、ＤＲＸ再設定を示
す第２のブール値を用いる１ビットメッセージである。
【００５７】
　一例において、コンピュータ回路は、ＤＲＸ設定を再初期化する要求を含む無線リソー
ス接続（ＲＲＣ）再設定メッセージをノードから受信するようにさら構成されることがで
き、要求は、ｅＮＢがＵＥのＤＲＸ設定を再設定したことを示す。加えて、コンピュータ
回路は、デフォルト電力消費設定と低電力消費設定との間で切り替えるために、推奨電力
消費設定メッセージを送信するようにさら構成されることができる。
【００５８】
　１つの設定において、コンピュータ回路は、ＵＥ支援情報メッセージで推奨電力消費設
定メッセージをノードに送信するようにさらに構成されることができる。一例において、
推奨電力消費設定を示す第１のブール値は「１」であり、ＤＲＸ再設定を示す第２のブー
ル値は「０」である。加えて、コンピュータ回路は、ＵＥのデフォルトＤＲＸ設定を再設
定するために、ＤＲＸ再設定要求メッセージをノードに通信するようにさらに構成される
ことができる。さらに、コンピュータ回路は、ＵＥの低電力ＤＲＸ設定を再設定するため
に、ＤＲＸ再設定要求メッセージをノードに通信するように構成されることができる。
【００５９】
　一例において、ＤＲＸ設定は、非アクティブタイマ、オンデュレーション、ショートサ
イクル、ロングサイクル、及び連続するショートサイクルの数のうちの少なくとも１つを
調整することによって、ＵＥで再設定される。加えて、ＵＥは、アンテナ、タッチセンサ
式ディスプレイスクリーン、スピーカ、マイク、グラフィクスプロセッサ、アプリケーシ
ョンプロセッサ、内部メモリ、又は不揮発性メモリポートを含む。さらに、ノードは、基
地局（ＢＳ）、ノードＢ（ＮＢ）、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）、ベースバンドユニット（
ＢＢＵ）、遠隔無線ヘッド（ＲＲＨ）、遠隔無線機器（ＲＲＥ）、又は遠隔無線ユニット
（ＲＲＵ）からなるグループから選択されることができる。
【００６０】
　他の例は、図７のフローチャートに示されるように、間欠受信（ＤＲＸ）再設定を通信
する方法７００を提供する。方法は、機械上の複数の命令として実行されてよく、複数の
命令は、少なくとも１つのコンピュータ可読媒体又は１つの非一時的機械可読記憶媒体上
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に含まれる。ブロック７１０に示すように、方法は、推奨電力消費設定メッセージをユー
ザ機器（ＵＥ）から進化型ノードＢ（ｅＮＢ）で受信する動作を含み、推奨電力消費設定
メッセージは、推奨電力消費設定を示す第１のブール値を用いる１ビットメッセージであ
る。ブロック７２０に示すように、方法は、ＵＥの電力消費レベルを低減するために、Ｕ
ＥのＤＲＸ設定を再設定するＤＲＸ再設定要求メッセージをＵＥから受信することさらに
含み、ＤＲＸ再設定要求メッセージは、ＤＲＸ再設定を示す第２のブール値を用いる１ビ
ットメッセージである。ブロック７３０に示すように、方法は、ＤＲＸ再設定要求メッセ
ージに基づいて、ＵＥのＤＲＸ設定を再設定することをｅＮＢで決定することも含む。加
えて、ブロック７４０に示すように、方法は、ＤＲＸ設定の１又は複数のパラメータを調
整することによって、ＤＲＸ再設定をＵＥで実行することを含む。
【００６１】
　１つの設定において、方法は、ＤＲＸ再設定を再初期化するＵＥに対する要求を含む無
線リソース接続（ＲＲＣ）再設定メッセージをＵＥに通信することを含むことができる。
加えて、方法は、デフォルト電力消費設定と低電力消費設定との間で切り替えるために、
推奨電力消費設定メッセージを受信することを含むことができる。さらに、方法は、ＵＥ
支援情報メッセージで、推奨電力消費設定メッセージをＵＥから受信することを含むこと
ができる。一例において、推奨電力消費設定を示す第１のブール値は「１」であり、ＤＲ
Ｘ設定を示す第２のブール値は「０」である。
【００６２】
　１つの設定において、方法は、ＵＥのデフォルトＤＲＸ設定を再設定するために、ＤＲ
Ｘ再設定要求メッセージをＵＥから受信することを含むことができる。加えて、方法は、
ＵＥの低電力ＤＲＸ設定を再設定するために、ＤＲＸ再設定要求メッセージをＵＥから受
信することを含むことができる。さらに、方法は、非アクティブタイマ、オンデュレーシ
ョン、ショートサイクル、ロングサイクル、及び連続するショートサイクルの数のうちの
少なくとも１つを調整することによって、ＤＲＸ再設定をＵＥで実行することを含むこと
ができる。
【００６３】
　図８は、本発明の他の実施形態に示されるように、間欠受信（ＤＲＸ）再設定を通信す
るように構成される無線デバイス（例えば、ユーザ機器）８００の例を示す。無線デバイ
スは、推奨電力消費設定メッセージを進化型ノードＢ（ｅＮＢ）に送信するように構成さ
れる推奨電力消費設定モジュール８０２を備え、推奨電力消費設定メッセージは、推奨電
力消費設定を示す第１のブール値を用いる１ビットメッセージである。所望の電力消費決
定モジュール８０４は、推奨電力消費設定の電力レベルに関連する所望の電力消費レベル
をＵＥで決定するように構成されることができる。ＤＲＸ再設定モジュール８０６は、低
減された電力消費レベルを提供するために、無線デバイスのＤＲＸ設定を再設定するＤＲ
Ｘ再設定要求メッセージをｅＮＢに通信するように構成されることができ、ＤＲＸ再設定
要求メッセージは、ＤＲＸ再設定を示す第２のブール値を用いる１ビットメッセージであ
る。加えて、受信モジュール８０８は、ＤＲＸ設定を再初期化する要求を含む無線リソー
ス接続（ＲＲＣ）再設定メッセージをｅＮＢから受信するように構成されることができ、
要求は、ｅＮＢが無線デバイスのＤＲＸ設定を再設定したことを示す。
【００６４】
　１つの設定において、推奨電力消費設定モジュール８０２は、デフォルト電力消費設定
と低電力消費設定との間で切り替えるために、推奨電力消費設定メッセージを送信するよ
うにさらに構成されることができる。一例において、推奨電力消費設定を示す第１のブー
ル値は「１」であり、ＤＲＸ再設定を示す第２のブール値は「０」である。加えて、ＤＲ
Ｘ再設定モジュール８０６は、デフォルトＤＲＸ設定又は低電力ＤＲＸ設定のうちの少な
くとも１つを再設定するために、ＤＲＸ再設定メッセージをｅＮＢに通信するようにさら
に構成されることができる。一例において、無線デバイスは、アンテナ、タッチセンサ式
ディスプレイスクリーン、スピーカ、マイク、グラフィクスプロセッサ、アプリケーショ
ンプロセッサ、内部メモリ、又は不揮発性メモリポートを有するユーザ機器（ＵＥ）及び
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移動局（ＭＳ）のうちの１つである。
【００６５】
　図９は、ユーザ機器（ＵＥ）、移動局（ＭＳ）、モバイル無線デバイス、モバイル通信
デバイス、タブレット、ハンドセット、又は他のタイプのモバイル無線デバイスなどのモ
バイルデバイスの例示的な図を提供する。モバイルデバイスは、基地局（ＢＳ）、進化型
ノードＢ（ｅＮＢ）、ベースバンドユニット（ＢＢＵ）、遠隔無線ヘッド（ＲＲＨ）、遠
隔無線機器（ＲＲＥ）、中継局（ＲＳ）、無線機器（ＲＥ）、又は他のタイプの無線広域
ネットワーク（ＷＷＡＮ）アクセスポイントなどの、ノード、マクロノード、低電力ノー
ド（ＬＰＮ）、又は伝送局と通信するように構成される１又は複数のアンテナを含むこと
ができる。モバイルデバイスは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、ＷｉＭＡＸ（登録商標）、高速パケ
ットアクセス（ＨＳＰＡ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、及びＷｉＦｉを含む少な
くとも１つの無線通信規格を用いて通信するように構成されることができる。モバイルデ
バイスは、各無線通信規格に対して別個の複数のアンテナ、又は複数の無線通信規格に対
して共有の複数のアンテナを用いて通信できる。モバイルデバイスは、無線ローカルエリ
アネットワーク（ＷＬＡＮ）、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）、及び／
又はＷＷＡＮで通信できる。
【００６６】
　図９は、モバイルデバイスからのオーディオ入出力のために用いられることができるマ
イク及び１又は複数のスピーカの例も提供する。ディスプレイスクリーンは、液晶ディス
プレイ（ＬＣＤ）スクリーン、又は有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイなどの
他のタイプのディスプレイスクリーンであってよい。ディスプレイスクリーンは、タッチ
スクリーンとして構成されることができる。タッチスクリーンは、静電容量方式、抵抗方
式、又は他のタイプのタッチスクリーン技術を使用してよい。アプリケーションプロセッ
サ及びグラフィクスプロセッサは、処理及びディスプレイの能力を提供するために、内部
メモリに結合されることができる。不揮発性メモリポートは、ユーザへの複数のデータ入
出力オプションを提供するために用いられることもできる。不揮発性メモリポートは、モ
バイルデバイスの複数のメモリ能力を拡張するために用いられてもよい。キーボードは、
追加のユーザ入力を提供するために、モバイルデバイスに一体化され、又はモバイルデバ
イスに無線で接続されてよい。仮想のキーボードは、タッチスクリーンを用いて提供され
てもよい。
【００６７】
　様々な技術、又は特定の複数の態様又はその複数の部分は、複数のフロッピー（登録商
標）ディスケット、複数のＣＤ－ＲＯＭ、複数のハードドライブ、非一時的コンピュータ
可読記憶媒体、又は任意の他の機械可読記憶媒体などの有形の媒体に具現化されるプログ
ラムコード（すなわち、複数の命令）の形態を採用してよく、プログラムコードがコンピ
ュータなどの機械によってロードされて実行されたときに、機械が様々な技術を実施する
装置になる。複数のプログラム可能なコンピュータ上でのプログラムコード実行の場合、
コンピューティングデバイスは、プロセッサ、プロセッサによって可読な記憶媒体（揮発
性及び不揮発性メモリ及び／又は複数の記憶要素を含む）、少なくとも１つの入力デバイ
ス、及び少なくとも１つの出力デバイスを含んでよい。揮発性及び不揮発性メモリ及び／
又は複数の記憶要素は、ＲＡＭ、ＥＰＲＯＭ、フラッシュドライブ、光学式ドライブ、磁
気ハードドライブ、又は電子データを格納するための他の媒体であってよい。基地局及び
モバイルデバイスは、送受信機モジュール、カウンタモジュール、プロセッシングモジュ
ール、及び／又はクロックモジュール又はタイマーモジュールを含んでもよい。ここで記
載される様々な技術を実装又は利用してよい１又は複数のプログラムは、アプリケーショ
ンプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）、複数のリユーザブル制御、及び同種のも
のを使用してよい。そのような複数のプログラムは、コンピュータシステムと通信するた
めに、ハイレベル手順型又はオブジェクト指向プログラミング言語で実装されてよい。し
かし、（複数の）プログラムは、必要に応じて、アセンブリ言語又は機械言語で実装され
てよい。いずれの場合であっても、言語は、コンパイラ型言語又はインタプリタ型言語で
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あり、ハードウェア実装と組み合わせられてよい。
【００６８】
　当然のことながら、本明細書に記載される多くの機能的なユニットは、それらの実装独
立性をより具体的に強調すべく、複数のモジュールとして分類されている。例えば、モジ
ュールは、カスタムの複数のＶＬＳＩ回路又は複数のゲートアレイ、複数のロジックチッ
プなどの既製の複数の半導体、複数のトランジスタ、又は他の複数の別個のコンポーネン
トを備えるハードウェア回路として実装されてよい。モジュールは、複数のフィールドプ
ログラマブルゲートアレイ、プログラマブルアレイロジック、複数のプログラマブルロジ
ックデバイス、又は同種のものなどのプログラム可能な複数のハードウェアデバイスで実
装されてもよい。
【００６９】
　複数のモジュールは、様々なタイプのプロセッサによる実行のためのソフトウェアで実
装されてもよい。実行可能なコードの識別されたモジュールは、例えば、複数のコンピュ
ータ命令の１又は複数の物理的又は論理的ブロックを備えてよく、それは、例えば、オブ
ジェクト、プロシージャ、又は関数として体系化されてよい。それでもなお、識別された
モジュールの複数の実行ファイルは、物理的に共に位置付けられる必要はないが、複数の
異なる位置に格納される複数の異種の命令を備えてよく、論理的に共に合わせられるとき
に、モジュールを備え、モジュールに対して定められる目的を達成する。
【００７０】
　実際には、実行可能なコードのモジュールは、単一の命令、又は多くの命令であってよ
く、いくつかの異なるコードセグメントを超えて、異なる複数のプログラムの間で、及び
いくつかのメモリデバイスを渡って分配されてもよい。同様に、処理データは、ここで複
数のモジュール内に特定されて示されてよく、任意の適した形態に具現化され、任意の適
したタイプのデータ構造内に体系化されてよい。処理データは、単一のデータセットとし
て集められてよく、又は異なる複数の記憶デバイスを超えることを含む複数の異なる位置
に分配されてよく、及び単にシステム又はネットワーク上の複数の電子信号として少なく
とも部分的に存在してよい。複数のモジュールは、受動的又は能動的であってよく、所望
の複数の機能を実行するように動作可能な複数のエージェントを含む。
【００７１】
　本明細書を通して「一実施形態」又は「実施形態」への参照は、その実施形態に関連し
て記載される特定の特徴、構造、又は特性が、本発明の少なくとも１つの実施形態に含ま
れることを意味する。したがって、本明細書を通して様々な場所における「一実施形態に
おいて」又は「実施形態において」という表現の出現は、必ずしも全て同じ実施形態を参
照しているわけではない。
【００７２】
　ここで用いられるように、複数の項目、構造的な複数の要素、組成の複数の要素、及び
／又は複数の材料は、便宜上、一般的なリストで提示されてよい。しかし、これらのリス
トは、リストの各部材が別個でユニークな部材として個々に特定されるかのように解釈さ
れるべきである。したがって、そのようなリストの個々の部材は、反対の指示がない限り
、一般的なグループにおけるそれらの提示に単に基づいて、同じリストの任意の他の部材
の事実上の等価物として解釈されるべきでない。加えて、本発明の様々な実施形態及び例
は、その様々なコンポーネントに対する複数の代替手段と共に、ここで参照されてよい。
そのよう複数の実施形態、複数の例、及び複数の代替手段は、相互に事実上の複数の等価
物として解釈されるべきでないが、本発明の別個で自律的な複数の表現として考慮される
べきであることが理解される。
【００７３】
　さらに、記載される複数の特徴、複数の構造、又は複数の特性は、１又は複数の実施形
態において任意の適したやり方で組み合わされてよい。以下の説明において、本発明の複
数の実施形態の深い理解を提供するために、複数の材料、複数のファスナ、複数のサイズ
、複数の長さ、複数の幅、複数の形状などの複数の例などの多数の具体的な詳細が提供さ
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れる。しかし、当業者は、本発明が具体的な複数の詳細のうちの１又は複数を伴わず、又
は他の複数の方法、複数のコンポーネント、複数の材料などを伴って実施されることがで
きることを認識するだろう。他の複数の例において、既知の複数の構造、複数の材料、又
は複数の動作は、本発明の複数の態様を分かりにくくすることを防ぐために、詳細に示さ
れ又は記載されていない。
【００７４】
　前述の複数の例は、１又は複数の特定の適用例における本発明の複数の原理の例示であ
るが、形式上の多数の修正、実装の複数の使用法及び複数の詳細が、発明力を使うことな
く、本発明の複数の原理及び複数の概念から逸脱することなく、なされることができるこ
とは当業者にとって明らかだろう。したがって、以下に記載される複数の請求項によるも
のを除き、本発明が限定されることは意図されない。
［項目１］
　間欠受信（ＤＲＸ）再設定を通信するように動作可能なユーザ機器（ＵＥ）であって、
　前記ＵＥは、
　推奨電力消費設定を示す第１のブール値を用いる１ビットメッセージである推奨電力消
費設定メッセージをノードに送信し、
　前記推奨電力消費設定の電力レベルに関連する所望の電力消費レベルをＵＥで決定し、
　低減された電力消費レベルを提供すべく、前記ＵＥのＤＲＸ設定を再設定するために、
ＤＲＸ再設定を示す第２のブール値を用いる前記１ビットメッセージであるＤＲＸ再設定
要求メッセージを前記ノードに通信する
ように構成されるコンピュータ回路を有するＵＥ。
［項目２］
　前記ｅＮＢが前記ＵＥの前記ＤＲＸ設定を再設定したことを示す要求であり、前記ＤＲ
Ｘ設定を再初期化する前記要求を含む無線リソース接続（ＲＲＣ）再設定メッセージを前
記ノードから受信するようにさらに構成される項目１に記載のコンピュータ回路。
［項目３］
　デフォルト電力消費設定と低電力消費設定との間で切り替えるために、前記推奨電力消
費設定メッセージを送信するようにさらに構成される項目１に記載のコンピュータ回路。
［項目４］
　ＵＥ支援情報メッセージで、前記推奨電力消費設定メッセージを前記ノードに送信する
ようにさらに構成される項目１に記載のコンピュータ回路。
［項目５］
　前記推奨電力消費設定を示す前記第１のブール値は「１」であり、前記ＤＲＸ再設定を
示す前記第２のブール値は「０」である項目１に記載のコンピュータ回路。
［項目６］
　前記ＵＥのデフォルトＤＲＸ設定を再設定するために、前記ＤＲＸ再設定要求メッセー
ジを前記ノードに通信するようにさらに構成される項目１に記載のコンピュータ回路。
［項目７］
　前記ＵＥの低電力ＤＲＸ設定を再設定するために、前記ＤＲＸ再設定要求メッセージを
前記ノードに通信するようにさらに構成される項目１に記載のコンピュータ回路。
［項目８］
　前記ＤＲＸ設定は、非アクティブタイマ、オンデュレーション、ショートサイクル、ロ
ングサイクル、及び連続するショートサイクルの数のうちの少なくとも１つを調整するこ
とによって、前記ＵＥで再設定される項目１に記載のコンピュータ回路。
［項目９］
　前記ＵＥは、アンテナ、タッチセンサ式ディスプレイスクリーン、スピーカ、マイク、
グラフィクスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、又は不揮発性メモ
リポートを含む項目１に記載のコンピュータ回路。
［項目１０］
　前記ノードは、基地局（ＢＳ）、ノードＢ（ＮＢ）、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）、ベー
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スバンドユニット（ＢＢＵ）、遠隔無線ヘッド（ＲＲＨ）、遠隔無線機器（ＲＲＥ）、又
は遠隔無線ユニット（ＲＲＵ）からなるグループから選択される項目１に記載のコンピュ
ータ回路。
［項目１１］
　間欠受信（ＤＲＸ）再設定を通信する方法であって、
　推奨電力消費設定を示す第１のブール値を用いる１ビットメッセージである推奨電力消
費設定メッセージをユーザ機器（ＵＥ）から進化型ノードＢ（ｅＮＢ）で受信する段階と
、
　前記ＵＥの電力消費レベルを低減すべく、前記ＵＥのＤＲＸ設定を再設定するために、
ＤＲＸ再設定を示す第２のブール値を用いる前記１ビットメッセージであるＤＲＸ再設定
要求メッセージを前記ＵＥから受信する段階と、
　前記ＤＲＸ再設定要求メッセージに基づいて、前記ＵＥの前記ＤＲＸ設定を再設定する
ことを前記ｅＮＢで決定する段階と、
　前記ＤＲＸ設定の１又は複数のパラメータを調整することによって、前記ＤＲＸ再設定
を前記ＵＥで実行する段階と
を備える方法。
［項目１２］
　前記ＤＲＸ再設定を再初期化する前記ＵＥに対する要求を含む無線リソース接続（ＲＲ
Ｃ）再設定メッセージを前記ＵＥに通信する段階
をさらに備える項目１１に記載の方法。
［項目１３］
　デフォルト電力消費設定と低電力消費設定との間で切り替えるために、前記推奨電力消
費設定メッセージを受信する段階
をさらに備える項目１１に記載の方法。
［項目１４］
　ＵＥ支援情報メッセージで、前記推奨電力消費設定メッセージを前記ＵＥから受信する
段階
をさらに備える項目１１に記載の方法。
［項目１５］
　前記推奨電力消費設定を示す前記第１のブール値は「１」であり、前記ＤＲＸ設定を示
す前記第２のブール値は「０」である項目１１に記載の方法。
［項目１６］
　前記ＵＥのデフォルトＤＲＸ設定を再設定するために、前記ＤＲＸ再設定要求メッセー
ジを前記ＵＥから受信する段階
をさらに備える項目１１に記載の方法。
［項目１７］
　前記ＵＥの低電力ＤＲＸ設定を再設定するために、前記ＤＲＸ再設定要求メッセージを
前記ＵＥから受信する段階
をさらに備える項目１１に記載の方法。
［項目１８］
　非アクティブタイマ、オンデュレーション、ショートサイクル、ロングサイクル、及び
連続するショートサイクルの数のうちの少なくとも１つを調整することによって、前記Ｄ
ＲＸ再設定を前記ＵＥで実行する段階
をさらに備える項目１１に記載の方法。
［項目１９］
　間欠受信（ＤＲＸ）再設定を通信する無線デバイスであって、
　推奨電力消費設定を示す第１のブール値を用いる１ビットメッセージである推奨電力消
費設定メッセージを進化型ノードＢ（ｅＮＢ）に送信するように構成される推奨電力消費
設定モジュールと、
　前記推奨電力消費設定の電力レベルに関連する所望の電力消費レベルを前記ＵＥで決定
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するように構成される所望の電力消費決定モジュールと、
　低減された電力消費レベルを提供すべく、前記無線デバイスのＤＲＸ設定を再設定する
ために、ＤＲＸ再設定を示す第２のブール値を用いる１ビットメッセージであるＤＲＸ再
設定要求メッセージを前記ｅＮＢに通信するように構成されるＤＲＸ再設定モジュールと
を備える無線デバイス。
［項目２０］
　前記ｅＮＢが前記無線デバイスの前記ＤＲＸ設定を再設定したことを示す要求であり、
前記ＤＲＸ設定を再初期化する前記要求を含む無線リソース接続（ＲＲＣ）再設定メッセ
ージを前記ｅＮＢから受信するように構成される受信モジュール
をさらに備える項目１９に記載の無線デバイス。
［項目２１］
　前記推奨電力消費設定モジュールは、デフォルト電力消費設定と低電力消費設定との間
で切り替えるために、前記推奨電力消費設定メッセージを送信するようにさらに構成され
る項目１９に記載の無線デバイス。
［項目２２］
　前記推奨電力消費設定を示す前記第１のブール値は「１」であり、前記ＤＲＸ再設定を
示す前記第２のブール値は「０」である項目１９に記載の無線デバイス。
［項目２３］
　前記ＤＲＸ再設定モジュールは、デフォルトＤＲＸ設定又は低電力ＤＲＸ設定のうちの
少なくとも１つを再設定するために、前記ＤＲＸ再設定メッセージを前記ｅＮＢに通信す
るようにさらに構成される項目１９に記載の無線デバイス。
［項目２４］
　前記無線デバイスは、アンテナ、タッチセンサ式ディスプレイスクリーン、スピーカ、
マイク、グラフィクスプロセッサ、アプリケーションプロセッサ、内部メモリ、又は不揮
発性メモリポートを有するユーザ機器（ＵＥ）及び移動局（ＭＳ）のうちの１つである項
目１９に記載の無線デバイス。
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