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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器に宛てられたデータを受信することを備え、
　より長いグローバルユーザ機器識別情報に対して前記ユーザ機器のための短い識別情報
を決定することと、
　前記短い識別情報に基づいてマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）送信を識別することと、
　前記短い識別情報に基づいて、前記ユーザ機器が前記データを受信するためにページに
ついてリッスンすることを示すために前記ＭＩＢ送信のスロット内のビットをアクティブ
にすることと、
　前記ＭＩＢをブロードキャストすることと
　によって特徴付けられる、ワイヤレス通信システムにおけるページングの方法。
【請求項２】
　前記短い識別情報と、前記ユーザ機器がいつページングチャネル上でページを受信する
ことを予想することができるのかを示すページングウィンドウとの間の相関を含むシステ
ム情報ブロック（ＳＩＢ）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】
　前記スロットが、時間とともに異なることができ、前記ユーザ機器および前記ユーザ機
器と通信している他のネットワークエンティティに以前から知られていない、請求項１に
記載の方法。
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【請求項４】
　ユーザ機器に宛てられたデータを受信するための手段を備え、
　より長いグローバルユーザ機器識別情報に対して前記ユーザ機器のための短い識別情報
を決定するための手段と、
　前記短い識別情報に基づいてマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）送信を識別するための手段
と、
　前記短い識別情報に基づいて、前記ユーザ機器が前記データを受信するためにページに
ついてリッスンすることを示すために前記ＭＩＢ送信のスロット内のビットをアクティブ
にするための手段と、
　前記ＭＩＢをブロードキャストするための手段と
　によって特徴付けられる、ワイヤレス通信システムにおいてページングするための装置
。
【請求項５】
　セルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入ることを備え、
　ページング指示についてマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）のスロットを監視するために前
記アイドル状態からウェイクアップすることと、ここにおいて、前記スロットが、動的に
選択され、より長いグローバルユーザ機器識別情報に対してユーザ機器に関連付けられた
短い識別情報に対応する、
　前記ＭＩＢの前記監視スロットにおいて前記ページング指示を認識することと、
　システム情報ブロック（ＳＩＢ）中の相関情報に基づいてページングウィンドウを決定
することと、
　前記ページングウィンドウ中にページについてリッスンするためにウェイクアップする
ことと
　によって特徴付けられる、ワイヤレス通信システムにおいてページを受信する方法。
【請求項６】
　セルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入ることを決定するための手段を備
え、
　ページング指示についてマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）のスロットを監視するために前
記アイドル状態からウェイクアップするための手段と、ここにおいて、前記スロットが、
動的に選択され、より長いグローバルユーザ機器識別情報に対してユーザ機器に関連付け
られた短い識別情報に対応する、
　前記監視スロットにおいてページング指示を認識するための手段と、
　システム情報ブロック（ＳＩＢ）中の相関情報に基づいてページングウィンドウを決定
するための手段と、
　前記ページングウィンドウ中にページについてリッスンするためにウェイクアップする
ための手段と
　によって特徴付けられる、ワイヤレス通信システムにおいてページを受信するための装
置。
【請求項７】
　ユーザ機器に宛てられたデータを受信することを備え、
　前記ユーザ機器に対応するマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）中のスロットを識別すること
と、ここにおいて、前記スロットが周期的または非周期である、
　前記ユーザ機器が前記データを受信するためにページについてリッスンすることを示す
ために前記スロット内のビットをアクティブにすることと、
　前記ＭＩＢをブロードキャストすることと
　によって特徴付けられる、ワイヤレス通信システムにおけるページングの方法。
【請求項８】
　前記スロットが平均してＴミリ秒ごとに生じ、ここで、Ｔが正数値である、請求項７に
記載の方法。
【請求項９】
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　ページングオケージョン中に前記ユーザ機器について前記ページを送信することをさら
に備え、ここにおいて、前記ページングオケージョンｋが、ｋ×Ｔ＋前記ユーザ機器およ
び前記ユーザ機器と通信しているネットワークエンティティに知られている擬似乱数に基
づいて生じる、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　ページングオケージョン中に前記ユーザ機器について前記ページを送信することをさら
に備え、ここにおいて、ページングオケージョンが、前記ＭＩＢ中に含まれるシステムフ
レーム情報に基づいて前記ユーザ機器および前記ユーザ機器と通信しているネットワーク
エンティティによって決定される、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記スロットが、以前に構成され、前記ユーザ機器および前記ユーザ機器と通信してい
るネットワークエンティティに知られている、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　ユーザ機器に宛てられたデータを受信するための手段を備え、
　前記ユーザ機器に対応するマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）中のスロットを識別するため
の手段と、ここにおいて、前記スロットが周期的または非周期である、
　前記ユーザ機器が前記データを受信するためにページについてリッスンすることを示す
ために前記スロット内のビットをアクティブにするための手段と、
　前記ＭＩＢをブロードキャストするための手段と
　によって特徴付けられる、ワイヤレス通信システムにおいてページングするための装置
。
【請求項１３】
　セルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入ることを備え、
　マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）のスロットを監視するためにウェイクアップすることと
、ここにおいて、前記スロットが周期的または非周期であり、前記ユーザ機器に対応する
、
　ページングオケージョンを決定することと、
　前記ページングオケージョン中にページについてリッスンするためにウェイクアップす
ることと
　によって特徴付けられる、ワイヤレス通信システムにおいてページを受信する方法。
【請求項１４】
　セルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入ることを決定するための手段を備
え、
　マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）のスロットを監視するためにウェイクアップするための
手段と、ここにおいて、前記スロットが周期的または非周期であり、前記ユーザ機器に対
応する、
　ページングオケージョンを決定するための手段と、
　前記ページングオケージョン中にページについてリッスンするためにウェイクアップす
るための手段と
　によって特徴付けられる、ワイヤレス通信システムにおいてページを受信するための装
置。
【請求項１５】
　実行されたとき、コンピュータに、請求項１乃至３、５、７乃至１１または１３のうち
のいずれか一項に記載の方法を実行させる命令を備える、コンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
優先権の主張
　[0001]本特許出願は、本出願の譲受人に譲渡され参照により本明細書に明確に組み込ま
れる、２０１４年７月２４日に出願された「ＰＡＧＩＮＧ　Ａ　ＵＳＥＲ　ＥＱＵＩＰＭ
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ＥＮＴ　ＯＶＥＲ　ＵＮＬＩＣＥＮＳＥＤ　ＳＰＥＣＴＲＵＭ」と題する非仮出願第１４
／３４０，４２０号、および２０１３年７月２６日に出願された「ＭＥＴＨＯＤ　ＡＮＤ
　ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＦＯＲ　ＰＡＧＩＮＧ　Ａ　ＵＳＥＲ　ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ　Ｏ
ＶＥＲ　ＵＮＬＩＣＥＮＳＥＤ　ＳＰＥＣＴＲＵＭ」と題する仮出願第６１／８５８，９
４７号の優先権を主張する。
【０００２】
　[0002]本開示の態様は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、無認可スペクト
ルにわたってユーザ機器をページングするための装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]ワイヤレス通信システムは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、およびブ
ロードキャストなど、様々な電気通信サービスを提供するために広く展開されている。典
型的なワイヤレス通信システムは、利用可能なシステムリソース（たとえば、帯域幅、送
信電力）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
接続技術を採用し得る。そのような多元接続技術の例としては、符号分割多元接続（ＣＤ
ＭＡ）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、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ）システム、シングルキャリア周波数
分割多元接続（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、および時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－
ＳＣＤＭＡ）システムがある。
【０００４】
　[0004]これらの多元接続技術は、異なるワイヤレスデバイスが都市、国家、地域、さら
には地球規模で通信することを可能にする共通プロトコルを与えるために様々な電気通信
規格において採用されている。新生の電気通信規格の一例はロングタームエボリューショ
ン（ＬＴＥ（登録商標））である。ＬＴＥは、第３世代パートナーシッププロジェクト（
３ＧＰＰ（登録商標））によって公表されたユニバーサルモバイルテレコミュニケーショ
ンズシステム（ＵＭＴＳ）モバイル規格の拡張のセットである。ＬＴＥは、スペクトル効
率を改善することによってモバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサ
ポートし、コストを下げ、サービスを改善し、新しいスペクトルを利用し、また、ダウン
リンク（ＤＬ）上ではＯＦＤＭＡを使用し、アップリンク（ＵＬ）上ではＳＣ－ＦＤＭＡ
を使用し、多入力多出力（ＭＩＭＯ）アンテナ技術を使用して他のオープン規格とより良
く統合するように設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセスに対
する需要が増加し続けるにつれて、ＬＴＥ技術のさらなる改善が必要である。好ましくは
、これらの改善は、他の多元接続技術と、これらの技術を採用する電気通信規格とに適用
可能であるべきである。
【０００５】
　[0005]いくつかのワイヤレス通信ネットワークでは、利用可能な通信リソース、特にい
くつかのワイヤレス通信技術に関連するリソースの効果的でない利用は、ページングプロ
シージャの実施を妨げ、ワイヤレス通信の劣化につながり得る。さらには、上記のリソー
スの過少利用は、ユーザ機器および／またはワイヤレスデバイスがより高いワイヤレス通
信品質を達成するのを妨害し得る。したがって、いくつかのワイヤレス通信技術における
ユーザ機器のページングの改善が望まれ得る。
【発明の概要】
【０００６】
　[0006]以下で、１つまたは複数の態様の基本的理解を与えるために、そのような態様の
簡略化された概要を提示する。この概要は、すべての企図された態様の包括的な概観では
なく、すべての態様の主要なまたは重要な要素を識別するものでも、いずれかまたはすべ
ての態様の範囲を定めるものでもない。その唯一の目的は、後で提示するより詳細な説明
の導入として、１つまたは複数の態様のいくつかの概念を簡略化された形態で提示するこ
とである。
【０００７】
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　[0007]一態様では、ワイヤレス通信システムにおけるページングの方法が、ユーザ機器
に宛てられたデータを受信することを備える。本方法は、より長いグローバルユーザ機器
識別情報に対してユーザ機器のための短い識別情報を決定することをさらに備える。さら
に、本方法は、短い識別情報に基づいてマスタ情報ブロック（ＭＩＢ：master informati
on block）送信を識別することを備える。その上、本方法は、短い識別情報に基づいて、
ユーザ機器がデータを受信するためにページについてリッスンすることを示すためにＭＩ
Ｂ送信のスロット内のビットをアクティブにすることと、ＭＩＢをブロードキャストする
こととを備える。
【０００８】
　[0008]追加の態様では、ワイヤレス通信システムにおいてページングするためのコンピ
ュータ実行可能コードを記憶したコンピュータ可読媒体が、ユーザ機器に宛てられたデー
タを受信するように実行可能なコードを備える。コンピュータ可読媒体記憶は、より長い
グローバルユーザ機器識別情報に対してユーザ機器のための短い識別情報を決定するよう
に実行可能なコードをさらに備える。さらに、短い識別情報に基づいてマスタ情報ブロッ
ク（ＭＩＢ）送信を識別するように実行可能なコードを記憶しているコンピュータ可読媒
体。その上、短い識別情報に基づいて、ユーザ機器がデータを受信するためにページにつ
いてリッスンすることを示すためにＭＩＢ送信のスロット内のビットをアクティブにする
ように実行可能なコードと、ＭＩＢをブロードキャストするように実行可能なコードとを
記憶しているコンピュータ可読媒体。
【０００９】
　[0009]別の態様では、ワイヤレス通信システムにおいてページングするための装置が、
ユーザ機器に宛てられたデータを受信するための手段を備える。本装置は、より長いグロ
ーバルユーザ機器識別情報に対してユーザ機器のための短い識別情報を決定するための手
段をさらに備える。さらに、本装置は、短い識別情報に基づいてマスタ情報ブロック（Ｍ
ＩＢ）送信を識別するための手段を備える。その上、本装置は、短い識別情報に基づいて
、ユーザ機器がデータを受信するためにページについてリッスンすることを示すためにＭ
ＩＢ送信のスロット内のビットをアクティブにするための手段と、ＭＩＢをブロードキャ
ストするための手段とを備える。
【００１０】
　[0010]さらなる態様では、ワイヤレス通信システムにおいてページングするための装置
は、少なくとも１つのメモリと、そのメモリと通信しており、ユーザ機器に宛てられたデ
ータを受信するように構成されたＬＴＥ－Ｕページング構成要素とを備える。ＬＴＥ－Ｕ
ページング構成要素は、より長いグローバルユーザ機器識別情報に対してユーザ機器のた
めの短い識別情報を決定するようにさらに構成される。さらに、ＬＴＥ－Ｕページング構
成要素は、短い識別情報に基づいてマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）送信を識別するように
構成される。その上、ＬＴＥ－Ｕページング構成要素は、短い識別情報に基づいて、ユー
ザ機器がデータを受信するためにページについてリッスンすることを示すためにＭＩＢ送
信のスロット内のビットをアクティブにすることと、ＭＩＢをブロードキャストすること
とを行うように構成される。
【００１１】
　[0011]一態様では、ワイヤレス通信システムにおいてページを受信する方法が、セルに
キャンプオンされている間にアイドル状態に入ることを備える。本方法は、ページング指
示についてマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）のスロットを監視するためにアイドル状態から
ウェイクアップすることをさらに備え、ここにおいて、スロットは、動的に選択され、よ
り長いグローバルユーザ機器識別情報に対してユーザ機器に関連付けられた短い識別情報
に対応する。さらに、本方法は、ＭＩＢの監視スロットにおいてページング指示を認識す
ることを備える。その上、本方法は、システム情報ブロック（ＳＩＢ：system informati
on block）中の相関情報に基づいてページングウィンドウを決定することと、ページング
ウィンドウ中にページについてリッスンするためにウェイクアップすることとを備える。
【００１２】
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　[0012]別の態様では、ワイヤレス通信システムにおいてページを受信するためのコンピ
ュータ実行可能コードを記憶したコンピュータ可読媒体が、セルにキャンプオンされてい
る間にアイドル状態に入るように実行可能なコードを備える。コンピュータ可読媒体は、
ページング指示についてマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）のスロットを監視するためにアイ
ドル状態からウェイクアップするように実行可能なコードをさらに備え、ここにおいて、
スロットは、動的に選択され、より長いグローバルユーザ機器識別情報に対してユーザ機
器に関連付けられた短い識別情報に対応する。さらに、コンピュータ可読媒体は、監視ス
ロットにおいてページング指示を認識するように実行可能なコードを備える。その上、コ
ンピュータ可読媒体は、システム情報ブロック（ＳＩＢ）中の相関情報に基づいてページ
ングウィンドウを決定するように実行可能なコードと、ページングウィンドウ中にページ
についてリッスンするためにウェイクアップするように実行可能なコードとを備える。
【００１３】
　[0013]さらなる態様では、ワイヤレス通信システムにおいてページを受信するための装
置が、セルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入ることを決定するための手段
を備える。本装置は、ページング指示についてマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）のスロット
を監視するためにアイドル状態からウェイクアップするための手段をさらに備え、ここに
おいて、スロットは、動的に選択され、より長いグローバルユーザ機器識別情報に対して
ユーザ機器に関連付けられた短い識別情報に対応する。さらに、本装置は、監視スロット
においてページング指示を認識するための手段を備える。その上、本装置は、システム情
報ブロック（ＳＩＢ）中の相関情報に基づいてページングウィンドウを決定するための手
段と、ページングウィンドウ中にページについてリッスンするためにウェイクアップする
ための手段とを備える。
【００１４】
　[0014]追加の態様では、ワイヤレス通信システムにおいてページを受信するための装置
が、セルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入ることを決定するように構成さ
れたＭＩＢウェイクアップ構成要素を備える。ＭＩＢウェイクアップ構成要素は、ページ
ング指示についてマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）のスロットを監視するためにアイドル状
態からウェイクアップするようにさらに構成され、ここにおいて、スロットは、動的に選
択され、より長いグローバルユーザ機器識別情報に対してユーザ機器に関連付けられた短
い識別情報に対応する。さらに、監視スロットにおいてページング指示を認識するように
構成されたＭＩＢウェイクアップ構成要素。本装置は、システム情報ブロック（ＳＩＢ）
中の相関情報に基づいてページングウィンドウを決定することと、ページングウィンドウ
中にページについてリッスンするためにウェイクアップすることとを行うように構成され
たページングウェイクアップ構成要素をさらに備える。
【００１５】
　[0015]一態様では、ワイヤレス通信システムにおけるページングの方法が、ユーザ機器
に宛てられたデータを受信することを備える。本方法は、ユーザ機器に対応するマスタ情
報ブロック（ＭＩＢ）中のスロットを識別することをさらに備え、ここにおいて、スロッ
トは周期的または非周期である。さらに、本方法は、ユーザ機器がデータを受信するため
にページについてリッスンすることを示すためにスロット内のビットをアクティブにする
ことと、ＭＩＢをブロードキャストすることとを備える。
【００１６】
　[0016]さらなる態様では、ワイヤレス通信システムにおいてページングするためのコン
ピュータ実行可能コードを記憶したコンピュータ可読媒体が、ユーザ機器に宛てられたデ
ータを受信するように実行可能なコードを備える。コンピュータ可読媒体は、ユーザ機器
に対応するマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）中のスロットを識別するように実行可能なコー
ドをさらに備え、ここにおいて、スロットは周期的または非周期である。さらに、コンピ
ュータ可読媒体、ユーザ機器がデータを受信するためにページについてリッスンすること
を示すためにスロット内のビットをアクティブにするように実行可能なコードと、ＭＩＢ
をブロードキャストするように実行可能なコードと。
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【００１７】
　[0017]追加の態様では、ワイヤレス通信システムにおいてページングするための装置が
、ユーザ機器に宛てられたデータを受信するための手段を備える。本装置は、ユーザ機器
に対応するマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）中のスロットを識別するための手段をさらに備
え、ここにおいて、スロットは周期的または非周期である。さらに、本装置は、ユーザ機
器がデータを受信するためにページについてリッスンすることを示すためにスロット内の
ビットをアクティブにするための手段と、ＭＩＢをブロードキャストするための手段とを
備える。
【００１８】
　[0018]別の態様では、少なくとも１つのメモリ、そのメモリと通信しており、ユーザ機
器に宛てられたデータを受信するように構成されたＬＴＥ－Ｕページング構成要素を備え
る、ワイヤレス通信システムにおいてページングするための装置。ＬＴＥ－Ｕページング
構成要素は、ユーザ機器に対応するマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）中のスロットを識別す
ることをさらに備え、ここにおいて、スロットは周期的または非周期である。さらに、Ｌ
ＴＥ－Ｕページング構成要素は、ユーザ機器がデータを受信するためにページについてリ
ッスンすることを示すためにスロット内のビットをアクティブにすることと、ＭＩＢをブ
ロードキャストすることとを備える。
【００１９】
　[0019]一態様では、ワイヤレス通信システムにおいてページを受信する方法が、セルに
キャンプオンされている間にアイドル状態に入ることを備える。本方法は、マスタ情報ブ
ロック（ＭＩＢ）のスロットを監視するためにウェイクアップすることをさらに備え、こ
こにおいて、スロットは周期的または非周期であり、ユーザ機器に対応する。さらに、本
方法は、ページングオケージョンを決定することと、ページングオケージョン中にページ
についてリッスンするためにウェイクアップすることとを備える。
【００２０】
　[0020]さらなる態様では、ワイヤレス通信システムにおいてページを受信するためのコ
ンピュータ実行可能コードを記憶したコンピュータ可読媒体が、セルにキャンプオンされ
ている間にアイドル状態に入ることを決定するように実行可能なコードを備える。コンピ
ュータ可読媒体は、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）のスロットを監視するためにウェイク
アップするように実行可能なコードをさらに備え、ここにおいて、スロットは周期的また
は非周期であり、ユーザ機器に対応する。さらに、コンピュータ可読媒体は、ページング
オケージョンを決定するように実行可能なコードと、ページングオケージョン中にページ
についてリッスンするためにウェイクアップするように実行可能なコードとを備える。
【００２１】
　[0021]別の態様では、ワイヤレス通信システムにおいてページを受信するための装置が
、セルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入ることを決定するための手段を備
える。本装置は、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）のスロットを監視するためにウェイクア
ップするための手段をさらに備え、ここにおいて、スロットは周期的または非周期であり
、ユーザ機器に対応する。さらに、本装置は、ページングオケージョンを決定するための
手段と、ページングオケージョン中にページについてリッスンするためにウェイクアップ
するための手段とを備える。
【００２２】
　[0022]追加の態様では、セルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入ることを
決定することと、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）のスロットを監視するためにウェイクア
ップすることとを行うように構成されたＭＩＢウェイクアップ構成要素を備える、ワイヤ
レス通信システムにおいてページを受信するための装置、ここにおいて、スロットは周期
的または非周期であり、ユーザ機器に対応する。ページングオケージョンを決定すること
と、ページングオケージョン中にページについてリッスンするためにウェイクアップする
こととを行うように構成されたページングウェイクアップ構成要素をさらに備える本装置
。
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【００２３】
　[0023]上記および関係する目的を達成するために、１つまたは複数の態様は、以下で十
分に説明され、特に特許請求の範囲で指摘される特徴を備える。以下の説明および添付の
図面に１つまたは複数の態様のいくつかの例示的な態様を詳細に記載する。ただし、これ
らの態様は、様々な態様の原理が採用され得る様々な方法のほんのいくつかを示すもので
あり、説明する態様は、すべてのそのような態様およびそれらの均等物を含むものとする
。
【００２４】
　[0024]添付の図面とともに以下に説明する開示する態様は、開示する態様を限定するた
めではなく、開示する態様を例示するために与えられ、ここにおいて、同様の表示は同様
の要素を示し、ここにおいて、破線は随意の構成要素または実装形態を示し得る。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】[0025]無認可スペクトルにわたってユーザ機器をページングするように構成され
た態様を含む、ネットワークアーキテクチャの一例を示す図。
【図２】[0026]本開示の一態様による、たとえば、図１による、無認可スペクトルにわた
ってユーザ機器をページングするように構成された態様を含む処理システムを採用する装
置のためのハードウェア実装形態の一例を示す図。
【図３】[0027]第１の態様による、たとえば、図１による、無認可スペクトルにわたって
ＵＥをページングするための方法のフローチャート。
【図４】[0028]第１の態様による、たとえば、図１による、無認可スペクトルにわたって
ページを受信するための方法のフローチャート。
【図５】[0029]第２の態様による、たとえば、図１による、無認可スペクトルにわたって
ＵＥをページングするための方法のフローチャート。
【図６】[0030]第２の態様による、たとえば、図１による、無認可スペクトルにわたって
ページを受信するための方法のフローチャート。
【図７】[0031]たとえば、図１による、無認可スペクトルにわたってＵＥをページングす
るように構成された態様を含む、アクセスネットワークの一例を示す図。
【図８】[0032]本開示の一態様による、たとえば、図１による、ＬＴＥにおけるＤＬフレ
ーム構造の一例を示す図。
【図９】[0033]本開示の一態様による、たとえば、図１による、ＬＴＥにおけるＵＬフレ
ーム構造の一例を示す図。
【図１０】[0034]本開示の一態様による、たとえば、図１による、ユーザプレーンおよび
制御プレーンのための無線プロトコルアーキテクチャの一例を示す図。
【図１１】[0035]たとえば、図１による、無認可スペクトルにわたってユーザ機器をペー
ジングするように構成された態様を含む、アクセスネットワークにおける発展型ノードＢ
およびユーザ機器の一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　[0036]添付の図面に関して以下に記載する詳細な説明は、様々な構成を説明するもので
あり、本明細書で説明する概念が実施され得る唯一の構成を表すものではない。詳細な説
明は、様々な概念の完全な理解をもたらす目的で、具体的な詳細を含んでいる。しかしな
がら、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが、当業者には明ら
かであろう。いくつかの例では、そのような概念を曖昧にするのを回避するために、よく
知られている構造がブロック図の形態で示される。一態様では、本明細書で使用する「構
成要素」という用語は、システムを構成する部分のうちの１つであり得、ハードウェアま
たはソフトウェアであり得、他の構成要素に分割され得る。
【００２７】
　[0037]次に、様々な装置および方法に関して電気通信システムのいくつかの態様が提示
される。これらの装置および方法は、以下の詳細な説明において説明され、（「要素」と



(9) JP 6359658 B2 2018.7.18

10

20

30

40

50

総称される）様々なブロック、モジュール、構成要素、回路、ステップ、プロセス、アル
ゴリズムなどによって添付の図面に示される。これらの要素は、電子ハードウェア、コン
ピュータソフトウェア、またはそれらの任意の組合せを使用して実装され得る。そのよう
な要素がハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、特定の
適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。
【００２８】
　[0038]例として、要素、または要素の任意の部分、あるいは要素の任意の組合せは、１
つまたは複数のプロセッサを含む「処理システム」を用いて実装され得る。プロセッサの
例としては、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（Ｄ
ＳＰ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバ
イス（ＰＬＤ）、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわ
たって説明する様々な機能を実施するように構成された他の好適なハードウェアがある。
処理システム中の１つまたは複数のプロセッサがソフトウェアを実行し得る。ソフトウェ
アは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記
述言語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログ
ラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション
、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、
オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数などを意味すると広く
解釈されたい。
【００２９】
　[0039]したがって、１つまたは複数の態様では、説明する機能は、ハードウェア、ソフ
トウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェア
で実装される場合、機能は、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
ータ可読媒体上に１つまたは複数の命令またはコードとして符号化され得る。コンピュー
タ可読媒体はコンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、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、そのようなコンピュ
ータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）、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を搬送または記憶するため
に使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることが
できる。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）、およびフロッピー（登録商標）ディスク
（disk）を含み、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
囲内に含まれるべきである。
【００３０】
　[0040]ＬＴＥでは、ネットワークとユーザ機器（ＵＥ）との間の非アクセス層（ＮＡＳ
：Non-Access Stratum）シグナリング接続の確立を要求するためにネットワークによって
ページングプロシージャが使用され得る。外部ネットワークに関連する何らかのエンティ
ティまたはデバイスからＵＥにインターネットプロトコル（ＩＰ）パケット（たとえば、
データパケット）が送られたとき、ＩＰパケットはパケットデータネットワークゲートウ
ェイ（ＰＧＷまたはＰ－ＧＷ）に到着し得る。たとえば、ＵＥがアイドルモードであるの
で、ＵＥのために既存の専用ベアラがない場合、ＰＧＷは、ＩＰパケットをデフォルトベ
アラ上でサービングゲートウェイ（ＳＧＷまたはＳ－ＧＷ）に転送することになる。ＩＰ
パケットがデフォルトベアラ上でＳＧＷに達すると、ＳＧＷは、ＩＰパケットをＵＥに送
るために専用ベアラを作成する必要があると決定し得る。ＳＧＷは、ＩＰパケットを一時
的にバッファし、ＵＥをページングし専用ベアラを作成するためにモビリティ管理エンテ
ィティ（ＭＭＥ）にダウンリンク（ＤＬ）データ通知メッセージを通信する。
【００３１】
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　[0041]さらに、ＤＬデータ通知メッセージに応答して、ＭＭＥは、ＵＥについて最後に
知られているトラッキングエリア（ＴＡ）に関連するすべての発展型ノードＢ（ｅノード
ＢまたはｅＮＢ）（たとえば、ＵＥの最後の知られているロケーションの近くに位置する
ｅＮＢ）にページング要求メッセージを送ることによって、ＵＥが無線リソース制御（Ｒ
ＲＣ）接続を確立するのを支援し得る。ページング要求メッセージを受信したことに応答
して、ｅＮＢは、ＴＡ内に含まれているセルに無線インターフェースを介してページを送
り得、その情報はページング要求メッセージ中で与えられる。ＵＥは、通常、それのシス
テムアーキテクチャエボリューション（ＳＡＥ）一時的モバイル加入者識別情報（Ｓ－Ｔ
ＭＳＩ）を使用してページングされ得る。ページング要求メッセージはまた、ページング
要求メッセージを受信したｅＮＢがページングオケージョンを計算するためにＵＥ識別情
報インデックス値を含み得、このページングオケージョンにおいて、間欠受信（ＤＲＸ）
を使用して現在アイドル状態であり得るＵＥは、ページングメッセージについてリッスン
するためにそれの受信機をオンに切り替えることになる。
【００３２】
　[0042]ＴＶホワイトスペース（たとえば、テレビジョンチャネル間のスペクトル）また
はホワイトスペースと呼ばれることもある、かなりの量の無認可スペクトルが、使用され
ないかまたは軽く使用される。そのような無認可スペクトルは、たとえば、届きにくい場
所における地方ブロードバンド展開、サービスが不十分なマーケットにおいてブロードバ
ンドアクセスを提供すること、およびマシンツーマシン（Ｍ２Ｍ）通信を含む、様々なタ
イプのワイヤレス通信に有用であり得る。そのように、無認可スペクトルの使用は、追加
の帯域を提供し、能力と機能の両方に関してＷｉＦｉ（登録商標）および他のワイヤレス
アクセス技術の発展を著しく向上させ得る。
【００３３】
　[0043]一態様では、無認可スペクトルにわたるＬＴＥの使用が「ＬＴＥ－Ｕ」と呼ばれ
ることがある。さらなる態様では、無認可スペクトルにおいてＬＴＥもしくはＬＴＥアド
バンストを使用すること、無認可スペクトルにおいてＬＴＥもしくはＬＴＥアドバンスト
を適応させること、無認可スペクトルにおいてＬＴＥもしくはＬＴＥアドバンストを拡張
すること、および／または無認可スペクトルにわたるＬＴＥもしくはＬＴＥアドバンスト
通信の任意の他の操作が「ＬＴＥ－Ｕ」と呼ばれることがある。
【００３４】
　[0044]ｅＮＢはＬＴＥ－Ｕに従ってＵＥと通信することを求め得るが、たとえば、ネッ
トワークがＵＥにページを監視またはリッスンするように通知していないので、あるいは
ＵＥがリソースとエネルギーとを浪費せずにページについてリッスンするための能力が限
られている（たとえば、ＵＥが常にすべての周波数にわたってすべてのスロットをリッス
ンすることができない）ので、あるいは無認可スペクトルの範囲が極めて大きいなどの理
由で、ＵＥは、無認可スペクトル上に到着し得るページを監視またはリッスンするように
構成されないことがある。そのような態様では、上記で説明した従来のＬＴＥページング
プロシージャはＬＴＥ－Ｕ適用例において使用され得ない。
【００３５】
　[0045]本態様によって、ＬＴＥに従って動作するＵＥが無認可スペクトルにわたってペ
ージングされ得る、たとえば、ＬＴＥ－Ｕを使用してＵＥがページングされ得る拡張機構
について説明する。本態様は、ＬＴＥがそれにわたって使用され得る大量の無認可スペク
トル、ＵＥ電力およびリソース制約、および／または他の要因のうちの１つまたは複数に
起因するＬＴＥ－Ｕによる通信の予測不可能性にもかかわらず、ＵＥが、ページについて
、いつおよびどこでリッスンまたは監視すべきかを首尾よく決定し得ることを保証するの
に有用であり得る。
【００３６】
　[0046]第１の態様によれば、アクセスポイントまたは基地局（たとえば、ｅノードＢま
たはｅＮＢと呼ばれることもある、発展型ノードＢ）が、ＵＥに宛てられたデータを受信
し得る。データは、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）からのページング要求メッセ
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ージによって参照されるか、またはそれの一部として含まれ得る。たとえば、ページング
要求メッセージは、ＵＥにおけるシステム情報調整または変更に関係するデータまたは情
報を含み得る。言い換えれば、ページング要求メッセージは、ＵＥにおける１つまたは複
数の動作または通信パラメータの調整のためのデータをＵＥに中継するようにアクセスポ
イントまたは基地局に命令し得る。ｅＮＢは、無認可スペクトルにわたってＬＴＥを使用
して、たとえば、ＬＴＥ－Ｕに従ってＵＥと通信しようとし得る（たとえば、ページ）。
ＵＥは、より長いグローバルＵＥ識別情報に基づき得る、短い識別情報に関連付けられ得
、たとえば、より長いグローバルＵＥ識別情報の一定数のビットであり得る。より長いグ
ローバルＵＥ識別情報は、たとえば、国際モバイル加入者識別情報（ＩＭＳＩ）、一時的
モバイル加入者識別情報（ＴＭＳＩ）、および／またはグローバル一意ＭＭＥ識別子（Ｇ
ＵＭＭＥＩ）であり得る。
【００３７】
　[0047]ＵＥの短い識別情報は、ネットワーク（たとえば、ｅＮＢおよび他のネットワー
ク構成要素）とＵＥとに知られ得る。ｅＮＢは、たとえば、ＵＥの短い識別情報に基づい
てＵＥに対応する、ｅＮＢによってブロードキャストされる、マスタ情報ブロック（ＭＩ
Ｂ）内のスロットを決定し得る。一態様では、ＭＩＢは、ネットワークへのＵＥの初期ア
クセスのために使用されるいくつかの最も頻繁に送信されるパラメータを含み得るシステ
ム情報のブロックであるか、またはさもなければそれを含み得る。たとえば、システム情
報のブロックは、限定はしないが、ダウンリンクシステム帯域幅、ダウンリンクにおいて
ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）肯定応答シグナリングに割り振られたリソースの
インジケータ、およびシステムフレーム番号（ＳＦＮ）を含み得る。そのような態様では
、ＳＦＮは、ｅノードＢのセルの１０ｍｓ無線フレームを識別し得る。
【００３８】
　[0048]ＵＥに宛てられたデータを受信したことに応答して、ｅＮＢは、ＭＩＢ内の決定
されたスロット中のビットをアクティブにするかまたは設定し得、ｅＮＢは、次いでその
ビットを、ｅＮＢに関連するセル内のすべてのＵＥにブロードキャストまたはシグナリン
グする。そのような態様では、ＵＥは、ブロードキャストされたＭＩＢ内の決定されたス
ロット中のアクティブにされたビットを決定または検出することによって、いつページに
ついてリッスンすべきか、またはページを予想すべきかを決定することが可能であり得る
。さらに、ｅＮＢは、その後、ページングオケージョン中に生じるページングウィンドウ
中にＵＥをページングし得る。
【００３９】
　[0049]第１の態様では、ＵＥは、所定の時間に（たとえば、周期的に）、いくつかのイ
ベントの発生時に、および／または他のトリガに応答して、アイドル状態に入るように構
成され得る。そのような態様では、アイドル状態は、ＵＥが、アクティブ状態に対して処
理オーバーヘッドを低減することを可能にし得る。たとえば、ＵＥは、ｅＮＢとのＲＲＣ
接続を放棄することによってアイドル状態に入り得る。このように、ＲＲＣ接続はアクテ
ィブ状態を示し得るかまたはアクティブ状態に対応し得る。アイドル状態にあり、ｅＮＢ
のセルにキャンプオンされているかまたはｅＮＢに関連付けられている間、ＵＥは、ｅＮ
Ｂによって送信されたＭＩＢのスロット、たとえば、決定されたスロットを監視するため
に周期的にウェイクアップ（たとえば、アイドル状態からアクティブ状態に遷移）し得る
。ＵＥは、ＵＥの短い識別情報とネットワークによって提供される情報とに基づいて、Ｍ
ＩＢのどのスロットを監視すべきかを知り得る。言い換えれば、ＵＥは、短い識別情報に
基づいて、ページング情報についてＭＩＢのどのスロットを監視すべきかを決定し得る。
スロットは動的に変化し得、したがって、ＵＥは、たとえば、ＵＥの短い識別情報に基づ
いて、ＵＥが監視しているべきであるスロットを連続的に、および定期的に決定する（お
よび再決定する）必要があり得る。
【００４０】
　[0050]たとえば、ネットワークは、ＵＥの短い識別情報を特定のＭＩＢスロットと相関
させる情報をＵＥに提供し得る。ＵＥは、監視ＭＩＢスロット内のビットが存在するかま
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たはアクティブにされていることを検出し、このように、アクティブにされたビットを、
ページング指示を示すものとして認識し得る。ページング指示に基づいて、ＵＥは、ＵＥ
に宛てられたデータがｅＮＢにおいて受信されていると決定し得る。言い換えれば、ペー
ジング指示は、ｅＮＢが、ＵＥに宛てられたデータを含むことを示し得る。ページング指
示に基づいて、ＵＥは、ＵＥがその間にＵＥのデータについてリッスンすべきまたはＵＥ
のデータを受信することを予想すべきページングウィンドウを決定するように構成され得
る。たとえば、ＵＥは、ＵＥの短い識別情報をページングウィンドウ、ページングチャネ
ル、および／または他のページング関係情報と相関させる、システム情報ブロック（ＳＩ
Ｂ）などの情報をネットワークから受信し得る。
【００４１】
　[0051]そのような態様では、ＵＥは、機能的に関連するパラメータのセットをそれぞれ
含んでいることがある、１つまたは複数のＳＩＢとしてシステム情報を受信し得る。ペー
ジングウィンドウは、たとえば、１つまたは複数のＳＩＢ内に含まれているシステム情報
に基づいて決定され得る。このように、ＵＥは、ページング指示を認識すると、ページン
グウィンドウを決定するためにそのようなページング情報を参照し得る。それにより、Ｕ
Ｅは、次いで、ページングウィンドウ中に（たとえば、送信されるメッセージの形態で）
ページについてリッスンするためにウェイクアップするかまたはアイドル状態からアクテ
ィブ状態に遷移し得る。いくつかの態様では、ページは、ＵＥにシステム情報調整または
更新を通知する指示であり得る。さらなる態様では、ページは、（たとえば、アイドル状
態の）ＵＥに入来接続要求（たとえば、モバイル着信呼）を通知し得る。
【００４２】
　[0052]第２の態様によれば、第１の態様と同様に、ｅＮＢは、ＵＥに宛てられたデータ
を受信し得、ｅＮＢは、ＬＴＥ－Ｕに従ってＵＥと通信しようとし得る。ｅＮＢは、ｅＮ
ＢによってｅＮＢに関連するセル内のすべてのＵＥにブロードキャストされるＭＩＢ内の
スロット、たとえば、決定されたスロットを識別し得、ここで、スロットは、データがそ
れに宛てられたＵＥに対応する。従来のＬＴＥスペクトルにわたる通信とは異なり、（た
とえば、ＬＴＥ－Ｕによる）無認可スペクトルにわたる通信中の特定のＵＥに関連するＭ
ＩＢ内のスロットは、（たとえば、等しくないかもしくは不規則な間隔で生じる）非周期
的または（たとえば、等しいかもしくは規則的な間隔で生じる）周期的であり得る。たと
えば、Ｔミリ秒（ｍｓ）ごとに１回生じるのではなく、スロットは、Ｔｍｓ未満ごとに１
回またはＴｍｓ超ごとに１回生じ得る。しかしながら、スロットは平均して依然としてＴ
ｍｓごとに生じ得、ここで、Ｔは正数値であり得る。このように、スロットは、ＭＩＢ中
のスロットの範囲内のスロットの以前の生起または識別に対してまたはそれと比較して非
周期的であり得る。ｅＮＢは、ＵＥがそれのデータを受信するためにページについてリッ
スンすべきであることを示すために、平均してＴｍｓごとに生じるＭＩＢスロット内のビ
ットをアクティブにするかまたは設定し得る。ｅＮＢは、次いで、ＬＴＥ－Ｕに従ってエ
アインターフェースを介してＭＩＢをブロードキャストし得る。
【００４３】
　[0053]第２の態様では、第１の態様と同様に、ＵＥは、様々な理由で、ｅＮＢに関連す
るセルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入り得る。ＵＥは、ｅＮＢによって
送信されるＭＩＢのスロット、たとえば、決定されたスロットを監視するために周期的に
ウェイクアップし得る。ＵＥは、ネットワークによってＵＥに提供された以前の情報に基
づいて、ＵＥが監視すべきＭＩＢ内のスロットに気づいていることがある。そのような情
報は、システム情報、たとえば、システムフレーム番号を含み得る。一態様では、ｅＮＢ
が無認可スペクトルにわたってＵＥと通信しているにもかかわらず、監視されるべき特定
のスロットは変化しないことがあるが、スロットの周期性は、動的および／または非周期
的（たとえば、スロットは平均してＴｍｓごとに生じる）あるいは周期的（たとえば、ス
ロットはＴｍｓにおいて生じる）であり得る。
【００４４】
　[0054]たとえば、ＵＥは、スロット内のビットが設定されるかまたはアクティブにされ



(13) JP 6359658 B2 2018.7.18

10

20

30

40

50

ると決定したとき、ＵＥは、アクティブにされたビットを、ページングオケージョンｋが
存在することを示すものとして認識するかまたはさもなければ決定し得る。言い換えれば
、ページングオケージョンは、アクティブにされたビットに少なくとも部分的に基づいて
決定され得る。たとえば、ページングオケージョンは、ページングメッセージをアドレス
指定する物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）上で送信されるページング無線ネ
ットワーク一時識別子（Ｐ－ＲＮＴＩ）があり得るサブフレームであり得る。そのような
態様では、Ｐ－ＲＮＴＩは、物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）上でページン
グメッセージを示すＰＤＣＣＨ上で使用される固定識別子であることができる。このよう
に、ページングオケージョンｋは、ＭＩＢ中で他のネットワークエンティティとともにＵ
Ｅに広告され得る。ページングオケージョンｋは、式ｋ×Ｔ＋ｘ（ｋ）に基づいて決定さ
れ得、ここで、ｘ（ｋ）は、ＵＥとネットワークエンティティ（たとえば、ｅＮＢ）の両
方に知られている正または負の擬似乱数である。式中にｘ（ｋ）を含めることによって、
ＵＥおよびネットワークエンティティは、時間的にホッピングまたはスキップするページ
ングオケージョンｋを考慮し得る。ホッピングページングオケージョンは、現在、３ＧＰ
Ｐ技術規格ＴＳ３６．３０４およびＴＳ３６．３３１に従ってＬＴＥにおいて構成可能で
ある（その両方が全体として参照により本明細書に組み込まれる）。
【００４５】
　[0055]本態様によれば、ｘ（ｋ）の値は、ＵＥによって監視される対応するスロットが
、ページングに好適なサブフレームタイプ（たとえば、非マルチキャストブロードキャス
ト単一周波数ネットワーク（ＭＢＳＦＮ）サブフレーム）のうちの１つに対応し得るよう
な方法で決定され得る。このように、ＵＥは、ＭＩＢ中で送信されるシステムフレーム番
号（ＳＦＮ）に基づいてｋの値を決定し得る。
ページングオケージョンｋを認識し決定したことに応答して、ＵＥは、ページングオケー
ジョンｋ中にページについてリッスンするためにウェイクアップし得る。
【００４６】
　[0056]本明細書では第１の態様と第２の態様とについて別々に説明するが、ＵＥ、ｅＮ
Ｂ、および／または他の構成要素は、第１の態様と第２の態様とを、別々に、互いに組み
合わせて、および／または互いにおよび他のページングもしくは非ページング関係の機能
と組み合わせて使用するように構成され得ることを諒解されよう。
【００４７】
　[0057]図１を参照すると、たとえば、ＬＴＥネットワークアーキテクチャにおいて実装
され得る、ワイヤレス通信システム１００は、無認可スペクトルにわたるＵＥのページン
グに関係する態様を含み得る。一態様では、ＬＴＥネットワークアーキテクチャで実装さ
れるワイヤレス通信システム１００は発展型パケットシステム（ＥＰＳ）と呼ばれること
がある。ワイヤレス通信システム１００は、ＵＥ１０２と総称される１つまたは複数のＵ
Ｅと、発展型ＵＭＴＳ地上波無線アクセスネットワーク（Ｅ－ＵＴＲＡＮ）１０４と、発
展型パケットコア（ＥＰＣ）１１０と、ホーム加入者サーバ（ＨＳＳ）１２０と、事業者
のＩＰサービス１２２とを含み得る。ＥＰＳは他のアクセスネットワークと相互接続する
ことができるが、簡単のために、それらのエンティティ／インターフェースは図示してい
ない。図示のように、ＥＰＳはパケット交換サービスを提供するが、当業者なら容易に諒
解するように、本開示全体にわたって提示される様々な概念は、回線交換サービスを提供
するネットワークに拡張され得る。
【００４８】
　[0058]Ｅ－ＵＴＲＡＮは、発展型ノードＢ（ｅＮＢ）１０６と他のｅＮＢ１０８とを含
む。ｅＮＢ１０６は、ＵＥ１０２に対してユーザプレーンプロトコル終端と制御プレーン
プロトコル終端とを与える。ｅＮＢ１０６は、バックホール（たとえば、Ｘ２インターフ
ェース）を介して他のｅＮＢ１０８に接続され得る。ｅＮＢ１０６は、マクロセル、スモ
ールセル、ピコセル、フェムトセル、リレー、基地局、基地トランシーバ局、無線基地局
、無線トランシーバ、トランシーバ機能、基本サービスセット（ＢＳＳ）、拡張サービス
セット（ＥＳＳ）、または、ＵＥ１０２においてワイヤレスネットワークアクセスを与え
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るためにＵＥ１０２と通信することができる実質的に任意のタイプの構成要素で呼ばれる
こともある。ｅＮＢ１０６は、ＵＥ１０２にＥＰＣ１１０へのアクセスポイントを与える
。
【００４９】
　[0059]ＵＥ１０２の例としては、セルラーフォン、スマートフォン、セッション開始プ
ロトコル（ＳＩＰ）電話、ラップトップ、携帯情報端末（ＰＤＡ）、衛星ラジオ、全地球
測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤ
（たとえば、ＭＰ３プレーヤ）、カメラ、ゲーム機、または任意の他の同様の機能デバイ
スがある。ＵＥ１０２は、当業者によって、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、モノのインターネットのためのデバイス、または
何らかの他の好適な用語で呼ばれることもある。
【００５０】
　[0060]ｅＮＢ１０６は、Ｓ１インターフェースによってＥＰＣ１１０に接続される。Ｅ
ＰＣ１１０は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）１１２と、他のＭＭＥ１１４と、
サービングゲートウェイ１１６と、パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイ
１１８とを含む。ＭＭＥ１１２は、ＵＥ１０２とＥＰＣ１１０との間のシグナリングを処
理する制御ノードである。概して、ＭＭＥ１１２はベアラおよび接続管理を行う。すべて
のユーザＩＰパケットはサービングゲートウェイ１１６を通して転送され、サービングゲ
ートウェイ１１６自体はＰＤＮゲートウェイ１１８に接続される。ＰＤＮゲートウェイ１
１８は、ＵＥのＩＰアドレス割振りならびに他の機能を与える。ＰＤＮゲートウェイ１１
８は事業者のＩＰサービス１２２に接続される。事業者のＩＰサービス１２２は、インタ
ーネットと、イントラネットと、ＩＰマルチメディアサブシステム（ＩＭＳ）と、ＰＳス
トリーミングサービス（ＰＳＳ）とを含み得る。
【００５１】
　[0061]一態様では、ｅＮＢ１０６は、ネットワークから（たとえば、ＳＧＷ１１６から
、および／またはＭＭＥ１１２からのページング要求メッセージへの参照としてもしくは
それの一部として）ＵＥ１０２に宛てられたデータ１２４を受信するように構成され得る
。一態様では、ｅＮＢ１０６は、たとえば、負荷、コスト、オーバーヘッド、利用可能性
などに基づいて、認可スペクトルではなく、ＬＴＥ－Ｕに従って動作するように構成され
る。ｅＮＢ１０６は、たとえば、データ１２４に関連するＵＥ識別情報に基づいて、デー
タ１２４がＵＥ１０２に宛てられていると決定するように構成され得る、ＬＴＥ－Ｕペー
ジング構成要素１２６を含み得る。
【００５２】
　[0062]ＵＥ１０２は、アイドル状態に入るべきかどうか、およびいつアイドル状態に入
るべきかを決定し、ならびに、ネットワークおよび／または他のアイドルモード関係の機
能からの送信についてリッスンするためにウェイクアップすべきまたはアクティブ状態に
遷移すべきかどうか、およびいつウェイクアップすべきまたはアクティブ状態に遷移すべ
きかを決定するように構成され得る、アイドル構成要素１２８を含み得る。アイドル構成
要素１２８は、マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）ウェイクアップ構成要素１３０と、ページ
ングウェイクアップ構成要素１３２とを含み得る。ＭＩＢウェイクアップ構成要素１３０
は、ｅＮＢ１０６を介してネットワーク上でブロードキャストされているＭＩＢ１３４に
ついてリッスンするためにＵＥ１０２をいつウェイクアップすべきかを決定するように構
成され得る。ＭＩＢウェイクアップ構成要素１３０は、ＵＥ１０２がページ１４０につい
てリッスンするためにウェイクアップ（たとえば、アクティブ状態および／またはＲＲＣ
接続状態に遷移）すべきかどうか、およびいつウェイクアップすべきかを決定するために
、ＭＩＢ１３４中に含まれる情報を読み取るように構成され得、そのような情報はページ
ング情報１３８と呼ばれる。さらに、ＭＩＢウェイクアップ構成要素１３０は、そのよう
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なページング情報１３８をページングウェイクアップ構成要素１３２に通信するように構
成されることができる。ページング情報１３８に基づいて、ページングウェイクアップ構
成要素１３２は、適切な時間（たとえば、ページングウィンドウおよびページングオケー
ジョン）ならびにロケーションにおいてページ１４０についてリッスンするＵＥ１０２を
ウェイクアップするように構成され得る。
【００５３】
　[0063]第１の態様によれば、非限定的な例では、ｅＮＢ１０６におけるＬＴＥ－Ｕペー
ジング構成要素１２６は、ＵＥ１０２に関連する短い識別情報を決定するように構成され
得る。短い識別情報は、より長いグローバルＵＥ識別情報に基づき得、ＵＥ１０２がネッ
トワークに初期に登録するときにネットワークによって構成され得る。いくつかの態様で
は、複数のＵＥが同じ短い識別情報を共有し得る。一態様では、ＵＥ１０２のための短い
識別情報は、長さＭの一部、および長さＮの一部という、２つの部分を含み得る。長さＭ
の部分１はｓｈｏｒｔ＿ＵＥ＿ＩＤ＿ｈｉｇｈと呼ばれ得、長さＮの部分２はｓｈｏｒｔ
＿ＵＥ＿ＩＤ＿ｌｏｗと呼ばれ得る。ＬＴＥ－Ｕページング構成要素１２６は、ｅＮＢ１
０６がそれのセル内のすべてのＵＥにブロードキャストするマスタ情報ブロック（ＭＩＢ
）１３４中の短い識別情報に対応するスロットを識別するように構成され得る。
【００５４】
　[0064]ＭＩＢ１３４中のスロットは、たとえば、短い識別情報（たとえば、ｓｈｏｒｔ
＿ＵＥ＿ＩＤ＿ｈｉｇｈ）のＭ個の最上位ビットに基づいて決定および／または選択され
得る。このように、ＭＩＢ１３４は、短い識別情報（たとえば、ｓｈｏｒｔ＿ＵＥ＿ＩＤ
＿ｌｏｗ）のＮマイナスＭ（たとえば、Ｎ－Ｍ）個の最下位ビットを含み得る。Ｍの値は
０の程度に低くなり得、その場合、ＵＥ１０２は、ＭＩＢ１３４がｅＮＢ１０６によって
送信されるあらゆるインスタンスを監視し、また、Ｍの値はＮの程度に高くなり得、その
場合、ＵＥ１０２のページングに関係するＭＩＢ１３４中で何も送信されない。この後者
の場合、特定のＭＩＢ（たとえば、ＭＩＢ１３４）を監視するようにスケジュールされた
すべてのＵＥは、代わりに、ＳＩＢ１３６によって構成された送信ウィンドウについて監
視する。Ｎは、任意の正の数値を有し得るが、非限定的な例では、８～１６の範囲内であ
り得る。
【００５５】
　[0065]一態様では、ネットワークは、ｅＮＢ１０６を介して、ＭＩＢ１３４中に含まれ
る複数のｓｈｏｒｔ＿ＵＥ＿ＩＤ＿ｌｏｗ値を送信し得る。このように、各ｓｈｏｒｔ＿
ＵＥ＿ＩＤ＿ｌｏｗは、ｓｈｏｒｔ＿ＵＥ＿ＩＤ＿ｌｏｗ＿ｂｉｔｍａｐと呼ばれるビッ
トマップ中の位置に対応し得る。そのようなビットマップの長さは２(N-M)に等しい。こ
の態様では、ネットワークは、ビットマップ中の対応するビットをオンにすることによっ
て、（たとえば、ＵＥ１０２を含む）ＵＥの特定のグループをページングする。ネットワ
ークは、ｓｈｏｒｔ＿ＵＥ＿ＩＤ＿ｌｏｗと、ＵＥ１０２がページングについて監視し得
る対応する送信ウィンドウとの間の（たとえば、システム情報を介した）そのようなマッ
ピングを構成し得る。
【００５６】
　[0066]さらに、ＬＴＥ（およびＬＴＥ－Ｕ）では、ＭＩＢ１３４は、ダウンリンク（Ｄ
Ｌ）チャネル帯域幅の中間の６つのリソースブロック（ＲＢ）、特にｅＮＢ１０６によっ
て送られるあらゆる無線フレームのスロット１、サブフレーム０の最初の４つのシンボル
を占有する物理ブロードキャストチャネル（ＰＢＣＨ）上で、ｅＮＢ１０６および／また
は他のｅＮＢ１０８によってブロードキャストされる。ＵＥ１０２は、ＭＩＢ１３４を読
み取って、チャネル帯域幅情報、ブロードキャストｅＮＢの送信アンテナ方式、物理ハイ
ブリッドＡＲＱ指示チャネル（ＰＨＩＣＨ）構成、およびシステムフレーム番号（ＳＦＮ
）を収集し得る。ＳＦＮは、システム情報ブロック（ＳＩＢ）スケジューリングおよびペ
ージングなどの動作のためのｅＮＢ１０６とＵＥ１０２との間のタイミング基準として使
用される。このように、ネットワークは、ＵＥ１０２が無認可スペクトルの全体にわたっ
て常にすべてのスロットをリッスンすることを予想し得ないので、ＳＦＮは、ＬＴＥ－Ｕ
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では特に重要である。このように、ＭＩＢ１３４中に含まれる情報は、ＵＥ１０２が、Ｌ
ＴＥ－Ｕにおいてページ１４０を受信することを可能にする。
【００５７】
　[0067]ＬＴＥ－Ｕでは、ＵＥ１０２は、ＵＥ１０２がそれをリッスンするように常に調
整されるＭＩＢ１３４内の静的スロットを割り当てられないことがある。そうではなく、
ＬＴＥ－ＵにおけるＵＥ１０２に関連するＭＩＢ１３４中のスロットは、ネットワークに
よって動的に選択され得る。ＬＴＥ－Ｕページング構成要素１２６は、ＵＥ１０２がデー
タ１２４を受信するためにページ１４０についてリッスンすべきであることを示すために
スロット内のビットを設定するかまたはアクティブにする（たとえば、オンにする）よう
に構成され得る。ｅＮＢ１０６は、次いで、少なくともＵＥ１０２にＭＩＢ１３４をブロ
ードキャストし得る。ｅＮＢ１０６はまた、ＵＥ１０２に１つまたは複数のＳＩＢ１３６
をブロードキャストし得る。本態様によれば、ＳＩＢ１３６のうちの１つは、短い識別情
報を、ＵＥ１０２がページングチャネル上でページ１４０を受信することを予想し得るペ
ージングウィンドウに相関させる情報を含み得る。
【００５８】
　[0068]なおも第１の態様によれば、アイドル構成要素１２８は、ｅＮＢ１０６に関連す
るセルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入ることを決定するように構成され
得る。ＭＩＢウェイクアップ構成要素１３０は、ページング指示についてＭＩＢ１３４の
スロットを監視するためにＵＥ１０２をウェイクアップするように構成され得る。この場
合も、本明細書で説明するように、スロットは、動的に選択され得、ＵＥ１０２に関連す
る短い識別情報に対応する。より詳細には、スロットは、短い識別情報のＮ個の最上位ビ
ットに基づいて選択および／または決定され得る。このように、それの短い識別情報を知
ることによって、ＵＥ１０２は、ＵＥ１０２がリッスンしているべきであるＭＩＢ１３４
内のスロットを識別し得る。
【００５９】
　[0069]ＭＩＢウェイクアップ構成要素１３０は、たとえば、ＵＥ１０２がページ１４０
についてリッスンすべきであることを示すために、監視スロット内に含まれるビットがｅ
ＮＢ１０６によって設定されるかまたはアクティブにされる（たとえば、オンにされる）
という、ページング指示を認識または決定するように構成され得る。ＭＩＢウェイクアッ
プ構成要素１３０は、ページング指示をページング情報１３８としてページングウェイク
アップ構成要素１３２に通信するように構成され得る。ページングウェイクアップ構成要
素１３２は、ＭＩＢウェイクアップ構成要素１３０からページング情報１３８を受信した
ことに応答して、ＳＩＢ１３６中の情報に基づいてページングウィンドウを決定するよう
に構成され得る。本明細書で説明するように、ＳＩＢ１３６は、ＵＥ１０２の短い識別情
報を、ＵＥ１０２がページング指示を認識したときにＵＥ１０２がページ１４０を受信す
るためにリッスンすべき特定のページングウィンドウと相関させる情報を含む。ページン
グウィンドウの決定に基づいて、ページングウェイクアップ構成要素１３２は、ページン
グウィンドウ中にページ１４０についてリッスンするようにＵＥ１０２をウェイクアップ
するように構成され得る。このように、アクティブにされたビットは、ページングウィン
ドウ中にページについてリッスンするためにウェイクアップするかまたはアクティブ状態
に遷移するようにＵＥ１０２をトリガするために働き得る。
【００６０】
　[0070]第２の態様によれば、非限定的な例では、ｅＮＢ１０６が、ＵＥ１０２に宛てら
れたデータ１２４を受信すると、ＬＴＥ－Ｕページング構成要素１２６は、ＵＥ１０２に
対応するＭＩＢ１３４中のスロットを識別するように構成され得る。一態様では、ＭＩＢ
スロットは、以前に構成され、ＵＥ１０２とｅＮＢ１０６の両方に知られていることがあ
る。ｅＮＢ１０６は無認可スペクトルにわたってＵＥ１０２と通信しようとするので、Ｕ
Ｅに対応するＭＩＢ１３４内のスロットは周期的または非周期的であり得る。
【００６１】
　[0071]たとえば、Ｔが正数である場合、Ｔミリ秒（ｍｓ）ごとに生じるのではなく、ス
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ロットは、Ｔｍｓごとに１回未満に動くか、またはＴｍｓごとに２回以上に動き得る。た
だし、平均して、スロットは、依然としてＴｍｓごとに生じる。このように、たとえば、
ＵＥ１０２がページ１４０を受信するためにリッスンすべきとき、ページングオケージョ
ンｋは、ＭＩＢ１３４中で、ＵＥ１０２と、他のネットワークエンティティとに広告され
得る。ページングオケージョンｋは、式ｋ×Ｔ＋ｘ（ｋ）に基づいて決定され得、ここで
、ｘ（ｋ）は、ＵＥ１０２とネットワークエンティティ（たとえば、ｅＮＢ１０６）の両
方に知られ得る擬似乱数であり得る。ＬＴＥ－Ｕページング構成要素１２６は、ＵＥ１０
２がデータを受信するためにページ１４０についてリッスンすべきことを示すためにＭＩ
Ｂ１３４の周期的または非周期的スロット内のビットをアクティブにするかまたは設定し
、次いで、ＭＩＢ１３４をネットワークにブロードキャストするように構成され得る。
【００６２】
　[0072]なおも第２の態様によれば、ｅＮＢ１０６に関連するセルにキャンプオンされて
いる間にＵＥ１０２がアイドル状態に入ることを決定すると、ＭＩＢウェイクアップ構成
要素１３０は、ＭＩＢ内の周期的または非周期的スロットを監視するためにＵＥ１０２を
ウェイクアップするように構成され得る。この場合も、本明細書で説明するように、ＭＩ
Ｂスロットは、以前に構成され、ＵＥ１０２とｅＮＢ１０６の両方に知られていることが
ある。周期的または非周期的スロット中のビットが設定されたかまたはアクティブにされ
た（たとえば、オンにされた）場合、ＭＩＢウェイクアップ構成要素１３０は、ＵＥ１０
２がページングオケージョンｋ中にページ１４０についてリッスンすべきであると決定す
るように構成され得る。ＭＩＢウェイクアップ構成要素１３０は、この情報（たとえば、
ページングオケージョンｋ）をページング情報１３８としてページングウェイクアップ構
成要素１３２に通信するように構成され得る。このように、ページングウェイクアップ構
成要素１３２は、ページングオケージョンｋ中にページ１４０についてリッスンするよう
にＵＥ１０２をウェイクアップするように構成され得る。
【００６３】
　[0073]図２を参照すると、無認可スペクトルにわたってＵＥをページングするための態
様を含む処理システム２１４を採用する装置２００のためのハードウェア実装形態の一例
。たとえば、ワイヤレス通信システムにおいてページを受信するための（破線によって示
される）随意の実装形態では、装置２００は、本開示において説明するように、アイドル
構成要素１２８と、ＭＩＢウェイクアップ構成要素１３０と、ページングウェイクアップ
構成要素１３２とを含み得る。さらに、たとえば、ワイヤレス通信システムにおいてＵＥ
をページングするための（破線によって示される）随意の実装形態では、装置２００は、
本開示において説明するように、ＬＴＥ－Ｕページング構成要素１２６を含み得る。一態
様では、アイドル構成要素１２８、ＭＩＢウェイクアップ構成要素１３０、およびページ
ングウェイクアップ構成要素１３２、またはＬＴＥ－Ｕページング構成要素１２６は、ハ
ードウェア、コンピュータ実行可能コード、または両方の何らか組合せとして実装され得
、これらの構成要素は、処理システム２１４内の別個の構成要素であるか、または（破線
によって示されるように）プロセッサ２０４および／またはコンピュータ可読媒体２０６
内に組み込まれる構成要素であり得る。たとえば、一態様では、アイドル構成要素１２８
、ＭＩＢウェイクアップ構成要素１３０、およびページングウェイクアップ構成要素１３
２、またはＬＴＥ－Ｕページング構成要素１２６は、プロセッサ２０４中のプロセッサモ
ジュールとして実装されるか、またはコンピュータ可読媒体２０６によって定義されプロ
セッサ２０４によって実行可能なコンピュータ実行可能コードとして実装されるか、また
は両方の何らかの組合せで実装され得る。
【００６４】
　[0074]この例では、処理システム２１４は、バス２０２によって概略的に表されるバス
アーキテクチャを用いて実装され得る。バス２０２は、処理システム２１４の特定の適用
例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得る
。バス２０２は、プロセッサ２０４によって概略的に表される１つまたは複数のプロセッ
サと、コンピュータ可読媒体２０６によって概略的に表されるコンピュータ可読媒体とを
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含む、様々な回路を互いにリンクする。バス２０２はまた、タイミングソース、周辺機器
、電圧レギュレータ、および電力管理回路などの様々な他の回路をリンクし得るが、これ
らの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ以上説明しない。本
態様によれば、バス２０２はまた、すべて図１にある、ＭＩＢウェイクアップ構成要素１
３０とページングウェイクアップ構成要素１３２とを含むＵＥ１０２のアイドル構成要素
１２８と、ｅＮＢ１０６のＬＴＥ－Ｕページング構成要素１２６とをリンクし得る。
【００６５】
　[0075]バスインターフェース２０８は、バス２０２とトランシーバ２１０との間のイン
ターフェースを与える。トランシーバ２１０は、伝送媒体を介して様々な他の装置と通信
するための手段を与える。装置の種類に応じて、ユーザインターフェース２１２（たとえ
ば、キーパッド、ディスプレイ、スピーカ、マイクロフォン、ジョイスティック）も提供
され得る。
【００６６】
　[0076]プロセッサ２０４は、バス２０２を管理することと、コンピュータ可読媒体２０
６に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理とを担当する。ソフトウェアは、
プロセッサ２０４によって実行されたとき、たとえば、任意の特定の装置について、本明
細書で説明する第１および第２の態様に従って、ＵＥにおいて無認可スペクトルにわたっ
てページを受信すること、または無認可スペクトルにわたってＵＥをページングすること
を含む、本明細書で説明する様々な機能を処理システム２１４に実施させる。コンピュー
タ可読媒体２０６はまた、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ２０４によって操作
されるデータを記憶するために使用され得る。
【００６７】
　[0077]図３～図６を参照すると、説明を簡単にするために方法を一連の行為として図示
し説明する。ただし、いくつかの行為は、１つまたは複数の態様によれば、本明細書で図
示し説明する順序とは異なる順序で、および／または他の行為と同時に行われ得るので、
方法（およびそれに関係するさらなる方法）は行為の順序によって限定されないことを理
解し、諒解されたい。たとえば、方法は、状態図など、一連の相互に関係する状態または
イベントとして代替的に表現され得ることを諒解されたい。さらに、本明細書で説明する
１つまたは複数の特徴による方法を実施するために、図示のすべての行為が必要とされる
とは限らない。
【００６８】
　[0078]図３を参照すると、第１の態様による、ワイヤレス通信システムにおいてユーザ
機器（たとえば、ＵＥ１０２、図１）をページングする方法３００の態様が、基地局（た
とえば、図１のｅＮＢ１０６および／またはＬＴＥ－Ｕページング構成要素１２６）によ
って実施され得る。
【００６９】
　[0079]一態様では、ブロック３１０において、方法３００は、ユーザ機器に宛てられた
データを受信し得る。たとえば、本明細書で説明するように、ｅＮＢ１０６（図１）およ
び／またはＬＴＥ－Ｕページング構成要素１２６（図１）が、ＵＥ１０２（図１）に宛て
られたデータ１２４（図１）を受信し得る。
【００７０】
　[0080]ブロック３２０において、方法３００は、ユーザ機器のための短い識別情報を決
定し得る。たとえば、本明細書で説明するように、ｅＮＢ１０６（図１）および／または
ＬＴＥ－Ｕページング構成要素１２６（図１）が、たとえば、より長いグローバルＵＥ識
別情報に基づいてＵＥ１０２（図１）のための短い識別情報を決定し得る。いくつかの態
様では、短い識別情報は、ＵＥ１０２（図１）に関連するより長いグローバルＵＥ識別情
報のＭ個の最上位ビットに基づくか、またはそれらの最上位ビットであり得る。
【００７１】
　[0081]ブロック３３０において、方法３００は、短い識別情報に基づいてＭＩＢ送信を
識別し得る。たとえば、本明細書で説明するように、ｅＮＢ１０６（図１）および／また
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はＬＴＥ－Ｕページング構成要素１２６（図１）が、ＵＥ１０２（図１）の短い識別情報
に基づいてＭＩＢ送信（たとえば、ＭＩＢ１３４）を識別するように構成され得る。いく
つかの態様では、たとえば、ｅＮＢ１０６（図１）が無認可スペクトルにわたってＵＥ１
０２（図１）と通信していることがあり得るので、ＭＩＢスロットは、スロットが動的に
選択されるようにＭＩＢ送信において識別され得る。一態様では、ＭＩＢ中のスロットは
、短い識別情報のＮ個の最上位ビットに基づいて決定および／または選択され得る。さら
に、ＭＩＢ送信は、ＵＥ１０２（図１）の短い識別情報の第１の部分に基づいて識別され
得る。
【００７２】
　[0082]ブロック３４０において、方法３００は、短い識別情報に基づいて、ユーザ機器
がデータを受信するためにページについてリッスンすることを示すためにＭＩＢ送信のス
ロット内のビットをアクティブにし得る。たとえば、本明細書で説明するように、ｅＮＢ
１０６（図１）および／またはＬＴＥ－Ｕページング構成要素１２６（図１）が、短い識
別情報に基づいて、ＵＥ１０２（図１）が、ＵＥ１０２（図１）に宛てられたデータ１２
４（図１）を受信するためにページ１４０（図１）についてリッスンすることを示すため
にＭＩＢ送信のスロット内のビットをアクティブにする（たとえば、オンにする）ように
構成され得る。さらに、ＭＩＢ送信のスロット内のビットは、ＵＥ１０２（図１）がペー
ジ１４０（図１）についてリッスンすることを示すために短い識別情報の第２の部分に基
づいてアクティブにされ得る。
【００７３】
　[0083]ブロック３５０において、方法３００は、ＭＩＢをブロードキャストし得る。た
とえば、本明細書で説明するように、ｅＮＢ１０６（図１）および／またはＬＴＥ－Ｕペ
ージング構成要素１２６（図１）が、ｅＮＢ１０６（図１）に関連するセル内のすべての
ＵＥにＭＩＢ１３４（図１）をブロードキャストするように構成され得る。一態様では、
ＭＩＢ１３４（図１）は、ＵＥ１０２（図１）の短い識別情報のＮマイナスＭ（たとえば
、Ｎ－Ｍ）個の最下位ビットを含み得る。
【００７４】
　[0084]ブロック３６０において、方法３００は、ページを送信し得る。たとえば、本明
細書で説明するように、ｅＮＢ１０６（図１）および／またはＬＴＥ－Ｕページング構成
要素１２６（図１）が、ページングオケージョン中にユーザ機器についてページを送信ま
たはブロードキャストし得る。一態様では、ページングオケージョンは、ＭＩＢ中に含ま
れるシステムフレーム情報に基づいて、ユーザ機器およびユーザ機器と通信しているネッ
トワークエンティティによって決定され得る。他の態様では、ページングオケージョンｋ
は、ｋ×Ｔ＋ユーザ機器およびユーザ機器と通信しているネットワークエンティティに知
られている擬似乱数に基づいて生じ得る。
【００７５】
　[0085]場合によっては、一態様（図示せず）では、方法３００はまた、ＵＥ１０２（図
１）がページングチャネル上でページ１４０（図１）を受信することを予想し得、ページ
１４０（図１）についてリッスンすべきページングウィンドウと、ＵＥ１０２（図１）の
短い識別情報を相関させる情報を含む１つまたは複数のＳＩＢ１３６（図１）をブロード
キャストし得る。たとえば、本明細書で説明するように、ｅＮＢ１０６（図１）および／
またはＬＴＥ－Ｕページング構成要素１２６（図１）は、短い識別情報と、ＵＥがいつペ
ージングチャネル上でページを受信することを予想することができるのかを示すページン
グウィンドウとの間の相関を含むＳＩＢをブロードキャストするように構成され得る。
【００７６】
　[0086]図４を参照すると、第１の態様による、ワイヤレス通信システムにおいて、ｅＮ
Ｂ１０６（図１）からのページ１４０（図１）などのページを受信する方法４００の態様
が、ＵＥ１０２（図１）によって実施され得る。より詳細には、方法４００（図１）の態
様は、アイドル構成要素１２８（図１）、ＭＩＢウェイクアップ構成要素１３０（図１）
、および／またはページングウェイクアップ構成要素１３２（図１）によって実施され得
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る。
【００７７】
　[0087]一態様では、ブロック４１０において、方法４００は、セルにキャンプオンされ
ている間にアイドル状態に入り得る。たとえば、本明細書で説明するように、ＵＥ１０２
（図１）および／またはアイドル構成要素１２８（図１）が、ＵＥ１０２を、ｅＮＢ１０
６（図１）に関連するセルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入りさせるよう
に構成され得る。
【００７８】
　[0088]ブロック４２０において、方法４００は、ページング指示についてＭＩＢのスロ
ットを監視するためにウェイクアップし得、ここにおいて、スロットは、動的に選択され
、ＵＥに関連付けられた短い識別情報に対応する。たとえば、本明細書で説明するように
、ＵＥ１０２（図１）および／またはＭＩＢウェイクアップ構成要素１３０（図１）が、
スロット内のアクティブにされた（たとえば、オンにされた）ビットであり得るページン
グ指示についてＭＩＢ１３４（図１）のスロットを監視するためにＵＥ１０２（図１）を
ウェイクアップするように構成され得る。スロットは、ネットワークによって（たとえば
、ｅＮＢ１０６においてＬＴＥ－Ｕページング構成要素１２６、図１によって）動的に選
択され得、ＵＥ１０２（図１）に関連付けられた短い識別情報に対応し得る。短い識別情
報は、ＵＥ１０２（図１）に関連するより長いグローバルＵＥ識別情報のＭ個の最上位ビ
ットに基づくか、またはそれらの最上位ビットであり得る。ＭＩＢウェイクアップ構成要
素１３０（図１）は、短い識別情報のＮ個の最上位ビットに基づいてＭＩＢ１３４（図１
）のスロットを監視するように構成され得る。
【００７９】
　[0089]ブロック４３０において、方法４００は、監視スロットにおいてページング指示
を認識し得る。たとえば、本明細書で説明するように、ＵＥ１０２（図１）および／また
はＭＩＢウェイクアップ構成要素１３０（図１）は、スロット中のビットがアクティブに
されることを認識し、このように、アクティブにされたビットをページング指示として認
識するように構成され得る。ＭＩＢウェイクアップ構成要素１３０（図１）は、ページン
グ指示をページング情報１３８（図１）としてページングウェイクアップ構成要素１３２
（図１）に通信し得る。
【００８０】
　[0090]ブロック４４０において、方法４００（図１）は、ＳＩＢ中の情報に基づいてペ
ージングウィンドウを決定し得る。たとえば、本明細書で説明するように、ページング指
示を含むページング情報１３８（図１）を受信したことに応答して、ＵＥ１０２（図１）
および／またはページングウェイクアップ構成要素１３２（図１）が、ＵＥ１０２（図１
）の短い識別情報に関連するページングウィンドウを決定するためにＳＩＢ１３６（図１
）を読み取るように構成され得る。
【００８１】
　[0091]ブロック４５０において、方法４００は、ページングウィンドウ中にページにつ
いてリッスンするためにウェイクアップし得る。たとえば、本明細書で説明するように、
ＵＥ１０２および／またはページングウェイクアップ構成要素１３２（図１）は、決定さ
れたページングウィンドウ中にページ１４０についてリッスンするようにＵＥ１０２（図
１）をウェイクアップするように構成され得る。
【００８２】
　[0092]図５を参照すると、第２の態様による、ワイヤレス通信システムにおいてＵＥ（
たとえば、ＵＥ１０２（図１））をページングする方法５００の態様が、ｅＮＢ１０６（
図１）および／またはＬＴＥ－Ｕページング構成要素１２６（図１）によって実施され得
る。
【００８３】
　[0093]一態様では、ブロック５１０において、方法５００は、ユーザ機器に宛てられた
データを受信し得る。たとえば、本明細書で説明するように、ｅＮＢ１０６（図１）およ
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び／またはＬＴＥ－Ｕページング構成要素１２６（図１）が、ＵＥ１０２（図１）に宛て
られたデータ１２４（図１）を受信し得る。
【００８４】
　[0094]ブロック５２０において、方法５００は、ＵＥに対応するＭＩＢ中のスロットを
識別し得、ここにおいて、スロットは周期的または非周期的である。たとえば、本明細書
で説明するように、ｅＮＢ１０６（図１）および／またはＬＴＥ－Ｕページング構成要素
１２６（図１）が、ＵＥ１０２（図１）に対応するＭＩＢ１３４（図１）中のスロットを
識別し得る。一態様では、ＭＩＢスロットは、以前に構成され、ＵＥ１０２（図１）とｅ
ＮＢ１０６（図１）の両方に知られていることがある。ｅＮＢ１０６（図１）は無認可ス
ペクトルにわたってＵＥ１０２（図１）と通信しようとするので、ＵＥに対応するＭＩＢ
１３４（図１）内のスロットは周期的または非周期的であり得る。たとえば、周期的の場
合のように、Ｔミリ秒（ｍｓ）ごとに生じるのではなく、スロットは、Ｔｍｓごとに１回
未満に動くか、またはＴｍｓごとに２回以上に動き得る。ただし、平均して、スロットは
、依然としてＴｍｓごとに生じる。このように、たとえば、ＵＥ１０２（図１）がページ
１４０（図１）を受信するためにリッスンすべきとき、ページングオケージョンｋは、Ｍ
ＩＢ１３４（図１）中で、ＵＥ１０２（図１）と、他のネットワークエンティティとに広
告され得る。ページングオケージョンｋは、式ｋ×Ｔ＋ｘ（ｋ）に基づいて決定され得、
ここで、ｘ（ｋ）は、ＵＥ１０２（図１）とネットワークエンティティ（たとえば、ｅＮ
Ｂ１０６）の両方に知られている擬似乱数である。
【００８５】
　[0095]ブロック５３０において、方法５００は、ユーザ機器がデータを受信するために
ページ１４０（図１）についてリッスンすべきことを示すためにスロット内のビットをア
クティブにし得る。たとえば、本明細書で説明するように、ｅＮＢ１０６（図１）および
／またはＬＴＥ－Ｕページング構成要素１２６（図１）は、ＵＥ１０２（図１）がデータ
１２４（図１）を受信するためにページ１４０についてリッスンすべきことをＵＥ１０２
（図１）に示すためにスロット内のビットをアクティブにし得る（たとえば、オンにし得
る）。
【００８６】
　[0096]ブロック５４０において、方法５００は、ＭＩＢをブロードキャストし得る。た
とえば、本明細書で説明するように、ｅＮＢ１０６（図１）および／またはＬＴＥ－Ｕペ
ージング構成要素１２６（図１）が、ｅＮＢ１０６（図１）に関連するセル内のすべての
ＵＥにＭＩＢ１３４（図１）をブロードキャストし得る。
【００８７】
　[0097]ブロック５５０において、方法５００は、ページを送信し得る。たとえば、本明
細書で説明するように、ｅＮＢ１０６（図１）および／またはＬＴＥ－Ｕページング構成
要素１２６（図１）が、ページングオケージョン中にユーザ機器についてページを送信ま
たはブロードキャストし得る。一態様では、ページングオケージョンは、ＭＩＢ中に含ま
れるシステムフレーム情報に基づいて、ユーザ機器およびユーザ機器と通信しているネッ
トワークエンティティによって決定され得る。他の態様では、ページングオケージョンｋ
は、ｋ×Ｔ＋ユーザ機器およびユーザ機器と通信しているネットワークエンティティに知
られている擬似乱数に基づいて生じ得る。
【００８８】
　[0098]図６を参照すると、第２の態様による、ワイヤレス通信システムにおいてページ
（たとえば、ｅＮＢ１０６（図１）からのページ１４０（図１））を受信する方法６００
の態様が、ＵＥ１０２（図１）によって実施され得る。より詳細には、方法４００の態様
は、アイドル構成要素１２８（図１）、ＭＩＢウェイクアップ構成要素１３０（図１）、
および／またはページングウェイクアップ構成要素１３２（図１）によって実施され得る
。
【００８９】
　[0099]一態様では、ブロック６１０において、方法６００は、セルにキャンプオンされ
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ている間にアイドル状態に入り得る。たとえば、本明細書で説明するように、ＵＥ１０２
（図１）および／またはアイドル構成要素１２８（図１）が、ＵＥ１０２を、ｅＮＢ１０
６（図１）に関連するセルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入ることを決定
し得る。
【００９０】
　[00100]ブロック６２０において、方法６００は、ＭＩＢのスロットを監視するために
ウェイクアップし得、ここにおいて、スロットは周期的または非周期であり、ＵＥに対応
する。たとえば、本明細書で説明するように、ＵＥ１０２（図１）および／またはＭＩＢ
ウェイクアップ構成要素１３０が、ＭＩＢ１３４（図１）内の周期的または非周期的スロ
ットを監視するためにＵＥ１０２（図１）をウェイクアップし得る。一態様では、ＭＩＢ
スロットは、以前に構成され、ＵＥ１０２（図１）とｅＮＢ１０６（図１）の両方に知ら
れていることがある。スロットは、たとえば、周期的の場合のように、Ｔミリ秒（ｍｓ）
ごとに生じるのではなく、スロットが、Ｔｍｓごとに１回未満に動くか、またはＴｍｓご
とに２回以上に動き得るように、非周期であり得る。ただし、平均して、スロットは、依
然としてＴｍｓごとに生じる。
【００９１】
　[00101]ブロック６３０において、方法６００は、ページングオケージョンを決定し得
る。たとえば、本明細書で説明するように、周期的または非周期的スロット中のビットが
アクティブにされた場合、ＵＥ１０２（図１）および／またはＭＩＢウェイクアップ構成
要素１３０（図１）は、ＵＥ１０２（図１）がページングオケージョンｋ中にページ１４
０（図１）についてリッスンすべきであると決定し得る。ページングオケージョンｋはＭ
ＩＢ１３４（図１）中でＵＥ１０２（図１）に広告され得る。ページングオケージョンｋ
は、式ｋ×Ｔ＋ｘ（ｋ）に基づいて決定され得、ここで、Ｔは、スロットが生じるときの
ミリ秒（ｍｓ）での平均時間であり、ｘ（ｋ）は、ＵＥ１０２（図１）とネットワークエ
ンティティ（たとえば、ｅＮＢ１０６）の両方に知られている擬似乱数である。ＵＥ１０
２（図１）および／またはＭＩＢウェイクアップ構成要素１３０（図１）は、この情報（
たとえば、ページングオケージョンｋ）をページング情報１３８（図１）としてページン
グウェイクアップ構成要素１３２（図１）に通信するように構成され得る。
【００９２】
　[00102]ブロック６４０において、方法６００は、ページングオケージョン中にページ
１４０（図１）についてリッスンするためにウェイクアップし得る。たとえば、ページン
グ情報１３８（図１）を受信することに基づいて、ＵＥ１０２（図１）および／またはペ
ージングウェイクアップ構成要素１３２（図１）が、ページングオケージョンｋ中にペー
ジ１４０（図１）についてリッスンするようにＵＥ１０２（図１）をウェイクアップする
ように構成され得る。
【００９３】
　[00103]図７は、ＵＥにおいて無認可スペクトルにわたってページを受信するように構
成された、および／または無認可スペクトルにわたってＵＥをページングするように構成
された態様を含む、ＬＴＥネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク７
００の一例を示す図である。たとえば、ワイヤレス通信システムにおいてページを受信す
るための随意の実装形態では、図７のＵＥ７０６は、図１のＵＥ１０２と同じもしくは同
様であり得、および／または図２の装置２００であるかもしくはそれを含み得、および／
または本開示で説明するアイドル構成要素１２８、ＭＩＢウェイクアップ構成要素１３０
、およびページングウェイクアップ構成要素１３２を場合によっては含み得る。さらに、
たとえば、ワイヤレス通信システムにおいてＵＥをページングするための随意の実装形態
では、図７のｅＮＢは、図１のｅＮＢ１０６と同じもしくは同様であり得、および／また
は図２の装置２００であるかもしくはそれを含み得、および／または本開示において説明
するＬＴＥ－Ｕページング構成要素１２６を場合によっては含み得る。
【００９４】
　[00104]この例では、アクセスネットワーク７００はいくつかのセルラー領域（セル）
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７０２に分割される。図１のｅＮＢ１０６または他のｅＮＢ１０８であり得る、１つまた
は複数のより低い電力クラスのｅＮＢ７０８は、セル７０２のうちの１つまたは複数と重
複するセルラー領域７１０を有し得る。より低い電力クラスのｅＮＢ７０８は、フェムト
セル（たとえば、ホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ））、ピコセル、マイクロセル、またはリモー
トラジオヘッド（ＲＲＨ）であり得る。図１のｅＮＢ１０６および／または他のｅＮＢ１
０８であり得る、マクロｅＮＢ７０４は各々、それぞれのセル７０２に割り当てられ、セ
ル７０２中の、図１のＵＥ１０２であり得るすべてのＵＥ７０６に、ＥＰＣ１１０へのア
クセスポイントを与えるように構成される。アクセスネットワーク７００のこの例では集
中コントローラはないが、代替構成では集中コントローラが使用され得る。ｅＮＢ７０４
は、無線ベアラ制御、承認制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュリティ、お
よびＳＧＷ１１６への接続を含む、すべての無線関係の機能を担う。
【００９５】
　[00105]アクセスネットワーク７００によって採用される変調および多元接続方式は、
展開されている特定の電気通信規格に応じて異なり得る。ＬＴＥ適用例では、周波数分割
複信（ＦＤＤ）と時分割複信（ＴＤＤ）の両方をサポートするために、ＯＦＤＭがＤＬ上
で使用され、ＳＣ－ＦＤＭＡがＵＬ上で使用される。当業者なら以下の詳細な説明から容
易に諒解するように、本明細書で提示する様々な概念はＬＴＥ適用例に好適である。ただ
し、これらの概念は、他の変調および多元接続技法を採用する他の電気通信規格に容易に
拡張され得る。例として、これらの概念は、エボリューションデータオプティマイズド（
ＥＶ－ＤＯ）またはウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）に拡張され得る。ＥＶ－
ＤＯおよびＵＭＢは、ＣＤＭＡ２０００規格ファミリーの一部として第３世代パートナー
シッププロジェクト２（３ＧＰＰ２）によって公表されたエアインターフェース規格であ
り、移動局にブロードバンドインターネットアクセスを提供するためにＣＤＭＡを採用す
る。これらの概念はまた、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ（登録商標））とＴＤ－ＳＣＤ
ＭＡなどのＣＤＭＡの他の変形態とを採用するユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲ
Ａ）、ＴＤＭＡを採用するモバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））、
ならびに、ＯＦＤＭＡを採用する、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥＥＥ８０２．
１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、
ＩＥＥＥ８０２．２０、およびＦｌａｓｈ－ＯＦＤＭに拡張され得る。ＵＴＲＡ、Ｅ－Ｕ
ＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥおよびＧＳＭは、３ＧＰＰ団体からの文書に記載されている。
ＣＤＭＡ２０００およびＵＭＢは、３ＧＰＰ２団体からの文書に記載されている。採用さ
れる実際のワイヤレス通信規格および多元接続技術は、特定の適用例およびシステムに課
される全体的な設計制約に依存することになる。
【００９６】
　[00106]ｅＮＢ７０４は、ＭＩＭＯ技術をサポートする複数のアンテナを有し得る。Ｍ
ＩＭＯ技術の使用により、ｅＮＢ７０４は、空間多重化と、ビームフォーミングと、送信
ダイバーシティとをサポートするために空間領域を活用することが可能になる。空間多重
化は、データの異なるストリームを同じ周波数上で同時に送信するために使用され得る。
データストリームは、データレートを増加させるために、単一のＵＥ７０６に送信される
か、または全体的なシステム容量を増加させるために、図１のＵＥ１０２と同じまたは同
様であり得る複数のＵＥ７０６に送信され得る。これは、各データストリームを空間的に
プリコーディングし（すなわち、振幅および位相のスケーリングを適用し）、次いでＤＬ
上で複数の送信アンテナを通して空間的にプリコーディングされた各ストリームを送信す
ることによって達成される。空間的にプリコーディングされたデータストリームは、異な
る空間シグネチャとともにＵＥ７０６に到着し、これにより、ＵＥ７０６の各々はそのＵ
Ｅ７０６に宛てられた１つまたは複数のデータストリームを復元することが可能になる。
ＵＬ上で、各ＵＥ７０６は、空間的にプリコーディングされたデータストリームを送信し
、これにより、ｅＮＢ７０４は、空間的にプリコーディングされた各データストリームの
ソースを識別することが可能になる。
【００９７】
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　[00107]空間多重化は、概して、チャネル状態が良いときに使用される。チャネル状態
があまり好ましくないときは、送信エネルギーを１つまたは複数の方向に集中させるため
にビームフォーミングが使用され得る。これは、複数のアンテナを介した送信のためにデ
ータを空間的にプリコーディングすることによって達成され得る。セルのエッジにおいて
良好なカバレージを達成するために、送信ダイバーシティと組み合わせてシングルストリ
ームビームフォーミング送信が使用され得る。
【００９８】
　[00108]以下の詳細な説明において、アクセスネットワークの様々な態様について、Ｄ
Ｌ上でＯＦＤＭをサポートするＭＩＭＯシステムに関して説明する。ＯＦＤＭは、ＯＦＤ
Ｍシンボル内のいくつかのサブキャリアにわたってデータを変調するスペクトル拡散技法
である。サブキャリアは正確な周波数で離間される。離間は、受信機がサブキャリアから
データを復元することを可能にする「直交性」を与える。時間領域では、ＯＦＤＭシンボ
ル間干渉をなくすために、ガードインターバル（たとえば、サイクリックプレフィックス
）が各ＯＦＤＭシンボルに追加され得る。ＵＬは、高いピーク対平均電力比（ＰＡＰＲ）
を補償するために、ＳＣ－ＦＤＭＡをＤＦＴ拡散ＯＦＤＭ信号の形態で使用し得る。
【００９９】
　[00109]図８は、ｅＮＢ１０６（図１）からＵＥ１０２（図１）にデータを通信すると
きに使用され得る、ＬＴＥにおけるＤＬフレーム構造の一例を示す図８００である。フレ
ーム（１０ｍｓ）は、等しいサイズの１０個のサブフレームに分割され得る。各サブフレ
ームは、２つの連続するタイムスロットを含み得る。２つのタイムスロットを表すために
リソースグリッドが使用され得、各タイムスロットはリソースブロックを含む。リソース
グリッドは複数のリソース要素に分割される。ＬＴＥでは、リソースブロックは、周波数
領域中に１２個の連続するサブキャリアを含んでおり、各ＯＦＤＭシンボル中のノーマル
サイクリックプレフィックスについては、時間領域中に７個の連続するＯＦＤＭシンボル
、すなわち８４個のリソース要素を含んでいる。拡張サイクリックプレフィックスについ
ては、リソースブロックは、時間領域中に６個の連続するＯＦＤＭシンボルを含んでおり
、７２個のリソース要素を有する。Ｒ８０２、８０４として示されるリソース要素のいく
つかは、ＤＬ基準信号（ＤＬ－ＲＳ）を含む。ＤＬ－ＲＳは、（共通ＲＳと呼ばれること
もある）セル固有ＲＳ（ＣＲＳ）８０２と、ＵＥ固有ＲＳ（ＵＥ－ＲＳ）８０４とを含む
。ＵＥ－ＲＳ８０４は、対応する物理ＤＬ共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）がその上にマッピ
ングされるリソースブロック上のみで送信される。各リソース要素によって搬送されるビ
ット数は変調方式に依存する。したがって、ＵＥが受信するリソースブロックが多いほど
、また変調方式が高いほど、ＵＥのデータレートは高くなる。
【０１００】
　[00110]図９は、ＵＥ１０２（図１）からｅＮＢ１０６（図１）に通信するときに使用
され得る、ＬＴＥにおけるＵＬフレーム構造の一例を示す図９００である。ＵＬのための
利用可能なリソースブロックは、データセクションと制御セクションとに区分され得る。
制御セクションは、システム帯域幅の２つのエッジにおいて形成され得、構成可能なサイ
ズを有し得る。制御セクション中のリソースブロックは、制御情報の送信のためにＵＥに
割り当てられ得る。データセクションは、制御セクション中に含まれないすべてのリソー
スブロックを含み得る。ＵＬフレーム構造は、単一のＵＥがデータセクション中の連続サ
ブキャリアのすべてを割り当てられることを可能にし得る、連続サブキャリアを含むデー
タセクションを生じる。
【０１０１】
　[00111]ＵＥは、ｅＮＢに制御情報を送信するために、制御セクション中のリソースブ
ロック９１０ａ、９１０ｂを割り当てられ得る。ＵＥは、ｅＮＢにデータを送信するため
に、データセクション中のリソースブロック９２０ａ、９２０ｂをも割り当てられ得る。
ＵＥは、制御セクション中の割り当てられたリソースブロック上の物理ＵＬ制御チャネル
（ＰＵＣＣＨ）中で制御情報を送信し得る。ＵＥは、データセクション中の割り当てられ
たリソースブロック上の物理ＵＬ共有チャネル（ＰＵＳＣＨ）中でデータのみまたはデー
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タと制御情報の両方を送信し得る。ＵＬ送信は、サブフレームの両方のスロットにわたり
得、周波数上でホッピングし得る。
【０１０２】
　[00112]初期システムアクセスを実施し、物理ランダムアクセスチャネル（ＰＲＡＣＨ
）９３０中でＵＬ同期を達成するために、リソースブロックのセットが使用され得る。Ｐ
ＲＡＣＨ９３０は、ランダムシーケンスを搬送し、いかなるＵＬデータ／シグナリングも
搬送することができない。各ランダムアクセスプリアンブルは、６つの連続するリソース
ブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数はネットワークによって指定される。
すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、ある時間リソースおよび周波数リソ
ースに制限される。周波数ホッピングはＰＲＡＣＨにはない。ＰＲＡＣＨ試みは単一のサ
ブフレーム（１ｍｓ）中でまたは少数の連続サブフレームのシーケンス中で搬送され、Ｕ
Ｅは、フレーム（１０ｍｓ）ごとに単一のＰＲＡＣＨ試みだけを行うことができる。
【０１０３】
　[00113]図１０は、ＬＴＥにおけるユーザプレーンおよび制御プレーンのための無線プ
ロトコルアーキテクチャの一例を示す図１０００である。たとえば図１のＵＥ１０２など
のＵＥと、たとえば図１のｅＮＢ１０６および／または他のｅＮＢ１０８などのｅＮＢと
のための無線プロトコルアーキテクチャが、レイヤ１、レイヤ２、およびレイヤ３という
、３つのレイヤで示されている。レイヤ１（Ｌ１レイヤ）は最下位レイヤであり、様々な
物理レイヤ信号処理機能を実装する。Ｌ１レイヤは、本明細書では物理レイヤ１００６と
呼ばれる。レイヤ２（Ｌ２レイヤ）１００８は、物理レイヤ１００６の上にあり、物理レ
イヤ１００６を介したＵＥとｅＮＢとの間のリンクを担う。
【０１０４】
　[00114]ユーザプレーンでは、Ｌ２レイヤ１００８は、ネットワーク側のｅＮＢにおい
て終端される、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）サブレイヤ１０１０と、無線リンク制御（Ｒ
ＬＣ）サブレイヤ１０１２と、パケットデータコンバージェンスプロトコル（ＰＤＣＰ）
１０１４サブレイヤとを含む。図示されていないが、ＵＥは、ネットワーク側のＰＤＮゲ
ートウェイ１１８において終端されるネットワークレイヤ（たとえば、ＩＰレイヤ）と、
接続の他端（たとえば、ファーエンドＵＥ、サーバなど）において終端されるアプリケー
ションレイヤとを含めて、Ｌ２レイヤ１００８の上にいくつかの上位レイヤを有し得る。
【０１０５】
　[00115]ＰＤＣＰサブレイヤ１０１４は、様々な無線ベアラと論理チャネルとの間で多
重化を行う。ＰＤＣＰサブレイヤ１０１４はまた、無線送信オーバーヘッドを低減するた
めの上位レイヤデータパケットのヘッダ圧縮と、データパケットを暗号化することによる
セキュリティと、ＵＥに対するｅＮＢ間のハンドオーバサポートとをもたらす。ＲＬＣサ
ブレイヤ１０１２は、上位レイヤデータパケットのセグメンテーションおよびリアセンブ
リと、紛失データパケットの再送信と、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）による、
順が狂った受信を補正するデータパケットの並べ替えとを行う。ＭＡＣサブレイヤ１０１
０は、論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化を行う。ＭＡＣサブレイヤ
１０１０はまた、１つのセルの中の様々な無線リソース（たとえば、リソースブロック）
をＵＥの間で割り振ることを担う。ＭＡＣサブレイヤ１０１０はまた、ＨＡＲＱ動作を担
う。
【０１０６】
　[00116]制御プレーンでは、ＵＥおよびｅＮＢのための無線プロトコルアーキテクチャ
は、制御プレーンのためのヘッダ圧縮機能がないことを除いて、物理レイヤ１００６およ
びＬ２レイヤ１００８について実質的に同じである。制御プレーンはまた、レイヤ３（Ｌ
３レイヤ）中に無線リソース制御（ＲＲＣ）サブレイヤ１０１６を含む。ＲＲＣサブレイ
ヤ１０１６は、無線リソース（すなわち、無線ベアラ）を取得することと、ｅＮＢとＵＥ
との間のＲＲＣシグナリングを使用して下位レイヤを構成することとを担う。
【０１０７】
　[00117]図１１は、無認可スペクトルにわたってＵＥ（たとえば、図１のＵＥ１０２）
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にページ（たとえば、図１のページ１４０）を送るように、またはＵＥにおいて無認可ス
ペクトルにわたってページを受信するように構成された態様を含む、アクセスネットワー
クにおいてＵＥ１１５０と通信しているｅＮＢ１１１０のブロック図である。この例では
、ｅＮＢ１１１０は、ｅＮＢ１０６（図１）と同じもしくは同様であり得、および／また
はコントローラ／プロセッサ１１７５および／またはメモリ１１７６中にＬＴＥ－Ｕペー
ジング構成要素１２６（図１）を含み得、また、ＵＥ１１５０は、ＵＥ１０２と同じもし
くは同様であり得、および／またはコントローラ／プロセッサ１１５９および／またはメ
モリ１１６０中にアイドル構成要素１２８および／またはＭＩＢウェイクアップ構成要素
１３０（図１）ならびにページングウェイクアップ構成要素１３２（図１）を含み得る。
【０１０８】
　[00118]ＤＬでは、コアネットワークからの上位レイヤパケットがコントローラ／プロ
セッサ１１７５に与えられる。コントローラ／プロセッサ１１７５はＬ２レイヤの機能を
実装する。ＤＬでは、コントローラ／プロセッサ１１７５は、様々な優先度メトリックに
基づいて、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケットのセグメンテーションおよび並べ替えと、
論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化と、ＵＥ１１５０への無線リソー
ス割振りとを行う。コントローラ／プロセッサ１１７５はまた、ＨＡＲＱ動作と、紛失パ
ケットの再送信と、ＵＥ１１５０へのシグナリングとを担う。
【０１０９】
　[00119]送信（ＴＸ）プロセッサ１１１６は、Ｌ１レイヤ（すなわち、物理レイヤ）の
ための様々な信号処理機能を実装する。信号処理機能は、ＵＥ１１５０における前方誤り
訂正（ＦＥＣ）と、様々な変調方式（たとえば、２位相シフトキーイング（ＢＰＳＫ）、
４位相シフトキーイング（ＱＰＳＫ）、Ｍ位相シフトキーイング（Ｍ－ＰＳＫ）、多値直
交振幅変調（Ｍ－ＱＡＭ））に基づく信号コンスタレーションへのマッピングとを可能に
するために、コーディングとインターリービングとを含む。コーディングされ変調された
シンボルは、次いで並列ストリームに分割される。各ストリームは、次いでＯＦＤＭサブ
キャリアにマッピングされ、時間領域および／または周波数領域中で基準信号（たとえば
、パイロット）と多重化され、次いで逆高速フーリエ変換（ＩＦＦＴ）を使用して互いに
合成されて、時間領域ＯＦＤＭシンボルストリームを搬送する物理チャネルが生成される
。ＯＦＤＭストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコーディ
ングされる。チャネル推定器１１７４からのチャネル推定値は、コーディングおよび変調
方式を決定するために、ならびに空間処理のために使用され得る。チャネル推定値は、Ｕ
Ｅ１１５０によって送信される基準信号および／またはチャネル状態フィードバックから
導出され得る。各空間ストリームは、次いで、別個の送信機１１１８ＴＸを介して異なる
アンテナ１１２０に与えられる。各送信機１１１８ＴＸは、送信のためにそれぞれの空間
ストリームでＲＦキャリアを変調する。
【０１１０】
　[00120]ＵＥ１１５０において、各受信機１１５４ＲＸは、それのそれぞれのアンテナ
１１５２を通して信号を受信する。各受信機１１５４ＲＸは、ＲＦキャリア上に変調され
た情報を復元し、受信（ＲＸ）プロセッサ１１５６に情報を与える。ＲＸプロセッサ１１
５６は、Ｌ１レイヤの様々な信号処理機能を実装する。ＲＸプロセッサ１１５６は、ＵＥ
１１５０に宛てられた任意の空間ストリームを復元するために、情報に対して空間処理を
実施する。複数の空間ストリームがＵＥ１１５０に宛てられた場合、それらはＲＸプロセ
ッサ１１５６によって単一のＯＦＤＭシンボルストリームに合成され得る。ＲＸプロセッ
サ１１５６は、次いで、高速フーリエ変換（ＦＦＴ）を使用してＯＦＤＭシンボルストリ
ームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域信号は、ＯＦＤＭ信号のサブキャ
リアごとに別個のＯＦＤＭシンボルストリームを備える。各サブキャリア上のシンボルと
基準信号とは、ｅＮＢ１１１０によって送信される、可能性が最も高い信号コンスタレー
ションポイントを決定することによって復元され、復調される。これらの軟決定は、チャ
ネル推定器１１５８によって計算されるチャネル推定値に基づき得る。軟決定は、次いで
、物理チャネル上でｅＮＢ１１１０によって最初に送信されたデータと制御信号とを復元
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するために復号され、デインターリーブされる。データと制御信号とは、次いでコントロ
ーラ／プロセッサ１１５９に与えられる。
【０１１１】
　[00121]コントローラ／プロセッサ１１５９はＬ２レイヤを実装する。コントローラ／
プロセッサは、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ１１６０に関連付けられ得
る。メモリ１１６０はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ＵＬでは、コントロ
ーラ／プロセッサ１１５９は、コアネットワークからの上位レイヤパケットを復元するた
めに、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブ
リと、解読と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを行う。上位レイヤパケットは、次いで、
Ｌ２レイヤの上のすべてのプロトコルレイヤを表すデータシンク１１６２に与えられる。
また、様々な制御信号が、Ｌ３処理のためにデータシンク１１６２に与えられ得る。コン
トローラ／プロセッサ１１５９はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートするために肯定応答（Ａ
ＣＫ）および／または否定応答（ＮＡＣＫ）プロトコルを使用した誤り検出を担う。
【０１１２】
　[00122]ＵＬでは、データソース１１６７は、コントローラ／プロセッサ１１５９に上
位レイヤパケットを与えるために使用される。データソース１１６７は、Ｌ２レイヤの上
のすべてのプロトコルレイヤを表す。ｅＮＢ１１１０によるＤＬ送信に関して説明した機
能と同様に、コントローラ／プロセッサ１１５９は、ヘッダ圧縮と、暗号化と、パケット
のセグメンテーションおよび並べ替えと、ｅＮＢ１１１０による無線リソース割振りに基
づく論理チャネルとトランスポートチャネルとの間の多重化とを行うことによって、ユー
ザプレーンおよび制御プレーンのためのＬ２レイヤを実装する。コントローラ／プロセッ
サ１１５９はまた、ＨＡＲＱ動作と、紛失パケットの再送信と、ｅＮＢ１１１０へのシグ
ナリングとを担う。
【０１１３】
　[00123]ｅＮＢ１１１０によって送信される基準信号またはフィードバックからチャネ
ル推定器１１５８によって導出されるチャネル推定値は、適切なコーディングおよび変調
方式を選択することと、空間処理を容易にすることとを行うために、ＴＸプロセッサ１１
６８によって使用され得る。ＴＸプロセッサ１１６８によって生成される空間ストリーム
は、別個の送信機１１５４ＴＸを介して異なるアンテナ１１５２に与えられる。各送信機
１１５４ＴＸは、送信のためにそれぞれの空間ストリームでＲＦキャリアを変調する。
【０１１４】
　[00124]ＵＬ送信は、ＵＥ１１５０における受信機機能に関して説明した方法と同様の
方法でｅＮＢ１１１０において処理される。各受信機１１１８ＲＸは、それのそれぞれの
アンテナ１１２０を通して信号を受信する。各受信機１１１８ＲＸは、ＲＦキャリア上で
変調された情報を復元し、情報をＲＸプロセッサ１１７０に与える。ＲＸプロセッサ１１
７０はＬ１レイヤを実装し得る。
【０１１５】
　[00125]コントローラ／プロセッサ１１７５はＬ２レイヤを実装する。コントローラ／
プロセッサ１１７５は、プログラムコードとデータとを記憶するメモリ１１７６に関連付
けられ得る。メモリ１１７６はコンピュータ可読媒体と呼ばれることがある。ＵＬでは、
制御／プロセッサ１１７５は、ＵＥ１１５０からの上位レイヤパケットを復元するために
、トランスポートチャネルと論理チャネルとの間の多重分離と、パケットリアセンブリと
、解読と、ヘッダ復元と、制御信号処理とを行う。コントローラ／プロセッサ１１７５か
らの上位レイヤパケットは、コアネットワークに与えられ得る。コントローラ／プロセッ
サ１１７５はまた、ＨＡＲＱ動作をサポートするためにＡＣＫおよび／またはＮＡＣＫプ
ロトコルを使用した誤り検出を担う。
【０１１６】
　[00126]本出願で使用する「構成要素」、「モジュール」、「システム」などの用語は
、限定はしないが、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組合
せ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアなど、コンピュータ関係のエンティティ
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を含むものとする。たとえば、構成要素は、限定はしないが、プロセッサ上で動作するプ
ロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プログラム、および
／またはコンピュータであり得る。例として、コンピューティングデバイス上で動作して
いるアプリケーションと、そのコンピューティングデバイスの両方が構成要素であり得る
。１つまたは複数の構成要素がプロセスおよび／または実行スレッド内に存在することが
でき、構成要素は１つのコンピュータ上に配置され得、および／または２つ以上のコンピ
ュータ間に分散され得る。さらに、これらの構成要素は、様々なデータ構造を記憶してい
る様々なコンピュータ可読媒体から実行することができる。これらの構成要素は、信号を
介して、ローカルシステム、分散システム内の別の構成要素と相互作用し、および／また
はインターネットなどのネットワーク上で他のシステムと相互作用する１つの構成要素か
らのデータのような、１つまたは複数のデータパケットを有する信号に従うことなどによ
って、ローカルプロセスおよび／またはリモートプロセスを介して通信し得る。
【０１１７】
　[00127]さらに、本明細書ではワイヤード端末またはワイヤレス端末であり得る端末に
関して、様々な態様について説明した。端末は、システム、デバイス、加入者ユニット、
加入者局、移動局、モバイル、モバイルデバイス、リモート局、リモート端末、アクセス
端末、ユーザ端末、端末、通信デバイス、ユーザエージェント、ユーザデバイス、または
ユーザ機器（ＵＥ）と呼ばれることもある。ワイヤレス端末は、セルラー電話、衛星電話
、コードレス電話、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）電話、ワイヤレスローカルルー
プ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレス接続機能を有するハンドヘルドデ
バイス、コンピューティングデバイス、またはワイヤレスモデムに接続された他の処理デ
バイスであり得る。さらに、本明細書では基地局に関して、様々な態様について説明した
。基地局は、ワイヤレス端末と通信するために利用され得、アクセスポイント、ノードＢ
、または何らかの他の用語で呼ばれることもある。
【０１１８】
　[00128]さらに、「または」という用語は、排他的な「または」ではなく、包括的な「
または」を意味するものとする。すなわち、別段に規定されていない限り、または文脈か
ら明らかでない限り、「ＸはＡまたはＢを採用する」という句は、自然包括的並べ替えの
いずれかを意味するものとする。すなわち、「ＸはＡまたはＢを採用する」という句は、
以下の場合、すなわち、ＸがＡを採用する場合、ＸがＢを採用する場合、またはＸがＡと
Ｂの両方を採用する場合のいずれかによって満足される。さらに、本出願と添付の特許請
求の範囲とにおいて使用する冠詞「ａ」と「ａｎ」は、別段に規定されていない限り、ま
たは単数形を対象とすべきであると文脈から明らかでない限り、概して、「１つまたは複
数」を意味すると解釈されるべきである。
【０１１９】
　[00129]本明細書で説明した技法は、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＦＤＭＡ、ＯＦＤＭＡ、Ｓ
Ｃ－ＦＤＭＡおよび他のシステムなど、様々なワイヤレス通信システムに使用され得る。
「システム」と「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、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００などの無
線技術を実装し得る。ＵＴＲＡは、広帯域ＣＤＭＡ（Ｗ－ＣＤＭＡ）と、ＣＤＭＡの他の
変形態とを含む。さらに、ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００規格と、ＩＳ－９５規格
と、ＩＳ－８５６規格とをカバーする。ＴＤＭＡシステムは、モバイル通信用グローバル
システム（ＧＳＭ）などの無線技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡシステムは、発展型ＵＴＲ
Ａ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１
１（Ｗｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌ
ａｓｈ－ＯＦＤＭ□などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニ
バーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰ
ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）は、ダウンリンク上ではＯＦＤＭＡを採用し、
アップリンク上ではＳＣ－ＦＤＭＡを採用する、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのリリ
ースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥおよびＧＳＭは、「第３世代パ
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ートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と称する団体からの文書に記載されている。
さらに、ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト２
」（３ＧＰＰ２）と称する団体からの文書に記載されている。さらに、そのようなワイヤ
レス通信システムは、追加として、不対無認可スペクトル、８０２．ｘｘワイヤレスＬＡ
Ｎ、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）および任意の他の短距離または長距離ワイヤレス通
信技法をしばしば使用するピアツーピア（たとえば、モバイルツーモバイル）アドホック
ネットワークシステムを含み得る。
【０１２０】
　[00130]本明細書で開示する態様に関して説明した様々な例示的な論理、論理ブロック
、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特
定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（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施するように設計されたそれら
の任意の組合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。また、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の組合せ、複数のマイク
ロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携する１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任
意の他のそのような構成として実装され得る。さらに、少なくとも１つのプロセッサは、
上記で説明したステップおよび／または行為のうちの１つまたは複数を実施するように動
作可能な１つまたは複数のモジュールを備え得る。
【０１２１】
　[00131]さらに、本明細書で開示する態様に関して説明した方法またはアルゴリズムの
ステップおよび／または行為は、直接ハードウェアで実施されるか、プロセッサによって
実行されるソフトウェアモジュールで実施されるか、またはその２つの組合せで実施され
得る。ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、Ｅ
ＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディス
ク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体中に存在
し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情
報を書き込むことができるようにプロセッサに結合され得る。代替として、記憶媒体はプ
ロセッサに一体化され得る。さらに、いくつかの態様では、プロセッサおよび記憶媒体は
ＡＳＩＣ中に存在し得る。さらに、ＡＳＩＣはユーザ端末中に存在し得る。代替として、
プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中の個別構成要素として存在し得る。さらに、
いくつかの態様では、方法またはアルゴリズムのステップおよび／または行為は、非一時
的でありコンピュータプログラム製品に組み込まれ得る、機械可読媒体および／またはコ
ンピュータ可読媒体上のコードおよび／または命令の１つまたは任意の組合せ、あるいは
そのセットとして存在し得る。
【０１２２】
　[00132]１つまたは複数の態様では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、
ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。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上で送信され得る。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、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、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、そのような
コンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、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を搬送または記憶するために使
用され得、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の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呼ばれ得る。たとえば、ソフトウェア
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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（disc）、
光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（disc）（ＤＶＤ）、フロッピーディスク
（disk）およびｂｌｕ－ｒａｙ（登録商標）ディスク（disc）を含み、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、通常、データをレーザーで光
学的に再生する。上述の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
【０１２３】
　[00133]上記の開示では例示的な態様および／または例について論じたが、添付の特許
請求の範囲によって定義される説明した態様および／または例の範囲から逸脱することな
く、様々な変更および改変が本明細書で行われ得ることに留意されたい。さらに、説明し
た態様および／または例の要素は、単数形で説明または請求されていることがあるが、単
数形への限定が明示的に述べられていない限り、複数形が企図される。さらに、態様およ
び／または例の全部または一部は、別段に記載されていない限り、他の態様および／また
は例の全部または一部とともに利用され得る。
　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］
　ユーザ機器に宛てられたデータを受信することと、
　より長いグローバルユーザ機器識別情報に対して前記ユーザ機器のための短い識別情報
を決定することと、
　前記短い識別情報に基づいてマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）送信を識別することと、
　前記短い識別情報に基づいて、前記ユーザ機器が前記データを受信するためにページに
ついてリッスンすることを示すために前記ＭＩＢ送信のスロット内のビットをアクティブ
にすることと、
　前記ＭＩＢをブロードキャストすることとを備える、ワイヤレス通信システムにおける
ページングの方法。
［Ｃ２］
　前記短い識別情報と、前記ユーザ機器がいつページングチャネル上でページを受信する
ことを予想することができるのかを示すページングウィンドウとの間の相関を含むシステ
ム情報ブロック（ＳＩＢ）をブロードキャストすることをさらに備える、Ｃ１に記載の方
法。
［Ｃ３］
　前記スロットが、時間とともに異なることができ、前記ユーザ機器および前記ユーザ機
器と通信している他のネットワークエンティティに以前から知られていない、Ｃ１に記載
の方法。
［Ｃ４］
　ユーザ機器に宛てられたデータを受信するように実行可能なコードと、
　より長いグローバルユーザ機器識別情報に対して前記ユーザ機器のための短い識別情報
を決定するように実行可能なコードと、
　前記短い識別情報に基づいてマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）送信を識別するように実行
可能なコードと、
　前記短い識別情報に基づいて、前記ユーザ機器が前記データを受信するためにページに
ついてリッスンすることを示すために前記ＭＩＢ送信のスロット内のビットをアクティブ
にするように実行可能なコードと、
　前記ＭＩＢをブロードキャストするように実行可能なコードとを備える、ワイヤレス通
信システムにおいてページングするためのコンピュータ実行可能コードを記憶したコンピ
ュータ可読媒体。
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［Ｃ５］
　ユーザ機器に宛てられたデータを受信するための手段と、
　より長いグローバルユーザ機器識別情報に対して前記ユーザ機器のための短い識別情報
を決定するための手段と、
　前記短い識別情報に基づいてマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）送信を識別するための手段
と、
　前記短い識別情報に基づいて、前記ユーザ機器が前記データを受信するためにページに
ついてリッスンすることを示すために前記ＭＩＢ送信のスロット内のビットをアクティブ
にするための手段と、
　前記ＭＩＢをブロードキャストするための手段とを備える、ワイヤレス通信システムに
おいてページングするための装置。
［Ｃ６］
　少なくとも１つのメモリと、
　前記メモリと通信しており、
　　ユーザ機器に宛てられたデータを受信することと、
　　より長いグローバルユーザ機器識別情報に対して前記ユーザ機器のための短い識別情
報を決定することと、
　　前記短い識別情報に基づいてマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）送信を識別することと、
　　前記短い識別情報に基づいて、前記ユーザ機器が前記データを受信するためにページ
についてリッスンすることを示すために前記ＭＩＢ送信のスロット内のビットをアクティ
ブにすることと、
　　前記ＭＩＢをブロードキャストすることと
　を行うように構成されたＬＴＥ－Ｕページング構成要素とを備える、ワイヤレス通信シ
ステムにおいてページングするための装置。
［Ｃ７］
　前記ＬＴＥ－Ｕページング構成要素は、前記短い識別情報と、前記ユーザ機器がいつペ
ージングチャネル上でページを受信することを予想することができるのかを示すページン
グウィンドウとの間の相関を含むシステム情報ブロック（ＳＩＢ）をブロードキャストす
るようにさらに構成された、Ｃ６に記載の装置。
［Ｃ８］
　前記スロットが、時間とともに異なることができ、前記ユーザ機器および前記ユーザ機
器と通信している他のネットワークエンティティに以前から知られていない、Ｃ６に記載
の装置。
［Ｃ９］
　セルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入ることと、
　ページング指示についてマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）のスロットを監視するために前
記アイドル状態からウェイクアップすることと、ここにおいて、前記スロットが、動的に
選択され、より長いグローバルユーザ機器識別情報に対してユーザ機器に関連付けられた
短い識別情報に対応する、
　前記ＭＩＢの前記監視スロットにおいて前記ページング指示を認識することと、
　システム情報ブロック（ＳＩＢ）中の相関情報に基づいてページングウィンドウを決定
することと、
　前記ページングウィンドウ中にページについてリッスンするためにウェイクアップする
こととを備える、ワイヤレス通信システムにおいてページを受信する方法。
［Ｃ１０］
　前記スロットが前記短い識別情報に基づいて選択される、Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１１］
　前記ＳＩＢが前記短い識別情報と前記ページングウィンドウとの間の相関を含む、Ｃ９
に記載の方法。
［Ｃ１２］
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　前記ページング指示を認識することが、前記スロット内のビットがアクティブにされる
と決定することを含む、Ｃ９に記載の方法。
［Ｃ１３］
　前記スロットが、時間とともに異なることができ、前記ユーザ機器および前記ユーザ機
器と通信している他のネットワークエンティティに以前から知られていない、Ｃ９に記載
の方法。
［Ｃ１４］
　セルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入るように実行可能なコードと、
　ページング指示についてマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）のスロットを監視するために前
記アイドル状態からウェイクアップするように実行可能なコードと、ここにおいて、前記
スロットが、動的に選択され、より長いグローバルユーザ機器識別情報に対してユーザ機
器に関連付けられた短い識別情報に対応する、
　前記監視スロットにおいて前記ページング指示を認識するように実行可能なコードと、
　システム情報ブロック（ＳＩＢ）中の相関情報に基づいてページングウィンドウを決定
するように実行可能なコードと、
　前記ページングウィンドウ中にページについてリッスンするためにウェイクアップする
ように実行可能なコードと、を備える、ワイヤレス通信システムにおいてページを受信す
るためのコンピュータ実行可能コードを記憶したコンピュータ可読媒体。
［Ｃ１５］
　セルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入ることを決定するための手段と、
　ページング指示についてマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）のスロットを監視するために前
記アイドル状態からウェイクアップするための手段と、ここにおいて、前記スロットが、
動的に選択され、より長いグローバルユーザ機器識別情報に対してユーザ機器に関連付け
られた短い識別情報に対応する、
　前記監視スロットにおいてページング指示を認識するための手段と、
　システム情報ブロック（ＳＩＢ）中の相関情報に基づいてページングウィンドウを決定
するための手段と、
　前記ページングウィンドウ中にページについてリッスンするためにウェイクアップする
ための手段とを備える、ワイヤレス通信システムにおいてページを受信するための装置。
［Ｃ１６］
　セルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入ることを決定することと、
　　ページング指示についてマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）のスロットを監視するために
前記アイドル状態からウェイクアップすることと、ここにおいて、前記スロットが、動的
に選択され、より長いグローバルユーザ機器識別情報に対してユーザ機器に関連付けられ
た短い識別情報に対応する、
　　前記監視スロットにおいてページング指示を認識することと
　を行うように構成されたＭＩＢウェイクアップ構成要素と、
　　システム情報ブロック（ＳＩＢ）中の相関情報に基づいてページングウィンドウを決
定することと、
　　前記ページングウィンドウ中にページについてリッスンするためにウェイクアップす
ることと
　を行うように構成されたページングウェイクアップ構成要素とを備える、ワイヤレス通
信システムにおいてページを受信するための装置。
［Ｃ１７］
　前記スロットが前記短い識別情報に基づいて選択される、Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ１８］
　前記ＳＩＢが前記短い識別情報と前記ページングウィンドウとの間の相関を含む、Ｃ１
６に記載の装置。
［Ｃ１９］
　前記ページング指示を認識するために、前記ＭＩＢウェイクアップ構成要素は、前記ス
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ロット内のビットがアクティブにされると決定するようにさらに構成された、Ｃ１６に記
載の装置。
［Ｃ２０］
　前記スロットが、時間とともに異なることができ、前記ユーザ機器および前記ユーザ機
器と通信している他のネットワークエンティティに以前から知られていない、Ｃ１６に記
載の装置。
［Ｃ２１］
　ユーザ機器に宛てられたデータを受信することと、
　前記ユーザ機器に対応するマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）中のスロットを識別すること
と、ここにおいて、前記スロットが周期的または非周期である、
　前記ユーザ機器が前記データを受信するためにページについてリッスンすることを示す
ために前記スロット内のビットをアクティブにすることと、
　前記ＭＩＢをブロードキャストすることとを備える、ワイヤレス通信システムにおける
ページングの方法。
［Ｃ２２］
　前記スロットが平均してＴミリ秒ごとに生じ、ここで、Ｔが正数値である、Ｃ２１に記
載の方法。
［Ｃ２３］
　ページングオケージョン中に前記ユーザ機器について前記ページを送信することをさら
に備え、ここにおいて、前記ページングオケージョンｋが、ｋ×Ｔ＋前記ユーザ機器およ
び前記ユーザ機器と通信しているネットワークエンティティに知られている擬似乱数に基
づいて生じる、Ｃ２２に記載の方法。
［Ｃ２４］
　ページングオケージョン中に前記ユーザ機器について前記ページを送信することをさら
に備え、ここにおいて、ページングオケージョンが、前記ＭＩＢ中に含まれるシステムフ
レーム情報に基づいて前記ユーザ機器および前記ユーザ機器と通信しているネットワーク
エンティティによって決定される、Ｃ２１に記載の方法。
［Ｃ２５］
　前記スロットが、以前に構成され、前記ユーザ機器および前記ユーザ機器と通信してい
るネットワークエンティティに知られている、Ｃ２１に記載の方法。
［Ｃ２６］
　ユーザ機器に宛てられたデータを受信するように実行可能なコードと、
　前記ユーザ機器に対応するマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）中のスロットを識別するよう
に実行可能なコードと、ここにおいて、前記スロットが周期的または非周期である、
　前記ユーザ機器が前記データを受信するためにページについてリッスンすることを示す
ために前記スロット内のビットをアクティブにするように実行可能なコードと、
　前記ＭＩＢをブロードキャストするように実行可能なコードとを備える、ワイヤレス通
信システムにおいてページングするためのコンピュータ実行可能コードを記憶したコンピ
ュータ可読媒体。
［Ｃ２７］
　ユーザ機器に宛てられたデータを受信するための手段と、
　前記ユーザ機器に対応するマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）中のスロットを識別するため
の手段と、ここにおいて、前記スロットが周期的または非周期である、
　前記ユーザ機器が前記データを受信するためにページについてリッスンすることを示す
ために前記スロット内のビットをアクティブにするための手段と、
　前記ＭＩＢをブロードキャストするための手段とを備える、ワイヤレス通信システムに
おいてページングするための装置。
［Ｃ２８］
　少なくとも１つのメモリと、
　前記メモリと通信しており、
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　　ユーザ機器に宛てられたデータを受信することと、
　　前記ユーザ機器に対応するマスタ情報ブロック（ＭＩＢ）中のスロットを識別するこ
とと、ここにおいて、前記スロットが周期的または非周期である、
　　前記ユーザ機器が前記データを受信するためにページについてリッスンすることを示
すために前記スロット内のビットをアクティブにすることと、
　　前記ＭＩＢをブロードキャストすることと
　を行うように構成されたＬＴＥ－Ｕページング構成要素とを備える、ワイヤレス通信シ
ステムにおいてページングするための装置。
［Ｃ２９］
　前記スロットが平均してＴミリ秒ごとに生じ、ここで、Ｔが正数値である、Ｃ２８に記
載の装置。
［Ｃ３０］
　前記ＬＴＥ－Ｕページング構成要素が、ページングオケージョン中に前記ユーザ機器に
ついて前記ページを送信するようにさらに構成され、ここにおいて、前記ページングオケ
ージョンｋが、ｋ×Ｔ＋前記ユーザ機器および前記ユーザ機器と通信しているネットワー
クエンティティに知られている擬似乱数に基づいて生じる、Ｃ２９に記載の装置。
［Ｃ３１］
　前記ＬＴＥ－Ｕページング構成要素が、ページングオケージョン中に前記ユーザ機器に
ついて前記ページを送信するようにさらに構成され、ここにおいて、前記ページングオケ
ージョンｋが、前記ＭＩＢ中に含まれるシステムフレーム情報に基づいて前記ユーザ機器
および前記ユーザ機器と通信しているネットワークエンティティによって決定される、Ｃ
２８に記載の装置。
［Ｃ３２］
　前記スロットが、以前に構成され、前記ユーザ機器および前記ユーザ機器と通信してい
るネットワークエンティティに知られている、Ｃ２８に記載の装置。
［Ｃ３３］
　セルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入ることと、
　マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）のスロットを監視するためにウェイクアップすることと
、ここにおいて、前記スロットが周期的または非周期であり、前記ユーザ機器に対応する
、
　ページングオケージョンを決定することと、
　前記ページングオケージョン中にページについてリッスンするためにウェイクアップす
ることとを備える、ワイヤレス通信システムにおいてページを受信する方法。
［Ｃ３４］
　前記スロットが平均してＴミリ秒ごとに生じ、ここで、Ｔが正数値である、Ｃ３３に記
載の方法。
［Ｃ３５］
　前記ページングオケージョンを決定することが、ｋ×Ｔ＋前記ユーザ機器および前記ユ
ーザ機器と通信しているネットワークエンティティに知られている擬似乱数に基づいてペ
ージングオケージョンｋを決定することを備える、Ｃ３４に記載の方法。
［Ｃ３６］
　前記ページングオケージョンを決定することが、前記ＭＩＢ中に含まれるシステムフレ
ーム情報に基づいて決定することを備える、Ｃ３３に記載の方法。
［Ｃ３７］
　前記スロットが、以前に構成され、前記ユーザ機器および前記ユーザ機器と通信してい
るネットワークエンティティに知られている、Ｃ３３に記載の方法。
［Ｃ３８］
　セルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入ることを決定するように実行可能
なコードと、
　マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）のスロットを監視するためにウェイクアップするように
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実行可能なコードと、ここにおいて、前記スロットが周期的または非周期であり、前記ユ
ーザ機器に対応する、
　ページングオケージョンを決定するように実行可能なコードと、
　前記ページングオケージョン中にページについてリッスンするためにウェイクアップす
るように実行可能なコードとを備える、ワイヤレス通信システムにおいてページを受信す
るためのコンピュータ実行可能コードを記憶したコンピュータ可読媒体。
［Ｃ３９］
　セルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入ることを決定するための手段と、
　マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）のスロットを監視するためにウェイクアップするための
手段と、ここにおいて、前記スロットが周期的または非周期であり、前記ユーザ機器に対
応する、
　ページングオケージョンを決定するための手段と、前記ページングオケージョン中にペ
ージについてリッスンするためにウェイクアップするための手段とを備える、ワイヤレス
通信システムにおいてページを受信するための装置。
［Ｃ４０］
　セルにキャンプオンされている間にアイドル状態に入ることを決定することと、
　　マスタ情報ブロック（ＭＩＢ）のスロットを監視するためにウェイクアップすること
と、ここにおいて、前記スロットが周期的または非周期であり、前記ユーザ機器に対応す
る、
　を行うように構成されたＭＩＢウェイクアップ構成要素と、
　　ページングオケージョンを決定することと、
　　前記ページングオケージョン中にページについてリッスンするためにウェイクアップ
することと
　を行うように構成されたページングウェイクアップ構成要素とを備える、ワイヤレス通
信システムにおいてページを受信するための装置。
［Ｃ４１］
　前記スロットが平均してＴミリ秒ごとに生じる、Ｃ４０に記載の装置。
［Ｃ４２］
　前記ページングオケージョンを決定するために、前記ページングウェイクアップ構成要
素が、ｋ×Ｔ＋前記ユーザ機器および前記ユーザ機器と通信しているネットワークエンテ
ィティに知られている擬似乱数に基づいてページングオケージョンｋを決定するようにさ
らに構成された、Ｃ４１に記載の装置。
［Ｃ４３］
　前記ページングウェイクアップ構成要素が、前記ＭＩＢ中に含まれるシステムフレーム
情報に基づいて前記ページングオケージョンを決定するようにさらに構成された、Ｃ４０
に記載の装置。
［Ｃ４４］
　前記スロットが、以前に構成され、前記ユーザ機器および前記ユーザ機器と通信してい
るネットワークエンティティに知られている、Ｃ４０に記載の装置。
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