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(57)【要約】
　ユーザ機器（ＵＥ）による省電力モード（ＰＳＭ）お
よび要求された延長された非連続受信（ｅＤＲＸ）モー
ドの同時使用を可能にするデバイスおよび方法が概して
記載されている。モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ
）は、アクティブタイマ（ＡＴ）要求およびｅＤＲＸサ
イクル時間（ｅＣＴ）要求を受信してよい。ＭＭＥは、
ｅＣＴ要求より大きいＵＥ固有のページングタイマを格
納してよい。さもなければ、ＭＭＥは、ＡＴ要求がｅＤ
ＲＸサイクルの予め定められた数より大きい場合、ＡＴ
応答およびｅＣＴ応答を、ＡＴ要求およびｅＣＴ要求と
等しくなるように設定してよい。ＭＭＥは、ＡＴ応答を
ＡＴ要求より小さく、および／または、ｅＣＴ応答をｅ
ＣＴ要求より小さく設定してよく、または、ＡＴ応答を
ＡＴ要求より小さく、ＤＲＸサイクル時間を使用し、ま
たはＡＴ応答をＡＴ要求であり、ｅＣＴ応答をｅＣＴ要
求より小さく設定してよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　進化型ノードＢ（ｅＮＢ）を介してモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）と通信する
送受信機と、
　処理回路と、を備える、ユーザ機器（ＵＥ）の装置であって、
　　前記処理回路は、
　　　前記送受信機を、前記ＵＥが省電力モード（ＰＳＭ）および延長された非連続受信
（ｅＤＲＸ）モードの組み合わせを使用するための要求メッセージを、前記ｅＮＢに送信
するように構成し、
　　　前記送受信機を、前記要求メッセージに対する応答メッセージを前記ｅＮＢから受
信するように構成し、前記応答メッセージは、前記ＵＥに、電力低減モードとして、
　　　　前記ＰＳＭおよび前記ｅＤＲＸモードの前記組み合わせ、
　　　　前記ＰＳＭおよび修正されたｅＤＲＸサイクル時間を有するｅＤＲＸモードの組
み合わせ、
　　　　前記ＰＳＭおよびＤＲＸモードの組み合わせ、
　　　　前記ＰＳＭのない前記ｅＤＲＸモード、のうちの１つを使用するように指示し、
　　　前記ＵＥを、前記応答メッセージで指示される前記電力低減モードに従い、前記ｅ
ＮＢと通信するように構成する、装置。
【請求項２】
　前記処理回路はさらに、
　遅延要件、トラフィックの到着間隔、サブスクリプション情報、および電力プレファレ
ンス指標のうちの少なくとも１つを含むサービスの質（ＱｏＳ）要件に基づいて、所望の
量の省電力を決定し、
　前記所望の量の省電力に基づいて使用されるべきＰＳＭおよびｅＤＲＸモードの前記組
み合わせを識別する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記要求メッセージは、アタッチ要求メッセージおよびトラッキングエリア更新（ＴＡ
Ｕ）メッセージのうちの１つを含み、前記アタッチ要求メッセージおよびＴＡＵメッセー
ジのうちの前記１つは、前記ＰＳＭを要求するアクティブタイマ要求およびｅＤＲＸサイ
クル時間要求を含む、請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記応答メッセージは、アクティブタイマ応答およびｅＤＲＸサイクル時間応答を含む
アタッチ要求およびＴＡＵメッセージのうちの１つを含み、前記アクティブタイマ要求が
、ｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きい場合、前記アクティブタイマ応答
は前記アクティブタイマ要求を含み、前記ｅＤＲＸサイクル時間応答は前記ｅＤＲＸサイ
クル時間要求であり、
　前記ＵＥは、前記応答メッセージの受信に応答して、前記ＰＳＭおよび前記ｅＤＲＸモ
ードの両方に従い動作する、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記応答メッセージは、アクティブタイマ応答およびｅＤＲＸサイクル時間応答を含む
アタッチ要求メッセージおよびＴＡＵメッセージのうちの１つを含み、前記アクティブタ
イマ要求が、ｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より小さい場合、前記アクティブ
タイマ応答は前記アクティブタイマ要求より小さい、および、前記ｅＤＲＸサイクル時間
応答は前記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さい、のうちの少なくとも一方であり、
　前記ＵＥは、前記応答メッセージの受信に応答して、前記ＰＳＭおよび前記ｅＤＲＸモ
ードの両方に従い動作する、請求項３に記載の装置。
【請求項６】
　前記ＵＥの応答時間が、ＴＡＵタイマより大きいことが検証可能である場合、前記アク
ティブタイマ応答は前記アクティブタイマ要求より小さい、および、前記ｅＤＲＸサイク
ル時間応答は前記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さい、のうちの前記少なくとも一方で
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ある、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記アクティブタイマ要求が、ｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より小さい場
合、前記応答メッセージは、アクティブタイマ応答並びにｅＤＲＸサイクル時間応答およ
びｅＤＲＸサイクル時間より短いＤＲＸサイクル時間のうちの１つを含むアタッチ承諾メ
ッセージを含み、並びに、
　　前記アクティブタイマ応答は、前記アクティブタイマ要求より小さく、前記アタッチ
承諾メッセージは前記ＤＲＸサイクル時間を含み、前記ＵＥは、前記応答メッセージの受
信に応答して、前記ＰＳＭおよびＤＲＸモードを使用する、および
　　前記アクティブタイマ応答は、前記アクティブタイマ要求であり、前記ｅＤＲＸサイ
クル時間応答は前記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さく、前記ＵＥは、前記応答メッセ
ージの受信に応答して、前記ＰＳＭの使用なしの前記ｅＤＲＸモードに従い動作する、の
うちの少なくとも一方である、請求項３に記載の装置。
【請求項８】
　前記アクティブタイマ応答は、ｅＤＲＸサイクル応答の予め定められた数より大きい、
請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記ＵＥは、マシンタイプ通信（ＭＴＣ）ＵＥである、請求項１または２に記載の装置
。
【請求項１０】
　前記送受信機と前記ｅＮＢとの間の通信を提供するアンテナをさらに備える、請求項１
または２に記載の装置。
【請求項１１】
　ユーザ機器（ＵＥ）に関し進化型ノードＢ（ｅＮＢ）と通信するインタフェースと、
　処理回路と、を備える、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）の装置であって、
　前記処理回路は、
　　前記インタフェースを、前記ＵＥのための、省電力モード（ＰＳＭ）および延長され
た非連続受信（ｅＤＲＸ）モードの組み合わせの使用に関する要求メッセージを受信する
ように構成し、
　　前記要求メッセージ内のＰＳＭおよびｅＤＲＸパラメータに基づいて、前記ＵＥが使
用する電力低減モードを選択し、ｅＤＲＸサイクル時間はＤＲＸサイクル時間より長く、
前記電力低減モードは、
　　　前記ＰＳＭおよび前記ｅＤＲＸモードの前記組み合わせ、
　　　前記ＰＳＭおよび修正されたｅＤＲＸサイクル時間を有するｅＤＲＸモードの組み
合わせ、
　　　前記ＰＳＭおよびＤＲＸモードの組み合わせ、および
　　　前記ＰＳＭのない前記ｅＤＲＸモード、のうちの１つを含み、
　　前記インタフェースを、前記要求メッセージに対する応答メッセージを送信するよう
に構成し、前記応答メッセージは、前記ＵＥに対し、前記電力低減モードを使用するよう
に命令する、装置。
【請求項１２】
　前記処理回路は、さらに、
　事業者の構成情報、ローカル構成、トラフィック解析、またはサブスクリプションデー
タから受信されるアプリケーション関連情報のうちの少なくとも１つに基づいて、前記電
力低減モードを選択する、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記電力低減モードの選択は、可能性のある最大遅延およびパケット到着間隔のうちの
少なくとも１つを含むサブスクリプションデータを含む、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記処理回路は、さらに、
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　遅延要件、トラフィックの到着間隔、サブスクリプション情報、および電力プレファレ
ンス指標のうちの少なくとも１つを含むサービスの質（ＱｏＳ）要件に基づいて、所望の
量の省電力を決定し、
　前記所望の量の省電力に基づいて、ＰＳＭおよびｅＤＲＸモードのうちの１または複数
のうちのどれが使用されるべきかを識別する、請求項１１から１３のいずれか一項に記載
の装置。
【請求項１５】
　前記要求メッセージは、アタッチ要求メッセージおよびトラッキングエリア更新（ＴＡ
Ｕ）メッセージのうちの１つを含み、前記ＰＳＭおよびｅＤＲＸパラメータは、前記ＰＳ
Ｍを要求するアクティブタイマ要求およびｅＤＲＸサイクル時間要求を含む、請求項１１
から１３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１６】
　前記処理回路は、さらに、
　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きいかを
判断し、
　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の前記予め定められた数より大きい
との判断に応答して、アクティブタイマ応答を前記アクティブタイマ要求に設定し、且つ
、ｅＤＲＸサイクル時間応答を前記ｅＤＲＸサイクル時間要求に設定し、前記応答メッセ
ージは、前記アクティブタイマ応答および前記ｅＤＲＸサイクル時間応答を含むアタッチ
承諾メッセージおよびＴＡＵ承諾メッセージのうちの１つを含み、前記アタッチ承諾メッ
セージおよびＴＡＵ承諾メッセージのうちの１つは、前記ＵＥを、前記応答メッセージの
受信に応答して、前記ＰＳＭおよび前記ｅＤＲＸモードの両方を使用するように構成する
、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きいかを
判断し、
　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の前記予め定められた数より小さい
との判断に応答して、アクティブタイマ応答を前記アクティブタイマ要求より小さく設定
する、および、ｅＤＲＸサイクル時間応答を前記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さく設
定する、のうちの少なくとも一方を行い、前記応答メッセージは、前記アクティブタイマ
応答および前記ｅＤＲＸサイクル時間応答を含むアタッチ承諾メッセージおよびＴＡＵ承
諾メッセージのうちの１つを含み、前記アタッチ承諾メッセージおよびＴＡＵ承諾メッセ
ージのうちの１つは、前記ＵＥを、前記応答メッセージの受信に応答して、前記ＰＳＭお
よび前記ｅＤＲＸモードの両方を使用するように構成する、請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　前記処理回路は、さらに、
　前記ＵＥの応答時間がＴ３４１２　ＴＡＵタイマより大きいかを検証し、
　前記ＵＥの前記応答時間が前記Ｔ３４１２　ＴＡＵタイマより大きいと検証されたとの
判断に応答して、前記アクティブタイマ応答を前記アクティブタイマ要求より小さく設定
する、および、前記ｅＤＲＸサイクル時間応答を前記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さ
く設定する、のうちの少なくとも一方を行う、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きいかを
判断し、
　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の前記予め定められた数より小さい
との判断に応答して、前記応答メッセージを、アクティブタイマ応答並びにｅＤＲＸサイ
クル時間応答およびｅＤＲＸサイクル時間より短いＤＲＸサイクル時間のうちの１つを含
むアタッチ承諾メッセージおよびＴＡＵ承諾メッセージのうちの１つを含むように設定し
、並びに、
　　アクティブタイマ応答は前記アクティブタイマ要求より小さい、且つ、前記アタッチ
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承諾メッセージおよび前記ＴＡＵ承諾メッセージのうちの前記１つは前記ＤＲＸサイクル
時間を有する、且つ、前記ＵＥを、前記応答メッセージの受信に応答して、前記ＰＳＭお
よびＤＲＸモードを使用するように構成する、および
　　前記アクティブタイマ応答は前記アクティブタイマ要求である、且つ、前記ｅＤＲＸ
サイクル時間応答は前記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さい、且つ、前記ＵＥを、前記
応答メッセージの受信に応答して、前記ＰＳＭの使用のない前記ｅＤＲＸモードを使用す
るように構成する、のうちの少なくとも一方を設定する、請求項１５に記載の装置。
【請求項２０】
　前記アクティブタイマ応答は、ｅＤＲＸサイクル応答の予め定められた数より大きい、
請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記処理回路は、さらに、
　ＵＥ固有のページングタイマおよび関連するｅＤＲＸパラメータを、前記ＭＭＥのメモ
リ内に、モビリティ管理コンテキストの一部として格納し、前記ＵＥ固有のページングタ
イマは、前記ＵＥによって前記要求メッセージ内で提供されるｅＤＲＸサイクルより大き
く、
　前記インタフェースを、前記ＵＥ固有のページングタイマの満了時に、ページングメッ
セージを前記ＵＥに送信するように構成する、請求項１１から１３のいずれか一項に記載
の装置。
【請求項２２】
　ユーザ機器（ＵＥ）と通信するモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）の１または複数
のプロセッサによる実行のための命令を格納するコンピュータ可読記録媒体であって、前
記１または複数のプロセッサは前記ＭＭＥを、
　　省電力モード（ＰＳＭ）のためのアクティブタイマ要求および延長された非連続受信
（ｅＤＲＸ）モードのためのｅＤＲＸサイクル時間要求を含む要求メッセージを受信する
、
　　前記ＵＥのための、前記ｅＤＲＸサイクル時間要求より大きいＵＥ固有のページング
タイマを格納するかを判断する、
　　前記ＵＥ固有のページングタイマ以外のページングタイマを使用するとの判断に応答
して、前記アクティブタイマ要求および前記ｅＤＲＸサイクル時間要求に基づいて、前記
ＵＥが使用する電力低減モードを選択する、
　　送受信機を、前記ＵＥに対し、前記電力低減モードを使用するように命令する、前記
要求メッセージに対する応答メッセージを送信するように構成する、ように構成し、
　前記電力低減モードは、
　　前記ＰＳＭおよび前記ｅＤＲＸモードの組み合わせ、
　　前記ＰＳＭおよび修正されたｅＤＲＸサイクル時間を有するｅＤＲＸモードの組み合
わせ、
　　前記ＰＳＭおよびＤＲＸモードの組み合わせ、および
　　前記ＰＳＭのない前記ｅＤＲＸモード、のうちの１つを含む、媒体。
【請求項２３】
　前記命令はさらに、前記ＭＭＥを、
　　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きいか
を判断する、
　　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の前記予め定められた数より大き
いとの判断に応答して、アクティブタイマ応答を前記アクティブタイマ要求に設定し、且
つ、ｅＤＲＸサイクル時間応答を前記ｅＤＲＸサイクル時間要求に設定する、
　　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の前記予め定められた数より小さ
いとの判断に応答して、前記アクティブタイマ応答を前記アクティブタイマ要求より小さ
く設定する、および、前記ｅＤＲＸサイクル時間応答を前記ｅＤＲＸサイクル時間要求よ
り小さく設定する、のうちの少なくとも一方を行う、
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　　前記アクティブタイマ応答および前記ｅＤＲＸサイクル時間応答を、前記ＵＥに、Ｓ
１インタフェースで、進化型ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）を介して送信する、ように構成す
る、請求項２２に記載の媒体。
【請求項２４】
　前記命令は、さらに、前記ＭＭＥを、
　前記ＵＥの応答時間がＴＡＵタイマより大きいかを検証する、並びに
　前記ＵＥの前記応答時間が前記ＴＡＵタイマより大きいと検証されたとの判断に応答し
て、前記アクティブタイマ応答を前記アクティブタイマ要求より小さく設定する、および
、前記ｅＤＲＸサイクル時間応答を前記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さく設定する、
のうちの少なくとも一方を行う、ように構成する、請求項２３に記載の媒体。
【請求項２５】
　前記命令は、さらに、前記ＭＭＥを、
　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きいかを
判断する、
　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の前記予め定められた数より小さい
との判断に応答して、前記応答メッセージを、ｅＤＲＸサイクル応答の予め定められた数
より大きいアクティブタイマ応答並びにｅＤＲＸサイクル時間応答およびｅＤＲＸサイク
ル時間より短いＤＲＸサイクル時間のうちの１つを含むように設定し、および、
　　アクティブタイマ応答が前記アクティブタイマ要求より小さい、且つ、前記応答メッ
セージは前記ＤＲＸサイクル時間を含む、および
　　前記アクティブタイマ応答は前記アクティブタイマ要求である、且つ、前記ｅＤＲＸ
サイクル時間応答は前記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さい、のうちの少なくとも一方
を設定する、ように構成する、請求項２２に記載の媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［優先権の主張］
　本願は、２０１５年３月１３日に出願された米国仮特許出願第６２／１３３，１９３号
（発明の名称「延長されたＤＲＸメカニズムをサポートするためのモビリティ管理エンテ
ィティに対する強化」）に基づく優先権の利益を主張し、当該出願は参照により本明細書
にその全体が組み込まれる。
【０００２】
　実施形態は、無線アクセスネットワークに関する。いくつかの実施形態は、第３世代パ
ートナーシッププロジェクトロングタームエボリューション（３ＧＰＰ　ＬＴＥ）ネット
ワークおよびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ‐Ａ）ネットワークに加え、第４世代（４Ｇ）
ネットワークおよび第５世代（５Ｇ）ネットワークを含むセルラネットワークにおける非
連続受信（ＤＲＸ）に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ネットワーク上でサーバおよび他のコンピューティングデバイスと通信する異なるタイ
プのデバイスが増えるにつれ、３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムの使用が増加している。特に、
携帯電話等の典型的なユーザ機器（ＵＥ）およびマシンタイプ通信（ＭＴＣ）ＵＥの両方
が現在３ＧＰＰ　ＬＴＥシステムを使用している。ＭＴＣ　ＵＥは、計算性能が低く、通
信能力が劣るという特有の課題を呈する。さらに、多くのＭＴＣ　ＵＥは、単一の場所に
実質永久にとどまるように構成されている。このようなＭＴＣ　ＵＥの例としては、機器
または自動販売機内のセンサ（例えば、環境状況を感知）またはマイクロコントローラが
含まれ、これらはスマートユーティリティ計測、サプライチェーン、フリートマネジメン
トおよび盗難追跡でのインテリジェント追跡等の様々なサービスを提供する。３ＧＰＰで
は、これらの潜在的に数十億にもなる接続デバイスをサポートすることで提示される可能
性のある潜在的な課題に対処する取り組みが続いている。これらのＭＴＣタイプの適用に
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用いられるＵＥは、ノマディック、低モビリティ、低優先度および／または低頻度でのモ
バイル発信／モバイル着信（ＭＯ／ＭＴ）データの少量送信等、特定の特性を有する。こ
のようなＵＥにとって、バッテリ電力の最小化は望ましい。特にいくつかのＭＴＣは比較
的アクセス不可である可能性がある、および／または、機器の耐用年数の間バッテリをチ
ャージする能力を有していない可能性があるからである。
【０００４】
　従って、延長されたＤＲＸ（ｅＤＲＸ）が延長された期間、アクティビティなしでＭＴ
Ｃ　ＵＥを低電力アイドルモードに維持できるようにすることが望ましい。
【図面の簡単な説明】
【０００５】
　以下の図は、必ずしも正確な縮尺通り示されていないが、同様の数字で類似のコンポー
ネントを異なるビューで示すことがある。異なる添え字を有する同様の数字は、類似のコ
ンポーネントの異なる例を表わすことがある。図は概して、本明細書に記載の様々な実施
形態を限定ではなく例示として示している。
【０００６】
【図１】いくつかの実施形態による、ネットワークの様々なコンポーネントを備えた、Ｌ
ＴＥネットワークのエンドツーエンドネットワークアーキテクチャの一部の例を示す。
【０００７】
【図２】いくつかの実施形態による、ＵＥのコンポーネントを示す。
【０００８】
【図３】いくつかの実施形態による、アタッチプロシージャフローを示す。
【０００９】
【図４】いくつかの実施形態による、ＵＥアタッチの方法に係るフローチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下の詳細な説明および図は、当業者が実施形態を実施できるように、具体的な実施形
態について十分示している。他の実施形態は、構造的、論理的、電気的、プロセス的な変
更およびその他の変更を組み込んでよい。いくつかの実施形態に係る部分および特徴が、
他の実施形態のそれらに含まれてよく、または代替してよい。特許請求の範囲に記載の実
施形態は、当該特許請求の範囲に係るすべての利用可能な均等内容を包含する。
【００１１】
　図１は、いくつかの実施形態による、ネットワークの様々なコンポーネントを備えた、
ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）ネットワークのエンドツーエンドネットワーク
アーキテクチャの一部の例を示す。本明細書で使用されるＬＴＥネットワークとは、ＬＴ
ＥネットワークおよびＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ‐Ａ）ネットワークの両方に加え、開
発されるべき他のバージョンのＬＴＥネットワークを指す。ネットワーク１００は、Ｓ１
インタフェース１１５を介して共に連結された、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）（
例えば、図示の通り、Ｅ‐ＵＴＲＡＮ、すなわち進化型ユニバーサル地上波無線アクセス
ネットワーク）１０１およびコアネットワーク１２０（例えば、進化型パケットコア（Ｅ
ＰＣ）として図示）を含んでよい。便宜上および簡潔にするために、当該例においては、
コアネットワーク１２０およびＲＡＮ１０１の一部のみが示されている。
【００１２】
　コアネットワーク１２０は、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）１２２、サービン
グゲートウェイ（サービングＧＷ）１２４、およびパケットデータネットワークゲートウ
ェイ（ＰＤＮ　ＧＷ）１２６を含んでよい。ＲＡＮ１０１は、ユーザ機器（ＵＥ）１０２
と通信するための進化型ノードＢ（ｅＮＢ）１０４（基地局として動作してよい）を含ん
でよい。ｅＮＢ１０４は、マクロｅＮＢ１０４ａおよび低電力（ＬＰ）ｅＮＢ１０４ｂを
含んでよい。ｅＮＢ１０４およびＵＥ１０２は、本明細書で説明される強化されたＤＲＸ
モードを利用してよい。
【００１３】
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　ＭＭＥ１２２は、レガシのサービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ）の制御プレ
ーンと機能において類似してよい。ＭＭＥ１２２は、ゲートウェイ選択およびトラッキン
グエリアリスト管理等のアクセスにおけるモビリティ態様を管理してよい。サービングＧ
Ｗ１２４は、ＲＡＮ１０１に向かうインタフェースを終端してよく、ＲＡＮ１０１とコア
ネットワーク１２０との間でデータパケットをルーティングしてよい。また、サービング
ＧＷ１２４は、ｅＮＢ間ハンドオーバのためのローカルモビリティアンカーポイントであ
ってよく、また、３ＧＰＰ間モビリティのためのアンカも提供してよい。他の役割として
は、合法的傍受、課金および何らかのポリシー施行が含まれてよい。サービングＧＷ１２
４およびＭＭＥ１２２は、１つの物理ノードまたは別個の物理ノードに実装されてよい。
【００１４】
　ＰＤＮ　ＧＷ１２６は、パケットデータネットワーク（ＰＤＮ）に向かうＳＧｉインタ
フェースを終端してよい。ＰＤＮ　ＧＷ１２６は、ＥＰＣ１２０と外部ＰＤＮとの間でデ
ータパケットをルーティングしてよく、ポリシー施行および課金データ収集を実行してよ
い。ＰＤＮ　ＧＷ１２６はまた、非ＬＴＥアクセスを持つモビリティデバイスのためのア
ンカーポイントを提供してもよい。外部ＰＤＮは、ＩＰマルチメディアサブシステム（Ｉ
ＭＳ）ドメインを含む、あらゆる種類のＩＰネットワークであってよい。ＰＤＮ　ＧＷ１
２６およびサービングＧＷ１２４は、単一の物理ノードまたは別個の物理ノードに実装さ
れてよい。
【００１５】
　ｅＮＢ１０４（マクロｅＮＢ１０４ａおよびマイクロｅＮＢ１０４ｂ）は、エアインタ
フェースプロトコルを終端してよく、ＵＥ１０２に対する第１の接触ポイントであってよ
い。いくつかの実施形態において、ｅＮＢ１０４は、ＲＡＮ１０１のための様々な論理機
能を実行してよく、それらとしては、限定はされないが、無線ベアラー管理、アップリン
クおよびダウンリンク動的無線リソース管理およびデータパケットスケジューリング、並
びにモビリティ管理等のＲＮＣ（無線ネットワークコントローラ機能）が含まれる。いく
つかの実施形態により、ＵＥ１０２は、ＯＦＤＭＡ通信技術に従い、マルチキャリア通信
チャネルを介して直交周波数分割多重（ＯＦＤＭ）通信信号をｅＮＢ１０４と通信するよ
うに構成されてよい。ＯＦＤＭ信号は、複数の直交サブキャリアを含んでよい。
【００１６】
　Ｓ１インタフェース１１５は、ＲＡＮ１０１とＥＰＣ１２０とを分離するインタフェー
スであってよい。Ｓ１インタフェースは、２つの部分、すなわち、Ｓ１‐ＵおよびＳ１‐
ＭＭＥに分割されてよい。Ｓ１‐Ｕは、トラフィックデータをｅＮＢ１０４とサービング
ＧＷ１２４との間で搬送してよく、Ｓ１‐ＭＭＥは、ｅＮＢ１０４とＭＭＥ１２２との間
のシグナリングインタフェースであってよい。Ｘ２インタフェースは、ｅＮＢ１０４間の
インタフェースであってよい。Ｘ２インタフェースは、２つの部分、すなわち、Ｘ２－Ｃ
およびＸ２－Ｕを含んでよい。Ｘ２－Ｃは、ｅＮＢ１０４間の制御プレーンインタフェー
スであってよい一方、Ｘ２－Ｕは、ｅＮＢ１０４間のユーザプレーンインタフェースであ
ってよい。
【００１７】
　セルラネットワークでは、通常、ＬＰセルを使用して、屋外信号が十分届かない屋内エ
リアへカバレッジを拡張してよく、または密集した使用状況のエリアにネットワーク容量
を追加してよい。特に、マクロセル、マイクロセル、ピコセルおよびフェムトセルといっ
た異なるサイズのセルを使用して、ワイヤレス通信システムのカバレッジを強化し、シス
テム性能を上げることが望ましいだろう。当該異なるサイズのセルは、同一の周波数帯域
で動作してよく、または各セルが異なる周波数帯域で動作する状態、または異なるサイズ
のセルのみが異なる周波数帯域で動作する状態で、異なる周波数帯域で動作してよい。本
明細書で使用されるＬＰ　ｅＮＢという用語は、フェムトセル、ピコセルまたはマイクロ
セル等のより小さなセル（マクロセルより小さい）を実装するための任意の好適な比較的
低電力のｅＮＢを指す。フェムトセルｅＮＢは通常、モバイルネットワーク事業者からそ
の住宅向け顧客またはエンタープライズ向け顧客へと提供されてよい。フェムトセルは通
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常、住宅用ゲートウェイのサイズまたはそれより小型であってよく、一般にブロードバン
ドラインに接続されてよい。フェムトセルは、モバイル事業者のモバイルネットワークに
接続されてよく、通常３０～５０メートルの範囲内に追加のカバレッジを提供してよい。
故に、ＬＰ　ｅＮＢ１０４ｂは、ＰＤＮ　ＧＷ１２６を介して連結されるので、フェムト
セルｅＮＢであってよい。同様に、ピコセルは通常、建物内（オフィス、ショッピングモ
ール、電車の駅等）、またはより最近では航空機内等の小エリアをカバーするワイヤレス
通信システムであってよい。ピコセルｅＮＢは、一般にＸ２リンクを介してマクロｅＮＢ
１０４ａ等の別のｅＮＢにその基地局制御装置（ＢＳＣ）の機能によって接続される。故
に、ＬＰ　ｅＮＢ１０４ｂはマクロｅＮＢにＸ２インタフェースを介して連結されてよい
ので、ピコセルｅＮＢで実装されてよい。ピコセルｅＮＢまたは他のＬＰ　ｅＮＢ１０４
ｂは、マクロｅＮＢ１０４ａの一部または全部の機能を組み込んでよい。いくつかの場合
において、これはアクセスポイント基地局またはエンタープライズフェムトセルと呼ばれ
てよい。
【００１８】
　ＬＴＥネットワーク上の通信は、１０ｍｓフレームに分割されてよく、各フレームは１
０個の１ｍｓサブフレームを含んでよい。次に、フレームの各サブフレームは、０．５ｍ
ｓのスロットを２つ含んでよい。各サブフレームは、ＵＥからｅＮＢへのアップリンク（
ＵＬ）通信またはｅＮＢからＵＥへのダウンリンク（ＤＬ）通信に使用されてよい。一実
施形態において、ｅＮＢは、特定のフレームにおいて、ＵＬ通信より多数のＤＬ通信を割
り当ててよい。ｅＮＢは、様々な周波数帯域（ｆ１およびｆ２）にわたる送信をスケジュ
ーリングしてよい。１周波数帯域で使用されるサブフレームにおけるリソースの割り当て
は、別の周波数帯域におけるものと異なってよい。サブフレームの各スロットは、使用さ
れるシステムに依り、６～７個のシンボルを含んでよい。一実施形態において、サブフレ
ームは、１２個のサブキャリアを含んでよい。ダウンリンクリソースグリッドは、ｅＮＢ
からＵＥへのダウンリンク送信に使用されてよい一方、アップリンクリソースグリッドは
、ＵＥからｅＮＢへのまたはＵＥから別のＵＥへのアップリンク送信に使用されてよい。
リソースグリッドは、時間‐周波数グリッドであってよく、それは各スロットにおけるダ
ウンリンクの物理リソースである。リソースグリッドの最小の時間‐周波数単位は、リソ
ースエレメント（ＲＥ）として表されてよい。リソースグリッドの各列および各行はそれ
ぞれ、１個のＯＦＤＭシンボルおよび１個のＯＦＤＭサブキャリアに対応してよい。リソ
ースグリッドは、物理チャネルとリソースエレメントおよび物理リソースブロック（ＰＲ
Ｂ）とのマッピングを記述するリソースブロック（ＲＢ）を含んでよい。ＰＲＢは、ＵＥ
に割り当て可能なリソースの最小単位であってよい。リソースブロックは、周波数におい
て１８０ｋＨｚ幅および時間において１スロット長であってよい。周波数において、リソ
ースブロックは、１２×１５ｋＨｚのサブキャリアまたは２４×７．５ｋＨｚのサブキャ
リアの幅のいずれかであってよい。多くのチャネルおよび信号については、システム帯域
幅に依り、リソースブロックごとに１２個のサブキャリアが使用されてよい。周波数分割
複信（ＦＤＤ）モードでは、アップリンクおよびダウンリンクのフレームの両方が１０ｍ
ｓであってよく、周波数（全二重）分割または時間（半二重）分割であってよい。時分割
複信（ＴＤＤ）では、アップリンクおよびダウンリンクのサブフレームは同一周波数で送
信されてよく、タイムドメインで多重化される。タイムドメインにおけるリソースグリッ
ド４００の持続時間は、１サブフレームまたは２つのリソースブロックに対応する。各リ
ソースグリッドは、１２（サブキャリア）＊１４（シンボル）＝１６８リソースエレメン
トを含んでよい。
【００１９】
　このようなリソースブロックを使用して伝送されるいくつかの異なる物理ダウンリンク
チャネルが存在してよく、それらには、物理ダウンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）お
よび物理ダウンリンク共有チャネル（ＰＤＳＣＨ）が含まれる。各サブフレームは、ＰＤ
ＣＣＨおよびＰＤＳＣＨにパーティション化されてよい。ＰＤＣＣＨは通常、各サブフレ
ームの最初の２個のシンボルを占有してよく、とりわけ、ＰＤＳＣＨチャネルに関連する
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トランスポートフォーマットおよびリソース割り当てに関する情報に加え、アップリンク
共有チャネルに関するＨ‐ＡＲＱ情報を搬送する。ＰＤＳＣＨは、ユーザデータおよびＵ
Ｅへの上位レイヤシグナリングを搬送してよく、サブフレームの残部を占有してよい。通
常、ダウンリンクスケジューリング（制御および共有チャネルリソースブロックのセル内
のＵＥへの割り当て）は、ｅＮＢにおいて、ＵＥからｅＮＢに提供されるチャネル品質情
報に基づいて実行されてよく、その後、ダウンリンクリソース割り当て情報がそのＵＥに
使用（割り当てられる）されるＰＤＣＣＨで各ＵＥに送信されてよい。ＰＤＣＣＨは、リ
ソースグリッドから、同一サブフレームにおいてＰＤＳＣＨで送信されたデータの検出お
よびデコードの仕方をＵＥに指示する複数のフォーマットのうちの１つにおけるダウンリ
ンク制御情報（ＤＣＩ）を含んでよい。ＤＣＩフォーマットは、リソースブロック数、リ
ソース割り当てタイプ、モジュレーションスキーム、トランスポートブロック、冗長性バ
ージョン、符号化率等といった詳細を提供してよい。各ＤＣＩフォーマットは、巡回冗長
コード（ＣＲＣ）を有してよく、ＰＤＳＣＨが目的とするターゲットＵＥを識別する無線
ネットワーク一時識別子（ＲＮＴＩ）でスクランブルされてよい。ＵＥ固有のＲＮＴＩを
使用することで、ＤＣＩフォーマット（および従って、対応するＰＤＳＣＨ）のデコーデ
ィングを目的のＵＥのみに限定してよい。
【００２０】
　ＵＥ１０２は、バッテリの寿命を延長するためにＤＲＸモードを使用してよい。特に、
ＵＥ１０２は、ＤＲＸモードのとき、予め定められた期間、ＰＤＣＣＨのモニタリングを
終了してよい。ＵＥ１０２は、アイドルＤＲＸ（ページングＤＲＸとも呼ばれる）および
アクティブＤＲＸという異なるタイプのＤＲＸを使用してよく、アイドルＤＲＸでは、Ｕ
Ｅ１０２はアイドル状態であり、ｅＮＢ１０４との無線リソース制御（ＲＲＣ）接続を有
さない。アクティブＤＲＸでは、ＵＥ１０２はＲＲＣ接続状態である。アイドルモードＤ
ＲＸは、主にデータおよびブロードキャストチャネルをモニタリングするために、ＵＥ１
０２によって使用されてよい。アイドルＤＲＸにおけるＵＥ１０２は、データチャネルを
モニタリングする前に、アイドル状態からＲＲＣ接続状態に入ってよい。また、アクティ
ブＤＲＸは、ＵＥ１０２がアイドル状態に入らない状態での省電力を許容してよい。ＲＲ
Ｃ接続は確立済みであってよいので、スピード向上につながる。これは、ウェブ閲覧およ
びインスタントメッセージ等のリアルタイムのデータ転送を使用しない用途に対し有益で
あってよく、その場合、ＵＥ１０２は、データ接続および関連処理の連続的なモニタリン
グを回避してよい。
【００２１】
　ＤＲＸモードを確立すべく、ｅＮＢ１０４は通常、ＵＥ１０２の初期セットアップまた
は再構成中に、ＲＲＣ接続を介してＤＲＸ構成をＵＥ１０２にブロードキャストまたは送
信してよい。ＤＲＸ構成は、ＤＲＸモードに関連する様々なタイマに加え、どのＤＲＸモ
ードが使用されるべきかを示してよい。これらのタイマは、オン期間、非アクティビティ
、アクティブ、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）ラウンドトリップ（ＲＴＴ）、再
送、およびＤＲＸサイクル長を含んでよい。オン期間タイマは、ＵＥ１０２がＤＲＸモー
ドからのウェイクアップ後、アウェイクのままでいる（すなわち、ＤＲＸモードに入る前
）期間（すなわち、サブフレーム数）を示してよい。ＵＥ１０２は、この期間、ＰＤＣＣ
Ｈを検索してよい。非アクティビティタイマは、ＵＥ１０２が、再送信ではない元の送信
を示すＰＤＣＣＨのデコーディングに成功した後、アウェイクのままでいる期間を示して
よい。非アクティビティタイマの満了後、ＵＥ１０２は、通常の長さのＤＲＸサイクルよ
り期間が短い、短ＤＲＸサイクルに入ってよい。ＵＥ１０２によりデータが受信されるこ
となく短ＤＲＸサイクルが満了した場合、ＵＥ１０２は、長ＤＲＸサイクルを使用するＤ
ＲＸモードに入ってよい。ＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマは、ｅＮＢ１０４からのデータ再送の
到達が予期される最小インターバル時間を示してよい。再送タイマは、ｅＮＢ１０４から
のデータ再送が予期される最大期間（および故に、ＵＥ１０２がモニタリングするＰＤＣ
ＣＨサブフレーム）を示してよい。アクティブタイマは、ＵＥ１０２がウェイクアップ後
、アウェイクのままでいる合計時間を示してよい。この期間中、ＵＥ１０２は、ＵＥ１０
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２をアクティブにさせるすべての状態（例えば、オン期間が開始した、ＵＥ１０２がＰＤ
ＣＣＨを受信する、またはＵＥ１０２が再送をモニタリングする）を含め、ＰＤＣＣＨを
モニタリングしてよい。アクティブタイマは、オン期間タイマ、非アクティビティタイマ
、ＤＲＸ再送信タイマおよびメディアアクセス制御（ＭＡＣ）レイヤ競合解決タイマに加
え、ＵＥ１０２がｅＮＢ１０４との通信のためにアクティブにとどまることを決定（例え
ば、制御シグナリングを介して）するあらゆる他の期間を含んでよい。ＤＲＸサイクル長
は、後続のＤＲＸサイクル間の期間を示してよい。
【００２２】
　ＵＥ１０２がＤＲＸモード（短であれ長であれ）から出るとき、ＵＥ１０２はオン期間
タイマを開始してよく、加えて、ページング無線ネットワーク一時識別子（Ｐ‐ＲＮＴＩ
）を取得すべく、ＤＲＸ構成で提供される特定のシステムフレーム番号（ＳＦＮ）に対応
する特定のサブフレームにおけるＰＤＣＣＨのモニタリングを開始してよい。故にＵＥ１
０２は、ＤＲＸモードから出て、ｅＮＢ１０４によってページングされたかどうかを判断
してよい。ページングは、ネットワークが、ＵＥ１０２に送信されるべき、システム情報
を更新すべき、または地震および津波警報システム（ＥＴＷＳ）の指標をＵＥ１０２に提
供すべきデータを有する場合に発生してよい。ＭＭＥ１２２は、ＵＥ１０２が登録されて
いるトラッキングエリア内のすべてのｅＮＢ１０４に対しＳ１ＡＰページングメッセージ
を送信することによって、ページングシーケンスを開始してよい。次に、ＭＭＥ１２２は
ページングタイマＴ３４１３を開始してよい。ｅＮＢ１０４は、ＭＭＥ１２２からＳ１Ａ
Ｐページングメッセージを受信してよく、ＵＥ１０２（ページングされるべき考え得る他
のＵＥ１０２と共に）のためのＲＲＣページングメッセージを構築してよい。ＵＥ１０２
は、上記の通り、ページングオケージョンに属するサブフレームのＰＤＣＣＨ内のそのＰ
‐ＲＮＴＩを検索して、ｅＤＲＸサイクル毎に一回、ページングオケージョンにおけるペ
ージングをチェックしてよい。
【００２３】
　再送は、ＨＡＲＱ　ＲＴＴタイマ（再送が予期される最短時間）の満了後、任意の時点
で受信されてよい。ｅＮＢ１０４によってＵＥ１０２へデータが再送信される場合、ＵＥ
１０２は再送タイマを開始して再送信されるデータを搬送するＰＤＣＣＨのモニタリング
を開始してよい。ＵＥ１０２が、ｅＮＢ１０４から制御情報、具体的には、ＵＥ１０２が
スリープ状態に入るべきことを示すＤＲＸコマンドＭＡＣ制御情報ユニットを受信する場
合、ＵＥ１０２は、オン期間タイマおよび非アクティビティタイマを停止してよいが、再
送タイマを停止してはならない。非アクティビティタイマが満了する、またはＤＲＸコマ
ンドＭＡＣ制御情報ユニットが受信されるとき、ＵＥ１０２は、どのＤＲＸモードがアク
ティブであるかに依り、ＤＲＸ短または長サイクルタイマを開始してよい。
【００２４】
　延長されたＤＲＸ（ｅＤＲＸ）サイクルにおいて、ｅＤＲＸ構成は、フレームおよびＳ
ＦＮではなく、スーパーフレーム（ＳｕｐＦ）およびスーパーフレーム番号（ＳｕｐＦＮ
）を示してよい。スーパーフレームのフレームは、１０２４個のフレームで構成されてよ
い。ＳｕｐＦＮは、６４、２５６または１０２４スーパーフレームに対応する６、８また
は１０ビットであってよい。上記のＤＲＸサイクルと同様、各ｅＤＲＸサイクルは、アク
ティブまたは非アクティブ状態にあってよく、それらの持続時間の両方は、スーパーフレ
ーム長の整数倍であってよい。ＵＥページングサイクル長は、ｅＤＲＸサイクルを設定す
ることによって延長されてよい。ＵＥをページングするとき、ｅＮＢは、そのＵＥをペー
ジングするためのＳｕｐＦＮを取得してよく、次に、そのスーパーフレーム内にあり、そ
のＵＥのページングに使用されるＳＦ（ＳＦＮで表される）およびサブフレーム（サブフ
レーム番号で表される）を取得してよい。
【００２５】
　本明細書に記載の実施形態は、任意の好適に構成されたハードウェアおよび／またはソ
フトウェアを使用して、システムへと実装されてよい。図２は、いくつかの実施形態によ
る、ＵＥのコンポーネントを示す。図示されるコンポーネントのうちの少なくとも一部が
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ｅＮＢまたはＭＭＥで使用されてよく、例えば、図１中に示されるＵＥ１０２またはｅＮ
Ｂ１０４等が挙げられる。ＵＥ２００および他のコンポーネントは、本明細書に記載のｅ
ＤＲＸモードを使用するように構成されてよい。ＵＥ２００は、図１中に示されるＵＥ１
０２のうちの１つであってよく、固定された非モバイルデバイスであってよく、またはモ
バイルデバイスであってよい。いくつかの実施形態において、ＵＥ２００は、少なくとも
図示の通り共に連結されたアプリケーション回路２０２、ベースバンド回路２０４、無線
周波数（ＲＦ）回路２０６、フロントエンドモジュール（ＦＥＭ）回路２０８および１ま
たは複数のアンテナ２１０を含んでよい。ベースバンド回路２０４、ＲＦ回路２０６、お
よびＦＥＭ回路２０８のうちの少なくとも一部は、送受信機を形成してよい。いくつかの
実施形態において、ｅＮＢ等の他のネットワーク要素は、図２中に示されるコンポーネン
トのうちの一部または全部を含んでよい。ＭＭＥ等、ネットワーク要素のうちの他のもの
は、ＵＥに関し、有線接続を介してｅＮＢと通信するためのＳ１インタフェース等のイン
タフェースを含んでよい。
【００２６】
　アプリケーションまたは処理回路２０２は、１または複数のアプリケーションプロセッ
サを含んでよい。例えば、アプリケーション回路２０２は、限定はされないが、１または
複数のシングルコアプロセッサまたはマルチコアプロセッサ等の回路を含んでよい。プロ
セッサは、汎用プロセッサおよび専用プロセッサ（例えば、グラフィックプロセッサ、ア
プリケーションプロセッサ等）の任意の組み合わせを含んでよい。プロセッサは、メモリ
／ストレージに連結されてよく、および／またはメモリ／ストレージを含んでよく、およ
びプロセッサは、様々なアプリケーションおよび／またはオペレーティングシステムがシ
ステム上で実行できるようにするためのメモリ／ストレージ内に格納された命令を実行す
るように構成されてよい。
【００２７】
　アプリケーション回路２０２はまた、ＵＥ２００の処理のための命令を格納するストレ
ージ媒体またはストレージデバイスを含んでもよい。実施形態は、コンピュータ可読記録
媒体上に格納された命令として実装されてよく、命令は、本明細書に記載の処理を実行す
るための少なくとも１つのプロセッサによって読み取りおよび実行されてよい。コンピュ
ータ可読記録媒体は、機械（例えば、コンピュータ）によって読み取り可能な形態の情報
を格納するための任意の非一時的メカニズムを含んでよい。例えば、コンピュータ可読記
録媒体は、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、磁気デ
ィスク記録媒体、光記録媒体、フラッシュメモリデバイス、およびその他のストレージデ
バイスおよび媒体を含んでよい。いくつかの実施形態は、１または複数のプロセッサを含
んでよく、コンピュータ可読記録媒体上に格納された命令で構成されてよい。
【００２８】
　ベースバンド回路２０４は、限定はされないが、１または複数のシングルコアまたはマ
ルチコアプロセッサ等の回路を含んでよい。ベースバンド回路２０４は、ＲＦ回路２０６
の受信信号パスから受信されるベースバンド信号を処理し、ＲＦ回路２０６の送信信号パ
スのためのベースバンド信号を生成するための１または複数のベースバンドプロセッサお
よび／または制御ロジックを含んでよい。ベースバンド処理回路２０４は、ベースバンド
信号の生成および処理のために、並びにＲＦ回路２０６の動作を制御するために、アプリ
ケーション回路２０２とやり取りしてよい。例えば、いくつかの実施形態において、ベー
スバンド回路２０４は、第２世代（２Ｇ）ベースバンドプロセッサ２０４ａ、第３世代（
３Ｇ）ベースバンドプロセッサ２０４ｂ、第４世代（４Ｇ）ベースバンドプロセッサ２０
４ｃ、および／または他の既存世代、開発中の若しくは将来開発されるべき世代（例えば
、第５世代（５Ｇ）、６Ｇ等）の他のベースバンドプロセッサ２０４ｄを含んでよい。ベ
ースバンド回路２０４（例えば、ベースバンドプロセッサ２０４ａ～ｄのうちの１または
複数）は、ＲＦ回路２０６を介する１または複数の無線ネットワークとの通信を可能にす
る様々な無線制御機能を処理してよい。無線制御機能としては、限定はされないが、信号
変調／復調、エンコーディング／デコーディング、無線周波数シフト等が含まれてよい。
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いくつかの実施形態において、ベースバンド回路２０４の変調／復調回路は、高速フーリ
エ変換（ＦＦＴ）、プリコーディング、および／またはコンステレーションマッピング／
デマッピング機能を含んでよい。いくつかの実施形態において、ベースバンド回路２０４
のエンコーディング／デコーディング回路は、コンボリューション、テールバイティング
コンボリューション、ターボ、ビタビ、および／または低密度パリティチェック（ＬＤＰ
Ｃ）エンコーダ／デコーダ機能を含んでよい。変調／復調およびエンコーダ／デコーダ機
能の実施形態はこれらの例に限定されず、他の実施形態においては、他の好適な機能を含
んでよい。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、ベースバンド回路２０４は、例えば、進化型ユニバーサ
ル地上波無線アクセスネットワーク（ＥＵＴＲＡＮ）プロトコルの要素といったプロトコ
ルスタックの要素を含んでよく、それらには例えば、物理（ＰＨＹ）、媒体アクセス制御
（ＭＡＣ）、無線リンク制御（ＲＬＣ）、パケットデータ収束プロトコル（ＰＤＣＰ）お
よび／または無線リソース制御（ＲＲＣ）要素が含まれる。ベースバンド回路２０４の中
央処理装置（ＣＰＵ）２０４ｅは、ＰＨＹ、ＭＡＣ、ＲＬＣ、ＰＤＣＰおよび／またはＲ
ＲＣレイヤのシグナリングのためのプロトコルスタックの要素を実行するように構成され
てよい。いくつかの実施形態において、ベースバンド回路は、１または複数のオーディオ
デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）２０４ｆを含んでよい。オーディオＤＳＰ　２０４ｆ
は、圧縮／圧縮解除およびエコーキャンセルのための要素を含んでよく、他の実施形態に
おいては、他の好適な処理要素を含んでよい。ベースバンド回路の複数のコンポーネント
が単一のチップまたは単一のチップセット内で好適に組み合わされてよく、またはいくつ
かの実施形態において、同一回路基板上に配置されてよい。いくつかの実施形態において
、ベースバンド回路２０４およびアプリケーション回路２０２の構成コンポーネントのう
ちの一部または全部が、例えばシステムオンチップ（ＳＯＣ）等の上に一緒に実装されて
よい。
【００３０】
　いくつかの実施形態において、ベースバンド回路２０４は、１または複数の無線技術と
互換性のある通信を提供してよい。例えば、いくつかの実施形態において、ベースバンド
回路２０４は、進化型ユニバーサル地上波無線アクセスネットワーク（ＥＵＴＲＡＮ）お
よび／または他の無線メトロポリタンエリアネットワーク（ＷＭＡＮ）、無線ローカルエ
リアネットワーク（ＷＬＡＮ）、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）との通
信をサポートしてよい。ベースバンド回路２０４が、２つ以上の無線プロトコルの無線通
信をサポートするように構成されている実施形態は、マルチモードベースバンド回路と称
されてよい。いくつかの実施形態において、デバイスは、通信規格または他のプロトコル
若しくは規格に従い動作するように構成されてよく、それらとしては、米国電子電気学会
（ＩＥＥＥ）８０２．１６ワイヤレス技術（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、６０ＧＨｚミリ
メータ波スペクトルで動作するＩＥＥＥ　８０２　ａｄを含むＩＥＥＥ８０２．１１ワイ
ヤレス技術（ＷｉＦｉ）、移動体通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））、Ｇ
ＳＭ（登録商標）エボリューションのための拡張されたデータレート（ＥＤＧＥ）、ＧＳ
Ｍ（登録商標）‐ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク（ＧＥＲＡＮ）、ユニバーサル移動
通信システム（ＵＭＴＳ）、ＵＭＴＳ地上無線アクセスネットワーク（ＵＴＲＡＮ）、ま
たは既に開発済みの若しくは開発されるべき他の２Ｇ、３Ｇ、４Ｇ、５Ｇ等の様々な他の
ワイヤレス技術が含まれる。 
【００３１】
　ＲＦ回路２０６は、非固体媒体を介して変調された電磁放射を使用する無線ネットワー
クとの通信を有効にしてよい。様々な実施形態において、ＲＦ回路２０６は、無線ネット
ワークとの通信を容易にするためのスイッチ、フィルタ、増幅器等を含んでよい。ＲＦ回
路２０６は、受信信号パスを含んでよく、受信信号パスは、ＦＥＭ回路２０８から受信さ
れたＲＦ信号をダウンコンバートし、ベースバンド回路２０４にベースバンド信号を提供
するための回路を含んでよい。また、ＲＦ回路２０６は、送信信号パスも含んでよく、送
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信信号パスは、ベースバンド回路２０４によって提供されたベースバンド信号をアップコ
ンバートし、ＲＦ出力信号を送信のためにＦＥＭ回路２０８に提供するための回路を含ん
でよい。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、ＲＦ回路２０６は、受信信号パスおよび送信信号パスを
含んでよい。ＲＦ回路２０６の受信信号パスは、ミキサ回路２０６ａ、増幅回路２０６ｂ
、およびフィルタ回路２０６ｃを含んでよい。ＲＦ回路２０６の送信信号パスは、フィル
タ回路２０６ｃおよびミキサ回路２０６ａを含んでよい。また、ＲＦ回路２０６は、受信
信号パスおよび送信信号パスのミキサ回路２０６ａによる使用のために周波数を合成する
シンセサイザ回路２０６ｄも含んでよい。いくつかの実施形態において、受信信号パスの
ミキサ回路２０６ａは、シンセサイザ回路２０６ｄによって提供される合成された周波数
に基づいて、ＦＥＭ回路２０８から受信されたＲＦ信号をダウンコンバートするように構
成されてよい。増幅回路２０６ｂは、ダウンコンバートされた信号を増幅するように構成
されてよく、フィルタ回路２０６ｃは、ダウンコンバートされた信号から不要な信号を除
去して、出力ベースバンド信号を生成するように構成されたローパスフィルタ（ＬＰＦ）
またはバンドパスフィルタ（ＢＰＦ）であってよい。出力ベースバンド信号は、さらなる
処理のためにベースバンド回路２０４に提供されてよい。いくつかの実施形態において、
出力ベースバンド信号は、ゼロ周波数のベースバンド信号であってよいが、これは要件で
はない。いくつかの実施形態において、受信信号パスのミキサ回路２０６ａは、パッシブ
ミキサを含んでよいが、本実施形態の範囲はこの点において限定はされない。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、送信信号パスのミキサ回路２０６ａは、シンセサイザ回
路２０６ｄによって提供される合成された周波数に基づいて、入力ベースバンド信号をア
ップコンバートして、ＦＥＭ回路２０８のためのＲＦ出力信号を生成するように構成され
てよい。ベースバンド信号は、ベースバンド回路２０４によって提供されてよく、フィル
タ回路２０６ｃによってフィルタリングされてよい。フィルタ回路２０６ｃは、ローパス
フィルタ（ＬＰＦ）を含んでよいが、本実施形態の範囲はこの点において限定はされない
。
【００３４】
　いくつかの実施形態において、受信信号パスのミキサ回路２０６ａおよび送信信号パス
のミキサ回路２０６ａは、２または２より多いミキサを含んでよく、それぞれ直交ダウン
コンバージョンおよび／または直交アップコンバージョン用に構成されてよい。いくつか
の実施形態において、受信信号パスのミキサ回路２０６ａおよび送信信号パスのミキサ回
路２０６ａは、２または２より多いミキサを含んでよく、イメージ除去（例えば、ハート
レーイメージ除去）用に構成されてよい。いくつかの実施形態において、受信信号パスの
ミキサ回路２０６ａおよび送信信号パスのミキサ回路２０６ａは、それぞれダイレクトダ
ウンコンバージョンおよび／またはダイレクトアップコンバージョン用に構成されてよい
。いくつかの実施形態において、受信信号パスのミキサ回路２０６ａおよび送信信号パス
のミキサ回路２０６ａは、スーパーヘテロダイン操作用に構成されてよい。
【００３５】
　いくつかの実施形態において、出力ベースバンド信号および入力ベースバンド信号は、
アナログベースバンド信号であってよいが、本実施形態の範囲はこの点において限定はさ
れない。いくつかの代替的な実施形態においては、出力ベースバンド信号および入力ベー
スバンド信号は、デジタルベースバンド信号であってよい。これらの代替的な実施形態に
おいては、ＲＦ回路２０６は、アナログ‐デジタルコンバータ（ＡＤＣ）およびデジタル
‐アナログコンバータ（ＤＡＣ）回路を含んでよく、ベースバンド回路２０４は、ＲＦ回
路２０６と通信するためのデジタルベースバンドインタフェースを含んでよい。
【００３６】
　いくつかのデュアルモードの実施形態においては、各スペクトルの信号を処理するため
に、別個の無線ＩＣ回路が設けられてよいが、本実施形態の範囲はこの点において限定は
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されない。
【００３７】
　いくつかの実施形態において、シンセサイザ回路２０６ｄは、フラクショナル‐Ｎシン
セサイザまたはフラクショナルＮ／Ｎ＋１シンセサイザであってよいが、他のタイプの周
波数シンセサイザが好適であってよいように、本実施形態の範囲はこの点において限定は
されない。例えば、シンセサイザ回路２０６ｄは、デルタ‐シグマシンセサイザ、周波数
逓倍器、または周波数分周器を用いる位相ロックループを持つシンセサイザであってよい
。
【００３８】
　シンセサイザ回路２０６ｄは、周波数入力および分周器制御入力に基づき、ＲＦ回路２
０６のミキサ回路２０６ａによる使用のために出力周波数を合成するように構成されてよ
い。いくつかの実施形態において、シンセサイザ回路２０６ｄは、フラクショナルＮ／Ｎ
＋１シンセサイザであってよい。
【００３９】
　いくつかの実施形態において、周波数入力は電圧制御発振器（ＶＣＯ）によって提供さ
れてよいが、それは要件ではない。分周器制御入力は、所望の出力周波数に応じて、ベー
スバンド回路２０４またはアプリケーションプロセッサ２０２のいずれかによって提供さ
れてよい。いくつかの実施形態において、分周器制御入力（例えば、Ｎ）は、アプリケー
ションプロセッサ２０２によって示されるチャネルに基づき、ルックアップテーブルから
決定されてよい。
【００４０】
　ＲＦ回路２０６のシンセサイザ回路２０６ｄは、分周器、遅延ロックループ（ＤＬＬ）
、マルチプレクサ、および位相アキュムレータを含んでよい。いくつかの実施形態におい
て、分周器は、デュアルモジュラス分周器（ＤＭＤ）であってよく、位相アキュムレータ
は、デジタル位相アキュムレータ（ＤＰＡ）であってよい。いくつかの実施形態において
、ＤＭＤは、入力信号をＮまたはＮ＋１（例えば、キャリーアウトに基づく）のいずれか
で分周して、分周比をもたらすように構成されてよい。いくつかの例示的な実施形態にお
いては、ＤＬＬは、カスケードされた調整可能な遅延素子、位相検出器、チャージポンプ
、およびＤタイプフリップ‐フロップのセットを含んでよい。これらの実施形態において
、遅延素子は、ＶＣＯ期間をＮｄの等しい位相パケットに分割するように構成されてよく
、ここでＮｄは遅延ラインの遅延素子の数である。このように、ＤＬＬは、遅延ラインに
よる合計遅延が１ＶＣＯサイクルであることを保証することに寄与すべく、負のフィード
バックを提供する。
【００４１】
　いくつかの実施形態において、シンセサイザ回路２０６ｄは、出力周波数としてキャリ
ア周波数を生成するように構成されてよい一方、他の実施形態においては、出力周波数は
キャリア周波数の倍数であってよく（例えば、キャリア周波数の２倍、キャリア周波数の
４倍）、出力周波数を直交発生器および分周回路と併用して、キャリア周波数において互
いに対して複数の異なる位相を持つ多重信号を生成してよい。いくつかの実施形態におい
て、出力周波数は、ＬＯ周波数（ｆＬＯ）であってよい。いくつかの実施形態において、
ＲＦ回路２０６は、ＩＱ／極座標変換器を含んでよい。
【００４２】
　ＦＥＭ回路２０８は、受信信号パスを含んでよく、受信信号パスは、１または複数のア
ンテナ２１０から受信されたＲＦ信号を処理し、受信された信号を増幅し、受信された信
号を増幅したものをＲＦ回路２０６に対しさらなる処理のために提供するように構成され
た回路を含んでよい。また、ＦＥＭ回路２０８は、送信信号パスも含んでよく、送信信号
パスは、ＲＦ回路２０６によって提供される送信のための信号を、１または複数のアンテ
ナ２１０のうちの１または複数による送信のために、増幅するように構成された回路を含
んでよい。
【００４３】
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　いくつかの実施形態において、ＦＥＭ回路２０８は、送信モード処理および受信モード
処理間を切り替えるＴＸ／ＲＸスイッチを含んでよい。ＦＥＭ回路は、受信信号パスおよ
び送信信号パスを含んでよい。ＦＥＭ回路の受信信号パスは、受信されたＲＦ信号を増幅
し、増幅された受信ＲＦ信号を出力（例えば、ＲＦ回路２０６への）として提供するため
の低雑音増幅器（ＬＮＡ）を含んでよい。ＦＥＭ回路２０８の送信信号パスは、入力ＲＦ
信号（例えば、ＲＦ回路２０６によって提供された）を増幅するためのパワーアンプ（Ｐ
Ａ）、および後続の送信（例えば、１または複数のアンテナ２１０のうちの１または複数
による）のためにＲＦ信号を生成するための１または複数のフィルタを含んでよい。
【００４４】
　いくつかの実施形態において、さらに詳細に後述されるように、ＵＥ２００は例えば、
メモリ／ストレージ、ディスプレイ、カメラ、センサ、および／または入／出力（Ｉ／Ｏ
）インタフェース等の追加要素を含んでよい。いくつかの実施形態において、本明細書に
記載のＵＥ２００は、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワイヤレス通信機能を持つラップトップ
若しくはポータブルコンピュータ、ウェブタブレット、無線電話、スマートフォン、無線
ヘッドセット、ページャ、インスタントメッセージングデバイス、デジタルカメラ、アク
セスポイント、テレビ受像機、医療機器（例えば、心拍数モニタ、血圧モニタ等）、また
は無線で情報を受信および／または送信してよいその他のデバイス等のポータブルワイヤ
レス通信デバイスの一部であってよい。いくつかの実施形態において、ＵＥ２００は、シ
ステムとのユーザインタラクションを可能にするように設計された１または複数のユーザ
インタフェースおよび／またはシステムとのペリフェラルコンポーネントインタラクショ
ンを可能にするように設計されたペリフェラルコンポーネントインタフェースを含んでよ
い。例えば、ＵＥ２００は、キーボード、キーパッド、タッチパッド、ディスプレイ、セ
ンサ、不揮発性メモリポート、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）ポート、オーディオ
ジャック、電源インタフェース、１または複数のアンテナ、グラフィックプロセッサ、ア
プリケーションプロセッサ、スピーカ、マイク、および他のＩ／Ｏコンポーネントのうち
の１または複数を含んでよい。ディスプレイは、タッチスクリーンを含む、ＬＣＤまたは
ＬＥＤスクリーンであってよい。センサは、ジャイロセンサ、加速度計、近接センサ、環
境光センサ、および位置決めユニットを含んでよい。位置決めユニットは、例えば、全地
球測位システム（ＧＰＳ）衛星等の位置決めネットワークのコンポーネントと通信してよ
い。
【００４５】
　アンテナ２１０は、１または複数の指向性アンテナまたは全方向性アンテナを含んでよ
く、それらとしては例えば、ダイポールアンテナ、モノポールアンテナ、パッチアンテナ
、ループアンテナ、マイクロストリップアンテナ、またはＲＦ信号の送信に好適な他のタ
イプのアンテナが含まれる。いくつかのＭＩＭＯ（複数の入力と複数の出力）実施形態に
おいては、アンテナ２１０は、もたらされてよい空間ダイバーシチおよび異なるチャネル
特性を活用すべく、効果的に分離されてよい。
【００４６】
　ＵＥ２００はいくつかの別個の機能要素を有するものとして示されているが、当該機能
要素のうちの１または複数は組み合わされてよく、当該機能要素のうちの１または複数は
、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）を含む処理要素等のソフトウェアで構成される要素
、および／または他のハードウェア要素の組み合わせによって実装されてよい。例えば、
いくつかの要素は、１または複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰ、フィールドプログラマ
ブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、無線周波数集積回
路（ＲＦＩＣ）および、本明細書に記載の機能を少なくとも実行するための様々なハード
ウェアおよびロジック回路の組み合わせを含んでよい。いくつかの実施形態において、機
能要素とは、１または複数の処理要素に対し動作する１または複数の処理を指してよい。
【００４７】
　実施形態は、ハードウェア、ファームウェアおよびソフトウェアのうちの１つまたは組
み合わせにおいて実装されてよい。実施形態はまた、コンピュータ可読ストレージデバイ
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ス上に格納された命令として実装されてもよく、命令は、本明細書に記載の処理を実行す
るための少なくとも１つのプロセッサによって読み取りおよび実行されてよい。コンピュ
ータ可読ストレージデバイスは、機械（例えば、コンピュータ）によって読み取り可能な
形態の情報を格納するための任意の非一時的メカニズムを含んでよい。例えば、コンピュ
ータ可読ストレージデバイスは、リードオンリメモリ（ＲＯＭ）、ランダムアクセスメモ
リ（ＲＡＭ）、磁気ディスク記録媒体、光記録媒体、フラッシュメモリデバイス、および
他のストレージデバイスおよび媒体を含んでよい。いくつかの実施形態は、１または複数
のプロセッサを含んでよく、コンピュータ可読ストレージデバイス上に格納された命令で
構成されてよい。
【００４８】
　図１および図２に示されるＵＥおよびｅＮＢは、ｅＤＲＸモードおよびＰＳＭの両方を
使用できてよい。上記の通り、これは、モバイルであってもなくてもよいＭＴＣ　ＵＥに
対し、特に有用であってよい。ＭＴＣ　ＵＥは、せいぜい低頻度で通信してよく、その通
信は遅延トレラントであってよい。ＬＴＥの実施形態について以下に開示されているが、
類似の実施形態がＵＭＴＳおよびその他の技術に適用されてよいことに留意されたい。特
に、ＵＥは、最初にｅＮＢにアタッチする際（電源オン中またはハンドオーバ中のいずれ
か）、アタッチ要求またはトラッキングエリア更新（ＴＡＵ）メッセージにおいて、ｅＤ
ＲＸおよびＰＳＭの一方または両方を要求してよく、ＭＭＥは当該モードのうちの一方ま
たは両方が適切かどうかを決定してよい。ＤＲＸモードは、約２．５６秒まで延長される
可能性があること、ｅＤＲＸモードは３ＧＰＰ標準化委員会によって引き続き検討中であ
り、ｅＤＲＸモードは約４３分まで（おそらく、約２～５分までだろう）時間を延長する
可能性があること、およびＰＳＭモードは最大５４分まで延長される可能性があることに
留意されたい。ＰＳＭでは、（ｅ）ＤＲＸモードとは異なり、ＵＥは、ＭＭＥからのペー
ジングオケージョンに対しウェイクアップしなくてよく、故に、ダウンリンクトラフィッ
クに対し完全に利用不能であってよい。
【００４９】
　図３は、いくつかの実施形態による、アタッチプロシージャフローを示す。図３中、Ｕ
Ｅ３０２からのアタッチ要求メッセージ３１０は、選択されたネットワークおよび古いグ
ローバル一意モビリティ管理エンティティ識別子を示すＲＲＣパラメータを含んでよい。
これらのパラメータは、ＵＥの国際モバイル加入者識別番号（ＩＭＳＩ）または古いグロ
ーバル一意一時ＩＤ（ＧＵＴＩ）、ＵＥの最後に訪れたトラッキングエリアインデックス
（ＴＡＩ）、ＵＥコアネットワーク能力、ＵＥ固有のＤＲＸ、アタッチタイプ、ＥＳＭメ
ッセージコンテナ（要求タイプ、ＰＤＮタイプ、プロトコル構成オプション、暗号化オプ
ション転送フラグ）およびＴ３３２４のアクティブモードタイマ値（アタッチまたはＴＡ
Ｕプロシージャの後、ＵＥがアイドルモードにとどまる時間）を含んでよい。上記の通り
、故に、アタッチ要求メッセージ３１０は、ＰＳＭのためのアクティブタイマおよびｅＤ
ＲＸのためのＵＥ固有の延長されたＤＲＸパラメータの両方を含んでよい。
【００５０】
　アタッチ要求メッセージ３１０が受信されると、ｅＮＢ３０４は、アタッチ要求メッセ
ージ３１０をＭＭＥ３０６に提供してよい。その際、ｅＮＢ３０４は、アタッチ要求メッ
セージをＳ１‐ＭＭＥ制御メッセージ３１２においてＭＭＥに転送してよい。ＭＭＥ３０
６は、ＵＥ３０２のためのサービングゲートウェイを選択してよく、ＵＥ３０２に関連付
けられるべき既定のベアラーのＥＰＳベアラー識別情報を割り当ててよい。ＭＭＥ３０６
は、１または複数の考慮事項に基づいて、ＵＥ３０２の省電力オプションとして、ｅＤＲ
ＸまたはＰＳＭモードの一方または両方を含む電力低減モードを選択３１４してよく、ｅ
ＤＲＸモードに対しては修正を加える可能性がある。これらには、事業者の構成（ｅＮＢ
が一方のモードまたは両方のモードを使用するように設定されているかどうか）、ＵＥ３
０２のトラフィック解析またはサブスクリプションデータから受信されたアプリケーショ
ン関連情報が含まれてよい。アプリケーション関連情報は、可能性のある最大遅延および
パケット到着間隔（遅延）を含んでよい。例えば、遅延が大きく（例えば、ＩＭすなわち
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断続的なインターネットアプリケーション）、可能性のある最大遅延が長い場合、ｅＤＲ
Ｘが選択されてよい。故に、ＭＭＥ３０６は、適切にタイマを選択することによって、２
つの方法が共存できることを保証してよく、また特定のＵＥ３０２に対し、ＭＭＥ３０６
のコンテキスト情報内にページングタイマまたは対応するタイマを含めるためのサポート
を提供してよい。
【００５１】
　次にＭＭＥ３０６は、サービングゲートウェイ（図３中、不図示）と通信してよく、サ
ービングゲートウェイはＰ‐ゲートウェイ（図３中、不図示）と通信してよい。いくつか
の実施形態において、ＭＭＥ３０６は、セッション作成要求メッセージを選択されたサー
ビングゲートウェイに送信してよい。サービングゲートウェイは、そのＥＰＳベアラーテ
ーブル内に新しいエントリを作成してよく、ＭＭＥ３０６から受信されたパケットデータ
ネットワーク（ＰＤＮ）ゲートウェイアドレスによって示されるＰ‐ゲートウェイに、セ
ッション作成要求を送信してよい。例えば、ＵＥ３０２がＭＭＥ間でハンドオーバ中であ
る場合、ＵＥ３０２のためのデータは、バッファリングされてよい。サービングゲートウ
ェイは、ＭＭＥ３０６からベアラー要求メッセージを受信するまでは、ダウンリンクデー
タ通知をＭＭＥ３０６に送信することなく、ＰＤＮゲートウェイから受信されたダウンリ
ンクパケットをバッファリングしてよい。Ｐ‐ゲートウェイは、そのＥＰＳベアラーコン
テキストテーブル内に新しいエントリを作成してよく、チャージＩＤを生成してよい。当
該新しいエントリはＰ‐ゲートウェイを通って、サービングゲートウェイとＰＤＮとの間
でユーザプレーンＰＤＵをルーティングし、チャージを開始してよい。ＰＤＮゲートウェ
イは、セッション作成応答メッセージをサービングゲートウェイに戻してよい。サービン
グゲートウェイは、セッション作成応答をＭＭＥ３０６に戻してよい。
【００５２】
　ＭＭＥ３０６は、判断後に、アタッチ承諾メッセージ３１６を含むＳ１‐ＭＭＥ制御メ
ッセージ初期コンテキストセットアップ（ＩＣＳ）要求をｅＮＢ３０４に送信してよい。
ｅＮＢ３０４は、ＲＲＣ接続再構成メッセージ３１８およびアタッチ承諾メッセージをＵ
Ｅ３０２に送信してよく、ＵＥ３０２は関連情報を格納してよい。ネットワークがタイマ
を承諾した場合、アタッチ承諾メッセージ３１６は、ＵＥ３０２によって要求されるアイ
ドルモードタイマのタイマ値を含んでよい。
【００５３】
　ＲＲＣ接続再構成メッセージ３１８を受信した後、ＵＥ３０２は、ＲＲＣ構成完了メッ
セージ３２０をｅＮＢ３０４に送信してよい。ｅＮＢ３０４は、初期コンテキストセット
アップ（ＩＣＳ）応答３２２をＭＭＥ３０６に送信してよい。次に、ＵＥ３０２はアタッ
チ完了メッセージ３２４を含むメッセージをｅＮＢ３０４に送信してよく、アタッチ完了
メッセージ３２４は次にＭＭＥ３０６に転送３２６されてよい。初期コンテキストセット
アップ応答３２２およびアタッチ完了メッセージ３２６の両方を受信すると、ＭＭＥ３０
６は、ベアラー修正要求をサービングゲートウェイに送信してよい。サービングゲートウ
ェイは、ベアラー修正応答（ＥＰＳベアラー識別情報）メッセージをＭＭＥ３０６に送信
することによって、これに対する確認応答をしてよい。サービングゲートウェイは次に、
そのバッファリングされたダウンリンクパケットをＵＥ３０２に送信してよい。
【００５４】
　いくつかの実施形態において、ＵＥがアイドル状態に入るとき、ＵＥはアイドルモード
タイマの持続時間、引き続き到達可能であってよい。この時間の後、ＵＥはそのＲＦ送信
機をオフにして、ＰＳＭに切り替えてよく、その場合、ＵＥはページングによって到達不
可能であってよい。ＰＳＭから出るには、ＵＥは、周期的（前に要求された）データを送
信するために、または、ＵＥがそのＴＡを更新するときである、Ｔ３４１２　ＴＡＵタイ
マの満了時（アタッチ要求内で示されてもよい）に、例えばユーザによって開始されるア
クションから、シグナリング発信してよい。
【００５５】
　上記の通り、いくつかの実施形態において、ＵＥ３０２は、アタッチメッセージ内にＴ
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３３２４アクティブタイマ値を提供することに加え、ＵＥ固有のｅＤＲＸパラメータを提
供することによって、ＰＳＭを要求してよい。当該タイマ値および／または当該ｅＤＲＸ
パラメータは、トラフィックの到着間隔、サブスクリプション情報および電力プレファレ
ンス指標に関する、ＵＥ３０２によって収集された統計を含むＵＥ固有の省電力最適化に
基づいてよい。
【００５６】
　ＭＭＥ３０６はｅＮＢ３０４を介してアタッチメッセージを受信すると、ＰＳＭおよび
ｅＤＲＸパラメータの両方を評価し且つ適切な応答を決定してよい。具体的には、ＭＭＥ
３０６は、ＰＳＭおよびｅＤＲＸ間の関係に関する詳細を評価し且つＰＳＭおよびｅＤＲ
Ｘをサポートする方法を決定してよい。特に、いくつかの実施形態において、アクティブ
ＤＲＸがＵＥ３０２の遅延トレランスまたは応答時間を示すことを前提に、Ｔ３３２４タ
イマ値がｅＤＲＸのｎサイクルより大きい場合、ＭＭＥ３０６は、ＰＳＭおよびｅＤＲＸ
の両方をサポートすると決定してよい。しかしながら、いくつかの実施形態において、Ｔ
３３２４タイマがｅＤＲＸサイクルの予め定められた数より大きい場合であったとしても
、ＭＭＥは、要求された値ではなく、ネゴシエートされた値を提供してよく、すなわち、
ＭＭＥはまだ、要求されたＰＳＭ、アクティブタイマおよびｅＤＲＸサイクル時間を提供
しなくてよい。
【００５７】
　これは、高優先度および低遅延トレランスを有する医療機器（例えば、ペースメーカ）
およびコントローラ（医療施設における温度制御等）等のＭＴＣ　ＵＥにとって特に有用
であってよい。このようなＭＴＣデバイスにとっては、ｅＤＲＸの使用は望ましくなくて
よく、故に、ＵＥが最初にｅＤＲＸまたはＰＳＭを要求したとしても、上記内容に依り、
それらの一方または両方は拒否されてよい。
【００５８】
　故に、Ｔ３３２４アクティブタイマ値がｅＤＲＸサイクル時間（すなわち、いくつかの
サイクルにわたる）よりもかなり長く延長されることを保証して、ＵＥ３０２がＭＭＥ３
０６からダウンリンクページを受信可能であることをＭＭＥ３０６が保証することが望ま
しい可能性がある。いくつかの実施形態において、ｎは３であってよいものの、任意の合
理的整数値が使用されてよい。いくつかの実施形態において、Ｔ３３２４タイマ値がｅＤ
ＲＸのｎサイクルより小さい場合、ＭＭＥ３０６は、利用可能であれば、ＵＥ３０２応答
時間を検証することを決定してよい。ＭＭＥ３０６は、応答時間が、例えば、Ｔ３４１２
　ＴＡＵタイマと比べて十分大きいかどうかを検証してよく、その後、ｅＤＲＸのｎサイ
クルに対応すべく、Ｔ３３２４タイマ値がＭＭＥ３０６によって調整されてよい。ＭＭＥ
３０６は、調整されたものであれ調整されていないものであれ、Ｔ３３２４タイマ値をア
タッチ承諾またはＴＡＵ承諾メッセージ内で提供してよい。いくつかの実施形態において
、Ｔ３３２４タイマ値がｅＤＲＸの３サイクルより小さく、且つＵＥ３０２応答時間が検
証のために利用可能でない（または利用可能であるが検証されない）場合、ＭＭＥ３０６
は異なるオプションの中から選択してよい。具体的には、ＭＭＥ３０６は、一例として、
モバイル着信ＳＭＳアクセスをサポートすべく、標準のＤＲＸサイクルを使用するアクテ
ィブタイマのみでのＰＳＭ使用を提案してよい。
【００５９】
　代替的に、ＭＭＥ３０６は、本明細書で記載の通り、好適なサイクル長でのｅＤＲＸ使
用を提案（アタッチ承諾またはＴＡＵ　ＡＣＫ内で）してよい。ＵＥ３０２は、ｅＤＲＸ
サイクル時間への提案された変更を承諾してよく、またはＭＭＥ３０６と再ネゴシエート
してよい。例えば、ＵＥ３０２は、ＴＡＵメッセージを使用して、ＭＭＥ３０６によって
提案されたｅＤＲＸサイクル時間とは異なるｅＤＲＸサイクル時間を要求してよい。いく
つかの実施形態において、再ネゴシエーションにおけるｅＤＲＸサイクル時間は、元々要
求されたｅＤＲＸサイクル時間とは異なってよい。ＵＥ３０２が、元々要求したｅＤＲＸ
サイクル時間を使用して再ネゴシエートを１または複数回試行した後、ＭＭＥ３０６は、
ＵＥ３０２に対し、元々要求したｅＤＲＸサイクル時間を使用しての再ネゴシエートを試
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行しないように指示するメッセージをＵＥ３０２に送信してよい。
【００６０】
　いくつかの実施形態において、ＵＥ３０２は、周期的または標準のＴＡＵ／ＲＡＵプロ
シージャを使用して、より良い電力最適化技術（すなわち、ｅＤＲＸまたはＰＳＭ）を提
案または要求してよい。標準のＴＡＵ／ＲＡＵプロシージャは、例えば、ＵＥ３０２がネ
ットワークで登録したトラッキングエリアインジケータ（ＴＡＩ）のリスト内に存在しな
い新しいＴＡに入ったとＵＥ３０２が判断したとき、ＵＥ３０２が特定の状態間または無
線アクセス技術間を切り替えたとき、またはＲＲＣ接続が失敗したときに、生じてよい。
周期的ＴＡＵ／ＲＡＵプロシージャは、ＵＥ３０２の利用可能性をネットワークに対し周
期的に通知するために使用されてよく、当該プロシージャはＵＥ３０２のＴＡ更新タイマ
が満了したとき実行されてよい。
【００６１】
　いくつかの実施形態において、ＭＭＥ３０６は、ＵＥ３０２が使用する特定の省電力モ
ードを選択してよい。選択プロセスは、例えば、ＭＭＥ３０６、Ｐ‐ＧＷまたはＳＧＷか
ら取得されたコアネットワークアシスタンス情報を介して取得された、ＵＥ３０２の派生
統計情報に基づいてよい。統計は、例えば、パケット到着間隔並びにＲＲＣアイドルおよ
びＲＲＣ接続モード間の遷移時間を含んでよい。いくつかの実施形態において、ＭＭＥ３
０６は、事業者（例えば、ＵＥのサブスクライバＩＤモジュール（ＳＩＭ）カードを構成
したかもしれないＡＴＴ）またはベンダ（ＵＥをベンダまたはユーザに販売する）の構成
、および／またはサブスクリプションデータから受信されたアプリケーション関連情報（
例えば、可能性のある最大遅延、パケット到着間隔等）に基づいて、ｅＤＲＸおよびＰＳ
Ｍメカニズム間から選択してよい。いくつかの実施形態において、特定のメカニズムの選
択は、ＭＭＥ３０６によってサポートされる能力に基づいてよい。換言すると、ＵＥ３０
２は、アタッチ要求内でＰＳＭおよびｅＤＲＸの使用を要求してよい。しかしながら、Ｍ
ＭＥ３０６は当該２つの方法のうちの１つをサポートするのみであってよい。
【００６２】
　代替的または追加的に、いくつかの実施形態において、ＭＭＥ３０６は、ＵＥ３０２の
ための進化型パケットサービス（ＥＰＳ）モビリティ管理（ＥＭＭ）コンテキストおよび
ＥＰＳベアラーコンテキスト情報を維持する。ＥＭＭコンテキストは、アタッチおよびＴ
ＡＵ等のモビリティ管理プロシージャから生じるＥＭＭ状態を記述する。ＥＰＳベアラー
コンテキスト情報は、ＵＥ３０２とＥＰＣとの間の特定のＱｏＳおよびトラフィックフロ
ーテンプレート（ＴＦＴ）を持つ、ＵＥ３０２のＥＰＳベアラーコンテキストを示す。Ｐ
ＤＮ接続は、既定のＥＰＳベアラーおよび１または複数の専用のＥＰＳベアラーを含む。
ＴＦＴは、ＵＥ３０２およびネットワークが、どの専用ベアラーに、ＩＰパケットが送信
されるべきかを認識するように、ＩＰパケットデスティネーション／ソースまたはプロト
コルルールを定義する。
【００６３】
　ＥＭＭ状態は、ＥＭＭ‐登録およびＥＭＭ‐登録解除を含んでよい。ＥＰＳ接続管理（
ＥＣＭ）状態は、ＵＥ３０２とＥＰＣとの間のシグナリング接続性を記述する。ＥＣＭ状
態は、ＥＣＭ‐アイドルおよびＥＣＭ‐接続を含んでよい。一部のＥＭＭ状態間の遷移、
例えば、ＥＭＭ‐登録からＥＭＭ‐登録解除への遷移はＥＣＭ状態に関わらず、例えば、
ＥＣＭ‐接続での明示的なデタッチシグナリングにより、またはＥＣＭ‐アイドル中のＭ
ＭＥ３０６でのローカルでの暗黙的なデタッチにより発生してよい。しかしながら、ＥＭ
Ｍ‐登録解除からＥＭＭ‐登録へ等の他の遷移については、ＵＥ３０２はＥＣＭ‐接続状
態である。
【００６４】
　ＥＭＭ登録解除状態では、ＭＭＥ３０６におけるＥＭＭコンテキストは、ＵＥ３０２の
ための有効な位置またはルーティング情報を保持しない。ＵＥ３０２の位置が不明なので
、ＵＥ３０２はＭＭＥ３０６によって到達可能でなくてよい。ＵＥ３０２は、アタッチプ
ロシージャでのＥ‐ＵＴＲＡＮまたはＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮへの登録により、ＥＭＭ‐
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登録状態に入ってよい。ＵＥ３０２は、Ｅ‐ＵＴＲＡＮセルをＧＥＲＡＮ／ＵＴＲＡＮか
ら選択することによるトラッキングエリア更新プロシージャの成功により、または、Ｅ‐
ＵＴＲＡＮを介するアタッチプロシージャにより、ＥＭＭ‐登録状態に入ってよい。ＥＭ
Ｍ‐登録状態では、ＵＥ３０２は、ＥＰＳでの登録を要求するサービスを受信してよい。
ＵＥ３０２の位置は、そのＵＥ３０２に割り当てられたトラッキングエリアリストの少な
くとも正確さにおいて、ＭＭＥ３０６において認識されてよい。ＥＭＭ‐登録状態では、
ＵＥ３０２は、少なくとも１つのアクティブＰＤＮ接続を有してよく、ＥＰＳセキュリテ
ィコンテキストをセットアップしてよい。
【００６５】
　デタッチプロシージャを実行した後、ＥＭＭ状態は、ＵＥ３０２およびＭＭＥ３０６に
おいて、ＥＭＭ‐登録解除に変更されてよい。ＴＡＵ／アタッチ拒否メッセージを受信す
ると、ＵＥ３０２およびＭＭＥ３０６のアクションは、当該特定の拒否メッセージ内のパ
ラメータに依存してよいが、ＥＭＭ状態は一般にＵＥ３０２およびＭＭＥ３０６において
ＥＭＭ‐登録解除に変更されてよい。
【００６６】
　ＵＥ３０２に属するすべてのベアラーが解放される（例えば、Ｅ‐ＵＴＲＡＮから非３
ＧＰＰアクセスへのハンドオーバ後）場合、ＭＭＥ３０６は、ＵＥ３０２のＭＭ状態をＥ
ＭＭ‐登録解除に変更してよい。ＵＥ３０２がＥ‐ＵＴＲＡＮにキャンプオンし且つＵＥ
３０２がそのベアラーのすべてが解放されたことを検出した場合、ＵＥ３０２はＭＭ状態
をＥＭＭ‐登録解除に変更してよい。ＵＥ３０２に属するすべてのベアラーが解放された
場合、ＵＥ３０２は、Ｅ‐ＵＴＲＡＮを再選択するとき、ＴＡＵを実行してよい。ＵＥ３
０２が非３ＧＰＰアクセスへのハンドオーバの実行時に、そのＥ-ＵＴＲＡＮインタフェ
ースをオフに切り替えた場合、ＵＥ３０２は、自動的にそのＭＭ状態をＥＭＭ‐登録解除
に変更してよい。
【００６７】
　ＵＥ３０２とネットワークとの間のＮＡＳシグナリング接続が存在しない場合、ＵＥ３
０２はＥＣＭ‐アイドル状態である。ＥＣＭ‐アイドル状態では、ＵＥ３０２は、ＴＳ３
６．３０４に従いセル選択／再選択を、およびＴＳ　２３．１２２に従いＰＬＭＮ選択を
実行してよい。ＵＥ３０２のためのＵＥ３０２コンテキストはＥ‐ＵＴＲＡＮに存在しな
くてよく、またはＵＥ３０２は、ＥＣＭ‐アイドル状態では、Ｓ１＿ＭＭＥおよびＳ１＿
Ｕ接続 を有していなくよい。ＥＭＭ‐登録およびＥＣＭ‐アイドル状態では、ＵＥ３０
２は、例えば、ＵＥ３０２がリストにないＴＡに接続されているか、またはアップリンク
ユーザデータの送信時に、周期的にＭＭＥ３０６ページングに応答し、無線ベアラーを確
立する場合、トラッキングエリア更新を実行してよい。ＵＥ３０２とＭＭＥ３０６との間
にシグナリング接続が確立されたとき、ＵＥ３０２およびＭＭＥ３０６は、ＥＣＭ‐接続
状態に入ってよい。ＥＣＭ‐アイドルからＥＣＭ‐接続状態への遷移を開始してよいＮＡ
Ｓメッセージは、アタッチ要求、トラッキングエリア更新要求、サービス要求またはデタ
ッチ要求を含む。ＵＥ３０２がＥＣＭアイドル状態のとき、ＵＥ３０２およびネットワー
クは、異なるセットの確立されたＥＰＳベアラーを有してよい。ＵＥ３０２およびＭＭＥ
３０６がＥＣＭ接続状態に入るとき、ＥＰＳベアラーのセットはＵＥ３０２とネットワー
クとの間で同期されてよい。ＵＥ３０２は、ＭＭＥ３０６へのそのシグナリング接続（Ｒ
ＲＣ接続およびＳ１＿ＭＭＥ接続）が解放されたまたは中断されたとき、ＥＣＭ接続状態
からＥＣＭ‐アイドル状態に入ってよい。これは、ｅＮＢ３０４によってＵＥ３０２に対
し明示的に示されてよく、またはＵＥ３０２によって検出されてよい。
【００６８】
　上記の通り、ＥＭＭ‐登録状態でのＵＥ３０２は、ＭＭＥ３０６ページングに応答すべ
く、ＥＣＭ‐アイドル状態からＥＣＭ接続状態へ遷移してよい。ＵＥ３０２が応答すべき
ページングオケージョンは、ページングタイマＴ３４１３によって確立されてよい。ペー
ジングタイマＴ３４１３は、ＥＰＳサービスのためのページングの開始時にＭＭＥ３０６
によって開始されてよく、ページングの完了またはアボート時に終了されてよい。ページ
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ングタイマＴ３４１３は通常、特定のｅＮＢ３０４またはＭＭＥ３０６にアタッチされた
すべてのＵＥ３０２に対し同一であってよい一方、それらがＤＲＸサイクルで動作するか
否かに関わらず、これは、ＵＥ３０２がｅＤＲＸサイクルを使用して動作するときに変更
されてよい。とりわけ、ページングタイマＴ３４１３はｅＤＲＸサイクルに基づいて実行
されてよいので、それはＤＲＸサイクル値より大きな値に設定されてよく、故にＵＥごと
ベースで定義されてよい。故に、ＵＥ３０２によってｅＤＲＸサイクルが使用されるとき
、定義されたページングタイマＴ３４１３は、ＭＭＥ３０６のＭＭコンテキストにおいて
ＵＥ３０２ごとに維持されてよい。
【００６９】
　図４は、いくつかの実施形態による、ＵＥアタッチの方法に係るフローチャートを示す
。図４中の処理を提供するＵＥ、ｅＮＢおよびＭＭＥが図１～３に示されていてよい。Ｕ
Ｅは、ＮＡＳプロトコルを介してＭＭＥと通信してよい。ＵＥは、ＥＭＭ‐登録解除状態
であってよく、最初にＭＭＥへアタッチすることにより、または、ＴＡＵプロシージャを
実装することにより、ＥＭＭ‐登録状態への遷移を試行してよい。ＵＥは、例えば、遅延
要件等のそのＱｏＳ要件を解析して、所望の量の省電力をもたらすであろう１または複数
のタイプの省電力技術（ＰＳＭおよびｅＤＲＸ）を識別し、例えば、ＰＳＭおよびｅＤＲ
Ｘモードの組み合わせが望ましいことを決定してよい。従って、処理４０２において、Ｕ
Ｅは要求メッセージをｅＮＢに送信してよい。要求メッセージは、アタッチ要求メッセー
ジまたはＴＡＵメッセージであってよい。要求メッセージは、ＰＳＭのためのアクティブ
タイマおよびｅＤＲＸサイクルの間の時間を示すｅＤＲＸパラメータを含むＲＲＣパラメ
ータを含んでよい。当該タイマ値および／または当該ｅＤＲＸパラメータは、ＵＥ固有の
省電力最適化に基づいてよく、それらとしては、とりわけ、トラフィックの到着間隔、サ
ブスクリプション情報および電力プレファレンス指標に関する、ＵＥ（または他のネット
ワークエンティティ）によって収集された統計が含まれる。
【００７０】
　ｅＮＢは、要求メッセージを受信したら、Ｓ１‐ＭＭＥ制御メッセージ内で要求メッセ
ージをＭＭＥに送信してよい。ＭＭＥは、ＵＥのためのＥＭＭコンテキストおよびＥＰＳ
ベアラーコンテキスト情報を維持してよい。処理４０４において、ＭＭＥは、ＵＥ固有の
ページングタイマＴ３４１３が格納されるべきかを判断してよい。ＭＭＥが、特に当該Ｕ
Ｅ用のページングタイマを格納可能な場合、ＭＭＥは当該ＵＥのためのページングオケー
ジョンを、当該ＵＥによってアタッチ要求メッセージ内で提供されるｅＤＲＸサイクル時
間値に基づかせてよい。これは、ＭＭＥは、当該ＵＥのためのページング機会を、特に当
該ＵＥのｅＤＲＸサイクルに基づくＰＤＣＣＨに限定してよいことを意味する。ＭＭＥは
、ページングタイマをｅＤＲＸサイクル時間値よりわずかに大きい値（例えば、標準的な
ページングオケージョン１つ分長い）に設定してよい。
【００７１】
　ＭＭＥが、個別化されたＵＥページングタイマを格納できないと判断した場合、ＤＲＸ
サイクル時間と互換性のある標準のページングタイマを使用する代わりに、ＭＭＥは、ア
タッチ要求メッセージからｅＤＲＸサイクル時間値およびＰＳＭ要求を抽出してよい。Ｍ
ＭＥは、処理４０６において、要求されたｅＤＲＸサイクル時間とＴ３３２４アクティブ
タイマ値との間の関係を判断してよい。具体的には、処理４０６において、ＭＭＥは、Ｔ
３３２４アクティブタイマ値がｅＤＲＸサイクル時間の予め定められた倍数より大きいか
、または小さいかを判断してよい。
【００７２】
　ＭＭＥが、Ｔ３３２４アクティブタイマ値がｅＤＲＸサイクル時間より大きいと判断し
た場合、処理４０８において、ＭＭＥはｅＤＲＸおよびＰＳＭモードの両方が当該特定の
ＵＥに対しサポートされてよいことを決定してよい。決定するために使用される乗数は、
例えば、ｅＤＲＸサイクルの整数に設定されてよい。例えば、ＵＥの遅延トレランスまた
は応答時間に基づいて、乗数は予め定められてよく、すべてのＵＥに対し使用されてよく
、またはＵＥ固有であってよい。いくつかの実施形態において、Ｔ３３２４アクティブタ
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Ｔ３３２４アクティブタイマ値ではなくネゴシエートされたＴ３３２４アクティブタイマ
値を提供してよい。
【００７３】
　ＭＭＥが、Ｔ３３２４アクティブタイマ値がｅＤＲＸサイクル時間より小さいと判断し
た場合、ＭＭＥは引き続き両方のモードがサポートされることを許容してよい。しかしな
がら、ＭＭＥは、さらなる考慮事項を用いて判断をしてよい。具体的には、処理４１０に
おいて、ＭＭＥは、ＵＥ応答時間を参照してよい。ＭＭＥはまた、応答時間がＴ３４１２
　ＴＡＵ時間に相当すること、またはそれより大きいことを確認してよい。
【００７４】
　ＭＭＥが、応答時間が検証可能であることおよび応答時間が十分大きいとのＭＭＥの判
断に応答して、ＭＭＥは、処理４１２において、要求されたＴ３３２４アクティブタイマ
値を修正してよい。ＭＭＥは、処理４０８の条件を満たすべくＴ３３２４アクティブタイ
マ値を上げてよく、すなわち、複数のｅＤＲＸサイクルより大きなＴ３３２４アクティブ
タイマ値にしてよい。
【００７５】
　代わりに、ＭＭＥは、応答時間を検証できなくてよい。これは、応答時間がＭＭＥにと
って利用可能でない可能性があるか、または、利用可能であるが、ＭＭＥによって検証で
きないということである。この場合、処理４１４において、ＭＭＥは、当該ＵＥに対し、
ＰＳＭモードとｅＤＲＸモードとの間で選択してよい。いくつかの実施形態において、Ｍ
ＭＥは、標準のＤＲＸサイクルを使用するアクティブタイマでのＰＳＭを選択してよい。
代替的に、ＭＭＥ３０６は、より短いサイクル長でのｅＤＲＸを選択してよい。例えば、
ＭＭＥは、処理４０８の条件を満たすべく、ｅＤＲＸサイクル時間を低減してよい。ＰＳ
ＭとＤＲＸモードの組み合わせおよび低減されたサイクル時間を持つｅＤＲＸモード間で
の選択は、とりわけ、事業者の構成、ＵＥのトラフィック解析および／またはサブスクリ
プションデータから受信されたアプリケーション関連情報に基づいてよい。
【００７６】
　処理４１６において、ＭＭＥは、要求メッセージに依り、アタッチ承諾メッセージまた
はＴＡＵ承諾メッセージにおいて、Ｔ３４１３ページングタイマと共に、Ｔ３３２４アク
ティブタイマ値を提供してよい。Ｔ３３２４アクティブタイマは、ＵＥによって要求され
た値から調整されても調整されなくてもよい。図示しないが、上記説明の通り、ＵＥはタ
イマとの再ネゴシエートを試行してよい。
【００７７】
　故に、ＭＭＥは、ＰＳＭおよびｅＤＲＸモードの一方または両方を有効にしてよい。こ
れは、ＭＭＥはＰＳＭのみを有効にして、ｅＤＲＸモードの要求を承諾しなくてよく、Ｍ
ＭＥはｅＤＲＸモードのみを有効にして、ＰＳＭのアクティブ時間の要求を承諾しなくて
よく、またはＭＭＥは、アクティブ時間を提供することによりＰＳＭと、ｅＤＲＸパラメ
ータを提供することによりｅＤＲＸモードとを両方有効にしてよい。ｅＤＲＸモードおよ
びＰＳＭの両方が有効にされる場合、ｅＤＲＸサイクルは、アクティブタイマが実行中に
、複数のページングオケージョンを有するように設定されてよい。
【００７８】
　いくつかの実施形態において、延長されたＤＲＸサイクルのためのページングプロシー
ジャタイマの追加は、ＭＭＥでＵＥごとに維持されるＭＭコンテキストの一部として追加
されてよい。延長されたＤＲＸサイクルのためのページングプロシージャタイマを含む表
５．７．２‐１の一部を切り取ったものが、以下に示されている。
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【表１】

【００７９】
　例１において、進化型ノードＢ（ｅＮＢ）を介してモビリティ管理エンティティ（ＭＭ
Ｅ）と通信するように構成された送受信機と、処理回路と、を備える、ユーザ機器（ＵＥ
）の装置であって、上記処理回路は、上記送受信機を、上記ＵＥが省電力モード（ＰＳＭ
）および延長された非連続受信（ｅＤＲＸ）モードの組み合わせを使用するための要求メ
ッセージを、上記ｅＮＢに送信するように構成し、上記送受信機を、上記要求メッセージ
に対する応答メッセージを上記ｅＮＢから受信するように構成し、上記応答メッセージは
、上記ＵＥに、電力低減モードとして、上記ＰＳＭおよび上記ｅＤＲＸモードの上記組み
合わせ、上記ＰＳＭおよび修正されたｅＤＲＸサイクル時間を有するｅＤＲＸモードの組
み合わせ、上記ＰＳＭおよびＤＲＸモードの組み合わせ、上記ＰＳＭモードのない上記ｅ
ＤＲＸモード、のうちの１つを使用するように指示し、上記ＵＥを、上記応答メッセージ
で指示される上記電力低減モードに従い、上記ｅＮＢと通信するように構成する、ように
構成されている、装置である。
【００８０】
　例２において、例１の主題は随意で、上記処理回路はさらに、遅延要件、トラフィック
の到着間隔、サブスクリプション情報、および電力プレファレンス指標のうちの少なくと
も１つを含むサービスの質（ＱｏＳ）要件に基づいて、所望の量の省電力を決定し、上記
所望の量の省電力に基づいて使用されるべきＰＳＭおよびｅＤＲＸモードの上記組み合わ
せを識別するように構成されている、ことを含む。
【００８１】
　例３において、例１または例２の主題は随意で、上記要求メッセージは、アタッチ要求
メッセージおよびトラッキングエリア更新（ＴＡＵ）メッセージのうちの１つを含み、上
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記アタッチ要求メッセージおよびＴＡＵメッセージのうちの上記１つは、上記ＰＳＭを要
求するアクティブタイマ要求およびｅＤＲＸサイクル時間要求を含む、ことを含む。
【００８２】
　例４において、例３の主題は随意で、上記応答メッセージは、アクティブタイマ応答お
よびｅＤＲＸサイクル時間応答を含むアタッチ要求メッセージおよびＴＡＵメッセージの
うちの１つを含み、上記アクティブタイマ要求が、ｅＤＲＸサイクル要求の予め定められ
た数より大きい場合、上記アクティブタイマ応答は上記アクティブタイマ要求を含み、上
記ｅＤＲＸサイクル時間応答は上記ｅＤＲＸサイクル時間要求であり、上記ＵＥは、上記
応答メッセージの受信に応答して、上記ＰＳＭおよび上記ｅＤＲＸモードの両方に従い動
作するように構成されている、ことを含む。
【００８３】
　例５において、例３または４の主題は随意で、上記応答メッセージは、アクティブタイ
マ応答およびｅＤＲＸサイクル時間応答を含むアタッチ要求メッセージおよびＴＡＵメッ
セージのうちの１つを含み、上記アクティブタイマ要求が、ｅＤＲＸサイクル要求の予め
定められた数より小さい場合、上記アクティブタイマ応答は上記アクティブタイマ要求よ
り小さい、および、上記ｅＤＲＸサイクル時間応答は上記ｅＤＲＸサイクル時間要求より
小さい、のうちの少なくとも一方であり、上記ＵＥは、上記応答メッセージの受信に応答
して、上記ＰＳＭおよび上記ｅＤＲＸモードの両方に従い動作するように構成されている
、ことを含む。
【００８４】
　例６において、例５の主題は随意で、上記ＵＥの応答時間が、ＴＡＵタイマより大きい
ことが検証可能である場合、上記アクティブタイマ応答は上記アクティブタイマ要求より
小さい、および、上記ｅＤＲＸサイクル時間応答は上記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小
さい、のうちの上記少なくとも一方である、ことを含む。
【００８５】
　例７において、例３の主題は随意で、上記アクティブタイマ要求が、ｅＤＲＸサイクル
要求の予め定められた数より小さい場合、上記応答メッセージは、アクティブタイマ応答
並びにｅＤＲＸサイクル時間応答およびｅＤＲＸサイクル時間より短いＤＲＸサイクル時
間のうちの１つを含むアタッチ承諾メッセージを含み、並びに、上記アクティブタイマ応
答は、上記アクティブタイマ要求より小さく、上記アタッチ承諾メッセージは上記ＤＲＸ
サイクル時間を含み、上記ＵＥは、上記応答メッセージの受信に応答して、上記ＰＳＭお
よびＤＲＸモードを使用するように構成されている、および上記アクティブタイマ応答は
、上記アクティブタイマ要求であり、上記ｅＤＲＸサイクル時間応答は上記ｅＤＲＸサイ
クル時間要求より小さく、上記ＵＥは、上記応答メッセージの受信に応答して、上記ＰＳ
Ｍモードの使用なしの上記ｅＤＲＸモードに従い動作するように構成されている、のうち
の少なくとも一方である、ことを含む。
【００８６】
　例８において、例７の主題は随意で、上記アクティブタイマ応答は、ｅＤＲＸサイクル
応答の予め定められた数より大きい、ことを含む。
【００８７】
　例９において、例１から８のいずれかに係る主題は随意で、上記ＵＥは、マシンタイプ
通信（ＭＴＣ）ＵＥである、ことを含む。
【００８８】
　例１０において、例１から９のいずれかに係る主題は随意で、上記送受信機と上記ｅＮ
Ｂとの間の通信を提供するように構成されたアンテナをさらに備える、ことを含む。
【００８９】
　例１１において、ユーザ機器（ＵＥ）に関し進化型ノードＢ（ｅＮＢ）と通信するよう
に構成されたインタフェースと、処理回路と、を備える、モビリティ管理エンティティ（
ＭＭＥ）の装置であって、上記処理回路は、上記インタフェースを、上記ＵＥのための、
省電力モード（ＰＳＭ）および延長された非連続受信（ｅＤＲＸ）モードの組み合わせの
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使用に関する要求メッセージを受信するように構成し、上記要求メッセージ内のＰＳＭお
よびｅＤＲＸパラメータに基づいて、上記ＵＥが使用する電力低減モードを選択し、ｅＤ
ＲＸサイクル時間はＤＲＸサイクル時間より長く、上記電力低減モードは、上記ＰＳＭお
よび上記ｅＤＲＸモードの上記組み合わせ、上記ＰＳＭおよび修正されたｅＤＲＸサイク
ル時間を有するｅＤＲＸモードの組み合わせ、上記ＰＳＭおよびＤＲＸモードの組み合わ
せ、上記ＰＳＭモードのない上記ｅＤＲＸモード、のうちの１つを含み、上記インタフェ
ースを、上記要求メッセージに対する応答メッセージを送信するように構成するように構
成されており、上記応答メッセージは、上記ＵＥに対し、上記電力低減モードを使用する
ように命令する、装置である。
【００９０】
　例１２において、例１１の主題は随意で、上記プロセッサは、さらに、事業者の構成情
報、ローカル構成、トラフィック解析、またはサブスクリプションデータから受信される
アプリケーション関連情報のうちの少なくとも１つに基づいて、上記電力低減モードを選
択するように構成されている、ことを含む。
【００９１】
　例１３において、例１２の主題は随意で、上記電力低減モードの選択は、可能性のある
最大遅延およびパケット到着間隔のうちの少なくとも１つを含むサブスクリプションデー
タを含む、ことを含む。
【００９２】
　例１４において、例１１から１３のいずれかに係る主題は随意で、上記処理回路は、さ
らに、遅延要件、トラフィックの到着間隔、サブスクリプション情報、および電力プレフ
ァレンス指標のうちの少なくとも１つを含むサービスの質（ＱｏＳ）要件に基づいて、所
望の量の省電力を決定し、上記所望の量の省電力に基づいて、ＰＳＭおよびｅＤＲＸモー
ドのうちの１または複数のうちのどれが使用されるべきかを識別するように構成されてい
る、ことを含む。
【００９３】
　例１５において、例１１から１４のいずれかに係る主題は随意で、上記要求メッセージ
は、アタッチ要求メッセージおよびトラッキングエリア更新（ＴＡＵ）メッセージのうち
の１つを含み、上記ＰＳＭおよびｅＤＲＸパラメータは、上記ＰＳＭを要求するアクティ
ブタイマ要求およびｅＤＲＸサイクル時間要求を含む、ことを含む。
【００９４】
　例１６において、例１５の主題は随意で、上記処理回路は、さらに、上記アクティブタ
イマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きいかを判断し、上記アクテ
ィブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の上記予め定められた数より大きいとの判断に応
答して、アクティブタイマ応答を上記アクティブタイマ要求に設定し、且つ、ｅＤＲＸサ
イクル時間応答を上記ｅＤＲＸサイクル時間要求に設定するように構成されており、上記
応答メッセージは、上記アクティブタイマ応答および上記ｅＤＲＸサイクル時間応答を含
むアタッチ承諾メッセージおよびＴＡＵ承諾メッセージのうちの１つを含み、上記アタッ
チ承諾メッセージおよびＴＡＵ承諾メッセージのうちの１つは、上記ＵＥを、上記応答メ
ッセージの受信に応答して、上記ＰＳＭおよび上記ｅＤＲＸモードの両方を使用するよう
に構成する、ことを含む。
【００９５】
　例１７において、例１５の主題は随意で、上記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイク
ル要求の予め定められた数より大きいかを判断し、上記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸ
サイクル要求の上記予め定められた数より小さいとの判断に応答して、アクティブタイマ
応答を上記アクティブタイマ要求より小さく設定する、および、ｅＤＲＸサイクル時間応
答を上記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さく設定する、のうちの少なくとも一方を行い
、上記応答メッセージは、上記アクティブタイマ応答および上記ｅＤＲＸサイクル時間応
答を含むアタッチ承諾メッセージおよびＴＡＵ承諾メッセージのうちの１つを含み、上記
アタッチ承諾メッセージおよびＴＡＵ承諾メッセージのうちの１つは、上記ＵＥを、上記
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応答メッセージの受信に応答して、上記ＰＳＭおよび上記ｅＤＲＸモードの両方を使用す
るように構成する、ことを含む。
【００９６】
　例１８において、例１７の主題は随意で、上記処理回路は、さらに、上記ＵＥの応答時
間がＴ３４１２　ＴＡＵタイマより大きいかを検証し、上記ＵＥの上記応答時間が上記Ｔ
３４１２　ＴＡＵタイマより大きいと検証されたとの判断に応答して、上記アクティブタ
イマ応答を上記アクティブタイマ要求より小さく設定する、および、上記ｅＤＲＸサイク
ル時間応答を上記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さく設定する、のうちの少なくとも一
方を行うように構成されている、ことを含む。
【００９７】
　例１９において、例１５の主題は随意で、上記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイク
ル要求の予め定められた数より大きいかを判断し、上記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸ
サイクル要求の上記予め定められた数より小さいとの判断に応答して、上記応答メッセー
ジを、アクティブタイマ応答並びにｅＤＲＸサイクル時間応答およびｅＤＲＸサイクル時
間より短いＤＲＸサイクル時間のうちの１つを含むアタッチ承諾メッセージおよびＴＡＵ
承諾メッセージのうちの１つを含むように設定し、並びに、アクティブタイマ応答は上記
アクティブタイマ要求より小さい、且つ、上記アタッチ承諾メッセージおよび上記ＴＡＵ
承諾メッセージのうちの上記１つは上記ＤＲＸサイクル時間を有する、並びに、上記ＵＥ
を、上記応答メッセージの受信に応答して、上記ＰＳＭおよびＤＲＸモードを使用するよ
うに構成する、および上記アクティブタイマ応答は上記アクティブタイマ要求である、且
つ、上記ｅＤＲＸサイクル時間応答は上記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さい、且つ、
上記ＵＥを、上記応答メッセージの受信に応答して、上記ＰＳＭモードの使用のない上記
ｅＤＲＸモードを使用するように構成する、のうちの少なくとも一方を設定する、ことを
含む。
【００９８】
　例２０において、例１９の主題は随意で、上記アクティブタイマ応答は、ｅＤＲＸサイ
クル応答の予め定められた数より大きい、ことを含む。
【００９９】
　例２１において、例１１から２０のいずれかに係る主題は随意で、上記処理回路は、さ
らに、ＵＥ固有のページングタイマおよび関連するｅＤＲＸパラメータを、上記ＭＭＥの
メモリ内に、モビリティ管理コンテキストの一部として格納し、上記ＵＥ固有のページン
グタイマは、上記ＵＥによって上記要求メッセージ内で提供されるｅＤＲＸサイクルより
大きく、上記インタフェースを、上記ＵＥ固有のページングタイマの満了時に、ページン
グメッセージを上記ＵＥに送信するように構成するように構成されている、ことを含む。
【０１００】
　例２２において、コンピュータ可読記録媒体は非一時的であってよく、ユーザ機器（Ｕ
Ｅ）と通信するモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）の１または複数のプロセッサによ
る実行のための命令を格納するコンピュータ可読記録媒体であって、上記１または複数の
プロセッサは上記ＭＭＥを、省電力モード（ＰＳＭ）のためのアクティブタイマ要求およ
び延長された非連続受信（ｅＤＲＸ）モードのためのｅＤＲＸサイクル時間要求を含む要
求メッセージを受信する、上記ＵＥのための、上記ｅＤＲＸサイクル時間要求より大きい
ＵＥ固有のページングタイマを格納するかを判断する、上記ＵＥ固有のページングタイマ
以外のページングタイマを使用するとの判断に応答して、上記アクティブタイマ要求およ
び上記ｅＤＲＸサイクル時間要求に基づいて、上記ＵＥが使用する電力低減モードを選択
する、送受信機を、上記ＵＥに対し、上記電力低減モードを使用するように命令する、上
記要求メッセージに対する応答メッセージを送信するように構成する、ように構成し、上
記電力低減モードは、上記ＰＳＭおよび上記ｅＤＲＸモードの組み合わせ、上記ＰＳＭお
よび修正されたｅＤＲＸサイクル時間を有するｅＤＲＸモードの組み合わせ、上記ＰＳＭ
およびＤＲＸモードの組み合わせ、上記ＰＳＭモードのない上記ｅＤＲＸモード、のうち
の１つを含む、媒体である。
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【０１０１】
　例２３において、例２２の主題は随意で、上記命令はさらに、上記ＭＭＥを、上記アク
ティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きいかを判断する、
上記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の上記予め定められた数より大きいと
の判断に応答して、アクティブタイマ応答を上記アクティブタイマ要求に設定し、且つ、
ｅＤＲＸサイクル時間応答を上記ｅＤＲＸサイクル時間要求に設定する、上記アクティブ
タイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の上記予め定められた数より小さいとの判断に応答し
て、上記アクティブタイマ応答を上記アクティブタイマ要求より小さく設定する、および
、上記ｅＤＲＸサイクル時間応答を上記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さく設定する、
のうちの少なくとも一方を行う、上記アクティブタイマ応答および上記ｅＤＲＸサイクル
時間応答を、上記ＵＥに、Ｓ１インタフェースで、進化型ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）を介
して送信する、ように構成する、ことを含む。
【０１０２】
　例２４において、例２３の主題は随意で、上記命令は、さらに、上記ＭＭＥを、上記Ｕ
Ｅの応答時間がＴＡＵタイマより大きいかを検証する、並びに、上記ＵＥの上記応答時間
が上記ＴＡＵタイマより大きいと検証されたとの判断に応答して、上記アクティブタイマ
応答を上記アクティブタイマ要求より小さく設定する、および、上記ｅＤＲＸサイクル時
間応答を上記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さく設定する、のうちの少なくとも一方を
行う、ように構成する、ことを含む。
【０１０３】
　例２５において、例２３または２４の主題は随意で、上記命令は、さらに、上記ＭＭＥ
を、上記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きいか
を判断する、上記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の上記予め定められた数
より小さいとの判断に応答して、上記応答メッセージを、ｅＤＲＸサイクル応答の予め定
められた数より大きいアクティブタイマ応答並びにｅＤＲＸサイクル時間応答およびｅＤ
ＲＸサイクル時間より短いＤＲＸサイクル時間のうちの１つを含むように設定し、および
、アクティブタイマ応答が上記アクティブタイマ要求より小さい、且つ、上記応答メッセ
ージは上記ＤＲＸサイクル時間を含む、上記アクティブタイマ応答は上記アクティブタイ
マ要求である、且つ、上記ｅＤＲＸサイクル時間応答は上記ｅＤＲＸサイクル時間要求よ
り小さい、のうちの少なくとも一方を設定する、ように構成する、ことを含む。
【０１０４】
　実施形態は、具体的な例示的実施形態に関して記載されているが、本開示のより広い精
神および範囲から逸脱することなく、これらの実施形態に対し、様々な修正および変更を
加え得ることは明らかであろう。従って、明細書および図面は、限定的ではなく、例示的
な意味であるとみなされるべきである。本願の一部を形成する添付図面は、限定ではなく
例示として、発明主題が実施され得る具体的な実施形態を示している。図示された実施形
態は、当業者が本明細書に開示された教示を実施できるように、十分詳細に記載されてい
る。他の実施形態が用いられてよく、他の実施形態が当該教示から導かれてよいので、本
開示の範囲から逸脱することなく、構造的および論理的な置換および変更がなされてよい
。従って、本詳細な説明は、限定的な意味に解釈されるべきではなく、様々な実施形態の
範囲は、添付の特許請求の範囲によってのみ規定され、それには、特許請求の範囲に付与
される均等の全範囲も含まれる。
【０１０５】
　本発明の主題に係るこのような実施形態は、本明細書においては、個別におよび／また
は集合的に「発明」という用語で言及されることがあるが、それは単に便宜上にすぎず、
実際１つより多いものが開示される場合に、本願の範囲を自発的にいずれかの単一の発明
または発明概念に限定する意図はない。故に、本明細書において、具体的な実施形態が図
示され、説明されているが、同一の目的を達成すると思われるあらゆる構成が、示された
当該具体的な実施形態に置き替えられてよいことを理解されたい。本開示は、様々な実施
形態のありとあらゆる変更またはバリエーションを包含する意図である。当業者が上記説
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い他の実施形態が、自明であろう。
【０１０６】
　この文書において、「１つ（ａ）」または「１つ（ａｎ）」という用語は、特許文献に
おいて一般的であるように、「少なくとも１つ」または「１または複数」のあらゆる他の
例または使用とは独立して、１つまたは１つより多いものを含むために使用されている。
この文書において、「または」という用語は、非排他的なものを言及するために使用され
ているか、または「ＡまたはＢ」が、別途の記載がない限り、「ＢではないＡ」、「Ａで
はないＢ」および「ＡおよびＢ」を含むように使用されている。この文書において、「含
む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」および「その場合（ｉｎ　ｗｈｉｃｈ）」という用語は、「
備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」および「そこにおいて（ｗｈｅｒｅｉｎ）」というそ
れぞれの用語に対する同等の平易な言い方として使用されている。また、以降の特許請求
の範囲においては、「含む（ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ）」および「備える（ｃｏｍｐｒｉｓｉ
ｎｇ）」という用語はオープンエンドであり、すなわち、請求項内で、このような用語の
後に列挙されたものに加え、複数の要素を含むシステム、ＵＥ、物品、組成物、製法、ま
たはプロセスは依然としてその請求項の範囲内に属するとみなされる。さらに、以下の特
許請求の範囲において、「第１の」、「第２の」および「第３の」等の用語は単にラベル
として使用されており、それらのオブジェクトに対し、数値的な要件を課すことを意図し
ていない。
【０１０７】
　本開示の要約は、米国特許規則§１．７２（ｂ）に準拠して記載されている。米国特許
規則§１．７２（ｂ）では、要約書に、読み手が迅速に技術開示の内容を特定できること
を要求している。要約書は、特許請求の範囲の範囲または意味の解釈または限定に使用さ
れないという理解の下、提出されている。また、上記の詳細な説明においては、本開示を
簡素化する目的で、様々な特徴部が単一の実施形態に一緒に集められていることがわかる
であろう。開示のこの方法は、特許請求された実施形態が、各請求項に明示的に記載され
た特徴部よりも多いものを要求するという意図を反映するように解釈されるべきではない
。むしろ、以下の特許請求の範囲が反映するように、発明の主題は、開示された単一の実
施形態に係るすべての特徴部より少ないものにある。故に、以下の特許請求の範囲がここ
で詳細な説明に組み込まれ、各請求項は、別個の実施形態として独立している。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年9月27日(2017.9.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　進化型ノードＢ（ｅＮＢ）を介してモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）と通信する
送受信機と、
　処理回路と、を備える、ユーザ機器（ＵＥ）の装置であって、
　　前記処理回路は、
　　　前記送受信機を、前記ＵＥが省電力モード（ＰＳＭ）および延長された非連続受信
（ｅＤＲＸ）モードの組み合わせを使用するための要求メッセージを、前記ｅＮＢに送信
するように構成し、
　　　前記送受信機を、前記要求メッセージに対する応答メッセージを前記ｅＮＢから受
信するように構成し、前記応答メッセージは、前記ＵＥに、電力低減モードとして、
　　　　前記ＰＳＭおよび前記ｅＤＲＸモードの前記組み合わせ、
　　　　前記ＰＳＭおよび修正されたｅＤＲＸサイクル時間を有するｅＤＲＸモードの組
み合わせ、
　　　　前記ＰＳＭおよびＤＲＸモードの組み合わせ、
　　　　前記ＰＳＭのない前記ｅＤＲＸモード、のうちの１つを使用するように指示し、
　　　前記ＵＥを、前記応答メッセージで指示される前記電力低減モードに従い、前記ｅ
ＮＢと通信するように構成する、装置。
【請求項２】
　前記処理回路はさらに、
　遅延要件、トラフィックの到着間隔、サブスクリプション情報、および電力プレファレ
ンス指標のうちの少なくとも１つを含むサービスの質（ＱｏＳ）要件に基づいて、所望の
量の省電力を決定し、
　前記所望の量の省電力に基づいて使用されるべきＰＳＭおよびｅＤＲＸモードの前記組
み合わせを識別する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記要求メッセージは、アタッチ要求メッセージおよびトラッキングエリア更新（ＴＡ
Ｕ）メッセージのうちの１つを含み、前記アタッチ要求メッセージおよびＴＡＵメッセー
ジのうちの前記１つは、前記ＰＳＭを要求するアクティブタイマ要求およびｅＤＲＸサイ
クル時間要求を含む、請求項１または２に記載の装置。
【請求項４】
　前記応答メッセージは、アクティブタイマ応答およびｅＤＲＸサイクル時間応答を含む
アタッチ要求およびＴＡＵメッセージのうちの１つを含み、前記アクティブタイマ要求が
、ｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きい場合、前記アクティブタイマ応答
は前記アクティブタイマ要求を含み、前記ｅＤＲＸサイクル時間応答は前記ｅＤＲＸサイ
クル時間要求であり、
　前記ＵＥは、前記応答メッセージの受信に応答して、前記ＰＳＭおよび前記ｅＤＲＸモ
ードの両方に従い動作する、請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　前記応答メッセージは、アクティブタイマ応答およびｅＤＲＸサイクル時間応答を含む
アタッチ要求メッセージおよびＴＡＵメッセージのうちの１つを含み、前記アクティブタ
イマ要求が、ｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より小さい場合、前記アクティブ
タイマ応答は前記アクティブタイマ要求より小さい、および、前記ｅＤＲＸサイクル時間
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応答は前記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さい、のうちの少なくとも一方であり、
　前記ＵＥは、前記応答メッセージの受信に応答して、前記ＰＳＭおよび前記ｅＤＲＸモ
ードの両方に従い動作する、請求項３に記載の装置。
【請求項６】
　前記ＵＥの応答時間が、ＴＡＵタイマより大きいことが検証可能である場合、前記アク
ティブタイマ応答は前記アクティブタイマ要求より小さい、および、前記ｅＤＲＸサイク
ル時間応答は前記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さい、のうちの前記少なくとも一方で
ある、請求項５に記載の装置。
【請求項７】
　前記アクティブタイマ要求が、ｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より小さい場
合、前記応答メッセージは、アクティブタイマ応答並びにｅＤＲＸサイクル時間応答およ
びｅＤＲＸサイクル時間より短いＤＲＸサイクル時間のうちの１つを含むアタッチ承諾メ
ッセージを含み、並びに、
　　前記アクティブタイマ応答は、前記アクティブタイマ要求より小さく、前記アタッチ
承諾メッセージは前記ＤＲＸサイクル時間を含み、前記ＵＥは、前記応答メッセージの受
信に応答して、前記ＰＳＭおよびＤＲＸモードを使用する、および
　　前記アクティブタイマ応答は、前記アクティブタイマ要求であり、前記ｅＤＲＸサイ
クル時間応答は前記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さく、前記ＵＥは、前記応答メッセ
ージの受信に応答して、前記ＰＳＭの使用なしの前記ｅＤＲＸモードに従い動作する、の
うちの少なくとも一方である、請求項３に記載の装置。
【請求項８】
　前記アクティブタイマ応答は、ｅＤＲＸサイクル応答の予め定められた数より大きい、
請求項７に記載の装置。
【請求項９】
　前記ＵＥは、マシンタイプ通信（ＭＴＣ）ＵＥである、請求項１または２に記載の装置
。
【請求項１０】
　前記送受信機と前記ｅＮＢとの間の通信を提供するアンテナをさらに備える、請求項１
または２に記載の装置。
【請求項１１】
　ユーザ機器（ＵＥ）に関し進化型ノードＢ（ｅＮＢ）と通信するインタフェースと、
　処理回路と、を備える、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）の装置であって、
　前記処理回路は、
　　前記インタフェースを、前記ＵＥのための、省電力モード（ＰＳＭ）および延長され
た非連続受信（ｅＤＲＸ）モードの組み合わせの使用に関する要求メッセージを受信する
ように構成し、
　　前記要求メッセージ内のＰＳＭおよびｅＤＲＸパラメータに基づいて、前記ＵＥが使
用する電力低減モードを選択し、ｅＤＲＸサイクル時間はＤＲＸサイクル時間より長く、
前記電力低減モードは、
　　　前記ＰＳＭおよび前記ｅＤＲＸモードの前記組み合わせ、
　　　前記ＰＳＭおよび修正されたｅＤＲＸサイクル時間を有するｅＤＲＸモードの組み
合わせ、
　　　前記ＰＳＭおよびＤＲＸモードの組み合わせ、および
　　　前記ＰＳＭのない前記ｅＤＲＸモード、のうちの１つを含み、
　　前記インタフェースを、前記要求メッセージに対する応答メッセージを送信するよう
に構成し、前記応答メッセージは、前記ＵＥに対し、前記電力低減モードを使用するよう
に命令する、装置。
【請求項１２】
　前記処理回路は、さらに、
　事業者の構成情報、ローカル構成、トラフィック解析、またはサブスクリプションデー
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タから受信されるアプリケーション関連情報のうちの少なくとも１つに基づいて、前記電
力低減モードを選択する、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記電力低減モードの選択は、可能性のある最大遅延およびパケット到着間隔のうちの
少なくとも１つを含むサブスクリプションデータを含む、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記処理回路は、さらに、
　遅延要件、トラフィックの到着間隔、サブスクリプション情報、および電力プレファレ
ンス指標のうちの少なくとも１つを含むサービスの質（ＱｏＳ）要件に基づいて、所望の
量の省電力を決定し、
　前記所望の量の省電力に基づいて、ＰＳＭおよびｅＤＲＸモードのうちの１または複数
のうちのどれが使用されるべきかを識別する、請求項１１から１３のいずれか一項に記載
の装置。
【請求項１５】
　前記要求メッセージは、アタッチ要求メッセージおよびトラッキングエリア更新（ＴＡ
Ｕ）メッセージのうちの１つを含み、前記ＰＳＭおよびｅＤＲＸパラメータは、前記ＰＳ
Ｍを要求するアクティブタイマ要求およびｅＤＲＸサイクル時間要求を含む、請求項１１
から１３のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１６】
　前記処理回路は、さらに、
　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きいかを
判断し、
　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の前記予め定められた数より大きい
との判断に応答して、アクティブタイマ応答を前記アクティブタイマ要求に設定し、且つ
、ｅＤＲＸサイクル時間応答を前記ｅＤＲＸサイクル時間要求に設定し、前記応答メッセ
ージは、前記アクティブタイマ応答および前記ｅＤＲＸサイクル時間応答を含むアタッチ
承諾メッセージおよびＴＡＵ承諾メッセージのうちの１つを含み、前記アタッチ承諾メッ
セージおよびＴＡＵ承諾メッセージのうちの１つは、前記ＵＥを、前記応答メッセージの
受信に応答して、前記ＰＳＭおよび前記ｅＤＲＸモードの両方を使用するように構成する
、請求項１５に記載の装置。
【請求項１７】
　前記処理回路は、さらに、
　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きいかを
判断し、
　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の前記予め定められた数より小さい
との判断に応答して、アクティブタイマ応答を前記アクティブタイマ要求より小さく設定
する、および、ｅＤＲＸサイクル時間応答を前記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さく設
定する、のうちの少なくとも一方を行い、前記応答メッセージは、前記アクティブタイマ
応答および前記ｅＤＲＸサイクル時間応答を含むアタッチ承諾メッセージおよびＴＡＵ承
諾メッセージのうちの１つを含み、前記アタッチ承諾メッセージおよびＴＡＵ承諾メッセ
ージのうちの１つは、前記ＵＥを、前記応答メッセージの受信に応答して、前記ＰＳＭお
よび前記ｅＤＲＸモードの両方を使用するように構成する、請求項１５に記載の装置。
【請求項１８】
　前記処理回路は、さらに、
　前記ＵＥの応答時間がＴ３４１２　ＴＡＵタイマより大きいかを検証し、
　前記ＵＥの前記応答時間が前記Ｔ３４１２　ＴＡＵタイマより大きいと検証されたとの
判断に応答して、前記アクティブタイマ応答を前記アクティブタイマ要求より小さく設定
する、および、前記ｅＤＲＸサイクル時間応答を前記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さ
く設定する、のうちの少なくとも一方を行う、請求項１７に記載の装置。
【請求項１９】
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　前記処理回路は、さらに、
　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きいかを
判断し、
　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の前記予め定められた数より小さい
との判断に応答して、前記応答メッセージを、アクティブタイマ応答並びにｅＤＲＸサイ
クル時間応答およびｅＤＲＸサイクル時間より短いＤＲＸサイクル時間のうちの１つを含
むアタッチ承諾メッセージおよびＴＡＵ承諾メッセージのうちの１つを含むように設定し
、並びに、
　　アクティブタイマ応答は前記アクティブタイマ要求より小さい、且つ、前記アタッチ
承諾メッセージおよび前記ＴＡＵ承諾メッセージのうちの前記１つは前記ＤＲＸサイクル
時間を有する、且つ、前記ＵＥを、前記応答メッセージの受信に応答して、前記ＰＳＭお
よびＤＲＸモードを使用するように構成する、および
　　前記アクティブタイマ応答は前記アクティブタイマ要求である、且つ、前記ｅＤＲＸ
サイクル時間応答は前記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さい、且つ、前記ＵＥを、前記
応答メッセージの受信に応答して、前記ＰＳＭの使用のない前記ｅＤＲＸモードを使用す
るように構成する、のうちの少なくとも一方を設定する、請求項１５に記載の装置。
【請求項２０】
　前記アクティブタイマ応答は、ｅＤＲＸサイクル応答の予め定められた数より大きい、
請求項１９に記載の装置。
【請求項２１】
　前記処理回路は、さらに、
　ＵＥ固有のページングタイマおよび関連するｅＤＲＸパラメータを、前記ＭＭＥのメモ
リ内に、モビリティ管理コンテキストの一部として格納し、前記ＵＥ固有のページングタ
イマは、前記ＵＥによって前記要求メッセージ内で提供されるｅＤＲＸサイクルより大き
く、
　前記インタフェースを、前記ＵＥ固有のページングタイマの満了時に、ページングメッ
セージを前記ＵＥに送信するように構成する、請求項１１から１３のいずれか一項に記載
の装置。
【請求項２２】
　ユーザ機器（ＵＥ）と通信するモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）の１または複数
のプロセッサによる実行のためのプログラムであって、前記プログラムは、前記ＭＭＥに
、
　　省電力モード（ＰＳＭ）のためのアクティブタイマ要求および延長された非連続受信
（ｅＤＲＸ）モードのためのｅＤＲＸサイクル時間要求を含む要求メッセージを受信する
手順と、
　　前記ＵＥのための、前記ｅＤＲＸサイクル時間要求より大きいＵＥ固有のページング
タイマを格納するかを判断する手順と、
　　前記ＵＥ固有のページングタイマ以外のページングタイマを使用するとの判断に応答
して、前記アクティブタイマ要求および前記ｅＤＲＸサイクル時間要求に基づいて、前記
ＵＥが使用する電力低減モードを選択する手順と、
　　送受信機を、前記ＵＥに対し、前記電力低減モードを使用するように命令する、前記
要求メッセージに対する応答メッセージを送信するように構成する手順と、を実行させ、
　前記電力低減モードは、
　　前記ＰＳＭおよび前記ｅＤＲＸモードの組み合わせ、
　　前記ＰＳＭおよび修正されたｅＤＲＸサイクル時間を有するｅＤＲＸモードの組み合
わせ、
　　前記ＰＳＭおよびＤＲＸモードの組み合わせ、および
　　前記ＰＳＭのない前記ｅＤＲＸモード、のうちの１つを含む、プログラム。
【請求項２３】
　前記プログラムはさらに、前記ＭＭＥに、
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　　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きいか
を判断する手順と、
　　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の前記予め定められた数より大き
いとの判断に応答して、アクティブタイマ応答を前記アクティブタイマ要求に設定し、且
つ、ｅＤＲＸサイクル時間応答を前記ｅＤＲＸサイクル時間要求に設定する手順と、
　　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の前記予め定められた数より小さ
いとの判断に応答して、前記アクティブタイマ応答を前記アクティブタイマ要求より小さ
く設定する、および、前記ｅＤＲＸサイクル時間応答を前記ｅＤＲＸサイクル時間要求よ
り小さく設定する、のうちの少なくとも一方を行う手順と、
　　前記アクティブタイマ応答および前記ｅＤＲＸサイクル時間応答を、前記ＵＥに、Ｓ
１インタフェースで、進化型ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）を介して送信する手順と、を実行
させる、請求項２２に記載のプログラム。
【請求項２４】
　前記プログラムは、さらに、前記ＭＭＥに、
　前記ＵＥの応答時間がＴＡＵタイマより大きいかを検証する手順と、並びに
　前記ＵＥの前記応答時間が前記ＴＡＵタイマより大きいと検証されたとの判断に応答し
て、前記アクティブタイマ応答を前記アクティブタイマ要求より小さく設定する、および
、前記ｅＤＲＸサイクル時間応答を前記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さく設定する、
のうちの少なくとも一方を行う手順と、を実行させる、請求項２３に記載のプログラム。
【請求項２５】
　前記プログラムは、さらに、前記ＭＭＥに、
　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きいかを
判断する手順と、
　前記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の前記予め定められた数より小さい
との判断に応答して、前記応答メッセージを、ｅＤＲＸサイクル応答の予め定められた数
より大きいアクティブタイマ応答並びにｅＤＲＸサイクル時間応答およびｅＤＲＸサイク
ル時間より短いＤＲＸサイクル時間のうちの１つを含むように設定し、および、
　　アクティブタイマ応答が前記アクティブタイマ要求より小さい、且つ、前記応答メッ
セージは前記ＤＲＸサイクル時間を含む、および
　　前記アクティブタイマ応答は前記アクティブタイマ要求である、且つ、前記ｅＤＲＸ
サイクル時間応答は前記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さい、のうちの少なくとも一方
を設定する手順と、を実行させる、請求項２２に記載のプログラム。
【請求項２６】
　請求項２２から２５のいずれか一項に記載のプログラムを記録した非一時的コンピュー
タ可読記録媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０７】
本開示の要約は、米国特許規則§１．７２（ｂ）に準拠して記載されている。米国特許規
則§１．７２（ｂ）では、要約書に、読み手が迅速に技術開示の内容を特定できることを
要求している。要約書は、特許請求の範囲の範囲または意味の解釈または限定に使用され
ないという理解の下、提出されている。また、上記の詳細な説明においては、本開示を簡
素化する目的で、様々な特徴部が単一の実施形態に一緒に集められていることがわかるで
あろう。開示のこの方法は、特許請求された実施形態が、各請求項に明示的に記載された
特徴部よりも多いものを要求するという意図を反映するように解釈されるべきではない。
むしろ、以下の特許請求の範囲が反映するように、発明の主題は、開示された単一の実施
形態に係るすべての特徴部より少ないものにある。故に、以下の特許請求の範囲がここで
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詳細な説明に組み込まれ、各請求項は、別個の実施形態として独立している。
（項目１）
　進化型ノードＢ（ｅＮＢ）を介してモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）と通信する
送受信機と、
　処理回路と、を備える、ユーザ機器（ＵＥ）の装置であって、
　　上記処理回路は、
　　　上記送受信機を、上記ＵＥが省電力モード（ＰＳＭ）および延長された非連続受信
（ｅＤＲＸ）モードの組み合わせを使用するための要求メッセージを、上記ｅＮＢに送信
するように構成し、
　　　上記送受信機を、上記要求メッセージに対する応答メッセージを上記ｅＮＢから受
信するように構成し、上記応答メッセージは、上記ＵＥに、電力低減モードとして、
　　　　上記ＰＳＭおよび上記ｅＤＲＸモードの上記組み合わせ、
　　　　上記ＰＳＭおよび修正されたｅＤＲＸサイクル時間を有するｅＤＲＸモードの組
み合わせ、
　　　　上記ＰＳＭおよびＤＲＸモードの組み合わせ、
　　　　上記ＰＳＭのない上記ｅＤＲＸモード、のうちの１つを使用するように指示し、
　　　上記ＵＥを、上記応答メッセージで指示される上記電力低減モードに従い、上記ｅ
ＮＢと通信するように構成する、装置。
（項目２）
　上記処理回路はさらに、
　遅延要件、トラフィックの到着間隔、サブスクリプション情報、および電力プレファレ
ンス指標のうちの少なくとも１つを含むサービスの質（ＱｏＳ）要件に基づいて、所望の
量の省電力を決定し、
　上記所望の量の省電力に基づいて使用されるべきＰＳＭおよびｅＤＲＸモードの上記組
み合わせを識別する、項目１に記載の装置。
（項目３）
　上記要求メッセージは、アタッチ要求メッセージおよびトラッキングエリア更新（ＴＡ
Ｕ）メッセージのうちの１つを含み、上記アタッチ要求メッセージおよびＴＡＵメッセー
ジのうちの上記１つは、上記ＰＳＭを要求するアクティブタイマ要求およびｅＤＲＸサイ
クル時間要求を含む、項目１または２に記載の装置。
（項目４）
　上記応答メッセージは、アクティブタイマ応答およびｅＤＲＸサイクル時間応答を含む
アタッチ要求およびＴＡＵメッセージのうちの１つを含み、上記アクティブタイマ要求が
、ｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きい場合、上記アクティブタイマ応答
は上記アクティブタイマ要求を含み、上記ｅＤＲＸサイクル時間応答は上記ｅＤＲＸサイ
クル時間要求であり、
　上記ＵＥは、上記応答メッセージの受信に応答して、上記ＰＳＭおよび上記ｅＤＲＸモ
ードの両方に従い動作する、項目３に記載の装置。
（項目５）
　上記応答メッセージは、アクティブタイマ応答およびｅＤＲＸサイクル時間応答を含む
アタッチ要求メッセージおよびＴＡＵメッセージのうちの１つを含み、上記アクティブタ
イマ要求が、ｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より小さい場合、上記アクティブ
タイマ応答は上記アクティブタイマ要求より小さい、および、上記ｅＤＲＸサイクル時間
応答は上記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さい、のうちの少なくとも一方であり、
　上記ＵＥは、上記応答メッセージの受信に応答して、上記ＰＳＭおよび上記ｅＤＲＸモ
ードの両方に従い動作する、項目３に記載の装置。
（項目６）
　上記ＵＥの応答時間が、ＴＡＵタイマより大きいことが検証可能である場合、上記アク
ティブタイマ応答は上記アクティブタイマ要求より小さい、および、上記ｅＤＲＸサイク
ル時間応答は上記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さい、のうちの上記少なくとも一方で
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ある、項目５に記載の装置。
（項目７）
　上記アクティブタイマ要求が、ｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より小さい場
合、上記応答メッセージは、アクティブタイマ応答並びにｅＤＲＸサイクル時間応答およ
びｅＤＲＸサイクル時間より短いＤＲＸサイクル時間のうちの１つを含むアタッチ承諾メ
ッセージを含み、並びに、
　　上記アクティブタイマ応答は、上記アクティブタイマ要求より小さく、上記アタッチ
承諾メッセージは上記ＤＲＸサイクル時間を含み、上記ＵＥは、上記応答メッセージの受
信に応答して、上記ＰＳＭおよびＤＲＸモードを使用する、および
　　上記アクティブタイマ応答は、上記アクティブタイマ要求であり、上記ｅＤＲＸサイ
クル時間応答は上記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さく、上記ＵＥは、上記応答メッセ
ージの受信に応答して、上記ＰＳＭの使用なしの上記ｅＤＲＸモードに従い動作する、の
うちの少なくとも一方である、項目３に記載の装置。
（項目８）
　上記アクティブタイマ応答は、ｅＤＲＸサイクル応答の予め定められた数より大きい、
項目７に記載の装置。
（項目９）
　上記ＵＥは、マシンタイプ通信（ＭＴＣ）ＵＥである、項目１または２に記載の装置。
（項目１０）
　上記送受信機と上記ｅＮＢとの間の通信を提供するアンテナをさらに備える、項目１ま
たは２に記載の装置。
（項目１１）
　ユーザ機器（ＵＥ）に関し進化型ノードＢ（ｅＮＢ）と通信するインタフェースと、
　処理回路と、を備える、モビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）の装置であって、
　上記処理回路は、
　　上記インタフェースを、上記ＵＥのための、省電力モード（ＰＳＭ）および延長され
た非連続受信（ｅＤＲＸ）モードの組み合わせの使用に関する要求メッセージを受信する
ように構成し、
　　上記要求メッセージ内のＰＳＭおよびｅＤＲＸパラメータに基づいて、上記ＵＥが使
用する電力低減モードを選択し、ｅＤＲＸサイクル時間はＤＲＸサイクル時間より長く、
上記電力低減モードは、
　　　上記ＰＳＭおよび上記ｅＤＲＸモードの上記組み合わせ、
　　　上記ＰＳＭおよび修正されたｅＤＲＸサイクル時間を有するｅＤＲＸモードの組み
合わせ、
　　　上記ＰＳＭおよびＤＲＸモードの組み合わせ、および
　　　上記ＰＳＭのない上記ｅＤＲＸモード、のうちの１つを含み、
　　上記インタフェースを、上記要求メッセージに対する応答メッセージを送信するよう
に構成し、上記応答メッセージは、上記ＵＥに対し、上記電力低減モードを使用するよう
に命令する、装置。
（項目１２）
　上記処理回路は、さらに、
　事業者の構成情報、ローカル構成、トラフィック解析、またはサブスクリプションデー
タから受信されるアプリケーション関連情報のうちの少なくとも１つに基づいて、上記電
力低減モードを選択する、項目１１に記載の装置。
（項目１３）
　上記電力低減モードの選択は、可能性のある最大遅延およびパケット到着間隔のうちの
少なくとも１つを含むサブスクリプションデータを含む、項目１２に記載の装置。
（項目１４）
　上記処理回路は、さらに、
　遅延要件、トラフィックの到着間隔、サブスクリプション情報、および電力プレファレ
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ンス指標のうちの少なくとも１つを含むサービスの質（ＱｏＳ）要件に基づいて、所望の
量の省電力を決定し、
　上記所望の量の省電力に基づいて、ＰＳＭおよびｅＤＲＸモードのうちの１または複数
のうちのどれが使用されるべきかを識別する、項目１１から１３のいずれか一項に記載の
装置。
（項目１５）
　上記要求メッセージは、アタッチ要求メッセージおよびトラッキングエリア更新（ＴＡ
Ｕ）メッセージのうちの１つを含み、上記ＰＳＭおよびｅＤＲＸパラメータは、上記ＰＳ
Ｍを要求するアクティブタイマ要求およびｅＤＲＸサイクル時間要求を含む、項目１１か
ら１３のいずれか一項に記載の装置。
（項目１６）
　上記処理回路は、さらに、
　上記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きいかを
判断し、
　上記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の上記予め定められた数より大きい
との判断に応答して、アクティブタイマ応答を上記アクティブタイマ要求に設定し、且つ
、ｅＤＲＸサイクル時間応答を上記ｅＤＲＸサイクル時間要求に設定し、上記応答メッセ
ージは、上記アクティブタイマ応答および上記ｅＤＲＸサイクル時間応答を含むアタッチ
承諾メッセージおよびＴＡＵ承諾メッセージのうちの１つを含み、上記アタッチ承諾メッ
セージおよびＴＡＵ承諾メッセージのうちの１つは、上記ＵＥを、上記応答メッセージの
受信に応答して、上記ＰＳＭおよび上記ｅＤＲＸモードの両方を使用するように構成する
、項目１５に記載の装置。
（項目１７）
　上記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きいかを
判断し、
　上記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の上記予め定められた数より小さい
との判断に応答して、アクティブタイマ応答を上記アクティブタイマ要求より小さく設定
する、および、ｅＤＲＸサイクル時間応答を上記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さく設
定する、のうちの少なくとも一方を行い、上記応答メッセージは、上記アクティブタイマ
応答および上記ｅＤＲＸサイクル時間応答を含むアタッチ承諾メッセージおよびＴＡＵ承
諾メッセージのうちの１つを含み、上記アタッチ承諾メッセージおよびＴＡＵ承諾メッセ
ージのうちの１つは、上記ＵＥを、上記応答メッセージの受信に応答して、上記ＰＳＭお
よび上記ｅＤＲＸモードの両方を使用するように構成する、項目１５に記載の装置。
（項目１８）
　上記処理回路は、さらに、
　上記ＵＥの応答時間がＴ３４１２　ＴＡＵタイマより大きいかを検証し、
　上記ＵＥの上記応答時間が上記Ｔ３４１２　ＴＡＵタイマより大きいと検証されたとの
判断に応答して、上記アクティブタイマ応答を上記アクティブタイマ要求より小さく設定
する、および、上記ｅＤＲＸサイクル時間応答を上記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さ
く設定する、のうちの少なくとも一方を行う、項目１７に記載の装置。
（項目１９）
　上記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きいかを
判断し、
　上記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の上記予め定められた数より小さい
との判断に応答して、上記応答メッセージを、アクティブタイマ応答並びにｅＤＲＸサイ
クル時間応答およびｅＤＲＸサイクル時間より短いＤＲＸサイクル時間のうちの１つを含
むアタッチ承諾メッセージおよびＴＡＵ承諾メッセージのうちの１つを含むように設定し
、並びに、
　　アクティブタイマ応答は上記アクティブタイマ要求より小さい、且つ、上記アタッチ
承諾メッセージおよび上記ＴＡＵ承諾メッセージのうちの上記１つは上記ＤＲＸサイクル
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時間を有する、且つ、上記ＵＥを、上記応答メッセージの受信に応答して、上記ＰＳＭお
よびＤＲＸモードを使用するように構成する、および
　　上記アクティブタイマ応答は上記アクティブタイマ要求である、且つ、上記ｅＤＲＸ
サイクル時間応答は上記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さい、且つ、上記ＵＥを、上記
応答メッセージの受信に応答して、上記ＰＳＭの使用のない上記ｅＤＲＸモードを使用す
るように構成する、のうちの少なくとも一方を設定する、項目１５に記載の装置。
（項目２０）
　上記アクティブタイマ応答は、ｅＤＲＸサイクル応答の予め定められた数より大きい、
項目１９に記載の装置。
（項目２１）
　上記処理回路は、さらに、
　ＵＥ固有のページングタイマおよび関連するｅＤＲＸパラメータを、上記ＭＭＥのメモ
リ内に、モビリティ管理コンテキストの一部として格納し、上記ＵＥ固有のページングタ
イマは、上記ＵＥによって上記要求メッセージ内で提供されるｅＤＲＸサイクルより大き
く、
　上記インタフェースを、上記ＵＥ固有のページングタイマの満了時に、ページングメッ
セージを上記ＵＥに送信するように構成する、項目１１から１３のいずれか一項に記載の
装置。
（項目２２）
　ユーザ機器（ＵＥ）と通信するモビリティ管理エンティティ（ＭＭＥ）の１または複数
のプロセッサによる実行のための命令を格納するコンピュータ可読記録媒体であって、上
記１または複数のプロセッサは上記ＭＭＥを、
　　省電力モード（ＰＳＭ）のためのアクティブタイマ要求および延長された非連続受信
（ｅＤＲＸ）モードのためのｅＤＲＸサイクル時間要求を含む要求メッセージを受信する
、
　　上記ＵＥのための、上記ｅＤＲＸサイクル時間要求より大きいＵＥ固有のページング
タイマを格納するかを判断する、
　　上記ＵＥ固有のページングタイマ以外のページングタイマを使用するとの判断に応答
して、上記アクティブタイマ要求および上記ｅＤＲＸサイクル時間要求に基づいて、上記
ＵＥが使用する電力低減モードを選択する、
　　送受信機を、上記ＵＥに対し、上記電力低減モードを使用するように命令する、上記
要求メッセージに対する応答メッセージを送信するように構成する、ように構成し、
　上記電力低減モードは、
　　上記ＰＳＭおよび上記ｅＤＲＸモードの組み合わせ、
　　上記ＰＳＭおよび修正されたｅＤＲＸサイクル時間を有するｅＤＲＸモードの組み合
わせ、
　　上記ＰＳＭおよびＤＲＸモードの組み合わせ、および
　　上記ＰＳＭのない上記ｅＤＲＸモード、のうちの１つを含む、媒体。
（項目２３）
　上記命令はさらに、上記ＭＭＥを、
　　上記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きいか
を判断する、
　　上記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の上記予め定められた数より大き
いとの判断に応答して、アクティブタイマ応答を上記アクティブタイマ要求に設定し、且
つ、ｅＤＲＸサイクル時間応答を上記ｅＤＲＸサイクル時間要求に設定する、
　　上記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の上記予め定められた数より小さ
いとの判断に応答して、上記アクティブタイマ応答を上記アクティブタイマ要求より小さ
く設定する、および、上記ｅＤＲＸサイクル時間応答を上記ｅＤＲＸサイクル時間要求よ
り小さく設定する、のうちの少なくとも一方を行う、
　　上記アクティブタイマ応答および上記ｅＤＲＸサイクル時間応答を、上記ＵＥに、Ｓ
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１インタフェースで、進化型ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）を介して送信する、ように構成す
る、項目２２に記載の媒体。
（項目２４）
　上記命令は、さらに、上記ＭＭＥを、
　上記ＵＥの応答時間がＴＡＵタイマより大きいかを検証する、並びに
　上記ＵＥの上記応答時間が上記ＴＡＵタイマより大きいと検証されたとの判断に応答し
て、上記アクティブタイマ応答を上記アクティブタイマ要求より小さく設定する、および
、上記ｅＤＲＸサイクル時間応答を上記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さく設定する、
のうちの少なくとも一方を行う、ように構成する、項目２３に記載の媒体。
（項目２５）
　上記命令は、さらに、上記ＭＭＥを、
　上記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の予め定められた数より大きいかを
判断する、
　上記アクティブタイマ要求がｅＤＲＸサイクル要求の上記予め定められた数より小さい
との判断に応答して、上記応答メッセージを、ｅＤＲＸサイクル応答の予め定められた数
より大きいアクティブタイマ応答並びにｅＤＲＸサイクル時間応答およびｅＤＲＸサイク
ル時間より短いＤＲＸサイクル時間のうちの１つを含むように設定し、および、
　　アクティブタイマ応答が上記アクティブタイマ要求より小さい、且つ、上記応答メッ
セージは上記ＤＲＸサイクル時間を含む、および
　　上記アクティブタイマ応答は上記アクティブタイマ要求である、且つ、上記ｅＤＲＸ
サイクル時間応答は上記ｅＤＲＸサイクル時間要求より小さい、のうちの少なくとも一方
を設定する、ように構成する、項目２２に記載の媒体。
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