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(57)【要約】
ラジオを選択し、無線デバイス上でのラジオへのアプリ
ケーションをマッピングするための技法が説明されてい
る。無線ネットワークは、アクティブである少なくとも
１つのアプリケーションと、使用のために利用可能であ
る複数のラジオを有しうる。一設計では、無線デバイス
は、少なくとも１つのアプリケーションの要件を決定し
、そしてそれは、スループット、レイテンシ、ジッタ等
に関連していることがある。無線デバイスは、少なくと
も１つのアプリケーションの要件と場合によっては他の
要因に基づいて、複数のラジオの中から少なくとも１つ
のラジオを選択する。無線デバイスは、少なくとも１つ
のアプリケーションの要件、少なくとも１つのラジオの
性能、および／または他の要因に基づいて、少なくとも
１つのアプリケーションの、少なくとも１つのラジオへ
のマッピングを決定する。無線デバイスは、マッピング
に基づいて少なくとも１つのラジオに少なくとも１つの
アプリケーションをマッピングする。
【選択図】　　　図５Ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信のための方法であって、
　無線デバイス上でアクティブな少なくとも１つのアプリケーションの要件を決定するこ
とと、
　前記少なくとも１つのアプリケーションの要件に基づいて、前記無線デバイス上で複数
のラジオから少なくとも１つのラジオを選択することと、
　前記少なくとも１つのラジオに前記少なくとも１つのアプリケーションをマッピングす
ることと、
　を備える方法。
【請求項２】
　前記マッピングすることは、
　前記少なくとも１つのラジオの性能と、前記少なくとも１つのアプリケーションの要件
と、に基づいて、前記少なくとも１つのアプリケーションの前記少なくとも１つのラジオ
へのマッピングを決定することと、
　前記決定された前記少なくとも１つのアプリケーションの前記少なくとも１つのラジオ
へのマッピングに基づいて、前記少なくとも１つのラジオに前記少なくとも１つのアプリ
ケーションをマッピングすることと、
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記複数のラジオ間の干渉、または、チャネル状態、またはスループット、またはそれ
らの組み合わせに関連する少なくとも１つのメトリックに基づいて、前記少なくとも１つ
のラジオの性能を決定することと、
　をさらに備える請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのラジオの性能は、スループットによって与えられ、前記方法は、
　前記複数のラジオ間の干渉、または、チャネル状態、またはその両方に関連する測定値
を取得すること、
　前記測定値に基づいて、前記少なくとも１つのラジオの各々のスループットを計算する
こと、
　をさらに備える請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記少なくとも１つのラジオの性能と前記少なくとも１つのアプリケーションの要件は
、スループット、または遅延、またはジッタ、またはそれらの組み合わせに関連する、請
求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記少なくとも１つのラジオを選択すること、および、前記複数の反復についてのマッ
ピングを決定すること、を実行すること、をさらに備える請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つのアプリケーションの要件は、スループット、レイテンシ、ジッタ
、接続時間、呼出ドロップレート、または、それらの組み合わせに関連する、請求項２に
記載の方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つのラジオの性能を決定することと、
　前記少なくとも１つのラジオの性能に基づいて、前記少なくとも１つのアプリケーショ
ンの要件を変更することと、
　をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのラジオを選択することは、前記少なくとも１つのアプリケーショ
ンのためのラジオ優先度、または前記複数のラジオのプライオリティ、または前記複数の
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ラジオの性能、または、前記複数のラジオ間の干渉、またはチャネル状態、またはスルー
プット、またはそれらの組み合わせにさらに基づいて前記少なくとも１つのラジオを選択
することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つのアプリケーションの要件、または、前記複数のラジオ間の干渉、
またはチャネル状態、またはスループット、またはそれらの組み合わせに基づいて、前記
少なくとも１つのラジオの各々のオペレーティング状態を設定すること、
　をさらに備える請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記決定することは、単一のアプリケーションの要件を決定することを備え、前記選択
することは、前記単一のアプリケーションの要件に基づいて複数のラジオを選択すること
を備え、前記マッピングすることは、前記複数のラジオに前記単一のアプリケーションの
異なる複数フラクションをマッピングすること、前記複数のラジオの各々に前記単一アプ
リケーションの１つのフラクションをマッピングすることを備える、請求項１に記載の方
法。
【請求項１２】
　前記決定することは、複数のアプリケーションの要件を決定することを備え、前記選択
することは、前記複数のアプリケーションの要件に基づいて単一のラジオを選択すること
を備え、前記マッピングすることは、前記単一のラジオに前記複数のアプリケーションの
複数フラクションをマッピングすること、前記単一のラジオに前記複数のアプリケーショ
ンの各々の１つのフラクションをマッピングすることを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記決定することは、複数のアプリケーションの要件を決定することを備え、前記選択
することは、前記複数のアプリケーションの要件に基づいて複数のラジオを選択すること
を備え、前記マッピングすることは、前記複数のラジオに前記複数のアプリケーションの
複数フラクションをマッピングすることを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１４】
　前記決定することと前記マッピングすることは、接続マネージャによって実行され、前
記選択することは、前記無線デバイス上で共存マネージャによって実行される、請求項１
に記載の方法。
【請求項１５】
　前記決定することは、接続マネージャによって実行され、前記選択することと前記マッ
ピングすることは、前記無線デバイス上で共存マネージャによって実行される、請求項１
に記載の方法。
【請求項１６】
　無線通信のための装置であって、
　無線デバイス上でアクティブな少なくとも１つのアプリケーションの要件を決定するた
めの手段と、
　前記少なくとも１つのアプリケーションの要件に基づいて、前記無線デバイス上で複数
のラジオから少なくとも１つのラジオを選択するための手段と、
　前記少なくとも１つのラジオに前記少なくとも１つのアプリケーションをマッピングす
るための手段と、
　を備える装置。
【請求項１７】
　前記マッピングするための手段は、
　前記少なくとも１つのラジオの性能と、前記少なくとも１つのアプリケーションの要件
と、に基づいて、前記少なくとも１つのアプリケーションの前記少なくとも１つのラジオ
へのマッピングを決定するための手段と、
　前記決定された前記少なくとも１つのアプリケーションの前記少なくとも１つのラジオ
へのマッピングに基づいて、前記少なくとも１つのラジオに前記少なくとも１つのアプリ
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ケーションをマッピングするための手段と、
　を備える、請求項１６に記載の装置。
【請求項１８】
　前記少なくとも１つのラジオを選択すること、および、前記複数の反復についてのマッ
ピングを決定すること、を実行するための手段、をさらに備える請求項１７に記載の装置
【請求項１９】
　前記少なくとも１つのラジオの性能を決定するための手段と、
　前記少なくとも１つのラジオの性能に基づいて、前記少なくとも１つのアプリケーショ
ンの要件を変更するための手段と、
　をさらに備える請求項１６に記載の装置。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つのラジオを選択するための手段は、前記複数のラジオの性能、また
は、前記複数のラジオ間の干渉、またはチャネル状態、またはスループット、またはそれ
らの組み合わせに基づいて前記少なくとも１つのラジオを選択するための手段を備える、
請求項１６に記載の装置。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つのアプリケーションの要件、または、前記複数のラジオ間の干渉、
またはチャネル状態、またはスループット、またはそれらの組み合わせに基づいて、前記
少なくとも１つのラジオの各々のオペレーティング状態を設定するための手段、
　をさらに備える請求項１６に記載の装置。
【請求項２２】
　無線通信のための装置であって、
　無線デバイス上でアクティブな少なくとも１つのアプリケーションの要件を決定し、前
記少なくとも１つのアプリケーションの要件に基づいて、前記無線デバイス上で複数のラ
ジオから少なくとも１つのラジオを選択し、前記少なくとも１つのラジオに前記少なくと
も１つのアプリケーションをマッピングするように構成された少なくとも１つのプロセッ
サ、
　を備える装置。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記少なくとも１つのラジオの性能と、前記少な
くとも１つのアプリケーションの要件と、に基づいて、前記少なくとも１つのアプリケー
ションの前記少なくとも１つのラジオへのマッピングを決定し、前記決定された前記少な
くとも１つのアプリケーションの前記少なくとも１つのラジオへのマッピングに基づいて
、前記少なくとも１つのラジオに前記少なくとも１つのアプリケーションをマッピングす
るように構成される、請求項２２に記載の装置。
【請求項２４】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記少なくとも１つのラジオを選択すること、お
よび、前記複数の反復についてのマッピングを決定すること、を実行するように構成され
る、請求項２３に記載の装置。
【請求項２５】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記少なくとも１つのラジオの性能を決定し、前
記少なくとも１つのラジオの性能に基づいて、前記少なくとも１つのアプリケーションの
要件を変更するように構成される、請求項２２に記載の装置。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記複数のラジオの性能、または、前記複数のラ
ジオ間の干渉、またはチャネル状態、またはスループット、またはそれらの組み合わせに
基づいて前記少なくとも１つのラジオを選択するように構成される、請求項２２に記載の
装置。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つのプロセッサは、前記少なくとも１つのアプリケーションの要件、
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または、前記複数のラジオ間の干渉、またはチャネル状態、またはスループット、または
それらの組み合わせに基づいて、前記少なくとも１つのラジオの各々のオペレーティング
状態を設定するように構成される、請求項２２に記載の装置。
【請求項２８】
　ノントランジトリコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラムプロダクトで
あって、前記ノントランジトリコンピュータ可読媒体は、
　少なくとも１つのコンピュータに、無線デバイス上でアクティブな少なくとも１つのア
プリケーションの要件を決定させるためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記少なくとも１つのアプリケーションの要件
に基づいて、前記無線デバイス上で複数のラジオから少なくとも１つのラジオを選択させ
るためのコードと、
　前記少なくとも１つのコンピュータに、前記少なくとも１つのラジオに前記少なくとも
１つのアプリケーションをマッピングさせるためのコードと、
　を備える、
　コンピュータプログラムプロダクト。
【発明の詳細な説明】
【優先権の主張】
【０００１】
　本願は、「METHOD AND APPARATUS FOR FRACTIONAL SYSTEM SELECTION IN A WIRELESS S
YSTEM」と題された米国仮出願番号第６１／３２０，０３５号と、「METHOD AND APPARATU
S FOR CONNECTION MANAGER/COEXISTENCE MANAGER INTERACTION IN A WIRELESS SYSTEM」
と題された米国仮出願番号第６１／３２０，０４１号の優先権を主張し、双方とも２０１
０年４月１日に出願され、ここでの譲受人に譲渡され、参照によりここに組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本開示は、一般的には、通信に関し、より具体的には、無線通信デバイスによる通信を
サポートするための技法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　無線通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロード
キャスト等のような様々な通信コンテンツを提供するように幅広く展開されている。これ
らの無線ネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによって複数
のユーザをサポートすることができる多元接続ネットワークでありうる。このような多元
接続ネットワークの例は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、時分割多元接続
（ＴＤＭＡ）ネットワーク、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）ネットワーク、直交ＦＤＭ
Ａ（ＯＦＤＭＡ）ネットワーク、シングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）ネットワ
ークを含む。
【０００４】
　無線通信デバイスは、異なる無線通信ネットワークとの通信をサポートするために多数
のラジオを含めうる。無線デバイスはまた、異なる要件を有しうる、多数のアプリケーシ
ョンをサポートしうる。良好な性能が達成されることができるように無線デバイス上でア
クティブなアプリケーションのための通信をサポートすることが望ましい場合がある。
【発明の概要】
【０００５】
　ラジオを選択し、無線デバイス上でラジオにアプリケーションをマッピングするための
技法がここにおいて説明されている。無線デバイスは、アクティブである少なくとも１つ
のアプリケーションと使用に利用可能である複数のラジオを有しうる。各ラジオは特定の
ラジオ技術をサポートし、送信機または受信機でありうる。無線デバイスは、少なくとも
１つのアプリケーションのアカウント要件を考慮することによって、使用するために少な
くとも１つのラジオを選択しうる。無線デバイスは、良好な性能が達成されることができ
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るように、少なくとも１つのラジオに少なくとも１つのアプリケーションをマッピングし
うる。
【０００６】
　一設計では、無線デバイスは、無線デバイス上でアクティブな少なくとも１つのアプリ
ケーションの要件を決定しうる。少なくとも１つのアプリケーションの要件は、スループ
ット、レイテンシ、ジッタ、接続時間、呼出ドロップレート等に関連しうる。無線デバイ
スは、少なくとも１つのアプリケーションの要件、少なくとも１つのアプリケーションの
ラジオ優先度、利用可能なラジオのプライオリティ、ラジオの性能、ラジオ間の干渉、１
つまたは複数の無線ネットワークに対する影響等に基づいて無線デバイス上で複数のラジ
オから少なくとも１つのラジオを選択しうる。
【０００７】
　一設計では、無線デバイスは、少なくとも１つのアプリケーションの要件、少なくとも
１つのラジオの性能、および／または他の要因に基づいて、少なくとも１つのアプリケー
ションの少なくとも１つのラジオへのマッピングを決定しうる。無線デバイスは、マッピ
ングに基づいて少なくとも１つのラジオに少なくとも１つのアプリケーションをマッピン
グしうる。無線デバイスは、少なくとも１つのラジオを反復的に選択し、複数の反復につ
いてのマッピングを決定し、性能を改善しうる。
【０００８】
　一設計では、無線デバイスは、利用可能なラジオ間の干渉に関する少なくとも１つのメ
トリックに基づいて少なくとも１つのラジオの性能を決定しうる。無線デバイスは、ラジ
オ間の干渉および／または少なくとも１つのアプリケーションの要件に基づいて少なくと
も１つのラジオの各々のオペレーティング状態を設定しうる。一設計では、無線デバイス
は、少なくとも１つのラジオの性能に基づいて少なくとも１つのアプリケーションの要件
を動的／適応的に変更しうる。
【０００９】
　本開示の様々な態様および特徴が、下記でさらに詳述される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、様々な無線ネットワークと通信する無線デバイスを示す。
【図２】図２は、無線デバイスのブロック図を示す。
【図３Ａ】図３Ａは、複数のアプリケーションのためのフルシステム選択を図示する。
【図３Ｂ】図３Ｂは、アプリケーションのためのフローモビリティを図示する。
【図３Ｃ】図３Ｃは、アプリケーションのためのフローモビリティを図示する。
【図３Ｄ】図３Ｄは、アプリケーションのためのフラクショナルフローモビリティを図示
する。
【図４Ａ】図４Ａは、複数のアプリケーションのためのフラクショナルシステム選択を図
示する。
【図４Ｂ】図４Ｂは、アプリケーションのためのフラクショナルフローモビリティを図示
する。
【図４Ｃ】図４Ｃは、アプリケーションのためのフラクショナルハンドオーバを図示する
。
【図５Ａ】図５Ａは、１つのアプリケーションのためのフラクショナルシステム選択を図
示する。
【図５Ｂ】図５Ｂは、複数のアプリケーションのためのフラクショナルシステム選択を図
示する。
【図６】図６は、１つまたは複数のラジオにアプリケーションをマッピングするためのプ
ロセスを図示する。
【図７】図７は、アプリケーションのためのシステム選択を実行するプロセスを図示する
。
【図８Ａ】図８Ａは、無線デバイス上の共存マネージャと接続マネージャとの間の一方向
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および双方向インタラクションを図示する。
【図８Ｂ】図８Ｂは、無線デバイス上の共存マネージャと接続マネージャとの間の一方向
および双方向インタラクションを図示する。
【図９Ａ】図９Ａは、接続マネージャと共存マネージャとの間の反復的な双方向インタラ
クションの２つの設計を図示する。
【図９Ｂ】図９Ｂは、接続マネージャと共存マネージャとの間の反復的な双方向インタラ
クションの２つの設計を図示する。
【図１０】図１０は、アプリケーション要件に基づいてシステム選択を実行するプロセス
を図示する。
【詳細な説明】
【００１１】
　図１は、複数の無線通信ネットワークと通信することができる無線通信デバイス１１０
を図示する。これらの無線ネットワークは、１つまたは複数の無線広域ネットワーク（Ｗ
ＷＡＮ）１２０および１３０、１つまたは複数の無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬ
ＡＮ）１４０および１５０、１つまたは複数の無線パーソナルエリアネットワーク（ＷＰ
ＡＮ）１６０、１つまたは複数のブロードキャストネットワーク１７０、１つまたは複数
の衛星測位システム１８０、図１に図示されていない他のネットワークおよびシステム、
またはそれらのいずれの組み合わせを含めうる。用語「ネットワーク」および「システム
」は、しばしば互換性をもって使用される。ＷＷＡＮはセルラネットワークでありうる。
【００１２】
　セルラネットワーク１２０および１３０はそれぞれ、ＣＤＭＡネットワーク、ＴＤＭＡ
ネットワーク、ＦＤＭＡネットワーク、ＯＦＤＭＡネットワーク、ＳＣ－ＦＤＭＡネット
ワークまたは他の何らかのネットワークでありうる。ＣＤＭＡネットワークは、ユニバー
サル地上ブロードキャストアクセス（ＵＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００等のようなラジオ技
術または無線インタフェースを実装しうる。ＵＴＲＡは、広域ＣＤＭＡ（ＷＣＤＭＡ）お
よびＣＤＭＡの他の変形を含む。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００，ＩＳ－９５，お
よびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＩＳ－２０００は、ＣＤＭＡ　１Ｘとも呼ばれ、Ｉ
Ｓ－８５６は、エボリューションデータ最適化（ＥＶＤＯ）とも呼ばれる。ＴＤＭＡネッ
トワークは、モバイル通信のためのグローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標））、デジタ
ルアドバンスドモバイル電話システム（Ｄ－ＡＭＰＳ）等のようなラジオ技術を実装しう
る。ＯＦＤＭＡネットワークは、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ウルトラモバイルブ
ロードバンド（ＵＭＢ）、ＩＥＥＥ８０２．１６（ＷｉＭＡＸ（登録商標））、ＩＥＥＥ
８０２．２０、フラッシュＯＦＤＭ（登録商標）等のようなラジオ技術を実装しうる。Ｕ
ＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（
ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰロングタームエボリューション（ＬＴＥ）およびＬＴ
Ｅアドバンスド（ＬＴＥ－Ａ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳの新規リリースであ
る。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、ＬＴＥ－ＡおよびＧＳＭは、「第３世
代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ）と名づけられた団体の文書の中で説明さ
れている。ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、「第３世代パートナーシッププロジェクト
２」（３ＧＰＰ２）と名づけられた団体の文書の中で説明されている。セルラネットワー
ク１２０および１３０は、それぞれ、無線デバイスのための双方向通信をサポートするこ
とができる、基地局１２２および１３２を含めうる。
【００１３】
　ＷＬＡＮ１４０および１５０は各々、ＩＥＥＥ８０２．１１（Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）
）、Ｈｉｐｅｒｌａｎ等のようなラジオ技術を実装しうる。ＷＬＡＮ１４０および１５０
は、それぞれ、無線デバイスのための双方向通信をサポートすることができる、アクセス
ポイント１４２および１５２を含めうる。ＷＰＡＮ１６０は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録
商標）（ＢＴ），ＩＥＥＥ８０２．１５等のようなラジオ技術を実装しうる。ＷＰＡＮ１
６０は、無線デバイス１１０、ヘッドセット１６２、コンピュータ１６４、マウス１６６
等のような様々なデバイスのための双方向通信をサポートしうる。
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【００１４】
　ブロードキャストネットワーク１７０は、テレビ（ＴＶ）ブロードキャストネットワー
ク、周波数変調（ＦＭ）ブロードキャストネットワーク、デジタルブロードキャストネッ
トワーク等でありうる。デジタルブロードキャストネットワークは、ＭｅｄｉａＦＬＯ（
登録商標）、ハンドヘルド用のデジタルビデオブロードキャスティング (ＤＶＢ－Ｈ)、
地上テレビブロードキャスティングのための統合サービスデジタルブロードキャスティン
グ（ＩＳＤＢ－Ｔ）、アドバンスドテレビジョンシステムコミッティー－モバイル／ハン
ドヘルド（ＡＴＳＣ－Ｍ／Ｈ）等のようなラジオ技術を実装しうる。ブロードキャストネ
ットワーク１７０は、一方向通信をサポートすることができる１つまたは複数のブロード
キャスト局１７２を含めうる。
【００１５】
　衛星測位システム１８０は、米国の全地球測位システム（ＧＰＳ）、欧州のガリレオシ
ステム、ロシアのＧＬＯＮＡＳＳシステム、日本の準天頂衛星システム(Quasi-Zenith Sa
tellite System)（ＱＺＳＳ）、インドの領域ナビゲーショナル衛星システム(Indian Reg
ional Navigational Satellite System)（ＩＲＮＳＳ）、中国の北斗（Ｂｅｉｄｏｕ）シ
ステム等でありうる。衛星測位システム１８０は、位置決めに使用される信号を送信する
多数の衛星１８２を含めうる。
【００１６】
　無線デバイス１１０は、固定またはモバイルでありうる、また、ユーザ機器（ＵＥ）、
移動局、モバイル機器、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局等とも呼ばれる。無線
デバイス１１０は、セルラ電話、携帯情報端末（ＰＤＡ）、無線モデム、ハンドヘルドデ
バイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、無線ローカルループ（ＷＬＬ）局
、スマートフォン、ネットブック、スマートブック、タブレット、ブロードキャスト受信
機等でありうる。無線デバイス１１０は、セルラネットワーク１２０および／または１３
０、ＷＬＡＮ１４０および／または１５０、ＷＰＡＮ１６０内のデバイス等と双方向で通
信しうる。無線デバイス１１０はまた、ブロードキャストネットワーク１７０、衛星測位
システム１８０等から信号を受信しうる。一般に、無線デバイス１１０は、所与の時間に
おいて、任意の数の無線ネットワークおよびシステムと通信しうる。
【００１７】
　図２は、ホストサブシステム２１０とラジオサブシステム２３０を含む、無線デバイス
１１０の設計のブロック図を図示する。図２で図示される設計では、ホストサブシステム
２１０は、ホストプロセッサ２２０とメモリ２２２を含む。無線デバイス１１０は、Ｌ個
のアプリケーション２２４ａ～２２４ｌをサポートしうる、そしてそれは、音声、パケッ
トデータ、ビデオ共有、ビデオ電話、ｅメール、ブロードキャスト受信、インスタントメ
ッセージング、プッシュ・ツー・トーク等のような異なる通信サービスを提供しうる。一
般に、Ｌは、任意の値でありうる。Ｌ個のアプリケーション２２４のいずれか１つは、任
意の所与の時間においてアクティブでありうる。アプリケーションプログラミングインタ
フェース（ＡＰＩ）２２６は、無線デバイス１１０のためのオペレーティングシステム（
ＯＳ）２２８とアプリケーション２２４との間の通信をサポートしうる。オペレーティン
グシステム２２８は、無線デバイス１１０のオペレーションを制御しうる、また、ハイレ
ベルオペレーティングシステム（ＨＬＯＳ）または他の何らかのオペレーティングシステ
ムでありうる。ホストプロセッサ２２０は、アクティブなアプリケーションを実行しうる
、また、ＡＰＩとオペレーティングシステムを実行しうる。メモリ２２２は、ホストプロ
セッサ２２０のためのプログラムコードおよびデータを格納しうる。
【００１８】
　図２で図示される設計では、ラジオサブシステム２３０は、接続マネージャ（ＣｎＭ）
２４０、共存マネージャ（ＣｘＭ）２６０、プロセッシングコア２８０、ＣｎＭデータベ
ース２５２、ＣｘＭデータベース２７２、およびＲ個のラジオ２９０ａ～２９０ｒ（なお
、Ｒは任意の値でありうる）を含む。ラジオサブシステム２３０は、モデムチップ、モデ
ムチップセット、無線データカード等でありうる。Ｒ個のラジオ２９０は、３ＧＰＰ２セ
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ルラネットワーク（例えば、ＣＤＭＡ　１Ｘ、ＥＶＤＯ等）、３ＧＰＰセルラネットワー
ク（例えば、ＧＳＭ、ＧＰＲＳ、ＥＤＧＥ、ＷＣＤＭＡ／ＵＭＴＳ、ＬＴＥ等）、ＷＬＡ
Ｎ，ＷｉＭＡＸネットワーク、ＧＰＳ、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ，ブロードキャストネットワ
ーク等のためのものでありうる。
【００１９】
　接続マネージャ２４０は、利用可能なラジオを介してアクティブなアプリケーションの
ための通信をサポートするために様々な機能を実行しうる。接続マネージャ２４０内で、
ＣｎＭ　ＡＰＩ２４２は、接続マネージャ２４０および共存マネージャ２６０とアプリケ
ーション２２４との間の通信を促進しうる。システムポリシーマネージャ２４４は、ラジ
オと関連づけられたポリシーを管理し、イベントに応じてラジオをアクティブまたは非ア
クティブ(de-activate)にし、無線ネットワーク間のハンドオフを管理しうる。ポリシー
は、任意の所与のアプリケーションについてどのラジオ（１つまたは複数）を使用するか
を決定するために使用されうる。システムポリシーマネージャ２４４は、ネットワークオ
ペレータルールに基づいて動作しうる、そしてそれは、３ＧＰＰ２における好ましいロー
ミングリスト（ＰＲＬ）、３ＧＰＰにおける好ましい公衆モバイルネットワーク（ＰＬＭ
Ｎ）のリスト等を介して提供されうる。システムリソースマネージャ２４６は、衝突解決
（conflict resolution）、電力管理、リンクのサービス品質（ＱｏＳ）、アドミッショ
ン制御等のようなリソース管理を実行するために、システムポリシーマネージャ２４４と
インタフェース接続しうる。ラジオインタフェースマネージャ２４８は、呼出を管理し、
サービス継続性を管理し、電話設定を変更し、補足サービスを登録／登録解除し、呼出ス
テータス、電話状態／ステータスおよびサービスステータスに関するアプリケーションを
通知しうる。ラジオ干渉マネージャ２４８はまた、無線デバイス１１０と他の無線デバイ
スとの間のピア・ツー・ピア通信をサポートしうる。ＣｎＭコントローラ２５０は、接続
マネージャ２４０の全体的な制御を担うことがある。ＣｎＭコントローラ２５０は、Ｃｎ
Ｍ　ＡＰＩを介してアプリケーション２２４と通信して、どのアプリケーションがアクテ
ィブであるかを決定し、アクティブなアプリケーションの要件を取得し、そして、利用可
能なおよび／または選択されたラジオについての情報を受信しうる。ＣｎＭコントローラ
２５０はまた、接続マネージャ２４０内で他のマネージャおよびコントローラのオペレー
ションを調整しうる。
【００２０】
　共存マネージャ２６０は、ラジオ２９０とインタフェース接続し、ラジオのオペレーシ
ョンを制御しうる。共存マネージャ２６０は、ラジオ２９０から入力を受信し、また、接
続マネージャ２４０からアクティブなアプリケーションの要件を受信しうる。共存マネー
ジャ２６０は、アクティブなラジオのオペレーションを制御して、これらのラジオ間の干
渉を緩和し、可能な限り多くのラジオに対してよい性能を達成しうる。共存マネージャ２
６０内では、ＣｘＭコントローラ２７０は、共存マネージャ２６０の全体的な制御を担う
ことがある。ルックアップテーブル（ＬＵＴ）２６２は、現在のオペレーティングシナリ
オに基づいてデータベースの関連部分を取り出すためにＣｘＭデータベース２７２と関連
づけられうる（およびインタフェース接続しうる）。ハードウェアアクセレータ（ＨＷＡ
）２６４は、ある機能の効率的な処理を提供しうる、また、メモリストアに直接アクセス
するためにダイレクトメモリアクセス（ＤＭＡ）モジュール２６６を使用しうる。
【００２１】
　プロセッサコア２８０は、ラジオサブシステム２３０内のユニットのための処理を実行
しうる。プロセッシングコア２８０内では、集中型プロセッシングユニット（ＣＰＵ）２
８２は、接続マネージャ２４０および共存マネージャ２６０によって要求され、処理を実
行しうる。ＣＰＵ２８２はまた、ラジオ２９０を介して送信または受信されているデータ
について処理（例えば、符号化、復号、変調、復調、エンクリプション、ディクリプショ
ン等）を実行しうる。メモリ２８４は、接続マネージャ２４０および共存マネージャ２６
０のためのプログラムコードおよびデータを格納しうる。ＤＭＡ／ファブリック２８６は
、ローカルまたは外部システムメモリまたは他のサブシステムでデータ移送をサポートし
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うる。バスコントローラ２８８は、データバス２５８を介して通信を調整しうる、そして
それは、ラジオサブシステム２３０内で様々なモジュールに相互接続しうる。
【００２２】
　ＣｘＭデータベース２７２は、干渉データベースを格納しうる、そしてそれは、異なる
オペレーティングシナリオにおいて異なる組み合わせのラジオの性能に関する情報を備え
うる。ラジオのオペレーションは、ラジオの良好または受諾可能な性能を得るために干渉
データベースに基づいて制御されうる。
【００２３】
　ＣｎＭデータベース２５２は、アプリケーションのためのラジオを選択するために使用
されうる様々なタイプの情報を格納しうる。例えば、ＣｎＭデータベース２５２は、（ｉ
）接続を取得するために使用されうるプロファイルのプロファイルデータベース、（ｉｉ
）異なる無線ネットワークのための情報のネットワークデータベース（例えば、ＰＲＬ、
好ましいＰＬＭＮリスト等）、（ｉｉｉ）無線デバイス１１０のための接続を提供するた
めに、ラジオを選択するために使用される情報のポリシーデータベース、（ｉｖ）現在の
オペレーティングシナリオに基づいてアプリケーションのためのラジオを選択するために
使用される情報の変換された干渉データベース、および／または（ｖ）無線デバイス１１
０のための他の情報の他のデータベース、を格納しうる。
【００２４】
　図２は、無線デバイス１１０のための、ラジオサブスシステム２３０、接続マネージャ
２４０、共存マネージャ２６０、およびプロセッシングコア２８０の例示的な設計を図示
する。ラジオサブシステム２３０、接続マネージャ２４０、共存マネージャ２６０、およ
びプロセッシングコア２８０はまた、より少数の、異なる、および／または、追加マネー
ジャ、コントローラ、およびデータベースを含めうる。一般に、ラジオサブシステム２３
０は、（ｉ）任意の数の機能に対する任意の数のマネージャおよびコントローラ、および
（ｉｉ）通信をサポートするために使用されうる任意のタイプの情報に対する任意の数の
データベースを含めうる。
【００２５】
　一設計では、プロファイルは、無線デバイス１１０上のアクティブなアプリケーション
のための接続を提供するために使用されうる。プロファイルは、接続を取得するために無
線デバイス１１０が実行すべき特定のアクションについての優先度を含めうる。例えば、
プロファイルは、他のラジオに対するあるラジオの優先度、ある条件下の特定のラジオの
優先度等を識別しうる。異なるプロファイルは、ユーザ、ネットワークオペレータ、相手
先商標製造会社（ＯＥＭ）、または無線デバイス製造者等のような異なるエンティティに
よって定義されうる。プロファイルは、異なるエンティティの要件にあわせることを可能
にしうる。
【００２６】
　多数のプロファイルが定義されうる。一設計では、下記プロファイルのうち１つまたは
複数が定義されうる。
【００２７】
・ユーザプロファイル－ユーザによって定義された接続についての優先度を格納する。
【００２８】
・オペレータファイル－ネットワークオペレータによって定義された接続優先度を格納す
る。
【００２９】
・ＯＥＭプロファイル－ＯＥＭによって定義された接続優先度を格納する。
【００３０】
・アプリケーションプロファイル－アプリケーションについての接続優先度を格納する。
【００３１】
・学習されたプロファイル(Learned profile)-無線デバイス１１０のビヘービア（behavi
or）と学習されたパターンに基づいて決定される接続優先度を格納する。
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【００３２】
　ユーザプロファイルは、コスト、プライバシー、バッテリー使用量等のような様々な考
慮に基づいてユーザによって定義された接続についての優先度を格納しうる。オペレータ
プロファイルは、ネットワークオペレータによって定義された接続についての優先度、例
えばいくつかのラジオが利用可能であるときの他のラジオに対するいくつかのラジオの優
先度、を格納しうる。ＯＥＭプロファイルは、例えば無線デバイス１１０の機能、無線デ
バイス１１０上の利用可能なリソース等に基づいて、ＯＥＭによって定義された接続につ
いての優先度を格納しうる。アプリケーションプロファイルは、無線デバイス１１０上で
アプリケーションのための接続についての優先度を格納しうる。アプリケーションは、あ
る要件（例えばＱｏＳのためのもの）を有しうる、また、各ラジオは、ある機能を有しう
る。優先度は、アプリケーションの要件、ラジオの機能、および／または他の要因に基づ
くことがある。優先度は、アプリケーションのための接続を提供するために、適切なラジ
オを選択するために使用されうる。学習されたプロファイルは、無線デバイス１１０のビ
ヘービアまたは過去のアクティビティに基づいて決定された接続の優先度を格納しうる。
５つのタイプのプロファイルが上述されている。より少数の、異なる、および／または追
加のプロファイルもまた定義され、接続を提供するために使用されうる。
【００３３】
　ラジオは、ラジオの性能を改善するためにおよび／またはラジオからの干渉を緩和する
ために調整されうる１つまたは複数の構成可能なパラメータを有しうる。構成可能なパラ
メータは、増幅器、フィルタ、アンテナ、アンテナアレイ等のようなラジオ内の物理コン
ポーネントのためのものでありうる。構成可能なパラメータはまた、送信電力レベル、周
波数チャネル、トラフィックチャネル、スケジュールされた期間等のようなオペレーショ
ナルパラメータのためのものでありうる。受信された電力レベルはまた、例えば異なるア
ンテナおよび／またはより多くのアンテナを選択することによりそれが異なることがある
場合には、構成可能なパラメータでありうる。各構成可能なパラメータは、そのパラメー
タに適用可能な複数の起こりうる設定／値のうちの１つに設定されうる。ラジオは、各構
成可能なパラメータについての特定の設定によって定義されうるオペレーティング状態を
有しうる。構成可能なパラメータはまた、「ノブ(knob)」と呼ばれ、構成可能なパラメー
タ設定はまた、「ノブ設定(knob setting)」と呼ばれ、オペレーティング状態はまた、「
ノブ状態(knob state)」と呼ばれる。
【００３４】
　一設計では、干渉データベースは、所与のマルチラジオプラットフォームについて定義
されうる、そしてそれは、無線デバイス１１０によってサポートされるすべてのラジオを
含めうる。干渉データベースは、アクティブなアプリケーションのためのラジオを選択す
るために、そして、同時に動作しているアクティブなラジオ間の干渉を低減させるために
、使用されうる。干渉データベースは、様々なフォーマットで提供されうる。
【００３５】
　一設計では、干渉データベースは、異なる送信機ラジオおよび受信機ラジオについての
多数のオペレーティング状態について多数のセルを有するカラーチャートを備えうる。カ
ラーチャートは、送信機ラジオが動作することができる各周波数チャネルについての１セ
ットの列を含めうる。各列のセットは、送信機ラジオの異なるオペレーティング状態につ
いての複数の列を含めうる。カラーチャートはまた、受信機ラジオが動作することができ
る各周波数チャネルについての１セットの行を含めうる。各行のセットは、受信機ラジオ
の異なるオペレーティング状態についての複数の行を含めうる。セルは、送信機ラジオと
受信機ラジオのオペレーティング状態の各固有の組み合わせについて定義されうる。Ｃｅ
ｌｌ（ｉ，ｊ）は、送信機ラジオについてのオペレーティング状態ｉおよび受信機ラジオ
についてのオペレーティング状態ｊに対応しうる。Ｃｅｌｌ（ｉ，ｊ）は、送信機ラジオ
がオペレーティング状態ｉにあり受信機ラジオがオペレーティング状態ｊにある、受信機
ラジオについての性能レベル（例えば、受諾可能、マージナル、または受諾不可能）で満
たされうる。送信機ラジオのオペレーティング状態および／または受信機ラジオのオペレ
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ーティング状態は、所望の性能を取得するために、必要に応じて、変更されうる。
【００３６】
　ラジオ間の干渉に関する情報はまた、他の方法で干渉データベースにおいてキャプチャ
され、格納されうる。例えば、干渉情報は、他のフォーマットまたは構造などを使用して
示される、他の方法で量子化されうる。ラジオ間の干渉はまた、（ｉ）リアルタイムで測
定される、（ｉｉ）必要に応じて、アプリオリで計算され、格納され、検索される、およ
び／または（ｉｉｉ）他の方法で決定される。
【００３７】
　無線デバイス１１０は、アクティブアプリケーションのための接続を提供するために、
ラジオを選択するシステム選択を実行しうる。システム選択は、１つまたは複数のアプリ
ケーションにサービス提供する、１つまたは複数のシステムまたはラジオの選択を指す。
システム選択はまた、アクティブなアプリケーションの選択されたラジオへのマッピング
を含めうる。システム選択はまた、ラジオ選択、ラジオベアラ選択等と呼ばれうる。
【００３８】
　無線デバイス１１０は、アクティブなアプリケーションのためのフルシステム選択をサ
ポートしうる。フルシステム選択は、各方向についての全体のアプリケーションの単一ラ
ジオの選択、例えば、送信方向について単一の送信機ラジオおよび受信方向について単一
の受信機ラジオの選択を指す。アプリケーションのためのすべてのデータは、各方向につ
いて選択されたラジオを介して交換されうる（例えば、送信または受信される）。
【００３９】
　一態様では、無線デバイス１１０は、アプリケーションのためのフラクショナルシステ
ム選択をサポートしうる。フラクショナルシステム選択の場合、アプリケーションは、所
与の方向について異なる複数ラジオにマッピングされうる異なる複数フラクション（frac
tion）（すなわち、部分(parts)またはポーション(portions)）に分割されうる、すなわ
ちラジオあたりアプリケーションの１つのフラクションに分割されうる。フラクショナル
システム選択は、アプリケーションのための性能を改善するおよび／または他の利益を得
るために使用されうる。
【００４０】
　アプリケーションは、様々な方法で複数フラクションに分割されうる。一設計では、ア
プリケーションは、多数のフローを有しうる、そして、各フローは、アプリケーションの
１フラクションに対応しうる。フローは、論理エンティティ、論理チャネル、物理チャネ
ル、トラフィックチャネル、送信制御プロトコル（ＴＣＰ）フロー、インターネットプロ
トコル（ＩＰ）フロー、ＴＣＰ／ＩＰソケット等に対応しうる。一般に、フローは、ある
特性を有する連続または不連続データのストリームを備えうる。フローに属するデータは
、データのタイプ（例えばトラフィックデータまたは制御データ）、データの要件、デー
タのソース、データのデスティネーション等に基づいて識別されうる。例えば、ボイス・
オーバ・ＩＰ（ＶｏＩＰ）のためのアプリケーションは、トラフィックデータについて１
つまたは複数のフロー、および、制御データについて１つまたは複数のフローを有しうる
。一設計では、論理スイッチは、入力にてアプリケーションについてのデータを受信し、
論理スイッチの複数の出力にて異なるフローにアプリケーションについてのデータの異な
る部分を提供しうる。フローは、複数のサブフローにさらに分割されうる。アプリケーシ
ョンは、他の方法で複数フラクションに分割されうる。
【００４１】
　アプリケーションの異なる複数フラクションは、様々な方法で異なる複数ラジオにマッ
ピングされうる。一設計では、アプリケーションの異なる複数フラクションは、アプリケ
ーションの要件、ラジオの機能等に基づいて異なる複数ラジオにマッピングされうる。例
えば、いくつかのラジオは、あるＱｏＳ保証を提供することが可能であるが、他のラジオ
は、ＱｏＳ保証を提供することが可能でないことがある。ＱｏＳ保証は、特定の最大遅延
、特定の最小データレートまたはスループット、特定の平均データレート、特定のピーク
データレート等に関連しうる。いくつかのフローは、ＱｏＳ要件を有し、フローのＱｏＳ
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要件を満たすことができるＱｏＳ保証でラジオにマッピングされうる。他のフローは、Ｑ
ｏＳ要件を有しておらず、ＱｏＳ保証のないものを含むいずれのラジオにマッピングされ
うる。アプリケーションはまた、後述されるように、他の要因に基づいてラジオにマッピ
ングされうる。
【００４２】
　図３Ａは、複数のアプリケーションをサポートしている単一ラジオのフルシステム選択
の例を図示する。無線デバイス１１０は、アクティブである４つのアプリケーションＡＰ
Ｐ１～ＡＰＰ４を有し、３つのラジオＲ１～Ｒ３を含めうる。図３Ａで図示される例では
、ラジオＲ１のみが時間Ｔ１において使用することが利用可能であり、ラジオＲ２および
Ｒ３は、利用不可能であることがある。すべての４つのアクティブアプリケーションＡＰ
Ｐ１～ＡＰＰ４は、同時にラジオＲ１にマッピングされうる。４つのアクティブなアプリ
ケーションのデータは多重化され、単一の利用可能なラジオを介して交換されうる（例え
ば、送信または受信される）。多くの従来の無線デバイスは、任意の所与の時間において
単一のアクティブなラジオをサポートし、また、この単一のラジオにすべてのアクティブ
なアプリケーションをマッピングする。
【００４３】
　図３Ｂは、フルシステム選択を用いるアプリケーションのためのフローモビリティの例
を図示する。時間Ｔ１よりも遅い場合がある時間Ｔ２において、ラジオＲ２は、無線デバ
イス１１０上で利用可能となり、ラジオＲ１は利用不可能となることがある。すべての４
つのアクティブアプリケーションＡＰＰ１～ＡＰＰ４は、ラジオＲ１からラジオＲ２へと
移動されうる。フローモビリティは、１つのラジオから別のラジオまでのアプリケーショ
ンのハンドオフを指す。各アプリケーションは、ハンドオフの前および後で同じ方法で動
作し、ラジオＲ１またはラジオＲ２がアプリケーションにサービス提供しているかに気づ
いていないことがある。フルシステム選択によって、所与のラジオにマッピングされるす
べてのアプリケーションは新規ラジオにハンドオフされうる。
【００４４】
　図３Ｃは、フルシステム選択を用いるアプリケーションのためのフローモビリティの別
の例を図示する。時間Ｔ２よりも遅い場合がある時間Ｔ３において、ラジオＲ３は、無線
デバイス１１０上で利用可能となり、ラジオＲ２もまた利用可能でありうる。図３Ｃで図
示される例では、アプリケーションＡＰＰ４は、ラジオＲ２からラジオＲ３に移動され、
他の３つのアプリケーションＡＰＰ１～ＡＰＰ３は、ラジオＲ２にマッピングされたまま
でありうる。フローモビリティは、変化するチャネル状態に起因してラジオのキャパシテ
ィの変化に取り組み、全体のスループットを増大させ、システムローティングのバランス
を取り、および／または他の利点を得るために使用されうる。
【００４５】
　図３Ｄは、アプリケーションのためのフラクショナルフローモビリティの例を図示する
。時間Ｔ３よりも遅い場合がある時間Ｔ４において、ラジオＲ１は、無線デバイス１１０
上で利用可能となり、ラジオＲ２およびＲ３もまた利用可能となることがある。図３Ｄで
図示される例では、アプリケーションＡＰＰ１の８０％の第１のフラクションはラジオＲ
１にマッピングされ、アプリケーションＡＰＰ１の２０％の第２のフラクションはラジオ
Ｒ２にマッピングされうる。フラクショナルフローモビリティは、アプリケーションのフ
ラクションの任意のラジオへの緩和を指すので、アプリケーションは、同時に複数のラジ
オにマッピングされうる。フラクショナルフローモビリティは、アプリケーションのため
の全体的なスループットを増大させ、システムローディングのバランスを取り、および／
または他の利益を得るために使用されうる。
【００４６】
　図３Ｄは、フラクショナルフローモビリティの例を図示する。一般に、アプリケーショ
ンは、任意の数のラジオにマッピングされうる。さらに、アプリケーションのフラクショ
ンはいずれも、各ラジオにマッピングされうる。
【００４７】
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　図３Ｂおよび図３Ｃのフローモビリティおよび／または図３Ｄのフラクショナルフロー
モビリティは、（ｉ）デュアルスタックモバイルＩＰバージョン６（ＤＳＭＩＰｖ６）の
ような１つまたは複数のプロトコルを使用する無線デバイス１１０によって、また、（ｉ
ｉ）例えばホームエージェント（ＨＡ）のような１つまたは複数のネットワークエンティ
ティによって、サポートされうる。
【００４８】
　一般的に、アプリケーションのフラクションｆは、１００％未満のいずれのアプリケー
ションの割合を指し、０≦ｆ＜１となるように、０から１の範囲内にある。全体のアプリ
ケーションは、整数値１で表されるので、フラクションｆは、１(unity)を超えない。ア
プリケーションのすべてのフラクションは、合計に１になるべきであるので、
【数１】

【００４９】
である、なお、ｆｎは、アプリケーションのｎ番目のフラクションの割合であり、総和は
、アプリケーションのすべてのフラクションにわたる。
【００５０】
　ラジオは、ラジオの機能、アプリケーションの要件、および／または他の要因によって
、１つまたは複数のアプリケーションをサポートしうる。ラジオは、１つのアプリケーシ
ョンの１フラクションのみ、または１つのアプリケーションのすべて、または複数のアプ
リケーションの各々の１フラクションまたはすべてをサポートしうる。ラジオによってサ
ポートされることができるアプリケーションの合計数は、１を超えることがある。例えば
、図３ＤのラジオＲ２は、２．２アプリケーションをサポートする。一般に、ラジオによ
ってサポートされることができるアプリケーションの数は、ラジオのキャパシティ、各ア
プリケーションの要件、そして場合によっては、無線デバイス１１０の他の制約によって
制約されることがある。これらの他の制約は、無線デバイス１１０上の利用可能なバッテ
リー、ラジオによって観察される干渉およびチャネル状態等を含めうる。また、無線デバ
イス１１０の外に制約がある場合（例えば、輻輳を経験する１つまたは複数のネットワー
ク内）があり、そしてそれは、無線デバイス１１０上で多数の利用可能なラジオに影響を
与えることがある。
【００５１】
　図４Ａは、無線デバイス１１０が４つのアクティブなアプリケーションＡＰＰ１～ＡＰ
Ｐ４を有し、３つの利用可能なラジオＲ１～Ｒ３を含む場合のフラクショナルシステム選
択の例を図示する。図４Ａで図示される例では、時間Ｔ１において、アプリケーションＡ
ＰＰ１の８０％の第１のフラクションはラジオＲ１にマッピングされ、アプリケーション
ＡＰＰ１の２０％の第２のフラクションはラジオＲ２にマッピングされうる。アプリケー
ションＡＰＰ２の６０％の第１のフラクションはラジオＲ１にマッピングされ、アプリケ
ーションＡＰＰ２の４０％の第２のフラクションはラジオＲ２にマッピングされうる。全
体のアプリケーションＡＰＰ３は、ラジオＲ３にマッピングされ、全体のアプリケーショ
ンＡＰＰ４は、ラジオＲ１にマッピングされうる。ラジオＲ１は、そのキャパシティの９
０％を使用して、３つのアプリケーションＡＰＰ１、ＡＰＰ２およびＡＰＰ４をサポート
しうる。ラジオＲ２は、そのキャパシティの７０％を使用して、２つのアプリケーション
ＡＰＰ１とＡＰＰ２をサポートしうる。ラジオＲ３は、そのキャパシティの２０％を使用
して、１つのアプリケーションＡＰＰ３をサポートしうる。
【００５２】
　図４Ｂは、アプリケーションのためのフラクショナルフローモビリティの例を図示する
。図４Ｂで図示される例では、時間Ｔ１よりも遅い時間Ｔ２において、アプリケーション
ＡＰＰ１の２０％のフラクションは、ラジオＲ１にマッピングされ、アプリケーションＡ
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ＰＰ１の８０％のフラクションは、ラジオＲ２にマッピングされうる。アプリケーション
ＡＰＰ２の５０％のフラクションはラジオＲ１にマッピングされ、アプリケーションＡＰ
Ｐ２の５０％のフラクションはラジオＲ２にマッピングされうる。全体のアプリケーショ
ンＡＰＰ３は、ラジオＲ３にマッピングされ、全体のアプリケーションＡＰＰ４は、ラジ
オＲ１にマッピングされうる。ラジオＲ１は、そのキャパシティの７０％を使用して、３
つのアプリケーションＡＰＰ１、ＡＰＰ２およびＡＰＰ４をサポートしうる。ラジオＲ２
は、そのキャパシティの９０％を使用して、２つのアプリケーションＡＰＰ１とＡＰＰ２
をサポートしうる。ラジオＲ３は、そのキャパシティの２０％を使用して、１つのアプリ
ケーションＡＰＰ３をサポートしうる。
【００５３】
　図４Ｂで図示されるように、フラクショナルフローモビリティの場合、異なる複数ラジ
オにマッピングされたアプリケーションの複数フラクションは変化することが出来るので
、アプリケーションの異なる割合は、異なる時間において所与のラジオにマッピングされ
うる。アプリケーションのラジオへのマッピング／割り当ては、変化するアプリケーショ
ン要件、ラジオ機能、チャネル状態等に基づいて変化しうる。
【００５４】
　図４Ｃは、アプリケーションのためのフラクショナルハンドオーバの例を図示する。フ
ラクショナルハンドオーバとは、古いラジオから新しいラジオへのアプリケーションのフ
ラクションのハンドオーバを指す。図４Ｃで図示される例では、時間Ｔ２よりも遅い時間
Ｔ３において、アプリケーションＡＰＰ１の２０％のフラクションは、ラジオＲ１にマッ
ピングされ、アプリケーションＡＰＰ１の８０％のフラクションは、ラジオＲ２からラジ
オＲ３へと移動されうる。アプリケーションＡＰＰ２とＡＰＰ３は、図４Ｂについて上述
されるようにラジオＲ１、Ｒ２、およびＲ３にマッピングされうる。アプリケーションＡ
ＰＰ４は、非アクティブ(inactive)となり、ラジオＲ３から移動されうる。図４Ｃで図示
されるように、アプリケーションのフラクションは、フラクショナルハンドオーバのため
に新規ラジオへと移動されうる。図４Ｃでも図示されているが、アプリケーションは、ア
プリケーションが非アクティブ(inactive)となるときにアプリケーションがマッピングさ
れるすべてのラジオから取り除かれることがある。
【００５５】
　一般に、フラクショナルフローモビリティは、（ｉ）アプリケーションのフラクション
のための異なるラジオを選択すること（例えば図４Ｃで図示されている）、および／また
は、（ｉｉ）ラジオにマッピングされたアプリケーションの割合を変更すること（例えば
図４Ｂで図示されている）を含めうる。
【００５６】
　図５Ａは、１つのアプリケーションＡＰＰｍのためのフラクショナルシステム選択を図
示する。無線デバイス１１０は、Ｎ個の利用可能なラジオＲ１～ＲＮを有しうる、なお、
Ｎは、１より大きい任意の整数値でありうる。アプリケーションＡＰＰｍの異なる複数フ
ラクションは、異なる複数ラジオにマッピングされうる。各ラジオにマッピングされたア
プリケーションＡＰＰｍのフラクションは、０～１の範囲内でありうる。特定のラジオに
ついてのフラクション０は、アプリケーションＡＰＰｍがそのラジオにマッピングされて
いないということを意味しうる。Ｎ個のラジオＲ１～ＲＮにマッピングされたアプリケー
ションＡＰＰｍのＮ個のフラクションの和は、上述されるように１に等しいことがある。
【００５７】
　図５Ｂは、複数のアプリケーションのためのフラクショナルシステム選択を図示する。
無線デバイス１１０は、Ｍ個のアクティブなアプリケーションＡＰＰ１～ＡＰＰＭと、Ｎ
個の利用可能なラジオＲ１～ＲＮを有しうる、なお、ＭとＮは各々１より大きい任意の整
数値でありうる。一般に、アプリケーションＡＰＰｍのフラクションｆｍ，ｎは、ラジオ
Ｒｎにマッピングされうる、なお、０≦ｆｍ，ｎ＜１、
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【数２】

【００５８】
である。各アプリケーションのすべてのフラクションの和は、１または
【数３】

【００５９】
に等しい。
【００６０】
　Ｍ個のアプリケーションとＮ個のラジオとの間の相互接続またはマッピングは、トレリ
ス(trellis)としてみなされうる。所与のアプリケーションＡＰＰｍと所与のラジオＲｎ
との間の相互接続は特定の割合と関連づけられ、そしてそれは、トレリス割合(trellis p
ercentage)と呼ばれうる。この割合は、０から１００の範囲内にあり、ラジオＲｎにマッ
ピングされているアプリケーションＡＰＰｍのフラクションを示すことがある。十分に接
続されたトレリスでは、図５Ｂで図示されるように、Ｍ個のアプリケーションとＮ個のラ
ジオとの間のＭ＊Ｎ個の相互接続がありうる。しかしながら、いくつかの相互接続は、割
合０と関連づけられうる、また、トレリスから取り除かれうる。
【００６１】
　一般に、Ｍ個のアクティブなアプリケーションは、フルおよび／またはフラクショナル
システム選択に基づいて、Ｎ個の利用可能なラジオにマッピングされうる。例えば、いく
つかのアプリケーションは、フラクショナルシステム選択に基づいてラジオにマッピング
されうる、また、残りのアプリケーションは、フルシステム選択に基づいてラジオにマッ
ピングされうる。アプリケーションは、フラクショナルシステム選択を用いて複数のラジ
オに、または、フルシステム選択を用いて単一ラジオに、マッピングされうる。
【００６２】
　フラクショナルシステム選択の場合、各アプリケーションの複数フラクションは、マッ
ピング関数に基づいて異なる複数ラジオにマッピングされうる、そしてそれは、ガンマ関
数またはアルゴリズムと呼ばれうる。一設計では、マッピング関数は、（ｉ）使用するた
めにどのラジオを選択するかを決定するためのラジオ選択、および（ｉｉ）各アプリケー
ションのどのフラクションを各選択されたラジオにマッピングするかを決定するためのフ
ラクショナルフロー割り当て、の両方を実行しうる。別の設計では、マッピング関数は、
各アプリケーションのどのフラクションを各選択されたラジオにマッピングするかを決定
するためのフラクショナルフロー割り当てを実行することのみしうる。両方の設計につい
て、マッピング関数は、様々な方法で、また、任意の入力のセットに基づいて、定義され
うる。一設計では、マッピング関数は、下記のうちの１つまたは複数に基づいて定義しう
る。
【００６３】
・アプリケーションの要件
・アプリケーションの優先度
・ラジオの機能
・無線デバイス１１０のステータス
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・無線デバイス１１０の制約
・無線ネットワークの機能
・例えばトラフィックおよび／またはシグナリングチャネル輻輳に関する、無線ネットワ
ークのステータス
　アプリケーションの要件は、最小スループット（例えば１００Ｋｂｐｓ）、最大レイテ
ンシ（例えば、１ミリ秒（ｍｓ））、最大ジッタ、最大接続時間（例えば、２５０ｍｓ）
、最大呼出ドロップ率（例えば、１０－３）等のような様々なパラメータで量子化されう
る。異なるアプリケーションは異なる要件を有しうる。例えば、ビデオストリーミングの
ようなアプリケーションは、最小スループットと最大レイテンシ要件を有しうる。これら
のアプリケーションは、これらの要件がリアルタイムで満たされない場合には、ストール
(stall)またはフェール（fail)することがある。ＦＴＰのような他のアプリケーションは
、基本的な最小スループットまたは最大レイテンシ要件を有していないことがある。した
がって、ユーザ／所望のスループットおよび最小ではないレイテンシ(no minimum latenc
y)は、これらのアプリケーションについて特定化されうる、また、これらのアプリケーシ
ョンについてのトラフィックは、ベストエフォートとみなされうる。
【００６４】
　一般に、アプリケーションは、接続マネージャ２４０および／または無線デバイス１１
０内の他のモジュールにその要件を提供することがある、または、提供しないこともある
。アプリケーションがその要件を明示的に提供しない場合には、アプリケーションの１つ
または複数の要件は、アプリケーションに利用可能な任意の情報に基づいて決定されうる
。例えば、アプリケーションのデータレート要件は、アプリケーションデータストリーム
フォーマットから決定されうる、そしてそれは、受信機にてエラーフリー受信を確実にす
るためのソース符号化オーバヘッドを含めうる。
【００６５】
　一設計では、トラフィックおよび／またはシグナリングローディングの点でのアプリケ
ーション要件および／またはネットワークの影響は、無線デバイス１１０とネットワーク
との間で交換されうる。無線デバイス１１０は、ラジオを選択し、ラジオにアプリケーシ
ョンをマッピングし、および／または他の機能を実行するために、ネットワークにおける
トラフィックおよび／またはシグナリングローディングに関する情報を使用しうる。
【００６６】
　アプリケーションの優先度は、プロファイルデータベースによって提供されうる。例え
ば、アプリケーションは、いくつかのラジオが利用可能であるとき、他のラジオよりも特
定のラジオを好むことがある。
【００６７】
　無線デバイス１１０のステータスは、無線デバイスのバッテリー状態、無線デバイスに
おける現在アクティブなアプリケーション、十分なバッテリー電力または十分なネットワ
ーク機能のような状態に基づいているキュー実行待ち中のアプリケーション、無線デバイ
ス１１０によってサポートされたラジオ技術に対するアプリケーションの実際または推定
された影響等を含めうる。無線デバイス１１０の制約は、バッテリー寿命、無線デバイス
１１０におけるアクティブなラジオのチャネル状態、無線デバイス１１０におけるアクテ
ィブなラジオ間の既知または決定された干渉または他の影響、無線デバイス１１０の処理
機能、および／またはネットワークトラフィックおよび／またはシグナリング輻輳に対す
る複数の同時アプリケーションの既知または決定された影響等を含めうる。
【００６８】
　ラジオの機能は、ラジオの性能、ラジオによってサポートされる機能または特徴等によ
って量子化されうる。ラジオの性能は、様々な性能メトリクスによって量子化され、そし
てそれは、干渉関連メトリクスを含めうる。干渉関連メトリクスは、ラジオ間の干渉に依
存しうる、そして（ｉ）無線デバイス１１０上の送信機ラジオからの送信電力に起因する
受信機ラジオに対するデセンス(desense)量、（ｉｉ）時分割多重（ＴＤＭ）オペレーシ
ョンにおける２つまたは複数のラジオの時間オーバラップの割合、（ｉｉｉ）周波数分割
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多重（ＦＤＭ）または同時オペレーションにおける周波数オーバラップ量、および／また
は（ｉｖ）干渉に関連する他のメトリクス、を含めうる。性能メトリクスはラジオの性能
を示し、（ｉ）最大レートからのリンクの輻輳の割合レベル、（ｉｉ）公称からのリンク
における遅延の割合レベル等を含めうる。
【００６９】
　性能メトリクスは、時間の関数であり、どのラジオが利用可能で選択されるか、各ラジ
オのオペレーティング状態、アクティブなアプリケーションの要件、チャネル状態等のよ
うな様々な要因に依存することがある。ラジオのオペレーティング状態は、ラジオの異な
る構成可能なパラメータの特定の設定の機能でありうる。性能メトリクスは、スカラ、ベ
クトル、マトリクス等のような様々な形式で表されうる。例えば、性能メトリックは、カ
ラーチャートのセルの「カラー」によって与えられうる、そして、限定された数のカラー
のうちの１つ（例えば、緑、黄、赤）を帯びることがある。性能メトリックは、干渉を緩
和するために使用される技法に依存しうる形式で与えられうる。
【００７０】
　いくつかの性能メトリクスは無線デバイス１１０によって直接測定されるが、他の性能
メトリクスは、測定値から計算されうる。測定可能な性能メトリクスのいくつかの例は、
スループット、レイテンシ、ジッタ、等に関するメトリクスを含めうる。計算可能な性能
メトリクスは、ある量（例えば、送信機ラジオと受信機ラジオとの間の干渉レベル、受信
機デセンス等）を測定し、測定された量を性能メトリクス（例えばスループット）に変換
することによって取得されうる。
【００７１】
　性能メトリクスは、無線デバイス１１０上の共存ラジオとの干渉環境の影響を考慮する
ために使用されうる。概して、アプリケーション要件は、増大した干渉を満たすことが一
般的に困難である。干渉に起因する劣化の量（例えば、スループット対干渉）は、コンピ
ュータシミュレーション、モデリング、経験測定値等によって量子化されうる、また、性
能メトリクスを計算するために使用されうる。異なるアプリケーション要件は、干渉レベ
ルに対して異なる依存性を有しうる。スループットおよびレイテンシのようないくつかの
アプリケーション要件は、接続時間および呼出ドロップレートよりも干渉レベルに対して
より免疫がありうる。これらの異なる免疫レベルが、異なるアプリケーションについての
受諾可能な干渉レベルまたはトリガポイントを測る(gauge)ためにマッピング関数によっ
て考慮されうる。
【００７２】
　マッピング関数は、様々な方法で実装されうる。１つのアプリケーションのためのマッ
ピング関数の例示的な実装が下記で説明される。
【００７３】
　図６は、１つまたは複数のラジオにアプリケーションをマッピングするためのプロセス
６００の設計を図示する。初めに、アプリケーションの要件が決定されうる（ブロック６
１２）。第１の候補ラジオは、アプリケーションに潜在的にサービス提供するために、選
択されうる（６１４）。第１の候補ラジオは、アプリケーション要件を満たすことができ
るピークレートを通知する最良ラジオでありうる、または、他の方法で選択されたラジオ
でありうる。第１の候補ラジオの機能（例えばスループット）は、例えば、第１の候補ラ
ジオについての性能メトリクスに基づいて、決定されうる（ブロック６１６）。アプリケ
ーション要件とラジオ機能に基づいて第１の候補ラジオによってアプリケーションがサー
ビス提供されることができるかについて決定がなされる（ブロック６１８）。例えば、第
１の候補ラジオによってサポートされるスループットは、１つまたは複数の性能メトリク
スに基づいて計算されうるまたは直接測定されうる。ラジオによってサポートされるスル
ープットがアプリケーションによって要求されるスループットを満たすまたは超える場合
には、アプリケーションは、第１の候補ラジオによってサービス提供されることができる
。第１の候補ラジオがアプリケーションにサービス提供することができる場合には、アプ
リケーションは、第１の候補ラジオにマッピングされうる（ブロック６２０）。
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【００７４】
　そうでなければ、第１の候補ラジオ自体がアプリケーションにサービス提供することが
できない場合には、アプリケーションに潜在的にサービス提供するために次の候補ラジオ
が選択されうる（ブロック６２４）。次の候補ラジオは、次の最良の利用可能ラジオであ
りうる、または、他の何らかの方法で選択されたラジオでありうる。次の候補ラジオの機
能（例えば、スループット）が決定されうる（ブロック６２６）。次いで、アプリケーシ
ョン要件とラジオ機能に基づいてすべての候補ラジオによってアプリケーションがサービ
ス提供されることができるかについて決定がなされる（ブロック６２８）。答えが「Ｎｏ
」である場合には、すべての利用可能なラジオが考慮されたかという決定が実行されうる
（ブロック６３０）。少なくとも１つの利用可能なラジオが考慮されなかった場合には、
プロセスは、ブロック６２４に戻り、別の候補のラジオを選択しうる。そうでない場合、
ブロック６２８または６３０の答えが「Ｙｅｓ」の場合には、１セットのラジオがアプリ
ケーションにサービス提供するために選択されうる（ブロック６２０）。このセットは、
ブロック６１４および６２４で選択された候補ラジオのいくつかのすべてを含めうる。ア
プリケーションの複数フラクションは、ラジオの選択されたセットにおいて異なる複数ラ
ジオにマッピングされうる（ブロック６３２）。
【００７５】
　一設計では、アプリケーションのラジオへのマッピングは、アプリケーションがアクテ
ィブである全体の持続時間に対して適用可能であり静的でありうる。別の設計では、マッ
ピングは、動的でありうる、また、上でリストされた要因のいずれかに対する変更に基づ
いて変更しうる。例えば、プロセス６００は、アプリケーションがアクティブである間周
期的に実行されうる。
【００７６】
　図６は、１つまたは複数のラジオに１つのアプリケーションをマッピングする簡単な場
合を図示する。複数のアプリケーションはまた、同様な方法で複数のラジオにマッピング
されうる。一般に、１つまたは複数のラジオは、１つまたは複数のアプリケーションにサ
ービス提供するために、選択されうる。選択されたラジオがすべてのアクティブなアプリ
ケーションにサービス提供することができる、または、すべての利用可能なラジオが選択
されるまで、ラジオは選択されうる（例えば、一度に１つ）。
【００７７】
　一設計では、アプリケーションのラジオへのマッピングは、（ｉ）Ｍ個のアクティブな
アプリケーションに対応するＭ個の行と（ｉｉ）Ｎ個の利用可能なラジオに対応するＮ個
の列とを有するマッピングマトリクスによって与えられうる。マッピングマトリクスのｍ
番目の行とｎ番目の列におけるエントリは、ラジオＲｎにマッピングされているアプリケ
ーションＡＰＰｍの割合を示すことがある。各行のＮ個のエントリは１に合計されるべき
である。マッピングは、時間の関数、アプリケーション要件、ラジオ性能／機能等であり
うる。マッピングマトリクスは、特定の時間間隔の間有効でありうる、また時間間隔ごと
に変化しうる。マッピングマトリクスの変化は、ラジオ間のアプリケーションの複数フラ
クションまたは全体のアプリケーションのハンドオフ、異なる複数ラジオにマッピングさ
れたアプリケーションの割合の変化等に反映しうる。
【００７８】
　マッピング関数は、時間の関数として状態変数(state variable)を説明しうる。状態変
数は、エレメントがアルゴリズムに応じて更新されうる、Ｍ×Ｎマッピングマトリクスに
対応しうる。一設計では、アルゴリズムは、最小二乗平均（ＬＭＳ）アルゴリズムのよう
な適応アルゴリズムでありうる。この設計では、時間ｔ＋１における状態変数（例えば、
Ｍ×Ｎマッピングマトリクス）は、時間ｔおよび他のパラメータにおける状態変数の関数
として更新されうる、そしてそれは、１つまたは複数の性能メトリクス、更新するための
ステップサイズ等を含めうる。マッピング関数を更新するためのアルゴリズムはまた、他
の何らかの適応アルゴリズムまたは他の何らかの適切なアルゴリズムでありうる。
【００７９】
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　ラジオの選択および／またはアプリケーションのラジオへのマッピングは、１つまたは
複数の目的の機能を満たすために、周期的に、および／または、トリガされるとき、実行
されうる。目的の機能は、アプリケーション要件を満たすまたは超えること、無線デバイ
ス１１０の電力消費を最小化すること、１つまたは複数の無線ネットワークのトラフィッ
クおよび／またはシグナリングチャネルに対する影響を最小化すること等を含めうる。動
的／適応ラジオ選択および／またはアプリケーション・ツー・ラジオマッピングは、変化
するチャネル状態に取り組むために特に望ましいことがある。チャネル状態は、例えば、
チャネル品質インジケータ（ＣＱＩ）のフィードバック、チャネル状態情報（ＣＳＩ）、
受信された信号強度インジケータ（ＲＳＳＩ）、信号対雑音比（ＳＮＲ）、ビットエラー
レート（ＢＥＲ）、および／または、受信機から送信機までの他のメトリクスを介して、
モニタ／測定するチャネルを通じて確定されうる。チャネル状態を変更することはラジオ
の機能／スループットにおける変動を引き起こし、周期的におよび／またはトリガされる
ときにフラクショナルシステム選択を実行することによって取り組まれうる。
【００８０】
　図２で図示される設計では、接続マネージャ２４０と共存マネージャ２６０は、（ｉ）
アプリケーションのためのラジオを選択し、ラジオにアプリケーションをマッピングする
ためのフルおよび／またはフラクショナルシステム選択、および（ｉｉ）ラジオ間でアプ
リケーションを移動させるためのフルおよび／またはフラクショナルフローモビリティ、
をサポートしうる。共存マネージャ２６０と接続マネージャ２４０は、システム選択とフ
ローモビリティをサポートするために様々な機能を実行しうる。
【００８１】
　一設計では、共存マネージャ２６０は、無線デバイス１１０上で同時に動作している複
数のアクティブなラジオ間の干渉を緩和しうる。共存マネージャ２６０は、下記のうち１
つまたは複数に基づいて干渉を緩和しうる。　
・送信均等化および電力バックオフ－受信機ラジオに対する干渉を減らすために、送信機
ラジオの送信電力を減らす。
【００８２】
・プロトコルフレーム（時間）アライメント－ラジオ間の衝突を減らすために、異なるラ
ジオ技術（例えばＬＴＥおよびＢｌｕｅｔｏｏｔｈ）のラジオのタイミングをアラインす
る。
【００８３】
・ＴＤＭアービトレーション－ラジオの同時動作を回避するために異なる時間間隔で動作
するように異なる複数ラジオをスケジュールする。　
・ノブ調整(Knob adjustment)－干渉を緩和するためにラジオのオペレーティング状態を
調整する。
【００８４】
・干渉キャンセル－受信機ラジオにおける１つまたは複数の送信機ラジオから干渉を推定
しキャンセルする。
【００８５】
　共存マネージャ２６０はまた、他の技法に基づいて干渉を緩和しうる。干渉を緩和する
ために使用される技法は、性能メトリクスの形式に影響を与えうる。例えば、性能メトリ
クスは、送信電力バックオフの量、フレームアライメントにおけるラジオ間の衝突イベン
トの数、等の関数でありうる。
【００８６】
　共存マネージャ２６０は、１つまたは複数の干渉緩和技法を使用して、ラジオの性能（
例えば、性能メトリクスによって測定される）を改善することを試みることがある。共存
マネージャ２６０は、アプリケーションのある性能測定値に対する直接的な影響（例えば
、呼出接続時間および／または呼出ドロップレート）、そして、アプリケーションの他の
性能測定値に対する間接的な影響（例えば、スループット、遅延、および／またはジッタ
）を有しうる。
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【００８７】
　共存マネージャ２６０は、アプリケーションではなく、主にラジオに関する。しかしな
がら、共存マネージャ２６０は、使用するラジオを選択し、選択されたラジオを制御する
ことにおいて、アプリケーション（例えば、アプリケーションの要件および／または優先
度）を認識しうる。いくつかの設計では、共存マネージャ２６０は、接続マネージャ２４
０から関連情報を受信しうる、そして、関連情報に基づいてラジオを選択し制御しうる。
この情報は、アプリケーションＩＤ、アプリケーション要件、アクティブなラジオリスト
、ラジオプライオリティ、ラジオイベントプライオリティ等を含めうる。この情報はまた
、アプリケーションのラジオへのマッピングを含める、そしてそれは、ラジオを調整し、
ラジオについての性能メトリクスを決定する等のために、共存マネージャ２６０によって
使用されうる。
【００８８】
　一設計では、接続マネージャ２４０は、アプリケーションの要件を受信しうる、また、
アプリケーションの要件は、上述された要件を含めうる。接続マネージャ２４０は、アプ
リケーションのための好ましいラジオを決定するために、（例えば、ネットワークオペレ
ータからの）適用可能なポリシーとプロファイルを適用しうる。プロファイルは、特定の
アプリケーション上でユーザ要件を設定するユーザプロファイルを含めうる。接続マネー
ジャ２４０は、ラジオおよび／またはそれらのイベントにプライオリティを割り当て、そ
してそれは、共存マネージャ２６０のオペレーションに影響を及ぼしうる。接続マネージ
ャ２４０は、ラジオ選択および／または干渉緩和を支援するために、共存マネージャ２６
０に関連情報を送信しうる。
【００８９】
　接続マネージャ２４０は、アプリケーションの要件、ラジオの機能等に基づいて、ラジ
オにアプリケーションをマッピングしうる。例えば、接続マネージャ２４０は、（例えば
ＣＤＭＡ　１ＸセルラおよびＷＬＡＮの場合）アプリケーションＡＰＰ１からラジオＲ１
およびＲ２にマッピングし、（高いＱｏＳを伴うＥＶＤＯの場合）アプリケーションＡＰ
Ｐ２からラジオＲ３へ、そして、（ＭＭＳのためのＣＤＭＡ　１Ｘセルラの場合）アプリ
ケーションＡＰＰ３からラジオＲ１へマッピングしうる。
【００９０】
　一設計では、接続マネージャ２４０は、選択されたラジオ（１つまたは複数）のための
、スループット、レイテンシ、および／または他のパラメータを推定するために、リンク
ベースのプローブおよび／またはパスベースのプローブをランチ（launched）しうる。リ
ンクベースのプローブは、無線デバイス１１０上の選択されたラジオを介して無線ネット
ワークにおける基地局と無線デバイス１１０との間のラジオリンクの性能を推定するため
にローンチされうる。パスベースのプローブは、選択されたラジオ、基地局、および他の
ネットワークエンティティを介して無線デバイス１１０からエンドポイントまでのエンド
・ツー・エンド通信パスの性能を推定するためにローンチされうる。接続マネージャ２４
０は、アプリケーション要件を受信する時に、または、アプリケーションについてラジオ
（１つまたは複数）を選択した後で、または、他の時間において、リンクベースのプロー
ブおよび／またはパスベースのプローブをローンチしうる。接続マネージャ２４０は、リ
ンクベースのプローブおよび／またはパスベースのプローブから性能情報を受信し、ラジ
オにアプリケーションをマッピングするために性能情報を使用しうる。
【００９１】
　図７は、アクティブなアプリケーションのためのシステム選択を実行するプロセス７０
０の設計を図示する。第１のアプリケーションＡＰＰ１　２２４ａは、アクティブになり
うる、そして、接続マネージャ２４０に接続要求を送信しうる（ステップ１ａ）。接続マ
ネージャ２４０は、接続要求を受信し、アプリケーション２２４ａのための１つまたは複
数のラジオを選択するために使用されたシステム選択情報を取得しうる（ステップ２ａ）
。システム選択情報は、アプリケーション２２４ａによって提供されるおよび／またはＣ
ｎＭデータベース２５２から取得される要件、アプリケーション２２４ａのためのプロフ
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ァイルおよび／または優先度、無線デバイス１１０のステータス等を備えうる。
【００９２】
　接続マネージャ２４０は、アプリケーション２２４ａに使用されることができる適用可
能なラジオのリスト、および／または、アプリケーション２２４ａのための好ましいラジ
オのリストをシステム選択情報に基づいて生成しうる。接続マネージャ２４０は、適用可
能および／または好ましいラジオおよびそれらのイベントにプライオリティを割り当てう
る。例えば、ＬＴＥラジオは、１Ｘラジオよりも高いプライオリティを有し、そして１Ｘ
ラジオは、アプリケーション２２４ａについてのＷＬＡＮラジオよりも高いプライオリテ
ィを有することがある。接続マネージャ２４０は、アプリケーションＩＤ、アプリケーシ
ョン要件、アプリケーション２２４ａのための適用可能および／または好ましいラジオ、
ラジオおよび／またはそれらのイベントのプライオリティ、および／または、他の情報を
共存マネージャ２６０に提供しうる（ステップ３ａ）。
【００９３】
　共存マネージャ２６０は、接続マネージャ２４０から情報を受信し、無線デバイス１１
０上での使用に利用可能なラジオを決定しうる。共存マネージャ２６０は、利用可能なラ
ジオ間の干渉を緩和しうる。共存マネージャ２６０は、接続マネージャ２４０にラジオ関
連情報を提供しうる（ステップ４ａ）。ラジオ関連情報は、ラジオについての性能メトリ
クス、ラジオ間の干渉を示す情報、チャネル状態等を備えうる。
【００９４】
　接続マネージャ２４０は、共存マネージャ２６０から、利用可能なラジオについてのラ
ジオ関連情報を受信しうる。接続マネージャ２４０は、アプリケーション要件、ラジオ機
能、ラジオおよび／またはそれらのイベントのプライオリティ等に基づいて、アプリケー
ション２２４ａのための１つまたは複数のラジオを選択しうる（ステップ５ａ）。接続マ
ネージャ２４０はまた、選択されたラジオ（１つまたは複数）にアプリケーション２２４
ａをマッピングしうる。フルシステム選択の場合、接続マネージャ２４０は、各方向につ
いての単一のラジオ（例えば送信または受信）を選択し、各方向についての単一のラジオ
に全体のアプリケーション２２４ａをマッピングしうる。フラクショナルシステム選択の
場合、接続マネージャ２４０は、所与の方向についてアプリケーション２２４ａについて
の複数のラジオを選択し、その方向について選択された各ラジオにアプリケーション２２
４ａのフラクションをマッピングしうる。
【００９５】
　接続マネージャ２４０は、アプリケーション２２４ａのための選択されたラジオ（１つ
または複数）を構成するために、共存マネージャ２６０に構成要求を送信しうる（ステッ
プ６ａ）。接続マネージャ２４０はまた、アプリケーション２２４ａに接続情報を戻しう
る（ステップ７ａ）。接続情報は、アプリケーション２２４ａについての選択されたラジ
オ（１つまたは複数）を示し、および／または、アプリケーション２２４ａによって使用
される他の情報を提供して、アプリケーション２２４ａによって送信または受信されるべ
きデータについての接続性を取得しうる。アプリケーション２２４ａは、次いで、選択さ
れたラジオ（１つまたは複数）を介して接続を取得しうる（ステップ８ａ）。
【００９６】
　その後で、第２のアプリケーションＡＰＰ２　２２４ｂは、アクティブになりうる、そ
して、接続マネージャ２４０に接続要求を送信しうる（ステップ１ｂ）。接続マネージャ
２４０は、接続要求を受信しうる、そして、アプリケーション２２４ｂのための１つまた
は複数のラジオを選択するために使用されるシステム選択情報を取得しうる（ステップ２
ｂ）。接続マネージャ２４０は、アプリケーションＩＤ、アプリケーション要件、アプリ
ケーション２２４ｂのための適用可能および／または好ましいラジオ、ラジオおよび／ま
たはイベントのプライオリティ、および／または、他の情報を共存マネージャ２６０に提
供しうる（ステップ３ｂ）。共存マネージャ２６０は接続マネージャ２４０から情報を受
信し、無線デバイス１１０上での使用に利用可能なラジオを決定し、例えば接続マネージ
ャ２４０から受信した情報に基づいて、利用可能なラジオの間の干渉を緩和しうる。共存
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マネージャ２６０は、接続マネージャ２４０にラジオ関連情報を提供しうる（ステップ４
ｂ）。
【００９７】
　接続マネージャ２４０は、共存マネージャ２６０から、利用可能なラジオについてのラ
ジオ関連情報を受信しうる。接続マネージャ２４０は、アプリケーション２２４ｂのため
の１つまたは複数のラジオを選択しうる、そして、フルまたはフラクショナルシステム選
択に基づいて、選択されたラジオ（１つまたは複数）にアプリケーション２２４ｂをマッ
ピングしうる（ステップ５ｂ）。接続マネージャ２４０は、すべての利用可能なラジオと
すべてのアクティブなアプリケーションを考慮することにより、ステップ５ｂでラジオに
アプリケーションをマッピングしうる。例えば、接続マネージャ２４０は、アプリケーシ
ョン２２４ａおよび２２４ｂの要件、および利用可能なラジオの機能に基づいて、ステッ
プ５ｂでアプリケーション２２４ａのフラクションまたはすべてを再マッピングしうる。
接続マネージャ２４０は、アプリケーション２２４ｂのための選択されたラジオ（１つま
たは複数）を構成するために、共存マネージャ２６０に構成要求を送信しうる（ステップ
６ｂ）。接続マネージャ２４０はまた、アプリケーション２２４ｂに接続情報を戻しうる
（ステップ７ｂ）。アプリケーション２２４ｂは、次いで、選択されたラジオ（１つまた
は複数）を介して接続を取得しうる（ステップ８ｂ）。
【００９８】
　図７は、ステップの特定シーケンスでシステム選択を実行する例示的な設計を図示する
。システム選択はまた、他の方法で、例えば図７のステップのシーケンスとは異なりうる
ステップの他のシーケンスを用いて、実行されうる。
【００９９】
　接続マネージャ２４０と共存マネージャ２６０は、フローモビリティとシステム選択に
ついて様々な方法で相互作用しうる。接続マネージャ２４０と共存マネージャ２６０の間
のインタラクションのための２つのスキームが後述されており、それらは、一方向ＣｘＭ
／ＣｎＭインタラクションおよび双方向ＣｘＭ／ＣｎＭインタラクションと呼ばれる。
【０１００】
　一方向ＣｘＭ／ＣｎＭインタラクションの場合、制御は、システム選択およびフローモ
ビリティのために、共存マネージャ２６０から接続マネージャ２４０へとフローしうる。
接続マネージャ２４０は、アプリケーションの要件を有し、アプリケーションとラジオと
の間のマッピングを決定しうる。
【０１０１】
　図８Ａは、一方向ＣｘＭ／ＣｎＭインタラクションの設計を図示する。アクティブなア
プリケーション２２４は、接続マネージャ２４０にそれらの要件を提供しうる（ステップ
１）。接続マネージャ２４０は、アクティブなアプリケーションの要件を受信しうる、そ
して、アプリケーションのための好ましいラジオを決定するために、（例えば、ネットワ
ークオペレータからの）適用可能なポリシーとプロファイルを適用しうる（ステップ２）
。
【０１０２】
　共存マネージャ２６０は、どの無線ネットワークが利用可能かに基づいて無線デバイス
１１０上での使用に利用可能であるラジオを決定しうる（ステップ３）。共存マネージャ
２６０は、ラジオ間の干渉の影響、チャネル状態、スループット推定値等に起因して、他
のラジオよりあるラジオを選択しうる。共存マネージャ２６０は、ラジオ間の干渉の影響
を決定しうる、そして共存データベース２７２と相互作用し、ラジオのオペレーティング
パラメータについての適切な設定を決定し、干渉を緩和しそして性能を改善しうる（ステ
ップ４）。共存マネージャ２６０は、利用可能なまたは選択されたラジオのリストおよび
それらの機能（例、性能メトリクス）を接続マネージャ２４０に提供しうる（ステップ５
）。
【０１０３】
　接続マネージャ２４０は、使用するためのラジオを選択しうる、そして、アプリケーシ
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ョンの要件、ラジオの機能、および／または、他の基準に基づいて、選択されたラジオに
アクティブなアプリケーションをマッピングしうる（ステップ６）。接続マネージャ２４
０は、アプリケーション要件が小さい共存の影響で満たされることができるように、共存
マネージャ２６０からの選択されたラジオ間の共存影響に関する情報に基づいてアプリケ
ーションのラジオへのマッピングを決定しうる。
【０１０４】
　一設計では、図８Ａのステップは、ラジオを選択し、選択されたラジオにアクティブな
アプリケーションをマッピングするために一度実行されうる。この設計は、アプリケーシ
ョンをラジオにマッピングするためにオーバヘッドを処理することを低減しうる。別の設
計では、図８Ａのステップのいくつかまたはすべては、アプリケーション要件を満たすお
よび／またはよりよい性能を得るために、（リアルタイムで）多数回反復されうる。
【０１０５】
　一方向ＣｘＭ／ＣｎＭインタラクションの場合、共存マネージャ２６０は、（ｉ）干渉
情報および／または共存マネージャ２６０に利用可能な他の情報、および（ｉｉ）接続マ
ネージャ２４０からの少ない情報または情報なし、に基づいて使用するラジオを選択しう
る、および／または、ラジオを調整しうる。例えば、接続マネージャ２４０は、共存マネ
ージャ２６０がラジオ間の干渉を緩和することを可能にするためにいくらかの情報を送信
しうる。情報は、利用可能または好ましいラジオリスト、ラジオプライオリティ、ラジオ
イベントプライオリティ、周波数帯域およびチャネル、２．４ＧＨｚおよび５ＧＨｚ帯域
の同時デュアルバンドＷＬＡＮオペレーションまたはＬＴＥおよび／またはＨＳＰＡのた
めの同時セルラキャリアアグリゲーションオペレーションのようなラジオオペレーション
のモード、アプリケーション要件、アプリケーションフロー分離識別子（アプリケーショ
ン内でアプリケーションフローを識別する方法）等を備えうる。アプリケーション要件は
、接続マネージャ２４０に知られているが、共存マネージャ２６０に提供されないことが
ある。接続マネージャ２４０は、共存マネージャ２６０から選択されたラジオについての
性能メトリクスを取得しうる、そして、選択されたラジオにアプリケーションをマッピン
グしうる。
【０１０６】
　双方向ＣｘＭ／ＣｎＭインタラクションの場合、制御は、システム選択およびフローモ
ビリティのために、共存マネージャ２６０から接続マネージャ２４０へとフローしうる、
また逆も然りである。双方向ＣｘＭ／ＣｎＭインタラクションの一設計では、接続マネー
ジャ２４０は、共存マネージャ２６０がラジオを選択し、場合によっては、ラジオのオペ
レーティングパラメータを調整して良好な性能を取得することを可能にする関連情報（例
えば、アプリケーションの要件）を提供しうる。共存マネージャ２６０は、選択されたラ
ジオのリストおよびそれらの機能を接続マネージャ２４０に提供しうる。接続マネージャ
２４０は、そのあとで、アプリケーションの要件、ラジオの機能、および／または、他の
基準に基づいて、選択されたラジオにアクティブなアプリケーションをマッピングしうる
。双方向ＣｘＭ／ＣｎＭインタラクションの場合、共存マネージャ２６０は、（ｉ）接続
マネージャ２４０からの関連情報、および（ｉｉ）干渉情報、チャネル情報、および／ま
たは共存マネージャ２６０に利用可能な他の情報、に基づいてラジオを調整しうる、およ
び／または、使用するためのラジオを選択する。
【０１０７】
　図８Ｂは、双方向ＣｘＭ／ＣｎＭインタラクションの設計を図示する。アクティブなア
プリケーション２２４は、接続マネージャ２４０にそれらの要件を提供しうる（ステップ
１）。接続マネージャ２４０は、適用可能なポリシーおよびプロファイルを適用して、ア
プリケーションのための好ましいラジオを決定しうる（ステップ２）。接続マネージャ２
４０は、アプリケーション要件および場合によっては、好まれるラジオを共存マネージャ
２６０に提供しうる（ステップ３）。
【０１０８】
　共存マネージャ２６０は、接続マネージャ２４０から受信された情報に部分的に基づい
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て使用するために利用可能であるラジオを決定しうる（ステップ４）。共存マネージャ２
６０は、ラジオの中の干渉の影響を決定し、チャネル状態を決定し、スループットを推定
する等を行なうことがある。共存マネージャ２６０は、干渉を緩和し性能を改善するため
に、ラジオのオペレーティングパラメータの適切な設定を決定するために共存データベー
ス２７２と相互作用しうる（５）。共存マネージャ２６０は、利用可能なまたは選択され
た複数ラジオのリストおよびそれら機能（例、性能メトリクス）を接続マネージャ２４０
に提供しうる（ステップ６）。接続マネージャ２４０は、使用するためのラジオを選択し
うる、そして、アプリケーションの要件、ラジオの機能、および／または、他の基準に基
づいて、選択されたラジオにアクティブなアプリケーションをマッピングしうる（ステッ
プ７）。
【０１０９】
　一設計では、図８Ｂのステップは、ラジオを選択し、選択されたラジオにアクティブな
アプリケーションをマッピングするために一度実行されうる。この設計は、アプリケーシ
ョンをラジオにマッピングするためにオーバヘッドを処理することを低減しうる。
【０１１０】
　別の設計では、図８Ｂのステップのいくつかまたはすべて（例えば、ステップ２～７）
は、よりよい性能を得るために、および／または、アプリケーション要件を満たすために
、（例えば、ＬＭＳアルゴリズムまたは他の何らかの適応アルゴリズムに基づいて）複数
回反復されうる。第１の反復の場合、共存マネージャ２６０は、接続マネージャ２４０か
らのアプリケーション要件に基づいてラジオを調整すること、および／または、最初に選
択することがある。接続マネージャ２４０は、次いで、選択されたラジオとそれらの機能
に基づいて、選択されたラジオにアクティブなアプリケーションをマッピングしうる。第
２の反復の場合、共存マネージャ２６０は、アプリケーションのラジオへの現在のマッピ
ング、場合によっては、他の情報（例えば、接続マネージャ２４０からの更新されたアプ
リケーション要件、無線デバイス１１０の電力消費等）に基づいて、ラジオのオペレーシ
ョン（例えば、オペレーティング状態）を選択および／または調整しうる。接続マネージ
ャ２４０は、選択されたラジオにアクティブなアプリケーションをマッピングしうる、そ
して、場合によっては、選択されたラジオとそれらの機能に基づいてアプリケーション要
件を変更しうる。各後続反復は、同様な方法で実行されうる。接続マネージャ２４０と共
存マネージャ２６０との間の交換は、異なる複数ラジオの選択、ラジオについての異なる
オペレーティング状態の選択、アプリケーション要件の変更等をもたらすことがある。接
続マネージャ２４０および／または共存マネージャ２６０は、アプリケーション要件を適
合させる、または必要に応じてそれらを変更するために、利用可能なリソースを均等化ま
たは割り付けるアクションをとることがある。接続マネージャ２４０および共存マネージ
ャ２６０は、出来るだけ少ないラジオ間の干渉に対する影響で、可能な限り最良にアプリ
ケーション要件が満たされることができるように複数の反復を実行しうる。
【０１１１】
　アプリケーションの要件は、様々な方法で変更されうる。例えば、要件は、符号レート
を変化させることによるアプリケーションについて送信するための符号化された情報量を
変化させることによって変更されうる。ラジオがアプリケーションの公称要件(nominal r
equirements)を満たすことが出来ない場合には、送信帯域幅要件を減らすために符号レー
トを変更することが実行されうる。符号レートを変更することは、データ送信の信頼性に
影響を与え、さらなる再送信を結果としてもたらすことがある。実際、接続マネージャ２
４０は、１つまたは複数のラジオとアプリケーションソース符号化との間のプロキシとし
てサービス提供しうる。アプリケーションの他の特性（符号レートを除く）はまた、アプ
リケーションの要件を変更するように、変化しうる。
【０１１２】
　図８Ａおよび図８Ｂは、一方向および双方向ＣｘＭ／ＣｎＭインタラクションの例示的
な設計を図示し、そしてそれはまた、他の方法で実装されうる。一設計では、接続マネー
ジャ２４０は、例えば、スループットプローブまたは干渉測定を介して、共存マネージャ
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２６０からの性能メトリクスの収集をイニシエートしうる。別の設計では、共存マネージ
ャ２６０は、干渉情報（例えばカラーチャート）、チャネル情報、測定されたラジオ性能
（例えばスループット推定値）、および／または他の情報を接続マネージャ２４０に提供
しうる。接続マネージャ２４０は、共存マネージャ２６０から受信された情報に基づいて
性能メトリクスを計算しうる、そして、アプリケーションの要件、接続マネージャ２４０
によって計算された性能メトリクス等に基づいてラジオにアプリケーションをマッピング
しうる。さらに別の設計では、共存マネージャ２６０は、接続マネージャ２４０から受信
されたアプリケーション要件と共存マネージャ２６０によって決定された性能メトリクス
に基づいて、アプリケーションのラジオへのマッピングを決定しうる。
【０１１３】
　図９Ａは、反復的な双方向ＣｘＭ／ＣｎＭインタラクションの設計を図示する。本設計
では、接続マネージャ２４０は、共存マネージャ２６０にアプリケーション要件を初めに
提供しうる。共存マネージャ２６０は、ラジオの性能メトリクスを決定しうる、また性能
メトリクスとアプリケーション要件に基づいてアプリケーションのラジオへのマッピング
を決定しうる。接続マネージャ２４０は、共存マネージャからマッピングを受信し、その
マッピングに基づいてラジオにアプリケーションをマッピングしうる。複数の反復は、性
能を改善するために、アプリケーションのラジオへのマッピングとラジオの選択を精製す
るために実行されうる。
【０１１４】
　図９Ｂは、反復的な双方向ＣｘＭ／ＣｎＭインタラクションの別の設計を図示する。本
設計では、接続マネージャ２４０は、共存マネージャ２６０にアプリケーションのラジオ
への初期マッピングを提供しうる。初期マッピングは、（ｉ）アクティブなアプリケーシ
ョンのための好ましいラジオ、（ｉｉ）接続マネージャ２４０からの入力なしに、共存マ
ネージャ２６０によって選択されたラジオ、または（ｉｉｉ）他の方法で決定されるラジ
オ、に基づいていることがある。共存マネージャ２６０は、初期のアプリケーション・ツ
ー・ラジオマッピングに基づいて、ラジオの性能メトリクスを決定しうる。接続マネージ
ャ２４０は、共存マネージャ２６０から性能メトリクスを受信しうる、そして、アプリケ
ーション要件と性能メトリクスに基づいて、アプリケーションのラジオへのマッピングを
更新しうる。複数の反復は、性能を改善するために、アプリケーションのラジオへのマッ
ピングとラジオの選択を精製するために実行されうる。
【０１１５】
　図９Ａおよび図９Ｂは、反復的な双方向ＣｘＭ／ＣｎＭインタラクションの２つの設計
を図示する。双方向ＣｘＭ／ＣｎＭインタラクションはまた、他の方法で、反復的に実行
されうる。ラジオの性能メトリクスは、共存マネージャ２６０によって決定されうる。ア
プリケーションのラジオへのマッピングは、接続マネージャ２４０および／または共存マ
ネージャ２６０によって決定されうる。
【０１１６】
　図１０は、アプリケーション要件に基づいてシステム選択を実行するプロセス１０００
の設計を図示する。プロセス１０００は、無線デバイス（下記で説明される）によって、
または、他の何らかのエンティティによって、実行されうる。無線デバイスは、無線デバ
イス上でアクティブな少なくとも１つのアプリケーションの要件を決定しうる（ブロック
１０１２）。少なくとも１つのアプリケーションの要件は、スループット、レイテンシ、
ジッタ、接続時間、呼出ドロップレート等に関連しうる。無線デバイスは、少なくとも１
つのアプリケーションの要件に基づいて無線デバイス上で複数のラジオから少なくとも１
つのラジオを選択しうる（ブロック１０１４）。無線デバイスはまた、少なくとも１つの
アプリケーションのためのラジオの優先度、ラジオのプライオリティ、ラジオの性能また
は機能、ラジオ間の干渉、および／または他の要因にさらに基づいて少なくとも１つのラ
ジオを選択しうる。
【０１１７】
　無線デバイスは、少なくとも１つのラジオの性能、少なくとも１つのアプリケーション



(27) JP 2013-528976 A 2013.7.11

10

20

30

40

50

の要件、および／または他の要因に基づいて、少なくとも１つのアプリケーションの少な
くとも１つのラジオへのマッピングを決定しうる（ブロック１０１６）。少なくとも１つ
のラジオの性能と少なくとも１つのアプリケーションの要件は、スループット、遅延、ジ
ッタ等に関連しうる。無線デバイスは、マッピングに基づいて少なくとも１つのラジオに
少なくとも１つのアプリケーションをマッピングしうる（ブロック１０１８）。無線デバ
イスは、少なくとも１つのラジオを反復的に選択し、複数の反復のためのマッピングを決
定し、性能を改善する。
【０１１８】
　無線デバイスは、ラジオ間の干渉に関する少なくとも１つのメトリックに基づいて少な
くとも１つのラジオの性能を決定しうる。例えば、少なくとも１つのラジオの性能はスル
ープットによって与えられうる。無線デバイスは、ラジオ間の干渉に関する測定値を取得
しうる、そして干渉に関連する測定値に基づいて各ラジオのスループットを計算しうる。
無線デバイスはまた、各ラジオのスループット等を直接測定しうる。
【０１１９】
　一設計では、無線デバイスは、ラジオ間の干渉および／または少なくとも１つのアプリ
ケーションの要件に基づいて少なくとも１つのラジオの各々のオペレーティング状態を設
定しうる。一設計では、無線デバイスは、少なくとも１つのラジオの性能に基づいて少な
くとも１つのアプリケーションの要件を変更しうる。
【０１２０】
　一設計では、１：Ｎマッピングの場合、無線デバイスは、単一のアプリケーションの要
件を決定し、アプリケーションの要件に基づいて複数ラジオを選択し、アプリケーション
の異なる複数フラクションを複数のラジオにマッピングしうる、つまり複数ラジオの各々
に対し各アプリケーションの１フラクションをマッピングしうる。一設計では、Ｍ：１マ
ッピングの場合、無線デバイスは、複数のアプリケーションの要件を決定し、アプリケー
ションの要件に基づいて単一のラジオを選択し、複数のアプリケーションの複数フラクシ
ョンをラジオにマッピングしうる、つまりラジオに対し各アプリケーションの１フラクシ
ョンをマッピングしうる。一設計では、Ｍ：Ｎマッピングの場合、無線デバイスは、複数
のアプリケーションの要件を決定し、アプリケーションの要件に基づいて複数ラジオを選
択し、複数のアプリケーションの複数フラクションを複数のラジオにマッピングしうる、
つまり複数ラジオの各々に対し各アプリケーションの１フラクションをマッピングしうる
。
【０１２１】
　一設計では、ブロック１０１２、１０１６、および１０１８は、接続マネージャによっ
て実行されうる、また、ブロック１０１４は、無線デバイス上で共存マネージャによって
実行されうる。別の設計では、ブロック１０１２は、接続マネージャによって実行されう
る、また、ブロック１０１４、１０１６、１０１８は、共存マネージャによって実行され
うる。一般的に、ブロック１０１２～１０１８は、無線デバイス内の１つまたは複数のエ
ンティティによって実行されうる。
【０１２２】
　当業者は、情報および信号は、様々な異なる技術および技法のうちのいずれかを使用し
て表されうるということを理解するであろう。例えば、上記の説明の全体にわたって参照
されうる、データ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、
電圧、電流、電磁波、磁場あるいは磁粒子、光場あるいは光学粒子、あるいはそれらのい
ずれの組み合わせ、によって表わされうる。
【０１２３】
　当業者は、ここにおける開示に関連して説明された様々な説明の論理ブロック、モジュ
ール、回路およびアルゴリズムのステップが電子ハードウェア、コンピュータソフトウェ
ア、または両方の組み合わせとして実装されうるということをさらに理解するであろう。
ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に説明するために、様々な説明のための
コンポーネント、ブロック、モジュール、回路およびステップがそれらの機能という点か
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ら一般的に上述されてきた。このような機能がハードウェアまたはソフトウェアとして実
装されるかは、全体のシステムに課せられた設計の制約と特定のアプリケーションに依存
する。当業者は、各特定のアプリケーションについての様々な方法で、説明された機能性
を実装しうるが、そのような実装の決定は、本発明の範囲からの逸脱を生じさせるものと
して解釈されるべきでない。
【０１２４】
　ここでの開示に関連して説明された様々な説明のための論理ブロック、モジュール、お
よび回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回
路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、あるいは他のプ
ログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートあるいはトランジスタ論理、ディスク
リートハードウェアコンポーネント、あるいは、ここに説明された機能を実行するように
設計されたそれらのいずれの組み合わせ、で実装または実行されうる。汎用プロセッサは
、マイクロプロセッサでありうるが、代わりに、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ
、コントローラ、マイクロコントローラ、またはステートマシンでありうる。プロセッサ
はまた、コンピューティングデバイスの組み合わせ、例えば、ＤＳＰとマイクロプロセッ
サとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと併用しての１つまたは複数
のマイクロプロセッサ、あるいはいずれの他のそのような構成のもの、として実装されう
る。
【０１２５】
　ここにおける開示に関連して説明される方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハ
ードウェアにおいて、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールにおいて、
または、それら２つの組み合わせにおいて具現化されうる。ソフトウェアモジュールは、
ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭ、メモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭメ
モリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、または当技術
分野で知られている記憶媒体のいずれの他の形式において存在しうる。例示的な記憶媒体
は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み出し、記憶媒体に情報を書き込むように、プロ
セッサに結合される。あるいは、記憶媒体は、プロセッサに不可欠でありうる。プロセッ
サと記憶媒体は、ＡＳＩＣにおいて存在しうる。ＡＳＩＣは、ユーザ端末において存在し
うる。あるいは、プロセッサと記憶媒体は、ユーザ端末においてディスクリートコンポー
ネントとして存在しうる。
【０１２６】
　１つまたは複数の例示的な設計では、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェア
、ファームウェア、またはそれらのいずれの組み合わせにおいて実装されうる。ソフトウ
ェアで実装される場合には、機能は、コンピュータ可読媒体上で１つまたは複数の命令ま
たはコードとして格納または送信されうる。コンピュータ可読媒体は、１つの場所から別
の場所へとコンピュータプログラムの移送を容易にするいずれの媒体をも含む、コンピュ
ータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによっ
てアクセスされることができるいずれの利用可能な媒体でありうる。例として、また限定
されないが、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、ＣＤ
－ＲＯＭあるいは他の光学ディスクストレージ、磁気ディスクストレージあるいは他の磁
気ストレージデバイス、あるいは、命令あるいはデータ構造の形態において所望のプログ
ラムコード手段を搬送または格納するために使用されることができる、また、汎用または
専用コンピュータ、または、汎用または専用プロセッサによってアクセスされることがで
きる、いずれの他の媒体をも備えることができる。また、いずれの接続もコンピュータ可
読媒体と適切に名づけられる。例えば、ソフトウェアがウェブサイト、サーバ、あるいは
、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジタル加入者ライン（ＤＳＬ
）、あるいは赤外線、無線、およびマイクロ波のような無線技術を使用している他の遠隔
ソース、から送信される場合には、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア
、ＤＳＬ、あるいは赤外線、無線、およびマイクロ波のような無線技術は、媒体の定義に
含まれている。ここで使用される、ディスク（Disk）とディスク（disc）は、コンパクト
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ディスク（ＣＤ）、レーザディスク、光学ディスク、デジタルバーサタイルディスク（Ｄ
ＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク、およびブルーレイ（登録商標）ディスクを含
み、ディスク（Disk）はしばしばデータを磁気的に再生し、ディスク（disc）は、レーザ
で光学的に再生する。上記の組み合わせもまた、コンピュータ可読媒体の範囲内に含まれ
るべきである。
【０１２７】
　本開示の先の説明は、当業者が本開示を行なうまたは使用することを可能にするために
提供される。本開示に対する様々な変更は、当業者にとって容易に明らかであろう、また
、ここで定義される一般的な原理は、本開示の範囲または精神から逸脱することなく他の
変更に適用されうる。したがって、本開示は、ここで説明される例および設計に限定する
ように意図されておらず、ここで開示される原理および新規の特徴と一致して幅広い範囲
が与えられるべきである。

【図１】 【図２】
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