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(57)【要約】
　様々な実施形態は、デュアル-SIM-デュアル-アクティ
ブ(DSDA)デバイス、およびDSDAデバイス上で動作してい
る2つのサブスクリプション間の無線周波数共存干渉を
解決するために、堅牢な受信(Rx)処理を実装するための
方法を含む。DSDAデバイスは、サブスクリプション(「
アグレッサ」)の送信の結果、アグレッサが、他のサブ
スクリプション(「ビクティム」)を感度低下させるとき
を検出することができ、それに応じて、アグレッサへの
影響を最小限に抑えながら、ビクティムへの感度低下の
影響を軽減するために、堅牢なRx処理を実装する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アグレッサ通信アクティビティ(「アグレッサ」)と、ビクティム通信アクティビティ(
「ビクティム」)との間でデュアル-SIM-デュアル-アクティブ(DSDA)デバイスに無線周波
数(RF)共存管理戦略を実装するための方法であって、
　RF干渉イベントが検出されたかどうかを判断するステップと、
　RF干渉イベントが検出されたと判断したことに応じて、RF共存管理戦略を作成するステ
ップと、
　前記RF共存管理戦略の一部として、堅牢な受信(Rx)処理を実装するかどうかを判断する
ステップと、
　前記RF共存管理戦略の一部として、堅牢なRx処理を実装すると判断したことに応じて、
前記ビクティムに前記堅牢なRx処理を実装するステップとを備える、方法。
【請求項２】
　前記RF干渉イベントが永続的であるかどうかを判断するステップと、
　前記RF干渉イベントが永続的ではないと判断したことに応じて、前記ビクティムおよび
前記アグレッサを通常の動作に戻すステップと、
　前記RF干渉イベントが永続的であると判断したことに応じて、前記RF共存管理戦略の実
装を継続するステップとをさらに備える、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　RF干渉イベントが検出されたかどうかを判断するステップが、
　干渉の1つまたは複数のソースを監視するステップと、
　干渉の1つまたは複数のソースに基づいて、干渉電力の合計量を計算するステップと、
　干渉電力の前記合計量が、感度低下しきい値を超えるかどうかを判断するステップと、
　干渉電力の前記合計量が前記感度低下しきい値を超える場合、RF干渉イベントが検出さ
れたと判断するステップとを備える、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記RF共存管理戦略の一部として堅牢なRx処理を実装するかどうかを判断するステップ
が、
　堅牢なRx処理を実装するステップが、ダウンリンクチャネル電力を低減するか、または
スループットを改善するどうかを判断するステップと、
　堅牢なRx処理を実装するステップが、前記ダウンリンクチャネル電力を低減するか、ま
たはスループットを改善すると判断したことに応じて、前記堅牢なRx処理を実装すると判
断するステップと、
　前記堅牢なRx処理を実装すると判断したことに応じて、前記堅牢なRx処理を実装するた
めに、前記ビクティムおよび前記アグレッサのうちの少なくとも1つを構成するステップ
とを備える、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記堅牢なRx処理を実装するために前記ビクティムおよび前記アグレッサのうちの少な
くとも1つを構成するステップが、感度低下が永続的であるかどうかを判断するステップ
を備え、前記感度低下が永続的であると判断したことに応じて、
　フレームごとに前記アグレッサのアップリンク容量を低減するステップと、
　感度低下シナリオをもたらす前記アグレッサのアップリンク送信の各インスタンスの間
に、前記堅牢なRx処理を呼び出すように、前記ビクティムのダウンリンクを構成するステ
ップとを実行するステップをさらに備える、請求項1に記載の方法。
【請求項６】
　前記感度低下が永続的ではないと判断したことに応じて、
　前記アグレッサが現在制限されている場合、前記アグレッサのアップリンクスロット制
限を取り消すステップと、
　RF共存によって影響を受ける各フレーム内の前記アグレッサのアップリンク容量を低減
するステップと、
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　感度低下シナリオをもたらす前記アグレッサの前記アップリンク送信の間のみ、前記堅
牢なRx処理を呼び出すように、前記ビクティムを構成するステップとを実行するステップ
をさらに備える、請求項5に記載の方法。
【請求項７】
　堅牢なRx処理を実装するステップが、
　サンプルゼロ化戦略を実装するステップと、
　前記ビクティムのループおよびフィルタを凍結するステップと、
　前記ビクティムの電力制御を維持するステップとのうちの少なくとも1つを備える、請
求項1に記載の方法。
【請求項８】
　前記アグレッサの送信スケジュールを決定するステップと、
　前記アグレッサが送信していないときに、信号を受信するように前記ビクティムを構成
するステップとをさらに備える、請求項7に記載の方法。
【請求項９】
　堅牢なRx処理期間の長さを決定するステップと、
　前記堅牢なRx処理期間が切れているかどうかを判断するステップと、
　前記堅牢なRx処理期間が切れている場合、前記ビクティムを通常通りに受信するように
構成するステップとをさらに備える、請求項7に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ビクティムのループおよびフィルタを凍結するステップが、低ノイズ増幅器、自動
利得制御、パイロットフィルタ、受信信号強度表示、ノイズ電力、時間追跡ループ、周波
数追跡ループ、チャネル推定、共分散、および搬送波対干渉推定のうちの1つまたは複数
を凍結するステップを備える、請求項7に記載の方法。
【請求項１１】
　メモリと、
　複数のSIMと、
　複数の無線周波数(RF)リソースと、
　前記メモリ、前記複数のSIM、および前記複数のRFリソースに結合されたプロセッサと
を備え、前記プロセッサが、
　アグレッサ通信アクティビティ(「アグレッサ」)と、ビクティム通信アクティビティ(
「ビクティム」)との間にRF干渉イベントが検出されたかどうかを判断するステップと、
　RF干渉イベントが検出されたと判断したことに応じて、RF共存管理戦略を作成するステ
ップと、
　前記RF共存管理戦略の一部として、堅牢な受信(Rx)処理を実装するかどうかを判断する
ステップと、
　前記RF共存管理戦略の一部として、堅牢なRx処理を実装すると判断したことに応じて、
前記ビクティムに前記堅牢なRx処理を実装するステップとを備える動作を実行するための
プロセッサ実行可能命令で構成される、デュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイス。
【請求項１２】
　前記RF干渉イベントが永続的であるかどうかを判断するステップと、
　前記RF干渉イベントが永続的ではないと判断したことに応じて、前記ビクティムおよび
前記アグレッサを通常の動作に戻すステップと、
　前記RF干渉イベントが永続的であると判断したことに応じて、前記RF共存管理戦略の実
装を継続するステップとをさらに備える動作を実行するためのプロセッサ実行可能命令で
前記プロセッサが構成される、請求項11に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデバ
イス。
【請求項１３】
　RF干渉イベントが検出されたかどうかを判断するステップが、
　干渉の1つまたは複数のソースを監視するステップと、
　干渉の1つまたは複数のソースに基づいて、干渉電力の合計量を計算するステップと、
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　干渉電力の前記合計量が、感度低下しきい値を超えるかどうかを判断するステップと、
　干渉電力の前記合計量が前記感度低下しきい値を超える場合、RF干渉イベントが検出さ
れたと判断するステップとを備えるような動作を実行するためのプロセッサ実行可能命令
で前記プロセッサが構成される、請求項11に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデ
バイス。
【請求項１４】
　前記RF共存管理戦略の一部として堅牢なRx処理を実装するかどうかを判断するステップ
が、
　堅牢なRx処理を実装するステップが、ダウンリンクチャネル電力を低減するか、または
スループットを改善するどうかを判断するステップと、
　堅牢なRx処理を実装するステップが、前記ダウンリンクチャネル電力を低減するか、ま
たはスループットを改善すると判断したことに応じて、前記堅牢なRx処理を実装すると判
断するステップと、
　前記堅牢なRx処理を実装すると判断したことに応じて、前記堅牢なRx処理を実装するた
めに、前記ビクティムおよび前記アグレッサのうちの少なくとも1つを構成するステップ
とを備えるような動作を実行するためのプロセッサ実行可能命令で前記プロセッサが構成
される、請求項11に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイス。
【請求項１５】
　前記堅牢なRx処理を実装するために前記ビクティムおよび前記アグレッサのうちの少な
くとも1つを構成するステップが、感度低下が永続的であるかどうかを判断するステップ
を備えるような動作を実行するためのプロセッサ実行可能命令で前記プロセッサが構成さ
れ、前記感度低下が永続的であると判断したことに応じて、
　フレームごとに前記アグレッサのアップリンク容量を低減するステップと、
　感度低下シナリオをもたらす前記アグレッサのアップリンク送信の各インスタンスの間
に、前記堅牢なRx処理を呼び出すように、前記ビクティムのダウンリンクを構成するステ
ップとを実行するステップをさらに備える動作を実行するためのプロセッサ実行可能命令
で前記プロセッサが構成される、請求項11に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデ
バイス。
【請求項１６】
　前記感度低下が永続的ではないと判断したことに応じて、
　前記アグレッサが現在制限されている場合、前記アグレッサのアップリンクスロット制
限を取り消すステップと、
　RF共存によって影響を受ける各フレーム内の前記アグレッサのアップリンク容量を低減
するステップと、
　感度低下シナリオをもたらす前記アグレッサの前記アップリンク送信の間のみ、前記堅
牢なRx処理を呼び出すように、前記ビクティムを構成するステップとを実行するステップ
をさらに備える動作を実行するためのプロセッサ実行可能命令で前記プロセッサが構成さ
れる、請求項15に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイス。
【請求項１７】
　堅牢なRx処理を実装するステップが、
　サンプルゼロ化戦略を実装するステップと、
　前記ビクティムのループおよびフィルタを凍結するステップと、
　前記ビクティムの電力制御を維持するステップとのうちの少なくとも1つを備えるよう
な動作を実行するためのプロセッサ実行可能命令で前記プロセッサが構成される、請求項
11に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイス。
【請求項１８】
　前記アグレッサの送信スケジュールを決定するステップと、
　前記アグレッサが送信していないときに、信号を受信するように前記ビクティムを構成
するステップとをさらに備える動作を実行するためのプロセッサ実行可能命令で前記プロ
セッサが構成される、請求項17に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイス。
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【請求項１９】
　堅牢なRx処理期間の長さを決定するステップと、
　前記堅牢なRx処理期間が切れているかどうかを判断するステップと、
　前記堅牢なRx処理期間が切れている場合、前記ビクティムを通常通りに受信するように
構成するステップとをさらに備える動作を実行するためのプロセッサ実行可能命令で前記
プロセッサが構成される、請求項17に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイス
。
【請求項２０】
　前記ビクティムのループおよびフィルタを凍結するステップが、低ノイズ増幅器、自動
利得制御、パイロットフィルタ、受信信号強度表示、ノイズ電力、時間追跡ループ、周波
数追跡ループ、チャネル推定、共分散、および搬送波対干渉推定のうちの1つまたは複数
を凍結するステップを備えるような動作を実行するためのプロセッサ実行可能命令で前記
プロセッサが構成される、請求項17に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイス
。
【請求項２１】
　アグレッサ通信アクティビティ(「アグレッサ」)と、ビクティム通信アクティビティ(
「ビクティム」)との間に無線周波数(RF)干渉イベントが検出されたかどうかを判断する
ための手段と、
　RF干渉イベントが検出されたと判断したことに応じて、RF共存管理戦略を作成するため
の手段と、
　前記RF共存管理戦略の一部として、堅牢な受信(Rx)処理を実装するかどうかを判断する
ための手段と、
　前記RF共存管理戦略の一部として、堅牢なRx処理を実装すると判断したことに応じて、
前記ビクティムに前記堅牢なRx処理を実装するための手段とを備える、デュアル-SIM-デ
ュアル-アクティブデバイス。
【請求項２２】
　前記RF干渉イベントが永続的であるかどうかを判断するための手段と、
　前記RF干渉イベントが永続的ではないと判断したことに応じて、前記ビクティムおよび
前記アグレッサを通常の動作に戻すための手段と、
　前記RF干渉イベントが永続的であると判断したことに応じて、前記RF共存管理戦略の実
装を継続するための手段とをさらに備える、請求項21に記載のデュアル-SIM-デュアル-ア
クティブデバイス。
【請求項２３】
　RF干渉イベントが検出されたかどうかを判断するための手段が、
　干渉の1つまたは複数のソースを監視するための手段と、
　干渉の1つまたは複数のソースに基づいて、干渉電力の合計量を計算するための手段と
、
　干渉電力の前記合計量が、感度低下しきい値を超えるかどうかを判断するための手段と
、
　干渉電力の前記合計量が前記感度低下しきい値を超える場合、RF干渉イベントが検出さ
れたと判断するための手段とを備える、請求項21に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクテ
ィブデバイス。
【請求項２４】
　前記RF共存管理戦略の一部として堅牢なRx処理を実装するかどうかを判断するための手
段が、
　堅牢なRx処理を実装することが、ダウンリンクチャネル電力を低減するか、またはスル
ープットを改善するどうかを判断するための手段と、
　堅牢なRx処理を実装することが、前記ダウンリンクチャネル電力を低減するか、または
スループットを改善すると判断したことに応じて、前記堅牢なRx処理を実装すると判断す
るための手段と、
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　前記堅牢なRx処理を実装すると判断したことに応じて、前記堅牢なRx処理を実装するた
めに、前記ビクティムおよび前記アグレッサのうちの少なくとも1つを構成するための手
段とを備える、請求項21に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイス。
【請求項２５】
　前記堅牢なRx処理を実装するために前記ビクティムおよび前記アグレッサのうちの少な
くとも1つを構成するための手段が、感度低下が永続的であるかどうかを判断するための
手段を備え、前記デュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイスが、前記感度低下が永続的
であると判断したことに応じて、
　フレームごとに前記アグレッサのアップリンク容量を低減することと、
　感度低下シナリオをもたらす前記アグレッサのアップリンク送信の各インスタンスの間
に、前記堅牢なRx処理を呼び出すように、前記ビクティムのダウンリンクを構成すること
とを実行するための手段をさらに備える、請求項21に記載のデュアル-SIM-デュアル-アク
ティブデバイス。
【請求項２６】
　前記感度低下が永続的ではないと判断したことに応じて、
　前記アグレッサが現在制限されている場合、前記アグレッサのアップリンクスロット制
限を取り消すことと、
　RF共存によって影響を受ける各フレーム内の前記アグレッサのアップリンク容量を低減
することと、
　感度低下シナリオをもたらす前記アグレッサの前記アップリンク送信の間のみ、前記堅
牢なRx処理を呼び出すように、前記ビクティムを構成することとを実行するための手段を
さらに備える、請求項25に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイス。
【請求項２７】
　堅牢なRx処理を実装するための手段が、
　サンプルゼロ化戦略を実装するための手段と、
　前記ビクティムのループおよびフィルタを凍結するための手段と、
　前記ビクティムの電力制御を維持するための手段とのうちの少なくとも1つを備える、
請求項21に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイス。
【請求項２８】
　前記アグレッサの送信スケジュールを決定するための手段と、
　前記アグレッサが送信していないときに、信号を受信するように前記ビクティムを構成
するための手段とをさらに備える、請求項27に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブ
デバイス。
【請求項２９】
　堅牢なRx処理期間の長さを決定するための手段と、
　前記堅牢なRx処理期間が切れているかどうかを判断するための手段と、
　前記堅牢なRx処理期間が切れている場合、前記ビクティムを通常通りに受信するように
構成するための手段とをさらに備える、請求項27に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクテ
ィブデバイス。
【請求項３０】
　前記ビクティムのループおよびフィルタを凍結するための手段が、低ノイズ増幅器、自
動利得制御、パイロットフィルタ、受信信号強度表示、ノイズ電力、時間追跡ループ、周
波数追跡ループ、チャネル推定、共分散、および搬送波対干渉推定のうちの1つまたは複
数を凍結するための手段を備える、請求項27に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブ
デバイス。
【請求項３１】
　デュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイスのプロセッサに、
　アグレッサ通信アクティビティ(「アグレッサ」)と、ビクティム通信アクティビティ(
「ビクティム」)との間に無線周波数(RF)干渉イベントが検出されたかどうかを判断する
ステップと、
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　RF干渉イベントが検出されたと判断したことに応じて、RF共存管理戦略を作成するステ
ップと、
　前記RF共存管理戦略の一部として、堅牢な受信(Rx)処理を実装するかどうかを判断する
ステップと、
　前記RF共存管理戦略の一部として、堅牢なRx処理を実装すると判断したことに応じて、
前記ビクティムに前記堅牢なRx処理を実装するステップとを備える動作を実行させるよう
に構成されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命令を格納した、非一時的プロセッサ可読
記憶媒体。
【請求項３２】
　前記格納されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命令が、デュアル-SIM-デュアル-アク
ティブデバイスのプロセッサに、
　前記RF干渉イベントが永続的であるかどうかを判断するステップと、
　前記RF干渉イベントが永続的ではないと判断したことに応じて、前記ビクティムおよび
前記アグレッサを通常の動作に戻すステップと、
　前記RF干渉イベントが永続的であると判断したことに応じて、前記RF共存管理戦略の実
装を継続するステップとをさらに備える動作を実行させるように構成される、請求項31に
記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項３３】
　前記格納されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命令が、デュアル-SIM-デュアル-アク
ティブデバイスのプロセッサに、RF干渉イベントが検出されたかどうかを判断するステッ
プが、
　干渉の1つまたは複数のソースを監視するステップと、
　干渉の1つまたは複数のソースに基づいて、干渉電力の合計量を計算するステップと、
　干渉電力の前記合計量が、感度低下しきい値を超えるかどうかを判断するステップと、
　干渉電力の前記合計量が前記感度低下しきい値を超える場合、RF干渉イベントが検出さ
れたと判断するステップとを備えるような動作を実行させるように構成される、請求項31
に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項３４】
　前記格納されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命令が、デュアル-SIM-デュアル-アク
ティブデバイスのプロセッサに、RF共存管理戦略の一部として堅牢なRx処理を実装するか
どうかを判断するステップが、
　堅牢なRx処理を実装するステップが、ダウンリンクチャネル電力を低減するか、または
スループットを改善するどうかを判断するステップと、
　堅牢なRx処理を実装するステップが、前記ダウンリンクチャネル電力を低減するか、ま
たはスループットを改善すると判断したことに応じて、前記堅牢なRx処理を実装すると判
断するステップと、
　前記堅牢なRx処理を実装すると判断したことに応じて、前記堅牢なRx処理を実装するた
めに、前記ビクティムおよび前記アグレッサのうちの少なくとも1つを構成するステップ
とを備えるような動作を実行させるように構成される、請求項31に記載の非一時的プロセ
ッサ可読記憶媒体。
【請求項３５】
　前記格納されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命令が、デュアル-SIM-デュアル-アク
ティブデバイスのプロセッサに、前記堅牢なRx処理を実装するために前記ビクティムおよ
び前記アグレッサのうちの少なくとも1つを構成するステップが、感度低下が永続的であ
るかどうかを判断するステップを備えるような動作を実行させるように構成され、前記格
納されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命令が、前記感度低下が永続的であると判断し
たことに応じて、デュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイスのプロセッサに、
　フレームごとに前記アグレッサのアップリンク容量を低減するステップと、
　感度低下シナリオをもたらす前記アグレッサのアップリンク送信の各インスタンスの間
に、前記堅牢なRx処理を呼び出すように、前記ビクティムのダウンリンクを構成するステ
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ップとを実行するステップをさらに備える動作を実行させるように構成される、請求項31
に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項３６】
　前記格納されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命令が、前記感度低下が永続的ではな
いと判断したことに応じて、デュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイスのプロセッサに
、
　前記アグレッサが現在制限されている場合、前記アグレッサのアップリンクスロット制
限を取り消すステップと、
　RF共存によって影響を受ける各フレーム内の前記アグレッサのアップリンク容量を低減
するステップと、
　感度低下シナリオをもたらす前記アグレッサの前記アップリンク送信の間のみ、前記堅
牢なRx処理を呼び出すように、前記ビクティムを構成するステップとを実行するステップ
をさらに備える動作を実行させるように構成される、請求項35に記載の非一時的プロセッ
サ可読記憶媒体。
【請求項３７】
　前記格納されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命令が、デュアル-SIM-デュアル-アク
ティブデバイスのプロセッサに、堅牢なRx処理を実装するステップが、
　サンプルゼロ化戦略を実装するステップと、
　前記ビクティムのループおよびフィルタを凍結するステップと、
　前記ビクティムの電力制御を維持するステップとのうちの少なくとも1つを備えるよう
な動作を実行させるように構成される、請求項31に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒
体。
【請求項３８】
　前記格納されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命令が、デュアル-SIM-デュアル-アク
ティブデバイスのプロセッサに、
　前記アグレッサの送信スケジュールを決定するステップと、
　前記アグレッサが送信していないときに、信号を受信するように前記ビクティムを構成
するステップとをさらに備える動作を実行させるように構成される、請求項37に記載の非
一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項３９】
　前記格納されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命令が、デュアル-SIM-デュアル-アク
ティブデバイスのプロセッサに、
　堅牢なRx処理期間の長さを決定するステップと、
　前記堅牢なRx処理期間が切れているかどうかを判断するステップと、
　前記堅牢なRx処理期間が切れている場合、前記ビクティムを通常通りに受信するように
構成するステップとをさらに備える動作を実行させるように構成される、請求項37に記載
の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項４０】
　前記格納されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命令が、デュアル-SIM-デュアル-アク
ティブデバイスのプロセッサに、前記ビクティムのループおよびフィルタを凍結するステ
ップが、低ノイズ増幅器、自動利得制御、パイロットフィルタ、受信信号強度表示、ノイ
ズ電力、時間追跡ループ、周波数追跡ループ、チャネル推定、共分散、および搬送波対干
渉推定のうちの1つまたは複数を凍結するステップを備えるような動作を実行させるよう
に構成される、請求項37に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願
　本出願は、2013年1月31日に出願された、“Method of Robust Rx/Tx Processing for R
F Coexistence Management in Dual-SIM-Dual-Active”と題する米国仮出願第61/759,373
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号に対する優先権の利益を主張し、その内容全体を参照により本明細書に組み込む。
【背景技術】
【０００２】
　スマートフォン、タブレットコンピュータ、およびラップトップコンピュータなどのモ
バイル通信デバイスのいくつかの新しい設計は、2つの別々のモバイル電話ネットワーク
へのアクセスをユーザに提供する2枚の加入者識別モジュール(SIM)カードをサポートする
。モバイル電話ネットワークの例には、GSM（登録商標）、TDSCDMA、CDMA2000、およびWC
DMA（登録商標）がある。マルチSIMモバイル通信デバイスの例には、モバイル電話、ラッ
プトップコンピュータ、スマートフォン、および複数のモバイル電話ネットワークと接続
することが可能な他のモバイル通信デバイスがある。2枚のSIMカードを含み、2つの別々
の無線周波数(RF)通信回路を使用して2つの別々のモバイル電話ネットワークと接続する
モバイル通信デバイスは、「デュアル-SIM-デュアル-アクティブ」(DSDA)デバイスと呼ば
れる。
【０００３】
　DSDAデバイスは2つの別々のRF通信回路、すなわち「RFチェーン」を有するので、DSDA
デバイス上の各サブスクリプション(subscription)は、関連付けられるRFチェーンを使用
して、そのモバイルネットワークといつでも通信することができる。しかしながら、DSDA
通信デバイスに含まれる2つのRFチェーンのアンテナが近接しているために、2つのRFチェ
ーンを同時に使用すると、一方のRFチェーンの感度を低下させて、したがって送信を受信
するための他方のRFチェーンの能力を妨げる場合がある。
【０００４】
　受信機の感度低下(desensitization)(「感度低下(de-sense)」)、すなわち受信機の感
度の劣化は、近隣の送信機からのノイズ干渉に起因する場合がある。具体的には、2つの
無線が相互に近くにあり、一方がアップリンク上で送信しており、他方がダウンリンク上
で受信している場合、送信機からのフィードバックが受信機によって選ばれる場合がある
。その結果、受信された信号が破損して、復号が困難または不可能になる場合がある。さ
らに、送信機からのフィードバックが、受信信号を測定する電力モニタによって検出され
ることがあり、モバイルデバイスにセルサイトの存在を誤って決定させてしまうことがあ
る。具体的には、受信機の感度低下は、複数のSIMで構成されたデバイスなどのマルチ無
線デバイスに、送信機と受信機の必要な近接に起因する課題を提示する場合がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　一般的に、モバイルデバイス無線受信機は、同時送信信号からの干渉を低減するための
フィルタを有することができる。有効にするために、送信フィルタは、信号が増幅された
後に無線回路内に位置する必要があるが、それには高い電力レベルを扱うことができるフ
ィルタが必要であり、そのようなフィルタは高価である。したがって、以前の通信システ
ム設計は、DSDAデバイスにおける感度低下の影響を軽減するには不十分である。したがっ
て、DSDAデバイスにおけるRFチェーンのうちの1つで受信される感度低下を管理するため
の方法が必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　様々な実施形態は、デュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイス(すなわち、DSDAデバ
イス)、および、DSDAデバイス上で動作している2つのサブスクリプション間のRF共存干渉
を解決するために堅牢なRx処理を実装するための方法を含む。様々な実施形態では、一方
のサブスクリプション(「アグレッサ(aggressor)」)は、アグレッサの送信の結果、他方
のサブスクリプション(「ビクティム(victim)」)の感度を低下させる場合があり、それに
よって、受信を実行するためのビクティムの能力に悪影響を与える。DSDAデバイスは、こ
の感度低下を検出して、アグレッサへの影響を最小限にしながらビクティムへの感度低下
の影響を軽減するために堅牢なRx処理を実装することができ、それによってビクティムの
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全体的な性能を飛躍的に向上させる。
【０００７】
　ある実施形態では、DSDAデバイスは、アグレッサがビクティムの感度を低下させている
かどうかを判断することができる。DSDAデバイスは、様々な潜在的な干渉のソースを監視
して、ビクティムに影響を与えている総干渉電力を測定することができる。さらなる実施
形態では、DSDAデバイスは、さらなる動作を実行する前に、総干渉電力が一定の感度低下
しきい値を上回るかどうかを判断することができる。
【０００８】
　別の実施形態では、DSDAデバイスは、たとえばアグレッサおよびビクティムの無線アク
セス技術に基づいて、RF共存管理戦略(RF coexistence management strategy)を作成する
ことができる。ある実施形態では、RF共存管理戦略は、ビクティムに影響を与えている感
度低下が永続的であるかどうかなどの様々な状況に基づいて、堅牢なRx処理の間のアグレ
ッサおよび/またはビクティムの動作への変更を含むことができる。
【０００９】
　ある実施形態では、DSDAデバイスは、堅牢なRx処理を実装するかどうかを判断すること
ができる。たとえば、DSDAデバイスは、ビクティムによって経験される感度低下のレベル
、ならびに/またはビクティムおよびアグレッサの相対的優先順位を考慮して、堅牢なRx
処理を実装することが必要かどうかを判断することができる。DSDAデバイスの評価は、ビ
クティムのRx電力が、堅牢なRx処理によって影響を受ける程度、ならびに/または、ビク
ティムおよびアグレッサの相対的優先順位に基づいてよい。
【００１０】
　さらなる実施形態では、DSDAデバイスは、ビクティムに堅牢なRx処理を実装することが
できる。ある実施形態では、DSDAデバイスは、アグレッサの送信時間の間に、サンプルゼ
ロ化戦略(sample nulling strategy)を実装することができる。別の実施形態では、DSDA
デバイスは、アグレッサの送信時間の間に、ビクティムの様々なループおよび/またはフ
ィルタ、ならびにビクティムの電力制御を凍結することができ、またアグレッサの送信時
間前後のサーチャー活動(searcher activities)/測定をスケジューリングすることができ
る。DSDAデバイスは、決定された期間について堅牢なRx処理の実装を継続することができ
、また、DSDAデバイスが堅牢なRx処理を実装していない場合、ビクティムおよびアグレッ
サが通常通りに動作するように構成することができる。
【００１１】
　本明細書に組み込まれ、本明細書の一部を構成する添付の図面は、本発明の例示的実施
形態を示しており、上記で与えられた一般的な記述、および以下で与えられる発明を実施
するための形態とともに、本発明の特徴を説明するために役立つ。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】様々な実施形態での使用に適したネットワークの通信システムのブロック図であ
る。
【図２】デュアル-SIM-デュアル-アクティブワイヤレス通信デバイスのある実施形態の、
構成要素のブロック図である。
【図３】デュアル-SIM-デュアル-アクティブワイヤレス通信デバイスのある実施形態にお
ける、異なる送信/受信チェーンの構成要素間の対話を示す、構成要素のブロック図であ
る。
【図４】DSDAデバイスにRF共存戦略を実装するための方法のある実施形態を示すプロセス
フロー図である。
【図５】ビクティムが、感度低下しきい値を上回って感度低下されているかどうかを判断
するための方法のある実施形態を示すプロセスフロー図である。
【図６】堅牢なRx処理を実装するかどうかを判断するための方法のある実施形態を示すプ
ロセスフロー図である。
【図７】RF共存管理戦略を構成するための方法のある実施形態を示すプロセスフロー図で
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ある。
【図８】RF干渉イベントを示す構成要素図である。
【図９Ａ】堅牢なRx処理を実装するための方法の実施形態を示すプロセスフロー図である
。
【図９Ｂ】堅牢なRx処理を実装するための方法の実施形態を示すプロセスフロー図である
。
【図１０】ゼロ化戦略を実装するための方法のある実施形態を示すプロセスフロー図であ
る。
【図１１】様々な実施形態での使用に適した例示的なDSDAデバイスの構成要素図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　添付の図面を参照して、様々な実施形態を詳細に説明する。可能な限り、図面全体を通
して、同じ参照番号は同一または同様の部分を指すために使用される。特定の例および実
装形態への参照は例示目的のためであり、本発明または特許請求の範囲を限定することを
意図するものではない。
【００１４】
　本明細書で使用されるように、「DSDAデバイス(DSDA device)」という用語は、セルラ
ー電話、スマートフォン、パーソナルまたはモバイルマルチメディアプレーヤ、携帯情報
端末、ラップトップコンピュータ、パーソナルコンピュータ、タブレットコンピュータ、
スマートブック、パームトップコンピュータ、ワイヤレス電子メール受信機、マルチメデ
ィアインターネット対応セルラー電話、ワイヤレスゲームコントローラ、ならびに、プロ
グラム可能プロセッサとメモリ、および少なくとも2つのモバイル通信ネットワークに接
続するための回路を含む同様のパーソナル電子デバイスのうちのいずれか1つ、またはす
べてを指す。様々な態様は、スマートフォンなどのモバイル通信デバイスにおいて有用で
あってよく、そのため、そのようなデバイスは様々な実施形態の説明において言及される
。しかしながら、本実施形態は、複数の無線通信回路を通じて複数のモバイルネットワー
クへの複数のサブスクリプションを個別に維持し得る任意の電子デバイスにおいて有用で
あってよい。
【００１５】
　DSDAデバイスは、ユーザが同じDSDAデバイスを使用しながら、2つの異なるモバイルネ
ットワーク(または、同じネットワーク上の異なるアカウント)に接続することを可能にす
る2枚のSIMカードを含む。各SIMカードは、特定のDSDAデバイスを使用して加入者を識別
および認証するために役立ち、また各SIMカードは1つのサブスクリプションだけに関連付
けられる。たとえば、SIMカードは、GSM、TDSCDMA、CDMA2000、およびWCDMAのうちの1つ
へのサブスクリプションに関連付けられてよい。様々な実施形態では、DSDAデバイスは、
干渉問題が管理されている場合、両方のSIMによってサポートされる各ネットワーク通信
を同時に行うことができるようにするために、複数のRFリソース(たとえば、2つのRFチェ
ーン)も含むことができる。
【００１６】
　DSDAデバイスは、ある通信セッションが送信(“Tx”)しており、同時に、別のRFチェー
ンが受信(“Rx”)しようとしている場合など、同時に行われている2つの通信間の干渉に
悩まされる場合がある。本明細書で使用されるように、「RF干渉イベント(RF interferen
ce event)」という用語は、DSDAデバイス内の一方のサブスクリプションが送信しようと
しており、同時にDSDAデバイス内の他方のサブスクリプションが送信を受信しようとして
いる場合を指す。本明細書で使用されるように、「ビクティム(victim)」という用語は、
RF干渉イベントの間に受信しようとしているサブスクリプションを指す。さらに、「アグ
レッサ(aggressor)」という用語は、送信しようとしているDSDAデバイス内のサブスクリ
プションを指す。様々な実施形態では、アグレッサの送信は、ビクティムの受信感度を低
下させる場合がある。言い換えれば、ビクティムは、ノイズとして作用し、求められてい
る信号を受信するためのビクティムの能力を妨げる場合がある、アグレッサの送信を受信
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する場合がある。
【００１７】
　DSDAデバイスでは、アグレッサの送信は、送信を受信するためのビクティムの能力を極
度に低下させる可能性がある。この干渉は、妨害する干渉(blocking interference)、高
調波、相互変調、および他のノイズや歪みの形態であってよい。そのような干渉は、ビク
ティムの受信機の感度、音声通話の品質、およびデータスループットを著しく劣化させる
場合がある。また、干渉は、より高い確率でコールドロップおよび無線リンク障害を引き
起こす場合があり、またビクティムがデータ接続を失う場合がある。また、これらの影響
は、ネットワーク容量の低減をもたらす場合がある。
【００１８】
　様々な実施形態は、ビクティムの感度低下の影響を軽減して、新しいハードウェアなし
にデュアルSIM上の同時呼を可能にする、堅牢なRx処理を実装するための方法を提供する
ことによって、この干渉問題に対処する。様々な実施形態では、堅牢なRx処理はアグレッ
サへの影響を最小限にすることができ、これはアグレッサの呼が優先順位を有するときに
望ましい。また、堅牢なRx処理は、受信機の感度、呼セットアップ成功率、保持率、音声
品質およびデータスループットに関してビクティムの性能を飛躍的に向上させることがで
き、またビクティムのネットワーク容量も向上させることができる。
【００１９】
　様々な実施形態が、少なくとも2つのモバイル電話ネットワークなどの様々な通信シス
テム100内に実装されてよく、その一例が図1に示されている。第1のモバイルネットワー
ク102および第2のモバイルネットワーク104は、複数のセルラー基地局130および140を含
む、一般的なモバイルネットワークである。第1のDSDAデバイス110は、第1の基地局130へ
のセルラー接続132を通じて第1のモバイルネットワーク102と通信することができる。ま
た、第1のDSDAデバイス110は、第2の基地局140へのセルラー接続142を通じて第2のモバイ
ルネットワーク104と通信することができる。第1の基地局130は、接続134を介して第1の
モバイルネットワーク102と通信することができる。第2の基地局140は、接続144を介して
第2のモバイルネットワーク104と通信することができる。
【００２０】
　同様に、第2のDSDAデバイス120は、第1の基地局130へのセルラー接続132を通じて第1の
モバイルネットワーク102と通信することができる。第2のDSDAデバイス120は、第2の基地
局140へのセルラー接続142を通じて第2のモバイルネットワーク104と通信することができ
る。セルラー接続132および142は4G、3G、CDMA、TDMA、WCDMA、GSM、および他のモバイル
電話通信技術などの、双方向のワイヤレス通信リンクを通じて行うことができる。
【００２１】
　図2は、様々な実施形態の実装に適したDSDAデバイス200の機能ブロック図である。DSDA
デバイス200は、第1のサブスクリプションに関連付けられる第1の識別モジュールSIM-1 2
04aを受信することができる、第1のSIMインターフェース202aを含むことができる。また
、DSDAデバイス200は、第2のサブスクリプションに関連付けられる第2の識別モジュールS
IM-2 204bを受信することができる、第2のSIMインターフェース202bを含むことができる
。
【００２２】
　様々な実施形態におけるSIMは、たとえばGSMおよび/またはUMTSネットワークへのアク
セスを可能にする、SIMおよび/またはUSIMアプリケーションで構成されたユニバーサル集
積回路カード(UICC)でもよい。UICCはまた、電話帳や他のアプリケーション用のストレー
ジを提供することができる。あるいは、CDMAネットワークでは、SIMはUICCリムーバブル
ユーザ識別モジュール(R-UIM)でもよく、カード上のCDMA加入者識別モジュール(CSIM)で
もよい。
【００２３】
　各SIMカードは、CPU、ROM、RAM、EEPROM、およびI/O回路を有することができる。様々
な実施形態において使用されるSIMは、ユーザアカウント情報、国際移動電話加入者識別
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番号(IMSI)、電話帳の連絡先用のSIMアプリケーションツールキット(SAT)コマンドと記憶
空間のセットを含むことができる。SIMカードは、さらにSIMカードネットワークオペレー
タプロバイダを示すために、ホームパブリックランドモバイルネットワーク(HPLMN)コー
ドを格納することができる。集積回路カードアイデンティティ(ICCID)SIMのシリアル番号
は、識別用にSIMカードに印刷されている。
【００２４】
　各DSDAデバイス200は、コーダ/デコーダ(CODEC)208に結合することができる汎用プロセ
ッサ206などの、少なくとも1つのコントローラを含むことができる。次に、CODEC 208は
、スピーカ210およびマイクロフォン212に結合することができる。また、汎用プロセッサ
206は、少なくとも1つのメモリ214に結合することができる。メモリ214は、プロセッサ実
行可能命令を格納する、非一時的な有形のコンピュータ可読記憶媒体であってもよい。た
とえば、命令は、対応するベースバンド-RFリソースチェーンを通じて、第1または第2の
サブスクリプションに関連するルーティング通信データを含むことができる。
【００２５】
　メモリ214は、オペレーティングシステム(OS)、ならびにユーザアプリケーションソフ
トウェアおよび実行可能命令を格納することができる。メモリ214は、配列データ構造な
どのアプリケーションデータも格納することができる。
【００２６】
　汎用プロセッサ206およびメモリ214は、それぞれ少なくとも1つのベースバンドモデム
プロセッサ216に結合することができる。DSDAデバイス200内の各SIM(たとえば、SIM-1 20
4aおよびSIM-2 204b)は、ベースバンド-RFリソースチェーンに関連付けられ得る。各ベー
スバンド-RFリソースチェーンは、SIM上の通信のためにベースバンド/モデム機能を実行
するためのベースバンドモデムプロセッサ216、ならびに本明細書では一般的にRFリソー
ス218と呼ばれる1つまたは複数の増幅器および無線を含むことができる。一実施形態では
、ベースバンド-RFリソースチェーンは、共通のベースバンドモデムプロセッサ216(すな
わち、ワイヤレスデバイス上のすべてのSIMのためにベースバンド/モデム機能を実行する
単一のデバイス)を共有することができる。あるいは、各ベースバンド-RFリソースチェー
ンは、物理的または論理的に離れたベースバンドプロセッサ(たとえば、BB1、BB2)を含む
ことができる。
【００２７】
　RFリソース218a、218bは、それぞれ通信回路でもよく、ワイヤレスデバイスの関連付け
られるSIMのために送信/受信機能を実行するトランシーバでもよい。RFリソース218a、21
8bは、別々の送信回路と受信回路を含む通信回路でもよく、送信機機能と受信機機能を結
合するトランシーバを含んでもよい。RFリソース218a、218bは、ワイヤレスアンテナ(た
とえば、第1のワイヤレスアンテナ220a、および第2のワイヤレスアンテナ220b)に結合す
ることができる。また、RFリソース218a、218bは、ベースバンドモデムプロセッサ216に
結合することができる。
【００２８】
　特定の実施形態では、汎用プロセッサ206、メモリ214、ベースバンドプロセッサ216、
およびRFリソース218a、218bは、システムオンチップとしてDSDAデバイス200に含まれて
よい。別の実施形態では、第1のSIM 204aおよび第2のSIM 204b、ならびにそれらの対応す
るインターフェース202a、202bは、システムオンチップの外部にあってよい。さらに、様
々な入力デバイスおよび出力デバイスは、インターフェースまたはコントローラなどの、
システムオンチップ上の構成要素に結合することができる。DSDAデバイス200における使
用に適した例示的なユーザ入力構成要素には、これに限定されないが、キーパッド224お
よびタッチスクリーンディスプレイ226がある。
【００２９】
　ある実施形態では、キーパッド224、タッチスクリーンディスプレイ226、マイクロフォ
ン212、またはそれらの組合せは、発信呼を開始する要求を受信する機能を実行すること
ができる。たとえば、タッチスクリーンディスプレイ226は、連絡先リストから連絡先の
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選択を受信してもよく、電話番号を受信してもよい。別の例では、タッチスクリーンディ
スプレイ226およびマイクロフォン212のいずれか、または両方は、発信呼を開始する要求
を受信する機能を実行することができる。たとえば、タッチスクリーンディスプレイ226
は、連絡先リストから連絡先の選択を受信してもよく、電話番号を受信してもよい。別の
例として、発信呼を開始する要求は、マイクロフォン212を介して受信された音声コマン
ドの形態でもよい。当分野では知られているように、インターフェースは、DSDAデバイス
200における様々なソフトウェアモジュールおよび機能間で、それらの間の通信を可能に
するために提供され得る。
【００３０】
　図3は、別々のRFリソース内の送信構成要素と受信構成要素のブロック図300を示してい
る。たとえば、図2を参照して上述したように、送信機302はあるRFリソース218aの一部で
よく、受信機304は別のRFリソース218bの一部でよい。特定の実施形態では、送信機302は
、送信されるべきデータをフォーマット、符号化、およびインターリーブすることができ
る、データプロセッサ306を含むことができる。送信機302は、たとえばガウス最小シフト
キーイング(GMSK)を行うことによって、符号化されたデータで搬送波信号を変調する変調
器308を含むことができる。1つまたは複数の送信回路310は、(たとえば、フィルタリング
、増幅、およびアップコンバートすることによって)送信のためにRF変調信号を生成する
ために、変調信号を調整することができる。RF変調信号は、たとえば、図2に示されるよ
うに、アンテナ220aなどのアンテナを介して基地局130に送信され得る。
【００３１】
　受信機304で、アンテナ220bは、たとえば基地局140からRF変調信号を受信することがで
きる。しかしながら、アンテナ220bはまた、送信機302から何らかのRFシグナリングを受
信することができ、それは最終的に基地局140からの所望の信号と競合する。1つまたは複
数の受信回路316は、受信したRF変調信号を調整(たとえば、フィルタリング、増幅、およ
びダウンコンバート)して、調整された信号をデジタル化して、サンプルを復調器318に提
供することができる。復調器318は、変調された搬送波から元の情報担持信号を抽出して
、復調信号をデータプロセッサ320に提供することができる。データプロセッサ320は、元
の復号されたデータを取得するために、インターリーブを解除して、信号を復号すること
ができ、また、ワイヤレスデバイス内の他の構成要素に復号されたデータを提供すること
ができる。送信機および受信機の動作は、図2に示されるように、ベースバンドプロセッ
サ216などのプロセッサによって制御することができる。様々な実施形態では、送信機302
および受信機304のそれぞれは、それらの対応する送受信回路(図示せず)から分離するこ
とができる回路として実装することができる。あるいは、送信機302および受信機304は、
それぞれ、対応する受信回路および送信回路と組み合わせることができる(すなわち、SIM
-1およびSIM-2に関連付けられるトランシーバとして)。
【００３２】
　上述のように、アップリンク上で送信された第1のSIMに関連付けられるデータが、第2
のSIMに関連付けられ得る、異なる送信/受信チェーン上の受信動作に干渉する場合、受信
機の感度低下が発生することがある。所望の信号が破損して、復号が困難または不可能に
なる場合がある。さらに、送信機からのノイズが、周囲のセルの信号強度を測定する電力
モニタによって検出されることがあり、DSDAデバイスに近隣のセルサイトの存在を誤って
決定させてしまうことがある。
【００３３】
　ある実施形態では、DSDAデバイス内の別のSIMに関連付けられる送信信号からの干渉の
ために受信機の感度低下が発生し得ることを検出すると、DSDAデバイスは、堅牢なRx処理
などの、最適な感度低下軽減動作を選択するためのアルゴリズムを実装することができる
。ある実施形態では、および以下で図9A～図9Bを参照してさらに論じられるように、堅牢
なRx処理を実装することは、受信された信号の混雑した部分を無視するか、そこにより低
い重要度を割り当てることを含むことができる。別の実施形態では、DSDAは、受信した信
号から干渉データを取り消すことができ、それは、受信した信号の混雑した部分を無視す
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ることよりもコストがかかる場合がある。
【００３４】
　送信機および受信機の様々な特性に軽減動作を適合させることによって、DSDAデバイス
は、サービスの潜在的な劣化を最小限に抑えながら、ビクティムの感度低下の低減を最大
にすることができる。軽減動作は、感度低下が検出されると、ネットワークからの応答を
待たずにすぐに行うことができる。
【００３５】
　図4は、ビクティムの感度低下の影響を軽減するために堅牢なRx処理を使用するための
、DSDAデバイス方法400のある実施形態を示している。ブロック402で、DSDAデバイスは、
ビクティムおよびアグレッサの無線アクセス技術識別を決定することができる。たとえば
、DSDAデバイスは、ビクティムは、WCDMAまたはCDMAなどの周波数分割複信技術(“FDD”)
を使用するサブスクリプションであり、またアグレッサは、GSM無線技術などの時分割複
信技術(“TDD”)を使用するサブスクリプションであることを決定することができる。
【００３６】
　ブロック404で、DSDAデバイスは、ビクティムに影響を及ぼすRF干渉イベントを監視す
ることができる。様々な実施形態では、RF干渉イベントは、アグレッサの送信機がビクテ
ィムの受信機の感度を低下させる状況を含むことができる。たとえば、アグレッサは、ビ
クティムが受信しようとしているときに送信しようとする場合がある。
【００３７】
　決定ブロック406で、DSDAデバイスは、RF干渉イベントが検出されたかどうかを判断す
ることができる。たとえば、DSDAデバイスは、アグレッサが、感度低下の許容可能なしき
い値レベルを超えて、ビクティムの感度を低下させているかどうかを判断することができ
る。様々な実施形態では、DSDAデバイスは、ビクティムの感度低下の大きさが、RF共存管
理戦略を実装するに値するほど十分であるかどうかを評価することもできる。言い換えれ
ば、DSDAデバイスは、感度低下の程度が、RF共存管理戦略の実装に関連付けられるコスト
に「値する(worth)」かどうかを判断することができる。
【００３８】
　DSDAデバイスが、RF干渉イベントが検出されないと判断すると(すなわち、決定ブロッ
ク406=「いいえ」)、ブロック404でDSDAデバイスがRF干渉イベントの監視を継続すること
ができるように、プロセスはループ内で継続することができる。
【００３９】
　あるいは、DSDAデバイスが、RF干渉イベントが検出されたと判断すると(すなわち、決
定ブロック406=“Yes”)、ブロック408で、DSDAデバイスは、様々な要因に基づいてRF共
存管理戦略を作成することができる。様々な実施形態では、RF共存管理戦略は、アグレッ
サがビクティムの感度を低下させることの影響を軽減することができる。たとえば、RF共
存管理戦略は、アグレッサの送信中に、ビクティムおよびアグレッサのうちの1つまたは
両方の特徴または構成を変更することができる。
【００４０】
　ある実施形態では、DSDAデバイスは、RF共存管理戦略を作成する際に、ビクティムおよ
びアグレッサの識別と優先順位、ビクティムが受信する信号対アグレッサが送信する信号
の優先順位、ならびにビクティムに堅牢なRx処理を、またはアグレッサで堅牢なTx処理を
実装することの相対コストを含む、様々な要因を考慮することができる。様々な要因に基
づいてRF共存管理戦略を作成することは、図6および図7を参照して以下でさらに詳細に論
じる。
【００４１】
　さらなる実施形態では、DSDAデバイスは、何もしないこと、またはアグレッサで堅牢な
Tx処理を実装する(たとえば、アグレッサを、ビクティムのダウンリンクスロットのうち
のいくつかの間に、その送信機の利得を低減するように構成する)こととは対照的に、DSD
AデバイスのRF共存管理戦略の一部として、ビクティムで堅牢なRx処理を実装するかどう
かを最終的に判断することができる。DSDAデバイスが、RF共存管理戦略の一部として堅牢
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なRx処理を実装しないと判断すると(すなわち、決定ブロック410=“No”)、DSDAデバイス
は堅牢なRx処理を実装しなくてもよく、ブロック404でDSDAデバイスが別のRF干渉イベン
トを監視することによって継続することができるように、このプロセスはループ内で継続
することができる。
【００４２】
　DSDAデバイスが、RF共存管理戦略の一部として堅牢なRx処理を実装すると判断すると(
すなわち、決定ブロック410=“Yes”)、ブロック412で、DSDAデバイスは、決定されたRF
共存管理戦略に基づいて、ビクティムに堅牢なRx処理を実装することができる。様々な実
施形態では、DSDAは、ビクティムを、アグレッサの送信に「遅らせる(defer)」ように構
成することによって、堅牢なRx処理を実装することができる。言い換えれば、アグレッサ
は送信を許可されてよく、ビクティムは、アグレッサの送信が引き起こす可能性がある感
度低下の影響を軽減するための動作を実行することができる。堅牢なRx処理のDSDAデバイ
スの性能は、図9Aおよび図9Bを参照して以下でさらに詳細に説明する。
【００４３】
　決定ブロック422で、DSDAデバイスは、RF干渉イベントが永続しているかどうかを判断
することができる。言い換えれば、DSDAデバイスは、RF干渉イベントを作成した状況が進
行中であるかどうかを判断することができる。たとえば、DSDAデバイスは、Txバーストの
進行中のスケジュールの間に、アグレッサがビクティムの感度を低下させ続けているかど
うかを判断することができる。
【００４４】
　DSDAデバイスが、RF干渉イベントが永続していると判断すると(すなわち、決定ブロッ
ク422=“Yes”)、ブロック424で、DSDAデバイスはRF共存管理戦略の実装を継続すること
ができる。DSDAデバイスが、RF干渉イベントが終了する(すなわち、決定ブロック422=“N
o”)までRF共存管理戦略の実装を継続することができるように、プロセスはループ内で継
続することができる。
【００４５】
　DSDAデバイスが、RF干渉イベントが永続していない(すなわち、決定ブロック422=“No
”)と判断すると、ブロック426で、DSDAデバイスはビクティムおよびアグレッサを通常の
動作に戻すことができる。言い換えれば、一旦RF干渉イベントが終了すると(すなわち、
感度低下状況が終了すると)、DSDAデバイスは通常通りに実行することができる。ある実
施形態では、DSDAデバイスは、ビクティムのための堅牢なRx処理の実装を中止することが
できる。別の実施形態では、DSDAデバイスは、堅牢なRx処理を実装した後に、ビクティム
および/またはアグレッサの1つまたは複数の態様を再初期化することができる。たとえば
、DSDAデバイスは、DSDAデバイスの堅固なRx処理の実装の一部として凍結されたビクティ
ムの自動利得制御(“AGC”)ループの凍結を解除することができる。
【００４６】
　プロセスは、上述のようにブロック404でDSDAデバイスがRF干渉イベントの監視を継続
することができるように、ループ内で継続することができる。
【００４７】
　図5は、RF干渉イベントが発生したかどうかを判断するためのDSDAデバイス方法500のあ
る実施形態を示している。ある実施形態では、方法500は、図4を参照して説明したように
、DSDAデバイスがブロック404および406で実行する動作について詳述することができる。
【００４８】
　様々な実施形態では、DSDAデバイスは、RF干渉イベントが発生しているかどうかを判断
するために、DSDAデバイスに含まれる2つのサブスクリプションのそれぞれに関連付けら
れる様々なRF態様を監視することができる。ある実施形態では、DSDAデバイスは、たとえ
ば、干渉の1つまたは複数のソースを監視することによって、様々なRF測定およびしきい
値チェックに基づいて、RF干渉イベントが発生しているかどうかを判断することができる
。
【００４９】
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　たとえば、ある実施形態では、DSDAデバイスは、ブロック502で、アンテナ、帯域、チ
ャネル、およびアグレッサの送信機電力の組合せを監視することができる。様々な実施形
態では、DSDAデバイスは、2つのサブスクリプションに関する様々な利得および他の電気
的特性を監視することができる。
【００５０】
　ブロック508で、DSDAデバイスは、ビクティムの受信機電力を監視することができる。
さらに、ブロック512で、DSDAデバイスは、所与の時間に存在する干渉メカニズムの数を
決定することができる。
【００５１】
　ブロック514で、DSDAデバイスは、方向、および各方向における感度低下メカニズムの
数に基づいて、干渉電力の合計量を計算または推定することができる。ある実施形態では
、DSDAデバイスの計算は、受信機に影響を与え得る全干渉を意味する値を生成することが
できる。ブロック516で、DSDAデバイスは、その総干渉電力と、ビクティムの受信機電力
を比較することができる。また、決定ブロック518で、DSDAデバイスは、総干渉電力が感
度低下しきい値を超えているかどうかを判断することができる。ある実施形態では、感度
低下しきい値は、ビクティムに影響を及ぼす総干渉電力を「無視することができない(non
-negligible)」点を示すことができる。言い換えれば、感度低下しきい値を超える総干渉
電力は、ビクティムの性能に大きく影響を及ぼすので、RF共存管理戦略を実装することは
、ビクティムおよびアグレッサのうちの少なくとも1つの性能に利益をもたらす。一方、
感度低下しきい値を超えない総干渉電力は、RF共存管理戦略を実装するコストのため、そ
のような戦略の実装を保証するために十分な影響をビクティムに与えない場合がある。
【００５２】
　DSDAデバイスが、総干渉電力が感度低下しきい値を超えると判断すると(すなわち、決
定ブロック518=“Yes”)、図4を参照して上述したように、DSDAデバイスは、RF干渉イベ
ントが検出されたと判断する(すなわち、決定ブロック406=“Yes”)ことによって継続す
る。ある実施形態では、RF干渉イベントは、総干渉電力が感度低下しきい値を超える場合
に示され得る。
【００５３】
　あるいは、DSDAデバイスが、総干渉電力が感度低下しきい値を超えないと判断すると(
すなわち、決定ブロック518=“No”)、任意の決定ブロック522で、DSDAデバイスは、ビク
ティムがFDD無線技術を使用するかどうか、およびアグレッサがTDD無線技術を使用するか
どうかを任意で判断し得る。ビクティムがFDD無線技術を使用して、アグレッサがTDD無線
技術を使用する場合(すなわち、任意の決定ブロック522=“Yes”)、任意のブロック524で
、DSDAデバイスは、アグレッサのアップリンクスロットの制限を任意で取り消すことがで
きる。ある実施形態では、以下で図7を参照して論じるように、DSDAデバイスが、RF干渉
イベントは永続的であると判断した場合、アグレッサのアップリンクスロットは、そのフ
ルアップリンクスロット容量未満(たとえば、2つのアップリンクスロットだけのアップリ
ンクスロット制限)に制限され得る。この実施形態では、DSDAデバイスは、実施可能な感
度低下がない場合(すなわち、感度低下が感度低下しきい値を下回る場合)、アグレッサの
アップリンクスロット制限を取り消すことができる。図4を参照して上述したように、決
定ブロック406で、RF共存干渉イベントが検出されなかったと判断することによって(すな
わち、決定ブロック406=“No”)、DSDAデバイスは継続することができる。
【００５４】
　ビクティムがFDD無線技術(たとえば、WCDMA/CDMA)を使用しない場合、またはアグレッ
サがTDD無線技術(たとえば、GSM)を使用しない場合(すなわち、任意の決定ブロック522=
“No”)、図4を参照して上述したように、決定ブロック406でRF干渉イベントが検出され
なかったと判断することによって(すなわち、決定ブロック406=“No”)、DSDAデバイスは
継続することができる。言い換えれば、決定ブロック406=“No”の場合、そのようなシス
テムを実装するコストがそのシステムの利益を上回るので、総干渉電力は、DSDAデバイス
にRF共存管理システムを実装させるには十分ではない場合がある。
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【００５５】
　図6は、RF共存管理戦略を作成するためのDSDAデバイス方法600のある実施形態を示して
いる。図4を参照して上述したように、DSDAデバイスは、RF干渉イベントを検出した後(す
なわち、決定ブロック406=“Yes”)、方法600の実行を開始することができる。
【００５６】
　ブロック646で、DSDAデバイスは、堅牢なRx処理を実装するために、ビクティムのネッ
トワークから、必要なトラフィックチャネル電力の増加コストを決定することができる。
ブロック648で、DSDAデバイスはまた、アグレッサおよびビクティムの優先順位を決定す
ることができる。
【００５７】
　ある実施形態では、堅牢なRx処理は、処理されている技術(たとえば、WCDMA/CDMA)のリ
ンクレベルの性能にコストを発生させる場合があり、また、したがって、DSDAデバイスは
、堅牢なRx処理のコストが、堅牢なRx処理を呼び出すことの利益を上回るかどうかを評価
することができる。別の実施形態では、堅牢なRx処理は、ビクティムのネットワークが目
標ブロックエラーレートまたはフレームエラーレートを維持するために必要なトラフィッ
クチャネル電力を増加する場合がある。したがって、堅牢なRx処理の期間が増加するにつ
れて、ビクティムのネットワークの劣化の量は増加する。
【００５８】
　決定ブロック650で、DSDAデバイスは、堅牢なRx処理を実装することが、所与の感度低
下シナリオにおいて、ダウンリンクチャネル電力の低減をもたらすか、またはスループッ
ト改善をもたらすかどうかを判断することができる。ある実施形態では、堅牢なRx処理を
実装することは、動作を行わないこと(すなわち、ビクティムが感度低下され続けること
を許すこと)と比較して、ダウンリンクチャネル電力の低減をもたらすに過ぎない。堅牢
なRx処理を実装することは、ビクティムが感度低下されていない場合と比較して、ダウン
リンク電力に関してコストを発生させるが、堅牢なRx処理を実装するコストは、一般的に
、ビクティムの感度低下を軽減しないコストよりも小さい。
【００５９】
　別の実施形態では、堅牢なRx処理を実装するかどうかを判断する場合、DSDAデバイスは
、ビクティムおよびアグレッサの優先順位、ならびに/または、堅牢なRx処理を実行する
ためにビクティムのネットワークのチャネル電力を増加するコストをさらに考慮すること
ができる。
【００６０】
　堅牢なRx処理を実装することが、所与の感度低下シナリオにおいて、ダウンリンクチャ
ネル電力の低減をもたらさず、またスループット改善をもたらさない場合(すなわち、決
定ブロック650=“No”)、ブロック652で、DSDAデバイスは、堅牢なRx処理を実装しないと
判断することができる。ある実施形態では、その場合、DSDAデバイスは、堅牢なRx処理を
実装することの利益が堅牢なRx処理を実装することのコストを上回らないであろうため、
堅牢なRx処理を実装しなくてもよい。DSDAデバイスは、図4を参照して上述した方法400の
ブロック404で、RF干渉イベントを監視することによって実行を継続することができる。
【００６１】
　一方、堅牢なRx処理を実装することが、所与の感度低下シナリオにおいて、ダウンリン
クチャネル電力の低減をもたらすか、スループット改善をもたらす場合(すなわち、決定
ブロック650=“Yes”)、ブロック654で、DSDAデバイスは、RF共存戦略の一部として堅牢
なRx処理を実装するためにビクティムおよびアグレッサを構成することができる。DSDAデ
バイスは、図4を参照して上述した方法400のブロック412で、堅牢なRx処理を実装するこ
とによって実行を継続することができる。
【００６２】
　図7は、堅牢なRx処理を実装するために、ビクティムおよびアグレッサを構成するため
の、DSDAデバイス方法700のある実施形態を示している。そのような実施形態では、DSDA
デバイスは、図4を参照して上述した方法400のブロック402で、ビクティムがFDD無線技術
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を使用して、アグレッサがTDD無線技術を使用すると判断した場合がある。たとえば、ビ
クティムは、WCDMA/CDMA技術を使用することができ、アグレッサはGSMを使用することが
できる。DSDAデバイスは、堅牢なRx処理の実装が、所与の感度低下シナリオにおいて、ダ
ウンリンクチャネル電力の低減、またはスループット改善をもたらす(すなわち、決定ブ
ロック650=“Yes”)と判断した後に、方法700の実行を開始することができる。
【００６３】
　決定ブロック722で、DSDAデバイスは、感度低下が永続的かどうかを判断することがで
きる。ある実施形態では、アグレッサが、GSMを使用する際などに周波数ホッピングを実
行する場合、DSDAデバイスは、ホッピング周波数の最小しきい値の割合(すなわち、永続
的なしきい値)が感度低下シナリオにあるかどうかを判断することによって、感度低下が
永続的かどうかを判断することができる。さらなる実施形態では、DSDAデバイスは、ホッ
ピング周波数の永続性のしきい値量が永続性のしきい値を満たさない、またはそれを超え
ない場合、感度低下が一時的である(すなわち、永続的ではない)と判断することができる
。アグレッサが周波数ホッピングを行わない別の実施形態では、DSDAデバイスは、アグレ
ッサによって利用される周波数が感度低下シナリオにある場合、感度低下は永続的である
と判断することができる。
【００６４】
　DSDAデバイスが、永続性のしきい値が満たされるか、それが超えられたので、感度低下
は永続的であると判断すると(すなわち、決定ブロック722=“Yes”)、ブロック726で、DS
DAデバイスは、フレームごとにアグレッサのアップリンクスロット容量を低減することが
できる。ブロック730で、DSDAデバイスはまた、感度低下シナリオをもたらすアグレッサ
のアップリンク送信の各インスタンスの間に堅牢なRx処理を呼び出すように、ビクティム
のダウンリンク/フォワードリンクを構成することができる。DSDAデバイスは、図4を参照
して上述した方法400のブロック412で、堅牢なRx処理を実装することによって実行を継続
することができる。
【００６５】
　DSDAデバイスが、感度低下は永続的ではないと判断すると(すなわち、決定ブロック722
=“No”)、DSDAデバイスは、任意のブロック724でアグレッサが現在制限されている場合
、アグレッサのアップリンクスロットの制限を任意で取り消すことができる。たとえば、
DSDAデバイスは、感度低下を引き起こすホッピング周波数の数が永続性のしきい値を下回
るように低減された場合など、感度低下が永続的から一時的になる場合に、ブロック726
でDSDAデバイスが設定してもよいアグレッサのアップリンクスロット制限を任意で取り消
すことができる。
【００６６】
　ブロック728で、DSDAデバイスは、RF共存によって影響を受ける各フレーム内のアグレ
ッサのアップリンクスロット容量を低減することができる。たとえば、アグレッサが送信
するGSMフレームごとに、アグレッサは送信するべき2つ以下のアップリンクスロットに制
限され得る。ブロック732で、DSDAデバイスは、感度低下シナリオをもたらすアグレッサ
のアップリンク送信の間のみ堅牢なRx処理を呼び出すように、ビクティムのダウンリンク
/フォワードリンクを構成することができる。ある実施形態では、アグレッサがアップリ
ンクスロット上で送信しない場合、堅牢なRx処理は必要ない場合がある。
【００６７】
　ある実施形態では、感度低下が一時的である場合のDSDAデバイスの動作は、感度低下が
永続的である場合に実行される動作と類似していてよい。しかしながら、感度低下が一時
的である場合、DSDAデバイスは、アグレッサのフル送信能力を低下させない場合がある。
言い換えれば、感度低下が永続的である場合にアグレッサのアップリンク容量を低減する
ことと、感度低下が一時的である場合にアグレッサのアップリンク容量を低減することと
の間の差は、感度低下が永続的である場合はフレームごとにアグレッサのアップリンク容
量が低減され、感度低下が一時的である場合は感度低下によって影響を受けたフレーム内
だけでアグレッサのアップリンク容量が低減されることでよい。
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【００６８】
　DSDAデバイスは、図4を参照して上述した方法400のブロック412で決定されたRF共存管
理戦略に基づいて、ビクティムに堅牢なRx処理を実装することによって実行を継続するこ
とができる。
【００６９】
　図8は、RF干渉イベントの間の、ビクティムとアグレッサとの間の堅牢なRx処理の状況
を示すブロック図800のある実施形態を示している。
【００７０】
　ある実施形態では、アグレッサ802およびビクティム804は、それぞれ送受信のためのRF
チェーンへのアクセスを有するサブスクリプションでよい。この実施形態では、アグレッ
サ802は、現在送信しようとしていてよく、ビクティム804は現在送信を受信しようとして
いてよい。一方のサブスクリプションが送信しようとしており(すなわち、アグレッサ802
)、他方のサブスクリプションが送信を受信しようとしている(すなわち、ビクティム804)
この状況は、RF干渉イベント850を参照することができる。さらなる実施形態では、DSDA
デバイスは、RF干渉イベント850を管理するために様々な動作を実行することができる。
【００７１】
　ある実施形態では、RF干渉イベント850の間、DSDAデバイスは、ビクティム804に、アグ
レッサ802送信中に堅牢なRx処理を実装するよう要求することを含むことができる、RF共
存管理戦略を実装することができる。たとえば、アグレッサ802が送信している場合(たと
えば、送信期間810aおよび810b)、ビクティム804は、堅牢なRx処理の対応する期間820aお
よび820bを実装するように構成され得る。別の実施形態では、アグレッサ802が送信して
いない期間の間(たとえば、非送信期間812aおよび812b)、ビクティム804は通常通りの受
信の対応する期間822aおよび822bを経験することができる。したがって、様々な実施形態
では、アグレッサ802が送信している間に堅牢なRx処理を実装することによって、ビクテ
ィム804は、アグレッサの送信が引き起こす性能への影響を最小限に抑えることができる
。
【００７２】
　図9Aおよび図9Bは、DSDAデバイスに堅牢なRx処理を実装するためのDSDAデバイス方法41
2aのある実施形態を集合的に示している。DSDAデバイスは、RF共存管理戦略の一部として
堅牢なRx処理を実装すると判断した後に(すなわち、決定ブロック410=“Yes”)、方法412
aを開始することができる。
【００７３】
　ブロック904で、DSDAデバイスは、アグレッサの送信スケジュールを決定することがで
きる。ある実施形態では、DSDAデバイスまたは特殊なRF共存マネージャ回路は、アグレッ
サのアップリンクタイミングをビクティムに提供することができる。別の実施形態では、
ビクティムは、検出を通じてアグレッサの送信スケジュールを決定することができる。さ
らなる実施形態では、タイミング情報が利用可能ではない場合、ビクティムは、受信機の
AGCレベルの変動、同相/直交位相サンプル飽和などの測定に基づいてアグレッサの存在を
検出することができる。
【００７４】
　ブロック906で、DSDAデバイスは、アグレッサの送信の前後で(すなわち、アグレッサが
送信している期間の前後で)ビクティムの検索をスケジューリングすることができる。あ
る実施形態では、アグレッサがGSMの場合、アグレッサの送信の前後のスケジューリング
検索によって、ビクティムはより良好な測定結果およびモビリティ管理を取得することが
可能になる。別の実施形態では、DSDAデバイスは、長い検索の積分長(integration lengt
h)を増加させるようにビクティムを構成することができる。DSDAデバイスは、図9Bを参照
して後述する決定ブロック910で、堅牢なRx処理期間が開始したかどうかを判断すること
によって、方法412aの実行を継続することができる。
【００７５】
　図9Bで、DSDAデバイスは、決定ブロック910で、堅牢なRx処理期間が開始したかどうか
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を判断することができる。様々な実施形態では(および、図8を参照して説明したように)
、堅牢なRx処理を実装することは、ビクティムが、堅牢なRx処理を実行する期間(たとえ
ば、期間820a、820b)と、通常通りに受信する期間(たとえば、期間822a、822b)とを交互
に経験することを必要とする場合がある。期間は、それぞれ、アグレッサが送信している
とき(たとえば、期間810a、810b)、およびアグレッサが送信していないとき(たとえば、
期間812a、812b)に対応することができる。DSDAデバイスが、堅牢なRx処理期間が開始し
ていないと判断すると(すなわち、ある実施形態ではアグレッサが現在送信していないの
で、決定ブロック910=“No”)、ブロック930で、DSDAデバイスはビクティムを通常通りに
受信するように構成することができる。
【００７６】
　しかしながら、DSDAデバイスが、堅牢なRx処理期間が開始したと判断すると(すなわち
、ある実施形態ではアグレッサが送信しているので、決定ブロック910=“Yes”)、ブロッ
ク912で、DSDAデバイスは堅牢なRx処理期間の長さを決定することができる。ある実施形
態では、DSDAデバイスは、アグレッサの送信機のスケジュールを受信する、または、送信
機の送信パターンの検出を通じてなどの、様々な方法で堅牢なRx処理期間の長さを決定す
ることができる。
【００７７】
　ブロック914で、DSDAデバイスは、サンプルゼロ化戦略を実装することができる。ある
実施形態では、DSDAデバイスは、現在の状態が堅牢なRx処理を有効にするかどうかを判断
することができる。このゼロ化戦略は、図10を参照してさらに詳細に論じる。
【００７８】
　ブロック916で、DSDAデバイスは、ビクティムのループおよび/またはフィルタを凍結す
ることができる。ある実施形態では、ループおよびフィルタは、たとえば、低ノイズ増幅
器、自動利得制御、パイロットフィルタ、受信信号強度表示、ノイズ電力、時間追跡ルー
プおよび/または周波数追跡ループ、チャネル推定、共分散、ならびに搬送波対干渉推定
を含むことができる。別の実施形態(図示せず)では、ループおよびフィルタを凍結する代
わりに、DSDAデバイスは、ビクティムの受信機(たとえば、DCループ、自動利得制御等)で
ループ帯域幅を増加することができる。
【００７９】
　ブロック918で、DSDAデバイスは、ビクティムのダウンリンク/フォワードリンク電力制
御を維持することができる。また、DSDAデバイスは、ブロック920で、ビクティムのアッ
プリンク/リバースリンク電力制御を維持することができる。ある実施形態では、DSDAデ
バイスは、アグレッサと重複する場合、アップリンク送信電力コントローラを拒否するこ
とができる。
【００８０】
　また、DSDAデバイスは、決定ブロック928で、堅牢なRx処理期間が終了したかどうかを
判断することができる。堅牢なRx処理期間が終了していない場合(すなわち、決定ブロッ
ク928=“No”)、DSDAデバイスは、決定ブロック928で、堅牢なRx処理期間が終了するとき
を認識するために、プロセスを継続的に反復することができる。ある実施形態では、堅牢
なRx処理期間は、アグレッサが依然として送信している場合があるため、終了していない
可能性がある。あるいは、DSDAデバイスが、堅牢なRx処理期間が終了したと判断すると(
すなわち、決定ブロック928=“Yes”)、ブロック930で、DSDAデバイスはビクティムを通
常通りに受信するように構成することができる。ある実施形態では、ビクティムを通常通
りに受信するように構成することは、ループおよびフィルタの凍結を解除して、受信され
たサンプルのゼロ化を中止することを含むことができる。
【００８１】
　DSDAデバイスは、決定ブロック422で、RF干渉イベントが永続的かどうかを判断するこ
とができる。ある実施形態では、DSDAデバイスは、RF干渉イベントが終了したかどうかを
判断しようとすることができる。言い換えれば、DSDAデバイスは、2つのサブスクリプシ
ョンがRF共存を経験しているかどうかであって、一方のサブスクリプションが送信しよう
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としており、他方のサブスクリプションが受信しようとしているかどうかを判断すること
ができる。
【００８２】
　DSDAデバイスが、RF干渉イベントが永続的であると判断すると(すなわち、決定ブロッ
ク422=“Yes”)、決定ブロック910で、DSDAデバイスが、堅牢なRx処理期間が開始したか
どうかを判断することによって継続できるように、プロセスはループ内で継続することが
できる。あるいは、DSDAデバイスが、RF干渉イベントは永続的ではないと判断すると(す
なわち、決定ブロック422=“No”)、図4を参照して上述したように、ブロック426で、DSD
Aデバイスは、ビクティムおよびアグレッサを通常の動作に戻すことができる。DSDAデバ
イスは、図4を参照して上述した方法400のブロック404で、別のRF干渉イベントを監視す
ることによって、実行を継続することができる。
【００８３】
　図10は、ゼロ化戦略を実装するためのDSDAデバイス方法914aのある実施形態を示してい
る。様々な実施形態では、DSDAデバイスは、ビクティムの無線アクセス技術に基づいて、
特定のゼロ化戦略を実装することができる。図9Bを参照して上述した方法412aのブロック
912で、DSDAデバイスは、堅牢なRx処理期間の長さを決定した後に、方法914aを開始する
ことができる。
【００８４】
　決定ブロック1004で、DSDAデバイスは、現在の状況下で、受信したサンプルのゼロ化が
有効であるかどうかを判断することができる。ある実施形態では、ある状況下でゼロ化を
実装することはビクティムに利益をもたらし得るが、他の状況下では利益をもたらし得な
い。たとえば、ビクティムの無線技術に応じて、ゼロ化は、GSMアグレッサの干渉が存在
するほとんどすべてのシナリオにおいて、利得を与えることができる。
【００８５】
　ある実施形態では、DSDAデバイスは、たとえば、ビクティム、およびダウンリンクチャ
ネルの性質に影響を及ぼす感度低下のレベルに基づいて、ゼロ化を実装することが有効で
あるかどうかを判断することができる。別の実施形態では、DSDAデバイスは、アグレッサ
のTx期間が一定のしきい値を超えるかどうかに基づいて、ゼロ化が有効かどうかを判断す
ることができ、それによって、Tx期間がその一定のしきい値を超える場合にのみゼロ化は
有効である。たとえば、DSDAデバイスは、熱に対する(over thermal)ジオメトリとデシベ
ルを測定して、それらを一定のしきい値と比較することに基づいて、現在の状況下でゼロ
化が有効であるかどうかを判断することができる。さらなる例では、ゼロ化を実装するこ
とは、ある場合においては測定干渉が熱に対して30dBである場合に有効であってよい。
【００８６】
　DSDAデバイスが、その状況下で、受信したサンプルをゼロ化することが有効であると判
断すると(すなわち、決定ブロック1004=“Yes”)、ブロック1006で、DSDAデバイスは受信
したサンプルにゼロ化を適用することができる。ある実施形態では、DSDAデバイスは、受
信したサンプルの値をゼロに設定する(zero out)ことによって、受信したサンプルにゼロ
化を適用することができる。さらなる実施形態では、DSDAデバイスは、一定のチャネルま
たはデータパス上で受信されたサンプルだけをゼロ化することができる。DSDAデバイスは
、図9Bを参照して上述した方法412aのブロック916で、ビクティムのループおよび/または
フィルタを凍結することによって、実行を継続することができる。
【００８７】
　あるいは、DSDAデバイスが、その状況下で受信したサンプルをゼロ化することは有効で
はないと判断すると(すなわち、決定ブロック1004=“No”)、ブロック1008で、DSDAデバ
イスは受信したサンプルにゼロ化を適用しなくてもよい。ある実施形態では、ビクティム
は、受信したサンプルをゼロ化することなしに、アグレッサの送信機からの感度低下を軽
減するために動作を実行することができる。たとえば、ビクティムは、受信したサンプル
をゼロ化しないにもかかわらず、図9Aおよび図9Bに関連して説明したように、様々なルー
プおよびフィルタを凍結することができる。DSDAデバイスは、図9Bを参照して上述した方
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法412aのブロック916で、ビクティムのループおよび/またはフィルタを凍結することによ
って、実行を継続することができる。
【００８８】
　様々なDSDAデバイスのいずれかに様々な実施形態を実装することができ、その例が図11
に示されている。たとえば、DSDAデバイス1100は、内部メモリ1104に結合されたプロセッ
サ1102を含むことができる。内部メモリ1104は、揮発性メモリでも不揮発性メモリでもよ
く、また保護されたおよび/または暗号化されたメモリでもよく、もしくは保護されてい
ないおよび/または暗号化されていないメモリでもよく、もしくはそれらの任意の組合せ
でもよい。また、プロセッサ1102は、抵抗感知タッチスクリーン、静電容量感知タッチス
クリーン、赤外線検知タッチスクリーンなどの、タッチスクリーンディスプレイ1106に結
合することができる。さらに、DSDAデバイス1100のディスプレイは、タッチスクリーン機
能を有する必要はない。さらに、DSDAデバイス1100は、プロセッサ1102に結合されたワイ
ヤレスデータリンクおよび/またはセルラー電話トランシーバ1116に接続することができ
る電磁放射線を送受信するための1つまたは複数のアンテナ1108を有することができる。
また、DSDAデバイス1100は、ユーザ入力を受信するための物理的なボタン1112aおよび111
2bを含むことができる。また、DSDAデバイス1100は、DSDAデバイス1100をオンおよびオフ
にするための電源ボタン1118を含むことができる。DSDAデバイス1100は、第1のモバイル
ネットワークと接続するためにセルラー電話トランシーバ1116および1つまたは複数のア
ンテナ1108を利用する第1のSIMカード1120を有することができる。また、DSDAデバイスは
、第2のモバイルネットワークと接続するために第2のセルラー電話トランシーバ1124およ
び1つまたは複数のアンテナ1126を利用する第2のSIMカード1122を有することができる。
【００８９】
　上述の方法説明およびプロセスフロー図は、単に例示的な例として提供されるにすぎず
、様々な実施形態のステップは提示された順序で実行されなければならないことを要求す
る、または暗示することを意図するものではない。当業者によって理解されるように、上
述の実施形態におけるステップの順序は、任意の順序で実行されてもよい。「その後(the
reafter)」、「次いで(then)」、「次の(next)」などの単語は、ステップの順序を制限す
ることを意図するものではない。これらの単語は、単に本方法の説明を通じて読者を導く
ために使用される。さらに、たとえば、冠詞“a”、“an”、または“the”を使用する単
数形のクレーム要素への任意の参照は、要素を単数に限定するものと解釈されるべきでは
ない。
【００９０】
　本明細書に開示された実施形態に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジ
ュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフト
ウェア、または両方の組合せとして実装することができる。ハードウェアとソフトウェア
のこの互換性を明示的に説明するために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュー
ル、回路、およびステップが、一般的にそれらの機能の観点から上記で説明されている。
そのような機能性がハードウェアまたはソフトウェアとして実装されるかどうかは、シス
テム全体に課される特定のアプリケーションおよび設計制約に依存する。当業者は、説明
された機能を各特定のアプリケーションごとに様々な方法で実装することができるが、そ
のような実装形態の決定は本発明の範囲からの逸脱を引き起こすものと解釈されるべきで
はない。
【００９１】
　本明細書に開示された態様に関連して説明される様々な例示的な論理、論理ブロック、
モジュール、および回路を実装するために使用されるハードウェアは、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、ディスクリートゲートま
たはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェア構成要素、もしくは本明細書に記載
の機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せに実装されてもよく、それらで
実行されてもよい。汎用プロセッサはマイクロプロセッサでもよいが、代替として、プロ
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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、またはステー
トマシンであってもよい。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コアと組
み合わせた1つまたは複数のマイクロプロセッサ、もしくは他の任意のそのような構成と
して実装されてよい。あるいは、いくつかのステップまたは方法は、所与の機能に固有の
回路によって実行することができる。
【００９２】
　1つまたは複数の例示的な態様では、説明された機能は、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に実装することができる。ソフトウェア
に実装される場合、機能は、非一時的コンピュータ可読記憶媒体、または非一時的プロセ
ッサ読取り可能記憶媒体に、1つまたは複数の命令またはコードとして格納することがで
きる。本明細書に開示された方法またはアルゴリズムのステップは、非一時的コンピュー
タ可読またはプロセッサ可読記憶媒体に常駐することができる、プロセッサ実行可能なソ
フトウェアモジュールで実施することができる。非一時的コンピュータ可読またはプロセ
ッサ可読記憶媒体は、コンピュータまたはプロセッサによってアクセスされ得る任意の記
憶媒体であってもよい。例として、これに限定されないが、そのような非一時的コンピュ
ータ可読またはプロセッサ可読記憶媒体は、RAM、ROM、EEPROM、フラッシュメモリ、CD-R
OMまたは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶デバイスまたは他の磁気記憶デバイ
ス、あるいは命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコードを格納するために使
用することができる、およびコンピュータによってアクセスされ得る他の任意の媒体を含
むことができる。本明細書で使用されるディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパ
クトディスク(CD)、レーザー（登録商標）ディスク、光ディスク、デジタル多用途ディス
ク(DVD)、フロッピー（登録商標）ディスク、およびブルーレイディスクを含み、ディス
ク(disk)は通常データを磁気的に再生し、ディスク(disc)はレーザを用いて光学的にデー
タを再生する。上記の組合せは、非一時的コンピュータ可読およびプロセッサ可読媒体の
範囲内に含まれる。さらに、方法またはアルゴリズムの動作は、コードおよび/または命
令の1つまたは任意の組合せまたはセットとして、非一時プロセッサ可読記憶媒体および/
またはコンピュータ可読記憶媒体に常駐してよく、コンピュータプログラム製品に組み込
まれてもよい。
【００９３】
　開示された実施形態の前述の説明は、任意の当業者が本発明を作成または使用すること
を可能にするために提供される。これらの実施形態への様々な修正は、当業者には容易に
明らかであり、本明細書中で定義された一般的な原理は、本発明の趣旨または範囲から逸
脱することなしに他の実施形態にも適用することができる。したがって、本発明は、本明
細書に示された実施形態に限定されることが意図されるものではなく、以下の特許請求の
範囲、ならびに本明細書に開示された原理および新規な特徴と一致する最も広い範囲を与
えられるべきである。
【符号の説明】
【００９４】
　　100　通信システム
　　102　第1のモバイルネットワーク
　　104　第2のモバイルネットワーク
　　110　第1のDSDAデバイス
　　120　第2のDSDAデバイス
　　130　セルラー基地局、第1の基地局
　　132　セルラー接続
　　134　接続
　　140　セルラー基地局、第2の基地局
　　142　セルラー接続
　　144　接続
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　　200　DSDAデバイス
　　202a　第1のSIMインターフェース
　　202b　第2のSIMインターフェース
　　204a　第1の識別モジュールSIM-1
　　204b　第2の識別モジュールSIM-2
　　206　汎用プロセッサ
　　208　コーダ/デコーダ(CODEC)
　　210　スピーカ
　　212　マイクロフォン
　　214　メモリ
　　216　ベースバンドモデムプロセッサ、ベースバンドプロセッサ
　　218　RFリソース
　　218a　RFリソース
　　218b　RFリソース
　　220a　第1のワイヤレスアンテナ
　　220b　第2のワイヤレスアンテナ
　　224　キーパッド
　　226　タッチスクリーンディスプレイ
　　300　ブロック図
　　302　送信機
　　304　受信機
　　306　データプロセッサ
　　308　変調器
　　310　送信回路
　　316　受信回路
　　318　復調器
　　320　データプロセッサ
　　400　DSDAデバイス方法
　　412a　DSDAデバイス方法
　　500　DSDAデバイス方法
　　600　DSDAデバイス方法
　　700　DSDAデバイス方法
　　800　ブロック図
　　802　アグレッサ
　　804　ビクティム
　　810a　送信期間
　　810b　送信期間
　　812a　非送信期間
　　812b　非送信期間
　　820a　期間
　　820b　期間
　　822a　期間
　　822b　期間
　　850　RF干渉イベント
　　914a　DSDAデバイス方法
　　1100　DSDAデバイス
　　1102　プロセッサ
　　1104　内部メモリ
　　1106　タッチスクリーンディスプレイ
　　1108　アンテナ
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　　1112a　ボタン
　　1112b　ボタン
　　1116　セルラー電話トランシーバ
　　1118　電源ボタン
　　1120　第1のSIMカード
　　1122　第2のSIMカード
　　1124　第2のセルラー電話トランシーバ
　　1126　アンテナ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】 【図１０】
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【図１１】

【手続補正書】
【提出日】平成26年11月26日(2014.11.26)
【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】
　アグレッサ通信アクティビティ(「アグレッサ」)と、ビクティム通信アクティビティ(
「ビクティム」)との間でデュアル-SIM-デュアル-アクティブ(DSDA)デバイスに無線周波
数(RF)共存管理戦略を実装するための方法であって、
　RF干渉イベントが検出されたかどうかを判断するステップと、
　RF干渉イベントが検出されたと判断したことに応じて、前記ビクティムへのアグレッサ
の干渉の影響を軽減するために、RF共存管理戦略を作成するステップと、
　前記RF共存管理戦略の一部として、堅牢な受信(Rx)処理を実装するかどうかを判断する
ステップであって、
　　堅牢な受信(Rx)処理を実装するステップが、ダウンリンクチャネル電力を低減するか
、またはスループットを改善するどうかを判断するステップと、
　　堅牢なRx処理を実装するステップが、前記ダウンリンクチャネル電力を低減するか、
またはスループットを改善すると判断したことに応じて、前記堅牢なRx処理を実装すると
判断するステップとを備える、ステップと、
　前記RF共存管理戦略の一部として、堅牢なRx処理を実装すると判断したことに応じて、
前記堅牢なRx処理を実装するために、前記ビクティム、前記アグレッサ、または前記ビク
ティムとアグレッサの両方のうちの少なくとも1つを構成することによって、前記堅牢なR
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x処理を実装するステップとを備える、方法。
【請求項２】
　前記RF干渉イベントが永続的であるかどうかを判断するステップと、
　前記RF干渉イベントが永続的ではないと判断したことに応じて、前記ビクティムおよび
前記アグレッサを通常の動作に戻すステップと、
　前記RF干渉イベントが永続的であると判断したことに応じて、前記RF共存管理戦略の実
装を継続するステップとをさらに備える、請求項1に記載の方法。
【請求項３】
　RF干渉イベントが検出されたかどうかを判断するステップが、
　干渉の1つまたは複数のソースを監視するステップと、
　干渉の1つまたは複数のソースに基づいて、干渉電力の合計量を計算するステップと、
　干渉電力の前記合計量が、感度低下しきい値を超えるかどうかを判断するステップと、
　干渉電力の前記合計量が前記感度低下しきい値を超える場合、RF干渉イベントが検出さ
れたと判断するステップとを備える、請求項1に記載の方法。
【請求項４】
　前記堅牢なRx処理を実装するために前記ビクティム、前記アグレッサ、または前記ビク
ティムと前記アグレッサの両方のうちの少なくとも1つを構成するステップが、感度低下
が永続的であるかどうかを判断するステップを備え、前記感度低下が永続的であると判断
したことに応じて、
　フレームごとに前記アグレッサのアップリンク容量を低減するステップと、
　感度低下シナリオをもたらす前記アグレッサのアップリンク送信の各インスタンスの間
に、前記堅牢なRx処理を呼び出すように、前記ビクティムのダウンリンクを構成するステ
ップとを実行するステップをさらに備える、請求項1に記載の方法。
【請求項５】
　前記感度低下が永続的ではないと判断したことに応じて、
　前記アグレッサが現在制限されている場合、前記アグレッサのアップリンクスロット制
限を取り消すステップと、
　RF共存によって影響を受ける各フレーム内の前記アグレッサのアップリンク容量を低減
するステップと、
　感度低下シナリオをもたらす前記アグレッサの前記アップリンク送信の間のみ、前記堅
牢なRx処理を呼び出すように、前記ビクティムを構成するステップとを実行するステップ
をさらに備える、請求項4に記載の方法。
【請求項６】
　堅牢なRx処理を実装するステップが、
　サンプルゼロ化戦略を実装するステップと、
　前記ビクティムのループおよびフィルタを凍結するステップと、
　前記ビクティムの電力制御を維持するステップとのうちの少なくとも1つを備える、請
求項1に記載の方法。
【請求項７】
　前記アグレッサの送信スケジュールを決定するステップと、
　前記アグレッサが送信していないときに、信号を受信するように前記ビクティムを構成
するステップとをさらに備える、請求項6に記載の方法。
【請求項８】
　堅牢なRx処理期間の長さを決定するステップと、
　前記堅牢なRx処理期間が切れているかどうかを判断するステップと、
　前記堅牢なRx処理期間が切れている場合、前記ビクティムを通常通りに受信するように
構成するステップとをさらに備える、請求項6に記載の方法。
【請求項９】
　前記ビクティムのループおよびフィルタを凍結するステップが、低ノイズ増幅器、自動
利得制御、パイロットフィルタ、受信信号強度表示、ノイズ電力、時間追跡ループ、周波
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数追跡ループ、チャネル推定、共分散、および搬送波対干渉推定のうちの1つまたは複数
を凍結するステップを備える、請求項6に記載の方法。
【請求項１０】
　アグレッサ通信アクティビティ(「アグレッサ」)と、ビクティム通信アクティビティ(
「ビクティム」)との間にRF干渉イベントが検出されたかどうかを判断するステップと、
　RF干渉イベントが検出されたと判断したことに応じて、前記ビクティムへのアグレッサ
の干渉の影響を軽減するために、RF共存管理戦略を作成するステップと、
　前記RF共存管理戦略の一部として、堅牢な受信(Rx)処理を実装するかどうかを判断する
ステップであって、
　　堅牢な受信(Rx)処理を実装するステップが、ダウンリンクチャネル電力を低減するか
、またはスループットを改善するどうかを判断するステップと、
　　堅牢なRx処理を実装するステップが、前記ダウンリンクチャネル電力を低減するか、
またはスループットを改善すると判断したことに応じて、前記堅牢なRx処理を実装すると
判断するステップとを備える、ステップと、
　前記RF共存管理戦略の一部として、堅牢なRx処理を実装すると判断したことに応じて、
前記堅牢なRx処理を実装するために、前記ビクティム、前記アグレッサ、または前記ビク
ティムとアグレッサの両方のうちの少なくとも1つを構成することによって、前記堅牢なR
x処理を実装するステップとを備える動作を実行するためのプロセッサ実行可能命令で構
成されたプロセッサを備える、デュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイス。
【請求項１１】
　前記RF干渉イベントが永続的であるかどうかを判断するステップと、
　前記RF干渉イベントが永続的ではないと判断したことに応じて、前記ビクティムおよび
前記アグレッサを通常の動作に戻すステップと、
　前記RF干渉イベントが永続的であると判断したことに応じて、前記RF共存管理戦略の実
装を継続するステップとをさらに備える動作を実行するためのプロセッサ実行可能命令で
前記プロセッサが構成される、請求項10に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデバ
イス。
【請求項１２】
　RF干渉イベントが検出されたかどうかを判断するステップが、
　干渉の1つまたは複数のソースを監視するステップと、
　干渉の1つまたは複数のソースに基づいて、干渉電力の合計量を計算するステップと、
　干渉電力の前記合計量が、感度低下しきい値を超えるかどうかを判断するステップと、
　干渉電力の前記合計量が前記感度低下しきい値を超える場合、RF干渉イベントが検出さ
れたと判断するステップとを備えるような動作を実行するためのプロセッサ実行可能命令
で前記プロセッサが構成される、請求項10に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデ
バイス。
【請求項１３】
　前記堅牢なRx処理を実装するために前記ビクティム、前記アグレッサ、または前記ビク
ティムと前記アグレッサの両方のうちの少なくとも1つを構成するステップが、感度低下
が永続的であるかどうかを判断するステップを備えるような動作を実行するためのプロセ
ッサ実行可能命令で前記プロセッサが構成され、前記感度低下が永続的であると判断した
ことに応じて、
　フレームごとに前記アグレッサのアップリンク容量を低減するステップと、
　感度低下シナリオをもたらす前記アグレッサのアップリンク送信の各インスタンスの間
に、前記堅牢なRx処理を呼び出すように、前記ビクティムのダウンリンクを構成するステ
ップとを実行するステップをさらに備える動作を実行するためのプロセッサ実行可能命令
で前記プロセッサが構成される、請求項10に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデ
バイス。
【請求項１４】
　前記感度低下が永続的ではないと判断したことに応じて、
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　前記アグレッサが現在制限されている場合、前記アグレッサのアップリンクスロット制
限を取り消すステップと、
　RF共存によって影響を受ける各フレーム内の前記アグレッサのアップリンク容量を低減
するステップと、
　感度低下シナリオをもたらす前記アグレッサの前記アップリンク送信の間のみ、前記堅
牢なRx処理を呼び出すように、前記ビクティムを構成するステップとを実行するステップ
をさらに備える動作を実行するためのプロセッサ実行可能命令で前記プロセッサが構成さ
れる、請求項13に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイス。
【請求項１５】
　堅牢なRx処理を実装するステップが、
　サンプルゼロ化戦略を実装するステップと、
　前記ビクティムのループおよびフィルタを凍結するステップと、
　前記ビクティムの電力制御を維持するステップとのうちの少なくとも1つを備えるよう
な動作を実行するためのプロセッサ実行可能命令で前記プロセッサが構成される、請求項
10に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイス。
【請求項１６】
　前記アグレッサの送信スケジュールを決定するステップと、
　前記アグレッサが送信していないときに、信号を受信するように前記ビクティムを構成
するステップとをさらに備える動作を実行するためのプロセッサ実行可能命令で前記プロ
セッサが構成される、請求項15に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイス。
【請求項１７】
　堅牢なRx処理期間の長さを決定するステップと、
　前記堅牢なRx処理期間が切れているかどうかを判断するステップと、
　前記堅牢なRx処理期間が切れている場合、前記ビクティムを通常通りに受信するように
構成するステップとをさらに備える動作を実行するためのプロセッサ実行可能命令で前記
プロセッサが構成される、請求項15に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイス
。
【請求項１８】
　前記ビクティムのループおよびフィルタを凍結するステップが、低ノイズ増幅器、自動
利得制御、パイロットフィルタ、受信信号強度表示、ノイズ電力、時間追跡ループ、周波
数追跡ループ、チャネル推定、共分散、および搬送波対干渉推定のうちの1つまたは複数
を凍結するステップを備えるような動作を実行するためのプロセッサ実行可能命令で前記
プロセッサが構成される、請求項15に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイス
。
【請求項１９】
　アグレッサ通信アクティビティ(「アグレッサ」)と、ビクティム通信アクティビティ(
「ビクティム」)との間に無線周波数(RF)干渉イベントが検出されたかどうかを判断する
ための手段と、
　RF干渉イベントが検出されたと判断したことに応じて、前記ビクティムへのアグレッサ
の干渉の影響を軽減するために、RF共存管理戦略を作成するための手段と、
　前記RF共存管理戦略の一部として、堅牢な受信(Rx)処理を実装するかどうかを判断する
ための手段であって、
　　堅牢な受信(Rx)処理を実装するステップが、ダウンリンクチャネル電力を低減するか
、またはスループットを改善するどうかを判断するための手段と、
　　堅牢なRx処理を実装するステップが前記ダウンリンクチャネル電力を低減するか、ま
たはスループットを改善すると判断したことに応じて、前記堅牢なRx処理を実装すると判
断するための手段とを備える、手段と、
　前記RF共存管理戦略の一部として、堅牢なRx処理を実装すると判断したことに応じて、
前記堅牢なRx処理を実装するために、前記ビクティム、前記アグレッサ、または前記ビク
ティムとアグレッサの両方のうちの少なくとも1つを構成するための手段を備える、前記
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堅牢なRx処理を実装するための手段とを備える、デュアル-SIM-デュアル-アクティブデバ
イス。
【請求項２０】
　前記RF干渉イベントが永続的であるかどうかを判断するための手段と、
　前記RF干渉イベントが永続的ではないと判断したことに応じて、前記ビクティムおよび
前記アグレッサを通常の動作に戻すための手段と、
　前記RF干渉イベントが永続的であると判断したことに応じて、前記RF共存管理戦略の実
装を継続するための手段とをさらに備える、請求項19に記載のデュアル-SIM-デュアル-ア
クティブデバイス。
【請求項２１】
　RF干渉イベントが検出されたかどうかを判断するための手段が、
　干渉の1つまたは複数のソースを監視するための手段と、
　干渉の1つまたは複数のソースに基づいて、干渉電力の合計量を計算するための手段と
、
　干渉電力の前記合計量が、感度低下しきい値を超えるかどうかを判断するための手段と
、
　干渉電力の前記合計量が前記感度低下しきい値を超える場合、RF干渉イベントが検出さ
れたと判断するための手段とを備える、請求項19に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクテ
ィブデバイス。
【請求項２２】
　前記堅牢なRx処理を実装するために前記ビクティム、前記アグレッサ、または前記ビク
ティムと前記アグレッサの両方のうちの少なくとも1つを構成するための手段が、感度低
下が永続的であるかどうかを判断するための手段を備え、前記デュアル-SIM-デュアル-ア
クティブデバイスが、前記感度低下が永続的であると判断したことに応じて、
　フレームごとに前記アグレッサのアップリンク容量を低減することと、
　感度低下シナリオをもたらす前記アグレッサのアップリンク送信の各インスタンスの間
に、前記堅牢なRx処理を呼び出すように、前記ビクティムのダウンリンクを構成すること
とを実行するための手段をさらに備える、請求項19に記載のデュアル-SIM-デュアル-アク
ティブデバイス。
【請求項２３】
　前記感度低下が永続的ではないと判断したことに応じて、
　前記アグレッサが現在制限されている場合、前記アグレッサのアップリンクスロット制
限を取り消すことと、
　RF共存によって影響を受ける各フレーム内の前記アグレッサのアップリンク容量を低減
することと、
　感度低下シナリオをもたらす前記アグレッサの前記アップリンク送信の間のみ、前記堅
牢なRx処理を呼び出すように、前記ビクティムを構成することとを実行するための手段を
さらに備える、請求項22に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイス。
【請求項２４】
　堅牢なRx処理を実装するための手段が、
　サンプルゼロ化戦略を実装するための手段と、
　前記ビクティムのループおよびフィルタを凍結するための手段と、
　前記ビクティムの電力制御を維持するための手段とのうちの少なくとも1つを備える、
請求項19に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイス。
【請求項２５】
　前記アグレッサの送信スケジュールを決定するための手段と、
　前記アグレッサが送信していないときに、信号を受信するように前記ビクティムを構成
するための手段とをさらに備える、請求項24に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブ
デバイス。
【請求項２６】
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　堅牢なRx処理期間の長さを決定するための手段と、
　前記堅牢なRx処理期間が切れているかどうかを判断するための手段と、
　前記堅牢なRx処理期間が切れている場合、前記ビクティムを通常通りに受信するように
構成するための手段とをさらに備える、請求項24に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクテ
ィブデバイス。
【請求項２７】
　前記ビクティムのループおよびフィルタを凍結するための手段が、低ノイズ増幅器、自
動利得制御、パイロットフィルタ、受信信号強度表示、ノイズ電力、時間追跡ループ、周
波数追跡ループ、チャネル推定、共分散、および搬送波対干渉推定のうちの1つまたは複
数を凍結するための手段を備える、請求項24に記載のデュアル-SIM-デュアル-アクティブ
デバイス。
【請求項２８】
　デュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイスのプロセッサに、
　アグレッサ通信アクティビティ(「アグレッサ」)と、ビクティム通信アクティビティ(
「ビクティム」)との間に無線周波数(RF)干渉イベントが検出されたかどうかを判断する
ステップと、
　RF干渉イベントが検出されたと判断したことに応じて、前記ビクティムへのアグレッサ
の干渉の影響を軽減するために、RF共存管理戦略を作成するステップと、
　前記RF共存管理戦略の一部として、堅牢な受信(Rx)処理を実装するかどうかを判断する
ステップであって、
　　堅牢な受信(Rx)処理を実装するステップが、ダウンリンクチャネル電力を低減するか
、またはスループットを改善するかどうかを判断するステップと、
　　堅牢なRx処理を実装するステップが、前記ダウンリンクチャネル電力を低減するか、
またはスループットを改善すると判断したことに応じて、前記堅牢なRx処理を実装すると
判断するステップとを備える、ステップと、
　前記RF共存管理戦略の一部として、堅牢なRx処理を実装すると判断したことに応じて、
前記堅牢なRx処理を実装するために、前記ビクティム、前記アグレッサ、または前記ビク
ティムとアグレッサの両方のうちの少なくとも1つを構成することによって、前記堅牢なR
x処理を実装するステップとを備える動作を実行させるように構成されたプロセッサ実行
可能ソフトウェア命令を格納した、非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項２９】
　前記格納されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命令が、デュアル-SIM-デュアル-アク
ティブデバイスのプロセッサに、
　前記RF干渉イベントが永続的であるかどうかを判断するステップと、
　前記RF干渉イベントが永続的ではないと判断したことに応じて、前記ビクティムおよび
前記アグレッサを通常の動作に戻すステップと、
　前記RF干渉イベントが永続的であると判断したことに応じて、前記RF共存管理戦略の実
装を継続するステップとをさらに備える動作を実行させるように構成される、請求項28に
記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項３０】
　前記格納されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命令が、デュアル-SIM-デュアル-アク
ティブデバイスのプロセッサに、RF干渉イベントが検出されたかどうかを判断するステッ
プが、
　干渉の1つまたは複数のソースを監視するステップと、
　干渉の1つまたは複数のソースに基づいて、干渉電力の合計量を計算するステップと、
　干渉電力の前記合計量が、感度低下しきい値を超えるかどうかを判断するステップと、
　干渉電力の前記合計量が前記感度低下しきい値を超える場合、RF干渉イベントが検出さ
れたと判断するステップとを備えるような動作を実行させるように構成される、請求項28
に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項３１】
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　前記格納されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命令が、デュアル-SIM-デュアル-アク
ティブデバイスのプロセッサに、前記堅牢なRx処理を実装するために前記ビクティム、前
記アグレッサ、または前記ビクティムと前記アグレッサの両方のうちの少なくとも1つを
構成するステップが、感度低下が永続的であるかどうかを判断するステップを備えるよう
な動作を実行させるように構成され、前記格納されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命
令が、前記感度低下が永続的であると判断したことに応じて、デュアル-SIM-デュアル-ア
クティブデバイスのプロセッサに、
　フレームごとに前記アグレッサのアップリンク容量を低減するステップと、
　感度低下シナリオをもたらす前記アグレッサのアップリンク送信の各インスタンスの間
に、前記堅牢なRx処理を呼び出すように、前記ビクティムのダウンリンクを構成するステ
ップとを実行するステップをさらに備える動作を実行させるように構成される、請求項28
に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項３２】
　前記格納されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命令が、前記感度低下が永続的ではな
いと判断したことに応じて、デュアル-SIM-デュアル-アクティブデバイスのプロセッサに
、
　前記アグレッサが現在制限されている場合、前記アグレッサのアップリンクスロット制
限を取り消すステップと、
　RF共存によって影響を受ける各フレーム内の前記アグレッサのアップリンク容量を低減
するステップと、
　感度低下シナリオをもたらす前記アグレッサの前記アップリンク送信の間のみ、前記堅
牢なRx処理を呼び出すように、前記ビクティムを構成するステップとを実行するステップ
をさらに備える動作を実行させるように構成される、請求項31に記載の非一時的プロセッ
サ可読記憶媒体。
【請求項３３】
　前記格納されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命令が、デュアル-SIM-デュアル-アク
ティブデバイスのプロセッサに、堅牢なRx処理を実装するステップが、
　サンプルゼロ化戦略を実装するステップと、
　前記ビクティムのループおよびフィルタを凍結するステップと、
　前記ビクティムの電力制御を維持するステップとのうちの少なくとも1つを備えるよう
な動作を実行させるように構成される、請求項28に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒
体。
【請求項３４】
　前記格納されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命令が、デュアル-SIM-デュアル-アク
ティブデバイスのプロセッサに、
　前記アグレッサの送信スケジュールを決定するステップと、
　前記アグレッサが送信していないときに、信号を受信するように前記ビクティムを構成
するステップとをさらに備える動作を実行させるように構成される、請求項33に記載の非
一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項３５】
　前記格納されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命令が、デュアル-SIM-デュアル-アク
ティブデバイスのプロセッサに、
　堅牢なRx処理期間の長さを決定するステップと、
　前記堅牢なRx処理期間が切れているかどうかを判断するステップと、
　前記堅牢なRx処理期間が切れている場合、前記ビクティムを通常通りに受信するように
構成するステップとをさらに備える動作を実行させるように構成される、請求項33に記載
の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
【請求項３６】
　前記格納されたプロセッサ実行可能ソフトウェア命令が、デュアル-SIM-デュアル-アク
ティブデバイスのプロセッサに、前記ビクティムのループおよびフィルタを凍結するステ
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ップが、低ノイズ増幅器、自動利得制御、パイロットフィルタ、受信信号強度表示、ノイ
ズ電力、時間追跡ループ、周波数追跡ループ、チャネル推定、共分散、および搬送波対干
渉推定のうちの1つまたは複数を凍結するステップを備えるような動作を実行させるよう
に構成される、請求項33に記載の非一時的プロセッサ可読記憶媒体。
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