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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マルチ無線装置において共存干渉を低減するための方法であって：
　前記マルチ無線装置において、拡張ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）から間欠受信（ＤＲＸ）
構成を受信するステップであって、前記マルチ無線装置は複数の無線送受信機を含むユー
ザ装置である、受信するステップ；
　前記マルチ無線装置の中の前記複数の無線送受信機の１つ以上に前記間欠受信（ＤＲＸ
）構成を適用するステップであって、前記ＤＲＸは、前記複数の無線送受信機の１つ以上
についての長いＤＲＸ周期を含む、適用するステップ；及び
　前記マルチ無線装置の中の前記複数の無線送受信機の間の共存干渉を低減するために、
前記長いＤＲＸ周期の２ミリ秒（ｍｓ）、５ｍｓ、及び８ｍｓの周期開始オフセット期間
のうちの１つを選択するステップ；
　を備える方法。
【請求項２】
　前記複数の無線送受信装置は、第３世代パートナーシッププロジェクトロングタームエ
ボルーション（３ＧＰＰ　ＬＴＥ）無線送受信機及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈ無線送受信機を
含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記２ｍｓの周期開始オフセット期間は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ無線送受信機とＬＴＥ時
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分割デュプレックス（ＬＴＥ－ＴＤＤ）で通信するＬＴＥ無線送受信機との間の前記共存
干渉を低減するための１つ以上のＨＡＲＱの予約パターンを与える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記５ｍｓの周期開始オフセット期間は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ無線送受信機とＬＴＥ時
分割デュプレックス（ＬＴＥ－ＴＤＤ）で通信するＬＴＥ無線送受信機との間の前記共存
干渉を低減するための１つ以上のＨＡＲＱの予約パターンを与える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記８ｍｓの周期開始オフセット期間は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ無線送受信機とＬＴＥ周
波数分割デュプレックス（ＬＴＥ－ＦＤＤ）で通信するＬＴＥ無線送受信機との間の前記
共存干渉を低減するための１つ以上のＨＡＲＱの予約パターンを与える、
　請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記長いＤＲＸ周期中に、ＵＥにより物理下り制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）を監視する
ステップ；
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記複数の周期開始オフセット期間の１つを選択するステップは、ＵＥの異なる無線送
受信機が情報を受信している間に、前記ＵＥの前記複数の無線送受信機それぞれが情報を
送信しないことを確実にするための１つ以上のＨＡＲＱプロセス予約パターンを与えるこ
とを含み、これにより前記ＵＥの中の前記複数の無線送受信機の間の共存干渉を低減し、
各無線送受信機は異なる無線アクセス技術（ＲＡＴ）を含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　マルチ無線ワイヤレス装置であって、該マルチ無線ワイヤレス装置は、複数の共存する
無線送受信機を有するユーザ装置（ＵＥ）であり、該ＵＥは：
　拡張ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）から間欠受信（ＤＲＸ）構成を受信する受信部；
　前記複数の共存する無線送受信機の中の第３世代パートナーシッププロジェクトロング
タームエボルーションリリース８、９、１０、又は１１（３ＧＰＰ　ＬＴＥ）無線送受信
機に前記ＤＲＸ構成を適用するように構成される、間欠受信（ＤＲＸ）モジュールであっ
て、前記ＤＲＸは、前記３ＧＰＰ　ＬＴＥ無線送受信機についての長いＤＲＸ周期を含み
、前記複数の共存する無線送受信機の間の共存干渉を低減するために、前記長いＤＲＸ周
期の２ミリ秒（ｍｓ）、５ｍｓ、及び８ｍｓの周期開始オフセット期間のうちの１つを選
択するように構成される、ＤＲＸモジュール；
　前記ＵＥの中の前記複数の共存する無線送受信機から装置内干渉を実質的に受けない下
りリンクのリファレンスリソースサブフレームを選択するように構成される、リファレン
スリソースサブフレーム選択モジュール；及び
　ＣＳＩ通知サブフレームにおいて、前記ＵＥから前記ｅＮＢに、前記ＣＳＩを周期的に
通知するように構成されるチャネル状態情報（ＣＳＩ）通知モジュールであって、前記Ｃ
ＳＩ通知サブフレームは前記下りリンクのリファレンスリソースサブフレームから選択さ
れた数のサブフレーム内に置かれる、チャネル状態情報（ＣＳＩ）通知モジュール；
　を備える、マルチ無線ワイヤレス装置。
【請求項９】
　前記複数の共存する無線送受信機は、２つ以上の無線アクセス技術（ＲＡＴｓ）を含み
、前記ＲＡＴｓは、３ＧＰＰ　ＬＴＥ無線送受信機、無線ローカルエリアネットワーク（
ＷＬＡＮ）送受信機、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機、及び全地球的航法衛星システム（Ｇ
ＮＮＳ）受信機を含む、
　請求項８に記載のマルチ無線ワイヤレス装置。
【請求項１０】
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　前記ｅＮＢに通知される前記ＣＳＩは、前記ＵＥの中の前記複数の共存する無線送受信
機からの装置内の干渉によっては、ＵＥスループットを実質的に低減しない、
　請求項８に記載のマルチ無線ワイヤレス装置。
【請求項１１】
　前記ＣＳＩは、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）、プリコーディングマトリクスイ
ンジケータ（ＰＭＩ）、及びランクインジケータ（ＲＩ）の１つ以上を含む、
　請求項８に記載のマルチ無線ワイヤレス装置。
【請求項１２】
　前記ＣＳＩ通知モジュールは、スケジュールされない期間からスケジューリング期間へ
の遷移期間中に、前記ＵＥから前記ｅＮＢに対して、前記ＣＳＩを通知するように構成さ
れ、前記スケジュールされない期間及び前記スケジューリング期間は、前記３ＧＰＰ　Ｌ
ＴＥ無線送受信機の長いＤＲＸ周期の間に生じる、
　請求項８に記載のマルチ無線ワイヤレス装置。
【請求項１３】
　前記下りリンクのリファレンスリソースサブフレームは、ＣＳＩリファレンスリソース
を含む、
　請求項８に記載のマルチ無線ワイヤレス装置。
【請求項１４】
　前記ＣＳＩ通知モジュールは、さらに、前記ｅＮＢへの上りリンクのサブフレームにお
いて、周期的に前記ＣＳＩを通知するように構成され、前記上りリンクのサブフレームは
、前記ｅＮＢから前記下りリンクのリファレンスリソースサブフレームを受信してから少
なくとも４サブフレーム後に生じる、
　請求項１３に記載のマルチ無線ワイヤレス装置。
【請求項１５】
　前記ＣＳＩ通知モジュールは、さらに、上りリンクのサブフレームを送信する前記ＵＥ
の中の異なる共存する無線送受信機と対応しない時間間隔の間に、前記ＵＥにおいて、前
記ｅＮＢから前記下りリンクのリファレンスリソースサブフレームを受信するように構成
される、
　請求項１３に記載のマルチ無線ワイヤレス装置。
【請求項１６】
　前記ＣＳＩ通知モジュールは、さらに、前記長いＤＲＸ周期のスケジューリング期間中
に、前記ＵＥにおいて、前記ｅＮＢから前記下りリンクのリファレンスリソースサブフレ
ームを受信するように構成される、
　請求項１３に記載のマルチ無線ワイヤレス装置。
【請求項１７】
　マルチ無線ワイヤレス装置であって、該マルチ無線ワイヤレス装置は、複数の共存する
無線送受信機を有するユーザ装置（ＵＥ）であり、該ＵＥは：
　拡張ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）から間欠受信（ＤＲＸ）構成を受信する受信部；
　前記複数の無線送受信機の１つ以上に前記間欠受信（ＤＲＸ）構成を適用するように構
成される、間欠受信（ＤＲＸ）モジュールであって、前記ＤＲＸは、前記複数の無線送受
信機の１つ以上についての長いＤＲＸ周期を含み、前記複数の共存する無線送受信機の間
の共存干渉を低減するために、前記長いＤＲＸ周期の２ミリ秒（ｍｓ）、５ｍｓ、及び８
ｍｓの周期開始オフセット期間のうちの１つを選択するように構成される、ＤＲＸモジュ
ール；及び
　前記複数の共存する無線送受信機に含まれる無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）無線送
受信機のために、前記長いＤＲＸ周期のスケジュールされない期間中に前記ＵＥ内の干渉
を実質的に受けないサブフレームを決定し；かつ前記長いＤＲＸ周期の前記スケジュール
されない期間中に、前記複数の共存する送受信装置からの前記ＵＥ内の干渉を実質的に受
けない前記サブフレームを使用して、無線リンクモニタリング（ＲＬＭ）を実行する；よ
うに構成される無線リンク監視（ＲＬＭ）モジュール、
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　を備える、マルチ無線ワイヤレス装置。
【請求項１８】
　前記ＲＬＭモジュールは、さらに、前記ＤＲＸの前記長いＤＲＸ周期のスケジューリン
グ期間中、前記ＵＥの前記ＷＷＡＮ無線送受信機におけるＲＬＭを実行するように構成さ
れる、
　請求項１７に記載のマルチ無線ワイヤレス装置。
【請求項１９】
　マルチ無線装置に、該マルチ無線装置内の共存干渉を低減するための動作を実行させる
コンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムは、前記マルチ無線装置
に、
　拡張ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）から間欠受信（ＤＲＸ）構成を受信するステップであっ
て、前記マルチ無線装置は複数の無線送受信機を含むユーザ装置である、受信するステッ
プ；
　複数の共存する無線送受信機を有するユーザ装置（ＵＥ）に間欠受信（ＤＲＸ）を適用
するステップであって、前記ＤＲＸは前記ＵＥの長いＤＲＸ周期を含む、ステップ；
　前記ＵＥの中の前記複数の共存する無線送受信機の間の共存干渉を低減するために、前
記長いＤＲＸ周期の２ミリ秒（ｍｓ）、５ｍｓ、及び８ｍｓの周期開始オフセット期間の
うちの１つを選択するステップ；及び
　前記ＵＥの前記長いＤＲＸ周期中、かつ前記ｅＮＢから下りリンクのリファレンスリソ
ースサブフレームを受信した後に、前記ＵＥから前記ｅＮＢに、チャネル状態情報（ＣＳ
Ｉ）を通知するステップであって、前記下りリンクのリファレンスリソースサブフレーム
は、前記長いＤＲＸ周期のスケジュールされていない期間外の期間中に、前記ｅＮＢから
受信される、ステップ；

　を実行させるコンピュータプログラム。
【請求項２０】
　前記下りリンクのリファレンスリソースサブフレームの位置は、前記ＵＥの中の前記複
数の共存する無線送受信機からの装置内の干渉を実質的に受けることのないサブフレーム
として選択される
　請求項１９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２１】
　前記複数の周期開始オフセット期間は、前記ＵＥの異なる無線送受信機が情報を受信／
送信する間に、前記ＵＥの中の各無線送受信機が情報を送信／受信しないことを確実にす
るためのハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロセスの予約パターンの１つ以上を与
えるために選択され、これにより前記ＵＥの中の前記複数の無線送受信機間の共存干渉を
低減し、各無線送受信機は異なる無線アクセス技術（ＲＡＴ）を含む、
　請求項１９に記載のコンピュータプログラム。
【請求項２２】
　請求項１９から２１のうちいずれか１項記載のコンピュータプログラムを記憶したコン
ピュータ読取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　マルチ無線装置における共存干渉を低減するための方法。
【背景技術】
【０００２】
　携帯電話、タブレット、及び他のポータブルコンピューティングデバイス等、最新の複
数の無線装置は、多くの場合、通信を目的とする複数の種別の無線装置を含んでいる。例
えば、スマートフォンは、セルタワーに接続するための４Ｇ送受信機、ローカルインター
ネットホットスポットに接続するためのＷｉＦｉ送受信機、及びハンドセット又はキーボ
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ード等の近くのデバイスに接続するためのＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）送受信機を含
んでもよい。ＷｉＦｉ送受信機は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機が情報を送信する場合と
実質的に同じ時間間隔において情報を受信することができる。いくつかの例において、４
Ｇ送受信機は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機が情報を受信する場合と実質的に同じ時間間
隔において情報を送信することができる。従って、同じスマートフォンにおいて動作する
、ＷｉＦｉ送受信機とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機との間、又は４Ｇ送受信機とＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ受信機との間において、共存干渉（ｃｏｅｘｉｓｔｅｎｃｅ　ｉｎｔｅｒｆｅ
ｒｅｎｃｅ）が生じ得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　他の複数の種別の複数の送受信機と併置される無線装置における送受信機の同時動作は
、双方の送受信機のデータスループットを低下させる干渉を引き起こす可能性がある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　マルチ無線装置において共存干渉を低減するための方法であって：前記マルチ無線装置
において、拡張ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）から間欠受信（ＤＲＸ）構成を受信するステッ
プであって、前記マルチ無線装置は複数の無線送受信機を含むユーザ装置である、受信す
るステップ；前記マルチ無線装置の中の前記複数の無線送受信機の１つ以上に前記間欠受
信（ＤＲＸ）構成を適用するステップであって、前記ＤＲＸは、前記複数の無線送受信機
の１つ以上についての長いＤＲＸ周期を含む、適用するステップ；及び前記マルチ無線装
置の中の前記複数の無線送受信機の間の共存干渉を低減するために、前記長いＤＲＸ周期
の２ミリ秒（ｍｓ）、５ｍｓ、及び８ｍｓの周期開始オフセット期間のうちの１つを選択
するステップ；を備える方法。
【０００５】
　マルチ無線ワイヤレス装置であって：複数の共存する無線送受信機を有するユーザ装置
（ＵＥ）の中の第３世代パートナーシッププロジェクトロングタームエボルーションリリ
ース８、９、１０、又は１１（３ＧＰＰ　ＬＴＥ）無線送受信機にＤＲＸを適用するよう
に構成される、間欠受信（ＤＲＸ）モジュール；前記ＵＥの中の前記複数の共存する無線
送受信機から装置内干渉を実質的に受けない下りリンクのリファレンスリソースサブフレ
ームを選択するように構成される、リファレンスリソースサブフレーム選択モジュール；
及びＣＳＩ通知サブフレームにおいて、前記ＵＥから前記ｅＮＢに、前記ＳＣＩを周期的
に通知するように構成されるチャネル状態情報（ＣＳＩ）通知モジュールであって、前記
ＣＳＩ通知サブフレームは前記下りリンクのリファレンスリソースサブフレームから選択
された数のサブフレーム内に置かれる、チャネル状態情報（ＣＳＩ）通知モジュール；
を備える、マルチ無線ワイヤレス装置。
【０００６】
　マルチ無線ワイヤレス装置であって：無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）無線送受信機
のために、長いＤＲＸ周期のスケジュールされない期間中に装置内の干渉を実質的に受け
ないサブフレームを決定し；かつ前記ロングＤｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｒｅｃｅｐｔ
ｉｏｎ（ＤＲＸ）サイクルの前記スケジュールされない期間中に、前記マルチ無線ワイヤ
レス装置の中の複数の共存する送受信装置からの装置内の干渉を実質的に受けない前記サ
ブフレームを使用して、無線リンクモニタリング（ＲＬＭ）を実行する；
　ように構成される無線リンク監視（ＲＬＭ）モジュール、を備える、マルチ無線ワイヤ
レス装置。
【０００７】
　マルチ無線装置における共存干渉を低減するための記憶される複数の命令を有する１つ
以上のコンピュータ読み取り可能な媒体であって、前記複数の命令は、機械において実行
される場合、前記機械に：複数の共存する無線送受信機を有するユーザ装置（ＵＥ）に間
欠受信（ＤＲＸ）を適用するステップであって、前記ＤＲＸは前記ＵＥの長いＤＲＸ周期
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を含む、ステップ；前記ＵＥの中の前記複数の共存する無線送受信機の間の共存干渉を低
減するために、前記ＤＲＸ周期に関して、複数の周期開始オフセット期間から周期開始オ
フセット期間を選択するステップ；及び前記ＵＥの前記長いＤＲＸ周期中、かつ前記ｅＮ
Ｂから下りリンクのリファレンスリソースサブフレームを受信した後に、前記ＵＥから前
記ｅＮＢに、チャネル状態情報（ＣＳＩ）を通知するステップであって、前記下りリンク
のリファレンスリソースサブフレームは、前記長いＤＲＸ周期の前記スケジュールされて
いない期間外の期間中に、前記ｅＮＢから受信される、ステップ；を実行させる、１つ以
上のコンピュータ読み取り可能な媒体。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
　本発明の複数の特徴及び複数の利点は、例として、本発明の特徴を共に説明する添付図
面と併せて理解することにより、以下の詳細な説明から明らかとなるであろう。
【図１】一例に従う、第三世代パートナーシッププロジェクト（３ＧＰＰ）ロングターム
エボルーション（ＬＴＥ）送受信機のいくつかの時分割デュプレックス（ＴＤＤ）構成の
中の複数のサブフレームと同期した、複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈパケットのタイミング図
である。
【図２】一例に従う、長い間欠受信（ＤＲＸ）周期を示す図である。
【図３Ａ】一例に従うＤＲＸパターンに対応するＴＤＤ構成の例を示す。
【図３Ｂ】一例に従うＤＲＸパターンに対応するＴＤＤ構成の例を示す。
【図３Ｃ】一例に従う、ＬＴＥ送信／受信パターン及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送信／受信パ
ターンを示すタイミング図である。
【図４】一例に従う、ＤＲＸ構成情報のＡＳＮコードの例を示す。
【図５】一例に従う、長いＤＲＸ周期の間のチャネル状態情報（ＣＳＩ）参照リソースを
示す。
【図６】本発明の実施例に従う、マルチ無線装置における共存干渉を低減するための方法
のフローチャートを示す。
【図７】一例に従う無線装置共存システムのブロック図である。
【図８】一例に従う携帯無線装置を示す。
【０００９】
　次に、説明される例示的な複数の実施例が参照され、そして、これと同じものを説明す
るために本明細書において特定の言語が使用される。それにもかかわらず、本発明の範囲
を限定することは、それによっては意図されていないことが理解されるであろう。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明が開示及び説明される前に、本発明は本明細書に開示される特定の複数の構造、
複数の処理ステップ、又は複数の材料には限定されず、関連分野の当業者に認識されるで
あろうそれらの均等物に拡張される、ということが理解されるべきである。また、本明細
書中で使用される専門用語は特定の複数の実施例を説明する目的でのみ使用されており、
そして限定することを意図するものではない、ということが理解されるべきである。
【００１１】
　[定義]
　本明細書において、用語「実質的に（ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌｌｙ）」は、特性、性質
、状態、構造、項目、又は結果の完全又はほぼ完全な範囲又は程度のことを言う。例えば
、「実質的に」含まれる物は、物が完全に含まれるか又はほぼ完全に含まれることを意味
する。絶対的な完全性からの偏差の正確な許容度は、いくつかの場合において、特定の文
脈に依存し得る。しかしながら、一般的に言って、完成への近さは、絶対的かつ完全な完
成が得られたかのような同じ全体的な結果を有する程度となる。「実質的に」の使用は、
動作、特性、性質、状態、構造、項目、又は結果の完全又はほぼ完全な欠如について言及
する否定的な意味合いで使用される場合に、同様に適用可能である。他の複数の用語は、
本明細書の本文の中の他の場所で定義され得る。
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【００１２】
　［複数の実施形態の例］
　複数の技術実施例の最初の概要が以下に提供され、さらにまた、複数の特定の技術実施
例が、その後さらに詳細に記載される。この最初の概要は、複数の読者が技術をより速く
理解することの支援を目的とするが、当該技術の主要な複数の特徴又は必須の複数の特徴
を特定することは意図されておらず、又特許請求される内容の範囲を限定することも意図
されていない。
【００１３】
　複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機は、多くの場合、他の複数の種別の複数の無線装置
及び／又は複数の送受信機と併置される。例えば、第３世代パートナーシッププロジェク
ト（３ＧＰＰ）ロングタームエボルーション（ＬＴＥ）送受信機、一般にＷｉＭＡＸ（Ｗ
ｏｒｌｄｗｉｄｅ　ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　
Ａｃｃｅｓｓ）と呼ばれる米国電気電子学会（ＩＥＥＥ）８０２．１６送受信機、無線ロ
ーカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）送受信機（例えば、一般にＷｉＦｉと呼ばれるＩ
ＥＥＥ８０２．１１無線装置）、及び／又は全地球的航法衛星システム（ＧＮＮＳ）受信
機等の、直交周波数多重接続（ＯＦＤＭＡ）を使用して通信する複数の送受信機。
【００１４】
　併置される各無線装置は、特定の目的に対して使用されてもよい。例えば、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ送受信機はワイヤレスパーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）と通信するた
めに使用することが可能であり、ＷｉＦｉ送受信機はワイヤレスローカルエリアネットワ
ーク（ＷＬＡＮ）と通信するために使用することが可能であり、かつ３ＧＰＰ　ＬＴＥ又
はＷｉＭＡＸ送受信機は、ワイヤレス広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）と通信するために使
用することが可能である。
【００１５】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ送受信機、ＷｉＭＡＸ送受信機、及び／又はＷｉＦｉ送受信機等の、
ＯＦＤＭＡを使用して通信する他の複数の種別の複数の送受信機と併置される無線装置（
例えば、スマートフォン又はタブレット）におけるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機の同時動
作は、双方の送受信機のデータスループットを低下させる干渉を引き起こす可能性がある
。併置されるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機及び３ＧＰＰＬＴＥ送受信機の複数の例が本明
細書全体にわたって与えられる。これは、限定を意図するものではない。同じ（複数の）
システム及び（複数の）方法を、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機と併置される時間領域デュ
プレックス（Ｔｉｍｅ　Ｄｏｍａｉｎ　Ｄｕｐｌｅｘ、ＴＤＤ）形式で動作する他の複数
の種別の複数のＯＦＤＭＡ無線装置に適用することができる。
【００１６】
　一般に、ＴＤＤとは、同じ周波数帯域内の異なる複数のタイムスロットの割り当てによ
り上りリンクが下りリンクから分離される複数のデュプレックス通信リンクのことをいう
。ＴＤＤは上りリンク及び下りリンクの複数のデータ送信について非対称のフローを可能
にするので、上りリンク及び下りリンクの送信に関して、複数のタイムスロットがユーザ
に割り当てられる。上りリンクのデータ速度と下りリンクのデータ速度の非対称が存在す
る場合、ＴＤＤは有利である可能性がある。
【００１７】
　特に、双方の送受信機が、スマートフォン、タブレット、ネットブック、ラップトップ
、又は他の種別の無線携帯装置等の、同じ装置に併置される場合には、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈの複数の受信は３ＧＰＰ　ＬＴＥ送受信機からの複数の送信と衝突する可能性がある。
また、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈの複数の送信は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ送受信機における受信の感
度を減じる可能性がある。
【００１８】
　共存干渉を低減するために、いくつかの種類の可能性のある解決手段が存在する。１つ
の可能性のある解決手段は、１つの送受信機からの信号を他の送受信機からの信号から周
波数においてさらに離すために、周波数分割多重（ＦＤＭ）を使用することであり、これ
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により、より多くの周波数分離を生成する。他の可能性のある解決手段は、１つの送受信
機が送信している場合、他の併置される送受信機は同時には受信しないようにするための
スケジューリングを用いることが可能である、時分割多重（ＴＤＭ）を使用することであ
る。
【００１９】
　ＴＤＭの例は、間欠受信（ＤＲＸ）を含んでもよく、これについては以下に詳細に説明
される。無線周波数の解決方法は、帯域外（ＯＯＢ）の放射量を低減するために使用可能
な無線周波数フィルタリングの使用、送信機におけるフィルタの使用、又は到来する帯域
外の信号を受信機におけるフィルタを使用して遮断すること、を含む。電力ベースの解決
方法は、送信電力を低減するために使用することが可能であり、これにより干渉のレベル
を低減できる可能性がある。また、先に示した２つ以上の解決方法を組み合わせることに
より、複数のハイブリッドの解決方法も可能である。
【００２０】
　時間領域の複数の送信／受信（Ｔｘ／Ｒｘ）パターンの繰り返しが３ＧＰＰ　ＬＴＥ送
受信機及び併置されるＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機に対して規定され、これによりそれら
の複数の送信及び複数の受信が調整される。時間に関する周期性がデータに割り当てられ
る場合、Ｔｘ／Ｒｘパターンは既知の間隔において繰り返されてもよい。異なる複数の送
受信機の間の複数の干渉を低減又は回避するために、既知の間隔は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ送
受信機において持続的な複数の予約（ｐｅｒｓｉｓｔｅｎｔ　ｒｅｓｅｒｖａｔｉｏｎｓ
）が行われることを可能にする。
【００２１】
　例えば、繰り返されるＴｘ／Ｒｘパターンは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送信が３ＧＰＰ　Ｌ
ＴＥ受信と干渉することを防止するため及び３ＧＰＰ　ＬＴＥ送信がＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
受信と干渉することを防止するために、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機により送信される各
拡張された同期接続指向（ｅＳＣＯ）パケットについての特定のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送信
タイムスロットを定める。
【００２２】
　また、持続的な予約を使用して３ＧＰＰ　ＬＴＥ及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈの送信機及び
受信機を調整する能力は、追加的な複数の種別の複数の送受信機が併置されることを可能
にする。例えば、３ＧＰＰ　ＬＴＥ送受信機とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機との間で形成
された調整における特定の複数の時間間隔において通信するために、ＷｉＦｉ受信機を調
整してもよい。
【００２３】
　図１は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ無線装置に関するｅＳＣＯフォーマットの複数のパケット
１０２の送信及び受信と、時分割デュプレックス（ＴＤＤ）において動作している３ＧＰ
Ｐ　ＬＴＥ無線装置の７つの構成全てに関する複数のＴｘ／Ｒｘフレーム１０４とを示す
タイミング図を提供する。ここに示される複数の図及び複数の表は、１スロットの複数の
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ　ｅＳＣＯパケットを例として使用して表示されている。しかしなが
ら、この干渉回避技術は、他の複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈプロファイル及びパケット長（
例えば、３又は５スロットパケット）に対して適用することができる。複数のＢｌｕｔｏ
ｏｔｈ　ｅＳＣＯパケットは、異なる数の送信及び受信タイムスロットを有する各種の異
なるフォーマットを含み得る。単一スロットの複数のｅＳＣＯパケットについて、Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈは、６、８、１０、１２、１４、１６及び１８の間隔を指定する。図１にお
いて示される間隔は、４つの送信タイムスロット及び４つの受信タイムスロットを含む、
ＴｅＳＣＯ＝８である。また、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは、再送信ウィンドウＷｅＳＣＯが０
、２、又は４であることを指定する。再送信ウィンドウは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈパケット
について、その間隔（ＴｅＳＣＯ）内で生じ得る送信の試行回数を指定する。現在、仕様
は再送信の試行を０、２、又は４に限定しているが、ＴｅＳＣＯが８以上である場合、追
加の複数の再送信の試行を含むことが可能である。将来の複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ規格
は、追加の複数の再送信の試行を含んでもよく、そして本明細書に開示される複数の実施
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例は、現在の規格に記載されている０、２又は４の例には限定されない。
【００２４】
　本明細書において、３ＧＰＰ　ＬＴＥ規格は、２００８年第４四半期における３ＧＰＰ
　ＬＴＥリリース８、２０１１年第１四半期における３ＧＰＰ　ＬＴＥリリース１０、及
び２０１２年第３四半期におけるリリース１１を含んでもよい。しかしながら、本明細書
において開示される複数の実施例は、これらのリリースには限定されない。また、同じ複
数のＴＤＤ構成及びサブフレームタイミングが使用される場合には、将来の複数の規格に
適用されてもよい。また、これらの３ＧＰＰ　ＬＴＥリリースのうち１つ以上に従って動
作する送受信機も、本明細書においてＬＴＥ送受信機と言及される。用語３ＧＰＰ、３Ｇ
ＰＰ　ＬＴＥ、又はＬＴＥの使用は、限定を意図するものではない。これらの用語のいず
れも、これらの３ＧＰＰリリースのいずれかについて言及し得る。
【００２５】
　現在、３ＧＰＰ　ＬＴＥ通信に関して、７つの異なるＬＴＥ　ＴＤＤ構成が定義されて
いる。図１は、０－６の番号の付けられた、各ＬＴＥ構成の例を提供する。各構成に関す
る長い連続する多数の受信サブフレームの開始１０６において、各構成は位置合わせされ
ている。第１の受信タイムスロット（スロット１）が７つのＬＴＥ構成それぞれにおける
連続する複数の受信サブフレームの最初の受信サブフレームと位置合わせされるように、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈパケットは同期されている。
【００２６】
　図１において示されるように、複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈタイムスロット１０２は、Ｌ
ＴＥサブフレームとは異なる時間間隔を有する。複数のＢｌｕｅｔｏｏｔｈタイムスロッ
トは、ぞれぞれ、０．６２５ミリ秒（ｍｓ）を有する一方で、各ＬＴＥフレームは１０ｍ
ｓのフレーム持続時間を有している。各ＬＴＥフレームは、１０個のサブフレームで構成
されている。従って、各サブフレームは、１ｍｓの持続時間を有する。従って、送信スロ
ット０が各ＬＴＥのＴＤＤ構成における送信サブフレームと位置合わせされ、かつ受信ス
ロット１が各構成の連続する受信サブフレームの最初の受信サブフレームと位置合わせさ
れるように、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈパケットが同期されるとしても、送信及び受信スロット
は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機及び３ＧＰＰ送受信機からの複数の送信及び複数の受信
がこれらの送受信機それぞれにおいて相互干渉（ｃｏ－ｉｎｔｅｒｆｅｒｅｎｃｅ）を生
成する、といったように、すぐに位置が合わなくなる。
【００２７】
　複数の送受信機のうちの１つが他の送受信機の受信間隔の間に送信する場合に、相互干
渉が生じ得る。３ＧＰＰ　ＬＴＥ送受信機は大幅に高い電力で送信し、そしてそれ故に、
Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機がＢｌｕｅｔｏｏｔｈ受信期間に受信しようとするほとんど
のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ信号を圧倒する（又は衝突する）ので、３ＧＰＰ　ＬＴＥ送受信機
がＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機の受信期間に送信する場合にこれは特に当てはまる。
【００２８】
　図２は、一例に従う、長い間欠受信（ＤＲＸ）周期を示す図である。ＤＲＸの概念は、
３ＧＰＰ　ＬＴＥリリース８において、電力を節約するために導入されている。ＤＲＸは
、３ＧＰＰ　ＬＴＥネットワークにおけるユーザ装置（ＵＥ）等の無線装置が、拡張ノー
ド（ｅＮＢ又はｅＮｏｄｅＢ）等の送信局から通知される物理下りリンク制御チャネル（
ＰＤＣＣＨ）等の制御チャネルを間欠的に監視することを可能とするために使用されても
よい。ＤＲＸを使用することによる間欠的な監視は、選択された複数の期間において、Ｕ
Ｅにおける受信機を停止することができるので、ＵＥにおける大幅な省電力を与えること
ができる。ＤＲＸを使用する３ＧＰＰ　ＬＴＥ送受信機のスケジューリングは以下におい
てより詳しく説明される。
【００２９】
　本発明の一実施例によると、電力の節約に加えて、ＤＲＸは併置される複数の装置の共
存干渉を低減するためのＴＤＭの解決手段を与えるためにさらに利用することができる。
例えば、併置される３ＧＰＰ　ＬＴＥ送受信機と低電力Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（ＢＴ）送受
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信機との間の共存干渉は、ＤＲＸを使用して、ＬＴＥ送受信機が受信していない場合にＢ
Ｔ送受信機が送信するようにスケジューリングすることにより低減することができる。
【００３０】
　一実施例において、マルチ無線の無線装置（例えば、ＬＴＥ送受信機）における送受信
機は、当該送受信機が、物理下りリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）といった、複数の制
御チャネルを監視する時間の量を低減することにより、より頻繁に停止させられるように
構成されてもよい。言い換えれば、送受信機は、ネットワークノードと言及される送信局
と、送受信機がネットワークノードから情報を受信する複数の時間間隔についてネゴシエ
ートするために、通信することができる。情報が受信されないネゴシエートされた時間の
間、送受信機は受信機を停止し、かつ低電力モードに入ることができる。ＤＲＸは、３Ｇ
ＰＰ　ＬＴＥのリリース８、９、１０、及び１１を含むがこれらに限定されない多くの異
なる無線通信規格において使用される。
【００３１】
　３ＧＰＰ　ＬＴＥ送受信機がＤＲＸ用に構成され、かつＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤモ
ードにある場合、３ＧＰＰ　ＬＴＥ送受信機は、ＰＤＣＣＨを間欠的に監視するように動
作することができる。そうでなければ、ＤＲＸ用に構成されていない３ＧＰＰ　ＬＴＥ送
受信機は、ＰＤＣＣＨを連続的に監視することができる。無線リソースコントロール（Ｒ
ａｄｉｏ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ、ＲＲＣ）は、Ｄｕｒａｔｉｏｎ　Ｔｉｍ
ｅｒ、ｄｒｘ－Ｉｎａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｔｉｍｅｒ、ｌｏｎｇＤＲＸ－Ｃｙｃｌｅ、ｄｒ
ｘＳｔａｒｔＯｆｆｓｅｔ及び選択的にｄｒｘＳｈｏｒｔＣｙｃｌｅ　Ｔｉｍｅｒ及びｓ
ｈｏｒｔＤＲＸ－Ｃｙｃｌｅについての複数のパラメータを構成することにより、３ＧＰ
Ｐ　ＬＴＥの送受信機におけるＤＲＸ動作を制御するために使用することができる。短い
ＤＲＸ周期が構成されない場合、３ＧＰＰ　ＬＴＥ送受信機は、ｌｏｎｇＤＲＸ－Ｃｙｃ
ｌｅパラメータの始まり（ｏｎＤｕｒａｔｉｏｎＴＩｍｅｒにおいて定義される長さに従
う）においてＰＤＣＣＨを監視する。下りリンク及び／又は上りリンクの複数の送信を完
了することができた場合、３ＧＰＰ　ＬＴＥ送受信機は、ｏｎＤｕｒａｔｉｏｎ－Ｔｉｍ
ｅｒの後、ＰＤＣＣＨの監視を停止することができる。残りのＤＲＸ周期（例えば、短い
ＤＲ周期）において、３ＧＰＰ　ＬＴＥ送受信機は停止されてもよい。この時間の間にお
いて、ｅＮＢは、下りリンクの送信をスケジュールせず、ｅＮＢは３ＧＰＰ　ＬＴＥ送受
信機に上りリンクのデータを送信することも要求しない。短いＤＲＸ周期が構成される場
合、短いＤＲＸ周期を、３ＧＰＰ　ＬＴＥ送受信機が長いＤＲＸ周期に入る前にパケット
が遅れて到着する場合の確認期間と見なすことができる。３ＧＰＰ　ＬＴＥ送受信機が短
いＤＲＸ周期にある間にデータがｅＮＢに到着する場合、次のウェイクアップ時であって
、その後に３ＧＰＰ　ＬＴＥトランシーバが連続受信を再開する、次のウェイクアップ時
、の送信のために、データはスケジュールされる。他方、短いＤＲＸ周期の間にデータが
ｅＮＢに到着しない場合、パケット活動が暫定的に終了する場合には、その後３ＧＰＰ　
ＬＴＥ送受信機は長いＤＲＸ周期に入ってもよい。ＤＲＸアクティビティタイマは、３Ｇ
ＰＰ　ＬＴＥ送受信機がＤＲＸ周期内のＰＤＣＣＨを監視する場合の持続期間である。
【００３２】
　図２に戻ると、長いＤＲＸ周期の例が示されている。長いＤＲＸ周期は、ＯＮの持続期
間及びＯＦＦの持続期間を含んでもよい。長いＤＲＸ周期のＯＮの期間（すなわち、スケ
ジュールされた期間）において、ｅＮＢはＵＥとの複数の送信をスケジュールすることが
できる。長いＤＲＸ周期のＯＦＦ期間の間（すなわち、スケジュールされていない期間）
において、ｅＮＢはＵＥとの送信のスケジュールを行わない。一般に、ＵＥは、タイマー
の満了後に、オプションの短いＤＲＸ周期から長いＤＲＸ周期に遷移することができる。
【００３３】
　図３Ａ及び図３Ｂは、一例に従う、複数のＤＲＸパターンをサポートするＴＤＤ構成３
１０及びＴＤＤ構成３２０の例を示す。マルチ無線装置における共存干渉を低減するため
のＤＲＸソリューションを使用する１つの制限は、現在サポートされる複数のｌｏｎｇＤ
ＲＸ－Ｃｙｃｌｅ値が、装置内の複数の共存シナリオを大幅に改善するために使用するこ
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との可能ないくつかの値を含まないということである。例えば、ＬＴＥ及びＢｌｕｅｔｏ
ｏｔｈシナリオ（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機が情報を送信／受信するのと実質
的に同じ時に、ＬＴＥ送受信機が情報を送信／受信する）におけるデバイス内干渉を低減
するために使用できる複数の長いＤＲＸ周期の値は許可されていない。これらの複数の長
いＤＲＸ周期の値は、２ミリセカンド（ｍｓ）、５ｍｓ、及び／又は８ｍｓを含んでもよ
い。以下においてより詳細に説明するように、２ｍｓ、５ｍｓ、及び８ｍｓの複数の長い
ＤＲＸ周期の値は、１つ以上の有用なハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）プロセスの
予約パターンを与える。
【００３４】
　ＬＴＥ及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈシナリオにおける共存干渉を低減するためのＤＲＸの使
用の１つの制限は、ＬＴＥ　Ｏｎ　Ｄｕｒａｔｉｏｎ期間が延長されない場合において、
ＤＲＸが、単一のＤＲＸ周期内において連続する複数のＬＴＥダウンリンク（ＤＬ）サブ
フレームをサポートするということである。ＬＴＥ及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈシナリオに対
するＤＲＸソリューションを使用する場合において、現在利用可能な複数のＤＲＸ周期の
値を使用すると、ＤＲＸ周期は１０ｍｓである。また、１０ｍｓの長いＤＲＸ周期内で、
５ｍｓの短いＤＲＸ周期を使用することができる。従って、ＤＲＸは、１０ｍｓ期間又は
５ｍｓ期間において連続するＬＴＥ　ＯＮの下りリンクの複数のサブフレームを伴う複数
のビットマップパターンをサポートすることができる。
【００３５】
　図３Ａは、マルチ無線装置内の装置内干渉を低減するために使用することのできる周期
時間（ｃｙｃｌｅ　ｔｉｍｅ）を有するＤＲＸパターンの例を示す。特に、ＬＴＥ及びＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈシナリオについて、２ｍｓの長いＤＲＸ周期を含める複数の利点が示さ
れている。構成３１０の例は、ＴＤＤ構成２である。構成３１０は、ｍ個のフレームを含
み、かつ２ｍｓの周期開始オフセット（ｃｙｃｌｅ　ｓｔａｒｔ　ｏｆｆｓｅｔ）を有す
る。構成３１０の合計の長さは１０ｍｓであり、かつ各サブフレームの長さは１ｍｓであ
る。さらに、構成３１０は、ビットマップ０１１１０１０１１１により表すことができる
。言い換えれば、「０」はサブフレームを使用することができない（例えば、サブフレー
ムは停止されてもよい）ことを意味し、かつ「１」はサブフレームを使用することができ
ることを意味する。ここで、停止される複数のサブフレームは０、４、及び６であり、従
って０１１１０１０１１１のビットマップが得られる。構成３１０における複数のサブフ
レームは、下りリンク（ＤＬ）の複数のサブフレームであるか又は上りリンク（ＵＬ）の
複数のサブフレームであってもよい。ここで、複数のＤＬサブフレームは網掛けにされ、
かつＵＬサブフレームはクリアにされている。ＴＤＤ構成２（これは、利用可能な７つの
ＴＤＤ構成の１つである）によると、サブフレーム０、１、３、４、５、６、８、及び９
はＤＬサブフレームであり、サブフレーム２及び７は上りリンクのサブフレームである。
また、ＬＴＥ及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈシナリオに関連する複数のＤＲＸパターンについて
、上りリンクの複数のサブフレームは、一般に無視される。従って、サブフレーム０、４
、及び６はオフであり、そしてサブフレーム２及び７は上りリンクであり、その結果、サ
ブフレーム１、３、５、８、及び９となる。言い換えると、サブフレーム１、３、５、８
、及び９はＬＴＥ　ＯＮサブフレームであり、かつ陰影のある（ｔｅｘｔｕｒｅｄ）複数
のサブフレームとして表されている。
【００３６】
　従って、より多くのＨＡＲＱビットマップパターンのサポートを可能とするために、２
ｍｓの長いＤＲＸ周期の値は構成３１０に対して有利であり得る。第１番目のサブフレー
ムは、第１番目の２ｍｓサイクルに含まれ、第３番目のサブフレームは、第２番目の２ｍ
ｓサイクルに含まれ、第５番目のサブフレームは、第３番目の２ｍｓサイクルに含まれ、
そして第８及び第９番目のサブフレームの双方は、第５番目の２ｍｓサイクルに含まれる
。サブフレーム６はＯＦＦであり、かつサブフレーム７は上りリンクのサブフレームであ
るため、サブフレーム６及び７はどちらも第４番目の２ｍｓサイクルには含まれない。ｏ
ｎＤｕｒａｔｉｏｎＴｉｍｅｒの単位はＰＤＣＣＨサブフレームなので、サブフレーム８
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は、ｏｎＤｕｒａｔｉｏｎであると見なされる。ＰＤＣＣＨサブフレームはＴＤＤの場合
には複数のＤＬサブフレームである。従って、ｏｎＤｕｒａｔｉｏｎＴｉｍｅｒは、サブ
フレーム７から開始されるが、サブフレーム７はＵＬサブフレームなので、それはサブフ
レーム８に延長される。従って、サブフレーム８はＯＮであると見なされる。２ｍｓの長
いＤＲＸ周期がサポートされない場合、他のＨＡＲＱビットマップパターンを使用する必
要があり、これにより、より少ないサブフレームがＬＴＥにより使用される結果となる。
【００３７】
　図３Ｂは、マルチ無線装置における装置内干渉を軽減するために使用することの可能な
周期時間を有する追加のＤＲＸパターンの例を示す。特に、ＬＴＥ及びＢｌｕｅｔｏｏｔ
ｈシナリオに対する５ｍｓの長いＤＲＸ周期を含めることの複数の利点が示されている。
特に、５ｍｓの長いＤＲＸ周期の使用は、追加の複数のＨＡＲＱビットマップパターンの
使用を可能にする。５ｍｓの長いＤＲＸ周期を使用する能力がない場合、より少ない複数
のＬＴＥサブフレームが使用されるかもしれない。
【００３８】
　構成３２０の例は、ＴＤＤ構成２である。構成３２０は、ｍ個のサブフレームを含み、
５ｍｓの周期開始オフセットを有する。また、構成３２０はビットマップ０１１１１０１
１１１により表すことができる。ここで、停止される複数のサブフレームは０及び５であ
り、従って、ビットマップ０１１１０１０１１１に帰着する。ＴＤＤ構成２（それは利用
可能な７つのＴＤＤ構成の１つである）によると、サブフレーム０、１、３、４、５、６
、８、及び９は複数のＤＬサブフレームであり、かつサブフレーム２及び７は上りリンク
の複数のサブフレームである。
【００３９】
　ＬＴＥ及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈシナリオに関して複数のＤＲＸパターンを見る場合、上
りリンクの複数のサブフレーム（すなわち、サブフレーム２及び７）は一般に無視されて
もよく、かつサブフレーム０及び５はオフであるため、サブフレーム１、３、４、６、８
及び９に帰着する。言い換えると、サブフレーム１、３、４、６、８、及び９は、３ＧＰ
Ｐ　ＬＴＥ送受信機により受信される複数のＬＴＥ　ＯＮダウンリンクサブフレームであ
る。従って、５ｍｓの長いＤＲＸ周期の値は、構成３２０に対して有利であり得る。複数
のサブフレーム１、３、及び４は、第１番目の５ｍｓ周期に含まれ、かつサブフレーム６
、８、及び９は、第２番目の５ｍｓ周期に含まれる。サブフレーム５が停止されているの
で、１０ｍｓのＤＲＸ周期の値はＴＤＤ構成２に対して使用することはできない。
【００４０】
　ＬＴＥ及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈシナリオにおいて、２ｍｓ及び５ｍｓの長いＤＲＸ周期
の値は、時分割デュプレックス（ＴＤＤ）についての有用な複数のＨＡＲＱプロセス予約
パターンを提供することができる。一般に、ＨＡＲＱは、１つのノードから他のノードに
データが確かに送信されるようにするために使用することができる。ＨＡＲＱは、ｓｔｏ
ｐ　ａｎｄ　ｗａｉｔプロトコルを使用する。送信エンティティ（例えば、ＬＴＥ送受信
機）はデータブロックを受信エンティティ（例えば、ｅＮＢ）に送信する。送信エンティ
ティは、肯定応答（ＡＣＫ）又は否定応答（ＮＡＣＫ）を受信エンティティから受信する
まで停止及び待機する。送信エンティティがＡＣＫを受信する場合、その後、次のデータ
ブロックが送信される。送信エンティティがＮＡＣＫを受信する場合、その後、同じデー
タブロックが再送されてもよい。ＡＣＫが受信されようとＮＡＣＫが受信されようと、送
信エンティティは特定の時間間隔内に送信される次のデータブロックをスケジュール及び
処理する。ＬＴＥにおいて、Ｎプロセスのｓｔｏｐ－ａｎｄ－ｗａｉｔが使用されてもよ
く、ここで送信エンティティは、１つの特定のＨＡＲＱプロセスの間停止及び待機する。
例えば、送信は、１つの特定のＨＡＲＱプロセスの間停止及び待機してもよい。しかしな
がら、複数のＨＡＲＱプロセスが存在するので、送信機の観点からは、それはその送信を
停止しない。
【００４１】
　一般に、ＬＴＥは、時間に関してオフセットされる複数のＨＡＲＱの並列処理を利用す
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る。各プロセスはデータのブロックを送信するので、次の送信の割り当てに到達する時ま
でに、送信エンティティは、ＡＣＫ又はＮＡＣＫを受信エンティティから既に受信してい
ることになり、そして従って、送信又は再送される次のデータブロックを生成しているこ
とになる。従って、送信エンティティの観点からは、データは受信エンティティに対して
常に送信されてもよい。ＴＤＤにおいて、ＨＡＲＱプロセスの構成可能な数がサポートさ
れている。
【００４２】
　ＬＴＥ及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈシナリオに対して、２ｍｓ及び５ｍｓの長いＤＲＸ周期
の値を適用することで、２ｍｓ及び５ｍｓのパターンが生成される。これらの２ｍｓ及び
５ｍｓのパターンは、ＨＡＲＱに準拠するパターンであると考えられ得る。パターンは、
（１）ＤＬ又はＵＬのＨＡＲＱプロセスについて、有効化された各ＬＴＥのＤＬサブフレ
ームが１つ以上のＬＴＥのＵＬサブフレームと関連付けられており；かつ（２）ＤＬ又は
ＵＬのＨＡＲＱプロセスについて、有効化された各ＬＴＥのＵＬサブフレームが１つ以上
のＬＴＥのＤＬサブフレームと関連づけられており；かつ（３）１つ以上のＬＴＥのＤＬ
のＨＡＲＱプロセス及び１つ以上のＵＬのＨＡＲＱプロセスが有効化されている場合に、
ＨＡＲＱに準拠し得る。ＴＤＤ構成２において、ＤＲＸがＬＴＥ及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
シナリオに適用される場合、１９２個のＨＡＲＱに準拠したパターンと５１個のＨＡＲＱ
に準拠したパターンがサポートされる。従って、ＤＲＸがＬＴＥ及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
シナリオに適用される場合、サポートされるＨＡＲＱに準拠するパターンの割合は２７％
である。また、２ｍｓ及び５ｍｓの長いＤＲＸ周期の値は、追加の複数のＨＡＲＱビット
マップパターンをサポートする。２ｍｓ及び５ｍｓの長いＤＲＸ周期の値を使用しない場
合、ＨＡＲＱビットマップパターンは、より少ない数のＬＴＥサブフレームを使用するこ
とになるかもしれない。言い換えると、ビットマップは特定のサブフレームを使用するこ
とができないことを示す追加の複数の「０」を含むかもしれない。
【００４３】
　１つ以上のＨＡＲＱプロセスの予約パターンを提供することは、ＵＥの別の無線送受信
機が情報を受信／送信している間に、ＵＥの各無線送受信機が情報を送信／受信していな
いことを保証する。従って、ＵＥの複数の無線送受信機の間の共存干渉が低減される。ま
た、各無線送受信機は、異なる無線アクセス技術（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈ
ｎｏｌｏｇｙ、ＲＡＴ）を含み得る。複数のＲＡＴの複数の例は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、Ｗ
ｉＭＡＸ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、ＷＬＡＮ、ＧＮＳＳ等を含む。
【００４４】
　図３Ｃは、一例に従う、ＬＴＥ送信／受信パターン及びＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送信／受信
パターンを示すタイミング図３３０である。ＬＴＥのＲｘパターンとＬＴＥのＴｘパター
ンは同一である。各ＯＮ及びＯＦＦサイクルは２ｍｓの間持続する。従って、ＬＴＥのＲ
ｘ及びＬＴＥのＴｘのビットマップは１１００１１００である。各数字（例えば「１」）
は、１秒の期間の間に、ＬＴＥがオンであるか、又はオフ（例えば、「０」）であるかを
示す。従って、「１１」は、２秒の間ＯＮ期間であることを示し、かつ「００」は２秒の
間ＯＦＦ期間であることを示す。タイミング図３３０により示されるように、ＬＴＥ送信
とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ受信との間に干渉はない。言い換えると、ＬＴＥが送信している（
すなわち、ＬＴＥ　ＴｘがＯＮ）場合の時間の間において、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈは受信し
ていない。同様に、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈが受信している（すなわち、ＢＴ　ＲｘがＯＮ）
場合の時間の間において、ＬＴＥは送信していない。ＬＴＥの受信とＢｌｕｅｔｏｏｔｈ
の送信との間にいくらかの重なりがあるが、一般に、この重なりによっては、干渉は生じ
ない。ＬＴＥの下りリンクの周波数帯域は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈの送信周波数帯域と一致
しないので、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送信はＬＴＥの受信に対して干渉しない、ということが
仮定される。
【００４５】
　タイミング図３３０は、周波数分割デュプレックス（ＦＤＤ）において動作するＬＴＥ
に関連する。ＦＤＤにおいて、送信側及び受信側において、別々の周波数帯域が使用され
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る。ＦＤＤは情報の送信及び受信に別々の周波数帯域を使用するので、データ信号の送信
とデータ信号の受信は互いに干渉しない。
【００４６】
　タイミング図３３０は、ＬＴＥとＢｌｕｅｔｏｏｔｈとの間の共存に関する、ビットマ
ップベースのＴＤＭソリューションである。８ｍｓのビットマップ（例えば、１１００１
１００）を有することは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈの情報の受信と実質的に同じ時間にはＬＴ
Ｅが情報を送信しないことを保証する。従って、８ｍｓの長いＤＲＸ周期（それは、８ｍ
ｓの長さのビットマップに対応する）を有することは、ＬＴＥのＦＤＤにとって有用であ
り得る。いくつかの例において、４ｍｓの長いＤＲＸ周期を有することはＬＴＥのＦＤＤ
にとって有用であり得るが、８ｍｓの長いＤＲＸ周期とは異なり、４ｍｓの長いＤＲＸ周
期はＬＴＥのＦＤＤにおけるＨＡＲＱプロセスの複数の予約パターンを活用しない。換言
すれば、ＬＴＥとＢｌｕｅｔｏｏｔｈとの間の共存を許容するために、多くのＬＴＥのＦ
ＤＤのＨＡＲＱプロセスがマスクされ得る。ＦＤＤに関して、８つの上りリンクのＨＡＲ
Ｑプロセスが存在し、一方で下りリンクは最大で８つのＨＡＲＱプロセスを有することが
可能である。各上りリンクのＨＡＲＱプロセスは特定のサブフレームに割り当てられるの
に対して、下りリンクのＨＡＲＱプロセスは、固定したタイミング無しで、任意の順序に
おいて送信される。ＵＥは、第８番目のサブフレーム毎に、同じＨＡＲＱプロセス内の送
信を行う。従って、８ｍｓの長いＤＲＸ周期はＦＤＤにおいて見出される８つの上りリン
ク及び下りリンクのＨＡＲＱプロセスに対応するので、８ｍｓの長いＤＲＸ周期は、ＬＴ
ＥとＢｌｕｅｔｏｏｔｈとの間の共存干渉を低減するために有用であり得る。
【００４７】
　図４は、一例に従う、ＤＲＸ構成情報のＡＳＮ．１コードの例を示している。既存の複
数のＤＲＸ構成に対する拡張を実行するために、抽象構文規則１（Ａｂｓｔｒａｃｔ　Ｓ
ｙｎｔａｘ　Ｎｏｔａｔｉｏｎ１、ＡＳＮ．１）を使用することができる。ＤＲＸ－Ｃｏ
ｎｆｉｇ－ｒ１１（すなわち、ＤＲＸ構成１１）は、複数のＤＲＸ周期の各種特性を定義
するために使用される。既存のＤＲＸ－Ｃｏｎｆｉｇ－ｒ１１は、ｏｎＤｕｒａｔｉｏｎ
Ｔｉｍｅｒ、ｄｒｘ－ＩｎａｃｔｉｖｅＴｉｍｅｒ、ｄｒｘ－Ｒｅｔｒａｎｓｍｉｓｓｉ
ｏｎＴｉｍｅｒ、ｌｏｎｇＤＲＸ－ＣｙｃｌｅＳｔａｒｔＯｆｆｓｅｔ、ｓｈｏｒｔＤＲ
Ｘ－Ｃｙｃｌｅ、及びｄｒｘＳｈｏｒｔＣｙｃｌｅＴｉｍｅｒを定義するためのＡＳＮ．
１コードを含む。現状で、ｌｏｎｇＤＲＸ－ＣｙｃｌｅＳｔａｒｔＯｆｆｓｅｔは、ｓｆ
１０、ｓｆ２０、ｓｆ３２、ｓｆ４０等のサイクル値を含む。２ｍｓ、５ｍｓ、及び８ｍ
ｓの長いＤＲＸ周期の値は、サイクル値ｓｆ２、ｓｆ５、及びｓｆ８をＡＳＮ．１コード
の中に加えることにより、ＤＲＸ－Ｃｏｎｆｉｇ－ｒ１１の中に含まれ得る。既存のＤＲ
Ｘ－Ｃｏｎｆｉｇ－ｒ１１は、拡張を許容しないので、前述の複数のパラグラフにおいて
説明されるように、マルチ無線装置において、装置内の干渉を低減するために使用するこ
との可能な複数の追加のＤＲＸパターンを提供するために、新しいＤＲＸ－Ｃｏｎｆｉｇ
－ｒ１１を２ｍｓ、５ｍｓ、及び８ｍｓの長いＤＲＸ周期と共に構成することができる。
【００４８】
　図５は、長いＤＲＸ周期の間に下りリンクのリファレンスリソース（ｄｏｗｎｌｉｎｋ
　ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｒｅｓｏｕｒｃｅ）５１０を受信するために使用される、一例に
従うサブフレームを示す。下りリンクのリファレンスリソース５１０は、ｅＮＢから送信
されるリファレンス信号（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅ　ｓｉｇｎａｌ、ＲＳ）を含む可能性があ
る。ＵＥにおけるリファレンス信号の測定される電力は、ｅＮＢが下りリンクのデータを
送信する際の電力を決定するために使用される。リファレンス信号の測定される電力は、
ｅＮＢに通知されるチャネル状態情報（ＣＳＩ）によって通知されてもよい。
【００４９】
　無線通信において、ＣＳＩは通信リンクの既知の複数のチャネル特性を参照してもよい
。ＣＳＩは、送信機から受信機にどのように信号が伝搬するかを表す。また、ＣＳＩは、
散乱、フェージング等の結合された効果を表すことができる。ＣＳＩは、送信が現在のチ
ャネル状態に適応されていることを確実にするものであり、これにより、複数のＢｌｕｅ
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ｔｏｏｔｈ送受信機、複数のＬＴＥ送受信機等による、信頼性の高い通信をもたらす。
【００５０】
　一般に、ＣＳＩは、チャネル品質インジケータ（ｃｈａｎｎｅｌ　ｑｕａｌｉｔｙ　ｉ
ｎｄｉｃａｔｏｒ、ＣＱＩ）、プリコーディングマトリクスインジケータ（ｐｒｅｃｏｄ
ｉｎｇ　ｍａｔｒｉｘ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ、ＰＭＩ）、及びランクインジケータ（ｒａ
ｎｋ　ｉｎｄｉｃａｔｏｒ、ＲＩ）のうちの１つ以上を含むことができる。ＣＱＩは、下
りリンクの送信に関して、適切なデータ速度をｅＮＢに対して示すために、ＵＥにより送
信される情報である。ＣＱＩは、下りリンクの受信信号電力対干渉及び雑音電力比（ＳＩ
ＮＲ）の測定、及びＵＥ受信機の各種特性を知ることに基づいてもよい。ＰＭＩは、ＵＥ
によりフィードバックされる信号であり、かつ下りリンクの複数の空間送信レイヤ（ｓｐ
ａｔｉａｌ　ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ｌａｙｅｒｓ）に渡って受信することの可能な
データビットの総数を最大化するプリコーダのインデックスに対応する。ＲＩは、物理下
り共有チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｓｈａｒｅｄ　ＣＨａｎｎｅｌ
、ＰＤＳＣＨ）のために構成される複数のＵＥにより、ｅＮＢに送信される。ＲＩは、空
間多重（下りリンクのチャネルのＵＥによる推定値に基づく）に関する有用な複数の送信
レイヤの数に対応する。
【００５１】
　ＣＳＩ通知は、一般的に、下りリンクのリファレンスリソース５１０の少なくとも４シ
ンボル後に通知される。リファレンス信号の測定を正確にするために、リファレンス信号
は、最小の干渉を伴う下りリンクのサブフレームの中で受信されるべきである。干渉は、
リファレンス信号の測定の精度を低下させ、かつＣＳＩ通知の精度に影響を与える。従っ
て、干渉のほとんどないリファレンス信号を受信するためには、下りリンクのサブフレー
ムを選択することが重要であり得る。
【００５２】
　現在、下りリンクのリファレンスリソース５１０について下りリンクのサブフレームを
選択するための複数の規則は、デバイス内干渉の影響を考慮していない。その結果、デバ
イス内干渉が存在する（例えば、ＬＴＥ送受信機がリファレンス信号を受信する場合と実
質的に同じ時間に、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機が情報を送信する）場合、下りリンクの
リファレンスリソース５１０の中で受信されるリファレンス信号の測定は、悪影響を受け
る可能性がある。
【００５３】
　図５において示されるように、ＬＴＥ（又はＷＷＡＮ）送受信機の長いＤＲＸ周期は、
スケジュールされる期間とスケジュールされない期間に分割される。ＬＴＥのスケジュー
ルされない期間からＬＴＥのスケジュールされる期間に遷移する場合、ＵＥはＣＳＩ（例
えば、ＣＱＩ、ＰＭＩ、及びＲＩ）をｅＮＢに送信するように構成されてもよい。言い換
えれば、ＵＥのＬＴＥ送受信装置は、ＣＳＩをｅＮＢに送信するように構成され得る。Ｃ
ＳＩは、下りリンクのリファレンスリソース５１０の中で受信されるリファレンス信号に
基づいてもよい。下りリンクのリファレンスリソース５１０（すなわち、時間領域のリフ
ァレンス）は、下りリンクのサブフレームであるｎ－ｎＣＱＩ＿ｒｅｆにより定義されて
もよい。
【００５４】
　ＣＳＩ通知サブフレーム５２０は、下りリンクのサブフレームｎ－ｎＣＱＩ＿ｒｅｆの
少なくとも４サブフレーム後に生じる。言い換えれば、ＣＳＩは上りリンクのサブフレー
ムにおいて周期的にｅＮＢに通知され、かつ上りリンクのサブフレームは、ｅＮＢからの
下りリンクのリファレンスリソース５１０のサブフレームを受信してから少なくとも４サ
ブフレーム後に生じる。従って、ＣＳＩ通知サブフレーム５２０は、ＵＥの中の送受信機
（例えば、ＷＷＡＮ送受信機）の長いＤＲＸ周期の後に置かれ、かつ下りリンクのリファ
レンスリソース５１０（すなわち、下りリンクのサブフレームｎ－ｎＣＱＩ＿ｒｅｆ）に
対応する。いくつかの例において、ＣＳＩは、下りリンクのサブフレームｎ－ｎＣＱＩ＿

ｒｅｆから４サブフレームより多くのサブフレーム（例えば、６サブフレーム）後に通知
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される。
【００５５】
　ＤＲＸがＴＤＭソリューションとして使用される場合、ＣＳＩ測定には、特別な処理が
必要となる。そうでない場合、下りリンクのリファレンスリソース５１０は、マルチ無線
装置内の併置される複数の送受信機間の装置内干渉により影響を受ける可能性がある。不
正確なＣＳＩは、システムのスループットを実質的に低減する可能性がある。言い換えれ
ば、通信チャネルにおける成功したメッセージ配信の平均速度は、不正確なＣＳＩの結果
として低減する可能性がある。従って、下りリンクのリファレンスリソース５１０は、装
置内の干渉によって影響されないようにすべきである。
【００５６】
　下りリンクのサブフレームｎ－ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは、下りリンクのサブフレームｎ－ｎ

ＣＱＩ＿ｒｅｆが装置内干渉により干渉を受けない場合、有効であると考えることができ
る。従って、上りリンクのサブフレームを送信しているＵＥの中の共存する異なる無線送
受信機とは対応しない時間間隔の間において、ｅＮＢからの下りリンクのサブフレームの
中で、ＵＥがリファレンス信号又は他の種別の下りリンクのリファレンスリソースを受信
する場合、下りリンクのサブフレームは、装置内の干渉によっては影響を受けない。言い
換えると、装置内干渉が現時点において存在する際には、下りリンクのサブフレームｎ－
ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは、ＵＥにおいて、ｅＮＢからは受信されない。結果として、下りリン
クのサブフレームｎ－ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは有効であり、かつ下りリンクのリファレンスリ
ソースを受信するために使用することができる。
【００５７】
　幾つかの例において、下りリンクのサブフレームｎ－ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは、ＵＥの中の
異なる送受信機（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機）が情報を送信するのと同じ時間
におけるサブフレームでＵＥ（例えば、ＵＥの中のＬＴＥ送受信機）により受信されるよ
うに、ｅＮＢにより割り当てられてもよい。これが生じることが知られている場合、下り
リンクのサブフレームｎ－ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは無効として指定されてもよく、かつｅＮＢ
からのリファレンスシンボルを受信するためには使用することができない。言い換えると
、下りリンクのリファレンスリソース５１０と関連付けられる下りリンクのサブフレーム
が装置内の干渉により干渉を受ける場合、下りリンクのリファレンスリソース５１０は、
使用されないとして識別されてもよい。
【００５８】
　いくつかの例において、下りリンクのサブフレームにおける装置内の干渉の可能性を低
減するために、図５において示されるように、当該下りリンクのサブフレームが長いＤＲ
Ｘ周期のスケジュールされない期間に属する場合、当該下りリンクのサブフレームは無効
と指定されてもよい。無効として指定された複数のサブフレームは、ｅＮＢによりＵＥに
データを送信するためには使用されない。従って、ＤＲＸソリューションが装置内の共存
のために使用される場合、下りリンクのリファレンスリソース５１０は、長いＤＲＸ周期
のスケジュールされない期間に含まれない下りリンクのサブフレームの中で受信されても
よい。一実施例において、長いＤＲＸ周期のスケジュールされる期間に含まれる下りリン
クのサブフレームは、ＵＥが、ＲＳ等の、下りリンクのリファレンスリソースを受信する
ために使用する、有効なサブフレームとして指定されてもよい。また、スケジュールされ
ない期間の中のサブフレームは、リファレンスリソースに基づいて、ＣＳＩをｅＮＢに報
告するためにＵＥにより使用されてもよい。
【００５９】
　一実施例において、（１）下りリンクのサブフレームがＵＥのための下りリンクとして
構成され；（２）当該下りリンクのサブフレームは、Ｍｕｌｔｉｍｅｄｉａ　Ｂｒｏａｄ
ｃａｓｔ　Ｓｉｎｇｌｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＭＢＳＦＮ）サブフレ
ーム（送信モード９を除く）を含まず；（３）ＤｗＰＴＳの長さが７６８０・Ｔｓ以下の
場合、下りリンクのサブフレームは、Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｐｉｌｏｔ　Ｔｉｍｅ　Ｓｌｏ
ｔ（ＤｗＰＴＳ）フィールドを含まず；（４）下りリンクのサブフレームは、ＵＥのため
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に構成された測定ギャップ内になく；（５）ＵＥがＣＳＩサブフレームの複数の集合で構
成されている場合、周期的なＣＳＩの通知に関して、下りリンクのサブフレームは、周期
的なＣＳＩ通知とリンクされているＣＳＩサブフレームセットの要素であり；かつ（６）
下りリンクのサブフレームは、装置内の干渉により干渉を受けない場合に、下りリンクの
サブフレームｎ－ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは有効である（すなわち、リファレンス信号を受信す
ることができる）と見なすことができる。また、ＤＲＸが装置内共存を減らすために使用
され、下りリンクのサブフレームがスケジュールされない期間の部分ではない場合に、当
該下りリンクのサブフレームｎ－ｎＣＱＩ＿ｒｅｆは有効であると見なすことができる。
【００６０】
　本発明のいくつかの実施例において、ＵＥのＷＷＡＮ送受信機により実行される無線リ
ンクモニタリング（ＲＬＭ）は、ＵＥの中の複数の共存する送受信機からの装置内干渉が
実質的に無い複数のサブフレームを使用することができる。ＵＥの中のＲＬＭ機能は、Ｒ
ＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあるサービングセルの下りリンクの無線リンク品質を監
視するためのものである。ＲＬＭは、セル固有の複数のリファレンス信号に基づく。結果
として、ＲＲＣ＿ＣＯＮＮＥＣＴＥＤ状態にあるＵＥは、サービングセルに対して、それ
が同期しているか、又は同期外れであるかを判定することができる。特定の数の連続する
同期外れ表示（「Ｎ３１０」と呼ばれる）の場合において、ＵＥはネットワーク構成され
た無線リンク障害タイマ（ｎｅｔｗｏｒｋ－ｃｏｎｆｉｇｕｒｅｄ　ｒａｄｉｏ　ｌｉｎ
ｋ　ｆａｉｌｕｒｅ　ｔｉｍｅｒ）「Ｔ３１０」を開始することができる。連続する複数
の同期の表示の数である「Ｎ３１１」がＵＥの物理レイヤにより通知された場合、タイマ
は停止する。同期外れカウンタ及び同期カウンダ（Ｎ３１０及びＮ３１１）の双方は、ネ
ットワークにより構成可能である。タイマＴ３１０の満了時に、無線リンク障害（ＲＬＦ
）が発生する。結果として、干渉を避けるためにその送信機を停止し、そしてその後ＲＲ
Ｃ接続を再設定する必要がある。
【００６１】
　デバイス内の干渉により影響を受ける複数のサブフレームがＲＬＭのために使用される
場合、その干渉は、セル固有の複数のリファレンス信号の測定における誤差をもたらす可
能性がある。例えば、長いＤＲＸ周期のスケジュールされていない期間の間、他の複数の
ＲＡＴ（例えば、ＷＬＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ）は、情報を送信することができる。従
って、セル固有の複数のリファレンス信号等の情報をＬＴＥ送受信機が受信するのと実質
的に同じサブフレームにおいて、ＵＥの中のＢｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信機は情報を送信す
ることができる。複数のエラーが受信された場合、ＵＥは、無線リンク障害を通知し、Ｗ
ＷＡＮ送受信機を停止し、かつ続けてＲＲＣ接続の再設定を行うかもしれない。これは、
低減されたスループット及び３ＧＰＰネットワークについての不要なオーバーヘッドに帰
着し得る。
【００６２】
　いくつかの例において、ＵＥのＷＷＡＮ無線送受信機は、長いＤＲＸ周期のスケジュー
リング期間の間に生じる下りリンクのサブフレームの中でＲＬＭを受信するように構成さ
れてもよく、これにより、装置内の干渉により影響を受けている複数のサブフレームを使
用してＲＬＭを実行する可能性を低減することができる。従って、ＵＥがＲＬＭを実行し
ている間、ＵＥは装置内の干渉により影響を受けている複数のサブフレームを使用しない
かもしれない。また、長いＤＲＸ周期のスケジュールされていない期間中、ＵＥは、どの
サブフレームが装置内の干渉により干渉を受けていないかを判定することができる。ＵＥ
は、装置内の干渉による干渉を受けていない複数のサブフレームを使用してＲＬＭを実行
してもよい。
【００６３】
　他の実施例において、図６のフローチャートにおいて示されるように、マルチ無線装置
において共存干渉を低減するための方法６００が開示される。当該方法は、マルチ無線装
置において間欠受信（ＤＲＸ）構成を拡張ノードＢ（ｅＮｏｄｅＢ）から受信６１０する
動作を含む。マルチ無線装置は、複数の無線送受信装置を有するユーザ装置であってもよ
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い。方法６００は、さらに、マルチ無線装置における複数の無線送受信装置のうちの１つ
以上に対して間欠受信（ＤＲＸ）構成を適用６２０することを含む。ＤＲＸは、複数の無
線送受信機の１つ以上についての長いＤＲＸ周期を含んでもよい。方法６００は、さらに
、マルチ無線装置の中の複数の無線送受信機間の共存干渉を低減するために、長いＤＲＸ
周期についての２ミリ秒（ｍｓ）、５ｍｓ、及び８ｍｓの周期開始オフセット期間を選択
することを含む。
【００６４】
　一実施例において、方法６００の中の複数の無線送受信機は、第３世代パートナーシッ
ププロジェクトロングタームエボルーション（３ＧＰＰ　ＬＴＥ）無線送受信機及びＢｌ
ｕｅｔｏｏｔｈ無線送受信機を含む。
【００６５】
　一実施例において、方法６００における２ｍｓの周期開始オフセット期間は、Ｂｌｕｅ
ｔｏｏｔｈ無線送受信機とＬＴＥ時分割デュプレックス（ＬＴＥ－ＴＤＤ）で通信するＬ
ＴＥ無線送受信機との間の共存干渉を低減するために、１つ以上のＨＡＲＱ予約パターン
を提供する。また、方法６００における５ｍｓの周期開始オフセット期間は、Ｂｌｕｅｔ
ｏｏｔｈ無線送受信機とＬＴＥ時分割デュプレックス（ＬＴＥ－ＴＤＤ）で通信するＬＴ
Ｅ無線送受信機との間の共存干渉を低減するために、１つ以上のＨＡＲＱ予約パターンを
提供する。更に、方法６００における８ｍｓの周期開始オフセット期間は、Ｂｌｕｅｔｏ
ｏｔｈ無線送受信機とＬＴＥ周波数分割デュプレックス（ＬＴＥ－ＦＤＤ）で通信するＬ
ＴＥ無線送受信機との間の共存干渉を低減するために、１つ以上のＨＡＲＱ予約パターン
を提供する。また、方法６００は、長いＤＲＸ周期中、ＵＥにより物理下り制御チャネル
（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ、ＰＤＣＣＨ
）を監視することを含んでもよい。
【００６６】
　一実施例において、方法６００における複数の周期開始オフセット期間のうちの一つを
選択する動作は、ＵＥの異なる無線送受信機が情報を受信／送信している間に、ＵＥの各
無線送受信機が情報を送信／受信しないことを確実にするための１つ以上のＨＡＲＱプロ
セスの予約パターンを提供することを含んでもよく、これにより、ＵＥの中の複数の無線
送受信機の間の共存干渉を低減する。ここで、各無線送受信機は異なる無線アクセス技術
（Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、ＲＡＴ）を含む。
【００６７】
　他の実施例において、無線共存システム７００が開示される。図７は、システム７００
のブロック図の例を示す。システム７００は、複数の共存する無線受信機を有するユーザ
装置（ＵＥ）の中の無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）送受信機にＤＲＸを適用するため
に動作可能な間欠受信（ＤＲＸ）モジュール７１０を含む。チャネル状態情報（ＣＳＩ）
通知モジュール７２０は、ＣＳＩ通知サブフレームにおいて、ＵＳからｅＮＢに対して、
周期的にＣＳＩを通知するように構成される。ＣＳＩ通知サブフレームは、ＵＥの中のＷ
ＷＡＮ送受信機の長いＤＲＸ周期の後に置かれてもよい。リファレンスリソースサブフレ
ーム選択モジュール７３０は、下りリンクのリファレンスリソースサブフレームがＵＥの
中の複数の共存する無線送受信機からの装置内の干渉を実質的に受けることなく受信され
ることを可能にするために、ＣＳＩ通知サブフレームの位置に対する下りリンクのリファ
レンスリソースサブフレームを選択するように構成される。無線リンクモニタリング（Ｒ
ＬＭ）モジュール７４０は、ＵＥの中の複数の共存する無線送受信機からの装置内の干渉
を実質的に受けることなくＷＷＡＮ受信機の複数のサブフレームを使用して、ＲＬＭを実
行するように構成される。ＲＬＭは、長いＤＲＸ周期のスケジューリング期間中に、ＵＥ
のＷＷＡＮ無線送受信機において実行されてもよい。システム７００は、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ無線装置７０２、３ＧＰＰ　ＬＴＥ無線装置７０４、及び併置される無線装置７０６
を含んでもよい。ＤＲＸモジュール、ＣＳＩ通知モジュール、リファレンスリソースサブ
フレーム選択モジュール、及びＲＬＭモジュールは携帯通信装置の中の複数の無線装置の
外部に配置されるように示されているが、複数のモジュールは１つ以上の無線装置と統合
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されることも可能である。
【００６８】
　一実施例において、複数の共存する無線送受信装置は、２つ以上の無線アクセス技術（
ＲＡＴｓ）を含んでもよく、当該ＲＡＴｓは：３ＧＰＰ　ＬＴＥ無線送受信機、無線ロー
カルアクセスネットワーク（ＷＬＡＮ）送受信装置、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ送受信装置、及
び全地球的航法衛星システム（ＧＮＮＳ）受信機を含む。
【００６９】
　一実施例において、下りリンクのリファレンスリソースサブフレームは、ＣＳＩリファ
レンスリソースを含む。
【００７０】
　本開示のいくつかの実施例において、ｅＮＢに通知されるＣＳＩは、ＵＥの中の複数の
共存する無線送受信機からの装置内の干渉によっては、ＵＥのスループットを実質的に低
減しない。また、ＣＳＩは、チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）、プリコーディングマ
トリクスインジケータ（ＰＭＩ）、及びランクインジケータ（ＲＩ）のうちの１つ以上を
含む。
【００７１】
　いくつかの実施例において、ＣＳＩ通知モジュール７２０は、さらに、スケジュールさ
れない期間からスケジュールされる期間への遷移期間中に、ＵＥからｅＮＢに対して、Ｃ
ＳＩを通知するように構成され、ここで、スケジュールされない期間及びスケジューリン
グ期間は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ無線送受信機の長いＤＲＸ周期の間に生じる。また、ＣＳＩ
通知モジュール７２０は、さらに、ｅＮＢへの上りリンクのサブフレームにおいて、周期
的にＣＳＩを通知するように構成され、当該上りリンクのサブフレームは、ｅＮＢから下
りリンクのリファレンスリソースサブフレームを受信してから少なくとも４サブフレーム
後に生じる。また、ＣＳＩ通知モジュール７２０は、さらに、上りリンクのサブフレーム
を送信するＵＥの中の異なる共存する無線送受信機と対応しない時間間隔の間に、ＵＥに
おいて、ｅＮＢから下りリンクのリファレンスリソースサブフレームを受信するように構
成される。いくつかの例において、ＣＳＩ通知モジュール７２０は、さらに、長いＤＲＸ
周期のスケジューリング期間中に、ＵＥにおいて、ｅＮＢから下りリンクのリファレンス
リソースサブフレームを受信するように構成される。
【００７２】
　本開示のいくつかの実施例において、システム７００は、ＵＥの中の複数の共存する無
線送受信装置からの装置内の干渉を実質的に受けることなく、３ＧＰＰ　ＬＴＥ無線送受
信機の下りリンクの複数のサブフレームを使用してＲＬＭを実行するように構成される無
線リンクモニタリング（ＲＬＭ）モジュール７４０を含んでもよい。また、ＲＬＭモジュ
ール７４０は、さらに、ＤＲＸの長いＤＲＸ周期のスケジュール期間中に、ＵＥの３ＧＰ
Ｐ　ＬＴＥ無線送受信装置においてＲＬＭを実行するように構成される。ＲＬＭモジュー
ルは、長いＤＲＸ周期のスケジュールされない期間中に、実質的に装置内の干渉を受ける
ことなく、サブフレームを決定してもよく；かつ長いＤＲＸ周期のスケジュールされない
期間中に、実質的に装置内の干渉を受けないサブフレームを使用してＲＬＭを実行しても
よい。
【００７３】
　いくつかの実施例において、本開示は、１つ以上のコンピュータ読み取り可能な媒体で
あって、当該媒体に記憶されるマルチ無線装置における共存干渉を低減するための複数の
命令を有する、媒体を含んでもよい。前記複数の命令は、機械において実行される場合、
当該機械に：複数の共存する無線送受信機を有するユーザ装置（ＵＥ）に間欠受信（ＤＲ
Ｘ）を適用するステップであって、前記ＤＲＸは前記ＵＥの長いＤＲＸ周期を含む、ステ
ップ；前記ＵＥの中の前記複数の共存する無線送受信機の間の共存干渉を低減するために
、前記ＤＲＸ周期に関して、複数の周期開始オフセット期間から周期開始オフセット期間
を選択するステップ；及び前記ＵＥの前記長いＤＲＸ周期中、かつ前記ｅＮＢから下りリ
ンクのリファレンスリソースサブフレームを受信した後に、前記ＵＥから前記ｅＮＢに、
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チャネル状態情報（ＣＳＩ）を通知するステップであって、前記下りリンクのリファレン
スリソースサブフレームは、前記長いＤＲＸ周期の前記スケジュールされていない期間外
の期間中に、前記ｅＮＢから受信される、ステップ；を実行させる。
【００７４】
　コンピュータ読み取り可能な媒体の一実施形態において、前記下りリンクのリファレン
スリソースサブフレームの位置は、前記ＵＥの中の前記複数の共存する無線送受信機から
の装置内の干渉を実質的に受けることのないサブフレームとして選択される。また、前記
長いＤＲＸ周期の前記複数の周期開始オフセット期間は２ミリ秒（ｍｓ）、５ｍｓ、及び
８ｍｓのうちの１つ以上を含む。
【００７５】
　前記コンピュータ読み取り可能な媒体の一実施例において、前記複数の周期開始オフセ
ット期間は、前記ＵＥの異なる無線送受信機が情報を受信／送信する間に、前記ＵＥの中
の各無線送受信機が情報を送信／受信しないことを確実にするためのハイブリッド自動再
送要求（ＨＡＲＱ）プロセスの予約パターンの１つ以上を提供するために選択され、これ
により前記ＵＥの中の前記複数の無線送受信機間の共存干渉を低減する。ここで、各無線
送受信機は異なる無線アクセス技術（ＲＡＴ）を含む。
【００７６】
　図８は、ユーザ装置（ＵＥ）、移動局（ＭＳ）、携帯無線装置、タブレット、ハンドセ
ット、又は他の種類の携帯無線装置等の携帯通信装置の図の例を提供する。携帯装置は、
基地局（ＢＳ）、拡張ノードＢ（ｅＮＢ）、又は他の種類の無線広域ネットワーク（ＷＷ
ＡＮ）アクセスポイントと通信するように構成される１つ以上のアンテナを含んでもよい
。２つのアンテナが示されているが、携帯装置は１から４以上の間の数のアンテナを有し
てもよい。携帯装置は、３ＧＰＰ　ＬＴＥ、Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ　Ｉｎｔｅｒｏｐｅｒａ
ｂｉｌｉｔｙ　ｆｏｒ　Ｍｉｃｒｏｗａｖｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＷｉＭＡＸ）、高速パケッ
トアクセス（ＨＳＰＡ）、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、及びＷｉＦｉを含む無線通信規格の１つ
以上を使用して通信するように構成されてもよい。携帯装置は、各無線通信規格について
、別々のアンテナを用いて通信することが可能であるか、又は複数の無線通信規格につい
ての共用アンテナを使用して通信することが可能である。無線ローカルエリアネットワー
ク（ＷＬＡＮ）、無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰＡＮ）、及び／又は無線広域
ネットワーク（ＷＷＡＮ）において通信することが可能である。
【００７７】
　また、図８は、携帯装置からの音声入力及び出力のために使用できるマイクロホン及び
１つ以上のスピーカの図を提供する。表示画面は液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）画面、又は
有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイ等の他の種類のディスプレイであってもよ
い。表示画面はタッチスクリーンとして構成されてもよい。タッチスクリーンは、容量性
、抵抗性、又は他の種類のタッチスクリーン技術を用いてもよい。処理能力及び表示能力
を提供するために、アプリケーションプロセッサ及びグラフィックプロセッサは、内部メ
モリと結合されてもよい。また、ユーザに入力／出力の複数のオプションを提供するため
に、不揮発性メモリポートを使用することができる。また、携帯装置のメモリ機能を拡張
するために、不揮発性メモリポートを使用してもよい。キーボードは携帯装置と統合され
てもよく、或いは追加のユーザ入力を提供するために携帯装置に無線で接続されてもよい
。また、タッチスクリーンを使用して、仮想キーボードが提供されてもよい。
【００７８】
　本明細書において説明される複数の機能ユニットの多くは、それらの実装の独立性をよ
り協調するために、モジュールとして名付けられている、ということを理解すべきである
。例えば、モジュールは、カスタムＶＬＳＩ回路又はゲートアレイ、論理チップ、トラン
ジスタ、又は他の個別部品等の既製の半導体を含む、ハードウェア回路として実施されて
もよい。また、モジュールはフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ、プログラマ
ブル・アレイ・ロジック、プログラマブル・ロジック・デバイス等の、プログラマブルハ
ードウェア装置において実装されてもよい。
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【００７９】
　また、モジュールは、各種プロセッサにより実行されるソフトウェアにおいて実施され
てもよい。例えば、実行可能コードの識別されたモジュールは、例えば、オブジェクト、
プロシージャ、又は関数として編成され得る、コンピュータ命令の１つ以上の物理又は論
理ブロックを含んでもよい。それにもかかわらず、識別されたモジュールの実行可能ファ
イルは、物理的に一緒に配置する必要はなく、異なる複数の場所に記憶される異なる複数
の命令であって、論理的に結合された場合、モジュールを構成し、かつモジュールの示さ
れた目的を達成する、異なる複数の命令、を含んでもよい。
【００８０】
　実際に、実行可能コードのモジュールは単一の命令であってもよく、又は複数の命令で
あってもよく、そして、異なる複数のプログラムの間及びいくつかのメモリ装置にわたっ
て、いくつかの異なるコードセグメントに分散されてもよい。同様に、本明細書において
、動作データは複数のモジュール内で識別及び説明されてもよく、かつ任意の適切な種類
のデータ構造内で任意の適切な形で具体化され、かつ任意の適切な種類のデータ構造内で
編成されてもよい。動作データは、単一のデータセットとして収集されてもよく、又は異
なる複数の記憶装置にわたることを含めて、異なる複数の場所にわたって分散されてもよ
く、かつ少なくとも部分的に、システム又はネットワークにおける単なる複数の電子信号
として存在してもよい。複数のモジュールは、所望の機能を実行するために動作可能な複
数のエージェントを含めて、受動的又は能動的であってもよい。
【００８１】
　本明細書における「一実施例（ｏｎｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」又は「実施例（ａｎ
　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」への参照は、実施例に関しての特定の特徴、構造、又は特性
が、本発明の１以上の実施例の中に含まれることを意味する。従って、本明細書の様々な
箇所における「一実施例における（ｉｎ　ｏｎｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」又は「実施
例における（ｉｎ　ａｎ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」という表現の複数の装置は、必ずし
も全て同じ実施例を参照しているわけではない。
【００８２】
　本明細書で使用されるように、複数の項目、構造要素、組成要素、及び／又は材料は、
便宜上、共通のリストの中において示されてもよい。しかしながら、これらのリストは、
リストの各要素が個別に、別個かつ固有の要素であるとして識別されるかのように解釈さ
れるべきである。従って、そのようなリストのどの要素も、そうではないということを示
すことなく共通のグループの中にそれらが示されていることのみに基づいて、同じリスト
のその他の任意の要素の事実上の均等物であるとして解釈されるべきではない。また、本
発明の様々な実施例及び例は、それらの様々な構成要素の代替物と共に、本明細書で参照
されてもよい。そのような複数の実施例、例、及び代替物は互いの事実上の均等物として
解釈されるべきではなく、本発明の別個かつ自律的な複数の表現とみなされるべきである
、ということが理解される。
【００８３】
　さらに、説明される複数の特徴、構造、又は特性は、１つ以上の実施例において、任意
の適切な方法で組み合わせることができる。以下の説明において、本発明の複数の実施例
の充分な理解を与えるために、材料、ファスナー、サイズ、長さ、幅、形状等、多数の特
定の詳細が提供される。しかしながら、当業者は、本発明は１つ以上の特定の詳細無しで
、又は他の複数の方法、構成要素、材料等と共に実施され得ることを理解するであろう。
他の複数の例において、本発明の複数の態様を不明瞭にすることを避けるために、周知の
複数の構造、材料、又は動作は詳細には示されない、又は説明されない。
【００８４】
　前述の複数の例は、１つ以上の特定の応用における本発明の原理の例示であるが、発明
力を行使することなく、かつ本発明の原理及び概念から逸脱することなく、実施の形式、
用法及び詳細における多数の変更を行うことができる、ということが当業者にとって明ら
かである。従って、以下に記載される複数の特許請求項によるものを除いて、本発明が限
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