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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲＡＴに基づき動作するように構成可能
である第１無線を備えるユーザ装置（ＵＥ）において、
　アイドルモードからウェイクアップし、前記第１のＲＡＴの第１の周波数において動作
し、
　前記第１無線を用いて前記第１のＲＡＴの第１の周波数において測定動作を遂行し、
　前記第１のＲＡＴの第１の周波数における測定動作を遂行している間に、前記第２のＲ
ＡＴからチューンアウェイ要求を受信し、
　前記第２のＲＡＴからのチューンアウェイ要求を受信することに応答して、前記第１無
線を用いて前記第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作を遂行し、前記第２のＲＡＴのチュ
ーンアウェイ動作を遂行することは前記第１のＲＡＴの第１の周波数から前記第２のＲＡ
Ｔの周波数へ前記第１無線をチューニングすることを含み、前記第２のＲＡＴの前記チュ
ーンアウェイ動作を遂行することは前記第１のＲＡＴの第１の周波数における前記測定動
作の完了前に発生する、
　ことを含む方法。
【請求項２】
　前記第１のＲＡＴの第１の周波数における前記測定動作はイントラセル測定動作を含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
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　前記第２のＲＡＴの前記チューンアウェイ動作を遂行した後、前記第２のＲＡＴの前記
周波数から前記第１のＲＡＴの第１の周波数へ前記ユーザ装置の第１無線をチューニング
し、
　前記第２のＲＡＴの前記周波数から前記第１のＲＡＴの第１の周波数へ前記ユーザ装置
の第１無線をチューニングした後、前記第１のＲＡＴの第１の周波数において前記測定動
作を完了する、
　ことをさらに含む請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２のＲＡＴの前記チューンアウェイ動作を遂行することは前記第２のＲＡＴにお
いてページングサンプルを収集するために前記第２のＲＡＴにおけるページング動作を遂
行することを含み、
　前記方法はさらに、前記第１のＲＡＴの第１の周波数において前記測定動作を完了する
ことと同時に前記第２のＲＡＴの前記ページングサンプルをデコーディングすることを含
む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１のＲＡＴの第１の周波数における前記測定動作はイントラセル測定動作を含み
、前記方法はさらに、
　前記第２のＲＡＴの前記チューンアウェイ動作を遂行することの後に、前記第２のＲＡ
Ｔの前記周波数から前記第１のＲＡＴの第２の周波数へ前記ユーザ装置の第１無線をチュ
ーニングし、
　前記第１のＲＡＴの第２の周波数においてインターセル測定を遂行する、
　ことを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２のＲＡＴの前記チューンアウェイ動作を遂行することは、前記第２のＲＡＴに
おいてページングサンプルを収集するために前記第２のＲＡＴにおいてページング動作を
遂行することを含み、
　前記方法はさらに前記第１のＲＡＴの第２の周波数においてインターセル測定を遂行す
ることと同時に前記第２のＲＡＴの前記ページングサンプルをデコーディングすることを
含む、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第１のＲＡＴの第２の周波数においてインターセル測定を遂行することの後に、前
記第１のＲＡＴの前記第１の周波数において前記イントラセル測定を完了することをさら
に含む、請求項５に記載の方法。
【請求項８】
　前記第１のＲＡＴは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）であり、前記第２
のＲＡＴは、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーション（ＧＳＭ）
である、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ユーザ装置は、ＳＩＭ（加入者アイデンティティモジュール）機能を各々実施する
２つのスマートカードを含み、前記ユーザ装置は、ＤＳＤＡ（デュアルＳＩＭデュアルア
クティブ）機能を実施する、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ユーザ装置は前記第１無線及び第２無線を含み、前記第２無線は前記方法の動作中
はターンオフされる、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲＡＴを用いて通信するための第１無線
を有するユーザ装置において含ませるために構成された装置であって、
　１つ以上の処理要素であって、当該１つ以上の処理装置は、
　　前記第１のＲＡＴにおいて複数の測定動作を遂行し、前記第１のＲＡＴにおける測定
動作を遂行することは、各測定動作のために、
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　　　前記第１のＲＡＴの各周波数へ前記第１無線をチューニングし、
　　　前記第１のＲＡＴの前記周波数へ前記第１無線をチューニングすることの後に、前
記第１のＲＡＴの前記各周波数における測定を遂行する、
　　ことを含み、
　　前記第２のＲＡＴに関連するチューンアウェイ要求を受信し、前記第１のＲＡＴにお
ける前記複数の測定動作を遂行することの間に、前記第１の無線が前記第１のＲＡＴの現
在の周波数にチューニングされたときに、前記第２のＲＡＴについての前記チューンアウ
ェイ要求は受信され、
　　前記第２のＲＡＴから前記チューンアウェイ要求を受信することに応答して、前記第
１のＲＡＴの前記現在の周波数から前記第２のＲＡＴの周波数へ前記第１無線をチューニ
ングし、
　　前記チューンアウェイ要求を受信することに応答して前記第２のＲＡＴの前記チュー
ンアウェイ動作を遂行し、前記チューンアウェイ動作を遂行することは、前記第１のＲＡ
Ｔの前記現在の周波数から前記第２のＲＡＴの前記周波数へチューニングすることの後に
、遂行される、
　ように構成された、装置。
【請求項１２】
　前記１つ以上の処理要素はさらに、
　前記第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作を遂行することの後に、前記第１のＲＡＴに
おける前記複数の測定動作を遂行することを再開する、
　ように構成された、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第２のＲＡＴの前記チューンアウェイ動作を遂行することは、前記第２のＲＡＴの
ページングサンプルを収集するために前記第２のＲＡＴにおけるページング動作を遂行す
ることを含み、前記１つ以上の処理要素はさらに、前記第１のＲＡＴにおける前記複数の
測定動作を遂行することを再開することと同時に前記第２のＲＡＴの前記ページングサン
プルをデコードするようにさらに構成された、請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記第２のＲＡＴから前記チューンアウェイ要求を受信することは前記第１のＲＡＴの
前記現在の周波数における前記測定を完了する前に発生し、前記第１のＲＡＴの前記現在
の周波数から前記第２のＲＡＴの前記周波数へ前記第１無線をチューニングすることは前
記第１のＲＡＴの前記現在の周波数の前記測定を完了する前に発生する、請求項１１に記
載の装置。
【請求項１５】
　前記１つ以上の処理要素はさらに、
　　前記第２のＲＡＴの前記チューンアウェイ動作を遂行することの後に、前記第１のＲ
ＡＴの次の周波数へ前記第１無線をチューニングし、前記第１のＲＡＴの前記測定動作を
遂行することを再開するか、または、
　　前記第２のＲＡＴの前記チューンアウェイ動作を遂行する後に、前記第１のＲＡＴの
前記現在の周波数へ前記第１無線をチューンバックし、前記第１のＲＡＴの前記現在の周
波数における前記測定動作を完了させる、
　ように構成された、請求項１４に記載のユーザ装置。
【請求項１６】
　ユーザ装置であって、
　第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲＡＴを用いて通信を遂行し、前記第１
のＲＡＴ及び前記第２のＲＡＴの両方への接続を保持するように構成された第１無線と、
　前記第１無線に接続された１つ以上のプロセッサと、を備え、
　前記１つ以上のプロセッサ及び前記第１無線は、
　　前記第１のＲＡＴの第１の周波数において前記第１のＲＡＴの第１の基地局との通信
を遂行し、前記第１のＲＡＴの第２の周波数における今度のチューンアウェイ動作がスケ
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ジュールされ、
　　前記ユーザ装置が前記第１のＲＡＴの第１の周波数において動作している間、前記第
２のＲＡＴの周波数におけるチューンアウェイ動作を遂行するための要求を受信し、
　　前記第２のＲＡＴの前記周波数への前記チューンアウェイ動作のための要求が、前記
第１のＲＡＴの第２の周波数における前記今度のチューンアウェイ動作の開始前に発生し
、前記第１のＲＡＴの第２の周波数において前記今度のチューンアウェイ動作と衝突する
場合、前記第１のＲＡＴの第２の周波数において前記チューンアウェイ動作を遂行する前
に前記第１無線を用いて前記第２のＲＡＴの前記周波数において前記チューンアウェイ動
作を遂行し、
　　前記第２のＲＡＴの前記周波数への前記チューンアウェイのための前記要求が前記第
１のＲＡＴの第２の周波数において前記今度のチューンアウェイ動作の開始の後に発生す
る場合、前記第２のＲＡＴの前記周波数における前記チューンアウェイ動作の前に前記第
１無線を用いて前記第１のＲＡＴの第２の周波数において前記チューンアウェイ動作を遂
行する、
　ように構成された、ユーザ装置。
【請求項１７】
　前記第２のＲＡＴの前記周波数において前記チューンアウェイ動作を遂行するための前
記要求が前記第１のＲＡＴの第２の周波数の前記今度のチューンアウェイ動作の開始前に
発生する場合、前記第２のＲＡＴの前記周波数における前記チューンアウェイ動作を完了
した後で、前記１つ以上のプロセッサはさらに、
　前記第１のＲＡＴの第２の周波数において前記チューンウェイ動作を遂行するために前
記第１のＲＡＴの第２の周波数へ前記第１無線を直接チューニングし、前記第１のＲＡＴ
の第２の周波数へ前記第１無線を直接チューニングすることは、前記第２のＲＡＴの前記
周波数におけるチューンアウェイ動作を完了することと前記第１のＲＡＴの第２の周波数
へ前記第１無線をチューニングすることとの間で前記第１のＲＡＴの第１の周波数へ前記
第１無線をチューンバックすることを含まない、
　ように構成された、請求項１６に記載のユーザ装置。
【請求項１８】
　前記第２のＲＡＴの前記周波数において前記チューンアウェイ動作を遂行するための前
記要求が前記第１のＲＡＴの第２の周波数において前記今度のチューンアウェイ動作の開
始の後に発生する場合、前記第１のＲＡＴの前記周波数において前記チューンアウェイ動
作を完了することの後に、前記１つ以上のプロセッサはさらに、
　前記第２のＲＡＴの前記周波数において前記チューンアウェイ動作を遂行するために前
記第２のＲＡＴの前記周波数へ前記第１無線を直接チューニングし、前記第２のＲＡＴの
前記周波数へ前記第１無線を直接チューニングすることは、前記第１のＲＡＴの第２の周
波数において前記チューンアウェイ動作を完了することと前記第２のＲＡＴの前記周波数
へ前記第１無線をチューニングすることとの間で前記第１のＲＡＴの第１の周波数へ前記
第１無線をチューンバックすることを含まない、
　ように構成された、請求項１６に記載のユーザ装置。
【請求項１９】
　前記第２のＲＡＴの前記周波数における前記チューンアウェイ動作はページ検出動作を
含む、請求項１６に記載のユーザ装置。
【請求項２０】
　前記第１のＲＡＴの第２の周波数において前記チューンアウェイ動作は、インターセル
測定動作を含む、請求項１６に記載のユーザ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ワイヤレス装置に関するもので、より特定すれば、複数の無線アクセス技術
（ＲＡＴ）をサポートするワイヤレス装置の性能改善及び／又は消費電力の減少を与える
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システム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ワイヤレス通信システムは、その利用が急速に成長している。更に、ワイヤレス通信技
術は、音声のみの通信からインターネット及びマルチメディアコンテンツのようなデータ
の送信も含むように進化した。それ故、ワイヤレス通信の改善が望まれる。特に、ユーザ
装置（ＵＥ）、例えば、セルラー電話のようなワイヤレス装置に存在する多量の機能は、
ＵＥのバッテリ寿命に著しい負担を課する。更に、ＵＥが複数の無線アクセス技術（ＲＡ
Ｔ）をサポートするように構成される場合には、１つ以上のＲＡＴに、他のＲＡＴのチュ
ーンアウェイ(tune-away)動作等により、ある性能低下が生じる。その結果、そのような
ワイヤレスＵＥ装置において電力の節約及び／又は性能改善を与える技術が望まれる。
【０００３】
　既存のＲＡＴに加えて、新規で且つ改善されたセルラー無線アクセス技術（ＲＡＴ）が
時々展開される。例えば、第３世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）によって
開発されて標準化されたロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）技術を実施するネ
ットワークが現在展開されている。ＬＴＥ及び他の新規なＲＡＴは、種々の第２世代（２
Ｇ）及び第３世代（３Ｇ）ＲＡＴのようなレガシーＲＡＴを利用するネットワークより高
速のデータレートをしばしばサポートする。
【０００４】
　しかしながら、ある展開において、ＬＴＥ及び他の新規なＲＡＴは、レガシーネットワ
ークにより取り扱うことのできる幾つかのサービスを完全にサポートしないことがある。
従って、ＬＴＥネットワークは、レガシーネットワークと重畳する領域においてしばしば
共通展開され、そしてＵＥ装置は、サービス又はカバレージで要求されるときにＲＡＴ間
を遷移する。例えば、ある展開において、ＬＴＥネットワークは、ボイスコールをサポー
トすることができない。従って、例えば、ＵＥ装置が、ボイスコールをサポートしないＬ
ＴＥネットワークに接続されている間に、回路交換ボイスコールを受信又は発信するとき
には、ＵＥ装置は、他の可能性の中で、ボイスコールをサポートするＧＳＭ（登録商標）
（グローバルシステム・フォア・モバイルコミュニケーションズ）ＲＡＴ、又は“１Ｘ”
（コード分割多重アクセス２０００（ＣＤＭＡ２０００）１Ｘ）ＲＡＴを使用するもの、
等のレガシーネットワークへ遷移することができる。
【０００５】
　あるＵＥ装置は、単一無線を使用して、複数のセルラーＲＡＴの動作をサポートする。
例えば、あるＵＥ装置は、単一無線を使用してＬＴＥ及びＧＳＭの両ネットワークの動作
をサポートする。複数のＲＡＴに単一無線を使用すると、到来するボイスコール又は回路
交換サービスに対するページメッセージ等に応答して行うネットワーク間での遷移をより
複雑なものにする。それに加えて、複数のＲＡＴに単一無線を使用すると、幾つかの電力
使用及び性能上の問題が生じる。
【０００６】
　例えば、そのようなシステムでは、ＵＥは、例えば、ボイスコールのページングチャン
ネルを聞くため、より進歩したＲＡＴを使用する第１のネットワークから、レガシーＲＡ
Ｔを使用する第２のネットワークへ周期的にチューンすることができる。しかしながら、
ＬＴＥのようなより進歩したＲＡＴから、ＧＳＭのようなレガシーＲＡＴへのそのような
チューンアウェイ動作は、ＬＴＥネットワークの消費電力を増加し、及び／又は性能を低
下させる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　それ故、ＵＥ装置が単一無線を使用して複数のセルラーＲＡＴの動作をサポートするワ
イヤレス通信システムにおいて性能及び消費電力の改善を提供することが望まれる。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
　ここに述べる実施形態は、第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲＡＴに基づ
いて動作するように構成された第１無線を備えたユーザ装置（ＵＥ）及び該ユーザ装置を
動作するための関連方法に関する。ＵＥは、第１のＲＡＴに対する測定（例えば、イント
ラセル測定、インターセル測定、及び／又はインターＲＡＴ測定）を遂行する間に第２の
ＲＡＴに対するチューンアウェイ動作を遂行する要求を受け取る。第１のＲＡＴの測定の
完了を待機するのではなく、ＵＥは、無線を第２のＲＡＴの周波数にチューニングして、
第２のＲＡＴに対するチューンアウェイ動作（例えば、ページデコーディング）を遂行す
る。第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作を完了した後に、ＵＥは、無線を第１のＲＡＴ
に対応する周波数へ戻すようにチューニングし、第１のＲＡＴの測定動作を継続する。
【０００９】
　ここに述べる実施形態は、第１のＲＡＴに対するウオームアップ動作を遂行する間に第
２のＲＡＴに対するチューンアウェイ動作を遂行するためのユーザ装置（ＵＥ）及びその
関連方法に関する。例えば、ＵＥは、第１のＲＡＴを使用して通信を行うためにスリープ
モードからウェイクアップする間に、種々のアクションを遂行し、例えば、結晶発振子を
ウオームアップし、１つ以上のプロセッサに対するスタートアップ動作を遂行し、及び／
又は第１のＲＡＴのベースステーションとの動作を同期させるための時間追跡ループ及び
／又は周波数追跡ループ（ＴＴＬ／ＦＴＬ）動作を遂行する。しかしながら、このウェー
クアッププロセス中にチューンアウェイ要求が受け取られることがある。ＴＴＬ／ＦＴＬ
動作の前にチューンアウェイ要求が受け取られた場合には、それが単にＴＴＬ／ＦＴＬ動
作の前に遂行される。第２のＲＡＴのチューンアウェイ手順が完了した後、第１のＲＡＴ
のＴＴＬ／ＦＴＬ動作が遂行される。ＴＴＬ／ＦＴＬ動作中にチューンアウェイ要求が受
け取られた場合には、第２のＲＡＴに対するチューンアウェイ動作を遂行するためにそれ
らがキャンセルされる。完了後に、第１のＲＡＴに対するＴＴＬ／ＦＴＬ動作が遂行され
る。
【００１０】
　この概要は、ここに述べる要旨の態様を基本的に理解するために規範的実施形態の概要
を記載するものである。従って、上述した特徴は、単なる例示に過ぎず、ここに述べる要
旨の範囲又は精神を何ら限定するものではない。ここに述べる要旨の他の特徴、態様及び
効果は、以下の詳細な説明、添付図面及び特許請求の範囲から明らかとなるであろう。
【００１１】
　本発明の実施形態の以下の詳細な説明を添付図面と共に考慮したときに、本発明を良く
理解することができるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】一実施形態による規範的なユーザ装置（ＵＥ）を示す。
【図２】ＵＥが２つの異なるＲＡＴを使用して２つのベースステーションと通信する規範
的なワイヤレス通信システムを示す。
【図３】一実施形態によるベースステーションの規範的なブロック図である。
【図４】一実施形態によるＵＥの規範的なブロック図である。
【図５Ａ】一実施形態によるＵＥのワイヤレス通信回路の規範的なブロック図である。
【図５Ｂ】一実施形態によるＵＥのワイヤレス通信回路の規範的なブロック図である。
【図６】第１及び第２のＲＡＴのチューンアウェイ間の衝突を解消する規範的な方法を示
すフローチャートである。
【図７Ａ】図６の方法の実施形態に対応する図である。
【図７Ｂ】図６の方法の実施形態に対応する図である。
【図８】第１及び第２のＲＡＴのチューンアウェイ間の衝突を解消する規範的な方法を示
すフローチャートである。
【図９Ａ】図８の方法の実施形態に対応する図である。
【図９Ｂ】図８の方法の実施形態に対応する図である。
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【図１０】第１のＲＡＴのインターセル測定に第２のＲＡＴのチューンアウェイを挿入す
るための規範的方法を示すフローチャートである。
【図１１Ａ】図１０の方法の実施形態に対応する図である。
【図１１Ｂ】図１０の方法の実施形態に対応する図である。
【図１２】第１のＲＡＴのインターセル及び／又はインターＲＡＴ測定に第２のＲＡＴの
チューンアウェイを挿入するための規範的方法を示すフローチャートである。
【図１３Ａ】図１２の方法の実施形態に対応する図である。
【図１３Ｂ】図１２の方法の実施形態に対応する図である。
【図１４】第１のＲＡＴのウオームアップ中に第２のＲＡＴのチューンアウェイを挿入す
るための規範的方法を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明は種々の変更や代替的形態を受け易いが、その特定の実施形態を添付図面に一例
として示して、以下に詳細に説明する。しかしながら、添付図面及びそれに対する詳細な
説明は、本発明をここに開示する特定の形態に限定するものではなく、逆に、特許請求の
範囲により規定された本発明の精神及び範囲に包含される全ての変更、等効物及び代替物
を網羅することを意図していることを理解されたい。
【００１４】
　頭字語
　本開示では、次の頭字語を使用する。
　３ＧＰＰ：第３世代パートナーシッププロジェクト
　３ＧＰＰ２：第３世代パートナーシッププロジェクト２
　ＧＳＭ：グローバルシステム・フォア・モバイルコミュニケーションズ
　ＵＭＴＳ：ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム
　ＬＴＥ：ロング・ターム・エボリューション
　ＲＡＴ：無線アクセス技術
　ＴＸ：送信
　ＲＸ：受信
【００１５】
　用語
　本明細書で使用される用語集は、次の通りである。
　メモリ媒体：種々のタイプのメモリ装置又はストレージ装置のいずれか。「メモリ媒体
」という用語は、インストール媒体、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ、フロッピー（登録商標）デ
ィスク、又はテープ装置；コンピュータシステムメモリ又はランダムアクセスメモリ、例
えば、ＤＲＡＭ、ＤＤＲ　ＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＥＤＯ　ＲＡＭ、Ｒａｍｂｕｓ　ＲＡＭ、
等；不揮発性メモリ、例えば、フラッシュ、磁気媒体、例えば、ハードドライブ又は光学
的ストレージ；レジスタ又は他の同様のタイプのメモリ要素、等を含むことが意図される
。メモリ媒体は、他のタイプのメモリ、及びその組み合わせを含む。加えて、メモリ媒体
は、プログラムが実行される第１のコンピュータシステムに配置されるか、又はインター
ネットのようなネットワークを経て第１のコンピュータシステムに接続される第２の異な
るコンピュータシステムに配置される。後者の場合には、第２のコンピュータシステムは
、プログラムインストラクションを、実行のために第１のコンピュータに与える。「メモ
リ媒体」という用語は、異なる位置、例えば、ネットワークを経て接続された異なるコン
ピュータシステム、に存在する２つ以上のメモリ媒体を含む。メモリ媒体は、１つ以上の
プロセッサにより実行されるプログラムインストラクション（例えば、コンピュータプロ
グラムとして実施される）を記憶する。
【００１６】
　キャリア媒体：上述したメモリ媒体、並びに物理的な送信媒体、例えば、電気、磁気又
はデジタル信号のような信号を搬送するバス、ネットワーク、及び／又は他の物理的送信
媒体。
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【００１７】
　プログラマブルハードウェア要素：プログラム可能な相互接続部を経て接続された複数
のプログラム可能な機能ブロックを含む種々のハードウェア装置を備えている。例えば、
ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）、ＰＬＤ（プログラマブルロジック
装置）、ＦＰＯＡ（フィールドプログラマブルオブジェクトアレイ）、及びＣＰＬＤ（コ
ンプレックスＰＬＤ）を含む。プログラマブル機能ブロックは、微細粒度（コンビナトリ
アルロジック又はルックアップテーブル）から粗い粒度（演算論理ユニット又はプロセッ
サコア）までの範囲である。プログラム可能なハードウェア要素は、「再構成可能なロジ
ック」とも称される。
【００１８】
　コンピュータシステム：パーソナルコンピュータシステム（ＰＣ）、メインフレームコ
ンピュータシステム、ワークステーション、ネットワーク機器、インターネット機器、パ
ーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）、パーソナル通信装置、スマートホン、テレビ
ジョンシステム、グリッドコンピューティングシステム、或いは他の装置又は装置の組み
合わせを含む種々のタイプのコンピューティング又は処理システムのいずれか。一般的に
、「コンピュータシステム」という用語は、メモリ媒体からのインストラクションを実行
する少なくとも１つのプロセッサを有する装置（又は装置の組み合わせ）を包含するよう
に広く定義される。
【００１９】
　ユーザ装置（ＵＥ）（又は「ＵＥ装置」）：移動又はポータブルであり且つワイヤレス
通信を実行する種々のタイプのコンピュータシステム装置のいずれか。ＵＥ装置は、例え
ば、移動電話又はスマートホン（例えば、ｉＰｈｏｎｅTM、ＡｎｄｒｏｉｄTM－ベースの
電話）、ポータブルゲーム機（例えば、ＮｉｎｔｅｎｄｏＤＳTM、ＰｌａｙＳｔａｔｉｏ
ｎ　ＰｏｒｔａｂｌｅTM、Ｇａｍｅｂｏｙ　ＡｄｖａｎｃｅTM、ｉＰｈｏｎｅTM）、ラッ
プトップ、ＰＤＡ、ポータブルインターネット装置、音楽プレーヤ、データストレージ装
置、他のハンドヘルド装置、並びにウェラブル装置、例えば、腕時計、ヘッドホン、ペン
ダント、イヤホン、等を含む。一般的に、「ＵＥ」又は「ＵＥ装置」という用語は、ユー
ザにより容易に持ち運びされそしてワイヤレス通信することのできる電子、コンピューテ
ィング及び／又はテレコミュニケーション装置（又は装置の組み合わせ）を包含するよう
に広く定義される。
【００２０】
　ベースステーション：「ベースステーション」という用語は、全範囲の通常の意味を有
するもので、少なくとも、固定位置にインストールされて、ワイヤレス電話システム又は
無線システムの一部分として通信するのに使用されるワイヤレス通信ステーションを包含
する。
【００２１】
　処理要素：種々の要素又は要素の組み合わせを指す。処理要素は、例えば、ＡＳＩＣ（
特定用途向け集積回路）のような回路、個々のプロセッサコアの部分又は回路、全プロセ
ッサコア、個々のプロセッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）のよ
うなプログラム可能なハードウェア装置、及び／又は複数のプロセッサを含むシステムの
大きな部分を含む。
【００２２】
　自動的：アクション又は動作を直接明示し又は遂行するユーザ入力なしに、コンピュー
タシステム（例えば、コンピュータシステムにより実行されるソフトウェア）或いは装置
（例えば、回路、プログラム可能なハードウェア要素、ＡＳＩＣ、等）により遂行される
アクション又は動作を指す。従って、「自動的」という用語は、ユーザが動作を直接遂行
するための入力を与えるように、ユーザにより動作が手動で遂行され又は明示されるのと
は対照的である。自動的な手順は、ユーザにより与えられた入力によって開始されるが、
「自動的に」遂行されるその後のアクションは、ユーザによって明示されず、即ちユーザ
が遂行すべき各アクションを明示して「手動」で遂行されるのではない。例えば、各フィ
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ールドを選択しそして入力明示情報を与える（例えば、情報をタイプし、チェックボック
スを選択し、無線を選択し、等により）ことにより電子的フォームを埋めるユーザは、コ
ンピュータシステムがユーザのアクションに応答してフォームを更新しなくてはならなく
ても、フォームを手動で埋める。フォームは、コンピュータシステムにより自動的に埋め
られてもよく、この場合、コンピュータシステム（例えば、コンピュータシステムで実行
されるソフトウェア）は、フォームのフィールドを分析し、そしてフィールドへの返答を
明示するユーザ入力なしにフォームを埋める。上述したように、ユーザは、フォームを自
動的に埋めることを求めるが、フォームを実際に埋めることには関与しない（例えば、ユ
ーザは、フィールドへの返答を手動で明示せず、それは、自動的に完成される）。本明細
書は、ユーザがとったアクションに応答して自動的に遂行される動作の種々の例について
述べる。
【００２３】
　図１：ユーザ装置
　図１は、一実施形態による規範的なユーザ装置（ＵＥ）１０６を示す。ＵＥ１０６とい
う語は、上述した種々の装置のいずれかである。ＵＥ装置１０６は、種々の材料のいずれ
かで構成されるハウジング１２を備えている。ＵＥ１０６は、容量性タッチ電極を合体す
るタッチスクリーンであるディスプレイ１４を有する。ディスプレイ１４は、種々のディ
スプレイ技術のいずれかに基づく。ＵＥ１０６のハウジング１２は、種々の要素、例えば
、ホームボタン１６、スピーカポート１８、及び他の要素（図示せず）、例えば、マイク
ロホン、データポート、及び考えられる他の種々のタイプのボタン、例えば、ボリューム
ボタン、リンガーボタン、等のための開口を含み又は備えている。
【００２４】
　ＵＥ１０６は、複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ）をサポートする。例えば、ＵＥ１０
６は、グローバルシステム・フォア・モバイルコミュニケーションズ（ＧＳＭ）、ユニバ
ーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム（ＵＭＴＳ）、コード分割多重アクセ
ス（ＣＤＭＡ）（例えば、ＣＤＭＡ２０００　１ＸＲＴＴ又は他のＣＤＭＡ無線アクセス
技術）、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）、アドバンストＬＴＥ、及び／又
は他のＲＡＴ、の２つ以上のような種々のＲＡＴのいずれかを使用して通信するように構
成される。例えば、ＵＥ１０６は、ＬＴＥ及びＧＳＭのような少なくとも２つの無線アク
セス技術をサポートする。必要に応じて、種々の異なる又は他のＲＡＴをサポートするこ
ともできる。
【００２５】
　ＵＥ１０６は、１つ以上のアンテナを備えている。又、ＵＥ１０６は、１つ以上の送信
器チェーン（ＴＸチェーン）及び１つ以上の受信器チェーン（ＲＸチェーン）の種々の組
み合わせのような種々の無線構成のいずれかを含む。例えば、ＵＥ１０６は、２つ以上の
ＲＡＴをサポートする無線を含む。その無線は、単一ＴＸ（送信）チェーン及び単一ＲＸ
（受信）チェーンを含む。或いは又、無線は、単一のＴＸチェーン、及び例えば、同じ周
波数で動作する２つのＲＸチェーンを含んでもよい。別の実施形態では、ＵＥ１０６は、
２つ以上の無線、即ち２つ以上のＴＸ／ＲＸチェーン（２つ以上のＴＸチェーン及び２つ
以上のＲＸチェーン）を備えている。
【００２６】
　ここに述べる実施形態では、ＵＥ１０６は、２つ以上のＲＡＴを使用して通信する２つ
のアンテナを備えている。例えば、ＵＥ１０６は、単一の無線又は共有無線に結合された
一対のセルラー電話アンテナを有する。それらのアンテナは、スイッチング回路及び他の
高周波フロントエンド回路を使用して共有無線（共有ワイヤレス通信回路）に結合される
。例えば、ＵＥ１０６は、トランシーバ又は無線に結合された第１のアンテナ、即ち送信
のために送信器チェーン（ＴＸチェーン）結合され且つ受信のために第１の受信チェーン
（ＲＸチェーン）に結合された第１のアンテナを有する。又、ＵＥ１０６は、第２のＲＸ
チェーンに結合された第２のアンテナも備えている。第１及び第２の受信チェーンは、共
通の局部発振器を共有し、これは、第１及び第２の受信器チェーンの両方が同じ周波数に
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同調することを意味する。第１及び第２の受信器チェーンは、一次受信器チェーン（ＰＲ
Ｘ）及びダイバーシティ受信器チェーン（ＤＲＸ）と称される。
【００２７】
　一実施形態において、ＰＲＸ及びＤＲＸ受信チェーンは、対として動作し、ＬＴＥのよ
うな２つ以上のＲＡＴ及びＧＳＭ又はＣＤＭＡ１ｘのような１つ以上の他のＲＡＴの間を
時間多重化する。ここに述べる一次の実施形態では、ＵＥ１０６は、１つの送信器チェー
ン及び２つの受信器チェーン（ＰＲＸ及びＤＲＸ）を備え、その送信器チェーン及び２つ
の受信器チェーン（対として働く）は、ＬＴＥ及びＧＳＭのような２つ（以上）のＲＡＴ
間を時間多重化する。
【００２８】
　各アンテナは、例えば、６００ＭＨｚから３ＧＨｚまでといった広範囲な周波数を受信
する。従って、例えば、ＰＲＸ及びＤＲＸ受信器チェーンの局部発振器は、ＬＴＥ周波数
帯域のような特定の周波数に同調し、ＰＲＸ受信器チェーンは、アンテナ１からサンプル
を受信し、そしてＤＲＸ受信器チェーンは、アンテナ２からサンプルを受信し、両方とも
同じ周波数である（同じ局部発振器を使用しているために）。ＵＥ１０６のワイヤレス回
路は、ＵＥ１０６の希望の動作モードに基づいてリアルタイムで構成される。ここに述べ
る規範的な実施形態では、ＵＥ１０６は、ＬＴＥ及びＧＳＭ無線アクセス技術をサポート
するように構成される。
【００２９】
　図２：通信システム
　図２は、規範的な（及び簡単化された）ワイヤレス通信システムを示している。図２の
システムは、考えられるシステムの一例に過ぎず、実施形態は、必要に応じて、種々のシ
ステムのいずれでも実施できることに注意されたい。
【００３０】
　図示されたように、規範的なワイヤレス通信システムは、ＵＥ１０６として表わされた
１つ以上のユーザ装置（ＵＥ）と送信媒体を経て通信するベースステーション１０２Ａ及
び１０２Ｂを備えている。ベースステーション１０２は、ベーストランシーバステーショ
ン（ＢＴＳ）又はセルサイトであり、ＵＥ１０６とのワイヤレス通信を可能にするハード
ウェアを備えている。又、各ベースステーション１０２は、コアネットワーク１００とも
通信するように装備される。例えば、ベースステーション１０２Ａは、コアネットワーク
１００Ａに結合され、一方、ベースステーション１０２Ｂは、コアネットワーク１００Ｂ
に結合される。各コアネットワークが各セルラーサービスプロバイダーにより動作されて
もよいし、又は複数のコアネットワーク１００Ａが同じセルラーサービスプロバイダーに
より動作されてもよい。又、各コアネットワーク１００は、インターネット、公衆交換電
話ネットワーク（ＰＳＴＮ）、及び／又は他のネットワークを含む１つ以上の外部ネット
ワーク（例えば、外部ネットワーク１０８）にも結合される。従って、ベースステーショ
ン１０２は、ＵＥ装置１０６間、及びＵＥ装置１０６とネットワーク１００Ａ、１００Ｂ
及び１０８との間の通信を容易にする。
【００３１】
　ベースステーション１０２及びＵＥ１０６は、ＧＳＭ、ＵＭＴＳ（ＷＣＤＭＡ（登録商
標））、ＬＴＥ、ＬＴＥアドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）、３ＧＰＰ２　ＣＤＭＡ２０００（
例えば、１ｘＲＴＴ、１ｘＥＶ－ＤＯ、ＨＰＰＤ、ｅＨＲＰＤ）、ＩＥＥＥ８０２．１１
（ＷＬＡＮ又はＷｉ－Ｆｉ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、等の種々の無線ア
クセス技術（「ＲＡＴ」、ワイヤレス通信技術又はテレコミュニケーション規格とも称さ
れる）のいずれかを使用して送信媒体を経て通信するように構成される。
【００３２】
　ベースステーション１０２Ａ及びコアネットワーク１００Ａは、第１のＲＡＴ（例えば
、ＬＴＥ）に基づいて動作し、一方、ベースステーション１０２Ｂ及びコアネットワーク
１００Ｂは、第２の（例えば、異なる）ＲＡＴ（例えば、ＧＳＭ、ＣＤＭＡ２０００又は
他のレガシー又は回路交換技術）に基づいて動作する。２つのネットワークは、同じネッ
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トワークオペレータ（例えば、セルラーサービスプロバイダー又は「キャリア」）により
コントロールされるか、又は必要に応じて、異なるネットワークオペレータによりコント
ロールされる。更に、２つのネットワークは、互いに独立して動作されてもよいし（例え
ば、異なるＲＡＴに基づいて動作する場合）、或いは多少結合されて又は密接に結合され
て動作されてもよい。
【００３３】
　又、２つの異なるネットワークは、図２に示す規範的なネットワーク構成で示されたよ
うに、２つの異なるＲＡＴをサポートするのに使用されるが、複数のＲＡＴを具現化する
他のネットワーク構成も考えられることに注意されたい。一例として、ベースステーショ
ン１０２Ａ及び１０２Ｂは、異なるＲＡＴに基づいて動作するが、同じネットワークに結
合されてもよい。別の例として、異なるＲＡＴ（例えば、ＬＴＥ及びＧＳＭ、ＬＴＥ及び
ＣＤＭＡ２０００　１ｘＲＴＴ、及び／又はＲＡＴの他の組み合わせ）を同時にサポート
できるマルチモードベースステーションは、異なるセルラー通信技術をサポートするコア
ネットワークに結合されてもよい。一実施形態において、ＵＥ１０６は、パケット交換技
術である第１のＲＡＴ（例えば、ＬＴＥ）と、回路交換技術である第２のＲＡＴ（例えば
、ＧＳＭ又は１ｘＲＴＴ）とを使用するように構成される。
【００３４】
　上述したように、ＵＥ１０６は、３ＧＰＰ、３ＧＰＰ２、又は希望のセルラー規格内の
もののような複数のＲＡＴを使用して通信することができる。又、ＵＥ１０６は、ＷＬＡ
Ｎ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）、１つ以上のグローバルナビゲーション衛星システ
ム（ＧＮＳＳ、例えば、ＧＰＳ又はＧＬＯＮＡＳＳ）、１つ及び／又はそれ以上の移動テ
レビジョン放送規格（例えば、ＡＴＳＣ－Ｍ／Ｈ又はＤＶＢ－Ｈ）、等を使用して通信す
るように構成されてもよい。ネットワーク通信規格の他の組み合わせも考えられる。
【００３５】
　従って、同じ又は異なるＲＡＴ或いはセルラー通信規格により動作するベースステーシ
ョン１０２Ａ及び１０２Ｂ並びに他のベースステーションは、１つ以上の無線アクセス技
術（ＲＡＴ）を経て広い地域にわたりＵＥ１０６及び同様の装置に連続的又はほぼ連続的
な重畳するサービスを提供するセルのネットワークとして設けられる。
【００３６】
　図３：ベースステーション
　図３は、ベースステーション１０２の規範的なブロック図である。図３のベースステー
ションは、考えられるベースステーションの一例に過ぎないことに注意されたい。図示さ
れたように、ベースステーション１０２は、ベースステーション１０２のためのプログラ
ムインストラクションを実行するプロセッサ５０４を備えている。プロセッサ５０４は、
メモリマネージメントユニット（ＭＭＵ）５４０にも結合され、これは、プロセッサ５０
４からアドレスを受け取り、そしてそのアドレスをメモリ（例えば、メモリ５６０及びリ
ードオンリメモリ（ＲＯＭ）５５０）内の位置或いは他の回路又は装置に変換するように
構成される。
【００３７】
　ベースステーション１０２は、少なくとも１つのネットワークポート５７０を備えてい
る。このネットワークポート５７０は、電話ネットワークに結合されて、ＵＥ装置１０６
のような複数の装置に、前記電話ネットワークへのアクセスを与えるように構成される。
【００３８】
　ネットワークポート５７０（又は付加的なネットワークポート）は、セルラーネットワ
ーク、例えば、セルラーサービスプロバイダーのコアネットワークに結合されてもよいし
或いはそのように構成されてもよい。コアネットワークは、ＵＥ装置１０６のような複数
の装置に移動関連サービス及び／又は他のサービスを提供することができる。あるケース
では、ネットワークポート５７０がコアネットワークを経て電話ネットワークに結合され
てもよいし、及び／又はコアネットワークが電話ネットワークをなしてもよい（例えば、
セルラーサービスプロバイダーによりサービスされる他のＵＥ装置１０６の中で）。
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【００３９】
　ベースステーション１０２は、少なくとも１つのアンテナ５３４を備えている。この少
なくとも１つのアンテナ５３４は、ワイヤレストランシーバーとして動作するように構成
され、そして無線５３０を経てＵＥ装置１０６と通信するように更に構成される。アンテ
ナ５３４は、通信チェーン５３２を経て無線５３０と通信する。通信チェーン５３２は、
受信チェーン、送信チェーン又はその両方である。無線５３０は、これに限定されないが
、ＬＴＥ、ＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ（登録商標），ＣＤＭＡ２０００、等を含む種々のＲＡＴ
を経て通信するように構成される。
【００４０】
　ベースステーション１０２のプロセッサ５０４は、例えば、メモリ媒体（例えば、非一
時的コンピュータ読み取り可能なメモリ媒体）に記憶されたプログラムインストラクショ
ンを実行することにより、ここに述べる方法の一部分又は全部を具現化するように構成さ
れる。或いは又、プロセッサ５０４は、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレ
イ）のようなプログラム可能なハードウェア要素として、又はＡＳＩＣ（特定用途向け集
積回路）として、或いはその組み合わせとして、構成されてもよい。
【００４１】
　図４：ユーザ装置（ＵＥ）
　図４は、ＵＥ装置１０６の簡単なブロック図である。図示されたように、ＵＥ装置１０
６は、種々の目的のための部分を含むシステムオンチップ（ＳＯＣ）４００を備えている
。ＳＯＣ４００は、ＵＥ１０６の種々の他の回路に結合される。例えば、ＵＥ１０６は、
種々のタイプのメモリ（例えば、ＮＡＮＤフラッシュ４１０を含む）、コネクタインター
フェイス４２０（例えば、コンピュータシステム、ドック、充電ステーション、等に結合
するための）、ディスプレイ４６０、ＬＴＥ、ＧＳＭ、等のためのセルラー通信回路４３
０、及びショートレンジワイヤレス通信回路４２９（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）及びＷＬＡＮ回路）を備えている。ＵＥ１０６は、更に、１つ以上のＵＩＣＣ（ユ
ニバーサル集積回路カード）カード３１０のようなＳＩＭ（加入者アイデンティティモジ
ュール）機能を含む１つ以上のスマートカード３１０も備えている。セルラー通信回路４
３０は、１つ以上のアンテナ、好ましくは図示された２つのアンテナ４３５及び４３６に
結合される。ショートレンジワイヤレス通信回路４２９は、アンテナ４３５及び４３６の
一方又は両方にも結合される（この接続は、図示を容易にするために示されていない）。
【００４２】
　図示されたように、ＳＯＣ４００は、ＵＥ１０６のためのプログラムインストラクショ
ンを実行するプロセッサ４０２と、グラフィック処理を行って表示信号をディスプレイ４
６０に与えるディスプレイ回路４０４とを備えている。又、プロセッサ４０２は、メモリ
マネージメントユニット（ＭＭＵ）４４０にも結合され、これは、プロセッサ４０２から
アドレスを受け取り、そしてそのアドレスをメモリ（例えば、メモリ４０６、リードオン
リメモリ（ＲＯＭ）４５０、ＮＡＮＤフラッシュメモリ４１０）内の位置、及び／又は他
の回路又は装置、例えば、ディスプレイ回路４０４、セルラー通信回路４３０、ショート
レンジワイヤレス通信回路４２９、コネクタＩＦ４２０、及び／又はディスプレイ４６０
に変換する。ＭＭＵ４４０は、メモリ保護及びページテーブル変換又はセットアップを遂
行するように構成される。ある実施形態では、ＭＭＵ４４０は、プロセッサ４０２の一部
分として含まれる。
【００４３】
　１つの実施形態において、上述したように、ＵＥ１０６は、１つ以上の加入者アイデン
ティティモジュール（ＳＩＭ）アプリケーションを実行し及び／又はさもなければＳＩＭ
機能を具現化するＵＩＣＣ３１０のような少なくとも１つのスマートカード３１０を備え
ている。少なくとも１つのスマートカード３１０は、単一のスマートカード３１０に過ぎ
ず、又はＵＥ１０６は、２つ以上のスマートカード３１０を備えている。各スマートカー
ド３１０は、ＵＥ１０６に埋め込まれ、例えば、ＵＥ１０６の回路板に半田付けされても
よく、或いは各スマートカード３１０は、除去可能なスマートカードとして具現化されて



(13) JP 6301408 B2 2018.3.28

10

20

30

40

50

もよい。従って、スマートカード３１０は、１つ以上の除去可能なスマートカード（例え
ば、「ＳＩＭ」カードとも称されるＵＩＣＣカード）でもよいし、及び／又はスマートカ
ード３１０は、１つ以上の埋設カード（例えば、「ｅＳＩＭ」又は「ｅＳＩＭカード」と
も称される埋設型ＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ））でもよい。ある実施形態では（例えば、スマ
ートカード３１０がｅＵＩＣＣを含むときには）、スマートカード３１０の１つ以上が、
埋設型ＳＩＭ（ｅＳＩＭ）機能を具現化し、そのような実施形態では、スマートカード３
１０の１つが複数のＳＩＭアプリケーションを実行する。スマートカード３１０は、各々
、プロセッサ及びメモリのようなコンポーネントを含み、ＳＩＭ／ｅＳＩＭ機能を遂行す
るためのインストラクションは、メモリに記憶されて、プロセッサにより実行される。１
つの実施形態では、ＵＥ１０６は、必要に応じて、除去可能なスマートカード及び固定／
除去不能なスマートカード（例えば、ｅＳＩＭ機能を具現化する１つ以上のｅＵＩＣＣ）
を組み合わせて備えてもよい。例えば、ＵＥ１０６は、２つの埋設型カード３１０、２つ
の除去可能なスマートカード３１０、又は１つの埋設型スマートカード３１０及び１つの
除去可能なスマートカード３１０の組み合わせを備えてもよい。他の種々のＳＩＭ構成も
意図される。
【００４４】
　上述したように、１つの実施形態では、ＵＥ１０６は、ＳＩＭ機能を各々具現化する２
つ以上のスマートカード３１０を備えている。ＵＥ１０６に２つ以上のＳＩＭスマートカ
ード３１０を含ませることで、ＵＥ１０６は、２つの異なる電話番号をサポートできると
共に、ＵＥ１０６は、対応する２つ以上の各ネットワークにおいて通信することができる
。例えば、第１のスマートカード３１０は、ＬＴＥのような第１のＲＡＴをサポートする
ＳＩＭ機能を含み、そして第２のスマートカード３１０は、ＧＳＭのような第２のＲＡＴ
をサポートするＳＩＭ機能を含む。もちろん、他の具現化及びＲＡＴも考えられる。ＵＥ
１０６が２つのスマートカード３１０を含む場合には、ＵＥ１０６は、デュアルＳＩＭデ
ュアルアクティブ（ＤＳＤＡ）機能をサポートすることができる。ＤＳＤＡ機能は、ＵＥ
１０６を２つのネットワークに同時に接続できるようにする（及び２つの異なるＲＡＴを
使用できるようにする）。又、ＤＳＤＡ機能は、ＵＥ１０６が各電話番号においてボイス
コール又はデータトラフィックを同時に受信するのを許す。別の実施形態では、ＵＥ１０
６は、デュアルＳＩＭデュアルスタンバイ（ＤＳＤＳ）機能をサポートする。このＤＳＤ
Ｓ機能は、ＵＥ１０６の２つのスマートカード３１０の各々が、ボイスコール及び／又は
データ接続を待機してスタンバイするのを許す。ＤＳＤＳでは、一方のＳＩＭ３１０にコ
ール／データが確立されるときに、他方のＳＩＭは、もはやアクティブではない。１つの
実施形態では、異なるキャリア及び／又はＲＡＴに対して複数のＳＩＭアプリケーション
を実行する単一のスマートカード（例えば、ｅＵＩＣＣ）でＤＳＤｘ（ＤＳＤＡ又はＤＳ
ＤＳのいずれかの機能）が具現化される。
【００４５】
　上述したように、ＵＥ１０６は、複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用してワイヤ
レス通信するように構成される。前記で更に述べたように、そのような場合には、セルラ
ー通信回路（無線）４３０は、単一のＲＡＴに従って使用するように排他的に構成された
複数のＲＡＴ及び／又は無線コンポーネント間で共有される無線コンポーネントを含む。
ＵＥ１０６が少なくとも２つのアンテナを含む場合には、アンテナ４３５及び４３６は、
ＭＩＭＯ（複数入力複数出力）通信を具現化するように構成可能である。
【００４６】
　ここに述べるように、ＵＥ１０６は、ここに述べるような２つ以上のＲＡＴを使用して
通信する特徴を具現化するためのハードウェア及びソフトウェアコンポーネントを含む。
ＵＥ装置１０６のプロセッサ４０２は、例えば、メモリ媒体（例えば、非一時的コンピュ
ータ読み取り可能なメモリ媒体）に記憶されたプログラムインストラクションを実行する
ことにより、ここに述べる特徴の一部分又は全部を具現化するように構成される。それと
は別に（又はそれに加えて）、プロセッサ４０２は、ＦＰＧＡ（フィールドプログラマブ
ルゲートアレイ）又はＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）のようなプログラム可能なハー
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ドウェア要素として構成される。それとは別に（又はそれに加えて）、ＵＥ装置１０６の
プロセッサ４０２は、他のコンポーネント４００、４０４、４０６、４１０、４２０、４
３０、４３５、４４０、４５０、４６０の１つ以上に関連して、ここに述べる特徴の一部
分又は全部を具現化するように構成される。
【００４７】
　図５Ａ及び５Ｂ：ＵＥ送信／受信ロジック
　図５Ａは、一実施形態によるＵＥ１０６の一部分を示す。図示されたように、ＵＥ１０
６は、ＵＥ１０６のコントロールアルゴリズムを具現化するためのコントロールコードを
記憶して実行するように構成されたコントロール回路４２を備えている。該コントロール
回路４２は、ストレージ及び処理回路２８（例えば、マイクロプロセッサ、メモリ回路、
等）を備えると共に、ベースバンドプロセッサ集積回路５８を備えている。ベースバンド
プロセッサ５８は、ワイヤレス回路３４の一部分を形成し、そしてメモリ及び処理回路を
含む（即ち、ベースバンドプロセッサ５８は、ＵＥ１０６のストレージ及び処理回路の一
部分を形成すると考えられる）。ベースバンドプロセッサ５８は、とりわけ、ＧＳＭロジ
ック７２及びＬＴＥロジック７４のような種々の異なるＲＡＴを取り扱うためのソフトウ
ェア及び／又はロジックを備えている。
【００４８】
　ベースバンドプロセッサ５８は、経路４８を経てストレージ及び処理回路２８（例えば
、マイクロプロセッサ、不揮発性メモリ、揮発性メモリ、他のコントロール回路、等）へ
データを供給する。経路４８上のデータは、ＵＥのセルラー通信及び動作に関連したロー
データ及び処理済データ、例えば、セルラー通信データ、受信信号に対するワイヤレス（
アンテナ）性能メトリック、チューンアウェイ動作に関連した情報、ページング動作に関
連した情報、等を含む。この情報は、ストレージ及び処理回路２８及び／又はプロセッサ
５８により分析され、そしてそれに応答して、ストレージ及び処理回路２８（又は、必要
に応じて、ベースバンドプロセッサ５８）は、ワイヤレス回路３４をコントロールするた
めのコントロールコマンドを発行する。例えば、ストレージ及び処理回路２８は、経路５
２及び経路５０にコントロールコマンドを発行し、及び／又はベースバンドプロセッサ５
８は、経路４６及び経路５１にコマンドを発行する。
【００４９】
　ワイヤレス回路３４は、高周波トランシーバ回路６０のような高周波トランシーバ回路
と、高周波フロントエンド回路６２とを含む。高周波トランシーバ回路６０は、１つ以上
の高周波トランシーバを備えている。ここに示す実施形態では、高周波トランシーバ回路
６０は、トランシーバ（ＴＸ）チェーン５９、受信器（ＲＸ）チェーン６１及びＲＸチェ
ーン６３を含む。上述したように、２つのＲＸチェーン６１及び６３は、一次ＲＸチェー
ン６１、及びダイバーシティＲＸチェーン６３である。２つのＲＸチェーン６１及び６３
は、同じ局部発振器（ＬＯ）に接続され、従って、ＭＩＭＯ動作のために同じ周波数で一
緒に動作する。従って、ＴＸチェーン５９と、２つのＲＸチェーン６１及び６３は、他の
必要な回路と共に、単一無線と考えられる。他の実施形態も、もちろん、意図される。例
えば、高周波トランシーバ回路６０が単一のＴＸチェーン及び単一のＲＸチェーンしか含
まず、これも、単一無線実施形態である。従って、「無線(radio)」という用語は、その
通常の受け容れられる意味の最も広い範囲を有すると定義され、そして単一ＴＸチェーン
及び単一ＲＸチェーンか、或いは単一ＴＸチェーン及び例えば同じＬＯに接続された２つ
（以上）のＲＸチェーンかのいずれかを含む、無線に通常見られる回路を備えるものであ
る。無線という用語は、上述した送信及び受信チェーンを包含するもので、ワイヤレス通
信の実行に関連した高周波回路（例えば、送信及び受信チェーン）に結合されたデジタル
信号処理も含む。一例として、送信チェーンは、増幅器、ミクサ、フィルタ、及びデジタ
ル／アナログコンバータのようなコンポーネントを含む。同様に、受信チェーンも、例え
ば、増幅器、ミクサ、フィルタ、及びアナログ／デジタルコンバータのようなコンポーネ
ントを含む。上述したように、複数の受信チェーンがＬＯを共有するが、他の実施形態で
は、それらが自身のＬＯを備えてもよい。ワイヤレス通信回路は、例えば、ＵＥ（送信／
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受信チェーン及び／又はデジタル信号処理）、ベースバンドプロセッサ、等の１つ以上の
無線を含めて、コンポーネントの大きなセットを包含する。「セルラーワイヤレス通信回
路」という用語は、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）のような、セルラーの性質
ではない他のプロトコルとは反対に、セルラー通信を遂行するための種々の回路を含む。
ここに述べる本発明のある実施形態は、単一無線（即ち、単一ＴＸチェーン及び単一ＲＸ
チェーンをもつ無線；或いは単一ＴＸチェーン及び２つのＲＸチェーンをもち、２つのＲ
Ｘチェーンが同じＬＯに接続された無線）が複数のＲＡＴをサポートするときに性能を改
善するように動作する。
【００５０】
　図５Ｂに示すように、高周波トランシーバ回路６０は、２つ以上のＴＸチェーン及び２
つ以上のＲＸチェーンを含む。例えば、図５Ｂは、ＴＸチェーン５９及びＲＸチェーン６
１を含む第１無線５７と、第１のＴＸチェーン６５及び第２のＴＸチェーン６７を含む第
１無線６３とを伴う実施形態を示す。又、図５Ａの実施形態に、図示された１つのＴＸチ
ェーン５９及び２つのＲＸチェーン６１及び６３に加えて、付加的なＴＸ／ＲＸ受信チェ
ーンが含まれた実施形態も意図される。複数のＴＸ及びＲＸチェーンを有するこれらの実
施形態では、１つの無線しか現在アクティブでないとき、例えば、第２無線が節電のため
にターンオフされたとき、ここに述べる本発明の幾つかの実施形態は、複数のＲＡＴをサ
ポートするとき単一のアクティブな無線の性能を改善するように動作することができる。
【００５１】
　ベースバンドプロセッサ５８は、ストレージ及び処理回路２８から送信されるべきデジ
タルデータを受け取り、そして経路４６及び高周波トランシーバ回路６０を使用して、そ
れに対応する高周波信号を送信する。高周波フロントエンド６２は、高周波トランシーバ
６０とアンテナ４０との間に結合され、そして高周波トランシーバ回路６０により発生さ
れた高周波信号をアンテナ４０へ搬送するのに使用される。高周波フロントエンド６２は
、アンテナ４０と高周波トランシーバ６０との間のインターフェイスを形成する高周波ス
イッチ、インピーダンスマッチング回路、フィルタ、及び他の回路を含む。
【００５２】
　アンテナ４０によって受信された到来する高周波信号は、高周波フロントエンド６２、
経路５４及び５６のような経路、高周波トランシーバ６０の受信回路、及び経路４６のよ
うな経路を経て、ベースバンドプロセッサ５８へ供給される。経路５４は、例えば、トラ
ンシーバ５７に関連した信号を取り扱うのに使用され、一方、経路５６は、トランシーバ
６３に関連した信号を取り扱うのに使用される。ベースバンドプロセッサ５８は、受信信
号をデジタルデータに変換し、そのデジタルデータは、ストレージ及び処理回路２８へ送
られる。又、ベースバンドプロセッサ５８は、トランシーバが現在チューニングされてい
るチャンネルに対する信号の質を表わす情報を受信信号から抽出することもできる。例え
ば、コントロール回路４２内のベースバンドプロセッサ５８及び／又は他の回路は、受信
信号を分析して、種々の測定値、例えば、ビットエラー率測定値、到来するワイヤレス信
号に関連した電力量の測定値、強度指示子（ＲＳＳＩ）情報、受信信号コード電力（ＲＳ
ＣＰ）情報、基準信号受信電力（ＲＳＲＰ）情報、信号対干渉比（ＳＩＮＲ）情報、信号
対雑音比（ＳＮＲ）情報、Ｅｃ／Ｉｏ又はＥｃ／Ｎｏデータのような信号クオリティデー
タに基づくチャンネルクオリティ測定値、等を発生する。
【００５３】
　高周波フロントエンド６２は、スイッチング回路を含む。そのスイッチング回路は、コ
ントロール回路４２から受け取られるコントロール信号（例えば、ストレージ及び処理回
路２８から経路５０を経て送られるコントロール信号、及び／又はベースバンドプロセッ
サ５８から経路５１を経て送られるコントロール信号）により構成される。スイッチング
回路は、ＴＸ及びＲＸチェーンをアンテナ４０Ａ及び４０Ｂに接続するのに使用されるス
イッチ（スイッチ回路）を含む。高周波トランシーバ回路６０は、ストレージ及び処理回
路から経路５２を経て受信されるコントロール信号、及び／又はベースバンドプロセッサ
５８から経路４６を経て受信されるコントロール信号により構成される。
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【００５４】
　使用するアンテナの数は、ＵＥ１０６の動作モードに依存する。例えば、図５Ａに示す
ように、通常のＬＴＥ動作では、アンテナ４０Ａ及び４０Ｂは、例えば、ＭＩＭＯ動作に
対して受信ダイバーシティスキームを具現化するために各受信器６１及び６３と共に使用
される。このタイプの構成では、ベースバンドプロセッサ５８を使用して２つのＬＴＥデ
ータストリームが同時に受信され処理される。到来するＧＳＭページに対してＧＳＭペー
ジングチャンネルを監視することが望まれるときは、ＧＳＭページングチャンネル信号を
受信するのにアンテナの一方又は両方が一時的に使用される。
【００５５】
　コントロール回路４２は、２つ以上の無線アクセス技術を取り扱うためのソフトウェア
を実行するのに使用される。例えば、ベースバンドプロセッサ５８は、ＧＳＭプロトコル
スタック７２及びＬＴＥプロトコルスタック７４のような複数のプロトコルスタックを具
現化するためのメモリ及びコントロール回路を備えている。従って、プロトコルスタック
７２は、ＧＳＭ（一例として）のような第１の無線アクセス技術に関連され、そしてプロ
トコルスタック７４は、ＬＴＥ（一例として）のような第２の無線アクセス技術に関連し
ている。動作中に、ＵＥ１０６は、ＧＳＭプロトコルスタック７２を使用して、ＧＳＭ機
能を取り扱い、そしてＬＴＥプロトコルスタック７４を使用して、ＬＴＥ機能を取り扱う
。ＵＥ１０６には、必要に応じて、付加的なプロトコルスタック、付加的なトランシーバ
、付加的なアンテナ４０、及び他の付加的なハードウェア及び／又はソフトウェアが使用
されてもよい。図５Ａ及び５Ｂの構成は、単なる例示に過ぎない。一実施形態において、
プロトコルスタックの一方又は両方を使用して、以下のフローチャートに述べる方法が具
現化される。
【００５６】
　図５Ａ（又は５Ｂ）の一実施形態では、ＵＥ１０６のコスト及び複雑さは、ＬＴＥ及び
ＧＳＭの両トラフィックをサポートするためにベースバンドプロセッサ５８及び高周波ト
ランシーバ回路６０が使用される構成を使用して図５Ａ（又は５Ｂ）のワイヤレス回路を
具現化することにより最小とされる。
【００５７】
　ＧＳＭ無線アクセス技術は、一般的に、ボイストラフィックを搬送するのに使用され、
一方、ＬＴＥ無線アクセス技術は、一般的に、データトラフィックを搬送するのに使用さ
れる。ＬＴＥデータトラフィックのためにＧＳＭボイスコールが中断されないことを保証
するため、ＧＳＭ動作は、ＬＴＥ動作に勝るプライオリティをとる。到来するページング
信号のためのＧＳＭページングチャンネルを監視する等の動作が、ＬＴＥ動作を不必要に
中断しないよう保証するため、コントロール回路４２は、可能なとき、ワイヤレスリソー
スがＬＴＥとＧＳＭ機能との間で共有されるようにＵＥ１０６のワイヤレス回路を構成す
ることができる。
【００５８】
　ユーザが到来するＧＳＭコールを受けるときに、ＧＳＭネットワークは、ベースステー
ション１０２を使用してＧＳＭページングチャンネルを経てページング信号（ページとも
称される）をＵＥ１０６へ送信する。ＵＥ１０６は、到来するページを検出すると、その
到来するＧＳＭコールをセットアップし及び受信するために適当なアクション（例えば、
コール確立手順）をとることができる。ページは、典型的に、ネットワークにより一定の
間隔で数回送信され、ＵＥ１０６のような装置がページを首尾良く受信する数回の機会を
もてるようにする。
【００５９】
　適切なＧＳＭページ受信は、ＵＥ１０６のワイヤレス回路がＧＳＭページングチャンネ
ルに周期的にチューニングされることを要求し、これは、チューンアウェイ動作と称され
る。トランシーバ回路６０がＧＳＭページングチャンネルにチューニングし損なうか、又
はベースバンドプロセッサ５８のＧＳＭプロトコルスタック７２が到来するページに対し
てページングチャンネルを監視し損なう場合には、ＧＳＭページを見失う。他方、ＧＳＭ
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ページングチャンネルの過剰な監視は、アクティブなＬＴＥデータセッションに悪影響を
及ぼす。本発明の実施形態は、以下に述べるように、チューンアウェイ動作を取り扱うた
めの改善された方法を含む。
【００６０】
　ある実施形態では、ＵＥ１０６が節電を行うために、ＧＳＭ及びＬＴＥプロトコルスタ
ック７２及び７４がアイドルモード動作をサポートする。又、プロトコルスタック７２及
び７４の一方又は両方は、不連続受信（ＤＲＸ）モード及び／又は接続不連続受信（ＣＤ
ＲＸ）モードをサポートする。ＤＲＸモードは、受信すべきデータ（又はボイス）がない
ときＵＥ回路の少なくとも一部分をパワーダウンするモードを指す。ＤＲＸ及びＣＲＤＸ
モードでは、ＵＥ１０６は、ベースステーション１０２と同期し、そして指定の時間又は
間隔でネットワークを聴取するようにウェイクアップする。ＤＲＸは、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ
（ロング・ターム・エボリューション）、ＷｉＭＡＸ、等の多数のワイヤレス規格に存在
する。「アイドルモード」、「ＤＲＸ」及び「ＣＤＲＸ」という用語は、少なくとも、通
常の意味を完全に含むことが明確に意図され、そして同様のタイプのモードを将来の規格
で包含することも意図される。
【００６１】
　第１のＲＡＴの測定と第２のＲＡＴのページングとの衝突の解消
　上述したように、ＵＥは、単一無線（例えば、単一送信チェーン及び単一受信チェーン
を有する）を使用し、２つの異なるＲＡＴを使用して通信を行う。例えば、ＵＥは、単一
無線を使用し、第１のＲＡＴを使用して通信を行い、そして周期的にチューンアウェイを
行って、ページデコーディング、測定、同期、等の、第２のＲＡＴに対する種々のアクシ
ョンを遂行する。無線は、ＵＥに対する単一のセルラー無線でもよいし、又は複数のセル
ラー無線の１つでもよいことに注意されたい。複数無線の実施形態では、例えば、第１の
ＲＡＴ及び第２のＲＡＴの時分割のためにセルラー無線の１つが使用される一方、他のセ
ルラー無線は、消費電力の理由でディスエイブルされるか、又は他の目的に使用される。
更に、ＵＥは、必要に応じて、デュアルＳＩＭデュアルアクティブ（ＤＳＤＡ）及び／又
はデュアルＳＩＭデュアルスタンバイ（ＤＳＤＳ）を実施する。
【００６２】
　ある実施形態では、第１のＲＡＴがＬＴＥであり且つ第２のＲＡＴがＧＳＭであるか、
或いは第１のＲＡＴがＧＳＭであり且つ第２のＲＡＴがＬＴＥであるが、ＲＡＴの他の組
み合わせも考えられる。あるケースでは、典型的に、周期的にチューンアウェイを行い、
種々の動作、例えば、第２のＲＡＴに対するページデコーディング及び／又は同期を行う
（例えば、第２のＲＡＴの現在ベースステーションの隣接ベースステーションに対して）
。以下、第１のＲＡＴは、ＬＴＥとして説明し、第２のＲＡＴは、ＧＳＭとして説明する
が、それらの説明は、いずれも、必要に応じて他のＲＡＴにも適用できる。
【００６３】
　ＣＤＭＡ　２０００　１ｘとの比較において、ＧＳＭのＳＲＬＴＥは、著しい相違を有
する。例えば、ＧＳＭチューンアウェイ（例えば、ページデコーディングに対する）は、
一般的に５．２１ｓに一度である１ｘチューンアウェイよりも１０倍も頻繁である。加え
て、ほとんどの場合に、各ＧＳＭチューンアウェイの期間は、非常に短く、例えば、１０
－２０ミリ秒であるが、１ｘチューンアウェイの期間は、９０－１００ミリ秒である。
【００６４】
　頻繁なＧＳＭチューンアウェイの性質のため、割り込み不能なＬＴＥ動作の間にチュー
ンアウェイ要求が生じる可能性が高くなる。例えば、ＬＴＥ接続モードでは、測定ギャッ
プが６ｍｓの長さであり、これは、他の可能性の中で、インター周波数ＬＴＥセル及びイ
ンターＲＡＴセルのサーチ／測定に使用される。ある場合には、例えば、ギャップ設定時
間（例えば、現在周波数から及び現在周波数へチューン及びチューンバックされる周波数
に対する高周波スクリプトの準備、実際の高周波構成及び高周波チューニングのための）
、高周波サンプルの収集、高周波構成及び高周波チューンバックを含めて、全測定ギャッ
プ動作の完了に約１５－２１ｍｓを要する。ある場合には、これらの測定ギャップ動作中
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にＧＳＭチューンアウェイ要求が生じる場合には、測定ギャップ動作が終了するまでＧＳ
Ｍチューンアウェイが遅延される。しかしながら、ＧＳＭページ検出が１０ｍｓだけであ
るから、そのような遅延は、典型的に、ＧＳＭページの欠落を招く。
【００６５】
　従って、ＧＳＭチューンアウェイ要求に対する応答時間をスピードアップすると共に、
ＬＴＥ性能への影響を最小にするために、次の実施形態の１つ以上が具現化される。
【００６６】
　例えば、ＬＴＥ測定ギャップのスタートの前にＧＳＭチューンアウェイ要求が生じる場
合には、ＧＳＭチューンアウェイが高いプライオリティとなり、ＧＳＭチューンアウェイ
を遂行するのに同じ測定ギャップが使用される。１つの実施形態では、このプロセスは、
ＧＳＭに関連した周波数へのチューンアウェイ及びそのＧＳＭ周波数からのチューンバッ
クに対する高周波スクリプトを準備することを含む。従って、ＧＳＭページの時間に、高
周波回路は、ＧＳＭ周波数へチューニングされ、そして例えば、ページデコーディングを
遂行するためにＧＳＭサンプルが収集される。その後、インター周波数及び／又はインタ
ーＲＡＴセルが（例えば、ＬＴＥに対して）測定ギャップのための検出／測定を保留する
場合には、高周波回路がインター周波数ＬＴＥセル又はインターＲＡＴセルの周波数へ直
接チューニングされ、そしてＬＴＥの測定が遂行される。このケースでは、無線は、（例
えば、ＬＴＥのデータ通信のための）通常のサービング周波数へ、次いで、測定周波数へ
チューニングされるのではなく、測定周波数へ直接チューニングされる。測定後に、無線
は、通常の動作のためにＬＴＥのサービング周波数へチューンバックされる。
【００６７】
　別のケースでは、ＧＳＭチューンアウェイ要求がＬＴＥの測定ギャップの間に生じる。
ある実施形態では、ＧＳＭチューンアウェイは、インター周波数及び／又はインターＲＡ
Ｔサンプル収集が完了した直後にスケジュールされる。特に、ＬＴＥサービング周波数へ
チューニングバックするのではなく、無線は、例えば、ＧＳＭページフレームサンプルを
収集するためにＧＳＭ周波数へ直接チューニングされる。充分なＧＳＭサンプルを収集し
た後に、無線は、例えば、通常の測定ギャップ完了時に、ＬＴＥサービング周波数へチュ
ーンバックされる。
【００６８】
　従って、１つの実施形態では、（例えば、ページングに対する）ＧＳＭチューンアウェ
イとのＬＴＥ測定ギャップの衝突のシナリオに対し、測定ギャップの一部分としてインタ
ー周波数及び／又はインターＲＡＴ周波数へチューニングする前後にＧＳＭチューンアウ
ェイが挿入される。その結果、ＬＴＥ通常受信及び送信への割り込みが最小になる。とい
うのは、ネットワークは、通常、測定ギャップの周りでグラント／ＭＣＳをスケジュール
することがほとんどなく、従って、この測定ギャップの周りでのＧＳＭチューンアウェイ
は、ＬＴＥのスループット性能にあまり影響を及ぼさないからである。更に、インター周
波数及び／又はインターＲＡＴセル検出及び測定の通常のスケジュールが維持される。付
加的な利点として、ＧＳＭチューンアウェイは、測定ギャップと背中合わせに行われ、過
剰な高周波回路チューニングオーバーヘッドを排除することができる。
【００６９】
　図６：第１及び第２のＲＡＴのチューンアウェイ間の衝突の解消
　図６は、第１のＲＡＴ及び第２のＲＡＴに対するチューンアウェイ間の衝突を解消する
方法を示すフローチャートである。この方法は、第１のＲＡＴ及び第２のＲＡＴ（例えば
、ＬＴＥ及びＧＳＭであるが、ＲＡＴの他の組み合わせも考えられる）の両方に対し第１
無線を使用するＵＥ装置（例えば、ＵＥ１０６）により遂行される。図６に示す方法は、
他の装置の中でも、添付図面に示すシステム又は装置のいずれかに関連して使用されるも
のである。種々の実施形態において、図示された方法の幾つかの要素は、同時に遂行され
てもよいし、図示されたものとは異なる順序で遂行されてもよいし、又は省略されてもよ
い。必要に応じて、付加的な方法要素も遂行できることに注意されたい。この方法は、次
のように遂行される。
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【００７０】
　図示されたように、６０２において、ＵＥは、第１のＲＡＴのチューンアウェイ（例え
ば、インターセル測定、インターＲＡＴ測定のような測定、及び／又は他の測定に対する
）が第２のＲＡＴのチューンアウェイ（例えば、ページデコーディングに対する）と衝突
するかどうか決定する。この衝突の決定は、状況に応じて、チューンアウェイの前に行っ
てもよいし、又はそれがスタートした後に行ってもよい。例えば、図６に特に適用できる
実施形態では、この決定は、第１のＲＡＴのチューンアウェイが既にスタートした間に行
われる。例えば、ＵＥは、第１のＲＡＴに対して測定（例えば、ＬＴＥ測定）を遂行し、
そしてこの測定プロセスがスタートした後に第２のＲＡＴに対してページデコーディング
（例えば、ＧＳＭに対するページデコーディング）を遂行することが必要になる。
【００７１】
　６０２の決定が衝突を示す場合には、６０４において、ＵＥは、第１無線を、第１のＲ
ＡＴの第１周波数（例えば、サービング周波数）から、第２のＲＡＴのチューンアウェイ
動作を遂行するために第２のＲＡＴの周波数へ、ではなくて、第１のＲＡＴの第２周波数
（例えば、測定を遂行するための）へチューニングする。１つの実施形態では、ＵＥは、
例えば、サービングベースステーション又は第１のＲＡＴの隣接ベースステーションから
サンプルを収集する。
【００７２】
　６０６において、例えば、第１のＲＡＴに関連した測定を遂行するために、第１のＲＡ
Ｔの第２周波数へチューニングした後に、第１無線は、第２のＲＡＴのチューンアウェイ
手順のために第２のＲＡＴの第１周波数へチューニングされる（例えば、第２のＲＡＴに
関連したページデコーディングを遂行するために）。１つの実施形態において、第１のＲ
ＡＴの第２周波数から第２のＲＡＴの第１周波数へのチューニングは、第１のＲＡＴの第
１周波数のような中間周波数へチューニングすることなく、直接遂行される。
【００７３】
　ある実施形態では、ＵＥは、サンプルの収集及びそれらのサンプルのデコーディングを
「パイプライン化」する。例えば、第１のＲＡＴの測定を遂行するために６０４において
サンプルが収集された場合には、それらは、６０６又は６０８の間にデコードされるので
あって、第２のＲＡＴの周波数へ移行又はチューニングされてその関連チューンアウェイ
手順を遂行する前にデコーディングを完了するのではない。
【００７４】
　６０８において、第２のＲＡＴのチューンアウェイ手順を完了した後に、ＵＥは、第１
無線を、第１のＲＡＴ、例えば、第１のＲＡＴの第１周波数（サービング周波数）へチュ
ーンバックする。
【００７５】
　図７Ａ及び７Ｂ：
　図７Ａ及び７Ｂは、図６の方法の１つの実施形態に対応する規範的な図である。特に、
図７Ａ及び７Ｂは、第１のＲＡＴのチューンアウェイ動作中に第２のＲＡＴのチューンア
ウェイ要求が受け取られるケースを示している。特に、図７Ａにおいて、ＵＥは、第１の
ＲＡＴに対して第１周波数（Ｆ０、例えば、第１のＲＡＴのサービング周波数）から第２
周波数（Ｆ１、例えば、第１のＲＡＴのインターセル測定のための）へのチューンアウェ
イを遂行する。ＵＥの無線が第２周波数（Ｆ１）にチューニングされている間に第２のＲ
ＡＴのチューンアウェイ要求が受け取られる（例えば、ページデコーディングのための）
。図７Ａにおいて、無線は、第１のＲＡＴの第１周波数（Ｆ０）へチューンバックされ、
次いで、チューンアウェイ動作のために第２のＲＡＴの周波数（Ｆ３）へチューニングさ
れる。チューンアウェイ動作を完了した後に、無線は、Ｆ０へチューンバックされる。
【００７６】
　対照的に、図７Ｂでは、第１のＲＡＴの第２周波数（Ｆ１）と第２のＲＡＴの周波数（
Ｆ３）との間でＦ０にチューンバックするのではなく、無線は、第１のＲＡＴの第２周波
数（Ｆ１）から第２のＲＡＴの周波数（Ｆ３）へ直接チューニングされる。図示されたよ
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うに、図７Ｂでは、第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作は、図７Ａより早くに遂行する
ことができる。
【００７７】
　図８：第１及び第２のＲＡＴのチューンアウェイ間の衝突の解消
　図８は、第１のＲＡＴ及び第２のＲＡＴに対するチューンアウェイ間の衝突を解消する
方法を示すフローチャートである。この方法は、第１のＲＡＴ及び第２のＲＡＴ（例えば
、ＬＴＥ及びＧＳＭであるが、ＲＡＴの他の組み合わせも考えられる）の両方に対し第１
無線を使用するＵＥ装置（例えば、ＵＥ１０６）により遂行される。図８に示す方法は、
他の装置の中でも、添付図面に示すシステム又は装置のいずれかに関連して使用されるも
のである。種々の実施形態において、図示された方法の幾つかの要素は、同時に遂行され
てもよいし、図示されたものとは異なる順序で遂行されてもよいし、又は省略されてもよ
い。必要に応じて、付加的な方法要素も遂行できることに注意されたい。この方法は、次
のように遂行される。
【００７８】
　図示されたように、８０２において、ＵＥは、第１のＲＡＴのチューンアウェイ（例え
ば、インターセル測定、インターＲＡＴ測定のような測定、及び／又は他の測定に対する
）が第２のＲＡＴのチューンアウェイ（例えば、ページデコーディングに対する）と衝突
するかどうか決定する。この衝突の決定は、チューンアウェイの前に行ってもよいし、又
はそれがスタートした後に行ってもよい。例えば、図８に特に適用できる実施形態では、
この決定は、第１のＲＡＴに対してチューンアウェイを開始する前に行われる。例えば、
ＵＥは、（例えば、ＧＳＭに対するページデコーディングを遂行するための）第２のＲＡ
Ｔに対するチューンアウェイを遂行する要求を、（例えば、ＬＴＥ測定を遂行するための
）第１のＲＡＴに対するチューンアウェイを開始する前に、受け取る。
【００７９】
　８０２の決定が衝突を示す場合には、８０４において、ＵＥは、第１無線を、第１のＲ
ＡＴの第１周波数（例えば、サービング周波数）から、第２のＲＡＴの第１周波数（例え
ば、ページデコーディングを遂行するための）へチューニングする。ある実施形態では、
ＵＥは、第２のＲＡＴの第１周波数からサンプルを収集する（例えば、ＵＥに対するペー
ジを検出するために）。
【００８０】
　８０６において、例えば、ページデコーディングを遂行するために第２のＲＡＴの第１
周波数へチューニングした後に、無線は、第１のＲＡＴのチューンアウェイ手順に対して
第１のＲＡＴの第２周波数へチューニングされる（例えば、ＬＴＥ測定を遂行するために
）。ある実施形態では、第２のＲＡＴの第１周波数から第１のＲＡＴの第２周波数へのチ
ューニングは、第１のＲＡＴの第１周波数のような中間周波数へチューニングすることな
く、直接遂行される。
【００８１】
　ある実施形態では、ＵＥは、サンプルの収集及びそれらのサンプルのデコーディングを
「パイプライン化」する。例えば、第２のＲＡＴのページデコーディングを遂行するため
に６０４においてサンプルが収集された場合には、それらは、６０６又は６０８の間にデ
コードされる（又は、例えば、ページングの検出に使用される）のであって、第１のＲＡ
Ｔの周波数へ移行又はチューニングされてその関連チューンアウェイ手順を遂行する前に
デコーディング又は検出を完了するのではない。
【００８２】
　８０８において、第１のＲＡＴのチューンアウェイ手順を完了した後に、ＵＥは、第１
無線を、第１のＲＡＴ、例えば、第１のＲＡＴの第１周波数（サービング周波数）へチュ
ーンバックする。
【００８３】
　図９Ａ及び９Ｂ：
　図９Ａ及び９Ｂは、図８の方法の１つの実施形態に対応する規範的な図である。特に、
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図９Ａ及び９Ｂは、第１のＲＡＴのチューンアウェイ動作の前に第２のＲＡＴのチューン
アウェイ要求が受け取られるケースを示している。特に、図９Ａにおいて、第２のＲＡＴ
のチューンアウェイが遅延される。特に、ＵＥは、第１のＲＡＴに対して第１周波数（Ｆ
０、例えば、第１のＲＡＴのサービング周波数）から第２周波数（Ｆ１、例えば、第１の
ＲＡＴのインターセル測定のための）へのチューンアウェイを遂行する。次いで、図７Ａ
において、無線は、第１のＲＡＴの第１周波数（Ｆ０）へチューンバックされ、次いで、
チューンアウェイ動作のために第２のＲＡＴの周波数（Ｆ３）へチューニングされる。チ
ューンアウェイ動作を完了した後に、無線は、Ｆ０へチューンバックされる。
【００８４】
　対照的に、図７Ｂでは、第１のＲＡＴのチューンアウェイ動作を遂行するのではなく、
第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作が遂行される。特に、第１のＲＡＴのチューンアウ
ェイ動作に対してＦ１へチューニングする前にチューンアウェイ要求が受け取られる。従
って、第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作が最初に遂行され、無線は、第１のＲＡＴの
第１周波数（Ｆ０）からチューンアウェイ動作のための第２のＲＡＴの周波数（Ｆ３）へ
チューニングされる。次いで、第１のＲＡＴの第１周波数へチューンバックするのではな
く、無線は、第１のＲＡＴのチューンアウェイ動作を遂行するために第１のＲＡＴの第２
周波数（Ｆ２）へ直接チューニングされる。第１のＲＡＴのチューンアウェイ動作が完了
した後に、無線は、第１のＲＡＴの第１周波数（Ｆ０）へチューンバックされる。
【００８５】
　第１のＲＡＴの測定における第２のＲＡＴのページデコーディングの挿入
　上述したように、ＵＥは、単一無線（例えば、単一送信チェーン及び単一受信チェーン
を有する）を使用し、２つの異なるＲＡＴを使用して通信する。例えば、ＵＥは、単一無
線を使用し、第１のＲＡＴを使用して通信を行い、そして周期的に、チューンアウェイを
行って、ページデコーディング、測定、同期、等の、第２のＲＡＴに対する種々のアクシ
ョンを遂行する。無線は、ＵＥに対する単一のセルラー無線でもよいし、又は複数のセル
ラー無線の１つでもよいことに注意されたい。複数無線の実施形態では、例えば、第１の
ＲＡＴ及び第２のＲＡＴの時分割のためにセルラー無線の１つが使用され、一方、他の無
線は、スリープであるか又は他の目的に使用される。更に、ＵＥは、必要に応じて、デュ
アルＳＩＭデュアルアクティブ（ＤＳＤＡ）及び／又はデュアルＳＩＭデュアルスタンバ
イ（ＤＳＤＳ）を実施する。
【００８６】
　１つの実施形態では、第１のＲＡＴがＬＴＥでありそして第２のＲＡＴがＧＳＭである
か、或いは第１のＲＡＴがＧＳＭで且つ第２のＲＡＴがＬＴＥであるが、ＲＡＴの他の組
み合わせも考えられる。あるケースでは、典型的に、チューンアウェイを周期的に行って
、第２のＲＡＴに対する同期を遂行してもよい（例えば、第２のＲＡＴの現在ベースステ
ーションの隣接ベースステーションに対して）。以下、第１のＲＡＴは、ＬＴＥとして説
明し、第２のＲＡＴは、ＧＳＭとして説明するが、それらの説明は、いずれも、必要に応
じて、他のＲＡＴに適用してもよい。
【００８７】
　ＣＤＭＡ２０００　１ｘに比較して、ＧＳＭのＳＲＬＴＥは、顕著な相違がある。例え
ば、ＧＳＭチューンアウェイ（例えば、ページデコーディングのための）は、５．２１ｓ
に一度である１ｘチューンアウェイより１０倍も頻度が高い（例えば、少なくとも４７０
ｍｓに一度）。更に、ほとんどのケースでは、各ＧＳＭチューンアウェイの期間は、非常
に短くて、例えば、１０－２０ｍｓであるが、ほとんどのケースでは、１ｘチューンアウ
ェイの期間は、９０－１００ミリ秒である。
【００８８】
　頻繁なＧＳＭチューンアウェイの性質のために、割り込み不能なＬＴＥ動作の間にチュ
ーンアウェイ要求が生じる可能性が高くなる。例えば、ＬＴＥアイドルモードでは、ＬＴ
Ｅ隣接セルのサーチ及び／又は測定が割り込み不能の動作として分類される。従って、Ｌ
ＴＥ隣接セルのサーチ及び／又は測定中にＧＳＭチューンアウェイ要求が生じる場合には
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（例えば、ＧＳＭページデコーディングのために）、ＧＳＭのチューンアウェイは、測定
動作が完了するまでほぼ３０ｍｓ遅延される。これは、１ｘチューンアウェイの場合には
受け容れられるが、ＧＳＭページングの期間が短くなるためにＧＳＭページ欠落率が高く
なる。
【００８９】
　従って、ＬＴＥアイドルモードにおいてＧＳＭチューンアウェイ要求を拒絶し得る割り
込み不能なＬＴＥサーチ及び／又は測定アクティビティによるＧＳＭページ欠落率を減少
するために、ＬＴＥサーチ及び／又は測定が、異なるステージでのより小さな原子的動作
へと更に分割される。特に、ＧＳＭチューンアウェイ期間は、非常に短い（例えば、ほぼ
１０－２０ｍｓ）ので、ＬＴＥ性能を著しく低下せずにＬＴＥサーチ及び／又は測定ステ
ージ間に追加することができる。
【００９０】
　ＬＴＥアイドルモードでは、隣接セルサーチは、イントラセルサーチ、インター周波数
セルサーチ、及びインターＲＡＴセルサーチを含む。イントラセルサーチは、半フレーム
でのサービングセルサンプル収集、及びその中でのＰＳＳ／ＳＳＳ（一次同期信号／二次
同期信号）検出を含む。インター周波数セルサーチは、インター周波数でのチューニング
、半フレームでのインター周波数セルサンプル収集、及びその中でのＰＳＳ／ＳＳＳ検出
の複数のサイクルを含む。インターＲＡＴセルサーチは、インターＲＡＴ周波数でのチュ
ーニング、インターＲＡＴセルサンプル収集、及びその中でのインターＲＡＴセルシグネ
チャーサーチの複数のサイクルを含む。
【００９１】
　１つの実施形態において、ＬＴＥ隣接セルサーチの中間でＧＳＭチューンアウェイ要求
が生じる場合には、次のイントラ／インター周波数／インターＲＡＴ周波数チューニング
の直前にＧＳＭチューンアウェイが挿入される。例えば、周波数Ｆ１セルサーチに対して
インター周波数Ｆ１でのチューニングにおいてＧＳＭチューンアウェイ要求が生じる場合
には、周波数Ｆ１でサンプル収集が完了した後に、高周波回路をＧＳＭ周波数にチューニ
ングしてＧＳＭサンプルを（例えば、ページデコーディングのために）収集できる一方、
その間に、周波数Ｆ１で収集されたサンプルにおいてインター周波数Ｆ１セルサーチを遂
行することができる。ＧＳＭサンプル収集が完了すると、高周波回路を次のインター周波
数Ｆ２へチューニングしてＦ２でサンプルを収集できる一方、ＧＳＭサンプルをＧＳＭペ
ージデコーディングのためにＧＳＭへ通すことができる。この実施形態は、ＧＳＭチュー
ンアウェイをセルサーチ手順の一部分として有効に行うことができ、唯一の相違は、ＧＳ
Ｍチューンアウェイで収集されたＧＳＭサンプルが、通常のセルシグネチャー検出ではな
く、ＧＳＭページデコーディングに使用されることである。
【００９２】
　１つの実施形態では、ＬＴＥアイドルモードにおいて、隣接セル測定は、イントラセル
測定、インター周波数セル測定、及びインターＲＡＴセル測定を含む。各タイプの測定は
、関連周波数での高周波チューニング及びサンプルの収集と、それに続く、サンプル内の
基準信号電力／エネルギの測定とを含む。ＬＴＥに対して全測定動作が完了するまで遅延
するのではなく、関連測定周波数に対する次の高周波チューニングの直前にＧＳＭチュー
ンアウェイを挿入することができる。例えば、周波数Ｆ３のＧＳＭチューンアウェイでの
ＬＴＥに対する周波数Ｆ１のセルの測定は、ＬＴＥに対するＦ２へのチューニングの直前
に挿入することができ、例えば、Ｆ１→Ｆ３（ＧＳＭ）→Ｆ２である。この実施形態は、
ＧＳＭチューンアウェイをＬＴＥに対するセル測定手順の一部分として有効に行う（例え
ば、測定動作中にＧＳＭページングが生じるのに応答して）が、ＧＳＭチューンアウェイ
で収集されたＧＳＭサンプルは、セル基準信号の測定に通常のように使用されるのではな
く、ＧＳＭページデコーディングに使用される。以下の周波数パターンは、一例に過ぎな
い：Ｆ０→Ｆ３（ＧＳＭ）→Ｆ１→Ｆ２（例えば、Ｆ１がチューニングされる前にＧＳＭ
が到来するか又はＦ３に対してＦ１をキャンセルしそしてＦ３の後にＦ１を再開する場合
）、Ｆ０→Ｆ１→Ｆ３（ＧＳＭ）→Ｆ２（例えば、Ｆ１が既にチューニングされた後にＧ
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ＳＭが到来するか、又はＦ１が完了しそして完了後にＧＳＭが挿入される場合）。
【００９３】
　ＧＳＭチューンアウェイは、イントラセルＬＴＥ測定の間に生じることがある。例えば
、無線は、ＧＳＭ要求が生じたときにイントラセルＬＴＥ測定を遂行しながらサービング
セルの周波数Ｆ０にチューニングされる。１つの実施形態において、無線は、ＧＳＭ手順
（例えば、ページデコーディング）を遂行し、次いで、Ｆ０にチューンバックして、イン
トラセルＬＴＥ測定を完了するためにＧＳＭに直ちにチューニングする。或いは又、ＧＳ
Ｍ手順を完了した後、無線は、必要に応じて、Ｆ０に戻るのではなく、インターセル又は
インターＲＡＴ測定を遂行する。この場合、無線は、必要に応じて、後でＦ０にチューン
バックして、イントラセル測定を完了させる。以下の周波数パターンは、一例に過ぎない
：Ｆ０→Ｆ３（ＧＳＭ）→Ｆ０→Ｆ１→Ｆ２→、等；Ｆ０→Ｆ３（ＧＳＭ）→Ｆ１→Ｆ２
→・・・Ｆ０；Ｆ３（ＧＳＭ）→Ｆ０→Ｆ１→Ｆ２→、等。
【００９４】
　これら実施形態は、ＧＳＭチューンアウェイ最大遅延を約５ｍｓまで短縮し、これは、
ＬＴＥ半フレームサンプルを収集するのに使用される。これらの実施形態は、セルサーチ
及び／又は測定がＬＴＥに対して進行中であるときにＧＳＭチューンアウェイを拒絶する
ことによるＧＳＭページ欠落率を劇的に減少することができる。
【００９５】
　図１０：第１のＲＡＴのイントラセル測定への第２のＲＡＴのチューンアウェイの挿入
　図１０は、第１のＲＡＴの測定内に第２のＲＡＴのページデコーディング（又は他の手
順）を挿入する方法を示すフローチャートである。図１０の方法は、第１のＲＡＴ及び第
２のＲＡＴ（例えば、ＬＴＥ及びＧＳＭであるが、ＲＡＴの他の組み合わせも考えられる
）の両方に対し第１無線を使用するＵＥ装置（例えば、ＵＥ１０６）により遂行される。
図９に示す方法は、他の装置の中でも、添付図面に示すシステム又は装置のいずれかに関
連して使用されるものである。種々の実施形態において、図示された方法の幾つかの要素
は、同時に遂行されてもよいし、図示されたものとは異なる順序で遂行されてもよいし、
又は省略されてもよい。必要に応じて、付加的な方法要素も遂行できることに注意された
い。この方法は、次のように遂行される。
【００９６】
　１００２において、ＵＥは、第１のＲＡＴの第１周波数においてイントラセル測定を遂
行する。例えば、ＵＥは、アイドルモードからウェイクし、第１のＲＡＴの第１セルにお
いて第１周波数で動作し、次いで、第１のＲＡＴのイントラセル測定を遂行する。
【００９７】
　１００４において、ＵＥは、例えば、ＵＥが第１のＲＡＴの第１周波数にチューニング
されてイントラセル測定動作を遂行する間に第２のＲＡＴの周波数へのチューンアウェイ
を遂行する要求を受け取る。この要求は、第１のＲＡＴのイントラセル測定動作の完了前
に受け取られる。
【００９８】
　１００６において、第２のＲＡＴからのチューンアウェイ要求に応答して、ＵＥは、第
２のＲＡＴに対するチューンアウェイ動作を遂行する。より詳細には、ＵＥは、第１無線
を第１のＲＡＴの第１周波数から第２のＲＡＴの周波数へチューニングして、チューンア
ウェイ動作（例えば、第２のＲＡＴのためのページデコーディング）を遂行する。ある実
施形態では、チューンアウェイ動作は、第２のＲＡＴの周波数に対してサンプルを収集し
、次いで、それらサンプルのサーチ又は分析を遂行することを含む。ある実施形態では、
ＵＥは、チューンアウェイ要求に応答して第２のＲＡＴの周波数へ直ちにチューンアウェ
イする（例えば、実質的な遅延を伴わずに）。或いは又、ＵＥは、サンプルの収集がほと
んど完了したケース等で、例えば、サンプルがまだ収集されている場合に短い遅延を導入
することがある。
【００９９】
　１００６の後の１００８において、第１のＲＡＴに対するイントラセル測定動作が完了
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する。ある実施形態では、イントラセル測定動作の完了は、第１のＲＡＴのチューンアウ
ェイ動作の直後となる。或いは又、第１のＲＡＴのチューンアウェイ動作の後に、第１の
ＲＡＴに対して他の測定動作（例えば、インターセル又はインターＲＡＴ）が遂行される
。例えば、第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の後に第１のＲＡＴの第１周波数（例え
ば、サービング周波数）へチューンバックするのではなく、ＵＥの無線は、例えば、イン
ターセル測定のために第１のＲＡＴの第２周波数へチューニングされる。これら他の測定
動作の後に、無線は、第１周波数へチューンバックして、イントラセル測定を完了する。
【０１００】
　ある実施形態では、サンプルの収集（例えば、第１のＲＡＴの種々の測定及び／又は第
２のＲＡＴのチューンアウェイ動作のための）及びその収集したサンプルの分析がパイプ
ライン化される。例えば、ある周波数に対してサンプルを収集し、そして直ちに、無線が
新たな周波数にチューニングされて付加的なサンプルを収集すると同時に、以前の周波数
に対するサンプルを分析して、プロセス全体の効率を高める。
【０１０１】
　図１１Ａ及び１１Ｂ
　図１１Ａ及び１１Ｂは、図１０の方法の一実施形態に対応する規範的な図である。特に
、図１１Ａ及び１１Ｂは、第１のＲＡＴに対するイントラセル測定の間に第２のＲＡＴの
チューンアウェイ要求が受け取られるケースを示している。
【０１０２】
　特に、図１１Ａに示すように、ＵＥは、最初、アイドルモードにあり、次いで、第１の
ＲＡＴのサービング周波数（Ｆ０）へチューニングする。サービング周波数では、ＵＥは
、イントラセル測定を遂行する。この時間中に、ＵＥは、第２のＲＡＴのチューンアウェ
イ要求を受け取る。この場合、ＵＥは、イントラセル測定を完了し、周波数Ｆ１及びＦ２
でのインターセル及び／又はインターＲＡＴ測定を行うように続く。その後、ＵＥは、第
１のＲＡＴのサービング周波数（Ｆ０）へチューンバックし、次いで、Ｆ３へチューニン
グして、第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作を遂行する。
【０１０３】
　図１１Ｂには、同様の状態が示されている。しかしながら、図１１Ｂでは、第２のＲＡ
Ｔに対してチューンアウェイ要求が受け取られたときに、ＵＥは、無線を第１のＲＡＴの
サービング周波数から第２のＲＡＴの周波数（Ｆ３）へチューニングし、チューンアウェ
イ動作（例えば、ページデコーディング）を遂行する。次いで、ＵＥは、無線を直接Ｆ１
へチューニングし、続いて、Ｆ２へチューニングし、第１のＲＡＴに対するインターセル
及び／又はインターＲＡＴ測定を遂行する。次いで、ＵＥは、Ｆ０へチューンバックし、
例えば、第１のＲＡＴのイントラセル測定を完了する。
【０１０４】
　図１２：第１のＲＡＴに対するインターセル及び／又はインターＲＡＴ測定への第２の
ＲＡＴのチューンアウェイの挿入
　図１２は、第１のＲＡＴの測定内に第２のＲＡＴのページデコーディング（又は他の手
順）を挿入する方法のフローチャートである。図１２の方法は、第１のＲＡＴ及び第２の
ＲＡＴ（例えば、ＬＴＥ及びＧＳＭであるが、ＲＡＴの他の組み合わせも考えられる）の
両方に対し第１無線を使用するＵＥ装置（例えば、ＵＥ１０６）により遂行される。図９
に示す方法は、他の装置の中でも、添付図面に示すシステム又は装置のいずれかに関連し
て使用されるものである。種々の実施形態において、図示された方法の幾つかの要素は、
同時に遂行されてもよいし、図示されたものとは異なる順序で遂行されてもよいし、又は
省略されてもよい。必要に応じて、付加的な方法要素も遂行できることに注意されたい。
この方法は、次のように遂行される。
【０１０５】
　１２０２において、ＵＥは、第１のＲＡＴに対するインターセル測定及び／又はインタ
ーＲＡＴ動作を遂行する。インターセル及び／又はインターＲＡＴ測定動作の遂行は、第
１のＲＡＴの新たな周波数（例えば、第１のＲＡＴの隣接セルに対応する）へ第１無線を
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チューニングし、そして第１のＲＡＴのその新たな周波数で測定を遂行することにより、
第１のＲＡＴの異なる周波数で測定動作を繰り返し遂行することを含む。インターセル及
び／又はインターＲＡＴ測定動作は、例えば、第１周波数（例えば、“Ｆ１”）、第２周
波数（例えば、“Ｆ２”）、等を含む複数の周波数に対して遂行される。インターセル測
定の場合に、これら周波数の各々は、第１のＲＡＴ、例えば、第１のＲＡＴのベースステ
ーションに関連している。
【０１０６】
　１２０４において、ＵＥは、例えば、ＵＥが１１０２の複数の周波数のうちの周波数に
チューニングされている間に、第２のＲＡＴの周波数へのチューンアウェイを遂行する要
求を受け取る。例えば、その要求は、第２のＲＡＴに対するページデコーディングを遂行
するためのものである。
【０１０７】
　１２０６において、第２のＲＡＴからのチューンアウェイ要求に応答して、ＵＥは、第
２のＲＡＴに対するチューンアウェイ動作を遂行する。より詳細には、ＵＥは、第１無線
を、第１のＲＡＴの測定動作に関連した複数の周波数のうちの現在周波数から、第２のＲ
ＡＴの周波数へチューニングして、第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作（例えば、第２
のＲＡＴに対するページデコーディング）を遂行する。ある実施形態では、チューンアウ
ェイ動作は、第２のＲＡＴの周波数に対するサンプルを収集し、次いで、それらサンプル
のサーチ又は分析を遂行することを含む。ある実施形態では、ＵＥは、チューンアウェイ
要求に応答して第２のＲＡＴの周波数へ直ちにチューンアウェイする（例えば、実質的な
遅延を伴わずに）。或いは又、ＵＥは、サンプルの収集がほとんど完了したケース等で、
例えば、サンプルがまだ収集されている場合に短い遅延を導入することがある。
【０１０８】
　１２０６の後の１２０８において、ＵＥは、インターセル測定を遂行するように続く。
より詳細には、ＵＥは、第１無線を、第２のＲＡＴの周波数から、第１のＲＡＴに関連し
た測定を遂行するための複数の周波数の１つへチューニングする。１つの実施形態では、
ＵＥは、第１無線を、１２０６においてチューンアウェイされた周波数へチューニングす
る（例えば、その周波数に対して測定が完了していない場合）。或いは又、ＵＥは、第１
無線を複数の周波数のうちの次の周波数へチューニングして、第１のＲＡＴに関連した測
定を遂行するように続ける（例えば、以前の周波数が既に完了した場合、及び／又はそう
ではないが、周波数の完了が生じる必要がないか及び／又はその後に完了となる場合）。
【０１０９】
　前記と同様に、ある実施形態では、サンプルの収集（例えば、第１のＲＡＴの種々の測
定及び／又は第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作のための）及びその収集したサンプル
の分析がパイプライン化される。例えば、ある周波数に対してサンプルを収集し、そして
直ちに、無線が新たな周波数にチューニングされて付加的なサンプルを収集すると同時に
、以前の周波数に対するサンプルを分析して、プロセス全体の効率を高める。
【０１１０】
　図１３Ａ及び１３Ｂ：
　図１３Ａ及び１３Ｂは、図１２の方法の一実施形態に対応する規範的な図である。特に
、図１３Ａ及び１３Ｂは、第１のＲＡＴに対するインターセル及び／又はインターＲＡＴ
測定の間に第２のＲＡＴのチューンアウェイ要求が受け取られるケースを示している。
【０１１１】
　特に、図１１Ａに示すように、ＵＥは、最初、アイドルモードにあり、次いで、第１の
ＲＡＴのサービング周波数（Ｆ０）へチューニングする。ＵＥは、次いで、第１のＲＡＴ
に対し周波数Ｆ１においてインターセル及び／又はインターＲＡＴ測定を開始する。ＵＥ
は、Ｆ１にチューニングされる間に、第２のＲＡＴのチューンアウェイ要求を受け取る。
このケースでは、ＵＥは、周波数Ｆ１及びＦ２においてインターセル及び／又はインター
ＲＡＴ測定を完了する。その後、ＵＥは、第１のＲＡＴのサービング周波数（Ｆ０）へチ
ューニングバックし、次いで、Ｆ３へチューニングして、第２のＲＡＴのチューンアウェ
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イ動作を遂行する。
【０１１２】
　図１１Ｂには、同様の状態が示されている。しかしながら、図１１Ｂでは、Ｆ１にチュ
ーニングされている間に第２のＲＡＴに対してチューンアウェイ要求が受け取られたとき
に、ＵＥは、無線を第１のＲＡＴのＦ１から、第２のＲＡＴの周波数（Ｆ３）へチューニ
ングして、チューンアウェイ動作（例えば、ページデコーディング）を遂行する。次いで
、ＵＥは、無線をＦ２に直接チューニングして、第１のＲＡＴに対するインターセル及び
／又はインターＲＡＴ測定を遂行するように続ける。ＵＥは、次いで、Ｆ０へチューンバ
ックする。
【０１１３】
　図１１Ｂの例では、ＵＥは、第２のＲＡＴに対してＦ３へチューニングしている間にサ
ンプルにおいて検出を遂行できるに充分なＦ１のサンプルを受け取り、例えば、上述した
パイプライン化実施形態をたどる。
【０１１４】
　第１のＲＡＴのウオームアップ内への第２のＲＡＴのページデコーディングの挿入
　上述したように、ＵＥは、単一無線（例えば、単一送信チェーン及び単一受信チェーン
を有する）を使用し、２つの異なるＲＡＴを使用して通信を行う。例えば、ＵＥは、単一
無線を使用し、第１のＲＡＴを使用して通信を行い、そして周期的にチューンアウェイを
行って、ページデコーディング、測定、同期、等の、第２のＲＡＴに対する種々のアクシ
ョンを遂行する。無線は、ＵＥに対する単一のセルラー無線でもよいし、又は複数のセル
ラー無線の１つでもよいことに注意されたい。複数無線の実施形態では、例えば、第１の
ＲＡＴ及び第２のＲＡＴの時分割のためにセルラー無線の１つが使用される一方、他の無
線は、スリープ中であるか、又は他の目的に使用される。或いは又、ＵＥは、必要に応じ
て、デュアルＳＩＭデュアルアクティブ（ＤＳＤＡ）及び／又はデュアルＳＩＭデュアル
スタンバイ（ＤＳＤＳ）を実施する。
【０１１５】
　ある実施形態では、第１のＲＡＴがＬＴＥであり且つ第２のＲＡＴがＧＳＭであるか、
或いは第１のＲＡＴがＧＳＭであり且つ第２のＲＡＴがＬＴＥであるが、ＲＡＴの他の組
み合わせも考えられる。あるケースでは、典型的に、周期的にチューンアウェイを行い、
第２のＲＡＴに対する測定及び／又は同期を行う（例えば、第２のＲＡＴの現在ベースス
テーションの隣接ベースステーションに対して）。以下、第１のＲＡＴは、ＬＴＥとして
説明し、第２のＲＡＴは、ＧＳＭとして説明するが、それらの説明は、いずれも、必要に
応じて他のＲＡＴにも適用できる。
【０１１６】
　ＣＤＭＡ　２０００　１ｘとの比較において、ＧＳＭのＳＲＬＴＥは、著しい相違を有
する。例えば、ＧＳＭチューンアウェイ（例えば、ページデコーディングに対する）は、
５．２１ｓに一度である１ｘチューンアウェイより１０倍も頻繁である。加えて、ほとん
どの場合に、各ＧＳＭチューンアウェイの期間は、非常に短く、例えば、１０－２０ミリ
秒であるが、１ｘチューンアウェイの期間は、９０－１００ミリ秒である。
【０１１７】
　ＣＤＲＸ（例えば、ＬＴＥ接続モードにおける）は、送信（例えば、データ送信）がな
いときにスリープ状態に至らせることによって電力を保存しつつ高速データアクセス応答
時間を与える。ＬＴＥに対する典型的なＣＤＲＸサイクルは、３２０ｍｓである。更に、
上述したように、ＧＳＭチューンアウェイは、公平な頻度である（例えば、４７０ｍｓに
一度）。その結果、結晶発振子のウオームアップ、高周波チェーンの構成、及び時間／周
波数トラッキングループ（ＴＴＬ／ＦＴＬ）ウオームアップを含むＬＴＥ　ＣＤＲＸウェ
イクアップ期間中にＧＳＭチューンアウェイ要求が生じる可能性が高くなる。このＣＤＲ
Ｘウェイクアップ期間は、通常、１７ｍｓから２５ｍｓ（例えば、高周波回路ウオームア
ップの８ｍｓ、ＴＴＬ／ＦＴＬウオームアップの８ｍｓ、及び高周波構成の２－３ｍｓを
含めて）を要し、これは、ＧＳＭチューンアウェイが遅延される場合にページデコーディ
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ング中にＧＳＭが潜在的なページの欠落を引き起こすに充分な長さである。
【０１１８】
　以下の実施形態は、この問題を解消し又は最小限にする。
【０１１９】
　結晶発振子のウオームアップは、ＬＴＥのウェイクアップ又はＧＳＭのウェイクアップ
のいずれにとっても共通である。更に、例えば、ＧＳＭからＬＴＥへのチューンバックに
最短の時間しかかからないように、実行時に、高周波チェーンインターフェイスに対して
ＬＴＥとＧＳＭの高周波構成間の相違しか再構成しないチューンバック高周波スクリプト
を生成するためにＬＴＥの高周波チェーン構成も必要となる。
【０１２０】
　ＴＴＬ／ＦＴＬウオームアップは、スリープによるＬＴＥ時間追跡エラー及び周波数追
跡エラーの再検証に使用される。ウェイクアップ後に正しいタイミング及び周波数でＬＴ
Ｅ送信及び受信を行う必要があるが、ＧＳＭチューンアウェイ後までそれが遅延される。
従って、高周波ウオームアップ及び高周波構成中にＧＳＭチューンアウェイ要求が起きる
場合には、高周波ウオームアップ及び構成は、それが完了するまで遅延される。別のケー
スでは、ＧＳＭチューンアウェイ要求がＴＴＬ／ＦＴＬウオームアップ中に起きる場合に
は、ＴＴＬ／ＦＴＬウオームアップがキャンセルされ、そして高周波回路がＧＳＭ周波数
に直ちにチューニングされて、ＧＳＭサンプルを収集し、そしてページデコーディングの
ようなＧＳＭ処理をスタートすることができる。
【０１２１】
　従って、高周波回路がＧＳＭからチューンバックされるときに、ＬＴＥ　ＴＴＬ／ＦＴ
Ｌウオームアップ手順が再スタートされ、そしてＴＴＬ／ＦＴＬウオームアップの完了後
にＬＴＥ送信及び受信が再開される。
【０１２２】
　これらの実施形態を具現化することにより、ＧＳＭページの欠落をより少なくしつつ、
ＬＴＥの性能低下を最小にすることができる。
【０１２３】
　図１４：第１のＲＡＴのウオームアップ内への第２のＲＡＴのチューンアウェイの挿入
　図１４は、第１のＲＡＴのウオームアップ内へ第２のＲＡＴのページデコーディング（
又は他の手順）を挿入する方法を示すフローチャートである。図１４の方法は、第１のＲ
ＡＴ及び第２のＲＡＴ（例えば、ＬＴＥ及びＧＳＭであるが、ＲＡＴの他の組み合わせも
考えられる）の両方に対し第１無線を使用するＵＥ装置（例えば、ＵＥ１０６）により遂
行される。図１３に示す方法は、他の装置の中でも、添付図面に示すシステム又は装置の
いずれかに関連して使用されるものである。種々の実施形態において、図示された方法の
幾つかの要素は、同時に遂行されてもよいし、図示されたものとは異なる順序で遂行され
てもよいし、又は省略されてもよい。必要に応じて、付加的な方法要素も遂行できること
に注意されたい。この方法は、次のように遂行される。
【０１２４】
　１４０２において、ＵＥは、第１のＲＡＴで動作するためにスリープモードからのウェ
イクアップを開始する。ＵＥは、第１のＲＡＴに対してスリープモードにあり、そしてＵ
Ｅは、一般的に、必要に応じて、第１のＲＡＴに関連した回路、第１無線又は第１無線の
高周波回路、及び／又はＵＥの他の部分又はコンポーネントを有する。一般的に、１４０
２においてウェイクアップする直前に、ＵＥは、第１のＲＡＴを使用して通信を遂行する
ために第１無線を使用してアクティブになっていない。
【０１２５】
　１４０２のウェイクアップ手順は、結晶発振子のウオームアップを遂行し（例えば、結
晶発振子に電力を供給し、そしてそれがウオームアップし及び／又は安定化するのを待機
し）、高周波回路のウオームアップを遂行し、ＵＥのプロセッサ（例えば、ＣＰＵ）のス
タートアップ動作を遂行し、及び／又は追跡ループ動作（例えば、時間追跡ループ及び／
又は周波数追跡ループ動作）を遂行して、第１のＲＡＴのベースステーションと動作を同
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期させる、ことの１つ以上を含む。１つの実施形態では、第１のＲＡＴを使用して通信を
行うのに使用される第１クロックを動作するために結晶発振子が使用される。
【０１２６】
　１４０４において、１４０２のウオームアップ手順の間に、例えば、第２のＲＡＴに対
するページデコーディングを遂行するため、第２のＲＡＴに対してチューンアウェイ要求
が受け取られる。
【０１２７】
　１４０６において、１４０４のチューンアウェイ要求に応答して、チューンアウェイ動
作が遂行される。例えば、ＵＥの第１無線は、チューンアウェイ動作（例えば、ページデ
コーディング）を遂行するために第２のＲＡＴの周波数にチューニングされる。
【０１２８】
　しかしながら、ウェイクアップ手順に対するチューンアウェイ要求の受信のタイミング
は、チューンアウェイ動作が遂行されるときに影響を及ぼす。例えば、タイミングループ
動作を遂行する前に（例えば、結晶発振子のウオームアップ中、高周波回路のウオームア
ップ中、及び／又はプロセッサのスタートアップ動作中に）チューンアウェイ要求が受け
取られた場合には、チューンアウェイ動作は、ＣＰＵのスタートアップ動作の後であって
且つタイミングループ動作の前に遂行される。しかしながら、タイミングループ動作の間
にチューンアウェイ要求が受け取られた場合には、タイミングループ動作がキャンセルさ
れ、そして第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作が遂行される。このケースでは、タイミ
ングループ動作は、第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の後に完了し、又は再スタート
される。
【０１２９】
　１３０６のチューンアウェイ動作を遂行した後に、１４０８において、１４０２のウェ
イクアップ手順が完了する。特に、１４０８では、１４０２のウェイクアップ手順のタイ
ミングループ動作が遂行される。
【０１３０】
　規範的な実施形態：
　以下の番号付きの段落は、本開示の規範的な実施形態を示す。
【０１３１】
　１．第１無線を備え、該第１無線は第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲＡ
Ｔに基づき動作するように構成可能であるユーザ装置（ＵＥ）において、第１のＲＡＴの
第１周波数で第１のＲＡＴの第１のベースステーションとの通信を遂行し、第１のＲＡＴ
の第２周波数での今度のチューンアウェイ動作をスケジューリングし；ＵＥが第１のＲＡ
Ｔの第１周波数で動作する間に第２のＲＡＴの周波数でチューンアウェイ動作を遂行する
ための要求を受け取り、第２のＲＡＴの周波数へのチューンアウェイの要求は、第１のＲ
ＡＴの第２周波数での今度のチューンアウェイ動作のスタートの前に発生し、そして第１
のＲＡＴの第２周波数での今度のチューンアウェイ動作と衝突し；第２のＲＡＴの周波数
でチューンアウェイ動作を遂行し、この第２のＲＡＴの周波数でのチューンアウェイ動作
の遂行は、第１のＲＡＴの今度のチューンアウェイを遅延するように作用し；第２のＲＡ
Ｔの周波数へのチューンアウェイ動作の完了後に、第１無線を第１のＲＡＴの第２周波数
へ直接的にチューニングして、第１のＲＡＴの第２周波数でチューンアウェイ動作を遂行
し、第１のＲＡＴの第２周波数への第１無線のこの直接的なチューニングは、第２のＲＡ
Ｔの周波数でのチューンアウェイ動作の前記完了と第１のＲＡＴの第２周波数への第１無
線の前記チューニングとの間に第１のＲＡＴの第１周波数へ第１無線をチューンバックす
ることを含まず；及び第１のＲＡＴの第２周波数で第１のＲＡＴのチューンアウェイ動作
を遂行する；ことを含む方法。
【０１３２】
　２．第２のＲＡＴの周波数でのチューンアウェイ動作は、第２のＲＡＴに関連したペー
ジデコーディングを遂行することを含む、段落１に記載の方法。
【０１３３】
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　３．第２のＲＡＴの周波数でのチューンアウェイ動作は、第２のＲＡＴに関連した同期
を遂行することを含む、段落１－２のいずれかに記載の方法。
【０１３４】
　４．第１のＲＡＴの第２周波数でのチューンアウェイ動作は、第１のＲＡＴに対する隣
接ベースステーション測定を遂行することを含む、段落１－３のいずれかに記載の方法。
【０１３５】
　５．第１のＲＡＴの第２周波数での第１のＲＡＴのチューンアウェイ動作の前記遂行後
に第１のＲＡＴの第１周波数へ第１無線をチューンバックすることを更に含む、段落１－
４のいずれかに記載の方法。
【０１３６】
　６．ＵＥは、セルラー通信を遂行するための単一無線を備え、前記第１無線は単一無線
である、段落１－５のいずれかに記載の方法。
【０１３７】
　７．第１のＲＡＴはロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）を含む、段落１－６
のいずれかに記載の方法。
【０１３８】
　８．第２のＲＡＴは、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーション
（ＧＳＭ）を含む、段落１－７のいずれかに記載の方法。
【０１３９】
　９．ＵＥは、ＳＩＭ（加入者アイデンティティモジュール）機能を各々実施する２つの
スマートカードを含み、ＵＥは、ＤＳＤＡ（デュアルＳＩＭデュアルアクティブ）機能を
実施する、段落１－８のいずれかに記載の方法。
【０１４０】
　１０．第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲＡＴを使用して通信を行い且つ
第１のＲＡＴ及び第２のＲＡＴの両方への接続を維持するように構成された第１無線と；
前記第１無線に結合された１つ以上のプロセッサと；を備え、前記１つ以上のプロセッサ
及び第１無線は、第１のＲＡＴの第１周波数で第１のＲＡＴの第１のベースステーション
との通信を遂行し；第１のＲＡＴの第２周波数でチューンアウェイ動作を遂行し、チュー
ンアウェイ動作の前記遂行は、第１無線を第１のＲＡＴの第２周波数へチューニングする
ことを含み；第１のＲＡＴの第２周波数で第１のＲＡＴのチューンアウェイ動作を遂行す
る間に第２のＲＡＴの周波数でチューンアウェイ動作を遂行するための要求を受け取り；
その要求を受け取った後に、第１のＲＡＴの第２周波数でのチューンアウェイ動作の遂行
を完了し；第１のＲＡＴの第２周波数でのチューンアウェイ動作の遂行を完了した後に、
第２のＲＡＴの周波数でのチューンアウェイ動作を遂行し、第２のＲＡＴの周波数でのチ
ューンアウェイ動作の遂行は、第１無線を第１のＲＡＴの第２周波数から第２のＲＡＴの
周波数へ直接的にチューニングすることを含み、第２のＲＡＴの周波数への第１無線の前
記直接的なチューニングは、第１のＲＡＴの第２周波数でのチューンアウェイ動作の前記
遂行完了と、第２のＲＡＴの周波数への第１無線のチューニングとの間に第１のＲＡＴの
第１周波数へ第１無線をチューンバックすることを含まないように構成されるユーザ装置
（ＵＥ）。
【０１４１】
　１１．第２のＲＡＴの周波数での前記チューンアウェイ動作は、第２のＲＡＴに関連し
たページデコーディングを遂行することを含む、段落１０に記載のＵＥ。
【０１４２】
　１２．第２のＲＡＴの周波数での前記チューンアウェイ動作は、第２のＲＡＴに関連し
た同期を遂行することを含む、段落１０－１１のいずれかに記載のＵＥ。
【０１４３】
　１３．第１のＲＡＴの第２周波数での前記チューンアウェイ動作は、第１のＲＡＴに対
する隣接ベースステーション測定を遂行することを含む、段落１０－１２のいずれかに記
載のＵＥ。
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【０１４４】
　１４．前記１つ以上のプロセッサは、更に、第２のＲＡＴの周波数でのチューンアウェ
イ動作の前記遂行の後に第１無線を第１のＲＡＴの第１周波数へチューンバックするよう
に構成される、段落１０－１３のいずれかに記載のＵＥ。
【０１４５】
　１５．ＵＥは、セルラー通信を遂行するための単一無線を備え、前記第１無線は単一無
線である、段落１０－１４のいずれかに記載のＵＥ。
【０１４６】
　１６．第１のＲＡＴは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）を含み、そして
第２のＲＡＴは、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーション（ＧＳ
Ｍ）を含む、段落１０－１５のいずれかに記載のＵＥ。
【０１４７】
　１７．ＵＥは、ＳＩＭ（加入者アイデンティティモジュール）機能を各々実施する２つ
のスマートカードを含み、ＵＥは、第１無線を使用してＤＳＤＡ（デュアルＳＩＭデュア
ルアクティブ）機能を実施するように構成される、段落１０－１６のいずれかに記載のＵ
Ｅ。
【０１４８】
　１８．ユーザ装置（ＵＥ）により実行するためのプログラムインストラクションを記憶
する非一時的なコンピュータアクセス可能なメモリ媒体において、ＵＥは、第１の無線ア
クセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲＡＴを使用して通信するための第１無線を備え、前記
プログラムインストラクションは、第１のＲＡＴの第１周波数で第１のＲＡＴの第１のベ
ースステーションとの通信を遂行し、第１のＲＡＴの第２周波数での今度のチューンアウ
ェイ動作をスケジューリングし；ＵＥが第１のＲＡＴの第１周波数で動作する間に第２の
ＲＡＴの周波数でチューンアウェイ動作を遂行するための要求を受け取り；第２のＲＡＴ
の周波数へのチューンアウェイの要求が、第１のＲＡＴの第２周波数での今度のチューン
アウェイ動作のスタートの前に発生して、第１のＲＡＴの第２周波数での今度のチューン
アウェイ動作と衝突する場合には、第２のＲＡＴの周波数でチューンアウェイ動作を遂行
した後に、第１のＲＡＴの第２の周波数でチューンアウェイ動作を遂行し；及び第２のＲ
ＡＴの周波数へのチューンアウェイの要求が、第１のＲＡＴの第２周波数での今度のチュ
ーンアウェイ動作のスタートの後に発生する場合には、第１のＲＡＴの第２の周波数でチ
ューンアウェイ動作を遂行した後に、第２のＲＡＴの周波数でチューンアウェイ動作を遂
行する；ようにプロセッサにより実行される、非一時的なコンピュータアクセス可能なメ
モリ媒体。
【０１４９】
　１９．第２のＲＡＴの周波数でチューンアウェイ動作を遂行する要求が、第１のＲＡＴ
の第２周波数での今度のチューンアウェイ動作のスタートの前であって且つ第２のＲＡＴ
の周波数でのチューンアウェイ動作を完了した後に生じる場合には、前記１つ以上のプロ
セッサは、更に、第１無線を第１のＲＡＴの第２周波数へ直接的にチューニングして第１
のＲＡＴの第２周波数でチューンアウェイ動作を遂行し、第１無線を第１のＲＡＴの第２
周波数へ直接的にチューニングすることは、第２のＲＡＴの周波数でのチューンアウェイ
動作の完了と、第１のＲＡＴの第２周波数への第１無線のチューニングとの間に第１のＲ
ＡＴの第１周波数へ第１無線をチューンバックすることを含まない；ように構成される、
段落１８に記載の非一時的なコンピュータアクセス可能なメモリ媒体。
【０１５０】
　２０．第２のＲＡＴの周波数でチューンアウェイ動作を遂行する要求が、第１のＲＡＴ
の第２周波数での今度のチューンアウェイ動作のスタートの後であって且つ第１のＲＡＴ
の第２周波数でのチューンアウェイ動作を完了した後に生じる場合には、前記１つ以上の
プロセッサは、更に、第１無線を第２のＲＡＴの周波数へ直接的にチューニングして第２
のＲＡＴの周波数でチューンアウェイ動作を遂行し、第１無線を第２のＲＡＴの周波数へ
直接的にチューニングすることは、第１のＲＡＴの第２周波数でのチューンアウェイ動作
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の完了と、第２のＲＡＴの周波数への第１無線のチューニングとの間に第１のＲＡＴの第
１周波数へ第１無線をチューンバックすることを含まない；ように構成される、段落１８
に記載の非一時的なコンピュータアクセス可能なメモリ媒体。
【０１５１】
　２１．第１無線を備え、該第１無線は第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲ
ＡＴに基づき動作するように構成可能であるユーザ装置（ＵＥ）において、アイドルモー
ドからウェイクして第１のＲＡＴの第１周波数で動作し；第１無線を使用して第１のＲＡ
Ｔの第１周波数で測定動作を遂行し；第１のＲＡＴの第１周波数での測定動作の前記遂行
中に第２のＲＡＴからチューンアウェイ要求を受け取り；第２のＲＡＴからチューンアウ
ェイ要求を受け取るのに応答して第１無線を使用して第２のＲＡＴのチューンアウェイ動
作を遂行し、第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の前記遂行は、第１無線を第１のＲＡ
Ｔの第１周波数から第２のＲＡＴの周波数へチューニングすることを含み、第２のＲＡＴ
のチューンアウェイ動作の前記遂行は、第１のＲＡＴの第１周波数での測定動作の完了の
前に行う；ことを含む方法。
【０１５２】
　２２．第１のＲＡＴの第１周波数での測定動作は、イントラセル測定動作を含む、段落
２１に記載の方法。
【０１５３】
　２３．第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の前記遂行後に、第２のＲＡＴの周波数か
ら第１のＲＡＴの第１周波数へＵＥの第１無線をチューニングし；そして第２のＲＡＴの
周波数から第１のＲＡＴの第１周波数へのＵＥの第１無線の前記チューニングの後に第１
のＲＡＴの第１セルにおける第１周波数での測定動作を完了させる；ことを更に含む段落
２１－２２のいずれかに記載の方法。
【０１５４】
　２４．第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の前記遂行は、第２のＲＡＴでページング
動作を遂行して第２のＲＡＴのページングサンプルを収集することを含み；前記方法は、
更に、第１のＲＡＴの第１周波数での測定動作の前記完了と同時に第２のＲＡＴのページ
ングサンプルをデコードすることを含む、段落２３に記載の方法。
【０１５５】
　２５．第１のＲＡＴの第１周波数での測定動作は、イントラセル測定動作を含み、前記
方法は、更に、第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の前記遂行の後に、第２のＲＡＴの
周波数から第１のＲＡＴの第２周波数へＵＥの第１無線をチューニングし、そして第１の
ＲＡＴの第２周波数でインターセル測定を遂行することを含む、段落２１－２４のいずれ
かに記載の方法。
【０１５６】
　２６．第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の前記遂行は、第２のＲＡＴでページング
動作を遂行して第２のＲＡＴのページングサンプルを収集することを含み、前記方法は、
更に、第１のＲＡＴの第２周波数でのインターセル測定の前記遂行と同時に第２のＲＡＴ
のページングサンプルをデコードすることを含む、段落２５に記載の方法。
【０１５７】
　２７．第１のＲＡＴの第２周波数でのインターセル測定の前記遂行の後に第１のＲＡＴ
の第１セルにおける第１周波数でのイントラセル測定動作を完了させることを更に含む、
段落２５－２６のいずれかに記載の方法。
【０１５８】
　２８．第１のＲＡＴは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）であり、そして
第２のＲＡＴは、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーション（ＧＳ
Ｍ）である、段落２１－２７のいずれかに記載の方法。
【０１５９】
　２９．ＵＥは、ＳＩＭ（加入者アイデンティティモジュール）機能を各々実施する２つ
のスマートカードを含み、ＵＥは、ＤＳＤＡ（デュアルＳＩＭデュアルアクティブ）機能
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を実施する、段落２１－２９のいずれかに記載の方法。
【０１６０】
　３０．ＵＥは、第１無線及び第２無線を備え、その第２無線は、前記方法の動作中にタ
ーンオフされる、段落２１－２９のいずれかに記載の方法。
【０１６１】
　３１．第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲＡＴを使用して通信を行い且つ
第１のＲＡＴ及び第２のＲＡＴの両方への接続を維持するように構成された第１無線と；
前記第１無線に結合された１つ以上のプロセッサと；を備え、前記１つ以上のプロセッサ
及び第１無線は、第１無線を第１のＲＡＴの新たな周波数へチューニングすることにより
第１のＲＡＴの異なる隣接セルでインターセル測定動作を繰り返し遂行し、その新たな周
波数は、第１のＲＡＴの新たな隣接セルに対応するものであり；第１のＲＡＴの新たな周
波数への第１無線の前記チューニングの後に第１のＲＡＴの新たな周波数で新たな隣接セ
ルのインターセル測定を遂行し；第２のＲＡＴからチューンアウェイ要求を受け取り、該
第２のＲＡＴのチューンアウェイ要求は、インターセル測定を繰り返し遂行する間に前記
無線が第１のＲＡＴの現在の新たな周波数にチューニングされるときに受け取られ；第２
のＲＡＴからチューンアウェイ要求を受け取るのに応答して第１のＲＡＴの現在の新たな
周波数から第２のＲＡＴの周波数へ前記第１無線をチューニングし；第２のＲＡＴからチ
ューンアウェイ要求を受け取るのに応答して第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作を遂行
し、第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作は、第１のＲＡＴの現在の新たな周波数から第
２のＲＡＴの周波数への前記チューニングの後に遂行される、ユーザ装置（ＵＥ）。
【０１６２】
　３２．前記１つ以上のプロセッサは、更に、第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作を遂
行し、そしてインターセル測定動作の繰り返し遂行を再開した後に第１のＲＡＴの次の新
たな周波数へ前記第１無線をチューニングするよう構成される、段落３１に記載のＵＥ。
【０１６３】
　３３．第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の前記遂行は、第２のＲＡＴでページング
動作を遂行して第２のＲＡＴでページングサンプルを収集することを含み；前記１つ以上
のプロセッサは、更に、インターセル測定動作の繰り返し遂行の前記再開と同時に第２の
ＲＡＴのページングサンプルをデコードするように構成される、段落３２に記載のＵＥ。
【０１６４】
　３４．第２のＲＡＴからのチューンアウェイ要求の前記受け取りは、第１のＲＡＴの現
在の新たな周波数でのインターセル測定の完了前に行われ；第１のＲＡＴの現在の新たな
周波数から第２のＲＡＴの周波数への第１無線の前記チューニングは、第１のＲＡＴの現
在の新たな周波数でのインターセル測定の完了前に行われる、段落３１－３４のいずれか
に記載のＵＥ。
【０１６５】
　３５．前記１つ以上のプロセッサは、第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作を遂行し、
そしてインターセル測定動作の繰り返しの遂行を再開した後に第１のＲＡＴの次の新たな
周波数へ前記第１無線をチューニングするように構成される、段落３４に記載のＵＥ。
【０１６６】
　３６．前記１つ以上のプロセッサは、第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作を遂行し、
そして第１のＲＡＴの現在の新たな周波数でのインターセル測定を完了した後に第１のＲ
ＡＴの現在の新たな周波数へ前記第１無線をチューンバックするように構成される、段落
３４－３５のいずれかに記載のＵＥ。
【０１６７】
　３７．第１のＲＡＴは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）であり、そして
第２のＲＡＴは、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーション（ＧＳ
Ｍ）である、段落３１－３６のいずれかに記載のＵＥ。
【０１６８】
　３８．ＵＥは、セルラー通信を遂行するための単一無線を備え、そして前記第１無線は
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単一無線である、段落３１－３７のいずれかに記載のＵＥ。
【０１６９】
　３９．ＵＥは、ＳＩＭ（加入者アイデンティティモジュール）機能を実施するよう各々
構成された２つのスマートカードを含み、ＵＥは、第１無線を使用してＤＳＤＡ（デュア
ルＳＩＭデュアルアクティブ）機能を実施するように構成された、段落３１－３８のいず
れかに記載のＵＥ。
【０１７０】
　４０．ユーザ装置（ＵＥ）により実行するためのプログラムインストラクションを記憶
する非一時的なコンピュータアクセス可能なメモリ媒体において、ＵＥは、第１の無線ア
クセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲＡＴを使用して通信するための第１無線を備え、前記
プログラムインストラクションは、第１無線を第１のＲＡＴの周波数へチューニングする
ことにより第１のＲＡＴで測定動作を繰り返し遂行し；第１のＲＡＴの周波数への第１無
線の前記チューニングの後に第１のＲＡＴの周波数で測定を遂行し；第２のＲＡＴからチ
ューンアウェイ要求を受け取り、第２のＲＡＴのチューンアウェイ要求は、前記繰り返し
の遂行中に第１のＲＡＴの現在周波数へ無線がチューニングされるときに受け取られ；第
２のＲＡＴからチューンアウェイ要求を受け取るのに応答して第１のＲＡＴの現在周波数
から第２のＲＡＴの周波数へ第１無線をチューニングし；チューンアウェイ要求を受け取
るのに応答して第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作を遂行し、そのチューンアウェイ動
作の遂行は、第１のＲＡＴの現在周波数から第２のＲＡＴの周波数へ第１無線をチューニ
ングした後に遂行され；そして第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の遂行後に、第１の
ＲＡＴでの測定動作の繰り返しの遂行を再開する；ようにプロセッサにより実行される、
非一時的なコンピュータアクセス可能なメモリ媒体。
【０１７１】
　４１．第１無線を備え、該第１無線は第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲ
ＡＴに基づき動作するように構成可能であるユーザ装置（ＵＥ）において、第１のＲＡＴ
で動作するためにスリープモードからのウェイクアップ手順を開始し、該ウェイクアップ
手順は、結晶発振子のウオームアップを遂行し、高周波回路のウオームアップを遂行し、
時間追跡ループ及び／又は周波数追跡ループ動作を遂行して、第１のＲＡＴのベースステ
ーションとの動作を同期させることを含み；ウェイクアップ手順を遂行する間に第２のＲ
ＡＴに関連したチューンアウェイ要求を受け取り、そのチューンアウェイ要求は、前記結
晶発振子ウオームアップ又は高周波回路のウオームアップのいずれかを遂行する間に受け
取られ；前記結晶発振子ウオームアップ及び高周波回路のウオームアップを遂行した後で
あって時間追跡ループ及び／又は周波数追跡ループ動作を遂行する前に第２のＲＡＴのチ
ューンアウェイ動作を遂行し；そして第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作を完了した後
に時間追跡ループ及び／又は周波数追跡ループ動作を遂行する；ことを含む方法。
【０１７２】
　４２．高周波回路のウオームアップは、ＵＥのプロセッサのスタートアップ動作を遂行
することを含む、段落４１に記載の方法。
【０１７３】
　４３．チューンアウェイ動作は、第２のＲＡＴに関連したページデコーディングを遂行
することを含む、段落４１－４２のいずれかに記載の方法。
【０１７４】
　４４．結晶発振子のウオームアップは、結晶発振子へ電力を供給しそしてそれがウオー
ムアップするのを待機することを含む、段落４１－４３のいずれかに記載の方法。
【０１７５】
　４５．前記ウェイクアップ手順を開始することは、第１のＲＡＴに関連したサイクルの
一部分として遂行される、段落４１－４４のいずれかに記載の方法。
【０１７６】
　４６．前記サイクルは、接続不連続受信（ＣＤＲＸ）サイクルである、段落４５に記載
の方法。
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【０１７７】
　４７．第１のＲＡＴは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）である、段落４
１－４６のいずれかに記載の方法。
【０１７８】
　４８．第２のＲＡＴは、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーショ
ン（ＧＳＭ）である、段落４１－４７のいずれかに記載の方法。
【０１７９】
　４９．ＵＥは、ＳＩＭ（加入者アイデンティティモジュール）機能を各々実施する２つ
のスマートカードを含み、ＵＥは、ＤＳＤＡ（デュアルＳＩＭデュアルアクティブ）機能
を実施する、段落４１－４８のいずれかに記載の方法。
【０１８０】
　５０．ＵＥは、第１無線及び第２無線を備え、その第２無線は、前記方法の動作中にタ
ーンオフされる、段落４１－４９のいずれかに記載の方法。
【０１８１】
　５１．結晶発振子と；第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲＡＴを使用して
通信を行い且つ第１のＲＡＴ及び第２のＲＡＴの両方への接続を維持するように構成され
た第１無線と；該第１無線に結合されたハードウェアと；を備え、このハードウェア及び
第１無線は、第１のＲＡＴで動作するためにスリープモードからのウェイクアップを開始
し、ウェイクアップは、結晶発振子のための結晶発振子ウオームアップを遂行し、時間追
跡ループ及び／又は周波数追跡ループ動作を遂行して第１のＲＡＴに関連したベースステ
ーションとの動作を同期させることを含むものであり；時間追跡ループ及び／又は周波数
追跡ループ動作を遂行する間に第２のＲＡＴからチューンアウェイ要求を受け取り；第２
のＲＡＴからチューンアウェイ要求を受け取るのに応答して時間追跡ループ及び／又は周
波数追跡ループ動作の遂行を中止し；時間追跡ループ及び／又は周波数追跡ループ動作の
遂行を中止した後にチューンアウェイ要求に応答して第２のＲＡＴのチューンアウェイ動
作を遂行し；第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作を完了した後に時間追跡ループ及び／
又は周波数追跡ループ動作を遂行する；ように構成されたユーザ装置（ＵＥ）。
【０１８２】
　５２．結晶発振子のウオームアップは、結晶発振子に電力を供給しそしてそれがウオー
ムアップするのを待機することを含む、段落５１に記載のＵＥ。
【０１８３】
　５３．ウェイクアップは、更に、時間追跡ループ及び／又は周波数追跡ループ動作を遂
行する前にＵＥのプロセッサのスタートアップ動作を遂行することを含む、段落５１－５
２のいずれかに記載のＵＥ。
【０１８４】
　５４．第１のＲＡＴは、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）であり、第２の
ＲＡＴは、グローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーション（ＧＳＭ）で
ある、段落５１－５３のいずれかに記載のＵＥ。
【０１８５】
　５５．ＵＥは、セルラー通信を遂行するための単一無線を備え、そして前記第１無線は
単一無線である、段落５１－５４のいずれかに記載のＵＥ。
【０１８６】
　５６．ＵＥは、ＳＩＭ（加入者アイデンティティモジュール）機能を実施するよう各々
構成された２つのスマートカードを含み、ＵＥは、第１無線を使用してＤＳＤＡ（デュア
ルＳＩＭデュアルアクティブ）機能を実施するように構成された、段落５１－５５のいず
れかに記載のＵＥ。
【０１８７】
　５７．ユーザ装置（ＵＥ）により実行するためのプログラムインストラクションを記憶
する非一時的なコンピュータアクセス可能なメモリ媒体において、ＵＥは、第１の無線ア
クセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲＡＴを使用して通信するための第１無線を備え、前記
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プログラムインストラクションは、第１のＲＡＴで動作するためにスリープモードからの
ウェイクアップ動作を開始し、ウェイクアップ動作は、結晶発振子のウオームアップを遂
行し、追跡ループ動作を遂行して第１のＲＡＴに関連したベースステーションとの動作を
同期させることを含むものであり；ウェイクアップ動作を遂行する間に第２のＲＡＴから
チューンアウェイ要求を受け取り；結晶発振子のウオームアップを遂行する間にチューン
アウェイ要求が受け取られる場合には、結晶発振子のウオームアップの遂行を完了し；結
晶発振子のウオームアップの遂行を完了した後にチューンアウェイ要求に関連したチュー
ンアウェイ動作を遂行し；チューンアウェイ動作を遂行した後に追跡ループ動作を遂行し
；追跡ループ動作を遂行する間にチューンアウェイ要求が受け取られる場合には、第２の
ＲＡＴからチューンアウェイ要求を受け取るのに応答して追跡ループ動作の遂行を中止し
；追跡ループ動作の遂行を中止した後にチューンアウェイ要求に応答して第２のＲＡＴの
チューンアウェイ動作を遂行し；第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作を完了した後に追
跡ループ動作を遂行する；ようにプロセッサにより実行される、非一時的なコンピュータ
アクセス可能なメモリ媒体。
【０１８８】
　５８．追跡ループ動作は、時間追跡ループ及び／又は周波数追跡ループ動作を含む、段
落５７に記載の非一時的なコンピュータアクセス可能なメモリ媒体。
【０１８９】
　５９．チューンアウェイ要求は、結晶発振子ウオームアップを遂行するか又はＵＥのプ
ロセッサのスタートアップ動作を遂行する間に受け取られる、段落５７に記載の非一時的
なコンピュータアクセス可能なメモリ媒体。
【０１９０】
　６０．時間追跡ループ及び／又は周波数追跡ループ動作を遂行する間にチューンアウェ
イ要求が受け取られる、段落５７に記載の非一時的なコンピュータアクセス可能なメモリ
媒体。
【０１９１】
　６１．第１無線を備え、該第１無線は第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲ
ＡＴに基づき構成可能であるユーザ装置（ＵＥ）を動作する方法において、ＵＥが第１の
セルにおいて第１のＲＡＴの第１周波数で動作し、第１のＲＡＴの第２周波数で隣接セル
への第１のＲＡＴの今度のチューンアウェイがスケジュールされ；ＵＥが第１のＲＡＴの
第１周波数で第１のセルにおいて動作している間に第２のＲＡＴの周波数へのチューンア
ウェイの要求を受け取り、第２のＲＡＴの周波数へのチューンアウェイの要求は、第１の
ＲＡＴの今度のチューンアウェイのスタートの前に生じて第１のＲＡＴの今度のチューン
アウェイと衝突するものであり；ＵＥの第１無線により、第２のＲＡＴの周波数へのチュ
ーンアウェイを遂行し、第２のＲＡＴの周波数へのチューンアウェイの前記遂行は、第１
のＲＡＴの今度のチューンアウェイを遅延させるように作用し；第２のＲＡＴの周波数へ
のチューンアウェイが完了した後に、前記無線を第１のＲＡＴの第２周波数へ直接的にチ
ューニングし；第１のＲＡＴの第２周波数への前記無線の直接的なチューニングは、第２
のＲＡＴの周波数へのチューンアウェイの前記完了と、第２のＲＡＴの周波数への前記無
線のチューニングとの間に第１のＲＡＴの第１周波数へ前記無線をチューンバックするこ
とを含まず；そして第１のＲＡＴの第２周波数で隣接セルの測定を遂行する；ことを含む
方法。
【０１９２】
　６２．第１のＲＡＴは、ＬＴＥであり、そして第２のＲＡＴは、ＧＳＭである、段落６
１に記載の方法。
【０１９３】
　６３．第１のＲＡＴの第２周波数での隣接セルの測定の前記遂行後に第１のＲＡＴの第
１周波数へ前記無線をチューンバックすることを更に含む、段落６１－６２のいずれかに
記載の方法。
【０１９４】
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　６４．第１無線を備え、該第１無線は第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲ
ＡＴに基づき構成可能であるユーザ装置（ＵＥ）を動作する方法において、ＵＥが第１の
セルにおいて第１のＲＡＴの第１周波数で動作し；第１のＲＡＴのチューンアウェイを遂
行し、該チューンアウェイの遂行は、第１のＲＡＴの第２周波数へ無線をチューニングし
そして第１のＲＡＴの第２周波数での隣接セルの測定値を収集することを含み；第１のＲ
ＡＴの第２周波数での隣接セルの測定値の前記収集の間に第２のＲＡＴへのチューンアウ
ェイの要求を受け取り；第２のＲＡＴへのチューンアウェイの要求の前記受け取りの後に
ＵＥの第１無線により第１のＲＡＴのチューンアウェイの遂行を完了し、該遂行の完了は
、第１のＲＡＴの第２周波数での隣接セルからの測定値の収集を完了させることを含み；
第１のＲＡＴのチューンアウェイの遂行の前記完了後に、第２のＲＡＴの周波数へ無線を
直接的にチューニングし、第２のＲＡＴの周波数への無線の前記直接的なチューニングは
、第１のＲＡＴの第２周波数での隣接セルからの測定値の収集の前記完了と、第２のＲＡ
Ｔの周波数への無線の前記チューニングとの間に第１のＲＡＴの第１周波数へ無線をチュ
ーンバックすることを含まず；そして第２のＲＡＴの周波数への無線の前記直接的なチュ
ーニングの後に第２のＲＡＴの周波数へのチューンアウェイをＵＥの第１無線により遂行
する；ことを含む方法。
【０１９５】
　６５．第１のＲＡＴは、ＬＴＥであり、そして第２のＲＡＴは、ＧＳＭである、段落６
４に記載の方法。
【０１９６】
　６６．第１無線を備え、該第１無線は第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲ
ＡＴに基づき構成可能であるユーザ装置（ＵＥ）を動作する方法において、ＵＥは、アイ
ドルモードからウェイクしそして第１のＲＡＴの第１セルにおいて第１周波数で動作し；
第１無線により第１のＲＡＴの第１セルにおいてイントラセル測定動作を遂行し；第１の
ＲＡＴの第１セルにおける第１周波数でのイントラセル測定動作の前記遂行中に第２のＲ
ＡＴからチューンアウェイ要求を受け取り；第２のＲＡＴからのチューンアウェイ要求の
前記受け取り後に第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作を遂行し、第２のＲＡＴのチュー
ンアウェイ動作の前記遂行は、第１のＲＡＴの第１周波数から第２のＲＡＴの周波数へ第
１無線をチューニングすることを含み；第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の前記遂行
は、第１のＲＡＴの第１セルにおける第１周波数でのイントラセル測定動作の完了前に行
う；ことを含む方法。
【０１９７】
　６７．第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の前記遂行の後に第１のＲＡＴの第１セル
において第１周波数でイントラセル測定動作を完了することを更に含む、段落６６に記載
の方法。
【０１９８】
　６８．第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の前記遂行の後に、ＵＥの第１無線を第２
のＲＡＴの周波数から第１のＲＡＴの第１周波数へチューニングし；そして第２のＲＡＴ
の周波数から第１のＲＡＴの第１周波数へのＵＥの第１無線の前記チューニングの後に、
第１のＲＡＴの第１セルにおいて第１周波数でイントラセル測定動作を完了させる；こと
を更に含む段落６６－６７のいずれかに記載の方法。
【０１９９】
　６９．第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の前記遂行は、第２のＲＡＴでページング
動作を遂行して第２のＲＡＴにおいてページングサンプルを収集することを含み；前記方
法は、更に、第１のＲＡＴの第１セルにおける第１周波数でのイントラセル測定動作の前
記完了と同時に第２のＲＡＴのページングサンプルをデコードすることを含む；段落６８
に記載の方法。
【０２００】
　７０．第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の前記遂行の後に、ＵＥの第１無線を第２
のＲＡＴの周波数から第１のＲＡＴの第２周波数へチューニングし；そして第１のＲＡＴ
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の第２周波数でインターセル測定動作を遂行する；ことを更に含む段落６６－６９のいず
れかに記載の方法。
【０２０１】
　７１．第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の前記遂行は、第２のＲＡＴでページング
動作を遂行して第２のＲＡＴにおいてページングサンプルを収集することを含み；前記方
法は、更に、第１のＲＡＴの第２周波数でのインターセル測定の前記遂行と同時に第２の
ＲＡＴのページングサンプルをデコードすることを含む；段落７０に記載の方法。
【０２０２】
　７２．第１のＲＡＴの第２周波数でのインターセル測定の前記遂行後に第１のＲＡＴの
第１セルにおいて第１周波数でイントラセル測定動作を完了させる；ことを更に含む、段
落７０に記載の方法。
【０２０３】
　７３．第１のＲＡＴは、ＬＴＥであり、そして第２のＲＡＴは、ＧＳＭである、段落６
６－７２のいずれかに記載の方法。
【０２０４】
　７４．第１無線は、ＵＥに含まれる唯一の無線である、段落６６－７３のいずれかに記
載の方法。
【０２０５】
　７５．ＵＥは、第１無線及び第２無線を備え、第２無線は、前記方法の動作中にターン
オフされる、段落６６－７４のいずれかに記載の方法。
【０２０６】
　７６．第１無線を備え、該第１無線は第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲ
ＡＴに基づき構成可能であるユーザ装置（ＵＥ）を動作する方法において、第１のＲＡＴ
の新たな周波数へ第１無線をチューニングすることにより第１のＲＡＴの異なる隣接セル
でインターセル測定動作を繰り返し遂行し、その新たな周波数は、第１のＲＡＴの新たな
隣接セルに対応し；第１のＲＡＴの新たな周波数への第１無線の前記チューニングの後に
第１のＲＡＴの新たな周波数で新たな隣接セルのインターセル測定を遂行し；第２のＲＡ
Ｔからチューンアウェイ要求を受け取り、この第２のＲＡＴのチューンアウェイ要求は、
前記繰り返しの遂行中に第１のＲＡＴの現在の新たな周波数へ前記無線がチューニングさ
れたときに受け取られ；第２のＲＡＴからチューンアウェイ要求を受け取るのに応答して
第１のＲＡＴの現在の新たな周波数から第２のＲＡＴの周波数へ前記第１無線をチューニ
ングし；第１のＲＡＴの現在の新たな周波数から第２のＲＡＴの周波数への前記第１無線
の前記チューニングの後に第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作を遂行する；ことを含む
方法。
【０２０７】
　７７．第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の前記遂行の後に第１のＲＡＴの次の新た
な周波数へ前記第１無線をチューニングし、そして前記繰り返しの遂行を再開する、段落
７６に記載の方法。
【０２０８】
　７８．第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の前記遂行は、第２のＲＡＴでページング
動作を遂行して第２のＲＡＴでページサンプルを収集することを含み；前記方法は、更に
、前記繰り返しの遂行の前記再開と同時に第２のＲＡＴのページングサンプルをデコード
することを含む、段落７６－７７のいずれかに記載の方法。
【０２０９】
　７９．第２のＲＡＴからのチューンアウェイ要求の前記受け取りは、第１のＲＡＴの現
在の新たな周波数でのインターセル測定を完了する前に行われ；そして第１のＲＡＴの現
在の新たな周波数から第２のＲＡＴの周波数への前記第１無線の前記チューニングは、第
１のＲＡＴの現在の新たな周波数でのインターセル測定を完了する前に行われる、段落７
６－７８のいずれかに記載の方法。
【０２１０】
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　８０．第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の前記遂行の後に第１のＲＡＴの次の新た
な周波数へ前記第１無線をチューニングし、そして前記繰り返しの遂行を再開する、段落
７９に記載の方法。
【０２１１】
　８１．第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の前記遂行の後に第１のＲＡＴの現在の新
たな周波数へ前記第１無線をチューンバックし、そして第１のＲＡＴの現在の新たな周波
数でインターセル測定を完了させる、段落７９に記載の方法。
【０２１２】
　８２．第１のＲＡＴは、ＬＴＥであり、そして第２のＲＡＴは、ＧＳＭである、段落７
６から８１のいずれかに記載の方法。
【０２１３】
　８３．前記第１無線は、ＵＥに含まれる唯一の無線である、段落７６－８２のいずれか
に記載の方法。
【０２１４】
　８４．ＵＥは、第１無線及び第２無線を備え、その第２無線は、前記方法の動作中にタ
ーンオフされる、段落７６－８３のいずれかに記載の方法。
【０２１５】
　８５．第１無線を備え、該第１無線は第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲ
ＡＴに基づき構成可能であるユーザ装置（ＵＥ）を動作する方法において、第１のＲＡＴ
の周波数へ第１無線をチューニングすることにより第１のＲＡＴで測定動作を繰り返し遂
行し；第１のＲＡＴの周波数への第１無線の前記チューニングの後に第１のＲＡＴの周波
数で測定を遂行し；第２のＲＡＴからチューンアウェイ要求を受け取り；この第２のＲＡ
Ｔのチューンアウェイ要求は、前記繰り返しの遂行中に第１のＲＡＴの現在周波数へ前記
無線がチューニングされるときに受け取られ；第２のＲＡＴからチューンアウェイ要求を
受け取るのに応答して第１のＲＡＴの現在周波数から第２のＲＡＴの周波数へ前記第１無
線をチューニングし；この第１のＲＡＴの現在周波数から第２のＲＡＴの周波数への前記
第１無線の前記チューニングの後に第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作を遂行し；そし
てこの第２のＲＡＴのチューンアウェイ動作の前記遂行の後に、前記繰り返しの遂行を再
開する；ことを含む方法。
【０２１６】
　８６．第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲＡＴに基づき構成可能である第
１無線を備えたユーザ装置（ＵＥ）を動作する方法において、ＵＥは、第１のＲＡＴで動
作するためにスリープモードからのウェイクアップを開始し、ＵＥのウェイクアップは、
結晶発振子のウオームアップを遂行し、ＵＥのＣＰＵでスタートアップ動作を遂行し、時
間追跡ループ及び／又は周波数追跡ループ動作を遂行してベースステーションとの動作を
同期させ、ＵＥがスリープモードからウェイクアップする間に第２のＲＡＴからチューン
アウェイ要求を受け取ることを含み、そのチューンアウェイ要求は、結晶発振子のウオー
ムアップの前記遂行又はＣＰＵでのスタートアップ動作の前記遂行中に受け取られ；ＵＥ
のＣＰＵでのスタートアップ動作の前記遂行後であって且つ時間追跡ループ及び／又は周
波数追跡ループ動作の前記遂行の前にチューンアウェイ動作を遂行し；そしてチューンア
ウェイ動作の完了後に時間追跡ループ及び／又は周波数追跡ループ動作を遂行する；こと
を含む方法。
【０２１７】
　８７．第１の無線アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲＡＴに基づき構成可能である第
１無線を備えたユーザ装置（ＵＥ）を動作する方法において、ＵＥは、第１のＲＡＴで動
作するためにスリープモードからのウェイクアップを開始し、ＵＥのウェイクアップは、
結晶発振子のウオームアップを遂行し、ＵＥのＣＰＵでスタートアップ動作を遂行し、時
間追跡ループ及び／又は周波数追跡ループ動作を遂行してベースステーションとの動作を
同期させることを含み；時間追跡ループ及び／又は周波数追跡ループ動作の前記遂行中に
第２のＲＡＴからチューンアウェイ要求を受け取り；第２のＲＡＴからのチューンアウェ
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イ要求の前記受け取りに応答して時間追跡ループ及び／又は周波数追跡ループ動作の前記
遂行を中止し；その中止の後にチューンアウェイ動作を遂行し；そしてチューンアウェイ
動作が完了した後に時間追跡ループ及び／又は周波数追跡ループ動作を遂行する；ことを
含む方法。
【０２１８】
　８８．結晶発振子のウオームアップは、結晶発振子へ電力を供給しそしてそれがウオー
ムアップするのを待機することを含む、段落８７に記載の方法。
【０２１９】
　８９．詳細な説明に実質的に述べられたアクション又はアクションの組み合わせを含む
方法。
【０２２０】
　９０．図１から最後の図の各々又はその組み合わせを参照するか、或いは詳細な説明に
おける段落の各々又はその組み合わせを参照して実質的に述べた方法。
【０２２１】
　９１．詳細な説明に実質的に述べられたアクション又はアクションの組み合わせを遂行
するように構成されたワイヤレス装置。
【０２２２】
　９２．ワイヤレス装置に含まれるとして詳細な説明に述べられたコンポーネント又はコ
ンポーネントの組み合わせを含むワイヤレス装置。
【０２２３】
　９３．実行時に、詳細な説明に実質的に述べられたアクション、又はアクションの組み
合わせを遂行させるインストラクションを記憶する不揮発性コンピュータ読み取り可能な
媒体。
【０２２４】
　９４．詳細な説明に実質的に述べられたアクション又はアクションの組み合わせを遂行
するように構成された集積回路。
【０２２５】
　本発明の実施形態は、種々の形態のいずれかで実現することができる。例えば、ある実
施形態では、本発明は、コンピュータ実施方法、コンピュータ読み取り可能なメモリ媒体
又はコンピュータシステムとして実現される。他の実施形態では、本発明は、ＡＳＩＣの
ような１つ以上のカスタム設計のハードウェア装置を使用して実現される。又、他の実施
形態では、本発明は、ＦＰＧＡのような１つ以上のプログラム可能なハードウェア要素を
使用して実現される。
【０２２６】
　ある実施形態では、非一時的なコンピュータ読み取り可能なメモリ媒体は、プログラム
インストラクション及び／又はデータを記憶するように構成され、プログラムインストラ
クションは、コンピュータシステムにより実行された場合に、コンピュータシステムが、
方法、例えば、ここに述べる方法実施形態のいずれか、又はここに述べる方法実施形態の
任意の組み合わせ、或いはここに述べる方法実施形態のいずれかのサブセット、又はその
ようなサブセットの任意の組み合わせ遂行するようにさせる。
【０２２７】
　ある実施形態では、装置（例えば、ＵＥ）は、プロセッサ（又はプロセッサのセット）
及びメモリ媒体を含むように構成され、メモリ媒体は、プログラムインストラクションを
記憶し、プロセッサは、メモリ媒体からプログラムインストラクションを読み取って実行
するように構成され、プログラムインストラクションは、ここに述べる種々の方法実施形
態のいずれか（又はここに述べる方法実施形態の任意の組み合わせ、或いはここに述べる
方法実施形態のいずれかのサブセット、又はそのようなサブセットの組み合わせ）を実施
するように実行される。装置は、種々の形態のいずれかで実施される。
【０２２８】
　以上、本発明の実施形態を非常に詳細に説明したが、当業者であれば、前記開示が充分
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ての変更や修正を包含すると解釈される。
【符号の説明】
【０２２９】
　１２：ハウジング
　１４：ディスプレイ
　１６：ホームボタン
　１８：スピーカボタン
　２８：ストレージ及び処理回路
　４０：アンテナ
　４２：コントロール回路
　５７：第１無線
　５８：ベースバンドプロセッサ
　５９：トランシーバ（ＴＸ）チェーン
　６０：高周波トランシーバ回路
　６１、６３：受信器（ＲＸ）チェーン
　６２：高周波フロントエンド
　６３：第２無線
　７２：ＧＳＭロジック
　７４：ＬＴＥロジック
　１００：コアネットワーク
　１０２：ベースステーション
　１０６：ユーザ装置（ＵＥ）
　１０８：外部ネットワーク
　３１０：ＵＩＣＣカード
　４００：システムオンチップ（ＳＯＣ）
　４０２：プロセッサ
　４０４：ディスプレイ回路
　４０６：メモリ
　４１０：ＮＡＮＤフラッシュ
　４２０：コネクタインターフェイス
　４２９：ショートレンジワイヤレス通信回路
　４３０：セルラー通信回路
　４３５、４３６：アンテナ
　４４０：メモリマネージメントユニット（ＭＭＵ）
　４５０：リードオンリメモリ（ＲＯＭ）
　４６０：ディスプレイ
　５０４：プロセッサ
　５３０：無線
　５３２：通信チェーン
　５３４：アンテナ
　５５０：ＲＯＭ
　５６０：メモリ
　５７０：ネットワークポート
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