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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局および移動局を含む無線通信システムであって、
　前記基地局は、複数のフォーマットを有する第１制御信号のモニタが行われる第１区間
と、前記第１区間と重複しない第２区間と、を設定するのに用いられる第２制御信号を送
信し、
　前記移動局は、前記第１区間において前記第１制御信号のモニタを前記複数のフォーマ
ットに対して行い、前記第２区間において前記第１制御信号のモニタを前記複数のフォー
マットより少ないフォーマットに対して行い、
　前記基地局および前記移動局は、前記第２区間に前記第１制御信号が送信された場合に
、前記第１制御信号が送信された前記第２区間の直後の前記第１区間の開始時刻を早める
ことを特徴とする無線通信システム。
【請求項２】
　前記基地局は、前記第１区間において前記第１制御信号の送信を前記複数のフォーマッ
トのいずれかによって行い、前記第２区間において前記第１制御信号の送信を前記少ない
フォーマットのいずれかによって行うことを特徴とする請求項１に記載の無線通信システ
ム。
【請求項３】
　前記基地局と前記移動局の間で複数のセルを同時に用いてデータ通信を行う場合に、
　前記基地局は、前記複数のセルに関する前記第１制御信号を、前記複数のセルのうちの



(2) JP 5958536 B2 2016.8.2

10

20

30

40

50

一部のセルによって前記移動局へ送信し、
　前記移動局は、前記一部のセルについて前記第１制御信号のモニタを行い、前記第１制
御信号のモニタの結果に基づいて、前記複数のセルによる前記データ通信を行うことを特
徴とする請求項１または２に記載の無線通信システム。
【請求項４】
　前記第１制御信号は、前記基地局が前記移動局へデータを送信することを示し、
　前記移動局は、前記基地局から送信されるデータを、前記第１制御信号のモニタの結果
に基づいて受信することを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の無線通信シス
テム。
【請求項５】
　前記第１制御信号は、前記基地局が前記移動局へのデータの送信に用いる無線リソース
を示す情報を含むことを特徴とする請求項４に記載の無線通信システム。
【請求項６】
　前記第１制御信号は、前記移動局から前記基地局へのデータの送信に用いる無線リソー
スを示す情報を含み、
　前記移動局は、前記第１制御信号のモニタの結果に基づいて前記基地局へのデータを送
信することを特徴とする請求項１～５のいずれか一つに記載の無線通信システム。
【請求項７】
　間欠受信が設定される移動局であって、
　複数のフォーマットを有する第１制御信号のモニタが行われる第１区間と、前記第１区
間と重複しない第２区間と、を設定するのに用いられる第２制御信号を受信する通信部と
、
　前記第１区間において前記第１制御信号のモニタを前記複数のフォーマットに対して行
い、前記第２区間において前記第１制御信号のモニタを前記複数のフォーマットより少な
いフォーマットに対して行い、前記第２区間に前記第１制御信号が送信された場合に、前
記第１制御信号が送信された前記第２区間の直後の前記第１区間の開始時刻を早める制御
部と、
　を有することを特徴とする移動局。
【請求項８】
　間欠受信を設定する基地局であって、
　複数のフォーマットを有する第１制御信号のモニタが行われる第１区間と、前記第１区
間と重複しない第２区間と、を設定するのに第２制御信号を送信する通信部と、
　前記第１区間において前記第１制御信号の送信を前記複数のフォーマットのいずれかに
よって行い、前記第２区間において前記第１制御信号の送信を前記複数のフォーマットよ
り少ないフォーマットのいずれかによって行い、前記第２区間に前記第１制御信号を送信
した場合に、前記第１制御信号を送信した前記第２区間の直後の前記第１区間の開始時刻
を早める制御部と、
　を有することを特徴とする基地局。
【請求項９】
　基地局および移動局を含む無線通信システムであって、
　前記移動局は、複数のフォーマットを有する第１制御信号の送信が行われる第１区間と
、前記第１区間と重複しない第２区間と、を設定するのに用いられる第２制御信号を送信
し、
　前記基地局は、前記第１区間において前記第１制御信号の送信を前記複数のフォーマッ
トのいずれかによって行い、前記第２区間において前記第１制御信号の送信を前記複数の
フォーマットより少ないフォーマットによって行い、
　前記移動局は、前記第１区間において前記第１制御信号のモニタを前記複数のフォーマ
ットに対して行い、前記第２区間において前記第１制御信号のモニタを前記少ないフォー
マットに対して行い、
　前記基地局および前記移動局は、前記第２区間に前記第１制御信号が送信された場合に
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、前記第１制御信号が送信された前記第２区間の直後の前記第１区間の開始時刻を早める
ことを特徴とする無線通信システム。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信システム、移動局および基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、無線通信システムにおいて、移動局の消費電力の削減のために間欠受信が用いら
れている（たとえば、下記特許文献１参照。）。また、３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａ
ｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ）においては、間欠受信モードとし
てＤＲＸ（Ｄｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ：非連続受信）が規定され
ている（たとえば、下記非特許文献１～３参照。）。ＤＲＸを行う場合は、下りの制御信
号のモニタが必須となる区間（便宜的にオン区間と記載）と、下りの制御信号のモニタが
必須ではない区間（便宜的にオフ区間と記載）と、が設定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１２８９４９号公報
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．３２１、“Ｍｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎ
ｔｒｏｌ（ＭＡＣ）ｐｒｏｔｏｃｏｌ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎ”、Ｖ１０．４．０
、Ｒｅｌｅａｓｅ　１０，２０１１年１２月
【非特許文献２】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．１３３、“Ｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ　ｆｏｒ　
ｓｕｐｐｏｒｔ　ｏｆ　ｒａｄｉｏ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ”、Ｖ１
０．６．０、Ｒｅｌｅａｓｅ　１０、２０１２年３月
【非特許文献３】３ＧＰＰ　ＴＳ３６．２１３、“Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｌａｙｅｒ　ｐｒ
ｏｃｅｄｕｒｅｓ”、Ｖ１０．４．０、Ｒｅｌｅａｓｅ　１０、２０１１年１２月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上述した従来技術では、間欠受信の受信間隔を短くすると移動局の消費
電力が増加し、間欠受信の受信間隔を長くするとデータ遅延が大きくなる場合がある。
【０００６】
　１つの側面では、本発明は、消費電力の増加を抑えつつデータ遅延を低減することがで
きる無線通信システム、移動局および基地局を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、本発明の一側面によれば、基地局が、複
数のフォーマットを有する第１制御信号のモニタが行われる第１区間と、前記第１区間と
は異なる第２区間と、を設定するのに用いられる第２制御信号を送信し、移動局が、前記
第１区間において前記第１制御信号のモニタを前記複数のフォーマットに対して行い、前
記第２区間において前記第１制御信号のモニタを前記複数のフォーマットより少ないフォ
ーマットに対して行う無線通信システム、移動局および基地局が提案される。
【０００８】
　本発明の別の側面によれば、移動局が、複数のフォーマットを有する第１制御信号の送
信が行われる第１区間と、前記第１区間とは異なる第２区間と、を設定するのに第２制御
信号を送信し、基地局が、前記第１区間において前記第１制御信号の送信を前記複数のフ
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ォーマットのいずれかによって行い、前記第２区間において前記第１制御信号の送信を前
記複数のフォーマットより少ないフォーマットによって行い、前記移動局が、前記第１区
間において前記第１制御信号のモニタを前記複数のフォーマットに対して行い、前記第２
区間において前記第１制御信号のモニタを前記少ないフォーマットに対して行う無線通信
システム、移動局および基地局が提案される。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の一側面によれば、消費電力の増加を抑えつつデータ遅延を低減することができ
るという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施の形態１にかかる無線通信システムの一例を示す図である。
【図２】図２は、実施の形態１にかかる無線通信システムの変形例１を示す図である。
【図３】図３は、実施の形態１にかかる無線通信システムの変形例２を示す図である。
【図４】図４は、移動局の構成の一例を示す図である。
【図５】図５は、基地局の構成の一例を示す図である。
【図６】図６は、ＲＲＣ呼設定手順の一例を示す図である。
【図７】図７は、ＰＤＣＣＨの候補数の一例を示す図である。
【図８】図８は、アグリゲーションレベルが４である場合のＰＤＣＣＨのマッピングの一
例を示す図である。
【図９】図９は、アグリゲーションレベルが２である場合のＰＤＣＣＨのマッピングの一
例を示す図である。
【図１０】図１０は、ＰＤＣＣＨに用いられるＤＣＩフォーマットの一例を示す図である
。
【図１１】図１１は、ブラインドデコーディングの回数の一例を示す図である。
【図１２】図１２は、実施の形態１にかかる移動局の動作の一例を示すフローチャートで
ある。
【図１３】図１３は、実施の形態１にかかる基地局の動作の一例を示すフローチャートで
ある。
【図１４】図１４は、実施の形態２にかかる移動局の動作の一例を示すフローチャートで
ある。
【図１５】図１５は、実施の形態２にかかる基地局の動作の一例を示すフローチャートで
ある。
【図１６】図１６は、移動局のハードウェア構成の一例を示す図である。
【図１７】図１７は、基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下に図面を参照して、本発明にかかる無線通信システム、移動局および基地局の実施
の形態を詳細に説明する。
【００１２】
（実施の形態１）
（無線通信システム）
　図１は、実施の形態１にかかる無線通信システムの一例を示す図である。図１に示すよ
うに、実施の形態１にかかる無線通信システムは、移動局１０１と、基地局１０２と、を
含んでいる。基地局１０２は、たとえばｅＮＢ（ｅｖｏｌｖｅｄ　Ｎｏｄｅ　Ｂ）である
。移動局１０１は、たとえばＵＥ（Ｕｓｅｒ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ：ユーザ端末）である
。移動局１０１と基地局１０２は互いに無線通信を行う。また、移動局１０１は、基地局
１０２からの無線信号の受信動作を断続的に行う間欠受信（たとえばＤＲＸ）を行う。
【００１３】
　図１の横軸は時間の推移を示している。オン区間１１１，１１２，…は、基地局１０２



(5) JP 5958536 B2 2016.8.2

10

20

30

40

50

と移動局１０１との間で共通に設定される時間区間（アクティブタイム）である。オン区
間１１１，１１２，…は、たとえば周期的に設定される。オン区間１１１，１１２，…は
、たとえばＤＲＸに基づく時間区間（ＤＲＸサイクル）である。
【００１４】
　基地局１０２は、移動局１０１に対する制御信号をオン区間１１１，１１２，…におい
て送信する。移動局１０１は、オン区間１１１，１１２，…において制御信号をモニタす
る。制御信号は、たとえばＬ１（レイヤ１）の下りの制御信号であるＰＤＣＣＨ（Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ：物理下りリンク制御
チャネル）である。たとえば、オン区間１１１，１１２，…は、移動局１０１によるＰＤ
ＣＣＨのモニタが必須となる時間区間である。
【００１５】
　ここでは、制御信号がＰＤＣＣＨである場合について説明する。ＰＤＣＣＨには、基地
局１０２が移動局１０１を宛先とする下り信号を送信する無線リソース（たとえば時間お
よび周波数）を示す情報が含まれる。移動局１０１は、ＰＤＣＣＨに基づいて基地局１０
２からの下り信号を受信することができる。また、ＰＤＣＣＨには、移動局１０１が基地
局１０２へ上りデータを送信すべき無線リソース（たとえば時間および周波数）を示す情
報が含まれていてもよい。移動局１０１は、ＰＤＣＣＨによって指定された無線リソース
によって上り信号を基地局１０２へ送信する。
【００１６】
　チェックポイント１２１，１２２，…は、オン区間１１１，１１２，…とは別に、基地
局１０２と移動局１０１との間で共通に設定される時間区間である。チェックポイント１
２１，１２２，…は、たとえば、チェックポイント１２１，１２２，…が設定されていな
い区間において周期的に設定される。
【００１７】
　チェックポイント１２１，１２２，…は、たとえば基地局１０２によって決定されて移
動局１０１および基地局１０２に設定される。たとえば、基地局１０２は、オン区間１１
１，１１２，…でない各区間におけるチェックポイントの数Ｎ（Ｎは１以上の自然数）を
決定し、決定した数Ｎを移動局１０１へ通知する（図１に示す例ではＮ＝２）。一例とし
ては、基地局１０２は、移動局１０１への下りデータの到達パターン（トラヒックパター
ン）に基づいてチェックポイントの数Ｎを決定する。
【００１８】
　基地局１０２は、オン区間１１１，１１２，…でない各区間を数Ｎ＋１で等分（図１に
示す例では３等分）するようにチェックポイント１２１，１２２，…を設定する。移動局
１０１も同様に、基地局１０２から通知された数Ｎに基づいて、オン区間１１１，１１２
，…でない各区間を数Ｎ＋１で等分（図１に示す例では３等分）するようにチェックポイ
ント１２１，１２２，…を設定する。これにより、移動局１０１および基地局１０２との
間で共通のチェックポイント１２１，１２２，…を設定することができる。
【００１９】
　ただし、チェックポイント１２１，１２２，…の設定方法はこれに限らない。たとえば
、基地局１０２は、チェックポイントの間隔またはタイミングなどを決定し、決定結果を
移動局１０１に通知してもよい。移動局１０１は、基地局１０２から通知された決定結果
に基づいてチェックポイント１２１，１２２，…を設定する。これにより、移動局１０１
および基地局１０２との間で共通のチェックポイント１２１，１２２，…を設定すること
ができる。
【００２０】
　また、チェックポイントの数、間隔またはタイミングなどを移動局１０１が決定し、決
定結果を基地局１０２に通知してもよい。基地局１０２は、移動局１０１から通知された
決定結果に基づいてチェックポイント１２１，１２２，…を設定する。これにより、移動
局１０１および基地局１０２との間で共通のチェックポイント１２１，１２２，…を設定
することができる。
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【００２１】
　基地局１０２は、移動局１０１に対するＰＤＣＣＨをチェックポイント１２１，１２２
，…においても送信する。ただし、基地局１０２は、チェックポイント１２１，１２２，
…においては、オン区間１１１，１１２，…において送信するＰＤＣＣＨよりフォーマッ
トの種類が限定されたＰＤＣＣＨを送信する。
【００２２】
　移動局１０１は、チェックポイント１２１，１２２，…においてもＰＤＣＣＨをモニタ
する。ただし、移動局１０１は、オン区間１１１，１１２，…におけるモニタより種類が
限定されたフォーマットのＰＤＣＣＨについてモニタする。これにより、移動局１０１は
、オン区間１１１，１１２，…におけるモニタよりも消費電力を抑えつつ、基地局１０２
からのＰＤＣＣＨをモニタすることができる。
【００２３】
　オン区間１１１，１１２，…およびチェックポイント１２１，１２２，…と異なる時間
区間は、たとえば、基地局１０２が移動局１０１へのＰＤＣＣＨを送信せず、移動局１０
１も基地局１０２からのＰＤＣＣＨをモニタしないオフ区間となる。オフ区間においては
、移動局１０１は、データ処理などの信号処理を行わなくてもよいため省電力モードに遷
移する。具体的には、移動局１０１は、受信系（たとえばベースバンド処理部）の電源を
オフにして受信処理の少なくとも一部を停止する。ただし、移動局１０１は、無線測定（
たとえば同周波測定や異周波測定）などを行うための受信処理（たとえば、上記非特許文
献２参照。）についてはオフ区間において実行してもよい。
【００２４】
　つぎに、図１に示す移動局１０１および基地局１０２の動作の具体例について説明する
。たとえばチェックポイント１２１とチェックポイント１２２との間の時刻ｔ１に、基地
局１０２において、移動局１０１を宛先とする下りデータが発生したとする。しかし、時
刻ｔ１はオン区間１１１，１１２，…およびチェックポイント１２１，１２２，…のいず
れでもないため、基地局１０２は、時刻ｔ１においては移動局１０１へＰＤＣＣＨを送信
しない。そして、基地局１０２は、時刻ｔ１の後のチェックポイント１２２に含まれる時
刻ｔ２において移動局１０１へＰＤＣＣＨを送信する。
【００２５】
　移動局１０１は、オン区間１１１やチェックポイント１２１において基地局１０２から
のＰＤＣＣＨをモニタするが、移動局１０１を宛先とするＰＤＣＣＨが検出されないため
、再度オフ区間に移行する。そして、チェックポイント１２２において、移動局１０１は
、移動局１０１を宛先とするＰＤＣＣＨを検出する。
【００２６】
　チェックポイント１２２においてＰＤＣＣＨを検出すると、移動局１０１は、オン区間
１１１，１１２，…においてＰＤＣＣＨを受信した場合と同様に基地局１０２からの下り
データを受信する。下りデータの受信は、たとえば、ＰＤＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄ
ｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ：物理下りリンク共有チャネル）のうち
の、受信したＰＤＣＣＨが示す無線リソースを受信することによって行うことができる。
【００２７】
　このように、移動局１０１および基地局１０２によれば、間欠受信においてＰＤＣＣＨ
をモニタする区間を追加（チェックポイント１２１，１２２，…）することにより、ＰＤ
ＣＣＨの送信の遅延によるデータの遅延を抑えることができる。
【００２８】
　たとえば、図１に示した例においてチェックポイント１２１，１２２，…を設定しない
と仮定すると、移動局１０１はオン区間１１１，１１２，…にしかＰＤＣＣＨをモニタし
ない。したがって、時刻ｔ１において移動局１０１への下りデータが発生しても、つぎの
オン区間１１２まで基地局１０２から移動局１０１へＰＤＣＣＨを送信できず、これによ
ってデータの送信が遅延する。また、オン区間１１１，１１２，…の間隔を短くすると、
ＰＤＣＣＨのモニタに要する消費電力が増加する。
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【００２９】
　これに対して、移動局１０１および基地局１０２によれば、時刻ｔ１の後のチェックポ
イント１２２において基地局１０２から移動局１０１へＰＤＣＣＨを送信し、基地局１０
２から移動局１０１へ下りデータを送信することができる。このため、データの遅延を抑
えることができる。
【００３０】
　また、追加したチェックポイント１２１，１２２，…においては限定されたフォーマッ
トのＰＤＣＣＨのみを用いることにより、移動局１０１によるＰＤＣＣＨのモニタの回数
が増えても、ＰＤＣＣＨのモニタに要する消費電力の増加を抑えることができる。
【００３１】
　なお、ここでは、一例として移動局１０１と基地局１０２を含む無線通信システムにつ
いて説明するが、無線通信システムの構成はこれに限らない。たとえば、図１に示した無
線通信システムにおいて、移動局１０１に代えて中継局を設けた構成としてもよい。また
は、図１に示した無線通信システムにおいて、基地局１０２に代えて中継局を設けた構成
としてもよい。
【００３２】
＜オン区間の設定方法について＞
　つぎに、オン区間１１１，１１２，…の設定方法の一例について説明する。たとえば、
オン区間１１１，１１２，…は、移動局１０１と基地局１０２との間の通信の開始時に、
基地局１０２が移動局１０１へＬ３（レイヤ３）の制御信号（ＲＲＣ：Ｒａｄｉｏ　Ｒｅ
ｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）を使ってＤＲＸパラメータを通知することにより設定さ
れる。ＤＲＸの開始サブフレームは、システムフレーム番号（Ｓｙｓｔｅｍ　Ｆｒａｍｅ
　Ｎｕｍｂｅｒ）の関数で規定される。ＤＲＸパラメータには、たとえばオンデュレイシ
ョンタイマ（Ｏｎ　Ｄｕｒａｔｉｏｎ　Ｔｉｍｅｒ）が含まれる。オンデュレイションタ
イマが回っている区間がオン区間１１１，１１２，…となる。
【００３３】
　ただし、オン区間は、オンデュレイションタイマによって規定されることが基本である
が、他のタイマによっても延長することもできる。たとえば、オン区間は、新規データの
到着を通知するＰＤＣＣＨを受信した場合に起動されるＤＲＸインアクティビティタイマ
（ＤＲＸ－Ｉｎａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｔｉｍｅｒ）が起動している間もオン区間が設定され
てもよい。
【００３４】
　また、新規、再送に関わらず起動され、ＨＡＲＱ（Ｈｙｂｒｉｄ　Ａｕｔｏｍａｔｉｃ
　Ｒｅｐｅａｔ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）のＲＴＴ（ＦＤＤでは８［ｍｓ］）を管理するＨＡＲ
Ｑ　ＲＴＴタイマ（ＨＡＲＱ　ＲＴＴ　Ｔｉｍｅｒ）が起動している間もオン区間が設定
されてもよい。
【００３５】
　また、ＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマが満了してもデータの受信に成功しなかった場合に起動
され、起動中に再送が実施されるＤＲＸリトランスミッションタイマ（ＤＲＸ－Ｒｅｔｒ
ａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅｒ）が起動している間もオン区間が設定されてもよい。
【００３６】
　また、ＤＲＸリトランスミッションタイマが満了した場合に移動局１０１が遷移するシ
ョートＤＲＸ（Ｓｈｏｒｔ　ＤＲＸ）の区間もオン区間として設定されてもよい。ショー
トＤＲＸの区間はＤＲＸショートサイクルタイマ（ＤＲＸ－Ｓｈｏｒｔ　Ｃｙｃｌｅ　Ｔ
ｉｍｅｒ）によって管理され、ＤＲＸショートサイクルタイマが満了すると移動局１０１
はロングＤＲＸ（Ｌｏｎｇ　ＤＲＸ）に遷移する。ロングＤＲＸの区間もオン区間として
設定されてもよい。したがって、たとえば、オンデュレイションタイマ、ＤＲＸインアク
ティビティタイマまたはＤＲＸリトランスミッションタイマの起動中がオン区間となる。
この場合、延長された区間も含めたオン区間はアクティブタイム（Ａｃｔｉｖｅ　Ｔｉｍ
ｅ）と呼んでもよい。
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【００３７】
＜無線通信システムが適用されるシステムの一例について＞
　つぎに、図１に示した無線通信システムが適用されるシステムの一例について説明する
。図１に示した無線通信システムは、たとえばＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕ
ｔｉｏｎ）に適用することができる。ＬＴＥでは、無線アクセス技術としてＯＦＤＭ（Ｏ
ｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎ
ｇ）をベースとした方式が規定されている。
【００３８】
　ＬＴＥでは、下りのピーク伝送レートが１００［Ｍｂ／ｓ］以上、上りのピーク伝送レ
ートが５０［Ｍｂ／ｓ］以上の高速無線パケット通信が可能となる。国際標準化団体であ
る３ＧＰＰ（３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
）では、さらなる高速通信の実現に向けて、ＬＴＥをベースとした移動無線通信システム
ＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ）の検討が始まっている。
【００３９】
　図１に示した無線通信システムは、ＬＴＥ－Ａに適用することもできる。ＬＴＥ－Ａで
は、下りのピーク伝送レートは１［Ｇｂ／ｓ］、上りのピーク伝送レートは５００［Ｍｂ
／ｓ］が目標とされており、無線アクセス方式やネットワークアーキテクチャなどの技術
の検討が行われている。
【００４０】
　ＬＴＥにおける高速伝送を実現するための１つの技術としてキャリアアグリゲーション
が挙げられる。キャリアアグリゲーションは、通信時に複数の（セル）を束ねて一つの高
帯域なキャリアとみなし、広帯域通信を行う技術である。具体的には、第１上りタイミン
グを有するセル群であってプライマリセル（ＰＣｅｌｌ：Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｃｅｌｌ）を
含むセル群であるｐＴＡＧ（Ｐｒｉｍａｒｙ　Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｄｖａｎｃｅ　Ｇｒｏｕ
ｐ）と、セカンダリセル（ＳＣｅｌｌ：Ｓｅｃｏｎｄｌｙ　Ｃｅｌｌ）を含むセル群であ
るｓＴＡＧ（Ｓｅｃｏｎｄｌｙ　Ｔｉｍｉｎｇ　Ａｄｖａｎｃｅ　Ｇｒｏｕｐ）を設定し
て通信が行われる。
【００４１】
　ＬＴＥ－Ａ（またはＬＴＥ　Ｒｅｌ－１１）では、従来とは異なったトラヒックを発生
させる移動局が接続する。たとえば、センサーやガスメータ、電気メータといった各種の
デバイスが、セルラ網に接続し通信を行うような通信形態が想定されている。このような
通信は、マシンタイプコミュニケーション（Ｍａｃｈｉｎｅ－ｔｙｐｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉ
ｃａｔｉｏｎ）と呼ばれる。
【００４２】
　マシンタイプコミュニケーションにおいて発生するトラヒックの性質の一つとして定時
通信が挙げられる。たとえば、電気メータやガスメータが、電力やガスの使用量について
の定期的報告をサーバへ送信する。マシンタイプコミュニケーションにおいて発生するト
ラヒックの別の性質として、トラヒック量が比較的少ない、という性質も挙げられる。
【００４３】
　マシンタイプコミュニケーションにおいて発生するトラヒックのさらに別の性質として
、デバイスは動かないという性質があり、移動通信のポイントであるモビリティを考慮し
たシステム設計が重要な要素ではなくなる。さらに、たとえば、接続するスマートフォン
の数も増加していくことが想定されている。スマートフォンにおいては、ＯＳ（Ｏｐｅｒ
ａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ）によるトラヒックや、多数のアプリケーションによる断続的
なトラヒックが発生する。
【００４４】
（無線通信システムの変形例）
　図２は、実施の形態１にかかる無線通信システムの変形例１を示す図である。図２にお
いて、図１に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図
２に示すように、移動局１０１および基地局１０２は、チェックポイント１２２によって
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ＰＤＣＣＨを送信した場合は、チェックポイント１２２の後のオン区間１１２の開始時刻
をチェックポイント１２２の直後に変更してもよい。
【００４５】
　これにより、チェックポイント１２２でのＰＤＣＣＨに基づいて移動局１０１への下り
データのすべてを送信しきれなくても、直後にオン区間１１２へ移行してＰＤＣＣＨを送
信可能な状態にし、移動局１０１への残りの下りデータの送信を行うことができる。
【００４６】
　図３は、実施の形態１にかかる無線通信システムの変形例２を示す図である。図３にお
いて、図１に示した部分と同様の部分については同一の符号を付して説明を省略する。図
３に示すように、移動局１０１および基地局１０２は、チェックポイント１２２によって
ＰＤＣＣＨを送信した場合は、チェックポイント１２２の後のオン区間１１２をチェック
ポイント１２２の直後に移行させてもよい。
【００４７】
　これにより、チェックポイント１２２でのＰＤＣＣＨに基づいて移動局１０１への下り
データのすべてを送信しきれなくても、直後にオン区間１１２へ移行してＰＤＣＣＨを送
信可能な状態にし、移動局１０１への残りの下りデータの送信を行うことができる。
【００４８】
　図２，図３に示したように、移動局１０１および基地局１０２は、チェックポイント１
２２に基地局１０２から移動局１０１へのＰＤＣＣＨが送信された場合に、チェックポイ
ント１２２の直後のチェックポイント１２２の開始時刻を早めるようにしてもよい。
【００４９】
　これにより、チェックポイント１２２でのＰＤＣＣＨに基づいてデータ伝送が完了しな
くても、すぐにオン区間１１２へ移行してＰＤＣＣＨを送信可能な状態にし、残りのデー
タ伝送を行うことができる。また、オン区間１１２に移行することにより、ＰＤＣＣＨの
フォーマットが制限されなくなるため、たとえば大容量のデータ伝送が可能になり、残り
のデータ伝送を速やかに行うことができる。
【００５０】
（移動局の構成）
　図４は、移動局の構成の一例を示す図である。図４に示すように、移動局１０１は、た
とえば、制御部４１０と、通信部４２１と、アンテナ４２２と、を備えている。通信部４
２１は、アンテナ４２２を介して無線伝送される信号の送受信処理を行う。通信部４２１
は、たとえばＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ：高周波）信号を処理する。
【００５１】
　制御部４１０は、移動局１０１の各種制御を行う。制御部４１０は、たとえばベースバ
ンド信号を処理するベースバンド処理部である。制御部４１０は、ＰＨＹ制御部４１１と
、ＭＡＣ制御部４１２と、ＲＲＣ制御部４１３と、電力制御部４１４と、を含んでいる。
【００５２】
　ＰＨＹ制御部４１１は、無線伝送を行う場合の信号を処理する。たとえば、基地局１０
２によって通知された無線信号の変調符号化に従って無線伝送を行う。具体的には、ＰＨ
Ｙ制御部４１１は、ＰＤＣＣＨのモニタや下りデータの受信を行う。
【００５３】
　ＭＡＣ制御部４１２は、基地局１０２によって指示された無線リソースやタイミングに
基づいたデータのスケジューリングに関する処理を行う。具体的には、ＭＡＣ制御部４１
２は、オン区間１１１，１１２，…の設定（ＤＲＸ設定）やチェックポイント１２１，１
２２，…の設定を行う。また、ＭＡＣ制御部４１２は、ＰＨＹ制御部４１１を介してＰＤ
ＣＣＨのモニタを行う。
【００５４】
　ＲＲＣ制御部４１３は、移動局１０１の動作を制御する。たとえば、通信に使用する無
線リソースパラメータの設定（たとえば呼設定）や、移動局１０１の通信状態管理を行う
。たとえば、ＲＲＣ制御部４１３は、通信できる状態にするために、ＲＲＣアイドルモー
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ドからＲＲＣコネクティッドモードに遷移させる処理や、適切な基地局に接続するための
ハンドオーバ処理などを行う。
【００５５】
　電力制御部４１４は、移動局１０１の消費電力を低減させるための各種制御を行う。た
とえば、電力制御部４１４は、オフ区間において、たとえば、ＲＲＣ制御部４１３、ＭＡ
Ｃ制御部４１２およびＰＨＹ制御部４１１などのベースバンド処理部の電源をオフにする
ことによって省電力モードに遷移する。また、電力制御部４１４は、チェックポイント１
２１，１２２，…においては、限定されたフォーマットのみについてＰＤＣＣＨのモニタ
を行うようにＰＨＹ制御部４１１およびＭＡＣ制御部４１２を制御する。
【００５６】
（基地局の構成）
　図５は、基地局の構成の一例を示す図である。図５に示すように、基地局１０２は、制
御部５１０と、通信部５２１と、アンテナ５２２と、有線インタフェース５２３と、を備
えている。通信部５２１は、アンテナ５２２を介して無線伝送される信号を送受信する。
また、上位装置との通信のため、有線インタフェース５２３を介して有線伝送される信号
を送受信する。通信部５２１は、たとえばＲＦ信号の送受信処理を行う。
【００５７】
　制御部５１０は、基地局１０２の各種制御を行う。制御部５１０は、たとえばベースバ
ンド信号を処理するベースバンド処理部である。制御部５１０は、ＰＨＹ制御部５１１と
、ＭＡＣ制御部５１２と、ＲＲＣ制御部５１３と、電力制御部５１４と、を含んでいる。
【００５８】
　ＰＨＹ制御部５１１は、無線伝送を行う場合の信号を処理する。たとえば、無線信号の
変調符号化方式を決定する。具体的には、ＰＨＹ制御部５１１は、移動局１０１へのＰＤ
ＣＣＨや下りデータの送信や、移動局１０１からの上りデータの受信などを行う。
【００５９】
　ＭＡＣ制御部５１２は、データのスケジューリングに関する処理を行う。具体的には、
ＭＡＣ制御部５１２は、オン区間１１１，１１２，…の設定（ＤＲＸ設定）やチェックポ
イント１２１，１２２，…の設定を行う。また、ＭＡＣ制御部５１２は、ＰＨＹ制御部５
１１を介してＰＤＣＣＨの送信を行う。
【００６０】
　ＲＲＣ制御部５１３は、基地局１０２の動作を制御する。たとえば、通信に使用する無
線リソースパラメータの設定（たとえば呼設定）や、基地局１０２の通信状態管理を行う
。たとえば、ＲＲＣ制御部５１３は、通信できる状態にするために、ＲＲＣアイドルモー
ドからＲＲＣコネクティッドモードに遷移させる処理や、適切な基地局に接続するための
ハンドオーバ処理を行う。
【００６１】
　電力制御部５１４は、移動局１０１の消費電力を低減させるための各種制御を行う。た
とえば、電力制御部５１４は、チェックポイント１２１，１２２，…においては、限定さ
れたフォーマットのみによってＰＤＣＣＨの送信を行うようにＰＨＹ制御部５１１および
ＭＡＣ制御部５１２を制御する。
【００６２】
（ＲＲＣ呼設定手順）
　図６は、ＲＲＣ呼設定手順の一例を示す図である。移動局１０１および基地局１０２は
、ＲＲＣ呼設定手順としてたとえば以下の各ステップを実行する。まず、移動局１０１が
、ＲＲＣコネクションリクエスト（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｑｕｅｓｔ）を
基地局１０２へ送信する（ステップＳ６０１）。
【００６３】
　つぎに、基地局１０２が、ＲＲＣコネクションセットアップ（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔ
ｉｏｎ　Ｓｅｔｕｐ）を移動局１０１へ送信する（ステップＳ６０２）。つぎに、移動局
１０１が、ＲＲＣコネクションセットアップコンプリート（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏ
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ｎ　Ｓｅｔｕｐ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ）を基地局１０２へ送信し（ステップＳ６０３）、一
連のＲＲＣ呼設定手順を終了する。
【００６４】
　チェックポイント１２１，１２２，…の設定は、たとえばステップＳ６０２によって送
信されるＲＲＣコネクションセットアップを利用して行うことができる。たとえば、基地
局１０２は、決定した数Ｎを示す情報を、ＲＲＣコネクションセットアップに含まれるパ
ラメータである「Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｆｉｇ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ」
に格納する。これにより、基地局１０２が決定した数Ｎを移動局１０１へ通知することが
できる。「Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｆｉｇ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ」は、移
動局に対する個別の無線パラメータ、たとえばＤＲＸのパラメータを設定するためのパラ
メータである。本例では、ＲＲＣコネクションセットアップで設定する方法を記載したが
、「Ｒａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｆｉｇ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ」は、その他の
メッセージ、たとえば、ＲＲＣコネクションリコンフィグラーション（ＲＲＣ　Ｃｏｎｎ
ｅｃｔｉｏｎ　Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）に含めることもできる。
【００６５】
　また、チェックポイントの数、間隔またはタイミングなどを移動局１０１が決定し、決
定結果を基地局１０２に通知する場合は、たとえばステップＳ６０３のＲＲＣコネクショ
ンセットアップコンプリートを決定結果の通知に用いることができる。
【００６６】
（ＰＤＣＣＨの検出方法）
　移動局１０１は、たとえばブラインドデコーディング（たとえば、上記非特許文献３参
照。）によってＰＤＣＣＨ（制御信号）を検出することができる。具体的には、移動局１
０１は、基地局１０２から送信されたＰＤＣＣＨを順次デコーディングしていくことによ
って移動局１０１を宛先とするＰＤＣＣＨを検出する。移動局１０１を宛先とするＰＤＣ
ＣＨの判定には、たとえば移動局１０１に固有の情報を用いることができる。
【００６７】
　ＰＤＣＣＨは、たとえばＣＣＥ（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ）
を占有して送信される。ＣＣＥは、たとえば１つの無線リソース、または連続する複数の
無線リソースである。
【００６８】
　基地局１０２は、移動局１０１を含む移動局ごとにＰＤＣＣＨを生成し、制御情報の送
信に要するＣＣＥ数に基づいてＰＤＣＣＨをＣＣＥに割り当てる。そして、基地局１０２
は、ＰＤＣＣＨを割り当てたＣＣＥに対応する物理リソースに、ＤＣＩフォーマット（Ｄ
ｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｆｏｒｍａｔ）で定められ
る制御情報をマッピングして送信する。
【００６９】
　たとえば、伝搬路品質が劣悪なセル境界付近に移動局１０１が位置する場合は、所望の
受信品質を満たすために、ＭＣＳ（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｓｃ
ｈｅｍｅ）レベルが低いＭＣＳを設定することが求められる。そこで、基地局１０２は、
より多くのＣＣＥ（たとえば８つ）を占有したＰＤＣＣＨを送信する。一方、伝搬路品質
の良好なセル中心付近に移動局１０１が位置する場合は、ＭＣＳレベルが高いＭＣＳを設
定しても所要の受信品質を満たすことができる。このため、基地局１０２は、より少ない
ＣＣＥ（たとえば１つ）を占有したＰＤＣＣＨを送信する。
【００７０】
（ＰＤＣＣＨの候補数）
　図７は、ＰＤＣＣＨの候補数の一例を示す図である。基地局１０２は、ＰＤＣＣＨを送
信する際に、移動局１０１を含む各移動局向けの各ＰＤＣＣＨを１つのサブフレーム（ｓ
ｕｂｆｒａｍｅ）に多重して同時に送信する。図７に示すテーブル７００は、基地局１０
２が１つのサブフレームによって送信するＰＤＣＣＨの候補数の一例を示している。
【００７１】
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　テーブル７００に示すように、ＰＤＣＣＨの候補数は、アグリゲーションレベルおよび
アグリゲーションサイズによって決定される。アグリゲーションレベル（Ａｇｇｒｅｇａ
ｔｉｏｎ　Ｌｅｖｅｌ）は、１つの移動局向けのＰＤＣＣＨが占有するＣＣＥ数を示して
いる。アグリゲーションサイズ（Ａｇｇｒｅｇａｔｉｏｎ　Ｓｉｚｅ）は、すべてのＰＤ
ＣＣＨが占有するＣＣＥ数を示している。また、テーブル７００に示すように、物理リソ
ースにマッピングする際、制御情報の種別によって、セル固有の領域にマッピングするか
、移動局固有の領域にマッピングするかが規定されている。
【００７２】
　基地局１０２は、移動局１０１に対して、アグリゲーションレベルなど、どの物理リソ
ースに制御情報がマッピングされているのかについては移動局１０１に通知しない。この
ため、移動局１０１は、たとえばブラインドデコーディングによって、自律的に自局宛の
ＰＤＣＣＨの有無を検出する。
【００７３】
　具体的には、移動局１０１は、各アグリゲーションレベル、各サーチスペースに対して
ＰＤＣＣＨの検出および復号を試みることにより自局宛のＰＤＣＣＨを検出する。ブライ
ンドデコーディングは移動局１０１のベースバンド部で実行されるため、消費電力を低減
するためにはブラインドデコーディングの回数を低減することが好ましい。
【００７４】
（ＰＤＣＣＨのマッピングの例）
　図８は、アグリゲーションレベルが４である場合のＰＤＣＣＨのマッピングの一例を示
す図である。図９は、アグリゲーションレベルが２である場合のＰＤＣＣＨのマッピング
の一例を示す図である。図８，図９に示す先頭部分８００は、サブフレームの先頭部分を
示している。アグリゲーションレベルが４である場合は、図８に示すように、基地局１０
２は、たとえば先頭部分８００に対してＰＤＣＣＨを２つ割り当て（ＰＤＣＣＨ候補１，
２）、各ＰＤＣＣＨを４つのＣＣＥによって送信する。
【００７５】
　アグリゲーションレベルが２である場合は、図９に示すように、基地局１０２は、たと
えば先頭部分８００に対してＰＤＣＣＨを６つ割り当て（ＰＤＣＣＨ候補１～６）、各Ｐ
ＤＣＣＨを２つのＣＣＥによって送信する。
【００７６】
　図１０は、ＰＤＣＣＨに用いられるＤＣＩフォーマットの一例を示す図である。図１０
に示すテーブル１０００は、ＰＤＣＣＨに用いられるＤＣＩフォーマットの一例と、各Ｄ
ＣＩフォーマットのペイロードサイズと、各ＤＣＩフォーマットがマッピングされるサー
チスペース（移動局固有またはセル固有）と、を示している。
【００７７】
　テーブル１０００に示すように、ＰＤＣＣＨに用いられるＤＣＩフォーマットには、た
とえば「０」、「１」、「１Ａ」、「１Ｂ」、「１Ｃ」、「１Ｄ」、「２」、「２Ａ」、
「３」、「３Ａ」、「４」の１１種類がある。
【００７８】
　ＤＣＩフォーマット「０」は、ＰＵＳＣＨ（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｓｈａ
ｒｅｄ　Ｃｈａｎｎｅｌ：物理上りリンク共有チャネル）の送信のための制御信号に用い
られる。ＤＣＩフォーマット「１」は、ＰＤＳＣＨ送信のための制御信号に用いられる。
ＤＣＩフォーマット「１Ａ」は、コンパクトなＰＤＳＣＨの送信およびランダムアクセス
開始を指示するための制御信号に用いられる。
【００７９】
　ＤＣＩフォーマット「１Ｂ」は、送信ダイバーシチ時のＰＤＳＣＨの送信のための制御
信号に用いられる。ＤＣＩフォーマット「１Ｃ」は、非常にコンパクトなＰＤＳＣＨの送
信（報知情報等）のための制御信号に用いられる。ＤＣＩフォーマット「１Ｄ」は、送信
ダイバーシチ時のＰＤＳＣＨの送信のための制御信号であって、さらにプリコーディング
情報と電力オフセットを伴う制御信号に用いられる。
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【００８０】
　ＤＣＩフォーマット「２」は、下り閉ループ空間多重モードのＰＤＳＣＨの送信のため
の制御信号に用いられる。ＤＣＩフォーマット「２Ａ」は、下り開ループ空間多重モード
のＰＤＳＣＨの送信のための制御信号に用いられる。
【００８１】
　ＤＣＩフォーマット「３」は、複数の移動局向けのＰＵＣＣＨとＰＤＳＣＨに対する２
ビット電力制御のための制御信号に用いられる。ＤＣＩフォーマット「３Ａ」は、複数の
移動局向けのＰＵＣＣＨとＰＤＳＣＨに対する１ビット電力制御のための制御信号に用い
られる。ＤＣＩフォーマット「４」は、上り空間多重モードのＰＵＳＣＨの送信のための
制御信号に用いられる。
【００８２】
　各ＤＣＩフォーマットのペイロードサイズは、４種（たとえばサイズＡ～Ｃ）に分類さ
れており、ブラインドデコーディングの回数が少なくなるように設計される。
【００８３】
（ブラインドデコーディングの回数）
　図１１は、ブラインドデコーディングの回数の一例を示す図である。図１１に示すテー
ブル１１００は、移動局１０１によるブラインドデコーディングの回数の一例を示してい
る。図１１に示すように、各ペイロードサイズに対し、各サーチスペースでＰＤＣＣＨの
検出を試みると、ブラインドデコーディングの回数は最大で６０回になる。
【００８４】
　なお、ＬＴＥ　Ｒｅｌ－１０では上りＭＩＭＯ（Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ｉｎｐｕｔ　Ｍｕ
ｌｔｉｐｌｅ　Ｏｕｔｐｕｔ：多元入力多元出力）は規定されていないため、ＤＣＩフォ
ーマット「４」の復号は試みなくてもよい。また、ＬＴＥ－Ａであっても、上りＭＩＭＯ
が設定されていない場合は、ＤＣＩフォーマット「４」の復号は試みなくてもよい。ＤＣ
Ｉフォーマット「４」の復号を試みない場合は、ブラインドデコーディングの回数は最大
で４４回になる。
【００８５】
　基地局１０２は、オン区間１１１，１１２，…においては、各ＤＣＩフォーマットのう
ちの目的に応じた任意のフォーマットによってＰＤＣＣＨを送信する。また、基地局１０
２は、チェックポイント１２１，１２２，…においては、各ＤＣＩフォーマットのうちの
限定されたフォーマットのみによってＰＤＣＣＨを送信する。これにより、移動局１０１
は、チェックポイント１２１，１２２，…においては限定されたフォーマットについての
みブラインドデコーディングを実行することにより移動局１０１を宛先とするＰＤＣＣＨ
を検出することができる。このため、ブラインドデコーディングの回数が少なくなるため
、消費電力を抑えることができる。
【００８６】
　チェックポイント１２１，１２２，…において使用するＤＣＩフォーマットには、さま
ざまな組み合わせを採用することができる。たとえば、チェックポイント１２１，１２２
，…において、ＤＣＩフォーマット「０」、「１Ａ」および「１Ｃ」のみを使用するよう
にしてもよい。この場合は、移動局１０１は、サイズＡとサイズＢのＤＣＩフォーマット
のみをモニタすればよいため、ブラインドデコーディングの最大の回数が２８となる。
【００８７】
　また、チェックポイント１２１，１２２，…において、ＤＣＩフォーマット「１Ａ」お
よび「１Ｃ」のみを使用するようにしてもよい。つまり、移動局１０１は、上りデータ送
信のためのＰＤＣＣＨを受信してもブラインドデコーディングの復帰は行わない。これに
より、検出すべきフォーマットが３種類から２種類に減少するので、誤検出確率を低減す
ることができる。また、この場合も、移動局１０１は、サイズＡとサイズＢのＤＣＩフォ
ーマットのみをモニタすればよいため、ブラインドデコーディングの最大の回数が２８と
なる。
【００８８】
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　また、チェックポイント１２１，１２２，…においていずれのＤＣＩフォーマットを使
用するかについては、たとえば基地局１０２が決定し、通信のセットアップ時に基地局１
０２からのシグナリングで移動局１０１に設定することができる。または、チェックポイ
ント１２１，１２２，…においていずれのＤＣＩフォーマットを使用するかについてはあ
らかじめ移動局１０１および基地局１０２に設定されていてもよい。
【００８９】
（移動局の動作）
　図１２は、実施の形態１にかかる移動局の動作の一例を示すフローチャートである。実
施の形態１にかかる移動局１０１は、たとえば以下の各ステップを実行する。まず、移動
局１０１は、基地局１０２との間の呼設定を行う（ステップＳ１２０１）。たとえば、移
動局１０１は、基地局１０２との間の呼設定を図６に示した動作によって行う。
【００９０】
　つぎに、移動局１０１は、オン区間１１１，１１２，…を設定するＤＲＸ設定を行う（
ステップＳ１２０２）。また、移動局１０１は、チェックポイント１２１，１２２，…を
設定するチェックポイント設定を行う（ステップＳ１２０３）。たとえば、移動局１０１
は、ステップＳ１２０２の呼設定において基地局１０２から通知されたパラメータに基づ
いて、ステップＳ１２０２によるＤＲＸ設定と、ステップＳ１２０３によるチェックポイ
ント設定と、を行う。ステップＳ１２０２によるＤＲＸ設定と、ステップＳ１２０３によ
るチェックポイント設定と、の順序は入れ替えてもよい。
【００９１】
　つぎに、移動局１０１は、現在がオン区間であるか否かを判断する（ステップＳ１２０
４）。オン区間である場合（ステップＳ１２０４：Ｙｅｓ）は、移動局１０１は、全フォ
ーマットについてＰＤＣＣＨをモニタし（ステップＳ１２０５）、ステップＳ１２０８へ
移行する。オン区間でない場合（ステップＳ１２０４：Ｎｏ）は、移動局１０１は、現在
がチェックポイントであるか否かを判断する（ステップＳ１２０６）。
【００９２】
　ステップＳ１２０６において、チェックポイントでない場合（ステップＳ１２０６：Ｎ
ｏ）は、移動局１０１は、ＰＤＣＣＨのモニタを行わずにステップＳ１２０４へ戻る。チ
ェックポイントである場合（ステップＳ１２０６：Ｙｅｓ）は、移動局１０１は、一部の
フォーマットのみについてＰＤＣＣＨをモニタする（ステップＳ１２０７）。
【００９３】
　つぎに、移動局１０１は、ステップＳ１２０５またはステップＳ１２０７によるＰＤＣ
ＣＨのモニタ結果に基づいて、移動局１０１を宛先とする下りデータがあるか否かを判断
する（ステップＳ１２０８）。下りデータがない場合（ステップＳ１２０８：Ｎｏ）は、
移動局１０１は、ステップＳ１２０４へ戻る。
【００９４】
　ステップＳ１２０８において、下りデータがある場合（ステップＳ１２０８：Ｙｅｓ）
は、移動局１０１は、ＰＤＳＣＨによって移動局１０１を宛先とする下りデータを受信し
（ステップＳ１２０９）、ステップＳ１２０４へ戻る。
【００９５】
　以上の各ステップにより、移動局１０１は、オン区間およびチェックポイントにおいて
ＰＤＣＣＨをモニタするとともに、チェックポイントにおいては限定されたフォーマット
についてのみＰＤＣＣＨのモニタを行うことができる。そして、移動局１０１は、ＰＤＣ
ＣＨのモニタ結果に基づいて下りデータを受信することができる。
【００９６】
（基地局の動作）
　図１３は、実施の形態１にかかる基地局の動作の一例を示すフローチャートである。実
施の形態１にかかる基地局１０２は、たとえば以下の各ステップを実行する。まず、基地
局１０２は、移動局１０１との間の呼設定を行う（ステップＳ１３０１）。たとえば、基
地局１０２は、移動局１０１との間の呼設定を図６に示した動作によって行う。
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【００９７】
　つぎに、基地局１０２は、オン区間１１１，１１２，…を設定するＤＲＸ設定を行う（
ステップＳ１３０２）。また、基地局１０２は、チェックポイント１２１，１２２，…を
設定するチェックポイント設定を行う（ステップＳ１３０３）。ステップＳ１３０２によ
るＤＲＸ設定と、ステップＳ１３０３によるチェックポイント設定と、の順序は入れ替え
てもよい。
【００９８】
　つぎに、基地局１０２は、現在がオン区間であるか否かを判断する（ステップＳ１３０
４）。オン区間である場合（ステップＳ１３０４：Ｙｅｓ）は、基地局１０２は、移動局
１０１に対する下りデータがあるか否かを判断する（ステップＳ１３０５）。下りデータ
がない場合（ステップＳ１３０５：Ｎｏ）は、基地局１０２は、ＰＤＣＣＨの送信を行わ
ずにステップＳ１３０４へ戻る。下りデータがある場合（ステップＳ１３０５：Ｙｅｓ）
は、基地局１０２は、任意のフォーマットにより移動局１０１へのＰＤＣＣＨを送信し（
ステップＳ１３０６）、ステップＳ１３１０へ移行する。
【００９９】
　ステップＳ１３０４において、オン区間でない場合（ステップＳ１３０４：Ｎｏ）は、
基地局１０２は、現在がチェックポイントであるか否かを判断する（ステップＳ１３０７
）。チェックポイントでない場合（ステップＳ１３０７：Ｎｏ）は、基地局１０２は、Ｐ
ＤＣＣＨの送信を行わずにステップＳ１３０４へ戻る。チェックポイントである場合（ス
テップＳ１３０７：Ｙｅｓ）は、基地局１０２は、移動局１０１に対する下りデータがあ
るか否かを判断する（ステップＳ１３０８）。
【０１００】
　ステップＳ１３０８において、下りデータがない場合（ステップＳ１３０８：Ｎｏ）は
、基地局１０２は、ＰＤＣＣＨの送信を行わずにステップＳ１３０４へ戻る。下りデータ
がある場合（ステップＳ１３０８：Ｙｅｓ）は、基地局１０２は、一部のフォーマットに
よりＰＤＣＣＨを送信する（ステップＳ１３０９）。
【０１０１】
　つぎに、基地局１０２は、ＰＤＳＣＨによって移動局１０１を宛先とする下りデータを
送信し（ステップＳ１３１０）、ステップＳ１３０４へ戻る。ステップＳ１３０９による
下り信号の送信は、ステップＳ１３０６またはステップＳ１３０９において送信したＰＤ
ＣＣＨによって移動局１０１へ通知した無線リソースによって行われる。
【０１０２】
　以上の各ステップにより、基地局１０２は、下りデータが発生した場合に、オン区間ま
たはチェックポイントにおいてＰＤＣＣＨを送信するとともに、チェックポイントにおい
ては限定されたフォーマットのみ用いてＰＤＣＣＨを送信することができる。そして、基
地局１０２は、送信したＰＤＣＣＨによって移動局１０１へ通知した無線リソースを用い
て下りデータを送信することができる。
【０１０３】
　このように、実施の形態１にかかる基地局１０２によれば、第１区間（オン区間）と、
第１区間とは異なる第２区間（チェックポイント）と、を設定するための第２制御信号（
ＲＲＣコネクションセットアップ）を送信することができる。第１区間は、比較的種類が
多いフォーマットを有する第１制御信号（ＰＤＣＣＨ）のモニタが行われる区間である。
また、基地局１０２によれば、第１区間において第１制御信号の送信を比較的種類が多い
フォーマットのいずれかによって行い、第２区間において第１制御信号の送信を比較的種
類が少ないフォーマットのいずれかによって行うことができる。
【０１０４】
　そして、移動局１０１によれば、第１区間において第１制御信号のモニタを比較的種類
が多いフォーマットに対して行い、第２区間において第１制御信号のモニタを比較的種類
が少ないフォーマットに対して行うことができる。これにより、移動局１０１の消費電力
の増加を抑えつつ、第１制御信号をモニタする区間を多くし、データ遅延を低減すること
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ができる。
【０１０５】
　または、実施の形態１にかかる移動局１０１によれば、第１区間と、第１区間とは異な
る第２区間と、を設定するための第２制御信号（ＲＲＣコネクションセットアップコンプ
リート）を送信することができる。また、移動局１０１によれば、第１区間において第１
制御信号のモニタを比較的種類が多いフォーマットに対して行い、第２区間において第１
制御信号のモニタを比較的種類が少ないフォーマットに対して行うことができる。
【０１０６】
　そして、基地局１０２によれば、第１区間において第１制御信号の送信を比較的種類が
多いフォーマットのいずれかによって行い、第２区間において第１制御信号の送信を比較
的種類が少ないフォーマットのいずれかによって行うことができる。これにより、移動局
１０１の消費電力の増加を抑えつつ、第１制御信号をモニタする区間を多くし、データ遅
延を低減することができる。
【０１０７】
　なお、第１制御信号には、基地局１０２が移動局１０１へデータを送信することを示す
ＰＤＣＣＨを適用することができる。この場合は、第１制御信号には、基地局１０２が移
動局１０１へのデータに用いる無線リソースを示す情報が含まれていてもよい。これによ
り、移動局１０１は、基地局１０２から送信されるデータを、第１制御信号のモニタの結
果に基づいて受信することができる。
【０１０８】
（実施の形態２）
　実施の形態２について、実施の形態１と異なる部分について説明する。実施の形態２に
おいては、移動局１０１および基地局１０２がキャリアアグリゲーションを行う場合につ
いて説明する。
【０１０９】
　従来、キャリアアグリゲーションを行う場合は、プライマリセルのみにＤＲＸサイクル
が設定され、セカンダリセルはプライマリセルのＤＲＸサイクルに従う。また、セカンダ
リセルにおいても、移動局固有のＰＤＣＣＨのサーチスペースをモニタしてブラインドデ
コーディングを行うことが求められるため、移動局の処理が増加して消費電力が増加する
という問題点がある。
【０１１０】
　これに対して、移動局１０１および基地局１０２においては、キャリアアグリゲーショ
ンの実行中は、プライマリセルのみにおいてＤＲＸサイクルの設定を行う。また、移動局
１０１および基地局１０２は、チェックポイント１２１，１２２，…の設定についてもプ
ライマリセルのみに対して行う。これにより、移動局１０１の消費電力の増加を抑えるこ
とができる。移動局１０１は、セカンダリセルによって送信される下りデータを、プライ
マリセルによって送信されたＰＤＣＣＨに基づいて受信する。
【０１１１】
（移動局の動作）
　図１４は、実施の形態２にかかる移動局の動作の一例を示すフローチャートである。実
施の形態２にかかる移動局１０１は、たとえば以下の各ステップを実行する。まず、移動
局１０１は、基地局１０２との間の呼設定を行う（ステップＳ１４０１）。たとえば、移
動局１０１は、基地局１０２との間の呼設定を図６に示した動作によって行う。つぎに、
移動局１０１は、基地局１０２との間でキャリアアグリゲーションを実行するか否かを判
断する（ステップＳ１４０２）。ステップＳ１４０２の判断は、たとえばステップＳ１４
０１の呼設定の結果に基づいて行うことができる。
【０１１２】
　ステップＳ１４０２において、キャリアアグリゲーションを実行しない場合（ステップ
Ｓ１４０２：Ｎｏ）は、移動局１０１は、オン区間１１１，１１２，…を設定するＤＲＸ
設定を行う（ステップＳ１４０３）。また、移動局１０１は、チェックポイント１２１，
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１２２，…を設定するチェックポイント設定を行い（ステップＳ１４０４）、ステップＳ
１４０７へ移行する。ステップＳ１４０３によるＤＲＸ設定と、ステップＳ１４０４によ
るチェックポイント設定と、の順序は入れ替えてもよい。
【０１１３】
　ステップＳ１４０２において、キャリアアグリゲーションを実行する場合（ステップＳ
１４０２：Ｙｅｓ）は、移動局１０１は、プライマリセルにオン区間１１１，１１２，…
を設定するＤＲＸ設定を行う（ステップＳ１４０５）。また、移動局１０１は、プライマ
リセルにチェックポイント１２１，１２２，…を設定するチェックポイント設定を行い（
ステップＳ１４０６）、ステップＳ１４０７へ移行する。ステップＳ１４０５によるＤＲ
Ｘ設定と、ステップＳ１４０６によるチェックポイント設定と、の順序は入れ替えてもよ
い。
【０１１４】
　ステップＳ１４０７～Ｓ１４１２は、図１２に示したステップＳ１２０４～Ｓ１２０９
と同様である。ただし、移動局１０１は、ステップＳ１４０７～Ｓ１４１２の処理をプラ
イマリセルについて実行する。また、移動局１０１は、セカンダリセルについては、ステ
ップＳ１４０８またはステップＳ１４１０のＰＤＣＣＨのモニタ結果に基づいて、セカン
ダリセルによって送信される下りデータを検出する。そして、移動局１０１は、検出した
下りデータをセカンダリセルのＰＤＳＣＨによって受信する。
【０１１５】
　以上の各ステップにより、移動局１０１は、オン区間およびチェックポイントにおいて
ＰＤＣＣＨをモニタするとともに、チェックポイントにおいては限定されたフォーマット
についてのみＰＤＣＣＨのモニタを行うことができる。そして、移動局１０１は、ＰＤＣ
ＣＨのモニタ結果に基づいて下りデータを受信することができる。また、移動局１０１は
、セカンダリセルについてはＤＲＸ設定およびチェックポイント設定を行わず、ＰＤＣＣ
Ｈのモニタをプライマリセルについてのみ行うことができる。
【０１１６】
（基地局の動作）
　図１５は、実施の形態２にかかる基地局の動作の一例を示すフローチャートである。実
施の形態２にかかる基地局１０２は、たとえば以下の各ステップを実行する。まず、基地
局１０２は、移動局１０１との間の呼設定を行う（ステップＳ１５０１）。たとえば、基
地局１０２は、移動局１０１との間の呼設定を図６に示した動作によって行う。つぎに、
基地局１０２は、移動局１０１との間でキャリアアグリゲーションを実行するか否かを判
断する（ステップＳ１５０２）。ステップＳ１５０２の判断は、たとえばステップＳ１５
０１の呼設定の結果に基づいて行うことができる。
【０１１７】
　ステップＳ１５０２において、キャリアアグリゲーションを実行しない場合（ステップ
Ｓ１５０２：Ｎｏ）は、基地局１０２は、オン区間１１１，１１２，…を設定するＤＲＸ
設定を行う（ステップＳ１５０３）。また、基地局１０２は、チェックポイント１２１，
１２２，…を設定するチェックポイント設定を行い（ステップＳ１５０４）、ステップＳ
１５０７へ移行する。ステップＳ１５０３によるＤＲＸ設定と、ステップＳ１５０４によ
るチェックポイント設定と、の順序は入れ替えてもよい。
【０１１８】
　ステップＳ１５０２において、キャリアアグリゲーションを実行する場合（ステップＳ
１５０２：Ｙｅｓ）は、基地局１０２は、プライマリセルにオン区間１１１，１１２，…
を設定するＤＲＸ設定を行う（ステップＳ１５０５）。また、基地局１０２は、プライマ
リセルにチェックポイント１２１，１２２，…を設定するチェックポイント設定を行い（
ステップＳ１５０６）、ステップＳ１５０７へ移行する。ステップＳ１５０５によるＤＲ
Ｘ設定と、ステップＳ１５０６によるチェックポイント設定と、の順序は入れ替えてもよ
い。
【０１１９】
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　ステップＳ１５０７～Ｓ１５１３は、図１３に示したステップＳ１３０４～Ｓ１３１０
と同様である。ただし、基地局１０２は、ステップＳ１５０７～Ｓ１５１３の処理をプラ
イマリセルについて実行する。また、基地局１０２は、セカンダリセルについては、ステ
ップＳ１５０９またはステップＳ１５１２において送信したＰＤＣＣＨによって移動局１
０１へ通知したセカンダリセルの無線リソースによって、移動局１０１を宛先とする下り
データを送信する。
【０１２０】
　以上の各ステップにより、基地局１０２は、下りデータが発生した場合に、オン区間ま
たはチェックポイントにおいてＰＤＣＣＨを送信するとともに、チェックポイントにおい
ては限定されたフォーマットのみ用いてＰＤＣＣＨを送信することができる。そして、基
地局１０２は、送信したＰＤＣＣＨによって移動局１０１へ通知した無線リソースを用い
て下りデータを送信することができる。また、基地局１０２は、セカンダリセルについて
はＤＲＸ設定およびチェックポイント設定を行わず、ＰＤＣＣＨの送信をプライマリセル
によってのみ行うことができる。
【０１２１】
　このように、実施の形態２にかかる無線通信システムによれば、実施の形態１にかかる
無線通信システムと同様の効果を得ることができる。また、複数のセルを同時に用いてデ
ータ通信するキャリアアグリゲーションを行う場合に、複数のセルに関するＰＤＣＣＨを
、複数のセルのうちの一部のセル（プライマリセル）によって送信することができる。
【０１２２】
　これにより、移動局１０１は、一部のセルについてのみＰＤＣＣＨのモニタを行い、モ
ニタの結果に基づいて、複数のセルによって基地局１０２から送信されるデータを受信す
ることができる。このため、キャリアアグリゲーションを行う場合であっても、ＰＤＣＣ
Ｈのモニタを一部のセルに対してのみ行えばよいため、移動局１０１の消費電力の増加を
抑えることができる。
【０１２３】
（ハードウェア構成）
　図１６は、移動局のハードウェア構成の一例を示す図である。上述した各実施の形態に
かかる移動局１０１は、たとえば図１６に示す通信装置１６００により実現することがで
きる。通信装置１６００は、表示部１６０１と、入力部１６０２と、コミュニケーション
インタフェース１６０３と、アンテナ１６０４と、無線通信部１６０５と、ロム１６０６
と、プロセッサ１６０７と、メインメモリ１６０８と、バス１６２０と、を備えている。
【０１２４】
　表示部１６０１、入力部１６０２、コミュニケーションインタフェース１６０３、無線
通信部１６０５、ロム１６０６およびメインメモリ１６０８は、バス１６２０によってプ
ロセッサ１６０７と接続されている。
【０１２５】
　表示部１６０１は、操作者に対して情報を表示するユーザインタフェースである。表示
部１６０１は、たとえば液晶画面である。入力部１６０２は、操作者からの情報の入力を
受け付けるユーザインタフェースである。入力部１６０２は、たとえばキーパッドなどで
ある。通信装置１６００の操作者は、表示部１６０１および入力部１６０２を用いて電話
番号の入力などの通信装置１６００の操作を行う。
【０１２６】
　コミュニケーションインタフェース１６０３は、たとえば、スピーカおよびマイクなど
である。通信装置１６００の操作者は、コミュニケーションインタフェース１６０３を用
いて音声通話などを行う。
【０１２７】
　アンテナ１６０４は、無線通信部１６０５に接続されている。無線通信部１６０５は、
プロセッサ１６０７の制御により、アンテナ１６０４を介して無線通信を行う。
【０１２８】
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　ロム１６０６は、たとえば、各種の処理を実行するためのプログラムを記憶している。
プロセッサ１６０７は、ロム１６０６に記憶されている各種プログラムを読み出し、読み
出したプログラムをメインメモリ１６０８に展開して各種の処理を実行する。プロセッサ
１６０７には、たとえばＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ：中
央処理装置）やＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａ
ｙ）などを用いることができる。
【０１２９】
　図４に示したアンテナ４２２は、たとえばアンテナ１６０４によって実現することがで
きる。図４に示した通信部４２１は、たとえばプロセッサ１６０７および無線通信部１６
０５によって実現することができる。図４に示した制御部４１０は、たとえばロム１６０
６、プロセッサ１６０７およびメインメモリ１６０８によって実現することができる。
【０１３０】
　図１７は、基地局のハードウェア構成の一例を示す図である。上述した各実施の形態に
かかる基地局１０２は、たとえば図１７に示す通信装置１７００によって実現することが
できる。通信装置１７００は、表示部１７０１と、入力部１７０２と、コミュニケーショ
ンインタフェース１７０３と、アンテナ１７０４と、無線通信部１７０５と、ロム１７０
６と、プロセッサ１７０７と、メインメモリ１７０８と、ストレージ１７０９と、バス１
７２０と、を備えている。
【０１３１】
　表示部１７０１、入力部１７０２、コミュニケーションインタフェース１７０３、無線
通信部１７０５、ロム１７０６、メインメモリ１７０８およびストレージ１７０９は、バ
ス１７２０によってプロセッサ１７０７と接続されている。
【０１３２】
　表示部１７０１は、操作者に対して情報を表示するユーザインタフェースである。表示
部１７０１は、たとえばモニタである。入力部１７０２は、操作者からの情報の入力を受
け付けるユーザインタフェースである。入力部１７０２は、たとえばキーボードなどであ
る。通信装置１７００の操作者は、表示部１７０１および入力部１７０２を用いて設定プ
ログラムの入力などの通信装置１７００の操作を行う。
【０１３３】
　コミュニケーションインタフェース１７０３は、たとえば、上位局との通信を行うため
の通信インタフェースである。コミュニケーションインタフェース１７０３は、たとえば
ネットワークボードやＡＤＣ（Ａｎａｌｏｇ／Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ：ア
ナログ／デジタル変換器）などである。
【０１３４】
　アンテナ１７０４は、無線通信部１７０５に接続されている。無線通信部１７０５は、
プロセッサ１７０７の制御により、アンテナ１７０４を介して無線通信を行う。
【０１３５】
　ロム１７０６は、たとえば、各種の処理を実行するためのプログラムを記憶している。
プロセッサ１７０７は、ロム１７０６に記憶されている各種プログラムを読み出し、読み
出したプログラムをメインメモリ１７０８に展開して各種の処理を実行する。プロセッサ
１７０７には、たとえばＣＰＵやＦＰＧＡなどを用いることができる。ストレージ１７０
９は、たとえばハードディスクなどの記憶装置である。たとえば、ストレージ１７０９お
よびプロセッサ１７０７によってバッファなどの機能が実現される。
【０１３６】
　図５に示したアンテナ５２２は、たとえばアンテナ１７０４によって実現することがで
きる。図５に示した通信部５２１は、たとえばプロセッサ１７０７および無線通信部１７
０５によって実現することができる。図５に示した制御部５１０は、たとえばロム１７０
６、プロセッサ１７０７およびメインメモリ１７０８によって実現することができる。
【０１３７】
　以上説明したように、無線通信システム、移動局および基地局によれば、消費電力の増
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加を抑えつつデータ遅延を低減することができる。
【０１３８】
　なお、上述した各実施の形態においては、第１制御信号の一例として、基地局１０２か
ら移動局１０１への下りデータに関するＰＤＣＣＨを説明したが、第１制御信号は、移動
局１０１から基地局１０２への上りデータに関する制御信号であってもよい。たとえば、
第１制御信号は、移動局１０１から移動局１０１への上りデータの送信に用いる無線リソ
ースを示す情報を含むＰＤＣＣＨであってもよい。この場合は、移動局１０１は、ＰＤＣ
ＣＨのモニタの結果に基づいて、基地局１０２への上りデータを送信することができる。
【０１３９】
　上述した各実施の形態に関し、さらに以下の付記を開示する。
【０１４０】
（付記１）基地局および移動局を含む無線通信システムであって、
　前記基地局は、複数のフォーマットを有する第１制御信号のモニタが行われる第１区間
と、前記第１区間とは異なる第２区間と、を設定するのに用いられる第２制御信号を送信
し、
　前記移動局は、前記第１区間において前記第１制御信号のモニタを前記複数のフォーマ
ットに対して行い、前記第２区間において前記第１制御信号のモニタを前記複数のフォー
マットより少ないフォーマットに対して行うことを特徴とする無線通信システム。
【０１４１】
（付記２）前記基地局は、前記第１区間において前記第１制御信号の送信を前記複数のフ
ォーマットのいずれかによって行い、前記第２区間において前記第１制御信号の送信を前
記少ないフォーマットのいずれかによって行うことを特徴とする付記１に記載の無線通信
システム。
【０１４２】
（付記３）前記基地局および前記移動局は、前記第２区間に前記第１制御信号が送信され
た場合に、前記第１制御信号が送信された前記第２区間の直後の前記第１区間の開始時刻
を早めることを特徴とする付記１または２に記載の無線通信システム。
【０１４３】
（付記４）前記基地局と前記移動局の間で複数のセルを同時に用いてデータ通信を行う場
合に、
　前記基地局は、前記複数のセルに関する前記第１制御信号を、前記複数のセルのうちの
一部のセルによって前記移動局へ送信し、
　前記移動局は、前記一部のセルについて前記第１制御信号のモニタを行い、前記第１制
御信号のモニタの結果に基づいて、前記複数のセルによる前記データ通信を行うことを特
徴とする付記１～３のいずれか一つに記載の無線通信システム。
【０１４４】
（付記５）前記第１制御信号は、前記基地局が前記移動局へデータを送信することを示し
、
　前記移動局は、前記基地局から送信されるデータを、前記第１制御信号のモニタの結果
に基づいて受信することを特徴とする付記１～４のいずれか一つに記載の無線通信システ
ム。
【０１４５】
（付記６）前記第１制御信号は、前記基地局が前記移動局へのデータの送信に用いる無線
リソースを示す情報を含むことを特徴とする付記５に記載の無線通信システム。
【０１４６】
（付記７）前記第１制御信号は、前記移動局から前記基地局へのデータの送信に用いる無
線リソースを示す情報を含み、
　前記移動局は、前記第１制御信号のモニタの結果に基づいて前記基地局へのデータを送
信することを特徴とする付記１～６のいずれか一つに記載の無線通信システム。
【０１４７】
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（付記８）間欠受信が設定される移動局であって、
　複数のフォーマットを有する第１制御信号のモニタが行われる第１区間と、前記第１区
間とは異なる第２区間と、を設定するのに用いられる第２制御信号を受信する通信部と、
　前記第１区間において前記第１制御信号のモニタを前記複数のフォーマットに対して行
い、前記第２区間において前記第１制御信号のモニタを前記複数のフォーマットより少な
いフォーマットに対して行う制御部と、
　を有することを特徴とする移動局。
【０１４８】
（付記９）間欠受信を設定する基地局であって、
　複数のフォーマットを有する第１制御信号のモニタが行われる第１区間と、前記第１区
間とは異なる第２区間と、を設定するのに第２制御信号を送信する通信部と、
　前記第１区間において前記第１制御信号の送信を前記複数のフォーマットのいずれかに
よって行い、前記第２区間において前記第１制御信号の送信を前記複数のフォーマットよ
り少ないフォーマットのいずれかによって行う制御部と、
　を有することを特徴とする基地局。
【０１４９】
（付記１０）基地局および移動局を含む無線通信システムであって、
　前記移動局は、複数のフォーマットを有する第１制御信号の送信が行われる第１区間と
、前記第１区間とは異なる第２区間と、を設定するのに用いられる第２制御信号を送信し
、
　前記基地局は、前記第１区間において前記第１制御信号の送信を前記複数のフォーマッ
トのいずれかによって行い、前記第２区間において前記第１制御信号の送信を前記複数の
フォーマットより少ないフォーマットによって行い、
　前記移動局は、前記第１区間において前記第１制御信号のモニタを前記複数のフォーマ
ットに対して行い、前記第２区間において前記第１制御信号のモニタを前記少ないフォー
マットに対して行うことを特徴とする無線通信システム。
【０１５０】
（付記１１）基地局および移動局を含む無線通信システムによる通信方法であって、
　前記基地局が、複数のフォーマットを有する第１制御信号のモニタが行われる第１区間
と、前記第１区間とは異なる第２区間と、を設定するのに用いられる第２制御信号を送信
し、
　前記移動局が、前記第１区間において前記第１制御信号のモニタを前記複数のフォーマ
ットに対して行い、前記第２区間において前記第１制御信号のモニタを前記複数のフォー
マットより少ないフォーマットに対して行うことを特徴とする通信方法。
【０１５１】
（付記１２）間欠受信が設定される移動局による通信方法であって、
　複数のフォーマットを有する第１制御信号のモニタが行われる第１区間と、前記第１区
間とは異なる第２区間と、を設定するのに用いられる第２制御信号を受信し、
　前記第１区間において前記第１制御信号のモニタを前記複数のフォーマットに対して行
い、前記第２区間において前記第１制御信号のモニタを前記複数のフォーマットより少な
いフォーマットに対して行うことを特徴とする通信方法。
【０１５２】
（付記１３）間欠受信を設定する基地局による通信方法であって、
　複数のフォーマットを有する第１制御信号のモニタが行われる第１区間と、前記第１区
間とは異なる第２区間と、を設定するのに第２制御信号を送信し、
　前記第１区間において前記第１制御信号の送信を前記複数のフォーマットのいずれかに
よって行い、前記第２区間において前記第１制御信号の送信を前記複数のフォーマットよ
り少ないフォーマットのいずれかによって行うことを特徴とする通信方法。
【０１５３】
（付記１４）基地局および移動局を含む無線通信システムによる通信方法であって、
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　前記移動局が、複数のフォーマットを有する第１制御信号の送信が行われる第１区間と
、前記第１区間とは異なる第２区間と、を設定するのに用いられる第２制御信号を送信し
、
　前記基地局が、前記第１区間において前記第１制御信号の送信を前記複数のフォーマッ
トのいずれかによって行い、前記第２区間において前記第１制御信号の送信を前記複数の
フォーマットより少ないフォーマットによって行い、
　前記移動局が、前記第１区間において前記第１制御信号のモニタを前記複数のフォーマ
ットに対して行い、前記第２区間において前記第１制御信号のモニタを前記少ないフォー
マットに対して行うことを特徴とする通信方法。
【符号の説明】
【０１５４】
　１０１　移動局
　１０２　基地局
　１１１，１１２，…　オン区間
　１２１，１２２，…　チェックポイント
　４１０，５１０　制御部
　４１１，５１１　ＰＨＹ制御部
　４１２，５１２　ＭＡＣ制御部
　４１３，５１３　ＲＲＣ制御部
　４１４，５１４　電力制御部
　４２１，５２１　通信部
　４２２，５２２，１６０４，１７０４　アンテナ
　５２３　有線インタフェース
　７００，１０００，１１００　テーブル
　８００　先頭部分
　１６００，１７００　通信装置
　１６０１，１７０１　表示部
　１６０２，１７０２　入力部
　１６０３，１７０３　コミュニケーションインタフェース
　１６０５，１７０５　無線通信部
　１６０６，１７０６　ロム
　１６０７，１７０７　プロセッサ
　１６０８，１７０８　メインメモリ
　１６２０，１７２０　バス
　１７０９　ストレージ
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