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(57)【要約】
ハイブリッドクライアントデバイス受信停止イベントの
ネットワークベースの検出及び軽減の方法及び装置。例
えば、一実施形態において、セルラーデバイスは単一の
無線ソリューションを使用して、ＣＤＭＡ　１Ｘネット
ワーク上の回線交換呼とＬＴＥ上のパケット交換呼をサ
ポートする。定期的に、このセルラーデバイスは、ＬＴ
Ｅからチューンアウェイし、ＣＤＭＡ　１Ｘ活動を監視
、及びその逆を行う。これらのチューンアウェイした期
間中、このネットワークは動作を調整し、有害な影響（
例えば、無線リソースの未活用、同期損失、等）を軽減
する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハイブリッドクライアントデバイス受信停止イベントのネットワークベースの検出及び
軽減のために構成されている無線ネットワーク装置であって、
　　少なくとも第１の無線技術及び前記第１の無線技術と異なる第２の無線技術を介して
無線通信を行うように構成されている、少なくとも１つの無線インタフェースと、
　　前記少なくとも１つの無線インタフェースとデータ通信を行う、少なくとも１つのプ
ロセッサと、
　　前記少なくとも１つのプロセッサとデータ通信を行うロジックとを備え、前記ロジッ
クは前記装置に、
　　　クライアントデバイスの無線インタフェースに関連付けられた受信ロスイベントの
発生を識別させ、前記クライアントデバイスの前記無線インタフェースは前記第２の無線
技術に準拠しており、
　　　前記クライアントデバイスの動作の少なくとも１つの態様を調整させ、
　　　前記クライアントデバイスによる受信回復を監視させ、
　　　受信が回復した場合、確立されたプロトコルに従って動作を再開させ、
　　　受信が回復していない場合、前記クライアントデバイスの接続を切断させるように
構成されている、装置。
【請求項２】
　前記は、前記クライアントデバイスに少なくとも一定の期間、リソースを割り当てない
ことを含む、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記調整は、前記クライアントデバイスへの、物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣ
ＣＨ）及び／又はサウンディング基準信号（ＳＲＳ）リソースのうちの少なくとも１つの
割り当ての変更を含む、請求項１に記載の装置。
【請求項４】
　前記調整は、クライアントデバイスコンテキストの１つ以上の層の非活性化を含む、請
求項１に記載の装置。
【請求項５】
　前記非活性化したデバイスコンテキストの１つ以上の層は、１つ以上の通信プロトコル
スタックソフトウェア要素又は層の状態情報を含む、請求項４に記載の装置。
【請求項６】
　前記１つ以上の層の非活性化は、（ｉ）物理ソフトウェア層、（ｉｉ）無線リンク層、
及び／又は（ｉｉｉ）媒体アクセス制御（ＭＡＣ）層のうちの少なくとも１つの非活性化
を含む、請求項４に記載の装置。
【請求項７】
　前記第１の無線技術は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）に基づく技術を含み、前記第２
の無線技術は、直交波周波数分割多重（ＯＦＤＭ）に基づく技術を含む、請求項１に記載
の装置。
【請求項８】
　前記ＯＦＤＭに基づく技術は、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）に準拠した技
術を含み、
　前記無線ネットワーク装置は、前記ＬＴＥネットワークの拡張ノードＢ（ｅＮＢ）に関
連付けられ、
　前記クライアントデバイスによる受信回復を監視するように構成されている前記ロジッ
クは、前記クライアントデバイスからの、（ｉ）物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣ
ＣＣＨ）データ要素、及び／又は（ｉｉ）サウンディング基準信号（ＳＲＳ）データ要素
のうちの少なくとも１つの回復を監視するように構成されている、請求項７に記載の装置
。
【請求項９】
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　ハイブリッドクライアントデバイス受信停止イベントのネットワークベースの検出及び
軽減方法は、
　　クライアントデバイスに関連付けられた受信ロスイベントを判定することと、
　　前記クライアントデバイスの動作の少なくとも１つの態様を調整することと、
　　受信回復を監視することと、
　　受信が回復した場合、通常動作を再開することと、
　　さもなければ、前記クライアントデバイスの接続を切断することと、
　を含む、方法。
【請求項１０】
　前記受信ロスイベントは、前記クライアントデバイスによって行われたチューンアウェ
イイベントの結果である、前記クライアントデバイスの高速無線データインタフェースに
関連付けられた受信ロスイベントを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記チューンアウェイイベントは、前記クライアントデバイスが準拠するロングターム
エボリューション（ＬＴＥ）技術規格内の所定のプロトコルに準じて行われる、請求項１
０に記載の方法。
【請求項１２】
　無線ネットワーク内において有用なクライアントデバイスであって、前記無線ネットワ
ークは、クライアントデバイス受信停止イベントのネットワークベースの検出及び軽減を
提供するように構成され、前記クライアントデバイスは、
　　少なくとも第１の無線技術及び前記第１の無線技術と異なる第２の無線技術を介して
無線通信を行うように構成されている、少なくとも１つの無線インタフェースと、
　　前記少なくとも１つの無線インタフェースとデータ通信を行う、少なくとも１つのプ
ロセッサと、前記少なくとも１つのプロセッサとデータ通信を行うロジックとを備え、
　　　前記ロジックは、
　　　　前記少なくとも１つの無線インタフェースに関連付けられた受信ロスイベントの
発生又は初期発生をネットワークエンティティにシグナリングし、
　　　　前記クライアントデバイスの動作の少なくとも１つの態様の少なくとも１つの調
整を受信し、前記調整は、少なくとも一定の期間、前記クライアントデバイスによるネッ
トワークリソースの利用が低減されることになる少なくとも１つの態様の調整を含み、
　　　　前記受信した調整を実行するように構成された、クライアントデバイス。
【請求項１３】
　前記発生又は初期発生の前記シグナリングは、前記シグナリングのために再目的化され
た既存のメッセージプロトコルを介したシグナリングを含む、請求項１２に記載のデバイ
ス。
【請求項１４】
　少なくとも１つの調整メッセージを受信するように構成された前記ロジックは、前記ク
ライアントデバイスによって送られた前記発生又は初期発生の前記シグナリングの評価に
少なくとも部分的に基づいて生成された少なくとも１つの調整メッセージを受信するよう
に構成されたロジックを含む、請求項１２に記載のデバイス。
【請求項１５】
　ネットワークリソースの浪費を軽減するように無線ネットワークエンティティを稼動す
る方法であって、前記ネットワークリソースは、前記ネットワークの少なくとも１つのモ
バイルデバイスに関連付けられており、前記方法は、
　　前記少なくとも１つのモバイルデバイスから１つ以上の通信を受信することと、
　　前記受信した１つ以上の通信を評価することと、
　　前記評価から、受信イベントのロスは、前記少なくとも１つのモバイルデバイスに対
して初期であると推量することと、
　（ｉ）前記ネットワーク、及び／又は（ｉｉ）少なくとも部分的に前記推量に基づく前
記少なくとも１つのモバイルデバイスの動作のうちの少なくとも１つを調整することであ
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って、前記調整が前記軽減をもたらすことと、を含む、方法。
【請求項１６】
　前記１つ以上の通信は、アップリンク制御又は共有チャネル値を有する複数の連続した
チャネル品質指標（ＣＱＩ）測定を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記値は、ヌル値及び／又はゼロ値のＣＱＩのうちの少なくとも１つを含む、請求項１
６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記１つ以上の通信は、有効アップリンクグラントのヌル（又はゼロ）値を伴った、複
数の連続したバッファ状態報告（ＢＳＲ）を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１９】
　前記１つ以上の通信は、所定値を伴った複数の連続したパワーヘッドルーム（ＰＨＲ）
報告を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　記憶媒体を含むコンピュータ読み取り可能な装置であって、前記記憶媒体は、複数の命
令を含む少なくとも１つのコンピュータプログラムを含み、前記コンピュータプログラム
は、プロセッサで実行された際、クライアントデバイスに
　　少なくとも１つの無線インタフェースに関連付けられた受信ロスイベントの発生又は
初期発生をネットワークエンティティにシグナリングさせ、
　　前記クライアントデバイスの動作の少なくとも１つの態様の少なくとも１つの調整を
受信させ、前記調整は、少なくとも一定の期間、前記クライアントデバイスによるネット
ワークリソースの利用を低減することになる少なくとも１つの態様の調整を含み、
　　前記受信した調整を実行させる、コンピュータ読み取り可能な装置。
【請求項２１】
　ハイブリッドクライアントデバイス受信停止イベントのネットワークベースの検出及び
軽減のために構成された無線ネットワーク装置であって、前記無線ネットワーク装置は、
　　クライアントデバイスに関連付けられた受信ロスイベントを判定する手段と、
　　前記クライアントデバイスの動作の少なくとも１つの態様を調整する手段と、
　　受信回復を監視する手段と、
　　受信が回復した場合、通常動作を再開し、さもなければ前記クライアントデバイスの
接続を切断する手段とを含む、無線ネットワーク装置。
【請求項２２】
　前記受信ロスイベントは、前記クライアントデバイスによって行われたチューンアウェ
イイベントの結果である、前記クライアントデバイスの高速無線データインタフェースに
関連付けられた受信ロスイベントを含む、請求項２１に記載の無線ネットワーク装置。
【請求項２３】
　前記チューンアウェイイベントは、前記クライアントデバイスが準拠するロングターム
エボリューション（ＬＴＥ）技術規格内の所定のプロトコルに準じて行われる、請求項２
１に記載の無線ネットワーク装置。
【請求項２４】
　ネットワークリソースの浪費を軽減するように構成された無線ネットワーク装置であっ
て、前記ネットワークリソースは、前記ネットワークの少なくとも１つのモバイルデバイ
スに関連付けられており、前記無線ネットワーク装置は、
　前記少なくとも１つのモバイルデバイスから１つ以上の通信を受信する手段と、
　前記受信した１つ以上の通信を評価する手段と、
　前記評価から、受信イベントのロスは、前記少なくとも１つのモバイルデバイスに対し
て初期であるとの推量をする手段と、
　（ｉ）前記ネットワーク及び／又は（ｉｉ）少なくとも部分的に前記推量に基づく前記
少なくとも１つのモバイルデバイスのうちの少なくとも１つの動作を調整する手段であっ
て、前記調整が前記軽減をもたらす、手段と含む、無線ネットワーク装置。
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【請求項２５】
　前記１つ以上の通信は、アップリンク制御又は共有チャネル値を有する複数の連続した
チャネル品質指標（ＣＱＩ）測定を含む、請求項２４に記載の無線ネットワーク装置。
【請求項２６】
　前記値は、ヌル値及び／又はゼロ値のＣＱＩのうちの少なくとも１つを含む、請求項２
５に記載の無線ネットワーク装置。
【請求項２７】
　前記１つ以上の通信は、有効アップリンクグラントのヌル（あるいはゼロ）値を伴った
複数の連続したバッファ状態報告（ＢＳＲ）を含む、請求項２４に記載の無線ネットワー
ク装置
【請求項２８】
　前記１つ以上の通信は、所定値を伴った複数の連続したパワーヘッドルーム（ＰＨＲ）
報告を含む、請求項２４に記載の無線ネットワーク装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、同一出願人に所有され、同時係属の、同時出願している、発明の名称「ＡＰＰ
ＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＮＥＴＷＯＲＫ　ＤＥＴＥＣＴＩＯＮ
　ＡＮＤ　ＭＩＴＩＧＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＨＹＢＲＩＤ　ＣＬＩＥＮＴ　ＤＥＶＩＣＥ　
ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ」である米国特許出願第１３／８５１，０１６号に対し優先権を主張
するものであり、この米国出願は、２０１２年３月２６日に出願された、同一名称の米国
仮特許出願第６１／６８５，８９１に対し優先権を主張するものであり、各々参照するこ
とによって本明細書に全体的に組み込まれている。
【０００２】
　本願は、共同出願で同時係属の、２０１２年５月１８日に出願された、発明の名称が「
ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＣＬＩＥＮＴ　ＳＥＲＶＥＲ　
ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＯＮ　ＩＮ　ＨＹＢＲＩＤ　ＮＥＴＷＯＲＫ　ＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮ
ＴＳ」である米国特許出願第１３／４７５，４８２号と、発明の名称が「ＡＰＰＡＲＡＴ
ＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＯＰＴＩＭＩＺＩＮＧ　ＳＣＨＥＤＵＬＥＤ　
ＯＰＥＲＡＴＩＯＮＳ　ＩＮ　ＨＹＢＲＩＤ　ＮＥＴＷＯＲＫ　ＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮＴ
Ｓ」である２０１２年５月１８日に出願された米国特許出願第１３／４７５，６５５号と
、発明の名称が「ＡＰＰＡＲＡＴＵＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＦＯＲ　ＮＥＴＷＯＲ
Ｋ　ＡＳＳＩＳＴＥＤ　ＨＹＢＲＩＤ　ＮＥＴＷＯＲＫ　ＯＰＥＲＡＴＩＯＮ」である２
０１２年５月１８日に出願された米国特許出願第１３／４７５，８０２号と、発明の名称
が「ＤＹＮＡＭＩＣ　ＴＲＡＮＳＭＩＴ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮＳ　ＩＮ　ＤＥＶ
ＩＣＥＳ　ＷＩＴＨ　ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＡＮＴＥＮＮＡＳ」である２０１２年１月９日
に出願された米国特許出願第１３／３４６，４１９号と、発明の名称が「ＭＵＬＴＩＭＯ
ＤＥ　ＵＳＥＲ　ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ　ＷＩＴＨ　ＤＵＡＬ　ＣＩＲＣＵＩＴ　ＡＲＣＨ
ＩＴＥＣＴＵＲＥ」である２０１２年１月１０日に出願された米国特許出願第１３／３４
７，６４１号と、及び発明の名称が「ＳＩＮＧＬＥ－ＲＡＤＩＯ　ＤＥＶＩＣＥ　ＳＵＰ
ＰＯＲＴＩＮＧ　ＣＯＥＸＩＳＴＥＮＣＥ　ＢＥＴＷＥＥＮ　ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＲＡＤ
ＩＯ　ＡＣＣＥＳＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ」である２０１１年５月２日に出願され
た米国特許出願第１３／０９９，２０４号と、に関連する。本願は更に、発明の名称が「
ＤＵＡＬ　ＮＥＴＷＯＲＫ　ＭＯＢＩＬＥ　ＤＥＶＩＣＥ　ＲＡＤＩＯ　ＲＥＳＯＵＲＣ
Ｅ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ」である２０１１年４月２５日に出願された米国仮特許出願第
６１／＿＿＿＿＿号と、発明の名称が「ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＮＥＴＷＯＲＫ　ＭＯＢＩＬ
Ｅ　ＤＥＶＩＣＥ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ」である２０１１年４
月６日に出願された米国仮特許出願第６１／＿＿＿＿＿号とに関連し、各々参照すること
によって本明細書に全体的に組み込まれている。
【０００３】
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　１．技術分野
　本開示は全体として、異種無線システム内の動作に関するものであり、例えば、いくつ
かのネットワークのいずれか１つを使用して、クライアントデバイスが通信できるハイブ
リッドネットワーク動作に関するものである。より詳細には、一例において、本開示は、
ハイブリッドクライアントデバイス受信停止イベントのネットワークベースの検出及び軽
減の方法及び装置を導入している。
【背景技術】
【０００４】
　２．関連技術の説明
　セルラーネットワークのオペレータは、例えばセルラー基地局（ＢＳ）、基地局制御装
置、基盤ノード等のネットワーク基盤を介して、一般の人々にモバイル通信サービスを提
供する。セルラーネットワーク技術は広範囲にわたるが、歴史的にはセルラーデバイスは
、単一セルラーネットワーク内での動作に特化している。けれども、セルラー技術はます
ますコモディティー化してきているので、デバイスはいわゆる「マルチモード」動作を提
供できる。つまり１台のデバイスが２つ以上のセルラーネットワーク上で動作できる。マ
ルチモード動作では、デバイス１台をいくつかのネットワーク技術のいずれか１つで動作
させることができるが、同時に多数のネットワーク技術で動作させることはできない。
【０００５】
　初期の研究は、いわゆる「ハイブリッド」ネットワーク動作を対象としている。ハイブ
リッドネットワーク動作中、異なる技術を有する多数の個別のネットワークの中で、クラ
イアントデバイスは同時に動作できる。一例として、ハイブリッドデバイスは、（ｉ）Ｌ
ＴＥ（ロングタームエボリューション）ネットワークと（ｉｉ）ＣＤＭＡ　１Ｘ（符号分
割多元接続１Ｘ）ネットワークとの両方をサポートできる。つまり、このデバイスは第１
のＬＴＥネットワークと第２のＣＤＭＡ　１Ｘネットワーク間の同時接続を維持できる。
例えば、ＬＴＥ／ＣＤＭＡ　１Ｘハイブリッドデバイスは、このモバイルデバイスがＬＴ
Ｅモードであっても、ＣＤＭＡ　１Ｘネットワーク上で音声通話をすることができる。別
の例では、ハイブリッドデバイスは、（ｉ）ＣＤＭＡ　１Ｘ－ＥＶＤＯ（エボリューショ
ンデータ最適化）ネットワークと（ｉｉ）ＣＤＭＡ　１Ｘネットワークとの両方をサポー
トできる。
【０００６】
　ハイブリッドネットワーク動作のための既存のソリューションは、クライアントデバイ
スに依存して、ネットワーク間の動作を管理する。具体的には、クライアントデバイスは
、種々のサービスネットワークへのアクティブな接続を維持する必要がある。つまり、既
存ネットワークの組み込みの際には、変更は必要ではない（すなわち、ハイブリッドネッ
トワーク動作は、ネットワーク基盤の旧来のハードウェア及びソフトウェアに影響を及ぼ
さない）。クライアント中心のハイブリッド動作には、いくつかの利点がある。例えば、
ネットワークのオペレータのための基盤コストは（かかるとしても）ごくわずかなもので
ある。さらに、ハードウェアのコストは、消費者デバイスの価格に組み入れることができ
る。また、ハイブリッドネットワーク動作は、既存の旧来のデバイスに影響することはな
い。同様に、ハイブリッド動作が可能なデバイスは、通常動作を行うこともできる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、ハイブリッドネットワーク動作の既存のソリューションは、構成ネットワーク
が互いに協調することを要求しないので、クライアントデバイスは、一定のスケジューリ
ング衝突を経験することは不可避である。例えば、ＬＴＥ／ＣＤＭＡ動作の前述の例のコ
ンテキストにおいて、第１のＬＴＥネットワークに取り付けられているモバイルデバイス
は、定期的にＬＴＥネットワークから「チューンアウト（tune out））」して、ＣＤＭＡ
　１Ｘアクション（高速ページングチャネル（ＱＰＣＨ）を復号化し、デバイスがページ
ングされているか判定する）を行わなければならない。このチューンアウト期間、モバイ
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ルデバイスがデータをＬＴＥネットワークから受信している場合、このデータは失われ、
これは、スループット及び最終的にユーザエクスペリエンスに悪影響をもたらすことがあ
る。また、チューンアウトしたモバイルデバイスは、任意にブロードキャストされ、更新
されたネットワークリソース情報又は制御データを逃すので、これにより、モバイルデバ
イスは、ＬＴＥネットワークへのアクセスから除外される（少なくとも一定期間）。
【０００８】
　また、チューンアウトしたクライアントデバイスに割り当てられたネットワークリソー
スは、浪費された状態及び／又は未活用の状態となる。
【０００９】
　したがって、特に、このようなチューンアウトしたデバイスによるネットワークへの影
響を最小化する、改良された方法及びデバイスが必要とされている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前述の必要性を満たすよう、特に、ハイブリッドクライアントデバイス受信停止イベン
トの検出及び軽減のための、改良された装置及び方法を提供する。
【００１１】
　まず、ハイブリッドクライアントデバイス受信停止イベントのネットワークベースの検
出及び軽減方法を開示する。一実施形態において、その方法は、クライアントデバイスに
関連付けられた受信ロスイベントを判定し、クライアントデバイスの動作を調整し、受信
回復を監視し、受信が回復した場合、通常動作を再開し、さもなければ、クライアントデ
バイスの接続を切断する。
【００１２】
　ハイブリッドクライアントデバイス受信停止イベントのネットワークベースの検出及び
軽減のための装置もここに開示する。一実施形態において、装置は、ネットワークベース
のエンティティ（例えば、サーバ）である。別の実施形態において、装置は、スマートフ
ォン又はタブレットコンピュータのようなモバイルデバイスである。
【００１３】
　別の実施形態において、装置は、少なくとも第１の無線技術及び第１の無線技術と異な
る第２の無線技術を介して無線通信を行うように構成されている、少なくとも１つの無線
インタフェースと、少なくとも１つの無線インタフェースとデータ通信を行う、少なくと
も１つのプロセッサと、少なくとも１つのプロセッサとデータ通信を行うロジックとを備
える。１つの変形において、ロジックは、クライアントデバイスの無線インタフェースに
関連付けられた受信ロスイベントの発生を識別し、クライアントデバイスの無線インタフ
ェースは第２の無線技術に準拠しており、クライアントデバイスの動作の少なくとも１つ
の態様を調整し（例えば、１つの変形において、少なくとも一定の期間、クライアントデ
バイスによるネットワークリソースの利用を低減することになる、少なくとも１つの態様
の調整を含む）、クライアントデバイスによる受信回復を監視し、受信が回復した場合、
確立されたプロトコルに従って動作を再開し、受信が回復していない場合、クライアント
デバイスの接続を切断するように構成される。
【００１４】
　コンピュータ－読み取り可能な記憶装置を更に開示する。一実施形態において、装置は
、少なくとも１つのコンピュータプログラムが記憶されている記憶媒体を含み、少なくと
も１つのプログラムは、実行された際、コンピュータ化されたデバイスに、クライアント
デバイスに関連付けられた受信ロスイベントを判定させ、クライアントデバイスの動作を
調整させ、受信回復を監視させ、受信が回復した場合、通常動作を再開させ、さもなけれ
ばクライアントデバイスの接続を切断させるように構成されている。
【００１５】
　ハイブリッドネットワークシステムも開示する。一実施形態において、システムは、少
なくとも２つのネットワークを含み、ハイブリッドネットワークシステムの少なくとも１
つのネットワークは、少なくとも２つのネットワークのうちの１つ以上のネットワークの
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高優先度のタスクに基づいて、１つ以上の自身のタスクの優先度付けする。
【００１６】
　ハイブリッドネットワーク動作を行えるクライアントデバイスも更にここに開示する。
一実施形態において、クライアントデバイスは、多数の異なる無線ネットワークインフラ
ストラクチャとの通信のための１つ以上のエアインタフェースを備えたモバイル無線可能
なデバイスである。無線ネットワークにおいて有用なクライアントデバイスも開示する。
一実施形態において、無線ネットワークは、クライアントデバイス受信停止イベントのネ
ットワークベースの検出及び軽減を提供するように構成されており、クライアントデバイ
スは、少なくとも第１の無線技術及び第１の無線技術と異なる第２の無線技術を介して無
線通信を行うように構成されている少なくとも１つの無線インタフェースと、少なくとも
１つの無線インタフェースとデータ通信を行う、少なくとも１つのプロセッサと、少なく
とも１つのプロセッサとデータ通信を行うロジックとを１つの変形において備え、ロジッ
クは、少なくとも１つの無線インタフェースに関連付けられた受信ロスイベントの発生又
は初期発生をネットワークエンティティにシグナリングし、クライアントデバイスの動作
の少なくとも１つの態様の少なくとも１つの調整を受信し、その調整は、少なくとも一定
の期間、クライアントデバイスによるネットワークリソースの利用を低減することになる
、少なくとも１つの態様の調整を含み、この受信した調整を実行するように構成されてい
る。
【００１７】
　ネットワークの少なくとも１つのモバイルデバイスに関連付けられているネットワーク
リソースの浪費を軽減するように無線ネットワークエンティティを稼動する方法も開示す
る。一実施形態において、この方法は、少なくとも１つのモバイルデバイスから１つ以上
の通信を受信し、受信した１つ以上の通信を評価し、この評価から、受信イベントのロス
は、少なくとも１つのモバイルデバイスに対して初期であると推量し、（ｉ）ネットワー
ク、及び／又は（ｉｉ）少なくとも部分的に推量に基づく少なくとも１つのモバイルデバ
イスのうちの少なくとも１つの動作を調整し、この調整が軽減をもたらす。
【００１８】
　他の特徴及び有利点は、添付図面、及び以下に記載されるような例示的実施形態の詳細
な説明を参照することで、当業者によって即座に認識されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本開示の様々な特徴と組み合わせて有用なハイブリッドネットワークシステムの
一例を示す論理ブロック図である。
【図２】ユーザ機器（ＵＥ）装置の実施形態の一例の機能ブロック図である。
【図３】一実施形態に係る、タイムラインの一例に沿ったチューンアウェイ期間を示すグ
ラフである。
【図４】ハイブリッドクライアントデバイス受信停止イベントのネットワークベースの検
出及び軽減方法の一実施形態を詳細に示す論理フロー図である。
【図５】ロングタームエボリューションネットワーク及び符号分割多元接続１Ｘネットワ
ークにおいて、図４の方法の実施の一例を詳細に示す論理フロー図である。
【図６】本開示の様々な方法を実施するために有用な無線ネットワーク装置の実施形態の
一例の機能ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　全ての図は、２０１２年から２０１３年に作成され、その全ての著作権はＡｐｐｌｅ　
Ｉｎｃ．が保持している。
【００２１】
　ここで図面を参照するが、全体を通して、同様の番号は同様の部分を指す。
【００２２】
　例示的実施形態の詳細な説明
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　本開示の実施形態の例と、態様について詳細に説明する。これらの実施形態と態様は主
に、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）、符号分割多元接続１Ｘ（ＣＤＭＡ　１Ｘ
）セルラーネットワーク及びＣＤＭＡ　１Ｘ　ＥＶＤＯ（エボリューションデータ最適化
）を背景にして議論しているが、本開示の様々な特徴を限定するものではなく、ＴＤ－Ｌ
ＴＥ（時分割ロングタームエボリューション）、ＴＤ－ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ、ＴＤ
－ＳＣＤＭＡ（時分割同期符号分割多元接続）及び移動通信用のグローバルシステム（Ｇ
ＳＭ）のような他のセルラー技術を用いて本開示の様々な特徴を使用できることを当業者
は、認識するだろう。実際、様々な特徴は、任意のネットワーク（セルラー、無線、有線
、あるいはそれ以外）との組み合わせにより有用であり、これは、ハイブリッドクライア
ントデバイス受信停止イベントのネットワークベースの検出及び軽減の恩恵を受けること
ができる。
【００２３】
　ＬＴＥ／ＣＤＭＡ　１Ｘハイブリッドネットワーク動作－
　図１は、ハイブリッドネットワークシステム１００の一例を示す。この例示のハイブリ
ッドネットワークは、第１のＬＴＥ　ＲＡＮ（無線アクセスネットワーク）１０２Ａと第
２のＣＤＭＡ　１Ｘ　ＲＡＮ１０２Ｂとを備え、ユーザ機器（ＵＥ）クライアントデバイ
ス２００と通信する。図１に示すように、ＬＴＥ　ＲＡＮとＣＤＭＡ　１Ｘ　ＲＡＮは、
非同期であり、他のＲＡＮの動作に全く感知しない。他のシナリオでは、ＲＡＮは比較的
高いレベルの協調性を備えている。つまりＲＡＮは、緩やかに同期させることもでき、動
作の態様次第では、緻密に同期させることもできる。
【００２４】
　ここで図２を参照して、ユーザ機器（ＵＥ）装置２００の例を詳細に説明する。図２の
ＵＥは、例えば、ＣＤＭＡ　１Ｘネットワーク上の回線交換呼とＬＴＥ上のパケット交換
呼をサポートする単一の無線ソリューションでもよい。具体的には、このＵＥは、ＣＤＭ
Ａ　１Ｘ又はＬＴＥ処理のために交互に使用される単一の無線周波数（ＲＦ）処理「チェ
ーン」を有する。具体的には、この単一のＲＦチェーンは、定期的にＬＴＥからチューン
アウトし、ＣＤＭＡ　１Ｘの活動を監視し、及びその逆を行う。ＵＥは、（ｉ）１つ以上
の無線周波数（ＲＦ）フロントエンド２０２（例えば、他のＲＦフロントエンドは、他の
無線アクセス技術等のために在る。）と、（ｉｉ）１つ以上のベースバンドプロセッサ２
０４と、（ｉｉｉ）少なくとも１つのアプリケーションプロセッサ２０６及びそれに関連
付けられたメモリ（群）２０８とを備えている。様々な実装では、ＲＦフロントエンド及
びベースバンドプロセッサは、さらに単一の無線技術の取り扱いに特化してもよく、又は
多数の無線技術を含むように一般的化してもよい。
【００２５】
　上記のように、ＵＥの例は、ＬＴＥネットワークとＣＤＭＡ　１Ｘネットワークそれぞ
れとインタフェースをとるようになされた第１と第２のベースバンドプロセッサの両方に
接続された、第１のＲＦフロントエンドを備える。さらに当然のことながら、前記構成は
純粋に説明のためのものであり、様々な実装は、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、ＥＤＧＥ、ＷＣＤＭ
Ａ、ＣＤＭＡ２０００、ＣＤＭＡ　１Ｘ　ＥＶＤＯ、ＬＴＥ－Ａ（ＬＴＥ　Ａｄｖａｎｃ
ｅｄ）のような他のセルラー技術を、様々に組合せて含んでもよい。また、簡単にするた
めに、ＲＦフロントエンドを１つだけ示したが、当然のことながら、ＲＦフロントエンド
は多数の受信、及び／又は送信アンテナ、及び／又はチェーンを含むことができる（かつ
一般的に含んでいる）。例えば、周知のＭＩＭＯ（マルチプルインマルチプルアウト）、
ＳＩＳＯ（シングルインシングルアウト）、ＭＩＳＯ（マルチプルインシングルアウト）
、及びＳＩＭＯ（シングルインマルチプルアウト）アンテナ構成は、従来技術では広く使
用されており、本開示に矛盾すること無く使用できる。
【００２６】
　更に、実施形態の一例では、ＵＥ２００は、任意の１つ（又は複数）のベースバンドプ
ロセッサ２０４を種々の１つ（又は複数）のアンテナ２０２に接続することができる、ス
イッチングファブリック２１０を更に備える。この図示したスイッチングファブリックは
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、ＬＴＥベースバンド又はＣＤＭＡ　１Ｘベースバンドのどちらかを、ＲＦフロントエン
ドに接続するようになされている。しかし、実施形態に共通して、１つのベースバンドプ
ロセッサを１つのアンテナ（「一対一」）、一対多、多対一等に接続することができる。
この「スイッチング」能力は多くの理由で望ましく、その理由としては、特に、（ｉ）電
力管理、（ｉｉ）処理効率／汎用性、及び（ｉｉｉ）アンテナ分離制約により、モバイル
デバイスの無線のサブセットのみがいつでもアクティブであることを要求できることが含
まれる。フォームファクタ設計が小さいと、動作中に複数のアンテナを完全に分離するた
めの十分なスペースがないため、結果として、いつでもアクティブになるのは１つのアン
テナ（あるいは限定されたサブセット）だけであるという場合もある。同様に、あるフォ
ームファクタの設計の場合、様々な無線インタフェース用にアンテナを再使用するので、
任意の時間に共通のアンテナを使用できるのは１つの無線インタフェースだけになる。当
業者であれば、当然ながらさらに他の動機もあるが、本明細書ではこれ以上議論しない（
例えば、ビジネス、又は利益の考慮、ネットワークの活用等）。
【００２７】
　また、当然のことながら、他の構成要素もＵＥ　２００に同じように組み込まれている
が、本明細書ではこれ以上議論しない。例えば、ＵＥは、ユーザインタフェース部品（表
示画面、ボタン、マルチタッチディスプレイのようなタッチスクリーン、ダイヤル、等）
、メモリ部品（例えば、ＲＡＭ（ランダムアクセスメモリ）、フラッシュメモリ、ハード
ディスクドライブ（ＨＤＤ）等）、電力管理部品（例えば、バッテリ、充電器部品等）、
外部インタフェース（例えば、ファイヤーワイヤ（商標）、ユニバーサルシリアルバス（
商標）（ＵＳＢ）、サンダーボルト等）を含んでもよい。
【００２８】
　さらに当然のことながら、図２に示すＵＥは実施形態の一例を説明しているに過ぎない
。本開示の様々な特徴に有用な他の変形は、２０１１年４月２５日に出願された共同出願
で同時係属の米国仮特許出願第６１／＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿号、発明の名称「ＤＵＡＬ　
ＮＥＴＷＯＲＫ　ＭＯＢＩＬＥ　ＤＥＶＩＣＥ　ＲＡＤＩＯ　ＲＥＳＯＵＲＣＥ　ＭＡＮ
ＡＧＥＭＥＮＴ」及び２０１１年４月６日に出願された米国仮特許出願第６１／＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿号、発明の名称「ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＮＥＴＷＯＲＫ　ＭＯＢＩＬＥ　ＤＥ
ＶＩＣＥ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ」と、２０１１年５月２日に出
願された米国特許出願第１３／０９９，２０４号、発明の名称「ＳＩＮＧＬＥ－ＲＡＤＩ
Ｏ　ＤＥＶＩＣＥ　ＳＵＰＰＯＲＴＩＮＧ　ＣＯＥＸＩＳＴＥＮＣＥ　ＢＥＴＷＥＥＮ　
ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＲＡＤＩＯ　ＡＣＣＥＳＳ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＩＥＳ」と、２０１
２年１月９日に出願された米国特許出願第１３／３４６，４１９号、発明の名称「ＤＹＮ
ＡＭＩＣ　ＴＲＡＮＳＭＩＴ　ＣＯＮＦＩＧＵＲＡＴＩＯＮＳ　ＩＮ　ＤＥＶＩＣＥＳ　
ＷＩＴＨ　ＭＵＬＴＩＰＬＥ　ＡＮＴＥＮＮＡＳ」と、２０１２年１月１０日に出願され
た米国特許出願第１３／３４７，６４１号、発明の名称「ＭＵＬＴＩＭＯＤＥ　ＵＳＥＲ
　ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ　ＷＩＴＨ　ＤＵＡＬ　ＣＩＲＣＵＩＴ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＵＲ
Ｅ」と、に詳細に記載されており、各々参照することによって本明細書に全体的に組み込
まれている。
【００２９】
　図２の例示のＵＥ２００は、例えば、図１のハイブリッドネットワークシステム内で、
ＬＴＥ／ＣＤＭＡ　１Ｘハイブリッドモード動作が可能である。具体的には、ＵＥ２００
は、ＬＴＥネットワークに登録しながら、ＣＤＭＡ　１Ｘ音声通話を行うことができる。
ハイブリッド動作中、ＵＥは、ＬＴＥネットワーク１０２ＡとＣＤＭＡ　１Ｘネットワー
ク１０２Ｂとの双方に登録することができる。ＵＥは、ＬＴＥネットワーク又はＣＤＭＡ
　１Ｘネットワークのいずれかからデータ及び制御メッセージを受信し、応答することが
可能であるが、前述したように、ＵＥは両方のネットワークに同時に応答することができ
ず、したがって、図示の実施形態において、ＵＥは、ＬＴＥ（データ）トラフィックより
もＣＤＭＡ　１Ｘ（音声通話）トラフィックを常に優先することで、音声通話に対するユ
ーザエクスペリエンスに確実に影響を及ぼさないように構成されている。他の実装では他
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の優先付けをする場合もある（例えば、音声通話の優先順位が低い場合は、トラフィック
の種類、デバイス使用の履歴、ＱｏＳ要件、等に基づいて）。
【００３０】
　ＵＥ２００が一旦ＬＴＥネットワーク１０２Ａに接続されると、ＵＥはＬＴＥネットワ
ークから定期的に「チューン」アウェイして、ＣＤＭＡ　１Ｘセルの取得、取得したＣＤ
ＭＡ　１Ｘセルへの登録、及びＣＤＭＡ　１Ｘページの受信等のＣＤＭＡ　１Ｘ保守アク
ションを行う。ＣＤＭＡ　１Ｘネットワーク１０２Ｂの無線通信状況により、これらのア
クションは一実施例では８０ミリ秒（８０ｍｓ）から数秒（４秒～６秒）の範囲になり得
る。さらに、ＣＤＭＡ　１Ｘネットワーク上で、ＵＥが音声通話を受信したり、かけたり
する場合、ＬＴＥ接続が外される。以下に使用するように、「チューンアウェイ（tune-a
way）」及び「チューンアウト（tune-out）」等の用語を互換可能に使用し、また同様に
、これらに相反する用語「チューンイン（tune-in）」、「チューンバック（tune-back）
」等も互換可能に使用する。より一般的には、「チューンアウェイ」動作は、クライアン
トデバイス受信停止イベントのより大きなグループに包含される。具体的には、これらの
クライアントデバイス受信停止イベントは、クライアントデバイス（ネットワーク協調を
伴う又は伴わない）により開始され、意図的又は間接的にクライアントデバイスの受信を
不能にし、その他の目的又は目標を達成する。共通の例としては、例えば、他のネットワ
ークを測定するため、電力消費を低減するため、他の隣接するデバイスへの干渉を低減す
るため、他のアプリケーションのための処理リソースを保存するため、等が含まれる。
【００３１】
　図２の例示のＵＥ２００に戻り、チューンアウェイイベントを引き起こし得るイベント
は、いくつかある。共通の例としては、（ｉ）登録、（ｉｉ）位置更新、（ｉｉｉ）ペー
ジング、（ｉｖ）検索動作、（ｖ）セル計測、（ｖｉ）音声通話イベント（双方ともモバ
イルが発端（ＭＯ）（すなわち、モバイルデバイスにより発信）、及びモバイルが終端（
ＭＴ）（すなわち、モバイルデバイスにより受信））、（ｖｉｉ）サービス停止（ＯＯＳ
）手順、等が含まれるが（限定されない）。チューンアウェイイベントは、実際には周期
的（あるいはそれ以外予想可能にスケジューリングされる）、又は完全に予想不可能な、
割り込みイベントであるか、あるいはそれらの変形又は組み合わせでもよい。チューンア
ウェイイベントの継続時間は、数ミリ秒から数秒の広い範囲に亘る。
【００３２】
　例えば、この意味において、ＵＥは、定期的にＬＴＥネットワークからチューンアウェ
イしてＣＤＭＡ　１Ｘネットワークにチューンインして、ページングチャネルを検出し、
ＣＤＭＡ　１Ｘネットワークのサービングセル及び隣接セルの計測を行ってもよい。ごく
まれに、チューンアウェイイベントは、長時間のメンテナンスタスクを行うために、実質
的により長い時間インターバルを必要とする。例えば、一例としてのタイムラインを図３
に示す。図示するように、通常動作の過程に亘って、モバイルデバイスは、定期的にＣＤ
ＭＡ　１Ｘネットワークに短い時間インターバル３０２の間チューンする。時々、このデ
バイスは、更により長いタスク３０４を行わなければならない。より長いタスクの共通の
例としては、限定されることなく、モバイルデバイスが能動的にＣＤＭＡ　１Ｘネットワ
ークと情報を交換しなければならない位置エリア更新（ＬＡＵ）、受信障害期間（例えば
、モバイルデバイスがメッセージングをデコードするための追加の時間を必要とする（例
えば、ページングチャネル等））、等が含まれる。
【００３３】
　ＬＴＥ／ＣＤＭＡ　１Ｘに対応可能なクライアントデバイスに関連して前記シナリオを
議論してきたが、他のハイブリッドクライアントデバイスにおいて、類似の（同一でなけ
れば）問題が生じることも認識される。例えば、他のモバイルデバイスは、時分割ロング
タームエボリューション（ＴＤ－ＬＴＥ）及び時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－ＳＣ
ＤＭＡ）技術に対応可能であってもよい。ＬＴＥ（周波数分割複信ＬＴＥ（ＦＤ－ＬＴＥ
）とも称す）において、ダウンリンク及びアップリンクは異なる周波数を用いて送信され
る。時分割複信ＬＴＥ（ＴＤ－ＬＴＥ）において、ダウンリンク及びアップリンクは、同
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一の周波数上にあり、分割は時間ドメイン内で生じるので、呼における各方向は特定のタ
イムスロットに割り当てられる。
【００３４】
　同様に、時分割同期符号分割多元接続（ＴＤ－ＳＣＤＭＡ）によれば、同一フレーム内
の異なるタイムスロットを用いた、アップリンク対象のトラフィック（モバイル端末から
基地局へ）とダウンリンク対象のトラフィック（基地局からモバイル端末へ）が可能とな
る。
【００３５】
　本開示の実施形態は、図４を参照してここに記載された手法を実装するなどして、ハイ
ブリッドネットワークにおいて、これらの技術を一緒に及び個別に使用することを（他の
技術と組み合わせて）意図している（ここに記載の無線アクセス技術の１つ以上の異なる
組み合わせを使用することを除く）。例えば、ＴＤ－ＬＴＥ及びＴＤ－ＳＣＤＭＡ双方に
関する実施形態の一例において、ＴＤ－ＬＴＥネットワークに接続されたＵＥは、定期的
に（あるいは、イベントドリブン又は他のベースで）ＴＤ－ＬＴＥネットワークから無線
をチューンアウェイして、セル選択、登録、及びページ受信などのＴＤ－ＳＣＤＭＡアク
ションを行う。
【００３６】
　また、移動通信用のグローバルシステム（ＧＳＭ）は、セルラー技術規格であり、汎用
パケット無線サービス（ＧＰＲＳ）、ＧＳＭ進化のためのエンハンストデータレート（Ｅ
ＤＧＥ）、及び３Ｇ（第３世代）ＵＭＴＳとして周知のユニバーサル移動体通信システム
（ＵＭＴＳ）を含む多くの進歩点で高度化している。様々な他の共通の実施形態として、
ＬＴＥ又はＴＤ－ＬＴＥのどちらかをＧＳＭ、ＧＰＲＳ、ＥＤＧＥ、ＵＭＴＳ等のいずれ
かと更に組み合わせてもよい。
【００３７】
　あいにく、チューンアウェイ動作中、ネットワーク（例えば、高度化ノードＢ（ｅＮＢ
））は、ＵＥがチューンアウトしていることに感知しない。これは、著しく望ましくない
影響をもたらし得る。例えば、ｅＮＢは、ＵＥへのアップリンク（ＵＬ）リソース（不使
用となる）又は送信用ダウンリンク（ＤＬ）リソース（逃す）を付与する。同様に、ｅＮ
Ｂは、不必要な再送信及び／又は不正確な又は古くなった情報となる、物理アップリンク
制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）情報（例えば、ハイブリッド自動再送要求（ＨＡＲＱ）確認
応答（ＡＣＫ）／非確認応答（ＮＡＣＫ）、チャネル品質指示（ＣＱＩ）、ランク指示（
ＲＩ）、予符号化マトリックス情報（ＰＭＩ）、等）を受信しない。
【００３８】
　ＵＥが「古くなった」情報と共に不適当に稼動した場合、更に深刻な結果をもたらす。
例えば、ｅＮＢが、サウンディング基準信号（ＳＲＳ）を受信しなければ、ｅＮＢは、Ｕ
Ｌスケジューリングに対してＵＥを不適当にスケジューリングする可能性がある。同様に
、チューンアウェイ動作中に無線リソース接続（ＲＲＣ）不活動タイマーが満了となった
場合、ＵＥとｅＮＢとは、同期を失う可能性がある。いずれの状況においても、ＵＥは、
古くなったリソース（例えば、ＰＵＣＣＨ送信、ＳＲＳ送信、物理ランダムアクセスチャ
ネル（ＰＲＡＣＨ）等の）で制御シグナリングを送信して、ネットワーク全体の汚染をも
たらしてしまう。
【００３９】
　更に他の状況において、ＵＥとｅＮＢとは、完全に接続を失う可能性がある。これによ
り、ＵＥは、長期サービス停止となってしまう。例えば、早期の無線リンク障害（ＲＬＦ
）は、同期の問題、受信ムラ、及び過度の接続試行を更にもたらす。
【００４０】
　方法
　ここで図４を参照して、ハイブリッドクライアントデバイス受信停止イベントのネット
ワークベースの検出及び軽減の方法４００の一実施形態について説明する。１つのシナリ
オにおいて、クライアントデバイスは、第１のネットワークに接続されており、この第１
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のネットワークは、このクライアントデバイスと他のネットワークとの接続について全く
感知しない。あるいは、第１のネットワークは、定期的に更新される、隣接するネットワ
ークに関する限られた情報（例えば、タイミング情報、登録済装置等）有してもよいが、
第１のネットワークの動作意思決定において、一体化はしていない。
【００４１】
　ステップ４０２において、ネットワークは、クライアントデバイスに関連付けられた受
信ロスイベントを判定する。１つの変形において、この受信ロスは、不完全な及び／又は
受信されていない、１つ以上のシグナリング交換又はイベントに基づいて検出される。別
の変形において、受信ロスは、シグナリングをクライアントデバイスから受信しない時間
の長さに基づいて検出される。
【００４２】
　更に他の別の変形において、受信ロスイベントは、ネットワークに報知される。１つの
実装において、このシグナリングは、１つ以上の既存のプロトコル（すなわち、ロスイベ
ントが推定され得るプロトコルの単なる呼び出し）において、暗示的である。代替として
、このシグナリングは、明示的（例えば、その目的のために実装された専用メッセージプ
ロトコル、あるいは、「別の目的に再利用された」又は必要なシグナリングが「上乗せさ
れた」既存のメッセージプロトコル）であってもよく、または、１つの稼動状況に対し両
技術の内の１つをより適切とし、他の状況には他の技術をより適切とする、暗示的及び明
示的技術を「混在させる」アプローチでもよい。
【００４３】
　更に他の変形において、受信ロスは、ネットワークにより開始された一回又は複数回の
アクセス試行が失敗したことに起因する。
【００４４】
　前述の組み合わせは、同時に（例えば、「ロス」が確立する前に、三つの暗示的／明示
的評価基準の内２つが合わなければならない）、あるいは、代替として、異なる状況（例
えば、１つの状況に１つの評価基準又一連の評価基準かつ第２の状況に他の評価基準）に
おいて使用してもよいことも認識されるだろう。
【００４５】
　方法４００のステップ４０４において、ネットワークは、クライアントデバイスの動作
を調整する。一実施形態において、ネットワークは、より少ないクライアントデバイス用
のリソースを確保することによって、調整する。あるいは、ネットワークは、クライアン
トデバイスのリソースを全く確保しなくてもよい。これらのアクションにより、「浪費さ
れる」ネットワークリソースの低減が達成される。すなわち、クライアントに割り当てら
れるが使用されないリソースを解放することである。
【００４６】
　一実施形態において、ネットワークは、デバイスコンテキストの１つ以上の層を非活性
化することができる。実装の一例において、デバイスコンテキストの１つ以上の層には、
１つ以上の通信プロトコルスタックソフトウェア要素又は層の状態情報が含まれる。例え
ば、このような１つのシナリオにおいて、ネットワークは、１つ以上の物理ソフトウェア
層、無線リンク層、媒体アクセス（例えば、ＭＡＣ）層等を非活性化してもよい。
【００４７】
　ステップ４０６において、ネットワークは受信回復を監視し、受信が回復した場合、ネ
ットワークは通常動作を再開する（例えば、デバイスが繰り返しサイクルモードにならな
いよう、受信が実際に確実に回復するまで耐えるために、即時、又は「待機」若しくは他
の期間の後に行われてもよい）。一実施形態において、ネットワークとクライアントデバ
イスとは、接続動作用リソースについてネゴシエーションする。別の実施形態において、
ネットワークとクライアントデバイスとは、デバイスコンテキスト情報の１つ以上の層に
ついて再開又は再ネゴシエーションする。例えば、１つのこのような例において、ネット
ワークは、１つ以上の物理ソフトウェア層、無線リンク層、媒体アクセス層等を再活性化
してもよい。
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【００４８】
　別の変形において、ネットワークは、単にデフォルトでロスイベントの直前にクライア
ントに関連付けられた割り当てとする。このアプローチは、ネットワークとクライアント
デバイスとのネゴシエーションを不要にする利点がある。
【００４９】
　１つの変形において、１つ以上の評価基準、例えば、ロスイベント継続時間に基づいて
、どの前述の技術を適用するかの選択が判定される。例えば、ロスイベント継続時間が比
較的短かい場合（およそ、上記で説明した例の内容において、１００ｍｓ）、ネットワー
クは、ネゴシエーションすることなく、前のリソース割り当てを再設定する。しかし、所
定の閾値を超えた際（例えば、１０００ｍｓ又は１ｓ）、再ネゴシエーションを行う。
【００５０】
　さもなければ、受信が回復しない場合（実施形態の一例に関して以下に説明するように
、例えば、所定の時間窓内、イベントの数、サイクル、等）、ステップ４０８において、
ネットワークはクライアントデバイスの接続を切断する。
【００５１】
　例示的動作－
　ここで図５を参照して、図４の方法４００の実装の一例を示して、説明する。具体的に
は、ハイブリッドクライアントデバイス受信停止イベントのネットワークベースの検出及
び軽減の方法５００の実施形態の一例を示す。
【００５２】
　１つのシナリオにおいて、ハイブリッドクライアントデバイスは、ロングタームエボリ
ューション（ＬＴＥ）ネットワーク及び符号分割多元接続１Ｘ（ＣＤＭＡ　１Ｘ）ネット
ワークと通信できる単一の無線ソリューションである。以下の動作はＬＴＥネットワーク
の高度化ノードＢ（ｅＮＢ）を参照して説明するが、本発明の様々な態様は、基地局（技
術にかかわらず）、より一般的には、いずれのタイプの（例えば、アドホックネットワー
ク等）無線サーバデバイスに広く適用可能なことは、容易に理解される。
【００５３】
　端的に、通常動作中、ｅＮＢは、無線リソース接続（ＲＲＣ）セットアップ中の専用の
物理アップリンク制御チャネル（ＰＵＣＣＨ）及び／又はサウンディング基準信号（ＳＲ
Ｓ）リソースと共にＵＥを構成する。この専用のＰＵＣＣＨリソースにより、ＵＥは、１
つ以上のスケジューリング要求（ＳＲ）、チャネル品質指示（ＣＱＩ）、ランク指示（Ｒ
Ｉ）、及び／又はプリコーディングマトリックス指標（ＰＭＩ）を送信できる。各ＰＵＣ
ＣＨリソースは、特に、専用のリソースのロケーション（例えば、タイムスロット、副搬
送波）、周期性、及びオフセットに従って識別される。専用のＳＲＳリソースは、専用の
リソースの帯域幅、ロケーション、周期性及びオフセットに従って特定される。
【００５４】
　既存のｅＮＢは、ＰＵＣＣＨ及び／又はＳＲＳがＵＥから取り戻されていないか判定で
きる。一般に、この機能は、間欠送信（ＤＴＸ）検出の下に大別される。ＤＴＸ検出の共
通のソリューションは、特に、実装アルコリズム、チャネル条件、及び隣接セルの干渉に
従って様々な成功の度合いを示す。
【００５５】
　図５を参照すると、ステップ５０２において、ｅＮＢは、ＵＥチューンアウェイイベン
トを監視する。一例の実施形態では、ｅＮＢは、例えば、ＤＴＸ検出を介して、１つ以上
の損失ＰＵＣＣＨ及び／又はＳＲＳ信号を監視する。
【００５６】
　変形の中には、ｅＮＢが複数の損失ＰＵＣＣＨ及び／又はＳＲＳ（例えば、１つ以上の
ＤＴＸの発生）を監視する場合もある。複数のＤＴＸの発生をチェックすることで、ＵＥ
が実際にチューンアウェイされたことを保証することができる（例えば、深いフェードに
起因する受信の単なる一瞬のロスと反対に）。連続したＤＴＸの数は、ＵＬ送信を伴わな
い真のチューンアウェイを検出する時間と誤警報の確率（ｅＮＢ　ＰＵＣＣＨ／ＳＲＳ　
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ＤＴＸに基づく）との間のトレードオフに基づいて、選択してもよい。実施形態の中には
、例えば、成功確率、誤検出確率、総検出時間、等に従って、このレードオフを動的に調
整して最適化してもよいものがある。１つのこのような変形において、一旦、ｅＮＢがＤ
ＴＸイベントを検出すると、ｅＮＢは、タイマー機能（例えば、ＤＴＸ＿監視＿タイマー
）を開始させる。１つの実装において、ＤＴＸ＿監視＿タイマーの長さは、最上限を有す
る（例えば、ＤＴＸ監視タイムアウト中は、無線リンク障害（ＲＬＦ）が宣言されないよ
うに）。
【００５７】
　実装の中には、ＵＥは、次回のチューンアウェイ期間に関する情報を提供するため、明
示的又は暗示的にｅＮＢと通信できるものがある。例えば、１つのこのようなケースにお
いて、ｅＮＢは、既存のメッセージング方式を介して、暗示的にシグナリングされる。ｅ
ＮＢは、例えば、ＵＥがＰＵＣＣＨ／ＰＵＳＣＨリソースで所定値を伴った多数の連続し
たＣＱＩ測定を送信した場合（例えば、ヌル値又はゼロ値のＣＱＩが現在確保され、スペ
クトル効率推定をサポートできる画定変調及び符号化方式（ＭＣＳ）がないことを示す）
、次回のチューンアウェイ期間を推量してもよい。
【００５８】
　他のこのような例において、ＵＥが有効なＵＬグラントのヌル（あるいはゼロ）値を伴
った多数の連続したバッファ状態報告（ＢＳＲ）を送信した際、ｅＮＢは、次回のチュー
ンアウェイ期間を推量してもよい。
【００５９】
　更に他の例において、特定値（例えば、ＬＴＥは、最小ＰＨＲ値である－２３ｄＢｍを
有する）を伴った多数の連続したパワーヘッドルーム（ＰＨＲ）報告に基づいて、ｅＮＢ
は、次回のチューンアウェイ期間を推量してもよい。チューンアウェイイベントの検出は
、前述の任意の組み合わせに基づいてなされることも可能であることが理解される。
【００６０】
　１つの実装において、ＵＥの活動を受信する前に、ＤＴＸ＿監視＿タイマーが満了とな
った場合、ｅＮＢは、そのＵＥをチューンアウェイしたＵＥとして扱い、ステップ５０４
に進む。あるいは、ＤＴＸ＿監視＿タイマーが満了でない場合（例えば、タイマーが満了
となる前にＵＥ活動が発生する）、ｅＮＢはそのＵＥを一時的割り込みとみなす（すなわ
ち、訂正アクションは必要がない）。
【００６１】
　ステップ５０４を参照して、ｅＮＢは、１つ以上の訂正アクションを実行することで、
チューンアウェイしたＵＥを補償できる。
【００６２】
　一例の実施形態では、ｅＮＢは、タイマー機能（例えば、チューンアウェイ＿解放＿タ
イマー）を開始させる。実装の一例において、ＵＥの回復を検出する時間と完全接続切断
確率との間のトレードオフに基づいて、チューンアウェイ＿解放＿タイマーは選択される
。実施形態の中には、例えば、チューンアウェイ時間の最大化、再接続時間の最小化、実
際の受信ロスイベントにおける再接続時間の最小化等に従って、このトレードオフが動的
に調整され、最適化されてもよいものがある。１つのこのような変形において、一旦ｅＮ
Ｂがチューンアウェイイベントを検出すると、ｅＮＢは、他のタイマー（例えば、チュー
ンアウェイ＿解放＿タイマー）を開始させる。
【００６３】
　訂正アクションの共通の例としては、例えばしかし限定されることなく、（ｉ）ＵＥの
スケジューリングの一時停止、（ｉｉ）ＲＲＣ＿不活動＿タイマーの一時停止（作動中の
場合）、（ｉｉｉ）Ｃ－ＤＲＸ＿不活動＿タイマー（接続ＤＲＸ動作）の一時停止（作動
中の場合）、（ｉｖ）ＲＲＣ手順（例えば、ハンドオーバ動作、無線リンク監視、再確立
、等）の一時停止（作動中の場合）、（ｖ）様々なソフトウェアスタックコンポーネント
（例えば、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）、無線リンク制御（ＲＬＣ）、パケットデータ収
束プロトコル（ＰＤＣＰ）層）の一時停止（作動中の場合）、及び／又は（ｖｉ）任意（
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又は一部分）の物理層専用のリソース（例えば、タイムスロット、副搬送波、リソースブ
ロック、等）の解放が含まれる。
【００６４】
　方法５００の判定点５０５において、ｅＮＢはＵＥの回復を監視する。ＵＥが回復して
いる場合、次にｅＮＢはステップ５０６に進む。あるいは、チューンアウェイ＿解放＿タ
イマーが作動せず満了となった場合、ｅＮＢは、ｅＮＢ起動回復のためステップ５０８に
進む。あるいは、チューンアウェイ＿解放＿タイマーが作動せず満了となった場合、ｅＮ
Ｂは、直接ステップ５１０に進んでもよい（したがって、ＵＥをドロップさせる）。
【００６５】
　１つの変形において、ｅＮＢは、ランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ）動作を監視す
る。ＵＥがＲＡＣＨ試行を起動する場合、ｅＮＢは、ステップ５０６の手順を介して、Ｕ
Ｅ復旧処理を行うか、さもなければ、ｅＮＢは、ステップ５０８に進む。
【００６６】
　他の変形において、ｅＮＢは、ＵＥからのＰＵＣＣＨ及び／又はＳＲＳアクセスを監視
し、あるいは又は更に、ｅＮＢは、チューンアウェイしたＵＥからのＲＡＣＨ手順を監視
してもよい。一例の実施形態では、連続したＰＵＣＣＨ及び／又はＳＲＳの最小閾値を検
出した場合、ｅＮＢは、ＵＥがＬＴＥネットワークに戻ったとみなすことができる。ＲＡ
ＣＨタイプの実施形態として、ＵＥがＲＡＣＨ手順の起動を成功した場合、ｅＮＢは、Ｕ
ＥがＬＴＥネットワークに戻ったとみなす。
【００６７】
　ここでステップ５０６を参照して、ｅＮＢは、ＵＥの以前の状態に復旧させる。動作の
復旧としては、限定されることはないが、（ｉ）ＵＥのスケジューリングの再開、（ｉｉ
）ＲＲＣ＿不活動＿タイマーの再開（停止している場合）、（ｉｉｉ）Ｃ－ＤＲＸ＿不活
動＿タイマーの再開（停止している場合）、（ｉｖ）ＲＲＣ手順の再開（例えば、ハンド
オーバ動作、無線リンク監視、再確立、等）（停止している場合）、（ｖ）任意の停止し
たソフトウェアスタックコンポーネント（例えば、媒体アクセス制御（ＭＡＣ）、無線リ
ンク制御（ＲＬＣ）、パケットデータ収束プロトコル（ＰＤＣＰ）層）の再開、及び／又
は（ｖｉ）任意の物理層専用のリソース（例えば、タイムスロット、副搬送波、リソース
ブロック、等）のセットアップが含まれる。
【００６８】
　最後に、ステップ５０８において、ｅＮＢは、ＵＥとの接続の再確立を試行してもよい
。ＵＥが、ｅＮＢの再確立の試行に応答した場合、ｅＮＢは、ステップ５０６において、
ＵＥを復旧できる。再確立の試行が失敗した場合、ｅＮＢは、ＵＥを完全にドロップさせ
ることができる（ステップ５１０）。例えば、一例の実施形態では、ｅＮＢは、物理ダウ
ンリンク制御チャネル（ＰＤＣＣＨ）メッセージを送り、ＵＥが「チューンイン」した場
合、そのＵＥは、応答としてＲＡＣＨ試行を起動して、ｅＮＢは、ステップ５０６に進む
ことができる。ｅＮＢがＲＡＣＨを受信しない場合、ｅＮＢは、ステップ５１０に進む。
ｅＮＢは、例えば、ステップ５１０の処理の前にｎ回の再試行及び／又はタイマーの満了
、様々な前述のプロセスに対する再試行及び／又はタイムアウトロジックを適用するよう
に構成されてもよいことも理解される。
【００６９】
　ステップ５１０において、ｅＮＢは、ＵＥをドロップする（接続が再確立できない場合
）。一実施形態において、任意の専用の無線リソースの解放、ＵＥをｅＮＢアクティブＵ
Ｅデータベースから削除、ＵＥのＲＲＣ＿ＩＤＬＥ動作へのトランジション、及び任意の
シグナリング及びデータ無線ベアラの解放を含む。
【００７０】
　装置－
　図６は、本開示に従って構成されるネットワークエンティティ６００の実施形態の一例
を示す。このネットワークエンティティは、単独型のエンティティでもよく、又は他のネ
ットワークエンティティ（例えば、基地局、基地局制御装置、無線アクセスネットワーク
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制御装置等）に組み込まれてもよい。一例の実施形態では、ネットワークエンティティは
、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）高度化ノードＢ（ｅＮＢ）を備える。
【００７１】
　図６に示すように、ネットワークエンティティ６００は、一般に、セルラーデバイスと
インタフェースをとる無線（例えば、セルラー）インタフェース６０２と、プロセッサ６
０４と、記憶装置６０６とを備える。セルラーインタフェースは、１つ以上のモバイルデ
バイスと通信するように構成される無線セルラーインタフェースとして示されるが、他の
構成及び機能に代えてもよい。例えば、別の実施形態において、セルラーインタフェース
は、基地局と有線通信し、その基地局がモバイルデバイスと通信してもよい。
【００７２】
　図６に示す、高水準の装置６００のセルラーインタフェース６０２は、無線周波数送信
（ＲＦ）を介して、データを送信及び受信するように構成された１つ以上の無線送受信機
回路を備える。無線送受信機の共通の実施形態は、一般に、モデムプロセッサ及び１つ以
上のアンテナを含む。本発明の実施形態の一例において、この無線送受信機は、ロングタ
ームエボリューション（ＬＴＥ）無線アクセス技術に従って構成されている。本発明の様
々な他の実装は、他のセルラー及び／又は無線規格向けに構成可能であることが理解され
る。このような技術の共通の例として、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、ＥＤＧＥ、ＷＣＤＭＡ、ＣＤ
ＭＡ２０００、ＣＤＭＡ　１Ｘ、ＣＤＭＡ　１Ｘ－ＥＶＤＯ、ＬＴＥ－Ａ等及びこれらの
様々な組み合わせが含まれる。
【００７３】
　通常動作中、前記セルラーインタフェース６０２は、ハイブリッドクライアントデバイ
ス受信停止イベントの検出及び軽減を調整する。
【００７４】
　プロセッサ６０４は、１つ以上のプロセッサ（あるいは、１つ又は複数のマルチコアプ
ロセッサ）を備える。更に、このプロセッサは、処理メモリ及び／又は記憶装置に連結さ
れている。この処理サブシステムは、一般的に、信号プロセッサ、汎用プロセッサ、ネッ
トワークプロセッサ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡｓ）、デジタル
信号プロセッサ（ＤＳＰｓ）、及び前述の任意の組み合わせ内に実装される。メモリ及び
記憶装置の典型的な実装としては、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、及びその派生（
ダイナミックＲＡＭ、スタティックＲＡＭ、シンクロナスＲＡＭ等）、フラッシュメモリ
、及びハードディスクドライブ（ＨＤＤ）が含まれる。また、１つ以上のメモリ装置が、
更に、様々な冗長スキーム（例えば、廉価ドライブ冗長アレイ（ＲＡＩＤ））等で構成さ
れていてもよいことが更に理解される。
【００７５】
　一例の実施形態では、ネットワークエンティティ６００は、ネットワークインタフェー
ス６１２を介して、有線ネットワークインフラストラクチャに更に連結されている。この
ネットワークインタフェースは、一般的に、イーサネットネットワークと共に使用される
よう適合されているが、他の好適なネットワークの変形例としては、同期光学ネットワー
キング（ＳＯＮＥＴ）、非同期転送モード（ＡＴＭ）、ＭｏＣＡ等が含まれる。物理イン
タフェースの様々な形式が、従来技術において広く使用されており、これには、例えばイ
ーサネットケーブル（例えば、ＣＡＴ５）、同軸、光ファイバー、等が含まれる。
【００７６】
　本開示の特定の特徴が、方法の具体的なステップのシーケンスの観点から説明されてい
るが、これらの説明は、より広範な方法の例示に過ぎないものであり、具体的な適用によ
って、必要に応じて修正することができる点が、認識されるであろう。特定のステップは
、特定の状況下では、不必要又は任意選択とできる。さらには、特定のステップ又は機能
性を、開示される実施形態に追加でき、あるいは２つ以上のステップの実行の順序を、置
き換えることもできる。全てのそのような変形例は、本開示の範囲内に包含されると見な
される。
【００７７】
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　上記の詳細な記載で、様々な実施形態に適用されるような、新規の特徴を示し、説明し
、指摘しているが、例示されたデバイス又はプロセスの形態及び詳細の、様々な省略、置
換、並びに変更を、当業者によって実施することができる点が、理解されるであろう。上
述の説明は、現時点で想到される最良の実施態様の説明である。本説明は、限定すること
を決して意図するものではなく、むしろ、本開示の一般的原理の例示として解釈されるべ
きである。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年11月5日(2014.11.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハイブリッドクライアントデバイス受信停止イベントのネットワークベースの検出及び
軽減のために構成されている無線ネットワーク装置であって、
　　少なくとも第１の無線技術及び前記第１の無線技術と異なる第２の無線技術を介して
無線通信を行うように構成されている、少なくとも１つの無線インタフェースと、
　　前記少なくとも１つの無線インタフェースとデータ通信を行う、少なくとも１つのプ
ロセッサと、
　　前記少なくとも１つのプロセッサとデータ通信を行うロジックとを備え、前記ロジッ
クは前記無線ネットワーク装置に、
　　　クライアントデバイスの無線インタフェースに関連付けられた受信ロスイベントの
発生を識別させ、前記クライアントデバイスの前記無線インタフェースは前記第２の無線
技術に準拠しており、
　　　一定の期間、前記クライアントデバイスによるネットワークリソースの利用が低減
されせることになる、前記クライアントデバイスの動作の少なくとも１つの態様を調整さ
せ、
　　　前記クライアントデバイスが前記一定の期間に受信を回復したかどうかを監視させ
、
　　　前記クライアントデバイスが前記一定の期間に受信を回復した場合、確立されたプ
ロトコルに従って前記クライアントデバイスの通常動作を再開させ、
　　　前記クライアントデバイスが前記一定の期間に受信を回復しない場合、前記クライ
アントデバイスの接続を切断させるように構成された、無線ネットワーク装置。
【請求項２】
　前記無線ネットワーク装置は、前記一定の期間、前記クライアントデバイスにリソース
を割り当てないことによって、前記クライアントデバイスの前記動作の前記少なくとも１
つの態様を調整する、請求項１に記載の無線ネットワーク装置。
【請求項３】
　前記無線ネットワーク装置は、前記クライアントデバイスへの、物理アップリンク制御
チャネル（ＰＵＣＣＨ）リソース及びサウンディング基準信号（ＳＲＳ）リソースのうち
の少なくとも１つの割り当てを変更することによって、前記クライアントデバイスの前記
動作の前記少なくとも１つの態様を調整する、請求項１に記載の無線ネットワーク装置。
【請求項４】
　前記無線ネットワーク装置は、１つ以上の通信プロトコルスタックソフトウェア要素又
は層の状態情報を含むクライアントデバイスコンテキストの１つ以上の層を非活性化する
ことによって、前記クライアントデバイスの前記動作の前記少なくとも１つの態様を調整
する、請求項１に記載の無線ネットワーク装置。
【請求項５】
　前記１つ以上の層は、（ｉ）物理ソフトウェア層、（ｉｉ）無線リンク層、及び（ｉｉ
ｉ）媒体アクセス制御（ＭＡＣ）層、のうちの１つ以上を含む、請求項４に記載の無線ネ
ットワーク装置。
【請求項６】
　前記第１の無線技術は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）に基づく技術を含み、前記第２
の無線技術は、直交波周波数分割多重（ＯＦＤＭ）に基づく技術を含む、請求項１に記載
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の無線ネットワーク装置。
【請求項７】
　前記ＯＦＤＭに基づく技術は、ロングタームエボリューション（ＬＴＥ）に準拠した技
術を含み、
　前記無線ネットワーク装置は、ＬＴＥネットワークの拡張ノードＢ（ｅＮＢ）に関連付
けられ、
　前記無線ネットワーク装置は、前記クライアントデバイスからの、（ｉ）物理アップリ
ンク制御チャネル（ＰＵＣＣＩ）データ要素及び（ｉｉ）サウンディング基準信号（ＳＲ
Ｓ）データ要素のうちの少なくとも１つの回復を監視することによって、前記クライアン
トデバイスが前記一定の期間に受信を回復したかどうかを監視する、請求項６に記載の無
線ネットワーク装置。
【請求項８】
　ハイブリッドクライアントデバイス受信停止イベントのネットワークベースの検出及び
軽減方法であって、
　無線ネットワーク装置において、
　　クライアントデバイスの無線インタフェースに関連付けられた受信ロスイベントの発
生を特定することと、
　　一定の期間、前記クライアントデバイスによるネットワークリソースの利用を低減す
ることになる、前記クライアントデバイスの動作の少なくとも１つの態様を調整すること
と、
　　前記クライアントデバイスが前記一定の期間に受信を回復したかどうかを監視するこ
とと、
　　前記クライアントデバイスが受信を回復した場合、確立されたプロトコルに従って前
記クライアントデバイスの通常動作を再開することと、
　　さもなければ、前記クライアントデバイスの接続を切断することと、を含む、方法。
【請求項９】
　前記受信ロスイベントは、前記クライアントデバイスによって行われたチューンアウェ
イイベントの結果である、前記クライアントデバイスの前記無線インタフェースによる受
信ロスを含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記チューンアウェイイベントは、前記クライアントデバイスが準拠するロングターム
エボリューション（ＬＴＥ）技術規格内の所定のプロトコルに準じて行われる、請求項９
に記載の方法。
【請求項１１】
　前記無線ネットワーク装置は、前記クライアントデバイスから受信した１つ以上の通信
を評価することによって、前記受信ロスイベントの前記発生を特定する、請求項８に記載
の方法。
【請求項１２】
　前記１つ以上の通信は、ヌル値又はゼロ値を有するアップリンク制御値又は共有チャネ
ル値を含む複数の連続したチャネル品質指標（ＣＱＩ）測定を含む、請求項１１に記載の
方法。
【請求項１３】
　前記１つ以上の通信は、有効アップリンクグラントのヌル（又はゼロ）値を伴った複数
の連続したバッファ状態報告（ＢＳＲ）を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記１つ以上の通信は、所定値を伴った複数の連続したパワーヘッドルーム（ＰＨＲ）
報告を含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１５】
　クライアントデバイスであって、
　　少なくとも第１の無線技術及び前記第１の無線技術と異なる第２の無線技術を介して
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無線通信を行うように構成できる、少なくとも１つの無線インタフェースと、
　　前記少なくとも１つの無線インタフェースとデータ通信を行う、少なくとも１つプロ
セッサと、
　　前記少なくとも１つのプロセッサとデータ通信を行うロジックとを備え、前記ロジッ
クは前記クライアントデバイスに、
　　　前記少なくとも１つの無線インタフェースに関連付けられた受信ロスイベントの発
生又は初期発生をネットワークエンティティにシグナリングさせ、前記シグナリングは、
前記受信ロスイベントをシグナリングするために再目的化された既存のメッセージプロト
コルを介しており、
　　　前記クライアントデバイスの動作の少なくとも１つの態様の少なくとも１つの調整
を前記ネットワークエンティティから受信させ、前記少なくとも１つの調整によって、少
なくとも一定の期間、前記クライアントデバイスによるネットワークリソースの利用が低
減することになり、
　　　前記クライアントデバイスの前記動作の前記受信した少なくとも１つの調整を実行
させる、クライアントデバイス。
【請求項１６】
　前記クライアントデバイスは、１つ以上の通信を前記ネットワークエンティティに送る
ことによって、前記受信ロスイベントの前記発生又は初期発生を前記ネットワークエンテ
ィティにシグナリングする、請求項１５に記載のクライアントデバイス。
【請求項１７】
　前記１つ以上の通信は、ヌル値又はゼロ値を有するアップリンク制御値又は共有チャネ
ル値を含む複数の連続したチャネル品質指標（ＣＱＩ）測定を含む、請求項１６に記載の
クライアントデバイス。
【請求項１８】
　前記１つ以上の通信は、有効アップリンクグラントのヌル（又はゼロ）値を伴った複数
の連続したバッファ状態報告（ＢＳＲ）を含む、請求項１６に記載のクライアントデバイ
ス。
【請求項１９】
　前記１つ以上の通信は、所定値を伴った複数の連続したパワーヘッドルーム（ＰＨＲ）
報告を含む、請求項１６に記載のクライアントデバイス。
【請求項２０】
　記憶媒体を含むコンピュータ読み取り可能な装置であって、前記記憶媒体は、複数の命
令を含む少なくとも１つのコンピュータプログラムを含み、前記コンピュータプログラム
は、プロセッサ上で実行された際、クライアントデバイスに
　　以下：
　　ヌル値又はゼロ値を有するアップリンク制御値又は共有チャネル値を含む複数の連続
したチャネル品質指標（ＣＱＩ）測定、
　　有効アップリンクグラントのヌル（又はゼロ）値を伴った複数の連続したバッファ状
態報告（ＢＳＲ）、及び
　　所定値を伴った複数の連続したパワーヘッドルーム（ＰＨＲ）報告、のうちの１つ以
上を含む、１つ以上の通信を行うことによって、前記クライアントデバイスの少なくとも
１つの無線インタフェースに関連付けられた受信ロスイベントの発生又は初期発生をネッ
トワークエンティティにシグナリングさせ、
　前記クライアントデバイスの動作の少なくとも１つの態様の少なくとも１つの調整を前
記ネットワークエンティティから受信させ、前記少なくとも１つの調整によって、少なく
とも一定の期間、前記クライアントデバイスによるネットワークリソースの利用が低減す
ることになり、
　前記クライアントデバイスの前記動作の前記受信した調整を実行させる、コンピュータ
読み取り可能な装置。
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