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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　第１の無線機アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲＡＴを用いて通信するよう構成可能
な第１の無線機を備えるユーザ装置デバイス（ＵＥ）において、前記方法が、
　前記第１の無線機を用いて、前記第１のＲＡＴを用いた第１のデータ通信を実行するス
テップを含み、前記第１のデータ通信を実行している間に、前記ＵＥは前記第２のＲＡＴ
を用いて通信しておらず、前記ＵＥが前記第１のＲＡＴ及び前記第２のＲＡＴに対する単
一のＳＩＭを備えており、
前記方法が更に、
　移動体発信音声通話の実行又は前記第２のＲＡＴを用いた移動体着信音声通話の受信の
うちの少なくとも１つを行うためのインジケーションを受信するステップと、
　前記第１の無線機を用いて、前記インジケーションに応答して前記第２のＲＡＴを用い
た音声通話を実行するステップと、
　前記第１の無線機を用いて、前記音声通話の実行の間に前記第１のＲＡＴを用いた第２
のデータ通信を実行するステップであって、前記第２のデータ通信は前記第１の無線機を
用いながら送受信を行い、前記ＵＥは、前記音声通話の間前記第２のデータ通信を実行す
ることに基づき、増大したパワーで前記第２のＲＡＴを用いて所定数のフレームによって
前記音声通話を実行するよう構成されており、これにより、前記ＵＥが前記第２のＲＡＴ
の追加のフレームを使用して前記第２のデータ通信を実行することが可能となる当該ステ
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ップと、
を含む、方法。
【請求項２】
　前記インジケーションを受信するステップが、前記第２のＲＡＴからの移動体着信音声
通話に対する移動体着信要求を受信するステップを含み、前記インジケーションは、前記
第１のＲＡＴを用いて受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記インジケーションは、移動体発信音声通話を目的としており、該インジケーション
が、前記音声通話を実行するための前記ＵＥへのユーザ入力を含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項４】
　前記第１のＲＡＴが、回線交換フォールバックをサポートする、請求項１に記載の方法
。
【請求項５】
　前記ＵＥが、前記インジケーションに応答して前記第１のＲＡＴに拡張サービスリクエ
スト（ＥＳＲ）を送信しない、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１のＲＡＴに接続されている間に、前記第２のＲＡＴに対する基地局を決定する
ために前記第１の無線機を前記第２のＲＡＴの周波数に周期的に同調するステップを更に
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記無線機が、前記第１のデータ通信を実行している間に単一の無線機モード状態にあ
り、前記方法が更に、前記インジケーションに応答して前記ＵＥが共有無線機モードに入
るステップを含み、前記共有無線機モードにおいて、前記ＵＥの無線機は、前記第１の無
線機を使用して、前記第１のＲＡＴ及び前記第２のＲＡＴの両方を使用した通信を行うよ
うに構成され、前記音声通話の実行及び前記第２のデータ通信の実行が前記共有無線機モ
ードで実施される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記第２のＲＡＴが、音声通話に使用される複数の通信要素を指定し、前記ＵＥが前記
第１のＲＡＴを用いてデータ通信を実行するステップが、前記第２のＲＡＴ上での前記音
声通話の間に使用するよう指定された前記複数の通信要素の少なくともサブセット上で前
記第１のＲＡＴを用いてデータ通信を実行するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記第２のＲＡＴを用いて音声通話を実行するステップが、フレームにおける第１の１
又はそれ以上のスロットを使用しており、前記第２のデータ通信を実行するステップが、
前記フレームにおける第２の１又はそれ以上のスロットを実行するステップを含み、前記
第１の１又はそれ以上のスロットが、前記第２の１又はそれ以上のスロットと異なる、請
求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第２のデータ通信を実行するステップが、前記第２のＲＡＴの音声通話の無音の間
に前記第２のデータ通信を実行するステップを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＵＥが、セルラー通信を実行するための単一の無線機を含み、前記第１の無線機が
当該単一の無線機である、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１のＲＡＴが、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）を含み、前記第２
のＲＡＴが、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ズ（ＧＳＭ
）を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１のＲＡＴが、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）を含み、前記第２
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のＲＡＴが、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　ユーザ装置デバイス（ＵＥ）であって、
　同じ周波数上でオペレートする１以上の受信チェーンを含む第１の無線機であって、第
１の無線機アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲＡＴを用いて通信を実行し、前記第１の
ＲＡＴ及び前記第２のＲＡＴ両方への接続を同時に維持するよう構成された前記第１の無
線機と、
　前記第１のＲＡＴ及び前記第２のＲＡＴ両方に対して加入者識別モジュール（ＳＩＭ）
機能を実装するよう構成されたスマートカードと、
　前記第１の無線機に結合された１又はそれ以上のプロセッサと、
を備え、前記１又はそれ以上のプロセッサ及び前記第１の無線機が、
　前記第１のＲＡＴを用いて第１のデータ通信を実行し、
　移動体発信音声通話の実行又は前記第２のＲＡＴを用いた移動体着信音声通話の受信の
うちの少なくとも１つを行うためのインジケーションを受信し、
　前記インジケーションに応答して前記第２のＲＡＴを用いて音声通話を実行し、
　前記音声通話の実行の間に前記第１のＲＡＴを用いて第２のデータ通信を実行し、前記
第２のデータ通信は前記第１の無線機を用いながら送受信を行い、前記１以上の受信チェ
ーンは、前記第１のＲＡＴ及び前記第２のＲＡＴの間で時分割多重が行われ、前記ＵＥは
、前記音声通話の間前記第２のデータ通信を実行することに基づき、増大したパワーで前
記第２のＲＡＴを用いて所定数のフレームによって前記音声通話を実行するよう構成され
ており、これにより、前記ＵＥが前記第２のＲＡＴの追加のフレームを使用して前記第２
のデータ通信を実行することが可能である、
よう構成されている、ユーザ装置デバイス（ＵＥ）。
【請求項１５】
　前記インジケーションを受信することが、前記第２のＲＡＴからの移動体着信音声通話
に対する移動体着信要求を受信することを含み、前記インジケーションは、前記第１のＲ
ＡＴを用いて受信される、請求項１４に記載のＵＥ。
【請求項１６】
　前記第２のＲＡＴが、音声通話に使用される複数のフレームを各々有する音声ブロック
を指定し、前記第１のＲＡＴを用いて第２のデータ通信を前ＵＥが実行することが、前記
第２のＲＡＴ上での前記音声通話の間に使用するよう指定された前記フレームの少なくと
もサブセット上で前記第１のＲＡＴを用いてデータ通信を実行することを含む、請求項１
４に記載のＵＥ。
【請求項１７】
　前記ＵＥが、増大したパワーで前記第２のＲＡＴを用いて音声通話を実行するよう構成
されており、前記増大したパワーでの前記音声通話の実行により、前記ＵＥが前記第２の
ＲＡＴの追加のフレームを使用して、前記第２のデータ通信を実行することが可能となる
、請求項１４に記載のＵＥ。
【請求項１８】
　前記第２のＲＡＴを用いて音声通話を実行することが、フレームにおける第１の１又は
それ以上のスロットを使用しており、前記第２のデータ通信を実行することが、前記フレ
ームにおける第２の１又はそれ以上のスロットを実行することを含み、前記第１の１又は
それ以上のスロットが、前記第２の１又はそれ以上のスロットと異なる、請求項１４に記
載のＵＥ。
【請求項１９】
　ユーザ装置デバイス（ＵＥ）による無線通信を実行するためのプログラム命令を記憶す
る非一時的コンピュータアクセス可能メモリ媒体であって、前記ＵＥが第１の無線機アク
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の無線機を備え、
前記プログラム命令が、
　前記第１の無線機を用いて、前記第１のＲＡＴを用いた第１のデータ通信を実行し、
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　前記第２のＲＡＴに対する音声通話のインジケーションを受信し、
　前記第１の無線機を用いて、前記インジケーションに応答して前記第２のＲＡＴを用い
た音声通話を実行し、
　前記第１の無線機を用いて、前記音声通話の実行の間に前記第１のＲＡＴを用いた第２
のデータ通信を実行し、前記第２のデータ通信は前記第１の無線機を用いながら送受信を
行い、前記ＵＥは、前記音声通話の間前記第２のデータ通信を実行することに基づき、増
大したパワーで前記第２のＲＡＴを用いて所定数のフレームによって前記音声通話を実行
するよう構成されており、これにより、前記ＵＥが前記第２のＲＡＴの追加のフレームを
使用して前記第２のデータ通信を実行することが可能である、
ようにプロセッサにより実行可能である、非一時的コンピュータアクセス可能メモリ媒体
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、無線デバイスに関し、より詳細には、複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を
サポートする無線デバイスの改良された性能及び／又は低減された電力消費を提供するシ
ステム及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信システムの使用が迅速に増加している。更に、無線通信技術は、音声のみの通
信から発展して、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伝送も含
むようになっている。従って、無線通信における改良が要求される。特に、ユーザ装置（
ＵＥ）、例えば携帯電話のような無線デバイスに存在する数多くの機能が、ＵＥのバッテ
リ寿命に大きな負担をかける可能性がある。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構成される場合、ＲＡＴの１又はそれ以上において、他のＲＡＴ
のチューンアウェイ（ｔｕｎｅ－ａｗａｙ）動作などに起因してある一定の性能劣化が生
じる可能性がある。その結果として、このような無線ＵＥデバイスの省電力及び／又は改
良された性能を提供する技術が求められている。
【０００３】
　既存のＲＡＴに加えて、新しい改良されたセルラー無線アクセス技術（ＲＡＴ）が用い
られることがある。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
て開発及び標準化されたロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）技術を実装したネ
ットワークが現在展開されている。ＬＴＥ及び他の新しいＲＡＴは、様々な第２世代（２
Ｇ）及び第３世代（３Ｇ）ＲＡＴのようなレガシーＲＡＴを利用したネットワークよりも
高速のデータ転送速度をサポートすることが多い。
【０００４】
　しかしながら、一部の展開においては、ＬＴＥ及び他の新しいＲＡＴが、レガシーネッ
ワークにより処理可能な一部のサービスを十分にはサポートしていない場合がある。従っ
て、ＬＴＥネットワークは、レガシーネットワークと重なり合う領域において同時に展開
されることが多く、サービス又はカバレージが要求する時にＵＥデバイスがＲＡＴ間を遷
移する可能性がある。例えば、一部の展開においては、ＬＴＥネットワークは、音声通話
をサポートすることができない。従って、例えば、ＵＥデバイスが、音声通話をサポート
していないＬＴＥネットワークに接続されている間に回線交換方式の音声通話を受信又は
開始する時には、ＵＥデバイスは、他の可能性の中でも、ＧＳＭ（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ズ）ＲＡＴ、又は音声通話をサポートする「１
Ｘ」（符号分割多元接続２０００（ＣＤＭＡ２０００）１Ｘ）ＲＡＴを使用するような、
レガシーネットワークに遷移することがある。
【０００５】
　一部のＵＥデバイスは、単一の無線機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、一部のＵＥデバイスは、単一の無線機を使用して、ＬＴＥ及びＧＳＭネ
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ットワークの両方の動作をサポートする。複数のＲＡＴに対して単一の無線機を使用する
ことで、着信音声通話又は回線交換サービスのページメッセージに対する応答など、ネッ
トワーク間の遷移がより複雑になる。加えて、複数のＲＡＴに対して単一の無線機を使用
することにより、特定の電力使用及び性能上の問題が生じる。
【０００６】
　例えば、このようなシステムでは、ＵＥは、より最先端のＲＡＴを使用する第１ネット
ワークから、レガシーＲＡＴを使用する第２ネットワークに周期的に同調し、例えば音声
通話のためのページングチャネルをリッスンすることができる。しかしながら、ＬＴＥな
どのより最先端のＲＡＴからＧＳＭなどのレガシーＲＡＴへのチューンアウェイ動作は、
ＬＴＥネットワークの電力消費の増加及び／又は性能の劣化を結果として生じる可能性が
ある。
【０００７】
　従って、ＵＥデバイスが単一の無線機を使用して複数のセルラーＲＡＴの動作をサポー
トする場合の無線通信システムにおける性能及び消費電力の改善を提供することが望まし
いことになる。
【発明の概要】
【０００８】
　本明細書で説明される実施形態は、第２の無線機アクセス技術（ＲＡＴ）を用いて音声
通話を実行しながら、第１のＲＡＴを用いてデータ通信を実行するユーザ装置デバイス（
ＵＥ）及び関連する方法に関する。ＵＥは、第１のＲＡＴのデータ通信と第２のＲＡＴの
音声通話の両方を実行するために第１の無線機（例えば、セルラー通信用の単一の無線機
を有することができる）を含むことができる。１つの実施形態において、ＵＥは、第１の
ＲＡＴ及び第２のＲＡＴに対して単一のＳＩＭを使用することができる。
【０００９】
　ＵＥは、第１の無線機を用いて、最初に第１のＲＡＴを使用した第１のデータ通信を実
行することができる。第１のデータ通信の間に、ＵＥは、第２のＲＡＴを用いて通信する
ことができず、又は、一般に第２のＲＡＴへの接続を維持することができない。その後、
ＵＥは、移動体発信音声通話の実行又は第２のＲＡＴを用いた移動体着信音声通話の受信
のうちの少なくとも１つを行うためのインジケーションを受信することができる。従って
、ＵＥは、第１の無線機を用いて、インジケーションに応答して第２のＲＡＴを用いた音
声通話を実行することができる。加えて、ＵＥは、第１の無線機を用いて、音声通話の実
行の間に第１のＲＡＴを用いた第２のデータ通信を実行することができる。
【００１０】
　この概要は、本明細書で記載される主題の態様に関して基本的な理解を提供するために
、幾つかの例示的な実施形態を要約することを目的として提供されている。従って、上述
の特徴は単なる実施例に過ぎず、本明細書で記載される主題の範囲又は技術的思想をどの
ようにも限定するものと解釈すべきではない。本明細書に記載される主題の他の特徴、態
様及び利点は、以下の詳細な説明、図面、及び請求項から明らかになるであろう。
【００１１】
　添付図面と共に以下の実施形態に関する詳細な説明を考察すると、本発明をより良く理
解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】１つの実施形態による例示的なユーザ装置（ＵＥ）を示す図である。
【図２】ＵＥが２つの異なるＲＡＴを使用して２つの基地局と通信する場合の例示的な無
線通信システムを示す図である。
【図３】１つの実施形態による基地局を示す例示的なブロック図である。
【図４】１つの実施形態によるＵＥを示す例示的なブロック図である。
【図５Ａ】１つの実施形態によるＵＥの無線通信回路を示す例示的なブロック図である。
【図５Ｂ】１つの実施形態によるＵＥの無線通信回路を示す例示的なブロック図である。
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【図６】第１のＲＡＴを用いてデータ通信を実行しながら第２のＲＡＴを用いて音声通話
を実行する例示的な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、様々な修正形態及び代替形態が可能であるが、本発明の特定の実施形態が例
証として図面に示され、本明細書で詳細に説明される。しかしながら、図面及び詳細な説
明は、本発明を開示される特定の形態に限定するものではなく、むしろ、添付の請求項に
よって定義される本発明の技術的思想及び範囲内にある全ての修正形態、均等物及び代替
形態を包含するものであることを理解されたい。
【００１４】
　頭文字
　本開示では以下の頭文字を使用する。
　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・フォー・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
　以下は、本出願で使用される用語の解説である。
【００１６】
　メモリ媒体－様々な種類のメモリデバイス又は記憶デバイスの何れか。「メモリ媒体」
という用語は、インストール媒体、例えば、ＣＤ－ＲＯＭ、フロッピーディスク、又はテ
ープデバイス、ＤＲＡＭ、ＤＤＲ　ＲＡＭ、ＳＲＡＭ、ＥＤＯ　ＲＡＭ、ラムバスＲＡＭ
などの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、フラッシュのような不
揮発性メモリ、磁気媒体、例えば、ハードドライブ、又は光学記憶装置、レジスタ、又は
他の類似の種類のメモリ要素などを含むものとする。メモリ媒体は、他の種類のメモリ並
びにこれらの組み合せを含むことができる。加えて、メモリ媒体は、プログラムが実行さ
れる第１コンピュータシステムに位置付けることができ、又はインターネットのようなネ
ットワークを通じて第１コンピュータシステムに接続する第２の異なるコンピュータシス
テムに位置付けることができる。後者の場合、この第２コンピュータシステムは、実行の
ためにプログラム命令を第１コンピュータに提供することができる。「メモリ媒体」とい
う用語は、異なる場所、例えばネットワークを通じて接続された異なるコンピュータシス
テムに存在することができる２又はそれ以上のメモリ媒体を含むことができる。メモリ媒
体は、１又はそれ以上のプロセッサにより実行できるプログラム命令（例えばコンピュー
タプログラムとして実装される）を記憶することができる。
【００１７】
　キャリア媒体－上述のメモリ媒体、並びにバスのような物理的伝送媒体、ネットワーク
、及び／又は電気、電磁、又はデジタル信号などの信号を運ぶ他の物理的伝送媒体。
【００１８】
　プログラマブルハードウェア要素－プログラマブル相互接続を介して接続された複数の
プログラマブル機能ブロックを備えた様々なハードウェアデバイスを含む。例として、Ｆ
ＰＧＡ（フィールドプログラマブルゲートアレイ）、ＰＬＤ（プログラマブル論理デバイ
ス）、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（複合
ＰＬＤ）が挙げられる。プログラマブル機能ブロックは、細粒度のもの（組み合せ論理又
はルックアップテーブル）から粗粒度（演算論理ユニット又はプロセッサコア）のものま
で多岐にわたってことができる。プログラマブルハードウェア要素は「再構成可能論理」
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と呼ぶことができる。
【００１９】
　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、携
帯情報端末（ＰＤＡ）、パーソナル通信デバイス、スマートフォン、テレビシステム、グ
リッドコンピュータシステム、又はその他のデバイス又はデバイスの組み合せを含む、様
々な種類のコンピュータ又は処理システムの何れか。一般に、用語「コンピュータシステ
ム」は、メモリ媒体からの命令を実行する少なくとも１つのプロセッサを有する何れかの
デバイス（又はデバイスの組み合せ）を包含するように広く定義することができる。
【００２０】
　ユーザ装置（ＵＥ）（又は「ＵＥデバイス」）－無線通信を実行し移動式又は携帯式の
様々な種類のコンピュータシステムデバイスの何れか。ＵＥデバイスの例としては、移動
電話又はスマートフォン（例えば、ｉＰｈｏｎｅ（商標）、Ａｎｄｒｏｉｄ（商標）ベー
スの電話）、携帯式ゲームデバイス（例えば、Ｎｉｎｔｅｎｄｏ　ＤＳ（商標）、Ｐｌａ
ｙＳｔａｔｉｏｎ　Ｐｏｒｔａｂｌｅ（商標）、Ｇａｍｅｂｏｙ　Ａｄｖａｎｃｅ（商標
）、ｉＰｈｏｎｅ（商標））、ラップトップ、ＰＤＡ、携帯式インターネットデバイス、
音楽プレーヤ、データ記憶装置、他のハンドヘルドデバイス、並びに腕時計、ヘッドフォ
ン、ペンダント、イヤフォンなどのウェアラブルデバイスが挙げられる。一般に、「ＵＥ
」又は「ＵＥデバイス」という用語は、ユーザが容易に持ち運び無線通信可能な何れかの
電子機器、コンピュータ、及び／又は通信デバイス（又はデバイスの組み合せ）を包含す
るよう広く定義することができる。
【００２１】
　基地局－用語「基地局」は、通常の意味全体の外延を有するが、少なくとも、無線電話
システム又は無線システムの一部として通信するのに使用される、固定位置に設置された
無線通信局を含む。
【００２２】
　処理要素－様々な要素又は要素の組み合せを指す。処理要素には、例えば、ＡＳＩＣ（
特定用途向け集積回路）、個別のプロセッサコアの一部又は回路、プロセッサコア全体、
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
ラマブルハードウェアデバイス、及び／又は複数のプロセッサを含むシステムの大きな部
分が挙げられる。
【００２３】
　自動的に－処理又は動作を直接指定又は実行するユーザ入力なしで、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って実行されるソフトウェア）又はデバイス（
例えば、回路、プログラマブルハードウェア要素、ＡＳＩＣなど）によって実行される処
理又は動作のことを指す。従って、「自動的に」という用語は、ユーザが動作を直接実行
するために入力を提供するような、ユーザによって手動で実行又は指定される動作とは対
照的である。自動手順は、ユーザにより提供される入力によって開始することができるが
、「自動的に」実行される後続の動作は、ユーザによって指定されず、すなわち実行すべ
き各動作をユーザが指定するような「手動」では実行されない。例えば、各フィールドを
選択して情報を指定する入力（例えば、情報をタイピングする、チェックボックスを選択
する、無線機の選択、その他によって）を提供することによるユーザの電子的書式への記
入は、コンピュータシステムがユーザ動作に応答してその書式を更新しなければならない
としても、手動での書式への記入になる。この書式は、コンピュータシステムにより自動
的に記入することができ、ここでは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、書式の記入欄を分析して、その欄に対する回答を指定
するどのようなユーザ入力もなしに書式に記入する。上述のように、ユーザは、書式の自
動記入を呼出すことができるが、実際の書式の記入には関与しない（例えば、ユーザは、
記入欄への回答を手動で指定することはなく、記入欄は自動的に完成される）。本明細書
は、ユーザが行った動作に応答して自動的に実行される様々な処理の実施例を提供してい
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る。
【００２４】
　図１－ユーザ装置
　図１は、１つの実施形態による例示的なユーザ装置（ＵＥ）１０６を示す。用語「ＵＥ
１０６」は、上記で定義した様々なデバイスの何れかとすることができる。ＵＥデバイス
１０６は、様々な素材の何れかから構成することができるハウジング１２を含むことがで
きる。ＵＥ１０６は、容量性タッチ電極を組み入れたタッチスクリーンとすることができ
るディスプレイ１４を有することができる。ディスプレイ１４は、様々なディスプレイ技
術の何れかに基づくことができる。ＵＥ１０６のハウジング１２は、ホームボタン１６、
スピーカポート１８、並びに、マイク、データポート、及び実施可能な様々な他の種類の
ボタン（例えば、音量ボタン、着信ボタン、その他）のような他の要素（図示せず）など
、様々な要素の何れかのための開口部を包含又は含むことができる。
【００２５】
　ＵＥ１０６は、複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ）をサポートすることができる。例え
ば、ＵＥ１０６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）
、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）（例えば、ＣＤＭＡ２０００　１ＸＲＴＴ又は他のＣＤ
ＭＡ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のうちの２又はそれ以上など、様々なＲＡＴの何れを使用
して通信するよう構成することができる。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ことができる。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ができる。
【００２６】
　ＵＥ１０６は、１又はそれ以上のアンテナを含むことができる。ＵＥ１０６はまた、１
又はそれ以上の送信機チェーン（ＴＸチェーン）及び１又はそれ以上の受信機チェーン（
ＲＸチェーン）の様々な組み合せのような、様々な無線機構成の何れかを含むことができ
る。例えば、ＵＥ１０６は、２又はそれ以上のＲＡＴをサポートする無線機を備えること
ができる。無線機は、単一のＴＸ（送信）チェーン及び単一のＲＸ（受信）チェーンを備
えることができる。或いは、無線機は、例えば、同じ周波数で動作する単一のＴＸチェー
ンと２つのＲＸチェーンとを備えることができる。別の実施形態では、ＵＥ１０６は、２
又はそれ以上の無線機、すなわち２又はそれ以上のＴＸ／ＲＸチェーン（２又はそれ以上
のＴＸチェーン及び２又はそれ以上のＲＸチェーン）を備える。
【００２７】
　本明細書で説明する実施形態では、ＵＥ１０６は、２又はそれ以上のＲＡＴを使用して
通信する２つのアンテナを備える。例えば、ＵＥ１０６は、単一の無線機又は共有の無線
機に結合された１対の携帯電話アンテナを有することができる。アンテナは、スイッチン
グ回路及び他の無線周波数フロントエンド回路を使用して共有無線機（共有無線通信電気
回路）に結合することができる。例えば、ＵＥ１０６は、送受信機又は無線機に結合され
た第１アンテナ、すなわち送信のため送信機チェーン（ＴＸチェーン）に結合され且つ受
信のため第１受信機チェーン（ＲＸチェーン）に結合された第１アンテナを有することが
できる。ＵＥ１０６はまた、第２ＲＸチェーンに結合された第２アンテナを備えることが
できる。第１及び第２受信機チェーンは、共通局部発振器を共有することができ、これは
、第１及び第２受信機チェーンの双方が同じ周波数に同調されることを意味する。第１及
び第２受信機チェーンは、一次受信機チェーン（ＰＲＸ）及びダイバーシティ受信機チェ
ーン（ＤＲＸ）と呼ぶことができる。
【００２８】
　１つの実施形態において、ＰＲＸ及びＤＲＸ受信機チェーンは、ペアとして動作し、Ｌ
ＴＥ及びＧＳＭ又はＣＤＭＡ１ｘなどの１又はそれ以上の他のＲＡＴのように、２又はそ
れ以上のＲＡＴの間で時分割多重をする。本明細書で説明する基本的な実施形態において
、ＵＥ１０６は、１つの送信機チェーンと２つの受信機チェーン（ＰＲＸ及びＤＲＸ）を
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備え、送信機チェーンと２つの受信機チェーン（ペアとして動作する）は、ＬＴＥとＧＳ
Ｍのような２つの（又はそれ以上の）ＲＡＴの間で時分割多重を行う。
【００２９】
　各アンテナは、６００ＭＨｚから３ＧＨｚのような広範囲の周波数を受信することがで
きる。従って、例えば、ＰＲＸ及びＤＲＸ受信機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することができ、（ＰＲＸ受信機及びＤＲＸ受信機が同
じ局部発振器を使用する理由から）同じ周波数で、ＰＲＸ受信機チェーンがアンテナ１か
らサンプルを受信し、ＤＲＸ受信機チェーンがアンテナ２からサンプルを受信する。ＵＥ
１０６における無線電気回路は、ＵＥ１０６の要求される動作モードに応じて、リアルタ
イムで構成することができる。本明細書で説明する例示的な実施形態において、ＵＥ１０
６は、ＬＴＥ及びＧＳＭ無線アクセス技術をサポートするよう構成される。
【００３０】
　図２－通信システム
　図２は、例示的な（及び簡易的な）無線通信システムを示す。図２のシステムは、実施
可能なシステムの１つの実施例に過ぎず、実施形態は、必要に応じて様々なシステムの何
れかにおいて実施できる点に留意されたい。
【００３１】
　図示のように、例示的な無線通信システムは、ＵＥ１０６として表した１又はそれ以上
のユーザ装置（ＵＥ）デバイスと伝送媒体を通じて通信する基地局１０２Ａ及び１０２Ｂ
を含む。基地局１０２は、ベーストランシーバ局（ＢＴＳ）又はセルサイトとすることが
でき、ＵＥ１０６との無線通信を可能にするハードウェアを含むことができる。各基地局
１０２はまた、コアネットワーク１０２と通信する機能を備えることができる。例えば、
基地局１０２Ａは、コアネットワーク１００Ａに結合することができ、基地局１０２Ｂは
、コアネットワーク１００Ｂに結合することができる。各コアネットワークは、それぞれ
のセルラーサービスプロバイダによって動作することができ、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によって動作することができる。各コアネ
ットワーク１００はまた、インターネット、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、及び／又は何
れかの他のネットワークを含むことができる、１又はそれ以上の外部ネットワーク（外部
ネットワーク１０８など）に結合することができる。従って、基地局１０２は、ＵＥデバ
イス１０６間及び／又はＵＥデバイス１０６とネットワーク１００Ａ、１００Ｂ、及び１
０８との間の通信を可能にすることができる。
【００３２】
　基地局１０２及びＵＥ１０６は、ＧＳＭ、ＵＭＴＳ（ＷＣＤＭＡ）、ＬＴＥ、ＬＴＥア
ドバンスト（ＬＴＥ－Ａ）、３ＧＰＰ２ＣＤＭＡ２０００（１ｘＲＴＴ、１ｘＥＶ－ＤＯ
、ＨＲＰＤ、ｅＨＲＰＤなど）、ＩＥＥＥ８０２．１１（ＷＬＡＮ又はＷｉ－Ｆｉ）、Ｉ
ＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）などのような様々な無線アクセス技術（「ＲＡＴ」、
無線通信技術又は電気通信規格とも呼ばれる）の何れかを使用する伝送媒体を通じて通信
するよう構成することができる。
【００３３】
　基地局１０２Ａ及びコアネットワーク１００Ａは、第１のＲＡＴ（ＬＴＥなど）に従っ
て動作することができ、基地局１０２Ｂ及びコアネットワーク１００Ｂは、第２（例えば
異なる）ＲＡＴ（ＧＳＭ、ＣＤＭＡ２０００又は他のレガシー又は回線交換技術など）に
従って動作することができる。２つのネットワークは、必要に応じて、同じネットワーク
オペレータ（例えば、セルラーサービスプロバイダ又は「キャリア」）によって又は異な
るネットワークオペレータによって制御することができる。加えて、２つのネットワーク
は、互いに独立して動作することができ（例えば、２つのネットワークが異なるＲＡＴに
従って動作する場合）、又は一部を結合して又は密接に結合させて動作することができる
。
【００３４】
　また、図２に示した例示的なネットワーク構成に示すように、２つの異なるＲＡＴをサ
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ポートするために２つの異なるネットワークを使用することができ、複数のＲＡＴを実施
する他のネットワーク構成も実施可能である点に留意されたい。１つの実施例として、基
地局１０２Ａ及び１０２Ｂは、異なるＲＡＴに従って動作するが、同じコアネットワーク
に結合することができる。別の実施例として、異なるＲＡＴ（例えば、ＬＴＥ及びＧＳＭ
、ＬＴＥ及びＣＤＭＡ２０００　１ｘＲＴＴ、及び／又はＲＡＴの何れかの他の組み合せ
など）を同時にサポートすることができるマルチモード基地局を異なるセルラー通信技術
をもサポートするコアネットワークに結合することができる。１つの実施形態において、
ＵＥ１０６は、パケット交換技術である第１のＲＡＴ（ＬＴＥなど）及び回線交換技術で
ある第２のＲＡＴ（ＧＳＭ又は１ｘＲＴＴなど）を使用するよう構成することができる。
【００３５】
　上述のように、ＵＥ１０６は、３ＧＰＰ、３ＧＰＰ２又は何れかの要求されるセルラー
規格内のものなどの複数のＲＡＴを使用して通信することができる。ＵＥ１０６は、ＷＬ
ＡＮ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ、１又はそれ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及び／又はそれ以上の移動テレビ放送
規格（ＡＴＳＣ－Ｍ／Ｈ又はＤＶＢ－Ｈなど）、その他を使用して通信するよう構成する
ことができる。ネットワーク通信規格の他の組み合せも実施可能である。
【００３６】
　従って、同じ又は異なるＲＡＴ又はセルラー通信規格に従って動作する基地局１０２Ａ
及び１０２Ｂ及び他の基地局は、１又はそれ以上の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を介して
広域の地理的範囲にわたってＵＥ１０６及び類似のデバイスに連続又はほぼ連続した重な
り合うサービスを提供できるセルのネットワークとして提供することができる。
【００３７】
　図３－基地局
　図３は、基地局１０２の例示的なブロック図を示す。図３の基地局は、実施可能な基地
局の一例に過ぎない点に留意されたい。図示のように、基地局１０２は、基地局１０２に
対してプログラム命令を実行することができるプロセッサ５０４を含むことができる。プ
ロセッサ５０４はまた、プロセッサ５０４からアドレスを受信してこのアドレスをメモリ
（メモリ５６０及び読出し専用メモリ（ＲＯＭ）５５０など）内の場所又は他の回路又は
デバイスに翻訳するよう構成することができる、メモリ管理ユニット（ＭＭＵ）５４０に
結合することができる。
【００３８】
　基地局１０２は、少なくとも１つのネットワークポート５７０を含むことができる。ネ
ットワークポート５７０は、電話ネットワークに結合して、ＵＥデバイス１０６のような
複数のデバイスに上述のような電話ネットワークへのアクセスを提供するよう構成するこ
とができる。
【００３９】
　加えて又は代替として、ネットワークポート５７０（又は追加の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のコアネットワークに結
合するよう構成することができる。コアネットワークは、モビリティ関連サービス及び／
又は他のサービスをＵＥデバイス１０６のような複数のデバイスに提供することができる
。場合によっては、ネットワークポート５７０は、コアネットワークを介して電話ネット
ワークに結合することができる、及び／又はコアネットワークは、（例えば、セルラーサ
ービスプロバイダによりサービスが提供される他のＵＥデバイス１０６の間で）電話ネッ
トワークを提供することができる。
【００４０】
　基地局１０２は、少なくとも１つのアンテナ５３４を含むことができる。少なくとも１
つのアンテナ５３４は、無線送受信機として動作するよう構成することができ、更に、無
線機５３０を介してＵＥデバイス１０６と通信するように構成することができる。アンテ
ナ５３４は、通信チェーン５３２を介して無線機５３０と通信する。通信チェーン５３２
は、受信チェーン、送信チェーン又はこの両方とすることができる。無線機５３０は、限
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定ではないが、ＬＴＥ、ＧＳＭ、ＷＣＤＭＡ、ＣＤＭＡ２０００、その他を含む様々なＲ
ＡＴを介して通信するよう構成することができる。
【００４１】
　基地局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
ータ可読メモリ媒体）上に記憶されたプログラム命令を実行することによって、本明細書
で説明する方法の一部又は全てを実施するよう構成することができる。代替として、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）などのプログラマ
ブル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、又はこれ
らの組み合せとして構成することができる。
【００４２】
　図４－ユーザ装置（ＵＥ）
　図４は、ＵＥ１０６の例示的な簡易ブロック図を示す。図示のように、ＵＥ１０６は、
種々の目的の部分を含むことができるシステムオンチップ（ＳＯＣ）４００を備えること
ができる。ＳＯＣ４００は、ＵＥ１０６の様々な他の回路に結合することができる。例え
ば、ＵＥ１０６は、様々な種類のメモリ（例えば、ＮＡＮＤフラッシュ４１０を含む）、
コネクタインタフェース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、その他に結合するため）、ディスプレイ４６０、ＬＴＥ、ＧＳＭ、その他などのた
めのセルラー通信回路４３０、及び短距離無線通信回路４２９（例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏ
ｔｈ及びＷＬＡＮ回路）を含むことができる。ＵＥ１０６は更に、１又はそれ以上のＵＩ
ＣＣ（汎用集積回路カード）カード３１０のようなＳＩＭ（加入者識別モジュール）機能
を備えた１又はそれ以上のスマートカード３１０を備えることができる。セルラー通信回
路４３０は、１又はそれ以上のアンテナ、好ましくは図のような２つのアンテナ４３５及
び４３６に結合することができる。短距離無線通信回路４２９は、アンテナ４３５及び４
３６の一方又は双方に結合することができる（この接続は説明を簡単にするために示され
ていない）。
【００４３】
　図示のように、ＳＯＣ４００は、ＵＥ１０６用のプログラム命令を実行することができ
るプロセッサ４０２と、グラフィック処理を実行してディスプレイ信号をディスプレイ４
６０に提供することができるディスプレイ回路４０４とを含むことができる。プロセッサ
４０２は、プロセッサ４０２からアドレスを受信してこのアドレスをメモリ（メモリ４０
６、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）４５０、ＮＡＮＤフラッシュメモリ４１０など）内の場
所及び／又は、ディスプレイ回路４０４、セルラー通信回路４３０、短距離無線通信回路
４２９、コネクタＩ／Ｆ４２０、及び／又はディスプレイ４６０のような他の回路又はデ
バイスに翻訳するよう構成することができるメモリ管理ユニット（ＭＭＵ）４４０に結合
することができる。ＭＭＵ４４０は、メモリ保護及びページテーブル翻訳又はセットアッ
プを実行するよう構成することができる。一部の実施形態において、ＭＭＵ４４０は、プ
ロセッサ４０２の一部として含めることができる。
【００４４】
　１つの実施形態において、上述のように、ＵＥ１０６は、１又はそれ以上の加入者識別
モジュール（ＳＩＭ）アプリケーションを実行する及び／又はＳＩＭ機能を実装するＵＩ
ＣＣ３１０のような少なくとも１つのスマートカード３１０を備える。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とすることができ、又はＵＥ１０
６が２又はそれ以上のスマートカード３１０を備えることができる。各スマートカード３
１０を組み込むことができ、例えば、ＵＥ１０６内の回路基板にはんだ結合することがで
き、又は各スマートカード３１０を取外し可能スマートカードとして実装することができ
る。従って、スマートカード３１０は、１又はそれ以上の取外し可能スマートカード（「
ＳＩＭ」カードと呼ばれることもあるＵＩＣＣカードなど）とすることができ、及び／又
は、スマートカード３１０は、１又はそれ以上の組み込み式カード（「ｅＳＩＭ」又は「
ｅＳＩＭカード」と呼ばれることもある組み込み式ＵＩＣＣ（ｅＵＩＣＣ）など）とする
ことができる。一部の実施形態では（スマートカード３１０がｅＵＩＣＣを含む場合など
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）、スマートカード３１０の１又はそれ以上は、組み込み式ＳＩＭ（ｅＳＩＭ）機能を実
装することができ、このような実施形態において、スマートカード３１０の１つが、複数
のＳＩＭアプリケーションを実行することができる。スマートカード３１０の各々は、プ
ロセッサ及びメモリのような構成要素を含むことができ、ＳＩＭ／ｅＳＩＭ機能を実行す
る命令をメモリ内に格納し、プロセッサにより実行することができる。１つの実施形態に
おいて、ＵＥ１０６は、必要に応じて取外し可能スマートカード及び固定／取外し不可の
スマートカードの組み合せ（ｅＳＩＭ機能を実装する１又はそれ以上のｅＵＩＣＣカード
など）を備えることができる。例えば、ＵＥ１０６は、２つの組み込み式スマートカード
３１０、２つの取外し可能スマートカード３１０、又は１つの組み込み式スマートカード
３１０と１つの取外し可能スマートカード３１０の組み合せを備えることができる。様々
な他のＳＩＭ構成も企図される。
【００４５】
　上述のように、１つの実施形態において、ＵＥ１０６は、２又はそれ以上のスマートカ
ード３１０を備え、各スマートカードがＳＩＭ機能を実装する。ＵＥ１０６に２又はそれ
以上のＳＩＭスマートカード３１０を含めることで、ＵＥ１０６は、２つの異なる電話番
号をサポートすることができ、ＵＥ１０６が、対応する２又はそれ以上のそれぞれのネッ
トワークで通信可能にすることができる。例えば、第１スマートカード３１０は、ＬＴＥ
のような第１のＲＡＴをサポートするためのＳＩＭ機能を備えることができ、第２スマー
トカード３１０は、ＧＳＭのような第２のＲＡＴをサポートするためのＳＩＭ機能を備え
ることができる。勿論、他の実施構成及びＲＡＴも実施可能である。ＵＥ１０６が２つの
スマートカード３１０を備える場合、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、ＵＥ１０６が２つのネ
ットワークに（２つの異なるＲＡＴを使用して）同時に同じ時間に接続できるようにする
。ＤＳＤＡ機能はまた、ＵＥ１０６が何れかの電話番号で音声通話又はデータトラフィッ
クを同時に受信できるようにする。別の実施形態において、ＵＥ１０６は、デュアルＳＩ
Ｍデュアルスタンバイ（ＤＳＤＳ）機能をサポートする。ＤＳＤＳ機能は、ＵＥ１０６に
おいて２つのスマートカード３１０の何れかを音声通話及び／又はデータ接続を待機する
スタンバイ状態にできるようにする。ＤＳＤＳにおいて、通話／データが一方のＳＩＭ３
１０で確立された時には、他方のＳＩＭ３１０はもはやアクティブではない。１つの実施
形態において、ＤＳＤｘ機能（ＤＳＤＡ又はＤＳＤＳ機能の何れか）は、異なるキャリア
及び／又はＲＡＴ用の複数のＳＩＭアプリケーションを実行する１つのスマートカード（
ｅＵＩＣＣなど）によって実施することができる。
【００４６】
　上述のように、ＵＥ１０６は、複数の無線アクセス技術（ＲＡＴ）を使用して無線通信
するよう構成することができる。上述のように、このような事例では、セルラー通信回路
（無線機）４３０は、単一のＲＡＴに従って排他的に使用されるよう構成された複数のＲ
ＡＴ及び／又は無線構成要素間で共有される無線構成要素を含むことができる。ＵＥ１０
６が少なくとも２つのアンテナを備える場合、アンテナ４３５及び４３６は、ＭＩＭＯ（
マルチ入力マルチ出力）通信を実施するよう構成することができる。
【００４７】
　本明細書で説明するように、ＵＥ１０６は、本明細書に説明したような２又はそれ以上
のＲＡＴを使用して通信するための特徴要素を実装するハードウェア及びソフトウェア構
成要素を含むことができる。ＵＥデバイス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可読メモリ媒体）上に記憶されたプログラム命令を
実行することによって、本明細書で説明した特徴要素の一部又は全てを実装するよう構成
することができる。代替として（又はこれに加えて）、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）のようなプログラマブルハードウェア要素とし
て、又はＡＳＩＣ（特定用途向け集積回路）として構成することができる。代替として（
又はこれに加えて）、ＵＥデバイス１０６のプロセッサ４０２は、他の構成要素４００、
４０４、４０６、４１０、４２０、４３０、４３５、４４０、４５０、４６０の１又はそ
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れ以上と共に、本明細書で説明した特徴要素の一部又は全てを実装するように構成するこ
とができる。
【００４８】
　図５Ａ及び５Ｂ－ＵＥ送信／受信論理
　図５Ａは１つの実施形態によるＵＥ１０６の一部を示す。図示のように、ＵＥ１０６は
、ＵＥ１０６において制御アルゴリズムを実施するための制御コードを記憶し実行するよ
う構成された制御回路４２を備えることができる。制御回路４２は、記憶及び処理回路２
８（例えば、マイクロプロセッサ、メモリ回路、その他）を含むことができ、また、ベー
スバンドプロセッサ集積回路５８を含むことができる。ベースバンドプロセッサ５８は、
無線回路３４の一部を形成することができ、メモリ及び処理回路を含むことができる（す
なわち、ベースバンドプロセッサ５８は、ＵＥ１０６の記憶及び処理回路の一部を形成す
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論理７２及びＬＴ
Ｅ論理７４のような種々の異なるＲＡＴを処理するソフトウェア及び／又は論理を備える
ことができる。
【００４９】
　ベースバンドプロセッサ５８は、経路４８を介してデータを記憶及び処理回路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、他の制御回路、その他）に
提供することができる。経路４８上のデータは、セルラー通信データ、受信信号の無線（
アンテナ）性能指標、チューンアウェイ動作に関する情報、ページング動作に関する情報
、その他のような、ＵＥセルラー通信及び動作に関連した未加工及び処理済みデータを含
むことができる。この情報は、記憶及び処理回路２８及び／又はプロセッサ５８によって
分析することができ、これに応答して、記憶及び処理回路２８（又は、必要に応じてベー
スバンドプロセッサ５８）が、無線回路３４を制御する制御コマンドを送出することがで
きる。例えば、記憶及び処理回路２８が、経路５２及び経路５０上に制御コマンドを送出
することができ、及び／又はベースバンドプロセッサ５８が経路４６及び経路５１上にコ
マンドを送出することができる。
【００５０】
　無線回路３４は、無線周波数送受信機回路６０及び無線周波数フロントエンド回路６２
のような無線周波数送受信機回路を含むことができる。無線周波数送受信機回路６０は、
１又はそれ以上の無線周波数送受信機を含むことができる。図示の実施形態において、無
線周波数送受信機回路６０は、送受信機（ＴＸ）チェーン５９、受信機（ＲＸ）チェーン
６１及びＲＸチェーン６３を備える。上述のように、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とすることができる。２つ
のＲＸチェーン６１及び６３は、同じ局部発振器（ＬＯ）に接続することができ、従って
ＭＩＭＯ動作のために同じ周波数で共に動作することができる。上記のことから、ＴＸチ
ェーン５９及び２つのＲＸチェーン６１及び６３は、他の必要な回路と合わせて単一の無
線機とみなすことができる。当然ながら、他の実施形態も企図される。例えば、無線周波
数送受信機回路６０は、１つのＴＸチェーンと１つのＲＸチェーンだけ、すなわち、単一
の無線機の実施形態を備えることができる。従って、用語「無線機」とは、通常の許容さ
れる広範囲の意味を有するように定義することができ、例えば、同じＬＯに接続された単
一のＴＸチェーン及び単一のＲＸチェーン、又は単一のＴＸチェーンと２つ（又はそれ以
上の）ＲＸチェーンの何れかを含む、無線機において一般的に見出される回路を備える。
無線機という用語は、上述した送信及び受信チェーンを包含することができ、また、無線
通信の実行に関連した無線周波数回路（例えば、送信及び受信チェーン）に結合されるデ
ジタル信号処理装置を含むことができる。１つの実施例として、送信チェーンは、増幅器
、ミキサ、フィルタ、及びデジタルアナログ変換器のような構成要素を含むことができる
。同様に、受信チェーンは、例えば、増幅器、ミキサ、フィルタ、及びアナログ－デジタ
ルコンバータのような構成要素を含むことができる。上述のように、複数の受信チェーン
は、ＬＯを共有することができるが、他の実施形態においては、それぞれ固有のＬＯを備
えることができる。無線通信回路は、例えば、ＵＥの１又はそれ以上の無線機（送信／受
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信チェーン及び／又はデジタル信号処理装置）、ベースバンドプロセッサ、その他を含む
、構成要素の大きなセットを包含することができる。「セルラー無線通信回路」という用
語は、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈのような本質的にセルラーではない他のプロトコルと
は対照的に、セルラー通信を実行するための様々な回路を含む。本明細書で説明した本発
明の特定の実施形態は、単一の無線機（すなわち、単一のＴＸチェーン及び単一のＲＸチ
ェーンを備えた無線機、又は２つのＲＸチェーンが同じＬＯに接続された単一のＴＸチェ
ーン及び２つのＲＸチェーンを備えた無線機）が複数のＲＡＴをサポートする場合に性能
を向上させるよう動作することができる。
【００５１】
　図５Ｂに示すように、無線周波数送受信機回路６０はまた、２又はそれ以上のＴＸチェ
ーン及び２又はそれ以上のＲＸチェーンを備えることができる。例えば、図５Ｂは、ＴＸ
チェーン５９及びＲＸチェーン６１を有する第１の無線機５７と、第１ＴＸチェーン６５
及び第２ＴＸチェーン６７を有する第２の無線機６３とを備えた実施形態を示す。追加の
ＴＸ／ＲＸ受信チェーンを図５Ａの実施形態に含めた、すなわち、図示の１つのＴＸチェ
ーン５９及び２つのＲＸチェーン６１及び６３に加えた実施形態も企図される。複数のＴ
Ｘ及びＲＸチェーンを有するこれらの実施形態において、１つの無線機だけが現在アクテ
ィブであり、例えば、第２の無線機が節電のためターンオフされている時には、本明細書
で説明する本発明の特定の実施形態は、複数のＲＡＴをサポートする場合の単一のアクテ
ィブ無線の性能を向上させるように動作することができる。
【００５２】
　ベースバンドプロセッサ５８は、記憶及び処理回路２８から送信されることになるデジ
タルデータを受信することができ、経路４６及び無線周波数送受信機回路６０を使用して
対応する無線周波数信号を送信することができる。無線周波数フロントエンド６２は、無
線周波数送受信機６０とアンテナ４０の間に結合することができ、無線周波数送受信機回
路６０により生成された無線周波数信号をアンテナ４０に送るのに用いることができる。
無線周波数フロントエンド６２は、無線周波数スイッチ、インピーダンスマッチング回路
、フィルタ、及びアンテナ４０と無線周波数送受信機６０との間のインタフェースを形成
するための他の回路を含むことができる。
【００５３】
　アンテナ４０により受信された着信無線周波数信号は、無線周波数フロントエンド６２
、経路５４及び５６のような経路、無線周波数送受信機６０における受信機回路、及び経
路４６のような経路を介してベースバンドプロセッサ５８に提供することができる。経路
５４は、例えば、送受信機５７に関連した信号を処理する際に用いることができ、経路５
６は、送受信機６３に関連した信号を処理する際に用いることができる。ベースバンドプ
ロセッサ５８は、受信した信号をデジタルデータに変換することができ、このデータは記
憶及び処理回路２８に提供される。ベースバンドプロセッサ５８はまた、送受信機が現在
同調されているチャネルの信号品質を示す情報を受信した信号から抽出することができる
。例えば、ベースバンドプロセッサ５８及び／又は制御回路４２における他の回路は、受
信した信号を分析して、ビット誤り率測定値、着信無線信号に関連した電力量の測定値、
信号強度（ＲＳＳＩ）情報、受信信号コードパワー（ＲＳＣＰ）情報、参照シンボル受信
電力（ＲＳＲＰ）情報、信号対妨害比（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品質データに基づくチャネル品質測定値、
その他などの様々な測定値を生成することができる。
【００５４】
　無線周波数フロントエンド６２は、スイッチング回路を含むことができる。このスイッ
チング回路は、制御回路４２から受信した制御信号（例えば、記憶及び処理回路２８から
経路５０を介した制御信号及び／又はベースバンドプロセッサ５８から経路５１を介した
制御信号）によって構成することができる。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
ことができる。無線周波数送受信機回路６０は、記憶及び処理回路から経路５２を通じて
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受信された制御信号及び／又はベースバンドプロセッサ５８から経路４６を通じて受信さ
れた制御信号によって構成することができる。
【００５５】
　使用されるアンテナの数は、ＵＥ１０６の動作モードに応じて変えることができる。例
えば、図５Ａに示すように、通常のＬＴＥ動作において、アンテナ４０Ａ及び４０Ｂは、
それぞれの受信機６１及び６３と共に使用して、ＭＩＭＯ動作などのための受信ダイバー
シティ方式を実施することができる。この種類の構成によって、ベースバンドプロセッサ
５８を使用して２つのＬＴＥデータストリームを同時に受信及び処理することができる。
着信ＧＳＭページ用のＧＳＭページングチャネルをモニタすることが要求される場合、Ｇ
ＳＭページングチャネル信号を受信する際にアンテナの一方又は双方を一時的に使用する
ことができる。
【００５６】
　制御回路４２を使用して、１つよりも多い無線アクセス技術を処理するソフトウェアを
実行することができる。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実施す
るためのメモリ及び制御回路を含むことができる。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無線アクセス技術に関連付けることができ、プロトコ
ルスタック７４は、ＬＴＥ（一例として）のような第２無線アクセス技術に関連付けるこ
とができる。動作中、ＵＥ１０６は、ＧＳＭプロトコルスタック７２を使用してＧＳＭ機
能を処理することができ、ＬＴＥプロトコルスタック７４を使用してＬＴＥ機能を処理す
ることができる。必要に応じて、ＵＥ１０６において追加のプロトコルスタック、追加の
送受信機、追加のアンテナ４０、及び他の追加のハードウェア及び／又はソフトウェアを
使用することができる。図５Ａ及び５Ｂの構成は単なる例証に過ぎない。１つの実施形態
において、プロトコルスタックの一方又は双方は、以下のフローチャートに記載される方
法を実施するよう構成することができる。
【００５７】
　図５Ａ（又は５Ｂ）の１つの実施形態において、ＬＴＥ及びＧＳＭトラフィックの双方
をサポートするためにベースバンドプロセッサ５８及び無線送受信機回路６０が使用され
る構成を使用して、図５Ａ（又は５Ｂ）の無線回路を実装することにより、ＵＥ１０６の
コスト及び複雑さを最小限にすることができる。
【００５８】
　ＧＳＭ無線アクセス技術は、一般に、音声トラフィックを伝送するのに使用することが
でき、ＬＴＥ無線アクセス技術は、一般に、データトラフィックを伝送するのに使用する
ことができる。ＧＳＭ音声通話がＬＴＥデータトラフィックに起因して確実に中断されな
いようにするために、ＧＳＭ動作は、ＬＴＥ動作よりも優先権させることができる。着信
ページング信号用のＧＳＭページングチャネルを監視するなどの動作がＬＴＥ動作を不必
要に中断しないように確実にするために、制御回路４２は、可能であれば、無線資源がＬ
ＴＥ機能とＧＳＭ機能の間で共有されるようにＵＥ１０６の無線回路を構成することがで
きる。
【００５９】
　ユーザが着信ＧＳＭ呼出しを行う時には、ＧＳＭネットワークは、基地局１０２を使用
してＧＳＭページングチャネル上でページング信号（ページと呼ばれることもある）をＵ
Ｅ１０６に送信することができる。ＵＥ１０６が、着信ページを検出すると、ＵＥ１０６
は、着信ＧＳＭ呼出しをセットアップして受信するために好適な動作（呼出し設定手順な
ど）を行うことができる。ページは、通常、ネットワークによって固定間隔で複数回送信
され、ＵＥ１０６のようなデバイスがページを成功裏に受信する複数の機会が持てるよう
にする。
【００６０】
　適正なＧＳＭページの受信には、ＵＥ１０６の無線回路が、チューンアウェイ動作と呼
ばれるＧＳＭページングチャネルに周期的に同調されることが必要とすることができる。
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送受信機回路６０がＧＳＭページングチャネルに同調できなかった場合、又はベースバン
ドプロセッサ５８におけるＧＳＭプロトコルスタック７２が着信ページのページングチャ
ネルを監視できなかった場合には、ＧＳＭページは得られないことになる。他方、ＧＳＭ
ページングチャネルの過剰な監視は、アクティブＬＴＥデータセッションに悪影響を与え
る可能性がある。本発明の実施形態は、以下に説明するように、チューンアウェイ動作を
処理するための改良された方法を含むことができる。
【００６１】
　幾つかの実施形態において、ＵＥ１０６の電力を節約するために、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ことができる。また
、プロトコルスタック７２及び７４の一方又は双方は、不連続受信（ＤＲＸ）モード及び
／又は接続不連続受信（ＣＤＲＸ）モードをサポートすることができる。ＤＲＸモードと
は、受信されるべきデータ（又は音声）が存在しない時にＵＥ回路の少なくとも一部分の
電源を切るモードのことを指す。ＵＥ１０６は、ＤＲＸ及びＣＲＤＸモードで基地局１０
２と同期し、指定時間又は間隔でウェイクアップしてネットワークをリッスンする。ＤＲ
Ｘは、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ（ロング・ターム・エボリューション）、ＷｉＭＡＸ、その他の
ような複数の無線規格に含まれる。「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の最大限の範囲を明示的に含むものとし、将来の規格
の類似の種類のモードを包含するものとする。
【００６２】
　第２のＲＡＴの音声通話の間の第１のＲＡＴのデータ通信の実行
　上述のように、ＵＥは、単一の無線機を使用して、２つの異なるＲＡＴを使用した通信
を行うことができる。例えば、ＵＥは、単一の無線機を使用して第１のＲＡＴを使用した
通信を行うことができ、また、ページ復号のような第２のＲＡＴに対する様々な動作を実
行するために周期的にチューンアウェイを行うことができる。この実施例では、ＵＥは、
一度に１つのＲＡＴを使用してしか通信できないが、同じ無線機を使用して双方のＲＡＴ
への接続を維持するものとみなすことができる。１つの実施形態において、第１のＲＡＴ
はＬＴＥとすることができ、第２のＲＡＴはＧＳＭとすることができるが、ＲＡＴの他の
組み合せも想起される。
【００６３】
　単一の無線機を用いて第１のＲＡＴ（例えば、ＬＴＥ）及び第２のＲＡＴ（他の可能性
の中でも特に、例えば、ＧＳＭ又はＣＤＭＡ）の両方をサポートするために、ＵＥは、第
１のＲＡＴに完全にキャンプオンし、ＭＯ（移動体発信）音声通話になった時に第２のＲ
ＡＴに切り換え、或いは、第２のＲＡＴのＭＴ（移動体着信）呼に対するページを第１の
ＲＡＴから受け取った時に第２のＲＡＴに切り換えて、第２のＲＡＴ　ＭＴ呼セットアッ
プを開始することができる。第２のＲＡＴ音声通話の間、ＵＥは、完全にＧＳＭ　ＮＷ上
にあり、データ通信を実行することができないか、又は二重伝送モード（ＤＴＭ）を用い
た場合の低速のデータ転送速度のみ実行することができるが、ＤＴＭは、Ｃｈｉｎａ　Ｍ
ｏｂｉｌｅ　ＣＣのように必ずしも全てのネットワークでサポートされている訳ではない
。
【００６４】
　同様に、ＵＥは、当初、単一の無線機のタイムシェアリングを用いて第１のＲＡＴ及び
第２のＲＡＴの両方に同時にキャンプオンすることができる。ＭＯ呼の開始時、又は第２
のＲＡＴのＭＴ音声通話のための第２のＲＡＴ上のページ受信時には、第１のＲＡＴはサ
スペンドし、第２のＲＡＴ音声通話に全ての無線制御を与えることができる。この事例に
おいて、第１のＲＡＴのデータ通信は実施可能ではない。従って、これらの手法は共に望
ましいものではないものとすることができる。
【００６５】
　別の可能性として、ＵＥは、例えば、第１のＲＡＴ用に第１の無線機と第２のＲＡＴ用
に第２の無線機など、２つの無線機を用いることができる。しかしながら、２つの無線機
の利用は、電力に関して大きな影響がある。例えば、第２のＲＡＴがＧＳＭである場合、
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通常はＧＳＭの４７０ｍｓとして構成される高周波数のＧＳＭ　ＤＲＸウェイクアップは
、遙かに大きな電力消費量をもたらす可能性がある。例えば、ＧＳＭスタンバイ時間は、
ＬＴＥにおける３００時間（ＤＲＸサイクル１．２８ｓ）と比べて、２１０時間（ＤＲＸ
サイクル４７０ｍｓ）となる可能性がある。
【００６６】
　従って、ＵＥは、単一の無線機を使用して、第１のＲＡＴ上でデータ通信を実行しなが
ら第２のＲＡＴ上で音声通話を実行することができる。以下においては、第１のＲＡＴは
ＬＴＥとして記述され、第２のＲＡＴはＧＳＭとして記述されるが、望ましいＲＡＴのあ
らゆる組み合せを用いた他の実施形態も想起される。例えば、以下の説明はまた、必要に
応じて第１のＲＡＴがＬＴＥで第２のＲＡＴがＣＤＭＡ（又はその特定の形態）である場
合にも適用することができる。
【００６７】
　１つの実施形態において、ＵＥは、回線交換フォールバック（ＣＳＦＢ）をサポートす
るＬＴＥネットワークに完全にキャンプオンすることができ、これにより、例えば、ＬＴ
ＥとＧＳＭの両方にキャンプオンすることが回避され、従って、ＣＳＦＢをサポートする
ＬＴＥ及びＧＳＭネットワークへの複合アタッチが可能となる。この実施形態において、
ＵＥの電力消費をより少なくすることができ、これは、ＵＥが、１．２８ｍｓのＬＴＥア
イドルＤＲＸサイクルを有するＬＴＥにのみキャンプオンすればよく、ＬＴＥ　ＤＲＸサ
イクルと、より高周波（例えば、４７０ｍｓ）のＧＳＭ　ＤＲＸサイクルの両方を同時に
処理する必要がないことに起因する。
【００６８】
　従って、ＧＳＭ　ＭＯ音声通話が開始されるか、又はＬＴＥがＧＳＭ　ＭＴ呼に対する
ＬＴＥページを受信すると、ＵＥは、単一の無線機を共有するＬＴＥ及びＧＳＭ共有モー
ドを開始することができる。ＧＳＭ音声通話の間、ＧＳＭ音声ブロックは４つのＧＳＭフ
レームを使用し、各ＧＳＭフレームに１つのスロットがある。以下の手法及び事例では、
例えば、ＧＳＭ音声通話が４つのＧＳＭフレーム全てを必ずしも完全には使用しないよう
にし、これによりＬＴＥが無線機を使用するギャップを残しておくようにすることにより
、音声通話中の無線機のＬＴＥ利用を可能にすることができる。例えば、各ＧＳＭフレー
ムが８スロットを有するが、ＧＳＭは、音声通話の実行に１スロットしか使用しない。従
って、残りの７スロットの１又はそれ以上、もしくは全ては、ＬＴＥデータ通信用に用い
ることができる。
【００６９】
　加えて、音声通話の間、一般的には、人の会話には常に停止時と開始時があり、よって
ＧＳＭ音声チャネルは、通話中にＤＴＸ、ＤＲＸを行うことができ、ＬＴＥがデータ通信
のためにギャップをしようすることが可能となる。
【００７０】
　更に、音声冗長チャネルコードに起因して、ＧＳＭフレームの使用を削減（例えば、４
つではなく３つのフレーム）するために、人為的に１つのＧＳＭ音声ブロックをカットす
ることも実施可能である。例えば、送信されるＧＳＭフレームパワーを増大させると、カ
ットされるＧＳＭフレームにおいて失われるデータを補償できる高いＳＮＲを得ることが
できる。例えば、ＧＳＭ音声冗長性に使用されるフレームは、より高パワーを用いて、よ
り高いＳＮＲを与え、音声冗長性の必要性を低減することによって排除することができる
。従って、ＬＴＥデータ利用のために更に別のＧＳＭを利用することができる。この作用
は、例えば、現在のチャネル状態（例えば、現在のＳＮＲを閾値と比べて、ＧＳＭ音声フ
レームの１又はそれ以上がＬＴＥ用に使用できるかどうかを判定する）に基づいて動的に
適用することができる。
【００７１】
　すなわち、ＬＴＥ側からは、上述のＧＳＭ音声チャネルＴＸ／ＲＸ低減に起因して、Ｌ
ＴＥは、２６ＧＳＭフレーム毎に周期的に無線機制御の複数インスタンスを得ることがで
きる。従って、ＬＴＥは、ＧＳＭ音声通話から解放されたこれらのアイドルスペースをＬ
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ＴＥ　ＴＸ及びＲＸに用いることができる。通常のライブネット上でＬＴＥが高速（例え
ば、２０～３０Ｍｂｐｓ）であることに起因して、ＬＴＥデータスループットが理論値か
ら低下（例えば、５０％）する可能性があるにしても、ＧＳＭ　ＥＤＧＥ又はＴＤＳＣＤ
ＭＡに比べて依然として遙かに有効でより高速であり、遙かに良好なユーザエクスペリエ
ンスを提供する。この良好なユーザエクスペリエンスは、音声通話中にはデータ通信がこ
れまで実施可能ではなかった場合では尚のこと実感される。
【００７２】
　図６－第２のＲＡＴの音声通話の間の第１のＲＡＴのデータ通信の実行
　図６は、第２のＲＡＴを用いた音声通話の間に第１のＲＡＴを用いてデータ通信を実行
する方法を示すフローチャートである。ＵＥデバイス（ＵＥ１０６など）は、第１のＲＡ
Ｔ及び第２のＲＡＴの双方に第１の無線機を使用することができる。図６に示した方法は
、他のデバイスの中でも、上記の図に示されたシステム又はデバイスの何れかと共に使用
することができる。様々な実施形態において、図示された方法の要素の一部は、同時に又
は図示とは異なる順序で実行することができ、或いは、省くことができる。また、必要に
応じて追加の方法要素も実行できる点に留意されたい。本方法は以下のように実行するこ
とができる。
【００７３】
　図示のように、６０２において、ＵＥは、第１の無線機を用いる第１のＲＡＴを使用し
て通信を行うことができる。１つの実施形態において、第１のＲＡＴはＬＴＥとすること
ができるが、他のＲＡＴも想起される。加えて、第２のＲＡＴは、ＧＳＭ又はＣＤＭＡと
することができる。しかしながら、ＲＡＴの他の組み合せも想起される。一部の実施形態
において、ＵＥは、セルラー通信を実行するために単一の無線機のみを有することができ
る。或いは、ＵＥは、セルラー通信を実行するために複数の無線機を含むことができ、例
えば、図６に関して記載した方式で無線機を周期的にのみ用いることができる。更に、Ｕ
Ｅは、図６に示す第１のＲＡＴ及び第２のＲＡＴの両方に対してＳＩＭ機能を実装するス
マートカードを含むことができる。ＵＥは、必要に応じてＳＩＭ機能を有する追加の複数
のスマートカードを含むことができるが、１つの実施形態において、ＵＥは、ＳＩＭ機能
を実装する単一のスマートカードのみを含むことができる。
【００７４】
　６０２において、ＵＥは、一般に、第２のＲＡＴを用いた接続を維持しないようにする
ことができる。例えば、第１のＲＡＴは、第２のＲＡＴの音声通話に対して回線交換フォ
ールバック（ＣＳＦＢ）をサポートすることができる。従って、ＵＥは、第１のＲＡＴ及
び第２のＲＡＴ両方に対する接続を維持するために第１の無線機を使用する必要がなく、
一般的には第１のＲＡＴに簡単にキャンプオンすることができる。従って、６０２におい
て、ＵＥは、第１のＲＡＴを用いた通信（例えば、データ通信）を実行することができ、
一般的にはこの間に第２のＲＡＴを用いて通信することはできない。
【００７５】
　しかしながら、ＵＥは、適宜、例えば、音声通話が第２のＲＡＴに対して開始された場
合に第２のＲＡＴに対する適切な基地局を認知することを確実にすることができる。従っ
て、ＵＥは、例えば、将来起こり得る音声通話に対して第２のＲＡＴを用いた通信を実行
するのに適切な基地局を周期的に決定することができる。しかしながら、ＵＥは、これら
の周期的な確認を実行する場合でも、第２のＲＡＴとの接続を依然として維持することは
できない。
【００７６】
　６０４において、ＵＥは、第２のＲＡＴを用いて音声通話を実行するためのインジケー
ションを受信することができる。例えば、１つの実施形態において、ＵＥは、第２のＲＡ
Ｔに対する移動体着信音声通話を示す要求（例えば、ページ）を第１のＲＡＴから受信す
ることができる。或いは、ＵＥは、第２のＲＡＴに対する移動体発信音声通話の要求を（
例えば、ユーザが別のデバイスに音声通話を行うための入力を提供したことに応答して）
受信することができる。
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【００７７】
　６０６において、インジケーションに応答して、ＵＥは、第２のＲＡＴを用いた音声通
話を実行することができる。例えば、ＵＥは、第１の無線機を第２のＲＡＴに同調させ、
音声通話手続きを開始して第２のＲＡＴを用いた音声通話を実行することができる。
【００７８】
　加えて、６０８において、ＵＥは、第２のＲＡＴを用いた音声通話の間に第１のＲＡＴ
を用いたデータ通信を実行することができる。例えば、ＵＥは、例えば、６０２において
単一のＲＡＴモード（第１のＲＡＴに対して無線機を使用する）状態にあることができ、
６０４におけるインジケーションの受信に応答して、二重ＲＡＴモード（第１のＲＡＴ及
び第２のＲＡＴの両方に第１の無線機を使用する）に入ることができる。従って、６０４
におけるインジケーションに応答して、ＵＥは、第２のＲＡＴの音声通話と第１のＲＡＴ
のデータ通信を実行するために第１の無線機を共有することができ、これによりユーザが
、同じ第１の無線機を用いてデータ及び音声機能を有することが可能となる。
【００７９】
　共有モードに起因して、ＵＥは、通常では行われることになる、インジケーションに応
答した第１のＲＡＴに対する拡張サービスリクエストを送信することはできない。その代
わりに、上記で検討したように、ＵＥは、第２のＲＡＴの音声通話の間にデータ通信を実
行するために第１のＲＡＴへの接続を維持することができる。
【００８０】
　ＵＥは、第２のＲＡＴを用いた音声通話を実行しながら第１のＲＡＴを用いたデータ通
信を実行するために、同じ第１のＲＡＴを用いて様々な動作を実行することができる。例
えば、第２のＲＡＴは、音声通話に使用される複数の構造体（例えば、フレーム又はスロ
ット）を指定することができ、ＵＥは、これらのフレーム又はスロットのサブセットを使
用して第１のＲＡＴに対してデータ通信を実行することができる。例えば、第２のＲＡＴ
は、音声通話に対して１又はそれ以上のフレーム（例えば、４フレーム）を用いて音声ブ
ロックを割り当てることができる。第１のＲＡＴは、これらのフレームの間に通信を試み
ることができる。
【００８１】
　各フレーム内では、特定の数のスロットのみ音声通話に使用することができる。例えば
、フレームの単一のスロットのみ、音声通話に使用することができる（例えば、他の呼が
他のスロットを使用している場合）。従って、第１の無線機は、必要に応じて、これら他
のスロットの間に第１のＲＡＴ通信に用いることができる。１つよりも多いスロットが音
声通話に使用される実施形態もまた、想起される点に留意されたい。
【００８２】
　加えて、音声通話の間、音声オーディオの多くの開始及び停止が存在することができる
。従って、第１のＲＡＴは、これらの無音期間の間に無線機を使用して、例えば、呼の間
にＤＴＸ／ＤＲＸを実行することができる。
【００８３】
　音声通話はまた、第２のＲＡＴの音声通話に対する冗長チャネル符号化（例えば、音声
冗長チャネル符号化）を用いることができる。第２のＲＡＴのチャネル品質が十分である
場合には、この追加の符号化は必要ではなく、第１のＲＡＴのデータ通信に追加のフレー
ム又は音声ブロック部分を用いることができる。例えば、音声通話に４フレームが使用さ
れる場合には、フレームのうちの１つは、適切なチャネル状態下で第１のＲＡＴのデータ
通信を実行するために確保することができる。一部の実施形態において、これらの追加フ
レーム又は構造体の使用は、閾値に基づくことができ、例えば、チャネル品質（例えば、
ＳＮＲ）が閾値を上回る場合には、第１のＲＡＴのデータ通信に追加のフレームを用いる
ことができるが、閾値を下回る場合には、第１のＲＡＴに追加のフレームを用いることは
できない。
【００８４】
　一部の実施形態において、ＳＮＲは、第２のＲＡＴ（例えば、音声通話用）のフレーム
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パワーの電力を増大させることにより高くすることができる。この追加パワーを用いるこ
とで、音声通話用のフレームの使用を少なくする（例えば、冗長音声符号化を実行する必
要性を排除することにより）ことを可能にする。この実施形態は、上記で考察した閾値の
実施形態に加えて、又はこれの代替として用いることができる点に留意されたい。
【００８５】
　同じ第１の無線機を用いて、第２のＲＡＴの音声通話に第１のＲＡＴのデータ通信を差
し込むための他の方法も想起される。
【００８６】
　図６は、ＵＥが第１の無線機を用いて第１のＲＡＴ及び第２のＲＡＴの両方への接続を
維持しない実施形態に関して説明したが、以下のような状況にも適用することができる。
例えば、ＵＥは、最初に、第１のＲＡＴ及び第２のＲＡＴの両方への接続を維持するのに
第１の無線機が使用される二重ＲＡＴモード状態にすることができる。従って、音声通話
のインジケーションが使用される時に、ＵＥは二重ＲＡＴモード状態のままにすることが
でき、例えば、上記で考察したように、第２のＲＡＴの音声通話の間に第１のＲＡＴのデ
ータ通信を実行するよう動作することができる。従って、図６の説明はまた、第２のＲＡ
Ｔに対する音声通話のインジケーションを受信する前にＵＥが二重ＲＡＴモード状態にあ
り及び／又は第１のＲＡＴ及び第２のＲＡＴの両方への接続を維持する状況にも関連する
。
【００８７】
　例示的な実施形態
　以下の番号の付いた段落は、本開示の例示的な実施形態を記載している。
【００８８】
　１．方法であって、第１の無線機アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲＡＴを用いて通
信するよう構成可能な第１の無線機を備えるユーザ装置デバイス（ＵＥ）において、上記
方法が、第１の無線機を用いて、第１のＲＡＴを用いた第１のデータ通信を実行するステ
ップを含み、第１のデータ通信を実行している間に、ＵＥは第２のＲＡＴを用いて通信し
ておらず、ＵＥが第１のＲＡＴ及び第２のＲＡＴに対する単一のＳＩＭを備えており、本
方法が更に、移動体発信音声通話の実行又は第２のＲＡＴを用いた移動体着信音声通話の
受信のうちの少なくとも１つを行うためのインジケーションを受信するステップと、第１
の無線機を用いて、インジケーションに応答して第２のＲＡＴを用いた音声通話を実行す
るステップと、第１の無線機を用いて、音声通話の実行の間に第１のＲＡＴを用いた第２
のデータ通信を実行するステップと、を含む。
【００８９】
　２．インジケーションを受信するステップが、第２のＲＡＴからの移動体着信音声通話
に対する移動体着信要求を受信するステップを含み、インジケーションは、第１のＲＡＴ
を用いて受信される、段落１に記載の方法。
【００９０】
　３．インジケーションは、移動体発信音声通話を目的としており、該インジケーション
が、音声通話を実行するためのＵＥへのユーザ入力を含む、段落１～２の何れかに記載の
方法。
【００９１】
　４．第１のＲＡＴが、回線交換フォールバックをサポートする、段落１～３の何れかに
記載の方法。
【００９２】
　５．ＵＥが、インジケーションに応答して第１のＲＡＴに拡張サービスリクエスト（Ｅ
ＳＲ）を送信しない、段落１～４の何れかに記載の方法。
【００９３】
　６．第１のＲＡＴに接続されている間に、第２のＲＡＴに対する基地局を決定するため
に第１の無線機を第２のＲＡＴの周波数に周期的に同調するステップを更に含む、段落１
～５の何れかに記載の方法。
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【００９４】
　７．無線機が、第１のデータ通信を実行している間に単一の無線機モード状態にあり、
本方法が更に、インジケーションに応答してＵＥが共有無線機モードに入るステップを含
み、共有無線機モードにおいて、ＵＥの無線機は、第１の無線機を使用して、第１のＲＡ
Ｔ及び第２のＲＡＴの両方を使用した通信を行うように構成され、音声通話の実行及び第
２のデータ通信の実行が共有無線機モードで実施される、段落１～６の何れかに記載の方
法。
【００９５】
　８．第２のＲＡＴが、音声通話に使用される複数の構造体を指定し、ＵＥが第１のＲＡ
Ｔを用いてデータ通信を実行するステップが、第２のＲＡＴ上での音声通話の間に使用す
るよう指定された複数の構造体の少なくともサブセット上で第１のＲＡＴを用いてデータ
通信を実行するステップを含む、段落１～７の何れかに記載の方法。
【００９６】
　９．ＵＥが、増大したパワーで第２のＲＡＴを用いて音声通話を実行するよう構成され
ており、増大したパワーでの音声通話の実行により、ＵＥが第２のＲＡＴの追加のフレー
ムを使用して、第２のデータ通信を実行することが可能となる、段落１～８の何れかに記
載の方法。
【００９７】
　１０．第２のＲＡＴを用いて音声通話を実行するステップが、フレームにおける第１の
１又はそれ以上のスロットを使用しており、第２のデータ通信を実行するステップが、フ
レームにおける第２の１又はそれ以上のスロットを実行するステップを含み、第１の１又
はそれ以上のスロットが、第２の１又はそれ以上のスロットと異なる、段落１～９の何れ
かに記載の方法。
【００９８】
　１１．第２のデータ通信を実行するステップが、第２のＲＡＴの音声通話の無音の間に
第２のデータ通信を実行するステップを含む、段落１～１０の何れかに記載の方法。
【００９９】
　１２．ＵＥが、セルラー通信を実行するための単一の無線機を含み、第１の無線機が当
該単一の無線機である、段落１～１１の何れかに記載の方法。
【０１００】
　１３．第１のＲＡＴが、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）を含み、第２の
ＲＡＴが、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ズ（ＧＳＭ）
を含む、段落１～１２の何れかに記載の方法。
【０１０１】
　１４．第１のＲＡＴが、ロング・ターム・エボリューション（ＬＴＥ）を含み、第２の
ＲＡＴが、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）を含む、段落１～１３の何れかに記載の方法。
【０１０２】
　１５．ユーザ装置デバイス（ＵＥ）であって、第１の無線機アクセス技術（ＲＡＴ）及
び第２のＲＡＴを用いて通信を実行し、第１のＲＡＴ及び第２のＲＡＴ両方への接続を同
時に維持するよう構成された第１の無線機と、第１のＲＡＴ及び第２のＲＡＴ両方に対し
て加入者識別モジュール（ＳＩＭ）機能を実装するよう構成されたスマートカードと、第
１の無線機に結合された１又はそれ以上のプロセッサと、を備え、１又はそれ以上のプロ
セッサ及び第１の無線機が、第１のＲＡＴを用いて第１のデータ通信を実行し、移動体発
信音声通話の実行又は第２のＲＡＴを用いた移動体着信音声通話の受信のうちの少なくと
も１つを行うためのインジケーションを受信し、インジケーションに応答して第２のＲＡ
Ｔを用いて音声通話を実行し、音声通話の実行の間に第１のＲＡＴを用いて第２のデータ
通信を実行する、よう構成されている、ユーザ装置デバイス（ＵＥ）。
【０１０３】
　１６．インジケーションを受信することが、第２のＲＡＴからの移動体着信音声通話に
対する移動体着信要求を受信することを含み、インジケーションは、第２のＲＡＴを用い
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て受信される、段落１５に記載のＵＥ。
【０１０４】
　１７．第２のＲＡＴが、音声通話に使用される複数のフレームを各々有する音声ブロッ
クを指定し、第１のＲＡＴを用いて第２のデータ通信を前ＵＥが実行することが、第２の
ＲＡＴ上での音声通話の間に使用するよう指定されたフレームの少なくともサブセット上
で第１のＲＡＴを用いてデータ通信を実行することを含む、段落１５～１６の何れかに記
載のＵＥ。
【０１０５】
　１８．ＵＥが、増大したパワーで第２のＲＡＴを用いて音声通話を実行するよう構成さ
れており、増大したパワーでの音声通話の実行により、ＵＥが第２のＲＡＴの追加のフレ
ームを使用して、第２のデータ通信を実行することが可能となる、段落１５～１７の何れ
かに記載のＵＥ。
【０１０６】
　１９．第２のＲＡＴを用いて音声通話を実行することが、フレームにおける第１の１又
はそれ以上のスロットを使用しており、第２のデータ通信を実行することが、フレームに
おける第２の１又はそれ以上のスロットを実行することを含み、第１の１又はそれ以上の
スロットが、第２の１又はそれ以上のスロットと異なる、段落１５～１８の何れかに記載
のＵＥ。
【０１０７】
　２０．ユーザ装置デバイス（ＵＥ）によるハンドオーバーを実行するためのプログラム
命令を記憶する非一時的コンピュータアクセス可能メモリ媒体であって、ＵＥが第１の無
線機アクセス技術（ＲＡＴ）及び第２のＲＡＴを使用して通信するための第１の無線機を
備え、プログラム命令が、第１の無線機を用いて、第１のＲＡＴを用いた第１のデータ通
信を実行し、第２のＲＡＴに対する音声通話のインジケーションを受信し、第１の無線機
を用いて、インジケーションに応答して第２のＲＡＴを用いた音声通話を実行し、第１の
無線機を用いて、音声通話の実行の間に第１のＲＡＴを用いた第２のデータ通信を実行す
る、ようにプロセッサにより実行可能である、非一時的コンピュータアクセス可能メモリ
媒体。
【０１０８】
　本発明の実施形態は、様々な形式の何れかで実施することができる。例えば、一部の実
施形態において、本発明は、コンピュータに実装される方法、コンピュータ可読メモリ媒
体、又はコンピュータシステムとして実現することができる。他の実施形態において、本
発明は、ＡＳＩＣのような１又はそれ以上のカスタム設計ハードウェアデバイスを使用し
て実現することができる。他の実施形態において、本発明は、ＦＰＧＡのような１又はそ
れ以上のプログラマブルハードウェア要素を使用して実現することができる。
【０１０９】
　幾つかの実施形態において、非一時的コンピュータ可読メモリ媒体は、プログラム命令
及び／又はデータを記憶するように構成することができ、ここでプログラム命令は、コン
ピュータシステムによって実行された時に、コンピュータシステムに対して、方法、例え
ば本明細書に記載した方法の実施形態の何れか、又は本明細書に記載した方法の実施形態
の何れかの組み合せ、又は本明細書に記載した方法の実施形態の何れかのあらゆるサブセ
ット、又はこのようなサブセットの何らかの組み合せを実行させるようにする。
【０１１０】
　一部の実施形態において、デバイス（ＵＥなど）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めるように構成することができ、ここでメモリ媒体は、プログ
ラム命令を記憶し、プロセッサは、メモリ媒体からプログラム命令を読み出して実行する
よう構成され、プログラム命令は、本明細書に記載した様々な方法の実施形態の何れか（
又は、本明細書に記載した方法の実施形態の何れかの組み合せ、又は本明細書に記載した
方法の実施形態の何れのあらゆるサブセット、又はこのようなサブセットの何らかの組み
合せ）を実施するよう実行可能である。このデバイスは、様々な形式の何れかで実現する
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ことができる。
【０１１１】
　上記の実施形態について詳細に説明してきたが、上記の開示が十分に理解されると、多
くの変形形態及び修正形態が当業者には明らかになるであろう。添付の請求項は、全ての
このような変形形態及び修正形態を包含すると解釈すべきである。

【図１】 【図２】
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【図５Ａ】 【図５Ｂ】
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