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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ユーザ機器（ＵＥ）において動作可能なワイヤレス通信の方法であって、
　第１のチャネルに対応する第１のワイヤレス通信アクティビティを実施するためにトラ
ンシーバを利用することと、
　第１のフレーム中に前記第１のチャネルから第２のチャネルに前記トランシーバを自律
的に同調させることと、
　前記第２のチャネルに対応する第２のワイヤレス通信アクティビティを実施することと
、
　前記第１のフレーム中に前記第２のチャネルから前記第１のチャネルに前記トランシー
バを同調させることと
を備え、
　ここにおいて、前記第１のチャネルと前記第２のチャネルの両方が第１のサブスクリプ
ションに対応し、前記第１のチャネルがサービングセルに対応し、前記第２のチャネルが
ネイバーセルに対応する、
方法。
【請求項２】
　前記第２のチャネルから前記第１のチャネルへの前記トランシーバの前記同調が、前記
第１のチャネルから前記第２のチャネルへの前記トランシーバの前記同調の８スロット以
下後である、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　複数のフレームの各々中に前記第１のチャネルから前記第２のチャネルに前記トランシ
ーバを自律的に同調させることをさらに備え、ここにおいて、前記第２のワイヤレス通信
アクティビティが、前記複数のフレームの各々に対応する少なくとも１つのパケットを組
み合わせることを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１のチャネルから前記第２のチャネルに前記トランシーバを前記自律的に同調さ
せることは、ページメッセージが前記第２のチャネル上で受信されることが予想される時
間に行われるように適応された、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のチャネルから前記第２のチャネルに前記トランシーバを前記自律的に同調さ
せることは、前記第２のチャネルから前記第１のチャネルへの前記トランシーバの前記同
調まで、前記第１のワイヤレス通信アクティビティがパケットを送信または受信すること
が予想されないような時間中に行われるように適応された、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２の通信アクティビティが、ページングメッセージを復号すること、ブロードキ
ャストされたシステム情報を復号すること、またはＳＭＳメッセージングを実施すること
のうちの少なくとも１つに対応する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１の通信アクティビティが、前記第１のサブスクリプションを利用するボイス呼
に対応する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記サービングセルが第１のキャリア周波数に対応し、前記ネイバーセルが、前記第１
のキャリア周波数とは異なる第２のキャリア周波数に対応する、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１のチャネルに対応するタイムスロットが、前記第２のチャネルに対応するタイ
ムスロットと整合しない、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに通信可能に結合されたメモリと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに通信可能に結合されたトランシーバと
を備え、
　ここにおいて、前記少なくとも１つのプロセッサが、
　　第１のチャネルに対応する第１のワイヤレス通信アクティビティを実施するために前
記トランシーバを利用することと、
　　第１のフレーム中に前記第１のチャネルから離れて第２のチャネルに前記トランシー
バを自律的に同調させることと、
　　前記第２のチャネルに対応する第２のワイヤレス通信アクティビティを実施するため
に前記トランシーバを利用することと、
　　前記第１のフレーム中に前記第２のチャネルから前記第１のチャネルに前記トランシ
ーバを同調させることと
　を行うように構成され、
　ここにおいて、前記第１のチャネルと前記第２のチャネルの両方が第１のサブスクリプ
ションに対応し、前記第１のチャネルがサービングセルに対応し、前記第２のチャネルが
ネイバーセルに対応する、
ワイヤレス通信デバイス。
【請求項１１】
　前記トランシーバに動作可能に結合された複数のＵＳＩＭをさらに備える、請求項１０
に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項１２】
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　前記第２のチャネルから前記第１のチャネルに前記トランシーバを同調させるように構
成された、前記少なくとも１つのプロセッサが、前記第１のチャネルから前記第２のチャ
ネルへの前記トランシーバの前記同調の８スロット以下後において前記第２のチャネルか
ら前記第１のチャネルに前記トランシーバを同調させるようにさらに構成された、請求項
１０に記載のワイヤレス通信デバイス。
【請求項１３】
　第１のチャネルに対応する第１の加入者識別情報を記憶するための手段と、
　第２のチャネルに対応する第２の加入者識別情報を記憶するための手段と、
　前記第１のチャネルに対応する第１のワイヤレス通信アクティビティを実施するための
手段と
を備え、
　ここにおいて、前記第１のワイヤレス通信アクティビティを実施するための前記手段が
、第１のフレーム中に前記第１のチャネルから前記第２のチャネルに自律的に同調するこ
とと、前記第２のチャネルに対応する第２のワイヤレス通信アクティビティを実施するこ
とと、前記第１のフレーム中に前記第２のチャネルから前記第１のチャネルに同調するこ
ととを行うようにさらに構成され、
　前記第１のチャネルと前記第２のチャネルの両方が第１のサブスクリプションに対応し
、前記第１のチャネルがサービングセルに対応し、前記第２のチャネルがネイバーセルに
対応する、
ワイヤレス通信デバイス。
【請求項１４】
　前記第２のチャネルから前記第１のチャネルに同調するように構成された、前記第１の
ワイヤレス通信アクティビティを実施するための前記手段が、前記第１のチャネルから前
記第２のチャネルへの前記同調の８スロット以下後において前記第２のチャネルから前記
第１のチャネルに同調するようにさらに構成された、請求項１３に記載のワイヤレス通信
デバイス。
【請求項１５】
　コンピュータに、
　第１のチャネルに対応する第１のワイヤレス通信アクティビティを実施するためにトラ
ンシーバを利用することと、
　第１のフレーム中に前記第１のチャネルから離れて第２のチャネルに前記トランシーバ
を自律的に同調させることと、
　前記第２のチャネルに対応する第２のワイヤレス通信アクティビティを実施するために
前記トランシーバを利用することと、
　前記第１のフレーム中に前記第２のチャネルから前記第１のチャネルに前記トランシー
バを同調させることと
を行わせるための命令を備え、
　ここにおいて、前記第１のチャネルと前記第２のチャネルの両方が第１のサブスクリプ
ションに対応し、前記第１のチャネルがサービングセルに対応し、前記第２のチャネルが
ネイバーセルに対応する、
非一時的なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１６】
　コンピュータに、前記第１のチャネルから前記第２のチャネルへの前記トランシーバの
前記同調の８スロット以下後において前記第２のチャネルから前記第１のチャネルに前記
トランシーバを同調させることを行わせるための命令をさらに備える、請求項１５に記載
の非一時的なコンピュータ可読記憶媒体。
【請求項１７】
　通信デバイスを含む、互いとワイヤレス通信する構成要素を備えるワイヤレス通信のた
めに構成されたシステムにおいて、前記通信デバイスが、
　複数の通信チャネル間で同調し、それにより、トランシーバ回路が、第１のチャネルを
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使用して第１のワイヤレス通信アクティビティを実施し、
　第２のチャネルを使用して第２のワイヤレス通信アクティビティを実施するためにフレ
ーム中に前記第１のチャネルから自律的に離調し、
　前記フレーム中に前記第２のチャネルから前記第１のチャネルに離調して戻る、
ように構成されたトランシーバ回路を備え、
　ここにおいて、前記第１のチャネルと前記第２のチャネルの両方が第１のサブスクリプ
ションに対応し、前記第１のチャネルがサービングセルに対応し、前記第２のチャネルが
ネイバーセルに対応する、
通信デバイス。
【請求項１８】
　２つ以上のＵＳＩＭをホストするように構成された、請求項１７に記載の通信デバイス
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互参照
　[0001]　本出願は、以下に完全に記載されるかのように、およびすべての適用可能な目
的のために、その内容全体が参照により本明細書に組み込まれる、２０１２年１１月１日
に米国特許商標局に出願された米国仮特許出願第６１／７２１，１１８号の優先権および
利益を主張する。
【０００２】
　[0002]　本特許出願で説明する技術は、一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳
細には、複数のチャネルとの同時通信に関する。任意の数の通信プロトコルおよび技術と
ともに様々な実施形態が使用され得る。
【背景技術】
【０００３】
　[0003]　ワイヤレス通信ネットワークは、電話、ビデオ、データ、メッセージング、ブ
ロードキャストなどの様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。そのよ
うなネットワークは、通常、多元接続ネットワークであり、利用可能なネットワークリソ
ースを共有することによって複数のユーザのための通信をサポートする。
【０００４】
　[0004]　通信ネットワークの一例はモバイル用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標
）：global system for mobile）ネットワークである。ＧＳＭはＧＳＭエアインターフェ
ースを利用する。拡張ＧＰＲＳは、第２世代ＧＳＭ技術において利用可能なデータレート
を超えた増加したデータレートを与える、ＧＳＭ技術の拡張である。ＥＧＰＲＳは、当分
野においてＧＳＭ進化型高速データレート（ＥＤＧＥ：Enhanced Data rates for GSM Ev
olution）、およびＩＭＴシングルキャリア（IMT Single Carrier）としても知られてい
る。
【０００５】
　[0005]　概して、ＥＧＰＲＳのために構成された（ＧＳＭなどの３ＧＰＰ用語ではユー
ザ機器またはＵＥと呼ばれるが、様々な文献ではアクセス端末、移動局などとも呼ばれる
）ワイヤレスモバイル機器は、加入者の識別情報を記憶するために、ならびに他のセキュ
リティおよび認証目的で、ＳＩＭカード（加入者識別モジュール）を使用する。より最近
では、いくつかのＵＥは、デバイスのユーザが２つの異なるサブスクリプション上で呼に
関与することができるように、デュアルＳＩＭ能力を有する。これらの２つのサブスクリ
プションは、同じネットワーク上または異なるネットワーク上にあり得る。いくつかのそ
のようなデュアルＳＩＭモバイルデバイスは、両方のサブスクリプションによって共有さ
れる単一の受信機と送信機とを利用するにすぎない。
【０００６】
　[0006]　モバイルアクセスに対する需要が増大し続けるにつれて、モバイルブロードバ
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ンドアクセスに対する増大する需要を満たすためだけでなく、ユーザエクスペリエンスを
進化および向上させるためにも、ワイヤレス技術を進化させるための研究および開発が続
けられている。
【発明の概要】
【０００７】
　[0007]　以下で、本開示の１つまたは複数の態様の基本的理解を与えるために、そのよ
うな態様の簡略化された概要を提示する。この概要は、本開示のすべての企図された特徴
の包括的な概観ではなく、本開示のすべての態様の主要または重要な要素を識別するもの
でも、本開示のいずれかまたはすべての態様の範囲を定めるものでもない。その唯一の目
的は、後で提示するより詳細な説明の導入として、本開示の１つまたは複数の態様のいく
つかの概念を簡略化された形で提示することである。
【０００８】
　[0008]　一態様では、本開示は、第１のチャネルにおいて進行中の通信アクティビティ
を続けるためにそのチャネルに戻る前に、第２のチャネルにおいて通信アクティビティを
実施するために第１のチャネルから第２のチャネルに一時的に調整するためのブロックレ
ベル離調（tune away）プロシージャを提供する。
【０００９】
　[0009]　本開示の別の態様は、ブロックレベル離調プロシージャと同様であるが、離調
のより短い持続時間を利用する、すなわち、全データフレーム未満続く持続時間を有する
、スロットレベル離調プロシージャを提供する。このようにして、第１のチャネルにおけ
るデータ損失が低減または排除され得ると同時に、第２のチャネルとの通信の信頼性およ
び性能も改善され得る。
【００１０】
　[0010]　たとえば、一態様では、本開示は、第１のチャネルに対応する第１のワイヤレ
ス通信アクティビティを実施するためにトランシーバを利用するステップと、第１のフレ
ームの間に第１のチャネルから第２のチャネルにトランシーバを自律的に調整するステッ
プと、第２のチャネルに対応する第２のワイヤレス通信アクティビティを実施するステッ
プと、第１のフレームの間に第２のチャネルから第１のチャネルにトランシーバを調整す
るステップとを含む、ユーザ機器（ＵＥ）において動作可能なワイヤレス通信の方法を提
供する。
【００１１】
　[0011]　別の態様では、本開示は、少なくとも１つのプロセッサと、少なくとも１つの
プロセッサに通信可能に結合されたメモリと、少なくとも１つのプロセッサに通信可能に
結合されたトランシーバとを含む、ワイヤレス通信デバイスを提供する。ここで、少なく
とも１つのプロセッサは、第１のチャネルに対応する第１のワイヤレス通信アクティビテ
ィを実施するためにトランシーバを利用することと、第１のフレーム中に第１のチャネル
から離れて第２のチャネルにトランシーバを自律的に調整することと、第２のチャネルに
対応する第２のワイヤレス通信アクティビティを実施するためにトランシーバを利用する
ことと、第１のフレームの間に第２のチャネルから第１のチャネルにトランシーバを調整
することとを行うように構成される。
【００１２】
　[0012]　別の態様では、本開示は、第１のチャネルに対応する第１の加入者識別情報を
記憶するための手段と、第２のチャネルに対応する第２の加入者識別情報を記憶するため
の手段と、第１のチャネルに対応する第１のワイヤレス通信アクティビティを実施するた
めの手段とを含み、ここにおいて、第１のワイヤレス通信アクティビティを実施するため
の手段が、第１のフレームの間に第１のチャネルから第２のチャネルに自律的に調整する
ことと、第２のチャネルに対応する第２のワイヤレス通信アクティビティを実施すること
と、第１のフレームの間に第２のチャネルから第１のチャネルに調整することとを行うよ
うにさらに構成された、ワイヤレス通信デバイスを提供する。
【００１３】
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　[0013]　別の態様では、本開示は、コンピュータに、第１のチャネルに対応する第１の
ワイヤレス通信アクティビティを実施するためにトランシーバを利用し、第１のフレーム
の間に第１のチャネルから離れて第２のチャネルにトランシーバを自律的に調整すること
と、第２のチャネルに対応する第２のワイヤレス通信アクティビティを実施するためにト
ランシーバを利用することと、第１のフレームの間に第２のチャネルから第１のチャネル
にトランシーバを調整することとを行わせるための命令を有するコンピュータ可読記憶媒
体を提供する。
【００１４】
　[0014]　本発明のこれらおよび他の態様は、以下の発明を実施するための形態を検討す
ればより十分に理解されよう。本発明の特定の例示的な実施形態の以下の説明を添付の図
と併せて検討すれば、当業者には、本発明の他の態様、特徴、および実施形態が明らかに
なろう。本発明の特徴が、以下のいくつかの実施形態および図に関連して説明され得るが
、本発明のすべての実施形態は、本明細書で説明する有利な特徴のうちの１つまたは複数
を含むことができる。言い換えれば、１つまたは複数の実施形態が、いくつかの有利な特
徴を有するものとして説明され得るが、そのような特徴のうちの１つまたは複数は、本明
細書で説明する本発明の様々な実施形態に従っても使用され得る。同様に、例示的な実施
形態が、以下ではデバイス、システム、または方法の実施形態として説明され得るが、そ
のような例示的な実施形態は、様々なデバイス、システム、および方法で実装され得るこ
とを理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】[0015]　いくつかの実施形態による、電気通信システムの一例を概念的に示すブ
ロック図。
【図２】[0016]　いくつかの実施形態による、アクセスネットワークの一例を示す概念図
。
【図３】[0017]　いくつかの実施形態による、処理システムを採用するユーザ機器のため
のハードウェア実装形態の一例を示すブロック図。
【図４】[0018]　いくつかの実施形態による、ブロックレベル離調動作を示す概略タイミ
ング図。
【図５】[0019]　いくつかの実施形態による、図４のブロックレベル離調動作を示すフロ
ーチャート。
【図６】[0020]　いくつかの実施形態による、スロットレベル離調動作の一例を示す概略
タイミング図。
【図７】[0021]　いくつかの実施形態による、図６のスロットレベル離調動作の例を示す
フローチャート。
【図８】[0022]　いくつかの実施形態による、スロットレベル離調動作の別の例を示す概
略タイミング図。
【図９】[0023]　いくつかの実施形態による、図８のスロットレベル離調動作の例を示す
フローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　[0024]　添付の図面に関して以下に記載する発明を実施するための形態は、様々な構成
を説明するものであり、本明細書で説明する概念が実施され得る構成のみを表すものでは
ない。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳
細を含む。ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業
者には明らかであろう。いくつかの例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よ
く知られている構造および構成要素をブロック図の形式で示す。
【００１７】
　[0025]　本開示の１つまたは複数の態様は、２つ以上のサブスクリプションとの通信を
可能にするように構成されたマルチＳＩＭワイヤレスユーザ機器（ＵＥ）を提供する。サ
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ブスクリプションは、同じ無線アクセス技術（ＲＡＴ）または異なるＲＡＴにおけるもの
であり得る。拡張汎用パケット無線サービス（ＥＧＰＲＳ：enhanced general packet ra
dio service）システムに関して以下で特定の例が与えられる。ただし、開示する概念は
、限定はしないが、ＴＤ－ＳＣＤＭＡエアインターフェースを使用するＵＭＴＳシステム
、またはＴＤ－ＬＴＥエアインターフェースを使用するｅ－ＵＴＲＡシステムなど、任意
の時分割ベースシステムに適用され得る。特にデュアルＳＩＭの例では、２つのサブスク
リプションは、これらのタイプのシステムのうちの任意の２つの上にあり得る。
【００１８】
　[0026]　本開示全体にわたって提示する様々な概念は、多種多様な電気通信システム、
ネットワークアーキテクチャ、および通信規格にわたって実装され得る。次に図１を参照
すると、限定はしないが例示的な例として、モバイル用グローバルシステム（ＧＳＭ）シ
ステム１００に関して本開示の様々な態様が示されている。ＧＳＭネットワークは、３つ
の対話ドメイン、コアネットワーク１０４と、無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ）（た
とえば、ＧＳＭ／ＥＤＧＥ無線アクセスネットワーク（ＧＥＲＡＮ：GSM/EDGE Radio Acc
ess Network）１０２）と、ユーザ機器（ＵＥ）１１０とを含む。この例では、図示され
たＧＥＲＡＮ１０２は、電話、ビデオ、データ、メッセージング、ブロードキャストを含
む様々なワイヤレスサービス、および／または他のサービスを可能にするためのＧＳＭエ
アインターフェースを採用し得る。ＧＥＲＡＮ１０２は、基地局コントローラ（ＢＳＣ：
Base Station Controller）１０６などのそれぞれのＢＳＣによって各々が制御される、
無線ネットワークサブシステム（ＲＮＳ：Radio Network Subsystem）１０７などの複数
のＲＮＳを含み得る。ここで、ＧＥＲＡＮ１０２は、図示されたＢＳＣ１０６およびＲＮ
Ｓ１０７に加えて、任意の数のＢＳＣ１０６およびＲＮＳ１０７を含み得る。ＢＳＣ１０
６は、特に、ＲＮＳ１０７内で無線リソースを割り当て、再構成し、解放することを担当
する装置である。
【００１９】
　[0027]　ＲＮＳ１０７によってカバーされる地理的領域は、いくつかのセルに分割され
得、無線トランシーバ装置が各セルをサービスし得る。無線トランシーバ装置は、ＧＳＭ
適用例では一般に基地トランシーバ局（ＢＴＳ：base transceiver station）と呼ばれる
が、当業者によって、基地局（ＢＳ）、ノードＢ、無線基地局、無線トランシーバ、トラ
ンシーバ機能、基本サービスセット（ＢＳＳ：basic service set）、拡張サービスセッ
ト（ＥＳＳ：extended service set）、アクセスポイント（ＡＰ）、または何らかの他の
好適な用語でも呼ばれることがある。明快のために、図示されたＲＮＳ１０７中に３つの
ＢＴＳ１０８が示されているが、ＲＮＳ１０７は任意の数のワイヤレスＢＴＳ１０８を含
み得る。ＢＴＳ１０８は、任意の数のモバイル装置にＧＰＲＳコアネットワーク１０４へ
のワイヤレスアクセスポイントを与える。モバイル装置の例としては、セルラーフォン、
スマートフォン、セッション開始プロトコル（ＳＩＰ）フォン、ラップトップ、ノートブ
ック、ネットブック、スマートブック、携帯情報端末（ＰＤＡ）、衛星無線、全地球測位
システム（ＧＰＳ）デバイス、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオー
ディオプレーヤ（たとえば、ＭＰ３プレーヤ）、カメラ、ゲーム機、テレビジョン、エン
ターテインメントデバイス、コンピューティングデバイス、電子デバイス、通信デバイス
、または任意の他の同様の機能デバイスがある。モバイル装置は、ＧＳＭ適用例では一般
にユーザ機器（ＵＥ）と呼ばれるが、当業者によって、移動局（ＭＳ）、加入者局、モバ
イルユニット、加入者ユニット、ワイヤレスユニット、リモートユニット、モバイルデバ
イス、ワイヤレスデバイス、ワイヤレス通信デバイス、リモートデバイス、モバイル加入
者局、アクセス端末（ＡＴ）、モバイル端末、ワイヤレス端末、リモート端末、ハンドセ
ット、端末、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、または何らか
の他の好適な用語でも呼ばれることがある。
【００２０】
　[0028]　ＧＳＭ「Ｕｍ」エアインターフェースは、概してＧＭＳＫ変調を利用し（とは
いえ、以下で説明する、ＥＧＰＲＳなどの後の拡張は、８ＰＳＫなどの他の変調を利用し
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得る）、周波数ホッピングスペクトラム拡散送信を、フレームを８つのタイムスロットに
分割する時分割多元接続（ＴＤＭＡ）と組み合わせる。さらに、周波数分割複信（ＦＤＤ
）が、ダウンリンクのために使用されるキャリア周波数とは異なるキャリア周波数をアッ
プリンクのために使用してアップリンク送信とダウンリンク送信とを分割する。本明細書
で説明する様々な例は、ＧＳＭ　Ｕｍエアインターフェースに言及することがあるが、基
礎をなす原理は、任意の他の好適なエアインターフェースに等しく適用可能であることを
、当業者は認識されよう。
【００２１】
　[0029]　本開示のいくつかの態様では、ＧＳＭシステム１００は、さらに拡張ＧＰＲＳ
（ＥＧＰＲＳ：enhanced GPRS）のために構成され得る。ＥＧＰＲＳは、２Ｇ　ＧＳＭ技
術において利用可能なデータレートを超えた増加したデータレートを与える、ＧＳＭ技術
の拡張である。ＥＧＰＲＳは、当分野においてＧＳＭ進化型高速データレート（ＥＤＧＥ
）、およびＩＭＴシングルキャリアとしても知られている。
【００２２】
　[0030]　ＥＧＰＲＳでは、ＵＥ１１０とＢＴＳ１０８との間に物理接続が確立されると
き、この接続は一時ブロックフロー（ＴＢＦ：temporary block flow）と呼ばれ、ＧＥＲ
ＡＮはＥＧＰＲＳ　ＴＢＦモードで動作すると言われる。概して、ＴＢＦは、１つまたは
複数の物理データチャネル（ＰＤＣＨ：physical data channel）上で無線リソースを割
り振られ、１つまたは複数のＬＬＣプロトコルデータユニット（ＰＤＵ：protocol data 
unit）を搬送するいくつかのＲＬＣ／ＭＡＣブロックを含む。ＴＢＦは一時的であり、デ
ータ転送の持続時間の間のみ維持される。
【００２３】
　[0031]　ＥＧＰＲＳシステムに関して以下で特定の例が与えられる。ただし、本開示の
様々な態様で開示する概念は、限定はしないが、ＴＤ－ＳＣＤＭＡエアインターフェース
を使用するＵＭＴＳシステム、またはＴＤ－ＬＴＥエアインターフェースを使用するｅ－
ＵＴＲＡシステムなど、任意の時分割ベースシステムに適用され得る。特に（以下でさら
に詳細に説明する）マルチＳＩＭの例では、複数のサブスクリプションは、これらのシス
テムのうちの任意の１つまたは複数の上にあり得る。
【００２４】
　[0032]　すなわち、本開示のいくつかの態様では、ＵＥ１１０は、１つまたは複数のユ
ニバーサル加入者識別モジュール（ＵＳＩＭ：universal subscriber identity module）
アプリケーション１１１を各々が動作し得る、複数のユニバーサル集積回路カード（ＵＩ
ＣＣ：universal integrated circuit card）を含み得る。ＵＳＩＭは、加入者の識別情
報を記憶し、ネットワークにユーザのサブスクリプション情報を与え、ならびに他のセキ
ュリティおよび認証役割を実施する。図示されたＵＥ１１０は、２つのＵＳＩＭ１１１Ａ
および１１１Ｂを含むが、これは本質的に例示にすぎず、ＵＥは任意の好適な数のＵＳＩ
Ｍを含み得ることを当業者は理解されよう。複数のＵＳＩＭを有するＵＥ１１０などのＵ
Ｅは、マルチＳＩＭ／多重スタンバイデバイスと呼ばれることがあり、２つのＵＳＩＭを
含む１つの特定の例は、デュアルＳＩＭ　ＵＥと呼ばれる。デュアルＳＩＭ　ＵＥは、概
して、同時に２つのネットワーク上でスタンバイモードでアクティブであることが可能で
あり、ＵＥ１１０における単一のトランシーバが、それぞれのネットワーク上で２つのサ
ブスクリプションによって共有される。このようにして、ネットワークまたはサブスクリ
プションのいずれかの上で単一のデバイスとの接続または呼が確立され得る。
【００２５】
　[0033]　説明のために、１つのＢＴＳ１０８と通信している１つのＵＥ１１０が示され
ている。順方向リンクとも呼ばれるダウンリンク（ＤＬ）はＢＴＳ１０８からＵＥ１１０
への通信リンクを指し、逆方向リンクとも呼ばれるアップリンク（ＵＬ）はＵＥ１１０か
らＢＴＳ１０８への通信リンクを指す。
【００２６】
　[0034]　コアネットワーク１０４は、ＧＥＲＡＮ１０２などの１つまたは複数のアクセ
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スネットワークとインターフェースすることができる。図示のように、コアネットワーク
１０４はＧＳＭコアネットワークである。ただし、当業者が認識するように、本開示全体
にわたって提示する様々な概念は、ＧＳＭネットワーク以外のタイプのコアネットワーク
へのアクセスをＵＥに与えるために、ＲＡＮ、または他の好適なアクセスネットワークに
おいて実装され得る。
【００２７】
　[0035]　図示されたＧＳＭコアネットワーク１０４は回線交換（ＣＳ：circuit-switch
ed）ドメインとパケット交換（ＰＳ：packet-switched）ドメインとを含む。回線交換要
素のうちのいくつかは、モバイルサービス交換センター（ＭＳＣ：Mobile services Swit
ching Centre）、ビジターロケーションレジスタ（ＶＬＲ：Visitor Location Register
）、およびゲートウェイＭＳＣ（ＧＭＳＣ：Gateway MSC）である。パケット交換要素は
、サービングＧＰＲＳサポートノード（ＳＧＳＮ：Serving GPRS Support Node）と、ゲ
ートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ：Gateway GPRS Support Node）とを含む
。ＥＩＲ、ＨＬＲ、ＶＬＲおよびＡｕＣのような、いくつかのネットワーク要素は、回線
交換ドメインとパケット交換ドメインの両方によって共有され得る。
【００２８】
　[0036]　図示された例では、コアネットワーク１０４は、ＭＳＣ１１２およびＧＭＳＣ
１１４とともに回線交換サービスをサポートする。いくつかの適用例では、ＧＭＳＣ１１
４は、メディアゲートウェイ（ＭＧＷ：media gateway）と呼ばれることがある。ＢＳＣ
１０６などの１つまたは複数のＢＳＣはＭＳＣ１１２に接続され得る。ＭＳＣ１１２は、
呼設定機能と、呼ルーティング機能と、ＵＥモビリティ機能とを制御する装置である。Ｍ
ＳＣ１１２はまた、ＵＥがＭＳＣ１１２のカバレージエリア中にある持続時間の間の加入
者関係情報を含んでいるビジターロケーションレジスタ（ＶＬＲ）を含む。ＧＭＳＣ１１
４は、ＵＥが回線交換ネットワーク１１６にアクセスするために、ＭＳＣ１１２を介した
ゲートウェイを与える。ＧＭＳＣ１１４は、特定のユーザが加入したサービスの詳細を反
映するデータなどの加入者データを含んでいるホームロケーションレジスタ（ＨＬＲ：ho
me location register）１１５を含む。また、ＨＬＲは、加入者固有の認証データを含ん
でいる認証センター（ＡｕＣ：authentication center）に関連付けられる。特定のＵＥ
のための呼が受信されると、ＧＭＳＣ１１４は、ＨＬＲ１１５に問い合わせてＵＥのロケ
ーションを判断し、そのロケーションをサービスする特定のＭＳＣに呼をフォワーディン
グする。
【００２９】
　[0037]　図示されたコアネットワーク１０４は、サービングＧＰＲＳサポートノード（
ＳＧＳＮ）１１８およびゲートウェイＧＰＲＳサポートノード（ＧＧＳＮ）１２０ととも
にパケット交換データサービスをもサポートする。汎用パケット無線サービス（ＧＰＲＳ
：General Packet Radio Service）は、標準の回線交換データサービスで利用可能な速度
よりも速い速度で、パケットデータサービスを提供するように設計されている。ＧＧＳＮ
１２０は、パケットベースネットワーク１２２へのＧＥＲＡＮ１０２のための接続を与え
る。パケットベースネットワーク１２２は、インターネット、プライベートデータネット
ワーク、または何らかの他の好適なパケットベースネットワークであり得る。ＧＧＳＮ１
２０の主要機能は、ＵＥ１１０にパケットベースネットワーク接続性を与えることである
。データパケットは、ＳＧＳＮ１１８を通してＧＧＳＮ１２０とＵＥ１１０との間で転送
され得、ＳＧＳＮ１１８は、主に、ＭＳＣ１１２が回線交換ドメインで実施するのと同じ
機能をパケットベースドメインで実施する。
【００３０】
　[0038]　上記で説明したように、図示されたＵＥ１１０は、ＧＳＭネットワーク１００
上で２つのサブスクリプションを維持することが可能なデュアルＳＩＭ　ＵＥを示してい
る。本開示の範囲内で、２つ以上の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を利用して同様の機能が
達成され得、ＵＥは、２つ以上の異なるＲＡＴ上で２つ以上のサブスクリプションを同時
に維持する。ここで、そのようなＵＥは、ＧＳＭネットワーク、ＵＭＴＳネットワーク、
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ＬＴＥネットワーク、ｃｄｍａ２０００ネットワーク、Ｗｉ－ＭＡＸネットワーク、また
は任意の他の好適なＲＡＴのうちの１つまたは複数の上で１つまたは複数のサブスクリプ
ションを維持し得る。本開示内で、デュアルＳＩＭ　ＵＥ、マルチＳＩＭ／多重スタンバ
イデバイス、あるいは任意の１つのまたは任意の複数のＲＡＴ上で２つ以上のサブスクリ
プション上のチャネルを監視することが可能な任意のデバイスは、一般に、多重スタンバ
イデバイスと呼ばれる。
【００３１】
　[0039]　多重スタンバイＵＥ１１０上では、２つ以上の別個のユーザサブスクリプショ
ン間での無線トランシーバの共有を可能にするための妥協が典型的である。すなわち、Ｕ
Ｅ１１０は、概して、各サブスクリプションのための必要な無線チャネルのすべてを同時
にリッスンしていることが保証されないことがあり、したがって、他方のサブスクリプシ
ョンを利用する通信アクティビティに関与するときに一方のサブスクリプション上でペー
ジングメッセージを逃し得る。たいていのセルラーネットワーク実装形態は、複数のサイ
クルにわたって（ページングなどの）ブロードキャスト情報が有限回数繰り返されること
を許すが、加入者デバイスがこの繰り返しパターンがどのようなものであり得るかを知る
ための機構を与えない。したがって、異なるサブスクリプションまたはチャネルを利用す
る通信アクティビティに関与するＵＥがそのようなブロードキャスト情報を逃し得る可能
性は残る。
【００３２】
　[0040]　ＧＥＲＡＮ１０２は、本開示に従って利用され得るＲＡＮの一例である。図２
を参照すると、例として、および限定はしないが、ＧＥＲＡＮアーキテクチャにおけるＲ
ＡＮ２００の簡略化された概略図が示されている。システムは、１つまたは複数のセクタ
を各々が含み得る、セル２０２、２０４、および２０６を含む、複数のセルラー領域（セ
ル）を含む。セルは、たとえば、カバレージエリアによって、地理的に定義され得る。セ
クタに分割されたセルにおいて、セル内の複数のセクタはアンテナのグループによって形
成され得、各アンテナは、セルの一部分におけるＵＥとの通信を担当する。たとえば、セ
ル２０２において、アンテナグループ２１２、２１４、および２１６は各々異なるセクタ
に対応し得る。セル２０４において、アンテナグループ２１８、２２０、および２２２は
各々異なるセクタに対応し得る。セル２０６において、アンテナグループ２２４、２２６
、および２２８は各々異なるセクタに対応し得る。
【００３３】
　[0041]　セル２０２、２０４、および２０６は、各セル２０２、２０４、または２０６
の１つまたは複数のセクタと通信していることがあるいくつかのＵＥを含み得る。たとえ
ば、ＵＥ２３０および２３２はＢＴＳ２４２と通信していることがあり、ＵＥ２３４およ
び２３６はＢＴＳ２４４と通信していることがあり、ＵＥ２３８および２４０はＢＴＳ２
４６と通信していることがある。ここで、各ＢＴＳ２４２、２４４、および２４６は、そ
れぞれのセル２０２、２０４、および２０６内のすべてのＵＥ２３０、２３２、２３４、
２３６、２３８、および２４０にコアネットワーク１０４（図１参照）へのアクセスポイ
ントを与えるように構成され得る。
【００３４】
　[0042]　ソースセルとの呼中に、または任意の他の時間に、ＵＥ２３６は、ソースセル
の様々なパラメータ、ならびに近隣セルの様々なパラメータを監視し得る。さらに、これ
らのパラメータの品質に応じて、ＵＥ２３６は、近隣セルのうちの１つまたは複数との通
信を維持し得る。この時間中に、ＵＥ２３６は、アクティブセット、すなわち、ＵＥ２３
６が同時に接続されるセルのリストを維持し得る（すなわち、現在ＵＥ２３６にダウンリ
ンク専用物理チャネル（downlink dedicated physical channel）ＤＰＣＨまたはフラク
ショナルダウンリンク専用物理チャネル（fractional downlink dedicated physical cha
nnel）Ｆ－ＤＰＣＨを割り当てているＧＥＲＡＮセルはアクティブセットを構成し得る）
。
【００３５】
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　[0043]　図３は、処理システム３１４を採用する装置（たとえば、ＵＥ１１０）のため
のハードウェア実装形態の一例を示すブロック図である。本開示の様々な態様によれば、
要素、または要素の任意の部分、または要素の任意の組合せは、１つまたは複数のプロセ
ッサ３０４を含む処理システム３１４を用いて実装され得る。プロセッサ３０４の例とし
ては、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）
、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、プログラマブル論理デバイス（
ＰＬＤ）、状態機械、ゲート論理、個別ハードウェア回路、および本開示全体にわたって
説明する様々な機能を実施するように構成された他の好適なハードウェアがある。
【００３６】
　[0044]　この例では、処理システム３１４は、バス３０２によって概略的に表されるバ
スアーキテクチャを用いて実装され得る。バス３０２は、処理システム３１４の特定の適
用例および全体的な設計制約に応じて、任意の数の相互接続バスおよびブリッジを含み得
る。バス３０２は、（プロセッサ３０４によって概略的に表される）１つまたは複数のプ
ロセッサと、メモリ３０５と、（コンピュータ可読媒体３０６によって概略的に表される
）コンピュータ可読媒体と、１つまたは複数のＵＳＩＭ（たとえば、デュアルＵＳＩＭ１
１１Ａおよび１１１Ｂ）とを含む様々な回路を互いにリンクする。バス３０２はまた、タ
イミングソース、周辺機器、電圧調整器、および電力管理回路など、様々な他の回路をリ
ンクし得るが、これらの回路は当技術分野においてよく知られており、したがって、これ
以上説明されない。バスインターフェース３０８は、バス３０２とトランシーバ３１０と
の間のインターフェースを与える。トランシーバ３１０は、伝送媒体を介して様々な他の
装置と通信するための手段を与える。
【００３７】
　[0045]　２つのＵＳＩＭ１１１を含む図示されたＵＥ１１０などのマルチＳＩＭデバイ
スのいくつかの例では、各ＵＳＩＭが異なるサブスクリプションまたはネットワークによ
って利用され得るが、それらのサブスクリプションは単一のトランシーバ３１０を共有し
得る。ただし、本明細書で詳述する例は、単一のトランシーバ３１０を利用するＵＥと、
その単一のトランシーバを利用する、以下で説明する離調を実施するための方法とに関係
するが、本明細書で説明する広い概念は、２つ以上のトランシーバ３１０を有するデバイ
スにも適用可能であり得る。
【００３８】
　[0046]　装置の性質に応じて、ユーザインターフェース３１２（たとえば、キーパッド
、ディスプレイ、スピーカー、マイクロフォン、ジョイスティック）も与えられ得る。
【００３９】
　[0047]　プロセッサ３０４は、バス３０２を管理することと、コンピュータ可読媒体３
０６に記憶されたソフトウェアの実行を含む一般的な処理とを担当する。ソフトウェアは
、プロセッサ３０４によって実行されたとき、処理システム３１４に、特定の装置のため
の以下で説明する様々な機能を実施させる。コンピュータ可読媒体３０６はまた、ソフト
ウェアを実行するときにプロセッサ３０４によって操作されるデータを記憶するために使
用され得る。
【００４０】
　[0048]　処理システム中の１つまたは複数のプロセッサ３０４はソフトウェアを実行し
得る。ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード
、ハードウェア記述言語などの名称にかかわらず、命令、命令セット、コード、コードセ
グメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、
アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン
、サブルーチン、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プロシージャ、関数など
を意味すると広く解釈されたい。ソフトウェアはコンピュータ可読媒体３０６上に常駐し
得る。コンピュータ可読媒体３０６は非一時的コンピュータ可読媒体であり得る。非一時
的コンピュータ可読媒体は、例として、磁気ストレージデバイス（たとえば、ハードディ
スク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気ストリップ）、光ディスク（たとえば、コ
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ンパクトディスク（ＣＤ）またはデジタル多用途ディスク（ＤＶＤ））、スマートカード
、フラッシュメモリデバイス（たとえば、カード、スティック、またはキードライブ）、
ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、プログラマブルＲＯ
Ｍ（ＰＲＯＭ）、消去可能ＰＲＯＭ（ＥＰＲＯＭ）、電気的消去可能ＰＲＯＭ（ＥＥＰＲ
ＯＭ（登録商標））、レジスタ、リムーバブルディスク、ならびにコンピュータによって
アクセスされ、読み取られ得るソフトウェアおよび／または命令を記憶するための任意の
他の好適な媒体を含む。コンピュータ可読媒体はまた、例として、搬送波、伝送線路、な
らびにコンピュータによってアクセスされ、読み取られ得るソフトウェアおよび／または
命令を送信するための任意の他の好適な媒体を含み得る。コンピュータ可読媒体３０６は
、処理システム３１４中に常駐するか、処理システム３１４の外部にあるか、または処理
システム３１４を含む複数のエンティティにわたって分散され得る。コンピュータ可読媒
体３０６はコンピュータプログラム製品において実施され得る。例として、コンピュータ
プログラム製品はパッケージング材料中にコンピュータ可読媒体を含み得る。特定の適用
例および全体的なシステムに課せられた全体的な設計制約に応じて、本開示全体にわたっ
て提示される記載の機能をどのようにしたら最も良く実装することができるかを当業者は
認識されよう。
【００４１】
　[0049]　ＵＥ１１０が同時に複数の異なる通信アクティビティを実施することを望むこ
とは事実であり得る。これらのアクティビティは、限定はしないが、２つの異なるネット
ワーク、または同じネットワーク内の２つの異なるサブスクリプション、またはセルラー
ネットワーク中の２つのセルと接続することを含み得る。ＵＥ１１０が、これらの進行中
の通信アクティビティのうちの１つに関与し続けながら、ページメッセージを受信するこ
と、ＳＭＳメッセージング、データ送信を実施すること、あるいは異なるサブスクリプシ
ョン上でまたは異なるセルから他の情報を受信することなど、別の通信アクティビティを
同時に実施することが可能にされることは、特に有益であろう。概して、ＵＥがネットワ
ークと通信するとき、たとえば、ボイス呼、データ呼、または動作パラメータ情報をネッ
トワークと交換することなど、通信アクティビティが行われる。他のタイプの通信アクテ
ィビティも可能である。
【００４２】
　[0050]　従来のＧＰＲＳまたはＥＧＰＲＳ互換ＵＥがセル再選択を経ているとき、それ
のサービングセルに対応するＴＢＦは、ＵＥがターゲットセルからＢＣＣＨ上で情報を受
信するために、一時的に中断され得る。ＲＬＣブロックのグラニュラリティで動作する、
このＴＢＦ中断モードは、ＵＥが第１のデータ転送アクティビティに関与している間に第
２のアクティビティを実施することを可能にする。しかしながら、ＴＢＦ中断モードは、
（Ｅ）ＧＰＲＳデータ転送スループットの比較的大きい劣化につながることがある。
【００４３】
　[0051]　本発明の実施形態は、この劣化の低減を可能にする。たとえば、実施形態は、
デュアルＳＩＭ動作モードのためのデータ転送中のブロックレベル離調を可能にし、提供
する。さらに、実施形態は、以下でさらに詳細に説明する、シングルＳＩＭ動作モードと
デュアルＳＩＭ動作モードの両方のためのデータ転送中のブロックレベル離調とスロット
レベル（またはバーストレベル）離調の両方を可能にし、提供する。ここで、離調は、異
なる帯域または周波数チャネルにおいて動作するための、あるいはいくつかの例では、異
なるＣＤＭＡチャネルにおいて動作するように変調方式を変更するための、トランシーバ
の変更または再構成を指す。そのような離調では、ＵＥ１１０は、たとえば、単一のトラ
ンシーバ３１０を使用して、およびＴＢＦ中断から本来なら生じ得るスループットへの悪
影響を制限して、ネイバーセルからのＢＣＣＨを復号すること、第２のＵＳＩＭに対応す
る第２のサブスクリプションのための読取りを実施またはページングすることなどを可能
にされる。
【００４４】
　[0052]　すなわち、本開示の１つまたは複数の態様では、ＵＥ１１０は、２つの異なる
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アクティビティを同時に実施することを可能にされるように適応され得る。たとえば、こ
れは、第１のアクティビティに戻る（同調して戻る）前に、他方のアクティビティを実施
するために一方のアクティビティから一時的に離調することによって、行われることがあ
る。本開示の態様は、ＵＥ１１０がそれから離調する、第１のアクティビティが実質的に
損なわれないような、より最適で効率的な離調を開示する。ＵＥ１１０は、トランシーバ
が複数のネットワーク間で同調することができるように、構成され得る。ネットワーク間
での同調は、本明細書で説明するように自律的に行われ、必要に応じて他の様式でも行わ
れ得る。
【００４５】
　[0053]　本明細書で開示する離調特徴およびプロシージャのうちのいくつかの１つの利
点は、それが、どのように、効率的な方法で２つのセルまたはサブスクリプションと通信
するために単一のトランシーバ３１０をＵＥ１１０が使用することを可能にし、性能にお
ける比較的小さい妥協で低コストソリューションを与えるかにある。
【００４６】
　[0054]　本開示の様々な態様の簡単な理解を与えるために、２つの例、すなわち、ブロ
ックレベル離調およびバーストレベル離調が以下で与えられる。これらの例の各々につい
て、あるサブスクリプションがデータ転送モードにあり（転送サブスクリプションまたは
転送サブと呼ばれる）、別のサブスクリプションがアイドルモードにある（アイドルサブ
スクリプションまたはアイドルサブと呼ばれる）と仮定され得る。以下で説明するように
、データ転送中に、ＵＥは、同じトランシーバを用いて周期的に離調し、アイドルアクテ
ィビティを実施し得る。それらの例について２つのネットワーク間で同調することに関し
て説明するが、本発明の追加の実施形態は、より多くのネットワーク間での同調を含むこ
とができる。
【００４７】
ブロックレベル離調
　[0055]　本開示の様々な態様では、１つのチャネルまたはサブスクリプションに対応す
るワイヤレス通信アクティビティが一定の時間期間の間中断され得る。この時間中に、Ｕ
Ｅ１１０におけるリソース（トランシーバハードウェア、ならびにファームウェアおよび
ソフトウェア）が第２のワイヤレス通信アクティビティに完全に委ねられ得る。短持続時
間アクティビティであり得る、第２のワイヤレス通信アクティビティが完了した後、ＵＥ
１１０は、図４に示すように、第１のワイヤレス通信アクティビティに戻り得る。
【００４８】
　[0056]　すなわち、図４は、本開示の１つまたは複数の態様に対応するブロックレベル
離調動作を示す概略タイミング図である。図示の例では、「転送サブ」と標示されたライ
ン４０２は開いた通信チャネルを指し、これは、第１のＵＳＩＭ１１１Ａからの情報を利
用する第１のサブスクリプションに対応し得る。ここで、ＵＥ１１０は、図示の時間中に
データ転送などのワイヤレス通信アクティビティのためにこの第１のサブスクリプション
を利用していることがある。第１のサブスクリプションは、限定はしないが、上記で説明
したＥＧＰＲＳシステムなど、任意の好適なワイヤレス通信システムに対応し得る。ここ
で、転送サブ４０２の図示は、ＥＧＰＲＳシステムにおいて約１８．４６ｍｓの持続時間
を各ブロックが有する、６つの無線ブロックのスパンを示している。
【００４９】
　[0057]　図示のように、４０６において、ＵＥ１１０におけるトランシーバ３１０は、
ページメッセージなどの情報をリッスンするためにリソースがアイドルサブ４０４に完全
に専用であることができるように、一連のブロックの間転送サブ４０２から自律的に離調
し得る。ここで、転送サブ４０２から自律的に離調することによって、ＵＥ１１０は、離
調動作に関するいかなる情報をも基地局１０８に、アクセスネットワーク１０２に、コア
ネットワーク１０４に、または他のエンティティに通信する必要がない。すなわち、ＵＭ
ＴＳ圧縮モードで行われ得る再同調動作などの従来の再同調動作、あるいは離調動作のた
めのタイミングまたは他の対応する情報がネットワークと協調される、他の動作とは異な
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り、本開示の一態様では、自律離調４０６は、ＵＥ１１０において自律的におよび／また
は独立して判断され、動作され得る。このようにして、ＵＥ１１０が転送サブ４０２から
離調したが、転送サブ４０２に対応するネットワークは、たとえば、ＵＥ１１０が転送サ
ブ４０２に同調されたままであることを完全に予想して、ＵＥ１１０への送信を続け得る
。したがって、ＵＥ１１０は、それが転送サブ４０２から離調される時間中に、転送サブ
４０２上で送信された一部のデータを失い得る。しかしながら、前方誤り訂正および／ま
たは再送信などの機構によって、離調動作中のデータの損失の影響は低減または排除され
得る。再送信機構が利用されるいくつかの例では、ＵＥ１１０が、そのような自律離調動
作を実装し、一部の順方向リンク送信を逃したとき、ネットワークは、ＵＥ１１０が１つ
または複数のパケットに肯定応答しなかったことを認識し得、したがってそれらのパケッ
トを再送信し得る。
【００５０】
　[0058]　ここで、「アイドルサブ」と標示されたライン４０４は第２の通信チャネルを
指し、これは、第２のＵＳＩＭ１１１Ｂからの情報を利用する第２のサブスクリプション
に対応し得る。ここで、ＵＥ１１０は、いくつかのアイドルモードアクティビティを実施
するためにこの第２のサブスクリプションに同調していることがあり、アイドルモードア
クティビティは、ページングチャネル（paging channel）ＰＣＨおよび／またはブロード
キャスト制御チャネル（broadcast control channel）ＢＣＣＨを読み取ること／復号す
ること、共有チャネル（shared channel）ＳＣＨを再確認すること、ならびに／あるいは
ＳＭＳメッセージングを実施することなどのうちの１つまたは複数を含み得る。もちろん
、アイドルサブ４０４上で同調されている間、第２のサブスクリプションを利用する任意
の好適なアクティビティが行われ得る。好適な時間量の後に、またはアイドルサブ４０４
のアクティビティが完了した後に、４０８において、ＵＥ１１０におけるトランシーバ３
１０は、転送サブ４０２に同調して戻り、そこで進行中だったデータ転送を続け得る。
【００５１】
　[0059]　この例では、離調は、４つの無線ブロックの持続時間の間持続する。もちろん
、この４ブロック離調持続時間は一例にすぎず、様々な他の例では、１つまたは複数のブ
ロックを含む任意の好適な持続時間が利用され得る。転送サブ４０２からの離調の時間中
に、転送サブ４０２上でＵＥ１１０とＢＴＳ１０８との間で転送されたデータの一部が失
われ、図４では、逃したブロック４１０において対角線横断パターンによって表される。
したがって、上記で本明細書で説明したブロックレベル離調の例では、転送サブ４０２上
のデータスループットとアイドルサブ４０２上のページング受信性能との間の何らかの妥
協またはトレードオフがある。
【００５２】
　[0060]　図５は、本開示の一態様による、ブロックレベル離調動作を実装するための、
ＵＥ１１０において動作可能な例示的なプロセス５００を示すフローチャートである。本
明細書で説明するように、プロセス５００において説明する離調動作は、離調動作が行わ
れるべきであることをネットワークに通知する、通信ネットワーク中の他のノードとのシ
グナリングまたは他の通信を必要とすることなしに、ＵＥ１１０において独立して実施さ
れ得る。すなわち、転送サブ４０２に対応するネットワークは、ＵＥ１１０が離調されて
いる間、送信し続け、および／または情報を受信することを予想し続け得、しかし、ＵＥ
１１０におけるトランシーバ３１０がこの時点で転送サブ４０２に同調されていないので
、そのようなデータは概して失われることになる。しかしながら、従来のエラー処理手順
が、そのようなデータ損失が最小限に抑えられることを可能にすることができる。
【００５３】
　[0061]　ステップ５０２において、ＵＥ１１０は、第１のチャネルとの通信を確立する
。たとえば、ＧＥＲＡＮ１０２など、無線アクセスネットワークとの物理無線接続が確立
され得る。ステップ５０４において、ＵＥ１１０は、この第１のチャネルを介して、たと
えば、任意の好適なボイスおよび／またはデータ呼を含む、第１の通信アクティビティを
実施する。ここで、ステップ５０２において確立された呼は、第１のＵＳＩＭ１１１Ａに
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おいて記憶されたサブスクリプション情報を利用し得る。
【００５４】
　[0062]　ステップ５０６において、ＵＥ１１０におけるトランシーバ３１０は、第１の
ブロック中に第２のチャネルに自律的に同調し、ステップ５０８において、ＵＥ１１０は
、第２のチャネルを介して第２の通信アクティビティを実施する。ここで、第２のチャネ
ルは、第１のチャネルと同じＧＥＲＡＮ１０２、異なるネットワーク事業者に対応する第
２のＧＥＲＡＮ、または、限定はしないが、ＵＴＲＡＮ、ｅ－ＵＴＲＡＮ、ｃｄｍａ２０
００ネットワークなどを含む別のＲＡＮ技術を含む、任意の好適なアクセスネットワーク
を含み得る。さらに、上記で説明したように、第２の通信アクティビティは、限定はしな
いが、ページメッセージを復号すること、ブロードキャスト情報を復号すること、ＳＭＳ
メッセージングを実施することなどを含む、ＵＥ１１０が第２のチャネルに同調されると
きにＵＥ１１０が始めることを望み得る任意の好適なアクティビティを含み得る。
【００５５】
　[0063]　ステップ５１０において、ＵＥ１１０におけるトランシーバ３１０は、第１の
ブロックの後の、第２のブロック中に第１のチャネルに同調する。ステップ５１０におい
て説明した第１のチャネルに同調して戻ることのタイミングは、ＵＥ１１０において判断
され得、第２のチャネルにおける第２の通信アクティビティの完了に対応し得るか、また
は、転送サブ６０２における最大の所望の離調時間、最大データ損失など、任意の好適な
ファクタに基づいてＵＥ１１０においてあらかじめ判断され得る。
【００５６】
スロットレベル（またはバースト）離調
　[0064]　本開示の別の態様は、上記で説明したブロックレベル離調を利用して起こり得
る、転送サブ上のデータ損失を低減することを支援し得る。たとえば、図６は、本開示の
１つまたは複数の態様に対応するスロットレベル離調動作を示す概略タイミング図である
。上述のように、この方式は、デュアルＳＩＭ　ＵＥ１１０またはシングルＳＩＭ　ＵＥ
１１０のいずれかに適用され得る。最初に、明快のためにデュアルＳＩＭの例について説
明する。
【００５７】
　[0065]　図６では、フレームＸ～フレームＸ＋３に指定された４つのフレームを含む、
単一の１８．４６ｍｓブロックが示されていることがわかる。すなわち、６つのブロック
にわたった、図４の図示とは異なり、図６は、単一のブロックを含むにすぎないより短い
スパンを示している。各フレーム内に複数のタイムスロットが含まれる。たとえば、各Ｇ
ＥＲＡＮフレームは８つのスロットを含み得る。ここで、これらのタイムスロットのうち
のいくつかは、ＵＥ１１０によって送信のために指定され、図示では「Ｔ」で指定され、
これらのタイムスロットのうちのいくつかは、ＵＥ１１０によって受信のために指定され
、図示では「Ｒ」で指定され、これらのタイムスロットのうちのいくつかは、エアチャネ
ルの様々な特性の測定のために指定され、図示では「Ｍ」で指定される。
【００５８】
　[0066]　ブロックレベル離調動作の上記の例と同様に、スロットレベル離調動作のこの
第１の例では、ＵＥ１１０は、初めに、第１のＵＳＩＭ１１１Ａからの情報を利用し得る
、転送サブ６０２と呼ばれることがある、第１のサブスクリプションを使用するデータ転
送などの通信アクティビティに関与する。このデータ転送は、ボイス呼または他のパケッ
ト交換データセッションを含む、様々なタイプのデータ転送のいずれかであり得る。
【００５９】
　[0067]　図示のように、このセッション中に、６０６において、ＵＥ１１０におけるト
ランシーバ３１０は、アイドルモードアクティビティを実施するためにフレーム内の１つ
または複数のスロットの間、転送サブ６０２から、アイドルサブ６０４と呼ばれる第２の
サブスクリプションに自律的に離調し得る。ブロックレベル離調動作について上記で説明
した例の場合のように、ここで、スロットレベル離調では、「アイドルサブ」と標示され
たライン６０４は第２の通信チャネルを指し、これは、第２のＵＳＩＭ１１１Ｂからの情
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報を利用する第２のサブスクリプションに対応し得る。
【００６０】
　[0068]　本開示の一態様では、図６に示されているようなスロットレベル離調動作の第
１の例は、転送サブ上のデータのごく限られた損失を可能にし得るか、またはいくつかの
シナリオでは、離調動作から生じる転送サブ上のゼロ損失を可能にし得る。この目的で、
スロットレベル離調では、転送サブからアイドルサブにリソースを完全に渡すのではなく
、リソース共有がバーストまたはスロットレベルで（すなわち、フレーム内で）達成され
る。
【００６１】
　[0069]　上記で説明し、図４に示されたブロックレベル離調動作は、各ブロックが約１
８．４６ｍｓ持続し、４つの無線フレームを含む、いくつかのブロックにわたる持続時間
の間転送サブから離調したことを想起されたい。しかしながら、図６に示されたスロット
レベル離調動作の第１の例では、時間スケールがまったく異なり、すなわち、図示全体が
、単一のブロックを示すにすぎず、それの４つの構成フレームを示しており、離調は、各
フレーム内の単なるスロットにわたる持続時間を有する。
【００６２】
　[0070]　本開示の一態様では、フレーム内の離調は、詳細には、（図示では「Ｐ」で指
定された）ページ情報がアイドルサブ６０４上に現れることが予測されるとき、トランシ
ーバ３１０がアイドルサブ６０４に同調し得るように、タイミングをとられ得る。ここで
、ページ情報は、クイックページングチャネルまたはページングインジケータチャネル上
で搬送される１つまたは複数のページングインジケータを含み得るか、あるいは他の例で
は、ページングチャネル上で搬送される１つまたは複数のページメッセージを含み得る。
もちろん、ページ情報は、ＵＥ１１０が検出するために離調し得るアイドルサブ６０４上
の情報の一例にすぎず、他の例では、アイドルサブ６０４上の情報は、ＵＥ１１０が転送
サブ６０２上で進行中のデータセッション、たとえば、ブロードキャストメッセージをリ
ッスンすること、ＳＭＳメッセージングを実施することなどの間に取り出すことを望み得
る、任意の好適な情報であり得る。
【００６３】
　[0071]　ページ情報Ｐがアイドルサブ６０４から復号されると、６０８において、トラ
ンシーバ３１０は、次のページ期間まで前のアクティビティを再開するために転送サブ６
０２に同調して戻り得る。Ｐ
　[0072]　図示の例では、ＵＥ１１０におけるトランシーバ３１０は、４つのページバー
ストを取り出すために４回アイドルサブに同調するが、様々な例では、ＵＥ１１０におけ
るトランシーバ３１０は、たとえば、求められる所望の情報がアイドルサブ上で復号され
るまで、任意の好適な回数アイドルサブに同調し得る。
【００６４】
　[0073]　本明細書で説明するスロットレベル離調動作では、（図６では対角線横断マー
クを含むスロット６１０によって表される）離調から生じる転送サブ６０２上のデータ損
失は、転送サブ上のアクティビティのタイミングに応じて、および離調動作がアイドルサ
ブ上のアクティビティのタイミングと重複するかどうかに応じて、低減または排除され得
る。すなわち、図６に示されているように、各フレーム中のスロットのうちのいくつかの
みにおいて、ＵＥ１１０は、データバーストを受信（Ｒ）または送信（Ｔ）し、この図示
ではブランクである、他のスロットは、このＵＥ１１０に関する限り、アイドルである。
したがって、離調動作のタイミングがこれらの未使用スロットと協調される場合、離調動
作から生じる転送サブにおけるデータ損失は低減または排除され得る。
【００６５】
　[0074]　その上、本開示のさらなる態様では、上記で説明したブロックレベル離調動作
と比較して、本明細書で説明するスロットレベル離調動作を用いて、アイドルサブ６０４
上でのページメッセージの受信の性能も改善され得る。すなわち、スロットレベルでのア
イドルサブ６０４への離調は、転送サブ６０２にあまりコストがかからないので、そのよ
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うな離調は、より頻繁に実施され得、それによりアイドルサブ６０２上での情報のより完
全な受信を保証する。
【００６６】
　[0075]　図７は、本開示の一態様による、スロットレベル離調動作を実装するための、
２つ以上のＵＳＩＭ１１１を含むＵＥ１１０において動作可能な例示的なプロセス７００
を示すフローチャートである。本明細書で説明するように、プロセス７００において説明
する離調動作は、離調動作が行われるべきであることをネットワークに通知する、通信ネ
ットワーク中の他のノードとのシグナリングまたは他の通信を必要とすることなしに、Ｕ
Ｅ１１０において独立して実施され得る。すなわち、転送サブ６０２に対応するネットワ
ークは、ＵＥ１１０が離調されている間、送信し続け、および／または情報を受信するこ
とを予想し続け得、しかし、ＵＥ１１０におけるトランシーバ３１０がこの時点で転送サ
ブ６０２に同調されていないので、そのようなデータは概して失われることになる。しか
しながら、従来のエラー処理手順が、そのようなデータ損失が最小限に抑えられることを
可能にすることができる。
【００６７】
　[0076]　ステップ７０２において、ＵＥ１１０は、第１のチャネルとの通信を確立する
。たとえば、ＧＥＲＡＮ１０２など、無線アクセスネットワークとの物理無線接続が確立
され得る。ステップ７０４において、ＵＥ１１０は、この第１のチャネルを介して、たと
えば、任意の好適なボイスおよび／またはデータ呼を含む、第１の通信アクティビティを
実施する。ここで、ステップ７０２において確立された呼は、第１のＵＳＩＭ１１１Ａに
おいて記憶されたサブスクリプション情報を利用し得る。
【００６８】
　[0077]　ステップ７０６において、ＵＥ１１０におけるトランシーバ３１０は、第１の
フレーム内の第１のタイムスロット中に第２のチャネルに自律的に同調し、ステップ７０
８において、ＵＥ１１０は、第２のチャネルを介して第２の通信アクティビティを実施す
る。ここで、第２のチャネルは、第１のチャネルと同じＧＥＲＡＮ１０２、異なるネット
ワーク事業者に対応する第２のＧＥＲＡＮ、または、限定はしないが、ＵＴＲＡＮ、ｅ－
ＵＴＲＡＮ、ｃｄｍａ２０００ネットワークなどを含む別のＲＡＮ技術を含む、任意の好
適なアクセスネットワークを含み得る。さらに、上記で説明したように、第２の通信アク
ティビティは、限定はしないが、ページメッセージを復号すること、ブロードキャスト情
報を復号すること、ＳＭＳメッセージングを実施することなどを含む、ＵＥ１１０が第２
のチャネルに同調されるときにＵＥ１１０が始めることを望み得る任意の好適なアクティ
ビティを含み得る。
【００６９】
　[0078]　ステップ７１０において、ＵＥ１１０におけるトランシーバ３１０は、第１の
フレーム中に、第１のタイムスロットの後のタイムスロットにおいて第１のチャネルに同
調する。ステップ５１０において説明した第１のチャネルに同調して戻ることのタイミン
グは、ＵＥ１１０において判断され得、第２のチャネルにおける第２の通信アクティビテ
ィの完了に対応し得るか、あるいは、転送サブ６０２における最大の所望の離調時間、最
大データ損失、転送サブ６０２における送信および／または受信アクティビティの既知の
タイミングなど、任意の好適なファクタに基づいてＵＥ１１０においてあらかじめ判断さ
れ得る。
【００７０】
シングルＳＩＭ
　[0079]　本開示の別の態様では、シングルＳＩＭ　ＵＥ１１０が、デュアルＳＩＭ　Ｕ
Ｅ１１０に関して上記で説明したスロットレベル離調動作の第１の例とまったく同様にス
ロットレベル離調動作を実装し得る。もちろん、デュアルＳＩＭ　ＵＥ１１０が、任意の
数のＵＳＩＭを含む任意のＵＥ１１０がそうし得るように、以下で本明細書で説明するよ
うにスロットレベル離調動作の第２の例を同等に利用し得る。
【００７１】
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　[0080]　すなわち、ブロックレベル離調動作とスロットレベル離調動作の両方のための
上記のデュアルＳＩＭの例は、ＵＥ１１０中の異なるＳＩＭに各サブスクリプションが対
応する、異なるサブスクリプション間での同調に言及した。一方、以下で説明するように
、スロットレベル離調動作は、さらに、シングルＳＩＭ　ＵＥ１１０またはデュアルＳＩ
Ｍ　ＵＥ１１０のいずれかによって他の目的で利用され得る。
【００７２】
　[0081]　たとえば、モビリティを提供するために、（シングルＳＩＭ　ＵＥまたはデュ
アルＳＩＭ　ＵＥのいずれかを含む）ワイヤレスネットワーク１００中の任意のＵＥ１１
０が、概して、それのサービングセルからのおよび／または近隣セル（すなわち、それの
現在サービングセル以外の、ＵＥ１１０に近いセル）からのブロードキャスト情報を監視
する。したがって、本開示の一態様によれば、あるチャネル（たとえば、ＵＥ１１０のサ
ービングセルからのデータチャネル）と通信しているＵＥ１１０が、そのチャネルから離
調して、（たとえば、サービングセルによってまたはネイバーセルによって送信された）
別のチャネルからの送信を復号することを望み得る。
【００７３】
　[0082]　図８は、本開示の一態様による、シングルＳＩＭ　ＵＥ１１０またはデュアル
ＳＩＭ　ＵＥ１１０によって利用され得るスロットレベル離調動作の第２の例を示す概略
タイミング図である。図６と図８とを比較すると、離調動作は同様であるが、図８では、
同じＲＡＮ上または異なるＲＡＮ上にあり得る、２つの異なるサブスクリプションを参照
するのではなく、ここでは、２つのセル、すなわち、ＵＥ１１０をサービスしている「サ
ービングセル」８０２、および図示された時間にＵＥ１１０に近接していることがある「
ネイバーセル」８０４との通信を参照することがわかる。
【００７４】
　[0083]　いくつかの例では、図示のネイバーセル８０４に対応するチャネルは、サービ
ングセル８０２に対応するチャネルとは異なるキャリア周波数を利用し得る。さらに、い
くつかの例では、ネイバーセル８０４に対応するチャネルは、サービングセル８０２によ
って利用されるタイムスロットと比較して異なるまたは整合しないタイムスロットを利用
し得る。
【００７５】
　[0084]　図示のように、サービングセルとの通信セッション中に、８０６において、Ｕ
Ｅ１１０におけるトランシーバ３１０は、任意の好適なアクティビティを実施するために
、たとえば、（図示では「Ｂ」に指定された）ブロードキャストメッセージをリッスンす
るために、フレーム内の１つまたは複数のスロットの間サービングセル８０２からネイバ
ーセル８０４に自律的に離調し得る。たとえば、ＵＥ１１０は、ネイバーセルによって送
信されたブロードキャスト制御チャネル（ＢＣＣＨ）上で搬送されている、トランシーバ
３１０によって復号されるべきそのセルからのブロードキャスト情報をリッスンし得る。
そのようなブロードキャスト情報は、セル再選択アルゴリズムのために使用され得る、シ
ステム情報（ＳＩ：system information）３またはＳＩ１３メッセージなど、ＳＩを含み
得る。別の例では、ＵＥ１１０は、パケット転送モードを出る前に、ターゲットセル（す
なわち、ＵＥ１１０がそれのサービングセルからハンドオーバすることになるセル）のた
めのＳＩメッセージのすべてを読み取り得る。
【００７６】
　[0085]　このようにして、ネイバーセル８０４からのネイバーセルＳＩメッセージの読
取りは、サービングセル８０２上のデータスループットへの影響がほとんどまたはまった
くなしに達成され得る。したがって、モビリティシナリオでは、サービングセルへのデー
タスループットが改善され得る。その上、従来技術のＴＢＦ中断は、本明細書で説明する
ようにバースト離調を利用するＵＥ１１０がＳＩメッセージを読み取るとき、排除され、
それにより、そこから生じ得るサービングセルからのスループットの劣化を低減すること
ができる。
【００７７】
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　[0086]　図９は、本開示の一態様による、スロットレベル離調動作を実装するための、
単一のＵＳＩＭ１１１を含むＵＥ１１０において動作可能な例示的なプロセス９００を示
すフローチャートである。本明細書で説明するように、プロセス９００において説明する
離調動作は、離調動作が行われるべきであることをネットワークに通知する、通信ネット
ワーク中の他のノードとのシグナリングまたは他の通信を必要とすることなしに、ＵＥ１
１０において独立して実施され得る。すなわち、サービングセル８０２は、ＵＥ１１０が
離調されている間、送信し続け、および／または情報を受信することを予想し続け得、し
かし、ＵＥ１１０におけるトランシーバ３１０がこの時点でサービングセル８０２に同調
されていないので、そのようなデータは概して失われることになる。しかしながら、従来
のエラー処理手順が、そのようなデータ損失が最小限に抑えられることを可能にすること
ができる。
【００７８】
　[0087]　ステップ９０２において、ＵＥ１１０は、サービングセル８０２との通信を確
立する。たとえば、ＧＥＲＡＮ１０２中のＢＴＳ１０８など、無線アクセスネットワーク
内の基地局との物理無線接続が確立され得る。ステップ９０４において、ＵＥ１１０は、
たとえば、任意の好適なボイスおよび／またはデータ呼を含む、サービングセル８０２と
の第１の通信アクティビティを実施する。ここで、ステップ９０２において確立された呼
は、第１のＵＳＩＭ１１１Ａにおいて記憶されたサブスクリプション情報を利用し得る。
【００７９】
　[0088]　ステップ９０６において、ＵＥ１１０におけるトランシーバ３１０は、第１の
フレーム内の第１のタイムスロット中にネイバーセル８０４に自律的に同調し、ステップ
９０８において、ＵＥ１１０は、ネイバーセル８０４との第２の通信アクティビティを実
施する。ここで、ネイバーセル８０４は、たとえば、ＧＥＲＡＮ１０２内の近隣ＢＴＳ１
０８であり得る。さらに、上記で説明したように、第２の通信アクティビティは、限定は
しないが、ページメッセージを復号すること、ブロードキャスト情報を復号すること、Ｓ
ＭＳメッセージングを実施することなどを含む、ＵＥ１１０が第２のチャネルに同調され
るときにＵＥ１１０が始めることを望み得る任意の好適なアクティビティを含み得る。
【００８０】
　[0089]　ステップ９１０において、ＵＥ１１０におけるトランシーバ３１０は、第１の
フレーム中に、第１のタイムスロットの後の第２のタイムスロットにおいてサービングセ
ル８０２に同調する。ステップ９１０において説明したサービングセル８０２に同調して
戻ることのタイミングは、ＵＥ１１０において判断され得、ネイバーセル８０４における
第２の通信アクティビティの完了に対応し得るか、または、転送サブ６０２における最大
の所望の離調時間、最大データ損失など、任意の好適なファクタに基づいてＵＥ１１０に
おいてあらかじめ判断され得る。
【００８１】
　[0090]　ＧＳＭシステムに関して電気通信システムのいくつかの態様を提示した。当業
者なら容易に諒解するように、本開示全体にわたって説明した様々な態様は、他の電気通
信システム、ネットワークアーキテクチャおよび通信規格に拡張され得る。
【００８２】
　[0091]　例として、様々な態様は、ＴＤ－ＳＣＤＭＡおよびＴＤ－ＣＤＭＡなどのＵＭ
ＴＳシステムに拡張され得る。様々な態様はまた、（ＴＤＤモードでの）ロングタームエ
ボリューション（ＬＴＥ：Long Term Evolution）またはＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－
Ａ：LTE-Advanced）、ＣＤＭＡ２０００、エボリューションデータオプティマイズド（Ｅ
Ｖ－ＤＯ：Evolution-Data Optimized）、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標
））、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ８０２．２０、ウル
トラワイドバンド（ＵＷＢ：Ultra-Wideband）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、およ
び／または他の好適なシステムを採用するシステムに拡張され得る。採用される実際の電
気通信規格、ネットワークアーキテクチャ、および／または通信規格は、特定の適用例お
よびシステムに課せられた全体的な設計制約に依存することになる。
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【００８３】
　[0092]　開示した方法中のステップの特定の順序または階層は、例示的なプロセスの一
例であることを理解されたい。設計上の選好に基づいて、本方法中のステップの特定の順
序または階層は並べ替えられ得ることを理解されたい。添付の方法クレームは、様々なス
テップの要素を例示的な順序で提示したものであり、本明細書中で特に記載されない限り
、提示された特定の順序または階層に限定されるものではない。
【００８４】
　[0093]以上の説明は、当業者が本明細書で説明した様々な態様を実施できるようにする
ために提供したものである。これらの態様に対する様々な変更は当業者には容易に明らか
であり、本明細書で定義した一般的原理は他の態様に適用され得る。したがって、特許請
求の範囲は、本明細書で示した態様に限定されるものではなく、特許請求の範囲の言い回
しに矛盾しない全範囲を与えられるべきであり、単数形の要素への言及は、そのように明
記されていない限り、「唯一無二の」を意味するものではなく、「１つまたは複数の」を
意味するものである。別段に明記されていない限り、「いくつか」という用語は１つまた
は複数を指す。項目のリスト「のうちの少なくとも１つ」を指す句は、個々のメンバーを
含む、それらの項目の任意の組合せを指す。一例として、「ａ、ｂ、またはｃのうちの少
なくとも１つ」は、ａ、ｂ、ｃ、ａおよびｂ、ａおよびｃ、ｂおよびｃ、ならびにａ、ｂ
およびｃを包含するものとする。当業者に知られている、または後に知られることになる
、本開示全体にわたって説明した様々な態様の要素のすべての構造的および機能的等価物
は、参照により本明細書に明確に組み込まれ、特許請求の範囲に包含されるものである。
その上、本明細書で開示するいかなることも、そのような開示が特許請求の範囲に明示的
に具陳されているかどうかにかかわらず、公に供するものではない。いかなるクレーム要
素も、その要素が「手段」という語句を使用して明確に具陳されていない限り、または方
法クレームの場合には、その要素が「ステップ」という語句を使用して具陳されていない
限り、米国特許法第１１２条第６項の規定の下で解釈されるべきではない。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
　［Ｃ１］
　ユーザ機器（ＵＥ）において動作可能なワイヤレス通信の方法であって、
　第１のチャネルに対応する第１のワイヤレス通信アクティビティを実施するためにトラ
ンシーバを利用することと、
　第１のフレーム中に前記第１のチャネルから第２のチャネルに前記トランシーバを自律
的に同調させることと、
　前記第２のチャネルに対応する第２のワイヤレス通信アクティビティを実施することと
、
　前記第１のフレーム中に前記第２のチャネルから前記第１のチャネルに前記トランシー
バを同調させることと
を備える、方法。
　［Ｃ２］
　前記第２のチャネルから前記第１のチャネルへの前記トランシーバの前記同調が、前記
第１のチャネルから前記第２のチャネルへの前記トランシーバの前記同調の８スロット以
下後である、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ３］
　複数のフレームの各々中に前記第１のチャネルから前記第２のチャネルに前記トランシ
ーバを自律的に同調させることをさらに備え、ここにおいて、前記第２のワイヤレス通信
アクティビティが、前記複数のフレームの各々に対応する少なくとも１つのパケットを組
み合わせることを備える、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ４］
　前記第１のチャネルから前記第２のチャネルに前記トランシーバを前記自律的に同調さ
せることは、ページメッセージが前記第２のチャネル上で受信されることが予想される時
間に行われるように適応された、Ｃ１に記載の方法。
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　［Ｃ５］
　前記第１のチャネルから前記第２のチャネルに前記トランシーバを前記自律的に同調さ
せることは、前記第２のチャネルから前記第１のチャネルへの前記トランシーバの前記同
調まで、前記第１のワイヤレス通信アクティビティがパケットを送信または受信すること
が予想されないような時間中に行われるように適応された、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ６］
　前記第１のチャネルが、前記ＵＥにおける第１のＵＳＩＭに対応する第１のサブスクリ
プションに対応し、前記第１のワイヤレス通信アクティビティが、前記第１のサブスクリ
プションを利用するデータ転送を備え、前記第２のチャネルが、前記ＵＥにおける第２の
ＵＳＩＭに対応する第２のサブスクリプションに対応する、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ７］
　前記第２の通信アクティビティが、ページングメッセージを復号すること、ブロードキ
ャストされたシステム情報を復号すること、またはＳＭＳメッセージングを実施すること
のうちの少なくとも１つに対応する、Ｃ６に記載の方法。
　［Ｃ８］
　前記第１の通信アクティビティが、前記第１のサブスクリプションを利用するボイス呼
に対応する、Ｃ６に記載の方法。
　［Ｃ９］
　前記第１のチャネルおよび前記第２のチャネルが、それぞれ、第１のＵＳＩＭに対応す
る第１のサブスクリプションに対応し、前記第１のチャネルがサービングセルに対応し、
前記第２のチャネルがネイバーセルに対応する、Ｃ１に記載の方法。
　［Ｃ１０］
　前記サービングセルが第１のキャリア周波数に対応し、前記ネイバーセルが、前記第１
のキャリア周波数とは異なる第２のキャリア周波数に対応する、Ｃ９に記載の方法。
　［Ｃ１１］
　前記第１のチャネルに対応するタイムスロットが、前記第２のチャネルに対応するタイ
ムスロットと整合しない、Ｃ９に記載の方法。
　［Ｃ１２］
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに通信可能に結合されたメモリと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに通信可能に結合されたトランシーバと
を備え、
　ここにおいて、前記少なくとも１つのプロセッサが、
　　第１のチャネルに対応する第１のワイヤレス通信アクティビティを実施するために前
記トランシーバを利用することと、
　　第１のフレーム中に前記第１のチャネルから第２のチャネルに前記トランシーバを自
律的に離調させることと、
　　前記第２のチャネルに対応する第２のワイヤレス通信アクティビティを実施するため
に前記トランシーバを利用することと、
　　前記第１のフレーム中に前記第２のチャネルから前記第１のチャネルに前記トランシ
ーバを同調させることと
　を行うように構成された、
ワイヤレス通信デバイス。
　［Ｃ１３］
　前記トランシーバに動作可能に結合された複数のＵＳＩＭをさらに備える、Ｃ１２に記
載のワイヤレス通信デバイス。
　［Ｃ１４］
　前記第１のチャネルが、前記ＵＥにおける第１のＵＳＩＭに対応する第１のサブスクリ
プションに対応し、前記第１のワイヤレス通信アクティビティが、前記第１のサブスクリ
プションを利用するデータ転送を備え、
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　前記第２のチャネルが、前記ＵＥにおける第２のＵＳＩＭに対応する第２のサブスクリ
プションに対応する、
Ｃ１２に記載のワイヤレス通信デバイス。
　［Ｃ１５］
　前記第２のチャネルから前記第１のチャネルに前記トランシーバを同調させるように構
成された、前記少なくとも１つのプロセッサが、前記第１のチャネルから前記第２のチャ
ネルへの前記トランシーバの前記同調の８スロット以下後において前記第２のチャネルか
ら前記第１のチャネルに前記トランシーバを同調させるようにさらに構成された、Ｃ１２
に記載のワイヤレス通信デバイス。
　［Ｃ１６］
　第１のチャネルに対応する第１の加入者識別情報を記憶するための手段と、
　第２のチャネルに対応する第２の加入者識別情報を記憶するための手段と、
　前記第１のチャネルに対応する第１のワイヤレス通信アクティビティを実施するための
手段と
を備え、
　ここにおいて、前記第１のワイヤレス通信アクティビティを実施するための前記手段が
、第１のフレーム中に前記第１のチャネルから前記第２のチャネルに自律的に同調するこ
とと、前記第２のチャネルに対応する第２のワイヤレス通信アクティビティを実施するこ
とと、前記第１のフレーム中に前記第２のチャネルから前記第１のチャネルに同調するこ
ととを行うようにさらに構成された、
ワイヤレス通信デバイス。
　［Ｃ１７］
　前記第２のチャネルから前記第１のチャネルに同調するように構成された、前記第１の
ワイヤレス通信アクティビティを実施するための前記手段が、前記第１のチャネルから前
記第２のチャネルへの前記同調の８スロット以下後において前記第２のチャネルから前記
第１のチャネルに同調するようにさらに構成された、Ｃ１６に記載のワイヤレス通信デバ
イス。
　［Ｃ１８］
　コンピュータに、
　第１のチャネルに対応する第１のワイヤレス通信アクティビティを実施するためにトラ
ンシーバを利用することと、
　第１のフレーム中に前記第１のチャネルから第２のチャネルに前記トランシーバを自律
的に離調させることと、
　前記第２のチャネルに対応する第２のワイヤレス通信アクティビティを実施するために
前記トランシーバを利用することと、
　前記第１のフレーム中に前記第２のチャネルから前記第１のチャネルに前記トランシー
バを同調させることと
を行わせるための命令を備えるコンピュータ可読記憶媒体。
　［Ｃ１９］
　前記第１のチャネルが、前記ＵＥにおける第１のＵＳＩＭに対応する第１のサブスクリ
プションに対応し、前記第１のワイヤレス通信アクティビティが、前記第１のサブスクリ
プションを利用するデータ転送を備え、
　前記第２のチャネルが、前記ＵＥにおける第２のＵＳＩＭに対応する第２のサブスクリ
プションに対応する、
Ｃ１８に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
　［Ｃ２０］
　コンピュータに、前記第１のチャネルから前記第２のチャネルへの前記トランシーバの
前記同調の８スロット以下後において前記第２のチャネルから前記第１のチャネルに前記
トランシーバを同調させることを行わせるための命令をさらに備える、Ｃ１８に記載のコ
ンピュータ可読記憶媒体。
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　［Ｃ２１］
　通信デバイスを含む、互いとワイヤレス通信する構成要素を備えるワイヤレス通信のた
めに構成されたシステムにおいて、前記通信デバイスが、複数の通信チャネル間で同調す
るように構成されたトランシーバ回路を備え、それにより、前記トランシーバ回路が、第
１のチャネルを使用して第１のワイヤレス通信アクティビティを実施し、第２のチャネル
を使用して第２のワイヤレス通信チャネルを実施するためにフレーム中に前記第１のチャ
ネルから離調し、前記フレーム中に前記第２のチャネルから前記第１のチャネルに離調し
て戻る、通信デバイス。
　［Ｃ２２］
　２つ以上のＵＳＩＭをホストするように構成された、Ｃ２１に記載の通信デバイス。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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